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第1章　 緒 言

SM, PAS, INHと すぐれた抗結核剤が相次いで発

見され,基 礎的研究とともに,臨 床的にも,そ れら

の合理的な投与方式が種々検討されて結核の治療は

著しい成果を挙げてきているが,他 方,近 来一次抗

結核剤に耐性をもつた結核患者の増加がみられるこ

とは結核治療にたづさわる臨床家にとつて極めて重

大な問題となつている.一 般に病原性微生物が化学

療法剤に耐性を示すようになることは古くから知ら

れ,医 学にたづさわるものにとつて広 く常識となつ

ているところであるが,結 核のごとく,慢性の経過

をたどる疾患に対して行なわれる長期の治療におい

ては,殊 に多くの薬剤耐性患者の生ずることは当然

のことであろう.こ れら薬剤耐性結核患者の治療に

対しては,ま だ耐性を示していない,し かも各薬剤

間に交叉耐性のない強力な抗結核剤の出現が望まれ

るわ けで ある.こ れ に対 しKanamycinを 始 めと し

て多 くのい わゆ る二次抗結核 剤が発見 され,臨 床 的

に も広 く用 い られ,有 効性 が認め られて い るが,こ

れ ら薬剤 の うち,な かんづ く, Kanamycin (KM). 

Cycloserine (CS), Ethionamide (TH)はin vitro, in 

vivo共 にす ぐれた抗菌力 を もつ ことが 知 られて お

り,そ の報告は枚挙 にい とまが ない.

私 はhost-parasite-drug relationshipの 立場 よ り

一次抗 結核剤高耐性菌 接種 マウスを用 いて ,最 も抗

菌力が 強い と言 われ てい るINH治 療 と比 較 しな が

ら, KM, CS, THの 夫 々の単 独療法 を行 ない各薬

剤 の治療効果 について比較検 討 し,ま た臨 床的立 場

よ りこれ ら各薬剤 の単独投与 に よる菌 陰性化を 観察

し,い ささかの知見を えたので報告 す る.

第2章　 実験方法

実験 に供 した結核菌 は対照 として は予 研株のH37
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RV感 性菌 を使用 し,耐 性菌 として は同 じく予研株

のH37RV・R-SM 100r/cc以 上, H37RV・R-PAS 

100r/cc以 下 およびH37RV・R-INH 10r/cc以 上 の

耐性 度を有 するpopulation均 一な る菌 株を使用 し

た.そ れぞれの小 川培地 に3週 間培 養 した発育旺 盛

な菌 を とり水晶球入 りコルペ ンを用 い,手 振法 によ

り蒸 溜水を もつて均等 な菌 浮遊 液を作 り,菌0.1mg

を0.2ccに 含めて調整 後,直 ちに動物 に接 種 した.

この菌液0.2cc中 の生菌数は(11～33)×107で あ る.

第1表　 実験方法

実 験動物 は15g前 段のddN純 系雄 マ ウ ス を 用 い,

上記菌液を夫 々尾静脈 よ り注入 接種 した.菌 接種翌

日よ りINH0.1mg, KM 1mg, CS2.5mg, TH1mg

を夫々連 日皮下注 射 し4週 間治療 後全例を屠殺 剖検

した. INH治 療 は二 次抗結核剤 によ る治療の対 照 と

して行なつ た. CSは 原末を燐 酸緩衡液 でpH 6.8に

調整 し, THは 水に不溶の ため 原末を プ ロ ピレング

リコールで溶解 し使用 した.

剖検 動物 について は肺 の肉眼的病変 を観察 し,脾

の重量 を測定 し,併 せて肺,肝 お よび脾 のエオ ジ ン

ーヘ マ トキ シ リン染色 によ る病 理組織学 的検索を行

ない,同 時 に肺 お よび脾 よ り結 核菌の定量培 養を小

川 の方 法に準 じて行なつ た.実 験 方法の概略 および

剖 検所 見,臓 器定 量培養の判定 は第1, 2お よび3

表 に示 す通 りで あ る.

第3章　 実験成 績

第1節　 無処置群(第4表 お よび第1図)

第2表　 剖検所見判定法

第3表　 臓器定量培養集落数(肺及び脾)

第1項　 剖検 所見

感 性菌 および各 耐性菌群 と も肺病変で は多数の結

節が 存 し,多 くの例において これ らの結節 は互 いに

融 合 してい た.脾 重量 もいづれ も300mg前 後 を示 し

著 しく腫大 してい た.

第2項　 病理組 織学的所見(写 真1, 6, 8)

肺: H37RV感 性菌株 およびSM耐 性菌株群で は

多数の リンパ 球.好 中球,プ ラス マ細胞,単 球等の浸

潤がみ られ,そ れ らの中に類上皮細胞 が混存 してい

た.ま た小数 のLanghans巨 大細胞が み られ た.こ

れ らは多量 の線維素様物 質によつて満 され,癒 合 し,

肺 実質 と して の原 形を とどめないほ どに達 す る病 変

を示 した.か か る病 変 は細 気 管 枝 および血 管周辺

に著 しい.ま た浸 潤 細 胞 の著 し くな い肺 胞壁 には

赤血 球浸潤が み られ た. PAS, INH各 耐性菌群 で

も同様 の所見が み られ たが, PAS耐 性菌群 で は幾

分線 維素沈着,赤 血 球が少 く, INH耐 性菌群 では リ

ンパ球 の浸潤がやや 多かつ たが赤 血球 はやや少 かつ

た.

