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6059-Sの 抗菌力および呼 吸器感染症に対す る臨床的検討

渡辺 彰 ・青沼清一 ・大沼菊夫 ・佐々木昌子 ・大泉耕太郎 ・今野 淳

東北大学抗酸菌病研究所内科

海 塩 毅 一

由利組合総合病院第2内 科

Oxacephem系 抗生物質6059-Sに ついて種 々の臨床分離株203株 に対 する抗菌力を日本化学療

法学会標準法に従って検討し,呼吸器感染症30例 における臨床効果,細 菌学的効果,副 作用を検討

した。

S.pneumoniae,S.pyogenes,S.aureusに 対 す るMICの ピー クは各 々3.13,1.56,6.25 μg/ml

に あ り,CEZよ り4～5段 階劣 る。H.influenzaeの ピ ーク は ≦0.025～0.05 μg/mlに あ り,ABPC

よ り3段 階優 れる 。E.coli,K.pneumoniae,E.cloacaeの ピー クは0.10～0.20 μg/mlに あ り,

CEZよ り各 々4,3,12段 階 以 上優 れ る。S.marcescensの ピー クは0.78と50 μg/ml,P.aeru-

ginosaの ピ ーク は12.5～50 μg/mlに あ り,A.calcoaceticusは0.78～>200 μg/mlに 分 布 しCEZ,

SBPCよ りはるかに優れる。

呼吸器感染症30例(肺 炎11,肺 化膿症4,慢 性細気管支炎1,間 質性肺炎二次感染4,肺 結核

混合感染2,肺 癌二次感染7,肺 炎 と髄膜炎 を合併した敗 血症1)に 対す る6059-Sの 臨床効果は

著効7,有 効15,や や有効4,無 効2,判 定保留2で あった。23株 の病原性菌を分離 して21株 が

消 失 した が,そ の 内訳 はS.pneumoniae 5/5,S.epidermidis 0/1,H.influenzae 9/10,E.coli 1/1,

K.pneumoniae 3/3,E.cloacae 1/1,S.marcescens 1/1,P.cepacia 1/1で あ っ た。 副 作用 と して

GOTとGPTの 上 昇 が3例,GPTの み の上 昇2例,好 酸 球 増 多が2例 に み られ た が,い ず れ も

軽 度 で本 剤 の投 与終 了 後 に正 常 化 した。

緒 言

昭和51年 にわが国の塩野義製薬研究所 において 開発 された

6059-Sは,β-lactam系 抗生物質 の中で も 特異的な性格を もつ

Oxacephem系 抗生物質 と して最初の臨床応用が 期待され る 薬

剤で ある。6059-SはFig.1に 示す ように 従来のセファロスポ

リン骨格の イオウ原子(S)が 酸素原子(O)に 置換されて お

り,さ らにセフ ァマイシン系薬剤 と同様に7 a位 てmethoxy

基を有 している。3位 側鎖 はcefamandole(CMD),Cefotiam

(CTM),Cefmetazole(CMZ),Cefoperazone(CPZ)な どと 同

様にtetrazol環 を有 している。

Fig.1  Chemical structure of 6059-S

6059-Sは 特 にグ ラム陰性桿菌 と嫌気性菌に 対 す る抗菌力 が

優 れ,抗 菌 スペ ク トラムもH.influenzae,Enterobacter,

Citrobacter,indole(+)Proteus,Serratia,さ らにB.fra-

gilisな どの嫌気性菌にまで拡大 されてお り1～4),各種の β-lac-

tamaseに 対 して も他の どの薬剤 よりも はるかに安定であると

される1,3,5)。

私共の研究の対象である呼吸器疾患の分野でも種々のグラム

陰性桿菌による難治性感染症が増加する傾向にあり,こ れらに

対する本剤の有用性が期待されるが,今 回本剤の臨床分離株に

対する抗菌力を測定し,ま た呼吸器感染症に対する本剤の臨床

効果,細 菌学的効果,副 作用について検討する機会を得たので

以下に報告する。

抗 菌 力

1.測 定方法

日本化学療法学会標準法に準 じて,主 に喀痰由来の臨

床分離株を対象 として6059-SのMICを 測定 し,Ce-

fazolin(CEZ),Ampicillin(ABPC),Sulbenicillin

(SBPC),Dibekacin(DKB),Amikacin(AMK)の 成

績 と比較検討 した。対象 とした菌は東北大学抗酸菌病研

究所附属病院 および仙台厚生病院に おいて分離 された以

下 の計203株 である。

Streptococcus pneumeniae 53株

Streptococcus pyogenes 17株

Staphylococcus aureus 20株

Haemophilus influenzae 8株

Escherichia coli 15株
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Klebsiella pieumoniae  29株

