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新キノロン系経口抗菌剤NY-198に つ き,基 礎 的お よび臨床的検討 を行 い,以 下の知見 を得 た。

1) 抗 菌力:臨 床分離の10種 グ ラム陽性 ・陰性菌全304株 につ き,本 剤のMIC分 布 を,ofloxacin

(OFLX),norfloxacin(NFLX),enoxacin(ENX),お よびpipemidic acid(PPA)の それ と

比較 した。本剤 は10菌 種 すべ てにおいてPPAに 優 り,ま た同 じく新キノ ロン系薬剤で あるOFLX,

NFLX,ENXと ほぼ同等の抗 菌力を示 した。

男 子尿 道 炎 由来 のChlamydia trachomatis 10菌 株 につ いて,本 剤 のMIC分 布 をminocycline

(MINO),PPA,NFLX,ENXの それ と比較 した結果,MINOに は劣 ったが,対 照の キノロン剤

の中で は最 も優れて いた。

2) 体内動態:健 常男子6名 に本剤200mgお よびNFLX 200mgをCross over法 で空腹時単回投与

し,血 中および尿中濃度を測定 した。

最 高平均血中濃度は本剤,NFLXと も投与後1時 間で,そ れぞれ1.84 ug/m,0 .97 ug/mlで,以 後

漸 減 したが,本 剤 は投与後8時 間でなお0.60 ug/mlの 濃度 を示 した。12時 間 までの尿 中回収率 は,本

剤53.4%,NFLX 30.8%で あった。

3) 臨床成績:急 性単純性膀胱 炎(AUC)19例,急 性 単純性 腎盂 腎炎(AUP)1例,複 雑性尿路

感染症(c-UTI)36例 および急 性前立 腺炎2例 に本剤1日0.2～0.69,分2～3,3～14日 間経口投

与 した。主治 医判定で はAUCお よびAUP 85%,c-UTI 69%,急 性前立腺 炎100%の 有効率であっ

た。

UTI基 準に よる判定で は,AUC 100%,c-UTI91%の 有効率 であった
。AUCお よびc-UTIに お

ける除菌率 はそれぞれ94%と97%で あった。副作用 としては,心 窩部不快感が1例,心 悸 元進が1例

にみ られたが いずれ も軽度かつ一過性で あった。

以上 より,NY-198は 尿路感染症 の治療 に有用 な経 口抗菌剤 であ る。
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NY-198(化 学構造式:Fig. 1)は,北 陸製薬株式会

社で開発された新 しい経 口用 キノロン系抗菌剤であ る。

本剤は,キ ノロンカルボン酸 を基本骨格 にして,1位 に

エチル基,6位 および8位 にフッ素ならびに7位 に3―

メチルピペラジノ基 を有 し,グ ラム陽性お よび陰性菌に

幅広い抗菌力を示すことが明 らかにされてい る1)。

今回著者らは本剤の基礎的お よび臨床的検 討を行 なっ

たので報告する。

Fig. 1. Chemical structure of NY-198

I 基礎的検討

1. 抗菌力

i) 方法

1) 憎般細菌

昭和61年1月 よ り昭和61年11月 までに尿路 感染 症 患

者の尿中よ り分離 された当教室保存 菌株に対 す る本剤 の

MIC分 布 を,ofloxacin(OFLX), norfloxacin

(NFLX), enoxacin(ENX)お よびpipemidic acid

(PPA)を 対照 として比較検討 した。被検 菌種(304株)

はStaphylococcus epidermidis(50株),Enteromcus

faecalis(54株),Escherichia coli(54株),Klebsiella

pneumoniae(27株),Proteuss mirabilis(18株),Proteus

vulgaris(7株),Serratia marcescens(27株),Enter-

obacter cloacae(27株),Citrobacter freundii(13株)

