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6059-Sの マ ウスお よび ラ ッ トにお け る急性 毒性 試験

小 林 文 彦 ・古 川 仁 ・原 田 喜 男

塩野義製薬株式会社研究所

波多野 宗利 ・石 村 勝 正

株式会社日本生物化学センター

6059-Sの マ ウス,ラ ッ トで の急 性 毒 性 を,各3系 統 の雌 雄 マ ウス と ラ ッ トを 用 い,静 脈 内投 与 を

主 体 と した4投 与経 路 に つ いて 検 討 した。

中 毒症 状 と して は呼 吸 困難,脱 力,後 肢 失調 歩 行,流涎 や四 肢,尾 の 青 藍 な どが,種 属,性 お よび

投与 経 路 に 関係 な くみ られ た。 死 亡例 は,通 常,投 与 後2時 間以 内 に発 生 し,い ずれ も投 与 後 の 抑

うつ状 態 持続 中に,突 然,泣 鳴 や 異 常興 奮 を呈 し,や が て硬 直 性痙 攣 や 後 弓反 張 を と もな い,呼 吸 停

止 に よ り死 亡 した。6059-SのLD50値 は,マ ウ スで は5.3～6.29/kg(IV),9.8～11.6g/kg(SC),

8.6～9.9g/kg(IP),10.0g/kgで 死 亡例 な し(PO),ラ ッ トで は5.5～6.1g/kg(IV),9.0～12.5

g/kg(SC),8.1～12.0g/kg(IP),10.0g/kgで 死 亡例 な し(PO)で あ った。 な お,マ ウス お よ

び ラ ッ トで の6059-Sの 静脈 内投 与時 の 急 性 毒性 を 対照 薬Cefazolinと 比 較 した が,い ずれ の 動物

に お いて も6059-SのLD50値 はCefazolinよ り も高 値 を示 した 。

緒 言

6059-Sは 塩野義製薬研究所で合成 されたOxacephem系 抗生

質で,物 広範囲の抗菌 スペク トラムを有 し,特 にグ ラム陰性菌

に対 して優 れた抗菌力を有することが知 られている。 本化合物

の急性毒性をマウスおよび ラッ トで検討 したので,そ の成績を

報告す る。なお,本 実験は1977年11月 ～12月(IV),1978年

3月 ～12月(SC,IP)お よ び1978年12月 ～1979年6月

(6059-Sの 脱炭酸体)に 行 なった ものである。

I.実 験材 料 お よび 方 法

1.実 験 動 物 お よび 飼育 条 件

Table 1に 示 した各3系 統 の雌 雄 マ ウ スお よ び ラ ッ

トを 用 い,静 脈 内,皮 下,腹 腔 内お よ び経 口の4投 与

経 路 に つ いて急 性 毒 性 試験 を 実施 した。 マ ウ ス,ラ ッ ト

は いず れ も21日 令 で 購入 し,室 温24～26℃,相 対湿

度45～65%,午 前7時 よ り12時 間 照 明で 調節 され た

飼 育 室 に て11日 間馴 化 させ た 後,検 体 を投 与 した。 固

型 飼 料(CA-1,日 本 ク レア)お よ び水(市 水 道水)は,

全 期 間 を通 じて 自由に 摂 取 させ た 。

2.検 体 お よび 投 与 方 法

検 体 と した6059-Sは,6059-S原 薬(以 下6059-S

と記 載,Lot No.A03,B01,B02,B04,S015N,

SO45M,S050N)お よ び本 薬 中 に,夾 雑 物 と して 極 め

て微 量 に含 まれ る脱炭 酸 体 な らびに6059-Sの 臨 床 用製

剤(6059-Sとmannitolを100:16の 割 合 で 配 合 し

た もの,以 下 臨 床 用製 剤,Lot No.So 45N)の3種

類 であ る。 な お,対 照 薬 と して はCefazolin sodium

(CEZ,市 販品)を 用いた。6059-S,脱 炭酸体,臨 床用

製剤およびCEZは,い ずれ も投与直前に注射 用蒸留水

に20%(w/v)(マ ウス用)あ るいは25%(ラ ット用)

