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NY-198に 関す る基礎的 ・臨床 的研究

熊 田 徹 平*・ 深 田 智 子**・ 片 平 潤 一*・ 清 水 喜 八 郎*

* 東京女子医科大学 内科
** 東京女子医科大学 臨床中央検査部

新 キノ ロン系抗菌剤で あるNY-198に ついて基礎的 ・臨床的検討 を行 なった。

抗菌力では,Escherichid coli3株 につ いて本剤の液体希釈法でのMICを 検討 し,Ca++20mg/dl・

Mg++10mEq/1存 在下お よびpH5.5条 件下でMICはpH7.4Mueller-Hinton broth(MHB)中 での

MICよ り3管 劣化 した。尿 中でのMICはMHBで のMICに 比 し,3管 劣化 した。この成績 はoflox-

acin(OFLX)と 同様 であ った。

吸収 排泄 では,健 康成人 ボランテ ィア に本剤300mgを 投与 した場合,最 高血 中濃度 は平均3.62μg/

ml,β 相半減期 は4.7hで あった。 吸収 開始 か ら血 中濃度peak時 までの時 間は0.3hと 計算 された。

尿中回収率 は8hで 平均46.1%で あ った。

臨床 効果 では,尿 路感染症2例,呼 吸器感 染症4例 に本剤1日400mg,7～14日 間投与 し,有 効5

例,無 効1例(複 雑 性尿路 感染例)で あった。分離菌はEcoli,Klebsielh各1株 で,後 者は無効例 の

分離株 であった。副作用お よび本剤 に よると思われる臨床検査値の異常 は認めなかった。

NY-198は 北陸製薬株式会社 で合 成されたキノロン系

抗菌剤であり,グ ラム陰性菌のほか,グ ラム陽性菌に対

しても抗菌活性 を示 し,広 範 な抗菌スペク トラムを有す

る。

今回,本 剤 について基礎的検討 と臨床効果についての

検討を行なったので,報 告す る。

1抗 菌力

1. 方法 と材料

菌株は臨床分離EScherichia coli3株 を用 いた。

薬 剤 はNY-198の ほ か,対 照 と し てofloxacin

(OFLX),ciprofloxacin(CPFX)を 用 いた。

培地は(1)健康成人 尿(男 子3名 分 を混 和)お よび(2)

Mueller-Hinton broth(MHB)を 用 い,後 者 に は

CaCl2,MgCl2を 添加 し,Ca++,Mg++の 濃度 を調 整 し

た。

培地pHは7.4お よび5.5に 調整 した。

培地の滅菌は イオ ン濃度,pH調 整後,0.45μmの フ ィ

ルターによ り濾過 した。

尿中抗菌力測定のため,MIC測 定 は液体希釈法 に よ り

行 なった。

2. 結 果

Table 1に 示 す ご と く,pH7.4のMHBで のNY-

198のMICは0.1～0.2μg/mlで あった。Ca升20mg/dlの

添加 に より,MICは0.2～0.4μg/mlと1管 の劣化 がみ ら

れた。Mg升10mEq/1の 添加で は0.4μg/mlと1～2管 の

劣化が,ま た両者 を添加 した場合,0.8μg/而 と2～3管

の劣化がみ ら礼Ca++とMg++と には相加作用 がみ られ

た。 この傾 向はOFLX,CPFXと ほぼ 同 じ成績 で あっ

た。

pH5.5MHBで のMICは,pH7.4MHBに 比 し,3

管の 劣化が み られ たが,Ca升 お よびMg++添 加 に よる

MICの 劣化傾 向は酸性pHの 影響 はみ られず,pH7 .4

の場合 とほぼ同様の傾 向であった。

尿中での抗菌 力では,pH7.4尿 でのMICはNY-198

で3管,OFLXで2管,CPFXで0～1管 の劣化がみ ら

れ,本 剤 の抗 菌力低 下がやや強 い傾 向であった。pH5.5

尿 ではMICは3.2～6.3μg/mlま で著 明に劣化 した。

尿 中のCa升 濃度 はpH7.4で7～9mg/dl,pH5.5で

18～20mg/dlで あ り,Mg++濃 度はそれぞれ3～5mEq/1 ,

7～9mEq/1で あ り,尿 中で の抗 菌 力 の低 下 はCa升 ,

Mg++の 影響が主体であ ると考 えられ る。

II 吸収 ・排 泄

1. 方 法

健康 成人男子ボラ ンテ ィア3名(体 重72kg,68kg,66

kg)に 対 して,本 剤300mgを 経 口投 与 した際の血 中濃度,



546 CHEMOTHERAPY JUNE 1988

Table 1. Antimicrobial activity of NY-198 in urine and MHB against E.coli

(n=3)

