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尿路に基礎疾患を有する複維性尿路感染症の起炎菌に

緑膿菌の占める割合が高 く,そ の治療 にあた って問題 と

なってきているo

Cefsulodin(SCE-129,CFS)は 緑 膿菌に対 して強い

抗菌力を示す半合成 セファロスポ リン系抗生物質 でP,

その抗菌力の強さはア ミノ配糖体系抗生物質 とほぼ同程

度といわれる。今回われわれ は緑膿菌を起炎菌 とす る複

雑性尿路感染症 に対 してCFSを 使用 したので,そ の基

礎的検討 と臨床成績を若干 の考按 とともに報告する。

基 礎 的 検 討

1.抗 菌 力

1)材 料 と方法

CFSの 抗菌力の比較のた め1977年3月 か ら1978年3

月までの広島大学医学部付属病院泌尿器科 におけ る尿路

感染 症か ら分離 した 且coli,Paeruginosaに ついて

CFS,Carbenicillin (CBPC),Ticarcillin (TIPC),Ge.

ntamicin (GM)のMICの 測 定 結 果 をTable 1に 示

した。MICは 日本化学療法学会標 準法 に従 った。

2)結 果

E.coli 15株 にお い て,CFSのMICは50～200μg/

mlに 分 布 して お り,CBPC.TIPCよ りす ぐ れ て い た

が,一 方GMのMICは3.12μg/ml以 下 で あ った 。

Paeruginosa 17株 にお い て,CFSのMICは 接種 菌

量 が108/m1で は6.25μg/mlに,106/mlで は3.12μg/

mlに ピー クが み られ た 。接 種 菌量 が108/mlで はCBPC,

TIPCと もにMICは50μg/ml以 上 に 分布 し.GMは

3.12μg/m1に ピー クが み られ,CFSはGMと ほ ぼ同

程度 のMICで あ った。 接 種 菌量 が106/mlで はGMの

MICは1.56μg/ml以 下 に分 布 し,CFSのMICは1

段階 劣 って い た。P.aeruginosaに 対す る薬 剤 のMIC

をCFS,TIPC,CBPC,GMの 相 関 で み る と,CFSは

CBPC,TIPCよ り2～3段 階 感 受 性 が よ く,GMと は

ほ ぼ相 関 して いた(Fig.1,2,3)。 以 上 の とお りCFS

の抗 菌 力 はCBPC,TIPCよ りす ぐれ て お り,GMと ほ

ぽ同 程 度 の抗 菌 力 で あ った 。

2.吸 収 およ び排 泄(Table 2)

1)対 象 と方 法

Table 1 Sensitivity distribution of clinical isolates to CFS, CBPC, TIPC and GM
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Fig. 1 Correlation of MICs 
between CFS and 
CBPC (P. aeruginosa)

Fig. 2 Correlation of MIC5 
between CFS and 
TIPC (P. aeruginosa)

Fig. 3 Correlation of MICs 
between CFS and 
GM (P. aeruginosa)

Tabte 2 Serum levels of CFS (single dose study)

対 象 は広 島大 学 医学 部 付 属病 院 泌尿 器 科 の入 院 患 者10

例 と健 康 成人2例 で,性 別 は男 子10例,女 子2例 で あ

る 。腎 機 能 は 内因 性 ク レ ア チ ニ ンク リ ア ラ ン ス(以 下

Ccrと 略 す)を 示標 に健康 成 人2例 をcontrolのGroup

Iと し,腎 機 能 障害 群 を500mng投 与 のGroupIIと250

mg投 与 のGroupIIIに 分 けた 。

GroupIのA,Bお よ びGroupIIのC,Dに はCFS

500mngを1回 静 注 し,GroupIIのE,Fに は500mg

を1回 筋注 投 与 した 。GroupIIIのG,Hに は250mgを

1回 静注,1,J,K,Lに は250mgを1回 筋 注 投 与

しsingle dose studyと した 。GroupI,IIに は尿 路

感 染 症 は な く,GroupIIIは 全 例 に尿 路 感 染 症が み られ

た 。

血 中濃 度 は 注 射後30分,1,2,4,6,12時 間 に採 血 し

て測 定 し,尿 申濃 度 お よ び尿 中排 泄量 は注 射後0～1,

1～2,2～4,4～6,6～12時 間 の 時 間帯 に採尿 し

た尿 につ い て測 定 した 。

ま た腎 機 能低 下 症 例 の5例(E,F,1,J,K,L)

