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TE-031は 大正製薬株式 会社総合研究所 においてErythromycin(EM)か ら合成 された新規のマ クロラ

イ ド系の抗生物質で ある。我々は本剤 を用いて若干の基礎的検討 をする と共に,臨 床的検討 を行 った

のでここに報告す る。

抗菌力 につ いては臨床材料 よ り分離 されたS. aureus,S. pneumoniae,H. influenzae3菌 種各25株 に

ついて,EM, Josamycin (JM)と 比較検討 した。本剤 の抗菌力 はす ぐれ てお り,S. aureusで はEMよ

り若干す ぐれJMよ り遥か に優 って いた。S. pneumoniaeで は3者 の間 には殆 ど差 は なか ったが,H.

influenzaeで はEMと 同等 でJMよ りはす ぐれていた。臨床検討 は,慢 性 気管支 炎4例,気 管支拡張

症の二次感染1例,急 性 気管支炎4例,急 性 扁桃 炎お よび咽 頭 炎5例 の呼吸器感 染症 に用いたが,著

効1例,有 効12例,無 効1例 であ り有効率92.9%で あった。細 菌学 的には不 明例 が多かったが検 出 さ

れた症例4例 についてはすべ て消失 した。副作用 は臨床 的症状 に も,ま た本剤投与前後 の臨床検査値

において も施行 した例すべ てに異常 を認 めなかった。本剤 は中等症 まで のマクロライ ド系薬剤有効症

例については極めて有用性 のある抗生物 質 と考 え られる。

TE-031は 大正製薬株式会社総合研 究所でErythromy-

cin(EM)か ら合成 された新規のマ クロ ライ ド系抗生物質

である(Fig. 1)。 抗菌力は従 来のマ クロライ ド系 と同様

の抗菌スペク トルを有 し,今 まで最 も強力 とされてい る

EMと 同等 もしくは若干す ぐれている。従 来のマ クロラ

イド系抗生物質と異な り,酸 に極めて安定であ り特殊な

製剤化を必要とせず経 口投与 によ り高い血中濃度 と持続

性を示す。さらに組織移行性 はEMに 比較 して数倍 か ら

数十倍の濃度 を示 し,そ の うち特 に肺へ の移行性 にす ぐ

れている1)。

Fig. 1 Chemical structure of TE-031

我 々は,本 剤 を用 い若干の基礎的検討 をする と共に臨

床的検討 を行 ったので ここに報告す る。

I. 抗 菌 力

抗菌 力 は同 じマ ク ロラ イ ド系抗 生物 質で あ るEM,

Josamycin (JM)と 比 較検討 した。 臨床材料 よ り分離 した

各種菌株 につ いて測定法 は 日本化学療法学会標準法2)に

従い,接 種菌量は106cfu/mlと した。

Staphylococcus aureus 25株 に対 してTE-031のMICの

peakはFig.2の 如 く0.10μg/mlで,EMよ り優 りJMよ

りは遥 かにす ぐれた感受性 を示 した。

Streptococcus pneumoniae 25株 で は,Fig. 3の 如 く

TE-031, EM, JM,と の間 には差 はな く,共 にMICの

peakは ≦0.0125μg/mlに あ りす ぐれ た感受性 を示 した。

Haemophilus influenzae 25株 で は,Fig. 4の 如 く

TE-031とEMと の 間 には殆 ど差 が な く,MICのpeak

は0,78～1.56μg/mlで あ り,JMよ りはす ぐれ た感受性

を示 した。

II. 臨 床 成 績

臨床検討例は慢性気管支炎4例,気 管支拡張症 の二次

感染1例,急 性気管支炎4例,急 性 扁桃 炎お よび咽 頭 炎

5例 の呼吸器感染症14例 であ る。

投 与量 お よび投 与方法 は原則 として1回200mg 1日
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2回 を食後経 口投与 した。軽症例3例 については,1回