Enterobacter cloacae  7株

Serratia marcescens  22株

Pseudomonas aeruginosa  26株

Actnetobacter calcoaceticus  6株

これらの菌種 の うちS.pneumoniaeとS.pyogenesは

Brain heart infusion broth(Difco),H.influenzaeは

5%のFildes enrichment(Difco.)を 加 え たBHIB,

その他の菌種はTrypticase soy broth(BBL)で37

℃,20時 間培養 し,そ の100倍 希釈 液 を ミクロプ ラ ン

ターにより各濃度 段階 の各 薬剤 を 含 む寒 天 平板 上 に接 種

した。寒天平板培 地 と してS.pneumoniaeとS.pyogens

にはBrain heart infusion agar(Difco),H.influ-

enzaeに は5%のFildes enrichmentを 加 え たBHIA,

その他にはHeart infusion agar(栄 研)を 使 用 した 。

菌液を接種 した寒天 平板 を37℃,20時 間 培 養 後 に コロ

ニーの発育の有無 を観察 して感 受性 を 判 定 し た。 な お薬

剤の希釈段階は 倍数 希釈 に よ り200,100,50,…,

0,10,0.05,0.025 μg/mlの14段 階 と した が,S.pneu-

moniaeとS.pyagenesの み は100,50,25,…0.39,

0.20,0.10 μg/mlの11段 階 で測 定 し た。

2.成 績

(1)S.pneumoniaeに 対 す るMICの 分布 お よび 累 積

曲線をFig.2に 示 した。6059-SのMIC分 布 の ピー ク

は3.13 μg/mlに あ り,DKBよ りは優 れ るがCEZ,

ABPC,SBPCよ り5段 階以 上 劣 って い る。

(2)S.pyogenesに 対 す るMICの 分 布 お よ び累 積 曲 ,

Fig.2 Susceptibility of S.pneumoniae 53 strains
to 6059-S and other antibiotics

Fig.13  Susceptibility of S.pyogens 17 strains to
6059-S and other antibiotics

線 をFig.3に 示 した 。6059-SのMIC分 布 は0.78

μg/mlか ら12.5 μg/mlに 分 布 し,DKBよ りは 優 れ る

がCEZ,ABPC,SBPCよ り か な り 劣 って い る。

CEZは ≦0.10 μg/mlで 全 株 の 発育 を阻 止 して い る。

(3)S.aureusに 対 す るMICの 分 布 およ び累 積 曲 線

をFig.4に,CEZと の 感 受 性相 関の 分布 をFig.5

に示 した 。6059-SのMIC分 布 の ピー ク は6.25 μg/

mlに あ りSBPCよ りは 優れ るがCEZよ り4段 階 劣

って い る。

(4)H.influenzaeに 対 す るMICの 分 布 お よ び累 積

曲線 をFig.6に,ABPCと の感 受 性 相 関 の 分布 をFig.

7に 示 した。6059-Sは8株 中6株 の 発 育 を0.05 μg/

mlま で で 阻 止 しABPCよ り優 れて い るが,ABPCの

MICが0.39 μg/mlを 示 した2株 は6059-Sで は0.39

μg/mlと1.56 μg/mlに 分 布 した。

(5)E.coliに 対 す るMICの 分 布 お よ び累 積 曲線 を

Fig.8に,CEZお よびDKBと の 感 受性 相 関 の 分布 を

Fig.9お よ びFig.10に 示 した 。6059-SのMICは

15株 中13株 で0.78 μg/ml以 下 に 分布 し その ピー ク

は0.10～0.20 μg/mlに あ り,CEZは もち ろん,DKB,

AMKよ り も3～4段 階 優 れて い る。

(6)K.pneumoniaeに 対 す るMICの 分 布 お よび 累 積

曲 線をFig.11に,CEZお よ びDKBと の感 受 性 相 関

の分 布 をFig.12お よ びFig.13に 示 した。6059-Sの

MICは29株 中25株 で0.78 μg/ml以 下 に分 布 し そ

の ピー ク は0.2 μg/mlに あ り,他 の4剤 よ り少 な くと

も2段 階 以 上 優 れ て い る。 本剤 のMICが200 μg/ml
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Fig.4  Susceptibility of S.aureus 20 strains to

