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外 科領 域 におけ るCefoxitinの 基 礎 的,臨 床 的検 討

藤野龍一 ・山本裕士 ・中山文夫
九州大学医学部粥一外科

Cefoxitin(セ ホ キ シ チ ン,以 下CFXと い う)は

米国Merck Sharp & Dohme Research Laboratories

に より開発され,1972年 に発表 された新規の化 合物 で,

セファマイシン系の新抗生物質 である。 これはProteus

vulgaris,Yersinia enterocoliticaに とくに強 い抗菌活

性を示 し,グ ラム陰性菌では概 して従来のセ ファロスボ

リン剤に優 るといわれ,一 方,グ ラム陽性菌 では他 のセ

ファロスポ リン剤に く らべ 多少抗菌 活性 が劣 る。 また

Pseudomonas, Enterobacterに は抗菌活性は示 さない と

されている。 しか し嫌気性菌のBacteroides fragilisに

対しては極めて有効 とのことであ る1)2)。

今回,我 々の教室 においてCFXの 基礎的,臨 床的な

検討を試みたので報告す る。

I.治 験

1,基 礎的検討

CFX投 与後の血中濃度,胆 汁中濃度,尿 中排泄率を

経時的に測定 した。

1)対 象

昭和51年6月 から同年12月 までの九大第一外科入院患

者で総胆管結石症術後1週 間 目の 患 名6例 で,男 性4

例,女 性2例 であ る。

2)投 与方法 と試料の採取方 法

CFXの 投与方 法 として,点 滴 静注投与群3例,一 回

静注群3例 に分けた。おのおのの症例 からCFX投 与前

日の胆汁を50mlcoptrolと して採取 した。 点 滴 静 注

群,静 注群 の投与法 および試料採取法はFig,1の よ う

に経 時的 に行 なった。

2.臨 床的検討

CFXを 臨床症例に使用 しその効果を検討 した。

1)対 象

昭和51年6月 よ り同年12月 までの九大第一外科入院患

老 で,主 として,術 後の重症 感染症,お よび,胆 道感染

症症例計16例 にCFXを 使用 した。 なお一部 の症例 では

MICを 測定 した。

II.結 果

1.基 礎的検討の結果

胆 汁中,血 中および尿中 のCFX濃 度は,Table1の

とお りである。 まず胆汁中におけ るCFXの 濃度はFig.

Fig. 1

One shot injection

Drip infusion
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Table 1 CFX levels in bile, serum and urine

a) Sampling time in hours c) Recovery in percentage e) Not tested
b) Sampling time in minutes d) Not detectable

Fig. 2 Cefoxitin levels in bile

2の とお り静注群では,注 射後2時 間 で,ま た,点 滴静

注群では投与後3～4時 間 で最高値 を示 し,以 後徐 々に

減少 しながら両者 と もに だ いたい投与後6時 間 目には

10μg/ml以 下 となっている。つ ぎに血中濃度はTable 1

お よびFi&3の とお り,静 注群 では投与開始後120分 で

ほ とんど10μg/ml以 下 となってい るのに対 し,点 滴静

注群 では240分 で10μg/ml以 下 となってお り,静 注に

くらべ点滴静注投与 の方が有効血中濃度の持続時間の長

い ことが判 る。尿中回収率では,Table 1の とお り1例

を除いては6時 間後に約90%が 尿中に排泄 され てい る。

2.臨 床的検討 の結果

使用症例16例 はTable2の とお りであ り,投 与方法

Fig. 3 Disappearance rate of CFX from serum

はすぺ て点滴静注に よって行 なった。投与量は1g/day

か ら69/day,総 投与量は109か ら1009ま で,投 与 日数

は5日 か ら21日 間にお よんでい る。16例 中4例 にCFX

のMICを 測定 した。

効果判定の基準 としては,(1)創 傷の分泌物 の増減,肉

芽 の状態,(2)解 熱効果,(3)白 血球減少効果,(4)細 菌 の種

類,数 の減少 または消失 の有無,(5)自 他覚症状 の改善の

有無な どを指標 とした。前記5項 目を検討 し,臨 床的に

改善が認め られる項 目が3つ 以上ある ときを著効(廾)

とし,1つ 以上の 項 目が 満足 され て い る 症例を 有効

(+),改 善が認め られない症例,お よび,増 悪を来 した

症例を無効(-)と した。そ の結果はTable 2の とお

りで,患 者は38歳 か ら80歳 に及 んでお り,平 均59.6歳 で

ある。性別は,男 性11例,女 性5例 であ る616例 中細菌

検索を行 なった ものは13例 で,そ れ ぞ れ の分離菌を菌
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種別に見ると,E.coli6例,Klebsiella8例,Entero-

bacter cloacae6例,Staph. epidermidis2例,Proteus

mirabilis1例,Proteus morganii1例,Citrobacterfr

eundii1例,Serratia1例,Candidd例,α-Strep-

tococcus1例 などであ り,グ ラム陰性菌が大部分を 占め

ている。MICを 測定 したのは4症 例 と少数であ るが,

これでは,Klebsiella,Proteus mirabilis, Staph. epider-

midis等 にはCFXは 優れた抗菌活性を示 しているが,

Enterobacter cloacae,Serratiaお よびCandida等 には

抗菌活性を示 さなか った。16症 例中,著 効6例,有 効8

例,無 効2例 で有効率は87.5%で あ った。 副作用につい

ては,CFX投 与前後 のS-GOT,S-GPT,Al-P,BUN,

クレァチニン,ア レルギー発症 の有無 などを 検 討 し た

が,我 々の症例では副作用は全 く認め られなか った。

IIL考 案

CFXのin"vitroで の抗菌スベ ク トラムでは,グ ラム

陰性菌に対 し,ま た,嫌 気性菌のBacteroides fragilis3)

