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はじめにはじめにはじめにはじめに    

 21世紀を迎え、社会の少子化および高齢化が進む中で、集団の医療から個の医療へとその重点が

移りつつあります。現在、個体間変動要因の代表例である遺伝子多型に関する研究およびその治療

への応用は確立されつつありますが、個体間変動要因の整理・体系化が進むことによりクローズア

ップされるのは個体内変動です。こうした状況の中で、投薬時刻により薬の効き方が大きく異なる

ことがわかってきました（時間薬理学：Chronopharmacology） 1, 2)。最近では、医薬品の添付文書

などに服薬時刻が明示されるに至っています。また生体リズムを考慮した時間制御型 DDS(drug 

delivery system)の開発、服薬時刻により処方内容を変更した製剤の開発、生体リズム調整薬の開

発が進められています。その背景には時計遺伝子に関する研究の発展があげられます。体内時計の

本体は、視神経が交差する視交叉上核（suprachiasmatic nucleus、SCN）に位置し、時計遺伝子に

より制御されています（図）。時計遺伝子の機能と役割が生理学的側面より明らかにされつつあり

ますが、今後の重要な課題として臨床応用があげられます。そこで本講演では、創薬・育薬の側面

から時間治療の現状と今後の展開について紹介します。 
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    1111 生体生体生体生体リズムリズムリズムリズムとととと疾患疾患疾患疾患    

 起床時に副腎皮質ホルモンの急激な上昇により、我々は眠りからさめて行動できるように身体の

態勢が準備されます。引き続き交感神経の活動が活発になり、眠りに付く頃には副交感神経の活動

が活発になります。またホルモン分泌や神経活動の日周リズムと関連して様々な疾患に日周リズム

が認められます。例えば、喘息発作による呼吸困難の増加および最大気流量の低下は深夜に起こり

ます。また高血圧症患者では、一日の中で血圧が最高に達する夕方頃に高血圧症状を示します。血

圧の日周リズムとも関連して、クモ膜下出血や脳梗塞の発症頻度は、時間により大きく変化します。

歯などの痛みは夜間から早朝に発現します。消化性潰瘍時の胃酸分泌増加は夜間に起こります。う

つ病患者は午前中にうつ症状が強く夕方に改善されることも少なくありません。 

 

2 2 2 2 育薬育薬育薬育薬とととと時間薬理学時間薬理学時間薬理学時間薬理学    

 生体生体生体生体リズムリズムリズムリズムとととと薬効薬効薬効薬効：：：： 添付文書などに至適投薬時刻が記載されている医薬品として降圧薬、高脂

血症治療薬、気管支喘息治療薬、副腎皮質ホルモン、利尿薬、消化性潰瘍治療薬、睡眠薬などがあ

ります。例えば、喘息治療に用いるテオフィリンは、発作の起こりやすい夜間から早朝に薬物濃度

が上昇するように工夫した製剤が使用されています。高血圧治療に用いるベラパミルは、狭心症お

よび早朝の血圧上昇を予防する目的で、就寝前に投与して早朝の効果を期待する製剤が使用されて

います。高脂血症治療薬のHMG-CoA還元酵素阻害剤は、コレステロールの生合成が夜間に高まるこ

とを考慮して、夕方に投与されています。ステロイド剤の投与に際しては、本来生体に備わってい

るコーチゾールの日周リズムを崩さないよう午前大量、午後少量といった投薬設計が利用されてい

ます。一方で、疾患症状の日周リズムの存在の有無にかかわらず多くの薬物の効果や副作用が、投

薬時刻により異なることが知られています。その機序としてレセプター機能、神経伝達物質などの

生体の感受性や吸収、分布、代謝、排泄などの薬物動態の日周リズムが関与しています。さらに、

薬物動態の日周リズムの機序として肝機能、腎機能、薬物結合タンパク量、胃内pH、薬物の胃内通

過時間などの日周リズムが関与しています。例えば、抗腫瘍薬の効果や毒性は、腫瘍や骨髄の細胞

動態および薬物動態の日周リズムと関連して変化します。従って、正常細胞の感受性が低く、癌細

胞の感受性が高い時刻に投薬することにより、抗腫瘍薬の有効性や安全性を高めることも可能です。 

 生体生体生体生体リズムリズムリズムリズムととととTDM(therapeutic drug monitoring)TDM(therapeutic drug monitoring)TDM(therapeutic drug monitoring)TDM(therapeutic drug monitoring):::: 薬物療法の個別化は、治療医学の重要な課題

の一つです。この一つの回答として登場したのが、TDM であり、臨床薬物動態学の理論に基づき投

与量・投与間隔を科学的に調節することが可能になってきました。現行行われている薬物投与計画

法は、その基礎となる個々の患者の薬物動態値ならびに薬物に対する反応性が、時間によって変動

しないという前提の上に成り立っています。しかしながら、生体リズムや時間薬理学に関する研究

の発展により、至適な投与時刻設定の必要性、そして投薬時刻についての科学的根拠が解明されつ

つあります。例えば、TDM 対象薬物のテオフィリン、バルプロ酸、アミノグリコシド系抗生剤など

の薬物動態値は有意な日周リズムを示すことが報告されています。このように薬物動態値に日周リ

ズムの認められる薬物に関して、日中と夜間それぞれの母集団薬物動態値を考慮したベイズ推定法

により投与設計の精度を向上できることが明らかにされています。以上、薬物動態に日周リズムの

認められるTDM対象薬物では、ルーチンの血中濃度を”読む”作業や、薬物動態パラメータ推定や

血中濃度予測などの予測作業において注意が必要です。 

 

    

