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耳鼻咽喉科領域感染症に対するNY-198の 臨床的研究

上 原 紀 夫 ・深 本 克 彦 ・市川銀一郎 ・河 村 正 三

順天堂大学 耳鼻咽喉科

板 橋 隆 嗣

江東病院 耳鼻咽喉科

藤 巻 豊

葛南病院 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科領域感染症21例 を対象 として,新 しいキノロン系合成抗 菌剤NY-198の 臨床効果 と副作

用を検討 した。

1. 各疾 患別 の本剤 の有効率 は,慢 性中 耳炎急性増悪63.6%,副 鼻腔 炎50.0%,急 性扁 桃 炎80.0

%,慢 性扁桃炎急性増悪50.0%,慢 性 咽頭 炎急性増悪0%で,総 合有 効率 は61.9%で あ った。

2. 細菌学 的効果 は33株 が分離 さ網 菌消失率 は81.5%で あ った。

3. 副作用 は全例 に認め られず,臨 床検査値異 常はGOT, GPT上 昇が1例 に見 られた。

NY-198は1984年 北陸製薬研究所 にお いて合成 され,

塩野義製薬 と共同開発中のキノロンカル ボン酸系新合成

抗菌剤である。本剤はキノロン骨格の7位 にピペ ラジノ

基 を有 し,6位 と8位 に2個 のフッ素を持つのが特徴 で,

化学構造式 をFig.1に 示す。抗菌力はin vitroにおいて

グラム陽性菌,陰 性菌に対 し広範囲な抗菌スペ ク トル と

優れた抗菌力を示す。In vivoの 感染防御効果 において も

本剤は優れた効果 を示す1)。

Fig. 1. Chemical structure of NY-198

我々は,NY-198の 提供 を受け,耳 鼻咽喉科領域の化膿

性疾患に対する本剤の臨床効果 と副作用 について検討 し

たので,そ の成績 を報告す る。

I 対象および方法

昭和61年7月 から昭和62年1月 までに順天堂大学耳

鼻咽喉科および関連病院耳鼻咽喉科を受診した21名を

対象とした。性別は男性12名,女 性9名 で,年 齢は21歳
～76歳であった。疾患の内訳は慢性中耳炎急性増悪11

例,急 性副鼻腔炎1例,慢 性副鼻腔炎急性増悪1例,急

性扁桃炎5例,慢 性扁桃炎急性増悪2例 および慢性咽頭

炎急性増悪1例 の計21例である。NY-198は1日 量600mg

分3投 与を主体に投与し,投与期間は7日 間を目安に投

与したが 実際は3日 から11日におよんだ。症状および

所見は可能な限り連日観察し,臨床効果および副作用を

判定した。また,投 与前後に滅菌綿棒で感染部位から膿

または分泌物を採取し,細菌学的検討を行なった。細菌

学的検討は,検 体を相互生物医学研究所(BML)に 送

り,菌種の同定およびMIC測 定を実施した。

臨床効果判定は,自 他覚症状の推移および分離菌の消

長にもとづき,著効,有 効,や や有効,無 効の4段 階に

判定した。

II 成 績

検詞症例21例 の概 要をTable 1に 示す。疾 患別に臨床

効果 をまとめた もの をTable 2に 示すが,慢性 中耳炎急

性増悪11例 は著効7例,無 効4例 で有効率63.6%,急 性

副鼻腔炎1例 は無効,慢 性 副鼻腔 炎急性増悪1例 は有効,

急性扁桃 炎5例 は著効3例,有 効1例,無 効1例 で有効率

80.0%,慢 性扁桃 炎急性増悪2例 は有効1例,や や有効

1例 で有効率50.0%,慢 性咽頭 炎急性増悪1例 はやや有

効 とな り,全 体 で は著効10例,有 効3例,や や 有効2
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Table 2. Clinical effect of NY-198

