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Cefoxitinに 関す る基 礎 的,臨 床的検 肘

西尾 彰 ・酒井 茂 ・宮本慎一 ・本村正一 ・熊本悦明

札幌医科大学泌尿器科

Cefoxidn(CFX)は,1972年 米国のMerck.Sharp &

Dohme Research Laboratoriesに おいて開発 された最

初のcephamycin系 抗生物質であ りFi&1の ような化

学構造式を有す る。従来のcephalosporin系 薬剤 と異な

り,cephem環 の7α-位 に メ トキシ基を持つため,β-

1actamaseに 強い抵抗性を有 する と言われ.β-lactamase

による他の β-lactam剤 耐性 のGram陰 性桿菌や嫌気

性菌に対 してもす ぐれた抗菌力を有す るとされてい る。

Fig. 1 Chemical structure of sodium cefoxitin

今回わ れわ れ は,本 剤 の抗 菌 力 お よ び臨 床 応 用 に つ い

て検討を 行 な った ので 報 告す る。

1.抗 菌 力

<方 法>尿 路感 染 症 患 者 の 尿 か ら分 離 した,Ecoli

(50株),Klebsiella pneumoniae(50株),Proteus(38

株)お よびSerratia(20株)に 対 す る最 小 発 育 阻 止濃 度

(MIC)を 化 学療 法 学 会標 準 法 に 従 って 測 定 した 。 同時

にCephalothin(CET)のMICを 測 定 し,両 剤 の抗 菌

力の比較検 討 を行 な った。

また一定 濃度 の 本剤 を 含有 す るheart infusion broth

にE.coli(MIC12.5)を 培 養 し,そ の 生菌 数 を測 定 し

(本 剤 の殺 菌作 用 を 検 討 した 。

<結 果>E.coliで はFig2の よ うに106cells/ml

では,6.25μg/ml(21株42%),400μg/ml(6株12%)

の2峰 性を 示 し,10scells/mlで は12.5μ9/mi(16株

32%)と800μg/mi(8株16%)の2峰 性 を 示 し た 。

PiMeusの うちindole(-)Proteus(21株)で は ,

Fi&3の とお り106cells/mlで はa25μg/mlに ピ ー

ク(9株42.9%)が,108cells/mlで は25～50μg/ml

に8株(38.1%)が 分 布 した が 、 全 体 的 に は3.13～

<1,600μg/miに 広 く分 布 して い る 。Indole(+)Proteus

(17株)で はFig.4の とお り106cells/ml,108cells/

mlと もに12.5μg/mlに ピ ー ク(と もに9株52 .9%)

が見 られ,接 種 菌 量 を 変 え て もMICの 分布 の変 動 は き

わめて 少な か った。Klebsiella pneumoniaeで はFi&5

に 示 す とお り106ceils/mlで は,a13～12.5μg/ml(19

株39%)と400μg/mi(11株22%)の2峰 性 を 示 し,

また109cell3/mlで も>25μg/ml(19株38%)と400μg/

Fig. 2 E. coli (50 strains)

Fig. 3 Indole (-) Proteus (21 strains)

Fig. 4 Indole (+) Proteus (17 strains)
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Fig. 5 Kleb. pneumoniae (50 strains)

Fig. 6 Serratia marcescens (20 strains)

ml(12株24%)の2峰 性 の分 布 を 示 し た 。1Serratia

marcescensで はFig.6の とお り106cells/mlで は ,

10株(50%)が400μg/mlあ り,12.5～200μg/mlに

も5株(25%)が 認 め られ た。 一 方,108cells/mlで は

400～800μg/mlに15株(75%)が 分 布 した。

つ ぎに これ ら の成 績 をCETと 比 較 す る とE.coliで

はTable 1,2に 示 す よ うに106cells/mlで50株 中39株

(70%),108cells/mlで39株(78%)がCETよ り低 い

MICを 示 した。Indoie(-)Proteusで はTable 3 ,4

に 示 した よ うに,106ceils/mlで は21株 中11株(52.4%)

