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眼 科 領 域 に お け るNM441の 臨 床 的 ・基 礎 的検 討

吉野 啓 ・河合 佳 江 ・藤原 隆明

杏林大学医学部眼科学教室*

プロドラッグ型の新規キノロン薬であるNM441を 瞼板腺炎2例,麦 粒腫,角 膜炎,結 膜炎,涙 嚢炎各

1例 の計6例 に投与 し,有 効性 と安全性について検討した。1回100ま たは200mgを1日2回 経口投与

し,投 与期間は3～14日 間であった。臨床効果は 「著効」4例,「 有効」2例 で,全 例 「有効」以上であ

り,副 作用を認めた症例はなかった。

また,本 剤200mgを 健常成人に空腹時単回投与 した時の涙液中濃度 を測定 した。涙液中のNM394(活

性本体)濃 度は投与後2時 間で最大値に達し,そ の平均値 は0.198μg/ml,涙 液/血 清比 は20%で あった。
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NM441は 日本新薬株式会社で合成され,明 治製菓株式会

社 と共同開発中のプロドラッグ型キノロン系合成抗菌薬であ

る。本剤は経口投与後に小腸上部より吸収され,体 内では

NM394と して抗菌活性を示す。NM394は グラム陽性菌およ

びグラム陰性菌に対して広範囲のスペクトルを有し,特 に

Pseudomonas aeruginosaに 対 し優れた抗菌力を発揮すると

されている9。

本剤の眼科領域感染症に対する臨床効果,細 菌学的効果,

安全性を評価するとともに健常成人での涙液中移行について

検討を行ったので,以 下にこれらの成績を報告する。

I. 対象および方法

1. 臨床的検討

対象症例は,平 成5年7月 から8月 までに当科外来を

受診した患者のうち,GCPに 基づき本試験の説明を行い

同意を得 られた6例 とした。投与 に先立ち,キ ノロン系

抗菌薬をはじめとする薬物アレルギー既往のないことを

問診にて確認 した。

疾患の内訳は,瞼 板腺炎2例,麦 粒腫,角 膜炎,結 膜

炎,涙 嚢炎各1例 であ り,年 齢 は33～71歳 で,全 症例 と

も女性であった。

投与は経口にて行い,NM394と して100mg×2/日 が

4例,200mg×2/日 が2例 であった。投与 日数 は3～

14日 間 とした。

臨床効果の判定 は,眼 痛,異 物感,羞 明,流 涙,疲 痒

感,眼 分泌物,充 血(発 赤),眼 瞼腫脹 などの臨床症状の

程度の推移 を指標 とし,眼 感染症研究会制定の判定基

準2)を参考 として次のように行 った。「著効」は3日 後観

察で主要自他覚症状の著 しい改善が認められ,7日 後以

内の観察ですべての症状が消失 した症例 とし,「有効」は

7日 後以内の観察で主要自他覚症状の改善が認められ,

14日 以内の投与で治癒 に至った症例 とした。「やや有効」

は7日 後以内の観察で主要自他覚症状の改善傾向が認め

られるものの,治 癒には至 らなかった症例 とし,「無効」

は主要 自他覚症状が改善 されなかった症例,ま たは悪化

した症例 とした。

細菌学的検査は,NM441の 投与前後に病巣 より適切

な検体 を採取 し,速 やかに集中測定機関である株式会社

三菱化学 ビーシーエル(MBC)に 送付 して菌の分離同定

を行い,最 小発育阻止濃度(MIC)を 日本化学療法学会標

準法に従い測定 した。

細菌学的効果の判定 は,起 炎菌 と推定される分離菌の

消長 より,「消失」,「減少 または部分消失」,「菌交代」,

「不変」の4段 階で行った。

2. 涙液中移行の検討

平成5年8月 に9名 の健常成人被験者にNM394と し

て200mgを 空腹時に単 回経 口投与 した。これ ら被験者

は,試 験 に先立ちGCPに 基づいて本試験の説明を行っ

て同意 を取得 し,事 前の健康診断で適切 とされた志願者

とした。また,キ ノロン系抗菌薬 をはじめとする薬物ア

レルギー既往のないことを問診にて確認した。被験者は

男性5名,女 性4名 で,年 齢は22～35歳(平 均26.6歳)

であった。投与後,経 時的に涙液および血液を採取し,

MBCに て高速液体 クロマ トグラフィー(HPLC)を 用い

NM394濃 度を測定 した。

II. 試 験 成 績

1. 臨床試験成績

NM441を 瞼板腺炎2例,麦 粒腫,角 膜炎,結 膜炎,涙

嚢炎各1例 に投与 した。Table 1に 症例の概要を示す。

瞼板腺炎は2例 で,い ずれ も眼瞼腫脹,眼 痛,異 物感,

充血を訴えた。症例1は 眼脂 よりAcinetobacter calco-

aceticusが 分離 された。本剤100mg×2/日 の3日 間投

与で症状の速やかな消失を認め,「著効」と判定した。症

例2も200mg×2/日 を5日 間投与後 にすべての症状が

消失し,「著効」 とした。

麦粒腫の症例(症 例3)は ぶどう膜炎にてステロイ ド剤

を点眼中であり,眼 痛,眼 瞼腫脹を主訴 として来院した。
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Table 1. Clinical results of NM441 treatment

