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NY-198に 関す る基礎的 ・臨床的研究
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新合成抗菌剤NY-198に ついて臨床分離病 原細 菌9菌 種170株 に対 す る抗菌力 をDynatech MIC

2000 systemを 用 いた液体培地希釈法 によ り検討 し,呼 吸器感染症34例 に対す る臨床効果,細 菌学的

効果,副 作用 について も検討 した。Staphylococcus aureusに 対 し,本 剤 は1.56μg/mlで 全株発育を阻

止 し,ピ ークは0.78μg/mlに あ りciprofloxacin (CPFX), ofloxacin (OFLX)よ りやや劣 るものの

norfloxacin (NFLX)よ り優れ ていた。Escherichin coliに 対 しては3.13μg/mlで 全株が発育阻止 さ

れCPFXよ り劣 るがOFLX, NFLXと 同等であった。Klebsiella pneumoniaeに 関 して は0.39μg/

mlで 全株の発育が阯 された。Serratia marcescensで は1.56μg/mlで 全株に発育が阻止 されCPFX,

NFLXよ り劣 りOFLXと 同等 であった。Entmbacter cloacaeに おいては200μg/ml以 上の2株 を

除いて12.5μg/ml以 下 のMICを 示 して いた。Proteus mimbilisに 対 して は1.56μg/mlで,Mor-

ganella morganiiに 対 しては3.13μg/mlで,Proteus vulgarisに 対 しては0.39μg/mlで 全株の発育が

阻止 された。Pseudomontzs aeruginosaに 対す る本剤 のMICは ≦0.1～12.5μg/mlに 分布 し,ピ ー ク

は3.13μg/mlに あ りCPFX, NFLXよ り劣 りOFLXと 同等 であった。

呼吸器感染症に対 する本剤の臨床効果 は,急 性咽頭炎9例 中,著 効2,有 効7,急 性扁桃炎3例 中,

やや有効1,無 効2,急 性気管支炎13例 中,有 効8,や や有効2,無 効2,不 明1,慢 性気道感染症

9例 中,有 効4,や や有効1,無 効4で あった。細菌学 的効果 は,Streptococcus pneumoniae, Strepto-

coccus pyegenes, Branhamella catarrhalis, K. pneumoniae各1株 が消失,Haemophilus influen-

zae 1株 は,S. aurezcsに 交代S. pyogenes, H. influenzae, Kpneumoniae各1株 は存続 した。副作

用 として,め まいが2例 に,全 身倦怠感及び食欲不振が1例 の計3例 に見 られたが,臨 床検 査値 の異

常化は見 られなかった。

NY-198は 北陸製薬株式会社で新規合 成された経 口用

抗菌剤 で,そ の化学構造は下記のご とくキノロンカルボ

ン酸 を基本骨格 に,1位 にメチル基,6位 および8位 に

フッ素原子 ならびに7位 に3-メ チル ピペ ラジノ基 を有

する(Fig. 1)。

本剤 は殺菌的に作用 し, Staphylococcus aureus, Enter-

ococcus faecalis, Escherichia coli, Klebsiella, Enter-
obacter, Proteus, Serratia, Pseudomonas aeruginosa,
Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae な ど,

嫌気性菌を含むグラム陽性菌,グ ラム陰性菌に対 して広

範囲な抗 菌スペク トラム と強い抗菌活性 を有 し,さ らに

種々薬剤 耐性菌に対 して も優れた抗菌力を有す る。

特 に,各 種実験的マ ウス感染症 に対する感染防御効果

では同系統の薬剤 に比較 して優れている1,2)。

今 回,我 々は各種病原細菌 に対する本剤 の抗菌力を比

Fig. 1. Chemical structure of NY-198

較す るとともに呼吸器感染症患者に経 口投与 して,そ の

臨床効果,細 菌学的効果,副 作用につ いて検討 した。
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S. aureus 20 strains

(MIC 2000)

Fig. 2. Sensitivity distribution of clinical isolates

E. coli 20 strains

(MIC 2000)

Fig. 3. Sensitivity distribution of clinical isolates

I 方 法

Dynatech MIC 2000 systemを 用 い た液 体 培 地 希 釈

法 に よ り,主 に 喀痰 か ら分 離 され たS. aureus, E. coli,

Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens, Enter-

obacter cloacae, Proteus mirabilis, Morganella mor-

ganii, P. aeruginosa, それ ぞれ20株 ずっ と,Proteus

vuigaris 10株 の9菌 種,170株 に 対 す るNY-198のMIC

を測 定 し,norfloxacin (NFLX), ofloxacin (OFLX),

ciprofloxacin (CPFX)の そ れ と比 較 検 討 した。Mueller

K. pneumoniae 20 strains

(MIC 2000)

