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尿路 感染 症 に対す るCefoperazone(T-1551)の 臨床 的検 討

境 優一 ・江藤耕作

久留米大学医学部泌尿器科学教室

(主任:江 藤耕作教授)

久留米大学泌尿器科入院患者の うち,30例 の尿路感染症患者 にcefoperazone(CPZ,T-1551)を 投

与 し,そ の臨床効果,副 作用を検 索 し,以 下の ごとき結果を得た。

1)尿 路感染症30例 中著効15例,有 効8例,無 効7例 で,有 効 率は76.7%で あ った。

この中で複雑性尿路感染症 では,26例 中著効13例,有 効8例,無 効5例 で,有 効 率は80.8%で あ

り,き わめて高い有効率を示 した。

2)細 菌学的効果では,32株 中24株 が消失 してお り,消 失率は75%と 高 い除菌効果 であった。

特に,E.coli,Enterobacter,Proteus,P.cepaciaが す べて消失 した ことは注 目に値す る。

3)副 作用 に関 しては,投 与 を中止 する ような 自覚症状 の訴えは な く,ま た,投 与 前後 の血液-

般,生 化学的検査にて も異常は認 めなか った。

Cefoperazone(CPZ,T-1551)は,本 邦 で 開発 され た新

しい注射用cephalosporin剤 で あ り,グ ラ ム陽 性 菌 な らび

にグラム陰性菌 に対 し て広 範 囲 な 抗菌 ス ペ ク トラ ム を有

し,特 にグ ラム陰 性菌 の うち,Pseudomnas aeruginosa,

Enterobacter,indole陽 性 、Proteusお よびSerratia marcescens

等 に対 しては 従来 のcephalosporin系 薬 剤 に 比 し て-段

と強い抗菌 力 を示す1)と い わ れ て い る。

以下,そ の構 造式 を示 す(Fig.1)。

Fig. 1 Chemical structure of CPZ

今回,わ れわれは計30例 の尿路感染症に対 して本剤 を

投与し,そ の臨床効果 について検討する機会を得たので

報告する。

I,治 験 方 法

1)対 象症例

久留米大学泌尿器科入院患者30名 を対 象 と してCPZ

を投与した。

対象疾患は,急 性単純性膀胱炎2例,急 性単純性腎盂

腎炎1例,急 性複雑性膀胱炎3例,急 性複雑性腎盂 腎炎

1例・慢性単純性膀胱炎1例
,慢 性複雑性膀胱炎19例,

慢性複雑性腎盂腎炎3例 であ った。

年齢は,14歳 ～78歳 で,性 別は男性23例,女 性7例 で

あった。

2)投 与方法

投与方法は,す べ て朝 ・夕2回 の点滴静注5日 間 とし,

1回19投 与群では,5%糖 液250m1に 溶解 した ものが

10例,500mlに 溶解 した ものが1例 であ り,1回29投

与群では,250m1に 溶解 した ものが12例,500m1に 溶解

した ものが7例 であ った、

3)治 療効果判定

効果判定は,UTI薬 効評価基準(第2版)と ともに主

治医に よるもの も合わせて行な った。

4)副 作用検索

副作用については,投 与後 の 自覚 症 状 の 問 診 ととも

に,可 能 な限 り投与 前後 に血液一般,血 液 生化学的検索

を行なった。

II.使 用 成 績

1)臨 床効果

CPZ投 与30例 中著効15例,有 効8例,無 効7例 で,有

効率 は76.7%で あった.

各症例 におけ る基礎疾患,投 与前後 の尿所 見お よびそ

の他詳細 は,Table 1に 示す通 りである。

この中で,UTI groupの 項 につい ては,急 性単純 性膀

胱炎をAと し,複 雑性尿路感染症 をUTI薬 効評価 基準

の疾患病態群別 にの っと り,G-1か らG-6と 記載 した。

また,急 性単純性腎盂 腎炎 の1例 と,慢 性単純性膀胱

炎 の1例 は,そ の他 の群 と し,Cと 記載 した。

A群 では著効1例,無 効1例 であった。

複雑性尿路感染症 では,Table 2に 示す ごとく,26例

中著効13例,有 効8例,無 効5例 であ り,有 効率 は80.8

%で あ った。



760 CHEMOTHERAPY OCT. 1980



VOL. 28 S-6 CHEMOTHERAPY
761



762 CHEMOTHERAPY OCT. 1980



VOL. 28 S-6 CHEMOTHERAPY 763

Table 2 Overall clinical efficacy of CPZ classified by type of infection

Table 3 Bacteriological response to CPZ in simple UTI

* Persisted: Regardless of bacterial count

Table 5 Strains* appearing after CPZ treatment

*: Regardless of bacterial count

Table 4 Bacteriological response to CPZ in com-

plicated UTI

*Persisted: Regardless of bacterial count

Table 6 Overall clinical efficacy of CPZ in complicated UTI
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群別に効果をみ る と,単 独感染例 では,G-2の 前立腺

