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Abstract The in vitro rnetabolisln Of 2,3',4,4',5-pentachlorObiphenyl(pentaCB)(CBl18)was

studied using liver lrlicrosomes of guinea pigs and the effect of cytochrome P450 inducers,

phenobarbital(PB)and 3-Inethylcholanthrene(LttC)on cBl18 1rletaboHsrn was also c01mpared.

After 30■ lin― incubation at 37° C with liver lnicrosomes Of guinea pigs,CBl18 was hydroxylated
to two metabolites(M land M 2)with retention times of 15。 84 min and 20.01 minin GC/ECD,
respectively. GC/Ⅳ IS showed that the rnethylated derivative of a lrlajOr metabolite n/1-2 had the

molecular weight of 354 and an intense fragment ion of[R/1+-50]which is a characteristic ion for

PCBs possessing a lnethoxy― grOup at the 2(2')一 or the 6(6')一position.By cOmparison of the
mass fragrnentation and the retention tirnes in GC/Ⅳ IS with the synthetic authentic compounds,
R/1-2 was identified as 2-hydroxy-3,3',4,4',5-pentaCB(CB126).On the Other hand,the lnethylat¨

ed derivative of a nlinor metabolite WI-l had the molecular weight of 320 and the silnilar

fragment ion of[M十 _50]to the methylated M-2,assuming that M-l was a dechlorinated

monohydroxy―tetrachlorObiphenyl(tetracB)possessing hydroxy―group at the 2(2')一  or the 6
(6')一 position. HOwever, the precise structure of M-l cOuld not be deterrrlined because its

retention tilne in GC was in disagreement with that Of the candidate 6-hydrOxy-3,3',4,4'一 tetraCB.
PB一treatrnent increased the formatiOn of R江 -l and L任 -2 to 2.2- and 6.8-fold Of untreated

anilrlals,whereas LttC― treatrnent increased only Wl-2 to 2.6-fold of untreated ones.Addition of

antiserum against a PB― inducible guinea pig cytOchrome P450,CYP2B18,completely inhibited
the formation of〕 /1-2. 1「hese results suggest that CBl18 is principaHy rnetabolized by CYP2B18

to 2-hydroxy― CB126 which is fOrmed via a 2,3-epoxide intermediate and the subsequent NIH―

shift of a chlorine at the 2-position to the 3-position in guinea pig liver.

は  じ  ダ) に

2,3',4,4',5-Pentach10robiphenyl(pentaCB)

(CB l18)はカネミ油症の原因物質であるPCB製
品 (Kanechlor 400)の 主要な成分の 1つ である2o

とともに,油症患者血液中の PCB成分のうちで,

健常者よりも濃度が低い PCB異性体 として知 ら

れている20。 PcBを含むダイオキシン類の毒性の

強さを表す指標 として毒性評価係数 (TEF)が あ

るが, CBl18に 文寸して は, 2,3,7,8-tetrachlor¨

odibenzoψ diOXinを 1.0と した場合,0.00001

の強さを有するとされている3o.

PCB異性体は毒性の 1つ として,肝チ トクロム

P450(P450)を 中心 とした肝薬物代謝酵素に対す

る強い誘導能を有しており,その誘導様式の違い

から,phenObarbital(PB)型 ,3-Inethylcholanth¨

¥(122¥)
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Metabolism　of　2，　3’，　4，　4’，　5－Pentachlorobiphenyl　by　Guinea　Pig　Microsomes

　　　　　　Chiho　OHTA　i），　Koichi　HARAGucHi2），　Yoshihisa　KATo3）　and　N　obuyuki　KoGA　i）

　　　　　　　　i）　Faculty　of　Arutntional　Sciences，　Nafeam，ura　Gakuen　Un　iversity，　5－7－Z，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Befu，ノ∂hnan一ん％，．　F初々π01初814－0198

　　　　　　　　　　　2）　Daiichi　College　of　Pharmaceutical　Sciences，　22－1　Tamagawa－cho，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Minami－leu，　Fukuoka，　815－8511

S一）　School　of　Pharmaceutical　Scien　ces，　Un　iversity　of　Shdeuoka，　52－1，　Yada，　Shde，uoka　422－8526

Abstract　The　in　vitro　metabolism　of　2，3’，4，4’，5－pentachlorobiphenyl　（pentaCB）　（CBI18）　was

’＄tudied　using　liver　micros／omes　of　・guinea　pigs　and　the　effect　・ef　cytochrome　P450　inducer＄，，

phenobarbital　（PB）　and　3－methylchelanthrene　／（MC）　／on　’CBI18　metabolism　was　also　compared．

After　30　min－incubation　at　37℃with　liver　microsomes　of　gufnea　pigs，　CBユ18　was　hydroxylated

to　two　metabolites　（M－1　and　M－2＞　with　retention　times　of　15．84　min　and　20．01　min　in　GC／ECD）

respectively．　GC／MS　showed　that　the　methylated　derivative　of　a　maj／or　metabolite　M“2　had　the

molecular　weight　of　354　and　an　intense　fragment　io／n　of　［M’一50］　which　is　a　characteristic　ion　for

PCBs　possessing　a　methoxy－group　at　the　2　（2’）一　or　the　6　（6’）一position．　By　comparison　of　the

mass　fra9血entation　and　the　retention　times　in　GC／MS　with　the．　synthetic　authentic　compounds，

M－2　was　identified　as　2－hydroxy－3，3’，4，4’，5－pentaCB　（CB126）．　On　the　other　hand，　the　methylat－

ed　derivative　of　a　minor　metabolite　M－1　had　the　molecular　weight　of　320　and　the　similar

fragment　ion　of　［M’一50］　to　the　methylated　M－2，　assuming　that　M’　一1　was　a　dechl　orinated

monohydroxy－tetrachlorobiphenyl　（tetr．　aCB）　possessi．ng　hydroxy－group　at　th．　e　2　（2’）一　or　the　6

（6’）一pos’ition．　However，　the　precise　structure　of　M－1　could　not　be　determined　because　it／s

retenti．　on　time　in　GC　was　in　disagreement　with　that　of　the　candidate　6－hydroxy－3，3’，4，4’一tetraCB．

