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胆 道感染症 を主 とした外科感染症 におけ るPipemidic acidの 使用経験

古沢悌二 ・今泉暢登志 ・中間輝次

九州大学医学部第一外科学教室

は じ め に

近年,抗 生物質を中心 とす る化学療法 の進歩 は目覚 ま

しく,感 染症の予防ない し治療 にす ば らしい効果 をあげ

つつある。 しか し,い っぽ うでは耐性菌 の出現,菌 交代

現象 な どの問題が提起 されてい る。 そ こでよ り有効 な,

よ り強力な 化学療法剤 の 要求は 常に 存在す る わけであ

る。最近,感 染症.一般の傾向 としてグ ラム陰性 桿菌 の増

加がみ られるが,外 科感染症の場合 も例外ではない1,2)。

今回,私 どもはグラム陰性菌に強力な抗 菌作 用を持つ

といわれ る新抗菌剤Pipemidic acid trihydrate(以 下,

Pipemidic acidと 略す):8-ethyl-5,8-dihydro-5-

oxo-2-(1-piperazinyl)-pyrido〔2,3-d〕pyrimidine-

6-carboxylic acid trihydrateを 臨床試用す る機会 を得

たので,そ の概要 を報告す る。 また,3例 において胆汁中

濃度の測定 を行な ったので,そ の成績 も併 せて述べ る。

対象ならびに方法

臨床治験対象 は 昭和49年10月 か ら50年7月 にわ た

り当科において入院ない し外 来治療 を 行 なった患者16

例であ る。性別 は男6例,女10例 で,年 齢 は23～65才

(平均46.8才)で あった。 対 象症 例 は 胆道感染症10例

(A群),そ の他の外科感染症6例(B群)で あ る。A群

の内訳は胆嚢結石症3例,胆 嚢胆管結石症3例,胆 管結

石症1例,胆 管十二指腸 吻合術 後状態1例,十 二指腸乳

頭部癌に対す る膵頭十二指腸切除術後状態1例,胆 嚢癌

1例 で,こ れ らはいずれ も胆道炎 を発症 している時期 に

Pipemidic acidの 投与を行なった。B群 は手術創感染

2例,外 傷創感染1例,凛 疽2例,急 性膀胱炎1例 とな

ってい る。

Pipemidic acidの 投与は1日 量 として4～8錠(250

5g含 有錠使用),す なわ ち1～2gを3～4回 に分 割

服用させた 。期 間は最短3日 か ら 最長14日 間で,1患

者に対す る最大投与量 は219で あ った。

効果の判定は臨床経過 ならびに細菌の消長に よった。

すなわち,解 熱効果では3日 以 内に 認め られた ものを

(〓),3～5日 の ものを(+),そ れ以後 も解熱 しない も

のを(一)と した。その他,白 血球減 少,分 泌物減 少,

胆汁清浄化,細 菌消失,一 般状態 の改善 を指標 として総

合的に判定 したが,解 熱効果(〓)以 上 の ものあるいは

解熱効果(+)以 上 で上記事項の2つ 以上 を含む ものを

有効 解熱効果 その他に改善のみ られぬ ものを無効,有

効 と無効の中間に属す るものをやや有効 とした。

胆汁中濃度の測定は3例 に行な った。いずれ も朝食後

30分 に 本剤 の1gを 経 口投与 し,以 後1時 間 ごとに8

時間 までの胆汁 を採取 した。

第1例(BL-1)は43才,女 。体重45kg。3年 前某

医で胆 石症 に対 し胆 嚢摘出を施行後 に胆管狭窄 を きたし

2年 半前当科に入院,肝 門部肝管空腸 吻合を行 な う。5

ヵ月前に黄疽 ・発熱 の反復のため再入院 し,経 皮 経肝 的