の濃度に溶解 し,さ らにSartorius membrane filter

(Milipore,0.45μ,HA)で 濾過 したのち,使 用した。

検体の投与は,各 実験群への投与量に応 じて注射容量を

変えて行な った。静脈内投与は,尾 静脈内にマウスでは

0.01 ml/sec.,ラ ットでは0.02 ml/sec.の 速度で投

与 した。1群 の動物数は各投与量当りマウス,ラ ットと

も10例 とし,投 与用量範囲はTable 1に 示 したとお

りであ る。

3.実 験方法

検体投与後14日 間に わ たって 観察を 継続 し,こ の

間の 死 亡率 よ りLITCHFIWLS-WILCOXON法1)に より

LD50値 を算出した。解剖は途 中死亡例 および14日 間

生存例の全例について行なった。解剖時,主 要臓器の肉

眼的観察 を 行な ったの ち,脳,心,肺,肝,腎,脾,

膵,胃 腸,胸 腺,副 腎,膀 胱,精 巣,卵 巣,骨 髄および

注射部皮膚を10%中 性緩衝 ホルマ リン液 に固定後,常

法に従い パ ラフィン切片 とし,Hematoxylin-Eosin染

色 または必要に応 じてKossA法,Azan,Sudan III染色

などを施 して光顕的に観察 した。

II.実 験 結 果

1.静 脈 内投与時

1-1 LD50値

6059-S,脱 炭酸体および臨床用製剤な らびにCEZの
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Table 1 LD50 of 6059-S or CEZ in mice and rats

* Calculated by LITCHFIELD-WILCOXON method
In parentheses:95% confidence limit

各検体投与後の 観察期間中の 累積死亡率 よ り算 出した

LD50値 をTable 1に 示 した。

マウス,ラ ットともに,6059-SのLD50値 に系統差,

性差は認あ られず,し か も,6059-SのLD50値 はCEZ

に比較 して高値を示 した。また,6059-Sの 脱炭酸体 と

臨床用製剤のLD5。 値 は6059-Sと ほぼ同値であ った,

1-2中 毒症状 と死亡経過

6059-S投 与後の中毒症状発現 と死亡経過は,マ ウス,

ラットともに質的に類似 してお り,著 しい種差,系 統 差

および性差はみられなか った。すなわち,検 体投与後,

ほとんどの動物は用量依存性 を もって呼吸不整,脱 力,

眼球 ・四肢 ・耳介の 貧血 な らびに 後肢の 歩行失調 を示

し,つ いで 腹臥位 とな り,鎮 静状態 に陥った。6059-S

の高用量投与群 においては,挙 尾反応,自 発運動の充進

をともない,投 与後5～60分 以内に 突発的に泣 鳴呻吟,

跳躍等の異常興奮状態とな り,強 直性痙攣,後 弓反張を

ともなって呼吸停止で死亡 した。 この うちの少数例は,

これ らの症状に加え,紅 涙あるいは血液泡沫液を鼻腔よ

り分泌 して死亡 した。生存例は,上 述の発作発現時期を

脱 した後,漸 次正常に向い,投 与4～6時 間後には活発

な 自発運動を示すまでに回復 したが,少 数例に長時間の

沈静後,24時 間目頃より体温低下,全 身衰弱,チ アノ

－ ゼ,体 重減少が観察され,る いそ うが著明 となって投

与 後2～4日 目に 死 亡する ものが み られた。 ま た,

6059-Sの 脱炭酸体あるいは臨床用製剤投 与時の 一般症

状 は,6059-S投 与時のそれ と全 く同一であ った。

CEZ投 与で も,マ ウス,ラ ッ トともに6059-S投 与

群 にみられた中毒症 状と類似した変化が観察 された。 し

か し,症 状の発現,死 亡経過は6059-Sよ りも速やかで

あ り,ま た,死 亡 した一部の例 に流涎 や血尿を呈 した も
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のがみ られた。

