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CS-807のin vitroお よびinvivo抗 菌 力 につ いて

西野武志 ・竹之内 俊 ・大槻雅子 ・谷野輝雄

京都薬科大学微生物学教室

新 しい経 口用 セフェム剤CS-807(活 性体R-3763)のin vitroお よびin vivo抗 菌力について

cephalexin,cefadroxil,cefaclor,T-2588(T-2525)お よびamoxicillinを 比較薬 として検討 し,

以下の結果 を得 た。

R-3763は グラム陽性 菌お よびグ ラム陰性 菌 に対 して幅 広い抗菌 スペ ク トル を有 し,特 にS

pneumoniae,S.pyogenesあ るいはグラム陰 性菌に対 して強い抗菌力 を示 した。 また本剤は従来

の経口用セ フェム剤 に感受性 を示 さなかったEntterobacter属,S.mrcescens,indole-positive

Proteus属 等に対 して も良好な抗菌力を示 し,T-2525と ほぼ同等だった。

Saum,E.coli,K.pneumoniaeお よびS.marcescensの 増殖曲線に及ぼす影響 では,R

-3763は 作用濃度 に応 じた殺菌作用 を示 した
。位相差顕微鏡による形態観察では,E.coliお よび

Smarcescensは 本剤の作用によ りfilamentation形 成 やspheroplast様 構造 そして溶菌像 を示

した。

PBPsに 対 する親和性では,R-3763はS.arueusでPBP 3,2に 比較的良 好な親和性 を示 し

たが,PBP2',4に 対す る親和性は低か った。一方E.coliで はPBP 1 A,3,2,1Bsの 順に強

い親和性 を示 した。 またグラム陰性菌が産生する β-lactamaseに 対 して安定だ った。

マ ウス実験的腹腔 内感染症 に対す る治療 効果 を検 討 した結果CS-807はS.aureusで はce-

phalexinやcefaclorに 劣 るものの,S,pyogenesや グラム陰性菌では比較薬 よ りも優れてお り,

MIC値 がほぼ同等のT-2588と 比べて も数倍良い治療効 果を示 した。

近 年 注 射 用cephem剤 の 開 発 は 目覚 ま し く,幅 広 い

抗 菌 スペ ク トル を有 し,β-lactamaseに 安 定 な 多 くの

薬剤 が開発 され,臨 床 的 に使 用 され て い る。 一 方,経 口

用 のcephem剤 に 関 し て は,現 在,第2世 代 お よび 第

3世 代 の もの が開 発 され つつ あ る。

CS-807は 三共 株 式 会 社 に お い て 開発 され た エ ス テル

型 の経 口用cephem剤 で,7位 側 鎖 中 にaminothiazoiyl

基 とmethoxyimino基 とを有 す る活性 体R-3763の4位

をisopropoxycarbonyloxyethyl esterと す る こ とで 経

口吸収 性 を高 めた もので あ る(Fig.1)。 本 剤 は投 与 後 腸

管壁 に存 在 す るエ ス テ ラー ゼで加 水 分 解 され,活 性 体R

-3763に な って 吸収 され る
。

今 回 我 々 は,CS-807と そ の 活 性 体 で あ るR-3763の

in vitroお よびin vivoの 抗 菌作 用 につ いて,cephalex-

in,cefadroxil,cefaclor,T-2588(T-2525)お よびamox-

iciiiinを 比 較 薬 と して用 い て検 討 したの で報 告 す る。

Fig. 1 Chemical structure of CS-807 and R-3763

1.材 料 と 方 法

1.使 用菌株

教室保存 のグラム陽 性菌2(株 グラム陰性 菌3創朱

嫌気性菌11株 および臨床 由来 のS.aureus 121株,S.

epidermidis 30株,S.pneumoniae 39株,S.pyogenes
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33株,B.catarrhalis 18株H.influemae 58株,E.