6059-S and other antibiotics

Fig.5  Correlation between 6059-S and CEZ

S.aureus;20 strains

以上を示す2株 のうち1株 はCEZ,DKBに も耐性で

あるが,1株 はCEZ,DKBに は感性であった。

(7)E.cloacaeに 対す るMICの 分布 をTable 1に

示 した。7株 中6株 が本剤では0.10～0.20 μg/mlに

分布し,他 の4剤 よ り はるかに 優れていた。 本剤の

MICが3.13 μg/mlを 示 した1株 については 他の機会

にCefotaxime(CTX),Ceftizoxime(CZX)のMIC

を測定 したが両剤共に200 μg/ml以 上の耐性を示 して

いた。

(8)S.marcescensに 対す るMICの 分布および累積

曲線をFig.14に,DKBと の感受性相関の分布をFig.

15に 示 した。6059-SのMICは0.78 μg/mlか ら200

μg/ml以 上までに広 く分布 したが6.25 μg/mlま でで

半数の発育が阻止 されて おり,CEZ,SBPCよ りもはる

かに優れDKBよ りも わずか に 優れていた。 本剤の

MICが200 μg/ml以 上の2株 はDKBで は3.13 μg/

mlと 感性だが,そ れ以外のほ とんどの株 で本剤がDKB

よ りも優れてい る。

(9)P.aeruginosaに 対するMICの 分布および累積

曲線をFig.6に,SBPC,DKBと の 感受性相関の分

布 をFig.17,Fig.18に 示 した。6059-SのMIC分 布

のピークは12.5～25 μg/mlに あり,26株 中23株 が

50 μg/mlま でで発育を 阻止され,SBPC,よ りかなり優

れていた。

(10)A.calcoaceticusに 対するMICの 分布をTable

2に 示 した。本剤のMICは1株 で0.78 μg/mlに 分
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Fig.6  Susceptibility of H.influenzae 8 strains
to 6059-S and other antibiotics

布したが他の5株 は50 μg/ml以 上 に 分布 し,SBPC,

DKB,AMKよ り劣 って い る。

臨 床 成 績

1.対 象と薬剤投与方法 ・量

30例 に6059-Sを 投与 して,う ち28例 で効果判定

を行なっている。残 りめ2例 では他の抗生物質 との 併

用を行なっているため効果判定か ら除外した。副作用の

検討は30例 全例について行なった。 これ らの症例の一

覧をTable 3に 示 した。

30例 の内訳は 肺炎11例 (う ち7例 に何 らかの基

礎疾患を認める),肺 化膿症 4例(う ち3例 に基礎 疾

患を認める),慢 性細気管支炎 1例,間 質性肺炎および

肺線維症二次感染4例, 肺結核混合感染2例,肺 癌
二次感染7例, 肺炎と髄膜炎を併発した敗血症1例 で

ある。

年令分布は14才 か ら 88才,平 均60.2才 で あ り,

性別は男20例, 女10例 である。投与方法は全例で点
滴静注を行ない, 1日2～4回 の分割投与を行な ってい

るが,大 多数の例は 1日2回 の投与を行な って い る。

投与量は1日 量 2 gが13例,4 g が13{列,6 gが

2例,4 g で開始して途中から 2 gに 切替えた例 と6

gか ら同様に4 g に減量した例 とが1例 ずつあ る。投
与日数は4日 か ら 54日,平 均18 .5日, 総投与量は14

Fig.7  Correlation between 6059-S and ABPC
H.influenzae;8 strains

gか ら212 g,平 均59.4 gで ある。

Table 3に 示 した症例10,11の2例 では脳梗塞発

症後臥床状態が続 いてい るため体重の測定 は行なわれな

か った。

2.有 効性判定の基準

臨床効果の判定には,臨 床所見(咳 嗽,喀 痰,発 熱,
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Fig.8  Susceptibility of E.coil 15 strains

to 6059-S and other antibiotics

Fig.9  Correlation between 6059-S and CEZ

E.coli;15 strains

Fig.10  Correlation between 6059-S and DKB

E.coli;15 strains
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Fig.11  Susceptibility of K.pneumoniae 29 strains
to 6059-S and other antibiotics

