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   The clinical effect of Melysine on acute simple E． eoli cアstitis was evaluated in餓een patients

and compared with the result of the disk test． Allof the patients showed a highly satisfactory response．

In two， the result of the disk test with the 10”／ml inoculation was non－sensitive to Melysin＠ while the

others were sensitive． When the inoculum size was reduced to 106／ml the non－sensitive pathogen

showed sensitivity．

   For evaluating the influence of inoculum size on the disk te＄t， one hundred strains of clinically

isoldted E． coli were studied． Ninety－three strains were sensitive and only 4 strains were non－sensitive

to Melysinpt with ineculation of 106fml． When the inoculum size was increased to 109iml， 63 strains

remained sensitiVe and the rest b6came non－sensitive， that is， the diSk test was greatly influenced by

inoculum size in thirty－three of the 100 strains．

   It has already been reported that the MIC of mecillinam to E． coli is influenced by the inoculum

size． ln the same way， the disk test of Melysin＠ against E． coli was also infiuenced by the inoculum

size． This suggests that the clinical sensitivity test for Melysin＠ must be performed under the con－

dition that an inoculum size of pathogen is 106／ml．
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 Mclysin⑪はmecillinamのエステル化剤であり，

腸管で脱エステルされ抗菌力を発揮する合成抗生物質

である．本剤はE．coli， Klebsiellaなどのグラム陰性

桿菌に強い抗菌力を有していること1），また尿中排泄

が良好であること2）などから，膀胱炎・腎孟腎炎など

の尿路感染症の治療剤として用いられ，その有効性が

数多く報告されている3一“5）．これらの報告のなかには，

尿細菌感受性検査の結果に反し臨床には有効であった

という報告もみられ，本剤の臨床効果を予想するうえ

での感受性検査の意義｝こついて疑問が投じられたもの

と思われる．

 meciliinamのE． coliに対する試験管内抗菌力

（MIC：最小発育阻止濃度）は接種菌量により影響さ

れるとの報告が多くなされている1・2・6・7）が，石神ら8）

はE．eoli単独による尿路感染症についてMIGと臨

床効果とを比較検討した結果， 109／mlで測定した

MICよりも，106imlでのMICの方が，より良く

臨床効果と一致しだと報告している．

 今回われわれは，日常診療上ひろく用いられている

disk法によるE． ooZ臼こ対するMelysingの感受性と

臨床効果との関連について検討したので報告する．

1，臨床効果とdisk成績について

 対象は，1980年4月より6月までの間に大阪大学泌

尿器科を受診した女子の単純性膀胱炎とし，このうち

起炎菌としてE．coliのみが分離され，かつ初診時に

105／ml以上の尿中細菌数とさ．れた症例に限定した．

この条件に該当した症例は15例であり，年齢はT4ble 1

に示すごとく7歳から68歳におよんでおり，Melysin②

の1日投与量は成人で200～300mg，7歳女児では

1501ngである．

。接種用菌液の調整

 患者の尿中細菌の分離・同定には分離培地を用い，

純培養であることを確認，集落の性状よりE．eoliと

同定した．独立集落を釣菌し，Trypticase soy broth

培地にて18時間前培養し，この菌液を原液とした．原

液およびこれを1000倍まで順次10倍稀釈した菌液につ

いてMelysin②に対する感受性検査をdisk法により検

討した．diskは昭和薬化工の1濃度disk（30 P9／disk）

を用い，判定は37。Cにて一夜培養の後の阻止円の直

径を計測，これにより感受性を（舟）（十）（十）（一）の4

段階で表示したが，（冊）（廿）は感受性あり，（＋）（一）

は感受性なしとした．

