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HBKの 体液内濃度測定 法

I.微 生物学 的測定法

新 開 祥 彦 ・石 渡 信 由 ・藤 田 正 敬

明治製葉株式会社薬晶開発研究所

HBKの 微生物学的体液内濃度測定法を検討 した。

測定方法は標準曲線法に したがい,試 験菌にBacillu subtilis ATCC 6633,培 地 にMycin assay

agar arel(共 栄製薬),希 釈用緩衝液 に0.1Mリ ン酸塩緩衝液(pH8.0)を それぞれ用 いる方法が

最適であった。

HBKの 検出感度 はカ ップ法で0.016μg/ml,ペ ーパ ーデ ィス ク法で0。125μg/ml,ア ガー ウェ

ル法で0.004μg/mlで あった。

血清中濃度 の測定では,標 準溶 液の調製お よび試料 の希釈に0.1Mリ ン勲塩緩衝液(pH8.0)の

ほか,ヒ ト血清 または代用血清め使用が必 要であ り,標 準溶液 と試料希釈液の血 清含量 を同一 に し

て測定 しなけれ ばならない。

尿中濃度 の測定では,尿 試料を0.1Mリ ン酸塩緩衝液(pH8.0)を 用いて2倍 以上に希釈すれ

ば測定値への影響は無視 できるもの とな り,緩 衝液だけ で調製 された標準 曲線を用いた測 定が可 能

であった。

ヒ ト血清中お よび ヒ ト尿中では,双 方 とも5℃,-20℃ で少 くとも35日 間は安定であ った。

HBKは 梅沢1)らによって新 しく合成 された ア ミノ配

糖体抗生物質で,1位 にaminohydroxybutyryl基 を有

す るDibekacinの 新規誘導 体で ある(Fig. 1)。 本物質

は グラム陽性菌,グ ラム陰性菌 に広 く抗菌作用を示 し,

その抗菌作用は殺菌的であ る2)。

HBKの 吸収,排 泄,分 布および代謝試験を実施する

のに伴 い,正 しく体液内濃度を 測定する ため,標 準 曲

線法に したがって体液内濃度測定法を検討 し,同 時 に

HBKの 体液中での安定性 も調 べたので報告す る。

I.試 験材料および賦験方法

1.HBK原 末

HBKは 当社 で合成 された力価 の明白な原 末 を 用 い

Fig. 1 Chemical structure of HBK

6-0-(3-Amino-3-deoxy-a-D-glucopyranosyl)-4-0- (2, 6-diamino-
2, 3, 4, 6-tetradeoxy-a-D-erythro-hexopyranosyl)-1-N-[(S)-4- 
amino-2-hydroxybutyryl]-2-deoxy-D-streptamine sulfate

た。

2.微 生物学的測定法

1)試 験菌お よびMICの 測定

日常汎用 され る試験菌 の中から以下 の7種 を選択 し,

日本化学療法学会標準法3}に準 じてMICを 測定 した。

(1) Staphylococcus aureus ATCC 6538 P 

(2) Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 

(3) Bacillus subtilis ATCC 6633 
(4) Escherichia coli NIHJ JC-2 

(5) Klebsiella pneumoniae ATCC 10031 

(6) Pseudomonas aeruginosa ATCC 10490 

(7) Micrococcus luteus ATCC 9341
2)濃 度測定用培地

濃度測定用培地 として以下 の4種 を用いた。

①Heartinfusion agar(栄 研)

②Mueller Hinton agar(栄 研)

③Mycin assay agar arei(共 栄製薬)

④Pemassay agar arei(共 栄製薬)

3)試 験菌液お よび試験胞子液 の調製

日本抗生物質医薬品基準(以 下 日抗基 と略 す)・ 一般

試験 法 ・力価試験法4)に 記載 された方 法に した がって菌

液 お よび胞子液を調製 した。 この菌 液あるいは胞子液 を

用時,生 理食塩液で適 当に希釈 し,濃 度測定用培地100

mlに 対 し1mlの 割合 で加え,試 験菌液 お よび 試験胞

子液を調製 した。
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4)寒 天平板

内径9cmの ベ トリ皿に(1)種層 のみ5ml,(2)種 層のみ

10m1,(3)基 層7mlに 種層4ml ,を 流 して調製す る3種

の寒天平板を用いた。

5)希 釈液

(1)希 釈用緩衝液 、

日抗基 ・付表 ・II 4)に 記載 され た綬衝液 の中か ら以下

の3種 を用いて試験を行な った。

(1)0.1Mリ ン酸塩緩衝液(pH6.0)511

(2)061Mリ ン酸塩緩衡 液(pH7.0)