Fig.12  Correlation between 6059-S and CEZ
K.pneumoniae;29 strains

Fig.13  Correlation between 6059-S and DKB
K.pneumoniae;29 strains

Table 1  Sensitivity distribution of E.cloacae 7 strains to 6059-S and other antibiotics

Inoculum size 106/ml
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Fig.14  Susceptibility of S.marcecescens 22 strains

to 6059-S and other antibiotics

胸痛,胸 部ラ音等)お よび 臨床検査成績(細 菌学 的所

見,赤 沈値,白 血球数,CRP,胸 部 レン トゲ ン線 写真

所見等)の 改善を目標としたが,私 共は判定の基準をお

おむね次のように設定 している。

著効;喀 痰 中か ら病原菌が消失 し,臨 床症状の改善が速

やかでかつ著 しく,投 与開始3日 以内に 改善傾 向

が認められたもの,お よびほぼ これに準ず るもの。

有効;喀 痰中か ら病原菌が消失 あるいは著明に減少 し,

臨床症状の改善が投与開始1週 間以内に 認め られ

た もの,お よびほぼこれに準ずるもの。

やや有効;細 菌学的効果を認めるが臨床症状の改善が少

なか った もの,ま たは,細 菌学 的効果はなかったが

投与開始1週 間以内に 臨床症 状の改善が 得 られた

もの。

無効;細 菌学 的にも臨床的に も改善 の 認め られないも

の,あ るいは悪化した もの。

3.成 績

Table 4に 基礎疾患の内容別に検討 した臨床効果の内

訳を示 した。6059-Sの 臨床効果の内訳は30例 中 著効

7例,有 効15例,や や有効4例,無 効2例,判 定か

ら除外が2例 で,有 効以上 の改善率 は28例 中22例,

78.6%で ある。基礎疾患を欠 く単純 な 急性肺炎 か ら間

質性肺炎 二 次感染,肺 癌 二 次感染 に至 るまで異なる重

Fig.15  Correlation between 6059-S and DKB
S.marcescens;22 strains

症度をもつ種々の疾患群に対していずれも良好な成績が

得 られている。

全30例 の うち喀痰分離菌の推移を観察し得た例にお

ける細菌学的効果をTable 5 に示した。本剤投与前の

喀 痰 分離 菌 はS.pneumoniae  5株,S.epidermidis 1株,
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Fig. 16 Susceptibility of P. aeruginosa 26 strains
to 6059-S and other antibiotics

Fig. 17 Correlation between 6059-S and SBPC
P. aeruginosa; 26 strains

Fig. 18 Correlation between 6059-S and DKB
P. aeruginosa; 26 strains

Table 2 Sensitivity distribution of A. calcoaceticus 6 strains to 6059-S and other antibiotics

(ƒÊg/ml)

Inoculum size 106/ml
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Table 4 General clinical effect of 6059-S on respiratory tract infection (Summary)

Excellent+Good

/ Excellent+Good+Fair+Poor
×100=78.6(%)

Table 5 Bacteriological response to 6059-S in RTI

*: Changed into another potential pathogen after treatment

H.influenzae10株,E.coli1株,K.Pneumomiae3

株,E.cloacae1株,S.marcescens1株,P.cepacia

1株 の計23株 を数え,他 は常在菌であった。 本剤投与

により菌消失21株(う ち5株 では他の病原性菌へ交

代して炉る),菌 数減少1株,不 変1株 という良好な

成績が得られ,菌 消失率 は91.13%で あった。菌数減少

にとどまったH.influenzae菌 の 例は臨床 的には著効 を

示している。肺 炎 と髄膜炎 を合併 した敗血症の例古は本

剤の投与によって も改善がみ られず,喀 痰 中のS.epi-

dermidisを 消失 させることがで きなかった
。

以下に代表的な症例の経過概要,臨 床効果について記

す。

症 例546才 男55kg肺 炎,顆 粒球減少症

3年 前か ら原因不明の顆粒球減少症を指摘 されていた

が,1週 間前か ら微熱,咳,痰,胸 痛が出現 し増悪 する

ため当科に受診,入 院 した。胸部 レン トゲ ン線写真では

右中葉肺炎の像を呈 し,喀 痰か らH.influenzaeを107

/ml分 離 した。本剤2g/日 の投与で上記症状は3日

目には軽快 し,菌 消失 とともに臨床検査成績 も著 明な改

善が得 られて著効 とした。 なお本剤投与開始時点での白

血球数は4,000/mm3,そ の分画は好塩基球1%,好 酸

球0%,桿 状核球3%,分 節核球21%,リ ンパ球60%,

単球15%で あった。

症例831才 女51kg右 中葉肺炎(中葉症候群)