PB－treatment　increased　the　formation　of　M－1　，a．nd　M－2　to　2．2一　and　6．8－fold　of　untreated

animals，　whereas　MC－treatment　increased　only　M－2　to　2．6－fold　of　untreated　ones，　Additi　on　of

antiserum　against　a　PB－inducible　guinea　pig　cytochrome　P450，，　CYP2B18，　completely　inhibited

the　formation　of　M－2．　These　results　suggest　／that　CBI18　is　principally　metabolized　by　CYP2B18

to　2－hydroxy－CB126　Which　is　forr　ed　via　a　2，3－epoxide　intermediate　and　the　subsequent　NIH－

shift　of　a　chlorine　at　the　2－po＄ition　to　the　3－position　in　guinea　pig　liver．

は　じ　め　に

　2，3’，4，4’，5－Pentachl　orobiphenyl　（pentaCB）

（CB　118）はカネミ油症の原因．物質であるPCB製

．品（Kanechlor　400）の主要な成分の1つである28）

とともに，油症患者血液中のPCB成分のうちで，

健常者よりも濃度が低いPCB異性体として知ら

れている23）．PICBを含むダイオキシン類の毒性の

強さを表す指標として毒性評価係数（TEF）があ

るが，CB118に対しては，2，3，7，8－tetrachi　or一

．odibenzo－ptdioxinを1．0とした場合，0．00001

の強さを有するとされている34）．

　PCB異性体は毒性の1つとして，肝チトクロム

P450（P450）を中心とした肝薬物代謝酵素に対す

る強い誘導能を有しており，その誘導様式の違い

から，phenobarbita1（PB）型，3－methylchQlanth一

（122）



rene(MC)型および混合型に分類されている 3υ
.

PB型1に は, mono― ortho― およてゞ di― orthO― PCB
が,ま た,MC型 には高毒性の coplanar PCBが

含まれる.CBl18は mono ortho― PCBであるが

coplanar PCBの 性 質 も有 す る こ とか ら,

2,3,3',4,4'一 pentaCB(CB105)と ともに混合型に

分類されている3つ
.

一方,PCB異性体のうち,2,4,5三塩素置換

PCB, ク刑えヤゴCBl18, 2,2',3,4,4',5'一 hexachlor¨

obiphenyl(hexaCB)(CB138), 2,2',4,4',5,5'一

hexaCB(CB 153), 2,2',3,4,4',5,5'一 heptachlor…

obiphenyl(heptaCB)(CB180)お よ び

2,2',3,4',5,5',6-heptaCB(CB187)は , 肝, 月旨几な

組織および血液などへの残留性が非常に高いこと

が知 られているり
"1lpO.ま

た,最近,ヒ ト血液中に

お い て, 4-水 酸 化 (OH)一CB187や 4-OH―

2,2',3,4',5,5'一 hexaCB(CB146)な どの, 特 に

PCBの 4位が水酸化された代謝物が高濃度で検

出されているり
"30。

さらに,こ れらのOH体は血

液中の甲状腺 ホルモ ン輸送 タンパ ク質である

transthyretinと 高い親和性を有 していることか

ら,結果的に血中甲状腺ホルモンの低下をもたら

すといわれるのつ.こ れらの事実は,PCBに よるヒ

トヘ の生体 影響 を明 らか にす るた め には,

2,4,5-三塩素置換 PCBの代謝研究が急務である

ことを示している.

モルモットはダイオキシン類などの毒性に対 し

て,最 も感受性の高い動物 として知 られている

が1つ,一方,PCBに 対する代謝活性 に関 して も

ラットとかなり異なっている。例えば,3,3',4,4'一

tetrachlorobiphenyl(tetraCB)(CB77)な どの

coplanar PCBに対する代謝台旨はラットに比べ
,

かな り低い221の に対 し,2,4,卜三塩素置換 PCB
に対する代謝能は逆にラットよりかなり高いの1の

.

当研究室では,高蓄積性 PCBの CB153や CB138

などの in宙 tro代謝を調べ,その結果,モルモッ

トではラットより数倍高い代謝活性を有すること,

NIH転位代謝物である2-OH体が主代謝物であ

ること,さ らに,こ れらの代謝にPB誘導性 P450

であるCYP2B18が 強 く関与することを報告 し

ため10.

しかしながら,2,4,5三塩素置換 PCBの 原型

ともいえる CBl18の 代謝に関する報告はほとん

どない.Haraguchiら 10は CBl18投与ラットの

モルモットによる CB l18代謝
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糞 中 に, 4種 類 の OH体, す な わ ち,4-OH―

2,3',4',5-tetraCB(CB70), 4-OH-2,3,3',4',5-

pentaCB(CB107), 4'OH-2,3',4,5,5'一 pentaCB

(CB120)お よび 5'-OH― CBl18と 2種類のメチル

チ オ (MeS)体,す な わ ち 5'一 お よ び 6'一MeS
―CBl18を検出した。 また,4-OH― CB107お よび

4'-OH一 CB120は特に血液中および肝,肺,腎など

の臓器に高濃度分布 していることも明らかにした.

さらに, f設近, Haraguchiら 12)は Kanechlor 500

投与のラット,ハムスターおよびモルモットにお

いて,代謝物の組織分布を比較 したところ,ラ ッ

トおよびハムスター血液中ではCBl18由来 と考

えられる4-OH― CB107が高濃度検出されたが,

モルモットではラットやハムスターとは全 く異な

り3 0H CBl18の みが検出された と報告 した.

これらの結果はCBl18の in vivo代謝において,

大きな動物種差があることを示しているが,われ

われがモルモット肝 を用 いて行った CB153や

CB138の in宙tro代謝で報告 した 2-OH体 につ

いて,CBl18では全 く検出されていない.そ こで

本研究では,こ の点を明らかにするため,モ ルモッ

ト肝 ミクロゾームを用いて CBl18の in vitro代

謝を調べた.ま た,代謝に関与するP450分子種を

明らかにするため,代表的な P450誘導剤 として

知 られているPBお よびMCで前処理 した動物

でも同様に検討した。

実 験 方 法

1。 実験材料

(1)CB l18の 合成

CB l18は Cadoganの方法ので合成 した。まず,

1,2-dichlorobenzene tお よ ιド2,4,5-trichlor‐

oanilineを tetrachloroethyleneで 溶解 し, さら

に亜硝酸イソペンチルを加えて,110° Cで 24時間

反応させた.反応物 はアル ミナカラム (100g,

Merck)お よび シ リカゲル 60カ ラム (65g,

Merck)で精製した後,不純物を除 くため,高速

液体 クロマ トグラフィー (HPLC)に 付 した.