およびPseudomonas aeruginosa(27株)で ある。接種

菌量は106 cells/mlで,MIC測 定 は 日本化学療法学 会標

準法2)によった。

2) Chlamydia trachomatis

男子尿道炎患者の尿道 より分離・保存 されたC.trachoma-

tiS 10株 に対 す る本 剤 のMIC分 布 を,minocycline

(MINO), PPA, NFLX,ENXを 対照 として比較検

討した。

測定方法 はFig. 2に 示 す よう に,単 層 培 養 した

McCoy細 胞にC.trachomatis 103IFUを 接種60分 間

遠沈 し,各 々の被検 薬剤 を添加 し,48時 間培 養 したの

ち,ギ ムザ染色 にて封入体 形成の有 無 を判 定 した。明確

な封入体が消失す る最小薬剤濃度 をMICと した。

Fig. 2. Method for testing the susceptibility

of C. trachomatis

ii) 結果

1) 一般細 菌

(1) S.epidermidis(Fig. 3):本 剤では全株 が25ug/ml

以下 で発育が阻止 されてお り,そ のMICピ ー ク値(6.25

ug/ml)はOFLXと 一致 し,NFLXお よびENXに は

1管 劣 り,PPAに は4管 優 っていた。

(2) E.faecalis(Fig. 4):本 剤の ピーク値(6.25ug/

ml)は,OFLX, NFLXと 同 じで,ENXに1管,PPA

に5管 優 っていた。

(3) E.coli(Fig. 5):本 剤では全株 が1.56ug/mL以 下

で発育が阻止 され てお り,そ の ピー ク値(≦0.10ug/ml)

は,OFLX, NFLXお よびENXと ほぼ 同等 で あ り,

PPAに4管 優 っていた。

(4) K.pneumoniae(Fig. 6):本 剤 では全株 が1.56

ug/ml以 下で発育が阻止 されてお り,その ピーク値(o.20

ug/ml)は,OFL)もNFLXと 同 じで,ENXに2管,

PPAに4管 優 っていた。

(5) P.mirabilis(Fig. 7):MICの ピーク値 は,0.78

ug/mlに あ り,NFLXと 同 じで,OFLXお よびENXに

は1～2管 程度 劣 り,PPAに は2管 優 っていた。

(6) P.vulgaris(Fig. 8):本 剤 のMICは,0.20～6.25

ug/mlに 分布 し,OFLXお よびNFLXに は若干劣 り,

ENXに は若 干優 れ,PPAに はあ きらかに優 っていた。

(7) S.marcescens(Fig. 9):本 剤のMICは0.78～>

100ug/mlの 間 で2相 性 の 分 布 を 示 し た。OFLX,

NFLX, ENXと はほぼ同等で あ り,PPAに は3管 程度

優 っていた。

(8) E.cloacae(Fig. 10):MICは0.10～25ug/mlに

分 布 し,OFLX, NFLXお よびENXと ほぼ 同等で あ

り,PPAに6管 優 っていた。

(9) C.freundii(Fig. 11):MICは0.10～50ug/ml

と広 く分布 し,OFLX, NFLXお よびENXと ほぼ同等
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Fig. 3. Susceptibility distribution of S. epi-
dermidis isolated from urinary tract
infection (50 strains)
Inoculum size 106 cells/ml

Fig. 4. Susceptibility distribution of E. fae-
calls isolated from urinary tract infec-
tion (54 strains)
Inoculum size 106 cells/ml

Fig. 5. Susceptibility distribution of E. coil
isolated from urinary tract infection

(54 strains)
Inoculum size 106 cells/m1

Fig. 6. Susceptibility distribution of K. Psi-
umoniae isolated from urinary tract
infection (27 strains)
Inoculum size 106 cells/ml
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Fig. 7 Susceptibility distribution of P. mira-
bilis isolated from urinary tract infection

(18 strains)
Inoculum size 106 cells/ml

Fig. 8. Susceptibility distribution of P. vul-

garis isolated from urinary tract infec-
tion (7 strains)
Inoculum size 106 cells/ml

Fig. 9. Susceptibility distribution of S. ma-
rcescens isolated from urinary tract

infection (27 strains)
Inoculum size 106 cells/ml

Fig. 10. Susceptibility distribution of E. cloa-

cae isolated from urinary tract infection

(27 strains)
Inoculum size 106 cells/m1
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Fig. 11. Susceptibility distribution of C. freundii
isolated from urinary tract infection

(13 strains)
Inoculum size 108 cells/ml

Fig. 12. Susceptibility distribution of P . aeru-
ginosa isolated from urinary tract
infection (27 strains)
Inoculum size 108 cells/ml

