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CS-807の 安全性 に関する研究

(第4報)ラ ッ トに対する胎仔の器官形成期投与試験

棚瀬久雄 ・広瀬高一

三共株式会社安全性研究所

β-ラクタム系抗生物質であるCS-807をWistar-Imamichiラ ッ トの胎 仔の器官形成期に経 口

投与 し,母 体お よび胚 ・胎仔の発生ならびに新生仔 の生後発育 にお よぼす影 譽を検討 した。投与用

量を500, 100, 20mg/kgと し,別 に1%ト ラガン ト末懸濁液投与の対 照群 を設け,妊 娠7日 から17

日まで連続投与 した。

その結果 母体に対 しては100mg/kg以 上の投与群 で抗生物質投与に よる腸 内細菌叢の変化 に起

因す る軟便や下痢が観察 され,摂 餌量の減少や体重増加の抑制が認 められた。 しかしながら.妊 娠

の維持 ・出産 ・哺育能には影響 は認められなかった。 また,胚 ・胎仔に対 しては500mg/kg投 与群で

尾椎化骨核数の減少 という発育抑制作用が認 められ たが,致 死 ・催奇形性作用は観察 されなかった。

さらに新生仔の生後分化,機 能および行動 ならびに生殖機能 にも異常は認 められなか った。

したがって,こ の試験 における親動物の一般毒性的 な無影響量は20mg/kgで あるが,生 殖 に対す

る無影響量 は500mg/kgよ り大 きい。 また,次 世代の発生 に対す る無影響量は100mg/kgと 判断 され

る。

CS-807は β-ラクタム系抗生物質であ り,下 記に示 す

ような化学構造式 を有す る。 この試験 はCS-807を ラ ッ

ト胎仔の器官形成期に連続経口投与 して母体および胚 ・

胎仔の発生な らびに新生仔の生後発育 にお よぼす影響 を

検討 した ものである。

Fig. I Chemical structure of CS-807

1.材 料 お よび方法

1.実 験動物

動 物 繁 殖研 究 所 で 生 産 され たWistar-lmamichi

ラッ トの雌雄 を6週 齢で温度23±20G湿 度55±5%,

1日13時 間照明(午 前6時 ～午後7時),1時 間 あた り

10回以 上の換気回数に設定されたバ リアーシステムの動

物 室 に搬 入 した。新 東洋製 作所 のR-1型 ブラケット

ケージに5匹 飼 育 し,3×106Rの60Co-γ 怨 で滅菌し

たオ リエ ンタル酵母工業株式会社のNMF固 形飼料お

よび水道水を自由に摂取 させ た。

10週齢 で雌雄 を1:1で 交配 させ,翌 朝 に腔栓ある

いは膣垢中 に精子の確 認された 日を妊娠0日 とし,新 東

洋製作所製のテーパー式ブラケツ トケージに個別飼育し

た。使用 した妊娠動物 は1群35～36匹 であ り,合 計142

匹 を用いた。

2.投 与用量および投与方法

CS-807の 妊娠 ラッ トに対す る投与 用量 を決定するた

めに非妊娠動物を用いて2週 間連続経 口投与による亜急

性毒性試 験を行 った。1群5匹 として1000, 500, 250

mg/kgを 投与 した結果 各群で軟便が観察され,摂 餌量

の有意な減少や盲腸重量の有意な増加が認められた。 ま

た,500mg/kg以 上の投与群 で流涎 が観察 された。さら

に500mg/kg投 与群 で平均赤 血球容積,白 血球数 リン

パ球数の有意な減少が認め られた。 この結果 を参考にし

て ラ ットに対 す る催 奇 形 性 試 験 を実 施 した。1群

21～22匹 とし,500, 250, 125mg/kgを 妊娠7～17日 ま

で経 口投与 した。 その結果,す べての投与群の母体に軟
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便が観察さ礼 有意な摂餌量の減少 と体重増加 の抑制が

