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【はじめに】

私の勤務する島根大学医学部附属病院は「地域医療と先進医療が調和する大学病院」を理念とする

病床数600床の特定機能病院です。薬剤部には現在42名の薬剤師が所属しており,  薬物治療の有効性と

安全性を確保できるよう業務を行っております。また,  調剤および院内製剤等の品質や他の医療従事者

に対する情報提供内容を担保するため,  ISO9001/品質マネジメントシステムの認証を取得し,  薬剤部業

務の質を確保するように努めております。そして,  毎年恒例の野球大会,  テニスサークルなどを通じて

チームワークを維持・強化しながら活動しております。

当院において私は,  薬剤管理指導業務および病棟薬剤業務に加えて主に抗菌薬のTDMに従事してお

り,  このたび第32回日本TDM学会・学術大会のポスター発表「PK－PD解析に基づくリネゾリド最適

投与法の検討」で優秀演題賞を賜り,  大変光栄に存じます。日本TDM学会理事長の上野和行先生,  大

会長の大森栄先生をはじめ選考委員の先生方に厚く御礼申し上げます。

【背景・目的】

今日,  MRSA感染症は最も代表的な院内感染症の一つであり,  その予防,  診断,  治療はそれぞれ院内

感染防止対策の重要な項目の一つと考えられている。そのMRSA治療に関するわが国独自のMRSA感

染症診療の指針として,  2012年に「抗菌薬TDMガイドライン」1）,  2013年に「MRSA感染症治療ガイ

ドライン」2）が発刊され,  よりエビデンスに基づいた治療の実践が可能となった。

リネゾリド（LZD）は,  呼吸器感染症,  菌血症,  皮膚・軟部組織感染症などの疾患において第一選択

薬の一つとして位置づけられている。LZDは,  添付文書3）上,  「通常,  成人及び12歳以上の小児にはリ

ネゾリドとして 1日1200 mgを 2 回に分け,  1 回600 mgを12時間ごとに,  それぞれ30分～ 2時間かけて

点滴静注する。」とあり,  用量調整が不要な薬物とされている。しかしガイドラインにおいては,  具体

的な指標などは明記されていないものの,  その治療効果と相関するPK－PDパラメータは24時間血中濃

度時間曲線下面積（AUC24）と最小発育阻止濃度（MIC）の比であるとされている。また,  副作用の一

つである血小板減少症は,  腎機能低下患者において高頻度に発現し,  原因としてトラフ値濃度が高値で

あるとの報告4）もある。つまり,  用量調整不要とされるLZDにおいても患者背景や感染症によっては,
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個別最適化への投与法調整が必要となる場合も存在することが示唆される。

