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複雑性尿路感染症 に対す るCefdinirの 臨床的検討
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徳島大学医学部泌尿器科学教室*
(主任: 香川 征教授)
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新しい経口用 セフェム剤であるcefdinirを,慢 性複雑性尿路感染症25例 に対 して,1回100mg,

1日3回,5～14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 した慢性複雑性尿路感染症24例 では,著 効21例,有 効2例,無 効1

例で総合有効率は95.8%で あった。

2) 細菌学的効果 は,26株 中25株 が消失 し,菌 消失率 は96.2%で あった。

3) 自他覚的副作用,臨 床検査値の異常変動 は認め られ なかった。
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Cefdinir (CFDN)(Fig.1)は 藤沢薬品研究所 で新 しく開発

された経口用セフェム剤 である。本剤 はグラム陽性菌 およびグ

ラム陰性菌に対 し広範 な抗菌 スペ ク トラムを有 し,各 種 β-ラ

クタマーゼに対 して も高 い安定性 を示 し,尿 中には投与後12時

間で約30%が 未変化体の まま排泄 される1)。

このたび,泌尿器科領域の複雑性 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。

Fig. 1. Chemical structure of CFDN .

1. 対象および方法

1. 対象

対象患者は1988年6月 から1988年12月 までに徳島大学

医学部附属病院泌尿器科および当科関連施設外来で治療

を受けた複雑性尿路感染症患者で,治 験の同意の得 られ

た25例とした。

疾患の内訳は,慢 性複雑性膀胱炎20例,慢 性複雑性 腎

盂腎炎5例 であった。

主たる基礎疾患の内訳 は,神 経因性膀胱11例,前 立腺

肥大症5例,膀 胱頸部硬化症2例 ,腎 結石2例,水 腎症

2例,腎 嚢胞,尿 道狭窄,尿 道 カル ンケルが それぞれ1

例であった。

年齢 は,21歳 から80歳(平 均年齢65.4歳)で,男 性7

例,女 性18例 であった。

2. 投与方法

投与方法は原則 として,本 剤100 mg (力価)カ プセルを

1日3回,5日 間投与 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,不 明の5段 階評価 による主治医

独 自の判定 も併せ て行った。

4. 安全性

安全性 については,本 剤の投与前後の 自他覚的副作用

および臨床検査値(末 梢血,肝 機能,腎 機能,電 解質等)

によ り検討を行 った。

II. 成 績

1. 臨床成績

1) 臨床効果

慢性複雑性尿路感染症25例 の臨床成績 をTable 1に

示 した。主治医判定 では著効21例,有 効2例,や や有効

1例,無 効1例 で有効率は92.0%で あった。UTI薬 効評

価基準判定の施行 された24例 では,著 効21例,有 効2例,

無効1例 で総合有効率 は95-8%で あった(Table2)。
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Table 2. Overall clinical efficacy of CFDN in complicated UTI

100 mg•~3/day, 5-day treatment

Bacteriological response

* regardless of bacterial count

Table 3. Overall clinical efficacy of CFDN classified by the type of infection.

UTI疾 患病態群別では,第3群 の4例 は全て著効,第

4群 の18例 は著効16例,有 効1例,無 効1例 で総合有効

率94.4%,第6群 の2例 は著効1例,有 効1例 であった

(Table3)。

2)細 菌学的効果

UTI薬 効評価基準に合致 した慢性 複雑性尿路感染症

24例 の細菌学的効果 をTable4に 示 した。

本 剤投 与前 に検 出 された10菌 種26株 の内訳 は,Sta-

phylococcus epidermidis 3株, coagulase-negative

Staphylococcus 2株, Enterococcus faccalis 3株, Escher-

ichia coli 12株,  Citrobacter freundii, Klebsiella

oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis,

Morganella morganii, Pseudomonas sp. がそれぞれ1

株 で あ っ た。

本 剤5日 間 投 与 後 にS.epidermiis 1株 が存続 したが

その他 の 菌株 は消 失 し,菌 消 失率 は96.2%で あった。

投与 後 出現 菌 はC.freundiiが1株 認 め られた。

MICは 投 与 後 に 存 続 し たS.epid6rmidisや

Pseudomonas sp.等 の7株 を除 き19株 で測定 されたが,

全株 が12.5μg/ml以 下 で あ った(Table5)。

2.安 全性

1)副 作 用
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Table 4. Bacteriological response to CFDN in complicated UTI