 Trypticase soy broth培地に前培養し7こ菌液の原

液には109／mlの菌体が含まれる．それゆえ，1000倍

液には106／mlの三体が含まれることになり，この菌

液について武田薬品中央研究所においてMIGを測定

した．

。結果

 （i）臨床効果

 自覚症状として排尿痛を，きわめて強い（措），あき

らかに病的（昔），軽度（＋），なし（一）の4段階に分類

した．

 他覚所見の膿尿については，尿沈渣の400倍検鏡像

より，ほとんど全視野（柵），視野のi／2以上（惜），1

視野30個以上（十），1視野10～29個（＋），1視野5 一一

Table L 対象症例の臨床像と起炎菌に対するmecillinamの試験管内抗菌力検査の結果

症例No．氏名 年令・性 臨床診断 自覚症状
尿所見
（膿尿）

MPC感受性（ディスク法）

lo9／mlX 10S／ml 107／ml 106／ml

MIC
（106fml）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

N． H， 68， F

S． K， 41， F

W． E， 47， F

A， Y． 45， F

N． F． ・7， F

S． H． 32， F

M． F． 65， F

H． K， 21， F

S．M 24， F

K． S． 25， F

K． Y． 52， F

O． N． 49， F

S． K． 34， F

T． H． 23， F

M．K． 60， F

cy＄titis

cystitis

cystitis

cystitis

cystitis

cystitis

cystitis

cystitis

cystitis

cystitis

cystitis

cystitis

cy＄titis

cystitis

cystitis

十汗φ一

十卜OP 一

十KO一
十トゆ一

一一
十梓O一
十ト覇ゆ一一一

一一十〇一

十トゆ一

一 op一

十←ゆ一

一〇一
十トト⇒一

十ト⇒一

十卜⇒一

一十一一

 十吟一
十卜⇒一

十H十吟十

十←ゆ一

十H十吟一

一H十ゆ一

十FF“一

十←ゆ一

十H一⇒一

十｝十ゆ一

十FF“一

十トゆ一

十F i一

一一一

十十

 十

十十十

十十

十十

十十

十十

十十

十十

十十十

十十

十十十

 十

十十十

十十十

十十十

十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十一一F

十十十

十十十

十十

十十十

十十十

十十十

十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十

十十十

十十十

十十十

十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十十

十十十

 O．2

 0．2

 0．1

くO．05

O．39

0．1

0．2

0．2

0．2

0．3

0．2

0．1

0．2

0．1

0．1

※接種菌量



長船・ほか：Melysin感受性・臨床効果

9個（±），1視野0～4個（一）の6段階に分類した．

 Melysin⑪7日投与の前後における自覚症状および

他覚所見の変化をTable 1に示した．7日投与後の

変化であるため，尿路感染症研究会のUTI効果判定

基準には合致していないが，門診上，自覚症状は全例

3日以内に消失しており，臨床的にはすべて有効と判

定した．

 （2）disk成績

 起炎菌としてのE．coliに対するMelysin⑪のdisk

成績は，Tabel lに示すごとく，原尿では（帯）5例，

（一）8例，（＋）2例であった．すなわち109／mlを被

検液とした場合15例中2例が感受性なしと判定された．

しかし，菌液を稀釈するにつれdisk成績は良好とな

り，1000倍点すなわち菌体数106／mlでは，15例中14

1267

例が（惜）と判定きれた．この106／mlでのdisk成績

はMICともよく一致するととも｝C，臨床効果ともよ

く相関する．

2．菌量差によるdisk成績の相違について

 接種菌量により disk成績に差が生じる傾向がみら

れたため，さらに多くの検体について検討を加えた．

これに用いられた検体は，1980年1月より5月まで，

大阪大学中央臨床検査部に提出きれた入院および外来

患者の尿中より分離されt： E．coli 100株である，菌体

の分離・固定および菌液の調整は前述と同様であるが，

disk成績は109／mlと106／mlについて検討した．ま

た同時に，武田薬品中央研究部において106／mlにつ

いてmecillinamのMICを測定した．

70P
  60一

感

受50
性

分40
布
A 30

髪
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  八
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      、、、ノ！

一100株 大阪大学（S55．1～55．4）

    接種菌量：了06／mI
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    接種菌量：丁06／m」

    1jtits井ら9）

．一一＝ x＝＝＝＝一一
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            MIC （f－tg／mD

