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新 しいセファロスポ リン系抗生剤Cefamandoleに ついて,基 礎的,臨 床的検討を行な った。本

剤の基礎的検討 として,腎 機能正常者4例 に本剤2gを2時 間で点滴 静注 し,6時 間までの血 中濃

度および尿中排泄量を測定 した。血 中濃度は点滴終了時の2時 間値が最高で,以 後速やかに下降 し

た。また,4例 の平均血 中濃度か ら算 出 した消失速度定数(Kel)は1.47±0.23/時 間,血 中濃度半

減期(T1/2)は0.47±0.07時 間,分 布容積(V4)は12.6±1.7Lで あった 。 本剤 の尿中への排泄

は速やかで,点 滴 開始後6時 間までに77,9±2.3%が 尿中に回収 された。 本荊の臨床効果は,急 性

単純性腎盂腎炎3例 では著効2例,有 効1例 で有効率100%,複 雑性UTI 6例 では著効1例 有効4

例,無 効1例 で有効率83.3%,男 子急性性器感染症4例 では著効3例,有 効1例 で有効率100%で

あった。副作用 として,1例 に発疹,1例 にアルカ リフ オスファターゼ,GOT,GPTの 上昇が認

められた。

は じ め に

Cefamandole(CMD)は.新 しいセフ ァロスポ リン系抗生剤

で,Fig.1の ような化学構造式を有 する。本剤は グラム陽性,

陰性菌に強い抗菌力を有 し,こ とにE.coli, Klebsiella。

Proteus, Enterobacter, Citrobacterな どの グラム陰性 菌に

対する抗菌力が強いとされている。 また,筋 注,静 注によ り投

与量に比例した血中濃度が得 られ,生 体内で代謝を受けず に活

性型のまま高率に 尿中へ 排泄され る特微を 有す るとされ てい

る。

Fig. 1 Chemical structure of CMD

われわれは,腎 機能正常者の血中および排泄動態を検討する

とともに,尿路性器感染症に対する本剤の臨床効果についても

検討したので,その成績を報告する。

研究方法ならびに成績

I.血 中濃度,尿 中排泄

1.方 法

24時 間内因性 クレアチムンクリア ランス100ml/min

以上め腎機能正常者4例(男 子3例,女 子1例,年

齢は:28～67歳 で平均45.5歳,体 重 は47～60kgで 平

均54.0kg)を 対象 とした。方法は,CMD 2gを5%

ブ ドウ糖液500mlに 溶解 の上,2時 間かけて点滴静注

し,点 滴開始後1,2,3,4,6時 間 目に末梢静脈血を

採取 し.ま た0～2,2～4、4～6時 間までの採尿を行

ない,そ れぞれの濃度を測定 した。

血 中濃度の測定は,Bacillus subtilis ATCC 6633を 検

定菌―とす る寒天平板穿孔法で行ない,標 準希釈液の調整

にはMoni-TrolIを 用 いた。 また,尿 中濃度の測定 は、

Staphylococcus aures ATCC 9144を 検定菌 とし,自 動

分析装置を使用した比 濁法で行ない,標 準希釈液の調整

には1/10M燐 酸緩衝液(pH6.0)を 用いた。

2.成 績

腎機能正常者4例 の血 中濃度 は,点 滴開始後1,2,

3,4,6時 間で それぞれ46.0±9.9, 47.0±9.1, 14.0±

Fig. 2 Serum levels after drip infusion of 2g of

CMD in patients with normal renal function

(n=4, Mean ± S.E.)
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3.1, 4.3±0.9, 0.6±0.3μg/ml(Mean±S.E.)で,点

