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新 しい半 合成penicillin剤 で あ るTA-058に 対 し,基 礎 的,臨 床 的 検 討 を行 っ た。

抗菌 力 につ いて は,臨 床 分離 のE.coli, K.pneumonias, P.mirabilis, indole陽 性 のProteus

spp., Enteratlactsr spp., S.marcescens, P.asruginosa各25株 に 対 し, TA-058, PIPC, CBPC,

ABPCの106cells/ml接 種 菌量 にお け るMIC測 定 を行 い 比較 検 討 した 。

臨床 的検討 成 績 は,急 性単 純 性 腎 盂 腎炎3例 お よび,複 雑 性尿 路 感 染 症18例 に つ い て検 討 し,腎

盂腎炎では,2例67%の 有効率,複 雑性尿路感染症では,著 効6例,有 効4例,無 効8例 であ り,

有効率は56%で あ った。

副作用は,特 に認 めなか った。

緒 言

TA-058は 田辺製薬 株 式会 社 にお いて 開発 され た 半合

成Penicillin剤 で あ る。 本 剤 は6位 側 鎖 にN4-methyl-

D-asparagineを 有 す るAMPCの 誘導 体 で あ り,Fig.

1に 示す構 造式 を有 して い る。

本剤はグラム陽 性 菌お よび グ ラ ム陰性 菌 に対 して広 く

抗菌力を有 し,他 のpenicillin剤 よ りも殺 菌 作 用 が強 く,

ED50値 が低 い傾 向 に あ り,臨 床 症 例 に お け る 効 果 が期

待されている。

今回,わ れ われ は本剤 に対 す る基 礎 的,臨 床 的検 討 を

行う機会 を得 たの で, .そ の結 果 を以 下 に報 告 す る。

Fig. 1. Chemical structure of TA-058

方法および対象

1. 抗 菌 力

屎路感染症 を有 す る患者 尿 か ら分 離 され たE.coli, K.

pneumoinae, P.mirabilis, indole陽 性Proleus spp.,

Enterobactsr spp., S.marcescens, P.aeruginosa各25

株 について,TA-058の 他にPIPC, CBPC, ABPCの3種

類 のpenicillin剤 における最小発育阻止濃度(以下MIC)

を 日本化学療法学会標準法1)に したがって測定 した。

2. 臨床的検討

対象 は,昭 和56年9月 か ら昭和57年2月 まで札幌 医

科大学泌尿器科,苫 小牧王子総合病院泌尿器科,北 見赤

十字病 院泌尿器科へ入院中の急性単純性腎盂腎 炎3例,

複雑性尿路感染症18例,計21例 である。性別は,男 子

15例,女 子6例,年 齢 は,23～89歳 であった。複雑性

尿路感染症の内訳 は,慢 性複雑性膀胱炎17例,慢 性複

雑性腎盂腎炎1例 であり,UTI研 究会の疾患病態群 に

従 って分類する とG-1群 が9例,G-2群 が2例, G-3

群が1例, G-4群 が6例 であった。

TA-058は 急性単純性腎盂腎炎には1.091日2回,複

雑性尿路感染症 には1.09ま たは2.091日2回 を蒸溜

水20m1に 溶解 し,ゆ っ くり静注 し,5日 間投与 した 。

効果判定は,UTI研 究会による薬効評価基準(第 二

版)2)に したがった。

結 果

1. 抗 菌 力(臨 床 分 離 株 に対 す るMICの 検討)

1) E.coli (25株)

TA-058のMIC値 は,1.56μg/mlと> 1.600μg/ml

とに 二峰 性 の ピー ク を認 め,他 のpenicillin剤 よ り若 干
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Fig. 2 Antibacterial activity of TA-058 and 
other penicillin antibiotics against 

E. coli (25 strains)

Fig. 3 Antibacterial activity of TA-058 and 
other penicillin antibiotics against 

K. pneumoniae (25 strains)

Fig. 4 Antibacterial activity of TA-058 and 
other penicillin, antibiotics against 

P. mirabilis (25 strains)

Fig. 5 Antibacterial activity of TA-058 and 
other penicillin antibiotics against 
indole (+) Proteus sp. (25 strains)
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低いMIC値 を示 した(Fig.2)。

2) K.pneumoniae (25株)

TA-058のMIC値 は,50μg/mlと>1.600μg/ml

とに二峰 性の ピー クを認 め,累 積百 分 率 で はPIPCよ り

も抗菌力が劣 ってい た(Fig.3)。

3) P.mirabilis (25株)

TA-058のMIC値 は,<0.39μg/mlに ピー ク を認

め,他 のpenicillin剤 よ り若干 低 値 で あ った(Fig.4)。

4) Indele陽 性Proteus spp. (25株)

TA-058のMIC値 は平 均 に 分布 し,累 積 百 分 率 では

PIPC, CBPCの ほ うが強 い抗 菌 力 を示 した (Fig.5)。

5) Enterobacter spp. (25株)

TA-058のMIC値 は,3.13μg/mlと> 200μg/ml

にピークを認 め,累 積 百分 率 で はPIPC, CBPCよ り も

抗菌力が劣 って いた (Fig.6)。

6) S.marcescens (25株)

