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TA-058の 使 用経 験

山 本 博 ・渡辺 大介 ・志村 秀彦

福岡大学第一外科学教室

新たに開発 された半合成ペ ニジ リン誘導体であるTA-058は グラム陽性菌およびグラム陰性菌に

も強い抗 菌力 を持ち殺菌的に作用する といわれ ている。この薬剤 を外科的感染症9例 に使用 した。

術後創感染3例,腹 腔内膿瘍1例,難 治性腹壁瘻孔1例,直 腸切断術後会陰創感染3例,術 後肺

炎1例 に対 して1gを1日2回,5～21日 間静注または点滴静注 した。 臨床的 には有効6例 やや

有効1例,無 効2例 で有効率66.7%を 得た。

細 菌 学 的 には α-Streptececcus, E.coli,E.cloacae, Nsiseeriasceas sp.,P.morganiiの 各1株.

Peptoceccusの2株 に消 菌効 果 が み られ,S,aureus 2株,E.coli, P.mirabilis各1株 に減 少効 果

が み られ た。S.aureus,S.marcescens,B.fragilisの 各1株 に は効 果 が み られ なかっ た 。総合 的

には50.0%の 除菌効果がみ られた。

各症例に副作用はなか った。また,臨 床検査成績で も問題 とする点はなかった。

は じ め に

TA-058は 田辺製薬株式会社の研究所において新 しく

開発 された半合成ペ ニシ リン誘導体 でグラム陽性菌のほ

か 近 時増 加 しつ つ あ る グ ラム陰 性桿 菌 感 染症 に も有 効 な

β-ラ クタ ム剤 で あ る。 本薬 剤 はFig.1の ご と き化 学構

造 を持 って お り,側 鎖 にN4-メ チ ル-D-ア スパ ラ ギ ンを

結 合 した アモ キシ シ リン 誘導 体 で 分 子 量 は547.58で あ

る 。

Fig. 1 Chemical structure of TA-058

本剤の作用は殺菌的 でCBPC,APPC及 びPIPCよ

り低濃度で殺菌作用 を示す とされ る。静注,点 滴静注,

筋注によ り速やかにPIPCの ほぼ2倍 に達す る高い血中

濃度が得 られ,半 減期 も長 く各臓器への移行 も良行 であ

る1)～4)。

われわれ は,今 回外科的感染症9症 例 に 本剤 を投与

し,そ の臨床効果および副作用 などについて検討す る機

会 を得たので報 告す る。

対象患者および投与法

対象患者 は昭和56年6月 か ら同年12月 の間に福岡大

学病院第一外科に入院した感染症9症 例でいずれも基礎

疾患 を有す る31歳 か ら74歳 までの成人で男性4例,女

性5例 で あった。 基礎疾患 は重症筋無力症1,肝 硬変

1,胆 石症1,腹 部大動脈瘤併出血性胃潰瘍1,胃 癌

1,回 盲部癌1,直 腸癌2,肛 門部癌1で あった。

投与方法 は1回1gを5%ブ ドウ糖250mlに 溶解し

て1日2回 点滴静注 を行 った もの7例,1回1gを 生理

的食塩 水2emlに 溶解 して1日2回 ワンショット静注

した もの2例 である。投与期間は5日 間,6日 間,7日

間各2例,8日 間,11日 間,21日 間各1例 で,総 設与

量 は10g,12g,14g,各2例,16g,21g,40g各1

例 である。その間他 の抗生剤の併用は行わなかった。

Table 1に 示す ように 各症例は何れも基礎疾患を持

つが,対 象感染症は手術創感染3,術 後腹腔内膿瘍1,

難治性腹壁痩孔1,直 腸切断術後会陰創感染3,術 後肺

炎1で ある。

臨床効果判定の基準は次の通 りとした。

著効:自 覚的所見の消失,他 覚的所見の正常化および

起炎菌の陰性化の何れ もが5日 以内に認められ

た場合

有効:上 記3項 目の うち2項 目に 改善あるいは正常

化,陰 性化があ った場合

やや有効:1項 目に改善,正 常化,陰 性化が認められ

た場合
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Table 1 Clinical cases of TA-058 trials

