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Sisomicinの 基礎 的臨 床的検 討

中川圭一 ・橋本 嘉 ・木原令夫 ・渡辺健太郎 ・小山 優 ・本島新司 ・可部順三郎

東京共済病院内科

横沢光博

東京共済病院検査科

Sisomicinは,ア メ リカ ・シ ェ リン グ社 で開 発 された

新 しいAminoglycoside1,2)で,そ の 抗 菌 ス ペ ク トル は

Gentamicin(GM)の そ れ に類 似 し,聴 器 毒 性 はGM

よ りやi少 な い が,腎 毒 性 はGMと 同 等 も し くは 弱 い

とい わ れ てい る3)。 わ れ わ れ は本 剤 に つ き若 干 の基 礎 的

検 討 を 加 え,15例 の各 種 疾 患 に投 与 した の で これ らの成

績 に つ い て報 告 す る。

1.抗 菌 力

当 院 の臨 床 材料 よ り分 離 した 各 種 グ ラ ム 陰 性 桿 菌

(GNR)に 対 す る各種Aminoglycosidesの 抗 菌 力 を 日

本 化 学療 法 学 会標 準法4)に 従 い,平 板 希 釈 法 で 測 定 し

た 。

Ps.aeruginosa50株 に 対す る各 種 薬剤 の抗 菌 力 の分 布

はTable1,Fig.1に 示 す 如 くであ る。

SisomicinはTOBに 類 似 し,GMよ り若 干す ぐれ

た 感 受性 を示 して い る。Klebsiellapneumoniae50株 の

Sisomicinに 対 す る感受 性 はFig.2に 示 す 如 くGM

とほ ぼ 同等 であ った 。E.coli50株 のSisomicinに 対 す

る感 受 性 はFig.3に 示 す 如 く,GMと ほぼ 同 様 で あ

り,Serratiamarcescens50株 のSisomicinに 対 す る感

受 性 もFig.4に 示 す 如 くGMと 同程 度 であ った。

皿.吸 収 お よ び排 泄

血 清 中 濃 度 測 定 法 は 薄 層 カ ッ プ 法 で,検 定 菌 は

Bacillussubtilis,ATCC6633,標 準 曲線 作 成 に はMoni-

Fig. 1 Sensitivity distribution of clinically isolated 

Pseudomonas aeruginosa to Sisomicin and 

other chemotherapeutics 

50 strains

Fig. 2 Sensitivity distribution of clinical isolates 

Klebsiella pneumoniae 50 strains

Table 1 Sensitivity distribution of clinically isolated Pseudomonas aeruginosa to 

Sisomicin and other chemotherapeutics

50strains
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Fig. 3 Sensitivity distribution of clinical isolates

Escherichia coli 50 strains

Fig. 4 Sensitivity distribution of clinical isolates

Serratia marcescens 50 strains

Fig. 5 Serum levels of Sisomicin

Cylinder-plate method (5ml.)

B. subtilis ATCC 6633

Standard: Monitrol-1 plasma

Voulunteers: 23-33 yrs. •› 54-72 Kg

n=5

n=5 mean•}S.D.

Fig. 6 Urinary concentration and recovery of

Sisomicin

Cyhnder-plate method (5ml)

B.subtilis ATCC 6633

Standard: 1/15 M-P.B.S P.H 8.0

Voluntaers: 23-33yrs.○ 54-72 8kg

n= 5

trollplasmaで 希釈 した。 尿中濃度測定に際 しては標

準曲線作成に115M.PBS,pH&0を 用いた。

Sisomicin50mgお よび75mg筋 注時の血清中濃度

お よび尿中排泄率:

