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1. ま え が き

コ レラの治療 において,抗 生剤の経 口投与 に もまして

注 射 に より,便 中 ビブ リオの消失が速や かで,輸 液量を

節約 し うるこ とが知 られ てい る。 コ レラ菌粗毒素 を用 い

ると,動 物腸管 内に腸液貯溜を惹起 させ る ことがで き,

採取可能 とな るので1,2),こ の方法を用 い て 以 下 の 実験

を行 ない,上 記の事実の裏付けを えよ うと企 てたOま た

腸壁 を通 じて多 くの物質の吸収 と分泌が絶 えず行 なわれ

て いる ことは周知 の ことであ るが,抗 生剤 にか ん して吸

収の面か らは経 口投与後 の体 内分布が しらべ られ てい る

が腸液中への血管側か らの移行 とい う点か らは従来 あ ま

り知見がない よ うであ り,そ の 動 態 を知 る 目的 もあつ

て,種 々の化学療法剤,主 として抗 生剤につ いて静脈注

射 または筋肉注 射を行なつ てのちの腸液中濃度 の推 移を

な るべ く経時的に観察 した のでその成 績を報告 する。

II. 実 験 方 法

1. 犬 を用いる実験

犬 の空腸を用 い,図1の とお りThiry - Vellaの 腸痩

といわれ る腸管 の一 部を腸壁に縫 いつ けた ものを作 製 し

て おき,1週 間以上経過 して回復 後 再 び 犬 を 麻 酔 し,

CARPENTER博 士 か ら譲 渡 を うけ た=レ ラ菌 粗 毒 素

(CRAIGの 毒 素,Wyeth社 製)2gを20mlの 蒸 溜水

に 溶解 して口側孔か ら注入 し,バ ル ンカテーテルで孔 を

閉 じた。約1時 間後か ら少量の腸液 の採取が 可能 とな る

の で,こ の時点で抗生剤 の注射を行な い,肛 側 カテーテ

ル か ら1時 間間隔で採取 した。 なお腸液採取時股 静脈 か

ら採血を行な い,血 中濃度 の測定 も同時に行なつた0注

射後6時 間 まで観察を行なつ た。

2. 家兎を用いる実験

家 兎を1昼 夜絶食 させた のち,麻 酔開腹 し,腸 管 の連

続的結 紮を図2の よ うに行 なつ た。その もつ とも下部 の

結紮 は虫垂附着部か ら約30cm上 方の回 腸 か ら始 め,

上方へ 約10cm長 の4な い し5個 のルー プを作製 した。

各 ループヘ コレラ菌粗毒素50mgを 蒸 溜 水0.5 mlに

溶解 した ものを注入 し,注 入部を結紮 に よ り反応部分か

ら除外 した。2な い し4時 間後腸液分 泌が開始す るか ら,

このころを見 計 らつて抗生剤 の静注 または筋注を行なつ

たOそ の後経時的 に心臓穿刺に よ り採血 し,2～3時 間

後血中濃度が最高 値を過 ぎた と思われ る時刻に動物を空

気栓塞に て屠殺 して開腹 し,各 ル ープか ら別 々にそ の内

容を採取 したO対 照 と して生理食塩水 だけを注入 したル

ープは萎縮 して内容採取が不能で あつ た た め,5 mlの

生理 食塩水を改め て注 入 して洗瀞 した液を採 取 して検体

と した。

そ の後家兎腸管結紮手術 時に,各 ル ープ毎 に ビニ ール

の誘 導管をつけ,腹 壁外へ 出 して創を閉 じる と,経 時的

にル ープ中に貯溜 して くる腸 液の採取が可能 である こと

がわ かつ たので,専 らこの方法を用い,血 中濃度 の推移

と平行 した腸 液中濃度 の推移を 知 りえた。

3. 濃 度測定法

すべ て生 物学的測定法に よつ た。大部分 の抗生 剤では

黄色 ブ ドウ球菌209 Pを 用 い る重 層法に よ り施行 し,

PL,NAで はペ プ トン寒天 ・大腸菌055を 用い る重 層法

を用 いた。標 準曲線はすぺ て各抗 生剤の燐酸緩衝液希釈

溶液を用 いて作製 したO腸 液 はす べて2～3倍 に希釈 し,

血清 も同様 に処理 したOFig. 1 Schema of thiry- vella, fistula in dog

Fig. 2 Schema. of de test in rabbit
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4. 抗 生 剤

