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耳鼻咽喉科領域感染症 に対す る

Sultamicillin(SBTPC)の 臨床的検 討

坂本 裕 ・浦尾弥須子 ・蓼原 東紅 ・川崎 順久

川崎市立川崎病院耳鼻咽喉科

Sultamicillin(SBTPC)の 耳鼻咽喉科 領域感染症に対す る臨床的検討 を行い,次 のような成績を

得た。

1)耳 鼻咽喉科領域感染症37例(急 性 扁桃炎15例,慢 性中耳炎急性増悪10例,急 性中耳炎6例,急 性

咽喉頭 炎4例,そ の他2例)に 対す る臨床成績は著効6例,有 効16例,や や有効10例,無 効5例 で有

効率59.5%で あった。

2)検 出菌 との関係 では β-溶連菌に対 しては極めてよい成績が得 られたが 黄色プ菌の場 合は必ず

しもよい結果 は得 られなかった。

3)特 に問題 となるような副作用は認められなか った。

以上の点よ り本剤は耳鼻咽喉科領域の感 染症 に対 し優れ た効果が期待出来 るもの と考えられる。

近年,抗 生 剤の 多用 に よ り耐性 菌 の 出現 が 問題 に な っ

てお り,そ の 主 な 原因 と して菌 に よる β-lactamaseの 産

生 が あげ られ る。この 問題 に 関 し β-lactamaseに 安定 な

薬 剤 お よび β-lactamase阻 害 剤 と既 存 の 薬 剤 を組 み 合

わせ た薬 剤 の開 発 が進 め られ て い るが,後 者 の考 えに そ

って1979年Pfizer社 に よ1)半 合成 経 口 β-ラ ク タム 剤 で

あ るSultamicillin(SBTPC)が 開 発 され た。

本 剤は β-lactamase阻 害 剤 であ るSulbactam(SBT)

とampicillin(ABPC)と をエ ステ ル結 合 させ たmutual

prodnlgと い われ る新 しい タ イプ の薬 剤 で あ る1)。(Fig.

1)本 剤 は経 口投 与に よ り腸 壁 のesteraseに よ り加 水分

解 され てABPCとSBTを 遊 離 し,生 体 内 で はABPC

とSBTと して作 用 す る。

今回,我 々は 本 剤 を臨床 的 に使 用 す る機 会 を 得た の で,

そ の成 績 につ き報告 す る。

1.使 用 方 法

1)対 象

対 象 は 昭 和58年6月 か ら10月 まで の 間 に 当院 耳 鼻 科

外 来 を受 診 した我 科 領域 感 染症 患 者37例 で あ る。37例 の

うち わけ はTable1に 示す 通 りで1男 性20例,女 性17例,

年 令別 で は14才 か ら77才 の 間に分 布 して い るが 半数 以

上 は20～39才 であ った。問 診に よ ってPC系 薬 剤 に対 す

るア レル ギー 歴の あ る患者,妊 婦,授 乳 中 の症 例,肝,

腎機 能 障害 の 疑 われ る症 例 は 対象 よ り除 外 した。

疾 患別 内訳 は急 性 扁桃 炎15例,慢 性 中耳 炎 急性 増 患10

例,急 性 中耳 炎6例,急 性 咽喉 頭 炎4例,そ の 他2例 で

あ る。

Fig.1 Chemical structure of sultamicillin tosilate

2)投 与方法

SBTPC375mgを 含有す る錠剤 を1日3錠3回 分服

(毎食後30分)7日 間経 口投与 を原則 としたが 症例に応

じ適 宜増減 した。又併用薬剤は原則として投与しなかった。

3)観 察項 目

対象疾 患に より急性扁桃 炎では,え ん下痛,咽 頭痛

扁桃発赤腫張,膿 苔など,急 性 中耳炎,慢 性中耳炎急性

増悪 では耳痛,耳 漏,鼓 膜発赤 腫張 穿孔などの自他

覚症状 を投与開始 日か ら投与期間中に2～3日 に1回 程

度,++:高 度又は多量,+:中 等度又は中等量,±:軽

度 又は少量,-:な しの4段 階に分けて観察し,経過表

に記録 した。分泌物のある場合はその性状を++:膿 性

+:膿 粘性,±:精 性,-:漿 液性又はなしの4段 階で

記録 した。又可能 な限 り本剤投与前後に病巣部から採取

した材料か ら菌検 索を実施 し,1濃 度Disc法 により感

受 性試験 を行 った。菌の採取にはTranswab(耳 鼻科用)

