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Cephalosporin系 抗生剤 はグ ラム陰性桿菌感染症,

耐 性 ブ ドウ球菌感染症等,難 治性 の感染症の増加 した 外

科領域の感染症1)2)3)4)に対 して しば しば第一次選択薬剤

と して用い られ,そ の抗菌力が広範 囲で あ ること,副 作

用の少 ない ことか らす ぐれた効果 をあげてい る。

われわれ はCephalosporin系 新抗生物質 であ るCef-

tezoie (CTZ)に ついて,主 として術 後感染症 に使用 す

ると同時 に若干 の基礎的 検討 を行な ったので報 告す る。

CTZの 試験管 内抗菌 力(Fig.1, 2, Table 1)

昭和50年 度,外 科領域 におけ る 感染症か ら分離 した

Staph. aureus 20株,E. coli 17株,Klebsiella 22

株,Proteus 17株,計76株 につ いて抗菌力を測定 し

た。

測定の方法 は,日 本化学療法学 会のMIC小 委員会 の

方 法に従が い5),寒 天平板希釈法 を用 い て0.20～100

μg/mlの 各濃度 系列の抗生剤 を含 んだHeart Ivfusi-

on Agar(栄 研)を 作 り;こ れに トリプ トソーヤ ブイ

ヨン(日 水)で37℃,24時 間培養 した菌濯 を画線塗沫

して,37℃,20時 間培養 後に判定 した。

Staph. aureus 20株 に対 す る 感受憐分有 を み ると,

Fig. 1 Distribution curves of cumulative sensitivities (CTZ, CEZ, CER, CET)
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0.20～3.13μg/mlに 分 布 し,0.39 μg/mlにpeakが

認 め られ きわ め て 良 好 な 感 受 性 分 布 を 示 す 。他 のCepha-

losporin系 抗 生剤 と比 較 す る とCePhalothin (CET),

Cephaloridine (CER)よ りや や 劣 るが,Cefazolin

(CEZ)と ほ ぼ 同 等 の抗 菌 力 を 示 し て い る 。

E. coli 17株 に対す る抗 菌力を み る と,1.56～100

μg/ml以 上に分布す るが,3.13 μg/mlに,peakを 示

す。CET, CER, CEZと 比較す る と,CET, CER

よ り1～3濃 度段 階良好な感受性を示 し,CEZと ほぼ

同様 の抗菌力で あった。

Klebsiella 22株 に対す る感受性分 布をみると,25

μg/ml以 上に36.4%が 分布 してい るが,9株 が0.78,

1.56 μg/mlのMICを 示 してい る。CET, CER,

CEZと 比較す る とCEZに 類似 した分布で,CET,

CERよ り1～2濃 度段階良好 な感 受性分布であ った。

Proteus 17株 に対 す る 感受性分布 をみ ると,3.13～

6.25 μg/mlに10株,約60%が 分布 し,比 較的良好な

感受性を 示 してい る。CEZと はほぼ 同等 の抗菌力であ

り,CET, CERよ り約1濃 度段階 良好な感受性分布で

あ った。

CTZとCEZと のMICの 相関を グ ラム陰性桿 菌 に

つ いて検 討す ると,Fig.2の よ うな 強 い相 関が 認め ら

れ る。

CTZの 吸収,排 泄

検定菌 と して,B. subtilis ATCC 6633を 用い,薄

層 カ ップ法で測定 した。

なお標準 曲線 としてはpH7.2の リン酸緩衝液 に溶解

した もの を用 いた。血清中濃度 は58kg,64kgの 健康

Fig. 2 Cross sensitivity of CEZ and CTZ

Table 1 Sensitivities distribution of clinical isolates
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男子に19を 筋注 し,注 射後30分,1, 2, 3, 4時 間

