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抗菌薬使用は日々見直されていくべき	

　　耐性菌による1番の被害者はICUの患者である	
	
ü 新しいデータや技術を取り入れるとともに耐性菌を	

作らないために今までのエビデンスを再検討しよう	
ü 様々な分野から集めた専門家にお願いしよう	

New	
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方法	

Ø フランス集中治療学会とフランス麻酔科学会が	
コーディネーター1人を選ぶ	

Ø 続いて実行委員4人を選ぶ	

この5人が決めたテーマを検討していく	
1. 集中治療における耐性菌と抗菌薬の関連性は？	
2. 抗菌薬の使用を減らすにはどのサンプルをどう使う？	
3. 抗菌薬の選択は？	
4. 抗菌薬の効果を 適化するには？	
5. 抗菌薬の治療期間は？	

細菌学、感染学、	
感染制御部、疫学などから	



Ø 各テーマに対するエビデンスを検索し、エビデンス表にまとめる	
Ø 文献の検索はMEDLINE、EMBASE、コクランライブラリから	
Ø エビデンスの質と強さの評価は委員会メンバーに依頼	

Ø それぞれについて「同意」「不同意」「未決」を表すためスコアリング	
Ø  1～9点の9段階で評価（1：同意できない、9：完全に同意）	
Ø 結果　中央値1～3点：不同意、4～6点：未決、7～9点：同意	
Ø 信頼区間がそれぞれの領域に含まれていたら結論は「強い」	
Ø もし強い推奨が存在しないときは内容を修正して再度スコアリング	
Ø これらを2回行って、67の推奨項目が完成した	

グループ内でさらに議論	



エビデンスの質の高さ：研究の方法はちゃんとしているか	

RCT	

観察研究	

エビデンスの強さ：得られた結果はあいまいなものではないか	

みんな賛成！（Strong：1）	

1.0	

賛成多め（Weak：2）	 一部反対	

1.0	

•  この強さ＝利益が不利益を上回るかの程度	
•  エビデンスの高さよりも臨床的な重要性に基づく	
•  この強さはその評価に際するグループ内の合意の強さを表す	

High（A）	
Moderate（B）	
Low（C）	
	

Very	low（D）	

研究内容の限界の存在	
無視できない矛盾の存在	
非直接性	
不確実・不十分なデータ	
バイアスの存在	

広く支持されたエビデンス	
非常に強いエビデンス	
用量-反応関係	
不利な交絡因子がある	

UP	

DOWN	



5人が決めたテーマ	
1. 集中治療における耐性菌と抗菌薬の関連性は？	
2. 抗菌薬の使用を減らすにはどのサンプルをどう使う？	
3. 抗菌薬の選択は？	

a)	抗菌薬の初期選択はコロニー形成にどのような影響を与えるか？	
b)	カルバペネム	
c)	フロロキノロン	
d)	MRSAとCoNSに対する抗菌薬	

4. 抗菌薬の効果を 適化するには？	
a)	いつ抗菌薬治療を開始するか？	
b)	薬物濃度のモニタリング（TDM）	
c)	投与方法	
d)	単剤と多剤	

5. 抗菌薬の治療期間は？	

結果　（67の推奨項目）	



1　集中治療における耐性菌と抗菌薬の関連性は？	



1　その地域、その国の疫学的データが使用されるべきである（UG：ungraded）	
2　学会はネットワークで得られた集中治療室（ICU）の疫学的データを雑誌や	
　　ウェブサイトを通じて公開すべきである（UG）	
3　ICUあるいは各施設で得られた感染タイプごとの起炎菌の割合、あるいは	
　　細菌ごとの耐性の割合に関する地域の疫学的データを使用するべきで	
　　ある（1C）	

抗菌薬の選択は、耐性菌の発生・拡大を防ぐために重要であり、手指衛生と同じよ
うに、毎日の診療のなかで取り入れていくことができることである。集中治療の領域
ではstudyはいつもuncontrolled　before-and-aYer　studyであり、必ずしも耐性菌に
焦点をあてたものではない。	
Systema@c	Reviewで、ICUでの抗菌薬治療の疫学は、そこでの抗菌薬治療の方針に
依存している部分があると結論付けた。	
地域ごとの耐性菌の疫学的データは、ヨーロッパとその他の地域（とくに北アメリカ）
で違いがはっきりしている。地域ごとの感受性の考慮が必要であり、実際に抗菌薬
治療をされている患者の頻度も重要である。	



4　抗菌薬使用量のモニタリングには、全体としてのあるいは特定の薬物（カルバペ	
　　ネムやフロロキノロン）ごとのDefined	Daily	Dose:DDDを算出するべきである（2D）	

DDDは個人の治療の概要ではない。WHOの推奨しているDDDと実際のICUのDDDはしば
しば違い（特にβラクタム）、ICUにおける抗菌薬使用量は不自然に多い。DDDにはいろい
ろ問題点もあるが、簡易的で短時間で算出でき、とくにICU間での比較ができることから、

も有用なパラメーターとされている。	

例）ある抗菌薬のAUD（単位は 
DDD/100 bed days）が仮に3とすると、  
それは「その病院のある１日を見ると 
入院患者が100人いたら3人にその 
抗生剤（そのDDDの量）を使っている」	

