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ア ミノ配糖体薬剤(DKB,KM)の1日 の投 与量を1回 で投与 した場合 と,2分 割投与 した場 合

との聴器お よび腎毒性について,家 兎を用いて病理 組織学的に比較検討 し,さ らに両投与法におけ

る薬剤の血清中濃度の動態について も検索 し,聴 器毒性 との関係につい て検討を加えた。

(1)病 理組織学的検索にはDKBお よびKMと も1日 量100mg/kgお よび50mg/kgと し,

1日1回 お よび2分 割 して1日2回(12時 間間隔)い ずれ も30日 間筋 注 し,最 終投 与10日 後 に

固定 した。 聴 器障 害はいずれ の薬剤において も,1回 投 与群 よりも2分 割 没与群 の方が軽度 であっ

た。腎障害は両投与法間に明 らかな差異を見出す ことはで きなかった。

(2)薬 剤の血清中濃度はDKB 100mg/kgを1回 お よび2分 剛筋 注 して経時的 に測定 した。そ

の結果最高血清濃度は両投与法問に 有意差はみ られなか った。 しか しArea Under the Curve (AUC)

は1回 投与 よ りも2分 割投 与の方が有意に大 きか った(P<0.01)。 す なわち同一 量の ア ミノ配糖体

薬剤を投与法を変えて投与 した際の聴 器毒性の発現 とAUCと の関連性については,こ れ を否定す

る成績が得 られた。

ア ミノ配 糖体薬剤 の通常 の投与法は,わ が国では筋注

に よる1日1回 ないし2～3回 の分割投与 が認め られて

お り,欧 米では筋注 または点滴静注 による8時 間毎の3

分割投与 がルーチ ンとされて いる。 しか し,1日 の投与

量 を1回 で投与 した場 合と分劇投与 した場 合とで,聴 器

毒性 の発現 がどう変 るか につ いて検討 した報告はみ られ

な い。 そ こ で今回家兎を用いてDibekacin(DKB)と

Kanamycin (KM)で,1回 投与 と2分 割投与に よる聴

器お よび腎毒性 の発現 について比較検討 したの さらに両

投与法におけ るDKBの 血 満中濃度の動態について も検

索 し,聴 器毒性 との関係につ いて比較検討 を加 えたの

I.実 験 方 法

体重3kg前 後の 白色家 兎50羽 を使用 した。 この う

ち40羽 を病理組 織学的 検索に供 し,残 り10羽 を薬剤

の血清 中濃 度の測定に供 した。

病理組織学 的検索:薬 剤投与量はDKBお よびKM

とも1日 量100mg/kgお よび50mg/kgと し,そ れぞれ

5羽 ずつ1日1回 お よび2分 割 して12時 間 ごとに1日

2回 筋注 した。い ずれ も連 日30日 間投与 し,最 終投 与

10日 後 に固定 した。蝸牛 を1%オ ス ミウム酸 液で灌 流

固定 し,Surface Preparation Techniqueに より蝸牛膜

迷路,特 に外有 毛細胞の状態 を位 相差顕徴鏡下に観察し

た。腎 は10%緩 衡 ホルマ リン固定後,H-E染 色および

PAS染 色にて観察 した。

薬 剤の血 清中濃度の測定:DKB 100mg,kgの1回 投

与 と2分 割投与時の血 清中DKB濃 度を,家 兎10羽 を

用 いて測定 したの すなわち薬剤注射後経時的に採血し,

Bacillus subtilis ATCC 6633を 検定菌 として薬荊の濃度

を カップ法にて測定 した。

II実 験 成 績

1.内 耳所見

外有毛細胞は,そ の消失を もって障害細胞 とした。外

有毛細胞の障害は第1回 転に始 まり,上 方回転へと波及

す る規則性を示 していた。従 って各回転を4分 し,第1

回転起始部か らの外有毛細胞の障害範囲を グラフで示し

た。

DKB 100mg/kg群(Fig.1):1回 投 与群 および2分

割投与群 とも,全 動物 に外有毛細胞 の障害がみ られた。

しか しその障 害範 囲は,1回 投与群 では5羽 中4羽 が第

2回 転以上 に及び,そ の うち3羽 は全回転 にわたってい

た。一方2分 割投与群では5羽 中4羽 が障害は第1回 転

前半部に限局 してお り,外 有毛細胞の障害は1回 投与群
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Fig. 1 The extent of the outer hair cell loss in
animals receiving 100 mg of DKB/kg every
24 hr and 50 mg/kg every 12 hr for 30 days

