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TA-058の 耳鼻咽喉科領域における基礎的ならびに臨床的検討

木下 治二 ・馬場 駿吉 ・丸 尾 猛 ・和田 健二

波多野 努・村井 兼孝 ・森 慶 人

名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉科学教室

TA-058の 基礎的な らびに臨床的検討 を行 い,下 記の結果 を得た。

1) 抗 菌力をABPC,PIPCと 比較する とS.aursusで はPIPCと ほぼ同等,ABPCに は2～

3管 劣 り,グ ラム陰性桿菌においてはABPCと ほぼ同等,E.coli, P.mirabilis以 外の菌種では

PIPCに 劣る成績であった。

2) 組織内移行濃度についてみ ると,1g one shot静 注1時 間後の成績 では 口蓋扁桃4例 平均2.57

μg/gで あ った。

3)　耳鼻咽喉科領域感染症24例 に対 して実施 した 臨床成績では著効12例,有 効8例,や や有効

1例,無 効3例 で有効率 は83.3%で あった。

4) 副作用は全症例にお いて認め られなか った。

I 諸 言

新 しい半合成ペニシ リン剤であるTA-058は 側鎖 に

N4-メ チルーD-ア スパ ラギン を結合 した アモキシシ リン

誘導体である(Fig.1)。 本剤 はグラム陰性菌およびグ

ラム陽性 菌に有効な広範囲の抗菌スベク トラム を有 し,

in vitroに おける抗菌活性がin vivoに おいて十分発揮

され,臨 床的な有 用性が期待されている。

Fig. 1 Chemical Structure of TA-058

(2S, 5R, 6R) -6- •k2R-2- (2R-2-amino-3- N- methyl-

carbamoyl propionamido) -2- (4-hydroxyphenyl) - 

acetamidop -3, 3- diMethyl- 7- oxo-4-thia- 1 -azabi-

cyclo•k3. 2. 0•lheptane-2-carboxylic acid trihydrate

今回,わ れわれ は耳鼻咽喉科領域感染症におけるTA

-058の 基礎的ならびに臨床的検討を行 い
,若干 の成績 を

得たので報 告す る。

II 抗 菌 力

標準菌株8株 と当教室保存の臨床 分離菌株につい て 日

本化学療法学会標準法に準 じ,本 剤の最小発育阻止濃度

(MIC)を 測定 し,合 わせ てABPC,PIPCと 比較検討

した。接種菌量は106cells/mlで ある。

標 準 菌株8株 の 成 績 はTablelに 示 す ご と くS.

aureus FDA 209P 0.78μg/ml, Saurens Terajima

0.78μg/mlで 抗 菌 力 は
,ABPCよ り劣 りPIPCと ほぼ 同 等

で あ った 。 またE.coli NIHJC 2 3.13μg/ml,

P.mirabilts ATCC 21100≦0.20μg/ml, P.vxjlgarts

MB838≦0.20μg/mlと,こ れ らの 腸内 細菌 群 には,

ABPC,PIPCと ほ ぼ同 等 の抗 菌 力 を示 した 。

臨 床 分離 菌 株 につ い てみ る と,S.aureus 12株(Fig.

2) に 対 す る本 剤 のMICは0.78～12.5μg/mlに 分 布

し,ABPCに は2～3管,PIPCに は1管 ほど劣 る抗菌

力 を示 した。

E.coli 3株 お よびK.pneumonin 2株 の成績は

Table2に 示す ごとく,E.coliで は2株 において0.78,

1.56μg/mlと 中等度の抗菌 力を示 し,1株 は他剤に対 し

て も>100μg/mlと 高度耐性であった。K.pneumumiae

は2株 とも100kg/mlと 本剤に高度耐性 であった。

Table 1. Standard strains 106cells/ml
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P.mirabilis 12株(Fig.3)で は,本 剤のMICが 全

株e.39μg/ml以 下にあり本剤が最 も優れた抗菌力 を示

した。

Indole(+)Protetlsお よびP.iaeraglintosuで は

(Table3),両 菌種 とも本剤 には高度耐性 であ り,PIPC

に比べかな り劣 る抗菌力であ った。

以上の成績 を総括する と,S.aureusに 対 しTA-058

はABPCに 比べ数段劣 るが中等度の抗菌力 を示 した。

また,E.coli, P.mirabilisに 対 しての抗菌力は強か

ったがK.pneumonin, indole(+)Proteusお よびP.