【問題点】	
・小児、高齢者、腎機能低下での評価が△。	
・ヨーロッパでの使用量を元とした値なので、	
　日本での使用量と大きく異なる場合がある。	
　ピペラシリンのDDDは14g！	
・あくまでも量的な評価。	

それぞれのDDDで割ることで各抗
菌薬の常用量に対する差をなくす。	

入院患者延べ入院日数で割ることで病院の規模（病床数）によ
る違い、入院患者数の増減による差をなくす。	
※入院日数ゼロの外来患者は含まれていないことになる	

h\p://www.nadaya.com/indkenkyuukai/review/DDTs/DOTs_.pdf　よ
り	



2　抗菌薬の使用を減らすにはどのサンプルをどう使う？ 



デエスカレーションは死亡率を減らす（下図）	
サンプルは侵襲的でも非侵襲的でも60%の患者で微生物学的な根拠となる	

5　急速な抗菌薬使用量の増加抑制と適正使用のために、可能であれば	
　　抗菌薬使用の前に細菌学的サンプルを採取する（1C）	

6　抗菌薬使用量を減らすために、VAP患者では抗菌薬投与を開始する前に	
　　定量的喀痰培養（もしくは吸痰）を実施するべきである（1C）	

痰の場合	

Intensive	Care	Med.	2014;	40:	32–40.	

Intensive	Care	Med.	2014;	40:	41–49.	

Intensive	Care	Med.	2014;	40:	32–40.	



Ann	Intern	Med.	2000;	132:	621–630.		l  ブラッシングやBALは抗菌薬使用量を減らす	
（平均抗菌薬フリー日数5.0±5.1日から2.24±3.5日へ；P<0.001）	

　　28日目にはより差が出る（11.5±9.0から7.5±7.6；P<0.001）	

J	Trauma.	2008;	65:	1271-1277.	
l  BALはエンピリックな治療期間を3日（3-4）から1.5日（1.25-2）へ減らす（P<0.001）	

l  RCTでは、BALと気管内吸引では、アウトカムも抗菌薬使用量も変わらなかった	
N	Engl	J	Med.2006;	355:	2619–2630.	

VAPのサンプリングは　侵襲的（ブラシ、BAL） or	非侵襲的（吸痰）？	

死亡率：有意差なし	
抗菌薬使用量：	
　　　　　有意差なし	

吸痰群	 BAL群	



7　VAPの症状が重篤でなく、喀痰塗抹検査（グラム染色）の結果が陰性なら、	
　　経験的抗菌薬投与は行うべきではない（2C）	

8　VAPが重篤な場合は、培養ではなく痰や分泌物の直接塗抹結果に基づいて抗菌薬	
　　投与を開始すべきである（グラム染色で何もでなければエンピリック投与考慮）（2C）	

直接観察は細菌数に関連する（10*3～10*5個/mlで60％の陽性率）	

VAPでのグラム染色の感度0.79	(95%	CI,	.77–0.81;	P	<	.0001)		
　　　　　　　　　　　　　　特異度0.75	(95%	CI,	.73–.78;	P	<	.0001)	
VAP有病率20-30％での陰性的中率は91%	
➡グラム染色陰性の時はVAPでないだろう	
	
しかし陽性的中率はたった40％だった。	

グラム陽性のときには、血培の結果が	
出る前に、抗菌薬をデエスカレーション	
するべきでない	

Clin	Infect	Dis.	2012;	55:	551–561.	

VAPでのGram染色のROC曲線	



9　喀痰グラム染色の結果は、検査室から速やかに臨床医に知らせるべき	
　　である（1C）	

10　初回の培養はサンプル採取から24時間以内に結果が利用できるようにする	
　　 べきである（UG）	

菌の存在の証明に3-6時間、感受性に7-13時間かかる→結果は検査室の時間
外に判明するということ。結果をリアルタイムに知るにはスタッフ間の伝達環境
の改善が必要。 Eur	J	Clin	Microbiol	Infect.	2012;	31:	2445–2452.	
	
質量分析法（Mass　spectrometry）による結果は容易に数分で施行でき、	
84-94%の一致が得られる。菌種の同定は、感受性がまだ不明であっても抗菌
薬の適正使用につながる。	



11　血培が陽性の場合は、菌種を特定し、その培養ボトルを利用して	
　　感受性試験を行うべきである（1B）	

12　培養が陽性の場合は、質量分析法を利用して速やかに菌種を特定し、	
　　その菌種に合わせた抗菌薬治療をおこなうべきである（2C）	

13　直接鏡顕で見つかったグラム陽性球菌が血培でも陽性の場合は、黄色	
　　ブドウ球菌であるかどうか、さらにメチシリン耐性を持つかどうかを速やか	
　　に調べるべきである（1C）	

血培による菌の同定は抗菌薬の使用量を20％減少させることができる。 質量分
析法でも平均30分で直接菌の同定が可能（従来の方法と同様に80-98%の一致
率）。特にグラム陰性桿菌で有用である。	
（血培は）菌血症の患者で35％で早期（1.2-1.5日）に抗菌薬の適正化が可能、グ
ラム染色のみだと21%のみ。研究によっては5.5-11.3%多くの患者が適正に治療さ
れたという結果もある。　PLoS	One.	2012;	7:e32589.	

血培の場合	



Archives	of	Pathology	&	Laboratory	Medicine.	2013;	137:	1247-1254.	