Fig. 13. Susceptibility distribution of
C. trachomatis isolated from urinary
tract infection (10 strains)

で,PPAと はあきらかに優 っていた。

(10)P.aeruginosa(Fig. 12):本 剤 のMICは27株 中

20株 が25ug/ml以 下 に分布 し,ピ ーク値 は6.25ug/mlで

あ り,全 般的 にOFLX,NFLXお よびENXと ほぼ同

等で,PPAに5管 程度優 っていた。

2) C.trachomatis

各薬剤のMIC値 はパ ラツキが少な く,PPAで は50～

100ug/mL,NFLXで12.5～25ug/mL,ENXで3.13～

6.25ug/ml,MINOで0.025～0.05ug/m,本 剤1.56～6.25

ug/mlと いう成績であ った。

したが って累積MIC分 布 は急峻 な曲線 を示 し,対照

の キノ ロン剤 の 中で は,本 剤 が最 も優 れ ていた(Fi畠

13)。

2.体 内動態

i) か法

健康 成人男子6名(平 均年齢23.0歳,平 均体重66.8kg

:Table 1)を 対 象 として,cross over法 で本剤1カ プ

セル 中100mg含 有 のカプセル .2カ プ セル およびNFLX

1錠 中100mg含 有 の錠剤2錠 を空腹時単回経 口投与し,

その時 の血中濃度,尿 中排泄 につ き検討 した。測定は

Bioassay法 で,NY-198,NFLXと もにE.coli NIHJ

JC-2株 を検定 菌 とす るAgar well法 に より行なわれ

た。尿試料測定 に際 しての希釈液 はNY-198,NFLXと

もに1/15M PBS(pH7.0)が 用 い られた。
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Table 1. Data on healthy volunteers

ii) 結果

1) 血中濃度(Fig. 14,15,Table 2):本 剤 では投

与1時 間後に1.84ug/mlと 最高値 を示 し,以 後漸減 し,

8時間後で0.60ug/mlと な り,B相 半減期(T1/2)は

8.32時間であった。NFLXに お いて も1時 間後 に最 高

濃度0,97ug/mlを 示 し,以後漸減8時 間後 には0.23ug/

mlとなり,T1/2は2.94時 間であった。

2) 尿中排泄(Fig. 16,Table 3):尿 中濃度の ピー

クは本剤,NFLXと もに0～2時 間 にあ り,そ れ ぞれ

439ug/ml,320ug/mlで,以 後漸減 し,8～12時 間ではそ

れぞれ78ug/mlお よび27ug/mlと なっていた。12時 間尿

中回収率は,本 剤で53.4%,NFLXで30.8%を 示 した。

Fig. 14. Blood levels of NY-198 after oral

administration of 200mg in healthy
volunteers (n=6)

II 臨床的検討

1) 対象 お よび方法

昭和61年1月 か ら昭和61年11月 までに表 記泌 尿器 科

外来 を受診 し,試 験参加 の同意 を得 た急 性単純性膀 胱炎

(Acute uncomplicated cystitis,以 下AUCと す る)

患者19例,急 性単純性 腎盂 炎(Acute uncomplicated

pyelonephritis,以 下AUPと す る)患者1例,複 雑 性尿

路感染症(complicated UTL以 下c-UTIと す る)患

者36例,急 性前立腺 炎(Acute prostatitis)患 者2例 を

対象に本剤1日0.2～0.6&分2～3,3～14日 間経 口投

与 し,そ の臨床効果,安 全性お よび有 用性 を検 討 した。

AUCお よびAUP20例 中13例,c-UTI36例 中23例 で,

UTI薬 効評価基準(第3版)3)に よる判定が行 なわれ た。

2) 結果

投与症例 の一覧がTable 4,5に 示 され ている。

i) Aucお よびAUP20例 中主治医判 定で著 効10例,

有効7例,や や有効1例,無 効2例 で,有 効率は85%で

あ った。UTI基 準 患者条件 に合致 した13例 の 同基準 によ

る総合 臨床効果(Table 6)は,著 効8例,有 効5例 で

有効率100%で あった。本剤投 与前 に分離 された16菌 株

中15菌 株94%が 除 菌 さ れ,GPC 1株 の み 存 続 した

(Table 7)。 細 菌学的 効果 とMICと の関 係(Table

8)を みると,MICを 測定 し得た15菌 株 とも0.78ug/ml

以下 に分布 し,全 株除菌 されていた。投与後 出現菌 は,

1株(症 例No.8)み られたが菌種 は不 明であった。

Fig. 15. Blood levels of NFLX after oral
administration 200mg in healthy
volunteers (n=6)
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Table 2. Blood levels of NY-198 and NFLX after oral administration in fasting state

