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尿路感染症および淋菌性尿道炎に対するCefdinirの 使用経験

松本哲朗 ・尾形信雄 ・田中正利 ・熊澤浮一
九州大学医学部泌尿器科学教室*

中洲 肇 ・原 三信
三信会原病院泌尿器科

山田 泰 ・佐藤伸一
済生会八幡病院泌尿器科

平野 遙 ・永芳弘之
新日鉄八幡病院泌尿器科

尾本徹男
九州厚生年金病院泌尿器科

伊東健治
九州労災病院泌尿器科

岩川愛一郎
国立別府病院泌尿器科

九州大学泌尿器科 および関連6施 設において,複 雑性尿路感染症を中心に53例 にcefdinirを 投与

し,次 の成績 を得た。

1)複 雑性尿路感染症36例 中,UTI薬 効評価基準に合致 した症例 は28例 で,著 効10例,有 効6

例,無 効12例 で,総 合有効率57.1%で あった。主治医判定で は著効10例,有 効8例,や や有効3例,

無効10例,不 明5例 で有効率58.1%で あった。

2)急 性単純性膀胱炎5例 中,UTI薬 効評価基準合致例は2例 のみで,著 効1例,有 効1例 で,

総合有効率100%で あった。主治医判定では著効4例,有 効1例 で有効率100%で あった。

3)淋 菌性尿道炎11例 中,UTI薬 効評価基準合致例 は5例 で,3日 目判定可能例3例 中著効2

例,有 効1例,7日 目判定可能例5例 中著効2例,有 効3例 でいずれ も有効率 は100%で あった。主

治医判定で も11例中いずれ も有効以上で,有 効率100%で あった。

4)急 性細菌性前立腺炎の1例 はUTI薬 効評価基準には合致 しなかったが主治医判定でやや有

効 と判定 された。

5)細 菌学的効果 は,UTI薬 効評価基 準合致症例 の複雑性 尿路感染症 で53株 中39株消失 し,

73-6%の 菌消失率,急 性単純性膀胱炎で,3株 全て消失 した。 また,淋 菌性尿道炎 においては,淋

菌は全株消失 した。

6)副 作用お よび臨床検査値の異常変動は全例 にみられなか った。
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Cefixime(CFIX)に 始 まった,い わ ゆる"neworalcephem"

は次 々に開発 され,種 々の検討が なされて いる。今般,cefdinir

(CFDN)が 藤 沢薬 品工業 より開発 された。本剤は β-ラ クタ

マーゼに安定 で,グ ラム陽性球菌(GPC),陰 性桿菌(GNR)

に広範 な抗菌 スペク トラム を有 し,抗 菌 力 も強い1)。我 々は本

剤 を複雑性尿路感染症 を中心に投 与 し,臨床効果 と安全性 につ

いて検討 したので報 告す る。

1.投 与対象,投 与方法 と臨床効果判定

投与対象は九州大学泌尿器科をはじめとする7施設の

泌尿器科 を1987年3月 か ら1988年2月 までの間に受診し

た外来 あるいは入院症例で,UTI薬 効評価基準2)に定め

る複雑性尿路感染症 とし,一 部単純性膀胱炎,淋 菌性尿

道炎および急性細菌性前立腺炎 にも投与 した。なお試験
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に先立ち対象患者 の同意 を得た。使用剤型 は50mgま た

は100mg(力価)カ プセル とし,投 与方法は複雑性尿路感

染症に対しては1回100mgな いし200mg,1日3回,5

日間投与を原則 とした。また,急 性単純性膀胱炎では1

回50mg,淋 菌性尿道 炎では1回100mg1日3回 投与 を

原則とした。臨床効果は,複 雑性尿路感染症 および急性

単純性膀胱炎に対 してはUTI薬 効評価基準(第3版)2)

