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外科領域におけ るSF-837(ミ デ カマ イシン)の 基 礎的 な らびに臨床 的検討

柴 田 清 人 ・伊 藤 忠 夫 ・藤 井 修 照 ・西 秀 樹 ・村 松 泰

名古屋市立大学第 一外 科学教室

(主任;柴 田清人教授)

明治製 菓中央 研究所におい て開発 されたmacolide系

の新抗生物質SF-837に っ いて 外科領域に おける基礎的

な らびに臨床的検討を行なつた ので報告す る。なお,臨 床

的にはDouble blind testと して,SF-837と Leucomy-

cinを 使用 した症 例 とを比較検討を行 ない,あ わせ報告

す る。

1) 血中濃度および尿中排泄率

健康成人3人 に,空 腹時SF-8371回400mgを 内服

投与 し,経 時的に血中濃度お よび尿 中排 泄率を測定 した

俵1)。

なお,生 物学的測定法 と しては検定菌Streptococcus he-

molyticus溶連菌A-S-8を 使 用す る鳥居 ・川上氏重 層法に よ

り測定 した 。また,標 準曲線はpH7.2の 燐酸緩衝液に より

作成 した。3例 の平均値は,peakが1時 間後で1mcg/ml

前後 の値 を示 し,2時 間 で0.81mcg/ml,6時 間後 では測

定不能(0.5mcg/ml以 下)で あつ た。また,食 後投 与 した

1症 例 ではPeakは やや遅れ,2時 間値 にあ り多少空腹 時

の投 与 より低値を示 した。前 記同一対象4例 の平均 尿中

排 泄率は4時 間 まで漸次上 昇 し,4時 間以後で は減 少の傾

向にあ る。12時 間 までの尿中排 泄率は最低1.1%か ら最

高2.9%(平 均2.1%)と,か な り低率を示 した(図1,表2)。

2) 感受 性成績

最近,外 科 的病巣か ら分離 した病 原性黄 色 ブ菌27株 の

SF-837に 対す る抗菌 力を 日本化学 療法学 会標準法 に し

たが い,寒 天平板希釈法を用 いて測 定 した。同時に比較

のた めにmacrolide系 抗生剤 としてEM(Erythromycin)

表1　 SF-837 血 中 濃 度

(400mg経 口投 与)

図1 SF-837 尿 中 排 泄

(400解 経口投 与)n=4

表2 SF-837 尿 中 排 泄

(400mg経 口投 与)

単 位:mg
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お よびJM(Josamycin)を 選 んで,そ れぞれ上記菌 株 の抗

菌 力 もあわせ測定 した。SF-837で は100mcg/ml以 上 の

耐 性株は26株 中7株,感 受性株 と しては0.8～1.6mcg/

mlの 間に19株(73%)が 認 め られ た。な お,標準菌 株黄

色 ブ菌209P株 の感 受性は0.8mcg/m1を 示 した(表3)。

SF-837とEMと の抗菌 力の比較で は,感 受 性 株 で

はEMが2,3段 階鋭敏 な感受 性を 示すが,EMの

100mcg/ml以 上 の耐性 株 がSF-837で は, 0.8 mcg/ ml

の感 受性を認めた もの も2株 あつた。耐性株 に 関 し て

は,両 者 ともほ とん ど交叉耐 性が認め られ た(図2)。

SF-837とJMと の抗菌 力の比 較では,ほ とん ど同様

な抗菌 力のpatternを 示 した(図3)。

3) 臨床使 用成績

SF- 837を 主 として 外科領域に おける軟部組織 の急性

(化膿性)感 染 症に使用 した。 なお, 20症 例を選 ん でSF -

837お よびその対 象と してLM (Leucomycin)と の間 の

Double blind test(以 下, DBTと 略)を 試 みた。

DBTを 行な う機関 の申合わ せで決めた 表4の よ うな

効 果判定基準に従 がい効果の判定 を下 した。従 がつて対

象疾患 も前記 の軟部 組織 の急 性化膿 性 感 染 症に限定 し

た。また,投 与量 も一定 と し,1回2cap. (400mg)を1日

3回 投与を原則 とした。な おDBT以 外 に も数例SF - 837

を投 与 した症例 もつけ加 え報告 する。DBTの 症例だけ

を と りあげて検討す ると表5,6の とお りで,投 与期間

表3 MIC Distribution of SF-837, EM, JM against staphylococcus aurens(27 strains)

図2 Comparison of antibacterial activity between

SF-837 and EM Staph210coccus aureus(27 strains)

mcg/ml

図3 Comparison of antibacterial activity between

SF-837 and JM Staphylococcus aureus(27 strains).

mcg/ml

表4 軟部組織 の急性(化 膿 性)感 染症に対す る

SF-837の 効果判定基 準

発 熱,発 赤,腫 脹,硬 結,疼 痛,熱 感,排 膿,白 血 球

数,赤 沈,細 菌 学 的 検 査 の 消 長 等 を 勘 案 し,お よそ つ ぎ

の とお り総 合 判 定 す る。



VOL.21 NO4 CHEMOTHERAPY 813

表5　 外 科領域におけ るSF-837の 臨床 使用成績

表6　 外 科 領 域 に おけ るLeucomycinの 臨 床 使 用 成 績
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はSF-837で は平均5日, LMで は5.8日 で ある。起炎