TA-058のMIC値 は, 3.13μg/mlと> 1.600μg/ml

とにピーク を認め,他 のpenicillin剤 とは ほ と ん ど差 が

見られなか った(Fig.7)。

7) P.aeruginosa (25株)

TA-058のMIC値 は, 12.5μg/mlに ピー ク を認 め,

累積百分率 ではPIPC,CBPCの 中間 の抗 菌 力 を示 した

(Fig.8)。

Fig. 6 Antibacterial activity of TA-058 and 
other penicillin antibiotics against 
Enterobacter sp. (25 strains)

Fig. 7 Antibacterial activity of TA-058 and 
other penicillin antibiotics against 

S. marcescens (25 strains)

Fig. 8 Antibacterial activity of TA-058 and 
other penicillin antibiotics against 

P. aeruginosa (25 strains)



546 CHEMOTHERAPY APR.1984



VOL.32 S-2 CHEMOTHERAPY 547



548 CHEMOTHERARY APR.1984

Table 3 Overall clinical efficacy of TA-058 in complicated U. T I, 

1 g •~ 2/day, 5 days treatment, 13 cases

Table 4 Overall clinical efficacy of TA-058 in complicated U. T. I. 

2 g •~ 2/day, 5 days treatment, 5 cases

Table 5 Overall clinical efficacy of TA-058 classified by type of infection
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2. 臨床的検討

各症例についての詳細お よび臨床成績は, Table 1, 2

に示した。

急性単純性腎盂腎炎3例 では著効2例,無 効1例 で,

有効率は67%で あったが,無 効例では,下 熱お よび膿

尿の改善がみ られている。複雑性尿路感染症 ではNo.1

～13までは1.0g 1日2回 投与,No.14～18ま では

2.0g 1日2回5日 間投与 を行 った。

総合臨床効果をTable 3, 4に 示 した。

1日2g投 与群13例 中,著 効6例(46%),有 効2

例(15%),無 効5例(39%)で,有 効率62%と 良い

成績であったが.1日4g投 与群5例 では,有 効2例

(40%),無 効3例(60%)で,有 効串40%と な った。

膿尿,細 菌尿に対す る 効果について 述べ ると,1日

2g投 与群 では,膿 尿 に対 して正常化8例(62%),不

変5例(38%)で あ り,細 菌尿に対 して消失7例(54

%),菌 交代2例(15%),不 変4例(31%)で あ った。

1日49投 与群では膿尿 に対 して,減 少3例(60%),

不変2例(40%)。 細 菌尿 に対 して,消 失2例(40%),

不変3例(60箔)で あった.

次に,1日29,49投 与群 を合 わせ,UTIの 疾患病

態別 にみた臨床効果 を検討す ると,Table 5の よ うにな

る。

G-1群 に対 しては9例 中著効3例,有 効2例,無 効4

例 で有効串56%, G-2群 では2例 中有効0%, G-3群

では1例 中有効0%, G-4群 では6例 中著効3例,有 効

き

Table 6 Bacteriological response to TA-058 in complicated U T I

Table 7 Relation between MIC and bacteriol9gical response in TA-058 treatment

No of strains eradicated/No. of strains isolated
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2例, 無効1例 で,有 効串83%で あ り, G-1群, G-4

群に対 し優れた成績 であった。

細菌学的効果については,起 炎菌 として検討症例 から

分離 され た18株 の 細菌に対す る 効果をまとめ ると

Table 6の ようになる。

起炎菌種ではS.marceseensが10株 と最 も多 く,次

ぎにE.coli, E.cloacaeの2株, S.aursus, β-Stre-

ptosoccus, S.faecalisが それぞれ1株 であった6

それ らに対す る細菌学的治療効果は,消 失率61%で

あった.

一方,投 薬後E.coli, P.aeruginoda, E.agglomsrons,

E.aeregenes, Smarcescensが それぞれ1株 ずつ出現

した。

この成績 を本剤の効果 とMICと の関連性について検

Fig. 9-(1) Influence of TA-058 on clinical

laboratory examinations (1)

Fig. 9-(2) Influence of TA-058 on clinical 

laboratory examinations (2)

Fig. 9-(3) Influence of TA-058 on clinical 

laboratory examinations (3)

