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NY-198の ラッ ト13週 間経 口投与亜急性毒性試験

野 村 岳 之 ・渡 辺 満 利 ・河 上 喜 之

平田真理子 ・鈴 木 修 三 ・柳 田 知 司

(財)実験動物中央研究所付属 前臨床医学研究所

広 い抗菌 スペ ク トル を有 す る合成抗菌 薬NY-198の ラ ッ トにおけ る13週 間反復経 口投与 とその後

4週 間の 回復実験 よ りなる亜急性毒性試験 を,投 与量30,100,300お よび1000mg/kgで 実施 し,以 下 の

結果 を得 た。

1.1000mg/kg群 で メスの2頭 が本薬の急性毒性で死亡 した。死亡時 にみ られた症 状は腹 臥,皮 温 の

低下,閉 眼 お よび間代性痙攣 であった。

2.1000mg/kg群 のオス,メ スに軽度 の体重増加抑制が みられた。

3.300mg/kg以 上の群のオ ス,メ スに盲腸 内容の増大 が顕著 にみ ら礼 これ に伴い,腹 部膨満,軟

便,摂 水 量の増 加,尿 中排泄Naお よびKの 低下が認め られた。

4.膝 関節の大 腿骨遠位端脛側顆 にオスの100mg/kgお よび メスの300mg/kg以 上 の群 の少数例 で潰

瘍が形成 されていた。

5.血 清 γ-グロプ リンの顕著 な低下 お よび β-グロプ リンの低下が300mg/kg以 上のオス,メ スに認

め られた。

6.黄 色調 を呈 した肝,肝 小葉中心帯肝細 胞の肥 大あ るいはびまん性の肝細胞肥大お よび肝小 葉周

辺帯細胞 の脂肪滴 の減 少 と中心帯 細胞 の脂肪滴 の増 加が30mg/kg以 上の群の オス,メ スで認め られ

た。

7.1000mg/kg群 でオ スの膵の β細胞 に大型の空胞 な どが 目立 った。

8r投 与終了時にみ られた上 記諸変化 は,ほ とん どが4週 間の回復期 間中に回復 ない し回復傾 向 を

示 し,い ずれ も可逆性の変化 と考 え られた。

9.NY-198の ラ ッ ト13週間反復経 口投与の本 毒性 試験 にお ける最大無影響 量は30mg/kgで あった。

NY-198は 幅広 い抗菌スペ ク トル を有 し,グ ラム陽性

および陰性の好気性菌の多 くに優れた抗 菌力を示す合成

抗菌薬1)として,北 陸製 薬株 式会社 に よって開発が進 め

(•}) -1-ethyl-6, 8-difluoro-1, 4-di hydro-7- (3-methyl-1-piperazinyl)-

4-oxo-3 -quinolinecarboxylic acid hydrochloride

Fig. 1. Chemical structure and chemical

name of NY-198

られている。

本薬はFig.1に 示す構造 および化学名 を有 し,吸 湿性

のない白色結晶性粉末で水に溶 けに くく,メ タノールな

どの有機溶媒 にも極めて溶けに くい。

本薬は経口投与による臨床への適用が考 えられている

ため,そ の安全性試験の一環 として,ラ ットを用いた13

週間反復経口投与 とその後4週 間の回復実験に よる亜急

性毒性試験を実施 した。

1実 験方法

1.動 物 および飼育条件

4週 齢のJcl:SD系 ラ ッ ト(日本 クレア株式会 社)を

入手 し,温 度20.5～27C,湿 度49～73%お よび午前8時

点灯,午 後8時 消灯の飼 育室のステ ンレス網製個 別ケー

ジ(260×200×180mm)に 収容 し,固 型飼料CE-2(3M

rad γ線 照射 日本 クレア株式 会社)お よび水道水 を自

由に摂取 させ て実験 を行 なった。実験 に用いたオス,メ
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ス各84頭 の10～13日 間馴化後 の実験 開始時 の ラッ トは