1-3解 剖および病理旭織学的所見

6059-Sと その脱炭酸体 および臨床製剤な らびに対照

薬CEZの 各高張溶液の大量投与に基 づく変化と しては,

循環障害や脱水あるいはシ ョックを示唆する次のごとき

変化がみ られた。すなわち,早 期死 亡例では,上 気道内

に血性泡沫液の充満をともな った肺の出血水腫,髄 質外

帯の うっ血ないし出血と皮質の貧血を ともな った蒼 白腫

大腎,右 心房 ・右心室の異常拡張な どがみられ,マ ウス

では,こ の他に腎門部付近,後 腹膜組織,膵 間質などに

水腫がみられた。 これ ら所見の組織像は,肺 では肺胞内

出血水腫,腎 では上皮細胞の偏平化を ともな った皮質尿

細管の拡張 とポーマ ン氏嚢の著しい拡張,心 では心筋の

うっ血や出血,肝 では実 質細胞の空胞変性などがみ られ

た。他方,遅 延死亡例で は,腎 表面は細顆粒状で蒼 白腫

大を呈し,髄 質外帯,特 にouterstripeを 主 とした 尿

細管に石灰沈着を ともなった壊死がみ られたが,糸 球体

には変化を認めなか った。 この他,肺 の出血水腫,心 筋

の壊死,腺 胃のヘマチン沈着を ともな うerosion,胸 腺

の萎縮,脾 の貧血性萎縮,盲 腸の拡張などもみ られた。

2.皮 下投与時

2-1 LD50値

6059-Sの 各投与用量群におけ る14日 間の累積死亡

率 より算 出したLD50値 を,CEZと 対比 してTable 1

に示 した。

マ ウス,ラ ッ トの種属 間では,6059-SのLD80値 に

差を認めなかったが,雌 が雄よ りも感受性の高いことが

知 られた。

2-2中 毒症状 と死亡経過

マ ウス,ラ ッ トともに,6059-Sの 投与全群で,投 与

後2～5分 よ り呼吸不整,自 発運動の低下がみ られ,ラ

ットでは注射直後に局所の刺激性によると思 われる泣鳴

を発 した。10～20分 目には顔面の浮腫やptosisが 散見

され,検 体投与局所皮下の浮腫が経時的に著明化した。

さらに,30分 頃には,10,000mg/kg以 上を投与 した雌

雄に呼吸粗大,四 肢や尾のチアノ-ゼ がみ られ,動 物は

鎮静状態に陥った。その後は,こ れ ら症状を持続す ると

ともに,2～4時 間 目頃には 体温の低下や 警戒 反射の低

下などがみ られ,や がて動物は突発的に挙尾,泣 鳴,自

発運動の亢進,跳 躍あるいは旋回運動等の異常興奮を示

し,遂 に強直性痙攣あるいは後弓反張をともなって呼吸

停止により死亡 した。以上の中毒症状の発現の程度な ら

びに頻度 に用量依存性がみられ,雌 雄間の比較では,雄

に比 して雌にやや強い傾 向がみ られた。 この死亡 多発時

期(2～6時 間目)を 脱 した生存例は,そ の後,漸 次回

復 に向い,18時 間目頃には 活発 な 自発運動 もみ られ,

全 身状態が回復 した。 しか し,雌 ラットでは,こ の時点

