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各種細菌に よる呼吸器感染症 でCefoperazone(以 下CPZ)が 投与対象 とな るよ うな10例 にSul-

bactam/Cefoperazone配 合剤 を投与 した。うち3例 は,は じめCPZを 単独投与 し,効 果不 十分 な

ため本剤に切 り替え投与 した。

本剤のみを投与 した7例 では,著 効1(慢 性気道感染の急性増悪),有 効4(肺 炎3,気 管支肺炎1),

無効2(肺 炎1,慢 性気道感染 の急 工生増悪1)の 臨床成績であった。CPZか ら本 剤に切 り替 えた3例

では,有 効2(肺 炎1,慢 性気道感染の急1生増悪1),無 効1(DPB)で あ った。

副作用は全例 に認めず,検 査値 に も本剤に起因す る異常 な変動は無かった。

無効の3例 はいずれ も緑膿菌が起 炎菌であった症例で,う ち2例 は基礎疾患(DPB,気 管 支拡 張

症)の ため著明な呼吸不全があ り,多 量の膿 性痰 と呼吸困難 を呈 し,緑 膿菌は数年 前か ら持続的に陽

性で 従来 の抗緑膿菌剤 もすべ て無効であ った。他の1例 は肺癌のため切除術 と照射 を2年 前に行な

い,以 後感染 を くり返 してい る患者 であ る。

分離菌の感受1生検査 では,H.influenzaeお よびEnterbacter cloacaeで はMICはCPZよ り本剤

がす ぐれ,P.aeruginosaで はCPZが す ぐれていた。

β-lactamase産 生 に よる細 菌 の耐 性 機 構 に 対 す る臨 床

上の策 として,β-lactamase阻 害 剤 を既 存 の β-lactam剤

と併用使 用 す る こ とが 考 え られ,Sulbactam/CPZも そ

の 目的 で作 られ た ものの 一 つ で あ る。

Sulbactam(以 下SBT)は 米 国Pfizer社 のGroton研

究 所 で開発 され た β-lactamase阻 害 剤 で,下 記 の 構 造 式

を有 し,そ れ 自身 の抗菌 力は 弱 いが,β-lactamaseに 対 し

て強 い不 可逆 的 阻 害作 用 を持 ち,安 定性 が高 く,毒 性 が

低 いの で,こ れ とCPZを1:1の 比率 で配合 した 静注 用

製剤が作 られたD2)3)4)。

CPZの 有す る優 れ た 抗菌 力に つ い て の報 告 は 多い 。

今回,わ れ わ れ は,本 剤 を呼 吸 器 感染 症 に対 して 使 用

し,そ の 有効 性 と安 全 性 を検 討 す る機 会 を得 た の で ,そ

の成 績 を報告 す る。

構造式:

I.対 象 および方法

肺炎,気 管支拡張症 における感染 の急 性増悪,慢 性呼

吸器疾患の二次感染な どCPZが 投与 対象 とな るような

呼吸器感染症,お よびこれらの疾患でCPZ投 与 の効 果

が不十分であった症例 も対 象 とした。

対象はすべ て成人(平 均年令64才)の 入院患者で,男

9例,女1例 である。極め て重篤な症例,腎 あ るいは肝

の機能障害の強 い症例,furosemideな どの利尿剤の投

与 を必要 とす る症例な どは対象か ら除外 した。

投与法はSBT/CPZ配 合 剤1回19を1日2回(5

例),ま たは1回2gを1日2回(2例),い ずれ も5%ふ

どう糖液250mlに 溶解 し,約1時 間かけ て点滴静注 した。

投与総 量は8gか ら30gに 及んだ。

は じめCPZ19を1日2回 使用 し,つ いで本剤に切 り

替 えた症例では,配 合剤 として同用量 とし,1回19を

1日2回 点滴静 注 した(3例)。

感染症の種類 では,肺 炎5例,気 管支肺 炎1例,気 管

支拡張症における感染の急i生増悪3例,DPB1例 であ

った。 これ ら対象は全例何 らかの 基礎疾 患を有 した。
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II.成 績

