
薬剤学，70（6），303－308（2010）

《研究室紹介》

薬物の体内動態と薬効・毒性発現メカニズムの解明を目指して

加藤善久＊Yoshihisa　K：ato
徳島文理大学香川薬学部薬物動態学講座

1．講座の立ち上げ

　徳島文理大学香川薬学部薬物動態学講座は，香川

薬学部創薬学科の開設（2004年4月）により，2006

年9月に教授・酔興隆嘉先生（2006年9月～2010

年1月）によって開講された．本学の歴史は古く，

2006年に学園創立110周遅を迎え，すでに徳島市

に薬学部（1972年開設）を有している．2006年に

は，香川薬学部に薬学科（6年制）と薬科学科（4年

制）が設置された．本学は日本で唯一2つの薬学部

を有する総合大学である．著者は尾熊先生の着任と

同時に，薬物動態学講座の助教授として迎えて頂き，

本年4月より教授に昇任した．著者は，静岡薬科大

学大学院薬学研究科（薬剤学教室，初代教授・元同

大学学長・村田敏郎先生）を修了後，同大学及び改

組した静岡県立大学薬学部薬剤学教室，第2代教授・

木村良平先生の下で，助手，講師として薬物代謝学

を学んだ。その後，静岡県立大学薬学部薬剤学教室

（現・薬物動態学分野）第3代教授・山田静雄先生

のご指導の下で，化学物質の毒性発現に関する研究

に従事し，2006年9月に香川薬学部薬物動態学講座

に赴任した．

　2006年9月赴任当初，教授：室を含め約250m2あ

る空き部屋はコンセント1つなく，尾熊先生ととも

に電気の配線，ガスや水道の配管から研究室の設計

を行い，実験台，ドラフトなどを設置した．さらに，

クリーンルーム及び恒温実験室を整備した．著者は

1987年静・岡薬科大学の改組に伴い，静岡県立大学在

職中に薬剤学教室の設計を行ったことが，この時

役立った．着任後，すぐに学生実習が組まれていた

ため，学生実習用器具・機器を揃え，学生実習を行

った．次に，研究用機器実験器具類を整備し，研

究室としての機能を徐々に整えた．当講座には，汎

用研究機器に加えて，倒立型蛍光顕微鏡　トリプル

四重極質量分析計を導入し，研究機器の充実を図っ

ている．

　学部の講義は，薬剤学1，薬剤学2，薬物動態学，

薬物動態学実習，事前学習（一部）の他，私立大学

特有のCBT対策講義，国家試験対策講義を担当し，

大学院の講義は薬物動態応用学を担当している．

　現在，当講座は，跡部一孝助教（徳島大学薬学部

薬物動態制御学講座（際田弘志教授）より2007年

4月に着任）と二人で運営している．昨年度までに，

当講座から4年制創薬学科卒業生18名，香川薬学

研究科博士前期課程修了生2名を輩出した．今年度

は，i薬学科の5年生5名，4年生5名，3年生4名

（写真）が在籍している．
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2．教　育　目　標

　昨年度までの当講座の卒業生は全て薬剤師国家試

験に合格した（病気1名を除く）．本学の使命は，

薬剤師を養成することである．すなわち，本学部薬

学科を卒業した者は，全て薬剤師免許を取得し，薬

学のプロフェッショナルとして，医療の現場で活躍

することが期待される．著者らの使命は，個体レベ

ルから分子レベル，遺伝子レベルに至る疾病の予防，

保健衛生，薬物治療に関する広範囲な専門的知識を

身につけ，それらを総合的に活用し，公衆衛生なら
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写真　2010年度香川薬学部薬物動態学講座のメンバー

