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泌尿器科領域におけるT-2588の 臨床的検討
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新 しいエステル型 セフェム系経 口抗生剤 であ るT-2588を,急 性単純性膀 胱炎27例,慢 性複雑

性膀 胱炎21例,慢 性複雑性腎孟腎炎5例,慢 性前立腺 炎4例 に射 して1回50mgま たはま100mg

を1目3回,3～13日 間経 口投与 し,次 の成績を得た0

1) UTI薬 効評価基準に合致 した急性単純性膀胱炎21例 は全て著 効で総合有効率は100%慢

性複雑性尿路感染症25例 中著効20例,有 効,2例,無 効3例 で総合有効率 は88%で あ?た 。

2) 慢性前立腺炎の4例 に対す る主治医判定は,著 効3例,有 効1例 であ った。

3) 細菌学的効果は64株 中消失60株,存 続4株 であ り,菌 消失率 は94%で あ った。

4) 副作用は1例 に軽度 の胃部不 快感が認め られた。

T-2588は 富山化学工業株式会社で研究,開 発された

新 しいェ ス テ ル型 セフェ ム系経 口抗生剤(Fig.1)で,

投与後に腸管か ら吸収 されエステラーゼに より抗菌活性

を示すT-2525(Fig.2)に 加水分解 される1)。

本剤は グラム陽性菌お よび グラム陰性菌に対 し広範囲

な抗菌スベ ク トルを有 し強い抗菌力を示す こと,各 種細

菌産生の β-laetamaseに 対 し強い抵抗姓を示すことな

どが特徴 とされてい る1)。

このたび,泌 尿器科領域の尿路 ・性器感 染症に本剤を

投与 して臨床効果お よび副作用を検討する機 会を得たの

で,そ の成績を報告する。

Fig. 1 Chemical structure of T-2588

Fig. 2 Chemical structure of T-2525

I. 対象および投与方法

対象患者 は昭和59年5月 か ら昭和60年1月 までに

徳 島大学医学部附属病院泌尿器科および藤村診療所外来

を受診 した尿路 ・性器感 染症患者57名 で,性 別は男子

13名,女 子44名 であ り,年 齢は19歳 か ら79歳(平

均56歳)ま でであ った。

疾患 の内訳は,急 性単純性膀胱 炎27例,慢 性複雑性
な

膀胱炎21例,慢 性複雑性腎盂腎炎5例,慢 性前立腺炎

4例 であった。

投与 方法は,1回50mgを1日3回(急 性単純性膀胱

炎症例 を主 とした29例),ま たは1回1eOmgを1日3

回(慢 性複雑性尿路感染症 と慢性前立腺炎症例を主とし

た28例)経 口投与 し,投 与 期間は3～13日 間であっ

た。

II. 臨床効果判定基準

尿路感染症 ではUTI薬 効評価基準(第2版)2)に 合致

す る症例 では本基準に従 い評価 し,同 時に自他覚症状,

膿尿,細 菌尿 の推移か ら,著 効,有 効,や や有効,無

効,判 定不能 の5段 階評価 による主治医独自の判定も併

せ て行 なった。 自覚症状や前立腺触診所見などの臨床経

過か ら慢性前立腺炎 と診断 された症例 では,中 間尿ある

いは前立腺マ ッサージ後 の初尿におけ る細菌,白 血球数

と症状を指標に主 治医判定が実施された。

III. 臨 床 効 果

1. 急性単純 性膀胱炎

急性単純性膀胱炎 の27例 に対す る主治医判定は著効

26例,や や有効1例 であ った(Table1)。
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Table 1-1 Clinical summary of acute simple cystitis treated with T-2588

* Before treatment

After treatment

A.S.C.:Acutesimplecystitis
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Table 1-2 Clinical summary of acute simple cystitis treated with T-2588