認められた。

これ らの結果か ら500mg/kgを ラッ トに対 す る影響量

と考え,こ の試験 における最高用量 とした。以下,公 比

5で 減 じて100mg/kgを 中間用量,20mg/kgを 最低用 量 と

し,別 に溶媒投与のみの対照群を設 けた。

投与経路を臨床適用に準 じて経 口投与 とし,金 属製 胃

ゾンデを用 いて1日1回,妊 娠7日 か ら17日 まで11日

間連続投与 した。

3.検 体調製法

検体調製の頻度を週2回 とし,各 投与群 ともに1回 の

投与液量が体重1009あ た り1mlと なるように1%ト ラ

ガン ト末懸濁液 を調製 した。 したが って500,100,20

mg/kg各投 与群の検体濃度 はそれぞれ5,1,0.2%と

な る。な お,CS-807を2.5お よび10%懸 濁 液 に し て

4℃ または室温で保存 した場合,1週 間は安定 である こ

とが別の試験 で確認 され ている。 また,投 与 期間中 に

行 った濃度測定の結果 いずれの投与群 ともに含量は設

定濃度の91.9%以 上であ った。

4.観 察および検査

試験に使用 されたすべての母体の一般 状態を毎 日観察

した。すべての母体 について妊娠0,7,9,11,13,

15,17,20日 に,さ らに出産 させ た母体 について は出

産後1,4,8,15,22日 に島津製作 所製の 自働 天秤

を用いて体重 を測定 した。 また,妊 娠0日 と出産後1日

を除き体重測定 日に摂餌量 を測定 した。

各群22～23匹 の母 体を妊娠20日 にエーテル麻 酔死 さ

せた後,解 剖 して胸.腹 腔内臓器 を肉眼的に観察 した。

次いで黄体数,着 床数,死 亡胚.胎 仔数,生 存胎仔数 を

調べた。生存胎 仔については日本光学工業株式会社製の

実体顕微鏡 を用 いて口腔 を含 む外形異常の有無,性 別 を

判定 し,体 重 を測定 した。各腹半数の胎仔 をWilson

法1)によ り内臓 異常 の 有 無 を観 察 し,残 りの胎 仔 を

Dawson法2)に より骨格標本 を作製 して骨格系の異常の

有無を調べた。

各群残 りの12～13匹 の母体 は妊娠17日 に 日本 クレア

株式会社製のエ コンPCケ ー ジに移 して個別飼育 し,自

然出産させて次世代の生後の発育観察 を行 った。 出産母

体の妊娠期間を調べ 出産時に出生仔数,性 別,外 形異

常の有無 を観察 した。生後4日 に生仔数を調べたの ち,

哺育仔 を原則 として1母 体 当 り8匹 に制 御 した。生後

22日に離乳 させて離乳率 を算出 した。母体 につ いては

胸 ・腹腔内臓器を肉眼的 に観察 した後 子宮の着床痕数

をかぞえ出生率(出 生仔数/着 床痕数)を 算出 した。 出

生仔の体重 を生後1,4,8日 に,そ の後は1週 間隔で

8週 齢 まで測定 した。全例 について一般状態 を観察 し,

生後分化の状態について耳介の開展,切 歯の葩出,被 毛

の発生,眼 の開裂,雄 については精巣のe下降,雌 につ

いては腔の開口を観察 した。

3～8週 齢にか けて神経 ・筋活動試験,感 覚機能試験,

情動性ならびに学習能試験 を実施 した。検 査例数は各試

験 とも各群5腹 か ら1腹 につ き雌雄各2例 で,1群 雌雄

各10匹 とした。

神経.筋 活動試験 として3週 齢で傾斜板試験 と挙引力

試験を,4週 齢で回転棒試験 を行った。傾斜板試験 は6

mmメ ッシュのステ ンレス製網 板 を75度 に傾 斜 させ,中

央部に頭 を下に して動物 を静かに置 き,動 物 が180度 回

転 して頭が上 になるまでの時間を測定 した。挙 引力試験

は水平に張 った直径2mの 針金 に動物 を前肢で握 らせて

ぶ ら下げてか ら動物が後肢を持 ち上 げて針金にかけて休

息姿勢を とる ことに成功するか否かを観察 した。回転棒

試験は1分 間に8回 転す る円筒 に動物 を回転方向 と逆向

きに乗せ,落 下す る回数 を3分 間にわた り測定 した。

感覚機能試験 として3週 齢で正向反射 と瞳孔反射 を,

5週 齢 で角膜反射 と耳介反射 を検査 した。正向反射 は動

物 を背面 に置いたのち,四 肢 をすべて正常位置に もどし

たものを陽 性とした。瞳孔反射は動物 を約5分 間暗順応

させたの ち,単 三1.5ボ ル トの乾電池 を2個 封入 したペ

ンシル型電灯 を片側 の虹彩中央部に照射 した時の両眼の

瞳孔の縮小を調べた。角膜反射は先端 を丸めたブタ毛で

角膜 に触れた時の眼瞼の閉鎖 を調べた。なお,瞳 孔反射

お よび角膜 反射はIrwinの 多次元観察法3)に従 って評価

した。耳 介反射 はガル トンの笛 を用 いて25cmの 距離 か

ら10～13KHzの 音 を動物 に聴かせ て耳介の振れが認め

られた ものを正常 とした。

情動 性試験 としてはHallの 方法4)に従い,4週 齢で