後に採血 し,血 清を分離 して測定 した 。結果 はFig.3

の ように30分 後 にpeakに 達 し,平 均20μg/mlで

以後急速 に低下 し,4時 間後に は1μg/ml未 満で あっ

た。

尿 中排泄量 は同一症例に おい て,4時 間以内に65.6,

69.3%排 泄 され た。

胆汁中濃度を胆道系 手術 後に,総 胆管 にT tubeを

挿入 した症例についてCTZを1g,1時 間かけ て点滴

静注 し,1～8時 間にわ たって採液 し,測 定 した。

結果はFi畠4の よ うに胆 石症で手術を行 なった1例

に4時 間 目に16.5μg/mlを 示 した ものが 最 高であ っ

たが,他 の4例 は いずれ も3μg/ml以 下 を示 した 。

血清中濃度を 同時 に測定 した症例はFi畠5の よ うに,

血清中濃度は1時 間目に25.5μg/mlとPeakに 達 し

た。胆汁中濃度は4時 間 目に,3.4μg/mlを 示 したが,

7時 間以後 はtraCeで あった。

臨 床 成 績

臨床投与例 はTable 2に 示す ように,主 と して外科

手術後 の感 染症13例 に対 して投与 し,検 討 した。検 討

期間は昭和50年2月 か ら10月 までであ る。投与方法

は点滴 静注 お よび20% glucose 20mlに 溶解 し,ゆ っ

くり静注 した。

Fig. 3 Serum levels of CTZ in 2 healthy

human subjects ( 1 g i. m. injection)

Fig. 4 Bile concentration of CTZ

Fig. 5 Serum levels and bile concentration 

of CTZ
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Table. 2 Clinical results treated by CTZ
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投与総量 は最高138g,最 低3gで あった 。

臨 床効果は当教室 の基 準に したが い,次 の よ うに定 め

た。

著 効:投 与後48時 間以内に著 し く 症状の 改善をみ た

もの

有 効:投 与後臨床 症状が漸次改善 した もの

や や有効:投 与後 しだいに症状 の軽 快をみたが,他 の

因子が大 き く関与 した と考 え られ るもの

無効:症 状 の不 変,も し くは増悪 した もの

副作用につ いては,投 与前後 の血 液検査所見,肝 機 能,

総 蛋 白を中心 に検 討 し,そ れに 自覚症状,皮 膚症状 を加

え検討 した。 なお,CERの 皮内反応 を行ない,陽 性の

症例には 投与 しなか った。 起炎菌は8例 に検出 し,E.

coliが4例 と最 も多 くを 占めてい る。

結果は,著 効2例,有 効6例,や や有効4例,無 効1

例 であ った 。

副作用 につ いてみ ると,症 例12に おいて,最 初に

20% glucose 20mlに 溶解 して 静注時 に軽度 の気分不

良を訴 え,以 後点滴静注に変 えた。

臨床検査 成績をみ ると,血 液所 見では特に変化を認め

なか った。Total bilirubinで はCBAの 症例5に

おい て,逆 行性感染 のた め,黄 疸の 上昇を認め,症 例

2に おいて輸血後肝炎(CTZ使 用前1600ml,使 用

中600 ml輸 血)と 思 われ る症状で1.9mg/dlに 上昇

した 。GOT, GPTに おいて,症 例2,抗 腫瘍剤,輸

血を行 な った症例8,お よび肝 転移を認めvincris-

tine使 用 中の症例10で 上昇 したが,い ず れ もCTZ

に よる副作用 とは考 え られ なか った。

Fig. 6 Transfer of clinical examination before and after CTZ administration
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以下,臨 床例について簡単 に述べ る。

