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外 科 領 域 に お け るritipenem acoxilの 臨 床 的検 討

田中豊治 ・小野成夫 ・竹中能文 ・吉野肇一

東京歯科大学外科学講座*

新 しく開発されたエステル型経 口ペネム系抗菌薬であるritipenemacoxil (RIPM-AC)の 外科領

域感染症に対する臨床的検討を行った。

本剤の投与方法は,1回200mgを1日3回 毎食後に経口投与 し,投 与 日数 は5～10日 であった。

外科領域感染症10例 に対する本剤の臨床効果は,著 効5例,有 効4例,や や有効1例 であった。本剤

に起因すると思われる自他覚的副作用は認められなかった。
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Ritipenem acoxil (RIPM-AC) は,1982年 にイタリ

アのファル ミタ リア カルロエルバ社(現 ファルマシア

社)で 創製され、本邦においてはファル ミタ リア カル

ロエルバ株式会社(現 ファルマシア株式会社)と 田辺製

薬株式会社の両社により共同開発が進められている新規

のエステル型経口ペネム系抗菌薬である。

本薬は内服後,主 に小腸から吸収 され腸管壁のエステ

ラー ゼ に よ り加 水 分 解 さ れ て,活 性 本 体 で あ る

ritipenem(RIPM)と して 循 環 血 中 に 移 行 す る。

RIPMは 各種細菌産生の β-ラ クタマーゼに安定であ

り,グ ラム陽性菌,グ ラム陰性菌に広範囲な抗菌スペ ク

トルを有 し,特 に好気性 グラム陽性球菌な らびに嫌気性

菌に対 し,優 れた抗菌力を有 している霊)2)。また,ペ ニ

シリン耐性の Streptococcus pneumoniae, セ フ ェ ム 耐

性の Escherichia coli, Klebsiella spp., ペ ニ シ リ ナ ー

ゼ産生 Neisseria gonorrhoeae 等に対 しても良好な抗

菌力を示 している3)。

今回我々は,外 科領域の軽症ない し中等症の感染症に

対し本薬を投与 し,そ の臨床効果および安全性について

検討を行ったのでその結果を報告す る。

対象は,平 成4年8月 より平成5年1月 までに東京歯

科大学外科にて治験実施の同意を得て,外 来および入院

加療 した18歳 から85歳 までの男性4例,女 性6例 の計

10例 であ った。疾患の内訳は,胆 管炎 ・胆嚢炎3例,

創感染2例,肛 門周 囲膿瘍,感 染性粉瘤,蜂 巣炎,療

疽,皮 下膿瘍が各1例 であった。

本薬の投与方法 は,全 例に1回200mgを1日3回 毎

食後に経口投与 した。投与期間は5～10日 であり,総

投与量は3.0～6.09で あった。

細菌学的検討は,感 染巣より採取 された検体を直ちに

嫌気ポーターに入れ,速 やかに好気性ならびに嫌気性培

養を行い起炎菌の検索を行 った。

臨床効果の判定 は,外 科的処置の有無にかかわ らず,

本薬投与後3日 以内に感染症 に関する自他覚症状,所 見

の改善が見 られたものを著効(Excellent),同 症状,所

見 の改 善 に4日 以 上7日 以 内 を要 した もの を有 効

(Good),8日 以上要 した ものをやや有効(Fair),本

薬投与 にもかかわ らず不変 または増悪 した ものを無効

(Poor)と した。

副作用ならびに臨床検査値異常の有無 については,本

薬投与前後の自他覚症状および所見の推移,血 液生化学

検査,尿 検査所見により評価 した。外科領域感染症に対

する臨床的検討を行った10例 についてその年齢,性 別,

診断名,投 与量,投 与期間,分 離菌,細 菌学的効果な ら

びに臨床効果を一括 してTable1に 示 した。

症例1,2は 胆管炎でそれぞれに経皮経肝的胆嚢 ドレ

ナ ー ジ(PTGBD),経 皮 経 肝 的 胆 管 ドレ ナ ー ジ

(PTCD)が 施行されてお り,症 例1は 本薬投与6日 後

に熱感,腹 部膨満,圧 痛の うち,全 ての臨床症状が消失

したため有効 とした。症例2は,筋 性防御,腹 部膨満,

圧痛,嘔 気の全ての臨床症状が投与翌日に消失 したため

著効と判定 した。 しか し,細 菌学的効果は,両 者各々投

与前の胆汁中よりE. coli, Pseudomonas aeruginosa

と E. coli,  Klebsiella pneumoniae, Enterococcus

faecalisが 分離 されたが,本 薬投与後 も存続 した。

症例3は 中等症の胆嚢炎で,本 薬を5日 間投与するも

臨床症状がほぼ不変であったため,や や有効 と判定 し

た。細菌学的効果は,検 体採取不能のため判定不能 とし

た。

症例4,5は 創感染で,症 例4は 投与2日 後に発赤,

腫脹,硬 結等の臨床症状が発赤を残 して全て消失 したた

め著効と判定 した。症例5は,切 開後本薬を使用 し,投

