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Balofloxacinと そ の8位 フ ッ素 置 換 体 の モ ル モ ッ ト に お け る

光 ア レ ル ギ ー 反 応 誘 発 試 験

丸谷 清1,2)・小 田部陽子1)・永牟田雅弘1)・田中公一1)・大谷 元3)
1)中外製薬株式会社安全性研究所*

2)岐阜大学大学院連合農学研究科

3)信州大学農学部動物生産利用学講座

Balonoxacin(BLFX)の 光ア レルギー反応誘発性の有無 について,モ ルモ ッ トを用いて検討 し

た。

BLFXの キ ノリン環8位 フッ素置換体である8-F 1mgを,Hartley系 雌性 モルモ ッ トの除毛頸

背部に1日1回,連 続5日 間塗布すると共に,毎 回塗布後 に5J/cm2の 長波長紫外線(UVA)照 射 を

繰 り返 して感作 した。 これら感作動物に対 して8-Fを 誘発抗原として経 口(1mg/kg)お よび皮内

(0.01～1μg/部 位)の 両経路の投与 とUVA照 射(5J/cm2)に より光アレルギー反応 を惹起す ると,

いずれにおいても5例 中3例 の誘発部位に陽性反応が観察された。 さらに,8-F 10mg/kgを1日

1回,5日 間連続経 口投与すると共 にUVA照 射(5J/cm2)を 繰 り返 した後,8-F 1mg/kgの 経口投

与お よびUVA照 射(5J/cm2)に より光ア レルギー反応 を惹起すると,5例 中2例 の照射部位 に発

赤反応が観察 された。一方,同 様の感作条件下(た だ し,経 口投与による感作 では100mg/kgを

週5回,2週 間に亘 り総計10回 実施)でBLFXを 処置 したモルモ ットに対 してBLFX(経 口投与,

100mg/kg;皮 内投与,0.1～10μ9/部 位)を 誘発抗原 として同一の照射条件下で光 アレルギー

反応 を惹起 したところ,い ずれの系 において も陽性反応 は見 られなかった.

以上の成績か ら,本 実験条件下ではBLFXは モルモ ッ トに対 して光 アレルギー誘発性 を示 さ

ないと結論 された。
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Balofloxacin(BLFX)は キノ リン環7位 に3'-メ チルア ミ

ノピペ リジンを,8位 にメ トキシ基 を有す る新規 フルオ

ロキノロン系抗菌薬で,グ ラム陽性菌か ら陰性菌 まで幅

広 い抗菌 スペ ク トル を示 し,特 にMRSA,Streptococcus

pneumoniae,Enterococcus faecalisな どのグラム陽性球菌1,2)

や,Mycoplasma pneumoniae3)な どに対す る優 れた抗菌活

性が確認されている。

近年.抗 菌スペク トルに優 れるフルオロキノロン系抗

菌薬(NQ薬)は 経口剤 として手軽に使用で きることから,

各種感 染症 に対 して広 く適用 されている。その一方で

種々の副作用が報告 されてきてお り,あ る種の薬剤では

低頻度ではあ るが光線過敏症4,5)の発症が報告 されてい

る。 このような状況の中で,新 規 に開発 されるNQ薬 の

毒性スクリーニ ングの一環 として,一 次炎症反応 として

の光毒性の有無について検討す る必要性が認識されつっ

ある。 しか しなが ら,NQ薬 による光線過敏症 の発現機

序 については未だ不明な点が多 く,光 毒性反応のみな ら

ず光ア レルギー反応 をも想定 した検討 が必要 と思 われ

る。 そこで,BLFXの 光ア レルギー反応誘導能の有無 に

っいてモルモ ットを用いて検討 したので,以 下にその結

果 を報告する。

I.　材 料 と 方 法

1.　被験薬剤

BLFXは 白色ない し微黄白色の結 晶性粉末で,水 に溶

けに くい。試験には中外製薬生産技術研究所で製造され

たロッ ト番号R1C03を 用いた(Fig1)。 対照薬剤として,

BLFXの キ ノリン環8位 をフ ッ素 に置換 した8-F(ロ ット

番号R1I01,中 外製薬生産技術研究所にて合成)お よび6-

methylcoumarin(6-MC,ナ カライテスク)を使用 した。こ

れら試験物質は使用時 まで遮光下で保存 した。

Balofloxacin 8-F

Fig. 1. Chemical structure of test articles.

