
感染症 

感染症治療～応用編～ 

感染症治療における抗菌化学療法では、効率の良い治療耐性菌の出現抑制、さらには副作用

予防の観点から PK/PD 理論に基づいた抗菌薬の適正使用が求められています。 

抗菌薬の PK/PD 応用編では、基礎編で学んだ知識をもとにQ＆Aを取り入れながら学習し

ていきます。 

今回は【基礎編の復習】  

【PK/PD の応用演習問題】  

【PK/PD ブレイクポイント(BP)】 

【モンテカルロ・シミュレーション】 

について学習します。 

 

 

基礎編の復習 

まず基礎編で学んだ内容を復習しましょう。 

PKとPD 

 PK/PD とはどのような考え方でしょうか。 

 PK/PD とは PK 【薬物動態】と PD 【薬力学】を組み合わせて関連付けることにより、

抗菌薬の有効性や安全性を評価する考え方です。 

 PK/PD は、抗菌薬の臨床効果を最大限に得るための指標であり、また適切な用法/用量を

設定する指標となります。 

PK【薬物動態】 

 PK とは薬物動態のことで、抗菌薬の用法/用量

と生体内での濃度の時間推移の関係を表しま

す。 

投与された抗菌薬が、体内でどのように『吸

収・代謝・分布・排泄』されるかを解析しま

す。 

抗菌薬が有効に作用するには、感染組織で目的

の濃度を得る必要があります。 

感染組織での抗菌薬濃度を知るために、抗菌薬

の血中における PK パラメータが用いられます。 

 (Cmax・AUC・Tmax など) 

投与された薬剤が 

・どの様に吸収され 

・どこで代謝され 

・どの組織に分布し 

・どの様に排泄されるか 

【ADME】 

⇓ 

用法/用量 



PD【薬力学】 

次に PD について。 

 PD とは薬力学のことで、抗菌薬の生体内での

濃度と作用有効性や安全性の関係を表します。 

投与された抗菌薬が、体内でどのような有効性

のある作用を示すか、また副作用を示すかを解

析します。 

抗菌薬の有効性を検討するためには、原因菌に

対する抗菌力の指標である PD パラメータが用

いられます。  

(MIC) 

PK/PD理論 

PK/PD はこれら PK【薬物動態】 と PD【薬力学】 を組み合わせた考え方で、抗菌薬の

用法/用量と作用の関係を表し、抗菌薬の有効性や安全性を評価する考え方です。 

 PK/PD の考え方を取り入れることにより、パラメータを指標に適切な 

投与量/投与間隔/投与期間をどのように設定すれば良いかを明らかにできます。 

つまり、 PK/PD は抗菌薬治療における目標に役立てることができます。 

PK/PDパラメータ 

抗菌薬の PK/PD パラメータにはどのようなパラメータがありますか。 

基礎編では3つのパラメータを紹介し

ました。 

抗菌薬の PK/PD パラメータには 

・Cmax/MIC  

・AUC/MIC   

・Time above MIC(TAM) 

の３つがあります。 

これらの PK/PD パラメータは抗菌薬

の系統によって相関性が異なります。 

また、抗菌薬を用いた感染症治療の効

果を増大させるためには、それぞれ相

関のある PK/PD パラメータを大きく

して効果が高くなるように投与を調整

する必要があります。 

 

 

投与された薬剤が 

体内に入ると 

・どの様な有効性を示すか 

・どの様な副作用を示すか 

⇓ 

作用 

Cmax/MIC 

Cmaxに対するMICの割合 

AUC/MIC 

AUCに対するMICの割合 

Time above MIC 

MICより高い血中濃度を 

示した時間推移 



3つのパラメータと効果的な投与法のまとめを見てみましょう。 

 

 

効果的な投与法：1回の投与量を増やして高いCmaxを得る 

相関する抗菌薬：キノロン系薬 

アミノグリコシド系薬 など 

  主な商品名：レボフロキサシン 

 

 

 

 

効果的な投与法：投与総量を増やして大きなAUCを得る 

        (1日の投与総量が同じなら投与回数が変わっても効果は同じである) 

相関する抗菌薬：アジスロマイシン 

キノロン系薬 など 

主な商品名：ジスロマック 

 

 

  

 

効果的な投与法：投与回数を多くして菌との接触時間を増やす 

点滴時間を長くするなど投与時間を長くする 

相関する抗菌薬：ペニシリン系薬 

セフェム系薬 

カルバペネム系薬 など 

  主な商品名：サワシリン 

 

