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附薦蟷罰
泌尿器科領域における．Carbenicillinの使用経験
東北大学医学部泌尿器科学教室（主任・：宍戸仙太郎教授）
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USE OF CARBENICILLIN IN UROLOGICAL PRACTICE
Atsuo SuGiTA， Kensuke Ozu， Mitsuru lsHizAKi， Motoyoshi ARAi，

Syunzo KAwAMuRA and Kiichi SuzuKr
From the DePartment of Urology， Tohoku University School of Medicine
（Chairman ： Prof． S． Shishito， M D．）

Thirty−one cases of pyelonephritis were treated with carbenicillin （CB−Pc）． Five were
given 4 g x 7 days， twenty−five given 4 g x 14 days and one 16 g x IOdays． Evaluation of the

clinical response was made based on changeR．． in fever， leukocytosis， pyuria and urinai

y bac−

teria． The reults were as follows： excellent 11， good 10， fair 3 and non−effective 1． Six
cases showed alteration of microbial fiora． Thus， effective cases were counted as 21 with ef−

fectiveness rate 67．7％． Of five cases from which urine Pseudomonas aeruginosa was isolated，
one showed very good response and three good． Effectiveness rate in this group was therefore
80．0％． No side effects were observed except for slight swelling and redness of i．rn． injection

site in two cases． Even in six cases with impaired renal function， further aggravation due to

the drug was never noted． From the above findings， CB−Pc could be regarded as a useful
antibiotic against urinary tract infection．

緒

言

最近尿路感染症で問題となるのは，グラム陰
性菌による感染の増加である．これにともなっ
てグラム陰性菌に有効な薬剤がつぎつぎと開発

今回，藤沢薬品KKよりcarbenicillinの提
供を受けたので，これを尿路感染症患者に使用

し，効果が認められたと思われるので報告す
る．

されているが，これら新化学療法剤も漸次耐性
を獲得し，また腎毒性を有するものが少なくな
いので長期間使用にたえうる薬剤が少なく，こ
のため私ども泌尿器科医は日常の一般診療では
なはだ困ることが多い．
＊講

師

＊＊．大学院学生

＊＊＊研 究 生

性状および組成
carbenicillin（以下CB−Pcと略す）は，1963年イ

ギリスのBeecha皿研究所で，6−aminopenicillanic
acidから合成された新しい合成penicillin 剤であ

ｵたがって，本剤の構造はFig．1のごとくに
aminobenzy1−penicillinのamino基がcarboxy1基
る．．

に置換されたもので化学名は α一carboxylbenzy1
penicillinと称し，白色の吸湿性の粉末できわめて高
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細菌学的検索

X？ ：（cH，），

CB−Pcの抗菌力を知るために，1968年5月より同

COONa CO−N−CH・COONa

11月までに当科を訪れた外来および入院患老の尿培養

Fig．1carbenicillin（CB−Pc）の構造式

によって分離された91菌株を対象として，disc法に
より薬剤感受性をテストした．

い水溶性を有するが，有機溶媒であるbenzeneや

まずこれら尿中より分離された91菌株は，グラム陰

acetoneには難溶で，熱にはやや不安定である．

本剤は他のpenici工lin剤同様に殺菌的に作用する

性菌82株，グラム陽性菌9株であるが，これらの細菌

が，腸管からは吸収されないため，もっぱら筋肉内あ

に対して，常用13種の化学療法剤ならびにCB−Pcの

るいは静脈内投与によって使用される．

100mcgのdisc感受性試験を行なった（Table 1）．

Table！ 尿中より分離せる各種菌株の感受性前論（有効率）
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その成績をまずグラム陰性菌についてみると，グラ

