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泌尿器科領域における7432-Sの 臨床的検討

上間健造 ・香川 征 ・黒川一男

徳島大学医学部泌尿器科科学教室。

(主任:黒 川一男教授)

今川章夫

高松赤十字病院泌尿器科**

藻村宣夫

藤村診療所***

新 しい経口用セフェム系抗生物質で ある7432-Sを,急 性 単純性 膀胱炎5例,慢 性複雑性尿路

感染症47例,尿 道炎1例 に対 して。1回100ま たは200mg,1日2～3回,1～14日 間経 口投与

し,次 の成績を得 た。

1) UTI薬 効評価基準 に合致 した急性単純性膀胱 炎4例 で は,著 効3例,有 効1例 であ り総合

有効率 は100%で あ った。慢性複雑性尿路感染症46例 では,著 効30例,有 効6例,無 効10例 で

総合有効率は78%で あっ た。

2) 細菌学的効果は,急 性単純性膀胱 炎で は菌消失率75%,慢 性複雑性尿路感 染症で は57株 中

49株 が消失 し.菌 消失率 は86%で あ った。

3) 尿道炎1例 の主治医判定 はやや有効であった。

4) 自他覚的副作用は1例 に発疹が認め られ たが,臨 床検査値 の異常変動 は認あ られなか った。
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7432-S(pig.1)は 塩野義製薬研究所で合成,ス ク

リーニ ングされた経 ロ用セフェム系抗生物質であ る。本

剤は腸内細菌科の菌種を含 む広範囲のグラム陰性菌およ

び一部のグラム陽性菌に対 して抗菌作用を示 し,尿 中排

泄も良好とされている1)。

 Fig. 1 .1 Chemical structure of 7432-S.

このたび,泌 尿器科領域の尿路感 染症 に本剤を投与 し

て臨床効果および副作用を検討 したので報告す る。

I. 対象および方 法

1. 対 象

対象患者は徳島大学医学部付属病 院泌尿器科および当

科関連施設を受診 した尿路感染症患者で,治 験の同意 の

得 られた53例 とした。

疾患の内訳 は,急 性単純性膀胱炎5例,慢 性複雑性膀

胱 炎40例,慢 性複雑 性腎盂 腎 炎7例,尿 道炎1例 で

あ った。

年令 は,28歳 か ら88歳(平 均年 令63歳)で,男 性

27名,女 性26名 であ った。

2. 投与方法

投与方法は原則 として,急 性単純性膀胱炎に対 しては

本剤 を1回100mg,1日3回,3日 間投与 と し,慢 性

複雑性尿路感染症に対 しては,1回100～200mg,1日

2～3回,5日 間投与 とした。尿道炎 に対 しては,1回

100mgを1日3回5日 間投与 と した。 また,急 性単純

性膀胱炎5例 と慢性複雑性尿路感染症6例,尿 道炎1例

の計12例 では,効 果判定後に追加投与を行い計14日 間

投与 し長期投与例 と した。

なお,本 剤 の薬効 に影響 を与 える他の薬剤 の併用 は行

わなか った。

3. 効果判定基準

UTI薬 効評価基準(第3版)2}に 合致す る症例 は本基

*

 〒770 徳島市蔵本町3
**

 〒760 高松 市番町4-1-3
***

 〒569 高槻市春日町2
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Table 1 , Clinical summary of acute uncomplicated cystitis patients treated with 7432-S

*

 Before treatment/

After 3 days treatment
**

 UTI : Criteria by committee of UTI

Dr : Dr's evaluation

Table 2. Overall clinical efficacy of 7432-S in acute uncomplicated cystitis
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Table 3-1. Clinical summary of complicated UTI patients treated with 7432-S (1)

*
Before treatment

After treatment
**

UTI: Criteria by the UTI committee

Dr: Dr's evaluation

C.C.C.: Chronic complicated cystitis

C.C.P.: Chronic complicated pyelonephritis

B.P.H.: Benign prostatic hypertrophy
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Table 3 - 2 , Clinical summary of complicated UTI patients treated with 7432-S (2)

* 
Before treatment/

After treatment
**

 UTI: Criteria by the UTI committee

Dr : Dr's evaluation

C.C.C. : Chronic complicated cystitis 

C.C.P. : Chronic complicated pyelonephritis 

B.P.H. : Benign prostatic hypertrophy
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Table 3 - 3 . Clinical summary of complicated UTI patients treated with 7432-S (3)

