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腎毒性を指標 に したoxacephoem系 抗生物 質6315-S

(Flomoxef)の ウサギにお ける毒性試験

-単 回投与試験-

原田喜男 ・豊島久美子 ・岡本孝夫

塩野義製薬株式会社研究所

6315-S(Flomoxef)の 静脈 内投与 による腎毒性 を,ウ サギを用いて,1,000mg/kg単 回投与

試験 によ り検索 し,対 照薬Cefazolinsodium(CEZ)に よるそれ と比較 した。6315-S投 与群で

は,組 織学的に,近 位尿細管上皮細胞の一部に,わ ずか に壊死を認めたが,尿 検査 や血液生化学的

検 査値 に影響 をほとん ど認 めなか った。他方,CEZ投 与群 では。近位尿細管上皮細胞の壊死やカ

ルシウム沈着が著明であ り,蛋 白尿 や顆粒状円柱 ・上皮円柱の尿中への出現,血漿 中クレアチニ ン

・尿 素窒素値の上昇 など腎毒性 作用が明 らかであ った。

以上の成績か ら,6315-Sの 腎毒性作用はCEZに 比 して明 らかに弱 いもの と判断 された。

6315-S(Flomoxef: FMOX)は,塩 野 義製薬研究

所 で開発 された新 しいOxacephern系 抗生物 質である。

Cephalosporin系 薬剤 は,通 常 。腎毒性作 用が 少 な

いDと されているが,長 期間大量投与や腎機能の低下 し

た患者 に投与する場合 には,腎 毒性 を考慮す る必要が あ

る。 ウサ ギは,実 験動 物の 中で,cephalosporin系 薬

剤 による腎毒性に最 も感受性が高い2,3)こ とか ら,ウ サ

ギを用 いて6315-Sの 腎毒性試験を行な った。比較の

ためcephalosporin系 抗生剤であ るCEZを 対照薬 とし

て用 いた。

I. 実験材料および方法

1. 実験動物

雄のJW-NIBSIRABITON系 ウサギ12羽 を,17週

齢 で,農 業法人 ラ ビ トン牧場 か ら購入 し,10日 間飼育

環境に馴化 させた後 に試験 を開始 した。試験 開始時の体

重 は,2.25～2.39kgで あった。各動物 は,室 温25±1

℃,湿 度50±5%,午 前8時 か ら12時 間照明 に調節 さ

れ た動物室で,個別金属ケー ジ(W35×D48xH35cm)

