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HBKの 臨 床 的 検 討

田 村 正 和 ・上 田聡 一 郎 ・後 東 俊 博 ・螺 良 英 郎

徳 島大学医学部第3内 科

新 しく開発 されたア ミノ配糖体抗生物質HBKを 呼吸器感染症4例(慢 性気管支炎2例,気 管支

拡張症1例,閉 塞性肺炎1例)に 投与 した。投与は,1回75mgな1日2回 筋肉内投与,ま たは,

1回100mgを1日2回 点滴静注 とした。点 滴静注 の1例 は,PIPCに 併用 した。臨床効果は,有

効2例(慢 性気管支炎,閉 塞性肺炎各々1例),無 効2例 であった。細菌学的 には,3例 よ り3種5

株(P.aeruginosa3株,P.mirabilis1株,E.aeroganes31株)が 分離 され,E.aeroganes51株 の

みが投与後消失 し,他 の4株 は存続 した。 本剤 に起因す ると考え られ る副作用、検査値異常は認め

なか った。

HBKは 微生物化学研究所 の梅沢浜夫博 士 らによって

新 たに合成され,明 治製菓株式会社で開発され たア ミノ

配糖体抗生物質であ る。 本剤 はグラム陽性菌,グ ラム陰

性菌に広く抗菌活性を示 し,そ の作用は殺菌的で あ り,

とくにブ ドウ球菌 には優れた抗菌活性を 有 す る。 本剤

は,各 種 ア ミノ配糖体抗生物質不活化酵 素に よっても不

活化を受け ず,GK,TOB,DKB,AMK等 の耐性菌の一

部にも強い抗菌活性を示す。 また,ア ミノ配糖体にみ ら

カ る腎毒性はDKBと 同等 もしくは そ れ以下であ り,

聴器毒性はAMKに 比 しても弱い とされ てい る。

今回,我 々は本剤 を4例 の呼吸器感染症患者に投与

し,そ の有効性,安 全性につい て検討 し た の で 報告す

る。

I.対 象お よび方法

対象 は,Table1に 示す ように昭和57年3月 よ り昭

和59年6月 までに徳 島大学第3内 科へ入院 した呼吸器

感染症4例 であ る。そ の内訳は,慢 性気管支炎2例,気

管支拡張症1例,閉 塞性肺炎1例 であった。いずれ の症

例も,陳 旧性肺結核,肺 線維症 肺気腫,肺 癌等の基礎

疾患を有 していた。

投与方法は,3例 において1回75mgを1日2回 筋

肉内注射,非 例にお いて1回100mgを1日2回 点滴静

注 した。 総投与量 は,筋 肉内投与群 で は,750～1,200

mg,点 滴静注の1例 は2,800mgで あ った。なお,点 滴

静注 の1例 は,既 に使用中の 抗生剤 に 併用 して 投与 し

た。

臨床効果の判定 は,自 他覚所 見,検 査成績等 を参考に

総合判断 し,著 効(exceHent),有 効(good),や や有 効

(fair),無 効(POor)の4段 階 に分 類 した。

II.結 果

慢性気管支炎 の2例 中1例 は有効,1例 は無効,気 管

支拡張症の1例 は無効,閉 塞性肺炎 の1例 は有効 であ っ

た。 本剤投与直前の 喀痰中 よ り,P.aeruginosa3株,

P.mirabilis1株,E.aerogenes1株 が分離 されたが,本

剤投与後,P.aeruginosa3株 お よびP.mirabilis1株 は

存続 し,E.aerogenes1株 のみが消失 した(Table1)。

本剤に起因す る と考え られ る副作用,臨 床検査値 異常

はいずれの症例 にも認めなか った(Table2)。

症例1T.O.,50歳,男 。

昭和55年 より,咳 嗽,喀 痰,労 作 時呼吸 困難を認め

Table 1 Cases treated with HBK
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Table 2 Laboratory finding.