健康成人5例 にSisomicin50mgお よび75mgを 筋

注 した際の血清 中濃度および尿中排泄率をCrossover

で比較 した。 その成績はFig.5,Fig.6に 示す如 く50

mg筋 注時の血清 中濃度は5例 の平均 で,%時 間後2.6

μg/ml,1時 間後1.8μ9/m1,6時 間後0.2μg/m1,8

時間後 はtraceで あ った。75mg筋 注時 の血清中濃度は

5例 の平均 で%時 間後5.5μg/ml,1時 間後3.3μg/ml

6時 間後0.4μg/ml,8時 間後0.3μg/mlを 示 した。あ

きらかにDoseresponseが み とめ られた。

尿中排泄率は8時 間 までに5例 の平均で50mg筋 注

では71.6%,75mg筋 注では81.9%を 示 し,注 射後2時

間以内に両者 とも大体50%が 排泄 された。

III.臨 床 成 績

投与症例は15例 で肺炎7例,二 次感染5例,尿 路感染

症3例 で症例の一覧表 はTable2に 示す如 くである。

投与量は1日50mg2回 または75mg2回 で,投 与

期間は8日 ～26日 である。各症例 め経過 の概略 と効果判

定 の根拠についてのぺる。

No.1急 性肺炎 舎40才

肺炎 として第9病 日に入院。入院 までにCER,ABPC,
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Table 2 Clinical results of Sisomicin

AKMを 使用 したが右下肺野の肺炎陰影が悪化 したため

入院 した。入院後CET1日49使 用 したが,入 院時

の喀疾か ら.Ps.aeruginosaが 検 出されたため,第12病

日からSisomicin1日75mg×2を 追加 した。

CETとSisomicinの 併用は2日 のみ で以後Sisiomi-

cin単 独で経過 を観察 した。 第15病 日より解熱,第20病

日の胸部 レ線像はあ きらかに改善,白 血球増多 も10,000

以下 とな り,以 後順調 に経過 し,治 癒 したもの である。

本症例はPs.aeruginosaが2回 検出されたのみで以後

はnormal floraで あった。Mycoplasma CF抗 体が高

値 を示 した ことからMycoPlasma Pneumoniaも 考え

られ るが,症 状,経 過 か らみて細菌性肺炎が主体 と思わ

れた症例 であ り,Sisomicinが 有効 と判定 された。

No.2肺 炎,陳 旧性肺結核 ♀48才

旧い結核にRs.aerugino54が 混合感染 した症例で,

本剤投与に よりAeu40mom5は 消失 した。臨床的には

解熱,喀 疾の減少がみ とめられたが,白 血球増多は改善

されなかったのでや ゝ有効 とした。



VOL.26 S-3 CHEMOTHERAPY 145

Fig. 7 Case. 1 N. S. 40y. male Pneumonia

No.3急 性肺炎 ♀16才

本例はMycoplasma CF抗 体が入院時 ×32第14病

日に ×512に 上昇,MycoPlasma Pneumoniaと 診断

したので第17病 日か らJosamycinを 併用 した。Sisomi

cin投 与に よ り改善にむか ったが本剤 の効果は不 明 とし

た。

No.4急 性肺炎,関 節 リウマチ ♀76才

衰弱の強い失禁状態の患者であったが,本 剤に よ り解

熱,白 血球増多 の正常化,胸 部 レ線像の改善がみ られ,

細菌学的に もPs.aeruginosaの 消失がみ られ有効であ

った。

No.5急 性肺炎,ク モ膜下出血 ♀70才

クモ膜下出血 で入院中,吐 血があ り発熱,白 血球増多

17,900,胸 部 レ線像 では右肺全体 に拡が る肺 炎 陰 影 あ

り,本 剤投与9日 目には胸部 レ線像の著明改善あ り,細

菌学的に も有効 で臨床的には著効 とした。

No.6急 性肺炎 ♀25才

MycoplasmaCF抗 体が第3病 日 ×16,第24病 日

x256でMycoplasma pneumoniaと 思われたが,経

過 は遷延 し,Mezlocillinも 併用 したが,Sisomicinの

有効性 は認め られなかった。

No.7急 性肺炎,脳 血栓 ♂48才

脳血栓症に合併 した肺炎 でMezlocillin1日10g投

与ではや ゝ改善程度の効 果 しか み られ な か った の で

Sisomicin 100mg 9日 間併用 した ところ,解 熱,胸 部

レ線像の改善,喀 疾の消失がみ られた。臨床的有効 とし

た。

No.8二 次感染,肺 セ ンイ症 ♀48才

喀疾か らPs.aeruginosaが 検出されたので本剤 を投

与 したが,細 菌学的には有効 であ ったが,臨 床的には解

熱効果があった ものの喀疾量は1日10ml前 後 で変 ら

ず,臨 床的にはや ゝ有効 とした。

No.9二 次感染,陳 旧性肺結核 ♀62才

旧い肺結核にPs.aemginosaが 混合感染 したもので

本剤投与に よりPseudomonasは 消失 し,臨 床的には咳

蹴,喀 疾の減少がみ られた。臨床的および細菌学的に一

応 有効 とした。

No.10気 管支炎,気 管支拡張症 ♀31才

18才 頃に気管支拡張症を指摘 され,以 後時々感染を く

り返 している症例 で,入 院時Ps.aemginosaが 検出さ

れ,膿 性の喀疾が大量喀出され ていたが,本 剤1日150

mg12日 間 では細菌学的に も臨床的に も無効であった。

No.11肺 膿瘍,肺 癌 ♂74才

肺癌に合併 した肺膿瘍で大空洞がみ られた。 常時P9.