にmultiple dose studyと して,E,Fに は1回500mg,

1,J,K,Lに は250mgを そ れ ぞれ1日2回,朝 夕

12時 間毎の筋注投与を5日 間連続 し,第5日 目にsingle

dosestudyと 同様 に採血,採 尿 して血 中および尿中濃

度を測定 した。

測定はP.aerugimsa NCTC10490を 検定菌 とす る

cup法 で 行い,標 準 曲線の作製 に は血 中濃度は人血清

を,尿 中濃度 はpH7.0,1/15Mリ ン酸緩衝液を 使用

した。

2)結 果

血中濃度(Table2,Fig.4)

腎機能正常例 に対す る500mgの1回 静注では,注 射

後30分 で最高濃度が得 られて そ の値 は15～17μg/mlを

示 し,半 減期 は1.4～1.6時 間であ った。腎機能障害例に

500mgを1回 静注 した場合 は,最 高 濃度は注射後30分

に認め られてその値 は24～26μg/mlと 高 く半 減 期 は

1.66～1.51時 間であ った6腎 機能障害例 に500mgを1

回筋注 した場合 は,注 射後1時 間で最高濃度 となり,そ
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Fig. 4 Mean serum concentration of CFS 
(Single dose study)

Fig. 5 Mean urinary concentration of CFS 
(Single dose study)

Table 3 Urinary levels and excretions of CFS (single dose study)

*Numbers in parenthesis indicated mg of CFS excreted in urine .
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の値はそれ ぞれ15μg/ml,25μg/mlを 示 し,半 減期は

1.6,2.2時 閥であった。腎 機能陣害例 に250mgを1回

静注 した場合は,注 射後30分 で最高濃度 とな り,そ れぞ

れ15μg/ml,10μg/mlを 示 した。腎 機 能 障 害 例 に250

mgを1回 筋注 した場合は,最 高濃度の出現時閥は注射

後1時 間か ら4時 間 とか な りの 幅 があ って,半 減期 も

1.7～4.5時 間 と延艮 していた。

尿中濃度 と尿中排泄率(Table3,Fig.5)

500mg静 注投与症例(A,B,C,D)の 尿 中濃 度

は1時 間以 内に1,000μg/ml以 上の値 とな り以後漸次減

少す るが,注 射後6時 間 ま では100μg/ml以 上を示 し

た。6時 間 までの尿中排泄率 は45.42～69.8%で あ った。

500mg筋 注投与例の尿 中濃度 は 注射後2～4時 間まで

800μg/ml以 上を保 って い た。GroupIIIの250mg投

与例 のうち血中半減期の延長 していたG,I,JgLは

尿 中排泄率 も22。7～36.1%と 低 くて排泄遅延がみ られ,

尿 中濃度 も1625～22μg/mlと 変動が大 きか った。

Multipledosestudy(Table4,Fig.6)

各症例 とも血 中濃度の前値は0～1.9μg/mlで 経 時的

変化 はsing1edo8e5tudyと ほぼ同様であ り,半 減期の

延長 は認め られ なか った。尿中濃度の前値は0～49μg/

m1で あ り,そ の尿 中濃度には症 例 により変動が大 きか

った。

臨 床 的 検 討

1.対 象および研究方法(Table5)

Table 4 Multiple dose study of CFS in patients with impaired renal function

Fig. 6 Multiple dose study of CFS in patients with impaired

renal function

Serum  concent  ation(Mean)

Unnary concentration(Mean)
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対象は1977年3月 か ら1978年4月 までの広島大学医学

