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緒 論 

 

合成抗菌剤のニトロフラン化合物は数種類の誘導体が長年使用されてきているが、ニトロ

フラン化合物の一つであるフラゾリドン(Furazolidone, N-(5-nitro-2-furfurylidene)-3-amino- 

2-oxazolidone、FZ) はグラム陰性・陽性菌に静菌・殺菌的に作用し、抗原虫作用を有する。

FZ は動物やヒトの消化器官感染症の治療、予防薬として半世紀以上前に製品化されて、耐

性菌が比較的出来難いこともあって、その後、約 40 年に亘り広く使用されてきた［Ali, 1999］。

しかし、この間、FZ の発癌性又は遺伝毒性［Food and Drug Administration (FDA), 1976; Ali, 

1983］が疑われたため、他のニトロフラン剤と共に再評価が行われ、その結果、我が国では

1981 年に食用に供するニワトリ、ウシへの使用が、次いで 1994 年にブタへの使用が禁止され

た。同様に、1992 年、FAO/WHO（Food and Agriculture Organization / World Health 

Organization）合同添加物専門家会議 JECFA （The Joint FAO/WHO Expert Committee on 

Food Additives）により、FZ は変異原性と発癌性を理由に「No ADI（Acceptable Daily Intake）」

（一日摂取許容量の設定は適当でない）と評価された。またその後、1997 年に欧州医薬品審

査庁 EMEA（European Agency for the Evaluation of Medicinal Products）が、FZ を食用動物へ

の使用を禁止する薬物と評価するに至り、FZ は多くの国で使用禁止となった[厚生労働省, 

2007］。しかしながら、ベトナム、インド及びインドネシアなどの発展途上国の一部では、詳しい

使用実態は分からないが依然として養殖魚を中心とした食用動物に対する FZ の使用が認め

られる［Ali, 1999; Hu et al., 2007; 国立医薬品食品衛生研究所調査報告, 2008; Chumaneem 

et al., 2009］。さらに、ヒトの臨床領域においては、FZ は薬剤耐性を持つピロリ菌(Helicobacter 

pylori )の除菌治療薬の一つとして［Morgner et al., 2006; O’Connor et al., 2009; Zullo et al., 

2012］、また、経口投与可能な抗原虫薬としても一部で使用されている［Khaw and Panosian, 

1995; Reimao et al., 2010］。 

 

FZ はニトロフラン環と 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ )から構成されている。FZ の代謝に
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関しては、Fig. A-1 に記載したように、ブタの肝ミクロソーム並びに分離培養した肝細胞を用い

て検討された結果を中心に推測された代謝経路［Hoogenboom et al., 2002］と、また Fig. A-2

に記載した通り、ラットにおいて検討され同定された代謝物から推測された代謝経路［Tatsumi 

et al., 1984］の 2つが報告されている。これらの 2つの代謝経路において共通する主要な最終

代謝物（open-chain cyano derivative）（※印）の生成量がラットとブタで異なることから、FZ の

代謝に種差の存在が示唆されている［Tatsumi et al., 1984; Vroomen et al., 1987a］。しかし、

ニワトリにおける FZ の代謝経路に付いては殆ど報告が見当たらない。これまでに報告された 2

つのFZの代謝経路に関し、共通した代謝経路として、ニトロ基の-NO (nitroso) 誘導体を経て

-NHOH (hydroxylamino) 誘導体に至る還元代謝が明らかにされている［Hoogenboom et al., 

2002］。これらの還元代謝物質は各種組織の蛋白質等に強固に結合し［Hoogenboom et al., 

1991］、核酸への結合も認められる［Vroomen et al., 1986］。投与された FZ は、通常、経口投

与の場合には一部は比較的速やかに消化管内の xanthine oxidase などの酵素［Tatsumi et 

al.,1981; Yeung and Goldman, 1981］及び腸内細菌[Ali and Bartlet, 1982]等により還元を中心

とした代謝を受け、または一部はそのまま吸収された後に、さらに肝において還元代謝を中心

とした種々の代謝を受けると考えられている。その酸化還元反応過程（redox cycle）で生じるフ

リーラジカル（活性酸素）や複数の還元代謝物の蛋白質等に対する強固な結合作用（結合残

留化合物）と、次いで、おそらく一部の結合残留代謝物から遊離した AOZ やその代謝物であ

る 2-hydroxyethylhydrazine (HEH)等によって様々な副作用・毒性が引き起こされると考えられ

る。即ち、フリーラジカルによる細胞毒性［Jin et al., 2011; Stroo and Schaffer, 1989］の他、 還

元物質による変異原性［McCalla, 1983; Gajewska et al., 1990］やラット、マウスにおける発癌

性［FDA, 1976 ; Ali, 1983］、monoamine oxidase (MAO) 抑制作用、遺伝毒性、副腎に対する

刺激的作用を中心とする毒性、七面鳥やアヒルを中心とした家禽に観られる（拡張性）心筋症、

鳥類や齧歯類で観られる精子形成不全を中心とした繁殖障害及び肝薬物代謝酵素系の抑

制又は促進的作用等が知られている［Ali, 1999］。また AOZ は、FZ やその還元代謝物（結合



3 
 

残留化合物）から酸性条件下（例えば胃酸等による）でニトロフラン環と AOZ 部分とが分離さ

れて生成されるが［Hoogenboom et al., 1991］（Fig. A）、それ自体が MAO 等の複合蛋白質酵

素への阻害作用、遺伝子への障害作用を有する ［Zolla and Timperio, 2005］。この結合残留

化合物は、長期に亘り体内組織に残留することが報告されている［McCracken et al., 2001; 

Hoogenboom et al., 2002］。ブタの場合には、FZ 投与 2 時間及び 14 日後のそれぞれの肝中

における結合残留物の約 15%及び 25%が AOZ を保有することも知られている［Hoogenboom et 

al., 1991］。そのため現在は、AOZ が FZ の使用の有無を確認するマーカー代謝物として輸入

水産物や食肉等を対象として広く検査に用いられている［McCracken et al., 2001］。さらに、

AOZ は加水分解されて、MAO の活性を不可逆的に阻害する HEH に代謝される可能性が指

摘されている［Stern et al., 1967］。この代謝に関しては、後に in vitro の試験により AOZ は

HEH には代謝されないとする報告もなされている［Timperio et al., 2003］。しかし、マウスを用

いた in vivo の研究では AOZ が hydrazine 誘導体に代謝されることを示唆する報告もあること

から［Hunder et al.,1987］、動物種によっては AOZ が HEH に代謝される可能性は否定できな

いと考えられる。 

一方、FZ は代謝を受けて MAO 抑制物質に変化する。MAO 抑制作用を持つ

hydrazine 誘導体の抗鬱薬、結核予防治療薬である isoniazid や phenelzine 等は、多くの薬物

代謝の第Ｉ相反応を担う cytochrome P450（CYP）に代謝物が結合し、その活性を抑制すること

が知られている［Dupont et al., 1987; Polasek et al., 2006］。そのため FZ においても他の薬物

との併用時、もしくは FZ 投与後短期間内に他の薬物を投与した場合等に、他の薬物の薬効

や体内滞留時間および毒性が影響を受ける可能性が有る［Fukuhara and Takabatake, 1977; 

Sasaki, 1994; Ali, 1999; Rahden-Staron et al., 2001］。  

この様な理由により、FZ の薬物代謝酵素に対する影響を明らかにすることは重要である

が、実際には FZ の薬物代謝酵素に対する作用に関する研究は非常に少ない。その中で、

1977 年にラットを用いた研究報告がなされ、Fukuhara and Takabatake [1977] は FZ の混餌連
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続投与が、肝ミクロソームでの CYP 関連酵素活性に対して、用いた基質により抑制及び促進

を引き起こすことを明らかにした。1994 年、私は、FZ の連続投与は、hexobarbital (HEX)と

zoxazolamine の作用持続時間をともに延長させ、このことから FZ は肝薬物代謝酵素に対して

抑制作用を有する可能性を示した［Sasaki, 1994］。1996年、Ali らは、FZ連続投与が、ラットに

おいて二種類の薬物の体内での代謝時間の遅延と pentobarbital による睡眠時間の延長を引

き起こした事から、FZ は CYP をはじめとする薬物代謝酵素に対して抑制作用を有すると考察

している。最近になり、Rahden-Staronら[2001]は、FZを連続投与したラット肝においてCYP1A 

subfamilyが誘導されることを、肝 S-9を用いたAmes試験の変異原性上昇を根拠に推察した。 

他方、FZ の主な投与対象家畜については、ニワトリの肝薬物代謝酵素に対する作用に

関してわずかに報告がなされている。1980 年、Ali and Bartlet [1980] は FZ の混餌連続及び

経口単回投与が肝の CYP 関連酵素活性に影響を与えないことを報告した。しかし、1990 年、

Bartlet ら[1990]は FZ 混餌連続投与が pentobarbital による睡眠時間を短縮させたことから、

FZ が薬物代謝酵素活性を上昇させる可能性を示唆した。  

  

以上のように、FZ の連続投与は、ラットでは in vivo の成績から示唆される薬物代謝酵素

の抑制と、用いた基質の種類による CYP 関連酵素活性の減弱と増強に加え、CYP1A 

subfamily の発現誘導を示唆する結果が、他方ニワトリに関しては in vivo の成績から一部の薬

物代謝酵素活性の上昇を示唆する結果が示されていた。 

 

しかしながら、CYP関連酵素活性に対するFZ連続投与の影響に関して、特にFZの投与

対象家畜であるニワトリにおいて詳細な報告はない。そこで私は、FZ の研究に多用されている

ラットと、FZ の主な投与対象家畜の一つであるニワトリを対象として、FZ の肝薬物代謝酵素に

対する作用について研究し、報告を行った。本論文は、それらの報告を基に、以下の構成に

従い取りまとめている。      
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（第1章） FZ 連続投与による変異原性誘導とその要因となる誘導された CYP 分子種の特定  

［FZ 連続投与によるラット肝における変異原性の上昇を確認し、その要因となる

CYP 分子種の特定を行った。］  

 

（第 2 章）FZ 及びその代謝物 AOZ と HEH連続投与のラットおよびニワトリ肝薬物代謝酵素系

に対する影響 

［ラット及びニワトリにおいて、FZ 連続投与が HEX による睡眠時間並びに肝ミクロ

ソームの CYP1A、CYP2B 及び CYP2E1 関連酵素活性に及ぼす作用を明らかに

した。CYP 関連酵素活性の上昇が認められたニワトリにおいては CYP の発現レベ

ルを確認し、その誘導の機序について検討を行った。加えて、AOZとHEHの連続

投与の CYP 関連酵素に対する作用についても調べた。］ 

 

（第 3 章）FZ 連続投与のラットおよびニワトリ肝ミクロソームにおけるフラゾリドン代謝活性に対

する影響とその発現機序の解明  

［ラット及びニワトリにおいて、FZ 連続投与が肝における FZ 自体の代謝活性に対

する影響を明らかにし、その発現機序を解明した。］ 
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Fig. A-1.  Pathways involve in the formation and possible toxicity of protein-bound         

metabolites of furazolidone [ Hoogenboon et al., 2002]（一部変更） 

※Indicated the final metabolism product. 

※ 
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Fig. A-2.  Postulated metabolic pathways of furazolidone in rats. [Tatsumi et 

al.,1984] (一部変更) 

※Indicated the final metabolism product. 

※ 
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第１章 フラゾリドン連続投与による変異原性誘導とその要因となる CYP 分子種の特

定  

 

1－1.  緒言 

FZ の主要毒性の一つとして、変異原性が報告されている［Ali, 1989; Ali, 1999; Zolla 

and Timperio, 2005］。また、CYP1A subfamily により代謝的活性化を受ける ethidium 

bromide［Lesca et al., 1984］を被検原物質として用いた Ames 試験において、FZ を連続投

与したラット肝 S-9 では代謝的活性化能の上昇が認められた。この結果から、FZ はそれ自

身が変異原物質であるばかりではなく、CYP1A subfamily を誘導し ethidium bromide の変異

原性を増強することが示唆された［Rahden-Staron et al., 2001］。CYP1A は多くの多環芳香

族炭化水素やその類縁物質を代謝的に活性化し、活性代謝物と DNA との結合を通して発

癌に関与するとされており［Shimada, 2006］、FZの投与により誘導されるラットCYP分子種の

特定が求められる。  

そこで、FZ を連続投与したラット肝 S-9 を酵素源とし、変異原物質として ethidium 

bromide を用いた Ames 試験を行うと共に、CYP 分子種の発現レベルの変動について明ら

かにした。陽性対照のS-9を調製するため、主としてCYP2E1を誘導するacetoneと［Barnett 

et al., 1992; Iba et al., 1993］ 強力な CYP1A 誘導剤である Sudan III［El Bohi et al., 2005］

をラットに投与した。      

1－2.  材料及び方法 

材料：FZは上野製薬（大阪）、acetoneは関東化学（東京）から、それぞれ購入した。Sudan III、

牛血清、horseradish peroxidase 標識抗ヤギ IgG 及び TRI reagent は Sigma Aldrich （Centris、

MO、USA）から購入した。抗ラット CYP1A1 及び CYP2E1 抗体は第一化学 (東京)から購入し

た。使用した全ての薬品と有機溶媒は特級グレードを用いた。 

動物及び薬物投与：Wistar ラット（雌、5 週齢）は日本 SLC（静岡）より購入した。ラットは室温

DNA-a

dducts 

genotoxicit

y 

HEH 
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24±1℃、12 時間の明暗サイクル（7 時を起点）下で、実験用飼料（MR Stock,日本農産工業、