菌血症患者での早期の菌種と感受性の同定は入院日数とコストを減少させる	

早期菌種/感受性を同定し	
治療介入した群▲では	
入院日数とコストが低い	



14　ヨーロッパの学会の定義に基づき、感受性試験によりMICを調べて	
　　速やかに臨床医に知らせるべきである（1B）	

15　細菌学者と臨床医の議論の上で、感染部位の菌種に対するMICを	
　　決定するべきである（1C）	

心内膜炎や骨髄炎など、感染の部位によってはMICをよく考える必要がある。	
また、耐性を獲得しやすい菌種の場合もそうである（緑膿菌、マルトフィリア、ア
シネトバクター、ブドウ球菌と、グリコペプチド系）	

　MICの話	



16　市中肺炎の患者において、尿中肺炎球菌抗原陽性の場合は、抗菌薬の投与	
　　を中止し、細胞内寄生菌を考慮する。もし尿中肺炎球菌抗原が陰性であった	
　　としても肺炎球菌性肺炎の可能性を捨てるべきではない（2B）	
17　尿中レジオネラ抗原が陽性の場合は、βラクタム系の薬物は中止を推奨する。	
　　レジオネラ抗原が陰性の場合もレジオネラ肺炎の可能性は捨てるべきでは	
　　ない（2B）	

尿中抗原検査の結果の判断は難しい	

Clin	Microbiol	Infect.	2010;		16:	1389–1393.	

尿中抗原の場合	

233人の肺炎患者で、尿中肺炎球菌抗原検査	
の結果がでたとき、抗菌薬を変えるほどの	
インパクトがない。	
（結果により治療を変えるか判断が難しい）	
またこのstudyの過程で尿中抗原検査の	
50%以上が肺炎でない診断の人に行われてい
ることがわかった。	

ICT:　尿中抗原検査	

尿中抗原は治療より診断だけのため？	



尿中抗原テストでターゲット治療を	
した方がエンピリックより	
抗菌薬の処方量を減らすが・・・	
154.4	vs	183.3	defined	daily	doses		
per	100	pa@ent	days	

Thorax.	2010;	65:	101–106.	

退院から1ヵ月後の	
臨床的な再発が多い	
(12%	vs	3%,	p=0.04)	

ある介入研究では、肺炎球菌とレジオネラの	
尿中抗原テストは抗菌薬の処方量を減らした	
が、再発のリスクが増加した。	

<	

<	

抗菌薬使用	

再発	



3　抗菌薬の選択は？	



18　特に気管内吸引検査の結果、どんな菌種であってもすでに定着している	
　　菌の場合は、ルーチンの抗菌薬投与は行うべきではない（UG）	

19　重症感染症の徴候があり、VAPもしくは院内発症の菌血症の	
　　エンピリック治療を選択する際には、サンプリング場所にかかわらず、	
　　耐性菌が定着している可能性を考慮すべきである（2C）	

a)	抗菌薬の初期選択は定着菌にどのような影響を与えるか？	

現在、定着菌のデータを用いた抗菌薬の質・量を減少させるRCTは存在しない。	
数チームが培養のサーベイランスを行っているが、気管内吸引から得た結果	
（保菌）に対するエンピリックな抗菌薬投与は不要であるため注意が必要。	
	
さらにそのような研究は定着菌を反映した抗菌薬の過剰投与を起こし得る。	
VAPにおける多剤耐性菌の関与を考えるときには、異なる部位の菌の定着を考慮
する価値があると数々の報告がなされている。あるstudyでは、定着菌はグラム陰
性の耐性菌菌血症に対する 適な抗菌薬を選択するのに有用であるとしている。	

 Int J Infect Dis. 2010; 14: 723-729.	



20　市中感染が疑われる場合は経験的抗菌薬治療にカルバペネムを	
　　使用するべきではない（1B）	

b)	カルバペネム	

ICUでカルバペネムを使用するということは耐性菌の出現に関連する。効果を維持	
するためには可能な限り出し惜しみしていく必要がある 	

⇩　VAPと血管内デバイスがカルバペネム耐性グラム陰性菌のリスク因子である。	

Intensive	Care	Med.	2013;	39:	1253–1261.	ICU患者のカルバペネム耐性のリスク因子	

VAPでない患者では、唯一カルバペネムの	
投与歴が耐性と関連する因子であった。	
(OR	1.086,	95	%	CI	1.003–1.177,	p	=	0.042)	



21　しかし市中肺炎でも次の場合はカルバペネムを考慮するべき（2D）	
　・感染部位がどこであっても、3か月以内に広域スペクトラムのβラクタマーゼ産生	
　　腸内細菌またはセフタジジム耐性緑膿菌の感染（/保菌）の既往がある場合	
　・重症敗血症、敗血症性ショックの場合	

ICU滞在中のESBL産生腸内細菌の獲得に影響する因子	

Severe	sepsis/sep@c	shock	 2.7	　　　　　　	[1.1–6.5]	

Intensive	Care	Med.	2012;	38:	1769–1778.	



