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国立霞ヶ浦病院内科

は じ め に

Bacampicillin(BAPC)は 新 しくスウェー デン ・ア ス トラ社

によ り開発 された経 口用の合 成PC剤 である。

BAPCそ れ 自体では抗菌 力は非常 に低 いが,経 口投与 した

場合,小 腸より速やか に良 く吸収されて,腸 壁のester8seに

より加水分解 されABPCと して強い抗菌 力を示 すとされ てい

る。従 って本剤の経口投 与は。ABPCの 内 服 に比較 してその

血中濃度が速 やか にピー ク値に達 し,又 ピー ク値が2～3倍

を示し,高 濃度に肝 ・腎などに移行することが特長である?

今回われわれは本剤の臨床的検討 を行ったので以下その成

績を報告する。

対象ならびに方法

対象は国立霞 ヶ浦病院内科 に主と して通院 した各種感

染症26例 で,内4例 は入院息者である。

性別では男性10例,女 性16例 で。年令は22才 から75才

におよんでいる。

Table 1 Clinical results of Bacampicillin
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症例の内容は急性扁桃炎2例,急 性気管支炎8例 。急

性肺炎6例(マ イコプ ラズマ肺炎2例 を含む),急性 腎孟

腎炎3例,慢 性腎盂 腎炎2例,慢 性膀胱炎1例,急 性腸

炎2例,慢 性腸炎1例,卵 巣膿瘍1例 である。

投与量はBAPC(ABPC換 算)1日750mg(3錠)か

ら1,000mg(4錠)で あ り,投 与 日数は2日 か ら22日 に

およんでいる。総投与量は1.5gか ら22gで あった。

起因菌については呼吸器感染症では証明されなかった

が,尿 路感染症では1ml中10万 個以上証明された もの と

し,腸 管感染症では純培養で証明されたものとした。

効果判定は臨床症状 と検査成績の改善を指標 とした。

成 績

症例はTable1に 示したとおりである。

呼吸器感染症は16例 であ り,全 例に喀痰 ・咽頭培養を

実施 したが,常 在菌のみで原因菌 と考 えられる菌は証明

されなかった。

症例1,2は 急性扁桃炎で,症 例1は1日750mgの

投与で第1病 日より平熱 とな り,第2病 日には自覚症状

も消失した。症例2は1日1000mgの 投与により数 日に

て自他覚症状 が消失 した。

症例3～10ま では急性気管支炎であ り,症 例3～6ま

では1日1000mgの 投与で7～10日 間で自他覚症状 が消

失した。症例7～9は1日750mg～1000mgの 投与で,

9～11日 間では自他覚症状 の改善をみなか った。症例10

は1日750mg2日 間の服用で,心 窩部痛 ・嘔気のため

に患者が服用を中止 した。尚,症 例9は 急性腸炎を合併

していたが内服後2～3日 で便通は正常化 した。

症例11～14ま では細菌性肺炎 であ り,こ れらはマイコ

プラズマ肺炎でないことを血清学的に裏付けた症例であ

る。症例11～13は1日1000lng17～22日 間の投与により,

自他覚症状 およびX線 所見の改善 を認めた。症例14は 気

管支拡張症の既往があり,1日1000mg8日 間の投与 に

よるも自他覚症状 ならびに胸部X線 所見の改善 を認めな

かった。症例15・16は1日1000mg6～15日 間の投与 を

うけたが,寒 冷凝集反応およびIHAの 高値 によりマイコ

プラズマ肺炎 と判定 された。 いつれ も血沈 ・胸部X線 所

見または自他覚症状の改善 を認めなかった。

症例17～22は 尿路感染症 で,症 例18～20ま では急性で

あり,症 例17・21・22は 慢性である。

症例17は 尿の溜濁によ り来院 した慢性膀胱炎で,尿 培

養でABPC,CBPC,SBPCに 感受性のあるE.coliを

認めた。1日1000mg10日 間の投与 により尿溜濁は消失

したが,尚ABPC,CBPC,SBPC耐 性のE.coliが 認

め られた。

症例18～20は 急性腎盂 腎炎で,症 例18,19に は尿培養

でE.coliが 認められ,1日1000mg8日 間の投与 によ り

尿培養陰性 とな り,自 覚症状 も消失 した。症例20は 典 型

的 な急性 腎盂腎炎の臨床像で来院 し,尿 中に多数の白血

球 と球菌を認めたが,尿 培養では菌陰性であった。1日

1000mg15日 間の投与により自他覚症状 ならびに血沈の

改善をみた。

症例21,22は 慢性腎盂腎炎で,症 例21で は尿培養で。

ABPC,CBPC耐 性 のKlebsiellaを 認めた。1日1000

mg 7日 間の投与 により,自 覚症状 は改善したが尚尿培

養 でKlebsiellaを 認めた。症例22は尿培養でABPC感

受性のEnterobacterを 認めたが,1日1000mg5日 間

の投与で。菌交代 を示しABPC耐 性のKlebsiellaを 認

めた。

症例23～25は 腸疾患で,い ずれ も下痢 ・腹痛を訴 え,

BAPC投 与前 にST合 剤等の抗生物質の投与 を受 けてい

て,又 いずれ も便培養にてABPC感 受性のE.coliを 認

めた。

急性腸炎 と考えられる症例23,24で は1日10001ng7

日間の内服によ り自他覚症状 は改善 したが,便 培 養 で

E.coli, Klebsiella, Proteus vulgarisを 認めた。症

例25の慢性腸炎では1日1000mg14日 間の投与を受けた

が,自 覚症状 の改善を認めず,便 培養でABPC耐 性の

E.coliを 認めた。

症例26は 急性 腎盂腎炎を考 えさせる臨床像で来院 し,

入院治療 を行 った症例で,尿 培養で菌 を認 めず,1日

1000mg15日 間の投与を受 けた。BAPC内 服中は下熱 し,

血沈の改善 ・白血球数の正常化をみたが,内 服中止後再