coli 130株,K.pneumoniae 63株,E.cloacae 29株,

E.aerogenes 34株S.marcescens 99株,P.vulgaris

41株P.mirabilis 29株,M.morganii 28株P.rett-

geri 17株,A.oalcoaceticns 72株 を使用 した。

2.使 用薬 剤

CS-807,活 性体R-3763(三 共),cephalexin(CEX,

塩 野義製薬),cefadroxi1(CDX,日 本 ブ リス トル),

cefaclor(CCL,塩 野義製薬)、T-2588,T-2525(富 山化

学工業)お よびamoxicillin(AMPC,協 和醸酵工業)の

いずれ も力価の明かな標準品 を使用 した。

3.感 受性測定法

前培養に トリプ トソーヤ ブイヨン(TSB;日 水)を,

感 受 性 測 定 に は ハー トイ ン フユー ジョン寒 天 培 地

(HIA:日 水)を 用い,日 本化学療法学会最小発育 阻止

濃度(MIC)測 定法1)に準 じて求 めた。ただ し,Strepto-

coccus属 お よ びC.diphtheriaeは10%ウ マ 血 液 加

HIAを,B.catarrhalisは5%ウ マ血液加 チ ョコレー

トHIAを,H.influenzaeは5%Fildes enrichment

加HIAを 用い た。 また,Neisseria属 は1%Supple-

ment(栄 研)加GC培 地(日 水)を用 い48時 間ロー ソク培

養後 に,そ して嫌気性菌 はGAM寒 天培地(日 水)を 用

い,嫌 気性菌の最小発育阻止濃度(MIC)測 定法2)に準 じ

て,anaerobic system(N2:80%,CO2:10%,H2:

10%)内 で24時 間嫌気培養後 にMICを 求めた。

4.諸 因子の影響

抗菌力に及ほす培地pH,ウ マ血清添加 接種菌量 に

よる影響を,S.aureus 209-PJC,E.coli NIHJ JC-2,

K.pneumoniae KC-1,S.marcescens IFO 3736,P.

vulagaris OX-19を 試験菌 としてHIAを 用 いた寒天平

板希釈法 により検討 した。

また,ハ ー トイ ンフユージ ョン ・ブイ ヨン(HIB:日

水)中 で増殖 させた対数期のE.coli KC-14に,菌 数が

異なる時点で各薬 剤の10MIC相 当量 を作用 させ,生 菌

数 を測定することにより殺菌作用 に及ぼす接種菌量の影

響を検討 した。

5.増 殖曲線 に及ぼす影響

TSBで 前培養 したS.aureus 209-PJC,E.coli KC

-14
,K.pneumoniae KC-1,S.marcescens T-55を

HIBに 接 種し,対 数 中期 まで振塗培養衝 所定の濃度

になるように各薬剤を添加 し,以 後経時的に生菌数を測

定 した。

6.MICとMLC

E.coli臨 床分離株21株 について,HIAを 用いた寒

天平板希釈法 によりMIC測 定を行 った。 その過程で菌

液接種3,6お よび20時 間目に薬剤無添加のHIA平 板上

に200gの 重 りを用いて レプ リカ を行 い,37℃,20時 間

後 に各時間の99%最 小致死濃度(minimai lethal con-

centration,MLC)を 求 めた8)。

7.試 験管内耐性獲得

Saurms 209-pJC,E.coli NIHJ JC-2,K.pneu-

moniae KC-1お よびP.vulgarisOX-19を 猷験 菌 とし

て,前 培養 にTSB,感 受性測定にHIBを 用いて液体希

釈 法 に よ りMICを 測 定 した。そ の 後10日 間,1/2

MICで 増殖 した菌液 を新 しい薬剤希釈列 に接種 する と

いう増量継代法によりMICを 測定 し,耐 性獲得の検討

を行 った。

8.β-lactamaseに 対す る安定性

HIBあ るいはGAMブ イヨン(日水)で 増殖 させた菌

を対数中期で遠心集菌 し,50mM phosphate buffer

(pH7.0)で 洗浄 した。同bufferに 再懸濁 し超音波破砕

した後100,000×G,45分 間遠心 し上清を粗酵素液 と

して用 いた。 ミク ロ ヨー ド法4)で求 めたVmaxを,

penicillinase(PCase)で はpenicillin G(PCG)を,

cephalosporinase(CSase)あ る い はoxyiminoce-

phalosporinase(CXase)で はcephaloridine(CER)

