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当院の使用基準 

抗MRSA薬選択 
バンコマイシン、テイコプラニン、アルベカシン、 

グラム陽性球菌感染症（特にMRSA)に対する治療 

治療無効や治療抵抗性あり、副作用発現時に薬剤変更が必要となったとき 

感染制御部相談の上、リネゾリドまたは
ダプトマイシンの適応を考慮 

NEW! 



• MIC-creep （最小菌発育濃度：MIC） 
• VISA、VRSA、LRSA 
• CA-MRSA 

＜最近のMRSA関連の話題＞ 

今後、できれば知っておくべきこと 



Mic-creep 

Steinkraus G, et al. J Antimicrob Chemother. 2007;60:788–794. 

 

単一施設で収集された血液分離MRSAに対するバンコマイシンのMIC分布 
 

対象と方法：2001年1月から2005年12月にわたって、米国ワシントンのNew Hanover 
Regional Medical Centerにおいて患者の血液培養から1人の患者につき、最初に分
離されたMRSAを1株ずつ収集した662株について、E-testを用いてバンコマイシンに対
するMICを測定した。  MIC＝最小発育阻止濃度 
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Steinkraus G, et al. J Antimicrob Chemother. 2007;60:788–794. 

 



VISA、VRSAとは、 

VISA（バンコマイシン低感受性MRSA） 
バンコマイシンのMIC値が、8または
16μg/mlと判定された株。 
 
VRSA（VCM耐性MRSA） 
 バンコマイシンのMIC値が、32μg/mlまた
はそれ以上と判定された株。 
 



CA-MRSAとは 

CID 2008:46 (Suppl 5) 

community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
 

近年は，医療機関にかかったことのない患者にいきなり感染症を起こす、いわゆる市
中感染型MRSA （community-associated MRSA：CA-MRSA）が世界各国に広がってきた。
CA-MRSAはβ-ラクタム以外の抗菌薬に感受性を示すことが多いが、発育が早く，産生
毒素プロファイルがHA-MRSAと異なる新しいクローンである。 



CID 2008:46 (Suppl 5) 

CA-MRSA感染症は当初，壊死性肺炎として報告されていたが、ほとんどは皮膚・軟部組織感

染である。病原因子として当初から注目されているのはヒト、ウサギの白血球破壊毒素 
Pantone-Valentine leukocidin（PVL）である。 

HA-MRSA：SCCmec  II型、III型 
CA-MRSA SCCmec IV型 



＜新しい抗MRSA薬＞ 

ダプトマイシン特集 
リネゾリド特集（最近の話題） 

新規抗菌薬であるダプトマイシンは、グラム陽性球
菌に対する有効性と安全性に優れており、新たな抗
MRSA薬として期待されている。 



ダプトマイシン特集 

• 用法・用量 
• 薬理学的特徴 
• 殺菌性 
• 安全性（有害事象） 
• 有効性（臨床試験） 
• 耐性化 
 

 



効能又は効果 
〈適応菌種〉 
ダプトマイシンに感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA） 
〈適応症〉 

敗血症、感染性心内膜炎、深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術
創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染 
 
用法及び用量 
［敗血症、感染性心内膜炎の場合］ 
通常、成人にはダプトマイシンとして1 日1 回6mg／kg を24 時間ごと
に30 分かけて点滴静注する。 
 

［深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・
潰瘍の二次感染の場合］ 
通常、成人にはダプトマイシンとして1 日1 回4mg／kg を24 時間ごと
に30 分かけて点滴静注する。 

