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外科領域におけるNY-198の 臨床使用成績
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新 しい ピリドンカルボ ン酸 系合成抗 菌剤NY-198に ついて,体 液 中濃 度お よび臨床効果 を検 討 し,

次の結果を得 た。

1) 閉塞性黄疸 のためPTCDを 施 行中の症例 に,本 剤200mg食 後 経 口投 与 した ところ,肝 機 能が正

常 な1例 では血 中濃度の ピーク値2.50μg/ml,胆 汁 中濃度の ピーク値6.49μg/mlで あった。肝機能異常

が見 られ る1例 で は胆汁中濃 度は1.67μg/mlと 低値で あった。

2) 外科領域感 染症26例 に対す る本剤の臨床成 績は,著 効8例,有 効9例,や や有効6例,無 効3

例,有 効率65.4%で あった。

3)自 ・他覚 的副作用 は1例 に も認め られなか った。臨床検 査値 異常 は1例 にGOT値,GPT値 の

上昇が認め られた。

NY-198は 北 陸製 薬株 式 会 社 で 新 し く合 成 され た 経 口

抗 菌剤 で,化 学 構造 は キノ ロ ンカル ボ ン酸 を基 本 骨 格 と

し,1位 にethyl基,6位 お よび8位 にF原 子 な らび に

7位 に3-methylpiperazino基 を有 す る(Fig.1)。

本剤 はEscherichia coli, Klebsiella, Enterobacter,

Serratia, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorr-

hocaeな ど の グ ラ ム 陰 性 菌,Staphylococcus aureus,

Enterococcus faecalisな どの グ ラム 陽性 菌 に対 して広 範

囲 な抗 菌 スペ ク トラム と強 い抗 菌 力 を有 し,種 々の 薬剤

耐性 菌 に対 して も優 れ た抗 菌 力 を示 す1)。

本剤 を経 口投 与 した 際 の吸 収 は良 好 で,血 中 半減 期 は

約6～8時 間 とな り,尿 中 に は約80%が48時 間 以 内 に未

変化 体 の まま排 泄 され る1)。

本 剤 の 安全 性 につ いて は,前 臨床 試 験,第 一相 臨 床 試

験 に お いて検 討 され,特 に問 題 とな る所見 は認 め られ て

い な い1)。

今 回,著 者 らは本 剤 の体 液 中 濃度 を測 定す る と ともに,

外科 領域 感 染 症 に対 す る本 剤 の有 効 性 お よび安 全性 を検

討 した の で,そ の成 績 を報 告 す る。

(±)-1-ethyl-6, 8-difluoro-1, 4-dihydro-7- (3-methyl-1-piperazinyl)-

4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride

Fig. 1. Chemical structure of NY-198

I 体液内濃度

閉塞性黄疸のためPTCDを 施行した2例 に,本剤200

mgを食後経口投与後,血 中および胆汁中濃度を経時的に
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Laboratory findings

Case A Case B
60y. M. 57kg 60y. M. 52kg

GOT 30 GOT 37

GPT 12 GPT 20
Al-P 7.0 Al-P 32.4

T. Bil. 0.8 T-Bil. 2.2
BUN 14 BUN 9

Fig. 2. Serum and bile levels of NY-198 (200mg)

測定 した(Fig. 2)。

濃度測定 はHPLC法 に よ り行 なった。HPLC法 は,

前処理 として血清,胆 汁 は0.2Mリ ン酸緩 衝液で稀釈 し,

日本分光FP-210型 分 光蛍光光度 計 を検 出器 として,カ

ラムはNucleosil 10C 18(ナ ーゲル社製),移 動相 はアセ

トニ トリル-0.05Mク エ ン酸-1M酢 酸(22:77:

1) を用い流速1.5ml/minと して励起波長280nm,蛍 光

波長455nmに て測定 した。

症例Aは60歳57kg,臨 床検査 値 はGOT 30,GPT

12,A1-P 7.0,T-Bil. 0.8,BUN 14で あ る。

血中濃度 は,本 剤投与30分 後2.50μg/mlと ピーク値 を

示 し,以 後1時 閥後2.17μg/ml,2時 間後1.38μg/ml,4

時間後1.10μg/mlと 漸減 した。胆汁 中濃 度は,投 与2時

間後6.49μg/mlと 血 中濃 度の2.5倍 以上 高値 を示 し,以

後3時 間後5.26μg/ml,4時 間後3.43μg/ml,5時 間後2.

