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NY-198の 一般薬理作用(1)

中枢神経系 お よび呼 吸 ・循環器系 に対す る作用

森 川 宏 二 ・橋 本 繁 輝 ・岩 永 裕 氏 ・山 内 利 栄 ・山 崎 光 雄

北陸製薬株式会社 中央研究所

NY-198の 中枢神経系 お よび呼吸 ・循環器系 に対 す る薬理作 用を検討 した。

1.100～1000mg/kgの 経 口投与 でマ ウスは抑制症状 を,300mg/kg以 上 の経 口投与 でラ ッ トも抑 制

症状 を示 した。また,300mg/kg以 上でマ ウスの 自発運動量の減少,hexobarbital睡 眠時間の延長お よ

び協調運動 抑制作用が現 れたが,懸 垂抑制作用 は認め られ なかった。

2.300mg/kg以 上の経 口投 与でマウスお よび ラッ トで鎮痛抗 炎症作用,300～1000mg/kgの 経 口投与

でマ ウス,ラ ッ トお よび ウサ ギの正常体温 な らびにラ ッ トのyeast発,。 、'日を下降 させた。

3.30mg/kgの 静脈 内投与 で もウサギの急性脳波パ ター ンに影 響はなかったが,30mg/kgの 静脈 内投

与によ りネ コの脊髄単 シナプ ス反射 電位 と後根反射電位 は抑制 された。

4.300mg/kg以 上 の経 口投与でマ ウスの電撃お よびpentetrazol痙 攣は増強 さ礼 また100mg/kgの

経 口投与で無麻酔 ビーグル犬の脳波 に発作発射 と間代性痙攣が発現 した。

5.無 麻 酔ラ ッ トの血圧,心 拍 数 にほ とん ど影響 はみ られず,麻 酔イヌにおいて3mg/kg以 上 の静脈

内投与 で血圧の下降,大 腿動脈抵抗 の減 少が,10mg/kg以 上の静脈内投与で呼吸数 の増加,心 拍 数 の増

加あるいは減少が現 れたが,腎 動脈抵抗 には著 明な影響 を与 えず,摘 出モルモ ッ ト心房標 本に も著 明

な影響 は認め られ なかった。

NY-198[(•})-1-ethyl-6, 8-difluoro-1, 4-dihydro-7-

(3-methyl-1-piperazinyl) -4-oxo-3-quinolinecarbo-

xylic acid hydrochloride](Fig .1)は,北 陸製薬(株)

中央研究所において新規 に合成 されたピ リドンカル ボン

酸系の合成抗菌剤である。

NY-198はin vitroに おいてnorfloxacin(NFLX)お

よびofloxacin(OFLX)と ほぼ同等の抗菌力を示 し,マ

ウス感染 実験 にお い て は経 口投 与 でNFLXお よび

OFLXよ り強い抗菌力を示 す1)ことよ り,臨 床上経 口投

与で優れた治療 効果が期待 される薬剤 である。

今回,我 々は本剤の安全性確認の一環 として中枢神経

系および呼吸 ・循環器系に対す る薬理作用 を検討 したの

で報告する。

Fig. 1. Chemical structure of NY-198.

1実 験材料

1.使 用動物

使用 した動物の種お よび系統 は次 の通 りである。マ ウ

ス(ddY,三 協 ラボサー ビス),ラ ッ ト(Wistar,三 協 ラ

ボサー ビス),モ ルモ ッ ト(Hartley,北 陸実験動物),ウ

サ ギ(日 本在来 白色種,北 陸実験動物),ネ コ(北 陸実験

動物),雑 種 イヌ,ビ ーグル犬(加 商)。動物 は経 口投与の

実験で は一夜絶 食 して用い ることを原則 とした。 なお,

動物の性別,体 重は各実験 方法 の項 で述べ る。

2.使 用薬物

被検 葵 としてNY-198(当 朴 にて合 成).indometha-

cin (Sigma), chlorpromazine hydrochloride (chlor-

promazine, Sigma), aminopyrine ( Aldrich),
sodium phenobarbital(phenobarbital Na,東 京 化

成),prazosin hydrochloride(prazosin,当 社 に て合

成)を 使 用 した。 そ の ほ か,実 験 に使 用 した薬 物 は次 の

通 りで あ る。Hexobarbital(東 京 化 成),yeast dried

(yeasち 和 光 純 薬),λ-carrageenin(carrageenin,

Picnin-A(R),逗 子 化 学),acetic acid(和 光純 薬),strych-

nine nitrate(strychnine,和 光純 薬),picrotoxin(和
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光純薬), 1, 5-pentamethylenetetrazole (pentetrazol,

