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ABSTRACT

To optimize the dosage regimen of vancomycin

（VCM）, a dose of >2 g/day may be recommended as a

result of simulation with therapeutic drug monitoring

（TDM）. However, the safety of high-dose VCM（>2

g/day）has not been validated. In this study, we retro-

spectively investigated the factors relevant to the use

of high-dose VCM and the assessment of predictability

and safety of high-dose VCM. The results of our case

control analysis of a high-dose group（>2 g/day）and

normal-dose group（≦2 g/day）revealed that the

patients in the high-dose group were younger in age

than those of the normal-dose group, and that the

renal function in the high-dose group was better than

that in the normal-dose group. It was suggested that

VCM clearance in the younger patients was larger

than the other patients. No significant difference in the

predictability or safety was found between the two

groups. In conclusion, administration of high-dose

VCM with TDM does not increase the risk of adverse

events. Early TDM and optimization of the dosage

regimen should be considered among younger patients

who may need higher doses of VCM.

Keywords：vancomycin hydrochloride, rational use,

TDM, younger patients, high-dose, safety

要　　　旨

バンコマイシン塩酸塩（VCM）のTherapeutic Drug

Monitoring（TDM）を行い有効血中濃度へ到達するよ

うに投与計画を立案すると，添付文書の 1日上限量であ

る2 gを超える症例が存在する。しかし， 1 日量が 2 g

を超えた場合の安全性は明らかでない。そこで，VCM

の初期投与量が 2 g/day であった患者を対象とし，

VCMの 1 日量が 2 gを超える要因，高用量投与時にお

ける血中濃度予測性および安全性について後ろ向きに検

討した。

高用量（ 1日量が 2 gを超える）群と通常量（ 1日量

が 2 g以下）群を比較した結果，高用量群では年齢が若

く腎機能が良好であった。若年者の方がVCMクリアラ

ンスは大きいことが示唆された。また，血中濃度予測性

および有害事象発現頻度は両群間で差は認められなかっ

バンコマイシン高用量投与の必要性の予測因子，
および高用量投与時の血中濃度予測性・有害事象発現頻度についての検討
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た。