HPLC条件 は次の通 りで あ る.カ ラム,ODS
(250× 20mm i.d.,5μ m,YMC);移 動 相 ,

acetonitrile;流 速,4m1/min;検 出波長,254

nm.CBl18の 純度を電子捕獲型検出器付ガスク

ロマ トグラフィー (GC/ECD)に より調べた結

果,最終的に99.0%以上であった.
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rene（MC）型および混合型に分類されている32）。

PB型には，　mono－ortho一およびdi－ortho－PCB

が，また，MC型には高毒性のcoplanar　PCBが

含まれる．CB118はmono－ortho－PCBであるが

coplanar　PCBの性質も有することから，

2，3，3’，4，4’一pentaCB（CB105）とともに混合型に

分類されている37）．

　一方，PCB異性体のうち，2，4，5一三塩素置換

PCB，例えばCB118，2，2’，3，4，4’，　5’一hexachlor－

obiphenyl　（hexaCB）　（CB138），　2，2’，4，4’，5，5L

hexaCB　（CB　153）　，　2　，　2’　，　3　，　4　，　4’　，　5　，　5’一heptachlor－

obipheny1（heptaCB）（CB180）および
2，2’，3，4’，5，5’，6－heptaCB（CB187）は，肝，脂肪

組織および血液などへの残留性が非常に高いこと

が知られている5）9）11）33）．また，最近，ヒト血液中に

おいて，4一水酸化（OH）一CB187や4－OH－

2，2’，3，4’，5，5’一hexaCB（CB146）などの，特に

PCBの4位が水酸化された代謝物が高濃度で検

出されている5）9）33）．さらに，これらのOH体は血

液中の甲状腺ホルモン輸送タンパク質である

transthyretinと高い親和性を有していることか

ら，結果的に血中甲状腺ホルモンの低下をもたら

すといわれる6）7）．これらの事実は，PCBによるヒ

トへの生体影響を明らかにするためには，

2，4，5一三塩素置換PCBの代謝研究が急務である

ことを示している．

　モルモットはダイオキシン類などの毒性に対し

て，最も感受性の高い動物として知られている

が17），一方，PCBに対する代謝活性に関しても

ラットとかなり異なっている．例えば，3，3’，4，4L

tetrachlorobipheny1（tetraCB）（CB77）などの

coplanar　PCBに対する代謝能はラットに比べ，

かなり低い22）のに対し，2，4，5一三塩素置換PCB

に対する代謝能は逆にラットよりかなり高い2）12）．

当研究室では，高蓄積性PCBのCB153やCB！38

などのin　vitro代謝を調べ，その結果，モルモッ

トではラットより数倍高い代謝活性を有すること，

NIH転位代謝物である2－OH体が主代謝物であ

ること，さらに，これらの代謝にPB誘導性P450

であるCYP2B18が強く関与することを報告し
た3）19）．

　しかしながら，2，4，5一三塩素置換PCBの原型

ともいえるICB118の代謝に関する報告はほとん

どない．Haraguchiら10）はCB118投与ラットの

糞中に，4種類のOH体，すなわち，4－OH－
2，3’，4’，5－tetraCB　（CB70），　4－OH－2，3，3’，4’，5－

pentaCB　（CBIO7）　，　4’一〇H－2　，　3’　，　4　，　5　，　5’一pentaCB

（CB120）および5LOH－CB118と2種類のメチル

チオ（MeS）体，すなわち5’一および6’一MeS

－CB118を検出した．また，4－OH－CB107および

4LOH－CB120は特に血液中および肝，肺，腎など

の臓器に高濃度分布していることも明らかにした．

さらに，最近，Haraguchiら12）はKanechlor　500

投与のラット，ハムスターおよびモルモットにお

いて，代謝物の組織分布を比較したところ，ラッ

トおよびハムスター血液中ではCB118由来と考

えられる4－OH－CB107が高濃度検出されたが，

モルモットではラットやハムスターとは全く異な

り3－OH－CB118のみが検出されたと報告した．

これらの結果はCB118のin　vivo代謝において，

大きな動物種差があることを示しているが，われ

われがモルモット肝を用いて行ったCB153や

CB138のin　vitro代謝で報告した2－OH体につ

いて，CB118では全く検出されていない．そこで

本研究では，この点を明らかにするため，モルモッ

ト肝ミクロゾームを用いてCB118のin　vitro代

謝を調べた．また，代謝に関与するP450分子種を

明らかにするため，代表的なP450誘導剤として

知られているPBおよびMCで前処理した動物

でも同様に検討した．

実　験　方　法

1．実験材料

　（1）CB　118の合成

　CB　118はCadoganの方法8）で合成した．まず，

1，2－dichlorobenzeneおよび2，4，5－trichlor・

oanilineをtetrachloroethylerleで溶：解し，さら

に亜硝酸イソペンチルを加えて，110℃で24時間

反応させた．反応物はアルミナカラム（100g，

Merck）およびシリカゲル60カラム（65　g，

Merck）で精製した後，不純物を除くため，高速

液体クuマトグラフィー（HPLC）に付した．

HPLC条件は次の通りである．カラム，　ODS

（250x20mm　i．d．，5μm，　YMC）；移動相，

acetonitrile；流速，4ml／min；検出波長，254

nm．　CB118の純度を電子捕獲型検出器付ガスク

ロマトグラフィー（GC／ECD）により調べた結

果，最終的に99．0％以上であった．

（123）
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CB l18:LttS(EI)m/z(relative intensity)

324(100)[M+],326(163)[M十 +2],328(99)

[M++4],330(32)[M十 +6],254(40)[M十 _cH3

Cl].

(2)代謝物の合成

2-OH―CB 126の合成 は, 3,4-dichloroaniline

と2,3,4-trichlorophen01を合成原料 として用い
,

Hutzingerら の方法
13)で

行った.反応後,シ リカ

ゲル 60カ ラム (65g,Merck)お よび HPLCで
精製した.なお,メ チル化は,アルカリ′

性条件下 ,

ジメチル硫 酸 の添加 によ り行った20。 _方
,

3-methoxy(MeO)一 CBl18お よ び 4-MeO―

2,3,3',4',5-pentaCB(CB107)の 合 成 は,

Cadoganの 方法0で 行った.合 成 原料 として

3,4-dichloroanilineと 2,3,6-trichloroaniline

を用い,こ れらをtetrachloroethyleneで 溶解 し,

さらに亜硝酸イソペンチルを加えて,110° Cで 24

時間反応させた.精製は上記 と全 く同様に,アル

ミナカラム (100g,Merck),シ リカゲル 60カ ラ

ム (65g,Merck)お よび HPLCで 行った.ま

た, 6可ⅥeO― CB77, 5」ⅥeO-2,3,3',4'一 tetraCB

(CB56)お よび 6-MeO一 CB56の合成は,3,4-dich‐

loroanilineと 3,4-dichlorophenolを 合成原料 と

して用い,Hutzingerら の方法 1の で行った。反応

後,シ リカゲル 60カ ラム (65g,Merck)お よび

HPLCで精製した.な お,メ チル化は,diazometh‐

aneに より衛
1っ

た.

2-OH一CB126:lH一NMR(500 MHz,chloro¨

form― グ)δ 7.52(lH,d,J=8.3 Hz,5'一 H¥),7.47

(lH, d, J=2.O Hz, 2'一 H), 7.28(lH, s,

6-H),7.22(lH,dd,J=8.3 Hz,2.O Hz,6'一

H), 3.95(3H, s, 4 MeO).