を使用 し,当 院細菌検査室に送付 した。

また,副 作用検索の一環 として投与前後の血液一般検

査,肝 機能検査,腎 機能検査 などを出来得 る限り施行した。
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4)効 果判定

投与前後の 自,他 覚症状の変化によ り著効(1週 間以

内に自,他 覚症状の消失 した もの),有 効(1週 間以 内に

症状がかなり改善 したもの),や や有効(自,他 覚症状の

一方又は双方がある程度改善 したが なお充分 でない も

の),無効(殆 ど不変又は悪化 した もの)の4段 階に担 当

医師によって判定 を下 した。

II.治 療 成 績

全症例の臨床成績はTable1に 示す とお りであ り,全

症例37例に対す る臨床効果 は著効6例,有 効16例,や や

有効10例,無 効5例 であ り,著 効,有 効 を合わせた有効

率は59.5%を 示 した。

次に疾患別の成績について述べ る(Table2)。

1)急 性扁桃炎

急性扁桃炎15例 に対す る投与量は1日3～4錠4～

7日間で平均投与 日数 は6.6日,平 均投与量3.2錠/日 で

あった。これに対する効果は著効4例,有 効8例,や や

有効2例,無 効1例 で有効率 は80%で あった。

細菌学的には4例 に β-溶連菌が検 出さ札 このAB

PCに 対する感受性はいずれ も(+++)で 協床効果 も著

効3例,有 効1例 であった。

2)慢 性中耳炎急性増悪

本疾患10例に対する投与量は3錠/日,7日 間が9例,

4錠/日,7日 間が1例 であ る。臨床効果は著効0,有 効

2例,や や有効6例,無 効2例,有 効率 は20%で あった。

細菌学的にはPseudomonasの 検 出され た2例 が い

ずれもABPC感 受 性(-),臨 床効果やや有効であった。

又黄色フ菌 の検出された3例 ではいずれ もABPC感 受

性(-),臨 床効果やや有効2例,無 効1例 であ った。

3)急 性中耳炎

本疾患6例 に対 してはいずれ も3錠/日,3日 お よび7

日間の投与 を行った。

臨床効果は著効,有 効各1例,や や有効,無 効 各2例

で有効率33.3%で あった。

細菌学的にはMicrococcusの 検 出 された2例 の うち

1例が感受性(++)で 臨 床効果 はやや有効,黄 色ブ菌 の

検出された2例 がABPC感 受性(+)1例,(-)1例

でその臨床効果はいずれ も無効 であ った。

4)そ の他の疾患

その他急性咽喉頭 炎4例,急 性喉頭 蓋炎,外 耳炎各1

例に対して本剤を使用 した。投与はやは り3～4錠/日,

3～7日 間行った。臨床効果は急性咽喉頭 炎で著効1例,

有効3例,や や有効,無 効 いずれ も0で 有効率100%,急

性喉頭蓋炎,外 耳炎はいずれ も有効1例 ずつ で有効率

100%で あ った。

細菌学 的には 急性咽喉 頭 炎でH.influen2aeの 検出

された例 ではABPC感 受 性(+++),臨 床効 果著効,外

耳 炎 で黄 色ブ 菌 の検 出 され た例 で はABPC感 受 性

(+),臨 床効果有効 であった。

5)副 作用

31才女性,急 性扁桃 炎の症例 において,本 剤の内服後

腹痛 を訴えたが 高度の ものではな く,中 止2日 後には

消失 した。本剤 との関係は明 らか ではないが 前後の状

況 よ り見て関連あ りと考 えた。

臨床検査値 の異常につ いては半数 以上の21例 につい

て本剤投与前後に一般 検査を施行するこ とが出来たが

Fig.2に 示すGOT,GPT値 を含めすべ ての検査項 目に

本剤の投与に よる と思われる異常値を認めなかった。

III.考 案

耳鼻咽喉科 領域の急性化膿性疾患は 多 くがSta.aure-