22　院内発症の重症感染症だからといって経験的抗菌薬投与にカルバペネム	
　　単剤投与を行うべきではなく、次のクライテリアを満たすかどうかを考慮（1C）	
　・3か月以内に第三世代セファロスポリン系、フロロキノロン、PIPC/TAZを投与	
　　されている	
　・どの部位であっても、3か月以内に広域βラクタマーゼ産生性腸内細菌または	
　　セフタジジム耐性緑膿菌の存在が示されている	
　・12か月以上入院している	
　・高齢者用長期療養施設の入居者で、静脈路もしくは胃管が挿入されている	
　・収容施設内で唯一の治療法がカルバペネムとなってしまっている多剤耐性菌	
　　が流行している状況	

23　細菌感染が明らかとなったら、感染部位を考慮し細菌学者と臨床医で議論	
　　を行いカルバペネムの代替品を決定するべきである（UG）	



24　敗血症性ショック患者で、βラクタム系の併用薬剤としてはフルオロキノロンよりも	
　　アミノグリコシド系が望ましい（UG）	
25　他の抗菌薬が使用できる時にはフルオロキノロン系は使用すべきでない（UG）	
26　しかし、次のようなケースではフルオロキノロン系を考慮するべきである（2C）	
　　・レジオネラ感染症である	
　　・骨または糖尿病性壊疽で薬剤感受性試験を行った結果	
　　・前立腺炎で薬剤感受性試験の結果	
27　6か月以内の使用ある場合、同一患者ではフルオロキノロン系を再投与すべき	
　　ではない（1B）	
28　重症の院内感染でもフルオロキノロン系の経験的投与はすべきではない（1B）	
29　Nalidixic	AcidやPipemidic	Acid（古いキノロン系）に耐性のある腸内細菌に対して	
　　はフルオロキノロン系は使用するべきではない（1B）	

c)	フルオロキノロン	

フルオロキノロン系が広く使用されているのは、臨床価値の大きさ、組織移行性がよく経口投与
で効果があるためである。しかし問題もある。DNA変異などによるフルオロキノロンに対する耐性
が形成されており、これらの変化はいくつかのグラム陰性桿菌とグラム陽性球菌の両方で起きて
いる。また他の抗菌薬の耐性も誘導しうるため、フルオロキノロン使用に伴うMRSAの出現も注意
が必要である。	
また、毒性の強いCDやESBLなどの腸内細菌にも影響を与える。さらに、抗菌薬自身の毒性・副作
用も重要である。（腱毒性、光毒性、肝炎、QT延長）	

Clin Infect Dis. 2006; 42: 778–784.	



30　市中感染に対して経験的抗菌薬投与を行う場合には、MRSAもしくは	
　　MRCoNSに対する抗菌薬選択はすべきでない（1B）	

31　透析患者、創傷治癒遷延、静脈カテーテル留置、長期療養施設入居者が	
　　重症の院内感染を起こした場合はMRSAの可能性を考慮する（1A）	

32　ICUで院内感染患者に対して経験的抗菌薬投与を行う場合には院内の	
　　疫学的データに基づき、MRSAやMRCoNS治療薬を選択するべきである（1C）	

d)	MRSAとCoNSに対する抗菌薬	

いくつかのUSAのstudyではMRSAの12%が市中感染と報告されているが、これはヨー
ロッパに比べると非常に少ない。	
1年以内に退院したMRSAの重症感染患者を考慮することは重要。多剤耐性菌の持ち
込みは院内感染を増やす。	

黄色ブドウ球菌のうちMRSAが占める割合は年々減少傾向にあり。2012年にはフランス
のデータベースでは25.5%に到達したが、個々の施設で大きく異なっている。	



J	An@microb	Chemother.	2009;	63:	568–574.	
ここ6か月以内の抗菌薬治療歴は多剤耐性菌のリスク2倍にする。	

resistance	in	respiratory	tract	bacteria	
	and	previous	an@bio@c	prescribing	

resistance	in	urinary	tract	bacteria	(E	coli)	
	and	an@bio@c	exposure	

このリスクは透析患者のMRSAの12%、	
長期入院患者の8.6-22%である。	
	
	

Clin	Infect	Dis.	2004;	39:	1747–1753.	
Thorax.	2010;	65:	354–359.	



Clin	Infect	Dis.	2001;	32:	1393–1398.	

半分の患者が１年経過してもMRSAを持っている。MRSAが消失するのは（平均値で）	
退院後8.5か月とされている（抗菌薬治療を受けている患者ではより長いだろう）	

8.5	



33　CoNSの血培陽性だけをもって（メチシリン耐性の有無にかかわらず）治療を	
　　開始するべきではない（1B）	

34　新生児を除く成人、小児ではMRCoNSに対して血培陽性ならば、中心静脈	
　　または動脈ラインを交換すべきである（1B）	

35　新生児を除く成人、小児ではMRCoNSに対して血培陽性なら、病状、免疫	
　　抑制の程度、耐性パターンなどを考慮して治療を開始するべきである（1B）	

後ろ向きに、VAPで48時間以上挿管管理された1955人で369件の血培陽性の	
エピソードがあったが、実際CoNSが同定されたのはたった4件であった。	

Chest.	2002;	122:	1389–1399.	

CoNSについては、もっとも国際的な推奨では、	
血培陽性のエピソードだけでの治療開始には注意が必要だと提言している。	

36　免疫抑制患者以外では、VAP患者でMRCoNSを想定して、そのための	
　　抗菌薬投与をするべきではない（1A）　	



37　バンコマイシンのMICが1mg/mlを越えるようなMRSAによる心内膜炎、	
　　菌血症の患者では高用量のダプトマイシン投与が有用（2B）	

ダプトマイシン6mg/kg/dayは、菌血症や心内膜炎のスタンダード治療に劣らない。	

←サブグループ解析	
・daptomycin	群	
　6mg/kg/day	
	
・standard	therapy群	
　	vancomycin	(1g/12h)	
　an@staphylococcal	(2g/4h)	

N	Engl	J	Med.	2006;	355:	653–665.	

