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AM-715の 臨床的検討
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新 しい経 口用quinolinecarboxylic acid誘 導体の抗菌剤 であるAM-715は 化学構造上pipemidic

acidに 極めて類 似 している。本 剤は従来 の岡系薬剤に比べて,in vitroの 抗菌力は一段 と強 く,グ ラ

ム陰性桿 菌のみな らず,グ ラム陽性歯に もかな りの抗菌力 を示す。 しか し,本 剤の経 口投 与後の血中

濃度 と尿 中排泄率 は従来の同系薬剤 に比べて低 い。

私共は尿路感染症の6例 と呼吸器感染症の4例 の計10例,12回 の感 染 にAM-715を 使用 し,細 菌

学的効果,臨 床的効果,副 作用 について検討 した。細菌学的 効果 では,起 炎菌の明 らかな6例,7回

の感染(E.coli 4,Klebsiella pneumoniae 2,Haemophilus influenzae 1)す べてに菌 の消失 をみた。 自

他覚所見 よ りみた臨床的効果 では,著 効1,有 効8,や や有 効1,無 効2の 成績 であった。10例 共 に

アレルギー反応な どの副作用やAM-715に よると思 われ る検査値の異常 を認 めなか った。

緒 言

AM-715は 杏林製薬中央研究所 で開発 され た 新 し い

quinolinecarboxylic acid誘 導体の経 口用合成抗菌剤で,

化学構造上,pipemidic acidに 極 めて類似 しているが,6

位 にフッ素 を有す ることが異 る。

本 剤は従来の同系薬剤 であるnalidixic acid,piromidic

acid,pipemidic acidに 比 べて,in vriroの抗菌力は一段

と強 く,グ ラム陰性桿菌のみな らず,グ ラム陽性菌 にも

かな りの抗菌力 を示す。緑膿 菌に対 して も優 れた抗菌力

を示 し,同 系薬剤 の中で最 も強い。 しか し,本 剤 を経 口

投 与 した場合,血 中濃度 と尿 中排泄率は従来 の同系薬剤

に比べて低い1)。

私共はAM-715を 臨床的 に使用する機会 を得 た の で,

その成 績を報告す る。

症例お よび方法

昭和54年9月 か ら55年7月 までの11ケ 月間 における新

潟大学医学部附 属病院 の外来および入院患者 の中で,細

菌またはマイ コプ ラズマ感染症 と診断 された10症 例(12

回の感染)を 対象にAM-715を 投与 し,そ の効果お よび

副作用について検討 した。

症例 は38才 か ら76才 までの男性4例 と12才 か ら72才 ま

での女性6例 で,疾 患の内訳 は尿路感染6例(慢 性膀胱

炎1例,無 症候性細菌尿2例,急 性 腎盂腎炎1例,慢 性

腎盂腎炎2例)と 気道感 染症4例(肺 炎2例,び 慢性汎

細気管支炎1例,感 染を伴 った気管支拡張症1例)で あ

った。AM-715の 経 口投与量は1例 の1エ ピ ソ ー ドで

100mg×2/日,そ の他 は100mg×3/日 で,投 与期 間は

3～112日 間 であった。

効果の判定 は,起 炎菌の明 らかな症例 では,細 菌の消

失の有無をみた細菌学的効果 と自他覚所見の改善度をみ

た臨床的効果の2面 か ら実施 し,起 炎菌不明の症例では,

自他覚所 見の改善度のみをみ て行 った。臨床的効果にっ

いては主治医の意見を採用 し,著 効,有 効,や や有効,

無効の4段 階に分けて判定 した、

副作用にっいては,AM-715の 投与中連 日ア レルギー

反応な どの有無 を観察 し,AM-715治 療 開始直前 より治

療終了後まで,で きるだけ定期 的に検尿,検 血,生 化学

的検査な どを行 い,AM-715に よる と思われる異常値の

発見に努めた。

成 績

各症例の概要はTable 1に 示 したが,個 々の 症 例 に

ついてよ り詳細 に説 明す る。

症例1:M.Y.,20才,女 性。昭和54年 秋 に排尿痛を認

め,某 病院 で膀胱 炎の診断 で治療 を受 け,症 状は消失し

た。昭和55年3月 頃よ り排尿痛 と残尿感 が出現 し,治 療

を受 けたが症状が消失 しないために,5月12日 に外来を