ただし、ある薬剤の治療効果に関わる PK/PD パラメータは1つとは限らず、 

複数のパラメータが関与する場合もあります。 

さらに感染症治療における抗菌薬の投与において科学的に抗菌薬の用法/用量を設定する

ためには、 PK/PD の各種パラメータに加えて基礎編で学習した他の抗菌薬の特徴を理解

することが重要です。 

 

 

 

 

Cmax/MIC 

AUC/MIC 

Time above MIC 



他の作用特性  

濃度依存性と時間依存性 

濃度依存性又は時間依存性の抗菌薬の作用特性は、抗菌薬の効果や用法/用量の設定に大

きな影響を与えます。 

抗菌薬の殺菌作用は、濃度依存性タイプと時間依存性タイプの2種類に分けられます。 

濃度依存性タイプは、薬物濃度が高くなると濃度依存的に殺菌作用を示します。 

時間依存性タイプは、濃度を増やすよりは細菌に触れている時間が重要であり、時間の

経過とともに殺菌作用を示します。 

これらの作用特性は PK/PD パラメータにも関与しています。 

PAE 

 PAE は通常抗菌薬の血中濃度が MIC 以上で細菌に接触した場合に、その血中濃度が  

MIC 以下あるいは消失しても持続して見られる細菌の増殖抑制効果を言います。 

 PAE を示さない抗菌薬では、薬剤が体内から消失すると細菌の増殖が速やかに再開する

ため、投与期間を短くして常に有効血中濃度が維持できる投与間隔を調節する必要があ

ります。 

基礎編のまとめ  

 PK/PD パラメータと抗菌薬の作用特性をまとめると、次の表のようになります。 

 PK/PD を学習する上でこの分類は重要です。 

それぞれの抗菌薬の PK/PD パラメータと有効性を

高める使用法を確認しておきましょう。  

 

 

 

 

【キノロン系】と 

【ニューキノロン系】の違い 

ニューキノロン系とは、キノロン系を基に 

人工的に合成・発展させた合成薬剤の 

系列です。 

作用機序はキノロン系と同一です。 

化学構造から、【フルオロキノロン系】と

言われることもあります。 

抗菌薬の作用特性 PAEの有無 薬物(系) PK/PDパラメータ

濃度依存性 PAE(+) キノロン系、アミノグリコシド系

Cmax/MIC

濃度が高くなると濃度依存

的に殺菌作用を示す。

時間依存性 PAE(-)

β-ラクタム系

(ペニシリン系、セフェム系、カルバペネム系)、

マクロライド系

Time above MIC

時間の経過とともに

殺菌作用を示す。

時間依存性 PAE(+)
アジスロマイシン、バンコマイシン、

テトラサイクリン系

AUC/MIC

1日投与量を増やすと高い

殺菌作用を示す。



PK/PDの応用 

それでは PK/PD を応用して学習していきましょう。 

濃度依存性の抗菌薬と時間依存性の抗菌薬の用法/用量について検討してみましょう。 

キノロン系抗菌薬  

まずキノロン系抗菌薬について見ていきましょう。 

問題：キノロン系抗菌薬の作用特性は【濃度依存性】【時間依存性】の 

どちらでしょうか。 

 

 
 

 