横浜）を用い、実験に供するまでの 1 週間を馴化期間とした。動物の取り扱い方法は、国立大

学法人北海道大学動物実験委員会の規定に従った。 

    FZ はコーン油に懸濁し、125 mg/kg の用量で連続 3 日間、1 群 4 匹のラットに経口投与

した。acetone は、蒸留水で希釈して 5 ml/kg の用量で 3 日間経口投与し、Sudan III はコーン

油に溶解して 40 mg/kg の用量で 3 日間経口投与した。対照群には 3 匹のラットを用い、コー

ン油 5 ml/kg/日を 3 日間経口投与した。 

  最終薬物投与の24時間後に、ラットを炭酸ガスで安楽死させ、断頭後に直ちに肝を摘出し

た。 

肝 S-9 及びミクロソーム画分作製：作製は Omura and Sato [1964]の方法を変更して行った。

肝は、肝重量の 3 倍量の氷冷 1.15%塩化カリウム溶液を加えてホモジナイズした。肝 S-9 画分

は、肝ホモジネートを 9,000×g で 20 分間遠心分離して作製した。ミクロソーム画分は、S-9 を

4℃下、105,000×g で、70 分間の 2 回の超遠心分離により作製した。遠心後のミクロソーム画

分（沈渣）は 0.1 Mのリン酸カリウム酸緩衝液（pH 7.4）に懸濁し、液体窒素で凍結して、使用す

るまで-80℃で保管した。S-9及びミクロソームの蛋白質濃度はLowryら[1951]の方法で測定し

た。 

Ames試験：ethidium bromide変異原性試験は、Amesら[1975]の方法を変更して行った。一晩

前培養した Salmonella typhimurium  の TA 98 株(0.1 ml)に、各薬物を投与した動物の肝 S-9

懸濁液を加え、さらに ethidium bromide(1.5 µg/plate)及び nicotinamide adenine dinucleotide 

phosphate (NADPH）を加えて 37℃で 20 分間反応させた後 0.5 mM L-ヒスチジンと 0.5 mM ビ

オチンを含む寒天液を 2 ml 加えた。これらの混合懸濁液をブドウ糖寒天培地のシャーレに注

ぎ入れて、37℃で 48 時間培養した後、復帰突然変異コロニー数を計測した。薬物投与群及

び対照群からの各試料は、duplicate を行った。 
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Western blot 分析：ドデシル硫酸ナトリウム ポリアクリルアミド ゲル電気泳動 (SDS-PAGE) お

よびWestern blot解析は、Laemmli [1970]と Towbinら[1979]の方法に従い試験を行った。ミクロ

ソーム画分を SDS-PAGE で分離し、ニトロセルロース膜（東京ろ紙, 東京）に転写した。用いた

抗ラット CYP1A1 及び CYP2E1 抗体は、それぞれに対応する CYP 蛋白質の検出を目的とした

が、CYP1A1 抗体は CYP1A2 との交差反応が認められている。そこで、SDS-PAGE による分離

移動度の違いを利用して CYP1A1 と CYP1A2 とを区別した。ニトロセルロース膜は、

diaminobenzidine を用いて、CYP 蛋白質を免疫染色した。染色した結果は、ニトロセルロース膜

の画像をコンピュータに取り込み、NIH Image v.1.63を用いてそれぞれのバンドの密度から蛋白

質発現量の相対値を算出した［Lennard, 1990］。 

RNA 抽出：総 RNA は 50 mg の肝組織から、TRI Reagent を用いて分離した。分離は、シグマ社

のプロトコールに従い行った。肝試料を 1 mlのTRI試料と共に粉砕乳化し、0.2 mlの chloroform

を加えた。この後、試料を撹拌し、15,000×g で 20 分間遠心分離した。上層を、清浄な試験管

に移し、0.5 ml の isopropyl alcohol を加え、15,000×g で 15 分間遠心分離した。得られた RNA

試料は 70％ethanol で洗浄した。この後、RNA 試料を RNase-free の蒸留水に溶かした。全ての

RNA試料の波長260nm／280nm比は1.7－1.9であった。 total RNA 500 ngをOligo(dT) primer

と ReverTra Ace (TOYOBO、 大阪)をもちいて逆転写反応により cDNA を合成した。 

Real-time quantitative PCR: CYP1A1と glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) 

の mRNA の発現レベルは specific primers と Taqman probe sets (Gene Expression Assay, 

Applied Biosystems, Foster City, CA, USA)を用いて得られた PCR 生成物を ABIPRISM7700 

(Applied Biosystems)によりリアルタイムで解析した。適量の template cDNA、primers 及び

Taqman probe を含む 20 µl の universal PCR Master Mix（TOYOBO）を準備し、real-time PCR

を 50 cycle、95℃の条件で 15 分間行った後、60℃で 1 分間反応させた。CYP1A1 遺伝子の発

現レベルの計測は、duplicateで行い、3回繰り返してその平均値を求めた。CYP1A1 mRNAの
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発現レベルは、GAPDH の発現レベルにより平準化させ、比較 Ct 法により対照群との相対値

により測定した。 

統計解析: 測定値は、平均値±標準偏差で表した。F-test または Bartlett’s test を用いて、

測定値の分散の均質性を確認した。有意差検定は、2 群間の比較は unpaired t-test、各群間

の場合は Dunnett’s test を用いて行った。検定結果は p ＜ 0.05 の場合に有意差有りと判定

した。  

 

1－3. 結果 

本実験における FZ の投与量 125 mg/kg/day に関して、FZ のヒトへの臨床用量は 7.5

～100mg/kg/day で、動物対象では数百mg/kg/dayとされているため［Ali, 1999］、ニワトリ等

の FZ混餌用量である 400 ppm （1週間投与）から算出した総投与量を基にして設定した。ま

た、nitrofuran 剤の肝薬物代謝酵素に対する作用は、メスがオスに比べてより感受性が高い

ことから［Fukuhara and Takabatake, 1977］、今回の試験ではメスのラットを用いた。 

本実験の Ames 試験では、試験菌として S. typhimurium TA 98 株を用い、変異原物質

として ethidium bromide （1.5 µg/plate）を添加した。FZ の連続投与群 ( 125 mg/kg/日 × 3 

日間、経口投与) または対照群として FZ 無投与ラット肝 S-9 を加えて試験を実施し、変異コ

ロニー数を比較した。 

 1－3－1. FZ、acetone 及び Sudan III 投与ラットの肝 S-9 を用いた変異原性試験 

Fig. 1 に FZ、acetone 及び Sudan III 投与ラット肝 S-9 を用い、ethidium bromide を変異原

物質としたAmes 試験の結果を示した。FZ投与群における変異コロニー数は対照群に比較し

て約 2倍に上昇した(p < 0.05)。また、acetone投与群は、FZ投与群と同程度の上昇を示し(p < 

0.05)、Sudan III 投与群は約 7.5 倍の変異コロニー数の上昇を示した(p < 0.01)。 

   1－3－2. FZ 投与ラット肝における CYP1A1/2 及び CYP2E1 蛋白質発現  
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Fig. 2 に FZ 投与ラット肝ミクロソームを電気泳動し、抗 CYP1A1/2 及び抗 CYP2E1 抗体

を用いた Western blot 分析の結果を示した。 FZ 投与群のミクロソームでは CYP1A1 の蛋白

質発現が認められ、対照群では発現が殆ど観られなかった(p < 0.01)。 CYP1A2 の蛋白質発

現量は、FZ 投与群と対照群間で有意差が観られなかった。一方、CYP2E1 の蛋白質発現量

についても、有意の変化が認められなかった。 

1－3－3. FZ 投与のラット肝における CYP1A1 mRNA 発現  

Fig. 3 は FZ、acetone 及び Sudan III 投与ラット肝から RNA を抽出し、それを試料とした

RT-PCR分析の結果を示す。FZ 投与群の肝で CYP1A1 mRNA の発現レベルが対照群に比

べて約 2 倍に上昇した(p < 0.05)。acetone 投与群は FZ 投与群と同程度の上昇を示した(p < 

0.05)。 これらに比べ、Sudan III 投与群は 1000 倍以上の極めて著しい発現量の増加を示し

た(p < 0.01)。 

   

1－4.  考察 

Ames 試験から、変異コロニー数が FZ 投与群において対照群に比べて有意に増加する

ことが確かめられ（Fig. 1）、Rahden-Staron ら[2001]の成績と一致した。一方、FZ 連続投与の

ラット肝ミクロソームでの aniline 水酸化活性が上昇することから、CYP2E1 の誘導が示唆されて

いた［Fukuhara and Takabatake, 1977］。そこで比較的強い CYP2E1 誘導作用を持つ acetone

［Barnett et al., 1992］を投与して変異コロニー数をしらべたところ、FZ 投与群 S-9 と同程度の

変異原性の上昇が認められた。   

次いで、FZ 投与による変異原性の上昇が、CYP subfamily の何れの分子種の増加による

か否かを確かめるため、肝ミクロソームに含まれる CYP1A1 及び 1A2 の蛋白質発現量を

Western blot 分析により調べた。加えて、acetone 処置による変異原性上昇に関る可能性があ

る CYP2E1 分子種の蛋白発現量に付いても同様に調べた。acetone 投与によって主として誘
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導される CYP2E1 は、この CYP を安定保存することにより増加し遺伝子を介さない反応として

知られている。Western blot 解析の結果、FZ 投与群では CYP1A1 蛋白質のみが明らかに増

加した( Fig. 2 )。このことから、FZ 投与による変異原性上昇が、主として CYP1A1 の発現誘導

によることが示された。 

次に、FZ および acetone、Sudan III に関して、CYP1A1 蛋白の発現レベルの上昇が肝の

CYP1A1 mRNA の増加によるか否かを RT-PCR 法により調べた( Fig. 3 )。その結果、FZ 投与

群の CYP1A1 mRNA 発現レベルは対照群に比べて 2 倍程度高く、また acetone 投与群にお

いても CYP1A1 mRNA 発現レベルの上昇が認められ、その程度は FZ 投与群とほぼ同じであ

った。対照群として、強力な CYP1A1 誘導作用を持つ Sudan III を投与した群では、1000 倍以

上の顕著な発現誘導能を示し、被検物質の変異原性の強さとも対応していた。  

これらの成績から、FZ 連続投与を受けたラット肝において、CYP1A1 の遺伝子の誘導が

確認された。また、acetone 投与群においては、変異原性と CYP1A1 mRNA 発現レベルが FZ

投与群と同程度の上昇を示したことから、FZ 投与による ethidium bromide の変異原性上昇に

は CYP2E1 は寄与せず、CYP1A1 発現レベルの増加が関与していることが示唆された。   

一方、今回の FZ 投与により CYP1A1 のみの誘導( Fig. 2 )が観られたことは、Fukuhara 

and Takabatake[1977]が示した FZの一週間連続混餌投与による aniline水酸化活性の上昇か

ら示唆された CYP2E1 の誘導を示す成績とは一致しなかった。この相違の原因については、

先に我々は FZ の 3 日間連続経口投与によって aniline 水酸化活性が上昇しない成績を得て

おり（未発表）、またFukuhara and Takabatake[1977]は、aniline水酸化活性は、nitrofuran剤の

短期投与（1～3日）では下降し、長期投与で上昇すると報告している。今回のFZ投与(3日間)

の aniline 水酸化活性への作用は、彼らのこの短期投与の成績にほぼ一致すると考えられる。

また、acetone 投与による ethidium bromide の変異原性の上昇が CYP1A1 の誘導の結果であ

る可能性が示され、このことは acetoneがCYP2E1と共にCYP1A1を誘導する事実［Barnett et 



14 
 

al., 1992; Iba et al., 1993］から説明可能と考えられる。 

1－5.  まとめ 

FZ を連続投与したラット肝 S-9 を酵素源とし、CYP1A subfamily によって特異的に代謝活

性化される ethidium bromide を用いた Ames 試験において、変異原性の上昇が認められ、FZ

連続投与によりラット肝に CYP1A subfamily の誘導が認められた。更に、誘導された CYP の分

子種は、Western blot 分析により、CYP1A1 であると特定された。この結果から、FZ の変異原

性発現には、CYP1A1 の誘導を介した機序の存在が示された。FZ の変異原性発現には、FZ

の様々な代謝産物による変異原性［McCalla 1983; Gajewska et al., 1990; Hoogenboom et al., 

2002］に加えて、FZ の連続投与による CYP1A1 の誘導を介した作用の存在が明らかになり、

FZ の使用に際しては、より慎重な取扱いが必要である。  
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Fig. 1 Revertant colonies in Ames test using FZ-, acetone-, and Sudan III-treated 
rat livers. 

  The S-9 incubation mixture comprised a complete NADPH-generating system, 

TA98 strain of Salmonella typhimurium and ethidium bromide (1.5 µg/plate) as a 

mutagen. The revertant colonies were counted after 48 hr incubation at 37℃. Each 

value is expressed as mean±SD from 3 or 4 rats. Asterisks mean statistical 

differences compared to data of control animals by Dunnett’s test; *p < 0.05, **p < 

0.01. 
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Fig. 2.  Expression of CYP1A subfamily and CYP2E1 in liver microsomes of 
FZ-treated rat liver.  

Western blotting analyses of liver microsomes from adult female rats were 
performed using A) anti-CYP1A1 and B) anti-CYP2E1 antibodies. The arrows 
indicate the position of CYP1A isoforms. C) Results of staining were analyzed by 
using NIH Image v. 1.63. Open bars indicate the expression of P450 in control rats 
(n = 3), and closed bars show FZ-treated animals (n = 4). Each value is expressed as 
mean±SD. Significantly different from control; *:p < 0.01. 
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Fig. 3.  Expression levels of CYP1A1 mRNA in FZ-treated rat liver.  

The relative amount of CYP1A1 mRNA was determined by quantitative RT-PCR. 