MIC１以上のVCMならば、	
ダプトマイシン劣らない説	



MRSA菌血症の治療のためのダプトマイシンと、MIC>1mg/Lのバンコマイシンを比較し
た1施設の非ランダム化試験では、ダプトマイシンの方が失敗例が少なく（20vs48%）、
死亡率も少なかった（3.5vs12.9％）	

Clin	Infect	Dis.	2013;	56:	1562–1569.	

・Daptomycin群	
　少なくとも6	mg/kg/day	
	
	
・Vancomycin群	
　トラフが15	and	20	μg/mLの間	

MIC１以上のVCMならば、	
ダプトマイシンがbe\er説	



慈恵ICU勉強会　新しい抗MRSA薬　より	

ではMRSAのVAPでは・・・？	



38　MRSAによるVAP患者ではリネゾリドLZDを投与する（1A）	

448ケースの院内肺炎のランダム化試験で、LZDの効果は非連続的に投与されたVCMと
同等であると示された。臨床的な効果はLZDでよりよい（57.6%vs46.6%、p=0.042）	
注：VCMの濃度は推奨より低かった。また２つのグループで不均等があった。	

Clin	Infect	Dis.	2012;	54:	621–629.	



39　MRSA感染症患者では、バンコマイシンのMICを計算する（1B）	
40　バンコマイシンのMICが1mg/mlのMRSAに対して、3日間投与して臨床的改善が	
　　得られない場合には、バンコマイシン以外の薬剤を投与するべきである（1C）	
41　感染部位によっては、MRSAの混合感染の可能性を考慮する（UG）	

MRSA菌血症では、VCMの濃度が高い（MICを超える時間が長い）ほど生存率が高い。
（AUC24h/MIC比＞400）この目標はMICが1mg/L以上のVCMでは達成するのが難しい。
しかし、高いAUC/MIC比と生存率の因果関係は証明されていない。	

Clin	Infect	Dis.	2011;	52:	969–974.	

上：96時間後のトラフ値が15-20mg/Lに	
下：96時間後のトラフ値が10-15mg/Lに	
なるようにした各種投与方法での	
MICと時間の関係。	
上ならどの投与方法でもMIC1をkeepできる。	

↑あくまでも理論上の話。実際はトラフが	
高値になって現実的でないため	
別の薬剤に変更した方が妥当（→推奨40）	



4　抗菌薬の効果を 適化するには？	



42　患者が敗血症性ショックに陥った場合は、1時間以内に経験的抗菌薬投与	
　　を開始する（1B）	

 a)	いつ抗菌薬治療を開始するか？	

効果的な治療のためには敗血症性ショックに気づいてから1時間以内に抗菌薬は投与さ
れるべき（Surviving　Sepsis　Campaign）	

Intensive	Care	Med.	2013;	39:	165–228.	

43　重症な市中肺炎を疑う患者では、ICU入室後4時間までは抗菌薬投与前に	
　　他の診断の可能性を検討することで、余計な抗生剤の投与を避けられる（2B）	

入院4時間以内に抗菌薬投与を開始せよというstudyはいくつかあるが・・・	



早期投与群と遅れて投与した群で比較したメタ解析では、同様の結果ではなかった。この
解析に含まれた唯一の前向き研究では、早期投与は入院日数すら減少させないという結
果だった。他の文献の解析では、市中肺炎における初回抗菌薬投与までの時間短縮は、
抗菌薬の誤った使用につながるだけで、死亡率の減少に見合うほどの十分な結果とは関
連しないと強調されている。	

Chest.	2003；124:	1798–1804.	@me	to	clinical	stability	(TCS)	
length	of	stay	(LOS)	
pneumonia	severity	index	(PSI)	

4時間以内	 4-8時間	 8時間以上	

どれもかわらない	

抗菌薬投与開始が4時間以内の群と4時間以降の群では死亡率に差がない。	
（OR=0.24;	　95%	[CI]	0.08	-	0.71）	

Ann	Emerg	Med.	2008;	51:	651–662.	



44　細菌性髄膜炎患者では、病院への入院3時間、できれば1時間以内に	
　　抗菌薬投与を開始する（1B）	

45　無脾症や好中球減少症など感染に対して脆弱な患者、生命の危機のような	
　　感染症（細菌性壊死性蜂窩織炎、電撃性紫斑症、敗血症性ショック）では、	
　　 初の抗菌薬投与までの時間を極力短くする（UG）	

そんな中で2009年のフランスのガイドラインでは入院後3時間（できれば1時間）の抗菌薬
投与を明記している。文献ではエビデンスは証明されていないが、無脾症やFNや細菌性
壊死性蜂窩織炎などの弱い患者では推奨してもよい（good	prac@ce）	

Med	Mal	Infect.	2009;	39:	175–186.	



