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尿路感染症 に対す るNY-198の 臨床評価

菅 田 敏 明 ・大 川 光 央 ・久 住 治 男

金沢大学医学部泌尿器科学教室

(主任:久 住治男教授)

新しく開発されたピリドンカルボン酸系合成抗菌剤であるNY-198を 尿路感染症患者に使用し,そ

の臨床効果を中心に検討した。対象は,急 性単純性膀胱炎患者1例,慢 性複雑性膀胱炎患者9例 の計

10例であった。投薬方法および効果判定については,急性単純性膀胱炎患者に対しては1回200mgを1

日2回,3日 間投薬終了後に,また慢性複雑性膀胱炎患者に対しては1回300mgを1日2回,5日 間投

薬終了後にUTI薬 効評価基準に従って効果を判定した。急性単純性膀胱炎患者1例 の総合臨床効果

は著効であった。慢性複雑性膀胱炎患者9例 のうち,効 果判定が可能であった8例 の総合臨床効果は,

著効3例,有 効3例,無 効2例 であり有効率75%で あった。細菌学的検討では,投 薬前尿中より9菌

種14株が分離さ礼 それらのうち12株が投薬後陰性化し,細菌消失率は85.7%で あった。自他覚的副

作用は10例全例に認められず,臨 床検査成績では1例 にGPTの 軽度上昇が認められた。

近年,ピ リドンカル ボン酸系抗菌剤は著 しく進歩 し,

新しいこれらの合成抗菌剤はニューキノ ロン と称 され,

臨床においても高 い評価 を得てい る。NY-198は 新 しく

開発されたピリドンカルボ ン酸系抗菌剤 であ り,そ の化

学構造において,キ ノ リン骨格の1位 にエチル基,6位

と8位にフッ素および7位 に3-メ チル ピペ ラジニル基

を有している(Fig. 1)。

本剤はグラム陰性菌,陽 性菌 に対 して幅広い抗 菌力を

有し,血中半減期が6～8時 間 と長いこ とが特徴 とされ

ている1)。

今回,尿 路感染症患者に本剤 を使用 し,臨 床効果 を中

心に検討したので,そ の成績 を報告する。

Fig. 1. Chemical structure of NY-198

I 対象 および方法

1. 対 象

対象は昭和61年7月 より同年12月 までの問に,金 沢大

学医学部附属病院泌尿器科 に通院 もしくは入 院 した急性

単純性膀胱 炎患者1例(女 子,年 齢18歳)お よび慢 性複

雑性膀胱 炎患者9例(男 子8例,女 子1例,年 齢は44～

83歳 平均71.9歳)で あ った。慢性複雑性膀胱 炎患者9

例の尿路の基礎疾患 は前立腺肥大症5例,膀 胱腫瘍2例,

前立腺癌 お よび腎盂腫瘍が各1例 であった。

2. 投与方法 および効果判定

急性単純 性膀胱 炎患者 に対 しては,1回200mgを1日

2回,3日 間投薬終 了後 に,ま た慢性 複雑 性膀胱 炎患者

に対 しては,1回300mgを1日2回,5日 間投薬終 了後 に

UTI薬 効評価基準2)に従 って臨床効果 を判 定 した。

3. 副作用

自他覚的 副作用 を観察す る とともに,本 剤 投薬前後 に

おけ る赤血球数,血 色素量,ヘ マ トク リッ ト値,白 血球

数,GOT, GPT,ア ル カ リフォスフ ァターゼ,BUN,

血清 ク レアチニ ンなどの変動 につ いて も検討 した。

II 成 績

1. 臨床効果

急性 単純性膀胱炎患者1例 の総合臨床効果は著効であ

った(Table 1)。

慢性複雑性膀胱炎患者9例 の うち,臨 床効果の判定が

可能で あった8例 の総合 臨床 効果 は,著 効3例(37.5

%),有 効3例(37.5%),無 効2例(25.0%)で あ り,

有効率75.0%で あった(Table 2)。 膿尿 につ いては正常

化4例(50.0%),改 善4例(50.0%)で あ り,不 変は認
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Table 1. Clinical summary of uncomplicated acute cystitis case treated with NY-198

(200mg×2/day, p. o., 3days)

*  Before treatment

/ After treatment

 **  Criteria by the UTI committee

Table 3. Overall clinical efficacy of NY-198 in complicated UTI

300mg×2/day, 5 days treatment

Table 4. Overall clinical efficacy of NY-198 according to type of infection
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Table 5. Bacteriological response to NY-198

in complicated UTI

* R egardless of bacterial counts

Table 6. Microorganisms newly isolated after

NY-198 treatment in complicated UTI

* R egardless of bacterial counts

め られなか った。細菌尿 につ いては陰性化3例(37.5

%),菌 交代3例(37.5%),不 変2例(25.0%)で あっ

た(Table 3)。 これを疾患病態群別 に見 る と,単 独菌感

染 は3例(37.5%)で その有効率は66.7%で あ り,複 数

菌感染 は5例(62。5%)で その1有効 率 は80.0%で あ っ

た。留置カテーテル を有 する症例 はgroup5の2例 のみ

で あ り,う ち1例 は著効,1例 は無効で あった(Table

4)。細菌学的効果 では,本 剤投薬前尿 中よ り9菌 種14株

が分離 され,Rseudomonas aeruginosa 2株 中2株

Enterococcus faecalis 4株 中3株 な ど計12株(85.7%)

