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論 文 内 容 の 要 旨 

    
近年，尿路感染症（UTIs）における抗菌薬の pharmacokinetics/pharmacodynamics (PK/PD)研究

では，細菌学的効果は血漿中薬剤濃度よりもむしろ高濃度に排泄された尿中抗菌薬が尿路組織内で

の殺菌作用に重要な役割を果たす可能性が指摘されている。本研究では，膀胱組織内の抗菌薬濃度

に血漿中あるいは尿中の薬物のどちらがより影響を与えているのかを明らかにするために，ラット

を用いて fluoroquinolone（FQ）薬の膀胱組織内への移行性を検討した。 

 
【対象と方法】 

1）Norfloxacin（NFLX），levofloxacin（LVFX），ciprofloxacin（CPFX）および sparfloxacin（SPFX）

水溶液（100μg/mL）をラット摘出膀胱とともにインキュベートした時の膀胱組織内への移行性を検

討した。 

2) NFLX，LVFX，CPFX および SPFX をラットに単回静脈内投与（各 2.5 mg/kg）した時の尿中排泄

率を測定した。 

3）ウレタン麻酔下，in situ でラットの膀胱内に NFLX および SPFX 水溶液（各 50μg/mL）を注

入した時の膀胱組織内への移行性を検討した。 

4）NFLX および SPFX をラットに単回経口投与（10 mg/kg）した時の血漿および膀胱内薬物濃度を

測定した。 

5）ウレタン麻酔下，ラットの両側の尿管にカテーテルを挿入し，尿を体外にドレナージした尿管

カテーテル処置群および偽処置群ラットに NFLX を単回静脈内投与（10 mg/kg）し，血漿および膀胱

における NFLX 濃度を測定した。 

6）ウレタン麻酔下，未処置群と尿管カテーテル処置群ラットに NFLX を静脈内投与（10 mg/kg）

し，抗 NFLX 抗体を用いた免疫組織化学染色法により NFLX の膀胱組織内局在性を評価した。なお，

NFLX 未投与ラットを陰性 control 群とした。 

 

【結果】 

1) In vitro でラット摘出膀胱を NFLX，LVFX，CPFX および SPFX の生理食塩水溶液に 30 分間イン

キュベートした時の組織内濃度は 16.3～30.6μg/g であった。 

2) NFLX，LVFX，CPFX および SPFX をラットに静脈内投与した時の 48 時間までの尿中排泄率はそ

れぞれ，投与量の 52.0，35.4，50.2 および 5.1%であった。 
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3) In situ で NFLX および SPFX をラット膀胱管腔内に注入後 30 分における膀胱組織内濃度はそ

れぞれ 1.15 および 1.48μg/g であった。 

4) NFLX をラットに経口投与後 1時間の血漿中濃度は 0.54μg/mL で，膀胱組織内濃度は 12.4μg/g

であった。一方， SPFX を経口投与後 1 時間の血漿中濃度は 0.53μg/mL で，膀胱組織内濃度は 0.63

μg/g であった。 

5) NFLX を静脈内投与した時の血漿中濃度は，尿管カテーテル処置群および偽処置群においてほ

ぼ同等の値（それぞれ 1.69 および 1.25μg/mL）を示したのに対し，膀胱組織内濃度はそれぞれ 2.29

および 69.9μg/g であった。 

6) NFLX をラットに静脈内投与した時の薬剤の膀胱組織内の局在は，未処置群では膀胱移行上皮

細胞の細胞質内に認められたが，尿管カテーテル処置群と陰性 control 群では NFLX 局在が検出され

なかった。 

 

【考察】 

In vitro 試験では 4 種の FQ 薬の膀胱組織内への移行性は 2 倍以内であり，in situ での NFLX お

よび SPFX の膀胱組織内への移行性も同様の傾向を示したことから，FQ 薬の尿中からの膀胱組織内

への移行性には著しい差は無いものと考えられた。NFLX および SPFX をラットに経口投与した時の

血漿中薬物濃度は，両化合物で同等の値を示したにもかかわらず，膀胱の組織内濃度/血漿中濃度比

（T/P）は 10 倍以上の差が認められた。尿中排泄率の高い NFLX では膀胱組織内濃度は高く，尿中に

排泄されにくい SPFX では膀胱組織内濃度は低くなったものと推察された。尿管カテーテル処置群ラ

ットにおける NFLX の膀胱組織内濃度の T/P は偽処置群の 1/40 以下であり，膀胱上皮が尿中に排泄

された高濃度の NFLX に曝露されなかったことにより，NFLX の尿中から膀胱組織内への移行が少な

く，膀胱組織内濃度に大きく影響したものと考えられた。免疫組織化学的検討により，未処置群ラ

ットでは NFLX が膀胱移行上皮の細胞質内に局在することが認められたが，尿管カテーテル処置群ラ

ットでは認められなかったことから，高濃度の尿中 NFLX が膀胱上皮内に移行したものと推測され

た。 

 

【結論】 

ラットにおいて静脈内投与された NFLX の膀胱組織内濃度は，NFLX の血漿からの移行によるより

も高濃度に排泄された尿中からの膀胱上皮細胞内への移行によるものと思われた。 

 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

申請者 伊澤成は，ニューキノロン薬の尿中からの膀胱移行性について，ラットをモデルとして

in vitro および in vivo の両面から評価し，尿路感染症の治療に重要とされる膀胱組織内薬物濃度

が，血漿中濃度よりもむしろ尿中濃度により影響を受けることを明らかにした。本研究の成果は，

尿路感染症治療の抗菌薬の pharmacokinetics/pharmacodynamics を考える上で，尿中濃度パラメー

ターを加えることでより精度が高まる可能性を示すものであり，感染症学および化学療法学の進歩

に少なからず寄与するものと認められる。 
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