4ケ 月前から微熱,咳,痰 が出現,一 進一退を くり返

していた。1カ 月前か ら当科に入院 してCEZ,CBPC等

の投与を受 けたが症 状は改善せず,胸 部 レン トゲ ン線上

の陰影 も消失 しなかった。 この時点でK.Pneumoniaeを

分離 しており本剤 を投与 して消失は した ものの,症 状,

検査成績 ともむ しろ増悪 して無効 と判定 した。 この症例

は このあと気管支鏡 にて右B5の 高度狭窄(外 圧性圧排

による)が 認あ られ,こ の部を閉塞 していた固い膿性痰

を洗浄,排 液 してか ら改善が得 られた。 この膿性痰か ら

は有意の菌 は分離 されなか った。

症例1172才 男 肺炎,尿 路感染,脳 梗塞

2カ 月半前に脳梗塞,心 筋梗塞 および肺水腫を発症 し

て入院 した後植物状態とな って気管切開 を施行し,そ の
を

管理下 に あ った。1週 間前か らAMK200mg/日,
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SBPC 10 g/日,NA 3 g/日 を各 々筋注,点 滴静注,経

胃管投与していたが,38℃ 発熱,喀 痰量の増加がみ

られ,喀 痰 か らP.cepacia を107～108/ml程 度 に3回

連続分離 し,尿 か らはE.coliを107/ml分 離した。

本剤 を1回2 g,1日3回 投与した ところ菌はいずれ

も消失 して喀痰ではS.epidermidis 106～107/ml程 度

に,尿 ではC.albicans 106/mlに 交代 したが,臨 床的

には7日 目に平熱化 して喀痰性状 も改善 し有効 と判定

した。

症例19 61才 男57 kg肺 線維症二次感染

1年 半前か ら息切れが 出現,時 々咳がみ られていた。

肺結核を疑われて(こ れは後に否定された)当 科に紹介

され入院 した。1ケ 月前か らSM,INH,RFPと 共に

CET 4 g/日 を 投与 されていたが,1週 間前か ら咳,

痰,発 熱が 出現,発 疹 もみられたため中止 して,ABPC

とMCIPCの 等量合剤6 g/日 の投与に切替えた。 し

か し全 く改善が得 られないため本剤4 g/日 の投与に切

替えたところ上記症状はいずれ も改 善し, 検査成績の改

善も得られて有効と判定した。本剤の投与開始前にはS.

pneumoniaeを 分離 して い た。

症 例26  62才 男64 kg 肺癌二次感染

5ケ 月前から肺癌 (smll cell ca.) として入院し,

抗癌剤投与と放射線照射を受けていた。1カ 月半前にS.

pneumoniae による感染症状が出現しているが他の抗生

物質の 投 与に よ り軽快 していた。 今 回 はH.influen-

zaeに よる増悪で38℃ 台発熱, 咳 痰が出現,胸 部レ

ントゲン線写真で右下葉に広汎な陰影を認めた。本剤4

g/口 の投与によ り4 日目には平熱 化, 菌の消失,検 査

成績の改善も得られて有効と判定した。基礎疾患の性質

を考慮すれば著効として も良い症例 であ る。

症例30  14才 女42 kg 敗血症,肺 炎(続発性

肺膿瘍),髄 膜炎

2週 間前か ら 下口唇に潰瘍を伴なう化膿巣が出現,3

日後に 突然40℃ に発熱, 意識昏迷かつ錯乱状態とな

Table 6  Haematological findings before and after administration of 6059-S

* N.D.:Not determined
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Table 7 Hepatic and renal flinetiona before and after atfrolnlitration of 6059 S