添付文書/医薬品インタビューフォームより 

発 売 年 月 日：2011 年9 月22 日 



2011年９月より、環状リポペプチド系といい、クラスとして全く新しいタイプの抗
MRSA薬として利用可能となった。 
 
欧米では、2003年から利用されている。 
 

土壌の放線菌から生み出されたNatural 
product 
殺菌活性を発揮する３つのステップ 
1. Ca2＋濃度依存性にMRSAの細胞膜
に挿入される 

2. 細胞膜に挿入されたダプトマイシン
がオリゴマー（重合体）形成 

3. オリゴマーの形成によってイオン透
過性の構造が生じ、細胞内のK+が流

失して、細胞融解を引き起こすことな
く、殺菌活性を発揮する。 

グラム陽性菌の細胞膜の機能を阻害するという特性上、増殖期のみでなく、高菌量の静止期 
のMRSAにも殺菌的な特性を発揮している。 

Step 1： カルシウム濃度依存性の細胞膜への結合／浸透 

Step 2： キュビシン®の オリゴマー形成（ミセル化） 
Step 3： 膜電位の脱分極、細胞からのカリウムイオンの流出 

薬理学的特徴 



ダプトマイシンの殺菌作用 
ダプトマイシンはグラム陽性菌に対して濃度依存的で速やかな殺菌活性を示した。 
 
〈S. aureusに対する殺菌作用〉 
S. aureus に2、4 又は8×MIC の濃度のダプトマイシンを添加後、 
経時的に生菌数を測定することにより殺菌活性を検討した。 

ダプトマイシン濃度： 
0（●） 
2×MIC（■） 
4×MIC（▲） 
8×MIC（◆） 

S. aureusに対して、ダプトマイシンは2 及び4×MIC の濃度では1 時間以内に、
8×MIC の濃度では30 分以内に生菌数を1/103 に減少させた。 
 添付文書/医薬品インタビューフォームより 



Mortin LI,et al. Antimicrob Agents Chemother. 2007;51（5）:1787-1794 

【方 法】シクロフォスファミドを投与して免疫を低下させたマウスに対し、ルミノール遺伝子を導
入したMRSA2×10⁷CFU/マウスを腹腔に接種し、その1時間後にキュビシン®50mg/kg、バンコマ
イシン100mg/kgをそれぞれ皮下に単回投与した。投与2時間後と4時間後にマウスを麻酔し、ル
ミノール発光画像を得た。 
 

【対象】マウス腹膜炎モデル 

ダプトマイシンの殺菌作用 
 



LaPlante KL, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2004;48:4665-4672. 

 

【方 法】感染性心内膜炎の疣贅を模したin vitro薬力学モデルを用い、各種抗菌薬の殺菌

作用の時間経過を測定した。細菌はヒト血清寒冷沈殿物と血小板に混し、潅流ポンプによっ
て血中半減期のデータに基づいて濃度を時間と共に変化させた薬剤と接触させた。培養開
始後、8時間ごとに72時間目まで細菌のサンプルを採取し、コロニー数をカウントした。 
CFU＝コロニー形成単位 

 

【対象】 in vitro MRSA感染性心内膜炎モデル 

ダプトマイシンの殺菌作用 
 



ダプトマイシンの副作用 

添付文書/医薬品インタビューフォームより 

国内で実施した実薬対照試験における主なものは 
AST（GOT）上昇7 例（7.1%）、ALT（GPT）上昇7 例（7.1%）、湿疹2 例
（2.0%）、発熱2 例（2.0%）、下痢2 例（2.0%）、血小板数減少2 例（2.0%）、
AlP上昇2 例（2.0%）、CK（CPK）上昇2 例（2.0%）、好酸球数増加2 例
（2.0%）であった。 

重要な基本的注意 
• CK（CPK）値の定期的に（週1回以上）モニタリングすること。 
• 腎機能障害がある患者、原因不明のCK（CPK）上昇を発現した患者及び

HMG-CoA 還元酵素阻害剤を前治療又は併用した患者では、CK（CPK）値
を更に頻回にモニタリングすること。 

• CK（CPK）値が1,000U／L（基準値上限の約5倍）を超え原因不明のミオパ
シーの徴候又は症状を示す患者、あるいは症状はないがCK（CPK）値が
2,000U／L（基準値上限の約10倍）を超える顕著な増加を示した場合は、
本剤の投与を中止すること。 



ダプトマイシンの骨格筋に対する安全性 

当初1日2回4mg/kgを静脈投与した第Ⅰ相試験の５例中2
例で可逆性の筋力低下と筋肉痛が出現し、CK上昇が認め
られた。（一時臨床試験中止） 
 
→（Cmax、AUCよりも）投与間隔の短さが筋毒性発現と関
連するとされ、1日1回投与となり、大幅に筋毒性は抑制さ

れた。Antimicrob Agents Chemother44:2948-2953,2000 



Eosinophilic pneumoniae 
ダプトマイシンの副作用 



【対 象】黄色ブドウ球菌による菌血症及び感染性心内膜炎患者 
【方 法】ダプトマイシン単独群（120例）、バンコマイシン／低用量ゲンタマイシン併用群（53例）、抗ブドウ球菌
ペニシリン／低用量ゲンタマイシン併用群（63例）に無作為に割り付け、血清クレアチニン濃度を測定した。
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Cosgrove SE, et al. Clin Infect Dis. 2009; 48 : 713-721. 