Fig. 2 The extent of the outer hair cell loss in
animals receiving 100 mg of KM/kg every
24 hr and 50 mg/kg every 12 hr for 30 days

Fig. 3 The extent of the outer hair cell loss in
animals receiving 50 mg of KM/kg every 24
hr and 25 mg/kg every 12 hr for 30 days

よ りも2分 割投与群 の方が明 らかに軽度であ った。

DKB 50mg/kg群31回 投 与群ldよ び2分 割投 与群

とも,全 動物で外 有 丘細胞に障害はみられなか った。

KM 100mg/kg群(Fig.2):1回 投与群お よび2

分割投与群 とも,全 動物に外 右毛細胞の障害がみ られた

が,そ の障害は1回 投 与群 よりも2分 割投与群 の方が明

らかに軽度であった。

KM50mg/kg群(Fig.3):1回 投与群では5羽 中3

羽 に障害を認め,そ の障害は第1回 転起始部に限局 して

いた。一方2分 割投与群 では1羽 に第1回 転 前 半部に障

害を認 めるにす ぎなか った。すなわち外有毛細胞の障害

はDKBお よびKM投 与群 とも,1回 投与 よ りも2分

割投与の方 が,明 らかに軽い傾 向を示 していた。 また薬

剤投与量を100mg/kgか ら50mg/kgに す ると外有毛

細胞 の障害は著 しく軽減す るが,こ の傾向はKMよ り

DKBの 方が より著 明であ った。

内有毛細胞の障害は,外 有毛 細胞 の障害に比較 して著

しく軽度 であるが,DKBお よびKM群 とも100mg/

kg投 与群の一部にみられた。 すなわち内有毛細胞の障

害は,DKB 100mg/kg群 では1回 投与群 および2分 割

投与群 の両群 とも3羽 にみ られたが,そ の障害は1回 投

与群 の方が高度であ った。KM 100mg/kg群 では内有毛

細胞 の障害は1回 投与群 および2分 割投与群 ともに2羽

にみ られたが,そ の障害はいずれ もごく軽度 で,両 群間

に差異を認 めなか った。これ らの内有毛細胞 の障害は,

外有毛細胞の障害 の著 しい ものにみ られ る傾向があ り,

また外有毛細胞の障害 と同様に第1回 転で著 しく,上 方

回転 に向 うにつれて軽 くな っていた。

2.腎 所見

DKBやKMに よる腎の主病変は,他 のア ミノ配糖体

薬剤 と同様 に尿細管,特 に近位尿細管にみ られ,変 性性

変化を主 とす るが,病 変が進 むと壊死が加わって くる。

しか し薬剤の種類,投 与量,投 与法に よ り障害像 に本質

的 な差異はみ られ ない。従 って全動物 について腎病変 の

程度 を,尿 細管の変性,壊 死の程度 とそ の範囲 とを指標

に既報1)に従 って分類 した。

DKB群(Fig.4):100mg/kg投 与群 では 病変のみ

られないもの(-)か ら巣状壊死のみ られ る高度の もの

(++)ま で相 当の 個体差がみ られたが,1回 投与群 と2

分割投与群 との間 に病変の程度に明らかな差異はみ られ

なか った。50mg/kg投 与群 では軽度の もの(±)か ら中

等度 のもの(+)ま での病変を認 めたが,1回 投与群 と

2分 割投与群 との間には全 く差異を認めなかった。

KM群(Fig.5):100mg/kg投 与群お よび50mg/kg

投与群 とも,病 変 のみ られないものと軽度の病 変のみ ら

れ るもの とがみ られ,病 変のみ られ ない動物は1回 投与
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Fig. 4 Renal damage in animals receiving DKB 

by a single and two injections daily for 30 

days

Fig. 5 Renal damage in animals receiving KM by 
a single and two injections daily for 30 days