us,H.influenzae,S.pneumoniae,S.pyogenesな どが

関与 していると考 えられる。従 ってこれに対する化学療

法剤 としては β-ラ クタム剤 と りわけABPCを は じめ

とするペニ シ リン剤が第一選択 として愛用 されて来てい

る。特 に大部分の感染症 は軽,中 等度に属す る ものであ

1),経 口の抗生剤特に前記のABPC及 びその誘導体

prodrug類 は実用性 の高い ものであ った。しか し近年 こ

れ らの β-ラ クタム剤に対す る耐 性が次第に問題 とな り

つつあ り,新 薬の開発 とそれに対す る耐 性菌の出現はい

わば 「いた ちごっこ」の観 を呈 してい ると云 って過言 で

はない。耐 性菌 の出現 は細菌が β-ラ クタム剤 を不活化

する β-lactamaseを 産生することによる面が大 きいと

考え ら礼 この問題に一つの結着をつけ る意味 でABPC

prodrugと して β-lactamase阻 害剤 を組 み込 んだ本

剤が開発 さ礼 β-lactamase阻 害剤の活動 によって β-

lactamase産 生菌 に対 して もABPC本 来の抗 菌 力 を

発揮 し得 るよ うになった訳 である2も

今回の我々の臨床研究は耳鼻科領域の代表的な感染症

である急性 扁桃 炎,急 性中耳炎,急 性 咽喉頭炎な どに対

しSBTPCを 試用 した訳ではあるが 急性扁桃 炎15例 に

対 しては80%と 良好な成績を示 した。検 出菌 との関係 で

は扁桃炎の場合常在菌 に遮蔽 されて起炎菌 と目される も

のか検 出 されに くいこ とは しば しば経験す るが 今回も

全例に局所か ら菌の検 出を試みた ものの,起 炎菌 と考 え

られるものは β-溶連菌が4例 に検 出されたのみ であっ

た。当院検査室 ではgroup分 類 を施行 していないのであ

るがS.pyogenesと 考えてよいだろ うとのこ とであ る。

この4例 のABPCに 対す る感受性は(+++),臨 症効果
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も著効3例,有 効1例 とよ く相関 していた。今回の研究

においては諸般 の事 情により β-lactamaseの 有無につ

いては検定は行わなかったので、80%と 云 う良好な有効

率が β-lactamase阻 害剤にどの程度 負うものであるか

は残念なが ら明確 ではない。

急性中耳炎6例 に対 して本剤 を投与 した結果は有効率

33.3%と 不良であった。一般に急性中耳炎は抗生剤によ

く反応す る場合が 多く,こ の結果はやや意外の感 を免れ

ない。検 出菌 との関係を見るとMicrococcusの 検出 され

た1例 はABPC感 受性(廾)で あったが臨床効果やや

有効に止 まり,Sta.aureusの 検 出された2例 はABPC

感受 性(-)お よび(+)で 臨床効果はいずれ も無効,

V.alginolyticusの 検 出 され た1例 はABPC感 受性

(-),臨 床効果著効 と云 う結果であった。Sta. aureusは

急性 中耳炎の場合起炎菌 であるよ りはcontamination

による可能 性が大 きい とも云われているのでこの結果の

みで耐 性ブ菌に対 して本剤が効果 を発揮 し難いとは云え

ない。 またVibrioの1例 は海水浴直後の発症で起炎菌

Table 2 Efficacy of sultamicillin classified by diagnosis

Fig. 2 Laboratory findings

GOT GPT
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と考えて間違いない と思われるが 感受1生(-)に 対 し