例,無効6例 で有 効率61.9%で あった。細 菌学的効果 は

Table 3に 示す如 くで,分 離 菌の うち評価可能株 の菌 消

失率はStaphylococcus aureus 6株 中5株 で83.3%,

Streptococcus sanguis 3株 中3株 で100.0%,Strepto-

coccus mitis 3株 中3株 で100.0%,Streptococcus

cremoris 2株 中1株 で50.0%,Pseudomonass aer-

uginosa 4株 中1株 で25。0%と な り,全 体では評価 可能

株27株 中22株 の81.5%が 菌消失で あった。

今 回病 巣 よ り分 離 され た33株 に つ い て,NY-198,

norfloxacin(NFLX), ofloxacin(OFLX), enoxacin

(ENX), pipemidic acid(PPA)に 対 す るMICを 日本

化学療法学会標 準法に より,接 種菌量106 cells/mlで 測定

した。その成績 をTable 4に 示す。NY-198の 感受性分

布 はNFLXと ほぼ同等の成績であった。

副作用の検討 において,自 他覚的 な副作用 は1例 も認

めなかったが,臨 床検 査値 異常 としてGOT, GPTの 上

昇が1例 に見 られた。

Table 3. Bacteriological effect of NY-198
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Table 4. Sensitivity distribution of 33 clinically

isolated strains (106 cells/ml)

III 考 察

感染症に対する抗菌剤の効果は,そ の原因菌の抗菌剤

に対する感受性(MIC)と その抗菌剤が病巣に到達する

濃度(組織内濃度)に より決定される。各種細菌のMIC

は今回の検討において測定できたが,組 織内濃度につい

ては今回検討しなかった。NY-198新 薬シンポジウム資

料2)より耳鼻咽喉組織内濃度を見ると,耳漏においては

血中濃度とほぼ同等の濃度が得ら礼 扁桃組織において

は血中濃度より高く,最高5ug/g程 度まで移行してい

る。このことより考えると本剤の耳鼻咽喉組織への移行

は良好であ るといえる。

臨床的検討 を行 なった21例 で は前述の通 り著効10例,

有効3例,や や有効2例 お よび無効6例 で有効率61.9%

の良 い成績であった。半数以上 を占め る11例 の慢性中耳

炎急性増 悪で はS.aureus, P.aerugiuosaが 分離菌 とし

て多数 出現 し,疾 患の性質上難 治性 と考 えられることか

ら,有 効率63.6%は 優 れた成績 と考 えられる。急性扁桃

炎5例 では有効率80.0%と な り,本 剤の良好な組織移行

性 を裏付 ける良い成績で あった。

細菌学的検 討では,今 回分離 の各種 細菌33株 のMIC

は0.05～12.5ug/mlの 範 囲にあ り,NFLXと 同等の抗

菌力 と考 え られ る。細菌学 的効果 は消失17株 減少2

株 菌交代5株 不変3株 とな り菌消失率81.5%の 臨床

効果 を裏付 ける良好 な成績であった。

副作用は全 く認め られず,臨 床検査値 異常で1例 にお

いてGOT, GPT上 昇が見 られたにす ぎず,本 剤は安全

性 の高 い薬剤 と考え られ る。

以上 よ りNY-198は 耳鼻咽喉科領域感染症に対 して,

有効性,安 全性 の高い優れた薬剤 と考 えら礼 今後の感

染症治療 に有意義な薬剤で あると思われる。
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NY-198 IN OTORHINOLARYNGOLOGICAL INFECTIONS
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NY-198, a new antimicrobial agent of quinolone derivation, was evaluated in 21 cases of otorhinolaryn-

gological infection, and the following results obtained.
1. The efficacy rate for each disease was: 63.6% in acute exacerbation of chronic otitis media, 50.0% in

sintic,itis, 80.0% in acute tonsillitis, 50.0% in acute exacerbation of chronic tonsillitis, 0% in acute exacerbation
of chronic pharyngitis. The overall efficacy rate was 61.9%.

2. Thirty three different organisms were isolated from the 21 cases, and the eradication rate was 81.5%.
3. No side-effects were recognized, although elevation of GOT and GPT was observed in one case .


