
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ISSN　l　343－4292
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CODEN　K【SH：FC

　　　　　　　　　　平成19年

　　　　　　　　　　Bulletin　of

　　　　　　　National　lnstitute　of

　　　　　　　　Health　Sciences

　　　　　　　　　　No．125　　　　　　2007

傘国立医薬品食品衛生研究所



国立医薬品食品衛生研窄所報告

　　　　　　平成19年

　　　　　　Bulletin　of

　　　　National　lnstitute　of

　　　　　Health　Sciences

　　　　　　　N（：L125　　2007

　　　　　　　Published　by
　　　　National　Institute　of　Health　Sciences

　　　　　　　Tokyo，　Japan

　　　国立医薬品食品衛生研究所



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　次

国立医薬品食品衛生研究所報告第125号第一部

特論

バングラデシュの地下水ヒ素汚染地域に住む住民のヒ素暴露について………………・・…………・徳永裕司・・

化学物質の安全性評価における加廓。遺伝毒性

一特にげっ歯類を用いる小早試験の基礎研究並びにその行政面への応三一

　　　　　　　　　　　　　　　　　……………………………・…・…・・…・・…………林　　真，本間正充・・

総説

有機スズ化合物の生殖発生毒性・……・……・…・・……・…・…………………………・……・……………江馬　眞・・

研究論文

各国の食品中残留農薬の検出状況に関する調査

　　　　　　　　・登田美桜，杉田たき子，田中敬子，佐々木史歩，畝山智香子，山本　都，森川　馨・

ノート

視力補正を目的としないおしゃれ用カラーコンタクトレンズの細胞毒性

　　　　　　　　　　　　　　　　　………中岡竜介，松本富美子，宗林さおり，柳橋哲夫，土屋利江・・

液体クロマトグラフィーによる化粧品中の9種目紫外線吸収剤の一斉分析

　　　　　　　　　　　　　　　　・……………・…・・……五十嵐良明，山田真生，内野　正，徳永裕司・・

室内空気中の総揮発性有機化合物（TVOC）に対する芳香剤・消臭剤の影響に関する研究

　　　・……・…神野透人，香川（田中）聡子，小濱とも子，宮川真琴，吉川　淳，小松一裕，徳永裕司・・

スモールチャンバー試験法による家庭用品から放散する揮発性有機化合物の評価

　　　　　　・・香川（田中）聡子，神野透人，小町とも子，宮川真琴，吉川　淳，小松一裕，徳永裕司・・

化粧品に配合が禁止されている成分の分析法に関する研究：水銀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・内野　正，五十嵐良明，徳永裕司・・

化粧品に配合が禁止されている成分の分析法に関する研究：硫化カドミウム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・内野　正，五十嵐良明，徳永裕司・・

各国の農薬の使用状況に関する調査

　　　　　　　　・山本　都，登田美桜，田中敬子，杉田たき子，佐々木史歩，畝山智香子，森川　馨・

OECD化学物質対策の動向（第13報）

第22回OECD高生産量化学物質初期評価会議（2006年パリ）

　　　　・高橋美加，松本真理子，川原和三，菅野誠一郎，菅谷芳雄，広瀬明彦，鎌田栄一，江馬　眞・・

研究に関する資料

X線並びにγ線を照射した食品に生じる誘導放射能・・………………・……・・…………・……………宮原　誠・・

1

17

35

51

61

65

72

79

86

89

92

101

107



ii

国立医薬品食品衛生研究所報告第125号第二部

業務報告……………・…・・……………・……………………・…・…・…………・………・・………●…’…”…”……’”………’…’l19

平成18年度所外研究員等の受け入れ名簿・・………………・……………・・……………………・・…・……………・…………181

誌上発表（原著論文）………………・……・………・…・………・…・……・………・……・…・……………・・…・……………・・…185

誌上発表（総説・解説等）………………・・……・…………・…………・…・…・…・・……………・………………・……・………273

単行本……………・…・……・・…………・…・………・……・…・……・………・………・…・……・………・・………・……・…………299

行政報告…・……………・………………一・…・………・……・……・………・…・……・………・…・・……・…………・・……………302

学会発表・………………・………・…・……・……・…・………・…・……………・……・…・…・……・……・・…………・……………・310

レギュラトリーサイエンス関連会議報告…・……………・・…………・……・…………・…・…・…・…・…………・・……………368

各審議会，委員会等について…………・……・……………∵…・・…………・……・……・…………・…………………・…・……378

専門分野を生かした職務関連の社会貢献等について…………・……・・………・………・………・…・……・・…………………　383

特別講演会…・…………・………・………σ・…・……………・・…σ…・…………・…………・…・…・・…・……………・………・……391

平成18年度に行なった主な研究課題・……・…………・……・・……………………………・………・…・……・………………392

製品検査等の処理状況・・………………・…・…・・……………………・・………………………・……・…・………・………………406

国立医薬品食品衛生研究所報告第125号人名索引　………………・………・……・…・………・……・…・・…・・……・…・……　408

国立医薬品食品衛生研究所報告第125号キーワード索引　………………・…・・………・…………・……・……・・…・…・…・・415



iii

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CONTENTS

Bulletin　of　N劉tional　Institute　of　Healtb　Sciences，．No．125，　P紐rt　l

Special　Report　　　　　　　　　　　　　　　　’

Risk　Assessment　R）r　Arsenic　to　People　Who　Live　in　the　Area　of　Arsenic－contaminated　Uロdergroundwater　in　Bangladesh

　　　　・・・…　∴一・・・・・…　一…　、・・・・・・・・・・・・・・…　一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一・・一・・・・・…　一・・Hiroshi　Tbkunaga　・・・・・・…　　　l

Evaluation　of加”’レ。　genotoxicity　of　chemicals－The　development　and　application　of　rodent　micronucleus　assay一

　　　　……陰●…………．’●………………●…・……………・・…………・……・・……Makoto　Hayashi　and　Masamitsu　Honma………17

Reviews

Reproductive　and　Developmental脳）xicity　of　Organotin　Compounds……・・……………一・……・……・…Makoto　Ema………35

0『iginals

Study　on　pesticides　residue　monitoring　data　by　some　countries　of　the　world

　　　　…Miou　Tbda，　Takiko　Sugita，　Keiko、丑maka，　Shiho　Sasaki，　Chikako　Uneyama，　Miyako　Yamamoto，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kaoru　Morikawa……・・…・51

Notes．

C外oloxi・i呼of　Va「iou・N・n－coπectiv・孕nd　Deco「ative　C・ntact　Lense・

　　　　”…’”……”．’R罪・uk・N・k・・k・・恥mik・M・t・um・t・・S…iSp・・i・・艶t・u・ぬ・・h・・hi・．・nd恥・hi・聴・・hiy・……61

Simultaneous　Dete㎜ination　of　g　Ultraviolet　Absorbers　in　Cosmetics　by　High－Per飴㎜ance　Liquid　Chromatography

　　　　…・…・…………・…・…・…………・………Y6shiaknkarashi，　Mai　Yamada，丁議dashi　Uchino　and　Hiroshi　Tokunaga………65

1mpact　of　Air　Freshcners，　and　Deodorizers　on　the　Indoor　Tbtal　Vblatile　Organic　Compounds

　　　　…Hideto　Jinno，丑）shiko「nmaka－Kagawa，　Tbmoko　Obama，　Makoto　Miyagawa，　Jun　Ybshikawa，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kazuhiro　Komatsu　and　Hiroshi　Tbkunaga　………72

E・・1・・ti・n・f　Vbl・til・0・g・ni・C・mp・・nd・（VOC・）Emitt・d倉・m　H・u・6h・14　P・・d。・t・by　Sm・11　Ch・mb・・艶・t　M・th・d

　　　　…Tbshiko血naka－Kagawa，　Hideto　Jinno，　Tbmoko　Obama，　Makoto　Miyagawa，　Jun　Y6shikawa，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kazuhiro　Komatsu　and　Hiroshi丑）kunaga　………79

Studies　fbr　Analyzing　the　Prohibited　Ingredients　such　as　mercury　in　Cosmetics

　　　　…………・……・・……………・・…・……・……・……・…Tゑdashi　Uchino，　Ybshiaki　Ikarashi　and　Hiroshi　Tbkunaga……・・…・86

Studies丘）r　Analyzing　the　Prohibited　Ingredients　such　as　cadmium　sulfide　in　Cosmetics

　　　　……・・…………・…・…・…………・……・∵・・…・………Tadashi　uchino，　Ybshiaki　Ikarashi　and　Hiroshi　Tbkunaga・…・……・89

Study．on　usage　of　pesticides　in　various　countries

　　　　…Miyako　Yamamoto，　Miou　Tbda，　Keiko　Thnaka，肱kiko　Sugita，　Shiho　Sasaki，　Chikako　Uneyama，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kaoru　Morikawa…・…・…・92

Progress．on　OECD　Chemicals　Programme（13）一SIAM　22　in　Paris，2006

　　　　…Mika肱kahashi，　Mariko　Matsumoto，　Kazumi　Kawahara，　Seiichirou　Kanno，　Ybshio　Sugaya，　Akihiko　Hirose，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eiichi　Kamata，　and　Makotb　Ema………101

τbchnical　Data

Induced　Radioactivity　in　Irradiated　Foods　by　X　Ray　or　gamma　Ray…・…・…………・…………………Makoto　Miyahara……107



iv

Bulletin　of　National　Institute　of　He紐lth　Sciences，　No．125，　P紐rt　2

Annual．Reports　of　Divisions　………・…・…………………………・…・…………・…・・．………………・………・……・…・…・

Researchers　List　in　Fisc31　Year　2006……・…・…・・……………・…・……・…・・…・・……………・・…・・…………・……・……・

Summaries　of　Papers　Published　in　Other　Journals（Original　Papers）…・………・……………・…・・………・……・・∵・・

Summaries　of　Papers　Published　in；Other　Joumals（Review　and　Articles）……………・……・…・…・・……………・…

Title　of　Scientific　Books………・……・…・……・………・………・…・……・……・…・………・…・…・…・……………・…………

Scienti血。　Reports　to　Governmental　Agencies……・・……・…………・・…・……・……・………………・・…・・…・……・……・

Titles　of　Speeches　at　Scientmc　Meetings　etc・…・……………・・…・……………∴…・………・…一…・……………・……

Meeting　Reports　Related　to　Regulatory　Science・・……・…・………・・………・…………………・……・・………・……・一・・

Committee　Members　List　in　Fisc謎l　Ybar　2006…………・…………・・…・…・…………・・…・……・．…………・……・……・…

Other　Re】飢ive　Activities　…・……・……・・…・・……………・・…………．＿＿．．＿．…＿＿＿＿．，．＿＿＿．＿＿．．．．．＿＿＿＿．

Specia1　Seminars一…・・……………・…・…・……・……’●’●”…●…………’”…’…’…’…”…”…’……………’…………’…

M昂in　Research　Projects　C劉rried　Out　in　Fiscal　Ybar　2006……’…∵…’●．………”………”…●…”…’……’……’…”

Survey　of　the　Results　of　National　Tbsts・・……・………・………………・．………………………・・…・………・…・……・・……

Author　Index　…・………………………・・……・…………・・…………・……・…・……………・・’・’●’’”o・…・……’●’●’’”o’●”●’●’

Subject　Index　”●●’●’●……”・’’’”●’”●’●”●’●’’”．’”●’”●’●”0’0’…’”り’…’’”…’0’0’’’’’’’”…”．●●’．’．’．”…’’’”邑幽●幽．’．’．’………’’’”幽●’●”●’

llg

181

185

273

299

302

310

368

378

383

391

392

406

408

415



1

βμ1孟／＞と～〃IZη5∫」舵α1∫乃5c孟，125，1－16（2007） Special　report

バングラデシュの地下水ヒ素汚染地域に住む住民のヒ素暴露について

徳永裕司

Risk　Assessment　fbr　Arsenic　to　People　Who　Live　in　the　Area　of　Arsenic－

　　　　　　　contaminated　Undergroundwater　in　Bangladesh

Hiroshi　Tokunaga

Arsenic　is　a　very　ha㎜飼environmental　pollutant　and　arsenic　contamination　of　groundwater　has　been　repo丘ed

in　Bangladesh，　West　Bengal，　India　and　Nepal．　In　order　to　examine　the　risk　assessment　of　arsenic，　we　made　the

plan　to　deliver　the　safb　water　fbr　purpose　of　drinking　and　cooking　fbr　one　year　to　16　arsenic－affbcted　fami－

lies　in　Chunakali　village，　Chapai　Nawabga可district，　BangIadesh．　We　supplied　the　sa色water　a債er　treatment

of　Gravel　Sand　Filter　facilit払The　arsenic　in　drinking　water　didn’t　exceed　almost　50　ppb　fbr　one　yeaL　Befbre

delivering　the　safヒwater　both　on　June　2005　and　on　Fεbnlary　2006，　we　visited　Chunakali　village　with　Profbssor

Rahman，幽Associated　Profbssor　Belgum　and　Zaman　and　diagnosed　the　arsenic　symptom　of　the　arsenic－affヒcted

魚milies　and　collected　their　urines　and　hairs．　Also　we　visited　that　village　on　August　20060f　a　half　year　after

delivering　the　sa色water　and　on　March　20080f　one　year　a丘er　delivering　the　safb　wateL　Due　to　the　supply　of

safb　water　fbr　one　year　fbr　purpose　of　drinking　and　cooking，　the　arsenic　symptoms　were　recovering　and　the

amounts　of　arsenic　in　hairs　were　decreasing．　If　Bangladesh　govemment　has　the　good　water　management　in　ru－

ral　areas　of　arsenic・polluted　underground　and　adopted　the　appropriate　water　supply　system，　the　arsenic　symptom

caused　by　arsenic　should　be　recovered．

Key　Words：arsenic，　water　supply，　arsenic－a晩cted飴milies，　Bangladesh

1．緒　言

　近年，地下水のヒ素汚染による大規模な健康障害がイ

ンド，バングラデシュ，ネパールで報告され，現在の推

計では，高濃度ヒ素暴露者が，インド・バングラデシュ・

ネパールで約3500万人と言われている．慢性ヒ素中毒で

最も重大な問題は発癌であり，暴露歴は20数年を経過中

であり，本格的な発癌の顕在化までに，ヒ素による発癌

の発生機序，リスク評価，予防対策などの活動が特に重

要である，バングラデシュにおけるヒ素汚染は非常に深

刻で，2003年3月に開催された世界水フォーラム（京都）

においても，早急に解決すべき問題の一つとして取り上

げられた．この国のヒ素汚染に対して，数多くの国際機

関が調査し，安全な水供給の施策を行ってきた．しかし，

ヒ素汚染問題に対する根本的な解決の糸口はみられてい

ない．この原因として，ヒ素処理の水を供給する前と後

でのヒ素暴露量の推定がなされていない，ヒ素処理水の

確保が十分でない，ヒ素処理装置の維持管理の問題及び

＃To　whom　correspondence　should　be　addressed：

Kamiyoga　l－18。1，　Setagaya，　Tokyo，158－8501，　Japan：

Tel：03－3700－l141　ext．253；Fax：03－3707－6950；E－mail：

tokunaga＠nihs．gojp

ヒ素処理後のヒ素含有汚泥による2次的な環境汚染の問

題が指摘できる．平成16年度～平成18年度の3力年にか

けて，バングラデシュ人民共和国ラシャヒ管区チャパイ

ナワブガンジ地区チュナカリ村の地下水のヒ素汚染地域

において，地域を限定した住民を対象に安全な飲料水の

給水システムを確立し，安全な水を供給する前後での尿・

毛髪中のヒ素代謝物の動態変化の検討と安全な水を供給

することによる各種のバイオパラメーターの変化を検討

した．

　平成16年度は，バングラデシュにおける地下水のヒ

素汚染地域でヒ素被害住民が存在し，かつ安全な水を供

給することが可能な地域の選定並びに現地の協力者の調

査を中心に行った．その結果，ラシャヒ管区チャパイナ

ワブガンジ地区チュナカリ村を候補地に選び，現地の協

力者としてラシャヒ大学地質・鉱山学部のMd．　Hamidur

Rahman教授，同大学芸術学部のBilkis　Bergum準教授を

選定した．

　平成17年度は，チュナカリ村をRahman教授，　Bergum

準教授及びラシャヒ医科大学皮膚科のA．K．　B．　Zaman準

教授と一緒に訪れ，ヒ素被害家族の特定とヒ素被害家族

から尿及び毛髪を採取し，種々の測定を実施した．また，

この地域で安全な地下水を供給するための施設として深
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層地下水の利用を計画し，深層管井戸の試掘を行った．

深層管井戸の試掘を760フィートまで行ったが，砂利混

じりの岩石層に阻まれ，十分な深層帯水層まで到達させ

ることができなかった．地下水の確保に地下250フィー

トにある砂層と粘土層の境界域の第一帯水層まで管井

戸を掘削し，手押しポンプで得られたヒ素に汚染され

た地下水を簡便なヒ素除去装置であるGravel　Sand　Filter

（GSF）施設で処理する計画に変更した．平成17年11月，

Rahman教授の指導のもとダッカ市の業者が掘削し，管

井戸と手押しポンプの設置を行った．平成17年12月，日

本のNGO法人のアジア砒素ネットワーク（AAN）バン

グラデシュの手により，GSF施設の建設が始まり，約1ヶ

月の建設期間を経て平成18年L月末，管井戸と手押しポ

ンプ並びにGSF施設が連結したヒ素除去処理水の供給体

制を確立することができた．平成18年2月，チュナカリ

村をRahman教授，　Bergum準教授及びZaman準教授及び

厚田科研費の研究班員の国立保健医療科学院の国包水

道工学部長と一緒に訪れ，管井戸及びGSF施設の村民へ

の贈与を行った．管井戸とGSF施設を連結したヒ素除去

後の飲料水の供給を開始すると同時に16のヒ素被害家

族から尿及び毛髪の採取とヒ素被害住民の診察を行っ
た．

　平成18年度は，安全な水の供給をヒ素被害家族16家族

に配水を始めて6ヶ，月後の平成18年8月，Rahman教授，

Bergum教授，　Zaman準教授及び厚労科研費の研究班員で

ある北海道大学大学院工学研究科の大野助手と学生と一

緒にチュナカリ村を訪れ，ヒ素被害家族から毛髪及び尿

の採取とヒ素被害住民の診察を行った．更に安全な水を

ヒ素被害家族に供給し始めて1年が経過した平成19年1，月

末，チュナカリ村の訪問を計画した．航空機の手配，海

外出張の手続きを全て終了し，現地への出発を待ったが，

平成19年1月12日，外務省から「バングラデシュに対す

る渡航情報（危険情報）の発出」が行われ，「渡航の延

期の要請が外務省の海外安全ホームページでなされた，

その概要は，次のようであった。「バングラデシュでは，

2007年1月22日に実施が予定されている総選挙に関連し

て，2006年10月27日の国会解散から，前連立政権与党

の中心であったバングラデシュ民族主義党が率いる4党

政党連合と前野党連合の中心であったアワミ連盟が率い

る14党政党連合との問で対立が続いている．特に1月3日

以降；アワミ連盟等14党政党連合は選挙への不参加を宣

言し，全土で大規模なゼネスト，主要道路封鎖等の抗議

行動を展開したことから，1，月11目，大統領は非常事態

宣言を発出し，午後ll時から早朝5時までの外出禁止令

を発動した．（なお，夜間外出禁止令は，緊急車両，重

病人，航空便で到着した旅行者等の移動を対象から除外

しているが，航空便で到着した旅行者は，航空券と身分

証明者（パスポートなど）を提示する必要がある．）」と

いうものであった．1月中旬まで待ってもこの外務省の

勧告は解除にならなかった．そのため，L月末のバング

ラデシュへの出張の計画を取り消した，1月24日，外務

省のバングラデシュへの渡航情報が「渡航の是非を検討

して下さい」に引き下げられた，その概要は，次のよう

であった．「バングラデシュでは，2007年1月22日に実

施が予定されていた総選挙に関連して，2006年10月の

国会解散から，前連立政権与党の中心であったバングラ

デシュ民族主義党が率いる4党政党連合と，アワミ連盟

が率いる14党政党連合との間で対立が続いた．2007年1

月3日以降，14党政党連合等は選挙への不参加を宣言し，

全土で大規模なゼネスト，主要道路封鎖等の抗議行動を

展開したことから，1月ll日，アーメド大統領は非常事

態宣言とともに，午後11時から早朝5時までの外出禁止

令を発出した．翌12日には，夜間外出禁止令は解除され，

また，同時に出されていた民放テレビ局のニュース速報

に課されていた報道管制も解除された．1月22日に予定

されていた総選挙は延期され（新しい日程は未定），現

在総選挙実施に向けた環境作りが行われている．上記の

とおり非常事態宣言及び非常事態権限令が発出されてい

るため，基本的な権利が制限される可能性があるが，選

挙管理内閣による事態改善に向けた動きがあること，非

常事態宣言下で軍・警察等の治安部隊が展開することに

より，治安は一応安定しており，暴動が起こる可能性は

あまり高くないと言える」というものであった．この外

務省の危険情報の「引き下げ」を待って，再度バングラ

デシュの調査の計画を立て，実施に移した．なお，平成

19年5月10日現在でも外務省のバングラデシュの危険情

報は，1月24日に発出された「渡航の是非を検討してく

ださい．」（引き下げ）のままであった．

　Photo　1に平成19年3，月1日にバングラデシュのZia　In－

temational空港に到着したときの写真を示した．

Photo　l
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　空港の正面に止まっているトラックは軍用トラック

で，非常事態宣言下で国際空港を警備している軍人を運

搬するために使われているものである．軍人が空港の警

備に当たっていることから，空港は治安面から言えば，

安全な状況であった．平成19年3月2日，Rahman教授，

Bergum教授及びZaman準教授と一緒にチュナカリ村を訪

れ，ヒ素被害患者のヒ素症状の調査とヒ素被害家族から

毛髪及び尿の採取を行った．

　平成16年度～平成18年度の3力年に渡りバングラデ

シュ人民共和国ラシャヒ管区チャパイナワブガンジ地

区チュナカリ村のヒ素被害家族を対象に実施された安全

な水を供給し始めることによるヒ素症状の外見的な変化

と毛髪中のヒ素濃度及び尿中のヒ素代謝物濃度の変化を

検討し，ヒ素による暴露評価と健康影響に関する考察を

行ったので紹介する．

2．地下水のヒ素汚染地域の探索

2－1バングラデシュ国際下痢性疾患研究センター

　　（iCCDR，B）をパートナーとする調査

　平成16年12，月4日～9日にかけてICCDR，BではDL　Mah一

報zar　Rahman（Arsenic　and　Environmental　Epidemiologist，

Public　Health　Sciences　Division）がパートナーとして対

応した．ICCDR，Bには，ヒ素の測定に還元気化法を用い

たAASの装置（Nutritional　Biochemistry　Lab）と我が国の

国際厚生事業団が寄贈したAAS装置（Clinical　Biochemis－

try　Lab）の2台が設置されていた．　ICCDR，Bの調査対象

地であるMatlab地区は22万人の住民が生活している。そ

の地区を6分割し，ICCDR，BのMatlab地域センターは3区

画，ll万人の住民を管理していた．　Matlab地域センター

は下痢性疾患の入院病棟を管理すると同時に住民基本台

帳の管理も行っていた．2002年より，AsMat（Arsenic

Matlab）計画をICCDR，Bは始め，　Matlabの3区画のヒ素

患者，井戸水中のヒ素量（フィールドテストキットと

AAS測定），各井戸を使用する住民の履歴などのデータ

を約80名の調査員が毎月行い，必要なファイルの更新を

行っていた．この地区のヒ素患者数は506名との報告で

あった．また，代替水源として，pond－sand且lter，　deep－

tubewell，アルカンフィルター等を用い，　NGOのBRACが

ICCDR，Bの施策をサポートしていた．新たに，　BRACは，

平成17年2，月を目途に，対象住民5000人で1006家族に対

し，深層井戸の掘削とパイプ給水を行う計画を持ってい

た．AsMat計画で採取された水などの試料は，　ICCDR，B

のNutritional　Bioc込emistry　Labにてヒ素の還元気化一AAS

装置を用いてヒ素の測定が行われていた，

　DrMahhzar　RahmanからICCDR，Bは，既に，井戸水，

尿のサンプルを集め，Sweedenを含めて数力国と共同研

究を行っている．ICCDR，Bのメッリトは何なのか．深

層井戸の掘削とパイプ配管の費用の負担などの要請が

あった．

　平成16年12月21日，国際厚生事業団の会議室で研究班

会議を開催した．出席者は，国包（国立保健医療科学院），

山内（聖マリアンナ医科大学），大野（北海道大学工学

部），徳永（国立医薬品食品衛生研究所），吉川（厚生労

働省国際課）及び菅原（国際厚生事業団）の班員4名と

厚生労働省国際課及び国際厚生事業団の各1名であった．

ICCDR，Bの訪問の報告を基に下記の論点に従い検討を

行った．1．共同研究のカウンターパートはICCDR，Bで良

いのか，2．ICCDR，Bと共同研究した場合，今後の交渉は

どうするのか，3．Arsenic　sa艶waterの供給はどうするの

かの4点であった．

　「1．共同研究のカウンターパートはICCDR，Bで良いの

か」の点に関して，Matlab地区はICCDR，BがBRACの協

力のもと，各国に研究者と共同研究を行っており，新

たに新規で参入するのは無理ではないかとの結論に達し

た．深層井戸あるいはポンドサンドフィルターの設置あ

るいは設置後の必要な装置のmaintenaceを含めて，ジョ

ソール県で実績のある日本NGOのアジアヒ素ネットワー

ク（AAN）バングラデシュと話合を進めればどうかとの

方向が示された．

2－2　AANをパートナーとする調査

　AAN事務局長の川原氏に当研究班の要望を説明した．

それに関して，次のような断りの連絡があった．

1）バングラデシュでNGOとして活動するためには，「バ

ングラデシュのNGO事務所」に活動内容を届けてNGO

活動の認可をとることが必要である，現在のAANバング

ラデシュはその登録の際に研究活動を申請していない．

2）AANバングラデシュはこれまでJICAの活動を中心に

行って来たが，JICAプロジェクトが平成16年12月置終

了する。これを機会にAANバングラデシュは現地の若者

を主体としたNGOに変わろうとしている．新AANバン

グラデシュが動き出すのは平成17年4月以降で，NGO活

動内容は確定していないので，提案に対応しにくい．

　以上の結果より，AANバングラデシュをパートナーと

して要望することを断念した．

2－3　Rahman教授をパートナーとする調査

　平成17年2月28日～3月3日までバングラデシュ人民共

和国ラシャヒ市チャパイナワブガンジ地区をラシャヒ大

学のRahman教授及びBelgum準教授と一緒に訪れ，地下

水のヒ素汚染地域でヒ素患者が発生し，かつ，政府の

Department　of　Pablic　Health　Enginering（DPHE）　1こより

近い将来，安全な水の供給が計画されている地域の調査

を行った．3月1日，Rahman教授及びBegum準教授の案
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内でチャパイナワブガンジ地区のUPO　RAJARAMPUR

村を訪れ，ヒ素患者の調査を行った．このUPO　RAJA－

RAMPUR村は安全な水の確保のため，　DPHEにより何ら

かの手当がされている地域であった．DPHEのチャパイ

ナワブガンジ地区の事務所長Shahab　Uddin氏からチャパ

イナワブガンジ地区の深層井戸の建設計画などの情報を

収集した．チャパイナワブガンジ地区では，100人規模

のヒ素患者が出ており，まだ，何ら手当のされる目途の

ない地域をDPHE職員のRa丘qui氏の案内で訪れた．3月2

日，Rahman教授及びBelgum準教授と一緒にチュナカリ

村，バハラム村及びラザランプール村を訪れ，ヒ素患者

と話をすると同時に深層井戸の建設が可能かどうかの調

査を行った．調査地点は3っの村の境界であり，モスク

と広場があった．その広場の周りの井戸18本から水の採

取と住民との話を行った．ヒ素患者の一人が深層管井戸

の管理を行った経験があること並びに広場の土地の所有

者がこの村落共同体の世話役であり，ヒ素被害を充分に

理解し，是非，安全な水の供給システム（深層管井戸の

使用）の設置を願っていること，また動力源とする電気

代についてもモスクで行われる金曜礼拝の際の住民の寄

付金の一部が使用できるのではないかなどの提案を受け

た．また，Ra㎞an教授との話合いで深層井戸，動力源

のモータ，モーター小屋，数本の給水タンク及び簡単な

蛇口が施設として必要ではないかとの提案を受けた．建

設等に関しては，Ra㎞1an教授が責任を持って引き受け

てくれることになった．

　これらの結果を勘案し，バングラデシュ側のパート

ナーとしては，ラシャヒ大学地質・鉱山学部のRa㎞an

教授を選定し，調査地点として，チャパイナワブガンジ

地区のチュナカリ村，バハラム村及びラザランプール村

の村費を選定した．Photo　2にヒ素患者の手の平に生じ

、たkyperkeratosisの症状を示した．

、歯．．

　　　　　　　　　　Photo　2

　このヒ素患者は皮膚科医の判定で重篤度が1～V段階の

最高のV段階に位置する人であった．

3．深層管井戸の試掘調査

3－1安全な水供給のための深層管井戸の試掘

　平成17年7月～9月にかけてチャパイナワブガンジ地区

チュナカリ村において深層管井戸の試掘調査がRa㎞1an

教授の指導の下，ダッカ市の業者を使って実施された．

第1の候補地はモスクの前の村落共同体の議長が所有す

る広場の一角であった．その写真をPhoto　3として示した．

Photo　3

　平成17年3月，前回訪問の際に村落共同体の議長から

深層管井戸の試掘の了解を得ていた場所であった．第1

の候補地の深度400フィートまで掘り進んだ．表層から

250フィートの部分までは砂層，250－400フィートまでは

粘土層であった．また，250フィートの部分（上部の砂

層と粘土層の境界部分で地下水の第一帯水帯の部分）で

地下水を採取した．採恋した地下水中のヒ素濃度の測定

結果を待っため，管井戸の試掘を一時中断した，その一

時中断の段階で掘削地の管の部分の閉塞が発生し，それ

以上掘り進むことが出来なくなった．そこで，その近く

に第2の候補地を選択し，2回目の試掘が開始された．そ

の地点で760フィートまで掘．り進んだが深層地下に存在

する砂利や岩石が邪魔をし，それ以上掘り進むことが不

可能になった．400フィ胃トまでは第1の候補地のもの

と同じ地層であったが，400－420フィートまで粘土層，

420－480フィートまで砂層，480～670フィートまで粘土層，

670～710フィートまで砂層となった．それ以降760フィー

トまでは粘土層でそれ以降は掘削を中断した．420－480

フィートの砂層あるいは670ん710フィートの砂層は採水

のための帯水帯として不適切な層であった．場所を第1

の候補地から150m離れた地点に変更し，第3の候補地で

の掘削を開始した．この地点で地下水を採水するために

90フィートの管井戸を試掘し，水の資料を採取した．更

に，試掘地から150m離iれた揚所で深層管井戸を試掘した．

760フィートまで掘り進んだが，前回の深層管井戸で発

生したのと同様な地層，砂利と岩石混じりの層に阻まれ，

それ以上掘り進むことが不可能になった．その結果，こ

の地域は深層の地下水（第二帯水層）を採面するのに不

適切な地域であることが分かった．
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3－2　チュナカリ村の土壌中のヒ素，鉄及びマンガン濃度

　バングラデシュあるいはインド・西ベンガル州のヒ素

濃度の高い地域での管井戸を用いた地下水中のヒ素濃度

と鉄濃度の間には有意な相関性があることが報告されて

いる．そこで，表層から760フィートまでの深度を10フィー

ト毎に区切り，土壌を採取した．採取した土壌をテフロ

ン容器に入れ，硝酸・過酸化水素水混液を加え，電子オー

ブンで加熱する方法で土壌中の成分を抽出した後，ICP／

MSで測定する方法を用いてヒ素，鉄濃度に加えてマンガ

ン濃度の測定を行った．ヒ素濃度は0．92～2i．8　mg／kg，鉄

濃度は3．74－47．14g〆kg，マンガン濃度は96～8711ng／kgであ

り，それらの平均値は，それぞれ，4．93mg／kg，17．729／kg

及び409mg～kgであった．　Fig．1に採取した土の深度とヒ素

あるいは鉄の濃度の関係を示した．
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ある．デルタの形成時に沈殿したヒ素及びマンガンを含

む黄鉄鉱が土壌の還元状態で地下水に溶出し，それがこ

の地帯の地下水のヒ素濃度を上げているとの説がある．

今回のデータはその説を裏付けるものであった．
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　ヒ素あるいは鉄濃度とも表層部分が多く，250フィー

トの砂層の部分まで低下し，420フィートの粘土層で増

加し，420～480フィートの砂層で低下し，670～690フィー

トの砂層と粘土層の境界部分で上昇し，一番高濃度を示

した。Fig．2に土壌中のヒ素濃度と鉄濃度の関係を示した．
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両者は統計的に非常に有意な相関関係（Pく0．05）を示し

た．同様に土壌中の鉄濃度とマンガン濃度あるいはマン

ガン濃度とヒ素濃度の関係を検討したが両方の場合とも

統計的に有意な相関関係を示した，インド・西ベンガル

州及びバングラデシュの地下水のヒ素汚染地域は地質学

的にはガンジス川の沖積土壌で形成されたデルタ地帯で

4．安全な水供給の施策

4－1安全な水を供給するための管井戸とGSF施設との
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　組み合わせ

　第一帯水帯の砂層と粘土層の部分（深度約250フィー

トの部分）に管井戸を設置し，手押しポンプでくみ上げ．

た地下水をGSF施設で処理した後に供給することを計画

した．

　バングラデシュの地下水には鉄（II）イオンが多く含

まれており，地上に汲み上げられた地下水中の鉄（II）

イオンは空気中の酸素によって，容易にかつ迅速に酸化

され，酸化鉄の沈殿を形成する．この沈殿の形成段階で

水中のヒ素を取り込み一緒に沈殿する．バングラデシュ

の地下水のこの性質を利用しながら水中のヒ素を除く方

法としてGSF施設を考案し，実践に移しているのは分担

研究者の宮崎大学工学部の横田教授のグループである．

そこで，この方法を用いて安全な水を供給することを考

えた．実際には，横田教授の指導の下，日本のNGOであ

るAANバングラデシュが，地下水のヒ素汚染地域で安全

な水を住民に供給する活動の一つの選択肢として，この

方法を利用している．AANバングラデシュは，①表層水

（湖沼水）を砂濾過のPond　Sand　Filterの施設で濾過した

後，殺菌して住民に供給する方法と②地下水をGSF施設

で処理した後に供給する方法を地域特性に応じて併用し

ながら，地下水のヒ素汚染地域のバングラデシュ・ジョ

ソール県サムタ村・マルア村などで活動を続けている．

GSF施設の建設をAANバングラデシュに依頼することに

した．

　管井戸（深度約250フィート）は平成17年11月置Rah－

man教授の指導もとダッカ市の業者が掘削し，手押しポ

ンプの設置を実施した．平成17年12月，AANバングラ

デシュがGSF施設の建設に取りかかり，約1ヶ月の建設

期間を経て平成18年1月末にGSF施設が完成した．ヒ素

被害家族への安全な水の供給が平成18年2月初旬から開

始された．Fig．3にGSF施設の略図を示した．

　　　　ゆ

　響　§　　曽　§　　　曽　　蓉

F培．3　The　mugh臼ke㎞ofGmvel　Sand　FαteτFac止ty

　　雪
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4－2　水の中のヒ素，鉄及びマンガンの測定

　本研究の目的は，平成18年2，月～平成19年2．月にかけて，

ヒ素被害家族16家族に安全な水を供給し，ヒ素患者の

ヒ素症状の変化とヒ素被害家族の毛髪あるいは尿中のヒ

素代謝物の変化を検討することであった．月1回のGSF

装置の洗浄をAANバングラデシュの技術者にお願いし，

その際に地下水とGSF処理後の水を日本に送ってもらっ

た．その水の中のヒ素，鉄及びマンガンの濃度の測定を

行った．水の輸送に際しては，水に溶解している物質の

沈殿の防止と防腐のため，採水直後に水100mL当たり濃

硝酸lmLを加えた．送付されてきた試料水中のヒ素，鉄

及びマンガンをICPIMSで測定した．地下水及び飲料水

中のヒ素，鉄及びマンガン量の各月ごとの変化をTable　1

に示した、

　地下水中のヒ素，鉄及びマンガン量の変化は，

127～291ppb，3962～30950ppb及び132～10370ppbであっ

た．GSF処理でヒ素量は21～59ppbに下げることができ

た．バングラデシュでの飲料水中のヒ素基準は50ppb未

満であり，2006年5月の値が若干基準を上回っていたが，

調査の1年をかけて，バングラデシュの飲料水のヒ素基

準に合致する水を供給することができた．また，飲料水

中の鉄イオンの濃度も低下しておりGSF装置でのFe（II）

イオンが空気中の酸素で酸化され，酸化鉄として沈殿す

ることにより，原水中のヒ素イオンの濃度が低下するこ

とが示された．

Table　l　Fe，　Mn　and　As　in　raw　water　and　treated　water

Collected　date kind　ofwater Fe Mn As

raw　water 5370 441 291
February，2006

treated　water 216 264 21

raw　water 6261 238 189
March，2006

treated　water 1508 171 50

raw　water llO40 470 229
April，2006

treated　water 698 152 33

raw　water 9170 223 210
May，2006

treated　water 2595 l19 59

raw　water 12020 372 194
June，2006

treated　water く10 23 39

raw　water 7038 333 227
July，2006

treated　water ＜10 650 46

raw　water llOOO 339 193
August，2006

treated　water 2163 155 34

raw　water 4496 132 127
September，2006

treated　water 557 167 38

raw　water 8003 310 219
Octorber，2006

．treated　water ＜10 171 46

raw　water 30950 10370 289
November，2006

treated　water 3504 44 31

raw　water 3962 292 148
December，2006

treated　water 331 l15 28

raw　water 19975 445 220
January，2007

treated　water 5474 210 34

raw　water 7760
一

260
Febmaly，2007＊

treated　water ＜10 一
37

February，2007＊：The　analytical　data　were　obtained丘om　AAN　Bangladesh
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5．チュナカリ村のヒ素患者の症状

　　平成17年6月，平成18年2月目GSF施設で処理した安全

な水を供給する前の調査及び安全な水の供給後の6ヶ月

の平成18年8月，1年後の平成19年3月の調査はZaman医

師が実施した．各調査日に在宅あるいは不在であったヒ

素被害患者は「present」あるいは「absent」で表示した．

また，角化症，痛みあるいは黒皮症が観察されない場合

には「一」の記号を用いて示した．なお，調査開始の平

成17年6月時点でのヒ素被害家族18家族中のヒ素被害患

者の総数は25名であったが，平成18年2月の時点で他地

域へ2家族が移動しており，調査対象家族数は16家族と

なっていた、平成17年1月，平成18年2月，平成18年8月

及び平成19年3月の調査での，皮膚科医の診断による結

果を合わせてTable　2に示した．

Table　2－l　Arsenic　symptoms　of　arsenic－affヒcted　vinagers

Check

р≠狽
Sample　No． 001．A 00ユーB 001，G 002－A 003，A 004－A 0〔｝牛B 005・A 006－A 007－A 008．A 009．A oo9．B oo9℃

Sex F M M F F F M F F F F M M M
Ae 40 42 20 55 60 60 30 55 35 60 50 77 32 35

present　or

@absent
present present abscllt present present present present present P「esent prese耐 presont present present present

June

Q005

duration　of

刀@　tom
＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yoras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras

h　erkeratosis alm，SOle SGIe alm，sole alm，sole． alm，sole alm，sole alm，sole alm，sole alm，sole alm，soie alm，sole alm alm，sole

seven V IV V III Il lV IV V V V II II【 II【

aiu sli　ht stron weak stron sli　ht stron sli　ht sli　ht sli　ht sli　ht sli　ht s】i卜t stron

melanosis chest，back chest，back chest，back ， 一 chest，back ． chest，back chest，back ches‘，back ches｛，back chest，back chest，back

seve6 stron stron S廿on 圃 一 stron 一
strQn weak stron stron sli　ht Stron

present　or’

@absent
present proseロt absent present present pr¢s¢nt present present P「esent present present Pτesζnt absenε absenピ

duration　of

唐高狽盾
＞3yζras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3y¢ras ＞3yeras ＞3y巳ras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yems

Feb，

Q006 h　erkeratosis alm，sol¢ sole alm．sole alm，sole alm，sole alm，sole alm，sole alm，sole alm，SO【e alm，sole alm，sole

sever1 V IV V III II IV IV V V 1 H

aln sけon 一
weak stron sli　ht s騨on stron s廿on stron sli　ht stron

melanosis chest，back chesゆack chest，back 一 一 chest，back chest chest，back back chest，back chc就

severlt stron s廿on stron
一 一 S賦on S廿om stron stron sh　ht stron

prcsent　oτ

@absont
present present Pτesent present pres¢nt absent absent present presen1 present proscnt present present present

duration　of

唐高狽盾
＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeτas ＞3yeras ＞3ycras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yera5 ＞3yeras

Aug．

Q006 h　erkeratosis alm，sole sole alm，sole alm，sole alm．sole alm，sole alm，sole alm，sole alm，SOle alm，sole alm， alm，sole

seven V IV IV V II iI 1． H 1 1 1 田
ain

一 一
stron

一 weak sli　ht sli　ht sli　ht sli　ht
匿 一 Stron

melanosis chest加ck ohest，back chesらback chesψack chest，back ， chest，back chest，back chesψack chost，back chest，back chest，back

severit stron sli　ht stron stron sli　ht
曹

sli　ht sli　ht sli卜t sll　ht sli　ht Stron

present　or

@absent
present preseη重 abse齪 prεsenε abseηt presen重 2bsen重 prε5eη重 presenI prεse”1 pres8n重 preseη重 presen重 preseη重

duration　of

刀@　tom
＞3yeras ＞3yoras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras ■ ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras

March．

Q007 h　erkeratosls alm，sole sole a【m，sole alm，sole alm，sole 噛 alm，sole alm，sole a【m，sole alm， alm，sole

scven IH II IV 1 1
噛

1 1 1 1 lV

aln 一 sli　ht weak sli　ht
． ■ sh　ht sli　ht sh　ht 一 Stron

melanosis chesゆack chesψack chest，back 一 一 曹 chesψack chest，back chest，back chest，back ch賦back
sevorI stron sli　ht weak 一 一 ■

sli　ht sli　ht sli　ht sli　ht Stron

Table　2－2　Arsenic　symptoms　ofarsenic－af罫ected　villagers

Check

р£ue
Sample　No． 009－D 009－E OlO－A O11．A O12・A O12－B OB・A OI4－A 015－A O16－A 017－A 018－A O18－C

Sex M M M M M M F F F F M M M
Ae 30 45 里5 70 80 36 30 30 32 30 50 51 25

present　or

@absent
present present prcsζnt present present present present Pτesent present present present present absent

duration　of

唐香@重om
2yeτas ＞3yeras 2yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yefas ＞3yeras ＞3yeras ＞3y¢ras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yerasJune

Q005 h　erkeratosis sole alm，sole alm，sole sole’ alm，sole alm，sole sole
ρ alm，sole 幽 alm，sole alm，sole

sevζrl
II lV 1 IV V IV IV 騨

11【
冒 V 1

ain
・ ，

sli　h重
． sh　ht weak shh重 s巨ht stron

一
stron SH　ht

melanosis chest，back 冒 一 ． chest，back 幽 chest，back ・ chesψack chest．back chest，back 一

sovehty slight
■ 一 ・ strong

一
weak

一 stron呂
S往ong（rain

@　dro
strong

一

present　or

@absent
present absξnt present absent present absent absent absent present present present present absent

du∫ation　of

唐香@tom

2yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras 2yeras ＞3yeras ＞3yeras

Feb，

Q006
h　erkeratosis SOle alm，sole alm，sole alm，sole

一
alm，sole alm，sole

sevon II 肛 V IV
■ V

aln 匿 s且iht stron stron
匿 S俘on sli　b重

melano3is chest，back chest chest．back chest，back chest，back chest，back chest，back

seve6ty slight s匿ight strong strong
weak（rain

@　dro
strong weak

present　or

@absent
absent absent present prcsent present absent abscnt absent prescnt present absent prescnt PTesent

duration　of

刀@　tom
＞3yeras ＞3yems ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras

Aug．

Q006 翫　erkera霊osis alm，sole sole alm，sole alm，sole ． alm，sole alm，sole

severi 1 1 II 1
一

1 II

ain sli　ht 曹 sli　ht sli　ht sli　ht sli　ht sli　ht

melanosis chest，back chest，back chest，back chest．back chest，back ・ ches【加ck

seveh sli　ht sli　ht sii　ht sli　hε sli　ht
曹

sli　ht

present　or

@absent
absent absent present present prese隅重 absent absent absent pros巳nt absent present present present

duration　of

唐高狽盾
＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3yeras ＞3y¢ras ＞3yeras 一

March

Q007 h　erkemtosis alm．sole sole alm，sole alm，so【e alm，sole alm，sole ・

seven 1 1 11 1 IV 1
一

aln sh　ht sli　ht sli　ht sli　ht S甘on sh　ht 一

melanosis ches重，back chest，back chest．back chest，back chest，back ■ ■

seve6 51iσ励 sli　h重 s乃h， 31ih～ 奮齢on 醒 醒
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　安全な水の供給により，かなりのヒ素被害患者の重傷

度が軽減していることが観察され，その結果をTabl。2の

表から見ることができた．特に，O17－Aで示された50才

の男性の場合，角化症Vの重傷度の患者であったが，1

年間の安全な水の供給により，重傷度がIVに下がり，長

期に渡る悩みから解放されたとの話であった．その症状

を平成17年6月の皮膚症状をPhoto　2と平成19年3月の皮

膚症状をPhoto　4に示した．

　　　　　　　　　　Photo　4

　また，平成17年6，月の調査で皮膚ガンを示した001－A

の婦人の手の平をPhoto　5に示した．

　　　　　　　　　　Photo　5

　この婦人はZaman医師の薦めで手術を行った．平成19

年3月の001－Aの婦人の手の平をPhoto　6に示した．

　　　　　　　　　　Photo　6

医師の診断でも皮膚ガンの再発は見られず，ヒ素による

皮膚の角化症の改善が進んでいることが分かった．

6．ヒ素被害家族からの尿及び毛髪の採取

　平成17年6月，平成18年2月，8，月及び平成19年3，月に

チュナカリ村を訪れ，Rahman教授及びBelg㎜教授の先

導’もと，ヒ素被害家族から毛髪及び尿を採取した．

　採取された尿は10mしのポリエチレン三共栓付き容器

に入れられた．毛髪は側頭部から約0．1～0．5g採取し，チャッ

ク付きのプラスチック二尊に入れられた．現地において，

採取後の尿は冷蔵庫に保管され，保冷容器に入れて携行

手荷物として目本に輸送された．輸送された尿を研究室

では一80℃のdeep飴ezerに保管した，使用時に解凍して用

いた．毛髪は携行手荷物として日本に輸送された．

7．ヒ素被害家族の毛髪中のヒ素

7－1毛髪中のヒ素の分析法

　毛髪は根元から約3cmまでの長さものをミリQ水で洗

浄後，アセトンで脱脂した後，ろ紙上に広げ乾燥した．

その約10～30mgを精密に量り，テフロン製容器に入れ，

硝酸／過酸化水素水混液（3：1）5mLを正確に加え，密栓

して一晩放置した．MARS　5型microwave　oven（CEM社）

にテフロン製容器を装着し，霜解を行った．疎雨後，30

分間放冷し，ミリQ水を加えて正確に25mしとし，試料溶

液とした．試料溶液100μLを用い，HPLC－ICPIMSに注

入し，試料溶液中のヒ素量を測定した．

7－2　ヒ素汚染家族から毛髪中のヒ素量

　毛髪は1ヶ月に約1cm伸びると言われている．平成17

年6月，平成18年2月，8月及び平成19年3月にヒ素被害

家族から得られた毛髪の根元から3cmまでのものを用

い，その中のヒ素濃度の測定を行なった．平成17年6月

の調査では，63名分の毛髪を採取することができた．そ

の結果をTable　3に示した．なお，毛髪中のヒ素量が装置

の検出限界の0．Olμg／kg以下の場合は「n．d」の記号で

示した．

Tablo　3　As　oDnc㎝【nhons　in　hairs　obtaiucd行。【n魚血ly　members

M：㎜】c，F＝琵mak，＋：購u虹叩ati㎝し・；n㎝P飢ienヒ

S呂mple

mo．
S¢x Agc a㎜100眠しS

As（mg侮）

@㎞ha廿
34 010・C F 35

冒 20．70

35 011・A M 70 十 1．20

36 011・B M 26
． 3．40

37 0且1．C F 60
■

2．40

38 012－A M 80 十 3．40

39 O12－B M 36 十 4．80

鱒 012・C M 50 1．40

41 012－D F 35
・ 230

42 013－A F 30 ← 0．70

43 O13－C M 8 3．oo

網 013－D M 40 2．00

45 014．A F 30 十 8．50

鱒 014－B F 旦5 9．50

47 O14℃ F 10
一

2．40

48 015・A F 32 十 lL70
49 O15・B M 40

一
7．10

50 O15．C F 10
一

11．00

51 O15－D F 8 11．90

52 0鼠5・E F 5 11．90

53 016－A F 30 十 7．00

54 016冒B M 70
・

5．90

55 016・C F 60
，

3．00

56 017・A M 50 十 3．oo

57 0且7－B F 35
一

3．90

58 0艮7℃ M 20
■

2．50

59 017－D M B ，
2．80

60 O18－A M 51 十 3．60

61 O18・B F 40
，

6．70

62 O18－C M 25
冒 2．60

63 018－E M 6
一

730

av㎝　c
6．23

㎜
20．70

㎜ 0．10
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　63名の毛髪中のヒ素の平均値は6．23mg／kgであり，最

小値は，0．l　mg／kgであった．毛髪中のヒ素量が最も高

い人は010－Cで示された35才の婦人であったが，皮膚科

医の診断により，非ヒ素患者であると診断された．ヒ素

被害者22名の毛髪中のヒ素量と非ヒ素被害者40名の毛髪

中のヒ素量を検討した．

　ヒ素被害者22名の毛髪中のヒ素量の平均値は5．61mg／

kgであり，非ヒ素患者40名の毛髪中のヒ素量の平均値

6，72mg／kgと比較して，両者の問には統計的に有意な

差が認められなかった。

Tablc　4－2　Arsenic　in　hairs　on　June　2005，　February　2006，Au即st　2006　and　March　2008

As（m醜）inhair
Sample

@N⑪，

Sex ．Age arsemcosis June　2005 Feb．2006 Aug．2006 M肌2008

67 016－B M 70
幽

5．90 n．d n，d 1．23

68 016－C F 60
F ， 冒 ・

1．53

69 017・A M 50 十 F ． 一
1．33

70 0置7－B F 35
冒

390
冒

n．d 1．52

71 0且7－C M 20
雫

2．50
一 0．06 一

72 017－D M 13
9 2．80 n、d

， ．

73 O17－E M 51 十 3．60 n．d 0．05 1．34

74 018－A M 51 十 3．60 n．d 0．26 246
75 O18－B F 40

幽 6．70 n．d n．d L65

76 O18－C M 25
一

2．60 n．d n．d LO7

77 OI8－D M 26
曜

n．d n．d 0．87

78 O18－E M 6
一

7．30
一

n．d L13

79 018－F F 且5
“

n．d
匿

0．87

Table　4－I　Arsenic　in　hairs　on　June　2005，　Fobruary　2006，August　2006　and　Maroh　2008

As〔m〆k）in　hair

Samp！e

@No，

Sex Age arsじnicosis June　2005 Fob．2006 Aug．2006 MaL　2008

1 00足一A F 40 十 1．30 n．d n、d n．d

2 OGレB M 42 十 8．2G n．d n．d o．乳5

3 001．C M 16
一

8．10
一

n．d 0．1置

4 001－D F 13
一

0．10 4．71 n，d 0．05

5 001・E F 7
曽

1．80 n，d n．d 1．22

6 001－F F 10
曹 一

0．51 n．d 1．40

7 001・G M 20
一 一 一

1．86
一

8 002－A F 55 十 3．20 n．d n．d 0．16

9’ 002，C M 28
・ 13．30 L62 n．d

一

10 002－D F 24
響 L9⑪ 9．18 n．d 0．16

11 002－E M 19
一

730 L76 0」3 0．07

12 002－F F 20
一

［4．20 4．91 0．16 0．06

13 003－A F 60 十 3．30 12．04 058
，

14 003－B M 55
・

8．90
一 一 一

15 003－C 匿 一 匿
0．29

匿

16 003－D F 15
匿

5．10 LO2 2．13
匿

17 003－E 一
8．60

一 一 F

18 003－F F 20
，

3．30 2．21 1．86
匿

19 004－A F 60 十 3．30 0．28 n．d n．d

20 004－B M 30 十 7．80 0．93 冒 幽

21 004－C F 20
一

L70 044 0．90
一

22 004－D M 3
一 冒 ・

0．43
・

23 004－E F 30
一 幽

n．d
暫 ，

24 005－A F 55 十 6．20 1．43 1．72 n．d

25 005－B M 28
一 12．10 3．07 3．21

，

26 006－A F 35 十 4．90 n．d 0．05 n．d

27 006－B F 4
匿 一 匿 一 匿

28 007－A F 60 十 3．30 0．10 n．d 0．97

29 007－B F 8
匿

4．20 ロ．d 0，921 0．74

30 007－C M 4
一

n．d 1．28
匿

3L QQ8－A F 50 十 12．6Q z23 2．27 Q．5Q

32 008－B M 60
一

3．70
一

0．86
「

33 008－C M 18
．

5．00
冒

0．53
．

34 008－D F 11
． 13．40 3．15 0．65 0．22

35 008－E M 9
一 16．20 n．d 0．51 0．95

36 008－F F 2
一 匿 一

n．d
一

37 009－A M 77 十 8．20
一 2．86 L17

38 009－B M 32 十 2．30 n，d 0．07 058
39 009．C M 35

匿 一 曹
0．47 1．54

40 009－D M 30 十 4．70
一 一 一

41 009，E M 45
一 響 ． n．d 9

42 009－F F 28
． 一 ．

0．15 0．93

43 010－A M 15 十 10．30 6．45 056 3．84

44 010・B M 41
噛 16．10 25．68 0」7 一

45 OlO－C F 35
一 20．70 8．55 0．81 4．91

46 010－D F 16
■ 冒 幽 一 ・

47 On－A M 70 十 1．20 n．d n．d 051

48 OI1－B M 26
一

3．40
一

n．d 13．76

49 011－C F 60
一

2．40 n．d n．d 0．37

50 012－A M 80 十 3．40 曹
n．d 0．38

51 012－B M 36 十 4．80
一

n．d 0．39

52 O12－C M 50
一

1．4（｝
幽 一 ．

53 012－D F 35
一

2．30
一

n、d
・

54 013－A F 30 十 0．70
， 匿 一

55 013．B F 4 9 一 曹 曹 一

56 OB．C M 8
曹

3．00
一 匿 一

57 013－D M 40
一

2．00
曽 一 一

58 0】4，A F 30 十 8．50
一 匿 一

59 0【4．B F 15
一

9．50
一 一 曹

60 014．C F 10
曹

2．40 3．00 一 ・

61 015－A F 32 十 ll．70 一
n．d 30．58

62 015－B M 40 9 7」0 n．d n，d
一

63 O15－C F 10
一

ll．00 n，d n．d 且．37

64 O15－D F 8
一

Il．90 n，d n．d 2．26

65 O15－E F 5
一

ll．90 nd n．d L34

66 O16－A F 30 十 7．00 n，d n．d

　平成18年2，月の調査では，16家族の48名から，また平

成18年8月の調査では，16家族の62名から，平成19年3月

の調査では，15家族の44名から毛髪を採取することがで

きた．平成17年6月，平成18年2，月，8，月及び平成19年3月

の毛髪中のヒ素濃度の結果を合わせてTable　4に示した．

　平成17年6月の調査で採取した63名の毛髪中のヒ素の

平均値は6．23mg／kgであり，最小値は，0．l　mg／kgであっ

た．平成18年2月の48名の毛髪中のヒ素濃度の平均値は

2．03mg／kgであった．最小値は0．04μg／kg以下，最大

値は25．68mg／kgであった．　GSF施設を設置する前の平成

17年6，月と平成18年2月の毛髪中のヒ素濃度を比較した

時，平成18年2月の値は平成17年6，月の値の0．32倍であり，

バングラデシュの高温多湿の雨期（6月～10，月）と乾期（11

月～5月）の違いによる季節要因が考えられた．また，平

成18年8月の調査では採取した60名分の毛髪中のヒ素濃

度の平均値は，0．43mg／kgであった．最小値は0．04　mg／

kg以下であり，最大値は3．21　mg／kgであった．平成18年

2月以降，6ヶ月間，GSF施設で処理した水をヒ素被害家

族に供給することにより，毛髪中のヒ素濃度の明白な低

下が観察された．平成19年3，月の調査では採取した44名

分の毛髪中のヒ素濃度の平均値は，1．95mg／kgであった．

最小値は0．02mg／kg以下であり，最大値は30．58　mg／kg

であった．Oll－Bの13．76mg／kg及びO15－Aの30．58mg／kg

を異常値として除いた場合，42名分の毛髪中のヒ素濃度

の平均値は0．99mg／kg，最大値は4．91mg／kgとなった．ヒ

素被害家族に安全な水を6ヶ月及び1力年に渡り供給す

ることにより，明らかに毛髪中のヒ素量は減少すること

ができた．

　平成18年2月の調査で最高濃度の毛髪中のヒ素濃度

25．68mg／kgを示したOlO－Bの男性（41才）は非ヒ素被害

患者であった，同様に，平成18年8月の調査で最高濃度

の毛髪中のヒ素濃度321mg／kgを示した005－Bの男性（28

才）も非ヒ素被害者であった．

　平成17年6月，平成18年2月，平成18年8月及び平成19

年3，月の調査で得られた毛髪中のヒ素量をヒ素被害者と

非ヒ素被害者に分けて検討し，その結果をTable　5に示し
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た．なお，平成19年3，月のOll－B及びO15－Aのデータは異

常値としてTableには示していない．

Tablo　5　Arsenic　in　hairs　ob1ained　from　non　arsenic　pa1icnts　and　arsenic　patients

Non　arsenic　atien！s

Sam　le June　2⑪⑪5 Feb．2006 Au　2006 Aug，2006
1 001－C 8．10

一
n．d 0．l1

2 001・D 0．10 4．71 n．d 0．05

3 00】一E 1．80 η．d π．d 1．22

4 001－F ． 051 n．d 1．40

5 001－G ・ 一
1．86 ・

6 002－C 13．30 1．62 n．d
一

7 002－D L90 9．18 n．d 0．16

8 002－E 7．30 L76 0．13 0．07

9 0⑪2－F 14．20 4．91 0．16 0．06

10 003－B 890
一 一 ．

11 003－C 曹 一
029 曹

12 003－D 5．10 LO2 2．13 P

13 003－E 8．60
一 曹 ，

14 003－F 3．30 2．21 1．86
冒

15 004－C 1．70 044 0．90 曹

16 004－D 一 一
0．43 ・

17 004－E ．
n．d

・ ．

18 005－B 皇2．10 3．07 3．21
■

19 006－B ・ ． 一 ．

20 007－B 4．20 n、d 0，921 0．74

21 007・C 一
n．d 1．28

一

22 008－B 3．70
曹 0．86 ．

23 008－C 5．00
一 053 ．

24 008－D 13．40 3．15 0．65 0．22

25 OG8・E 16．20 n．d α51 0．95

26 008－F ・ ■
n．d ・

27 009－C ■ ・ 0．47 1．54

28 009－E 一 ．
n．d

一

29 009－F 一 一 0．15 093
30 OlO・B 16．10 25．68 0．17 一

31 OlO－C 20．70 8．55 0．81 4．91

32 OlO－D 一 ・ ． 一

33 OI1－B 3．40
匿

n．d

34 O11－C 2．40 n．d n．d 0．37

35 012．C 1．40
曹 一 9

36 O12－D 2．30
一

n．d 9

37 OB－B 一 曹 ， 一

38 013－C 3．〔｝0
・ ■ 一

39 013－D 2．00
■ ・ ．

40 O14－B 9．50 ・ ． 一

41 O14－C 2．40 3．00 F 一

42 015一臼 7．10 n．d n．d ．

43 O15－C ILOO n．d n．d L37
44 015－D lL90 n．d n、d 2．26

45 O15・E 1190 n．d n．d L34
46 O16－B 5．90 n．d n、d L23
47 016－C 一 9 曹

1．53

48 017－B 390
一

n．d 1．52

49 OL7－C 2．50 一 0．06 曹

50 017－D 2．80 n．d
一 ・

51 018－B 6．70 n．d n．d 1．65

52 018－C 2．60 n．d n．d 1．07

53 O18－D 一 n．d n．d 0．87

54 O18－E 7．30
一

n．d 1．13

55 O18・F 幽 n．d
膠

0．87

ave「age
6．81 499 0．87 1．1⑪

MAX 20．70 25．68 3．21 4．91

MIN 0．10 n．d n，d 0．05

arsenic　atients

Sam　le June　2005 Feb．2006 Au．2006 Mar．2007
1 001－A 1．30 n．d n．d n．d

2 001・B 8．20 n．d n．d 0」5
3 002－A 3．20 n．d n．d 0．16

4 003－A 3．30 12．04 0．58 一

5 004－A 3．30 0．28 n．d n、d

6 004－B 7．80 0．93 冒

7 005．A 6．20 1．43 L72 n．d

8 006．A 4．90 ロd 0．05 n．d

9 007－A 3．30 0．10 n．d 0．97

10 008．A 12．60 2．23 2．27 050
11 009・A 820 一 2．86 1．17

12 009－B 2．30 n．d 007 0．58

13 009．D 4．70

14 OlO－A 10．30 6．45 0．56 3．84

15 O11・A 1．20 n．d n．d 0．51

16 O12－A 3．40 n．d 0．38

17 0皇2－B 4．80 n、d 0．39

18 013．A 0．70 匿 匿 冒

19 O14・A 8．50 一 一 一

20 O15－A ！1．70
一

n．d

2止 016－A 7．OO n．d nd 1．33

22 017・E 3．60 n、d 0．05 1．34

23 018－A 3．60 n、d 0．26 2．46

avera　e 5．40 3．35 0．94 1．06

MAX 12．60 12．04 2．86 3．84

MIN 0．70 n．d n．d 0．15

　平成18年2月の調査でのヒ素被害者（17名）の毛髪中

のヒ素量の平均値は1．47mg／kgであり，ヒ素被害の症状

が発症していない人（31名）の毛髪中のヒ素量の平均値

は2．33mg／kgであった．平成17年6月の調査でも分かっ

たようにヒ素被害者及び非ヒ素被害者の毛髪中のヒ素量

の間には統計的に有意な差が認められなかった．逆に，

平均値で見た場合，非ヒ素被害者の毛髪中のヒ素量がヒ

素被害者の毛髪中のヒ素濃度が高い傾向を示した．伺様

に，安全な水を供給し始めて6ヶ月後の平成18年8月の

調査でのヒ素被害患者（19名）の毛髪中のヒ素量の平

均値0．44mg／kg及びヒ素被害の症状が発症していない人

（41名）の毛髪中のヒ素量の平均値は0．42mg／kgであり，

両者の問には統計的に有意な差が認められなかった．

　バングラデシュの女性は長く髪を伸ばし，頭の上で結

い上げている．そこで，平成17年6月に採取された女性

の髪を用い，根元から3cm，17～20cm及び37～40cmの部

分を用い，その部位での毛髪中のヒ素濃度を測定した．

その結果をTable　6に示した．

Table　6　As　concentratlons（m観kg）in　dif驚rent　parts　offむmale　hairs

len　th　f士om　bottom　ofhair

Sam　leNo， a　e arsemCOSIS 0－3cm 17－20cm 37－40cm
1 001－A 40 十 1．3 13 14．9

2 001・D 13
，

0．1 0．3 0．1

3 002－A 55 十 3．2 1．2 5．1

4 002－D 24
一

1．9 6 5．3

5 002－F 20
一

14．2 17．8 13」

6 003・A 60 十 3．3 3．1 35
7 003－D 15

一
5．1 6．5 3．9

8 003－F 20
一

3．3 6．8 5．3

9 004－A 60 十 33 3．4 5．8

10 004－C 20
一

1．7 0．2 5．5

11 005－A 55 十 6．2 7．2 11．5

12 006－A 35 十 4．9 1．8 L2
13 008－A 50 十 12．6 5．5 4．6

14 008－D 11
一

13．4 7．3 10．6

15 009－F 28
一

8．4 4．8 lL7
16 010－C 35

冒 20．7 32 22

17 011－C 60
一

2．4 5．2
冒

18 O12－D 35
一

2．3 2．3 4．8

19 O13－A 30 十 0．7 4．7
一

20 014－A 30 十 8．5 6．2 7．8

21 014－B 15
9 95 6．9 6．8

22 015－A 32 十 11．7 155 23．7

23 016－A 30 十 7．0 4．4
一

24 017－B 35
一

3．9 4：5 23．7

25 018・B 40
一

6．7 8」 3．8

avera　e 6．3 7．0 8．9

MAX 20．7 32．0 23．7

M［N 0．1 0．2 0．1

M＝male，　F＝飴male，＋l　arsenicpatient，一＝non　patient

　それぞれの部位での平均値は，それぞれ，6．3，7．0，8．9mg／

kgであり，毛髪の試験した部位が根元から遠くなる程

ヒ素量が高くなる傾向にあるが，統計的に有意な差は

認められなかった．しかし，OlO－Cで示された35才の女

性では，0－3cm，17－20日半及び37－40cmでは，それぞれ，

20．7，32及び22mg／kgの値であり，ほとんど同じように

ヒ素汚染された井戸水あるいは食品からヒ素を取り入

れていることが分かった．O15－Aで示された32才の女性

は，それぞれ，ll．7，155及び23．7　mg／kgと毛髪の根元に

行くに従い，ヒ素量が減少していた．この女性の場合，

経口的に摂取するヒ素量が減少していることが分かっ

た．また，O17－Bで示された35才の女性は，それぞれ，

3．9，45及び23．7mg／kgのヒ素量であり，毛髪の17－20cm
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と37－40cmの間，即ち，2年前と3年前の間に経口的に摂