オープンフィール ド試験 を実施 した。動物 を直径80c鶏

深 さ30cmの 丸型 ボックスに入れ,3分 間にわ た り中央

部滞在時間,区 画移動数,立 ち上が り,洗 顔,身 つ くろ

い,脱 糞および排尿回数を測定 した。

学習能は8週 齢で小原医科産業株式会社製の シャ トル

ボ ックスを用いて弁別回避率 によ り測定 した。動物 を2

つの部屋 からなるシャ トル ボックス に入 れ,20秒 間隔

でブザー と点灯に よる条件刺激 を5秒 間提示 し,そ の間

に動物が別 の部屋に移動 しない場合 には無条件刺激 とし

て床の グリッドに電気 ショックが5秒 間与 えられる。 ま

た動物が条件刺激提示後5秒 以内に別の部屋 に移動 した

場 合には無条件刺激が回避 される。 この ような装置 を用

いて5分 毎 に30分 間にわた り回避 率を測定 した。

8週 齢 時に1腹 につ き雌雄1例 ずつ,1群 雌雄各10
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匹を選び,10週 齢まで飼育し,同 じ投与群で兄妹交配

を避けて1:1で 交配させ,生 殖機能を検査した。各母

体を自然出産させ,出 産後1日 に着床痕数と出生仔数を

調べ 出生仔については外形異常の有無を調べ,体 重を

測定した。生殖機能検査に用いた以外の動物は8週 齢で

剖検し,胸 ・腹腔内臓器を肉眼的に観察した。また,す

べての腹から1匹の雄を選び 精巣上体を摘出して精子

の有無および運動性を調べた。

5.統 計学的処理

試験で得られた成績は平均値と標準誤差あるいは百分

率で表示した。さらに各成績の対照群と投与群との差に

ついて,平 均値はt検定,出 現頻度についてはx2検 定

により1%の 危険率で有意差の有無を判定した。また,

各群 の胎仔および出生仔の性比 についてはx2検 定によ

り1%の 危険率で適合性を判定 した。

II.結 県

1.親 動物の一般状態

投 与 開始後 妊娠 期間 中 に20mg/kg投 与群 で少数,

100お よび500mg/kg投 与群で過 半数 の母体 に軟便が見ら

れ,さ らに100mg/kg以 上の投与群の 少数の母体 に下痢

が観察 された。 しか しなが ら,出 産後 の母体には各投与

群 ともに症状の発現はまった く見 られなか った。

各群の試験期間中の体 重推移 をFig,1に 示す。対照

群 に比 較 して100mg/kg投 与群で は妊娠17日 ～出産後1

日,500mg/kg投 与群で は妊娠20日 ～出産後4日 の体重

が有意に減少 した。

Fig. 1 Body weight changes in rat dams treated orally with CS-807

Fig. 2 Food intake in rat dams treated orally with CS-807
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Table 1 Pregnancy status in rat dams treated orally with CS-807

1)
(Number of corpora lutea  —Number of implantations)

/ Number of corpora lutea

×100

2)
(Number of implantations—Number of living fetuses)

/ Number of implantations

 ×100

*Significant at 1% level compared with control

Table 2 Morphological changes in fetuses derived from rat dams treated orally with CS-807

Cp: Cleft palate

An: Anury

Hc: Hydrocephalia

Drp: Dilatation of renal pelvis

Lua: Left umbilical artery

Fr: Fusion of rib

Br: Bifurcation of rib

Sca Shortening of cervical vertebral arch

Atb: Absence of thoracic vertebral body

Fca: Fusion of cervical vertebral areh

Mvm: Multiple vertebral malformation

Far: Fusion and absence of rib

* Significant at 1% level compared with control
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摂餌量の推移 をFi32に 示す。20mg/kg投 与群で妊娠

