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皮膚科領域 におけるRU 28965の 臨床的研究

八丁目直寛 ・田上八朗

東北大学医学部皮膚科学教室

新マ クロライ ド系抗生物質RU 28965に ついて臨床的検討 を行い,以 下の成績 を得た。

23症例 に対す る臨床成績は治癒7例,著 しく改 善7例,か な り改 善5例,や や改普1例,不 変1例,

増悪2例 で,か な り改普以上 の改善率 は82.6%(19/23例)で あった。疾患群別にみ ると第I群(毛 嚢炎

5例):100%,第II群(〓5例,〓 腫症1例):83.3%,第III群(伝 染性膿痂疹1例,膿 痂 疹性 湿疹1

例);100%,第IV群(蜂 窩織 炎2例,丹 毒1例,化 膿性爪囲炎1例);100%,第V群(感 染性粉瘤4例,

集簇性座瘡1例):60%,鱗VI群(術 後二次感染1例):0%の 成績 であった。細菌学的効果 を判定 し得

た症 例 は10例 で,S.aureusを 分離 した症例 の菌 消失率 は83.3%(5/6),Staphylococus sp.で は100%

(3/3)で あ った。

副作用 は認め られず,臨 床検査値異常 も23例中1例 にのみGOT,GPTの 軽度上昇 を認 めた。

RU 28965は,フ ラ ンス,ル セ ル ・ユ クラフ社におい

て開発 された新 しいマ クロライ ド系抗生物質であ り,エ

リスロマ イシンAの9位 のケ トンを2-Methoxy-ethoxy-

methyloximeで 置換 した半合成マ クロライ ド系抗生物質

であ る(Fig.1)。 本剤は胃酸抵抗性 に優れる と同時 に吸

収が良好で,血 中濃度の ピー クは従来のマ クロライ ド系

抗生物質の5～6倍 であ る。 また,血 中濃度半 減期が約7

時間 と長 く,体 内で代謝 を受ける割合が少ないとい う特

徴 を有する。今 回,本 剤について皮膚科領域 におけ る各

種感染症に対 して臨床的効果を検討する機 会を得たので,

その成績 を報告す る。

I.　投与対象及び方法

1.　投与対象

昭和61年4月 か ら10月 までに東北大学皮膚科 を受診 し

た患者23例 に本剤 を経口投与 した。

対象疾患 は第I群(毛 嚢 炎5例),第II群(痛5例,痛

腫症1例),第III群(伝 染性膿痂疹1例,膿 痂疹性 湿疹1

例),第IV群(蜂 窩織 炎2例,丹 毒1例,化 膿性爪囲炎1

例),第V群(感 染性粉瘤4例,集 簇性座瘡1例),第VI

群(術 後二次感染1例)で,年 齢は18～68歳 。男性17例,

女性6例 。重症度は重症5例,中 等症17例,軽 症1例 で

あった(Table 1)。

2.　投与方法

1日 量300mg2×1で 投与(症 例19の み200mg2×1),

投与期間 は3～19日,総 投与量は0.9～5.7gで あった。

臨床効果の判定 は投薬終了時の改善度 をもとに最終全

般改善度 を,1:治 癒,2:著 しく改善,3:か な り改善,

4:や や改善,5:不 変,6:増 悪,7:著 しく増悪 の7段

階で評価 した。投与前後で一般 臨床検査,ま た一部 にお

いて細菌学 的検査の比較を行 った(Table 1)。

II.　治 療 成 績

全症 例 の 臨床 効 果,分 離 菌,MIC値 などの詳細 を

Table 1に,疾 患別 臨床効果 をTable 2に示 した。23症

例 に対す る臨床成績 は治癒7例,著 しく改善7例,か な

り改善5例,や や改善1例,不 変1例,増 悪2例 で,か

な り改善以上の改善率 は82.6%(19/23例)で あった。疾

患群 別にみる と第I群(毛 嚢 炎5例):100%,第II群(〓

5例,〓 腫症1例):83.3%,第III群(伝 染性膿痂疹1例,

膿痂 疹性湿 疹1例):100%,第IV群(蜂 窩織炎2例,丹

毒1例,化 膿性 爪囲炎1例):100%,第V群(感 染性粉

瘤4例,集 族性座 瘡1例):60%,第VI群(術 後二次感染

1例):0%で あった。細菌学的効果 を判定 し得た症例は

10例 で あった。S.aureusを 分離 した症例 は6例 で,こ

の うち薬剤投与 後5例 は消 失 した。Staphylococcus sp.は

Fig. 1 Chemical structure of RU 28965
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Table 2 Final global assessment of RU 28965

3例 でいずれ も消失 した。

副作用はいずれにも認め られなか った。臨床検査上 も

23例 中1例 にのみGOT,GPTの 軽度上昇を認めた。

III.考 察

RU 28965はErythromycinと 同様の抗菌スペク トルを

示 し,in vitro抗菌力 も概ねErythromycinに 等 しく,グ

ラム陽性菌,嫌 気性菌,Mycoplasma,Legionella,Chlam-

ydiaな どに良好 な感受性 を示 している。 さらに胃酸に安

定 なこと,吸 収 に優れるこ と,ま た良好 な組織移行性 を

示す こ となどか ら,in vivo抗 菌 力 は従来 のマ クロライ

ド系抗生剤 に比 し2～50倍優 れてい る1)。

今回23例 の各種皮膚科領域感染症に本剤 を投与 した と

ころ,82.6%(か な り改善以上)と いう高い改善率が得ら

れた。疾患群別で は第V群,第VI群 では他の群に比 しや

や改善率 が悪か った。細菌学的に も病巣より分離 し得た

S.aureus 5/6例,Staphylococcus sp.3/3例で菌の消失をみ

た。副作 用 も23例 中1例 のみ にGOT,GPTの 軽度上昇

を認 めた。

以上 よ り,RU 28965は 皮膚科領域 における各種感染

症に有用で しか も安全性 の高 い経口抗生剤であると考え

られた。
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RU 28965 IN THE DERMATOLOGICAL FIELD

NAOHIRO HATCHOME and HACHIRO TAGAMI
Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Tohoku University,

We clinically investigated RU 28965, a new macrolide in dermatological infections. The results were: completely cured
7 cases, markedly effective 7, fairly effective 5, slightly effective 1, unchanged 1 and aggravated 2. The overall improve-

ment rate for fairly effective or better cases was 82.6% (19/23). Classified by disease group, the efficacy rate was 100%
in Group I (5 cases of folliculitis), 83.3% in Group II (furuncle 5 and furunculosis 1), 100% in Group III (infectious im-

petigo 1 and eczema impetiginosum 1), 100% in Group IV ( phlegmon 2, erysipelas 1 and purulent paronychia 1), 60% in
Group V (infectious atheroma 4 and acne conglobata 1), and 0% in Group VI(postoperative secondary infection 1).

The bacteriological effect could be evaluated in only 8 cases. The eradication rate for the cases where S. aureus was
isolated was 83.3% (5/ 6)and for those where Staphylococcus sp. was isolated, 100% (3/ 3).

No side- effects were observed, but in one case mild elevation of GOT, GPT was noted as an abnormal clinical labora-

tory test.