* regardless of bacterial count

Table 5. Relation between MIC and bacteriological response to CFDN treatment in complicated UTI

No. of strains eradicated/no. of strains isolated

自他覚的副作用は,全 例に認 められなか った。

2)臨 床検査値異常

本剤投与前後の臨床検査は13例 で施行で きたが,全 例

で異常変動は認めなかった。(Table6)。

III.考 察

CFDNは S. epidermidis 等のグラム陽性菌, E.coli, K.

Pneumoniae, K.oxytoca, P .mirabilis 等のグラム陰性菌

に強い抗菌力を示 し
,ま た既存の経 口用セ フェム剤に感

受性 の低 い E.faecalis, indole 陽性 Proteus,

Citrobacter, Enterobacter にも中等度以上の抗菌力を示

すが, Serratia, Pseudomonas aeruginosa に対す る抗菌

力は弱 い1)。

しか し,本 剤は尿中には投与後12時 間で約30%が 未変

化体の まま排泄 される1)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 床的検討を

行 った。

外来通院中の慢性複雑性尿路感染症患者25例 に対 し,

本剤 を1回100mg,1日3回,5日 間投与後の主治医判定

で は有効率92.0%,UTI薬 効評価基準判定のなされた24

例の成績で は,著 効率87.5%,総 合有効率95.8%で あっ

た。疾患病態群別の総合有効率では,第3群,第4群 の

単独感染群22例 で95.5%,第6群 の複数菌感染群 は症例

数 は2例 と少なかったが100%で あった。

UTI薬 効評価基準合致例 の細菌学的効果 では26株 中,

S.epidermidis 1株 が存続 しその他の25株 が消失 したた
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め菌消失率は96.2%で あった。菌種別 にみ るとEcoJiが

12株と全体の46.2%を 占めていた。19株 でMICが 測定

されたがすべて12.5 μg/ml以 下であった。UTI薬 効評価

基準判定で無効 と判定された1例 の,本 剤投与前後 の検

出菌はS. epidemidisで あったがMICは 測定 で きて い

ない。投与後出現菌はC. freundiiが1株 認 められた。以

上の細菌学的効果 は本剤の抗菌力の特徴 と良 く一致 した

成績と考えられる。

総合有効率と菌消失率が極 めて高 くなった理由は,対

象を外来患者とし,カ テーテル留置症例の第1群 と第5

群および前立腺術後感染症の第2群 を対象外 としたため

と考えられる。その結果,基 礎疾患は残尿量の少 ない神

経因性膀胱と前立腺肥大症 が全症例 の64.0%を 占め,原

因菌の多 くが本剤の適応菌種であった ことが挙 げられよ

う。

自他覚的副作用は本剤 を投与 した全症例 で認め られな

かった。臨床検 査は14日 間投与の2例 を含 め13例 で検討

したが異常変動は認 められなかった。

以上の結果 より,CFDNは 外来患者 でカテーテル非留

置の慢性複雑性尿路感染症 に対 し有用な薬剤 と思われた。
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Cefdinir, a new synthetic antibacterial agent, was administered orally to 25 patients with chronic compli
cated urinary tract infections(UTI) at doses of 300mg t.i.d. for 5-14 days, and its clinical efficacy and safety
were evaluated.

1. Clinical efficacy was evaluated according to the criteria of the Japanese UTI Committee. The clinical
response in 24 patients with chronic complicated UTI was excellent in 21, moderate in 2 and poor in 1, the
overall efficacy rate being 95.8%.

2. Bacteriologically, 25 (96.2%) of 26 strains were eradicated in chronic complicated UTI.
3. No subjective side effects or abnormal laboratory findings were observed.