2-MeO一 CB126:MS(EI)m/z(relat市 e inten¨

sity)354(100)[M十 ],356(160)[M十 +2],358(109)

[M++4],360(38)[M++6],304(103)[M十
CH3Cl],284(26)[Mtt C12],241(35)[M+― COCH3
C12]・

3-MeO― CBl18:MS(EI)m/z(relative inten‐

sity)354(100)[M+],356(156)[M十 +2],358(93)

[M++4],360(35)[M++6],311(53)[M十
COCH3], 241(40)[M+― COCH3C12]o

4-MeO― CB107:MS(EI)m/z(relat市 e inten―

sity)354(100)[M十 ],356(120)[M++2],358(82)

[M十 +4],360(35)[M十 +6],339(48)[M十 _

ほか 3名

CH3],311(45)[Mtt COCH3],241(21)[M+―

COCH3C12]・ lH~NMR(500 MHz,chloroform―

グ)δ 7.52(lH,d,J=8.l Hz,5'一 H),7.47(1

H, d,J=2.2 Hz, 2'一 H), 7.28(lH, s,

6-H),7.22(lH,dd,J=8。 3 Hz,2.O Hz,6'一

H),3.95(3H,s,4 Mё O¥).

5 MeO一 CB 56:MS(EI)m/z(relat市 e inten¨

sity)320(100)[M+],322(127)[M++2],324(43)

[M++4],326(8)[M十 +6],277(14)[M十

COCH3], 207(16)[M+― COCH3C12]●

6-MeO― CB 56:MS(EI)m/z(relat市 e inten…

sity)320(100)[M十 ],322(132)[M++2],324(63)

[M++4],326(13)[M十 +6],270(103)[M+CH3

Cl],207(37)[M十 _cOcH3C12]・

6-MeO― CB 77:MS(EI)m/z(relat市 e inten‐

sity)320(100)[M+],322(132)[M十 +2],324(67)

[M++4],326(15)[M十 +6],270(120)[M十 _cH3

Cl],207(34)[M十 _cOcH3C12]・

2.薬 物投与

Hartley系雄性モルモット (体重約 300g)に ,

P450誘導剤としてPB(80 mg/kg/day)あ るい

はMC(20 mg/kg/day)を 3日間腹腔内に投与し

た.PBは生理食塩水に,MCは コーン油に溶解し

た.モ ルモット肝ミクロゾームは,PBお よびMC
の最終投与日の翌日に屠殺した後,肝を摘出し,

常法により調製した.

3.代謝物の分析

モルモット肝 ミクロゾームによるCBl18の代

謝は既報2oに 準 じて行った.す なわち,40 μM
CBl18,NADPH生成系(0.33 mM NADP,5mM
glucose-6-phosphate, glucose-6-phosphate de―

hydrogenase l.O unit),6 mM MgC12お よびモ

ルモット肝1ミ クロゾーム (l mg protein)を 100

mM HEPES緩衝液 (pH 7.4)と ともに合計 l ml

として,37° Cで 30 minイ ンキュベー ト後,代謝物

を chloroform― methanol(2:1)l mlと π―

hexane 3 mlでそれぞれ 3回ずつ抽出した.抽出

液は diazomethaneで メチル化後,GC/ECDに
付した。GC/ECDの 条件は次の通りである.分析

機器,ECD tt HP 5890 Series Ⅱガスクロマトグ

ラ フ (Hewlett― Packard製 );カ ラ ム, DB-1
fused silica capillary column ¥(30rn X O.25 rnm

(120
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　CB　118　：　MS　’（EI）　m／z　（relative　intensity）