以上より，TDMを行うことで安全面から添付文書の

上限量にとらわれる必要のないことは明らかになったた

め， 1日 2 gを投与しても有効血中濃度に達しない可能

性のある若年者では早期にTDMを行い，投与法を最適

化する必要があると考える。

索引用語：バンコマイシン塩酸塩，抗菌薬適正使用，

TDM，若年者，高用量投与例，安全性

Ⅰ　はじめに

バンコマイシン塩酸塩（VCM）はグリコペプチド系

抗菌薬であり，メチシリン耐性黄色ブドウ球菌やペニシ

リン耐性肺炎球菌を含むグラム陽性球菌による感染症治

療に使用されている。VCMの血中濃度は有効性および

安全性の指標となることから，投与に際しては

Therapeutic Drug Monitoring（TDM）が推奨されて

いる1）。従来，VCMのTDMは副作用の回避に重点が置

かれていたが，近年，治療効果を念頭に置いたTDMが

行われるようになっている。このようなことを背景とし

て，本邦でのVCMの目標トラフ値は 5 ～10 μg/mLか

ら 5～15 μg/mLへシフトしている2, 3）。また，海外では

髄液や肺のようにVCMの移行性が低い臓器の感染症治

療においてはトラフ値を15～20 μg/mLに維持すること

が推奨されている4, 5）。

以上を踏まえ，静岡県立静岡がんセンター（当セン

ター）では，原則として目標トラフ値を 5～15 μg/mL

としてVCMの投与計画を立案している。その場合，し

ばしば 1日量として 2 gを超える症例が存在する。通常，

1日量は 2 g以内から開始されるため， 1日量が 2 gを

超えるような増量が必要となる症例では，有効血中濃度

に達していない場合が多く，治療失敗の原因となる可能

性が考えられる。このため， 1 日量が 2 gを超える要

因を明らかにすることは，TDMが必要な患者を判断す

る上で重要と思われる。また，VCMによる有害事象が

問題となるのは，トラフ値が20～30 μg/mLを上回る場

合と考えられている6）が，添付文書に記載されている 1

日上限量である 2 gを超えて投与した場合の安全性は明

らかではない。

近年，VCMのpharmacokinetics（PK）-pharmacody-

namics（PD）パラメータとして，％T＞MIC（Time

above minimal inhibitory concentration）だけでなく，

area under the curve（AUC）/MICの重要性が報告さ

れており7, 8），トラフ値だけでなく， 1日量がVCMの治

療効果に影響することが明らかとなっている。したがっ

て，今後は抗菌薬適正使用の観点から 2 gを超える 1日

量を必要とする症例に遭遇することが予想される。

そこで本研究では，VCM適正使用の一助とすること

を目的に，VCMの 1日量に着目し，通常量（ 1日量が 2

g以下）を投与された患者と比較することにより，高用

量（ 1日量 2 gを超える）となる要因を解明するととも

に，高用量投与時の血中濃度予測性および有害事象発現

頻度について検討した。

Ⅱ　対象と方法

1. 対象患者

2004年 4 月から2007年10月までの期間に，当センター

においてVCMのTDMを行ったがん患者のうち，以下の

基準を満たした62人（69エピソード）を対象とした。

・VCMの初期投与量が 2 g/day（ 1 gを12時間毎また

は0.5 gを 6 時間毎）の患者。

・VCM開始時のクレアチニンクリアランス（Ccr）が30

mL/min以上の患者。なお，Ccrの算出にはCockcroft &

Gaultの式9）を用い，血清クレアチニン（Scr）が0.6

mg/dL未満の場合には，0.6 mg/dLと補正してCcrを算

出した10）。

・VCM投与期間中に透析が行われていない患者。

上記の基準を満たした患者を以下の 2群に分けて，後

ろ向きに検討を行った。

高用量群：薬剤師の行った薬物動態理論に基づく投与設

計により 1日量が 2 gを超えて投与された群。25人，27

エピソード。

通常量群：上記以外。40人，42エピソード。

2. 血中濃度測定方法

末梢投与時には，投与に用いた腕の反対側の腕の静脈

より約 3 mLを採取し，血中濃度測定用の検体とした。

VCMの血中濃度はアキシム　バンコマイシン－Ⅱ・ダ

イナパック（アボットジャパン株式会社）を用いて蛍光

偏光免疫測定法により測定した。初回のVCM血中濃度

測定は投与開始から 2 ～ 8 日（高用量群：4.3±1.3日，

通常量群：4.4±1.3日， 2 標本t検定：p=0.66）経過した

時点で行った。

3. 投与計画の立案

トラフ値（投与直前）およびピーク値（投与終了1時

間後）の 2点または両者に任意の 1点を加えた 3点を用

いてSawchuk-Zaske法11）またはその変法12, 13）により，

薬物動態学的パラメータ（消失速度定数（kel），消失半

減期（t1/2），分布容積（Vd），クリアランス（CL））を

算出した。算出したパラメータを基にトラフ値が 5～15

μg/mLとなるような投与計画を立案し，医師に提案し

た。

解析プログラムは，Visual Basic. Netを用いて作成し

た当センターオリジナルの解析ソフトを用いた。

TDM研究
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4. 血中濃度予測性の評価

投与計画の立案後，定常状態へ到達したと考えられる

時点で確認の採血を実施した計73回の血中濃度測定値

（高用量群：37回，通常量群：36回）を用いて，

Sawchuk-Zaske法およびその変法の予測性について検討

した。予測性の評価は予測の偏りの指標として，mean

prediction error（ME），予測精度の指標として，mean

absolute prediction error（MAE：正確さ），root mean

squared error（RMSE：精度）を算出して行った。こ

れらの算出式を以下に示す14）。

n

ME=1/nΣ（予測濃度－実測濃度）
i=1

n

