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Cefdinirの 内科領域各種感染症に対する臨床的検討

加藤正一 ・田城孝雄

加藤達雄 ・山根至二
東京厚生年金病院内科*

新経ロセフェム剤cefdinir(CFDN)の 内科領域各種感染症 に対する臨床的有 用性 につ いて検討 し

た。

対象は呼吸器感染症6例(慢 性気管支炎2例,肺 炎4例)お よび尿路感染症2例(急 性 腎孟腎炎,

慢性膀胱炎各1例)の 計8例 であった。本剤1回100～200mgを1日3回7～21日 間経口投与 した。

臨床効果は呼吸器感染症6例 では,慢 性気管支炎有効2例,肺 炎著効1例,有 効3例 であ り,尿

路感染症2例 では,急 性腎孟腎炎は著効,慢 性膀胱炎 は無効で全体の有効率 は87 .5%で あった。

細菌学的には肺炎2例 か らStaphylococcus aureus 1株,streptococcus pneumouiae 2株,Haemo-

philus influeuzae 2株 が検出 され全株消失 した。 また,急 性 腎孟腎炎か らEsoherichia coli,Sta-

phylococcus epidermidisが 検出 され全株消失 した。慢性膀胱炎か ら分離 されたS.epidermidis, gram-

positive rod, E.coliは 全株消失 しなかった。

安全性については,本 剤 による と思われる自他覚的随伴症状 および臨床検査値異常変動は1例 も

認められなかった。

以上 より,CFDNは 内科領域各種感染症 に対 して有用な薬剤である と考 えられた。

Key words:Cefdinir,呼 吸器感染症,尿 路感染症

Cefdinir(CFDN)は 新 しく開発 された経ロセ フェム剤で あ

り,その特徴は各種 β-lactamaseに 安 定で,幅 広い抗菌 スペ ク

トルを示 し,グ ラム陽性菌,陰 性菌に強い抗菌力 を有 し,特 に

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Strepto-

coccus pyogenes, Streptococcus pneumoniae などのグラム陽

性菌に対し既存の経ロセフェム剤と比べ優れた抗菌力を示

す1,2)。

今回我々は,本剤を内科領域感染症に使用し,その臨床的有

用性を検討したので報告する。

1.対 象および方法

1987年5月 か ら6月 の2カ 月間に当科 を受診 した男性

2例,女 性6例 の計8例 で,年 齢は18～80歳(平 均54 .3

歳)で あ り,試 験参加の同意 を得た患者 を対 象 とした。

疾患別の内訳 は慢性気管支炎2例,肺 炎4例,急 性腎

孟腎炎,慢 性膀胱炎各1例 で,い ずれ も中等症であった。

本剤は100mgカ プセル を使用 し,1回100～200mg1

日3回食後経口投与 した。投与期間 は7～21日 間で,総

投与量は2。4～8.49で あった。

なお,い ずれの症例 もアレルギー既往歴を有する もの

はなく,ま た効果判定に影響を及ぼす他の抗生剤,ス テ

ロイド剤,消 炎 ・解熱鎮 痛剤等の新た な併用 は行 わ な

かった。

臨床効果の判定 は4段 階 に分け,本 剤投与 により速や

かに症状の改善お よび起炎菌の消失を認 め,中 止後 も再

燃をみない ものを「著効」,明 らかな症状 の改善および起

炎菌の消失 を認めた もの を「有効」,症状 の改善傾向 を認

めたものを「やや有効」,症状の改善を認 めない もの を「無

効」 とした。細菌学的効果 は本剤投与 による起炎菌の消

長か ら 「消失」,「減少」,「菌交代」,「不変」の4段 階 に

分 けて判定 した。 なお,本 剤投与後 に喀疾などの検査材

料が消失 し,細 菌検査ので きない場合には 「消失」 と判

定 した。

また,安 全性の判定のため,随 伴自他覚症状 のチェッ

ク,な らびに本剤投与前後 における血液,肝 機能,腎 機

能等の臨床検査を実施 した。

II.結 果

全症例の概略 をTable 1に 示 した。

症例1,2は 慢性気管支炎の症例 である。

症例1は 気管支喘息 を基礎疾患に もつ71歳 の女性であ

る。咳漱,喀 疾,喘 鳴,呼 吸困難 の増悪 を認 め来院,慢

性 気管支炎 と診 断 し本剤1回100mg1日3回14日 間投

与 した。投与 中の各所見 の経過 は不明であるが,本 剤投
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Table 1. Clinical results of CFDN

