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新 し く開発 されたセフ ァロスポリン系抗生物質Cefamandole(CMD)に ついて,基 礎的,臨 床的

研究を行なった。抗菌力に関しては,標 準株22株 と各種の臨床材料由来の分離 株864株 の合 計886

株について,本 剤 とCefazolin(CEZ)の 最小発育阻止濃度(MIC)を 測定 し両者 を比較 した。本剤

は全般にCEZと ほぼ同様本剤に対 して若干優れたMIC値 を示 した。 Pseudomonas sp., Flavobac-

terium sp., Serratia marcescens 等 には,CEZと 同様高度耐性であ った。 Haemophi&cs influenzae
に対 してはAmpicillin(ABPC)よ り若干高いが,ほ ぼ同様のMIC値 を示 し,CEZに 比 し明 らか

に優れていた。

慢性気管支 炎の1例 に,CMD1gを1時 間点滴静注 した。血中濃度の ピー クは点滴終 了時にあ

り72μg/ml,以 後経時的に下降 し,6時 間後0.38μg/mlで あ った。喀痰内移行濃度は,慢 性気管

幸炎2例 にCMD19を1時 間点滴静注を行ない検討 した。1例 は,点 滴終 了後5時 間 目に0.43

μg/ml,他 の1例 は点滴終了後1時 間 目に0.1～0.2μg/mlと 最高値を示 した。

呼吸器感染症29例 と腎盂腎炎1例 の計30例 にCMDを1日2～49,7～20日 間点 滴静注に

て投与した。臨床的効果 は著効7例,有 効12例,や や有効6例,無 効3例,判 定不能2例 で,

有効率ば67.9%で あった。副 作用 としては,GOT,GPTの 軽度上昇2例 と一過性の好酸球の増

多2例 を認めた。}その他は 自覚的,他 覚的になん ら異常 は認めなか った。 なお,1例 に皮反反応の

陽性を認めた。

緒 言

CMDは 米国Eli Lilly社 により開発された新 しい注 射用 セ

ファロスポ リン系抗生物質 である。 以下 の化学構造式を有 し,

その抗 菌域 はグラム陽性菌 に強 い抗菌力を示 し,ま たPseudo

- monas aerugsnosa を除くグラム陰性菌に対しても広範な抗菌

力を示す。 とくに,従 来のセフ ァロスポ リン系抗生物質と異 な

り, Haemophilus influenzae に対 してもABPCと 同等の

抗菌力を示す ことがその特徴 とされている1,2)。

本稿ではCMDの 抗菌力,点 滴静注による血中濃度あるいは

喀疾内移行濃度などの基礎的研究ならびに臨床使用効果と副作

用について,呼 吸器感染症を中心とした私達の検討成績を報告

する。

I.基 礎的検討

1.抗 菌 力

実験方法:当 教室保存の標準株22株 と,最 近臨床材料

か ら分離 した Staphylococcus aureus 54 株,グ ラム陰性

桿菌810株 (Salmonella  36株, Citrobxicter freundii 38

株, C. diversus 32 株, C. amalonatica 11 株, Shigella

45株, Escherichia coli 54 株, Kiebsiella aerogenes 53

株, Enterobacter cloacae 54 株, E. aerogenes 54 株,

Serratia marcescens 54 株, Proteus vulgaris 12 株,

P. mirabilis 42 株, P. rettgeri 22 株, P. inconstans

16株, Mor anella morganii 43 株, Pseudotnovtas aeru-

ginosa 53 株, P. putida 31 株, P. maltophilia 33 株,

P. putrefaciens 16 株, Flavobacterium sp. 50 株,

Acinetobacter anitratus 7 株, H. influenzae 54 株)の

合計886株 について,日 本化学療法学会標準法 に従い,

CMDとCefazolin(CEZ)の 最小発育阻止濃度(MIC)

を測定 し,両 者を比 較した。接種菌量 は108/mlを 使用

し,増 菌培地は Trypticase Soy Broth (BBL), 測定用
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Table 1 Antibacterial activity

Fig. 1 Staphylococcus aureus

54 strains

Fig. 2 Salmonella spp.