MAE=1/nΣ｜予測濃度－実測濃度｜
i=1

n

RMSE=［1/nΣ（予測濃度－実測濃度）2］1/2
i=1

5. 安全性の評価

VCMの副作用である腎障害・聴覚機能障害・レッド

マン症候群について検討した。腎機能の指標としてScr

を用い，VCM開始前 3日以内とVCM終了後 3日以内の

測定値を比較した。VCM開始前とVCM終了後を比較し

てScrが0.5 mg/dL以上の上昇を認めた場合またはVCM

開始前のScrと比較して50%以上の上昇を認めた場合を

腎障害と定義した。

6. 統計解析

エクセル統計2006 for Windowsを用いて統計解析を

行った。 1標本t検定， 2 標本t検定（等分散でない場合

はWelch法），χ2検定，多重ロジスティック回帰分析，

フィッシャーの直接確率計算法を用い，危険率　p<0.05

を有意差ありと判定した。予測性の比較については，

ME，MAE，RMSEの差であるΔME，ΔMAE，Δ

RMSEの95%信頼区間が0を含まなければp<0.05で有意

差ありと判定した。

Ⅲ　結果

1. TDM前後での血中濃度および投与量について

TDM前後での血中濃度と投与量を表 1に示した。

血中濃度については，通常量群では，TDM前後の

ピーク値（TDM前：28.2±8.7 μg/mL，TDM後：

29.9±8.4 μg/mL， 1 標本t検定：p=0.65），トラフ値

（TDM前：12.2±5.5 μg/mL，TDM後：13.9±4.2 μg/mL，

1 標本t検定：p=0.37）ともに差は認められなかった。

一方，高用量群では，TDMによりピーク値（TDM前：

20.6±5.3 μg/mL，TDM後：31.7±9.8 μg/mL， 1標本

t検定：p<0.001），トラフ値（TDM前：5.4±1.7 μg/mL，

TDM後：13.0±9.8 μg/mL， 1標本t検定：p<0.001）と

もに有意に上昇した。これに伴い，TDM前後の投与量

は，通常量群ではTDM前：37.8±7.8 mg/kg/day，

TDM後：34.2±9.9 mg/kg/day（ 1 標本t検定：p=0.0017）

とやや減少していたのに対し，高用量群ではTDM前：

35.6±5.6 mg/kg/day，TDM後：55.7±13.1 mg/kg/day

（ 1 標本t検定：p<0.001）と大きく増加していた。

2. 高用量投与の必要性の予測因子について

高用量となる要因を明らかにするため，患者背景（表

2）および薬物動態学的パラメータについて比較した。

単変量解析の結果から患者背景については，年齢（高

用量群：44.2±15.7歳，通常量群：57.3±15.8歳， 2 標本

t検定：p=0.0013）およびCockcroft & Gaultの式から算

出したCcr（高用量群： 106.3±21.5 mL/min，通常量

群：87.0±24.3 mL/min， 2 標本t検定：p=0.0013）に有

─　　─ Vol. 26 No. 1（2009）

表 1 TDM前後における血中濃度および投与量の比較
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意差が認められた。そこで，性別，年齢，体重，Scrを

説明変数として多重ロジスティック回帰分析を行った結

果（計算値であるCcr，欠損値の存在する総タンパク，

アルブミンは除外した），年齢のみが高用量となる要因

として選択された（p=0.0025，表 3）。

また，薬物動態学的パラメータについては，分布容積

（Vd）は，高用量群：0.90±0.25 L/kg，通常量群：

0.95±0.27 L/kg（ 2 標本t検定：p=0.35）と有意差は認

められなかった。一方，消失速度定数（kel）は高用量

群：0.136±0.045 hr-1，通常量群：0.085±0.039 hr-1（ 2 標

本t検定：p<0.001），消失半減期（t1/2）は高用量群：

5.66±1.91 hr，通常量群：9.58±3.94 hr（Welch法：

p<0.001），クリアランス（CL）は高用量群：1.97±0.68

mL/min/kg，通常量群：1.28±0.56 mL/min/kg（ 2 標

本t検定：p<0.001）といずれも有意差が認められた。

3. 血中濃度予測性について

ピーク値およびトラフ値の予測性について表 4 に示

した。高用量群では，ピーク値がME = - 2 . 7 0 ，

MAE=5.24，RMSE=7.48，トラフ値がME=-2.49，

MAE=3.36，RMSE=5.96であったのに対し，通常量群

では，ピーク値がME=-2.13，MAE=4.46，RMSE=5.97，

トラフ値がME=-3.71，MAE=3.78，RMSE=5.00であっ

た（単位はいずれもμg/mL）。高用量群と通常量群を比

較して予測性に差はなく， 1日量は血中濃度の予測性に

影響しないことが明らかとなった。なお，血中濃度の測

定間隔は高用量群：5.4±5.2日，通常量群：5.7±2.6日

（Welch法：p=0.75）であった。

4. 有害事象発現頻度について

腎障害が認められた患者は高用量群で1人（3.7％），

通常量群で4人（9.5％）であった。通常量群において腎

障害の発現頻度が高い傾向を示したが，両群間で有意差

は認められなかった（フィッシャーの直接確率計算法：

p=0.64）。なお，全対象症例において，VCMに起因する

と思われる聴覚機能障害の自覚症状は認められなかっ

た。また，対象症例中 5 人（高用量群： 2 人（7.4％），

通常量群： 3人（7.1％），フィッシャーの直接確率計算

法：p=1.00）にレッドマン症候群の発現がみられたもの

の，いずれもVCM初回投与時にみられたものであり，

点滴時間の延長や抗ヒスタミン剤の使用により2回目以

降の投与時には予防可能であった。

TDM研究

表 2 対象患者の背景

表 3 多重ロジスティック回帰分析によるVCMが高用量となる要因について
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Ⅳ　考察