* inpatient GPR: gram-positive rod
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与終了時喀痰が軽減 し,そ の他の症状 は全て消失 してお

り有効 と判定 した。 なお,投 与前細菌検査を実施 したが

有意菌は認められなかった。

症例2は 変形性膝関節症 および慢性肝 障害を合併症 に

もつ80歳の男性で38℃ の発熱,脱 水症状が認 められたた

め入院しampicillin(ABPC)1日49を 点滴静注 してい

たが,10日 目に体温が38.8℃ と上昇 し,咳 漱,喀 痰 も認

められたため慢性気管支 炎 と診 断 し本剤1回200mg1

日3回投与を開始 した。本剤投与2日 目にABPCの 投与

を中止し,投 与4日 目には36℃台の体温 とな り,投 与10

日目には咳漱,喀 田な どの症状 も消失 し,ま た各検査所

見も血沈102→89mm/h,CRP8.2→2.1mg/dlと 改善 し

たため有効と判定した。なお,本 剤投与前の細菌検査は

実施できなかった。

症例3～6は 肺炎の症例である。

症例3は 陳旧性肺結核を基礎疾患 にもつ67歳 の女性で

4日前より咳嗽,喀 痰が増悪 し来院,左 下肺野に浸潤影

および湿性ラ音を認め肺炎 と診断 した。本剤1回200mg

1日3回14日 間投与 し,各 臨床症状は消失 した。 また,

本剤投与前喀痰か ら分離 され たS.ameus,S.pneumo-

niae,Haemopilus influenzaeaeは 投与7日 目に全て除菌

された。以上 より著効 と判定 した。

症例4は 高血圧症 を合併症 にもつ78歳 の女性で約2週

間前より咳漱,喀 疾が出現 し来院,胸 部 レ線で右下肺野

に浸潤影が認 められ肺炎 と診断 した。本剤1回100mg1

日3回14日 間投与 した。投与9日 目に臨床症状の改善が

認められ,14日 目には消失した。 また,本 剤投与前に喀

痰よりS.pneumoniae,H.influemaeが 分離 され,投 与後

喀痰が消失したため細菌学的効果 は消失 と判定 した。以

上より本症例は有効 と判定 した。

症例5は 腋窩 リンパ節腫脹を合併症 に もつ31歳 の男性

で6日 前に寒冷被爆を受 け,咳 嗽,喀 痰,倦 怠感 および

38.6℃の発熱が出現 し来院 した。胸部 レ線で右下肺野に

浸潤影が認められ,肺 炎 と診断 し本剤1回200mg1日3

回11日間投与 を行 った。投与4日 目には解熱 し,各 臨床

症状および検査値(WBC10 ,700→5,000/mm3,血 沈43→

24mm/h,CRP8 .5→4.5mg/dl)の 改善が認め られ,投 与

11日目には各症状,胸 部 レ線の浸潤影が消失 したため有

効と判定 した。なお,本 剤投与前 に細菌検査 を実施 した

が,有意菌は検出で きなか った。

症例6は18歳 の女性 で約2週 間前 より咳漱,喀 田が出

現し,38℃ の発熱,呼 吸困難
,倦 怠感 が出現 したため来

院した。胸部レ線で左右上肺野 に浸潤影が認め られ肺炎

と診断した。本剤1回200mg1日3回 投与 を行 い
,7日

目には解熱,各 臨床症状 が消失 したため有効 と判定 した。

なお,細 菌検査を実施 したが有意菌 は認め られなか った。

症例7,8は 尿路感染症の症例 である。

症例7は 以前 に腎孟 腎炎の病歴 をもつ20歳 の女性で,

前日か ら腰痛,39.9℃ の発熱があ り来院,臨 床症状 およ

び臨床検査結果 より腎孟腎炎 と診断 した。患者の事情 で

入院で きず本剤1回100mg1日3回8日 間投与の外来

治療 を開始 した。6日 目には解熱 し,臨 床症状の消失が

み られ,8日 目には臨床検査所見(膿 尿10→4コ/視 野,

WBC9,700→6,700/mm3,赤 沈73→15mm/h,CRP9 .1

→0 .9mg/d1)の 著明な改善が認められた。また,投 与前

尿か ら分離 されたEscherichia,S.epidermidisは 消

失 した。以上 より,著 効 と判定 した。

症例8は 糖尿病 を合併症 に もつ69歳 の女性で2日 前か

ら頻 尿,残 尿感,悪 寒が出現 し来院,慢 性膀胱炎 と診断

し本剤1回100mg1日3回 投与 を開始 した。投与開始7

日目で各臨床症状,臨 床検査所見は改善傾向に とどまり,

21日 目で も同様 であった。 また,投 与前に分離 されたS