つぎにグラム陰性菌全体についてみると，CB・Pc

ム陰性菌全体では81．7％の感受性を示した．これを各

が81．7％ともっとも感受性が高く，ついでCしが68．3

菌株に分けてみると， 最も多く検出されているPro−

％，KMおよびNAが51．3％，その他のCER， SM・

teuSでは95，7％， E． coliでは88．2％，腸内細菌類似

CET， aminobenzyl−penicillin （AB−Pc）， tetracycli−

のグラム陰性桿菌では91．7％，Citrobacterでは7！．4

ne（TC）， chloramphenico1（CP）は39．2〜23．2％と

％，Aerobacterでは66、7％， Pseudomonasでは100

低い感受性を示している．

％，Morgane11aで50．0％の感受性を示したが， Kle

ついでグラム陽性菌についてみるとStreptococcus

bsiellaのみは37．5％と低い感受性を示した．この成績

6株，Staphylococcus 3株が分離されているが，こ

を他の薬剤の感受性と比較してみると，Proteus，腸内

れらの感受性試験の成績では，CB−PcはStreptococ−

細菌類似のグラム陰性桿菌およびPseudomonasでは

cusおよびStaphylococcusともに100％の感受性を

CB−PCが最も感受性が高く， E． coliではcephalo−

示し，グラム陽性菌では100％の成績であった．これ

ridine （CER）， colistin （CL）， nalidixic acid （NA），

はStreptococcusではAB−Pc， penicillin−G（Pc−G），

streptomycin（SM）についで感受性を示し， Aero−

methylchlorophenyl isoxazolyl penicillin （MCI−

bacterではkanamycin（KM）およびCLについ

Pc）， CERなどのpenicillinやnovobiocin（NB）

で，またMorga租ellaではSM， NAと同程度に感受

と，またStaphylococcusではCER， NBと同じく最

性を示している．しかしKlebsiellaについてみると

高の感受性を示し，グラム陽性菌全体についてみると

CL， NA， cephalothin（CET）， CERよりも感受性

CER， NBと等しく最高の感受性を示していることに

が低く， KMと同程度の感受性を示しているにすぎ

なる．

ない．

以上をまとめてみると，尿中より分離同定されたグ

310

杉田・ほか＝Carbenicillinの使用経験

ラム陰性菌82株におけるCB−Pcの感受性は， Klebsi−

投与のもの5例，14日間のもの25例であるが，そのほ

ellaをのぞいたグラム陰性菌に非常に高く認められ，

かに急性腎孟腎炎より敗血症をおこした1例では，1

とくにPseudolnonasに対しては，他の合成penicil−

日169（6時間ごとに49を静注）を10日間投与して

1in剤が全く感受性を示さないのに対して，100％の

いる．

感受性を示している点で，特異な抗生物質であるとい

使 用 成 績

える．なおグラム陽性菌についてみても，他の合成
penicillin剤よりもすぐれた感受性を示していた．

以上よりCB−Pcの抗菌spectrumは，非常に広範
囲であることがいえる．

急性二二腎炎をおこして来院した31症例にCB−Pc
を使用して，その効果を自覚症状とくに発熱，白血球
数，尿所見，尿中細菌数などにっき検索し，同時に副
作用の点にも検討を加えた．

使用対象ならびに方法
1．投与対象
1968年5月より同11月までの当科入院患者のうち，

急性腎孟腎炎をおこして来院した31例を選んでCB−Pc
を使用した．この31例の性別は男子26例，女子5例で
あり，その年令は18〜85才におよんでいる．これら症
例は，いずれも臨床的に腎孟腎炎の症状が著明に認め
られたものである．

これらの31症例は，1例を除きすべて何らかの基礎
疾患を有し，そのため尿路通過障害がその発病の原因
となったものである．すなわち，．h部尿路通過障害を

有していた11例では，腎または尿管結石を8例に，水

腎症を2例に，結核性尿管狭窄を1例に認め，また下

1．症状に対する効果
急性腎孟腎炎にみられる症状は，悪感戦漂，発熱，

腰痛，頻尿，割長痛，残尿感，血尿，尿混濁など腎孟
腎炎と膀胱炎の症状が合併してみられるのが一般であ

るが，CB−Pc投与の対象となった31例は，1例を除
きすべて前述したごとぎ尿路通過障害を伴っているの

で，種々の症状が重なり合って発現している．ゆえに

CB−Pc投与の効果を判定するうえでは，上記の症状
のすべてを対象とすることができないので，発熱のみ
を対象として検討した．

対象31症例は，CB−Pcの投与開始より全例14日間
の経過を観察し，Table 2のごとき結果をえた，

Table 2症状に対する効果

部尿路通過障害を示した19例では，前立腺肥大症を7

例に・膀胱癌を7例に，前立腺癌を2例に，神経因性
膀胱2例，結核性萎縮膀胱1例であった．なお，これ
ら下部尿路通過障害を認めた症例は，入院後直ちに膀
胱留置カラ「一テルをしてCB−Pcを使用している．