(3)0.1Mリ ン酸塩綬衝 液(pH8.0)

(2)希 釈用 ヒ ト血清お よび代用血清

希釈用 ヒ ト血清 として健常人 プール血清を,代 用血清

として(4)モニ ・トロールエ(ミ ドリ十 宇),(3)コ ンセー

ラ(日 水製薬),(3)ハ イラン ドコン トロール血 清1(日 本

トラペ ノール),(4)精 度管理用凍結乾燥 血 清 コン トμ一

ル3N(セ ロテ ック),(5)セ ロノルム(第 一化学薬 品),

(6)セラク リアーN(化 学及血清療法研 究所 ・月 本商事)の

6種 をそれ ぞれ用いて試験を行 なった。

6)測 定方法

標準曲線法 に し把が って(1)カップ法,(2)ベ ーパーデ ィ

スク法,(3)ア ガーウ ェル法の3種 を検討 した
。

7)寒 天平板培養条件 、

寒天平板はすぺ て32℃ で16～18時 間培養を行なっ

た。

8)濃 度計算法

す ぺて日抗基 ・一般 試験 法 ・力価試験法の 標 準 幽 線

法`}を準用 して計算 した。

3.溶 液お よび体液 中安定性試験

HBK原 末 の一定量を採 り・,次に述べ る方法で試料液

を醐製 し,ス ピッツ管 に1～2mlず つ分 注 した の ち,

25℃,5℃ お よび 一20℃ に保存 し,残 存力価を測定 し

た。残存力価はすべてBacillus subtilis ATCC 6633を 試

験菌 とする カヅブ法 で測定 した。

i)綬 衝液 中での安定性試験

0.1Mリ ン酸塩緩衝 液(pH8.0)を 用い て 溶 か し,

100μg/ml,50μg/mlお よび5μg/mlの 溶液を調製 した
。

2)生 理食塩 液中での安定性試験 、

生理食塩液を用 いて溶か し,100μg/ml,10μg/mlお

よび5μg/mlの 溶液 を調製 した。

3)ヒ ト血清中での安定性試験

1,000μg/mlのHBK水 溶液 を健常人 プール血 清を用

いて希釈 し,10μg/ml,5μg/mlお よび1μg/mlの ヒ ト

血清溶液を調製 した。

4)ヒ ト尿中での安定性試験

健常人の尿を用いて溶 か し、100μg/ml,50μg/mlお

Fig. 2 Standard response lines of HBK with test orgaznisms
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Table 1 MIC (ƒÊg/ml) of HBK against test drianisms