* ND .:Not detemined

り,某病院に入院して種 々の抗生物質投与によ り一時中

等度の改善が得 られた。6日 前か ら再 び発熱,咳,痰 が

出現,一 時DIC症 状の発現がみ られた。CEZ 6g/日,

AMK 600mg/日,LCM 3g/日 の投与を開始 したが改

善が得 られず当科を紹介されて入院した。頻 回に行な っ

た血液培養は陰性だったがグ ラム陰性桿菌あるいは嫌 気

性菌を想定 してCEZの 代 りに本剤を1日 量4g ,6日

間投与したがあまり改善が得 られず,や や有効 と判定 し

た。本剤投与中に血痰の喀出がみ られ るようにな り,こ

れを培養してS.epidermidisとH.in fluenzaeを 分離

した。S.epidermidisは その後も続 けて 検 出 され
,

ABPC,CEZ,AMKの3剤 併用に切替えてか ら陰性化

し,こ れと同時に検査成績,臨 床症状も改善 したので本

菌が起炎菌と考え られた。

4. 副作用

木剤投 与に伴な う副作用および臨床検査成績に与える

影響について検 討した。臨床検査成績の推移については

Table6お よびTable7に 示 した。

本剤 を投与 した30例 において発疹等 の皮膚症状や胃

腸障害を訴えた例 はなか った。臨床検査成績の変動のう

ち,GOTとGPTの 上昇が3例 にみ られ,GPTの み

の上 昇が2例 にみ られた。好酸球増多が2例 にみら

れ,う ち1例 はGOT,GPT上 昇例の うちの1例 で

ある。症 例数としては計6例 に臨床検査 成績の異常が

みられた ことになるが,い ずれ も軽度 であり投与終 了後

には正常化 した。

な お,症 例13,19,27,30で は 本剤 投与前か ら

GOTとGPTの 上昇がみ られ,本 剤投与 中に さらに上
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昇してい るが,症 例13と27で は肝炎の存在によるも

のと考え られ,症 例19で はCETに よる肝機能障害 と

考え られた。(こ の例では 発疹 と 発熱を も併発 して い

た。)ま た症例30で は敗血症に続発 して肝膿瘍がある

ものと考え られたが確定するまでには至 らなか った。 こ

れ ら4例 のGOTとGPTの 上昇については本剤 との

関連性はないもの と考えた。

考 察

CEZに よ り抗菌力の増強など新たな 展開が 得 られた

セフ ァロスポ リン系抗生物質の歴史にはCEZ以 降 もさ

らに新 しい試みが加え られてい る。 これ らの 中にはその

抗菌力がCEZと 同程度にとどまる薬剤 も2,3み られ

るが,CEZを 大き く越えるものとして主 に2つ のアプ

ローチが挙げ られる。1つ は主に7位 側鎖や3位 側鎖

へのaminothiazol環 やpiperazine環,tetrazol環 等

の導入 による抗菌 スペク トラムの拡大 と抗菌力の増強で

あり,CTM,CTX,CZX,CPZ,CMD,CMZな どは

いずれもこれに該 当する。2つ 目のアプローチはmeth-

oxy基 の導入による β-lactamaseに 対する安定性 の獲

得であり,7位 側鎖の置換基に導入 した もの(CXM,

CTX,CZXな ど)と7α 位に 直接導入 した もの(CFX,

CMZな どのいわゆるセファマイシ ン系)と がある。

これ らの試みによりここに挙げた薬剤の抗菌力と抗菌

スペク トラムは一層強力かつ広範囲な もの となったが,

他方,基 本骨格のセファロスポ リン環に注 目して,そ の

核のイオ ウ原子を酸素原子 に置換 したOxacephalospo-

dnに より抗菌力の増強を得 ようとす る試み6,7)が 行な

われ,同 様にOxacephamycinの 試み8)も 行なわれてい

る。 これ らを統合 してOxacephemと 称す るが,今 回私

共の検討 した6059-Sは 臨床応用が 期待 される最初の

Oxacephem系 薬剤 であり,こ の中ではOxacephamycin

に属する。すなわち核のイオウ原子が酸素原子に置換 さ

れると共 に7α 位にmethoxy基 を有す る。 そしてこの

基本骨格に 加 えて3位 側鎖 にはtetrazol環 を有し,

7位 側鎖 はCBPCと 類似す るが α-Carboxy-benzyl基

に代 ってparaの 部位にhydroxy基 を有する α-car-

boxy-p-hydroxybenzyl基 となっている。

こうした試みにより6059-Sは 一 層強力な抗菌力と広

範囲 な抗菌スペ ク トラムを有す る1-4)に 至った。す なわ

ち β-lactalnaseに 対 する安定性が優れ,ど の型 の β-

lactamaseに よって も破壊 されないとされてお り1,3,5),

Penicillin binding proteinに 対す る親和性をみてもla ,

1b,3の みならず,セ ファマイシン様構造を もつ薬剤の

通性 として4,5,6に 対 してもよく結合する,と いわれ

る1)。 私共の 抗菌力に 関す る実験 でもE. coli や K.