Fig. 16. Urinary excretion of NY-198 and
NFLX after oral administration of
200mg in healthy volunteers

(n=6, cross-over)

ii) c-UTI36例 の主治医 による効果判定では,著 効12

例,有 効13例,や や有効3例,無 効5例,不 明(原 因菌

不 明の ため)3例 で,有 効率は69%で あった。UTI基 準

患者条件 に合致 し,薬 効 を評価 し得 た23症例の同基準に

よる判定成績(Table 9)は 著 効12例,有 効9例 無効

2例 で,総 合有効率91%で あった。これらを疾患病態群

別 にみ ると(Table 10),4群 が23例 中12例 と半数以上を

占め,以 下6群7例,3群3例,1群1例 と,カ テーテ

ル 非留 置症例 が大多数 を占め,そ の有効率は4群92%,

6群100%,3群100%で あった。これ らの投薬前尿中分

離菌 に対す る細菌学 的効果(Table 11)を みると,全体

では31株 中30株97%の 除菌率で,Paerugimsa 1株の

み が 存 続 し た。細 菌 学 的 効 果 とMICと の 関 係

(Table 12)を み ると,50μg/mL以 下の30株 はすべて除

菌 されてお り,100μg/ml以 上のP.aeruginosa 1株のみ

存続 して いた。 本剤投与後の新たな出現菌(Table 13)

はYLO 1株 のみであ った。

iii) 急性前立腺 炎に対 しては,主 治医判定で,2例 と

も有効で あ り,細 菌学的 にもE.coli 2株 とも除菌され

ていた。

iv) 本剤 に起因す ると考え られ る副作用 は,58例 中2

例(心 窩部不快感 と心悸亢進)に み られた。

AUCのNo.6の 症例 にみ られ た心窩部不快感は,本 剤

1回100mg,1日3回 の投 与中1日 目に出現 した魁 症状

は軽度 で無処 置にて3日 間の投 与を完 了 した。投与終了

翌 日には消失 し,併 用薬のないこ とか ら,多 分本剤によ
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Table 3. Urinary excretion of NY-198 and NFLX after oral administration in fasting state

* : Urinary levels (jig/ml), ()**:Urinary recovery rate(%)

るもの と判定された。

c-UTIのNo.46の 症例 にみ られた心悸 亢進 は,本剤1日

200mg,1日3回 の投与中2日 目に出現 した。症状 は軽 度

であったが,3日 間で投薬 を中止 し,そ の5日 後 には症

状は消失 してお り,併 用薬の ない ことか ら本剤 に関係 あ

るか もしれ ない と判定 され た。

臨床検査値 の異常発現例 は認め られなか った。

III 考 察

1962年 にSterling-Winthrop研 究所 で開発 され たナ

リジクス酸(Nalidixic acid)か ら始 まった ピ リドンカ

ル ボン酸系抗菌剤の開発は,近 年 目覚 ましい発展 を遂げ

ている4)。こ とに,構 造式 にフッ素(F)が 導入 され るこ

とによ り,従 来の本系統薬剤が抗菌性 を示 さなか った グ

ラム陽性 菌 にまで抗菌活 性が広 げられ。 現在本邦ではい

わゆ る新 キ ノ ロ ン剤 と してNFLX, OFLX,お よび
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Table 6. Overall clinical efficacy of NY-198 in acute uncomplicated cystitis

