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略語表 
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AUC area under the curve 

Bcl-2 B-cell lymphoma 2 

BSA bovin serum alubumin 

BSEP bile salt export pump 

Car carnitine 
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CoA coenzyme A 

CPT1 carnitine palmitoyl transferase1 

CREB cAMP response element binding protein 

CTLA-4 cytotoxic T-lymphocyte protein 4 

DAMPs damage-associated molecular patterns 

DHAP dihydroxyacetone phosphate 

DILI drug-induced liver injury 

DMEM Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 

DMSO dimethyl sulfoxide 

DNA deoxyribonucleic acid 

EDTA ethylenediaminetetraacetic acid 

eLPC ether-lysophosphatidylcholine 

ePC ether-phosphatidylcholine 
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ePE ether-phosphatidylethanolamine 

Far1 fatty acyl-CoA reductase 1 

FBP fructose-1,6-bisphosphate 

FCCP carbonyl cyanide-p-trifluoromethoxyphenylhydrazone 

FDA Food and Drug Administration 

G3P glyceealdehyde-3-phosphate 

GLP good laboratory practice 

Gnpat glycerone-phosphate O-acyltransferase 

GPO glycerol-3-phosphate oxidase 

GPx GSH peroxidase 

GSH glutathione 

GST GSH S-transferase 

HE hematoxylin-eosin 

HMGB1 high mobility group box protein 1 

HSP heat shock protein 

ICAM-1 intracellular adhesion molecule-1 

IL-1β interleukin-1β 

JNK c-jun N-terminal kinase 

KO knockout 

LAG3 lymphocyte activation gene 3 

LC/MS liquid chromatography/mass spectrometry 

Lcad long-chain acyl CoA dehydrogenase 

LPC lysophosphatidylcholine 

LPS lipopolysaccharide 

m/z mass-to-charge ratio 

MAPK mitogen-activated protein kinase 

MCAD medium-chaine acyl CoA dehydrogenase 

MHC major histocompatibility complex 

MTD maximum torelable dose 

NADH nicotinamide adenine dinucleotide 

NAFLD non-alcholic fatty liver disease 
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NAPQI N-acetyl-p-benzoquinone imine 

NASH non-alcholic steatohepatitis 

NCOR nuclear receptor co-repressor 

NFκ-B nuclear factor kappa B 

OCR oxygen consunpsion rate 

OPSL-DA orthogonal partial least squares discriminant analysis 

PC phosphatidylcholine 

PD-1 programmed cell death 1 

PE phosphatidylethanolamine 

PG phosphatidylglycerol 

PGC-1 PPARγ co-activator 1 

PI phosphatodylinositol 

PPARα peroxisome proliferator-activated receptor α 

PPRE PPAR response element 

PS phosphatidylserine 

RFU relative fluorescence unit 

RLU relative luminescrnce unit 

RNA ribonucleic acid 

RT retention time 

RT-PCR reverse transcription-polymerase chain reaction 

RXR retinoid X receptor 

SM sphingomyelin 

SM+O oxidized- sphingomyelin 

SMRT silencing mediator for retinoid and thyroid hormone receptor 

SOD superoxide dismutase 

TCA tricarboxylic acid 

TGL triglyceride 

TNF-α tumor necrosis factor-α 

Treg regulatory T-cell 

UGT uridine diphosphate glucuronosyltransferase 

VPA valproic acid 
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Fig. 1 Flow of the drug development 

序論 

 

一般的に医薬品開発には9~17年もの長い年月と，500億円を超える研究費が必要だ

とされている。医薬品開発に要する研究費は増加の一途を辿っており，臨床試験段階

での開発中止は製薬企業にとって数百億円にも達する損失を意味する。そのため，医

薬品開発の比較的初期に位置する非臨床試験の段階で（Fig. 1），可能な限り成功確率

を高めた医薬品候補化合物を創出することが製薬企業にとっては必要不可欠となる。 

1991年において医薬品候補化

合物の開発中止や医薬品の市場

からの撤退の理由は薬物動態に

関わるものが40%，安全性に関

わるものが13%であった。しか

しながら，近年，薬物動態学は

急速に発展し，様々な新規技術

が開発されてきたため，現在で

は in vivo， in vitroさらには in 

silicoの新規技術を駆使すること

によって，非臨床試験の段階で臨床でのリスクを正確に予測できるようになった。そ

の結果，臨床試験以降の開発中止事例に占める薬物動態に起因する事例は，2000年，

2011年でそれぞれ9%，1%と激減している。一方，安全性の問題に起因する臨床試験

以降の開発中止事例は，2000年，2011年でそれぞれ20%，19%と依然として多いこと

が報告されている[1-3]。さらに安全性の問題で1990～2011年の間に市場から撤退した

医薬品は34品あるが，そのうち13品（38%）は臨床での肝障害発現が原因であるとさ

れている[4]。以上のように，医薬品開発において臨床肝障害は大きなインパクトを持

っているが，非臨床毒性試験から臨床肝障害のリスクを正確に予測することは困難で

あるのが現状である。そこで本研究ではin vitro及びin vivo非臨床毒性試験の両面から

臨床肝障害を予測する新規評価手法を確立することを目指し，種々検討を行った。 

第1章では，臨床肝障害の大部分を占めるとされる特異体質性肝障害（idiosyncratic 

drug-induced liver injury（DILI））を予測するin vitro非臨床毒性試験法を新規に確立す

るために，凍結ヒト初代培養肝細胞を用いて，短時間曝露時のミトコンドリア呼吸能
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及び長時間曝露時の caspase-3/7活性をエンドポイントとし，検討を行った。

Idiosyncratic DILIを予測することが可能か否かは，既知のidiosyncratic DILI誘発肝毒性

物質（トログリタゾン，レフルノミド，ラニチジン及びジクロフェナク）及び

idiosyncratic DILI非誘発肝毒性物質（アセトアミノフェン及びエタノール）を用いて

検証した。 

第2章では，in vivo非臨床毒性試験で認められた脂肪肝（肝細胞の脂肪化）が臨床肝

障害の予測に役立つのではないかと考え，ラットのin vivo非臨床毒性試験で肝細胞の

脂肪化が認められた自社化合物 compound Xを用いて，メカニズム解析及び臨床肝障

害リスクの推定を行った。続いて，非臨床においても，脂肪肝，特にミトコンドリア

毒性による脂肪肝を反映するバイオマーカーは知られていないため，非臨床毒性試験

でミトコンドリア毒性に起因する脂肪肝を引き起こす代表的な化合物としてバルプ

ロ酸を用い，in vivo非臨床毒性試験においてミトコンドリア毒性による脂肪肝を反映

する新規血中バイオマーカーをリピドミクス解析により探索した。 

第3章では，in vivo非臨床毒性試験で認められたミトコンドリア毒性による脂肪肝が，

何故臨床肝障害のアラートとなり得るのか，メカニズムの観点から考察を行った。 
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第 1 章 In vitro 非臨床毒性試験からの臨床肝障害予測 

 

第1節  はじめに 

 

薬剤性肝障害（DILI）は，毒性試験あるいは臨床において，最も重篤かつ頻発する

有害事象のひとつであると同時に，当局が臨床使用の制限，臨床試験の中止あるいは

市場からの撤退を含む規制措置を講ずる主な要因となっている[5, 6]。DILIは，非臨床

毒性試験の結果から予測可能なintrinsic DILIと予測不可能なidiosyncratic DILIに分け

られる。Intrinsic DILIはアセトアミノフェンを代表例とするいくつかのケースに限ら

れ，臨床肝障害のほとんどが idiosyncratic DILIであると考えられている [7]。

Idiosyncratic DILIは，前述の通り非臨床毒性試験から予測不能であること，肝移植も

考慮した積極的な治療が必要になる事例が多いこと，さらには死亡率が高いことなど

の理由から，臨床における薬剤使用時の大きな懸念事項になっている。しかしながら，

idiosyncratic DILIの発症機序の全容は未だ不明であることから，非臨床毒性試験から

idiosyncratic DILIのリスクを正確に予測する試験系は確立されていない。 

Idiosyncratic DILIの発症機序のひとつとして，種々の炎症性サイトカインによる肝

臓の炎症が考えられている[8]。この仮説に基づいた臨床肝障害予測のため代表的なモ

デル動物であるlipopolysaccharide（LPS）負荷ラットはクロルプロマジン[9]，ジクロ

フェナク[10]，ラニチジン[11]，スリンダク[12]及びトロボフロキサシン[13]の臨床肝

障害を検出できることが報告されている。しかしながら，LPSは正常なラットの自然

免疫システムを完全に破綻させるため，用量によっては動物の状態が著しく悪化する

等，臨床肝障害の予測における有用性あるいはヒトへの外挿性については議論の余地

があると言わざるを得ない。 

臨床肝障害の予測を目指したin vitro非臨床毒性試験の報告は数多い[14-19]。In vitro

の評価系を用いるメリットはいくつか挙げられるが，最も大きいメリットはヒトの細

胞を使用できることである。ヒトの肝細胞あるいは肝組織を用いることができるため，

ヒトへの外挿性の観点からin vivo非臨床毒性試験よりも有利であるといえる。また，

数多くの報告の内，いくつかのin vitro非臨床毒性試験はミトコンドリア機能に着目し

て検討を行っている。ミトコンドリアは肝細胞の細胞死（アポトーシス及びネクロー

シス）において，中心的な役割を担っており，ヒトの肝臓における「idiosyncrasity（特

異体質性）」を規定する主要な因子であると考えられている[20]。ミトコンドリア機能
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障害は酸化的リン酸化の脱共役，ミトコンドリア呼吸鎖複合体I/IIIの阻害，ミトコン

ドリア酸化ストレスの増加，細胞内カルシウム濃度の上昇あるいはc-Jun N-terminal 

kinase（JNK）の活性化等により引き起こされ，一部はアポトーシスにつながること

が知られている[21]。肝細胞のアポトーシスも，idiosyncratic DILIの発症に関与してい

ることが知られており，idiosyncratic DILIを引き起こすことが知られているトロボフ

ロキサシンはtumor necrosis factor-α（TNF-α）と共に肝細胞に曝露することにより，ア

ポトーシスを誘発することが報告されている[22]。 

本章では臨床肝障害の大部分を占めるとされるidiosyncratic DILIを予測するin vitro

非臨床毒性試験法を新規に確立するために，凍結ヒト初代培養肝細胞を用いて，短時

間曝露時のミトコンドリア呼吸能及び長時間曝露時のcaspase-3/7活性をエンドポイン

トとし，種々検討を行った。Iidiosyncratic DILIを予測することが可能か否かは，既知

のidiosyncratic DILI誘発肝毒性物質（トログリタゾン，レフルノミド，ラニチジン及

びジクロフェナク）及びidiosyncratic DILI非誘発肝毒性物質（アセトアミノフェン及

びエタノール）を用いて検証した。 
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第2節  実験方法 

 

第1項  試薬 

0.4% Trypan blue Invitorogen 

1N NaOH 和光純薬工業（株） 

Acetaminophen 和光純薬工業（株） 

ApoLive-Glo™ Multiplex Assay Promega 

Carbonyl cyanide-p-trifluoromethoxyphenylhydrazone 

（FCCP） 
Sigma-Aldrich 

Collagen from calf skin Type I，0.1% solution in 0.1 M acetic acid Sigma-Aldrich 

Cryopreserved Hepatocytes Recovery Medium Invitorogen 

D-glucose 和光純薬工業（株） 

Diclofenac sodium 和光純薬工業（株） 

Dimethyl sulfoxide（DMSO） 和光純薬工業（株） 

Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium（DMEM） Sigma-Aldrich 

Ethanol 東京化成工業（株） 

GlutaMAXTM I（100×） Invitorogen 

Hepatocytes Maintenance Supplement Pack Invitorogen 

Hepatocytes Plating Supplement Pack Invitorogen 

Lefrunomide 和光純薬工業（株） 

Ranitidine Sigma-Aldrich 

Sodium pyruvate 和光純薬工業（株） 

Troglitazone Sigma-Aldrich 

William’s medium E Invitorogen 

XF24 calibrant solution Seahorse 

Bioscience, Inc. 