36 strains
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Table 2 Antibacterial activity of CMD and CEZ thi organisms isolated from

clinical materials

培地 はHeart Infusion Agar(BBL)を 用 い,Proteus

は遊 走 を 阻止 させ るた めBTB寒 天 培地(栄 研)を 使 用

した。H.influenzaeは,増 菌培 地 にFILDES)培 地

を,測 定 用培 地 に チ ョコ レー ト寒 天培 地 を使 用 した。 対

照 菌 株 と してStaphylococcus aureus FDA 209 PとE.

coli NIHJ JC-2を 用 いた 。

実 験 成績:測 定成 績 はTable 1,2に 示 し,各 菌種 間

に おけ るCMDとCEz)相 関をFig.1,2,… …10に

示 した 。測 定 時 の対 照 と したStaphylococcus aureus FDA

209 PとE.coli NIHJ Jc-2に 対 す るCMDとCEZ

のMICは,そ れ ぞ れ 前者 ≦0.20μg/ml,0.78μg/ml,

後 者0.39μg/ml,1.56μg/mlで あ り,CMDのMIC

が す ぐれ て い た。 この傾 向 は標 準株 ではStaphylococcus

TERASHIMAを 除 け ばす べ て の感 受性 菌で 認 め られ,Ae-

robacter liouefaciens SY 62,Pseudomonas属 を 除 きす

べ て0.78μg/ml以 下 のMICで あ った。Aerobacter

liquefaciens SY 62に お いて は,CEZのMIC100μg/

m1に 対 し,CMDは12.5μg/mlのMICを 示 した。
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Fig. 3 Genus Citrobacter

C. frevadii

38 strains

C. divarsus, C. anialonat Ica

Fig. 4 Escherichia coil

54 strains

Ps tilitiO'Mona s aeruginosa KOBAYASHI お よ びPseudo-

monas aeruginosa NCTC 10490は,両 者 ともそのMIC

値は100μg/m1以 上であ った。

臨床分離株では,Staphylococcus aureus 54株 におい

てにCMD,CEZと もにMICは すべての株が1.56μg/

m1以 下`ど分布 し,差 異はみ られなかった。 一方 臨床分

離グラム陰性桿菌群 では, C. freundii, C. amalonatica,

Fig. 5 Shigella spp.

45 strains

P.mimbilis等 ではCMDがCEZよ り明 らか に す ぐ

れ た 抗 菌力 を 示 した。P. retlgeri,P, inconstans, M.

morganii,E. clome等 にお いて は,　MIC値 はや や 高値

なが ら も明 らか に 有意 の 差 を示 し,CMDが す ぐれ て い

た。 そ の他 の 菌 群 に おい て も概 してCMDがCEZよ り

す ぐれ た抗 菌 力 を示 した。CMDに 対 しP. maltcphilia

とP.putrefacimsに おい て 各1株 ず つ が3.13μg/ml
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以 下 のMICを 小 し,P.aeraginoseに お いで は2株 が

6.25μg/ml,1株 が12,5μg/mlを 示 した が,そ の他 は

CMD,CEZと も高 度 耐性 を示 した。H.inflnenzae54

株 に対 す るCMD,CEZ,ABPCの 各MICの 比 較 を

Table3に 示 した。CMDに おい ては そ の ピー クが0.78

μg/mlに あ り,50/54〓93%が1.56μg/ml以 下 で あ つ

た,CEZは25μg/mlに ピ ー クが あ り,CMDの 方が そ

の 抗 菌力 に お いて す ぐれ て い た,,ABPCは0.39μg/ml

に ピー クを 有し,CMDよ り も若干 す ぐれ てい た。

Fig. 6 Klebsiella aerogenes

2. 血 中および喀痰内移行濃度

実験方法:血 中濃度 は,本 剤を用いて呼吸器感染症の

治療を行な った腎機能に著変をみない慢性録管支炎の症

例(68才,♀,49kg:症 例21)に ついてその推移を測

定 した。CMD19を300mlの 溶媒に溶解 し,1時

間点滴静注を行ない,点 滴開始か ら1時 間後(終 了時)