5週 齢で,体 重 はオスが148～169g(平 均158g),メ スが

128～159g(平 均143g)で あ った。動物の個体識 別は,尾

根部皮膚に入れ墨 した連続番 号 とケージ棚 に記入 した群

および動物番号 を一致 させて行 なった。

2.被 験物質 および投与量

被験 物質 は北 陸製薬株 式会社 よ り提供 されたNY-

198(Lot No.XK68B)で あった。

NY-198の 投与量には北陸製薬中央研究所で実施 され

たNY-198の ラ ッ トでの4週 間経 口投 与予備 実験 の結

果 から,確 実に毒性変化の発現す る用量でかつ投与可能

な最大量で ある1000mg/kgを 高用量に設定 し,順 次公比

約3で 用量を下 げ)高 中用量 として300mg/kg,低 中用量

として100mg/kg,低 用 量 として30mg/kgを 設定 した。

3.投 与薬液の調製,投 与方法 および群の構成

NY-198をHCI塩 と して0.3w/v%(pH5.4,52

mOsm/kg),1.0w/v%(pH5.0,61mOsm/kg),3.0w/

v%(pH4.8,70mOsm/kg)お よび10 .0w/v%(pH

4.8,72mOsm/kg)の 濃度で0.5w/v%カ ルボキシメチル

セル ロースナ トリウム(以 下0.5%CMC)に 懸濁 した。

これ らの薬液 を各群 にいずれ も10m1/kg体 重の容量で1

日1回91日 間 にわた って ラ ッ ト用 胃ゾ ンデ を用 いて強

制反復 投与 した。対照群へは同容量の0.5%CMCを 投 与

した。

群 の構成 は以下に示す5群 で,オ ス,メ ス各84頭 を実

験 開始時 に配分 した。

4.検 査項 目

以下 の項 目を観察,測 定あ るいは検査 した。

1)一 般 状 態:投 与期 間には,毎 日の投 与前,投 与後

30分,1お よび4時 間に観察 した。 ただ し,土 曜に投与

後4時 間の,ま た休 日には投与後1お よび4時 間の観察

を行 なわなかった。 回復期間 には,毎 日1回 午前中に観

察 した。

2)体 重:投 与 開始 の前 日お よび毎週 の最 終 日の午

前中に測定 した。

3)摂 餌 量お よび食餌効 率:3な い し4日 間隔で測

定 し,週 の1日 平均摂餌量 を算出 した。 ただ し代謝 ケー

ジにおける諸検 査の実施週 にはそれ らの検査 に要 した 日

数を差 し引いた 日数での測定値 より1日 平均摂餌量 を算

出 しな。 また週の増加体 重を同週 の摂餌量で除 し食餌効

率 を算 出 した。

4)摂 水量 お よび尿量:13週 間投与終 了時剖検例 に

つ いて は投与4お よび13週 目に,ま た回復 実験例 につい

ては投 与13週 目お よび回復4週 目に動物 を代謝 ケージ

に移 して48時 間の摂 水量お よび尿 量を測定 した。 これ ら

の測 定値 か ら24時 間 当た りの摂水 量お よび尿量 を算出

した。 なお,代 謝 ケージ内では穎粒状 の飼料CE-2(3M

rad γ線照射,日 本 ク レア株式会社)を 与えた。

5)尿 検 査:摂 水 量および尿量の測定時に,代 謝 ケー

ジで採取 した新鮮尿 を用いて潜血,ケ トン体 糖,蛋 白,

pH,ウ ロビリノーゲン,ビ リル ピン〔以上,Uro-labstix

III,Ictotest,Ames試 験紙〕お よび比重 〔屈折 計)を 検

査 した後,尿 を遠沈 して沈渣 を鏡検 した。 また24時 間尿

を用 いて尿中Na・K〔 炎光法 〕お よびCl(ク ロライ ド

メーター法 〕の24時 間排泄量 を測定 した。

6)糞 便 潜血検 査:投 与期間 中の摂水 量お よび尿量

測定時 と同期 に,代 謝 ケージで採取 した糞便 を用いて潜

血検査 〔ヘマテス ト,Ames試 験紙〕 を行 なった。

7)眼 検査:投 与5週 目に13週 間投与終 了時剖検例

の1000mg/kg群 の全例 お よびその他 の各群の各6例(動

物番号が奇数の動物)に ついて検 査 し,投 与12週 目に13

週間投 与終 了時剖検例 お よび回復 実験例 の1000mg/kg群

の全例 につ いて検査 した。検 査は,ラ ッ トの左眼球 に散

瞳剤(ミ ドリンP(R),参 天製薬K.K.)を 点眼 し,角 膜,

結膜,強 膜,虹 彩 を肉眼 的に観察 し,眼 底 カメ ラ(RC-

2型,コ ー ワ)に よる眼底 の写真撮影 を行 なった。 また,

13週間投与終 了時剖検例 の1000mg/kg群 の全例の投与4

週 目 と12週 目および回復 実験例 の1000mg/kg群 の全例の

投与12週 目にペ ンライ ト(メデ ィコスポ ッ ト,ナ イツ社)

による瞳孔反射 を観察 した。

8)聴 覚検査:投 与12週 目に1000mg/kg群 の全例にオ

ーデ ィオメーター(slide method type PA -1,永 島医

科器械)を 用 いて4,10お よび12kHzの50dB音 劇激 と
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1お よび2kHzの60dB音 刺激 を与え,耳 介反応 の有無