Fig・1・臨床分離E． coliに対するmecillinamのMIC分布

    Tab正e 2・臨床分離E． coilに対するmecillinamのMIGとディスク成績の対比

a＞ディスク接種菌量 10ツml           b）ディスク接種菌量 106／ml

 ディスク      桑梓  十e  十“JllC
計  ディスク      一十F 一 十M］C

計

〈 O．05 2 1 3 く G．05 3 3

O．1 34 2 36 Oa1 36 36

O．2 10
0．39 3

4 1 15 O．2 15 15

1 4 O．39 4 4

O．78 2
1．56

5   2 4 13 0．ア8  13 13

5 5 1．56 5 5

3．13 1 8 9 3．13 9 9

6．25 8 8 6．25 6   2 8

12．5 2 2 12．5 2 2

25 1 1 25 1 1

 50

＞100

2 2 50 1 1 2

2 2 ＞100 2 2

計
51 12 3 34 100 計

91 Jr 1 3

63 37 96 4
1DO

MIC接種菌量＝怜6／mI Mic｝妾考重菌量：106／mI
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 臨床分離株のE．coliに対するmecillinamのMIC

はFig．1に示すごとくである．対照として小酒井ら9）

が集計した360株のMIC分布を図示したが，感受性

分布はほぼ同一のpatternを示し，0．1μg／ml以下に

peakがみられた．

 MICとdisk成績との相関をTable 21C示した．

109／mlでのdisk成績は，（柵）51株，（一H一）12株，（＋）

3株，（一）34株であり，感受性ありは63％，感受性な

しが37％となる．また感受性ありはMlcで。・78μ9／

m1以下のみとなる （Table 2－a）．これに対し106／mI

でのdisk成績は（帯）91株，（什）5株，（十）1株，（一）

3株であり，感受性ありは96％，感受性なしが4％と

なり，かっMlcで50μ9／1n1以上のみが感受性なし

となり，MICとdisk成績がよく相関している（Table
2－b）．

 個々の菌株について，109／mlと106／mlそれぞれの

disk成績を対比してみるとTable 3に示すごとく，

正09／mlで感受性なしと判定きれた37株のうち33株が，

106／mlでは感受性ありと判定される．すなわち，対

象とした100株のE．coliのうち33株に，接種菌量に

よるdisk成績の差が著明であったことになる．

Table 3・接種土量によるディスク成績

     の変化

10g
lo6一  一 十

感受性「有り」 感受性「無し」
計

＋H遷 51 0
   性

升が12 ・

O O 51
O O 12

63

＋1総懸 0  3

3  34
37

計

91 5   1   3

96． 4
100

考 察

 尿路感染症において，数多い抗生物質の中からいか

なる薬剤を選択するかを決定するための指標として，

感受性検査は日常診療上，重要な位置をしめている．

単純性尿路感染症では選択する薬剤による効果のちが

いは，さほど大きなものではないとしても，複雑性尿

路感染症では，的確な薬剤を選択し炎症を鎮静せしめ

ることが，基礎疾患の治療上も重要な問題である．

 薬剤の試験管内抗菌力テストには，稀釈法による

MIC測定と拡散法によるdisk法，およびその他があ

る10）が，MIC測定はやや繁雑であり，日常診療に多

用されるには，より迅速化，簡略化が望まれる．これ

に対しdisk法は，比較的簡単1こ薬剤選択についての

情報が得られるため，日常検査として広くおこなわれ

ているが，ほとんどの場合接種菌量を調整することな

く，109／mlの原液による感受性検査がおこなわれる

のが実情であろう，このようにして得られる感受性検

査の結果が，薬剤について適切な情報を提供してくれ

るものとしてわれわれは対処しているが，今回の検討

lCよりfalse negativeとも称すべき現象のあることを

知らしめられた．

 従来より，接種減量によってMIGに差が生じうる

ことはよく知られたことであるが，その要因として紺

野11）は，以下にあげる3つの因子が考えられてきたと

述べている．すなわち

 （1）細菌が数代のgenerationを経てばじめて効果

が発現するような薬剤の場合

 ② 自然耐性菌の出現率が高い薬剤の場合

 （3）β一lactamaseによって影響をうけやすい薬剤の

場合，である．

 （1）に該当するのはサルファ剤がその代表であり，こ

の場合にはある菌数以上を接種すると効果発現までに

菌数が増加し，肉眼的に混濁がみられ，MICが高い

値となる．

 （2）に該当する薬剤としてはアミノ配当体系の薬剤が

あげられるが，この場合1こは菌量を少なくしなければ，