The data represent the relative amounts of CYP1A1 compared to the control. The 

expression of each gene was normalize to the expression of GAPDH. Each value is 

expressed as mean±SD from 3 or 4 rats. Asterisks mean statistical differences 

compared to control animals by Dunnett’s test; *p < 0.05, **p < 0.01. 
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第２章 フラゾリドン及びその代謝物ＡＯＺとＨＥＨ連続投与のラットおよびニワトリ肝薬

物代謝酵素系に対する影響 

 

2－1． 緒言 

FZ の副作用としての肝薬物代謝酵素に対する作用については、Fukuhara and 

Takabatake[1977]が、FZ の混餌投与がラット肝ミクロソームの aniline 水酸化活性を上昇させる

一方、aminopyrine N-脱メチル活性を減弱させる事を報告している。私は、FZ の連続経口投

与が、ラットにおいて肝の CYP 含量の増加傾向及び HEX の睡眠時間と zoxazolamine の麻痺

時間の延長をもたらすことを報告した［Sasaki, 1994］。続いて、Ali ら[1996] は、ラットを用いて

FZ の連続経口投与が metronidazole と tremorine の 2 種類の薬物の代謝速度の低下と

pentobarbital による睡眠時間の延長をもたらす事を示し、FZ は薬物代謝酵素に対して抑制的

作用を有すると考察した。また前報（第 1章）では、FZの連続投与がラット肝においてCYP1A1

を誘導することを明らかにした。 

 一方、ニワトリの肝薬物代謝酵素に対する作用に関する報告は、Ali and Bartlet [1980]

が、FZ の混餌連続及び単回経口投与は肝における aminopyrine N-脱メチル化活性に影響を

与えないことを報告した。しかし、1990 年、Bartlet ら[1990]は FZ の混餌連続投与は

pentobarbital による睡眠時間を短縮し、単回経口投与は睡眠時間に変化を与えなかったと報

告し、FZ の連続投与はニワトリの肝薬物代謝酵素活性を上昇させることを示唆した。他方、FZ 

の代謝物AOZと HEHに関しては、MAO抑制物質であるにも拘らず、特にAOZについては、

肝薬物代謝酵素に対する作用については殆ど検討されてこなかった。 

以上の報告から、FZ の連続投与の肝薬物代謝酵素に対する作用に関しては、ラットでは、

in vivo での FZ 投与後における HEX や pentobarbital による睡眠時間、zoxazolamineによる麻
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痺持続時間の延長によって示される抑制作用を示唆する成績がある。また、in vitro において

は、FZ 投与後の肝ミクロソームの CYP 含有量の変化、aminopyrine N-脱メチル化活性の減弱

や aniline 水酸化活性の上昇等の CYP 関連酵素活性の変化及び CYP1A subfamily の誘導が

報告されていた。他方、 in vivo でのニワトリ肝薬物代謝酵素に対しては、FZ 投与後の

pentobarbital による睡眠時間の短縮により示唆される誘導作用の可能性が報告されていた。

しかし、FZ の連続投与が CYP 関連酵素活性に如何なる影響を与えるかに付いては殆ど明ら

かにされていなかった。そこで、私は FZ の連続経口投与のラット及びニワトリの肝薬物代謝酵

素系に対する作用について、より詳しく調べるために、CYP1A、CYP2 及び CYP2E1 関連酵素

活性に対する影響を中心に検討し、HEX による睡眠時間に対する影響についても検討を加

えた。更に、CYP 関連酵素活性の上昇が確認されたニワトリにおいては、誘導された CYP 分

子種について検討を加えた。同様に、FZ 代謝物である AOZ 及び HEH の肝薬物代謝酵素活

性に及ぼす影響についても調べた。  

2－2.  材料及び方法 

材料： NADPH、 glucose-6-phosphate (G6P) 及び glucose 6-phosphate dehydrogenase 

(G6PDH)はオリエンタル酵母工業（東京）、FZ 及び AOZ は上野製薬（大阪）、HEH、

7-ethoxyresorufin、7-methoxyresorufin 及び 7-pentoxyresorufin は Sigma Aldrich (St Louis、

MO、USA）、4-nitrocatechol は和光純薬工業（大阪）、p-nitrophenol は関東化学（東京）、

HEXはナガセ医薬品（兵庫）からそれぞれ購入した。抗ラットCYP1A1、2B1、2E1、3A2及び

2C6 抗体は第一化学薬品（東京）、horseradish peroxide 標識抗ヤギ IgG は Santa Cruz 

Biotechnology (Santa Cruz、CA、USA)、TRI reagent は Sigma Aldrich から購入した。使用し

た全ての試薬、有機溶媒は市販の特級品を用いた。投与するFZは2％アラビアゴム溶液に

懸濁し、AOZ 及び HEH は 0.9％の生理食塩水に溶解して使用した。                         
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動物及び薬物投与：実験は全て、国立大学法人北海道大学動物実験委員会の規定に従っ

て行った。                                      

  ラット（Wistar、雌、6 週齢）は日本 SLC（静岡）から購入し、実験用飼料（日本農産工業製、

横浜）及び飲料水は自由摂取させた。ニワトリ（白色レグホン、雌、2 ケ月齢）は、北海道中央養

鶏牧場（札幌）から購入し、個別に金属ケージに収容して標準飼料（日本農産工業、横浜）及

び飲料水を自由摂取させた。動物は、室温 23±1℃、12 時間おきの明暗サイクル下（7 時を起

点）で 1 週間馴化した後実験に供した。 

FZ は 2%のアラビアゴム水溶液に懸濁して投与した。ラット及びニワトリは、一群 3 匹として

5 群に分けた。 FZ 投与群は、125 mg/kg/日（高用量）及び 62.5 mg/kg/日（低用量）の 2 群と

して 4日間連続、対照群には 2％アラビアゴム水溶液（5 ml/kg/日）を 4日間連続、それぞれゾ

ンデを用いて経口投与した。AOZ（57 mg/kg/日）及び HEH（42 mg/kg/日）は、これらの投与

量は FZ の 125 mg/kg に相当する量であるが、それぞれ 4 日間連続腹腔内投与した。動物の

体重は実験開始日と最終日に測定した。 

生化学検査：最終薬物投与 24 時間後に採血し、4℃、1,200×g で 10 分間遠心して、血漿を

回収して試料とした。試料は COBAS READY（日本ロッシュ、東京）と Spot Chem Multi kit（京

都第一化学、京都市）を用いて、aspartate aminotransferase (AST)と alanine aminotransferase 

(ALT)を測定した。 

ミクロソーム画分の調製：肝ミクロソーム画分の調製は Omura and Sato [1964]の方法を変更し

た方法で行った。摘出した肝は重量測定した後、氷冷生理食塩液で肝の血液を洗浄し、肝重

量の 3 倍量の氷冷 1.15%塩化カリウム溶液を加えてホモジナイズした。肝 S-9 画分は、肝懸濁

液を 9,000×g で 20 分間遠心分離して作製した。ミクロソーム画分は、S-9 を 4℃下、

105,000×g で、70 分間の 2 回の超遠心分離により作製した。ミクロソーム画分は 0.1 M のリン
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酸カリウム緩衝液（pH 7.4）に懸濁し、液体窒素で凍結して、使用するまで-80℃で保存した。

S-9 及びミクロソームの蛋白質濃度は Lowry ら [1951] の方法で測定した。 

CYP 含量：肝ミクロソームの CYP 含量は、Omura and Sato [1964] の方法に従って測定した。

ミクロソーム蛋白質濃度が 1 mg/ml になる様に、0.1 M リン酸カリウム緩衝液（pH 7.4）で調製し、

ジチオナイト(Na2S2O4)を加えて肝ミクロソーム中のヘム鉄を還元した後、CO ガスを吹き込み、

吸光度を 500 nm から 400 nm の間で、CO ガスを吹き込んでいない対照サンプルとの差スペク

トルを測定した。CYP の含量測定には、450 nm と 490 nm における吸光度の差を用いた。CYP

のモル吸光係数は 91 mM/cm を用いて、各試料の CYP 量を求めた。 

  測定装置は、吸光分光光度計（日立 U-3000、東京)、蛍光分光光度計（JASCO FP777、

東京）を使用した。  

HEX 水酸化(HXOH)活性：反応液と抽出操作は、Farrel and Correia [1980] を参考にし、一

部変更して行った。反応液は、1 ml 中の濃度が、hexobaribital (HEX) 0.75 mM、 MgCl2 4 mM、 

G6P 10 mM、 ミクロソーム 1 mg/ml になる様に 0.2 M リン酸カリウム緩衝液（pH 7.4）で調製し

た。反応液は、37℃で 5 分間予備反応させ、15 µl の G6PDH (200 U/ml)、15 µl の NADPH (50 

mM)を加えて開始させた。15分間の反応後、NaCl飽和 0.5 Mクエン酸緩衝液（pH 5.5）を 1 ml

加えて反応を停止させた。次いで、1.5％isoamyl alcohol 含有 heptane を 4 ml 加えて、撹拌し

て基質を heptane 層に転溶した後、1,200×g で 10 分間遠心した。heptane 層 3 ml と 0.8 M リ

ン酸カリウム緩衝液（pH 11.0）を 1 ml 加えて撹拌し、緩衝液層に基質を転溶させた後、

1,200×g で 10 分間遠心した。水層の基質残量は、分光光度計を用い波長 280 nm と 245 nm

における吸光度の差と、HEX の検量線から定量し、反応時間ゼロでの抽出された HEX 量との

差から代謝された量を求めた。 

Alkoxy resorufin O-脱アルキル化活性：ethoxyresorufin O-脱エチル化（EROD）及び

methoxyresorufin O-脱メチル化（MROD）及び pentoxyresorufin O-脱ペンチル化 (PROD) 
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活性は、Clark ら [1995]の方法に従って測定した。反応液は、1ml 中の濃度が G6P 10 mM、

MgCl2 10 mM、各基質 20 µM 及びミクロソーム 1 mg/ml になる様に 20 mM Tris-塩酸緩衝液

（pH 7.8）を用いて調製し、37℃で 5 分間予備反応させた。反応は、50 mM NADH 及び

G6PDH (200 U/ml) 混合液を 20 µl 加えて開始させ、各基質を 5 分間反応させた後、冷メタノ

ール 4 ml を加えて反応を停止させた。次いで、1,200×g で 10 分間遠心し、メタノール層中の

各基質の代謝物である resorufin を蛍光分光光度計(励起波長 528 nm, 蛍光波長 590 nm)で

測定した。 

Aminopyrine Ｎ-脱メチル化（APND）活性：APND 活性は、Cooper and Brodie [1955 ]の方法

に従い、生成したホルムアルデヒドをNash試薬 ［Nash,1953］ で発色させ、吸光度から測定し

た。反応液 1 ml の組成は、aminopyrine 1mM、MgCl2 4 mM、 G6P 10 mM 及びミクロソーム蛋

白質 1 mg/ml を 0.1 M リン酸カリウム緩衝液（pH 7.4）に加えて調製した。反応は、37℃で 5

分間の予備反応の後、10 µlのG6PDH（200 U/ml）と 10 µlの 50 mMのNADPHの混合液 20 µl

を添加して開始させた。10 分間の反応後、10% ZnSO4を 0.8 ml 加えて反応を停止させた。次

いで、飽和 Ba(OH)2溶液を 0.8 ml 加え、1,200×gで 30 分間遠心した。上清を 1.6 ml 分取し、

Nash 試薬 (ammonium acetate 30 g と acetylacetone 0.4 ml を蒸留水で希釈して 100 ml とし

た)を 0.8 ml 加え、60℃で 30 分間反応させた。反応後、分光光度計で、波長 415 nm における

吸光度を測定し、活性を求めた。  

p-Nitrophenol 水酸化（PNPH）活性：PNPH 活性は、Koop [1986 ] 及び Sinclair ら [1989]の方

法に従って、生成される p-nitrocatechol（Emax = 546）の量を測定して求めた。反応液は、1 ml

中の濃度が、p-nitrophenolが100 µM、アスコルビン酸ナトリウム塩が1.0 mM、MgCl2が5 mM、

G6P が 10 mM 及びミクロソーム 1 mg/ml になる様に 0.2 M リン酸カリウム緩衝液（pH 7.4）で

調製した。反応は、37℃で 5 分間予備反応させ、G6PDH (200 U/ml)を 10 µl 及び NADPH(50 

mM)を 10 µl 混合して加え、開始させた。10 分間の反応後、0.6 N 過塩素酸溶液を 0.5 ml 加え
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て反応を停止させた。次いで、1,200×gで 5分間遠心した後、上清 1 mlに10 N NaOHを 100 

µl 加えて混合して、分光光度計を用い、波長 415 nm での吸光度から活性を求めた。 

Western blot 分析：FZ (125 mg/kg)または溶媒として 2％アラビアゴム溶液を投与したニワトリ肝

ミクロソームを試料として分析を行った。ドデシル硫酸ナトリウム ポリアクリルアミドゲル電気泳動 

(SDS-PAGE)は、Laemmli [1970 ] と Towbin ら [1979] の方法に従って試験を行ってミクロソー

ム蛋白質（27 µg）を 10％SDS-PAGE で分離し、ニトロセルロース膜（東京ろ紙、東京）に転写し

た。ニトロセルロース膜を 5％スキンミルク液中で 1 時間振とうしてブロッキング処理した。 抗ラッ

ト CYP1A1、2B1、2C6、2E1 及び 3A2 抗体を用いて対応するそれぞれの CYP 蛋白質と反応さ

せ、FZ 投与群と対照群の蛋白質発現量を比較した。ニトロセルロース膜は、diaminobenzidine

を用いて、CYP 蛋白質を染色した。染色した結果は、その画像をコンピュータに取り込み、

Image J (National Institutes of Health、Rochville Pike、MD、USA)を用いてそれぞれのバンドの

密度から蛋白質発現量の相対値を算出した［Lennard, 1990］。 

睡眠時間：ラット及びニワトリを一群 3 匹・羽とし、FZ (125 mg/kg)、FZ (62.5 mg/kg)及び 2％アラ

ビアゴム液をそれぞれの群に 4 日間投与した。最終投与 24 時間後に、それぞれの動物に

HEX(100 mg/kg)を腹腔内注射し、正向反射消失時間を睡眠時間として測定した。 

統計解析：睡眠時間及び酵素活性値の対照群と投与群との有意差は Dunnett’s test により検

定した。CYP 蛋白質発現量の有意差は Student’s t-test により検定した。検定結果は p ＜ 

0.05 を有意差有と判定した。 

          

2－3． 結果及び考察 

  本実験で用いた FZ 投与量等は、第 1 章に準じて決定した。 

2-3-1.  体重、肝重量及び肝機能検査値に対する影響                 FZ、

AOZ、HEH 及び 2%アラビアゴム水溶液（対照群）投与の体重、肝重量及 
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び生化学検査値（AST、ALT）に及ぼす影響を調べた（Table 1）。 

