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6059-Sの ラ ッ ト,イ ヌ,サ ル におけ る体 内挙動

菅野浩一 ・岡部 博 ・田中日出男 ・乗鞍 良

塩野義製薬株式会社研究所

ラット,イ ヌおよびサルにおける6059-Sの 体内挙動について検討を行なった。

14 C-6059-S静 脈内投与 ラッ日こおける放射活性排泄率は,尿 中に約75%。 糞 中に約25%で あ

った。胆管 カニユレーシ ヨンラットにおりる排泄率 も尿中に約75%,胆 汁中に約25%で あ った。

この排泄率は投与量(5,20,40mg/kg)に よって変化しなかった。呼気への排泄 も腸肝循環の可能

性 もほとんどない と考え られる。

イヌおよびサルでは,6059-Sの ほとんど大部分が尿中に排泄 され,胆 汁中排泄率は1～2%程 度

にすぎなかった。

ラッ トにおける血中放射活性濃度は,静 注後急速に減少 し,2時 間後には投与2分 後の約1/20の

濃度 になった。 その後やや緩やかな減少を示 した。血 中濃度は投与量に比例 し,5～40mg/kgの 範

囲では線 形性が認め られた。また,放 射活性 のほとんどが血漿 中に存在 していた。血漿 中の未変化体

は二相性 の減少パ ターンを示し,そ の生物学的半減期は21分,血 漿 ク リア ランスは8.8ml/kg/min

であった。

イヌおよびサルにおいて も血漿 中未変化体は二相性の減少パターンを示 した。 しか し。生物学的半

減期はイヌでは66分,サ ルでは63分,血 漿ク リア ランスはイヌで2.21ml/kg/min,サ ノレで1.98

ml/kg/minで あ り,ラ ッ トと比 較す るどかな りの差が認められた。

14 C-6059-s投 与 ラットにおけ る組織中放射活性濃度は,血 液と同様に 投与後急速に減少 し,2時

間以後やや緩かに減少した。腎臓 に最 も高濃度の分布が見 られたが,腎 臓以外の組織中濃度は血漿 よ

も低い値であった。それ らの濃度の順位は腎臓 》血漿 》肺>肝,皮 膚,リ ンパ節,顎 下腺,心 臓,気

管,膵 臓,甲 状腺,下 垂体>精 巣,脾 臓,前 立腺,筋 肉,胸 腺>脳,脂 肪の順であり,す べての組織

において特異な蓄積は観察 されなか った。

ラッ トにおける血漿中未変化蟻 組織 および尿 中放射活性濃度は,抗 菌活性測定法によ り得 られた

値とよく一致 していた。

妊娠 ラットにおける体 内分布 は,組 織中濃度 も,消 失パ ター ンも雄性 ラッ トの場合 と同様であっ

た。胎仔組織中濃度は母獣の組織 中濃度に比べて極めて低い値であった。

ラッ トにおいて14C-6059-S20mg/kg/day7日 間の反復投与実験を行なった。24時 間毎の尿,

糞中放射活性排泄率 は1回 投与の場合 と同様で,反 復投与中一定の値 を示 し,排 泄の遅延は認め ら

れなかった。血漿中放射活性は,1回 投与の場合 と同様 のパターンで速かに消失 した。未変化体濃度

から算出した生物学的半減期は21分,血 漿 クリアランスは9、4ml/kg/minで,1回 投与の値 と変

らなかった。反復投与後の体内分布 も1回 投与の場合と比較 して特に 変化がな く,貯 留 を示すよう

な組織信認め られなかった。

代謝物 について,TLC-バ イオオー トグラフィーあ るいはTLC-オ ー トラジオグラフィーによ り検

討を行なった。 ラッ ト,イ ヌ,サ ルの尿および 胆汁中に抗菌活性を有する代謝物 は検出されなかっ

た。 ラットについては,胆 汁中に抗菌活性を持たない6059-Sよ りも極性の高い代謝物の存在が示 唆

されたが,ラ ット,イ ヌ,サ ルいずれの動物極 においても6059-Sの 尿,胆 汁中回収率が90%以 上

であることか ら,6059-Sは そのほとん どが未変化のまま体外に排泄されると考え られる。

緒 言

6059-Sは 当研究所 において合成 され1),優 れた抗菌活性 を有

す る2)新しい β-ラクタム系抗生物質であ る。各 種実験動物 にお

け る6059-Sの 吸収,分 布,代 謝,排 泄に つい ては,抗 菌活性

による濃度測定 を行ない,主 と しそCefazolinを 対照薬 とし

て比較検討 した結果 を先に報 告 した8)。

今回,我 々は6059-Sの 体内挙動を更に詳細 に知 る目的で,

14 C-標 識体を用 いで,サラッ トにおけ る尿,糞,胆 汁 中排泄率,

血中濃度,組 織中濃度を測定し,抗 菌活性測定と放射活性測定

の結果を比較検討 した。 また,反 復投与時の体内挙動,妊 娠ラ

ツトの組織中濃度,胎 仔移行性などについても検討を加えた。

更に,非 標識体を投与したイヌ,サ ルの尿中排泄率,血 中濃

度にわいては抗菌活性測定の他に,高 速液体クロマ トグラフィ
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ー を用いて測定 し,ラ ット,イ ヌ,サ ルにおけるPharmacoki-

netic parameterの 比較 検 討 を 行 な った。

また,尿,胆 汁 中代謝物についではTLC-オ ー トラジオグラ

フィー およびバ イオオー トグ ラフ ィーによ り検討 を行 なった。

以下,こ れ らの結果について報告す る。

実 験 方 法

1.投 与検体

(1-1)標 識化合物

14 C-標 職化合物は当研究所で合成され た(6R,7R)-7-

〔1-14C-2-carboxy-2-(4-hydroxyph6nyl)acetamido〕-7-

methoxy-3-〔(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl-thio)meth-

yl〕-8-oxo-5-oxa-l-azabicyclo〔4,2,0,〕oct-2-ene-2-

carboxylic acid,比 放 射 能13.0μCi/mg,放 射 化学 的

純度98%以 上 の もの(1-14C-6055)を 主 と して 用 い,

組織 分 布 に関 す る岬 部の 実 験 で は,塩 酸加 熱処 理 に よ る

動物 屍 体可 溶 化 の 際 に 標 識 位 置の 炭 素が 脱離 す る こと

を 考 慮 して,(6R,7R)-7-〔2-14C-2-carboxy-2-(4-

hydroxyphenyl)acetamido〕-7-methoxy-3-〔(1-methyl-

1H-tetrazol-5-yl-thio)methyl〕-8-oxo-5-oxa-1-aza-

bicyclo〔4.2.0.〕oct-2-ene-2-carboxylic acid,比

放射 能17.7μCi/mg,放 射 化 学 的純 度98%以 上 の も

の(2-14C-6055)を 使 用 した(Fig.1)。

Fig.1 Structure and labeled position of 14C-6055-S

* 1-14C-6055-S

** 2-14C-6055-S

(1-2)非 標 識化 合 物

6059-Sは 分 子式C20H18N6O9SNa2,分 子 量564 .44の

化 合物 で,当 研 究 所で 合成 され たLot No.SOO9N,SO

17N,SO42Nの もの を使 用 した。

(1-3)投 与検 体 の 調製

1-14C-6055(あ るいは2-14C-6055)に 重炭 酸 ナ トリウ

ム を加 え,14C-6059-S(14C-6055Na塩)と して使 用 し

た 。14C-6055と 重炭 酸 ナ トリウムの 混合 モル比 は1:2

とし,必 要 量 の重 炭 酸 ナ トリウ ム と非 標 識6059-Sを 予

じめ塩 化 ナ トリウム 水 溶 液 に 溶 解 し,そ れ を14C-6055

に加 え て所 定 の濃 度 に な るよ うに した。 塩 化 ナ トリウム

水 溶 液 は,6059-Sの 浸 透 圧 に相 当す る 分 を 差 し引 い た

濃度の ものを使用し,投 与検液 が量終的 に等張に耽るよ

うに調製した。 下記の13禰 の投与量について,各 々の

投与液量を一定にす るために5mg,20mg,40mg/2

mlの3種 の濃度の14C-6059-S投 与検液を用意した.