東京化成),gallamine triethiodide (gallarnine, Sigma),

sodium pentobarbital(pentobarbital Na,ネ ンブター

ル(R),大日本製薬),sodium thiopental(thiopental Na,

ラボナール(R),田辺製薬),(±)-isoproterenol hydrochlo-

ride(isoproterenol,Sigma)。 これ らの薬物 はin vitro

の実験で は蒸留水 に溶解 し,経 口投与の実験 では0.5%

carboxymethylcellulose(0.5%CMC)に 懸濁 し,そ

の他の投与経路 の実験で は生理食塩水に溶解 して用 いた

但 し,hexobarbitalは1N NaOHに 溶解 した後生理食

塩水 で希釈 し,yeastは 生理食塩水 に懸濁 して用いた。

II実 験 方法

1.中 枢 神経系 に対 する作用

1)一 般 症状

a)マ ウス:体 重18.5～22.0gの 雄性 マ ウス を1群

5匹 とし,被 検薬の経 口投与後,経 時的 にIRWIN 2)のチェ

ック リス トに準 じて症状 を観察 した。

b)ラ ッ ト:体 重192～220gの 雄性 ラ ッ トを1群5

匹 とした。症状の観 察はマウス と同様に行なった。

2)自 発運動量 に対す る作用

体重19.0～25.0gの 雄性マ ウスを2匹1組1群4～

5組 とし,被 検薬 の経 口投与前,投 与30,60,90,120お

よび180分 後の各々5分 間の 自発運動量 をアニメ ックス

(Type S,Farad Electronics)を 用 いて測定 した。

3)協 調運動 に対す る作 用

体重20.5～27.0gの 雄性マ ウス を使 用 した。毎分7回

転す る直径3cmの 回転棒 に,3分 間以上留 まることがで

きたマ ウス を選 んで1群7匹 とし,実 験 に供 した。被検

薬の経 口投与1時 間後 に,マ ウス を回転棒上 に3分 間乗

せ,こ の間に落下 した場合,協 調運動 に抑制作用有 りと

判定 した。

4)懸 垂試験

協調運動 で使用 したマ ウスに被検薬 を経 口投与 し,1

時 間後 に30cmの 高 さに水平 に張 られた直径1mmの 針金

を両前肢で把握 させ,10秒 以内に後肢 を針金にかけ るこ

とがで きない場合,懸 垂抑制作用有 りと判定 した。

5)Hexobarbital睡 眠増強作用

体 重25.0～28。5gの 雄性マ ウスを1群7～8匹 とし,

被検薬の経 口投与1時 間後 にhexobarbital 80mg/kgを

腹腔 内に投与 し,正 向反射 の消失時間 を測定 した。

6)鎮 痛作用

a)酢 酸writhing法:体 重19.0～23.5gの 雄性マ ウ

スを1群12匹 とした。被検薬の経 口投与1時 間後 に,0.6

%酢 酸溶液0.1ml/10gを 腹腔 内に投与 し,投 与5分 後か

ら10分 間のwrithing数 を測定 した。

b)圧 刺激法:RANDALL and SELITTO 3)の方法 に した

がい,圧 刺激装 置(Ugo Basile,室 町機械)を 用いて体

重89～1089の 雄性 ラ ッ ト両後肢 の圧疼痛 閾値 を測定 し,

直ちに20% yeast懸 濁液0.1mlを 左後肢 皮下 に投与 した。

yeast投 与4時 間後 に,再 び両足 の圧疼痛 閾値 を測定 し,

炎症足の圧疼痛閾値 の下が った もの を選んで1群7匹 と

し,実 験 に供 した。被検薬 の経 口投与1お よび2時 間後

に両足の圧疼痛閾値 を測定 し,被 検 薬投与前 との差 を検

討 した。 なお,圧 刺激 に反応 しない場合 は圧疼痛閾値 を

15と した。

7)Carrageenin浮 腫 に対す る作用

体重161～180gの 雄性 ラ ッ トを1群7匹 と した。被検

薬の経 口投与1時 閥後(indomethacinの 場合30分 後)

に1% carrageenin溶 液0.1mlを 左後肢足蹠皮下に投与

し,以 後1時 間毎 に5時 間後 まで,ラ ッ ト後肢足蹠浮腫

測定装 置(KN-357,夏 目)を用 いて後肢足蹟容積 を測定

した。

8)正 常体 温に対 す る作 用

a)マ ウ ス:体 重20.5～25.0gの 雄性 マ ウス を1群

5匹 とし,被 検薬の経 口投与3時 間後 までの直腸温をサ

ー ミスター温度計(KN-90 ,夏 目)を 用いて経時的に測

定 した。

b)ラ ッ ト:体 重192～220gの 雄性 ラ ッ トを1群5

匹 とし,マ ウス と同 じ方法 で直腸温 を測定 した。

c)ウ サ ギ:体 重2.6～3.3kgの 雄性 ウサ ギを1群5

羽 とした。首枷式 固定 台に固定 し,被 検 薬の経 口投与24

時間後 までの直腸温 をサー ミスター温度計(R-94島 宝工

業:KN-90,夏 目)を 用 いて経時的 に測 定 した。なお,

餌 は8時 間測定後 に与えた。

9)Yeast発 熱 に対す る作用

体 重156--1859の 雄 性 ラ ッ トに20% yeast懸 濁 液1

ml/100gを 皮下投 与 し,18時 間後 に体温 が0.4～1.7℃ 上

昇 した もの を選 んで1群4～5匹 とし,実 験 に供 した。

被検薬の経 口投 与5時 間後 までの直腸 温 をサー ミスター

温度計(KN-90,夏 目)を 用 いて経時的 に測定 した。

10)抗 痙攣作用

体 重18.5～26.0gの 雄性 マ ウス を1群6～7匹 とし

て,以 下の方法 で実験 した。

a)最 大電撃痙 攣:被 検薬 の経 口投与1時 間後 に,

マウスの両眼 に生理食塩水の点眼 を行なったのち,双 極

電極 を接触 させ,40帆0.4秒 の電撃 シ ョック(USA-

100,ユ ニークメデ ィカル)を 与 えた時の強直性伸展痙攣

の発現 お よび死亡の有無 を観察 した。

b)薬 物痙攣:被 検薬の経 口投与1時 間後に,strych-

nine 2mg/kg,picrotoxin 10mg/kgあ るいはpentetra-

zol 150mg/kgを 皮下投与 し,痙 攣発現 および死 亡までに

要す る時間 を測定 した。
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11)痙 攣誘発作用

体重19.0～27.0gの 雄性 マウス を1群7匹 と し,被 検

薬の経 口投与1時 間後 に,4.2帆0.2秒 の電撃 シ ョック

あるいはpentetrazol 40mg/kgの 腹腔 内投与 を行 な い,

被検薬による痙 攣発現 お よび死 亡の有無 を観 察 した。

12)急 性 自発脳波 に対 す る作用

体重2.7～3.2kgの 雄性 ウサ ギ9羽 を用 い た。galla-

mine(5mg/kg,i.v.)で 不動 化後,気 管カニ ュー レを挿

入 して直ちに人工 呼吸 を行ない,東 大脳研型脳定位固定

装置に固定 した。

SAWYERら4)の 脳図譜 に したが い,海 馬(HPC),扁 桃体

(AMY)お よび中脳網 様体(RF)に,不 錆鋼製双極同心

円電極(UB-9007,ユ ニ ークメデ ィカル)を 挿入 し,新

皮質運動領(MC)に はネ ジ電極 を脳硬 膜 上に置 き,脳 波

を導出 し脳波計(EEG-7310,日 本 光電)に 記録 した。 な

お,実 験 中はgallamineの 持続注入(5mg/kg/h,i.v.)

