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1 緒 言

Sulfamethoxazole-trimethoprim合 剤(以 下ST合

剤 と略す)は2種 の細菌 の核酸合成阻害剤 を合理的 に組

み合 わせ ることに より抗菌力 の相乗的増加 を意 図 した製

剤で(図1),本 剤1錠 中 にSMX400mg,TMP80mg

の割合で含有 し,表1に 示す ような物 理化学 的性状 をそ

れぞれに有 す るユ ニ-ク な抗菌 剤であ る。われわれは本

剤を小児感染 症に使用 する経験 を得たので報 告す る。

II 臨床投与成績

(1) 投与対象(表2,3):投 与 の対象 となつた小児の年

令は生後20日 か ら13年 におよび,男 児8例,女 児5例 の

計13例 で ある。また疾病 と しては尿路感染症7例(急 性

4例,慢 性3例),急 性大腸炎2例,腺 窩性 アンギーナ3

例 お よび左上顎膿瘍1例 でこれ らを起因菌別にみる とグ

ラム陰性菌9株(Proteus2, Enterococci 1, Escherichia

coli 5お よびKlebsiella 1),グ ラム陽性菌4株(Strep-

tococcus haemolyticus 1,お よびStaphylococcus

aureus 3)で あつ た。

(2) 投与方法:本 剤 の1～2錠 を1日 量 とし2回

に分 服 し,ま た, 1ml中SMX40mg, TMP8mg

を含有す るシ ロップ剤 に つ い て は5～10mlを1

日量 と し2回 に分服 し,そ の投与期 間は6～15日 間

に及んだ。効果判定の基準は疾病に より一定 した も

のは決め られなかつたが,そ れぞれについて臨床症

状,局 所所見,菌 消失 の状態,検 査 所見,投 与 日数

等 を指標 と して決定 した。

(3) 結果:表3に 示 した よ うに著効7,有 効3で

13例 中10例(76.9%)の 有効率を示 した ことになる。

疾患,菌 別に検討 してみ ると, Proteus, Escherichia

coli感 染症 には きわめて有効な結果をえ,急 性,慢

性 を問わず尿路感染症 に対す る効果が著明であつた。一

方, Staphylococcus aureus感 染症に対 して も良好 な成

績 を得たが,特 に上顎膿瘍 の1例 では他の薬剤に よる治

療を併用 したが,本 剤使用後の排膿が著明に減少 した こ

とが注 目された。

(4)副 作用:シ ロ ップ剤を投与 した3例 中1例 に内服

拒否が一時的に あ り,ま た 自家中毒様の症状 を示 してい

た2例 ではそれ らの症状が増悪 したため投薬 を中止 し効

果判定が不能 となつた。 これ らの症例が示 した悪 心,嘔

吐 お よび腹痛症状は本剤に よる副作用 とは決 めかねた。

また紫斑病性腎炎 に尿路感染症を併発 した患児につ いて

は投 薬に より著効 を示 したが,投 与10日 目よ り血色素尿

を呈 したた め投薬 を中止 したが これが原疾患に よるかど

うかの判定 も不 可能 であつた。

表1 物理化学的性状

図1 細菌の代 謝経路におけ るSMXお よびTMP

両薬剤の作用 点
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表2 ST合 剤投与成績 (北大小児科)

表3 ST合 剤投与成 績

註 VUR : 膀胱尿管逆流現象
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(5) 検査所見:末 稍血液,尿 所見 では経時的な異常は

な く,血 清GOT, GPT, Urea N値 について使用前,

使用 中お よび使用後 の検索 を10例 について 行 な つ た が

特 に変化 を認 めなかつた(表4)。

III 結 語

ST合 剤を小児感染症13例 に使用 し,有 効率76.9%の

成績 を得たが,な か でもグラム陰性菌に よる尿路感染に

対 して著効を示 した ものが多かつた。特記すべ き副作用

は認め られ なかつた。

表4 検 査 成 績

註 各成績の上段:投 与前,下 段:投 与後
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Good therapeutic results were obtained in most of 13 infantile infections belonging to 4 different 

diseases by daily oral dose of 1 to 2 tablets of SMX-TMP (1 tab. were included 400 mg of SMX and 80 

mg of TMP). SMX-TMP was suggested to be effective in urinary tract infection. The rate of effective-

ness amounted to about 76.9% in total cases treated. 
No significant side effects were observed.