取するヒ素量が大きく減少していることが観察された．

このように急激に毛髪中のヒ素量が減少した場合，この

女性の家族は使用する井戸の変更が考えられた．

8．ヒ素被害家族の尿中のヒ素代謝物

8－1尿中のヒ素代謝物の測定

　尿中のヒ素化合物の分析は，尿検体200μしにHPLCの

移動相200μLを加え，その20μLをHPCL－ICPIMS装置に

注入し，測定を行った．予め30ppb及び150　ppbのAs（III），

As（V），MMA及びDMAを含むHPLCの移動相溶液20

μLを用いて作成した検量線より，尿中のヒ素化合物濃

度を求めた．用いたHPLC条件は以下の通りであった．

（HPLC条件）

　検出器：Agilent　7500型ICPIMS装置

　カラム：Gelpack　GL－IC－A15（4．6mm　i．d．×150mm，基材

　樹脂：ポリメタクリレート，官能基：アルカノールアミ

　ン，イオン交換容量：70μeq／col），カラム温度：350C，

　移動相：10mMリン酸緩衝液（pH6．0），流量：0．9　mL／

　minAgilent　7500型ICPIMS装置の各パラメータは下記

　のようであった．

　RF出力：1500　W，　RF反射：＜5W，プラズマガス流量：ア

　ルゴンガス15L／min，キャリアガス流量：アルゴンガス

　090L／min，モニタリング質量m／z　35（C1），75（As），

　積分時間：0．3sec，スキャン回数：1回

（unit：n　m　cr¢atinine）

Sam　leNo． arsemCOSlS DAs（m） 2）DMA 3）MMA 4）As（V） Total　As

1 001－A 十 19．0 1359 8．8 0．0 163．6

2 00トB 十 33．0 30L8 8L6 15．4 43L9
3 001－C ．

65．0 639．0 103．7 18．0 825．7

4 001－D ．
9．2 73．0 4．3 0．0 86．6

5 001－E ■ 62．6 496．3 69．2 100．4 728．5

6 00レF 一
60．7 783．1 99．4 410．7 1353．9

7 ⑪02－A 十 3し3 319．6 36．4 252 4124
8 002．C 曹 68．0 505．4 87」 8．0 6684
9 002・D 暫

72．7 968．3 71．4 0．0 1112．3

10 002－E ■
67．7 760．8 10L5 0．0 930．0

11 002－F ■ 969．2 3466．8 967．3 88．9 5492．1

12 003－A 十 58．6 390．5 894 33．9 572．4

13 003－B ． 24．5 377．6 47．1 8．8 458．0

14 003－C ・ 42．9 240．4 5L2 12．6 347．1

15 003－D 冒
78．3 212．4 54．0 23．9 368．6

16 003・E ，
145．1 H21．6 210．1 69．3 1546．1

17 003－F ｝
51．6 452．8 55．3 2LO 580．7

夏8 004－A 十 48．4 279．0 49．9 IL1 3885
19 004－B 十 0．0 115．0 35．2 6．7 1569

20 004－C 雪 95 166．8 8．9 4．7 189．9

21 004・D ．
2．9 122．7 lL3 23．6 160．6

22 005－A 十 15．7 336」 42．9 2．1 396．8

23 005－B 冒 40．4 35L6 69．1 7．6 468．6

24 006－A 十 19．1 245．5 17．4 1．9 2839
25 006－B 一

15．9 329．6 60．8 489．3 895．5

26 007－A 十 25．6 377．1 47．7 3．8 454．2

27 007－B ．
49．9 538．3 833 1L7 683．2

28 007－C 曹
36．7 583．0 46．7 9．6 676．0

29 008・A 十 58．0 421．9 77．2 29．0 586．0

30 008・B 曽 76．4 507．3 116．5 22．6 722．9

31 008－C ■ 157．9 66L5 176．3 41．3 1037．0

32 008－D ．
171．7 1147．6 292．0 40．2 i65L4

33 OO8－E ． U2．7 883．9 183．9 20．7 120L2
34 008－F 一

95．8 1274．1 228」 2U 1619．0

35 009－A 十 lL8 182．8 24．9 6．0 2255
36 009－B 十 11．7 146．9 24．5 17．5 200．6

37 009。C 十 12．3 202．4 23．3 2．9 241．0

38 009－D 十 45．7 249．4 54．9 10．0 360．0

39 OlO－A 十 76．6 337．0 74．9 10．3 4989
40 010－B 曹

】79．7 10174 260．1 40．o 1497．2

41 010－C 曹 4L6 539．2 73．6 12．0 6665
42 011－A 十 LO 589 35 2．3 65．8

43 Oll－B ■ 45．8 29．5 1．1 129．3 205．8

44 Oll．C ． L7 95．4 7」 2．4 106．6

45 O12－A 十 0．0 47．6 5．6 2．6 55．8

46 O12－B 十 2．6 94．6 2L4 15．2 133．8

47 012－C 冒
3．0 69．7 10．3 5．2 88．2

48 O12・D 一
0．6 38．7 L5 14．2 54．9

49 013。A 十 5．6 57．3 7．0 0．0 69．8

T・bl・7・I　U・i・・ワ・・eati・i・e聞d　arseni・・p・・i…b血i・・d丘・m　arseniひ・偽・t・d魚mili・・甲J・…2005

8－2　尿中のヒ素代謝物

　平成17年6月の調査でヒ素被害家族18家族の構成員75

名から得られた尿中のヒ素代謝物を測定した．その結果

をTable　7に示した．

　皮膚科医の診察では，78名が対象であったが，尿の採

取が困難な人もいたため，尿が提供された人数は75名

となった．尿中のヒ素代謝物の濃度は尿中のcreatinine量

（mg／creatinine）で補正して示した．

　Table　8－1にヒ素被害者の尿中のヒ素代謝物量を示し，

Table　8－2に非ヒ素被害者の尿中のヒ素代謝物量を示した．



12 国 立

Table　8－1　Arsenic　species　obtained　fヒom　arsenic・af陀cted　villagers

（unit＝n　m　creatinine）

Sam　leNo． DAs（IH） 2）DMA 3）MMA 4）As（V） Tota1　As

1 001－A 19．0 135．9 8．8 0．0 163．6

2 001－B 33．0 301．8 8L6 15．4 431．9

3 002－A 3L3 319．6 36．4 25．2 412．4

4 003－A 58．6 390．5 89．4 33．9 572．4

5 004・A 48．4 279．0 49．9 11」 3885
6 004－B 0．0 l15．0 35．2 6．7 156．9

7 005－A 15．7 336．1 42．9 2．1 396．8

8 006－A 19．1 245．5 17．4 L9 283．9

9 007－A 25．6 377．1 47．7 3．8 454．2

10 008－A 58．0 421．9 77．2 29．0 586．0

11 009－A 1L8 182．8 249 6．0 225．5

12 009・B lL7 146．9 24．5 17．5 200．6

13 009－C 12．3 202．4 23．3 29 24LO
14 009－D 45．7 249．4 54．9 10．0 360．0

15 OlO－A 76．6 337．0 749 10．3 498．9

16 Oll－A 1．0 58．9 35 2．3 65．8

17 012－A 0．0 47．6 5．6 2．6 55．8

18 012－B 2．6 94．6 2L4 15．2 133．8

19 O13－A 5．6 57．3 7．0 0．0 69．8

20 014－A 10．8 142．5 6．7 4．7 164．6

21 015・A 188．1 llO3．5 197．8 14．1 1503．5

22 015－A 188」 1103．5 197．8 14．1 1503．5

23 O16－A 14．2 32．8 10．0 4．7 61．6

24 O17・A 15．7 88．4 25．9 13．0 143．1

25 018－A 8．0 975 9．4 2．4 117．2

avera　e
36．0 274．7 47．0 10．0 367．7

MAX 188．1 1103．5 197．8 33．9 15035

M［N 0．0 32．8 3．5 0．0 55．8

Table　8・2　Arsenic　species　obtained　fセom　non・arseniひaffbcted　villagers

（unit：n／m　creatinine＞

Sam　leNo． 1）As（III） 2）DMA 3）MMA 4）As（V） TQtal　As

5 001．C 65．0 639．0 103．7 18．0 825．7

6 001－D 9．2 73．0 4．3 0．0 86．6

7 001－E 62．6 496．3 69．2 100．4 7285
8 001－F 60．7 783．1 99．4 410．7 13539
9 002・C 68．0 505．4 87．1 8．0 668．4

10 002－D 72．7 968．3 7L4 0．0 1112．3

11 002－E 67．7 760．8 101．5 0．0 930．0

12 002－F 969．2 3466．8 967．3 88．9 5492」
13 003－B 24．5 377．6 47．1 8．8 458．0

14 003－C 42．9 240．4 51．2 12．6 347．1

15 003－D 78．3 212．4 54．0 23．9 368．6

16 003－E 145．1 112L6 210．1 69．3 1546．1

17 003－F 5L6 452．8 55．3 2LO 580．7

18 004－C 95 166．8 8．9 4．7 189．9

19 004・D 2．9 122．7 1L3 23．6 160．6

20 005・B 40．4 351．6 69．1 7．6 468．6

21 006－B 159 329．6 60．8 489．3 895．5

22 007－B 499 538．3 83．3 11．7 683．2

23 007・C 36．7 583．0 46．7 9．6 676．0

24 008・B 76．4 507．3 l165 22．6 722．9

25 008－C 157．9 6615 176．3 41．3 1037．0

26 008－D 171．7 1147．6 292．0 40．2 165L4
27 008・E 112．7 883．9 183．9 20．7 1201．2

28 008・F 95．8 1274．1 228．1 21．1 1619．0

29 010－B 179．7 1017．4 260．1 40．0 1497．2

30 OlO－C 41．6 539．2 73．6 12．0 666．5

31 011．B 45．8 295 1．1 129．3 205．8

32 OlレC 1．7 95．4 7．1 2．4 106．6

33 012－C 3．0 69．7 10．3 5．2 88．2

34 O12－D 0．6 38．7 1．5 14．2 54．9

35 013－B 1L7 116．7 19．9 0．0 148．3

36 O13－C 3．8 91．5 12．0 1．6 109．0

37 O13－D 32．7 1605 435 75 244．1

38 014－B 43．7 325」 40．4 9．4 418．6

39 O14－C 17．6 150．0 13．9 15．7 197．3

40 015－B 18．0 191．9 29．2 2．2 241．3

41 015－C 7L6 785．0 71．4 13．7 94L7
42 015－D 139．2 1406．2 101．0 8．1 16545
43 O15－E 100．4 1080．2 1795 265 1386．6

44 016－B 2L2 125．7 35．9 12．1 194．9

45 O16－C 259 156．8 25．8 13．7 222．2

46 O16－D 5L1 392．6 108．7 5．2 557．5

47 O17－B 23．7 367．7 2L4 5．0 4179
48 017－C 1L9 83．4 11．9 3．2 110．4

49 O17－D 35．4 236．0 49．7 98．1 419．2

50 017－E 30．9 273．9 28．0 11．4 344．2

51 018・B 12．0 105．9 24．4 6．0 148．3

52 O18－C 42．4 8．1 969 14．2 161．7

53 OI8－D 14．9 364．3 23．7 9．2 412．1

54 018－E 23．3 142．3 30．2 55 201．2

55 Oi8－F 10．3 172．7 18．2 5．5 206．7

ave「a　e 68．7 493．9 89．0 379 689．4

MAX 969．2 3466．8 967．3 489．3 5492．1

MIN 0．6 8．1 1．1 0．0 54．9
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　　両者の間には統計的な違いが観察されなかった，尿中

ヒ素代謝物の平均値を見た場合，非ヒ素被害者の家族構

成員の尿中のヒ素代謝物量の平均値がヒ素被害者のそれ

に比べて高い値を示していた．

　　平成18年2，月の調査で採取した50名のヒ素被害家族か

ら得られた尿中のヒ二代二物を測定した．尿中のcreati－

nine量（mg／mL）で補正してヒ素代謝物量をTable　9に示

した．

Table　9　Arsenic　species　in　u頃nes　on　Februa　　2006

As　s　ecies（n　m　creatinine）

SampleNo．

creatinin¢

immL）
1）As（III） 2）DMA 3）MMA 4）As（V） TQta1　As

1 001－A 0，547 9．5 67．6 10」 0．0 87．2

2 001－B 0．68i 3．5 48．5 8．1 0．0 60．1

3 001－D 0，887 4．4 444 6．9 0．4 56．0

4 ⑪0トE 0，616 6．1 72．5 9．7 0．0 88．3

5 001－F 0，324 5．7 70．5 49 0．0 81．1

6 001－G 0967 2．3 245 2．1 G．0 28．9

7 002・A 0，282 4．0 78．0 18．8 0．0 100．8

8 002－C 0，978 5．0 61．2 11．0 0．9 78．0

9 002－D 0，946 7．3 822 10．2 2．2 10L9
10 002－E 0，298 10．5 217．1 26．9 05 2549
11 002－F 0389 15．5 256．2 23．8 0．0 2955
12 003－A 0，575 B．5 124．6 17．置 5．1 160．4

13 003・D 0，726 U．3 289．0 70．6 i62」 533．0

14 003－F 1，395 10．7 B3．6 15．0 19 161．2

15 004－B 0603 23．3 l155 17．6 9．3 165．7

16 004－C 0，683 13．6 96．1 2L3 5．2 136．2

17 004－E 1，l18 ll．1 85．2 23．5 0．0 U9．8

18 005・A 0，272 13．1 l17．0 36．1 7．4 173．6

k9 005－B 1，325 63 64．8 6．6 2．4 80．1

20 OD6－A 0，869 10．5 79．6 10．5 1．8 102．4

21 007－A 0，513 17．9 90．4 18．9 0．0 127．2

22 007－B 0，961 12．8 105．7 12．4 0．9 皇3旦．9

23 007－C 1，123 13．7 121．2 11．3 2．1 148．3

24 008－A 0，665 21．5 106．0 3L4 2．0 160．8

25 008－D 0468 31．4 22LO 48．1 0．0 300．5

26 008－E 0，885 41．8 241．7 70．4 2．7 356．7

27 009－A 0，709 ll．0 83．2 2α8 3．2 U8．1

28 010－B 0，772 22．2 209．4 36．1 1．0 268．7

29 OlO－C 1，657 15．2 187．7 41．1 1．8 245．8

30 010－D 0，714 17．4 l14．9 25．4 0．0 真57．7

31 Oll－B 0，765 L5 35．5 1．7 0．0 39．6

32 012－A 2，185 0．5 829 10．3 0．D 93．7

33 O15－A 0，508 50．6 341．1 87．9 4．4 484．0

34 O15－C 1，154 6．8 188．7 10．1 1．8 207．3

35 O15－D 0，854 8．5 208．8 9．0 4．3 230．6

36 015・E 0，637 9．7 191．2 13．4 4．0 218．3

37 O16・A 0，291 5．7 6．7 5．6 0．0 18．0

38 O16・B 0，412 5．1 45．4 7．4 0．0 57．9

39 016－C 0，358 8．9 65．4 18．1 4．9 97．3

40 016－D 0，615 6．7 42．3 1L4 2．8 63．3

41 017・A 1，396 23．6 74．3 23．3 4．8 126．1

42 O17－B 0，478 9．7 且70、5 17．8 3．6 201．7

43 O17－E 1，388 54 89．8 13．6 2」 lll．且

44 0且8－A 1，994 3．8 61．1 6．6 1．2 72．7

45 0】8－B 1，290 7．0 98．4 16．7 1．7 123．8

46 018－C 0，233 5．6 72．2 12．6 9．9 100．3

47 O18－D 0，564 8．9 8L3 9．2 0．〔｝ 99．5

48 O18－E 0，391 10．4 222．9 16．5 6．0 255．8

49 O18－F 0．藍97 16．6 251」 28．2 13．8 309．7

Avera　e 0，789 12．0 121．2 20．1 5．7 159．0

MAX 2，185 5〔｝．6 341．1 87．9 162．1 533．0

MiN 0，197 0．5 6．7 1．7 0．0 18．0

　　Creatineで補正後の尿中のAs（III），　DMA，　MMA及び

As（V）の平均値は，それぞれ，　ll．8，123．3，20．1及び5．6

ng／mg　creatineであった．尿中の全ヒ素量は17．9～533．O

ng／mg　creatineであり，その平均値は160．7　ng／mg　creatine

であった．平成17年6月の調査での尿中ヒ素代謝物の測

定データであるAs（III），　DMA，　MMA及びAs（V）の

平均値の56．2，412．7，73．5及び289ng／mg　creatineと比較し

て平成18年2月のデ「タは0，21倍，0．30倍，0．27倍及び

0．19倍と明らかに低い値を示した．バングラディシュの

乾期（2，月）と雨期（8，月）での飲水料の違いによる尿中

ヒ素代謝物の量的な違いが考えられた。

　　Table　lO－1に非ヒ素被害者の尿中のヒ素代謝物量を示
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し，Table　10－2にヒ素被害者の尿中のヒ素代謝物量を分

類して示した．両者の間には統計的な違いが観察されず，

尿中ヒ素代謝物の平均値を見た場合，ヒ素症状が見られ

ない家族の尿中のヒ素代謝物量の平均値が高い値を示し

ていた．

species　obtained　from　nonTable　10・IArsenic　　　　　　　　　　　　　　　　　arsenic－aHlected　vma　ers　on　Februa　2006

As　s　eCies（n〆m　creaIinine）

Samp［e　No．

creatinine

im・／dL）
1）As（IH） 2）DMA 3）MMA 4）As（V） TQtal　As

1 001D 0，887 4．4 44．4 6．9 0．4 56．0

2 001E 0，616 6．1 72．5 9．7 0．0 88．3

3 001F 0，324 5．7 70．5 4．9 0．0 8L1
4 002C 0，978 5．0 61．2 11．0 0．9 78．0

5 002D 0，946 7．3 82．2 10．2 2．2 101．9

6 002E 0，298 10．5 217．1 26．9 0．5 254．9

7 002F 0，389 ！5．5 256．2 23．8 0．0 295．5

8 003D α726 U、3 289．Q 70．6 162．1 533．0

9 003F 1，395 10．7 133．6 15．0 L9 16L2
10 004C 0，683 13．6 96．1 21．3 5．2 136．2

11 004E Ll18 1口 85．2 235 0．0 119．8

12 005B L325 6．3 64．8 6．6 2．4 80」

13 007B 0，961 12．8 105．7 12．4 ⑪9 B19
14 007C 1，123 13．7 121．2 11．3 2．1 148．3

15 008D 0，468 31．4 22置．0 48．1 0．0 300．5

16 008E 0，885 4L8 241．7 70．4 2．7 356．7

17 OIOB 0，772 222 209．4 36．1 1．0 268．7

18 O聖OC L657 152 187．7 41．1 ．し8 245．8

19 010D 0，714 17．4 l14．9 25．4 0．0 157．7

20 OHB 0，765 L5 35．5 L7 0．0 38．6

21 015C 1，154 6．8 188．7 10．1 1．8 207．3

22 O15D 0，854 8．5 208．8 9．0 4．3 230．6

23 O15E G，637 9．7 19t2 B．4 4．0 2183
24 OI6B 0，412 5」 45．4 7．4 0．0 57．9

25 O16C α358 8．9 65．4 18」 4．9 97．3

26 OI6D 0，615 6．7 42．3 ll．4 2．8 63．3

27 017B 0，478 9．7 1705 17．8 3．6 201．7

28 0口E L388 5．4 89．8 13．6 2．1 l11．1

29 OI8B 1，290 7．0 98．4 16．7 1．7 123．8

30 ⑪18D 0，564 8．9 81．3 9．2 0．0 995
31 018E α391 1α4 222．9 16．5 6．0 255．8

32 0！8F 0，197 16．6 25Ll 28．2 13．8 309．7

avra　e 0，793 】1．5 B6．4 20．3 7．2 175．3

MAX 1，657 41．8 289．0 70．6 162．1 533．0

MIN 0，197 1．5 35．5 1．7 0．⑪ 38．6

Table　l　O－2　Ars¢nic　s　ecies　obtained　ffom　arsenic・affbcled　villagers　on　Febma　2006

SampleNo・
creatiれine

imdL）
1＞As（肛1） 2）DMA 3）MMA 4＞As（V） TotalAs

1 001A 0，547 9．5 67．6 10．1 0．0 87．2

2 001B α681 35 485 8．1 0．0 60．1

3 001G 0，967 2．3 24．5 2．1 o．o 28．9

4 002A 0，282 4．0 78．0 18．8 0．0 100．8

5 003A 0，575 135 124．6 17．1 5．1 160．4

6 004B 0，603 23．3 l15、5 17．6 9．3 165．7

7 005A α272 13．1 H7．0 36．1 7．4 173．6

8 006A 0，869 i〔｝、5 79．6 10．5 1．8 102．4

9 007A 0，513 17．9 9⑪．4 18．9 0．0 127．2

10 008A ⑪，665 21．5 106．0 314 2．0 160．8

11 009A α709 lLO 83．2 20．8 32 118．1

12 O12A 2，185 0．5 829 10．3 0．0 93．7

i3 015A 0，508 50．6 341．1 879 4．4 484．0

14 016A 0，291 5．7 6．7 5．6 0．0 18．0

15 O17A L396 23．6 74．3 23．3 48 126」

16 OI8A 1，994 3．8 61．1 6．6 L2 72．7

17 018C 0，233 5．6 72．2 12．6 9．9 100．3

avra貰e 0，782 12．9 92．5 199 2．9 128．2

MAX 2，185 50．6 341．1 87．9 9．9 484．0

MIN 0，233 0．5 6．7 2．1 0．0 18．0

　　平成18年8月の調査で採取した66名のヒ素被害家族か

ら得られた尿中のヒ素代謝物を測定した．尿中のcreati－

nine量（mg／n1L）で補正してヒ素代謝物量をTable　l　lに

示した．

Table　l　l－1　Arsenic　species　in　urines　on　Au　ust　2006

As　s　ecies（n　m　creatinine）

Sample　No．

creatinine（mg／

@　　mL）
DAs（HI） 2）DMA 3）MMA 4）As（V＞ Total　As

1 001・A 1，144 10．8 147．0 9．7 6．9 174．4

2 001－B 0，337 5．5 130．7 14．6 6．8 157．7

3 00卜C 0，860 10．0 124．5 10．3 64 151．1

4 001－D 0，965 L6 78．5 3．7 0．0 83．9

5 001・E 0，301 15．1 178．8 20．2 0．0 214．2

6 001－F 0，376 2．8 1769 13．8 15．4 209．0

7 001－G 0，357 13．0 108．8 18．1 9．6 149．5

8 002－A 0，306 3．9 192．9 33．0 10．6 240．4

9 002－C 0，852 1L9 162．6 ll．6 32 1894
10 002－D 0805 145 219．4 139 u 248．9

n 002・E 0，025 258．7 4997．7 3675 89．0 5712．8

12 002－F 0，043 199」 3965．6 220．4 0．0 4385．1

13 003－A 0，032 78．8 1877．1 16Ll 0．0 2116．9

14 003・C 0」20 122．3 1617．4 174．6 18．8 1933．1

15 0⑪3－D 0，Q22 135 l182 148．7 77．7 358．1

16 003－E 0，005 380．0 3345．5 372．6 0．0 4098．0

17 003－F 0，041 22．6 1115．0 108．4 ⑪．0 1246．0

18 0⑪4．A 0，784 lL3 194．6 26．6 5．8 238．4

19 004－B 2，096 29．1 216．8 37．3 24．5 307．7

20 004－C 0531 6．1 8G．7 195 9G5 196．8

21 004－D 0，007 0．0 0．0 0．0 3755．8 3755．8

22 005－A 0，491 9．0 162．4 19．7 74 198．5

23 005－B 1，282 8．2 79」 5．8 2．8 95．8

24 006・A 0，845 8．5 92．9 10．3 0．9 1125

25 006－B 0，863 18．3 179．5 26．1 7．1 23、．0

26 007－A 0922 ll．2 15α6 15．7 63 183．7

27 007－B 0，302 21．9 239．9 30．5 12．4 304．6

28 007－C 1，192 15．0 185．2 15．7 52 22LO
29 008－A 0，782 9．8 101．3 23．5 LO 135．6

30 008．B 0．B6 20．5 166．4 37．2 9．O 233．0

31 008－C 0，980 15．4 78．5 21．3 23 l17．5

32 008－D 0，634 22．3 173．6 26．6 L2 223．7

33 0⑪8－E 0，310 30．4 299．0 42．7 5．1 377．2

34 008－F 0，619 19．0 250．6 29．6 6．3 305．5

35 009．A 2，747 2．9 79．9 9．4 L7 94．o

36 OO9－B 0，814 5．2 89．5 16．2 2．7 1B5
37 009．C L377 9．1 100．7 14．9 14 126」

38 009－E L551 4．6 74．2 7．8 2」 88．7

39 009－F 2」24 L4 37．6 65 L6 47．2

40 010－A 1，405 19．9 171．7 27．9 2．3 221．8

41 010－B 0，423 24．9 154．3 27．8 129 220．0

42 OlO－C 1，493 3．7 3．7 18．2 0．0 25．5

43 Oll－A 2，041 2．0 64．6 7．6 L1 75．2

44 Oll－B 2，006 ll．5 89．0 24」 0．6 125．2

45 O11－C 2，081 3．1 56．7 4．6 0．0 64．4

46 O12－A 0，818 8．8 149．7 20．6 0．⑪ 179」

47 OI2・B 0，448 5．0 37．8 9．5 7．4 59．7

48 OI2．C 1，642 19．1 157．0 41．4 4．6 222．1

49 012・D 0，798 4．9 60．2 69 0．0 72．0

50 O15－A LO81 7．8 149．9 125 0．⑪ 170．2

「51 O15・B 2，372 6」 89．1 7．4 LO 103．6

52 015－C 0，541 10．4 192．1 142 0ρ 216．7

53 O15－D 0，042 264．6 4272．4 275．6 25．0 4837．6

54 O15－E 0，023 181．3 4258．0 271．4 0．0 4710．7

55 OI6－A 0，022 0．0 344．7 949 56．7 496．3

56 016－B 0，l16 542．0 4724．8 463．2 874 5817．5

57 O16－C 0，078 1205 10985 104．3 30．5 1353．9

58 017－B 0，067 283．5 10386．8 919．6 30．5 l1620．4

59 OI7。C 0，050 715．5 3173．4 993．7 3L8 4914．5

60 O17・E 0，029 499．5 3316．2 603．1 61．1 4479．9

61 OI8・A 0，166 166．5 4155．7 228．1 33．8 4584．0

62 O18－B 0，112 106．7 1975．9 266．4 26」 2375．0

63 O18－C 0，035 63．2 401．4 301．3 94 775．3

64 O18－D 0，021 105．8 1339．0 237．6 0．0 1682．4

65 018・E 0，035 276．9 5785．0 397．1 27．6 6486．6

66 018－F 0，015 3955 5223．7 395．0 137．9 6152．2

Avera　e 0，696 80．2 1112．4 120．0 725 1385」

MAX 2，747 715．5 10386．8 993．7 3755．8 11620．4

M【N 0，005 ⑪．0 0．0 0．0 0ρ 25．5

　　Creatineで補正後の尿中のAs（III），　DMA，　MMA及

びAs（V）の平均値は，それぞれ，80．2，ll12．4，120．0

及び72．5ng／mg　creatineであった．尿中の全ヒ素量

は255～l1620．4　ng／mg　creatineであり，その平均値は

1385．l　ng／mg　creatineであった．平成18年2月の調査で

の尿中ヒ素代謝物の測定データであるAs（III），　DMA，

MMA及びAs（V）の平均値の562，412．7，73．5及び28．9

ng／mg　creatineと比較して平成18年2月のデータの6．7倍，

9．2倍，6．0倍及び12．7倍と明らかに高い値を示した。し

かし，平成17年6月の尿中のAs（III），　DMA，　MMA及び

As（V）の平均値と比較して平成18年8月のデータはデー
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タの1．4倍，2．7倍，1．6倍及び25倍であった．この時期は

雨期の高温多湿な季節であり，飲料水摂取量の多さが尿

中のヒ素代謝物の量に影響していることが考えられた．

　平成19年3月の調査で採取した44名のヒ素被害家族か

ら得られた尿中のヒ素代謝物を測定した．尿中のcreati－

nine量（mg／mL）で補正してヒ素代謝物量をTable　12に

示した，

12Arsenic　species　in　urines　onTable　　　　　　　　　　　　　　March　2007

Assecies（n〆m・creati頭ne）

SampleNo．
creatinine（m剖

@　　mL）
1）As（IID 2）DMA 3）MMA 4）As（V） Total　As

且

001－A 0，795 5．9 137．0 5．1 99 158．0

2 001・B 0，380 8．2 92．8 12．6 0．0 113．6

3 001－C 0287 9．2 58．6 ll．6 85 87．9

4 001－D 0，411 1L8 126．8 20．6 10．8 1699
5 001－E 0，666 5．0 829 6．6 7．1 101．7

6 001・F 0，782 6」 98．3 8．0 7．1 119．6

7 002－A 0，572 5．6 117．7 20．0 4．3 147．6

8 002・D 0，967 7．1 89．3 164 6．3 119．1

9 002－E 0，674 7．1 157．0 13．8 55 183．4

1⑪ 002－F 0，587 5．7 87．2 13．4 3．9 110．2

11 004－A 0557 5．2 131．6 16」 5．0 158．0

12 005－A 0，843 1．5 51．1 13．9 3．3 69．8

13 006－A 0，346 11．8 10L2 8．6 6．8 128．4

14 007－A 0，456 7．2 12し0 49 3．5 1365
15 007－B 0，635 9．5 133．0 10．1 0．0 152．6

16 008－A 0524 L9 23．0 3．6 2．2 30．7

17 008－D 0，636 3．8 43．4 4．5 2．6 54．4

18 008－E 0，946 2．8 4．6 1．0 0．0 8．3

19 009・A 2，849 2．2 40．2 4．1 LO 47．5

20 009－B 0，660 4．4 47．4 9．9 2．7 645
21 009－C 0，778 14．6 104．2 17．5 9．5 145．8

22 009－F 0966 7．3 83．4 19．0 7」 116．8

23 OlO・A 0，782 72．2 39．8 12．8 17．3 142．2

24 OlO、C 0，208 2．8 170．4 19．1 0．0 192．4

25 011－A 1，058 0．9 26．2 2．4 15 3L1

26 OH－B 0，976 35 37．7 3．9 3．5 48．6

27 On・C 0，462 0．0 41．3 3．3 7．1 51．7

28 0監2・A 2，041 L4 79．8 11．7 2．4 95．2

29 O12－B 0，170 0．0 46．1 3．6 0．0 49．7

3σ 015・A α790 B．3 16孟．5 16．1 3．1 1940
31 015・C 0，278 14．7 226．0 5．4 4．9 25LO
32 0亘5－D 0，202 18．0 245．7 3．6 4．3 27夏．5

33 015・E 0，242 0．0 230．8 23．3 12．7 266．8

34 O16－B 0，481 3．7 76．0 55 1．7 86．9

35 O16、C 0，481 4．1 80．6 7．1 0．0 9L8
36 0量7・A 0，803 2．1 26．5 2．3 5．0 35．9

37 O17・B 1，095 4．8 40．6 105 0．6 565
38 017・E 1」17 L3 79．7 9．4 6．5 97．0

39 O18－A 2，108 L9 505 6．0 2．4 60．7

40 018、B 置，223 5．8 875 11．3 3．5 108．1

41 O18，C 0，782 LO 18．8 6．7 1．3 27．8

42 O18、D 0，374 1．3 17．0 4．1 0．0 22．3

43 018・E 0」71 0．0 73．5 10．6 0．0 84．1

44 0監8・F 0，545 4．8 122．9 13．5 10．7 15L9

Aver司e 0，743 6．8 88．9 9．9 44 110．0

MAX 2，849 72．2 245．7 23．3 17．3 271．5

MIN 0」70 0．0 4．6 1．0 0．0 8．3

　Creatineで補正後の尿中のAs（III），　DMA，　MMA及

びAs（V）の平均値は，それぞれ，6．8，88．9，9．9及び4．4

ng／mg　creatineであった．尿中の全ヒ素量は8．3～271．5　ng／

mg　creatineであり，その平均値はllO．O　ng／mg　creatineで

あった．平成18年2月の調査での尿中ヒ素代謝物の測定

データであるAs（III），　DMA，　MMA及びAs（V）の平

均値の56．2，412．7，735及び28．9回目／mg　creatineと比較して

平成18年2月のデータの0．12倍，0．22倍，0．13倍及び0．15

倍と明らかに低い値を示した．バングラデシュの2月及

び3月は乾期の時期で気温もそれほど高くないため，飲

料水量も大きくない時期である．安全な水を配給するこ

とにより，尿中のヒ素排泄量が明らかに低下することが

分かった。

8－3　ヒ素代謝物から見たヒ素被害家族のヒ素メチル公演

　体内に摂取された無機ヒ素は肝臓にてAs（III）に還元

され，更に，メチル化酵素により代謝されてMMAある

いはDMAの形態となり，尿中に排泄される．正常人で

の尿中での（DMA＋MMA）／Total　Asの比率は70～90％と

報告されている．また，正常人での尿中の比率は5～30％

と言われている．そこで，平成17年6月，平成18年2月，

8月及び平成19年3，月の調査で得られた尿中のヒ素代謝物

の測定データを用いて（DMA＋MMA）／Total　Asあるいは

MMA／DMAの比率を求め，その結果をTable　l　3に示した．

τabld3・1　Ra【loof（DMA＋MMA）πo1alAs　and　MMA∫DMA　on　June　2005，　February　2006，　Augusし2006　and　M旨rじh　2007

Da旧ofJu配2005 Da覧aofFじbrua　2006 DataofAu　u～【2006 DaIaofM己rch　2007

Samp【e

@No

のMA＋MMAI　MMM）MA
ﾎ0恰1As（％）　　（％）

（DMA＋MMAl

ﾎonlAs（％）

MMA〆DMA
@　（％〕

（DMA＋MMAl

氏B【al（％1

MMAのMA
@　（％）

（9MA＋MMAl

V。重al〔％）

MMA〆DMA
@　〔％）

1 001－A 88．4　　　6．5 89．1 15．0 899 6．6 90．0 3．7

2 001－B 88．8　　27．0 94．2 16．7 92．2 lL2 92．8 13．6

3 001．C 89．9　　162 ． ，
89．2 8．3 799 19．9

4 00三一D 894　　　5．9 91．5 15．5 98．1 4．8 86．7 16．2

5 001－E 77．6　　13．9 93．1 13．4 92．9 ll．3 88．0 7．9

6 00夏一F 65，2　　12．7 93．0 6．9 91．3 7．8 88．9 8」

7 001－G ． 一 92」 8．8 84．9 16．7
一 ．

8 002－A 86．3 ll．4 96．0 24．1 94．0 17．1 93．3 17．0

9 002，C 88．6 172 92．5 17．9 92．0 7．2
F 曹

10 002－D 935 7．4 90．7 12．4 93．7 6．3 88．7 18．4

11 002－E 92．7 13．3 95．7 124 93．9 7．4 93．2 8．8

12 002－F 80．7 27．9 94．7 9．3 95．5 5．6 9L3 15．4

13 003－A 83．8 22．9 88．4 13．7 96．3 8．6
曹 ・

14 003－B 92．7 12．5
冒 ． 曹 曹 一 ．

15 003－C 84．0 21．3 騨 一 92．7 10．8
， 一

16 003－D 723 25．4 67．5 24．4 745 125．7 ． 一

17 003－E 86．1 18．7 90．7 11．1
一 曹

18 003－F 87．5 12．2 92．2 11．2 99．2 9．7
雫 9

19 004．A 84．7 17．9
冒

92．8 13．7 935 12．3

20 0（ンレB 95．7 306 80．3 】5．2 82．6 17．2
匿 ・

21 004－C 92．5 5．3 86．2 22．1 50．9 24．2 匿 一

22 004－D 835 9．2
一 曹

0．0
． ・ ■

23 004・E 一 ．
90．7 27．6

一 ． ・ 騨

24 005－A 95．5 12．8 88．2 30．9 91．7 12」 93．1 27」

25 005－B 89．8 196 89．2 10．2 88．6 7．3
一 甲

26 006－A 92．6 7．1 88．0 13．1 91．7 11．0 85．6 85
27 006－B 43．6 18．4 ■ 一 89．0 14．5

曹
，　一

28 007－A 93．5 12．6 85．9 20．9 90．5 10．4 92．2 4．1

29 007－B 9正．0 155 89．6 1L8 88．8 12．7 93．7 7．6

30 007－C 932 8．0 89．3 93 90．9 85 ・ ■

31 008・A 85．2 183 85．4 29．6 92．0 23．2 86．7 15．8

32 008－B 86．3 23．0
騨 ■ 87．3 22．3 ． 一

33 0⑪8－C 80．8 26．6 匿 一 84．9 ’　27．1 曹 一

34 008－D 87．2 25．4 895 2L8 89．5 15．4 88．1 10．3

35 008－E 88．9 20．8 87．5 29」 90．6 14．3 67．夏 21．5

36 008－F 92．8 17．9
一 曹

91．7 lL8
一 一

37 009－A 92．1 13．6 88．0 25．0 95．1 11．8 93．4 103
38 009．E 85．4 16．7

一 匿
93．1 18．1 88．9 21．0

39 009－C 93．7 lL5
・ 冒 9L7 14．8 835 16．8

40 009－D 84．5 220 幽 ． 一 曹 曹 冒

41 009・E 82．6 22．2
一 ■ 92．4 10．5

幽 ■

42 009－F 82．6 22．2 一 曹 935 17．2 87．7 22．8

43 OlO－A 82．6 22．2 一 曹 90．0 16．3 37．0 32．2

44 OlO．B 85．3 25．6 9L4 17．2 82．8 18．0 ． 一

45 OlO．C 92．0 13．7 93．1 21．9 85．7 488．3 98．5 1L2
46 OlO－D 冒 一

89．0 22．1
■ 一 曹 ■

47 OlI－A 94．9 6．0
・ ， 96．0 11．7 92．2 9．3

48 Oll－B 149 3．7 96．2 48 90．4 27．1 85．4 10．4

49 OIl－C 96．2 7．4
一 曹

95．2 8」 86．2 8．1

50 O12－A 95．4 ll．7 99．5 12．4 95」 13．8 96．0 14．6

51 OL2・B 86．7 22．6 一 匿 79．3 25」 夏00．0 7．8

52 012．C 90．7 14．8
曹 ． 89．3 26．4 停 曹

53 ⑪12－D 73」 3．9
一 冒 93．2 1L5 ・ 曹

54 O13－A 92．0 12．2 ■ 一 ． ， 曽 一

55 013－B 92．1 17．1
■ ， 冒 ， ■ 冒

56 013－C 95．0 13．1
一 ． 一 9 一 ■

57 013－D 83．6 27」 ， 幽 冒 一 冒 一

58 O14．A 90．6 4．7
甲 曹 冒 ・ ， ・

59 O14－B 873 12．4
． 一 ■ 冒 ・ ■

60 O14－C 83」 9．3
曹 一 ． F ． 冒

6畳 O15－A 86．5 17．9 88．6 25．8 95．4 8．3 9L5 皇0．0

62 O15．B 9L6 15．2
曹 一

93．2 8．3
・ 曹

63 015－C 90．9 9」 95．9 5．3 95．2 7．4 92．2 24
64 O15－D 91．1 7．2 945 43 94．0 6．4 91．8 L5
65 015－E 90．9 16．6 93．7 7．0 962 64 95．2 10．1

66 O16－A 69．4 30．4 68．2 83．0 88．6 27．5 一 ．

67 016－B 82．9 285 91．2 163 89．2 9．8 93．8 7．2

68 O16－C 822 16．5 85．9 27．7 88．8 9．5 95．6 8．9

69 O16－D 89．9 27．7 85．0 27．0
， ・ 冒 一

70 O17－A 79．9 29．3 77．4 3L4
． 雫 80．3 8．7

71 O17－B 93」 5．8 93．4 里0．4
一 ． 90．5 26．0

72 OI7－C 86．3 14．2
曹 一 84．8 31．3 一 一

73 O17－D 68．2 2LO 曹 ， 一 ． 一 冒

74 0監7－E 87．7 10．2 93．2 15．2 87．5 18．2 9L9 11．8

75 018－A 91．星 9．6 93．2 10．8 95．6 5．5 93．0 11．9

76 018－B 87．9 23．0 93．0 169 94．4 13．5 9L4 12．9

77 O18－C 65．0 l195．1 845 175 9⑪．6 75．1 9L8 35．7

78 018－D 94．2 65 9LO lL4 93．7 17．7 94．4 24．0

79 018・E 85．7 2L2 93．6 74 95．3 6．9 100．0 14．5

80 O18－F 92．4 10．6 90．2 11．2 91．3 7．6 89．8 11．0
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　また，両者の比が正常範囲を超えるヒトの結果をTable

14に示した，

Tablo　l4　U舳ワsamp16血r　3bnom31　ra［ioof（DMA＋MMA）伊01a【七皿d　o「MMAIDMA

Da更aofjune2005 D8重aofFじbrua　2006 Da【aofAu　u512006 D馳τaofMarch　2007

Samplε

@No．

（DMA＋MMA〕

ﾎo胎lAs（％）

MMAIDMA
@　　（％）

（DMA＋MMA＞

ﾎo胎IAs（％）

MMA／DMA
@　　（％）

（DMAをMMA〕MMADMA
ﾎo重al（％1　　　（％｝

｛DMA†MMA，

ﾎo胞1〔％）

MMA〆DMA
@　〔％）

1 003－D 72．3 25．4 67．5 24．4 745　　　125，7 ・ 胃

2 004－D 83．5 9．2
一 ． 0．0　　・ 甲 ■

3 010－C 92．0 13．7 93．1 2L9 85．7　　488、3 98．5 U．2

4 OU－B 14．9 3．7 96．2 4．8 90．4　　　27．1 85．4 10．4

5 018－C 65．0 1195．1 84．5 17．5 90．6　　　75．1 91．8 35．7

　5名ともヒ素症状を発症していなかった．平成17年6月

の調査で異常を示していたO18－CのヒトはMMAIDMA比

がl195．1％と非常に多くのヒ素代謝物をMMAの形で尿

中に放出しており，尿中の全ヒ素量は161．7ng／mg　crea－

tinineであった．平成18年2月の調査では，　MMAIDMA比

が175％と正常値（全ヒ素量は100．3ng／mg　creatinine）

であった．しかし，平成18年8月の調査では，その比が

75．1％（全ヒ素量は775．3ng／mg　creatinine）と異常な

範囲を示していたが，平成19年3月の調査では，35．7％

と少し高い値であるが正常値（全ヒ素量は27．8ng／mg

creatinine）に戻っていた．平成17年6月の調査で異常を

示していたOll－Bのヒトは（DMA＋MMA）／Total　As比が

14．1％と非常に低く，大部分を無機ヒ素の形（全ヒ素

量は205．8ng／mg　creatinine）で放出していた．このヒト

の平成18年2，8月及び平成19年3月の調査は，その比が

96．2％（全ヒ素量は38．6ng〆皿g　creatinine），904％（全

ヒ素量は125，2ng／mg　creatinine）及び85．4％全ヒ素量

は48．6ng／mg　creatinine）となっており，正常な範囲に

戻っていた．平成18年8，月の調査で003－Dと010－Cのヒト

．から得られた尿中のMMAIDMA比が125．7％と488．3％

を示し，異常値であったが，平成19年3月の調査では，

ll．2％となっており，正常な範囲に戻っていた．また，

004・Dのヒトは無機ヒ素のAs（V）（全ヒ素量は3755．8

ng／mg　creatinine）しか検出されなかった．

9．まとめ

1．地下水のヒ素汚染地域として，バングラデシュ人民

共和国ラシャヒ管区チャパイナワブガンジ地区チュナカ

リ村を選定した．また，現地協力者として，ラシャヒ大

学のMd．　Hamidur　Rahman教授，　Birgis　Belgum教授及び

ラシャヒ医科大学のA．K．　B．　Zaman準教授を選定し，地

域を限定した住民を対象にし，安全な水を供給する前後

での尿・毛髪中のヒ素代謝物の動態変化の検討と安全な

水を供給することによるヒ素被害の軽減を検討した．

2．安全な水を供給するため，深層地下水の利用を計画し，

試掘井戸の掘削を行った．760フィートまでの掘削時に

得られた10フィート毎の土壌を用い，それら土壌中のヒ

素，鉄及びマンガンの濃度を求めた，土壌中のヒ素濃度

と鉄濃度，鉄濃度とマンガン濃度及びヒ素濃度とマンガ

ン濃度の間に統計的に有意な相関関係が成立した．

3．供給地下水中のヒ素濃度は193ppb～291　ppbであった

が，GSF装置で処理することにより，処理水中のヒ素濃

度を21ppb～59　ppbとすることができた．この水をヒ素

被害家族16家族に平成18年2月一平成19年3月まで供給し

た．

4．安全な水の供給後の6ヶ，月間の調査（平成18年8月）

及び1年後（平成19年3月）では，皮膚科医の診断により，

かなりのヒ素被害患者の重傷度が軽減していることが観

察された．バングラデシュの飲料水のヒ素基準に合致す

る水をヒ素被害者の飲用水及び料理用水として供給する

ことにより，ヒ素被害者の症状が緩和できることが明ら

かになった．

5．平成17年6月の調査で採取した63名の毛髪中のヒ素

の平均値は6．23mg／kg，平成18年2月置48名の毛髪中の

ヒ素濃度の平均値は2．03mg／kgと比較して，安全な水

供給6ヶ，月後の平成18年8月の調査での62名分の毛髪中

のヒ素濃度の平均値は0．43mg／kg及び安全な水供給1年

後の平成19年3月の異常値の2名のデータを除いた42名

分の毛髪中のヒ素濃度の平均値は0．99mg／kgとなり，明

らかに毛髪中のヒ素量の低下が観察され，飲料水及び料

理用に用いる水をバングラデシュの飲料水のヒ素基準以

下の安全な水として供給することにより，毛髪中のヒ素

量を低減させることができた．

6．平成18年2月に採取した尿中のヒ素代謝物量，As

（III），　DMA，　MMA及びAs（V）の平均値は，それぞ

れ，11．8，123．3，20．1及び5．6ng／mg　creatineであった．尿

中の全ヒ素量は17．9～533．O　ng／mg　creatineであり，その

平均値は160．7ng／mg　creatineであった．平成17年6，月．の

調査での尿中ヒ素代謝物の測定データであるAs（III），

DMA，　MMA及びAs（V）の平均値の56．2，412．7，73．5及

び28．9ng／mg　creatineと比較して平成18年2月のデータは

0．2，0．21倍，0．30倍，0．27倍及び0．19倍と明らかに低い

値を示した．平成18年8月に採取した尿中のヒ素代謝物，

As（III），DMA，　MMA及びAs（V）の平均値は，それぞれ，

80，2，1112．4，120．0及び72．5ng／mg　creatineであった．平成

19年3，月に採取した尿中のヒ素代謝物，As（III），　DMA，

MMA及びAs（V）の平均値は，それぞれ，6．8，88．9，9．9

及び4．4ng／mg　creatineであった．平成18年2月の調査で

の尿中ヒ素代謝物の測定データであるAs（III），　DMA，

MMA及びAs（V）の平均値の562，412．7，73．5及び28．9

ng／mg　creatineと比較して平成18年2月のデータの6．7倍，

9．2倍，6．0倍及び12．7倍と明らかに高い値を示した．し

かし，平成17年6月のデータの1．4倍，2．7倍，1．6倍及び2．5

倍であった．尿中のヒ素代謝物に関しては，バングラデ

シュでの季節要因（乾期と雨期及び気温）の違いによる

飲水量の影響が考えられた．
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7。平成17年6月，平成18年2月，8，月及び平成19年3月の

調査で得られた尿中のヒ素代謝物の測定データを用いて

（DMA＋MMA）／Total　AsあるいはMMAIDMAの比率を求

あた．その結果を5名が正常なヒトとの違いを示したが，

その5名ともヒ素症状を発症していなかった．

8．平成17年6，月の調査で異常を示していたO11－Bのヒ

トは（DMA＋MMA）／Total　As比が14，1％と非常に低く，

大部分を無機ヒ素の形（全ヒ素量は205．8ng／mg　creati－

nine）で放出していた．このヒトの平成18年2月，8月，

平成19年3月の調査では，その比が96．2％，90．4％及び

85．4％となっており，正常な範囲に戻っていた．

9．平成18年8月の調査で003－Dと010－Cのヒトから得ら

れた尿中のMMAIDMA比が125．7％と4883％を示し，

異常値であったが，平成19年3月には，010－Cの尿中の

MMAIDMA比は正常値の11．2％を示した．また，004－D

のヒトは無機ヒ素のAs（V）（全ヒ素量は3755．8　ng∠mg

creatinine）しか検出されなかった．

　この研究の調査対象家族は16家族であったが，GSF施

設の十分な管理及び洗浄により，安全な水の供給がなさ

れた場合，ヒ素被害状況の緩和ができることが明らかに

なった．そのため，調査終了時点の平成19年3月には，チュ

ナカリ村を中心とした約150家族がこの処理水を利用し

始め，その施設の管理は村落共同体に移管された．10

日に一回のヒ素を含む酸化鉄の沈殿物の除去並びに1ヶ

，月に1回のGSF施設の洗浄が住民の自助努力で行われて

おり，1ヶ，月の洗浄後のヒ素濃度のチェックは検査紙を

使った方法で行われている．末永くこの施設が利用され，

Photo　7で示したように子供達がヒ素被害のない生活を

続けることができることを願う者である。なお，本研究

は，厚生労働科学研究費補助金・地域健康危機管理研究

事業で実施したものである。

Photo　7
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　　　　　　　化学物質の安全性評価における加レ吻遺伝毒性

特にげっ歯類を用いる小核試験の基礎研究並びにその行政面への応用

　　　　林真＊，本間正充

国立医薬品食品衛生研究所変異遺伝部

　　　　　Evaluation　of加ワゲyo　genotoxicity　of　chemicals

－The　development　and　application　of　rodent　micronucleus　assay一

　　　　　　　Makoto　Hayashi＊and　Masamitsu　Honma

Division　of　Genetics　and　Mutagenesis，　National　Institute　of　Health　Sciences

Abstract

Genotoxicity　tests　play　an　impo丘ant　role　fbr　the　sa琵ty　evaluation　of　chemicals．　It　is　well㎞own　that　there

are加癌磁and加レル。　assay　systems　fbr　evaluation　of　chemical　genotoxicity　on　diffbrent　endpoints．　Bacte－

rial　gene　mutation　test　and　chromosomal　aberrations　test　using　mammalian　cultured　cells　are　representative

examples．　It． 奄刀@apparent　that　there訂re　limitations　of加協身ηassay　systems　fbr　chemical　safヒty　evaluation　and

risk　assessment　fbr　human　health　and加レル。　assay　systems　are　becoming　more　important　in　the　view　point　of

weight　of　evidence．　There　are　several加”γo　assay　systems　have　been　developed　and　used　fbr　diffヒrent　end－

points．　Among　these，　the　rodent　micronucleus． 狽?唐煤@using　hematopoietic　cells　has　been　most　widely　and　ffequent－

ly　used　to　detect　induction　of　chromosomal　aberration．　It　is　evident　that　there　are　chemicals　that　gave　positive

result　in　the加砿肋chromosome　aberration　test　but　negative　in　the　rodent　micronucleus　test．　In　such　case，　as　a

rule，　the加㎡レ。　negativity　is　dominant　to加囲力ηpositivity．

　It　is　important　and　necessary　to　reduce　animals　without　any　loss　of　accuracy．　In　the　micronucleus　test，　the　de－

velopment　of　the　method　using　peripheral　blood　instead　of　bone　marrow　cells　succeeded　to　reduce　total　number

of　animals　fbr　chromosomal　aberration　evaluation加ガ70．　Tiny　amount　of　blood　sampling　can　be　done　without

killing　animals，　which　is　one　of　the　most　impo貫ant　advantages　of　the　method，　also　pe㎜its　to　combine　other

assays　fbr　diffbrent　endpoints　that　require　diffbrent　optimal　sampling　times．　Based　on　this　development，加ガyo

multiple　endpoint　assay　system　wi】1　be　realized　and　lead　more　reduction　of　animals　fk）r　evaluation　of　chemi－

cal　genotoxicity．　In　this　manuscript，　We．describe　the　history　of　development　and　applications　of　the　peripheral

blood　rnicronucleus　assay．

Keywords：Genotoxicity　assay；Rodent　micronucleus　assay；Peripheral　blood；Acridine　orange　supravital　staining

1．緒言

　化学物質の安全性を評価する上で，変異原性は重要な

位置を占める．また，がん原性は安全性を考える上で

もっとも大きな関心事のひとつであり，実験動物を用い

て，その生涯にわたって処理し，多大な経費と労力を用

いての試験が現在も行われている．このがん原性を短期

間で予測する手法として細菌を用いる復帰突然変異試験

をはじめとする多くの変異原性試験が考案されてきた．

当初はがん原性の．予測のためにこれらの試験結果が用い

＊To　WhQm　correspQnding　should　be　addressed：

Makoto　Hayashi；1－18－l　Kamiyoga，　Setagaya一㎞，

’Tokyo　l　58－8501，Japan

Tel：＋8L33700－9872

Fax：＋81－33700－2348

E－mail：hay緯shi＠nihs．gojp

られたが，現在ではがん原性のメカニズムの解明のため

の方法として重要視されている．すなわち，がん原1生の

メカニズムとして変異原性の関与が認められたときには

閾値が存在しない，との考えが厳然としており，今なお

この考えを基に化学物質の評価がなされる．これまでは，

細菌を用いる復帰突然変異試験の結果のみで遺伝毒性メ

カニズムが考えられてきたが，発がんの標的部位におい

て遺伝毒性が認められるか否かは重要で，この場合，加

点。試験がその役割を果たす．

　遺伝毒性試験は，その指標と試験に用いる材料で分類

される．遺伝毒性の主な指標は遺伝子突然変異と染色体

異常である．また，材料面からは大別して加”勿系と加

㎡”系がある．本稿では，染色体異常誘発性を指標とし

た動物個体を用いる加廓。試験である小核試験を中心に

議論を進める．げっ歯類を用いる小核試験は遺伝毒性試
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験の標準的なバッテリーを構成する一員であり，変異遺

伝部ではこの研究分野で世界をリードし，試験方法の開

発，並びに結果の評価，解釈に関する研究を行ってきた．

主な成果としては，小核の生成機構に関して検討し，骨

髄細胞で見られる切断型と交換型の染色体構造異常の小

馬形成への寄与率を明らかにしたこと（Hayashi　et　al．，

1984），標本の染色手法の開発を行い，アクリジンオレ

ンジ蛍光染色法（AO法）を導入して観察精度の向上を

図ったこと（Hayashi　et　al．，1983），さらに，このAO法

を超生体染色法を小核試験に適用し，正確で，パフォー

マンスの高い手法の確立に成功した（Hayashi　et　al．，

1990）こと，などが挙げられる．AO法は，現在OECD

等のガイドラインにおいても推奨されている（OECD，

1997）．試験結果に影響及ぼす可能性のある要因（性差，

系統差，投与回数，投与経路等）の解明についても，日

本環境変異原学会・MMS研究会（分科会）を中心として

多くの共同研究を組織し，その研究成果はICHやOECDの

ガイドライン策定に大きな影響を与えた（CSGMT　1986；

1988；1990；1995；Hayashi　et　al．1989）．また，最近で

は，新しい手法のバリデーションに関する共同研究も行

なっている　（CSGMT　l　992；Morita　et　aI．，　1997；Wakata

et　al．，1998；Hamada　et　al．，2001）．通常試験に用いら

れる造血組織以外での染色体異常誘発性評価（Ohyama　et

a正．，2002；Nishikawa　et　al．，2001；2002；Suzuki　et　a1．，

2004），観察の自動化（Asano　et　al．，1998；Dertinger　et

a1．，2005），結果の評価・解釈（Hauschke　et　al．，1997；

Adler；et　al．，1998；Hayashi　et　al．，1985；1989；1994；

Kirkland　et　al，，2000，2003；MUIIer　et　al．，2003）につい

ても当部が果たした役割は大きい．

Table　l．　代表的な遺伝毒性試験

DNA損傷性　遺伝子突然変異　染色体異常

2．小丘試験とは

　化学物質の遺伝毒性を評価する試験法は試験の指標と

用いる実験生物に基づき，Table　1のように分類できる．

国内外の多くの試験ガイドラインでは，細菌を用いる復

帰突然変異試験，ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試

験またはマウスリンフォーマTK試験（MLA），および

げっ歯類を用いる小核試験（以下小核試験）が標準的な

試験バッテリーを構成している．小核試験は染色体異常

誘発性を指標とし，動物個体を用いる動燃。試験系とし

て最も汎用されている代表的な試験系である（Hayashi

et　al．，1994，2000；Heddle　et　al．，1991）．汎用されて

いる理由としては，染色体異常誘発性を検出する加算。

試験系としては感度が高く，パフォーマンスの高い試験

系であることが考えられる．

Z月v’鱒　付加体形成試験　　　Amcs試験　　培養細胞を用いる分裂中期像解析

　　　コメット試験　　　　MLA　　　　培養細胞を用いる小核試験

掬y∫yo　DNA付加体形成試験　トランスジェ　骨髄／末梢血を用いる小出試験

　　　コメット試験　　　　ニッタ動物を骨髄を用いる分裂中期像解析

　　　　　　　　　用いる試験

MLAImouse　lympholna　assay　using　L5178Y　ce11s

　げっ歯類の骨髄における小泊生成機構をFig．1に示す．

赤血球の生成過程において，最終の細胞分裂時に染色体

異常が誘発されると，その一部が小核を形成し，脱核の

過程で細胞質内に取り残され，本来無核の赤血球中に小

核が出現する．小野形成の効率は，染色体異常の型によ

り異なり，単純な切断ではそれらの約90％が小核を形

成するが，交換型の異常はその約35％程度しか小核を

形成しないものもある（Hayashi　et　al．，1984）．脱核後

間もない幼若な赤血球を顕微鏡下に観察し，小雪を有す

る幼若赤血球の出現頻度から，最終細胞分裂時における

染色体異常誘発性を推定する．これまでは，骨髄中の幼

若赤血球である多染性赤血球を観察対照としてきたが，

現在では末梢血．も観察対象細胞として用いられている．

小核試験全般に関しては成書（林，1ggo）を参照されたい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　1，eripller興U　b且ood
　　　　α薦’08θπ

　　　　　　　　　　　　　　　Immature　　　Mature
　　　　　　　　　　　　　　　ery止rocytes　e寧hrocytes
　　　　　　《一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一》　一
　　　　　　　　　6－8h　　　　　　　　　　　　　l8－2211

Fig．1赤血球分化過程での卵核の発生

3．末梢血を用いる小核試験

　Fig．1に示したように，幼若な赤血球は骨髄中にしば

らくとどまるとともに，確率的に血流に出て行く．末梢

血を用いる小核試験に関しては，MacGregorら（1980）

によって紹介され，その後も彼らのグループによって数

多くの報告がなされている．しかし，末梢血を用いるこ

とによる多くの利点が強調されたが，あまり普及しな

かった．末梢血を用いる小核試験は，被験物質を長期間

投与し，成熟した赤血球を観察して化学物質の慢性的影

響を評価しようとするものと，末梢血中の幼若赤血球を

観察し，骨髄中の多染性赤血球を用いる小核試験と同等
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の結果を得ようとするものに大別できる．

　一般の変異原性試験は，短期試験法とも呼ばれるよう

に，化学物質の急性効果を評価するための手法である．

しかし，ヒトが変異原に暴露されるのは低濃度で長期間

のことが多く，遺伝子の突然変異や染色体異常の誘発に

ついても，化学物質の慢性的な影響を評価できる系が必

要となる．骨髄中の幼若な赤血球を観察対象とする通常

の小核試験が，化学物質の急性効果を評価するものであ

るのに対し，末梢の成熟赤血．球を観察する方法は，慢性

的な影響を評価できる試験系として期待できる．

　ヒトやラットでは，末梢血中に出た疑核を持つ赤血球

は異常赤血球として脾臓で効率よくトラップされ壊され

てしまうが，幸いなことにマウスではこの機能が不完全

であるため，小筆を有する赤血球も壊されることなく，

正常な赤血球と同様の寿命（約30日）を全うする，従って，

少なくとも赤血球の寿命の期間中小核を有する赤血球を

蓄積することができ，被験物質の長期間投与の影響を評

価できる．さらに，末梢血は非常に均質な細胞集団であ

り，観察の機械化に最も適した材料である．末梢血を用

いる小筆試験と，観察の機械化が結びついてこの分野で

の大きな進歩となることが期待される（Hayashi　et　al．，

1992a，b；Asano　et　al．，1998；Dertinger　et　al．，2005）．

　末梢血中の幼若赤血球である網赤血球を観察して，骨

髄中の幼若赤血球を観察するのと同等の結果を得ること

が出来れば，動物をそのつど殺さなくとも経時的に標本

作製することが可能となり，標本時期決定のための予備

試験も必要なくなり，動物愛護の観点からも推奨される

手法と考えられる．少なくともマウスについては，一般

の単回投与試験の動物より採血することにより，実験動

物を共有することが可能である．

3．1標本作製および観察方法

　アクリジン・オレンジ（AO）は未固定の細胞にも取

り込まれ，核酸と結合して蛍光を発する色素である．2

重鎖のDNAには塩基対間に入り込み，530nmにピーク

を持つ黄緑色の蛍光を発し，手鎖のRNAとも結合し，

590nmにピークを持つ赤色の蛍光を発する．この性質

を利用し，一定量のAOをあらかじめスライドグラスに

塗布しておき，そこへ微量の末梢血をのせ，カバーグラ

スで覆うと，AOが血清中に溶け出し，それが細胞中に

取り込まれ，自動的に蛍光染色が施される（超生体染

色），手法の詳細については文献（Hayashi　et　a1．，1990；

林1991；CSGMT，1995）を参照されたい．このように

作製された標本の観察は，波長490nm付近の励起光，観

察用フィルタとして515－530nm以上の波長の光を透過す

るものを備えた蛍光顕微鏡で行う．赤血球の細胞質中の

赤色蛍光を発している網状構造が大きいほど幼若なもの

と考えることができる．黄緑色の前核を有する網赤血球

（MNRET）の出現頻度は，骨髄中の小核を持つ多染性赤

血球（MNPCE）と同様，少なくとも2000個の網赤血球を

観察して求める．

3．2　実験動物の削減

　末梢血を用いる小筆試験を行うことにより，骨髄を用

いるこれまでに行われてきた標準的な方法と比較して，

どれくらい実験動物の削減につながるかについて考えて

みる．現行のガイドラインでは，1群5匹の動物を用い，

陰性，陽性対照群と3用量群で試験を行うことが求めら

れている．取回投与の場合は，2回の標本作製が必要と

されており，骨髄を用いる方法では，その都度動物を安

楽死させる必要があるので，陽性対照群は1回の標本作

製と考えても合計で45匹の動物が必要となる．ただし，

複数回の投与の場合には，1回の標本作製で良いとされ

ているので，その場合は25匹となる．一方，末梢血小核

試験では2回の標本作製を行うとしても，同一の動物を

用いることが出来るので，投与回数にかかわらず25匹で

試験が完結する．しかも，陰性対照は投与直前の末梢血

のデータで代表することが可能なので，陰性対照群を別

個にもうける必要がなくなる．従って20匹の動物で良い

ことになる．また，最近前核試験における陽性対照群を

その都度設ける必要はないとの議論が国際的になされて

おり，ICHのメンテナンスでもそのような提案がなされ

る予定である．もしそれが認められるなら，15匹の動物

で試験が完結することとなり，骨髄の45匹と比較すると

1／3の動物で試験が可能になり，大きな動物資源の節約，

動物愛護につながる．

4．バリデーション

　行政的な安全性の評価に新しい試験手法を用いる場合

には，その試験法の信慧性に関する十分な保証が必要

である．末梢血を用いる小核試験法に関しても，安全

性評価の一手法として用いるには，その性質を十分理

解する必要があり，多くの確認試験を行うことになる．

日本環境変異原学会MMS研究会でこの方法のバリデー

ション共同研究が企画され，実施された．44機関が参加

し（Table　2），原則として1っの化学物質が2機関で比較

検討された．また，評価に用いるモデル化学物質は，小

核の誘発が知られており，かっ，その作用機構が異なる

ものを選択した（Table　3）．実際の共同研究を始める前

に，技術移転のための講習会を開催し，試験方法の伝授

を行った．結果は，ほとんどの参加者にとって初めての

手法であるにもかかわらず，ばらつきの少ないデータが

得られた．化学物質の投与直前に採血した対照データの

まとめをFig．2に示す．ヒストグラムが実際の観察値
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であり，丸印が平均値を実測値にあわせた2項分布から

予測された値を示している．このように実測値と理論値

が一致していることは，偶然のばらつき以外にデータの

ふれをもたらす要因が少なかったことを意味する．すな

わち，経験のない者が本試験を行っても，十分満足のい

く結果を得ることが可能であることを示している．モデ

ル化学物質に関しては，ほとんどのものが陽性結果を示

し，さらに，単回の腹腔内投与48時間後にMNRET出現

頻度が最大になることを示した．骨髄細胞を用いて小核

の出現を観察する．ときには，化学物質によって経時的な

変化が異なることが知られているが，末梢血の場合には

48時間後に観察すればほとんどの化学物質の染色体異常

誘発性を検出することが可能であることが報告されてい

る（CSGMT，1992）．

肱ble　2．　バリデーション共同研究参加者リスト

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

Blological　Research　Center　fbr　the　Protection　ofEnvironment

Biomedical　Laboratories，　Inc．

Biosafbty　Research　Cgnter，　Foods，　Drugs　and　Pe3ticldes

Central　Institute　fbr　Experimental　Animals

Chemica！s　Inspection＆Testing　Institute

Daicel　Chemical　Industries

Daiichi　Pha㎜aceutical　Co．，　Ltd．

Food　and　Drug　Safもty　Center

F切iPhoto　Film　Co．，　Ltd．

10．F両isawa　Pha㎜aceutical　Co．，　Ltd．

11．Green　Cross　Co．，　Ltd．

12．Health　Scienccs　Research　Instltute

13．Institute　ofEnvironmentanbxicology
14．　Itoham　Central　Research　Institute

15．Japan　Tbbacco，　Inc．

16．Kaken　Pha㎜aceutical　Co．，　Ltd．

17．Kanagawa　Prefbctural　Public　Health　Laboratories

18．Kissei　Ph葺rmaceutical　Co．，　Ltd．

’19．Ku血ai　Chemical　Industry　Co．，　Ltd．

20．National　Institute　ofHygienic　Sciences

21．Nihon　Bioresearch　Center，　Inc。

22．Nihon　Noyaku，　Co．，　Ltd．

23．Nippon　Glaxo，　Ltd，

24．Nippon　Shinyaku　Co．，　Ltd．

25．Nitto　Denko　Corporation

26．Ono　Phamaceutical　Co．，　Ltd．

27．Otsuka　Pharmaceut孟cal　Factory，　Inc．

28．P丘zer　Pharmgceutica1，　Inc．

29．Sandoz　Pha㎜a　Ltd．

30．Sankyo　Co．，　Ltd．

31，Shionogi＆Co．，　Ltd

32．Shiseidoτbxicological　Analytical　Research　Center

33．Sumitomo　Chemical　Co．，　Ltd．

34．Suntory　Co．，　Ltd．

35．Ta重ho　Pharmaceutical　Co．，　Ltd．

36．Taisho　Pharmaceutical　Co．，　Ltd．

37．］［akeda　Chemical　Industries，　Ltd．

38．Tanabe　Seiyaku　Co．，　Ltd。

39．Te勾in　Ltd．

40．脳）yama　Institute　ofHealth

41．Toyobo　Co．，　Ltd．

42．University　of　Shizuoka

43．Yamanouchi　Pharmaceutical　Co．，　Ltd．

44．梅shitomi　Pha㎜aceutical　Industries，　Ltd．
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肱ble　3．　共同研究に用いたモデル化学物質

Che田icals］℃sted

Cyclophosphamide　monohydrate

Dimethylnitrosamine

Ethyl　methanesulfbnate

ハみEthyl一ハみnitrosourea

Methyl　methanesulfbnate

NLMethyl一準nitro一ハ乙nitrosoguanidine

Triethylenemelamine

1一β一D－arabinofU「耳nQsylcytosine

5－Fluorouraci1

6－Mercaptopurine

Methotrexate

Aromatic　amines

2－Acetylaminofluorene

Phenacetin

Benzo［旦］pyrene

7，12－Dimethylbenz［α］anthracene

Crosslinkin　a　ent

Mitomycin　C

Potassium　bromate
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Fig．2共同研究における陰性対照マウスでの小粋の出現分布
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5．末梢血小義試験の特徴と展望

　末梢血を用いる愚慮試験の特徴はいろいろ考えられる

が，実験動物を殺すことなく微量の採血により染色体異

常誘発性を評価できることが最も重要な点であると考え

る．これは，動物愛護の観点からもすぐれた特徴である

が，それ以上に化学物質の経時的な変化を同一動物から

とることが可能となり，メカニズムの解析にも大きな意

味を持つ．

　本法の特徴をよく示す一例として，マウスの各系統で，

自然小亭出現頻度が加齢に伴って変化するか否かを毎月

同一個体から採血して評価する研究がMMS研究会の共

同研究として行われた（Sato　et　al．，1995）系統によ腹

多少差はあるが1年以上にわたりほとんど変化のないこ

とが判明した（Fig．3）．従って，試験の材料とすると

きに動物の適齢に対しては頑健な手法であり，その他の

要件により増齢を選ぶことが可能である．

　ユひ
萎15

募1。

窪，

o

c1）・1

36

り，これらのデータはラットを用いたものの方が圧倒的

に多い．そこで，ラットを用いる小核試験が重要な役割

を果たすことになるが，ラットでは脾臓で小核赤血球は

破壊されてしまうので，末梢血を観察対象とするのは困

難であると考えられている．しかし，MNRETが末梢血

流に出てから破壊されるまでにごく幼若な網赤血球を観

察対象とすることにより，小藩観察が可能であることが

MMS研究会での大規模なバリデーション研究により証明

され，ラットもマウス同様試験動物として用いることが

可能であることが判明した（Wakata　et　al．，1998），さら

に，末梢血小核試験を一般の毒性試験に組み込むことが

可能か否かを調べるための共同研究がMMS研究会で行わ

れた（Hamada　et　a1．，2001）．その結果，紡錘体形成阻

害剤での反応が明確でなかったが，その他のモデル化学

物質では小核の誘発性が確認され，一般毒性試験に組み

込むことが期待できる結果となった．現在ICHにおいて，

遺伝毒性の見直しが行われている（S2（Rl））．そこでは，

動物愛護に関する3Rの概念に基づき，一般毒性試験に組

み込みが可能な場合には，実験動物の共用を認める方向

性が打ち出されている．

　10
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Fig．3　CD－1マウスでの自然発生小核に対する加齢の影響

　各種試験法はそれぞれに最適な標本作製時期があり，

同一個体から各種のデータをとることに無理があった

が，微量の採血のみであれば他の指標に大きな影響を与

えることは少ないので，他の試験と組みあわせることが

可能になった。現在トランスジェニックマウスを用いる

加廓0での遺伝子突然変異を検出する系が，安全性評価

に用いられるようになっている．その系と末梢血を用い

る小核試験を組み合わせると，突然変異と染色体異常を

同時に加陥。で調べることができ，この分野に大きな展

開をもたらすことが期待できる（Hayashi　et　aL，1994c；

Kohara　et　al．，2002a，　b；Suzuki　et　al，，1993，1994，

1995）．

　網赤血球を用いる方法は，脾臓で雄核赤血球が破壊

されない点を考えてマウスを対象とすることに問題はな

い．しかし，小核試験の結果を総合的に評価するには，

一般毒性のデータや薬物動態学的なデータが重要であ

6．　骨髄以外の組織を用いる小的試験

　緒言にも記載したように，化学物質の安全性評価を評

価するに当たり，遺伝毒性に関する評価の重要性が増し

ている．すなわち，対象とする化学物質にがん原性が認

められ，かっ遺伝毒性がそのメカニズムであることが判．

明した場合，閾値がない重要な毒性と見なされ，一日摂

取許容量が設定されない．これまでは細菌を用いる復帰

突然変異試験の結果のみで，このような決定がなされて

いたが，‘ ﾅ近では発がんの標的臓器において遺伝毒性

が認められるか否かが重要視されるようになってきた．

DNA損傷性に関しては単細胞ゲル電気泳動法（コメット

アッセイ）により，発がんの標的組織において評価が可

能であり，遺伝子突然変異に関してはトランスジェニッ

ク動物を用いるこ・とで，各組織での評価が可能である．

ただし，遺伝毒性の主要標的の一つである染色体異常誘

発性を，造血組織以外で評価できる優れた試験系がな

かった．しかし，現在では小網試験を多臓器に対して行

うことが可能になってきた．2005年目開催された「遺伝

毒性試験に関する国際シンポジウム」において，それら

の試験が評価され，多臓器で染色体異常誘発性を評価す

る手法として認められるようになった，本稿末に，多臓

器小核試験の概略を紹介し，前記論文に収載されていつ

多臓器小核試験の結果一覧を出版社の許可を得て掲載す

る（Appendices）．
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6．1肝臓を用いる小面試験