 

長期投与における腎毒性は？ 

バンコマイシンは1g（もしく
は調整した用量）を12時間
間隔 
 

抗ブドウ球菌ペニシリン
（ナフシリン、オキサシリン、
フルクロキサシリン）は2g4
時間間隔 

ダプトマイシン 

ダプトマイシンの副作用 



臨床試験など 

菌血症、心内膜炎（非劣性試験） 

皮膚軟部組織感染症（非劣性試験） 

カテーテル感染症 

 

 



【対  象】黄色ブドウ球菌による菌血症と診断（血液培養陽性）された18
歳以上の患者 
【方  法】非盲検多国間多施設共同無作為化試験（2002年8月～2005
年2月）4ヵ国44施設、236例（米国200例、欧州36例） 
【評価項目】 臨床的治癒又は改善、血液培養陰性化 
 
 Fowler V.G.Jr., et al. N Engl J Med. 2006;355（7）:653-665. 

菌血症、心内膜炎 
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最終診断 

■非複雑性菌血症 

■複雑性菌血症 

■右心系心内膜炎 

■左心系心内膜炎 

–2日 ６週 

主要評価項目 キュビシン®6 mg/kg 1日1回静注 

対
照
薬
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MSSA… 
半合成ペニシリン2g 1日6回静注 

 ＋ゲンタマイシン1mg/kg 1日3回静注×4日間 

MRSA… 
バンコマイシン1g 1日2回静注 

 ＋ゲンタマイシン1mg/kg 1日3回静注×4日間 

Fowler V.G.Jr., et al. N Engl J Med. 2006;355（7）:653-665. 

＜試験デザイン＞ 

246例が、心内膜炎の有無を問わず登録 

４２日時点の改善状況で治療の有効性を判定 



N Engl J Med 2006;355:653-65. 



N Engl J Med 2006;355:653-65. 

=61 
=121 
=10 
=25 
=18 



N Engl J Med 2006;355:653-65. 

←ダプトマイシンの非
劣性を示した。 



サブグループ解析において非複雑性だけでなく、複雑性菌血症や右心系感染性 
心内膜炎においても標準薬に劣らない有効率を示した。 



治療失敗に関して 

N Engl J Med 2006;355:653-65. 

• ９人の患者が最終診断で左心系心内膜炎を受け、3人が良いアウトカム
（42日後評価）であったが、治療としては、すべて失敗であった。（ダプト２、
標準治療１） 

• ダプトマイシンは、持続性菌血症および再発という失敗が標準治療より多
かった。（どちらも平均12〜13日での細菌学的失敗） 

• 細菌学的失敗例は、複雑性菌血症であり、またMICがベースラインより上
昇していた。7/19（うち6）で失敗。（MIC-BASE=0.25、2が5人） 
 



ダプトマイシンと標準群は、 
大差なし 
 
安全性は高い。 
 
CK値500IU/L例が、ダプトマイシン 
群9.5%、標準群1.5%で前者で多く 
（P＝0.02）、3例が中止に至った。 
 

N Engl J Med 2006;355:653-65. 



【対  象】 
起炎菌をグラム陽性菌（又は疑い）による、複雑性細菌性皮膚・軟部組織感染症と診断され
た18から85歳の患者。 
【方  法】 
1999～2001年における2つの多国間多施設共同無作為化医師（評価者）盲験試験（合計
1,092例） ダプトマイシン4mg/kgを1日1回又は対照薬（バンコマイシン1gを1日2回又は半合成
ペニシリン4～12g/日）を投与した際、試験薬の静注療法のみで4～7日で治療を終了できた
患者の割合を比較。 

 
【評価項目】 臨床指標及び臨床症状の消失（治療終了後6～20日間の検査来院時に評価） 
【投与期間】 各薬剤を7～14日間にわたり静脈注射 
 

皮膚軟部組織感染 

Arbeit RD, et al. Clin Infect Dis. 2004;38:1673-1681. 