胆管 ドレナ ージ(以 下,PTCDと 略す)を 施行 した患者

で,胆 汁 はほぼtotaldrainageの 状態で ある。胆汁 ド

レナ ージ量 は1日400～500ml。 検査時の肝機能 な どで

は血清総蛋 白7.79/dl,血 清 コレステ ロール値195mg/

d1,総 ビ リル ビ ソ値1.4mg/dl,直 接型 ビ リル ビン値

1.1mg/d1,Al-P660mU/ml,LDH 140mU/ml,GPT

100 mU/ml,GOT 90mU/mlな どであった。

第2例(BL-2)は50才,女 。体重60kg。 胆 嚢胆管

結石症に対 し胆嚢摘出,総 胆管切開 ・ドレナージを施行

後7日 目の患者であ る。胆汁 ドレナージ量 は測定 日前後

で1日280～380mlで あった。 肝機能な どでは血清総

蛋 白6.49/dl,総 ビ リル ビン値1.0 mg/dl,血 清 コレス

テロール値150 m9/dl,Al-P 95mU/ml,LDH 165

mU/ml,GPT 42 mU/ml,GOT 33 mU/ml,TTT

1.7な どいずれ も正常範囲 であった。

第3例(BL-3)は65才,男 。体重45kg。 胆嚢胆管

結石症 で胆 嚢摘 出,総 胆管切開 ・ドレナ ージ術後12日 目

の患者であ る。胆汁 ドレナージ量 は1日290～400ml。

生化学検査で は血清総蛋 白6.69/d1,血 清 コ レステロー

ル値135 mg/dl,総 ビ リル ビ ン値1.3 mg/dl,LDH

195 mU/ml,Al-P 235 mU/ml,GPT 90 mU/ml, GOT

84 mU/mlと 軽度 の肝機能 障害がみ られた。

胆汁中濃度の測定はE.coli Kp株 を検定菌 とす る薄

層 カップ法に よるbioassayで 測定 したが,そ の実 施は

大 日本製薬総合研究所においてな された。

結 果

1.　 臨床治験成績

Table1(A)に 胆道感染症(A群)10例 の,ま たTable

1(B)に その他 の外科感 染症(B群)6例 の成績一覧を

掲 げる。
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まず,Table1(A)に おいて症例1か ら3ま では胆嚢

結石症例 で,う ち2例 は術前,1例 は術後 に胆管炎 を発

症 した時点で本剤を使用 した ものである。術前発作期使

用 の症例1,2で は前者で 解熱傾 向な く,全 く無効であ

ったのに対 し,後 者では投与後1日 で解熱 し有効 であっ

た。症例3は 胆嚢摘出だけを施行 したが,術 後8日 前後

か ら軽～中等度の発熱 とともに胆管炎様症状を発症 した

ので本剤を 使用 した もので あるが,有 効例であ る。 な

お,術 中の胆嚢 穿刺に よる胆汁か らの分離菌はE.coli

であった。

症例4か ら6は 胆嚢胆管結石症例 でいずれ も有効例で

ある。症例4は 黄 疸に対 しPTCDを 施行 した後に胆管

炎を発症 した時点 で使用 してい る。 ドレーン胆汁か らは

Enterobacterが 証 明された。2日 目には解熱 し,追 っ

て胆汁の清浄化 もみ られた。症例5は 胆嚢摘 出,総 胆管

切開.ド レナージ後15日 目に 胆道内圧を 測定 したが,

その直後か ら発熱 腹痛な ど胆管炎症状が発現,こ れに

対 し本剤 を投薬 した。 ドレー ン胆汁か らE.coli,Citro-

bacter,Enterococcusが 検出され てい る。2日 目には解

熱,胆 汁清浄化が得 られた。 その後の細菌検査 ではE.

