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尿路感染症 に対するDL-8280の 使用経験

松本充司 ・森田 勝 ・竹内正文

愛媛大学医学部泌尿器科教室

尿路感染症21例,前 立腺炎2例 に対 し,DL-82801日 量300m9を1日3回 に分割 して投与 した。

投与 同数 は3～14日 間であ り,そ の結果以下 の成績 を得た。

1. 急性単純性膀胱炎6例,急 性単純性腎盂 腎炎1例 では 著効5例,有 効1例,無 効1例 で85,7%

の有効率であった。

2. 慢性複雑性膀胱 炎8例,慢 性複雑性腎盂 腎炎6例 では 著効7例,有 効2例,無 効5例 で64.3%

の有効率を得た。

3. 前立腺炎2例 では著効1例,有 効1例 で100%の 有効率 を得た。

4. 細菌学的効果 では起炎菌 として分離 された25株 中21株 消失,2株 減少,2株 不変 で,84%の 消

失率を認 めた。

5. 1例 に食思不振 を認めた以外に,副 作用 は認め られ なかった。

DL-8280(以 下DLと 略す)は 第一製 薬で 開発 され た オキ

サジン系の合成抗菌剤であ り,そ の 構造 をFig. 1に 示す。In

vitroでの抗菌力試験の結果では,本 剤 はグラム陰性 な らび に陽

性の好気性菌に対 して 幅広い 抗菌 スペ ク トル と強い殺菌 力を有

しており,嫌 気性菌に対 して も優れ た 抗菌力 を持 つこ とが確認

されている1)。

またin vivoに おいて も治療試験に よ り優れ た効 果を示す こ

とが実証されている2)。

今回われわれは尿路感染症 に本剤 を使用する機 会を得たので,

その臨床効果を報告す る。

Fig. 1 Chemical structure of DL-8280

対象および方法

昭和57年2月 か ら昭和57年8月 の間 に当科を受診 し

た成人の尿路感染症患者を対象 とした。投与 した症例 は

23例 で,そ の内訳 は,急 性単純性尿路感 染症7例,慢

性複雑性尿路感染症14例,前 立腺炎2例 であっ た。性

別は男性14名,女 性9名,年 齢 は22歳 か ら82歳 ま で

である。

投与方法は1日 量300mgを3分 割 して,3日 間か ら

14日間連 日投与 した。

効果判定基準は,急 性単純性膀胱 炎,慢 性複雑性尿路

感染症についてはUTI薬 効評価基準3)を 参 考 と し,ま

た,前 記感染症菌陰性症例お よびその他の感染症 につい

て は,自 他覚症状 の改善,尿 中細菌の消失 などを指標 と

して,い ずれ も投与終 了時に主治医効果判 定を行 った。

分離菌 のMICは,接 種 菌量108cells/mlに よ り,日

本化学療法学会の最小発育阻止濃度測 定 改 訂 法4)に 準

じ,DLとPipemidic acid(PPA)に ついて測 定 した。

結 果

臨床効果の検討成績 をTable 1に 示す。23例 中著効

13例,有 効4例,無 効6例 で有効率73.9%で あった。

急性単純性尿路感染症7例 についての成績 をTable 2

に示す。その内訳 は膀胱炎6例,腎盂 腎炎1例 であ り,

著効5例,有 効1例,無 効1例 で有効率 は85.7%で あ

った。

慢性複雑性尿路感染症14例 について の成 績 をTable

3に 示 す。 その内訳は膀胱炎8例,腎盂 腎 炎6例 で あ

り,著 効7例,有 効2例,無 効5例 で有効 率 は64.3%

であった。

前 立腺 炎2例 についての結果 をTable 4に 示 す。著効

1例,有 効1例 で有効率は100%で あった。

慢性複雑性尿路感染症の膿 尿,細 菌尿 に対 す る効 果

を,UTI薬 効 評価基準 に準 じ,投 与終 了時 に判定 した結

果 をTable 5に 示 す。1例 は 細菌尿 が 認 められなかっ

たた め13例 について検討 した。膿尿 に対す る効 果につ

いては正常化7例(53.8%),改 善2例(15.4%)で 合わ

せて69.2%の 成績 であった。細菌尿 に対 する効果 に

ついては,陰 性化8例(61.5%),菌 交 代1例(7.7%)

であった。
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Table 7 Bacteriological response after DL-8280 treatment in chronic complicated UTI