 



PRP＝ペニシリナーゼ抵抗性半合成ペニシリン 
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キュビシン® 

（4mg/kgを1日1回30分点滴） 

バンコマイシン 

（1gを12時間ごと60分点滴） 

キュビシン® 

（4mg/kgを1日1回30分点滴） 

PRP 
（1日4～12ｇ1日1回投与： 

分割投与と同量） 
（培養結果に基づいて変更可） 

＜試験デザイン＞ 

９０２例の複雑性皮膚・軟部組織感染症 



Arbeit RD, et al. Clin Infect Dis. 2004;38:1673-1681. 

 



従来治療群に対するダプトマイシンの非劣性が示された。 

臨床的治療成功率 



Arbeit RD, et al. Clin Infect Dis. 2004;38:1673-1681. 
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細菌学的評価が可能な集団における解析 
VCMorPRP 

MRSAに対する臨床的治療成功率でも、 

良好な治療成績が確認された。 



有害事象 

発現率は、ダプトと従来治療で、 
18％と21％で、試験中止率は、
ともに2.8%。 

良好な安全性と忍容性 



【対  象】グラム陽性菌によるカテーテル関連血流感染症を発症した癌
患者（疑いを含む）40名。 
【方  法】ダプトマイシン6mg/kg/dayを4週間投与。ヒストリカルコントロー

ルとしてバンコマイシンを投与された患者に対し、臨床症状の改善、細菌
学的効果をみた患者割合を比較。 
 
【評価項目】臨床症状の改善（投与４８時間以内の症状の改善） 
                      細菌学的効果（投与４８時間以内の血中からの菌の消失） 

Chaftari AM, et al. Int J Antimicrob Agents. 2010; 36:182-186. 

カテーテル感染 

Efficacy and safety of daptomycin in the treatment of Gram-
positive catheter-related bloodstream infections in cancer 
patients 



Chaftari AM, et al. Int J Antimicrob Agents. 2010; 36:182-186. 



Chaftari AM, et al. Int J Antimicrob Agents. 2010; 36:182-186. 

48時間以内での改善が、

ダプトマイシンでは、有
意であった。 



IDSAの適応疾患 



Clin Infect Dis. 2011 Aug 1;53(3):319. 

2011年に出されたIDSAのMRSA治療のガイドライン 
でのダプトマイシンの位置づけ 



複雑性 
皮膚軟部組織感染 

菌血症、感染性 
心内膜炎 

Clin Infect Dis. 2011 Aug 1;53(3):319. 



適応なし 

肺炎 

髄膜炎 

頭蓋内病変 

Clin Infect Dis. 2011 Aug 1;53(3):319. 



骨髄炎 

化膿性関節炎 

Clin Infect Dis. 2011 Aug 1;53(3):319. 



bacteremia, right-sided infective endocarditis, and cSSTI. It should not be used 
for the treatment of non-hematogenous MRSA pneumonia, because its activity 
is inhibited by pulmonary surfactant. 

IDSAの推奨疾患 
 菌血症 
 右心系心内膜炎 
 皮膚軟部組織感染 

肺炎には使えない？？？ 

Clin Infect Dis. 2011 Aug 1;53(3):319. 



Inhibition of Daptomycin by Pulmonary Surfactant: 
In Vitro Modeling and Clinical Impact 

JID 2005:191 (15 June) 

肺炎には、使えないダプトマイシン 

【対象と方法】S.aureus ATCC 29213をカルシウム添加（50mg/L）Muller-Hintonブロ

スで培養し、これに肺サーファクタント製剤を濃度を変えてそれぞれ添加し、
NCCLS（現CLSI）の方法論に基づきMICを測定した。添加した肺サーファクタントの
濃度ごとに、非添加の場合のMIC値と、添加した場合のMIC比を検討した。 
MIC＝最小発育阻止濃度 
 

＝
Ｍ
Ｉ
Ｃ
の
変
化 

サーファクタントの上昇とともに 
MIC値があがる。（効かなくなる） 



臨床分離株に対する抗菌力 
〈日本で分離されたMRSA に対するダプトマイシンのin vitro 抗菌活性〉 
2009 年に日本で分離されたMRSA に対するin vitro 抗菌活性を比較した。 
MRSA は、感染症患者の血液（100株）及び皮膚関連組織（200 株）より分離同定さ
れたものを用い、微量液体希釈法にて各薬物のMIC を測定した。 

