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呼吸器感染症 に対 するNetilmicinの 使用経験及 び

胸水中移行に関する研究

高 本 正 祇 ・石 橋 凡 雄 ・加治木 章

九州大学胸部疾患研究施設

呼吸器感染症10例 にNetilmicinを 使 用 し,又 胸水貯留 を来た した5例 について,Netilmicinの 血

中濃度及び胸水中濃度を経時的に測定 し以下の結果 を得た。

1)Netilmicin単 独使用例9例 中著効3例,有 効6例 で有効率は100%で あった。

2)聴 力検査は6例 に施行 しすべて異常は認めなか った。

3)肝 機能,腎 機能その他 の検査値異常は全 く認め られなかった。

4)Netilmicin100mg筋 注に よる胸 水中濃度の推移は注射後2～3時 間で ピー クに達 し1.04μ9/

ml～4.1μg/m1ま で上昇 し,こ れは最高血中濃度の12.0～54.2%で あった。

Netilmicinは 米国 シェ リング社で 開発 した ア ミノ配糖系抗

生物質でD,Sisomicinの1位 のア ミノ基 をエチル化して得 ら

れ る半合成 物質で あ り,そ の特長 は 他の ア ミノ配 糖系抗生物

質 と1比較 して 腎毒性,耳 毒性が著 し く減 じて い る点で ある2,

3,4.5) 。

Fig. 1 Chemical structure of Netilmicin

Netilmicin.

Sisomicin

Gentamicin

RE R2,

C1. CH3 CH3

C2 CH3 14
C1a H 14

その抗菌力は 緑膿 菌感性 ア ミノ配糖 系薬剤 の中でSerratia

marcescens及 びProteus mirabilisの 一部 に対 して,Ge-

ntamicinよ りやや劣るが,他 の菌種 に対 して ほぼ同程度に強

く,又,Gentamicin耐 性 のPseudomonas aeruginosa,.E.coli

等 の約半数 に感受性 を示す。

今 回我 々は 三共株式会社 よ りNetilmicin75mg,及 び100

mgの 供与 を うけたので,呼 吸器感染症10例 に使用 し,そ の臨

床 データーについて報告す る。

又,Netilmicinの 腹水へ の移行,脳 脊髄液 への移 行に関す

る文献は散見 され るが,胸 水 中移 行の報告 はまだ見 られない様

で ある。 胸膜へ波及 した感染症 に対す るNetilmicinの 効果 は

本薬剤の胸水中移行 と相関す るもの と考 えられ る。 そ こで各種

疾患 による 胸水貯留5例 について,Netilmicinの 胸 水中移 行

に関 して検討 したので あわせて報告す る。

1.対 象

1.臨 床 治験

昭和54年2月 よ り昭和54年11月 ま で 九州 大 学 病 院 呼 吸

器 科 に 呼 吸 器 感 染症 で入 院 した10症 例 を対 象 と した 。

症 例 は 男 性4名,女 性6名,年 令 は30才 よ り71才 まで

平 均 年 令55才,体 重 は36kgよ り65.5kg平 均 体 重

45.6kgで あ っ た 。疾 患 は肺 化 膿 症2例 、気 管 支,細 気

管 支 炎2例,気 管支 拡 張 症 感 染6例 で,気 道 炎 が80%を

占 め てい た 。 起 炎菌 が推 定 で きた の は3例 のみ で す べ て

Haemophilusinfluenzaeで あ っ た 。

本 剤 投 与 直 前 に 抗 生 物 質 を 使 用 され て い た 症 例 は4

例 で,そ れ ぞれCefoperazone1例,FK7491例,

TIPC2例 でい ず れ も無 効又 は効 果 不 充 分 で あ っ た。

Netilmicinは1A75mg(3例)又 は100mg(7

例)を1日2回 朝 夕 筋 注投 与 し,症 例7及 び9に は吸 入
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Table 1 Clinical evaluation of Netilmicin treatment (No.1)

Table 2 Clinical evaluation of Netilmicin treatment (No.2)

