
J S E P T I C  関西セミナー　感染・炎症  

感染症のアセスメント・プランニングができるようになる

薬剤師の感染症における 
アセスメント・プランニング 

•  介入時

ü  抗菌スペクトル、投与設計の評価と提案 
ü  投与期間の決定

•  介入後 
ü  デエスカレーションの評価と提案

ü  抗菌薬の中止の確認と提案

内容

1.  「かぶき」の重要性

2.  抗菌スペクトルの評価

3.  投与設計の評価

4.  デエスカレーションの是非

5.  経過観察の方法　

参考資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

JSEPTIC薬剤師関西セミナーメンバーで決定した

学習目標

1. 感染症の評価では「かぶき」を意識する



　 適切な抗菌薬が投与されているかどうかは“かぶき”で判断

する．“か”は患者背景，“ぶ”は感染部位，“き”は細菌の事であ

る．適切な抗菌薬が適切な期間投与されているかを判断する

ためには患者背景，感染部位から原因菌を推定する必要があ

り，この3項目を必ず評価する．

　 敗血症では，適切なスペクトルで抗菌薬の投与遅れが死亡

リスクを上昇させることが報告されている．敗血症の患者は

抗菌薬の投与が遅れるほど死亡リスクが増加する（資料1）．

また，抗菌薬の投与するまでの時間と死亡のオッズは重症度

が増すほど高くなる（資料2）．そのため，薬剤師は抗菌薬に

介入した時点で，投与設計や治療期間（参考資料7）だけでは

なく，抗菌スペクトルが適正かどうかも評価し，医師の診療

を補助する．
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2−1. 抗菌スペクトルの評価において，耐性菌や結核が原因菌

となりうる患者背景のリスク因子を評価する 



　 市中肺炎ではICU入室するような重症患者と考えられる場

合は，高用量ペニシリン系薬をはじめとする広域のβ-ラクタ

ム系薬にマクロライド系薬を併用するBroad spectrum 

therapyを当初から検討する．また，医療介護関連・院内肺炎

であれば，耐性菌のリスク因子の有無を判断し抗菌薬を選択

する（資料3）．抗菌薬の選択の際には地域のアンチバイオ

グラムが参考になる．

　 結核感染は，厚生労働省の平成28年結核登録者情報調査年報集計結果によると近年の日本では新規発症患者は高齢に

なる程増えている．結核は治療可能な疾患であるが，一般細菌検査で結核を検出することはできない．疑わなければ診断

できず，感染曝露する恐れがあるだけでなく，結核治療の遅れと死亡のオッズは上昇する．結核感染に既往ある患者が活

動性結核を発病することもある．発病のリスク要因は，ICU入室患者が経験する要因なことがわかる（資料4）．

資料3：大学病院10施設及び500床以上の総合病院9施設で行われた前向き観察研究．入院が必要な
成人肺炎患者（CAP：887名，HCAP：526名）を対象に解析された．耐性菌保有のリスクは，90

日以内に2日以上の入院：OR 2.06，90日以内に抗菌薬を使用：OR 2.31，免疫抑制状態：OR 1.44，
胃酸分泌抑制薬（H2RB or PPI）の使用：OR 2.22，経鼻胃管栄養：OR 2.42，寝たきり：OR 2.45．
これらの6つのリスクが全てあるとき，耐性菌保有のROCは0.79と最も診断能が高い．

Kekkaku 2013;88(5):497-512.

Intensive Care Med  2001;27:513-20.

Am J Respir Crit Care Med 2013, 188, 985-95.

Lancet 2015;386:1097–108.
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トライアル名
文献＃
施設 

介入
対照 組入基準 除外基準 

EMPIRICUS
JAMA 2016;316(15):1555-64.
19施設のICU

•  介入
ミカファンギン
100mg q24h
•  対照
プラセボ

ICU≧5日，人工呼吸≧4日，
広域抗菌薬投与，CVかA
ラインあり，カンジダが
同定≧ 1 培養，SIRS ≧ 2，
SOFA ≧ 3，症候を説明す
る細菌感染症なし，侵襲
性カンジダ感染症の明ら
かな根拠なし 