臨床効果の判定は,症 状改善度,X線 経過,検 査成績

な どを もとに総合判定 し,著 効,有 効,や や有効,無 効

判定不能の5段 階判定 とし,Table 1で はこれ らを卅,

廾,+,一,?で 示 した。細菌学的効 果は,原 因菌の消失,

減少,不 変 菌交代 判定不能の5段 階で判 定 し,同 じ

くTable 1で はこれらを,卅,廾,+,altered,?,

で示 した。

副作用の発現には注意 し,ま たTable 2に 示 した よ

うに,投 与の前後に諸検査 を行なった。

臨床効果は,Table 1の 症例一覧に示 した通 り,SBT

/CPZを は じめか ら使用 した7例 では,著 効1例,有 効

4例,無 効2例 で,は じめCPZを 使用 し,つ いでSBT

/CPZに 切 り替 えた3例 では,有 効2例,無 効1例 であ

り,全 体 での有効率は有効以上 でとると70%と なった。

細菌学的効 果では10例 の うち,消 失2例(H.influen-

zﾁeとEnterobacter cloacae),減 少1例(Enterobac-

ter cloacae),不 変3例(い ずれ もP.aeruginosa),菌

交代1例,判 定不能3例 であった。

菌交代の1例(症 例No.10)は,CPZ使 用前にE地

influenzaeが 分離 されたが,使 用後にEnterobacter cl-

oacaeとS.aureuが 分 離さ礼 ついでSBT/CPZを

使用 したところ,P.aeruginosaに 菌交代 した。 これら

の菌 の薬剤感受性(順 天堂大学医学部臨床病理学教室お

よび細菌学教室 におけ る測定)をTable 3に 示 した。

副作用お よび本剤に よると思 われ る臨床検査値の異常

変動は無か った(Table 2)。

なお本剤投与前の皮内反応が陽性 に出たため,対 象か

ら除外 した症例 は無か った。

III.症 例

次に各症例の経過 を略述す る。

症例169才,男,肺 炎

昭56年4月 よ り右上 葉 の類 上皮癌 に対 し,6000rad

の照射 を行なったが57年1月 頃 より時々この部に感染

を来た し発熱す る。今回は本剤の4日 間,8gの 投与 で

奏効 した。投与前Acinetobacterが 検 出されたが,以 後

Table 1 Clinical results of SBT/CPZ therapy
SBT/CPZ alone

SBT/CPZ after CPZ
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Table 2 Laboratory findings before and after SBT/CPZ treatment

* normal
. 20•`48

Table 3 Drug sensitivity of isolated organisms (Case No. 10)

