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Lenampicillin(KBT-1585)の 臨 床 的 検 討

大 山 馨 ・鈴 木 国 功

富 山県立 中央病院 内科

新 しい形 のAmpicimnの プ ロ ドラヅグであるLenampicillin(KBT-1585,LAPC)を 用い て 臨床

的検討を行なって次の ことを知 った。

1.KBT-1585を18例 の呼 吸器感染症 と4例 の尿路感染症に投与 した結果,呼 吸器感染症18例

中14例(77.8%)に 有効,ま た尿路感染症4例 では全例有効 の成 績が得 られた。

2.副 作用 としては1例 に発疹,1例 に好酸球増多 を認めたが消化器障害な ど,そ の他 の副作用

は認めなか った。

Lemmpicillin(KBT-1585)は 鐘紡株式会社薬 品研究

所において開発された経 口のAmpicillin(ABPC)プ ロ

ドラッグで,従 来のABPCの プ ロ ドラ ッグであ るPi・

vampicillin(PVPC),Talampicillin(TAPC),Bacampi-

cimn(BAPC)と 異な り,吸 収過程 でアルデ ヒ ド体 を形

成することな く速やかにABPCと アセ トイ ンに加水分

解される。そのため特に消化 器障害 の少 ない ことが予測

されている1}。 したが って我 々はABPCが 効果 を示す

S.Pneumoniae,S.pyogenes,S.aureusな どのグラム陽

性菌およびH.influenzae,E.coliな どが起炎菌 と想定さ

れる内科的感染症に本剤 を投与 してその臨床効果 と副作

用について検討 した。

1.臨 床 成 績

1.対 象

当院内科外来お よび入院治療 した感染 症の うち,呼 吸

器感染症18例,尿 路感染症4例 の計22例 で,性 別 では

男性5例,女 性17例 で,年 齢の分布は23歳 か ら77歳

に及んでいる。また感染症の程度 としては軽症か ら中等

症までで,重 症は含まれていない。

2.投 与方法および投与量

本剤の投与は1回250mg1錠 を1日3回 または4回

経口服用とし,期 間は5日 か ら12日 に及び総投与量の

最高は129で あ った。

3.効 果判定

本薬剤の効果の判定は,従 来我 々 が 行 な って きた基

準2)に従ったが.そ の うち今 回は著効がな く有 効,や や

有効,無 効の3段 階 とした。

4.成 績

治療対象者,KBT-1585の1日 投与量 と投与 日数,臨

床分離菌,治 療効果お よび副作用についてはTable 1に

一括表示 した
。 また呼吸器感染症についての総合 効果は

Talble 2に ま とめた。

呼 吸器感染症18例 につい てみ ると,そ の内訳は扁桃

炎1例,気 管支炎14例 で,う ち9例 は慢性気管支炎の

急性 増悪であ り基 礎疾患 と して気管支喘息,気 管支の拡

張を有 していたものが各1例 あった。肺炎は3例 でその

うち症例16に おいては糖尿病 と塵肺,症 例17に おいて

は肺線維症 と気管支拡張 を基礎疾患 として認めた。

以上の18例 の成 績は扁桃炎 の1例 は有効,気 管支炎

14例 中有 効10例,肺 炎の3例 はいずれ も有効で,総 合

的効果は18例 中14例(77.8%)が 有効 と判定 された。

また尿路感染症4例 の内訳 は膀胱炎2例,急 性腎孟腎炎

2例 で起炎菌はいずれ もE.coliで あ った がいずれ も本

剤の投与に より治癒 した。

5.副 作用

KBT-1585投 与症例 について一般状態,血 液尿一般検

査,肝 機能,腎 機能検査,ク ームス反応 につ いて経過 を

追 って観察 した。それ らの うち副作用全般 に つ い ては

Table1に 記載 し,血 液一般検査 はTable 3に,血 液生

化学検査お よび クー ムス反 応の成 績はTable 4に ま とめ

た。

そ の結果一般状態の観察では症例12に おいて は発疹

がみ られたた め本剤の投与を中止 したが,投 与 中止3日

後 に発疹 はほとん ど消失 した。

また症例4に おいて血 液一般 検査 上好 酸球増 多が み ら

れたが,本 剤 の投与終了後1週 間で正常範囲に復 した。

その他 の副作用 と考 えられ る所見はな く特 に本剤 による

消化器 障害 はみられ なか った。

II.考 察

KBT-1585は 従来のABPCの プロ ドラ ッグ で あ る

PVPC,TAPC,BAPCと 異な り,ABPCの3位 の カルボ

キシル基 の隣 りに位 置する酸素原 子の代 りに炭素原 子が
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Table 2 Clinical efficacy of KBT-1585

結合す るとい う新 しい構造を有 している。 したが って こ

れまでにあ ったABPCの プロ ドラッグのようにアルデ

ヒ ド体 を形成することな く吸収の過程において速やかに

ABPCと アセ トインに加水分解 され る。 したが ってアル

デ ヒ ド体に由来す る消化器障害の少ないことが予想され

る。 また,速 やか に高い血 中濃度が得 られ,尿 中回収率

は6時 間までに50%に 達する。抗菌 スペク トルはABPC

と同様 にS.Pneumoniae,S.aureusな どの グラム陽性菌

およびH.influenzae,E.coliに 対 して優 れた抗菌 力を

もってい る。

我 々の実施 した臨床試験に よると,呼 吸器感染症18例

中14例(77.8%)に 有効であ り,ま た尿路感染症4例

に対 しては全例に有効の成績が得 られた。 こ の 成 績 は

BAPCの 臨床検討を我 々が行なった ときの成 績2)と 比較

するとほぼ同 じような成績が得 られているが,BAPCの

検討が1978年 から1979年 に行なわれた ことを考 え ると

当然 その間における起炎菌のペ ニシ リン耐性化の傾 向を

考慮 に入れ なければ ならず3),そ の点を加味して考える

と本剤 の臨床効果は評価 に値す るといえよう。

一方,副 作用 として一般症状の上からは1例 に発疹が

み られ,1例 に好酸球増 多をみたが これ らはABPC剤

に共通にみ られ るもので あ り,先 に述ぺたように従来の

ABPC剤 に認められた消化器症状がみられなかったごと

が本 剤の特徴 を示唆す るもの と考 えている。
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Table 4 Laboratory findings (No.2)

B•cBef ore A•cAfter

CLINICAL STUDY ON LENAMPICILLIN (KBT-1585)

KAORU OYAMA and KUNINORI SUZUKI
Department of Internal Medicine, Toyama Prefectural Central Hospital

Clinical investigation was carried out on lenampicillin (KBT-1585), a new oral prodrug of ampicillin and the
following results were obtained.

1. KBT-1585 was applied for a total of 18 cases with mild and moderate respiratory tract infections

(RTI) and 4 cases with urinary tract infections (UTI). The clinical results obtained were good in 14 (77.8

%) out of the 18 cases of RTI and good in all UTI.
2. Side effect was observed in 2 cases : one showed rash and the other showed eosinophilia.