を観察 した。

9)血 液学 的検査:投 与期 間お よび回復期 間の 最終

日に尾端 を切断 して得た血液 に抗 凝固剤 としてEDTA

-3Kを 添加 し,ヘ モグロビ ン量 〔シアンメ トヘモグロ ビ

ン法〕,ヘマ トク リッ ト値 〔毛 細管高速遠心法〕,赤 血球

数 白血球数,血 小板数 〔以上,自 動血球計数器,Coulter

counter ZBI〕,白 血 球 百 分 比 〔Wright-Giemsa染

色〕,網赤血球 数 〔Brecher法 〕 を測 定 し,赤 血球恒 数

(MCVお よびMCHC)を 算 出 した。また投与期間 およ

び回復期間終 了の剖検時 にエ ーテル麻酔下 で腹部大動脈

より得た血液 を用 いてプ ロ トロンビン時間 〔Quick一 段

法〕および活性化 部分 トロンボプ ラスチ ン時間 〔Ortho-

APTTキ ッ ト〕を測定 した。

10)血 清(漿)生 化学的検査:投 与期間 お よび 回復期

間終了の剖検 時に18～23時 間 の絶食後 エ ーテル麻 酔下

で腹部大動脈 より採血 し,20～30分 後 に分離 したヘパ リ

ン加血漿あ るいはほぼ1時 間後 に分離 した血清 を用 いて

GOT*〔Karmen法),GPT,LDH*〔 以上,Wroblewski

法〕,アル カ リフォスファターゼ 〔Bessey-Lowry法 〕,

LAP〔L-CHA基 質法),コ リンエステラーゼ 〔Ellman

法〕,γ-GTP,CPK*〔 以上,Szasz法 〕,総蛋 白 〔屈折

法〕,蛋 白分画 ・A/G比 〔セル ロースアセ テー ト膜電気

泳動法〕,糖*〔 グル コース・オキシダーゼ法 〕,ト リグ リ

セ ラ イ ド 〔GPO法 〕,総 コ レ ス テ ロ ー ル 〔Roschlau

法〕,リン脂質 〔オキ シダーゼ法〕,総ビリル ビン〔Jendras-

sik-Gr6f変 法〕,BUN〔Hallet法 〕,クレアチニ ン〔Jaffe

変法〕,Na・K〔 炎光 法〕,Cl〔 ク ロ ラ イ ドメ ー タ ー

法〕,Ca〔OCPC法 〕 お よびP〔 リンモ リブ デン酸色素

結合法 〕を測定 した。 なお*印 を付 した項 目は血漿で測

定 した。

11)剖 検 肉眼観 察:投 与期間 中の死 亡例 を死 亡発 見

時に剖検 した。投与期間終 了まで生存 していた例 を最終

投与の翌 日に回復実験例 を回復期間終 了の翌 日に,エ ー

テル麻酔下 に腹部大動脈か ら採血 して屠殺 し,全 身諸臓

器な らびに両側 の上腕 骨お よび大腿骨 の遠位端関節 を肉

眼的に観察 した。 なお大腿骨関節 は実体顕微鏡 による観

察を加 え,そ の変化の程 度 をスコア化 して評価 した。

12)臓 器重量測定:全 ての例 につ いて脳,心 臓,肺,

顎下腺,肝,腎,脾,胸 腺,下 垂体,甲 状腺,副 腎,睾

丸 前立線,精 嚢線,卵 巣,子 宮,盲 腸お よび盲腸 内容

の重量 を測定 した。剖検 時の体 重か ら臓器重量体重比 を

算出 した。

13)組 織 病理 学的検 査:投 与期 間終 了時剖検例 の対

照群 と1000mg/kg群 につ いては,重 量 を測定 した臓 器 に

加 えて,脊 髄,眼 球 ハーダー腺,舌,顎 下お よび腸間

膜 リンパ節,気 管,気 管支,上 皮小体 大動脈,食 道,

胃,十 二指腸,空 腸,回 腸,結 腸,膵 臓,膀 胱,乳 腺,

膣,胸 骨,上 腕骨 お よび大腿骨(遠 位端 関節 を含 む),大

腿骨骨髄 お よび皮膚 について検 査 した。 その他の群お よ

び回復実験例 につ いては,肝,腎,膵,盲 腸,上 腕骨お

よび大腿骨 。(遠位端関節 を含む)に つ いて検 査 した。 こ

れ らの臓器 を10%緩 衝ホルマ リン液 にて固定 し,パ ラフ

ィン包埋の切片 を作製 した。ただ し眼球 の固定には3%

グル タール アル デ ヒ ドと2.5%ホ ル マ リンの混合液 を用

いた。 これ ら臓 器のパ ラフ ィン包埋切片 にヘマ トキシ リ

ン ・エオ ジン染色 を行 ない,さ らに肝,腎,脾 お よび 心

臓 につ いて はマ ッソン トリクローム染色 を加 えた。肝 お

よび腎 については ホルマ リン固定後 に凍結 切片 を作 製 し,

Sudanmに よる脂肪染色 を併せ行 なった。また一部の例

の膵 について はアルデ ヒ ドフクシン染色 を追加 した。 な

お死 亡例 については,そ れぞれの群 の他の例 と同様 の臓

器について検 査した。

14)電 子顕微鏡 に よる肝 お よび腎の観 察:投 与期 間

お よび回復期 間終 了時に対照群,300お よび1000mg/kg群

のオス,メ ス各2例 の肝 お よび腎 を1.19%グ ル タール ア

ルデ ヒ ドお よび1%四 酸 化オス ミウムで固定 し,電 顕用

エポキシ樹脂包埋 ブ ロックを作製 した。 電顕 に よる観 察

は投 与期 間終 了時の各群 の肝 お よび対 照群 と1000mg/kg

群 の腎につ いて,回 復期 間終 了時 の対 照群 と1000mg/kg

群 の肝 について行 なった。超薄切 片の染色 には酢酸 ウラ

ニール とクエ ン酸鉛 の二 重染 色を用 いた。

5.統 計学的方法

測 定結果 が実数 で得 られる項 目について,群 内の平均

値 お よび標準偏差 を算 出 し,対 照群 と各投与群 との間の

平 均値 の差 をStudentのt検 定 に よ り比較 した。 また

剖検 肉眼所見 の うち,大 腿 骨脛側 顆 の変化 につ いて は

Wilcoxonの 順位和検定 に よって対照群 と各投与群 間の

比較 を行 なった。

II結 果

1)一 般 状態

投与期 間:1000mg/kg群 では,メ スの12例 中2例 が死

亡 した。 このうちの1例(No.134)で は投与81日 目の投

与後30分 お よび1時 間の観 察時に 自発運動の減 少,皮 温

の低下 および閉眼が み ら礼 しば しば軽度 の間代性痙攣

の発現 とその後 に腹 臥姿勢 もみ られた。 この例 は投与後

約3時 間に死亡 しているのを発見 された。他の1例(No.

142)に も投 与82日 目の投与後30分 お よび1時 間 には腹

臥,皮 温の低下 お よび閉眼が み られた。 同例 は翌 日の朝

に死亡 していた。

30mg/kg群 では死亡例 はなかった。

100mg/kg群 のメスの1例(No.113)が 投与71日 目の朝

に死亡 していた。 この例 は前 日の投 与後 において もまっ
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Fig. 2. Body weight of rats in 13-week oral administration test of NY-198

たく異常のみられなかった動物であった。

1000mg/kg群では,オス,メスのほぼ全例で投与1週 目

の後半より投与期閥を通して軟便がみら礼 少数例で粥

状便も散見された。投与1週 目の後半よりオス,メ スの

ほぼ半数例で投与直後に流誕がみられた。このような投

与直後の流誕は投与の反復とともに多くの例でみられる

ようになり,投与期間の後半にオスではほぼ全例でみら

れた。そしてオスでは流誕の消失するまでの時間に延長

がみられるようになり,数例では投与後1時 間にも流誕

が認められた。腹部膨満がオスで投与3週 目より,ま た

メスで投与2週 目より投与期間を通して全例にみられた。

さらに投与期間の後半にはオス,メ スの少数例で自発運

動の減少,閉 眼および立毛もみら礼 同時期に尿で下腹

部の汚れている例がオスの少数およびメスの過半数に認

められた。

300mg/kg群では,投与1～2週 目で流涎および軟便が

多 くの例 でみ られた。 しか し,そ の後 これ らの発現例数

は減 少 し流涎 は投与3週 目以後,ま た軟便 は投与4週 目

以後 にはご く少数例 に散見 されるのみであった。

100mg/kg群 では,投 与の初期 に流涎お よび軟便が散見

された。

30mg/kg群 では,投 与初期 に流涎 がご く少数例 に散見

された。

回復期 間:1000mg/kg群 では,オ ス,メ ス とも回復1週

目にほぼ全例 に軟便が認め られたが,そ の後 は漸減 し,

回復4週 目には散見 される程度 に回復 した。 またオスで

は回復1週 目に自発運動の減少,閉 眼お よび立毛 も散見

されたが,回 復2週 目以後 にはこれ らの症状 は認め られ

なかった。尿 による下腹部の汚れ を示す例 がオス,メ ス

の少数 にみ られ た。

300mg/kg群 では,軟 便が回復2～3週 目まで散 見され

た。
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R: Recovery weeks

Fig. 3. Body weight of rats in 13-week oral administration test of NY-198 and 4-week

recovery test

2)体 重(Fig.2,3)

1000mg/kg群のオスでは投与1週 目および投与期間の

後半に,ま たメスでは投与期間の後半に体重の増加抑制

がみられた。オスは投与期間を通して,ま たメスでは投

与期間の後半に体重が小さかった。メスの回復実験例で

は投与期間中においても体重増加抑制は顕著でなかった。

回復期間ではオスの体重増加率は明らかに上昇し,オ ス

の体重は回復3週 目では対照群との間に明らかな差がな

い程度に回復した。

300mg/kg群の回復実験例のオスでは投与期間の後半

にやや体重が小さかった。しかし,回復2週 目には対照

群との間に明らかな差がない程度に回復した。メスの13

週間投与終了時剖検例では投与期間の後半の体重にやや

小さい傾向がみられたが,同 群の回復実験例では投与期

間を通して対照群の体重と同等であった。

100および30mg/kg群の体重は,オ ス,メ スともに対照

群の体重と差がなかった。

3)摂 餌量(Fig.4,5)お よび食餌効率

オスの1000および300mg/kg群の摂餌量には,投与1週

目にごくわずかの減少がみら礼1000mg/kg群 では投与

期間の後半すなわち投与9週 目以後に顕著な減少が認め

られた。回復期間における1000mg/kg群の摂餌量は投与

期間の後半に比べ顕著に増加した。オスの1000mg/kg群

の食餌効率は,ほ ほ股与期間を通して低下していたが,

回復期間の1～3週 目には明らかな上昇を示した。

オスの100mg/kg以下およびメスのいずれの投与群で

も摂餌量は対照群の摂餌量との間に明らかな差はなかっ

た。

4)摂 水量および尿量(Table1)

オスの1000mg/kg群の摂水量は13週間投与終了時解剖

例で4お よび13週目ともにわずかに増加していた。しか

し回復実験例の投与13週目の検査ではその増加は明ら

かでなかった。

メスの1000および300mg/kg群の摂水量が投与4週 目

の検査で増加した。しかし,こ れらの群の投与終了時剖

検例および回復実験例のいずれでも,投与13週目の摂水

量は対照群のそれと明らかな差はなかった。

メスの1000および300mg/kg群の投与4週 目の検査で
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Fig. 4. Food intake of rats in 13-week oral administration test of NY-198

尿量の顕著な増加 を示す動物が多かった。 しか し投与13

週 目には対照群 との間に差はなかった。

オスの尿量 はいずれの投与群 で も対照群 との間に明 ら

かな差 はなかった。

5)尿 検査(Table2,3)

