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耳鼻咽喉科領域感染症に対するRU 28965の 臨床的検討
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新 しく開発 された経 口用 マクロライ ド系抗生物質であ るRU 28965の 耳鼻咽喉科領域感染症に対 す

る有効性 と安全性 とを検討 した。

対象は急性陰窩性扁桃炎5例,急 性咽喉頭炎4例,急 性副鼻腔 炎3例,慢 性副鼻腔炎1例,術 後頬

部嚢胞急性増悪1例,急 性中耳 炎2例,慢 性中耳炎急性増悪6例,急 性顎下腺炎1例 の計23例 であっ

た。投与量は1日300mg分2に て食前投与 を行 った。 臨床効果 を有効以上 の有効率 で表示 する と,

急性陰窩性扁桃炎5例 中5例100%,急 性咽喉頭炎4例 中4例100%,急 性副鼻腔 炎3例 中2例66.7%,

急性中耳炎2例 中2例100%,慢 性 中耳炎急性 増悪6例 中4例66.7%,急 性顎下腺 炎1例 中1例100%

であ り,慢 性副鼻腔炎,術 後頬部農胞急性増悪の各1例 は無効であった。全体 として著効7例,有 効

11例,や や有効2例,無 効3例 であ り,有 効率は78,3%で あ った。細菌学的効果 では,分 離 された19

症例中消失 または菌交代がみ られた症例 は,単 独 感染 ではS.cureus 4例,S.pneumoniae 4例,Strepto-

coccus sp.1例,B.caarrharis 1例,Providencia sp.1例,混 合感染で は,Staphyiococcus sp.+S.sangu-

is+P.prevotiiとS.aureus+P.aeruginosaの 各1例 で,全 体の消失率 は88.9%で あった。 また,副 作

用,臨 床検査値の異常化は全例 に認 められ なか った。

RU 28965は フランス,ル セル ・ユ クラフ社 で開発 さ

れた新 しい経口マ クロライ ド系抗生物質である。本剤 は,

Erythromycin Aの9位 のケ トンを2-メ トキ シーエ トキシ

-メチルオキシムで置換 した ものであ る(Fig .1)。 本剤

の特徴として,抗 菌スペ ク トラム,抗 菌力 はエ リスロマ

ィシンと比較 して同等 かやや劣る ものの,胃 酸抵抗性 に

優れ,従 来のマクロライ ド系抗生物 質よ りも吸収が良 く,

半減期が長いとされている1.2)。

I.　鋼査対象および方法

1.　対象

調査対象は昭和61年2月24日 か ら昭和61年4月22日 ま

での2ヵ 月間に,大 阪大学医学部耳鼻咽喉科,大 阪府 立

病院耳鼻咽喉科,吹 田市民病院耳鼻咽喉科の3施 設 を受

診した患者である。その疾患別内訳は急性陰窩性扁桃 炎

5例,急 性咽喉頭炎4例,急 性副鼻腔炎3例,慢 性 副鼻

腔炎1例,術 後性頬部嚢胞急性増悪1例,急 性中耳炎2

例,慢性中耳炎急性増悪6例,急 性 顎下腺炎1例 の計23

例であり,年 齢 は16歳 から81歳 までで,性 別 は男10例,

女13例であった(Table 1)。

2.　試験薬剤,投 与量および投与方法

試験薬剤 は1錠 中RU 28965 150mg(力 価)を 含有す

る白色 の フ ィルム コーテ イ ング錠剤 を用い,1回1錠

150mg(力 価)を1日2回 食前経 口投与 した。 なお,本 剤

の評価 に影響 を及ぼす と考 えられる他 の抗菌剤,解 熱鎮

痛 剤,消 炎剤等の使用は避 けた。

Fig. 1 Chemical structure of RU 28965
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Table 1 Clinical results of RU 28965 treatment