(μg/ml)

尿中回収率 を測定 した。

血 中濃度 は,投 与後30min,1h,1h30min,2

h,3h,4h,6hの 各時点 で血液 を採取 し,血 清 を分

離 して検体 とした。

尿中回収率 は,投 与後1h,2h,4h,6h,8hの

各時点で尿 を採取 し,尿 量 ・尿 中薬剤濃度 を測定 し,計

算 した。

本剤 の濃 度測定は,血 清 ・尿 ともHPLC法 に より求め

た。

血中濃度 につ いては指数 曲線 によるシミュ レーシ ョン

を行ない,吸 収開始 までのlagtimG最 高血 中濃 度値お

よび時間を推測 した。

2.結 果

血中濃度 の成績 をFig.1,尿 中回収率の 累積 曲線 を

Fig.2に 示 した。

血中濃度の測定値 のpeakは 投与後30minな い し1h

にみ ら礼 平均3.21μg/mlで あった。一 方,シ ミュレー

シ ョンに よる血中濃度 のpeak値(Cmax)は 投与後35

min～48minに あ り,平 均3.62μg/mlで あった。

投 与後,薬 剤の吸収が始 まるまでのlagtimeを 考慮す

る と,吸 収 開 始 か ら血 中 濃 度peak時 ま で の 時 間

(Tmax-lagtime)は,0.30～0.32hと3例 ともほぼ

同 じ値が得 られたが,こ の時間が本剤の吸収過程の主体

を示す もの と考え られる。

血 中濃度は最 高血 中濃度到達後,α 相,β 相 を3例 と

も示 してお り,こ れ は本剤の吸収 が速 かであ り,か つ良

好 であることを示唆す ると思われ る。

Fig. 1. Serum concentration of NY-198

(300mg, p.o.)

本剤 の血 中濃度の減衰 は運 く,β 相半減期 は3例 平均

4.7hで あった。

尿中回収率は6hま でで平均38.4%,8hま でで平均

46.1%で あった。
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Table 2. Clinical results of NY-198 therapy

N.D. : not detected

Fig. 2. Urinary recovery ratio of NY-198

(300mg, p.o.)