標 準曲線 の作製 にはす べて予研 また は各製 薬会社提 供

の標準品を用 いた○動物注射用には市販 品を所定の濃度

に希釈 して用 いた場 合 もあつた。

5. 比率算定 ・他因子 との相関の検討

経時的に測定 した腸 液濃度 と血 中濃 度の ピーク値を と

り,そ の比率を算 出 した◎ また従来 か らの型の よ うに測

定 されたセ 冒フ ァン嚢透 析法に よる血 清蛋 白結合率,赤

血球吸着率お よび分 子量な どとの相関関 係を検討 した。

III. 実 験 成 績

1. 犬 を用い る実 験

図3はCP 19を 静注 した さい の成績 で,縦 の柱はそ

の時点で採取 しえた腸 液の量を示すQ図 の よ うに腸液 中

濃 度は常に血 中濃 度を上廻つた経過を示 した。図4は 別

の犬を用い て同様 の実験を行なつた ときの成績で,こ の

例では腸液 中濃 度は血 中濃 度 を 下 廻 り,そ の各数値 は

No.1犬 の もの とやや相違 した。

これに反 し,図5,6に み られ るとお り,TC 500 mg

を 静注 した さいに は,腸 液中濃度は上昇せず,血 中濃度

よ り著 し く低 い経過 を 辿 つ た。 図7はEM 100 mgを

静注 した ときの成績 で,腸 液への移行が著 しく良好であ

Fig.3 Serum and intestinal juice Level in 
jejunat fistula of dog

Chloramphenicol 1g iv. Dog No.1

Fig.5 Serum and intestinajuice level in 
jejuna fistula of dog

Tetracycline 500mg i.v. Dog No.1

Fig.7 Serum and intestinal juice level 
in jejunat fisfala..of dog

Eryihromycin 100mg i.v.

Fig.4 Serum and infesfinal juice level
in jejunal fistula of dog
Chloramphenicol li iv. Dog No.2

Fig.6 Serum and iniesfinal juice level 
in jejuna fistula of dog

Tetracycline 500mg i.v. Dog NO.2

Fig.8 Serum and intestinal juice level
in jejunal fistula of dog

Cephalothin 1.0g i.v. Dog No 1

Table 1. Ratio of juice level to serum level in 
experiments of dogs
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Table 2. Serum and intestinal juice level in DE test using cholera toxin 
Chloramphenicol 200 mg/kg i. v.

Interval between toxin and CP administration : 1-6 hrs. 2-3. 5 hrs.

Table 3. Serum and intestinal juice level in DE test using cholera toxin
Rifampicin 10 mg/kg i. m.

Interval between toxin and rifampicin injection : 4 hrs
*Saline loop

Table 4. Serum and intestinal juice level in DE test using cholera toxin 
Josamycin 18 mg/kg i. V.

Interval between toxin and JM administration : 3hrs
*Saline loop. washed with 7.5ml of dist. water

Table 5. Serum and intestinal juice level in DE test using cholera toxin
Cloxacillin 16 mg/kg i. m.

Interval between toxin and cloxacillin injection : 3. 5 hrs
*Saline loop

Table 6. Serum and intestinal juice level in DE test using cholera toxin
Cephalothin 100 mg/kg i. v.

Interval between toxin and CET administration : 4 hrs
*Saline loop, washed with 7.5ml of dist. water
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る ことをみ とめた。 図8はCET 19を 静注 した さいの

ものでTCと 類似 したパ ター・…-pソを 示 した。 ピー ク値に

つ いて腸 液中濃度 の血 中濃 度に対す る比率 を 算 出 す る

と,表1の とお りで,EM>℃P>TC>CETの 順序 とな

つ た。

2. 家兎 を用いる実験

CP200mg / kgを 静注 し,表2の よ うな 各時点 で採血

を行 ない,最 後の2.5時 間の時点で屠殺 し腸液 中濃度を

各ル ープ毎 に測定 した値を示す。Proximalに は 最 口側

のル ープか ら口側の腸 管に貯溜 した液につ いての成績 を

示す もの とす る。Rifampicin10mg / kgを 筋 注 した さ

Fig. 9  Intestinal juice level
of ampicillin

Rabbit :180 mg/kg 1. m . .

