
VOL.28 S-6 CHEMOTHERAPY 105

Cefoperazone(T-1551)の ラ ッ ト聴 器 に 対 す る 影 響

秋吉正豊

鶴見大学歯学部病理学教室

岩崎信一 ・米田豊昭 ・高井 明

富山化学工業株式会社綜合研究所

Cefoperazone(CPZ,T-1551)の1000mg/kg/dayお よび2000mg/kg/dayを それぞれ ラ ットに4

週間静脈内注射 し,KM200mg/kg/dayと400mg/kg/dayの4週 間筋肉 内注射 した ラ ヅトお よび

生理食塩液10ml/kg/day4週 間静脈 内注射 した ラッ トを対照群 とし,耳 介反射お よび内耳の組織

学的検索 を行ない,聴 器に対す る影 響を比 較検討 した ところ次 のよ うな結果を得た。

1)CPZは1000mg/kg/day投 与 においても2000mg/kg/day投 与 において も,ラ ットの聴 覚系

末梢 の ラセ ン器の有毛細胞な らびに前庭系末梢 の前庭器 の有毛細胞 にほ とん ど障害を起 こさなか っ

た。

2)本 剤投与動物の腎臓お よび肝臓には対照群に比 して著 しい障害像はみ られなか った。

3)KM200mg/kg/day,400mg/kg/day投 与群では,内 耳 のラセ ン器お よび前庭器にそれぞれ

有毛細胞 の消失縁を認 め ることがで きた。

4)KM投 与 動物 では,腎 臓 に尿細管 の変性像 お よび間質 の細胞浸潤な らびに結 合織細胞 の増殖

な どを認 めた。 これ らのKM投 与 動物における内耳障害 お よび腎障害はdose-responseを 示 した。

Cefoperazone(CPZ,T-1551)は 新 し く開 発 され たce-

phalosporin系 抗 生 物 質 で,グ ラ ム陽 性 菌 お よび グ ラ ム陰

性菌 に対 し,広 範 囲 な 抗 菌 スペ トク ラ ム を有 し,特 にPse-

udomonas,Enterobacterお よびindole陽 性Proteusに 優 れ

た抗 菌 作 用 を有 す る こ とが 報 告 され てい る1,2)。化 学 構 造

式 は下 記 に示 した 通 りで あ る。

す で に,ア ミ ノ配 糖 体 抗 生 物 質,ペ プ チ ド抗 生 物 質 に

つ い ては 臨 床 的 に も8,4)動 物 実 験5,6)に お い て も,聴 覚 障

害 や前 庭 障 害 な どの 副 作 用 の あ る こ とが 知 られ て い る。

これ に対 して,penicillin系 抗 生 物 質 やcephalosporin系

抗 生 物 質 な どの 聴 器 に対 す る影 響 に つ い て の 研 究 は 比 較

的報 告 が 少 な い7-9)。今 回,新 しいcephalosporin系 抗 生

物 質CPZの 聴 器 に対 す る影 響 を 明 らか に す る 目的 で,

す で に発 表 さ れ て い るpiperacillinお よ びcefoxitinの

場 合 の 判 定 法 に準 じて9～9)本薬 剤 を ラ ッ トに 投 与 し,200

CPZ: Sodium 7-CD (-) -ƒ¿- (4-ethyl-2, 3-dioxo-1-

piperazinecarboxamido)-ƒ¿-(4-hydroxyphenyl)ac-

etamido)-3-C (1-methyl-1H-tetrazol-5-yl) thio-

methylj-3-cephem-4-carboxylate

Hzか ら20kHzに わた る周波数別耳介 反射試験お よび内

耳組織 の連続切片 についての病理 組 織 学 的 検 索 を行 な

い,聴 器に対す る影響 を検討 した。これ らの結果CPZの

聴 器に対す る安全性が高い ことが明 らかにされ たので報

告 したい。

I.実 験材料 および方法

実 験 動 物 と して は,6週 齢 のwistar系 ラ ッ ト(雌,

体 重120～150g)50匹 を用 いた 。 各 投 与 群 の 薬 剤 の 投与

量,投 与 経 路 お よび匹 数 はTable1に 示 す 通 りで あ る 。

投与 期 間 は28日 間(4週 間)で 連 日投 与 した 。

耳 介反 射 測 定 は200,500,1,000,2,000,3,000,

4,000,6,000,8,000,10,000,12,000,15,000,20,000

Hzの 各 周 波数 に つ い て行 な い,そ れ ぞ れ の 周 波数 に お

け る耳 介反 射 の域 値 と耳 介 反 射 消 失 の 周 波 数 の 拡 が り

を,投 与 開始 前,投 与1週 目,2週 目,3週 目 お よび

最 終 投 与 終 了後 につ い て行 な った 。 な お,耳 介 反 射 測

Table 1 Mode of administration of drugs to rats
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Fig. 1 Body weight curves in rats treated with CPZ for 4 weeks

