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呼吸器感染症に対す るCefpiramide(SM-1652)の 臨 床的検討

小 林 宏 行 ・押 谷 浩 ・高 村 光 子 ・川 俣 倫 子

杏林大学第一内科呼吸器

呼吸器感染症12例(慢 性気管支炎11例,肺 炎1例)に 対 してCefpiramide(CPM,SM-1652)

1回19,1日2回 の点滴静注に よる臨床効果 を検討 した。 慢性気管支 炎11例 中10例 は,す てに

前投与抗菌剤が無効例,肺 炎例は広範な肺線維 症に合併 した肺炎 であ った。

その結果,慢 性気管支炎11例 中有効7例,や や有効2例,無 効2例,肺 炎1例 は有効 例であ っ

た。全体 の有効率は66%で あ った。

副作用 として下痢1例,GOT上 昇1件,好 酸球増多2件 がみ られたが重 篤な例はみ られなか っ

た。

以上 より,本 剤は,あ る程度難 治化 した呼吸器感染症に対 して も,そ の有用性 が期 待で きうる抗

生剤 と考 えられた。

Cefpiramide(CPM,SM-1652)は 新 しく開発 された

セフェム系抗生物質 であ り,β ラクタマーゼに対 して安

定であること,さ らに抗 緑膿菌 作用がみ られ ることな ど

が大きな特徴の一つ といえ よう1)～5)。

著者 らは本剤を臨床的に使 用する機会を得たのでその

成績を報告す る。

I. 対 象 と 方 法

成人の慢性気道感染症再燃 例11例 お よび肺炎1例 を

対象とし,本 剤1回1g,1日2回 をおのおの約1.5～2

時間かけて点滴静注を行な った。原 則 として,本 剤使用

前後における喀痰中細菌検査,胸 部 レ線像,末 梢血所 見

および臨床症状を観察 し,成 績の判定は本剤投与終了後

に行なった。

II 成 績

1. 症例の背景分析(Table 1)

慢性気管支炎11例 中10例 はすでに他の抗菌剤が前投

与 され,無 効 であった。 また肺炎例1例 は,肺 野に広範

な線維化がみられ,こ れに肺炎が合併 した 例であ った。

すなわち,こ こで対象 とした例は,比 較的難治性背景を

有 している例 といえ よ う。

2. 起炎菌 の変化(Table 1)

喀痰中比較的多 量に検出 された ものを推定起炎菌 とす

ると,H.influenzae 1,K.pnettmoniae 2,E.colil,

P.aeruginosa 4例 であった。 これ らはP.aeruginosa

を除きすべて本剤投与に よ り除菌 され ていたが,P.ae-

ruginosa検 出例 では,1例 にのみ 有意減少がみ られ,

他は不変であった。 また,本 剤投与後,有 意 な菌交代現

象を呈 した例はみ られなか った。

3. 臨床症状,所 見の変化(Table 1)

体温,喀 痰量 とその性状,血 沈値,CRP,PaO2,ま

た,特 に肺炎 では,胸 部 レ線像の変化 も観察 し効果判定

の根拠 と した。

喀痰量は,1日50ml以 上を〓,50～10mlを 升,

10m1以 下を 十として記 した。また胸部 レ線像は,本 剤

使用前 の異常陰影 の拡が りに比べ,「1」 がその90%以

上 が消失,「II」 を有意改善がみ られ るが 「I」に満たな

いもの,「III」 を有意変化がみ られない もの,「IV」 を

悪化 とした。 なお,慢 性気道感染症 の胸部 レ線所見は,

いわゆる慢性気管支炎 に特徴的 な壕 である下肺野 の小粒

状,小 斑状 お よびTram liReな ど,む しろ器質化 され

た陰 影が主体 とな り,す でに消退 は望め ないものであ っ

たが,こ れ らはすべ て有所見 として とりあげた。 また呼

吸機能検査お よびFletcherの 基準か らすでに慢性 気管

支炎 と診断 されている例については,こ れ ら陰 影がな く

とも レ線上 「0」として これを と り扱 った。

1) 有効例についての検討

症例1従 来 よ り閉塞性障害が あ り,感 染症状発現 と

ともに呼吸不全 が顕性化 された例 で あ る(PaO2 45mm

Hg)。 喀痰中 より,H.inflecenzaeが 多数検 出 され,本

剤使用,5日 後平熱化,喀 痰量減少 を呈 した例 であ り,

呼吸不全 も改善 し有効 と判定 した。

症例2慢 性 びまん性汎細気管支炎 で通 院中,感 染症

状 増悪,ABPC4日 間 内服 したが,せ き,た ん増加 し入

院,本 剤が用い られた。 有意菌 はすでに検 出 しえなかっ

たが,本 剤投与3日 後 より膿 性痰減少(45→ ＜10ml)平

熱 化,当 初み られた レ線上斑状影 も消失 し,有 効 と判 定

した。

症例3慢 性 び まん性汎細気管 支炎にて通院中,膿 性
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痰増加,AMPC7日 間用 い るも改善せ ず,高 度喘鳴 を

