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ト リ コマ イ シ ンの 産 婦 人 科 へ の 応 用

日 本 医 科 大 学

真柄正直 ・横内英太郎 ・千田智勇 ・網野栄作 ・入戸野文夫 ・蛯名勝昭

(昭 和28年12月12日 受 付)

1.ト リコモナス膣炎に対 して

細谷教授 の発見にかか る抗生物質 トリコマ イシンの膣

トリコモナスに対す る作用につ いては,一 部既に発表 し

たが,こ こにその後の成績 を も附 け加 えて簡単に述 べる

こととす る｡

a.直 接接触 による作用

われわれ が分離 した膣 トリコモナスのわれ われ の培地

での発育は,お よそ5目 前 後で最大 とな るので,こ の第

5日 培養 を試験 に使用 した｡即 ち,こ のブイ ヨン培養の

1滴 を載物 ガラス上に取 り,こ れに トリコマイ シンの種

種の稀釈液 の1滴 を加え,位 相差顕微鏡 によつ て トリコ

モナ スの運動を停止 させ るに要す る時間を見た｡

その結果,ト リコマ イシンは1cc中50,000単 位で

は即時に運動 を停止 させ,1cc中5,000単 位では17分

で,1cc中1,000単 位では27分 で 運動 を停止 させる

ことを認 めた｡

この成績 を,対 照 として同時に試験 したクロルテ トラ

サ イク リン(オ ー レオマイシ ン),カ ルバ ソー ンな どと

比較す ると,ト リコマイ シンの作用が遙かに強い ことが

知 られた｡

b・ 試験管内殺虫作用

トリコモナス第4日 培養 の培地 に,ト リコマ イシンの

種 々の稀釈液 を加 えて,こ れ の殺虫力を調べた｡そ の結

果,ト リコマイシ ンは1ccの 培 地 に対 して0.01mg

(この場合は10単 位)で 完全に殺虫するこ とが判つた｡

この成績 を対照 として試験 した他の薬剤 の作用 と比較

す ると,ク 只ルテ トラサ イク リンのおよそ10倍,カ ル

パ ソーンの約250～500倍 の強 さであ る｡

¢.臨 床上の効果

外来を訪れた トリコモナス膣炎患者に本 剤を試 用 した

結果 は次の よ うである｡全 息者数は既 に100例 以上 に達

しているが,遠 隔成績 を検 し得た ものは約50例 で ある｡

トリコマ イシン膣錠 の50,000単 位を含む ものを膣内

に挿入する と,大 多数は1回 で,多 くも2回 で膣内の ト

リコモナスは消失す る｡し か し,間 もな く再発現す るの

で,こ の錠剤 の挿入を長期 にわ たつ て続 けた｡そ の結果,

たとえば1例(17回 挿入)で は208日 後,1例(17回

挿入)で は203H後,1例(15回 挿入)で は154日

後,な お1例(11回 挿入)で は33日 後 に至つ ても,

再発 を認 めていない｡し か し長期にわ たつ て連続 挿入を

おこなつて も,な お再発現を来たす ものが あるこ とは事

実で ある｡

そこで,わ れわれは,ト リコモナ ス膣炎患者 のカテ・一

テル尿 を培養 して本 虫の有無を調べたが,61例 中23例,

即 ち36.9%に これ を発見 した｡し か も,膀 胱内の膣 ト

リロモナスは膣錠の挿 入のみでは 容易に消失す るもので

はない｡但 し,大 量 の トリコマイ シン内服 に よつて これ

は消失す る｡こ の事実か ら考 える と,一 度消失 した膣内

の トリコモナスの発現は,1つ には膀胱内 な どの トリコ

モナスに よる自己感染で あることが判 る｡

次に,ト リコモナス膣炎患者の夫 の性器 の膣 トリコモ

ナ スを検 した ところ,例 数は未だ少いが,15例 中2例

に これ を認 めた｡外 国文献に よると,男 子性器に膣 トリ

コモナスが高率 に発見 され得 るものであ る と云 うが,わ

れ われ の この成績 と先人の業績か ら合わせ考え る とき,

膣 内 トリコモナスの再現は,1つ には再感染で ある と考

え られ る｡

以上 の成績か ら推 して次の ことが 言 え る と思 う｡即

ち,ト リコモ ナス膣炎を完全に治療す るためには,

(1)ト リコマ イシン膣錠(1錠 中5万 単位)を 少 くと

も2遁 間連用す る｡

(2)こ れ と同時に トリコマ イシンの 大 量 を 内服 させ

る｡1日 δ万単位以 上でない と効力が弱いが,吐 気な ど

の副作用があるのが欠 点であ る｡

(3)更 に,そ の夫の性器を検 し,こ れに本虫が陽性な

らば,こ れに も本剤を内服 させ る｡

以上である｡

2｡女 性性器モ ニ リア ジスに対す る効果

a・ 試 験管 内実験

サブPt一 氏ペプ トン水 に,サ ブ ロー氏寒天培地上36

時 間培養 のCandidaalbicansの 食塩水稀 釈 液の1滴 を

落 し,これ に種 々の稀釈 の トリコマ イシン溶液 を加え て,

発育阻止 作用を検 した｡

その結果,48時 間観察 では,ト リコマ イシンの0.5

単位で・Canant株,松 丸殊 の発育 を阻止 し,0.25単 位

で佐藤株 の発育 を阻止 した｡120時 間観察では,1単 位

でCanant株 の発育 を阻止 し,5単 位で松丸,佐 藤両株

の発育 を阻止 した｡120時 間 にな る とこのよ うに本 剤の
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阻止作用 が弱 まるのは,本 剤が水溶性にな る と著 る し く