Haemophilus influenzae

Enterobacter cloacae

P. aeruginosa
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は不明。投与前か ら基礎疾患に よる貧血があ った。

症例275才,男,肺 炎

昭52年 頃 か ら胸 部X線 に異常 を指摘 されていたが,

56年4月 検査 を受け特 発性間質性肺炎 と診断され るまで

放置 していた。56年11月 頃 より呼吸困難強 く,38℃ の熱,

咳著明,ラ 音およびチア ノーゼ を呈 し,57年1月 入院 し

た。本剤投与の翌 日か ら下熱 し,ラ 音は持続 したが,呼

吸困難 チアノーゼは軽減 した。起炎菌のEnterobact-

er cloacaeは 減少,CRP陰1生 化PaO2は39 .2 Torr

から59.9Torrに 改善 した。投与前の高GOT ,高GPT

値は うっ血 性肝障害のためで 投与後は改善 した。LDH

の高値 は間質性肺炎のためである。またこのため,リ ン

デ ロン40mgが 併 用使用 された。

症例382才,男,肺 炎

昭56年11月,38℃ の熱,血 痰,X線 で左中肺野に肺

炎陰影 を呈 し,本 剤 を投与 した。3日 目より諸症状は消

失,CRP陰 性化 赤沈は1時 間値50mmか ら8mmに

改善,白 血球数 は7600か ら4800と なった。起炎菌不明,

X線 陰影は1週 目に消失 した。

症例470才,男,肺 炎

肺気腫 を有する患者で,昭55年4月 左肺の肺癌の手術

56年9月 局所再発のため放射線療法 を行なった。 この後

経過 は良好 であったが,56年12月 頃よ り頻繁 に発熱 を来

たす ようになった。57年1月 発熱 とともに呼吸困難 膿

性痰,ラ 音,CRP(卅)を 呈 し,本 剤 を投与 したが無効

で,X線 陰影 も増大 した。なお本剤の前に使用 したAB-

PCも 無効であった。投与前に分離されたK.pneumnon-

iaeは消失 したが,P.aeruginosaは 不変であった。

症例572才,男,気 管支肺炎

昭56年12月,風 邪の症状 に続いて全身倦怠強 く,咳,

疾 および強い呼吸困難 を呈 した。胸部X線 では,右 肺は

ほ とん ど全肺野に浸潤影 と軽度の自然気胸 を認めた。左

下肺野には陳旧性膿胸がある。重症のため γ-グロブ リ

ン との併用 で本剤投与を開始,翌 日か ら下熱 咳,痰 は

10日,胸 痛は7日 で消失 し,2週 後のX線 写直で陰影は

ほ とんど消失 した。起炎菌のEnterobacterは 消失 した。

有用性は満足 と判定された。

症例646才,男,気 管支拡張症

慢性副鼻腔炎 を合 併する。昭56年12月,膿 性痰 と呼吸

困難が増強,PaO2 60.3 Torr,PaCO 224.6 Torr,

pH7.53,赤 沈促進がみられたので本剤を投与 した。5

日間の投与 で,喘 鳴,体 動 時の呼 吸困難,胸 部重圧感

倦怠感.食 思不振 などすべ て消失 し,痰 の量,性 状 も著

明改善 した。喀痰中のH.influenzaeは 消失。諸検査値

も改善 した。臨床効果は著効,有 用性 は非常に満足と判

定 した。

症例752才,女,気 管支拡張症

肺結核のため,15才 頃に右 人工気胸術 を行ない,胸 部

X線 で右側に強 い肋膜肥厚 と石灰沈着お よび胸郭の変形

を残 している。幼児期か らは慢性副鼻腔炎,40才 頃から

は関節 ロイマを合併。昭47年 膿性痰のため入院 気管支

造影で右中葉,左 舌葉の気管支拡張 を証明 され。ABPC

の投与で軽 快した。以後同 じ症状 で入退院 をくり返 し,

DKB, CBPC, CMZ, APPC, ST, MINO, NTLな

どを使用 したが,症 状は しだいに増悪 し,呼 吸困難 も加

わ るよ うになった。

55年6月,発 熱,痰 増加,呼 吸 困難(起 坐呼吸)を 来

た し,6回 目の 入院 となった。喀痰中にはこの数年来常

にPaem4msaが 検 出される。MA=IIに つな ぎ本剤

を投与 したが,全 く経過に変化 な く無効 であった。緑膿

菌はCFS,GM,FOMに も感受 性が無か った。

症例851才,男,肺 炎

昭56年11月 末 感冒にかか り,息 苦 しかったが,12月

2日 には38℃ の熱,喀 血,咳,痰,喘 鳴 を呈 し,呼 吸困

難 も増強 したの で某院に入院 した。 しか し諸症状が改善

されず12月18日転 入院 した。X線 では左中肺野に広範な肺

炎像 を認め,CPZの 投与を始めた。これによ り一時37℃

と下熱 したが再び上昇 し,痰 量,痰 の性状,X線 所見

呼吸困難などが改善 しなかったので5日 間の投与で中

止 し,SBT/CPZに 切 り替えた。これに よりX線 陰影は

消失 し,咳,痰,呼 吸困難 も消失 し,急 速 に快復 した。

CPZ,本 剤 ともに5日 間の投与であったが 本剤の方が

有効 であ った と思われる。投与終 了時が年末であったの

で検 査値が欠けている。

症例967才,男,び まん性汎細気管支炎

昭22年 頃か ら咳,痰 あ り,55年12月 呼吸困難著明とな

り入院DPBと 診 断 され た。この時か ら喀痰にP.ae-

ruginosaか 分離 さ礼CFS ,SM-1652を 使用 し有効で

あったが,P.aeruginosaか らH.influenzaeに 菌交代

した。感染症状持続のため,ABPC ,CFSを 使用 した

ところ,再 びP.aeruginosaが 出現 これ に 対 しては

STを 使用 し小康 を得た。

56年9月,膿 性痰 多量,呼 吸 困難著明 となり,PaO2

56 Torr,PaCO2 51 Torr ,喀 痰 中 にム コイ ド型P.-

aeruginosa多 数 で再 入院 した。CFSは 今回は無効,

続いてCPZ,1日29の5日 間,SBT/CPZ ,1日29,

9日 間の投与 も全 く無効 であった。検 出された緑膿菌に

対す るCPZお よび本剤のMICは,と もに12 .5μgfw/ml
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(Inoculum size 108CFU/ml)で あ った。