Fis. 12  Intestinal juice level 
of nalidixic acid

Rabbit :100 mg/kg 1 . m . 

Fig. 15  Intestinal juice level 
of sulfobenzylpenicillin

Rabbit 180 mg / kg i. m. 

Fig. 10  Intestinal juice level of 
kananiydin

Rabbit. 50 mg/kg i.m,

Fi3. 13  Intestinal juice Level 
of polymyxin B
Rabbi : 10 "mg / kg i . m. 

Fig. 16  Intestinal juice level 
of trime thoprim

Rabbit : 100 mg/kg i.m.

Fig.11 Iniesiinal juice level 
of lincomyoin

Rabbit : 66 mg / kg i.v

fig. 14  Intestinal juice level of 
carbenicillin

Rabbit: 190 mg/kg i. m.

Fis.17 Intestinal juice level of 
furatazine 
Rabbii: 30 ,g/kg i. m .
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いの成績 を同様の様式で示す と,表3の とお りで,腸 液

中への移行は良好で あ り,と くにproxlmal部 には > 100

mcg / mlの 高値をみ とめた。 Josamycm18mg / kgを 静

注 した とき(表4),Cloxacillin 16m9 / kgを 筋注 した

とき(表5),Cephalothln100mg / k9を 静庄 した とき

(表6),の 成績をそれぞれ 同様 の様式で示す。

図9以 下は持続的腸液採取 に よ り消長を観察 したさい

の成 績てあ るO図9はAB - PC180mg / kgを 家 兎 に筋

注 した もので,血 中農度 の ピー ク値にお くれ て腸 液中濃

度は上昇を示すが,そ の高 さはかな り低値 に止 まつたO

腸 液中濃度は各ル ープ毎 の側定 値の平均で示す0

図10はKM50mg / kgを 筋住 した さいの成 績で,血

中農度の著 しい高値に比 して,腸 液 中儂度 は著 しく低値

に止 まつた。ル ープ群 口側 に貯溜 した胆汁 ・膵 液 ・胃液

な どを混 じた液 の濃度 はかな りの高値に達 した。

図11はLCM66mg / kgを 静住 した さいの 成 績で,

腸 液中儂 度はかな りの高 値を持続 し,血 中濃度 とやや相

違 した動 きを示 した。胆汁を 中心 と したルー プロ側腸液

はさ らに高値を示 したO

図12はNahdixic and 100mg / kg筋 注,図13は

Polymyxm B 10mg / kg筋 注 , 図14はCarbenlcillin

190mg / kg筋 注, 図15はsulfobenzyl - Pc180mg / kg

筋 注,図16はTrimethoprlm100mg/kg筋 注 を行 な

つ たときの成 績を示す 。図17はFuralazlne30mg / kg

を筋 注 したさいの腸液 中農度で,血 中濃 度 が 全 経過中

005mcg / ml以 下で測定不 能であ つ た の に 比 し,そ の

10倍 以上に達 したO

2種 の方法に よる家兎を用 い る実験 においてえ られた

各抗生物質 ・化学療法剤 についての腸液 中濃 度対血中農

度の比率を各 ピーク値につ いてみ ると,表7の よ うで あ

る。TMPマ クロライ ド系抗生剤におい て高値 で,合 成

PC剤 においてお しなべ て低値 であつた。

各抗生剤の分子量,血 清蛋 白結合 率,赤 血 球 吸 着 率

と,腸 液 中濃度対血 中農度 比についての検討 では,こ れ

らの間に特別の関連を見 出 しえなかつた。

IV . 考 察

注射に よ り投与 された薬剤の腸管 内へ の移 行について

は未知 の点が 多 く,抗 生剤につい ての報告 に も接 しない

よ うて あるOま た コンラ患者 の冶療 の観 点か らも考察す

る。 コレラ菌粗 毒素を用い て腸液 の分 泌を促す ことが,

腸液採取 のために必要で あつ たため,正 常の状態て の検

討 とは いえないが,腸 液 中へ の移 行のパ ターンはいちお

う把握 しえた と考え られ る成績を 収めた。

コレラ菌粗 毒素は現今多 くの生 理学的活性を有す る こ

とが知 られてい るが3),今 回 の実験では専 ら豊富 な腸 液

を うる手段 として用いた ℃腸 液分 泌催起法 と しては,赤

痢菌 な どの各種病原性腸 内細菌の生菌注入 もあ るが,え

られ る腸 液量がやや少 な く,生 菌の存在 のた め以後の側

定 の操作 にやや難点を生 ず るため採用 しなかつ たOし か

し検討 され る必要 はあろ うO

