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複雑性尿路感染症 に対 す るNY-198の 使用経験
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21例 の複雑性尿路感染症 に対 して,1日 に0.6gのNY-198を,5日 間,毎 食後 に分3内 服投与 し

た。副作用のために投与 を中止 した1例 を除 いて,単 独感染症14例 および複合感染症6例 の うち,7

例 に著効,9例 に有効,そ して4例 に無効 を認め,80%の 総合有効率 を示 した。膿尿に対 しては,20

例 中10例 に消失,4例 に改 善 を認め,残 りの6例 は不 変で あった。細菌 尿 に対 して は,13例 が陰性

化5例 が菌交代 そ して2例 が不変 であった。分離 した菌株 に対す る本剤 のMICを 検 討 した とこ

ろ,NY-198はpipemidic acid (PPA)よ り も低 値 で あ り,norfloxacin (NFLX), ofloxacin

(OFLX), enoxacin (ENX)と は遜色 の無 い値 を呈 した。1例 は口角炎 を呈 したけれ ども服用 を継続

した。投与 を中止 した1例 は,初 回投 与後 か ら,め まい ・耳鳴 ・難聴 を訴 えた。投与後 に本剤 に基づ

くと考えられ る臨床検査値 異常 を呈 した症例 はなかった。

NY-198は 北陸製薬(株)と塩野義製薬(株)と合同で開発 さ

れた新しい経ロキノロンカル ポン酸系抗菌剤であって,

グラム陰性菌に対 して強い抗菌力 を発揮す るばか りでな

く,グラム陽性菌にも抗菌力 を有 し,血 中半減期が長い

こと,尿 中には未変化体の まま排泄 される率が高いこと

などの特徴を有する1,2)。

今回我々は本剤の提供 を受 けて複雑性尿路感染症 に使

用する機会を得たのでその成績 を報告す る。

I 対象 と方法

昭和61年8月 か ら12月 までに,大 阪労災病院泌尿器科

で,本 剤 を使用 した症例 は21例 であ った。 その内訳 は,

男子17名,女 子4名 であ り,年 齢分布 は22歳 か ら82歳 ま

で,平 均年齢 は55,6歳 であった(Table 1)。

投与方法は,1日0.69を,5日 間連続 して,毎 食後 に

分3経 口投与 した。ただ し初 回に限って食後投与の制限

をしなかった。本剤 を単味で投 与 し,テ オフ ィリン もフ

ェンブフェンも,ま たその他 の薬剤の併用 も避 けた。尿

中細菌の菌数測定な らびに分離 菌の同定は当院の細菌検

査室で施行 し,MICの 測定は相互生物 医学研究所(株)に郵

送して,日 本化学療法学会標 準法3)に従 って実施 した。

II 成 績

NY-198を 投与 した21例 の うち,副 作用のために投与

を中止 した1例 を除 いて,残 り20例 につ いて効果 を検 討

した。投与前 に発熱 を呈 した10例 は,全 例 に体温の正常

化 を認 めて お り,下 部尿路の刺戟症 状 を訴えた10例 では

いず れ も自覚症状が消失 した。即 ち主治医が無効 と判定

した症例 は1例 もなかった。

本剤 の効果 をUTI薬 効評価 基 準第3版4)に 準 じて判

定 した ところ,著 効7例,有 効9例,お よび無効4例 の

成績 を得て,総 合有 効率 は80%で あった(Table 2)。20

例の膿尿 に対す る効果 は,消 失が10例,改 善が4例 そ し

て不変が6例 であ り,他 方細 菌尿に対 する効果 は,陰 性

化 が13例,菌 交代が5例,そ して不 変の2例 であ った。

第3群 な らびに第4群 にお け る総合 有効率が100%で あ

ったの に対 して,無 効例 はカテーテル留 置群や複数菌感

染群 にみ られた(Table 3)。

投与前に検出 された菌株は27株 あ り,そ の25株(93%)