よ り各投与群の2～4例 で一般状態が悪化し,立 毛,脱

力,呼 吸粗大,歩 行失調などがみ られ,体 重減少や貧血

が加 わって衰弱 していき,投 与後2～8日 にかけて振せ

ん,四 肢や耳介のチアノーゼが出現 し,い ずれ も呼吸停

止により死亡 した。 このような 遅延死を 免れたラット

は,そ の後順調な体重増加を示 し,一 般状態にも著変は

みられなかった。

2-3解 剖および病理組織学的所見

マ ウス,ラ ッ トともに,6059-Sの 投与後早期に死亡

した全例 に,注 射局所皮下組織に血腫 をともな う著しい

浮腫,軽 度腫大 した腎において髄質外層の出血と皮質の

貧血,肺 の軽度の水腫ないし点状出血,肝 の うっ血等が

みられた。高用量投与群の死亡例では脳髄膜下出血も認

め られ,そ の他6059-Sの12,000mg/kg投 与のマウス

での7時 間 目死亡例では,上 記変化の他に,膀 胱粘膜

の出血,ま た,12,500mg/kg投 与 ラッ トの雄では胃粘

膜にヘマチ ン沈着をともなったerosionが 認められた。

6059-S投 与後4～8日 目に死亡した遅延死亡例は,

いずれ も体重減少や全身性 の貧血が顕著であったが,主

な変化としては腎の障害,肺 の出血水腫,腺 胃のヘマチ

ン沈着を ともなったerosionで あ った。

組織学的には,投 与局所の皮下組織に広範囲の血腫を

ともなう浮腫が存在 してお り,そ の周縁部に炎症性細胞

や線維芽細胞 の 軽度浸潤が みられた。 腎では,皮 質尿

細管上皮細胞の 偏平化を と もな う尿管拡張 と髄質外層

innersthpeの 充出血が 著 しく,高 用量群の 死亡例で

は,同 部位尿細管上皮細胞の核濃縮ない し壊死のほかに

ポーマン氏嚢 の拡張 も認め られた。心では心室や心房で

石灰沈着を ともな った局所的心筋炎がみられ,肺 におい

ては肺胞内出血や肺門部付近の水腫,ま た,胃 では腺胃

のヘマチン沈着,肝 には肝小葉 中心性の空胞変性がみら

れた。脳では髄膜下出血の他に,脳 室内および脳実質内

に小 出血巣が散見 され,ま た膀胱 にも粘膜下織の出血巣

が一部の死亡例にみ られた。

14日 間生存 した例では,少 数例に投与部位皮下組織

に線維性被膜に囲 まれた小出血壊死巣の残留,表 面が細

顆粒状で蒼 白腫大 した腎,お よび盲腸の拡張が認められ

た。 この例の腎の組織像では,髄 質外帯部に線維化をと

もな う尿細管の再生増殖があり,同 様の変化が一部皮質

にもみ られた。

3.腹 腔 内投与時

3-1 LD50値

6059-Sの 各投与用量群における14日 間の累積死亡率

よ り算出 したLD50値 を,CEZの それと対比してTable

1に 示 した。6059-Sで は,皮 下投与の場合と同様,著
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しい種差はみられなか ったが,雌 に高感受性を認めた。