訪れ た。初診時の検尿 で膿尿 を認めたが,抗 菌剤の投与

を受 けていた らしく,中 間尿培養で有意の細菌尿 を認め

なかった。AM-715を1週 間投与 した ところ,自 覚症状

と膿尿は全 く消失 し,臨 床的効果は有効 とした。

症例2:S.1.,72才,女 性。 サル コイ ドーシスの診断

で入院中,尿 路感染の臨床症状 を全 く認めなかったが,

突然膿尿 が出現 した。 昭和54年9月11日 と12日の中間尿

培養で,E.coliを105/ml分 離 した。14日 よ りAM-715

を5日 間投与 し,膿 尿 と細 菌尿 は消失 した。 臨床的効果
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Table 1 Results of clinical trial with AM- 715

は有効とした。

症例3:S.O.,46才,男 性。糖尿病 と慢性肝 炎のため

に入院中,昭 和54年11月19日 よ り膿尿 が出現 した。21日

と22日の中間尿培養でKlebsiella ppneumoniaeを105/ml

分離 した。22日 よ りAM-715を5日 間投与 したと こ ろ,

膿尿は軽減 し,細 菌尿 は完全 に消失 した。臨床的効果 は

有効 とした。

症例4:C.K.,72才,女 性。10年 位 前よ り排尿痛 と

頻尿が時々あ り,昭 和50年 に急性腎盂腎炎の診断 で,9

日間入院加療を受 けている。昭和55年5月15日 よ り排尿

痛 と頻尿 を認めたが,2,3日 で消失 した。5月27日 に再

び症状が出現 し,悪 寒 と高熱を伴 った。某 医よ り往診 を

受け,ampicillinを8日 間投与 され,症 状はかな り改善

したが完全 には消失 しなか った。6月12日 に再 び発熱 を

認めたために13日 に入院 した。腎盂 腎炎の診断で,中 間

尿の採取後,AM-715の 投与 を開始 した。入院時,38・7

℃ の発熱 を認 めたが,翌 日よ り解熱 した。尿培養 で は

E.coli 104～5/mlを 分 離 した。 入院8日 目の中間尿培養

では細菌は消失 してお り,膿 尿 はみ られず,24日 に退院

した。臨床的効果 は著効 とした。

症例5:K.M.,12才,女 性。昭和54年5月 の学校検診

で初めて蛋 白尿 を指摘 され,9月 に精査のた め 入 院 し

た。腎盂造影で右腎の萎縮,腎 盂腎杯の拡張,腎実質の韮

薄化,二 重尿管 と左腎の腎盂 腎杯 の拡張 と腎実質上極の

菲薄化を認 めた。 また,膀 胱 造影 で右膀胱尿管逆流がみ

られた。22日 に逆行性腎盂造影を施行 した ところ,24日

よ り39℃ 以上 の高熱が出現 した。 膿尿 を認め,中 間尿

培養でKlebsiella pneumoniae 107/mlを 分離 し た。25日

よ りAM-715を 投与 し,翌 日には細菌尿 は消失 し,27日

には完全に解 熱 したために,7日 間で治療 を終了 した。

その後の追跡で も細菌尿 を認 めなか った。臨床的効果 は

有効 とした。

症例6:M.T.,54才,女 性。昭和38年 に慢性腎盂腎炎

の診断で入院 し,精 査,治 療 を受 けた。その後,外 来で

経過を観察 していた ところ,昭 和46年 に無症候性細菌尿

をくり返す よ うにな り,再 入院 した。その際,膀 胱造影

で膀胱尿 管逆流はみ られず,そ の他 の尿流障害や基礎疾

患 もな く,細 菌尿 をくり返す原因がつかめなかった。退

院後 も細 菌尿 を くり返 し,そ の都度,抗 菌剤の投 与を続

けていた。 昭和54年10月20日 よ り膿尿 と細菌尿(E.coli

107/ml)を 認 め,cephalexinの 投与にもかかわ らず,膿

尿 と細菌尿 が消失 しな かった。12月22日 よ りAM-715

1日200mgを 投与 した ところ,25日 には膿 尿 と細菌尿

は消失 してお り,14日 間治療 を継続 した。臨床的効果 は

有効 とした。

その後,し ば らく膿尿や細菌尿 はみ られ なか ったが,
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昭和55年4月70に 膿尿 と細菌尿(E.coli 100～107/ml)