　肝臓は体内に取り込まれた化学物質の代謝を司る主要

臓器であり，がん原性を始め，多くの毒性の標的となる．

肝細胞を標的とした小池試験の歴史は古いが（Tates　and

den　Engelse　1989），近年幼若なラットを用いる手法が共

同研究により評価された．小核の生成には細胞分裂が必

須であり，肝細胞のように分裂頻度が低い臓器において

は，部分肝切除や肝毒性物質を事前投与して肝細胞の分

裂を促す必要があった．しかし，生後4週程度の幼若な

ラットにおいては肝細胞の増殖が進行していると共に，

薬物代謝能を有することも判明しているので，小幕試験

の標的組織として受け入れ可能である．

6．2　大腸を用いる小寒試験

　大腸も比較的発がんの標的となりやすい臓器であり，

腸上皮の基底部では細胞分裂が盛んであり，小核誘発性

を評価することが可能である．

6．3　皮膚を用いる小核試験

　皮膚は体表を覆う大きな組織であり，常に様々な化学

物質に暴露されている．また，発がんの標的ともなる組

織で，特に光により活性化される化学物質の評価には重

要な組織である．

6．4　生殖細胞を用いる小核試験

　生殖細胞は発がんの標的組織としての重要性は不明で

あるが，遺伝毒性をがん原性の予測のみならず，次世代

への影響を評価する試験法と位置づけた場合にはもっと

も主要な臓器である，これまで多くの化学物質について

試験されてきたが，その評価の戦略が固まっているとは

言い難く，今後更に重みを増した評価・解釈は必要であ

ると考える．

7．　行政への対応と今後の課題

　小核試験は生体内における遺伝毒性の発現を見る手法

としてもっとも汎用されている試験法であり，医薬品を

始め，、化粧品および部外品，食品添加物等食品関連物質，

農薬，工業化学物質等の安全性を評価する上で重要な役

割を果たしてきた．特に生体内でのDNA損傷性や，遺伝

子突然変異誘発性を評価する試験系が十分バリデートさ

れていなかった時代には，ほぼ唯一の試験系として用い

られてきたが，今後はそれぞれの指標について適切な試

験法が選択される必要があるものと考える．

　小面試験はその表現系の単純さ，特に末梢血を用いた

場合には観察対象細胞の均一性もあり，機械的な測定法

の適用が進められてきた．画像解析手法を用いた手法と，

フローサイトメトリーを適用した手法がある．現在は後

者が主流を占め，幼若赤血球を識別する免疫学的手法の

導入以降，かなり普及してきた．この手法は，遺伝毒性

試験に関する国際シンポジウムでも取り上げられ，行政

への申請資料として受け入れ可能であるとの合意が得ら

れた．また，これを受けて，ICHにおいてもフローサイ

トメトリーによる評価が認められる方向にある．ここで

の懸念事項は，フローサイトメトリーを用いた場合には，

観察細胞数を増やすことが容易であり，細胞を解析の単

位とした場合には統計学的な検出力が高まることである

（Torous　et　al．，2006）．これは化学物質の小官誘発性能

を感度よく検出することを意味するので，歓迎すること

であると考えられる．しかし，微妙な小減誘発性を検出

することの意義について考える必要があり，言い古され

た表現ではあるが，「統計学的有意性と生物学的有意性」

について改めて考える必要が出てきた．ただし，統計解

析の単位を細胞ではなく動物個体とすることで，個体問

の差が明確になり，全体としての検出力はそれほど高ま

らないことが判明した（Asano　et　aL，2006）．

　遺伝毒性全般の問題としては，評価と解釈に関する戦

略の問題がある．これまでは遺伝毒性あり，なし，と

定性的に評価してきたが，今後は暴露の評価も加味し，

最終的にヒトのリスクとして考える必要がある．Sofumi

らは，代表的な変異原についても，暴露証明はあるが

突先変異が誘発されない濃度領域のあることを証明し

ている（So釦ni　et　al．，2000）．暴露量，　DNA修復機能

等も十分考慮した評価を心がける必要がある．これは，

ヒトの化学物質に対する暴露形態でもある，複合暴露を

考える上でも重要事項である．今後は，EUのREACHに

代表される動物愛護の観点も取り込んだ戦略が必要で

あり，ICH　S2の改訂，　OECDにおける毒性試験法ガイド

ライン等を注目する必要がある．
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Appendix　l
T池les　of　micmnucleiおsa　resul醐in　hver　colon㎝d　s㎞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　，

ISp㏄i血。　lissuebrgan】

bhemic田
MMn　e甲hr〔囎 MMn　dle　sp㏄i血。伽udo㎎劉n

Result　Re艶rence Result　Re艶rence

【Ljver1

2－Ace　laminofluorene 十 ［1］ 払 ［2；［3］；［4］；［5］

4rA㏄　1arn㎞onuo㎜e 一

［6］
一

［3］

A　㎞de 1 ［7］ 十 ［8］

4．Aminobi　hen　l 十 ［7］ 十 ［9］

Amsacdne二一AMSA 十 ［2］ 十 ［2］

o．An出㎜ihc　acid 一

［

■
5

レAsco丘）ic　acid
一

［10］
一

［5］

Au㎞ne　O 一

［7］ 十 ［8］

Benzene 十 ［1］
鱒

［2］；11

K）lac田rn
一

［10］
一

［5］

C曲on　te加chlodde 一

［7］
一

11］

Clo五b蜘e 十 ［8］

4一（＝】¶oroo－phenylenediarn血e

bPDA）

十 ［12］
一

［13］

clo　ho　hamide 十 1 ＋／． 2；［4］；［5］

2，4Diaminotoluene 1 ［7］ 十 ［5］

Di（2－e出ylhexyl）⇔h廿囲ate
一

［7］
一

［13］

Die血ylni廿osamine 一
［7］’ 十 ［14］；［15］；［9］；［2］；［4］；［16］

炉Dimelhy㎞n（トazDbenzene

v
一

［7］ 十 ［13］

4－D㎞ethylalnho－3，一

高?olazobenzene

一

［2］ 十 ［2］

◎Dime血ylaminQPhenylazo－

b?獅囓Riaπ）le

一
十 ［3］

7，12－D㎞e血lbenz［α］an血㎝e 十 ［1］
一

［4］

D㎞ethy㎞tK）samille 十 ［1］ 十 ［13］；［14］；［15］；［9］；［8］；［3］

升 1；18］

1，1－Dimeth　lh　d藺ne 十 ［7］ 十 ［9］；［5］

1，2－Dimelh　lh　d舳ne 十 ［7］ 十 3

2，4－Dini廿D輸luene
一

［19］． 十 ［5］

1，4－Dioxane μ ［7］；［20］ 十 ［20］

Eth　lmethanesuhbnate 十 ［1】
一

［21］

E血㎞tK）sourea 十 ［1］ 十 15；2
5－FluOK）urac皿 十 ［1］ 十 ［2

Ko●ic　acid 十 ［13
一

［13］

D－Manni敦）1
一

［10］
一

［5］

Metho　chlor 一
［5

一

［5］

4，4’一Me出lened㎞血ne　A 冒
［13］

一
［13］

Melh　lme廿旧nesuHbn説 十 ［1］
一

［13］；［15］

Mi彼）m　cinC 十 ［1］ 十 ［2］；［4］；［5］

2－NitK）fluOlene
一

［4 十 ［4］

ハ乙Nit㎜mo　holine 十
［

十 ［22
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Phena2K）　●dine　h（㎞hlodde 十 十 5

Po臨i㎜chDm鷹（IV）
@2CK）4）

十 ［1］ 十 ［2］

Pro　iolac眠〕ne
一

［7］ 十 ［9］

鮮　　　1血（㎞vlaz（）be㎜e 一
3】

Q面no㎞e 1 13 十 13

Selenious　acid　　2SeO3） 十 ［2］ 十 ［2］

S　　eoxide 一 十 8

ひToluidine 十 13
一

13］

【Colon　epithehum】

Ca出endaz㎞ 十 23；24；25 十 ［26］

一
［26］

Colchicine 十 ［1］；［26］；［27］；28；［29］；［30］ 十 ［26］

clo　h　hamide 十 1；［28；［31］；［32】 十 32

12－D㎞ethy血y（h曲e 十 ［7］ 十 ［34］；［26］；［32】；［35］；［36］；［33］

幽
［26］；［31］；［32］；［33］

Griseof田v血 一 ；26 十 26

Me出1ni血℃sou駕a 十 ［7］
十 ［34］

M蝕⊃minC 十 ［1］；［28］； 十 ［34］

TUbulazole 十 26］；28；30 十 ［26

1s㎞】

Acetone
一　　　．

［37］ 一＊ ［38］；［39］

一
［40］

2－ace　㎞o且uo㎜e　2一 十 41 十 42

An㎞cene 一
43

Benzαan忌日cene 1 十 43

Benzene 十 1
一

42

Benzoα　　e 十 1 十＊ 44；38；43；45

B㎜［θ］　e 一
43

C田echol 十 46
一

42

Chlysene 十＊ ［38］

m43］

C㎞a且oxadn　C　　＋UVA ＋o捌 ［47］

Colchicine　COL 十 1 十 42］

Cycloph（遷ph㎜i（狛 十 ［1］
一

42

十 ［48］

Dibenz［②c］an㎞cene 十 43］

Dib㎝z［効］an㎞Dene 十 7］ 十 ［43］

Dichlorvos
一

十＊ 49

Die出㎞bes甑）l　ES ■
1

一
［42］

15，16－Dihy（hDcyclopenta［α］．

??獅≠雌�Mene－17・one

一
［45］

15，16・D血yd副1－mdhyl（ツcl（〉

@　　α　henanthene－17＿one

十 ［45］

7，12－Dime出ylb㎝z［α］an㎞cene 十 ［1］ 十＊ 38；39；［50

十 ［44］；［43］；

1，2－Dime出yl　Hyd曲e　dihyd1D－

モ撃盾窒奄р

十 ［7］ 十 ［42］

17－E甑hol 一

［

一
42
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2－Eth　Llβ上exanediol 一
48

淋E止yL酔㎡仕。・昂

獅演ﾁso　　’dhl　　G

十 ［51］ 十 ［44］；［48］

5－FluOmu画15一 十 1 十 ［42］

Hd舩neHCl 十 ［7］
一

42

H　　　’one 十 ［46］
一

42

o．HdK）　ihenl 一
42

Levofloxacin　　　＋UVA 一〇副 4

Lome且oxacin　　　＋UVA ＋omI 4

6．M　　碇）u血e 十 ［1］ 十 42

3－Me出1cholani㎞ne 十 ［43］

Mdhソl　mdhan（畑onaむ3 十 ［1］ 十＊ ［39］

十 ［40］；［42］

皿M晦1・解nitm・痒

P宜troso　　．dine　　G

十 ［1］ 十 ［44］

Mtornycin　C 十 田 十 ［40］；［48］

Nickel　chlodde　iCE 一

．1 42

NitK）henol 一
48

4Ni　　’o㎞e　l－oxide　4N 十 52 十 44

一
7

一
［42］

榔「itn）sodiethylam血e（DEN） ±Iver

［16］

e 一 38；43

TPA 一
39

TPA＋mezelein 十 53

TdchlOK）e山1㎝e 一
48

Tde出Ien㎝elamine 十 1 十 54

U蝕hane 十 1 十 38

Vhfb㎞ne 十 55 十 42；48

．紬bneviahons：

TPA；Phofboト12－my血ale－13－a㏄圃e

＋：posidve，一：ne幽ve，1：inoonclusive（Le．，1h㏄we【e　oon圃ctoly副ts　fiDm　d櫨e【ent　klbo倣）ries）．

＊：㎞viv（血vi仕。　m（海（xi
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Appendix　2

Tables　of　micronuclei　assa］［esults　on　s ㎜a丘ds

Compound Me重hoda Sp㏄ies No．　of No．　of No．　of Stag〔忍廊圃 Resuhs Re藍

敏db doses anima1S SPD1

翻A（甥㎜ide S M 3 45 10㏄」 dia］dnesis．M㎜ 一
［56］

2000 d旺SPG－　1破）lene 十

Ac【y㎞㎡de D R 3 5 2000 dplot㎝e　di団dnesis 一
［57］

la㎏pachytene 一

1破）tene 十

Aαy㎞de S R 3 5 1000 Diakinesis
一

［58］

dipk）tene
一

d置SPG／㎎l　totene 十

Bu伽五ene S M 3 5 2000 1叙emeiodc　p【pph蹴 一
［59］

di丘SPG躯e1叩t／early 十

K）hase

Bu励ene S M 3 3－5 1000 ㎞emeiodc　pmphase 一
［60］

p爬lqpt／early　p蚊）phase
一

d置SPG／　1岐）tene 十

Bu舳ene D R 2 4・5 2000 dplo紀ne　dぬ㎞es嬉 十 ［61］

diologpαdde ㎞epachytene 十

1童otene 十

Calもendaオm D ㎞ 3 6 1500 ．S　eI 十 ［62］

S　eV 十

S　eVH 一

Chlo捌 S M 3 5 玉000 diakinesis－MI 一
［63］

hyd田1e k脚紀ne一勿got㎝e 一

prelgP質）tene 十

stem㏄n　SPG 十

S M 1 2－3 2000 Pachy陀n舳a㎞（魎 一
［64］

Re1航）㎞ 一

Slem　ceH　SPG 十

1，2．34 S M 2 5 2000 diakines慰 十 ［65］

diq℃xybu由ne meio廿。　divisions

d猷SPG／Ie1ωtene 十

1，2．34 S M 2 4－5 1000 Diakinesis
一

［60］

diq）oxybu倣e diplo㎞e 十

zygotene
一

d憾SPGO　l候）麓ne 一

12βヰ D R 2 牛5 2000 diがotene曲㎞es捻 十 ［61】

diqx））Ψb破me late　p㏄hy㎏ne
一

P亜elgP眠）tene 十

団em㏄ll　SPG 十

1；2，34 S R 4 4－5 鞠1000 Diakinesis
一

［60】

diq）oxyb血ne diplotene 十

zygotene 十

d置SPG．　1棚ene 十

3ゴ牛 S M 3 5 2000 diakines柵MH 一
［65］

uにne d皿SPGI　l杖）tene 十

34 S M 2 5 1000 Diakinesis
幽

［60］

q）oxybutene diplotene
一

d置SPG．1el敵）1ene 十
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3，4一

ｨ岬b砿ene

D R 5 4－5 2000 dplo麓ne　dia㎞es櫓

墲?垂≠モ?剔ﾙne

福?汲o杖）㎞e

uem　ceU　SPG

十十十〇 ［61］

34
b）籾bu㎞e

S R 2 牛5 1000 Diakinesis

р奄垂b狽?獅?

湿SPG－　　I　tot㎝e�

十十� 60］

toposide� � � � －5� 000� iplot㎝e　dia短nes魯撤

?垂≠モ?凾lｿne　

撃狽順qe�

十十� 57］

� � � � 000� i　Iotene・diakinesis� � 66］

血）ne� � � � � 000� φlotene・dia㎞es旭C

qES�
� 66］

mme　ha蛤MI� �

mme　hase－MI� �

otassi㎜b

j）mate�

� ouse� � 0� 000� pem圃Qgon観s臨ce皿s一脚

№盾高奄＝^�

�
67］

dchloro－d

?@lene�

� � � � 000� relqptotene硲取pachytene� � 63］

⑩phOs－h

≠高奄р�

� � � 5� 000� jakhlesis㎜〉㎜d

?dSPG－re1破）tene�

十�
68］

rqphos－p

?≠高奄р�

� � � � 000� ipLdiak臨

垂≠モ?凾狽?獅?@

激ﾖtene�

十十� 69］

d㎞）ne� � ouse� � � 000� iplo瞭xHakin（細P

高高?Sha誇MIP

高高?@hase．MH�

：� 66］c

P．16� � ouse� � � 000� i　lotene－dakinesis� � 66c

alもenda：ゴm� � � � � 500．� 捻geI．S

狽≠№?@VS

@eVH�

十一� 62］c

otassiumb

高高≠狽?�

� ouse� � 0� 000� pemaatQgon観stem　ceUs－s �
67】d

hlo副h

凾эX�

� ouse� � －3� 000� achy㎏n（x五a㎞es嬉P

獅?剣黷o重otenS

q㏄HSPG�

十�
70］e

：S：suspension　me山。（L　D：d㎞on　method

：M：mouse，　R；戯

；CREST血ining
：Ih　drin】dng　water　fbr　8　weeks，　and－kinetochole　FISH

：CREST　and　FISH
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有機スズ化合物の生殖発生毒性

江馬眞

Reproductive　and　Developmental　Toxicity　of　Organotin　Compounds

Makoto　Ema

Organotin　compounds　are　chemicals　widely　used　in　agriculture　and　industry．　Widespread　use　of　organotins　has

caused　increasing　amounts　to　be　released　into　the　environment．　Organotins　show　many　aspects　of　toxicit第such

as　immunotoxicity；neurotoxicit第and　reproductive／developmental　toxicity．　However，　the　reproductive　and　devel－

opmental　toxicity　of　organotins　is　not　well　understood．　The且ndings　of　the　studies　on　reproductive　and　develop－

mental　ef艶cts　of　organotin　compounds　in　mammals　were　summarized　in　this　review．

Keywords：Organotin，　reproductive　toxicit払developmental　toxicit第implantation　f亘ilure，　teratogenicity

1．はじめに

　有機スズ化合物は農業や工業の分野で広く使われてい

るL2）．四価のスズ化合物は主に他の有機スズ化合物生

産の中間体として使用されている．三野の有機スズ化合

物は殺生物作用を有しており，防徽剤，ダニ駆虫剤，ネ

ズミ駆散剤，軟体動物駆除剤等として，また，船底防亭

亭として広く用いられている．特に，トリフェニルスズ

（TPT）とトリブチルスズ（TBT）は藻類駆除剤，軟体動

物駆除剤として，防汚剤製品中によく使われてきた．二

価の有機スズ化合物は商業上で最も重要な誘導体であ

り，主にプラスティック工業の分野でポリマーの劣化を

防止するためにポリ塩化ビニル（PVC）プラスティック

の熱，光安定剤として使われている．一価の有機スズ化

合物はPVCの安定剤として使用されている．有機スズ化

合物の生産量をTable　1に示した。

　近年の有機スズ化合物の広範な使用により有機スズ化

合物による環境汚染の懸念が高まっている．農薬として

の使用以外の有機スズ化合物の環境汚染の経路は，PVC

プラスティックの安定剤として使われた有機スズ化合物

の水中への溶出であり3），また，船底防汚剤としての使

用が水環境汚染の原因となっている4）．海棲生物5’7）や海

産物a12）からTBTやTPTが検出されており，カキ13），泥

ガニ14），ムールガイ15），チヌークサーモン16），イルカ，

マグロ及びサメ17）における食物連鎖によるTBTの生物濃
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Makoto　Ema；Kamiyoga　1－18－1，　Setagaya，　Tokyo　l　58－8501，

Japan；Phone：＋81－3700－9878；Fax：＋81－3－9700－1408；E－mail：

ema＠n韮hs．gojp

Table　1．スズ化合物の生産量

物　質　名 CAS 生産量（トン）

Dibutyltin　dichloride 683－18－1 10，000－15，000

Dibutyltin　dilaurate 77－58－7 1000－5000
Dibutyltin　maleate 78－04－6 500－1000
Dibutyltin　oxide 818－08－6 1000－5000
Dibuty［tin　bis

i2－ethylhexylmercap－acetate）

10584－98－2 7，500－12，500

Dibutyltin　bis

iisooctyl　mercap－acetate）

25168－24－5 Not　avanable

Dimethyltin　dichloride 753－73－1 1，000－5，000

Dimethyltin　bis

i2－ethylhexyl　mercap－acetate）

57583－35－4 5，000－10，000

Dimethyltin　bis

iisooctyl　mercap－acetate

26636－Ol．1 Not　availabIe

Dioctyltin　dichloride 3542－36．7 5，000－10，000

Dioctyltin　bis

i2－ethylhexyl　mercap－acetate）

15571－58－1 7，500－12，500

Dioctyltin　bis

iisooctyl　mercap－acetate）

26401－86．5 Not　available

Monobutyltin　trichloride 1118－46－3 1．0，000－15，000

Monobutyltin　tris
i2－ethylhexyl　mercap－acetate）

26864－37－9
2500－7500　，　　　　　　　　，

Monobutyltln　tris
iisooctyl　nユercap－acetate）

25852－70．4 Not　avai！able

Monomethyltin　trichlorlde 993－16－8 1，000－5，000

Methyltin　Reverse　Ester　Tallate 201687－57．2 7，500－10，000

Monomethyltin　tris
i2－ethylhexylmercap－acetate）

57583－34．3 5，000－10，000

Monomethyltin　tris
iisooctylmercap－acetate）

54849－38－6 Not　available

Mono－octyltin　trichloride 3091－25－6 1，000－5，000

Mono－octyltin　tris

i2－ethylhexylmercap－acetate）

27107－89－7 2，500－7，500

Mono－octyltin　tris

iisooctylmercap－acetate）

26401－86－5 Not　available

Tributyltin　chloride 1461－22－9 2500－3000
Tetrabutyltin 1461－25－2 10，000－12，500

Tetraoctyltin 3590－84－9 2，500－7，500

Tin　Tetrachloride 7646－78－8 20，000－25，000

出典：ORTEP　Association．2004、　Global　production　data
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縮またコイ10）及びカブトガニ18）における食物連鎖に

よるTPTの生物濃縮が報告されている．ヒトは海産物を

通じて有機スズを摂取しており，滋賀県人のTBTの1日摂

取量は4．7－6．9ドg（1991年），2．2－6．7粋g（1992年），TPT

の1日摂取量は4．7－6．9昌g（1991年），22－6．7μg（1992年）

であり19），また，1998年のトータルダイエット方式調査

による日本人の1日摂取量は，TPT：0．09μg，ジフェニル

スズ（DPT）：0戸g，　TBT：1．7μg，ジブチルスズ（DBT）：

045μgと報告されている19）．これらの値はFAOバVHO合

同残留農薬専門家会議によるTPTの許容1日摂取量（25

μg）20）及びthbutyltin　oxide（TBTO）の経口曝露指針値（18

μg）21）よりも低く，海産物中の有機スズ濃度はヒトの健

康に悪影響を及ぼすほど高くはないIL19）と考えられる

が，Belfbidら（2000）9）は，ヒトの健康影響の可能性に

ついて結論を下すためには海産物中のTBT含量について

の更なる研究が必要であると述べている．

　近年，環境汚染物質による内分泌系の障害の結果，野，

生動物の生殖に対する悪影響が惹起される可能性が指摘

されている22）。TBT及びTPTは内分泌撹乱作用が疑われ

る物質とされており23），低濃度で巻貝のインポセックス

（imposex：雌にペニスと輸精管が形成される現象），さ

らに繁殖障害を引き起こす24）ことから，哺乳類における

生殖発生毒性が懸念されている．

　有機スズ化合物の一般毒性については古くから比較的

よく知られている2P　21’25’28）が，生殖発生毒性の理解は十

分ではない．本稿では，Ema　M　and　Hirose　A（2006）29）

Reproductive　and　developmental　toxicity　of　organotin　com－

pounds．　In　Metals，　Fertility，　and　Reproductive　Toxicity，

CRC　Pressの実験動物における生殖発生毒性の項を基に

最近の新たな知見を加えて，有機スズ化合物の生殖発生

毒性について概説した．

2．フェニルスズ化合物の生殖毒性

2－1　トリフェニルスズ（TPT）の生殖毒性

　TPTは昆虫の不妊化剤として知られている30）．　Table　2

にTPTの生殖毒性試験の結果を示した．雄に対する影

響として，100または200ppmのtriphenyltin　hydroxide

（TPTH）を含む飼料を64日間与えた雄Sha㎜anラットを

無処置雌ラットと繰り返し5回交配させたところ，体重

増加及び摂餌量の著しい低下とともに，受精率，出産生

児数及び交配あたりの生児数の低下が認められたが，摂

餌量の回復とともに受精率が回復したことが報告されて

いる31）．Holtzmanラットに20　mg／kgのtriphenyltin　acetate

（TPTA）またはtriphenyltin　chloride（TPTCI）を19日間混

餌投与したとき，体重及び精巣重量への影響が顕著で

あった．精巣では，精細管の精上皮細胞層の減少，ス

テージの進行した精上皮細胞の減少及び精細管腔の狭小

化等の精巣の退行性変化がみられ，TPTAを投与したと

きにより強い毒性が観察されている32）．同様に，20mg／

kgのTPTAまたはTPTCIのHoltzmanラットへの20日間混

餌投与により精子形成が障害されたが，70日間正常飼料

を与えると精子形成の完全な回復がみられた33）．ICR／Ha

SwissマウスにTPTA（2．4，12　mg／kg）またはTPTH（1．3，8．5

mg／kg）を単相腹腔内投与，もしくはTPTA（6mg／kg）ま

たはTPTH（ll　mg／kg）を5日間連続強制経口投与した後

に，無処置雌と交配させ，妊娠13日に剖検した結果，優

性致死作用は認められなかった34）．

　TPTの雌動物における生殖毒性についても報告があ

る．20mg／kgのTPTAまたはTPTCIのHoltzmanラットへ

の4日間混餌投与により，成熟卵胞の減少，初期卵胞の

閉鎖の増加，黄体の著しい減少が観察されている35）．こ

のような現象は排卵の減少，延いては受胎率の低下の原

因となる．

　ラットの妊娠初期にTPTCIを投与したときの妊娠の成

立及び維持に対する影響が検討されている36）．Wistarラッ

トの妊娠0－3日遅3．1，4．7，6．3mg／kgまたは妊娠4－6日に

6．3，125，25．O　mg／kgのTPTCIを強制経口投与したとこ

ろ，用量依存的な着床阻害が引き起こされ，妊娠0－3日の

4．7mg／kg以上，妊娠4－6日の12．5　mg／kg以上で妊娠率の低

下が観察された，着床前期死亡率の増加は妊娠0－3日の4．7

mg’宝g以上でみられたが，　TPTC1投与群の妊娠が成立した

雌における着床数生存胎児数，着床前及び着床後の胚

死亡率は対照群と同様であった．これらの結果は妊娠初

期に投与したTPTC1は着床阻害作用を示し，着床前に投

与した方が強い影響を及ぼすことを示している．

　子宮内膜の正常な機能は胚生存のために重要であり，

子宮の脱落膜化は正常な着床及び胎盤形成，その後の正

常妊娠の維持に必須である．偽妊娠動物における内膜創

傷による子宮内膜の変化は，胚の着床によって惹起され

る妊娠子宮における脱落膜反応と同様であり37β8），着床

に関連した母体の生理学的変化のモデルとなりうる37）．

この方法を用いて脱落膜反応を誘起することにより化学

物質の生殖発生毒性を母体と胚／胎児とに分けて検討す

ることが可能となる3雰41＞．TPTC1の着床阻害作用の原因

を明らかにするために，子宮機能に対する作用が偽妊娠

Wistarラットを用いて検討されている42）．ラットの偽妊

娠0－3日にTPTCI（3．1，4．7，6．3　mg／kg）を強制経口投与

し，’偽妊娠4日のll：00から13：00の問に麻酔下で偽妊娠

ラットの子宮内膜を創傷することにより脱落膜反応を誘

起し，偽妊娠9日の子宮重量を子宮脱落膜化の指標とし

て測定した43）．その結果，子宮重量の低下（子宮脱落膜

化の抑制），偽妊娠4及び9日の血清中プロゲステロン低

下が4．7mg／kg以上の投与でみられた．この投与量は妊

娠0－3日に投与したときには着床前胚致死を引き起こす
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Table　2フェニルスズ化合物による生殖毒性

物質名 動物種 投与量 投与日 投与経路 生殖発生毒性 著者

TPTH

TPTA
TPTCl

TPTA
TPTC1

TPTA

TPTH

TPTA
TPTCl

TPTCl

TPTCI

DPTC1

DPTCl

Shamlanラット 100－200ppm

Holtzmanラット　　　20　mg／kg

Holtzmanラット　　　20　mg／kg

ICRπ｛a　Swiss

マウス

Holtzmanラット

Wistarラット

Wistarラット

Wistarラット

Wistarラット

2．4－12mg／kg

6mg／kg
l．3－8．5mg／kg

llmg／kg

20mg／kg

4．7－6．3mg／kg

12．5－25　mg／kg

4．7－6．3m砂kg

16．5－24．8mg／kg

33．3mg／kg

4．1－24．8mg／kg

64－238日

tg日

20日

1日

5日
1日

5日

4－24日

妊娠0－3日

妊娠4－6日

偽妊娠0－3日

妊娠0－3日

妊娠4－7日

偽妊娠0－3日

経口（混餌）

経口（混餌）

↓生存児のある母体数

↓同腹引数佼配
↓精巣サイズ

↑精巣の形態学的変化

経口（混餌）．　　↑精子形成過程の障害

腹腔内

強制経口

腹腔内
強制経口

経口（混餌）

強制経口

強制経口

強制経口

強制経口

．強制経口

強制経口

優性致死作用なし

優性致死作用なし

優性致死作用なし

優性致死作用なし

↓成熟卵胞数

↑初期卵胞の閉鎖数
↓黄体数

↓妊娠率，↓胎児体重

↓妊娠率

↓子宮内膜脱落膜化

↓血清プロゲステロン

↓妊娠率，着床前胚死亡

↓胎児体重

同上，↑着床後胚死亡

↓子宮内膜脱落膜化．

↓血清プロゲステロン

Gains＆
Kimbrough　（1968）

Pate＆Hays
（1968）

Snow＆Hays
（1983）

Epstein　et　aL

（1972）

Newton＆Hays
（1968）

Ema　etaL（1997a）

Ema　et　aL（1999a）

Ema　et　aL（1999b）

Ema＆Miyawaki
（2002）

TPTH：Triphenyltin　hydroxide，　TPTA：Triphenyltin　acetate，　TPTCL　Triphenyltin　chloride，　DPTCI；Dipheny【tin　dich【oride．

量であった36）．これらの結果は，TPTCIはプロゲステロ

ン低下を伴う子宮内膜の脱落膜化抑制を惹起し，これら

がTPTCIによる着床阻害に関与していることを示唆して

いる．TPTCIの子宮の脱落膜化抑制及び着床阻害作用に

対する卵巣ホルモンの作用を検討したところ，プロゲス．

テロンとエストロンの投与はTPTCIを投与した卵巣摘出

ラットの脱落膜化を維持し，4．7mg／kg以上のTPTCIとプ

ロゲステロンを併用投与したラットの妊娠率及び着床数

はTPTCIを単独投与したラットよりも高かった44）．これ

らの結果か．ら，TPTCIによる子宮内膜の脱落膜化抑制は，

少なくとも部分的には，卵巣ホルモンを介しており，ま

たプロゲステロンはTPTClによる着床阻害を防御するこ

とが示された．

2－2　ジフェニルスズ（DPT）の生殖毒性

ラットに経口摂取されたTPTは，ジフェニルスズ（DPT），

モノフェニルスズ（MPT）さらに無機スズに代謝される

4547）．DPT化合物の生殖毒性試験の結果をTable　3に示し

た．Diphenyltin　dichloride（DPTCI）の妊娠成立及び妊娠

維持に対する影響についてラットを用いて検討した48）．

DPTCIをWistarラットの妊娠0－3日に4，1，8．3，165，24．8

mg／kg，妊娠4－7日に8．3，165，24．8，33．O　mg／kgを強制

経口投与したところ，妊娠率の低下が妊娠0－3日の24．8

mg／kg，妊娠4－7日の33．O　mg・辰gの投与でみられた．妊娠

0－3日の165mg（48μmo1）／kg以上の投与で着床前の胚

致死が増加したが，妊娠の成立した雌の着床前胚死亡率

は対照群と同様であった．着床後胚死亡率は妊娠4－7日

の33．O　mg／kg投与で上昇した．これらの結果から，妊

娠初期に投与したDPTCIは着床阻害を引き起こし，着床

前の投与は着床中及び着床直後の投与よりも作用が強

く発現することが明らかになった．妊娠0－3日の投与で

はDPTCIの親化合物であるTPTCIも4．7　mg（12μmol）／

kg以上で着床前胚致死作用を示す49）．モル投与量の比較

により，TPTCIの作用がDPTCIよりも強いことが明らか

なので，DPTCIまたはその代謝物がTPTCIの着床阻害作

用の原因物質である可能性は低いと考えられる，しか

しながら，TPT化合物はDPTCIを投与したラットの肝で

生成される47＞ので，投与されたDPT化合物の一部がTPT

として有害作用を発現している可能性があり，DPTの毒

性研究の際にはこのことを考慮する必要がある．TPTと

DPTによる生殖毒性の差異を明らかにし，その原因物質

を明らかにするためには更なる研究を要する．

　DPTC1の子宮機能に対する影響について偽妊娠ラット

を用いて検討されている。Wistarラットの偽妊娠0－3日に

4．1，8．3，16．5，24．8mg／kgのDPTCIを強制経口投与した

結果，16．5mg／kg以上の投与で子宮内膜脱落膜化の抑制，

偽妊娠4日及び9日の血清プロゲステロンの低下が観察さ

れた50）．これらの投与量はラントの妊娠0－3日に投与し

たときには着床前胚致死作用を示す量であった48）．これ

らの知見は，DPTCIはプロゲステロン低下を伴う子宮内
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膜の脱落膜化抑制を惹起し，これらがDPTCIによる着床

阻害の要因であることを示唆している．DPTCIの子宮内

膜脱落膜化抑制及び着床阻害作用に対する卵巣ホルモン

の作用を検討したところ，DPTCIを与えた卵巣摘出ラッ

トにおける子宮脱落膜化がプロゲステロンとエストロン

の投与で維持された50）．また，16．5mg／kg以上のDPTCl

とプロゲステロンを併用投与したラットの妊娠率及び着

床数はDPTCIを単独投与したラットよりも高かった．こ

れらの結果から，DPTCIによる子宮内膜脱落膜化の抑制

は，少なくとも部分的には，卵巣ホルモンを介しており，

プロゲステロンはDPTCIによる着床阻害を防御すること

が示唆された．

3．フェニルスズ化合物の発生毒性

　Table　3にフェニルスズ化合物の発生毒性試験の結果を

示した．妊娠6－15日のSDラットにTPTA（5，10，15　mg／

kg）を強制経口投与した実験では，10　mg／kg以上で母

体重増加抑制，15mg／kgで着床後気死亡の増加，5mg／

kg以上で胎児の骨化遅延の増加が観察されているが，明

らかな母体毒性を発現する投与量でも催奇形性は検出さ

れていない51）．同様に，妊娠7－17日のWistarラットへの

TPTA（15，3．0，6．0，9．0，12．O　mg／kg）の強制経口投

与により，9．O　mg／kg以上の投与で母体重増加抑制，着

床後胚死亡率の上昇及び胎児の骨化遅延がみられてい

るが，催奇形性は認められていない52）．TPTAの出生前

投与による児の生後の行動変化が報告されている．CFY

ラットの妊娠6－14日に6mg／kgのTPTAを強制経口投与し

た結果，母ラットに明確な毒性徴候はみられなかったが，

児の自発運動の一過性の増加及び離乳前の死亡率の上昇

が観察されている53），妊娠6－20日にTPTA（4，8mg／kg）

を強制経口投与したTokai　High　Avoiders（THA）ラット

の児では，シドマン回避学習試験での低回避率，E型水

迷路学習試験の逆転試験でのエラー数増加と到達点ま

での時間の延長等の学習獲得への影響が観察されてい

る54）．この実験では母体死亡及び体重増加抑制は8mg／

kgでみられたが，児の奇形はいずれの投与量でも観察

されなかった．

　SDラットにVancide　KS（TPTH）を強制経口投与した

実験では，妊娠1－7目の20mg／kg投与では吸収胚の増加

はみられなかったが，妊娠8－14日の15mg／kgの投与では

6母体中2母体でしか生児が得られず，妊娠14－20日の15

mg／kgの投与では6母体中4母体で生児が得られたことが

報告されている55）．しかし，この実験で使用した動物数

は少なく，実験方法の詳しい報告がなされていない．妊

娠6－15日のSDラットにTPTH（13　mg／kg）を強制経口投

与した実験では，母体重増加抑制及び着床後胚死亡の増

加が認められ，母体毒性と胎児体重及び胚／胎児死亡率

との相関性がみられたが，TPTHによる胎児奇形の発現

はなかった56＞．

　Wistarラットの器官形成期にTPTCIを強制経口投与し

た実験では，母ラットの体重と摂餌量の低下が妊娠7－9

日の3．l　mg／kg以上，妊娠10－12日または妊娠13－15日の6．

3mg／kg以上でみられた．着床唱導死亡率の上昇が妊娠

7－9日の6．3mg／kg以上，妊娠10－12日または妊娠13－15日

の9．4mg／kg以上でみられ，器官形成期の遅い時期ほど

胚致死作用が強く発現する傾向がみられた．さらに，妊

娠10－12日の12．5mg／kgまたは妊娠13－15日の9．4　mg／kg以

上で低体重胎児が認められたが，いずれの投与日及び投

与量でも奇形胎児の発現率の上昇はみられていない57）．

Table　3　フェニルスズ化合物による発生毒性

物質名 動物種 投与量 投与日 投与経路 生殖発生毒性 著者

TPTA

TPTA

TPTA

TPTA

TPTH

TPTH

TPTCl

Wistarラット

Wistarラット

CFYラット

THAラット

SDラット

SDラット

Wistarラット

5－15mg／kg

9－12mg徽9

6mg／kg

4－8mg／kg

20mg／kg

15mg／kg

15mg／kg

13mg／kg

妊娠6－15日

妊娠7－17日

女壬娠　6－14日

妊娠6－20日

妊娠1－7日
女壬娠　8－14日

妊娠14－12日

妊娠6－15日

強制経口

強制経口

強制経口

強制経口

強制経口

強制経口

強制経口

強制経口

63－125mg／kg　妊娠7－9日　　　　　　強制経口
9．4－125mg／kg　妊娠10－12日・13－15日　強制経口

↑着床後胚死亡，↓胎児骨化　Giavini　et　a1．（1980）

↑着床後胚死亡，↓胎児骨化　Noda　et　al．（1991a）

↑生後児死亡，　　　　　　　Lehotzky　et　al

↑児の自発運動（一過性）　　（1982）

↓児の学習獲得

↓妊娠率

↑着床後胚死亡，↓胎児体重

同上

↑着床後胚死亡

↑着床後目死亡

↑着床後胚死亡，↓胎児体重

Miyake　et　aL（199　D

Winek　et　aL（1978）

Chemoffet　al．（1990）

Ema　et　aL（1999c）

TPTA：Triphenyltln　acetate，　TPTH：Triphenyltin　acetate，　TPTC1＝Triphenyltin　chloride．
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4．ブチルスズ化合物の生殖毒性

4－1　トリブチルスズ（TBT）の生殖毒性

　Table　4にブチルスズ化合物の生殖毒性試験の結果を示

した．雄ICRマウスにTBTO（2，10　mg／kg）を2回／週の

頻度で4週間強制経口投与したところ，精子の減少及び

セルトリ細胞の空胞化が認められている58）．Wistarラッ

トを用いた2世代繁殖試、験において，FOの妊娠0日から

Flの離乳まで，さらに交配前，交配中，妊娠中，授乳中

を通じてF2の生後91日までのtributyltin　chloride（TBTCI：

5，25，125ppm：0．4，2．0，10．O　mg／kgに相当）の混餌

投与により，雄児に対する影響が報告されている59）．

125ppmのF1及びF2雄で体重増加が抑制され，精巣及び

精巣上体の重量低下，精子細胞及び精子数の減少が125

ppmでみられた．さらに，腹部前立腺重量低下及び精子

細胞減少がFlの125　ppm，　F2の25及び125　ppmで観察さ

れ，F2世代に対する影響はFl世代よりも大きかった．血

清エストラジオールの低下が125ppmでみられたことか

ら，著者らはこれらの変化はアロマターゼ抑制による影

響であり，TBTCIは雄ラットにおいて弱いアロマターゼ

抑制因子として作用していると述べている．

　上記の2世代繁殖試験における雌児ラットへの影響が

報告されている60）．125ppmのFO及びFl雌動物におい

て，膣開口遅延，性周期の乱れ，妊娠中の体重増加，児数，

児体重及び生児分娩率の低下が観察されている．肛門生

殖突起間距離（AGD）の体重による補正値6Dは，5ppm

以上のF1の生後1日，125　ppmのF1の生後4日及びF2の

生後1日及び4日で高かった．これらの結果は，生涯にわ

たるTBTCI曝露が雌ラットの性発生と生殖機能に影響す

る可能性を示しており，著者らは雌のAGD延長はTBTCl

の男性化作用を示唆していると述べている．

　妊娠の成立及び維持に対するTBTC1の影響について

Harazonoら　（1996；1998ab）62）63’64＞，　HarazonoとEma

（2000）65）に℃よりWistarラットを用いて詳しく調べられ

ている．妊娠0－7日にTBTCI（8．1，12．2，16．3　mg／kg）を

強制経口投与したところ，12．2mg／kg以上で母体重の

増加抑制，8．l　mg／kg以上で摂餌量低下がみられ，着床

阻害は母体毒性が認められた12．2mg／kg以上で観察され

たが，妊娠の成立した雌においては黄体数，着床数及

び胚死亡数にTBTCIの影響は認められなかった62）．妊娠

阻害がTBTClそのものによるのか，母体の摂餌量低下に

よりもたらされた栄養不良によるものかを確認するた

めに，ペア・フィーディング（PF）試験を行ったとこ

Table　4　ブチルスズ化合物による生殖毒性

物質名　　動物種 投与量 投与日 投与経路 生殖発生毒性 著者

TBTO

TBTC1

ICRマウス

Wistarラット

TBTCl　　Wistarラット

TBTCI　　Wistarラット

TBTC1 Wistarラット

TBTCI　　Wistarラット

DBTCI　　Wistarラット

DBTCI　　IRCマウス

DBTCl　　Wistarラット

MBTCI　　Wistarラット

2－10mg！kg

25－125ppm

5－125ppm

4週間
（2回／週）

2世代

2世代

12．2－16．3mg／kg　妊娠0－7日

16，3－32．5mg／kg　妊娠0－3日

163－65．lmg／kg　妊娠4－7日

16．3－32．5mg乃（g　偽妊娠0－3目

16．3－65．l　mg／kg　偽妊娠4－7日

7．6－15．2mg／kg　妊娠0－3日・4－7日

7．6－30．4mg／kg　妊娠0－3日・4－7日

強制経口

経口（高石）

経口（混餌）

強制経口

強制経口

強制経口

強制経口

強制経口

強制経口

強制経口

7．6－152mg／kg　偽妊娠0－3日・4－7日　強制経口

903mg／kg 女運娠0－3　日　・4－7日 強制経口

↓精子頭部数

↑セルトリ細胞空胞化

Kumasaka　et　al，

（2002）

↓精巣・精巣上体重量　　　　　　　　Omura　et　a1．（2001）

↓精子細胞数，↓血清エストラジオール
．↓雄児の体重増加

↓生児分娩率，↓児数・児の体重

↓膣開口，↑雌AGD
↓雌児の体重増加

↓妊娠率

↓胎児体重

↓妊娠率，↓胎児体重

同上，↑着床後胚死亡

↓子宮内膜脱落膜化

↓血清プロゲステロン

↑血清エストラジオール
↓子宮内膜脱落膜化

↓血清プロゲステロン

↓妊娠率

↑着床前後胚死亡，↓胎児体重

↓妊娠率

↑着床前後胚死亡，↓胎児体重

↓血清プロゲステロン

↓子宮内膜脱落膜化

↓血清プロゲステロン

↓胎児体重

Ogata　et　aL（2001）

Harazono　et　a1．

（1996）

Harazono　et　aL

（1998b）

Harazono＆Ema
（2000）

Ema＆Harazono
（2000）

Ema　et　aL（2007a）

Harazono＆Ema
（2003）

Ema＆Harazono
（2001）

TBTO：Tributyltin　oxide，　TBTCII　Tributyltin　chloride，　DBTCL　Dibutyltin　dichloride，　MBTCI：Butyltin　trichloride．
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ろ，TBTCI投与群の妊娠阻害はTBTC1そのものによるも

のであり，母体の栄養不良によるものでないことが示さ

れた63），次に，TBTCIの投与時期による影響を調べるた

めに妊娠0－3日に4．1，8．1，16．3，325mg／kgまたは妊娠

4－7日に8，1，163，325，65」mg／kgを強制経口投与した

結果，妊娠0－3日の16．3mg／kg以上及び妊娠4－7日の65．1

mg／kgで妊娠率の低下及び着床心心死亡の増加が認めら

れた64）．また，妊娠4－7日の16．3mg／kg以上の投与では

着床仁徳死亡率の上昇が観察された．これらの結果は，

TBTCIによる着床に対する悪影響は投与した妊娠時期に

より異なり，着床前に投与したときには着床阻害を，着

床中及び着床直後に投与したときには着床した胚の生存

に悪影響を及ぼすことを示している．TBTCIによる着床

阻害の要因を調べるために，子宮機能に対する影響が

偽妊娠ラットを用いて検討されている．偽妊娠0－3日の

16．3mg／kgの強制経口投与により，子宮重量低下（子宮

内膜の脱落膜化の抑制）及び偽妊娠4日及び9日の血清中

プロゲステロンの低下が認められた65）．偽妊娠4－7日の

16．3mg／kg以上の投与により偽妊娠9日の血清中プロゲ

ステロンの低下がみられた．偽妊娠ラットの子宮重量低

下及びプロゲステロン低下を引き起こす投与量は，妊娠

ラットにおいて着床前及び着床後の胚死亡を惹起する投

与量と同じであった．これらの実験結果は，TBTCIは子

宮内膜の脱落膜化抑制とプロゲステロン低下を引き起こ

し，これらがTBTCIによる着床阻害の要因となっている

ことを示唆している．

4－2　ジブチルスズ（DBT）及びモノブチルスズ（MBT）

の生殖毒性

　ラットに投与されたTBTはDBT及びモノブチルスズ

（MBT）に代謝され，また投与されたDBTはMBTに代
謝される45’6ひ68）．TBTの生殖毒性発現におけるdibutyltin

dichloride（DBTCI）の役割を検討するために，　DBTCIの

妊娠成立及び維持に対する影響についてWistarラットを

用いて調べられている69）．妊娠0－3日または妊娠4－7日に

3．8，7．6，15．2mg／kgを強制経口投与した．3．8　mg／kg以

上で摂餌量の低下が観察されたため，PF群を設けた．妊

娠0－3日の投与では，妊娠率は7．6mg／kgで対照群より低

く，15．2mg／kgで対照群及びPF群よりも低かった．着

床後胚死亡率は妊娠4－7日の7．6mg／kg以上で対照群及び

PF群よりも高くなった．これらの知見から，　DBTCIに

よる初期胚の死亡は摂餌量の低下による影響ではなく，

DBTCIによる直接的な作用であるど考えられる．初期胚

の死亡率上昇をもたらす最も低いDBTCIの投与量は7．6

mg（25ドmol）／kgであった．　DBTCIの親化合物のTBTC1

は163皿g（50μmo1）ノkg以上の投与で着床阻害を惹起

させた64）．DBTCIはTBTCIよりも低い投与量で初期胚の

死亡を引き起こすことから，DBTCIまたはその代謝物が

TBTC1による胚死亡の原因物質である可能性がある．着

床阻害を引き起こす投与量のDBTCIを強制経口投与した

偽妊娠ラットでは，プロゲステロン低下を伴った子宮

内膜の脱落膜化抑制がみられ70），プロゲステロンの投与

により，少なくとも部分的には，DBTCIによる着床阻害

が防御された7D．これらのことはプロゲステロンの低下

がDBTCIによる着床阻害の第一の要因であることを示唆

している．Wistarラットの妊娠0－3日または妊娠4－7日に

903mg（3200μmol）／kgのbutyltin　trichloride（MBTCI）

を強制経口投与しても着床前及び着床後の胚死亡率の上

昇は認められなかった72）ことから，MBTCIまたはその

代謝物がブチルスズによる着床阻害の原因物質であると

は考え難い．脱落膜反応の低下及びプロゲステロン低

下をもたらすDBTCIはモル比較でTBTCIよりも低い’こと

は，TBTCIによるこれらの現象にDBTCIが関与している

ことを示唆している，偽妊娠0－3日にTBTCIを投与した

ときには血清エストラジオールが低下した65）が，DBTCl

の投与ではこのような低下は観察されなかったことか

ら，TBTCIとDBTCIの卵巣機能に及ぼす悪影響の機序は

異なっている可能性もある．卵巣を含めて母体の内分泌

系に対するTBTCIとDBTCIの影響については更なる検討

を要する．また，ICRマウスにDBTCIを強制経口投与し

て着床阻害作用が検討され，．妊娠（L3日の30．4　mg’匙gの

投与により妊娠率の低下及び着床前胚死亡率の上昇，妊

娠0－3日の152mg／kg以上及び妊娠4－7日の7．6　mg／kg以上

の投与により着床虚血死亡率の上昇が認められた73）．妊

娠0・3日または妊娠4－7日に30．4mg／kgを投与したときに

は，妊娠ラット血清中プロゲステロンの低下がみられた

ことから，マウスにおけるDBTCIによる着床阻害作用に

おいてもプロゲステロン低下が要因となっており，ラッ

トと同様の機序により着床阻害が惹起される可能性が示

唆された．

5．ブチルスズ化合物の発生毒性

5－1ブチルスズのin　vivo発生毒性

　ブチルスズの発生毒性試験の結果をTable　5に示した．

TBTOの発生毒性についてはマウス及びラットを用いて

検討されている。NMRIマウスの妊娠645日にTBTOを

強制経口投与したとき，母体体重低下を引き起こす最も

低い投与量は11，7mg／kgであり，35　mg／kgでは吸収胚が

59％の頻度でみられ，低胎児体重も観察されている74）．

口蓋裂が11．7mg／kgで7％，35　mg／kgで48％の頻度で観察

されたが，Davisら（1987）74）は，口蓋裂はTBTOに非特

異的な発現であり，TBTOによる発現ではないと結論し

た．Swissマウスの妊娠6－15日にTBTOを強制経口投与

した実験では，40mg／kgで母体体重及び胎児体重低下，
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Table　5　ブチルスズ化合物による発生毒性

物質名 動物種 投与量 投与日 投与経路　生殖発生毒性 著者

TeBT

TBTO

TBTO

TBTO

TBTO

TBTO

TBTO

TBTO

TBTA

TBTCI

TBTC1

TBTCI

TBTCl

Wistarラット

NMRIマウス

Swissマウス

Swissマウス

Swissマウス

1832mg〆kg 妊娠13－15日

11！アー35mg几（g　　妊娠6－15日

40mg／kg

10－30mg／kg

5－20mg／kg

Ha：NMRIマウス　　27　mg／kg

Long　Evansラット　25－16mg〆kg

THAラット

Wistarラット

Wistarラット

Wistarラット

Wistarラット

SDラット

5－10mg／kg

16mg／kg

5－25mg／kg

妊娠6－15日

妊娠6－15日

妊娠6－15日

女王娠6－17目

女壬娠　6－20　日

妊娠6－20日

妊娠7－17日

妊娠7－15日

25－50mg／kg　　　妊娠7－9目

50－100mg／kg　　妊娠10－12日

25一！00mg〆kg　　妊娠13」15日

100－200mg／kg　妊娠7－15日の1日

0．25－20mg／kg　妊娠0－19日

25－10mg／kg 妊娠8－19日

強制経口　↑口蓋裂

強制経口 ↑着床後胚死亡，↓胎児体重
↑口蓋裂

強制経口　↑着床後胚死亡，↓胎児体重

強制経口 ↓同腹児数，↓児体重

妊娠期間の変化，↓営巣行動を示す母体

強制経口　↑非特異的血液学的変化

強制経口 ↓胎児体重，↑口蓋裂

↑骨格異常

強制経口　↓工数・児体重

　　　　　↑口蓋裂，↓出産後体重増加
　　　　　↓膣開口，↓脳重量，↓児運動（一過性）

強制経口　↑生後児死亡，↓学習獲得

強制経口 ↑着床後胚死亡，↑口蓋裂

↓胎児体重

強制経口　↑着床後胚死亡，↓胎児骨化

強制経口

強制経口

強制経口

強制経口

↑着床後駆死亡，↓胎児体重

↑着床連動死亡，↓胎児体重，↑口蓋裂

↓胎児体重，↑口蓋裂

↑着床後山死亡，↓胎児体重
↑口蓋裂（妊娠8，11，12、13，14日の投与）

強制経口　↑着床後込死亡，↓胎児体重

　　　　　↑雄AGD，↓胎児骨化
　　　　　↓血清チロキシン・トリヨードチロニン
　　　　　↓血清チロキシン

Ema　et　aL（1996a）

Davis　et　al．（1987）

Baronce1H　ct　aL（1990）

　　　　　　　　■
Baroncelli　et　aL（1995）

Karrer　et　al（1995）

Faq孟et　a1．（1997）

CroRon　et　al．（1989）

Miyake　et　aL（1990）

Noda　et　aL（1991b）

1tami　et　a1．（1990）

Ema　et　al．（1995a）

Emaeta1．（1997b）

Adeeko　et　al，

（2003）

TBTCl

TBTC1

TBTCl

TBTC1

TBTCl

DBTA

DBτA

DBTA

DBTA

DBTA

DBTCl

DBTC1

DBTCl

SDラット

SDラット

SDラット

Wistarラット

Wistarラット

Wistarラット

Wistarラット

Wistarラット

Wistarラット

Wistarラット

Wistarラット

Wistarラット

Wistarラット

0。025－2．5mg／kg　妊娠8日から離乳

0．25－2．5mg〆kg　妊娠8日から離乳

1－5mg／kg

40－80mg／kg

妊娠6－20日

妊娠7－8日

54－108mg／kg　妊娠13－15日

15mg／kg

5－15mg／kg

15mg／kg

22mg／kg

28．l　mg／kg

10－22mg／kg

5－10mg／kg

20mg〆kg

20－40mg／kg

24．3mg几（9

妊娠0－19日

女壬娠　7－17日

妊娠7－9日

妊娠8日

妊娠8日

妊娠8日

女壬娠　7－15　日

強制経口　↓肝臓・脾臓・胸腺重量

　　　　　↓血清クレアチニン・トリグリセリド
　　　　　↓アミラーゼ・チロキシン

　　　　成長プロファイルの変化

強制経口．　↑胸腺萎縮，↑NK細胞数

　　　　　↑IgM　・【gq

　　　　　↑未成熟Tリンパ球数，↓1gG2a

強制経口　↑自発運動
　　　　　↓放射迷路課題遂行能力獲得

　　　　　↑d一アンフェタミンによる活動充進

強制経口　↑着床後胚死亡，↓胎児体重

強制経口　↓胎児体重，↑口蓋裂

強制経口 ↑着床後胚死亡，↓胎児体重，↑下顎異常

↑舌癒合・舌裂，↑骨格変異

強制経口　↑着床後胚死亡，↓胎児体重

　　　　　↑下顎裂・下唇裂・舌癒合・舌裂
　　　　　↑尾異常・肋骨及び椎骨の奇形・骨格変異

強制経口　↑着床後壁死亡，↓胎児体重
強制経口　↑下顎裂・下唇裂・舌癒合・舌裂

　　　　　↑尾異常・肋骨及び椎骨の奇形・骨格変異

強制経口　↑同上の奇形

強制経口　↑同上の奇形

強制経口

女下襲7－9，10－12，13－15　日　　　葦葺缶可経口

女王娠　6，7，8，9　日

妊娠8日

↑着床後胚死亡，↓胎児体重

↑下顎裂・口蓋裂・舌癒合・膀帯ヘルニア
↑尾異常・肋骨及び椎骨の奇形

↓胎児体重，↑着床後胚死亡

↑同上の奇形（妊娠7－9日の投与）

Cooke　et　al．（2004）

Tryphonas　et　al．

　　12004）

G翫dlung　et　aL（1991）

Ema　et　aL（1995b）

Ema　et　aL（1996a）

Noda　et　aL（1988）

Noda　et　aL（1992a）

Noda　et　al．（1992b）

Noda　et　aL（1993）

Noda　et　aL（2001）

Emaeta1．（1991）

Ema　et　al．（1992）

強制経口　↓胎児体重，↑着床後胚死亡（妊娠6，7，8日の投与）

強制経口

↑同上の奇形（妊娠7，8日の投与）

↓胎児体重，↑下顎裂・下唇裂・舌癒合
↑舌裂・脳ヘルニア・肋骨及び椎骨の奇形

Noda　et　al．（1993）
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DBTCI　　Wistarラット

DBTCI　　Wistarラット

DBTCI　　Wistarラット

DBTCI　　　SDラット

DBTCI　　NZWウサギ

DBTC1　　カニクイザル

DBTM　　　Wistarラット

DBTO　　　Wistarラット

DBTL　　　Wistarラット

3－OHDBTL　Wistarラット

MBTCI　　Wistarラット

MBTCI　　WIstarラット

10－15mg／kg

50－100mg／kg

1－10mg乃（9

15mg～kg

妊娠7－8日

妊娠13－15日

女壬娠　6－15　日

女壬娠　6－15　目

5mg／kg　　　　妊娠6－19日
0．4－1．O　mg／kg　　妊娠6－28日

25－3．8mg／kg　　妊娠20－50日

27．8mg／kg　　妊娠8日

19．9mg／kg

50．O　mg／kg

100mg／kg

妊娠8日

妊娠8日

妊娠8日

50－400mg／kg　　妊娠7－17日

1000－1500mg／kg妊娠7－8日

強制経口

強制経口

強制経口

強制経口

↓胎児体重，↑口蓋裂

↓胎児体重

影響なし

↓胎児体重，↑着床後胚死亡

　Ema　et　al．（1995b）

　Ema　et　aL（1996a）

　Farr　et　al．（2001）

Thullen＆Holson（2006）

↑水頭症・下顎異常・外脳・開眼・口蓋裂・舌癒合・無舌

強制経口　↓胎児体重，↑着床後肩死亡　　　　　　　Thullen＆Holson（2006）

強制経口　↑流産

胃内（経鼻）↑着床後門死亡　　　　　　　　　　　　　Ema　et　al．（2007b）

強制経口　↑下顎裂・下唇裂・舌癒合，　　　　　　　　Noda　et　al．（1993）

　　　↑古裂・脳ヘルニア・肋骨及び椎骨の奇形

強制経口　↑同上の奇形　　　　　　　　　　　　　　Noda　et　a1．（1993）

強制経口　↑同上の奇形　　　　　　　　　　　　　　Noda　eta1，（1993）

強制経口　↓胎児体重，↑尖下顎　　　　　　　　　　　Noda　et　al．（1993）

強制経口

強制経口

影響なし

↓胎児体重

Noda　et　aL（1992a）

Ema　et　aL（1995b）

TeBT：Tetrabutyltin，　TBTO；Tributyltin　oxide，　TBTA：Tributyltin　acetate，　TBTC1：Tributyltin　chloride，　DBTA：Dibutyltin　diacetate，　DBTCl：Dibutyltin　dichloride，

DBTM：Dibutyltin　maleate，　DBTO：Dibuりdtin　oxide，　DBTL：Dibutyltin　dilaurate，3－OHDBTL：Buty1（3－hydroxybuty1）tin　diaurate，　MBTCI：Butyltin　trichloride，

胚死亡率の上昇がみられたが，催奇形性は認められてい
ない75）．

　児の生後観察に関する実験では，妊娠6－15日のSwiss

マウスへのTBTOの強制経口投与により，20　mg／kg以上

で児数の低下及び児の低体重，10mg／kg以上で母マウ

スの営巣行動不良，5mg／kg以上で低体重母体，分娩時

期の乱れが認められたが，児の奇形は観察されていない

76）．同様に，Swissマウスの妊娠6－15日にTBTO（5，10，

20mg／kg）を強制経口投与したところ，児動物に非特異

的血液学的変化，胸腺及び脾臓重量の低下が認められた

77）．Han：NMRIマウスの妊娠6－17日にTBTOを強制経口投

与した実験では，27mg／kgでll．4％の頻度で口蓋裂が観

察され，2例の胎児では擁骨沓曲，8例の胎児で短顎，5

例の胎児で後頭骨癒合がみられたが，．13．5mg／kg以下の

投与では母体及び胎児に対する悪影響は認められなかっ

た78）．ラットを用いた実験では，妊娠6－20日にTBTO

（2．5，5，．10，12，16mg／kg）を強制経口投与したLong

Evansラットを自然分娩させ，、出生後の児を調べたとこ

ろ，10mg／kg以上で母体重増加抑制，理数，児体重及び

生後1日及び3日の児生存率の低下，12mg／kgで3％の頻

度で口蓋裂，10mg／kgで膣開口遅延，全ての投与量で生

後14日の児の運動低下が観察されている79）1また，妊娠

6－20日にTBTOを強制経口投与したTHAラットの児は，

10mg／kgでは生後3日までにすべて死亡し，5mg／kgでは

シドマン回避学習試験，E型水迷路学習試験の逆転試験

における学習獲得が障害されていた80）．

　Nodaら（1991b）52）は，妊娠7－17日のWistarラットに

tributyltin　acetate（TBTA．：1，2，4，8，16　mg／kg）を強制

経口投与したところ，16mg／kgで子宮内死亡及び口蓋裂

の頻度増加，低体重胎児がみられ，この投与量では母体

重と摂呼量の著しい低下，4mg／kg以上で妊娠ラットの

胸腺重量の低下がみられたと報告している．彼らは，こ

の実験で観察された胎児の奇形はDaivisら（1987）74）に

より報告されたものと同様であることから，TBTAによ

る特異的な作用ではないと結論した．

　TBTCIについては比較的よく研究されている．　Wistar

ラットの妊娠7－15日号TBTCIを強制経口投与したとこ

ろ，9mg／kg以上で母体毒性，5mg／kg以上で胎児の骨化

遅延がみられたが，胎児奇形は観察されなかった81）．こ

の実験結果をより詳しく調べるために，器官形成期を

三分割して，妊娠7－9日に25，50mg／kg，妊娠10－12日

に50，100mg／kgまたは妊娠13－15日に25，50，100　mg／

kgをWistarラットに強制経口投与して発生毒性を検討し

た82）．投与日にかかわらず母体重増加抑制が認められ，

着床後胚死亡率の上昇は，妊娠7－9日の25mg／kg以上及

び妊娠10－12日の100mg／kgでみられたが，妊娠13－15

日の投与では100mg／kgでも認められなかった．低体重

胎児は妊娠10－12日の50mg／kg以上及び妊娠13－15日の

100mg／kgでみられた．奇形胎児の発現頻度は妊娠10－12

日の100mg／kg及び妊娠13－15日の25　mg／kg以上で上昇

し，口蓋裂が最も高頻度で観察された．これらの結果は，

TBTClによる発生毒性は投与時の胚の発生段階によって

異なり，TBTCIの催奇形性には時期特異性があることを

示している．催奇形性の感受期を更に詳しく調べるため

に，Wistarラットの器官形成期のいずれか1日にTBTClを

強制経口投与したところ，TBTCIの催奇形性の発現頻度

は2峰性を示し，妊娠8日の100mg／kg以上，妊娠ll日，

12日，13日または14日の200mg／kgの投与で外表奇形の
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発現頻度が上昇した49）．SDラットの妊娠0－19日（0．25，

2．5，10，20mg／kg）または妊娠8－19日（025，2．5，10

mg／kg）にTBTCIを強制経口投与したところ，妊娠0－19

日の20mg／kgの投与で母体重増加抑制，妊娠率低下，着

床後胚死亡率上昇及び低体重胎児が認められた83）．この

結果は，妊娠初期のラットにTBTClを投与したとき12．

2mg／kg以上で着床前及び着床後胚死亡率の上昇が認め

られた，というHarazonoら（1996，1998a，b）6匹64）の報告

を支持する知見である．Adeekoら（2003）83）の試験では，

いずれのTBTCI投与群でも奇形胎児の発現頻度の上昇は

みられていない．10mg／kg以上では胸骨分節の骨化遅延．

が認められたが，著者らはこの胎児体重の低下を伴わな

い変化には母体血中甲状腺ホルモン低下が関与している

可能性があると述べている．

　哺乳類の性分化時期（周生期）にホルモン活性物質を

投与すると外生殖器及び内生殖器に影響を与えることが

知られている84）．ラットでは，妊娠16－17日がnnasteride

85） C妊娠15－17日がdibutyl　phthalate　86）によるによる雌性

化（雄児のAGD短縮）に最も鋭敏な時期であることが報

告されている。これらのことは，AGDに対する影響の

感受期は妊娠後期にあることを示している．しかしなが

ら，0．25mg、生g以上のTBTCIを妊娠0－19日に投与したと

きに雄児のAGD延長がみられたという所見と，10　mg／

kgでも妊娠8－19日に投与したときにはAGDへの影響がみ

られなかったという所見83），さらには，2世代繁殖試験

では雌のAGD延長が認められたという所見87）の問には

矛盾があり，TBTCIのAGDに対する影響，すなわち，性

分化に対する影響を明らかにするためには更なる研究を

要する．TPT及びTBTはin　vitroで哺乳類細胞において転

写を介してアンドロゲン受容体を活性化させ88），TPTCI，

TBTC吸びDBTCIはヒト副腎皮質がん株化細胞において

アロマ忌門ゼ抑制を引き起こす89）ことが報告されてい

る．テトラブチルスズ（TeBT）とMBTC豆はヒト5α一還

元酵素type　1及びtype　2に作用を示さないが，　TBTClと

DBTCIはヒト5α一還元酵素アイソザイムに影響を及ぼす

90），DBTClは前立腺5α一還元酵素type　2に作用せずに，

特異的に脳5α一還元酵素type　lを抑制するが，　TBTCIは

両アイソザイムを抑制する．また，正常な雄性生理状態

はtype　2によって障害される，これらのin　vitroの知見は，

in　vivoで観察された生殖発生毒性所見を解釈するのに有

用と思われるが，更なる知見の集積が必要である．

　SDラットの妊娠8日から児の離乳までTBTCI（0．025，

0．25，2．5mg／kg）を強制経口投与し，児にも同じ投与量

を成熟期まで強制経口投与した実験91’92）では，母体の

体重，摂餌量，甲状腺，肝臓，副腎及び結腸の病理組織

学的所見に影響はみられず，児の数，性比，生存率，肝臓，

副腎及び結腸の病理組織学的所見にも影響は観察されな

かった．2．5mg／kgで雄児の血清チロキシン低下，東児

の血清クレアチニン，トリグリセリド及びマグネシウム

低下，025mg／kg以上で雄児の脾臓及び雌児の胸腺の重

量低下，0．025mg／kg以上で雌雄の児の成長プロファイ

ルへの影響，雌児の肝臓重量の低下がみられた91）．これ

　らの児ラットの免疫学的影響について調べた92）ところ，

25mg／kgで胸腺萎縮，　NK細胞及びlgMの増加，　IgG2a低

下がみられ，0．25mg／kg以上で未分化T細胞lgGの増加が

認められ，0．025mg／kgでもわずかな影響が観察された．

Tryphonasら（2004）92）は，低用量のTBTC1は液性及び細

胞性免疫に影響を与えると共に腫瘍やウイルス感染に対

．する免疫系にかかわる種々の細胞の機能に影響を与える

　と結論している．

　TBTCIを成熟ラットに投与したときには，自発運動の

低下及び日内周期の乱れ，条件回避反応の低下がみられ

ることが報告されている93’94）．妊娠6－20日のSDラット

にTBTClを強制経口投与したところ，母体毒性が発現し

ない投与量（1及び5mg／kg）で生後の児の自発運動増加，

迷路での学習獲得の遅延，d一アンフェタミンによる活動

充進の増強が観察されている95）．

　TBTの主要な代謝物であるDBTを器官形成期に投与し

たときの胚／胎児の発生に対する影響が数多く報告され

ている．Dibutyltin　diacetate（DBTA；1．7，5，15　mg／kg）

をWistarラットの妊娠0－19日に強制経口投与した結果，

15mg／kgで母体重増加と胸腺重量の低下，低体重胎児及

び奇形胎児の発現頻度の上昇がみられている96）．DBTA

（1．7，5，15mg／kg）を妊娠7－17日のWistarラットに強制

経口投与したところ，15mg／kgで母体重増加抑制，10

mg／kg以上で下顎裂，下唇裂，舌癒合，舌裂，外耳，尾異常，

肋骨及び椎骨の異常等の奇形，胎児体重及び胸腺重量の

低下が観察された97）．DBTAによる奇形胎児発現の感受

性は妊娠8日が最も高かったことが報告されている98’100）．

　DBTCIについてもWistarラットの器官形成期に強制経

　口投与して発生毒性が検討されている．妊娠7－15日の投

与では，75mg／kg以上で母体重増加抑制～摂餌量低下

及び着床後潟死亡の増加がみられた．また，5mg／kg以

上で小眼症，下顎裂，舌癒合，月齊帯ヘルニア，尾異常，

下顎異常，肋骨及び椎骨の異常等の奇形を有する胎児の

発現頻度の上昇がみられ，小眼症が最も高頻度でみられ

た1。D．これらの結果は，母体毒性の発現しない投与量で

　もDBTCIの催奇形性が発現することを示している．一方，

Farrら（2001）102）は妊娠6－15日に1，2．5，5，10　mg／kg

を投与したところ，10m望kgでは母体重増加，摂餌量及

び胸腺重量の低下がみられたが，発生毒性は認められな

　かったと報告している．しかし，奇形の発現率に有意差

　はなかったものの，262例の胎児の内，4例に舌癒合，下

顎異常，尾異常及び椎骨異常が観察されており，これら
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はNodaら（1993）98）及び我々loL　loMo4）の実験において