および,そ の後30分,1,2,4,6時 間毎に反対側の

肘静脈か ら採血 し,血 滴を分離 し,こ れを検体 とした。

測定方法はStaphylococcus aureus MB株 を検定菌とし

た薄層カ ップ法によった。測定胴培地はHeart Infusi-

on Agar(BBL)pH7.3を 使用し,標 準曲線はCMD

180μg/mlか ら人血清 により倍数稀釈 して12系 列をつ

くって作成 した。

喀痰〓移行濃度 は.膿 性疲を喀出す る慢性気管支炎の

2症 例(症 例3:67才,〓,54kg,症 例21:68才,

♀,49kg)にCMD1gを300mlの 溶媒に溶解し,1

時間かけて点滴静注を行なった。点滴開始か ら1時 間

後(終 了時)ま て,お よびその後1,2,3,… …7,8

時間目までの各時間内に喀出された喀痰を採取 し,喀 痰

融解剤を混和,溶 解 した ものを検体 とし,pH7.2,1/

15Mリ ン酸緩衝液を標準液としたカ ップ法 で 測 定 し

た。

実験成績:血 中濃度測定成績 をFig.11下 段に 示し

たe血 中濃度の ピークは点滴終 了時にあ り72μg/ml,

その後の経時的推移は36,30,8.2,1.4,お よび0.38

μg/mlで あった。

喀痰内濃度の成績はFig.11お よびFig.12に 示し

Fig. 7 Genus Enterobacter
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た。 症例21で は(Fig.11),点 滴終 了 後3時 間 目まで

は喀痰量 の増 加 と と もに 喀痰 内 移 行濃 度 も0,0.01,

0.1,0.4μg/mlと 増加 し,以 後 痰 量 は急 激 に 減 少 した

が,喀 痰 内移 行 濃度 は0.3,0.43.0.28,0.29μg/ml

と7時 間 まで は0.3～0.4μg/ml前 後 の値 を示 し,8時

間後か ら減少 した。 症例3(Fig.12),で は点 滴 終了 後

痰量 は 時 間 と と もに 漸減 し,喀 痰 内 移 行 濃度 は0.1,

0.1,0.2,0.1,0.1,0.1～0.2,0.1μg/mlと ほ ぼ一 定

の値 を示 した。

Fig. 8 Serratia marcescens

II. 臨 床 使 用 成 績

対象症例な らびに投与方 法,投 与量:対 象症例 は呼吸

器感染症30例(肺 炎17例,肺 膿瘍4例,慢 性気管支

炎2例,気 管 支拡張症2例,膿 胸1例,急 性気管 支炎

2例,肺 結核1例,肺 癌1例)お よび腎盂 腎炎1例

の計31例 であ った。その うち気管支拡張症の1例 は

投 与前の皮内反応テ ス トが陽性てあったので,CMDは

投与 しなかっ た。年令は17～81才,男 性18例,女 性

13例 であ った。全例本剤単独の点滴静注法にて投 与し,

1日 投 与量は2～6gで,5日 か ら最高20日 間投 与し,

総投 与量は12～84gで あった。

臨床効果の判定は薬剤投与前後の喀痰中細 菌,白 血球

数,血 沈値,CRP、 胸部 レン トゲ ン所 見,さ らに 自覚症

状,喀 痰量などから総合的に著効(〓),有 効(〓),や

や有効(+),無 効(-)ま での4段 階で評価 した。

臨床成績:臨 床成績をTable4,5に 示 した.上 記判

定基準によりみると,著 効7例,有 効12例,や や有

効6例,無 効3例,判 定不能が3例 で,(廿)以 上を

有効とした有効率は19/28=68%で あった。

起炎菌別にみると,31例 中起 炎菌不明の17例 中効

果判定不能 の2例 を除 き,著 効 ・有効例9例(9/15=60

%)で あった。グ ラム陽性球菌によるものは4例(Sta-

phylococcus aureus3例,Streptecoccus pneumoniae1

例)は 全例 有効の有効率100%で,全 例 とも菌の消失を

みた、 グ ラム陰性桿菌によるものは10例 て,Ktebstella

aerogenesに よるもの2例 中1例 が有効,E.coliに

Fig. 9 Genus Proteus
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Fig, 10 Morganslla morganii

43 ,transi

Table 3 Antibacteial activity of CMD, CEZ and ABPC against

Haemophilia influenwe

よるものは2例 中1例 はやや有効の例で,他 の1例

の腎孟腎炎には著効であった。また,本 剤の特徴 とされ

るH.influenzaeに よるものは5例 で,う ち1例 は皮

内テス ト(+)に て与薬 中止,残 りの4例 の うち慢性

気管支炎の症例(症 例3)に おいては全 く不変であった

が,残 りの3例(3/4=75%)に 有効であ った。また,

H.parainfluenzaeに よる1例 も有効であった。

ここで良好な経過を とった1例 を例示する。

C88eNo.43長 ○明48才 男性(Fig.13)