がNY-198に よ っ て 消 失 し,残 存 した の はPseudo-

monas aeruginosaな らびにEnterococcus faecaliSの

各1株 であ った(Table 4)。 交代 して出現 したのは合 計

9株 を数 え,そ の内訳はグ ラム陰性 桿菌7株(う ちNF-

GNRは5株)と グラム陽性球菌2株 であ り,真 菌類 は1

株 もなか った。投与前 に検 出 した細菌 に対 す るMIC値

(Table 1)で は,NY-198の それはPPAの それ よ り

も全菌株で低い結果 を得た。NFLX, OFLX, ENXの

3剤 との比較 では,NY-198は ほぼ同様 のMIC分 布 を

示 している(Fig. 1)。

副作用 は2例 にみ られ た。第13例 は,投 与 開始 か ら3
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Table 2. Overall clinical efficacy of NY-198 in 20 cases with complicated UTI

Table 3. Overall clinical efficacy of NY-198 classified by type of infection

日目に口角炎を自覚したけれども5日 目まで服薬を継続

しており,その後更に4日 を経て自然に消退した。なお

約1カ 月後に腎盂腎炎が再発してOFLXを 投与したけ

れども,口角炎を含めて,自 覚症状を訴えなかった。第

21例は,初 回投与後約30分頃から,急激に,「めまい・難

聴?耳 鳴」を訴えたが自制範囲内であったのに対して,

第2回 服用後はそれらの症状が更に増悪したためにそれ

以降の投与を中止した。もともと女性との会話に支障が

なく,成人男子との会話に支障のある程度の難聴を訴え

ていた症例である。なお,投 与中止後翌日には,旧 に回

復している。聴力検査など耳鼻科学的検査は施行してい

ない。Table 5に示すとおり,本剤に関係があると考え

られる臨床検査値の異常変動は1例 もみられなかった。

皮疹や痙攣を生じた症例もなかった。

III考 察

今回我々が検討 した 感染症の20例 では,80

%の 総合有 効率 を示 した。全国集計結果4)では総合有効

率が71.2%で あ り,我 々の成績 は,全 国集計 よりもやや

高値 を呈 したこ とになる。脊損膀胱が14例,カ テーテル

留置中の患者が7例,混 合感染症が6例 など,難 治性因

子の複合す る症例が多 く含 まれるに もかかわらず,NF-

GNRとGram陽 性菌が それぞれ,2株 と5株 の少数で

あるこ とか ら,MIC分 布 が全 国平均 よ りも低かったため
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Table 4. Bacteriological response to NY-198 in complicated UTI

Fig. 1. MIC distribution of NY-198, norflo-

xacin, ofloxacin, enoxacin and pipemi-
dic acid against microorganisms (27
strains)

であ ると考 え られる。

第7例 でGPTとGOTと が上昇 したの は,合 併症 と

しての慢性肝 炎に起 因す る一過性の現象であ ると考 えら

れ るが,第21例 の 「め まい ・難聴の 増悪 ・耳鳴 り」は本

剤 に関係があ ると考 え られる。本剤の使用 に際 しては,

合併症 や既往 歴に留 意す る必要が ある。
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CLINICAL EXPERIENCE WITH NY-198

IN COMPLICATED URINARY TRACT INFECTIONS

SHUTARO MIZUTANI, ATSUSHI IWASA, HIROSHI KAMEOKA, SUSUMU MIYOSHI,

NORIO IWAO, JUNZO HIGASHIMOTO and KENZO SHIOTA

Department of Urology, Osaka Rosai Hospital, Sakai

Twenty-one patients with complicated urinary tract infection, one of whom stopped taking the drug because
of side-effects, were given NY-198 200 mg t.i.d. orally for 5 days, and the following results were obtained.

Clinical effect was excellent in 7 cases, good in 9 and poor in 4. The overall efficacy rate was 80%. As to
bacteriological response, organisms were eliminated in 13; they were, however, replaced in 5 and persisted in 2
cases. During treatment no side-effects of NY-198 were observed except in two patients: one complained of such
severe dizziness, hypacusis and tinnitus on taking the first 200 mg that treatmentwas stopped, and the other
of stomatitis, though he continued to take NY-198.


