
VOL.27 S-4 CHEMOT HERAPY 143

Bacampicininの 基礎 的 ・臨床 的検 討

大久保滉 ・岡本緩子 ・呉 京悠 ・右馬文彦

上田良弘 ・前原敬悟

関西医科大学 第一内科

Bacampicillin hydrochloride(以 下BAPC>は スウェー デン,

ア ストラ社によ り開発されたAmpicillinの エステル化合物 で

ある(Fig.1)。BAPCは 酸 に安 定でかつ脂溶性 が高いために,

内服後小 腸よ りエ ステル型の ままよく吸収 され,た だちに腸壁

のnon specific estoraseに よ り加水分解 されてAmplcimn

となる。 従って生体内ではAmpicminと して作用するために,

その抗菌 力 もまたAmplcillinと 同 じではあるが,そ の腸管 吸

収の機序に よりBAPCの 血 中濃度はAmpieillinよ りも高 く,

またピー クに達 する時間 も短 い。1)この点 に本剤の有用性 があ

ると考 えられて いる。

Fig. 1 Chemical structure of Bacampicillin

hydrochloride

1-( (Ethoxycarbonyl ) oxy) ethyl (2S, 5R, 6R) -6-( (R)-2-

amino-2-phenylacetylamino)-3, 3-cuimethyl-7-oxo-4-

thia-1-azabicyclo (3. 2.0) heptane-2-carboxyrate

hydrochloride

今回,わ れわれは健康成人における本剤の吸収,排泄状態を

しらべ,またその臨床的効果を検討し,以下の成績を得たので

報告する。

健康成人における血 中濃度および尿中排泄

健康成 人男子3名 にBAPC 500mg (ABPC力 価)を 空

腹時経 口投与 し,経 時的 に血 中濃度,尿 中排泄率 を測定

した。血 中濃度は血清 スタンダー ド(Co踊sem>を 用 い

て,投 与後1/2, 1, 2, 4, 6時 間の濃度 を測定 し,尿 中

排泄はpH7.2のphosphat ebufferス タンダー ドを用

い,投 与後2時 間から6時 間目まで2時 間ごとに採尿 し,

その回収率 を測定 した。測定方法は枯草菌ATCC 6633

を検定菌 とする帯培養法2)で ある。

BAPCの 血 中濃 度 の ピー ク値 は2例 が30分 後 にあ り,

1例 は1時 間後 で あ っ た。 各 タの ピー ク値 は9.5μg/ml,

9.5μg/ml, 15.0μg/mlで,ピ ー ク値 の 平均 は30分 後 の

9.9μg/mlで あ った。 以後 経 時 的 に減 少 し,6時 間 目 に

は測 定 限 界以 下 とな っ たが,ピ ー ク値 に達 す る時 間 が遅

れ た1例 では6時 間 目で も0.1μg/mlの 濃度 を示 した。

ま た6時 間 ま での 尿 中回収 率 は各 々64.7%, 35.2%,

33.5%,平 均44.5%で あ った。 但 し3例 共 総 回収 率

の70%以 上 が2時 間 目まで に回 収 さ れ た(Table1,

Fig2)。

臨 床 成 績

呼 吸 器感 染症11例,尿 路 感 染症4例,急 性 大腸 炎1例,

急性 リンパ節 炎1例 の 計17例(い ずれ も中等 症 以下)に

BAPCを 投 与 し,そ の効 果,副 作 用 お よび投 与 前後 の検

査 値 を検 討 した。 い ずれ も1日 量1gを4分 服 として投

与 した。 投 与期 間 は原 則 と して10日 以 内 と し。経 過 によ

Table 1 Blood levels and urinary excretion of
Bacampicillin administered orally at a
dose of 500mg (titer)

(μg/ml)

(%)
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Table 2 Clinical results with Bacampicillin

って決定 したが,う ち2例 ではそれぞれ17日 あるいは23

日間の長期投与 を行 なった。

効果判定では17例 中有効が13例,無 効 が4例 であ った。

症例1か ら症例8ま では比較的軽症の上気道感染症で

あるが,4日 ～8日 間の投与で症状 の改善 を認め,有 効

と判定 された。(Table2)

以下.症 例9以 降 について略述 する。

症例9は 肺結核 で加療 中,ABPC耐 性のSt.aureus

による混合感 染をお こしてきたので本剤を7日 間投与 し

たが全く無効であった。
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Fig. 2 Blood levels of Bacampicillin

administered orally at a dose of
500mg (titer)

