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新 マ クロラ イ ド抗 生 物質propionylmaridomycinの 皮 膚科 領 域に おけ る検討
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佐藤賢龍 ・村山礼子
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昭和46年 秋季 から47年 春季に至 る間,マ ク ロライ ド系

新抗生物質propionylmaridemycin (PMDM)を 臨床

的 に使用 してその効果を検討す ると同時 に,臨 床分離菌

の薬剤 に対す るMICを 測定 し,さ らに,本 剤投与 の際

の血清濃度 と皮膚濃度 を動物実験に よ り測定 したので,

ここにそれ らの結果 につい て報告す る。

1. 血 清濃度 および皮膚濃度

体重3kgの 家兎に本剤600mgを 空腹時 胃 ゾンデに よ

つ て注入 し,以 後30分,60分,120分,240分 の濃度お よ

び対照 と して投与前の濃度を測定 した。血液は耳静脈 よ

り採取後,血 清を分離 して,カ ップ法に より血清中の濃

度 を測定 し,皮 膚はあ らか じめ毛を除 去 した背部 よ り直

径3.5cmに 採 皮 したのち メタノールを加えてホ モ ジナ

イズ し,そ の上清についてペーパーデ ィス ク法に よ り薬

剤濃度を測定 した。

結果はFig.1の とお りで,皮 膚濃度は血清濃度に較

べてお くれ て ピー クに達 し,ま たその濃度は血清 の最高

到達濃度の半分程度 であつた。

II. 分離菌 に対す るMIC

病巣 よ り比較 的新 しく分離保存 されてい る臨床分離株

50株 お よびStaphylococctis aureus 209P株2株 に 対す

る本 剤 のMICを 化 療 標 準 法 に よ り測 定 した 。 結 果 は

Fig.2の とお りで,1.56mcg/mlを ピー クと して0.78お

よび3.13mcg/mlに 主 として分散 している。100mcg/

ml以 上の株 もcoagulase陽 性株に4株,陰 性株に7株

み とめられた。

また,209P標 準株は2株 とも0.78mcg/mlの 値を示

した。

III. 臨 床 効 果

昭 和46年11月 よ り47年4月 に至 る間,当 病院外来を訪

れた患者11名 に対 して本剤を投与 した。患者の年齢は18

歳 より60歳 までで,投 与量は1日1200mgで,3回 にわ

け て経 口的に投与 した。投与期間は3日 か ら40日 までで

ある。

疾患は主に〓(8例)で,そ の他,毛 嚢炎(2例),

炎症 性粉瘤 であつた。

効 果の判定は主 として症状 の程度 とそれの臨床経過 と

の兼 ね合いか ら判断 して,有 効,無 効を決定 したが,自

然治癒 を主な経過 とす るこれ ら皮膚感染症では,主 と し

て印象にた よる判定 となつた。症状 の程度では指頭大 の

中等 度の〓か ら米粒大の毛嚢炎 まで様 々であつた。

結果につい てはTable 1の とお りであ るが,こ れ に

Fig. 1 Serum and skin concentration of 

propionylmaridomycin

Fig. 2 Sensitivity distribution of coag. (+) 
and coag. (-) organisms
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ついて2,3説 明を加 えると,第1例 は小形の〓であつ

たが,そ れ よ り近位 にむかつて,表 在性淋巴管炎をみ と

めた。起炎菌のMICは3.13mcg/mlで あつた。治療3

日目に,淋 巴管炎は消褪 して,癖 は 自然排膿 した。また第

2例,第5例 は ともに中等大 の〓で あつたが,投 与に よ

り縮小 して有効であつた。 第6例 は左頬骨部の クル ミ大

の腫脹 で,疼 痛劇 しく,投 与に よるも次第に増大 したの

で他剤に変えた。 この症例 の起炎菌のMICは100mcg/

mlで あつた。

毛嚢炎の2例 はその起 炎菌 のMICが それ ぞれ100mcg

/ml以 上 と0.78mcg/mlで あつたが,と もに無効 で,多

発 したので他剤に切 り変えてのち消褪 の経過を とつた.

一般に毛嚢炎は〓 と異なつて,感 染以外の各種要因がそ

の発症 に関与 してい るので,単 なる抗生物質療法では無

効に終るこ とが多い。

総括 して,11例 中有効 と判定 した もの6例,無 効 と判

定 した もの5例 であつた。

IV. ま と め

今回治験を行 なつ た新マ クロライ ド抗生物質propio-

nylmaridomycinは,起 炎菌に対 して1.56mcg/ml前

後のMICを 示 し,100mcg/ml以 上の菌 も何株か存在

したが,い っぽ う,そ の皮膚濃度 を測定す ると,血 清濃

度の約半分程度まで上昇を示す よ うである。

そ こで臨床効果 をそ うい う観点か ら判断す ると,起 炎

菌 のMICに もよるが,そ れが1.56mcg/ml程 度の〓

では おおむね有効であつた。 しか し劇的に奏効 した症例

には乏 しかつた。 また毛嚢炎の症例は起炎 者のMICい

かんにかかわ らず無効に終つたのは,他 の抗生物質に も

よ く認め られ るところである。以上,本 剤は皮膚化膿性

疾患に対 して相当程度 の効果 を期待 できる抗生物 質 と考

える。

Table 1 Clinical results
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Serum and skin concentrations of propionylmaridomycin were studied in rabbits. 
After the oral administration of propionylmaridomycin at dose of 600 mg, the peak concentration in 

skin was about half the serum concentration and the peak in skin appeared after little lag of time 

than the peak in blood. 

In vitro antibacterial activity studies on 50 clinical isolates and the clinical studies were also 

performed. 
Most Staphylococci of the 50 clinical isolates were susceptible to propionylmaridomycin with MIC of 

1.56 mcg/ml. The antibiotic susceptibility of Staphylococcus aureus 209 P was 0.78 mcg/ml of MIC. 
Propionylmaridomycin demonstrated favourable effects against frunkles, MIC of which causative 

organism was 1.56mcg/ml or so. 

However, it revealed negative effects against two folliculitis patients irrespective of the MIC of the 
causal organisms.


