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モンテカルロシミュレーション法により ，大腸菌および緑膿菌に対するメロペネムの
各種投与方法において各 %T⬎MIC が得られる確率を計算した。
薬物動態パラメータは健常成人データより，MIC分布は各種注射用抗菌薬に対する2002
年臨床分離株の感受性サーベイランスより引用した。大腸菌においては静菌効果が得ら
れる30%T⬎MICと殺菌効果が得られる50%T⬎MICは全ての投与方法で高い値が得られた
が ，緑膿菌においては 1000 mg（3 時間点滴）3 回 /day 投与が最も高い確率が得られた。今
後は臨床においてこれらの投与方法の検証が必要である。

抗菌薬の薬物動態 Pharmacokinetics（PK: Cmax
（最高血中濃度），AUC（血中濃度時間下面積），

ことが明らかとなった 1)。
その結果 ，患者における血中濃度の平均的な値

T1/2（半減期））と薬力学 Pharmacodynamics（PD:

から算出したパラメータである Cmax, AUC, T1/2

MIC: minimum inhibitory concentration（最小発育

などに基づいた薬物動態学的な特性と ，ブレイク

阻止濃度），time-killing-curve（殺菌曲線）など）

ポイント値や MIC50, MIC90 などの薬力学的な特性

に関する研究は ，1990 年代より急速な進歩を遂

から ，抗菌薬の治療効果をある程度予測すること

げ，感染症の適切な治療および新規抗菌薬の開発

が可能となった。

上市に多大な貢献を果たしてきた。これらの研究

しかし ，実際には血中濃度推移も感染菌種に対

の中で特筆すべき成果の一つは，in vivoにおける

する抗菌薬の MIC も ，症例毎に異なる分布を示す

抗菌薬の殺菌作用に相関する PK/PD パラメータ

ため，近年，より精度の高い治療効果を予測するた

の解明であり ，アミノグリコシド薬 ，フルオロキ

め ，これらの分布を考慮したモンテカルロシミュ

ノロン薬は Cmax/MIC または 24 時間 AUC/MIC，

レーション法を用いた解析がなされている。モン

b - ラクタム薬は投与間隔に対する MIC を超える

テカルロシミュレーション法では ，母集団の薬物

時間の比率 Time above MIC%（%T⬎MIC）である

動態パラメータ（Vd: 分布容積 ，CLt: クリアラン
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スなど）の分布と，薬力学パラメータ（臨床分離株

表 2 に示すメロペネムの各投与方法別に 10,000 例

における抗菌薬の MIC）の分布に従って乱数を発

の血中遊離体濃度推移を発生させた。メロペネム

生させて ，擬似的に 1,000 例 ，5,000 例あるいは

の投与方法は ，1 回 0.5 時間点滴の 500 mg (0.5 hr)

10,000 例といった患者集団に抗菌薬を様々な用

2 回 /day，500 mg (0.5 hr) 3 回 /day，1000 mg (0.5 hr)

法・用量で投与した時の PK/PD パラメータを算出

2 回 /day，1000 mg (0.5 hr) 3 回 /day と ，メロペネム

することにより，これらの患者集団において，有効

の %T⬎MIC を最大化するためには 1 回 3 時間点滴

。すなわち ，モ

が最適との報告 5)があるため ，1 回 3 時間点滴の ，

ンテカルロシミュレーション法では ，実際に抗菌

500 mg (3 hrs) 2 回 /day，500 mg (3 hrs) 3 回 /day，

薬を患者に投与する前に最適な治療が受けられる

1000 mg (3 hrs) 2 回 /day，1000 mg (3 hrs) 3 回 /day に

確率を求めることができる。また，抗菌薬の投与方

ついて検討した。

性が得られる確率が計算できる

2,3)

法において ，期待できる有効性を定量的に比較検

また各種注射用抗菌薬に対する2002年臨床分離

討することができるため ，個々の感染症に対する

株の感受性サーベイランス 6)で検討された各種臨

最適な抗菌薬の選択およびその投与方法の設計に

床分離株の中から ，感受性の差異の影響について

有効なツールの一つとなりうる。
今回，我々は，本邦の健常成人におけるメロペネ

表 1.