Table 8 Relation between MIC and bacteriological response

No. of strains eradicated/ No. of strains isolated

これをUTI薬 効評価基準による群別 でみ るとTable

6の ごとくである。 カテーテル留置G-1群 の1例 は無

効であり,G-3群,G-41群 では,そ れぞれ60,50%の 有,

効率であった。また,混 合感 染のG-6群 では75%,前

立腺術後感染症のG-2群 では100%の 有効率 であった、

細菌学的効果をTable 7に 示 す。 慢性複雑性尿路感

染症 では,18株 が起炎菌 として検 出され た が 投 与終 了

時 に14株(78%)が 消 失 し,P. aeruginosa 3株 中2

株,S. marcescens 3株 中1株,P. vulgaris 1株 が残存

した。 また,K. pneumoniaeがP. aeruginosa治 療 後

の菌交代 として出現 した。

急性単純性尿路感 染症,前 立腺 炎 も含 め起炎因 として
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分離 され た25株 の消失状況 とMIC(接 種 菌量108cells/

ml)の 関 係 をTable 8に 示す。 分離菌株25株 中MIC

を測定 したのは21株 であるが,そ のMICはDLで は

0.05μg/mlか ら50μg/mlに 分布 し,PPAで は0,05μg/

mlか ら400μg/ml以 上 に分布 し,全 株 についてDLは

PPAに 比鮫 してMICは 低値 であった。MIC6.25μg/ml

以下の16株 は,治 療後金株消失 したが,12.5,50μg/ml

のP. aeruginosa,12.5μg/mlのS. marcescens,お よ

びMICの 測定は 行わなか った がP. vulgarisの 計4

株 が存統 した。 また,P. aeruginosa治 療後菌交代 とし

て出現 したK. pneumoniaeのMICは0.75μg/mlで

あ った。

副作用は1例 に食思不振 を認めたが,投 与終了後漸次

回復 した。 また投与前後 の血液像,肝 ・腎機 能には何 ら

異常を認 めなかった。

考 察

DLは オキサジ ン系抗菌剤 であ り,in vitro,in vivoの

研究では,従 来の類似構造の 抗菌薬 で あ るNalidixic

acid, PPAに 比較 してす ぐれた成績 を持 つ こ とが 報告

され ている。

今回われ われ は21例 の尿路感染症 と2例 の前 立 腺 炎

症例に対 して本剤 を投与 し,そ の臨床効 果を検討 した。

その結 果,急 性単純性尿路感染症 では85.7%,慢 性複雑

性 尿路感 染症 では64.3%,前 立腺炎では100%
,総合で

は73.9%の 有 効 率 を得 た。1日 投与量が3001難9であ

る こと,経 口投与であるこ とを考えると,本剤は高い有

用性 を持つ もの と考え られ る。

今回 の慢性複雑性尿路感染症症例の多 くは他の抗生

剤,抗 菌剤に対 して抵抗性を有 し,本 剤使用前の投与薬

剤 も多種多様であったが,膿 尿に対する改善率 は692

%,細 菌尿に対 する陰性化率は61。5%と 優れた成績で

あ り,臨 床使 用に十分耐え得るもの と考えられる。

本剤投与中には食思不振を1例 認めたが,他 には自他

覚的に副作用 を認 めず,投 与前後の臨床検査でも異常を

認めなかったこ とは,本 剤 は安全性の上からも評価しう

る薬剤 と考えられ る。
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CLINICAL EXPERIENCE OF DL-8280 ON

URINARY TRACT INFECTIONS

ATSUSHI MATSUMOTO, MASARU MORITA and MASAFUMI TAKEUCHI

Department of Urology, School of Medicine, Ehime University

DL-8280 was orally given to 21 patients with urinary tract infections and 2 patients with

prostatitis at daily dose of 300 mg divided into 3 times a day for a duration of 3-14 days.
1. Clinical efficacy of DL-8280 in acute cystitis and pyelonephritis was excellent in 5

cases, good in 1 case and poor in 1 case. The efficacy rate was 85.7%.
2. Clinical efficacy of DL-8280 in chronic complicated urinary tract infections was ex-

cellent in 7 cases, good in 2 cases and poor in 5 cases. The efficacy rate was 64.3%.
3. Clinical efficacy of DL-8280 in prostatitis was excellent in 1 case and good in 1 case.

The efficacy rate was 100%.
4. Bacteriological response for 25 clinical isolates was as follows : eradicated, 21 strains;

decreased, 2 strains; unchanged, 2 strains.
5. As for side effect, one patient complained of anorexia, which disappeared gradually

after therapy.


