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言1.緒

Erythromycin(EM),Oleandomycin(OL)等 は生

体 に投与 した場 合,肝 胆道 系か らの排泄が他の抗生物質

に較べ て 著 しい事は 以 前か ら知 られていた1・2)｡同様に

これ らと近 似 した 抗 菌 スペ ク トルを 示 すNovobiocin

(NB)に ついて も胆汁中排泄は比較的優れてい る事が報

告 され ている3)o

著者等は先 にEM,OLに ついて静脈内投与 した場合

の吸収 並に排泄態 度を比較検討 したが,NBに ついて も

同様 の研索 を行 ない,且 つ動物臓器に よる不活性化の度

合を前2者 と比較 した｡更 に これ らと胆汁内排泄 態度を

異 にす るCh1oramphenico1(CP)4・5)に 就 きその臓 器に

よる影響を検討 し,又 その誘 導 体であ るChloramphe・

nicolmonosuccinate(CPS)の 吸収排泄態度及び臓 器内

で の活性 化の様相をCPと 比較 した｡

2.実 験 方 法

a)各 抗生物質の測定法:

i)CPl溶 血性連鎖球菌 を用い る鳥 居 の重 層法6)に

従い,生 物学的に行 なつた｡

ii)NB.NBは 体液中で蛋 白質 との結合度が極めて

高 く鏑,生 物学的活性を失 うために これをそのまま測定

した場合は阻止帯の長 さが非常に短か くなる｡こ れ につ

いては既に2,3の

抽 出法が考案 され

てい るが,著 者等

は錯酸 エチルを用

い る抽出法7)に 多

少の変更を加えて

次の如 く抽 出を行

なつた｡即 ち採取

した 血 清1ccを

pH7.0の 燐酸緩

衝液 で2倍 に稀釈

し,こ れ に2倍 量

の錯酸 エチルを加

えて振邊(2分 間)

物 ノ〃o励 りo伽Ethylacetate

4

4

後錯 酸エチルの層か ら1ccを 採つて 約50｡Cに 加温 し

つつ真空ポ ンプで吸引乾固せ しめ残渣を再びpH7.0の

燐酸緩 衝液1ccに 溶 解 して上記 の重層法に よ り測定 し

た｡そ の結果,図1の 如 く緩衝液で作製 した標準系列 と,

,血 清標準系列 を本 法で抽 出 して得 られ た阻止帯 の長 さ

は略 々近似 した恒 となつた｡こ れ に反 し未抽 出の血清稀

釈 系列 をそのまま重 層 した場 合には阻止帯長は10mm

以上 も短 かい｡こ の ように上記 の方 法に よる と血 清蛋 白

に結合 したNBの か な りの部分 を回収す る事が できると

思われ る｡

b)家 兎におけ るNBの 血中濃度,胆 汁中尿中排泄

の測定:

前 日より絶食 させた成熟家兎を ラボナール静脈 内投与 、

に よ り麻酔 させ,開 腹 して総胆管 にポ リエチ レン管 を挿

入 し,又 膀胱 にネラ トンカテーテルを留置 してNB100

mg/kgを 静注後10～30分 間隔 で耳 静脈か ら採血 し,同

時 に尿 及び胆汁を採取 した｡採 取 した血漿 は上述の如 く

錯 酸エチルで抽出 し,胆 汁はそれ 自体 の影響を防 ぐため

燐 酸緩衝液で20倍 に,尿 は5倍 に稀釈 して測定 した｡

c)各 臓器組 織並びに血 清の及ぼす影響の測定:

放血 致死せ しめた家兎の肺,肝,腎 及び大腿部骨格筋

を別出 して これに2倍 量の生理食塩 水及び2倍 量の125

mcg小ccの 各抗生物質を含むpHzoの 燐 酸緩衝 液を加

え,0℃ に冷却 し乍 ら充分磨砕 して均質のホモ ジネー ト

と し,37｡Cec.・一一定時間incubateし て直 ちに冷却 し乍 ら

遠心 して上清を分離 し,NBとCP,CPSは 上述の如 き

錯 酸エチルに よる抽出を行 ない,EM,OLは 上清をその

まま測定に供 した｡即 ち濃度は各抗生物質共50mcg/cc

で図 表には これを100%と して示 した｡猶CPS及 び

CPに 及ぼす血 清の影響 を調べ るため,poo1し た犬血清

を0℃ に冷却 し乍 らこれにCPS,CPの 各 々を500mcg/

cc,100mcg/ccの2段 階 となるよ うに試験管 内で溶解

し,37℃ にincuba頓 し乍 ら時間 を追つ て各サ ンプルの

一部 を取 出 し
,酵 素活性 を止 めるため に上記 の錯 酸エチ

ル抽 出を行 な全てか ら測定 した｡

d)CP,CPSの 臓器内濃 度の測定:
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150～2009の 成熟 ラ ッテにCPSの 水溶液或いはCP