umginos4が 検 出されたが喀疾量は少量 であった。Si-

somicin1日150mg25日 間投与 したが無効であった。

No.12二 次感染,肺 結核 舎71才

陳旧性肺結核でTB菌(-)が 持続 している患 者 で

あ るが,左 肺尖部に大空洞あ り。本例は年余にわた り常

時喀疾培養 でP3.amginosaが(冊)で あ り,血 疾が

でている。本例に1日150mg,25日 間本剤を投与 した

が細菌学的には無効 で,臨 床的に もほ とんど効果はなか

った。

No.13慢 性膀胱炎,小 脳萎縮症47才

膀胱炎を くり返 していた患者 でRs.aemginmが 検

出されたが,本 剤10日 間の投与に より頻尿,排 尿痛 も改

善 され,P5eu40mona5も 消失 した。有効 と判定 した。

N0.14慢 性膀胱炎,脳 卒中 舎73才

脳卒中 でバルー ンカテ ーテル挿入中膀胱炎を起 し,カ

テ ーテル抜去後 も細菌尿,膿 尿が持続 したので,本 剤投

与 した ところ10日 後の尿で細菌消失,膿 尿 も治癒 し,自

覚症状の頻尿 もとれ,白 血球増多 も改善 し臨床的にも有

効であった。

No.15尿 路感染症,慢 性関節 リウマチ ♀76才

No.4と 同一症例で,留 置 カテーテル挿入 中に膿尿,

細菌尿がみ とめ られ,P3.aemgino5a,Pmeus rettgeri,

Enterococcusが 検出されたが,本 剤1日150m99日

間の投与 では菌の陰性化はみ られず膿尿 も持続 した。無

効 と判定 した。

以上の成績を総括す ると,呼 吸器感染症 についてみ る

と肺炎7例 中2例 はマイコプラスマ肺炎 であ り,残 りの

5例 中4例 にPs.aemginos4が 検出 され,他 の例は

Klebsiellaが 検出され てい る。 これ らの うち5例 に対 し

ては細菌学的に も臨床 的に もSisomicinが 有効であっ

た。二次感染5例 はすべ てP3.aemgim5aの 検出例 で

あったが これ らに対 しては細菌学的有効3例,臨 床的有

効2例 の結果 をえた。 尿路感染症は3例 です ぺ てPs.

aemgino5aが 検出されているが,こ れ らに対 してSiso-

micinは 細菌学的有効2例,臨 床的有効2例 の効果をえ

た。
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Table 3 Laboratory findings