びに医療活動を遂行できる薬剤師を育成すること，

また快適な地域医療環境の創造と整備を推し進め，

健康の維持，増進に役立つ高度な専門技術を身につ

けた薬剤師を養成することであると考えている．ま

た，研究マインドも養い，ファーマシスト・サイエ

ンティストとしての自覚を持った薬剤師を育ててい

きたいと考えている．

3．恩師の教えを追及して

　恩師である村田敏郎先生は，「研究は何をやっても

薬剤学だ」とおっしゃられていた．先生は，前任地

の熊本大学薬学部では衛生化学講座を主宰されてい

たこともあり，著者の修士論文のテーマは，「防虫剤，

パラジクロルベンゼンなどのクロルベンゼン類のメ

チルスルホン代謝物の薬物代謝酵素系に及ぼす影響

に関する研究」であった．助手に採用された後も，

この研究を続け，クロルベンゼン類のメチルスルホ

ン代謝物が，強力な肝薬物代謝酵素誘導効果を有す

ることを明らかにし，それらが母化合物の酵素誘導

に重要な役割を果たすことを報告した．当時，油症

研究をなさっておられた原口浩一博士（第一薬科大

学・現教授）は，著者らの論文をご覧になり，共同

研究を申し出てくれた．そして，polychlorinated

biphenyl（PCB）のメチルスルホン代謝物について

研究することになり，2，5一ジクロルフェニル骨格を

有するPCB同族体の3一メチルスルホン代謝物は母

化合物より数百倍～数千倍強力なCYP2B　1／2の酵素

誘導効果を示すことを明らかにした．次いで，PCB

同族体の酵素誘導効果はその代謝物が作用本体とな

って起こることに加え，メチルスルホン代謝物は，

胆汁中に排泄されたシステイン抱合体が腸内細菌

C・Slyaseにより代謝を受け，チオール体を経て，

メチルスルホン体となることを解明した．

　その後，著者はスウェーデンの：Karolinska　lnsti－

tute（Ulf　G．　Ahlborg教授）に客員研究員として13

ヶ月間留学し，有機塩素系化合物（2，3，7，8－tetrachlo－

rodibenzo一ρ一dioxin（TCDD）類）によって誘発され

る肝癌の分子生物学的機構に関する研究に従事し，

それらの細胞間コミュニケーション抑制メカニズム

を解明した．帰国後さらに研究を発展させ，PCB

のメチルスルホン代謝物は，母化合物より強力な肝

発癌プロモーターとして作用すること，また，血中

甲状腺ホルモン濃度を低下させ，甲状腺刺激ホルモ

ン濃度を上昇させる作用のあることを明らかにし，

血中サイロキシン（T4）濃度の低下と肝臓のT4－UDP一

グルクロン酸転移酵素（T4－UGT）の増加との間に

相関関係があることを明らかにした．恩師の教えを

追及して，生物薬剤学，衛生化学，内分泌学，毒性

学を融合させて研究を進めている．
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　3．1化学物質による血中T4濃度低下作用機構の