B*: Before treatment, A**: After treatment

ていたが,昭 和57年5月 初 めよ り各症状増悪 し入院 と

なる。慢性気管支炎の診断にて本剤投与す る。喀痰 中よ

りP.aeruginosa, E.aerogenesが 分離 された。本剤投

与後 も,微 熱持続 し,自 覚症状の改善 もなく,細 菌学 的

に もP.aeruginosaが 存続 し無効 とした。

症例2 K.Y.,34歳,男 。

20歳 頃 より多量の粘膿性疾 を 認め,気 管 支拡張症の

診断を受け てい る。 昭和57年3月 よ り,喀 痰量 の増加,

労作時呼 吸困難増悪 し入院。 本剤投与 す る。 喀痰 中よ

り,P.aeruginosaの みが分離され た。投与後 も症状 の

改善を認めず,P.aeruginosaも 存続 したため無効 とし

た。

症例3 U.H.,71歳,男 。

昭和33年 に頸部に損傷,そ の 後気道狭窄を来 た し

た。昭和38年,肺 結核 に罹患 し,そ の頃 より喀痰があ

り,労 作性呼吸困難を認めていた。最近,呼 吸困難増悪

し,当 科入院 とな る。 喀痰中 より,P.aeruginosa,P

mirabilisを 認め,喀 痰量 も1日40～509と 多 く,慢性

気管支炎の診断にて本剤を投与す る。投与後,喀 痰量 の

減少,膿 性疾 から粘性痰への変化を認め有効 とした。細

菌学的には,P.aeruginosaは 減 少,P.mirabiliSは ほ

ぼ 同様であった。本剤投与後GOTの 軽度上昇 が み ら

れたが了 本例 は肝硬 変症を合併 してお り,そ のため と考

客た。

症例4 T.M.,74歳,女 。

肺癌(小 細胞癌)に て外来治療 中,発 熱,全 身状態悪

化を来た し入院。 胸部写真上,右 下葉 の 無気肺を鋸め

た。当初 より同 部位 の閉塞性肺炎お よび真菌症の合併 も

考慮 し,CTT,5-FCを 投与す るも解熱得られず,Cis-

platin,Etoposideに て癌 化学療法を併 行 し て行なっ

た。無気肺の軽度改善 とともにやや解熱傾向がみられ#

が,白 血球数 の減少 ととちに再度発熱増悪 し,璃 診上も

湿性 ラ音 を右下肺 に認め,抗 生剤をPIPCに 変更 した。

投与後7日 目,解 熱が 得られぬため,本 剤100mgを1

日2回,点 滴静注に よ り,PIPCに 併用 して投与 した。

本剤投与後8日 圏より発熱軽快 し,10日 日,白 血球敬

の正常化 とともにほぼ平熱化 し,14日 間にて採与を中

止 した。本剤投与直前の細菌 検索は行 な わ れ な かった

が,投 与開始後9日 日の喀痰 よ り,A.calcoaceticus,

P.maltophilia,S.aureusが 分離 された。本症例におい

て,投 与 後アルカ リフ才スファターギの著明な上昇がみ

られてい るが,3週 後死亡 し,剖 検にて肝を櫨 七め多造

器に転移がみ られ,原 疾患に よるものと考 えた0

III.考 察

HBKを 筋肉 内注射,点 滴静注 に より4例 の呼吸器感

染症患者に 投与 した。 臨床的有効性 が2例 に 認めち れ

た。細菌学的には,分 離 された グラム陰性菌5株 中1株

のみが本剤投与後 消失 した。今回,本 剤 を投与 した4症

例 はいず航 も 基礎疾患 を 有 レ 分離菌 において もP.

aeruginosaを 主 とす るグラム陰性菌 が 主であリ,本 剤
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の臨床的,細 菌学的有効性が十分に得 られなか った原因

と考える。4症 例 の うち2症 例は,基 礎疾息が種篤であ

ったにもかかわ らず,本 剤投与に よる副作用。腎障害等

もみられず,安 全性 は高 いものと考え られ る。 また,本

試験において 分離 さ れ た 各菌株は,ほ とん どGM,

AMK,DKB等 の他 のア ミノ配糖体抗生剤 に対 し,disk

法 ではあ るが感受 性を示 し,本 剤の他 のア ミノ配糖体抗

生物質耐性棟に対す る有効性は検討出来なか った。
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CLINICAL STUDIES ON HBK

MASAKAZU TA/AURA, SOICHIRO UEDA, TOSHIHIRO GOTO and EIRO TSUBURA
3rd Department of Internal Medicine, School of Medicine, Tokushima University

The clinical effects of HBK, a new aminoglycoside antibiotics, was studied in 4 patients, 2 with

chronic ,bronchitis, one with bronchiectasis and one with obstructive pneumonia, All these patients

had various underlying diseases.

This antibiotics was administered intramuscularly 150 mg a day for 5•`8 days in 3 patients and in

one patient, was given intravenously by drip 200 mg a day in combination with PIPC for 14 days.

Clinical response was good in two and poor in two patients.

In bacteriological examinations, one strain in 5 strains isolated from 3 patients was eradicated after

this treatment, but other 4 strains were persisted.

No side effects and no abnormal laboratory findings was observed.