  FZ (125 mg/kg)投与は、ラットとニワトリの体重増加を抑制した。この結果は、FZ 投与による

食欲減退の報告と一致する［Ali, 1999］。対体重比で観た肝重量は、対照群と比較すると、ラッ

トでは変化が無く、ニワトリで有意に上昇した。この上昇については、CYP 関連酵素の上昇が並

行して起きていることから、ニワトリにおける FZ のより速やかな体外排出を目的とした適応現象

［Fukuhara and Takabatake, 1977］と推測された。 

AOZ 投与は、ラットの体重増加に影響を与えなかったが、ニワトリでは明らかな抑制を示

した。この成績から、ラットにおいては、AOZ が FZ とは異なり食欲減退を起こさないことが示さ

れた。一方、HEH 投与は、ラットの体重増加を明らかに抑制したのに対し、ニワトリでは弱い抑

制を示した。 

AOZ 及び HEH の肝重量に対する影響は、ラット及びニワトリにおいて共に有意な影響が

認められなかった。しかし、ラットにおいては、 AOZ投与によりALTの有意の上昇とASTの上

昇傾向が観られ、AOZ が肝に対して障害作用を有する事が示された。一方、HEH 投与はラッ

トの AST と ALT 値に影響を与えなかった。これらの成績は、ラット肝の MAO 抑制作用が、

HEH 投与よりも AOZ 投与によってより大きく現れるという Fuller and Roush [1978] の報告と符

合すると考えられる。これに対して、ニワトリでは AOZ 投与は AST 及び ALT 値に影響せず、

HEH投与で ALT値のわずかな上昇を示した。この両動物間で観られたAOZの肝に与える影

響の違いの原因としては、AOZ の代謝経路等の差異が一因として在るのかもしれない。 

2－3－2. 肝ミクロソームの CYP 含量に対する影響 

CYP 含量は、FZ を投与したラットで増加傾向を示した(Table 2)。この成績は、前報

［Sasaki, 1994］の結果と一致した。AOZ 及び HEH 投与では変化が観られなかった。 

ニワトリでは、FZ (62.5 mg/kg)及び FZ (125 mg/kg)投与によって、投与量依存性にそれ

ぞれ対照群の 2 及び 3 倍の CYP の増加が認められた。AOZ 及び HEH 投与は、CYP 含量
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に有意の変化を与えなかった。 

2－3－3.  CYP 関連酵素活性に対する影響 

FZ を投与したラットにおいては、今回対象とした CYP2B 関連の HXOH、 CYP2B1 関連

の PROD、CYP2C 関連の APND、 CYP1A 関連の EROD、 MROD 及び CYP2E1 関連の

PNPH［Kato and Yamazoe, 1992; Funae and Imaoka,1993; Bastien et al.,2000］の全ての活性

に対して影響を与えなかった(Table 2)。これらの成績の中で、FZ (600 ppm 混餌) の 7 日間投

与が aniline 水酸化酵素活性（CYP2E1 関連）を上昇させ、APND 活性を減弱させたとする

Fukuhara and Takabatake [1977] の報告とは一致しなかった。これらの反応の違いは、混餌投

与と強制経口投与及び投与期間の違い等の差異による FZ の体内動態の違いに起因してい

る可能性がある。また、これらの成績は、Ames試験やWestern blot 分析により、CYP1A1の誘

導が認められた第 1 章の結果とも一致しなかった。この不一致については、FZ の懸濁するた

めに前章ではコーン油を、今回は 2%アラビアゴム水溶液を用いたために FZ の吸収率に差が

生じた可能性が考えられた。コーン油懸濁では FZ の吸収率が高く、その為、アラビアゴム水

溶液を用いた場合よりも FZ の作用が強く表れ、両実験における結果が一致しなかった一因と

考えられる。 

対照的に、FZ (125 mg/kg)投与されたニワトリでは、PROD 活性を除き、HXOH、APND、

EROD、MROD 及び PNPH 活性の全てで明らかな上昇を示した（Table 2）。今回の広範な

CYPの誘導、特にHXOH活性の上昇は、Bartletら[1990] のニワトリへのFZ連続投与が睡眠

時間を短縮させた機序を説明していると考えられる。また、ニワトリでは PRODの測定値につい

てばらつきが大きかったために、統計学的に有意差の判定に影響が観られた。

Rahden-Staron ら[2001] はラットへの FZ の連続投与によって CYP2B subfamily の弱い誘導が

見られることを報告しており、今回ニワトリにおける FZ 投与によって、PROD 活性に寄与するこ

の CYP2B subfamily に相当する CYP 分子種の誘導レベルが個体によって差が大きかった可
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能性が考えられる。 

FZ の代謝物であり、MAO 抑制作用を有する AOZ と HEH の CYP 関連酵素活性に対す

る作用については、ラットにおいては、AOZ 投与は CYP 含有量をわずかに上昇させたが、

CYP 依存の酵素活性に対しては無作用であった（Table 2）。HEH 投与は、PNPH 活性のみを

有意に上昇させた。この結果は、hydrazine 誘導体投与が aniline 水酸化活性を上昇させた

Akin and Norred [1978] の報告と一致すると考えられる。HEH 投与が PNPH 活性を上昇させ

たのに対し、AOZ 投与はこの酵素活性を上昇させなかった。この結果は、ラットにおいて AOZ

は HEH に殆ど代謝されないことを示唆していると考えられ、Stern ら[1967]の説に対する否定

的な成績であり、ラットでは AOZ から HEH への代謝が行われないことを主張する Timperio ら

[2003] の説を支持する成績であった。 

一方、ニワトリにおいては、両代謝物投与により CYP 含有量の僅かな上昇が観られたの

みで、AOZ 投与による PNPH 活性の上昇を除いて、他の CYP 関連酵素活性は変化しなかっ

た。この成績から、FZ 投与による広範な CYP 関連酵素活性の上昇には、AOZ が殆ど寄与し

ていないことが推察された。また、AOZ の体内での代謝がラットとニワトリ間で異なる可能性が

推測された。 

2－3－4. Western blot 分析 

  Fig. 2 は、FZ (125 mg/kg) 及び 2%アラビアゴムを投与したニワトリ肝ミクロソームの Western 

blot 分析結果を示している。 

FZ 投与による CYP 関連酵素活性の上昇が、CYP の誘導の結果による反応か否かを判

定するために、Western blot 分析を行った。その結果、ニワトリでは少なくも CYP2C6 抗体と交

差反応を示す CYP 蛋白質の増量が確認された（Fig. 2）。 

以上の結果から、ニワトリへの FZ 連続投与は、典型的 CYP 誘導物質 phenobarbital (PB)

と 3-methylcholanthrene (3-MC)により誘導される CYP 関連酵素［Ronis and Walker, 1989］に
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加えて、遺伝子を介さず安定保存によって増加する CYP2E1［Ryan and Levin, 1993］に関連

する PNPH 活性を上昇させ、また CYP 総量を増加させることが明らかになった。これら結果か

ら、FZ 連続投与はニワトリにおいて、PB 及び 3-MC により誘導される CYP に加えて、CYP2E1

も含む広範な CYP を誘導することが示された。 

2－3－5.  睡眠時間に対する影響 

  Fig. 1にラット及びニワトリにおけるFZ投与のHEXによる睡眠時間に対する影響を示した。

FZ 投与は、ニワトリにおいて睡眠時間を明らかに短縮させた。この結果は、ニワトリへの FZ 

(400 ppm 混餌) の 10 日間投与が、睡眠時間を短縮したとする Bartlet ら[1990]の成績と一致

した。この睡眠時間短縮の機序について、CYP 関連酵素活性の変化を基に考察すると、今回、

FZ (125 mg/kg)投与のニワトリでは、睡眠時間の短縮がHXOH活性の上昇と共に観られたこと

から、睡眠時間の短縮は HXOH 活性上昇に依存していると考えられた。しかし、FZ (62.5 

mg/kg)投与では、睡眠時間の短縮が観られたにも拘らず、HXOH 活性の有意の上昇が観ら

れなかった。従って、睡眠時間の短縮は、HXOH 活性の上昇の他に、NADPH-cytochrome 

P450 reductase (CPR)活性の上昇（第 3 章）に一部依存していると考察された。また、薬物の最

終投与後のニワトリの体重当りの肝重量の増加（Table 1）に伴う肝細胞（肝ミクロソーム）の増

加等による HEX 代謝能の上昇も一部寄与している可能性が考えられた。 

  他方、今回のラットにおける結果では、睡眠時間の延長傾向は認められたものの、統計学

的には有意ではなかった。この成績は、雌雄の Wistar ラットを用い、FZ (100～400 mg/kg/日

×4日間、一日の投与量を午前 9時と午後 3時の 2回に分割、経口) 投与が有意に睡眠時間

を延長させた報告［Sasaki,1994］や FZ (200～400 mg/kg/日×4 日間、経口)投与による睡眠

時間の有意の延長の報告 ［Ali et al., 1996］とは一致しなかった。その理由に付いて、Sasaki 

[1994]の報告では FZ の投与回数が一日に 2 回であったのに対し、今回の FZ 投与は一日 1

回であるため、FZ の体内動態（体内濃度や滞留時間等）に差異を生じた事が一因と考えられ

る。また、Aliら[1996] の睡眠時間延長の成績は、雄ラットに対する FZ投与(200～400 mg/kg/
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日×4 日間、一日に 1 回経口)によるもので、今回の投与量の 1.6 倍量であることが影響してい

ると考えられる。    

ラットで観られた睡眠時間の延長作用の機序に関する考察 

今回ラットにおける一連の実験で明らかになった FZ 投与の CYP 関連酵素活性への影響

や CYP 誘導の結果等を基に、前報［Sasaki, 1994］でのラットにおける睡眠時間延長の機序に

付いて、改めて考察を加えることにしたい。 

Sasaki[1994]の報告で、FZ投与 (100 ～ 400 mg/kg/日×4日間、経口) により、肝ミクロ

ソームの CYP 含有量の増加傾向と共に、CYP2B により代謝される HEX 及び CYP1A によって

代謝される zoxazolamine（筋弛緩薬）の作用持続時間の有意の延長が認められた。更に、両

作用からの回復時における両薬物の血中濃度は、投与群と対照群間で差が観られなかったこ

とから、FZ は両薬物のクリアランスに対して抑制的な作用を与えると考察された。この後、FZ 

(100～400 mg/kg/日×4 日間、経口) 投与による、pentobarbital による睡眠時間の延長と、

metronidazole と tremorine の代謝速度の抑制が報告されている［Ali et al., 1996］。更に、第一

章で FZ 投与による CYP1A1 の誘導が示され、Rahden-Staron ら[2001]は FZ 投与による

CYP1A subfamily の明らかな誘導と共に CYP2B subfamily の弱い誘導を報告している。 

以上の結果を総合すると、FZ 連続投与はラット in vivo において、1）複数の CYP family

により代謝を受ける各種薬物の代謝に対して阻害作用を有し、2）非特異的に CYP 関連酵素

活性の働きを抑制する様な機序が睡眠時間延長を引き起こしている可能性が考えられる。こ

の可能性について主要な 3 つの機序を考察した。 

その一つは MAO 抑制物質である isoniazid 等で観られる CYP 抑制作用である。MAO 抑

制物質が代謝されて生成された化合物が、CYP のヘムあるいはアポ蛋白質部分に結合する

mechanism-based inhibition が報告されている［Polasek et al., 2006］。この機序による抑制はフ

ラン環を有する化合物が epoxide に代謝的に活性化されて蛋白質と結合する例においても知
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られている［Murray, 1997］。この機序の場合、FZ が基質として CYP によって代謝的に活性化

される過程が必要であるが、FZ は殆ど CYP によって代謝を受けないことが今回の成績からも

示され、また FZ の代謝が CYP に依らず CPR に依存するとの報告［Abraham et al., 1984; 

Vroomen et al., 1987c］もある（第 3 章にて後述）。しかし、今回の FZ (125 mg/kg)投与により、

HXOH を含めた対象とした全ての CYP 関連酵素活性の変動も認められなかった事から、この

機序は FZ の場合には成り立ち難いと考えられた。 

次に、FZによって引き起こされる肝ミクロソーム脂質の過酸化が原因で、CYPの広範な分

子種が阻害される機序が考えられた。ラットにおいては、FZ (75 mg/kg)の一回経口投与が肝

の脂質過酸化を引き起こすことから ［Ali, 1992］、脂質過酸化が比較的起こり易いことが分か

っている。 前報［Sasaki, 1994]や Ali ら[Ali et al., 1996]においては、ミクロソームの CYP 含有

量の減少が観られず、更に Rahden-Staron ら[2001]は FZ 投与(80 mg/kg/日、3 日間腹腔内)

による CYP2B の弱い誘導を報告している。これらの条件を満たす機序に関連し、Kitada ら

[1974]が、肝ミクロソームの CRP 活性や CYP 含有量の変化を伴わずに aminopyrine、

ethylmorphine 及び codeine の脱メチル化活性がミクロソームの過酸化によって著明に抑制さ

れる結果を得ており、その原因はミクロソーム膜構造の崩壊に有ると考察している。その根拠と

して、ミクロソーム膜の主要組織がリン脂質で構成され、脂質過酸化により容易に分解されるこ

とを挙げている。この説は、ラットの肝ミクロソーム膜では総脂肪酸に占める不飽和脂肪酸の比

率が 24%とニワトリに比べて比較的大きいとの報告［Nachtomi and Alumot, 1972］によっても支

持されると考えられる。    

3 番目の CYP 阻害機序の可能性として、電子供給の阻害の可能性が考えられた。肝ミク

ロソームを用いた NADPH及び酸素存在下での nitrofuran 化合物類の還元代謝において、基

質として aniline を加えて aniline 水酸化活性を調べたところ、水酸化代謝活性が抑制されたこ

とが報告されている［Dubin, et al., 1991］。筆者らは、その機序として、NADPH からの CPR を

介した電子は、nitrofuran 剤の redox-cycling 時の O2の還元にも供給されるため、その結果、
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CYP 依存性代謝への電子供給が不十分となり、その結果 CYP 関連代謝反応が抑制されると

考察している。また、著者らは aminopyrine N-脱メチル化活性においても同様に抑制が観られ

ると報告している。このことから、今回の FZ 連続投与時の最終投与 24 時間後において、還元

代謝を受ける FZ 若しくは FZ の中間代謝物等が肝に依然存在することにより、さらに FZ が一

部ながら CYP によって代謝される可能性もあって［Streeter et al., 1988］、CYP 依存酵素反応

に対する電子供給の不足が起きる結果、HEX や pentobarbital、及び metronidazole と

tremorine 等の代謝が抑制されると考えられる。   

以上の事から、睡眠時間延長の主要な機序として、その詳細には不明の点が残るが、ラ

ット肝ミクロソーム膜の過酸化による崩壊に伴うCYP依存酵素反応の阻害と、肝に存在するFZ

及び FZ 中間代謝物の還元反応と CYP 依存代謝間の電子供給上の競合という二つの機序が

複合して作用している可能性があると考察された。     

2－3－6.  FZ 投与の CYP 誘導作用の種差 

  上述の様に、FZ 投与の肝薬物代謝酵素に対する作用は、ラット及びニワトリ間において差

異が認められる。CYP 誘導物質の薬物代謝酵素に対する作用において、種差の発現に関わ

る様々な要因が調べられている［Boobis et al., 1990］。基本的には、FZ の CYP 誘導作用の差

異は、外来異物に反応する核内レセプター（xenobiotic-sensing nuclear receptors）の中で哺

乳類に認められている constitutive androstane receptor(CAR)、pregnane X receptor (PXR)並

びに鳥類等に特異的な chicken xenobiotic-sensing orphan nuclear receptor （CXR ）

［Handschin et al., 2004］等を含む CYP 誘導機構の違いや、FZ により誘導される CYP の性質

の差異等に起因すると考えられる。 

  更には、次の様な FZ の体内動態の違いも種差の要因となり得ると考えられる。 

即ち、FZ 等の nitrofuran 化合物は、経口投与された場合、ラットにおいては主として消化

管内の xanthine oxidase 及び CPR による還元代謝を受けると考えられ［Tatsumi et al., 1981; 