同一菌株より生じた自然耐性菌の増殖がめだつことに

なり，MICの判定を誤ることになる．

 （3）に該当するのが，今日抗生物質の主流をなしてい

るところのセファロスポリン系薬剤およびペニシリン

系薬剤である。この場合には，多量の菌数では，惑乱

の産生するβ一lactamaseによ1って培地中の薬剤の力価

が低下するため，接種菌量によるMICの差が生じる

ことになる．

 MICの菌量による差について紺野11）はさら｝こ，近

年の抗生物質の中には，従来考えられてきた上記の因

子では説明しえないほどの大きな差がみられるように

なったと述べているが，Melysin⑧のE． coli ｝C対する

MICについても，上記の3つの因子によっては説明

しっくしえないと思われる．すなわち，Melysin②は

penicillin binding protein 2に特異的に結合し細胞分

裂を停止させるとされており12），gcnerationを経て作

用する薬剤ではない．

 自然耐性株の発生率について中沢ら6）は，実験室継

代のE．coliでは1．0×10－4～5．7×10－8の頻度である

と述べているが，もし臨床分離株についても同程度の

頻度で耐性mutantが発生するとすれば， MIC値に

及ぼす影響は大きいものがあると思われる．しかしな
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がら小酒井らが1979年1）および1980年9＞に集計した臨

床分離株についてのMIC分布を比較してみると，

1980年の集計の方がMIC売値の分布が多く，臨床分

離株での耐性菌発生頻度は上記の値よりも低く，MIC

を大きく左右するほどのものとは思われない．

 次にβ一lactarhaseの影響についてであるが，中沢

ら6）はmecillinamはβ一lacta皿aseの影響をうけやす

いとし，また清水ら2）および小此木ら13）もMelysin⑧

のE．coliに対するMICの菌量による差はβ一lacta－

maseが重要な因子であるとしている． しかしRi－

chmond14）によればは皿ecillinamはβ一1actamaseの

type Ia， Idによる分解を全くうけずtypc IIIa， IVc

による分解も他の薬剤に比べ低いとされている．それ

ゆえβ一lactamaseによる薬剤力価の低下に，菌量｝こよ

るMIGの差についての説明を求めることはできない

と考える．

 E． coliに対するmecillinamのMICが，接種菌量

によって大きく左右される原因については未だ不明で

あり，今後解明されていくものと思われるが，MIC

で差がみられる以上，その簡略化した試験管内抗菌力

検査であるdisk成績が，接種電量によって差の生じ

るのは当然といわねばならない．今回われわれが検討

したIOO株のE． coli中33株において， Melysin⑪の

disk成績が菌量｝こよる影響をうけていた． disk成績

の結果をただちに臨床に応用するには問題があるかも

しれないが，Melysin②のdisk成績が接種菌量による

影響をうけることが判明した以上， 109／mlおよび

106／ml双方についてのdisk検査がなされる必要があ

る．

 臨床効果と対比しえた15株のE．coliでは2例のみ

ではあったが， 109／m1接種では感受性なしとされな

がら臨床的｝こは有効であったこと，また106／ml接種

では感受性ありと判定されたこと，およびMICと臨

床効果との相関を検討した石神ら8）の報告などから総

合的に判断すればMelysin⑪のdisk感受性検査は，

菌量を106／mlに調製しておこなう必要があると考え

る．

結 語

 15例のE．c・liによる女子単純性膀胱炎に対し

Melysin⑭の経口投与をおこない，その臨床効果と

disk感受性検査の成績とを比較検討した。

 15例全例に，臨床上著明な効果を認めたが，109／ml

によるdisk成績では，うち2例が感受性なしであっ

た．しかし，106／mlでのdisk成績はすべて感受性あ

りとされており，臨床効果とよく相関した．
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 さらに臨床分離E．coli lOO株について，接種菌量

によるdisk成績の差を検討した．その結果，106／m1

｝こよるdisk成績では感受性ありが96％であったのに

対し，109／mlでは感受性ありは63％となり，100株中

33株に，接種菌量｝こよるdisk成績の相異が認められ

た．

E．cotiに対するmccillinamの試験管内抗菌力検査

が接種菌量による影響をうけることから，日常診療に

おけるMelysin⑭の感受性検査は，接種菌量を106fml

に調節しておこなわれるべきであると考える．
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