　　　解明：新規メカニズムの提唱

　当講座では，薬物の体内動態と薬効・毒性発現メ

カニズムの解明を主題に研究を進めている．特に，

化学物質及び医薬品の甲状腺ホルモン撹乱作用機構

の解明に向けた統合的研究に取り組んでいる．

　PCBは，多くの野生生物の組織のみならず，ヒト

の血液，母乳，肝臓，脂肪組織などにも見出され，

生体に対する影響が懸念されている．ラットでは，

すでに，PCB投与により血中T4濃度が低下するこ

とが報告され，油症患者とともに健常人においても

PCB曝露により甲状腺ホルモン（T4，3，5，3Lトリ湖

川ドサイロニン）の撹乱が引き起こされている可能

性が指摘されている．

　一般に，PCBによるラットでの血中T4濃度の低

下は，肝臓のUGTが誘導され，　T4のグルクロン酸

抱合化が促進し，胆汁排泄が高まることによるとテ

キストにも書かれている．しかし，PCBによる血中

T4濃度の低下と肝臓でのT4－UGT活性の増加には必

ずしも定量的関連性は見られないなど不明な点もあ

る．また，PCBの血中甲状腺ホルモンへの影響に関

する研究は，ほとんどラットを用いて行われたもの

であり，その低下作用における動物種差については，

ほとんど知られていない．

　そこで，著者らはPCB投与による血中T4濃度低

下の発現の機序やその機序の動物種：間の違いを明ら

かにする目的で検討を行っている．

　一般に，PCBによるラット血中T4濃度の低下の

主因として，T4のグルクロン酸抱合をはじめとする

T4の代謝系の促進が考えられている．そこで，　PCB

投与時のラットにおける血中T4濃度の低下に，肝

UGTの誘導（活性上昇）が関与しているか否かをよ

り明確にするために，Wistar系ラット及びGunnラ

ット（遺伝的にUGTIAサブファミリーを欠損した

Wistar系ラットの突然変異体）を用い，　Kane－

chlor－500（KC500，　PCB製品であるPCB混合物，

10mg／kg，1日1回10日間連続）投与後の血中T4

濃度の変動と，肝T4－UGTの発現量及びT4グルク

ロン酸抱合活性との関連性を追究した．血中総T4，

遊離T4濃度はKC500投与により両ラットで著しく

低下した．一・方，T4－UGT（UGTIA，　UGTIAI，

UGT　lA6）の発現量及びT4－UGT活性はWistar系

ラットで著しく増加したが，Gunnラットではこれ

ら発現量や活性には有意な変化は認められなかった．

　したがって，KC500投与時のGunnラットに見ら

れる血中T4濃度の低下は，肝T4－UGTの活性には

依存していないことが示された．このことは，Wistar

系ラットでのKC500投与による血中T4濃度の低下

もまた，少なくとも一・部T4－UGT非依存的な機序で

起こっている可能性を示唆している1）．

　そこで，KC500投与による血中T4濃度の低下機

序を明らかにするため，甲状腺への直接作用をはじ

め，甲状腺刺激ホルモンの作用，硫酸転移酵素や甲

状腺プロホルモン活性化酵素の誘導PCBのメチル

スルホン代謝物の作用などを検討した．しかし，

KC　500投与による血中T4濃度の低下機序を，単一

の要因で説明することは困難であった．

　そこで，T4の体内動態に注目して，　Wistar系ラ

ットあるいはGunnラットにKC500を投与した場

合の，［1251］T4のクリアランスをさらに調べた．

KCsOO投与により，両ラットにおいても，血中から

の［1251］T4のクリアランスは増し，分布容積（組織

移行性）も増加した．

　これらの結果から，KC500投与による血中T4濃

度の低下には，血中から組織へのT4の急速な移行が

関与していることが示唆された．そこで，血中から

消失した［1251］T4がどのような組織に移行したかを

明らかにするために，KC500投与後の，［1251］T4の

組織分布を調べた．まず，各対照（KC500未処理）

動物に［1251］T4を投与し，その組織分布を測定し

た．その結果，分布量は肝臓で特に高いことが判明

した．また，KC　500投与により，両ラットにおいて

も，特に肝の分布量が顕著に増加することが明らか

になった．

　したがって，PCBによるラットの血中T4濃度の

低下は，従来考えられている肝T4－UGTの活性の増

加より，むしろ血中T4の肝臓への移行量の増加が大

きく関わっていることを明らかにし，新規メカニズ

ムとして提唱した1）．血中T4の肝臓への移行の機序

について，さらなる追究が必要である．

　3．2　水酸化PCBの場合

　妊婦の血中には，4－OH－2，2’，3，4’，5，5’，6－heptachlo－

robiphenyl（4－OH－CB187）が各PCB濃度と同程度

検出され，血中4－0世一CB　187濃度の高い妊婦は，そ

の濃度の低い妊婦と比較して，血中甲状腺ホルモン

濃度が低いことが報告されている．PCBの水酸化代
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冷物は血中T4の輸送タンパクであるトランスサイ

