
676 CHEMOTHERAPY APR. 1966

泌尿器科領域におけ るT-2588の 臨床的検討

中 村 武 夫 ・田 近 栄 司

富山県立中央病院泌尿器科

新 しく開発され たセフェム系経 口抗生剤T-2588の 泌尿器科領域での臨床的 検討 を行な った。

1) UTI薬 効評価基準 に含致 した急性単純 性膀胱炎12例 に対す る臨床効果 は著効8例,有 効3

例,無 効1例 で総合有効率92%で あった。

2) UTI薬 効評価基準に合致 した 複雑性尿路感染症24例 に対 す る臨床効果は著効7例,有 効

11例,無 効6例 で総合有効率75%で あ った。

3) 副作用 として軽 い食欲不振1例,食 欲不振,吐 気,嘔 吐,全 身倦怠1例,軽 度のGOT,

GPTの 上昇1例 を認めた。

セファロスポ リン系経 口抗生剤 は広 い抗菌スベ ク トラ

ムを有 し,比 較的副作用が少ない ことから繁用 されてい

る。今回検討する機会を得たT-2588は 従来のセ ファ ロ

スポ リン系経 口抗生剤 と比べ よ り広い抗菌 スペ ク トラム

と強 い抗菌力を有 し,特 にグラム陰性菌 のCitrobacter,

Enlerobocter, Indole陽 性Proteusお よびSerratia

に対 して優 れた抗菌力を有 す る こ と が特長 とされてい

る1)。

われわれは,本 剤の泌尿器科領域感染症 に対する有効

性 と安全性につい て検討 したのでその成績 を報告する。

I. 対象お よび方法

本剤 の投与対象 となった症例は18歳 か ら86歳 まで

の男性12例,女 性25例,合 計37例 でその内訳 は急

性単純性膀胱炎13例,複 雑性 尿路感染症24例 で あ

る。投与方 法は単純性膀胱炎 に対 しては本剤100mg2

分服3日 間,複 雑性尿路感染症 に対 しては本剤300mg

3分 服5日 間 を原則 とした。

臨床効果判定はUTI薬 効評価基準に準 じて行ない,

自他覚的副作用お よび臨床検査値について も検討 を加え

た。

II. 臨 床 成 績

急性単純 性膀胱炎13例 の臨床症例はTable1に 示す

ごとくであ る。UTI薬 効評価基準に合致 した12例 に対

しては 自覚症状消失83%,膿 尿消失率92%,細 菌消失

率67%で あ り,著 効8例,有 効3例,無 効1例 で総合

有効率は92%で あった(Table2)。

複雑性尿路感染症24例 の臨床症例はTable3に 示す

ごとくである。 総合臨床効果 は膿尿消失率50%,細 菌

消失率42%で あ り,著 効7例,有 効11例,無 効6例

で総合有効率は75%で あ った(Table4)。UTI薬 効

評価基準に よる疾患病態群別 に検討す ると,第1群 と第

2群 を除 く第3～6群 に分布 してお り,そ の有効率は第

3群2例 中1例,50%,第4群18例 中15例,83%,

第5群1例 中0例,0%,第6群3例 中2例,67%で あ

り,単 独感染群20例 中16例,80%,混 合感染群4例 中

2例,50%で あった(Table5)。 細菌学的効果はTable

6に 示 した。すなわち,分 離 された28株 の うち24株

が消失 してお り消失率は86%で あ った。個 々の菌種に

ついてはE.faecalis 2株 ともに存続 して いたのに対 し,

C.freundii 1株,Klebsiella sp. 3株,S.marcescens 2

株,P.mirabilis 1株 すべてが消失 していた。 投与後出

現菌 は複雑性尿路感染症 例において計18株 が分離され

てお り,グ ラム陽性菌 ではE.faecalis(17%),グ ラム陰

性菌 ではP.aeruginosa(33%), NF-GNR(28%)の 分

離頻度が高か った(Table7)。

自他覚的副作用は37症 例中1例 に軽い食欲不振,1

例に食欲不振,吐 気,嘔 吐,全 身倦怠,臨 床検査値異常

は1例 に軽度 のGOT,GPTの 上昇(Table3,No.11)

を認めたが,い ずれ もT-2588投 与終了後,速 やかに消

失 した(Fig.1)。

III. 考 察

T-2588は 広 範囲で しか も強い抗菌 力を示す ことが特

長 とされてお り,そ の中でも グラム陰性菌 のCitrobac-

ter, Enterobacter, Indole陽 性Proteusお よびSerratia

に対 して優れた抗菌 力を示す1)。一方,尿 路感染症の起

炎菌 は多 くの場合,グ ラム陰性菌に よるものが多 く,近

年 の抗生物質の使用状況か らそ の起炎菌の耐性化あるい

は変遷が指摘 されてい る2)。

今回われわれは,急 性単純性膀胱炎13例,複 雑性尿

路感染症24例 に対 してT-2588を 使用 し,そ の有効性

を検討 した ところ,そ の総 合有効率 は急性単純性膀胱炎

に対 しては92%,複 雑性尿路感染症 に対 しては75%と
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Table 4 Overall clinical efficacy of T-2588 in complicated UTI

Table 5 Overall clinical efficacy of T-2588 classified by the type of infection
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Table 6 Bacteriological response to T-2588 in complicated UT!

*Regatdless of bacterial count

Fig. 1 Laboratory changes before and after treatment with T-2588
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Table 7 Strains* appearing after T-2588 treatment 

in complicated UT!

*Regardlessofbacterialcount

高 く,満 足すべ き結果が得 られた。特 に複雑性尿路感染

症 において,カ テーテル非留置症例のみでの 有 効 率 は

23例 中18例,78%と 高 かった。起 炎菌 に対す る本剤の

抗菌力 をみ ると,急 性単純性膀胱炎で13株 すべ てが,

あ る いは複雑性尿路感 染症 でも28株 中22株 がMIC

6.25μg/ml以 下 であった。その結果 を反映 して,複 雑性

尿路感染症での細菌学的効果 は従来 のセ フェム系経 口抗

生剤無効 のC.frexndii, S.marcescens等 を含む グラム

陰性菌 に対 して高い消失率(92%)を 示 した。

一方 ではT-2588の 投与後出現窟 と してE .faecalisあ

るいはP.aergginosaの 出現例が複雑性尿路感染症24

例中8例 み られた。E.faecaesの 臨床上の意義について

議 論 もあるがS}注意すぺ き点 と考え る。

以上総括す ると,T-2588は 特別 な副作用 もなく,尿

路感染症 に対 し有用な経 口抗生剤 と考えられ る。
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CLINICAL STUDIES ON T-2588 IN URINARY 

TRACT INFECTIONS 

TAKEO NAKAMURA and EIJI TAJIKA 
Department of Urology, Toyama Prefectural Central Hospital

T-2588, a new cephem antibiotic, was evaluated clinically. The results obtained were as follows : 
1) The clinical results of 12 patients with acute uncomplicated cystitis were excellent in 8 cases, 

moderate in 3 cases and poor in 1 case. 
2) The clinical results of 24 patients with complicated urinary tract infections were excellent in 7 

cases, moderate in 11 cases and poor in 6 cases. 
3) Side effects were observed in 3 cases : 1 case with slight anorexia, 1 case with anorexia, nausea, 

emesis and malaise, and 1 case with slight elevations of GOT and GPT.


