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〔璽聾軸号〕

二次性尿路感染症由来菌に対するサルファ剤の
          試験管内抗菌力にかんす．る．検討

山m大学医学部泌尿器科学教室く主任＝酒徳治三郎教授）

           桐  山  留  夫

           佐  長  俊． 昭

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF一 SULFA DRUGS AGAINST BACTERIA
    ISOLATED FROM SECONDARY URINARY TRACT INFECTION

                  Tadao KiRiyAMA and Toshiaki SAcHo

From the・OePart．meηt 9∫U！ology， Yamaguehi University School O∫11／1．edicine，．びbe，ノ諺ραη

                   （Chairman ： Prof． 」． Sakatofeu， M． D．）

   This report deals with irp vitrb a＄sessment of sulfac drugs Qn ／．their antibacterial 2ctivity

against 191 strains of bacteria which were isolated from segondary urinqTy traet infeetion during

the recent six months period in our clinic．

   The results obtained were summarized as follows．

   1）Are！ation of inocu！um size with MIC of sulfamethoxypyri皿idine（SMP）was＄urveyed

at the outset． As a result of this survey， it wa’ ?found”that even 3，200 mcg／ml of SMP could

not inhibit a strain of E． coli from grbWing if 105 c．c．／mJ solu．t，ion． ．．of． ．it was ．g．．＄ed for inoculation，

while the E． coli was fully’ @inhibited to grow ・by 25 mcg・／ml if ！0c，c．／ml．・・ A－strain of Klebstella

proved to be much the same as the E． coli，

   2） MICs of SMP’ and sulfadiazine （SD） against the bacteria were deterrnined by plate

dilution methQd using a solution of 106 c、c．／皿l for Gram－pGsitives and a solutien of 105 c．c4ml

for Gram－negatives as inoculum size． Majorities of E． coli， Klebsiella， Morganella， Serratia，

Providencia， S彦aphylo（roccus au7eus and S彦αph二y彦ococcus el）idermidis， and all of Citrobacter and

Enterococcus had MIC more than 1，600 mcg／ml against SMP and SD． Sensitive bacteria having

M工Cless than 50 mcg／ml were found out in o卑正y a few percent of E． coli， Ps．¢udomonas， Morga－

nella and StaPhylocDccus aureus， and in about 40 percent of Proteus mirabilis which was proved

to be most sensitive of all species in our series．

   3） On a base of correlation of the sensitivity distribution of SMP and SD， a cross一．resistance

was estimated to exist closely between SMP and SD against Proteus mirabilis， Pseudomonas．，

Cloaca and StaPhylococcus ePidermidis．

   4） As compared with sensitivity distribution of GM， CB－PC and CEZ against E． coli，’Kleb－

siella， Pseudomonas， StaPhylococcus aureus， StaPhylococcus ePidernzidis and Enterococcus， the sulfa

drugs had the least sensitivity．

緒 言

 1929年Domagkがsulfa剤を開発した当初

は，sulfa剤が抗菌活性をもつ随一の化学療法

剤で，したがって感染症に対するもつ． ﾆも有効

な治療法であbたに違いない。penicillinが

1938年Flemmingによって発見されていらい，

新しい抗生物質が陸続として開発．され，こんに
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ち多数の殺菌作用の強い抗生物質が用意されて

いるにもかかわらず，sulfa剤が単純性膀胱炎

をはじめとする各種尿路感染症に広く，習慣的

に使用されていることは，往時の名ごりと考え

られる．しかし多剤耐性菌が高頻度に分離され

る尿路感染症において静菌作用しか有していな

いsulfa剤の占める位置とはいかなるものなの

か改めて検討を要する問題である．このような

見地からまずsulfa剤の試験管内抗菌力を測定

した．その成績をここに発表する．

実 験 ：方 法

 1．供試薬剤

 使用したsulfa剤は最新のsulfamethoxypyrimi－

dine（SMP）ともっとも抗菌活性の強いと考えられて

いるsulfadiazine（SD）である．

o圧、Cσ6‘

●κ‘ebsごθ‘乙ω

 2．供試菌株

 1971年1月より6月までの6ヵ月間に山口大学医学

部附属病院泌尿器科に入院し，カテーテル留置などに

伴う二次性尿路感染症患者の尿より分離された191菌

株を使用した．

 3．抗菌力測定法

 日本化学療法学会標準法に準じて平板希釈法で最少

発育阻止濃度（MIC）を測定した．増菌用培地として

トリプトソイブイヨン（栄研）を感受性測定用培地と

してMueller－Hinton培地（栄研）を使用した．

 sulfa剤標準溶液の作成には，上記sulfa剤を少量

のO．1 N－NaOH液で完全に溶解させ， 以後適宣滅菌

蒸留水で希釈した． このsulfa剤標準溶液を加えた

Mueller－Hinton培地のpHはいずれも7．4であった．

実 験 成 績

1．MICにおよぼす接種菌量の影響
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 Fig． 1． Relation of inoculum size with MIC．
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Table 1． Distribution of susceptibility of bacteria isolated fro皿secondary urinary