主訴に入院,本 剤を使 用 した。4日 後 より喘鳴軽度 とな

り膿性痰消失,喀 痰量 も減少 し(30→<10ml)レ 線上改

善 をみ,有 効 と判定 した。 なお,K.pneumoniaeが 起

炎菌 とみ られ,本 剤投与後 消失 した。

症例4従 来 より慢 性気管 支炎 として外来通 院中,せ

き,膿 性痰増加 し,以 前,P.maltophorlliaが 多数検 出

された既往か らMINOを 用いたが改善せ ず入 院。本剤

使用6日 後 より喀痰量減少(40→<10ml)と ともに膿性

痰消失,白 血球 数,CRPの 正常 化をみ有効 と判定 され

た。

症例7慢 性気管支炎起因 の肺気腫 で入院 中,膿 性痰

増加 しSBPC10日 間が投与 され,一 時改善 をみたが,

再び膿性痰増加 とともに発熱,白 血球増加 が呈 され本剤

を使用した。本剤使 用解熱 傾向がみ られ,7日 後平熱化

し,膿 性痰 も減少(35→10ml),さ らに14日 後喀痰消

失をみ有効 と判定され た。 なお,当 初検出 されたE.coli

は,SBPCに 感受 性はみ られ なか った。

症例 ね 従来 よ り気管支喘息 を伴 った慢性気管支炎

で通院中,発 熱,せ き,た ん増加,ABPC内 服 によ り解

熱したが,膿 性痰 お よび喘鳴持続す るため入院。本剤使

用4日 後よ り膿性痰消失,PaO2の 改善(54→74mmHg)

もみられ,さ らに喘鳴 も消失 し,CRP陰 性化 したため

有効と判定 した。入 院時喀痰 中よ りABPC耐 性 のK.

pneumoniaeが 多数検出 され ていた。

症例11慢 性気管支炎例で膿性痰増加 し,CEX4日

間内服 したが,さ らに悪化,発 熱喘息 も高度 とな り入院

。本剤使用3日 後平熱化,膿 性痰減少(40→10ml),さ

らに粘性痰3～4コ のみ とな り,白 血球正常化をみ,有

効 と判定 した。喀痰 中有意菌はみ られなかった。

症例12び ま ん 性間質性肺炎第II期 の病 変でステロ

イ ド療法中,発 熱,右 下肺に肺炎像 を認めた。本剤使 用

7日 後,平 熱化,白 血球正常化,CRP改 善,肺 炎陰影

も消失 し有効 と判定 した。 起炎菌は不明であった。

2)無 効例 の検討

症例5右 上 中肺野に巣状,嚢 状の広範な気管 支拡張

症を有 し,膿 性痰,発 熱を反復 してい た 例。TAPC内

服中,膿 性痰増加,微 熱 がみ られ,Baktarに 変更 され

たが,さ らに これ ら症状は増悪,本 剤投与5日 間用い る

も改善せず無効 と判定 した。以後,TOB90mgを 加え

て右上中野を経気管支 ファイバー下で洗浄を反復,一 時

的に改善をみた例であ る。

すでに,こ の部は器質化 された部であ り,経 静脈投与

薬剤の病巣部への移行は極めて困難な例 とみ られ,以 後

も時に洗浄を反復 してい る。 喀痰中P.aeruginosaが

常時陽性例であった。

症例6慢 性 びまん性汎細気管 支炎例であ り,CFS投

与 に よっても喀痰 中P.aeruginosaが 消失 せず,膿 性痰

も不 変のため本剤 を試 みた。12日 間用いたが当初一時的

に症状 の改善がみ られた が,P.aeruginosaも 不変 であ

った が,喀 痰量 は40ml→20mlと 減 少 したため やや有

効 と した。CRP,白 血球数は異常値が持続 していた。

症例8ロ イマ トイ ド肺 を伴 った慢性気管支炎 で長期

入院 中。諸抗菌剤 に対 しても症状改善 せ ず,P.aerugi-

nosa常 時排菌例 で あった。 当初 より本剤 の有効性 も疑

問視 され ていたが,試 みて み た。10日 間投 与 したが症

状,所 見 の改善が みられず,無 効 とした。

症例9左 肺切除後,右 肺 に陳旧結核 に もとず く広範

な気管支拡張症を認め る長期入院例 で あ る。P.aerugi-

nosaが 常時排 出 され,CFSを 用 いていたが発熱,膿 性

痰増加 し,本 剤 に変更 した。7日 後平熱化 したが,膿 性

痰 なお持続 し(35～15ml),か っCRPの 改善 もみ られ

ないため,や や有効 とした。

4. 総 合臨床効果(Table2)

