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NY-198の 臨床的検討
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新 しいピ リドンカルボ ン酸系 の経 口抗菌剤 であるNY-198を 呼吸器感染症9例,尿 路感染症5例 の

計14例 に使用 し,臨 床効果,細 菌学的効果,副 作 用,臨 床 的検 査値 につ いて検討 した。

NY-198は,経 口剤 として腎機 能正 常例 では1日3回 にわけ使用 し,1日 使用量 は300～600mg,使 用

日数は6～21日,総 使 用量は2.1～12.6gで あった。本剤使用 に よる臨床効果 は,著 効2例,有 効12例

で,有 効率 は100%で あった。細菌学 的効果 は原因 と思 われ る細菌 を分離 した10例 につ いて検 討 し,菌

消失7例,減 少1例,菌 交代1例,不 明1例 で あった。

本剤使用に よる副作用 は認 め られなかった。臨床 検査値の変動では,1例 でプロ トロンピン時間の

軽度の延長 を認めた。

NY-198は 北陸製薬株式会社で開発 された ピ リドンカ

ルボン酸系の経口用抗菌剤で あ り,化 学構造 はFig. 1の

とおりである。

Chemical name ; [•}]-1-ethyl-6, 8-difluoro

-1
, 4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4

-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydro-

chloride.

Molecular formula ; C7H,9F2N,03•HC1

Molecular weight ; 387.81

Fig. 1. Chemical structure of NY-198

本 剤 は,Staphylococcus aureus,Streptococcus pneumoniae,

Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecoalisな どの グ

ラム 陽性 菌 お よびHaemophilus inflecenuae, Escherichia

coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae,

Pr0tms vulgaris, Protrus mirabilis, Morganella mor-

ganii, Serratia mrcescens,Pseudomonas aeruginosaな

どの グ ラム 陰性 菌 に対 し強 い抗 菌 力 を もつ1～6)。我 々 は,

NY-198を 使 用 す る機 会 をえ たの で,そ の 臨床 効 果,細 菌

学 的効 果,副 作 用,臨 床 検 査値 の変 動 につ い ての 成績 を

報 告 す る。

I 症例および方法

昭和61年8月 から62年3月 までの8カ 月間において

新潟大学医学部付属病院第二内科,新 潟臨港病院内科,

済生会三条病院内科,厚 生連中央綜合病院内科および新

潟県立坂町病院内科で取り扱った症例のうち,呼 吸器感

染症9例,尿 路感染症5例 を対象として,NY-198を 使用

し,その効果と副作用について検討した。患者は男6例,
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女8例 で,年 齢 は13歳 か ら81歳 までで あった。

NY-198は 経 口剤 として,腎 機 能正常例 には1日3回

にわけ使用 し,1日 使用量は300～600mg,使 用 日数 は6

～21日 ,総 使用量 は2.1～12.6gで あった。腎不全例1例

に対 しては1日200mg(分2)を17日 間使用 した。

効果 の判定 は,起 炎菌の明 らかな症例で は細菌の消失

の有無 をみた細菌学的効果 と自他覚 所見 の改善度 をみた

臨床効果 の2面 から実施 した。臨床効果 につ いては主治

医の意見 を採用 し,著 効,有 効,や や有効,無 効の4段

階 にわ けて判定 した。

副作用については,特 に発疹な どのア レル ギー反応

下痢な どの消化器症状,め まいな どの中枢神経症 状 につ

いて注意深 く観 察 し,そ の有無 を確 かめた。 また,NY-

198に よると思われ る臨床検 査値(赤 血球数,ヘ モグロビ

ン,ヘ マ トクリッ ト,白 血球数,白 血球分 画,血 小板数,

S-GOT, S-GPT,ア ル カ リフ ォスファターゼ,血 清総 ビ

リル ビン,血 清 尿素窒素,血 清ク レアチニ ン,血 清Na,

K, Cl,尿 蛋 白)の 異常の有無 を,本 剤使 用前後 の値 を比

較 するこ とによ り確 かめた。

II 成 績

各症例 についての概要 はTable 1に 示 した。

1) 呼吸器感染症(症 例1～9)

呼吸器感染症 は肺炎3例,急 性気管支炎1例,慢 性気

管支炎3例,感 染 を伴った気管支拡張症1例,そ して気

管支ぜ ん息1例 の計9例 で検討 した。本剤 に よる臨床効

果 は著効2例,有 効7例 であった。細菌学的効果 では,

S.aureusの2例 とH.influenzaeの2例 は除菌 された。

他の症 例の起 炎菌 は不明であった。

2)尿 路感染症(症 例10～14)

