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尿路性 器感 染症 に対 す るTA-058の 臨床岡検 討
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新 しく開発された半合成ベニシ リ財系杭丁生剤TA-058を 尿路感染症お よび男子性器感染症 の計27

例 に使用 し,臨 床効果 を中心に検討 した。投薬方法は,本 剤1～2gを1日2回,尿 路感染症におい

てはene shot静 注 し,男子性器感染症においては点滴静注 を行 った。尿路感染症は原則 として5日

問投薬終了後に 臨床効果 を判定 し,男 子性器感 染症においては3日 および5日 間投薬終了後の2回

臨床効果 を判定 した。急性単純性腎盂腎炎3例 の総合臨床 効果は,3例 とも著効 を示 し,有 効串100

%で あった。複雑性尿路感染症13例 の総合臨床効果は,著 効1例,有 効6例,無 効6例 で,有 効率

は54%で あ った。 また臨床症状 か ら判定 した急性男子性器感染症は3日 後判定 で著効8例,有 効3

例，5日 後判定 で著効10例,有 効1例 であ り,い ずれ も有効率は100%で あ った。.副作用として2

例に軽度の下痢が認め られた。 また臨床検 査値の検討 では,1例 に一過性の アル カリフオスファタ

ー ゼ軽度上昇が認め られた。

は じ め に

TA-058は 新 しく開発 され た ペニシ リン 系抗生剤で

Fig.1に 示す化学構造式を有する。本剤はAMPC誘 導

体であ り,広 範囲抗菌 スペク トラムを有 し,同 系抗生剤

に比 し速やかに 高い 血中濃度 および 組織内濃度が 得 ら

れ,半 減期 も長 いとい う特徴を持つ といわれている1).

われわれは,本 剤を尿路感染症(以 下,UTI)お よび

男子性器感染症に使用 し,臨 床効果 を中心に検討 したの

でその成績 を報告する。

Fig. 1 Chemical structure of TA-058

Table 1 Clinical summary of acute simple pyelonephritis cases treated with TA-058

*  Before treatment
/ After treatment

**  Criteria by the committee of U. T. I.
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対 象および方法

1. 対 象

対象は昭和56年7月 か ら同年12月 までに金沢大学医学

部附属病院および関連病院泌尿器科に入院 中の息者で,

単純性UTI3例,複 雑性UTI13例 および急性 男子性

器感染症11例 の計27例 であった。単純性UTIは すべ

て女子 の急性単純性腎盂腎炎で,複 雑性UTIの 疾患別

内訳は,慢 性膀胱 炎11例 および 慢性腎盂賢炎2例 であ

った。 なお複雑性UTI13例 の 尿路の 基礎疾患は,前

立腺肥大症6例 。膀胱腫瘍4例,神 経 因性勝胱,V.U.R,

前立腺 肉腫の各1例 であった。急性 男子性器感染症の疾

患別 内訳は,急 性前立腺炎7例,急 性副睾丸炎4例 であ

った。

2. 投薬量および投薬方法

UTIに 対 しては、1回1gま たは29のone shot静

注,性 難感染症では1gま たは2gの点 滴静注 を1日2

回行 った。投薬期間はいずれの疾患についても5日 間 と

した.

3. 効 果 朝 定

UTIの 効県判定は,UTI薬 効評価基準2,3)に準じて

行 った。なお急性単純性 腎盂腎炎については,急 性単純

性膀胱炎判定におけ る排 痛 を発熱におきかえて判定し

た。 また 急性 男子性器感染症の 効渠判定は,局 所の腫

脹,疼 痛お よび死熱の3臨 床症状 を指標とし,大 川 ら4)

の薬効評価基 準(試 案)に 従 って,投 薬3日 後および5

日後に判定 した。

成 績

1. 臨 床 成 績

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

(1.0•`4.0 g •~ 2/day, 5 days treatment)

Table 4 Overall clinical efficacy of TA-058 according to the type of infections
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女子急性単純性腎盂腎 炎3例 の総合臨床効県 は，3例

すべてが著効を示し,有 効串100%で あ った(Table1)。

これを細菌学的効果の面 から検討 すると,本 剤投薬前に

尿中から分離されたE.coli 2株 およびP.mirabilis

1株はずべて消失 し,投 薬後出現菌 は認め られ なか った

(Table 1)。

複雑性UTI13例 の 総合臨床効果 は,著 効1例(8

%)1有 効6例(46%),無 効6例(46%)で,有 効率は

54%で あった(Table 2,3)。 症例数 は少ないがあえて

UTI薬 効評価基準2)に よる疾患病態群別に検討す ると,

その有効率は第1群50%(4例 中2例),第2群0%

(症例なし),第3群100%(2例 中2例),第4群0%

(1例 中0例),第5群0%(1例 中0例),第6群60%

(5例 中3例)で あった(Table4)。 なお複雑性UTI

のうち12例 には1回1g,1例 のみが1回2gが1日2

回投薬された。以上の成績 を細菌学的効果の面か ら検討

すると,本 剤投薬前に尿中か ら分離 されたS.foecatis

Table 5: Bacteriological response to TA-058 in 

complicated U. T. I.

* Persisted : regardless of bacterial count

Table 6 Strains isolated after the TA-058

therapy in complicated_.U. T. I.