Table 2 Bacteriological effects and clinical courses of TA-058 trials
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無効:上 記3項 周の何れに も改善がないか,か えって

増悪 した場合

臨床成績

対象疾患は何れも基礎疾患を有するが対象感染症は手

術創感染3,術 後腹腔内膿瘍1,難 治性腹壁瘻孔1,直

腸切断術後会陰創感染3,術 後肺炎1で ある。臨床経過

は分離菌の推移 と共にTable 2に 示す。

腹腔内膿瘍の例では,肝 硬変,食 道静脈瘤の症例に対

して食道離断 を行 ったあと,腹 腔内に膿瘍 を形成 した も

のであるが膿性分泌物 からS.aureus,E,cloacaeを 検

出 し本剤を8日 間16g使 用 したが 臨床的には分泌物,

発熱状態 とも改善な く細菌学的 にはS.aureus不 変,

E.cloacaeは 消失 したが,K.pneumoniaeが 新 しく検出

され るようになった無効例である。手術創感染例は3症

例 で回盲部癌,胃 癌 の術創お よび重症筋無力症に対す る

胸腺摘出術後の創感染の症例 である。起炎菌 を検出 した

のは胃癌術後の第8例 だけであ ったが,α-Streptocuccus

とNeisseriaceae sp.両 株共 に消失 した。臨床的には3

例共分泌物の減少,創 の治療 を認め,第8例 では強い悪

奥が著明に減少 した。3例 とも有効 とみ とめた。

直腸切断術後の会陰創感染例は3例 あり,第1例では

S.aureus,E.coli何 れも減少 をみ とめ,分 泌物量,白

血球数の減少があって有効,第2例 ではP.morganii,E.

coliお よび嫌 気性 菌B.fragilis,Peptococcusと4種 の

菌 を分離検出 したが本剤 の使用 でB.fragilisを 残して

他の3株 は消失 した。臨床的に も分泌物量の減少,下 熱

をみ とめ有効であった。第6例 ではP.mirabilisを 検

出,こ の株は菌数の減少をみたがP.aeruginosaを 新

たに検出するよ うになった。臨床的には分泌物量の減少

があ り有効であった。

術後肺炎の症例は,腹 部大動脈瘤で人工血管移植後出

血性 胃潰瘍 のため緊急的に胃切除を行った症例で肺炎を

併発,喀 痰 からS.aureas, S.marcescensを 検出,本

Fig. 2 Laboratory findings before and after TA-058 therapy

WBC S-GOT S-GPT

BUN Creatinine
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剤を21日間使用して喀痰量,白 血球数やや減少,肺 野は

やや明瞭化を認めた。細菌学的にはS.aureusの 減少 を

みただけでS.marcescensに 対する効果はみ られ なか っ

た。

難治性腹壁瘻孔の症例ではPeptococcusは 消失 したが

腹壁の発赤,硬 結,疼 痛などの炎症所 見に全 く改善がな

く無効であった。

以上を総合すると有効6例,や や有効2例,無 効1例

で有効率は66.7%で あった。

細菌学的効果

TA-058使 用前に検出 した分離菌の推移についてみ る

と,S.aureus2株 減少,1株 不 変,α-Streptococeus

1株消失,E.coli 1株 消失,1株 減 少,Neissgriaceae sp.

