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マイ コプラズマ肺 炎を中心 とした呼吸器感染症 に対す る

TMS-19-Q・GC錠 の臨床的検 討

平 賀 洋 明 ・菊 地 弘 毅 ・山 本 朝 子

札幌鉄道病院呼吸器内科

現在,使 用 されてい る抗生物質の中心であるセ フェムな どの β-ラクタム薬剤 は,細 胞壁合成 阻害

剤 であるので,細 胞壁を欠 くマイ コプラズマな どには抗菌 力が及 ぼない。 しか し,マ クロライ ド抗

生物質は蛋 白合成阻害剤で グラム陽性球 菌,マ イ コプラズマな どに強い抗菌 力を有 して いる。

最近,新 しく開発 された グラム陽性菌,嫌 気性菌,マ イ コプラズマに強い抗菌 力を有す る16員

環 マ クロライ ド系抗生物質製剤TMS-19-Q・GC錠 をマイ コプラズマ肺炎 を中心 とした急性呼吸器

感染症に使用 し,臨 床効果 および安全性を検討 した。投与方法は1日 量600mgを6例,800mgを

4例 に食前投与 した。

1.急 性 呼吸器 感染症10例 に投与 し,有 効率は80%で あ った。 特に マイ コプラズマ肺炎,原

発性異型肺炎 に高い有効率が得 られ た。

2.副 作用は認め られ なか ったが,臨 床検査異常値は1例 にA1-Pの 上昇が認め られた。

近年,第3世 代 のセファロスポ リン系抗生物質や改良

ペ ニシ リγな どが 目ま ぐる しく多数開発 されてい るが,

マクロライ ド系抗生物質 の開発 は遅れてい る。

今回,マ クロライ ド系抗生物質 キタサ マイシ ソの一成

分 であ るロイコマイ シソA5の3"位 を化学的 にプ ・ピ

オニル化 して,得 られ た誘導体 であるTMS-19-Q1)の

マイ コプラズ マ肺 炎を中心 とした呼吸器感 染症 に対す る

有効性 ・安全性を検討 した。

1.対 象と使用法

昭和57年11月 か ら58年3月 までに 当科を受診 した

マイ コプラズマ肺炎3例,原 発性異型肺炎(PAP)5例,

急性肺炎2例 の計10例 にTMS-19-Q・GC錠 を投与 し

た(全 例併用薬剤な し)。

対象 の背景因子は,性 別では男5例,女5例,年 齢別

では17歳 か ら78歳 で,各 年齢層 に均等 に分布 していた

(10歳 代1例,20歳 代2例,30歳 代3例,40歳 代2例,

50歳 代1例,70歳 代1例)。 重症度別では軽症5例,中

等 症4例,重 症1例 で,呼 吸器系の基礎疾患 は陳旧性肺

結 核1例,慢 性気管支炎1例 であ った。薬剤ア レルギー

は全例認 め られず,本 剤投与前に抗生剤を使用 した例 も

なか った。

使用量 は1日600mg(毎 食前3回)6例,800mg(毎

食 前お よび睡眠前 の1日4回)4例 で,使 用期間は8日

間3例,12日 間,13日 間各1例,14日 間3例,20日 間

2例,総 投与量 では最低4,600mgか ら最 高 は12,000

mgで あ った(Table 1)。

観 察項 目は体温,咳 漱,喀 疾(量,性 状),呼 吸困難,

胸痛,胸 部 ラ音,チ ア ノーゼ,脱 水症状,発 疹 その他 の

ア レル ギー症状を投与前 よ り原則 として毎 日記録 した。

胸部X線 撮影 は投与開始前,投 与開始7日 後,14日 後

に実施 した。

臨床検査は赤血球数,ヘ モ グロビン,ヘ マ トクリット,

血 小板数,白 血球 数,白 血球 像,血 沈,CRP,肝 機能,

腎機能,尿 一般,マ イ コプラズマ抗体,寒 冷凝集反応を

投 与前,投 与 中,投 与終 了後 に測定 した。

効 果判 定は,臨 床症状,胸 部X線 写真改善度を点数化

した平賀の方法2)に よ り著効,有 効,や や有効,無 効の

4段 階に,有 用性については細菌学的効果,副 作用など

を勘案 して,有 用性あ り,や や有用性 あ り,ど ちらとも

いえない,好 ましくないの4段 階で判定 した。

II.試 験 成 績

解熱効果は投与翌 日よ り解熱1例,3日 後3例,4日

後2例,5日 以上微熱持続4例 であった。

胸部X線 写真所見では,異 常陰影消失3例,著 明改善

5例,や や改善1例,不 変1例 で,疾 患別では,マ イマ

プ ラズマ肺炎3例 中消失1例,著 明改善2例 であった。

原発性 異型 肺炎 の5例 では消失2例,著 明改善2例 や

や改善1例,急 性 肺炎 の2例 では著明改善1例,不 変1

例であ った。

臨床効果判定では,著 効3例,有 効5例,や や有効1

例,無 効1例 で有効以上の有効率 は80%で あ った。ま

た疾 患別ではマイ コプ ラズマ肺炎3例 中著効1例,有 効

2例(有 効率100%),原 発性異型肺炎の5例 では,著

効2例,有 効2例,や や有効1例(有 効率80%),急 性

肺炎の2例 では有効1例,無 効1例(有 効率50%)で あ

った(Table 2)。
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急性肺炎の無効例 は,78歳 の老 人 で,喀 疾 か らは