肝:各 菌 株群 とも肝実 質間 に多 くの類上皮細胞 お

よびLanghans巨 大 細胞 をみそ の周 りに少数 の リン

パ 球,プ ラスマ細胞,単 球等の浸 潤をみた もの と,

類 上皮細胞 と浸 潤細胞 とが混在す る病 変 とが全肝実

質 にわ たつて 多数散在 し,肝 細胞 の崩 壊がみ られ た.
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第1図　 実 験 成 績(平 均)

第4表　 無 処 置 対 照 群
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ま た肝細胞間に リンパ 球の浸潤がみ られた.

(註) +菌 接種後早期に死亡せるもの
* 剖検前に死亡せるせの

脾:各 菌株群 と も実質中に多数 の小結 節が散在

し一部 の ものは2, 3相 合 してやや大 きい結節を成

して いた.結 節の 中心部 に一部線維素様 物質をみ る

が大部分 は大 きい類上皮細胞 よりなつて いた.類 上

皮細胞に伍 して 少数の リンパ球 およびLanghans巨

大 細胞がみ られた.結 節 中に褐 色のヘ モジデ リン沈

着が み られ た.

第3項　 臓器 定量 培養

いづれの菌株 群において も肺 および脾 よ りの定量

培養 ではほ とん ど全 ての例 に無 数の コロニーの発生

をみ た.

第2節　 INH 0.1mg治 療 群(5表 お よ び第1

図)

第5表　 INH 0.1mg治 療 群

第1項　 剖検所見

H37RV感 性菌接種群では肺に肉眼的所見を認め

えないものから点状結節が散在する例まで種々みら

れ るが,平 均 して微小 な結節が僅 かに認 め られ たに

す ぎず,脾 重量 も総 じて 軽 く平均177mgで あ つた, 

SM耐 性 菌接種 群で は微小 な結節が 僅か に認 め られ,
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脾 は平均142mgと ほ と んど 腫大 して い なかつ た. 

PAS耐 性菌 群で も肺病変 は著 し くな く,脾 重量 も平

均157mgに す ぎなかつ た.こ れ らに対 してINH耐

性菌 群では病変著 しきため死亡 した と考 え られ る1

例 を含 めて全例に多数 の結 核結節を認 め,脾 重量 も

260mg前 後に腫大 して いた.

第2項　 病理組織学 的所見(写 真2)

肺: H37RV感 性菌, SM, PAS耐 性菌群 と もいづ

れ も一部の細気管枝 周辺に無処置群で み られたご と

き小 病変があ るが,大 部 分の肺実質 には病 変を認め

なかつ た. INH耐 性菌 群では無処置群 と同様 の所 見

をえた.

肝:感 性 菌, SM, PAS耐 性菌群で は実 質中に リ

ンパ球 と極 く少数の プ ラスマ細胞の浸 潤集 団が散在

していた.肝 細胞間 に リンパ球の軽い浸潤 が認め ら

れた. INH耐 性 菌群で は無処置 群 とほ ぼ同様 の所見

が認 め られた.

脾:感 性 菌, SM, PAS耐 性菌群 いづれ も2, 3

の核 を含 むLanghans巨 大 細胞の少数 の散在が み ら

れた. INH耐 性 菌 群で は無 処群 と同様 の所見 をえ

た.

第3項　 臓器定量 培養

感性菌 群で は肺 よ りの定量培 養で平 均60ヶ を数え,

脾 よ りの もの は平均125ヶ を数 えたにす ぎなかつた.

SM耐 性 群で も肺 よ りの もの平均31ヶ,脾 よ りの も

の平均70ヶ を数えた. PAS耐 性菌 群において は肺,

脾 ともに コロニー数 は著 し く減少 し,肺 で は平 均2

ヶ,脾 よりは平 均29ヶ で あつた.し か るにINH耐

性群に対 す るINH治 療で は肺 および脾 よ りの培養

でいづれ も無 数の コロニー の発 生をみ た.

第3節　 KM 1mg治 療群(第6表 およ び第1

図)

第6表　 KM 1mg治 療 群

第1項　 剖検所見

感性菌 群では肺 に多 数の同一 の大 きさの結節 をみ,

脾 も平均270mgと 腫大 していた. INH耐 性 菌 群 で

幾分肺病変の程度は軽いがSMお よびPAS耐 性菌

群ではいづれも多数の結節をみた.脾 重量もSM耐

性菌群で平均279mgと 重く,他 群においても平均
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250～260mgを 示 した.

第2項　 病理組 織学的所見(写 真3)

肺:無 処置 群でみ られ たよ うな病 変が認 め られた

が,そ の程度 は幾分軽減 して いた.リ ンパ球浸 潤は

無 処置群 とほぼ同様の変化 をみ たが,結 節の数 は幾

分少 なかつ た.

肝:無 処置群 とほぼ同様の変化 をみたが,結 節の

数 は幾分少なかつ た。

脾:無 処 置群に おける所 見をほ とん ど同様の所見

をえた.

第3項　 臓 器定量培養

いづれ の菌 株群に おいて もほ とん ど全 ての例に多数

ない し無数の コロニー の発 生をみた.

