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2例 の閉塞性黄疸症例において,SuItamicillin375mgを1例 食前,1例 食後服用 した際の血清中濃

度 胆汁中濃鹿 食前服用例では尿 中回収率 も併せ測定 した。Sulbactam(SBT)お よびAmpicillin

(ABPC)の 胆汁中最高濃度 は食前服用例 で夫々0.7μg/m1,4.56μg/鳳 食後服用例 で0。42μg/m1,

3.1μg/m1で あった。胆汁中移行 はSulbactamの 方がAmpicillinよ りやや速い傾 向を示 した。12時

間までの尿中回収率はSBT35.7%,ABPC44。4%で あ った。

呼吸器感染症8例,胆 道感染症2例,尿 路感染症,皮 膚膿瘍,歯 根膜炎各1例 計13例 にSultamicillin

を使用 し,著 効2例,有 効7例,無 効1例,判 定不能3例 の結果 を得 た。副作用 としては,臨 床的に

は下痢が1例 に,検 査成績上1例 に好酸球増 多がみ られたが 本剤 中止後 まもな く改善 をみた。

Sultamicillinは 米 国Pfizer社Groton中 央 研 究 所 で

開発されたAmpicillim(ABPC)とSulbactam(SBT)

をエステル結合 させ た経 口半 合成 β-ｌactam剤 で あ る。

体内で遊離 したSBTとABPCに よ りSBTが β-ｌacta-

maseinhibitorと してPenicillinase型 を強 く,Cephalo-

sporinase型 を中等 度に 不 活 化す る ため ,各 種 細 菌 の 耐

性株に対 して もABPC本 来 の抗 菌 力 を 発揮 させ うる9 。

われわれは本剤 内服後 の血 清 中濃 度 .胆 汁 中濃 度,尿

中回収率を測定 し,又,13例 の 感染 例 に 本剤 を使 用 した

ので報告す る。

I.血 清中 ・胆汁 中 濃度,尿 中 回収 率

I.対 象お よび方 法

7(財 男性2胆 管癌 に よ る閉 塞性 黄 疸 に よ りPTCド レ

ーナージ施行 及び69才 男性
,総 胆 管 結 石 に てT.チ ュー ブ

挿入の2症 例にお いて,本 剤の 血 清 中濃 度,胆 汁 中濃 度,

胆汁中回収率 を,結 石例 で尿 中 回収 率 を測定 した
。 測定

方法は,ABPC濃 度 測定 に はMicrococcusluteusAT

CC9341株 を検 定菌 とす るbioassay法 に よ り
,SBT濃

度測定には β-lactamaseを 産 生 し
,ABPCに 高度耐 性

であるE.coli273株 を検 定菌 とす るbioassay及 び ガ ス

クロマ トグラフ ィー質 量分 析 に よ る定 量 法(GCMS法)

を併用して行 った。

胆管癌例 ではPTCD開 始7昭 に 本 剤1T(375

mg)を 朝食後内服 した後の血清 中お よび胆汁中濃度,胆

汁中回収率 を測定 した。血清 中濃度は1,2,3,4,

5,6時 間後,胆 汁中濃度 は1,3,5,7,9,12

時間後,胆 汁中回収率 につ いては0～3,3～6,6～

9,9～12時 間後の測定 を行 った。

総胆 管結石例 では本剤1T(375mg)を 朝食前に内服

させ,血 清 中 ・胆汁中濃度お よび胆 汁中 ・尿 中回収率 を

測定 した。血清中濃度は3,6時 間後のみの測定であっ

たが 胆汁中濃度 は直後2,4,6,8,10,1a24

時間後,胆 汁中回収率 は0～4,4～8,8～12時 間後

尿 中回収率 は0～6,6～12,12～24時 間後の測定 を行

った。

2-結 果

食 後服 用の 胆管 癌例 の 血清 中 濃度 は1時 間 後 で は

SBT,ABPCい ずれ も0.1μg/m1未 満であ り,SBTは

2時 間後,ABPCは3時 間後 ピー クに達 し,そ れ ぞれ

2.55μg/m1,4.86μg/m1で,そ の後漸減 し,6時 間後の

値はSBT1.04μg/mもABPCI.24μg/m1で あった、こ

れに対 して胆汁中濃度は1時 間後 ではや は り0.1μg/mI

未満 でピー ク値はいずれ も5時 間後に得 られ 各々0.42

μg/m1,3.1μg/m1を 示 し,SBTは9時 間後で測定不能

となったがABPCは1.04μg/mlで あった。12時 間後

ま で の 胆 汁 中 回収 量 はSBTで37.9μgABPCで
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234.4μgで あった。(Fig.1,3)