* 〒399-46長 野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪字南原14016
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2.　溶媒お よび試験物質の調製方法

BLFXお よび8-Fに つ いては,経 皮投 与時の基剤 と し

て局方白色ワセ リン(岩城製薬,ロ ット番号10431)を 用

いて10mg/mlの 濃度 になる ように乳 鉢 を用いて調製 し

た。経 口投与時 には注射用蒸留 水(扶 桑薬品工業,ロ ッ

ト番号90J22A,91D22A)を,皮 内投与時 には注射用生

理食塩液(扶 桑薬品工業,ロ ッ ト番号91G01A)を 用 いて

それぞれ懸濁あるいは溶解 した。 また,陽 性対照物質の

6-MCは,エ チルアルコール(ロ ット番号DSH4900,和 光

純薬工業)に より100mg/mlの 濃度に溶解 した。

3.　使用動物お よび飼育環境

Slc:Hartley系 雌性 モルモ ッ トを日本エ スエ ルシーか

ら購入 し,1週 間以上の検疫 ・馴化期間中に一般状態 に

異常が認められず,順 調に発育 した動物 を実験 に使用 し

た。感作開始時の週齢 お よび体重範囲 は,5～8週 齢,

323.4～497.0gで あった。これ らの動物は,室 温23±2℃,

相対 湿 度55±10%,人 工 照 明時 間14時 間(5:00～

19:00),換 気回数14～16回/時 に設定 した飼育室で,モ

ルモ ッ ト用 アル ミニ ウム製吊 りケー ジ(テ ーパー型,

382×420×200mm,5匹/ケ ージ)に 収容 して飼育 した。

飼料は,RC4(オ リエ ンタル酵母工業)を 金属製給餌器に

て不断給餌 し,飲 料水は水道水 と井戸水の混合水を自動

給水方式により自由に摂取 させ た。なお,飼 育期間中の

動物室の温湿度ならびに飼料および飲料水の分析結果に

は,試 験に影響 を及ぼす異常はなかった。

4.　試験方法

1)紫 外線照射法

紫 外 線 強 度 計 お よ び 制 御 装 置(RMX-3W,Vilber

Lourmat)を 内蔵 した 自動紫外線照射装置(ヤ マ ト科学)

を用いて,プ ラスチ ック製の保定器に固定 したモルモ ッ

トに5J/cm2の 長波長紫外線(UVA)を 照射 した。 この紫

外線量は,晴 天時 の夏期 日中屋外 での60分 間のUVA暴

露量にほぼ相当する。照射時には,初 期紫外線強度 を約

0.7mW/cm2と し,上 述の累積線量 に達 した時点で 自動

的に照射が終了するように設定 した。なお,本 実験 を通

じてこのシステムでの照射時間は約2時 間 と概ね一定で

あった。

2)感 作方法

光アレルギー性試験において多用 される経皮投与ある

いは臨床投与経路である経口投与 の2経 路 による感作 を

行 った(Table 1,Fig.2)。 経皮投与 による感作 では,局

Fig. 2. Experimental schedule. p. c., percutaneously; p. o., orally;

CFA, Complete Freund's adjuvant;•ª, drug administration.

Table 1. The composition of the test groups

a) The descriptions in parentheses represent the administration route as follows:
i. d., intradermally; p . c., percutaneously; p. o., orally.
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方白色ワセリンを基剤 として調製 した試験物質をモルモ