第4節　 CS 2.5mg治 療群(第7表 および第1

図)

第7表　 CS 2.5mg治 療 群

第1項　 剖検所 見

肺 病変で は感性菌 とPAS耐 性 菌群 において結核

性病 変の ため死 亡 した と考 え られ るものが夫 々1例

づ つあ り,す べ ていづれの菌株 群において も多数の

結 節をみ,特 にSM耐 性, PAS耐 性 菌群 では 半 数

例 に融合 した結 節を認 めた.脾 重量 もSM耐 性 菌群

で平 均295mgを 示 す以外 すべて300mg以 上 を示 し

た.

第2項　 病理 組織学的 所見(写 真4)

肺:感 性菌 群お よびINH耐 性 菌群で は無処 置群

とほとん ど同様 の病 変をみ たが,無 処置 群に比 し リ

ンパ 球浸 潤は多 く,赤 血球 はそれ ほど多 くなかつた.

SM耐 性菌群で は散在 して い る大 きい病 変をみ たが

PAS耐 性菌 群で は多 数 の散 在 して い る小病 変をみ

た.

肝:無 処置群 と同所見を みた.

脾:無 処置 群 と同所見 をみた.

第3項　 臓 器定量培養

いづれ の菌 群に おいて も,肺,脾 ともにほとんど

全 例に無 数の コロニー の発生をみ た.

第5節　 TH 1mg治 療群(第8表 および第1図)

第1項　 剖 検所見
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第8表　 TH 1mg治 療 群

肺所 見では感性菌 群, SM耐 性 菌群 において2例

に肉眼的病変を認 めず,他 も微小な結 節が僅か に認

め られ るにす ぎな かつた.脾 重量 も平均150160mg

で腫 大は著 しくなか つた. PAS耐 性 菌 群 で は 肺 に

肉眼 的所見 のない ものか ら点状結節が 散在 す るもの

まで み られたが,総 じて病薬は少 く,脾 重量 も平均

171mgで あつた. INH耐 性菌 群 で は1例 に 僅 か に

存す る微 小な結節を み る以外他の5例 に肉眼的病変

を認 めなかつ た.脾 重量 も平均150mgで あつた.

第2項　 病理組織 学的所見(写 真5, 7, 9)

肺:各 菌群 ともINH治 療 群においてみ られたご

とき小 病変の散在 がみ られ たが リンパ球の浸 潤が総

じて 多 く類上皮細胞 は少なかつ た.

肝:各 菌 群 ともINH耐 性菌 群に対す るINH治 療

以外 の菌 群に おいて み られたINH治 療 とほぼ同様

の所見 をえた.

脾:い づれ の群 も2, 3の 核 を含 むLanghans巨

大細 胞の少 数の散在を みたがINH治 療群 よ りも少

数 であつ た.

第3項　 臓器定量 培養

感性菌 群 とSM耐 性 菌群で は肺,脾 ともに大体類

似 した コロニー数 の発生を み,い づれ も100ヶ 内外

で あつた. PAS耐 性菌 群で は肺の 培 養 で平 均1ヶ,

脾で は21ヶ の コロニーを数 えたにす ぎない. INH

耐性菌 群において も同様 コロニー数の発生 は減少 し

て いた.

第6節　 小 括

以上 の成績を総 合的に検討す るため に各 群 ごとの

諸 所見の平均値 を ヒス トグ ラム(第2図)に 表 し比

較 した.即 ち,臓 器病 変の強 さをFeldman75)に よ

る記載法 に準 じて,こ れ を更にmodifyし,無 処 置

群の各所見 の平均を最大 値 と し以下 の方法 に従 つて

比 較 した.肺,肝 お よび脾 等の臓器病 変の指 数を50,

脾 重量10,肺 お よび脾 の定 量培養 を夫々20づ つ計

100と 定 めた.第2図 に示 す ご と く, INH 0.1mg

治療群 はINH耐 性菌 群以外の菌 群に対 して著 しい

治療効果 を示 した. INH耐 性 菌に対す るINH治 療

はほ とんど無効に終 つた. KM 1mg投 与 群 で は さ

してそ の治療効果 は 認め られず, CS2.5mg治 療 群
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にい たつて はほ とんどその治療効果 は示 されなかつ

た.し か るにTH 1mg治 療 群ではINH耐 性 菌 群以

外 の菌群 に対 す るINH 0.1mg治 療群 とほ ぼ 同程 度

の顕著 な治療効果 を示 した.

第2図

各種治療群 の効果比較

第4章　 菌陰性化についての臨床的観察

第9表　 菌陰性化についての臨床的観察

(6ヶ 月)

以上 の耐性 結核 に対 す る二次抗結 核剤の治療効 果

の実験 的研 究の裏付 け として これ ら二次抗結核 剤投

与に よつて もた らされ る菌陰性化 について臨床 的観

察 を試み た.対 象 となつ た患者 はいづれ もSM 10γ

完全 および10γ, 100γ不 完 全 耐 性, PAS 1γ完 全

お よび1γ, 10γ不完全 耐性, INH 1γ完全 および1γ, 

5γ不 完全耐性以上 を もつ た 肺結核 患 者 で レ線上 い

づれ も難治性 ない し重症 肺結 核の病像 を示 して い る.

レ線像,菌 陰性化の基準 は学 研の分類 および基準 に

従 つ たが菌 陰性 は6ヶ 月後 の もので あ る.