0.1g•~2, 0.1g•~3/day, 3-day treatment

Table 7. Bacteriological response to NY-198

in uncomplicated cystitis

* regardless of bacterial count

ENXの3剤 がすでに臨床 に供 されてい る。

今回新 しく開発 されたNY-198も,キ ノロ ンカルボ ン

酸骨格の6位 と8位 にフ ッ素を有 す る新 キノロ ン剤 の一

つである。本剤の抗 菌活性 はグ ラム陽 性菌 お よび緑 膿菌

を含むグラム陰 性菌 と一部 の嫌気性 菌に対 し,幅 広 い抗

菌 スペ ク トル と優 れた抗 菌力 を示 し,さ らに健 常成人に

本剤 を経 口投与 した際の吸収が良好で,血 中濃度 は用量

依存的 に上昇 し,血 中半減期が約6～8時 間 と長時間で

あるこ とも特徴 とされ ている1)。

今 回の尿 中感染分離各菌株 に対す る抗菌力の検 討にお

いて も同様の成績が得 られた。す なわ ち,グ ラム陽 性菌

ではS.epidermidisに 対 してはOFLX, ENXと ほぼ同

等 で,NFLXに はやや劣 り,ま た近年尿路感染症起 炎菌

として増加 の著 しいE.faecalisに 対 して も5),OFLX,

ENX, NFLXと 同等の抗菌性 を示 した。 グラム陰性菌

には,E coli, C.freundii, P.mirabilis,に 対 しては

OFLX, ENX, NFLXと ほぼ同等 で,S.maroescens,

E cloacae, K.pneumoniaeお よびP.vulgarisに 対 し

てはOFLX, NFLXと ほぼ同等かっENXに やや優 る

とい う成績 が得 られた。P.aeruginosaに 対 しては,菌 株

の 約7割 がMIC 12.5μg/ml以 下 に分 布 し て お り,

Table 8. Relation between MIC and bacteriological response to NY-198 treatment

in uncomplicated cystitis

No. of strains eradicated/No. of strains isolated
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Table9. Overall clinical efficacy of NY-198 in complicated UTI

O.1g～0.2g×2～3/day,5-day treatment

Table10. Overall clinical efficacy of NY-198 classified by the type of infection

OFLX,NFLXと 同等かつENXに やや優 る成績で あ

った。尿道 炎の原 因微生物 として淋菌 と共 に重要 とされ

るC.trachomtisに ついては6),今 回検討 した キノ ロン

剤 の中では最 も優 れてお り,ク ラミジア感染症 に対 して

の治療 薬 としてその効果が期待 され るが,minocycline

の成績 と比較 する と数管劣 っていた。

体 内動態 に関 しては,本 剤 の200mg空 腹 時経 口単回投

与後の血中濃度 の ピークが約1時 間後にあ り,Cmaxは

2.01μg/mL生 物学的半減期(T1/2)は 約8時 間であっ

た。12時 間尿中回収率 は54%で あったが,8～12時 間の

尿 中濃度がなお100μg/ml近 い値 を示 してお り,本剤 は血

中半減期が長 く,48時 間尿中回収 率では80%と い う報 告

もあ り1),尿中排泄の良好な ことが示 された。一方,同 一

志 願者 に おい て,NFLX200mg単 回投 与 時のCmaxは

1.00μg/ml,Tmax1.25時 間,T1/22.94時 間,かつ12

時間尿 中回収率31%と 従 来の報告 とほぼ一致 している

ことか ら,本剤 はNFLXよ り明 らかに吸収にす ぐ払 長

い血中半減期 時間を有す ることが示 された。血中濃度時

間曲線下面積 で もNY-198は14.8μg・h/mlと,NFLX

の4.6μg・h/mlの 約3倍 の値 を示 した。 これ らのことか

ら,本 剤の1日2回 投 与の可能性が示唆された。

以上の抗菌力お よび体 内動態 に関す る基礎的検討成績

か ら,本 剤 は急性単純性膀胱 炎(AUC),急 性単純性腎

盂 腎炎(AUP),複 雑性尿路感染症(c-UTI)お よび急

性 前立腺 炎に対 して臨床効果を期待 しうる薬剤 と考え,

AUC19例,AUP1例,c-UTI36例 および急性前立腺炎

2例 に本剤 を投与 した。その結果,主 治医判定による有

効率 はAUCお よびAUP85%,c-UTI69%お よび急性
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Table 11. Bacteriological response to NY-198

in complicated UTI

*  regardless of bacterial count

前 立腺 炎100%で あ り,ま たUTI基 準 に よ る有 効率 で

も,AUC100%お よびc-UTI91%と 良好 な成績 が得 ら

れ た。除菌効果 をみ ると,AUCは もちろんの こと,c-

UTIに お いて も,97%と 優 れた除菌率 を示 し,特 にS

mmsms100%(3/3),Paeruginosa80%(4/5)