部付属病院および松 山赤十宇病院の泌尿器科 における入

院患者11例 で,性 別は男子10例1女 子1例,い ずれ も尿

路 に基礎疾患を有 し,Paeruginosaを 起炎菌とす る複

雑性尿路感染症例 である。

基礎疾 患は,前 立腺摘除術後6例(う ち1例 はカテー

テル留置中),経 尿道的 膀 胱 内手術後2例(う ち1例 は

カテーテル留置中),尿 管結 石 手 術後1例,膀 胱結石手

術後1例,前 立腺肥大症でカテーテル留置症例1例 であ

る。

男子は中間尿ならびにカテーテル尿,女 子はカテーテ

ル尿を採取 し,}その定量培養法でP.aeruginosaが104/

m1以 上認め られた ものを感染あ りとした。

投与方法は,CFSを10例 に1回250mg,1日2～3

回の筋注で,5～13日 間 の投与を行い,1例 に1回500

1ng,1日2回 の筋注で7日 間投与 した。

CFS投 与前後に尿検査,尿 の細 菌学的検査および薬

剤感受性試験を行 った。ま た 初 回 筋 注 投与時に注射後

0～3時 間,3～6時 間の尿 中濃度とCFSの 起炎菌に

対す るMICを 測定 し,臨 床効果 との関連を検討 した。

尿 中濃度およびCFSのMICは 前述 と同様 の方法で測

定 した。

臨床効果 の判定はUTI研 究会 のUTI薬 効 評価基準

案2)に おけ る慢 性 症 に対 す る 考 え 方 に 準 じ,著 効

excellent,有 効good,無 効poorの3段 階に大別 した。

副作用につ いてはgCFS投 与 に も とつ くと考えられ

る発疹,ア レルギー症状に留意するとともに,肝 機能,

腎機能,末 梢血液像につ いて検討 した。

2,臨 床 成 績

Table5に 一括 して示 した。治療による膿尿の推移は

正常化2例,改 善1例,不 変8例 であ った。混合感染は

な く,治 療前に分離 し得たP.aeruginosa菌 株は11株で

あった。細 菌尿 に対 す る効 果 は,消 失1株,5株 菌交

代,5株 存続であ った。菌交代の5株 はProteus3株,

88rratia,S.famli3の 各1株 で あ っ た(Table6,

7,8)。

総合臨床効果はTaUe6に 示 す よ うに,著 効 なし,

有効2例,無 効9例 で有効率は18.2%で あった。

疾患別総合有効率は,1癖 の3例 は無効 。2群 の前立

腺摘除術後症例の5例 は1例 に有効で有効率は20%で あ

った。3群 の1例 は有効で4群 の2例 は2例 とも無効で

あ った(Table9)。

起炎菌に対す るCFSのMIC,筋 注後0～3時 間,3

～6時 間 までの尿 中濃度と尿 中回収率 およびPSP15分

Table 6 Overall clinical efficacy in complicated U.T.I.

Table 7 Bacteriological response to CFS in

complicated  U.T.I.

Table 8 Strains appeared after CFS treatment in

complicated U.T.I.
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値と臨床効果 とをTable10に 一 括 した。250mg筋 注

時の尿中濃度の最高は820μg/mlか ら8.7μg/mlと 大 き

な変動があ り,ま た尿 中回 収 率 も0.012～66.5%と 変動

がみられ,腎 機能 と尿 中濃度および尿中回収量 との閥に

一定の関係は認め られなか った。起 炎 菌に対す るM工C

以上の尿 中濃度を示さなか った2例 の うち症例1は カテ

ーテル留置症例で.臨 床効果 および細菌学的効果が とも

に得られなか った。MICを 上 回 る尿 中濃度 にもかかわ

らず臨床効果が得 られなか った6例(症 例2,3,5,6,

7,8)の うち3例 に菌交代がみられ,2例 はカテーテ

ル暫置症例 であった。CFSのMICと 起炎菌の 消 長 と

の関係(Table11)で は,MICが200μg/ml以 上の高

度耐性株 も消失がみ られた反 面 で,3.12μg/ml以 下の

2株 とも存続 した症例があったが,後 者の2株 はともに

カテーテル留 置症例であった。

尿 中の最高濃度,MICお よび 細 菌学的効果 との関連

を検討す るとひ尿 中最 高 濃度がMIC(接 種菌量が106/

m1)以 上を示 したものは10株 中8株 でこの8株 のうち1

株消失,4株 菌交代,3株 存続 となり,RaerugiNo3aの

消失率は62.5%で あった。 した が ってMIC以 上 の 尿

Table 9 Overall clinical efficacy of CFS in each group of single infection

Table 10 Correlations among PSP15', MICs, urinary levels of CFS

bacteriological response and clinical efficacy

Table 11 Relation between MIC and bacteriological response

No. of strain eradicated/No. of strain isolated
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Table 12 Laboratory data before and after treatment with CFS