* 
Before treatment/

After treatment
** 

UTI: Criteria by the UTI committee

Dr : Dr's evaluation

C.C.C. : Chronic complicated cystitis 

C.C.P. : Chronic complicated pyelonephritis

B.P.H. : Benign prostatic hypertrophy
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Table 3 - 4 . Clinical summary of complicated UTI patients treated with 7432-S (4)

* 
Before treatment/

After treatment
**

 UTI: Criteria by the UTI committee 

Dr : Dr's evaluation

C.C.C. : Chronic complicated cystitis 

C. C. P . : Chronic complicated pyelonephritis 

B.P.H. : Benign prostatic hypertrophy
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Table 4 . Overall clinical efficacy of 7432-S in complicated UTI

Table 5. Overall clinical efficacy of 7432-S classified by the type of infection

準に従い判定 した。慢性複雑性尿路感染症の一部の症例

では効果判定日が1日 前後 していたが,薬 効評価 に影響

を与える他の因子が認め られないと判断 されたため同基

準に従い判定 した。

また,自 他覚的症状,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 った。

長期投与症例では,本 剤 の投与終了後に も同様 に判定

した。

II. 臨 床 成 績

1. 急性単純性膀胱炎

急性単純性膀胱 炎5例 の臨床成績 をTable 1に 示 し

た。主治医判定では著効4例,や や有効1例 であった。

UTI薬 効評価基準 に合致 した4例 で は,著 効3例,有

効1例 であ り総合有効率 は100%で あ った(Table 2)。

長期(14日 間)投 与後の判 定で は,全 例 で膿尿,細

菌尿 は認め られず著効 と判定 された。
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Table 6 . Clinical efficacy of 7432-S classified bydaily dosage

Table 7 . Clinical summary of urethritis patients treated with 7432-S

* 

Before treatment/

After treatment

Table 8. Bacteriological response to 7432-S in acute uncomplicated cystitis

* Persisted : Regardless of bacterial count

2. 慢性複雑性尿路感染症

慢性複雑性尿路感染症47例 の臨床成績をTable 3に

示 した。主治医判定 では著 効29例,有 効5例,や や有

効4例,無 効8例,判 定不能1例 で有効率は74%で あっ

た。UTI薬 効評価基準判定 の施行 され た46例 で は,著

効30例,有 効6例,無 効10例 で総合有効率 は78%で

あ った(Table 4)。

UTI疾 患病態群 別の総 合有 効率は,第1群50%,第

2群100%,第3群100%,第4群89%,第5群0%,

第6群50%,で あ った(Table 5)。

1日 投与量 別総合臨床効果では,1回100mgを1日

3回 投与群で70%,1回200mgを1日2回 投与群で92

%,1回200mgを1日3回 投与 群 で82%の 総合 有

効 率 で あ り,1回200mg投 与 群 で 有 効 率 が 高か った

(Table 6)。

長 期投 与 症 例(No.9, No.13,No.14, No.15, No.

16, No.17)で は,5日 目判 定 で の 著 効 例 は14日 目判

定 に お いて も著 効 で あ り,ま た,5日 目判定 で有効の1

例 は141日 目判 定 で 著効 へ と改 善 して い た。

3. 尿 道 炎

尿道 炎の1例 は,Neisseria gonorrhcede, Chlamy-

dta trachomatisの 検 索 は 行 っ て い な いが,本 剤投与

後 も 自覚 症 状,初 期 尿 中 の膿 球 が 持 続 して い るためやや

有 効 と判 定 され た(Table 4)。

4. 細 菌 学 的 検 討

UTI薬 効 評 価 基 準 判 定 例 の細 菌 学 的 効 果 をTable 8,
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Table 9. Bacteriological response to 7432 S in complicated UTI

*Persisted: Regardless of bacterial count

Table 10. Strains* appearing after 7432-S treatment in complicated UTI

* Regardless of bacterial count

Table 9,Table 10に 示 した。

急性単 純 性 膀 胱 炎 で は,Escherichia coliの3株 は

消失 したがStaphytococcus aureusの1株 は 存 続 した

(Table 1,Table 8)。

慢 性 複 雑性 尿 路 感 染 症 で の菌 消 失 率 は86%(57株 中49

株 消失)で あ った 。 株 数 の多 か っ た菌 種 で の 菌 消 失率 を

み る と,E.coliお よ びKlebsiella pneumoniaeで100

%,Enterococcus faecalisで67%,Pseudomonas
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Table 11- 1. Laboratory findings (1)

B : Before the treatment 

A : After the treatment 

< > : Normal

* Long therapy
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Table 11-2. Laboratory findings (2)

B : Before the treatment 

A : After the treatment 

< > : Normal

* Long therapy
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Table 11- 3. Laboratory findings (3)