46　予想できないような薬物動態学的個体差がある場合もあることから、ICU	
　　入室患者では薬物濃度のモニタリング（TDM）を実施すべきである（1B）	

47　特に腎不全の患者では蓄積による毒性を避けるために、投与後の残存	
　　濃度を測定した方がよい（2C）	

48　有効性と毒性を評価するために、間歇的投与や長時間投与時の残存	
　　濃度、あるいは持続投与時の定常時濃度を測定すると良い（2C）	

 b)	薬物濃度のモニタリング（TDM）	

重篤疾患患者（重症敗血症、敗血症性ショック、輸液や昇圧剤、出血性ショック、熱傷、
NF、AKI、CRRT、病的肥満、小児）は、病態生理学的な変化がある。	
その変化によって、患者同士、患者内での薬物動態が予測できなくなる。	
（とくに親水性の抗菌薬：※VCM、アミノグリコシド、βラクタム）	
	
血漿と感染部位の抗菌薬の濃度が治療量以下だと、耐性獲得につながってしまう。逆
に、腎機能・肝機能の低下は抗菌薬の中毒量になり得る。小児の場合、年齢ごとの分
布容積、代謝、排泄によって異なる。	

Intensive	Care	Med.	2013;	39:	2070–2082.	

当院ではトラフ値が測定できるのはバンコマイシンとタゴシッドのみです	



49　すべてのICU患者では、アミノグリコシド系薬物では30分間の持続静注で	
　　投与した場合、投与から30分後の血漿中濃度を測定すると良い（2C）	

50　成人でも小児でも、バンコマイシンを使用する場合には持続投与時の	
　　定常時濃度あるいは間歇的投与時の残存濃度を測定するべきである（1B）	

効果が濃度依存性でかつ治療域が狭い親水性抗菌薬であるアミノグリコシドの血漿で
のピーク濃度を測定するという薬物動態学/薬力学的なアプローチは、臨床的な効果、
毒性、耐性菌の予防の観点から価値がある。	
バンコマイシンの抗菌作用はAUC24h/MICに依存する。AUC24hはルーチンでモニター
できないが、それは残存濃度と相関するため、それを測定すればいい。間欠的な投与
の場合、その測定は4回目の投与の前に行わなくてはならない。残存濃度もしくは定常
状態での濃度の目標は20mg/Lくらいである。この目標濃度は感染部位によってもっと
高くなり得る（中枢神経、感染性心内膜炎、骨）	

Intensive	Care	Med.	2013;	39:	2070–2082.	



51　ICUでの重症感染症患者の治療では、治療成功率をあげるためには	
　　MIC以上の濃度を時間の70%以上維持するようにするとよい（2C）	

52　濃度を十分に上げる（ 低濃度がMICの4〜6倍）と良い（2C）	

 c)	投与方法	

βラクタムの場合、MICを上回る時間の割合（抗菌薬や菌種により異なる：ペニシリンで
50-60％、セファロスポリンで60-70%）が、もっとも薬力学的に治療効果を予測できる。	
βラクタムでは血漿濃度がMICの4-6倍となったときに効果が増強すると明言されている。
しかし、それらの目標濃度達成と細菌学的・臨床的な患者のアウトカムの関連を示した
データはほとんどない。	 Clin	Infect	Dis.	2014;	58:	1072–1083.	

ICU患者ではβラクタムの薬力学的目標を、MICを上回る時間を100％にした場合、min/
MIC比は5倍となると言われている。	
下部気道感染の治療ではこの目標を達成することが臨床的な治療効果の予測因子で
あると示された。	

Diagn	Microbiol	Infect	Dis.	2004;	48:	125–130.	

 An@microb	Agents	Chemother.	2007;	51:	1725–1730.	



53　ICUに収容している患者でMICが高値の場合には、βラクタム系抗生物質	
（CFPM、PIPC-TAZ、MEPM、DRPM）を3～4時間かけて投与する（1B）	

薬物動態学的な研究とモデルデータは以下を示した：βラクタムの持続投与もしくは長
時間かけての投与（3-4時間）は2回の投与間でのMIC以上の時間を増加させた。いく
つかのstudyでは3-4時間かけてのβラクタム（CFPM、PIPC-TAZ、カルバペネム）投与は
死亡率の減少と関連があるとしている。	



3時間以上	 24時間	 20-60分	 Clin	Infect	Dis.	2013;	56:	272–282.	

（10.8%）	 （16.8%）	

近、メタ解析で、	PIPC-TAZ、カルバペネムの時間をかけて（3時間以上）の投与群と
短時間（20-60分）投与群での死亡率はそれぞれ10.8％、16.8％（p=0.03）と示された。	

Extend群ではShort-term群	
より死亡率が低い	



54　患者に薬力学的問題点が存在する（深部感染症、大きな薬物	
　　動態学的変化、MICが高値）場合には、カルバペネム（MEPM、DRPM）	
　　やCAZ、PIPC-TAZは持続投与するとよい（2C）	

ICU患者でのいくつかのstudyで、PIPC-TAZ、MEPM、@carcillin-clavulanate、セフタジジ
ムの持続投与は間欠投与よりMIC以上の時間が多いと言われている。一方で、メタ
解析を含むいくつかの評価ではβラクタムの持続投与では、先ほど示したような薬物
動態学的な効果を示せなかった。（Extended＞Con@nuous）	
持続投与の効果について議論出来ていないのは、方法論の問題、抗菌薬（一部の
ペネム）の不安定さ、感染部位での取り込みや濃度の低さに起因するだろう。	



近のin　vitroと臨床研究では、VCMの肺炎とMRSA感染症に対する治療において、
AUC24h/MIC比が400以上で臨床効果が期待できると示した。	

Ann	Intensive	Care.	2011;	1:	26.　　	