非標織6059-Sを 投与検体として用い る場合には,最

終的に等張 となるように塩化ナ トリウム水溶液を加えて

40mg/mlの6059-S投 与検液を調製 した。

2.実 験動物お よび投与量

(2-1)ラ ッ ト

JCL-SD系 雄性 ラッ ト.体 重250～2809(7～8遇

令)お よぴ同系の雌 妊娠 ラツ ト(妊娠18日 令)を 用

いた。

投 与検体は14C-6059-Sを 用い,投 与量は,排 泄経路,

血中濃度測定の実験では5,20,40mg/kg,雄 性ラッ

トにおける組繊分布では20お よび40mg/kg,妊 娠ラ

ッ トと胎仔の組織 分布,乳 汁移行性,代 謝物の検紫の実

験では20mg/kgと し,す べて 尾静脈 より静脈内鮪

を行なった。反復投与実験では20mg/kgを1日1

回7日 間静脈内に投 与した。

(2-2)イ ヌ

雄性および雌 性のビーグル犬,体 重8.8～11.9kgを

用いた。

投与検体は非標菌6059-Sを 用い,20mg/kgを 前肢

静脈内に投与した。代謝物の検索の実 験のみ40mg/kg

を投与 した。

(2-3)サ ル

雄性 および雌性のアカゲザル,体 重5.8～9.8Kgを

用いた。

イヌと同様に非標 識6059-Sを 用 い,す べて20mg/

kgを 後肢伏在 静脈内に役与 した。

3.投 与および分析試科の採 取

(3-1)尿,濃 中排 泄率測定

ラッ トを ポルマ ンケ-ジ に固定し,尾 静脈より前記投

与量の14C-6059-Sを 静注 した。 尿は投与後30分,1,

2,4,6,24,48,72時 間で エーテルを吸入させて強制

的に排尿 させ,蒸 留水で一定量に希釈した。糞は投与後

24.48,72時 間で集めた。

イヌでは,6059-Sを 前肢静脈内に投 与bた 後,30

分,1,2,4,6,24時 間で膀胱カテーテルを 用いて尿

を採取 した。

サルでは。 後肢大伏在静脈内塵穀 与した後,イ ヌの場

合 と同様に膀胱 カテーテルを用いて採尿した。

(3-2)尿 。胆汁 中排泄串測定

総胆 管に ポ リエチ レン管(PE10)

を挿入したラントを ポルマ ンケージに固定し 尾 静脈 よ り14C-6059-S

を静注 した。 尿は投与 後30分, 1,2,4,6,24時 間,
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胆汁は投与後15,30分,1,2,4,6,24時 間で集め,

各々蒸留水で一定量 に希釈 した。

イヌはソムノペ ンチル(ペ ン トバル ビタールPitman

Moore)25mg/kg静 注で 麻 酔した後,開 腹 して胆の

う頸部を結紮し,総 胆管にポ リエチレン管(PE90)を

挿入 した。麻酔下で6059-Sを 静注し,投 与後4時 間

まで胆汁および尿を採取 した。

サルはケタラール(塩 酸ケタ ミン,三 共)15mg/kg

筋注で麻酔 し,イ ヌと同様に総胆管 カニュ レーション手

術を施 した。モ ンキーチェアーに拘束 した状態で麻酔か

ら充分覚醒 した後に,6059-Sを 静注し,投 与後24時

間までの尿および胆汁を採取 した。

(3-3)血 中濃度の測定

ラッ トに14C-6059-Sを3水 準 の投 与 量 で1回 静 注

した。 投 与 後2,5,10,20,30分,1,2,4,6時 間

で,40mg/kgの 時 の み さ らに24時 間 で,各 時 点3

匹ずつの ラットを 所定時間直前に エーテル麻 酔し,開

腹後,腹 部大動脈か ら採 血し,屠 殺 した。

採取した血液は,一部 を全血 中放射活性測定のための

別の容器に移 し,残 りは血漿を得 るため遠心分離を行な

った。得 られた 試料は測定まで凍結保存 した。

イヌ,サ ルおよび ラットに6059-Sを 投与 した実験 で

は,静 注後2,5,10,20,30,45分,1,2,4時

間に,イ ヌは前肢静脈,サ ルは後肢大伏在静脈,ラッ ト

はUPTONの 方法4)に 従 って頸 静脈よ り採血 し,直 ちに

遠心分離 して血漿を得た。

(3-4) 組織中濃度の測定

14C-6059-S 40mg/kg1回 静注後の 血中濃度測定に

用いた採血後の ラッ ト屍体を,組 織 中濃度測定のために

凍結保存 した。投与後5,30分,2,6,24時 間に屠殺

した各時点3匹,計15匹 の ラット屍体を 解剖し,顎

下腺,リ ンパ節,甲 状腺,気 管,胸 腺,心 臓,肺,肝

臓,脾 臓,膵 臓,腎 臓,副 腎,胃,胃 内容物,小 腸,小

腸内容物,盲 腸,盲 腸内容物,結 ・直腸,結 ・直腸内容

物,脂 肪,前 立腺,精 巣,大 腿筋,背 部皮膚,脳,下 垂

体の27種 を摘出 した。摘 出組織の決定は全身オー トラ

ジオグ ラムを参考にした。摘 出した組織はその全量を精

秤した。

(3-5) 妊娠 ラッ ト体 内濃度および胎仔移行性 の検討

14C-6059-Sの 投与は尾静脈 より行 ない
,投 与後 ラッ

トは屠殺まで代謝ケ ージで飼育 し,5,30分,1,4,24

時間で各時点3匹,計15匹 を腹部大動脈 か らの採血

により屠殺し た。屍体 は冷蔵庫 に保存 し,24時 間以内

に解剖し,全 血,血 漿,顎 下腺,リ ンパ節,甲 状腺,肺,

や臓.肝 臓,脾 臓,腎 臓,副 腎,卵 巣,子 宮,乳 腺,

脳,下 垂体,大腿 筋,脂 肪,胎 盤,胎 仔,羊 水,胎 仔組

織(全 血,肺,心 臓,肝 臓,腎 臓,脳)を 摘出した。妊

娠 ラット1匹 か ら2匹 の胎仔を取 り出し,1匹 は全身

をホモジネー トに,他 の1匹 は 解剖 して組織を摘 出し

た。

(3-6) 乳汁移行性の検討

1週 令の ラット乳仔27匹(体 重11±19)と その母

獣3匹(体 重281±79)を 用いた,,母 獣1匹 と乳仔

9匹 を1組 として,3組 を用意 し,母 獣の 尾静 脈 より

14C-6059-Sを 投与 した後
,通 常の 飼育ケージ内 で 自由

に授乳 させた。投与後3,6,9時 間経過 した 時点 で,

各組 とも3匹 ずつの乳仔を母獣か ら離 し,母 獣 の尿,

唾液などによる体表面の汚染を除 く目的で,ビ ーカー内

で3回 水洗 した。 その後全身を ホモジネー トにした。

(3-7) 反復投与 実験

14C-6059-Sを30匹 の ラッ トに1日1回
,7日 間

静注 した。 そのなかで,10匹 は代 謝ケー ジで 飼育 し,

24時 間毎投与直前に尿,糞 を採取した。 残 り20匹 は

飼育ケージに5匹 ずつ入 れ,尿,糞 は採取 しなか った。

7日 目投与後,0,2,5,10,20,30分,1,2,4,

24時 間で前述の方法で採血 した。血液は遠心分離 し,血

漿を得た。尿,糞,血 漿 とも測定まで凍結保存 した。

(3-8) 組織 中の放射活性 と抗菌活性の比 較

14C-6059-Sを ラット尾静脈内へ投与 した後
,5,30,

60分 で各時点で3匹,計9匹 を腹部大 動脈か ら採血

により屠殺 した。血液を園 心分離 して血漿を得,一 方,

屠殺 した ラットはすみやか に解剖に供 して,脳,心 臓,

肺,肝 臓,脾 臓,腎 臓,精 巣,大 腿筋,背 部皮膚を摘出

した。

血漿および各組織の一部は,常 法通 り放射活性の測定

に供 した。残 りの一部は,0.1Mリ ン酸緩衡液pH7.0

を加えてホモジネーFと し,3,000r.p.m.20分 間遠

心分離 して,ホ モ ジネー トおよび上清に含まれ る放射 活

性を測定すると同時 に,上 清については抗菌活性の測定

を行な った。

(3-9) 代謝物

ラッ トは,雄 性 ラ ットについて14C-6059-S投 与後

0.5,2,4時 間までの尿,胆 汁を採取 した。

イヌは雌雄各2頭 ずつ計4頭 を用い,6059-S投 与

後4時 間までの尿,胆 汁を採取 した。

サルは雌雄 各1頭 ずつ計2頭 を用い,6059-S投 与

後1,4,12時 間 までの尿,胆 汁を採取 した。

各試料 について,薄 層クロマ トグラフィー(TLC)に

よる代謝物の検索を行なった。

4. 放射活性測定法

(4-1) 尿,胆 汁中放射活性の測定

一定量 に希釈し た尿,胆 汁の100μlを ゲルシ ンチ レ
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ー ターAQUASOL-2(NEN Co.第 一化学)10mlに