つぎにCB−Pc投与前に31症例の尿中より分離され
た菌株についてみると， グラム陰性菌ではPrQteus
11株，E． coliおよびPseudomonasが各5株， Ci−

t「obacterおよびKlebsiellaが各3株，腸内細菌類
似のグラム陰1生桿菌1株の計28株で励，グラム陽性
菌ではStrept・c・cc・・が2株， St・phy1Qc。cc。、が1

株の計3株で．総計では31株であった．またいずれ
『も尿中に菌数を1×10・／m1以上に証肌， disc法で
CB−Pcに感受性を有していた．

2．投与方法

CB−Pcを1回19，1白4回，すなわち6時間ご
とに筋肉内または静脈内に投与した．なお筋肉内注射

蕊轟謬
消

症例数
失｛％

改

善｛三瀬

不

刻里数「

4日目
6
19．4

15
48．4

10
32．3

7日目

14日目

19

25

61．3

80．6

8
25．8

4
12．9

4
12．9

2
6．4

まず投与4日目までに発熱が消失ないし改善を示
したものは21例（67．8％）， 7日目までになると27例
（87．1％），14日目までには29例（93．5％）の成績であ

った．つぎに発熱が持続してみられた症例は，投与4
日目で10例（32．3％），7日目で4例（12．9％），14日
目で2例（6．4％）であった．

すなわち，急性腎孟腎炎症例にCB−Pcを投与すれ
ば，約半数の症例では4日以内に，大多数の症例では
7日で発熱は消失ないし軽快することがわかる．

の場合には・CB−Pc 19を0．5％塩酸リドカイン溶液

3m1で溶解して投与し，静脈内注射の場合には5％
グルコーゼ溶液20m1に溶解して， ゆっくりと注射

2．白血球数に対する効果
対象とした31症例に白血球増多症がみられている，

した．

その程度は32，000〜！3，000の間にあったが，この白血

なお投与日数は，症例の自，他覚的症状の改善程度

球数に対するCB−Pc投与の効果を全症例で投与7日

によって区分している．すなわち，1日49，7日間

目および14日目に検討してみた（Tabユe 3）．
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すなわち，急挫腎孟腎炎症例に対して，半数以上の

Table 3 白血球数に対する効果

bas・一ffyi．rlkfi
7 日 目

正常化｛症騨
やや聴｛症野

鞠唄症騨
増呵症騨

14 日 目

13

21

41．9

67．7

14
45．2
3

6
19．4

9．7

6．2

1

2

3．2

2

6．4

症例が膿尿を全く認めなくなるには，CB−Pcを14日
間は投与しなければならないことがわかる．

4．尿中細菌数におよぼす影響
CB−Pc投与対象31例の投与前の尿中より分離され
た菌株は31株であり，その内訳についてはすでに前述
したが，いずれの菌株においても細菌数を1×105／m1
以．kに認めている． この尿中細菌数に対するCB−Pc

の影響を，投与後7日および14日目に尿培養を行なっ
まず7日目でみると，白血球数の正常化は13例（41．9

て検討してみた（Table 5）．

％），改善がみられたのは14例（45．2％），不変は3例
（9．7％），また逆に投与前よりも増加を示したものが

1例（3．2％）に認められた．つぎに14日目について
みると，正常化したものが2工例（67．7％），改善をみ
たものが6例（／9．4％），不変が2例（6．4％），逆に

Table 5尿中細菌数におよぼす影響

漕閥［，日、
陰

倒謬数1

26

23

83，9

74．2

減

少｛甥蜘

3

1

9．7

3．2

増加をみたものが2例（6．4弩）であるが，この増加
をみた2症例はいずれも菌交代をおこし，投与前に尿
中より分離された田干とは別の菌種を証明した症例で
あった．

すなわち，急性腎孟腎炎症例にCB−Pcを投与して
その白血球増多症に対する効果をみると，大多数の症
例が7日目までに白血球数の正常化または改善のみら
れることがわかる．