ではCFXが す ぐれ,108cells/mlで は 逆 に11株(52 .4

%)に つ い てCETの 方 が す ぐれ,106cells/mlと108

cells/mlで は逆 の成 績 とな った 。Indole(+)ProteuS

で はTable 5,6に 示 した よ うに106cells/mlで13株

(765%),108cells/mlで14株(82.4%)がCETよ り

低いMICを 示 し、逆にCETがCFXよ り低 いMIC

を示 したのは106celb/mll108cells/mlで それぞれ1株

のみであった。Klebsiella pneumoniaeで はTable 7,8

に示 した ように,106cells/mlで36株(72%)はCFX

がCETよ り低いMICを 示 し,108cells/mlで は、39

株(78%)が 同様の結果 であ り,CETのMICがCFX

より低か ったのは、5株(10%)の みであ った。

一方Serratia marcescensで は
,Table 9,10の よう

に10scells/ml,108cells/mlで ともに20株 全部でCFX

の抗菌力がす ぐれ ていた。

以上の成績 をMIC60(感 受性 累積率が50%に 連す る濃

度)で 表わす とTable 11の とお りindole(-)Proteus

を除 く全ての菌種 でCFXが 低いMI(為 値を示 した。

一方 ,CFX,CETの 殺菌力についてはFi&7の よ

うにCFXの 場合では,2MICで6時 間後に生菌数は

0と なるが,CETで は4MICが 必要であ った。

Table 1 E. coli (50 strains)
106 cells/ml

Table 2 E. coli (50 strains)
108 cells/m1
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Table 3 Indole (-) Proteus (21 strains)
106 cells/ml

Table 4 Indole (-) Proteus (21 strains)
108 cells/ml

Table 5 Indole (+) Proteus (17 strains)
106 cells/ m1

Table 6 Indole (+) Proteus (17 strains)
106 cells/ml

Table 7 Kl. pneumoniae (50 strains)
106 cells/ml

Table 8 Kl. pneumoniae (50 strains)
108 cells/ml
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Table 9 Serratia marcescens (20 strains)
108 cells/ml

Table 10 Serratia marcescens (20 strains)
108 cells/ml

Table 11 Concentration of antibiotics inhibiting

50% of organisms tested (MICso)

ƒÊ g/ml

Fig. 7 Bactericidal action of CFX

CFX CET
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II.臨 床 的 検 討

<対 象>札 幌 医大泌尿器科入院中の慢性複雑性尿路感

染症患者12例 に本剤を投与 した。男子9例,女 子3例 で

年齢は27歳 ～73歳 であ る。慢性複雑 性腎盂腎炎が8例3

慢性複雑性膀胱炎が4例 で,う ちcatheter留 置例は7

例である。基礎疾患は,結 石,水 腎症,神 経回性膀胱お

よび悪性腫癌等であ るが,い ずれ も尿流通過障害を有 し

ている。

<投 与量および投与方法>1日3.0～6.0gを 投与 し

た。1日3.0g投 与 の場合 は1回1.09を 生食20mlに

溶解 して,one shot静 注(注 入時間約3分)し た。1日

409投 与の 場 合は1回2.09を5%ブ ドウ糖液250ml

に溶解 して,1日2回(そ れぞれ点 滴時閥 は30分)。 ま

たは1日609投 与の場 合は1回2.09を5%ブ ドウ糖液

250mlに 溶解 して,1日3回(そ れぞれ点滴時閥30分)