よび5μg/mlの ヒ ト尿溶液を調製 した6

1L試 駅 結 果

1.微 生物学的測定 法

1)試 験菌の選択

日常使用 される機 会の多い 試 験 菌 に対 し,HBKの

MICを 日本 化学療法学会標準法を用 いて測定 した。 こ

の中か らHBKに 高い感受 性を示 したBacillus subtilis

ATCC 6633,staphylococcus aureus ATCC 6538Pお よ

びstaphococcus epidermidis ATCC 12228の3種 を選

び,こ れ らの試験菌 と濃度測定用培地,お よび希釈用綬

衝 液のすぺ てを組み合わせ てカ ップ法で試験を行ない,

阻止円の鮮 明さ,直 線性,検 出感度を指標 として試験菌

の選択を行な った。 この結果Bacillus subtilis ATCC

6633が す ぐれている と判断 し,こ れを遭楚し た(Table

1.Fig.2)。

2)濃 度測定用培地 の選択

試験菌 にBuillus subtilis ATCC 6633を 用い,濃 度測

定用培地 と してMueller Hinton agar,Hoard infusion

agar,Mycin assay agar areiお よびPenassay agar

areiを 用い,阻 止円の鮮 明さ,直 線性 お よび検 出感度 を

指標 とし,カ ップ法で検討 した。その結果,ど の培地 も

阻止円の鮮明 さと直線性 で優劣はつけがたか ったが,検

出感度 の点でMycin assay agar areiが わずかにす ぐれ

ていた。 したが ってMycin assay agarareiを 濃度測定

用培地 と して選定 した(Fig.3)。

3)接 種胞子量 の検討

試験菌Bacillus subtilis ATCC 6633の 濃度測定用培地

に対す る接種胞子量 をカ ップ法で検討 した ところ,阻 止

円の鮮 明さで1071m1が す ぐれていた(Fig.4)。 このこ

とか ら接種胞子量は胞子液1071m1を 用 い,濃 度測定用

培地100mlに 対 し1mlの 割合で加える こととした。

4)希 釈用緩衝液 の選択

Bacillus subtilis ATCC 6633を 試験菌 と し,濃 度測定

用培地 にMycon assay agar areiを 用いた カップ法で緩

衝液 の選択を行な った。試験方法はHBKの 希釈系列 を

調製 して,こ れに よって得 られ る阻止 円の鮮明 さと直線

Fig. 3 Standard response lines of HBK with media
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Fig.4 Influence of inoculurn size on standard response line of HBK

Fig. 5 Influence of buffer pH on standard response line of HBK
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Fig. 6 Standard response lines of HBK by cup-plate, paper idigc-Piate
and agar well method

性,お よび検出感度を指標 として行ない,そ の結果 これ

らの条件を満足 させ るもの として0.1Mリ ン酸塩緩衝

液(pH8.0)を 選定 した(Fi島5)。

5)濃 度測定方法 の比較検討

試験菌 にBuillus subtilis ATCC 6633を 用 い,カ ップ

法,ペ ーパ ーデ ィス ク法お よびアガーウェル法を検討 し

た。寒天平板はベ トリ皿を用い,カ ップ法には種層のみ

5mlと10mlの2種 類を,ベ ーパーディスク法には種層

のみ5mlを,ア ガーウェル法 に は 基 層7m1に 種層4

mlを 流 して調製 した。

この結果,最 も高い検出感度を示 した方法はアガーウ

ェル法で0.004μg/mlで あった。また カ ップ法では種層

のみ5mlの 場合0.016μg/ml,種 層 の み10m1で は

0.031μg/mlで あ り,ベ ーパーデ ィスク法 で は0.125

μg/mlで あった(Fig.6)。

6)標 準 曲線 にお よぼす血清の影響

(1)ヒ ト血清 の影響

血清 中濃度測定において測定値にあたえる血清の影響

を調べるため健常人プール血清 と0.1Mリ ン酸塩緩衝

液(pH8.0)を 用い,血 清濃度100%,50%,10%お よ

び 緩衝液 のみか らな るHBKの 希釈系列を調製 し,標 準

曲線の比較検討を行な った。 この結果,血 清の濃度 によ

って顕著 に差が出 ることが認め られ,血 清濃度が低 くな

るに したがって緩衝液の標準曲線に近 づいた(Fig.7)。

(2)代 用血清 の検討

血清試料の希釈 には血清を用いなけれ ばならない こと

が 明確 とな ったが,ヒ ト血清が入手困難 な場合 には代用

血清 の使用が必要 である。そ こで ヒ ト血清 を対照 に市販

の代用血清6種 類 につ いて使用で きるか どうかを検討 し

た。 この結果,代 用血清 に よっては標準曲線の位置が異

なることが認め られた(Fig.8)。

そこで,HBK第1相 試験 の血清試料の一部につ いて,

ヒナ血清 と使用例の多いモ ニ ・トロール1を 用いて別 々

に希 罧 し,濃 度測定を行な った。 これ によ り,得 られた

測定値で両者 の相関性を調べた ところ,直 線 回 帰 式は

y=1.0025x-0.059156(x:ヒ ト血 清希釈法,y:モ ニ ・

トロールI希 釈法),相 関係数r=0.993256と な り,良

好 な相関関係が認 められた(Fig.9)。

7)標 準曲線におよぼす尿の影響

健常人 の尿 と0.1Mリ ン酸塩緩衝液(pH&0)を 用

い,尿 濃度100%,50%,10%お よび 緩衝液か らな る

HBKの 希釈系列を調製 し,こ れ に よって得 られ る標準
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Fig. 7 Influence of human serum eoncentraion on standard response line of HBK