腸液中への移行 のパ ター ンは各抗生 剤の化学構造 と関

連があ り,各 薬剤 は個有の移行動態を呈す るよ うて ある

ことが知 られた 。薬 理学的な性質に従 がつてい るもので

あろ う。血管か ら腸 管腔への移行 は,腸 管か らの吸収 と

は異な る機序に よ るものであ ろ うが,一 般的にいつ て易

吸収性 の抗生剤,す なわち経 口投与 で用い られ る抗生 剤

が易移行性 であ るよ うな 印象 であつた。 また例外 はあつ

たが胆汁 中へ高 農度に分泌 され る抗生剤が,比 較 的 よく

腸液 中へ移 行す るよ うな傾 向を示 した。

動物種 として2種 を用 いたが,両 者の成績 はだいたい

同 じ傾 向を示 した し,犬 の飼育に制限が あつ たため,家

兎 の実験 を中心 と した0各 結紮腸管か らの誘 導管の設置

に よつ て経時的腸液採取 が可能 となつた のちは,家 兎に

て充分 の成績を うる ことがで きるよ うに なつた。今 回は

比 較的多 くの抗生 剤 ・化学療法剤につ いて試 みたが,各

抗生 剤につい ての使用 動物数が きわめ て少な く,な お こ

の点 の追加が必要 であろ うO

私共の成績はすへ て動物実験に よるものであ るが,庄

射 に よ りヒ トの腸 管感染症を治療す るさいに選択すべ き

抗生剤の 目安を うる ことがで きると考 え られ,意 義が あ

ると思 うO臨 床 例の集積に よつ て検討 され る価値が あろ

う。

V. 結 論

犬 また は家兎の腸管を用 い,コ レラ菌粗毒素を住入 し

てえ られた腸 液について生物学的 測定法に よ り非経 口的

に投与 され た種 々の抗生剤 の腸液 中への移 行 を 検 討 し

たO各 抗生 剤の腸 液中濃度 の血 中儂 度に対す る比率 を最

高値につ いて算 出す ると,各 物質の化学構造 の類似 性に

従が つて特徴あ る動態 を示 す ことが知 られ た。す なわち

Table 7. Ratio of intestinal juice level to serum 

level at peak value in rabbit experiments
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マ ク 嘗ライ ド系抗生剤 な どでは移行率 が大であ るのに比

し,合 成PC剤 では 小であつたOま たTMP,RFPで は

比率 が大であ り,CET,KM,TCで は小で あつ た。

これ らの所 見は腸管感染 症の注射療法時 におけ る抗生

剤 の選択 に価値あ るものと考 え られ る。

犬 の手術施行 に御協 力いただい た 医 科研外科 鈴木 正

明先 生に深 く感謝す る。

本論文の大要 は第18,19回 日本 化学療法学会総 会,

第7回 国際化学療法学 会議にお いて発表 された○-
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Summary

The movement into the gut lumen of a variety of antibiotics and chemotherapeutic agents adminis-
tered parenterally was investigated by the bioassay method about the intestinal juice which was obtai-
ned from the specifically pretreated bowel segment of dog or rabbit by infusing crude cholera toxin. 

The ratio of intestinal juice level to that of serum calculated from each peak level revealed that 
there was a characteristic pattern of distribution into the lumen in accordance with the chemical st-
ructure of the agent. Namely macrolide antibiotics showed relatively large rate in contrast with the 
small rate in semisynthetic penicillins. Moreover the rate was larger in cases of trimethoprim and 
rifampicin, being smaller in cephalothin, kanamycin and tetracycline. 

These findings are considered to be valuable in the selection of antibiotics for the treatment of en-
teric infectious diseases.