を100と した相対値で検討 した。

9.微 分 干渉湿頁微鏡による観 察

対数期途上 の菌液 をカバーグラスに塗抹 し,こ れ を

R-3763を 含 ませた スライ ドグラス上の フィルムHIA

培地にかぶせ,周 囲をパ ラフィンで封入 した。 この標本

を恒 温 装 置 付 きの微 分 干 渉 顕 微 鏡(OPTIPHOTO

XF-NT;Nikon)を 用 て経時的に観 察した。

10.PBPsに 対す る親和性 の検討

SPRATTの 方法5)に準 じ,R-3763と14C-PCGと の競

合実験 で行った。ゲル をX線 フィルム に-80℃,4～6

週間密着 させたの ち,14C-PCGに よる感光度 をlaser

densitometer(ULTROSCAN XL;LKB)で 測定 し,

50%阻 害濃度(ID50)を 算出 した。

11.マ ウス実験的腹腔 内感染症 に対す る治療効果

Saureus Smith株 の場合 は,-8ぴCに 凍結保存 した

菌液 を用時融解 し,普 通 ブイヨン(NB;日 水)で 希釈後,

6%gastric mucin(半 井化学薬品)と 等量混合 した。

Spyogenes C-203株 の場合 は10%ウ マ血清加HIB

で37G18時 間培養 した後,生 理 食塩水で希釈 した。

E.coli KC-14,K.pneumoniae KC-1お よびS

mrcescens T-55株 の場合 は,NBで37G14時 間振

盈培養 し,同 培地で希釈後,6%gastric mucinと 等量

混合 した。

上 のごと く調整 した菌液 のそれ ぞれ0.5mlを1群10
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匹のddY系 雄性マ ウス(静 岡県実験動物農業協同組合,

18±1gBW)の 腹腔内に接租 し,感 染を惹起 した。各薬

剤を0.5%sodium carboxymethyl ceiiukose(半 井化

学薬品)に溶解 ない し懸 濁 し,接 種2時 間後 にその0.2

m1を1回 経口投与 した。接種7日 目の生存率 よ りLIT-

CHIFIELD-WILCOXON法6)に 従 って,ED50値 を算出 した。

1aマ ウス血中濃度

1群10匹(CCLは1群5匹)の マウスに各藁剤 の50

mg/kgを 経 口投与 し,投 与後4時 間 までの血清を採取

した。薬剤濃度 はCS-807はE.coli NIHJ JC-2を,

T-2588はK,pneumoniae ATCC 10031を,ま た

CCLはM.lutm ATCC 9341を 被験 菌 とした 薄層

ペ ーパーディスク法により測定 した。

II.実 験 結 果

1.抗 菌 スペク トル

教室保 存の各種 グラム陽性菌,グ ラム陰性菌および嫌

気性菌に対す るR-3763のMICをCEX,CDX,CCL,

T-2525お よびAMPCと 比 較 検 討 し,そ の 結 果 を

Table 1～6に 示 した。

R-3763は グラム陽性菌や グラム陰 性菌に対 して幅広

い抗 菌 スペ ク トル を有 し,特 にS.pnEeumoniae,S.

pyogenesあ るいは グラム陰性菌 に対 して非常 に強 い抗

菌力を示 した。その抗菌力は従来の経 口用セ フェム剤よ

りも優 れてお り,T-2525と ほぼ同等で あった。 すなわ

ち,106CFU/ml接 種でR-3763に 対 してS.aureusは

3.13μg/mlの 感受性 を示 し,他 の経 口用 セ フェム剤 と

ほぼ同様 の抗菌力であった。一方。S.pyogenesお よび

Spneumoniaは,AMPCやT-2525と ほ ぼ 同様 に

0.012～0.025μg/mlの 感受性 を示 し,CEX,CDXあ

るいはCCLよ りも優 れていた。 また グラム陰性菌では、

E.coliはR-3763に 対 し てT-2525と 同 程 度 の0。

39～0.78μg/mlの 感受性 を示 し,そ の他の比 較薬よ り

も優 れ てい た。更 に,R-3763はCEX,CDXやCCL

に 感 受 性 を 示 さ な いEnterobacter属.S.marces.

cens,indole-positive Proteus属 などに対 して も良好

な抗菌力 を示 した。嫌気性菌 に対 しては,C.tetaniを

除いて抗菌力 を示 さなか った。106CFU/ml接 種で も

ほほ伺様の傾向 を示 した。

Table 1 Antibacterial spectrum

Gram-positive bacteria

108 CFU/ml
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Table 2 Antibacterial spectrum

Gram-positive bacteria
106 CFU/ml

Table 3 Antibacterial spectrum

Gram-negative bacteria

108 CFU/ml
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Table 4 Antibacterial spectrum

Gram-negative bacteria
106 CFU/ml

Table 5 Antibacterial spectrum

Anaerobic bacteria

108 CFU/ml
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Table 6 Antibacterial spectrum

Anaerobic bacteria

2.臨 床分離株 に対 する感受性 分布

R-3763の 臨床分離株 に対 す る感受性 分布 をFig.2

～18に 示 した。

1)S.aureusの 場 合

S.aureus68株 に対す るR-3763の 抗菌力はFig.2に

示 す よ う に1.56～3.13μg/mlに ピー ク を 有 し,

AMPCに 比 して弱かったが他の比較薬 とほぼ同程度 の

抗菌力 を示 した。一方,methicillin耐 性のS.aureus

53株 は,他 剤 と同様に感受性 を示 さなか った(Fig.3)。

2)S.epidermidisの 場 合

S.epidernidis30株 に対す るR-3763の 抗菌力 は0.