coliの 消失が み られた。 症例6は 胆嚢摘 出,総 胆管切

開 ・ドレナージ,乳 頭形成を施行 した。術後 ドレー ン胆

汁 か ら.E.coli,klebsiella,Morganella,Enteyococ-

cusが 分離 され,胆 汁の混濁が認め られ た。約7週 後発

熱 右季肋部痛,背 部痛を きた し急性胆管炎 と診断 され

た。 これに 対 し本剤1.5g/日 を使用 し,3日 で完全に

解熱 し,自 他覚所見 も好転 した。菌 の変動については ド

レー ンか らの胆汁排泄が停止 したので行 なっていない。

症例7は 総胆管遺残結石例で,胆 管戴石 ・ドレナージ

術後胆管炎を発症 した際 に使用 した ものである。胆汁か

らPseudamonasaeruginosaが 証 明 され た が,本 剤 の

投与後に消失をみた。また,術 創感染が あったが,分 泌

物 の著減を きた した ことなどによ り有効例 とした。

症例8は 胆 石症 に対 し8ヵ 月前某医で胆嚢摘出,総 胆

管十二指腸 吻合を行 なった。半年前か ら黄 疸,発 熱な ど

を惹起 したため,各 種抗生剤を使用 したが根治せぬ まま

次第に肝腫脹,体 重減少を きたす ようになった。当科へ

入院時 も39～40℃ の発熱 を 反復 していた。 軽度 の黄

疽を伴 う肝機能障害を伴 う。逆 流性胆管炎 の診断 の もと

にPipemidicacid2g/日 を投与開始後発熱は いったん

抑制されたかにみえたが,再 び発熱が招来 された のでや

や有効 と判定 した。

症 例9,10は 胆道系悪性腫瘍 に伴 う胆道感染症例であ

る。症例9は 約1年 前,十 二指腸乳頭部癌に対 し膵頭十

二指腸切除を行なった。最近 黄疽,発 熱があ り,急 性胆

管炎 の発症をみた。本剤1.5g/日 ×14日 間 の投与を行

なったが,い ったん解熱す るかにみえたが,本 格的には

解 熱傾向 な く,他 の所見の改善 も得 られず,全 く無効

であ り中止 した。なお,本 例 はPTCDを 施行 後に急 速

に状態 の 好転を み た。 症例10は 胆嚢癌 例であるが,胆

嚢 内に結 石を併有 していた。胆管切 開,結 石摘除 ・外胆

嚢 痩造 設を 行 ない,状 態の好転を 待 って 痩管 を抜去 し

た。胆 汁か らの検 出菌 はSerratiaで あった 。そ の後発

熱,右 季肋 部痛 な ど胆道炎症状 の発現 があったので,本

剤1.5g/日 ×5日 間の投与を行な ったが,自 他覚所見 に

改善 が認め られず 無効 として中止 せざるをえなか った。

しか しなが ら,本 例は術後抗癌剤 を併用 し,こ とに 白血

球減 少を主 体 とす るpmcytopeniaの 傾 向が あった の

で,化 学療法に際 してはhost側 のこのよ うな因子に充

分 な注意を払 う必要が あった と思われ る。

ついでTable1(B)に おいて症例11,12は 手術創感

染症例であ る。 まず,症 例11は 食道癌に対 する食道再

建術(頸 部食道 胃吻合)後 の頸部術創にPseudomonas

aerugimosaの 感染が起 こ り,緑 色分泌物 の増加を きた

した状況に 対 して本剤2g/日 を使用,3日 目には菌 の

消失をみ,か つ分泌物の 著減を認めた 症 例で 有 効 とし

た。症例12は 胃癌全摘術後胸部手術創に 難治性 の痩孔

を形成,膿 性分泌物を 排 出 した。 その経過 中に 同様 に

Fseudomonasaeru,ginosaの 感 染 が起 こ り,分 泌 物 の

増 加を きた したので 本剤を使用,2g/日 ×3日 に より菌

の消失,分 泌物 減少をみ たので,さ らに19/日x4日 を

継続投与 した有 効例 である。

症例13は 右下腿 の 感 染性擦過創例 である。 分離菌は

MoY,ganella,Pseudomonasで あ っ た の で本 剤 を使 用 し

た 。 分 泌 物 の 若 干 の 減 少,MoYganellaの 消失 をみ ただ

けであったので1週 間で他剤 に変更 した。効果 はやや有

効 と判定 した。

症例14,15は いずれ も長期に わた り治療を 受け た難

治性の指趾 〓疽 例であ る。今 回は充 分に切 開,不 良肉芽

の除去 を行 な うとと もに本剤 を使用 した ところ,分 泌物

は急速 に減 少 し治癒 に向か った。そ こで両者 とも有効例

とした。

最後 の 症例16は 外 科的感染症では ないが,急 性膀胱

炎 に対 して使用 した もので,発 熱,下 腹部痛,頻 尿,排

尿痛,残 尿感 などは投与開始後1日 に してほぼ消失,尿

混濁 も2日 後に は認め られず,き わめ て有効 と考え られ

た。 投薬 は3日 で 中止 したが,以 後全 く再 発を みてい

ない。

以上,16例 におけ る臨床効果を各疾患別に まとめ ると

Table2の とお りである。 すなわち,胆 道感染症10例

では有効6例,や や有効1例,無 効3例 で有効率60%

となる。そ の他の外科感染症6例 では有効5例,や や有
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効1例 で有効 率83%で あった。 したが って 全症例 での