行なうのを原則 とした。 なおCFX投 与前に皮 内テス ト

を行ない陰性であることを確かめた。投与期間 は原則的

には5日 間 とし,投 与前後に検尿 ・尿細菌培養 および検

血,血 液生化学等の臨床 検査 を施行 し,前 後の検査値を

比較 した。

効果の判定 は,尿 路感染症研究会の 「薬効評価基 準」

に従った。

<結 果>12例 の臨床成績 をTable 12に 示 した。 うち

3例の脱落例は,臨 床効果の評価対象 から除外 し,副 作

用の検討のみに加えた。

慢性複雑性腎盂腎炎の8例 中臨床効果 の評価対象 とし

た6例 では,著 効2例,有 効2例,無 効2例 で有効率 は

667%で あ った。無効例の うち,1例(症 例4))は,発

熱は平熱化,膿 尿 もほぼ消失 し,全 身状 態 もいち じる し

く改善 したが,感 染菌(Ps.aeruginosa)は 投与前 と同

様に存続 した。 また,症 例2)も 症例4)と 同様 に感染菌

(Ser.marcescens)の 存続が認め られ無効 と判定 された。

一方慢性複雑性膀胱炎4例 中
,臨 床効果 の評価対象 とな

った3例 では,著 効1例,有 効1例,無 効1例 の成績を

得た。 この群では感染菌がPb.aeruignosaで あ った。

症例2)では,全 く効果が得 られず,ま た症例3)で は,1

日3.0g投 与に より感染菌のSer.marcescensが 少数の

Ps.aeruginosa(<103)に 菌交代 し,細 菌学的には効

果が認められた。 しか し,検 尿 では投与後 も膿尿が認め

られた。

以上9例 の成績を尿路感染症研 究会案に従 って まとめ

るとTable 13の とお りである。

また投与量お よび感染菌別 に臨床効果をみ るとTable

14お よびTable 15の とお りとな った。

臨床成績 と感染菌 のMIC(7例 測定)の 関係をみ る

と,慢 性複雑性腎盂腎炎の症例3)で 感染菌 のPs.aeru-

ginosaが1,600μg/mlと きわめて高いMCを 示 した

に もかかわ らず投 与後 消失 し著効を得たが,症 例2)で は

1日6.09投 与に もかかわ らずSer.marcescens(MIC;

400μg/ml)に 対 して効果が得 られ な か っ た。 また慢

性複雑性膀胱炎 の症例3)で は,1日3.0g投 与でSer.

marcescense(MIC:200μg/ml)が 消失 し,MICが

>1,600μg/mlのPs.aeruginosaが 認め られた。

副作用 と しては,と くに 自覚的 に異常 を訴 えた症例 は

なか った。 また臨床 検査成 績をFig,8に 示 した。一般

血液検査では,と くに員常 と思われ る変動は認め られな

か ったが,血 液生化学検査 ではGOT,GPTの 上昇が

1例,GOT,Al-Pの 上昇 を認 めた ものが1例 あ った.

両例 ともCFX投 与終了後正常 に復 した。

III.考 案

1.基 礎的事項

本剤の抗菌力の特長 は,す でに冒頭 に も述べ た ように

β-lactamaseに 対す る抵抗性であ る1)と さ れ,と くに

Gram陰 性桿菌に対 してす ぐれてい るとす るも の が 多

い。

Gram陽 性球菌に対 してはBRUMFITT 2),WALLICK 3),

KOSMIDIS4)ら は,本 剤 とCETを 比較 し本剤 の抗 菌力

が弱い と してお り,ま た本邦 では第25回 日本化学療 法学

会で同様の報告のがあ った。

Gram陰 性桿菌に対す る本剤の評価につ いて欧米 の報

告を少 しく検討 してみ る と,WALLICKは,本 剤 とCET

を各種Gram陰 性桿菌につ いて比較 し,E.coli,Pr.

mirabilis,Pr.morganii,Klebsiella,Serratiaお よび

Enterobacterに 対 しては本剤がす ぐれた抗菌力を有 して

い る と報告 し,ま たBRUMFITTも,E.coli,Klebsiella,

Providentia stuatiiお よびindole(+)Proteusあ るい

はSerratiaで,明 らかに本剤 がCETよ りす ぐれ,ま

た,Pr.mirabilis,Enterobacter,Hafniaで はCETと

同等 またはややす ぐれ る としている。MOELLERING 6)も

ほぼ同様 の報告 を している が,と く にSerratia,Pr.