メロペネムの薬物動態パラメータ 4)

ムの薬物動態パラメータと ，本邦で臨床分離され
た大腸菌 ，緑膿菌のメロペネムの感受性データよ
り，モンテカルロシミュレーション法により，これ
らの細菌による感染症に対するメロペネムの最適
な投与方法を検討した。

表 2.

メロペネムの投与方法

I. 材料および方法
健常成人の薬物動態パラメータ（Two-compartment open model 解析）4)（表 1）から ，モンテカル
ロシミュレーション法により，Vd（分布容積：L），
CLt（クリアランス L/h）の確率分布に対数正規分
布を，f（蛋白結合率）
の範囲に一様分布を適用し，

表 3.

各種注射用抗菌薬に対する 2002 年臨床分離株の感受性サーベイランス 6)より
⬃ 大腸菌 129 株 ，緑膿菌 280 株に対するメロペネムの MIC 分布 ⬃
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比較検討するため ，メロペネムに対して感受性の

陰性桿菌においては %T⬎MIC が約 30% あれば

高い細菌として大腸菌（129株：MIC90: 0.06 m g/ml），

bacteriostatic responses（静菌効果）が ，約 50% あれ

比較的感受性の低い細菌として緑膿菌（280 株：

ば bactericidal responses（殺菌効果）が得られるこ

MIC90: 8 m g/ml）に着目し ，これらの臨床分離株に

とから ，TA30% と TA50% に着目して解析した 2)。

対するメロペネムの MIC 分布データ（表 3）から ，

モンテカルロシミュレーションは Crystal

モンテカルロシミュレーション法により 10,000 例

2000（株式会社構造計画研究所：東京）を用いた。

Ball

の MIC を発生させた。
10,000例の血中濃度推移とMICからKUTI らの方
法

2,3)

II.

結果

を 用 い て ，メ ロ ペ ネ ム の 投 与 方 法 別 に

%T⬎MIC が 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%

モンテカルロシミュレーション法を用いて ，メ

得られる確率である Target Attainment% (TA%)を

ロペネムの投与方法別に ，各 %T⬎MIC における

各々算出し ，CRAIG のデータ 7)に基づいて ，グラム

TA% を算出し ，その最適な投与方法を検討した。

図 1. 〈
〈大腸菌〉
〉 メロペネム投与方法別 各 %T>MIC における TA%（1 回 0.5 時間点滴投与）

表 4. 〈
〈大腸菌〉
〉メロペネム投与方法別 %T⬎MIC 30, %T⬎MIC 50 における TA%（1 回 0.5 時
間点滴投与）
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大腸菌におけるメロペネム1回0.5時間点滴

投与の場合
大腸菌において ，メロペネム 1 回 0.5 時間点滴投
与の検討結果を図 1，表 4 に示した。
TA30% は全ての投与方法で 100% であった。
また TA50% は ，500 mg (0.5 hr) 2 回 /day: 99.6%，

②
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緑膿菌におけるメロペネム1回0.5時間点滴

投与の場合
緑膿菌において ，メロペネム 1 回 0.5 時間点滴投
与の検討結果を図 2，表 5 に示した。
TA30% は ，500 mg (0.5 hr) 2 回 /day: 70.1%，
1000 mg (0.5 hr) 2 回 /day: 75.8%, 500 mg (0.5 hr)

1000 mg (0.5 hr) 2 回 /day: 99.8% の順に高い値が得

3 回 /day: 78.7%, 1000 mg (0.5 hr) 3 回 /day: 84.2%

られ ，500 mg (0.5 hr) 3 回 /day，1000 mg (0.5 hr)

の順に高い値が得られた。

3 回 /day は 100% で ，TA30% と同様に全ての投与
方法でおおむね 100% であった。

TA50% は ，500 mg (0.5 hr) 2 回 /day: 26.5%，
1000 mg (0.5 hr) 2 回 /day: 41.9%, 500 mg (0.5 hr)
3 回 /day: 65.5%, 1000 mg (0.5 hr) 3 回 /day: 72.1%