血液培養陽性、手術部位の陽性反応、生
検など，根拠のある真菌感染，瀕死，組
入前に抗真菌薬投与，アレルギー，好中
球減少，移植，化学療法，プレドニゾロ
ン < 2 mg/kg/day以外の免疫抑制剤 

2−2. カンジダリスクを持つ敗血症患者には，ショックでなければ真菌感染の明らかな根拠を

評価，あるいは経過を観察し抗真菌薬の導入是非を判断する



　 IDSAガイドラインには侵襲性カンジダのリスクのある患者が（資料5），原因不明の発熱し

ていれば，マーカーや培養を参考に抗真菌薬の導入を考慮する，また，こうしたリスクのある

患者でSeptic shock の臨床所見があれば出来る限り早期に開始する，と提言されている．

　EMPIRICUS studyはICUに入室した真菌感染のリスクを有する患者に対するエンピリカルな

ミカファンギンの効果を検証したRCTだ．組み入れられた患者は，カンジダ感染のリスクや背

景を持つが，カンジダマーカーや培養結果では真菌感染が証明されていない患者だった．主要

評価項目である真菌感染症のない28日目の生存は両群間で差がなかった（資料6）．ガイドラ

インの示すように，やみくもな真菌カバーはアウトカムを改善しないことが示唆された．

侵襲性カンジダのリスク

•  カンジダの定着

•  疾患の重症度

•  広域抗菌薬の曝露

•  最近の（特に腹腔内の）手術

•  手術吻合部のリーク

•  膵炎の壊死

•  透析

•  頚静脈栄養

•  ステロイド

•  中心静脈カテーテルの使用

Outcomes of the EMPIRICUS study:
Comparison of Fungal Infection–Free Survival at Day 28 in the Modified Intent-to-Treat Population and in Predefined Subgroups.

注釈：
Candida score = 1×（複数ヶ所colonization）＋1×（手術）＋2×（severe sepsis）＋1×（TPN） 

Clinical Infectious Diseases 2016;62(4):e1–50.
JAMA 2016;316(15):1555-64. 資料5 
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3.抗菌薬投与設計はPK/PDに基づいて行うが，近年の投与時間