に,また淋菌性尿道炎に対 してはUTI薬 効評価基準(第

3版)追補3)に準 じて判定 した。また,主 治医判定 として

著効,有効,や や有効,無 効 および不明の判定 を,複 雑

性尿路感染症および急性単純性膀胱炎 に対 しては臨床症

状および尿所見より,淋 菌性尿道炎に対 しては,臨 床症

状,ス ミア中白血球および菌 の消長 をもとに行った。 ま

た,自他覚的副作用の有無および臨床検査値の異常変動

の有無を観察 し,安 全性 について検討 した。

II. 成 績

1. 複雑性尿路感染症

Table1に 複雑性尿 路感染症36例 の要約 を示 した。 こ

の うち,UTI薬 効評価基準合致例 は28例 で著効10例,有

効6例,無 効12例 で,総 合有効率57.1%で あった(Table

2)。 除外・脱落症例 は8例 で症例2,27,32,33の4例

は投薬前細菌尿陰性のため除外,症 例8,36の2例 は患

者の自己判断による中止,ま た症例6,23の2例 は服薬

違反のため脱落 とした。病態群別有効率では4群54.5%,

6群64.3%で あ り,複 数菌感染 に対 して も良好 な成績 で

あった。カテーテル留置症例 は1例 のみで無効 であった

(Table3)。 細菌学的効果はTable4に 示す如 く,53

株 中39株消失 し,73.6%の 菌消失率であった。Enterococ-

cus faecalisを 含めGPCに は良好な成績 であった。GNR

では Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae には良好

Table 2. Overall clinical efficacy of CFDN in complicated UTI

0.1 or 0.2g •~ 3/day, 5-day treatment

Table 3. Overall clinical efficacy of CFDN classified by the type of infection
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Table 4. Bacteriological response to CFDN in complicated UTI

* regardless of bacterial count

GPC: Gram-positive cocci

GNR: Gram-negative rods

Table 5. Strains* appearing after CFDN treatment

in complicated UTI

* regardless of bacterial count

で あ ったが, Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae

に は無効 であ っ た。 投与 後 出 現菌 は6株 で,GPC3株,

GNR3株 で あ った(Table5)。 分 離 菌 のMICをTable

6に 示 して い るが,MICと 細菌 学 的 効果 との 明 らか な相

関 はみ られ な い が,MICが50μg/ml以 下 の 菌 で は40株

中33株(82.5%)が 消 失 した。 一 方,MICが100μg/ml以

上 の菌株 で は13株 中6株(46.2%)し か 消失 せ ず,特 に

Pseudomonas aemginosaで は6株 中2株 しか消 失 し な

かった。以 上 よ りMICが50μg/mlあ た りにbreaking

pointが あるように思われた。

主治医判定 では,36例 中,著 効10例,有 効8例,や や

有効3例,無 効10例,不 明5例 で,有 効率58.1%で あっ

た。

2. 単純性膀胱炎

5例 の急性 単純性膀胱 炎 に本剤 を投与 した(Table

7)。UTI薬 効評価基準 に合致 した症例は2例 のみで,著

効1例,有 効1例 で100%の 有効率であった。症例39,41

は投薬前菌陰性お よび菌数不足のため除外,症 例37は服

薬違反のため脱落 とした。主治医判定では著効4例,有

効1例 であった。分離菌のMICは 全株0.39μg/ml以下

であった(Table8)。

3. 淋菌性尿道炎

11例の淋菌性尿道炎症例 に本剤を投与 した。UTI薬効

評価基準に合致 した症例 は5例 で,3日 目判定が可能で

あった3例 中著効2例,有 効1例 で有効率100%で あっ

た。 また7日 目判定が可能であった5例 中著効2例,有

効3例 で有効率100%で あった。UTI薬 効評価基準に合

致 しない症例はすべて観察 日違反であった。主治医判定
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Table 6. Relation between MIC and bacteriological response to CFDN treatment in complicated UTI

No. of strains eradicated/no. of strains isolated

Table 7. Clinical summary of acute uncomplicated cystitis patients treated with CFDN

*
before treatment

after treatment
**

UTI: criteria proposed by the UTI Committee

Dr: Dr's evaluation
AUC: acute uncomplicated cystitis
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Table 8. Relation between MIC and bacteriological response to CFDN treatment in acute uncomplicated UTI