morganii,Pr.rettgeri,Pr.vulgarisお よびProvidintia

で本剤 がCETに くらべかな り強 い抗菌力を有 し て お

り,そ の感性率 はSerratiaで61%,Pr.morganiiで72

%,そ の他 の菌種 では90%前 後 に達す る としている。また

TSANG7)はSerratia 100株 について本剤 の抗菌力 を検

討 し,100株 中71株 は,MICが12.5μg/mlで あった とし,

さ らに これ らの菌 β-lactamase産 生能 とABPC,CBPC,

CETお よびCFXな どの β-lactam系 抗生剤 の抗菌 力

との関 係につ いて検討を行 ない,Serratiaの β-lactam

系抗生剤 に対す る耐性 は,必 ず しも β-lactamaseの み

に よるものではな く,GABERやFARRARら が 既 に の

べている,い わ ゆる"basic toleranCc"の 機構 の存在す
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Fig. 8 Hematological and

Hb

RBC

Platelet

S-GOT S-GPT

る可能性 もある としてい る。

以上の ように多 くの報告は.本 剤がcephalosporin系

抗生剤に くらぺて,よ り強い抗菌力を有 しているとい う

点で,ほ ぼ一致 してい る。本邦 で得 られた成績 も欧米の

それ と類似 し,と くにimdole(+)ProteusやSerratia

に対 し強い抗菌 力をもつ反面, Pseudomonas, Entero-

bacter sp. や Citrobacter では,従 来の cephalosporin

系薬剤 と同様ほ とん ど抗菌力を示 さない とされている.

一方,嫌 気性につ い て はTALLY5)が Bacteroides

fragilis をは じめ とする155株 について,ま たBRUM-

FITT2)は,  Bacteroides fragilis 26株 について本剤の抗菌

力を検討 し,強い抗菌 力を認 めている。また Bacteroides

fragilis の産生す る β-1actamaseと 本剤に対す る感受

性の関 係を検討 したDARLAND9)の 成績 では,検 討 した

79株 中,本 剤を加水分 解する株 は全 く認め られず,同 時

に 比較検討 したcephalosporh系 薬剤に くらベ,か な り

す ぐれた抗菌力を示 し,90%以 上の感性率 であ った とい

う。 本邦での成績 も,ほ ぼ同様の傾向が得 られた と解 さ

れ る。

今回われわれ は, E. coli, Proteus sp., Kleb. pneumo-

niae, Ps. aeruginosa お よび Ser. marcescens に対す

る本 剤 の抗 菌 力 を 検 討 した が,MICの ピ ー ク は,E.

coliで6.25μg/ml(106cells/ml),125μg/m1(108

cells/m1),indole(-)Proteusで6 .25μg/m1(105

cells/ml)お よび25～50μg/ml(106cells/m1) ,indole

(+)Proteusで125μg/ml(106cells/ml)お よび12.5

μg/ml(108cells/ml),Kleb.pneumoniaeで3.13～12.5

μg/ml(106cells/ml)お よび25μg/mlと400μg/ml

(108cells/m1),Ser.marcescensで は400μg/m1(106
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laboratory findings