in patients of complicated U.T.L

Fig. 7 Urinary peak levels of CFS as correlated to MICs

of organisms and bacteriological response

中最高濃度を 得た 場合はP.aemgiNo5aの 消失率は高

いと考え られるが,こ の うちの半数 に菌交代が認め られ

るために臨床的効果は低いとい う結果であ った。

副 作 用(Table12)

ア レルギー症状,発 疹 などは全 例 に 認 め られなか っ

た。治療前後の臨床検 査 所見 はTable12に 一括 した。

3例(症 例2,3,10)で 血清GOT,GPTの 上昇がみら

れ,う ち2例 は1週 間の経過で正常値 に復 したが,残 り

の1例(症 例10)は2ヵ 月後 もGOTが90U,GPTが

87Uと 高値であ った。 この症例 はCFS投 与 の1ヵ 月

前 に前立腺摘除術が施行 されて術 中 に400mlの 輸血が

行われ,CFS投 与 の直前 にすでにGOT,GPTの 軽度
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Fig. 8 Yearly change of organisms isolated
from urine of in-patients
(Dept. of Urol.)

上昇が 認められたもので本剤 との関 係は 不 明で あ る。

BUN,血 清 クレアチニンには著変はなか った。

考 按

複雑性尿路感染症の起炎菌 として弱毒性のグ ラム陰性

桿菌,P.aeruginosa,Proteus,Serratiaな どの分離頻度

が高 くなっている3)～5)。当 院泌尿器科入院患者の尿路感

染症か ら分離された起炎菌の最近3年 間(1975～1977年)