* Before treatment

After treatment

A.S.C.:Acute simple cystitis

UTI薬 効評価基準 の患者条件 の 年齢規定のみ を 逸脱

した6例 を除外 した合致症例(21例)で は,全 例 が著効

であ り総合有効率 は100%で あった(Table1,2)。

2. 慢性複雑性尿路感染症

慢性複雑性尿路感染症 の26例 の うち,本 荊投与前後

にCandida tropicalisの みが検出された症例を除 く25

例に対 して主治 医判定 とUTI薬 効評価基準に よる判定

が行なわれ た。

主治医判定 では,著 効21例,や や有効1例,無 効3

例 であった(Table3)。

UTI薬 効評価基準 による判定では,著 効20例,有 効

2例,無 効3例 で総合有効率は88%で あ った(Table

3,4)。 疾患病態群別 に臨床効果 を検討す ると,そ の総合

有 効率は第3群100%,第4群88%,第6群80%で あ

った(Table5)0

3. 慢 性前立腺炎

慢性前 立腺炎 の4例 の主治医判 定は,著 効3例,有 効

1例 であった(Table6)。

なおTable1,3で はUTI薬 効評価基準に従い3日 目

判定,5日 目判定 までの没与 日教 を記載 し,全 投与日数

は省略 した。

IV. 細 酋 学 的 効 果

UTI薬 効評 価基準 に 合致 した 急性単純性膀胱炎の尿

中か ら本剤投与前 に分離 された菌株 は22株 で全株が消

失(消 失率100%)し,慢 性複雑性尿路感染症25例 で

は31株 中消失28株(消 失率90%),存 続3株 であっ

た(Table7,8)。

臨床効果判定時 に新 たに出現 した菌(投 与後出現菌)

は認めなか った。

V. 副 作 用

T-2588を 投与 した57例 で自覚的な副作用は,1例

に軽度 の 胃部不快感 が 認め られたが 本細を 中止ずるに

は至 らなか っ た。 ま た,1赤 血球数(RBC),白 血球数

(WBC),ヘ モ グロピソ濃度(Hb),ヘ マ トクリ ット値

(Ht),S-GOT,S-GPT,Al-P,BUN,血 清 クレアチ

ニン(S-Cr)な どの 臨床検査値 の変動についての検討

は13例 に しか施行 し得 なかったが,異 常変動は認めら

れ なか った(Table9)。
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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 type of infection

VI. 考 察

新 しいエステル型 セフェム系経 口抗生剤T-2588は,

内服後 に腸管か ら吸収 され て抗菌活性を有 す るT-2525

に加水分解 され る。臨床分離株に対す るT-2525の 抗菌

活性 をcephalexin (CEX), cefador (CCL)と 比較す る

と, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermi-

disで は同等に有効 で, Escherichia coli, Klebsiella pne-

umoniae, Proteus mirabilis などでは優れてい る。 ま

た,従 来 のセフェム系経 口抗生剤 では感受性の低いCi-

trobacter, Enterobacter, Indol positive Proteus および

Serratiaに 対 して も強 い抗菌 力 を示 す が,Enterococcus

faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas

maltophiliaで はCEX,CCLと 同じ く無効である1)。

以上 の抗菌 力に加味 して 本剤は β-lactamaseに も安

定であ るため1),泌 尿器科領域の 尿路 ・性器感染症への

有効性が期侍 された。

ところで,一全国規模での急性単純 性膀胱炎患者冷らの

尿中検出菌頻度 をみ る と,E.coli, S. epidermidis, K.

pneumoniae, P.mirabilisの 順 で96.8%を 占あ3),それ

らは本剤の適応菌種 であ る。入院患者に零げ る菌交代現

象の 検討による と,交 代菌 の うち 出現頻度の 高いのは

P. aeruginosa, Serratia marcescens, E. faecalis などが
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Table 6 Clinical summary of chronic prostatitis treated with T-2588

* Before treatment

/ After treatment

Table 7 Bacteriological response to T-2588 in acute simple cystitis

  Persisted : regardless of bacterial count

Table 8 Bacteriological response to T-2588 in complicated UTI

* Persisted : regardless of bacterial 
count

* Persisted

 

: regardless of bacterial count

Table 8 Bacteriological response to T-2588 in complicated UTI

*

 Persed : regardless of bacterial count
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Table 9 Laboratory findings