 

第2項  細胞培養 

凍結ヒト初代培養細胞はInvitorogenから購入した同一のロット（Caucasian，female，

68歳）を用いた。 

37°Cの水浴中で細胞を融解し，Cryopreserved Hepatocytes Recovery Mediumに懸濁し

た。細胞懸濁液を遠心分離し（100×g，室温，10分間），得られた細胞にplating培地
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（Hepatocytes Plating Supplement Packを加えたWilliam’s medium E）を加え，再懸濁し

た。細胞懸濁液の一部と，0.4% Trypan blue溶液を等量混合し，血球計算盤を用いて生

細胞数及び細胞生存率を算出した（細胞生存率が90%以上のものを試験に使用）。生

細胞数が6×104 cells/100 μL/wellとなるよう，細胞懸濁液を希釈し，コラーゲンコート

された各々のアッセイプレートに細胞を播種した。細胞生存率及びcaspase-3/7活性の

測定には白色96-well 細胞培養プレート（コラーゲンコート，clear bottom，Corning）

を用いた。Oxygen consumption rate（OCR）の測定には，XF24 Extracellular Flux Analyzer

用の24-well 細胞培養プレート（Seahorse bioscience, Inc.）を0.01%に希釈したCollagen 

from calf skin Type I溶液でコラーゲンコートして使用した。細胞播種の4-6時間後に，

200 μL/wellの incubation培地（Hepatocytes Maintenance Supplement Packを加えた

William’s medium E）に培地交換した。細胞培養は，37°C-5% CO2インキュベーター内

で行った。 

 

第3項  細胞生存率及び caspase-3/7 活性の測定 

薬液の添加は細胞播種の翌日に行い，薬液添加後24時間まで培養を行った。薬液の

調製はincubation培地を用いて行い，DMSOの終濃度は1%とした。細胞生存率及び

caspase-3/7活性の測定は，ApoLive-Glo™ Multiplex Assayを用いて同一プレートで実施

した。測定方法は添付の取扱説明書に従った。蛍光強度（relative fluorescence unit（RFU））

及び発光強度（relative luminescence unit（RLU））の測定にはInfinite M200Pro及び解析

ソフトMagellan V7.2（共にTecan Group Ltd.）を使用した。 

 

第4項  OCR の測定 

測定は細胞播種の翌日に実施した。Assay培地（11 mM glucose，4 mM sodium pyruvate

及びGlutaMAXTMを含むDMEM）は，1N NaOHを適宜添加し，使用当日に37°Cにおけ

るpHを7.4に調製し，使用した。薬液の調製はassay培地を用いて行い，DMSOの終濃

度は1%とした。薬液の濃度は，過去の経験から細胞毒性が発現しないことが想定さ

れる，細胞生存率及びcaspase-3/7活性測定の1/10を設定した。Oxygen consumption rate 

（OCR）の測定はXF24 Extracellular Flux Analyzer（Seahorse bioscience, Inc.）を使用し

た。測定日の前日からXF assay cartridge（Seahorse bioscience, Inc.）に1 mLのXF24 

calibrant solutionを加え，37°Cのふ卵器で一晩水和させた。測定に用いる細胞は，測定

日に675 μLのassay培地で培地交換し，37°Cのふ卵器で1時間静置した。静置後，細胞



 

 –13– 

Fig. 2 Procedure of the measurements of OCR 

及び一晩水和し，薬液を充填したXF assay cartridgeをXF24 Extracellular Flux Analyzer

にセットし，OCRの測定を実施した。薬液（75 μL）及び脱共役剤 FCCP溶液（83.3 μL，

終濃度0.01 μM）はアッセイ中に自動で添加した。測定は以下の条件で行った（Fig. 2）。 

 

 

データの解析はXF24 Anlyzer Software v1.8.0.14（Seahorse bioscience, Inc.）を用いて

行い，basal mitochondrial functionの指標としてFCCP添加前のOCR（薬液添加直前の測

定ポイントのOCRを100%として補正）のarea under the curve（AUC）を算出した。ま

た，maximum mitochondrial functionの指標として，FCCP添加後のOCR（FCCP添加直

前の測定ポイントのOCRを100%として補正）のAUCを同様に算出した（Fig. 3）。 
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Fig. 3 The image of the calculation of the data obtained using XF24 Extracellular Flux Analyzer 

 

 

 

第5項  統計解析 

実験結果は全て平均 +/± 標準偏差（mean +/± S.D.）で示した。また，有意差の検定

はGraphPad Prism ver. 7.04（GraphPad Software）を用いてpost-hoc Dunnet's testにより行

った。 
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第3節  結果 

 

第1項  トログリタゾン 

 

***

*** *** ***
***

*** ***
***

**

 

 

トログリタゾン曝露により，AUC of the basal OCRは12.5 μM以上で用量依存的に減

少した（Fig. 4A）。AUC of the maximum OCRは最低用量である6.25 μMから用量依存的

に減少した（Fig. 4B）。 

 

Fig. 4 AUC of the OCR in the human hepatocytes treated with troglitazone 

(A) AUC of the basal OCR, (B) AUC of the maximum OCR 
Each bar represents mean + S.D. with 3-4 determinations 
Significantly different from control (Dunnett’s test): ** P < 0.01, *** P < 0.001 

(A) (B) 

Fig. 5 Cell viability and caspase-3/7 activity in the human hepatocytes treated with troglitazone 

Concentrations: 0, 62.5, 125, 250, 500 and 1000 µM 
Each points represents mean ± S.D. with 4 determinations 
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トログリタゾン曝露により，細胞生存率は125 μM以上の用量で顕著に低下した。

125 μMにおいて，ごく僅かなcaspase-3/7活性の上昇が認められたが，再現性を確認し

たその他のいくつかのロットの凍結ヒト初代培養肝細胞を用いた実験では，

caspase-3/7活性の上昇は認められなかったため（data not shown），この変化は再現性の

ない，偶発的な変化と判断した（Fig. 5）。 

 

第2項  レフルノミド 

 

**
*** ***

***

 

 

レフルノミド曝露により，AUC of the basal OCRは12.5 μM以上で用量依存的に減少

した（Fig. 6A）。AUC of the maximum OCRはいずれの用量でも変化しなかった

（Fig. 6B）。 

 

(A) (B) 

Fig. 6 AUC of the OCR in the human hepatocytes treated with leflunomide 

(A) AUC of the basal OCR, (B) AUC of the maximum OCR 
Each bar represents mean + S.D. with 3-4 determinations 
Significantly different from control (Dunnett’s test): ** P < 0.01, *** P < 0.001 
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レフルノミド曝露により，細胞生存率は62.5 μM以上で用量依存的に低下した。

Caspase-3/7活性は最低用量である62.5 μMから顕著な低値を示した（Fig. 7）。 

 

第3項  ラニチジン 

 

ns ns *
ns

**

** *

 

 

Fig. 7 Cell viability and caspase-3/7 activity in the human hepatocytes treated with lefrunomide 

Concentrations: 0, 62.5, 125, 250, 500 and 1000 µM 
Each points represents mean ± S.D. with 4 determinations 

(A) (B) 

Fig. 8 AUC of the OCR in the human hepatocytes treated with ranitidine 

(A) AUC of the basal OCR, (B) AUC of the maximum OCR 
Each bar represents mean + S.D. with 3-4 determinations 
Significantly different from control (Dunnett’s test): * P < 0.05, ** P < 0.01 
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AUC of the basal OCR はいずれの用量でも変化しなかった（Fig. 8A）。AUC of the 

maximum OCR は統計学的に有意な変化が散見されたが，いずれも軽度であり，用量

依存性もないことから，ラニチジン曝露の影響はないものと判断した（Fig. 8B）。 

 

 

ラニチジン曝露により，細胞生存率は 2500 μM 以上で顕著に低下した。10000 μM

において caspase-3/7 活性の顕著な上昇が認められた（Fig. 9）。 

  

Fig. 9 Cell viability and caspase-3/7 activity in the human hepatocytes treated with ranitidine 

Concentrations: 0, 625, 1250, 2500, 5000 and 10000 µM 
Each points represents mean ± S.D. with 4 determinations 



 

 –19– 

第4項  ジクロフェナク 

 

***
***

*** ***

***

 

 

 AUC of the basal OCRはいずれの用量でも変化しなかった（Fig. 10A）。AUC of the 

maximum OCRは最低用量である25 μMから用量依存的に減少した（Fig. 10B）。 

 

 

 

Fig. 10 AUC of the OCR in the human hepatocytes treated with diclofenac 

(A) AUC of the basal OCR, (B) AUC of the maximum OCR 
Each bar represents mean + S.D. with 3-4 determinations 
Significantly different from control (Dunnett’s test): *** P < 0.001 

Fig. 11 Cell viability and caspase-3/7 activity in the human hepatocytes treated with diclofenac 

Concentrations: 0, 250, 500, 1000, 2000 and 4000 µM 
Each points represents mean ± S.D. with 4 determinations 

(A) (B) 
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ジクロフェナク曝露により，細胞生存率は250 μM以上で顕著に低下した。250，500

及び1000 μMにおいてcaspase-3/7活性の顕著な上昇が認められた（Fig. 11）。 

 

第5項  アセトアミノフェン及びエタノール 

 

 

 

アセトアミノフェン曝露では，AUC of the basal OCR及びAUC of the maximum OCR

は，最高用量である1000 μMまでいずれの用量でも変化しなかった（Fig. 12A，B）。 

 

(A) (B) 

Fig. 12 AUC of the OCR in the human hepatocytes treated with acetaminophen 

(A) AUC of the basal OCR, (B) AUC of the maximum OCR 
Each bar represents mean + S.D. with 3-4 determinations 
Not significantly different from control (Dunnett’s test) 

Fig. 13 Cell viability and caspase-3/7 activity in the human hepatocytes treated with acetaminophen 

Concentrations: 0, 625, 1250, 2500, 5000 and 10000 µM 
Each points represents mean ± S.D. with 4 determinations 
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アセトアミノフェン曝露により，細胞生存率は 2500 μM 以上で低下した。caspase-3/7

活性は最高用量である 1000 μM までいずれの用量でも変化しなかった（Fig. 13）。 

 

 

 

 

エタノール曝露では，AUC of the basal OCR 及び AUC of the maximum OCR は，最

高用量である 1000 μM までいずれの用量でも変化しなかった（Fig. 14A，B）。 

 

 

Fig. 14 AUC of the OCR in the human hepatocytes treated with ethanol 

(A) AUC of the basal OCR, (B) AUC of the maximum OCR 
Each bar represents mean + S.D. with 3-4 determinations 
Not significantly different from control (Dunnett’s test) 

Fig. 15 Cell viability and caspase-3/7 activity in the human hepatocytes treated with ethanol 

Concentrations: 0, 625, 1250, 2500, 5000 and 10000 µM 
Each points represents mean ± S.D. with 4 determinations 

(B) (A) 
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エタノール曝露では，細胞生存率は最高用量である 10000 μM までいずれの用量で

も変化しなかった。caspase-3/7 活性は 1250 μM 以上で僅かに上昇していたが，ごく軽

度であり，細胞生存率と相関して変動していることから，アポトーシスの誘導を示唆

する変化ではないと判断した（Fig. 15）。 
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第4節  考察 

 

臨床肝障害の大部分を占める idiosyncratic DILI を予測するために多くの in vitro あ

るいは in vivo の非臨床毒性試験法が検討されてきた。In vitro の非臨床毒性試験は 

in vivo と比較し，少量の化合物で実施可能であるため，多くの化合物をスクリーニン

グすることができる。また，最も大きいメリットとしてヒト由来の肝細胞を使用でき

ることが挙げられる。そのため，ヒトへの外挿性の観点からも in vivo の非臨床毒性

試験より有利であるといえる。しかしながら，多くの評価系で用いられている肝癌由

来あるいは不死化細胞株（HepG2 細胞，HepaRG 細胞等）は，安価で簡便に用いるこ

とが出来る反面，生体内での肝細胞の機能を完全には有していないことも知られてい

る[23]。ヒト初代培養肝細胞は，in vitro 非臨床毒性評価系の gold standard とされてお

り，肝毒性のメカニズム解析や代謝物の関与を明らかにする際に汎用されている。一

方で，ヒト初代培養肝細胞は，ドナーに起因するロット間差や単離条件や輸送/保存

条件に起因するバイアル間差が顕著であり，播種後，急速に正常な肝細胞としての機

能が失われていくことが知られているため[24]，臨床肝障害を再現性良く予測できる

in vitro 非臨床毒性評価系を確立するためには，適切な薬物曝露時間やエンドポイン

トを設定することが重要と考えられる。近年，idiosyncratic DILI の発現とミトコンド

リア機能障害[25-27]やアポトーシス[22]が密接に関与していることが報告されてい

るため，本検討では凍結ヒト初代培養肝細胞を用いて，短時間曝露時のミトコンドリ

ア呼吸能及び長時間曝露時の caspase-3/7 活性をエンドポイントとして組み合わせる

という新たな試みを行った。 

ミトコンドリア機能障害は cytochrome c の放出，ひいてはアポトーシスにつながる

と考えられる。ミトコンドリア機能障害を引き起こす機序として，ミトコンドリアへ

の化合物の蓄積，mitochondrial deoxyribonucleic acid（DNA）の変異，ミトコンドリア

呼吸鎖の阻害等の多くのメカニズムが存在する。OCR の測定は，その中でも化合物

の直接的なミトコンドリア呼吸鎖の阻害を評価する最も感度の良い手法の一つとし

て知られている。本検討では，basal mitochondrial function の指標として AUC of the 

basal OCR を，maximum mitochondrial function の指標として AUC of the maximum OCR

を算出した。また，薬液 24 時間曝露後の caspase-3/7 活性をアポトーシスの指標とし

て測定した。Caspase-3/7 活性は短時間曝露時に測定することが一般的であるが[28]，

我々は直接的なミトコンドリア呼吸鎖の阻害だけではなく，発現までに時間を要する
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その他のメカニズムによるミトコンドリア機能障害によって引き起こされるアポト