Fig. 4. Sensitivity distribution of clinical isolates

S. marcescens 20 strains

(MIC 2000)

Fig. 5. Sensitivity distribution of clinical isolates

Hinton Broth (MHB Difco)を 用 いて各薬剤 の倍 数希

釈系列(0.1～200μg/mlの12段 階)を 作 成 し,こ れ をデ

ィスペ ンサ ーに よ り96個 の ウ ェル を有 す るマ イ クロ タ

イ ター ・プ レー トの各 ウ ェル に0.1mlず つ分 注 した。

MHBに て37℃, 20時 間培養 した上記9菌 種170株 を滅

菌食塩 水で10倍 に希釈 して,イ ノキ ュレー ター によ り各

ウェル に0.0015mlず つ接種 した。接種 菌量 はS. aurezcs

が105/ml,他 の8菌 種 は106/mlと な る。菌接種 後,37℃

で20時 間培養 した後,肉 眼的 に混濁の有無 を観察す るこ

とによ り菌の最 小発育阻止 濃度(MIC)を 測定 した。
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E. cloacae 20 strains

(MIC 2000)

Fig. 6. Sensitivity distribution of clinical isolates

P. mirabilis 20 strains

(MIC 2000)

Fig. 7. Sensitivity distribution of clinical isolates

呼吸器感染症34例(内 訳 は,急 性 咽頭 炎9例,急 性扁

桃炎3例1急 性気管支 炎13例,慢 性気道感染症9例)に

本剤 を経 口投与 し,臨 床効果,細 菌学的効果,副 作用 を

検討 した。男性18例,女 性16例 で,年 齢 は15～85歳 で あ

る。本剤200ま たは300mgを1日2～3回 食後投与 とし,投

与期間 は2～14日 であ る。

II 結 果

1. 抗菌 力

S. aureus 20株 に対 し,NY-198のMICは0.39～1.56

M. morganii 20 strains

(MIC 2000)

Fig. 8. Sensitivity distribution of clinical isolates

P. aeruginosa 20 strains

(MIC 2000)

Fig. 9. Sensitivity distribution of clinical isolates

μg/mlに 分 布 し ピ ー ク は0.78μg/mlに あ り,CPFX,

OFLXよ り1段 階劣 るが,NFLXよ り1段 階優 れてい

た(Fig. 2)。E. coli 20株 に対 す る本剤 のMICの ピーク

は≦0.1μg/mlに あ り,CPFXよ りや や 劣 りOFLX,

NFLXと ほぼ同等 であった(Fig. 3)。K. pneumoniae

20株 に対 し本剤は0.39μg/mlで 全株の発育 を阻止 してお

り,CPFXよ りやや劣 るがOFLX, NFLXと ほぼ同等

であった(Fig. 4)。Smarcescms 20株 に対す る本剤 の

MIC分 布 は≦0.1～1.56μg/mlで,CPFX, NFLXよ り

劣 り,OFLXと ほぼ同等 であった(Fig. 5)。E. cloacae
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Table 1. Sensitivity distribution of clinical

isolates

P. vulgaris 10 strains

MIC

(MIC 2000)

Table 2-1. Therapeutic effect of NY-198 on respiratory tract infections

* Normal flora ** Not determined
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Table 2-2. Therapeutic effect of NY-198 on respiratory tract infections

* Normal flora ** Not determined

20株 に対 し本 剤 は>200μg/mlの2株 と,12.5μg/ml 1株

を除 い て3.13μg/ml以 下 で 発 育 を阻 止 して お り,CPFX,

OFLXよ り劣 るが,NFLXよ り優 れ て い た(Fig. 6)。

P. mimbilis 20株 に対 し,本 剤 は1.56μg/mlで 全株 の発 育

を阻止 して いた(Fig. 7)。M. morganii 20株 に対 し本 剤

は3.13μg/mlで 全 株 の 発 育 を 阻止 して い た(Fig. 8)。P.

vulgaris 10株 に対 して は 本 剤 は0.39μg/mlで 全 株 の 発

育 を 阻止 してい た(Table 1)。P. aemginosa 20株 に対

し本 剤 のMICは ≦0.1～12.5μg/mlに 分 布 し,ピ ー ク は

3.13μg/mlに あ り,CPFX, NFLXよ り劣 り,OFLXと

ほぼ同等 であった(Fig. 9)。

2. 臨床成績

呼 吸器感染症34例 に対 す る本剤 の臨床 成績 をTable

2に 示 した。急性咽頭 炎9例 の臨床効果は,著 効2,有

効7と100%の 有効率 を示 したが,急 性扁 桃炎3例 では

や や有効1,無 効2と 思 わ し くなか った(Table 2-1)。

急性気 管支 炎13例 の 臨床 効果 は,有 効8,や や有 効

2,無 効2,不 明1で 有効率 は66.7%で あ った。不明の
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Table 2-3. Therapeutic effect of NY-198 on respiratory tract infections