100mgま たは150mg1日2回 とした。投与期 間は3～16

B間 で,総 投与量 は最低0.6g,最 高6.4gで あった。

臨床効果判定 は,発 熱,咳 噺,喀 痰,咽 頭痛な どの臨

床 的症状 の ほか白血球 数の増多,CRP値 の変動,場 合

に よって は胸部X線 所見 な どの検査所見 を参考として
,

著効,有 効,や や有効,無 効の4段 階に判定 した。

臨床効果はTable 1の如 く呼吸器感染症14例 において
,

著効1例,有 効12例,無 効1例 の有効率92.9%で あった。

細 菌学 的には,14例 中消失4例,不 明10例 であった。

Fig. 2 Sensitivity distribution of clinical isolates of Staphylococcus aureus

106 cfu/ml, n=25
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III. 副 作 用

臨床的な副作用 として はTable 1の如 く全例 に認め ら

れなかつた。

臨床検査値 において もTable 2に み られる如 く施行 し

た症例全例において本剤 の投与前後 に検査値 に異常 を来

した もの は な か った 。

IV. 考 察

TE-031の 抗 菌 力 を臨 床 材 料 よ り分 離 したSmms,

S. pmummiae,H. influenzaeの3菌 種 各25株 に つ い て

Fig. 3 Sensitivity distribution of clinical isolates of Streptococcus pneumoniae
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EM, JMと 比較検討 したが,そ の抗 菌力はす ぐれてお り,

EMと は同等 もしく若干 す ぐれ,JMよ りは遙 かに優 っ

た感受性 を示 した。

臨床効果 は,呼 吸器感染症14例 において有効率92.9%

であ つた。軽症感染症 においてす ぐれた効果 を示 したの

は当然のこ とではあるが,慢 性気管支炎4例,気 管支拡

張症の二次感染1例 の計5例 において,著 効または有効

であったことは特筆 に値す るもの と考 えられる。勿論症

例が本剤 の効力 と合致す る症例であった とは云え,本 剤

の特徴 である血 中濃度が高 く,持 続性があ り,殊 に肺へ

Fig. 4 Sensitivity distribution of clinical isolates of Haemophilus influenzae
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の移行性がよいこ とが証明 された もの と云 えよう。 また,

細菌学的効果 において不明例 が多 く,各 症例 毎 のMIC

は測定していないが,慢 性気管支炎の3例 ですべて起炎

菌の消失をみている。

合同の我々の臨床検討 において,本 剤 はす ぐれた効力

を示 し満足 した結果が得 られた。 また全例 に副作用 も認

め られ なか ったことは,本 剤 の安全性 の高 さを示 した も

の と考 えられ る。

以上,本 剤 は中等症 まで のマ クロライ ド有効例 に対 し

て は極めて有用 な薬剤 と考 え られる。

Table 1 Clinical results of TE-031 treatment

N. F.: Normalnora
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TE-031(A-56268)is a new macrolide antibiotic synthesized from erythromycin (EM)by the Research Center of Taisho

Pharmaceutical Co. We conducted preclinical and clinical studies on this antibiotic, and the results are summarized

below.

The antibacterial activity of TE- 031 was investigated and compared with EM and josamycin (JM) in relation to 25

strains each of S. aureus, S. pneumoniae and H. influenzae isolated from clinical materials. The antibacterial activity of

TE-031 was excellent : against S. aureus, it was slightly superior to EM and clearly superior to JM; against S. pneumo-

niae, there was almost no difference among the 3 drugs ; and against H. influenzae, TE-031 was equivalent to EM and su-

perior to JM.

In a clinical study, TE-031 was administered to 14 patients with respiratory infections : chronic bronchitis 4, secon-

dary infection of bronchiectasis 1, acute bronchitis 4, and acute tonsillitis with pharyngitis 5. Clinical efficacy was: ex-

cellent 1, good 12 and poor 1, giving an overall clinical efficacy rate of 92.9%.

The bacteriological efficacy of TE-031 could not be elucidated in many cases, but the strains detected in 4 patients

were all eradicated.

With regard to side-effects, there were no clinical symptoms or abnormal laboratory test values detected in any of the

patients, who were tested before and after the drug therapy.
On the basis of the above results, we consider TE-031 a very useful antibiotic for the treatment of mild and moderate

infections against which macrolides can be expected to be effective.