pneumoniaeに 対 して抗菌力 の 増強 してい るのは もちろ

んだが,強 い β-lactamaseを 産生す るE. clocacae や

S.marcescensに 対 して も従来の薬剤 よりはるかに強い

抗菌力が得 られてい ることが確認 された。 また,7位 側

鎖にはCBPCの それに近似 したa-carboxy-p-hydro-

xybenzyl居 を有 してお り,P.aeruginosaに 対 して も抗

菌力が優れ,CBPCやSBPCよ りさらに小 きなMIC

の値 を有 している。

私共の臨床例では全分離23株 中17株 がグラム陰性

桿 菌であ ったが,本 剤投与によ り17株 中16株 の菌消

失が得 られるとい う良 い成績であ った。H. influenzae 1

株(症 例7,肺 炎,著 効例)は 菌数減少にとどまってお

り,こ の株に対する6059-SのMICは0.05μg/mlで

あ り菌消失が得 られなか った理由は不明である。臨床的

には著効を示 して おり果たして病巣由来の起炎菌であっ

たかどうか も 不明であ り,な お 検討を要す る症例であ

る。 この他の16株 は全株が本剤の投与開始早期に菌消

失が得 られてい る。

一方,本 剤の抗菌スペ ク トラムは確かに従来のセファ

ロスポ リン系薬剤に耐性を示 した種 々のグ ラム陰性桿菌

や嫌気性菌の側に大 き く拡大 されているが,他 方でグラ

ム陽性球菌 に対 する抗菌力は従来の薬剤よ り劣っている

ことが私共の今 回の実験で も確認 された。私共の臨床例

において もグ ラム陽性球菌に対 しては臨床効果の発現が

一部で 緩徐な点が み られ,ま たS. pneumoniae や S

epidermidisに 菌交代 した例 もみ られた。 したがってグ

ラム陽性球菌による感染症 に対 して本 剤を慢然と投与す

べきではないと考え る。

以上示 したように本剤の抗菌力が主 にグラム陰性桿菌

の側 に強化 されている,と いう特性 を考慮 して今後の臨

床 的応用を考え るべきであろう。

私共の研究対象である呼吸器感染症 においては単純な

急性肺炎で も治療の中途 で菌交代症 を起 こして再増悪す

る例が稀にみ られ るが,こ の場合の菌交代症の起炎菌は

K. pneumoniaeやp.aeruginosaな どが主であ り9-11)さ

らにcompromised host,た とえば抗癌剤の投与や放射

線照射を受けて いる肺癌患者 に合併 した感染では,こ れ

ら従来の菌種の他に多彩 な菌種が起炎 菌となる傾向がみ

られる12)。もちろん このような事情は慢性気道感染症に

おいて も同 じで あ り種 々のグ ラム陰性桿菌が起炎菌とな

り得 る。

こうした難治性呼吸器感染症に対す る化学療法の基本

として私共 は従来 ア ミノ配糖体系抗生物質とCEZの 併

用13),ア ミノ配糖体系抗生物質 とSBPCま たはCBPC

の併用13,14,を行な ってきたが,こ れ らの併用によって

もすべてを カバ ーできるわけではなく,さ らに強力な杭
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生物質が必要とされ る。本剤の有用性 はこのよ うな状況

に対応するものとして充分に期待でき ると考え られる。

すなわち,本剤投与の主な適応はグラム陰性桿菌を起炎

菌とすることの多い難 治性疾患に合併 した中等症か ら重

症の感染症であろう。

本剤とアミノ配糖体系抗生物質 との併用効果について

はGMま たはAMKと の併用では否定 的な報告8)が

みられ,TOBと の併用については相乗効果が み られ る

という報告が本剤のシンポジウムで報 告され る1)な ど解

離した成績がみられるが,こ れらはまだ少数株であり今

後被検株数を拡大して検討する価値があるものと思われ

る。
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A new oxacephem antibiotic was developed in Research Laboratory,Shionogi & Co.Ltd.,Japan,in 1976.
The chemical structure of this substance,in addition to having a methoxy group at 7 position,is quite

unique in that the sulfur at cephalosporanic acid is substituted with oxygen.This new substance,which has
a cephalosporin like structure,is now designated"oxadethiacephem"or more simply"oxacephem".