ッ トの除毛 した頸背部の4×2cmの 感作区画に1日1回,

連続5日 間塗布 し,ま た,1,3お よび5回 目の感作時に

は生理食塩液を用いて100μg/mlの 濃度に溶解 した感作

物質0.05mlを 感作区画2箇 所 に皮内投与 した。初回感作

時のみ,塗 布に先立 ちComplete Freund's adjuvant(CFA,

Difco,ロ ット番号784560)と 生理食塩液の等量混合エマ

ルジ ョンの0.05mlを 区画の4隅 に皮内投与 した。毎回の

塗布 および皮内投与直後か ら5J/cm2のUVAを 照射 し,

翌 日の感作処置直前まで感作区画を絆創膏で被覆 した。

経 口投 与 による感作 では,100mg/mlのBLFXま たは

10mg/mlの8-F懸 濁液を1日1回,週5日 で2週 間(8-F感 作

群では1週 間)に 亘 り,総 計10回(8-F感 作群では総計5

回),モ ルモ ッ ト用金属製経口ゾンデを用いて強制経口

投与 し,毎 回の投与30分 後 に,5J/cm2のUVAを モ ルモ

ットの除毛 した背部全体に照射 した。なお,初 回感作時

のみ,投 与に先立ちCFAと 生理食塩液の等量混合エマル

ジ ョンの0.05mlを 後頸部の4ヶ 所 に皮内投与 した。

3)惹 起方法

光アレルギー性試験 において汎用 される皮内投与 もし

くは臨床適用経路である経 口投与 の2経 路で光ア レル

ギ-反 応 を惹起 した。いずれの経路 による惹起 も予備試

験 により一次反応を起 こさない濃度を設定 した。すなわ

ち,皮 内投与に よる惹起で は,最 終感作の17日 後に,

除毛 した誘発区画に注射用生理食塩液を溶媒 として調製

したBLFX(10μg,1μg,100ng/0.1ml/site)あ るいは8-F(1

μg100ng,10ng/0.1ml/site)を 皮内投与 し,そ の直後か

ら5J/cm2のUVAを 照射 した。照射終 了30分,3時 間,

24時 間,48時 間および72時 間後に皮内投与部位に生 じ

た発赤の直径 をノギスで測定 し,い ずれかの観察時点 に

おいてその直径が5mm以 上 を示 した個体 を陽性 と判定

した。 また,陽 性対照の6-MC感 作群に対 しては,エ チ

ルアルコールを用いて10%濃 度に調製 した6-MC溶 液の

10μlを除毛 した背部皮膚に塗布 し,同 様 にUVAを 照射

して光ア レルギー反応を惹起 した。判定は後述の経 口投

与 による惹起 と同様 に行 った。

経口投与 による惹起では,感 作終了の15あ るいは17

日後に,100mg/ml/kgのBLFXあ るいは1mg/ml/kgの8-F

を強制経 口投与 し,そ の30分 後か ら5J/cm2のUVAを 除

毛 した背部の誘発区画(2×2cm)に 照射 した。照射終了

の30分,3時 間,24時 間,48時 間お よび72時 間後に誘

発区画の皮膚反応を肉眼的に観察 し,そ の変化 を以下の

基準によ り点数化 し,い ずれかの観察時点 で評点1以 上

の反応 を示 した個体 を陽性 と判定 した。

紅斑 をみとめない 0

ご く軽度の紅斑 1

明 らかな紅斑 2

中等度～強度の紅斑 3

強度の紅斑～軽度の痂皮形成 4

II.　結 果

BLFXあ るいは8.Fを 経皮的 に投与 した後にUVAを 照

射 して感作 したモルモ ットにおける成績 をTable 2に示

した。BLFX感 作群の動物 に対 して100ng～10μg/siteを

皮内投与あるいは100mg/kgを 経口投与 し,そ の後UVA

を照射 して も照射部位 にまった く変化 はみ られなかっ

た。しかしながら,8-F感 作群では8-Fを 皮内投与すると,

照射24時 間後以降,5例 中3例 に100ng～1μg/siteの 惹起

抗原域で皮内反応が認め られた。 この感作群 に対 して誘

発抗 原と して1mg/kgの8-Fを 経 口投与 した後 にUVAを

照射する と,そ の24時 間後以降,照 射部位 に評点1～2

の発赤が5例 中3例 に観察 された。 また,陽 性対照群で

ある6-MC感 作群では,1mg/siteの6-MCを 塗布後UVAを

照射 して光ア レルギー反応 を誘発す ると,照 射30分 後

か ら5例 中3例 に評点1～3の 陽性反応 が観察 された。な

Table 2. Photoallergic reactions in guinea pigs sensitized p. c. with balofloxacin and its 8- F analog

a) Challenging doses were set as follows:

balofloxacin i. d., 0.1•`10ƒÊg/ site; balofloxacin p. o., 100mg/kg; 8- F i. d.,

0.01•`1ƒÊg/ site; 8- F p. o., 1mg/ kg; 6- MC, p. c., 1mg/ site.



VOL.43 S-5 Balofloxacinの 光 感 作 性 試 験 109

Table 3. Photoallergic reactions in guinea pigs sensitized orally with balofloxacin and its 8- F analog

a) Photoallergic reactions were elicited by oral administration of each fluoroquinolone plus UVA- irradiation in sensitized animals.