Fig. 6 Serum concentrations obtained at the in-
dicated times after intramuscular injection of 
DKB

群 よりも2分 割投与群の方に多か ったが,明 らかな差異

は認 めなか った。 また薬剤投与量を100mg/kgか ら50

mg/kgに して も腎障害の程度 は殆 んど 軽減せず,外 有

毛細胞の障害にみ られ る ような明らか なdoseresponse

は示 さなか った。

3.DKBの 血清 中濃度(Fig.6)

DKB100mg/kgの1回 投与 と2分 割投与 に よる血清

中濃度 の推移をFig.6に 示 した。まず1回 投与 の推移 を

みる と,筋 注30分 後 に 最高濃度 に達 し,そ の 濃 度は

246.28±66.57(S.D.)μg/mlで あった。 その後急速に

低下 し,12時 間後には7.66±2.60μg/mlと な り,24

時 間後 には1.12±0.76μg/mlに す ぎなか った。 一方2

分 割投与 では,注 射15分 後に227.00±32.25μg/mlに

達 し,そ の後急速 に低下 し,12時 間後(2回 目の注射直

前)に は3.12±1.14μg/mlに す ぎなか った。2回 目の

最高濃度 も注射15分 後 にみ られ,そ の濃度は219.6±

12.66μg/mlで 初 回注射 の最高濃度 との間 に有意差を認

めなか った。またその後 の経過 も初 回注射後 の経過 とほ

ぼ同一 であった。 また1回 投与 と2分 割投与 との間に最

高濃 度に有意差を認め なか った。

次に24時 間 までのAreaUndertheCurve(AUC)

を比較す る と,1回 投与では664.8±52.7μg/ml・hrで

あ るのに 対 し,2分 割投与では860.9±57.9μg/ml・hr

とな り,1回 投与 よりも2分 割投与の方が有意に大 きか

った(P<0.01)。

III.考 按

1.聴 器毒性について

ア ミノ配糖体薬剤 の1日 投与量 を1回 で投与 した場 合

と分割投与 した場合 とで,聴 器毒性の発現が ど う変 るか

について検討 した報告 は現在 まで臨床的に も実験的に も

み られ ない。本実験ではDKBお よびKM投 与群 とも

1回 投与 よりも分割投与 の方が,内 耳障害は軽度であっ
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た。 ア ミノ配糖体薬剤 の聴器毒性 の発現 と薬剤の血清中