第9表 に示 すご と く, KM単 独投与 において は レ

線像C型 で塗株 で6例 中3例(50%)に 陰性 化をみ

たの みで, C型 の患 者に おけ る培養お よびF型 での

塗抹,培 養 ともに陰性 化 はみ られなかつ た. CSに

ついて はC型15例 中11例(73.3%)に 塗抹 で陰性,

7例(46.7%)に 培 養で陰性化を みたがF型 で は36

例 中5例(13.9%)が 塗抹で陰性, 4例(11.1%)

のみが培 養で陰性 とな るにす ぎなかつた. TH単 独

投与 ではC型11例 中2例(18.2%)が 塗抹で, 1例

(9.1%)が 培養で 陰性 化 したの みでF型13例 にお

いて は塗抹 で3例(23.1%)に 陰性 をみたにすぎ な

かつ た.本 観察 においては塗抹,培 養 ともにCSが

最 も効果 的で あ りついでTH,最 後 にKMで あ るが,

培 養に おけ るCS 21.4%の 陰性率 はTH 4.2%. KM 

0%に 比 し高率で あつた.

第5章　 総括お よび 考按

化 学療法剤の 長期連 用 によ り病原 微生物 に耐性 を

有 す るよ うにな り,こ れ に伴つ てその臨床的治療効

果 に重大な支障を きたす ことは明白な事実で ある.

従つ て疾患 の治療 に際 してその治療効 果を挙 げるた

め には,第 一に耐性を 生ぜ しめ る前 に疾患 を治癒せ

しめ ることが先決で あ り,第 二 に長期 にわた る治療

に際 して は耐性を生ぜ しめない ように薬剤 を合理的

に投与 する ことであ る.殊 に結 核症 のご とき慢性疾

患で は耐性 菌の生 じな い うちに菌陰性 化をみ るよう

工夫 し初 回治療でで き る限 り菌陰性化 を計 ることが

もつ と も重要であ る.し か しなが ら慢性疾 患の治療

に際 してはかか る考慮 に も拘 らず薬剤 耐性 は必然的

に起つて くる場合 も決 して少 くな く,か か る薬剤耐

性患者 には従 来の薬剤 に代 るべ き強力 且つ感受性の

高い化学療法 剤ま たは交 叉耐性 のな い新 化学 療法剤

の出現が望 まれ るわ けで あ る.結 核症 に お いて も

1944年SMの 発 見後PAS, INHと つづ いてす ぐれ

た抗結核剤が 発見 され,そ の合理的投与方 法 も種々

検 討 され,結 核治療に一大革 を きた したが,一 方 不

徹定 な治療や,長 期にわ たつ て化学 療法が施 行 され

高度 の耐性を獲得 しそれ らが無 効 となつ た陳旧性 難

治性 ない し重症結核,あ るい はprimary drug resi

stanceの ある患者等 これ ら 化 学療法 剤に 耐性 を も

つ患者 が年 々増加 の一途を たど りつつ あることは結

核治療 にたづ さわ る臨床家 にとつて もつ と も厄介 な

問題で あ る.こ れ らいわゆ る一 次抗結核剤 に次いで, 

TB1, PZA, CS, KM, VM, TH, Sulfa剤, Etha

mbutol等 あいついで新抗結 核 剤 が発 見 され,臨 床

的に も広 く用い られつつ あるが,こ れ らの うち,な

かんづ く, CS, KM, THは その試験管 内抗 菌およ

び臨床 的応 用に おいてす ぐれ た効果を示す ことが多

くの報告 によつて漸 く明 らか となつて きて お り,殊

にSM, PAS, INH等 の一次 抗結核剤 に よ る治療
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に失敗 した症例に対 して 著 しい効果を示す薬 剤 とし

て脚光 をあびつつ あるこ とは喜ば しい こと とい うべ

きで ある.

Wiedermann116)は 新抗結核剤 の治療 効果 判定規

準 において, “KMは 中等 度の 抗結 核活 性 を有 す る

が耐容性は低 く, KMの 効果 はSMの1/2,毒 性 は

SMの2倍 であ り, CSは 動 物実 験 でKMに 匹 敵す

る効果 を示 し,臨 床成績 も好 ま しい有用 な薬 剤であ

り, THは 抗結核活性 は実験 的にINHとSMの 中間

に位 し,臨 床的 にはINH, SM, PAS静 注, CSに

劣 り, PAS経 口, PZAに 勝 る効果を示す” と述 べ

ている.

私 はhost-parasite-drug relationshipに 立 つて一

次抗結 核剤高耐性結核菌 接種マ ウスを用 いて,一 次

抗結 核剤中 もつ と も抗菌 力の強 いINH治 療 と比 較

しなが ら, KM, CS, THの 単独投与実験 を行ない,

夫々の治療効果を比較検 討 し,あ わせ て臨床 的立場

よ り,耐 性 肺結核患者 に対 す るこれ ら薬剤 の単独投

与によつて もたらされ る菌陰性化につ いて観 察 した.