DBTCIによって惹起された奇形と同様であった．　Farrら

（2001）102）は母体毒性を惹起する投与量でしかDBTCIの

催奇形性は発現しないと結論しているが，我々の実験結

果を含めて考えると，DBTCIの母体毒性，胚致死作用及

び催奇形性の臨界量が非常に接近または重っている可能

性がある．SDラットの妊娠6－15日にDBTCI（15　mg／kg）

を強制経口投与した実験においても，死亡等を含む母体

毒性と着床後胚死亡の増加，低体重胎児と共に，頭蓋顔

面奇形や舌癒合等wistarラットを用いた実験で観察され

た外表奇形の発現頻度の上昇がみられている105）．

　DBTCIによる奇形発現の感受期を調べるために比較的．

高い投与量を用いて検討が行われている．Wistarラット

の妊娠7－9日，10－12日または13－15日置投与したところ，

投与日に関わらず20mg／kgで着床後胚死亡率及び低胎児

体重は観察されたが，奇形胎児の発現頻度の上昇は妊娠

7－9日の投与でしか認められなかった103）．器官形成期の

いずれか1日に単回投与して奇形発現の感受期を調べた

ところ，妊娠6日遅投与では催奇形性はみられず，妊娠7

日に催奇形性が発現し，妊娠8日に催奇形性の感受性が

最も高くなり，妊娠9日の投与では催奇形性は認められ

なかった103）．同様な奇形はDBTCIを妊娠8日または妊娠

7－8日に投与したときにも観察されている98’104）．

　New　Zealand　Whiteウサギの妊娠6－19日にDBTC1（0．5，

1，5，10，15，20mg／kg）を強制経口投与した投与量設

定のための予備試験では，10mg／kg以上の投与量で著し

い母体毒性が認められたため，妊娠ll日までに実験を

中断した105）．1及び5mg／kgでも下痢，体重増加及び摂

餌量の低下等の母体毒性がみられたが，10mg／kgで観察

されたほど重篤ではなかった．5mg／kgでは着床後胚死

亡の増加と低体重胎児がみられた．これらの結果をもと

に，投与量を0．1，0．4，1．O　mg／kgとして一群25匹のNew

Zealand　Whiteウサギの妊娠6－28日． ﾉ強制経口投与して本

試験を行ったところ，0．4mg／kgで3例，1．O　mg／kgで4例

の母体で流産がみられたが，着床後胚死亡率，胎児体重，

着床数及び生存胎児数に対する影響は認められなかっ

，た，0．1mg／kgでは母体及び胎児への影響は観察されな

かった105）．これらの所見は，ウサギにおいては胚死亡

や奇形等の胚／胎児に対する影響が発現するよりも低用

量で流産を含む母体に対する毒性影響が強く発現するこ

とを示している．

　カニクイザルの器官形成期（妊娠20－50日）を通じて

DBTCI（2．5，3．8　mg／kg）を胃内投与し，妊娠100日に

母体を剖検して胎児への影響を調べた実験106）では，両

DBTCI投与量群で母体の下痢または軟便，母体重増加の

抑制または摂餌量の低下がみられた．胎児生存率は両

DBTC1投与群で低下し，3．8　mg／kgでは有意に低かった．

生存胎児の体重，頭弓長，尾長，性比，AGD，胎盤重量

に投与の影響はみられず，胎児の外表，内臓及び骨格所

見にも異常は認められなかった．また，死亡胚にも奇形

は観察されなかった．これらの結果から，カニクイザル

ではDBTCIは胚致死作用を示すが，催奇形性は示さない

と結論された．

　DBTA，　DBTCI，　dibutyltin　maleate（DBTM），　dibutyltin

oxide（DBTO）及びdibutyltin　dilaurate（DBTL）等（DBT

として80μmol／kg）を，　DBTA及びDBTCIの催奇形性

に対して最も感受性が高い妊娠8日のWistarラットに強

制経口投与してその催奇形性を比較した98）．それぞれの

DBTによる奇形発現率は異なっていたが，発現した奇

形の型は同様であったことから，Nodaら（1993）98）は

奇形発現にはブチル基が重要な役割を果たしていると述

べている，また，DBTCIの主要な代謝物67）であるbutyl

（3－hydroxybutyl）tin　dilaurate（3－OHDBTL）の催奇形性

は弱く，3－OHDBTLはDBTCIの催奇形性の原因物質で

はないとしている．

　TeBTはTBT，　DBT更にMBTに代謝される45）．また，

TBTはDBT及びMBTに代謝され，　DBTはMBTに代謝さ

れる68）．ブチルスズ化合物の催奇形性の原因物質を推定

するために，WistarラットにTeBT，　TBTCI，　DBTCIまた

はMBTC1を強制経口投与して胚／胎児への影響を調べた

lo7）108）．　TBTC1の催奇形性の感受期である妊娠13－15日に

TeBT，　TBTCIまたはDBTCIを投与したところ．，　TeBTでは

1832mg（5280μmol）／kgで口蓋裂，　TBTCIでは54　mg

q65μmol）／kg以上で口蓋裂及び108　mg（330μmol）

／kgで低体重胎児がみられた．　DBTCIの投与では50　mg

（165μmol）／kg以上で低体重胎児が観察されたが，100

mg（330μmol）／kgでも着床後胚死亡，奇形胎児の発

現頻度の上昇は認められなかったlo7）．これらの結果は，

TeBT，　TBTまたはDBTの発生毒性の強さ及び発現様式が

異なっていることを示している．DBTCIの催奇形性の感

受期である妊娠7－8日にTBTCI，　DBTCIまたはMBTCIを投

与した実験では，TBTCIの40及び80　mg／kgでは着床後胚

死亡率は上昇したが，催奇形性は観察されなかった108）．

10mg／kg以上のDBTCIでは着床後胚死亡率上昇，低胎児

体重及び奇形胎児発現率の著明な上昇がみられ，DBTCl

の発生毒性の発現様式はTBTCIとは異なることが示唆さ

れた．一方，MBTCIの投与では1500　mg／kgでも着床後

胚死亡率及び奇形発現頻度の上昇は認められなかった．

MBTCIは，妊娠7－17日のWistarラットに400　m鉢gを強

制経口投与した試験においても母体毒性及び発生毒性を

現さないこと97）から，MBTCIはブチルスズ化合物の発

生毒性に関与していないと考えられる．
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5－2　ブチルスズ化合物のin　vitro発生毒性試験

　Krowkeら（1986ソ09）はマウス肢芽を用いた実験で，0．03

μg／mしの濃度のTBTOにより形態的分化が障害され，掌

骨格の分化及び肩甲骨の発生に影響を及ぼすことを報

告した．彼らはTBTOのマウス前肢の分化に及ぼす影響

は特異的な異形態発生作用よりもむしろ細胞毒性作用

による影響と結論した．ラット肢芽細胞培養系を用いて

TBTO，　TBTCI，（3－OH）hydroxybutyl　dibutyltin　chloride

（3－OHHDBTCI），　DBTCI及びMBTClの作用を比較したと

ころ，MBTCI以外の調べたすべての有機琴ズ化合物は細

胞分化及び細胞増殖に対して非常に強い抑制作用を示し

た110）。それぞれの化合物について，50％細胞増殖抑制

濃度（IP50），50％細胞分化抑制濃度（ID50）及びIP50／

ID50（PID）を求めたところ，　DBTCIは最小のID50値，

最高のPID比を示し，催奇形性は最も強いと考えられた．

Ybnemotoら（1993）110）はDBTの催奇形性はDBTそのも

のによる作用であり，TBTは催奇形性よりむしろ胚致死

作用を示すと述べている．これらの知見は，加ガ”にお

けるブチルスズ化合物の発生毒性試験の結果とよく一致

している．DBTCIの催奇形性及び胚致死作用に高い感受

性を示すラットの8．5日胚を用いてDBTCIの全胚培養試

験が行われている．30ng／mしで発達した血管系が観察さ

れる胚及び卵黄嚢の頻度，卵黄嚢の直径，胚の頭殿下及

び体節数の著しい低下が認められた川〉．濃度依存的な

形態学的スコアの低下及び異常を有する胚の頻度の上昇

がみられ，10及び30ng／mしで有意差が認められた．前

神経孔開心及び頭蓋顔面異常が主に観察された．Nodaら

（1994）99）は妊娠8日に催奇形量のDBTCI（22　mg／kg）を

強制経口投与したラットの24時間後のDBTは母体血中で

100ng／g，胚で720　ng／gであったと報告している．これ

らの結果は，DBTが胚に移行し，胚における濃度は母体

血中よりも高くなることを示しており，DBTが胚で蓄積

されることを示唆している．また，8．5日胚の全胚培養

における影響濃度は催奇形量のDBTを投与した後の母体

血中濃度よりも低かった．原始線条（85日），神経ヒダ（9．5

日）及び初期前肢芽（lL5日）の発生段階の胚を用いて

全胚培養により感受性を比較した108）ところ，85日胚

の10ng／mL，95日胚の50　ng／mL及び115日胚の300　ng／

mしで異形態発生がみられた．不完全回転及び頭蓋顔面

異常が8．5日胚及び95日胚で観察され，前肢及び尾異常

がl15日胚に認められた．これらの結果により，DBTCl

の加配磁の曝露は胚の発生を障害し，その感受性は胚の

発生段階によって異なることが明らかになった．DBTCl

を妊娠ラットに投与したときにみられる催奇形性の時期

特異性は，発生段階が進むに従って胚の感受性が低下す

ることに起因すると考えられる．

6．そのほかの有機スズ化合物の発生毒性

　Table　6にそのほかの有機スズの発生毒性試験の結果

を示した．SDラットの交配前2週間，交配及び妊娠中に

trimethyltin　chloride（TMTCI，0．2，0．8，1．7　mg／L）また

はmonomethyltin　trichloride（MMTCI，24．3，80．9，243

mg／L）を飲水投与し，雄児を検査したところ，母及び児

の体重に影響はみられなかったが，TMTCIの1．7　mg／L群

及びMMTCIの243　mg／L群で生後ll日の学習獲得の遅れ，

MMTCIの24及び243　mg／L群で生後21日の水泳逃避時間

の延長が認められた112）．Pauleら（1986）113）は，　SDラッ

トの妊娠7，12または17日にTMTCI（5，7，9叫ソkg）を

Table　6　その他の有機スズ化合物による発生毒性

量草名　　動物種 投与量 投与日 投与経路 生殖発生毒性 著者

TMTCI　SDラット

TMTCI　SDラット

TMTCI　THAラット

THTCl　SDラット

1．7mg／L　　交配前2週・交配中・妊娠中　経口（飲水）　↓雄児の学習

5－9mg／kg

5－7mg／kg

5mg／kg

妊娠7，12，17日

妊娠玉2日

女壬娠　6－20　日

腹腔内

腹腔内

強制経口

↓生後児体重増加，↓生存正数

↑海馬変性

↓児の学習獲得

↑児の自発運動

Noland　et　aL（1982）

Paule　et　al．（1986）

Miyake　et　aL（1989）

Gardlund　et　al，（1991）

↑児のd一アンフェタミンに対する活動

DMTCI　Wistaラット

MMTCI　SDラット

15－20mg／kg　　妊娠7－17日　　　　　　強制経口
40mg／kg　　　妊娠7－9日・13－15日　　強制経口

↓胎児体重，↑口蓋裂

↑骨格変異

243mg／L　交配前2週・交配中・妊娠中　経口（飲水）　↓阿児の学習

Octyltin　stabilizer　ZK　30．434（80％DOTTG　and　20％MOTTG）

　　　Han：NMRIマウス　　20－100　mg／kg　　妊娠5－16日 強制経口 ↑着床後鞘死亡，↓胎児体重，

↑前肢湾曲・口蓋裂・脳ヘルニア
↑骨格異常・骨格変異

Noda（2001）

Noland　et　al．（1982）

Faqi　et　aL（2001）

TMTCI：Trimethyltin　chloride，　THTC1：Trihexyltin　chloride，　DMTCI：Dimethyhin　dichloride，　MMTC1：Monomethyltin　trichloride，

DOTTG；Dioctyltin　diisooctylthioglycolate，　MOITG＝Monooctyltin　triisooctylthioglycolate．
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腹腔内投与して児の生後観察を行った．TMTCI投与群で

は妊娠末期の母体重が低下し，7mg／kg以上の児体重が

低く，妊娠17日の9mg／kg群でのみ生存病数が減少した．

投与日に関わらず，児の海馬に退行変性が認められ，こ

の変化は妊娠7日投与よりも妊娠12日または17日投与の

方が著しかった．彼らは，出生前のTMTCI投与は母体毒

性が発現する投与量で生後の児に悪影響を及ぼすと結論

した、TMTCI（5，7mg／kg）を妊娠12日のTHAラットに

腹腔内投与した実験114）では，5mg／kgでは母体毒性はみ

られず，児ラットの体重，生存率，身体的及び機能的発

生にも影響はみられなかったが，シドマン回避試験にお

いてTMTCI投与群の児に回避率の低下がみられている．

妊娠6－20日のSDラットにtrihexyltin　chloride（THTCI，5

mg／kg）を強制経口投与したとき，母体毒性は観察され

なかったが，生後の児の自発運動，d一アンフェタミン刺

激による立ち上がり行動のわずかな上昇がみられている
95）．

　Noda（2001）100）は，　Wistarラットの妊娠7－17日にdi－

methyltin　dichloride（DMTCI，5，10，15，20　mg／kg）を

強制経口投与した実験で，20mg／kgで母体の死亡，著

しい体重及び鎖陰量低下，胎児の口蓋裂がみられ，15

mg／kg以上で母体の胸腺重量低下，胎児体重低下がみら

れたことを報告している．妊娠7－9日，妊娠10－12日，妊

娠13－15日または妊娠16－17日にDMTCI（20，40　mg／kg）

を強制経口投与した実験では胎児奇形発現率の上昇は認

められなかったことから，DMTCIは重篤な母体毒性発現

量でのみ胎児奇形を発現させると結論している．

　オクチルスズ安定剤であるZK　30．434（DOTTGIMOT－

TG，　dioctyltin　diisooctylthioglycolate：80％とmonooctyltin

triisooctylthioglycolate：20％の混合物，20，30，45，67，

100mg／kg）をHan：NMRIマウスの妊娠546日に強制経口

投与したところ，100mg／kgで母体死亡，外表及び骨格

異常胎児（前肢湾曲，口蓋裂，外航，鎖骨弩曲，大腿骨

戯曲，肋骨癒合等）の増加，45及び100’mg／kgで母体の

胸腺重量低下，67mg／kg以上で吸収胚増加及び低胎児体

重，20mg／kg以上で胎児の頸肋及び面一の増加がみられ，

DOTTGIMOTTGはマウスで発生毒性を現すことが明ら
かにされた115）．

7．おわりに

　TPTは精巣の退行変性を惹起することにより雄の繁殖

障害を引き起こす．雌におけるTPTの影響はより明確で

あり，5日間の投与でさえ卵巣に明らかな有害作用を発

現させる．TPTを妊娠初期に投与したときの着床阻害

は，子宮内膜脱落膜化の抑制及び母体のプロゲステロ

ン低下に起因すると考えられる．これらの現象はTPTの

主要な代謝物であるDPTを投与したラットにも認められ

る．TPTを器官形成期に投与したときには，胚・胎児の

致死及び成長遅延がみられるが，催奇形性は明確な母体

毒性量でも認められない。妊娠中にTPTを投与したラッ

トの児に出生後の行動の変化が母体毒性発現量よりも低

い用量で観察されている．ラットを用いたTBTの2世代

繁殖試験において，比較的低用量で雌雄の生殖系に影響

を及ぼすことが示されている．TBTは妊娠初期に投与し

たときには着床阻害を引き起こし，主要な代謝物のDBT

はTBTよりも低用量で同様の作用を惹起する。　DBTは妊

娠初期のマウスでも同様に着床阻害を惹起する．これら

の現象は子宮内膜脱落膜化の抑制及び母体のプロゲステ

ロン低下に起因すると考えられる．しかし，MBTの妊娠

初期の投与は胚致死を引き起こさない．TBTは，妊娠中

の投与により，母体毒性量で胚・胎児の死亡，成長遅延

及び口蓋裂を惹起する．妊娠8日から出生後の成熟期ま

でのTBTの投与により，0．025　mg／kgでも児の成長プロ

ファイルへの影響がみられたと報告されている．また，

明確な母体毒性を現さない用量のTBTを妊娠中に投与し

たとき，出生後の児に行動変化がみられたとの報告もあ

る．ラットでは妊娠8日にDBTの催奇形性の感受性が最

も高くなる．DBTとTeBT，　TBT及びMBTとでは発生毒性

の発現様式が異なっている．DBTはin　vitroでも胚に形態

異常を惹起する．DBTの催奇形性の時期特異性は胚の成

長に伴った感受性の低下によると考えられる．これらの

in　vivo及びin　vitroの知見は，　DBTの催奇形性はDBTその

ものによることを示唆している．DBTをウサギあるいは

カニクイザルの器官形成期に投与したときには，強い母

体毒性と胚致死作用はみられるが，催奇形性は認められ

ない．トリメチルスズ（TMT）またはトリヘキシルスズ

（THT）の出生前投与で児の行動変化が起こることが報

告されている．ジメチルスズ（DMT）の器官形成期投与

では重篤な母体毒性を引き起こす用量で口蓋裂が発現す

る．

　有機スズ化合物は，精巣毒性，卵巣毒性，着床阻害，

胚致死作用及び催奇形性等の生殖発生毒性，神経毒性，

免疫毒性等の多彩な有害作用を発現させるが，化合物の

種類によって毒性の種類，発現様式，作用の強さは異な

るので，その毒性については有機スズ化合物として一律

に論じることはできない．有機スズ化合物の神経毒性及

び免疫毒性については今までにも知られているところで

あるが，さらに最近，比較的低用量の有機スズ化合物が，

妊娠母体への投与により，児の神経系及び免疫系に影響

を及ぼすことが報告されている．神経発生毒性，免疫発

生毒性については最近になってようやく注目されてきた

分野であり，今後の研究成果が待たれる．ブチルスズ化

合物による着床阻害作用は比較的低用量でも認められて

いる．我々はブチルスズ化合物の子宮の着床機能への影
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響について検討するために，ブチルスズ化合物投与後の

子宮の遺伝子解析を進めており116’117），有機スズ化合物

の生殖発生毒性解明の一助となることが期待される．

　2006年及び2007年に開催されたOECD高生産量化

学物質初期評価会議にmonomethyltins，　monobutyltins，

monooctyltins，　dimethyltins，　dibutyltins，　dioctyltins118），

TBTCI，　tin　tetrachloride，　TeBT，　tetraoctiltin119）等のスズ

．化合物に関して米国産業界で作成された評価文書が提出

され，議論されている．これらの文書では化合物の物性，

生態毒性及びヒト健康影響に関してまとめられており，

有用な情報が収載されている．これらの評価文書は近々

UNEPから公表される予定である．
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各国の食品中残留農薬の検出状況に関する調査

登田美桜＃・杉田たき子・田中敬子・佐々木二歩・畝山智香子・山本都・森川馨

Study　on　pesticides　residue　monitoring　data　by　some　countries　of　the　world

Miou　Toda＃，　Takiko　Sugita，　Keiko　Tanaka，　Shiho　Sasaki，　Chikako　Uneyama，　Miyako　Yamamoto，　Kaom　Morikawa

　In　May　2006，　the　positive　list　system　fbr　residues　of　pesticide　and　veterinary　medicines　in　fbod　was　intro－

duced　in　Japan．　Under　this　system，　the　number　of　regulated　pesticides　remarkably　increased．　The　infb㎜ation　of

R）od　items　and　fbods／origins　comblnations　in　which　pesticides　were丘equently　detected　over　the　detection　limits

and／or　exceeding　MRL　in　the　fbreign　pesticides　residue　monitoring　are　use釦l　to　achieve　the　Japanese　pesticides

residue　monitoring　programme　more　e翫iently　and　e飾ctivel弘We　investigated　pesticides　residue　monitoring

data　published　by　fbod　safbty　authorities　of　North　America，　Europe　and　Oceania　countries　in　their　web　sites．

We艶cused　fbod　items　and　fbods／origins　combinations　which　Japan　imported　in　large　quantity．　Most　of　pesti－

cides　residues　detected　in　twelve　fbod　items　were　mainly　fUngicides　and　insecticides，　and　some　residues．　level

of　their　samples　were　exceeding　the　MRLs（maximum　residue　Iimits）established　in　Japan．　Most　of　pesticides

residues　detected　in　European　countries　were　also　fhngicides（e．g．　maneb－group　and　procymidone）and　insecti－

cides（e．g．　pirimiphos－methyl　and　malathion），　but　herbicides　were　less　detected．　We　provided　the　colIection　of

Web　links　to　in飴㎜ation　sites　of　MRLs　and　the　pesticides　residue　monitoring　repo賞s　pub】ished　by飴od　sa色ty

authorities　of　other　countries．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

Keywords：pesticide　residues，　monitoring　reports，　plant　origin，　fbods，　MRLs

1．はじめに

　わが国では2006年5月より食品中に残留する農薬や動

物用医薬品等についてポジティブリスト制が施行され

た．これに伴い規制の対象となる物質がこれまでに比べ

大幅に増加し，輸入食品検査においても検査を行う品目

／農薬等の範囲が大きく拡大した．こうした状況におい

て輸入食品中の残留農薬検査をより効果的かつ効率的に

行うためには，外国における残留農薬等の検出状況が重

要な情報となる．各国の残留農薬の検出状況については，

これまで限られた国や品目等の断片的な報告はあるもの

の，より広い範囲で各国の検出状況を調査した報告はき

わめて少ない．本研究においては，野菜，果実など植物

由来の食品を中心に各国における残留農薬のモニタリン

グについて調査し，違反や検出例の多い品目／農薬の傾

向等について分析した．

2．方法

　食品中残留農薬モニタリングについては，各国の食品

規制担当機関のホームページで公表されているモ田鰻リ

＃To　whom　correspondence　should　be　addressed：

Miou　Toda；Kamiyoga　1－18－1，　Setagaya，　Tokyo　l　58－8501，　Japan；

Telこ03－3700－1141　ext296；．　Fax：03－3700－1483；E－mail：miou＠

nihs．gojp

ング報告書を中心に調査した．基本的に2002～2005年の

年次報告書を対象とした．

　食品中に残留する農薬について各国が定めている最大

残留基準（MRL）については，各国の食品規制担当機関

のwebサイトを調査した．また，日本の農作物等の輸入

量については，厚生労働省の「輸入食品監視統計（平成

16年次版）」1）及びJETRO（日本貿易振興機構）の貿易

統計データベース2）を参考にした．

3．結果

3－1各国における農薬の最大残留基準（MRL）

　わが国の農作物や畜水産物の輸入量が多い国を中心

に，MRLの設定状況を調査した、　MRL情報の入手に関

しては，規制担当機関のwebサイトから随時最新情報が

得られる国もあり，一方ではMRLが設定されているかど

うか現時点で把握できない国もあった．各国の入手状況

は次の通りであった．

　webサイト：米国，カナダ，欧州連合，欧州各国（英国，

ドイツ，フランス等），南アフリカ共和国，イスラエル，

インド，オーストラリア，ニュージーランド，台湾（英

語），韓国（韓国語，英語併記）

　印刷物：中国（中国語），インドネシア（インドネシア語，

英語）
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表1．各国の残留農薬等のモニタリング調査報告書の概要

モニタリング調査報告書の 報告書のweb
内容

国
担当機関 掲載状況

分析対象
収載内容 原産国の記載

FDA（食品医薬品局） 1993～2003年 植物及び動物由来食品 原産国、品目、農薬、 有

米国
中の残留農薬 検査件数、検出件数、

沛o率、違反件数、違
剛率など

CFIA（食品検査局） 1994／1998～ 植物及び動物由来食品 原産国、品目、農薬、 有

カナダ 2004／2005年 中の残留農薬及び動物 検査件数、検出件数、
用医薬品 違反件数

FVO（食品獣医局） 1996～2004年 植物由来食品中の残留 EU加盟国、　EFTA加盟 無

EU（欧州連合） 農薬 国の検査結果のとりま
とめ

PSD 2000～2005年 食品中の残留農薬 原産国、品目、農薬、 有（ただし違反以
（The　Pesticides　Safbty　Directorate） 検査件数、検出件数、 外は各四周期報告

英国 検出濃度等　（ただし詳 に記載）

細は各四半期報告に記
載）

アイルランド
Department　ofAgriculture　and
eood

2000～2005年 植物及び動物由来食品
?ﾌ残留農

原産国、品目、農薬、
沛o濃度

有

オランダ VWA
i食品消費者製品安全庁）

2002～2005年 植物由来食品中の残留
_薬

品目、農薬、検査件数、
沛o件数、違反件数等

無（違反の場合は
L載）

ドイツ
BVL
i消費者保護食品安全庁）

2002～2004年 植物及び動物由来食品
?ﾌ残留農薬

品目、農薬、検査件数、
沛o件数、違反件数等

無（違反の場合は
L載）

NFA 1999～2004年 植物及び動物由来食品 品目、農薬、検査件数、 無（違反の場合は

スウェーデン
（National　Food　Administration） （植物由来食品）

P998～2003年
中の残留農薬及び動物
p医薬品

検出数、違反件数、最
蛹沛o濃度等

記載）

（動物由来食品）

National　Food　Agency（食品庁） 2000～2004年 植物由来食品中の残留 品目、農薬、検査件数、 無（違反の場合は
フィンランド 農薬 検出件数、違反件数、 記載）

最大検出濃度等
9

Norwegian　Food　Sa驚ty　Authority 1996～2004年 植物由来食品中の残留 原産国、品目、農薬、 有

ノルウェー （食品安全局） 農薬 検査件数、検出件数、
違反件数、検出濃度等

NRS 1998／1999～ 植物及び動物由来食品 品目／農薬ごとに検査 無

オーストラリア （National　Residue　Survey） 2005／2006年 中の残留農薬及び動物 件数、検出件数、違反
用医薬品 件数

ニュージーランド
NZFSA
iニュージーランド食品安全局）

2003／04、

Q004／05年
植物及び動物由来食品
?ﾌ残留農薬

品目、農薬、検出濃度 無

ブラジル
National　Health　Surveillance

`gency
2001／2002～
Q004年

植物由来食品（9種類）
?ﾌ残留農薬

品目、農薬、検出濃度 無

　Codex基準を適用：メキシコ，エクアドル，コロンビア，

フィリピン，タイ（国内流通用の基準として．一部の農

薬については独自に設定，）

　北米，欧州連合及び欧州の一部の国，オセアニア，ア

ジアの一部の国（韓国，台湾など）では，公的機関の

webサイトから最新の情報が提供されていたが，日本が

食品を多く輸入しているアジアの国ではこうしたweb情

報が提供されている国は現時点でまだ少ない．MRLは，

対象となる品目や農薬，規制値等が比較的頻繁に更新さ

れるため，各国担当機関のwebサイトからMRLが提供さ

れている国については，最新の情報にアクセスしゃすい

ように，webリンク集を作成して国立医薬品食品衛生研

究所ホームページに収載した3）．

3－2各国における食品中の残留農薬モニタリング結果

の提供状況

　残留農薬モニタリング検査を定期的に行っている国で

は検査結果がそのたびに更新されるため，更新が迅速に

反映され最新の情報を入手しやすいweb情報がもっとも

有用である．本研究においては，残留農薬モニタリング

検査を定期的に行い，結果をwebで公表している国／機関

を調査した．表1に，提供されている情報の概要をまと

めた415）．これらの国は，ほとんどが北米，欧州，オセ

アニアの国であった．モニタリング対象品目の設定方法

や提供されているデータの項目などは国によって異なっ

ていた．原産国，品目，農薬，検査件数，検出件数，違

反件数などの項目が記載され，かつ全体の検査件数が多

い国は米国，カナダ及びノルウェーであった．欧州のデー
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タでは原産国表示がないもの，あるいは違反例のみ原産

国表示がなされているものが多く，また違反件数のみ公

表されている国もあった．多くの国で，国民の食品の摂

取量，自国及び他国で実施された過去のモニタリングに

おける残留または違反の状況，農薬の使用実態等を参考

にモニタリ・ング計画を作成していた．

　モニタリング調査報告は毎年追加・更新され，またこ

れまで提供していなかった機関が新たにホームページで

提供開始することもあることから，こうした情報の更新

に随時対応できるように国立医薬品食品衛生研究所の

ホームページにリンク集を作成した16）．

3－3　主な国における残留農薬モニタリングの概要

1）米国4）

　米国では，農薬の登録，使用基準及び残留基準値（tol－

erance）の設定はEnvironmental　Protection　Agency（EPA；環

境保護法）が担当し，定期的な残留農薬モニタリング検

査はFood　and　Dmg　Administration（FDA；食品医薬品局）

が行っている．但し，食肉，家禽及び一部門卵製品の

基準値設定及び検査についてはDepartment　of　Agriculture

（USDA；米国農務省）のFood　Sa趾y　and　Inspection　Ser－

vice（FSIS；食品安全検査局）が行っている．　FDAは，国

産及び輸入食：品におけるEPA基準値の遵守状況を監視す

るために定期的な規制モニタリング（Regulatory　Moni－

toring）を実施している．また年ごとに特定の品目や農薬

に焦点をあてて農薬の残留状況を調査する特別モニタリ

ング（incidence／level　monitoring）を実施している．例え

ば2002年には子どもがよく食べる食品中の有機リン系農

薬，2003年には前年に違反が多く見られたハーブ食品（朝

鮮ニンジン）の残留に注目した検査を行っていた．この

他トータルダイエット調査（TDS）も実施している．

　FDAは現在1993～2003年の報告書と検査結果の詳細

データを公表しており，データとして原産国，品目，農

薬，検査件数，検出数，違反件数，平均値，90％値及び

最大三等の詳細な情報が収載されていた。検体採取は，

国内産は流通経路で可能な限り生産現場に近い地点にお

いて，輸入品は輸入時の港で無作為に行っていた．

　FDAによる2002年及び2003年の調査結果の概要を表

2に示した．輸入食品の原産国としては，2002年及び

2003年共に最も多いのがメキシコ，次いで中国であった．

この他，オランダ，チリ，カナダ，ドミニカ共和国，ス

ペイン，グアテマラ，エクアドル，インド，タイなどが

多かった．違反率が50％以上かっ違反件数が4件以上あっ

たのは，スペイン産ピーマンのシプロジニル及びテブコ

ナゾール，グアテマラ産グリンピースのメタミドホスで，

2002年及び2003年と続けて違反率が高かった．

2）カナダ5）

　カナダでは，Health　Canada（カナダ保健省）のPest

Management　Regulatory　Agency（PMRA；カナダ病害虫管

理規制局）が農薬の登録，食品への使用規制，MRLの設

定等を行い，食品中の化学物質モニタリング検査はCa－

nadian　Food　Inspection　Agency（CFIA；カナダ食品検査庁）

が実施している．現在1994／1998～2004／2005年の検査結

果が公表されている．定期モニタリングは毎年約220，

000検体を対象に行われ，違反検体は汚染源の追跡調査，

リコール，販売禁止等の適切な措置がとられる．報告書

は動物由来食品（乳，卵，蜂蜜及び肉製品），植物由来

食品（生鮮果実・野菜，加工果実・野菜及びメープルシ

ロップ）に分類されており，さらにベビーフードが加わ

る年もあった．

　カナダでは，ジチオカルバメート類と分けてエチレン

ビスジチオカルバメート類（EBDC）のMRLを設定して

いる．CS2換算法ではEBDCだけを分けて分析できないこ

とから，EBDCの分析法として別の方法（エチレンジア

ミン（EDA）に変換）を用いている。以前は，　EDAはす

べてEBDCに由来すると考えられていたが，現在は工業

用品など他の物質からもEDAが生成する可能性があると

され，CFIAは2002／2003年以降の報告においては，元の

物質にかかわらずEDAとして別個測定している．

　カナダのモニタリング結果の概要を表3に示した．検

査件数にかかわらず4件以上の違反がみられたものとし

て，2002年は米国産アプリコットでホスメット（検査

60検体中9検体），サクランボでホスファミドン（検査

80検体中4件違反），チリ産ブルーベリーでイプロジオン

表2．米国の2002，2003年食品中残留農薬モ；タリング結果の概要

年 検査

署

検査対象農薬

i実検出数）

検出されなかっ

ｽ検体の割合

基準値未満の

@検出率

違反率

2002 国産．（39州） 2，122 65．5％ 33．7％ 0．8％

輸入（100ケ国） 4，644

266種
i129） 70．4％ 25．3％ 4．3％

2003 国産（45州） 2，344 62．7％ 34．9％ 2．4％

輸入（99ヶ国） 4，890

360種
i144） 71．8％ 22．1％ 6．1％
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（検査35検体中5件違反），中国産キノコ（mushroom）で

ジチオカルバメート類（検査7検体中5件違反），2003年

は米国産セロリでプロピコナゾール（検査236検体中4件

違反），2004年は米国産イチゴでキャブタン（検査83検

体中5件違反），中国産チンゲンサイでペルメトリン（検

査10検体中4件違反）等があった．

　各国のモニタリング報告のうち，わが国で食品中に「不

検出」とされる農薬が検出されていたのはカナダのモニ

タリング報告書のみであり，2002年のカナダ産，チリ産

及びニュージーランド産のリンゴ，及び2003年の米国産

イチゴにカプタホールが検出されていた．また，2002年

のカナダ産及び米国産のリンゴ，米国産のプラムにダミ

ノジットが検出されていた．

表3．カナダの2003，2004年食品（植物由来）中残留

　　農薬モニタリング結果の概要

年 検査件数 検出件数 違反件数

2003 国産 9，865 752 19

輸入 29，863 3，452 122

2004 国産 11，050 1，051 26

輸入 24，840 2，501 139

3）EU6）

　EUではFood　and　Veterinary　Omce（FVO；食品獣医局）

が食品安全や動物及び植物衛生等を担当している．EU

の植物由来食品中残農モニタリング調査にはEU加盟国

とEuropean　Economic　Area（EEA；欧州経済領域）協定に

調印したEuropean　Free　Trade　Association（EFTA；欧州自

由貿易連合）加盟国が参加しており，現在1996～2004年

の報告書がFVOのホームページ（HP）に公表されていた．

参加国は次の通りである．

　EUの15の加盟国：ベルギー，デンマーク，ドイツ，ギ

リシャ，スペイン，フランス，アイルランド，イタリア，

ルクセンブルグ，オランダ，オーストリア，ポルトガル，

フィンランド，スウェーデン，英国

　EFTA加盟国：ノルウェー，アイスランド，リヒテンシュ

タイン

　EUのモニタリング調査には2種類のプログラムがある．

EU　co－ordinated　monitoring　programme（EU共通モニタリ

ング）は，その年のEC勧告（Commission　Recommenda－

tion）に基づき参加国が共通の方法で特定の品目／農薬を

調査し，同一書式の報告書をEUに提出する，　National

monitoring　programmes（EU国内モニタリング）は，参

加国がEC指令90／642／EEC（plant　origin）及び86／362／

EEC（cereals）に基づき，独自の方法で調査を行い報告する．

　EU　co－ordinated　monitoring　programmeでは，年ごとに

共通して検査対象の品目（植物由来食品）及び農薬が定

められており，食品は各年8種類で3年を1周期とし（計

20～30種），農薬は前年に選択されたものを基本に各年

40種程度が選択される．MRLを超える頻度が高かった

品目／農薬は，2003の年ブドウ／メソミル，ナス／メチオ

カルブ，コショウ／メタラキシル及びメチオカルブ，梨／

キャブタン＋ホルペット，及び2004年のキャベツ／マネブ

グループ，レタス／オキシデメトンーメチル及びマネブグ

ループ，イチゴ／ベノミルグループであった．報告書には，

残留農薬の検査結果だけでなく，許容一日摂取量（ADI）

や急性参照用量（acute　RfD）とEUにおけるヒトの摂取

表4．EU残留農薬モニタリングの参加国から残留検出頻度が高いと報告された農薬

農薬 用途 2002年 2003年 2004年

野菜

ﾊ実

マネブグループ・）

vロシミドン

xノミルグループb）

殺菌剤

E菌剤

14

P1

P0

14

P0

21

P6

殺菌剤 13 15

イマザリル　　　　　L　　　　　　　　一　L　L　L　L　　　　　　　．　．　．　．　．

殺菌剤 11 10 15

イプロジオン 殺菌剤 12 ・13 15

穀物 ピリミホスメチル 殺虫剤・ダニ駆除剤 14 14 17

殺虫剤・ダニ駆除剤 11 14 13

殺虫剤・ダニ駆除剤 7 8 9

クロルメコート

fルタメトリン

成長調整剤

E虫剤

77 88

　7
怐@7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：報告国の数）

a）マネブグループはマネブ，マンコゼブ，メチラム，プロピネブ及びジネブを含む．

b）ベノミルグループはべノミル，カルベンダジム及びチオファネートメチルを含む．
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量をもとにした慢性暴露及び急性暴露による消費者の健

康リスク評価の結果が記載されており，残留がみられた

農薬についてヒト健康へのリスクが懸念されるレベルで

あるか評価していた．

　National　monitoring　programmesでは，参加国ごとにEU

共通・国内モニタリングで検出頻度が最も高かった農薬

（0～10種程度）を報告している．2002～2004年の報告を

集計した結果，高頻度に検出される農薬として報告した

国の数が多かった農薬を表4に示した．野菜及び果実で

は主に殺菌剤（マネブグループ等），穀物では主に殺虫

剤（ピリミホスメチル等）についての報告が多かった．

　またドイツ，オランダ，スウェーデン，フィンランド

においては，前記のデータとは別に，生鮮・冷凍の野菜

及び果実，及び穀物について，各国で特定の農薬を検査

したサーベイランス結果が報告されている，収載項目は，

野菜・果実及び穀物別に，農薬名，検査した総検体数，

分析値が報告基準値（reporting　level）以上の検体数及び

その（総検体数に対する）割合（％），報告基準値，分

析法である．この報告には検査対象品目の種類や原産地

等は記載されていない．

4）英国7）

　英国の残留農薬モニタリング検査はPesticides　Sa蝕y

Directorate（PSD；英国農薬安全理事会）が行っており，

現在2000～2005年の報告書が公表されていた．検査結果

は四半期ごとにまとめられて報告され，これらを統合し

た年次報告も公表されていた．調査対象は英国内の主要

都市約24カ所で市販されている食品（約3，800～4，000検

体）であり，その種類により次の4つに分類される，a）

パン，ミルク及びジャガイモ（毎年検査を実施），b）野菜・

果実，穀類・穀類製品，動物性食品（選択される食品は

年ごとに変わる），c）EUの共通モニタリングで選択さ

れた食品，d）その他としてベビーフードなどの加工食品，

ファストフード，動物用飼料及び緊急対応として実施さ

れる特別調査に供される食品．

　2002～2004年の報告でMRLを超えた主な品目／農薬の

うち日本でも輸入しているものとしては，米国産セロリ

／アセフェート，メキシコ産アボカド／ジチオカルバメー

ト類，チリ産ブドウ／メソミル及びオメトエート等があっ

た．また英国産レタス／無機臭化物は3年間連続，ブドウ／

メソミル，トマト／クロルメコートは2年連続で違反が認

められた．

5）その他の国の残留農薬モニタリングの状況

　アイルランドではFood　Sa6ety　Authority　of　Ireland

（FSAI；アイルランド食品安全庁）の同意のもとに，農業

食料省が定期的な残留農薬モニタリング調査を行ってい

た8）．2005年の報告によれば，モニタリング検査を行う

際に考慮されている点は，a）EC推奨のプログラム，　b）

アイルランド人の食事摂取パターン，c）前年の残留結

果のパターン，d）他のEU諸国やEU共通モニタリングの

結果，e）農薬販売データ，f）食品の調理・加工方法であっ

た．また穀物はポストハーベストによる残留が生じると

思われるものにも重点をおいていた．

　フィンランドでは食品安全庁Finnish　Food　Sa欺y

Authority（フィンランド食品安全庁，前National　Food

Agency）が定期的にモニタリング検査を実施しており，

植物由来食品と動物由来食品に関する報告が個別に公表

されていた12）．各国のモニタリング検査でグリホサート

を検査対象としている例は少ないが，フィンランドでは

2004年の報告で特別検査として国産・輸入品の穀物中の

グリホサートを検査していた．しかし，その検出レベル

は概ね低かった．

　オーストラリアではNational　Residue　Survey（NRS）が

植物及び動物由来食品中の残留農薬及び動物用医薬品モ

ニタリング検査を実施しており，1998／1999～2005／2006

年の報告書を公表していた14）．オーストラリアでは，毎

年7月1日～翌年6月30日が会計年度（丘scal　year）となる

ため，モニタリング報告書もこれに合わせて2005／2006

年といった表記になっている．検査対象品目は，穀類，

農産物，ハチミツ，食肉製品，魚介類，養殖製品である．

農産物の検査対象品目の種類は本報告で調査した他国と

比較すると少なく，穀物は小麦（フスマ，小麦粉も含む），

大麦，ソルガム，菜種，ルビン豆，サヤエンドウ，オー

ト麦，ヒヨコ豆，農作物はリンゴ・梨，タマネギ，マカ

デミアナッツ，ピーカンナッツ，ブルーベリー等であっ

た．これら検査対象の食品について原産国の記載はなく，

国産品と輸入品の区別はされていなかった．

　ブラジルではNational　Health　Surveillance　Agencyが

2001年から植物性由来食品中の残留農薬モニタリング検

査を実施しており，調査に参加する州の数は年々増加し

ていた15）。調査報告書の本文はポルトガル語である．農

薬は92種類，検体は2001／2002年が1，295検体，2003年

が1β69検体，2004年忌1，681検体を検査対象とし，ブラ

ジル国内の各州年の小売店より採取した．検査対象の食

品は，レタス，バナナ，ジャガイモ，ニンジン，オレンジ，

リンゴ，パパイヤ，イチゴ，トマトであり，検査対象食

品の食品について原産国の記載はなく，国産品と輸入品

の区別はされていなかった．

3－4　特定の品目又は品目／原産国における残留農薬の検

出状況

　地域や国によって主な輸入相手国が異なるため，残留

農薬モニタリング結果が入手できた国で検査対象となっ

ている品目／原産国は，わが国の輸入量が多い品目／原産

国とは必ずしも一致しないが，各国のモニタリング報告
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に収載されている検査結果のうち，わが国の輸入量が比

較的多い品目または品目／原産国のものについて違反及

び検出状況を検討した．

1）わが国で輸入量が多い「品目／原産国」別の違反状況

　わが国の輸入が多い「果実・野菜」のうち，各国の報

告書に日本が輸入している主な原産国の結果が収載され

ていた品目はブドウ，イチゴ，サクランボ，バナナ，キ

ウイ，グレープフルーツ，セロリ，ショウガ，ニンニク，

オクラ，ブロッコリー及びカボチャ等であった．表5及

び表6にこれらの品目／原産国について，各国における違

反例，及び検査国と日本のMRLを示した，違反が複数件

あったものは検出値の最：大値を示した．各々の表におい

て，検出値が日本のMRLを超えているものについては太

字で示した．

2）品目の違反及び検出状況

　前項に示した品目について原産国に関係なく違反率の

高い農薬，または残留検出率が高い農薬について検討し

た結果を表7に示した．ただし，検査件数が少ないと違

反率・検出率ともに非常に高くなる可能性があるため，

検査件数5件以上のものを対象とした．表7において，違

反率10％以上の農薬のうち最高値が20％を超えているも

の，また検出率50％以上の農薬のうち特に報告例が多

かったものは太字で示した．

4．考察

D各国のMRLは，その対象となる品目，農薬及び規制

値が頻繁に更新されるため，常に最新の情報への対応が

必要とされる．また食品の輸入量が多いわが国にとって，

定期的に公表される各国のモニタリングの検出例は食品

の安全管理上重要な情報である．したがってこれらの情

報に関して常に最新のデータを入手できるように，各国

の担当機関のwebサイトからMRL或いは食品中の残留農

薬モニタリング報告が提供されている国についてはweb

リンク集を作成し，国立医薬品食品衛生研究所ホーム

ページに収載した3’16）．

2）日本が輸入している野菜の原産国は中国などアジア

の国が多い．モニタリング結果がwebで公表されている

国は，北米，欧州，オセアニアの国が多かったが，これ

らの報告の中で，アジア原産の食品に関するデータは限

られていた，これは欧米各国が輸入している食品の原産

国がアジアの国よりも欧州あるいは北米・南米が中心に

なっているためと考えられる．例えば，日本で輸入して

いるトウガラシの原産国は主にアジアの国であるが，米

国が輸入しているトウガラシの原産国は主にメキシコで

あった．

　一般に食品の安全性に関してwebから得られるアジア

の国の情報，特に英語の情報は極めて少ない．その中で

韓国及び台湾はMRLが英語で公的機関のwebサイトより

提供されており，有用な情報となった．しかし今回の調

査では，アジアの国における残留農薬モニタリング結果

のデータは入手できなかった．アジアの国の関連情報に

ついては，食品の貿易量の増加に伴い今後新たな情報が

出てくることも予想されることから，常に関連サイトを

注視していく必要がある．

3）各国のモニタリング検査における主な違反例を示し

た表5及び6において，果実では，チリ産ブドウ，米国産

イチゴ及びサクランボの違反例が比較的多くみられた．

果実で違反例がみられた農薬の多くは殺菌剤または殺虫

剤であった．今回調査した年度において続けて違反例が

見られたのは，チリ産ブドウのフルジオキソニル，ジメ

トエート，クロルピリホス，米国産イチゴのキャブタン，

アメリカ産サクランボのジメト手一ト及びオメトエート

であった，また違反例のうち，検出値が日本のMRLを超

えていたのはチリ産ブドウのクロルプロファム，米国産

イチゴのクロルタール，ジチオカルバ天一ト，キャブタ

ン，メソミル，米国産サクランボのホスファミドン，エ

クアドル産バナナのオルトフェニルフェノールであっ

た．1検体ずつではあるがチリ産ブドウのクロルプロファ

ムの検出値は日本のMRL値の約10倍，エクアドル産バ

ナナのオルトフェニルフェノールは日本の一律基準値の

約70倍の濃度であった．今回調査した範囲では，ニュー

ジーランド産キウイ，米国産及び南アフリカ産グレープ

フルーツで日本のMRLを超えている違反例はなかった．

　野菜では，メキシコ産カボチャ及びタイ産オクラで，

違反があった農薬の種類が多かった．果実と同様，違反

例の多くは殺虫剤または殺菌剤であったが，特にメキシ

コ産カボチャ及びタイ産オクラでは殺虫剤の違反が多

かった．今回調査した年度の報告で続けて違反例が見ら

れたのは，米国産セロリではプロピコナゾール，ビンク

ロゾリン，中国産ショウガではアミトラズ代謝物，タイ

産オクラではジメトエート及びオメトエート，メキシコ

産カボチャではメタミドホスであった．また違反例のう

ち，最高値が日本のMRLを超えたのは，米国産セロリの

ビンクロゾリン，中国産ショウガのアミトラズ代謝物，

メキシコ産カボチャのクロロピリボス及びメタミドホス

であった，米国産ブロッコリーは2002及び2003年のカ

ナダの報告でジチオカルバメート類の違反が報告され，

その最高値は日本のMRLを超えていた．2004年の同国

の検査結果を調べたところ，違反は認められなかったも

のの23検体中16件で残留が検出されており，その最低値

は0．16ppm，最高値は4．76　ppm，平均は0．916　ppmであっ

た．ブロッコリーのジチオカルバメート類のMRLはカナ

ダで7ppm，日本で0．2　ppmであることから，2004年の

検出検体でも日本のMRLを超えていた可能性が考えられ
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表5．わが国で輸入量が多い品目（果実）／原産国に関する各国の違反状況

品　　　目 年 検　査　国 農　薬　名 用　　　途
検査
署

違反
署

検　出
Z度a〕
ippm）

検査国
lRLb〕
kppm）

日　本
lRLの
ippm）

2002 オランダ フルジオキソニル 殺菌剤 2 0．42 0．05 5

カナダ クロルピリボス 殺虫剤 238 2 0，396 一
1

チリ産ブドウ

@　　　　　　「

2003 オランダ フルジオキソニル 殺菌剤 4 0．38 0．05 5

スウェーデン ジメトエート 殺虫剤・ダニ駆除剤 1 0．03 0．02

dC
1

メソミル 殺虫剤・ダニ駆除剤 1 0．35 0．05

dC
5の

2004 アイルランド クロルプロファム 除草剤・成長調整剤 1 0．51 0．5 0．05

オランダ ジメトエート 殺虫剤・ダニ駆除剤 1 0．04 0．02

dC
1

シプロジニル 殺菌剤 1 0．12 0．05 5

カナダ クロルピリボス 殺虫剤 107 2 0，274 一
1

米国産イチゴ 2002 カナダ キャブタン 殺菌剤 150 2 9．7 5 20

クロルタール 除草剤 150 1 6．27 『 一

フェンプロパトリン 殺虫剤・ダニ駆除剤 150 2 3，644 一
5

2003 オランダ キャブタン 殺菌剤 1 72 3．00

dC
20

フルジオキソニル 殺菌剤 2 0．16 0．05

dC
5

メソミル 殺虫剤・ダニ駆除剤 1 0．62 0．05

dC

1d）

米国 ビンクロゾリン 殺菌剤 64 2 0，108 10

カナダ ビフェントリン 殺虫剤・ダニ駆除剤 154 1 0，127 一
2

キヤブタン 殺菌剤 154 3 20．8 5 20

フェンプロパトリン 殺虫剤・ダニ駆除剤 154 3 1．1
一

5

メソミル 殺虫剤・ダニ駆除剤 154 正

1．4 1 1d〕

2004 カナダ ジチオカルバメート類 殺菌剤 34 1 14．8
7e） 5

アゾキシストロビン 殺菌剤 83 1 0．14
一

5

キャブタン 殺菌剤 83 5 22．8 5 20

シフルトリン 殺虫剤 83 1 0．18 『 0．02

米国産サクランボ 2002 カナダ ホスファミドン 殺虫剤・ダニ駆除剤 80 4 0，466 一
0．2

米国 ジメトエート 殺虫剤・ダニ駆除剤 7 1 0，297 2

オメトエート 殺虫剤・ダニ駆除剤 9 2 0，352 1

2003 カナダ ペルメトリン 殺虫剤 76 1 0，491 一
5

米国 ジメトエート 殺虫剤・ダニ駆除剤 2 2 0，193 2

オメトエート 殺虫剤・ダニ駆除剤 3 3 0，638 1

エクアドル産バナナ 2003 米国 オルトフェニルフェ
mール

殺菌剤 1 1 0，692 一

2004 カナダ ジチオカルバメート類 殺菌剤 16 1 0．2
一

2

ニュージーランド産キウイ1 2003 オランダ ペルメトリン 殺虫剤 1 0．07 0．05

dC
2

米国産グレープフルーツ 2004 カナダ ジチオカルバ二一ト類 殺菌剤 25 1 1」
一

2

南ア産グレープフルーツ 2002 カナダ ジチオカルバメート類 殺菌剤 9 1 0．51
一

2

a）違反が1件の場合はその測定値，複数件の場合は最：大値を記載した，

b）各国モニタリング検査でECのMRL値を使用したものはMRL値の後にECと記載した．また米国ではtoleranceが設定されていないものは空欄にした．カナ
　ダで一律基準0．lpmとされているものは（一）で示した．

c）日本で一律基準0．Olppmとされているものは（一）で示した，

d）チオカルブ及びメソミルとして設定された値を記載した．

e）カナダではフェルバム，ジラムをジネブとして換算している．
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表6．わが国で輸入量が多い品目（野菜）／原産国に関する各国の違反状況

品　　　目 年 検　査　国 農　薬　名 用　　　途
検　査
署

違　反
署

検　出
Z度a）

ippm）

検査国
lRLb）

ippm）

日　本

lRLの
ippm）

米国産セロリ 2002 カナダ クロルタール 殺菌剤・除草剤 249 1 0．79 一 一

オキサミル 殺虫剤・ダニ駆除剤 249 1 0．19
一

5

プ旦ピコナゾール ダニ駆除剤 249 1 0，107 一
5

米国 ビンクロゾリン 殺菌剤 5 2 0，082 一

2003 カナダ プ白ピコナゾール ダニ駆除剤 236 4 0．19 一
5

中国産ショウガ 2003 カナダ アミトラズ　代謝物 殺虫剤・ダニ駆除剤 4 2 0．57 一 α05

2004 カナダ ジチオカルバメート 殺菌剤 10 1 0」5 一
0．2

中国産ニンニク 2002 カナダ カルバリル 殺虫剤・成長調整剤 63 1 0．19
一

3

プ白ポキスル 殺虫剤 63 1 0．15
一

2

2003 カナダ チアベンダゾール 殺菌剤 8 1 0，884 一
2

タイ産オクラ 2003 スウェーデン カルベンダジム 殺菌剤 1 034 0．10

dC

3d）

ジメトエート 殺虫剤・ダニ駆除剤 2 0．95 0．02

dC
1

フィンランド メタラキシル 殺菌剤 1 0，051 0．02

dC
2

メタミドホス 殺虫剤・ダニ駆除剤 1 0，084 0．05

dC
05

オメトエート 殺虫剤・ダニ駆除剤 1 0．73 0．01

dC
2

2004 オランダ ジメトエート 殺虫剤・ダニ駆除剤 1 0．19 0．02

dC
1

オメトエート 殺虫剤・ダニ駆除剤 1 0．05 002
�B

2

スウェーデン ペルメトリン 殺虫剤 1 0．14 0．05

dC
3

米国産　　　　’

uロッコリー

2002 カナダ カルボフラン 殺虫剤 267 1 0，132 一
05

ジチオカルバメート類 殺菌剤 79 3 12．8 7 0．2

2003 1ジチオカルバメート類 殺菌剤 65 2 14 7 0．2

メキシコ産
Jボチャ

2002 米国 アセフェート 殺虫剤 55 4 0，153 1

クロルピリボス 殺虫剤 163 5 0，427
0．05の 0．05

シペルメトリン　　　　・ 殺虫剤 158 1 0，156 5

ジコホール 殺虫剤・ダニ駆除剤 159 1 0，616 1

ディルドリン 殺虫剤 163 1 0，023
0，1e｝

ジメトエート 殺虫剤・ダニ駆除剤 54 1 0，231 1

エンドリン 殺虫剤・ダニ駆除剤 163 1 0，004 0．05

メタミドホス 殺虫剤・ダニ駆除剤 56 4 0，302 0．1

オメトエート 殺虫剤・ダニ駆除剤 54 1 0，O19 2

2003 米国 メタミドホス 殺虫剤・ダニ駆除剤 2 2 0，119 0．1

2004 カナダ キャブタン 殺菌剤 45 1 0．29 一
5

メソミル 殺虫剤・ダニ駆除剤 45 1 OJ27 一 05

a）違反が1件の場合はその測定値，複数件の場合は最大値を記載した，

b）各国モニタリング検査でECのMRL値を使用したものはMRL値の後にECと記載した，また米国ではtoleranceが設定されていないものは空欄にした．カナダで一律
　基準0．lpmとされているものは（一）で示した．

c）日本で一律基準0．Olppmとされているものは（一）で示した，

d）カルベンダジム，チオファネート，チオファネートメチル及びベノミルの和について設定された値を記載した．

e）アルドリン及びディルドリンの和について設定された値を記載した．

f）米国ではカボチャの分類が何種類かあるため，pumpkinで設定された値を記載した．

g）チオカルブ及びメソミルとして設定された値を記載した．
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表7．わが国で輸入量が多い品目に関する各国の違反及．び検出状況

品　　　　目 検査件数5件以上かつ違反率10％以上 検査件数5件以上かつ検出率50％以上

ブドウ ピリメタニル、フルジオキソニル（以上、殺菌剤） イプロジオン、キャブタン、シプロジニル、フェンヘキサ
カルバリル（殺虫剤・成長調整剤） ミド、フルジオキソニル、テブコナゾール（以上、殺菌剤）
メソミル（殺虫剤・ダニ駆除剤） ミクロブタニル（殺虫剤）

イチゴ プロシミドン、トリルフルアニド、ビテルタノール、フル ジチオカルバメート類、イプロジオン、キャブタン、シプ
ジオキソニル、ジクロフルアニド、ペンコナゾール、カル ロジニル、フェンヘキサミド、トリルフルアニド、プロシ
ベンダジム（以上、殺菌剤） ミドン、アゾキシストロビン、ベノミル（以上、殺菌剤）
アセフェート（殺虫剤） カルバリル（殺虫剤・成長調整剤）
ジコホール（殺虫剤・ダニ駆除剤） エンドスルファン（殺虫剤・ダニ駆除剤）

サクランボ ジメトエート、オメトエート（殺虫剤・ダニ駆除剤） アジンホスメチル（殺虫剤）
イプロジオン（殺菌剤）
カルバリル（殺虫剤・成長調整剤）

バナナ チアベンダゾール、イマザリル、アゾキシストロビン（以
上、殺菌剤）

クロルピリボス（殺虫剤）

キウイ ジチオカルバメート類（殺菌剤）

グレープフルーツ ジチオカルバメート類（殺菌剤） チアベンダゾール、イマザリル（以上、殺菌剤）
クロルピリホスエチル（殺虫剤・ダニ駆除剤）
プロモプロピレート（ダニ駆除剤）

セロリ ジフェノコナゾール、チアベンダゾール（以上、殺菌剤） ジクロラン、ジフェノコナゾール、プロピコナゾール（以
アセフェート、ピリミカルブ（以上、殺虫剤） 上、殺菌剤）
ダイァジノン（殺虫剤・ダニ駆除剤） クロロタロニル（殺菌剤・除草剤）
ニュロン（除草剤） ペルメトリン（殺虫剤）

ショウガ ジチオカルバメート類（殺菌剤）

ニンニク チアベンダゾール、ジチオカルバメート類（以上、殺菌剤）

オクラ カルベンダジム、メタラキシル（以上、殺菌剤）
ペルメトリン、ジメトエート（以上、殺虫剤）
メタミドホス（殺虫剤・ダニ駆除剤）

ブロッコリー ジクロトホス（殺虫剤・ダニ駆除剤） ジチオカルバメート類（殺菌剤）
切出ミドホス（殺虫剤・ダニ駆除剤）

カボチャ エンドスルファン（殺虫剤・ダニ駆除剤）

た．タイ産オクラ及び中国産ニンニクでは日本のMRLを

超える違反はなかった．

4）表7は，わが国で輸入量が多い品目に関する各国の違

反及び検出状況であるが，違反率10％以上の農薬のうち

20％を超えている例があったのは，ブドウのピリ醗酵ゴ

ル，イチゴのプロシミドン，トリフルアニド及びビテル

タノール，サクランボの二二トエート，グレープフルー

ツのプロモプロピレート，セロリのジフェノコナゾール，

ダイアジノン，オクラのジメトエートであった．また検

出率50％以上の農薬のうち特に報告例が多かったのは，

ブドウのイプロジオン，キャブタン，ミクロブタニル及

びシプロジニルであった．イチゴで報告例が多かった農

薬は，欧米産共通でアゾキシストロビン，イプロジオン

及びプロシミドン，北米・中南米産でキャブタン及びエ

ンドスルファン，欧州産でシプロジニル，トリルフルア

ニド及びフェンヘキサミドであった．またバナナ及びグ

レープフルーツではイマザリル及びチアベンダゾール，

セロリではクロロタロニル及びペルメトリン，ブロッコ

リーではジチオカルバメート類の報告例が多かった．

5）日本の輸入食品の残留農薬モニタリングにおいて違

反件数が多かった農薬はクロルピリホス，シペルメトリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　
ン及びフェンバレレート等であったが，各国のモニタリ

ングにおいては，シペルメトリン及びフェンバレレート

の違反例はむしろ少なかった。この理由として，わが国

の検査においてシペルメトリンやフェンバレレートの違

反例がみられた品目の多くはアジア産であったことか

ら，欧米各国のモニタリングではこれらの品目が検査対

象となるケースが少なかった可能性も考えられる．

6）全体的傾向として，表に示した食品において検出率

が高い農薬で必ずしも違反率が高いわけではなかった．

違反率もしくは検出率が高い農薬としては殺虫剤及び殺

菌剤が多く，除草剤はきわめて少なかった．EUの国内

モニタリングで検出頻度が高かった農薬を示した表4に

おいても，野菜及び果実ではマネブグループやプロシミ

ドン等の殺菌剤，穀物ではピリミホスメチルやマラチオ

ン等の殺虫剤の検出頻度が高く，除草剤の検出頻度は低

かった．使用方法（作物への使用形態，使用時期から収

穫までの期閲など）の違い等から，殺虫剤や殺菌剤は除

草剤に比べ残留しやすいことが予測されるが，本報告の
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調査で検出率／違反率が比較的高かった農薬の多くが殺

虫剤及び殺菌剤であったことは，この予測を支持するも

のであると考えられる，

　平成18年度からの検査対象農薬の拡大に伴い，今後，

これまでわが国で検出例がなかった農薬が検出される

ケースが増加していくことが予想される。今後のわが国

のモニタリングにおける品目／原産国儂薬の検討におい

て，表4～表7に示した違反件数や検出件数の多い品目／原

産国／農薬の傾向などは有用な情報になると考えられる．

またそれと同時に，これらの品目／農薬については今後

も各国の残留農薬モニタリング検査の結果を注視してい

く必要がある．
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視力補正を目的としないおしゃれ用カラーコンタクトレンズの細胞毒性

中岡竜介＃，松本富美子＊，宗林さおり＊，柳橋哲夫＊，土屋利江

Cytotoxicity　of　Various　Non－corrective　and　Decorative　Contact　Lenses

　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウRyusuke　Nakaoka，　Tomiko　Matsumoto，Saori　Sourin，Tetsuo　Yanahashl，and　Toshie　Tsuchiya

Abstract

　Non－corrective　and　decorative　contact　Ienses．can　be　purchased　as　sundries　without　the　guidance　of　medical

doctoL　Recently；many　cases　of　eye　injury　by　utilizing　these　lenses　have　been　reported．　To　estimate　their　cyto－

toxic　potential　to　cause　eye　i切ury，　cytotoxicity　tests　of　the　commercially　available　non－corrective　and　decora－

tive　contact　lenses　were　per鉛㎜ed　utilizing　the　V79　cell　colony　assay　By　lhe　colony　assays　of　the　lenses　and

their　extracts，　it　was　suggested　that　two　tested　lenses　out　of　the　ten　are　cytotoxic．　Although　preservatives　fbr

these　lenses　in　the　products　showed　cytotoxicity，　the　cytotoxicity　of　the　two　lenses　is　suggested　to　be　ascribed

to　un－identified　materials，　which　can　be　extracted　to　a　cell　culture　medium丘om　them．　The　results　of　this　study

indicate　that　cytotoxicity　of　the　non－corrective　and　decorative　contact　lenses　would　be　better　to　be　evaluated　fbr

estimating　their　biological　safbt》㌃

Keywords：non－corrective　and　decorative　contact　Iens，　cytotoxicity，　extract，　preservative

1．緒言

　現在，視力補正を目的としない場合，すなわちファッ

ション目的で目の色を変えるためのおしゃれ用カラーコ

ンタクトレンズには，薬事法が適用されず規制対象外と

なっているため，インターネットショップや雑貨店を通

じた購入が可能となっている．しかしながら，目に装用

して使用するという使用方法は，視力補正を目的とした

ものと同様である．よって，コンタクトレンズの使用未

経験者が専門家の適切な指導を受けないまま，また，そ

れら製品の適切な安全性評価・管理がなされないまま

それらのレンズを使用するケースが数多く存在する．

PIO－NET（全国消費生活情報ネットワーク・システム）

には，おしゃれ用カラーコンタクトレンズを用いた結果

生じた炎症や角膜障害などの不具合を中心とした申し出

情報が寄せられている1）．また，米国においても同様の

障害が報告されている2）．

＃To　whom　correspondence　should　be　addressed：

Ryusuke　Nakaoka；1－18－l　Kamiyoga，　Setagaya－ku，　Tokyo

158－8501，　Japan；Tell　O3－3700－9264；Fax：03－3707－6950；Email：

nakaok3＠nihs．gojp

＊独立行政法人国民生活センター商品テスト部Products　Testing

Department，　Natlonal　Consumer　Affairs　Center　of　Japan

　視力補正を目的としないものであっても，コンタクト

レンズである以上，本来はその適切な装用法や管理手段

の指導を受けるべきであり，報告された不具合はその不

適切な使用法が一因であることが大いに考えられる．加

えて，その製造や販売にあたり使用部位を考えた場合に

行うべき安全性評価・管理がなされないまま，流通して

いることも予想される．すなわち，PIO－NETに報告され

ている不具合の原因がおしゃれ用カラーコンタクトレン

ズ自体の生物学的安全性欠如であることも予想される．

　そこで，本研究では，現在入手可能で，ある程度その

製造者や材料などが特定できるおしゃれ用カラーコンタ

クトレンズ10種類を対象として，それらが眼組織に障害

を与える可能性を検討するために，眼組織刺激性との相

関が報告されている細胞毒性3）を評価する試験を行った

ので，それらの結果について報告する．

2．実験

．2．　1　言式＊斗

　今回対象としたおしゃれ用カラーコンタクトレンズを

Table　lに示す．対象としたレンズは，全て国内で購入可

能なものであり（個人輸入を含む），青系4銘柄，茶系4

銘柄，それらの色以外の2銘柄，合計10銘柄を入手した．
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Table　l．　A　list　of　non－corrective　and　decorative　contact

　　　lenses　utilized　for　this　study

　　　　　　　　　　　　　　　　　Basecurve　　　DiameIer　SuSample　No．　Color　　　　Made　in　　Materials　and　Water　conten【s

　　　　　　　　　　　　　　　　　（mm）　　　　（mm）

2

3

4

　　　　　　PQlymacon：62％　　　Sou【h　Korea
　　　　　　Wa1er　　：38％

　　　　　　PHEMA　　　Sou！h　Korea
　　　　　　Water：Unknown
Blue　　　　　　　　　　　　Co－polymer；58％

　　Un－idじnti行ed申　（llEMA＆MMA）

　　　　　　Water　　：42％

　　　　　　PHEMA　　　Taiwan　　　　　　Watcr＝Un㎞own

8．6

8．6

8．6

8．6

■4

】4

14

M

5

6

7

8

　　　　　　Metha田con：45％
　　　　UK　　　　　　Water　　：55％
　　　　　　Co－potymer；58％
　　　Un－id¢nti配d掌　（IIEMA＆MMAl

　　　　　　Wa【er　　；42％Brown

　　　　　　Filcon　lB：45％
　　　　UK　　　　　　Water　：55％

Singaporo HEMA　Co－polymer：45％

Wa置ζr ＝55％

8．7

8．6

8．8

8．6

14，4

且4

14．4

14．2

9　　　　Violet 　　Filcon且B：45％UK
　　Water　：55％

8．8 】4．4

10　　　　　Rじd
　　Filcon　lB；45％UK
　　Water　＝55％

8．8 14．4

ホ‘」 laterials　f「om　USA”is　on【y　described　on　the　package　ofthe　producし

HEMA：2・Hydroxyethyl　methacrylate　Metha行1con　A，　Etamcon　A：Copolymer　oflIEMA　and　MAA（USA

MAA：Methacrylic　acid　　　　　　　Filcon　IB」SO　category　ofhydrog¢l　material　made　fヒom　copolyme