3333    創薬創薬創薬創薬とととと時間薬理学時間薬理学時間薬理学時間薬理学    



 生体生体生体生体リズムリズムリズムリズム障害障害障害障害とととと生体生体生体生体リズムリズムリズムリズム調整薬調整薬調整薬調整薬：：：： 生体リズムは、生活パターン、治療状況、疾患の症状な

ど様々な要因により影響されます。例えば、通常の食事リズムにあわせて栄養液を昼間投与した場

合、コーチゾールは朝最高値、夜最低値を示します。一方、栄養液を夜間投与あるいは一日中連続

投与した場合には、コーチゾールの日周リズムは変容します。またインターフェロン(IFN)の副作

用として、うつ状態、不眠などが報告されていますが、その機序としてコーチゾールおよびリンパ

球数などの生体リズムが変容することが一部関与しています。メラトニンは松果体から分泌される

ホルモンであり、臨床的に睡眠を誘発するため、時差ぼけ治療薬として用いられています。例えば、

日本から米国西海岸に移動しメラトニンを現地時間の夜の始まりに服用すると、睡眠誘発と位相前

進作用が起こることが確認されています。また睡眠障害などの生体リズム障害に対し有効性が確認

されています。その他、種々の薬物が体内時計機構に作用し、生体リズムの位相をシフトさせます。 

 生体生体生体生体リズムリズムリズムリズムとととと DDSDDSDDSDDS：：：： 時間により注入速度を変えることのできるクロノポンプが使用されていま

す。経口剤としては、夕食後に投与して夜間の喘息発作予防効果を期待するテオフィリン徐放錠が

使用されています。また狭心症・早朝血圧上昇予防には、就寝前に投与して早朝の効果を期待する

ベラパミルを含む遅延・持続放出錠が使用されています。 

 服薬時刻服薬時刻服薬時刻服薬時刻によりによりによりにより処方内容処方内容処方内容処方内容をををを変更変更変更変更したしたしたした製剤製剤製剤製剤：：：：効果の増強および副作用の軽減を目指し、服薬時刻に

より処方内容が異なる製剤の開発が進められています。 

 

4444    時間治療時間治療時間治療時間治療のののの今後今後今後今後のののの展開展開展開展開        

 時間生物学的研究を基盤に生体リズムを考慮した創薬・育薬・医薬品適正使用に関する研究・治

療が活発化してきました。しかし、時間治療のさらなる展開を図るには、これまで蓄積された時間

薬理学的所見を体系化していく必要があります。また時計遺伝子の機能と役割が生理学的側面より

明らかにされつつありますが、今後の重要な課題として臨床応用があげられます。このような背景

から、マウスを対象に以下の３点を明らかにしました。 

（１）薬物活性の日周リズムの成因を体内時計の分子機構の側面から解析し、それらを生体リズム

マーカーとした時間薬物送達方法の開発。標的細胞のDNA合成能・標的酵素・レセプター機能およ

び薬物動態の日周リズムと関連して、抗腫瘍薬の効果や副作用が投薬時刻により有意に異なること

を明らかにしました。癌細胞の増殖および血管新生の日周リズムの成因を体内時計の分子機構の側

面から検討し、血管内皮細胞増殖因子の日周リズムが時計遺伝子により制御されていることを見出

しました 3, 4)。 

（２）新規副作用（時計遺伝子の変容）を探索し、それを克服するための時間薬物送達方法の開発。

癌や肝炎の治療に幅広く使用されているIFNは、うつ病や自殺を引き起こすことから厚生省より警

告がなされていましたが、そのメカニズムは解明されていませんでした。IFN を反復的に投与する

ことにより、体内時計中枢のSCNの時計遺伝子の日周リズムが変容することを明らかにし、それを

克服するための至適投薬設計を構築することに成功しました 5)。従来の投薬設計では、薬物濃度を

持続的に維持する投与方法が主流でしたが、本実験より投薬時刻をも考慮することで、生体の恒常

性を破綻させることなく治療できることが示唆されました。 

（３）積極的に生体リズム（生体内環境）を操作することによる新規時間薬物送達方法の開発。SCN

の時計遺伝子の発現リズムがハロペリドールの投薬時刻に依存して変化することを見出しました 6)。

また体内時計の階層構造に着目し、肝臓の末梢時計遺伝子のリズムが交感神経系により制御されて

いることを証明しました 7)。さらに摂食条件の繰り返し操作および細胞同調剤の投与により、薬物

活性日周リズムの位相（ピークを示す時間）を制御することに成功しました。 



 以上の研究を通して、生体リズムマーカーのモニタリング、薬物誘発リズム障害の防止および生

体リズムの操作を基盤にした新規時間薬物送達方法の構築が効率よく行われることが期待されま

す。 

    

おわりにおわりにおわりにおわりに        

 生体は体内時計の階層構造をうまく利用し、ホメオスタシスを維持しています。生理的ホメオス

タシスや薬効に日周リズムが存在することが、時間薬理学の基盤になっています。治療において、

これまで蓄積された時間薬理学的所見を整理・体系化していくことが必要となります。具体的には、

時計遺伝子を基盤にした薬物代謝酵素、レセプター機能などの日周リズムの成因解明、新規副作用

（生体の恒常性の破綻）を克服するための投薬設計の構築、至適投薬タイミングの設計を容易にす

る生体リズム操作方法の開発などを目的とした研究が重要です。従来より行われている1日2回あ

るいは 3 回均等分割する投薬設計を、生体リズムを考慮して治療効果が望まれる時間帯に高用量、

不必要な時間帯には投与量を減量するといった試みだけでも医薬品適正使用の向上につながるこ

とでしょう。薬物療法の最終ゴールが治療の個別化であるとすれば、個々の生体リズムにマッチし

た至適投薬設計を構築することが必要不可欠といえるでしょう。 
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