1000mg/kg群 のオス,メ ス とも投 与4お よび13週 目の

検 査において尿蛋白で強陽性(300mg/dl以 上)の 動 物が

み られ。300mg/kg群 において も投与13週 目の検査で同様

の変化 を示す例が散見 された。 回復期間の4週 目の検査

ではこれらの群のいずれの動物 に も尿蛋 白の強陽性を示

す例 はなか った。

13週 間投 与終 了時剖 検例 では投与4お よび13週 目の

検査の いずれに も,オ スの300mg/kg以 上の群 お よびメス

の100mg/kg以 上 の群 で24時 間尿のNaが 減少 した。この

減少の程度は用量に関連 していた。一方,回 復 実験例の

投与13週 目の検査 ではオス,メ ス ともに1000mg/kg群 の

Naが 顕著 に減少 した ものの,300mg/kg群 で はオ ス,メ ス

ともに対照群 との間 に明 らか な差はなかった。 回復4週

目の検査 では,1000mg/kg群 のオ スで対照群 に比べやや

減 少 していたが,投 与13週 目検 査時の減少 か らは明 らか

に回復傾向 を示 した。メスでは対照群 との間にほ とんど

差 がないまで に回復 していた。

1000mg/kg群 の オス,メ スお よび13週 間投与終 了時剖

検例 の300mg/kg群 のメス において,投 与13週 目の検査で

24時 間尿のKが 減少 した。しか し回復 実験例の30(hmg/kg

群の メスのKは 対照群 と同等であった。回復実験例の回

復4週 目の検査 では1000mg/kg群 の オス,メ ス とも対照

群 と同等 に回復 していた。

6)糞 便潜血検査

投与13週 目の検査で,対 照群のメスの1例(No.86)が

糞便潜血陽性 を示 した。 しか し各投与群のすべてがいず

れの検 査時 にも陰性 であった。

7)眼 検査

検査 したいずれの時期 のいずれの例 に も角膜,水 晶体

お よび眼底 に異常は認め られ なか った。また,1000mg/kg

群のいずれの例 もペ ンライ トによる瞳孔 反射 は陽性であ



VOL.36 S-2 CHEMOTHERAPY 349

R: Recovery weeks

Fig. 5. Food intake of rats in 13-week oral administration test of NY-198 and 4-week

recovery test

った。

8)聴 覚検査

1000mg/kg群 のいずれ の例 も,オ ーデ ィオメー ター に

よる音刺激 に対 す る耳介反応 は陽1生であった。

9)血 液学的検査

13週間投与終了時(Table4):オ スの100お よび300

mg/kg群 の 白血球数が,主 に リンパ球 の増加 に よってわず

かに増加 した。 しか しオ スの1000mg/kg群 の 白血球数 に

は明らかな増加はな く,白 血球 数の変動 には用量相 関性

がなか った。

1000mg/kg群 で はオスでプ ロ トロ ンビン時間の短縮 と

活性化部分 トロンボプ ラスチ ン時間の短縮 傾向がみ られ,

メスでプ ロ トロンビン時間の軽度延長がみ られた。

回復期間終了時:白 血球数お よび凝固系検査 を含むい

ずれの項 目に も投与群 と対照群で明 らか な差 はなか った。

10)血 清(漿)生 化学 的検査(Table5～8)

13週 間投 与終 了時:γ-グ ロプ リンの低下 がオ ス,メ

スの各投与群で ほぼ用量 に関連 してみられ,300mg/kg以

上の群 でその低下 は顕著 であつた。オスの100mg/kg以 上

の群 でアル カ リホスフ ァターゼ に軽度の上昇がみ られ た。

オス,メ スの300mg/kg以 上 の群 で β-グ ロブ リンに低 下

がみ られ オスの300mg/kg以 上の群でPの 軽度 ヒ昇お よ

びGOTの 軽度低 下 も認 め られた。1000mg/kg群 の オス

お よびメスでK総 蛋 白,α1-グ ロプ リンお よび αゴグ ロ

プ リンに軽度 の低下が み ら札 オ スで はさ らにGPTお

よびBUNの 軽度低下 が,ま たメスで は総 コレテス ロー

ルお よび リン脂質 に も低下が認め られた。

回復期 間終了時:300お よび1000mg/ke群 のオス,メ ス

と もに γ-グロプ リンお よび β-グ ロプ リンに低 下 がみ

られ。1000mg/kg群 のオスではLAPお よびクレアチニ ン

の軽度な低 下 とPの 軽 度 上昇 が認め られた。1000mg/kg

群のメスでは さらに コリンエステラーゼ に低下がみ られ

た。回復期 間終 了時 に認め られた γ-グロプ リンお よび β

-グ ロプ リンの低下 とPの 上昇 の程度 は13週 間投 与終 了

時の変化の程度 に比べ ていずれ も軽 度であった。オ スの

アルカ リフ ォスフ ァターゼには投与群 と対照群の間で差

はなか った。

11)剖 検 肉眼所見(Table9,10,Fig.6-11)

投 与 期 間中死 亡例:投 与71日 目に死 亡 してい た100

mg/kg群 の メス(No.113)で は肺 に暗赤 色部が散在 してい
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Table 1. Water intake and volume of urine of rats in 13-week oral administration

of NY-198 and 4-week recovery test

R: Recovery

Mean•}S.D. for 12 rats (8 rats in recovery group) in each group.

a):n=9, b): n=8*

: P<0.05, **: P<0.01 against control group

nt: Not tested.

た。 いずれの臓器 も死後融解が顕著であった。投与81日

目に死亡 した1000mg/kg群 のメス1例(No.134)で は 口

周囲 に血液様物が付着 してお り,舌 の先端 に咬傷があ り,

出血 していた。前胃粘膜 に限局性 の浮腫 がみ られ,盲 腸

がやや大 きか った。 また腎皮質が斑状 に黄色であ った。

投与83日 目に死亡 していた1000mg/kg群 のメス1例(No.