溶解 し,液 体 シンチレーシ ョンカウンターでその放射活

性 を測定した。

(4-2)糞 中放射活性の測定

糞は全量を ビーカーに入れ,適 当量 の水を加 えて均一

なペース ト状に練 り,そ の100mgを 精秤 し,試 料燃

焼装置で燃焼 した。 その放射活性を液体シンチ レーシ ョ

ンカウンターで測定 した。

(4-3)全 血中放射活性の測定

全血100μlを 試料燃焼装置で燃焼 し,そ の放射活性

を液体 シンチレーシ ョンカウンターで測定 した。

(4-4)血 漿中放射活性の測定

血漿100μlをAQUASOL-2 10mlに 溶 解 し,そ の

放射活性を 液体シンチ レーション カウンターで 測定 し

た。

(4-5)血 漿中未変化体の測定

血漿100～500μlに6N塩 酸100μlと 水を加えて

1mlと し(pH1),ざ らに非標識6059-S5mg/ml水

溶液50μl(250μg)と 飽和量の塩化ナ トリウムを加え,

酢酸エチル6mlを 加えて15分 間振 とう,5分 間遠心

分離した。 酢酸 エチル層5mlを37℃ 水溶 中で減圧乾

固 した。その残渣 を150μlの1%酢 酸メタノール溶

液に 溶解 し,50μlをTLClプ ラスチ ック プ レー ト

(Merck Silicagel 60 without F254)に スポッ トし,

展開溶媒 〔酢酸エチル:酢 酸:水=3:1:1〕 で展開 し

た。乾燥後,0.15%フ ルオ レセインナ トリウム溶液を

プ レー トにスプ レー し,UVラ ンプ下で6059-Sの 位置

を確認し(Rf=0.25),そ の部分を切 り取ってバイアル

へ移 し,AQUASOL-215mlを 加えて,そ の放射活性

を液体 シンチレー シ ョン カウンターで 測定 した。同時

に,対 照用の血漿 に投与検液を4水 準 に希釈 したもの

を加 え,同 様の操作を 行なって検量線を作成 した。

(4-6)組 織中放射活性の測定

組織の1部 を切 り取 り,100mgを 精秤 し,糞 と同

様の方法で測定 した。

(4-7)屍 体中放射活性の測定

解剖後の屍体を5～6部 分 に切断し,こ れを1L三

径 コルベンに移 して6N塩 酸300mlを 加え,ジ ムロ

ー ト冷却管を取 り付け,マ ン トル ヒーターで約2時 間

加 熱(105～107℃)し,可 溶 化 した(carcass solution)。

加 熱 中に14CO2が 発 生す る 可 能 性 が考 え られ る ため,

そ れ を トラ ップ す る 目的 でエ タ ノー ルア ミ ン:メ タ ノー

ル=1:1の 混 合溶 媒 の入 った洗 気 瓶を 連結 した
。Car-

cass solutionを 冷 却 後,水 で1000mlに 希釈 し
,そ

の100μlを バ イアル へ入 れ,Soluene-350(Packard)

1mlを 加 え て 約16時 間放 置 した後 ,Dimilume-30

(Packard)10mlを 加えで,そ の放射 活性を 被体シン

チ レーシ ョンカウ ンターで測定 した。

5.全 身オー トラジ才グラ ラィー

投与後,所 定 の時間に ラットを ヱーテルクロロホルム

で麻酔 し,液 体室素中に 浸漬 して凍結 した。PMV-450

MPク ライオ ミクロ トームの ステ ージにCMC溶 液で

凍結固定後,厚 さ40μ の切片を作製した.凍 結乾燥の

後,切 片をル ミラー膜で カパ ーし,富 士工業用X線 フ

ィルム(IX450)と 切片を密着 させ。 冷蔵庫(0℃)で

1回 投与の場合は12目 間,反 復役与の場合は78日

間の露出を行なった。現像はサ クラ自動現像機IX-17

を使用し,ス-パ ー ドールで27℃2分 の現像によりひ

オー トラジオグラムを得た0

5.抗 薗活性測定法

ラットの血漿,組 織ホモジネー ト上清 およびイヌ。サ

ルの尿,胆 汁 についてAgar-Well法 により抗菌活性測

定を行なった5)。

培地はTrypto-soy Agar(栄 研),検 定歯 はE.coli

7437を 使用 し,37℃ 孵卵器中で18時 間培養した。同

時に,対 照用の各生体試料 に14C-6059-Sあ るいは非標

識6059-S投 与検体 を100,50,25,12.5.6.25,3.13

μg/mlの6水 準の濃度 になるように添加 して標準液と

し,検 量線を作成 した。

7.高 速液体 クロマ トグラフ イー(HPLC)

サル尿およびイヌ,サ ル,ラ ッ ト血漿中6059-Sの 定

量を行な った。血漿は,そ の0.5mlに エタノ ール0.7

ml,ク ロロホルム1mlを 加え,撹 拌後選心分離した。

その上清をメンブランフィルター(0.45μm,ミ リポア)

で粐過 し,そ の5μlを 注入 した。尿 は適当に希釈し,

メ ンブラン フィルター で粐遇 し,そ の5mlを 注入し

た。HPLCの 条件 は次に示 した。

〔HPLC条 件〕

ポンプ:Watgrs 6000-A

カラム:Nucleosil 10C18 φ4mm×30cm

プレカ ラム:Nucleosil10C18 φ4mm×5cm

溶離液:0.05M酢 酸緩衡液,pH6:メ タノー

ノール=11:1

流速:1ml/min

検出:UVIDEC100,270nm

0.04～0.02AUFS

8.薄 層 クロ マ トグ ラ フ イー(TLC)

(8-1)展 開方 法

次 の よ うな プ レー トお よび展 開 溶媒 系 を用 いた。

(A)Merck Cellulose F n-プ ロパ ノール:水=7:3

(B)Merck Silicagel 60(without F)酢 酸 エチ ル:酢 酸

:水=3:1:1
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Table 1 Urinary and fecal excretion of 14C-6059-S radioactivity in rats

The data represents the mean •} S.D. of three rats.