cells/ml)お よび400～800μg/ml(108cells/ml)で あ

り,予想 したほどの強い抗菌 力は認 め られ なかった。 と

くにSerrati召 ではMICの 分 布の ピー クが ≧400μg/ml

(106cells/ml)に あ り,そ の感が深か った。

一方CETと の比較では
,Pr. mirabilisを 除 き明 ら

かに本剤が強い抗菌を示 す ものが多か った。 これ らの成

績は,第25回 日本化学療法学会での報告5)と ほぼ同様 で

あるが,さ きにのぺた欧米 の成績を比較す ると,全 般的

に高値を示す ものが多か った。

その要因の一つは.接 種菌章の差(欧 米では103～104

cells/mlの 接種菌量を用いている報告 が多 い)に よるも

のと思われるが,接 種菌量の多 寡 に よ るMICの 変動

は,わ れわれの成績に も見 られ,ま たWAmCK等 も認

めている。

本剤 の殺菌作用について,GOODWINら10)はbiophoto-

meterに よ り検討 し,ま たUNEら11)は 生菌 数に よ り検

討し,前 者 では2MIC,後 者では1MICで 殺菌的に働

くことを認めている。

われわれは,生 菌数を定量 して本剤 の殺菌作用 を検討

し,2MICの 濃度を作用 させた場合,6時 間後には,

生菌は認めずGOODWINのbiophotometerに よる成績

とほぼ一致 した。同時に比較検討 したCETで は,同 様

の効果を得るため4MICの 濃度 が必要であ り,本 剤が

より殺菌的に作用す るもの と考え られ る。

本剤の体内動態についてBRUMFITT2)は,そ の特長

として,1)血 中濃度 が高 く,し か も有効濃度が長時間継

続する。2)尿 中への排泄 が きわ めて良好であ り,し か も

体内で代謝を受 けない としている。 これ らは い ず れ も

CETと の比較 でのぺ られ ている ことであるが,CEZと

比較 した本邦の報告5)では,全 般的 にCEZの 方がす ぐ

れた成績であった。組織 内濃度については,MILLER12)

の動物実験では,腎,肝,肺,心 の順であ り,本 邦の成

績 も同様である。血中濃度については,本 邦5)では,1.0

g one shot静 注で100μg/ml,2.09点 滴静 注では

点 滴終了時100μ9/ml前 後 の濃度 が得 られ ている。一

方尿 中排泄については,one shot静 注後2時 間内に急

速 な排泄がみ られ6時 間内に80～90%と きわめて 良い排

泄がみ られてい る。2.09点 滴静注後6時 間内 では70%

前後 の排泄で,1.090難eshot静 注時 のそれ よ りやや低

い。尿中濃度をみ ると1.0g one shot静 注後0～2時

間尿で4,000～5,000μg/m1,4～6時 間尿 で100～200

μg/mlま た,2.09点 滴静注 の場合は,投 与後2時 間

尿 で約6,000μg/m1,4～6時 間尿 でも800μg/m1前

後 とかな りの濃度が維持 されてい る。

実際 の臨床においては尿路感染症の発症基盤 とな って

い る尿路の病態が治療上最 も重要 な要素 とな ってい るこ

とは,強 調す るまで もないが,す くな くとも感染菌 と抗

菌剤の相互の基本的条件 は,抗 菌 力 の よ り優 れた 薬剤

を,あ る一定濃度 でできるだけ長時間感染菌 と接触 させ

る ことが第 一条件 である ことは,EAGLE13)14)以 来す で

に幾 多の実験 において認め られてきた ことである。 その

ような観点 か ら見れ ば,血 中濃度 は100μg/m1前 後 と,

とくに高値 が得 られ な くて も感染菌 と直接接触す る尿 中

の濃度 が長時間に亙 り高値 を維持す る とい うこ とは,本

剤 が尿路感染症の治療上,有 力 な武器 の1つ とな り得 る

こ とを示唆 してい る。

2.臨 床的検討

慢性複雑性腎孟腎炎8例(2例 脱落),慢 性複雑性膀
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胱炎4例(1例 脱落),計12例(3例 脱落)に 本剤を使