の50%Propyleneglycol溶 液を各100mg/kgの 割に

静 注 して2時 間後放血致死 させ,直 ちに各臓器 を易ll出し

て これに4倍 量の燐酸緩衝液を加えてhomogenizeし こ

れ を錯酸 エチルで抽出 して臓器の酵素作用を除 き測定に

供 した｡

e)CPS静 注後 の人の血漿中濃度の測定:

4人 の健康な成年男子にCPequivalentと して1.09

及 び0.659のCPSを 静注 し以後30分 ～1時 間間隔

で静脈血並 びに尿を採取 し血漿 は前述 の錯酸エチルに よ

る抽 出を行 ない,尿 は燐 酸緩衝液 で10倍 に希釈 して測

定 した｡

3.実 験成績並びに考案

Novobiocin:

a)NB静 注後の家兎血漿 胆汁尿中における消長:図

2の 如 く,NB100mg/kg静 注後,血 漿 中濃度 は最初 の

15分 間は80mcg/cc程 度の高値を示 すが,以 後急速に

下降 して1時 間後40mcg/cc,2時 間後10mcg/cc程 度

となる｡然 し3時 間後で も猶6mcg/cc程 度 を証明 しう

る｡尿 中排泄は3時 間迄の累積量においても投与量 の僅

か1%足 らずであ るが,こ れに反 し胆汁 中には3時 間迄

に24mg,即 ち投与量の12%が 排泄 されてお り,EM,OL

等NB類 似の抗生物質 と似た傾向を示す｡

b)NBに 対す る諸 臓 器 の不活性化作用:図3り よ

うにNB,EM,OLは いずれ も肝 を除い て各組織で不活

性化 され るが3者 共 多少 の差は あるがその傾向は大体同

じとみて差支えない｡

NBの 胆汁内排泄態度については 先にTAYLOR3)等 の

犬に於け る実験 があ り,こ れ と類似 した抗菌作用を もつ

FM,OL等 と同様 に胆汁内排泄能率 のよい事が知 られて

いる｡著 者等の成 績に於 て も前述 の如 く家兎 に100mgl

kgを 静注 した場合3時 間後の尿中回収が僅 か1%足 ら
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ず であるのに反 して胆汁中には12%余 りが排 泄 され て

お り,こ の値は犬 におけ るEMOLの 場 合5>に近 い値 を

示 してい る｡然 し乍 らNBは 体液中で体液蛋 白 との結 合

度が極めて高 く真下等7)に よる と90%近 くが血清蛋白

と結合 して存在す ると言 う｡こ の血清蛋 白に対す る親和

性の大 きい事 がNBに 比較的 高率 であると言われ る副作

用の発現に無関係ではない事 は容 易に首肯 され よう10)｡

この蛋 白に結 合 したNBは 生物学的に不活性であ り,本

実験 の如 く生物学的 に該物質 を測定す る場合の不確実 さ

を防 ぐため著者等は錯酸エチルに よる抽 出法の変法によ

り抽 出測定を行 ない,血 清蛋 白 と結 合 しているNBの か

な りの部分を回収 し得た｡

EM系 抗生物質の うち,EM,OL,LM等 は尿中には

大凡10%内 外が活性の形 で排潅 されてい るが 然 しNB・

めそれは極めて低い｡TAYLOR等3)も24時 間迄の尿中

回収は僅か0.86%に す ぎぬ が糞便中へ の排泄はかな り

多い と言 う｡こ れ らの事実はNBが 肝胆道系 よ り腸 管内

に排泄 される量 の多 い事 を裏書 きす るものであ る｡

Chloramphenieol並 びにそのmonosuccinateester:

a)CPに 対す る諸臓器並 に血清 の不活性化作用:図.

4に 示 した よ うにCPは 各臓器に於て不活性化が行なわ

れ,特 に肝 では著明で60分 後には既に生物学的に測定

不能であつた｡猶 血清の場合には図5の よ うにincubate

の時間 と共に阻 止帯 は短縮 し不活性化が行なわれ るよう

であ る｡

b)CPSに 対す る諸臓器並に血清の渚性化作用 図

6の 如 く骨格筋 と肺 では時間 と共に抗菌力は増大す る｡

しか し腎では一旦上昇 した抗菌力は1時 間後再び下降 し

始め る｡こ の傾 向は肝 で最 も著明であ り,恐 らくこれ ら

は肝 及び腎ではCPSの 加水 分解 と共 に遊離 したCPが

再び不活性化(分 解)さ れ るためであろ う｡血 清の場合

も図5の ようにincubateの 時間 と共に阻止帯は次第に.