Fig. 2 Urinary and fecal excretion of 14C-6059-S

radioactivity in rats

(c) Merck silicagel　 60(without F)酢 酸 エ チ ル:酢 酸

:水=2:1:1

(D)Merck Silicagel 60(without F)ク ロ ロ ホ ル ム:メ

タ ノ ー ル:水:酢

酸=13:10:3:1

(E)Merck Silicagel 60(without F)ク ロ ロ ホ ル ム:メ

タ ノー ル:水:酢

酸=13:13:5:1

ガ ラスプ レー ト(20×20cm)の 上 に,TLCプ レー

トを1.2×20cmに 切断 した もの を14枚 等 間隔 に 並

べ,テ ープ で固 定 して展 開 した。

(8-2) オ ー トラ ジオ グ ラ フ ィー

展 開 後のTLCプ レー トを充 分 風 乾 した後,ル ミラー

膜 で 覆 い,富 士 工 業 用X線 フ ィル ム(IX-150)に 一 定

期 間 密着 させ た。 その 後,常 法 に よ り現 像 を行 な い,オ

ー トラジ オグ ラム(TLC-ARG)を 得 た。

(8-3) パ イ オ オー トグ ラ フ ィー

E.coli7437を 接 種 し た培 地(Trypto-Soy Agar(栄

研))にTLCプ レー ト(1.2×20cm)を 密 着 させ,30

分 間 静 置 し,拡 散 させ た。 その 後.TLCプ レー トを除

去 し。37℃ 卿 卵 器中 で18時 間 培 養 して バ イオ オ ー ト

グ ラム(TLC-BAG)を 得 た。

実 験 結果

1. 排 泄経 路

(1-1) 尿,糞 中排 泄 率

ラ ッ トにつ い て 得 られ た結 果 をTable1,Fig.2に

示 し た。

5mg/kgで の尿 中 放射 活 性 排泄 率 は,投 与 後30分

で47.49%,2時 間 で66.69%,24時 問 で70.84%,

72時 間 で71.67%で あ り,20mg/kgで は そ れぞ れ

48.20%,73.00%,76.39%,77.16%,40mg/kgで は
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Table 2 Urinary and biliary excretion of 6059-S in dog and monkey (Dose : 20 mg/kg, i.v.)

The data represents the mean of two animals.

Table 3 Urinary and biliary excretion of 14C-6059-S radioactivity in rats

The data represents the mean •} S.D. of three rats.

それぞれ54.85%,72.58%,74.65%,75.41%で あっ

た。各投与量 とも投与後2時 間までに大部分が 排泄 さ

れた。糞中放射活性排泄率 は,5mg/kgで 投与後24時

間で22.68%,72時 間で23.90%で あ り,20mg/kg

ではそれぞれ16.68%,21.75%,40mg/kgで は19.34

%,24.22%で あった。5～40mg/kgの 間では,そ の

放射活性の75%程 度が尿へ,25%程 度が 糞へ 排泄さ

れ,両 者を合わせるとほぼ100%に 近 くなった。

イヌおよびサルの尿中排泄率をTable2に 示 した。

イヌでは4時 間で91.7%,サ ルでは24時 間で97

.5%で あった。両者 ともその大部分が尿中に排泄 され,

他の排泄経路の寄与は小さい ものと推定された。

Fig. 3 Urinary and biliary excretion of 14C-6059-S
radioactivity in rats
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(1-2) 尿,胆 汁 中排 泄 率

ラ ッ トにつ いて 得 られ た結 果 をTable3,Fig.3に

示 した。

5mg/kgで の尿 中放 射 活性 排 泄 率 は,投 与 後30分

で49.41%,2時 間 で71.07%,24時 間で74.52%

であ り,20mg/kgで は そ れぞ れ51.11%,74.17%,78

.29%,40mg/kgで は それ ぞ れ50.01%,75.04%,78

.57%で あ った。 胆 汁 中放 射 活性 排 泄 率 は,5mg/kgで

30分,2時 間,24時 間 そ れぞ れ16.39%,25.19%,

26.04%,20mg/kgで そ れぞ れ11.90%,20.40%,21

.51%,40mg/kgで それ ぞ れ10.92%,18.66%,19.55

%で あ った。24時 間 での 尿,胆 汁 中排 泄率 の合 計 は ほ

ぼ100%で あ うた。 前項 の 結 果 と比 較す る と,尿 中排

泄率 は と もにそ の排 泄 速度 も累 積 排 泄 率 も非 常 に よ く似

Fig. 4 Excretion pattern in rat, dog, and

monkey

Table 4 Blood levels of 14C-6059-S in cats (Dose : 5,20,40 mg/40 ƒÊCi/kg, i.v.)

The data represents the mean •} S.D. of three rats.

P : Radioactivity in plasma, ƒÊg/ml, 6059-S equiv.

W.B.: Radioactivity in whole blood, ƒÊg/ml, 6059-S equiv.

U : Unchanged 6059-S in plasma, ƒÊg/ml

N.D.: Not detectable

-:Not dotermined
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て おり,糞 と胆汁中排泄率 もほぼ 一致 していた。

イヌおよびサルの尿中排泄率 と胆汁中排泄率 をTable

2に 示 した。イヌでは尿中排泄率は102.2%,胆 汁中排

泄率は1.4%で あ り,サ ルでは尿中排泄率 は98.1%,

胆汁中排泄率は1.4%で あった。 両者 とも胆汁へはご

く僅かしか移行せず,大 部分が尿中へ排泄され ることが

明らかになった。 これをラッ トと比校す るために,そ の

排泄率をFig.14に 示 した。

ラッ トでは胆汁への移行が35%程 度になるのに対 し

Fig.5 Blood levels of 14C-6059-S in rats
Dose: 5 mg/ 40 ƒÊCi/2 ml/kg, i.v.

●  Radivactivity iu plasma

▲  Radioactivity in whole bloud

●  Unehanged 6059-S in plasma

(n-3)

て,イ ヌ,サ ルでは1～2%程 度であった。

2. 血中濃度

(2-1)全 血,血漿 中の総放射活性濃度

ラッ トにおける5, 20, 40mg/kg投 写後の全血,血

漿中放射活性および血漿中 未変化体濃度 をTable 4,

Fig.5, Fig.6, Fig.7に 示 した。

血漿中放射 活性は投与 後急速に低 下し,2時 間では2

分値め約1/20程 度に減少 した。 その後やや緩かな減少

を示 し,40mg/kgの 結果にみ られ るように24時 間で

Fig.6  Blood levels ol 14C-6059-S in rats

Duse: 20 mg/ 40 ƒÊCi/ 2 ml/kg. i.v.

●  Radioactivty in plaims
▲  Radioactivty in ahole blood
● Unchanged 6059-S in plasma

n=4

Table 5 Pharmacokinetic parameters of 14C-6059-S in rats
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Fig.7 Blood levels of 14C-6059-S in rats Fig.8 Plasma levels of 6059-S

Table6 Plasma levels of 6059-S in dog,monkey and rat(Dose: 20 mg/kg,i.v.)

Thedatarepresentsthemean圭SD.

もわずかの値を示 した。 この減少パター ンは投与量に関

係な く同 じであった。

全血中放射活性は血漿 と同 じパ ター ンで減少す るが,

その濃度 は血漿より低 く,血 漿に対 する割合は,Table

4に み られるように5,20mg/kgで0.57～0.69,40

mg/kgで0.46～0.63で あ り,血 液中の 放射活性は大

部分が血漿中に存在 し,血 球にはわずか しか存在 しない

と推測された。

(2-2)血 漿中未変化体の濃度

ラット血漿について,放 射化学的方法によ り測定した

未変化体濃度 もまた急速 に減少し,二 相性の減少パ ター

ンを示 した。投与直後では,血 漿 中放射活性の大部分が

未変化体であるが,そ の割合は時間 とともに徐々に低 く

な り,2時 間以後では未変化体 は検出されなかった。 こ

の未変化体濃度か ら,Open two compartment model

により,各 投与量でのphamacokinetic parameter

を算 出した結果をTable5に 示 した。

計算はグラフか らの近似計算で行なった。投与量が変

って もparameterに は大きな変化はな く,AUCも 投

与量 とよ く正比例 してい ることか ら,5～40mg/kgの

範 囲では線形性が成立 しているといえる。 したがって,

投与量増加 による体 内挙動の変化は起っていないと考え

られ る。6059-Sの 生物学 的半減期は 平均21分,血 漿

ク リアランスは8.76ml/kg/minで あった。 分布容積

も小 さく,組 織中濃度は血漿 よ り低いと予測 された。

イヌ,サ ルおよび ラッ トにおける6059-S静 注後の

HPLC法 で測定 した血漿 中濃度をTable6,Fig.8に

示 した。3者 とも投与後急速に減少 し,二 相性の減少パ
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Table 7 Pharmacokinetic parameters of 6059-S in rat, dog and monkey (Dose: 20mg/kg, i.v.)

Fig. 9 Autoradiogram of male rat at 5min after administration
of 14C-6059-S (20mg/kg, i. v.)