用 し,9例 中6例 に著効 ない し有効の成績を得,有 効率

は66.7%で あ った。尿路感染症研究会 の薬効評緬基準に

従 って判定成績 として一応評価できるものであ ろう。症

例 中には本剤が無効 とされているPs.aeruginosaに よ

る感染症が3例 含 まれてお り,こ の3例 を除 くと6例 中

5例 に効果を認 め,有 効率は83.3%と きわめ て 高 くな

る。

臨床評価を行 ない得た9例 の うち,感 染菌のMIC,

薬剤の1日 投与量 および,臨 床像の関係か ら本剤 の効果

を予想 したのに反 し無効例 を得た ことは,す でにわれわ

れが,化 学療 法と感染菌 の消長について,感 染菌 の薬剤

に対す る感受性 の面か ら検討 した成績で報告15)16)17)した

ように,各 種のbackgroundを もつ慢性複雑性尿路感

染症の病態 のもつ多面性に よるもの と理解 しざるを得な

い のか もしれない。

また本剤が indole (+) Proteus, Klebsiella あ るい

は Ser. marcescens に対 して,す ぐれた抗菌力を もつ

とい うことか ら,こ れ らの菌に よる尿路感染症への効果

が期待 されたが,前2者 については,今 回は経験できな

か った。 しか し4例 の Ser. marcescens 感染症では,

3例 に著効 ないし有効を得 ること が で き た。 うち1例

は,MICが50μg/m1と 比較的低 く,ま た カテーテル

非留置例 であることか ら,そ の効果 も うなずけるが,他

の3例 の Ser. marcescens のMICは,い ずれ も100

μg/ml以 上の比較的高 いものであったに もかかわ らず,

2例 に効果をみた ことは,将 来の臨床使用に希望 を持た

せ るもの と考え られ る。

本剤 に よる自覚的 副作用は,1例 も見 られなかった。

本邦 での全国集計5)では,442例 中17例(3.8%)に18

件の副作用が認められてい る。内容的には,18件 中7件

が発疹,つ いで消化器症状を訴えた ものが5件 で,投 与

中止に至 った ものは,前,後 者 ともに2例 ずつ であ った

とい う。本剤 も β-1actam剤 としてallergy反 応に基 づ

く諸種の副作用は常に念頭に お く必要 があろ う。

臨床検査上 の異常は,2例 に認め られGOT,GPTの

上昇1例,GOTとA1-Pの 上昇1例 であった。 いずれ

も投与終了後正常に復 している。肝胆系へ の影響は,全

国集計5)でもGOT,GPT等 の上昇が2%弱 と報告され

ている。 また今回の例 では遭遇 していないが,同 集計で,

好酸球増多症が197例 中3例(4.1%)に 認め られた こと

は興味 のあるところである。

ま と め

今 回われわれは,新 し いcephamycin系 抗 生 剤 の

Cefoxitinの 抗菌力 および臨床応用 につ き検討 し、つぎ

の成績を得た。

1,抗 菌 力: E. coli, Proteus sp., Klebsiella お よび

Serratia に対す るMICを 測定 した。その結果, E. coil,

Proteus sp. お よび Klebsiella では,す ぐれた抗菌 力が

認め られた。 Serratia では多 くが ≧400μg/m1で あ っ

た.同 時に行 なったCETと の比較 では,ほ とん どの菌

についてCefoxitinが 強い抗菌 力を示 した.

2.臨 床的検討:慢 性複雑性尿路感染12例 にCefoxi-

tinを 投与 し,臨 床効果 の評価を行ない得 た9例 では,

著効3例,有 効3例,無 効3例 の成績で,有 効率は6a7

%で あった。 これ らの うち,Serratia感 染症の4例 で

は,3例 に効果が認 められた。

副作用については,と くに 自覚的には異常は認めなか

った。一方臨床検査 では,GOT,GPTの 上昇が1例,

GOTとA1-Pの 上昇が1例 認め られ た。
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FUNDAMENTAL AND CLINICAL EXAMINATIONS ON THE 

NEW CEPHAMYCIN ANTIBIOTIC, CEFOXITIN 

AKIRA NISHIO, SHIGERU SAKAI, SHIN-ICHI MIYAMOTO, 

SHOICHI KIMURA, and YOSHIAKI KUMAMOTO 

Department of Urology, Sapporo Medical College

Fundamental and clinical examinations were parried out on cefoxitin and the following results were 
obtained: 

1. Antimicrobial activity 
Minimum inhibitory concentrations of cefoxitin were measured against E. coli, Proteus sp ., Klebsiella and 

Serratia, isolated from urinary tract infection. Cefoxitin exhibited excellent activity against E . coil, 
Proteus sp., Klebsiella, but less than expected activity was obtained against Serratia . When compared 
with CET, cefoxitin showed superior antimicrobial activity against those species tested . 

2. Clinical evaluation 
Cefoxitin was administered to nine patients with chronic urinary tract infections and the following clinical 

responses were obtained o excellent in 3, good in 3 and poor in 3 cases. In 2 patients , elevation of both 
S-GOT and S-GPT and that of both S-GOT and Al-P were observed .