滴 終 了時 の2時 間値 が 最 も高 く,以 後 の低 下は 速 やか て

あ った(Fig.2)。 得 られ た血 中 濃度 か らone-compart-

ment open modelに 従 い,FACOM270/30電 子 計 算

機 に よ り個 々の症 例 の 薬 動力 学 的パ ラメ ータを 算 出 した

結 果 をTable 1に 示 した 。 す な わ ち,腎 機能 正 常 者4

例 の 薬 動力 学 的パ ラメ ータ ーの 平 均値 は,消 失 速 度 定 数

(Kel)1.46±0.21/時 間,血 中 濃度 半 減 期(T1/2)0.52

±0.10時 閥,分 布 容 積(γ6)15,5±4,9Lで あ った

(Table 1)。 い っぽ う,4例 の 平 均 血中 濃 度か ら算 出 し

た 各薬 動 力学 的パ ラメ ー タ は,Kel 1.47±0,23/時 間,

T%0.47±0.07時 閥,Vd 12.6±1.7Lで あ った。

腎 機能 正 常者4例 の尿 中 濃度 は,尿 量 に よ る ぱ らつ

きが 認 め られ るが,点 滴開 始 後0～2,2～4,4～6時 間

で それ ぞれ2,098.5±386.9,1,808.0±249.1,671.0±

372.7μg/mlで,0～2時 間値 が 最 高 で あ った。 また,

0～2,2～4,4～6時 間 まで の 尿 中排泄 量 を 尿 中 回収 率

で み る と,そ れ ぞ れ52.6±4.2,20.7±3、5,4.6±1.9

%と な り,0～6時 間 まで に77。9±2.3%が 尿中 に 回

収 され た(Fig.3)。

Fig. 3 Urinary excretion after drip infusion of

2g of CMD in patients with normal re-

nal function

Table 1 Pharmacokinetic parameters calculated after drip infusion of CMD

in patients with normal renal function

Kel: Elimination rate constant
TM: Half-life
Vd: Distribution volume

II.臨 床 成 績

1.対 象

対象は尿路感染症(以 下UTI)9例(男 子6例,女

子3例,年 齢は13～82歳 で平均45.8歳),お よび男

子性器感染症5例(年 齢は23～70歳 で平均43.2歳)

の計14例 であ る(Table 2,3)。

UTI9例 の内訳は,尿 路 に基礎疾患を有 しない 単 純

性UTI3例(い ずれ も女子の急性腎孟腎炎),お よび

基礎疾患を有す る複雑性UTI6例(急 性腎盂腎炎5例

慢性膀胱炎1例)で あった。な お,複 雑性UTI6例 の

基礎疾患は,神 経因性膀胱3例,尿 道狭窄2例,尿 管結

石1例 であった(Table 2)。

男子性器感染症5例 の内訳は,急 性副睾丸炎3例,

急性前立腺炎2例 で全例急性症であった。

UTIの 診断基準 は,UTI薬 効評価基準(第 一版)に

準 じ,投 薬前膿尿10コ/hpf以 上,投 薬前総菌数104

コ/ml以 上存在 することを条件 とした。また男子性器感

染症は臨床所見よ り診断した。

2.投 薬量および投薬方 法

投 薬量は1日49,朝 夕2回 に分割 し,5%ブ ドウ

糖液(糖 尿病のある場合 は10%マ ル トース液)500

mlに 溶解の うえ約2時 間かけて点滴静注し,投 薬期間

は5日 間とした。
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Table 3 Clinical results of cefamandole (CMD) in infections of the male genital organ

(2g •~ 2/day •~ 5 days, D.I.)

* : CMD was discontinued. Skin eruption appeared on the 3rd day of the  administration,

although skin test had been negative.

Table 4 Bacteriological response

3.効 果判定

UTIの 効果判定は,UTI薬 効評価基準(第 一版)に

準 じて行なった。す なわち,急 性単純性腎盂腎炎は,症

状,膿 尿および細菌尿の3項 目を 指標 とし,症 状 とし

て比較的客観性が高 いと考え られた発熱のみを とりあげ

た。 また,複 雑性UTIは,膿 尿および細菌尿の2項 目

を指標 として判定 した。

男子急性性器感染症の効果判定は,局 所の腫脹,疹 痛,

発熱の3症 状を指標 とし,3症 状 とも軽快を著効,2症

状軽快を有効,そ れ以外を無効の3段 階に判定 した。

4.成 績

急性単純性腎盂腎炎3例 の臨床効果は,著 効2例,

有効1例 で 有効率100%で あ った。複雑性UTI6例

の臨床効果 は,著 効1例,有 効4例,無 効1例 で有効

率83.3%で あ った(Table 2)。

男子急性性器感染症5例 のうち 副作用出現のため投

薬を中止 した1例 を除 く4例 の臨床効果は,著 効3

例,有 効1例 で 有効率100%で あった(Table 3)。

以上の成績を男子性器感染症患者尿中分離菌をも含め

た細菌学的効果の面か らみ ると,E.coli 7株 中5株

(71.4%),Klebsiella 2株 中2株,Enterobacter aero-

genes 2株 中2殊,Citrobacter 1株 中1株,Strepto-

coccusfbeoalis 1株 中1株 が本剤投薬後に尿中から消

失した。ま た,消 失をみなかったE.coli 2株 も菌数

102コ/mlま で減少 していた。本剤投薬後に新たに尿中

に出現 したのは.Pseudomonas aeruginosa 1株 のみで

あ った(Table4)。

なお,一 部の分離菌に対するCMDの 抗菌力を,日

本化学療法学会の最小発育阻止濃度(MIC)測 定改訂法

に準じて測定 し,そ の成績をTable 2,3中 に示した。
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Fig. 4 Influences of CMD on clinical laboratory examinations
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5.副 作用