の推移(Fig.8)で も P. aeruginosa, Proteus, Serratia

がそれぞれ15～20%を 占めていた。

今回使用 したCFSは 半合成 セファロスポ リン系抗生

剤で β-lactamaseに 対 して強い抵抗性を もち,P.aeru-

ginosaに 対す る抗菌力 はア ミノ配 糖体系抗生物 質とほ

ぼ同程度で,1かつ ア ミノ配糖体系抗隼物質耐性のP.ae-

ruginosaに 対 して も抗菌活性を示す といわ:れて いる1)。

われわれの成 績 では,CFSのMICは 接 種菌量が108

cells/mlで は6.25μg/ml,106cells/mlで は3.12μg/ml

にそれぞれ ピークがみられ,CBPC,TIPCのMICよ り

も2段 階以上す ぐれて おり,GMと ほぼ同程度の抗 菌力

を示 した。 しか しE.coliに 対す るMICは200μg/ml

にピークがみられ,耐 性を示す ものが多か った。

吸収および排泄面では,腎 機 能 正 常 者においては500

mg静 注投与で血 中濃度は注射後30分 で最高 とな り,半

減期は1.4～1.6時 間 と速 やか に血中から消失 した。尿中

濃度は注射後1時 間以 内に1,000μg/mlを 示 し,6時 間

までの回収率も65.4～69.8%と 充分な殺菌効果 を期待 し

うる濃度であった。

泌尿器科領域では高齢者お よび腎機能低下症例を対象

とすることが多いため,今 回われわれ は軽度から中等度

の腎機能低下患者10例 に対 してCFSを500mgお よび

250mgの それぞれ 静 注 お よ び筋注 投 与 群別に検討 し

た。500mg投 与では静注 および 筋 注の両群とも血中濃

度は正常者の500mg静 注 に比較 して高 く,半 減期 も軽

度延長 していた。尿 中濃度は筋注群で高濃度維持の傾 向

にあ ったが,静 注およ び筋 注 の 両 群 とも対照の正 常者

500mg静 注群 とほぼ同程度の尿 中濃度を持続 した。 し

か し注射後6時 闇までの尿中回収率は,静 注および筋注

の両群 ともに対照の正常 群 より低い傾向にあった。250

mg投 与では血 中濃度は500mg投 与 群 に比較 して低い

濃度で.と くに筋注群では最高の血 中濃度を示す時間は

注射後1～4時 間と一定せず,半 減期 も延長の傾向にあ

った。尿 中濃度はやはり500mg投 与群に比較 して低 く,

と くに注射後6時 間までの尿中回収率は22.7～40。4%と

500mg投 与群 に比較す るとさらに低率の傾向 にあ った。

以上のごと く腎機能低下症例 に お いては500mg投 与

と250mg投 与を比較す ると血 中および尿 中濃度にdose

resp0nseが み られ たが,6時 間 までの尿中回収率 とい

う点では250mg投 与群でdose response以 上 に低率と

なる傾向が認め られた。腎機 能低下時における本剤の体

内蓄積傾向を検討する目的で6例 にmultiple dose study

を施行 したが,血 中濃度,半 減 期 と も にsingle dose

studyと 同様 の推移を示 し蓄積 傾向は認めなか った。本

剤 は腎機能低下症例でも連用による体内の蓄積傾向はな

か ったが,1回250mg投 与ではP.aeruginosaに 対 し

て充分な殺菌効果を示す程度の尿 中濃度は得 られないよ

うに考え られ た。

臨床効果 は有効率18.2%で,CFSの 複雑性尿路感染

症 に対す る有効率54.7%1)に 比較 して低値であ った。 こ

の理由 としては,1回250mg,1日2～3回 の筋注投与

では充分な尿 中濃度が得 られない という投与量の問題,

またCFSのMICで200μg/ml以 上を示 した起炎菌が

10例 中5例 に認められ,こ れ以外にカテーテル留 置例が

3例 あった ことなどが関係 してい るものと考え られ る。

われわれはTIPCのMICと 尿 中濃 度 および臨 床効

果 との関連の検討 において,基 礎疾患,残 尿および菌交

代などが影響す ると報告 した6)。今 回,CFSのMICと

尿 中濃度および細 菌学 的効 果 との関連を検討すると,

P.aeruginosaに 対するMIC以 上 の尿中濃度を認めたも

のは10例 中8例 あって,この8例 におけるP.aeruginosa

の消失率は62.5%で あった。 しか し8例 中4例 に菌交代

をきた し,そ のため に臨 床 効 果 が 全体でみれば有効率

18.2%と 低率の結果 とな った。尿路感染症 の治療に際 し

て尿 中細菌に対す る充分な殺菌効果を得 るためには,薬

剤 の細菌 に対す るMICよ りは るか に高い尿 中濃度が必

要 と仮定するならば,腎 機能低下例においてはCFSの

1回250mg投 与 では尿 中P.aeruginosaに 対す るCFS

の尿中濃度が不充分で,1回500mgの 投与が必 要では
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ないか と考えられ る。

副作用は,11例 中3例(27,2%)に 投与後GOT,GPT

の上昇がみ られた。 このうち2例 は1週 間以 内に正 常値

となったが,1例 は2ヵ 月後 も異常高値であった。この

例 は1ヵ 月前手術 によ り輸血を受 けてい るので本剤 との

関係は不明である。腎機能検査では特記すべ きものはな

かった。

結 論

1)抗 菌 力

P.aeruginosaに 対 してCefsulodin(SCE-129,CFS)