を行ない不動化 を維持 した。被検薬 は大腿静脈内 に投与

した。

13)ポ リグラフ ィー

体重7.5～10.5kgの 雄 性 ビー グル犬13匹 を使 用 した。

動物には前 もって脳波導出用電極お よび血圧測定用動脈

カテーテル を慢性的に植 え込み,術 後約2週 間が経過 し

て手術創が治癒 したのち,無 麻酔無拘束の まま静穏 な環

境下に置 き実験 を行 なった。実験 は0.5%CMC経 口投

与に よる対照 ポ リグラム を記録観察 したの ち,被 検薬の

経 口投与 を行 なった。 ポ リグラムの記録観 察は投与前1

時間,投 与後8時 間の問連続的 に行 なった。

a)慢 性脳 波電極 植 え込 み:山 本 ら5)の方法 に した

がい,pentobarbital Na(30mg/kg,i.v.)麻 酔下 にイヌ

を東大脳研型脳定位 固定装置 に固定 し,LIMら6)の 脳図

譜にしたがって,新 皮質前頭領(FC),頭 頂領(PC),側

頭領(TC)に 直径1mの 銀玉 双極 電極(極 間距離3mm)

を脳硬膜上に置 き,海 馬(HPC)お よび扁桃体(AMY)

には直径0.25mの 不錆鋼針金 を極間距離0.4mの 双極電

極 として挿入 した。各電極 は コネ クター(HDAB-15S,

ヒロセ電気)に ハ ンダ付 け し,歯 科用セ メン ト(ポ リセ

ット,矢 田化学)で 頭蓋骨 に固定 した。

b)慢 性動脈 カテー テル植 え込 み:HIMORIら7)の

方法 に したがい,thiopentalNa(25mg/kg,i.v.)麻 酔下

に血圧測定用動脈 カテーテル(PE-50,lntramedic)を

大腿動脈か ら分岐す るmuscular branchを 介 して約10

cm挿入 した。 カテーテルの他端 は背部皮下 を通 して頸部

背側 に導出 した。

c)ポ リグ ラム記録:血 圧(腹 部大動脈圧)は 無線方

式によ り,動 脈カテーテル を血圧 測定用送信 器(ZB-671

G,日 本光電)に 接 続 し,受 信 器(ZR-670G,日 本光電)

で 受信 した。受信 した信 号 は レ コー ダ ー(WR3701,

Graphtec)に 記録 した。脳波,呼 吸,心 電図 ならびに筋

電図 は有線的 に導 出 し,脳 波計(EEG-7310,日 本光電)

に記録 した。心拍数 は血圧の脈波 を トリガ ーパルス とし

て瞬時心 拍計(AT-601G,日 本 光電)を 介 して,ま た,

体温 は背部皮下 に温度セ ンサー(NST,芝 浦電気)を 刺

入 し,サ ー ミスター温度計(KN-90,夏 目)を 介 して レ

コーダーに記録 した。

14)脊 髄反射電位 に対す る作用

体重2.4～3.7kgの 雌雄の ネコ9匹 を用 いた。ether麻

酔下 に,脊 髄 を第一頸髄 の高 さで切断 し,直 ちに人工呼

吸を行 なった。次 に椎 弓切除術 を施 し,腰 仙髄部 を露出

した。単 シナプ スお よび多 シナプ ス反射電位 はL7ま たは

S1の 前根 よ り,後 根反射電位 は隣接 す る後根 よ り銀 ・塩

化銀双極電極 を用 いて導 出 した。矩形波 による電気刺激

(0.2Hz,0.1mseq2.5V)は 電 気 刺 激 装 置(SEN-

7103,日 本光電)を 用 いて左脛骨神経の中枢側 断端に与

え,誘 発 され た反射 電位 をブ ラウ ン管 オシ ロス コープ

(VC-10,日 本光電)に掃 引 し,5個 の電位 を重ねてポラ

ロイ ドカメラによ り撮影 した。記録導出部位 は流動パ ラ

フ ィンで満 た し,37℃ に保持 した。被検薬 は大腿 静脈 内

に投与 した。

2.呼 吸 ・循環器 系に対 す る作用

1)無 麻酔 ラッ トの血圧,心 拍数 に対す る作用

体重205～275gの 雄性 ラ ッ トを1群5匹 とし,被 検薬

の経 口投与前,投 与1,2,4,8お よび24時 間後 に,

尾動脈 血圧心 拍数記録装置(PS-100,理 研開発)を 用 い

て,非 観血的 に収縮期血圧お よび心拍数 を測定 した。

2)麻 酔イヌの呼吸お よび循環動態 に対す る作用

体 重8～18kgの 雌 雄の イヌ16匹 を用いた。pentobar-

bital Na(30mg/kg,i.v.)麻 酔下 に,呼 吸は気 管内に挿

入 したカニュー レを呼吸流量計(MFP-1100,日 本光電)

に接続 し,血 圧 は右大腿動脈圧 を圧 トランス ジューサー

(P-50,Gould)を 介 して,心 電図は第II誘 導 によ り,心

拍 数は心電図のR波 を トリガ ーパル ス として瞬時 心拍 計

(AT-601G,日 本光 電)を 介 して,左 腎お よび左大腿動

脈 には体 内型プロープを装着 し,電 磁血流量計(MFV-

1200,日 本光電〉 を用いて測 定 し,こ れ らのパ ラメー タ

ー をレコーダー(RJG-4128,日 本光電)に 記録 した。腎

お よび大腿 動脈抵抗 は各血流 量 と平均血圧 の比率 か ら算

出 した。被検薬は大腿静脈内に投 与 した。

3)麻 酔 イヌの 腎お よび大 腿動脈 血流量 に対す る動

脈内投与の作用

体 重13～20kgの 雄 性 イ ヌ7匹 を用 いた。pentobar-

bitalNa(30mg/kg,i.v.)麻 酔下に気管内挿管後,人 工

呼吸 を施 した。左腎動脈血 流量(3例)は 左 大腿-左 腎

動脈ル ープ回路 を,左 大腿 動脈血流量(4例)は 左大腿

-左 大腿動脈ル ープ 回路 をそれぞれ作成 し,各 回路 中に
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Fig. 2. Effect of NY-198 on spontaneous motor activity in mice. Each point and vertical bar

represent the mean•}S. E.* and** Significantly different from control at p<0.05

and p<0.01, respectively.

•Z Control (n=5),•œNY-198 100mg/kg, p. o. (n=4), A: NY-198 300 mg/kg, p. o.

