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　　Phenobarbita1（PB）high・dose　therapy　was　used　iロ石ve　cases　of　serious　cerebral　inlury．　PB　was

administered　intravenously　at　4皿g／kg／hr　for　the負rst　6　hrs　and　2　mg／kg／hr　for　the　followillg　66

hrs．　The　serum　Ievels　reached　100－150μg／ml　at　72　hrs　after　infusion．　The　PB　levels　of　patients

with　renal　failure　were　higher　than　those　of　patie且ts　with　normal　renal　function，　but　elimination

rates　seemed　to　be　similar　ill　the　two　groups，

　　1且this　high・dose　therapy，　the　ratio　of　5・ethy1－5・かhydroxyphenyl　barbituric　acid（かOH。PB）to

PB　i且the　urille　of　patients　with　normal　renal　fu旦ction　was　O，4－0．6，　while　the　average　ratio　was

1。1in丘fteen　epileptic　patients　who　were　administered　PB　over　all　exte皿ded　period．　A　good　correla．

tion　was　observed　between　PB　serum　levels　and　the　ratio　of　p・OH・PB　to　PB　iロthe　urine　of　fifteen

epileptic　patients．　Shinshu　1レfed．ノ。，80二590－596，　ヱ982

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　for　publication　Jtme　29，1982）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　般の重症頭部外傷や脳障害患者の経過観察を行．ううえ

　　　　　　　　　　1はじめに　　　　で信殿の高い指標となる儲の鰍状態や羅的所

　Barbiturateの大量投与は低酸素状態の脳に対し保　　見がこのBarbiturateの大量投与例においてはまっ

護作用，頭蓋内圧下降作用をしめすことが以前から知　　たく隠蔽されるために，この治療法を行うにはCTな

られている。1）一’4）。急性脳障害患者に対しこの効果を　　どによる検査をはじめ，呼吸，循環動態に対する厳重

利用した治療法が最近報告されはじめている5）一’10）。一　　な管理が必要である。また効果に対する適切なモ出タ
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Table　l　Patient　characteristics

No．　　　　Sex　　　　Age　　　　　　Desease　　　　　　　　　　　　Renal　function

1M47　Putaminal　hemorrhage　Abnormal
2　　　　F　　　　　57　　　　Ventricular　meningioma　　　　　　Normal

3M17　Acutesubduralhematoma　Norma1
4M　8　Drowning　　Abnorma15M60　Cerebral　infarction　Normal　　　　　　　　　　　　　　　　Normal　pressure　hydrocephalus

一手段が確立されていないことが本療法の臨床応用を　　　昭和56年5月から10月までの5ヵ月間にTable　1

困難にしているといわれている。そこで今回，治療指　　に示した疾患で信州大学医学部脳神経外科に入院し，

針の一助とする目的でフェノバルビPt　一ル（以下PB　　ICUにて治療をうけた5例を対象とした。これらの

と略）大量投与患春についてPBの血中濃度測定を行　　患者は従来の一般的治療方法では意識障害圓復の可能

った。またPBが薬物代謝酵素誘導剤として知られて　　性が少ないため，本治療法が適用されたものである。

いる11）－13）ことより，PB大量投与時のPB代謝活性　　　PB長期服用例は信州大学医学部小児科，国立東松

の変動を検討するためにPBおよびPBの代謝物の1　　本病院小児科および相沢病院脳神経外科で治療をうけ

つである5・ethy1－5・P－hydrQxyp1ユenyl　barbituric　　ているてんかん患者のうちPBの投与量が6ヵ月以上

acid14）15）（以下P－OH－PBと略）の尿中排泄を調べ　　変動がなく，腎機能の正常な15例を対象とした。

た。さらに長期PB服用てんかん患者およびPB服用　　　健常人の例には，　PB服用経験のない健康成人男性

経験のない健康志願者にPB　1回投与したとぎのPB，　　（25～30才）3例を対象とした。

かOH・PBの尿中排泄についても検討し，これら三者　　　B　投与方法および採血，採尿方法

の比較を行った。さらに長期PB服用患者について血　　　大量療法例はPBナトリウム塩を，はじめの6時間

清中濃度と尿中排泄率との相関関係を検討したので，　　は4mg／kg／hr，その後72時間目までは2mg／kg／hr

これらの結果について報告する。　　　　　　　　　　　で持続点滴静注した。採血ははじめの72時間は6時間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごとに採血し，その後は24時間ごとに採血した。採尿
　　　　　　　　U対象’方法　　　　は、例の稽尿したカ・他の4例は2塒融ごとのスポ