変｛症男数i

不

蔽代｛山頭

1

1

3，2

32
6

1

3，2

19．4

まず7日目でみると，尿中細菌の陰性化をみたも
のが26例（83．9％），函数の減少を示したものが3例
（9．7％），不変1例（3．2％）， 7日目ですでに菌交

3．膿尿におよぼす影響

代を示したものが1例（3．2％）にみられた．つぎに

全症例において尿沈子中に膿球を多数に認めている

14日目についてみると，菌の陰性化したものが23例

が・これに対するCB−Pc投与の影響を投与後7日お

ものが6例（19．4％）と増加していた．

Table 4膿尿におよぼす影響
日 目 14 日 目
̲墨 7 圃
膿尿の髄＼癒癒

すなわち，急性腎孟腎炎症例にCB−Pcを投与して

＝

膿尿なし｛璽剃
改

善｛差響

不

症例数
変｛％

悪

化｛症磐

（74．2％），菌数の滅少したものが1例（3．2％），不

変1例（3．2％）であるが，その反面三交代を示した

よび14日目に検討した（Table 4）．

v

14 日 目

尿中細菌数＼症例数＼i

尿中細菌数への影響についてみると，大多数の症例が

3

16

投与7日目で菌が陰性化していたが，14日目では菌の

9．7

51．6

陰性化を示す症例がやや減少し，それに代って菌交代

19
61．3

9
29．O

o
o

7

22．6
5
16．1

3

を示す症例が増加してみられた．

5．急性腎孟腎炎症例への

CB−Pc投与の効

果

9．7

前述した症状，白血球数，膿尿ならびに尿中細菌数

まず7日目でみると，膿球を認めなくなったものは
3例（9．7％），改善されたものは19例（61 ． 3％o），不

変9例（29．0％）であった．つぎに14日目についてみ

へのCB−Pc投与の効果を総括してみると，つぎのご
とくになる．なお便宜上効果判定基準として，上記4．

項目のすべてに著明な改善をみたもの，すなわち発熱

ると，16例（51．6％）が膿尿を認めず，改善を示した

が消退し，白血球数が正常化し，膿尿が消失し，尿中

ものは7例（22，6％），不変であったものが5例（16。
1％），投与前より悪化したものが3例（9．7％o）に認

細菌数が陰性化したものを著効，3項目で著しい効果
を認めたものを有効，2項目で効果を認めたものをや

められた．とくに投与前より悪化した3例は，いずれ

や有効，その他は無効にしたが，とくに起因菌の交代

も菌交代をおこしていた症例であった．

を認めた．ものはその他の検査所見で効果を示しても菌
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3！2

効のものをCB−Pcの効果を認めたものとして判定し

交代の項に分類した，

上記効果判定基準で急性腎孟腎炎症例にCB−Pcを

た．その成績でみると，Proteusでは11菌株のうち有

使用した場合の効果は，著効11例（35。5％），有効10

効数は7株で63．6％の有効率を示し，E． coliでは5此

例（32．2％），やや有効3例（9．7％），無効1例（3．2

中3株で60．0％，Pseudomonasでは5株中4株で80．0

％），薬剤使用中起因菌交代をみたものが6例（19．4

％，Citrobacterでは3株中2株で66．7％， Klebsiel−

％）の成績であった．なお著効例と有効例をCB−Pc

1aでは3株中1株で33．3％，腸内細菌類似のグラム

投与の有効例とすると，有効例は21例となり，67．7％

陰性桿菌は1株のみであるが，これが著効を示してい

の有効率を示すことになる．

るので100％の有効率となる．またStreptococcusは

つぎに起因菌別にCB−Pcの効果をみると， Table 6

2株，Staphylococcusは1株であるが，すべて有効
数であるので100％の有効率を示した．

のごとくになる．この場合，．ヒ記と同様に著効および有

Table 6起因菌別臨床効果

∵；裸＼瞬ご∴
Proteus

著 効

有 効

やや有効 無 効

菌交代

有効数

有効率

11

4

3

1

o

3

7

63．6

5

3

0

0

o

2

3

60．0

Pseudomonas

5

1

3

1

o

0

4

80．0

Citrobacter

3

1

1

0

o

1

2

66．7

Klebsiella

3

0

1

1

l

0

1

1

0

0

o

0

1

100

E． coli

33．3

腸内細菌類似のグラム陰性桿菌
Streptococcus

2

1

1

0

o

0

2

100

Staphylococcus

1

0

1

0

o

0

1

100

計

31

II

10

3

1

6

21

！

％

3s．sl 32．21 g．71 3．2

ついで無効例についてみると， これはKlebsiella

に1菌株認められた．この症例は臨床症状が改善され
ず，とくに尿所見は全く投与前と同様であった．
さらに菌交代を示した症例についてみると，Prote−
usで3例， E． coliで2例， Citrobacterで！例の計