を認め,再精査 を園的 として23日 に入院 した。腎盂造影像

や腎機能な どは前 回入院時 と大差 なかったが,膀 胱造影

で膀胱尿 管逆流がみ られた。入院中に も尿培養 でE.coli

107以 上/mlを 分離 したために,cefoperazone 1日2g

を5月7日 よ り3田 間投与 した ところ,発 疹 が出現 した

ためにAM-715の 投与に変更 した。 その後,膿 尿 と細

菌尿は消失 し,臨 床的効果 は有効 とした。7月9日 に泌

尿器科 で両側逆流防止術を受 け,膀 胱尿 管逆流 は消失 し,

細菌尿の出現 もない。

症例7:K.M.,76才,男 性。肺癌 で昭和54年10月1日

よ り入院治療中,昭 和55年1月 下旬よ り38℃ 以上の発

熱が続 き,肺 感染の併発が疑われた。2月4日 よ りce-

phalexin 1日2gの 投与 を試みたが効果な く,7日 よ り

3日 間AM-715を 投与 したが,解 熱傾向はみ られ なかっ

た。細菌学的効果 は不明で,臨 床的効果は無効 とした。

症例8:M.A.,24才,女 性。昭和55年6月15日 夜 よ り

38℃ 台の発熱 を認 め,18日 に外来を受診 した。胸部X線

写真で肺炎様陰影 を認め,21日 に入院 した。入院時 よ り

cefazolin 1日2gの 点滴静注が行われ,解 熱傾 向を認め

た。 しかし,24日 の胸部X線 写真で陰影の増強がみ られ

たために,26日 よ りAM-715の 投与に変更 した。 そ の

後,発 熱はみ られず,7月2日 の胸部X線 写真 で陰影は

ほとん ど吸収 され,臨 床的効果は有効 とした。後 に,マ

イコプラズマ血清抗体価の著 しい上昇 を認め,マ イ コプ

ラズマ肺炎 と診断 した。

症例9:S.S.,57才,男 性。 昭和23年 に副鼻腔炎 で手術

を受 けた。30年 頃よ り咳嗽が出現 し,45年 に胸部X線 写

真 で異常陰影 を指摘 され た。以後,咳 嗽,喀 痰 が持続 し,

ぴ慢性汎細気管支 炎の診断で,47年 と53年 に入院治療 を

受 けた。 その後,外 来 で経過観 察 を 続 け,ampicillin,

ST合 剤,doxycyclineな どの投与が続 けられ て い た。

55年2月 上旬 よ り喀痰量 が増加 し,呼 吸困難が出現 した。

喀痰 よりHaemophilus influenzoeを 多数分離 し,2月7

日より28日間AM-715を 投与 した。喀痰 中のHaemo-

philus influenzaeは消失 し,呼 吸困難 はな くな り,喀 痰

量 の減少 を認めた。 臨床的効果は有効 とした。

その後,ST合 剤 の投与に変更 した ところ,再 び喀痰

量の増加 と呼吸困難 を認めたために,4月3日 よ りAM-

715を 再投与 した。112日 間 とい う長期間投与 を継続 した

が,自 覚症状 の改善 をみず,CRP,胸 部X線 写真像 なども

ほとん ど変化 しなか った。喀痰培養では起炎菌 と思われ

る細菌は分離 されず,細 菌学的効果は不明,臨 床的効果

は無 効 とした。

症例10:M.W.,38才,男 性。 小児期 よ り咳嗽 を時々

認 めた。昭和54年11月 上旬,会 社の検診 での胸部X線 写

真で異常陰影 を指 摘され,精 査のため24目 に受診 した。

気管支造影 で気管支拡張を認 め,咳 嗽,喀 痰 が強いため,

amoxicillin,minocycline,cephalexinな どを投与 したが,

自覚症状 は余 り軽快 しなかった.55年6月20目 頃よ り咳

嗽,喀 痰が一層増強 し,26日 よ りAM-715を 投与した。

喀痰培養 では,起 炎菌 と思われ る細菌は分離 されず,細

菌学的効果は不明であったが,自 覚症状 に改善がみ られ,

臨床的効果はやや有効 とした。

以上の如 く,AM-715の 効果 を細 菌学的 と臨床的に分

けて判定す ると,細 菌学的効果では,起 炎菌の明らかな

6症 例,7回 の感染(E.coli 4,Kleebsiella pneumoniae 2,

HaemoPhilus influenzae 1)す べて でAM-715の 投与によ