PHEMA：Poly　HEMA　　　　　　　　Ph㎝偵lcon　A：Copolymer　ofllEMA　and　EOEMA（USAN）

Polymaconl　PHEMA（USAN）　　　　EOEMAI2・Ethoxycthyl　mcthacryla亡e

2．2　細胞毒性試験

　細胞毒性試験は，厚生労働省の生物学的安全性試験

ガイドライン4），ISO関連文書5）及び細胞毒性試験に関す

る報告3脚6のを参考にして，承認申請時に求められるも

のに準拠した方法で行った．細胞はChinese　hamster　lung

飾roblasts（V79細胞）を用い，　Eagle’sminimal　essential

mediumに10％のウシ胎児血．清（FCS）を加えたもので，

37。C，5％CO2培養器中で継代したものを実験に使用

した．

　具体的な細胞毒性試験手法を以下に示す．試験には，

Earleの平衡塩類溶液培地に非必須アミノ酸，ピルビン酸

ナトリウム（0．llg／1），L一グルタミン（0．2929／1），炭酸

水素ナトリウム（2．29／1），ペニシリン・ストレプトマ

イシン及びFCS　5％を含んだ培地（MO5培地）を使用し

た．24－wellプレート（Coming　Inc．，Corning，　NY）に

静置した孔径0．4μmのtissue　culture　insert（Nunc　A／

S，Rocklide，　Denmark）中にV79細胞を約25個懸濁させ

た500μ1のMO5培地を加え，さらにinsertを入れたwellに

500μ1のMO5培地を加え4時間培養して細胞をinsertに接

着させた．検体となるコンタクトレンズは，予め別の

24・wellプレート中に静置して準備しておいた．　V79細胞

が接着したinsertを内部の培地を除いた後に速やかに検

体入りのプレートに移し，well中及びinsert中にそれぞれ

500μ1，合計lmlのMO5培地を加えてさらに培養を行っ

た．1週間後，Giemsa染色を行い，染色されたコロニー

数を計測した．なお，試験の検出感度と精度を確認する

目的で，細胞毒性試験用の陰性対照材料及び陽性対照材

料を用いての試験も同時に行った．陰性対照材料とし

ては組織培養用プラスチックシート（和光純薬餌）を，

陽性対照材料としては0．1％zinc　diethyldithiocarbamate

（ZDEC）含有ポリウレタンフィルム（PU）（陽性対照材

料A），0．25％zinc　dibutyldithiocarbamate（ZDBC）含有

PU（陽性対照材料B）を（財）食品薬品安全センター秦

野研究所より入手して用いた，コンタクトレンズの細胞

毒性は検体の入ってないinsert中でのコロニー数を100％

として，各insert中に観察されたコロニー数を比較するこ

とで評価した．

　次に，上記の方法で細胞毒性があることが疑われたレ

ンズを中心にいくつかのおしゃれ用カラーコンタクトレ

ンズを選び，滅菌プラスチソクチューブにそれらのレ

ンズ各10枚を入れレンズ表面積に対して6cm2／mlになる

量のMO5培地を加えた．それらのチューブを24時間細

胞培養鹿妻に静置することでレンズ抽出液を調製した．

24－wellプレートにV79細胞を50個／well／500μI　MO5培地

で播種して4時間培養を行った後に培地を捨て，調製し

たレンズ抽出液をMO5培地で段階希釈したものを500μ1

加えてさらに培養した．1週間培養後に形成されたコロ

ニー数を計測し，抽出液未添加の場合に計測されたコロ

ニー数と比較することで調製したレンズ抽出液の細胞毒

性を評価した．

　また，各製品のパッケージ中にレンズ保存用としてレ

ンズと共に入っていた保存液の毒性は以下の方法で評価

した．24－wellプレートにV79細胞を50個／well／500川

MO5培地で添加して4時間培養後培地を捨て，回収した

保存液を添加して段階希釈したMO5培地を加えて1週間

培養後の形成コロニー数からその毒性を評価した．抽出

液及び保存液の試験では，前記2種類の陽性対照材料A及

びB，陰性対照材料に加えて陽性対照物質であるZDBC

とを試験系の感度及び精度確認のために使用した．

　なお，得られたデータはDunnettの多重比較による検定

を行い，検体を加えていないコントロール群との有為差

を必要に応じて示した．

3．結果及び考察

　コンタクトレンズの使用法を考慮した場合，細胞と直

接接触させてその細胞毒性を検討する直接接触法を行う

ことが理想ではあるが，今回の対象レンズが全てソフト

コンタクトレンズのため細胞接着性が低いこと，またレ

ンズ自体は平面でなく眼球に合わせた曲率を持ち材料へ

。均一な細胞播種が不可能であるため，実際のコンタ

クトレンズ承認申請時にも使用されているtissue　culture

insertを利用した試験を行った．

　Table　2に，コロニー法を用いて算出した細胞毒性試験

の結果を示す．
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Table　2．　Cytotoxicity　of　various　non－corrective　and　deco－

　　　rative　contact　lenses　estimated　by　V79　cell　col－

　　　　ony　assay　utilizing　a　tissue　culture　insert（All

　　　　data　are　expressed　as　an　average　percent　ratio

　　　　against　that　of　a　control　group±SD．（n＝3））

SampleNo．　　Viabnity　ofV79　cells

　　　　　　％vs　contro1

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

119．6　土　12．9

117．5　±　12．4

96．9　土　　9．4

10LO　±2L7
105．2　土　16．4

33，0　±　19．9＊

113．4　士　28．6

101．0　士　129

113．4　±　　9．4

94．8　±　2L7

Negative　Refヒrence　Material

Polystyrene　　　　　　845　土　　7．1

Positive　Re飴rence　Materials

ZDEC　　　　　　　　O．0±　0。0＊

ZDBC　　　　　　　　O．0±　0．0＊

Contro1 100．0±　18．1

　　　　　　1融。肱舶θκ0わ∫釧8ゴco’o鷹gα解vの’脚α1’co〃脚rθゴ
　　　　　　’0∫ゐαωδ5erレε4’ηαCOη’rσ’grσ甲

　　　　　　．Pく0．GI　against　a　CGntrg聖grGup

コロニー形成率の明らかな低下が認められたものはNo．6

のみで，その他のコンタクトレンズではコロニー形成率

の低下は認められなかった．

　No．6のレンズによるコロニー形成率低下の原因に関し

てさらに検討を加える目的で，No．6を含めていくつかの

レンズを選び，それらのレンズから調製した培地抽出液

の毒性を検討した（Fig．1）。なお，別に細胞代謝活性評

価を行ってその低下が認められなかったレンズ（Nα1，

2及び7）は細胞への悪影響がないと判断し（未公開デー

タ），この検討からは除いている．Fig．1から明らかなよ

うに，No，3及び6の抽出液においてコロニー形成率の低

下が認められ，算出したそれぞれのIC50は約80％，89

％であった．

　Table　2に示されるinsertを用いた試験ではNo．3の細胞

毒性が検出されなかったが，．これはこの試験での抽出条

件が35から4．2cm2／mlの表面積／抽出培地比であり，レン

ズ抽出液調製時と比較して表面積／抽出培地比が小さい

抽出条件下であったことが一因と考えられる．Fig．1にお

いて，この比に相当する抽出液濃度（58％）でのコロニー

形成率はNo．3では同レベルであったが，　No．6では高く

なっている．このことから，No．6では時間とともにより

多くの細胞毒性物質が培地中に溶出されており，その結

果，Table　2で示されたように毒性が検出されたと考えら

れる．よって，表面積／培地比を同じにすることが可能

であれば，insertを用いた試験法は抽出液を用いた手法よ

りも感度が高い手法であると考えられるが，insertを用い

た試験法で評価する場合，IC50で細胞毒性強度を定量的

に示しうる抽出液を用いた試験法との併用が望ましいこ

とも示された．

　抽出液でコロニー形成率の低下が認められたNo．3及び

6と形成率低下が認められなかったもののうちNo．5及び

10の保存液の細胞毒性を検討した（Fig．2）．その結果，

No．3及び6の保存液でコロニー形成率の減少が認められ，

これらの保存血に細胞毒性があることが示された．製品

パッケージや説明書にはこの保存液の詳細に関する記述

はないが，長期保存を可能にするための防腐剤などが含

まれている可能性があり，レンズ中に残存している保存

Fig．1．　Cytotoxicity　of　extracts　prepared　from　various　non－

corrective　and　decorative　contact　lenses，　All　data　are　expressed

as　average　percent　ratio　against　that　of　a　control　group　（without

adding　the　extracts）　±S．　D．　（n＝　4）．

＊　Pく　0．01　against　the　result　obtained　from　a　control　group
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忌中の防腐剤に起因した細胞毒性のためにコロニー形成

率が低下している可能性は否定できない．このレンズの

正確な含水量は不明であるが，今回用いたレンズで含水

率が明記されていたもので最も高い含水率55％のレン

ズの土合には，そのレンズ中の保存液量は多く見積もっ

ても19．9μ1程度となることが分かっている．抽出液は

10枚のレンズに対して6．9mlの培地を加えて調製してい

ることから，含水率55％の100％レンズ抽出壷中の保存

液の濃度は約28．0μ1／mlと算出できる．　No．3及び6のレ

ンズ含水率は42％であるため，上述したレンズ抽出液

と比べ，保存液濃度は低いと考えて差し支えない．よっ

て，含水率55％での最大濃度である28．0μ1／mlを超える

ことは考えられず，No．3及び6の保存液濃度がその濃度

（28．0μ1／ml）であっても100％抽出液で見られたような

コロニー形成率の大きな低下は認められないことから，

No．3及び6の抽出液で示されたコロニー形成率の低下は，

保存液中にもともと含まれている可能性のある防腐剤な

どではなく，レンズ材料から抽出される物質，すなわち

コンタクトレンズ自体に起因したものであることが予想

される．

　では，このコロニー形成率の低下を示した物質は何で

あろうか？保存純麗の溶出物に関して検討した結果，ほ

ぼ全てのレンズの保存毒中にメタクリル酸モノマーが検

出されること，しかしながら，メタノールを用いた溶出

試験からメタクリル酸モノマーのさらなる溶出はなかっ

たこと，一方，細胞毒性が示唆されたNo．3及び6と細胞

毒性が認められなかったNo．9及び10ではいずれも色素が

溶出することが報告されている累）．Fig．2の結果と報告さ

れているモノマー量Dとの間には相関が見られなかった

ことから，メタクリル酸モノマーが細胞毒性の原因であ

る可能性は小さい．しかしながら，メタクリル酸やメタ

クリル酸2一ヒドロキシエチルモノマー，あるいはこれら

のモノマーからなる低分子量のオリゴマーが培地中に溶

出している可能性は否定できない．また，溶出が認めら

れた色素の毒1生に関しては全く未知であるが，Nα3及び

6に使用されている色素が細胞毒性試験中に培地中に溶

出してくることによりこれらのレンズが細胞毒性を示し

ている可能性もある．特に，血清含有培地での抽出では，

水溶液での抽出に比べてより脂溶性の高い物質が溶出さ

れることもあり，No．3及び6には細胞毒性のある何らか

の物質が材料中に残存している可能性が考えられ，さら

に詳細な分析を行う必要がある．

　以上，本研究に用いた検体中でコンタクトレンズ自体

に細胞毒性があると考えられるものはNo3と6であった．

お．しゃれ用カラーコンタクトレンズの使用に伴う不具合

の症状は詳細に報告されているものの，今回用いたレン

ズが実際に不具合を起こしたものと同じであるかは不明

である．

　また，一部のコンタクトレンズ製品中の保存液には細

胞毒性が認められた．今回認められたコンタクトレンズ、

の細胞毒性との関連性はほとんどないと判断されたもの

の，その組成に関する詳細な記載がないことから，保存

液で観察された毒性の原因について判断及び考察を行う

ことができなかった．防腐剤などが添加されていること

は，有効期限が数年になるものもあることから容易に想’

像はできるものの，その化学物質が目への適用が認めら

れているかどうかなどが明らかにされていないことは，

規制対象外の製品とはいえ問題である．毒性物質のレン

ズへの吸着による眼粘膜への毒性作用の持続なども危惧

されるため，レンズの保存液に関しても，今後は詳細な

記載を要望するなど何らかの対応が必要かもしれない．

　おしゃれ用カラーコンタクトレンズによる不具合は，

これらの細胞毒性だけでなく材質の様々な特性にも起因

する可能性が，本研究で細胞毒性が示されなかったレン

ズを用いての装用試験によって示唆きれている1）．角膜

層はデリケートな部位のためレンズの物性や形状によっ

ては簡単に障害を生じることを考慮すると，おしゃれ用

カラーコンタクトレンズの使用には様々なリスクが潜在

していると思われるため，今回行ったような細胞毒性試

鹸を含む生物学的安全性評価を行うことが望ましいので

はないだろうか．
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液体クロマトグラフィーによる化粧品中の9種の紫外線吸収剤の一斉分析

五十嵐良明＃，山田真生，内野正，徳永裕司

Simultaneous　Dete㎜ination　of　g　Ultraviolet　Absorbers　in　Cosmetics　by

　　　　　　　High－Per飼㎜ance　Liquid　Chromatography

Ybshiaki　Ikarashi＃，　Mai　Yamada，　Tadashi　Uchiり。　and　Hiroshi　Tokunaga

Simultaneous　determination　fbr　g　ultraviolet　absorbers　those　set　a　limit　to　the　amount　in　cosmetics　was　per－

R）rmed．　Ultraviolet　absorbers　were　extracted　ffom　cosmetics　with　tetrahydrofhran（THF）by　ultrasonication．

A負er　centrifhgation，　the　supematant　was　collected，　and　the　sample　solution　was　i切ected　into　th6　HPLC．　Sepa－

ration　was　archived　using　an　ODS「column　with　the　mixture　of　THF　and　water　as　the　mobile　phase．　Detection

wavelength　was　set　at　310　nm．　Th61inearity　was　obtained　between　the　peak　areas　and　the　concentrations　of

each　ultraviolet　absorber　in　the　range　of　5－100μg／ml．　In　70　commercial　cosmetic　products，　such　as　sun－

screen，　f吾ce　powder，　fbundation，　massage　cream，　moisture　lotion，1ip　balm　and　e等sence，2－ethylhexyl：ρ一methoxy－

cinnamate（EMC），2－hydroxy－4－methoxybenzophenone（HMB），4一’四一butyl－4’一methoxydibenzoylmethane（BMB）

and　2－ethylhexyl　salicylate（ES）were　detected．

Keywords：ultraviolet　absorber，2－ethylhexylヲーmethoxycinnamate，　sunscreen，　cosmetics，　HPLC

緒　言

　近年，化粧品には紫外線による紅斑等の皮膚障害を予

防する目的で紫外線吸収剤や紫外線散乱剤が配合される

ことが多くなっている．1）紫外線吸収剤は薬事法に基づ

く化粧品基準によりポジティブリストに上げられ，化粧

品中．への配合量が制限されている．2）我々は，毎年ポジ

ティブリストに収載される成分について化粧品基準が

遵守されているかどうか一斉収去による検査を行って

おり，平成18年度は紫外線吸収剤パラメトキシケイ皮

酸2一エチルヘキシル（2」ethylhexylジーmethoxycinnamate，

EMC，　CAS　No5466－77－3）を選定した．　EMCはわずか

にうすい黄色透明でやや粘稠な液体で，3）日焼け止めや

ファンデーション等に現在国内では最もよく用いられて

いる紫外線吸収剤であり，1）粘膜に使用されることがな

い化粧品のうち洗い流さないものについては100g中の

最大配合量が20g，粘膜に使用されることがある化粧品

については8．Ogとなっている．4）

　化粧品中の紫外線吸収剤の分析は一般的に液体クロマ

トグラフィーを用いて行われ，多成分の同時分析法も報

告されている．鮒　今回は，ポジティブリストに収載され

ている成分のうち現在よく用いられ，かつ標準品として

市販試薬として入手が可能な9種類の紫外線吸収剤につい

て，これまでの報告鮒に改良を加えた同時分析法を開発

した．次に，この方法を用いて市販化粧品中のEMCをは

じめとする紫外線吸収剤を定量した．更に，化粧品の紫

外線吸収剤の含量と紫外線防御指標との関係についても

考察した．

実験方法

1．試薬

　パラメトキシケイ皮酸2一エチルヘキシル（2－ethylhexyl一

ρ一methoxycinnamate，　EMC），2，4－dihydroxybenzophenone

（DHB），2，2’一dihydroxy－4，4’一dimethoxybenzophenone（DH－

DMB）及び2－ethylhexyl　salicylate（ES）は東京化成工業

から購入した．Ethylρ一aminobenzoate（EAB），2，2’，4，4’

一tetrahydroxybenzophenone（THB），2－hydroxy－4－methoxy－

benzophenone（HMB），2－ethylhexy1ρ一dimethylaminoben－

zoate（EDB）及び4一∫飢一butyl－4’一methoxydibenzoylmethane

（BMB）は和光純薬工業から購入した．テトラヒドロフ

ラン（THF）は和光純薬工業製のHPLC用を用いた．各

試薬は約0．l　gを量りとり，　THFに溶解して50　mlとした

ものを標準原液（約2．Omg／m1）とし，希釈して用いた．

＃To　whom　correspondence　should　be　addressed：

Yoshiaki　Ikarashi；Kamiyoga　l－18－1，　Setagaya，　Tokyo　158－8501，

Japan；Tel：03－3700－1141　ext．255，　Fax：03－3707－6950；E－mai1：

ikarashi＠nihs．gojp

2．試料

　保湿化粧水及び乳液，及び日焼け止め化粧品6種を東

京都及び神奈川県で購入し，保管しておいたものを試料
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とした．19都府県からEMC含有化粧品計70品目を収去

した．収去した品目は，日焼け止め31品，おしろい3品，

ファンデーション16品，乳液7品，リップクリーム3品，

モイスチャークリーム2品，マッサージ・コールドクリー

ム4品，美容液2品，ヘアクリーム1品，口紅1品である．

3．器具及び装置

　高速液体クロマトグラフ（HPLC）：島津製作所製LC－

10AD型ポンプ2台にSPD－M20A型フォトダイオードアレ

イ検出器，CTO－10AC型カラムオーブン，SIL－10AD型オー

トサンプラーを連結して用いた．島津製作所製LCワー

クステーション（LC　solution）によりHPLCのシステム

制御，データ収集及び解析を行った．

　超音波洗浄機：シャープマニファクチャリングシステ

ム製UT205型

　メンブランフィルター：Millipore製Millex－FG（孔径0．20

μm，直径13㎜，PπE月莫）

4．試験操作

4．1試験溶液の調製

　試料約0．5gを量り，　THF　I6　ml程度を加えて10分間

超音波処理し，さらにTHFを加えて正確に20　mlとした．

この溶液を約1．5mlとり，10，000　rpmで10分間遠心した

後，上清を分取した．遠心した後も上清が澄明化しない

場合はメンブランフィルターでろ過した．上清05mlを

とり，THFを加えて正確に25　mlとしたものを試験溶液

とした．

4．2　定量

　試験溶液10μ1をHPLCに注入し，得られたクロマトグラ

ム上の各紫外線吸収剤の保持時間に相当する位置のピー

ク面積を求めた．紫外線吸収剤の混合標準溶液（5～50

μg／m1）を用いてあらかじめ作成しておいた検量線から，

試験溶液中の濃度（μg／ml）を求め，試料中の含有量（μg／g）

を算出した．　　　　　　　　　　　、

HPLC条件

　カ　ラ　ム：CAPCELL　PAK　CI8　UGI20（4．6　mm　i．d．

　　　　　　×250mln，粒径5μm，資生堂）

　カラム温度：40QC

　移動相：A液；水，B液；THF

結果と考察

1．HPLC条件の検討

　Y6koyamaらの報告7）を参考に，9種の紫外線吸収剤が

分離するHPLC条件を検討した．　ODSカラムのうち，東

ソーTSK－gel　ODS－80Ts，和光純薬工業Wakosil』5C18

RS及び資生堂CAPCELL　PAK　C18　UGI20について9種

の紫外線吸収剤のピーク分離度や形状を比較した．そ

の結果，各物質の保持時間が短く，EMCの前に出現す

るBMBのピークのテーリングが少なくて最も分離がよ

かったCAPCELL　PAK　C　I　8　UG120を用いることにした．

（a）310nm

EDB

EMC

DHDMB
EAB BMB

DH HMB
THB

ES

0

（b）254nm

10 20

Retention　time（nlin）

DHDMB

THB
EMC

30 40

自

恕

　　速：1．O　ml／min

出　器：フォトダイオードアレイ検出器（310nm）

　　　　リニアグラジエントの条件

A（％） B（％）

0

min

0

30

40

60

30

30

40

70

70

10　　　　　　20　　　　　　30

　　Retention　time（min）

40

Fig．1．HPLC　chromatogram　of　g　ultraviolet　absorbers　detected

　　at　310㎜（a）㎝d　254㎜（b）

The　concentration　of　each　chemical　in　the　i切ection　solution

was　about　100μg／ml．

HPLC　conditions：column；CAPCELL　PAK　C18　UGI20

（4．6mm　i．d．×250　mm），　column　temperature；40℃，mobile

phase；solvent　Aニwater，、solvent　B＝THF（gradient　time

table　as　mentioned　in　the　text），　How　rate；1．O　mレmin，　detection

wavelen帥；310㎜，　i切ection　volume；10μ1．
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　移動相としてYbkoyamaら7）はA液，　B液をそれぞれ濃

度の異なるTHF溶液を用いた2段階のグラジエント条件

を報告している．今回，A液を水，　B液をTHFとして，

初期のTHF濃度は40％，30分かけて70％までリニアグラ

ジエントした．その結果，移動相を2段階のグラジエン

トをしなくとも9種の紫外線吸収剤を30分以内に良好に

分離することが可能であった，

　検出波長としては310nmが多くの紫外線吸収剤をバ
ランスよく検出できるとしている．7’8）254nmは一般的

にベンゼン骨格を有する化学物質に使われることが多い

が，グラジエント条件ではクロマトグラムのベースライ

ンの上昇が認められ，定量性にも欠ける．ここでは同時

分析のため，報告7）の通り310nmを検出波長として選

択した．本HPLC条件での9種の紫外線吸収剤のクロマト

グラムをFig．1に示した，

　他の化粧品配合成分が対象とする紫外線吸収剤のピー

クと重なり定量に妨害を及ぼすかどうか検討した。検討し

た中では，プロピルパラベンのピークがTHBの直前に出現

した．4，準DihydroxybenzophenoneがEABとほぼ重なり，デ

ヒドロ酢酸，サリチル酸は近い位置にあるが分離は可能

であった．比較的頻度高く配合される安息香酸，デヒド

ロ酢酸，ソルビン酸，フェノキシエタノール，ジブチル．

ヒドロキシトルエン，ブチルヒドロキシアニソールは妨

害がないとされている．7）したがって，今回検出された紫

外線吸収剤の定量に妨害はなかったと考えられる．

㎜
50000DO

　400（㎜

塁

董300（㎜

2000（㎜

loo〔㎜

0

0　　　　　20　　　　　40　　　　　60　　　　　80　　　　　100　　　　120

　　　α）ncentration（μ9／ml）

十EAB
一◇一THB

十DIIB
十DHDMB
十HMB
一●・一EDB

一△一BMB

一（〉一EMC

一》←・ES

2．検量線と定量限界

　紫外線吸収剤は5～100μg／mlの濃度範囲でピ」ク面

積との間に良好な直線関係が得られた（Fig．2）．310　nm

を検出波長としたとき，同じ濃度での各紫外線吸収剤の

ピーク面積はEDBが最も高くEMCが次であった．例えば，

EMCについてクロマトグラム上のピークとベースライン

のシグナルーノイズ（SIN）比をもとに検出限界値及び定

Fig．2．　Calibration　curves　of　g　ultraviolet　absorbers

EAB＝ethylρ一aminobenzoate，

THB＝2，2’，4，4’一tetrahydroxybenzophenone，

DHB＝2，4－dihydroxybenzophenone，

DHDMB＝2，2’一dihydroxy－4，4’一dimethoxybenzophenone，

HMB＝2－hydroxy－4－methoxybenzophenone，

EDB＝2－ethylhexylρ一dimethylaminobenzoate，

BMB＝4‘θπ一butyl－4’一methoxydibenzoylmethane，

EMC＝2－ethylhexyl：ρ一methoxycinnamate，

ES＝2－ethylhexyl　salicylate．

量限界値を求めた．SIN＝3を検出限界とした場合，試験

溶液中のEMC濃度は0．O13粋g／ml，　SIN＝10を定量限界と

した場合は0．044μg／mlであった．この値は規制値を超え

ているかどうかの判断には十分な検出感度であることを

示している．

　本法によるクロマトグラムの再現性を確認するため，

混合標準液を4回繰り返し注入し，ピーク面積を測定し

た．Table　lに示すように，いずれの濃度においても各物

質は再現性良く検出された．

Table　l．Reproducibility　of　peak　area　fbr　g　ultraviolet　absorbers

Chemical Abbreviation Retention

time（min）

Peak　area　RSD（％，　n＝4）

5μg／ml　　lOμg／ml　25μg／ml　50μg／ml　lOOμg／ml

Ethylρ一aminobenzoate

2，2’，4，4’一Tetrahydroxybenzophenone

2，4－Dihydroxybenzophenone

2，2’一Dihydroxy－4，4’一dimethoxybenzophenone

2－Hydroxy－4－methoxybenzophenone

2－Ethylhexylρ一dimethylaminobenzoate

4一‘朗一Butyl－4’一methoxydibenzoylmethane

2－Ethylhexylジーmethoxycinnamate

2－Ethylhexyl　salicylate

EAB

THB

DHB

DHDMB
HMB
EDB

BMB
EMC
ES

5．9

7．9

10．2

10．9

12．6

20．2

21．1

22．4

24．3

0．30

0．19

0．15

0．20

0．27

0．21

0．38

0．21

0．27

0．16

0．26

0．ll

O．18

0．20．

0．22

0．18

0．18

0．28

0．69

0．81

0．64

0．74

0．69

0．65

0．96

0．69

0．67

0．75

0．79

0，83

0．73

0．76

0．77

1．03

0．78

0．76

1．68

1．86

1．70

1．72

1．68

1．71

L70

1．66

1．63
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3．添加回収試1験と定量再現性

　化粧品中の成分の定量では，THFを抽出溶媒として加

え超音波処理して抽出し，そのまま試験溶液とすること

が多い．5のここでも同様の抽出法を用いることにした．

クリーム，乳液および化粧水に紫外線吸収剤9種を1％量

添加して回収試1験を行ったところ，Table　2に示すように

全ての物質が良好に回収できた．

　対象物質を配合した日焼け止め乳液を試料として繰り

返し試1験を行った結果，いずれの回も同様な定量値を示

し，本試験法の良好な再現性が確認された（Table　3）．

Table　2．　Recovery　ofultraviolet　absorbers　added　in　cosmetics

Chemical Recovery（％）＊

Cream Milky　loation Lotion

EAB

THB

DHB

DHDMB
HMB
EDB

BMB
EMC
ES　．

99．3　　±　　0．9

99．4　±　　09

99．0　　±　　1．0

99．5　　±　　1．0

99．2　　±　　0．9

98．9　　±　　1．O

lOO．3　　±　　0．9

99．0　　±　　0．9

99．1　±　　0．9

99．1

99．6

99．7

99．7

99．6．

99．5

100．9

104．1

99．5

±　0．5

±　0．8

±　0．6

±　0．6

±　0．6

±　0．6．

±　0．5

±　0．7

±　0．6

98．3

98．7

985

98．3

98．5

985

99。8

98．4

98．4

0．6

0．6

0．6

0．7

0．7

0．7

0．8

0．6

0．6

Spiked　concentration　was　1％fbr　each　chemical．

＊Values　are　mean±standard　deviation（SD）（n；4）．

Table　3．　R．eproducibility　study　fbr　the　determihation　ofultraviolet　absorbers　by　a　repeat　test

Chemical Concentration　fbund（％） RSD（％）

Experiment

1 2 3 4 Mean SD

HMB
EMC
ES

4．54

7．07

934

4．54

7．07

9．36

4．53

7．05

9．34

4．40

6．85

9．08

450

7．O1

9．28

0．07

0．10

0．13

1．49

1．49

1．45

Table　4．　Concentration　ofultraviolet　absorbers　in　the　sun　care　products

No．　Item Manuf註cturer SPF Concentration（％）

HMB BMB EMC ES

1

2

3

4

5

6

7

8

Moisture　lotion

Moisture　milky　lotion

Sunscreen　lotion

Sunscreen　milky　lotion

Sunscreen　milky　lotion

Sunscreen　milky　lotion

Sunscreen　milky　lotion

Sunscreen　cream

A

A

B

B

B

B

C

D

0

0

30

16

30

50

18

20

nd

nd

3．91

2．24

3．82

4．65

2．78

nd

nd

nd

nd

nd

l．87

nd

O．07

nd

0．007

0．007

752

7．08

7．15

7．22

7．22

5．69

nd

nd

8．27

nd

9．46

9．57

nd

nd

nd＝not　detected（く0．0002％，　limit　ofdetection）．
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（a）

HMB

EMC

BMB
ES

する70検体を収去した．それらの品目（使用目的），性状，

表示されているSPF及びPA，並びに日本国以外で製造さ

れたものについてはその製造国名をTable　5にまとめて示

した．試料の典型的なHPLCクロマトグラムをFig．3に示

した．各検体とも2～4回繰り返し試験を行い，得られ

た定量値（％）の平均±標準偏差値を示した（Table　5）．

今回の収去品の中でEMCの最高値は12％弱，一方，幼児

用の口紅には0．2％と少なかった，
0　　　　　5　　　　　10　　　　　15　　　　20　　　　25　　　　30　　　　35　　　　40

　　　　　　　Retention　time（min）

（b）

（c）

0　　　　　5　　　　　10　　　　　15　　　　20　　　　　25　　　　　30　　　　　35　　　　40

　　　　　　　Retention　time（min）

EMC

0　　　　　5　　　　　10　　　　　15　　　　20　　　　　25　　　　30　　　　　35　　　　40

　　　　　　　Retention　time（min）

Fig。3．　Typical　chromatograms　for　cosmetics　containing

ultraviolet　absorbers

Sample（a）No．27，（b）No．29，（c）No．30．

HPLC　conditions　and　peak　identi丘cation　were　as　described

in　Fig．l　and　2．

4．各種試料への適用

　東：京都及び神奈川県で購入した化粧品計8種について

分析した．これらは化粧品全成分表示が義務付けられる

以前に購入し保管されていたものであり，製品内容につ

いての表示が失われているものもある．EMCはメトキ

シケイ皮酸オクチル，ESはサリチル酸オクチル，　HMB

はオキシベンゾンという成分名で記載されている製品も

あった．日焼け止め用とうたう製品にはEMCが5～8％

の量で配合されていた．一方，そうでない製品ではEMC

の量は少なかった．また，5種の製品については，今回

分析対象とした物質が複数配合されていることを確認し

た．ESが配合された場合は9％前後，　HMBも比較的多く

併用されていることがわかった（Table　4）．

　平成18年度一斉試験として19都府県からEMCを含有

5．紫外線吸収剤定量値と紫外線防御指標との関係

　SPF（sun　protection魚ctor）は中波長紫外線UVB（290

～320nm）の防御能を表す指標として国際的に用いら

れている．1’9）SPFの測定は人工太陽光を用いた光源を被

験者の背部に照射して行い，わずかな日焼けを起こす最

小の紫外線量を製品塗布部と無塗布部で測定し，これ

らの比で求める．9）EMCは代表的な強いUVB吸収剤で

あり，2％配合するとSPFは4，7，5％では10～12となる．

10＞EMCの配合量を増加するにつれてSPFは上がるもの

の，一定濃度以上ではSPFはそれ以上高くならないとさ

れている．10）そのため，第二の紫外線吸収剤を添加して

相乗効果を利用することが行われている．

　長波長紫外線UVA（320～400　nm）の防御能を表す

指標としてPA（Protection　grade　of　UVA）が日本で用い

られている．PAは＋～＋＋＋まで3段階あり，＋の多い方が

防止効果は強い．しかしPAは国や地域によって表現方法

に違いがあり国際的に統一されていない．9）

　分析結果をもとに，製品中のEMC量または紫外線吸収

剤の総量と紫外線防御指標SPF及びPAとの間に関係があ

るかどうか調べた．SPF及びPA値が高いほど紫外線吸収

剤が多量に含まれるものが多いが，EMCあるいは紫外線

吸収剤総量とSPA及びPAとの間には明らかな相関は認め

られなかった（Fig．4，5）．紫外線吸収剤によって吸収効

率は異なること，今回分析していない無機系微粒子も紫

外線散乱剤として紫外線防御に働くこと，さらにそれぞ

れの成分の配合比が紫外線防御効果に影響することが知

られており，こうした複雑な要因が関与しているものと

考えられる．1畑
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Thble　5．　Concentration　ofultraviolet　absorbers　in　various　cosmetics

No、　hem Fom1 SPF＊ PA＊ Country
Concentration（％）＊＊

　　　　　EMC
BMB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52

53

54
55

56

57
58

59

60

61

62

63

64a

64b

65

66

67

68

69

70

Sunscreen

Sunscreen

Face　powder

Foundat孟on

Foundation

Sunscreen

Moisture　lotion

Sunscreen

Moisture　lotion

Foundation

Fac骨powder
Sunscreen

Lip　balm

Lip　balm

Sunscreen

Sunscreen

Sunscreen

Foundation

Sunscreen

Foundation

Foundation

Massage　cream

Massage　cream

Massage　creanl

Sunscreen

Moisture　lotion

Sunscreen

MGis亡ure　cream

Lip　balm

Foundation

Sunscreen

Moistロre　lotlon

Sunscreen

Foundation

Sunscreen

Su皿screen

Sunscreen

Foundation

Hair　cream

Moisture　lotion

Sunscreen

Foundation

Sunscreen

Moisture　lotion

Foundation

Face　powder

Foundation

Foundation

Foundation

Sunscreen

Sunscreen

Essence

Sunscreen

Sunscreen

Sunscreen

Sunscreen

Sunscreen

Sunscreen

Sunscreen

Sunscreen．

Sunscreen

Foundation

Massage　cream
Lipstick

Lipstick

Moisture　cream

Essence

Foundation

SLmscreen

Sunscreen

Foundation

Milky　lotion

Cream

Powder．

Milky　lotion

Milky　lotion

Milky　lotion

Milky　Iotion

Milky　lotion

Milky　lotion

Powder

Powder

Milky　lotion．

Stick

Stick

Cream
Liquld

Milky　lotion

Powder

Milky　lotion

Milky　lotion

Cream

Cream

Cream

Cream

Mnky　lotion

Milky　lotion

Liquid

Cream
Stick

Milky　lotion

Cream

Mj】ky　lo重lon

Cream

Milky　lotion

Mllky　lotion

Mjlky　Iotjon

Milky　lotion

Cream
Cream

Milky　lotion

Milky　lotion

Powder

Milky　lotion

MUky　lotion

Powder

Powder

Milky　lotion

Milky　lotion

Milky　lotion

Milky　lotion

Milky　lotion

Milky　lotion

Milky　lotion

Mnky　lotion

Milky　lotion

Milky　lotion

Gel

Milky　lotion

Cream

Milky　lotion

MHky　lo亡lon

Milky　lotion

Gel

Gel

Gel

Gel

Gel

Powder
Gel

Cream

Milk　lotlon

40

27

30

50＋

25

20

50＋

17

10

50＋

47

30

25

15

30
4

15

10

15

18

15

50＋

50＋

50＋．

20

30

35

50＋

4

20
10

15

50＋

50＋

28

25

25

50＋

20
25

25

50

40
50

22

20
20

20

什

十十

十十

十十十

十十

十十

十十十

十十

十←

十十十

十十

十十

十十十

十

十

十十十

十十十

十十十

十十

十十

什
十十十

十十

十十

十十

十十十

十十十

十十

十十

十十

十十十

朴
十十

十十

十十十

十十十

十十十

十十

十

十

十十

Japan

Japan

Germany
Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Switzerland

Switzerland

Swltzerland

USA
Canada

UK
SouεhA摘rlca

USA
Japan

France

USA
Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

France

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Japan

Ja　an

2．01

0．07

0，44

2．97

0．99

4，88

0．13

10．ll

L90
2．72

2．85

9，33

L88
1．81

5．32

5．68

7．44

0，32

6．92

5．88

4．65

1，93

0．57

0，61

8，65

7．57

7．62

3．62

4．65

3．49

6，35

9．51

8．22

6．49

8．71

6．78

9，00

5．21

0．11

0．54

5．70

7．64

7，36

153
3．Ol

4．07

2，87

2．85

6．58

7．31

10，05

6．65

6，04

8．86

4，99

4．98

491
8．79

11．93

334
7．72

5．05

0．03

0．22

0．20

0．004

0．003

5。13

7．09

7．43

4．17

十

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

土

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

0．02

0．05

0．03

0，00

0．04

0．02

0，03

0，29

0．13

0．09

0，17

0．46

0，10

0．15

0，05

0，23

0．10

0，05

0．08

0，14

0．Ol

O．00

0．02

0．02

0．44

0，15

0．02

0．44

0．31

0，29

0．42

0．57

0．54

0，17

0．07

0、45

0．25

0．31

0．01

0．07

0．20

0．．06

0．15

0，02

0，03

0，16

0．05

0．20

0．35

0，19

0，32

0．11

0．08

0，38

0．02

0．11

0．03

0．35

0．23

0．09

0．30

0．18

0．00

0．00

0．01

0．000

0．000

0．03

0，12

0．00

0．02

nd＊＊＊

0．15±0．03

L83±0．03
0．96　±　　0．69

0．05±0．Ol
O．07　　±　　0．03

1。18　±　　0．63

0．09　±　　0．04

0．09　±　　0．04

2．40　±　 1．23

0．72　±　 0．36

4．80　±　2．61

0．10±0．03

0．03　　±　　0．02

0．79　±　 0，05

LOl±0．05

2．48　＋　　2．15

1．32　＋　 2．02

1．82

0，12

0，12

十

十

十

0．07

0，01

0．00

0．0002　　±　　0．0000

1．05　　±　　0．06

1．10±0．04
0．25　±　　0，00

唯Blank　wellmeans　no　indication　on　the　sample．

艸惚lues　are　mean±standard　deviadon（n＝2－4）．　Blank　well　means　no置nd正catlon　and　no　dcterminatbn　ofthe　chemical．

＊＊＊not　detected（＜0，0002％，　Kimit　ofdetection）．

第125号（2007）

HMB ES

0．04　±　　0．04

0．31　±　　0．06

4．93　±　　0．17

4．00±0．10

2．03　±　 0．08

L97　±　　0．07

L92　±　　α08

10．35　±0．35
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室内空気中の総揮発性有機化合物（TVOC）に対する

　　　　　芳香剤・消臭剤の影響に関する研究

神野透人＃，香川（田中）聡子，小鳥とも子，宮川真琴＊，吉川淳＊，小松一裕＊，． ｿ永裕司

Impact　of　Air　Fresheners　and　Deodorizers　on　the　Indoor　Total　Vblatile

　　　　　　　　　　　　　　Organic　Compounds

Hideto　Jinn♂騨Toshiko　Tanaka－Kagawa，　Tomoko　Obama，　Makoto　Miyagawa串，

　　　　　　　　　　　ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ

　　　　Jun　Y6shikawa，Kazuhiro　KQmatsu　and　Hiroshi　Tokunaga

Abstract

　Indoor　air　quality　is　a　growing　health　concem　because　of　the　increased　incidence　of　the　building－related　ill－

ness，　such　as　sick－building　syndrome　and　multiple　chemical　sensitivity／idiopathic　environmental　intolerance．　In

order　to　ef琵ctively　reduce　the　unnecessary　chemical　exposure　in　the　indo6r　environment，　it　would　be　important

to　quantitatively　compare　the　emissions　f士om　many　types　of　sources．　Besides　the　chemical　emissions　ffom　the

building　materials，　daily　use　of　household　products　may　contribute　at　significant　levels　to　the　indoor　volatile

organic　compounds（VOCs）．　In　this　study」we　investigated　the　emission　rate　of　VOCs　and　carbonyl　compoundS

fbr　30　air　f｝esheners　and　deodorizers　by　the　standard　small．　chamber　test　method（JIS　A　l901）．　The　total　VOC

（TVOC）emission　rates　of　these　household　products　ranged　ffom　the　undetectable豆evel（＜20μg／unit／h）to　6，900

μ9／unit／h．　The　mean　TvOc　emission　rate　of　the　air　ffesheners　fbr　indoor　use（16　products）was　l，400μ9／unit／

hand　that　of土he　deodorizers　fbr　indoor　use（6　products）was　58μg／unit／h，　indicating　that　the丘agrances　in　the

products　account　fbr　the　m勾or　part　of　the　TVOC　emissionS．　Based　on　the　emission　rates，　the　impacts　on　the

indoor　TVOC　w6re　estimated　by　the　simple　model　with　a　volume　of　l　7．4　m3　and　a　ventilation丘equency　of　O．5

times／h．　The　mean　of　the　TVOC　increment　fbr　the　indoor　air　fセesheners　was　170　pg／m3，　accounting　fbr　40％of

the　current　provisional　target　value，400μg／m3．　These　results　sugg『st　that　daily　use　of　household　products　can

significantly　influence　the　indoor　air　quality．

Keywords：indoor　air　quality，　volatile　organic　compounds，　household　products，　small　chamber　test　method

1，はじめに

　住宅の高気密・高断熱化に伴って，建材や家庭用品か

ら放散する化学物質に起因すると考えられる，いわゆる

シックハウス症候群／化学物質過敏症などの健康被害が

顕在化し，社会的にも重大な問題となっている．

　　現在，fb㎜aldehyde，　acetaldehyde，　toluene，　xylene，

ethylbenzene，　styrene，　tetradecane，．1，4－dichlorobenzene，

dir刀一butylphthalate，　di一（2－ethylhexy1）phthalate，　chlorpyri－

fbs，　diazinone，色nobucarbの13物質について室内濃度指針

値が策定されており，室内空気中の総揮発性有機化合物

（TVOC）については，国内家屋の実態調査結果から合

理的に達成可能な限り低い濃度として400μg／m3の暫定

目標値が設けられている1）．室内環境中の主要な化学物

質発生源の一つである建材に関しては，建築基準法の

改正等による低減化対策が講じられているものの，我々．

が平成16年度に実施した全国調査の結果では依然とし

てTVOC暫定目標値を超える家庭が30％程度存在してい

た2）．したがって，既存の家屋も含めて室内空気中化学

物質の効率的な低減化をはかる上で，もう一つの主要な

発生源であると考えられる家庭用品についても，製品の

使用あ．るいは設置に伴う室内空間へのTVOC負荷を定量

的に評価しておくことが必要であると考えられる．

　そこで，本研究では建材等の試験に標準的な方法とし

て用いられている小形チャンバー法（JISA1901法）を

据置型の消臭・芳香剤及び消臭剤30品目に適用し，室内

空気中のTVOCに対する影． ｿを検討した．

＃To　whom　correspondence　should　be　addressed：Hideto　Jinno；

Kamiyoga　1－18－1，　Setagaya－ku，　Tokyo　158－8501，　Japan；Tel＝

03－3700－9298，Fax：03－3707－6950；e－man：jinno＠nihs．gojp

＊（財）日本食：品分析センター



室内空気中の総揮発性有機化合物（TVOC）に対する芳香剤・消臭剤の影響に関する研究 73

Table　l　Propeties　of　the　Air　Freshener　and　Deodorizer　Samples

Sample

No。
品　名 用　途 形状 成　分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

消臭・芳香剤

消臭・芳香剤

消臭・芳香剤

消臭・芳香剤

消臭剤

消臭・芳香剤

消臭・芳香剤

消臭・芳香剤

消臭・芳香剤

　消臭剤
消臭・芳香剤

消臭・芳香剤

芳香・消臭剤

消臭・芳香剤

　消臭剤

消臭剤

消臭剤

　消臭剤
消臭・芳香剤

消臭・芳香剤

芳香・消臭剤

芳香・消臭繋り

23　　自動車用消臭剤
24　　　自動車用消臭剤

25　　　　消臭剤
26　　　　消臭剤
27　自動車用消臭芳香剤
28　自動車用消臭芳香剤
29　　　消臭・芳香剤

30　自動車用消臭芳香剤

室内用

心内用

室内用

室内用

室内用

室内用

室内用

部屋用

部屋用

室内鉛

室内用

室内鉛

室内用

室内用

リビング、玄関、台所まわり

寝室、トイレ、ペット用

リビング、玄関、台所まわり

寝室、トイレ、ペット用

リビング、玄関、台所まわり

寝室、トイレ、ペット用

　　　　室内用
　　　　室内用
　　　　室内用
リビング・トイレ・玄関用

液体

液体

液体

液体

ビーズ

ビーズ

ビーズ

液体

液体
ゼリー

ゼリー

ゼリー

ゼリー

ゼリー

ゲル

窒素系消臭剤、香料、界面活性剤（非イオン、陰イオン）、

色素

窒素系消臭剤、香料、界面活性剤（非イオン、陰イオン）、

色素

両性界面活性剤系消臭剤、香料、界面活性剤（非イオン、

陰イオン）、色素

両性界面活性剤系消臭剤、香料、界面活性剤（非イオン、

陰イオン）、色素

両性界面活性剤系消臭剤、アミノ酸系消臭剤、植物抽
出物、吸水性樹脂
界面活性剤（非イオン、両性）

両性界面活性剤系消臭剤、アミノ酸系消臭剤、植物抽
出物、吸水性樹脂
香料、界面活性剤（非イオン、両性）、色素

両性界面活性剤系消臭剤、アミノ酸系消臭剤、植物抽
出物、吸水性樹脂

香料、界面活性剤（非イオン、両性）、色素
植物精油、香料、界面活性剤（非イオン、陰イオン）

植物精油、香料、界面活性剤（非イオン、陰イオン）

植物抽出物消臭剤、吸水性樹脂、吸油性樹脂

植物抽出物消臭剤、香料、吸水性樹脂、吸油性樹脂
植物抽出物消臭剤、香料、吸水性樹脂、吸油性樹脂

香料、天然系消臭剤、界面活性剤、ゲル化剤
香料、天然系消臭剤、界面活性剤、ゲル化剤

植物抽出消臭剤、吸水性樹脂

ゲル　　植物抽出消臭剤、香料、吸水性樹脂

ゲル　　植物抽出消臭剤、香料、吸水性樹脂

ゼリー

ゼリー

ゼリー

液体

リビング・トイレ・玄関用　　液体

自動車用

自動車用

自動車用

自動車用

自動車用

自動車用

自動車用

自動車用

ゲル

ゲル

ゲル

ゲル

液体

液体

ゲル

液体

イオン交換体、ジェル化剤

イオン交換体、ジェル化剤、香料

イオン交換体、ジェル化剤、香料
香料（天然精油配合）、非イオン系界面活性剤、植物抽
出物、色素

香料（天然精油配合）、非イオン系界面活性剤、植物抽
出物、色素

植物抽出物、香料、界面活性剤

植物抽出物、香料、界面活性剤
銀含有ゼオライト

極細エキス

香料、消臭剤、アルコール

香料、消臭剤、アルコール

香料、水、界面活性剤、エタノール、ゲル化剤、植物
抽出物、色素

香料、エチルアルコール、精製水、界面活性剤、ヒト・

フェロモン

品名が「消臭・芳香剤」あるいは「芳香・消臭剤」と表示されている製品については、いずれも本文中で「消臭・芳香剤」として記述した．

2．実験方法

2．1試料

　Table　lに示した室内用22品目及び自動車用8品目の据

置型消臭・芳香剤及び消臭剤を東京都内の量販店で購入

した．放散試験直前に開封し，製品に記載されている方

法に従って使用時の状態としたものを試験に供した．

2，2　20－L小形チャンバーによる放散試験

　放散試験はJISA1901：2003「建築材料の揮発性有

機化合物（VOC），ホルムアルデヒド及び他のカルボニ

ル化合物放散測定方法一小形チャンバー法」に準じて実

施し，試験開始から3日後に放散ガスのサンプリングを

行った。カルボニル化合物とVOCsのサンプリングには

それぞれPresep－C　DNPHカートリッジ（和光純薬工業）

及びTO－17／2吸着管（Markes）を使用し，167　mL／minの
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流速でカルボニル化合物については20L，　VOCsについ

ては0．3しの放散ガスをサンプリングした．また，試験

前後の試料重量を測定し，放散に伴う内容量の減量を算

出した．

2．3VOCs及びカルボニル化合物の定量

　VOCsの定量には加熱脱着装置TurboMatrix　ATD（Perkin

Elmer）及びEQulTY」1カラム（0．25　mm×60　m，膜

厚0．25μm；Sigma－Aldrich）を接続したClarus　500　GC／

MS（PerkinElmer）を使用した．30　mL／minの流速でhe－

liumガスを通しながらTO－17／2吸着管を3000Cで10分間

加熱した．脱着したVOCsをTenax　TA冷却トラップ（50C）

で捕集した後にトラップを3000Cに急速加熱し，　VOCs

をGCIMSに導入した．カラム温度を400Cから2500Cまで

50C／minで昇温し，質量数（m／z）35－350の範囲を4　Hzの

スキャン速度で測定した．室内空気中で高頻度に検出さ

れるVOCs　70物質のうち，八一hexaneから刀一hexadecaneの間

の保持時間に溶出される62物質を個別に定量するととも

に，トータルイオンクロマトグラムのピーク面積積分値

からTVOC量を算出してtoluene換算値として示した3）．

　Presep－C　DNPHカートリッジにacetonitrileを通して

DNPH誘導体を溶出し，5mしに定題した．この溶出直

中のカルボニル化合物DNPH誘導体をRP－Amideカラム

（250mm×4．6　mm，　Sigma－Aldrich）を接続した高速液

体クロマトグラフ（Shimadzu　LC－2010AHT）で定量した．

移動相はacetonitrile：水（40：60）（A液）及びacetonitrile：

水（75：25）（B液）を用い，100％A液で5min保持した後

にB液の割合を20minで60％まで直線的に増加させてカ

ルボニル化合物17物質（formaldehyde，　acetaldehyde，　ac一

・etone，　acrolein，　propionaldehyde，　crotonaldehyde，　2－bu－

tanone，　17－butylaldehyde，　benzaldehyde，　cyclohexanone，

右。－valeraldehyde，　valeraldehyde，　o一，1η一，、ρ一tolualdehyde，

hexaldehyde及び2，5－dimethylbenzaldehyde）のDNPH誘導体

を分離し，紫外検出器（360nm）で検出した．

24　解析

　放散ガス中の各VOC及びカルボニル化合物濃度から次

式により単位個数当たりの放散速度EFu（μg／unit／h）を

算出した．

　　　　EF。＝（Ct－Ctb，t）×n×V

Ct：経過時間tにおける小形チャンバー内の

　　濃1度　（μ9／ln3）

C，U、：経過時間tにおけるトラベルブランク

　　濃度（μ9／m3）

n　：換気回数（回／h）・

V　：小形チャンバーの容積（m3）

　家庭用品による気中濃度増分値の予測にはデンマーク

規格による室内空間モデルを採用し，次式により予測増

分値△C（μg／ln3）を算出した．ただし，自動車：用の製品

の場合には室内容積を3m3として推算を行った．

　　　　△C＝（EF、　×　UR）ノ（nR　×　VR）

UR：家庭用品の使用個数．（l　unit）

nR：換気回数（0．5回／h）

VR：室内容積（17．4　m3）

3．結果と考察

　本研究で対象とした据置型消臭・芳香剤及び消臭剤は

それらの製品の形状から主に蒸散支配型の放散を示す

と考えられる．接着剤や塗料の場合のように，蒸散支配

型の放散では放散速度が試料表面の風速の影響を大き

く受けることが知られており，小形チャンバー法による

試験では実際の室内空間での放散速度を再現できない

おそれがある．そこで，小形チャンバーによる放散試験

が据置型消臭・芳香剤及び消臭剤の製品使用時の放散量

を反映していることを確認するために，3日間に渡る試

験期間中の試料減量から推定される使用期間と容器に

表示されている使用期間との比較を行った．その結果，

Table　2に示したように，使用期間表示のある27試料中

の21試料（78％）で両者の差異が1．5倍以内に収まって

おり，小形チャンバー法による放散試験により実際の使

用状況での放散量を概ね再現できるものと推察される

結果が得られた．

　Table　3は放散試験開始から3日後に検出されたTVOC

及び主なVOCs，カルボニル化合物をまとめたものであ

る．尚，VOCs及びカルボニル化合物については放散速

度の順に記載した．室内用消臭剤6製品のTVOC放散速

度の平均は58μg／uni∀hであるのに対し，室内用消臭・

芳香剤16製品の平均は1，400μg／unit／hと20倍以上高い値

であった．自動車用製品でも同様の傾向がみられ，消

臭剤4製品の平均が74μg／unit／h，消臭・芳香剤4製品の

平均が200μg／unit／hであった．極めて高いTVOC放散速

度が観察された試料No．21及びNo．22では室内濃度指針

値の定められている鉛㎜aldehydeの放散が認められ（5－

6μg／uniレh），試料No．5，　No．6，　No，20及びNo．29からは

acetaldehydeの放散が認められた（5－49μg／uniレh）．そ

れ以外の個別定量の対象物質として，カルボニル化合

物ではacetone，　benzaldehyde及びhexaldehyde，　VOCsで

はd4imonene，（±）一camphor，　β一pinene，　α一pinene，　butyl

acetate，1－butanol及び3，5－dimethyloctaneが検出された．

　放散速度を基にして室内空間における気中濃度増分

予測値を算出した結果をTable　4に示した．尚，　VOCs及

びカルボニル化合物については予測値が1μg／m3以上の
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化合物について濃度順に記載した．据置型消臭・芳香

剤及び消臭剤の使用に伴うTVOCの気中濃度増分予測値

が暫定目標値400μg／m3の10％を超えるものが30試料中

20試料（67％）存在した．また，単独でTVOCの暫定目

標値を超える予測値が得られたものが2試料（No．21及

びNo22）存在した．特に，室内用消臭・芳香剤による

TVOC気中濃度増分予測値は16製品の平均で170　Fg／m3

（暫定目標値の40％に相当）であり，据置型消臭・芳香

剤の使用が室内空気質に大きな影響を及ぼす可能性を示

唆する結果が得られた．

Table　2　Duration　ofUse　Estimated　f士om　the　Emission　Chamber　Tests

Sample　No．　　内容：量
製品に記載さ

れた使用期間
放散試験期間中　　減少量から予想
（3日間）の減少量　される使用期間

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

200　mL

200　mL

400　mL

400　mL

100　9

100　g

lOO　9

400　mL

400　mL

150　9

150　9

150　9

270　9

270　9

180　9

180　g

180　9

130　g

130　9

130　9

130　mL

130　mL

150．9

150　g

lOO　mL

100　mL

80　mL

80　mL

150　mL

66　mL

約1～1．5ケ月

約1～1．5ケ月

約L5～3ケ月

約1．5～3ケ月

約1～2ケ月

約1～2ケ月

約1～2ヶ，月

2～3ケ月

2～3ヶ，口

約1～2ヶ月

約1～2ヶ月

約1～2ケ月

約2ヶ月

約2ケ月

2～3ケ月

2～3ヶ，月

2～3ケ月

約し5～2ケ月

約1．5～2ケ，月

約L5～2ケ月

約1ケ月

約1ヶ，月

約2ヶ月

約2ケ月’

約1ケ月

表示なし

表示なし

表示なし

約15～2．5ケ，月

約1ケ月

10．O　mL

95　mL
4．8　mL

4．5　mL

6．9　9

7．0　9

7．0　9

95　mL

105　mL

6．3　9

7．8　9

7．0　9

10．3　9

11．2　9

5．2　9

5．9　9

55　9

5．6　9

7．3　9

7．2　9

9．O　mL

lI．l　mL

4．2　9

4．l　g

4．4　mL

2．5　mL

4．6　mL

43　mL
2．9　mL

4．8　mL

2．0ケ月

2．1ケ月

8．4ケ月

8．8ケ月

L4ケ月

1．4ケ月

L4ケ月

4，2ケ月

3．8ケ月

2．4ケ月

L9ケ，月

2．1ケ月

2．6ケ月

2．4ケ月

3．5ヶ，月

3．0ヶ，月

3．3ケ月

2．3ヶ月

1．8ケ月

L8ケ月

1．4ケ，月

1．2ケ月

3．6ケ月

3．6ケ月

2．3ケ月

4．1ケ月

1．8ケ月

1．9ケ月

5．1ケ月

1．4ヶ，月
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Table　3　Emission　ofTVOC　and　VOCs／Carbonyl　Compounds　f士om　Air　Fresheners　and　Deodoriz信rs

Sample　No．

　1

　2

　3

　4

　5

　6

　7

　8

　9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Enlission　Rate（mg／unit／h）

TVOC

　960

1，100

370

　690

　ND
　l30

　300

1，100

　550

　150

　630

1，600

1，500

　460

　　ND．

　　34

　130

　　35

　510

1，200

5，100

6，900

　230

　　65

　　ND

　　ND

　l80

　180

　410

　　35

VOCs／Carbonyl　Compounds

d－Limonene

d－Limonene

d－Limonene

Acetaldehyde

1－Butanol

d－Limonene

Camphor

d－Limonene

d－Limonene

d．Limonene

d－Limonene

d－Limonene

Acetone

（±）一Camphor

d－Limonene

d－Limonene

Formaldehyde

Fo㎜aldehyde

d－Limonene

Hexaldehyde

d－Limonene

Benzaldehyde

120

11

160

49

27．

15．

62

44

　　6

220

490

290

　　7

14

100

120

　　6

　　5

100

　　5

11

　9

β　一pinene

β　一Pinene

d－Limonene

d－Limonene

β　一Pinene．

α一Pinene

3，5．Dimethyloctane

Buthyl　acetate

Benzaldehyde

Acetaldehyde

9

14

19

15

　9

　6

　4

35

29

5

α一pinene

（±）一Camphor

Acetal（lehyde

α＿Pinene

Acetone

Acetone

9

5

8

8

7

9

β一Pinene

β　一Pinene

Acetaldehyde

5

6

5

ND＝＜20　mg／unit／h
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Table　4　Estimated　Increments　in　the　TVOC　and　VOCs／Carbonyl　Compound　Concentrations

Estimated　Incremants　in　the　Indoor　Concentrations（mg／m3）

Sample　No．
Vblume　ofthe　Mode1
@　　　　　（m3） TVOC VOCs／Carbonyl　Compounds

　1

@2

@3

@4

@5

@6

@7

@8

@9

P0

P1

P2

P3

P4　　、

P5

P6

P7

P8

P9

Q0

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

R0

17．4

P7．4

P7．4

P7．4

P7．4

P7．4

P7．4

P7．4

P7．4

P7．4

P7．4

P7．4

P7．4

P7．4

P7．4

P7．4

P7．4

P7．4

P7．4

P7．4

P7．4

P7．4

R．0

R．0

R．0

R．0

R．0

R．0

R．0

R．0

110

P3Q

S3

V9

@－
P5

R5

P30

U3

P7

V2

P80

P70

T3

@－
@　4

P5

@　4

T9

P40

T90

V90

P50

S3

@一

@一
P20

P20

Q70

Q3

　d－Limonene　　　l　4　　　　　　－

п|LimGnene　　　1　　　　　一

п|Limonene　　l8　　　　　一

@　　　　『　　　　　　　　　　　　　　Acetaldehyde　　　　6

@　1－Butanol　　　　3　　　Acetaldehyde　　　l

п|Limonene　　　2　　　　　一

i±）一Camphor　　7　　　　　－

@d－Limonene　　　　5　　　　　　　－

п|Limonene　　　l　　　　　－

@d－Limonene　　25　　　　　－

@d－Limonene　　56　　　　　－

@d－Limonene　　33　　　　　－

@　　Acetone　　　　1　　　　　　一

i±）一Camphor　　2　　　　　一

@d－Limonene　　　12　　　　　－

aenzaldehyde　　　3　　　Acetaldehyde　　　I

@　　　　－　　　　　　　　　　　　　Formaldehyde　　　　1

@　　　　－　　　　　　Fo㎜aldehyde　l

@d－Limonene　　67　　　　　－

gexaldehyde　　　3　　　　　　一

п|Limonene　　　7　　　　　－

aenzaldehyde　　　6　　　Acetaldehyde　　　3

4．まとめ

　30品目の据置型消臭・芳香剤及び消臭剤からの化学物

質放散を小形チャンバー法により調査し，これらの家庭

用品が室内空気中のTVOCに対して大きな影響を及ぼす

可能性があることを明らかにした．TVOCは揮発性有機

化合物量を総体として表した空気質の指標であり，必ず

しも生体影響と直接結ぴっくものではないことに留意し

なければならないが，TVOCを指標として室内空気質の

評価あるいは改善等を行う際には芳香剤・消臭剤の影響

を十分に考慮する必要があるものと考えられる．

謝　辞

　本研究を実施するに当たりご助言を賜りました厚生労

働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室・野村由

美子氏並びに田中里依氏に深謝いたします．



78 国　　立　　衛　　研　　報 第125号（2007）

　　　　　　　　参考文献
1）シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会

　ホームページ（http：／／wwwnihs．gojp／mhlw／chemical／

　situnai／kentoukai．html）

2）Tanaka－Kagawa，　T，　Uchiyama，　S．，　Matsushima，　E．，　Sa－

　saki，　A．，　Kobayashi，　H．，　Kobayashi，　H．，　Yagi，　M．，　Tsuno，

　M．，Arao，　M，　Ikemoto，　K．，　Yamasaki，　M．，　Nakashima，　A．，

　Shimizu，　Y，　Otsubo，　Y，　Ando，　M．，　Jinno，　H．　and　Toku－

　naga，　H．：Kokuritsu　Iyakuhin　Shokuhin　Eisei　Kenkyusho

　Hokoku，123，27－31（2005）

3）香川（田中）聡子，神野透人，小濱とも子，宮川真琴，

　吉川　淳，小松一裕，徳永裕司：国立医薬品食品衛生

　研究所報告，125，83－89（2007）



79

8〃1乙八匂鼠11η3此Hθα1∫乃51cち125，79－85（2007） Notes

スモールチャンバー試験法による家庭用品から放散する

　　　　　　　　揮発性有機化合物の評価

香川（田中）聡子，神野門人＃，小門とも子，宮川真琴＊，吉川淳＊，小松一裕＊，徳永裕司

Evaluation　of　Vblatile　Organic　Compounds（VOCs）Emitted丘om　Household

　　　　　　　　　Products　by　S鵬ll　Chamber　Test　Method

Toshiko　Tanaka－Kagawa，　Hideto　Jinno＃，　Tomoko　Obama，　Makoto　Miyagawa＊，

　　　Jun　Ybshikawa＊，　Kazuhiro　Komatsu＊and　Hiroshi　Tokunaga

Abstract

　Identification　and　removal／replacement　of　sources　of　indoor　air　pollutants，　such　as　volatile　organic　compounds

（VOCs）and　aldehydes，　are　most　e飾ctive　measures　to　reduce　indoor　chemical　exposures．　For　instance，角㎜al－

dehyde　emissions　f㌃om　building　materials　have　been　successfhUy　decreased　by　the　restrictions　on　interior　finish－

ing　materials　under　the　alnended　Building　Standard　Low　in　Japan．　This　study　was　per角㎜ed　to　estimate　quanti－

tatively　inf［uence　of　household　products　on　indoor　air　quality．　VOC　emissions　were　investigated　fbr　51　products

including　interior　materials，　bedclothes，　stationeries，　toys　and　printed　matters　by　the　small　chamber　test　method

（JIS　A　1901）under　the　standard　conditions　of　28℃，50％relative　humidity　and　O．5　times／h　ventilation．

Total　VOC（TVOC）emissions　f｝om　the　tablecloth　and　gloves，　both　of　which　were　made　of　polyvinyl　chloride，

showed　the　highest　emission　rates；over　2000μg／（n12・h）afモer　l　da弘and　then　rapidly　decreased　to　less　than

500μg／（m2・h）in　a　week．　Among　stationeries／toys　fbr　schoolchildren　and　in負mts，　jigsaw　puzzle　and　play　mat

exhibited　higher　TVOC　emission　rates（38　and　24μg／（m2・h）after　l　day，　respectively）．　As　fbr　VOCs　emitted

食om　printed　matters，　high　boiling－point　compounds（higher　than　that　of刀一tridecane）were　typically　identified

along　with　toluene，　xylenes　and　ethylbenzene．　These　results　revealed　that　VOC　emissions　ffom　household　prod－

ucts　may　influence　significantly　indoor　air　quahty．

Keywords：indoor　air，　emission　of　volatile　organic　compounds，　household　prQducts，　small　chamber　test　method

1．はじめに

　室内空気の汚染に起因すると考えられる健康被害の増

加に伴い，室内環境中の化学物質に対して大きな関心が

寄せられている．このような化学物質に関する安全対策

としての取り組みとして，化学物質の室内濃度指針値に

ついて「シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検

討会」の中間報告書1）に基づき，これまでに13物質につ

いて室内濃度指針値が策定されている．

　化学物質の主要な発生源の一つである建材に関して

は，2003年7月1日に施行された改正建築基準法等2）に

よって低減化対策が講じられつつある．一方，居住者に

よって家庭内に持ち込まれる家具や繊維製品，あるいは

日常生活に伴って消費される様々な家庭用品にも多種多

様な化学物質が使用されていることから，これらの家庭

拝To　whom　correspondence　should　be　addressed：Hideto　Jinno；

Kamiyoga　l－18－1，　Setagaya，　Tokyo　l　58－8501，　Japan；Tel：03－3700－

1141ext．257，　Fax：03－3707－6950；E－mailjinno＠nihs．gojp

＊（財）日本食品分析センター

用品等から放散・放出される化学物質による室内空気汚

染について，化学物質暴露：の効率的な低減化の観点から

重大な懸案となっている．

　本研究では，家庭用品からの化学物質の発生状況を把

握し，室内空気中の化学物質に対する家庭用品の寄与を

定量的に検討する目的で，家庭用品51試料について小型

チャンバー法による揮発性有機化合物（VOC）の放散試

験を実施し，室内環境中濃度に対する影響について考察

を行った．

2．実験方法

2．1試料及び試験片の調製

　インテリア用品，寝具，文具，玩具等をはじめとする

家庭用品51試料を東京都または神奈川県内の小売店にて

購入した．試料のほぼ中央部から切断面が表面と直角に

なるように切り出した後，必要に応じて放散面以外の部

分をシールして，試験片の調製を行った．試料に柄があ

る場合は構成する色が多く入るように採取した．測定す
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る放散面は，試料の実環境での使用状態を考慮して表面

のみ又は表裏両面とし，面積が432cm2となるように調

製した．シール工程が必要な場合は，以下に示した方法

で行い，シール材にはステンレス板，アルミ箔，アルミ

チーフ。，テフロンテープ等のVOCの放散が試験に影響し

ない程度に低く，またVOCを吸着しにくいものを用いた．

2．1．1表面からの放散を測定する場合のシール工程

　切り出した試験片をシールボックス又はシール材を用

いて端部（切断面を含む）及び裏面をシールし，表面が

147mm×147　mm±3　mmとなるようにしたものを2つ

調製した．

2．1．2　表裏両面からの放散を測定する場合のシール

工程

　切り出した試験片をシール材を用いて端部（切断面を

含む）をシールし，表裏両面ともに147mm×147　mm±

3mmとなるようにしたものを1つ調製した．

2．2　20－L小形チャンバー法による放散試験

　放散試験はJISA1901：2003「建築材料の揮発性化合物

（VOC），ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放

散測定方法一小形チャンバー法」に準じて実施し，試験

開始1，3及び7日後に放散ガスのサンプリングを行った．

　VOCのサンプリングには3層（Tenax　TA．／Carbobraph

lTD　I　Carboxen　l　OOO）の吸着管TO－17／2（Markes）を使

用し，167mL／minの流速で3　しの放散ガスをサンプリン

グした。

2．3　VOCsの定量

　VOCsの定量は，加熱脱着装置付ガスクロマトグラ質

量分析計（GCIMS）を用いて以下に示す条件で実施した．

加熱脱着装置付GC／MSの分析条件

加熱脱着装置

　　機種：TurboMatrix　ArD［PerkinElmeL　lnc．］

脱着温度：300℃

脱着時間：10min

脱着ガス流量：60ml／min

冷却トラップ温度：High　300℃，　Low　5℃

冷却トラップ吸着剤：Tenax－TA

トランスファーライン温度：225℃

ガスクロマトグラフー質量分析計

　　機　種：Clarus　500［PerkinElmer　Inc．］

　　カラム：EQUITY4
　　　　　　　［シグマアルドリッチジャパン株式会社］

　　　　　　　φ0．25mm×60　m，膜厚0．25μm

　　注入方法：スプリット（1：20）

　　カラム温度：40℃→5℃／min昇温→250℃（3　mib）

　　ガス流量：helium　l　ml／min

　　スキャンタイム：0．25sec

　測定対象化合物としては，平成15年度及び平成16年

度に国立医薬品食品衛生研究所において実施した「室内

空気中の揮発性有機化合物に関する全国調査」の結果

より室内空気中で高頻度に検出される化学物質として

選定した70種のVOC（Table　l）3）のうち，かhexaneから

かhexadecaneの間の保持時間に溶出される62物質を個別

Table　l．　Seventy　volatile　organic　compounds　ffequently　detected　in　the　indoor　air　ofJapanese　dwellings

VOCs 1TPGC・ VOCs ∬TPGC寧 VOCs ∫rPGC・ VOCs ∫TPGC寧

Acetone く600 2－Meth　lhexane 663 3－Meth　loctane 872 η一Decane 1000

2－Pro　anol く600 3－Meth　lhexane 673 St　rene 880 1000

Meth　l　acetate ＜600 Trichloroeth　lene 689 o－Xlene 885 3－Carene 1013

Dichloromethane く600 2，2，4－Trimeth　l　entane 689 η一Nonane 900 1，2，3－Trimeth　lbenzene 1016

2－Meth　l　entane く600 η一He　tane 700 Iso　ro　lbenzene 917 d－Limonene 1029

Meth　leth　lketone ＜600 Meth　Iisobu　lketone 720 928 1－Meth　1－3－ro　lbenzene 1045

3－Meth　l　entane 〈600 Meth　lc　clohexane 723 al　ha－Pinene 938 η一Bu　lbenzene 1051

Eth　l　acetate ＜600 Isobut　l　acetate 755 η一Pro　Ibenzene 947 η一Undecane 1100

η一Hexane 600 Toluene 756 ±一Cam　hene　l 951 1，2，4，5－Tetrameth　lbenzene ll13

Chlorofb㎜ 603 1，4－dimeth　lc　clohexane 781 士）一Cam　hene　2 953 1，3，5－trichlorobenzene 1128

2，4－Dimeth　l　entane 625 But　l　acetate 795 Pheno1 956 Cam　hor 1136

Meth　lc　clo　entane 626 η一〇ctane 800 962 Na　hthalene 1179

634 Tetrachloroeth　lene 805 2－Meth　Inonane 965 η一Dodecane 1200

1－Butano1 642 1，4－dimeth　lc　clohexane 807 al　ha－Meth　lst　rene 972 η一Tridecane 1300

Benzene 649 Eth　lbenzene 853 2－Eth　ltoluene 973 刀一Tetradecane 1400

1－Methox－2－ro　ano1 654 摺．X　Iene 862 beta．Pinene 980 〃一Pentadecane 1500

Carbon　tetrachloride 655 一Xlene 862 2－Pent　lfuran 982 TXIB 1591

Cclohexane 659 2・Meth　loctane 865 988 η一Hexadecane 1600

＊；Temperature　programmed　retention　index
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に定量するとともに，トータルイオ’ンクロマトグラムの