に収容 して飼育 した。1日,1209の 固型飼料(NTR-

1S,日 生研)を 与え,飲 料水 と して水道水を自由に摂取

させた。

2. 検体および投与方法

検体は,6315-S(Flomoxefsodium, Lot No. 3601),

対照薬 と してCefazolinsodium(CEZ,市 販品)を 用

いた。 いず れの検体 も注射用蒸留 水で0.25g(力 価)/

m1に 溶解 し,Sartoriusmembranefilter(Millipore,

0.45μ,HA)で 濾過 して用いた。対照群 には,生 理食塩

液 を 投与 した。 各検 体 溶液 の投与 経路 は,静 脈内投

与 と し,耳介後 静脈 か ら,KN式 自動 注入装置(夏目製,

KN-202型)で,167mg/minの 速度で注入 した。

3, 実験群および投与量

群 の構成,投 与量,実 験 スケ ジュールをTaU¢Nに

示 した。

1群4羽 か らなるウサギ に,各 検体を1,000震簸91kg,

す なわち投与容重4m1/kgの 割合で,耳 介後静脈から

単回静脈内注射 し,3日 後に屠殺解剖 した。この投与量

は,臨 床1日 投与量 を40mg/kg 、1とした場合,25蜘 に

相 当す る。

4. 検査項 目

実験期間中,各 動物について,以 下の諸検査を実施した。

1) 一般状態

毎 日,体 重 と摂餌量 の測定をす るとともに,一 般症

状,行 動,運 動,姿 勢の異常の有無 につ炉て観察した。

2) 尿検査

導 尿 カテ ーテ ル(Disposable Rob-Nel Catheter

Sherwood)を 用いて,検 体投 与5日 前,検 体投与1日

および2日 後に,新 鮮尿を採取 した。検査項目は,比重

(手持屈折計,ア タゴ),pH,潜 血,グ ルコース,ケ トン

体,ビ リル ビン,ウ ロビ リノーゲ ン(Multistix Ames

マイルス ・三共),沈 渣(キ ャピロ ッ トR,テ ルモ)ま

よび蛋 白(煮 沸法)で あった。

3) 血液生化学的検査

検体投与5日 前には無麻酔下で,検 体投与3日 後の音

検 時には,ペ ン トバル ビタールナ トリウム麻酔下で,引

頸静脈か ら採血 して得たヘパ リン添加血漿について,2
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下の項目を測定した俺グルコース(グ ルコース*オ キ シ

ダーゼ法),総蛋白質(ビ ウレット法)・アルブ ミン(BCG

法),ク レアチニン(Jaffe法)・ 尿素窒 素(ジ アセチル

モノオキシム法),GOT(UV法)・GPT(UV法)・

ALP(BESSEY-LOWRY法)、LDH(UV法)・ 総 コ

レステロール(LmBERMAF-BURCHARD法)・ 総

ビリルビン(JENDRASSIK-GROF法)お よ び塩化物

(チオシアン酸第二水銀法)の 以上12項 目を,Technicon

AuめAnalyzer,SMAPLUSMICROsystemで 測定

した。

4) 病理学的検査

i) 肉眼所見および器官重量測定

検体投与3日 後に,血 液生化 学的検査 用の採血 を行

なった後,頸 動脈から放血 し屠殺 した。だだ ちに解剖を

行ない,腎 臓の重量を測定 し、相対重量(体 童1009当

りの重量)を 算出した。

雌)組織学的検査

腎臓を10%中 性ホルマ リン液で固定 し,常 法 に従 い

パラフィン切片作製後,一 般染色 と して,ヘ マ トキ シリ

ン・エオジン染色を施 した。 この他,PAS,Ca染 色

(von KOSSA法)を 施 して.光 顕的に観察 した。

5) 統計学的解析

一元分類分散分析によって投与群間の全体比較を行な

い,有意差が認められた場合には,対 照群 と各検体投与

群間の比較をDUNNBTT法 により行なった。

II. 実 験 成 績

1, 一般症状

6315-Sお よびCEZ投 与群には,投 薬中および投 与

後を通じて,一 般状態に変化 は認め られなか った。

各検体投与群に,投 与後か ら摂餌量 の減少がみ られ,

投与2日 後から試験終了時までほとん ど絶食 に近い状態

になった。摂餌量の減少に伴い,各 検体投与群 とも,体

重の減少傾向を示 し,解 剖 時には投与開始 時に比 べて,

2%程 度の減少を示 した(Table 4)。

2. 尿検査

変化が認め られた項 目について のみTable2に 結 果

をまとめた。6315-S投 与群で は,4例 中1例 にのみ,

投与2日 後にごく軽度の蛋白尿(±),尿 沈渣 中に ごく

少数の穎粒円柱の出現(±)が み られたが,こ の群の平

均値には異常がみ られなか うた。

それに対 して対照薬CEZ投 与群 では,蛋 白尿,尿 沈

渣中への顧粒円柱,上 皮 円柱,小 円形 あるいは多角形 の

上皮細胞の出現が投与1日 後か らみ られ は じめ,投 与2

日後には全例に認められた。他には,各 検体投与群に共

通 して,検 体投 与2目 後に,摂 餌の減少に伴 う尿の弱酸

性化(pH6,6前 後)を 認めた。

3. 血液生化学的検査(Table 3)