* Normal flora ** Not determined

1例 は本剤投与翌 日に全身倦怠感 と食欲 不振 の副作用 の

ため中止 した症例で,他 剤 に変更 して改善 した。他 に副

作用 として軽度のめ まいが2例 に見 られたが,本 剤 中止

により軽快 した(Table 2-2)。

慢性気道感染症9例 の基礎疾 患は気管支喘 息1例,慢

性肺気腫1例1気 管 支拡 張症3例,肺 結核混合感染2例,

陳旧性胸膜炎1例,中 葉症候群1例 である。臨床効果 は,

有効4,や や有効1,無 効4で 有効率 は44.4%で あった

(Table 2-3)。

本剤投 与前の 喀痰 か ら,10株 の病 原細 菌が分 離 され

た。 この うち, Streptococcus pneumoniae, Streptococ-

cus pyogenes, Branhamella catarrhalis, K. pneumo-

niae 各1株 は本剤投与により消失し,臨床症状も改善し

て い る。 また, H. influenzae, K. pneumoniae, 各1株

は残存 したが 臨床症状 は改善 した。S. pyogenes 1株 は

残存 して臨床症状の改善 も得 られ なか った。

本剤 投与前後で臨床検査 が実施 された25例 におい て,

本剤投与 による と考 えられ る臨床検 査値 の異常化は見 ら

れなかった(Table 3)。

III 考 案

NY-198は 嫌気性菌 を含 むグラム陽性菌お よび グラム

陰性菌 に対 して幅広 い抗 菌スペク トラム と強 い抗菌 力を

有 して いる1,2)。同系のnalidixic acid (NA), pipemidic

acid(PPA)よ りもさらに強い抗 菌力 を有 してお り,ま た

gentamicin耐 性 菌 お よ びmethicillin-resistant S.

aumusに 対 して も強い抗 菌力 を示 す。今 回の我 々の検討

で も諸家の報 告の とお りの成績 であった。

今回の臨床的検討 において,呼 吸器感染症 に対す る本

剤 の臨床効果 は,そ のinoitro抗 菌 力か ら期待 され るほ

どの好成績 は得 られ なか った。 これは対 象に重症例 が含

まれ ていたため と考 えられ る。

本剤 を含め キノロン系薬剤 の中枢 神経系 に対す る副作

用が懸念 され ている。今回のNY-198の 検討 では,34例

の うち2例 にめ まいが,1例 に全身倦怠感 と食欲不振 が

見 られ たが,い ずれ も症 状は重篤ではな く本剤 の投与中

止 によ り改善 して いる。

以上 によ り,NY-198は,呼 吸器感 染症 の治療に際 し有

用な薬剤で あるとい える。
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Table 3-1. Laboratory findings before and after administration of NY-198

* Normal range GOT 8～40 , GPT 5～35, ALP 5～12



VOL.36 S-2 CHEMOTHERAPY 493

Table 3-2. Laboratory findings before and after administration of NY-198

* Normal range GOT 8～40 , GPT 5～35, ALP 5～12
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LABORATORY STUDY OF NY-198 AND CLINICAL EVALUATION

IN RESPIRATORY TRACT INFECTIONS
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We examined the in vitro antimicrobial activity of NY-198, a newly developed quinolone derivative by the
broth-dilution method using an MIC-2000 system, and compared minimum inhibitory concentrations (MICs) of
NY-198 against 170 clinical isolates with those of norfloxacin (NFLX), ofloxacin (OFLX) and ciprofloxacin

(CPFX). Against S. aureus, NY-198 was less active than CPFX and OFLX but more active than NFLX.
However, against all other isolates tested (E. colt, K. pneumoniae, S. marcescens, E. cloacae, P. mirabilis, M.
morganii, P. vulgaris and P. aeruginosa) NY-198 was less active than CPFX and NFLX, and nearly as active
as OFLX.

Thirty-four patients suffering from respiratory tract infection received orally 400 or 600 mg of NY-198 a day.
Clinical response was excellent in 2, good in 19, fair in 4, and poor in 8; 1 was not evaluated. Dizziness was
observed in two and anorexia with fatiguability in one patient. No abnormalities in laboratory findings were
observed.