78μg/m1と6.25～25μg/m1に 二峰 性の ピークを有 し,

AMPCに 比 して弱 かったが他の比較薬 とほぼ同程度の

抗菌力を示 した(Fig.4)。

3)S.pneumoniaeの 場 合

S.pneumoniae39株 に対 して,R-3763はAMPCと

同 様 に0.10μg/m1で す べ て の 株 の 増 殖 を 阻 止 し,

CEX,CDXやCCLよ り も優 れ た抗 菌 力 を示 した(Fig.

5)。

4)S.pyogenesの 場 合

S.pyogenes33株 に対 して,R-3763はAMPCやT

-2525と 同 様 に0 .025μg/m1で す べ て の株 の 増 殖 を 阻

止 し,CEX,CDXやCCLよ り も優 れ た抗 菌 力 を示 し

た(Fig.6)。

5)S.catorrhalisの 場 合

S.catarrhalis18株 に対 す るR-3763の 感 受 性分 布 は

0.20～0.78μg/m1で,CCLやT-2525と 同 程 度 で

あ った(Fig。7)。

Fig. 2 Sensitivity distribution of clinical isolates
S. aureus (68 strains)
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Fig. 3 Sensitivity distribution of clinical isolates

methicillin. resistant S. aureus (53 strains)

Fig. 4 Sensitivity distribution of clinical isolates
S. ePidermidis (30 strains)

Fig. 5 Sensitivity distribution of clinical isolates

S. pneumoniae (39 strains)



VOL 36 S-I CHEMOTHERAPY 79

Fig. 6 Sensitivity distribution of clinical isolates

S. pyogenes (33 strains)

Fig. 7 Sensitivity distribution of clinical isolates

B. catarrhalis (18 strains)

6)H.influenzaeの 場合

H.influemae58株 に対 してR-3763は ≦0.006～12.

5μg/m1と い う幅 広 い分 布 を 示 し た が,そ の ピー ク は

0.05～0.10μg/m1でT-25251こ は や や 劣 る もの の,他

の比 較 薬 よ りも優 れ た抗 菌 力 を示 した(Fig.8)。

7)E.coliの 場 合

E.coli13(株 に対 して,R,3763は0.78μg/m1の 濃

度 以 下 で ほ とん どの株 の 発育 を阻 止 した 。 その 抗 菌力 は

T-2525と ほ ぼ 同 様 で,CEX,CDX,CCLあ る い は

AMPCよ りも優 れ て いた(Fig.9)。

8)K.pneumoniaeの 場 合

R-3763はK.pneumoniae63株 に対 して,0.05～0.

10μg/m1に ピー ク を有 す る分布 を示 し,そ の抗 菌 力 は

比 較 薬 よ りも優 れ てい た(Fig.10)。

9)E.cloacaeの 場 合

E.cloa6ae29株 に対 してCEX,CDX ,CCLお よ び

AMPCで は>100μg/mIの 耐 性 株 が 多 く認 め られ た が,

R-3763はT-2525と 同様 に 良好 な 抗 菌 力 を示 し,6 .25

μg/m1で 約80%の 株 の発 育 を阻止 した(Fig.11)。

10)E.aerogene5の 場 合

R-3763はE.aerogenes34抹 に対 して,0 .78μg/ml

と>100μg/mlの 二 峰 性の ピー ク を示 した。 耐 性 菌 も

一 部 認 め られ たが
,CEX,CDX,CCLお よ びAMPC

に比 べ て優 れ た抗 菌 力 を示 した(Fig .12)。

11)S.marcescensの 場 合

S.marcescens9蛛 に対 して,CEX ,CDX,CCLあ

るい はAMPCは ほ とん ど抗 菌 力 を示 さな か った が,R

-3763はT-2525と 同 様 に優 れ た抗 菌 力 を有 し
,そ の感
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受 性 ピー クは1.56μg/mlで あ った(Fig.13)。