(n=4), III NY-198 1000 mg/kg, p. o.(n=5), 0 Chlorpromazine 10mg/kg, p.o. (n=4).

体外型プ ロープを組 み込 み電磁 血流量計(MFV-1200,

日本光電)を 用 いて測定 した。右 大腿動脈圧 および心拍

数 を同時に測定 し,レ コーダー(RJG-4128,日 本光電)

に記録 した。被検薬 は各回路 中にマイクロシ リンジを用

いて注入 した。

4)摘 出心房 に対 する作用

体 重390g以 上の雄性 モル モ ッ ト13匹か ら心臓 を摘 出

し,左心房お よび右 心房標本 を作成 した。標 本は95%02

+5%CO2混 合 ガ ス を 通 気 し た31℃ のKrebs-

Henseleit液 槽 中に懸垂 し,左 心房には白金 双極 電極 を

介 して矩形波 に よる電気刺激(1Hz,1msec,3-5V)

を与 え,発 生 する張力 をFDト ランスジューサー(TB-

612,日 本光電)を介 して,ま た右心房の 自発拍動数 を瞬

時心拍計(RT-5,日 本光 電)を 介 して,そ れぞれポ リ

グラフ(RM,85,日 本光 電)に 記録 した。被検薬 は液槽

中に適 用 し,発 生張 力,自 発拍動 数な らびにisoprote-

renolの 陽性 変時作用 に及ぼす影響 を検討 した。

3.統 計処 理

有意差検 定はStudentのt-testに よ り行 なった。

III実 験 結果

1.中 枢神経系 に対 す る作用

1)一 般症状

a)マ ウス:NY-19830mg/kgの 経 口投与 はマ ウス

の一般 症状 に何 ら変化 を示 さなかった。100mg/kgで は5

例 中3例 に 自発運動の低下,5例 中1例 に呼吸不整がみ

ら礼300お よび1000mg/kgで は5例 中4～5例 に 自発運

動の低下,呼 吸不整,眼 瞼下垂 な らびに体温下降がみ ら

れ た。 これ らの症状 は投 与15～30分 後 に発現 し,1000

mg/kgを 除 いて3時 間後 には回復 した。

b)ラ ッ ト:NY-198100mg/kgの 経 口投与は ラット

の一般 症状 に何 ら変化 を示 さなかったが300mg/kgで は

5例 中2例 に,ま た1000mg/kgで は5例 全例 に 自発運動

の低 下お よび呼吸不整 がみ られた。 これ らの症状は投与

15～45分 後 に発現 し,3時 間後には回復 した。

2)自 発運動量 に対す る作用

NY-198100mg/kgの 経 口投与 はマウスの 自発運動量

に対 して何 ら影響 を及ぼ さなかったが,300お よび1000

mg/kgで は投与30分 か ら90分 後 まで,対 照群 に比べ有意

な 自発運動量の減少 を来た した。一方,標 準薬物chlor
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Table 1. Effect of NY-198 on rotarod performance and traction test in mice

In the rotarod performance, a mouse was positive if it fell from the rotarod within 3 min, and in the

traction test, if it could not cling with the hind limbs to the needle within 10 sec.

Table 2. Effect of NY-198 on hexobarbital-induced sleeping time in mice

Hexobarbital: 80 mg/kg, i. p. Each value represents the mean•}S. E. * and **: Significantly different

from control at p<0.05 and p<0.01, respectively.

promazine 10mg/kgの 経 口投与では投与30分 か ら180分

後まで,有 意な運動量の減少が続 いた(Fig.2)。

3)協 調運動に対 する作用

NY-198100mg/kgの 経 口投与 はマ ウスの協 調運動 に

対 して影響 を及ぼ さなか った。300mg/kgで は7例 中1例

に,ま た1000mg/kgで は7例 全例 に協調運 動抑制作用 が

現れた。一方,標 準薬物chlorpromazine 20mg/kgの 経

口投 与 で は7例 全 例 に協 調 運 動 抑 制 作 用 が 現 れ た

(Table 1)。

4)懸 垂試験

NY-198100,300お よび1000mg/kgの 経 口投 与は何 れ

も本 試験 に影 響 を及 ぼ さ なか った。一 方,標 準 薬物

chlorpromazine 20mg/kgの 経-口投与で は7例 中2例 に

懸垂抑制作用が現 れた。(Table 1)。

5)Hexobarbital睡 眠増強作用

NY-19830お よび100mg/kgの 経 口投 与 は マ ウ ス の

hexobarbital睡 眠 に対 して影響 を及ぼ さなか ったが,

300お よび1000mg/kgで は対 照群の睡 眠時間(63.2±5.6

分)に 比べそれぞれ84.8±7.6分,116.8±7.5分 と睡眠

時間の有意 な延 長が み られた。一方,標 準薬 物chlor

promazine 5mg/kgの 経 口投与で も睡眠時 間の有意 な延

長(142.4±10.1分)を 来た した(Table 2)。

6)鎮 痛作用

a)酢 酸writhing法:NY-19830お よび100mg/kg

の経-口投与はマウスの酢酸writhingに 対 して影響 を及

ぼ さな か った が,300お よび1000mg/kgで は対 照 群 の

writhing数(19.3±3.7回)に 対 してそれぞれ2。7±1.7

回,0.2±0.2回 とwrithing数 の有 意な減少が み られた。

一方
,標 準薬物aminopyrine 50mg/kgの 経 口投与で も

writhing数 の 有 意 な減 少(1.6±1.3回)を 来 た した

(Table 3)。

b)圧 刺激法:NY,198100mg/kgの 経 口投 与は ラッ

トの圧疼痛 閾値 に対 して影響 を及ぼ さなか ったが,300

mg/kgで は投 与2時 間後 に炎症足 の圧疼痛 閾値 が対 照群

に比べ有意 に上昇 し,1000mg/kgで は投与1お よび2時

間後 に両足の圧疼痛 閥値 が有 意に上昇 した。一方,標 準

薬物aminopyrine 100mg/kgの 経 口投与で も投与1お よ

び2時 間後 に両 足の圧疼痛 閾値 が有意 に上昇 した(Fig

3)。
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Table 3. Effect of NY-198 on acetic acid-induced writhing syndrome in mice

Acetic acid: 0.6%, 0.1 m1/10g
, i. p. Each value represents the mean•}S. E.**: Significantly different

from control at p<0.01.