ピーク面積積分値からtotal　VOC（TVOC）TVOC量を算

出してtoluene換算値として示した3）．

2．4　解析

　放散ガス中の各VOC濃度から次式により各試料の単位

面積当たりの放散速度［μg／（m2・h）］を算出した（定量

下限値：2μg／（m2・h）（各測定対象物質），20μg／（m2・h）

（TVOC））．

　　　　EF、＝｛（C，一Ctb，　t）×n×V｝ノA

Ct：経過時間tにおける小形チャンバー内の

　　VOCの濃度（μ9／m3）

C，域、＝経過時間tにおけるトラベルブランク濃度（μg／m3）

n　：換気回数（回／h）

V　：小形チャンバーの容積（m3）

A　：試験片の面積（m2）

　また，家庭用品による気中濃度増分値の予測には，デ

ンマーク規格による室内空間モデル（JIS　A　6921：2003

「壁紙」附属書2）を採用し，次式により予測増分値△C

（μg／m3）を算出した．

　　　EFa×AR△C＝
　　　nR×VR

EFa：単位面積当たりの放散速度［μg／（m2・h）］

AR：表面積（m2）

nR：室内換気回数（05回／h）

VR：室内体積（17．4m3）

3．結果と考察

　各試料からの経過時間1日後及び7日後におけるTVOC

放散速度をTable　2に，また，また個別定量の対象とした

化合物の中で，主に検出されたVOCをTable　3にまとめ

た．さらに，室内空間モデルにおける気中濃度増分予測

値をTable　4に示した。なお，今回の調査で測定対象とし

た51試料中1試料（コルクマット）については，内標準

物質の保持時間にGCIMSの測定上限を超える試料由来の

妨害ピークが検出されたため，TVOCを除いて測定不能

とした．

　インテリア用品：ホットカーペットからのTVOCの放

散が多く気中濃度増分予測値も高かった（Table　2，4）。

実環境においては加温して使用するためVOC放散がさら

に増加することが考えられ，使用（通電）状況下での放

散速度を調査する必要が示された．

　台所用品：テーブルクロスA，ランチョンマット，ま

な板B及び塩化ビニル製手袋からのTVOCの放散が多く，

特に塩化ビニル製手袋からの単位面積当たりの放散速

度は本調査試料中最大であった（Table　2）．テーブルク

ロスA及びゴム手袋については気中濃度増分予測値も高

く，テーブルクロスAを1枚又は塩化ビニル製手袋4対が

モデル空間に存在するだけで暫定目標値程度まで室内が

汚染される可能性が示された（Table　4）。テーブルクロ

スAからはtoluene，ランチョンマットからはxyleneが検

出され（Table　3），気中濃度増分予測値としてはテーブ

ルクロスAのtolueneが高かった（Table　4）．また，テー

ブルクロスAからはpheno1及びmethylisobuthylketoneの放

散が多く（Table　3），　phenolの気中濃度増分予測値は230

μg／m3と1試料当たりでは全試料及び全物質のなかで最大

であった（Table　4）．

　文具：マウスパッド及びデスクマットからのTVOCの

放散が多く，時間経過による減少も少なかった（Table　2）。

マウスパッドからxyleneが多く検出されたが（Table　3），

気中濃度増分予測値（Table　4）から考慮すると室内環境

への影響は小さいと考えられる．また，デスクマットか

らはphenolの放散が多かった。

　玩具：ジグソーパズル及びプレイマットからのTVOC

の放散量が多かった（Table　2）．プレイマットにおいて

は時間経過による減少も少なく，気中濃度増分予測値も

高かった（Table　4）．ジグソーパズル及びプレイマット

共にtolueneが検出された（Table　3）．また，ジグソーパ

ズルからは可塑剤TXIBの放散がみられた（Table　3）．

　印刷物：印刷物全てにおいてTVOCの放散が多く，刀一

tridecane以降の高沸点の物質が多く検出された（Table　2，

3）．雑誌Aからはxylene及びethylbenzeneが高濃度で検出

された（Table　3）．

　寝具・風呂用品・収納用品・衣類：今回調査した試

料においてはTVOCの放散は低かった（Table　2）．

個別定量の対象とした化合物以外に家庭用品から如何

なる化学物質が放散されるかを明らかにする目的で，

GCIMSによる分析結果をデコンボリューションソフト

ウェア（AnalyzerProTM，　SpectralWorks　Ltd）を用いて解

析し，各試料から放散される成分として暫定的に同定

される候補化合物を検索した．Fig．1は本調査において

TVOCの放散速度が高かった7試料について，それぞれの

試料から検索された化合物を図中に示す化合物群に分類

しtoluene換算値として示したものである．その結果，本

調査で個別定量の対象とした化合物（Table　l）以外に多

種の化学物質が家庭用品から放散されていることが明ら

かになった．また，今回調査した家庭用品のうち9品目

からalkylcyclohexanesが放散される可能性が判明した．

　厚生労働省では室内空気汚染に係わるガイドラインと

して13物質について室内濃度指針値を策定しているD。今

回の調査では，比較的多くの家庭用品から指針値策定
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対象物質であるtoluene，　xylene及びethylbenzeneが放散さ

れることが明らかになった．toluene，　xylene及びethy1－

benzeneはいずれも中枢神経系及び皮膚・粘膜に作用す

ることが知られており，室内濃度指針値としてそれぞ

れ260芦g／m3，870μg／m3，3800μg／m3が策定されてい

る．toluene，　xylene及びethylbenzeneは有機溶剤として広

く使用されており，特に印刷物や多色を用いたジグソー

パズルからのこれら化学物質の放散が多かった理由とし

て，製品にインク及び接着剤が使用されているためと考

えられる．また，これまでに教科書からのVOCの放散に

関する調査結果4）においてtolueneやxylene等の芳香族炭

化水素類の他に刀一pentadecaneやη一hexadecane等の脂肪族

炭化水素類が放散されることが報告されている．このよ

うな高沸点脂肪族炭化水素はインク溶剤として使用され

ているが，これら化合物のうち，η一tetradecaneに関して

はラット経口暴露における肝臓への影響を毒性指標とし

て室内濃度指針値（330μg／m3）が策定されている．今

回の調査においても印刷物である新聞紙及びカレンダー

からη一tetradecaneを含む比較的高沸点の脂肪族炭化水素

類が放散することが明らかになった．個別定量の対象化

合物以外に家庭用品から放散される可能性が示された

alkylcyclohexanesは芳香族有機溶媒に替わるシックハウ

ス対応溶剤として主にインク溶剤，金属・半導体洗浄剤，

自動車ライン洗浄剤などキシレン代替溶剤として今後使

用量の増加が予想される．しかし，暴露実態はおろか毒

性に関する情報も極めて限られていることから，今後も

引き続き調査が必要であろう．

以上，化学物質による室内空気汚染に対する効率的な低

減対策を講じる上では，居住環境中の化学物質の実態を

把握するとともに，「 ﾆ庭用品から放散される化学物質に

ついて継続的に調査していくことが重要であると考えら

れる．
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Table　2．　Emission　rate　of　total　volatile　organic　compounds

　　　丘om　household　materials

試料名　　　　　　　　　　1日後　　7日後

／m2・h

インテリア用品
カーペットA　　　　　　　　　　　　　　63　　　34
カーペットB　　　　　　　　　　　　　　53　　　33
ホットカーペット　　　　　　　　　　　640　　490
イ草上敷　　　　　　　　　　　　　　　　く20　　＜20
カーテンA　　　　　　　　　　　　　　　　〈20　　＜20
カーテンB　　　　　　　　　　　　　　　　く20　　＜20
座布団　　　　　　　　　　　　　　　　　160　　　87
フェルトシート　　　　　　　　　　　　　　・850　　　230

UVカットシート　　　　　　　　　　　　　　71　　　29
寝具
布団A（掛布団）　　　　　　　　　　　　く20　　く20
布団B（敷布団）　　　　　　　　　　　　　　28　　＜20
布団C（コタツ掛布団）　　　　　　　　　＜20　　＜20
布団D（ベビー掛布団）　　　　　　　　　＜20　　く20
マットレス　　　　　　　　　　　　　　　　　170　　　120

ベッドパッド　　　　　　　　　　　　　　26　　＜20
毛布A　　　　　　　　　　　　　　　　＜20　　〈20
毛布B　　　　　　　　　　　　　　　　＜20　　＜20
枕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　160　　　160

台所用品
テーブルクロスA　　　　　　　　　　　2000　　　440
テーブルクロスB　　　　　　　　　　　　　49　　　31
ランチョンマット　　　　　　　　　　　　330　　　250
流し台シート　　　　　　　　　　　　　＜20　　＜20
食器棚クロス　　　　　　　　　　　　　　＜20　　＜20
まな板A　　　　　　　　　　　　　　　≦20　　く20
まな板B　　　　　　　　　　　　　　　360　　230
家庭用ビニル手袋　　　　　　　　　　　6100　　500
化学雑巾　　　　　　　　　　　　　　　く20　　＜20

風呂用品
風呂マット　　　　　　　　　　　　　　＜20　　＜20
足ふきマット　　　　　　　　　　　　　＜20　　＜20

収納用品
カラーボックス　　　　　　　　　　　　　　43　　＜20
収納ケースA　　　　　　　　　　　　　　77　　　43
収納ケースB　　　　　　　　　　　　　　l70　　　180
ふすまシート　　　　　　　　　　　　　　96　　　36
押入れシート　　　　　　　　　　　　　＜20　　＜20
防虫カバー　　　　　　　　　　　　　　　　57　　＜20

衣類
セーター（新品）　　　　　　　　　　　　　く20　　＜20
セーター（クリーニング処理後）　　　　＜20　　＜20
学生ズボン（新品）　　　　　　　　　　　〈20　　く20
学生ズボンクリーニング処理後　　　　　79　　＜20

文具
クリアファイル　　　　　　　　　　　　　　　51　　　28
マウスパッド　　　　　　　　　　　　　　1900　　1200
写真用紙　　　　　　　　　　　　　　　く20　　〈20
デスクマット　　　　　　　　　　　　　1000　　600
コルクマット　　　　　　　　　　　　　　3800　　　840

玩具
ジグソーパズル　　　　　　　　　　　　　360　　　170
プレイマット　　　　　　　　　　　　　　590　　　420

印刷物
雑誌A　　　　　　　　　　　　　　　　llOO　　290
雑誌B　　　　　　　　　　　　　　　　320　　190
新聞紙A　　　　　　　　　　　　　　　l200　　370
新聞紙B　　　　　　　　　　　　　　　l300　　410
カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　800　　　380

83
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胎ble　3，　The　main　VOC　constituent　f士om　household　products

試料名 物質名 （F9／（m2・h））

カーペットA
フェルトシート

UVカットシート
テーブルクロスA
ランチョンマット
まな板B
ゴム手袋

収納ケースA
学生ズボン（クリーニング処理後）

クリアファイル

マウスパッド

デスクマット

ジグソーパズル
プレイマット

雑誌A
雑誌B
新聞紙A
新聞紙B
カレンダー．　　’

η一Dodecane（20），η一Tetradecane＊（18）

Toluene＊（180）

Phenol（240）

Phenol（840），　Methylisobuthylketone（740），Toluene＊（260），η一Decane（58），

Xylene＊（110），1，2，4－Trimethylbenzene（88），1，2，3－Trimethylbenzene（28）

η一Decane（90），η一Dodecane（83），．η一Tetradecane＊（18）　・

η一Tridecane（22）

η一Hexane（47）

Tetrachloroethylene（280）

α一Pinene（23）

Xylene＊（130），1，2，4－Trimethylbenzene（84），η一Dodecane（64），　Limonene（63），

η一Undecane（60），　Ethylbenzene＊（52）　　　　　　　　　　　　　　　，

Phenol（710），η一Decane（84），η一Undecane（82），η一Dodecane（61），η一Nonane（52），

TXIB（410），　Toluene＊（38）

Toluene＊（24）

Toluene＊（280），　Xylene＊（170），　Ethylbenzene＊（94）

Xylene＊（24），Toluene＊（23）　　　　　　　　　　　　　　，

η一Pentadecane（110），η一Hexadecane（41）

η一Pentadecane（140），η一Hexadecane（57）

η一Pentadecane（51），η一Hexadecane（22），η一Tctradecane（21）

＊；Chemical　compounds　whlch　has　been　set　up　the　guidellne　values　fbr　indoor　air　concentration　by　Ministry　of　Health，　Labour

　and　Vたlf乞re

血ble　4．　The　increment　ofVOC　concentration　in　indoor　environment　estimated　by　its　emission　rate

試料名 気中濃度増分予測値　F9／m3

TVOC 指針値が策定されているVOC その他の主なVOC

カーペットA
ホッ．トカーペット

フェルトシート

UVカットシート
テ」ブルクロスA
ランチョンマット

まな板B
ゴム手袋

学生ズボン（クリーニング処理後）

マウスパツド
デスクマット

ジグソーパズル

プレイマット

雑誌A
雑誌B
新聞紙A
新聞紙B
　　　　　　　　　　　　　　　　　，
カレンダー

51

120

5．9

26

550

4．6

7

98

玉4

11

52

5

81

15

4．4

30

66

29

η一Tetradecane

Toluene

　　Toluene

　　Xylene

刀一Tetradecane

Xylene

Toluene

Toluene

Toluene

Toluene

η一Tetradecane

15（330）

1．2（260）

72（260）

1．5（870）

0．4（330）

0．7（870）

0．5（260）

3．3（260）

3．9（260）．

0．3（260）

1，0（330）

Phenol

Pheno1

Tetrachloroethylene

Phenol

TXIB

89

230

48

37

5．7

Values　were　calculated　using　the　emission　rate　on　day－1．

O；The　guideline　values　fbr　indoor　air　concentration　set　up　by　Ministry　of　Health，　Labour　and　W61f乞re（μg／m3）
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テーブルクロスA

　　　ゴム手袋

　　マウスパッド

　　デスクマット

　　　　雑誌A

　　　　新聞A

　　　　新聞B
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Fig．1．Provisionally　identified　compound　groups　as　VOCs　emitted　fヤom　household　lnalerials．

4まとめ
　51種の家庭用品について小型チャンバー法による放散

試験を実施した結果，塩化ビニル樹脂製品，年齢の低い

子供が使用する玩具・文具から高いTVOC放散速度が観

察された，また，印刷物く雑誌，新聞紙及びカレンダー）

は押し並べてTVOC放散量が多かった．これらの化合物

の放散量は経日的に減少したが，新聞については常に印

刷直後の製品が室内空間に存在するという点も考慮して

室内空気中の化学物質濃度に対する寄与を評価する必要

があるものと考えられる．このように，家庭用品から放

散する化学物質が室内空気汚染に重要な役割を果たす揚

合があり得ることが明らかになった．
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化粧品に配合が禁止されている成分の分析法に関する研究：水銀

内野正甘，五十嵐良明，徳永裕司

Studies　fbr　Analyzing　the　Prohibited　Ingredients　such　as

　　　　　　　　mercury　in　Cosmetics

Tadashi　UchinQ＃，Ybshiaki　Ikarashi　and　Hiroshi　Tokunaga

Mercury　is　one　kind　of　prohibited　ingredients　in　cosmetics　by　the　Japanese　Phamlaceutical　A血irs　Act．　We　es－

tablished　the　analytical　method　fbr　mercury　in　cosmetics　by　ICP－MS．　Analytical　procedures　were　as　fbllowed：

Tenμlof　l　g／l　mercury　solution　and　l　g　of　whitening　cream　were　put　into　a　50　ml　plastic　tube．　After　adding

20ml　of　l　2％nitric　acid　into　the　50　ml　plastic　tube，　the　mixture　was　sonicated　fbr　10　min，　After　sonicating，

the　mixture　was　centrifUged　at　3000　rpm　fbr　l　O　min　and　then　the　supematant　was創trated　through　a　milli－pore

membrane　with　the　pore　size　of　O．45μnl　and　O，1μ1n．　After　filtration，　the　mixture　was　made　up　to　25　ml　with

7％nitric　acid　and　used　as　the　test　solution．　The　test　solution　of　l　OOμl　was　analyzed　by　ICP－MS（HP－4500，

monitQring　mass　202）．　The　calibration　curve　fヒom　l　to　l　OOOμg／l　showed　a　linear　line　between　the　concentra－

tions　of　mercury　and　the　peak　areas．　Detection　limit　of　mercury　was　O．1μg／L　There　was　no　effbct　of　the　ingre－

dients　in　the　whitening　cream　on　mercury　dete㎝ination．

Keywordsl　mercury，　ICP－MS，　prohibited　ingredients，　cosmetics

1．緒　言

　水銀はHgの分子式で示される分子量200．6，密度135

9／cm3の常温で唯一の液体金属である1）．無機水銀化合

物のアミノ塩化第二水銀は美風作用を持つとされ2’3），か

つて化粧品にも用いられていたが，現在はわが国では平

成12年9月29日，厚生省告示第331号の化粧品基準第4

条の別表第14）に収載された化粧品に配合が禁止されて

いる成分の一つである．しかし，中国では最大1ppmま

では配合が認められており5），平成18年にはこれを大き

く超える製品が見つかり2），問題となっている．水にほ

とんど溶けず，硝酸に可溶。体温計や温度計などに広く

用いられている．水銀の分析法は水銀蒸気として分析す

る原子吸光光度法6）やイオン化して測定する誘導結合プ

ラズマ質量分析（ICP－MS）7），202Hgに中性子を照射して

測定する中性子放射化分析法1）などが報告されている．

化粧品への配合が禁止されている水銀の分析法として濃

硝酸を加えて溶解させ，12％硝酸で希釈してICP－MS法

で分析する方法を検討し，市販の美白クリームに添加，

回収試験を行ったので報告する．

＃To　whom　correspondence　should　be　addressed：Tadashi

Uchino；Kamiyoga　l－18－1，　Setagaya－ku，　Tokyo　l　58－8501，　Japan；

Tel；03－37004141　ext，318；Fax：03－3707－6950；E－mail：uchino＠

nまhs．gojp

2．実　験

2．1装　置

　誘導結合プラズマ質量分析（ICP－MS）装置はHewlett

Packard株式会社製HP－4500型ICP－MS装置を用いた．

2．2　試薬・試液

　水銀は和光純薬株式会社製一級を，水銀標準原液は関

東化学株式会社製化学分析用（Cat．　No．25828－IB　lOOO

mg／linO，l　mo1／lHNO3）を用いた．硝酸は和光純薬株式

会社製有害金属測定用を用いた．化粧品は市販の美白ク

リーム3種類（日本製2種類：中国製1種類）を用いた．

水銀標準溶液：水銀標準原液の一定量を正確に量り，こ

れを12％硝酸で希釈してllあたり水銀を1－1000μgを

含む水銀標準溶液を調製した．

　水銀溶液：水銀約1．4gを精密に量り，これを10　mlの

メスフラスコに入れて濃硝酸を加えて溶解させ，正確に

10mlとし，ここから一定量を正確に量り，これを12％

硝酸で希釈して水銀濃度1g／1の水銀溶液を調製した．な

お，硝酸の濃度が高すぎると測定時のICP－MS装置への

負荷が大きくなり，かつ感度が下がるため，負荷が比較

的少ない12％硝酸を用いた．

2．3　定量法

　美白クリーム約lgを精密に量り，50・mlの遠心チュー
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ブに入れ，20mlの12％硝酸を加え，超音波浴で10分間

分散した．その後，3000rpmまたは10500　rpm（3000

rpmで分離が不十分な場合）で10分間遠心分離し，上

澄み液を口径0．45μmのメンブランフィルターでろ過

した．沈殿が生じる野合は更に口径α1μnlのメンブラ

ンフィルターでろ過し，25mlのメスフラスコに入れて

12％硝酸で正確に25mlとし，試料溶液とした．試料溶

液及び水銀標準溶液（水銀濃度1－1000μg／1）100μ1を

用い，次の条件でICP－MS装置による測定を行い，水銀

標準溶液から作成した検量線から試料溶液中の水銀イオ

ンの濃度C（μg／1）を求めた，

差は2．30％であった．S／N＝3での検出限界は0．1μg／l，　S／

N＝10での定量下限は0．3μg／1であった．

Fig．2　Calibration　curve　for　mercury　standard　solution

800000

600000

§

呈400000
£

200000

1942，421　r≡LOOO

0　　250　500　750　1000　1250　Hg　concentration（μ911）

試料中の水銀の濃度（μg／g）＝0．025（1）×C（μg／1）／試

　　　　　　　　　　　　　料の秤取量（9）

ICP－MSの測定条件

RF　power：1473W，　RF　re丘action　current：5W，　Plasma　gas

culTent：151／min

Carrier　gas　current：0，96　Vmin，　Peri　Punp，0．3　rps

Monitoring　mass：m／z　202（Hg），　Integrating　interval：0．1

sec．

Sampling　Period：0．3　sec．

3．結果及び考察

3．1水銀標準溶液のICP－MSクロマトグラム

　水銀濃度500μg／lの水銀標準溶液100μ1をICP－MS装

置に注入した時の水銀の測定質量数202のICP－MSクロマ

トグラムをFig．1に示す．

Fig，l　ICP－MS　chromatogram　for　mercury　standard　solution
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3．2　水銀標準溶液の検量線及び再現性

　水銀標準溶液を用いて作製した検量線をFig．2に示し

た．Fig．2から分かるように，水銀濃度とピーク面積比の

間には良好な直線関係が成立した．水銀濃度500μg／l

の水銀標準溶液100μ1を用い，3回の繰り返し注入を

行った時のピーク面積の平均値は364416，相対標準偏

3．3　化粧品への応用

　水銀は白白作用を持ち，中国では主に美白クリームか

ら検出例があるため，天白クリームを対象品目とした．

まず，前処理条件の検討を行った．紫白クリーム約lg

を精密に量り，50mlの遠心チューブに入れ，上記の水

銀溶液10μ1を正確に量り，これを加えて以下，2．3定量

法に従い，水銀添加試料溶液を調製した．なお美白クリー

ムCでは3000rpmでは沈殿と上清が十分分離出来なかっ

たが10500rpmでは分離出来たため，美白クリームCで

は10500rp卑で10分間遠心分離することとした．また美

白クリームA－Cにおいて上澄み液を口径0．45μmのメン

ブランフィルターでろ過したが，ろ液に若干白い沈殿が

見られたため更に口径0．1μmのメンブランフィルター

でろ過したところ清明な液を得ることが出来た．このた

め口径0．45μmのメンブランフィルターでろ三下，口径

0．1μmのメンブランフィルターでろ過することとした．

試料溶液100μ1を用いてICP－MS装置による測定を行い，

三白クリームC（中国製）での結果をFig．3に示した．水

銀を淋しない場合はFig．3（b）に示すように，リテンショ

ンタイム15秒付近の水銀イオンのピークは認められな

かった．今回検討した他の2種類も水銀を添加しない場

合は同様に水銀イオンのピークは認められなかった．

　Fig．3から分かるように，美白クリーム。中の水銀は検

出限界（25ng／g）以下であった、今回検討した他の2種

類も同様の結果を示した．美白クリームA～Clgに水

銀10．0μgを添加した時の回収率をTable　lに示した．回

収率はそれぞれ，84．1％，94．7％，93．4％であり，今回確

立したICP－MS法により化粧品中の水銀の分離及び定量

が出来ることが明らかになった．
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Fig．31CP－MS　chromatograms　fbr　whitening　cream　C　with

　　（a）or　without（b）mercury
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Table　l　Recovery　of　added　Hg　in　Cosmetics

CreamA CreamB CreamC

No．1 85．9 98．6 98．6

No．2 82．7 96．2 94．5

No．3 83．8 89．4 87．1

ave「age 84．1 94．7 93．4

R，SD，（％） 1．6 4．8 5．8
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化粧品に配合が禁止されている成分の分析法に関する研究：硫化カドミウム

内野正＃，五十嵐良明，徳永裕司

Studies　fbr　Analyzing　the　Prohibited　Ingredients　such　as

　　　　　　cadmium　sulfide　in　Cosmetics

Tadashi　Uchino＃，Ybshiaki　Ikarashi　and　HirQshi　Tokunaga

Cadmium　sulfide　is　one　kind　of　the　prohibited　ingredients　in　cosmetics　by　the　Japanese　Pha㎜aceutical　Affairs

Act．　We　established　the　analytical　method　R）r　cadmium　sul丘de　in　cosmetics　by　ICP－MS．　Analytical　procedures

were　as　fbllows：Cosmetics　of　l　g　contained　illorganic　pigment　were　put　into　a　l　OO　ml　fiask　glass，　After　add－

ing　100　ml　of　12％nitric　acid　into　the　l　OO　ml且ask　glass，　the　filtrate　was　sonicated　fbr　30　min．　After　sonicat－

ing，　the　mixture　was　centrifUged　at　3000　rpm　R）r　5　min　and　then　the　supematant　was創trated　through　a　milli－

pore　membrane且lter（0．45μm）．　After　filtration，　the且ltrate　was　made　up　to　200　ml　with　l　2％nitric　acid．　The

solution　was　diluted　l　OO　times　with　l　2％of　nitric　acid　and　used　as　the　test　solution．　The　test　solution　of　l　OOμl

was　analyzed　by　ICP－MS（HP－4500，　monitoring　mass　l　l　l）．　The　working　culve貨om　l　to　l　OOOμg△showed　a　hn－

e副ine　be伽een血e　concenmtions　of　cadmi㎜㎝d　the　pe泳訂eas．　Detection　limit　of　cadmi㎜is　O．02μ朗．　There

was　no　effbct　of　the　ingredients　in　the　cosmetics　on　cadmium　su雌de　dete㎜ination．

Keywords：Cadmium　sul且de，　ICP－MS，　prohibited　ingredients，　cosmetics

1．緒　言

　平成13年4月1日より，化粧品に使用される成分のポジ

ティブリスト，ネガティブリスト制の採用及び製品に使

用された全成分の表示が義務づけられた、硫化カドミウ

ムはCdSの分子式で表される，分子量144．5の化合物であ

る．平成12年9月29日，厚生省告示第331号の化粧品基

準第4条の別表第11）．に収載された化粧品に配合が禁止さ

れているカドミウム化合物の一種である．この化合物は

「カドミウムイエロー」と呼ばれ、主に油絵の具等の顔

料として使用されており2’3），この他にガラス，紙印

刷インキなどの着色料として用いられている．カドミウ

ムの分析法は原子吸光光度法4）や誘導結合プラズマ質量

分析（ICP－MS）法5）、中性子放射化分析法6）が報告され

ている．

　化粧品への配合が禁止されている硫化カドミウムの分

析法として12％硝酸を加えてICP－MS法で分析する方法

を検討し，無機顔料を含む市販化粧品に添加，回収試験

を行ったので報告する．

＃To　whom　correspondence　should　be　addressed：Tadashi　Uchino；

Kamiyoga　I－18－1，　Setagaya－ku，　Tokyo　l58－8501，　Japan；

Tel：03－3700－1141　ext．318；Fax：03・3707－6950；E－mai1：uchlno＠

nihs．gojp

2．実　験

2．1装　置
　誘導結合プラズマ質量分析（ICP－MS）装置はHewlett

Packard株式会社製HP－4500型ICP－MS装置を用いた．

2．2　試薬・面一

　硫化カドミウムはSigma－Aldrich社町（純度96．6％）を

用いた．カドミウム標準原液は関東化学製（化学分析用）

を用いた。無機顔料を含む3種類のファンデーション（日

本製2種類，フランス製1種類）は市販品を購入した．カ

ドミウム標準溶液：カドミウム標準原液の一定量を正確

に量り，これを12％硝酸で希釈して14あたりカドミウム

を1000μgを含む溶液を調製した．

2．3　定量法

　ファンデーション約lgを精密に量り，200mlの三角

フラスコに入れ，100mlの12％硝酸を加えて超音波浴で

．30分間分散した．これを50mlの遠心チューブ2本に分割

して入れ，3000rpmで10分間遠心分離し，それぞれの

上澄み液を口径0．45μmのメンブランフィルターでろ過

した．ろ液を200mlのメスフラスコに入れ，12％硝酸で

正確に200mlとした．この液一定量を正確に量り，12％

硝酸で正確に100倍希釈し，試料溶液とした．
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　試料溶液及び標準溶液（カドミウム1－1000μg／l）100

μ1を用い，次の条件でICP－MS装置による測定を行い，

標準溶液から作成した検量線から試料溶液中のカドミウ

ムの濃度C（μg／1）を求めた．試料中のカドミウムの濃度

（μg／g）＝20（1）×C（μg／ly試料の糸取量（g）

ICP－MSの測定条件

RF　power：1463W，　RF　re仕action　current：5W，　Plasma　gas

current：151／min

Carrier　gas　current：0．961／min，　Peri　Pump，0．3　rps

Monitoring　mass：m／z　l　l　l（Cd），　Integrating　interval：0．l

sec．

Sampling　Period：0．3　sec．

3．結果及び考察

3．1　カドミウムのICP－MSクロマトグラム

　カドミウム500μg／1の標準溶液100μ1をICP－MS装置

に注入した時のカドミウムの測定質量数111のICP－MSク

ロマトグラムをFig．1に示す．

Fig．l　ICP－MS　chromatogram　for　cadmium　standard　solution
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3．2カドミウムの検量線及び再現性

　カドミウムの濃度を1～1000μg／lとした標準溶液を調

製し，その100μ1を用いて検量線を作成し，Fig．2に示

した．Fig．2から分かるように，カドミウム濃度とピーク

面積の間には良好な直線関係が成立した．500μg／1の標

準溶液100μ1を用い，3回の繰り返し注入を行った時の

ピーク面積の平均値は10667，相対標準偏差は1．07％で

あった。SIN＝3での検出限界は0．02μg／l，　SIN＝10での定

量下限は0．07μg／lであった，なおイオウに関しては衛

研報告124号7）で検出限界が60mg／1と感度が非常に悪い

ことを既に報告しているので定量は行わなかった．

Fig．2　Working　curve　lbr　cadmium　standard　solution
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3．3　化粧品への応用

　硫化カドミウムは「カドミウムイエロー」として主に

油絵の具等の顔料として使用されているため，無機顔料

を含む化粧品（ファンデーション）を対象品目とした．

200mlの三角フラスコにファンデーション約1　gを精密

に量り，精密に量った，硫化カドミウム約10mgを加え，

以下，2．3定量法に従い，硫化カドミウム添加試料溶液

を調製した．この液100μ1を用いてICP－MS装置による

測定を行った．ファンデーションAlgに10．Omgの硫化

カドミウムを添加した時のカドミウムのICP－MSクロマ

トグラムをFig．3に示す．硫化カドミウムを添加しない

場合はFig．3（b）に示すように，リテンションタイム13秒

付近のカドミウムのピークは認められなかった。今回検

討した他の2種類も硫化カドミウムを添加しない場合は

同様にカドミウムのピークは認められなかった．今回検

討した化粧品に用いられている賦形剤の妨害もなく，添

加されたカドミウムの濃度が測定出来ることが明らかに

なった．

　硫化カドミウム10．OmgをファンデーションA～Clg

に添加した時の回収率をTable　lに示した．化粧品1　gに

硫化カドミウムを1％となるよう添加したとき，その回

収率はそれぞれ，98．7％，93．0％，95．7％であり，今回確

立したICP－MS法により十分に化粧下中のカドミウムの

分離及び定量が出来ることが明らかになった．
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Fig．31CP－MS　chromatograms　fbr　Foundation　A　with（a）or

　　without（b）cadmium　sulfate
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Table　l　Recovery　of　added　cadmium　sulf亘te　in　Cosmetics

Foundation　A Foundation　B Foundation　C

No．1 102．7 91．6 90．7

No．2 100．5 96．2 102．3　’

No．3 93．1 91．2 94．2

ave「age 98．7 93．0 95．7

R．S．D，（％） 5．0 2．8 6．0

φ
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各国の農薬の使用状況に関する調査

山本都＃，登田畠桜，田中敬子，杉田たき子，佐々木史歩，畝山智香子，森川馨

Study　on　usage　of　pesticides　in　various　countries

Miyako　Yamamot♂，　Miou　Toda，　Keiko　Tanaka，　Takiko　Sugita，　Shiho　Sasaki，　Chikako　Uneyama，　Kaoru　Morikawa

Usage　of　pesticides　in　fbod　items　in　export　countries　was　studied，　fbcusing　items　which　Japan　imports　in　large

quantit》㌦Japan　has　imported　field　crops　su『h　as　wheaちcom　and　soy　bean，　and　also　grapef士uit　in　large　quantity

on　a　weight　base，　mainly丘om　United　States，　Australia　and　Canada．　While，　Japan　has　imported　various　kinds

of　vegetables　in　which　China　had　the　largest　share。　We　collected　usage　data　of　pesticides　fbr　44　fbod　items　of

17　countries　of　2004．　Pesticides　which　were　used　ffequently（usage　rank　within　top　ten　in　each　item／country）

were　dichlorvos，　carbofUran，　ch豆orpyrifbs，　dimethoate（insecticides），　mancozeb，　carbendazim，　thiophanate－methyl，

chlorthalonil（fhngicides），　glyphosate，2，4－D，　paraquat，　acetochlor　（herbicides）．　Carbendazim，　thiophanate－meth－

yl，　acetochlor　and　dichlorvos　were　mainly　used　in　China．　Dithiocarbamates　are　used　ffequently　in　various　R）od

items　in　various　countries，　and　also　fセequently　detected　in　monitoring　in　fdreign　countries，　Some　pesticides　such

as　bisultap，　monosultap，　etaboxam　and　triazmate　were　used　only　in　ce丘ain　countries，　and　available　in艶㎜ation

on　toxicity　or　analytical　method　was　very　limited．　Some　of　pesticides　described　above　have　not　been　analyzed

in　the　pesticide　residue　monitoring　in　Japan　befbre　2005，　however，　many　of　them　are　su切ects　of　analysis　fbr

import　fbod　after　2006　with　the　enfbrcement　of　positive　list　system　fbr　residues　of　pesticide　and　veterinary

medicines　in　fbod　in　Japan．

Keyword：pesticide，　usage，　import　quantit）もmonitoring

はじめに　　　　　　　　　　　　　　　．

　平成18年5，月より施行された食品中に残留する農薬や

動物用医薬品等についてのポジティブリスト制により規

制対象物質の種類は大幅に増加した。輸入食品川の残留

農薬検査における効率性向上および精度確保のために

は，輸出国における農薬の使用状況等を反映した検査体

制の確立をはかることが重要である．本研究では，輸入

食品検査の対象品目検討における基礎的データ調査の一

環として，各国の農薬の使用状況について調査した．

方法

　わが国の農作物の輸入量に関しては，厚生労働省「輸

入食品監視統計（平成16年和版）」，JETRO（日本貿易振

興機構）の貿易統計データベース（2004年）1），農水省

の海外統計情報（2004年）2）をもとに調査し，わが国の

輸入量が多い作物及び原産国を抽出した．

　農薬の使用状況については，以下の情報源を用いてわ

が国の輸入量が多い品目／原産国を中心に調査した．

洋To　whom　correspondence　should　be　addressed：

Miyako　Yamamoto；Kamiyoga　1－18－1，　Setagaya，　Tokyo　l　58－8501，

Japan；Tel：03－3700－1404；Fax＝03－3700－1483；E－mail：

yamamoto－my＠nihs．gojp

1．各国における品目ごとの農薬の種類及び使用量：

i－map　SIGMAデータベース（i－map　SIGMA　DB，英国

Kynetec社）を用い，以下の国／品目について農薬使用量

を調査した（17ヶ国44品目）．

中国：米，雑穀類，サツマイモ，ジャガイモ，ソルガム，

大豆，茶，トウモロコシ，梨，ハーブ，豆類，野菜，落

花生，リンゴ，レイシ，柑橘類；米国：オレンジ，小麦，

大豆，トウモロコシ；タイ：キャッサバ，緑豆；韓国：

トウガラシ；台湾：バナナ，豆類；ベトナム：コーヒー，

野菜；インドネシア：コーヒー；フィリピン：バナナ；

エクアドル＝バナナ；オーストラリア（豪州）：大麦，

ナタネ；カナダ：大豆，デュラム小麦，ナタネ；ドイツ：

ジャガイモ；ブラジル：コーヒー，大豆；コロンビア：コー

ヒー；チリ：ブドウ；メキシコ：アボカド，トウモロコシ，

メロン；南アフリカ共和国（南ア）：柑橘類．データは，

2002年（エクアドル，南ア），2003年（台湾，韓国，ベ

トナム，ブラジル）を除き2004年のものである．

2．米国における野菜，果実その他の品目の農薬使用量：

Agricultural　Chemical　Usage（米国農務省のNational　Agri－

cultural　Statistics　Service）　3）

　大豆，春小麦，冬小麦，トウモロコシ，スイートコー

ン，タマネギ，キャベツ，トマ．ト，結球レタス，その他

のレタス，サクランボ（甘い種類），ブルーベリー，グ

o
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レープフルーツ，レモン，オレンジ，ブドウ，干しブド

ウ，イチゴ．調査年は表中に記載した．

結果及び考察

1．日本で輸入量の多い品目及び原産国

　各国における農薬の使用状況等の調査を行うため，ま

ずわが国の輸入量が多い食品及びその原産国について調

査した．輸入量が多い作物のうち，2004年の輸入量が概

ね1万トン以上／国のものを中心に原産国（輸出国）を表

1に示した．重量ベースでひとつの国からの輸入量が1α

万トン／年を超える品目は，小麦，大麦，ライ麦，トウ

モロコシ，米などの穀物，大豆，ナタネ，バナナ，グレー

プフルーツ，パイナップルなどであった．小麦や大麦，

トウモロコシ，大豆などについては，米国を筆頭にカナ

ダやオーストラリア等からの輸入量が多かった．一方，

野菜の場合，個々の品目の重量ベースでの輸入量は穀物

等より少ないものの種類ははるかに多く，そのうち中国

が1位か2位のシェアを占めるケースが多かった．

　表1には輸入量（2004年）が1万トン以上のものを記

載したが，農薬の使用状況や検出状況等の調査において

Table　l：Food　items　and　export　countries　in　which　Japan　imported　in　Iarge　quantities（2004）

品　　目
主な原産国／輸入量（2004）

10万トン以上／年 5～10万トンノ年 1～5万トン／年

うるち精米

小麦

大麦（はだか麦を含む）

ライ麦

トウモロコシ

大豆

ナタネ

大粒落花生

タマネギ（生鮮・冷蔵）

かぼちゃ（生鮮・冷蔵）

さといも類（生鮮・冷蔵）

ニンジン（生鮮・冷蔵）

ブロッコリー（生鮮・冷蔵）

ねぎ（生鮮・冷蔵）

キャッサバ芋

トウガラシ（生鮮・冷蔵）

枝豆（冷凍）

しいたけ（生鮮・冷蔵）

しょうが（生鮮・冷蔵）

にんにく　（生鮮・冷蔵）

バナナ（生鮮・冷蔵）

グレープフルーツ（生鮮・冷蔵）

オレンジ（生鮮・冷蔵）

レモン（生鮮・冷蔵）

サクランボ（生鮮・冷蔵）

メロン類（生鮮・冷蔵）

アボカド（生鮮・冷蔵）

キウィ　（生鮮・冷蔵）

コーヒー豆：生鮮・冷蔵

紅茶・部分的発酵茶

緑茶

米国

米国、カナダ、豪州

豪州、カナダ、米国

ドイツ

米国

米国、ブラジル、カナダ、

中国

カナダ、豪州

中国

フィリピン、エクアドル

米国

タイ、豪州、中国

中国

カナダ

中国

米国

ニュージーランド

中国

中国

米国

中国

中国

南ア

米国

米国

ニュージーランド

ブラジル、コロンビア、
インドネシア

中国

中国

ベトナム

ブラジル

中国

ニュージーランド

メキシコ、トンガ

中国

タイ

韓国

中国、台湾、タイ

中国

タイ

中国

台湾

チリ、南ア

チリ

米国

メキシコ、米国

メキシコ

エチオピア、グァテマラ、

ベトナム
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は，輸入量1万トン未満のものでも，それぞれの品目で

特定の国のシェアが大きいもの（例：中国の各種野菜，

チリの生鮮ブドウ，米国の生鮮イチゴ，タイのハーブ類，

米国や韓国のトマト，米国のセロリ，ベトナムや中国の

冷凍ホウレンソウなど）については今後も着目していく

必要がある．

2．主な原産国／品目における農薬の使用状況

2．1農薬の使用量に関する情報源

　各国の農薬の使用状況については，特定のテーマある

いは農薬に焦点をしぼった資料や農薬使用に関わる国の

施策についての解説資料などはあるものの，各国で個々

の作物に使用されている農薬の種類や使用量について具

体的データがまとめられている情報源はきわめて限られ

ており，今回の調査で入手できたのは米国農務省のweb

サイトから提供されている「Agricultural　Chemical　Us∴

age」及び民間のデータベース（i－map　SIGMA　DB）のみ

であった．特定の原産国，品目，農薬に限って使用量が

示されている資料はいくつかあったが，そうした情報は

断片的で他との比較ができないため，参考程度にとどめ

た．EUの使用量に関する情報は調査年が古いため（1992

～1999），本研究には利用できなかった．

　米国農務省の「Agricultural　Chemical　Usage」には，

Field　Crops（トウモロコシ，大豆，小麦など），恥getables（タ

マネギ，トマト，イチゴ，メロンなど），Fruits（サクラ

ンボ，グレープフルーツ，オレンジなど）等について農

薬の使用量（重量ベース，ポンド）が収載されている．

年度によって調査対象となる作物や調査を実施する州

（主な産地）の数が異なる．例えば2004年の冬小麦は14

州，タマネギは6州，2005年目グレープフルーツは3州，

サクランボは4州，オレンジは2州（カリフォルニア州，

フロリダ州），レーズンは1州（カリフォルニア州）が対

象となっており，州ごとの使用量及び各州を合計した使

用量が掲載されている．

　i－map　SIGMA　DBは，民間調査会社が行った世界約

60ヶ国の農薬消費量についての市場調査データベース

で，同社のパンフレットによれば本データベースは世界

の農薬消費の約90％をカバーしているとしている．他に

類似した情報源が入手できないため，i－map　SIGMA　DB

の農薬使用量データの正確性については検証できない

が，i－map　SIGMA　DBに収載されている米国の小麦，ト

ウモロコシ，大豆，オレンジでの使用農薬の種類を米国

農務省の「Agricultural　Chemical　Usage」のデータと比較

したところ，各品目で特に使用量が多い農薬は，順序が

異なる場合はあるものの両者でほぼ同じであり，以下の

とおりであった．

・小麦：グリホサート，2，4－D及びその塩類，MCPA類（4一

クロロー2一メチルフェノキシ酢酸），クロルピリホス

・　トウモロコシ：アトラジン，アセトクロール，s一メ

トラクロール，グリホサート，シマジン，ジメテナミド，

クロルピリホス

・　大豆：グリホサニト，ペンディメタリン，トリフル

ラリン，2，4－D及びその塩類

・　オレンジ：マシン油，グリホサート，ジウロン，シ

マジン

　使用量については，「Agricultural　Chemical　Usage」の

データが全米ではなく特定の州を対象とした使用量であ

ることから，国全体での使用量を対象としているi－map

SIGMA　DBと直接比較することはできなかった．しかし，

例えば大豆のグリホサート使用量は「Agricultural　Chemi－

cal　Usa＄e」（2005）で約29，000トン，　i－map　SIGMA　DB

（2004）で約32，000トン，ペンディメタリン使用量は前

者で約960トン，後者で約1，600トン，冬小麦の2，4－D類

の使用量は前者，後者とも約1，600トンであり，さほど

大きな違いはみられなかったことから，各国の農薬使用

状況の調査にi－map　SIGMA　DBを用いることは妥当と判

断した．

　したがって本報告では，基本的にi－map　SIGMA　DBを

用いて「方法」の項に示した17ヶ国44品目についての

使用状況を調査した．この中には，米国の小麦，トウモ

ロコシ，大豆，オレンジについての農薬使用量データも

含まれる．米国のこれ以外の品目については「Agricultural

Chemical　Usage」を参照したが，既述のように「Agricul－

tural　Chemical　Usage」の調査は特定の年に特定の州を対

象として行われるため，全米の使用状況を反映したもの

ではない．以下，「Agricultural　Chemical　Usage」を用い

たと特に記載していない場合は，i－map　SIGMA　DBを用

いて調査したデータである．

2．2　中国における使用状況

　中国における作物ごとの農薬使用状況については16品

目を調査したが，その中から野菜，米，豆類，茶，落花生，

雑穀類について使用農薬を使用量の多い順に10位まで表

2に示し，大豆及びトウモロコシについては他の国と共

に表4に掲載した．野菜については，わが国は中国から

さまざまな種類の野菜を輸入しており，特にタマネギ，

ネギ，ニンジン，しょうが，さといもなど国別輸入量

で中国がシェア1位のものが非常に多い．i－map　SIGMA

DBの中国のデータは，個々の野菜ごとではなく「野菜」

として一括してまとめられていた．豆類については，日

本で検査されている豆類は，ささげ，小豆，緑豆などの

beans及びスナップエンドウ，さやえんどうなどのpeasで

あるが，「 堰|map　SIGMA　DBではBeansとしてのみ収載され

ているため，ここでは両者を特に区別はせず，表2には

豆類として記載した．
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　「野菜」全体で使用量が多かった農薬は，マンコゼブ

（中国での野菜への農薬総使用量の26％）であり，続い

て，ジクロルボス（9％），クロロタロニル（6％），グリ

ホサート（6％），カルベンダジム（5％），トリクロルホ

ン（5％），チオファネートメチル（4％），ジメトエート

（2．6％），ホキシム（25％），アセトクロール（25％）であっ

た．これらの農薬のうち，ジクロルボス，ジメトエート，

アセトクロール以外はポジティブリスト制実施以前の残

留農薬分析の検査対象となっていなかったが，2006年度

以降はこれらの多くが検査対象となったことから，今後，

上記の農薬が野菜で検出される事例が多くなる可能性が

ある．わが国の輸入食品検査で検出例や違反例の多いク

ロルピリホスについては，中国における野菜への農薬総

使用量の約1．9％で12位であった．またわが国の輸入食

品検査では，中国産スナップエンドウやさやえんどうで

シペルメトリン，大粒落花生でダミノジッドの違反事例

が比較的多いが，中国の「豆類」もしくは「落花生」の

使用量データには，シペルメトリンやダミノジッドは含

まれていなかった．

　米で農薬使用量が1位のビスルタップ（Bisultap）（14％）

及び3位のモノスルタップ（Monosultap）（9％）は日本で

ほとんど知られていない農薬であるが，中国では米の他

に豆類でもモノスルタップが使用量1位（26％）であった．

中国以外の国の使用量データにはこれら2つの農薬は記

載されておらず，CODEX，日本，米国やカナダ，　EU，

オセアニア，タイ，台湾でもこれらのMRL（最大残留基準）

は設定されていない，ビスルタップ及びモノスルタップ

の情報はきわめて少なく，CAS番号や構造についてweb

情報からきわめて限られた情報が得られたものの，その

正確さについては確認できていない．米や豆類での使用

量が多いことから，これらの物質については今後情報を

継続的にフォローしていく必要がある．

　今回調査した中国の16品目において，使用量が10位以

内に入っている頻度が最も高かった農薬はカルベンダジ

ムで，16品目のうち15品目で10位以内であり，残りの

ジャガイモでも16位であった．カルベンダジムに次いで

さまざまな作物に使用されていたのは，マンコゼブ（12

品目），ジクロルボス（ll品目），チオファネートメチル

（10品目）アセトクロール（8品目），クロロタロニル（7

品目），チラム（7品目）であった．わが国の輸入食品検

Table，2：Usage　of　pesticides　in　China（2004）

品目 　　　　野菜

農薬総使用量　27，151トン

　　　　　米

農薬総使用量　57，179トン

　　　　豆類

農薬総使用量　668トン

順位　　農薬
用途割合（％）
（＊D　（＊2）

農薬
用途割合（％）
（＊1）　（＊2） 農薬

用途割合（％）
（＊1）　（＊2）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

マンコゼブ

ジクロルボス

クロロタロニノレ

グリホサート

カルベンダジム

トリクロルホン

殺菌

殺虫

殺菌

除草

殺菌

殺虫

チオファネートメチル殺菌
ジメトエート

ホキシム

アセトクロール

殺虫

殺虫

除草

25．8

9。3

6．3

6．1

5．2

4．7

4．2

2．6

2．5

25

ビスルタップ

ブタクロール

モノスルタップ
トリアゾホス

バリダマイシン

メタミドホス

ジクロルボス

カルベンダジム

ホキシム

ジメトエート

殺虫

除草

殺虫

殺虫

殺菌

殺虫

殺虫

殺菌

殺虫

殺虫

13．7

11．3

8．5

7．8

7．2

6．5

5．3

3．0

2．1

2．0

モノスルタップ

メタミドホス

カルボブラン
ジメトエート

カルベンダジム

チラム

チラム

パラコート
グリホサート

トリアジメホン

殺虫

殺虫

種子

殺虫

種子

種子

殺菌

除草

除草

殺菌

26．1

17．4

105
8．7

7．0

7．0

4．8

4．6

3．9

29

品目 　　　　　茶

農薬総使用量　1，238トン

　　　　落花生

農薬総使用量5，78アトン

　　　雑穀類

農薬総使用量　454トン

順位　　農薬
用途割合（％）
（＊1）　（＊2）

農薬
用途割合（％）
（＊D　 （＊2）

農薬
用途割合（％）
（＊1）　（＊2）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

グリホサート

ジクロルボス

パラコート

除草

殺虫

除草

チオファネートメチル殺菌
エンドスルファン

マンコゼブ

殺虫

殺菌

ペンタクロロフェノー除草
ノレ

クロロタロニル　　　殺菌

カルベンダジム　　　殺菌

ブプロフェジン　　　殺虫

42．O

ll．6

11．0

4．0

3．4

3．2

3．0

2．8

2．5

2．5

アセトクロール

カルベンダジム

マンコゼブ

クロロタロニル

ポキシム

カルボフラン

硫黄

除草

殺菌

殺菌

殺菌

殺虫

殺虫

殺菌

チオファネートメチル殺菌

オメトエート　　　　殺虫

ジネブ　　　　　　殺菌

21．1

175
6．8

5．6

5．1

4．6

3．7

3，3

2．5

2．5

メ，タミドホス

ジクロルボス

アトラジン

トリクロルホン

アセトクロール

パラチオンメチル

カルベシダジム

マンコゼブ

トリアジメホン

チラム

殺虫

殺虫

除草

殺虫

除草

殺虫

殺菌

殺菌

殺菌

種子

22．2

21．O

16．6

12．7

8．2

7．9

3．6

3．3

1．6

Ll

＊1：用途＝殺虫：殺虫剤、殺菌：殺菌剤、除草：除草剤、種子；種子韓衣剤

＊21総使用量に対する割合（％）
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査において，2005年以前はカルベンダジム，チオファネー

トメチル，クロロタロニル，ジチオカルバメート系農薬

（マンコゼブ，マンネブ，ジネブ，ジラム，チラム，フェ

ルバム，プロピネブ，メチラムなど）は検査対象となっ

ていなかったため検出事例はほとんどないが，今後これ

らの農薬の検出状況について特に注目していく必要があ

ろう．

2．3　その他の主な国における農薬使用状況

　表3に，中国以外の輸入量が多い主な原産国／品目にお

ける農薬の使用状況をまとめて記載した．表2の中国の

データでは使用量の多い順に10位まで示したが，．表3で

は紙面の関係上，使用量5位まで，もしくは5％以上のも

のまでを示し，また殺菌剤，殺虫剤，除草剤などの用途

は省略した．ベトナムも中国と同様，データは「野菜」

としてまとめて記載されていた．

　韓国のトウガラシ，育湾の豆類及びバナナ，ベトナム

の野菜，ドイツのジャガイモ，メキシコのメロンでは，

使用量の1位はジチオカルバメート系農薬（マンコゼブ，

ジネブ，マンネブなど）であり，この他，南アの柑橘類，

メキシコのアボカド，フィリピンやエクアドルのバナナ，

ベトナムのコーヒーでもジチオカルバメート系農薬は

使用量の5％以上を占めていた．・ドイツのジャガイモで

は，使用量5位までの農薬のうち，マンネブ（総使用量

の23％），マンコゼブ（正9％），メチラム（16％），プロ

ピネブ（7％）の4種類がジチオカルバメート系農薬であっ

た．またベトナムの野菜では，ジネブ，マンコゼブ，プ

ロピネブなどがジチオカルバメート系農薬であった．

　中国で各品目の使用量10位以内に入っている頻度が高

かったカルベンダジムやチオファネートメチルは，今回

調査したその他の国の使用量上位には入っておらず，こ

れらの農薬が中国で特に多く使用されていることが推測

される．ドイツのジャガイモで使用量4位のプロスルホ

カルブ（農薬総使用量の10％）は，日本ではいずれの品

目においてもMRLは設定されていない（一律基準適用）．

　米国のオレンジ，南アの柑橘類，フィリピンのバナナ

では，農薬総使用量の70％以上はマシン油（殺虫剤また

は殺菌剤として）であった．またチリのブドウ，メキシ

コのメロンやアボカド，ブラジル，ベトナム，インドネ

シアのコーヒーでは，硫黄（殺菌剤，殺虫剤），塩基性

塩化銅（殺菌剤），硫酸銅（殺菌剤）などが用いられて

いた．これらはわが国では，人の健康を損なうおそれ

がないものとして一律基準の規定から除外されている．

コーヒーについては，ブラジル，ベトナム，コロンビア，

インドネシアのうちインドネシア以外の3ヶ国でグリホ

サート（除草剤）の使用量が最も多かった．

　表4には，大豆，トウモロコシ，小麦など，いわゆる

フィールド作物（Field　crops）とよばれる作付面積の広

い品目についての使用状況を示したが，グリホサート類

Table．3：Usage　of　pesticides　in　some　fbod　items／countries

国
　　　農薬総使用量、
品目
　　　　　（トン）

農薬（＊D

韓国　　　　トウガラシ

台湾　　　　豆類

ベトナム　　野菜

1，351

179

1，067

マンコゼブ（23％）、クロロタロニル（9％）、イソプロチオラン（5％）、パラコート（5％）、プロピネブ（5％）

マンコゼブ（31％）、テルブホス（12％）、カルバリル（11％）、ホレート（8％）、ペンディメタリン（8％）

ジネブ（17％）、マンコゼブ（16％）、硫酸銅（13％）、ジメトエート（10％）

タイ キャッサバ

緑豆

1，970　パラコート（42％）、グリホサート（35％）、アラタロール（17％）、ジウロン（5％）

510　グリホサート（25％）、アラタロール（17％）、マンコゼブ（17％）、パラコート（14％）、シペルメトリン（9％）

ドイツ

米国

南ア共和国

チリ

ジャガイモ

オレンジ

柑橘類

ブドウ

3，425

32，781

4，847

8，885

マンネブ（23％）、マンコゼブ（19％）、メチラム（16％）、プロスルホカルブ（10％）、プロピネブ（7％）

マシン油（78％）、グリホサート（6％）

マシン油（72％）、マンコゼブ（5％）

硫黄（54％）、マシン油（20％）、グリホサート（8％）、シアナミド（5％）

　　　　　メロン
メキシコ
　　　　　アボカド

640　マンコゼブ（23％）、硫黄（16％）、メタミドホス（12％）、クロロタロニル（12％）、塩基性塩化銅（6％）

302　塩基性塩化銅（34％）、グリホサート（17％）、硫黄（13％）、マンコゼブ（8％）、硫酸銅（6％）

フィリピン

エクアドル　バナナ

台湾

3，907

1，455

　172

マシン油（70％）、マンコゼブ（16％）

グリホサート（39％）、マンコゼブ（12％）、クロロタロニル（11％）、トリデモルフ（8％）

マンコゼブ（33％）、ホレート（12％）、アメトリン（10％）、フェニトロチオン（9％）、クロルピリホス（8％）

ブラジル

ベトナム
　　　　　コーヒー
コロンビア

インドネシア

5，846

390

370

135

グリホサート（45％）、塩基性塩化銅（11％）、グリホサート・トリメシウム塩（9％）、硫黄（7％）

グリホサート（37％）、硫酸銅（16％）、エンドスルファン（7％）、2，4－D（6％）、マンコゼブ（5％）

グリホサート（71％）、クロルピリホス（15％）

塩基性塩化銅（24％）、カルバリル（11％）、グリホサート（10％）、2，4－Dアミン塩（10％）、ジウロン（10％）

＊1：使用されている農薬〔使用量の多い順に記載）．カッコ内は総使用量に対する割合．
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が使用量1位のものが多い．中国の大豆及びトウモロコ

シでは，使用量1位はいずれもアセトクロール（除草剤）

であった．この他，米国及びメキシコのトウモロコシ，

豪州のナタネでの使用量1位はアトラジン（除草剤），カ

ナダのデュラム小麦及び米国の春小麦と冬小麦は1位が．

2，4－D類（除草剤）であった．表4に記載した品目は，フィー

ルド作物（Field　crops）といわれている大豆，トウモロ

コシ，小麦などの作物であるが，ここに示した使用量上

位の農薬は，メタミドホス（殺虫剤），カルボフラン（種

子三衣剤），クロルピリホス（殺虫剤）以外すべて除草

．剤であった．

　表3及び表4において，例えば大豆，トウモロコシ，バ

ナナ，コーヒーなどについては複数の国の使用状況を記

載したが，国によって作付面積や使用方法が異なるため，

表中の農薬総使用量が他の国より多くてもそれが単位面

積当たりの農薬使用量が多いということを意味するもの

ではない．一般に表4のフィールド作物や表3の米国のオ

レンジなど作付面積が広いと思われる品目では農薬総使

用量が他と比べてはるかに多かった．

2．4　米国における使用状況（rAgricultural　Chemical

Usage」のデータから）

　米国は中国と並んで，わが国の食品輸入量が最も多い．

i－map　SIGMA　DBでは，重量ベースでの輸入量が特に多

いオレとジ，大豆，トウモロコシ，小麦（春小麦及び冬

小麦）についての使用量を調査したが，この他の主な品

目について米国農務省の「Agricultural　Chemical　Usage」

で調査した．表5に各品目についての使用農薬を使用量

の多い順に記載した，rAgricultural　Chemical　usage」の

使用量調査は，年ごとに調査対象となる品目及び州が異

なる．調査対象の州の数が異なるため，各品目における

農薬の使用量合計の数字は省略した．

　全般的にフィールド作物（トウモロコシ，大豆，小麦

など）は野菜・果実に比べて農薬の使用量が多いが，表

4に示したカナダや豪州などその他の国の結果と同様，

米国ではそのほとんどが除草剤であった．大豆ではグリ

ホサート類，小麦ではグリボサート類，2，4－D類，MCPA（4一

クロロー2一メチルフェノキシ酢酸）類，トウモロコシでは

アトラジン，S一一トラクロール，グリホサート類の使用

量が多かった．タマネギ，トマト，レタス，キャベツな

どでは，フィールド作物に比べ農薬の絶対使用量ははる

かに少ないが，使用している農薬の中では殺虫剤や除草

剤に比べて，ジチオカルバメート系農薬やクロロタロニ

ルなど殺菌剤の割合が比較的高かった．果実では，オレ

ンジのマシン油，ブドウの硫黄の使用量が多かった．全

体として，果実に使用されている農薬は，殺虫剤ではマ

シン油，硫黄など，殺菌剤では水酸化銅，硫酸銅，硫黄

など，わが国では人の健康を損なうおそれがないとして

一律基準の規定から除外されているものが多かった．

Table．4：Usage　of　pesticides　in　field　crops　in　some　countries

国
　　　農薬総使用量
品目
　　　　（トン）

農薬（＊1）

ブ．ラジル

米国

中国

カナダ

大豆

54，102

38，794

14，949

1，538

グリホサート類（63％）、トリフルラリン（7％）、メタミドホス（5％）

グリホサート類（85％）、ペンディメタリン（4％）

アセトクロール（50％）、カルボフラン（6％）

グリホサート類（67％）、メトラクロール（18％）

米国

中国

メキシコ

トウモロコ

シ

76，971　アトラジン（36％）、アセ．トクロール（20％）、s一メトラクロール（14％）、グリホサート（12％）

27，924　アセトクロール（33％）、アトラジン（22％）、カルボフラン（6％）

　　　アトラジン（22％）、グリホサート（16％）、2，4－Dアミン塩（12％）、パラコート（8％）、クロルピ
4，128

　　　　リホス（5％）

カナダ
デュラム小

麦
1，896　2，4－D類（30％）、グリホサート（17％）、MCPA類（18％）、プロモキシニル（8％）

カナダ

米国
春小麦

5，910　グリホサート（15％）、2，4－D類（28％）、MCPA類（20％）、プロモキシニル（10％）

4，095　2，4－D（25％）、MCPA（23％）、グリボサート（14％）、プロモキシニル（12％）

米国 冬小麦 3，932　2，4－D（40％）、グリボサート（25％）、MCPA（7％）

豪州 大麦 4，725　グリボサート（47％）、トリフルラリン（30％）、MCPA（5％）

カナダ

豪州
ナタネ

2，937　グリホサート類（73％）、グルホシネート・アンモニウム（9％）

1，665　アトラジン（31％）、グリホサート（30％）、トリフルラリン（22％）、シマジン（10％）

＊1：使用されている農薬（使用量の多い順に記載）．カッコ内は総使用量に対する割合．
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　各国の残留農薬モニタリング結果では，米国産イチゴ

のキャブタン，メソミル，ジチオカルバメート系農薬，

ベノミル等，米国産サクランボのキャブタン，カルバリ

ル，イプロジオン，クロロタロニルの検出頻度が比較的

高かった．rAgricultural　Chemical　Usage」の使用量デー

タでは，イチゴでキャブタン，メソミル，サクランボで

カルバリル，クロロタロニルの使用量は比較的多かった

が，サクランボのキャブタン及びイプロジオンは少な

かった．

　米はこれまで少なくとも数年間は調査対象となってい

なかったが，最近公表された2006年の調査結果で米の

使用量が報告されたため，表5にはその結果も収載した．

使用農薬の種類は，多い順にプロパニル，グリホサート・

イソプロピルアミン塩，クロマゾン，塩素酸ナトリウみ，

モリネート（以上，いずれも除草剤）であった．i－map

SIGMA　DBで調査した中国の米での農薬使用量データで

は，多い順にビスルタップ（Bisultap，殺虫剤），ブタク

ロール（除草剤），モノスルタップ（Monosultap，殺虫剤），

トリアゾホス（殺虫剤），バリダマイシン（殺菌剤）な

どであり，米国と中国では使用農薬の傾向はまったく異

なっていた．

2．5　各国の使用量に関する全体の概要

　i－map　SIGMA　DBで今回調査対象とした各国の品目（計

44品目）において，10位以内に入る頻度の高かった農薬

は，殺虫剤ではジクロルボス，カルボフラン，クロルピ

リホス，ジメトエート，トリクロルホン，メタミドホス，

殺菌剤ではマンコゼブ（ジチオカルバメート類），カル

ベンダジム，チオファネートメチル，ク田町タロニル，

塩基性塩化銅，除草剤ではグリホサート（グリホサート・

トリメシウム塩を含む），2，4－D類（2，4－Dアミン塩2，4－D

エステル等を含む），パラコート，アセトクロール，ア

トラジン，アラタロールであった．このうち，カルベン

Table5：Usage　of　pesticides　in　the　United　States

品　　目 農　　薬（＊1） 調査年
調査対象

Bの数

イチゴ 臭化メチル、クロルピクリン、ジクロロプロペン、硫黄、キャブタン 2004 3

レモン マシン油、硫黄、グリホサート（イソプロピルアミン塩） 2005 1

ブルーベリー キャブタン、ジラム、マラチオン、水酸化銅 2005 5

サクランボ（甘い種類） マシン油、硫黄、ポリ硫化カルシウム、水酸化銅、カオリン 2005 4

グレープフルーツ マシン油、硫黄、水酸化銅、シマジシ、グリホサート（イソプロピルアミン塩）． 2005 3

オレンジ マシン油、グリホサート（イソプロピルアミン塩）、ジウロン、水酸化銅、シマジン 2005 2

ブドウ
硫黄、ジクロロプロペン、マシン油、グリホサート（イソプロピルアミン塩）、テト

宴`オカルブナトリウム
2005 3

干しブドウ 硫黄、クリオライト、グリホサート（イソプロピルアミン塩）、シマジン 2005 1

タマネギ ジクロロプロペン、メタムナトリウム、マンコゼブ、クロロタロニル、水酸化銅 2004 6

キャベツ、生鮮 ク一口タロニル、マンネブ、マンコゼブ 2004 7

トマト、生鮮 臭化メチル、クロルピクリン、マンコゼブ、水酸化銅、クロロタロニル 2004 2

ブロッコリー DCPA、クロルピリホス、オキシデメトンメチル、ダイアジノン、ジヌトエート 2004 1

結球レタス マンネブ、ベンスリド、ホセチルアルミニウム、ダイアジノン 2004 2

その他のレタス 丁目ムナトリウム、マンネブ、ベンスリド、ダイアジノン 2004 2

スウィートコーン、生鮮 メソミル、マンコゼブ、アトラジン、クロルピリホス、S一メトラクロール 2004 13

トウモロコシ アトラジン、アセトクロール、s・メトラクロール、グリホサート類、シマジン 2005 19

大豆
グリホサート（イソプロピルアミン塩）、スルポサート（グリホサート・トリメシウ

?磨j、ペンディメタリン、トリフルラリン、グリホサート
2005 17

春小麦 MCPA、グリホサート、2，4－D、プロモキシニルオクタノエート、プロモキシニル 2004 7

響

冬小麦 グリホサート、2，4－D類、MCPA、クロルピリホス、ジカンバ 2004 14

米
プロパニル、グリホサート（イソプロピルアミン塩）、クロマゾン、塩素酸ナトリウム、

c潟lート
2006 6

＊1＝使用されている主な農薬（使用量の多い順に記載）
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ダジム，チオファネートメチル，アセトクロール，ジク