Yeung and Goldman, 1981］、これに対してニワトリでは、主として消化管内の腸内細菌により還
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元代謝等を受けると考えられる［Ali and Bartlet, 1982］。従って、ニワトリへの FZの連続経口投

与は、FZ の腸内細菌による代謝を抑制し、結果として、代謝の進んでいない FZ 関連物質の

吸収量の増加をもたらす可能性が有り、FZ による CYP 誘導作用に影響を与えている可能性

がある。しかし、FZ 関連の如何なる物質が CYP 誘導作用に寄与しているか不明であるため、

この吸収状態の変化がCYP誘導にどの様な影響を持っているかは明確でない。また注目され

る FZ の代謝経路等に関しては、ラットとブタ間で種差が認められている［Tatsumi et al., 1984; 

Vroomen et al., 1987a］が、ラットとニワトリ間の種差の検討はなされていない。 

  一方、肝ミクロソームの脂質の過酸化は、CYPの含有量を減少させることがラットにおいて

報告されている［Levin et al., 1973］。FZ 投与は、肝ミクロソームの脂質過酸化をニワトリにおい

ても引き起こすが、この作用に関してラットとニワトリを比較すると、ラットでより少ないFZ投与量

により引き起こされることが判る［Ali, 1992; Sas, 1993］。肝ミクロソームの脂質過酸化の度合い

は、基本的に両動物の FZ 還元代謝活性の違いに影響されると考えられるが、一方で複数知

られている両動物間の抗酸化機能の違いによる影響が考えられる。即ち、肝ミクロソームの不

飽和脂肪酸の総脂肪酸に占める割合が、ラットで 24%であるのに対してニワトリでは 5%に過ぎ

ない［Nachtomi and Alumot, 1972］ことが挙げられる。更に、抗酸化物質である尿酸の血漿中

濃度が白色レグホン（雌）で 2.3 mg/dl [Ohno and Tawara, 2010]、ラット(SD 系、雄)で 0.49～

0.75 mg/dl［Yoshizumi et al., 2005］であり、その差は約 3 倍である。その他、鳥類は同じ大きさ

の体を持つ哺乳類に比較して、全身に分布する抗酸化物質（tocophenol 類、carotinoid 類及

び尿酸）の量が大きいとされている[Klandorf et al., 2001]。結果として、ラットに比べてニワトリ

の高い抗酸化能が、FZ の肝ミクロソーム膜に対する過酸化作用の防御に有効に働き、ニワトリ

における CYP の減少が抑制されていると考えられる。           

2－3－7. まとめ 

 FZの連続経口投与は、ニワトリ肝においてCYP含有量の上昇と PB、3-MCによって誘導さ

れる分子種と同じCYP分子種に加え、CYP2E1関連酵素を含む広範なCYP関連酵素の活性
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を上昇させた。更に、FZ 投与はニワトリ肝ミクロソームにおいて少なくとも CYP2C6 様の蛋白質

発現量を有意に上昇させた。AOZ（FZ の 125 mg/kg 相当量）投与の CYP 関連酵素に対する

影響については、ラットにおいては無作用であり、ニワトリにおいては、PNPH 活性の上昇を除

き、無作用であった。 

FZ 投与は、ブタ［Vroomen et al., 1987a］、ラット［Rahden-Staron et al., 2001, Sasaki et al., 

2008（第 1章）］に加え、今回、ニワトリにおいても広範な薬物代謝酵素を誘導することが明らか

になった。これらの結果は、複数の動物種（ヒトも含む）において FZ は CYP 誘導物質として作

用する可能性があることを示唆すると考えられる。CYP 誘導物質の毒性の評価には、薬物等

の第 I相の他に第 II相の代謝に及ぼす影響を考慮する必要がある。しかし、一般にCYP誘導

物質は、FZ も含め、動物に対して様々な毒性等を発現する、即ちある種の薬物や環境汚染

物質の毒性、副作用［Ali, 1999; Rakitsky et al., 2000］、活性酸素による酸化ストレス［Stroo 

and Schaffer, 1989; Poalini et al., 2001; Jin et al., 2011］及び内分泌系の障害［Ali, 1999; 

Ahmed et al., 2008; Orepeza-Hemandez et al., 2003］等の発現リスクを上昇させる。従って、

FZ の使用に際しては、薬物代謝酵素の誘導作用面に対しても注意を払う必要があると思われ

る。 
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Table 1. Effects of FZ and its metabolites on body, liver weights and biochemical 

parameters in rats and chickens. 

 
              

 
Treatment     Body weight(g) Body wt. Relative liver AST ALT 

Animal (mg/kg/day)  Before   After change(%) wt.(%) (IU/L) (IU/L) 

 
Control 106±4.0 110±8.7 +3.67  4.11±0.32   107± 35  45±4.5 

 
FZ(62.5) 120±8.7 122±2.9 +1.37  3.92±0.31  142± 52  35±15 

Rat FZ(125) 120±5.0 115±0.0 -4.33*  4.14±0.30   74± 32  20±7.6* 

 
AOZ 117±1.7 122±2.9 +3.80  4.70±0.42  227±102 133±27* 

  HEH 128±3.5 127±7.6 -0.93*  4.28±0.30  136± 51  58±12 

 
Control 938±52 980±62  +4.23  2.17±0.08  208±40  <10 

 
FZ(62.5) 930±104 973±127  +4.30  2.50±006*  229±61  <10 

Chicken FZ(125) 847±114 836±118  -1.33*  2.58±0.13*  303±23*  <10 

 
AOZ 797±61 787±60  -1.27*  2.54±0.42  199±26  <10 

  HEH 830±71 735±21  -12.8*  2.21±0.02  273±170  21±7.9 

 

FZ (62.5 and 125 mg/kg/day given orally by crop tube for four days), AOZ (57 

mg/kg/day given intraperitoneally for four days), HEH (42 mg/kg/day given 

intraperitoneally for four days), and 2% aqueous acacia solution (5 ml/kg/day given 

orally by crop tube for four days) for control. Animals were weighed on the first and 

the last day of the treatment. Twenty-four hours after the last dose, blood was 

collected from the animal, and the animal was killed with carbon dioxide. Livers 

were removed immediately after sacrifice, and weighed. Liver weight was indicated 

as a percentage of body weight. The activity of AST and ALT in the plasma was 

measured with a measurement instrument COBAS READY. Each value represents 

the mean±SD of three animals. The asterisk indicates a significant difference from 

the control animal (*p < 0.05). 
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Table 2. Effects of FZ, AOZ, HEH, and 2% acacia solution for control on hepatic microsomal CYP content and CYP-related 
activities in rat and chicken. 

 

Animals were treated with FZ (62.5 or 125 mg/kg/day given orally for four days), AOZ (57 mg/kg/day given intraperitoneally for 
four days), HEH (42 mg/kg/day given intraperitoneally for four days), and 2% acacia solution (5 ml/kg/day given orally for four 
days) respectively. Each value represents as activity of the mean±SD carried out in duplicate for three animals. Asterisks indicate 
a significant difference from control animals (Dunnett’s test, p < 0.05). 

Animal Treatment P450 content 

(nmol/mg 

microsomal 

protein) 

HXOH 

(nmol/mg/min) 

PROD 

(pmol/mg/min) 

APND 

(nmol/mg/min) 

EROD 

(nmol/mg/min) 

MROD 

(nmol/mg/min) 

PNPH 

(nmol/mg/min) 

Rat Control 0.67 ± 0.11 2.92 ± 0.46 28.7 ± 10.8 1.38 ± 0.18 0.54 ± 0.09 0.22 ± 0.03 8.11 ± 3.98 

FZ (62.5) 0.71 ± 0.06 2.17 ± 0.56 24.3 ± 7.5 1.53 ± 0.12 0.58 ± 0.13 0.21 ± 0.06 7.68 ± 0.37 

FZ (125) 0.80 ± 0.18 2.02 ± 0.55 31.7 ± 9.9 1.95 ± 0.53 0.72 ± 0.26 0.28 ± 0.10 10.41 ± 3.06 

AOZ 0.72 ± 0.06 2.04 ± 0.48 41.9 ± 13.3 1.57 ± 0.33 0.65 ± 0.15 0.29 ± 0.04 10.53 ± 4.28 

HEH 0.66 ± 0.12 2.12 ± 0.73 22.9 ± 9.8 1.50 ± 0.33 0.47 ± 0.12 0.17 ± 0.05 10.08 ± 1.85* 

Chicken Control 0.20 ± 0.01 3.32 ± 0.64 1.9 ± 3.3 3.15 ± 1.26 0.20 ± 0.02 0.32 ± 0.12 0.57 ± 0.29 

FZ (62.5) 0.44 ± 0.16* 4.57 ± 2.13 11.6 ± 14.6 7.72 ± 2.23* 0.54 ± 0.23 0.57 ± 0.21 1.64 ± 0.56* 

FZ (125) 0.65 ± 0.04* 9.99 ± 3.95* 11.4 ± 14.6 12.29 ± 3.99* 0.64 ± 0.10* 0.77 ± 0.24* 2.71 ± 0.94* 

AOZ 0.28 ± 0.06 3.73 ± 1.88 10.2 ± 13.5 4.09 ± 0.35 0.32 ± 0.18 0.41 ± 0.04 1.11 ± 0.15* 

HEH 0.32 ± 0.02 4.54 ± 1.92 20.9 ± 17.8 6.15 ± 0.34 0.51 ± 0.23 0.53 ± 0.09 1.71 ± 0.50* 
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Fig. 1 Effects of FZ, acetone (in the case of chicken), and 2% aqueous acacia solution 

on HEX sleeping time in rat and chicken.  

Twenty four hours after the last dose, the duration of righting reflex loss 

induced with HEX (100 mg/kg given intraperitoneally) was measured as sleeping 

time. Animals were treated with FZ (62.5 or 125 mg/kg/day given orally by crop tube 

for four days) and acetone (5 ml/kg/day in 20% aqueous solution given orally by crop 

tube for four days), and 2% aqueous acacia solution (5 ml/kg/day given orally by crop 

tube for four days) for control. Each column represents the mean of three animals, 

and the range bars indicate the SD. The asterisk indicates a significant difference 

from the control animal (*p < 0.05). 
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Fig. 2. The result of Western blotting analyses of liver microsomes from the chicken.  

Hepatic microsomes were derived from the chicken treated with FZ (125 

mg/kg/day for four days), and 2% acacia solution. Microsomal protein was separated 

by SDS-PAGE and transferred to a nitrocellulose membrane. Results of staining 

were analyzed by using Image J. A) Anti-rat CYP 2C6 antibody reacted on the 

microsomal apoprotein.  B) Results of the expression level of CYP 2C6 apoprotein. 

Each column represents the mean of three animals, and the range bars indicate SD. 

The asterisk indicates a significant difference from the control animal (*p < 0.05). 
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第３章  フラゾリドン連続投与のラットおよびニワトリ肝ミクロソームにおけるフラゾリドン

代謝活性に対する影響とその発現機序の解明     

 

3－1.  緒言 

FZ は、緒論でも述べた様に、生体において腸管や肝における代謝の初期段階で、基本

的にはニトロ基の還元代謝を受け、この段階で、フリーラジカルが生成されて活性酸素が生じ、

生体は酸化ストレスを受けると考えられる［Stroo and Schaffer,1989; Rossi et al., 1996］。還元代

謝物は変異原性発現に関与しており［Gajewska et al., 1990］、これらの還元代謝物が更なる還

元代謝を受けて、生体の蛋白質と強固に結合する AOZ を有する代謝物が生成されるとされて

いる［Hoogenboon et al., 2002; Vroomen et al. 1987b; Vroomen et al., 1987c］。これらの AOZ

含有代謝物やFZからは酸性環境下（例えば胃内）等で加水分解され、MAO抑制作用や変異

原性を有する AOZ が遊離される［Hoogenboon et al., 2002, Timperio et al., 2003］。この様に、

FZ は生体内で代謝を受けて、種々の副作用や変異原性、毒性を有する物質に変化する。そ

れ故、FZ が生体内で受ける代謝速度等の変動はその毒性・副作用等の発現に影響を与える

ため、FZ 自体の代謝に及ぼす要因の検討が毒性学上も重要と考えられる。  

第 1 章において、FZ の連続投与は、ラットでは CYP1A1 を誘導することが明らかとなった

が、これに加え、特にニワトリ肝ミクロソームにおいて FZ の連続投与は複数の CYP 関連酵素

活性を上昇させ、少なくとも CYP2C6 に相当するアポ蛋白質を誘導することを明らかにした

（第 2章）。一方、ブタにおいて、FZ連続投与が血中FZ濃度の減少速度を上昇させ、肝での

FZ 自体を代謝する酵素活性を高める可能性が示唆されている［Vroomen et al., 1987a］。  

            

そこで、第 3 章では、FZ に関する実験動物として多用されているラットと、本剤の投与対象

の主要家畜の一つであるニワトリを用いて、FZ連続投与が肝ミクロソームにおけるFZを代謝す

る活性（FZ の消失量）に及ぼす影響について検討した。更に FZ の代謝活性を変動させる機
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序の解明を、非特異的 CYP 阻害剤である n-octylamine ［Rodrigues and Acosta, 1997］及び

CPR阻害剤である diphenylen iodonium (DPI)［Rossi et al., 1996］等を用いて試みた。実験には、

典型的な CYP 誘導剤である PB、β-naphthoflavone （β-NF）及び acetone 等の FZ 代謝活

性に対する作用との比較も行った。 

    