討 し,ま とめてみ るとTable 7の ようになる。

MIC値 が100μg/ml以 下のものでは"12.5μg/mlを

示 したS.marcescens 1株 を除 きすべての菌が消失しだ

が,>100μg/MLを 示 した ものはすべで継続 していた。

副 作 用

21例 中ア レルギー反応 を思わせ る自他覚症状は認めち

れなか った。各種臨床検査値に封する影響 を検討し得た

ものはFig.9に 示す。

末梢血液検査(赤 血球,Hb,Ht,白 血球),肝 機能検

査(GOT, GPT, A1-P),腎 機能検査(BUN, S-Crea-

tinine)に おいて,明 ちがに本剤によると思われる臨床

検査値め異常は見られなかった。

考 案

1. 抗 菌 力

本剤 はグラム陽性菌,グ ラム陰性菌に対 し広範囲な抗

菌スペ ク トル を持 ち,嫌 気性菌.特 にB.fragilisに 対

しては,他 のpenicillin剤 よりは多少抗 菌力が 強く,

CFXと ほぼ同 じ効果を示す ことが知 られている。 グラ

ム陽性菌に対 しては,他 のpeniqillin剤 と抗菌力はあま

り差 がな く有効であ る。

グラム陰性菌 にたい しては,我 々の検討も含め考案す

ると, E.cofi, P.mirabilis, S.marcescensに 対 しては他

のpenicillin剤 とほとん ど変わ りない抗菌力を示した。

K.Pneumoniaeに 対 しては,PIPCが 他の薬剤より

良い抗菌力 を示 した。Indole陽 性Proteus spp., En-

terobacter spp.,で はTA-058,ABPCはPIPC, CBPC

よ りも抗 菌 力 が劣 って い た。

ま た, P.aeruginosaで はTA-058はCBPCよ り良

い抗 菌 力 を示 したが,PIPCよ りは劣 っていた。

以 上の よ うに,本 剤 は 他のpenicillin剤 と 同様 に

indele陽 性Proteus spp., K.pneumoniae, Entero-

bacter spp., S.marcescens, P.aeruginosaに 対 して

は,あ ま り強 い抗 菌 力 を有 して い ない。

しか し,本 剤 は これ まで のpenicillinL剤 に比較 して,

以 下 の よ うな特徴 を有 してい る。

(1)よ り殺 菌 的 に作 用 す る。(2)血 中濃度 の半減期が約90

分 と長 く,血 中濃 度 が 高値 とな る。(3)他 のPenicillin

剤,特 にPlPCよ りもED50値 が一般 に低 い。

従 って,以 上 のよ うな本剤の特徴か ら,in vivoに お

いては従来のpenicillin剤 に優 る効果が期待さねる。

2. 臨床的検討

今回の給合臨床効果に,急 性単純性腎盂腎炎では有効

率が67% (2例/3例)で あり,第30回 日本化学療法

学会総会における本剤についてのシンポジヴムにおいて
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発表された全国集計3)の有効率,89%よ り低 かったが,

これは症例数が少なか った こと と,無 効例1例 のE.coli

のMIC値 が>100μg/mlで あったためである。

しかし,下熱,膿 尿の改善は認められ,こ の種 の尿路

感染症に対しては他のpenicillin剤 と同様な満足すべ き

治療効果が得られ ると思われる。

次に,複雑性尿路感染症18例 については 有効率 が56

%と比較的良好な成績が得 られた。 これ は全国集計にお

ける有効率43.6%よ りもかな り良い成績 であった。

UTI群 別にみると,特 にG-4群 においてのわれわれ

の成績では83%の 有効率 を示し,G-1群 で も56%と,

全国集計より良好な成績 を示 した。

今回投与量は1日2.0g投 与 と4.0g投 与 を 行 った

が,むしろ1日2.0g投 与群の方 が有効率62%と な り

良好であったが,こ れは4.0g投 与群の 起 炎菌が5例

中4例,S.marcescsnsで あったためであろう。

投与回数については,今 回いずれ も1日2向 投与 であ

ったが,他 のpenicillin剤 よ り少 し半減期が長 く,通 常

の使用では1g,1日2回 投与で十 分な珍果が得 られ る

と思おれる。

次 に,細 菌学的効果について2,3特 徴的な ことをま

とめる。

グラム陽性菌 に 対 しては,他 のpenicillin剤 と同様

にかな り良い抗菌力 を示すが,複 雑性で,し か もoppo-

rtunistic pathogenと 考 えられ るような菌に よる感染

症に対 し,本 剤の使用は適 当でない と考え られ る。よっ

て本剤 は,全 国集計 でも副作用 は1.2%と 少 な く,尿 路

感染症 に対 しては急性単純性感染症 またはUTI群 別 の

G-2群,G-3群,G-4群 のものに対 し有用なpenicillin

剤である と思われ る。
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The experimental and clinical studies on TA-058 were carried out. The results were as follows. 

(1) Antibacterial activity 

TA-058 has broad spectrum for GPC and GNR as well as other penicillins. 

(2) Clinical effects 

Two of three patients with acute simple pyelonephritis administered with daily doaes 

of 2 g of TA-058 for 5 days showed excellent efficacy. MIC of E. coli with one poor case

was >100 ƒÊg/ml. This result has shown the high efficacy of TA-058 for acute simple 

pyelonephritis. Eighteen patients with chronic complicated urinary tract infections were 

intravenously administered with daily doses of 2 g or 4 g of TA-058 for 5 days. Clinical 

response was excellent in 6 cases, good in 4 cases and poor in 8 cases. The efficacy rate 

was 56 %. According to classification by type of complicated U.T.I., TA-058 has good efficacy 

in 4 th group. 

(3) Side effect 

TA-058 has very low toxicity. In this study, no abnormal findings were observed in 

hemogram, liver and renal functions.