食前服用の総胆管結石例で億,血 清 中濃度は3時 間,

6時 間後のみ しか測定 されてい ないがSBTが それぞ

れ0.8μg/ml,0.6μg/ml,ABPCが1.14μg/ml,0.48

μg/mlで あった。胆汁中濃度は2時 間後に ピー ク値 を示

し,SBTO.7μg/ml,ABPC4.56μg/mlでSBTは10

時間後0.1μg/ml未 満 となったが,ABPCは0.1μg/ml

で12時 間後までの胆汁中回収量は各々SBT122μg,

ABPC249.8μgで あった。尿中排泄量 は12時 間 後まで

でSBT52.5mgABPC97.9mgと それ ぞれ35.7%,

44.4%の 回収率であった。(Fig.a4,5)

胆管癌例 でSBTがABPCよ り速 く吸 収 され てお

り,2例 いずれにおいて もSBTの 方がABPCに 比 し

やや胆汁中排泄が速い傾向であった。

II.臨 床成績(Table1,2)

1.対 象およひ方法

対 象は昭和58年4月 よ り同年10月 までに当院 におい

て入院 あるいは外来通院治療を行 った男性12例,女 性1

例 で,年 令は22才 か ら72才 までである。

疾患の内訳は呼吸器感 染症では急性 気管支炎1例,肺

炎3例,肺 気腫混合感染2例,気 管支拡 張症,陳 旧性肺

結核二次感染各々1例 であ った。胆道 感染症は胆石術後

胆管炎,胆 管癌に併発 した胆管炎それぞれ1例 で 尿路

感染 症の1例 は多発1生嚢胞腎に感染 を合併 した ものであ

る。残 り2例 は糖尿病性腎症に より血液透析施行例の両

側第1趾 の膿瘍 と歯根膜炎であ る。

起 因菌が判明 したのは6例 で、H.influenzaeが 肺炎

例2例 と肺気腫 例1例 より,SPneumoniaeが 肺炎例1

例よ り分離 され,尿 路感 慈例か らはSepidermidiS,

膿瘍例からはS.aumsが 検出された。

ほ とん どの症例で1回1錠375mgを1日3な い し4

回内服 しているが,750mgを2な い し3回 服用 した例 も

ある。使用期間は1か ら50日 にわたり,総使用量 も1。125

gか ら81.75gに およんでいる。

臨床効果の判定は 自覚症状,他 覚的所 見 赤沈。CRR

白血球数,胸 部X線 所見 尿所見などの改善度 と細菌学

的効果か ら行い,著 効(Excellent),有 効(Good,や

や有効(Fair),無 効(Poor),判 定不能(Undetermined)

の5段 階 とした。

本剤による副作用に関 しては,発 疹,発 熱 消化器症

状 などの自他 覚的症状,所 見の出現に留意 し,本 剤使用

前後の血液 血清生化学的検査成績につ いて検討 した。

2.結 果

著効2例,有 効7例,無 効1例,判 定不能3例 の結果

で 有効率 は90.0%で あった。

著効の症例4は 基礎に肺気腫 を有す る肺炎例 でAT.

