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STUDY ON THE CONCENTRATION OF CEFMINOX SODIUM 

IN SERUM AND PROSTATIC TISSUE 

Isoji Sasagawa 

From the Department of Urology, Saiseikai Fukushima General Hospital 

The concentration of cefminox sodium (CMNX) in serum and prostatic tissue was determined 
in 25 patients with benign prostatic hypertrophy. One gram of CMNX was intravenously adminis
tered prior to transurethral prostatectomy. Blood and prostatic tissue were obtained I hour after 
the administration of CMNX. The concentration of CMNX was 69.17±17.47 pg/ml (mean±SD) 
in serum and 5.33±2.33 pg/g (mean±SD) in the prostatic tissue. The ratio of the prostatic tissue 
concentration/serum concentration was 8.18±4.45% (mean ±SD). There was no correlation between 
serum and prostatic tissue level of CMNX. 

(Acta Urol. Jpn. 36: 737-739, 1990) 
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I. M~ 

1989:¥ 5 Ji J: I) 11Ji "i -C'(J) "jtJjF,,' v:::., i5'r!£~ti'ilJ1ljl'@:if 

~fl'7tr&)!JJ\~f4v:::.U~' -C f&!JJ\~B911tr}'[Jl;'ltWJllUT (tiT 

TUR-P !:m?r1"") ~Qi!!JJLk.ffEfJU(J) '5 'to, lfrr.l&fr.*, 

!£ft*B9#t1LI:~r~~jj?g6bf, CMNX tlt:-iJ.:f2tt rJ,Ej G 

iptJ:lilIWpffl~~,[(6btJ:;Q,-:,fe.2.5{JU~x~~t Lte.. :¥tI!%li 

52~;Q' G90~ (f:t873~) -C' ~ I), {$:lu 42.0 kg 

iJ' G 74.0 kg (f:f$] 55.9 kg) -C'~ -') tc.. 

2. fj$:. 

c:. tc G (J)ffEfJU1:::' CMNX 1 g ~!£lijl:jt:l;!,\7j( 20 ml1:::' 

fi'l:M L -C one shot II¥tt L, tlt: -iJ. 1 ~r"':f2tv:::,lfrr.il'l'U J: 

O'lli]}'[Mt*£l.$.~J*J.l)C Lie.. lfrr.l1~H;s\l1ili(J)..-::JtJ::j)~ -:> -C,' 

tJ:: ~'J:ltZII¥Il!IH:::. J: I) ~ 5 ml J*J& L, lfrr.il'l'5t. L, llrT 
}'[J1'Rtii ~~il-l¥JfE l&-'P lfrr.l&(J) 1m A v:::. J: ~ jj!; {I~ ~ < tc. 

10, tR-?;Q'v:::.!£l1!ljt:f;!1;7J:~ffl~,-Ci7tI¥Lte.. lfrr.il'l'UJ: 

lnii~J1IH ,ftc t tlociJlUJE"i -C' -20°C tJT1:::' -C {l/:! 
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CMNX(J)tl~~!E~lfrr.muJ:O'M}'[.m~~6% 

r ~;J p p/fr'F/l3(v:::'-C7!1l1!lL, HPLC $:.1:::'-COl!!rrL 

te.. 

CMNX (J)lfrr.ml/llk~li 37.62-96.20 pg/ml -C', f 

:1:8 (±~${'illifl'n Ii 69.17±17.47 pg/ml -C'~-')te.. 

lliT}'[jj,'Rm~P3ii!ltocfi 2.06-10.63 pg/g -C', f:f:t] C±~ 

${1li\~) Ii 5.33±2.33 pg/g -C'~ I), MftllU§.$. P3 

~1Jt(J):X1lfrr.m.lt CUT PIS ratio tmi'r1"") fi, 4.l3~ 

23·03%-C'f:f$] (±~${1li\~) It 8.18±4.45% -C'~-') 

1.::.. 

CMNX(J)lfrr.mtl~tM}'[gm~P3.~(J)OOK~m 

~~Jt26b tJ:j), -') tc. (Fig. 1). 
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Fig． 1， Correlation between prostatic tissue

    and serum level of CMNX．

位側鎖にアミノ酸を含みメトキシ基をもつことが特徴

の1つとなっており，各種好気性および嫌気性グラム

陽性菌グラム陰性菌に対して広範な抗菌スペクトル

を有し，各種細菌の産生するβ一lactamaseに対する

安定性にも優れている．

 本剤は静注，点滴静注によって高い血中濃度が得ら

れ，その半減期は約2時間である4・5）．体中では代謝

をうけずに未変化体のまま大部分が尿中に排泄され，

尿中排泄率は8時間で約90％である5）．自験例では

CMNX 19をone shot静注したところ，血清濃度

は69．17±17・47μg／m1（平均±標準偏差）と他のセ

ファマイシン系抗生物質と同様の傾向を示した6）．

 前立腺炎は泌尿器科外来でしばしば遭遇する疾患で

あり，男子外来患者に占める急性前立腺炎患者の頻度

は0．7～2．1％，慢性前立腺炎では1．0～24．7％といわ

れている7）．起炎菌については，グラム陰性桿菌が大

半で，E． coliが最も多く， K． pneumoniaeやP・

mirabilisが次いで多い9・9）．自験例におけるGMNX

の前立腺組織内濃度は最低でも2・06μg／gであり，E

co1圭， K・pneumoniaeやP． mirabilisのMICgo

である039μg／mllo）を越え．ることが明らかになっ

た．つまり，本剤はグラム陰性菌が起炎菌である大半

の細菌性前立腺炎やTUR－P前後の感染症や感染予

防に対して十分な効果が期待できると考えられた．ま

た，本剤は感染治療実験においてED50が， MICか

ら推定される以上の効果を示すことから1。）MICgoを

越えない菌種に対してもある程度の効果が期待でき

る．

 自験例では，CMNXの血清濃度と前立腺組織内濃

度との間に相関を認めなかったが，組織内移行に関

しては前立腺重量11）や前立腺炎の存在による影響も

考えられることから，今後の検討が必要と考えられ

る．

結 語

 TUR－Pによる治療を施行した前立腺肥大症患者25

例に対してCMNX lgをone shot静注し，1時間

後の血清，前立腺組織内濃度について検討した．

 1）cMNxの血清濃度は69・17±17・47 P9！ml前

立腺組織内濃度は533±2．33μ9／9，PIS ratioは

8．18±4．45％であった．

 2）血清濃度と前立腺組織内濃度との間セこは，相関

は認められなかった，

 3）前立腺組織内濃度と臨床分離株に対する

MICgoとの比較により，グラム陰性桿菌が起炎菌で

ある細菌性前立腺炎やTUR－P前後の感染症や感染

予防に有効であると考えられた，
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