を延長する投与設計のアウトカム改善効果は議論の余地がある． 



　 敗血症の治療で抗菌薬の投与設計ではPK/PDを考慮すると

SSCG2016では提言されている．

　βラクタム系抗菌薬は原因微生物のMICを超える時間が細菌学

的効果と関係するが，（Time > MIC）．重症病態ではTime ＞ 

MICを100％達成することが良いと言われている．近年実施され

た前向きコホート研究では，投与時間30分の間歇投与では十分

にTime ＞ MICを達成できないと報告されている（資料7）．

　 敗血症では分布容積が増大すること，腎クリアランスが増大

したり損なわれたりする点が病態の特徴で，βラクタム系抗菌

薬のTime ＞ MICを100％達成するために，初回投与で負荷投与

が必要なほか，投与設計として抗菌薬の投与時間を延長させる

投与あるいは持続投与が選択されることがある（資料8）．

　 こうした投与設計の利害について評価していくと，日本版敗

血症ガイドライン2016で行われた持続投与と投与時間を延長し

た投与設計を評価したRCTのメタ解析では，90日死亡率，ICU

死亡率と病院死亡率においていずれも有意差がなく，また，

ターゲット血中濃度達成率についても有意差がなかった．一方，

RobertsらによるRCTのindividual patient data を用いたメタ解

析では母集団を組み合わせた解析で，持続投与は病院死亡と臨

床ケアに関して有効な結果が得られている．これらのRCTのメ

タ解析は出版バイアスがかかっている可能性がある．投与時間

延長戦略が耐性菌発現に与える影響など（資料8），評価され

ていないアウトカムの検証も不十分と思われる．持続投与戦略

はラインの1つを抗菌薬で占有し，溶解後の安定性を考慮し溶

液を調整する必要があり，全ての患者にこれらの投与戦略が実

施できるかを考慮する必要もある（参考資料1, 2）．

Topics: Augmented Renal Clearance について

　敗血症では血管抵抗の低下、心拍出量の増加する結果，腎
血流が増加し、腎臓の薬物クリアランスが増大することがあ
り，Augmented Renal Clearance（ARC）という．ARCでは
βラクタム系抗菌薬のクリアランスが増大すると考えられて
おり，ARCの病態があると血中濃度が検出限界以下になる
オッズが増える報告がある．同研究でARCは治療失敗とは
関係しなかった．多施設無作為化試験のデータを用いたサブ
解析でも同様に，多変量解析でARCは治療失敗や死亡と関
係がなかった．死亡や入院日数，治療失敗はARC群で投与
方法（間歇投与，持続投与）に影響しなかった．一方で、単
施設の後ろ向きコホートでは，単変量解析でARCの患者は
ICU入室期間が長かったと報告されている．
　 ARCのアウトカムや投与設計はまだ十分に評価されてお
らず，ARCを理由に抗菌薬の投与設計に介入することは注
意が必要である（参考資料1, 2）．

Int J Antimicrob Agents. 2015;45(4):385-92.
Journal of Critical Care 2013;28:695–700.
Int J Antimicrob Agents. 2017;49:624-30.

資料7：MEPM 1gを30分の投与時間で8時間毎に投与されたクレアチニンクリアランス60−130 

mL/minの群では，MIC2のT > MICを100％達成できる症例の割合は0−46.2％程度だった． 

Critical Care 2017;21:263.
AJRCCM 2016;194:681-91.

Intensive Care Med 2016:42;1604–6.
Semin Respir Crit Care Med 2015;36:136–53.

資料8：耐性菌を選択する濃度域が存在し，Mutant Selection Window ，耐性菌の生育も

予防する濃度をMutant Prevention Concentration という． 

資料7 

資料8 



デエスカレーションについてSSCG2016の提言
Multidrug therapy

Broad spectrum therapy

原因菌が特定され、感受性が明らかで，十分な臨床症状の改善が
認められるなら、狭域な抗菌薬に変更する（BPS） 
Combination therapy
原因菌が特定されている如何にかかわらず，臨床的な改善が確認
できれば数日でデエスカレーションする（BPS） 

4. デエスカレーションに迷った時には，絶対にデエスカレーションをしてはならない



　敗血症患者に対するデエスカレーションは抗菌薬のMultidrug therapyが行なわれている時に考慮される（資料9）．日本版敗血

症ガイドライン2016ではデエスカレーションの利害評価のためにメタ解析がおこなれている．90 日死亡率については両群で有意

差はなく，重複感染率はデエスカレーション群で有意な上昇を認めた．

　デエスカレーションの益を耐性菌発現抑制やClostridioides difficile 感染リスクの低下というアウトカムについて文献検索して

みたが，デエスカレーションについてこれらのアウトカムを直接検証した報告はなかった（参考資料3, 4）．このため，現エビデ

ンスではデエスカレーションを推奨する利害のバランスは悪く（参考資料1, 2），不確かなデエスカレーションは患者の利益を損

ねる可能性がある．改定前の日本版敗血症ガイドライン2012ではデエスカレーションの条件を提言しており参考になる（資料

10）．

定義

Broad spectrum therapy

感染の原因菌が特定されていない段階
で、原因菌と考えうる微生物をカバー
するためのMultidrug therapy
Combination therapy
原因菌のカバーというよりは、原因菌
の除去効率を上げる、毒素産生を抑制
する、免疫を調整するためのMultidrug 