No. of strains eradicated/ no. of strains isolated

で は,投 薬 最終 日 に判 定 した結 果,著 効1例,有 効10例

で,有 効 率100%で あっ た。全症 例 の うち淋 菌 の単 独感 染

は6例,ウ レアプ ラ ズマ との合 併 が5例 で あ った(Table

9)。

4. そ の他

77歳,男 性 の 急性 前 立 腺炎 の1例 に本 剤100mg,1日3

回,5日 間投 与 され,細 菌 尿 が,Protms mirabilisか ら

Enterococcus faecium, Staphylococcus haemolyticus,

Acinetobacter xylosoxydans, Pseudomonas cepacia へ菌

交 代 し,や や有 効 と判 定 され た(Table10)。 な おUTI

薬 効 評 価基 準3)に は投 与 期 間 不 足 の た め合 致 しな か った 。

5. 安 全 性

副 作 用 は投 与53例 中 に認 め られ なか った 。 臨床 検 査値

の 異常 変 動 も実施41例 中全 症例 に認 め られ なか った 。

III. 考 察

従来 よ り経 口用 セ フ ェム 剤 は抗菌 スペ ク トラム の広 さ

と安 全性 の高 さか ら,尿 路 感 染症 に広 く利 用 され て い た。

しか しな が ら,こ れ らの薬 剤 は,い わ ゆ る第 一 世代 セ フ ェ

ム 系薬 剤 に属 す る もの で,抗 菌力 お よび抗 菌 スペ ク トラ

ム の拡 大 が望 まれ て いた 。

CFIXに は じ まる,い わ ゆ る"new oral cephem"の 開

発 が 相次 ぎ,現 在 までCFIX,cefuroxime axetil(CXM

-AX) ,cefteram pivoxil(CFTM-PI)が 臨 床 に供 され

て い る。

今 般,藤 沢薬 品 に よ り開 発 されたCFDNは 従来 の 経 口

用 セ フ ェム系薬 剤 に比 し,β-lactamaseに 対 す る安 定性

とGPC,GNRに 対 す る抗 菌 力 が増 強 され た1)。

近 年,複 雑性 尿 路 感染 症 にお いて は,E.faecalisや コア

グ ラ ーゼ 陰性 ブ ドウ球 菌 等 のGPCの 分 離 が増 加 傾 向 に

あ る9)。この事 は,GNRの み な らずGPCへ も幅 広 い抗 菌

スペ ク トラ ム を有 す る本 剤 の特 徴 が臨 床 上期 待 され る。

我 々 の今 回 の検 討 で は,複 雑 性尿 路感 染 症 に57.1%の 有

効 率 で あ った 。 こ の 成 績 は 我 々 の す で に 行 っ た

CFIX67.0%4),CXM-AX 50.0% 5),CFTM-PI

56.5%6),cefpodoxime proxetil (CPDX-PR) 60.8%7),

cefotiam hexetil(CTM-HE) 50.7%8)と 同等 で あ っ た。

また,本 研究での複数菌感染に対する有効率は60%であ

り経口剤 としては優れた成績であった。また,細 菌学的

効果においては,E.faecalisを 含むGPCに 対 して86.7%

の菌消失率を示 し,GNRに も大腸菌,K.pneumoniae,

Proteus spp.等 に対 して良好な菌消失率を示している。さ

らに,CFDNは 急性膀胱炎および淋菌性尿道炎に対して

100%の 有効率であ り,これらに対 して も有効な薬剤と考

え られた。 また,副 作用,臨 床検査値にも異常が認めら

れず,安 全性 も高い薬剤 と考 えられた。
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CEFDINIR IN URINARY TRACT INFECTION AND GONOCOCCAL URETHRITIS
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Cefdinir (CFDN) was administered to 53 patients with urinary tract and genital infections, and the results
described below were obtained.

1. According to the Japanese UTI Committee's evaluation, excellent results were observed in 10 cases ,
moderate in 6 and poor in 12, with an overall clinical efficacy of 56.3% in 28 cases of complicated UTI.

2. Clinical efficacy was 100% in acute uncomplicated cystitis (5 cases) and gonococcal urethritis (11
cases).

3. No side effects or abnormal laboratory findings were observed .