Fig 8 Standard response lines of HBK using various control serum as diluent
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Fig. 9 Correlition between human serum level.

assayed by human serum dilution method

and Moni-trol I dilution method using

cup-plate

Fig.10 Influence of human urine concentration on
standard response line of FMK

曲線の比較を行 なった。その結果,標 準曲線が100%尿

では緩衝 液に対 してはなれた所 に位置 したが,50%尿,

10%尿 ではほぼ近似 した所 にあった(Fig .10)。 したが

って,尿 試料 の希釈では50%尿 濃 度,す なわち緩衝液

で2倍 以上に希釈することに よ り,測 定値へあたえる影

響 はほ とん ど無視できるもの と判 断 した。

2.溶 液お よび体液中安定性試験

0.1Mリ ン酸塩緩衝液(pH&0),生 理食塩水,ヒ ト

血清お よび ヒト尿におけるHBKの 安定性試験 を行 なっ

た。着 の結果,ど の試験区で も試験期 間内での力価低下

は認 められず安定であった(Table2)。

III.考 察

微生 物学的測定法 としてBacillus subtijis ATCC 6633

を試験菌 とした測定条件 を検討 してきたが,体 液内濃度

測定法の条件確立についてはす でに岩本,石 山6,が のべ

ている基本手技上の要点が あ り,(1)阻 止円が 鮮 明 な こ

と,(2)標 準偏差が小 さいこと,(3)標 準曲線 の勾配が大 き

い こと(4)鋭 敏に低濃度 まで測定で きること,と ある。

我 々もこれ らの点に留意 して検討 を進め てきた結果,濃
、

度測定用培地 にはMycin assay agar areiを 選定 し,希

釈用緩衝液には0,1Mリ ン酸塩級衝液(pH8.0)が 最

適 であ ると判断 した。 また,1濃 度測定法 の比較では,鋭

敏 に低濃度 まで測定で きる方法 として アガーウェル法が

断然す ぐれていたが,そ れほ ど検出感度を要求 しない試

料の場合 はカ ップ法やペーパ ーデ ィスク法で も良好 であ

り,試 料 の種類や試験 の目的に応 じた測定方法を選ぶ こ

とが大切であ ると考 える。鋭敏度 と関係の深 い寒天層 の
鞠厚 さ

はそ の調製 法がいろいろ考え られ る が,宮 村,金

澤7)がのべ ているペ トリ皿に種層 のみ5mlを 流 した も

の と,一 般的 に使用 される機会の多い 種 層 のみ10ml6)

を流 した もの,お よび二層法鋤 の変法 として基層7ml

に種層4mlを 流 した もの を用 いた。

体液内濃 度測定上 の問題の1つ に血清や尿 の測定値に

あたえ る影響が あるが,岩 本,石 山6)は 抗生剤の特異性

の問題 としてと り上げ,Aminoglyooside系 抗生物質で

は アルカ リ側で抗菌力が増強 し,そ れが体液内濃 度測定

に も著 明な影響をお よぼす,と のべ てい る。我 々はこれ

らの点にも充分配慮 し検討 を行 なった試果,特 に ヒ ト血

清試料 では ヒ ト血 清に よる希釈が必要であ り,ヒ ト血清

の入手が困難な場合 には代 用血清 の使用が可能 であるこ

とも確認 した。 また尿 につい ては0.1Mリ ン酸塩緩衝

液(pH8.0)で2倍 以上に希 釈すれば 測定値へ の影,が

ほ とん ど無視できるこ とも明 らか と左 った。

HBKの 溶液お よび体液 中での安定 性は,他 のAmi-

noglycoside系 抗生物質9～15)と同 じようにす ぐれてお り,

検体の保存,輸 送 では低温の状態 を保つ こ とでそ の安定

性 が維持 され ることも確認 した。

IV.ま と め

HBKの 微生物学的体 液内濃度測定法を次の ように設

定 した。

1.試 験菌

Bacillus subtili5 ATCC 6633を 用 いる。

2.濃 度測 定用培地

Mycin assay agar arei(共 栄製薬)を 用い る。
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Table 2 Stability of HBK in buffer (pH 8.0), physiological saline, human serum and 
human urine at various temperatures 