有 効率は69%と なった。

副作用 につ いては特記すべ き ものはなん ら認 め られ な

か った。 血液,尿,肝 機 能,腎 機能 な どで も投与後 に

悪 化をきた した ものはないので,こ こでは記載 を省略す

る。

2.　 胆 汁中濃 度

3症 例におけるPipemidic acid 1 g経 口投与 後の胆

汁 中濃度 を経時 的に測定 した成績 をTable3に 掲 げる。

ただ し,表 に示 した とお り,4.5μg/ml以 下の濃度は

not detectableで あったので,与 え られた 数値はそれ

以上 の濃度だけで ある。 症例BL-1で は胆汁中最高濃

度 を示 したのは 投与後5時 間値8.8μg/mlで あった。

症例BL-2は ピークは3時 間値の9.7μg/mlで あっ

た が,比 較的長 く胆汁中濃度が保たれ,7時 間後 も6.3

μg/mlと かな りの値 を維持 した。症例BL-3は 前2者

に比 べ全般 に濃度 は高 く,ピ ークは4時 間値の20.6μ9/

mlで あった 。7時 間値 も5.8μg/mlと かな りの濃度を

保 っていた。これ ら3例 は第1例 が ほぼtotal draiRage

の状態,第2例 が肝機能 ほぼ正 常例,第3例 が肝機能障

害例であ り,そ れぞれ胆汁排泄機能 に差異があ ると考え

られ る。すなわち胆 汁中濃度 の差異,ピ ークのずれなど

がみ られ る。 しか しいっぽ う,共 通 していえ ることは本

剤1g投 与時 の 胆汁 レベルが 投与後3～5時 間を 中心

に数時間,比 較的高値 を持続す ることであ る。

考 察

近年感染症一般におけ る起炎菌 には グラム陰性桿菌 の

占め る割合が増大 しているが,胆 道感染症において も同

様であ り,最 近 の胆汁分離細菌 の頻度をみ ると, E.celi

を筆頭にKlebsiella, Enterobacter, Protens group,

Pseudomonasで80%以 上を 占めてい る1)。

Pipemidic acidの 抗菌 スペ ク トルは グラム陰性菌の

ほ とんどに わた って お り, MIC値 が1.56～6.25μg/

mlと か な り強力 であ る とい わ れ る3)。 Pseudomonas

aernginosaに はMIC12.5～25μg/mlの ものが 多い

とされ る3)。 また,本 剤は細菌に対 してそのMIC以 上

の濃度 で殺菌 的に働 くとい う3)。 したが って胆道感染症

の起炎菌 に対 しては充分に有効性が推定 され る ところで

あ る。そ こで本剤 の胆汁中排泄をみ るために,3例 にお

いて ドレー ン胆汁中 におけ る濃度を測定 した ところ,病

態 に若干 の相違があ るに もかかわ らず,い ずれ も数時間

の有効濃度(MICか らみ て)を 維持す る可能性が あ る

こ とが判 明 した。た だ し,胆 汁中濃度比 としては本剤 の

類縁抗菌剤Piromidic acidに おけ るもの4)に 比 べて若

Table 2 Summary of therapeutic effect with

pipemidic acid

Table 3 Biliary level of pipemidic acid in man (1.0 g eral)

Concentration of pipemidic acid in bile (μg/ml)

nd: not detectable (<4.5μg/ml)
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干の低値 を示す よ うであ る。

