
感染症 

感染症治療 

近年、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。 

このコンテンツでは 

【抗菌薬とは】 

【PKとPD】 

【その他の作用特性】 

【耐性菌の出現を抑制する投与方法】 

について順に見てまいります。 

抗菌薬とは 

概要 

抗菌薬とは、細菌を壊したり、増殖するのを抑えたりする薬です。 

今や感染症治療に欠かせない抗菌薬は、いつ頃から使われるようになったのでしょうか？ 

抗菌薬の歴史は比較的浅く、1928年にフレミングによってペニシリンが発見されて以

来、様々な抗菌薬が発見・合成されました。 

そして、医療技術の進歩に伴って新たに開発された数々の抗菌薬は、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。 

一方で、臨床的に重要な禁止の抗菌薬に対する耐性化とその蔓延が急速に進行しており、 

日本では1980年代後半から 

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA) 

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP) 

βラクタマーゼ非産生アンピシリン耐性菌(BLNAR) 

などの耐性菌が増加してきました。 

これは、 

・広域スペクトルを有する抗菌薬の乱用 

・安全性を重視した低用量・長期間の投与 

・服用者の自己判断による抗菌薬の服用中断 

など、不適切な使用が原因とされています。 

抗菌薬の不適切な使用を防ぐために 

【耐性菌を増加させることを理解し、抗菌薬を上手に使用することにより耐性菌の出現を

抑え、長く有効性を保ち、細菌感染症を対処していくこと】が重要です。 

 

広域スペクトルを有する抗菌薬とは 

『広範囲に、多種の細菌に対して有効

な抗菌薬』という意味 



 

抗菌薬の適正使用  

それでは抗菌薬の適正使用について考えていきましょう。 

 

 

抗菌薬の投与が必要な症例に対して治療効果に優れ、 

耐性菌を増加させない適切な抗菌薬の選択と投与法による抗菌薬療法 

適切な抗菌薬を選択するためには、まず初めに抗菌薬での治療が必要な感染症かどうかを

考慮しなければなりません。 

そして、その感染症に対する抗菌薬の臓器移行性原因と想定される菌に有効なスペクトラ

ムを有するかどうか、副作用・相互作用など抗菌薬の安全性についても考慮します。 

また、必ずしも高価な抗菌薬を使用すれば良好な臨床効果が得られるわけではありませ

ん。 

抗菌薬の選択では経済性にも考慮し、合理的

な医療経費で最善の治療を行うことが重要で

す。 

適切な抗菌薬の投与法とは、 

・十分な量を十分な期間投与すること 

・患者の背景によって投与量や投与間隔を 

調整すること 

です。 

抗菌薬を上手に使用し耐性菌の出現を抑えて長

く有効性を保つために重要な役割を果たすのが 

PK/PD です。 

抗菌薬治療では 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。 

特に、臨床の現場では PK/PD 理論に基づいた

作用特性に従い投与方法を調整することが必要

であると考えられており、感染症関連の各種ガ

イドラインにおいてもその必要性が取り上げら

れています。 

また、2005年以降に発売された抗菌薬の多く

は PK/PD 理論に則り、投与量や投与間隔が設

定されています。 

このように PK/PD 理論に基づき従来の抗菌薬治療が見直されています。 

 

抗菌薬の適正使用 

アベロックス錠 

PK/PD理論に則り、2005年12月に薬価収載

されたニューキノロン系抗菌薬です。 

アベロックス錠は第Ⅰ相臨床試験において、

臨床用量を推定するにあたり、PK/PD パラ

メータを利用した初めての製品です。 

呼吸器感染症に対して400mgの高用量を1日

1回投与することにより、高い臨床効果を示

します。 

 

 

 

 

 

PK/PD理論に基づいた理想的な 

用法・用量の例 

【2009年6月に薬価収載】 

・レボフロキサシン 500mg  

(1日1回投与法) 

・クラビット錠 250mg 

・クラビット錠 500mg 

・クラビット細粒 10％ 



PKとPD 

それでは PK/PD について学習していきましょう 。 

PK【Pharmaco Kinetics】  ＝ 薬物動態 

PD【Pharmaco Dynamics】 ＝ 薬力学 

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。 

まず PK と PD について説明します。 

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薬物濃度

の時間推移の関係を表します。 

つまり、投与された抗菌薬の薬物の一連の流れ、いわゆる 

薬の体内動態【ADME】のことを言います。 

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。 

そして、感染組織での抗菌薬濃度を知るためには抗菌薬の血中における PK パラメータが

用いられます。 

 PK パラメータP 

 Cmax【薬物最高血中濃度】 

 Tmax【最高薬物濃度到達時間】 

AUC【血中濃度-時間曲線化面積】 

T½(Thalf)【血中濃度半減期】     など 

PKパラメータ 

①胃で溶解

②小腸で吸収されて、血中に移動

③肝臓で代謝

(薬を吸収しやすい形や、排泄

しやすい形に変形させる)