55　バンコマイシン投与では、早期に目標濃度に到達することが有効性を	
　　決定するので、ローディングを行った後、持続投与する（1B）	

注意：VCMの持続投与と間欠投与を直接比較したstudy間では結果ははっきりせず、
まだ議論があるところである。	



シュミレーション研究では、重症敗血症患者において、速やかに約20mg/Lの濃度に到達
するためには35mg/kgのローディングが必要で、目標濃度を維持するにはその後35mg/
kgの持続投与が必要である。	

An@microb	Agents	Chemother.	2011;	55:	2704-2709.	

持続投与では確かに濃度は目標に達するのは速く、
治療のコストと同様に採血の頻度を減少できるはず。	



56　ある種の細菌（黄色ブドウ球菌，緑膿菌，腸内細菌）などでは耐性を	
　　抑制するために抗菌薬は長期間投与あるいは持続投与にすると良い（UG）	

in　vitroと動物実験で、細菌の耐性獲得は抗菌薬の濃度が関係すると言われている。
いくつかの薬力学的な項目（AUC/MIC、peak/MIC、AUC/変異予防濃度、変異予防濃度
以上の時間）は腸内細菌科の耐性獲得に関係がある。しかし、抗菌薬の持続投与の理
論上の効果は未だ、エビデンスの質の高い臨床研究では証明されるに至っていない。	



57　多剤耐性菌の可能性がないなら、院内感染の肺炎では単剤の経験的	
　　抗菌薬投与をするべきである（UG）	

d)	単剤と多剤	

低レベルのエビデンスを除いて、一般的に多剤によるエンピリックな抗菌薬治療は、重
症疾患患者（敗血症性ショック）、虚弱な患者（血液腫瘍）では特に多剤耐性菌感染のリ
スクがあるので、推奨される。	
	
しかし、そのような虚弱な患者であっても、多剤耐性菌の発生を避けるために抗菌薬の
多剤併用に関する基本的で倫理的な重要性の理解が必要である。	

Intensive	Care	Med.	2013;	39:	165–228.	Ann	Intensive	Care.　2011;	1:	22.	

抗菌薬のメリット、デメリットのバランスを考える上で直接的な文献はほとんどない	
ため両方UGとしている。	
VAP患者でも以下の２つの条件を満たせば、単剤による治療で十分である。	
①挿管後7日以内であること②患者が 近抗菌薬治療を受けていないこと。	
また挿管前の入院期間も考慮するべきである。この「単剤治療」は多剤耐性菌の	
リスクのないすべての院内肺炎に適応するべきである。	

58　ショック患者、好中球減少症や多剤耐性菌感染では、多剤による	
　　経験的抗菌薬投与をするべきである（UG）	



5　抗菌薬の治療期間は？	



59　ICUの全ての患者では、48～72時間では臨床的状態と細菌学的データに	
　　基づいて抗菌薬治療を評価し、過量投与を抑制する（1C）	
60　プロカルシトニンに関しては	
　・特に下部気道感染症においては、抗菌薬投与を中止するガイドとして	
　　プロカルシトニン濃度を測定しても良い。プロカルシトニン濃度が0.5mg/mL	
　　以下、もしくはピーク値から80%以上減少している場合には抗菌薬治療を	
　　中断できる（2B）	
61　再評価にあたっては、地域あるいは施設内の推奨に従い、抗菌薬投与量、	
　　時間を減らすように努める（1B）	
62　抗菌薬の投与期間を減少させるために、投与開始から3日目以降は48～72	
　　時間ごとにプロカルシトニン濃度を測定する（2B）	

ICUにおける抗菌薬治療期間の短縮を評価したstudyは少ない。	
治療期間を経験的に短縮したりプロカルシトニンを測定したり、いくつかの戦略が行わ
れてきた。	



Intensive	Care	Med.	2012;	38:	940-949.	

プロカルシトニン濃度が閾値（0.5mg/mL）以下、もしくは初期値から80%以上減少してい
る場合には抗菌薬治療を中断することで、抗菌薬治療期間が減少した。	

死亡率は変わらない	

これらのstudyのいくつかはICUのすべての感染症の種類を含んでいるが、ほとんどは	
下部気道感染に焦点をあてている。さらに易感染性（好中球減少、血液疾患、臓器移植、
免疫抑制療法中）の患者は除外されていることに注意しなければならない。	

プロカルシトニン濃度を測定して介入した群では	
抗菌薬治療期間は短縮　-3.5日（95%CI,-4.35to-1.95）	



63　免疫抑制のないVAP患者に対する初期抗菌薬治療が十分であれば、	
　　原因菌に関わらず治療は8日間に制限すべきである（1B）	

細菌学検査で診断されたVAPでは抗菌薬治療期間8日の群は、15日の群と比べて、起炎
菌が非発酵GNRであるものも含めて、28日生存率を減少させなかった。	

JAMA.	2003;	290:	2588-2598.	

8日の群は、15日の群と比べて、28日生存率
を減少させなかった。	

４つのRCTで免疫抑制の無い大人のVAP患者で２つの治療期間を比較している。新生児の
菌血症に関連しているものもある。臨床所見の進行、バイオマーカーの変動、抗菌薬治療
のプロトコールの使用による戦略でそれぞれ比較している。	



再発率に関しても8日の群と	
15日の群で有意差は認めなかった	
が、非発酵GNRでのみ差があった	
（32.8%　vs　19.0%）	

JAMA.	2003;	290:	2588-2598.	