Fig. 2 Pinna reflex audiogram in rats and guinea

pigs before administration

定時 には ラ ットを固定 し,ラ ウ ドス ピー カ ー 直 下 の 一

定位置 にお き,ガ ラス窓 か ら耳 介の動 き を観 察 記 録 し

た。

上記実験終了後,動 物はペ ン トバ ル ビタール麻酔下で

胸部の正中切開を行ない,心 臓 を露 出 し,左 心室側壁 よ

りガラスカニュー レを大動脈 弓まで静か に挿入 し,縫 合

糸で大動脈 に結紮固定 した。 約40cmの 落 差 を利用 し

て,37℃ に加温 した生理食塩 液 を カ ニ ユ ー レ よ り流

し,右 心房 にも うけた小切開孔 か ら血液 を流 出させ た。

血液が洗い流 された ころ,固 定液に切 り換 え血管系 を通

じて灌流固定 を行な った。約500ccの 固定液 を灌流 させ

た後 に,し ぼ ら く放置 し,頭 部を切 り離 し,頭 蓋 を開き

大脳お よび小脳 を取 り出 し,さ らに下顎骨をはが し頭蓋

底部 を同 じ固定液で固定 した。2週 間後 にPLANKand

RYCHLOの 脱灰液で約1週 間脱灰後,中 和水洗処理 し,

両側聴器 を含む ブ ロックを作製 し,通 法に従 い脱水,セ

ロイ ジン包埋 を行な った。セ ロイ ジ ン切片は聴器 の水平

断面で連続切片 を作製 し,ヘ マ トキ シ リン・エオジン染

色を施 して組織学的 に検索 した。同時 に,腎 臓お よび肝

臓について も組織標 本を作製 し,ヘ マ トキ シ リン ・エオ

ジン染色お よびPAS染 色を施 して組織学的 に検索 した。

II.実 験 結 果

1.体 重変化

各投与群 の平均体重の変化をFig.1に 示 した。 対照

群,CPZ1000mg/kg/day,2000mg/kg/dayお よびKM

200mg/kg/dayの 各投与群では,実 験期 間中ほぼ順調な

体 重増加傾 向を示 した。 これ に対 してKM400mg/kg/

day投 与群では,投 与12日 目か ら体重の減少が認め られ,

投与17日 目に1匹 が死亡 した。 しか し,そ の後体重は増

加傾向を示 し,投 与終 了時 には他の投与 群 とほぼ同程度

に まで体 重は回復 していた。17日 目以後は死亡例 はみ ら

れなか った。

2.周 波数別耳介反射試験

1)投 与開始前の ラッ トにおける周波数別耳介反射試

験

200Hzか ら20kHzま での各周波数 におけ る投与開始

前 のラ ッ トについての域値 の平均値 をモルモ ットと比較

してFig.2に 示 した。オー ジオ グラムの型は ラ ット・モ

ルモ ッ トではだいたい同 じよ うな型 を示 したが,ラ ヅ ト

における域値は モルモ ットに比べ低い傾 向がみ られた。

特に,6kHz以 上の高周波数 域においてはこの傾 向が著

しく,6kHzか ら20kHzま での各周波数 におけ るラヅ

トの域値は27dBか ら13dBの 平均値を示 し,モ ルモヅ

トの域値に比べ大部分は10dB以 上のへ だ た りが あ っ

た。 しか し,4kHz以 下の低周波数域においては,こ の



VOL.28 S-6 CHEMOTHERAPY 107

Table 2 Threshold shift (dB) of pinna reflex in frequency range from 20 kHz to 200Hz in rats treated
intravenously with CPZ for 4 weeks

+:Increased threshold
-:Decreased threshold

傾 向は著 しくな く,2kHzと3kHzの 各周波 数では,む

しろモルモ ッ トの域値 が ラヅ トのそれ よ りも低い値 を示

した。

2)CPZを 投与 した場合 の耳介反射 の変動

対照群,CPZ 1000mg/kg/day,2000mg/kg/day投 与

群 とも,4週 間の投与終 了後 に測定 した各動物 の耳 介反

射の域値 は,投 与 前に比 較 して10dBを 超 える著 しい上

昇を示 した ものはみ られ なか った。また,耳 介反射 の消

失は投与終 了まで,い ずれ の動物 において も認 め られな

かった(Table 2,Fig.3,4,5)。

3)KMを 投与 した場合の耳介反射 の変動

KM 200mg/kg/day投 与群においては,4週 間投与 終

了後 に測定 した各動物の耳介反射域値は,投 与 前に比べ

て10dBを 超え る著 しい上昇を示 した ものはみ られなか

った。 また,耳 介反射消失は投与終了 まで,い ずれの動物

においても認め られ なか った(Table 3,Fig.6)。 しか し

なが ら,2kHzか ら20kHzの 周波数域において,12dB

以上 の域値 の低下が10匹 中6匹 にみ られた。
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Fig. 3 Threshold shift (dB) of pinna reflex in fre-

quency range from 20 kHz to 200 Hz in rats
treated intravenously with physiological
saline for 4 weeks

Fig. 4 Threshold shift (dB) of pinna reflex in fre-

quency range from 20 kHz to 200 Hz in rats
treated intravenously with CPZ at 1000 mg/
kg/day for 4 weeks