症例3は 遺残胆嚢管,総 胆管狭窄 で,手 術後腹腔 内

膿瘍,胆 管炎で発熱,ド レー ンか らの膿分泄が持続 し,

GM, CEZ, FOM等 を 投 与 したが,上 記症状を 繰 り返

した ところ,解 熱傾向を認 めたが,Al-P, LAPは 改善

した。

術後53日 目よ りCTZを 投与 し,投 与後2日 目か ら

解熱,症 状の改善を認め,著 効 と判定 した。

症例5は 生後2ケ 月 目に 肝 内部空 腸吻合を 行な った

後,術 後4ケ 月頃か ら発熱,黄 疸 を認め,CTZを 投与

せず 無効 と判定 した。

症例7は 結腸腫瘍術後18日 頃か ら39℃ 前 後 の発

熱を認め,SBPCを 投与 したが 腹壁 の炎症 症状,発 熱

が持続 し,CTZを 投与 した。 投与後 解熱,赤 沈 の改善,

CRPは8(+)か ら3(+)に な り,著 効 と判定 した。

総 括

CePhalosPorin系 新抗生物 質,CTZに ついて,基 礎

的,臨 床的に若干 の検討を行 な ったので報告す る。

1. CTZの 臨 床分離 株に対す る感受性分布を検討 し

た結果,Staph. mreusで は,20株 すべ てが3.13

μg/ml以 下に分布 し,き わめ て良好 な感受性 を有 して

いた。

グラム陰性桿菌につ いてみる と,E.coli 17株 では

3.13μg/mlにpeakを 有 し,100μg/ml以 上 の株は

1株 に過 ぎなか った。

Klebsiella 22株 で は25μg/ml以 上 に36%が 分 布

す る ものの,3.13μg/ml以 下 の 株が50%を 占めてい

る。Proteus 17株 で は3.13, 6.25 μg/mlに 約60%が

分布 し,比 較 的良好な感受性を示 した。他のCephalos-

porin系 抗生剤 と比較す ると,CEZと ほぼ 同等 の抗菌

力を示 し,グ ラム陰性桿 菌に対 しては,CET, CERよ

り1～2濃 度段 階良好な感受性分 布を認めた。

2. 吸収,排 泄を検討 した結果,血 清中濃度で は,1

g筋 注後30分 でpeakに 達 し,約20μg/mlで あ っ

た。 尿 中排泄は4時 間で約65～70%と 良好な排泄 を認

めた。胆汁 中濃 度についてみ る と,1g点 滴静注 を1時

間で 行な った場 合,1例 だ け 最 高16.5μg/mlに 達 し

たが,他 の5例 はいずれ も4μg/ml以 下であ った。

3. 臨床投与例13例 につ いて検 討 した結果,著 効2

例,有 効6例,や や有効4例,無 効1例 であ り,有 効 以

上の効果を示 した ものが,約60%に 認め られた。

4. 副作用につ いてみ ると,13例 中1例 に静注時,軽

度 の気分不良を認 めたが,そ の他 血液所見,肝 機能 では,

CTZに よると思わ れ る副作用は認 めなか った。

(稿を終わ るにあた り,ご 校 閲をいただ きま した田ロ

ー美教授に深謝 します。)
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Laboratory and clinical investigations have been carried out on ceftezole (CTZ), a new cephalosporin 

antibiotic. 

1) Sensitivity distribution of CTZ to clinical isolates was investigated on Staph. aureus, E. coli, Klebsiella 

and Proteus. As a result, sensitivity of CTZ was almost the same to that of CEZ, and sensitivity distribution to 

Gram negative bacteria was 1 •` 2 degrees higher than that to CET and CER. 

2) Absorption and excretion of CTZ were studied. As a result, blood concentration attained to peak of about 

20 ƒÊg/ml 30 minutes after an intramuscular injection of 1 g. As to excretion in urine, 65-70% was excreted within 

4 hours. CTZ 1 g was injected intravenously by drip infusion for 1 hour, and concentration in bile was less than 

4 ƒÊg/ml in 5 cases out of 6 cases, while 16.5 ƒÊg/ml in another case. 

3) CTZ was applied clinically to 13 cases of surgical infections, and the results obtained were excellent in 2 

cases, good in 6 cases, fair in 4 cases and failure in 1 case, effective ratio being about 60%. 

4) As a side effect, 1 case complained of slight discomfort at intravenous injection. Blood finding and liver 

function did not demonstrate any side effect which would have been attributed to CTZ.