6315-S投 与群 で は,ク レアチニ ンと尿素窒 素の平

均値には異常が み られ なか ったが,1例(No. 7)に のみ

クレアチニ ン値の軽度上昇(L7mg/dl)が み られた。

また,全 例に継 コ レステ ロールの増加が みられ たが,そ

の他にはほ とんど変化 はみ られなかった。

それ に対 してCEZ投 与群で は,全 例 に,ク レアチニ

ンと尿素窒素の上昇が認め られ,対 照群 に対 して,そ れ

ぞれ平均2倍 強および3倍 強の上昇で あうた。総 コレス

テ ロー ルの増 加 は,6315-S投 与 群 と ほぼ 同程 度 で

あ った。 その他 に この群 には,GPT活 性 の著 明な低

下,ア ル ブ ミンと塩化物の軽度低 下,総 ビリル ビンの軽

度上昇がみ られた。

4. 病理学的検査

1) 腎臓の肉眼所 見(Table 4)

6315-S投 与群4例 中3例 の腎表面お よび割面 には,

肉眼的 に異常 を認めなか ったが,1例(No. 7)に のみ,

腎割面の皮質 内帯の一部に,軽 度 な壊死を認めた。それ

に対 してCEZ投 与 群では,4例 全例 とも腎表 面は著 し

い黄 白色穎粒状 を呈 し,腎割面皮質 は壊死に陥 っていた。

壊死の程度は,腎 皮質外帯において最 も強 く,内 帯へ向

けて軽減 した。

2) 腎臓重量(Table 4)

6315-S投 与群 に は,腎 臓 の絶対 およ び相 対重量 に

変化 は認め られなか ったが,CEZ投 与群で は,相 対重

量の軽度増加が みられた(P<0.05)。

3)腎 臓の組織学的所見(Table 5, Phooto. 1～3)

6315-S投 与群4例 中1例 には,組 織学的 異常 を認

め なか った。残 り3例 には,腎 皮質内帯の近位直部尿細

管上皮細胞の一部 に軽度の変性壊 死を認 め,遠 位尿細管

腔内に硝子様 円柱の軽度貯留を認めた。1例(No.7)に,

壊死部に相当 しわずか にカル シウム沈着 を認めた。

それ に対 してCEZ投 与群 には,4例 全例 とも,腎 皮

質外帯の近位 曲部お よび直部尿細管上皮細胞 に,程 度 も

強 く変性,壊 死,カ ルシウム沈着を認 め,障 害の強い例

で は皮質内帯 へとこれ らの変化が及んだ。遠位尿細管腔

内 には,著 明な硝子様 円柱を認め,間 質 には細胞浸潤を

認めた。

以上の結果を総合 して,腎 障害の強 さについて,程 度

を比較す ると,CEZ>6315-Sと な った。

III, 考 察

6315-Sの 静 脈 内投与 による腎毒性 試験 を,ウ サ ギ
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Table 1 Comparative nephrotoxicity of 6315-S and CEZ in male rabbits

Experimental group:

Schedule:

Table 2 Summary of urinalysis in male rabbits before and after

single i. v. infusions of 6315-S of CEZ

a) Day examined; b) Mean value
* Appearance of casts or epithelial cells: (Arbitrary grade):

-; <5x102 /m1, •} ; 5-20x102 /m1, +1 ; 20--100x102 /ml,

+2 ; 100-200x102 iml, +3 ; >200x102 /m1
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Table 3 Summary of biochemical analysis of plasma in male rabbits
before and after single i. v. infusions of 6315-S or CEZ

a) Mean t S.E.