12)P.vulgarisの 場 合

P.vulgaris41株 は,CEX,CDX,CCLお よ び

AMPCに 対 し て 半 数 以 上 が 耐 性 株 で あ った が,R

-3763はT-2525と 同様 に0 .05～0.10μg/m1に 感 受 性

の ピー クを もつ,良 好 な抗 菌 力 を示 した(Fig.14)。

13)P.mirabilisの 場 合

R-3763はT-2525と 同様 にP.mirabilis29株 に対 し

て0.20μg/m1の 濃 度 で 全 て の 株 の 発 育 を 阻 止 し,

CEX,CDX,CCLあ るい はAMPCよ りも優 れ た抗 菌

力 を示 した(Fig.15)。

14)M.morganiiの 場 合

M.morganii28株 は,CEX,CDX,CCLお よ び

AMPCに 対 してはほとん ど感受性 を示 さなかったが,

R-3763は0,20～0.39μg/m1に 感受性 ピー クを有 す る

分布を示 した(Fig.16)。

15)P.ret{geriの 場 合

P.retigeri17株 に対 し てR-3763は ≦0.006h3.13

μg/m1の 幅 広い濃度域 に感受性分布 を示 したが,そ の

抗菌力 は比較薬 よりも優れていた(Fig,17)。

16)A,calcoaceticusの 場合

A.calcoaceticus72株 に対 して,R-3763はAMPC

やT-2525と 同程度の抗菌力 を示 し,そ の感受性 ピーク

は12.5～25μg/m1で あ った(Fig.18>。

3.諸 因子の影響

R-3763の 抗菌力 に及ぼす諸因子の影響 について検討

Fig. 8 Sensitivity distribution of clinical isolates

H. influenzae (58 strains)

Fig. 9 Sensitivity distribution of clinical isolates

E. coli (130 strains)



VOL. 36 S-1 :HEMOTHERAPY 81

Fig. 10 Sensitivity distribution of clinical isolates

K.pnesomoniae (63 strains)

Fig. 11 Sensitivity distribution of clinical isolates
E.cloacae (29 strains)

Fig. 12 Sensitivity distribution of clinical isolates

E.aerogenes (34 strains)
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Fig. 13 Sensitivity distribution of clinical isolates
S.marcescens (99 strains)

Fig. 14 Sensitivity distribution of clinical isolates
P.vulgaris (41 strains)

Fig. 15 Sensitivity distribution of clinical isolates

P.mirabilis (29 strains)
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Fig. 16 Sensitivity distribution of clinical isolates
M. morganii (28 strains)

Fig. 17 Sensitivity distribution of clinical isolates

P.rettgeri (17 strains)

Fig. 18 Sensitivity distribution of clinical isolates

A.calcoaceticus (72 strains)
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した結果 をTable7～9お よびFig、19に 示 した。

1)培 地pHの 影響

S.aureus209-PJC株 に対 しては,い ずれの薬剤 と

も酸 性側で抗菌力の増強力瀧 め られた。 また,Sm芦

cescensIFO3736を 除 く他の3菌 株に対 して,CEXと

CDXは 酸性側 で抗菌力が若干減弱 した。

2)ウ マ血清添加の影響

いずれの薬剤 ともウマ血清添加量が増 えても,抗 菌力

にほ とん ど影響 は認め られなかった。

3)接 種菌量の影響

抗菌力 に及 ぼす接種 菌量 の影響 を検討 した結果 を

Table9に 示 した。P.vulgarisOX-19株 に対 しては各

薬剤でやや影響が認め ら払 接種菌量が多 くな るととも

にMIC値 の上昇が見 られた。他 の4菌 株 に対 しては,

各薬剤 ともにほ とんど影響 を受 けなか った。

次 に,殺 菌作用 に及ぼす接種菌量の影響をnべ るため

に,106,107お よび108CFU/m1で そ れ ぞれ各薬 剤の

10MIC相 等 量 を 作 用 さ せ た(Fig.19)。R-3763と

CEXで は,菌 量 が少 ない場合 には1時 間 目か ら殺菌作

用が認め られたが,菌 量が多 くなる と静菌的な作用しか

み られなかった。 これ に対 し.CCLとT-2525の 殺薗

作用 は菌量の影響を受 けに くか った。

4.増 殖曲線 に及 ぼす影響

R-3763の 増殖曲線 に及 ぼす影響について検討 した結

Table 7 Effect of medium pH on antibacterial activity of  R-3763, CEX, CDX, CCL, T-2525 and AMPC