菌 は, SF-837症 例では黄色 ブ菌4株,白 色 ブ菌1株,

LMで は黄 色 ブ菌2株,白 色 ブ菌2株,グ ラム陰性桿菌

2株,が 検出 されてお り,両 者の間にはやや菌種 の片寄

りがみ られ る。疾 患別にみ て も両者の間には 同様 にや や

偏重 が認 め られ る。な お,原 則 として切開はで きるだけ

差 しひか え穿刺に よ り,膿 汁培養 を行なつた。 しか し,

やむ な く切 開を行なつた ものではで きるだけ小切 開に と

どめ る ように した。前記 の効果 判定基 準に よ り判定す る

と,SF-837で は表7の とお り,著効1例,有 効5例,や

や有効1例 で,2症 例は患者 が1回 投与だけで来 院せず

判定不能 の脱 落症例であつ た。 LMで は著効1例,有 効

6例,無 効2例,不 明1例 となつてい る。臨床効果 を検 出

菌 の感受性 と比較 検討 してみ る と,か な り矛盾 した結果

が 出ている。す なわち,SF-837で は症例1),6)(こ れ

は 同一症例 で期間をお いてほ とん ど同一部位に罹患 した

もの)で はSF-837を 含むmacrolide系 抗生剤 のすべ て

に耐性で あるに もかかわ らず臨床 的に有効 と判定 され て

い る。LMの 場 合では,グ ラム陰 性桿菌 検 出症例 で2例

有効 となつ ている。 これ らを分 析 してみ ると,前 者 の症

例に関 しては検 出菌 の菌数が比較 的少なかつ た とい うこ

とか ら臨床効果 と感受性 の不一致 がお こ り得て も不思議

ではな いと考 える。 また,こ の症例では, SF-837投 与

2ヵ 月前か ら再 々同部に癌 を生 じ,切 開を繰 り返す が完

治せず,本 剤 の投 与で再発 をみず まつた く治癒 した。 こ

の ことか ら臨床 的には明 らかに効果 があつた と考 えてい

る。 また 五M投 与症例 のグラム陰 性桿菌検 出例につ い

て も,症 例2の 場合には,最 初AB-PCを 投与 し無効 で

あつた のでSF-837を 投 与 した症例 であ るが,こ の時

採取 した膿汁 中か らの検 出菌は,か な りAB-PCの 影響

を うけ ている と思われ る。従がつ て混 合感 染 とい うこと

も考 え られ,グ ラム陰性桿菌が 真 の起炎菌か どうか も菌

数 の記載 な どが不明瞭 のため はつ き り説明 しえない。 も

う1例 のグ ラム陰性検 出例に関 して も記載 不 充 分 の た

め,や は り同様の ことが考 え られ る。以上 の ことか ら効

果判定規準 は,検 出菌の菌数 の面(除 菌 効果),あ るいは

感染発症時期 と治療開始時期 との関 係,投 与前 の抗生剤

使用 の有 無な どを考慮 して,さ らに詳 細に検討を加え る

必要が ある と考 え る。 また,全 く抗 生剤 の投 与 していな

いcontrolの 症例 と本剤 との比較 も必要 といえ るか もし

れな い。 いずれ にせ よSF-837とLMの 臨 床使 用成績

は小数で比較す るには問題では あるがか な りの類似性が

認め られ,SF-837は なおDBT以 外 に使用 した 五Mと

くらべ てなん ら遜色がな いもの と考 える。

SF-837の 症例は3例 で,い ずれ も軟 部組織の感 染で

あ り全例 有効 と判定 された。副作用 に関 しては全例外来

通院 の軽 症の感 染症 のため,肝,腎 機能 あ るいはその他

の血液学 的検査は施行 していないが,認 むべ き消化器系

障害,あ るいは アレルギ ー性反応 な どは証 明 され なかつ

た。

総 括

1) 健康成 人に対す るSF-837 400mgl回 投 与の血

中濃度 は1時 間にpeakが あ り,1mcg/ml前 後の値を

示 し,6時 間では証 明 され なかつ た。 尿 中排泄 率は12

時間 までに平均2.1%と かな り低率 であつた。

2) 感受性成績 ではSF-837はJMと ほぼ 同等 の 感

受性が証 明され た。

3) SF-837の 主 として表在性外科 的感染 症に対 す る

臨床使用成績 は,著 効1例,有 効8例,や や 有効1例,

不明2例 の結果 を得た。 またLMと のDBTに よる比

較では,小 数例 ではあるがかな りの類似性が証 明され,

LMと なん ら遜 色がない と考え られたが,臨 床 効果 の判

定規準に関 してはなお問題 とな る点が2,3あ つ た。副

作用 としては認 むべ きものはなかつ た。

表7 外 科 的 軟 部 感 染 症 の 臨 床 効果

Double blind test (LMとSF-837の 比較)
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Abstract

The laboratory and clinical investigations in the field of surgery have been carried out with SF-837, a 

new macrolide antibiotic. 

1) Four hundreds mg of SF-837 were orally administered in one dosis to 3 healthy adults in the 

fasting states, and the blood level reached the peak (0.76•`1.30 mcg/ml) after 1 hour, and it was undetec-

table 4 hours after the administration. In 1 case, however, the same dosis of the drug was administered 

orally after meal, and the peak attained after 2 hours, and the level continued even after 4 hours. The 

urinary excretion of the drug was low as 1.1•`2.9% of the administered dosis within 12 hours. 

2) The MIC of SF-837 was measured on 27 strains of Staphylococcus aureus isolated from various 

surgical lesions and it centered around 0.8•`1.6 mcg/ml, antibacterial activity being thus almost the same 

as that of JM. No cross resistance was observed between SF-837 and EM. 

3) The clinical results with SF-837 in superficial surgical infections were remarkably effective in 

1 case, effective in 8 cases, fairly effective in 1 case, and undeterminable in 2 cases. The comparison 

was made with leucomycin by means of the double blind test, and the result obtained was almost the same 

between these two antibiotics.


