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呼吸器感染症 におけ るSulbactam・Ampicillinの 使用経験

原田 進 ・原田泰子 ・北原義也 ・高本正祇 ・石橋凡雄 ・篠田 厚

国立療養所大牟田病院内科*

主に中等症ないし重症の呼吸器感染症29例 に,Sulbactam(SBT)とAmpicillin(ABPC)の 合

剤SBT・ABPCを 点滴静注によって投与 し,臨床効果 を検討 した。その結果は,著 効17例 有効8例 。

やや有効1例,無 効3例 で有効率は86.2%で あった。副作用 としては1例 に蕁麻疹が認め られたが,

投与中止後すみやかに消失 し,ま た,他 の1例 には,発 赤 及び蚤痒感が認め られたが,投 与継続のま

ま,翌 日には消失 した。本剤投与による臨床検査値の異常は,好 塩 基球の上昇,GOT及 びGPTの 上

昇,GOT及 びLDHの 上昇が各1例 ずつ,他 に好酸球の上昇が2例 に認め られたが 重篤な ものはな

ぐ,呼 吸器感染症に対す る抗菌剤 としてSBT・ABPCは 高い有用性を示 した。
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通常の呼吸器感染症の起炎菌 として,一 般細菌の 中で

はStreptococcus pneumoniaeやHaemophilus influen-

zaeの頻度が高い1)2)。Ampicillin(ABPC)は これ らの菌

種に抗菌力が強 く,安全性に優れているため,開 発後二十

数年を経 た今 日において も,な お呼吸器感染症に対する

first choiceの 抗菌剤 として広 く臨床に用い られている。

しかし近年,ABPC耐 性のH.influenzaeや 耐性 ブ ドウ

球菌感染症の増加2)3)が報告 され,ま た慢性気管支炎や肺

気腫,気管支拡張症など種々の基礎疾患 を有 し,呼吸器感

染を頻回に繰 り返す症例では,グ ラム陰性桿菌 をは じめ

とした β-ラクタム系抗生剤耐性 菌による難治性呼 吸器

感染症が臨床上問題4)にされるようになった。 そこで β-

lactamase inhibitorと し てsulbactam(SBT)5)や

clavulanic acid6)な どが開発されて きたが,こ れらの薬

剤は単独では抗菌力が弱いために,ペ ニ シリン系やセ フ

ェム系抗生剤 との合剤 どして,臨 床応用7)-9)が検討 され

ている。今回,主 に中等症ないし重症の呼吸器感染症に,

SBTとABPCを1:2の 割 合 で配合 した合 剤SBT・

ABPCを 投与 し,そ の臨床効果 を検討 したの で報 告す

る。

1.対 象

対象 は昭和61年3月 より昭和62年4月 までに国立療

養所大牟田病院 に入院 した29例 の呼吸器感 染症患者 で

ある(Table1)。 男18例,女11例 で 年齢は65.6±13.9

歳で160歳 以上の高齢者が29例 中23例 と79.3%を 占めて

いた。呼吸器感染症の内訳は肺炎13例,気 管支炎9例,

肺気腫感染3例,肺 膿瘍3例,気 管支拡張症感染1例 で,

29例 中17例(58.6%)に 基礎疾患があ り。それらは慢性

気管支炎(8例),肺 気腫(5例),気 管支拡張症(4例),

陳旧性肺結核症(2例),肺 線維症(1例),気 管支喘息(1

例)の 呼吸器病変 を有 していた。 また10例 にTable1に

示す ような種々の合併症を伴 っていた。マ イコプラズマ

感染は,臨 床所見やマ イコプ ラズマ抗体価 寒冷凝 集反

応の結果から対象 の全症例 で否定 された。

抗菌剤投与前に喀痰 より分 離 され た一般細菌は,H.

influenzae 5例,Pseudomonas aeruginosa 4例,Sta-

phylococcus aureus,S.pneumoniae,Branhamella

catarthalis各1例 であった。

II.方 法

SBT・ABPCの 投与 方法 は,1回1.5gを 電解 質 液

200mlま たは生理 的食塩水100mlに 溶解 し,1日2回

(症例11の み3回)30分 か ら1時 間か けて点滴静注 し

た。投与期間は12.8±3.6日(4日 ～21日),総 投与量は

38.9±12.0g(12g～66g)で あった。

臨床効果は,(1)咳 漱,喀 痰,発 熱,呼 吸困難 などの

自他覚所見(2)血 沈,CRP,白 血球数お よび動脈血 ガ

スなどの臨床検査所見(3)胸 部X線 所見(4)喀 痰か

ら検 出された推定起炎菌の消長 を基準項 目として,著効,

有効,や や有効,無 効に分けて判定 した。

薬剤の副作用は,自 他覚所見や本剤の投与前後に行 っ

た末梢血液像,尿,肝 機能,腎 機能,電 解質の諸検 査成

績について検討 した。

薬剤の有用性はい臨床効果 副作 用,感 染症の重症度

を総合的に勘案 して,非 常に満足 満足 どちらともい

えない,不 満,非 常 に不満に分けて判定 した。

III.結 果

(1)臨床効果

呼吸器感染症29例 に対す るSBT・ABPCの 臨床効 果
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Table 2. Sensitivity (MIC) of clinically isolated strains to several antibiotics