III 臨床成績

本剤 による治療成績 をTable 2に 示 した。症例 は6例

で,男 性5名,女 性1名 で,年 齢 は21～60歳 であ った。

疾患では尿路系2例(腎 盂 腎炎,急 性膀胱炎),呼 吸器疾

患4例(扁 桃 炎3例,急 性 上気道 炎)で あった。

起炎菌は尿路系2例 で1(lebsielh,E.coliが 検 出 され,

後者は本剤投与後消失 をみている。菌交代 は認め なか っ

た。

NY-198の 投与量 は全例1回200mg,1日2回 とし,投

与 日数は7～14日 であ り,総 投与量は2.8～5.69で あ っ

た。

臨床効果 は起炎菌の消長 と臨床症状 の消長 よ り有効,

やや有 効,無 効 と判定 した。有 効5例,無 効1例 で あっ

た。

副作用 は全例 において認め られず,臨 床検査値で も本

剤 の影響 に よる と考 えられ る異常値 は認め なか った。

以下,い くつ かの症例 につ いて詳述す る。症例1は,

基礎疾 患 として糖尿病の ある60才 の 男性 で,カ テ ーテル

使用 中の慢性腎盂腎炎例 で,細 菌尿が持続 し,時 々発熱

を繰 り返 していた。細菌検査でKlebsielhを 認め,膿 尿

も認め ら礼 他の経 口抗生剤 で効果 がないため,本 剤 を

投与 した。14日 間投与 したが,膿 尿 細 菌尿 とも持続 し

たため,無 効 と判定 した。

症 例4は 扁 桃 炎の症 例 で,白 血球数11800/ml,CRP

(+)で あ り,本 剤7日 間使用 した ところ,臨 床症状 は改

善 したが,白 血球数9800/mm3,CRP(+)と なった。 この

ため,本剤投 与を6日 間追加 し,白 血球数5700/mm3,CRP

(-)と なった ところで,本 剤 を中止 した。臨床症状は改

善 しているので,判 定は有効 と した。

IV考 按

キノロン系抗 菌剤 は近 年,多 数の薬剤 が開発 さ托 グ

ラム陽性菌 を含む広 い抗 菌スペク トラムか ら,経 口剤 と

して臨床的に広 く使 用 されて きてい る。

NY-198も これ ら新 キノロン系 と呼ばれ る薬剤の ひ と

つであ り,第35回 日本化学療法 学会総会 にお いて,全 国

研究施 設の成績 が示 されたb。

抗 菌力では,OFLX,nornoxacin(NFLX)な ど とほ

ぼ 同 等 の 抗 菌 力 が み られ。Staphylococcus aureus,

Entmcoccus faecalisな どの グラム陽性菌,Ecoliを は

じめ,Semtia,Pseudomonas aeruginosaを 含 むグラム

陰性菌に対 する抗菌 力が示 され た。

一 方
,こ れ らキノロン剤の抗 菌力はCa朴,Mg升 な ど

の存在下 で低下す るこ とが報告 され てお り,わ れ われの

成績 では,Ca++お よびMg粋 の存在下,酸 性pHの 影響
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下でOFLXと 同様 に本剤のMICも 劣化がみ られた。ま

たキノロ ン系抗菌剤 は経口剤 であ り,尿 路感染症 が主要

な対象疾 患 となることか ら,尿 中での抗菌力の低下 を検

討 したが,Ca昔 お よびMg升 の影響 以上 に本剤 のMIC

は劣化 した。即 ち,尿 中でのMICはMHB中 でのMIC

より3管 劣化 した。 この ことは,特 に複雑 性尿路感染症

な どでは治療上問題 とされ るべ き抗菌力の低 下 と考 え ら

れ る。

吸収 ・排泄の面では,本 剤300mg投 与時の最 高血 中濃度

はわ れわれ の成績 で は平 均3.6μg/ml,全 国平 均 で2.6

μg/mlで あったが,こ れは同系抗菌剤 中ではOFLXに つ

いで高い濃 度である。また,吸収開始か らpeakま での時

間は0.3h前 後であ り,血中濃度の吸収 時のpeakも 他剤

に比べ はっ きりしていることより,本 剤の吸収 は速やか

かつ良好である と考 えられ る。

本剤 の β相半減 期は4.5h前 後 と長 く,こ れ には腸肝

循環の関与が考 え られてい る1)。

本剤 の尿中排泄率 は8hで ほぼ50%で あ り,他 施設の

成績 も同様で あった。尿中濃度 は最 も高 い場 合で300μg/

ml前後 であるため,本 剤 の尿 中での抗菌力低 下 を考えて,

MICと 投与量の関連 を考え る必要 があろう。

臨床効果で は,尿 路感染2例,呼 吸器感染4例 に使用

し,5例 で有効であ った。無効の1例 は複雑性尿路疾患

例であ り,経 口剤での治療に限界が あった と考え られる。

全国機 関の集計では,呼 吸器疾患で約80%,尿 路系疾

患では約85%(急 性では99%,複 雑性 で約70%)の 有効

率が示 された1)。

また,副 作用 は他の同系剤 と同様で あ り,中 枢神経系

症状,消 化器症状が3%前 後 に報告 されてい る9。

以上,本 剤 は経 口剤 であるこ とを考 えて対象疾患 を選

べば,臨 床的 には抗 菌スペク トラム も広 く,使 いやすい

薬剤 である と思われ る。
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We conducted experimental and clinical studies on NY-198, a new quinolone antibacterial agent.
The MIC of this agent to three strains of E. coli was determined by broth dilution method. The MICs in

Mueller Hinton broth (MHB) supplied with 20 mg/dl of Ca++ and /or 10mEq/1 of Mg++ and at pH 5.5 were
less than those of the MHB at pH 7.4 by three tubes. The MIC in urine was also less than in MHB by three tubes.
This finding was similar to that obtained with OFLX.

In a pharmacokinetic study of administration of 300 mg of NY-198 to healthy adult volunteers, the mean level
of peak serum concentration was 3.62pg/ml and the mean time of fl-phase half-life was 4.7 h. The time between
the start of absorption and the peak blood concentration was 0.3 h. The mean urinary recovery rate was 46.1%
for 0-8 h.

In a clinical study, 400mg/day of NY-198 was administered for 7-14 days to 2 patients with urinary tract
infection and 4 with respiratory tract infection. Clinical efficacy was: effectivein 5 cases and ineffective in 1
case (of complicated urinary tract infection). Isolated strains were E. coli and Klebsiella, and the latter was
isolated from the ineffective case. No side-effects or abnormal laboratory data attributable to the drug were
observed.