Fig. 2 Sensitivity distribution of S. aureus to TA-058, ABPC & PIPC

Table 2 Sensitivity distribution

E. coli (3 strains)

K. pneumoniae (2 strains)
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aertiginosaに 対す るそれは弱かった。

III 血清お よび口蓋扁桃組織 内移行濃度

口蓋扁桃摘出を 目的 として 入院 した 患者4名 に 対 し

て,組 織摘出約1時 間前に本剤1gをone shot静 注

し,組 織摘出 と同時に採血 し扁桃組織内および血清中移

行濃度 を測定 した。摘出組維は-80℃ に凍結 したのち

メスにてス ライス し1/15M PBSpH 7.0で3倍 希釈して

強力超音波発生装置(久 保 田IneonatOr Model 200M)

にて出力200W,2～2.3Aで20分 間homogenize

Fig. 9 Sensitivity distribution of P. tnirabilis to TA-058, ABPC & PIPC

Table 3 Sensitivity distribution

Proteus sp. (4 strains)

P. aeruginosa (5 strains)
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し,10,000回 転10分 間の冷却遠沈後,上 清 を分離 し検

体とした。

検定菌にはB.subtilis ATCC 6633を 用い,培 地 に

はトリプ トソイ寒天培地 を使用 し, micre pore法3)に

て測定 した。標準液作製には組織 内濃度用 として1/15M

PBS pH7.0を,血 清用 としてconseraを 用いた。成

績はTable4に 示す ごとくである。

本剤1gをone shot静 注 し,約1時 間後 の 血清 中

濃度は4例 平均16.1±0.59μg/ml,扁 桃組織内濃度は

4例平均2.57±0.35μg/gで あ った。

Table 4 Concentration of TA-058 in serum & 

tonsil 1 hour after intravenous injection

IV 臨 床 成 績

急性中耳炎1例,慢 性中耳炎急性増悪症5例,急 性陰

窩性扁桃炎10例,扁 桃周 囲膿瘍5例,前 頚部膿瘍1例,

咽後膿瘍1例,急 性化膿性 顎下腺炎1例 の 合計24例 に

対し臨床的検討を行い,そ の概要はTable5に 示 した。

用法および用量は1日 量19×2回 の静注 ならびに点滴

静注がほとん どで 投与 日数 は2～12日 間であ る。 効果

判定については概 ね下記の基準に従い判定 した。

著効:薬 斉投 与 開始後3日 員までに主 な症状が消失 し,

所見に著 しい改善がみ られた もの。

有効:薬 剤投与開始後6日 目までに主 な症状が消失 し,

所見の改善がみられたも の。

やや有効:薬 剤投与開始後7日 を越 えて症状の消失 なら

びに所 見の改善 がみ られたもの。あるいは6日 目

までに症状は軽減 して も所見 の改善 が十分でない

もの。

無効:薬 剤投与後 も主 な症状が消失せず,所 見の改善の

み られない もの。あるいは薬剤投 与にもかかわ ら:

ず症状な らびに所見の悪化 したもの。

以上の成績 をま とめ るとTable6の ごとく,著 効12

例,有 効8例,や や有効1例,無 効3例 で,著 効,有 効

を合せた有効率 は83.3%で あった。 なお,副 作用は全

症例に 認め られず 臨床検査所 見にも 異常値 をみなか っ

た。

Table 6 Clinical results

V 考 察

TA-058は 新 しい半合成ベ ニシリン注射剤で広範囲の

抗菌スペク トラムを有 し,作 用は殺菌的でin vivoに お

いて優れた効果を発揮する と言われている。抗菌力につ

いてABPC,PIPCと の比較検討 した成績 ではS.aureus

に対 しPIPCと ほぼ同等,ABPCよ り2～3管 程劣 る

抗菌力ではあるがほ とん どの株が6.25μg/ml以 下で発

育阻止 され,中 等度の抗菌 力を有すると思われた。グラ

ム陰性菌,と りわけE.coli, P.mirabilisに は優れて

はいるもののK.pncumoniae, indole(+) Proteus,

P.acruginosaに 対 してはPIPCの 抗菌力に比 し数段劣

り,ABPCと 同様の傾 向を示 した。

本剤1gをoneshot静 注 し,約1時 間後の血清中濃

度は4例 平均16.1μg/ml,口 蓋扁桃組織内移行濃度は4

例平均2.57μg/gで あ り,血 清 および扁桃 ともにあま

り高い値 を示さなか った。ただ し,こ れ らの成績は摘出

組織 を80℃ 凍結保存 した ものの濃度測定 までに摘出

後2カ 月以上の経過があ り,組 織 内力価に低下 を生 じた

可能性のあることを付記 しておきたい。

当科領域感染症24例 に対 し,本 剤1gを 主 に1日2

回静注お よび点滴静注 し,そ の臨床的検討 を行 った。そ

の成績はTable6の ごとく著効12例,有 効8例,や や

有効1例,無 効3例 で有効率は83.3%で あった。 疾患

別に みる と急性陰窩性扁桃炎および 扁桃周囲膿瘍15例

では100%の 有効率 で極めて良好 な成績 を得た。

これ らの疾患の検出菌はTable5の ごとく,主 にS.

pmogenes, S.aureusで あ り,in vitro抗 菌活性がin

vivoに お いて も反映 した もの と思われた。 しかし,一

部の症例では本 剤にMICの 高いKlebsiella, Serratia

も検 出されているもの もあ り,そ の ような症例に対 し本

剤が有効であった明確な意味付けは出来 なか った。無効

3例 はNo,2,15,16の 慢性 中耳炎急性増悪症で3例 に
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Table 5 Clinical studies with TA-058 (1)
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Table 5 Clinical studies with TA-058 (2)
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P.aeruginosaが 検出された。 しかし,No,3に おいて

は同様 にPaeruginosaが 検出 されたにもかかわらず

臨床効果は良好であ り,本 剤 のin vivo効 果の反映 とも

理解できるが,本 疾患は解剖学的特殊性 およびその病態

の複雑さならびに宿主側の因子 の関与などが臨床的効果

に大 きく影響 した ものと考え られた。以上の成績 は急性

扁桃 炎を代表 とする耳鼻咽喉科感染症におけ る本剤 の有

用性 を高 く評価出来たもの と思われた。

なお,全 症例において副作用,臨 床検査所見には異常

は認め られ なか ったが,ア レルギー性 の副作用には他の

ペ ニシ リン系薬剤 と同様 に注意は必要であろ う。
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LABORATORY AND CLINICAL STUDIES ON TA-058 

IN OTORHINOLARYNGOLOGICAL FIELD 
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From the laboratory and clinical studies on TA-058, the following results were obstained. 

1) Antibacterial activity of TA-058 was inferior to that of ABPC and equal to that of PIPC 

against S. aureus. 

On the other hand, against P. mirabilis; it was superior to that of all. But it was inferior to 

that of PIPC against K. Pneumoniae, indole positive Proteus sp. and P. aeruginosa. 

2) Tissue concentation of TA-058 was determined 1 hour after intravenous injection in human. 

In case of 1,000 mg dosing, the mean concentration was 2.57ƒÊg/g in tonsil. 

3) TA-058 was used clinically in 24 cases of various infections in otorhinolaryngological field, 

and its efficacy rate was 83.3 %. 

4) No side effects were observed in all cases.