臨床診断:(1)肺 嚢胞感染症

(2)肺結核

昭和51年1月,咳 嗽,喀 痰,喀 血にて精査,喀 痰

か らガ フキー10号 にて左 中肺野の肺結核と診断 され治

療 をうけ経過良好であったが,同 部 に肺嚢胞を残 し,8

月退院。外来通院中に一度肺嚢胞感染をおこしCMZに

て加療。今 回再び咳嗽,喀 痰,発 熱(38.8。C)を 訴え,

胸写上同部に鏡面形成像を伴 う陰影 を生 じたため,当 科

入院。入院時,咳 嗽,血 性痰著明で理学的に左背下部 に

湿性 ラ音を聴取するも全身状態は良好,喀 痰および経皮

的肺穿刺による細 菌検査では起炎菌は判明 しなかった。

CMD29を 朝夕2回 生食水250m1と ともに1時 間

かけて10日 間点滴静注を 行なった所,速 やかに 解熱

し,咳 嗽,喀 痰等の 著明な 自覚症状の改善が 認められ

た。血沈,CRPな どの炎症所見 や胸部 レ線像の 著明な

改善も認め られ,著 効例 と判定 した。なお,本 例は以後

外科 へ転科 し,左 下葉摘出術を施行した。 田

副作用:CMD使 用前後の血液,生 化学検査 成績を

Table6に 示 した。使用前 後を通七てRBC ,Hb,Aト

P,BUN,Creatinineの 値に 著明な変動を きたした症

例 はなか った。GOT,G2Tに 関 しては,症 倒5に おい

てGOT 16→56と 異常を きた したが,こ れは同時に使

用 した リファンピシンによるものと判定 された。 また,

症例9に おいてGPT21→43,症 例16に おいてGOT

26→60と それぞれ軽度の上昇がみ られた。症例20に

おいて はGOT83→104,GPT55→95と 異常値をきた

したが,元 来基礎疾患 として慢性肝炎を有する症例であ

り,肝 機能の変動がCMDに よるものか どうか 不明で

あった。 その他,症 例2に おいて投与開始 日か ら13日
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Fig. 11 Sputum and serum levels of cefamandole after drip infusion

No.21 C.T., 68 y.o., Female, 49kg
Chronic bronchitis

H. influensae

Fig. 12 Sputum level of cefamandole after drip

infusion of 1 g

No.3: K.I., 67 y.o., Male, 54 kg

Chronic bronchitis
H. influsame

目に白血球数4,700→3,400に 対 し2→13%の 好酸球

増多がみられ,症 例10に おいて も同様 に投与8日 目

に白血球数7,200→4,600に 対 し好酸球0→8%の 上昇

がみられたが,投 与終了後は,症 例5,9,16のGOT,

GPT,お よび症例2,10の 好酸球 ともに 自然 と正常化

した。 自覚的な訴えは上記の異常例 においても特に認め

られなかった。症例7に おいてCMDの 皮内反応にて

Fig. 13 No. 4 : A. N., 48 y. o. Male, 40 kg

Lung abscess

(Cyst infection)
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Table 4Clinical effect of CMD