TMS-19-Qに 感受性 を示 さ な い だ ろ う と考 え られ る

Edoaoae,Hafnioが 分離 され た。

副作用 と細菌学的効果 な どを勘 案 した有用性 では有用

性あ り8例,や や有用性 あ り1例,ど ち らともいえない

1例 で,有 用性あ り以上 の有用 率は80%で あ った。

副作用は1例 も認め られ な か った が,臨 床検査値で

Al-phosphataseの 軽度上昇が1例 に認め られたが 他 に

臨床検査値異常 を示 した例は認め られなか った(Table

3)。

III. 考 察

抗生物質の普及 に より,感 染症 による死亡率は減少 し

て きた が,最 近,グ ラム陰性桿菌,殊 に β-lactamase

産生のペニシ リン,セ フ ァロスポ リン耐性菌や,緑 膿菌

による感染症が増 加 してきた。一方,抗 生物質 は,既 存

のものを有機化学技 術で構造修飾 した り,新 しい化学物

質を合成 した りして,グ ラム陰性桿菌 に優れ た抗菌 力を

示す第2世 代の,ま た緑膿菌 に も抗菌 力を もつ第3世 代

の β-lactam系 抗生物質 が多数 開発され つつある。 した

がって難治性の呼吸器系の細菌感染症で も,こ れ ら抗 生

物質 との組合せ によ り対処す る こ とが 可能に な って き

た。そのためか細菌性肺炎が減少 したが,逆 にマイ コプ

ラズマ肺炎,原 発性異型肺炎,ビ ール ス性肺炎な どが急

増 してきた。

現在使用され て い る セフ ェムな どの β-lactam薬 剤

は,細 胞壁合成 阻害剤 であるので,細 胞壁を欠 くマイコ

プラズマなどには抗菌力が及 ばない。

これに反 し,マ クロライ ド系抗 生物質 は,大 きな環状

構造をもつ蛋白合成阻害剤 で,グ ラム陽性球菌,百 日咳

菌,梅 毒 トレポネーマ,マ イ コプ ラズマな どに強 い抗菌

力を示す。

今回,東 洋醸造株式 会社 より開発 され たTMS-19-Q

は新 しい16員 環 マ クロライ ド系 の抗 生物質 である。本

剤は昭和55年1月 より第1相 試験 が行 なわれ,他 のマ

クロライ ドに比べて抗菌 力が強い ことや血 中濃 度が高 い

ことか ら1日 量600mgを 中心に一 般臨床試験 が実施 さ

れた。その後,製 剤に緩衝 作用を もたせる ことに よ り,

安定で低酸下で もよ く溶解す る製剤化に 成功 し(TMS-

19-Q・GC錠),そ の臨床症 例も1,000余 例 に達 し,第

31回 日本化学療法学会総 会 新 薬 シ ンポ ジ ウムIVで 原

(司会)に よ り発表 された。

そ の成績に よると3),本 剤 の抗菌 力は,従 来 の マ クロ

ライ ド系抗生剤 に比べ,グ ラム陽性菌,嫌 気性菌,マ イ

コプ ラズマな どに1～2管 良好な成 績を示 し,ま た レジ

オネ ラや キ ャンピロパ クターも良好な感受性を示 した。

血 中濃 度は他 のマ クロライ ドに比べ一般に高 く,ヒ トに

おいては30分 後に ピークを示 し,尿 中にはその3%程

度が排泄 され たに過 ぎない。

臨床治験 は,呼 吸器感染症,耳 鼻咽喉科感染症,皮 膚

感染症,口 腔外科感染症の4領 域に お い て 行 な われ た

が,70～90%近 くの有効率が得 られ,総 計1,000余 例

におけ る有効率の平均値は80%を 上回 った。

特に呼吸器 感染症 を とりあげてみ ると,1日 投与量 で

は600mgが 一番 多 く,投 与 日数は7日 か ら14日 まで

が多か った。

疾 患別臨床効果では急性呼吸器感染症180例 中有 効率

80%,慢 性気道感染症34例 では有効率41.2%で 急性

呼 吸器感染症に特に有効 であった。 また マイコプラズマ