症例10は 気管 支肺炎の例 で臨床症状 と共に。胸部X-

Pに て右下肺野に陰影を昭めたために本剤投与17日 間と

やや長期に使用 したが,臨 床症状,胸 部X-P共 に改善

を認め有効 と判定 した。

症例11も 胸部X-P上 左肺野に瀰漫性の陰影 を認め,

喀痰中よ りABPC感 受性 のHaemophilus influenzae

を分離,本 剤 を7日 間投与 した。 しか し臨床的 にも細菌

学的 にも無効であった。

症例12と 症例14は 共 にE.coliに よる急性 腎盂腎炎例

で。 それぞれ5日 間,9日 間の投与で有効であった。分

離菌は共 にABPCに 感性 のE.coliで あった。

症例13は 発熱,腰 痛 を来たし来院。尿沈渣にて1視 野

に白血球数20～40個 あ り,尿 培養 ではSt, epidermidis

が極小数であったが,急 性腎盂 腎炎と診断 した。本剤投与

4日 後 に尿所見は改善 したが解熱せず,不 明熱 として関

連病院へ入院,CET, AMPCに て軽快 した。感染巣は不

Table 3 Laboratory findings

B : before A : after
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明の ままであった。

症例15は 糖尿病,多 血症等 にて外来通院中,度 々下部

尿路感 染症 をおこして くる症例 で,今 回E. coliに よる

膀胱炎に本剤を投与。5日 間で尿沈渣正常化,尿 中細菌

の減少を認めたが,残 尿感が消失 しなかったためにやや

有効 と判定 した。

症例16は 急性大腸炎で7日 間の投与で有効であった。

症例17は 頸部 リンパ節の腫脹と疼痛,発 熱にて来院,

投与4～5日 後疼痛が消失 したが投与 を続行,そ の後微

熱が散発 したために23日 間の長期にわたり投与を親けた

が最終的に無効 と判定せざるをえなかった。 なお経過中

リンパ節の試験切除 を実施したところ,急 性 リンパ節炎

の慢性化を示 す組織所見であった。

副作用は全例 において認めず,ま た投与前後の検査値

も調べえた限 りにおいては異常を認めなかった。なお症

例12と 症例15は 同一症例でWBC,RBC共 に高値を示 し

たのは基礎疾患の多血症(疑 前白血病状態〉のためと考

えられる(Thble 3)。

考按 ならびに結語

1) 健康成人にBAPC500mgを 空腹時内服させた時,

血中濃度の ピークに達する時間は30分 から1時 間であ

り,そ の濃度 は平均9.9μg/mlで あった。 また尿中

回収率 の平均値は44.5%で あった。 内服剤の常 として

成績 にかなりパラツキがみられ たが。 それで もABPC

500mg経 口投与の成績3)に 比 べると,ピ ークに達する

時聞 も短く,ピ ーク値 も2倍 以上の値 を示 した。

2) 17例の感染症にBAPCを 投与 した結果,有 効13例 。

無効4例 で,75%以 上の高い有効率 を示 し,本 剤の有

用性 を認めた。

また全例共に副作用,検 査値の異常 も認めなかった。

ペニシリン系内服剤 によくみられ る胃腸症状 も今回の検

討 では1例 にもみられず,安 全性 も比較的高い薬剤 と考

えられた。
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Studies were made on the blood level, the urinary excretion, and on the clinical effectiveness of bacampicillin. The

results obtained were as follows:

1) Blood levels and urinary excretion in three adult volunteers: A single oral administration of bacampicillin 500 mg

ABPC titer in fasting yielded the average peak blood level as high as 9.9 ƒÊg/ml 30 minutes after the dosage, showing

rapid absorption of the drug from the intestinal tract. This peak blood level was twice as high as that of ampicillin

formerly studied by the authors. The urinary recovery rate of the drug in six hours was found to be 44.5% in

average.

2) Clinical trials: Seventeen patients (R.T.1. 11, U.T.I. 4, acute colitis 1, and lymphadenitis 1) were treated with

bacampicillion 1.0 g/day. Thirteen of the cases showed good response to the treatment. Neither side effects nor

abnormal laboratory findings attributable to the dosage were observed in those patients.