さて,前 編で述べ たごと くKMは1957年 梅沢 ら

112)によつて発見 され試験管内 抗 菌力 において もま

た広範 な臨 床的研究に おいて もSMに 匹敵 す る効果

が確認 され,し か も大部分 の抗 結核剤 に交叉 耐性 を

示 さない事実 が明 らか にされ た.柳 沢 ら55)もKMの

抗菌力 につ いて試験管内実験 を行なっ た結果, KM

のin vitroに お ける作 用はDihydrostreptomycin 

(DHSM)よ り幾分 劣 るが著明な結核菌発 育阻止作

用の あるこ と,同 時に, SMやPASに 対す る耐性

菌 も感性菌 同様 に発育を阻止 す ることを明 らかに し

た.発 育阻止 の最低濃度 は,用 いた培地の種類 に よ

つて多少異 なるがSMに 比 し略々1/2の 効果 に相 当

す ると推察 され た.ま たSteenkenら109)もSM, 

PAS, INH, CS, Streptovaricinの 各薬剤 に耐性 で

あ る菌 もKM 2.5γに感性 であつ たと報告 してい る.

Hauckら78)もSM, PAS, INHに 耐性の結核菌 も

試験 管内でKMに 感 性で あつ た とい う.次 に動 物

実験 において は,柳 沢 ら55)120)は人 型菌H2あ るいは

牛型 菌Ravenel株 接種 マウス お よび モル モ ッ トを

用いてKMはSMに 匹敵す るほ どの治 療効 果を示

す ことを知つ た.耐 性結 核に対 す る動物実験 につ い

ては柳 沢 ら23)56)81)119)はモル モ ッ トを用 いH2 R-SM 

(SM 1,000γ耐性 菌), 386R-INH (INH 100γ耐性菌), 

H37Rv・R-PAS (PAS 50γ耐性 菌)を 接 種 しKM 

10mg皮 下注射 によ りいづ れ も同 程度 の 著 しい治療

効果を み,且 つSM, PAS, INH, KMの 各薬剤 間

に交叉 耐性の ないこ とを明 らか に した.私 も前篇 に

おいて述べ たご と く,モ ル モ ッ トを 用い, H37RV

感 性菌,同SM 10γ お よび100γ 耐性 菌,同PAS 

10γ および100γ 耐性菌,同1γ および10γ 耐 性 菌

を接種 し, KM 10mgに よ る皮下注射 治療に よ りい

づれの菌株 に も著 しい効 果をみ,特 にSM耐 性菌 に

対 して は感性菌 に対 す る効果 に匹敵すべ き成績 をえ

た.

しか るに一方耐性結核菌 接種 マウスに対す るKM

治療に関す る報告 はみ られない.私 はTHと の効果

を比較 す ることと,他 の二次抗結核剤 との併用療法

の効果 を比較検討す ることを前提 と して敢てKMの

少 量投 与を行つた ため,両 薬剤 ともいづ れ も1mgづ

つ によ る投与を行 なつたわ けで あるが,耐 性結核菌

接 種マ ウスに対 してKM 1mg投 与で は,実 験 に示

したご と く,い づ れの耐性菌株 に対 して も,同 程 度

に肺,肝 お よび脾等 の臓器病変 の改 善は著 しくな く,

脾重量 も増加 し,臓 器結核菌定量 培養で も多 くの コ

ロニーの発生 をみた.ま た感性菌 群 と各耐性菌 群間

に も病変の差 は認 め られなかつ た.即 ち,マ ウスに

対 しKM 1mgで はみ るべ き治療 効果を挙 げ ること

がで きなかつ た.上 記の諸報告 か らして マウス耐性

結 核症 に対す るKMの 単独 療 法 で は2mgな い し

4mgの 投与 量が必要 であ ると考 え られ る.

KMの 治 療効果に対す る臨 床的研究 は北 本 ら28)堂

野前 ら2)の詳細 な報告を始 め として 多 くの報 告が あ

り, SMに 代 るもの として種 々の他抗結核剤 との併

用 療法に よる治療効 果が検討 され, SM 1g週2回 法

とKM 2g週2回 法は匹敵す る効果 があ る と述べて

い るが, KM単 独 療法 を行 な つ た 報 告 は 少 く, 

Wrightら118)は1例 のmoderately advanced case

と11例 のfar advanced casesに 対 し8例 の単独 療

法, 3例 のKM, PAS, INH併 用, 1例 のKM, 

PZA, INH療 法 を試 み菌の 陰性 化 し た例 は僅 か1

例 であつた と報 じ, Brouetら64)は 新鮮病変19例,

陳旧病変5例 計24例 にKM単 独使用 を 行な い菌 陰

性化 は9/22で あつ た と述べて い る.ま たFossati76)

は過 去にSM, PAS, INHの3者 併用を施行 してい

た15例 にKM単 独 療法を試みKM使 用前 菌 陽 性で

あつた12例 中陰性化 した もの4例(33%)で あ り,

 KMは と くに新 しい病巣 およびSM耐 性 菌, INH耐

性菌 に効果が あ ると報告 してい る.私 の 観 察 し た

KM単 独投与 の対 象 となつ た症 例は レ線学 的 に学研

分類 に よるC型 およびF型,即 ち難治性 の陳 旧性 で

しか も広範な肺病変 を有 し,し か も全 ての一次抗結
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核剤 に耐性を もつ症例 であ り,そ の菌陰性 化は,塗

抹で はC型 で6例 中3例(50%), F型 では11例 中

1例 も陰性化 は認 め られず,培 養 においてはC型,

 F型 ともに陰性例 は認め られなかつ た.こ の ことは

難 治性で しか も多重耐性の あ る肺結 核患者 に対す る

KM単 独療法 はほとん ど無効で あ ることを示 して い

る.