ーシスも検出するため，あえて長時間曝露時に測定した。 

本章の結果を Table 1 にまとめた。トログリタゾンはミトコンドリア機能障害を引

き起こしたが，アポトーシスは

引き起こさなかった（Fig. 4，5）。

我々の評価系でアポトーシスが

引き起こされなかった一因とし

て，薬物代謝の関与が考えられた。

トログリタゾンの未変化体は，ミ

トコンドリア毒性をはじめとす

る種々の細胞毒性作用を持つこ

とが知られているが，代謝物（主

に硫酸抱合体）はそれらの作用を持たないことが報告されている[29]。本試験では，

薬物代謝能が比較的生体の肝臓に近い凍結ヒト初代培養肝細胞を使用しているため，

24 時間曝露の間に，代謝によって無毒化された可能性が考えられた。 

レフルノミドは，トログリタゾンと同様にミトコンドリア機能障害を引き起こした

（Fig. 6）。一方で，caspase-3/7 活性は最低用量から顕著な低値を示した（Fig. 7）。こ

れはレフルノミドの薬理作用に起因した変化だと考えられる。レフルノミドは

caspase-3/7 の上流に位置する mitogen-activated protein kinase（MAPK）ファミリーで

ある JNK1/2 及び B-cell lymphoma 2（Bcl-2）を阻害することで抗アポトーシス作用を

示すことが知られている[30]。 

ラニチジンはアポトーシスを引き起こしたが（Fig. 9），ミトコンドリア機能障害は

引き起こさなかった（Fig. 8）。上述したように，短時間曝露時の OCR 測定では化合

物による直接的なミトコンドリア呼吸鎖の阻害しか検出できないため，ラニチジンは

それ以外のメカニズムによってミトコンドリア障害及びアポトーシスを引き起こし

ていることが推察された。 

ジクロフェナクはミトコンドリア機能障害もアポトーシスも引き起こした（Fig. 10，

11）。これらの結果は，ジクロフェナク及びその代謝物が直接的なミトコンドリア呼

吸鎖の阻害によりミトコンドリア機能障害及びアポトーシスを引き起こしているこ

とを示唆している。これは，ジクロフェナクの未変化体及びその代謝物（主に 5-OH-

ジクロフェナク）の両者が細胞毒性作用を有するという報告[31]と一致すると考えら

Table 1 Summary results of our in vitro combination assay 
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れた。 

本検討では，basal mitochondrial function 及び maximum mitochondrial function を評価

しているが，生体内で必要とされる adenosine triphosphate（ATP）が，basal mitochondrial 

function によって産生されていることを考慮すると，basal mitochondrial function に影

響を及ぼす化合物の方が，maximum mitochondrial function のみに影響を及ぼす化合物

よりもミトコンドリア毒性ポテンシャルは強いと考えられた。以上の観点から，ミト

コンドリア機能障害を引き起こした化合物を見直すと，トログリタゾンは basal 及び

maximum mitochondrial function の両方に，レフルノミドは basal mitochondrial function

のみに，ジクロフェナクは maximum mitochondrial function のみに影響を及ぼしていた。

従って，ミトコンドリア毒性の強さはトログリタゾン > レフルノミド > ジクロフ

ェナクの順であると考えられた。この順は DILI に対する Food and Drug Administration

（FDA）のラベル分類の危険度と一致する（トログリタゾン: withdraw，レフルノミ

ド: boxed warning，ジクロフェナク: warning and precautions）[32]。トログリタゾン及

びレフルノミドの結果は，1 つのエンドポイントが薬物代謝や薬理作用によって評価

できなくなる場合においても，2 つのエンドポイントを組み合わせた本 in vitro 非臨

床毒性評価系の有用性を示すものであると考えられた。また，トログリタゾン及びジ

クロフェナクの結果から，未変化体だけではなく代謝物も idiosyncratic DILI の発現に

関与している場合も，本 in vitro 非臨床毒性評価系では検出可能であると考えられた。 

アセトアミノフェン及びエタノールは肝毒性物質ではあるが，idiosyncratic DILI で

はないとされている。これらの化合物は本 in vitro 非臨床毒性評価系で最高濃度まで

（ラニチジンと同様の濃度を設定），ミトコンドリア機能障害もアポトーシスも引き

起こさなかった（ Fig. 12-15）。アセトアミノフェンは反応性代謝物である

N-acetyl-p-benzoquinone imine（NAPQI）が肝毒性発現に関与しているとされている[33]。

アセトアミノフェンは通常 uridine diphosphate glucuronosyltransferase（UGT）及び

sulfotransferase により代謝されるため，グルクロン酸抱合あるいは硫酸抱合が飽和し

ない限り，NAPQI は生成されない。本 in vitro 非臨床毒性評価系では，ヒト初代培養

肝細胞が正常な代謝能を有し，NAPQI が生成されていない，あるいは生成されても

glutathione（GSH）で適切に無毒化される程度であったため，ミトコンドリア機能障

害及びアポトーシスを引き起こさなかったものと考えられた。エタノールによる肝毒

性は代謝物であるアセトアルデヒドの直接的な細胞毒性作用あるいは，その代謝の過

程で nicotinamide adenine dinucleotide（NADH）が過剰に産生されることによる脂肪酸
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β 酸化の阻害が原因であるとされている[34]。これらの変化は，エタノールを超高用

量かつ長期間暴露しないと発現しないため，本 in vitro 非臨床毒性評価系で変化が認

められないのは妥当であると考えられた。 

以上，本章の検討から，in vitro 非臨床毒性試験ではヒト初代培養肝細胞を用い，

短時間曝露時のミトコンドリア呼吸能及び長時間曝露時の caspase-3/7 活性を組み合

わせて評価することにより，臨床肝障害，中でも非臨床毒性試験からの予測が困難だ

と言われている idiosyncratic DILI を予測可能であることが見出された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第2章 In vivo 非臨床毒性試験からの臨床肝障害予測 

 

第1節  はじめに 

 

In vivo非臨床毒性試験，特に，医薬品開発の非臨床毒性試験として必須のげっ歯類

を用いた通常の一般毒性試験（ラット1ヵ月間反復経口投与試験等の医薬品good 

laboratory practice（GLP）適用試験）には，in vitro非臨床毒性試験とは異なり，用いる

動物種や投与期間，検査項目を始めとする種々の制限がある。しかしながら，in vivo

非臨床毒性試験においても，臨床肝障害につながる何らかのアラートが存在する可能

性が考えられる。第1章の結果から，ミトコンドリアが臨床肝障害予測に重要な役割

を担っていることが明らかとなった。肝細胞におけるミトコンドリア機能の低下は，

脂肪酸代謝の低下につながり，ひいては脂肪肝（病理所見名としては肝細胞の脂肪化）

につながると考えられる。以上の事から，in vivo非臨床毒性試験で認められる脂肪肝

（肝細胞の脂肪化）が臨床肝障害の予測において非常に重要な所見である可能性が考

えられた。肝細胞の脂肪化は医薬品候補化合物の非臨床毒性試験，特にげっ歯類を用

いた一般毒性試験でしばしば認められる所見である。げっ歯類では肝細胞の脂肪化は

対照動物にも認められる病理所見であり，摂餌量の変化等，栄養学的な修飾によって

も発現することが知られている（この際に認められる肝細胞の脂肪化は小葉辺縁部に

認められることが多い）[35]。一方，げっ歯類を用いたin vivo非臨床毒性試験で肝細

胞の脂肪化が認められ，臨床肝障害を誘発した薬剤は数多く知られている（Table 2）。

これら薬剤の内，代表的なものとしてアミオダロン[36]，タモキシフェン[37]，パナ

ディプロン[38]，バルプロ酸[39]，アミネプチン[40]，エトモキシル[41]及びテトラサ

イクリン[42, 43]があり，これらの薬剤は全て，in vivo非臨床毒性試験では障害性の変

化を伴わない肝細胞の脂肪化が認められていた。肝細胞の脂肪化の発現機序としては，

脂肪酸β酸化の阻害，ミトコンドリア呼吸鎖の阻害，tricarboxylic acid（TCA）サイク

ルの阻害等が知られている。例えば，抗てんかん薬であるバルプロ酸は，マウス及び

ラットにおいて肝細胞の脂肪化を引き起こすことが知られている。バルプロ酸は分岐

短鎖脂肪酸であるため，その機序としては，脂肪酸β酸化の阻害，遊離coenzyme A（CoA）

の減少，ミトコンドリアH+勾配の脱共役及びcarnitine palmitotyl transferase1（CPT1）

の阻害が考えられている[44-46]。また，抗生物質であるテトラサイクリンはマウスで

肝細胞の脂肪化を引き起こすことが知られている。その機序としては，肝臓からの
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triglyceride（TGL）放出の阻害，脂肪酸β酸化あるいはTCAサイクルに関わる酵素の

down-regulationが考えられている[47-51]。以上の事から，in vivo非臨床毒性試験で認

められたミトコンドリア毒性による脂肪肝（肝細胞の脂肪化）が臨床肝障害の予測に

おいて非常に重要な所見である可能性が考えられたため，本章 第1節では，ラット

の非臨床毒性試験で肝細胞の脂肪化が認められた自社化合物 compound Xを用いて，

メカニズム解析及び臨床肝障害リスクの推定を行った。 

リピドミクスは生体内代謝物を標的としたオミックス，メタボロミクスの一種であ

り，生体内代謝物の中でも脂質に標的を絞っているのが特徴である。脂質はホスホグ

リセロ脂質，スフィンゴ脂質あるいは中性脂質を始めとするいくつかの分類からなり，

特に上記の3つに分類される脂質は，細胞膜あるいは血中リポ蛋白の構成成分として

はもちろん，細胞増殖やアポトーシス，炎症等のシグナル伝達物質としても，非常に

重要な役割を担っていることが知られている[52-55]。また，生体内の脂質量は血中及

び臓器中（特に肝臓）で相関を示すことが知られているため[56]，非侵襲性の病態あ

るいは毒性バイオマーカーとしてのポテンシャルを秘めていると考えられる。そこで，

本章 第2節では，ミトコンドリア毒性による脂肪肝の新規血中バイオマーカーを探

索するため，ミトコンドリア毒性により脂肪肝を誘発することが知られているバルプ

ロ酸を用い，リピドミクス解析を行った。 

Drug 
Risk of DILI 

in humans 
Effects on Mitochondria 

Animal species with Steatosis 
in non-clinical studies 

Amiodarone + Inhibition of BO and RC Mouse and rat 

Tamoxifen + Inhibition of BO and RC Rat 

Panadiplon* + Inhibition of BO Monkey and rabbit 

Valproic acid + Inhibition of BO and RC Mouse and rat 

Amineptin + Inhibition of BO Mouse 

Etomoxir + Inhibition of BO Rat 

Tetracycline + Inhibition of BO and TC Mouse and rat 

BO: beta-oxidation, RC: respiratory chain, TC: TCA cycle, *: withdrawn 

Table 2 Relationship between clinical hepatotoxicity and steatosis observed in  

non-clinical toxicity study 
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第2節  げっ歯類で認められる肝細胞の脂肪化に着目した検討 

 

第1項  実験方法 

 

(1) 試薬 

第 1 章 第 2 節 第 1 項で述べたものについては記載を省略した。 

Compound X 日本たばこ産業（株） 

Phosphatidylethanolamine (PE) (12:0/12:0) Avanti Polar Lipids 

RNAlater™ ribonucleic acid（RNA）Stabilization Reagent QIAGEN 

RNeasy Mini kit QIAGEN 

SuperScript VILO Mastermix Invitrogen 

TaqMan Gene Expression Master mix Applied BioSystems 

TGL (8:0/8:0/18:2) Larodan Fine Chemicals 

 

(2) 動物および飼育条件 

本試験は，「動物の愛護および管理に関する法律」（1973年10月1日 法律第105号，

2013年改正）に従って実施された試験であり，事前に日本たばこ産業株式会社 医薬

総合研究所 安全性研究所の動物実験委員会の承認を得て実施した。 

 