SBT•EABPC : sulbactam•Eampicillin

SBT : sulbactam

CEZ : cefazolin

ABPC : ampicillin

PIPC : piperacillin
CMZ : cefmetazole

は,著 効17例,有 効8例,や や有効1例,無 効3例 で,

有効以上の有効率は86.2%で あった。疾患別にみ ると,

肺膿瘍3例 では著効2例,有 効1例,肺 炎13例 では著効

10例,有 効2例,や や有効1例 で,有 効率はそれぞれ100

%,2.3%で あった。肺炎例でやや有効 と判定された症

例27は,基 礎疾患 として気管支拡張症 を有 し,喀 痰 より

S.pneumoniaeが 分離 された。SBT・ABPCを1日3

g,4日 間点滴投 与 を行 い喀疾 細菌 検査 に おけ るS.

pneumoniaeの 消失,CRPの6+か ら4+へ の低下,発

熱の軽減が得られたが,呼 吸困難や咳,痰 などの自覚症

状の改善がな く,胸 部X線 像ではま悪化が認め られた。そ

こでSBT・ABPCを 中 止 しClindamycin 1800mg/日

に変更 したところ,呼 吸困難 などの自覚症状や胸部X線

像の改善が得られた。 このような臨床経過か ら,本 症例

は嫌気性菌感染あ るいはS.pneumoniaeと 嫌気性菌 と

の混合感染が疑われた。

気管支炎9例 では全症例が肺気腫,陳 旧性肺結核,慢

性気管支炎,気 管支拡張症の基礎疾患 を有 してお り,著

効3例,有 効4例,無 効2例 で有効率は77,8%で あ った。

気管支炎における2例 の無効例では,2例 とも喀痰 よ り

P.aeruginosaが 分離 された。

喀痰分離菌 よ りみたSBT・ABPCの 細菌学的効果 は,

H. influenzae 5例,S. aureus 1例,B. catarrhalis 1

例,S.pneumoniae 1例 のすべ ての菌がSBT・ABPC

投与によ り消失 した。P.aeruginosa 4例 では,2例 に

おいて消失,2例 において不変であった。これ らの細菌

学的効果 と臨床効果は,症 例27を 除けば良 く一致 した結

果を示 した。

症例13と 症例20で 分 離 されたP. aeruginosaに つい

て薬剤感受性試験 を行 なった(Table 2)。臨床的 に も細

菌学 的に も著効 を示 した症例13で は,SBT・ABPCの

MICは 接種 菌量106cfu/mlで3.13μg/ml,108cfu/ml

で12.5μg/mlを 示 し,無 効 で あった症例20で は,106

cfu/mlで50μg/ml,108cfu/mlで100μg/mlと 臨床成

績 を裏付け る結果であった。

(2) 副作用

症例24に お いてSBT・ABPC投 与6日 後,前 胸部 に

〓 痒を伴 う発赤が出現 したが,投 与継続の まま,翌 日に

は消失 した。また,症 例25に おいてSBT・ABPC投 与5

日後,左 上肢 と両側下肢に蕁麻疹が出現 した。 直ちに本

剤の投与 を中止 し,2日 後 蕁麻疹 は消失 した。SBT・

ABPC投 与前後における臨床検査成績はTable 3,4,

5に示 した。末梢血液像 では症例1に おいてRBC,Hbの

減少が見 られたが,胃 潰瘍 による消化管出血が原因と考

えられた。 また投与終了時,末 梢血液像で好塩基球37%

の異常値が報告 されたが,そ の7日 後の検査成績 では好

塩基球は1%で あった。末梢血液像の検査は,国 立療養

所におけ る超大型 自動分析装置 共同利用研究会のスタデ

ィの一環 として,他 の国立療養所において 日立806型 末

梢血液 自動分類装置を用いて行われたため,異 常値の再

検査 は出来なか ったが,中 毒顆粒を有す る好中球 を好塩

基球 と誤 った可能性 も考え られ,SBT・ABPCに よる副

作用 とは考 え難か った。 また数症例 に好酸球の軽度の増

加 もみ られたが,感 染症回復期におけ る変化 とも考 えら

れ,SBT・ABPCに よる副作用 とは断定で きなかった。

血液生化学検査成績 では,症 例11でGOT,GPTの 上

昇,症 例21でGOT及 びLDHの 上昇がみられ,症例8で

は投与前 よりBUN,S-Creatinineの 上昇がみ られた。

しか し,こ れ らの症例 では本剤投与前 に合併症 として,

慢性肝炎や腎機能障害を有 してお り,SBT・ABPCに よ

る影響 とは考えられなか った。

(3) 有用性 (Table 6)