のMICは,接 種菌量108/mlで6.25μg/mlに,106/

m1で3.12μg/mlに ピー クが あり,CBPC,TIPCよ り

2段 階以上優 れてお り,GMと ほぼ 同 じ抗菌力であっ

た。

2)吸 収および排泄

腎機能正常者と腎機能障害者 とで比較 した。腎機能正

常者では血 中濃度は静注30分 で16μg/mlと 最高濃度 と

なり,半 減期は1.5時 間であった。尿 中濃 度は1時 間以

内に1,000μg/mlと なり,6時 間 ま での尿 中排泄率 は

67.6%で あった。腎機 能 障害者の500mg投 与では,正

常者よ り血 中濃度 は高 く,下 降 も緩 やかで,半 減期 の延

長 もみ られたが,尿 中濃度 は1時 間以内に1,000μg/ml

以上 とな り尿中回収率は,56.7%で あった。腎機能障害

者の250mg投 与では,血 中最高濃 度 は30分 か ら4時 間

にみ られ,そ の値 も15～7.9μg/mlで あった。尿中濃度

は平均500μg/mlと 低 く,尿 中 排 泄 率 も40%以 下と排

泄遅延がみられた。腎 機 能 障 害 者 に対 す るmultiple

dosestudyで は蓄積傾向は認めなか った。

3)臨 床 成 績

総合臨床効果 は著効0,有 効2例,無 効9例 で有効率

18.2%で あ った。細 菌学的効果 はP.aeruginosa 11株

中1株 消失,5株 菌交代,5株 存続 と,起 炎菌の消失率

は54.5%で あった。

4)起 炎菌のCFSのMICと 尿 中濃度 および細菌学

的効果 との関連

CFSのMIC以 上 の尿中濃度を示 したものは10株 中8

株 あり,その8株 中5株 にRaerugi加5aの 消失がみら

れ,CFSのMIC以 上 の尿 中濃度を示す場合P.aeru-

ginosaの 消失率は62.5%で あ った。 しか しながら,腎

機能低下例 には1回250mg投 与では充 分な殺 菌 効果が

得 られる程度の尿 中濃度は得 られなかった。

5)副 作 用

GOT,GPTの 高 値 を3例(27.2%)に 認 めた.

(恩師仁平寛巳教授 の御校閲に深謝 します。本研究に

御協力下 さった当教室細菌研究室の末田由紀子さんに謝

意を表 します。)
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1) Antibacteriological effect

The MIC of Cefsulodin (SCE-129, CFS) against P.aeruginosa showed the peak of susceptibility at 6.25

ƒÊg/m1 with 105/m1 of inoculated bacteria and at 3.12ƒÊg/ml with 108/ml. It has a higher superiority when

compared with Carbenicillin or Ticarcillin and similar to that of GM.

2) Absorption and excretion

This was compared in patients between normal and abnormal kidney function. In the patients with

normal kidney function, blood concentration revealed the peak at 16 pg/m1 within 30 minutes after intrave-

neous injection with t% of 1% hour. Urinary concentration showed 1,000ƒÊg/ml within one hour and excre-

tion rate was 67.6% after six hours. In the patients with abnormal kidney function, to whom 500 mg was

administered, blood concentration was higher than normal patients with slower curve in excretion.T1/2 was

also prolonged and urinary concentration was more than 1,000 ƒÊg/ml within an hour. Its recovery rate in

urine was 56.7%. In the same group of patients to whom 250 mg was administered, the highest blood

concentration was observed between 30 minutes and 4 hours with its peak between 15 and 7.9 ƒÊg/ml.

Urinary concentration was low with mean value of 500 ƒÊg/ml. Recovery rate in urine was also delayed with

a value of less than 40%. No cumulative tendency was observed in multiple dose study for the patients

with abnormal kidney function.

3) Clinical results

General clinical effect revealed no case of markedly effective, 2 cases of effective, and 9 cases of non-

effective. Bacteriological effect revealed one strain of vanishment, 5 strains of replacement by newly sub-

stitute and 5 strains of persistence among 11 strains of P. aeruginosa.

4) The correlation among MIC of CFS against causative bacteria, urinary concentration and bacteriolo-

gical effect

There were 8 out of 10 strains which showed higher value than MIC of CFS in urinary concentration.

Among these 8 strains, 5 showed vanishment of P.aeruginosa. The disapperance rate of P.aeruginosa

was 62.5% in cases which showed higher value than MIC of CFS in urinary concentration. However, in

the patients with abnormal kidney function, there was no case of urinary concentration enough to secure

a bacteriological effect with 250 mg of administration.

5) Side effect

Three cases (27.2%) showed elevated GOT and GPT,