KM400mg/kg/day投 与群においては(Table4),投

与2週 目の耳介反射測定では,1匹(No.2)で15kHzに

14dBの 域値の上昇が み られ た以外は 著 しい域値の上昇

は認め られなか った。 しか しなが ら1kHzか ら20kHz

の周波数 域において12dB以 上 の域値低下が10匹 中9匹

にみ られた。投与3週 目では,17日 目に1匹(No.7)が

死亡 した。残 りの9匹 の耳介反射測定 においては,2週

目で15kHzに14dBの 域値上昇が み られた1匹(No.2)

では20kRzに 耳介反射 の消失が認め られた。その他に

は1匹(No.5)に2kHzと6kHzに12dBの 域値の上昇

があ り,他 の1匹(No.6)で2kHzと20kHzに12dB

の域値 の上昇が あった。 また,2kHzか ら12kHzの 周

Fig. 5 Threshold shift (dB) of pinna reflex in fre-

quency range from 20 kHz to 200 Hz in rats
treated intravenously with CPZ at 2000 mg/
kg/day for 4 weeks

波数域で12dBか ら38dBの 域値低下 が9匹 中4匹 にみ

られた。最終投与終了後の耳介反射の域値 の変動を表わ

すオー ジオ グラムをFig.7に 示す。3週 目の測定で20

kHzに 耳 介反射消失 の認め られた動物(No.2)で,2kHz

か ら20kHzに 至 る広範な周波数域 に耳 介反射 の消失が

拡がっていた。さらに,3週 目の測定 で2kHzと20kHz

で12dBの 域値 の上昇が認め られた動物(No.6)に おい

て,15kHzと20kHzの 高音域 に限局 した耳 介反射 の消

失が認 め られ,8kHzと10kHzの 周波数で12dBの 域

値の上 昇がみ られた。その他,1匹(No.3)で10kHzで

20dB,12kHzで16dB,15kHzで48dB,20kHzで26dB

の著 しい域値 の上昇がみ られた。また,他 の1匹(No.10)
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Table 3 Threshold shift (dB) of pinna refllex in frequency range from 20 kHz to 200 Hz in rats treated
intramuscularly with KM at 200mg/kg/day for 4 weeks

+:Increased threshold

-:Decreased threshold

Fig. 6 Threshold shift (dB) of pinna reflex in fre-

quency range from 20 kHz to 200 Hz in rats
treated intramuscularly with KM at 200
mg/kg/day for 4 weeks

では,6kHzで12dBの 域値の上昇が み られ た。 さ ら

に,KM400mg/kg/day投 与群 では1kHzか ら8kHzぐ

らいの周波数域 で投与前 に比べ て12dBか ら30dBで の

域値の低下 をきたす 傾 向がみ られ(9匹 中4匹),特 に

2kHzと3kHzで のこの傾 向が著 しか った。

3.内 耳の病理組織学的所 見

1)生 理食塩 液を静脈 内に投与 した対照群

Table5に 示す よ うに,こ れ らの動物 の内耳 におい て

は,聴 覚系末梢 の蝸牛 ラセ ン器 において も,ま た,前 庭

系末梢 の前庭器 においても明 らか な障害 像はみ られ なか

った。す なわ ち,1回 転下端部 においては,ラ セ ン器 は

1列 の内有毛細胞 と3列 の外有毛細胞 を有 している。外

Fig. 7 Threshold shift (dB) of pinna reflex in fre-

quency range from 20 kHz to 200 Hz in rats
treated intramuscularly with KM at 400
mg/kg/day for 4 weeks

有毛細胞は下端部に近づ くにつれ,2列 か ら1列 に減少

す るパター ンを示 していた。1回 転下1/4に 近 い部分で

は,1列 の内有毛細胞 と3列 の外有毛細胞 お よびその他

の支持細胞 よ りな っていた。 この部の ラセ ン神経節 には

多数 の神経細胞が存在 していた(Fig。8,9)。 前庭器 にお

いては,前 半規管膨大部稜,外 側半規管膨大 部稜,後 半

規管膨大部稜は,基 底細胞層お よび2層 の有 毛細胞 より

なっていた(Fig.10,11,12)。 また卵形嚢斑 においては

耳石 に部 分的減少が認め られたが,有 毛細胞には明 らか

な消失像 はみ られ なか った。前庭神経節には神経細 胞の

減少はみ られ なか った。球形嚢斑 も1層 の基底細胞 と2

層の有 毛細胞 よ りなってお り,表 面 には耳石を有 してい
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Table 4 Threshold shift (dB) of pinna reflex and frequency localization of pinna reflex loss in frequency
range from 20 kHz to 200Hz in rats treated intramuscularly with KM at 400mg/kg/day

+:Increased threshold

-:Decreased threshold

↓:Pinna reflex loss

*:Died in the 17th day

た(F19.11,13,14)。 なお,血 管には著 しい変化 はみ ら

れ なか った。

2)CPZ1000mg/kg/day静 脈 内投与群

CPZ1000mg/kg/day静 脈 内投与群 におい ては,Table

6に 示す よ うに内耳有毛細胞 お よび神経節細胞 には,著

しい障害像は認め られなかった。す なわ ち,1回 転下端

部の ラセ ン器は1列 の内有毛細胞 と,3列 の外有毛細胞

を有 していて,外 有 毛細胞 は1回 転下端 に近づ くにつれ

2列,1列 に減少する正常 なパター ンを示 していた。一

方,頂 回転においては,ラ セ ン器は1列 の内有毛細胞お

よび3列 の外有 毛細胞 な らび に支持細胞 よ りで きてい

て,ラ セ ン神経節 には,多 数の神経細胞が認 め られた。

その他の回転 のラセ ン器お よび神経節細胞 に も異常はみ

られなかった。血管条 には,い ずれの回転においても,

細 胞の減少はみ られなか った(Fig.15,16)。 前庭 器にお

いては,半 規管膨大部稜には,有 毛細胞 の減少はみられ
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Table 5 Pinna reflex impairment and pathologic changes of inner ear in rats treated with physiological