CSは1954年 に発見 され, 1955年Welchら115)お

よびCummingsら69)に よつて実験 的に, Epateia

ら73)によつて臨床 的 に結核菌阻止 作用の あ る こと

が示 され,試 験管 内実験 においてその作用 は静菌的

で あつて,殺 菌 作用はほ とん どない ことがBarclsy

ら59) Hudgingsら80) Rozenttiら105)に よつて報 告

された.ま たBarclayら59)海 老 名 ら6)はH37RV株

SM, PAS, INH耐 性菌に 対 し て も感 性菌 同様に

有効で あ ることを明 らか に した.

CSに 関す る動 物実験 で はPatnodeら102)はH37

RV接 種 モル モ ッ トにCS 37.5, 75.0, 150mg/kg/day

投与 しINH 37.5mg/kg/dayと 比較 し た結果, CS

は モルモ ッ トの実験的結 核症 に対 して あま り効 果が

な く,大 量投与 において幾分 治療効果が み られ,ま

た肉眼 的所見はINHに 比べ れば ほと ん ど 問題 とな

らな いが,組 織学的所見 は投 与量の多い ほ ど治癒の

像を示 し,一 方,脾 の培 養で は対照群 とほとん ど同

様に多数 の菌を証明 したと述べ てい る.ま たWoli

nskyら108)117)は 毎 日200～270mg/kgで 無効 で あつ

た と述べ てい るが, Karlson83)はH37RV株 を感染

せ しめ た治療実験 で100mgお よび200mg投 与 で効

果 を示 したと報告 してい る.一 方Steenkenら108)は

H37RV接 種G57黒 廿 日鼠 に40mg/kgお よ び200

mg/kg投 与 したが効果はみ られず,古 田8),五 味 ら

10)も同様 マ ウス実験 的結 核症に対す るCS治 療 は無

効で であつ たと報告 してい る.私 の行なつ た高耐 性

結核菌接種 マ ウスを用 いて の実 験 にお いて も, CS

175mg/kg/dayと 大 量投 与に もかか わ らず,感 性菌

におけると同様,肉 眼 的に も,組 織学 的に も病変 の

改善 は認 め られず,臓 器定 量培養で も無数の コロニ

ーの発 生をみ,そ の治療 効果 は ほとんど認 められず

無効 に終つ た.か くの ごと くCSは 試験 管内効果 お

よび臨床効 果は認 め られ るのに動物実験 ではほ とん

ど無効 の ことが多 い.こ れにつ いてPatnodeら102)

は種々 の理 由が考 え られ るがin vitroで も基礎培地

にモルモ ッ ト血 清を加え ると,基 礎培地 だけあ るい

はそれに人血清を 添加 した場 合に比 べて菌発 育阻止

作用が低下 す るとい う興味あ る所見 を得た. in vivo

で効果 が少い原因 と して一つ はモルモ ッ ト血清 の不

活 性化物質 の存在 と,一 つはCS体 外排泄が速 いこ

とが推測 され た.ま た更 にCSはD-Alanineと 拮抗

作用 を示す ことが報告34)35)されてい る. Strominger

110)はStaphylococcus aureusを 用いて観察 し, CS

は細胞壁 物質の 中でD-alanineの 生成 と合成を さま

たげると述べてい る.而 して,更 に人 に は細胞壁

はな く,従 つて認 め られ るべ きア ミノ酸 分 割 中に

D-alanineを もつ てい ない.多 くの 哺乳 動物はD-

amino acidの 酸化 に必 要な 有 効 物質 で あ る, D-

alanineを 含ん でい るD-amino acid oxidaseを 酵

素学的 に保持 してい るとい うHoeprich79)の 報告 は

興味 あ る知見で ある.

CSの 臨床的研究 については多 くの報告 が なされ

てお りEpsteinら74)は 単独 療法において,新 鮮例

7例 全例 に,ま た既往の化学療 法剤に耐性 を獲得 し

た慢性陳 旧性 結核24例 中23例 に も有効で あつた と報

告 して いる.し か しLesterら88)は 重症結核でSM, 

PAS, INHに 耐性 を もつ10例 中菌陰性 は1例 にす

ぎず慢性肺結 核には期待で きない と述べて いる.一

方Koster87)は 既 往に多数の結 核剤 を使用 し無効 で

あつ た重症肺 結核で喀痰 中結 核菌が治療前 陽性 であ

つた50例 中20例 に陰性化 をみてい る.ま たKohler

86)もSM , PAS, INHに 耐性 のあ る慢性空 洞肺結

核症50例 にCS療 法を行 ない20例 に 菌陰性化 をみ て

いる.一 次抗結核剤 多重耐性肺 結核患者 につ いての

私 の観察ではC型15例 中,塗 抹 で11例(73.3%),

培養 で7例(46.7%)と 高率 に陰性 化を示 したが,

 F型 において は36例 中塗抹で5例(13.9%),培 養

で は4例(11.1%)が 陰性化 してい るにす ぎない.

即 ちC型 の要 素を もつ症例 に対 してはCS単 独投 与

はCS+INH等 他剤 との併用 に も匹敵 す べ き有 効

な薬 剤 と考 え られ ることがで きるが, F型 に対 して

はKM, THに 比 して よ り有効で あるにせ よその菌

陰性化率は顕 著でない.