近年，抗菌薬の分野では多くの薬物についてのPK-

PDパラメータが明らかとなり15），臨床現場においても

PK-PD理論を応用した薬物療法の適正化が試みられて

いる。VCMの薬効は％T＞MICに相関する時間依存性

と考えられている16）が，AUC/MICタイプであるとする

報告7, 8）もあり，トラフ値だけでなく 1 日量を考慮した

投与設計の必要性が示唆されている。

現在，当センターではトラフ値が 5～15 μg/mLとな

るような投与計画を立案している。この場合，しばしば，

1日量が 2 gを超える症例が存在することから，その要

因，血中濃度予測性および有害事象発現頻度を明らかに

することを目的として高用量群と通常量群に分類し，比

較検討を行った。

まず，単変量解析による患者背景の比較から，年齢お

よびCockcroft & Gaultの式から算出したCcrが高用量と

なる要因であることが示唆された。さらに多変量解析に

より，Cockcroft & Gaultの式において腎機能に影響す

る因子（性別・年齢・体重・Scr）のうち，年齢が高用

量となる要因であることが示された。また，薬物動態学

的パラメータの比較から高用量群において半減期の有意

な短縮が認められた。本検討では，Ccrの実測値が測定

された患者はなく，真の腎機能評価は困難であるが，年

齢の違いによるVCMクリアランスの差異が高用量投与

の要因となっていることが示唆された。若年者では

VCMの排泄が亢進し，血中濃度が有効血中濃度に到達

しない可能性，さらには治療失敗につながる可能性があ

ることから，早期のTDMを考慮する必要があると考え

られる。

これまでの報告から，VCMが十分な殺菌作用を示す

ためには，AUC/MICが400以上7）またはトラフ値が

MICの 4～ 5 倍1, 17）とすることが知られている。一方で，

原因菌のVCMに対するMICが高いほど，治療失敗率が

高くなることが報告されている18）ため，MICが高けれ

ば，それに応じて高い血中濃度が要求されることとなる。

前述したように，当センターでは目標トラフ値を 5～15

μg/mLとしてVCMの投与計画を立案しているが，今回

の対象症例ではTDM後の平均トラフ値は10 μg/mL以

上と高めにコントロールされていることが明らかとなっ

た。目標血中濃度が高ければ高いほど， 1日量もより高

用量となるのは当然のことである。TDMにより投与法

の最適化を行うためには目標血中濃度の設定が前提とな

るが，MICや感染臓器への移行性を考慮して治療効果を

十分に期待できる目標血中濃度を決定していく必要があ

ると思われる。具体的には，VCMの組織移行率の低い

中枢神経系の感染症に対して使用する場合，目標トラフ

値を15～20 μg/mLの高濃度に維持できるように当セン

ターでは投与計画の立案を行っている。

このように，AUCやMICだけでなく，感染臓器への

VCMの移行性を考慮して投与計画を立案した場合，1日

量が2 gを超えて必要となる症例に遭遇することが予想

される。これまでの報告では，VCMの有害事象は血中

濃度に相関すること6）が知られていたものの， 1日量が

2 gを超える場合の投与量と安全性の関係については明

確ではなかった。今回の検討では，両群におけるTDM

実施後の血中濃度は同等であることから，投与量の違い

による血中濃度予測性および有害事象発現頻度を比較で

きるものと考えられる。結果として，両群間で血中濃度

予測性や有害事象発現頻度に差がみられなかったことか

ら，何らかの理由で高用量のVCMが必要となる患者に

おいても，添付文書上の上限量にとらわれることなく，

VCMを安全に投与できることが示唆された。

今回の検討の限界は，がん患者を対象としており，効

果判定に汎用される日本化学療法学会の基準19）に含ま

れる体温，CRP値および白血球数は利用し難いなどの理

由から，これらの指標を用いた有効性についての比較を

行っていない点である。このため，今回の検討のみでは

投与量の違いによる有効性の差異は不明である。がん患

者における有効性については，その評価方法とともに今
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表 4 血中濃度予測性の比較
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後の課題と思われる。

薬剤耐性菌の蔓延や包括評価制度の推進から抗菌薬適

正使用が注目されているが，TDMは個々の患者におけ

る適正使用を評価する上で大変有用である。届出制や許

可制など，適正使用＝抗菌薬使用量の減少ととらえがち

な側面もあるが，今回の報告例のように，TDMを行っ

た上で，必要な患者には必要量の抗菌薬を使用すること

こそ”抗菌薬適正使用”であると考えられる。今回の研

究結果により，安全性の面から添付文書の上限量にとら

われる必要のないことは明らかになったため， 1日 2 g

を投与しても有効血中濃度に到達しない可能性のある若

年者では早期にTDMを行い，投与法を最適化していく

必要があると思われる。感染症治療に関わる薬剤師に

とって，TDMは必須のスキルである。医師や臨床検査

技師などの他職種と連携しながらTDMを抗菌薬適正使

用に応用していくことが，今後の薬剤師に求められると

考えられる。
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