ダプトマイシンは、他の抗菌薬より強い抗菌活性を示し、MIC50 及
びMIC90 はそれぞれ0.5 及び1 μg/mL であった。 
 

添付文書/医薬品インタビューフォームより 

2009 年に日本で分離された 
血液由来MRSA（100 株）及び 
皮膚関連組織由来MRSA（200 株） 
に対するダプトマイシンのMIC 範囲 

薬剤感受性について 



The daptomycin susceptibility breakpoint for S. aureus is ≤1 μg/mL. 
Nonsusceptible isolates have emerged during therapy in association with 
treatment failure  

薬剤感受性について 

治療中の失敗の報告がある。 

Clin Infect Dis. 2011 Aug 1;53(3):319. 



治療中の失敗の報告 

Induction of Daptomycin Heterogeneous Susceptibility 
in Staphylococcus aureus by Exposure to Vancomycin 

ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, Apr. 2006, p. 1581–1585 



治療中の失敗の報告 

Correlation between Reduced Daptomycin Susceptibility 
and Vancomycin Resistance in Vancomycin-Intermediate 
Staphylococcus aureus 

ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, Mar. 2006, p. 1079–1082 



ダプトマイシンの治療量は適切？ 

8−１０mg/kgの高用量を勧める専門家がいる。 

 
深部組織感染や左心系心内膜炎にて、治療失敗 
→高用量療法の必要性 
 

高用量治療のすすめ 

Clin Infect Dis. 2011 Aug 1;53(3):319. 

ただし耐性化を防ぐあるいはアウトカムを 
改善するかは、不明。 
 



ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, Oct. 2006, p. 3245–3249 

健康成人ボランティアでは、用量依存性の副作用の報告は
なかった。 

高用量使用しても有害事象が問題にならなかった報告 



DOSE UP しても大丈夫だったという報告 

Methods： retrospective chart review 
Results：Sixty-one received a mean dose of 8mg/kg of daptomycin for a median 
of 25 days (range, 14–82 days) 
Grade 1 adverse events ： 22 patients.  
               
Fifty-eight patients underwent creatine phosphokinase (CPK) .Three patients 
had constitutional and/or musculoskeletal symptoms accompanying CPK levels 
>10times upper limit of normal (grade 3).  

→５８人中CK上昇は、3人で、休薬にて改善。symptomatic CPKは、低用量および短期間 
にて報告されている発生率以内に押さえられていた。 
 

CID 2009:49 (15 July) 

→高用量による治療に関しては、今後の検討が期待される。 



ダプトマイシンのまとめ 

• 薬剤としては、副作用もすくなく、殺菌作用も
あり、魅力的。 

• 耐性化の問題、治療失敗の問題 
• ICUでの使用は、術後縫合不全などの創部

感染、カテーテル感染などが今後の使用機
会となりうる。（まだしばらくは、VCM?) 

今後もしばらくは、適正使用のための制
限が必要と考える。 
 



リネゾリド特集（最近の話題） 

• MRSA肺炎におけるリネゾリドの位置づけ 
• MRSA肺炎の治療はどうする？ 
• リネゾリド耐性MRSAアウトブレイク 

 



グラム陽性球菌による肺炎治療に対し、バンコマイシンと
リネゾリドを比較した二重盲検試験（非劣性試験）が２つ
公開され、リネゾリドはバンコマイシンの有効性と劣らない
ことは証明されている。 

肺炎 

IDSAガイドライン 

Clin Infect Dis. 2011 Aug 1;53(3):319. 

→そこに、post-hoc解析を用いて、リネゾリドの有効性
を発表された。 

MRSA肺炎におけるリネゾリドの位置づけ 
 

Clin Infec Dis 2001;32: 401-412.  
Clin Ther 2003; 25: 980-982. 
 