種，系統および性：雄性SD系ラット（Crl:CD (SD)） 

供給源および匹数：日本チャールス・リバー(株)，90匹 

入荷時週齢：5週齢 

検疫及び馴化：動物入荷後，馴化をかねて1週間の検疫期間を設けた。 

投与開始時週齢：6週齢 

群分け：検疫期間終了後に動物を1群30匹の3群に分けた。群分けは体重の平均値が 

均等になるよう実施した。 

飼育室温度：23±1°C 

飼育室湿度：55±5% 

換気回数：15回／時間（オールフレッシュ･エアー方式） 

照明時間：12時間（7:00～19:00） 

ラック：ステンレス製ブラケット型ラック 
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（1440 × 375 × 1765 (mm, W×D×H)，トキワ科学器械(株)） 

ケージ：ステンレス製ブラケットケージ 

（172 × 300 × 180 (mm, W×D×H)，トキワ科学器械(株)） 

ケージ当たりの収容匹数：1匹 

飼料：CRF-1，粉末飼料（オリエンタル酵母工業(株)） 

給餌：給餌器を使用し，自由摂取させた。 

給水：秦野市水道水を紫外線処理し，自動給水システムにより給水した。 

 

(3) 化合物投与 

Compound Xは0.5及び1%の混餌投与とし，投与期間は7，14及び28日間とした。0.5

及び1%混餌投与の平均化合物摂取量は各々380及び793 mg/kg/dayであった。 

 

(4) 測定試料の採取および調製 

解剖前日から一晩絶食し，投与 8，15 および 29 日目に 10 匹/群ずつ，イソフルラン

麻酔下で開腹し，腹大動脈から放血した。放血致死後，肝臓を採取して，重量を測定

した。重量測定後，mRNA 量測定用の肝臓試料は RNAlater™ RNA Stabilization Solution

中に保存し，リピドミクス用の肝臓試料は液体窒素で速やかに凍結した。採取した肝

臓は測定まで－80°C で保存した。 

 

(5) 病理組織学的検査 

肝臓の一部を10%中性緩衝ホルマリン液で固定した。パラフィン包埋および薄切を

行って，hematoxylin-eosin（HE）染色標本を作製し、病理組織検査を行った。 

 

(6) リピドミクス分析 

リピドミクス分析はSaito及びIshikawaらの方法[57-59]に若干の改良を加え実施した。 

メタノールを用いて20 mg/mLの肝ホモジネートを作製した。100 μLの肝ホモジネー

ト及び内標準物質として2 µM PE (12:0/12:0) 及び0.5 µM TGL (8:0/8:0/18:2) を含むメ

タノール：クロロホルム（1:1）溶液を等量混合した。混合液を遠心分離し（15000×g，

室温，4分間），得られた上清をフィルターにより除タンパクし，測定まで－80°Cで保

存した。 

脂質含量の測定はliquid chromatography/mass spectrometry（LC/MS）を用いて行った。
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脂質イオンの定量はLC/MSによって得られたMSデータを2DICAL software（三井情報

（株））を用いて処理し，mass-to-charge ratio（m/z）及びretention time（RT）に基づい

て行った。抽出された各脂質のイオンピーク強度は内標準物質で補正したnormalized 

ion peak areaとして算出した。本実験における内標準物質の相対標準偏差はnegative ion 

modeで7.3%，positive ion modeで7.1%であり，抽出，測定及びデータ処理の一連の操

作を通じて実験が適切に行われていることを確認した。 

 

(7) OPLS-DA 及び脂質同定 

投与29日目の各脂質のイオン強度のデータを用い，SIMCA-P+12（Umetrics）によっ

てOrthogonal partial least squares discriminant analysis（OPLS-DA）を行い，群間の分

離が最も良くなる条件のs-plotを作製した。|w| > 0.05及び|p (corr)| > 0.8を，各々寄与度

及び信頼性のカットオフ値とし，群間の分離に寄与する脂質イオンを抽出した。 

抽出された脂質の同定はIshikawaらの方法[57, 58]に従って実施した。 

 

(8) Realtime RT-PCR 法による肝臓中 mRNA 測定 

肝臓中total RNAの抽出はRNeasy Mini kitを用いて，添付の取扱説明書に従って実施

した。cDNA合成はSuperScript VILO Mastermixを用いて，添付の取扱説明書に従って

実施した。cDNAを希釈し，TaqMan Gene Expression Master mix及び下記のTaqMan probe

を用いて，semi quantitative-realtime reverse transcription polymerase chain reaction（RT-PCR）

法によって肝臓中mRNA量を測定した。測定及び解析には7300 Real-Time PCR System

及びSDS software（共にApplied BioSystems）を用いた。 

TaqMan probeはApplied BioSystemsから市販されている以下のものを用いた。

Long-chain acyl CoA synthetase（Acsl）1（Rn00563137_m1），Acsl3（Rn00589037_m1），

Acsl5（Rn00586013_m1），Long-chain acyl CoA dehydrogenase（Lcad）（Rn00563121_m1），

Cpt1a（Rn00580702_m1）及びβ-actin（Rn00667869_m1）。内因性コントロールはβ-actin

とし，各mRNA量はβ-actinに対する相対的定量値として表示した。 

 

(9) 細胞培養 

凍結ラット初代培養細胞はInvitorogenから購入したものを用いた。 

37°Cの水浴中で細胞を融解し，plating培地（Hepatocytes Plating Supplement Packを加

えたWilliam’s medium E）に懸濁した。細胞懸濁液を遠心分離し（100×g，室温，10分
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間），得られた細胞にplating培地を加え，再懸濁した。細胞懸濁液の一部と，0.4% Trypan 

blue溶液を等量混合し，血球計算盤を用いて生細胞数及び細胞生存率を算出した（細

胞生存率が80%以上のものを試験に使用）。生細胞数が6×104 cells/100 μL/wellとなるよ

う，細胞懸濁液を希釈し，コラーゲンコートしたXF24 Extracellular Flux Analyzer用

24-well 細胞培養プレートに播種した。細胞播種の4-6時間後に，200 μL/wellの

incubation培地（Hepatocytes Maintenance Supplement Packを加えたWilliam’s medium E）

に培地交換した。ヒト初代培養細胞の培養は，37°C-5% CO2インキュベーター内で行

った。 

凍結ヒト初代培養細胞の培養は第1章 第2節 第2項と同様に行った。 

 

(10) 細胞生存率及び caspase-3/7 活性の測定 

第1章 第2節 第3項と同様に行った。 

 

(11) OCR の測定 

第1章 第2節 第4項と同様に行った。 

 

(12) 統計解析 

実験結果は全て平均 +/± 標準偏差（mean +/± S.D.）で示した。また，有意差の検定

はGraphPad Prism ver. 7.04（GraphPad Software）を用いてpost-hoc Dunnet's testにより行

った。 
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第2項  結果 

 

(1) 肝重量，剖検及び病理所見 

Dose (%) 0 0.5 1 

Number of animals/sampling point 10 10 10 

Liver Weights 

 
Day 8 

Absolute (g) 7.6 ± 0.6 7.7 ± 0.5 8.4 ± 0.5 

 
Relative (g/100g body weight) 3.2 ± 0.2 3.3 ± 0.1 3.5 ± 0.2*** 

 
Day 15 

Absolute (g) 8.7 ± 0.5 8.7 ± 0.6 9.1 ± 0.6 

 Relative (g/100g body weight) 3.0 ± 0.1 3.0 ± 0.1 3.3 ± 0.2*** 

 
Day 29 

Absolute (g) 10.2 ± 1.4 10.6 ± 1.2 10.9 ± 0.9 

 
Relative (g/100g body weight) 2.8 ± 0.2 2.8 ± 0.1 3.0 ± 0.1* 

Macroscopic Findings of the liver  

 
Yellowish discoloration Day 8 - : 10 - : 10 - : 10 

  Day 15 - : 10 - : 10 P : 10 

  
Day 29 - : 10 

- : 9 
P : 1 

P : 10 

Microscopic findings of the liver 

 
Fatty change, hepatocyte, 
periportal 

Day 8 
- : 6 
± : 4 

- : 1 
± : 9 

± : 5 
+ : 5 

  
Day 15 

- : 1 
± : 9 

- : 2 
± : 8 

+ : 2 
2+ : 8 

 
 Day 29 

± : 4 
+ : 6 

- : 2 
± : 5 
+ : 3 

+ : 1 
2+ : 8 
3+ : 1 

NA: Not applicable, -: Finding absent, ±: very slight, +: slight, 2+: moderate, 3+: severe, P: Finding present.  

Significantly different from control (Dunnett’s test): *** P < 0.001. 

 

 肝臓重量（絶対及び相対重量）は 1%群でいずれのサンプリングポイントにおいて

も増加していた（Table 3）。剖検において，14 日間及び 28 日間投与の 1%群では全

例に肝臓の黄色化が認められた（Table 3，Fig. 16）。病理組織学的検査において，剖

検所見に対応する所見として小葉中心性の肝細胞の脂肪化が認められた（Table 3）。 

Table 3 Effects of compound X on the liver in one-month lipidmics study in rats 
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(2) OPLS-DA 

 

Fig. 17 OPLS-DA (A) and s-plot (B) of lipidomics data from the liver collected from rats treated 

with compound X for one-month 

Extract lipid ions that contributed to the discrimination of the control and compound X-treated samples 
using OPLS-DA. To sort these lipid ions, |w| > 0.05 (blue dotted lines) and |p (corr)| > 0.8 (red dotted 
lines) in the loading s-plot of the OPLS-DA score, which represent the magnitude of contribution 
(weight) and reliability (correlation), respectively, were selected as cut-off values. ●: 0%, ●: 0.5%, ●: 
1% 

(A) 

(B) 

Fig. 16 The liver of rats treated with compound X for one-month 
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28日間投与群の肝臓から抽出された1118個（negative ion mode）及び1299個（positive 

ion mode）の脂質イオンピークを用いてOPLS-DAを行ったところ，明確に群間を分離

する条件が見つかった（Fig. 17A）。この条件のs-plotを作製し，|w| > 0.05及び 

|p (corr)| > 0.8をカットオフ値として解析を行うと（Fig. 17B），群間の分離に寄与する

脂質イオンピークとして，positive ion modeで検出された14個が抽出された。 

抽出された脂質は全てTGLであり，compound X投与により全て増加傾向を示してい

た。さらに，炭素数12-20のいわゆる長鎖脂肪酸を含むものがほとんどであった

（Table 4）。 

 

 

Class Lipid Polarity Response 

TGL TGL(16:0/12:0/18:2) Posi Increase 

TGL TGL(16:0/14:0/18:2) Posi Increase 

TGL TGL(16:0/14:1/18:2) Posi Increase 

TGL TGL(14:0/18:2/18:2) Posi Increase 

TGL TGL(14:0/18:2/18:3) Posi Increase 

TGL TGL(15:0/18:2/18:2) Posi Increase 

TGL TGL(16:1/18:2/18:2) Posi Increase 

TGL TGL(16:1/18:2/18:3) Posi Increase 

TGL TGL(18:4/16:0/18:2) Posi Increase 

TGL TGL(16:0/14:1/22:6) Posi Increase 

TGL TGL(18:3/18:2/18:2) Posi Increase 

TGL TGL(16:1/18:2/20:5) Posi Increase 

TGL TGL(18:2/18:2/20:4) Posi Increase 

TGL TGL(16:0/20:5/22:6) Posi Increase 

       Posi: positive ion mode 

  

Table 4 Characterized hepatic lipids altered by treatment with compound X 
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(3) 肝臓中 TGL 量  
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(Continued) 
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 抽出されたTGLは肝細胞の脂肪化が認められなかった7日間投与の0.5%群でも増加

傾向を示すものが多く，compound Xによる肝細胞の脂肪化の要因となっていることが

推察された（Fig. 18）。 

 

Fig. 18 Time-dependent changes in the levels of the characterized TGLs in the liver of rats 

treated with compound X 

The determined ion intensities of the indicated TGL in positive ion mode were normalized to that of the 
internal standard (TGL [8:0/8:0/18:2]). All data presented are shown as the mean of normalized ion 
intensity + S.D. with 10 determinations. Significantly different from control (Dunnett’s test): * P < 0.05, 
** P < 0.01, *** P < 0.001. 
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(4) 肝臓中 Acsl1，Acsl3，Acsl5，Lcad 及び Cpt1a mRNA 量 

 ミトコンドリアにおける脂肪酸代謝に関わる遺伝子の肝臓中 mRNA 量を測定した。 

 

**
*

 

 

いずれのサンプリングポイントにおいても肝臓中Acsl1，Acsl3，Lcad及びCpt1a 

mRNA量は変動しなかった（Fig. 19）。肝臓中Acsl5 mRNA量は7日間及び14日間投与群

において用量依存的に増加していた（Fig. 19）。 

Fig. 19 Relative mRNA levels of Acsls, Lcad and Cpt1a in the liver of rats treated with 

compound X 

Each bar indicates the mean value (the normalized value corrected by that in the control group on 
day 8) + S.D. with 5 determinations. Significantly different from control (Dunnett’s test): * P < 0.05, ** 
P < 0.01. 
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(5) ラット初代培養肝細胞の OCR  

続いて，compound X はミトコンドリアでの呼吸鎖の阻害により，脂肪酸利用を抑

制しているのではないかと考え，ラット初代培養肝細胞を用いてミトコンドリアの

OCR を測定した。 

 

 

*** ***
***

*

 

 

Compound X曝露により，AUC of the basal OCRは12.5 μM以上で用量依存的に減少し

た（Fig. 20A）。AUC of the maximum OCRはいずれの用量でも変化しなかった

（Fig. 20B）。 

  

Fig. 20 AUC of the OCR in the rat hepatocytes treated with compound X 

(A) AUC of the basal OCR, (B) AUC of the maximum OCR 
Each column represents the mean + S.D. with 4 determinations.  
Significantly different from control (Dunnett’s test): * P < 0.05, *** P < 0.001. 