324（100）．［M＋］，326（163）［M＋十2］，328（99）

［M＋十4］，　330（32）　［M＋十6］，　254〈40）　［M＋一CH，

Cl］．

　（2）代謝物の合成

　2－OH－CB　126の合成．は，3，4－dichloroaniline

と2，3，4－trichlorophenolを合成原料として用い，

Hutzingerら．の方法13）で行った．反応後，シリカ

ゲル60カラム（65g，　Merck）およびHPLCで

精製した．なお，メチル化は，アルカリ性条件下，

ジメチル硫酸の添加により行った24）．一方，

3－methoxy（MeO）一CB118および4－MeO－

2，3，3’，4’，5－pentaCB（CB107）の合成は，

Cadoganの方法8）で行った．合成原料として

3　，　4－dichloroanilineと2，3，6－trichloroaniline

を用い，これらをtetrachloroethyleneで溶解し，

さらに亜硝酸イソペンチルを加えて，110℃で24

時間反応させた．精製は上記と全く同様に，アル

ミナカラム（100g，　Merck），シリカゲル60カラ

ム（65g，　Merck）およびHPLCで行った．ま

た，6－MeO－CB77，5－MeO－2，3，．3’，4’一tetraCB

（CB56）および6－MeO－CB56の合成は，3，4－dich－

Ioroanilineと3，4－dichloropheno1を合成原料と

して用い，Hutzingerらの方法ls）で行った．反応

後，シリ．カゲル60カラム（65g，　Merck）および

HPLCで精製した．．なお，メチル化は，　diazometh・

aneにより行った．

　2－OH－CB126　：　iH－NMR　（500　MHz，　chloro－

form－d）67．52（IH，　d，　J＝8．3Hz，　5LH）．　7．47

（IH，　d，　J＝2，0Hz，　2’一H），　7．28　（IH，　s，

6－H），　7．22　（IH，　dd，　J＝8．3Hz，　2．OHz，　6’一

H），　3．95　（3H，　s，　4－MeO）．

　2－MeO－CB126　：　MS　（EI）　m／z　（relative　inten－

sity＞354（100）　［M＋］，　356（160）　［M＋十2］，　358（109）

［M＋十4ユ，360（38）［M＋十6］，304（103）［M＋一

CH，Cl］，　284（26）　［M＋一Cl，］，　241　（35）　［M＋一COCH，

Cl，］．

　3－MeOLCBI18　：　MS　（EI）　m／z　（relative　inten－

sity）354（100）　［M’］，　356（156）　［M．　’十2］，　358（93）

［M＋十4］，　360　（35＞　［M＋十6］，　311　（53）　［M＋一

COCH，］，　241　（40）　［M＋一COCH，Cl，］．

　4－MeO－CBIO7　：　MS　（EI）　m／z　（relative　inten－

sity）354（100）．［M＋］，356（120）［M＋十2］，358（82）

［M＋十4］，　360　（35）　［M＋十6］，　339　（48）　［M＋一

CH，］，　311　（45）　［M＋一COCH，］，　241　（21）　［M＋一

COCH3C12］．　iH－NMR（500　MHz，　chloroform－

d）　67．52　（IH，　d，　J＝8．IHz，　5LH），　7．47　（1

H，　d，　J＝2．2Hz，　2”一H），　7．28　（IH，　s，

6－H），　7．22　（IH，　dd，　J＝8．3Hz，　2．OHz，　6L

H），　3．95　（3H，　s，　4－MeO）．

　5－MeO一一CB　56　：　MS　（EI）　m／z　（relative　inten－

sity）320（100）　［M＋］，　322（127）　［M＋十2］，　324（43）

［M＋十4］，326（8）［M＋十6ユ，277（14）［M＋一

COCH，］，　207　（16）　［M＋一COCH，Cl，］．

　6－MeO－CB　56　：　MS　（EI）　m／z　（relative　inten・

sity）320（100）［M＋］，322（132）．［M＋十2］，324（63：）

［M＋十4］，　326（13）　［M＋十6］，　270（103）　［M＋一CH，

Cl］，　207　（37）　［M＋一COCH，Cl，］．

　6－MeO－CB　77　：　MS　（EI）　m／z　（relative　inten－

sity）320（100）［M＋］，322（132）［M＋十2］，324（67）

［M，　＋十4］，　326（15）　［M＋十6］，　270（120）　［M＋一CH，

Cl］，　207　（34）　［M＋一COCH，Cl，］．

2．薬物投与

　Hartley系雄性モルモット（体重約300　g）に，

P450誘導剤としてPB（80　mg／kg／day）．あるい

はMC（20　mg／kg／day）を3日間腹腔内に投与し

た．PBは生理食塩水．に，　MC．はコーン油に溶解し

た．モルモット肝ミクロゾームは，PBおよびMC

の最終投与日の翌日に屠殺した後，肝を摘出し，

常法により調製した．

3．代謝物の分析

　モルモット肝ミクvゾームによるCB118の代

謝は既報20）に準じて行った．すなわち，40μM

CB118，　NADPH生成系（0．33　mM　NADP，5mM

glucose－6－phosphate，　glucose－6－phosphate　de－

hydrogellase　1．O　unit），6mM　MgC12およびモ

ルモット肝ミクロゾーム（1mg　protein）を100

血MHEPES緩衝液（pH　7．4）とともに合計1ml

として，37℃で30minインキュベート後，代謝物

をchloroforrn－methanol（2：1）1　m1とn－

hexane　3　m1でそれぞれ3現ずつ抽出した．抽出

液はdiazQmethaneでメチル化後，　GC／ECDに

付した．GC／ECDの条件は次の通りである．分析

機器，ECD付HP　5890　Series　llガスクロマトグ

ラフ　（Hewlett－Packard製）；カラム，　DB－1

fused　silica　capillary　column　（30　m　×　O．25　mm
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i.d.,0.25 μm膜厚,J&W Scientific製);オ ー

ブン温度,220° C;注入口温度,250° C:検出器温

度,250° C;キ ャリアーガス,N2(l m1/min).

一方,代謝物の質量分析 (GC/MS)は質量分析

計付ガス クロマ トグラフ (Agilent 5973 inert

MSD,Agilent製 )を 用いて,EIモ ードで行っ

た。分析条件は次の通 りである.カ ラム,HP-5
fused silica capillary column (60m× 0.251nm

i.d。 ,0。 25 μm膜厚,Agilent製);オ ーブン温度,

70°C(1.5 min)-20°C/min-230° C(0.5 min)一

4°C/min-280°C(5 min):注入口温度,250° C:

検出器温度,230° C;キ ャリアーガス,He¥(l m1/

min¥).

lH一NMRス ペ ク トルの測定 は日本電子製の

JEOL GSX 500(500 MHz)を 用いて行った.試

料は,chloroform― グに溶解し,tetramethylsilane

を内部標準物質 として用いた.

4。 抗体阻害実験

モルモット肝 P450(CYP2B18)に 対する抗血清

を ウサ ギ で 調 製 した21).抗 血 清 を 100 mM

HEPES緩衝液 (pH 7.4)中 で,肝1ミ クロゾーム

とともに,室温で 30 min放置した。抗血清の添加

量は,50,100お よび 150 μlと した.次 に,CBl18

および MgC12を 添加後,NADPH生成系を加える

ことにより,イ ンキュベー トを開始した.代謝物

の分析は,上記の通 りである.

5。 その他

肝 ミクロゾームのタンパク質の定量は,Lowry
らの方法2つ に従い行った.なお,標準タンパク質

としてウシ血清アルブミンを用いた.

実 験 結 果

1.肝 ミクロゾ…ムによるCBl18の代謝

CBl18を ,未処理,PB前処理あるいはMC前
処理モルモットから調製した肝 ミクロゾームとと

もに,NADPH存 在下,37°C,30 minイ ンキュ

ベー トした.有機溶媒抽出物をメチル化後,GC/
ECDに供 した結果,いずれの肝 ミクロゾームに

よっても,未変化体 (保持時間 12.80 min)以外

に,代謝物 と思われる 2本のピークが保持時間

15.84 minお よび 20.01 minに 検出された (Fig.

1).こ れを以下,そ れぞれ Mlお よび M-2と す

モルモットによる CB l18代謝 235

る。PB前処理 ミクロゾームの場合,M-2が未処理

ミクロゾームの 6.8倍に著しく増加した.ま た,

Mlも 2.2倍に増加した.一方,MC前 処理 ミク

ロゾームの場合にも,M-2は未処理 ミクロゾーム

の 2.6倍 に増加 したが,M-1は逆に50%以下に

減少した。

2.代謝物の化学構造

両代謝物の化学構造を明らかにするために,PB

前処理 ミクロゾームを用いて 100倍量 ¥(100 ml¥)