延長する｡即 ちCPSは 血清 によ り水解を うけ ると考え

られる｡

c)CPS静 注後 の人の血漿中,尿 中におけ る 消 長:

静注後30分 で血漿中濃度は10mcg/cc程 度に上 昇 し以.
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後速やかに下降す るが6時 間後 も3mcg/cc前 後の値を

示す｡猶 尿中排泄は6時 間迄を累積す るとCPequivalent

と して投与量 の6～10%が 排泄 されてい る(図7)｡

d)CPSとCPの ラッテ 臓 器 内 分 布:表1の 如 く

CPSは いず れの臓器 に於 て もCPに 較べ 高濃度 に証 明さ

れた｡各 臓器別ではCPSは 腎,肝;肺,脾,骨 格筋,血

漿,腸 の順であ り,CPは 逆に肺,腎,肝,心,血 漿,

腸の順 となつてい る｡

TablelCPI.V.2時 間後の ラッテ臓器内濃度

(100mg/kgI.V.)単 位:mc9/9

,CP-CP
ISuccinate
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CPはPenicillin,Tetracycline等 と共にEM系 抗生

物 質に較べて胆汁内排 泄の極めて少ない抗 生剤 の1つ で

あ るが1・4・5),動物 臓 器に よる不 活性化 の度合 もこれ ら

EM系 投生剤 とは明 らかに異 なつた傾向を示す｡即 ちむP

に於ては肝 での不活性 化が極 めて著 じる しく又 腎でのそ

れ も著明であ る｡こ の事実はCPの 尿中 回収率 の劣つ て

い る点 よ りみ てCPの 体 内での分解が高度 であ る事 を示

す もの と思われ る｡即 ちGLAZKO")に よる とCP分 解産

物 の尿 中排 泄量 は24時 間 で75%程 度であ るが活性型

のCP排 泄量 は6%に す ぎない と言 う｡

CPのmonosuccinate誘 導体は その儘 では抗菌作用は

全 くないが然 しこれ を生体 に投与 した場合には臓器エ ス

テラーゼの作用 によ り加 水 分 解 され て遊 離 のCPを 生

し9),これが抗菌 力を示す と言 う｡此 のCPSの 臓器に よ

る活性化 の程度 は勿論各臓器 によ りことな るが然 し生体

内 の殆 ん どあ らゆる部分 にこの作 用が ある事 は丸山等9)

の示す処 であ り就中肝,腎 等に於て著明であ るが同時に

これ ら臓器に於 ては産生 した遊離 のCPを 不活性 化す る

傾 向が強 く一旦生成 した遊離 のCPも 時間の経過 と共に
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分解 されて抗菌力を失 う｡殊 に肝 では この作用が強 く2

時間後には抗菌力を示 さない｡こ れに反 して肺や骨格筋

では時間 と共に遊離のCPが 増 加す るがCP不 活化 の度

合は著 しくはないので長時 間高い抗菌性 を示す｡血 清 も

CPSを 水解 して 抗 菌 力を発 揮せ しめるけれ どもその程

度は低い｡

人にCPSを 静脈内或 いは筋肉内投 与 した場合11・12)そ

の血漿 中濃度は高 くしか も長時間持続す る｡又 尿中へ の

生物学的 活性 の物質 の排泄がCPに 較べ多 い事9)はCPS

のCPに 勝つ ている事 を示す1つ の 目安 となる｡又 臓器

内移行 度 もCPSはCPに 較べ て高 くラ ッテに依 る本実

験 に於 ては投与2時 間後に心 を除い ては何れ も3～10倍

程度 の高濃度 を示 している｡こ の分 布は肝,腎,肺 等に

多いが然 し脳,脊 髄液等 への移行は不充分であ り,ROSS

等12)に従 えば正常児童 の血清一脊髄液分布比は46%で

あ り炎症 の場合 にも予期に反 し略 同程度 か或 いはむ しろ

やや低 い位 であつた と言 う｡

CPは 非経 口的に投与 した場合には経 口投与時 よ りも

能率 の悪 い事が 知 られてお り4),.経ロ投与 不 能 の場合に

は止 むな く筋注 等の非経 ロ投与 に依 つて来 た｡此 の場合

CPSは 静注,筋 注 等の投 与 法 によ りす ぐれた能率を示

す9・ll)ので経 口投 与の不利な場合にはCPに とつ て代 る

重要 な抗生剤 となろ う｡

これを要す るにEM,OL,NB等 は生体内に於け る影

響がCP或 いはCPSに 較べれば少い事がわか る｡
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結 語

肝胆道系か らの排泄の良好 なEM系 抗生物質,特 にNB

を とりあげてその吸収 排泄 と臓器内での態度 を検討 し,

又胆汁中排泄の少ないCP及 びそ の誘 導 体 であ るCPS

の臓器に於け る態度の差を比 較検討 し,併 せ て後者 の吸

.収排泄 の様相を研索 した｡

本稿の要 冒は 日本化学療法学会東 日本支部総会に於 て

.発表 した｡

稿を終 えるにのぞみ,御 指導 並びに御校閲を給 わつた

恩 師 鳥居教授に深謝す る｡
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