6例であった．これを詳細にみると，Proteusの3例
はいずれも投与後7日目の尿培養では細菌を証明して

いないが，14日目の尿培養でKlebsiellaを2例に，

19．4

67．ア

してみた．

まず筋肉内に注射した場合についてみると，2例に
おいて局所の発赤，腫脹を認めたが，その程度は軽度
であった．また静脈内注射を行なった場合には，注射
中墨ら愁訴を認めなかった．

さらにCB−Pc探与期間中，投与31例はCB−Pc投
与によると思われる愁訴は全く認められなかった．

つぎにCB−Pc投与による白血球減少症の有無につ

Rettgerellaを1例に認め，その菌数も3×10s／m1以

いても検討したが，1例にもこれを認めていない．

上に認められている．またE．coliの2例でも，7日
後には尿培養で細菌を認めなかったが，14日目には

11例にGOT， GPTの軽度の上昇がみられ，そのほか

ついで肝機能についても検討したが，投与前31例中

Klebsiellaと Aerobacterを9×10s／m1以上に認
め，Citrobacterの1例でも7日目に培養が陰性化し

には異常を認めなかったが，投与中および投与後には

たにもかかわらず，14日目にはKlebsiellaを3×106

能検査でも異常を認めなかった．

／m1に認めている．

これら菌交代を認めた症例は，いずれも7日目には

発熱は消退し，白血球数，尿所見は改善されたが，14

1例を除いてGOT， GPTが正常化し，その他の肝機
さて投与3ユ例のうちには，CB−Pc投与前に血中尿

素窒素（BUN）の値が40〜82．6mg／dlのものを6例
認めた．これら症例を含めて全例のBUNを投与前後

日目には尿所見はCB−Pc投与前と同様な所見を呈し

で比較したところ，改善こそみられたが悪化した症

ていた．

例は1例も認められなかった．とくに急性三二腎炎よ

6．副作用
CB−Pc使用31例について，その副作用につき検討

り敗血症を発生した症例は，CB−Pc投与前BUNは
82．6mg／dlであったが， CB−Pcを1日169，10日間
の投与で40．5mg／d1と改善を示し，その他何らの副
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作用を認めなかった．

総括ならびに考按

CB−Pcは！963年イギリスの Beecham研究
所で開発された新しい含成penicillin剤で，
1967年ウィーンにおける第5回国際化学療法学．
会ではじめて報告された薬剤である．その後
欧米における本剤の使用効果をみると，とくに

Pseudomonasに対する効果を特筆し，これが
従来の合成penicillin剤と異なった点である
ことを記載している1一

4｝．

私どもは， はじめにCB−Pcの100 mcgの
discを使用して尿中より分離された91菌株に
対する感受性を検討したところ，Pseudomo−
nas 6株でtlj： 100 ％の感受性が認められた．そ

の他グラム陰性菌株では50〜95．7％の感受性を

示した．しかしグラム陰性菌であるKlebsiella
に対する感受性は低く，37．5％のみが感受性を

有する成績であったが，グラム陰性菌82株につ
いてみると81．7％の感受性を示し，これは現在

当科で使用している他の化学療法剤の感受性が
68．3〜23．2％であるのに比較すると，非常に良

好な成績が示されたことになった．なおグラム

陽性菌9株では，いずれも100％の感受性を示
した．以上より本剤は，その抗菌性において，

広範囲spectrumを有する薬剤であることがわ
かった．

つぎに31例の急性腎孟腎炎症例を選んでCB−

Pcを投与した，投与量はユ日49を7日間投
与したもの5例，14日間投与したもの25例であ

しかし無効例および菌交代をおこした症例に
ついてみると， 無効例は起因菌がKlebsiella
であったものにのみ1例みられ，また菌交代を

おこした6例では，交代した菌株として4例に
Klebsiellaを証明している．これはすでrq disc

法による感受性試験でも，CB−PcがKlebsie1−

1aに感受性の低いことを認めていることにも
よると考えられる．このことより，とくに菌交

代を防止するには，Klebsie11aに高感受性を示

す化学療法剤をCB−Pcと併用投与するのも一
つの手段ではないかと考えられた．

最後に本剤の副作用についてみると，Brum−
fittら2）は74例にユ日49を7日間使用して何ら

の副作用を認めず，またEastwoodら5｝は重
症腎不全患者に使用して，同じく副作用をみて

いないことを記載している．私どもも5例に1

日49を7記聞，25例に1日49を14日間，さら
に1例に1日169を！0日間の投与を行なったが
筋肉内注射を行なった2例に局所の軽度の発
赤，腫脹を認めたe2かは，何らの副作用を認め