キノロン系抗菌薬は濃度依存的に殺菌作用を示す抗菌薬です。 

キノロン系抗菌薬が相関する PK/PD パラメータは、 Cmax/MIC 及び AUC/MIC です。 

また、 PAE を有するため、血中濃度が MIC を下回っても細菌の増殖抑制効果は 

持続します。 

 PAE の長さはピーク濃度に依存しており、最高血中濃度が高いほど長くなる傾向があり

ます。 

では、キノロン系抗菌薬の有効性を高める投与法を考えてみましょう。 

Cmax/MIC 及び AUC/MIC に相関するということはどのような投与法が有効性を高める

のでしょうか。 

Cmaxは、1日投与量が同じであれば投与回数が少ないほど大きくなります。 

つまり、Cmax/MIC に相関する抗菌薬は、1日投与量が同じという条件であれば投与回数

を少なくし、1回の投与量を増やしたほうが効果は高くなります。 

正解は… 濃度依存性です。 



 AUCは、1日投与量が同じであれば投与回数を変えても変化しませんが、1日投与量を増

やすと大きくなるため AUC/MIC も高用量投与の方が大きくなります。 

 AUC/MIC に依存する抗菌薬は、1日の総投与量をどれだけ多くして、体内に取り込ませ

る抗菌薬の量を増やすことができるかが重要となります。 

キノロン系抗菌薬は、濃度依存性で AUC/MIC および Cmax/MIC と相関する薬剤である

ことから、【総投与量を増やしながらできるだけ最高血中濃度を高くする方法とし

て1日1回投与】が推奨されています。 

また、PAE効果は最高血中濃度が高いほど長くなる傾向があるため、この点からも1日1回

投与が有効であると考えられます。 

次に、現在市販されている主なキノロン系抗菌薬の用法/用量を確認してみましょう。 

表は2005年以降に薬価収載された新しいキノロン系抗菌薬を示しています。 

これらの薬剤の用法/用量は、1日1回または2回投与となっています。 

これは、服薬コンプライアンス向上の面から好ましいばかりでなく、臨床的に更なる効果

を示すことが期待されています。 

例えば、ジェニナック錠は臨床開発において血漿中濃度と原因菌の感受性から AUC/MIC

を算出し、 PK/PD 理論に基づき用量を設定した薬剤であり、呼吸器/耳鼻咽喉科領域の感

染症に1日1回投与で優れた臨床効果を示すことが報告されています。 

また、クラビット錠は従来100ｍｇ 1日3回投与でしたが、 PK/PD 理論に基づいた投与法

を検討した結果、500mg 1日1回投与の方が高い初期殺菌効果と耐性菌の出現を抑制する

ことが示され、500mg 1日1回投与の製剤として新たに薬価収載されました。  

セフェム系抗菌薬  

次にセフェム系抗菌薬について見ていきましょう。 

問題：セフェム系抗菌薬の作用特性は【濃度依存性】【時間依存性】の 

どちらでしょうか。 

 

薬品名 収載日 分類 規格 適応

アベロックス錠400mg 2005/12/5 ニューキノロン系 400mg 1錠 各種感染症

ジェニナック錠200mg 2007/9/21 ニューキノロン系(広義) 200mg 1錠 各種感染症

グレースビット細粒10% 2008/4/18 フルオロキノロン系 100mg 1g 各種感染症

グレースビット錠50mg 2008/4/18 フルオロキノロン系 50mg 1錠 各種感染症

オゼックス細粒小児用15% 2009/12/11 ニューキノロン系 150mg 1g
肺炎、コレラ、

中耳炎、炭疽

クラビット細粒10% 2009/6/19 フルオロキノロン系 100mg 1g 各種感染症

クラビット錠250mg 2009/6/19 フルオロキノロン系 250mg 1錠 各種感染症

クラビット錠500mg 2009/6/19 フルオロキノロン系 500mg 1錠 各種感染症



 
 

 

セフェム系抗菌薬は時間依存的に殺菌作用を示す抗菌薬です。 

投与回数を多くし菌に触れる時間を長くすることで、より高い効果が期待されます。 

セフェム系抗菌薬の効果と相関する PK/PD パラメータは Time above MIC で、時間依存

性の殺菌作用と短い持続効果を示します。 

 Time above MIC は、殺菌作用が原因菌との接触時間に依存して発揮されるパラメータ

であり、1日量を分割し投与回数を多くして Time above MIC の割合を大きくした方が効

果は高くなります。 

よって、セフェム系抗菌薬で高い効果を得るためには投与回数を多くし菌との接触時間を

増やすことです。 

また、注射剤の場合は点滴時間などの投与時間を延長することが重要です。 

従来、抗菌薬の用法/用量は経験的要素や安全性重視により内服薬では1日3回毎食後で投

与されることがほとんどでしたが、薬剤によって相関するパラメータが異なることから、

その薬剤の特性を生かした投与法が推奨されています。 

また、治療効果の向上や耐性菌出現抑制のために、医師や薬剤師に指示された用法/用量

を守ってきちんと服用しましょう。 

 

正解は… 時間依存性です。 



マクロライド系抗生物質  

次にマクロライド系抗生物質のアジスロマイシンについて学習していきましょう。 

問題：アジスロマイシンが相関する PK/PD パラメータはどれでしょうか。 

 
 

 