 tract infections to sulfamethoxypyrimidine．

E． coli

Klebsiella

Proteus mirabilis

Pseudomonas

Citrobacter

1／t40rganella

Cloaca

Serratia

Providencia

StaPhylocoecus aureus

StaPhNlococcus ePidermidis

Enterococcus

：．
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Table 2． Distribution of susceptibility of bacteria isolated from secondary urinary

 tract infections to sulfadiazine．

E． coli

Klebsiella

Proteus mirabilis

Pseudomonas

Citrobacter

Morganella

Cloaca

Serratia

8渉砂口lococcus aureus

StaPhylococcus ePidermidis

Enterococcus

一．．一

s

41

8

11

18

4

．5

16

6

工7

17

17

tota1 160
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 上記の191菌株より適当なE．ooZ乞およびKlebsiella

各1株を選び，MICと接種菌量の関係をSMPで検
討した．増菌用培地に18時間培養した菌液を103，ユ05，

107倍に希釈し，これを接種菌液として使用したe完

全発育と完全阻止との問には，静菌作用に基づく不完

全阻止の段階がみられ，これら2菌での成績も図示す

るとFig．1のごとくであるny IO3倍希釈では3，200

mcg／m1まで発育を全く阻止されなかったE． coliも，

107倍希釈になると25mcg／ml以下で完全に発育が

阻止された。同様に103倍希釈では1，600mcg／mlで

はじめて完全に発育が阻止されるKlebsiellaも107

倍希釈では25mcg／ml以下で完全に発育が阻止され

た。

 2、尿分離菌に対するMIC

 細菌用培地に18時間培養した菌液をgram陽性菌の

場合には100倍に，gram陰性菌の場合には1，000倍に

希釈し，これを接種菌液として，SMPのMICを191

菌株で，SI）のMICを160菌株について測定した成績

をTable 1，2に示した。

 まずSMPのMIC（Table 1）をみると， E． coli

37株のうち2株（5．4％）が50mcg／m1のMICを示

したが，他の35株は3，200mcg／ml以上であった．

Klebsiella 15株， Cloaca 13株のうち800 mcg／ml，

1，600mcg／m1のMICを示すものがそれぞれ1株ずつ

あったが他はすべて3，200mcg／m1以上であった．

Proteus mirabilis 10株のうち4株（40％），1株（10

％）がそれぞれ25，100 mcg／mlのMICを示した。

Pseudomonas 24株のうち7株（26．7％）は400 rnc9．／

m1までのMICを示したが他はすべて1，600 mcg／ml

以上であった．StaPhNlococeus aureus 29株では1株

（3．5％）が50 mcg／m1の， StaPhyloeoccus epider－

midis 26株では1株（3，9％）が200 mcg／mlのMIC

を示した．他はすべて1，600mcg／m1以上に分布し

た．EnterOCOCCUS 19株では全くその発育を阻止しえ

なかった．なお，StaPhPtlococcus aureus 209PのMIC

は25mcg／m1であった．

 つぎにSDのMIC（Table 2）をみると， Et o読

41株のうち2株（4．9％）が200mcg／m1のMICを

示したが，他の39株は1，600mcg／m1以上であった．

Proteus mirabilis 1／胎中4株（36．4％）， f）seudomonas

18株中6株（33 ． 3％o）が100mc9／m1以下に分布し，

他はすべて1，600mcg／ml以上であった． Cloacα16

株では5株（3L 3劣）が200～ユ，600 mcg／mlに分布

したが他はいずれも3，200mcg／m1以上であった．

StaPhylococcus aureusおよびepidermidisの各17株

りうち前者の6株（35．3％）が200mcg／ml．以下の

MICを，後老の4株（23．5％）が400 mcg／ml以下

のMICを示したが他はすべて3，200 mcg／ml以上で

あった．Enterococcus 17株はすべて3，200 mc9／ml

以上であった．

 最後に耐性限界値1・2）で耐性菌の分離頻度を計算す

るとE．coli 94．6％（SMP），100％（SD）， Klebsiella

100％ （SMP， SD）， Proteus mirabilis 50％， （SMP），

63．6％ （SD）， Pseudomonas 70．8％ （SMP）， 66．7％

（SD）， StaPhylococcus aureus 100％ （SMP）， 94．1％．

（SD）となる．

 sulfa剤のMICが以上のごとく高値をとるのは．

接種菌量との関係を検討したさいに述べたとおり，静
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Fig。2． SMP 25 mcg／m1のplate． No．3

 は完全に発育が阻止されているが，No．20

 はきわめて微量であるが発育が認められる．
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Fig．3． SMP 800 mcg／m1のPlate． No．3，