【対象】入院して48時間以上経過後に肺炎を発症した成人男女のうちMRSAが
原因菌と診断された患者（経過観察可能であった臨床評価可能集団） 
【方法】 2つのプロスペクティブ無作為二重盲検比較試験をメタ解析した。 
 
MRSAによる院内肺炎患者にリネゾリド600mgまたはバンコマイシン1gを12時
間ごとに7.21日間投与して（いずれもアズトレオナムを併用）治癒率を比較し
た。 
【評価基準】 
治癒： 各薬剤が5日以上投与され、肺炎兆候ならびに症状が消失し、胸部X  
              線像の改善または消失を認めた症例 
無効： 肺炎徴候や症状が消失せず、進行が認められた症例、試験薬以外の     
              抗菌薬が投与された症例 
 

Wunderink, R. G. et al. : Chest 124（5）: 1789, 2003 

MRSAによる院内肺炎の治癒率 ２つの無作為化二重盲検試験のデータを合
わせ、MRSA院内肺炎を有する患者を対象と
してレトロスペクティブな解析 

Linezolid vs Vancomycin* 
Analysis of Two Double-Blind Studies of Patients With Methicillin-Resistant 
Staphylococcus aureus Nosocomial Pneumonia 



Wunderink, R. G. et al. : Chest 124（5）: 1789, 2003 

リネゾリドによる初期治療群で高い治癒率 



Kollef, M. H. et al. : Intensive Care Med 30 : 388, 2004  

【対象】 入院して48時間以上経過後にVAPを発症した成人男女のうち
MRSAが原因菌と診断された患者 
 
【方法】 2つのプロスペクティブ無作為二重盲検比較試験をメタ解析した。
MRSAによる人工呼吸器関連肺炎患者にリネゾリド600mgまたはバンコマ
イシン1gを12時間ごとに7～21日間投与して（いずれもアズトレオナムを併
用）治癒率を比較した。 

MRSAによる人工呼吸器関連肺炎の治癒率 MRSA感染VAP患者を対象としたレトロスペク
ティブな解析 

Clinical cure and survival in Gram-positive ventilator-associated pneumonia: 
retrospective analysis of two double-blind studies comparing linezolid 
with vancomycin 



Kollef, M. H. et al. : Intensive Care Med 30 : 388, 2004  



細菌除去率 

Kollef, M. H. et al. : Intensive Care Med 30 : 388, 2004  

院内生存率およびMRSA除去率は、リネゾリド群で良好。 

Survival analysis 
84.1% (37/44) vs.61.7% (29/47) in the MRSA subset ( p =0.02). 

院内生存率 



これを臨床的に証明する二重盲検比
較試験の発表が待たれていた。 

これらは、二つの臨床比較試験を混合した
解析であり、post-hoc解析の結果、約120
名のMRSA肺炎に感染した患者に限ってみ

ると、リネゾリドはバンコマイシンに優れて
いるといえる。しかし・・・ 



Clinical Infectious Diseases 2012;54(5):621–9 

ZEPyRは、MRSAによる院内肺炎を有する患者を対象とし、バンコマイシンに対する 
リネゾリドの非劣性を検討した第Ⅳ相国際共同無作為化二重盲検試験である。 
 
 
 

Phase 4, double-blind, randomized, comparator-controlled, multi-center study:  
 

156 Centers 
   90 US (58%)、28 EU (18%)、16 Latin America (10%)、13 Asia (8%)、9 Other (6%) 
1225 Patients enrolled 
 
448 culture-positive for MRSA (mITT) 
348 evaluable at End-of-Study (PP) 
339 in primary analysis 
 

そこに登場したZEPyR試験 



ZEPHyR試験デザイン 

Linezolid IV  
600 mg q12h 

Vancomycin IV  
15 mg/kg q12h 

Within 5 days of  EOT 

EOS （end of study) 
観察終了 

7-30 days after EOT 

64 

MRSA疑いの院内肺炎 
患者を1対1に無作為化 

EOT(end of treatment) 
治療終了 

7〜14日間投与 
 
（菌血症では、最長２１日間） 

Clinical Infectious Diseases 2012;54(5):621–9 

本試験では、原因菌としてMRSAが確定した成人院内肺炎患者にリネゾリドまたは 
バンコマイシンを7〜14日間投与し、治療終了EOT(end of treatment)と観察終了 
EOS （end of study)時点における有効性および安全性を評価した。 
 



【主要評価項目】EOSのPP集団における臨床効果 
【副次評価項目】EOSのmITT集団における臨床効果 
                               EOTのmITT集団/PP集団における臨床効果 
           EOT/EOSのmITT集団/PP集団における細菌学的効果 
             治療60日における生存状態  
           ITT集団における安全性 
 