3-2中 毒症状と死亡経過

マウス,ラ ットともに6059-Sの 投与直 後に,全 例 に

一 過性に腹膜刺激によると思われる腹部伸展および捻転

運動がみられ,ま た,泣 鳴を発す るラッ トが少数例認め

られた。投与数分後には,自 発運動の低下,脱 力および

呼吸不整がみ られ,そ め 後1動 物は腹臥位 ない し横臥位

を持続した。投与後20～30分 頃よ り腹水の貯留による

腹部膨満が現われ始めた。 これら症状の程度には用量依

存性が認めちれ。6059-Sの 大量投与群では,呼 吸粗

大,体温低下,四 肢や尾 のチア ノーゼなども認め られ,

投与後30分 頃よ り突発的に痙攣発作,泣 鳴,跳 躍,施

回運動等の異常興奮を示 し,や がて四肢や尾のチアノー

ゼ,流涎,後 弓反張を ともなう強直性痙攣が現れ,呼 吸

停止で死亡した。 この死を免れた動物は,投 与後5時

間目頃には立毛,呼 吸不整,脱 力など も認 められたが,

その後は次第に自発運動 も活発化 し,警 戒反射 も正常 と

なって回復した。 しか し,6059-Sの 高用量投与群の雌

ラットにおいて,投 与後20時 間 目頃よ り再び一般状態

の悪化が生 じ,自 発運動の低下,脱 力,呼 吸粗大 がみ ら

れた他,腹 部膨満,下 痢,衰 弱などが 認め られ,そ の

後,こ れらの症状は経時的に増悪 し,投 与後30時 間 目

頃には呼吸微弱,体 温低下を示 し,や がて振せ ん,四 肢

や尾のチアノーゼ,体 重減少を呈 して呼吸停止 により死

亡する例が投与後 亀 日目頃 まで み られた。 他方,雄 ラ

ットでは,投 与後20時 間目以降でも症状の悪 化はみ ら

れず,次 第に回復した。

3-3解 剖および病理組織学的所見

6059-S投 与後60～90分 の死亡例では,腹 水の貯留

(1.6～3.0 ml),軽 度腫大 した腎の髄質外層の出血 と皮

質の貧血,腎 門周囲や複腹膜組織 の水腫,肝 のうっ血,

右心房,右心室 の異常拡張 などがみ られた。 さらに,高

用量投与群の少数例においては,脳 髄膜下出血,ヘ マチ

ンの沈着をともなう腺 胃のerosionと 脾 の貧血 も 認め

られた。

これらの組織所見に,6059-Sの 皮下投与群の死亡例

にみられた案 化と同様であ った。すなわち,心 では心筋

層の著しいうっ血あるいは出血が,腎 では皮質尿細管の

軽度拡張と髄質外層の軽度 うっ血な らびに腎門部組織の

小出血が認められ,脳 では髄膜下 出血の散在 もみ られた。

6059-Sの8,000血9/kg以 上投与の雌 ラッ トのうち,

投与後2～3日 目に死亡 した遅延死亡例では,い ずれ も

腎に変化が み られ,蒼 白腫大 した腎 の表面は 細顆粒状

で,著 しい例 では腎門部 および後腹膜組織の水腫を とも

なうていた。この ような変化を示 した腎の組織所見は,

いずれも本薬の 皮下投与群の 遅延死亡例 と類似 してい

た。6059-S投 与例では,こ の他に肺 の出血水腫,腺 胃

のerosion,脾 の貧血 と萎縮。 胸腺の萎縮などが認め ら

れたが,い ずれ も皮下投与群 の遅延死 亡例での組織所見

と著差がなかった。

生存例の14日 目での解剖では,皮 下投与群の解剖で

認め られた もの と類似 した腎の変化が みられたが,そ の

他の主要臓器には著変 は認め られなかった。

4.経 口投与時

ICR系 マウス およびSD系 ラッ トに,6059-Sの

10,000mg/kgの 大量を投 与 しても死亡例は認め られ

なか った。 中毒症状 としては,ご く軽度な下痢がみ られ

ただけで,病 理組織学的所見において も特記すべ き所見

は認め られ なか った。

III.考 察

新 し く開 発 されたOxacephem系 抗生物質 で ある

6059-Sに ついて,マ ウス,ラ ッ トを用いて急性毒性試

験を行い,そ の作用をCEZと 比較した。

急性毒性 試験の 成績か ら求めた6059-SのLD50値

は,雌 雄マウズでは5.3～6.29/kg(IV),9.8～11.6g

/kg (SC),8.6～9.9g/kg(IP),10.0g/kgで 死亡 例 な

し(PO),雌 雄 ラッ トでは5.5～6.1g/kg(IV),9.0～

12.5g/kg(SC),8.1～12.0g/kg(IP),10.0g/kgで

死亡例 な し(PO)と 極めて高値を示 し,本 薬の 毒性が

弱い ことを裏付 けている。 これ ら6059-SのLD50値 は,

比較したCEZに くらべ,い ずれの動物あるいは投与経

路で もCEZよ りも 高値 を示 し。6059-Sの 急性毒性が

CEZよ りも弱いことを示 して いる。 今回の 急性毒性試

験でみ られた6059-S投 与 による 中毒症状 あるいは 病

理所見 としては,投 与直後に 出現 したシ ョック様症状

(IV)投 与局所の血腫をともなった浮腫(SC),腹 水貯

留(IP)な どであ ったが,こ れ らの所見 は,い ずれ も

6059-Sの もつ毒性を反映した ものではな く,む しろ多

量の高張検体溶液を投与したことに起因する非特異 的作

用2,3)に よるものと解釈 し得 るものであった。解剖所見

および組織学的所見において も,こ のよ うな多量の高張

溶液投与時に出現す る循環障害や体液の平衝撹乱がみら

れただけであって,Cephalosporin系 抗生物質の毒性 ま

たは副作用として 最 も問題と 考え られてい るnephro-

toxicity4)は,6059-Sの 極めて 大量を 投与 した 今 回の

急性 毒性試験において も認 められなか った。 しか も,マ

ゥス,ラ ッ トにおけ るこれらの所見には類似性があ り,

著 しい種属差,系 統差,性 差などはいずれの投与経路 に

おいて も認あ られなかった。CEZ投 与群では,6059-S

類似の所見がみ られたが,症 状の発現 と経過 は6059-S

投与の場合に比較 して,よ り速やかであった。また6059