Efficacy--------19/28 = 68%

試験 液:発 赤60×70,対 照液:0×Ommと 陽性 のため

投与を しなかったが,本 症例の患者はア レルギー体質で

あ り,ピ リン系薬剤,ペ ニシ リンおよびセファロスポリ

ン系抗生物質に薬剤 アレルギ ーが認め られた。 その他 に

は,発 疹,悪 心,嘔 吐。腹部膨満,下 痢等の 消 化 器 症

状,灼 熱感等の本剤に関係あると思 われる 自他覚的変化

は認め られなか った。

III.考 按

近年,化 学療法剤の開発,特 にセアァロスポ リン系抗

生物質の開発には目をみはるものがある。合成 ペニ シリ

ンとともに感染症治療の主流をなし,多 くのグラム陽性

球菌感染症およびP. aeruginosaを 除 く グラム陰性桿

菌の感染症や起炎菌不明の感染症 において も第一次選択

剤 として広 く用いられているが,一 般には,H. influen-

2mに は高度 耐性を示 すものが ほとんどである。今 回新

しく開発 されたセ ファロスポ リン系抗生物 質CMDは,

グラム陽性菌。Psmlomonas oeruginosaを 除 くグ ラム

陰性菌に広範な抗菌力を示 し,Einfluenzaeに 対 して

もABPCと 同様の抗菌力を有 し1,2,4～s),尿中排泄が速

やか3,9～13)で,毒性実験でも従来のセ ファロスポ リン系

抗生物質と同様の安全性 を示 している。

今回私達は本剤を入手す る機会を得たので,現 在広 く

用いられているCEZを 対照薬剤 として教室保存の標準

株 と臨床分離株に対す る抗菌力を検討 したが,グ ラム陽

性球菌に対 しては,標 準株,臨 床株 とともに,CMD,

CEZ間 に特 に差を認めず,全 株 とも低いMIC値 を示

した。

グ ラム陰性桿菌群においては両者間に有意の差がみ ら

れた。標準株ではPseudomonas aerugosaに おいては

CMD,CEZと もにMIC値 は100μg/ml以 上であっ

たが,Ambacter liguefacims SY 62で はCEZのMIC

値100μg/mlに 対 しCMDは12.5μg/mlで あ った。

その他の菌株において はCMDで はすべて0.78μg/ml

以下のMIC値 であ り。わずかなが ら全般的にCEZよ

りもす ぐれていた。臨床分離株において も,Citrdacter

属,P. mirabilis等 ではCMDの 方がよ り低いMC

値 を示 した。 他のProteus属,M. morgmii, Ecba-

m等 においてはMIC値 は高値ではあ ったが,若 干な

が ら,CMDの 方がCEZよ りす ぐれていた。P脚dm伊

ms属 は少数の例外を除きほとんどが高いMIC値 で耐

性を 思 わせた。H. influmzae 54株 に対 するCMD,

CEZ,ABPCの 比 較では,CEZは25μg/mlに ピーク

が あったが,CMDは0.78μg/mlに その ピークがあり,

100μg/ml以 上の3株 および25μg/mlの1株 を除き,

他はすべて1.56μg/ml以 下であ った。ABPCは0.39

μg/mlに ピークを有し。 高度耐性を 示す ものはなく,

CMDよ りす ぐれて いた。 すなわ ち,本 剤は現在最 も広

く用いられているCEZに 対 し,グ ラム陽性球菌および

Pseudomonas aeruginosaを 除 く多 くの グ ラム 陰性桿菌

においてMIC値 においてはCEZと 同様ない し若干す

ぐれた成績であった。H. influenzaeに もす ぐれた 抗菌

力を示 したことは特記すべ きことと思われた。 また,

Serratia marcescens, M. morganii, P. rettgeri, P. in-

cmstans,Pseudomonas 属 ,A.anitratus.Flavobacte-

rium sp.等 のよ うに(EZに 対 し高度耐性を 示す菌群

において,高 値なが らもCMDに おいてCEZよ り低

いMIC値 を示 したことは,100μg/ml以 上のMIC値

およびCMDの 尿中濃度についての検 討を行 なって い

ないたあ推測の域をでないが,移 行濃度の低 い呼吸器の

感染症は別 として も,尿 路感染症 においてはある程度の

臨床効果が期待で きるのではないか と考え られた。

本剤19点 滴静注 時の血中濃度の推移を検討 したが,

速やかに減少 していた。Cross-overに よる検討は行な
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っていないが,私 違が以前CEZに おいて 検討 した 成