9日,100mg/kg投 与群 で妊 娠9～17日,500mg/kg投 与

群で妊娠9～20日 の摂個 量が対照群 と比較 して有意 に

減少 を示 した。 しか しなが ら,出 産後 は100mg/kg投 与

群の8日 と500mg/kg投 与群の8～15日 に妊娠中 とは逆

に摂餌量の有意 な増加が見 られた。

2.剖 検 時の観察

各群 の妊娠20日 における剖検結果をTable1に 示す。

対照群 に比較 して100mg/kg投 与群で着床前の胚の死亡

数が少なか ったのみで,各 投与群 ともに黄体数,着 床数,

生存胎仔数,着 床後の胚 ・胎仔の死亡数2，生存胎仔の平

均体重のいずれにも有意差 は認められなか った。 また,

各群 の性比 に も有意差 はなか った。なお,100mg/kg以

上の投与群の母体 に盲腸の膨満が見 られたが,こ れ以外

には母体 の胸 。腹腔内臓器 に肉眼的な異常は観察 されな

かった。

3.胎 仔観察

胎仔の外形,内 臓ならびに骨格観察の結果をTable

2に示す。外形異常は対照群に口蓋裂1例,100mg/kg

投与群に無尾1例,500mg/kg投 与群に水頭症1例 力槻

察されたが,異 常発生頻度には対照群と各投与群との間

に有意差は認められなかった。

内臓異常は対照群,20お よび500mg/kg投与群に腎孟

の拡張が1～2例 観察された。また。変異として左側騰

動脈が対照群を含む各投与群に1～3例 認められたが,

いずれも発生頻度に有意差は見られなかった。

骨格異常は対照群に肘骨癒合.分 岐 頸椎椎弓短縮お

よび胸椎椎体欠損が各1例 ずつ,20mg/kg投与群で頸椎

椎弓癒合が1例,100mg/kg投 与群で重複椎骨異常と肋

骨癒合 ・欠損の複合異常が1例,頸 椎椎弓短縮が1例観

察されたが,対 照群と比較して各投与群の異常発生頻度

に有意差は見られなかった。骨格変異の指標としての頸

肋骨,椎 体分裂 第14肋骨の発生頻度には各投与群と

もに対照群と比較して有意な増加は認められなかった。

Table 3 Reproductive status in rat dams treated orally with CS-807

1) (Number of newborns/Number of implantations) •~100

Table 4 Survival rates of offspring derived from rat dams treated orally with CS-807
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なお,化骨進行度の指標としての尾椎化骨核数が500

mg/kg投与群で有意に減少を示したが,100mg/kg以 下の

投与群には有意差は見られなかった。

4.出 産時および離乳時の観察

出産時の観察結果をTable3に 示す。妊娠母体はす

べて出産し,出産に際して母体の異常は観察されなかっ

た。各投与群の妊娠期間,出 生仔数,出 生率および出生

仔の平均体重は対照群と比較して有意差は認められな

かった。また,各群の性比にも有意差はなかった。なお,

出生仔の外形異常は対照群に無尾が1例観察されたのみ

であった。

出生仔の生存率をTable4に 示す。対照群と比較し

て各投与群の生後4日 の生存率および生後4日 に哺育仔

数を制御してからの離乳率に有意差は見られなかった。

なお,離乳時の母体の剖検では胸 ・腹腔内臓器に肉眼的

な異常は観察されなかった。

5.発 育観察

各群の出生仔の体重推移をFig3に 示す。各投与群

の雌雄ともに対照群と比較して有意差は認められなかっ

た。

各群の生後分化の観察結果をTable5に 示す。対照

群に比較して第1回 の観察時に20および100mg/kg投与

群で耳介の開展,500mg/kg投 与群で眼瞼の開裂がx2検

定によりそれぞれ有意に高い結果が得られたのみであっ

た。さらに第2回 の観察時にはいずれの検査項目にも有

意差は見られなかった。

Fig. 3 Body weight changes in offspring derived from rat dams treated orally with CS-807

Table 5 Postnatal differentiation in offspring derived from rat dams treated orally with CS-807

* Significant at 1% level compared with control
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Table 6 Functional observation of offspring derived from rat dams treated orally with CS.807

Ten animals were used in each group

a) Mean score•}S. E. M.

b) Mean time (sec)•}S. E. M.

c) Mean number of falls•}S. E. M.

d) (Number of offspring with normal behavior or reflex/Number of offspring examined)•~100

Table 7 Open-field performance of offspring derived from rat dams treated orally with CS-807

Ten animals were used in each group, and data are expressed as mean•}S. E. M.