3株 はすべて消失 し。P.acruginosa4株 中3株,K.

pnsumoniaeは2株 中1株,P.vulgarisも2株 中1株

が消失 した。 しか しS.marcescensは4株 中3株, P.

morganii1株 は存続 し,全 菌株 についての消失率 は68

%で あった(kble5)。 投薬後出現菌 としては,Pasr-

nginosa,K. pnetema;iae, C.freundii各1株 が認め ら

れ,こ れ ら菌株 に対する本剤のMICは いずれ も400

μg/ml以 上であった。なおCandida,Y.L.O.各1株 が

投薬後 の尿中 より分離 され た(Table6)。

急性 男子性器 感染症11例 の 臨床効果は,3日 後判定

で著効8例(73%),有 効3例(27%),5日 後判定 で

は著効10例,有 効1例 で,い ずれ も有効率100%で あ

った(Table7)。

なお投薬前後 に尿中か ら分離 された菌株 に対ずる本剤

のMICを,日 本化学療法学会 のMIC測 定再改訂法5)

に準 じて測定 した。

2. 副 作 用

臨床効果判定不能例 を含め,副 作用 としての自他覚症

状 を観察する と同 時に,本 剤投薬前後に おける 赤血球

数・血色素量・ 白血球数・BUN,血 清 ク レアチニン,

GOT,GPT,ア ルカ リフオスフ ァターゼなどを測定 し

比較検討 した(Table 8)。

自他覚症状 として急性男子性器感染症 の2例 に軽度の

下痢が 認め られた。 また 臨床検査値 異常 として 複雑性

UTIの1例 に アル カ リフオスファターゼ の 軽 度 上 昇

(10.4→11.5K.A.単 位)が 認め られたが,2週 間後

には正常値 に復 していた。

考 按

TA-058は 新 しい半合成ベニシ リン剤 で,側 鎖 にN4-

methyl-besparagineを 結合 したAMPC誘 導体であ

る。その作用は殺菌的で,CBPC,APPCお よびPIPG

よ り低濃度で殺菌作用 を示 し,且 つ接種菌量の影響が少

ない といわれている1)。

今回われわれは,女 子の急性単純性腎盂腎炎3例,複

雑性UTI、13例 お よび急性 男子性器感染症11例 の計27

例に対 して本剤 を使用 し,臨 床効果 を中心に検討 した。

効果判定 は,UTIに ついてはUTI薬 効評価基準2,3)に

準じて行 い,急 性 男子性器感染症については臨床症状の

みを指標 として行 った。

急性単純性 腎盂腎炎3例 の総合臨床効果 を有効率でみ

ると100%と な り満足すべき結果であった。なお3例 中

2例 はE.coliの 単独感染で,残 り1例 はP.msirabllis

め単独感染であ り,本 剤の抗菌力が ら考 えて順 当な成 績

と考 えられた。

複雑性UTI13例 の 総合臨床効果 を有 効率でみ ると
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Table 8 Changes in laboratory test results

54%と なり,ほ ぼ評価 しうる成績が得 られた。 症例数

は少ないがあえてこれを疾患病態群別に検討す ると,単

独感染7例 の 有効率は57.1%と な り,複 数菌感染6例

の有効率は50%と なった。 単独感染 と 複数菌感染 とが

ほぼ同率という結果が出たのは,単 独感 染例では7例 中

4例がカテーテル留置症例であ り,複 数菌感染例では,

6例中1例 のみがカテーテル留置症例であった ことが影

響しているものと思われ る。細菌学的効果の面か らみ る

と尿中分離菌22株 中15株 が消失 し,消 失率は68%と

必ずしも満足すべき成績 とはいえなかった。菌種別 にみ

ると,P.asruginosaはMICが 高い割 には4株 中3株

が消失した。しか しS.marcescensは4株 中消失 した

のは1株 だけで,他 報告1)を も考 え合わせる と薬効は期

待し難いものと考え られ た。

急性男子性器感染症 の臨床効果 を有効率でみ ると,3

日後判定および5日 後 判定のいずれで も100%と な り満

足すべき成績であった。投 薬前 に尿中か ら103cells/ml

以上細菌が分離 された7例 中6例 の菌種 がE.coliで あ

ったことも有効率を高めた一因 と考え られ た。

副作用としては,2例 に軽度の下痢 が認め られたが投

薬を中止するまでには到 らなか った。臨床検査値におい

て,1例 に軽度のアルカ リフォスフ ァターゼの上昇が認

められたのみであった。
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TA-058 is a new semisynthetic derivative of amoxicillin. Twenty-seven patients suffering from 

genitourinary tract infections were treated with 1 or 2 g of TA-058 ,intravenously 'twice daily for 
days, and the clinical efficacy and safety were evaluated. Of these 27 patients, 3 had uncomplicated 

urinary tract infections (all with acute pyelonephritis), 13 complicated urinary tract infections 

(2 with chronic pyelonephritis and 11 with chronic cystitis) and 11 infections of the male genital 
organ (4 with acute epididymitis and 7 with acute prostatitis). An excellent response was obtained 

in 100 % of the patients with acute pyelonephritis, and excellent plus moderate response in 54% of 

the patients with complicated urinary tract infections and in 100 % of the patients with infections 

of the male genital organ. Two patients of diarrhea were noted as an adverse reaction. No additional 
laboratory abnormalities were found except a transient elevation of alkaline phosphatase in one 

patient. The administration of this drug was shown to be useful in managing genitourinary tract 
infections.