saline for 4 weeks, intravenously

OHC-loss: Loss of outer hair cells, IHC-loss: Loss of inner hair cells, U: Macula utriculi,
⊥:Mild  scattered loss of hair cells, (OC): Partial disappearance of otoconic membrane

Fig. 8 Surface view of normal spiral organ in the basal area of first

turn of cochlea. Hair cells consist of one row of inner hair

cells (IHC) and three rows of outer hair cells (OHC). Control

No.1. •~200.

なかった。 また,卵 形嚢斑お よび球形嚢斑の耳石には部

分的に減少,消 失像がみ られたが,対 照群 との間 に著 し

い差異はみ られなか つた。卵形嚢斑お よび球形嚢斑にお

け る有毛細胞 には 明 らかな減少はみ られなか つた。前庭

神経節に も神経細胞 の減少 はなか った(Fig.17,18)。

3) CPZ2000mg/kg/day静 脈 内投与群

これ らの動物の 内耳 において も,Table7に 示す よ う

に耳石 の部分的消失を除い ては明 らか な障害はみ られな

か った。すなわ ち,ラ セ ン器 は1列 の内有毛細胞 と3列

の外有毛細胞 を有 していて,1回 転の下端部 では外有毛

細胞は3列 か ら2列 さ らに1列 に減少す る正常 なバター

ンを示 していた。

また,1回 転下1/4の ラセ ン器 においては1列 の内有

毛細胞 と3列 の外有 毛細胞 および支持細胞が存在 してお

り,ラ セ ン神経節には多数 の神経細胞が認め られた。蝸

牛の頂回転においては,ラ セ ン器,ラ セ ン神経節,血 管

条な どに異常はみ られなかった(Fig.19,20,21)。 前庭

器 においては,前 半規管,外 側半 規管,後 半規管 の膨大
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Fig. 9 Normal spiral organ consists
of one row of inner hair cells (IHC),
three rows of outer hair cells (OHC)
and supporting cells. Regional neu-
rons, spiral ganglions (SG) send num-
erous dendrites (N) to the hair cells
of the spiral organ. At lower 1/4 of
first turn of cochlea. Control No.6.
×100.

Fig. 10 Normal crista ampullaris

without cupula (artifact) of anterior

semicircular canal consisting of hair

cells (I-IC) and underlying supporting

cells. Control No.6. •~ 100. N:

Nerve fiber bundle.

Fig. 11 Normal crista ampullaris

with cupula (C) of lateral semicir-

cular canal and adjacent macula ut-

riculi with partial loss (asterisk) of

otoconia (OC). Macula utriculi con-

sists of hair cell layer and under-

lying basal cell layer. Control No.

1. •~50
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Fig. 12 Normal crista ampullaris of

posterior semicircular canal consis-

ting of hair cells (HC) and under-

lying supporting cells. Missing of

cunula (artifact). Control No.3.

×100. N: Nerve fiber bundle.

Fig. 13 Normal macula utriculi wi-

th otolithic membrane (OM). Cont-

rol No.9. •~ 50. VG: Vestibular

ganglions. N: Nerve fiber bundle.

Fig. 14 Normal macula sacculi wi-

th otolithic membrane (OM). Hair

cells (HC) which are arranged in

two layer and underlying supporting

cells. Control No.4. •~ 100.
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Table 6 Pinna reflex impairment and pathologic changes of inner ear of rats treated with CPZ at 1000 mg/
kg/day for 4 weeks, intravenously

Fig. 15 Normal spiral organ in ba-

sal area of first turn consisting of

one row of inner hair cells (IHC) and

three rows of outer hair cells (OHC).

No remarkable change. CPZ 1000

mg/kg/day, 4w. No.8. •~ 200.

Fig. 16 Normal cochlea. No patho-
logic change in spiral organ of se-
cond (2) and apical turns (AP), stria
vascularis (S) and spiral ganglion
(SG).CPZ 1000mg/kg/day,4w.
No.4. •~ 50. MC: Inner hair cells.

OHC: Outer hair cells.
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Fig. 17 Normal crista ampullaris with cupula (C) and adjacent macula
utriculi with partial missing (asterisk) of otoconia (OC). Al-
most no missing of hair cells (HC) in the crista and macula.
CPZ 1000 mg/kg/day, 4w. No. 8. •~ 50.

Fig. 18 No p thologic change in macula sacculi. No missing of hair

cells (HC) and otoconia (OM). Detachment of OM (artifact).

CPZ 1000 mg/kg/day, 4w. No. 5. •~ 100. SC: Supporting

cells.