(B) (A) 
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(6) 臨床肝障害予測 

 最後に，第 1 章で確立した in vitro 非臨床毒性評価系を用いて compound X の臨床肝

障害リスクの推定を行った。 

 

*
*** ***

*

*

 

Compound X曝露により，AUC of the basal OCRは25 μM以上で用量依存的に減少し

た（Fig. 21A）。AUC of the maximum OCRは100 μMで僅かに減少した（Fig. 21B）。 

 

 

Fig. 21 AUC of the OCR in the human hepatocytes treated with compound X 

(A) AUC of the basal OCR, (B) AUC of the maximum OCR 
Each bar represents mean + S.D. with 4 determinations 
Significantly different from control (Dunnett’s test): * P < 0.05, *** P < 0.001. 

Fig. 22 Cell viability and caspase-3/7 activity in the human hepatocytes treated with compound X 

Concentrations: 0, 62.5, 125, 250, 500 and 1000 µM 
Each points represents mean ± S.D. with 4 determinations 

(A) (B) 
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Compound X 曝露により，細胞生存率は 125 μM 以上で顕著に低下した。250 及び

500 μM において caspase-3/7 活性の顕著な上昇が認められた（Fig. 22）。 
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第3節  新規脂肪肝バイオマーカーの探索 

 

第1項  実験方法 

 

(1) 試薬 

第 1 章 第 2 節 第 1 項及び第 2 章 第 2 節 第 1 項 (1) で述べたものについて

は記載を省略した。 

L-type Triglyceride M 和光純薬工業（株） 

L-type Wako ALT·J2 和光純薬工業（株） 

L-type Wako AST·J2 和光純薬工業（株） 

Phosphatidylcholine (PC) (12:0/12:0) Avanti Polar Lipids 

Physiological saline 大塚製薬工場（株） 

Valproic acid sodium Sigma-Aldrich 

 

(2) 動物および飼育条件 

本試験は，「動物の愛護および管理に関する法律」（1973年10月1日 法律第105号，

2013年改正）に従って実施された試験であり，事前に日本たばこ産業株式会社 医薬

総合研究所 安全性研究所の動物実験委員会の承認を得て実施した。 

 

種，系統および性：雄性SD系ラット（Crl:CD (SD)） 

供給源および匹数：日本チャールス・リバー(株)，48匹 

入荷時週齢：5週齢 

検疫及び馴化：動物入荷後，馴化をかねて1週間の検疫期間を設けた。 

投与開始時週齢：6週齢 

群分け：検疫期間終了後に動物を1群16匹の3群に分けた。群分けは体重の平均値が 

均等になるよう実施した。 

飼育室温度：23±1°C 

飼育室湿度：55±5% 

換気回数：15回／時間（オールフレッシュ･エアー方式） 

照明時間：12時間（7:00～19:00） 

ラック：ステンレス製ブラケット型ラック 



 

 –43– 

（1440 × 375 × 1765 (mm, W×D×H)，トキワ科学器械(株)） 

ケージ：ステンレス製ブラケットケージ 

（172 × 300 × 180 (mm, W×D×H)，トキワ科学器械(株)） 

ケージ当たりの収容匹数：1匹 

飼料：CRF-1，固形飼料（オリエンタル酵母工業(株)） 

給餌：給餌器を使用し，自由摂取させた。 

給水：秦野市水道水を紫外線処理し，自動給水システムにより給水した。 

 

(3) 化合物投与 

バルプロ酸は生理食塩水に溶解し，腹腔内投与した。用量は250及び500 mg/kg/5 mL

とし，投与期間は3及び14日間とした。 

 

(4) 一般状態観察及び体重並びに摂餌量測定 

投与期間中は毎日，投与前と投与直後の 1 日 2 回一般状態観察を行った。体重測定

は解剖日に行い，final body weight として記載した。摂餌量測定は，解剖直前の投与 2

から 3 日目及び 10 から 14 日目に各々行った。 

 

(5) 測定試料の採取および調製 

解剖前日から一晩絶食し，投与 4 および 15 日目に 8 匹/群ずつ，イソフルラン麻酔

下で開腹し，腹大動脈から採血針を用いて ethylenediaminetetraacetic acid（EDTA）-2K

処理済みチューブ及びヘパリン処理済みチューブに血液を採取した。肝臓試料の採取

は第 2 章 第 2 節 第 1 項 (4) と同様に行った。EDTA-2K 処理済みチューブに採取

した血液は遠心分離（1750×g，室温，30 分間）して血漿を分離し，リピドミクス用

試料とした。採取したリピドミクス用血漿は，速やかに液体窒素で凍結し，測定まで

－80°C で保存した。ヘパリン処理済みチューブに採取した血液は遠心分離（1750×g，

4°C，30 分間）して血漿を分離し，肝機能パラメータ測定用試料とした。 

 

(6) 血漿中肝機能パラメータ測定 

血漿中肝機能パラメータの測定には，全自動生化学分析装置 TBA-120FR（東芝）

を使用し，UV kinetic 法の臨床検査試薬（alanine aminotransferase（ALT）: L-type Wako 

ALT·J2，aspartate aminotransferase（AST）: L-type Wako AST·J2）によって測定した。 
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(7) 肝臓中 TGL 測定 

メタノールを 1 mL/150 mg wet tissue となるように加え，TissueLyzer（QIAGEN）及

びジルコニアビーズ（直径 5 mm）を用いてホモジネートした（25 Hz，2 分間，2 回）。

460 μL のホモジネートに 800 μL のクロロホルムを加え，よく混合した。混合液を遠

心分離し（1000×g，室温，4 分間），得られた上清 600 μL に 120 μL の 0.5%NaCl 溶液

を加えた。よく混合した後に，混合液を 2 回遠心分離し（1000×g，室温，4 分間），

下層（クロロホルム層）を回収した。得られたクロロホルム溶液を遠心濃縮装置 EZ-2 

PLUS（Genevac）で乾固させ，乾固物を 200 μL のイソプロパノールに溶解させた。

イソプロパノール溶液を 4% bovin serum alubumin（BSA）水溶液で 10 倍希釈し，TGL

量を測定した。TGL 量の測定には全自動生化学分析装置 TBA-120FR を使用し，

glycerol-3-phosphate oxidase（GPO）-HMMPS, glycerol blanking 法の臨床検査試薬（L-type 

Triglyceride M）によって測定した。 

 

(8) 病理組織学的検査 

肝臓の一部を10%中性緩衝ホルマリン液で固定した。パラフィン包埋および薄切を

行って，HE染色標本を作製し、病理組織検査を行った。 

 

(9) リピドミクス分析 

リピドミクス分析は第2章 第2節 第1項 (6) に若干の改良を加えて実施した

[60]。 

血漿試料 20 μLに内標準物質として2 µM PC(12:0/12:0) を含むメタノール：クロロ

ホルム（1:1）溶液を180 μL混合した。肝臓試料はメタノールを用いて20 mg/mLの肝

ホモジネートを作製した。100 μLの肝ホモジネート及び内標準物質として2 µM 

PC (12:0/12:0) を含むメタノール：クロロホルム（1:1）溶液を等量混合した。血漿及

び肝臓混合液をFastRemover for Protein（0.20 μm）96-well（GL Science）で除タンパク

し，測定まで－80°Cで保存した。 

脂質含量の測定はLC/MSを用いて行った。脂質イオンの定量はLC/MSによって得ら

れたMSデータをTraceFinder software 3.3（Termo Fischer Scientific）を用いて処理し， 

m/z及びRTに基づいて行った。抽出された各脂質のイオンピーク強度は内標準物質で

補正したnormalized ion peak areaとして算出した。本実験における内標準物質の相対標

準偏差は，血漿はnegative ion modeで3.42%，positive ion modeで7.35%，肝臓はnegative 
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ion modeで4.15%，positive ion modeで6.77%であり，抽出，測定及びデータ処理の一連

の操作を通じて実験が適切に行われていることを確認した。同一の脂質クラスで炭素

数及び二重結合の数が同じ脂質が抽出された場合，アルファベットを付与し，区別し

た（例: PC (38:4)a及びPC (38:4)b）。 

 

(10) OPLS-DA 及び脂質同定 

投与29日目の各脂質のイオン強度のデータを用い，SIMCA-P+14（Umetrics）によっ

てOPLS-DAを行い，群間の分離が最も良くなる条件のs-plotを作製した。|p (corr)| > 0.7

を，信頼性のカットオフ値とし，群間の分離に寄与する脂質イオンを抽出した。 

抽出された脂質の同定はIshikawaらの方法[57, 58]に従って実施した。 

 

(11) Realtime RT-PCR 法による肝臓中 mRNA 測定 

Realtime RT-PCR法による肝臓中mRNA測定は第2章 第2節 第1項 (8) と同様に

行った。 

TaqMan probeはApplied BioSystemsから市販されている以下のものを用いた。fatty 

acyl-CoA reductase1 （ Far1 ）（ Rn01506880_m1 ）， alkyl-DHAP synthase （ Agps ）

（Rn00584341_m1），glycerone-phosphate O-acyltransferase（Gnpat）（Rn00584655_m1）及

びβ-actin（Rn00667869_m1）。内因性コントロールはβ-actinとし，各mRNA量はβ-actin

に対する相対的定量値として表示した。 

 

(12) 統計解析 

実験結果は全て平均 +/± 標準偏差（mean +/± S.D.）で示した。また，有意差の検定

はGraphPad Prism ver. 7.04（GraphPad Software）を用いてpost-hoc Dunnet's testにより行

った。 
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第2項  結果 

 

(1) 一般状態，体重，摂餌量，血漿中肝機能パラメータ 

 

Sampling 
pointa 

Control VPA 250 mg/kg VPA 500 mg/kg 

Final Body Weight 4 days 187.0 ± 6.3 187.0 ± 11.5 185.7 ± 13.2 

(g) 15 days 277.1 ± 16.9 261.0 ± 12.1 235.7 ± 12.5*** 

Food Consumption 2-3 days 24.65 ± 1.49 23.29 ± 1.67 20.5 ± 1.66*** 

(g/day) 10-14 days 27.05 ± 1.64 25.85 ± 2.85 22.74 ± 1.36*** 

AST 4 days 86.8 ± 8.2 86.4 ± 11.9 74.1 ± 4.9** 

(IU/dL) 15 days 76.1 ± 6.5 73.5 ± 5.0 66.5 ± 4.0* 

ALT 4 days 25.6 ± 3.2 22.6 ± 3.0* 17.4 ± 1.8*** 

(IU/dL) 15 days 24.0 ± 2.8 22.0 ± 2.8 16.9 ± 2.1*** 

a: Day 4 and 15 mean the day after 3 and 14 days of dosing, respectively 
VPA: valproic acid, Significantly different from control (Dunnett’s test): * P < 0.05, ** P < 0.01,  
*** P < 0.001. 