り菌が消失 した。 臨床的効果では,10症 例,12回 の感染

中著効1,有 効8,や や有効1,無 効2の 成績 であった,

特 に,尿 路感 染では,6例(1例 は2エ ピソー ド)全例

に著効 または有効 であった。 しか し,呼 吸器感染症4例

(1例 は2エ ピソー ド)では,難 治性感染が多かったこと

もあ り,有 効2例 に過 ぎなか った。

副作用については,Table 1右 端 に示 した如 くで,10

例共 に副作用 を全 く認めなかった。

AM-715に よる治療開始前 と終了後に行った赤血球数,

血色素量,ヘ マ トクリッ ト,白 血球数,白 血球像,血 小

板数,GOT,GPT,ア ル カ リフォスファターゼ(Al-P),

血清 ビ リル ビン量,BUN,血 清 クレアチニンの結 果 を

Table 2に 示 した。AM-715に よると思 われ る検査値の

異常は全例に認 め られなかった。

考 察

慢性膀胱 炎1例,無 症候性細菌尿2例,急 性腎盂腎炎

1例,慢 性腎盂 腎炎2例(1例 は2エ ピソー ド),肺 癌に

伴 う肺感染症の疑 い1例,マ イ コプラズマ肺炎1例,び

漫性汎細気管支炎1例(2エ ピソー ド),感 染 を伴 う気管

支拡張症1例 にAM-715を 投与 し,細 菌学的効果,臨

床的効果,副 作用お よび検査 値の異常の有無 について検

討 を行 った。

細菌学的効果 では,起 炎菌の明 らかな6例(1例 は2

エ ピソー ド)すべて に菌は消失 した。 主治医の判定によ

る臨床的効果は,著 効1,有 効8,や や有効1,無 効2で,

10症 例,12回 の感染 中9回 の感 染に有効で,特 に,尿 路

感 染の6例 全例 に有効 であった。副作用は全 く認めず,

また,AM-715に よると思 われ る検査値の異常 もなかっ

た。

試験管内での抗菌力か らみて,特 にグラム陰性桿菌感

感症 に対 してかな りの効果 が期待 されたが,や はり予想

通 りの細菌学的お よび臨床的効果 を 得 た。 特 に,nali-

dixic acidに 耐性 のグラム陰性菌,gentamicinに 鰍性の
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Pseudomonas aeruginosa,ampicillinに 耐性 のE.coliの

多 くの菌株に も優れた抗菌力を有 し1),全 国31施 設 の内

科領城 における感染症の うち,尿 路感 染症 と呼 吸器感染

症の臨床的有効率は863と67,2%で1),私 共 の症例 と同

様 に,尿 路感染症において高い有効率 を示 した。呼吸器

感染症で有効率が低 かったのは,難 治性感染の症例が多

く含まれたため と思 われ,経 口剤 の限界 を感 じさせた。
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AM- 715 is a new oral antibacterial agent of quinolinecarboxylic acid derivative possessing a chemical structure

that resembles to pipemidic acid.

AM- 715 was orally administrated to seven attacks of six patients with urinary tract infection and five attacks of

four patients with lower respiratory tract infection. These patients received the drug for 3 to 112 days in doses of 200

to 300mg per day. Nine attacks of these ten patients responded well in the therapy. None of these patients recognized

the side effect for AM- 715.