でインキュベーションを行った後,代謝物を抽出

し,さ らにメチル化後,GC/MSに より,M-1お
よび M-2の分子量を調べた.そ の結果,M-1お よ

び M2は それぞれ分子量 320お よび 354を 有す

ることが明らかとなった (Table l).こ れらの結

果から,A/1-1は 塩素が 1個脱離した OH tetraCB

であること,一方,M-2は CBl18の OH体である

ことが明らかとなった.さ らに,両代謝物のメチ

ル誘導体のマススペクトルにおいて,いずれもフ

ラグメントイオン [M+50]が非常に多いことか

ら,ortho位すなわち 2(6)位 または 2'(6')位に

MeO基を有 していることが示唆された.こ れまで

の幸艮告
1)102の によると,ビ フェニル骨格の para位

すなわち 4(4')位にMeO基が置換されている場

合 にはフラグメン トイオ ン [M+-15]が , また

meta位すなわち 3(5)位あるいは 3'(5')位に

MeO基が置換されている場合にはフラグメント

イオン [M+43]が多 く検出されることが知 られ

てい る.そ こで,Mlお よび M-2が それぞれ

6-OH一CB 77と 2-OH―CB 126で あると予想 し,

これらを別途合成 した.そ の結果,主代謝物M―

2(メ チル化体)の GC保持時間 15.43 minは ,

2-MeO― CB126の それと完全に一致 した (Table

l).ま た,マスフラグメンテーションもほとんど

一致した.なお,合成標品 3 MeO― CB l18お よび

4-MeO― CB107は,GC保持時間がそれぞれ 15.45

minと 15.51 minで あり,ま た,マスフラグメン

テーションもM-2(メ チル化体)と 異なってい

た.次に,Ml(メ チル化体)について,合成標

品の 6-MeO― CB77と上ヒ較 した ところ,分子量お

よびマスフラグメンテーションはほぼ一致したが,

GC保持時間では 0.03 min遅 く検出され完全に

は一致しなかった.以上の結果から,M-2は 2位

の塩素が 3位 に NIH転位 をした 2-OH―CB 126

¥(125¥)
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i．d．，025μm膜状，　J＆WScientific製）；オー

ブン温度，220℃；注入口温度，250℃；検出器温

度，250℃；キャリアーガス，N2（1　m1／min）．

　一方，代謝物の質量分析（GC／MS）は質量分析

計付ガスクvマトグラフ（Agilent　5973　inert

MSD，　Agilent製）を用いて，　EIモードで行っ

た．分析条件は次の通りである．カラム，HP－5

fused　silica　capillary　column　（60　m　×　O．25　mrn

i．d．，0．25μm膜厚，　Agilent製）；オーブン温度，

700C　（1　．5　min）　一　20℃／min　一　2300C　（O　．5　min）　一

4℃／min－280℃（5　min）；注入ロ温度，250℃；

検出器温度，230℃；キャリアーガス，He（1　ml／

min）．

　iH－NMRスペクトルの測定は日本電子製の

JEOL　GSX－500（500　MHz）を用いて行った．試

料は，chloroform－dに溶解し，tetramethylsilane

を内部標準物質として用いた．

4．抗体阻害実験

　モルモット肝P450（CYP2B18）に対する抗血清

をウサギで調製したZl）．抗血清を100　mM

HEPES緩衝液（pH　7．4）中で，肝ミクロゾーム

とともに，室温で30min放置した．抗血清の添加

量は，50，100および150μ1とした．次に，CB118

およびMgC12を添加後，　NADPH〔生成系を加える

ことにより，インキュベートを開始した．代謝物

の分析は，上記の通りである．

5．その他

山ミク「ロゾームのタンパク質の定量は，Lowry

らの方法25）に従い行った．なお，標準タンパク質

としてウシ血清アルブミンを用いた．

実験結果
11．肝ミクロゾームによるCBI18の代謝

　CB118を，未処理，　PB前処理あるいはMC前

処理モルモットから調製した肝ミクロゾームとと

もに，NADP且存在下，37℃，30　minインキュ

ベートした．有機溶媒抽出物をメチル化後，GC／

ECDに供した結果，いずれの肝ミクロゾームに

よっても，未変化体（保持時間12．80min）以外

に，代謝物と思われる2本のピークが保持時間

15．84minおよび20．01　minに検出された（Fig．

1）．これを以下，それぞれM－1およびM－2とす

る．PB前処理ミクロゾームの場合，　M－2が未処理

ミクロゾームの6．8倍に著しく増加した．また，

M－1も2．2倍に増加した．一方，MC前処理ミク

ロゾームの場合にも，M－2は未処理ミクロゾーム

の2．6倍に増加したが，M－1は逆に50％以下に

減少した．

2．代謝物の化学構造

　両代謝物の化学構造を明らかにするために，PB

前処理ミクロゾームを用いて100倍量（100m1）

でインキュベーションを行った後，代謝物を抽出

し，さらにメチル化後，㏄／MSにより，　M－1お

よびM－2の分子量を調べた．その結果，M－1およ

びM－2はそれぞれ分子量320および354を有す

ることが明らかとなった（Table　1）．これらの結

果から，M－1は塩素が1個脱1離したOH－tetraCB

であること，一方，　M－2はCB118のOH体である

ことが明らかとなった．さらに，両代謝物のメチ

ル誘導体のマススペクトルにおいて，いずれもフ

ラグメントイオン［M＋一50］が非常に多いことか

ら，ortho位すなわち2（6）位または2’（6’）位に

MeO基を有していることが示唆された．これまで

の報告ユ）18）2e）1によると，ビフェニル骨格のpara位

すなわち4（4’）位にMeO基が置換されている場

合にはフラグメントイオン［M＋一15］が，また

meta位すなわち31（5）位あるいは3’（5’）1位に

MeO基が置換されている場合にはフラグメント

イオン［M＋一43］が多く検出されることが知られ

ている．そこで，M－1およびM－2がそれぞれ

6－OH－CB　77と2－OH：一CBI　126であると予想し，

これらを別途合成した．その結果，主代謝物M－

2（メチル化体）のGC保持時間15．43　minは，

2－MeO－CB126のそれと完全に一致した（Table

1）．また，マスフラグメンテーションもほとんど

一致したtなお，合成標品3－MeO－CB　118および

4－MeO－CB107は，　GC保持時間がそれぞれ15．45

minと15．51　minであり，また，マスフラグメン

テーションもM－2（メチル化体）と異なってい

た．次に，M－1（メチル化体）について，合成詔

旨の6－MeO－CB77と比較したところ，分子量お

よびマスフラグメンテーションはほぼ一致したが，

GC保持時間では0．03　min遅く検出され完全に

は一致しなかった．以上の結果から，M－2は2位

の塩素が3位にNIH転位をした2－OH－CB　126

（125）
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Fig. 1 Gas chromatograms of methylated derivatives of CB118 metabolites
formed by liver microsomes of untreated (A), PB-treated (B) and
MC-treated (C) guinea pigs.
Column for GC/ECD used was DB-l capillary column (30 m long).

であると推定されたものの,M-1についての正確

な化学構造は未定 となった.

3。 抗 CYP2B18抗血清による代謝阻害

モルモット肝 P450の CYP2B18は ,PB誘導性

P450と してだけでなく,未処理肝 ミクロゾームに

おいて主要な P450と しても知 られている1"3o。 そ

こで,CBl18代謝におけるCYP2B18の 寄与を明

らかにするために,こ の P450に対する抗血清を

用いて,主代謝物 M-2の生成阻害を試みた.な
お,肝 ミクロゾームは最 もM-2生成活性が高かっ

Table l  Mass spectral data and retention tirnes of

synthetic cornpounds in GC/ヽ IS

た PB前処理モルモット肝 ミクロゾームを用いた.