N. D. Not detected
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3.　細薗学的検討

原則として本剤投与前お よび投与後 の臨床材料 を採取

し,各施設において起炎菌の分離 同定を行 うとともに,

上気道感染症ではシー ドスワブ1号 を用 い,扁 桃周囲膿

瘍,副 鼻腔炎,化 膿性 中耳炎 で は,TCSポ ーターを用

いて東京総合臨床検査 センターに郵送 し,起 炎菌の分離,

同定,最小発育阻止濃度(MIC)の 測定 を行 った。

II.　結 果

個々の症例についての疾患名,投 与量,投 与期 聞,分

離 薗,細 菌学 的効果,臨 床 効果,副 作 用に関 してTable

1に示 した。

1.　臨床効果

全症例 についての臨床成績 をTable 2に示 した。臨床

効果 を有効以上の有効率で表示す ると,急 性陰寓性扁桃

炎5例 中5例100%,急 性咽喉頭炎4例 中4例100%,急

性 副鼻腔 炎3例 中2例66.7%,急 性 中耳 炎2例 中2例

100%,慢 性 中耳炎急性増悪6例 中4例66.7%,急 性顎

下腺炎1例 中1例100%で あ り,慢 性 副鼻腔 炎,術 後性

頬部嚢胞急性増悪の各1例 は無効であった。全体 として

Table 2 Clinical effect of RU 28965 treatment

Table 3 Bacteriological effect of RU 28965 treatment
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Table 4 Clinical effect of RU  28965 classified by isolated organisms

著効7例,有 効11例,や や有効2例,無 効3例 であ り,

有効率は78.3%で あ った。

2.細 菌学的効果

細菌学的効果で は,分 離された19症例 中消失 または菌

交代がみ られた症例 は,単 独感染ではS.aureus 4例, S.

pneumoniae 4例,Streptococcus sp. 1例,B. catarrhalis 1

例,Providencia sp. 1例,混 合感染で はstaphylococcus sp.

+S.sanguis+P.prevotiiとS.aureus+P. aeruginosaの

各1例 で,全 体 の消 失 率 は88.9% (16/18)で あ っ た

(Table 3)。

分離菌別臨床効果 はTable 4に示す ように,グ ラム陽

性菌の単独感染で は75%の 有効率 であ り,ま た B.catar-

rhalis単独感染で も100%(2/2)の 有効率 を示 した。全体

で73.7%の 有効率であ った。

3.副 作用

全例において副作用,臨 床検査値の異常化 は認め られ

なか った。

III.考 察

新経 ロマ クロライ ド系抗生剤RU28965の 抗菌 スペ ク

トラム,抗 菌力はErythormycin, Josamycinな どの既存

の薬剤 と同様であるが,吸 収,半 減期の点において優れ

た特性 を示す。今回我 々が検討 した23例の うち,慢 性炎

症例の有効率50%(4/8)に 対 して急性 炎症例の有効率は

93%(14/15)と 高 く,細 菌学的効果においてもグラム陽

性菌の単独感染の消失率 は90%(9/10)で あった。副作用

は全例 において認め られなか った。以上のことより,本

剤はS.aureus, S.pyogenes, S.pneumoniae,が 起炎菌とな

りやすい耳鼻咽喉科領域 の急性炎症 に対 して,有 用性の

高い薬剤であると考え られた。
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We clinically studied RU 28965, a new macrolide antibiotic, and obtained the following results.

1. RU 28965 was administered to 23 patients at a daily dose of 300 mg. The clinical results were excellent in 7, good

in 11, fair in 2 and poor in 3, and the efficacy rate was 78.3%. However, RU 28965 achieved a high efficacy rate of 93.3

% in acute inflammation.

2. Bacteriological response: 22 strains were isolated as causative organisms; 13 of these were eradicated and 3 re-

placed, and the eradication rate was 88.9%.

From these results, we consider RU 28965 useful for the treatment of otorhinolaryngological infections.