我々はこれまでに,  抗MRSA薬 5剤について,  各種ガイドラインの治療方針に基づいた投与計画を立

案するために,  ベイズ推定およびモンテカルロシミュレーションが利用できるPK－PD解析支援ツール

「MRSA治療ガイド博士」を新規に開発し,  その有用性を報告してきた5）。今回,  LZD投与患者個々の

PK－PDパラメータを本ツールで推定し,  有効性・安全性との関連性を解析した。

【MRSA治療ガイド博士】

本ツールは現存する種々の投与設計支援ソフトウェアとは異なり,  すべての抗MRSA薬において操作

方法を統一し,  薬物選択はガイドラインに記載されている疾患ごとに選択することができる。患者情報

を入力することにより,  個別PKパラメータを推定することが可能であり,  またそのパラメータを用い

てモンテカルロシミュレーションを行い,  すべての薬物について初回投与設計や投与計画の最適化を支

援する機能を有している。

本ツールはMicrosoft Excelの表計算シート上で作動し,  Visual Basic for Applicationsを用いてマク

ロプログラムを記述した。ベイズ推定には,  山岡ら6）のMULTI2（BAYES）で用いられている最小二

乗法計算プログラムを利用できる。日本人成人患者でのバンコマイシン（VCM）,  テイコプラニン

（TEIC）,  アルベカシン（ABK）,  LZDの母集団PKパラメータ,  日本人小児患者でのVCM,  TEIC,

ABKの母集団PKパラメータ,  外国人成人患者でのダプトマイシン（DAP）の母集団PKパラメータを

搭載しているが,  任意に母集団PKパラメータを設定して操作することも可能である。

【対象・方法】

対象患者は2010～2013年（ 4年間）の当院入院患者のうち,  注射用LZDが 4日以上投与されたMRSA

感染患者とした。対象項目はLZDの用法・用量,  臨床検査値およびMRSAに対するMIC等とした。臨床

効果判定では,  投与後におけるC反応性蛋白の30%以上低下,  最高体温の37度以下への低下,  白血球数

の9000個/μL以下への低下を有効とした。安全性は血小板減少症,  貧血,  低Na血症に着目し,  有害事

象共通用語基準v4.0に基づき,  投与前に比べ投与後で重症度が上昇した場合,  副作用ありと判定した。

PK－PD解析支援ツール「MRSA治療ガイド博士」を用いて,  Abeら7）が報告したLZDの母集団平均

PKパラメータから患者個々のPK－PDパラメータを推定し,  臨床評価および副作用発現との関連性を

検討した。

【結果・考察】

対象患者は32例,  年齢74±12歳であった。LZD投与法はすべて 1 回600 mgの 1 日 2 回投与であり,

投与日数は10.9±6.5日であった。MRSAが検出された検体は呼吸器関連検体22例,  血液関連検体 8 例,

皮膚軟部組織検体 7例,  その他 1 例であった。これらMRSA分離株に対するLZDのMIC90は 2 μg/mL

であった。

「MRSA治療ガイド博士」を用いて得られた推定PKパラメータを表 1 に示す。対象患者における

LZDのクリアランスは添付文書における報告値（7.38 L/h）に比べ低い傾向が観察された。

臨床効果判定の結果,  有効群は17例であり,  有効率は53.1％であった。有効群と無効群において,  患

者背景因子およびMRSAに対するMICなどに差は認められなかった。有効群のAUC24は無効群に比較し

て高い傾向を示し,  図 1に示すようにPK－PDパラメータであるAUC24/MICも同様の傾向が認められ

た。AUC24/MICが250以上に達した群とそれ未満の群の有効率は,  それぞれ83.3％,  46.2％であり,

AUC24/MIC≧250群においてより高い有効率が得られることが示唆された（図 2 ）。さらに,  症例数は

少ないものの血液培養陽性症例（ 8例）において,  その傾向は顕著に観察され,  AUC24≧250群では 5
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表 1 「MRSA治療ガイド博士」を用いて推定したPKパラメータ

＊：ザイボックス�注射液の添付文書における報告値
†：添付文書の12時間値を 2倍した概算値
Cmin：最小血中濃度
Cmax：最高血中濃度
AUC24：24時間血中濃度時間曲線下面積

図 1 有効率のAUC24/MICによる層別解析

有効判定基準：C反応性蛋白の70%以上低下，最高体温の37度以下への低下，白血球数の9000個/μL以下への低下，
の 3項目をすべて満たした症例
＊：カイ 2乗検定

図 2 PK-PDパラメータ（AUC24/MIC）と有効率

有効判定基準：C反応性蛋白の70%以上低下，最高体温の37度以下への低下，白血球数の9000個/μL以下への低下，
の 3項目をすべて満たした症例
＊：Fisherの正確確率検定
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例中 4例（80%）が有効であり,  AUC24＜250群では 3例全て無効であった。

副作用の発現頻度を見ると,  血小板減少症が53.1％,  貧血が34.4％,  低Na血症が21.9％であった。血小

板減少症はLZD投与日数が15日以上の症例において,  発現頻度が高い傾向を示した。しかし,  高い有効

率を示したAUC24/MIC≧250群とそれ未満の群の血小板減少の発現率は,  それぞれ66.7％,  50.0％で両群

間に差は認められず,  副作用発現に関連するPK－PDパラメータ値は見いだせなかった。

以上より,  臨床効果に関連するPK－PDパラメータの指標値としてAUC24/MIC≧250が有用であるこ

とが示唆された。特に,  血液培養陽性症例においては薬物暴露量がより顕著に影響する可能性が推察さ

れた。

【おわりに】

PK－PD理論に基づいた投与量設計を実践することは,  耐性菌発現抑制および適正な感染症治療にお

いて不可欠であると報告されている8）。数理統計モデルを用いて医薬品の有効性や安全性を定量的に予

測・評価する手法は,  ファーマコメトリクスと総称されている9）。ファーマコメトリクスは,  主として

医薬品研究開発の定量的意思決定に活用されてきているが,  臨床現場における個々の症例に対して十分

に応用されているとはいえない。感染症治療の現場においても,  菌に対する薬剤感受性,  患者の薬物動

態の個体間変動などに関する情報を用いた,  モデリング＆シミュレーションによる臨床アウトカムの定

量的予測が重要である。抗菌薬の投与設計には,  様々な投与条件や異なる菌種でシミュレーションを繰

り返し,  最適な用法・用量を推定する確率論的シミュレーションであるモンテカルロシミュレーション

が有用であることが示唆されている10）。

本研究では,  用量調整が不要とされているLZDにおけるPK－PDパラメータを実臨床の症例で解析し

た。今後はさらに症例数を増やし,  臨床データに基づいたPK－PD目標値の探索を継続する予定である。

また,  血中LZD濃度を測定したうえで本ツールのベイズ推定機能を活用し,  より個別的な治療支援を実

践できればと考えている。
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