部稜には有毛細胞 の明 らか な 消 失 は み られ な か った

(Fig,22,23,24)。 卵形嚢斑 お よび球形嚢斑 においては耳

石 の部分的減少が み られたが,有 毛細胞 の消失はなか っ

た。なお,前 庭 神経節 においては細胞 の減 少はなか った

(Fig.23,25)。

4) KM 200mg/kg/day筋 肉 内投与群

Table8に 示す よ うに,ア ミノ配糖体 抗生物 質の障 害

を最 も受けやすい外有毛細胞は1回 転下端部 または下端

部 より1回 転下1/4ま れに上3/4に 至る細 胞体 の消失が10

匹 中8匹 に認め られた。 しか し,こ れ らの ラセ ン器 には

内有毛細胞 の消失は認め られなか った。また,ラ セ ン神経

節 お よび血管条 において も細胞の消失はなか った(Fig.

26,27,28,29)。 一方,前 庭においては,有 毛細胞の散発

性 消失が卵形嚢斑 に最 も しば しばみ られ(10匹 中7匹),
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Table 7 Pinna reflex impairment and pathologic changes of inner ear of rats treated with CPZ at 2000 mg/
kg/day for 4 weeks, intravenously

S : Macula sacculi

Fig. 19 No pathologic change in

spiral organ in basal area of first

turn of cochlea. One row of inner

hair cells (IHC) and three rows of

outer hair cells (OHC). CPZ 2000

mg/kg/day, 4w. No. 3. •~200.

Fig. 20 No pathologic change in
spiral organ and spiral ganglion (SG)
at lower 1/4 of first turn of cochlea.
CPZ 2000 mg/kg/day, 4w. No. 10.
× 100.  IRC : Inner hair cells. OHC:

Outer hair cells. N: Nerve fiver

bundle.
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Fig. 21 Normal cochlea. No path-

ologic change in spiral organ, spiral

ganglion and stria vascularis. CPZ
2000 mg/kg/day, 4w. No. 10. •~ 50.

IHC: Inner hair cells. OHC: Outer

hair cells. 2: Second turn. AP; Api-

cal turn.

Fig. 22 No remarkable change of
crista ampullaris without cupula

(artifact) of anterior semicircular
canal. CPZ 2000 mg/kg/day, 4w.
No. 10. •~ 100. HC: Hair cells.

Fig. 23 No remarkable change in
crista ampullaris of lateral semicir-
cular canal and adjacent macula utri-
culi. Asterisk indicates partial loss
of otoconia (OC) on the macula. CPZ
2, 000 mg/kg/day, 4w. No. 1. •~ 50.

HC: Hair cells.
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Fig. 24 No remarkable change of crista ampullaris of posterior semicir-

cular canal. CPZ 2000mg/kg/day, 4w. No. 1. •~ 100. HC: Hair

cells. C: Cupula. N: Nerve fibers.

Fig. 25 Scattered loss of hair cells (HC) of macula sacculi. Partial loss

(asterisk) of otoconia (OM). CPZ 2000 mg/kg/day, 4w. No. 10.
× 100. SC: Supporting cells.

次いで,球 形嚢 斑にみ られた(10匹 中5匹)。 また,こ れ

らの部位 には耳石器の部分的消失が高い頻 度に認め られ

た(90%,10匹 中9匹)。 半 規管膨 大部 においては,前

半規管 を除いて有毛細胞 の消 失 は み られ なか った。前

庭神経 節には明 らかな障害 は み られ な か った(Fig.30,

31,32)。

5) KM 400mg/kg/day筋 肉内投与群

4週 間投与終 了後,生 存 した9匹 の うち2匹 は高音部

を含む 耳介 反射 の 消失 を きた して いた。 組織学的には

Table9に 示 す ように,全 例が1回 転下 端部 に始 まる外

有毛細胞 の消失を示 してお り,1回 転上部3/4ま たは2

回転上部3/4に わたる広範 な外有毛細胞 の消失がみ られ

た。 また,内 有 毛細胞 の消失 は9匹 中7匹 に み られた

が,そ の うち3匹 では 内有毛細胞 の消失は片側的であっ

て反対 側には内有毛細胞は存在 していた。残 りの2匹 で

は内有毛細胞の消失は1回 転下端 に限局 していた。耳介

反射消失が20kHzよ り2kHzに わた る動物では外有毛

細胞の広範な消失に内有毛細胞 の1回 転 におけ る広範 な
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Table 8 Pinna reflex impairment and pathologic changes of inner ear of rats treated with KM at
200 mg/kg/day for 4 weeks, intramuscularly

R : Right cochlea, L : Left cochlea, BE: Basal end, 1A: Anterior part of 1st turn, 1P: Posterior part of

1st turn, A : Crista ampullaris of anterior semicircular canal, L : Crista ampullaris of laterasemicircular

canal, +: Moderate loss of hair cells

Fig. 26 Complete loss of outer hair cells (thick arrow) of spiral organ in

basal area of first turn. Inner hair cells (IHC) are present. KM

200 mg/kg/day, 4w. No. 2. •~ 200.