療法を追加した。 即ちNetilmicin1回50mgを ウル

トラソニック又は ネブライザーで 朝 夕2回 吸入投与 し

た。Netilmicinの1日 投与量は150mgよ り300mg

投与期間は10日 より39日,平 均20日,総 投与量は2,000

mgよ り5,850mg,平 均3,825mgで あ った。

尚症例2は 中等症以上 の肺化膿 症であ ったため併用薬

剤 としてT-1551を 使 用した。 この症例につ いては効

果判定 より除いた。

効果判定は胸部 レ線所見の改善,自 他覚所見の改善,

菌の消失よ り判定 し,す べ てを満足するものを著効,2

項 目を満足す るものを有 効とした。

2.血 中濃度及び胸水中濃度測定

各種疾患 によ り胸水を 認めた5症 例 に ついてNetil-

micin 100mg筋 注後30分,1時 間,2時 間,3時 間及

び24時 間と経時的に胸水及び血清 を採取 し,胸 水に関 し

ては1,500回 転,20分 で遠沈し細胞成分を除いた後,直

ちに-80℃ のdeepfreezerに 保存 した。

Netilmicinの 血中及び 胸水 中濃度測定は 三共株式会

社生産技術研究所に依頼 し,Bacillus subtilis ATCC

6633を 試験菌 とする二層 カップ法に より行 った。 血清

はMoni-Tro1 Iを 用い 胸水 に は0.1 M phosphate

buffer,pH 8.6を 用い た。

II.成 績

1.臨 床治験成績

症例2は 併用薬剤 としてCefoperazoneを 使用 したの

で効果判定よ り除いたが,9例 中著効3例,有 効6例 で

有効率は100%で あった。 特 に現在開発中のペ ニシリン

系又は第三世代 といわれる セファロスポ リン系を本剤投

与直前に使用 して効果不充分又 は無効 であ った4症 例 を

本剤投与にき りか える事に よって有効又は著効を見た事

は本剤の優秀 さを思わせ るものであった。
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Table 3 Clinical evaluation of Netilmicin(No.3)

Table 4 Hematology

B: Before A: After * abnormal value

副作用は全例にみられなかった。特に投与前後に聴力

検査を施行した症例6例 はすべて異常を認めなかった。

検査値異常では,先 ず血液学的検査では投与後に好酸

球増多(693/mm3)し た症例が1例 みられた。 この症

例は特別の処置をすることなく本剤投与終了後直ちに正

常に復した。

肝機能検査(S-GOT,S-GPT,A1-ph,LDU,T-bil,

D-bil)で は投与後に 上昇 した 症例は1例 もみられ なか

った。

腎機能検査では(BUN,S-Creat)投 与後に 上昇 した

症例は1例 もなか った。

以上聴 力検査 をふ くむすべての検査 で特別の処置を必
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Table 5 Serum chemistry (No.1)

B: Before A: After

Table 6 Serum chemistry (No.2)

B: Before A: After
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Table 7 Drug concentration in serum and pleural effusion