Inoculum size: 1 loopful of bacterial suspension (106 CFU/ml)

Medium: HIA (Nissui)

Table 8 Effect of horse serum on antibacterial activity of R-3763, CEX, CDX, CCL, T-2525, and AMPC

Inoculum size:1 loopful of bacterial suspension (106 CFU/ml)
Medium: HIA (Nissui)
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Table 9 Effect of Inoculum size on antibacterial activity of R-3763, CEX, CDX, CCL, T-2525 and AMPC

Inoculum size:1 loopful of bacterial suspension

Medium: HIA (Nissui)

Fig. 19 Effect of R-3763, CEX, CCL and T-2525 on

viability of E. coli KC-14

R-3763

CCL

CEX

T-2525

果 をFig.20～23に 示 した。

1)S.aureus209-PJCの 場 合

R-3763はMIC以 上の濃度 で,2時 間 目以降 に弱 い

殺菌作用を示 した。

2)EvoliKC-14の 場合

CCLで は1/4MIC以 上,R-3763とCEXで は1/2

MIC以 上,T-2525で はMIC以 上の濃度でいずれ も殺

Fig. 20 Effect of R-3763 on viability of S. aureus 209-P JC

菌作用が見 られた。 また,短 時 間内での殺菌 力はCCL

が一番強 かった。

3)K.pneumoniaeKC-1の 場合

R-3763は 比較薬 に比べて低 い濃度 か ら殺菌作用 を示

した。

4)S.marcescensT-55の 場合

R-3763はMIC以 上 の濃度 において,1時 間 目以降
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Fig. 21 Effect of R-3763,  CEX, CCL and T•2525 on

viability of E. coli KC-14

R-3763

CCL

CEX

T-2525

Fig. 22 Effect of R-3763, CEX, CCL and T-2525 on

viability of K pneumoniae KC-1

R-3763

CCL

CEX

T-2525

に緩やかな殺 菌作用 を示 した。

5.MICとMLC

E.coli21株 を用い,そ のMIc値 と3,6,20時 間

後 に99.9%殺 菌 に要 する濃 度(3h-,6h-and20h-

Fig, 23 Effect of R-3763 on viability of S. marcescens T-55

MLC値)と の関係 を検討 した結果 をFig.24に 示 した。

4剤 ともに20h-MLC値 はMIC値 と同様 の分布 を示

し,3h-MLC値 はそれ らに比べ て高い値 を示 した。

CCLの6h-MLC値 はMICな らびに20h-MLC値 と

ほぼ同様 な分布 を示 し,短 時間内の殺菌力が強い ことが

示唆 された。

6.試 験管内耐性獲得

試験管内耐性獲得の結果 をFig.25に 示 した。

S.aureus209-PJCに お いて.T-2525は10代 目で

16倍のMIC値 を示 したが,他 の3薬 剤では512～1026

倍 の高値 を示 した。

E.coliNIHJJCV,K.pneumoniaeKC-1で は

CEX,CCLに 比 べてR-376aT-2525の 方 が,MIC

値 の上昇が顕著だ った。

P.vulgarisOX-19に おいては,い ずれの薬剤にも速

やかに耐性 を獲得 し5代 目までに>1600μg/mlを 示 し

た。

7.β-lactamaseに 対す る安定性

R-3763の グラム陰性 菌由来 β-lactamaseに 対 する

安定性 を相対 力[休分解速度で検討 した結果 をTable10

に示 した。

R-3763はP.vulgaris 11の産生 す るCXaseに は不

安定であったが,そ の他の β-lactamaseに 対 しては比

較薬 と比べてかな り安定であった。



VOL.. 36 S-1 CHEMOTHERAPY 87

Fig. 24 Sensitivity distribution of clinical isolates
E. coli 21 strains (108 CFU/ml)