レチン（TTR）と親和性をもち，　T4と競合的に結合

することが報告されている．この競合的結合が血中

T4の標的器官への輸送を撹乱し，血中T4濃度を低

下させる可能性が考えられる．

　そこで，C57B：L／6系マウス，　DBA／2系マウス及

びTTR遺伝子欠損マウス（TTR一一／一）に4－OH－CB　187

（1mg／kg）を投与し，血中総T4及び遊離丁4濃度を

測定した．また，その時に［1251］T4を投与し，血中

［1251］T4とTTRあるいはアルブミンとの結合率の変

動を測定した．その結果，両野生型マウスに4－OH：一

CB187投与により，［1251］T4とTTRとの結合阻害

が起こり，［1251］T4とアルブミンとの結合率が増加

することが明らかになった．血中総：T4及び遊離T4

濃度は，C57BL／6系マウス及びDBA／2系マウスに

4－OH：一CB187を投与したとき，有意に低下した．一

方，TTR遺伝子欠損マウスに4－OH－CB187を投与

した場合には，それらの濃度は全く変化しなかった．

また，肝臓のT4－UGT活性は，いずれの場合にも変

化しなかった．さらに，血中からの［1251］T4のクリ

アランス及び分布容積［1251］T4の血液一肝臓間分配

係数（Kp値）及び肝臓単位重量当たりの［1251］T4

の分布量は，C57B：L／6系マウス及びDBA／2系マウ

スに4－OH－CB187投与により，顕著に増加すること

が明らかになった．

　したがって，4－OH：一CB187による血中T4濃度の

低下は，主に肝臓へのT4の蓄積の増加（血中丁4の

肝臓への移行）によって起こることが明らかになっ

た2）．さらに，肝臓へのT4の蓄積の増加は，血中

T4とTTRとの結合阻害によって起こることが示唆

された2）．

　3．3　動物種差：ヒト血中T4濃度の低下作用機構

　　　の解明を目指して

　PCBの血中甲状腺ホルモンの低下作用における動

物種差については，ほとんど研究されていない．ddY

系マウス，Syrian系ハムスター，　Wistar系ラット

あるいはHartley系モルモットに，KC500を投与し

た場合，いずれの動物でも血中総T4濃度の低下が見

られた．そこで，PCB投与による各動物の血中T4

濃度の低下機序の動物種差を明らかにするため，

KC　500投与時の各動物における血中T4濃度の低下

と，肝T4－UGT活性ならびに胆汁中へのT4のグル

クロン酸抱合体排泄量との関連性を調べた．モルモ

ットにKC500を投与すると，血中総丁4濃度は低下

し，肝丁4－UGTが誘導された．しかし，　T4のグルク

ロン酸抱合体の胆汁排泄量には有意な変化は見られ

なかった．KC500をマウス，ハムスター，ラットに

投与した場合にも，モルモットの場合と同様に，血

中丁4濃度は低下するものの，T4－UGTの誘導は，モ

ルモットの場合とは異なり，起こらなかった．この

ように，：KC500による血中T4濃度の低下を，単に

UGTの誘導やT4の胆汁排泄量で説明することはで

きなかった3）．

　一方，KC500投与により，いずれの動物において

も，血中からの［1251］T4のクリアランスは増加し，

分布容積も増加した．また，KC　500投与により，い

ずれの動物においても，［1251］T4の肝臓の分布量が

顕著に増加した．また，ラット及びモルモットでは，

KC500投与によりT4とTTRとの結合阻害が起こ

り，T4とアルブミンとの結合率が増加することが明

らかになった．一方，マウス及びハムスターでは

KC500を投与しても，　T4と血中タンパク（TTR，

アルブミン）との結合率にはほとんど変化は認めら

れなかった．

　したがって，ラットのみならず，マウス，ハムス

ター，モルモットにおいても，PCBによる血中T4

濃度の低下は，T4－UGTの誘導によるのではなく，

肝臓へのT4の蓄積の増加によって起こることが明ら

かになった3）．さらに，ラットとモルモットでの

KC500投与による血中T4濃度の低下には，　KC500

（PC：Bs）あるいはそれらの水酸化代謝物によるTTR

との結合が関与している可能性が考えられる3）．ヒ

トを含む多くの動物種のPCBによる血中甲状腺ホ

ルモン濃度の低下機構の解明はいまだ不十分であ

り，今後のさらなる研究が必要である．

　3．4　抗てんかん薬への応用

　PCBには209種の同族体が存在し，それらの薬物

代謝酵素誘導のタイプにより，TCDD様PCB，フ

ェノバルビタール（PB）様PCB及び混合型PCBに

分類される．そこで，異なるタイプのPCBによる

血中甲状腺ホルモン濃度低下作用機構を解明するた

めに，TCDD高感受性C57BI／6系マウス及びTCDD

低感受性DBA／2系マウスに，　non－ortho　PCBであ

る3，3’，4，4’，5－pentachlorobiphenyl（CB126，　TCDD

様PcB）あるいはdi－ortho　PCBである2，2’，4，4’，5，5’一

hexachlorobiphenyl（CB153，　PB様PCB）を投与
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し検討を行った．