腎孟腎炎2例,膀 胱炎3例 の臨床効果 は,全 て有 効で

あった。細菌学的効果 は,E.coliの3例 は全 て除菌 され

た(症 例11はE.faecalisに 菌交代)。K.pneumoniae

の3例 は2例 除菌 され,1例 は減少で あった。P.mir-

abilis,S.marcescensの 各1例 は除菌 された。 この結果,

菌消失3例,減 少1例,菌 交代1例 であった。

以上 を総括す ると,NY-198の 臨床効果 は著効2例,有

効12例 で,有 効率は100%で あった。細 菌学的効果 は菌消

失7例,減 少1例,菌 交代1例 で あった。

本剤使用 による副作用 は認め なか った。 また本剤使用

前後 の臨床検 査値 の変動 をTable 2に 示 したが,本 剤 に

よると思 われ る異常は,症 例2で プ ロ トロンビン時間が

12.3秒 か ら16.2秒 へ軽度 の延長 を認めたの みで あった。

III 考 察

NY-198は,フ ッ素 を結合 させた ピリ ドンカル ボン酸

系合成抗菌剤で,S.aureusな どのグラム陽 性菌お よび

H. influenzae, E. coli, K. pneumoniae, E. cloacae, P.

vulgarts, P. mirabilis, M. morganii, S. mrcescens, P.

aeruginosaな どのグ ラム陰性菌 に対 し強 い抗 菌力 をも

つ1～6)。しか し,本 系統の薬剤はS.pneumoniaeに 対 し

やや抗菌 力が弱 いことと,と きにめまいなどの中枢神経

障害が副作用 として 出現す ることが問題 となっている。

今回私 達は,9例 の呼吸器感染症 と5例 の尿路感染症

にNY-198を 使 用 し,そ の効果,副 作 用につ いて検討 し

た。 その結果 臨床効果 は全例で有効以上 の結果がえら

れ,有 効率は100%で あ った。これ は本剤 の抗菌力の強さ

を反映 した もの と思われる。細菌学的効果 では,呼 吸器

感染症4例 の起炎菌は,す べ て除菌 された。尿路感染症

で は,E.coliの3例 は全 て 除菌 され たが,K. Pneu-

moniaeの3例 は2例 除菌 さ礼1例 は減少であった。P.

mirabilis, S. marcescensの 各1例 は除菌 されていた。

症例11で は菌交代 として,E. faecalisが 出現 した。この

結果,本 剤 による細菌学的効果 を総括す ると,菌 消失7

例,減 少1例,菌 交代1例 で,菌 の消失率は88.9%あ っ

た。今 回の検討で出現 した起 炎菌 に対 しては,全 てNY

-198が 強 い抗菌力を もつ有効菌種であったため,細 菌学

的効果 も良好 であった と思われ る。

また,NY-198使 用 に よる副作用 としての臨床症状の

発現は認め られなか った。本剤使用 前後の臨床検査値の

変動では,1例 でプ ロ トロンビン時間の軽度の延長 を認

めたが,本 剤 との因果関係 は不明であった。

以上 よ り,NY-198は 抗菌力の強 さを反映 して,呼吸器

感染症,尿 路感染症 に対 して有効であった。特に,従 来

の β-lactam系 の経 口剤で は効果 の乏 しかった慢性気道

感染症 に対 して も十分 に効果が期待 され る。 しか し,今

回の検討では副作用 は認め られ なかったが 発熱例など

に対 し,本 剤 とフェ ンブ フェンなどの消炎剤 を併用する

こ とは危険で あ り7),単 純な上気道 炎な どに対 しては乱

用すべ きではない と考 え られ る。
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NY-198, a new quinolinecarboxylic acid antimicrobial agent, was administered to 9 patients with respiratory
and 5 with urinary tract infection. The patients received the drug for 6-21 days at 200-600mg/day.

Clinical effect was excellent in 2 cases and good in 12, showing an efficacy rate of 100%. The bacteriological
eradication rate was 88.9% (eradicated 7, decreased 1, replaced 1, and unknown 1).

As for abnormal laboratory findings possibly related to this drug, in 1 case the prothrombin time was

prolonged. But no side-effects were found.