濃度 との関係については,そ の毒性は薬剤 の最高血清中

濃度に関係 してい るとの報告2～5),最 低濃度 に 関係 して

い るとの報告6-7),そ れ にAUCに 関係 しているのでは

ないか との報告8-10)がみ られ,薬 剤の血 中濃度の高 さや,

ある濃度 での持続 時間が聴 器に ど う影響するかについて

は現在 まで明確 にされ ていない。 われわれは,こ れ まで

に急速静注 と筋注 との比較実験 で,急 速 静注に よる薬剤

の最高血清中濃度 は筋注 のそれ よりも有意 に高 くなるに

もかかわ らず,薬 剤 の内耳移行や 内耳障害 には両投与間

に差を認 めず,薬 剤 の最 高濃 度や最 低濃度 と聴 器毒性 と

の 間 に 関連性 のみ られ ないこ とを 報告 した 川。 この際

AUCに つ いては 急速 静注 と筋 注 との間に有意 差がみ ら

れないた め検討 する ことはで きなか った。本実験 では1

回投与 と分割投与 との間に最 高血 清中濃度には有意差は

み られ なか ったが,AUCは1回 投 与 よりも分割投与 の

方が有意 に大 きか った。 しか しなが ら内耳障害は1回 投

与 よりも分割投 与の方 が軽度であ り,聴 器毒性の発現 と

AUCと の関連性 を否定す る成績 が得られ た。す なわ ち

同一量 のア ミノ配塘 体薬 剤を投 与法を変 えて投与 した際

の薬剤の血 清中濃度 と聴 器毒性 との関係は,薬 剤 の最高

濃度,最 低 濃度,AUCな どの1つ が重要 な因子 になる

のではな く,こ れ らが複雑に関係 してい るのではないか

と考え られ た。

2.腎 毒性 につ いて

ア ミノ配糖体薬剤 の 分割投与に よる 腎毒性に 関 して

は,こ れ までに臨床的 お よび実験 的にい くつかの報告が

み られ るが,分 割投 与の方 が腎障害が軽 くな るとい う報

告 と,逆 に強 くなる とい う報告 とがあ り,そ の見解は一

致 していない。す なわちLABOVITZら(1974)12)は,臨

床的にGentamicin (GM) を8日 ～15日 間筋注 した場

合,160mgを1日1回 で投与 した よ りも60mgな い し

80mgを1日3回 投与 した方 が腎障害は軽度であ ると報

告 してい る。これ に対 してFRAMEら(1977)墓3,は 家 兎を

用 いた動物実験で,GM7.5mg/kgを3週 間以上皮下 注

した場合に,1日1回 の投与 の方 が,2.5mg/kgを8時

間 ごとに1日3回 投与 した よ りも腎 障害は軽度である と

報告 してい る。 また分割 回数 を多 くしてい くと,結 局持

続静注 と同 じような薬剤 の血 中動態 を示す といわれてお

り,持 続 静注 と1回 ない し分割投与 との比較 した報告 も

み られ るが,持 続静注の方が腎障害 は起 りやすい との報

告14)と,逆 に持続 静注の方が腎障害 は起 りに くい との報

告15)があ り,こ の点 に関 して も見解は一致 してい ない。

本実験 における1回 投与群 と分割投 与群 との間に腎病変

の程度 に明らか な差 異を認め ることは で きず,本 実験 か

らはア ミノ配糖体薬剤 の1日 の投与量 を1回 で投 与 した

場合 と,分 割投 した場合 とで腎毒性の発現に差があるか

ど うか の結論は得 られ なか った。腎毒性 に関 しては臨床

的 にも実験的に も,さ らに多 くの例数での検討が必要 と

思われる。

稿を終 るにあた り,実 験に際 して御協力を戴いた明治

製英薬品関発研究所,仲 由武実,鬼 海庄一郎の岡氏に感

謝致 します。 なお本論文の要旨は,第27回 内耳 生化学

研究会(1980年2月,宮 崎)に おいて発表 した。
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OTOTOXICITY AND NEPHROTOXICITY OF AMINOGLYCOSIDE

ANTIBIOTICS BY ONE AND TWO INJECTIONS DAILY IN RABBITS

IWAO OHTANI, KOHSEI OHTSUKI, TOHRU AIKAWA, YOUKO SATO, TAKEO OMATA,

and JIN OUCHI

Department of Otorhinolaryngology, Fukushima Medical College

TAKEO SAITO

Department of Pathology, Tohoku Dental University

Ototoxicity and nephrotoxicity of aminoglycoside antibiotics (debekacin and kanamycin) by two in-

jections daily were histopathologically compared with those by one injection daily using rabbits. Com-
parative evaluations were further made on the levels of the antibiotics in serum between the two
different dosage.

(1) For the histopathological studies, DKB or KM were administered at two different doses of
100 and 50 mg/kg/day respectively by intramuscular injection.

These drugs were administered for 30 days one injection daily (100 and 50 mg/kg/24 hrs) and two
injections daily every 12 hr (50 and 25 mg/kg/12 hrs).

At 10 days after the last injection, animals were sacrificed for histopathological examinations.
Inner ear damage was less in two injections daily group than in one injection daily group.
With respect to the renal damage, no significant difference was seen between the two groups.

(2) The serum concentrations of DKB were measured on time by intramuscular route at doses of
100 mg/kg by one injection and two injections daily. The peak serum concentrations of two injections
daily group were a little less than those of one injection daily group but statistically no significant
difference could be seen between those two groups. However the area under the curve (AUC) in one
injection daily group was significant higher than those in two injections daily group (p <0.01).