after Netilmicin injection

要 とする様な重篤な検査値異常は1例 も出現 しなか った

事 より本剤は非常に副作 用の少 ない薬剤であるといえ よ

う。

2.Netilmicinの 血中及び胸水濃度

Netilmicinの 血 中濃度は 症例に よ り少 しずつ 異なる

が,ピ ー クは 筋注後30分 又は1時 間 にみ られ 最高血 中

濃度は4.7～15.0μg/mlで あ り以後徐 々に 減少する。

半減期は111分 よ り165分 平均131分 であ った。

次に,Netilmicinの 胸水中への移行 は,ほ とんどの

症例で み られ,そ の ピー クは 筋 注後2～3時 間 目 にあ

り,1.04μg/m1よ り4.1μg/m1ま でみ られた。 これ

ら胸水中濃度ではNetilmicin感 受性菌 の約80%の 菌 種

のMICを うわまわ りcoverで きる ものと考 える。

胸水中最高濃度の血清中最高濃度に対 する比率 をみる

と12.0%よ り54.2%移 行 してお り,疾 患 による違い も考

えられ るが 想像以上に 胸水中へ 移行 してい る事が 判っ

た。

III.考 按

Gentamicinに 代表 され る抗緑膿菌 性 ア ミノ配糖体製

剤はPseudomonas aerugimsaを ふ くむ大部分の グラ

ム陰性桿菌 に抗菌力 を示 し,最 近増加 しつ つあるグラム

陰性菌感染症 の治療には有力な薬剤である。

しか しア ミノ配糖系薬剤共通の欠点 として1)腎 毒性,

耳毒性 を有するため,最 小有効薬剤濃度 と中毒発現濃度

の間隔が小 さ く,投 与量及び期間に充分注意す る必要の

あ るこ と,2)β-streptococcus, Streptococms pneum-

oniaeに 抗菌 力が弱いこ と,3)嫌 気性菌にはほ とんど

無効である,等 が挙げ られている。

これ らの点を考 え合わせて我が国ではご く最近までア

ミノ配糖系薬剤の適応 は泌尿器科領域 に限 られ,使 用期

間 も2週 以内 ときめ られていた。

呼吸器感染症を起炎菌の面 よりみれば,β-streptococ-

cusの 占め る比率は 次第に 少 な くなって 来 ているが、

5treptomcus pneumoniaeの 占め る比率は現在で もなお

多 く6,7).何 ら基礎疾患を有 しない人に発症 した肺炎 の

起炎菌 の大部分は 同菌 であ る。 又 インフルエンザ や ビ

ール ス 感染等風邪様症状に 引きつづ く肺炎 も 主と して

Streptocoxcus pneumoniaeが 起炎菌であ る事が多い。

この様な点を考 えると呼吸器感染症の治療で アミノ配糖

系薬剤の占め る役割は主役 とはな り難 く,Psmdomoms

aerugimsaを は じめEemophilus influemae,Ecoli,

Klebsiella pneumoniaeに は強い抗菌力 を示す として も

ペニシ リン系やセ ファロスポ リン系薬剤 との併用 または

二次的薬剤 としての使 用が一般的である。又,各 種起炎

菌に対するア ミノグリコシッ ド系抗生 剤とペニシ リン系

又は セファロスポ リン系抗生剤の併用による相乗効果 の

報告は近年数多 くみ られ,呼 吸器科領域 でのア ミノグ リ

コシッ ド系抗生剤の使 用頻度は 今後更に 高 まるで あ ろ

う。
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Netilmicinは 開発の段階で,ア ミノグ リコシ ッ ド系抗

生剤共通の欠点の1つ である腎毒性及び耳毒性が非常に

減 弱してい るとい う特徴 を有 し,しか もなおGentamicin

耐性菌 の約50%に 感受性を示す大 きな特徴 を有する6)。

今 回の我 々の臨床治験 ではGentamicinの 耐性 の起

炎菌は見出 し得 なかったので後者の特徴に言及すること

はできなかったが,聴 力検査 をふ くむ他の臨床検査成績

で全 く異常を認めず,又 副作用が全 くみ られなかった事

はNetilmicinの 特徴 の1つ である低毒性を臨床上示 し

た結果であろ う。 アミノグ リコシ ド剤,特 にNetilmicin

は副作用 として神経筋遮断作用 を言われ ているが,我 々

には この様な副作用の経験は なかったp又1例 を除 きす

べてNetilmicinの 単独投与で著効ない し有効が得 られ

た事は呼吸器感染症ことに気道炎に対す る治療 に際 して

Netilmicinは 吸入療法を ふ くめて1つ の重要な 薬剤 と

な るであろ う。

各種抗生剤 を全身投与 した場合 の同薬剤の胸水中移行

の研究 は全 く報 告をみず,Netilmicinの それを他薬剤と

比較対照す るこ とは不可能であるが,少 な くとも今回の

検討 でNetilmicin 100mg筋 注によ り 胸水中濃度は1)

注射後2～3時 間に最高値を示 し1.04μg/ml～4.1μg/

m1ま で上昇す るこ と。2)こ の濃度は注射後30分 ～1時

間で最高値 を 示す血 中濃度の12.0～54.2%に 達するこ

と。3) Netilmicin感 受性菌 のほとん どをcoverで きる

事が判明 した。

以上の結果よ りNetilmicinは 呼吸器感染症に対 して

他剤 との併用薬 としては勿論,単 独使 用して も有効 な薬

剤 であ ると結論 し うる。
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CLINICAL TRIAL OF NETILMICIN IN INFECTIONS

OF RESPIRATORY ORGANS AND STUDIES

ON ITS PENETRATION INTO PLEURAL FLUID

MASAHIRO TAKAMOTO, TSUNEO ISHIBASHI and AKIRA KAJIKI

Research Institute for Diseases of the Chest, Faculty of Medicine, Kyushu University

Netilmicin was administered to 10 cases of respiratory tract infections, and blood level and thracic fluid

level of Netilmicin were determined in time course manner in 5 cases.

The following results were  obtained:

1) When Netilmicin was administered alone to 9 cases, it was very effective in 3 cases and effective in 6

cases, that is, 100% of effectiveness was shown.

2) Auditory tests were performed in 6 cases, and no abnormality was found.

3) Hepatic and renal function tests and other laboratory tests showed no abnormality.

4) Change of intramuscularly administered Netilmicin, 100 mg, in thoracic fluid was observed; it reached

at the peak level, 1. 01 pg/m1 4. 1 g/ ml, in 2-3 hours, and the level corresponds to 12. 0 54. 2% of the

maximum blood level.