④心臓を介し、血液で全身に運ぶ

⑤患部に到達

⑥体外へ

吸収

代謝

分布

排泄

Absorption

Distribution

Metabolism

Excretion



 

この中で PK/PD を知る上で重要なパラメータは 

Cmax と AUC です。 

 Cmax は薬剤投与後に到達する血中濃度のピー

ク値で最高血中濃度と言います。 

 AUC は血中濃度時間曲線下面積のことで、 

図の着色部分を指します。 

これは体内に吸収された薬物の量を表す指標であ

り AUC の増減は薬の効果に影響を及ぼします。 

 

 

 

PD【薬力学】  

次に PD とは薬力学のことで抗菌薬の生体内での薬物濃度と作用有効性や安全性の関係を

表します。 

そして、抗菌薬の有効性を検討するために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 。 

PD パラメータには MIC があります。 

 

 

MIC【最小発育阻止濃度】 

 MIC は細菌の増殖を抑えるのに必要な薬剤の最小濃度のことです。 

 MIC が低いほど対象となる菌に対して活性が強いことを示します。 

PK/PD理論  

PK/PD理論とは、抗菌薬の効果を高めるには、どのような投与方法が最適なのかを考える

ときに用いられます。 

PK/PD の考え方を取り入れることにより適切なパラメータを指標に投与量・投与間隔・ 

投与期間をどれくらいに設定すれば良いかを明らかにすることができます。 

そして、 PK/PD による分析に基づいて抗菌薬の投与法を設定することは、抗菌薬治療の

目標である 

・有効性を高める 

・副作用を少なくするまたは防止する 

・耐性菌の発現を抑制する 

・費用対効果に優れた投与法を行う 

に役立てることができます。 

PDパラメータ 



 PK/PD 理論に基づいて抗菌薬を適正に使用するためにはそれぞれの抗菌薬が持つ PK/PD 

の特徴を理解して抗菌薬の投与計画を立てることが重要です。 

PK/PDのパラメータ 

ここでは PK/PD パラメータの説明とパラメータから見た抗菌薬の投与法について説明し

ます。 

抗菌薬の PK/PD パラメータには  

 

●Cmax/MIC 

●AUC/MIC 

●Time above MIC(TAM) 

 

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法を調整する必要があります。 

 
まず初めに、Cmaxと MIC に対する比率である Cmax/MIC について見ていきましょ

う。 

左右ともに、1日の総投与量は200mgですが、投与回数が違います。 

1日の投与量が同じで投与回数の違う両者のCmaxを比較すると1日1回投与の方が大き

くなります。 

Cmaxは1日投与量が同じであれば投与回数が少ないほど高くなります。 

Cmax/MIC 

２００ｍｇの薬を

1日1回投与

１００ｍｇの薬を

1日2回投与



つまり、Cmax/MICについても投与回数が少ないほど高くなり、より高い効果が期待

できます。 

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。 

このパラメータに相関する抗菌薬にはキノロン系薬、アミノグリコシド系薬などがあり

ます。 

 

 

次に AUCとMIC に対する比率である AUC/MIC について見ていきましょう。 

投与量の違う両者のAUCを比較すると、高用量で投与した方が大きくなります。 

 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

やすと大きくなります。 

つまり AUC/MIC も高用量投与の方が大きくなります。 

AUC/MICが大きいほど、より高い効果が期待できます。 

AUC/MIC に相関する抗菌薬は1日の投与総量を増やすことによってより高い効果が期

待できます。 

このパラメータに相関する抗菌薬にはアジスロマイシンやキノロン系薬などがありま

す。 

 

 

 

 

 

200ｍｇの薬を

1日1回投与

３００ｍｇの薬を

1日1回投与

AUC/MIC 



 

 

次に Time above MIC について見ていきましょう。 

 Time above MIC は、24時間の中で血中濃度が MIC を超えている時間の割合を表し

ます。 

1日の投与量は同じで、投与回数の違う両者を比較すると1日量が同じでも1日3回投与

した方が Time above MIC は長くなります。 

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

タであり、1日量を分割して投与回数を増やし Time above MIC の割合を大きくする

方が効果は高くなります。 

そのため Time above MIC に相関する抗菌薬は投与回数を多くすることが重要となり

ます。 

このパラメータに相関する抗菌薬にはペニシリン系薬、セフェム系薬、カルバペネム系

薬などがあります 。 

PK/PDパラメータのまとめ 

それでは PK/PD パラメータについてまとめてみましょう。 

 

 

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 

 

 

300ｍｇの薬を

1日1回投与

100ｍｇの薬を

1日3回投与

Cmax/MIC 

Time above MIC 



 

 

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、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。 

 

その他の作用特性 

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 の隠しパラメータに加えて個々の抗菌薬の特徴を理解することが重要です。 

