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産 婦 人 科 領 域 に お け る セ フ ァ ク ロ ー ル の 試 用 経 験

山 田文 夫

大阪市立母 子セ ンター産婦人科

新しい経 口用セフ ァロスポ リン剤セフ ァクロールを12例 の産婦人科領域感染症 に試用 した。対象

疾患の内訳は,膀 胱炎6例,外 陰フルンケル,バ ル トリン腺炎,外 陰潰瘍な どの外陰感染症4例 お

おび乳腺炎,術 後創部感染症各1例 である。

セファクロールの投与法は,す べて1回250mg,1日3回(8時 間毎),7日 間投与で総投 与量

は5.25gで あ る。

臨床効果の判定は,本 剤投与後7日 目に,菌 および 自他覚所見 の消失を見た ものを有効,そ の他

はすべて無効 とした。

12例 中,菌 消失をみなか った膀胱炎2例 を除 く10例 に有効で,有 効率は83.3%で あ った。 な

お,本 剤投与中に副 作用 と思われ る自他覚症状は1例 も認め られなか った。

I. 緒 言

セファクロールは米国Eli Lilly社 においてあたらしく開発

された経口用セファロスポリン剤で,現 在す ぐれた効果のため

頻用されているCEXに 比し,さ らに種々の利点を もつとさ

れ1,2),臨床使用上大いに期待がよせられている。今回,著 者は

本剤を産婦人科領域における感染症に試用 し,認 むべき成績を

得たので報告する。

II. 対象症例および投与法

対象は昭和53年3月 か ら昭和53年9月 までの7

カ月間における大阪市立母子セ ンター産婦人科の外来受

診患者12例 である。症例の内訳は膀胱炎6例,外 陰

フルンケル,バ ル トリン腺炎,外 陰潰瘍 などの外陰感染

症4例 および乳腺炎,術 後創部感染症 各1例 である。

セファクロールは1回250mgを1日3回,朝 食

後,夕 食前,就 寝前に 服用せ しめた(1日 量 合計750

mg)。投与期間は1週 間で総投与量 は5.259で あっ

た。

III. 治 療 成 績

治療成績はTable1に 示 す とお りであ る。 臨床効果

の判定は投与後7日 目に細菌 および 自他覚所見の 消失

を見たものを有効,そ の他はすべて無効 とした。なお,

症例No.7～12の 乳腺炎,外 陰潰瘍,外 陰 フル ンケル,

バルトリン腺炎
,術 後創部感染は,投 与後7日 目には

感染局所の治癒によ り検体採取が不能で あったが,細 菌

学的効果は菌消失とした。

細菌学的に 無効で あ ったのは 膀胱炎6例 中の2例

で,い ずれ もE.coliで あった。有効10例 の分離菌の

内訳はE.coli 2例,S.epidermidis 3例,S.aureus 1

例,S.faecalis 2例 で,Pseudomonasの1例 に も有効

で あった。

以上12例 の臨床効果 を総括す ると,菌 消失をみなか

った2例 を除 く10例 が有効 で,有 効率は83.3%で

あった。 なお,〓 痒,め まい,胃 腸症状などの 自覚的な

らびに発疹などの他覚的副 作用の有無について も注 目し

たが,な ん らの副作用 も全例 に認め られなかった。

IV. 総括並びに考按

セフ ァクロールは米国Eli Lilly社 であた らし く開発

された経 口用セフ ァロスポ リン剤で,そ の構造上3位

に直接Cl原 子が結合する特異性を もち,抗 菌力ではグ

ラム陽性菌および 陰性菌に強 い抗菌力を有 し,in vitro

でCEXよ り2～8倍 も強力であるとされ1,2),ま たin

vivoで もす ぐれた治療効果が報告 されて いる3)。しか も

毒性面では一般 毒性 はCEXと 同様に きわめて弱 く,腎

毒性で はCEXよ り低 いとされ3),臨 床使用上大 いにそ

の効果が期待されたが,今 回本剤を産婦人科領域感染症

に試用 し 細菌学 的,臨 床的に す ぐれた効果をみた。 ま

た,な ん らの 副作用 も 認めなか った。 ことに本剤 は1

日3回 投与で上述の成績を得て お り,臨 床 使用上極め

て有用な抗生物質 とい うことが できよう。

本稿の要旨は第25回 日本 化学療法学会東 日本支

部総会(於 東京,昭 和53年10月)に 発 表した。
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Table 1 Clinical results with cefaclor

* impossible to take out the material
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CLINICAL EXPERIENCE WITH CEFACLOR IN THE FIELD OF

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

FUMIO YAMADA

Osaka City Maternity Center

Cefaclor, a new antibiotic with various characteristics, was clinically applied in the field of obstetrics

and gynecology, and the following results were obtained.

Cefaclor was administered in 6 cases of cystitis, 1 case of mastitis, 4 cases of external genital infection,

and 1 case of post-operative wound infection. Isolated organisms were E. coli in 4 cases, Staphylococcus in

4 cases, S. faecalis in 3 cases, and Pseudomonas in 1 case.

After total dose of 5.25 g was administered at 0.75 g daily, the bacteria disappeared in 4 cases and in

6 cases the materials could not be taken out because of the local healing.

Any side effect of the drug was noticed throughout all cases.

From the above mentioned clinical experience, cefaclor may be considered to be a useful drug for the

clinical application.