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-S の原薬中に爽雑物 として極めて微量(約0.8%)に

含有されている6059-Sの 脱炭酸休の静脈内投 与におけ

るLD50値 は6.6g/kg前 後で,6059-Sと ほ ぽ同 じ値 を

示 し,そ の含有量か らみて本爽雑物が6059-Sの 毒性発

現を 修飾す ることは 殆ん どないと 判断された。 また,

6059-S原 薬そのものは 室温保存では∫蓬期闇の安定性を

確保 しえないので,そ の臨床製剤 には,安 定化をはかる

旧的で約14%のmannitolが 配合 されてい る。 この

臨床用製剤 に ついて も 急性轍性を 検討 したが,そ の

LD50値 は,ICR系 マウスで5.3～5.7g/kg,SD系 ラ

ッ トで5.0～6.0g/kgで あり,6059-S原 薬のLD50

値 とほぼ同櫨を示 し,そ の中羅症状および瘤埋組織学的

所見 も6059-S原 薬 と類似 した ものであ った。 すなわ

ち,mannitolは 市販品 として繁用 されてい ることな ら

びに今回得 られた結果か ら判断 してmamitolの 毒性

は無視 しえ るものと考え られた。
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ACUTE TOXICITY OF 6059-S IN MICE AND RATS

FUMIHIKO KOBAYASHI, HITOSHI FURUKAWA and YOSHIO HARADA

Shionogi Research Laboratory, Shionogi & Co., Ltd.

MUNETOSHI HATANO and KATSUMASA ISHIMURA

Gifu Research Laboratory. The center of Japan Biological Chemistry & Co., Ltd.

Acute toxicity studies on 6059-S using intravenous administration were performed in two species: rat

and mouse. Compound 6059-S was dosed to males and females of three strains of rats and mice and acute

effects were compared to those of cefazolin sodium. Compound 6059-S was also dosed by the subcutaneous

intraperitoneal and per os routes to male and female mice and rats.

Compound 6059-S was administered at three to five dose levels to groups of 10 male or female rodents.

and the animals were observed for 14 days.The LD50 values were calculated and detailed evaluations of

the toxic effects were described at each dose level.Necropsies were performed on all animals and macro-

scopic and microscopic examinations were made on all major organs.

Compound 6059-S has a low order of acute toxicity when administered intravenously.Similar toxic signs

at high doses and time of death were observed in rats and mice,and no significant differences of toxic

symptoms were seen in the different strains or sexes.Compound 6059-S was less toxic than cefazolin in

both rats and mice.

Most of the rats and mice were hypoactive and depressed after high doses of 6059-S.At the highest

doses,animals developed convulsions and died quickly due to respiratory arrest.

Pathological findings included hemorrhagic edema and congestion of the lung and kidney,and myocardial

hemorrhage indicative of circulatory toxicity were probably caused by the very large dosage levels of the

compound.Similar toxic effects were observed in the cefazolin treated rats and mice,but these effects

were observed earlier and at lower doses.The systemic toxic effects elicited by 6059-S in mice were very

similar after subcutaneous and intraperitoneal dosing,but with the addition of damage at the site of sub-

cutaneous dosing and induced retention of abdominal ascites after intraperitoneal dosing.