績16)に 比較して,血 中濃度の減少がCEZよ りもはや

く,4痔 間後には1.4μg/mlで あ り,各 菌租めMIC

値か ら考 えると,有 効血中濃度持続 時間は4時 間前後と

思 われ,1日1回 の投与よ りも2～3回 の投与の方が

より有効 と思われた。本剤1gを 点滴静注 した晦d)喀

痰 内への移行については,1gと 投与量が少 な く症例 も

2例 と少 ないが,1例 は 苧0、1～0.2μg/mlと低 く,1他の

1例 も最高値が0,43μg/mlで あ り,H. influenzeeに

対するMIC値 の ピーク0,78μg/mlを 下回っていた。

Pseudmmsを 申心 とした難 治性の 慢性呼吸器感染症

にはやは り無効と考え られる。

呼吸器感染症 を中心とした本剤の臨床効果は28例 の

うち有効率68%で あった。急性気管支炎,急 性肺炎,

肺化膿症,腎 孟腎炎等の急性感染症23例 中16例70%

に有効であった。また,慢 性気管支炎,気 管支拡張症に

おいて3例 中2例 に有効であらた ことは,症 例は少な

いが,従 桑めセフナゴスポリン系抗生物質に比 べ優性呼

吸器感染症に対す る有用性が うかがわれ泥。 こ の こと

は,慢 性呼吸器感染症 の急性増悪にH.influenzaeが 関

与 して いることと考えあわせ,ま た起炎菌と してHまn-

"mmが 明 らかな4例 中、3例が有効であった ことか

ら,H.influenzaeに 対するCMDの 効果を示唆 した。

その他の起炎菌 としで, .グ ラム陰性桿菌が証明された症

例が少な く,さ らに症例をまして臨床効果の検討が必要

と思 われ る。

本剤投与による副作用は,自 覚的には何 ら異常がみ ら

れなか ったが,数 例にGOT,GPTの 上昇が みられた。

本剤によるものかどうか明 らかでないもの もあり,ま た

投与後には 自然 とはぼ正常化したが,検 討症例31例 中

4例 に異常値をみたことは今後 さらに症例を重ねて慎重

に検討の必要があ るもの と思 われだ。 その他2例 に一

過性なが ら好酸球の増多をみた ことも,同 時に検討を要

すると思 われる。
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BASIC AND CLINICAL STUDIES ON CEFAMANDOLE

YOSHITERU SHIGENO, AKIMITSU TOMONAGA, TOSHIAKI HAYASHI,

NOBUHIRO HORIUCHI, ROKUSHI OKA, JUNICHIRO TAKESHITA,

KINICHI IZUMIKAWA, MASAO NAKATOMI, MASAKI HIROTA,

NOBUOKI MORI, MASARU NASU, ATSUSHI SAITO and KOHEI HARA

Second Department of Internal Medicine, Nagasaki University School of Medicine

KATSUHIKO SAWATARI, CHIKAKO MOCHIDA,

FUMIAKI IORI and Ai HAYASHI

Department of Central Clinical Laboratory, Nagasaki University School of Medicine

Cefamandole (CMD), a new derivative of cephalosporin antibiotic, was examined basically and clinically

in patients with respiratory infectious diseases and in patient with pyelonephritis, and the following results

were obtained:

1) Antibacterial activity: Minimum inhibitory concentrations of CMD were determined according to the

standard method of the Japan Society of Chemotherapy on 886 strains in total including 22 strains preserved

in our department as standard strain and 864 strains isolated from various clinical materials (Staphylococcus

aureus 54, Salmonella 36, Citrobacter freundii 38, C. diversus 32, C. amalonatica 11, Shigella 45, Escherichia coli 54,

Klebsiella aerogenes 53, Enterobacter cloacae 54, E. aerogenes 54, SerYatia marcescens 54, Proteus vulgaris 12,
P. mirabilis 42, P. rettgeri 22, P. inconstans 16, Morganella morganii 43, Pseudomonas aeruginosa 53, P. putida

31, P. maltophilia 33, P. putrefaciens 16, Flavobacterium sp. 50, Acinetobacter anitratus 7 and Haemophilus in-

fluenzae 54). In comparing the results with those of cefazolin (CEZ), they were almost equal or CMD was
slightly more active. CMD was not active against P. aeruginosa and Serratia marcescens as well as CEZ. Aga-

inst H. influenzae, the peak of MIC of CMD was 0.78 Ag/ml, and CMD was more active than CEZ but not

so active as ABPC.

2) Serum level in human:

In a patient with chronic bronchitis, CMD was injected intravenously by drip infusion for one hour at

a dose of 1 g with 300 ml of 5% xylitol, and serum concentrations of the drug were measured. A peak

level of 72 II g/ml was shown at the end of drip infusion, and 1.4 ,g/ml of the drug was measured at four

hours after.

3) Concentrations in sputa:

The concentrations in the purulent sputa of two patients with chronic bronchitis administered 1 g by
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intravenous drip infusion for one hour were 0.1-4,2 pg/m1 in one patient and 0~0.43 tig/mi in the other.

4) Clinical results:

The results of clinical application in 30 cases with respiratory diseases (19 cases with acute pneumonia

and acute bronchitis, 4 with chronic bronchitis and bronchiectasis, 4 with lung abscess, one with pyothorax,

one with lung tuberculosis, one with lung cancer) and in one with pyelonephritis administered 2-4 g per day

for 7-20 days were excellent in 7 cases, good in 12 cases, fair in 6 cases, poor in 3 cases and the other 3

cases were not qualified. The effective rate was 68%.

5) Side effects:

Skin test was positive in one patient. Elevations of S-GOT and S-GPT were observed in four patients,

but the causes were not clear in two cases whether they would be occurred by CMD or not, because one

out of the four patients had been given rifampicin before the administration of CMD and the other one had

had chronic hepatitis with unstable value of S-GOT and S-GPT. In the other two patients, the elevations

of S-GOT and S-GPT were slight in grade and their levels returned to normal during (MI) treatments.

Transient eosinophilia was seen in two pateints.