と高い除菌率 を示 したこ とが注 目され る。投与後出現菌

もAUC,c-UTIそ れ ぞれ1株 のみ と少 な く,同 様の新

キノ ロン剤 の成績 と比 して も良好 な成績が得 られた。1

日投 与量 はAUCに おいて は200mgな い し300mgで 十 分

で あ り,c-UTIで は,そ の病態 に もよるが,カ テーテル

非 留置 例 で は400mg～600mgが 標 準 用 量 と考 え られ た

(Table14)。 投与法 については,本 剤の血 中半減時間が

約8時 間 と長い ことか ら,1日2回 で も十分 な効果が期

待 し得 ることか ら特 に外来 患者 に とって有用性が高 いと

思 われ る。

副作 用 は58例 中2例 に認め られ たが,い ず れ も軽度

で,一 過性の ものであ り,特 に問題 となる もの ではなか

Table12. Relation between MIC and bacteriological response to NY-198 incomplicated UTI

Table13. Strains*  appearing after NY-198

treatment in complicated UTI

*  regardless of bacterial count

Table14. Overall clinical efficacy of NY-198
classified by daily dosage

(Evaluation of the UTI committee)
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った。全国での集計で も全2546例 中副作 用発現例 は88例

(3.5%)と 比較的低率であった1)。また臨床検査 値 上の

異常変動 もみ られず,本 剤の安全 性は高 いと考 えられた。

以上 の成績 よ り,NY-198は 単純性,複 雑性 を問わず尿

路感染症 に有用 な薬剤であ り,特 に緑膿菌 を含めたグラ

ム陰性 弱毒菌感染 に も有 効なす ぐれた経 口抗菌剤 と考 え

られた。
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Preclinical and clinical studies on a new quinolone oral antimicrobial agent were conducted and the following

findings were obtained.

1) In vitro antimicrobial activity: the susceptibility of 304 clinical isolates of 10 species to NY-198 was tested

and compared with those to ofloxacin (OFLX), norfloxacin (NFLX), enoxacin (ENX) and pipemidic acid (PPA).

NY-198 was superior to PPA against all 10 species and almost equal to the other drugs. The susceptibility of

C. trachomatis from male urethritis was compared with that against NFLX, ENX, PPA and minocycline

(MINO). NY-198 was inferior to MINO but superior to the other drugs.

2) Blood and urine concentration: NY-198 or NFLX was administered at a single dose of 200mg by the

cross-over method to 6 adult healthy male volunteers in the fasting state. Maximal mean blood levels of NY

-198 and NFLX were 1
.84pg/ml and 0.97pg/ml 1 h after administration. The mean blood level of NY-198 was

0.60ƒÊg/ml 8 h after administration. The recovery rate in urine 12 h after administration was 53.4% for NY-198

and 30.8% for NFLX.

3) Clinical efficacy: 19 patients with acute uncomplicated cystitis (AUC), 1 with acute uncomplicated

pyelonephritis (AUP), 36 with complicated urinary tract infection (C-UTI) and 2 with acute prostatitis, were

treated with NY-198 at a daily dose of 0.2-0.6g for 3-14 days. The clinical efficacy rates evaluated by the

physicians in charge were 85% in AUC and AUP, 69% in C-UTI and 100% in acute prostatitis. The overall

efficacy rate evaluated according to the criteria proposed by the Japanese UTI Committee were 100% in AUC

and 91% in C-UTI. The bacterial elimination rates were 94% in AUC and 97% in C-UTI. As to side-effects,

epigastric discomfort and palpitation were observed in 1 patient each. Both symptoms were mild and transient.

Our opinion, based on the above findings, is that NY-198 is useful in the treatment of urinary tract infection .