に対 しては優れた抗 菌 力 を 示 す一 方,Pseudomonas,

Enterobacterに 対 しては抗菌活性を示 さない とされ てい

るが,我 々の症例においても全 く同一 の結果 を 得 て い

る。我々の症例で無効 と判定 された2例 につ いて検討 し

てみると,症 例9は,検 出菌はKlebsiellaで あるが,

CFXの 投与量が最初1g/dayと 少 なす ぎた と考 え られ

る。 しかし投与量を2g/dayに 増加す るとKlebsiella

は消失 したが,か わ ってグ ラム陰性桿菌の出現 を見,菌

交代現象が起 ってい る。

症例3に おいてはCFXが 有効 に作用 しなか ったのは

Klebsiellaと ともにEnterobacterが 存在 したため と考

えられる。 また一応臨床症状の改善 が認め られ有効例 と

はなっているが,症 例8で は4g/day×7daysの 投与に

もかかわらずKlebsiellaの みが残存 している例 もみ ら

れる。症例11で はEnterobacter, Klebsiella,Serratia

の混合感染があ り,4g/day×5daysの 投与 に よって も

当然のことなが らEnterobacterの み残存が証明 され て

いる。

一方症例6の よ うに検出菌はEnterob
aoter cloacaeの

み であったがCFX2g/day×5daysの 投与に よ り臨床

症状が改善 され著効 と判定 された症例 も存在 してい る。

これ らのことを考え ると混合感染のある場 合は,や は り

CFX4g/day以 上 を5日 間以上投 与 し,同 時に他 の種

類 の抗生物質 の併用 を行 な うことが組 ま しいのでは ない

か と考 える。投与方法を静注に よるか,ま たは点滴静注

に よるかは,や は り点 滴静注投与 の方が 有効血 中濃度 の

持統が長い よ うに思われる。 吸収 ・緋泄 面ではCFXは

投与後血 中濃度 も速やかに上昇 し,ま た尿中へ の排 泄 も

5か ら6時 閥後に は1症 例を除 き約90%以 上が排 泄 さ

れ,き わ めて良好 である。

胆 汁内に も40～80μg/mlの 移 行が認め られ,有 効濃

度 もか な り長時間保たれているこ とか ら,胆 道感染症 の

治療に も充分に有効である と判断 で きる。

結 語

外 科領域 の症例に対 してCFXを 使用 し,そ の 基 礎

的,臨 床的効果を検討 しつ ぎの結論を得た。

L血 中お よび胆 汁中へのCFXの 移行は きわめ て良

好であ る。 有効濃度 も保持 され る。

2.尿 中排泄 も速やかで,投 与観5～6時 間で90%以

上 が排 泄され る。

3.臨 床症例16例 中,著 効6例,有 効8例 で,有 効

率87.5%で あ った。

4各 臨床症例において副作用は全 くみ とめ られなか

った。

以上 の結果か ら,CFXは 外 科的感染症領域 で きわめ

て有効な抗生物質である と考え る
。
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Table 2 Clinical effect of
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CFX in surgical infections
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LABORATORY AND CLINICAL STUDY ON CEFOXITIN

IN SURGICAL FIELD

RYUICHI FUJINO, HIROSHI YAMAMOTO, FUMIO NAKAYAMA

Department of Surgery I, Kyushu University, Faculty of Medicine

Cefoxitin disappearance rate from serum, concentration in bile and recovery rate from urine were

measured after the intravenous administration 5 minute-IN. in three subjects and 120 minutes-D.I. in three

others. The rate of disappearance from serum was slower after drip infusion. A peak concentration in

the bile of 40•`80ƒÊg/ml was reached 2 hours after the I.V. injection and 3•`4 hours after the start of the

drip infusion. Eighty to 95% recovery from urine was obtained within 6 hours after the administration in

5 out of 6 subjects.

Clinical studies were made on 16 patients including 8 postoperative wound infections, 5 biliary tract infec-

tions, 1 carcinomatous pleuroperitonitis, and 2 postoperative prophylaxis. Cefoxitin was given 1-6 g daily

by drip infusion for 5-21 days. Clinical outcome was excellent in 2, good in 6, fair in 6, and poor in

2 patients. No side effects were observed.

The present study shows that cefoxitin is useful in the treatment of infections caused by Klebsiella,

Enterobacter, E. coli, Proteus and Serratia species resistant to other fl-lactam antibiotics and can be used

against severe bacterial infections as well as for postoperative prophylaxis.