Fig. 10 Autoradiogramof male rat at 30 min after administration
of 14C-6059-S (20mg/kg, i. v.)
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Fig. 11 Autoradiogram of male rat at 1 hr after administration
of 14C-6059-S (20mg/kg, i. v.)

Fig. 12 Autoradiogram of male rat at 4 hr after administration
of 14C-6059-S (20mg/kg, i. v.)

Fig. 13 Autoradiogram of male rat at 24 hr after administration
of 14C-6059-S (20mg/kg, i. v.)
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ター ンを示 した。 イヌとサルはその濃度 も消失の速度 も

ほぼ同じであるが,ラ ットは非常に速い消失を示 した。

また,ラ ッ トについて は前述の14C-6059-S投 与後の放

射化学的定量法による未変化体濃度 の測定結果とよ く一

致していた。 これらの結果を解析 し,そ のparameters

を算出してTable 7に 示した。

生物学的半減期は,ラ ッ トで24分,イ ヌで66分,

サルで63分 であ り,血 漿 ク リアランスは それぞれ9.

39, 2.21, 1.98ml/kg/minで あった。 いずれ もラット

がイヌ,サ ル と大 き く異なっていた。

3. 組織分布

(3-1)雄 性ラ ット

20mg/kg静 注後の全 身オー トラジオグラフィーの結

果は次のようであった。投与後5分 の結果をFig.9に

示 した。

腎臓が著明に強い黒化を示 し,胆 汁,膵 液,小 腸内容

物および尿 も強い黒化を示した。 リンパ液および胸腔内

組織間液が 血液よ りやや 強い黒化を示 す他は,肺,皮

膚,結 合組織が血液と同程度であ り,肝 臓,歯 髄,舌 先

端部が血液よ りやや弱い黒化を示 した。 骨格筋,唾 液膿

副腎,脾 臓,甲 状腺,胸 腺,脳 下垂 体,精 巣などほと

んどの臓器組織は血被よりは るかに弱い黒 化を示 した。

眼の ブ ドウ膜 および前斑水 と思われる部位に弱い黒化が

認め られたが,脳 は痕跡程度の黒化であ った。

投 与後30分(Fig.10)お よび1時 間(Fig.11)と

時間の経過 とと もに黒化度 は急速に減弱 してい くが,臓

器組織の照化度の順位は変らなか った。 ただし,腎 臓内

の分布像は投 与後5分 の例 と異な り,皮 髄 境界部およ

び腎錐体先端部の黒化が著明 とな り,皮 質の黒化度は箸

し く減弱した。

投 与後2時 間,4時 間(Fig.12)お よび6時 間の

分布像には顕著な相違がな く,14C-6059-S投 与後 の放

射活性 は,1時 間 までに急速 に体外に排泄 された後は比

較的緩除に排泄 され ることが示唆 された。腎臓の黒化度

は1時 間の例(Fig.11)と 比較 して著 明に減弱し,血

液の黒化度 との差が小 さくなっていた。胆汁の黒化も減

弱 し,骨 格筋,脾 臓,膵 臓 甲状腺 など多 くの臓器組織

が痕跡程度の黒化を示すのみ となった。

Fig. 14 Autoradiogram of male rat after administration
of 14C-6059-S (40mg/kg, i. v.)
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投与後24時 間(Fig.13)で は腎臓,皮 膚,結 合組

織,血 液,肺 に黒化が認め られ,肝 臓,精 巣は痕跡程度

であった。盲腸内容物 および糞は著明な黒化を示 し,尿

には弱い黒化が認め られた。

40mg/kg静 注後の全身オー トラジオグラフ ィ乙の結

果は前述の20mg/kgの 結果 と同様であった(Fig.14)。

すなわ ち,投 与後5分 では腎臓が 著明な 黒 化を示 し,

胆汁,膵 液,小 腸内容物および尿 も強い黒化を示 した。

リンパ液および腹腔,胸 腔内組織間液が,血 液 と同程度

かやや強い黒化を示す他は,肺,皮 膚,結 合組織が血液

と同程度であ り,肝 臓,歯 髄,舌 先端部が血液よ りやや

弱い黒化を示 した。脳下垂体,唾 液腺,甲 状腺,胸 腺,

副腎,膵 臓,精 巣,骨 格筋などほとんどの臓器組織 は血

液よりはるかに弱い黒化を示 した。眼めブ ドウ膜および

前房水と思われる部位に弱い黒 化が認め られたが,脳 脊

髄では小脳に 痕跡程度の 黒 化が 認め られるのみであっ

た 。

投 与後時間経過とともに黒化度は急速に減弱していっ

たが,臓 器組織の照化度の順位は変 らなか った。腎臓内

の分布像では,皮 髄境界部の黒 化が比較的長時間昭め ら

右,度 質の黒化は急連に減弱した。24時 閥では,腎 臓,

皮膚,結 合組織,肺,血 液に黒化が認め られ,肝 臓,糖

巣 は痕跡程度の黒化とな り,前 述の20mg/kg投 与例

に比較 して,40mg/kg投与 の場 合でも長時 間体内に貯

留 され ることはなかった。

以上 の結果を参照 して,40mg/kg静 注後のラッ トを

経時的に屠殺 して解剖 し,各 臓器,組 織中放射活性を測

定 した。 その結果をTable 8, Fig.15に 示 した。

Table9に は消化管内残存率および尿,糞 中排泄率を

示 した。
14C-6059-Sは 投 与後すみやかに各組織 へ移行するが

,

腎臓以外の組織 での濃度 は血漿よ りかな り低か った。肺

Table 8 Tissue levels of 14C-6059-S radioactivity in male rats (Dose : 40 mg/40 ƒÊCi/2 ml/kg,,i.v.)

The data represents the mean •} S.D. of three rats. * : Mean of two rats
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Fig. 15 Tissue levels of 14C-6059-S in male rat

Dose; 40 mg/ 40 ƒÊCi/2 ml/kg, i.v.

Table 9 Remaining percentage in gastrointestinal tract in male rats (Dose : 40 mg/40 ƒÊCi/2 ml/kg
, i.v.)

The data represents the mean •} S.D. of three rats .

で血漿の約1/2,そ の他では約1/5以 下であった。 各

組織を濃度の順に並べ ると,腎 臓》 血漿》肺>肝 臓,皮

膚,リ ンパ節,顎 下腺,心 臓,気 管,膵 臓,副 腎,甲 状

腺,下 垂体>精 巣,脾 臓,前 立腺,筋 肉,胸 腺>脳,脂

肪の順 となった。 その濃度 変化のパ ターンは各組織とも

同 じで,投 与後急速に減少 し,2時 間後ではかな り低 く

な り,そ の後やや緩やかに減少 した。特異な蓄積を認め

た組織 はなか った。

消化管内 残存率 は小腸,盲 腸,結 ・直腸で 高かった

が,そ の合計が糞中排泄率を越えることはなかった。胃

内へ ご くわずか な分泌が認あ られた。

組織中放射活性 と抗菌活性を比較検討 した結果をTa-
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Table10 Comparison of radioactivity and bioactivity in male rat tissue

(Dose: 40 mg/40 ƒÊCi/2 ml/kg, i.v.)

The data represents the mean •} S.D. of three rats. *: Mean of two rats

R: Radioactivity B: Bioactivity N.D.: Not detectable

Fig.16 Comparison of radioactivity and bioactivity in male rat tissue

Dose: 40 mg/40 ƒÊCi/2 ml/kg, i.v.
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ble 10, Fig.16に 示 した。

放射活性については,そ のままの組織,ホ モ ジネー ト.