Yeast treated hind paw Normal hind paw

Fig. 3. Effect of NY-198 on pain threshold by pressure stimulation in rats
. Each point and

vertical bar represent the mean•}S. E. *and ** : Significantly different from control at

p<0.05 and p<0.01, respectively.

0 Control (n=7),•œ: NY-198 100 mg/kg, p. o. (n=7),•£: NY-198 300 mg/kg, p. o.

(n=7),•¡: NY-198 1000 mg/kg, p.o.(n=7), Aminopyrine 100 mg/kg, p.o.(n=7).

7)Carrageenin浮 腫 に対す る作用

NY-198100mg/kgの 経 口投 与 は ラ ッ トのcarra.

geenin浮 腫 に対 して影響 を及ぼ さなかったが,300mg/kg

では投与2時 間後 に,ま た1000mg/kgで は投 与2時 間後

か ら4時 間後 まで,対 照群 に比べ有 意な浮腫抑制作用が

現れた。一方,標 準薬物indomethacin5mg/kgの 経 口

投与では,投 与2時 間後か ら5時 間後 まで有意 な浮腫抑

制作用が続いた(Fig.4)。

8)正 常体温 に対す る作用

a)マ ウス:NY-198100mg/kgの 経 口投与はマウス

の正常体温に対 してほ とん ど影響 を及ぼ さなかったが,

300mg/kgで は投与30分 後 から60分 後 まで,対 照群 に比べ

最高2.0℃ の有意 な体温下降があ り,ま た1000mg/kgで は

投与30分 後か ら120分 後 まで,最 高4.9℃ の有意 な体温下
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Fig. 4. Effect of NY-198 on carrageenin-induced hind paw edema in rats. Each point and

vertical bar represent the mean •} S. E. * and **: Significantly different from control

at p<0.05 and p<0.01, respectively.

○: Control (n=7), •œ: NY-198 100mg/kg, p. o. (n=7), •£: NY-198 300mg/kg, p. o.

(n=7), M: NY-198 1000mg/kg, p.o.(n=7), • : Indomethacin 5mg/kg, p. o. (n=7).

降が現れた(Fig.5)。

b)ラ ッ ト:NY-198100お よび300mg/kgの 経 口投

与はラッ トの正常体 温に対 して影響 を及 ぼさなかったが,

1000mg/kgで は投与60分 後 か ら90分 後 まで,対 照群 に比

べ最高0.8℃ の有意 な体温下 降が現 れた(Fig.5)。

c)ウ サギ:NY-198100mg/kgの 経 口投 与は ウサ ギ

の正常体温 に対 して影響 を及ぼさなかったが,300mg/kg

では投与0.5,3お よび4時 間後 に,対 照群 に比 べ最高

0.3℃ の有意 な体温下降が現 れた。また1000mg/kgで は投

与1時 間後 か ら8時 間後 まで,最 高0.9℃ の有 意な体温

下降が続 いたが,24時 間後 には回復 した(Fig.5)。

9)Yeast発 熱 に対す る作用

NY-198100お よび300mg/kgの 経 口投 与は ラ ッ トの

yeastに よる体温 上昇に対 して影響 を及ぼ さなかったが,

1000mg/kgで は投与1時 間後 か ら5時 間後 まで,対 照群

に比べ最 高2.1℃ の有意 な体 温下降がみ られた。一 方,標

準薬物aminopyrine 100mg/kgの 経 口投与で は投与1時

間後 か ら5時 間後 まで,最 高2.7℃ の有 意な体温下降が

認め られた(Fig.6)。

10)抗 痙 攣作用

a)最 大 電撃痙 攣:NY-198100,300お よび1000

mg/kgの 経 口投与 はマ ウスの最大 電撃痙 攣 に対 して影響

を及ぼ さなか った。 一方,標 準薬物phenobarbital Na

100mg/kgの 経 口投与 では著明 な抗 痙攣作 用が認 め られ

た(Table 4)。

b)薬 物痙攣:NY-198100,300お よび1000mg/kg

の経 口投 与 はマ ウ スのstrychnineお よびpicrotoxin

痙 攣 に対 して抗痙 攣作用 を示 さなか った(Table 5,

6)。 また,pentetrazo1痙 攣に対 しては300mg/kgま で抗

痙攣作用 を示 さなか ったが,1000mg/kgで は対 照群の痙

攣発現 および死亡 までの時間(2.7±0.7分 お よび7.0±

1.2分)が それぞれ1.0±0.2分,2.4±0.5分 と有意 に短縮

され た(Table 7)。 一方,標 準薬物phenobarbital Na

10mg/kgの 経 口投与 では著 明な抗痙 攣作用 が認め られ
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(A)

(B)

(C)

Fig. 5. Effect of NY-198 on normal body temperature in mice (A) , rats (B) and rabbits (C).
Each point and vertical bar represent the mean+S . E.* and** Significantly diffe-
rent from control at p<0.05 and p<0 .01, respectively.

○: Control (n-5), ●: NY-198 100mg/Kg, p.o. (n-5)
, ▲: NY-198300mg/kg, p.o.

(n=5), ■: NY-1981000mg/kg, p.o.(n=5).
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Fig. 6. Effect of NY-198 on hyperthermia induced by yeast in rats. Each point and vertical bar
represent the mean + S. E.*and **: Significantly different from control at p<0 .05
and p<0.01, respectively.
○:Control(n=5),●:NY-198100mg/kg, p.o.(n=5),▲:NY-198300mg/kg,p.o.

(n-4),■: NY-198 1000mg/kg, p.o.(n-5),□:Amin・pyrine100mg/kg,p.o.(n-5).

Table 4. Effect of NY-198 on maximal electroshock-induced convulsions and death in mice

Electroshock: 40mA, 0.4 sec.