アジスロマイシンの有効性を高める投与法は次のうちどれでしょうか。 

正解は2番の1日投与総量を増やすです。 

アジスロマイシンが相関する PK/PD パラメータは AUC/MIC で、時間依存性の殺菌作用

と長い持続効果を示すため有効性を高める使用法は1日総投与量が重要となります。 

 PK/PD の検討結果等に基づいて用法/用量を設定したアジスロマイシン製剤 

ジスロマック SR 成人用ドライシロップ2gは2009年3月に薬価収載されました。 

ジスロマックの比較 

では従来の製剤であるジスロマック錠250 mg とは何が違うのでしょうか。 

正解は… AUC/MICです。 

1回の服用量 総服用量 服用回数 持続期間 剤形

ジスロマック錠 500mg 1.5g
1日1回

3日間
7日間 錠剤

ジスロマックSR

成人用ドライシ

ロップ2g

2g 2g 1回 7日間
徐放性懸濁

シロップ剤



ジスロマック錠250mg とジスロマック SR 成人用ドライ

シロップ2g の主な違いを表にしました。 

それぞれの用法/用量を確認してみると、ジスロマック錠 

250 mg は1回の服用量が500mg で、3日間合計1.5g 服

用するのに対し、ジスロマック SR 成人用ドライシロップ

2g は2g を1回のみの服用となっています。 

またジスロマック SR 成人用ドライシロップ2g は徐放性

製剤で、マイクロスフィアなどの製剤技術の活用により消

化管系の有害事象抑制及び単回投与が可能となり、服薬コ

ンプライアンスの向上による臨床効果の改善及び薬剤耐性

化の防止が期待されています。  

 

上のグラフは、【ジスロマック SR 成人用ドライシロップ2g を単回経口投与】した場合

と、【アジスロマイシン錠500 mg 1日1回3日間経口投与】した場合の 

血中アジスロマイシン濃度の時間推移を示しています。 

投与後3日までの総 AUC においては、2g を単回投与と1回500 mg 3日間投与とを比較

した場合、その値に差はありません。 
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【ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g】を単回投与

または

【アジスロマイシン250mg錠】を500mg,1日1回、3日間投与

した時の血中アジスロマイシン濃度の推移比較グラフ

ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g アジスロマイシン250mg*2錠

【徐放性製剤】とは 

薬の成分が少しずつ長時間放出され

続けるように加工された製剤です。 

成分を少しずつ放出し続けることで、

血中の有効成分濃度の急激な上昇

を避け、副作用の発生頻度を下げる

ことができ、また薬の効果が持続する

時間を延ばすことにより、薬の服用回

数を減らすことができます。 



BP＞MIC 

有効(感性) 

 

BP＜MIC 

無効(耐性) 

しかし、投与後24時間における両者の AUC はジスロマック SR 成人用ドライシロップ2

g が1回で2g という高用量の投与により、アジスロマイシン錠1日500 mg 3日間投与に

比べて約3倍と大きくなります。 

また、Cmaxにおいてもジスロマック SR 成人用ドライシロップ2g はアジスロマイシン

錠1日500 mg 3日間投与に比べて約2倍と、投与初期に高い血中濃度を示します。 

このように、ジスロマック SR 成人用ドライシロップ2g は1回の投与量を大きくするこ

とと、特殊な製剤設計にすることによって投与初期の血中濃度及び AUC を高め、早い

症状改善が期待できると共に、ペニシリン耐性肺炎球菌を含む急性感染症に高い効果が

得られます。 

また、単回投与製剤であるため飲み忘れが減ることにより確実な臨床効果と耐性菌の出

現防止が期待できる抗菌薬です。 

アジスロマイシンは AUC/MIC に相関する抗菌薬であるため、有効性を高めるには投与

初期に高用量投与することが重要となります。 

アジスロマイシン製剤のジスロマック SR 成人用ドライシロップ2g は PK/PD の改善及

び服薬回数の軽減を目的として開発されました。 

投与初期に十分量の投与が可能となったことから、単回の服薬で急性呼吸器感染症に対

し優れた臨床効果を示します。 

感染症の治療においては、感染症が正しく診断され抗菌薬が正しく選択使用されること

が基本であり、抗菌薬の適正使用の観点から各抗菌薬の PK/PD 理論に基づく投与法につ

いて学習してきました。 

抗菌薬の臨床応用の中で最も期待されているのは PK/PD ブレイクポイントの設定とそれ

に照準を合わせた投与設計と言われています。 

  

PK/PD ブレイクポイント(BP) 

PK/PD ブレイクポイントについて学習します。 

ブレイクポイント(BP)とは  

ブレイクポイントとは、それぞれの抗菌薬の有効と無効の境界のことです。 

つまり、薬剤感受性試験により測定された抗菌薬の MIC が有効か無効かを二分するカッ

トオフ値の事を言い、 MIC がブレイクポイントを下回れば有効、上回れば無効と判断さ

れます。 

ここでは臨床的ブレイクポイントについて紹介します。 

臨床的ブレイクポイントには 

・日本化学療法学会のブレイクポイント 

・PK/PD ブレイクポイント 

があります。 

 