 

500 mg/kg群では投与直後に自発運動の減少とよろめき歩行が投与期間を通じて認

められた。同群における14日間投与後のfinal body weightは，対照群と比較し顕著に低

値であり，摂餌量も投与2-3日目，10-14日目共に減少していた。以上のことからバル

プロ酸 500 mg/kgの14日間投与は動物の全身状態の悪化が認められる用量，すなわち

over maximum torelable dose（MTD）であると考えられた。250 mg/kg群では一般状態，

体重及び摂餌量に変化は認められなかった。また，血漿中肝機能パラメータはいずれ

の用量，いずれの解剖時点においても上昇は認められなかった（Table 5）。 

 

 

 

Table 5 Effects of valproic acid on the body weight, food consumption and liver function 

parameters 
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(2) 肝重量，肝臓中 TGL 量，剖検及び病理所見 

 

Sampling 
pointa 

Control VPA 250 mg/kg VPA 500 mg/kg 

Relative Liver Weight 4 days 3.2 ± 0.1 3.3 ± 0.2 3.34 ± 0.2 

(g/100 g body weight) 15 days 3.0 ± 0.2 3.0 ± 0.1 2.9 ± 0.1 

Hepatic TGL level 4 days 5.55 ± 2.26 6.70 ± 2.06 10.85 ± 3.45** 

(mg/g Liver) 15 days 5.58 ± 2.44 10.78 ± 4.64** 4.63 ± 1.38 

a: Day 4 and 15 mean the day after 3 and 14 days of dosing, respectively 
Significantly different from control (Dunnett’s test): ** P < 0.01 

 

 肝臓相対重量はいずれの用量，いずれの解剖時点においても上昇は認められなかっ

た。肝臓中TGL量は14日間投与の250 mg/kg群及び3日間投与の500 mg/kg群で増加して

いた（Table 6）。病理組織学的検査では，小葉辺縁性の肝細胞の脂肪化が14日間投与

の250 mg/kg群及び3日間投与の500 mg/kg群で認められた（Fig. 23）。この所見は肝臓

中TGL量の増加と一致していた。 

 

 

Table 6  Effects of valproic acid on the liver weight and hepatic TGL level 

Fig. 23 Fatty change of the hepatocytes induced by treatment with valproic acid 

A: control rats on day 4, B: VPA-treated rats (250 mg/kg) on day 4, C: VPA-treated rats (500 mg/kg) on 
day 4, D: control rats on day 15, E: VPA-treated rats (250 mg/kg) on day 15. Scale bar = 50 μm,  
P: portal area. Representative findings for fatty change of hepatocytes are shown. 

(A) (B) (C) 

(D) (E) 
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(3) OPLS-DA 

 

 3日間投与の0及び500 mg/kg群の血漿から抽出された784個の脂質を用いて

OPLS-DAを行ったところ，明確に群間を分離する条件が見つかった。この条件のs-plot

を作製し，|p (corr)| > 0.7をカットオフ値として解析を行うと（Fig. 24A），群間の分離

に寄与する脂質として，36個が抽出された（Table 7）。これらの脂質の多くは

ether-lysophosphatidylcholine（eLPC），ether-phosphatidylcholine（ePC）及び

ether-phosphatidylethanolamine（ePE）を始めとするエーテル型リン脂質であった。ま

た，これらのエーテル型リン脂質は全てバルプロ酸投与により，減少する傾向を示し

た。 

 

 

 

Fig. 24 OPLS-DA and s-plot of lipidomics data from plasma (A) and liver (B) 

OPLS-DA score plot (upper) and loading s-plot (lower) using obtained data by LC/MS. White and 
black dots in the upper panels represent individual animals of control and VPA-treated rats. White dots 
in the lower panels represent each lipid. The thresholds for p (corr) are denoted by red dotted lines. 
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Class Name RT Response by VPA 

eLPC LPC(16:0e) 6.616 Decreased 

eLPC LPC(18:0e) 8.311 Decreased 

eLPC LPC(18:1e)a 6.864 Decreased 

ePC PC(32:0e) 17.968 Decreased 

ePC PC(36:1e) 19.629 Decreased 

ePC PC(36:2e)a 18.2 Decreased 

ePC PC(36:2e)b 18.507 Decreased 

ePC PC(36:3e)b 16.93 Decreased 

ePC PC(36:3e)c 17.177 Decreased 

ePC PC(38:2e)a 19.906 Decreased 

ePC PC(38:3e) 18.838 Decreased 

ePC PC(38:4e)a 17.518 Decreased 

ePC PC(38:6e)b 15.33 Decreased 

ePC PC(40:4e)b 19.235 Decreased 

ePC PC(40:5e)a 17.618 Decreased 

ePC PC(40:6e)c 17.555 Decreased 

ePC PC(40:7e)a 15.449 Decreased 

ePC PC(42:6e)b 19.246 Decreased 

ePE PE(36:2e)a 18.921 Decreased 

ePE PE(38:2e)a 20.227 Decreased 

ePE PE(38:4e)a 18.004 Decreased 

ePE PE(38:4e)b 18.56 Decreased 

ePE PE(38:5e)a 16.602 Decreased 

ePE PE(40:4e)a 19.566 Decreased 

ePE PE(40:4e)b 19.963 Decreased 

ePE PE(40:5e)b 18.596 Decreased 

ePE PE(40:6e)b 18.006 Decreased 

ePE PE(40:7e)a 15.957 Decreased 

ePE PE(42:4e)a 20.67 Decreased 

ePE PE(42:5e)a 19.972 Decreased 

ePE PE(42:6e)a 19.591 Decreased 

PI PI(32:0) 14.812 Decreased 

SM SM(d36:0) 17.453 Decreased 

SM+O SM(d42:0)+O 20.616 Decreased 

SM+O SM(d42:1)+O 19.348 Decreased 

SM+O SM(d42:2)+O 17.937 Decreased 

Table 7 Characterized plasma lipids altered by valproic acid -treatment at 500 mg/kg on day 4 

in OPLS-DA 

PI; phosphatidylinositol 
SM; sphingomyelin 
SM+O; oxidized-sphingomyelin 



 

 –50– 

3日間投与の0及び500 mg/kg群の肝臓から抽出された748個の脂質を用いて

OPLS-DAを行ったところ，明確に群間を分離する条件が見つかった。この条件のs-plot

を作製し，|p (corr)| > 0.7をカットオフ値として解析を行うと（Fig. 24B），群間の分離

に寄与する脂質として，24個が抽出された（Table 8）。このうちcaldiolipin（CL），

lysophosphatidylcholine（LPC），PC，phosphatidylglycerol（PG），phosphatidylinositol（PI），

phosphatidylserine（PS）及びcarnitine（Car）の17個の脂質はバルプロ酸投与により，

増加する傾向を示した。一方，一部のPC，ePC及びePEの7個の脂質はバルプロ酸投与

により，減少する傾向を示した。 

Class Name RT Response by VPA 

Car Car(10:0) 3.539 Increased 

CL CL(70:5) 23.082 Increased 

CL CL(70:6) 22.71 Increased 

CL CL(71:5) 23.236 Increased 

CL CL(71:6) 22.9115 Increased 

CL CL(72:5) 23.401 Increased 

CL CL(72:6) 23.0825 Increased 

CL CL(72:7) 22.742 Increased 

CL CL(73:6) 23.265 Increased 

LPC LPC(17:0) 6.7065 Increased 

LPC LPC(19:0)a 8.0895 Increased 

PC PC(34:2) 15.154 Increased 

PC PC(35:2)b 16.2725 Increased 

PC PC(36:6)c 12.3905 Decreased 

PC PC(38:7)c 13.112 Decreased 

PC PC(39:4)a 17.6545 Increased 

ePC PC(36:4e) 16.1 Decreased 

ePC PC(38:4e)a 17.6375 Decreased 

ePC PC(38:6e)b 15.418 Decreased 

ePC PC(40:5e)b 18.268 Decreased 

ePE PE(42:5e)a 20.1 Decreased 

PG PG(36:2)b 16.187 Increased 

PI PI(34:2)b 13.5305 Increased 

PS PS(41:6)a 15.636 Increased 

Table 8 Characterized liver lipids altered by valproic acid -treatment at 500 mg/kg on day 4 in 

OPLS-DA 
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(4) 肝臓中及び血漿中 ePC 量 

血漿中及び肝臓中で共通して変動する脂質は，2 個の ePCs（PC[38:4e]a 及び

PC[38:6e]b）及び 1 個の ePE（PE[42:5e]a）であった。構造推定を行ったところ，

ePE の構造は推定できなかったが，ePCs は PC(16:0e/22:4) 及び PC(16:0e/22:6) で

あることが判明した。そこで以降の検討は ePCs に着目して行うこととした。 
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 PC(16:0e/22:4) 及びPC(16:0e/22:6)は，血漿中（Fig. 25A）及び肝臓中（Fig. 25B）

において，3日間投与及び14日間投与いずれの解剖時点でも250 mg/kgから用量依存的

に減少あるいは減少傾向が認められた。 

(B) 

Fig. 25 Time-dependent changes in level of ePCs in plasma (A) and liver (B) 

The determined ion intensities of the indicated ePCs were normalized to that of the internal standard 
(PC[12:0/12:0]). All data presented are shown as the mean of normalized ion peal area + S.D. with 
10 determinations. Significantly different from control (Dunnett’s test): * P < 0.05, ** P < 0.01, *** P < 
0.001. 

(A) 
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(5) 肝臓中 Far1，Agps 及び Gnpat mRNA 量 

 続いて，エーテル化脂質の生合成に関わる酵素の肝臓中 mRNA 量を測定した。 
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肝臓中Far1 mRNA量は14日間投与の500 mg/kg群で若干減少したが，この用量はover 

MTDであり，動物の全身状態の悪化に伴う変化と考えられた。いずれのサンプリング

ポイントにおいても肝臓中Agps mRNA量は変動しなかった。肝臓中Gnpat mRNA量は

3日間投与で250 mg/kgから用量依存的に減少していたが，14日間投与の500 mg/kg群で

は増加していた（Fig. 26）。 

  

Fig. 26 Relative mRNA levels of Far1, Agps and Gnpat in the liver 

Each bar indicates the mean value (the normalized value corrected by that in the control group on 
day 4) + S.D. with 5 determinations. Significantly different from control (Dunnett’s test): * P < 0.05, ** 
P < 0.01. 
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第4節  考察 

 

 第 1 章の結果から，ミトコンドリアが臨床肝障害予測に重要な役割を担っているこ

とが明らかとなった。肝細胞におけるミトコンドリア機能の低下は，脂肪酸代謝の低

下につながり，ひいては脂肪肝（肝細胞の脂肪化）につながると考えられる。肝細胞

の脂肪化は医薬品候補化合物の非臨床毒性試験，特にげっ歯類を用いた一般毒性試験

でしばしば認められる病理所見である。げっ歯類を用いた非臨床毒性試験で肝細胞の

脂肪化が認められ，臨床肝障害を誘発した薬剤は数多く知られている（Table 2）。ま

た，ミトコンドリアは臨床肝障害の予測に役立つ in vitro での肝細胞の細胞死のみな

らず[20]，脂肪酸を主なエネルギー源とするため，脂肪酸の代謝にも深く関与するこ

とが知られている[61]。以上のことから，臨床肝障害を予測可能な in vivo 非臨床毒性

試験を確立する上で，げっ歯類を用いた一般毒性試験で認められた肝細胞の脂肪化及

び臨床肝障害の関係に関して，ミトコンドリア機能障害の観点から精査することは非

常に重要であると考えられた。そこで我々は，ラットの一般毒性試験で肝細胞の脂肪

化を示した自社化合物 compound X を用いて，肝細胞の脂肪化の発現メカニズムの解

析及びその化合物の臨床肝障害発現リスクの推定を行った。なお，この化合物に関し

ては大動物（イヌ）を用いた一般毒性試験では，慢性毒性試験まで実施しても，肝細

胞の脂肪化は認められなかった（data not shown）。 

 我々は，ラットに compound X を 0.5 及び 1%の用量で 1 か月間混餌投与することに

より，一般毒性試験で認められた肝細胞の脂肪化を再現した（Table 3，Fig. 16）。続い

て，compound X を 1 か月間投与したラットの肝臓試料を用いてリピドミクス解析を

行い（Fig. 17），compound X がラットの脂質代謝に及ぼしている影響を検討した。そ

の結果，compound X は主に炭素数が 12-20 個の長鎖脂肪酸を含む TGL を増加させて

いることが明らかになった（Table 4，Fig. 18）。長鎖脂肪酸は，ミトコンドリアで最も

利用されやすい，主要なエネルギー源であることが知られているため [61]，

compound X はミトコンドリアでの脂肪酸利用に影響を及ぼしていることが推察され

た。Compound X が脂肪酸 β酸化を阻害しているか否か確認するため，compound X を

1 か月間投与したラットの肝臓試料を用いて長鎖脂肪酸の脂肪酸 β酸化に重要な役割

を担っている Acsl1，Acsl3，Acsl5，Lcad 及び Cpt1a mRNA 量を調べた。その結果，

ミトコンドリア内で機能する Acsl1，Acsl3，Lcad 及び Cpt1a mRNA 量はいずれの条件

でも変動しておらず，compound X は脂肪酸 β 酸化を直接阻害はしていないことが明
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らかとなった。一方で，肝臓中 Acsl5 mRNA 量は，compound X 投与により投与初期