3－2.  材料及び方法 

         材料： NADPH、G6P、G6PDH はオリエンタル酵母工業（東京）、 FZ は上野製薬（大阪）、

n-octylamine, β-naphthoflavone, PB は和光純薬工業(大阪)、nitrofurantoin、cytochrome c、

ウサギ由来 CPR は Sigma-Aldrich (St Louis、MO、USA)、DPI は同仁化学研究所（熊本）から

それぞれ購入した。 

動物及び薬物投与：全ての動物の取り扱いは、国立大学法人北海道大学動物実験委員会の

規定に従った。 

  ラット（Wistar、雌、6 週齢）は日本 SLC（静岡）から購入し、実験用飼料（日本農産工業製、

横浜）及び飲料水は自由摂取させた。ニワトリ（白色レグホン、雌、2 か月齢）は、北海道中央

養鶏牧場（札幌）から購入し、個別に金属ケージに収容して標準飼料（日本農産工業、横浜）

及び飲料水を自由摂取させた。動物は、室温 23±1℃、12 時間おきの明暗サイクル下で 1 週

間馴化した後、実験に供した。 

ラット及びニワトリは、一群 3 匹・羽として 6 群に分けた。FZ 投与群は、125 mg/kg/日（高

用量）及び 62.5 mg/kg/日（低用量）の 2 群とし、ゾンデを用いて 4 日間連続経口投与した。陽

性対照薬物として PB (80 mg/kg/日)及びβ-NF (80 mg/kg/日)はそれぞれ 3 日間腹腔内注

射した。また、acetone（5 ml/kg/日）は蒸留水で希釈し、対照群には2％アラビアゴム水溶液（5 

ml/kg/日）をゾンデで 4 日間経口投与した。 

ミクロソーム画分の調製：ラット及びニワトリは、薬物の最終投与 24 時間後に炭酸ガスで安楽

死させ、肝を直ちに摘出した。肝ミクロソーム画分は、Omura and Sato [1964] の方法に従い

作製した。肝組織は 3 倍量の氷冷 1.15%塩化カリウムと共に、ホモジナイズした後、4℃下、
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9,000×gで 20 分間遠心分離した。上清は、4℃下、105,000×gで 2 回の 70分間の超遠心分

離を行った。ミクロソーム画分は、0.1 M のリン酸カリウム緩衝液（pH 7.4）に懸濁し、液体窒素

で凍結させ、－80℃で使用するまで保管した。ミクロソームの蛋白質含量は、Lowry ら[1951] 

の方法に従い測定した。  

FZの代謝（消失）活性：FZの代謝（基質の消失）は、Sanwldら[1995] 及びYoshida and Kondo 

[1995] の方法に変更を加えて測定した。反応液は、ｄimethyl sulfoxide （DMSO）で溶解した

FZ （ 100 µM ）、magnesium chloride solution （ 5 mM ）、 ethylenediaminetetraacetic acid 

（EDTA） （1 mM）及びミクロソーム蛋白質(1 mg/ml)（CPR による再構成系の代謝実験では 2.5 

µg の CPR）になる様に、1 ml の 0.1 M リン酸カリウム緩衝液 （pH 7.4）で調製した。反応は、

37℃、10 分間の予備反応の後、10 µl の G6PDH ( 200 U/ml) 液及び 10 µl の 50 mM NADPH

溶液（CPR 再構成系では 20 µl の 50 mM NADPH）の添加で開始させた。10 分後に 4 ml の酢

酸エチルを加えて反応を停止させ、反応液に 6.72 nmol の nitrofurantoinを内部標準品として

添加し、1分間よく撹拌した後、1,200×gの5分間の遠心分離で有機溶媒層を分離採取した。

有機溶媒液は濃縮乾固させた後、液体クロマトグラフィの以下に示す移動相液に溶解した。

試料は、液体クロマトグラフィ装置（HPLC）（島津製作所製、LC-6A ポンプ、SPD-6A 検出器、

C-R6A 記録器、京都）により、また分離カラムは Wakosil-2-5C18G (150 mm x 4.6 mm I.D.、和

光純薬工業、大阪）を、移動相は acetonitrile：浄水（40 : 60）を用い、UV 検出器により 358 nm

の測定波長で分析した。代謝阻害実験では、n-octylamine を DMSO に溶解し、最終濃度 0.1 

M になる様に調製して反応液に添加した。DPI は DMSO に溶解し、最終濃度が 0.2 M になる

様に調製して反応液に加えた。また、CYP 反応を阻害する CO ガスは反応液中に十分にバブ

リングした。各試料の測定は 3 回繰り返し行った。 

CPR 活性：CPR 活性測定は Omura and Takesue [1970] の方法に従って行った。cytochrome 

c の還元速度は、反応液の波長 415 nm での吸光度の変化を分光光度計（Hitachi‐U－300、

日立製作所、東京)を用いて計測し、活性は波長 550 nm における吸光係数 19.6 mM/cm を用
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いて生成した還元型 cytochrome c を求めた。測定は、各試料について 3 回行った。 

Aminopyrine N-脱メチル化活性：活性は、Cooper and Brodie [1955] の方法に従い、生成し

たホルムアルデヒドを Nash 試薬［Nash, 1953］で発色させ、吸光度から測定した。反応液 1 ml

の組成は、aminopyrine 1 mM、MgCl2 4 mM、G6P 10 mM 及びミクロソーム蛋白質 1 mg/ml を

0.1 M リン酸カリウム緩衝液（pH 7.4）に加えて調製した。反応は、37℃で 5分間の予備反応の

後、10 µl の G6PDH（200 U/ml）と 10 µl の 50 mM の NADPH の混合液 20 µl を添加して開始

させた。10 分間の反応後、10% ZnSO4 を 0.8 ml 加えて反応を停止させた。次いで、飽和

Ba(OH)2溶液を 0.8 ml 加え、1,200 g で 30 分間遠心した。上清を 1.6 ml 分取し、Nash 試薬

(ammonium acetate 30 g と acetylacetone 0.4 ml を蒸留水で希釈して 100 ml とした)を 0.8 ml

加え、60℃で 30 分間反応させた。反応後、分光光度計（Hitachi-U-300）で、波長 415 nm に

おける吸光度を測定し、活性を求めた。代謝阻害実験では、n-octylamine (DMSO に溶解)の

濃度が 0.1 M になる様に反応液に加えた。 

統計解析：測定値は、平均値±標準偏差で表した。有意差検定は、2 群間の比較は

Student’s t-test を用いて行った。また、多群間の有意差検定は、Student's t-test で行い、p

値を Bonferroni correction により補正した。検定結果は p < 0.05 の場合に有意差有りと判定し

た。 
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3－3.  結果 

 3－3－1.  FZ 及び各種 CYP 誘導物質の FZ 代謝活性（FZ 消失量）に対する作用 

Fig.1 に示した様に、FZ 投与によって、FZ 代謝活性はラットにおいては変化が観られなか

った。一方、PB 及び acetone によって、有意の活性の上昇が観られた。    

  他方、ニワトリにおいては FZ 投与によって、有意の活性上昇が用量依存性に認められた。

また、acetone 投与が有意の活性上昇をもたらした。 

3－3－2.  FZ 及び各種 CYP 誘導剤の CPR 活性に対する作用 

Fig.2に示した様に、ラットにおいては、FZ投与はCPR活性に対して有意の影響を示さな

かった。一方、ポジテイブコントロールとして用いた PB及び acetone投与のラット肝ミクロソーム

では有意の CRP 活性上昇が認められた。これに対し、ニワトリでは FZ(125 mg/kg)投与群で

CPR 活性の有意の上昇が認められた。FZ(62.5 mg/kg)投与では活性の上昇傾向が観られた

ものの、有意ではなかった。また、acetone 投与群で活性上昇が観られた。 

 3－3－3.  ニワトリにおける FZ 代謝活性及び aminopyrine N－脱メチル化活性に対する

CYP 阻害剤の効果 

       Fig. 3 に示した様に、ニワトリにおける対照群を初め、FZ、PB、β-NF 及び acetone 投与群の

全ての群の FZ 代謝活性は、CYP 阻害剤 n-octylamine の反応液への添加によって抑制され

なかった。一方、aminopyrine N－脱メチル化反応は、全ての投与群の肝ミクロソームの反応液

への n-octylamine の添加で著明に抑制された。 

3－3－4.  ニワトリにおける FZ 代謝活性に対する CYP 阻害剤及び CPR 阻害剤の効果 

        Fig. 4 に見られる様に、ニワトリ肝ミクロソームにおける FZ 代謝活性は、反応液への CYP 阻

害剤n-octylamineの添加及びCOの吹き込みによる混入により抑制されなかった。一方、反応

液への CPR 阻害剤 DPI の添加は FZ 代謝活性の有意な抑制を示した。 
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3－3－5.  CPR 再構成系による FZ 代謝活性とその作用に対する CPR 阻害剤の効果 

      Fig. 5 に示した様に、再構成系 CPR による FZ の代謝活性を認めた後、この反応液への DPI

添加によって FZ 代謝活性は明らかに阻害された。 

 

3－4.  考察 

FZ 投与のラット肝ミクロソームによる FZ の代謝活性は、対照群に比べて有意の変化が認

められなかった。しかし、PB 及び acetone 投与ラット肝ミクロソームでは FZ 代謝活性の上昇が

認められた( Fig. 1 )。これに対し、ニワトリでは、FZ 投与群の肝ミクロソームの FZ 代謝活性は

対照群に比べ1.6～2倍の用量依存性の上昇を示した。また、acetone投与ニワトリ肝ミクロソー

ムは FZ の代謝活性の上昇がをもたらした。 

  肝ミクロソームにおける nitrofuran 化合物の代謝に関しては、主として CPR［Wang et al., 

1974］や xanthine oxidase［Tatsumi et al., 1981］による還元代謝に加えて、CYP による酸化的

代謝［Streeter et al., 1988］が報告されている。     

そのため、我々は CPR に着目し、FZ 投与後の本酵素の活性と FZ の代謝活性との関連

性をしらべた。その結果、FZ 代謝活性の上昇が認められたラットにおける PB 及び acetone 投

与群、ニワトリにおける FZ 及び acetone 投与群共に、FZ 代謝活性上昇とほぼ平行した CPR

活性の上昇が認められた( Fig. 2 )。これらの結果から、FZ 代謝活性の上昇が、CPR 活性の上

昇に依存している可能性が大きいことが示された。   

そこで、これらのニワトリ肝ミクロソームにおける FZ 代謝活性の上昇が、CYP 非依存性の

反応であることを確かめるため、CYP 阻害剤 n-octylamine を用いて試験を行った。 その結果、

CYP 依存反応である aminopyrine N－脱メチル化反応 [Gupta et al., 1990]は、n-octylamine

の存在下で明らかに抑制された。一方、FZ 代謝活性は、n-octylamine存在下で抑制されなか

った( Fig. 3 )。これらの成績から、FZ 代謝が CYP 非依存の反応であることが示された。 

次に、ニワトリ肝ミクロソームにおける FZ 代謝が CPR 依存の反応であることを確かめるた
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め、CYP 阻害剤 n-octylamine と CO 並びに CPR 阻害剤 DPI をそれぞれ反応液に添加して

FZ代謝活性に対する影響を調べた。結果は、n-octylamine及びCO存在下では、この代謝活

性は抑制されなかったのに対し、DPI 存在下で有意の抑制が認められた( Fig. 4 )。これらの成

績から、ニワトリ肝ミクロソームでの FZ 代謝が主として CPR に依存して行われていることが示さ

れた。 

さらに、FZ 代謝が CPR による反応であることを確認するため、CPR 再構成系を用いて

CPR酵素自体がFZを代謝することを明らかにし、その反応はDPI存在下で顕著に抑制される

ことを確かめた( Fig. 5 )。この結果は、FZ の代謝が CYP に依らず CPR に依存するとの報告

［Abraham et al., 1984; Vroomen et al., 1987c］に一致した。    

以上の結果から、FZ連続投与は、肝ミクロソームにおける FZ代謝活性に対し、ラットでは

無影響であり、対照的にニワトリにおいては濃度依存性の上昇作用を示すこと、また、FZ 代謝

活性の上昇が、CPR 活性の上昇に起因する反応であることが明らかにされた。      

今回、ラットでは FZ の連続投与が CPR に対して影響を与えなかったが、Fukuhara and 

Takabatake[1977] は FZ(600 ppm 混餌)の 7 日間投与で CPR 活性の低下を観察している。こ

れらの相違の原因については、FZ の混餌投与と経口投与の違い、投与期間の長さ等の差異

による FZ の肝での体内動態の違いが一因と考えられる。一方、ニワトリにおいては、FZ 投与

によるCPR活性上昇が初めて示され、加えて、FZ代謝がCPR依存の反応であることが認めら

れた。ニワトリにおけるこれらの成績は、ブタにおける FZ の連続投与が FZ の代謝を上昇させ

た現象［Vroomen et al., 1987b］の理由も説明出来る。更に、このCPR活性上昇は、NADPHか

ら CPR を介して CYP 関連酵素反応に至る電子供給を増加させ、CYP 依存の反応を促進する

ことになる。従って、CPR 活性の上昇は、ニワトリでの FZ 連続投与による pentobarbital の睡眠

時間の短縮［Bartlet et al., 1990］や、前報（第 2 章）で示したニワトリにおける FZ 投与による

HEXの睡眠時間の短縮（第 2章－Fig. 1）と広範なCYP関連酵素活性の上昇（第 2章－Table 

1）に対して、一部寄与していると考えられる。また、PB投与がラットのCPR活性を上昇させ、一
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方、ニワトリにおいて活性を上昇させなかったことは、PB (80mg/kg/日、4 日間、腹腔内投与)

がニワトリ肝の CPR 活性を上昇させなかったとの報告［Gupta et al., 1990］と一致した。このこと

はまた、PB 投与の薬物代謝酵素に対する誘導作用が、鳥類と哺乳類とではかなり異なるとす

る報告［Ronis and Walker, 1989］に一致すると考えられた。 

3－5.  まとめ 

FZ の連続投与は、ニワトリ肝ミクロソームにおける FZ 自体の代謝活性を高め、この活性

上昇の原因は CPR 活性を上昇させた事に有ることが明らかにされた[Sasaki et al., 2011]。今

回観られた CPR 活性の上昇は、生体での酸化ストレスによる抗酸化機構の崩壊［Sas,1993］、

FZ 自体の変異原性［Gajewska et al., 1990; McCalla, 1983］、MAO 抑制作用等の複数の毒性、

副作用の発現に影響を与えるのみならず、他の薬物等の代謝速度等にも影響を与えるため、

FZ の使用に際してはより注意を払う必要があると思われる。 
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Fig. 1. Effects of FZ, PB, β-NF, and acetone on the activity to metabolize FZ in 

hepatic microsomes.  