そ こで胆道感染症におけ る臨床応用成績 をみ る と少数

例ではあるが,有 効率60%で あった。 た だ し,こ れ は

無 作為的に行な った ものであ り,さ らに適応,投 与方法

など選択すればいっそ うよい成績 を期待 し うると思われ

る。

その他の外科感 染症 において も最近は グラム陰性桿菌

の比率が増大 している2)。 最近5年 間の教室症例でみ る

と,消 化器系手術創感染検出菌では この比 率は68%で

あ り,非 消化器系手術創感染です ら35%に 及んでい る。

また,外 傷創感染では58%と なってい る。 したがって

本剤の外科感染症領域での使用対 象はか な りの広 が りを

持 ち うると思われ る。本研究では胆道感染症以外 の外科

感染症は5例 に過 ぎなかったが,こ の うち4例 に有効 で

あ り,い ちお う有効率は80%で あった。 ただ し,本 剤

は グラム陽性菌 には抗菌力が弱いため,こ の感染の場合

には使用対象か ら除 くべ きであ る。

最後に副作用 の問題であ るが,本 剤の副作用の発生は

軽症 も含め数%と 比較的低率であ るが,消 化器症状が主

な もので,そ の他 ア レルギ ー様症状,軽 度の肝 ・腎機能

障害な どが報告 されてい る5)。本研究の対 象症例16例 で

は副作用は全 く発症せず,ま た,生 化学 的検査 などに も

投薬 のため と考え られ る病的変動は認 め られ ていない。

以上,Pipemidic　 acidを 胆道感染症 を中心 とす る外

科感染症例に使用 して,お お よそ満足すべ き成績が得 ら

れた といえ よ う。

む す び

1. 胆道感染症10例 な らびに その 他 の外 科感染症6

例にPipemidic acidの1～29/日 を3～14日 間経 口

投 与 し,前 者においては有効6例,や や有効1例,無 効

3例(有 効 率60%),ま た,後 者 においては有効5例,

や や有効1例(有 効率83%)の 成績 を得 た。 副作用 は

とくに認 め られなかった。

2. 胆道 ドレナージ症例3例(う ち1例 はPTCD,他

の2例 は総胆管 ドレナージ)に おいて本剤19投 与後の

胆汁中濃度 を経時測定 した。 ピークはそれぞれ5時 間値

8.8μg/ml,3時 間値9.7μ9/ml,4時 間値20.6μg/ml

であ り,後2者 で7時 間値6.3μg/ml,5.8μg/mlと 濃

度の持続 も比較的良好であ った。
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CLINICAL STUDIES ON PIPEMIDIC ACID IN SURGICAL 

INFECTIONS ESPECIALLY CONCERNING 

INFLAMMATORY BILIALY DISEASES

TEIJI FURUSAWA, NOBUTOSHI IMAIZUMI and TERUTSUGU NAKAMA 

The First Department of Surgery, Faculty of Medicine, Kyushu University

Ten patients with inflammatory biliary diseases (group A) and 6 patients with other surgical 

infections (group B) were treated orally with pipemidic acid at doses ranging from 1. 0 to 2.0 g per 

day for periods from 3 to 14 days. Group A consisted of 3 cases with cholecystolithiasis, 3 cholecy-

stocholedocholithiasis, 1 choledocholithiasis, 1 cholangitis after choledochoduodenostomy, 1 cholangitis 

after pancreatoduodenectomy for carcinoma of papilla duodeni and 1 carcinoma of gallbladder. 

Group B consisted of 2 cases with post-surgical wound infection, 1 traumatic wound infection, 2 

panaritium and 1 acute cystitis. 

The therapeutic results of the drug in group A were evaluated clinically as good in 6, fair in 1 

and poor in 3, and so an over-all efficacy was 60%. Those in group B were as good in 5 and fair 

in 1, its efficacy being 83%. No adverse side effects were observed in either clinical signs or

laboratory data.

The biliary excretion following single oral administration of 1. 0 g of the drug was determined 

in 3 patients with external biliary drainage. The peak of biliary levels of the drug in each patient

was 8.8 μg/ml at 5 hours after administration, 9.7 μg/ml at 3 hours and 20.6 μg/ml at 4 hours.

The biliary level of the drug was found to be maintained over 5 ƒÊg/ml even at 7 hours in 2 

patients.