から増加していた（Fig. 19）。Acsl はアイソフォームごとに異なる機能を持つことが

知られている[62-64]。中でも Acsl5 は，長鎖脂肪酸を脂肪酸 β酸化あるいは TGL 再合

成のどちらに利用するかを決める分岐点として重要な役割を担うことが報告されて

おり[65]，Acsl5 を肝細胞株に過剰発現させると，TGL 再合成が亢進することが知ら

れている[63]。以上のことから，compound X は脂肪酸 β酸化の阻害というより，むし

ろミトコンドリア機能障害によりミトコンドリアの脂肪酸利用を低下させ，利用でき

なくなった脂肪酸がAcsl5によりTGLに組み込まれていると考えられた。そこで，我々

は compoud X がミトコンドリア機能障害を引き起こすか否か，ラット肝細胞を用いて

OCR を測定することにより検討した。その結果，compound X 処理により，basal 

mitochondrial function が低下することが明らかになった（Fig. 20）。これまでのメカニ

ズム解明の検討の結果から，compound X はミトコンドリア呼吸鎖の阻害によってミ

トコンドリア機能障害を引き起こし，このミトコンドリア毒性が肝細胞の脂肪化につ

ながっていることが明らかとなった（Fig. 27）。 

最後に，第1章で確立したin vitro非臨床毒性評価系を用いて，compound Xの臨床肝

障害発現リスクを推定した。その結果，compound Xはミトコンドリア機能障害及びア

ポトーシスの両方を引き起こし（Fig. 21，22），臨床肝障害発現のリスクは高いと考

えられた。実際に，この化合物は臨床試験における肝機能パラメータの上昇が原因で

開発中止しており，げっ歯類を用いた非臨床毒性試験において認められたミトコンド

リア毒性による脂肪肝（肝細胞の脂肪化）は，臨床肝障害のアラートとなる可能性が

示された。 

Fig. 27 The mechanism of compound X to induce hepatic steatosis 
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第2章 第2節の検討より，げっ歯類を用いた非臨床毒性試験において認められたミ

トコンドリア毒性による脂肪肝が，臨床肝障害のアラートとなることが見出されたが，

非臨床においても脂肪肝，特にミトコンドリア毒性による脂肪肝を反映するバイオマ

ーカーは知られていないため，非臨床毒性試験でミトコンドリア毒性に起因する脂肪

肝を引き起こす代表的な化合物としてバルプロ酸を用い，in vivo非臨床試験において

ミトコンドリア毒性による脂肪肝を反映する新規血中バイオマーカーをリピドミク

ス解析により探索した。 

バルプロ酸は30年以上，抗てんかん薬の第1選択薬の1つとして使用されてきた。し

かしながら，バルプロ酸は，臨床でしばしば脂肪肝を引き起こし，稀にnon-alcholic 

steatohepatitis（NASH）や重度の肝炎に進展することが知られている[66-68]。非臨床，

特にげっ歯類でミトコンドリア毒性による脂肪肝を引き起こすとの報告は多く[46, 

69, 70]，臨床肝障害のアラートとしてのミトコンドリア毒性による脂肪肝の新規バイ

オマーカー探索には有益な化合物であると考えられた。 

我々は，ラットにバルプロ酸を250及び500 mg/kgの用量で14日間経口投与すること

により，肝細胞の脂肪化を引き起こした。しかしながら，500 mg/kgの14日間投与で

は動物の全身状態を示唆する変化が認められ（Table 5），over MTDであると考えられ

たため，この条件は評価に適さないと判断した。病理組織学的検査における肝細胞の

脂肪化及び肝臓中TGL量の増加は，250 mg/kgの14日間投与及び500 mg/kgの3日間投与

で認められた（Table 6，Fig. 23）。これらの変化は，肝細胞の傷害性変化や肝機能パラ

メータの上昇を伴わず，脂肪肝の状態であると考えられた。500 mg/kgの3日間投与の

肝臓試料を用いてリピドミクス解析を行った結果，群間の分離に寄与する脂質の1つ

として，ミトコンドリア膜の構成成分であるCLが抽出された（Table 8）。CLは脂肪肝

の状態に至っていないと考えられる250 mg/kgの3日間投与でも変動しており，バルプ

ロ酸がミトコンドリア毒性によって脂肪肝を引き起こしていることを裏付ける結果

であると考えられた。 

500 mg/kgの14日間投与は評価に適さないと判断したため，500 mg/kgの3日間投与の

血漿及び肝臓試料を用いてリピドミクス解析を行った結果，群間の分離に寄与する脂

質として血漿は36個，肝臓は24個が抽出された（Table 7，8）。それらの内，血漿及び

肝臓で共通して変動しているePCsの構造推定を行ったところ，PC(16:0e/22:4) 及び

PC(16:0e/22:6) であることが判明した。PC(16:0e/22:4) 及びPC(16:0e/22:6) は脂肪

肝の状態に至っていないと考えられる250 mg/kgの3日間投与でも変動しており
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（Fig. 25），バルプロ酸による脂肪肝進展のpredictiveなバイオマーカーとなり得ると

考えられた。 

エーテル化脂質の生合成に関わる酵素の肝臓中mRNA量を調べたところ，バルプロ

酸投与により肝臓中Gnpat mRNA量が減少していることが明らかとなった（Fig. 26）。

Gnpatはペルオキシソームに局在する酵素であり，エーテル型脂質生合成の第1段階を

触媒することが知られている[71]。そのため，バルプロ酸投与によるePCsの減少は

Gnpatのdown-regulationが関与している可能性が考えられた。 

ミトコンドリア及びペルオキシソームは脂肪酸β酸化を始めとする多くの共通する

必須の生化学的経路を有することが知られている[72]。さらに近年，哺乳類細胞にお

いてミトコンドリア膜の一部がプレペルオキシソームとなり，小胞体膜と融合するこ

とによって，成熟ペルオキシソームになることが報告された[73]。バルプロ酸による

ミトコンドリア毒性は，バルプロ酸代謝物による脂肪酸β酸化の阻害が関与すると考

えられている[74]。バルプロ酸は肝臓において，2-propylpenta-4-enoic acid（4-en-VPA），

続いて2-propylpenta-2,4-dienoic acid（2,4-dien-VPA）と代謝される[75]。4-en-VPAはラ

ットにおいてミトコンドリア毒性を伴う脂肪肝を引き起こすことが報告されている

[69]。この4-en-VPAによるミトコンドリア毒性は，代償的な解糖系の亢進につながる

と考えられる。本検討では肝臓中Gnpat mRNA量の減少が認められた（Fig. 26）。Gnpat

の生体内の基質はdihydroxyacetone phosphate（DHAP）であり，DHAP及びglyceraldehyde 

3-phosphate（G3P）は解糖系経路の中間産物として，fructose-1,6-bisphosphate（FBP）

から生合成される。FBPからのDHAP及びG3Pの生合成はどちらか一方に流れる反応で

あるため，解糖系が亢進した際には，解糖系に必須のG3Pの生合成が優先され，DHAP

量が減少すると考えられる。このDHAP量の減少が，DHAPを基質とするGnpatの

dawm-regulationにつながっていると考えられた。以上の結果から，2種類のePCs

（PC[16:0e/22:4]及びPC[16:0e/22:6]）が，バルプロ酸のミトコンドリア毒性による脂

肪肝のバイオマーカーとなることが示された。また，バルプロ酸投与で認められた

ePCsの減少は，ミトコンドリア障害によって引き起こされた代償的な解糖系の亢進を

反映した変化であり，この現象はミトコンドリア毒性による脂肪肝を引き起こす薬剤

共通の現象である可能性が考えられた。しかしながら，ePCsの減少がミトコンドリア

毒性による脂肪肝の普遍的なバイオマーカーであるか否かは，compound Xをはじめと

する種々の陽性対照物質を用いて更なる検証を行う必要があると考えられる。 

本章の検討から，in vivo非臨床毒性試験ではミトコンドリア毒性による脂肪肝が臨
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床肝障害のアラートとなることが見出され，血漿中PC(16:0e/22:4) 及び

PC(16:0e/22:6) がその新規バイオマーカー候補であることが示された。 
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第3章 In vivo 非臨床毒性試験における脂肪肝と臨床肝障害の関係性 

 

第1節  はじめに 

 

第2章の結果から，in vivo非臨床毒性試験において認められたミトコンドリア毒性に

よる脂肪肝は，臨床肝障害のアラートとなる可能性が示された。本章では，in vivo非

臨床毒性試験で認められたミトコンドリア毒性による脂肪肝が，何故臨床肝障害のア

ラートとなり得るのか，メカニズムの観点から考察を加える。 

まず前提として，我々は非臨床及び臨床において脂肪肝は同様に起きていると考え

ている。しかしながら，脂肪肝は自覚症状や肝機能パラメータの変動を伴わないため，

肝生検を行わない限り，脂肪肝という診断は下されず，臨床において良性の疾患であ

ると考えられている。この不顕性の脂肪肝が，non-alcoholic fatty liver disease（NAFLD）

あるいはNASHに進展することにより，ようやく肝障害として顕在化する。NASHの

発症機序としては，1998年にDayらによって提唱されたtwo-hit theoryが広く知られて

いる[76]。これは正常な肝臓に肥満，糖尿病，薬物等のfirst hitが加わることにより，

脂肪肝の状態になり，そこ

にさらに酸化ストレス，炎

症，腸管由来のエンドトキ

シン等に対する免疫反応

等のsecond hitが加わるこ

とでNASHが発症すると

い う 考 え 方 で あ る

（Fig. 28）。そこで我々は，ラットを始めとするげっ歯類で認められた脂肪肝が臨床

肝障害のアラートとなるのは，ヒトではsecond hitが起こりやすく，げっ歯類では起こ

りにくいことによるのではないかと考えた。また，臨床肝障害の大部分を占めるとさ

れるidiosyncratic DILIは，2つに分類されることが知られており，薬物の反応性代謝物

が生体内タンパク質とアダクトを形成し，異常蓄積や細胞機能障害により，酸化スト

レスや炎症を惹起するのが代謝性idiosyncratic DILI，同じように生成されたアダクト

が，ハプテンとなることにより免疫反応を惹起するのがアレルギー性idiosyncratic 

DILIと呼ばれている[77]。そこで，代表的なsecond hitであり，idiosyncratic DILIの発症

にも関与する酸化ストレス，炎症及び免疫反応に対する生体の防御機構ついてげっ歯

Fig. 28 Two hit theory 
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類及びヒトの間に種差が存在するか否か調査及び比較解析を行った。 
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第2節  主な second hit に対する防御機構におけるげっ歯類及びヒトの種差 

 

第1項  酸化ストレス及び炎症の観点からのげっ歯類及びヒトの比較 

 

反応性代謝物及びそれによって引き起こされる酸化ストレスの消去に重要な生体

内分子としてGSHが挙げられる[78, 79]。GSHはシステイン，グリシン及びグルタミン

酸からなるトリペプチドであるが，このうちシステインは主に食餌から供給されるこ

とが知られている[80]。実験動物であるげっ歯類は，通常不断給餌で飼育されること

から，げっ歯類のシステインの供給量はヒトよりも多いことが推察される。このシス

テインの供給量の差も関与していると考えられるが，肝臓中のGSH量はげっ歯類でヒ

トの2倍多いことが報告されている[81, 82]。また，GSHを反応性代謝物に付加し，解

毒する際に重要な酵素としてGSH S-transferase（GST）が存在するが，肝臓中のGST

活性はげっ歯類でヒトの10-20倍高いことが報告されている[83]。一方，GSHによる

H2O2等の酸化ストレスの消去にはGSH peroxidase（GPx）が重要な働きを担っている

が，肝臓中のGPx活性もヒトと比較し，げっ歯類で顕著に高いことが報告されている

[84]。また，我々の過去の実験の中でGPxの活性中心となるセレンの血中濃度がヒト

の正常値と正常ラットの平

均値で約5倍異なることも見

出しており（ヒト正常値 : 

107~171 μg/L，正常ラット平

均値: 560 μg/L），GSHを中心

とする酸化ストレスに対す

る防御機構はヒトよりもげ

っ歯類で優れていると考え

られる（Fig. 29）。 

Peroxisome proliferator-activated receptor α（PPARα）は，酸化ストレス及び炎症に対

する作用を始めとする，その広範な機能から，second hitに対する防御機構及びその種

差に深く関与していることが推察される。PPARαは肝臓に多く発現する核内受容体で

あり，retinoid X receptor（RXR）とヘテロダイマーを形成し，標的遺伝子のプロモー

ター部位に存在するPPAR response element（PPRE）に結合することにより，種々の遺

伝子の転写調節を行うことが知られている[85]。内因性のリガンドは炭素数14-20の長

Fig. 29 Species differences of protective mechanism of GSH 

for oxidative stress  
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鎖脂肪酸であり，代表的なPPARα標的遺伝子としては，ペルオキシソーム及びミトコ