1314 Thは1956年Libermannら90)に よつて合成

され, Ristら103)に よつて基礎 的 研究が 行なわれ,

その強力 な抗 結核作用 が明 らか にされ,更 にBrouet

ら62)63)は詳細 な臨 床的研究 を報告 した.

THの 試験管 内にお ける結 核菌発育 阻止 最小濃度

について は諸 家29)52)103)106)の報告が あるが,薬 剤耐

性菌 に対す る試験管 内抗菌 力につ いて堂野前 ら61)は

10%血 清Albumin加Dubos培 地を用 い,感 性菌

の発 育を阻 止す る5γ/mlの 濃度で 各種 薬 剤耐 性菌

の阻止 もみて いる.ま た戸 田 ら52)は10%牛 血清加
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Kirchaer培 地でH37RV耐 性菌 に対す る抗菌作 用を

検討 し,最 小 発育阻止濃度 は感 性菌1γ/ml, INH耐

性菌5γ/ml, SM耐 性 菌1γ/ml, PAS耐 性菌1γ/ml

であ り,こ れ らいづれの薬剤 に も交 叉耐性のな いこ

とを示 してい る.

動物実験に おいて はRistら103)はH37RV感 性菌感

染マ ウスに対す る治療 実験 で, TH 1日 量12mg/kg

投 与です ぐれ た抗菌力 を示 し,こ れ はINHのprot

ective doseの10倍 よ りや や多 く, SMのprotective 

doseよ りも8倍 も少 ない.ま た肺 か らの 生菌 分離

単位 数 もINHで み られたのと同程度に減少 した.

またモルモ ッ トでの実験 ではTH 10mg/kg/day投

与でSMの2倍, INHの1/10の 効力を示 した.堂

野前 ら3)5)も 強毒人 型結 核菌 黒 野 株感染 マ ウ スで

THはINHの 約10倍 量投与 に匹敵 する とい う.

耐性結核菌 に対 す る動 物 実 験で は 五味 らはINH

耐性H37RV株 感染 マウスに対 して経 口5mg/day,

皮下な らびに経 口2.5mg/dayの 投与 はINHの0.05

mg/day皮 下投与 よ りす ぐれ た 治療成 績 を認めてい

る.し か し月居 ら51)はINH 10γ耐 性 菌 感 染実 験 モ

ルモ ッ ト結核症 に対 してTH 10mg/kg単 独投 与で

ほとん ど効 果を認めな かつ た.私 の行なつ たSM, 

PAS, INH各 高耐性菌接種 マ ウ ス に 対 す るTH 

1mg/day投 与 はH37RV感 性菌に対 する と同程度 の

著 しい治療効果 を示 した.即 ち各菌 株群 とも肉眼 的

にわずか に病変 を認め るもの か ら全 く認め ない もの

まであ り,病 理組 織学 的検索で軽徴 な病 変を各臓器

にみ るのみで あ り,脾 重量増加 もな く,臓 器定量培

養 での発 生 コロニー数 も少い. INH耐 性菌 に対 する

INH治 療 は除外 してSM耐 性菌, PAS耐 性菌 に対す

るINH 0.1mg治 療 と,そ れ らに対す るTH 1mg治

療 とを比較 した場合 ほとん ど同程度の治療 効果を示

した.こ の成績 は前述 の諸 家の成績 と一致 す るもの

であ る.

THの 臨床効 果 に つ い て はBrouetら62)63)の 報告

を始め として 内外 に多数 の報告 がな されて いるが,

なかんづ く日本結 核化学療法研 究会(日 結研)に よ

るTHの 肺結核治 療成 績を紹介 した堂野前 ら3)4)5)の

報告 は詳細で ある.私 は一次抗結 核剤に多重耐性 を

もつ難 治性肺結核 患者 にTH単 独投 与を行ない菌 陰

性化 を観察 した.即 ちC型11例 中塗 抹で2例(18.2

%),培 養で1例(9.1%)の 菌陰性 化をみ たにす ぎ

ず, F型13例 中塗抹で3例(23.1%)の 陰性化をみ

たが,培 養では1例 も陰性 を示 さな かつた.か くの

ごと くTH単 独療法は菌陰性 化の面か らの観察のみ

で もほ とん ど効 果は認 め られな かつ た. Brouetら

62)63)も中等度進展12例 にTH単 独 投与を行 ない治療

前菌 陽性 であつ た11例 中5例 に3ヶ 月後菌陰性 化を

み,高 度進展2例 中1例 が陰性化 した.し か もこの

治療例の うち2例 は1ヶ 月後 に, 1例 は2ヶ 月後 に

薬 剤 に対 して感性 を失つた.こ の よ うにTHの 耐 性

は容易 に発現 するため単独療法 は行 な うべ きで ない

と述べてい る.更 にVeranら114)はTH単 独 投与11

例 とCSあ るいはPASと の併用投 与23例 の際 のTH

耐 性菌の出現状況 を追及 し陳旧例 にTHを 単独 投与

した場合 には2ヶ 月後 に菌 陽性例の33%, 4ヶ 月後

に同 じく80%, 5ヶ 月以 後には全例に耐性を示 し,

一方併用例 で も2ヶ 月後で23% , 4ヶ 月後 に75%, 

5ヶ 月以後 には全例に耐性を認 めてい るが,し か し

耐性例の全症 例に対す る比 は併 用群の方が はるかに

小で あるこ とよ り併 用の 効果 を認め てい る.ま た

Daddi72)は5ヶ 月 の単 独投与で菌陽性 例の30%に5

～50γの耐性を認 めた.私 たちの74例 におけ る調査

44)でも12ヶ 月で74例 中34例(45.9%)に25γ 以上 に

耐性 を示す ことよ り,臨 床的菌陰性 化率 と考え合 わ

せ単 独療法 は行 うべ きでな く併 用療 法を原則 とすべ

きで ある と思われ る.