therapy

デエスカレーションの条件

•  経験的治療開始前に良質な微生物学的検体の採取が行われている 

•  臨床的に臓器障害，重症度などの改善がある 

•  同定された起炎菌が，より狭域の抗菌薬に感受性である 

•  他の感染巣が否定できる 

•  持続する好中球減少症（<1,000/mm3）などの重篤な免疫不全がない 

•  選択する狭域抗菌薬が感染巣に移行しえる 

資料9 

資料10 



　2週間後には発熱の他に，分泌物のクリアランス，P/F ratio（参考資料6）が対象患者の80％で改善した．特に，発熱とP/F ratio

については，治療3日目で80%に近くが改善しており，早期から治療効果の指標となる（資料13）．しかし，ARDSなどの炎症が

強い肺炎では発熱，P/F ratioについても改善する割合が遅かった（資料14）．抗菌薬が効かないと思った時，実は自然経過の場合

があるので，経過を見る上で注意する．人工呼吸のモードを治療効果の指標にするという意見もあるが，これは指標とはならな

い．拘束性肺障害では肺のコンプライアンスが低下しているが，吸気時のサポート圧に対する1回換気量から肺コンプライアンス

の改善を推測することはできる．自発呼吸下の肺コンプライアンス値を測定できる人工呼吸器は限られるため，量的指標とでき

る施設は限られる．また，肺炎の治療効果の指標として肺コンプライアンスを評価した報告はない．

他に，抗菌薬治療をガイドするマーカーとして，

本セミナーではプロカルシトニンを扱う．

5−1. 酸素化は肺炎の治療指標として利用できる



　Septic shockの経過ではショックの改善，敗血症の改善，感染症の改

善を評価する．敗血症は感染症による臓器障害であるから，感染臓器

の特異的な所見に加えて，SOFAスコアリングに用いる臓器マーカーを

用いて臓器障害が改善することを観察しても良い（参考資料5）．

ショックの改善指標は前回セミナーの内容のため割愛する．

　 本セミナーでは感染症として肺炎を取り扱う．肺炎の改善には呼吸

苦の改善や呼吸数の安定化を指標にするが，重症な病態では似たよう

な臨床像を示す別の病態を併発している可能性もあるので注意する．

　 RCTのサブ解析で市中肺炎の症状で観察される咳・痰・息切れは治

療2週間後でさえ，30％以上の患者が残存した．一方で，発熱は2週間

後に90％以上が改善した（資料11）．また，HAP患者について行われ

た前向き観察研究で臨床所見の寛解した患者割合の推移を資料12−14に

示す．胸部レントゲン写真の改善は遅く，特にARDSを合併した肺炎で

は14日目にもほとんど改善しない（資料12）．

　資料13：ARDSを合併していない肺炎患者の臨床所見の改善率 　資料14：ARDSを合併した肺炎患者の臨床所見の改善率 

Clinical Infectious Diseases 2000;31(6);1362-67. 

Crit Care Med 2005; 33:1248 –1253.

資料11 

資料12 

資料13 資料14 



5−2. プロカルシトニン値のみで抗菌薬の中止を判断してはな

らない



　 コクランレビューでは，呼吸器感染症においてPCTを指標

にした（PCTガイド）抗菌薬治療が検証されており，死亡率

が低く，抗菌薬の曝露日数が少なかった．敗血症患者におい

ても解析されたが，エビデンスの質が低くアウトカムを評価

することができなかった．敗血症に対するPCTガイド抗菌薬

治療の有効性はまだ十分に検証されていない．PRORATA 

studyでは60日死亡がPCTを指標にした抗菌薬治療で高い傾

向があった．一方，同じアルゴリズムで評価されたSAPS 

studyでは，ICU患者に対してPCTを指標にした抗菌薬治療は

通常介入と比べ，主要評価項目である28日死亡が非劣性なだ

けではなく，優越性があることが証明された．PCTを利用す

る閾値を下げる研究と思われる（参考資料8）．

　 呼吸器感染症の患者を対象にした最も大規模なRCTである

ProHOSP studyでは，PCTガイド抗菌薬治療アルゴリズムの

アドヒアランスは90.8％だった。一方，ICUに入室して抗菌

薬が開始した患者を対象にしたRCTでは，SAPS studyと

PRORATA studyのPCTガイド抗菌薬治療アルゴリズムのアド

ヒアランスは両studyとも53％程度と低く，アルゴリズムを

遵守しなかった一番の理由は，臨床的な安定が得られず医師

が反対したためだった。

　 PCTは安定した患者の治療方針を決定するためには役立つ

が，臨床経過を無視してPCTのみで抗菌薬の中止を判断して

はいけない．


Open Forum Infect Dis. 2016;4(1):ofw249. 

Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jan 18;1:CD010959.
Cochrane Database Syst Rev. 2017 Oct 12;10:CD007498. 