消失を合併 していた。 また,耳 介反射 消失が20kHzと

15kHzに 認め られた 動物 では 外有毛細胞 の 広範 な消失

に合併 した内有毛細胞の消失は1回 転下1/4の みに認め

られていた。 しか しなが ら,こ れ らの動物では ラセ ン神

経節 には神経細 胞の消失はみ られなか った。 また,血 管

条において も,い ずれの回転 にも細胞の消失は認め られ

なか った(Fig.33,34,35)。 前庭器 においては,卵 形嚢

斑 および球形嚢斑では,ほ とん ど全例に有毛細胞の散発

性消失 と耳石の部分的消失が認め られた。膨大部 におい

ては,前 半規管で有毛細胞の散発 性消失を示す所 見がみ

られ た以外 は,明 らかな右毛細 胞の消失を認 めるこ とは

できなか った。 前庭神経節 に も細胞の 消失は なか った

(Fig.36)。

4. 腎臓 および肝臓の所見

1) 生理食 塩液を静脈 内に投与 した対照群

対照動物の腎臓 では糸球体や尿細管上皮に も間質に も

病変は認め られなかった。す なわ ち,近 位尿細管におい

ては刷子縁が明 らかに認 め られ,細 胞 内には糸状 の糸球
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Fig. 27 Extensive loss of outer hair

cells (thick arrow) in basal area of

first turn. Several outer hair cells

in innermost row and inner hair cells

(IHC) are present. Underlying Dei-

ters' cells can be seen. KM 200 mg/

kg/day, 4w. No. 1. •~ 200.

Fig. 28 Complete loss of outer hair

cells (thick arrow) of spiral organ at

lower 1/4 of first turn. Inner hair

cells (IHC) are present. No remark-

able change of stria vascularis. KM

200 mg/kg/day, 4w. No. 1. •~ 100.

N: Nerve fibers.

Fig. 29 Complete loss of outer hair

cells (thick arrow) of spiral organ

at lower 1/4 of first turn. Inner

hair cells (IHC) are present. Oppo-

site ear of Fig. 28. KM 200 mg/kg/

day, 4w. No. 1. •~ 100. N: Nerve

fibers. SG: Spiral ganglion.
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Fig. 30 No remarkable change of

crista ampullaris of anterior semicir-

cular canal. Missing of cupula (ar-

tifact). KM 200 mg/kg/day, 4w. No.

1. •~ 100. HC: Hair cells.

Fig. 31 No remarkable change of

macula utriculi and crista ampullaris

of lateral semicircular canal. Par-

tial loss (asterisk) of otoconia (OC)

of the macula. KM 200 mg/kg/day,

4w. No. 2. •~ 100.

Fig. 32 Partial loss (asterisk) of ot-

oconia (OC). Scattered loss of hair

cells (HC) of macula sacculi. KM

200 mg/kg/day, 4w. No. 2. •~ 100.
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Table 9 Pinna reflex impairment and pathologic changes of inner ear of rats treated with KM at

400mg/kg/day for 4 weeks, intramuscularly

*:Died
, 2A:Anterior part of 2nd turn, 2P: Posterior part of 2nd turn

Fig. 33 Complete loss of outer hair cells (thick arrow) and inner hair

cells (longer arrow) of spiral organ in basal area of first turn.

Underlying Deiters' cells and border cells are visible. KM 400

mg/kg/day, 4w. No. 5. •~ 200.

体の構 造が比較 的明 らか にみ られた(Fig.37)。 肝臓 にお

いて もグ リソ ン氏鞘お よび小葉 内には細胞浸潤はみ られ

なか った(Table 10)。

2) CPZ1000mg/kg/day静 脈 内投与群

Table 11に 示 す ように,糸 球体 には異常は認め られな

かったが,尿 細管上皮 には硝子滴変性の初期 と思われ る

軽度 の変化が1匹 にみ られた(Fig.38)。 間質の細胞 浸

潤,線 維増生,円 柱 などはみ られなか った。肝臓 では,

グ リソン氏鞘 の血管周囲お よび肝小葉内に リンパ球様細

胞浸潤が2匹 に少数み られた。その他の変化 はみ られ な

か った。

3) CPZ 2000mg/kg/day静 脈内投与群

CPZ 2000mg/kg/day静 脈内投与群 では,1匹 の腎臓

の尿細管上皮 に硝子滴変性が認 め られ た(Fig.39)。 この

変化 は1000mg/kg/dayに おけ るよりやや広範 に近位尿

細管 に認め られていた。 しか し,壊 死,再 生像は明 らか

でなか った。糸球体お よび間質 には著変 はみ られなかっ

た。肝臓では,リ ンパ球様細胞 浸潤が2匹 の グ リソン氏

鞘お よび小葉内に少数認め られた(Table 12)。

4) KM 200mg/kg/day筋 肉内投与群
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Fig. 34 Complete loss of outer hair

cells (thick arrow) and inner hair

cells (longer arrow) of spiral organ

at lower 1/4 of first turn. No atro-

phic change in peripheral nerve fib-

ers (N) and spiral ganglion (SG). KM

400 mg/kg/day, 4w. No. 8. •~ 100.

Fig. 35 Complete loss of outer hair

cells (thick arrow) and inner hair

cells (longer arrow) of spiral organ

at upper 3/4 of first turn. No inter-

cellular space after missing outer

hair cells. Secondary atrophy of

peripheral nerve fibers and spiral

ganglion does not yet occur. KM

400 mg/kg/day, 4w. No. 4. •~ 100.