非発酵GNRに関しては差があった	
➡緑膿菌ではより長い期間の	
　抗菌薬投与をした方がよい	
　とされている	



64　医療機関外での、地域内感染症では抗菌薬治療は5～7日間に限定	
　　すべきである（1B）	

65　血培が治療開始から3日以内に陰性となり、カテーテルが抜去されていて、	
　　他の感染部位が存在しないという条件を満たせば、5～7日間に抗菌薬	
　　投与を制限する（1B）　　　　　※黄色ブドウ球菌による菌血症以外は除く	

重症疾患のない易感染性ではない地域内の肺炎、腹腔内感染、尿路感染の患者（菌
血症の患者も含める）で、 初の5日間で臨床的な進行がない場合、5-7日の抗菌薬治
療は長期間の投与に比べて劣らなかった 。	
黄色ブドウ球菌の場合や他の感染を併発している場合を除いて、カテーテル感染症で
は、治療開始3日以内で血培陰性になり、カテーテルが抜去されていれば、治療期間
は5-7日に制限できる.	

Crit	Care.	2011;	15:	R267.	



←黄色ブドウ球菌の菌血症の	
　治療期間については	
　多くの議論がなされてきた	

Lancet	Infect	Dis.	2011;	11:	208–222.	

黄色ブドウ球菌による菌血症の場合は？	



Lancet	Infect	Dis.	2011;	11:	208–222.	推奨する治療期間はいろいろ・・・	

ガイドラインでも推奨される「黄色ブドウ球菌の菌血症では14日以上の抗菌薬治療」を	
検討した韓国の前向き観察研究	

症状のない黄色ブドウ球菌の菌血症の患者111人で、抗菌薬治療14日以上の群と、14日未満の群
では、治療の成功率と死亡率に両群で有意差は認めなかったが、12週間後の再発率が14日未満の
群で有意に高かった。3/38（7.9%） vs　0/73（0%） ；P=0.036	

An@microb	Agents	Chemother.	2013;	57:	1150–1156.	
→→→　　「少なくとも14日の治療期間というのは妥当である」と結論付けた	



66　ICU内では、抗菌薬治療の質を上げて、投与量増加を抑制し、使用を制限する	
　　ために、定期的に他職種のスタッフによるミーティングを実施すべきである（1B）	

67　われわれは患者の予後を改善し、耐性菌発生を抑制するために抗菌薬投与	
　　プロトコールを遵守するべきである（1C）	

ICUチームと共に感染チームなど専門へのコンサルテーションすることは未だ議論の余
地がある。これについて検討した1施設の５つの非ランダム化before-and-aYer試験で
は、抗菌薬の消費量、使用の 適化は、各推奨項目、薬価の上昇、そして死亡症例な
どを比較して行われている。	
耐性への抗菌薬の影響に特化したICUのstudyはない。質の低い６つの試験（no　RCT）
のみある。それらによると、プロトコールの使用は患者のアウトカムを改善し耐性菌発
生を抑制する。	



Discussion	
＜このガイドラインの目的＞	
•  ICUでの抗菌薬の過量投与による耐性菌の発生を減らすこと。	

•  様々な分野によって選択された67の推奨項目は、ベッドサイドで	
の抗菌薬治療の決定の助けになり、集中治療医が、抗菌薬の	
不要な投与を避け、可能であれば狭いスペクトラムを選択し、	
早期中断することを容易にする。	

＜このガイドラインの強み＞	

•  成人集中治療、感染症、疫学、微生物学など専門家の議論で	
作成した。	

•  小児集中治療も特別な小児科医のために項目つくりに参加した。	

•  文献の解析、エビデンスのまとめ、そしてエビデンスの強さの決定	
は、GRADEシステムにのっとり、その作成プロセスにこだわった。	



Discussion	
＜ガイドラインの弱み＞	
詳細に欠けるために、日々の診療のルーチンに取り入れるのは難しい。	
	

•  腎不全患者での抗菌薬投与量のルールについて詳しく述べられて	
いない。	

•  実際のデエスカレーションの方法についてもはっきりしない。	
（専門家間で強い意見の一致がなかった。）	

•  ホスホマイシンやミノサイクリンなどの歴史的な薬については議論	
されていない	

•  噴射式（エアロゾル）の抗菌薬については、記載がない。	
（しかし実際は、ルーチンでのエアロゾル抗菌薬はほとんど行われて	
　いない。）	

•  予防的抗菌薬を避ける必要性についても十分に強調していない。	



Discussion	

•  専門家のグループでガイドライン以上の議論がなされた。しかし
我々の方法では、いくつかの推奨は未だ論議が交わされており、	
推奨のなかに議論の結果のすべては盛り込まれてはいない。	

•  現在これらのガイドラインを普及させ、改善するよう試みられてい
る。そして、各場面で、数々の学問領域での検討を経て、より現
場に即した疫学および抗菌薬の使用割合を反映したプロトコー
ルに改変していくことを期待している。	

•  我々はこのガイドライン普及によって、耐性菌の発生を抑制へと
繋がることを期待し、その効果を今後も評価していきたい。	