臨床効果や副作用,疾 患の重症度 などを総合的に考慮

して得 られたSBT・ABPCの 有用性 は,非 常に満足16

例,満 足8例,ど ちらともいえない1例,不 満4例 であ

り,SBT・ABPCは 呼吸器感染症に対 し高い有用性 を示

した。

IV. 考 案

Sulbactamの β-lactamase inhibitorと しての作用

は,PCase型 β-lactamaseに 対 しては強 く,CEPase型
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Table 4. Liver function before and after sulbactam•Eampicillin therapy

B: before therapy A: after therapy Values in parentheses indicate normal range

に対 しては中等度の阻害活性 を示す と報 告9)され てい

る。従 っ てSBTとABPCと の 合 剤 で あ るSBT・

ABPCは,ABPC耐 性菌に強い抗菌力を示す と共に,本

来ABPCに 感受性の低 い弱毒性 グラム陰性桿菌の一部

にも,抗菌域 を拡大 した抗菌製剤 として期待 されている。

今 回対 象 とな った呼 吸 器 感染 症 は 全 てcommunity

acquired infectionで あ り,肺 実質炎である肺化膿症

肺炎では,有 効率93.8%と 優 れた成績 であった。また,

気管支炎9例 に対す る有効率は77.8%で あったが,全 症

例が基礎疾患 として呼吸器病変 を有 し,頻 回に呼吸器感

染 を繰 り返 している症例 であったの に,比 較的良い成績

と考 難られた。特 に,丁通常ABPCが 抗菌力 を示 さない

β-lactamase産 生のP.aeruginosaが 分離 された4症

例の うち2例 に著効 を示 し,薬 剤感受性 試験 もこの臨床

成績 を裏付け る結果 を示 したことは,β-lactamase産 生

菌 に対す るSBT・ABPCの 合剤 としての有用性 を示 唆

するもの と考 難られ た。また副作用は,29例 中1例 に発

赤及び〓痒感.他 の1例 に,蓴 麻疹が見 られたのみ で

特に重篤な臨床検査異常 も認め られず,比 較的高い安全

性 を示 したことによ り,通 常の呼吸器感染症には もちろ

ん,β-lactamase産 生菌による感染症が高頻 度にみられ

るnosocomial infectionや 菌交代症 などの難治性呼吸

器感染症10,にも,SBT・ABPCは 有用 な抗菌剤 と期待 さ

れる。
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Table 5. Renal function and electrolytes before and after sulbactam•Eampicil-

lin therapy

B: before therapy A: after therapy Values in parentheses mean normal range

Table 6. Clinical usefulness of sulbactam•Eampicillin in 29 cases of respiratory

infections
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SULBACTAM•EAMPICILLIN IN LOWER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS

SUSUMU HARADA, YASUKO HARADA, YOSHINARI KITAHARA, MASAHIRO TAKAMOTO,

TSUNEO ISHIBASHI and ATSUSHI SHINODA

Department of Internal Medicine, Ohmuta Byoin National Sanatorium

1044-1 Ohaza-Tachibana, Ohmuta, Fukuoka 837, Japan

Sulbactam•Eampicillin(SBT•EABPC) is a combination drug containing sulbactam and ampicillin in a ratio of

1: 2. The clinical efficacy and safety of SBT-ABPC were evaluated in 29 patients with moderate or severe

respiratory tract infections(pneumonia 13, bronchitis 9, emphysema 3, lung abscess 3, bronchiectasis 1). The drug

was administered by intravenous drip infusion twice or three times a day at a dose of 1.5 g of SBT•EABPC(one

vial containing 0.5 g of SBT and 1.0 g of ABPC). The following results were obtained.

1) Clinical effect was excellent in 17, good in 8, fair in 1 and poor in 3 patients, and the overall efficacy rate was

86.2 %.

2) As adverse effects, urticaria was observed in one case and drug eruption with itching in another. Abnormal

changes in laboratory tests, though not serious, were also observed during treatment: basophilia in 1 case,

elevation of S-GOT and S-GPT in 1, of S-GOT and LDH in 1, and eosinophilia in 2.