b: before a: after

以上の結果はPs.aeruginosaに よる感染症に対する

Aminoglycosideの 有効率 としては決 して遜色のあ るも

のではな く,す ぐれた有効性を発揮 しうる薬剤 との印象

を うけた。

IV.副 作 用

臨床的にNo.1に おいて投与4日 目に発疹がみ とめ

られたが,投 与持続中に消失 したので前投与のCETに

よるもの と判断 した。またNo.8が 投与中軽度の耳鳴

を訴 えたが聴力検査では異常がなかった。投 与前後に聴

力検査を実施 した症例は4例 のみであったが,異 常をみ

とめなか った。

また投与前後にHb,Ht,赤 血球数,白 血球数,血 液

像,血 小板数,GOT,GPT,Alkaline-phosphatase,

BUN,Creatinineを 検査 した成績はTable3に 示すご

とく,異 常をきた した ものは少数例 にす ぎなかった。

No.4は 投与前後におけるGOT,GPTは 異常を認

めなか ったがLDHが86→112と 上昇 した。No.5は

治療 中に一時GOT,GPTが 上昇 したが治療終了時には

正常 に復 した。No.9はGOT,GPTと もに終了後や

上ゝ昇 したが,投 与前か らや ゝ高値を示 していた もので

あ る。No.4,No.9は 治療終了後2週 目の検査 では投

与前値に戻 っていた。

以上 の如 く本剤一 日量100～150mg,最 高26日 間投与

したが,特 記すべ き副作用はなか った。

V.む す び

SisomicinはGMと ほぼ同等の抗菌力,抗 菌 スペ ク

トルを有す る新 しいAminoglycosideで ある1,2,5)。

Sisomicin 50 mg筋 注時の血 中濃度は注 射 後%時 間

2.6μg/ml,1時 間1・8μg/m1,6時 間0.2μg/ml,8時

間traceを 示 し,75mg筋 注時の血中濃度は注射後1ろ

時間5.5μ9/ml,1時 間3・3μ9/m1,6時 間0.4μ9/ml,

8時 間0.3μg/mlを 示 した。 また尿中排泄率 は50mg

筋注時では8時 間 までに71.6%75mg筋 注 では8時 間

までに82%の 回収率を示 した。

RTI,12例,UTI,3例 にSisomicinを 投与 した臨床

成績 では,Mycoplasma肺 炎2例 を除 く10例のRTIで

は,9例 においてps.amginosaが 検出されたが,細

菌学的有効6例,臨 床 的には著効1例,有 効4例,や ゝ

有効2例 のす ぐれた成績 をえた。

またUTI3例 はいずれ もPs.aemginosaが 検出さ

れたが,こ の うち2例 は細菌学的に も臨床的に も有効 で

あ った。

副作用 としては発疹,耳 鳴各1例 み とめられたが,発

疹 は前投与のCETに よる ものとみ とめSisomicinの

投与を継続 した ところ消失 し,耳 鳴の1例 も聴力検査 で

異常をみ とめなか った。また投与前後 におけ る検査所見

においてはGOT,GPTの 一過性上昇1例,軽 度上昇

例1例LDHの 上昇1例 がみ とめ られたにす ぎなかっ

た。

以上の結果 から本剤は,Aminoglycoside系 の抗生剤

として緑膿菌をは じめ とす るGNRに よる感染症に対

し,有 用性のある薬剤 と考 えられ る。
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CLINICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES WITH SISOMICIN

KEIICHI NAKAGAWA, YOSHIMI HASHIMOTO, NORIO KIHARA,

KENTARO WATANABE, MASARU KOYAMA, SHINJI MOTOJIMA,

JUNZABURO KABE

Department of Internal Medicine, Tokyo Kyosai Hospital.

MITSUHIRO YOKOZAWA

Clinical Laboratory, Tokyo Kyosai Hospital

Sisomicin is a new aminoglycoside antibiotic with an antibacterial activity and spectrum similar to
those of Gentamicin.

After intramuscular injections of 50 mg Sisomicin, blood levels of 2.6 pg/ml at 30 minutes, 1.8 pg/ml at
60 minutes, 0.2 pg/ml at 6 hours and traces at 8 hours after administration were obtained.

After intramuscular injections of 75 mg, blood levels of 5.5 pg/ml at 30 minutes, 3.3 pg/ml at 60
minutes 0.4 pg/ml at 6 hours and 0.3 pg/ml at 8 hours respectively, were obtained.

After intramuscular injection of 50 mg, 71.6% and after application of 75 mg, 82% of the drug were
recovered in the urine during 8 hours.

In a subsequent clinical trial, Sisomicin was applied to 12 patients with respiratory test infection and
3 patients with urinary tract infection. Six patients with respiratory tract infections bacteriologically
negative after treatment.

Clinically evaluated as "markedly effective" was one patient, as "effective" 4 and "slightly effective"
2 patients.

Ps. aeruginosa was identified in 9 patients.
In 3 patients with urinary tract infection, Ps. aeruginosa was identified.
Therapy with Sisomicin was bacteriologically and clinially "effective" in these cases.
One patient reported tinnitus, but audiometric tests revealed no abnormalities.
Eruption observed in one patient was probably due to prior Cephalothin therapy, but disappeared during

continued Sisomicin application.
Clinical laboratory tests done before and after administration of Sisomicin showed transient elevation

of GOT, GPT in one, slight elevation of GOT, GPT in one and elevation of LDH in another patient.
Sisomicin is considered a useful antibiotic for gram-negative rod infections, including Ps. aeruginosa.