アレルギー反応などの臨床症状を観察す るとともに,

本剤投薬前後における赤血球数,血 色素量,白 血球数,

腎機能(BUN,血 清 クレアチニ ン値),肝 機能(ア ルカ

リフォスファターゼ,GOT,GPT),血 清電解質(Na,

K,CI,Ca)な どを測定し,そ の成績の概略をFig.4に

示した。

臨床症状としては,1例 に投薬3日 目から発疹が出

現したが,投 薬中止2日 後には消失 した。臨床 検査 成

績については,1例 にアルカ リフォスファターゼ,GOT,

GPTの 上昇がみられた。

考 按

セファロスポ リン系抗生剤は,ア レルギ―問題を除け

ば副作用が比較的少ないこともあ り,本 邦 では多用され

る傾向にある。CMDは 新 し く開発されたセフ ァロスポ

リン系抗生剤で,生 体内で代謝を受 けず,主 た る排泄経

路は腎とされている1)。

われわれは,腎 機能正常者4例 を対 象 として,本 剤

29を 点滴静注した際の動態について検討 した。血中濃

度 は平均値で点滴終 了時の2時 間値が最高 で,47.0±

9,1μg/mlを 示 し,そ の後速やかに下降 し点滴開始6時

間後にはほぽ血中か ら消失していた。 また,4例 の平均

血中濃度か ら算 出したT1/2は0.47時 間(28.3分)で

あった。FONGら2}は,健 康成人6例 にCefamandole

nafateを 投与し,one-compartment open modelに よ

り解析 し,静 注時および筋注時の7「%は それぞれ平均

34お よび59分 であった とし,同 一対象例でのCepha-

10thin(CET)のT1/2よ り若干長い成績が得 られた と

報告 している。NIGHT欝GA膿 ら3,は,セ ファロス ポリ

ン系抗生剤の薬動力学的パ ラメーターを まとめた成績を

報告 しているが,T1/2に ついてはCETの0.6時 間が

最 も短 く,CMDもT1/2の 短い抗生剤 と考 え られた。

また,4例 の平均血中濃度 から算出 した 巧 は12.6L

とな り,FONGら2}の 報告 によ る12.8Lと 近似した値

であった。な お,4例 個 々につ いて算出した薬動力学的

パ ラメータの一部にば らつきが みられたが,点 滴静注に

注入器を用いていないたあの点滴速度のば らつきが主因

と考え られた。

GRIFFITHら4)は,Cefamandole nafateを 健康成人に

筋注 した際の8時 間までの 尿中回収率は65～85%で
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あったと報告しているがゲわれわれの成績で も本剤の尿

中への排泄は速 やかで。点滴開始後6時 閥 までに 投与

量の平均77.9%が 尿中に回収された。

本剤の臨床効果につ いては,急 性単純性腎盆腎炎3例

の有効率100%,複 雑性UTIの 有効率83、3%,ま た

男子急性性器感染症4例 の有効率100%と ほぼ 満足

すべ き成績が得 られた。

副作用 とレては,1例 に発疹がみ られ投楽を中止 した

が一過性軽度のものであった。 また,1例 にアルカ リフ

ォスフ ァターゼ,GOT,GPTの 上昇がみられたが,本

例は本剤投薬50日 前に輸血600mlの 既往があ り,本

剤が直接の原因とな ったか否かの判定は困難であった。

稿を終わるにあたり,高 岡市民病院 江尻 進博士,砺 波厚

生病院 小島 明博士の御協力に感謝します。
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Cefamandole, a new injectable cephalosporin antibiotic, was evaluated experimentally and

clinically. The results obtained were as follows:

1) Cefamandole was administered in a single dose of 2.0 g intravenous drip infusion for 2

hours to 4 patients with normal renal function. The mean peak concentration in serum was 47.9

/4g/ml at 2 hours following drip infusion, and the half-life of cefamandole was calculated for 0.47
hours.

Seventy-eight per cent of administered dose was excreted in the urine during the first 6 hours

of infusion.

2) The clinical results of 13 patients with genitourinary tract infection were excellent in 6

cases (46.2%), good in 6 cases (46.2 %) and poor in 1 case (7.7%).

3) Two patients exhibited side effects: One patient with skin eruption, one with elevated serum

transaminases and alkaline phosphatase.