症例1056才,男,気 管支拡張症

慢性副鼻腔炎を合併 する,両 側性 の広範 な気管支拡張

症で、感染増悪 のため入院を くり返 している。膿性痰,

血痰,発 熱,呼 吸 困難が主症状 であ り,起 炎菌はH.in-

fluenzaeで あった。ABPC使 用が重なるとともに,2

年前から緑膿菌 が少数なが ら出没 し始めた。

今回もH.influenzaeを 主 とし,P.aeruginosa少 数

が分離されたので,CPZを1日29で6日 間投与 した。

臨床効果はやや有効の程度 で,喀 痰 中細菌は,Entero-

bacterとS.aerusに 変化 した。次に本剤 を同 じく1日

2gで11日 間投与 した ところ,喀 痰菌 はP.aeruginosa

に変化した。臨床効果は有効 と判定 した。 出現 した3種

の菌に対 す るCPZと 本 剤のMIC(順 天堂大学医学部

臨床病理学教室 および細菌学教 室における測定)をTable

3に 示 した。

w.考 案

本剤の新薬 シンポジウム5)で の成績の まとめによると,

1日 使用量は29が 多く,投 与 経路 はほ とん どが 点滴静

注であ り,呼 吸 感染症 での有効 率は73%で あった。疾

患別にみ ると,肺 炎では82%,気 管支拡 張症 では84%,

細気管支炎では57%,慢 性気管支 炎では63%で 一般 に

有効率の低い慢性 気道感染で もす ぐれた成績 である。

われわれの成績 も,少 数例 ではあるが これに略々同 じ

で 平均年令64才,全 例に基礎疾患 を有す る症例 であっ

たが,有 効 率は70%で あった。 また,は じめCPZを 使

用 し,効果が乏 しかった症例 で本剤 を使用 し,有効であ っ

た症例 も経験 した。

われわれの症例で,無 効例 が3例 あったが,い ずれ も

基礎疾患を有す る重症例 で,か つ緑膿菌 を持続 して排出

す る症例 であった。 うち2例 の緑膿菌に対す る本剤 と,

CPZのMICを 測定 し得たが,1例 ではCPZが 本剤 よ

り優れ,1例 では両剤同 じであった。

呼吸 器感 九 におけ る,起 炎菌に対す る本剤の細菌学

的効果は,新 薬シンポジウムによると,菌 消失率は,H.-

influenzaeで100%,S.pneumoniaeで100%,E.

coliは89%,、K.pneumoniaeで81%と す ぐれて いる

が,P.aeruginosaで は42%と 低下 し,臨 床効 果 も悪 い,

副作用につ いては,新 薬 シンポ ジウムの成績によると,

内科系で,全 例の4.3%に 副作用が発現 してお り,下 痢,

軟便,発 疹 発熱が 多か った。 この他,ア ンタブース様

症状が2例(0.22%)報 告 された。

今回のわれわれの症例 には副作用を認め なかった。
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CLINICAL STUDIES ON SULBACTAM/CEFOPERAZONE

IN THE TREATMENT OF RESPIRATORY TRACT INFECTIONS

NOBUO MAEKAWA, MICHIYASU NAKANISHI, TAKUYA KURASAWA and SHIN MUTO
First Department of Medicine, Chest Disease Research Institute, Kyoto University

NOBUO INABA, YOSHIRO ODA and FUMIAKI UCHIHIRA,
Osaka Red Cross Hospital

KAZUKIYO OIDA
Tenri Hospital

Sulbactam/Cefoperazone was applied to the treatment of ten patients with respiratory infections .

The drug administered intravenously, 2•`4g/day, divided into two doses, for the period of four to fifteen

days.

The results were as follows, excellent in one case, good in six cases, ineffective in three cases. Effectiveness

rate was 80%.

No side effects were observed.


