
VOL.36 S-5 CHEMOTHERAPY 387

Cefodizime (THR-221)に 関す る臨床的検 討

押谷 浩 ・井上尚志 ・川平昌秀 ・河合 伸 ・小林宏行

杏林大学医学部第一内科学教室

セ フェム系抗生物質(THR-221)に ついて臨床 的に検討 し,以 下の成績 を得た。

慢性気道感染症増悪例3例(慢 性気管支炎1例,気 管支拡張症2例),肺 炎5例,胸 膜炎1例 の計9

例 にTHR-2211回1g,1日2回 点滴静注 した。

臨床効果 は,著 効2例,有 効3例,無 効3例,判 定不能1例 であった。

副作用 は1例 にも認め られなか った。 また臨床検査上,肝 機 能検査値の異常 を3例 に認め たが,い

ずれ も軽度であ り,す みやか に正常化 した。

THR-221は 新 しく開発 され たセフェム系の抗生物質で

あ り,グ ラム陰性菌 をは じめ陽性菌等 に幅広 くそ して強

い抗菌力 を有 している1)。

著者らは,今 回本剤 の臨床的有用性 に関す る治験 の機

会を得 たので報告する。

1.対 象 と方法

対象は56歳か ら86歳 までの9名 の感染症患者で,慢 性

気道感染症増悪例3例(慢 性気管支炎1例,気 管 支拡 張

症2例),肺 炎5例,胸 膜炎1例 で ある。投与 方法は,

本剤1回1gを1日2回,約1時 間かけて点滴 静注 法に

て行った。

臨床効果の判定は原則 として,本 剤使用前後における

臨床症状,各 種臨床検査所見,胸 部X線 像 お よび喀痰

中の細菌検査所見を観察 し総合的に行 った。 また,成 績

の判定は本剤使用終了時に行 った。

臨床症状,所 見の評価にあたっては,特 に体温,喀 痰

量 とその性 状,白 血球 数,血 沈,CRPを 観 察 した。喀

痰量は,1日50ml以 上 を3+,50～10mlを2+,10ml

以下 を1+と して記 した。

II.成 績

発熱,膿 性痰,白 血 球増 多,CRP陽 性 などの うち,

いずれか3項 目以上 を有する ものを対象 とした。集積 さ

れた症例は9例 であ った(Table 1,2)。

1.各 個別症例の検討

症例1:肺 癌で入院 中,肺 炎を併発 した症例。本剤投

与3日 目に解熱 し,投 与終了時には咳徽,喀 痰,X線 像,

白血球 数お よびCRPの 改善が得 られ,著 効 と判定 され

た。起炎菌 はK.oxytocaと 推定 された。

症例2:咳 嗽,喀 痰,発 熱 が出現 し,X線 にて陰影が

・認め られたため,肺 炎 と診断 され入院 した。本剤投与2

日目に解熱 し,3日 目に咳嗽,喀 痰 とも消失 し,投 与終

了時に は白血 球数,CRPの 正常化 お よびX線 像 の改善

が得 られ,著 効 と判定 された。H.influenzaeが 起炎菌 と

推定 された。

症例3:肺 線 維症,慢 性肝炎 にて入 院中,肺 炎 を併 発

した症例。本剤投与4日 目には解熱 し,咳 嗽の消失およ

び膿 性痰 は粘性痰 に改善 した。 また投与 終了時 にはX

線 像 の改 善 も得 られ有効 と判定 された。起 炎 菌 はP

uruginosaとK.Pmmmiuと 推定 された。

症例4:気 管 支拡 張症の急性増悪 にて入院 した症例。

本剤投 与終了時 には解熱傾向がみられ,咳 嗽,喀 痰 およ

びCRPの 改善が得 られ,有 効 と判定 された。

症例5;気 管支拡張 症の急性増悪にて入院 した症例。

本剤投 与6日 目には喀痰 が,7日 目には咳噺 が消失 し,

投 与終 了時 には解 熱 した。 また 白血球 数,CRPの 正常

化が得 られ,有 効 と判定 された。ここで,X線 像 におい

て,投 与7目 目に陰影の増 強が認め られた。 その後の追

跡調査 にて,投 与 終了3日 後のX線 像 で は陰影 の残存

はある ものの消褪傾向がみ られた。著者 らは,薬 剤性肺

炎の可 能性 も考 え,本 剤に対す るDLSTを 施 行 したがす

べて陰性 であ った。本症例 は,薬 剤投与中自覚症状,血

液検査所 見に改善がみ られ るなか,X線 上陰影 の増強が

示 された点 をどう判断するか不明であるが,施 行 し得た

検査結果 からは,少 な くとも薬剤性肺炎は否定で きよう。

症例6:慢 性気 管支炎,自 然気胸 にて入院中の症例。

本剤使用前 日よ り高熱,咳 嗽,喀 痰 が出現 していた。本

剤投与開始 日に全身状態の悪化傾 向がみ られたため,メ