　A　対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ット尿を用いた。

一ti・…（…5－…ml）1

　　　　　　add・…騰黙撫需の㎞

　　　　Incubation　at　37°C，　24　hr

　　　　　　add，　of　Phenacetin（1．S．）

　　　　　　Ext．　with　AcOEt　3　m1

｝　　　　　　1
1A・・1・yer　巨・…【

Evap．　to　dryness

add．　of　CHaOH／CHsCN／0．2mM　Phosphate　　　・

　buffer（50：7：43）0．2－1．Oml

　　　　　　　　　　　　　　Analysis　by　HPLC

Fig，1　Procedure　for　determination　of　phenobarbital　and　its　metabolites　in　urine
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　長期服用例はPB　40～140　mg／dayを1日2～3回

分割服用している患者である。PBは血中濃度の日内

変動が少ないから採血時間は限定しなかった。尿はス

ポット尿または24時間蓄尿を用いた。健常人の例は

PB　50　mgを1回服用し，服用後48時間目まで蓄尿

した。

　C　PB血清中濃度測定

　PB　j血清中濃度はEMIT⑪アッセイで常法16）通り

測定した。なお50μg／m1以上の高濃度の場合は薬物

を含まない血清で希釈して測定した。

　1）尿中PBおよびP・OH・PBの測定

　尿rl：　PB，かOH－PBの測定は高速液体クロマトグ

ラフィー（以下HPLCと略）で行った17）18）。前処理

はFig．1に示したように尿0，05～1　mlにO．1M

acetate　buffer（pH　5．0）1mlを加え，さらに内部

標準物質であるフェナセチンを加えたのち酢酸エチ

ルで抽出し試料とした。P－OH・PBのglucuronide

conjugateの測定はβ一glucuronidase（牛肝臓由来，

和光純薬製）1，　OOO　unitを加え37℃，24時間反応した

のち抽出操作を行い，得られた分析値から，無処理

尿から得たかOH・PBの分析値を差し引いた値を

glucuronide　conjugateの量とした。　sulfate　con－

jugateの測定はβ一glucuronidase　1，000　unit，　aryl

sulfatase（Sigma社製，　Type　H－1）32　unitを尿に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　5　　　　　　　10　　　　　　15
加え，同様に処理した。得られた分析値から抱合され　　　Conditions

ていないP・OH・PBおよびかOH・PB　glucuronide　　　Colurnn；ODS（4．6×250　m皿）

conjugateの値を差し引いた値をsulfate　conjugate　　　　Mobile　phase：0・2　mM　Phosphate　buffer

量・した…LC分析は・D・・ili・aのヵラ・を用　FI。w，a、，、。鑑超£恥CN（85：15）

い，Fig．2に記した分析条件で行った。　Fig．2にそ　　　　Detectio11：220　nm

の分析例を示した。　　　　　　　　　　　　　　　　Oven　temp・：50°C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．2．　Chromatogram　of　phenobarbital　and　its

　　　　　　　皿　結果および考察　　　　　　　　　　　　　metebolites　in　urine

　PB大量投与患者5名のPB血中濃度推移をFig．3

に示した。いずれの患者の場合も点滴静注を続ける間，　後でも0．4～0．6であった。腎機能正常者の1例につい

PB血中濃度は上昇を続け，投与開始後72時間で最高　　て尿中PBおよびかOH－PBの排泄量とその比，さ

血中濃度100～150μg／rn1に達した。腎機能低下患者　　らにPB血中濃度の推移をFig．5に示した。

2例の方が正常者3例に比べ，血中濃度は高い値をし　　　腎機能低下患者の場合，正常者に比べPB血中濃

めした。なお100μg／ml以上の濃度では自発呼吸が消　　度が高くなる理由として，　PB排泄が抑えられるため

失する傾向がみられた。投与中止後の半減期は80～120　　であるとか，分布容量が減少するとか，いくつかの原

時間で腎障害の有無による顕著な差はみられなかった。　因が考えられる。今回の報告では結論づけることはで

つぎに尿中PB濃度とかOH－PB濃度を分析し，そ　　きなかったが，今後さらにこの点に関し詳細に検討し

の比をFig．4に示した。腎機能低下患者はこの比が　　ていくつもりである。．

正常者に比べ非常に大きくなっていた。腎機能正常者　　　長期PB服用てんかん患者の尿中PBおよびか

の場合かOH－PB／PBは除々に増大するが5～11日　　OH・PB濃度分析結果をTable　2に示した。なお
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Fig．5　Phellobarbital　serum　levels　and　excretion　ratio　of　phenobarbital　metabolites　to

　　　　　phenobarbital　ill　urine　ill　patient　with　normal　renal　function

Table　2　Excretion　ratio　of　phenobarbital　metabolites　to　phenobarbital　in　urine　of

　　　　　　chronic　administerd　epileptic　patients

Nq・・x（Dosemg／day）PB，膿・；1灘睾継e・ラ齢

　1　　　　　F　　　　　　　40　　　　　　100　　　　　　　63　　　　　　　　50．　　　　　　13　　　　　　　　0

2F　60100　72　43　29　080100145　85　60　0
4M　50100　55　33　22　0　5　　　　　　F　　　　　　　　75　　　　　　　100　　　　　　　50　　　　　　　　40　　　　　　　　10　　　　　　　　0