図 2. 〈
〈緑膿菌〉
〉 メロペネム投与方法別 各 %T>MIC における TA%（1 回
0.5 時間点滴投与）

表 5. 〈
〈緑膿菌〉
〉 メロペネム投与方法別 %T⬎MIC 30, %T⬎MIC 50 における TA%（1 回
0.5 時間点滴投与）
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の順に高い値が得られた。なお TA50% において
は ，1 日投与量が 1500 mg でも 3 回 /day に分割投与
することにより，1日投与量2000 mg（1000 mg 2回/
day）よりも格段に高い値が得られた。

④
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緑膿菌におけるメロペネム1回3時間点滴投

与の場合
緑膿菌において，メロペネム1回3時間点滴投与
の検討結果を図 4, 表 7 に示した。
TA30% は 500 mg (3 hrs) 2 回 /day: 78.3%, 500 mg

③

大腸菌におけるメロペネム1回3時間点滴投

与の場合
大腸菌において，メロペネム1回3時間点滴投与
の検討結果を図 3，表 6 に示した。
TA30%, TA50%共に，全ての投与方法で100%で
あった。

(3 hrs) 3 回 /day: 81.1%, 1000 mg (3 hrs) 2 回 /day:
82.8%, 1000 mg (3 hrs) 3 回 /day: 91.1% の順に高い
値が得られた。
TA50%は，500 mg (3 hrs) 2回/day: 60.4%, 1000 mg
(3 hrs) 2 回 /day: 69.6%，500 mg (3 hrs) 3 回 /day:
75.4%，1000 mg (3 hrs) 3 回 /day: 81.4% の順に高い

図 3. 〈
〈大腸菌〉
〉 メロペネム投与方法別 各 %T>MIC における TA%（1 回 3 時間点滴投与）

表 6. 〈
〈大腸菌〉
〉 メロペネム投与方法別 %T⬎MIC 30, %T⬎MIC 50 における TA%（1 回 3 時
間点滴投与）
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図 4. 〈
〈緑膿菌〉
〉 メロペネム投与方法別 各 %T>MIC における TA%（1 回 3 時間点滴投与）

表 7. 〈
〈緑膿菌〉
〉 メロペネム投与方法別 %T⬎MIC 30, %T⬎MIC 50 における TA%（1 回 3 時
間点滴投与）

図 5.

値が得られた。

III.

メロペネムの殺菌作用と %T⬎MIC

考察

CRAIG は好中球減少マウスの肺または大腿部に
大腸菌および緑膿菌を接種した感染モデルにおい
て ，メロペネムの 1 回投与量や投与間隔を変化さ
せ，様々な%T⬎MICを設定して24時間後の生菌数
の変化を観察した（図 5）7)。
その結果 ，大腸菌および緑膿菌などのグラム陰
性桿菌においては ，メロペネムの殺菌作用は他の

WA.CRAIG et al. ICAAC Abstr A-91,1994
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カルバペネム薬と同様に %T⬎MIC と正の相関関

し ，その抗菌薬および投与方法の有効性を定量的

係にあり ，%T⬎MIC が 20⬃30% あれば細菌の増

に評価する方法である 2,3)。

殖は抑制され生菌数は治療前後で変化しない

KUTI らは欧米でのメロペネムの標準投与方法で

bacteriostatic effect（静菌作用）が得られることを明

ある 1000 mg（0.5 時間および 3 時間点滴）3 回 /day

らかにした。

のみならず ，最大投与量である 2000 mg（0.5 時間

また，ARIANOらはメロペネムを投与した60例の

および 3 時間点滴）3 回 /day について ，MYSTIC

菌血症をレトロスペクティブに解析し ，その治療

(Meropenem Yearly Susceptibility Test Information

8)