ンドリアの脂肪酸β酸化酵素群，細胞内脂肪酸輸送に関わるタンパク質群[86]，脂肪酸

膜輸送に関わるタンパク質群等が知られている[87]。また，PPARαは炎症のマスター

レギュレーターであるnuclear factor-kappa B（NFκ-B）に直接結合し，tumor necrosis 

factor-α（TNF-α），interleukin-1β（IL-1β），intercellular adhesion molecule-1（ICAM-1）

の発現を抑制することにより，抗炎症作用を示すことも報告されている[88, 89]。また，

肝臓中のPPARα発現量はげっ歯類でヒトの10倍多いこと[90]，PPARαの内因性アゴニ

ストである脂肪酸の末梢から肝臓への動員もげっ歯類の方が早いことが知られてい

るため，飢餓等に対するPPARαの応答が速やかに起こることも知られている[91, 92]。

さらに，PPARαによる脂肪酸異化酵素群の誘導もヒトと比較しげっ歯類では顕著であ

る[93, 94]。さらに，第1章及び第2章の結果から，臨床肝障害とミトコンドリア及びペ

ルオキシソームの関連性が見出されているが，ミトコンドリアにおける脂肪酸β酸化

の律速酵素であるmedium-chain acyl CoA dehydrogenase（MCAD）[95]及びペルオキシ

ソームにおける脂肪酸β酸化の律速酵素であるacyl CoA oxidase（ACO）[96]は共に

PPARαの標的遺伝子であり，PPARαのknockout（KO）マウスでは脂肪酸β酸化能が約

40%低下することが知られている[97]。また，代表的な抗酸化酵素であるカタラーゼ

[98]及びCu2+，Zn2+-superoxide dismutase（SOD）[99]もPPARαの標的遺伝子であり，

PPARαは酸化ストレスに対する防御機構としても重要な役割を担っていることが推

察される。PPARαはRXRとヘテロダイマーを形成した状態で核内に存在するが，リガ

ンド非結合状態，すなわち不活性化状態ではnuclear receptor co-repressor（NCOR），

silencing mediator for retinoid and thyroid hormone receptor（SMRT）等のco-supressorが結

合して転写活性化を抑制している。リガンドにより活性化されることより，

co-supressorが解離し，標的遺伝子のプロモーター部位に存在するPPREに結合すると

cAMP response element binding-protein（CREB）-binding protein，PPARγ coactivator-1

（PGC-1）等のco-activatorが結合する[85]。PPARαによる転写活性化には上記のような

様々な因子が複雑に関与することが知られているが，ヒト肝細胞は，ラット肝細胞は

有していない，いくつかのco-supressorを有していること，逆にラット肝細胞が有して

いるいくつかのco-activatorを有していないことが報告されている[90]。また，ヒトで

はラットと共通の一部の標的遺伝子のPPREに変異が入り，no/low-responsiveとなって

いることも報告されている[100, 101]。これまでに述べたGSH及びPPARαに関わる種差

は，総じて，代表的なsecond hitである酸化ストレス及び炎症に対する防御機構がげっ
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歯類はヒトに比べて優れていることを裏付ける方向の種差である。さらに，PPARα KO

マウスでは，野生型で軽度の脂肪肝を引き起こす程度の低いエタノール濃度で，顕著

な酸化ストレスが誘導され，ヒトと同様に脂肪肝炎及び肝臓の線維化を引き起こすこ

とが知られている[102]。この現象はNAFLDやNASHでも同様に認められる可能性が推

察される（Fig. 30）。 

 

 

  

Fig. 30 Species differences of protective mechanism of PPARα for oxidative stress 

and inflamation 
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第2項 免疫学的観点からのげっ歯類及びヒトの比較 

 

免疫反応，なかでも idiosyncratic DILI のみならず，特異体質性臓器障害への関与が

近年注目されている免疫寛容についても second hit に対する防御機構の種差に関与す

る可能性が高いと考えられる。げっ歯類とヒトでは免疫防御のストラテジーが異なり，

ヒトは免疫抵抗型であり，げっ歯類は免疫寛容型である[103]。免疫抵抗型とは，宿主

の抗原の曝露を最小限に抑える免疫防御戦略であり，病原体等の抗原に対して直接不

活性化あるいは消去を実行する。一方，免疫寛容型は宿主の脅威にはならないレベル

の抗原は許容する免疫防御戦略であり，病原体等の抗原が存在しても，宿主の脅威に

ならなければ免疫反応は起こさない。この免疫防御戦略の違いが，最も顕著に表れて

いる例として，エンドトキシンショックを引き起こす LPS の投与量の差が挙げられる。

LPS はヒトでは 10-15 μg/kg でエンドトキシンショックを引き起こすのに対し[104, 

105]，げっ歯類ではショックを引き起こすのに 10 mg/kg の投与が必要とされることが

報告されている[106]。この種差を埋めるために，LPS を併用投与することにより

idiosyncratic DILI を検出する動物

モデルが開発されているのは先

に述べたとおりである[9-13]。こ

の免疫寛容状態の形成には抗原

提示細胞（antigen presenting cell: 

APC）と CD8 陽性 T-cell 間の

programmed cell death 1（PD-1）

/cytotoxic T-lymphocyte protein 4

（CTLA-4）や APC と制御性 T-cell

（ regulatory T-cell: Treg）間の

lymphocyte activation gene 3

（LAG3）/major histocompatibility 

complex（MHC）の結合が重要な役割を担っていることが知られており[107]， PD-1 KO

マウスに抗CTLA-4抗体を併用投与することにより免疫寛容状態をキャンセルしたマ

ウスではトログリタゾンを始めとするいくつかの薬剤の臨床肝障害を再現すること

が報告されている[108]。以上のことから，げっ歯類における顕著な免疫寛容状態もげ

っ歯類の second hit に対する防御機構の種差に深く関与していることが推察される。 

Fig. 30 Differences between immune response and immune 

tolerance 
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近年，臨床肝障害の発現にはミトコンドリア毒性や bile salt export pump（BSEP）阻

害等の種々のリスクファクターに加え，免疫反応を惹起するような danger signal が必

要となるという考え方が提唱されている[109, 110]。この考え方は，肝障害発現の種差

の要因として，second hit の有無に着目した我々の考察を支持するものであると考え

られる。代表的な danger signal として，何らかの要因によって障害された細胞から放

出される high mobility group box protein1（HMGB1），ATP，heat shock proteins（HSPs），

S100 protein 等が挙げられる。これらの damage-associated molecular patterns（DAMPs）

の放出には toll like receptor（TLR）あるいは NF-κB 等，これまでに種差があることを

述べてきたタンパク及びシグナルが関与することが知られている[111]。 
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第3節  考察 

 

以上，本章の比較解析より，げっ歯類ではGSH及びPPARαを中心とした酸化ストレ

スあるいは炎症に対する防御機構が優れていること，またげっ歯類はヒトと比較し顕

著な免疫寛容状態であることにより，げっ歯類では脂肪肝に引き続くsecond hitが起き

ず，脂肪肝で止まると考えられた。一方，ヒトでは脂肪肝が引き起こされた場合，げ

っ歯類と比較しsecond hitが起こり易いため，非臨床毒性試験で認められなかった肝障

害が発現するものと考えられた（Fig. 30）。 

 

 

 
Fig. 30 Species differences of phenotype between rodents and humans 
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総括 

 

本研究では in vitro 及び in vivo 非臨床毒性試験の両面から臨床肝障害を予測する新

規評価手法を確立することを目指し，種々検討を行った。 

第 1 章では，臨床肝障害の大半を占めるとされる特異体質性肝障害（idiosyncratic 

DILI）を予測する in vitro 非臨床毒性試験を新規に確立するために，凍結ヒト初代培

養肝細胞を用いて，短時間曝露時のミトコンドリア呼吸能及び長時間曝露時の

caspase-3/7 活性をエンドポイントとし，検討を行った。Iidiosyncratic DILI を予測する

ことが可能か否か，既知の idiosyncratic DILI 誘発肝毒性物質及び idiosyncratic DILI 非

誘発肝毒性物質を用いて検証した。我々の検討の結果，in vitro 非臨床毒性試験ではヒ

ト初代培養肝細胞を用い，短時間曝露時のミトコンドリア呼吸能及び長時間曝露時の

caspase-3/7 活性に着目することにより，臨床肝障害，中でも非臨床毒性試験からの予

測が困難だと言われている idiosyncratic DILI を予測可能であることが見出された。 

第 1 章の結果から，ミトコンドリアが臨床肝障害予測に重要な役割を担っているこ

とが明らかとなった。肝細胞におけるミトコンドリア機能の低下は，脂肪酸代謝の低

下につながり，ひいては脂肪肝につながると考えられる。以上の事から，in vivo 非臨

床毒性試験で認められる脂肪肝が臨床肝障害の予測において非常に重要な所見であ

る可能性が考えられた。そこで第 2 章では，ラットの in vivo 非臨床毒性試験で脂肪肝

（肝細胞の脂肪化）が認められた自社化合物 compound X を用いて，メカニズム解析

及び臨床肝障害リスクの推定を行った。その結果，ラットの in vivo 非臨床毒性試験で

肝細胞の脂肪化を引き起こした compound X は，ミトコンドリア毒性により脂肪肝を

引き起こしていたことが明らかとなった。この化合物を第 1 章で確立した in vitro 非

臨床毒性試験法で評価すると，臨床肝障害のリスクが高いことが推察され，げっ歯類

を用いた非臨床毒性試験において認められたミトコンドリア毒性による脂肪肝が，臨

床肝障害のアラートとなることが見出された。続いて，脂肪肝，特にミトコンドリア

毒性による脂肪肝を反映するバイオマーカーは知られていないため，非臨床毒性試験

でミトコンドリア毒性に起因する脂肪肝を引き起こす代表的な化合物としてバルプ

ロ酸を用い，in vivo 非臨床試験においてミトコンドリア毒性による脂肪肝を反映する

新規血中バイオマーカーをリピドミクス解析により探索した。その結果，2 種類の血

中 PC(16:0e/22:4) 及び PC(16:0e/22:6) が，ミトコンドリア毒性による脂肪肝のバイオ
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マーカーとなることが示された。以上の検討から，in vivo 非臨床毒性試験ではミトコ

ンドリア毒性による脂肪肝が臨床肝障害のアラートとなることが見出され，血中

PC(16:0e/22:4) 及び PC(16:0e/22:6)がそのバイオマーカーとなることが明らかとなっ

た。 

第 3 章では，in vivo 非臨床毒性試験で認められたミトコンドリア毒性による脂肪肝

が，何故臨床肝障害のアラートとなり得るのか，メカニズムの観点から考察を行った。 

非臨床及び臨床において脂肪肝は同様に起きていると考えられるが，臨床における脂

肪肝は自覚症状や肝機能パラメータの変動を伴わない不顕性の疾患である。この不顕

性の脂肪肝が，NAFLD あるいは NASH に進展することにより，ようやく肝障害とし

て顕在化する。この進展には脂肪肝の状態に second hit が必要だと考えられており，

代表的な second hit として，酸化ストレス，炎症，腸管由来のエンドトキシン等に対

する免疫反応が挙げられる。そこで我々は，ラットを始めとするげっ歯類で認められ

た脂肪肝が臨床肝障害のアラートとなるのは，ヒトでは second hit が起こりやすく，

げっ歯類では起こりにくいことによるのではないかと考え，代表的な second hit であ

る酸化ストレス，炎症及び免疫反応に対する防御機構についてヒト及びラットの間に

種差が存在するか否か調査及び比較解析を行った。その結果，げっ歯類では GSH 及

び PPARα を中心とした酸化ストレスあるいは炎症に対する防御機構が優れているこ

と，またげっ歯類はヒトと比較し顕著な免疫寛容状態であることにより，げっ歯類で

は脂肪肝に引き続く second hit が起きず，脂肪肝で止まると考えられた。一方，ヒト

では脂肪肝が引き起こされた場合，げっ歯類と比較し second hit が起こり易いため，

in vivo 非臨床毒性試験で認められなかった肝障害が発現するものと考えられた。 

以上，本研究では臨床肝障害を予測可能な in vitro 非臨床毒性試験法を新規に確立

した。また，げっ歯類の in vivo 非臨床毒性評価で認められるミトコンドリア毒性によ

る脂肪肝は，ヒトでも同様に起きる臨床肝障害の first hit であり，臨床肝障害のアラ

ートとなることを明らかにした。またミトコンドリア毒性による脂肪肝の新規バイオ

マーカー候補として血中 ePC（PC[16:0e/22:4]及び PC[16:0e/22:6]）を見出した。本研

究で得られた知見は，予期せぬ臨床肝障害発現による医薬品開発中止のリスクを低減

し，効率的な医薬品開発に貢献することが期待される。 
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