その特徴として、濃度依存性又は時間依存性および PAE 等の抗菌薬の作用特性があり、こ

れら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。 

濃度依存性と時間依存性  

抗菌薬の殺菌作用は大きく濃度依存性タイプと時間依存性タイプの二種類に分けられま

す。 

濃度依存性⇒殺菌作用と薬剤濃度が相関する 

      【キノロン系薬、アミノグリコシド系薬 など】 

時間依存性⇒殺菌作用と薬剤接触時間が相関する(時間経過と共に効果を示す) 

      【ペニシリン系薬、セフェム系薬、カルバペネム系薬 など】 

 

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。 

もう一つの重要な特徴に PAE があり、特に投与間隔を考える上で重要となります。 

AUC/MIC 

Time above MIC 



PAE(post-antibiotic effect) 

では PAE とはどのような作用特性なのでしょうか。 

 PAE は、通常抗菌薬の血中濃度が MIC 以上の濃度で細菌に接触した場合に、 

抗菌薬の血中濃度が 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 を有する抗菌薬は、濃度が MIC 以下となるような投与間隔でも効果が得られます

が、 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され

るので、投与期間を短くして常に有効血中濃度を維持できる投与間隔を設定する必要があ

ります。 

グラム陽性菌に対しては、βラクタム系薬を含むほとんどの抗菌薬が PAE を有します。 

グラム陰性菌に対しては、アミノグリコシド系薬・テトラサイクリン系薬などの蛋白合成

阻害、 セフェム系薬などは Time above MIC に相関し、時間依存性の殺菌作用と短い持

続効果を示します。有効性を高めるためには Time above MIC が大きくなるように1日量

を分割して投与回数を多くします 。 

ただし、βラクタム系薬はグラム陰性桿菌には認められません。MIC以下にならないよう

に濃度を維持します。 

 

抗菌薬を適正に使用するためには、治療効果に優れ適切な抗菌薬の選択と投与法による抗

菌薬療法が重要です。 

また、現状の抗菌薬を上手に使用し耐性菌の出現をされて長く有効性を保つことも重要と

なります。 

耐性菌の出現を抑制する投与方法 

ここからは耐性菌の出現を抑制する投与法について見ていきましょう。 

耐性菌の出現を防ぐ抗菌薬の使用法を考える上で MIC(最小発育阻止濃度)の他に、 

 MPCやMSW という概念があります。 

MPCとは 

抗菌薬の血中濃度が MIC に到達すると細菌の発育が阻止されると考えられていますが、

この濃度付近では細菌を完全に殺滅できるとは限りません。 

中には突然変異によって変異耐性菌ミュータントが出現する場合もあります。 

しかし 、MIC よりさらに濃度を高くしていくと耐性菌の出現が阻止されます。 

この濃度を MPC(耐性菌出現阻止濃度) と言います。 

MPC は、キノロン系薬に対する耐性化から考え出された新しい概念です。 

抗菌薬の濃度が MIC を超えると、薬剤感受性菌は殺菌され、耐性菌が選択されて増殖し

ますが、 MPC 以上の濃度では耐性菌の出現が阻止されすべての細菌が死滅します。 
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MSWとは 

MIC と MPC の間の濃度域では耐性菌が出現

しやすく、 

この領域を MSW(耐性菌選択濃度域)  と呼び

ます。 

Cmaxが低くなるような投与法や 、MSW が

広い抗菌薬を選択した場合、抗菌薬をこの濃

度の範囲内で細菌に暴露させ続けることにな

り、短時間に耐性菌株だけを選択増殖させて

しまう可能性が高まります。 

耐性菌を抑制するには 

MPC 以上の濃度を保つ時間が長いほど、あ

るいは MSW が狭いほど耐性菌が選択的に増

殖する可能性は少ないと考えられています。 

例えば、 PK/PD 理論に基づいて容量が設定されたキノロン系抗菌薬のジェニナックは 

1日1回投与で大きな AUC と良好な組織構成を有し、また黄色ブドウ球菌及び肺炎球菌

に対して低い MPC を示すため、耐性菌が出現しにくいという成績が得られています。 

ジェニナックは、呼吸器感染症及び耳鼻咽喉科領域の感染症の治療に優れた臨床効果を

示し、且つ耐性菌にも優れた抗菌活性を有する薬剤として開発され、2007年9月に薬価

収載されました。  

 

 

まとめ 

ここまで、抗菌薬の適正使用の必要性や、PK/PDの役割と考え方について説明してきまし

た。 

感染症治療において、抗菌薬の汎用による耐性菌の増加に対し、抗菌薬の適正使用を広く

社会に推進していくことが急務となっています。 

抗菌薬の適正使用とは、抗菌薬の投与が必要な症例に対して治療効果に優れた、且つ耐性

菌を増加させない適切な抗菌薬の選択と投与法による抗菌薬療法のことであり、 PK/PD 

理論に基づいた科学的な抗菌薬の投与法が重要な役割を果たします。 

以上の抗菌薬の特徴を理解し、抗菌薬を上手に使用することによって耐性菌の出現を抑え

有効性を保ち、細菌感染症に対峙していくことが重要です。 

 

 

耐性菌が出現しやすい 