術後感染症 の25%を 除 き,G-1お よびG-3で は100

%,G-4で は85.7%と 非常に よい結果が得 られた。混合

感染例は,G-6の2例 が ともに著効であ った。

C群 では,2例 中1例 が著効,1例 が無効であった。

次に投与量別効果 をみ ると,1日49投 与例 では19例

で有効率は84.2%で あ り,1日29投 与 例 で は11例 で

63.6%の 有効率であ った。

2)細 菌学的効果

単純性尿路感染症では,Table 3に 示す ごとくであ り,

Ｅ.coliの2株 は消失 したが,P.aeruginosaの1株,

K.pneumoniaeの1株 は ともに存続 した。

複雑性尿 路感染症では,Table 4に 示 す ご と くであ

り,P.aeruginosaの6株 中3株,K.ozaenaeの1株,

S.marcescensの1株,K.pneumoniaeの4株 中1株 がそ

れぞれ存続 した他はすべて消失 した。

また,投 与後出現株については,Table 5に 示す通 り

である。

次に,起 炎菌の推移 と膿尿 の変化 との関連をみ ると,

膿尿の正常化 または改善が26例 中18例,69.2%で あった

のに対 し,細 菌学的には消失19例,減 少2例 で,消 失例

のみで も73.1%と,除 菌効果の方が よりす ぐれた成績 で

あった(Table 6)。

3)副 作用

投与後,自 覚症状 の訴えや理学的所見 に異常な く,ま

た,血 液一般,血 液生化学的検索 にてもTable 7に 示す

ごとく特 に異常は認 めなか った。

III.考 案

術後尿路感染症 の発症は,外 科,婦 人科,泌 尿器科,

脳外科な どに多 くみ られ るが,こ れ らの術後尿路感染症

の誘発因子 として,石 神2)は,1)術 後膀胱機能 の低下

(特に残尿),2)尿 路 に対する手術的侵襲,3)留 置 カテ

ーテル,導 尿,4)感 染防御力低下,5)化 学療法 による

菌交代現象お よび菌交代症な どをあげてい る。

特 にわれわれ泌尿器科医に とって,尿 路結石,膀 胱腫

瘍,前 立腺肥大症 などの治療 にあた っては,尿 路 に直接

手術侵襲 を加え ることが多 く,カ テーテル留置後の尿路

感染症が きわめて多い。

また,こ れ らの症例の多 くのものは,術 前 よ り尿路感

染症 を有す る場合があ り,し か も使 用抗生荊 の多様化,

種 々の患者条件に よ り,起 炎菌 として,最近、常用抗生剤

に耐性を示す グラム陰 性桿菌 の台頭が め ざま しい3～5)。

そ こで これ らの治療 にあた っては,患 者 の全身状態 の

改善 とともに,一 応薬剤感受性テス トの結果 よ り使用抗

生剤を決定す るわけ であ るが,そ のほ とんどがtetracy-

clineの 一部 と,aminoglycoside系 の薬剤に感受性を示

すのみであ り,対 象患者の一般状態,腎 機能の面からみ

て,そ の使用 にちゅ うち ょしているのが現状である。

CPZは 、Pseudomonas sp.,Enterobacter sp.,お よび

indole(+)Proteus,Serratia marcescensな どに対 しては

従来 のcephalosporin系 薬剤 に比 してす ぐれた効果を持

つ とされ,GM耐 性Pseudomonas sp.に 対 して もPIPC

と同様す ぐれた感受性を示 した とされてお り,安 全性に

ついても,急 性,亜 急性,慢 性毒性,腎 毒性,生 殖試験,

抗原性,局 所刺激 性な らび に一般 薬理試験などの検討が

行 なわれ,前 臨床試験で高い安全性 を有することが認め

られてい る1)。

この よ うな特徴 を有す る抗生剤は,尿 路感染症への化

学療法剤 としてきわ めて有用な ものと考え られたので,

その臨床 効果につ き検討を試みた。

その結 果,30例 の尿路感染症の臨床効果は著効15例,

有効8例,無 効7例 で,総 合有効率は767%で あ り,複

雑性尿路感 染症26例 をとってみる と,21例 が有効以上で

あ り,有 効率 は80.8%と 非常に高い ものであった。

次に細 菌学的効果 についてみると,32株 中24株が消失

してお り,消 失率は75%と きわめて よい成績であった。

この中で,E.coli,Enterrobactor,Proteus,Staphylococ-

cusな どはすべて除菌 され,ま たP.cepaciaの1株 が消

失 したこ とは注 目に値する。

S.marcescensの1株 は 存 続 したが,P.aeruginosa,

Klebsiellaに ついてはほぼ半数が消失 し,お おむね良好

な結果 と考えた。

最後 に副作用については,投 与後に 自覚症状の訴えは

な く,血 液生化 学的に も異常は認めなかった。
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CLINICAL STUDY ON CEFOPERAZONE (T-1551)

IN URINARY TRACT INFECTIONS

YUICHI SAKAI and KOSAKU ETOH

Department of Urology, Kurume University, School of Medicine
(Director: KOSAKU ETOH)

Cefoperazone (CPZ, T-1551) was administered to 30 cases of urinary tract infections .
The results were as follows:

1) Of the 30 cases, CPZ was excellent in 15 cases, good in 8 cases and poor in
7 cases. Thus, the rate of effectiveness was 76.7%.

Of the 26 cases of the complicated urinary tract infections. CPZ was excellent in
13 cases, good in 8 cases and poor in 5 cases, showing a very high effectiveness rate
of 80.8%.

2) In bacteriological study, of the 32 strains, 24 strains eradicated . The rate of
eradication was as high as 75%. It must be noted that all the E. coli, Enterobacter,
Proteus and P. cepacia were eradicated .

3) No side effect was found in any of the cases.