その結果,抗血清 150 μlの添加で,M-2の生成は

ほとんど完全に阻害された (Fig.2).こ れらの結

果から,モルモット肝におけるM-2の 生成には

CYP2B18が 強 く関与 していることが明 らか と

なった.

考     察

今回,CBl18のモルモット肝 ミクロゾームによ

るin宙 tro代謝を調べたところ, 2種類の代謝物

(M-1お よび M-2)が生成された.さ らに,GC/

methylated derivatives of two metabolites and six

B)PB― treated C)R/1C― treated

CBl18

Molecular
weight

Mass spectral data RetentionCompound
[M十 ] [M十

_15]  [M十 _43] [M*-bO] time min
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Fig．　1　Gas　chromatograms　of　methylated　derivatives　of　CBI18　metabolites

　　　　formed　by　liver　microsomes　of　untreated　（A），　PB－treated　（B）　and

　　　　MC－treated　（C）　guinea　pigs／．

　　　　Column　for　GC／ECD　used　was　DB．　一1　capillary　colum　（30　m　long）．

であると推定されたものの，M－1についての正確

な化学構造は未定となった．

3．抗CYP2B18抗血清による代謝阻害

　モルモット肝P450のCYP2B18は，I　PB誘導性

P450としてだけでなく，未処理肝ミクロゾーム．1に

おいて主要なP450としても知られている19）30）．そ

こで，CB118代謝におけるCYP2B18の寄与を明

らかにするために，このP450に対する抗血清を

用いて，主代謝物M－2の生成阻害を試みた．な

お，肝ミクロゾームは最もM－2生成活性が高かっ

たPB前処理モルモット肝ミクロゾームを用いた．

その結果，抗血清150μ1の添加で，M－2の生成は

ほとんど完全に阻害された（Fig．　2）．これらの結

果から，モルモット肝におけるM－2の生成には

CYP2B18が強く関与していることが明らかと

なった。

考 察

今回，CB118のモルモット肝ミクロゾームによ

るin　vitro代謝を調べたところ，2種類の代謝物

（M－1およびM－2）が生成された．さらに，GC／

Table　1 Mass　spectral　data　and　retention　times　of　methylated　derivatives　of　two　metabolites　and　six

syntheti・c　compounds　in　GC／MS

Compound
Molecular

　weight

Mass　spectral　data

［M＋］ ［M＋一15］ ［M＋一一43］ ［M＋一50］
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duplicate determinations.

CYP2B18

NADPH,02

MSに より,M-1は塩素が 1個脱離し,か つ ortho

位に水酸基が置換 された OH―tetraCBで あるこ

と,ま た M-2は 2-OH―CB126であることが明ら

か となった.こ れまでに,わ れわれはCB153や

CB138な どの 2,4,5三塩素置換 PCBの 代謝 を

モルモットで調べ,主代謝物 として NIH転位代

謝物の 2-OH体が生成 されることを報告 してい

るの2o。 今回の CBl18の場合 も,NIH転位代謝物

の 20H体 が主代謝物であった ことか ら,モ ル

モット肝 にお ける CB l18の 代謝 は,CB153や
CB138と 同様に,ま ず中間体 として 2,3 epoxide

の生成,さ らには 2位の塩素の 3位への NIH転
位を経て進行することが示唆された (Fig。 3¥).

前述 の ように,Haraguchiら は CB l18投 与

ラットにおいて,4-OH―CB107,4'-OH―CB120お

よび 3-OH一CBl18が生成されること, このうち

前 2者 は主に血液に局在することを報告 してい

る10.さ らに,Kanechlor 500を腹腔内投与した

モルモット血中では,30H― CBl18のみが局在し

ていることも報告した1幼.こ れらの代謝物のうち,

4-OH―CB107は , CBl18か らだけではな くCB
105か らも生成されること1010,ま た血中での半

減期が比較的長い主要な PCB代謝物の 1つであ

ることが明らかにされている202の
.さ らには,ヒ ト

0

Fig.2
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metabolic pathways of CBl18 in guinea pig liver.
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MSにより，M－1は塩素が1個脱離し，かつortho

位に水酸基が置換されたOH－tetraCBであるこ

と，またM－2は2－OH－CB126であることが明ら

かとなった．これまでに，われわれはCB153や

CB138などの2，4，5一三塩素置換PCBの代謝を

モルモットで調べ，主代謝物としてNIH転位代

謝物の2－OH：体が生成されることを報告してい

る2）20）．今回のCB118の場合も，　NIH転位代謝物

の2－OH体が主代謝物であったことから，モル

モット肝におけるICB　118の代謝は，　CB153や

CB138と同様に，まず中間体として2，3－epoxide

の生成，さらには2位の塩素の3位へのNIH転

位を経て進行することが示唆された（Fig．3）．

　前述のように，H：araguchiらはCB　118投与

ラットにおしいて，4一・OH－CB107，4’一〇H－CB120お

よび3－OH。CB118が生成されること，このうち

前2者は主に血液に局在することを報告してい

る10）．さらに，Kanechlor　500を腹腔内投与した

モルモット血中では，3－OH－CB118のみが局在し

ていることも報告した12）．これらの代謝物のうち，

4－OH－CB107は，　CB118からだけではなくCB

105からも生成されること1。）16），また血中での半

減期が比較的長い主要なPCB代謝物の1つであ

ることが明らかにされている26）2’9）．さらには，ヒト

　　　　Pl　cl
　　3
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Fig．　3　Postulated　metabolic　pathways　of　CBI18　in　guinea　pig　liver．
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太 田 千 穂

エス トログン硫酸転移酵素に対 し強い阻害活性を

有す る1つ ことや ラット胎児への神経毒性 を示

す2つ ことか らも,注 目されている.し かしなが

ら,今回モルモット肝iミ クロゾームを用いた in

宙tro代謝系では,4-OH― CB107お よび4'-OH一

CB120は全 く生成 されなかった.た だ,30H―
CBl18に ついてはlarge scale(100 ml)で 行った

ときに,痕跡程度検出されたにすぎなかった (デー

タ未掲載).こ のように,in宙tro代謝で生成され

た 2-OH体がなぜ in vivO代謝でみられなかった

のか現在不明であるが,代謝物の局在性が異なっ

ていることによるのか もしれない。すなわち,

20H体 はそのほとんどが血液以外の組織に分布

したり,糞中へと排泄されることによるのかもし

れない.今後,CBl18投与モルモットにおける代

謝物の生体内分布 と糞中への排泄を調べることが

必要であろう.