epidemidis,gram-positiverod(GPR),E.coliは 除菌

されず無効 と判定 した。

以上臨床効果 をまとめると呼吸器感染症6例 では著効

1例,有 効5例,尿 路感染症2例 で は著効1例,無 効1

例 で,全 体 の有効率は87.5%で あった。細菌学的効果 は

4例(症 例3,4,7.8)で 検討 されたが症例8(慢

性膀胱炎)の み不変であったが,そ の他 の症例では消失

した。これを分離菌別 にみる とS.aureus1株,S.epider-

midis2株,GPR1株,S.pneumoniae2株,E.coli2

株,H.influen2ae2株 の 計10株 中E.coli,Sepider-

midis,GPR各1株 は不変であったが,そ の他の株 は全

て消失 した。

安全性 については本剤を投与 された8例 について検討

したが,本 剤投与 によると思われる自他覚的随伴症状 は

1例 も認 められなかった。また,本 剤投与前後で臨床検

査 を3例 に実 施 したが,症 例2に お い てGOT(46→

60),GPT(36→62),Al-P(241→268)と 肝機能検査 値

が上昇 した ものが あった。 この症例 は合併症 として慢性

肝障害 を有 してお り,こ の異常変動 は肝障害 の変動範囲

内 と考 え本剤 との関係は多分な しと判定 した。 その他の

症例においては異常変動 を示 した ものはなかった。

III.考 察

CFDNは 各種 β-lactamaseに 安定で広範 な抗菌スペ

ク トル を示 し,グ ラム陰性菌のみならず,既 存の経ロセ

フェム剤で抗菌力が不十分であったS.aums,S.epide箔

midis,S.pyogenes,S.pneumoniaeな どのグラム陽性菌

に も強い抗菌力 を有することが特徴であ る切。今回我々

は,本 剤の特徴 を生か し,内 科領域各種感染症 を対 象 と

し,主 として外来治療 に本剤を使用 した。検討例 数は8



384 CHEMOTHERAPY DEC. 1989

例 と少 ない ものの,本 剤1回100～200mg1日3回7

～21日 間経口投与 し
,そ の臨床効果(有 効率)は87.5%

と優 れ,安 全性において も本剤 によると思われ る副作用
,

臨床検査値異常変動は認 められなかった。

今後 さらに検討 を重ね本剤 の守備範囲 をできるかぎ り

明確にする必要 はあるものの,本 剤は抗菌スペ ク トルが

広 く,バ ランスの とれた抗菌力 を示 し,安 全性 も問題 な

く外来治療 の第一選択薬剤 として有用性が期待 される。
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CLINICAL STUDY ON CEFDINIR IN INTERNAL INFECTIONS
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Cefdinir, a new oral cephalosporin was administered 3 times daily at doses of 100-200mg for 7-2ldays to
8 patients: 6 with respiratory and 2 with urinary tract infection.

The overall clinical response was excellent in 2 cases, good in 5 and poor in 1, with an efficacy rate of
87.5%.

Bacteriologically, Staphylococcus aureus (1 strain), Streptococcus pneumoniae (2) and Haemophilus influenzae

(2) isolated from 2 patients with pneumonia were eradicated. Causative organisms isolated from patient with
pyelonephritis were eradicated, but those from patient with chronic cystitis persisted.

No side effects or abnormal laboratory data were observed in any cases.