あげ られ 高齢者 に発生率が高 く4},ま た,外 来通院中の

長期間留置 カテ ーテル患者 での尿中細菌 の動向につ いて

の検討 で は,平 均培 養分離率は 上部尿路留置群 でP

aeruginosa 59.2%, E. faecalis 24.4%, S. marcescens

8.0%で あ り,下 部尿路留置群 で はP.aeruginosa 18.8

%, Efaecalis 14.1%,S.marcescens 12.6%で あ っ

た5)。

比較検討試験か ら得 られ た症例 での検討では,カ テー

テル留置群 でP.aeruginosa, Proteus, Serratiaが 高頻

度 に分離 され,し か も非 留置群 に比べ混合感染の発現頻

度 が2倍 となるが,混 合 感染群 ではカテーテル留置の有

無 にかかわ らず,E.faecalisの 分離頻度が高い ことが報

告され ている6)。

しか し前述 のごとく,本 剤はE.faecalis, P. aerugi-

nosaに 対 して無効 であるため,わ れわれは 対象を 外来

患 者 とし,し か も複雑性尿路感染症ではカテーテル非留

置の患者 と限定 した。

投与方法 は,本 剤 の抗菌 力か ら原則 として急性単純性

膀胱炎では1回50mgを,慢 性複雑性尿路感染症と慢

性前立腺炎に対 しては1回100mgを それぞれ1日3回

経 口投与 して臨床的検討 を行なった。

急性単純性膀胱炎 ではUTI薬 効評価基準に合致 した

21例 全例に著効 が得られ,総 合有効率 は100%で あつ

た。患者条件の 年齢規定 のみ を 満たさなか った 除外症



VOL. 34 S-2 CHEMOTHERAPY 797

例では,1例 でAlcaligenes faecalisの 存続 をみ たのみ

で他の5例 は症状 の消失,膿 尿 の正常化,菌 の陰性化を

認め主治医判定 は著効 であ った。

慢性複雑性尿路感染症 ではUTI薬 効評価基準 に合致

した25例 中,著 効20例(80%),有 効2例,無 効3例

で総合有効率は88%で あ った。

慢性前立腺炎 と診断され た4例 では著効 が3例,他 の

1例 は膿尿,細 菌尿に対す る効果は認め られ たが。症 状

が消失しなかったため有効 と判定 され本剤 の有用性が示

唆された。

細菌学的効果 では,UTI薬 効評価基準 に 合致 した 急

性単純性膀胱炎 で100%,慢 性複雑 性 尿 路 感 染 症 で

90%と 高い細菌消失率が得 られた｡ま た,C. tropicalis

の検出された症例を除いた全症例でみ ると,細 菌消失率

94%(64株 中消失60株)と さらに高 い成績であゆた

が,瓦colfが 約半数を占め,そ の他,genussta助yl6-

coccus, K.pneumoniaeの 頻度が高か ったため と考え ら

れた。E.faecalis 2株,P.aeruginosa 1株,A.faecalis

1株が存続 したが,投 与後 出現菌は認 めなか った。

以上の成績は本剤の抗菌力を よく反映 してい る。慢性

複雑性尿路感染症に対 して良好な成綾が得られた原因 と

しては,対 象患者を外来患者 とし,し か も比較的軽度な

基礎疾患を有す るカテーテル非留置群例 に限定 した こと

で結 果的 に第3群,第4群 が大半 を占めた ことがあげ ら

れ も。

副作用 は1例 に軽度の胃部不快感が 認 め ら れ た が,

無処置 のまま投薬継続 が可能 であ った。臨床検査値 の異

常変動 については,施 行 し得た症例では認め られ なか っ

た。

以上,泌 尿器科領域 の尿路 ・性器感染症 にT-2588を

投与 し,本 剤の有効性,安 全性を 確認す ることがで き

た｡
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CLINICAL STUDIES ON T-2588 IN THE FIELD OF UROLOGY 
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Department of Urology, School of Medicine, The University of Tokushima 

(Director : Prof. KAZUO KUROKAWA) 

NOBUO FUJIMURA 
Fujimura Urological Clinic

Laboratory and clinical evaluations of T-2588, a new oral cephem antibiotics, were studied in 27 
patients with acute simple cystitis, 26 patients with complicated UTI and 4 patients with chronic 
prostatitis. 

T-2588 was administered at a dose of 150 mg or 300 mg divided 3 times per day for 3 to 13 days 
and the results were obtained as follows : 

1) ,Clinical efficacy according to the criteria by the UTI committee on 21 out of 27 patients of 
acute simple cystitis was excellent in all cases, and on 25 out of 26 patients of complicated UTI it 
was excellent in 20, moderate in 2, poor in 3 and the overall effectiveness rate was 88%. 

2) In 4 patients of chronic prostatitis, clinical effectiveness was excellent in 3 and good in 1, 
3) As for bacteriological response, 60 out of 64 strains isolated before T-2588 treatment were 

eradicated(eradication rate: 94%). 
4) As for side effects, gastric discomfort was observed in one out of 57 patients.