PCB代謝物 として,脱塩素化された OH体が

しば しば報 告 され て い る.Di ortho PCBの

CB 1382o,cB 1531卜 3)ぉ ょび 2,2',4,4',6,6'一 hex―

aCB(CB155)4)14), ま た tri― ortho― PCBの
CB18731)だ け で は な く,coplanar PCBの
CB773つ 30で もみられている.しかしながら,こ の

生成機構に関しては,P450に よる酸化反応に伴い

生成されるという事実を除き,ほ とんど不明のま

まである.本研究の CBl18代謝においても,同様

に脱塩素化された代謝物 M-1が生成された.マ ス

スペ ク トル よ り,ortho位 にOH基 が 入った

tetraCBで あることから,6-OH― CB77であろう

と予想された.そ こで,こ れを合成しMlと 比較

したが,期待に反 して GC保持時間が一致 しな

かった.以上のことから,M-1の正確な化学構造

については現在不明であるが,モルモット肝 ミク

ロゾームに存在する酵素系は,こ の酸化的脱塩素

化機構を検討するのに有益であろう.

CB153や CB138の代謝に関与する P450分子

種 と して,モ ル モット肝 で は PB誘 導 性 の

CYP2B18が 最 も重要であることが明らかになっ

ているのの2の が,抗 2B18抗血清を用いて CBl18の

代謝阻害を試みたところ,M2の 生成がほぼ完全

に阻害 された.こ の結果 か ら,CBl18を 含 め

2,4,5三塩素置換 PCBの代謝では,CYP2B18が

強 く関与していることが示唆された.一方,MC前
処理 ミクロゾームにより,M-2の生成が未処理 ミ

ほか 3名

クロゾームの約 2倍に増加 したが,こ の事実は

MC誘 導 性 の P450,特 に CYPlAlあ るい は

CYPlA2の関与を示唆している.しかしながら,

モルモット肝 において,こ れ らのMC誘導性

P450が PCB代謝に関与するか どうかは全 く報

告がなく,今後の研究課題である.

総     括

1.未処理,PBお よびMC前処理モルモット肝

ミクロゾームによるCBl18の代謝を調べた.そ の

結果,2種類の代謝物 (M-1お よび M2)力
'生

成

された.こ れらのうち,主代謝物のM2は 合成標

品との上ヒ較により,2-OH― CB126であることが明

らか となった.ま た,M-1は マススペク トルよ

り,ortho位置換OH― tetraCBで あることが明ら

かとなった.

2.CBl18代 謝に及ぼす P450誘導剤の影響 を

調べたところ,PB前処理によりMlは 未処理の

2.2倍,M2は 6.8倍に増加した.ま た,MC前処

理でもM-2は 2.6倍に増加 したが,M-1は 逆に

50%以下に減少した.

3.抗モルモットCYP2B18抗 血清を用いて,主

代謝物 M-2の代謝阻害を試みたところ,抗血清

150 μlの添加で,M-2の生成はほとんど完全に阻

害された.

以上の結果から,モルモットにおいて,CBl18
は主にCYP2B18に よって代謝され,中間体 とし

て 2,3 epoxideを 経由 した後,NIH転位 を経

て,主代謝物 2-OH―CB126へ と変換されること

が示唆された.
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エストロゲン硫酸転移酵素に対し強い阻害活性を

有する15）ことやラット胎児への神経毒性を示

す27）ことからも，注目されている．しかしなが

ら，今回モルモット肝ミクロゾームを用いたin

vitro代謝系では，4－OH－CB107および4’一〇H－

CB120は全く生成されなかった．ただ，3－OH－

CB118については1arge　scale（100　ml）で行った

ときに，痕跡程度検出されたにすぎなかった（デー

タ未掲載）．このように，in　vitro代謝で生成され

た2－OH体がなぜin　vivo代謝でみられなかった

のか現在不明であるが，代謝物の局在性が異なっ

ていることによるのかもしれない．すなわち，

2－OH体はそのほとんどが血液以外の組織に分布

したり，壷中へと排泄されることによるのかもし

れない．今後，CB118投与モルモットにおける代

謝物の生体内分布と糞中への排泄を調べることが

必要であろう．

　PCB代謝物として，脱塩素化されたOH体が

しばしば報告されている．Di－ortho－PCBの

CB　13820），　CB　153il’一3）および2，2’，4，4’，6，6’一hex－

aCB（CB155）4）14），またtri－ortho－PCBの

CB18731）だけではなく，　coplanar　PCBの

CB7735）36）でもみられている．しかしながら，この

生成機構に関しては，P450による酸化反応に伴い

生成されるという事実を除き，ほとんど不明のま

まである。本研究のCB118代謝においても，同様

に脱塩素化された代謝物M－1が生成された．マス

スペクトルより，ortho位にOH：基が入った

tetraCBであることから，6－OH－CB77であろう

と予想された．そこで，これを合成しM－1と比較

したが，期待に反してGC保持時論が一致しな

かった．以上のことから，M－1の正確な化学構造

については現在不明であるが，モルモット肝ミク

ロゾームに存在する酵素系は，この酸化的脱塩素

化機構を検討するのに有益であろう．

　CB153やCB138の代謝に関与するP450分子

種として，モルモット肝ではPB誘導性の

CYP2B18が最も重要であることが明らかになっ

ている2）3）20）が，抗2B18抗血清を用いてCB118の

代謝阻害を試みたところ，M－2の生成がほぼ完全

に阻害された．この結果から，CB118を含め

2，4，5一三塩素置換PCBの代謝では，　CYP2B18が

強く関与していることが示唆された．一方，MC前

処理ミクロゾームにより，M－2の生成が未処理ミ

クロゾームの約2倍に増加したが，この事実は

MC誘導性のP450，特にCYPIA1あるいは
CYPIA2の関与を示唆している．しかしながら，

モルモット肝において，これらのMC誘導性

P450がPCB代謝に関与するかどうかは全く報

告がなく，今後の研究課題である．

総 括

1．未処理，PBおよびMC前処理モルモット肝

ミクロゾームによるCB118の代謝を調べた．その

結果，2種類の代謝物（M－1およびM－2）が生成

された．これらのうち，主代謝物のM－2は合成標

品との比較により，2－OH－CB126であることが明

らかとなった．また，M－1はマススペクトルよ

り，ortho位置換OH一　tetraCBであることが明ら

かとなった．

2．CB118代謝に及ぼすP450誘導剤の影響を

調べたところ，PB前処理によりM－1は未処理の

2．2倍，M－2は6．8倍に増加した。また，　MC前処

理でもM－2は2．6倍に増加したが，M－1は逆に

50％以下に減少した．

3．抗モルモットCYP2B18抗血清を用いて，主

代謝物M－2の代謝阻害を試みたところ，抗血清

150μ1の添加で，M－2の生成はほとんど完全に阻

害された．

　以上の結果から，モルモットにおいて，CB118

は主にCYP2B18によって代謝され，中間体とし

て2，3－epoxideを経由した後，　NIH転位を経

て，主代謝物2－OH－CB126へと変換されること

が示唆された．
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