6F　45100　93　56　31　67M　55100150　79　50　2160100　75　42　33　0
9F　60100129　97　26　610M140100108　75　33　011F　40100　89　38　38　1312　　　　　　F　　　　　　　120　　　　　　　100　　　　　　　128　　　　　　　　94　　　　　　　　28　　　　　　　　6

13M120100155　103　49　3．14M　90100173　98　70　5、
15M　－100154　100　27　27

Mean　　　　　　　　　　　　100　　　110　　　　69　　　　35　　　　6
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　えることを示し，長期投与例ではPBI血中濃度と薬物

　　　　　　　　　　　　　　　　　　代謝酵素誘導効果が比例する可能性があることを示唆
　　　　　　　の
　　　　⑳⑧　⑧　　　⑧　　　　　　している。一方，PB大量投与患岩のうち，腎機能正

　⑧　　　②　　　　　　　　　　　　常者の尿中ヵ一〇H－PB／PBはPB投与5～12日後に

　　　　　　　　　⑧　　　　　　　おいても0．4～0，6と比較的低く，健常人の0．2に近い
　　②　⑧

謬　⑤瀦灘含，罐撫謡蝦鷺鷲～妻、鐸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　PB血中濃度と尿中かOH－PB／PBとの相関関係より

　10　　　　　　　　　　30　　　推定される値，たとえばi血中濃度が40μg／m1とする
Se「um　lθvθls　of　phenobarbital（μ9／ml）　　　と尿中比は約2，3となるが，　Fig．3および4より実際

Fig，6Relationship　between　phenebarbital　ser・　　は約0．4～0，6という値が観察されたにすぎない。　PB

　　　um　Ievels、and　ratio　of　P－OH・phenobar一　　の薬物代謝酵索誘導効果はPB投与14～21日後に最大

　　　bital　to　Phenobabital　　　　　　　　　　　に達するという報告22）もあるが，本療法の場合，　PB

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　血中濃度が通常使用例の4～10倍高いにもかかわらず，

Table中の代謝物の量は尿中PB濃度を100とした　　PBの代謝酵素活性は5～12日後でも大きな誘導効果

時の相対量である。　　　　　　　　　　　　　　　　　がみられなかった。

　またPBをはじめて服用した健常人の48時間蓄尿に　　　以上PB大最療法時のPB血申濃度の変動，尿中代

っいて分析した結果，尿中かOH・PB／PBの比は0．2　　謝物の分析結果について述べたが，　cytochrome　P・

であった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450の多様性23）を考えると今回得た結果を他の薬物代

　さらにPB長期服用患者15名のうち5名について尿　　謝ヘー般化することはできないが，少なくとも本療法

中PBおよびP－OH・PBの24時間排泄総量を調べた　　のようにPB血中濃度が高い場合でも5～12日間程度

結果，PBとかOH－PBを合せた1日排泄率はPB投　　では，　PBの消失セこ大ぎく影響を与えるほどのPBの

与量の平均41％であった。これはほかの研究潜の報告　　代謝充進はおこらないことを示すことができた。

した値42％19），48％20）とよく一致する。この結果は残

りの約59％は尿以外の経路に排溝されるかまたは他の　　　稿を終わるにあたり，PB長期投与患者の血中濃度

代謝物として排泄されることを示している21）。　　　　　測定，尿中代謝物の分析に御便宜を賜りました信州大

　つぎにPB長期服用患者15名のPB血中濃度と尿中　　学医学部小児科学教室，大嶽密夫，依田　哲，国立東

かOH・PB／PBの関係を求めるとFig．6に示したよ　　松本病院小児科，寺内昭子，相沢病院脳神経外科，　rl・重

うに，PB血中濃度と尿中P－OH－PB／PBとの間には　　川福夫の諸先生に感謝致します。

有意の相関がみられた。これはPB血中濃度が高いほ　　　本論文の要旨は日本薬学会第102年会（1982年4月，

どPBの代謝物であるかOH－PBの尿中排泄率がふ　　大阪）で発表した。
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