ロルボスについては中国での使用量が上位のケースがほ

とんどであった．一方，グリボサート類，2，4－D類，ジ

チオカルバメート類（マンコゼブやチラムなど），パラ

コートは，特定の国に偏らずさまざまな国で使用されて

いた．

　使用量が多かった農薬のうちグリホサート，パラコー

ト，カルベンダジム，チオファネートメチル，マンコゼ

ブ（ジチオカルバ軽目ト類），クロロタロニルなどは，

わが国では2005年度以前は検査対象となっていなかっ

たため検出事例はほとんどみられなかった．しかし，当

鬼で行った北米，欧州，オセアニア各国の残留農薬モニ

タリングの検出状況の調査結果では，ジチオカルバメー

ト類，カルベンダジム，クロロ山江ニルなどの検出例が

多かった．グリホサートは各国における使用量が特に

多いが，外国の検査結果での検出例はきわめて少なかっ

た．外国の残留農薬モニタリングでは，グリホサートだ

けでなく他の除草剤の検出頻度も全般的に低かった．グ

リホサートは分析操作が比較的煩雑なため検査件数が他

の農薬より少なかった可能性はあるものの，一般にグリ

ホサートをはじめ除草剤は使用時期などからみて殺菌剤

や殺虫剤に比べ最終製品に残留しにくいことが考えられ

る．大豆，トウモロコシ，小麦や大麦などは重量ベース

での輸入量が非常に多いが，表4に示したように使用さ

れている農薬は主に除草剤であったことから，これらの

作物による残留農薬暴露：量はさほど多くはない可能性が

ある．

　わが国の輸入食品検査（2002～2005年度）では，特

にクロルピリホスとシペルメトリンの違反例が多かっ

た4）．クロルピリホスの違反例は，2002年度は主に中国

産冷凍ほうれんそうやしゅんぎくであったが，2003～

2005年度は各国・各品目に分散していた。シペルメトリ

ンの違反例は，2002～2005年度を通じて主に中国産の

未成熟さやえんどう及びスナップエンドウであった．今

回の使用量調査において，中国の野菜におけるクロル

ピリホスの使用：量は農薬総使用量の1．9％（使用量12位）

であったが，シペルメトリンは約05％であった．シペル

メトリンの使用量が少ないのに違反例が多かった理由と

して，1）日本の検査で違反例が見つかったためにその

後の検査件数が多くなり，それに伴って違反件数も多く

なったと思われること，2）中国の使用量が「野菜」と

してまとめて集計されていたため，シペルメトリンを使

用する作物と使用しない作物の区別がなされず，全体と

してはシペルメトリンの使用量の割合が少なくなった可

能性などが考えられる．

3．MRL設定状況からみた各国の農薬使用状況

　前項では各国の品目（作物）ごとの農薬使用量につい

て検討したが，この他に各国でMRLが設定されている農

薬の種類についての情報も農薬の使用状況の検討に有用

と考えられる．ここでは，国外でMRLが設定されている

農薬のうち，日本でMRLもしくは暫定MRLがいずれの

品目にも設定されていない農薬（一律基準値適用）を中

心に検討した．

　韓国，台湾，ブラジルなどは，MRLが設定されている

農薬の総数が多く，したがってその中には日本でMRLが

設定されていない農薬も比較的多い．例えば韓国でMRL

が設定されている農薬のリスト5）には，日本でMRLが

どの品目についても設定されていない農薬が，エタボキ

サム（Etaboxam），トリアズメート（Triazmate），ヌアリ

モル（Nuarimol）など約10種類あった．エタボキサムの

MRLは，トマト1．Oppm，キュウリ2．Oppm，ブドウ3．Oppm，

緑及び赤トウガラシ（生鮮）1．Oppm，トリアズ虚心ト

（Triazmate）のMRLは，リンゴ1．Oppm，緑及び赤トウガ

ラシ（生鮮）0．5ppm，ピーマン／パプリカ（sweet　pep－

per）05ppm，ヌアリモル（Nuari皿ol）のMRLは，リンゴ，

ナシ，メロン，ネギなどで0．5ppmである．エタボキサ

ム及びトリアズメートは韓国に特徴的な農薬で，現時点

では資料がきわめて少ないが，エタボキサムについては

2007年2月，英国保健省の変異原性委員会（COM）がエ

タボキサムの変異原性に関する情報を公表している．ヌ

アリモール（CAS番号：63284－71－9）はピリミジン系の

殺菌剤で，台湾でもメロンやナシ，ドイツでも穀物やバ

ナナなどにMRLが設定されているが，詳細な情報は得ら

れていない．

　台湾でも上記と同様，アロキシジム（ナトリウム塩），

エチリモール，ヌアリモール，チオファノックス，ブト

ラリン，ホルメタネートなど10数種類の農薬があった6）．

　ドイツも，アクロニフェン，アニザリン，ヌアリモー

ル，プロスルホカルブ，キンメラックなど日本でどの品

目にもMRLが設定されていない農薬が比較的多かった

7）．ブラジルはMRLが設定されている農薬の数が非常に

多く，例えばコーヒーについても，コーヒーの収穫後，種，

苗木，発芽後，発芽前などいくつものカテゴリーに分け

てそれぞれMRLを設定している．したがってコーヒーに

MRLが設定されている農薬の種類は非常に多く，そのう

ち日本でMRLが設定されていない農薬の種類も約50種

類と非常に多かった．

　中国の米や豆類での使用量が多かったBisultap，　Mono－

sultapなどや韓国のエタボキサム，トリアズメートなど，

特定の国に特徴的な農薬で情報量が非常に限られている

農薬については，今後新たに出される文献や関連機関の

情報などを注視していく必要がある．

●
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4．おわりに

　本研究においては，わが国の輸入量の多い原産国／品

目を中心に，使用量の多い農薬の種類や傾向について検

討した．当部では本研究における使用状況調査とは別

に，各国の残留農薬モニタリングによる検出状況の調査

も行っている．ポジティブリスト制実施以降，これまで

と比べ検査対象品目及び農薬の種類は大幅に増加してい

る。検査を効果的に行うための検査対象品目の検討にお

いて，使用量の多い農薬は，検出頻度の高い品目／農薬

などの情報と合わせ，有用な基礎的情報になると考えら

れる．

　今回の調査において使用量が多かった農薬の中には，

ポジティブリスト制実施以前にわが国の検査対象となっ

ていなかった農薬も多いことから，今後の検査における

違反事例等の傾向はこれまでとかなり異なったものにな

る可能性もある．今後，輸入量やシェアが多い原産国の

作物において使用量の多い農薬（特に殺虫剤や殺菌剤），

及び使用量やMRLの設定状況からみて特定の国に特徴的

な農薬などを中心に，わが国の検出状況の変化と共に，

各国の動向や新しい研究結果などについて継続的にフォ

ロ▽していくことが重要と考えられる．
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Abstract

The　22nd　Screening　In鉛㎜ation　Data　Set（SIDS）Initial　Assessment　Meeting（SIAM　22）、　was　held　at　the　Or－

ganisation　fbr　Economic　Co－operation　and　Development（OECD）headquarters　in　Paris，　France．　The　initial

assessment　documents　of　five　substances（CAS　numbers：75－59－2，80－51－3，101－83－7，103－24－2，27813「02－1）

sponsored　by　Japan　were　all　agreed　at　the　meeting．　In　this　report，　the　documents　of　these　substances　are　intro－

duced．

Keywords：OECD，　HPV　programme，　SIDS　Initial　Assessment　Meeting

1．はじめに

　経済協力開発機構（Organisation　fbr　Economic　Co－op－

eration　and　Development：OECD）加盟各国における高生

産量化学物質（High　Production　Vblume　Chemical：HPV）

について，1992年に始まったOECD高生産量化学物質点

検プログラム（HPV　Programme）により安全性の評価が

行われている1）2）．日本政府は初回より評価文書を提出し

ており，第21回までの初期評価会議（Screening　In飴㎜a－

tion　Data　Set（SIDS）Initial　Assessment　Meeting　l　SIAM）

において日本政府が担当し結論及び勧告が合意された化

学物質の評価文書のヒトへの健康影響または環境影響・

曝露情報については既に紹介してきた3ト13）．また，第19

回SIAM（SIAM　l　9）14），　SIAM　2015），　SIAM　2116），　SIAM

2217）及びSIAM　2318）の会議内容，　SIAM　lからSIAM　l　8ま

での会議の結果の概要19）についても紹介してきた．

　国際化学工業協会協議会（Intemational　Council　of　Chem．

・ical　Associations：ICCA）による評価文書の原案作成に伴

＃To　whom　corτespondence　should　be　addressedl　Makoto　Ema；

Kamiyoga　l－18－1，　Setagaya－ku，　Tokyo　l　58－8501，Japan；Tel：03－

3700－l141　ext570；FAX：03－3700－1408；E。mai1：ema＠nihs．gojp

＊1（財）化学物質評価研究機構安全性評価技術研究所Chemlcals

Assessment　Center，　Chemicals　Evaluation　and　Research　Institute

＊2（独）労働安全衛生総合研究所National　Institute　of

Occupational　Safbty　and　Health

＊3（独）国立環境研究所化学物質環境リスク研究センター

Research　Center　fbr　Environmental　Risk，　National　Institute　fbr

Environmental　Studies

い日本においても2001年から，目本政府に加え日本化学

工業協会加盟企業も評価文書の原案を作成している．

　評価文書は，物性，曝露情報，健康影響及び環境影響

に関する記述から構成されている．本稿ではSIAM　22

で合意に至った化学物質名及び日本担当物質の評価文

書の概要を紹介する．なお，SIAMで合意された化学物

質の初期評価文書はOECD　webサイト（OECD　Integrated

．HPV　Database）20）において入手が可能である。

2．SIAM　22で合意された化学物質の名称と日本担当物

質の初期評価内容

　2006年4月にパリ（フランス）で開催されたSIAM　22

において，27物質及び7物質カテゴリー（それぞれ2，2，

4，5，7，15及び30物質を含む），計92物質の初期評価

文書が審議され，表1に示す化学物質の初期評価結果お

よび勧告が合意された．SIAMにおける合意はFW（The

chemical　is　a　candidate　fbr　fhrther　work．）またはLP（The

chemical　is　currently　of　low　priority　fbr　fhrther　work．）と

して示されている。FWは「今後も追加の調査研究作業

が必要である」，LPは「現状の使用状況においては追加

作業の必要はない」ことを示す．

（1）Tetramethylammonium　hy（オoxide（TMAH）（75－59－2）

（原案作成＝ICCA日本企業）

1）曝露状況

　本化学物質は主に半導体や液晶パネルのフォトリング
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ラフィープ骨腫スにおいて使用されている．職業及び消

費者曝露の可能性はほとんど無いと考えられる．

2）環境影響

　本化学物質が環境に放出された場合，tetramethylam－

monium（TMA）イオンまたは水酸基イオンの形で主に

水圏に分布する．本化学物質は容易に生分解し，オクタ

ノール／水分配係数（LogKow）の値から推定して水生生

物における生物濃縮の懸念は低い．

　水生生物に対する急性毒性について，魚類の半数致死

濃度（LC50）は462　mg／L　tetramethylammonium　chloride

（TMAC）（359　mg／L　TMAH，96時間），ミジンコの半数

影響濃度（EC50）は3　mg／L（48時間，遊泳阻害：OECD

TG　202），　LC50は1．3－1．5　mg／L（48日寺間），藻類〔の50％生

長阻害濃度（EC50）は96　mg／L（72時間，生長速度法：

OECD　TG　201）であった．慢性毒性について，ミジン

コの最大無影響濃度（NOEC）は0．03　mg／L　TMAC（0．

02mg／L　TMAH，　l　l日間，繁殖阻害），藻類のNOECは6．

3mg／L（72時間，生長速度法：OECD　TG　201）であった．

3）健康影響

　本化学物質は動物の体内で完全に解離し，TMAイオン

となる．ラットの腸管への投与では，TMAは速やかに吸

収され，ほぼ無変化のまま尿中に排泄される。

ラットの単回経皮投与毒性試験での半数致死量（LD50）

はl12mg／kgbwであった．ラットの東回経口投与毒性試

験（OECD　TG　401）でのしD50は34～50　mg／kg　bwであった．

これらの経皮／経口投与により，自発運動低下，よろめ

き歩行，低体温，半眼，流挺，不整呼吸，緩徐呼吸，間

代性痙攣がみとめられた．

　強アルカリ性のため，皮膚や眼に対して強い刺激性や

腐食性を持つことが予想される．

　ラットに1日6時間，週5日，雄では0，55，50，120

及び250mg／kg　bw／day，雌では0，2．5，5．5，10及び50

mg／kg　bw／dayを塗布した4週間反復皮膚毒性試験におい

て，本化学物質を塗布された全動物の塗布部位に局所反

応として紅斑，浮腫，痂皮形成が認められた．50mg／kg

bw／day以上を塗布された動物の全例が死亡し，その内

120mg／kg　bw／day以上の雄では塗布開始の3時間後に全

例が死亡していた．局所反応以外では，雌の5．5mg／kg

bw／day以上で赤色卵巣，雄及びまたは雌の50　mg／kg　bw／

dayで赤色肺，膀胱結石，眼球の暗色化，精嚢腺の小型

化が認められ，NOAELは雄で5．5　mg／kg　bw／day，雌で25

mg／kg　bw／dayとされた．

　ラットに0，5，10及び20mg／kg　bw／dayを強制経口投

与した28日間反復投与毒性試験（OECD　TG　407）では，

死亡例はみられず，雄では10mg／kg　bw／day以上で摂餌

量の減少，心臓重量の低下が認められ，雌では20mg／kg

bw／dayで摂餌量の減少が認められた．これらの結果か

ら，無毒性量（NOAEL）は雄で5　mg／kg　bw／day，雌で

10mg／kg　bw／dayとされた．

　ラットの交配前2週間，その後さらに，雄では交配期

間を含む32日間，雌では交配期間，妊娠期間及び分娩後

哺育3日まで，0，1，5及び20mg／kg　bw／dayを強制経口

投与した簡易生殖毒性試験（OECD　TG　421）では，20

mg／kg　bw／dayで親動物に摂餌量の減少や自発運廟の低下

が認められたが，生殖発生に対する影響は何れの用量で

も認められず，NOAELは反復投与毒性では5　mg／kg　bw／

day，生殖発生毒性では20　mg／kg　bw／dayとされた．

　細菌を用いる復帰突然変異試験及びチャイニーズ・ハ

ムスター培養細胞を用いる染色体異常試験では陰性で

あった。

4）結論と勧告

　本化学物質は健康に対し有害性を示すが，曝露量が少

ないので，LPと勧告された．環境に対しても有害性を示

すが，本化学物質は生分解性が高く，水生生物における

生物濃縮性が低いので，LPと勧告された．

（2）4，4’一〇xybis（benzenesulfonyl　hy（虻azide）（80－51－3）（日

本政府＋韓国政府）

1）曝露状況

　本化学物質はスポンジゴムや発泡プラスチックの発泡

剤として用いられている．職業曝露の主要経路は粉塵の

吸入，また，消費者曝露の可能性はほとんど無いと考え

られる．

2）環境影響

　本化学物質が大気，水圏及び土壌に等しく放出された

場合，主に土壌に分布する．大気または土壌に放出され

た場合は，主に土壌に分布し，水圏に放出された陸前は，

主に水圏に分布する．本化学物質は容易に生分解しない

が，水圏では速やかに加水分解する．水生生物における

生物濃縮性は低い（BCF：〈3実測値）．

　水生生物に対する急性毒性では，魚類のLC50は＞6．6

mg／L（96時間：OECD　TG　203），ミジンコのEC50は2。9

mg几（48時間，遊泳阻害：OECD　TG　202），藻類のEC50

は3．O　mg／L（72時間，生長速度法：OECD　TG　201）であっ

た．慢性毒性では，ミジンコのNOECは2．l　mg／L（21日周，

繁殖阻害：OECD　TG　211）であった．

3）健康影響

　ラットの単回経口投与毒性試験（OECD　TG　401）に

ついては2試験の結果があり，これらの結果からLD50は

1，000mg／kg　bw以上とされた．

　ラットに0，10，30，100及び200mg／kg　bw／dayを強

制経口投与した28日間反復投与毒性試験（OECD　TG

407）において，主な標的器官は腎臓と肝臓であり，30

mg／kg　bw／day以上の雄に腎臓の重量増加，雌に尿中タン

パク質の減少が認められたことから，NOAELは10　mg／
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kg　bw／dayとされた．

　ラットに交配前2週間及び交配期間を含め，雄では計

42日間，雌では分娩後哺育3日まで，0，5，15及び45

mg／kg　bw／dayを強制経口投与した反復投与毒性・生殖発

生毒性併合試験（OECD　TG　422）において，雄の5　mg／

kg　bw／day以上で面諭が認められ，雌雄の45　mg／kg　bw／

dayで肝臓と腎臓の重量増加が認められたことから，反復

経口投与毒性について，雄の最小毒性量（LOAEL）は5

mg／kg　bw／day，雌のNOAELは15　mg／kg　bw／dayとされた．

この試験では生殖発生毒性に対する影響は認められず，

生殖発生毒性のNOAELは45　mg／kg　bw／dayとされた．

　ラットに交配前2週間及び交配期間を含め，雄では

計46日間，雌では分娩後哺育4日まで，0，3，10及び

30mg／kg　bw／dayを強制経口投与した簡易生殖毒性試験

（OECD　TG　421）でも，生殖発生毒性に対する影響は認

められず，生殖発生毒性のNOAELは30　mg／kg　bw／dayと

された．

　細菌を用いる復帰突然変異試験，チャイニーズ・ハム

スター培養細胞を用いる染色体異常試験及びラットとマ

ウスの肝細胞を用いたDNA修復試験では陽性であった

が，in　vivo小核試験では陰性であった．

4）結論と勧告

　本化学物質は健康及び環境に対して有害性を示し，ま

た，ヒトや環境への曝露の可能性を否定できないので，

健康影響及び環境影響について，ともにFWと勧告され，

本化学物質の曝露量に関する調査が推奨された．

（3）Dicyclohexylamine（101－83－7）（原案作成：ICCA日本

企業）

1）曝露状況

　本化学物質は腐食防止剤，殺虫剤，繊維溶剤，乳化剤，

油添加剤，加硫促進剤，可塑剤，染料前駆物質といった

製品の中間体として，また，農薬の合成にも使用されて

いる．職業曝露の主要経路は吸入及び経皮と考えられる．

中間体であるので，消費者曝露は起こらない．

2）環境影響

　本化学物質は環境中ではプロトン化しており，環境に

放出された場合，主に水圏に分布する．本化学物質は容

易に生餌解し，LogKowの値から推定して水生生物にお

ける生物濃縮の懸念は低い．

　水生生物に対する急性毒性では，魚類のLC50は12　mg／

L（96時間：OECD　TG　203），ミジンコのEC50は8　mg／L（48

時間，遊泳阻害：OECD　TG　202），藻類のEC50は23　mg／L（72

時間，生長速度法：OECD　TG　201）であった．慢性毒性

では，ミジンコのNOECは0．O16　mg／L（21日間，繁殖阻害：

OECD　TG　202　p飢2），藻類のNOECは2．O　mg／L（72時間，

生長速度法：OECD　TG　201）であった．

3）健康影響

　本化学物質は経口，吸収及び経皮による投与後，速や

かに吸収され，尿中に排泄される．単回吸入毒性試験に

おいて本化学物質の飽和空気にラットを6時間曝露させ

たところ，軽い虚脱と粘膜への中程度の刺激が認めら

れたが，死亡例はなかった，その他の単回投与におけ

るLD50は経皮で200－316　mg／kg　bw（ウサギ），経口では

200mg／kg　bw（ラット）であり，鎮静や活動性低下が認

められた．388mg／m3に1時間以上曝露された労働者に

おいて著しい中毒症状が認められ，302mg／m3では病的

症状がみられ，151mg／m3では不快の訴えがあった．

　ウサギの皮膚に対して腐食1生があり，眼に対しても強

い刺激性を持つ．

　ラットに0，20，70及び200mg／kg　bw／dayを強制経口

投与した28日間反復投与毒性試験では，雌雄ともに200

mg／kg　bw／dayで8／13例の死亡がみられ，雌雄において流

亡，痙攣，姿勢異常，散瞳，呼吸異常，異常発声の神経

症状，体重及び摂餌量の低値，無機リン及びカルシウム

濃度の上昇，副腎重量の増加が認められ，雌では白血球

数の増加，卵巣重量の減少も認められた．70mg／kg　bw／

dayでは雌雄に流砂，雄に痙攣がみられ，雌の卵巣重量

の減少が認められた．上述の神経症状は投与期間の終

了とともに消失した．これらの結果から，NOAELは20

mg／kg　bw／dayであった．

　雌雄ラットに交配前2週間から交配期間を含め，雄で

はおよそ49日間，雌では分娩後哺育3日まで，0，20，

40及び80mg／kg　bw／dayを強制経口投与した簡易生殖毒

性試験（OECD　TG　421）では，親動物に関して，80

mg／kg　bw／dayで雄の体重増加の抑制が認められ，雌では

80mg／kg　bw／dayで妊娠21日及び22日における各1例の死

亡，体重増加の抑制，哺育期間における粗画及び児集め

不良が認められた．児では，80mg／kg　bw／dayで出生率，

哺育4日の生存率，哺育0日及び4日の体重の低値が認め

られた．これらの結果から，反復投与毒性のNOAELは

雌雄ともに40mg／kg　bw／day，生殖発生毒性のNOAELで

は，雄に関して80mg／kg　bw／day，雌に関しては40　mg／

kg　bw／day，児では40　mg／kg　bw／dayであった．

　細菌を用いる復帰突然変異試験では陰性であり，チャ

イニーズ・ハムスター培養細胞を用いる染色体異常試験

では陽性であった，構1造類似体のN－methyl　dicyclohexy－

lamineがin　vivo試験で陰性を示したことから，本化学物

質はin　vivoにおいて陰性と予想された．

4）結論と勧告

　本化学物質はヒトの健康に対して有害性を示すが，職

業曝露量は調整され，消費者曝露量も低いので，健康に

ついてはしPと勧告された．本化学物質は環境に対して有

害性を示すが，高分解性であり，生物濃縮性も低いので，
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環境影響についてもしPと勧告された．

（4）Bis（2－ethymexyl）a2elate（103－24－2）（日本政府）

1）曝露状況

　本化学物質は主にセルロース，スチレン樹脂，ビニル

樹脂の可塑剤として用いられている．職業及び消費者曝

露として吸入や経皮曝露の可能性があるが，あったとし

ても曝露量は微量でしかない．

2）環境影響

　本化学物質は水難溶性であり，本化学物質が環境に放

出された場合，主に土壌及び沈殿物に分布する．本化学

物質は容易に生分解し，LogKowの値から推定して水生

生物における生物濃縮の懸念は低い．

　水生生物に対する急性毒性では，魚類のLC50は＞0．072

mg／L（96時間：OECD　TG　203），ミジンコのEC50は＞

0．093mg／L（48時間，遊泳阻害：OECD　TG　202），藻

類のEC50は＞0．08　mg／L（72時間，生長速度法：OECD

TG　201）であった、慢性毒性では，ミジンヌのNOECは

＞0．064mg／L（21日間，繁殖阻害：OECD　TG　211），藻

類のNOECは＞0．08　mg凡（72時間，生長速度法：OECD

TG　201）であった．

3）健康影響

　ラットの単回経口投与毒性試験（OECD　TG　401）で

のしD50は2，000　mg／kg　bw以上であった．

　ウサギの皮膚と眼に対して刺激性は認められなかった．

　ラットに交配前2週間及び交配期間を含め，雄では計

42日間，雌では分娩後哺育4日まで，0，100，300及び1，000

mg／kg　bw／dayを強制経口投与した反復投与毒性・生殖発

生毒性併合試験（OECD　TG　422）において，1，000　mg／

kg　bw／dayで雄の体重増加抑制が認められ，血液生化学

検査では雌雄のアルブミン／グロブリン比の増加及び雌

では総タンパク濃度及びカルシウム濃度の低下が認めら

れ，また，雌雄の肝臓及び腎臓の重量増加及び雄の肝細

胞の小葉中心性肥大及び門脈周囲における脂肪化の減弱

が認められたが，生殖発生に対する影響は何れの用量で

も認められなかった．これらの結果から，反復投与毒性

のNOAELは300　mg／kg　bw／day，生殖発生毒性のNOAEL

は1，000mg／kg　bw／dayであった．

　細菌を用いる復帰突然変異試験及びチャイニーズ・ハ

ムスター培養細胞を用いる染色体異常試験では陰性で

あった．

4）結論と勧告

　本化学物質はヒトの健康や環境に対する有害性が低い

ので，健康及び環境影響についてLPと勧告された．

（5）Methacrylic　acid，　monoester　with　propane－1，2－doi

（27813－02－1）（原案作成lICCA日本企業）

1）曝露状況

　本化学物質は塗料，粘着テープ，接着剤，繊維処理剤

に使われるポリマーの合成原料として使用されている．

職業曝露の主要経路は吸入及び経皮と考えられる．中問

体であるので，消費者曝露は起こらない．

2）環境影響

　本化学物質の主な加永分解生成物はメタクリル酸と

プロピレン・グリコールであり，これらの毒性評価は

SIAM　11で行われている．

　本化学物質が水圏または土壌に放出された場合，放出

された圏外には分布しない．本化学物質が大気に放出さ

れた場合は大気（57．1％），水圏（16．2％），土壌（26．6％）

に分布する，本化学物質は容易に生分解し，LogKowの

値から推定して水生生物における生物濃縮の懸念は低

い．

　水生生物に対する急性毒性では，魚類のLC50は490

mg／L（48時間），ミジンコのECo及びEC50は＞140　mg／L（48

時間：OECD　TG　202），藻類のEC50は＞97　mg／L（72時間，

生長速度法：OECD　TG　201）であった．慢性毒性では，

ミジンコのNOECは451ng／L（21日間：OECD　TG　211），

藻類のNOECは＞97　mg／L（72時間，生長速度法：OECD

TG　201）であった．

3）健康影響

　本化学物質は皮膚から吸収される。ラットでは塗布面

から56％が蒸発し，29％が皮膚から吸収された．単回投

与におけるLD50は，経皮で5，000　nlg，匙g　bw以上（ウサギ），

経口では2，000mg／kg　bw以上（ラット）であった．

　ウサギの皮膚と眼に対して刺激性が認められた．モル

モットに対する感作性試験のうち2／4試験で弱い皮膚感

作性が認められた．ヒトに対する皮膚感作性は明確には

認められなかったが，前もって他のアクリル酸塩やメタ

クリル酸塩に曝露した場合は交差感作性を示す可能性が

ある．

　ラットに交配前2週間及び交配期間を含め，雄では計

49日間，雌では分娩後哺育4日まで，0，30，100，300

及び1，000mg／kg　bw／dayを強制経口投与した反復投与毒

性・生殖発生毒性併合試験（OECD　TG　422）では，1，000

mg／kg　bw／dayにおいて雄では2／12例，雌では1／12例が死

亡し，雌雄で流誕，自発運動の低下，眼瞼下垂が認めら

れた．血液及び血液生化学検査は雄の1，000mg／kg　bw／

dayでヘマトクリット値の減少，肝臓重量の増加が認め

られた．生殖発生毒性に対する影響は何れの用量でも認

められなかった。これらの結果から，反復投与毒性の

NOAELは300　mg／kg　bw／day，生殖発生毒性のNOAELは

1，000mg／kg　bw／dayであった．

　細菌を用いる復帰突然変異試験では陰性，チャイニー

ズ・ハムスター培養細胞を用いる染色体異常試験では
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Sgmixの存在／非存在下にかかわらず陽性であったが，　in

vivO小核試験では陰性であった．

4）結論と勧告

　本化学物質はヒトの健康に対して有害性（刺激性，皮

膚感作性の可能性）を示すが，これらの有害性について

更に調査を行う必要は現在のところ無く，健康についで

はしPと勧告された1本化学物質は環境に対する有害性が

低いので，環境影響についてもしPと勧告された．

3．． ｨわりに

　本稿では，SIAM　22で合意された化学物質名および日

本担当物質の初期評価文書について紹介した．
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Thble　l．Chemical　substances　discussed　at　SIAM　22　and　their　outcomes

Note．　Abbreviations　show　BE：Belgium，　CH：Switzerland，　DE：Germany；FR：France，　JP：Japan，　KO：Korea，　SI：Slovenia，　UKl

the　United　Kingdom，　US：the　United　States　of　America，　eu：adra丘丘om　European　Union　and　ICCA：adraft丘om　Intemational

Council　of　Chemical　Associatiohs　in　the　sponsor　country　column，　and　ENV：environm6nt　pa質s，　HH：human　health　parts，　FW：

“the　chemical　is　a　candidate　fbr　fhrther　work”and　LP：“the　chemical　is　currently　of　low　priority　fbr　fUrther　work”in　the

outcome　column．

Outcome
CAS　No． Name　of　Substance Sponsor

HH ENV
75－00－3 Chloroethane US／ICCA LP LP

75－18－3 Dimethyl　Sulfide USIICCA LP LP

75．37－6 1，1－Di月uoroethane（HFC－152a） KOIICCA LP LP

75－59－2 Tetramethylam㎡onium　hydroxide JP／ICCA LP LP

80－51－3 4，4’一〇xybis　（benzenesulf～）nyl　hydrazide） JP十KO FW FW
95．80－7 Tbluene－2，4－diamine DE：eu FW FW

101．83－7 Dicyclohexylamine JPIICCA LP LP
103－24－2 Bis　（2－ethylhexyl）azelate JP LP LP

106．89－8 1－Chloro－2，3－epoxypropane USIICCA LP LP

120．83－2 2，4－Dichlorophenol FRIICCA LP LP

140－31－8 Aminoethylpiperazine USIICCA LP LP
142－96－1 Dibutyl　ether． DEIICCA LP LP

603－35－0 Triphenylphosphine DEIICCA FW LP

764．41－0 DE／ICCA LP LP
2－butene，1，3－dichloro一 USIICCA LP LP

1066－33－7 Ammonium　bicarbonate FR／ICCA LP LP

1067－53－4 Tris（2－methoxyethoxy）vinylsilane USIICCA LP LP

1653－19－6
23－Dichlorobuta－13－diene　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　， DEIICCA LP LP

2082－79－3

OctadecyI

R一　（3，5－di－tert－butyl－4－hydroxypheny1）

垂窒盾ｩionate

CHIICCA LP FW

2530－87－2 3－Chloropropyltrimethoxysilane USIICCA LP LP

2551－62－4 Sulphur　hexa且uoride BEIICCA LP LP

7775．09－9 Sodium　chlorate FR／ICCA LP LP

7790－94－5 ChlorosulfUric　acid SIIICCA LP LP

27813－02－1
Methacrylic　acid，　monoester　with

垂窒盾垂≠獅?|1，2－diol
JPIICCA LP LP

144－55－8＆

S97－19－8＆

P066－33－7

Bicarbonate　Specia1 FR／ICCA LP LP

628－63－7＆

@　624－41－9

Primary　Amyl　Acetate

iMixed　Isomers）
USIICCA LP LP

71－41－0＆

@137－32－6

Primary　Amyl　Alcohol

iMixed　Isomers）
USIICCA LP LP

Outcome
Name　of　Category Sponsor

HH ENV

Long　Chain　Alcohols（C6－22　primaly　a】iphatic　alcohols）

i30chemicals）

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

UK／ICCA LP

　　　　FW

i13chemicals）

@　　　LP

i17chemicals）

Pheno1，（tetrapropenyl）derivatives，11btrapropenyl　phenol

i5chemicals）
UK／ICCA． FW FW

Amine　Oxides（15　chemlca［s） USIICCA LP FW

Oxo－alcohols（C9－C　l　3）

i7chemicals） BE＋DEIICCA 　　　　　　　LP

　　　LP

i5chemicals）

@　　FW
i2chemicals）

Methanolates（2　chemicals） DEIICCA LP LP
Epoxidized　Oils（4　chemicals） USIICCA LP LP
PFOA（2　chemica［s） US＋DE 一 冒
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X線並びにγ線を照射した食品に生じる誘導放射能

食品部宮原誠

Induced　Radioactivity　in　Irradiated　Foods　by　X　Ray　or　gamma　Ray

Summary

In　the　course　of　the　archival　studies　on　sa艶ty　of　irradiated飴ods　by　the　US　A㎜第experimental　records　con－

ducted　by　Glass＆Smith，and　Kruger＆Wilson　were　investigated，　based　on　our　experimental　experience．

Food　irradiation　by　Co－600r　4～24MeV　X　ray　can　induce　small　amount　of　radioactivity　in　the　fbods．　The

principal　mechanisms　of　the　nuclear　reactions　are（Y，　n）．　The　resulting　nuclear　products　fbund　in　irradiated　target

solutions　were　Ba－135m，　Pb－204m，　Hg－199m，　Ag－107m，Ag－109m，　Cd－llIm，Cd－113m，　Sn－117m，　Sn－119m，　Sr－87m，

Nb－93m，　In　l　l　3m，　In－l15m，　Te－123m，　Te－125m，　Lu－178m　HfL　160m　by　the（γ，　n）reaction．　The　total　radio－activities

in　bee£bacon，　shrimp，　chicken，　and　green　beans　were　counted　at　60　days　after　irradiation　by　Cs－137，　Co－60，　and

血el　element．　The　activities　more　than　background　were　fbund　in　irradiated　bacon　and　beef　by　Co－60．

and　activities　were　fbund　in　most　fbods　when　fbods　were　irradiated　by　high　energy　X　ray　and　the　fhel　ele－

ment．　The　results　were　understood　as　the　neutron　activation　by（γ，　n）or（n，γ）reaction．　Therefbre，　high　energy

Xray　and　spent　fUel　element　were　not　used　fbr　fbod　irradiation．

As　the　results　of　this　study　Co－60　has　been　used　with　small　amount　of　induced　radioactivity　in　fbod．

Keywords：fbod　irradiation；induced　radioactivity；nuclear　reaction

1，はじめに

　数MeVの電子線を食：品に照射すると食品中に誘導放射

能が発生するので，IAEA（lntemational　Atomic　and　En－

ergy　Agency）は食品照射のGMPを提案し，規制をする

ように促した．前聞1）でその論拠となった論文を現代の

知識を基に精査した．

　日常食べる食品の放射化は老若男女を問わず放射性物

質の摂取量を増大させ，体内被曝を増加させ，種々のガ

ンを引き起こすなどの危険性があり，放射線処理食品の

安全性を考える上で重要である．ここで扱う元のデータ

は古いがその後食品川の誘導放射能についての研究はほ

とんどなく，現在でもいわば最新の研究成果であり，現

在までの照射食品の安全性論議などに大きな影響を与え

てきた重要な内容である．しかし，軍のベールのなかで

研究されたこともあって，詳細なデータは学術報告など

として広く公表されてこなかった．そのため現在でも詳

細な文献を入手することは難しく，2005年の食品安全委

員会の調査報告書にもこのNatick研究所の放射化の研究

に言及がない2’3）．さらに千ページにならんとするNatick

研究所の報告書をまとめた資料もみあたらないので，煩

碩をいとわずデータや実験手法を記載し，後日のこれら

のデータを検証する際の参考となるようにした．

　2002年から2004年頃にかけて，照射食品の安全性調

査研究に資する目的で調査研究し，今回，高エネルギー

X線による放射化を中心に調べたので報告する．

1－1調査方法

　アメリカ合衆国農務省図書館（NAL）で現地調査を行

い，同図書館の参考員からの聞き取り調査，アメリカ東

部農業研究所フィラデルフィア支所　セイヤー博士の文

献コレクションを調査した．実際の資料は同国コロラド

州大学ボールディ校Norlin図書館，アメリカ合衆国・国

立公文書館（NARA）オーディオビジュアル部，デンバー

市立図書館，カルフォルニア大学ロスアンゼルス校Hugh

＆Hazel　Darling法律図書館，ロサンゼルス市立図書館な

どで文献検索等を実施し，我が国では入手できない文献

を収集した．同国大使館農務部の協力のもと3年間の調

査期間を要した．1万ページを超える塊集された報告書

はマイクロフィッシュに記録されており，その中から，

放射化に関連する資料を探し出す作業を行った．

1－2　主な報告書

　理論的な組み立てと検証実験はKrugerとWilsonによっ

て1958年会計年度から1960年まで実行され，種々の線源

の中性子束を測定し，実際の食品の放射化を測定した4）．

1962年にアメリカ合衆国陸軍Natick研究所はさらにスタ

ンフォードのGlassとSmithに高エネルギー電子線照射装

置による放射化について，理論構築と実験を行わせた5）．
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引き続いて同じNatick研究所のMeyerはこれとほぼ同じ

検証を行い確かめた6）．しばらく時をおいて，Beckerは

当時揃いはじめた核反応のデータを基礎に，誘導放射能

の量を計算した7）．これをさらに発展させ，1979年に彼

はNatick研究所に報告している8）．その後，イギリスで照

射食：品を認めるために，時の政府は英国原子力委員会に

照射食品中の誘導放射能に関する報告を求めた9）．ここで

も理論的な考察に基づいて，安全性の確認を行ったとし

ている。そこでヨーロッパやアメリカでの議論が終わり，

規模は極めて小さいが，わが国でもアイソトープ協会が中

心となって実験が行われ，同様な結論を得たlo川）．1995

年WHOは5MeVまでのX線照射についての安全性を検討

する中で，放射化の問題を理論的に論じている12）．さら

に最：近ではIAEAが前述の報告書を出している13）．本小

論では実際の実験を行った結果を取り扱い，特定の断り

がないときは，以下に示す実験結果はGlassとSmith14’15）

とKmgerとWilson4’16）らが1960年頃に書いたもので，

IAEA7）が計算の論拠としたものでもある．

2．食品照射用画品と照射条件・線量測定法

　当時の誘導放射能の測定方法と生成量の少ない核種

や半減期の短い核種の検出手法は前の報告を参照され
たい．D

2－1使用済み核燃料棒を用いるγ線照射

　バリウム140一ランタン140崩壊系列からでる2．5MeV

のガンマ線を利用する．試料と線源は空気中または水中

に置き，線量管理は時間と距離で行った．試料は金属製

のカンまたはステンレス容器に格納して，室温で照射し

た．vallecitos（アメリカ最初の商用沸騰水型原子炉～勉1－

lecitos　boiling　water　reactor（VBWR））のあったところで

1957年から1963年まで操業，カルフォルニア州Pleasan－

tonに所在）のGE（General　Electronics）実験施設にある

装置を主に用いた．

　線量測定はセリウム線量計を用い，10％の誤差で測

定した．表面線量は4Mrad／h（40　kGy／h）で平均10から

20Mrad（100kGy～200kGy）の吸収線量を与えて測定した．

表1中性子量の測定法

測定対象 熱中性子 速中性子

使用した元素

使用核反応

インジ　ジスプロ

ユゥム　　シゥム

Ih－115　　Dy－164

（n，γ）　（n，γ）

金 リン　イオウ

Au－197　　P－31　　S－32

（n，γ）

アルミ　アルミ

ニウム　ニウム

Al－27　　Al－27

バナジウ

ム　V－51

（n，　P）　　（n，　P）　　　（n，　P）　　　（n，　α）　　　（n，　α）

共鳴エネルギー
1．46 4．9

（MeV）

反応閾値（MeV）

生成核

半減期

2．5

In－116　　Dy－165　　Au－198　　Si－31

541n 139m 2．7d　　2．6h

2．8 4．6 8．1

P－32　Mg－27　　Na－24

14．5d 9．5m　　　14．8h

11．5

Sc－48

44h

測定したβ線の

エネルギー・ 1 1．25 1 1．5 1．71 1。7 1．4 0．64

（MeV）

測定素子の厚さ
5．4 7 2．7 30 30 30 30 30

（mil）

最小検出フラッ
1．6 0．2 10．6　　170 50 210 80 30

クス量n／cm2sec

KrugaらP，　Wilson，　CR．“Study　to　Dete㎜ine　Neutron　Fluxes　in　Food㎞adiaUQn　F㏄ilities”，　DA－19－129－QM－741，1960．
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2－2セシウム137とコバルト60を用いたガンマ線照射

　食品試料50～200gをガラス製の容器に詰めて，室温で

照射を行った．線量率は0．4と1．4Mrad（恥14kGy）であった．

　セシウム照射装置はジョージアエ科大学の12000Ci

（144TBq），コバルト60照射装置はSRI（Stanfbrd　R．e－

search　Institute，　Menlo　Park　Califbmia，以下SRI）の2500Ci

（925TBq）　とLRL（Lawrence　Radiation　Laboratory」Berkeley～

　CAで現在のEmest　Orlando　Lawrence　Berkeley　National

Laboratoly，以下LRL）の2000Ci（74TBq）のガンマーセ

ルを用いた．セシウム照射装置の線量測定はプリッケ線

量計，コバルトのそれにはセリウム線量計を用い，それ

ぞれ5，10％の誤差で測定した．表面線量率はセシウムで1．4

Mrad／h，　SRIで0．4　Mrad／h，　LRLで6Mrad／h（60kGy／h）

で，平均吸収線量はそれぞれ1－10Mrad（10－100kGy／h），

10－500／Mrad（100－5000kGy／h），15・30Mrad（150－300kGy／

h）の吸収線量を与えた．

2－3　X線照射装置による照射

　X線は加速器から出てくる電子線を重金属製の変換器

にあててX線を発生させる．この実験に使用した装置の

うちIMeVの装置はSRIに設置された装置で，共振変換電

子加速器を装備している．タングステン製変換器から5

インチの位置で照射した．線量測定にセリウム線量計を

用い，表面線量率10Mrad／h（100　kGy），平均吸収線量

10Mrad（100　kGy）であった．同様に4MeV，8MeV；

　16MeV／24　MeVの装置はそれぞれファンデグラーフ

型，Lバンドリニアック型，　Sバンドリニアック型の加速

器を用い，金，タングステン，タンタル／タングステン

の変換器を用いて，05，5，6／18インチの位置で照射し

た．線量測定はそれぞれセリウム，ブルーセロファン，

ブルーセロファン／ガラスを用い，平均吸収線量は10，2，

6－15／0．Ol－l　Mrad（100，20，60～150／0，1～10　kGy）で測

定した．

3．中性子線量の測定方法

　中性子の量を測定するために，用いた種々のターゲッ

トを表1示す．金，イリジウムなどを木ではさんで照射

した．

4．結果と考察

4－1使用済み燃料による食品照射

　アメリカ原子力委員会は核燃料棒をプールに沈め，そ

こから放出されるγ線を照射食品の線源にしょうと試み

た．このような施設はイギリスのWantage，アイダホの

MTR，イリノイのArgonne国立研究所に設置された！7）．

表2使用済み燃料棒を線源とするγ線照射装置中の中性子フラックス（個／cm2sec）

エピサーマル中
瀬画名 熱中性子 高速中性子

性子

測定素子 In Dy　　Au 平均　　In

Φr

Au

φf

P

Ee

S

Ee

（146）　　　　（4．9）　　　　（2．5）　　　（2．8）

Al

Ee

（8．1）

Dugway　Proving

41　　9．9 7 05 ＜170 ＜80

GrQU（k（ak）

Argome　Na廿ona1　Lab

（water）

Materials　Testing

168　　　172　　　　160　　　　167

2900

1700　　1300　　　1300　　　1400

4

12

1

7　　＜170

165

＜80

〈80

〈80

Reacto《water）

Savannah　River 13000　8000　　11000　　11000 200 200　　6650 ＜80

Pr（ject（Wa1£r） 18000 1100 〈80

Krugal～P，　Wilson，　CR．“Study　to　Dete㎜ine　Neutron　Fluxes　in　Food　I宜adiadon　Facili丘es”，　DA－19－129－QM－741，1960．

バックグランド：元の報告書には記載がないが、中性子なので基本的にはゼロと考えられる。
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表3Sav㎜ahのγ線照射施設における照射食品の放射化（dprn八b／5Mrad）

食品 生成元素

塩素38　カリウム42　ナトリウム24　　リン32

べ一コン

ビーフシチュー

にんじん

キャベツ

鶏

鶏シチュー

たら

とうもろこし

小麦粉

果物の砂糖漬け

ソラマメ

挽き牛肉

挽き豚肉

牛乳

みかん

もも

パイナップルジャム

小エビ

サツマイモ

マグロ

ジヤガイモ

2800

3000

30

60

30

60

80

60

150

60

20

210

30

90

100

70

60

40

10

50

160

50

60

720

1210

240

IlO

230

480

130

90

20

360

70

310

250

470

60

60

500

250

280

180

50

20

10

2

20

20

KrugaらP，　Wilson，　CI気“Study　to　Dete㎜jne　Neutron　Fluxes　hl　Food　hradiadon　Facilities”，

DA－19－129－QM－741，1960．

誘導放射能の値はバックグラウンドを差し引いた比放射能として示されている。

この方法は照射技術上いくつかの難点を持っていた．

1）線源に含まれる放射線に種々のエネルギーのガンマ

　線とべ一タ線が含まれる複雑な線源で，エネルギー

　的に弱い放射線が多いので表面線量だけが上昇し，

　食：品内部までその効果を及ぼすことが難しい．

2）種々の核種の混合物なので吸収線量の計算は複雑

　であり，急速に減衰する放射能のために，毎日線

　源の位置を変えねばならないなど照射時に複雑な

　操作を必要とする．

3）残留中性子放出のため，食品が放射化される可能

　性がある．

1），2）は照射の工夫や労力で何とかしのげても3）は
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実験する必要があり，表1に示した方法を用いて中性子

量を測定した．中性子の速度に応じて反応しやすいター

ゲットに補足し，（n，γ）反応で発生するガンマ線を測

定し，熱中性子，エピサーマル中性子，速中性子の量を

測定した．ターゲットには半減期の比較的短く測定しや

すい元素を用いた．表1から用いる元素により算出され

る中性子量が異なり，およその値しかわからない．

　空気中あるいは水中の使用済み燃料棒を使う4つの照

射施設における中性子量を測定した．表2の結果が示す

ように，中性子フラックスが小さいものから，大きなも

のまで存在した．核燃料作成時の濃縮度合いや原子炉か

ら外されたあとの経過時間によって，燃料棒に残存する

放射性元素の種類と量が異なり，そのために中性子量に

大きな差があったと考えられる．表によれば，中性子の

持つエネルギーは熱振動程度のいわゆる熱中性子が主成

分であった．食品照射にとって，誘導放射能を惹起させ

る中性子は不要で危険な要素なので，使用済み燃料棒を

水中に沈め，この熱中性子をさらに減速し，その影響を

少なくして，2．5MeVのガンマ線源として使用しようと

したのだろう．

　表3に示すように食品を照射した時に発生する誘導放

射能のデータを示した．上述のように水を使う工夫はし

たが，ほとんどの食品が放射化することが判明した．ホ

ウ素のような吸収剤がないのだから，水によって反射さ

れた熱中性子が食品中に進入することが，この結果から

考えられる．　たとえば，ベーコン，ビーフシチューの

誘導放射能を現代の単位に変換すると50kGy照射で，そ

れぞれ101，110Bq／kgの放射能が生じる計算である．塩素

38はC137（n，γ）C138で生じ，ベータ線を放出し，37分

あまりの半減期をもつ．

　燃料棒から出る中性子の問題を主な理由として，1958

年FDAは中性子成分の多い使用済み燃料棒の線量を食品

照射に用いることを禁じた。しかし，最新のWHOの資料

でもこの線源を用いた昔の実験結果を掲載している18）．

4－2　コバルト60などのガンマー線源による誘導放射能

　コバルト60とセシウみ137による（γ，γ’．）反応や

4～24MeVのエネルギーを持つX線による（γ，n）反応が

調べられた．

　（γ，γ’）反応による放射化を測定した．表4に水溶

液をコバルト60などの線源を用い，5Mrad（50kGy）照

射した時の核アイソマーのデータを示す．

　コバルト60が出す比較的低いエネルギーのガンマ線で

も，核種によっては吸収したガンマ線と似たようなエネ

ルギーの放出が起こり，たとえば，インジュウムやカド

ミニウムにそれぞれ1．O　MeV；1．4　MeVのガンマ線を照射

すると（γ，γ‘）反応が起こることなどが報告された．

さらに，ストロンチウム，インジュウムなどの化合物に

コバルト60で11kGyから18kGy照射したところ，（γ，γ

‘）反応が検出されたという19）．光子吸収の反応断面は

小さくても，吸収線量が10kGyを超えるとこの反応が検

出できるようになることを意味しており，コバルト60に

よる大量照射の際には留意が必要だ．

　表5にはセシウム137，コバルト60，使用済み燃料棒

（FE）のガンマ線を実際の食品に5Mrad（50kGy）照射

したあと，測定できた誘導ベータ線の計測数（バックグ

ランドを差し引いた計測数）を示す．コバルト60照射の

場合，牛肉とベーコンの誘導されたカウント数は110と

30cpm／gで，バックグラウンドの25，3．1倍で，その他

はバックグランドの2倍以下であった．核種が同定され

ていないので，どのような核反応で生成した元素が放射

能を示すのか不明である．しかし，幸い計測効率が示さ

れているので，ベクレルに換算した値を表に示した．こ

の計算が正しければ，コバルト60による照射食品では

125Bqから4．5kBqの誘導されたベータ線が観測されてお

り，チェルノブイリ食品汚染対策で示された370Bq／kgと

いう量から考えると大きな量である．

　（γ，n）反応を起こすのに必要な最低限のガンマ線

のエネルギーはベリリウムの1．6，2．2MeVとされている．

25MeVのエネルギーを持つ使用済核燃料棒のガンマ線

は（γ，γ‘）反応を起こし，表5にあるように同時にベー

タ線量も増大した．これは食品中に大量に存在する重水

素が（γ，n）反応を起こし，中性子を発生させ，この中

性子が周りの水により減速され，熱中性子となり，食品

中の元素と（n，γ）反応などを起こし，種々の放射性核

種を生成したためと考えられる．

　重水素に（γ，n）反応を起こさせないガンマ線源と

して選定された元素がコバルト60やセシウム137であっ

た．これらから出るガンマ線を線源に使う限り通常の元

素は（γ，n）反応を起こさないので，照射食品は放射

化されないとされたが，実際には（γ，γ‘）反応や正

体不明のベータ線放出核種が生じることがNatick研究所

の一連の実験で明らかとなった．
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表4．コバルト60やセシウム137のγ線照謝で生成する核アイソマー

（γ線測定）（μCi／g元素／5Mrad）

線源

核異1生体

欄
Cs137 Co60 使用済み核燃料棒

Ba－135m

Pb－204m

甘9－199m

Fe

Zn

Ag107m

Ag109m

Cαlllm

Cdl13m

Sn117m

Snllgm

Sr－87m

Nb－93m

Ih－113m

In－115m

T珍一123m

丑＞125m

Lu－178m

Hf二160m

（28，7h）

（67血）

（42m）

（44s） p
聡，

　　　　　｝

：：；：：1

　　　　　｝

1智

濫，

．識

：：鼠

（5。5h）

くlxlO〈一6

＜2x10〈一6

＜3xlO〈一7

く2x10〈一7

く4xlO〈一一7

くlxlO〈一4

＜2xlO〈一2

＜4x10八一8

〈4xlO〈一6

＜1xlO〈一7

2xlO〈一6

〈7xlO〈一6

4xlO〈一7

＜3x10〈一8

＜4x10ヘー6

く2xlO〈一6

く3x10〈一5

く3x10〈一8

く7x10〈一3

6刈0〈一4

＜3x10〈一9

6xlO〈一5

＜2xlO〈一9

9x10〈一4

＜8xlO〈一9

1x10〈一6

3xlO〈一7

2xlO〈一4

5x10〈一4

6x10〈一8

1xlO〈一4

＜3x10〈一6

1x10〈一3

5x10〈一3

9x10〈一8

4x10〈一5

8xlO〈一5

Glass，　R．A．＆Smith，　H．D．，‘‘Radioactive　Isomels　Produced　in　Foods　by　Gamma　Rays　and　X　Rays”，

Con血act　No　DA－19－129－QM－1511Report　3，1960。

誘導放射能の値はバックグラウンドを差し引いた比放射能として示されている。
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表5セシウム137、コバルト60などによる食品の放射化（β線測定）（カウント／分／g）

バックグラン

試料 ド

Cs137　　　Co60 使用済み燃料

牛肉

ベーコン

エビ

鶏肉

ソラマメ

cpm／9

Bq／kg

cpm／9

Bq／kg

cpm／9

Bq／kg

cpm19

Bq／kg

cpm／9

Bq／kg

75

3125

14

583

50

2083

31

1292

34

1417

87

3625

26

1083

14

583

110

4583

30

1250

40

1667

24

1000

3

125

86

3583

11O

4583

80

3333

25

1042

29

1208

a）照射条件：Cs137，　Co60，使用済み燃料を用いたときの吸収線量はそれぞれ100kGy，80　k　Gy、

　140kGyであった。

b）測定条件：試料量は0．1～04g、バックグランド：0．5カウント／分、元の表はcpm／g

　各食品の誘導放射能の量はバックグランドを差し引いた低従ってバックグランド値は不要で

　あるが、原表にあるので書き添えた。

c）ガンマ線、ベータ線の計測効率はそれぞれ5％、40％として、筆者が計算した。

d）Glass，　R．A．＆Smlth，　HJ）．，‘‘RadioacUve　Isomers　Produced　in　Foods　by　Gamma　Rays　and

　XRays”，　Con血ct　No　DA－19－129－QM－1511Report　3，1960．

4－3　大きいエネルギーのX線による食品中の誘導放射能

（γ，γ’）反応と（γ，n）反応

　エネルギーの比較的強いガンマ・X線を照射した時は，

（　　　，’ソ，γ）反応と（γ，n）反応がある割合で同時に起きた．

彼らは種々の核種を含む水溶液をX線で照射し，その中

に誘導される核種を分析した．表6はこのうち（γ，γ’）

反応の結果を示す．食品に関連する元素の多くはこの反

応を起こさないことがわかる．

　表7は実際の食品に種々のエネルギーのX線を照射し

たときの誘導放射能（バックグランドを指し引いた放射

能）を示す．食品をそのまま何の処理もせずにγ線を

測定した場合，ベーコンに8～24MeVのX線を照射すると

バックグラウンドの5倍～10倍ほどの誘導ガンマ線が測定

された．その他の食品では誘導されたガンマ線は観測さ

れなかった．

　つぎに照射食品を灰化して，低エネルギーのガンマ線

測定すると，大きいエネルギーのX線で照射された食品

からは多くの誘導されたガンマ線が観測される様になっ

た．特に牛肉とベーコンに24MeVのX線を照射した場合，

バックグラウンドの4倍と130倍の誘導ガンマ線をそれぞ

れ観測した．

　灰化後のベータ線を測定すると4から24MeV照射し

たソラマメはバックグラウンドの6倍程度のカウントが

あった．ベーコンは同様な照射で2．5倍から8倍の誘導

ベータ線を観測している．

　表5と同様にベクレルに換算した値を表に示した．や

はりX線は強力で多くの誘導放射能を生み出し，筆者

の計算が正しければ，灰化後の誘導ベーター線の量は4

や8MeVのX線ですら，牛肉で3kBq，エビで2kBq，鶏肉で

lkBq，ソラマメで3．4から6．3kBqであった

　　　この領域は10MeVの電子加速器からでる電子が作

りうるX線のエネルギーであるので，留意する必要があ

ろう．

　植物や加工食品の場合，含まれる元素が広範でかっ高

濃度であるためと考えられるが，この実験では核種の解

析がされていない．一方，この結果はアイソトープ協会

の行った一連の研究結果と一致しており，電子線あるい

はX線照射による放射化反応は顕著なものと考えられる．
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表6各核種を含む水溶液を種々のエネルギーのX線で照射したとき生成する核アイソマー
　　　（γ線測定）（μCi／g元素／5Mrad）

X線のエネルギー

核異性体 半減期 4 8 16 24

Ba－135m

Pb－204m

Hg－199m

Fe

Zn

Ag107m

AglO9m

Cdlllm

Cdl13m

Snl17m

Snllgm

Sr－87m

Nb－93m

In－113m

In－l15m

Tヒー123m

Tb－125m

Lu－178m

Hf＝160m

（28．7h）

（67m）

（42m）

幽s）．p
（40s）

（z7m） p
（14．6y）

（13．6d）

（293d）

（2．8h）

（12y）

（1．67h）

（4．5h）

（104d）

（58d）

（23m）

（5．5h）

｝

1xlO〈一4

1．4x10〈一3

9xlO〈一6

くlxlO〈一5

〈1x10〈一5

〈2xlO〈一3

1xlO〈一2

3xlO〈一6

2x10〈一3

6xlO〈一3

0．2

8xlO〈一3

2x10〈一3

＜3xlO〈一6

＜3x10〈一6

（γ、n）

2

4xlOヘー2

1

2xlO〈4

9x10ヘー6

0．3

200

（γ、n）

（γ、n）

（γ、n）

3xlO〈一4

63

（γ、n）

9

2xlO〈一5

0．4

1

200

（γ、n）

（γ、n）

（γ、n）

（γ、n）

3xlO〈一4

8x10〈2

（γ、n）

8

16．

6x10〈一5

0．5

a）Zn，　Feはエネルギーが安定せず、核種を決定できなかった。

b）Glass，　RA．＆Smith，　H．D．，‘‘Radioact孟ve　Isomers　Produced　in　Foods　by　Gamma　Rays　and　X　Rays”，

　Contmct　No　DA－19－129－QM－1511Report　3，1960．

c）誘導放射能の値はバンクグラウンドを差し引いた比放射能として示されている。
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表7X線照射による食品の放射化

試料 バックグランド4 8 16 24

未処理でγ線測定
牛肉

ベーコン

エビ

鶏肉

ソラマメ

Φm／9

Bq／kg

cpn1／9

Bq！kg

cpm／9

Bq／kg

cpm／9

Bq／kg

cpm／9

Bq／kg

3

1000

9

3000

1

333

2

667

3

1000

2

667

10

3333

0

0

0

0

0

0

8　　　0　　　6
2667　　　0　　　　　2000

40　　　7　　　　80

13333　　2333　　　26667

4　　　　8　　　　5

1333　　　2667　　　1667

5　　　4　　　　6
1667　　　1333　　　2000

0　　　　0　　　0

0　　　0　　　0
火後γ副耳1疋
牛肉

ベーコン

エビ

鶏肉

ソラマメ

cpm／9

Bq／kg

cpm／9

Bq／kg

cpm／9

Bq／kg

¢pm／9

Bq／kg

cpm／9

Bq／kg

21

7000

3

1000

16

5333

4

1333

27

9000

21

7000
1

333

14

4667

7

2333

19

6333

22　　　21　　　63
7333　　　7000　　　21000

0　　　14　　　400
0　　　　　4667　　　133333

18　　　16　　　63
6000　　　5333　　　21000

4　　　　5　　　28
1333　　　1667　　　9333

22　　　26　　　51
7333　　　8667　　　17000

灰化後β繍則定
牛肉

ベーコン

エビ

鶏肉

ソラマメ

cpm／9

Bq／kg

cpm／9

Bq！kg

cpm／9

Bq／kg

cprn／9

Bq／kg

cpm／9

Bq／kg

75

3125

14

583

50

2083

31

1292

34

1417

86

3583

23

958

51

2125

26

1083

83

3458

100

4167

14

583

57

2375

25

1042

150

6250

73

3042

19

792

59

2458

25

1042

150

6250

80

3333

94

3917

70

2917

30

1250

170

7083

a）照射条件：4，8，16，24MeVのX線を用いたときの吸収線量はそれぞれ0．lkGy，05　k　Gy、

　2kGy、3kGyであった。

b）元の表はcpm／g　各食品の誘導放射能の量はバックグランドを差し引いた低従ってバック

　グランドの値は不要であるが、原表にあるので書き添えた。

c）．ガンマ線、べ一タ線の計測効率はそれぞれ5％、40％として、筆者が計算した。

d）KrugaL　R，　Wilson，　CR“Study　to　Determine　Neutron　Fluxes　in　Food　I㎜diation　Facilities”，

DA－19－129－QM－741，1960．
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4－4　電子線照射による中性子の発生

　使用済み燃料棒の中性子フラックスを測定したのと同

じ方法で各種の電子線照射装置の中性子線量を測定し

た．その結果を表8に示す．中性子の発生量は加速電圧

が高い電子線照射装置ほどまた電流値が大きい装置ほど

中性子線量が大きいことがわかる．電流値が数mAの装

置は加速電圧が3MeV程度でも多くの中性子を発生した．

一方，10MeV以上の装置ではきわめて小さな電流値でも

多くの中性子を発生した．

　反応断面の大きさは電子線のエネルギーと共に変化す

るが，各元素の巨大共鳴領域をさけ，照射時の加速電圧

は25MeVを最大とした．一方，15MeVを超えてようや

く誘導放射能を観測する場合もあろた．理論と合わない

ことから，加速電圧の測定に問題があったかもしれない．

2003年，AOACの席でUSDAの担当者と議論したときに

も，話題となり当時加速器のエネルギーを正確に測定す

るのは難しかったようだ．

　いずれにしても，このように高速に加速された電子線

は種々の核反応を食品中で起こす可能性があるだけでな

く，施設の建設費が高価なことや，装置が安定して作動

表8電子線照射施設の中性子量（個／cm2・sec）

加速

紐 測定素子

エピサーマル

施設名　MeV 熱中性子 高速中性子
中性子

（電流

値μA）

Mn　　hl Dy　　Au 血

Φr

Au　　P

Φf　　Ee

（1．46）　　　（49）　　　（2．5）

Al

Ee

（4．6）

A1

Ee

（8．1）

V

Ee

（ll．5）

GE
2

（1800）

＜1．8　　　　く1．8　　　く5．4 0．0063

GE
3．5

（4000）

318 330　　316 3．2 ＜20000

Bames

8

（11－44）

く25 20 20 0．1 ＜8000

ARCO
6

（11－46）

く16 19 19 0．3 ＜5000　〈10000　　＜20000　　く20000

MRH
15－35

（0．28）

97000　　　150000　　98000　　　89000 670　　　1700　　　310000　　　530000 36000　　＜16000

Stanfbrd

u

30

（0．02一

0．05）

1900　　　＜2000　　　1600　　　＜4300 17 14　　190000　　1700000　　　＜26000　　　31000

＊Meye篤RA，”Induced　Radioactivity　in　Food　and　Electron　Stedlization”，　US．　Amly　Natick　Labo臓todes，1965Glass，　R．A．＆Smith，

H．D．，“Radioactive　Isome聡Produced血F∞ds　by　Ga㎜a　Rays㎝d　X㎞ys”，　Con血ct　No　DA－19－129－QM－1511Repo丘3，1960．

バックグランド：元の報告書には記載がないが、中性子なので基本的にはゼロと考えられる。
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しないことなどから，近年になるまで工場で稼動する装

置は少なかったと考えられる．

　このデータは表7のX線のデータと矛盾がある．8MeV

のエネルギーで比較するとX線照射の場合多く食品に

．ついて誘導放射能を観測したのに対し，理論的に最高

8MeVのX線発生している電子線では誘導放射能を全く

観測しなかったのである．変換効率が悪いとはいえ，こ

れは後者の実験に問題があった可能性が高く，電子線加

速器の加速電圧の測定が正しかったか疑問がある、

5．まとめと結論

　現在照射食品に国際的に認められているコバルト60，

10MeVまでの電子線，並び5MeVまでのX線を用いても，

食品中に含まれる元素によっては，放射能を帯びること

が報告されている．

　誘導放射化は原理的に起きないとされているコバル

ト60を50kGy照射した牛肉，ベーコンからバックグラ

ウンドの2．4倍，3倍の誘導放射能を検出した．また，核

種は示されてはいないが，牛肉でも4．5kBq，ベーコン

2．3kBq，2．7kBqなどの誘導放射能が観測されている．さ

らに20kGy以下10kGy以上の照射でもカドミウムなどで

（γ，γ‘）反応が観察された．

　Natick研究所のガンマノX線照射による放射化実験の結

果，2．5MeV（使用済み燃料）ではベーコン，ビーフシ

チューから塩素38が観測され，ベーコンやソラマメから

ベータ線，ガンマ線を検出し，その放射化を確かめた．

　8MeVの電子線は同程度のX線を伴うので，これを原

因とする放射化物の生成が予想された．しかし，電子線

の場合，全く放射化物を観測せずD，同じエネルギーの

X線の結果と矛盾する．

　実際に生成する誘導放射能の量は照射装置の構造や運

転の方法により異なる．従って，中性子量は個々の施設

について調査をする必要がある．IAEAの勧告に基づき13），

放射化しにくい環境と条件で電子線照射すれば問題がす

くなくなると考えられる．

　誘導放射能の量が少ないので，ベータ線などの検討に

は無機塩類の水溶液を照射してその結果に基づきデータ

を出す必要があった．しかし，モデルはあくまでモデル

で，実際の食品とは異なった結果を与える可能性はゼロ

ではない．実際，Natick研究所の報告にもあるが，食品

汚染物に由来すると考えられる核種が存在し，それが照

射により放射化することや，あるいは包装容器が中性子

源になり放射化が促進されるなど実際はモデルとは異な

る結果を与えている．個別の条件を考慮しないと放射化

の危険が増す場合がある．

　安全性については当時の人々が考えなかった生物・生

体内濃縮をするような化学形，アルファ線などを出す核

種を想定すると2。），体内カリウムより放射能が少ないか

らとかあるいは誘導放射能を測定できないからすなわち

安全との結論は得られない．

　毒性実験の中に，照射直後の照射食品に問題ありとす

る研究があるので，半減期の短い放射性物質による体内

被曝の確定影響と確率影響を見積もる必要があるが，今

後の課題である．例えば，インドにおける照射小麦の安

全性を調べる実験で，照射直後の小麦を食べたグループ

の子供の末梢血中に倍数体細胞が多く検出されたとい

う．各国でこれについて動物実験が繰り返されたが，そ

れら複数の追試の間ですら一致した結果が得られていな

い2L22）．原因についても，統計的におかしい，栄養の不足，

実験の失敗などに帰着され明確でない．このような現象

を誘導放射能の確定影響等の観点から精査した論文を持

ち合わせない。

　現在照射食品を認めている各国において，照射食品の

安全性を論議した1990年頃，本稿で示したようなデータ

の存在は一般に知られておらず，誘導放射能のリスクに

ついて厳密な議論は避けられてきた経緯がある，従って，

外国の例を参考にしても，これら誘導放射能が社会的に

容認できるのか否か，直ちに判断することは難しい．

　照射食品を安全に流通させるためには，一般に食：品添

加物が必要である．食品照射は多くのラジカルを食品中

に発生させ，食品中のビタミンEなどの抗酸化成分を極

端に減少させるので，これらの影響を防止する必要があ

る．実際に実験動物用の照射餌料には多くの添加剤が使

用されていること23）からも，それが必要不可欠であるこ

とは明らかだ．一般的に食品添加物のマイナスの面を食

品照射は補えるかはケース・バイ・ケースで，これら保

護的な添加剤を必要としない食品も考えられるので，そ

れらについては食品照射技術のメリットは大きい．

　最後に本稿とは目的が異なるので論じなかったが，筆．

者らは，誘導放射化が照射食品の検知に使用できないか

との観点から10MeVの電子線照射による誘導放射能を予

備的に測定した24）。　Natick研究所の研究よりもっと広

い範囲の元素について，放射化が観測されており，50年

後の理論と高い測定技術に基づき，この問題はさらに精

査が必要だろう．

　一つ一つに引用ページを記さなかったが，核反応につ

いては村上らのデータブックを使用し，反応の解析を

行った．25）
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業 務

業　務　報　告

平成18年度国立医薬品食品衛生研究所

　　　　　業務報告にあたって

所　長　　西　島　正　弘

　平成18年6月30日付けで長尾　拓所長が内閣府食品安

全委員会委員として転出され，その後2ヶ月の間，外冠

　崇厚生労働省大臣官房技術総括審議官が所長事務取扱

を務められた後，同年9月1日付けで私が所長を拝命し

ました．このような変化にもかかわらず，当研究所のお

びただしい数の業務が滞りなく遂行されましたことに対

し，職員の方々に感謝いたします．

　私は，着任後早々に府中市の移転予定地を視察し，府

中市長や府中市議会議員の方々とも面談しました．平成

18年3月遅行われた府中市民に対する説明会が充分な準

備の下に行われた事により，府中市長をはじめとする関

係者の方々から不安の声は聞かれませんでした．府中移

転に関しては，昭和63年の閣議決定に従い，平成25年の

移転を目指して，現在，粛々と準備を進めているところ

です．今後，府中市，関東財務局との協議の上，移転用

地確定，用途地域変更を行い，次いで，詳細設計等を行

い，平成23年度から建築着工を予定しています．しかし，

多額の予算の確保など解決すべき問題もあり，実際の移

転までにはまだ紆余曲折も予想されます．

　10月末から11月上旬にかけては，地方衛生研究所（地

研）全国協議会総会と全国衛生化学技術協議会に出席し，

当研究所と地研との連携や，その中にあって当研究所の

職員の活躍ぶりを目の当たりにすることができました。

平成18年5月29日から残留農薬等に関するポジティブリ

スト制が施行されましたが，この制度の試験法整備に向

け，食品部では，地研及び食品衛生登録検査機関等の協

力の下，残留農薬の一斉分析法や個別分析法を開発し，

制度施行に多大な貢献をしてきました．国立衛研と地研

とでは，検査法の共同開発や共同研究などが活発に行わ

れてきておりますが，遺伝子組換食品，残留農薬，食品

添加物などの対策において，先端的技術を基盤とした高

度かつ迅速な科学的な対応が求められる中，また行政の

スリム化・効率化が叫ばれる中にあって，今後も両者の

一層の強固な連携が必要と考えます．

　平成18年の秋以降，将来計画委員会により，5～10年

先を見通した将来構想が検討され，今後，強化すべき，

また，新たに取り組むべき主な研究分野として，①医薬

品開発と承認審査業務の迅速化に資する研究，②先端医

療の実現支援に関わる研究，③食の安心と安全確保に資

する研究，④化学物質の安全性確保，⑤安全情報の評価
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と発信，⑥社会問題への対応，⑦国立衛星の問題対応能

力強化のための基礎研究の推進，が挙げられました．平

成19年度の早い時期に最終案を完成させ，平成20年度の

予算要求の基盤として使用する予定です．

　平成18年度には新しい昇給制度に基づき研究者の評価

が行われました．言うまでもなく，研究者の適切な評価

は，研究者のモチベーションを高め，そのことにより研

究所の研究レベルを向上させる上で極めて重要であり，

研究業績の量と共に研究内容も評価する必要がありま

す．平成18年度は新しい制度の下での初めての作業であ

り，試行的な面もありましたが，次年度以降も評価方法

を検討しながら，適切な運用に努めたいと考えます．

　平：成19年2月20，21日に研究機関評価委員会（委員長

　望月正隆　共立薬科大学学長）が開催され，当研究所

の平成15年度から平成17年度の研究・試験・調査業務に

係わる運営全体について総合的見地から評価がなされま

した．各研究部長等が実施状況を説明し，評価委員との

質疑応答が行われ，その後，評価委員全員での討議が行

われました．委員会からの正式な報告はまだ届いていま

せんが，評価報告書を待って，将来計画案と共に，今後

の研究所の運営に反映させたいと思います．

　総合科学技術会議において平成15年4月にまとめられ

た「競争的研究資金制度改革について」に基づき，厚生

労働科学研究費補助金の執行体制について，厚生労働省

の既存施設等機関の専門性に着目し，研究事業の内容に

応じて，配分機関（Funding　Agency）機能を付与するこ

とが検討されてきました．この方針に沿って，国立予研

においても，平成19年度からの「化学物質リスク研究事

業」のFA体制開始に向けて準備を整えました．厚生労働

科学研究費の適切な配分は極めて重要なことであり，厚

生労働省傘下の研究機関の一つとして，国立学研も，そ

の専門的立場から，必要かっ可能な協力は行わなければ

なりません．しかし，FAの導入には，利益相反とならな

い課題の選考・評価方法，その結果蒙る当研究所の不利

益の回避など，数々の解決すべき問題があり，今後の大

きな課題です．

　業務の円滑・効率的な運営のため，平成18年度は，1）

FA業務のための総務部業務課業務係の所掌事務の見直

し，2）食品部の過大な業務量のための食品部・代謝生

化学部の所掌事務の見直し，3）インビボ生殖毒性試験

法がほぼ確立されたこと等による毒性部・薬理部の所掌

事務の見直し，4）化学物質等の人体に対する安全性評

価を行うための代謝生化学部・薬理部の所掌事務の見直

し，5）安全情報処理システムを開発するため等の安全

情報部・医薬安全科学部の所掌事務の見直しが検討され，
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平成19年度から実施される予定です．新しい体制での関