142)で は鼻孔 お よび口周囲が血液様 の付着物 によ り汚れ

ていた。諸臓器 には死後融 解以外 に変化 はみ られなかっ

た。 なお,こ れ ら死亡例では肘関節 および膝関節 ともに

異常はみ られなかった。

13週 間投 与終 了時:膝 関節の大腿 骨遠位端 の脛側顆

に境 界明瞭な潰瘍が,1000mg/kg群 のオス12例 中4例,メ

ス10例 中2例,300mg/kg群 のオス12例 中1例,メ ス12例

中1例 お よび100mg/kg群 のオス12例 中2例 にみ られた。

1000mg/kg群 のオス,メ ス各2例 お よび300mg/kg群 の メ

ス2例 では糜燗 が認め られた。同部骨端軟骨表面 に水萢

が,メ スの300mg/kg群12例 中3例 と1000mg/kg群10例 中

3例 で形成 されていた。 また同部に不透 明な白色巣が,

オスで は300mg/kg群12例 中1例 お よび1000mg/kg群12例

中1例 にみ られ,メ スでは対照群12例 中1例,30mg/kg群

12例 中2例,100mg/kg群11例 中1例,300mg/kg群12例 中

6例 お よび1000mg/kg群10例 中4例 に認め られた。

肝 の色調 がオスの1000mg/kg群12例 中6例 と100mg/kg

群12例 中1例 で黄白色調で あ り,メ スの1000mg/kg群10

例 中6例 お よび300mg/kg群12例 中1例 で黄色調 であっ

た。

盲腸の肥大が1000mg/kg群 のオス,メ ス全例,30(kg/kg

群 のオス12例 中5例,メ ス12例 中11例,100mg/kg群 のオ

ス12例 中2例,メ ス11例 中5例 に認め られた。 またメス

では対照群 の1例 お よび30mg/kg群 の1例 で も盲腸が大

きかった。

1000mg/kg群 のオス12例 中8例,メ ス10例 中3例 およ

び300mg/kg群 のオス12例 中1例 で腸 間膜 リンパ節が暗

赤色調 を呈 していた。

その他には投 与群 において高頻度 にみ られた変化はな

か った。

回復期 間終 了時:大 腿骨遠位端の脛側 顆に潰瘍が各群

8例 中,300mg/kg群 のオ ス3例 と1000mg/kg群 のオス4

例,メ ス3例 にみ られた。1000mg/kg群 のメス1例 では骨

端 の表面 は滑 らかで あったが,中 心部が陥凹 していた。

100(kg/kg群 の オス1例 で は糜爛 がみ られた。骨端軟骨

表 面が オスの対照 群の1例,300mg/kg群 の1例 お よび

1000mg/kg群 の3例 で粗造で あった。脛側穎軟骨表面に

白色巣が,オ スの対照群 の2例,300mg/kg群 の3例,メ

スの対照群の1例,300mg/kg群 の2例 お よび1000mg/kg

群の3例 にみ られた。

1000mg/kg群 のメスの1例 では関節面が 白色 を呈 してい

た。
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Table 9. Macroscopic findings in male rats in 13-week oral administration test of NY-198

and 4-week recovery test

EAP: End of administration period.

ERP: End of recovery period.

Grade of findings:•}, slight; +, moderate; -H-, severe.

Table 10. Macroscopic findings in female rats in 13-week oral administration test of NY-198

and 4-week recovery test

EAP: End of administration period.

ERP: End of recovery period.

Grade of findings: •}, slight; +, moderate ; -f-f-, severe.

盲腸が,300mg/kg群 の オス2例,メ ス2例 および1000

mg/kg群 のオ ス4例,メ ス2例 で大 きか った。

大腿 骨 遠位 端 でみ られ た変化 の ス コア に よ る比 較

(Table 11):大 腿骨脛側穎 のそれぞれの変化 に対 し,

下記の ようなス コア を与え,各 群 における変化 の程度を

比較 した。

ScoreO: 変化 な し

Score 1: 不透 明な白色巣,白 色調 の関節面
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Fig. 6. Cecum from a female rat of the control

group showing normal size.

Fig. 7. Cecum from a female rat of the 1000
mg/kg group showing remarkable
enlargement.

Fig. 8. Distal articular surface of the right

femur from a female rat of the control

group. The surfaces of the medial

(right) and external (left) condyles are

smooth.  (•~ 12.5)

Fig. 9. Distal articular surface of the femur

from a female rat of the 300 mg/kg

group. Whitish change and erosion are

seen on the surface of the medial

condyle. (•~ 12.5)

Fig. 10. Distal articular surface of the femur

from a female rat of the 1000 mg/kg

group. Ulceration is seen in the cartilage

of the medial condyle. (•~ 12.5)

Fig. 11. Distal articular surface of the femur

from a male rat of the 1000 mg/kg

group. The whole surface of the medial

condyle is ulcerated. (•~20)
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Table 11. Incidence and severity of macroscopic changes of the medial condyle of femoral

bones of rats in 13-week oral toxicity test of NY-198 and 4-week recovery test

(Male)

(Female)

Score 0: No changes
1: Opaque and whitish foci, Whitish appearance of joint head
2: Bulla formation
3: Focal erosion, Rough surface
4: Focal ulcer, Concaved surface

Mean score=Total score+o. of femoral bones examined
*:P<0 .05,**:P<0.01 against control group by Wilcoxon rank-sum test.

Score2: 水庖形成

Score3: 廉欄,粗 造な関節面

Score4: 潰瘍,陥 凹 した関節面

Table 11に1側 の大腿 骨を単位 と した場合 の各 ス コ

アにおける出現数 を示 し,平 均値 は各群の スコアの合 計

を検 査 した大腿骨の数で除 した値 とした。

平均値 で比較 す ると投与期 間終 了時には,1000mg/kg

群 ではオス,メ ス とも同程度の値 を示 したが,300mg/kg

群 ではメスで1000mg/kg群 の値 に近 い値 であった。 オス

で は対 照群 で1例 に も変化 がみ られず,100お よび300

mg/kg群 で は数例に変化があ り,ス コアが算 出されたが,

両投与群間にほ とん ど差 がなかった。メスで は30お よび

100mg/kg群 で対照群 よ りやや高い値 であったが,両 投与

群の値 は同程 度であった。

回復期 間終 了時 にはオ スでは300お よび1000mg/kg群

とも投与期間終了時の値 よりも大 きくなっていたが,メ

スの100(hng/kg群 で は投 与期 間終 了時 と同程 度であ り,

300mg/kg群 では明 らかに低 い値 とな っていた。
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12)臓 器重量お よび体重比

13週間投与 終了時(Table 12,13):肝 の絶 対重量が

1000mg/kg群 の オスで軽度 に小 さかったが,重 量体 重比

では大 きかった。1000mg/kg群 のメス で肝 重量体重比 が

軽度に大 きか った。

副腎の重量体 重比が1000mg/kg群 の オス,メ スで対照

群 に比べ て大 き く,メ スで は絶対重量 も大 きかった。

盲腸 および盲腸内容の重量お よび体重比が,オ スでは

すべての投与群で対照群の値 よ りも大 きく,メ スでは盲

腸の重量お よび体 重比が300お よび1000mg/kg群 で,盲 腸

内容の重量 お よび体 重比 が100mg/kg以 上の投 与群 で大

きかった。 これ らのほ とん どは投与量の増加 に伴 い変化

の程度が増 していた。

腎重量体重比が,1000mg/kg群 の オス,メ スおよび300

mg/kg群 の メスで対照群 に比べ大 きかった。

精嚢腺の重量 お よび体重比 が,1000mg/kg群 におい て

対照群 よ り小 さかった。

オスの1000mg/kg群 にお いて心臓 肺,顎 下腺,脾,胸

腺,甲 状腺 お よび前立腺 の重量が対照群 よ り小 さ く,ま

た300mg/kg群 の心臓,100mg/kg群 の脾 の重量 も小 さか っ

た。メスでは1000mg/kg群 の心臓 お よび顎下腺 と300mg/

kg群の脾の 重量が小 さか ったが,こ れ らの臓 器の重量体

重比はいず れ も対照群 との間 に差 はなかった。

回復期間終 了時:肝 の重 量体 重比 が1000mg/kg群 の オ

スで対照群 より大 きか ったが,1000mg/kg群 のメ スお よ

び300mg/kg群 のオス,メ スで は対照群 との 間に差が なか

った。

盲腸 および盲腸 内容の 重量お よび体 重比が300お よび

1000mg/kg群 のオ ス,メ スで対照群 の値 よ り大 きか った。

増加の程度 は,オ スでは両投与群で同程度で あ り,メ ス

では1000mg/kg群 において300mg/kg群 よ り強 か ったが,

いずれ も13週 間投与 終 了時の それぞ れの群 の これ ら重

量および体 重此 に比べ 明 らか に小 さか った。

腎の重量お よび体 重比 が1000mg/kg群 のオ スで対 照群

より大 きか った。

胸腺の重量お よび体 重比が1000mg/kg群 のオ スで大 き

かった。脾 の重量が1000mg/kg群 の メスでわず かに小 さ

かった。

13)組 織 病理学的所 見(Table 14,15,Fig。12-21)

投与期 間 中死亡 例i投 与71日 目に死 亡 して いた100

mg/kg群 のメス1例(No.113)で,両 側 の大腿骨脛側穎 の

関節軟 骨の基質 に好酸 性変性 ない し壊死が み られた。

100(kg/kg群 のメス にお いて,投 与81日 目に死亡 した

1例(No.134)お よび83日 目に死 亡 していた1例(No.

