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尿路感染症に対するAM-715の 臨床的検討

青山 真一 ・中村 英世 ・林 茂

川崎市立川崎病院産婦人科

尿路感染症14例(膀 胱炎12例,腎 盂炎2例)に 対 し,nalidixic acid(NA)の 類縁化合 物AM-715

を経 口投与 した。 投与量は13例 で400mg/日 ×7日 間,1例 で800mg/日 ×14日 間 とした。 臨床効果

は著効10例,有 効4例 で,有 効率100%と い う成績 を得た。副作用は全 く認 められず,ま た本剤に起

因す る臨床検査値異常 も認め られなかった。

は じめに

NAは1962年 にLESHERら1)に よって発見 されて以来,

抗グラム陰性菌剤 として使用されてきたが,最 近 とくに,

細菌のDNAの 特異的抑制による殺菌効果2)や,R因 子

によちない細菌の耐性機構3)が 注 目されは じめてい る。

AM-715も この範疇 に属す るNA類 縁抗菌剤 であって,

19刀年に杏林製薬研究陣によって発見された。本剤は類

縁化合物に較べ,強 い抗菌活性 と広範囲 スペ ク トラム

を示し,ま た緑膿菌を含むグラム陰性菌 に対 して は,

gentamicin(GM),ampicillin(ABPC),carbonicill1in

(CBPC)よ り強い抗菌活性 を示す と報告 され てい る4)。

本剤は経 口投与されると,約40%が 尿 中に排泄 され5),

また尿中排泄物質の約80%は 未変化体 で存在 してお り6),

さらに,健 常人に1回200mg,1日3回,1週 間連続投

与しても見るべき副作用 が出現 しない とされて い る5)。

われわれは,今 回,尿 路感染症14例 にAM-715を 投

与し,若干 の知見を得たので報告す る。

I.対 象および投与方法

対象は,昭 和54年9月 よ り55年2月 までの当科外来患

者10例 および入院患者4例,計14例 で,年 齢分布 は19

歳から68歳にわた り,平 均42歳 であった。疾患内訳 は腎

盂炎2例,膀 胱炎12例 であ り,腎 盂炎2例 はそれ ぞれ子

宮頸部癌の術後 と卵巣嚢腫 の術後の症例,膀 胱炎12例 中

3例は子宮筋腫術後,名 例は子宮頚 部癌術後,1例 はチ

ヨコレート嚢胞を有する症例 であった。膀胱炎12例 中の
6例が基礎疾患を有 しない症例であった

。

AM-715は ,100mg含 有の錠剤 を用 い,1日400mg

または800mgを4回 に分服 させた。すなわ ち,腎 盂炎

の1例には800mgを14日 間投与 し
,そ のほかの13例 に

は400mgを7日 間投与 した
。

臨床効果の判定は,臨 床症状の消失ない し改善 と,菌

の消失 をもって以下の通 りとした。

著効(Exollent):投 薬終了時に原因菌の消失 と臨床症

状 の完全寛解 をみた もの。

有効(Good):投 薬終了時 に原因菌 の消失ない し減少,

または臨床症状 の消槌 ない し改善のいずれかを認 めたも

の。

無効(Poor):臨 床症状の改善をみない もの。

II.　成 績

尿路感染症症14例 における成績 はTable 1の 通 りであ

る。投薬前 に認め られた症状,す なわ ち頻尿,残 尿感,

排尿痛,蛋 白尿,腰 痛 は本剤 の投与終了時にはいずれの

症例にお いて も消失 していた。膿尿は1例(Case No.1)

で不変(+++→++),1例(Case No.3)で 改善(++→ ±)の

ほかは,い ずれ も正常化 した。本剤投与前後の原因菌の

推移は全例で追跡 でき,E.coli 11例 中の10例 で陰性化,

1例(Case No.12)で 菌交代 が認め られ た。Kledsiellaを

原因菌 とす る1例(Case No.2)で は陰性化,.Micrococcus

を原因菌 とす る2例 中1例(CaseNo.6)で は陰性化,

1例(Case No.11)で は菌減少の結果 を得 た。 臨床効果

の判定 では,著 効10例,有 効4例 で,有 効率100%の

成績 であった。

副作用は全症例 において認 め られなかった。 また,可

能 な限 り,投 与前後 に末梢 血血液検査,肝 機能検査およ

び腎機能検査 を施行 したが,Table 2に 示す ように,本

剤投与後 に異常値 を認めた ものはなかった。

III.　考 案

近年,化 学療法の進歩が 目覚 しい一面,耐 性菌の増加

や治療 に抵抗す る難治症例の増加 がみ られている。 この

よ うな状況の も とでは,抗 菌力,吸 排の面で特色のある

新抗菌剤め開発 が待たれる。 また一方では,既 存の抗菌

剤 に構造的に類似 した ものにつ いても,そ のメ リッ トに
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Table 1 Clinical summary of cases treated with AM- 715

* MIC inoculum size 106 cells/ ml
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Table 2 Laboratory findings

Table 3 Overall clinical effectiveness of AM- 715

関心が持たれている。

AM-715は 同系のNA,piromidic acid(PA) ,pipe-

midic acid(PPA)が 弱かったグラム陽性菌 にもある程度

の抗菌力を示すといわれてお り4),ま た グラム陰性菌 に

対して同系薬剤やGM,ABPC,CBPCよ り強 い抗 菌 活

性を示すと報告 されている4)。

今回,わ れわれは産婦人科領域の尿路感染症14例 に本

剤を使用し,有 効率100%の 結果 を得た。尿 か ら分離 さ

れた原因菌は,11例 か らE.coli,2例 か らMicrococcus ,

1例からKlebsiellaであ り
,い ずれ も単独感 染症 と判定

された。分離 されたE.coliに 対す る本剤 のMICは

0.05μg/ml～0.78μg/mlで あ り,本 剤投与後,E.coliは

11例全例で除菌 されていた。E.coli単 独 に よ る尿路感

染症 に対 して本剤が高 い有効率 を示 したこ とは,諸 家 の

報告 と一致す る7)。Klebsiellaの1例 は除菌 され た が,

Micrococcusの2例 中1例 は除菌 に至 らず,菌 減少 であ

った。 これ らMicrococcusに 対す る本 剤のMICは2株

とも3.13μg/mlで あった。

今回の臨床的検討 において高い有効率 が得 られ,ま た

副作用 を1例 も認めなかった ことか ら,本 剤は産婦人科

領 域の尿路感染症に対 して有用 な薬剤 であると考 える。
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CLINICAL STUDY ON AM- 715 FOR THE TREATMENT
OF URINARY TRACT INFECTIONS

SHINICHI AOYAMA, HIDEO NAKAMURA and SHIGERU HAYASHI

Department of Obsetrics and Gynecology, Kawasaki City Hospital

AM- 715, a new nalidixic acid analogue, was orally administered to 14 patients with pyelitis or cystitis at daily dose
of 400mg for 7 days in 13 cases and 800mg for 14 days in one case.

The clinical response was excellent in 10 cases and good in 4 cases, and the overall efficacy rate was 100%.
No side effect or abnormal laboratory findings attributable to AM- 715 were observed in the present study.