第6章　 結 論

一次 抗結 核剤 耐性結 核患者の著 しい増加 とそ れに

対 しての二 次抗結核剤 の臨床的応用 が普遍的 となつ

た今 日,二 次抗結核剤 の うちもつ と も抗菌力が強 い

とい われてい るKM, CS, THに つ いてhost-parasite

drug relationshipの 立場 か ら一次抗結核剤 高耐性結

核菌 を尾静脈に接種感染せ しめ たマウスに上記薬剤

を投与 しその治療効果 をINH治 療 と 比較 検討 し,

合わせ て難 治性 肺結核患者 の喀痰につ いて各薬剤 に

よ る菌陰性 化率を観察 し次 の結 論を えた.

1) KM 1mg投 与 群におい て は, H37RV感 性菌,

同SM, PAS, INHの 各耐性菌 接種群 と もにいづれ

も概 して治療効果 はみ られず, INH 0.1mg投 与群 と

の比 較では問題 にな らない ほ ど劣つて いた.難 治性

多 重耐性肺結核患者 に対す るKM単 独療法で はC型

6例 中3例(50%)に 塗抹で 陰性化を みたのみで培

養で は陰性化 はみ られず,ま たF型 で は塗抹 培養 と

も1例 の陰性化 もみ られなかつ た.

2) CS 2.5mg投 与群で は上 記 各4種 菌株 群 とも

治療効果 はみ られ ず無処 置群 とほとん ど同程 度の病

変を示 した.難 治 性多 重耐 性肺結 核患 者に 対 す る

CS単 独療法 ではC型15例 中塗抹で11例(73.3%),
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培養で7例(46.7%)の 陰 性化をみ, F型 では36例

中5例(13.9%)に 塗抹で, 4例(11.1%)に 培養

で陰 性化 をみ た. CSはC型 に対 して は単独で も有

効で ある成 績を えた.

3) TH 1mg投 与群 ではいづれの菌株 群に対 して

も著 しい治療効果 をみ, INH 0.1mg投 与 に匹敵 する

治療 効果を示 した.難 治性耐性肺結 核患者 に対 する

TH単 独 療法ではC型11例 中塗抹で2例(18.2%).

培 養で1例(9.1%)に 菌陰性化 をみ, F型13例 中

3例(23.1%)に 塗抹 で菌陰性化を みたが培養で は

1例 の菌 陰性例 もみ られなかつ た. TH単 独投与 は

耐性 が容 易に生 じるので用 うべ きで ない と考え られ

る.
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Studies on Chemotherapy in the Antituberculous 

Drug-resistant Tuberculosis

Part II. Comperative Studies of the Effectiveness of Kanamycin, 

Cycloserine and Ethionamide Treatment

by

Koichi KAWANISHI

Department of Internal Medicine, Okayama University Medical School

(Director: Prof. Kiyoshi Hiraki)

Experimental tuberculosis in mice infected with cultures of the H37Rv strain 
exhibiting high degrees of resistance to SM, PAS and INH and subsequently treated 
with single administration of KM, CS and TH respectively was carried out, Also a 
clinical observation of reversal of infectiousness of the tubercle bacilli of the sputum 
of patients with chronic pulmonary tuberculosis by this treatment regime was 

performed.
Kanamycin treatment of 1mg per mouce scarcely showed the effectiveness to all 

of the resistant strains. Cycloserine treatment of 2.5mg per mouce did not show any 

improvement of the tuberculous lesions. It is assumed that many inactive factors to 
CS in mouse body take part in this uneffectiveness of CS, but especially the activity 
of D-alanine does, While, ethionamide treatment of 1mg per mouce revealed marked 

effectiveness to each resistant strain and it is noted that TH treatment of 1mg per 
mouce was as effective as INH treatment of 0.1mg per mouce.

In the clinical observation, single administration of KM, CS or TH revealed no 
remarkable effectiveness to the patients with triple resistant tubercle bacilli to SM, 
PAS anp INH. Especially this treatment regime to the patients with chronic far adv

anced, active pulmonary tuberculosis scarcely brought reversal of infectiousness. It 
may be concluded that the single administration of TH should not be done because 
of easy appearence of the resistance in short time.
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写 真6 100× 写 真7 100×

写 真8 400× 写 真9 400×

写 真 説 明

写 真1. 肺: 無 処 置 群

写 真2. 肺: INH 0.1mg治 療 群

写 真3. 肺: KM 1mg治 療 群

写 真4. 肺: CS 2.5mg治 療 群

写 真5. 肺: TH 1mg治 療 群

写 真6. 肝: 無 処 置 群

写 真7. 肺: TH 1mg治 療 群

写 真8. 脾: 無 処 置 群

写 真9. 脾: TH 1mg治 療 群