Fig. 36 No remarkable change in

macula utriculi and crista ampul-

laris of lateral semicircular canal.

Partial loss (asterisk) of otoconia

(OC). KM 400 mg/kg/day, 4w. No.

2. •~ 50.
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Fig. 37 Control kidney. Tubular epithelia of proximal tubules have

well developed brush border. Cortex. Control No. 7. PAS stain-

ing, •~50.

Table 10 Pathologic change of kidney and liver in rats treated with physiological saline for 4

weeks, intravenously

Atr.: Atrophy, Deg: Degeneration, Nec.: Necrosis, Reg.: Regeneration, Cell infilt.: Cell infiltration
-: Negative

,⊥: Circumscribed slight changes

KM 200 mg/kg/day筋 肉 内投与群 では1匹 の尿細管に

空胞変性がみ られた。 間質 には4匹 に軽度 の細胞浸潤が

み られた。また,6匹 に円柱がみ られた(Fig.40)。 肝臓

では リソパ球様細胞 浸潤が5匹 のグ リソン氏鞘お よび小

葉 内に少数み られた(Table 13)。

5) KM400mg/kg/day筋 肉内投与群

腎臓 に おいては,障 害は 広範 に認 め られた。 すなわ

ち,糸 球体 には明 らか な変化 は認め に くか ったが,尿 細

管 には空胞変性お よび再生像がみ られ,1匹 には表層の

近位尿細管上皮に壊死お よび剥離 などがみ られた(Fig.

41)。 また,間 質 には軽度か ら中等度 の リンパ球様細胞

浸潤 と結合織細胞 の軽度 の増殖が認め られた。なお,円

柱 も4匹 にみ られた。肝臓 におい ては,リ ンパ球様細胞

浸潤が4匹 の グ リソン氏鞘 および小葉 内に少数認め られ

た(Table 14)。
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Table 11 Pathologic change of kidney and liver in rats treated with CPZ at 1000 mg/kg/day for
4 weeks, intravenously

Fig. 38 Scattered vacuoles (arrows) in epithelia of proximal tubules.

Some of them contain small inclusion. No remarkable change

of glomerulus and no cast. CPZ 1000 mg/kg/day, 4w. No. 6.

H-E staining, •~100.

III. 考 案

1. 耳介反射試験の成績

モルモ ットにおいては聴覚系末梢の ラセ ン器における

外有毛細胞 の音刺激 に対す る電気的反応(CM)が 腹側蝸

牛核 よ り顔面神経運動 ニューロ ンを経て顔面神経支配の

耳 介筋 にイ ンパ ルスを伝達 し,耳 介反射を起 こす と考え

られてい る10)。これ までの秋吉 らの研究 によれば11),モ

ルモ ッ トにおい ては外有毛細胞 の消失部位 に比較的良 く

対応 した周波数域 の耳 介反射消失が観察 されてい る。 し

か しなが ら,ラ ッ トに おいて は,す でに 述べた よ うに

(秋吉 ら8,9)),ラ セ ン器 におけ る 外有毛細胞 の消失だけ

に よっては耳介反射の消失はみ られず,外 有毛細胞 の消

失 とともに内有毛細胞が消失 した場合 に初めて対応 す る

周波数 における耳 介反射 の消失が認め られた。今回の ラ

ッ トにおけるKM投 与群 においても,同 様 の傾 向が認め

られた。 しか しなが ら,CPZ投 与 群で1000mg/kg/day

投与の場合において も2000mg/kg/day投 与 の場合 にお

いて も耳介反射の消失な らびに内耳 におけ るラセ ン器 の

外有毛細胞の消失を きた した ラッ トは1匹 も認め られ な

か った。
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Fig. 39 Scattered vacuoles (arrows) in epithelia of proximal tubules in-

crease in number and contain larger granules. Glomerulus

does not indicate pathologic change. CPZ 2000 mg/kg/day,

4w. No. 3. H-E staining, •~100.

Table 12 Pathologic change of kidney and liver in rats treated with CPZ at 2000 mg/kg/day for
4 weeks, intravenously

今回の実験ではKM投 与 の動物 に しぼ しば12dBか ら

30dB以 上 に至 る域値の低下を きたす動物が認め られた。

対照動物 において も18dBま で の域値 の低下は 時 にみ ら

れ ることもあ った。 しか しなが ら,20dB以 上 の域値低

下 が40%以 上にみ られる ことはなか った。KM投 与動物

においては外有 毛細胞 が消 失 した場合で も,内 有毛細胞

が存在 してい ることが多か った。 このよ うな場合は,す

でに述 べた よ うに耳 介反射 は陽性 の反応がみ られた。 ヒ

トの聴 器毒性抗生物質 による内耳障害 に際 しては,外 有

毛細胞 のみが 消失 した場合 に,内 有毛細胞 によって補充

現象が起 こると考 え られ ている12)。ラ ットにおいてはモ

ルモ ットにおける よ りも耳介反射 の域値が低 く,か つ内

有毛細胞の耳介反射 に対す る影響が大 きいこ とか ら,内

有毛細 胞 に よる域値の 低下が 起 こる可能性が 考え られ

る。 この ような反射域値の低下 は ヒ トの補充現象に相当

する可能性が考え られ るが,こ の点 につ いては さらに今

後の研究が必要であ る。

2. 前庭器に対 する影響

前庭器に対 しては,CPZは 半規管膨大部稜お よび卵形

嚢斑な らびに球形嚢斑 に有毛細胞 の消失を きた した動物
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Fig. 40 Granular cast in tubule (asterisk). Beginning proliferation of

connective tissue cells (arrow) in interstitium. KM 200 mg/kg/

day, 4w. No. 6. H-E staining, •~100.