Statistically significant against control: *; p<0.05, **; p<0.01

Table 4 Summary of necropsy findings in male rabbits at 3 days after

single i. v. infusions of 6315-S or CEZ

Arbitrary grade : - ; normal, •} ; very mild, +1 ; mild, +2 ; moderate, +3 ; severe changes

a) Mean •} S.E., b) Per 100g body weight

Statistically significant against control: * ;p<0.05
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を用 いて1,000mg/kg単 回投 与法 に よ り行 な った。

6315-S投 与群 で は,腎 皮質 内帯 の ごく一 部の近位 直

部尿細管上皮細胞 にわずかに壊死 を認 めたものの,尿 所

見や血 液生化学 的所見 にはほ とん ど変化を認 めなか っ

た。 これ に対 して,CEZ投 与群 には 同用量 で全例 に,

腎皮質 外帯の近位 曲部 および直部尿 細管上皮 細胞 に変

性,壊 死 およびカル シウム沈着を認 めた。障害の強い例

では,壊 死は皮質内帯の近 位曲部 および直部尿細管に及

んだ。蛋白尿。尿中への穎粒円柱,上 皮円柱の出現 血

液生化学的 に クレアチニ ンおよび尿素窒素値の上昇 も認

め,CEZの 強い腎毒性作用が明 らかであ った。6315-S

およびCEZは,ウ サギでは主 として近位 尿細管か らの

分泌によ り尿 中へ排泄 される,と 報告 されている4,5,。

上述の ごと く,両 検体と も腎毒性 は近位尿細管 にみ られ

た ことか ら、両検体の排泄機序が,大 量投与時の腎毒性

に関与 してい る可能性が窺われた。

なお、6315-Sお よびCEZ投 与群に,血 漿中総 コレ

ステ ロールの上昇がみ られたが,こ れは,絶 食 によ る脂

質代謝の促進 によ るものと思 われ る。

これ まで に試 験 した検体 を 含 めて6)。 腎毒 性 作 用

の強さを比較すると,CEZ>6315-S>Cephalothin=

Latamoxefと な った。BARZA1,に よ ると,cephalo-

sporin系 薬剤の腎毒性作用 は,Cephaloridineが 最 も

強 く,次 いでCEZで あ り,Cephalothinは"mini-

mally難ephrotoxic"で あ るという。今 回の試験か ら,

6315-Sは,こ の試 験 系 で全 く腎 毒性 の 認 め られ な

か ったCephalothinやLatamoxefに 比べ る とやや 腎

毒性が強 いが,CEZに 比 べる と明 らか に腎毒性の弱 い

薬物の範麟 に入る ものと評価する ことが出来た。

(実験期 間:1983年9月 ～12月)
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Table 5 Summary of histopathological findings in male rabbits

at 3 days after single i. v. infusions of 6315-S or CEZ

Arbitrary grade: - ; normal, •} ; very mild, +1 ; mild, +2 ; moderate, +3 ; severe changes

Photo. 1 Kidney of a male control rabbit treated with physiological saline.

H-E, •~40



458 CHEMOT HERAPY MAY 1997

Photo. 2 Kidney of a male rabbit given 6315-S (1,000 mg/kg),

Slight alteration were seen in the proximal

tubular epithelium of the cortex. H-E, •~40

Photo. 3 Kidney of a male rabbit given CEZ (1,000 mg/kg).

Moderate alterations were seen in the proximal

tubular epithelium of the cortex. H-E, •~40
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NEPHROTOXICITY OF 6315-S (FLOMOXEF) IN RABBITS

YOSHIO HARADA, KUMIKO TESHIMA and TAKAO OKAMOTO
Shionogi Research Laboratories, Shionogi & Co., Ltd.

The nephrotoxic potential of 6315-S (flomoxef) was evaluated in four male rabbits after a
single i. v. administration at 1, 000 mg/kg (via the V. retroauricularis), and compared with
that of cefazolin sodium (CEZ). The effects on urinalysis and plasma chemistry parameters
were determined. Histological examinations of kidney tissues of all animals were performed
after 72 h.

6315TP, produced foci of proximal tubular necrosis without showing any adverse effects on
urinalysis or plasma chemistry parameters.

On the other hand, CEZ caused a marked increase in BUN and creatinine, and all ani-
mals showed moderate or severe necrosis in proximal tubules accompanied by protein and
casts in .ure

The data indicate that 6315-S has less nephrotoxic potential than CEZ, a compound which
does not produce significant nephrotoxicity in human chemotherapy.