The activity to metabolize FZ in the hepatic microsomes of animals treated with 

FZ (62.5 or 125 mg/kg/day), PB (80 mg/kg/day), β-NF (80 mg/kg/day), acetone 

(5 ml/kg in 20%) and 2% acacia solution (5 ml/kg) to control animals. FZ 

metabolizing activity was measured by HPLC–UV. (A) FZ-metabolism in rats. (B) 

FZ metabolism in chickens. Each column represents the mean of three animals 

carried out in duplicate, and the range bars indicate the SD. The asterisk indicates 

a significant difference from the control animal (*p < 0.05, p < 0.01).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

         

      

 

Fig. 2. Effects of FZ, PB, β-NF, and acetone on CPR activity in hepatic microsomes.  

Hepatic microsomes were prepared from animals killed 24 h after the last 

treatment (FZ, PB, β-NF, or acetone). CPR-dependent activities were measured by 

spectrophotometric means by observing the change in absorption maxima of 

reduced cytochrome c at 550 nm. Each column represents the mean of three 

animals carried out in duplicate, and the range bars indicate the SD. The asterisk 

indicates a significant difference from the control animal (*p < 0.05, **p < 0.01). 
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Fig. 3. Effects of CYP and a flavin enzyme inhibitor on the metabolism of FZ or 

aminopyrine in chicken liver microsomes.  

The activity to metabolize furazolidone or aminopyrine with CYP inhibitor 

(n-octylamine) in the hepatic microsomes of chickens treated with FZ, PB, β-NF, or 

acetone. FZ-metabolizing activity was measured by HPLC–UV. Each value 

represents mean±SD for three animals. (A) FZ metabolism in chicken liver 

microsomes with or without a CYP inhibitor. (B) Activity of APND with or without a 

CYP inhibitor in the hepatic microsomes of chickens. Each column represents the 

mean of three animals carried out in duplicate, and the range bars indicate SD. The 

asterisk indicates a significant difference from the value without the inhibitor 

(*p < 0.05). 
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Fig. 4. Change in the results of FZ metabolism with CYP inhibitors and a 

flavoprotein enzyme inhibitor in the hepatic microsomes of chickens.  

FZ metabolism in microsomal fraction was detected after co-incubation with 

various CYP and CPR inhibitors. Each column represents the mean of three 

experiments, and the range bars indicate the SD. The asterisk (*) indicates a 

significant difference from the control value (p < 0.05). 

 

                  

Fig. 5. FZ metabolism by rabbit recombinant P450 reductase, and its inhibition by a 

flavoprotein inhibitor.  

Recombinant CPR (2.5 µg) prepared from rabbit liver induced with PB were used 

in the incubation mixture for the assay to measure the FZ metabolic rate. Each 

column represents the value of one experiment carried out in duplicate. 
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総 括 

 

FZ は、変異原性、発癌性等の毒性に加えて MAO 活性を抑制することが認められ、多く

の国においては食用に供する動物、養殖魚等を対象とした使用が禁止されている。しかし、発

展途上国の一部の国であるベトナム、インド及びインドネシア等を中心に畜水産業における

FZ 使用が依然残っている。また、医療用としての FZ の使用も報告されている。そこで、FZ の

毒性を正確に把握して、より適切な取扱いに資するための基礎データを得るために、ラットとニ

ワトリを用い、FZ の有する変異原性に関する新しい知見（第 1 章）と、報告の少ない薬物代謝

酵素に対する作用に関し、FZ及びその主要代謝物AOZとHEHの作用（第 2章及び第 3章）

を明らかにする目的で本研究を行った。その結果、以下の知見を得て、FZ の毒性の新たな一

部が明らかにされ、加えてニワトリのある種の薬物代謝酵素誘導物質の検索における有用性

が示唆された。 

これらのテーマに関し、以下の 3 編の論文として報告した内容を中心に、3 章に分けて論

述して学位論文とした。 

第 1 章として、FZ の主要な毒性の一つである変異原性については、FZ を連続投与したラ

ット肝 S-9 を酵素源とし、CYP1A subfamily によって代謝的に活性化される前変異原物質

（ethidium bromide）を用いた Ames 試験で変異原性の上昇が示され、その結果から、CYP1A 

subfamily の誘導が示唆されていた。この CYP1A subfamily には、毒性学的に重要な CYP1A1

が含まれる。そこで、同様の試験系の Ames 試験を行い、FZ による変異原性の上昇の確認と

誘導される CYP 分子種の特定を行った。  

その結果、FZ 連続投与ラットの肝 S-9 を用いた群の変異原性は、対照群に比べて約 2 倍

に上昇し、このことからCYP1A subfamily の誘導が確認された。陽性対照物質で CYP2E1 を比

較的強く誘導する acetone投与の変異原性上昇の程度は、FZ投与群にほぼ等しかった。また、

強力な CYP1A 誘導物質である Sudan III を連続投与したラット肝 S-9 を用いた Ames 試験で
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は顕著な変異原性の上昇が認められた。 

次に FZ により誘導された CYP 分子種は、Western blot 分析の結果、CYP1A1 であること

が明らかになった。 

続いて、FZにより誘導されたCYP1A1タンパク質がmRNA増加を介した誘導であるか否か

について、 acetone 及び Sudan III も誘導剤の対象に含めて、各投与群の肝中の

CYP1A1mRNA の発現レベルを RT-PCR 法によりしらべた。その結果、FZ 投与群では

CYP1A1 mRNA レベルが対照群の約 2 倍に上昇し、この誘導が遺伝子を介した反応であるこ

とが確認された。acetone 投与群については、FZ と同程度の CYP1A1 mRNA レベル及び変異

原性の上昇が認められたことから、この変異原性上昇も CYP1A1 に因ることが示された。 

  FZ の変異原性については、FZ 自体が代謝活性化されて変異原性を発現するのみでなく、

CYP1A1 を誘導することにより他の化合物を代謝活性化して変異原性を上昇させる可能性が

ある事が明らかになった。今回の成績により、FZ の使用に当たってはより注意を払う必要があ

ることが判った。 

第 2 章として、FZ は代謝を受けて、MAO 活性阻害作用を発現することがよく知られてい

る。MAO活性抑制物質には複数のCYP関連酵素を阻害する物質が存在しており、FZの薬物

代謝酵素に対する作用が注目された。 

一方、FZ の薬物代謝酵素に対する作用については、ラットでは FZ を連続投与した肝ミク

ロソームにおける CYP 関連酵素活性が、用いる基質により上昇または抑制されることが報告さ

れていた。In vivo では、FZ を連続投与したラットにおいて、HEX による睡眠時間の延長が、ま

た 2 種類の薬物の代謝時間の遅延が報告されていた。一方、FZ の投与対象家畜に対する作

用としては、ニワトリにおける FZ の連続投与が pentobarbital による睡眠時間の短縮を引き起こ

すことが報告されていた。これらの情報から、FZ の連続投与は、ラットでは CYP 関連酵素活性

の上昇と抑制が、ニワトリにおいては、非常に少ない情報から CYP 関連酵素活性の上昇を引

き起こす事が示唆されていた。また、FZの主要な代謝物であるAOZ、更にHEHが共に、MAO
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抑制物質であることから、これらの代謝物の薬物代謝酵素に対する作用が注目されるべきであ

ったが、これまでほとんど検討されて来なかった。 

そこで、FZ及びAOZとHEHの連続投与が肝薬物代謝酵素に如何なる影響を与えるかを、

ラット及びニワトリを用いてより詳しく調べた結果、以下の成果を得た。 

１．FZ 連続経口投与（62.5～125 mg/kg/日、4 日間）は、肝ミクロソーム中の CYP 含有量に対

して、ラットでは弱い増加傾向を引き起こした。これに対し、ニワトリでは FZ 用量依存性に

CYP 量を増加させた。AOZ 及び HEH 連続投与は、ラット及びニワトリにおいて、共に CYP

含有量に対して有意の変化を与えなかった。 

２．CYP 関連酵素活性に対しては、ラットにおいては、FZ 投与は CYP2B 関連の HXOH、

CYP2B1 関連の PROD、CYP2C 関連の APND、CYP1A 関連の EROD と MROD 及び

CYP2E1 関連の PNPH 活性の何れに対しても有意の変化を与えなかった。一方、ニワトリに

おいては、FZ 投与（特に 125 mg/kg 投与）は、対象とした他の全ての CYP 関連酵素活性、

HXOH、APND、EROD と MROD 及び PNPH 酵素活性を上昇させた。この成績から、FZ の

連続投与がニワトリにおいて, CYP1A、2B 及び 2E1 にまたがる様な、広範な CYP 関連酵素

活性を上昇させることが示された。 

３．AOZ 及び HEH 連続投与は、ラットにおいては、HEH 投与が PNPH 活性を上昇させたが、

他の全ての CYP 関連酵素活性に変化を与えなかった。一方、ニワトリにおいては、AOZ 及

び HEH 投与によって PNPH 活性の上昇が認められたが、それ以外の酵素活性は変化しな

かった。これらの成績は、AOZ と HEH は、ラット、特にニワトリにおいて、FZ が示した CYP

関連酵素活性に対する作用とは殆ど関連性が無いことを示唆していた。 

４. ニワトリで観られた FZ投与によるCYP関連酵素活性上昇が、CYPの誘導によることを確か

めるため Western blot 分析法を用いて、FZ 投与ニワトリ肝の CYP 蛋白質発現量の変化を

調べた。その結果、少なくとも抗ラットCYP2C6抗体に反応するCYP蛋白質の増加が認めら

れ、FZ 連続投与による CYP の誘導作用が確かめられた。 
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５. FZ 投与は、ニワトリでは投与量依存性の HEX による睡眠時間の短縮を引き起こした。この

ニワトリでの FZ 投与による睡眠時間短縮の主な原因は、HXOH 活性の上昇に在ることが判

った。  

一方、ラットではFZ投与は睡眠時間の延長傾向を示した。このラットにおける睡眠時間延長

の機序に関しては、FZの肝ミクロソーム膜の脂質過酸化作用によって、CYPによって代謝を

受ける各種薬物の代謝が阻害されたことが主要因である可能性が高いと考察された。 

第 3章では、FZの代謝に着目した。FZは、体内での代謝の初期段階で nitro基の還元

代謝を受け、次いで更なる還元代謝、加水分解等の代謝を受ける。FZ の還元代謝の過程

で生成される活性酸素による酸化ストレス、そして還元代謝物や酸性環境下で還元代謝物

から遊離する AOZ 等により、変異原性、MAO 抑制作用を含む種々の毒性作用が発現する。

従って、FZ の代謝速度の変動は、FZ の毒性発現等にも影響を与える。これに関連して、第

2章ではFZの連続投与は、ラットの肝においてCYP1A1を誘導し、またニワトリにおいては、

ラットにおける CYP1A、CYP2B 及び CYP2E1 等にまたがる様な広範な CYP 関連酵素活性

を上昇させ、CYP2 subfamily を誘導することを示した。一方、ブタにおいて、FZ 連続投与が

FZ 自体の代謝速度を高めることが報告されている。 

そこで、ラットとニワトリを対象として、FZ の連続投与が肝ミクロソームにおける FZ の代謝

活性（消失速度）に如何なる影響を与えるかを調べた。次いで、代謝活性の上昇が観られたニ

ワトリにおいて、代謝活性上昇の機序の解明を試みた。 FZ の代謝を担う主な酵素は、

xanthine oxidase及びCPRに加え、CYP等が考えられ、著者はCPRに着目し、実験を行った。 

その結果、FZ の連続投与は、ラットにおいて FZ 自体の代謝（消失）活性に対して影響を

与えなかった。これに対して、ニワトリにおいては、FZの代謝活性の上昇が認められた。一方、

FZ 投与により CPR 活性は、ラットでは変化が観られず、これに対しニワトリでは上昇が認めら

れ、FZ 代謝活性と CPR 活性とは平行した変動を示した。 
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次に、ニワトリで観られた FZ 代謝活性が、CYP に依存する反応か否かを確認するため、

非特異的な CYP 関連酵素活性の阻害剤 n-octylamine を用いて試験を行った。その結果、

CYP依存の aminopyrine N-脱メチル化反応は抑制されたが、FZの代謝活性は本阻害剤で抑

制されなかった。続いて、FZ代謝活性がCPRに依存した反応であることを確認するため、CPR

活性の阻害剤 DPI の効果を調べたところ、本阻害剤によって活性の抑制が認められた。また

FZ 代謝は、合成 CPR によっても行われ、DPI 添加によって著明に抑制された。 

以上の結果から、FZの連続投与は、ニワトリ肝ミクロソームおけるFZ代謝活性の上昇をも

たらす事が示された。また、FZ 代謝活性の上昇の原因は、CPR 活性の上昇にあることが明ら

かになった。CPR 活性の上昇は、CRP が CYP 関連代謝反応における電子を供与するため、

通常 CYP の広範な分子種の代謝活性を上昇させる。そのため、第 2章で示した FZ 連続投与

による広範な CYP 関連酵素活性の上昇等に一部 CRP 誘導が寄与していると考えられた。

CPR活性の上昇については、FZ自体の変異原性やMAO抑制作用等の複数の毒性、副作用

の発現に影響を与えるのみならず、他の薬物等の代謝速度等にも影響を与えると考えられる

ため、FZ の使用に際してはより注意を払う必要があると思われる。 

 

FZのCYP誘導作用の種差発現に関して、今回得られた全ての成績を総合して考察を行う。

第 2 章で考察した様に、FZ 投与の肝薬物代謝酵素系に対する作用は様々な要因によって影

響されるが、基本的にラット等の哺乳類とニワトリ等の鳥類の間の CYP 誘導機構の違いや FZ

によって誘導されるCYPの性質の差異が種差の大きな要因と考えられる。今回FZ投与によっ

てラットとニワトリ間で認められた CYP 関連酵素活性に対する種差を生み出した主なる要因は

明らかでない。しかし、FZを含めたCYP誘導物質に対する反応の種差を生み出す多くの要因

の一つとして、FZ の還元代謝に伴って生成される活性酸素がもたらす肝ミクロソームの過酸化

による CYP減少作用において、両動物間に存在する差異が考えられる。通常、FZ 投与による

活性酸素の生成量は生体の FZ の還元代謝活性の強さに影響されることが考えられる。この
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FZ還元代謝活性の強さは、正確な比較は出来ないが、今回の成績（第 3章－Fig. 2）でも示さ