　その結果，CB126によるマウス血中T4濃度の低

下は，T4－UGTの活性の増加と肝肥大による肝臓へ

のT4の蓄積の増加によって起こることが明らかにな

った4）．一方，CB153による血中T4濃度の低下は，

肝臓へのT4の蓄積の増加に加えて，　T4とT4のグル

クロン酸抱合体の胆汁排泄の促進によって起こるこ

とが明らかになった．

　小児を含むてんかん患者に抗てんかん薬（PBな

ど）を長期投与することにより，甲状腺ホルモン濃

度の低下が引き起こされ，治療上問題となっている．

PBによるラット血中T4濃度の低下は，肝臓のT4－

UGTの誘導によることが報告されている．しかし，

著者らは，PB投与による血中T4濃度の低下も，少

なくとも一部T，一UGT非依存的な機序で起こること

を報告した．現在，抗てんかん薬による血中丁4濃度

低下の発現メカニズムの解明，さらに，その副作用

の回避に向けた研究を進めている．

4．海綿由来の抗菌活性物質の探索及び感染症

　治療薬リード化合物の創製に関する研究

　海洋天然越中には，薬理活性を有する成分が数多

く存在し，それらを利用した創薬研究がさかんに行

われている．そのうち，海綿や海藻から抗菌活性を

有するフェノール性ハロゲン化合物が単離され，医

薬品素材開発の基盤となっている．最近の調査では，

海綿から抽出された成分の中には，脂溶性の高いハ

ロゲン化合物があり，それらは海洋微生物から産出

され，食物連鎖を通じて高等生物へ生物濃縮される

ことが報告されている．

　そこで，ビフェニル骨格（polybrominated　biphe－

nyl（PBB）など）やジフェニルエーテル骨格（poly－

brominated　diphenyl　ether（PBDE）など）を有す

る臭素系フェノール化合物が天然に存在すること，

これらは海綿などに共生している微生物による二次

代謝産物であることに着目し，それらの化合物群か

ら抗菌活性物質を単離し，新規抗菌薬及び感染症治

療薬の開発に応用する目的で本研究を行っている．

　著者らは，海綿などの海洋天然物師のhydroxy

（OH）一PBDE及びmethoxy（MeO）一PBDEを分画す

ることなく一斉に高感度で定量することのできる

atmospheric　pressure　chemical　ionization　（APCI）　一

：LC∠MS∠MSによる分析法を開発した5）．この分析法

では，目的物質のQ1とQ3の組合せから測定する

multiple　reaction　monitoringモードを用いて，　Q1

をプリカーサーイオン（［M－Br＋0］一あるいは

［M－H：］一）のm／2に，Q3をプロダクトイオン（Br’

など）のm々に設定し，高選択的に，同時に多数の

OH－PBDEs及びMeO－PBDEsを，　GCIMSと同程

度の感度で測定することが可能となった5）．この方

法を用いて，サメの肝臓から，2’一〇H：一BDE68，

2’一MeO－BDE68，6－0且一BDE47，2，2’一diOH－BB80

及び2，2’一diMeO－BB80を検出した5）．さらに，海綿

に含まれるPBDE関連化合物の解析を行った結果，

十数種の新規化合物を見出した．

　本研究により，当講座の修士課程の岡田将平君は，

2009年度日本薬学会中国四国支部学生奨励賞をい

ただいた．本学大学院第一期生の発表が，評価いた

だけたことは大きな喜びである．現在，共同研究に

より，新規化合物の抗菌活性の評価も進めている．

今後，さらなる抗菌活性物質の探索が期待される．

5．今後の研究について

　現在，主として薬物の体内動態と薬効・毒性発現

メカニズムを科学的な根拠に基づいて明らかにする

研究に取り組んでいる．有効性と安全性を兼ね備え

た医薬品の創薬研究，最適な薬物療法の構築に関す

る研究も推進していきたいと考えている．跡部助教

は，癌の克服を目指した抗癌剤封入リボソームに関

するDDS研究をはじめた．生物薬剤学は，薬物の

生体内動態を研究対象としており，創薬，薬効・毒

性発現メカニズムの解明，副作用の回避において，

生物薬剤学を応用し，ヒトの健康に役立つ研究を推

し進めていきたいと考えている．

6．おわりに

　薬学教育6年制，定員割れ，学生の学力低下など，

本学を含む薬系大学を取り巻く環境はこれまで以上

に厳しい．この状況下で，「薬学部出身者のアイデン

ティティ」が問われている．薬学は，学んだ知識と

技術が社会で役立つ“応用を旨とする科学”である

ため，最適な医療の実現に貢献できる薬のスペシャ

リスト，医薬品研究開発のプロフェッショナルの育

成が大学に課せられている．質の高い薬剤師教育を

行うため，「アイデンティティ」の確立のため，学習

者主体の教育，統合型教育，知識教育に加え技能・
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態度教育，長期実務実習などの参加型教育はもちろ

んであるが，実験を主体とした研究による教育を疎

かにしてはならない．今後，どのように研究室とし

ての機能を果たし，生産性のある研究活動を続けて

いくか，大きな課題である．

　当講座のホームページは，http：〃kp．bunri－u．ac．j　p／

kph17／index．htmlです．是非，ご覧下さい．

　教授として講座を預かる立場になった節目の時期

に，執筆の機会をいただきました本学薬学部長製剤

学講座教授・牧野悠治先生に深謝します．
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