B : Before the treatment 

A : After the treatment 

< > : Normal

* Long therapy

aeruginosaで40%の 菌消 失率で あ った(Table 3,

Table 9)。

投与後 出現菌 はE.faecalis 4株 を主 とす る グラム

陽性球菌が6株,ブ ドウ糖非発酵グラム陰性桿菌5株 を

主 とす るグラム陰性桿 菌が6株,Yeastが1株 であ うた

(Table 10)。

5. 副作用

自他覚的副作用 は,1例 で投与開始 日に発疹を認めた

が,無 処置で速や かに消失 した。本剤 による臨床検査値

の異常変動 は,長 期投与症例 も含めて1例 も認め られな

か った(Table 11)。

III. 考 察

7432-SはE.coli, Ktebsiella, Proteus, N.goner-

rhoeae,に 対 して 極 め て 強 い 抗 菌 力 を 有 し, Entero-

bacter, atrobacter, Serratia, Pseudomonas cepa-

ciaに 対す る抗菌力 も強 く,各 種の β-lactarnaseに も

安定 で あ るが,反 面, Enteroeocci, Staphylococciに

はほ とん ど感受性 が な く, Pseudomonas aeruginosa

に対す る抗菌力 も弱 い等 の特徴がある。 さらに,尿 中回

収率 も良好である ことか ら泌尿器科領域の尿路感染症に

対す る有用性が期待 され たため,臨 床的検討壷行った。

急性 単純性膀胱 炎に本剤を1回100mgb1日3回,

3日 間投与 した成績で は,総 合有効率100%で あった。
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また,再 発予防のため14日 目まで投与 したが膿尿,細

菌尿共に悪化例はなか った。以上よ り急性単純性膀胱 炎

の治療においては本剤を1回100mg,1日3回 の投与

で充分満足できる効果が得 られ るものと考え られた。

慢性複雑性尿 路感染症 に本 剤 を1回100mg～ 200

mg,1日2～3回,5日 間投与 した成績 では,著 効 率

65%,総 合有効率78%と 全国集計1)の それぞれ29%,57

%に 比べ極めて良好であうた。総合有効率 が高 くな った

原因として,UTI疾 患病態群構成 で一般 に難 治性 と さ

れている第1群,第2群,第5群,第6群 が 全症例 の

28%と少なく,逆 に治療に反応 しやす い第3群,第4群

の占める割合が72%と 多か うた こと,本 剤 の適応菌種

であるE.cotiとK.pneumoniaeの 両菌種 で53%を 占

めていたことが挙げられる。

細菌学的効果では57株 中49株 が消失 し,菌 消失率 は

86%と 良好であった。E.coliとKlebsiellaは 全株消失

し,存続株はP.aeruginosa 3株, E,faecalis 2株,

Sierratia marcescens 2株, Enterobacter cloacae 1

株であった。投与後出現菌では,E.faecalisを 主 とす る

グラム陽性球菌 とP.aeruginosaを 含め たブ ドウ糖非

発酵 グラム陰性桿菌が主であ った。

再発 予防を目的 と して14日 間 の長期投 与を行 った症

例で は,著 効を維持 したかあ るいは有効か ら著効へ と改

善がみ られ,臨 床的有用性が認め られた。

副作用に関 しては,1例 で本剤投与 初 日に発疹が出現

したが,本 剤の服用 を中止 したのみで,特 別な処理を必

要 とせず速やかに消失 した。本剤によると思われる臨床

検査値の異常変動 は長期投与例 も含めて認め られなか っ

た。

以上の結果よ り,7432-Sは 急性単純性 膀胱 炎および

慢性複雑性尿路感染症に対 し有用であ ると思われた。
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7432-S IN UROLOGY 
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We used 7432-S in the treatment of urinary tract infections (UTI) to investigate its clinical 
efficacy and safety. The subjects were : 5 patients with acute uncomplicated cystitis, 47 with 
chronic complicated UTI, and one with urethritis. 

The following results were obtained. 
1) Clinical efficacy was evaluated according to the criteria of the Japanese UTI Committee. 
The overall efficacy was 100% in 4 patients with acute uncomplicated cystitis. In 46 patients 

with chronic complicated UTI, it was excellent in 30, moderate in 6 and poor in 10, the overall 
efficacy rate being 78%. 

2) Bacteriologically, 3 of 4 strains (75%) were eradicated in acute uncomplicated cystitis and 
49 of 57 strains (86%) in chronic complicated UTI. 

3) Clinical response was fair in one patient with urethritis. 
4) As to side-effects, rash of the extremities was observed in one patient, but no abnormal 

laboratory findings.