上清分画 中に 均 等に 分布している ことが確 認できたの

で,抗 菌活性との比較はすべて上清の値を用いた。

投 与後5分 におけ る14C-6059-Sの 組織への分布は,

腎臓>血 漿>肝 臓≧肺≧皮膚>心 臓>脾 臓>筋 肉>精 巣

>脳 の順に高か った。 この傾向は,放 射活性 と抗菌 活性

の両方に共通して認められた。投 与後各組織中濃度は,

時間経過とともにすみやかに減少 した。

放射活性 と抗 菌活性 の値を比較 してみると,腎 臓 と血

漿以外の組織についてはよく一致 していた。 しか し,腎

臓においては投 与後5分 の時点で,放 射活性 と 抗菌活

性の値 に10%程 度の差が認められ,30分 では30%,

60分 では47%程 度 と時間経 過とともに その差 が大 き

くな り,い ずれ も抗菌活性 の 値のほうが 低か った。 ま

た,血 漿中濃度を 比較 して み ると,投 与後5分 で10

%,30分 で30%,60分 では56%と 腎臓 と ほぼ岡様

の傾向を示 した。

(3-2)妊 娠ラ ッ トおよび胎仔

妊娠 ラットの全身 オー トラジオグ ラフィーでは,母 体

の分布像は雄性 ラッ トの場合と特 に差が認め られなかっ

た(Fig.17)。

卵巣は弱い黒化であ った。膣粘 膜は消化管粘膜と異な

り,血 液 と同程度の黒 化を示 した。 胎盤は血液よりやや

弱い黒化で,時 間の経 過と ともに血液 と同様に減弱して

いった。

胎仔は投 与後5分 か ら4時 間まで痕跡程度の黒化を示

し,24時 間後には 消失 した。 しかし,4時 間後か ら

48時 間まで,胎 仔腎臓 または 消化管内容物あるいはそ

の両方に弱いなが ら明 らかに判別で きる程度の黒化を示

Fig. 17 Autoradiogram of pregnant rat after administration
of 14C-6059-S (20mg/kg, i. v.)
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す胎仔例があった(半 数以下)。同腹の胎仔で もその よう

な黒化を示す胎仔 と,ま った く認め られない胎仔があ っ

た。胎膜は母体および胎盤の黒化が減弱する1時 間後

から著明な黒化を示すようにな り,ほ とん ど減弱せずに

48時 間後まで持続 した。

組織 中放射活性濃度の測定結果をTable 11, Fig.18

に示 した。

各組織を濃度の順に並べ ると腎臓>血 漿 全血>肺>

肝臓>心 臓,顎 下腺,子 宮>リ ンパ節,副 腎,下 垂体,

胎盤>脾 臓,卵 巣,乳 腺>筋 内,甲 状腺>脳,脂 肪>羊

水,胎 仔血液>胎 仔組織(腎 臓,心 臓,肝 臓,肺,脳)

の順とな った。子宮 についてはやや異 った減少パター ン

を示した。胎仔組織中濃度については,羊 水,胎 仔血液

に投与後1時 間に ピークが認められたが,他 の胎仔組

織 と同様にその濃度は低か った。特に子宮および胎盤の

濃度 に比べて,胎 仔,胎 仔組織濃度が極 めて低いことか

ら,6059-Sの 胎盤通過性は 小 さい もの と考え られた。

すべての 組織は 時 閥経過 とともに すみやかに 減少 し,

24時 賜後で特異な蓄積は認められなかった。

Table 12, Fig.19に は,雄 性 ラッ トと妊娠 ラッ トに

おける主要組織の濃度をF値 によ り比較 した結果を示

した。 腎臓については,投 与後5分 で妊娠 ラッ トのほ

Table 11 Tissue levels of 14C-6059-S in pregnant rats (Dose : 20 mg/40ƒÊCi/2 ml/kg, i.v.)

The data represents the mean •} S.D. of three rats. * : Mean of two rats
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Fig. 18 Tissue levels of 14C-6059-S in pregnant rat

Dose:  20 mg/ 40 ƒÊCl/ 2 ml/kg, l.v.

Fig.19  Tissue, levels of 14C-6059-S in male and pregnant rat

__??__ Male. dose: 40mg/40ƒÊCi/2 ml/kg. i.v.

__??__ Preanam, dole: 20 mg/40ƒÊCi/2 ml/kg, i.v .



voL.28 S-7 CHEMOTHERAPY 225



226 CHEMOT HERAPY NOV.1980

Table 13 Total recovery of 14C-6059-S in pregnant rats

うが雄性 ラッ トよ りもやや高い値を示 したが,減 少パタ

ーン および24時 間でのF値 には大 きな差はなか
っ

た。

Table13に は,妊 娠 ラット15例 における4C-6059

-S放 射活性の個体別回収率を示 した
。

平均総回収率は100.06±2.43%で あった。

(3-3)乳 汁移行性

母獣に14C-6059-Sを 静脈内投与 した後,通 常飼育に

よ り授乳させた乳仔の体 内放 射活性含 有量をTable14

に示 した。

母獣へ の投与量 に対 して,乳 仔1匹 当りの含有率 は,

0～3時 間では0.001～0.165%, 0～6時 間では0 .002

～0 .085%, 0～9時 間では0.005～0.080%と かな り大

きなバ ラツキがあった。乳仔の体表面の汚染除去も完全

ではな く,ま た,乳 仔体内か らの排泄量 も不明であるた

め,乳 汁 を介 して乳仔に移行 した量を正確に知 ることは

困難である。 しか し,大 約の移行量は極めて少ないと考

え られる。

4. 反復投与実験

(4-1)反 復投与中の尿,糞 中排泄率

放射活性排泄率を次の2種 の計算法で 表示すること

にした。

排泄率(I)=
n回 目投与 後24時 間の排 泄量/

n回 目投与量
×100(%)

排 泄 率(II)=
1回目が らn回目 投与後24時 間の累積排泄量/

1回目か らn回 目までの全投与量

×100(%)

排 泄 率(I)は 毎 日の排 泄 状 況 を 的確 に反 映す るのに

対 して,排 泄率(II)は 全 体 と しての 蓄 積傾 向を反映す

る こ とに な る。

排 泄 率(I)をTabie 15, Fig20に,排 泄率(II)

をTable 16, Fig.21に 示 した。

Fig. 20 Excretion of 14C-6059-S radioactivity

during repetitive dosing

Dose: 20 mg/ 10ƒÊCi/2 ml/kg day
, i.v. Recovery-(Xi/Di)•~100

n=10
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Table14 Distribution of radioactivity in sucklings after intravenous administration

of 14C-6059-S to mother rats(Dose: 20 mg/kg, i.v.)

尿中排泄率(I)は 毎 日75%前 後で大 きな変化はな

く,糞 中排泄率(I)も1日 目はやや低いが,2日 目以

後30%付 近で一定になっている。排泄率(II)は 投与

期間中大 きな変動はな く,一 定の率が保たれていた。反

復投与によって排泄の遅延 も,体 内への蓄積傾向 も認あ

られなかった。

(4-2)反 復投与後の血漿中濃 度

7回 目投与後の血漿中放射活性,未 変化体濃度(6059

分画の放射活性濃度)お よび抗菌活性 をTable17,Fig.

22に 示 した。

血漿中放射活性 は,6回 目投与後24時 間,す なわ

ち,7回 目投与時にすでに8μg/mlの 値を もち,そ れ

までの投与 に由来す る放射活性が完全 に消失していない

ことを示 しているが,そ の濃度は高 くなかった。7回 目 】

投与後は1回 投与 後の 値 とよく一致 し,す みやかに消

失 し,24時 間後には7回 目投与時の 値 と同 じ程度 に

なった。

7回 目投与後の末変化 体濃度 と抗菌活性は よく一致

し,血 漿 中抗菌活性は6059唱 未変化体のみに関係 して

い る可能性を示 している。放射活性 と異 って,7回 目投

与時に未変化体 は存在せず,投 与後2時 間以後 も検 出

できなか った。投与後の消失は1回 投与 とよく一致 し
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Table15 Excretion of 14C-6059-S radioactivity during repetitive dosing

The data represents the mean ± S.D. of ten rat.

Recovery(%)=Excretion in 24hr.after N-th dosing

Table16 Excretion of 14C-6059-S radioactivity during repetitive dosing

The data represents the mean ± S.D. of ten rats.

Recovery(%)=Cumulative excretion from first to 24 hr.after N-th dosing

Fig.21 Excretion of 14C-6059-S radioactivity

during repetitive dosing

Dose: 20mg/40μCi/2ml/kg/day,i.v.