れた様にラットがニワトリよりも強い活性を持つと考えられる。従って、この FZ 還元代謝活性の

大きいラットでは、ニワトリよりも FZ によって生成された活性酸素による CYP の減少作用がより

大きいと考えられる。一方、FZ により生成される活性酸素に対する防御能力の両動物間にお

ける違いの存在が挙げられる。即ち、第 2 章の考察で述べた様に、ニワトリはラットに比べて抗

酸化能が優れていると見なされており、ニワトリではこのより強い抗酸化能が、FZ 投与により増

強された CPR 活性上昇に伴って活性酸素の増加が起きた場合にも、その影響を弱め、FZ に

より誘導された CYP の減少を低く抑えたことが考えられる。以上の様なラットとニワトリの間の

FZ 投与による肝における活性酸素を生成する能力と、FZ によって生成された活性酸素による

肝ミクロソームの過酸化を防止する能力の違いが、結果として FZ 投与による CYP 誘導作用の

種差を生じた一因となっている可能性があると考察された。今回の結果から、CYP の誘導性チ

ェックを目的とした被験物質が、活性酸素を生成して肝ミクロソームの過酸化をきたす可能性

の有る場合などに、この種差は使用する動物の選択を決める要素になり得る可能性があると

考えられた。     

 

結論として、本研究によって FZ の連続投与はラットとニワトリにおいて、種差は存在するが、

いずれも複数の FZ による CYP の誘導をもたらす事が示された。既存のブタにおける CYP 等

の誘導の可能性を示唆する報告を考え合わせると、より広い動物種においても FZ は複数の

CYP を誘導する可能性が大きいことが示唆された。このことは、広い動物種において、CYP の

誘導を介した薬物代謝酵素活性の上昇による変異原性物質の活性化の増強や共投与された

薬物動態を変化させる危険性があることを示唆する。更に、CPR の誘導は、CPR を介した

NADPH から CYP 依存酵素反応への電子供与の促進をもたらす事が考えられ、CYP 依存酵

素反応を上昇させる可能性があると考えられる。その結果、CYP により代謝的活性化を受ける

化合物等の毒性を、CYP の誘導がもたらす上述した危険性に加え、さらに高めることが推測さ
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れる。FZ 投与の肝薬物代謝酵素に対する影響の把握には、第 II 相の薬物代謝酵素活性の

一部にも上昇が観られているため、まだ調べられていない薬物代謝酵素に対する作用の検討

が必要と考える。しかし、FZの取り扱いは、今回の一連の研究により明らかになったFZの薬物

代謝酵素系への作用が、広い動物種にもおいても発現する可能性を考慮して、より慎重に取

り扱うべきと考えられる。   
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略語一覧 

 

ALT  alanine aminotransferase 

AOZ  3-amino-2-oxazolidinone 

APND  aminopyrine-N-demethylase 

AST  asprartate aminotransferase 

β-NF  β-naphthoflavone 

CAR  constitutive androstane receptor 

CPR  NADPH cytochrome P450 reductase 

CYP  cytochrome P450 

CXR  chicken xenobiotic-sensing nuclear receptor 

DMSO  dimethyl sulfoxide 

DPI  diphenylene iodonium 

EDTA  ethylene diamine tetraacetic acid 

EROD  ethoxyresorufin O-deethylase 

FZ  furazolidone 

G6P  glucose 6-phosphate 

G6PDH  glucose 6-phosphate dehydrogenase 

HEH  2-hydroxyethyl hydrazine  

HEX  hexobarbital 

HXOH  hexobarbital hydroxylase 

MAO  monoamine oxidase 

MROD  methoxyresorufin O-demethylase 

NADPH  reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 



68 
 

PB  phenobarbital 

PNPH  p-nitrophenol hydroxylase 

PROD  pentoxyresorufin O-dealkylase 

PXR  pregnane X receptor 

3-MC  3-methylcholanthrene
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                          和文抄録 

【背景と目的】フラゾリドン（FZ）は、畜水産の現場において世界中で長年に亘って汎用されて

きたニトロフラン抗菌剤である。しかし、発癌性・遺伝毒性が疑われ、わが国では 1981 年から

順次 食用動物への使用が禁止された。現在、FZ は欧米その他の先進諸国で使用が禁止さ

れている。一方で、一部の発展途上国での使用と医療用としての FZ の使用は依然続いてい

る。そのため、FZ の毒性をより正確に把握して、適切な取扱いに資することが重要と考えた。

そこでラットとニワトリを用い、FZの有する変異原性に関する新しい知見と、主要代謝物AOZと

HEH の作用を含めて報告が殆どない薬物代謝酵素に対する作用に関して明らかにする目的

で本研究を行った。その結果、以下の知見を得て、FZ の毒性の新たな一部が明らかにされた。

加えて今回のラットとニワトリとで得られた試験成績の比較から、ニワトリは肝ミクロソーム膜の

脂質過酸化をもたらす様な薬物代謝酵素誘導物質の検索において有用であることが示唆さ

れた。 

 [第 1 章] FZ の主要な毒性の一つである変異原性について、FZ を連続経口投与(125 

mg/kg/日、3 日間)したラット（Wistar、雌、5 週齢）の肝 S-9 を活性化酵素源とし、cytochrome 

P450（CYP）の 1A subfamily によって変異原性を発現する ethidium bromide を用いた Ames 試

験を行った。その結果、変異原性の上昇が確認された。そこで、FZ を連続投与したラット肝を

抗 CYP1A 抗体を用いて Western blot 分析した結果、CYP1A1 であることが判明した。さらに、

CYP1A1 mRNA の発現量を RT-PCR 法で調べたところ有意な増加が認められた。これらの成

績から、FZ の連続投与はラット肝において変異原性を上昇させ、その原因が CYP1A1 の誘導

を介する反応であることが明らかになった。 

[第 2 章] FZ は代謝を受けて MAO 阻害作用を発現するが、MAO 阻害物質には薬物代謝酵

素（CYP）活性を阻害する複数の化学物質が存在する。そこで FZ 及び MAO 阻害物質であ

る AOZ や HEH の薬物代謝酵素に対する影響が注目されたが、これらに関する研究は、実
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験動物や特に FZ 使用対象家畜においては極めて少ない状況であった。そこでラット

（Wistar、雌、6週齢）及びニワトリ（白色レグホン、雌、2か月齢）を用いて実験を行った。動物

は一群 3匹（羽）とし、投与薬物はFZ（62.5及び 125 mg/kg/日、4日間、経口）及び FZ（125 

mg/kg）相当量の AOZ(57 mg/kg/日、4 日間、腹腔内 )と HEH(42 mg/kg/日、4 日間、腹腔

内)を、対照群には 2%アラビアゴム水溶液（5 ml/kg/日、4 日間）を連続投与して肝薬物代謝

酵素活性に対する影響を中心に調べた。 

肝ミクロソームの CYP 含有量：ラットでは、FZ 投与により増加傾向が観られ, AOZ 投与では

弱い増加傾向が、HEH投与では変化が認められなかった。一方、ニワトリでは FZ 投与により

対照群の 2～3 倍に増加した。AOZ 及び HEH 投与では増加傾向が観られた。 

CYP 関連酵素：ラットでは、FZ の投与によって、対象とした CYP2B 関連の hexobarbital 

hydroxylase (HXOH)、CYP2D1 関連の aminopyrine N-demethylase, CYP1A 関連の

ethoxyresorufin O-deethylase と methoxyresorufin O-demethylase 及び CYP2E1 関連の

p-nitrophenol hydroxylase(PNPH)の全ての活性に影響を与えなかった。AOZ の投与は対象

とした全てのCYP関連酵素活性に対しては影響を与えなかった。HEH投与は PNPH活性の

みを有意に上昇させた。一方、ニワトリでは、FZ (125g/kg)投与群で対象とした上記の全ての

CYP関連酵素活性が 2～5倍の上昇を示した。AOZ及びHEH投与では、PNPH活性のみを

上昇させ、その他の CYP 関連酵素活性には影響を与えなかった。 

Western blot 分析：ニワトリにおいて FZ(125 mg/kg)投与によって上昇した CYP 関連酵素活

性が、CYPの増加に伴う反応であることを確かめるため、抗ラットCYP抗体を用いて分析した。

その結果、少なくとも CYP2C6 抗体との反応を示す肝ミクロソーム蛋白質の 2 倍程度の増加

が認められた。 

睡眠時間：FZ 投与は、ラットでは HEX による睡眠時間が対照群と比較して延長傾向を示し
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た、これに対しニワトリでは対照群の 50%以下に用量依存性に短縮した。この睡眠時間の短

縮は、肝ミクロソームにおける HXOH 活性の上昇が主因であると考察された。 

   以上の結果から、FZ 連続投与はニワトリ肝において広範な CYP 関連酵素活性を上昇さ

せ、この活性上昇は CYP の誘導によっていることが示された。AOZ はニワトリ肝において、

PNPH 活性の上昇を除き対象とした他の全ての CYP 関連酵素活性に影響を与えなかった。

HEH はラットとニワトリ肝の PNPH 活性のみを上昇させた。 

[第 3 章] 前章で述べた様に、FZ は CYP 関連酵素活性の上昇作用を持つため、FZ 連続投

与の動物肝ミクロソームにおける FZ 自体の代謝（消失）活性への影響と、またその影響の発

現機序について調べた。動物及び FZ の投与量等は前章と同様とした。その結果、ラットで

は FZ 投与により FZ 自体の代謝活性は影響を受けなかった。一方、ニワトリでは投与量依存

性に FZ の代謝活性が上昇した。このニワトリでの代謝活性上昇の原因に付いては、まず

CYP の寄与が考えられたが、CYP 阻害薬の存在下で FZ の代謝活性が抑制されないため、

否定された。次いで、ニワトリでは、CPR 活性が FZ 投与量依存性に上昇することが判ったた

め、CPR 阻害薬の代謝活性への抑制効果を調べたところ、有意の抑制が認められた。加え

て、合成 CPR による FZ の代謝と CPR 阻害薬に依る代謝活性の抑制が確認された。 

以上の結果から、FZ連続投与はニワトリ肝ミクロソームにおけるFZ代謝活性を上昇させ、

この活性上昇は CPR の誘導によることが示された。              

【まとめ】(1) FZ による変異原性は、FZ の還元代謝物及び主要代謝物 AOZ 自体が持つ変異

原性物質としての作用に加えて、ラット肝における CYP1A1 の誘導による作用が示された。            

(2) FZ の連続投与は、ニワトリ肝において、広範な CYP 関連酵素活性の上昇をもたらし、こ

の現象はCYPの誘導が主因であることが明らかにされた。AOZとHEHはニワトリ肝の PNPH

活性を上昇させた。 
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(3) FZ 連続投与は、ニワトリ肝ミクロソームでの FZ 自体の代謝活性を上昇させること、そして

この上昇は CPR 活性を上昇させた結果であることが判った。 

(4) 肝ミクロソームの脂質過酸化を伴う様な CYP 誘導物質の検索において、ニワトリの有用

性が示唆された。 
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英文抄録 

The nitrofuran antimicrobial drug, N-(5-nitro-2-furfurylidene)-3-amino-2- 

oxazolidone (furazolidone; FZ ) has been used for treatments of certain bacterial 

and protozoal infections in human and animals for > 40 years. The use of FZ in 

food-producing animals has been forbidden in European Union (EU) countries, the 

USA, Japan as well as many other countries owing to its mutagenic and 

carcinogenic activities. However, FZ is still in use in some countries of the Middle 

and Far Eeast as a feed additive for livestock and shrimp. It is also used to treat 

infectious diseases in humans, especially for eradication of Helicobacter pylori. It is 

known that the injection of FZ causes alterations of the expression levels of phase I 

drug-metabolizing enzymes (cytochrome P450, CYP), which participate in the 

phase I metabolism of numerous drugs in experimental animals. There is, however, 

little investigation of the effect of FZ on the CYP-related activity especially in rat 

and chicken. The aim of present studies was to investigate the effect of successive 

bolus doses of FZ and its metabolites, AOZ and HEH in some studies, on CYP-related 

activities in rat and chicken livers. 

   In this study, FZ (125 mg/kg) was orally administered to Wistar rats for 3 days. 

Results of the Ames test using the S-9 fraction of rats treated with FZ showed a 

significant increase of the number of revertant colonies. Western blot analysis of hepatic 

CYP isozymes induced by FZ, revealed a remarkable induction of CYP1A1 apoprotein, 

but CYP1A2 and CYP2E1 apoproteins were not altered. In addtiton, the expression 

level of CYP1A1 mRNA in rats was significantly enhanced by FZ treatment. We 

concluded that FZ is apparently mutagenic and induces transcription of the CYP1A1, 

which metabolically activates numerous promutagens, in hepatocytes. 

Next, the present study aimed to investigate the effects of successive bolus doses of 

FZ and its metabolite 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ) on CYP-related activities in the 

livers of rats and chickens. Female Wistar rats and White Leghorn chickens were orally 

administered with FZ once a day for 4 consecutive days. FZ-treated chickens showed an 

increase of multiple CYP-related activities, however, rats treated with FZ did not show 
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these changes. In chickens, treatment with FZ also induced production of microsomal 

CYP2C6-like apoprotein. The present study demonstrated that FZ caused a 

multiple-type induction of CYP-related activities in chickens, but not in rats. 

 Finally, the present study aimed to show the effect of FZ on the activity of 

microsomal enzymes that metabolize FZ, and to identify the enzyme that contributes to 

FZ metabolism in chickens. Wistar rats and White Leghorn chickens were administered 

FZ once a day for four consecutive days. FZ metabolism was accelerated by FZ 

administration in chickens, but not in rats. The elevation of FZ metabolism coincided 

with the induction of NADPH cytochrome P450 reductase (CPR) activity in chickens, 

but such induction was not observed in rats. FZ metabolizing activities were inhibited 

in the presence of CPR inhibitor (dephenylene iodonium chloride) but not by the 

addition of archetypal cytochrome P450 inhibitors (CO or n-octylamine). The present 

study concluded that FZ accelerated its own metabolism in the chicken by induction of 

the activity of CPR. 

   In conclusion, it was elucidated that FZ treatment in chicken causes induction of 

drug-metabolizing enzymes observed previously in rats and pigs. FZ may therefore 

induce multiple CYPs in humans and numerous animal species. Compounds, including 

FZ, which induce multiple CYP isozymes, have various toxic actions in animals, such as 

increasing the toxic effect of some drugs and pollutants. Therefore, more attention 

should be paid to the usage of FZ.  
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