【臨床効果】 
「治癒（臨床徴候/症状の消失とそれ以上の抗菌薬治療が不要」 
「改善（２つ以上の臨床徴候/症状の消失と追加抗菌薬なし」 
「治療失敗」、「不明」のいずれかとする。 

 
解析においては、試験登録患者を分け、薬剤の安全性はITT集団で、 
有効性は、PP集団またはmITT集団で評価した。 
 
 

Intent-to-treat  (ITT)：一度でもリネゾリドないしバンコマイシンを投与された患者 
Modified intent-to-treat (mITT)：ITTのうち、MRSAによる院内肺炎と確定診断された者 
Per protocol (PP)：mITT集団のうち主要なプロトコール基準に適合した者 





Clinical Infectious Diseases 2012;54(5):621–9 

有意差なし 



Clinical Infectious Diseases 2012;54(5):621–9 

リネゾリド群で11％高い。 

P=.002 

P=.049 

臨
床
効
果 



Clinical Infectious Diseases 2012;54(5):621–9 

細
菌
学
的
治
療
成
功 

 

有意差はなし 



Mortality 
 Kaplan-Meier Plot 60 Days:  mITT 

 

Clinical Infectious Diseases 2012;54(5):621–9 

死亡率は変わらなかった。 

ITT集団を対象とした解析における腎不全
の発生 
   リネゾリド群    3.8% 
   バンコマイシン群 7.2% 
   （トラフ値別の評価は、なし） 



結果として 

では、今後のMRSA肺炎治療はどうする？ 

主要評価項目であるEOSのPP集団における臨床効果
とEOTのmITT集団における治療効果に関しては、有意
差あり。 
 
でも、60日死亡率は変わらずであった。 
 
 
 



Curr Opin Infect Dis 2012, 25:159–165 

Current therapeutic alternatives for nosocomial pneumonia due to MRSA appear to 
be limited to vancomycin and linezolid. However, vancomycin pitfalls, together 
with the apparent clinical superiority of linezolid, appear to restrict its indication. 
 
Vancomycin : MRSA肺炎としての治療薬として使われてきたが、MRSAの 
                         MIC(minimum inhibitory concentration) 値の上昇、肺への 
         移行性の悪さ、副作用（腎障害）を考えなくてはならない。 
 
Linezolid ：肺への良好な組織移行を示し、さらにバンコマイシンと比べて、高い臨床 
         的な改善率と細菌学的反応を示す報告もなされた。 
 
  



JAMA. 2010;303(22):2260-2264.  

スペインにおけるリネゾリド耐性黄色ブドウ球
菌（LRSA）のアウトブレイク 



JAMA. 2010;303(22):2260-2264.  

1000床病院のICUで３つのユニットがあり、平均滞在期間4.6日、占有率
92.2％、日中担当ナース2.4人/1勤務、夜間2.7人/1勤務 



JAMA. 2010;303(22):2260-2264.  

広域抗菌薬使用している。 
リネゾリド使用している。 
比較的短期の使用期間 

注意喚起前 1日用量として202人分/1ヵ月 
       →喚起後 25人分/1ヵ月 
監視培養にて早期検出 



JAMA. 2010;303(22):2260-2264.  

リネゾリド耐性機序 
1. cfr遺伝子の獲得 
2. 23S rRNAのpoint mutation: G2576T 

アウトブレイク中には、環境サンプルは低レベル 
、医療者の手にも検出なしのため、閉鎖せず。 
などの厳格管理で拡散を防いだ・・と 
 
定着菌の検出が拡がった可能性・・・ 

５人の死亡 
1人LRSAによる。 



抗MRSA薬の今後 

MRSAの薬剤耐性が、進んでいる。 
バンコマイシンは、1960年代から使用されているのにも
かかわらず、2002年まで、バンコマイシン耐性黄色ブド
ウ球菌(VRSA)が報告されなかったのは、興味深い。 
 
 一方、リネゾリドは、2000年に発売され、翌年には、リ
ネゾリド耐性菌黄色ブドウ球菌LRSAが報告された。 
 
今回新しい抗MRSA薬ダプトマイシンが発売されたが、重
要なのは、適正使用である。 
発売して７年経つが、いまのところ耐性化の報告はない。 
                                              DRSA??? 
 