ており,反 復投与によって体内挙動の変化は認められな

か った。 この7回 目投与後 の未変化体濃度を 用いて

pharmacokinetic parametersを 算出し,1回 投与のそ

れ と比較 した(Table5)。

7回 目投与時には未変化体は存在 しないので,計 算は

1回 投与の方法に準 じて行 なった。1回 投与の値に比ペ

て,α,K12,K21が 大 きく なっているが,そ の他は変

らなか った。生物学 的半減期は,1回 投与が23分,反

復投与は21分 であ り,血 漿 クリア ランスは それぞれ

8.49,9.38ml/kg/minで あった。

(4-3)反 復投与後の組織分布

反復投与後の 全 身 オー ト ラジオ グラフィーの結果を

Fig.23に 示 した。

投与後5分 では 腎臓が最 も 著明な黒化を示 しら次い

で結合組織,皮 膚,血 液の順 とな り, 肝臓,肺 は血液と
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Table17 Plasma levels after repetitive dosing of 14C-6059-S In rats(Dose: 20 mg/40 ilCi/kg/day for 7 days)

The data represents the mean ± S.D. of three rats.

P: Radicactivity in plasma,μg/ml,6059-S equiv.

B.A.: Bioactivity in plasma,μg/ml

U・Unchanged 6059-S in plasma,μg/ml

N.D.: Not detectable

－ : Not determined

Fig.22 Plasma levels after repetitive dosing

Dose: 20mg/40 μCi/2 ml/kg/day,i.v.

程度かやや弱い黒化であった。甲状腺,副 腎,膵 臓,脾

臓,胸 腺,唾 液腺,下 垂体,松 果体,精 巣,胃,腸 およ

び骨格筋など,ほ とんどの組織が血液よ り弱い黒化を示

した。 リンパ液,胸 腔内液 および腹腔内液にも黒化が認

められた。

時間の経過 とともにす みやかに黒化度は減少 してい く

が,尿 および胆汁,腸 管内容物の黒化はやや長時間持続

した。24時 間後には腎臓の特に皮髄境界部に著 明な黒化

同が残存していた。次いで結合組織,皮 膚,血 液の順 と

なり,肺 は血液 と同程度かやや弱い黒化であった。その

他,肝 臓,甲 状腺,唾 液腺,精 巣に も黒化が認められた

が,骨 格筋,脾 臓,膵 臓,胸 腺などは識別できなか っ

た。盲腸内容物は7回 目投与直後か ら黒化を 示 してい

たが,24時 間後では,1回 投与24時 間後の黒化度よ

りも弱 くなっていた。

これ らの結果か ら,反 復投与後のオー トラジオグラム

は各時点と も1回 投与の 場 合とほぽ 同様の分布像を示

し,特 に貯留像を示 すような臓器はないことが明 らかに

なった。

5.代 謝物の検討

(5-1)ラ ッ ト

ラットの尿,胆 汁試料 に ついて 得 られたTLC-BAG

の代 表例をFig.24,Fig.25に,TLC-ARGの それを

Fig-26,Fig.27に 示 した。

TLG-BAGで は,尿,胆 汁 とも未変化の14C-6059-S

と,そ の原末に含まれていた微量の6059-Sの 脱カルボ

キシル体に相当す るもの以外に阻止像は認められなかっ

た。

TLC-ARGで は,尿 試料には14C-6059-Sの 単一ス

ポッ トのみが検 出されたが,胆 汁試料 中にはそれ以外に

原点付 近にも放射活性を示す スポッ トが検出され る例が

検討例数の半数以下 にみ られた。TLC-BAGで は,原

点付近に阻止像が認め られないことか ら抗菌力を持 たな

い代謝物 と考え られる。TLCか らのか き取 りに よる放

射活性を検討 した結果,そ の未知代謝物の胆汁中排泄率
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Fig. 23 Autoradiogram of male rat alter repetitive dosing for 7 days
of 14C (3O59 S (20mg/kg/day)

Fig. 24 TLC-Bioautogram of rat urine and bile

Solvent system: n-PrOH:H20- 7:3
Plate: Cellulose (Merck)

Organism: E. coli 7437

は最 も多い場合でも投与量に対 して約10%程 度であっ

た。 しか しなが ら,こ の物質の生成について は,ラ ット

による個体差が認め られ,全 く検出されない例のほうが

多 く,そ の本質を解明す るには至 らなか った。

Table 18に 数 種 のTLCに よ る6059-Sお よび代謝,

分 解 物 と して予 想 され る3種 の化 合物(Fig.28,I,II

III)を 別 途 合成 し,そ れ らにつ いて 測 定 したRf値 を

示 した が,ラ ッ ト尿,胆 汁 試料 中には それ らの存 在は認
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Fig. 25 TLC-Bioautogram of rat urine and bile
Sol vent system : AcOEt:AcOH:Hz0=3:1:1

Plate: Silicagal 60 without Fzsa (Merck)
Organism: E. coli 7437

Fig. 26 TLC-Autoradiogram of rat urine and bile
Solvent system: n-PrOH:H20=7:3

Plate: Cellulose F25 (Merck)

め られ なか った,,な お,溶 媒 系(B)で は,ラ ッ ト胆 汁

試料のTLC-ARGで6059-S以 外 に化 合 物IIIの 近傍

に微量(投 与量の1%程 度)の 放射 性 ス ポ ッ トが 検 出

され る例 が あ った(Fig.27)が,他 の 溶 媒 系 で は,化

合物IIIのRf値 とは 一 致 し なか った。

(5-2)イ ヌお よ び サ ル

イ ヌの尿,胆 汁 試 料 のTLC-BAG例 をFig. 29に,

サルの例 をFig. 30に 示 した。

いず れ も未 変化6059-Sと 原 末 由 来の 脱 カル ボ キ シル

体に相 当す る ス ポ ッ トの みが 検 出 され た。 ま た,イ ヌ,

サル ともに雌 雄 に よ る差 は 認 め られ なか った 。 イ ヌの 尿,

胆汁試 料に つ いて は,脱 カル ボ シキ ル体 の 定 量 を 行 な

ったが,そ の排泄量は投 与に使用 した6059-S原 末中の

脱カルボキ シル体 含有量 と一致 していた。

考 察

14C-6059-Sの ラ ットに おける排泄の主経路は
,尿 に

約75%,糞 に約25%で あることが明 らか に なった。

両者の合計がほぼ100%で あることか ら,呼 気への排

泄 はほとんどないものと考え られる。非標識6059-Sを

投 守した イヌおよびサルでは,ほ とんど大部分が尿中に

回収された。 正常 ラッ トと胆管カニュレーシ ョンラット

の尿中排泄率が,5～40mg/kgの 間では 投与量にかか

わ らず同程度 であり,糞 中排泄率 と胆汁中排泄率が一致
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Fig.27 TLC-Autoradiogram of rat urine and bile
Solvent system: AcOEt:AcOH:H20=3:1:1

Plale: Silicagel 60 without F254(Merck)

Table18 Rf value of 6059-S and related compounds

TLC plate: Merck silicagel 60(without fluorescence)

して いることか ら,正 常 ラッ トにおいて胆汁に排泄 され

る放射活性は腸管で吸収を うけずにそのまま糞中へ排泄

されると考え られ る。

血漿中未変化体は二相性の消失パ ター ンを示 して減少

し,5～40mg/kgの 範 囲で 線形性が認め られた。生物

学 的半減期は ラッ トで21分 であった。 イヌ,サ ルでは

約3倍 の値であったが,こ れ らの 結果 は吉田 らの実験

結果3)と もよ く一致 していた。

組織分布については,ラ ッ トの全身オー トラジオグ ラ

フイー,主 要臓器組織中の放射活性測定 および抗菌活性
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測定な どによ り検討を行なった。投与後の各組織 中濃度