Fig. 25 Development of resistance to R-3763, CEX, CCL

and T-2525

S. aureus 209-P JC

K. frneumoniae KC-1

E. coil N1HJ JC-2

P. vuigaris OX-19

8.微 分干渉顕微 鏡による観察

対数増殖期の菌にR-3763を2時 間作用 させ た ときの

微分干渉顕微鏡での主要な観察像 とその結果 をまとめた

ものをFig.26～28に 示 した。

1)E.coliK-12の 場合

R-3763を 作用 させ ることによ り菌 は伸長化 し,濃 度

が高 くなるにつれてspheroplast様 構造 を呈 し,そ の

後溶菌 した。 また,高 濃度では菌体 はあま り伸長化せず

に溶 菌した。

2)SmrcescensT-55の 場 合

E.coliと 同様であるが,E.coli K-12の 場合 に比べ

てfilamentationを 呈 す る濃度域の広 い ことがわかっ

た。

9.PBPsに 対する親府牲

3菌株 のPBPsへ のR-3763の 親和性 を競 合実験 で検

討 した結 果 をFig.29～31に,ま た これ らか ら各々の

PBPへ のID5。を算出 した結果 をTable 11に示 した。

1)Saureus 209-P JCの 場 合

R-3763はPBP3と2に 対す る親和性が強 く,つ い

でPBP1,4の 順であ った。

2)S.aureus 10-2-4(MRSA)の 場合

ID5。値でみる とPBP1,3,2に 対する本剤の親和 性

は比 較的良好 であったが,PBP4やMRSAに 特有 な

画分であ るPBP2'に 対す る親和性は低かった。

3)E.coli K-12の 場合
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Table 10 Stability of R.3763 to ƒÀ-lactamases

* Hydrolysis rate of each substrate is expressed as relative Vmax based on a rate of 100 for PCG or CER.

Table 11 Competition of R-3763 with 14C-labeled penicillin G binding to PSPs in cytoplaamic membrane of

S. aureus 209-P JC, S. aureus 10.2-4 and E. coli K-12 in vitro

Fig. 26 Phase-contrast micrographs of E. coli K-12

exposed to R-3763 for 2 hours



VOL.36 S-1 CHEMOT HERAPY 89

Table 12 Protective effects of CS-807, CEX, CCL and T-2588 on experimental infections in mice

Fig. 27 Phase-contrast micrographs of S. marcescens T-55

exposed to R-3763 for 2 hours
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Fig. 28 Morphological effects of R-3763 on E. coli K12 and S. marcescens T-55 after 2 hours exposure

Fig. 29 Fluorography showing competition of R-3763 for 14C-labeled

penicillin G binding in S. aureus 209-P JC

Fig. 30 Fluorography showing competition of R-3763 for 14C-labeled

penicillin G binding in S. aureus 10-2-4
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Fig. 31 Fluorography showing competition of R-763 for 14C-labeled