73μg/ml,6時 間後2.61μg/mlと 血 中濃 度の ピーク値 よ

り高値 を維持 した。

症例Bは60歳52kg,臨 床検査値 はGOT 37,GPT

20,Al-P 32.4,T-Bil 2.2,BUN 9で あ る。

本例の血 中濃 度測定 は実施 しなか った。

胆汁中濃度 は本剤 投与3時 間後0.22μg/ml,4時 間後

0.53μg/ml,5時 閥後1.38μg/ml,6時 間後で も1.67μg/

mlにす ぎなかった。

II 臨床成績

外科領域感染症26例 に本剤 を投与 し,そ の治療成績 を

検討 した。

対象は男16例,女10例,年 齢 は15歳 ～68歳 平均 年齢

Table 1. Criteria for evaluating efficacy

of an agent against infection in

surgery

37.9歳 で,ほ とん ど60歳 以下 であった。

投 与方法 は,26例 中25例 に本剤1回200mg1日3回 投

与がな されてお り,1例 だ けが1回100mg1日3回 投与

であった。投与期 間は3日 ～14日 間,平 均7.8日,総 投与

量は1.8g～8.4g,平 均4.6gと なった。

疾 患別 内訳 は,〓疽4例,感 染性粉瘤3例,蜂 巣 炎1

例,膿 瘍9例,創 傷感染3例,乳 腺炎 ・乳輪炎4例,胆

管炎,臍 炎各1例 であった。

臨床効果の判 定は,著 者 らが従来か ら用いてい る効果

判定基準に従 った。 すなわち,著 効 は3日 以内に2/3以上

の 炎症症 状が消失 した場合,有 効 は5日 以内 に2/3以上 の

炎症症状が消失 した場 合,や や有効 は7日 以内 に何 らか

の炎症症状の改善が認め られた場 合,無 効 は全 く炎症症

状 の改善が認め られないか,増 悪 した場 合と した(Table

1)。

細 菌学的効果 は病巣か ら分離 された菌 の消長 を もって,

消失,減 少,不 変,菌 交代,不 明の5項 目にわけ,消 失

率(%)は(消 失菌株数+菌 交代株数)/(検 出菌株数

一不 明菌株数)×100で 表わ した。

本剤の有 用性 は,臨 床 効果,細 菌学的効果 お よび副作

用 を加味 して,非 常に満足 満尼 まず まず,不 満,非

常に不満,不 明の6項 目に分類 し判定 した。

26例 について効果判定 を行な った結果,著 効8例,有

効9例,や や有 効6例,無 効3例,有 効率65.4%と なっ

た(Table 2)。

疾 患別 に臨床効果 をみ ると,〓 疽4例 中著効3例,有

効1例,感 染性粉瘤3例 中有効,や や有効,無 効 が各1

例,蜂 巣炎1例 は有効,膿 瘍9例 中著 効,有 効が各3例,

やや有効2例,無 効1例,創 傷感染3例 中著効2例,や

や有効1例,乳 腺 炎 ・乳輪 炎4例 中有効,や や有効が各

2例,胆 管 炎1例 は有 効,膀 炎1例 は無 効 で あ った

(Table 3)。
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Table 3. Clinical efficacy of NY-198

Table 4. Clinical efficacy with or without surgical treatment

切 開な どの外科的 処置 を必 要 と した症例 は26例 中20

例で あ り,臨 床効果 は著効6例,有 効6例,や や有効6

例,無 効2例,有 効率60.0%と なった。外科 的処置 を必

要 と しなかった6例 では,著 効2例,有 効3例,無 効1

例で あった(Table 4)。

26例 中,菌 検 索が 可能で菌が分離 された症例 は19例

で,単 独菌感染14例,複 数菌感染5例 となった(Table

5)。 単独菌感染の 中でS. aureusを は じめ とす るSta-

Phylococcus sp.に よるものが10例 と大半 を占め,グ ラ

ム陰性菌はE. coli, Klebsiella pneumoniaeが それぞれ

1例 み とめ られたのみであった。単独 菌感染14例 中著効

4例,有 効4例,や や有効5例,無 効1例,有 効率57.1

%で あった。一方複数菌感染5例 は,グ ラム陽性菌 同志

あるいはグ ラム陰性菌同志に よる もので,著 効1例,有

効3例,無 効1例 で あった。

前述の19例 か ら25株 の菌が分離 された(Table 6)。S.

aureus 8株Staphylococcus epidermidis 4株,

coagulase (-) Staphylococcus (CNS), Peptostre-

ptococcus magnus各2株 など,好 気性 お よび嫌気性 グ

ラム陽性 菌が18株 と大半 を占め,菌 の消長が不 明であっ

た4株 を除 く14株 がすべ て消失 した。一方グ ラム陰性菌

はE. coli 3株,K. pneumoniae 2株,Proteus mir3-

abilis, Bacteroides fragilis各1株 で あ り,K.