142)の 肝 では,小 葉 中心帯の肝細胞が肥大 していた。前

者(No.134)で は,腎 の近位 お よび遠 位尿 細管 が拡張

し,尿 細管 に硝子円柱が 少数停滞 していた。

13週 間 投与終 了時:大 腿 骨脛側 穎 の関節 軟骨 の潰瘍

が対照群 において もオスの12例 中1例 にみ られた。これ

に対 し投 与群 では,1000mg/kg群 の オス12例 中4例,メ ス

10例 中4例,300mg/kg群 のオス12例 中1例,メ ス12例 中

1例 お よび100mg/kg群 のオス12例 中2例 にみ られた。同

関節軟骨の基質 の好酸 性変性 ない し壊死 がオス,メ ス と

も対照群 を含め た各 群で数例 にみ られ たが,メ スの300

mg/kg群 では12例 中7例 と,対 照群 の12例 中2例 の出現

頻度 よ り高 く,ま たこの7例 中3例 は変化 の程度 も中等

度で,対 照群の変化 よ りも強か った。オスでは3〔}mg/kg群

にお いて12例 中6例 と,対 照群 の12例 中4例 の出現頻度

よ りもやや高 い出現率で あったが,中 等度の変化 を呈 し

た例は対照群 お よび30mg/kg群 ともに3例 で両群 間 に差

が なか った。 またオスの100お よび300mg/kg群 にお ける

同変化の出現頻 度は対照群 と同程度で あった。脛側穎関

節軟 骨の空胞形成 が,1000mg/kg群 のオス12例 中1例 と

メ ス1(洌 中4例 お よび300mg/kg群 のメ ス12例 中3例 に

み られた。 関節軟 骨の線 維化 が,オ スの各群12例 中,対

照群 で1例,30mg/kg群 で2例,100mg/kg群 で1例,300

mg/kg群 で2例 に,メ スで は10〔kg/kg群 の11例 中1例 と

1000mg/kg群 の10例 中1例 にみ られ た。骨端 に隣接 した

骨髄 の線維化 が,オ スの対照群 を含 めた各群 でそれぞれ

12例 中1例 とメスの300mg/kg群12例 中3例,1000mg/kg

群 の10例 中5例 にみ られた。

肝 において小葉 中心帯肝細胞の肥大 あるいはびまん性

の肝細 胞肥大が,メ スで は対照群お よび300mg/kg以 下の

各投与群で1～2例 にみ られたが,1000mg/kg群 では10

例 中6例 と多 くの例 に観察 さ礼 その うち2例 ではその

程度 が他の例 よ り強か った。オスでは300mg/kg群 の12例

中1例 と1000mg/kg群 の12例 中2例 でび まん性の肝細 胞

肥大 が,4例 で小葉 中心 帯の肝細胞肥大 が軽度 にみ られ

た。肝細胞の脂肪滴 は,対 照群では肝小葉の周辺 帯で多

く,中 心帯 に向か って少 な く,ま た脂肪滴の量はオスで

メスよ り多か った。300お よび1000mg/kg群 のオスでは脂

肪滴が周辺帯で減少 し,中心帯で増加 してお り,1000mg/

kg群 で は中間帯 で も脂肪 滴が増 加 して いた。 メス では

1000mg/kg群 で周辺帯 の脂 肪滴の減 少 して いる例 が多 く,

各投与群の少数例で中心帯あ るいは中間帯に脂肪滴 が増

加 していた。

1000mg/kg群 の オス12例 中11例 において膵 ラ氏 島の塩

基好 性細胞(Bcell)に 大型の空胞が形成 されて いた。

盲腸にはいずれの投与群において も異常はみ られなか

った。 その他の変化は無処置の ラッ トに しば しば観 察 さ

れ る変化であ り,対 照群 と各投与群 間に明 らかな差はみ

られなかった。

回復期 間終了時i大 腿骨脛側 穎の関節軟 骨の潰瘍が,

各群8例 の うち,1000mg/kg群 のオス3例,メ ス3例,300
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Table 14. Microscopic findings in male rats in 13-week oral administration test of NY-198

and 4-week recovery test

EAP: End of administration period.

ERP: End of recovery period.

Grade of findings:•}, slight;+, moderate; -f-k, severe; -EH-, very severe.

Table 15. Microscopic findings in female rats in 13-week oral administration test of NY-198

and 4-week recovery test

EAP: End of administration period.

ERP: End of recovery period.

Grade of findings:•}, slight;+, moderate;++
, severe.

mg/kg群 のオス2例 にみ られた。関節軟骨基質の好酸 性変

性 な い し壊死 が オスで は対 照群 の3例 と300mg/kg群 の

2例 にみ ら礼 メスでは300mg/kg群 の4例 と1000mg/kg

群の1例 にみ られた。 関節軟骨の空胞形成が,オ スでは

300mg/kg群 の みで2例 にみ ら礼 メ スで は300お よび

1000mg/kg群 で各3例 にみ られた。 また関節軟骨の線維
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Fig. 12. The medial condyle from a male rat of

the control group showing normal struc-

ture of the articular cartilage, bone, and

bone marrow. (•~ 115, H. E. stain)

Fig. 15. The medial condyle from a male rat

of the 1000 mg/kg group. Deep ulce-

ration is seen in the cartilage. (•~115,

H. E. stain)

Fig. 13. The medial condyle from a male rat

of the control group. A small ulcer

with associated fibrosis is seen in the

cartilage. (•~ 115, H. E. stain)

Fig. 16. Liver from a male rat of the control

group. Fatty metamorphosis of the hepa-

tocytes is conspicuous in the periphery

of the lobule. (•~ 230, Sudan III stain)

Fig. 14. The medial condyle from a male rat

of the 300 mg/kg group. A large ulce-

ration is seen in the cartilage. (•~ 115,

H. E. stain)

Fig. 17. Liver from a male rat of the 1000

mg/kg group. The amount of fat drop-

lets is decreased in the periphery and

increased in the middle zone of the

lobule. (•~ 230, Sudan III stain)
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Fig. 18. Liver from a female rat of the 1000

mg/kg group. Hypertrophy of the hepa-

tocytes is seen in the central zone of

the lobule. (•~230, H.E. stain)

Fig. 20. Pancreas from a male rat of the 1000

mg/kg group. Large vacuoles are obser-

vable in the ƒÀ-cells of the islet. (•~460,

H. E. stain)

Fig. 19. Liver from a female rat of the 4—week

recovery test group after 13-week treat-

ment of 1000 mg/kg. The hepatic lobule

shows normal structure. (•~ 230, H. E.

stain)

Fig. 21. Cecum from a male rat of the 1000

mg/kg group. No abnormalities are noti-

ceable in the mucosa. (•~115, H.E. stain)