が本剤投薬後 に陰性化 した(Table 5)。 投 薬後 出現菌 と

しては,Pseudbmonas cepacta 1株,Staphylococcus

haemolyticusr 2株 など5菌 種6株 が認め ら札 その うち

グ ラム陽性球菌が4株(66.7%)を 占めた(Table 6)。

2. 副作 用

自他覚的副作用は,臨 床効果判定不能例1例 を含め た

10例全例に認 め られ なか った。 臨床検査成績では,1例

にGPT(27→64)の 軽度 上昇が認め られた(Table 7),

III 考 察

1962年,nalidixic acidの 発 見に始 まるピリドンカル

ボ ン酸系合成抗菌剤 は,近 年め ざましい進歩を遂げてき

て い る。す で に 臨 床 に 供 さ れ て い るnorfloxacin

(NFLX), ofloxacin (OFLX), enoxacin (ENX)

を含めたニ ュー キノ ロンと呼 ばれ るピリドンカルボン酸

系抗菌剤 は,キ ノリン骨格 もしくはナフチ リジン骨格の

6位 に疎水性の フッ素,7位 に親水性 のピペラジニル基

を有す る疎水性 と親 水性 のバ ランスが とれた化合物であ

り,グ ラム陰性菌,陽 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。 また,3位 のカルボン

酸 と7位 に塩 基性の ピペ ラジニル基 を有 する両性物質で

もあることか ら,代 謝 的に安定 で良好な組織移行性を示

す といわれている3,4)。NY-198は 新 しく開発 されたピリ

ドンカルボ ン酸系抗菌剤 であ り,グ ラム陰性菌,陽 性菌

に対 し幅広 い抗菌力 を有 す るとともに,動 物実験におい

てす ぐれた感染 防禦効果 を示 し,血 中半減期が6～8時

間 と長 いのが特徴 とされてい る1)。

今回われわれは,急 性単純性膀胱炎患者1例 および慢

性複雑性膀胱 炎患者9例 の計10例 に本剤 を使 用し,臨床

効果 を中心 に検 討 した。投 与方法 は,血 中半減期が

NFLXの3時 間,OFLXの3～5時 間,ENXの5～6

時間に比 し,本 剤 は6～8時 間 と長い1,4,5)ことを考慮し,

1日2回 の服用 とした。急性単純性膀胱炎患者1例 の総

合臨床効果 は著効であった。慢性複雑性膀胱 炎患者8例

のUTI薬 効評価基準に よる総合有 効率 は75.0%で あり,

NFLX, OFLX, ENXの 複雑性尿路感染症 に対する総

合有効 率71～81%6)と ほほ伺等 の成績 であった。複数菌

感染5例 の有効率は80.0%と 高値であったのに対 し,単

独菌感染例 の有効率 が66.7%と 低 値 を示 した理由の一

つ として,症 例数が3例 と少 なかった ことが考えちれた。

膿尿の正常化 は4例(50.0%)に 認め られゆ うち3例 は

細菌尿 も陰性化 した著効例 であ り,満 足 すべ き結果であ

った。

細菌学的 効果 の面か らみ ると,投 薬前尿中より9菌種

14株が分離 さ礼 うち12株(85.7%)が 本剤投薬後に消

失 した。菌種別にみてもP. aeruginosaは2株 中2株 亙

faecalisは4株 中3株 が陰性化 してお り,満 足すぺき結

果であった。投薬後 出現菌 は5菌 種6株 が分離 さ礼 う

ち4株(66.7%)が グラム陽性球 菌であった。

副作用 に関 しては,自 他覚的 副作用は10例 全倒に認め

られず,臨 床検査 成績で は1例 にGPTの 軽度 上昇が認

め られた。

以上 の結果 より,本 剤 は1日2回 の服用 にてP. aer-



VOL.36 S-2 CHEMOTHERAPY 893

Table 7. Changes in laboratory test results after 3- or 5-days treatment

uginosaを 含 むグ ラム陰性 菌 お よびE. faecalisを 含 む

グラム陽性菌に よる尿路感染症 に対 し,十 分 な臨床効果

が期待で き,か っ安全性の高い薬剤 であるこ とが推察 さ

れた。
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NY-198 IN URINARY TRACT INFECTIONS

TOSHIAKI SUGATA, MITSUO OHKAWA and HARUO HISAZUMI

Department of Urology (Director: Prof. H. HisAzumi), School of Medicine, Kanazawa University, Kanazawa

NY-198, a new pyridonecarboxylic acid derivative, was administered orally in a dose of 200 mg twice daily
for three days to 1 patient with acute uncomplicated cystitis, and at 300 mg twice daily for 5 days to 9 patients
with complicated chronic cystitis. Clinical efficacy and safety of the drug were evaluated according to the
criteria defined by the Japanese UTI Committee. An excellent response was obtained in the patient with acute
uncomplicated cystitis. Of the 9 patients with complicated chronic cystitis, clinical efficacy in 8 evaluable

patients, was excellent in 3, moderate in 3 and poor in 2, the overall efficacy being 75.0%.
There were no adverse reactions due to the treatment, although mild elevation of GPT was seen in one

patient.