は時間の経過 とともに速かに減少 した。腎臓に高濃度の

分布がみ られたが,6059-Sの 主排泄経路が 腎経 由尿へ

の排泄である ことを一層明 らかに示 してい ると考え られ

る。腎臓以外の組織 では,血 漿中濃度 よりもかな り低い

値を示 し,血 漿中濃度 の推移 と同様の挙動を示 して減少

した。 これ は,血 漿中濃度の項の実験でTable5に 示

したよ うに,分 布容積が小 さい ことか ら予測 した ことと

よ く一致していると思 われ る。

放射活性 と抗菌活性 の測定値を比較する と,投 与後時

Fig. 28 Structure of 6059-S and related compounds

I

II

III

間が経過す ると腎臓 および血漿では,抗 菌活性 による測

定結果が やや低い 値を示す 傾向が 認め られた(Table

lo,Fig.16)。 これは,血 漿中の 放射活性濃度に 対 し

て,未 変 化体 分画 の放射 活性 が若干 低い 値を示 した

(Fig.5,6,7)の と同様の 傾向であった。 この結果は,

抗菌力を持 たない14C-6059-S由 来の代謝物 あるいは分

解物の存在を示 唆す るものであ るが,尿,胆 汁 中への排

泄が30分 で65～70%と 極めて速いので,量 的には極

めて微量 しか存在 しない と考え られる。

反復投与実験 の結果 と1回 投与 の 結果を比較 してみ

ると,6059-Sの ラッ トにおける 体内挙動には大きな変

化は認め られなか った。減少パ ターンの変化も体内での

蓄積性 もない と考え られる。

妊娠 ラッ トにおける実験か ら,雌 性 ラッ トにおいて も

特 に蓄積性を示す組織は認め られなか った。胎仔への移

行性 も極めて低 いと考え られ る。

乳汁中への移行は,今 回の実験結果では極めて微量で

あると 考え られ る。 ラットに おけ る乳汁移行性 の実験

は,静 脈内投与後の母獣か ら経 時的に乳汁 を採取するこ

とが極めて困難であるため,定 量 的な取扱 いはほとんど

不可能である。今回の実験のよ うに,乳 仔 に自然授乳 さ

せ た場合には,12個 もある乳首か らの それぞれの分泌

量 の差,乳 仔の個体差による摂取量,排 泄量の差など複

雑 な要因があるために,単 なる例数重ねだけでは解決で

きないほどの大 きなバ ラツキを生ず る結果 にな った。従

って,得 られた数値はあ くまで移行が多いか少ないかを

推測す る参考値であって,乳 汁移行率 とす ることはで き

ない。 この種のデーターの解釈 は,実 験方法 自体に問題

があるので,そ れに対す る配慮が必要である。

代謝物については,ラ ット,イ ヌ,サ ルの尿および胆

汁 について検討 した結果,抗 菌活性を有する代謝物の生

Fig. 29 TLC-Bioautogram of dog urine and bile
Solvent system: n-PrOH:H20=7: 3

Plate: Cellulose F254 (Merck)
Organism: E. coil 7437
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Fig. 30 TLC-Bioautogram of monkey urine and bile
Solvent system: n-PrOH:H20=7: 3

Plate: Cellulose F234 (Merck)
Organism: E. coli 7437

成 は認め られなかった。

尿,胆 汁試料のTLC-BAGiこ,6059-Sの 脱カルボ

キシル休のスポッ トが認め られたが,こ れはすべて原末

由来の ものであ ると考え られ る。木実験 に使用した14C

-6059-Sお よび非標識6059-Sは 脱カルボキシル体をそ

れぞれ0.8%お よび1,2%含 有して おり,イ ヌの尿,

胆汁中排泄量を定量 した結果,投 与検休 中に含まれてい

た脱カルボキシル体の量 と一致 した。 また,尿,胆 汁中

へのその排泄が,ラ ット,イ ヌ,サ ルともに投 与後間 も

ない早い 時間帯に 比較的多 く,時 間の 経過にともなっ

て6059-Sに 対する比が 小 さ くなる 傾向が 認め られた

(Fig.24,25,30)が,こ れ は脱カルボキシル体の生物

学 的半減期が6059-Sの それよ りも明 らかに短い6)た め

と考え られる。 これ らの結果か ら,尿,胆 汁中に検 出さ

れた脱 カルボキシル体 は原末由来の ものであ り,体 内で

の変換 によるものではないと考え られる。

ラッ ト胆汁中に,抗 菌力を持 たず6059-Sよ りも極性

の高い代謝物 の存在が示唆 されたが,6059-Sの 胆汁へ

の移行が,イ ヌ,サ ルでは1～2%程 度 であ るのに対 し

て,ラ ットではその10倍 以上であ ることと考え合わせ

ると,そ れは ラットにのみ見 られる特異な代謝物ではな

いかと思われる。 しか も,こ の代謝物の生成は ラッ トに

よ り個体差があ り,一 定の結果は得 られなか った。 この

未知代 謝物の 木質の解 明 は今後 に 残された 課題で ある

が,ラ ット,イ ヌ,サ ルいずれの動物種 において も60

59-Sの 尿,胆 汁中回収率が90%以 上 を占めているこ

とか ら,明 らかに6059-Sは そのほとんどが生体 内で変

換を うけることな く体外 に排泄 され ると考え られる。
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DISPOSITION OF 6059-S IN RATS,DOGS AND MONKEYS

KOICHI SUGENO,HIROSHI OKASE,HIDEO TANAKA and RYO NORIKURA

Shionogi Research Laboratory,Shionogi & Co.,Ltd.

The distribution,elimination and metabolic fate of 6059-S have been examined in rats,dogs and mon-

keys.

After intravenous administration of 14C-6059-S to rats,75% of the radioactivity was excreted in the

urine and 25% in the feces.In rats having cannulated bile ducts,75% of the label was excreted in the

urine and 25% in the bile.The excretion pattern was not influenced by doses ranging from 5 to 40 mg/kg

of 14C-6059-S in rats.It is unlikely that elimination by exhalation and enterohepatic circulation of the drug

occurs in rats.

In dogs and monkeys,intravenously administered 6059-S was almost completely recovered in the urine

and only 1 to 2% was excreted in the bile.

The radioactivity in rat blood after intravenous administration of 14C-6059-S decreased rapidly.The

blood levels of radiocarbon at 2 hours after administration was approximately one-twentieth of the value at

2 minutes,and thereafter declined moderately.There was a linear relationship between blood concentra-

tion and dose level in the range of 5 to 40 mg/kg.Most of the radioactivity in rat blood was found in the

plasma fraction.The plasma concentration of unchanged 14C-6059-S declined in a biphasic manner.The

biological half-life of 6059-S was estimated as 21 minutes and plasma clearance was 8.8 ml/kg/min in rats.

In dogs and monkeys,plasma level decay curves of 6059-S were also biexponentiaL Half-lives were 66

minutes in dogs and 63 minutes in monkeys.Values for plasma clearance were 2.21 and 1.98 ml/kg/min in

dogs and monkeys,respectively.These results were considerably different from those obtained in rats.

The radiocarbon in rat tissues after intravenous administration of 14C-6059-S disappeared in a similar

manner to that observed in the blood.The highest radioactivity was found in the kidney.Tissue concen-

tration was in the order of kidney》plasma》lung>liver,skin,lymphnode,submaxillary gland,heart,trachea,

pancreas,thyroid,pituitary>testis,spleen,prostate,muscle,thymus>brain and fat.The results obtained

by determination of radioactivity in plasma,tissues and excreta correlated well with the findings obtained
by bioassay.

In pregnant female rats,the distribution and elimination of radioactivity after intravenous administra-
tion of 14C-6059-S were similar to those found in male rats.In the fetus,tissue levels were much lower
than in the maternal body.

Repetitive administration of 14C-6059-S to rats at 20 mg/kg/day for 7 days did not affect the urinary
and fecal excretion and plasma elimination rates.No accumulation in tissues was observed by whole body
autoradiography.Very similar pharmacokinetic parameters to those estimated after single dosing were ob-
tained.

Urinary and binary metabolite in rats,dogs and monkeys were examined by TLC-bioautography and
TLC-autoradiography.No bioactive new metabolite was detected in any specimen,although a sample of rat

bile had small amounts of an unknown radioactive product which showed no biological activity and a more

polar property than 14C-6059-S.
Though the characterization of the minor product remains to be investigated,it is apparent that bio-

transformation  of 6059-S scarcely occurs in rats,dogs and monkeys because 90 to 100% of the administered
6059-S was  excreted solely in urine and bile as the unchanged drug.