pneumoniae 1株 が存続 した ものの,不 明3株 を除 く3

株に消失あるいは菌交代 を認 めた。25株 中,不 明7株 を

除 く18株 の消失率 は94.4%で あった。

III 副作用 ・臨床検査値異常

本剤投与 を行な った26例 について,自,他 覚的副作用

は1例 に も認め られなかった。

一方
,本 剤投与前後 に臨床検 査が実施 された21例のな

かで,GOT, GPT値 の上昇が1例 に認め られた。本剤投

与前値がGOT18, GPT39で あったが 投与中それぞれ

92,171に 上昇 した もので,投 与 中止後には29,38と 回復

した ところか ら,本 剤 によるもの と判定 された(Table

7)。

IV 考 察

NY-198は, norfloxacin (NFLX), ofloxacin

(OFLX), enoxacin (ENX) などと同様 に,キ ノロンカ

ル ボン酸 を基本 骨格 とし,6位 にフ ッ素,7位 に ピペラ

ジン環 を有す るニューキノロンの一 つである。

本剤は,in vitroに おいて,ほ とんどのグラム陰性菌

に対す るMIC90が0.78μg/mlで あ り,NFLX, OFLX,

ENXと ほぼ同等 の抗菌 力を有 してい る。 グラム陽性 菌

に対 して は,1.56μg/ml～6.25μg/mlとOFLXよ りや

や劣 るが,ENX, NFLXと は同等で あ り,MRSAに 対

して も良好 な抗菌力 を示す。また嫌気性菌では,NFLX

と同様 もしくはそれ以上 の抗菌力 を有する ものの,好 気

性菌 に比 しMIC値 は高い1)。一方,(in vivoに おける)
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Table 5. Clinical efficacy of NY-198

Table 6. Bacteriological response of clinical isolates to NY-198

各種実験感染に対する本剤の感染防御効果は,全 身感染,

尿路感染,呼 吸器感染ともに,NFLX, OFLX, ENXに

比し優れた成績を示している1)。

本剤200mgを空腹時経口投与後の最高血中濃度は,投

与1時 間後 に1.5～2.2μg/mlと な り,血 中半減期 は6～

8時 間 と持続的で,NFLX, ENXに 比 し,AUCと とも

にいずれ も高値 を示す1)。一方,食 後経 口投与 した際の最

高血 中濃度,AUC,尿 中排泄率な どは空腹時 とほぼ同等
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Table 7. Laboratory findings of patients treated with NY-198

B: Before treatment A: After treatment
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であ り,本 剤は食事に よる影響 をほ とん ど受けない もの