効力が減弱す るた めであろ う｡

b.臨 床上効果

現在 まで に50例 以 上の女性 性器のモ ニ リア ジスに本

剤を応 用 しているが,そ の結果は次の よ うであ る｡

(1)1～7回,平 均5回 の トリコマ イシン膣錠挿入に

よつ て,膣 モニ リアジスは治癒 す る｡

(2)し か し,こ れ は再 び発現する ことが多いa

(3)こ の再現 の原因は,ト リコモナ スの場合 と同様,

患渚 の膀胱,直 腸中のカ ンデ ィダに よる自己感染及び夫

の性器 のカ ンデ ィダによる再 感染であ る｡

(4)従 がつ て,性 器 モニ リアジスの完全 な治療 のため

には,ト リコマイ シン膣錠(50,00011g位)の 長期挿 入,

トリコマイシ ン50,000単 位以 上の内服 を必 要 とす る｡

(5)ト リコマイシ ン軟膏 を外陰部 な どに塗布 する と結

果 は よい｡

(6)な お,夫 の性器 を検査 し,カ ンデ ィダが陽性な ら

ば,こ れに も トリコマイシ ンを内服 させる｡

(7)ト リコマイシンにペニシ リンを加 えた製剤は,モ

ニ リア ジスに対す る効果 が劣 るよ うで あゆ｡

3.嫌 気性菌に対す る トリコマイシ ンの効果

膣 トリコモナスは嫌気性発育で ある｡ト リコマイ シン

が,こ の トリコモ ナスに よ く作用す る点か ら考 えて,わ

れわれ は,本 剤の嫌気性菌に及ぼす作用 を検 した｡

この試 験に選んだ菌種は,わ れわれ が女性性器か ら分

離 し,わ れ われの研究室に保存 してい るStaPhyZocoeeus

anaerobiusの1株,StreptococcusanaeTobiusの1株,

B・ramosusの1株,及 びB.Perfringens(Clostridium

welchの の1株 であ る｡な お対照 として,好 気性 ブ ドウ

i球菌(寺 島株)及 ひ好気性溶血連鎖球菌1型 を使用 した｡

Vfブ イ ヨンに トリコマ イシンの 種 々稀釈液 を加え,

これ に上述の菌 を培養 して,そ の 発 育 阻 止 作 用を検 し

た｡そ の結 果は次の よ うであ る｡

48時 間培養 観察 で,以 上全 部の嫌気性菌が,ト リコ

マイシ ンの500単 位(こ の場合0・5mg)で 発育を阻止

された｡こ れ は,mgに して比較す る とホモスル ファ ミ

ンの2分 の1㊧ 強 さであ る｡他 方,対 照 として取つたブ

ドウ球菌 または溶 血連 鎖 球 菌に は殆 ん ど作 用 しなかつ

た｡

このよ うに,ト リコマイシ ンは嫌 気性細 菌に対 しても

ホモスル ファ ミンに近い作用 を現 わす ものであ ることを

知つ た｡

4.本 剤の臨床応用 に関す る考察

トリコマイ シンは上に述べた よ うに,膣 トリコモナス,

カ ンデ ィダ及び嫌気性菌に よく作用す る も の で あ るか

ら,こ れ の墜 錠剤(50・000単 位)を,ト リコモナス膣炎

や膣 モニ リアジスに応用す るのみでな く,子 宮癌患者手

術前 の膣内や,感 染のおそれ のあ る分娩時膣 内に挿入 し

て,癌 手術後 の感 染や産 褥熱の予防に使用 しては どうか

と考えて,臨 床観察 をお こなつ たが,ト リコマイシンの

みでは好気性菌が全 く影響 され ずに残 り,嫌 気性菌 も完

全に消滅す るとは限 らな い｡

そ こで,50,000単 位の レリコマイ シンと50,000単

位 のペ ニシ リンを も含む膣錠 を上の 目的に使用 したが,

その結果,ト リコモナスは もちろん,嫌 気,好 気両種細

菌 の過半 数は消失 し,膣内容物 も著 る しく清潔にな るが,

なお細 菌の一部 は残存す る上に,カ ンデ ィダは これに影

響 され ることが少い事実を認めた｡

そ こで更に,ト リコマ イシ ン50,000単 位 と0.5～1g

のホモスル ファ ミンを含む膣錠 を上 の 目的 に 使 用 した

が,そ の細菌 に対 す る効 力は,ト リコマイ シン単独の も

のに較 べて大 きいが,ト リコマ イシ ンとペ ニシ リンとを

合せ た ものに較 べて明 らかに劣 ることが判 明 した｡そ れ

のみで な く,サ ル ファ剤を加え るとペ ニシ リンを加 えた

場 合 と同様,カ ンデ ィダに対す る作用 が弱 る よ うな成績

となつ た｡

以上 の成績 か ら,子 営癌患者 の膣や分娩時 の膣に挿入

して感 染を予 防す るためには,2段 の方法 を取 り,先 づ

100,000万 単位以 上 のペ ニシ リン膣坐薬 と約19の ホモ

スル ファ ミンを4～5H問 挿入 し,こ こで カ ンデ ィダを

検査 し,こ れ が陽 性な らば,薬 剤 を交換 して,ト リコマ

イシ ン50,000単 位膣錠 を揮 入す るのが よい と考 える｡