効果と %T⬎MIC の相関性について検討した 。そ

Collection)サーベイランスで得られた ，大腸菌

の結果 ，治療効果は %T⬎MIC が 0⬃51% の場合は

（268 株），肺炎桿菌（192 株），エンテロバクター

30%, %T⬎MICが51⬃75%の場合は63%, %T⬎MIC

属（96株），セラチア属（68株），アシネトバクター

が76⬃100%の場合は80%であった。つまりARIANO

属（83株），緑膿菌（276株）の6菌種について10,000

らの報告は ，敗血症などの重症感染症をより確実

例のモンテカルロシミュレーションにより

に治癒させるためには ，メロペネムの最大殺菌効

各%T⬎MICにおけるTA%を算出し，CRAIG のデー

果が期待される 50% 以上の %T⬎MIC が必要であ

タ 7)に 基 づ い て グ ラ ム 陰 性 桿 菌 に お い て は

ることを示唆している。

%T⬎MIC が 30% あれば bacteriostatic responses（静

以上のことより ，免疫能がある程度保たれた感

菌効果）が ，50% 以上あれば bactericidal responses

染症の場合には %T⬎MIC が 30% あれば治癒する

（殺菌効果）が得られる点に着目して，メロペネム

が，重症感染症や基礎疾患を有する感染症，高齢者

の6菌種に対する最適な投与方法を検討した2)。そ

の感染症など宿主の免疫能が低下している感染症

れによると，大腸菌，肺炎桿菌，エンテロバクター

を治癒させるには，殺菌効果が得られる%T⬎MIC

属 ，セラチア属については ，1000 mg (3 hrs) 2 回 /

が 50%，もしくは最大殺菌効果が得られる 50% 以

dayで高いTA30%, TA50%が得られたが，アシネト

上の %T⬎MIC が必要であると考えられる。

バクター属 ，緑膿菌について高い TA30%, TA50%

従来 ，b - ラクタム薬においては ，各投与方法に

を得るためには ，1000 mg

(3 hrs)

3 回 /day,

おける血中濃度推移と ，ブレイクポイント値や

2000 mg (0.5 hr) 3 回 /day, 2000 mg (3 hrs) 3 回 /day な

MIC50，MIC90などから%T⬎MICを算出し，治療効

どの高用量の投与が必要であると報告している。

果を予測していた。しかし，血中濃度推移も，細菌

今回，我々は，KUTIらのモンテカルロシミュレー

に対する抗菌薬の MIC も ，症例毎に異なる値を示

ション法 2,3)を用いて ，本邦におけるメロペネムの

す分布集団であることから，近年，これらの分布を

健常成人の薬物動態パラメータ 4)と ，本邦で臨床

考慮してより精度の高い治療効果を予測するた

分離された大腸菌および緑膿菌に対するメロペネ

め ，モンテカルロシミュレーション法が用いられ

ムの MIC 分布 6)より ，大腸菌および緑膿菌による

ている。モンテカルロシミュレーション法とは，抗

単独感染症を想定し ，それらに対するメロペネム

菌薬の血中濃度推移と細菌に対するMIC分布の母

の最適な投与方法について検討した。

集団データに従ってコンピュータで乱数を発生さ

尚本来，薬物動態パラメータは健常人ではなく，

せ ，1,000 例 ，5,000 例あるいは 10,000 例の血中濃

患者のデータに基づいて解析すべきであるが ，モ

度推移およびMICをシミュレーションすることに

ンテカルロシミュレーション法で算出した TA%

より ，抗菌薬の有効性が得られる条件 ，例えば

は ，健常人と患者で変わらないとする報告 10)もあ

%T⬎MIC が 30% または 50% 得られる確率を計算

ることより ，健常人の薬物動態パラメータを用い
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して感受性の高い細菌による単独感染症において

能の影響を受けるため ，腎機能障害の場合のモ

は ，500 mg (0.5 hr) 2 回 /day などの投与方法で優れ

ンテカルロシミュレーションは別途検討する必要

た治療効果が期待できると考えられるが ，緑膿菌

がある。また ，KUTI らと同様に ，CRAIg のデータ

などのメロペネムに対して比較的感受性の低い細

7)

に基づいてグラム陰性桿菌においては %T⬎MIC

菌による重症感染症や基礎疾患を有する感染症あ

が約 30% あれば bacteriostatic responses（静菌効果）

るいは高齢者の感染症など ，宿主の免疫能が低下

が ，約 50% あれば bactericidal responses（殺菌効果）

している感染症を治癒させるには ，殺菌効果が得

が得られることから ，TA30% と TA50% に着目し

られる%T⬎MIC が50%，もしくは最大殺菌効果が

2)