We examined antimicrobial activities of this substance,the first oxacephem antibiotic arailable so far,

against clinical isolates of several species and then evaluated clinical efficacy of it on various types of re-

spiratory tract infections.

From the results of our in vitro examinations it was revealed that the in vitro activities of this sub-

stance were relatively week against gram positive cocci such as S.pneumoniae,S.pyogenes and S.aureus as

compared with those of cefazolin(CEZ).

In contrast,against some species of gram negative bacilli 6059-S showed remarkably potent antimicro-

bial activities.Namely,the peak in MICs distribution against clinical isolates of H.influenzae was found

at the range of <0.025 to 0.05  μg/ml  and these concentrations were lower than those of aminobenzylpeni-

cillin by 2～3  hold dilutions.Similar potent activities of the drug against patient strains of gram negative

bacilli,such as E.coil and K.pneumoniae,were evident when susceptibilites of these strains to CEZ were

determined and compared with those of 6059-S.This substance was also found to be highly active against

patient strains of E.cloacae i.e.6 out of 7 patient strains were inhibited at 0.1 or 0.2 μg/ml of the drug

and these concentrations were one eighth of those of aminoglycosides required for growth inhibition.MICs

of sulbenicillin(SBPC) against these strains of E.cloacae ranged from 3.13 to 25 μg/ml and those of CEZ

were over 50 μg/ml. MICs of 6059-S against S.marcescens distributed widely,ranging from  0.78 to>200 μg/

ml,though over 60 per cent of the  strains were inhibited at concentrations less than  25 μg/ml of the drug.

Thus,6059-S was shown to be apparently superior to CEZ and SBPC and slightly more active than amino-

glycosides in antimicrobial activities against S.marcescens.Of 9 patient strains of A.calcoaceticus,only 1 of

them was inhibited at  0.78 μg/ml  of 6059-S and MICs against the remaining strains were
 over 50 μg/ml,

Among antibiotics tested,dibekacin was most active against the strains of A .calcoaceticus and MICs of it

ranged from 3.13 to  25 μg/ml. While MICs of CEZ against all 26 patient strains tested of P.aeruginosa

were over 200 μg/ml, 6059-S inhibited the growth of 70  per cent of them at concentrations less  than 25 μg/

ml.

One to three grams of 6059-S were given twice a day by  intravenous drip infusion  and efficacy of the

drug in the treatment of respiratory  tract infections was evaluated. Thirty patients,on whom evaluation

was made,consisted of 11 patients with pneumonia,4  with lung abscess,1 with  chronic bronchiolitis,4 with

secondary infection to  interstitial pneumonitis,2  with mixed infection with pulmonary  tuberculosis,7 with

secondary infection  to lung cancer and 1 with  sepsis complicated with pneumonia and meningitis. Excellent



VOL.28  S-7 CHEMOTHERAPY 321

and good responses were obtained  in 7 and 15 patients respectively by treatment with the drug.Fairly

good therapeutic  effects was observed in 7 of the patients treated.In 2 patients responses were poor and

other 2 patients  were excluded from evaluation because of simultaneous administration of the other anti-

biotic  in combination.

Twenty-three  strains of potentially pathogenic organisms were cultured from the specimens of the pa-

tients before the  treatment and 21 of them were eradicated from the sputum by use of 6059-S.The eradi-

cated pathogens  consisted of 9 strains of H.influenzae,5 strains of S.pneumoniae,3 of K.pneumoniae and

each 1 of E.cloacae, S.marcescens,P.cepacia and E.coli.

As adverse  effects which emerged during the course of 6059-S administration,elevation of s-GOT and

s-GPT values was  noted in 3 patients and elevation of s-GPT value alone in 2 patients.Eosinophilia was

seen in 2 patients. But these abnormal laboratory findings were not serious and they returned to normal

levels and values  soon after the withdrawal of the drug.