2266とCCLに よる二重盲検試験によ り治療 を行 ったが

無効 で、喀痰 よ りSPneumoniaeが 検出さ礼 本剤に変

更 したところ1日 目よ り解熱 し,3日 後には菌の消失 も

みた。

症例12は 糖尿病性 腎症 に よ り血液透 析 中の患者が両

側第1趾 に膿瘍 を形成 した ものでlCEZが 効 果なく,膿

よ りはdisk法 でABPCに 感受性 のな いS.aureusが

分離 され 本剤を使用 した もので 速やかに解熱 し膿も

消失 した。

無効の症例9は 胆石症に より胆嚢摘出術 右肝管腔腸

吻合術 を行 った後,右 肝管の狭窄に起炎する胆管炎をき

た し,本剤を使用 してみたか効 果か得 られず,LMOXに

変更後改善 をみた。

判定不能例は3例 であるが,症 例1と5は 感染症状が

不明確 であったため判定を除外 し,症 例13は 本剤使用2

日目より下痢が出現 し使用 を中止 した もので 効果判定

には至 らなか った。

細菌学的に は起 因菌 が決定出来た症例は6例 で、S

pmumoniae,Saureus,S.epidermidな がそれぞれ1

株H.influenzaeが3株 分離 され ているが いずれも菌

消失 をみてお り,SaureusはABPC耐 性 と考えられ

た。

副作用 としては,臨 床的には1例 で下痢が本剤使用2

EI目よ りみ らえし1日 で服用を中止 しまもな く改善をみ

た。検査成績1二,症 例10で 好酸 球増 多がみ られたが 軽

度の ものであ り本剤 中止後速やかに正常化した。

III.考 按

Sultamicillim375mgを 朝食後に経 口摂取 した例にお

けるSBT,ABPCの 胆汁中濃度のピー ク値はそれぞれ

0.42μg/ml,3.1μg/mlで 血清中最高濃度の 各々16.5

%,63.8%に あた り朝食前に服用 した例において も最高

胆汁中濃度はそれ ぞれ0 .7μg/ml,4.56μg/m1と 比較的

高 い値を示 し,他 の報告 と同様 であった2も

1例 で本剤の12時 間 までの尿中回収率 を測定 したが

SBT35.7%,ABPC44 .4%と 他の報告に比 し若干低 い

値であった2も

呼吸器感染症8例,胆 道感染症2例,尿 路感染症,皮

膚膿瘍,歯根膜炎各1例 計13例 に使用 した結果は著効2,

有効7,無 効1,判 定不能3例 で、 判定不能例 を除 くと

有効率は90.0%で あった。呼吸器感染症8例 では半数で

起因菌が判明 し,H.influenzaeが3株,Spneumoniae

が1株 分離され,い ずれ も菌消失 をみてい る。呼吸器感
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Fig.1 Sultamicillin concentration in serum and bile
case Y.M. 70y. M (bile duct Ca, PTCD tube)

Fig.3 Recovery in bile case Y.M.

Fig.5 Recovery in Urine case S.K.

Fig.2 Sultamicillin concentration in serum and bile

case S.K. 69y. M

(choledocholitiasis T-tube liver cirrhosis)

Fig.4 Recovery in bile case S .K.

染症 の起因菌 として高頻度に検出 される両菌種の感染 に

対 して優れた結 果が得 ら礼 又,本 剤の喀痰中移行 も比

較的良好である21こ とよ り,呼 吸器感染症 に対 しての 有

用性 もかな りあろ う。胆道 感染 症は2例 中1例 が無交力で

あったが,胆 汁中移行が良好であるこ とより,起 因菌 に

もよるが あ る程度 の臨床効果は期待 出来る。症例12の

皮膚膿瘍例 ではdisk法 でABPC耐1生 であ ったS.au-

zeusか 検 出されたが,本 剤か著 効 を示 した。皮 膚軟部組

織 感染症の主た る病 原菌 であるSaureusの 耐 性化傾向

が年 々強 くなって きてお り,こ の領域の感染に対 しては

極めて期待が もてる薬剤 と考えられ る。

本 剤 は 腸 管 か ら吸 収 されesteraseでSBTとAB

PCに 解離す るが それぞれ 単独で服用 した時 に比 し,

SBT,ABPCと もに高い血中濃度が得 られ,ABPC耐
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性菌に対 して もABPC本 来の抗菌 力が期 待 出来 るこ

と,喀 疲中移行が比較的良好で胆汁中へ もまずまずの移

行 を示 し,尿 中排泄型であるこ とな どか ら,中 等度以下

の呼吸器,胆 道,尿 路,皮 膚軟部組織感染症 に対 しての

有用性 がABPCに 比較 してか な り拡大 され た といえ

る。
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CLINICAL STUDY OF SULTAMICILLIN

NOBUKI AOKI, OSAMU SEKINE, YOSHIMARU USUDA and YASUKO YUASA

Department of Internal Medicine, Shinrakuen Hospital

TAKEAKI SHIMIZU

Department of Surgery, Shinrakuen Hospital

NOBUTO WAKABAYASHI, SEIICHI HAYASHI, ISAO NITTA and FUMIKO TANAKA

Department of Pharmacy, Shinrakuen Hospital

KYOKO WATANABE

Department of Clinical Laboratory, Shinrakuen Hospita

Bile and serum levels of sultamicillin were determined after oral administration of 375 mg sultamicillin to 2

patients with obstructive jaundice, and urinary recovery rate was determined in one patient. Peak bile levels were
4.56 Agimit, 3.1 mg/m2 for ampicillin and 0.7 gg/m12, 0.42 lisim2 for sulbactam. Absorpiton and bile excretion of
ampicillin were slower than those of sulbactam. Recovery rates in urine during 12 hours were 35.7% for sul-
bactam and 44.4% for ampicillin.

Sultamicillin was administered orally to a total of 13 patients: 8 with respiratory tract infection , 2 with biliary
tract infection, one with urinary tract infection, one with skin abscess and one with periodontitis . Clinical res-
ponses were excellent in 2 patients, good in 7, poor in 1, undetermined in 3. Diarrhea occurred in one case.
However, this symptom disappeared immediately after discontinuation of the administration , without any special
treatment. Laboratory tests revealed eosinophilia in one case, although this finding was alleviated rapidly follow-
ing cessation of the therapy.