なかった．とくに31例中6例は，投与前BUN
が4Q〜82．6mg／d1と．ヒ過していた腎不全患者

であったが，CB−Pc投与によりさらに上昇を
みた症例はなく，いずれも低下を示し，何らの
副作用を認めなかった． すなわち， Brurnfltt

ら，Eastwoodらと同様な成績であった．

以上よりCB−Pcは尿路感染症に対して，有
効な抗生物質であると考えられた．
結

語

るが，そのほかに1例のみは腎孟腎炎より敗血

急性三二腎炎症例31例を対象として，CB−Pc

症をおこしたので1日169を10日間の投与を行

を1日497日閥投与したもの5例，14日閥投
与したもの25例，また1例に1日169を10日間

なって，発熱の消退，白血球増多症の改善，膿

尿の改善および尿中細菌数の消退の4点につい
て検討してみた．その成績より著効11例，有効

投与して，発熱の消退，白血球増多症の改善，

！0例，やや有効3例，無効1例，菌交代を示し

て検討し，つぎの結果をえた．

たもの6例で，有効数21例，67．7％の有効率が
えられた．

とくにPseudomonasを分離した5例では，
著効1例，有効3例で80．0％の有効率を示し，

膿尿の改善，尿中細菌数の消退の4項目につい
1，著効11例，，有効10例，やや有効3例，無
効1例，そのほかに菌交代を示したもの6例で，
有効症例21例，67．7％の有効率がえられた．

2． とくにPseudombnasを尿中より分離し

discにおける感受性テストの成績に比例した

た5症例では，著効1例，有効3例で，80．0％

臨床成績がえられ，欧米における諸家の成績と

の有効率が示された．

同様の成績がえられた．

3．副作用は筋注した症例で2例に局所の軽

314

杉田・ほか：Carbenicillinの使用経験
2） Brumfitt， W． et al．：Lancet， 1： 1289，

度の発赤，腫脹をみたほかは，全く認めず，ま

1967．

た腎機能が低下していた6例に使用しても，

3） Jones， R， J． ＆ Lowbury， E． J． L．：Brit．

腎機能低下の悪化や，副作用は認められなかっ

Med． J．， 3：79， 1967．
た．

4）Knudsen；E． T． et a1．：Brit． Med．エ，3

以上よりCB−Pcは，尿路感染症に対して有

： 75， 1967．

効な薬剤であると考えられた．
文

5）Eastwood，エB．＆Curtis， J． R．：Brit，

献

Med． J．， 4： 486， 1968．

（1970年4月10日特別掲載受付）

1） Acred， P． et al． ： Nature， 215： 25， 1967．

覧戸［』 皿ヨ三一疾患に

【文献進墨】

e
副作用のない，抗アレルギー・抗炎症・解暮・肝保護作用をもつ

健保略称

強ミノC

ミ／7ア」ゲγC
包装 2ml 10管・100管，5ml 5管・50管，20ml 5管。30管
健保薬価 2ml 27円，5m141円，20ml 144円、

圏適応症
感冒，気管支炎，喘息，肝炎，肝
障害，腎炎，ネフローゼ，血管性

副腎皮質ホルモン療法，とくにその長期療法

紫斑病，白血球減少症，自家中毒，

に併用して，同剤の維持量を小量ならしめ，

湿疹，皮膚炎，葺麻疹，小児スト

後療法に用いて再発・再燃を阻止し，同療法

ロフルス，神経痛，リウマチ，腰・
背痛，妊娠中毒，特発性腎出血，

嶋嫉騰呼樋

急性出血性膀胱炎，中耳炎，副鼻
腔炎，口内炎，ブリクチン，結膜炎，

角膜炎，薬物副作用，薬物過敏症
など

健保薬価 1錠3．50円
OC4043
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