た(Table5,6,7)。

11)痙 攣誘発作用

NY-198100mg/kgの 経 口投与 はマ ウスの最 小電撃 シ

ョツクによる痙攣 に対 して増強作用 を示 さなか ったが,

300mg/kgで は7例 中1例 に,1000mg/kgで は7例 中3例

に痙 攣が発現 し,死 亡例 が現 れ た(Table8)。 また,

pentetrazo1に 対 してNY,198100mg/kgの 投 与 は影 響

を及ぼ さなか ったが,300mg/kgで は7例 中1例 に,1000

mg/kgで は7例 中6例 にそれぞれ痙攣 が発現 し,後 者 で

は7例 中3例 が死亡 した(Table8)。

12)急 性 自発脳波 に対す る作用

NY-1983,10お よび30mg/kgの 静脈 内投与は投与後

1時 間の間ウサギの急性 自発脳波 に対 して全 く影響 を及

ぼ さなか った。

13)ポ リグラフ ィー

NY-19810mg/kgの 経 口投 与は ビーグル犬 の粗大行動,
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Table 5. Effect of NY-198 on strychnine-induced convulsions and death in mice

Strychnine: 2 mg/kg, s. c. Latency : Latent time from strychnine administration (mean + S. E.).
**: Significantly different from control at p<0 .01.

Table 6. Effect of NY-198 on picrotoxin-induced convulsions and death in mice

Picrotoxin: 10 mg/kg, s. c. Latency : Latent time from picrotoxin administration (mean +S. E.).
**: Significantly different from control at p<0.01 .

Table 7. Effect of NY-198 on pentetrazol-induced convulsions and death in mice

Pentetrazol: 150 mg/kg, s. c. Latency : Latent time from pentetrazol administration (mean + S. E.).
* and **: Significantly different from control at p<0 .05 and p<0.01, respectively.

脳波パ ターン,脳 波的睡眠図,呼 吸数 血圧,心 拍数な

らび に体温 に対 して影響 を及 ぽ さなか った(Fig.7,

8)。30mg/kgで は5例 中2例 に軽度 の血圧下降あ るいは

上昇 と心拍数の軽度増加が現れたが,脳 波パ ター ンお よ

び脳波的睡眠図には著明 な変化がなかった。しか し,100

mg/kgで は投 与直後 か らイヌ はお ちつ きな く動 き回 り,

呼吸数,心 拍数は増加 し,血 圧 は上昇 し(Fig.8),20分

後から225分後にかけて4例 全例に嘔吐が現れた。その

後3例 の新皮質および扁桃体に棘波を主とする限局性の

痙攣波が現れ(Fi替7),2例 では間代性痙攣を伴う全般

性の大発作発射に移行した。脳波的睡眠図では行動変化

に対応して投与直後から徐波睡眠および速波睡眠が抑制

され(Fig.8),間 代性痙攣の発現した2例 では投与後約

5時 間までこの傾向が続いた。
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Table 8. Effect of NY-198 on electroshock- and pentetrazol-induced convulsive activity in mice

Electroshock : 4.2mA, 0.2 sec. Pentetrazol: 40mg/kg, i. p.

14)脊 髄反射電位 に対 す る作用

NY-1983お よび10mg/kgを 静脈 内に投与 したが,ネ コ

の単シナプスおよび多 シナプス反射電位 な らびに後根 反

射電位 に変化 はなか った。30mg/kgで も多 シナプ ス反 射

電位 はほとん ど変化 しなか ったが,単 シナプス反射電位

および後根反射電位 は著 明に抑制 された(Fig.9)。

2.呼 吸 ・循環器系 に対 す る作用

1)無 麻酔 ラ ッ トの血圧,心 拍数 に対す る作用

NY-198100,300お よび1000mg/kgの 経 口投与は ラッ

トの収縮期 血圧 に対 して影響 を及 ぼ さなか った(Fig.

10)。 また,心 拍数 に対 して100mg/kgは 影響 を及ぼ さず,

3001mg/kgでは投 与4時 間後 に,1000mg/kgで は投与1時

間後 に,対 照群に比べ有 意な増加が現れたが,用 量依 存

性はなかった(Fig.10)。 一方,標 準薬物prazosin 3mg/

kgの経口投与では投与1時 間後か ら4時 間後 まで,収 縮

期血圧が有意 に下降 した。

2)麻 酔イヌの呼吸お よび循環動 態に対 す る作用

NY-1981mg/kgの 静脈内投与 はイヌの各種 呼吸 ・循環

器系のパラメータに対 して影響 を及ぼ さなか った(Fig.

11)。3mg/kgで は投与直後 に一過性 の血圧下降,腎 動脈 血

流量の減少,大 腿動脈血流量の増加 および大腿動脈抵抗

の減少な どが現れた(Fig11)。10mg/kgで は上記の変化

の他 に呼吸数の増加,心 拍 数 の減少 あるいは増加がみ ら

れ(Fig.12)こ の傾 向は30mg/kgの 投与 でさ らに著明 と

なり作用持続 は延 長 され た。心 電図は10mg/kgでR波 お

よびT波 の減高 あ るいはT波 の 増高がみ られ,30mg/kg

ではR波 お よびT波 の減高が み られた。しか し,30mg/kg

まで腎動脈抵抗 には著 明な変化が み られなかった。(Fig.