お,無 処置対照群および陰性対照 として白色 ワセ リンの

みを塗布 してUVA照 射 を繰 り返 した動物では,BLFXお

よび8-Fを 皮内投与 してUVA照 射 して も反応はみられな

かった。

次 に,BLFXあ るいは8-Fを 経 口投与 した後 にUVAを

照射 して感作 したモルモッ トの成績 をTable 3に示 した。

BLFX投 与群のモルモ ッ トにBLFXの100mg/kgを 経 口的

に惹起投与 して も照射部位 に変化 はみられなかったが,

8-Fの10mg/kgを 投 与 して感作 したモルモ ッ トに8-Fの

1mg/kgを 経口投与後UVA照 射 して光 アレルギー反応 を

惹起すると,照 射3時 間後か ら5例 中2例 の照射部位 に評

点1の 陽性反応が観察 された。

また,注 射用蒸留水を投与 して感作 したモルモ ッ トに

対 して,BLFX(100mg/kg)あ るいは8-F(1mg/kg)を 惹起

投与 しても光アレルギー反応はみ られなかった。

III.　考 察

種々のキノロン薬が光毒性 を誘発するポテンシャルを

有するこ とは実験的 に確認 されてい る。Wagaiら6)は,

市販のNQ薬 を投与 したマウスにUVAを 照射することに

より,程 度の差はあれ,同 系の薬剤 に共通の性質 として

光毒性誘発能 を有す る可能性 を示唆 した。我々はBLFX

がマウスに対 して光毒性 を示 さず,そ れがキ ノリン環8

位に導入 したメ トキシ基の効果によることを既に報告 し

ている7)。このことはNQ薬 の構造上の特定部位 を他の官

能基に置換することにより前述の光毒性誘発ポテンシャ

ルを制御 し得る可能性 を示唆 してお り,今 後,同 系の抗

菌薬を開発する上で極めて重要な知見である と言 える。

しか しながら,ヒ トで報告 されている光線過敏症の発症

状況か ら,そ の発症機序が必ず しも光毒性反応のみに限

定できず,光 アレルギー反応の関与 も指摘 されている8)。

光アレルギー反応の発現機序を光毒性反応 との関わ り

で考察する と,薬物が反応の場である表皮 に移行 した後,

光エネルギーを吸収することにより生体高分子成分 と結

合し,ハ プテンとして機能する可能性が まず考 えられる。

そのためには,薬 物 に必要な要素 として,光 照射により

何 らかの構 造上の変化が薬物 に生 じ,そ れにより皮膚組

織への結合性が高まることが必須である。一方,光 毒性

発現機序 としては,光 照射 を受けた薬物その ものあるい

は安定 な光分解 産物が細 胞内のDNAや たん白質成分 と

共有結合 して細胞毒性 を発現する場合 と,光 化学反応に

より励起 された薬剤が電子 を周囲の酸素分子に伝達 して

活性酸素 を生成 させ,そ れが生体組織 を非特異的に傷害

する場合が考えられる。 この ように,光 毒性,光 ア レル

ギーいずれの反応においても薬物自体が光照射 により励

起 されることが必須であることか ら,光 毒性誘発能 を有

する薬物であれば,そ の後の生体およびそれ をと りまく

環境条件 さえ整 えば光アレルギー反応を惹起する可能性

が高い とも言えよう。実際,NQ薬 のプロ トタイプであ

るナリジクス酸9.10)や一部 の市販NQ薬11,12)では,光 毒性

反応 と同時に光アレルギー反応 をも誘発する可能性が指

摘 されている。 しか しなが ら,こ れらキ ノロン薬 による

光 アレルギー反応の発現機序 は今の ところ明 らかでな

い。それは,こ れまで経 口薬の光ア レルギー性を検出す

るための有効なin vivoの実験系が確立 されていなかった

ことも一因であろう。

今回,わ れわれが提示 した実験 条件 は,NQ薬 を経 口

投与 した時の光アレルギー反応誘導能 を検出 し得 る可能

性の高い方法であることが示唆 された。 さらに本実験条

件下では,BLFXは まった く光ア レルギー性がみ られな

かった ことか ら,キ ノリン環8位 へ のメ トキシ基の導入

は急性炎症反応である光毒性反応誘発能 とともに,光 ア

レルギー反応の発現 をも抑制す る可能性が明 らか となっ

た。今後は,こ れらNQ薬 の光毒性 お よび光ア レルギー

性反応の発現機序を,光 化学反応の過程 における生体成

分に対する作用発現 に焦点を当てて解明 してゆ くことが

求められよう。
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Photoallergenicity study of balofloxacin and its 8- fluorinated analog

in guinea pigs
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 The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University

3)
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We examined the photoallergenic potential of balofloxacin (BLFX) , a newly developed fluoroquinolone

antibacterial agent in which a methoxy group is substituted at the 8 position of the quinoline nucleus,

using Hartley guinea pigs under irradiation with long-wave UV light (UVA).

When guinea pigs which had been sensitized cutaneously by administration of an 8- fluorinated analog

of BLFX (8- F analog) and given UVA irradiation for 5 consecutive days were challenged orally and

intradermally by the 8- F analog, positive reactions were observed in 3 of 5 animals in each group.

Furthermore, in the case of oral elicitation of the photoallergic reaction in guinea pigs given the 8- F analog
orally with UVA irradiation once a day for 5 consecutive days, skin redness were observed at irradiation

sites of UVA in 2 of 5 animals.

On the other hand, no positive reactions were observed in guinea pigs orally sensitized with BLFX and

UVA irradiation for two weeks.

From these results, it could be concluded that BLFX lacks photoallergenic potential in guinea pigs

under the present conditions.