penicillin G binding in E. coil K-12

R-3763はPBP1Aへ の親和性が最 も強 く,次 いで

PBP3,2,1Bsの 順 であ った。

10. マウス実験的腹腔 内感染症 に対 する治療効 果に

ついて

CS-807の マウス実験的腹腔 内感染症に対 する治療効

果 について検討 した結果 をTablel2に 示 した。

1) S.aureus Smith感 染症

CS-807のED50値 は0.092mg/mouseで,CEXや

CCLに は劣る もののT-2588よ りも優 れていた。

2) S.pyogenes C-203感 染症

CS-807のED50値 は0.0018mg/mouseで,T-2588

に比べ5倍 弱,CEXやCCLに 比 べ る と100倍 以上優

れていた。

3) E.coli KC-14感 染症

CS-807が 最 も優 れた治療効 果 を示 し,次 い でCCL

とT-2588が ほぼ同様の効果 を示 した。 これ らの薬剤に

比べてCEXの 治療効果 は明 らか に劣っていた。

4) K.pneumonide KC-1感 染症

ED50値 はCS-807<CCL≒T-2588<CEXの 順で,

勿 加吻 抗菌力 にほぼ対応 した効 果が得 られた。

5) S.marcescens T-55感 染症

本株 に抗菌力 を もたないCEXとCCLで はED50値

がそれ ぞれ9.8, 4.0mg/mouseで あるの に対 し,CS

-807の それ は0 .054mg/mouseと 明 らか に小 さ く,

MIC値 が同 等 で あ るT-2588の0.21mg/mouseよ り

も優れていた。

11. 血中濃度

CS-807, T-2588お よびCCLの50mg/kgを マウス

に投与 した ときの血中濃度 をFig,32に 示 した。

CS-807は 投与0.25-0.5時 間後 に最高血 中濃 度(50

μg/ml以 上)に 達 し,そ の値 は比較薬 よ りも高か った。

しかし投与1時 間以降の血 中濃度 はT-2588と ほぼ同様

であった。

III. 総括 お よび考 察

CS-807(R-3763)は 幅広 い抗菌 スペ ク トル を有 し,

特にS.pneumoniae, S.pyogenesあ るいはグラム陰性

菌に対 して強い抗菌力 を示 した。その抗菌力は従来の経

口用セ フェム剤 よ りも優 れてお り,T-2525と ほぼ同等

で あった。更 に,R-3763はCEX, CDXやCCLに 対

して感受 性 を示 さな いEnterohacter属,S.marces-

cens, indole-positive Phroteus属 などに対 して も良好

な抗菌力 を示 した。

R-3763を 作用させたE.coli K-12は 菌体の伸長化が

著 しく,高 濃度 にな るに従 いspheroplast様 構造 を呈

し溶菌 したが,こ の ことはPBP(1A),3,2,1Bsの

順 に良好 な親和性 を示 した ことと一致 する もので ある5)。

S.aurezcsに 対する β-lactam剤 の抗菌力 はPBP2

および3に 対する親和 性を反映 しているとされているが,

R-3763は この2画 分に対す る親希唯 が比較的強いので,

S.aureusに 対 しても他の経 口用セフェム剤 と同程度の

抗菌力を示す もの と思われる。一方,MRSAで は新 た

な画分PBP 2'(2a)の 産生やPBP3の 過剰産生が耐 性

の原因 として考 えられている7,8)。本実験 に供試 したS.

aureus 10-2-4株 のPBP3に 対 してR-3763は 比 較

的良好な親和性を示 したが,PBP 2'のID50は100μg/

ml以 上の高値 を示 し,そ れ以上 にPBP4に 対 する親
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Fig. 32 Serum levels of CS-807, CCL and T.2588 after

oral administration of 50 mg/kg to mice

Non.fasting

和 性は低か った。

増殖曲線 に及 ぼす影響,あ るいはMICとMLCと の

関係 で6h-MLCが 高値 を示 す こ とか ら,R-3763の

MIC濃 度付近 における短時間の殺菌力 は必ず しも強 く

ない と思われる。 しかるに,マ ウス実験的腹腔内感染症

に対するCS-807の 治療効果 は,Saureus Smith株 で

はCCLやCEXに 劣 るもののS.pyogenes C-203や グ

ラム陰性菌では他剤 より優 れていた。MIC値 がほぼ同

等 のT-2588に 比べて も,数 倍 よい治療効果 を得た こと

は,単 に本剤のin vitro抗 菌活 性が優 れてい るのみな

らず,投 与直後の血中濃度が高いことなど,体 内動態が

優れていることに帰因する と考えられる。
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IN VITRO AND IN VIVO ANTIBACTERIAL
ACTIVITIES OF CS-807, A NEW ORAL CEPHEM ANTIBIOTIC

TAKESHI NISHINO, TAKASHI TAKENOUCHI, MASAKO OHTSUKI and TERUO TANINO

Department of Microbiology, Kyoto Pharmaceutical University, Kyoto

We compared the in vitro-and in vivo activities of CS-807 (R-3763), a new oral cephem antibiotic, with

those of cephalexin, cefaclor, cefadroxil, T-2588 (T-2525) and amoxicillin, with the following results.

R-3763 had a broad antibacterial spectrum against Gram-positive and -negative bacteria, and was espe-

cially active against S. pneumoniae, S. pyogenes and Gram-negative bacteria. It was also potent against

Enterobacter spp., S. marcescens and indole-positive Proteus spp., which were insensitive to older oral

cephems. R-3763 showed bactericidal activity at low concentrations. Morphological observation revealed that

E. coli and S. marcescens became filamentous, spheroplast-like structures and were lysed relative to the

increasing concentration of R-3763.

R-3763 showed relatively high affinity with penicillin-binding proteins(PBPs) 3 and 2 of S. aureus, but a

low affinity with PBPs 2' and 4. On the other hand, the affinity of R-3763 with PBPs of E. coli decreased in

the order 1A, 3, 2, 1Bs. R-3763 was stable against fl-lactamases produced by Gram-negative bacteria.

The therapeutic efficacy of CS-807 in experimental infections in mice was inferior to those of cephalexin

and cefaclor against S. aureus, but much superior against S. pneumoniae and Gram-negative bacteria. CS-807

showed ED50 values several times lower than even T-2588, whose antibacterial activity in vitro was similar.

CS-807 also produced higher serum levels than T-2588 and cefaclor.