化が,メ スの300mg/kg群 の1例 と1000mg/kg群 の3例 に

み られた。脛側 穎 の骨髄の線維 化が オスで は対 照群 と

300mg/kg群 の各2例 にみ られ,メ スで は300お よび1000

mg/kg群 の各2例 に観察 された。

肝細胞 の肥大 は,オ ス,メ ス とも投与群では認 め られ

なかった。 また肝細胞 の脂肪滴の量 も対照群 と各投与群

間にほ とん ど差 はなかった。

膵の ラ氏島の空胞 はメスで はいずれの例 に もみ られ な

か ったが オスで は1000mg/kg群 の4例 でなお空胞 が認

め られた。

14)肝 および腎の電顕所見(Fig.22,23)

13週間投与終了時:

肝:オ スの300お よび1000mg/kg群 の検 査例各2例 に

お いて肝小葉周辺帯の脂肪 滴の量が減少 し,中 心帯の肝

細胞で脂 肪滴が増加 していた。 メスの肝細胞 の脂肪滴 の

量 はいずれの部位 で も対照群 と各投与群間に差はなかっ

た。肝細 胞のその他の微細構造 には,オ ス,メ ス とも異

常はみ られなかった。

腎:オ ス,メ ス と も対照群 と1000mg/kg群 の間 に差 は

認め られなか った。

回復期間終 了時:

肝:対 照群 と1000mg/kg群 につ いて観察 したが,オ ス,

メス ともいずれの構造に も両群 間に差 は認め られなかっ

た。

III考 察

合成抗 菌薬NY-198の ラッ トにお ける13週 間反復経

口投与4週 間回復毒性試験 を投与量30,100,300お よび

1000mg/kgで 実施 した。

投与期 間中,1000mg/kg群 のメス2頭,100mg/kg群 のメ
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Fig. 22. Electronmicrograph of the liver from a male rat of

the control group. Few fat droplets are observable in

the centrolobular hepatocytes.

Fig. 23. Electronmicrograph of the liver from a male rat of
the 1000 mg/kg group. Increase of fat droplets is
conspicuous in the centrolobular hepatocytes.
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ス1頭 が死亡 した。1000mg/kg群 の2例 に共通 して,最 終

投与の際 に腹臥,皮 温 の低下 および閉眼が認め ら礼1例

で は間代性痙攣 も観 察された。 また剖検 所見では これ ら

2例 に共通 して口周囲に血液様物め付着がみ られ,痙 攣

の観察 された例 では舌 の先端 に咬傷 も認め られた。剖検

所見 にお けるこの様 な変化 は痙攣死 した動物 に よく観察

され ること,こ れ ら2例 の死亡の原因 となった とみ られ

るそれぞれの最 終投 与の際 に も瀕死の状 態ではなかった

こと,ま た,こ れ らの組織病理学的所見に も死 因 となる

ような変化が なかったこ とな どか ら,1000mg/kg群 の2

例の死亡は本薬の急性毒性 によった と判 断 した。一方,

100mg/kg群 の死亡例では,死 亡発見時 までにいかなる変

化 も観 察 されず,剖 検所見 において1000mg/kg群 の死 亡

例でみ られた ような痙攣の形跡な どもなかった。100mg/

kg群 での突然死 は剖検所見 におけ る肺 での暗赤色部の存

在か ら投与の誤 操作 によるもの と推 定された。

類 似の構 造を もつ合成抗 菌薬の毒性 として,体 重増加

抑制2,4),盲腸 の肥大2～4),軟便2)お よび関節軟骨表層部基

質の粗 しょう化2,5),あるいは関節軟骨表面 の水疱形成5,6)