Residual potency (%)

-:Not tested

3.接 種胞子液量

胞子数107/mlの 胞子液 を濃度測定用培地100mlに 対

し1mlの 割合で加える。

4.測 定方法

試験 目的 に応 じカ ップ法,ペ ーパ ーデ ィスク法お よび

アガー ウェル法を用い る。

5.寒 天平板調製法

内径9cmの べ トリ皿 を用 い,測 定方法に したがって

次の ように各層 を流 して調製す る。

① カップ法:種 層 のみ5ml,ま たは10ml

② ベ ーパーデ ィス ク法:種 層のみ5ml

③ アガーウェル法:基 層7ml,種 層4ml

6.希 釈用緩衝液

0.1Mリ ン酸塩緩衝液(pH8.0)を 用い る。

7.試 料希釈法

1)血 清試料

血 清試料を血清(ヒ トでは ヒ ト血清,入 手困難 な場合

はモニ ・トロール1な どの代用血清)と0.1Mリ ン酸
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塩 緩 衝 液(pH8.9)を 用 い て 希釈 す る。

2)尿 試料

尿 試 料 を0,1Mリ ン酸 塩緩 衝 液(pH8.0)を 用 い て

希 釈 す る。

&標 準 希 釈系 列 の調 製

す ぺ て 試 料 の 希 釈 条 件 に 合 わ せ た 希 釈方 法 で調 製 す

る。 標 準 曲線 作成 濃 度 は 任 意 に設 定 可 能 で あ るが,1例

と して次 の濃 度 を示 してお く。

(1)カ ップ法:2,1,0.5,0.25,0.125μ9!m1

(2)ペ ーパ ー・デ ィ ス ク法:4,2,1,0.5,0.25μ91m1

(3)ア ガ ー ウ ェル 法:0。5,0.25,0.125,0,063,0.031

μg/ml

9.寒 天 平 板 培 養 条件

32℃ で16～18時 間培 養 す る。

10.試 料 中 の濃 度計 算 法

標 準 曲線 法 に した が って 濃 度 の計 算 を 行 な う。

11.最 小 検 出 感 度

(Dカ ップ法:種 層5mlの とき0.016μg/ml

:種 層10mlの とき0.031μg/ml

(2)ペ ー パ ーデ ィ ス ク法=o。125μ91m1

(3)ブ ガ ー ウ ェル 法:0.004μg/ml
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ASSAY METHOD OF HBK IN BIOLOGICAL FLUIDS 

I. MICROBIOLOGIGAL ASSAY METHOD 

SACHIHIKO SHINKAI, NOSUYOSHI ISHIWATARI and MASATAKA FUJITA 

Pharmaceutical Development Laboratories, Meiji Seika Kaisha, Ltd.

Microbiological assay methods of HBK in biological fluids were studied. 

The assay methods using Bacillus subtilis ATCC 6633 as a test organism, Mycin assay agar arei 

(Peptone 5g, Beef-extract 3g and Agar 15g in 1,000ml distilled water, q. s.) as an assay medium 

and 0.1M phosphate buffer (pH 8.0) as a diluent were most suitable for determining HBK levels in 

biological fluids. 

Accordingly, the lowest detectable concentrations of HBK by cup-plates paper disc-plate and agar 

well method were 0.016ƒÊg/ml, 0.125ƒÊg/ml and 0.004ƒÊ/ml, respectively. 

As diluents, 0.1M phosphate buffer (pH 8.0) could be used for urine samples, and pooled serum or 

chemistry control serum (for example, Moni-trol I) for serum samples. 

HBK was stable for the stability test periods at-20•Ž, 5•Žand 25•Ž in buffer (pH 8.0), physiolo-

gical saline, human serum and human urine.