　Notes:
• If PCT levels do not 

d e c l i n e d e s p i t e 
t he rapy, cons ide r 

treatment failure (e.g., 

inadequate antibiotic 
therapy or source 

control) 
• PCT a lgo r i thms 

apply to patients with 

clinically confirmed 
infections as well as 

t h o s e  i n  w h o m 
infection was never 

proven

資料15 

資料16 

　 プロカルシトニン（PCT）はカルシトニンの前駆体ホルモンで，健常人で検出されることはないが，細菌性感染症でサイトカインが放出さ

れるとアップレギュレートされる．その半減期は25−30時間であり，炎症の寛解とともに急速に低下するため，ICUの敗血症診断マーカーとし

て研究されている．PCTの上昇レベルは細菌が検出された敗血症の方がそうではない敗血症に比べて高い．また，細菌培養陽性のICU入室患者

では感染部位によって上昇レベルが異なることが報告されている．それゆえ，抗菌薬を中止するPCTのカットオフ値はICU入室患者と呼吸器感

染症で異なり，ICU入室患者のPCTカットオフ値は0.5 μg/Lと，呼吸器感染症（0.25 μg/L）より高い（資料15, 16）． 



参考資料1：医療倫理の4原則

価値観と好み エビデンス エビデンス 資源の利用

参考資料2：エビデンスの質

https://www.slideshare.net/enango/grade-system-overview-in-japanese-29573709
（最終閲覧：2017年12月）

　医療倫理の4原則とは（1）患者の自律尊重原則，（2）利益原則，（3）無害原則，（4）公平原則のことをさす．最善の介入と
はエビデンスを評価し主に（2）と（3）のバランスを評価することをさす．特に，無害原則とは患者にとって利益のない治療や検
査などをおこなわないことを指す．患者にとって最善の介入を追求する際にもっとも重視すべきは，当の患者の意思であり，それ
が介入の時点で表明されない場合は患者の推定意思とする．しかし，患者の意思や事前意思あるいは推定意思に従った介入がその
まま最善の介入であるかどうかはチームで検討する必要がある．

　ガイドライン作成方法の1つであるGRADEシステムでは研究デザイン
により初めの推奨度の強さが変わる．そのヒエラルキーはランダム化比
較試験（RCT）のメタ解析が最も高く，それに比べて観察研究は低い.



参考資料3：Cumulative Antibiotic Exposures Over Time and the Risk of Clostridioides difficile Infection

　 多施設後ろ向き観察研究で，2008年の3月と4月の2か月間にICUに入室し抗菌薬を使用された患者が対象になった。退院後
60日まで経過を観察し，Clostridioides difficile 感染（CDI）に罹患することに関わる因子を調査した．Multidrug therapy の剤
数が増えるほど，CDI罹患のハザード比が増加した．また，抗菌薬の種類別にみると，セファロスポリン系なら3・4世代セ
フェムになるほど，ベータラクタマーゼ阻害薬配合剤、キノロンはハザード比が高い．次からの文は私見だが，これらは敗血
症におけるMultidrug therapy で選択されがちな抗菌薬である．また，デエスカレーションはMultidrug therapy を解消する介入

であるから，三段論法で考えるとデエスカレーションの介入はCDI感染を減らす可能性がある．

Clinical Infectious Diseases 2011;53(1):42–48.



参考資料4：Outcomes of severe septic patients between de-escalation and continuation
　　　　  　in a multicenter non-blinded randomized noninferiority trial

　 多施設の非盲検無作為化非劣性試験で主要評価項目はICU滞在日数だった．デエスカレーションのタイミングは施設ごとの
裁量に任されていたが，感染の成立，エンピリカルな時点で使用すべき抗菌薬とそれらのスペクトルについてのヒエラルキー
は定義されていた．対照群とデエスカレーション群において，ICU滞在日数の差の95％信頼区間の下限が（非劣性マージン
の）2日未満なら，非劣性だと定義された．ICU滞在日数においてデエスカレーション群の対照群に対する非劣性を証明できな
かった（差：3.4日 95%信頼区間 -1.7−8.5）．

　 フォローアップは組入れから90日間行われたが，この研究の副次的評価項目であるCDIは両群で診断されなかった．デエス
カレーション群ではCompanion drug の使用日数が有意に減少し，抗緑膿菌作用を有する抗菌薬を使用しない日数が有意に増
加した．