な どが報告 され ている。本実験 において もこれ らに関連

した以下 の変化が認め られた。

1000mg/kg群 のオス,メ スで投 与期 間中 にわずか に体

重増加抑制がみ られ オスでは同時期 に摂餌量の減少 も

認 め られ た。

オス,メ スの300mg/kg以 上の群で盲腸内容 と盲腸の重

量 お よびそれ らの体 重比が顕著 に大 きかった。 またこれ

らの群では軟便が多 くの例 でみ られ。1000mg/kg群 で は

腹部膨満 と尿 に よる下腹部の汚れ。 摂水量の増加,24時

間排泄尿 中のNaお よびKの 減少 などが顕著 に認 め ら

れた。 これ らの変化 は,い ずれ も抗 菌剤投与時 にみ られ

る腸内細 菌叢 の変動 による一連の変化 と考 えられ る。す

なわち,腹 部膨満 は盲腸内容の増大 に よって認め られた

ものであ り,尿 中へのNaお よびKの 排泄減少は,そ れ

ら電解質の盲腸 内容の増大に伴 う内容物への移行お よび

軟便排泄 による腸管か らの排 泄の増大 によること,ま た

摂水量 の増加 は軟便 排泄に伴 う水欠 乏を補 うための変化

であったこ となどが考え られ る。 なお,こ れ ら盲腸 の変

化 と関連 した と思われ る変化 は,い ずれ も回復期 間の4

週間で消失 したかあ るいは回復傾向 を示 してお り,可 逆

性の変化であ ることが確認 され た。

膝関節の大腿 骨遠位端 の脛側顆 に潰瘍のみ られる例が

オ スの100mg/kg以 上 お よびメ スの300mg/kg以 上の群 の

少数例 で認 め られた。 またメスの300mg/kg以 上の群 で,

関節軟 骨表面 における水庖形成が少数例 にみ られた。 こ

の ような変化 は,他 の合 成抗 菌薬2,5)でも幼若動物で 出現

する とされ てお り,本 実験の投与開始 時のラ ッ トが5週

齢 と若 かったため に出現 した変化 と思われた。回復期間

終了時には,同 部 での潰瘍 の出現頻度 は投与終 了時 と同

等であった。 しか し水庖形成 な ど潰瘍形成 の過程の一っ

と考え られる像 がみ られなかったこ とか ら,徐 々に回復

に向か うもの と考 え られた。 なお,大 腿骨 の変化をスコ

ア化 し,順 位和検定 によって対照群 と各投与群 を比較 し

た。その結果,オ ス,メ ス ともに300mg/kg以 上 の群で統

計学的有意差がみ られ た。 しか し,オ スの100mg/kg群 で

み られ た境界明瞭 な潰瘍 は無処置動物ではみ られない変

化 であ り,こ の変化は用量の増加 によってその出現率が

ほほ増 加 してい ることか らも本薬投与の影響 と見な した。

血清 アル カ リフ ォス フ ァタ ーゼの上 昇 がオ スの100

mg/kg以 上の群で認め られた。オスでのみ見 られたこの変

化 は本薬 と類似 の合 成抗菌薬2)で も報 告 されてお り,こ

の種の薬物 に共通 してみ られ る変化 と思 われた。本実験

では組織 病理学 的検査 においてこの変化 と関連 を有する

肝 ・胆道 系異常を示 す所見 はなか った。 また,大 腿骨に

変化のみ られた例 と血清 アル カ リフ ォスファターゼの上

昇例 との問に関連性 もなか った。血清アルカ リフォスフ

ァターゼの上昇の機序 は不明であ ったが,回 復期間終了

時には認 め られ ない可逆性の変化で あった。

その他,γ-グ ロブ リンの低 下がオス,メ スの全投与群

でみ ら礼 β-グロブ リンの低下が オス,メ スの300mg/kg

以上の群で認め られた。γ-グロブ リンは30お よび100mg/

kg群 で は各群内のほぼ半数例 以上 が対照群でみ られた値

と同等で あったが,γ-グ ロプ リンの低下 は明 らかに用量

と関連 してお り,1000mg/kg群 のほぼ全例が対照群 の最

低値 よ り低 か った。したが って γ-グロブ リンの低下は本

薬投与 に起因 した変化 と考え られる。β-グロプ リンおよ

び γ一グロプ リンの低 下 はアル ブ ミンの低 下 を伴 わず漏

出性の変化でなかった。β-グロプ リンの低 下に関 しては

その機 序は不 明であ るが,γ-グ ロプ リンの低下 について

は,各 種 の抗生剤,抗 てんか ん剤お よび免疫抑制剤 など

で免疫細胞へ の直接作用 によ り免疫グ ロプ リンの産生低

下が起 こる と考え られてお り7),NY-198に よる低 下 も

この ような機序 によって起 きた もの と考え られ る。 しか

し,血 液学的検 査や組織 病理学的検 査な どにおいてはそ

の ような機序の介在 を示唆す る変化はみ られてお らず,

確認 するこ とはで きなか った。なお,γ-グ ロブ リンおよ

び β-グロブ リンの低下 は回復期間の4週 間で回復傾 向

を示 していることか ら,い ずれ も可逆性の変化 と考え ら

れた。

黄色調 を呈 した肝,組 織 病理学 的検 査で肝小葉中心帯

肝細胞の肥大 あるいはび まん性 の肝細胞肥大,肝 小葉周

辺帯細胞の脂肪滴の減少 と中心帯細胞の脂肪滴増加など

が300mg/kg以 上の群でみ られた。1000mg/kg群 のオス,メ

スにみ られた肝体 重比の軽度 な上昇 は肝細胞の肥大性変

化 に起因 した もの と思われ る。 これ らはいずれ も回復実
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験例では認め られず,可 逆性の変化で あった と考 えられ

る。

1000mg/kg群 では,そ の他 にはプ ロ トロン ビン時間 に

オスで短縮,メ スで延長,活 性化部分 トロンボプ ラスチ

ン時間にオスで短縮,オ ス,メ スの血清Kα1-お よび α3

-グロブ リンの低 下,オ スの膵のB細 胞 に大型 の空胞 な

どが目立った。 これ らの変化 には,回 復実験例で は認め

られないか,あ るいは出現例数 に減少傾向がみ られ た。

また,い ずれ も本薬の致死量付近での みみ られ る変化で

あった。

主 として1000mg/kg群 の動物の 腎,副 腎,精 嚢腺,心

臓 肺,顎 下腺,脾,胸 腺,甲 状腺 お よび前立腺 の重量

あるいは体重比に対照群 に比べ て大 きい もの,あ るいは

小さい ものが認 め られた。 しか し,こ れ ら臓器 重量の変

動は主 として体 重増加抑 制に伴 うものであ り,こ れ らの

ほとん どの臓器の組 織病理 学的所 見には異常がなかった。

投与期間中の尿検査 で300mg/kg以 上 の群の尿蛋 白が,

多 くの例で300mg/dl以 上 であ った。 しか し,本 薬の低濃

度溶液(0.5%未 満)が 本試験で 実施 した試験紙法(Uro

-labstix III)で陽 性を示す ことが認め ら礼 そ して また

本薬は尿中に高濃度 で未 変化の まま排泄 され る1)ことが

知 られているこ とか ら,投 与13週 目の尿検 査終 了後 に13

週間投与終 了時剖検例 のメ スの対照群,300お よび1000

mg/kg群 について尿 を再度 採取 して試験 紙法 に よる定性

値 とスルフ ォサ リチル酸法 による定量値 を比較 した。 そ

の結果,試 験紙法で尿蛋 白が300mg/dl以 上 を示 した尿 も

スル フォサ リチル酸法 では10mg/dlに 達す る ものはな く,

試験紙法による成績 は偽陽性で あることがわか った。 し

たがって本試験 の300mg/kg以 上 の群 に多か った尿 の高

蛋白例の出現 は本薬の尿への排泄 による変化 と考 えられ

た。

以上,本 実験 において は,他 の合成抗菌薬で報告 され

た体重増加抑制,盲 腸の肥大,軟 便お よび関節軟骨の変

化がほぼ同様 に認め られ た。その他の変化 は血清 γ-グロ

ブ リンの低 下であ った。 本薬投与に よるこれ らの変化は

NY-198の300mg/kg以 上 の投 与群で顕著 であ った。100

mg/kg群 においては関節軟骨の変化が少数に認 め られ た。

NY-198の30mg/kgは,γ-グ ロブ リンにわず かな低 下が

み られた ものの,同 群のほぼ半数例以上が対照群 と同等

で あった ことか ら,ラ ッ トの13週 間反復経 口投与毒性試

験 にお ける最大無影 響量 として差支 えない もの と判断 し

た。

試験 期間:1984年11月16日 ～1985年11月7日
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THIRTEEN-WEEK ORAL SUBACUTE TOXICITY STUDY OF NY-198 IN RATS

GAKUSHI NOMURA, MITSUTOSHI WATANABE, YOSHIYUKI KAWAKAMI, MARIKO HIRATA,

SHUZO SUZUKI and TOMOJI YANAGITA

Preclinical Research Laboratories, Central Institute for Experimental Animals, Kawasaki

We conducted a subacute oral toxicity test of NY-198, a synthetic with a broad-antimicrobial spectrum, at
doses of 0, 30, 100, 300 and 1000 mg/kg in rats. A 4-week recovery test was concomitantly conducted in the 0,
300 and 1000 mg/kg groups following 13 weeks of administration. The results were as follows:

1. Two females in the 1000 mg/kg group died due to the acute toxicity of the drug. Prone posture, reduction
of body temperature, closed eyes, and convulsions were found at the time of death.

2. Body weight gain was reduced slightly in the male and female 1000 mg/kg groups.
3. Cecum content increased remarkably in males and females of the 300 and 1000 mg/kg groups, ac-

companied by flatulence, soft stool, increased water intake, and decreased excretion of sodium and potassium
in urine.

4. Ulceration of articular cartilage was noticed in a small number of males in the groups receiving 100 mg/
kg or more and a small number of females in the groups receiving 300 mg/kg or more.

5. A remarkable decrease in serum y-globulin and a moderate decrease in serum fl-globulin were observed
in males and females of the groups receiving 300 mg/kg or more.

6. In males and females receiving 300 mg/kg or more of NY-198, yellowish appearance of the liver,
enlargement of the centrolobular hepatocytes, or diffuse enlargement of the hepatocytes, and decrease in fatty
droplets in the hepatocytes in the peripheral zone of the lobuli, increase in fatty droplets in the hepatocytes in
the central zone of the lobuli were noticed.

7. In the 1000 mg/kg group, vacuolation in the B-cells of the islets of the pancreas was notable.
8. We consider that the above changes were mostly reversible, because they normalized or showed a

tendency to recover during the 4-week recovery period.
9. The maximum non-effect dose of NY-198 in rats in this 13-week oral administration test was considered

to be 30 mg/kg/day.