日本化学療法学会のブレイクポイント 

日本化学療法学会のブレイクポイントは、日本における常用投与量及び組織構成などの

基礎データを基に感染症病態別にブレイクポイントを設定しています。 

肺炎や慢性気道感染症などの疾患について、抗菌薬の臨床効果として80%以上の有効率

が期待できる MIC 値をブレイクポイントとしています。 

ただし、疾患が限定されていること、投与量レベルが1回量のみに限定されており、その

他の用量や投与間隔が加味されていないことが問題となっています。 

PK/PDブレイクポイント 

 PK/PD ブレイクポイントは、効果と相関する PK/PD パラメータのターゲット値を達

成できる MIC 値をブレイクポイントとして設定したものです。 

個々の患者から分離された菌の MIC を PK/PD ブレイクポイントと比較することで抗菌

薬の効果を予測し最適な投与法を選択することができます。 

ただし、 PK/PD パラメータのターゲット値は研究者によって異なり、薬剤や原因病態に

よって設定する必要があるため、今後の基礎臨床からの研究が不可欠となっています。 

ターゲット値 

ターゲット値とは、 PK/PD パラメータをどのくらいの値にすれば有効化を示す仕様か

のことです。 

ターゲット値には、感染症の種類や感染患者の免疫状態、同系統の薬剤間などで差があ

ることが示唆されており、動物実験や臨床試験からある程度の目安になると考えられる

数値が報告されつつあります。 

ニューキノロン系抗菌薬のターゲット値は、 

『グラム陰性菌感染・ブドウ球菌感染・易感染』患者では AUC/MIC 値が100～125、 

Cmax/MIC は8～10とされ、肺炎球菌感染症では AUC/MIC 値が30以上は必要である

とされています。 

このターゲット値を達成できるように、抗菌薬の投与量/投与法を選択することで有効

性が期待できると考えられています。 

効果と相関する PK/PD パラメータのターゲット値を達成できる MIC 値が PK/PD ブレ

イクポイントです。 

キノロン系抗菌薬のレボフロキサシンの各投与法における肺炎球菌のターゲット値に対

する PK/PD ブレイクポイント MIC 値は、1回100mg を1日3回服用した場合は0.5、

1回500mg を1日1回服用した場合は1となります。 

例えば、患者から分離された肺炎球菌の MIC 値が0.75㎍/㎖であったとすると、 

レボフロキサシン100mg 1日3回投与では肺炎球菌のブレイクポイントを上回るために

効果が期待しにくいと考えられ、500mg 1日1回投与ではブレイクポイントを下回るた

め効果が期待できると考えられます。  



モンテカルロ・シミュレーション 

最適な抗菌薬と用法/用量の選択の手法であるモンテカルロ・シミュレーションについて学

習します。 

モンテカルロ・シミュレーション(モンテカルロ法)とは  

モンテカルロ・シミュレーションとは、シミュレーションや数値

計算を、乱数を用いて行う手法の総称をいいます。 

ここでは、コンピューター上で仮想の臨床試験を行い、確率論的

に治療効果を得る割合を算出します。 

感染症治療における抗菌薬投与は原因菌を特定し、それに対して

抗菌活性を有する抗菌薬を選択することが重要ですが、原因菌と

その薬剤感受性が判明するまでに時間を要するため、実際の診療

においては経験的に抗菌薬を選択するエンピリックセラピーが実施されます。 

モンテカルロ・シミュレーションはエンピリックセラピーを適切に実施するために用いら

れ、施設あるいは診療科における各種感染症の原因菌に対する抗菌薬の MIC 分布データ

を解析し、施設ごと及びその感染症に対するエンピリックセラピーに最適な抗菌薬とその

投与法について明らかにすることが可能と考えられています。 

方法 

コンピューターで乱数を発生させて、何千回ものシミュレーションを、乱数を用いて繰

り返し、その結果得られる測定値の平均で真の値を指定します。 

具体的には、人における母集団の PK パラメータおよび PD パラメータの分布データを

用いて乱数を発生させ、シミュレーションを繰り返すことにより PK/PD パラメータに対

するターゲット値の達成確率を算出し、原因菌に対する抗菌薬の治療効果を評価しま

す。 

実例 

このモンテカルロ・シミュレーションを用いて、従来の用法/用量が見直された製品が 

キノロン系抗菌薬のクラビット錠の250mg錠、500mg錠、細粒10%です。 

レボフロキサシンは、特に呼吸器感染症の治療における有効な抗菌薬として使用されて