文献＃
施設 患者 介入 対照 

Intensive Care Med 
2014;40:1399–408.
9施設のICU

116 severe septic patients 
requiring an empirical 

antimicrobial treatment and 
filing the follow criteria: the 

appropriateness of empirical 
antimicrobial therapy and 
positive microbiological 
cultures in relation to the 

suspected location of 
infection

De-escalation was 
considered if the pivotal 

antibiotic was switched for an 
antibiotic with a narrower 

spectrum than the empirical 
treatment, according to a 
protocolized method. The 

companion drug 
(aminoglycoside or 

fluoroquinolone or macrolide) 
and the antibiotic used 

against MRSA were 
eliminated after inclusion. 

The pivotal antibiotic of the 
empirical treatment was continued 

for the entire duration of the 
treatment, independently of 
microbiological results. The 
companion antibiotic (ami- 

noglycoside or fluoroquinolone or 
macrolide) was stopped between 

day 3 and day 5 according to 
international guidelines. Empirical 
antibiotics directed against MRSA 

were used according to 
international guidelines.



参考資料5：SOFAスコア

参考資料6：PaO2（P）/ FIO2（F） ratio

P/F ratio = PaO2
FIO2 

　呼吸状態の酸素化を評価する指標の１つ。ＰとはPaO2 = 動脈血
酸素分圧、ＦとはFIO2 = 吸入気酸素，P/F Ratioとはそれらの割合
のこと。American-European Consensus Conferenceでは酸素化能
の評価の際は PEEP レベルを問わないとなっていた。しかし、
ARDS診療ガイドライン2016では，PaO2/FIO2 は、PEEP や FIO2 

の影響を受けるため、 PaO2/ FIO2 の評価は、PEEP または CPAP 
≧ 5cmH20 の もとで判定することになった。

SSCG 2016
Clinical Infectious Diseases 2007;44(2):S27-72.

Clinical Infectious Diseases 2016;63(5):e61–111.

参考資料7：今回取り上げる疾患の一般的な治療期間

　 感染症ごとに治療期間が決められてい
るので，治療開始時にあらかじめ投与期
間を話し合っておくことが望ましい．	



参考資料8：配布資料で扱ったPCTガイド抗菌薬治療を評価したRCT

トライアル名
文献＃ 施設 

感染症の
種類
（例数） 

除外基準 アウトカム

ProHOSP
JAMA. 2009;302(10):
1059-66. 

6施設 
下気道感
染症

（1359） 

Active intravenous drug 
use, severe immuno-

suppression, life-
threatening comorbidities, 

hospital-acquired 
pneumonia, chronic 
infection requiring 

antibiotics 

The primary noninferiority 
endpoint : 

A composite of overall 
adverse outcomesで非劣

性あり
 

PRORATA
Lancet 2010; 375:463–74. 

内科系ICU5
施設＋外科
系ICU2施設

ICUに入室
した感染
疑い
（621） 

Pregnancy, bone marrow 
transplant, or neutropenic, 

infections requiring
long-term antibiotics, poor 
chance of survival, and do-

not-resuscitate orders 

Primary endpoints:
Death from any cause by 
days 28 and 60で非劣性，
かつ number of days 

without antibiotics at 28 
days after inclusionでPCT
ガイドに優越性あり

ただし，60日死亡はPCTガ
イド群で多い傾向あり 

SAPS
Lancet Infect Dis 2016; 
16:819–27. 

15施設のICU

ICUに入室
した感染
疑いと感
染

（1546）

Antibiotics for prophylaxis 
only or gut decontam- 
ination, expected ICU
stay <24 hours, severe 
immunosuppression, 

severe viral or parasitic or 
tuberculosis infections, 

moribund, chronic infec- 
tion (eg, endocarditis) 

The primary outcomes: 
The consumption of 

antibiotics and duration of 
antibiotic treatmentで優越

性あり


The primary safety 
outcomes: 

Mortality at 28 days and 1 
year

28日死亡においてPCTガイ
ドに非劣性かつ優越性あり，
1年死亡では非劣性マージ

ンの算出なし 