肺炎15例 では93.3%,原 発性 異型肺炎11例 では81.8

%と 高 い有効率が得 られ,本 剤 の特異性 がみ られた。

副作用 は,消 化器症状が主 で,一 部 に発疹がみ られた

が,そ の発現率は3%未 満に留ま った。臨床検査値異常

例 数は,7.76%で あ った。

IV. 結 論

マ クロライ ド系 の抗生物質製剤TMS-19-Q・GC錠 を

マイ コプラズマ肺炎を中心 とした呼吸器 感染症10例 に

投与 し,著 効3例,有 効5例,や や有効1例,無 効1例

で,有 効以上 の有効率は80%と 高い値を示 した。特 に

マイ コプラズマ肺炎,原 発性異型肺炎に有効率が高か っ

た。

副作用は1例 も認 められず有用率は80%で 安全性 が

確認 された。
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CLINICAL STUDIES ON  TMS-19-Q•EGC TABLET IN RESPIRATORY

TRACT INFECTIONS MAINLY MYCOPLASMA PNEUMONIA
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Japanese National Railways

Beta-lactam antibiotics such as cephem antibiotics which have beenpredominantlyused in recent

years are inhibitors of the cell wall synthesis and therefore, do not exert an antibacterial activities to
Mycoplasma without the cell wall.

However, macrolide antibiotics are inhibitors of protein synthesis with potent antibacterial activity
to gram-positive bacteria and Mycoplasma.

TMS-19-Q is a newly developed macrolide antibiotic with potent antibacterial activities against

gram-positive bacterial, anaerobic bacteria and Mycoplasma. The clinical effects and tolerability of the
antibiotic were studied with acute respiratory tract infections mainly mycoplasma pneumonia.

TMS-19-Q-GC tablet was orally administered in a daily dose of 600mg to 6 patients and 800mg to
4 patients.

1. The efficacy rate obtained in 10 cases of acute respiratory infections was 80%. In particular, a
high efficacy rate was obtained in patients with mycoplasma pneumonia and primary atypical pneumo-
nia.

2. No side effect was observed. No abnormal laboratory findings were observed except for 1 case.