 No．20， No．23は完全に発育が阻止され

 ている．Fig．1と比べると，発育が不完
 全ながら阻止されているものが多い．

菌作用に基づく不完全阻止の段階が長いことも1因で

ある（Fig．2，3）．

 3．SMPとSDの交叉耐性
 Proteus mirabilis 10株， Pseudomonas 18株， Cloaca

13株，StaPhylococcus epidermidis 17株に対するSMP

とSDのMICを比較した．その成績はFig．4に示

されるごとく明確な交叉耐性がみられた．ただCloaca

に対して，SDはSMPより2～4倍ほど高い抗菌活

性を示した，

 4．最近の抗生物質のMICとの比較

 E． coli， Klebsiella， Pseudomonas， StaPhyleeoccus

aureus， StaPhylococeus ePidermidis， Enterococcus
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 Fig． 5． Curnulative distribution of suscep－
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各30株に対するgentamicin（GM）， carboxybenzil－

penicillin（CB－PC）， cefazolin（CEZ）， SMPのMIC

を測定し感受性累積曲線を描いた（Fig．5～10）． E．

coliに対してCEZとGMが同程度の抗菌活性を示

したのを除くと，GMはもっとも活性に富み， CEZ

は E．coli， Klebsiella， StaPhygocOcczts atereUS，

StaPhylOCOCCttS epidermidisに対してはCB－PCより

抗菌活性が強いが，Enterococcusに対しては同程度

であった，Pseudomonasに対してはCEZ， CB－PC，

SMPはいずれも抗菌活性が弱く，同程度であった．

SMPはこのPseudomonasを含めて100 mcg／mlま

での範囲内では抗菌活性をほとんど認めることができ

なかった．

so

L／Y

v一一一  ・otta2 ajii－o．：’e tjrtj t“b・ a2s ，’z．s ？J” so ）．，’oo

           rncc；，・ tin．

 Fig． 9． Cumulative distribution of sus－

  ceptibility of Pseudomonas aeruginosa．

考 察

 パラアミノ安息香酸エステルなどの拮抗物質を培地

から完全に除外することが困難なため，su／fa剤に対

する感受性測定には大きな疑問を内包している．歯種

菌量も18時間培養後のブイヨンをそのまま接種菌液に

使用したのではMICが大きくなりすぎ，一一般にはそ

の量を減じて100倍希釈液が使用されている．われわ

れの成績も接種罪刑の多寡によってMICが変化する

ことを示している．

 われわれの成績に比べると，保存菌株に対する

sulfa剤のMICは一般にかなり小さくなっており，

中沢ら9）の病巣分離のStαPhylococcusおよびE， coZi

に対するMICにおいてもわれわれの成績を上まって

いる．これは二次性尿路感染症より分離される細菌の

大部分が多剤高度耐性菌であることによると考えられ

る．sulfa剤の種類による抗菌力の差についてKnott

ら10）は，7種類のsulfa剤の試験管内抗菌作用を比

較し，この試験管内抗菌力は実験的感染症に対する治

療効果とはかなり一致するが詳細に調べると必ずしも
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平行するものではないと述べている。わが国において

も数種類のsulfa剤の試験管内抗薗力を比較している

がその差は4倍ぐらいまでである5・7・9）。

 sulfa剤の血中濃度および尿中排泄率については3～8・

11） C被験動物やsulfa剤の種類，投与量とその方法に

よって多様であるが，血中濃度をみると多くは50

mcg／m1ぐらいから150 mcg／m1前後であり，尿中濃

度は500～600rncg／mlく・らいまでである．このこと

から考えると，われわれの対象となった二次性尿路感

染症はsulfa剤投与の適応にはならないように考えら

れる、

 Knottら10）は， sulfadiazineはsulfamethoxydia－

zineと同じ用量では，ほぼ5分の1程度の血中濃度

しか得られなかったが，実験的感染症に対する治療効

果はsulfamethoxydiazineのそれに匹敵する良好な

成績が得られたと報告している．一般にsulfa剤の治

療効果は血中濃度と無関係であると考えられている．

 とくにsu⊥fa剤では， in vitroの結果は培地と実験

方法によってかなり大きな変動を示し，そのため精確

な効力の量的比較および全般的な推論は困難で，確実

性も乏しい．これに反して動物実験は，できるだけ実

際の治療上の要求に適するようにおこなえば，治療的

効果の特性を知るうえではるかに信頼度が高いとされ

ている10）．

 上のような考え方に立てば，いちがいにsulfa剤が

無効だとは断言できないが，われわれの成績が示し

た，二次性尿路感染症より分離された細菌に対する

sulfa剤のきわめて乏しい抗菌力からは， sulfa剤投

与に大きな期待を寄せられないようである．

結 語

 二次性尿路感染症から分離された191菌株に

対するsulfamethoxypyrimidineおよび160菌

株に対するsulfadiazineのMICを測定し，
その抗菌活性のきわめて弱いことを認識した．

このMICは接種菌量によって大幅に影響され

た．このsulfa剤のMICを gentamicin，

carboxybenzilpenicillin， cefazolinのMIC

と比較した．

 欄筆にさいし恩師厚徳教授のご指導，ご校閲を深謝

します．あわせて供試薬剤をいただいた日本シェーリ

ング社および協力を仰いだ研究室の豊島．敏恵藤田文

美子両氏に感謝します，
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