1株消失,E.clcacae 1株 消 失,S.marcescens 1株 不

変,P.mirabilis 1株 減 少,P.morganii 1株 消 失,嫌

気性菌ではB.fragilis1株 不 変,Peptococcus2株 消

失をみとめた。また,本 剤使用後新たに検出 され た菌は

P.aeruginosa 2株,K.pneumoniae 1株 で あ っ た 。

副 作 用

全例,臨 床症状 を呈す る様 な副作用は認 めなか った。

各症例について本剤使用前後の末梢白血球数,S-GOT,

S-GPT,尿 素窒素,ク レアチニ ンの推移を測定 した。そ

の結果をFig.2に 示す 。特に問題 となる点 はなか った。

考 案

TA-058は,新 たに 開発 された 半合成ペ ニシ リン剤

で,側鎖にアミノ酸残基 を導入 した アモキシシ リン誘導

体である。グラム陽性菌,グ ラム陰性菌に対 して強い抗

菌力をもつとされ,CBPC,APPCやPIPCよ り低濃度

で殺菌作用を示し菌量に よる影響 を受け難い とされてい

る。その排泄は主 として腎か ら尿に排 泄され る尿中排泄

型で,投与8時 間までに約75～90%が 尿 中に 排泄され

る1)～4)。

β-lactamaseに 対 して はE.coli産 生 のpenicillinase

によってABPC,PIPC,APPCな ど と同 様 に 分解 され

るか,P.vulgarts,P.rettgeriやC.freundiiが 産 生

するcephalospolinaseで は殆 ん ど分 解 され な い といわ

れるが,in vivoで の効 果 が ど うか興 味 を引 く点 で あ っ

た。そ こで この薬剤 を外科的感染症9例 に使用 した。

症例数,菌 株数 ともに未 だ少ないが,こ の経験か らは

グラム陽性 菌ではS.aureusに 対す る効果,グ ラム陰

性菌 ではS.marcescensに 対する効果が悪 く,ま た,

本剤使用後にP.aeruginosa2株,K.pneumoniae 1株

を検出す るようにな った事 よ り臨床的 に使用す る上で起

炎菌によっては注意 を要すると思われ る。

む す び

新たに開発された半合成ペ ニシリン誘導体 であるTA

-058は グラム陽性菌 お よびグラム陰性菌に も強い 抗菌

力 を持 ち殺菌的に作用すうといわれ ている。この薬剤 を

外科的感染症9例 に使用 した。術後創感染3,腹 腔内膿

瘍1,難 治性腹壁瘻孔1,直 腸切断術後会陰創感染3,

術後肺 炎1の 症例 で臨床的 には有効6,や や有効1,無

効2で 有効率66.7%を 得 た。

細 菌 学 的 に は α-Streptococcus, E.coli, E.clcacae,

Neisseriaceae sp,P.morganiiの 各1株,Peptococcus

の2株 に消 菌 効果 が み られS.aureus2株,E.coli,P.

mirabilis各1株 に 減 少効 果 が み られ た 。E.coli1株,

S.marcescens 1株,B. fragilis 1株 には 効果はみ ら

れなかった。 グラム陽性 菌ではS.aureus,グ ラム陰性

菌ではS.marcescensに 対す る抗菌力の不足が感 じら

れた。それ と共にP.aeruginosa, K.pneumoniaeな ど

が使用後出現 した事 は注 目すべ きであろ う。

各症例 に副作用はなかった。 また,臨 床検査成績で も

問題 とす る点はなかった。これ らのことか らTA-058は

外科的感染症に有用 ではあるが起炎菌 によっては注意を

要す るものと考える。
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CLINICAL STUDIES OF TA-058
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TA-058, a new semisynthetic penicillin derivative, has a broad antibacterial spectrum against

gram-positive and gram-negative bacteria and also a potent bactericidal activity. Clinical evaluation 

of the drug in 9 cases of surgical infections was studied (3 with postoperative wound infection, one

with intraabdominal abscess, one with intractable abdominal wall fistula, 3 with perineal infection

after Miles' op. and one with pneumonia).

1.0 g of TA-058 was administered twice a day for 5•`21 days by intravenous injection or intra-

venous drip infusion.

The results of clinical response were good in 6 cases, fair in one case and poor in 2 cases,

Clinical efficacy rate was 66.7%

In bacteriological response, 2 strains of Peptococcus, each one of g-StrePtococcus, E. coli, E.

cloacae, Neisseriaceae sp. and P. morganii were eradicated. 2 strains of S. aureus, one of E. coli and

P. mirabilis were decreased. One strain of S. aureus, S. marcescens and B. fragilis remained un-

changed. Eradication rate was 50.0 %.

No Side effects nor adverse reactions on clinical laboratory findings attributable to the drug

were observed.