臨床効果著効となったが 前述の如 くβ-1actamase検

出が行われていないために β-lactamase阻 害剤が効 を

奏したものか否か即断 し得ない。 いずれにせ よこの急性

中耳炎に対する低 い有効 率については症例数 も極めて少

ないので今後症例を重ねて検討 を要す ると思 われ る。

慢性中耳炎急性増悪10例 に対 しては有効率20%で あ

ったが 本疾患は軟部組織に止 まらず側頭骨 含気腔 を中

心に広範な骨組織病変 を来していることが 多いため抗生

剤投与により起炎菌 を充分に制圧 し難 く,有 効率 も一般

にこの程度であると考えられ る。検出菌 との関係 もSta.

mr鶴 の検出された3例 は,ABPC感 受性 いずれ も

(一),臨床効果や有効2例,無 効1例 とSta.aureusに 対

してはあまり効果が見られ ない ようであった。

Pseudomonas sp.の 検 出 され た2例 もABPC感 受

性いずれも(-),臨 床効果共にやや有効 と同 じくあま り

効果を示していないが,本 剤の抗菌力spectrumか ら見

て当然とも云える結果 である。臨床効果有効 を示 したの

はκLebsleLLa(ABPC感 受性(+))の 検出 された1例

とグラム陽性菌(菌 種不明,ABPC感 受性(+++)の 検

出された1例,計2例 のみであった。

その他の疾患に対 しては急性 咽喉頭 炎4例,急 性 咽喉

蓋炎,外耳炎各1例,い ずれ も有効率100%と よく奏効 し

た。検出菌との関係では急性咽喉頭 炎でH.inflnenzae

が1例 検 出され,外 耳炎でSta.mreu5が1例 検出 され

たのみであるがH.influenzaeはABPC感 受1生(卅),

臨床効果著効,Sta.aureusもABPC感 受性(+),臨 床

効 果有効 とよい結果が得 られている。これらの疾患に対

してはこの ように満 足すべ き成績が得 られたが 症例 も

少な く,起 炎菌 と目され る細菌の検出率 も低か ったので

なお症例 を重ね検討 したい。

最後に副作 用であ るが,腹 痛 を1例 に認めたが,程 度

は軽度 で投 与中止に より軽快 した。副作用 発生率 は2.7

%と なるが 臨床検査値 の投与前後の異常変動 は全 く見

られず,本 剤の毒性は極め て低い もの と思われ る。

以上の結果 を総合す ると,本 剤 は従 来のABPCpro-

drugに 比 し少量 です ぐれた抗菌力 を示 し,副作用 も少 な

く,耳 鼻咽喉領域の軽度 あるいは中等度の感染 症に対 し

臨床的有用性の高いす ぐれ た抗生物質 と考 えられる。
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CLINICAL INVESTIGATION OF SULTAMICILLIN

IN THE INFECTIONS OF THE OTORHINOLARYNGOLOGICAL FIELD

YUTAKA SAKAMOTO, YASUKO URAO,

TOKO TATEHARA and YOSHIHISA KAWASAKI

Department of Otorhinolaryngology,

Kawasaki Municipal Hospital

Sultamicillin was administered to patients with otorhinolaryngological infections and following results were

obtained.

1) Thirty seven patients with otorhinolaryngological infections consisted of 15 cases of acute tonsilitis, 10

cases of chronic otitis media with acute exacerbation, 6 cases of acute otitis media, 4 cases of acute

pharyngolaryngitis, 2 cases of other infections.

The clinical response was evaluated as excellent in 6 cases, good in 16 cases, fair in 10 cases, poor in 5 cases

and clinical effectiveness rate was 59.5 percent.

2) About the causative organisms, good clinical response was obtained in 0-streptococal infection, but not

obtained in infections caused by S. aureus.

3) Side effect was observed in one patient, but it was a mild symptom.

From these results, sultamicillin is considered to be an useful drug in the treatment of otorhinolaryngological

infections.