11)。

3)麻 酔イヌの 腎お よび大腿 動脈血 流量 に対す る動

脈 内投与の作用

NY-198 3000μg以 下 の腎動脈 内投与 は イヌ の腎動

脈血流量お よび腎動脈抵抗 に対 して影響 を及ぼさなかっ

た(Fig.13)。 また,300μg以 下 の大腿動脈 内投 与にお

いて も各パ ラメータに変化 はなか ったが,1000μgで は

大腿動脈血流量の増加(82.1%)と 大腿動脈抵抗 の減 少

(44.8%)が 認 め られた(Fig,13)。

4)摘 出心房 に対す る作用

NY-198の3×10-4M以 下の濃度 で は摘 出 モル モ ッ

ト右 心房の 自発拍動 数お よび左心房 の電気刺激 によって

発生す る張力に対 して影響 はな く,10-3Mで13.2±1.3

%(n=4)の 自発拍動数 の増加 および26.7±3.3%(n=

6)の張 力の増加 が認め られ た(Fig.14)。 また,3×1-4

M以 下 の濃度 で はisoproterenolの 陽 性変時作 用 に対

し拮抗作用 を示 さなか った(Fig.15)。

III考 察

NY-198の 中枢神経 系お よび呼吸 ・循 環器系に対 す る

薬理作 用 を検討 した。NY-198100mg/kg以 上の経 口投

与 でマ ウスの 自発運動は低 下 し,300mg/kg以 上で はラッ

トの 自発運動 も低 下 した。マ ウスでは1000mg/kgま で懸

垂抑制作用 は認め られ なかったが,ア ニメ ックス法 に よ

る自発運動量の減少,hexobarbita1睡 眠時間の延 長お

よび協 調運 動抑 制作 用 な どが認 め ら礼 さ らに300～

1000mg/kgの 経 口投与 でマ ウス,ラ ッ トお よび ウサギの

正常体温 な らび にラ ッ トのyeast発 熱体温 の下降 を来

た したので,NY-198は 高用 量で中枢神経 系に対 して抑

制的 に作 用す るこ とが示 唆 された。 山本 ら8)は,本 剤 と

類似 した化学構 造 を有 するnalidixicacid(NA)が マ ウ

ス(250mg/kg以 上)お よびラ ッ ト(100mg/kg以 上)で 骨

格筋,体 性行動な どの症状 変化 を惹起 し,マ ウスの 自発

運動量 も50～200mg/kgで 増加,500mg/kg以 上で減少,200

mg/kg以 上 で マ ウスのthiopentalNa麻 酔 時間 を延 長

し,さ らに500mg/kg以 上でマ ウスの回転棒 お よび懸垂試

験 を抑制 した と報告 しているので,NY-198の これ らの

中枢作 用はNAよ り幾 分弱い ように思 われた。 この他,

NY-198は300mg/kg以 上 の 経 口投 与 で マ ウ ス の 酢酸

writhing数 の減少,ラ ッ トの圧刺激 における痛覚閾値 の

上昇,ラ ッ トのcarrageenin浮 腫の抑制作用 を示 した。

小 島 ら9)は本 剤 と類 似 した化学構 造 を有 す るOFLXが

マ ウスの酢酸writhing,圧 刺 激法 お よび ラッ トのcar-

rageenin浮 腫に対 して,100～300mg/kg以 上 の経 口投与
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Fig. 9. Typical spinal cord reflex potentials before and after intravenous administration of 
10 mg/kg (A) and 30 mg/kg (B) of NY-198 in spinal cats. The upper trace is either a 
monosynaptic or polysynaptic reflex potential. The lower trace is a dorsal root reflex 

potential.

で鎮痛抗 炎症作用 を示 した と報 告 して い るので, NY-

198はOFLXと ほぼ同等 の鎮 痛抗 炎症 作用 を有 す る も

の と思われ る。

一方
,NY- 198は ウサギの急性 自発脳波パ ター ンに影

響 を及ぼさず,ネ コの脊髄 反射 に対 しては30mg/kgの 高

用量 を投与 した時にだけ単 シナプス反射電位 および後根

反射電位 を抑制 した。マウスの種 々の痙攣 に対 してNY

-198は1000mg/kgの 経 口投与 まで抗痙攣作用 を示 さなか

ったが,pentetrazo1(15(hmg/kg,s.c)痙 攣 に対 しては

1000mg/kgの 経 口投 与で逆に痙 攣発現 お よび死 亡 までの

時間 を短縮 し,300mg/kg以 上でマウスの最小電撃 シ ョッ

クお よびpentetrazo1(40mg/kg,i.p)痙 攣 に対 して増

強作用 を示 した。 また,ビ ーグル犬 を用 いて行 なった無

麻酔無拘束下 での脳波 を主 とす るポ リグラム解析では,

100mg/kgの 経 口投与で全例 に嘔吐が発現 した。 この時の

睡眠-覚 醒周期 をみ る と100mg/kgで 投与直後 か ら徐波

お よび速波睡眠 が抑制 さ礼 覚醒状態が持続 した。 さら

に重要なこ とは4例 中3例 の脳波 に棘波が現わ托 その

うち2例 では間代性痙 攣 を伴 う全般性の大発作発射が現

れたこ とである。松野 ら10)は本剤 と類似 した化学構造 を

有 す るenoxacin(ENX)が1000mg/kgの 経 口投与でマウ

スのpentetrazo1お よびstrychnineに よる痙攣発作の

発現 お よび致 死時間の短縮傾 向 を来た し,さ らに25mg/

kgの 静脈 内投 与で はganamine不 動化 ネ コの皮 質脳波

に棘波 を誘発 し,50mg/kgで は全般 性の発作発射が発現

した と報告 してお り,山 本 ら8)はNAが500mg/kg以 上の

経 口投与でマウスのpentetrazol痙 攣 を増強 し,慢 性植

え込み ネコに よる脳 波解析 にお いて は500mg/kgの 経 口

投 与 または100mg/kgの 腹腔 内投与 に よ り海 馬に限局 し

た発作発射お よび間代性痙 攣 を伴 う全般性 の大発作発射

の発現 を報告 してい る。また,最 近にな ってMURAYAMA

ら11),村 山12,13)および原 ら14}は,中 枢神経系に対 するニ

ューキノロン剤(ENX, NFL, NY-198お よび OFLX)

の作用 を検討 し,以 下の報告 を行な ってい る。すなわち,

種々の実験動物へのニ ュー キノロン剤 の単独投与 は有意

な中枢作用 を示 さないが,非 ステ ロイ ド系抗 炎症剤であ

るfenbufen (FB)と の併用で は痙攣 が発現 した こと,

ラッ トの脳室 内への単独注入では痙 攣が発現 したこと,

また脊髄 ネコ標本 において,FBと の併 用は脊髄反射電

位 を抑 制 したが,脳 波上 には明 らか な痙 攣波型が出現 し

た こと,一 方,除 脳 あるいは麻酔 ネコ標 本 を用いた脊髄 ・

延髄 ・脊髄(SBS)反 射 に対 して,前 根SBS反 射 は
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(A)

(B)

Fig. 10. Effect of NY-198 on systolic blood pressure (A) and heart rate (B) in conscious
normotensive rats. Each point and vertical bar represent the mean + S. E. * and **
Significantly different from control at p<0.05 and 0.01, respectively.

○:Control (n=5),●: NY-198 100mg/kg,P.o.(n=5),▲: NY-1983001ng/kg,P.o.