て解析した 。

得られる 50％以上の %T⬎MIC が必要と考えられ

その結果，大腸菌においては500 mg (0.5 hr) 2回/

るため ，500 mg (0.5 hr, 3 hrs) 3 回 /day や 1000 mg

day で ，TA30%, TA50% が約 100% 得られたため ，

(0.5 hr, 3 hrs) 3回/dayなどが最適な投与方法と考え

大 腸 菌 に よ る 単 独 感 染 症 に 対 し て は ， 500 mg

られる。また，欧米におけるメロペネムの標準投与

(0.5 hr) 2 回 /day で優れた治療効果が期待できると

方法では ，本邦で承認された投与方法に比べて全

考えられた。

ての%T⬎MICにおいて最も高いTA%が得られた。

一方，緑膿菌においては，500 mg (0.5 hr) 2回/day
や1000 mg (0.5 hr) 2回/dayに比べて，500 mg (0.5 hr)

重症感染症の救命率の向上を図るため ，本邦にお
いても 1000 mg 3 回 /day の承認が望まれる。

3 回 /day や 1000 mg (0.5 hr) 3 回 /day の方がより高い

今回は，大腸菌，緑膿菌についてモンテカルロシ

TA30%, TA50%が得られた。特に%T⬎MICが50%

ミュレーション法を用いてメロペネムの最適な投

およびそれ以上の %T⬎MIC においては ，500 mg

与方法を検討したが，本手法を用いて，施設あるい

(0.5 hr) 3 回 /day や 1000 mg (0.5 hr) 3 回 /day の方が ，

は診療科における各種臨床分離株に対する抗菌薬

格段に高い TA% が得られた。

のMIC分布データを解析することにより，施設毎，

また，1回の点滴時間を0.5時間から 3 時間に延

診療科毎に最適な抗菌薬とその投与方法を明らか

長することで，各%T⬎MICにおいてより高いTA%

にすることが可能と考える。さらに，各種感染症，

が得られた。大腸菌においては点滴時間を 3 時間

例えば院内肺炎 ，敗血症などの原因菌に対する抗

に延長しなくても ，0.5 時間点滴で高い TA% が得

菌薬の MIC 分布データを解析すれば ，その感染症

られるため ，充分な治療効果が期待できると考え

に対する Empiric 治療に最適な抗菌薬とその投与

られるが，緑膿菌においては，点滴時間を3時間に

方法について明らかにすることも可能と考える。

延長することにより ，より高い TA30%, TA50% が

また ，モンテカルロシミュレーション法を用いて

得られるため，1回投与量あるいは1日投与回数を

各種感染症に対して最適な抗菌薬を最適な投与方

増加した場合と同等もしくはそれ以上の優れた治

法で投与し ，本手法が実際に臨床にどのように役

療効果が期待できると考えられる。すなわち，点滴

立つのかを検討することが今後の課題である。

時間を延長した投与は ，緑膿菌のような MIC が高

謝辞

い感染症の場合や，投与回数が増やせない，あるい

モンテカルロシミュレーション解析についてご

は費用対効果を特に考慮する必要がある場合など

協力頂きました，住友製薬株式会社 高橋久美子氏

において ，治療効果の最大化が期待できる投与方

に感謝致します。

法と考えられる。
以上のことより ，大腸菌などのメロペネムに対
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THE COMPARISON OF OPTIMIZED PHARMACODYNAMIC
DOSING STRATEGY FOR MEROPENEM USING
MONTE CARLO SIMULATION
HIROSHIGE MIKAMO
Division of Anaerobe Research, Life Science Research Center, Gifu University

KYOICHI TOTSUKA
Department of Infectious Diseases, Tokyo Women’s Medical University
Monte Carlo simulation was enmloyed to determine pharmacodynamic target attainment rates
for several meropenem dosage regimens against E. coli and P. aeruginosa populations.
Percent Time above MIC (%T⬎MIC) exposures for several meropenem dosage regimens were
simulated for 10,000 subjects. Variability in pharmacokinetic parameters and MIC distributions
were derived from studies in healthy volunteers and the injection antibiotics include of
Meropenem susceptibility test surveillance program. The probabilities of attaining bacteriostatic
responses (30%T⬎MIC) and bactericidal responses (50%T⬎MIC) exposures were high for all
dosage regimens against populations of E. coli. Against P. aeruginosa, the 1000mg 3.0 infusion
q8 dosage regimen provided the hightest target attainment rates.
Further study of these dosage recommendations in clinical trials is suggested.