GNF-GNR : glucose non-fermenting gram-negative rods

Table 2. Tear fluid and serum levels of NM394 after a single oral administration of 200mg of NM441

in fasting healthy volunteers

起炎菌としてglucose non-fermenting gram-negative

rods(GNF-GNR)が 検出され,本 剤100mg×2/日 を4

日間投与 したところ,す べての症状が速やかに消失 した

ため 「著効」 とした。

角膜炎の症例(症 例4)は 白内障術後にハー ドコンタク

トレンズを装用中で,異 物感を訴 え中等度の角膜浸潤を

認めた。本剤200mg×2/日 を8日 間投与後 にすべての

症状が消失 したため 「有効」 と判定 した。

結膜炎の症例(症 例5)は 眼脂 と充血 を訴え,眼 脂より

Streptococcus pneumoniaeが 分離された。本剤100mg×

2/日 を5日 間投与 した ところ,す べての症状が消失 した

ため 「著効」 とした。

涙嚢炎(症例6)は 糖尿病 を基礎疾患 とし,4ヵ 月前に

急性涙嚢炎にて涙嚢切開の行われた症例で,落 痛 と涙嚢

部硬結 を主訴 として来院 し,眼 脂 よりGNF-GNRが 検

出された。本剤100mg×2/日 の14日 間投与ですべての

症状が消失したため 「有効」とした。

以上,臨 床効果は 「著効」4例,「 有効」2例 で,全 例

「有効」以上であった。

細菌学 的 に はGNF-GNR2株,A.calcoaceticusと

S.pneumoniae各1株 が起炎菌 と推定 され,全 株が消失

した。

副作用の発現が認 められた症例はなかった。

Table 3. Pharmacokinetic parameters of NM394 after a single

oral administaration of 200mg of NM441 in fasting
healthy volunteers

mean±SD

2. 涙液中移行試験成績

NM394と して200mgを9名 の健常成人被験者 に空

腹時単回投与 し,涙 液中および血清中濃度 を測定 した。

投与後0.5,1,2,4,6,8,10時 間の各点における

NM394の 涙液および血清中濃度の平均値をTable 2に

示す。NM394は 投与後0.5時 間 より涙液および血清 中

に移行がみられ,投与後10時 間の時点で も存在が認 めら

れた。涙液中のNM394濃 度は投与後2時 間で最大値に

達 し,そ の平均値は0.198μg/ml,涙 液/血 清比(涙 血比)

は20%で あった。また,涙 血比は投与後6時 間で最大 と

なり,30%に 達 した。

薬物速度論的パラメータをTable 3に 示す。 また,涙

液に対 してone compartment modelを,血 清に対 して

two compartment modelを 適用 し,モ デル解析を行 っ

た結果 と各時間における平均値のプロットをFig.1に
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Fig. 1. Tear fluid and serum levels of NM394 after a single oral administration of
200mg of NM441 in fasting healthy volunteers

示 した。

III. 考 察

NM441は,グ ラム陽性菌およびグラム陰性菌に対 し

て広範囲の抗菌スペク トルを有するプロドラッグ型のキ

ノロン系合成抗菌薬である。今回,瞼 板腺炎2例,麦 粒

腫,角 膜炎,結 膜炎,涙 嚢炎各1例 の計6例 について臨

床的検討を行ったが,「著効」4例,「 有効」2例 という

優れた成績であった。副作用の発現の認められた症例 は

なかった。

角膜炎,角 膜潰瘍の治療を考えた場合,角 膜が無血管

組織であることより薬剤の涙液中移行性が問題 となる。

NM394涙 液中濃度の最大値 は0.198μg/ml,涙 血比の最

大値は30%で あ り,最 近のキノロン薬の中ではtosuflo-

xacinに 類 似 した 移 行 性 を 示 し た3)。 全 国 集 計1)に よ る

と本 剤 の 角膜 炎,角 膜 潰 瘍 に対 す る有 効 率 は,そ れ ぞれ

15/16(93.8%),8/8と い う優 れ た 成 績 で あ った 。

以 上 よ り本 剤 は,眼 科 領 域 感 染 症 に対 し有 用 性 の 高 い

薬 剤 で あ る と考 え られ た 。
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Clinical efficacy of NM441 in external eye diseases and its penetration into human tear

Kei Yoshino, Yoshie Kawai and Takaaki Fujiwara
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6-20-2 Shinkawa, Mitaka 181, Japan

NM441, a new quinolone derivative for oral use, was administered to 6 patients with eye infections. The

following cases were studied : 2 of meibomitis, 1 of hordeolum, keratitis, conjunctivitis and dacryocystitis

respectively. The clinical efficacy was excellent in 4 and good in 2. No side effects were observed.

After a single oral administration of 200mg of NM441 in fasting healthy volunteers, NM394 levels in

both serum and tear fluid were determined. The peak levels in tear fluid were achieved at 2h after

administration, and the mean peak level was 0.198ƒÊg/ml, which corresponded to 20% of the mean serum

level at the time.