Table 13 Pathologic change of kidney and liver in rats treated with KM at 200mg/kg/day for
4 weeks, intramuscularly

+: Slight change

はみ られ なか った。 しか しなが ら,卵 形嚢斑お よび球形

嚢斑においては時 に耳石の部分的消失を きたす ことがあ

ったが,こ の よ うな変化 は対照動物において も認め られ

た。一方,KM投 与群においては前庭器において耳 石の

部分的消失 とともに,有 毛細胞 の散在性消失を合併 する

ことが しば しばあ った。 したが って,CPZは 前庭器 に対

しても毒性がないか,き わめて軽 い と考 え られる。

3. 内耳障害 と腎障害 との関係

今回行なったCPZの 投与 実験 の結果 では,聴 覚系末梢

お よび前庭系末梢において明 らか な有毛細胞の消失は認

め られ なか ったばか りでな く,耳 介反射 にも障害を認め

るこ とが できなか った。腎臓 においても,1000mg/kg/

day投 与動物 と2000mg/kg/day投 与動物 の1匹 に軽い

硝 子滴変性像がみ られた以外は著 しい障害 は起 こ らなか

った。 したが って,CPZは 聴 器に対 して毒性をほ とん ど

持 たないばか りでな く,腎 臓 に対す る毒性 もほ とん どな

いか極め て軽い もの と考え られる。
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Fig. 41 Extensive degeneration of tubular epithelia, flattening, necrosis

(asterisk) and desquamation. Dilatation of tubular lumen, irre-

gular regeneration of tubular epithelia. Extensive interstitial

cell infiltration (arrow). Uneven surface of cortex. KM 400

mg/kg/day, 4w. No. 6. H-E staining, •~ 100.

Table 14 Pathologic change of kidney and liver in rats treated with KM at 400 mg/kg/day for
4 weeks, intramuscularly

*: Died , ++ : Moderate change

稿 を 終 る に あ た り,実 験 中終 始 ご協 力 をい た だ い た 富

山化 学 工 業株 式 会社 綜 合 研 究 所,野 沢 公,伊 山 照 美 の

各 氏 に心 か ら感 謝 の意 を表 し ます 。
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EFFECT OF CEFOPERAZONE (T-1551) ON INNER EAR IN RATS

MASATOYO AKIYOSHI

Department of Pathology, School of Dentistry, Tsurumi University

SHINICHI IWASAKI, TOYOAKI YONEDA and AKIRA TAKAI

Research Laboratory, Toyama Chemical Co., Ltd.

Evaluation of the effect of cefoperazone (CPZ, T-1551) on the spiral and vestibular
organ of the inner ear was performed in young rats of Wistar strain and the effect of

CPZ was compared with that of kanamycin (KM). Fifty Wistar rats were divided
into 5 groups. One of them was served as control and treated with physiological saline

solution at dose of 10ml/kg/day for 4 weeks intravenously. CPZ was administered to
2 groups at dose of 1000mg/kg/day and 2000 mg/kg/day intravenously for 4 weeks,
respectively. KM was given to 2 groups at dose of 200mg/kg/day and 400mg/kg/day
intramuscularly for 4 weeks, respectively. The ototoxic effect was evaluated by differ-
ential frequency pinna reflex test in frequency ranging from 200 Hz to 20000 Hz before,
during and after the administration of these drugs, and then investigated histopathologically
on serial celloidin sections of the bilateral temporal bones. At the same time, the effect
of these drugs on kidney and liver were investigated histopathologically.

The results obtained in present study were as follows;
1) In 20 rats receiving CPZ at both dose levels, there were no impairment in

pinna reflex in the frequencies tested and histopathologically no remarkable change both
in the cochlea and in the vestibulum. There was no remarkable change in kidney
and liver.

2) In 10 rats receiving KM at 200 mg/kg/day, there was no impairment in pinna
reflex, but histopathologically the loss of outer hair cells alone in the lower 1/4 of
the first turn was observed in 80%. Inner hair cells were present. In the vestibular
organs, scattered loss of hair cells was noted in 70%. There were slight pathologic
changes in kidney and liver.

3) In 9 rats receiving KM at 400mg/kg/day, two rats showed the loss of pinna
reflex. These two rats histologically, indicated extensive loss of outer hair cells and less
extensive loss of inner hair cells. On the other hand, in the remaining rats without
impaired pinna reflex, the loss of outer hair cells was rather extensive, but the missing
of inner hair cells was unilaterally or confined to basal end of the first turn. In the
vestibular organ, scattered loss of hair cells were noted in 100%. In kidney, scattered
degeneration and necrosis combined with regeneration of the tubular epithelia and inter-

stitial cell infiltration occurred frequently.
4) The present study indicates that as to ototoxicity, CPZ can be tolerated much

better than KM.


