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Piromidic acid (PA)は わが国で開発,合 成 された

pyridopyrimidine環 を有す る新化学療法剤で ある。 抗

菌spectrumはNalidixic acid (NA)に 類似 してお

り,主 としてgram陰 性桿 菌によい感受性 を示すが,

INAと 比較すれ ばブ ドウ球菌に も有効 である点でNAと

は多少異な る。

本剤は経口投与 によ り消化管か ら吸収 され,尿 中お よ

び胆汁中に高濃度 に移行す るために,尿 路感染症,胆 道

感 染症に対 して臨床成果の期待で きる薬剤 である。 しか

し,本 剤の腎に及ぼす影響についてはいまだ報告 をみな

い。今 回,わ れわれは ラッ トおよび家兎を用い てPAの

腎機能,腎 組織 に及ぼす影響について検討 したので,以

下,そ の成 績を報告す る。

1.　実験材料および実験方法

実験動物 に体重150g前 後のwistar系 ラ ッ トお よび

体 重2kg前 後の家兎を使用 した。

動物 を4群 にわけ,ラ ッ トは各群5匹,家 兎は各群3

羽 とし,対 照群には蒸留水,実 験群 にはPA200,400,

800mg/kgを21日 間連続経 口投与 した。投 与期 間中は

実験 動物を恒温室 で1cage1匹(羽)ず つ分離 飼育 し,

ラッ トは毎 日尿蛋 白,尿 滲透圧,兎 では毎 日尿蛋 白につ

いて検 査 した.ま た,21日 間投与後には血 清尿素 窒素

(BUN),血 清creatinineを 測定 す るとともに,腎 組

織所見をH-E染 色に よる光顕像 な らびにtetmacycline

の発螢光能を応用 した螢光染色法 によ り検討 した。

2.　 実 験 成 績

1)　 尿蛋 白

PA連 続投与 中お よび21日 間投与後の尿蛋白につい

ての成 績は表1,2に 示 した とお りで,ラ ッ トお よび家

兎の各群において尿蛋 白はすべて陰性であつた。

2)　 尿滲透 圧

表1に み られ る とお り,ラッ ト各投与群 ともに対照群

に比 して軽 度の尿滲透圧 の低下を認めた。 この傾向は投

与量が 増加するに つれてや や増強す るが,8001ng/kg

投与群で もその値 は2,200～2,400mOsm/kg・H2O程

度であつた。200,400mg/kg投 与群 の尿滲透圧は正常

表1　 Piromidic acidの 腎 に及 ぼす 影 響(ラ ッ ト:21日 間 経 口投 与)

表2　 Piromidi cacidの 腎 に 及 ぼす 影 響(家 兎:21日 間 経 口投 与)
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範 囲内での変動を示す ことが多かつ た。

3)　 血清尿素窒素

21日 間投 与後 のラ ッ トお よ び 家 兎 各 群 に つ い て の

BUN値 は表1,2に 示す とお りで あ り,ラ ッ トでは

200,400mg/kg投 与群 と もに 対照群 に く らべ て 明 ら

かな差 異はみ られず,800mg/kg投 与群で 軽度 の上 昇

が認め られ たにす ぎなかつた。 また,家 兎では各群 とも

にBUN値 の上 昇はほとん ど認め られなかつた。

4)　 血清creatinine

21日 間投与後の ラッ トお よび家兎 各群 の血清cmeat-

nine値 は表1,2の とお り,い ずれの 投与群におい て

も血清creatinine値 の上昇 は認 め られ なかつた。

5)　 腎組織所見

21日 間投与後の腎組織所見 は表1,2に み られ るとお

り,ラ ッ ト,家 兎 ともに200,400mg/kg投 与群ではほ

ぼ正常であつたが,800mg/kg投 与群では 軽度なが ら

一部尿細管上皮 の浮腫が認 められた。

3.　 考案な らびに結語

ラッ トにおけ るPiromidicacidの 臓 器内濃度 は腎お

よび肝 において高 く,ま た,尿 中排泄 もきわ めて良好で

あ り,Naridixic acidに 類似 した吸収,排 泄動態を示

す と報告 されてい る。

腎 ・尿路系に高濃度に移 行する薬剤 を使用す る際に と

くに留意すべ きはその薬剤 の腎へ の影響であ る。今回の

われわれの検討では ラッ トに対す る本剤の各投与群にお

い て尿滲透圧の軽 度 の低下が認め られ たが,200,400

mg/kg投 与群での尿滲透圧 ならびに血清尿素窒 素値 の

変動 はともにほぼ 正常 範 囲内 にあ り,尿 蛋白は 全例陰

性,血 清creatinine値 もすべ て正常値を示 した。家兎

では尿蛋 白はすべて陰性であ り,血 清尿素窒素値,血 清

creatinine値 も正常で上昇傾 向はまつた く認め られ なか

つ た。 腎組織所見では ラッ トお よび家兎 ともに800mg/

kg投 与 群に 一部尿細 管上皮 の軽度の浮腫を認めたが,

他には著変はみ られなかつた。

Gram陰 性桿菌用の経 口化学療法剤にはほかにNali-

dixic acidが あ るが,諸 報告に よるとNalidixic acid

に もほ とん ど腎毒性はない とされ てい る。

Piromidic acidを ラッ トおよび家兎におのおの200,

400,800mg/kg連 続21日 間経 口投与 した際 の腎機能な

らびに腎組 織に及ぼす影響についてのわれわれの検討成

績 か らは,本 剤 もNalidixic acidと 同様に常用量では

腎毒 性はない もの と考 える。
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 Piromidic acid is a new synthetic antibacterial agent which is considered to be applicable to urinary 

tract infections. 

In order to check nephrotoxicity of piromidic acid, the drug was orally administered to rats and 

rabbits at doses of 200, 400 and 800 mg/kg/day for 21 days, and then urine protein, urinary osmolality, 

blood urea nitrogen and serum creatinine were determined concomitantly with histological observation of 

kidney. 

No abnormality was detected except for slight change in the groups of 800 mg/kg/day. 

The results suggest that piromidic acid is applicable at usual therapeutic doses without fear of ne-

phrotoxicity.