と考 えられ る1)。さ らに,本 剤 の胆汁 中濃度 は,血 中濃度

の約4～5倍 を示すな ど,本 剤 は各体液 ・組織 内に良好

に移行す ることが認 め られている1)。

今回,閉 塞性黄疸のためPTCDを 施行 した症例 に,本

剤を経口投与 し,血 中お よび胆汁 中濃 度を測定 した。 そ

の結果,T-Bil.が0.8mg/dlと 肝機 能が正常な1例 で は,

血中濃度 は投 与30分 後 に2.50μg/mlと ピー ク値 を示 し

た後,4時 間後 で も1.10μg/mlと 持続的 に推移 した。胆

汁中濃度 は2時 間後 に ピーク値6.49μg/mlを 示 し,以 後

緩徐に減少 し,6時 間後で も2.61μg/mlと,血 中よ り高

値を維持 した。一方,T-Bil.が2.2mg/dlと 肝機能異常が

認め られた1例 では,胆 汁 中濃度 は経時的 に上昇す るも

のの,6時 間後 で も1.67μg/mlと 低 値で あった。肝機 能

異常の認め られる症例で は血中お よび胆汁中移行が不良

であるとの報 告2)があ るこ とか ら,本 例 は血 中濃 度測定

を実施 していないが,胆 汁中移行 とともに低値 を示す こ

とが推察 される。

これ らのことか ら,肝 機 能が正常 もし くは軽度 な異常

が認め られる場合には,本 剤 の抗 菌スペ ク トラム,抗 菌

力および良好 な移行性,持 続1生を勘 案す ると,本 剤 は胆

道感染症 に対 して も有効性 が期待 される もの と考 える。

外科領域感 染症26例 に対す る本剤の臨床成績 は,著 効

8例,有 効9例,や や有効6例,無 効3例,有 効率65.4

%で あった。

〓疽4例 はいずれ もS. aureusが 分離 され てお り,1

日600mg7～8日 間投与 に より菌の消失,臨 床症状 の改

善が認め られ,全 例著効 あるいは有効 と判定 された。感

染性粉瘤3例 では,S. epidermidis, P. magnusが 分離

された1例 は菌消失,臨 床症状の改善が認め ら礼 有効

と判定 されたが,菌 陰性 であ った1例 は,1日600mgを4

日間投与 したが臨床症状が改善せず,無 効であ った。膿

瘍9例 中肛 門周囲膿瘍1例 を含む8例 に,何 らかの効果

力認 め られた。無効であった1例 は,E. coli, K. pneumo-

niae, P. mirabilisに よる肛囲膿瘍例 で,本 剤 を1日600

mg3日 間投与 したが臨床症状は改善せず,そ れ以後 受診

しなかったため,4日 目に無効 と判定 した。 しか し,3

日目において臨床症状は改善傾 向 を示 してお り,本 剤 を

継続投与すれば,本 剤の効果が認め られたのではないか

と思われる。

創傷 感染3例 は,い ずれ も本剤1日600mg7～8日 間

投与によ り何 らかの効果 が認め られた。乳腺 炎1例 は菌

陰性であったが,乳 輪炎3例 か らはS. aureus, S. epider-

midis, Corynebacteriumが それぞれ分離 された。4例 と

も切 開,排 膿,穿 刺 な どを施 行す るとともに,本 剤1日

600mg7～14日 間投与 し臨床症 状に何 らかの改善が認め

られた。胆管 炎例 は,胃 癌再 発に よる閉塞性黄疸のため

PTCDを 施行 している症例で,発 熱 を繰 り返 してお り,

今 回 も38℃ 以上 の高熱 を発 したため,本 剤 を投 与 した。

胆汁 中か らはK. Pneumoniaeが 検 出されてお り,白 血

球 数 は11800で あ った。本剤1日600mg7日 間投 与 に よ

り,菌 は消失 しなかった ものの,平 熱 に復 す るとともに,

白血球数 は4800に 減少す るなど効果が認 めら礼 有効 と

判定 した。臍 炎例 は,膀 中央 に肉芽形成 を認め,膿 か ら

はP. magnusが 分離 されてお り,本 剤1日600mgを5日

間投与 したが,臨 床症 状は改善せ ず,無 効 と判定 した。

なお,翌 日より入 院 し,cefotiam (CTM)を1日4g9

日間点滴静注 したが症状 は改善せず,手 術 を施行 した。

本例は,肉 芽腫 を形成 し,こ れに膿苔付着 した感染症 で

病巣への薬剤 の移行が不 良であるため効果がみ られなか

った と推 察 され るこ と,本 剤 のP. rnagnusに 対 する抗

菌力が良好でないこ と,お よびCTM投 与 によって も症

状 の改善が認 め られなかったこ となどか ら,本 例 に対 し

ては本剤 を含 む経 口剤単独で は十分 な治療効果 を期待 で

きなかったのではないか と考 える。

分離菌別臨床効果 は,単 独菌感染14例 に対 し,有 効率

57.1%と やや低値 であった。本剤 の抗 菌力がやや弱 いグ

ラム陽性菌が分離菌の大半で あったため と考 える。一方,

細 菌学的効果で は18株 中17株 が除菌 さ礼94.4%と きわ

めて高 い除菌率が得 られた。 この ことは,本 剤の抗菌力

が反映 され ているため と考え られ るが,今 後,さ らに症

例 を追加 して検討す ることが必要 であろ う。

本剤投与 を行な った26例 中,自 他覚的 副作用 は1例 に

も認め られなか った。 臨床検 査値 異常 は1例 にGOT,

GPT値 の上 昇 を認め たが投 与中止後すみや かに回復 し

てお り,一 過性の異常 と思われる。

以上の ことか ら,本 剤 は他 のニ ューキノロンと同様 に

外科領域感 染症 に対 して有用 な薬剤 といえる。
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Body fluid concentrations and clinical efficacy of NY-198, a new synthetic pyridone carboxylic acid

antibacterial agent, were investigated.

1) The drug, in a dose of 200 mg, was administered p. c. orally to patients undergoing PTCD for obstructive

jaundice. In one patient with normal liver function, the peak blood concentration was 2.50 ug/ml and the peak

biliary concentration was 6.49ƒÊg/ml. In one patient with abnomal liver function, the biliary concentration was

as low as 1.67 ƒÊg/ml.

2) The clinical effect of this drug in 26 cases of surgical infection was : excellent 8, good 9, fair 6 and poor

3. The efficacy rate was 65.4%.

3) There were no side-effects, subjective or objective, in any case. As to abnomal clinical laboratory values,

elevations of GOT and GPT were found in one case.