発熱をみた。 尚白血球増 多血沈の促進が再度認められ,

ABPC 1000mgの 投与により下熱 した。後に婦人科 にて

卵巣膿瘍として手術を受けたが,菌 は証明されなかった。

副作 用については症例3で,投 薬3日 目より軽度 の発

疹 を認めたが,継 続投与が可能であった。症例4で は投

薬9日 目より軽度の発疹を認めたが,継 続投与が可能で

あった。症例5で 投薬9日 目より呑酸 ・心 窩部痛を生 じ

たが,本 例 も継続投与が可能 であうた。症例10で は2日

目より心窩部痛 ・嘔気を生 じ,内 服 を中止 した。症例16

では7日 目に全身 に小丘疹 を生 じ,内 服を中止 しPSL

20mg/日3日 間投与 した。 この例では14%の 好酸球増 多

を認めている。 しか し本例以外に末梢血液像 に感染 及び

び基礎疾患以外 による影響 を認めていない。 またGOT,

GPT,Al-p,血 清ク レアチニン,尿 素窒素 については,

Fig.1に 示す如 くBAPCの 投与前後で異常 を示 したも

のはなか った。
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Fig.1 Laboratory testa before and after administration of Bacampicillin

考 按

ABPCを エステル化したBAPCは 経 口によってのみ

投与され,小 腸にて吸収され,腸 壁 の非特異的esterase

により加水分解 されて,ABPCと して作 用する。 そして

経 口投与されたABPCに 比較 して,血 中濃度が速やか

にピーク値に達 し,そ のピーク値が2～3倍 に達 するこ

とを特長 としている。

本剤を呼吸器感染症16例,尿 路感染症6例,腸 管感染

症3例,卵 巣膿瘍1例 に使用 した。結果は前述のごとく,

急性扁桃炎では2例 中2例(100%)に 有効であり,1例

では著効 を示した。急性気管支炎では8例 中副作用によ

り中止 した1例 を除けば4例(57.1%)に 有効であった。

急性肺炎6例 中3例 に有効 であったが,マ イコプラズマ

肺炎2例 を除けば,4例 中3例(75%)に 有効 となる。

尿路感染症は6例 で,急 性 腎盂腎炎は3例 中3例(100

%)に 有効であり,慢 性例3例(慢 性膀胱炎1例,慢 性

腎盂 腎炎2例)で は,菌 の残存 ・菌交代 を示 しすべて無

効であった。

腸疾患3例 では,急 性腸炎の2例 で速 やかな自他覚 症

状の改善 を認め2例 中2例(100%)有 効 としたが,便 培

養 による菌の陰性化はみられなか った。 、例の慢性腸炎

では,効 果がみられ なかった。

卵巣膿瘍の1例 では投与後再燃 を来 し,無 効 とした。
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起因菌別効果では明らか に起因菌 を証明 し得 た尿路感

染症で,E. coli3例 中2例 に有効であったが,腸 管感染

症または慢性感染症に認め られたE.coli,Klebsiella,

Enterobacterに は無効であった。

副作用 としては26例 中3例 で発疹 を生 じ,ま た2例 で

胃腸障害 を認め,副 作用のため内服を中止 したものは2

例であった。 その他血液 ・肝 ・腎機能 ・検尿 に明らかな

投与前後の変化を認めた ものはなかった。従 って副作用

の発生頻度は26例 中5例(19%)に なる。

以上われわれの経験よ りは,本 剤の特長 である血中濃

度がABPCに 比較 して速やかに高値を示すことについ

ては結論を出すことは出来 なかった。

ま と め

BAPCを 以下の感染症に使用 し,次 の結果を得 た。

急性扁桃 炎2例 中2例,急 性 腎孟腎炎3例 中3例 。急

性腸炎2例 中2例,急 性気管支炎7例 中4例,急 性肺炎

(マイコプラズマ肺炎2例 を含む)6例 中3例 に有効 で,

慢性膀胱 炎1例 。慢性腎孟腎炎2例,慢 性腸炎1例,卵

巣膿瘍1例 に無効 で,計25例 中14例 に有効 であ り,有 効

率は56%で あった。

副作用 としては発疹3例,胃 腸障害2例 がみられ,発

生頻度 は19%で あ り,そ の他血液検査 ・検尿などで異常

を示した例はなかった。
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Bacampicillin was tested to the following infectious diseases and the following result was obtained.

It was effective to 2 cases of acute tonsillitis, to 3 cases of acute pyelonephritis, to 2 cases of acute enteritis, to 4

out of 7 cases of acute bronchitis, to 3 out of 6 cases of acute pneumonia including mycoplasma pneumonia. But it

was not effective to a case of chronic cystitis, to 2 cases of chronic pyelonephritis, to a case of chronic enteritis, to a

case of ovarial abscess. It was effective to 14 out of 25 cases in total and effective rate was 56%.

As side effect, eruption caused by bacampicillin administration was observed in 3 cases and gastric disturbances in

2 cases.