与3日 後に硬結のみを残 し,他 の臨床症状は全て消失 し

たので著効 と判定 した。細菌学的効果においては,投 与

前の膿よ り症例4は Enterobacter cloacae, E. faeca-

1お が,症 例5は coagulase —negative staphylococci が
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Table 1. Clinical results with ritipenem acoxil treatment

NT: not tested, PTGBD: percutaneous transhepatic gallbladder drainage, PTCD: percutaneous transhepatic cholangio-drainage

(UNF-GNR: glucose—nonfermentative gram—negative rods, Lt.: left, Rt.: right
*: regarded as P . aeruginosa
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検出されたが,い ずれ も本薬投与後 に排膿を認めな く

なったために消失と判定 した。

症例6は 中等症の肛門周囲膿瘍で,手 術および外科的

処置はな く,投 与3日 後に症状が軽減 し投与6日 後に一

時増悪するが,投 与7日 後 には再び症状が軽快 したので

有効 と判定 した。 細菌学 的効果 は,投 与前の膿 よ り

E.coli,Streptococcusspp.が 検出され本薬投与後に消

失した。

症例7は 感染性粉瘤で,切 開後本薬を使用 し,投 与翌

日発赤,疼 痛,熱 感が消失 し,投 与2日 後にはさらに排

膿が消失 し,そ の他の症状 も全て軽減 しているため著効

と判定 した。 また,細 菌学的効果 は,投 与前の膿 よ り

coagulase-negative staphylococciが 検出され,投 与後

消失 した。

症例8は 蜂巣炎で,投 与7日 後に軽度の発赤のみを残

して,そ の他の臨床症状は全て消失 したため有効 と判定

した。

症例9は 療疽で,抜 爪後本薬を使用 し,投 与3日 後に

全ての臨床症状が消失 したため著効 ど判定 した。

症例10は 皮下膿傷で,投 与7日 後に軽度の硬結 を残

して,そ の他の臨床症状は全て消失 したため有効と判定

した。 なお,症 例8～10の 細菌学 的効果は,い ずれ も

投与前に排膿を認めなか ったため判定不能 とした。

以上10例 の臨床効果 は,著 効5例,有 効4例,や や

有効1例 で,有 効率は90、0%で あ った。細 菌学的効果

はグラム陽性菌5株,グ ラム陰性菌6株 の合計11株 が

検出されて63.6%の 除菌率であった。

本薬に関連すると思われる自他覚的副作用は全 く認め

られなかった。 また,本 薬投与前後に臨床検査が実施可

能であ った4例 の臨床 検査成績 をTable2に 示 した

が,い ずれ も薬剤に起因すると思われる異常変動は認め

られなかった。

以上 より,RIPM-ACは 皮膚 ・軟部組織の外科領域

感染症に対 して将来有用性の高い薬剤 になるもの と考え

られる。

Table 2. Laboratory findings before and after administration of ritipenem acoxil

B:beforeA:after
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Clinical studies on ritipenem acoxil in surgical infections

Toyoharu Tanaka, Shigeo Ono, Yoshifumi Takenaka and Keichi Yoshino
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A clinical study of ritipenem acoxil (RIPM-AC) was conducted in 10 patients with various

surgical infections, and the following results were obtained. RIPM-AC was administered orally

after meals at a daily dose of 600 mg for 5•`10 days. Clinical efficacy was excellent in 5 patients,

good in 4 patients, and fair in one patient. There were no side effects or abnormal laboratory

findings relating to RIPM-AC administration.