神経・筋活動鼠験および感覚機能試験の結果をTable

6に示す。神経 ・筋活動試験として行った傾斜板試験,

挙引力試験および回転棒試験の検査値は各投与群ともに

対照群と比較して有意差は見られなかった。また,感覚

機能試験としての正向反射,瞳 孔反射,角 膜反射および

耳介反射の検査でも異常は認められなかった。オープン

フィールドを用いた情動性試験の結果をTable 7に示

す。対照群に比較して各投与群のすべての測定値に有意

差は見られなかった。シャトルボックスを用いた学習能

試験の結果をTable 8に示す。各投与群の無条件刺激

の回避率に対照群と比較して有意差は見られなかった。

次世代動物の交配試験の結果をTable 9に示す。各

投与群の雌の交尾率,受 胎率1出 産率に対照群と比較し

て有意差は認められなかった。また,着 床痕数,出生仔

数,出 生仔の平均体重にも有意差は見られなかった。さ

らに外形異常は対照群を含む各投与群に1例 も観察され

なかった。なお,生 殖機能検査に用いた以外の動物の8

週時の剖検では各群の雌雄とも生殖器を含む胸・腹腔内

臓器に肉眼的な異常は見られなかった。また,各群とも

すべての腹から1匹ずつ抽出した雄の精巣上体の精子お

よび精子の運動性にも異常は認められなかった。
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Table 8 Acquisition of avoidance response in shuttle box of offspring derived from rat dams treated orally with CS-807

Ten animals were used in each group, and data are expressed as mean •}S. E. M.

Table 9 Reproductive ability in offspring derived from rat dams treated orally with CS-807

III.考 察

CS-807を ラットの妊娠7日 から17日まで連続経口投

与し,母体および胚 ・胎仔の発生ならびに新生仔の生後

発育におよぼす影響を検討した。その結果 母体では

100mg/kg以上の投与群で軟便や下痢が認められ,摂 餌

量の有意な減少や体重増加の抑制が観察された。これら

の変化は抗生物質を投与したことによる腸内細菌叢の変

化も一因と考えられた。なお,20mg/kg投 与群でもこの

ような傾向は認められたが,少数例で軟便が観察された

のみであり,摂餌量の減少も軽度な一過性のものであっ

たことから20mg/kgを母体に対する影響量とは断定しな

かった。

しかしながら,妊娠の継続には影響をおよぼさず,各

投与群の胚 ・胎仔の死亡率にも対照群 と比較して有意な

増加は認められなかった。また,生存胎仔の平均体重に

も有意差は見られなかった。なお,500mg/kg投 与群で

胎仔の尾椎化骨核数の有意な減少が観察されたが,母 体

の摂餌量減少などに起因する軽度の胎仔の発育抑制作用

によるものと思われる。また,胎 仔の形態学的観察にお

いて各投与群で少数例の外形および内臓異常や骨格異常

が観察されたが,多 くはWistar-Imamichiラ ットに

自然発生的に観察される異常5をであり,さ らに異常の発

生頻度には対照群と比較して有意差もなく,本剤投与に

より特異的に誘発されたものとは断定できない。さらに

生後の発育観察において出産率 出生率 出生仔の生存

率 体重推移,生 後分化 機能検査にも異常は見られず,

交配試験においても影響は認められなかった。

以上よりCS-807を ラット胎仔の器官形成期に連続投

与すると100mg/kg以上の投与群の母体に軟便や下痢が

認めら礼 摂餌量の有意な減少や体重増加の抑制が観察

された。また,胚 ・胎仔に対しては500mg/kg投与群で尾

椎化骨核数の減少という発育抑制作用が認められたが,

致死 ・催奇形作用はないものと思われる。さらに生後の

発育観察でも影響は認められなかった。したがってこの
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試験における親動物に対する一般毒性的な無影響量は

20mg/kgである斌 生殖に対する無影響量は500mg/kgよ

り大きいと推察される。また。次世代の発生に対する無

影響量は100mg/kgと判断する。
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REPRODUCTION STUDY OF
CS-807 ADMINISTERED DURING

THE PERIOD FETAL ORGANOGENESIS IN RATS

HISAO TANASE and KOICHI HIROSE

Laboratory Animal Science and Toxicology Laboratories, Sankyo Co., Ltd.

CS-807 was administered orally to Wistar-Imamichi rats during fetal organogenesis and studied for its

influence on dams, the development of embryos and fetuses, and postnatal growth of newborns. The drug was

administered successively from day 7 to day 17 of pregnancy at dosage levels of 500, 100 and 20mg/kg.

Result; Soft stool and diarrhea were observed in dams of the 100mg/kg and higher dosage groups. Also,

food consumption was significantly decreased and body weight gain was suppressed. However, no effect was

observed on the duration of pregnancy, delivery or fostering in any of the groups. As to its influence on

embryos and fetuses, the number of caudal ossification centers decreased in the 500mg/kg group. However,

neither lethal nor teratogenic effects were observed, nor was any abnormality noted in the postnatal growth

of newborns.

Based on the above results, we consider the no-effect dose in dams, concerning general toxicity to be 20mg/

kg, concerning reproduction to be more than 500mg/kg. and concerning development of offspring to be

100mg/kg.


