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Ceftizoximeの 臨 床 的 検 討

山 岡 澄 夫 ・山 根 至 二 ・真 下 啓 明

東京厚生年金病院内科

Ceftizoxime (CZX)を 肺炎6例,慢 性尿路感染症3例 に投与し,臨 床的,細 菌学的効果お よび副

作用について検討 した。肺炎6例 中臨床的に有効だ った もの4例,や や有効1例,無 効1例,細 菌学

的には,消 失2例,減 少2例,菌 交代1例,不 明1例 であった。 尿路感染症では臨床的に有効の もの

1例1無 効2例 。細菌学的効果は不変2例,菌 交代1例 であ った。検 出菌からみ ると,Klebsiellaは

全例消失 したが,P.aeruginosaお よびS.faecalisは 存続ないし,交 代菌 として出現 した。副作用

は自他覚的にも臨床検査値か らも異常 を認めなかった。

ま え が き

Ceftizoxime (CZX)は 藤沢薬品 中央研究所で 開発 された新

しいcephalosporin系 抗生剤であ る。従来 の同 系統の ものに比

べ,抗 菌スペ ク トルが拡大 され,と くに グラム陰性桿菌に対す

る抗菌力 がす ぐれてお り,セ ファロスボ リナーセ 型およびペニ

シ リナーゼ型の β-lactamaseに 対 して 安定で,多 剤耐性菌に

対 して も有効であ る1,2).今 回われわれは,本 剤 を内科領域の

感染症9例 に投与 し,臨 床的検討 を行な ったので報告する0

Table 1 Clinical results of
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1. 投与対象および方法

昭和53年11月 から昭和54年7月 までに当科を受診し

た肺炎6例,慢 性膀胱炎2例 および慢性腎盂轡炎1例 の

計9例を投与対象とした。全症例 とも入院患者で,男5

例,女4例,年 令は48～82才(平 均67.4才)で あ った。

本剤使用前に皮内反応陰性を確認 し,さ らにはペニシ

リン,セファロスポ リン剤などのアレルギー既往の無い

ことを確認したのち投与対象 とした。

投与方法は,本 剤1回1～2gを5%ブ ドウ糖液250

mlに溶解し,約1時 間の点滴瀞注に より,1日2回 投

与した。ただし,症 例5,6は1回0.5gを 注射用蒸溜

水2mlに溶解し筋注により投与 した。 投与期 間は7～

21日で総投与量は9～76gで ある。 なお 他の 抗菌性製

剤の併用を行なった症例はなかった。

呼吸器感染症に対する臨床効果の判定には,臨 床症状

(発熱,咳嗽,喀痰 など)お よび検査所見(細 菌学的所

見,白血球数,胸 部レ線など)の 推移から判定した。

すなわち,臨 床症状の改善が5日 以内に認められ,そ

Ceftizoxime

の後治癌に至 り,喀痰 中細菌の消失または 減少の認めら

れた ものを有効 とし,臨 床症状の改善 が不充分で,か つ

喀痰 中細菌の存続が認め られる ものをやや 有効 と判定 し

た。また,臨 床症状および検査 所見上の改善 が認められ

ない ものを無効 とした。

尿路感染症ではUTI薬 効薪価基準(第2版)3)を 参

考 にして行なったが,効 果判定時期 は7日 後とした。

2. 臨 床 成 績

CZX使 用症例 の基礎疾患,感 染症重症度,検 出菌の

推移,投 与法,効 果などをTable1に 示 し,検 出菌の

MICをCEZの それと比較 してTable2に 掲げた。

疾患別には,肺 炎6例 中臨床的に有効だった ものは4

例,や や有効1例,無 効1例 で0無 効例は症例4の 起炎

菌不明の肺炎で,血 液培養陰性 ではあ ったが,臨 床症状

か らは敗血症が強 く疑われた症例 であ る。本剤投与後,

他剤 も試みたが効果な く,死 亡 した。細菌学的効果は消

失2例,減 少2例,菌 交代1例,不 明1例 であった。

尿路感染症では臨床的に菌交代,膿 尿正常化の認めら

れた症例6が 有効 と判定 され,他 の2例 では細菌尿,膿

尿と もに改善が認め られず無効 と判定され た。結局,有

効1例,無 効2例 で,細 菌学的には不変2例,菌 交代1

例の成績 であった。

感受性別 に 検出菌10株 の推移 をみると,呼 吸器感染

症では6.25μg/ml以 下を 示 した8株 は 全て 消失 した

が,100μg/ml(症 例1)お よび25μg/ml(症 例3)と 中等

度耐性を示 したP.aeruginasaは い ず れ も減少に とど

まった。また,投 与後 出現 したP.maltophilia(症 例

3), P.aeruginosa(症 例8)のMICは 各 々200μg/ml,

100μg/mlの 耐性株であ り,感 受性 と菌の推移に相関が

み られた。

一方,尿 路感染症3例 ではいずれ もS.faecalisが 存

続ない し菌交代 として関与 したため細菌尿の改善は全例

においてみられなかった。S.faecalisに 対す るCZX

のMICは 高 く,存 続 を示 した症例5で は>400μg/ml,

また菌交代 として出現 した症例6は>400μg/mlの 高度

耐性株であった。

3. 副 作 用

本剤投与 による悪心,発 熱,発 疹 などの 自他覚的副作

用は認められず,ま たTable3,4に 示す ように,得 ら

れた血液,生 化学検査 の上から も本剤に よると思 われ る

異常を認めなか った。症例4で 本剤投与後,貧 血がみ ら

れたが,胃 潰瘍に よる ものと考えられた。
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Table 2 MIC's of CZX to clinical isolates
μg/ml

N. n. : Not done

Table 3 Clinical laboratory

*B: Before treatment 

A: After treatment
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Table 4 Clinical laboratory tests ( 1)

* B: Before treatment 

A: After treatment

4, 考 案

肺炎6例,慢 性腎盂腎炎1例,慢 性膀胱炎2例 の計9

例にCZXを 投与した。臨床的効果は有効5例,や や有

効1例,無 効3例 であった。細菌学的効果は消失2例,

減少2例,菌 交代2例,不 変2例,不 明1例 であった。

検出菌からみると,E.coli, H.influenzae, H.para-

hasmolyticus, Klebsiella, P. morganiiに 効果を認

め,P.aeruginosa,S.faecaecalisは 効果がみられなかっ

た。これは検出菌のMICが25～>400μg/mlの 耐性株

tests (1)

であったこ とからみて も当然のこ とと思われる。学会集

計成績4,に 比較 して 我われの症例での有効率 が 低か っ

たが,中 等度～高度耐性 を示 したP.aoruginosaお よ

びS.faocalisに よる感染症が多かったためと考 え られ

た。と くに,S.faocalis感 染はCZXの 抗菌 スペク ト

ルか らみて も適応外 とすべ きであ ると考え られた。副作

用は,自 他覚的に も,臨 床検査上 も異常はみられ なか っ

た.
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CLINICAL INVESTIGATIONS OF CEFTIZOXIME

SUMIO YAMAOKA, YOSHIJI YAMANE and KEIMEI MASHIMO

Department of Internal Medicine, Tokyo Welfare Pension Hospital

Ceftizoxime was administered to a total of 9 patients, including 6 cases of pneumonia and 3 cases of chronic

urinary tract infection. Clinical efficacy was good in 5 cases, fair in 1 case, poor in 3 cases. Bacteriological

efficacy was eliminated in 2 cases, decreased in 2 cases, replaced in 2 cases, unchanged in 2 cases and

undetermined in 1 case. Adverse reaction to ceftizoxime was not revealed.