以上の各症例を まとめてみ ると,慢 性気管支炎感染性

再燃に対 し,11例 中有効7例,や や有効2例,無 効2

例,有 効率64%,肺 炎例は1例 のみであ ったが,有 効

例であ った。すなわち,か か る背景を もつ下気道感染症

12例 に対 し有効8例 で有効率 は66%と 示 された。 また

無効例において も本剤投与中,症 例が悪化 した例はみ ら

れ なか った。

5. 副 作 用

本剤投 与中,下 痢1例(症 例8)が み られた。投与開

始3日 後 よ り軟 便を訴 え,腹 痛を伴わない軽度の下痢で

あ った。本剤 は継続 して投与 され臨床症状無効のため,

10日 後 中止 され たが,翌 日よ り下痢 症状は改善 した とい

う。 また,GOT上 昇,好 酸球増 多例(症 例4,11)が み

られ たが,一 過性 であ り投与 中止1週 後 にはいずれ も正

常値化 していた。本 例では愁訴 はみ られなか った。

さ らに,末 梢血一般 検査 が投与 前後 に行なわれていた

が,特 記す べ き異常はみ られ なか った。

Table 2 Clinical effect of CPM
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III. 考 按

CPMは,従 来 のセフ ェム系 抗 生 物 質 に 比 べ てP.

aeruginosaな どに も抗菌性が期待で きる,基 礎的成績

が得 られている。 また,呼 吸器感染症 の起炎菌 と して し

ぽ しぽみ られ る,S.pneumoniae,S.aureus,K.pneit-

moniae,H.influenzaeな どにも抗菌性 は優れ てお り,

かつ実験的に肺組織 への移 行性 も よいよ うであ り,呼 吸

器感染症に対 して もその有用性 が期 待できるこ とが考 え

られ よ う1)～5)。

かか る基礎的成績か ら,今 回の治験 を試 みたわ けであ

るが,対 象例 も12例 中,10例 はすでに前投与抗菌剤が

無効例 であった。すなわち,す でに難 治性背景 を有す る

例 であ り,こ れ らを対象に した場合の成績 として有効 率

66%と い う成績は,本 剤がある程 度進 展 した,あ るい

は難治化 した呼吸器感染症に対 して,か な り期 待され る

薬剤 であろ うことが示唆 された もの といえ よう。

しか しなが ら一方,今 回の成 績で緑 膿菌 排菌4例 に対

してのみ無効 であ った こと,す なわち,こ こで対象 とさ

れた緑膿菌例全例に無効であ った ことは本剤 の基礎的成

績か らすれば,不 一致 といわ ざるをえまい。 こ の こ と

は,か か る例 の分析か ら,こ れ ら対象例はす でに広範 な

肺胞気道系 の器質的変化が紹来 されてお り,現 在 の抗菌

剤 の通常投与 による方法では,効 果 が充 分期 待できない

例 とい え,む しろ個体側の難治性にその原因を求めるべ

きであろ う。む しろ この ような例では,通 常投与 のほか

に個 々の症例 にもとついた集約的治療 が試 み られ るべ き

と考え られ よ う。

一方
,本 治験 で重篤な副作用はみ られず,こ れ らの こ

とを鑑案す る と,本 剤 は通常 の呼吸器感染症 は もとよ

り,あ る程度難 治化 した例に も高い有用性 が期待される

もの と考 え られ よう。
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CLINICAL EVALUATION OF CEFPIRAMIDE (SM-1652) IN

THE FIELD OF RESPIRATORY TRACT INFECTIONS

HIROYUKI KOBAYASHI, HIROSHI OSHITANI, MITSUKO TAKAMURA

and NORIKO KAWAMURA

Department of Internal Medicine, Kyorin University School of Medicine

The effect of cefpiramide (CPM, SM-1652) was clinically evaluated in 12 cases with respiratory tract
infection (chronic bronchitis 11 cases and pneumonia 1 case). Cefpiramide was administered 1 g twice
a day with drip infusion. Ten cases among 11 with chronic bronchitis were those which were
not effective on previously administered anti-bacterial agent. The case with pneumonia was the one
combined with broad fibrosis of the lung.

The results of clinical response were good in 7, fair in 2 and poor in 2 among 11 cases with
chronic bronchitis, and good in 1 case with pneumonia. The effective rate in total was 66%.

As to the side effects, diarrhea, the elevation of GOT and the increase of eosinophile were observed
in each one case.

From the results, it was considered that cefpiramide would be expected to be useful for the treat-
ment of patients with respiratory tract infection which becomes complicated to some extent.