チ ルブ レ ドニゾロ ン120mg/日 を2日 間併用 した。 この

ため,本 症例 は臨床効果判定 より除外 された。

症例7:肺 炎 にて入 院 した症例。本剤 を4日 間投与 し

たが,発 熱,咳 噺 は持続 し,X線 像,白 血 球数 お よび

CRPも ほぼ不変で,無 効 と判定 された。

症例8:気 胸 にて入 院中,肺 炎 を併発 した症例。本剤

3日 間投与 を行 うも発熱,咳 噺,喀 痰お よび呼吸 困難 は
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Table 1 Clinical results of THR-221 treatment (intravenous drip infusion)

Table 2 Laboratory findings

N.D.Not done
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持続 し,X線 像 も悪化 し無効 と判定 された。

症例9:肺 線維症 に胸膜 炎 を併発 して入院。本剤6日

間投与を行 うも解熱せず,咳 嗽 は持続 し,検 査所見 も改

善せず,無 効 と判定 された。

2.起 炎菌の消長

起炎菌 と判定 され た菌種 は,K.axytoca(症 例1),鳳

influenzse(症例2),P. aeruginosa, K. Pneunoniae(症 例

3)で あったが,い ずれ も投与終了時 の菌検索が実施 で

きなかったため,細 菌学的効果は不 明であ った。

3.副 作用お よび臨床検査値異常

副作用は自 ・他覚症状 とも認め られなか った。 また,

臨床 検 査所 見 の 異 常 と して,GPT上 昇(症 例1),

GOT・GPT上 昇(症 例6)を 認めたが,投 与 終了後す み

ゃかに正常化 した。 さらに,症 例3で 慢性肝 炎に よる

GOT・GPTの 投与前で み られた異常が投 与中軽度増悪

を認めた。 しか し,投 与終了時にはほぼ前値に戻 った。

III.考 按

Cefodizime (THR-221)は 広域 な抗 菌スペ ク トラム を有

し,特 に,呼 吸器感染症 の主 な起炎菌である黄色 ブ ドウ

球薗,肺 炎桿薗お よびイ ンフルエ ンザ桿薗な どに対 し,

強力な抗菌力が報告 されている2)。

著者 らの成績 において,9例 中著効2例,有 効3例,

無効3例,判 定不能1例 であ った。この うち,起 炎菌が

同定 された3症 例 は,い ずれ も菌の消長は不明であ った。

また,副 作 用は1例 にも認め られなかった。

臨床検査値 の異常 と して,3例 に肝機能異常 を醒めた

が,い ず れ も軽度であ り,す みやかに正常化 した。

以上のことよ り,本 剤の点滴静注投与 は,呼 吸器感染

症 に対 して臨床的有用性が期待 で きると考 えられた。
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CEFODIZIME(THR-221) IN RESPIRATORY TRACT INFECTION
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We carried out clinical studies on THR-221, a new cephalosporin in respiratory tract infections and obtained the fol-

lowing results.

Nine patients(5 with pneumonia, 2 with bronchiectasis and 1 each with chronic bronchitis and pleuritis) were treated

with a 1.0 g dose of THR-221 twice a day by i.v. drip infusion.

The clinical response to THR-221 was excellent in 2 cases, good in 3, poor in 3 and unknown in 1 case. No adverse

effect was observed. Laboratory findings revealed mild hepatic dysfunction in 3 cases, but these abnormalities dis-

appeared rapidly.