(n=5), ■: NY-198 1000mg/kg, P.o.(n=5),□: Prazosin 3 mg/kg,P.o.(n=5).
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Fig. 11. Effect of NY-198 on mean blood pressure (MBP), heart rate (HR), renal blood flow

(RBF), renal arterial resistance (RAR), femoral blood flow (FBF) and femoral arterial

resistance (FAR) in anesthetized dogs. Each point and vertical bar represent the

mean •} S. E. * and ** : Significantly different from pre-drug administration at p<0.05

and p<0.01, respectively. •œ: NY-198 1mg/kg, i. v. (n=4), •£: NY-198 3mg/kg, i. v.

(n=4), •¡: NY-198 10mg/kg, i. v. (n=4), •¥: NY-198 30mg/kg, i. v. (n=4).

ENX,NFLXあ るいはNY-198とFBと の併用で著明

な増大 を示 し,後 根SBS反 射 はENXあ るいはNY-

198とFBと の併用 で抑制 を示 した こと等の報告 がな さ

れてい る。 これ らの ことか ら,ピ リ ドンカル ボン酸系 抗

菌剤 には共通 に中枢神経刺激作 用があ り,NY-198も 例

外ではないこ とが判 った。

呼吸・循環器系 に対 して,NY-198は1000mg/kgの 経 口

投与 まで無麻酔 ラッ トの収縮 期血圧 および心拍数に著明

な影響 を及ぼ さなか った。 しか し,麻 酔 イヌにおいては

3mg/kg以 上の静脈内投与で血圧下 降,大 腿動脈 血流量の

増加ならびに大腿動脈抵抗の減少がみら礼 動脈内投与

による検討では,1000μgで 大腿動脈血流量の著明な増

加と大腿動脈抵抗の減少が認められたので,本 剤の降圧

作用の一部には小島ら9)がOFLXで 報告したのと同様

に末梢血管拡張作用が関与しているものと考えられる。

また,10mg/kg以上の静脈内投与では呼吸数の増加,心拍

数の減少あるいは増加,心 電図上T波 およびR波 の減高

あるいはT波 の増高がみられたが,摘 出モルモット心房

標本においては10-3Mの 極めて高濃度でのみ自発拍動

数および張力の増加がみられただけであり,また抗iso-



VOL. 36 5-2 CHEMOTHERAPY 281

Respiration

DBP

(mmHg)

MBP

(mmHg)

HR

(beats/min)

RBF

(ml/min)

FBF

(ml/min)

Fig. 12. Typical recording of respiration, direct blood pressure (DBP), mean blood pressure
(MBP), heart rate (HR), renal blood flow (RBF) and femoral blood flow (FBF) after
intravenous administration of 10mg/kg of NY-198 in anesthetized dog.

proterenol作用(β1遮断作用)も 観察されなかったこと

から心臓に対する直接作用は少ないものと考えられる。

以上のように,NY-198は 一般薬理作用の立場からは

比較的に安全性の高い薬物と判定されたが,反 面,中 枢

神経系および呼吸循環器系に対しては高用量で種 々の薬

理作用を示し,特に大動物で痙蟻 嘔吐などを含む中枢

神経刺激作用が認められたため,こ れについては尉途に

詳細な解析を行なったので引き続き報告の予定である。

なお現在までに得られた実験から総合的に考察すると,

通常の用量範囲では,臨 床上特に心配はないとの結論を

得ている15)。

本試験は昭和59年10月から昭和62年6月 の期閥に実

施した。
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(A)

(B)

Fig. 13. Effect of NY-198 on blood flow (A)

and vascular resistance (B) in anesthe-

tized dogs. NY-198 was administered into

femoral artery (•œ) or renal artery (•£).

Each point and vertical bar represent the

mean •} S. E. (n=4 and n=3 for femoral

and renal arterial administrations, respec-

tively).
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GENERAL PHARMACOLOGY OF NY-198

I.EFFECTS ON THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM,

RESPIRATION AND CARDIOVASCULAR SYSTEM

KOHJI MORIKAWA, SHIGEKI HASHIMOTO, YUJI IWANAGA,

TOSHIE YAMAUCHI and MITSUO YAMAZAKI

Central Research Laboratory, Hokuriku Seiyaku Co., Ltd., Fukui

We studied the pharmacological effects of NY-I98 on the central nervous system, espiration and cardiovas-
cular system using several species of animals.

1. NY-198 at doses above 100mg/kg p.o. caused hypoactivity, irregular espiration, ptosis and hypothermia
in mice. It also caused hypoactivity and irregular respiration in rats at doses above 300mg/kg p.o.. The drug
suppressed spontaneous motor activity and rotarod performance in mice as well as prolongation of their
hexobarbital-induced sleeping time at doses above 300mg/kg p.o.. It had no effect on a traction test in mice.

2. NY-198 at doses above 300mg/kg p.o. produced mild analgesia in mice and rats aswell as anti-
inflammatory effect in rats. It also suppressed body temperature in mice, rats and rabbits and yeast-induced
hyperthermia in rats at doses of 300-1000mg/kg p.o..

3. NY-198 caused no change in EEG in gallamine-immobilized rabbits at a dose of 30 mg/kg i.v., but
suppressed monosynaptic and dorsal root reflex potentials in spinal cats at a high dose of 30 mg/kg i.v..

4. NY-198 increased electroshock- and pentetrazol-induced convulsions in mice at doses above 300mg/kg
p.o., and produced seizures on EEG and clonic convulsions in conscious beagles at a dose of 100mg/kg p.o..

5. NY-198, even at a dose of 1000mg/kg p.o., had little influence on systolic blood pressure and heart rate
in conscious rats. In anesthetized dogs, it increased femoral blood flow and decreased blood pressure, renal
blood flow and femoral vascular resistance at doses above 3mg/kg i.v.. It either increased or decreased heart
rate, increased respiratory rate and changed ECG at doses above 10mg/kg i.v., but had little influence on renal
vascular resistance.

6. NY-198 increased femoral blood flow and decreased femoral vascular resistance at a dose of 100ug,
intra-arterially administered (i.a.) but had no influence on renal blood flow and renal vascular resistance even
at a dose of 3000 pg i.a. in anesthetized dogs. In isolated guinea-pig atrium, it slightly increased the spontaneous
beating rate and tension development at a concentration of 10-3M but had no inhibitory effect on isoproterenol-
induced positive chronotropic action.