いますが、肺炎球菌のキノロン系抗菌薬への耐性菌の増加が問題となっています。 

将来にわたって有効に使用していくためには耐性化を抑制することが重要であることか

ら、治療効果の向上と耐性菌抑制を目指して用法/用量の変更が検討されました。 

キノロン系抗菌薬の治療効果には AUC/MIC、 耐性化の抑制には Cmax/MIC が相関す

ることが報告されています。 

具体的には、国内での従来の用法/用量である100mg 1日3回及び200mg 1日3回と海外

での主な用法/用量である500mg 1日1回についてモンテカルロ・シミュレーションを用

いて検討されました。 

エンピリックセラピーとは 

医学的に厳密な根拠というよ

りは、自分の経験を基準にして

治療を行う【経験的治療】の

ことを言います。 



日本における呼吸器感染症患者を対象とした第Ⅲ相試験終了後に呼吸器感染症患者1万名

の仮想集団を発生させ、肺炎球菌の MIC分布を用いてレボフロキサシンの用法/用量別の 

 PK/PD パラメータが算出されました。 

 

その結果、各用法/用量において肺炎球菌に対するキノロン系抗菌薬の治療効果に必要な 

AUC/MICのターゲット値を満たす割合は大きく違いはないと推定されました。 

 

一方、レボフロキサシンに対する肺炎球菌の耐性化が認められないCmax/MICのターゲ

ット値を満たす割合は  

100mg1日3回＝31.4%、200mg1日3回＝82.9%、500mg1日1回＝93.5% 

となりました。 

これらの結果から、高い有効性および耐性化抑制が期待できる500mg 1日1回投与とい

う新たな用法/用量が設定されました。 

モンテカルロ・シミュレーションは抗菌薬の投与法において期待できる有効性を定量的

に比較検討することができるため、個々の感染症に対する最適な抗菌薬の選択およびそ

の投与法の設計に有効なツールの一つとして有用性が期待されています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用法・用量

Cmax(㎍/㎖)

中央値

(5％~95％)

Cmax/MIC

中央値

(5％~95％)

Cmax/MIC≥5

の割合(％)

AUC0~24h(㎍-h/㎖)

中央値

(5％~95％)

AUC0~24h/MIC

中央値

(5％~95％)

AUC0~24h/MIC≥30

の割合(％)

100mg

1日3回

2.11

(1.23~3.89)

3.93

(1.60~10.94)
31.4

41.04

(23.17~79.40)

76.23

(30.10~222.43)
95.1

200mg

1日3回

4.22

(2.46~7.77)

7.86

(3.19~21.87)
82.9

82.09

(46.34~158.80)

152.46

(60.20~444.86)
98.9

500mg

1日1回

6.09

(3.34~10.15)

11.31

(4.58~29.43)
93.5

68.41

(38.62~132.34)

127.05

(50.17~370.72)
98.5

AUC/MICのターゲット値＝30 

Cmax/MICのターゲット値＝5 

モンテカルロ 

シミュレーション 

解析ソフト 

ターゲット値の 

達成確率 
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まとめ 

従来、抗菌薬は経験的に内服薬では1日3回注射薬では1日2回30分から1時間の点滴で投与

されることがほとんどでしたが、近年では PK/PD 理論に基づいて理想的な投与方法が検討

されています。 

また日本呼吸器学会作成の成人市中肺炎および成人院内肺炎診療ガイドラインにおいて  

PK/PD 理論に基づいた治療薬剤の投与法が決定されています。 

1928年のペニシリンの発見以来、医療技術の進歩に伴い開発されてきた抗菌薬は多くの

人々を感染症から救い感染症治療に多大なる貢献をしてきました。 

しかし一方で、耐性菌の増加と蔓延、易感染性宿主の増加などの原因により指定感染症の増

加が臨床現場で問題となっています。 

今後は、現状の抗菌薬を上手に使用することで耐性菌の出現を抑え、有効性を保って細菌感

染症に対峙していくことが重要であり PK/PD 理論に基づいた抗菌薬の適正使用が求められ

ています。 

 PK/PD 理論に基づいた各抗菌薬の最適な投与法を理解し、医師や薬剤師の指示をよく聞

き、抗菌薬への正しい使用方法を身につけましょう。 

  