係職員のますますの活躍が期待されます．

　今年度も本省等との併任，各種審議会への参画，医薬

品医療機器総合機構や食品安全委員会の専門委員等を通

じ，国立衛研の多くの職員が厚生行政に多大な貢献をし，

さらに多くの研究業績を挙げることができました．以下

にその詳細が報告されます．

総　　務　　部

部　長　　市　山 雨

1．組織・定員

　平成17年度末定員は，226名であったが，18年度にお

いては，①いわゆる脱法ドラッグによる健康被害防止の

ための研究業務の強化に伴う増として1名（研究員・研

2級），②埋植医療機器評価に係る研究業務の強化に伴う

増として1名（研究員・研2級），③ウイルス性食中毒の

防御に係る研究業務の強化に伴う増として1名（室長・

研3級），④毒性オミクスによる化学物質安全性確保の国

際的動向に対応した緊急整備研究に伴う増として1名（室

長・研3級）が認められた．

　また，平成18年度見直し時期到来分の①インプラント

用具の評価に係る研究業務の強化に伴う定員1名（室長・

研3級）については，5年後再々見直しに，②組換え食品

の遺伝子解析及びアレルゲン性評価に係わる研究業務の

強化に伴う定員1名（研究員・研2級）の見直し解除が認

められた。

　一方，第10次後期定員削減計画に基づき5名の削減が

行われた結果，18年度末定員は指定職2名，行政職（一）

31名，行政職（二）5名，研究職187名，計225名となった．

2．人事異動

（1＞平成18年6，月30日付で長尾拓所長が退職し，平成18

年7月1日から8月31日まで三口崇厚生労働省大臣官房技

術総括審議官が所長事務取扱となった後，平成18年9，月1

日付で西島正弘所長が就任した．

（2）平成18年9月1日付で高山昌也企画調整主幹が東北厚

生局麻薬取締部長に配置換となり，山本弘史医薬食品局

審査管理課医療機器審査管理室長が企画調整主幹に就任

した．

（3）平成19年3月31「日付で高鳥浩介衛生微生物部長及び

廣瀬雅雄安全性生物試験研究センター病理部長が定年退

職し，同年4月1日付で小西良子衛生微生物部第四室長

が衛生面生物部長に，西川秋佳安全性生物試験研究セン

ター病理部第一室長が病理部長にそれぞれ昇任した．

（4）さらに平成19年4，月1日付で鈴木和博代謝生化学部長

が遺伝子細胞医薬部長に配置換となり，大野泰雄副所長

が代謝生化学部長の事務取扱となった．

3．予算

　平成18年度予算の概要は，別紙のとおりである．

　平成18年度予算は「平成18年度予算編成の基本方針（平

成17年12月閣議決定）」にあるとおり，「歳出全般にわた

る徹底した見直しを行い，一般歳出の水準について前年

度よりも減額し，一般会計歳出についても厳しく抑制を

図る」との方針から，全体で対前年度約1億2千万円の減

額となっている．

　個別の研究費については，「内分泌かく乱化学物質の

リスク評価のための分子発生毒性学的手法開発研究費」

1が平成17年度で事業終了となり，新たに18年度からは，

「ゲノムバイオ時代の新世代医薬品の品質・安全性確保

総合戦略」と「毒性オミクスによる化学物質安全性確

保の国際的動向に対応した緊急整備研究」でそれぞれ

26，084千円と36，153千円が認められた．

4．競争的研究費の機関経理

　競争的研究費の経理に関する事務については，主任研

究者及び分担研究者の事務負担の軽減を図るとともに，

補助金の経理の透明化や早期執行を図る観点から，平成

14年度からは全ての厚生労働科学研究費補助金及び文部

科学省の科学研究費補助金等については，機関経理によ

り行うこととなった．

　平成18年度は，厚生労働科学研究費補助金1，721，495

千円及び文部科学省所管の補助金109，650千円（いずれ

も他機関配分額を含む）等について，機関経理を行った

ところである．

5．国際協力

　国際交流としては，厚生労働行政に関する国際会議へ

の科学専門家としての参加，技術指導，国際学会あるい

は外国で開催される学会での発表及び招待講演，並びに

外国人研究生の受け入れを行っている．

　平成18年度海外派遣研究者は，延べ210名であった．

内訳は二国間共同研究，学会への招へい又は参加が延べ

172名，JICA等のプロジェクトによる外国への技術指導

等に1名のほか，行政に関する国際会議等への出席が延

べ37名であった．国際会議等への出席内訳は，ICHI名，

IPCS2名，　OECD5名，　FAOバVHO合同会議10名，その他

19名であった．

6．移転関係

　当所の移転先については，平成元年に府中市米軍基地

跡地に決定された．以来，府中市，他関係機関と協議を

重ねてきたところ，平成17年に漸く移転場所は基地跡地

のほぼ中央とされたことから，平成18年3月に移転に関

する府中市住民説明会を開催したところである．

　府中市は，平成15年6，月の財務省財政制度等審議会答
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申により跡地利用計画の策定に向けて進めつつあり，ま

た，用途地域の変更等が行われるよう地域別まちづくり

方針の策定に向けての作業も進めているところである．

当所では平成19年度において，測量，地質，土壌調査を

行う予定であることから早期に区割りの決定が行われる

よう引き続き関係機関である府中市，関東財務局等との

協議を進める必要がある．

7．厚生労働科学研究費補助金の配分機関

　厚生労働科学研究費補助金については，平成15年4月

総合科学技術会議及び同年10月厚生科学審議会におい

て，独立した配分機関（Funding　Agency）にその配分機

能を委ねる方向で検討することとされ，厚生労働本省所

管課及び施設等機関の調整が得られたものから，平成

18年度より段階的に施設等機関へ業務移管することと

された．

　当所においては，平成19年3月30日厚生労働省告示第

67号で平成19年度より「化学物質リスク研究事業」につ

いて配分業務を委任された．

　これに伴い，平成19年3月30日付で研究費配分機能の

総括・調整を行う研究事業企画調整官（プログラムディ

レクター）に山本弘史企画調整主幹を，研究費配分機能

の運営推進を担当する研究事業推進官（プログラムオ

フィサー）に袴塚高志生薬部第二室長及び齋藤充生医薬

安全科学部第一室主任研究官をそれぞれ任命した．

　また，平成19年3月31日厚生労働省所管会計事務取扱

規程（訓令）が改正され，補助金予算執行の適正化を図

るため，新たに支出負担行為認証官が設置され，会計課

長が指定された．
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平成18年度予算額

事 項

平成17年度

（A）

平成18年度

（B）

対前年度差

引増△減額
（B）一（A）

（組織）厚生労働本省試験研究機関

　（項）厚生労働本省試験研究所

　　　　国立医薬品食品衛生研究所に必要な経費

　　　　既定定員に伴う経費
　　　　増員要求に伴う経費
　　　　運　　　　　営　　　　　経　　　　　費

　　　　基　　　盤　　　的　　　研　　　究　　　費

　　　　特　　　別　　　研　　　究　　　費

　　　　安全性生物試験研究センター運営費

　　　　施設管理事務経費
　　　　受　　　託　　　研　　　究　　　費

　　　　乱用薬物基礎研究費
　　　　総合化学物質安全性研究費
　　　　移　　転　　調　　査　　検　　討　　費

　　　　共同利用型高額研究機器整備費

　　　　研究情報基盤整備費
　　　　内分泌かく乱性化学物質のリスク評価のた

　　　　めの分子発

　　　　生毒性学的手法開発研究費
　　　　化学物質による緊急の危害
　　　　対策を支援する知識情報基盤事業費

　　　　競争的研究事務経費
　　　　食品の安全性に関する情報の科学的・体系

　　　　的収集、解析、評価に係る研究事業費

　　　　天然食品添加物の規格基準策定に関する研

　　　　究費

　　　　医薬品の安全性に関する情報の科学的・体

　　　　系的収集、解析、評価に係る研究事業費

　　　　健康安全確保のための研究費

　　　（千円）

　　3，450，967

　　3，384，563

　　3，384，563

　　1，996，349

　　　　　　0

　　　117，114

　　　237，742

　　　　6，801

　　　172，941

　　　88，322

　　　112，976

・　　　16，658

　　　106，328

　　　　1，405

　　　163，907

　　　82，005

　　　25，651

12，786

87，640

43，144

24，467

34，417

53，910

　（千円）

3，326，014

3，295，336

3，295，336

1，956，389

　10，600

　125，553

226，638

　　6，200

　145，489

　88，264

　107，711

　15，982

　94，571

　　967
　163，632

　78，596

　　　0

12，423

58，191

38，313

22，352

29，066

114，399

　　（千円）

△124，953

△　89，227

△　89，227

△　39，960

　　10，600

　　8，439

△　ll，104

△　　　601

△　27，452

△　　　58

△　　5，265

△　　　676

△　ll，757

△　　　438

△　　275

△　　3，409

△　25，651

△　　　363

△　29，449

　　4，831
△

△

△

2，l15

5，351

60，489

（項）血清等製造及検定費

　　　医薬品等の国家検定及び検査等に必要な経費

　　　一　　般　　事　　務　　経　　費

　　　事　　　　　　　　業　　　　　　　　費

51，987

51，987

11，782

40，205

25，218

25，218

5，770

19，448

△　26，769

△　26，769

△　　6，012

△　20，757

（項）厚生労働本省試験研究所施設費

　　　国立医薬品食品衛生研究所

　　　施設整備費経費

14，417

14，417

5，460

5，460

△　　8，957

△　　8，957

（移替予算）

　（組織）厚生労働本省試験研究機関
　　（項）地球環境保全等試験研究費
　　（項）原　　子　　力　　試　　験　　研　　究　　費

184，919

96，063

88，856

158，778

87，056

71，722

△　26，141

△　　9，007

△　17，134

＊予算額については両年度とも当初予算額
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概　要

薬品部

部　長　川　西 徹

　我が国の医薬品の承認審査体制はここ数年の経過の中

で大きく変化してきており，独立行政法人医薬品医療機

器総合機構という，医薬品の承認審査と安全対策を担当

する専門の担当機関が設立された．一方長年当所の医薬

品部門が担ってきた新薬の承認申請の際に行う特別審査

は平成16年度申請分をもって廃止された．このような

変化の中で，当部が医薬品行政において果たす役割につ

いては，より技術的専門性を高める必要があると考えて

おり，今後は「医薬品の品質，特に製剤評価技術に関す

る高度な技術専門家集団」への変化が当部の目指すべき

方向と考えている．とはいえ，同時に一斉収去試験のよ

うな検査業務はもちろん，医薬品行政に関連して生じる

様々な技術的問題に即応できる幅広な行政支援能力を堅

持することは，当所医薬品部門のもう一つの責務である．

　医薬品規制に関連する課題も変化しつつある．一つ

は，「新健康フロンティア」あるいは「イノベーション

25」といった，我が国の将来にむけた国家計画の中に，

「医薬品開発の促進」あるいは「承認審査の迅速化」が

大きく取り上げられたことである．この方針のもと，「革

新的医薬品・医療機器創出のための5力年戦略」が関係

省庁合同で作成され，その中に「新技術に対応した審査

基準の策定」があげられている．このような背景の中，

当部では「高機能性製剤の評価技術開発研究」を本格的

に立ち上げる予定であり，その準備を進めている。二つ

には医薬品の品質管理システムの近代化を目指した「製

剤開発」，「品質リスクマネジメント」，「品質管理システ

ム」の三つのICHガイドラインが国際調和した（あるい

は調和に近づきつつある）ことである．これらのガイド

ラインの相当部分については，従来のICH品質ガイドラ

インと異なり，承認要件として求められるものではなく，

医薬品の品質確保アプローチの一つとして提示されたも

のである．しかし，特に欧米では今後強く推奨される品

質管理のアプローチとなることが予想され，製薬企業あ

るいは規制当局へのインパクトは極めて大きいものと考

えられる．これら新しいガイドラインのめざす方向は平

成17年に施行された改正薬事法のめざす方向とほぼ一致

するものといえるが，我が国の規制制度に取り込むにあ

たっては，解決すべき問題も様々にあり，医薬品の品質

評価法を研究対象とする当部にとっても行政支援研究の

重要な課題といえる．三つは我が国において，重要施策

として大きく取り上げられている「後発医薬品の活用策」

である．この間題については，当部は既に生物学的同等
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性試験ガイドラインの作成，溶出試験企画の作成及び検

証を行うとともに，品質再評価の実務に大きく貢献して

きた．しかし，後発医薬品のさらなる活用に向けて，関

連する行政支援研究を継続する予定である．

　人事面では，平成19年4月1日付けで柴田寛子博士が研

究員として採用された．平成18年12，月1日付けで保立仁

美氏が非常勤職員として採用された．平成18年6月1日付

けで堤幸子氏が派遣職員として採用された．平成19年1

月9日尽り林祥同氏が派遣職員として採用され，3月31日

をもって終了した．平成19年4，月1日より大迫団員が派遣

職員として採用された．さらに藤巻康人氏のヒューマン

サイエンス振興財団の流動研究員としての任期が平成19

年3．月31日で終了した．

　また，医薬品の品質保証の研究を推進するため，小嶋

茂雄元薬品部長（医薬品医療機器総合機構顧問）を平成

18年8，月1日から，青柳伸男前薬品部長を平成19年4月1

日から引き続き客員研究員として受け入れることとなっ

た．さらに平成19年4月1日より田中光博士（東邦大学薬

学部教授）を協力研究員として受け入れた．

　宮崎玉樹主任研究官は，厚生労働科学研究費補助金医

薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事

業研究推進事業研究者派遣事業によりミネソタ大学薬学

部において，医薬品の安定性評価研究を行った（平成18

年10月1日～平成19年3月30日）．

　短期の海外出張については次のとおりである：川西徹

部長はWHO－Biosimilarの国際一般名称に関する非公式会

議に出席するためスイスに出張した（平成18年9，月）．香

取典子主任研究官は第16回ミクロソームと薬物酸化に関

する国際シンポジウム（MDO2006）で研究発表のため，

ハンガリーに出張した（平成18年9月差．檜山行雄室長

は欧州における品質システム研究調査のため，ルクセン

ブルグ，英国，フランス，ドイツの行政機関に出張する

とともに（平成18年9－10月），ICH専門家会議出席のた

め，米国に出張した（平成18年10，月）．四方田室長，吉

岡室長，阿曽主任研究官，坂本知昭主任研究官，小出達

夫主任研究官は米国薬学会年会で研究発表のため米国に

出張した．（平成18年10－11月）．坂本知昭主任研究官は共

同研究のためイギリスに出張した（平成18年置I月）．檜

山行雄室長はlsPE・PDA合同lcHQ8Qgワークショップ

において特別講演を行うため米国へ出張した（平成18年

12月）。川西徹部長はWHO－Biosimilarの国際一般名称の

非公式公聴会議へ出席するためスイスへ出張した（平成

18年12，月）．坂本知昭主任研究官は国内未承認輸入熱帯

病治療薬の品質に関する調査のため中国へ出張した（平

成19年1，月）．伊豆津健一主任研究官は，医薬品の品質確

保に向けた分析・評価法と行政科学についての研究集会

（WCBP　2007）に参加のため，米国に出張した（平成19
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年1月）．

業務成績

1．一斉取締試験

　イプリフラボン錠　ll品目

2．医療用医薬品の品質再評価に係る溶出試験規格の妥

　当性検証

　アリメマジン酒石酸塩10mg／g散，アリメマジン酒石

酸塩2．5mg錠，エトポシド25mgカプセル，エトポシド

50mgカプセル，エトポシド100mgカプセル，ニカルジ

ピン塩酸塩20mg徐放性錠，ニカルジピン塩酸塩40課目徐

放性錠の溶出試験規格の妥当性を検討し，修正案を提案

した．

3。薬事法に基づく登録試験検査機関の外部精度管理

　薬事法施行規則に規定する厚生労働大臣の登録を受け

た試験検査機関のうち，42機関につき，外部精度管理と

してISO17025に準拠した医薬品分析の技能試験を実施

した．

4．国立保健医療科学院特別課程薬事衛生管理コース

（GMP研修コース）への協力

　檜山室長，坂本主任研究官及び小出主任研究官は，国

立保健医療科学院からの委託を受け，当該コースの主任

ならびに副主任として，医薬品等製造所のGMP／QMS査

察に当たっている薬事監視員の研修のためのコースの設

計ならびに実際の運営に当たった（平成18年5月22日～6

月22日）．

5．国際協力

　国際厚生事業団（JICWELS）の第22回アジア諸国薬事

行政官研修（平成18年10月）および第17回必須医薬品

製造管理研修（平成18年10月）に協力して，アジア諸国

の薬事行政官ならびに医薬品GMP査察官に対する研修を

行った．

6．その他

　薬事・食品衛生審議会の医薬品の承認審査ならびに再

評価における審議（医薬食品局審査管理課，医薬品医療

機器総合機構），日本薬局方，日本薬局方外医薬品規格，

後発医薬品等の同等性試験ガイドライン作成作業，溶出

試験規格作成，医薬部外品原料規格および殺虫剤指針の

改正作業（医薬食品局審査管理課），GMP専門分野別研

修（医薬食品局監視指導・麻薬対策課）ならびに日本工

業規格（JIS）の改正作業（経済産業省）などに協力した，

　またドリンク剤中で非意図的に生成するベンゼン含量

の検査を行った（医薬食品局安全対策課）．

　産官学の方が参加し，品質保証のあり方について討論

する医薬品品質フォーラムに関しては，「製剤開発ガイ

ドライン（Q8）の適用と品質概要（包括的Qos）の役割」

のテーマで第5回シンポジウムを開催した（平成18年6月

9日）．

研究業績

1．医薬品の分析法に関する研究

　稀少疾病（エイズ患者等免疫不全患者におけるクリプ

トスポリジウム感染症）用の未承認医薬品であるニタゾ

キサニド錠剤の品質に関する研究を行った．また，近赤

外分光分析法を導入し，正規医薬品における指紋的な

NIRスペクトルを詳細に解析することにより，簡便な市

場流通品の非破壊品質分析法を開発した（政策古謡総合

研究事業）．

　当面外分光法やその顕微技術，ラマン分光法等の新し

い分析技術について，その解析方法の妥当性を示すとと

もに，製剤設計開発過程，製造工程内でのin－line制御，

そして逸脱，不具合の管理，原因追及などへの応用研究

を行い，実例を提示した（政策創薬総合研究事業）．

　超高速液体クロマトグラフィー（UPLC）技術を導入し，

従来の分離分析で迅速な分析が困難であった医薬品に適

用し，HPLCの約1／7の分析時間を達成する分析法を開発

した．また，製造工程分析技術としての有用性について，

導入・実用化に向けた基礎検討を行った，

2。日本薬局方の規格及び試験方法に関する研究

　局所皮膚適用製剤の溶出試験法につき検討し，メンブ

ランフィルターを特殊な装置を用いなくても製剤に装着

できる手法を開発した．また，ヘアレスマウスの皮膚を

用いる膜透過試験を平行して実施し，溶出試験における

ごく初期の放出挙動が，．膜透過試験の結果と類似するこ

とを示唆した．

　近赤外分光分析法を用いた局方医薬品の基準・規格の

設定及び品質の評価に必要なスペクトル解析及び評価手

法について研究を行った．スペクトル前処理等が定量精

度に大きな影響を与える可能性があることを示したほ

か，多変量解析等の統計的推定手法を用いない，特異性

に優れ，より少ないサンプルセットで達成される定量手

法が適用できる可能性を示した．また医薬品の定性分析

に必要な吸収スペクトルの解析や理解に有用な波形の再

現性及びピークシフト現象について詳細に検討した．

薬局方化学薬品，生物薬品，生薬等の一般試験法，医薬

品添加物各条，一般名称等の国際調和に向けた試験研究

を実施した．製剤試験関係では，即放性製剤を対象に溶

出規格の設定のあり方について検討するともに，溶出性

の保証には，製剤設計，工程設計，工程管理も重要であ

ることを示した（厚生労働科学研究費補助金／医薬品医

療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業）

3．医薬品の有効性，安全性に関する薬剤学的研究

　難溶性医薬品の溶出改善やリボソーム，生体高分子の

保存に用いられるガラス状態の非晶質固体の形成に，複

数の官能基を持つL－Arginineやクエン酸など添加剤との

凍結乾燥が有効であり，添加剤の組み合わせによる塩が



業 務

凍結乾燥ストレスに対するタンパク質保護作用を持つ

ことを明らかにした．また製剤の機能特性を決める固

体の結晶性やガラス転移の評価法として近赤外分光法

（NIR）を用いた非破壊での拡散反射測定が有用であるこ

とを示し，製剤設計と品質確保への応用を考察した（政

策創薬総合研究事業）．

　安息香酸とアスコルビン酸が添加されたドリンク剤で

は，ベンゼンが生成している製品があること，ベンゼン

の生成は保存時間の経過をおって増加すること，この増

加は低温保存，あるいは気相の酸素を除くことで防げる

こと等を見いだした（一般用医薬品セルフメディケー

ション財団調査研究事業），

　バイオフォトニクスを利用して，医薬品あるいはその

候補化合物による細胞障害をイメージングとして捉える

ための方法の開発をめざし，一連のカスパーゼ活性化検

出用プローブを設計，作成し，それらを用いたマルチカ

ラーカスパーゼ活性化検出相等を確立した（政策創薬総

合研究事業）．

　抗体医薬等のFcドメイン含有タンパク質の体内動態を

制御するための分子基盤研究を開始し，Fcドメイン含有

タンパク質定量のためのELISA系を構築した（文科省科

学研究費補助金）．

　医薬品の分子標的技術あるいは体内動態捕捉手法への

応用をめざして超臨界ハイブリ量子ドット（QD）を用

いた生体イメージング技術開発を行い，生物活性を消失

させることなくTNF一αをQD標識する方法を見いだした

（科学技術振興調整費）．

4．薬剤反応性遺伝子の多型解析に関する研究

　パクリタキセル投与患者のうち，シスプラチン併用の

181名の非小細胞性肺がん患者について，体内動態パラ

メーターおよび副作用との相関を解析した．その結果，

好中球および白血球の減少率とパクリタキセル及びその

代謝物の6a・OH体のAUCとの問に有意な相関がみられ，

これらのAUCが大きい患者ほど好中球および白血球の減

少率が高い傾向が見られた．また，肝機能値（変化率）

とパクリタキセルのAUCの問にも相関がみられ，総ビリ

ルビンの増加率が大きい患者ほどパクリタキセルのAUC

が小さい傾向がみられた．遺伝子変異と薬物動態の関連

では，トランスポーター遺伝子ABCBIのいくつかの遺

伝的変異が，パクリタキセルの代謝物のAUC等に影響を

及ぼしていることが示された，また，CYP2C8のある種

のハプロタイプを有する患者では，パクリタキセル代謝

物3’p－OH体のAUCが有意に高いことが示された（医薬品

機構基礎研究推進事業研究費）．

5．医薬品の物性と安定性に関する研究

　β一ガラクトシダーゼ凍結乾燥製剤の保存中の安定性

を著しく改善するショ糖の作用は，タンパク質の局所
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的分子運動性を抑制する作用に起因することが明らかに

なった．また，ゲル製剤においてもタンパク質の局所的

分子運動性を抑制することがゲルに内包したタンパク質

の安定化につながる可能性が明らかになった（厚生労働

省科学研究費補助金／医薬品医療機器等レギュラトリー

サイエンス総合研究事業）．

　ニフェジピンとのmiscibilityが良いPVPを用いた固体分

散体ではニフェジピンは過飽和溶解を示したのに対し，

miscibilityが悪いポリアスパラギン分散体では，ニフェ

ジピンはほとんど溶出せず，結晶化が観測された．薬物

とのmiscibilityの良い添加剤を選択することが安定な固

体分散体を得るために重要であることが明らかになった

（政策銃薬総合研究事業），

　ゲル化により，デキストランのガラス転移温度が上昇

したことやタンパク質のカルボニル炭素のNMR緩和時

間が大きくなったことから，ナノキャビティによるタン

パク質の安定化はゲルマトリックスやタンパク質分子の

運動性の抑制と関連することが示唆された（国立機関原

子力試験研究費）．

　薬物炭素のNMR緩和時間に及ぼす高分子添加剤およ

び水分の影響の解析により，水は薬物一高分子間相互作

用に影響を及ぼし，高分子による安定化効果を弱め，結

晶化抑制効果を弱めることが明らかになった．

6．医薬品の品質保証に関する研究

　医薬品の品質管理監督システムに関する研究では，欧

州医薬品行政の枠組みの調査を通じ，国際的に医薬品

が流通する過程における課題を抽出した．又，ICH　Q9

品質リスクマネジメントガイドラインの教育資料の翻

訳に参画し，リスクマネジメントの適用例を示した．さ

らに変更管理ガイドラインの素案にICHの製剤開発およ

びリスクマネジメントの概念を取り入れ作成した．（厚

生労働科学研究費補助金／医薬品医療機器等レギュラト

リーサイエンス総合研究事業）．

　医薬品製造開発・承認審査の確実かっ効率的なプロセ

ス構築に関する研究では，ICH製剤開発ガイドラインに

示されたdesign　space（DS），　real　time品質管理などの手

法に関連する課題を抽出した．実験スケールでの検討結

果に基づく実生産スケールのDSの設定，並びに実生産

で得られる経験の反映と，多岐に渡るそれぞれのケース

に応じた申請書への記載の方法について，さらに具体：化

した検討が必要であることを確認した．又，工程毎に製

品品質を微調整していきながら製品を完成させる仕組み

を利用することにより，高品質な製品を効率的に製造で

きる管理戦略の構築が可能と結論した．（厚生労働科学

研究費補助金／医薬品医療機器等レギュラトリーサイエ

ンス総合研究事業）．

　我が国の処方記載の現状を実際の事例から調査したと
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ころ，添加剤に関する処方中の適量や微量の記載，GMP

上の運用という形で，すでにある程度の添加剤の処方幅

を容認するシステムが存在することが明らかとなった．

今後，処方成分量の幅記載の方法につき，海外の事例を

参考に議論を継続し，製剤開発におけるフレキシビリ

ティーのあり方を整理する事が必要であると思われた．

（厚生労働科学研究費補助金／医薬品医療機器等レギュラ

トリーサイエンス総合研究事業）

　改正薬事法面における効率的なGMP監査手法のあり方

に関わる研究においては，作成したチェックリストの有

用性を明らかにすることを目的として，システム査察制

度の目的である効率化を推進するため，GMP査察チェッ

クリストと連動する新たなGMP査察メモの作成を検討し

た。改正薬事法下における効率的なQMS監査手法のあり

方に関しては，薬事法，薬事法施行令，厚生労働省告示，

薬事法施行規則及び関連通知を調査し国内でのQMS調査

の現状をまとめ，さらに諸外国におけるQMS調査の方法

に関して，米国FDA，オーストラリアTGA，欧州認証機

関の監査手法に関して調査を実施した．（厚生労働科学

研究費補助金／医薬品医療機器等レギュラトリーサイエ

ンス総合研究事業）

　経皮吸収製剤における品質確保における研究では，主

薬を結晶とすることにより放出速度を制御する製剤設計

をもつ全身作用型の経皮吸収製剤における品質確認のた

めの基礎分析技術の開発を行った．近赤外分光分析，テ

ラヘルツパルス分光分析・イメージング及び顕微レーザ

ラマン分光分析・マッピング技術等を導入し，品質シス

テムにおける分析ツールとしての適用性について検討

し，これらの分析技術を用いた経皮吸収製剤中の主薬

の化学状態及びその分布の特異的検出法を開発した（厚

生労働科学研究費補助金／医薬品医療機器等レギュラト

リーサイエンス総合研究事業）．

　探索的臨床試験における被験物質の品質確保に関する

研究では，臨床試験における被験物質の品質確保の原則

を確認し，それらは臨床試験段階の要求に応じ適用され

るべきものであると結論した（厚生労働科学研究費補助

金／医薬品医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研

究事業）．

7．国際動向を踏まえた医薬品の品質確保に関する研究

　ICHの医薬品品質システム（QlO）ガイドライン作成

過程においては以下の3つの手法があることを調査した．

①GMPを補完するために，　ISO9000の基準を出発点にす

る．②医薬品の品質システムとして説明・解析する．

③製品ライフサイクルを通じた継続的改善および包括的

品質システムの必要性ならびに機会を強調するために，

科学を基礎とした要素を特定し充実させる（厚生労働科

学研究費補助金／医薬品医療機器等レギュラトリーサイ

エンス総合研究事業）．

　ICHにおいて国際調和されっっある医薬品品質ガイド

ラインQ8－10について，バイオ医薬品への適用について

まとめた．これらガイドラインの一般原則はバイオ医薬

品においても適用できる点が多いものの，Design　Space

の適用はきわめて限定的と考えられ，我が国の承認制度

への適用については今後の論議が必要であることを考察

した（厚生労働科学研究補助金／医薬品医療機器等レギュ

ラトリーサイエンス総合研究事業）。

生　物　薬　品　部

民　長 山　口　照　面

出　要

　ゲノム情報やバイオインフォマティクス等の創薬基盤

技術を活用した画期的な新規バイオ医薬品開発が進み非

常に多くの製品が上市されるようになった．しかしその

一方で，欧米に比べた我が国のバイオ医薬品の開発力の

低下が指摘されるようになってきている．また，新たな

特性解析技術，及び品質・安全性評価技術開発について

も欧米が先行しているとも言われている．世界的にバイ

オ医薬品の開発競争が激化する中で，日本の国際競争力

を高めるために，今，バイオ医薬品開発の初期段階から

承認審査に至る創薬全般に渡る迅速化・効率化が求めら

れている．

　もう一つのバイオ医薬品の大きな潮流としてバイオ後

続品（バイオシミラー）の取り扱いをどのようにする

べきかについて，生物薬品を取り扱う規制当局やWHO，

製薬企業を含めてグローバルな議論が展開されている．

ヨーロッパ医薬品庁（EMEA）は，バイオシミラーに関

する品質ガイドラインに加え，ヒト成長ホルモンやエリ

スロポエチンなどのバイオシミラー開発のための非臨床

試験及び臨床試験に関するガイドラインを出しており，

すでにバイオシミラーとしてのヒト成長ホルモンを承認

している．また，FDAはまだガイドラインを出すまでに

は至っていないが，活発な議論が継続されているようで

ある．我が国においてもバイオシミラーの開発は既に進

行中であり，評価指針の策定などが急務となっている．

　新たなバイオ医薬品の開発動向として，患者数の少な

いバイオオーファンドラッグや，組換え改変体などこれ

までにない製品開発が欧米の製薬企業を中心に進んでい

る．また，トランスジェニック動植物を用いたバイオ医

薬品の開発も本格化しており，当部においては従来行っ

てきた生物薬品の特性解析技術や品質・安全性担保のた

めに基盤研究をさらに進め，時代に即応した技術開発を



業 務

行うことが求められている．特に本年度は，トランス

ジェニック植物の評価法開発に伴う人員増が認められて

おり，早急に研究整備が必要である，

　以上のようないくつかの新たな潮流に対応し，かつよ

り適切なバイオ医薬品の開発を促進するための規制に有

用な技術開発，評価研究が当部に求められている．

人事面では平成19年4月1日付けで高倉大輔氏が派遣研究

員として配属された。

　海外出張は以下のとおりであった．山口部長はWHO

のバイオシミラー製品の国際一般名称会議に出席した

（スイス・ジュネーブ：平成18年9月2日～7日）．山口部長は，

遺伝子治療薬の品質・安全性等の課題に関する専門家研

究グルーフ．会議に出席した（米国シカゴ：平成18年ll月

21日～28日）．山口部長は，欧州及びフランスでの細胞治

療薬の規制動向調査及び規制に関する意見交換のために

フランス医薬品庁に出張した（フランス・パリ：平成19

年3月3日～8日）．山口部長は，WHOのバイオシミラーガ

イドライン作成のための専門家会議に出席した（スイス・

ジュネーブ：平成19年4月18日～26日）．

業務成績

1．特別審査試験

　新薬1件（平成17年3月31日以前に申請された製品）

について審査した．

2．その他

　薬事・食品衛生審議会の各種部会および約25品目の新

薬および医療用具の承認審査に関わる専門協議や確認申

請の専門協議（医薬品医療機器総合機構），日本薬局方

および試験法の改正作業，国際調和作業（医薬食品局審

査管理課）などに協力した，

研究業績

1。生物薬品の特性と品質評価技術に関する研究

Dバイオ医薬品の特性解析・品質評価技術の開発に関

する研究の一環として，インスリン及びインスリンアナ

ログを用いて，質量分析（MS）及びタンデム質量分析（MS／

MS）のペプチド性医薬品の確認試験法としての有用性

を検証し，高い併行精度で質量を測定できること，また，

配列の違いを示唆するフラグメントイオンを観測できる

ことから，確認試験法として有用であることを実証した．

（HS財団豊胸等ヒューマンサイエンス総合研究事業）

2）細胞組織利用医薬品の品質・安全性等の評価に関す

る基盤技術開発研究の一環として，①PEI磁気ビーズを

用いて肝炎ウイルスの濃縮が可能であり，高感度スク

リーニング法としての有用性を明らかにした．②LC／

MS及びLCIMS／MSを用いた細胞中のN一グリコリルノイ

ラミン酸微量定量法を開発した．また，LCIMSを用いた

糖鎖のプロファイリングは細胞治療薬の特性評価法とし

て有用であることを確認した，③EPCの特性指標である
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IL－8が，　OECの遊走促進効果を持つことを見出し，　EPC

の産生するIL－8の機能的側面を明らかにした．また，血

中単核球から血管内皮前駆細胞の誘導において，血小板

が促進的作用を持つことを見出した．（厚生労働科学研

究費補助金）

3）医薬品等の品質・安全性に係る国際的動向を踏まえ

た評価に関する研究の一環として，①タンパク質単独あ

るいは化学療法剤と併用した抗血管新生療法，核酸およ

び細胞を用いた抗血管新生療法の非臨床および臨床の現

状および問題点を明らかにした．②臨床開発段階でのバ

イオ医薬品のウイルス安全性確保のための方策やウイル

スバリデーションスタディーに於ける社内データの活用

に関する国際動向を明らかにした．③製造方法変更及び

後発品開発において糖鎖の同等性／同質性評価が国際的

重要課題となっていることを踏まえ，糖タンパク質性医

薬品のINN等に関する調査を行い，　JANやJPにおいて糖

タンパク質性医薬品を定義づける際に必要となる点，並

びに糖鎖の構造解析及び規格試験における重要ポイント

を考察した．④トランスジェニック植物を用いて製造さ

れるタンパク質性医薬品に関する欧米のガイドライン案

を調査し，品質の一定性確保のための要件を明らかにし

た．（厚生労働科学研究費補助金）

4）血漿由来製剤のウイルス安全性についての研究を実

施し，ウイルスの核酸増幅検査の高感度化のために2価

イオンを用いたウイルス濃縮法の開発を行うと共に，E

型肝炎ウイルスの標準品作成のための基礎的検討を行っ

た．（厚生労働科学研究費補助金）

5）日本薬局方等医薬品基準の国際ハーモナイゼーショ

ンに関する研究として，国際的な整合性をとりつつ局方

改正を行う上での課題を整理した．生物医薬品関連では，

エリスロポエチンのように複雑な隠亡修飾を受けたタン

パク質について，MALDI－TOF　MSを用いた分子量測定

における共存物質の影響を検討した．（厚生労働科学研’

究費補助金）

6）遺伝子組換え医薬品等のプリオン除去工程評価の方

法に関する研究を実施し，医薬品等製造工程のPrP－Scク

リアランス評価や除去工程に関する新規の知見や有用な

結果が得られた．（厚生労働科学研究費補助金）

7）生物由来製品のウイルス安全性に関する基盤研究の

一環として，C型肝炎ウイルスの高感度検出法について

検討した．ポリエチレンイミン結合磁気ビーズは血漿中

のHCVを効果的に濃縮可能で，検出感度はl　IU／mlであ

りgenotypeの異なるHCVも高感度に検出可能であること

を明らかにした．（HS財団当薬等ヒューマンサイエンス

総合研究事業）

2．医薬品の有効性と安全性に関する生物化学的研究

1）MALDI－TOF　MSを用いた血中微量タンパク質の検出
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技術に関する研究として，MALDI－TOF　MSを用いた血

中微量タンパク質の検出において，検出感度に影響する

因子を検討した．

2）超臨界ハイブリQDイメージングと疾病治療への応用

として，各種結合法で，活性を有した状態で1NF一αを

QD標識することに成功，さらに水溶性リンカーを用い

ることにより，細胞への適用に成功した．（科学技術振

興調整費）

3）発生・分化・成育を規定する因子と医薬品等の影響

評価に関する研究の一環として，末梢血および膀帯血由

来ACI33陽性細胞からの血管内皮前駆細胞の分化誘導系

において，トロンボポエチンが促進効果を持つことを見

出した．（厚生労働省特別研究費）

4）Fcドメイン含有タンパク質医薬品の体内動態制御に

関わる分子的基盤に関する研究の一環として，Fcドメイ

ン含有タンパク質定量のためのELISA系を構築した．（文

部科学省科学研究費補助金）

5）細胞治療に用いられる細胞組織利用医薬品の品質・

安全性評価技術の開発の一環として，血管内皮前駆細胞

（EPC）の特性解析を行い，　EPCが高いIL－8及びMCP－1産

生能を持つことを見いだした．（HS財団創薬等ヒューマ

ンサイエンス総合研究事業）

6）HIV感染を阻害するシュードプロテオグリカン型薬剤

の作用メカニズムの研究の一環として，シュードプロテ

オグリカンのモデルとして低分子量ヘパリンを用いて，

質量及び硫酸結合数を測定する方法を見出した．（厚生

労働科学研究費補助金）

3．生体内活性物質の作用機序と細胞機能に関する研究

1）ホルモン等の作用発現に関与する諸因子に関する研

究を実施し，70％部分肝切除および四塩化炭素投与ラッ

ト肝再生モデルにおいて肝臓におけるアネキシンA3の

発現が増加することを明らかにした．

2）O－GlcNAc修飾プロテオームの迅速・効率的検出法の

開発と機能解析に関する研究の一環として，WGAによ

る0－GlcNAc化ペプチドの分離とLCIMSによる解析を検

討した．（文部科学省科学研究費補助金）

3）グライコミクス及びプロテオミクス的手法を用いた・

バイオマーカーの探索に関する研究の一環として，レク

チンカラムと電気泳動を用いて，大腸癌細胞から癌糖鎖

抗原の一つであるシアリルルイスxが付加した糖タンパ

ク質を濃縮，分離，及び検出した．（文部科学省科学研

究費補助金）

4）バイオフォトニクスを利用した組織細胞障害を視る，

測る，解析する技術の開発の一環として，2種のFRET型

プローブを使用して小胞体スト．レスによる細胞障害の解

析を行い，単一細胞における複数の反応の活性化状況の

解析に成功した．また，その他の細胞障害解析用プロー

ブの開発，検討を行った．（HS財団創薬等ヒューマンサ

イエンス総合研究事業）

5）細胞生存／死シグナルにおけるタンパク質プレニル化

の役割に関する研究として，プレニル化阻害により誘導

されるアポトーシス関連分子の探索におけるshRNAライ

ブラリーの利用について検討した．（文部科学省科学研

究費補助金）

6）血管新生の制御による虚血系疾患治療薬の開発に関

する基礎研究を実施し，抗トロンビン抗体はトロンビ

ンだけでなくトロ1ンボモジュリンによるHUVECの増殖

促進を抑制することを明らかにした．（HS財団創下等

ヒューマンサイエンス総合研究事業）

7）アネキシンA3を標的とした癌治療に関する基礎的研

究を実施し，アネキシンA3の発現をmiRNA発現系で抑

制したヒト肝癌由来HuH7細胞において，　HGFによる増

殖の促進が部分的に抑制されることを明らかにした．（厚

生労働省がん研究助成金）

8）細胞治療，再生医療における放射線照射ストローマ

細胞の有用性確保に関する研究の一環として，ストロー

マ細胞の造血支持能を担う候補として，34個のスポット

の解析を行い，22個のタンパク質を同定した．（国立機

関原子力試験研究費）

9）食細胞の活性酸素産生系の調節因子の解明とその機

能分化についての研究を実施し，G－CSFによる食細胞の

機能分化の制御に於けるPKCiotaの役割について検討し，

G－CSF刺激によりPKCiotaがダイナミックな細胞内分布

の変化を起こすことを明らかにした．

4．先端技術を利用した生体成分関連医薬品に関する基

礎的研究

1）トランスジェニック植物を利用して製造されたタン

パク質性医薬品に関する研究の一環として，トランス

ジェニック植物を利用したタンパク質性医薬品の製造方

法開発の現状と実用化に向けた課題に関する調査を行っ

た．

2）ラジオイムノセラピーに適した放射線増感剤一抗体コ

ンジュゲートに関する研究を実施し，抗EGFR抗体の抗

原に対する親和性を低下させないで，抗EGFR抗体と2一

ニトロイミダゾール誘導体を効率良くカップリングさせ

る反応条件を確立した．また，EGFRを過剰発現するヒ

ト乳癌由来MDA－MB－468細胞が低酸素条件下で放射線

抵抗性を示す培養条件を確立した．（国立機関原子力試

験研究費）
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概　蘇

生　薬　部

部　長　　合　田　幸　広

　区部では生薬，生薬製剤の品質確保と有効性に関する

試験・研究，生薬資源に関する研究，天然有機化合物の

構造と生物活性に関する研究並びに，麻薬及び向精神

薬等の乱用薬物，無承認無許可医薬品等に関する試験・

研究を行っている．また，上記の業務関連物質について，

日本薬局方をはじめとする公定医薬品規格の策定に参

画するとともに，食薬区分に関する調査・研究並びに，

天然薬物の規格に関する諸外国との国際調和を遂行し

ている．

　平成18年度，薬事法改正があり，違法ドラッグ対策と

して，精神毒性を有し人に使用された揚合に保健衛生上

の危害のおそれがある物質について指定薬物に指定し製

造，輸入，販売等を規制する指定薬物制度がスタートし

た．生薬部では，同制度の確立と実効ある実施のため，

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課に全面的に

協力し，指定薬物を指定するために必要な科学的データ

の収集，分析寸隙品の合成・準備，分析法の確立等を行っ

た．また，本制度の発足に伴い，指定薬物部会員として，

合田と花尻室長が指名された．さらに，’厚生労働科学研

究費医薬品・医療機器レギュラトリーサイエンス総合研

究事業「違法ドラッグの依存性等に基づいた乱用防止対

策に関する研究」がスタニトするとともに，同特別研究

事業として「違法ドラッグの有害性評価の方法に関する

研究」が遂行された，

　厚生労働科学研究費関係では，上記の他に，食薬区分，

無承認無許可医薬品関連で，医薬品・医療機器レギュラ

トリーサイエンス総合研究事業「専ら医薬品としての規

制の範囲に関する研究」，生薬・漢方関連で，同事業「生

薬及び漢方処方の有用性評価手法・安全性確保と国際調

和に関する研究」がスタートした．これらの研究のうち，

ED治療量類似無尽認無許可医薬品（ノルネオシノレデナ

フィル，カルボデナフィル，クロロプレタダラフィル，

キサントアントラフィル等）の構造決定は，厚生労働省

より迅速に報道発表された．また，Natural　Medicinesに

掲載された「味認識装置による漢方処方の味の評価に関

する研究」が平成17年度生薬学会論文賞を受賞した．さ

らに，平成16年度から実施された政策下薬総合研究事業

「生薬及び漢方処方の科学的品質保証に関する研究」の

成果として，第15改正日本薬局方第一追補参考情報に「遺

伝子情報を利用する生薬の純度試験」が収載されること

になった．

　生薬の国際調和関係では，平成17年度に引き続き平
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成18年度もWestern　Paci飾Regional　Forunl　fbr　the　Har－

monization　of　Herbal　Medicines（FHH）　のCoordinating

Member　Partyとして，平成18年11月16日掛三田会議所で

Standing　Committee　Meetingを開催した。また11月15日

に三田会議所でSub－Committee　Meetingsを，　l　l月17日に

薬学会館長井記念ホールでFHH　2nd　Intemational　Sympo－

siumを開催した．さらに，　WHO，　JICWELS等の活動等

に積極的に関与した．

　平成17年度の人事面の移動は以下の通りである．平成

18年10，月1日付けで生薬句心3室研究員として，同志社

女子大特任助手であった内山奈穂子博士が採用された。

また，平成18年12，月31日付けで公定書協会流動研究員

であった松本輝樹博士が退職し，国立健康・栄養研究所

研究員として転出した．さらに，HS財団流動研究員で

あった利益輝博士が平成19年3，月31日付けで退職した．

　海外出張は，以下の通りであった．

平成19年8月26日～9月2日，スロベニアのリュブリャナ

で開催されたThe　Meeting　of　the　Intemational　Association

fbr　Forensic　Toxicologists　2006（TIAFT　2006）に参加（花

尻），同年9月25日～27日台湾行政院衛生署管制薬品管理

局が主催した台北でのシンポジウム“Hair　as　Specimen

fbr　Monitoring　Drugs　of　Abuse　and　the　Role　of　Laboratory

in　Substitution　Therapy”に招待講演（2題）の講i師として

参加（花尻），同年10月10日～13日，中国ペキンで行わ

れたアジア研究教育拠点事業「生薬の標準化」に関して

開かれたシンポジウム（2006，Intemational　Symposium

飴rPha㎜aceutical　Sciences　in　Be茸ing）で講演のためペ

キン大学に出張（合田），同年10月23～25日WHO第2回

国際生薬規制調和ワーキンググループ会議（The　Second

WHO　Working　Group　Meeting　on　Intemational　Regulatory

Cooperation　for　Herbal　Medicines，　IRCH）に参加（袴塚）．

平成19年2月26日～3月3日，米国国立乱用薬物研究所

（National　Institute　of　Drugs　on　Abuse，　NIDA）を訪問し，

主に薬物態的・疫学的観点から見た米国における乱用薬

物の研究手法について調査（花尻）．

試験・製造・調査・国際協力等の業務

1．アリストロキア酸混入の恐れのある生薬（サイシン，

ボウイ，モクツウ，モッコウ）を含有する生薬製剤並び

に生薬類（70品目）についてアリストロキア酸の分析試

験を行い，医薬食品局監視指導・麻薬対策課に報告した．

2。いわゆる健康食：品のうち強壮効果を標ぼうする製品

（強壮用製品），痩身効果を標ぼうする製品（痩身用製品）

及び近年乱用が問題となっているいわゆる「違法ドラッ

グ」を対象として47都道府県の協力の下，無承認無許可

医薬品等の買い上げ調査が実施され，当院で医薬品成分

等の分析試験を行った．分析を行った製品は，強壮用製

品144製品（重複9製品，ただしこのうち3製品は外装が
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異なる），痩身用製品62製品67試料（重複製品及び1製品

に複数の試料があるものを含む），違法ドラッグ製品32

製品38試料である．これらのうち，強壮用製品29製品か

ら分析対象化合物が，1製品より新規化合物が検出され

た．また，違法ドラッグ8製品9試料より分析対象化合物

及び関連化合物が検出された．他方，痩身用製品からは，

分析対象化合物は検出されなかった．以上の結果は，医

薬食品局監視指導・麻薬対策課に報告した．また，厚生

労働省が独自に買い上げた15製品31試料の違法ドラッグ

についても，同様の分析試験を行い，カフェインを検出

した1製品5試料を除く14製品26試料より麻薬成分，指

定薬物，新規な違法ドラッグ成分を検出し，医薬食品局

監視指導・麻薬対策課に報告した．

3．あへん（国産あへん15件，輸入あへん75件，計90件）

中のモルヒネ含量について試験を行い，結果を医薬食：品

局監視指導・麻薬対策課に報告した．

4，新規鑑識用麻薬標準品として，△9一テトラカンナビ

ノール（lmg／mLメタノール溶液）

100mLを調製し，各種定性データと共に医薬食品局監

視指導・麻薬対策課に報告した．また，鑑識用標準品と

して85化合物を管理し，平成18年度はのべ80化合物を

全国の鑑識機関に交付した．

5，違法ドラッグの麻薬指定調査のための分析用標品（試

験に供する標準試料）として，SaMnorin　A　O．8g及び

2C－1塩酸塩10　gを製造し，医薬食品局監視指導・麻薬

対策課に報告した．

6．新規麻薬指定成分TMA－2及び3CPP，また各構造類似

指定薬物TMA－6，4MPP及びMBZPについて，定性・定

量分析並びに各薬物の解説を記したマニュアルを作成

し，医薬食品局監視指導・麻薬対策課に報告した．

7．勃起不全（ED）治療薬類似化合物（ヒドロキシホン

デナフィル，イミダゾサガトリアジノン）の定性及び定

量分析法を作成し，医薬食品局監視指導・麻薬対策課に

報告した．

8．監視指導麻薬課から個別に依頼を受けた強壮用健康

食品2製品につき，成分分析を行い，ヒドロキシホンデ

ナフィル及び新規化合物カルボデナフィルが含まれてい

ることを医薬食品局監視指導・麻薬対策課に報告した．

また，別に，強壮用健康食品に含まれていたPDE5阻害

物質FR226907（キサントアントラフィル）の構造決定

に協力した．

9．麻薬及び乱用薬物に関する情報収集（医薬食品局監

視指導・麻薬対策課及び地方厚生局麻薬取締部）に協力

した．特に，指定薬物として緊急に対応すべき薬物及び

植物をリスト化し，これらの薬物について有害性情報を

収集整理し，医薬食：品局監視指導・麻薬対策課に報告し

た報告は，平成18年ll月に行われた薬事・食品衛生審議

会指定薬物部会において，審議参考資料とされた．

10．地方衛生研究所等に対し，分析用標品（フェンフル

ラミン，N一軒トロソフェンフルラミン，シブトラミン，

オリスタット，シルデナフィル，バルデナフィル，タダ

ラフィル，ホンデナフィル，ヒドロキシホモシルデナフィ

ル，ホモシルデナフィル他）の配布を行うとともに，違

法ドラッグ成分，強壮成分等の分析に協力した．

ll，厚生労働省大臣官房国際課国際協力室が行う，アセ

アン伝統薬製造品質管理研修に協力した．また，日韓毒

性関連合同レギュラトリー会議に協力した．

12．薬事・食品衛生審議会の部会，調査会等の委員及び

独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員として日

本薬局方の改訂作業，動物用医薬品及び一般用医薬品の

承認審査，指定薬物の指定，新開発食品の評価等に協力

した（合田，川原，袴塚，花尻）．また，内閣府の食品

安全委員会専門委員および厚生労働省医薬食品局長等が

主催する各種検討会の委員として，検討会に参画した（合

田）．

13，厚生労働省の共同利用型大型機器の管理・運営のと

りまとめを行った。

研究実績

1．生薬の品質確保に関する研究として，カッコウの確

認試験法．カッセキの性状と確認試験法を検討した．

2．一般用漢方処方使用実態調査研究AUR（Actual　Use

Research）の結果解析を行うとともに，新規AURの準備

を行った．

3，漢方処方の品質評価と味認識に関する研究として，

苓桂ボ甘湯について処方の味を特徴付けている味要素に

ついての検討を行った．また，本処方の構成生薬のジュ

ツに関してビャクジュツ及びソウジュツを配合したそれ

ぞれの揚合の味について比較検討を行った．

4．日本，中国，韓国，ベトナム4力国の最新の薬局方に

収載された共通生薬の確認試験法におけるTLC条件並び

に定量法（成分含量測定法）におけるHPLC条件等の各

種分析条件の詳細について比較表の作成を行った．また，

昨年11月に東京で開催されたFHH関連の会議並びにシ

ンポジウムを事務局として運営するとともに参加した．

5．理化学試験用標準生薬として，シャゼンシの規格並

びに，認定手続きを検討した．

6．生薬の不純物に関する研究として，重金属やヒ素が

残留する可能性のある生薬について幅広く入手し実態調

査を行った．また，28種類の有機リン系農薬の分析法を

検討するとともに，15品目51検体の生薬について有機リ

ン系農薬の残留実態調査を実施した．

7．漢方処方の同等性並びに品質確保に関する研究とし

て，甘露飲，烏薬即詰散について，構成生薬の確認試験

法並びに定量試験法の確立を行った．また，甘露飲にっ
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いては，小腸のトランスポーター分子の遺伝子の発現量

に与える影響を検討するとともに，烏薬事気散について

は，構成生薬である，白彊蚕の確認試験法について検討

し，指標成分として特異的成分の同定を行った．

（以上厚生労働科学研究費医薬品・医療機器等レギュラ

トリーサイエンス総合事業）

8．生薬の科学的品質保証のあり方に関する基礎研究と

して，市場に流通する生薬・シゴカのDNA及び成分

分析を行い，各原植物の遺伝子型とエレウテロサイド

Bの有無の間に相関関係があることを確認した．また，

ITS　1配列の違いを利用したPCR－RFLP法による基原種

鑑別法を開発した．

9．薬局方参考情報への収載を念頭に，ARMS法による

ビャクジュツのソウジュツに対する純度試験法につい

て，6機関による分析法バリデーション試験を行った．

その結果，1機関において，6検体中1検体が，判定

不能であった他は，全機関，全検体において正しい結果

を導いた．また，陽性対象プライマーの設計等に課題が

あることを確認した．

10．漢方処方の局方収載に際し，キジツ配合処方の定量

分析法理に関する検討を行った．キラルカラムを用いた

HPLC分析の結果，キジツ配合処方である大柴胡湯，排

膿散馬賊，五聖散，萩野飲，麻子仁丸中におけるナリン

ギン及びネオヘスペリジンのジアステレオマーが分離さ

れ，その定量が可能であることが示された．

ll．国内及び中国市場に流通する延命草並びに原料植

物である壼。ぬ四属植物の成分と基原種を，昨年度に引

き続きLC－MS分析及びDNA配列解析により調査した．

その結果，中国産の延命草には，局外生規に不適合なも

のが存在することを確認した．

（以上厚生労働科学研究費政策創薬総合研究事業及び食

品の安心・安全確保推進研究事業）

12．専ら医薬品として区分されるロウハクカ（動雌珈ヨ

㎜’�ﾐθ），ダミアナ（7加ηαヨ凶勲53）について，専ら

医薬品として判断すべき成分が含有されているか確認す

る目的で成分研究を行い，前者より，新規化合物として

2種のdibenzoxepin誘導体及び2種のstilbene系配糖体を単

離した．

13．いわゆる健康食品から分離されたED治療薬類似化

合物クロロプレタダラフィル，ノルネオシルデナフィ

ンレ，カルボデナフィルの構造決定を行うととともに，

ED治療薬類似化合物の分析法について検討した．なお，

クロロプレタダラフィルは，タダラフィルの合成前駆体

であり，ノルネオシルデナフィル，カルボデナフィルは

新規化合物であった，

14．ヨーロッパの薬草園より導入した．4加加属植物種

子及びヨーロッパ，アメリカ，日本に流通するアルニカ
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フラワー市場品について，DNA配列解析を行い，．4π加2

属植物の塩基配列情報を整理するとともに，アルニカ製

品の原料植物を鑑別した．その結果，欧米の薬局で購入

したアルニカ製品4検体の畑原は，全てEPの規定する

．4．紐。傍訓βではなかった．

15．インターネット市場に流通する植物系違法ドラッグ，

ボアカンガについて，LCIMSによる含有アルカロイド

の分析を行った結果，本製品に含まれるアルカロイドは，

ibogaine型とtabersonine型に大別された。このものに

ついて，DNA配列解析による基原種鑑別を行った結果，

いずれの成分型を有する製品も協β凋㎎38魚08朋ある

いは，その近縁種を原料としていると推定された．他方，

イボガを標榜する製品からはibogaineは検出されず，代

わりにreserpineが検出され，表示している植物と異なる

植物の含有が疑われた．

16．幻覚性植物518ル瓦∂6掘”α〃刀の指定薬物への指定に

先立ち，園芸市場に流通する南米原産の5冨舶属植物

を収集し，LC加DA分析により，幻覚性成分，　salvinorin

Aの有無を調査した結果，園芸市場品に，salvinorin　A

を含むものは無かった，また，同じ試料を用い，文献既

報のARMS法による51認励αz耀の鑑1別法の半翌冬を検

証した結果，本方法は，非常に高い精度で，£　｛加加。一

耀切とその他の同属植物を区別することが出来た．

17．違法ドラッグ市場で主に「多幸感とリラックスをも

たらす」植物として流通しているル〃加脚35ρθo∫05∂（ク

ラートン）中に存在する強いオピオイドアゴニスト作

用を有する7・hydroxymitragynine，　mitragynine及びその他

アルカロイド成分についてLC－MSを用いた分析法を確

立し，標準植物抽出物及びインターネット流通製品中

の各化合物の含有量調査を行った．また，外見上形態の

異なる2種類のタイ産〃：5ρθo∫058（Big　Ieaves及びSmall

leaves），さらに近縁種Mゐ加吻についても各成分含量

を測定した．

18．平成18年度に収去もしくは提供を受けた違法ドラッ

グ成分ll化合物について，　NMRにより構…造確認を行い，

データを収集した．また，2GE塩酸塩を大量に製造し，

これらの構造確認試験および品質試験を行い，分析用標

品として確保した，

19．国内で採集された疑マジックマッシュルーム5検

体について，DNA配列解析による種の鑑淀を行った．

その結果，3検体がサイロシン類を含有する種であると

推定された．

20．飛行時間型（TOF）質量分析計を用いた二次イオン

質量分析（SIMS）（TOF－SIMS）による新規な毛髪中薬

物分析法を検討した，薬物中毒患者の頭髪切片試料を作

成し，TOF－SIMSによる頭髪直覚せい剤及びMDMAの検

出法について検討した結果，切片作成法，分析条件等を
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さらに検討することにより，毛髪中薬物の局在等につい

て，可視的に評価を行える分析手法となりうる可能性が

考えられた．

21．2H　NMRを用いメタンフェタミン（MA）重水素同位

体分布を調べることで，エフェドリン類由来のMAの

起源の確認を行えることが判明した，また，日本での押

収品を分析した結果，多くが天然物起源であり，一部が

半合成品起源であることが推定された．

22．緊急に対応すべき「指定薬物」候補化合物のうち，

トリプタミン系11化合物，フェネチルアミン系12化合

物，ピペラジン系2化合物について，有害性情報を収集

整理するとともに，得られたデータ等から，物質の有害

性の蓋然性について科学的に評価した．さらに，違法ド

ラッグ市場において植物系製品として販売されている9

植物についても，指定薬物として規制の対象となりうる

かを判断するための科学的データを収集することを目的

とし，文献調査を行った．

23．諸外国の舌L用薬物の有害性評価手法の調査を行う

ことを目的として，主に薬物態的・疫学的観点から見た

米国における乱用薬物の研究手法について調査・検討を

行った．

（以上厚生労働科学研究費医薬品・医療機器等レギュラ

トリーサイエンス総合事業，厚生労働科学研究費特別研

究事業，健康安全確保研究費及び乱用薬物基礎研究費）

24．不眠に用いられている天然薬物について，マウスを

用いたロコモーターアッセイにより運動量の変化を測定

し，さらにラットを用いて脳波測定を行い，睡眠効果を

調べた．その結果，2種の天然薬物に睡眠効果がみられた．

さらに分離を行い単離した化合物についてスクリーニン

グを行ったところ，これら化合物にも睡眠効果が認めら

れた．（文部科学省科学研究費）

25．二酸化硫黄汚染が懸念され，かっ食品としても流通

する可能性のある生薬16種79検体について食品衛生検査

指針に収載される二酸化硫黄及び亜硫酸塩類の定量法を

適用し，二酸化硫黄の残留濃度を測定した．また，残留

二酸化硫黄量の多かった数種の生薬については，分光測

色計を用いてそれら粉末の明度ならびに彩度について測

定を行った．

26．第15改正日本薬局方第一追補新規収載の生薬（サン

ザシ，ゼンコ，ドクカツ，ビャクゴウ，ヤクモソウ）の

性状，内部形態を検討した．

27．日本薬局方の収載候補品目である，桂枝萩睾丸エキ

ス，半夏厚朴湯エキス，六君子湯エキス，真武湯エキス，

八味地黄丸エキス，牛車腎気丸エキス等について，各種

試験法の検討を行うとともに，原案の確認，修正を行っ

た．

28．違法ドラッグ成分過剰摂取による死亡事故における

生体試料中薬物分析及び製品分析を行い，原因化合物を

特定した．

29．徳川家康の薬「烏犀圓」中の配合生薬について，配

合される生薬と類似する生薬の顕微鏡的な異同について，

再検討を行った．主としてセリ科植物数種を対象に，生

薬が粉末となった際出現する，同種組織の形態的特徴を

比較し，鑑定のための特徴となりうる要素を一覧とする

とともに，新たな基本組写真作成のための準備を行った．

30．宮内庁からの移管生薬についてデジタルデーター化

し，3個のファイルに取りまとめた．

遺伝子細胞医薬部

　　　　　部　長

吟部長事務取扱

鈴　木　和　博

大　野　泰　親

権　要

　再生医療（細胞治療薬）や遺伝子治療減等の先端技術

応用医薬品の開発が重要であることは，総合科学技術会

議からも経済界からも繰り返し提言されており，今般の

「イノベーション25」や「新健康フロンティア」でも重

要課題とされている．この領域においては，バイオ関連

分野の基礎研究として毎年多くのトピックスが報告され

ている一方，医薬品としての開発も活発に展開されてい

る．行政的なレギュレーションとしては，基本的考え方

や注意点を網羅した「ヒト細胞組織利用医薬品等の指針」

（医薬繋累1314号）が大きな役割を果たしてきた．それ

は平成12年12月に尽せられた指針だが，今般，その改訂

作業が厚生労働省で行われている．今回の改訂では自己

由来細胞を用いる場合と同種細胞を用いる場合について

の要件を区別すること，さらに承認申請とは異なり確認

申請に当たって求められる要件についてもよりわかりや

すくすることを主眼としている．

　一方，最近は，細胞治療に関連して，薬事法上の規制

を受けない「臨床研究」が膨大な件数にのぼっているが，

その具体的な実施要項は機関ごとの審査にゆだねられて

いる．未知・未経験の要素が多い細胞治療では，薬事法

上の規制を受けない臨床研究においても一定の品質およ

び安全性確保が必要として，「ヒト幹細胞を用いる臨床

研究に関する指針」が平成18年7，月に公布された．この

指針は，臨床研究実施に当たっての要件をまとめたもの

であり，指針の多くの部分に1314号指針が引用されてい

る．1314号指針に基づく規制と異なり，臨床研究の実施

に対する強制力はないものの，本指針に基づく臨床研究

が実施されていくことにより安全な細胞治療の開発を促

すものと期待されている．



業 務

　当部においては，遺伝子治療，遺伝子診断を含めた先

端的医療に用いられる製品の品質・安全性・有用性等を

確保するための基盤技術の開発が重要な課題である。ま

た，倫理面での社会的合意形成に貢献することも，規制

面での様々な情報を発信していく作業も，積極的に担っ

ていくことが求められている．

　人事面としては，平成19年4月1日付で，鈴木和博元代

謝生化学部長が当部長として配置換えにより就任し，大

野泰雄副所長の事務取扱は解除された．また同日，内田

恵理子第一室長が，厚生労働省大臣官房厚生科学課と併

任になった．平成18年12月1日にプラバ・デュライサミー

氏が賃金職員として採用され，平成19年3月31日付けで

永田龍二主任研究官は退職し，細野哲司流動研究員は横

浜薬科大学へ転出した．また，スレッシュ・ティルパッ

ティ博士を引き続き流動研究員として受け入れた．

　海外出張としては，平成18年9，月に鈴木孝昌第三室長

が米国環境変異学会に参加のためカナダのバンクーバー

に出張し，ll月には佐藤陽治第二室長が米国心臓協会科

学部会に参加のため米国のシカゴへ出張した．

業務成績

　薬事・食品衛生審議会各種部会・調査会の委員会，（独）

医薬品医療機器総合機構における日本薬局方原案委員会

等の各種委員会・専門協議などに協力した．

研究業績

1　遺伝子治療及び細胞・組織利用医薬品の特性と品質

評価に関する研究

1）細胞組織利用医薬品の品質・安全性等の評価に関す

る基盤技術開発研究として，①ウイルスの高感度検出

のためのポリエチレンイミン（PEI）磁気ビーズによる

ウイルス濃縮法のヒト肝炎ウイルスへの応用を検討し，

HAV，　HBV，　HCVに応用可能であること，　HCVはジェ

ノタイプが異なる場合でも濃縮可能であることを明らか

にした．②未分化細胞において特定の細胞への分化を予

測するための細胞特性指標の探索を行い，発現量が心筋

分化能と有意な因果関係を示す遺伝子群を同定した．③

未分化細胞の免疫系に対する作用を予測するための細胞

特性指標の探索を行うために，多変量測定デバイスを用

いてデータベースの構築を行うとともに，多変量測定デ

バイスを用いて未分化細胞の品質評価を行うための技術

的要件の検討を行った．（厚生労働科学研究費）

2）医薬品等の品質・安全性に係る国際的動向を踏まえ

た評価に関する研究として，遺伝子治療による遅発性の

有害事象に関する被験者の長期フォローアップ観察につ

いてFDAのガイダンスを基に検討し，遺伝子治療薬によ

る遅発性有害事象のリスクの評価法と被験者の長期フォ

ローアップ観察実施の判断，長期フォローアップ観察の

実施において考慮すべき点などを明らかにした．（厚生
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労働科学研究費）

3）アデノウイルスベクター及び増殖性ウイルス放出の

高感度検出系の開発として，ヒト血漿，血清に添加した

アデノウイルスベクター及び増殖性アデノウイルスの感

染性を高感度で検出するための条件を検討した．（科学

研究費補助金）

4）細胞治療，再生医療における放射線照射ストローマ

細胞の有用性確保に関する研究として，ストローマ細胞

の造血支持能を担う候補として，22個のタンパク質を同

定した．これらタンパク質の造血支持能への関与を検討

した．（国立機関原子力試験研究費）

5）生物由来製品のウイルス安全性に関する基盤研究と

して，生物由来製品の安全性確保のためのウイルス検出

技術の高感度化・高精度化及びウイルス不活化・除去技

術の開発を検討し，PEI磁気ビーズによるウイルス濃縮

法がヒト血漿中のウイルス濃縮に応用可能であること，

ウイルス不活化法としてパーフルオロオクタン酸が有用

であることを明らかにした．（政策創薬総合研究事業）

6）遺伝子組換え医薬品等のプリオン除去工程評価の方

法に関する研究として，医薬品等製造工程のPrP－Scクリ

アランス評価や除去工程に関する新規の知見や有用な結

果が得られた．（厚生労働科学研究費）

7）細胞組織利用製品の品質・安全性評価に関する研究

として，細胞組織利用製品の品質・安全性を担保するた

めに必要な製品の規格・試験法及び製造工程の評価・管

理法について，欧米を中心とした国際動向を調査した．

（国立循環器病センター循環器病研究委託費）

2　医薬品の有効性と安全性に関する生物化学的研究

　多形核白血球機能の分子機構並びに各種薬剤の有害作

用発現に関する生化学的研究として，多形核白血球の活

性化に伴うL－plastinとカルシウム結合タンパク質との親

和性の変化について検討した．（一般試験研究費）

3　生体内活性物質の作用機序と細胞機能に関する生物

化学的研究

1）動脈血管に対する甲状腺ホルモンの直接作用の同定

とその生理的役割の検討として，動脈血管における甲状

腺ホルモンの直接的かっ生理的な標的遺伝子として新た

に動脈繊維化に関わる遺伝子を同定した．（科学研究費

補助金）

2）発生・分化・成育を規定する因子と医薬品等の影響

評価に関する研究として，神経細胞や心筋細胞等の分化・

アポトーシスを規定する因子と核内受容体リガンドをは

じめとする化学物質の相互作用について解析を行った．

（厚生労働省特別研究）

4　診断用医薬品に関する基礎的研究

1）プロテオミクス手法を応用した新しい診断指標の確

立に関する研究として，MSIMS非依存的高感度プロテ
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オミクス解析に向けた，データ処理支援ソフトウェア

「mzMore」の開発を行った．（一般試験研究費）

2）非侵襲試料を用いた新規高感度安全性予測系の開発

として，ラット尿プロテオミクス解析の高感度化に向け

た，サンプルの前処理法の検討及び，安定同位体ラベル

による正確な定量比較法の確立を行った．（厚生労働科

学研究費）

3）DNAマイクロアレイを用いた染色体解析技術の応用

に関する研究として，CGHアレイおよびSNPアレイを用

いて，HL60細胞における。－myc遺伝子の増幅単位をシー

クエンスレベルで解明した．（一般試験研究費）

5　次世代医療機器評価指標に関する研究

　テーラーメイド医療用診断機器（DNAチップ）に関す

る研究として，DNAチップを応用した診断装置から得ら

れる情報の信頼性を確実にするために留意すべき事項を

整理した．DNAチップを用いた遺伝子型判定装置に関

する評価指標（案）を作成した．

療 品 部

位品部長　土屋利江

概　要

　次世代医療機器事業が，2年目を迎え，本格的な評価

指標作りが，進んでいる．本年度は，2年間検討した高

機能人工心臓システムと，平成18年度からスタートした

DNAチップ・遺伝子型判定装置において，各評価指標の

最終案を作成した．今後，医薬品医療機器総合機構・審

議委員会での評価指標案の審議とパブコメが行われ，厚

生労働省・医療機器・体外診断薬部会での報告後，正

式な室長通知となる予定である．次世代医療機器事業に

よって，先頭を行く優れた次世代型医療機器の開発と製

品化が迅速に進むと思われる．（1）ナビゲーション医療，

（2）体内埋め込み型材料，（3）体内埋め込み型能動型機器，

（4）再生医療，（5）テーラーメイド医療用診断機器の5

分野にわたる事業が，関連する学会・雑誌・新聞等で取

り上げられており，評価指標作成事業への期待は大きい．

　3年間行ったヒューマンサイエンス振興財団の官民共

同研究「幹細胞等を用いた医療機器の開発と評価技術の

標準化」は，大きな成果を得ることができた．第1に，

豚モデルでの軟骨再生に成功し，優れた担体を開発した

（特許出願）．検討した生分解性高分子系材料での軟骨再

生には，品質・安全性上，超えるべき課題があることも

判明した．第2に，産官学連携で行った心筋再生医療研

究は，わが国発の細胞シート技術の開発研究と併せて，

トランスレーショナル研究が進み，3年目には，ヒトで

の臨床研究の段階に到達することができた．その結果，

次世代医療機器事業の再生医療分野の最初の評価対象と

なった．第3に，骨再生においては，人工骨単独での治

療効果と細胞含有人工骨での治療効果について，定量的

臨床評価法を開発した．第4に，軟骨再生の評価方法に

ついて，MRI，超音波，各種物理的試験を実施し，組織

学的評価・生化学的評価との関係を明らかにした．

　各個別臓器の再生治療において，複数の治療法が開発

されつつあり，今後は，治療効果，治療法の非侵襲性，

コスト，技術的な難易度などが，国際的に競われる時代

となりっつある．わが国においては，ヒト間葉系幹細胞

のアロ移植が確認申請を通過し，本格的な再生医療時代

に入った感がする．関係者の社会的な待望と，ヒューマ

ンサイエンス政策創薬総合研究事業で3年間行ったヒト

間葉系幹細胞を用いた基盤的研究等が治療のリスクに比

べ，ベネフィットがあることを間接的に理解される状況

となったといえる．これらの製品の品質と安全性を担当

する当所の責務は大きい．当部における，この分野での

組織増員はこれまでになく，わが国士の独創性のある高

い再生医療技術を迅速に円滑に進める上でも，この分野

の組織増強をお願いしたい．

　平成18年度で終了したレギュラトリーサイエンス総

合研究事業では，生物学的安全性評価手法を開発すると

ともに，人工関節の疲労特性解析や不具合整形インプ

ラントの材料分析により，耐久性と寿命に関する研究を

本格的に始動させた．我が国の現行ガイドラインやISO

lO993－1で導入が検討されているりスクマネイジメント

に必要な基盤的研究として，平成19年度から，医療機

器・医用材料のリスクアセスメント手法開発を行うこと

となった．この分野における先端的評価技術導入とリス

クの定量的評価がキーポイントとなる．

　人事面では，平成14年9月からナノ流動研究員として

採用されている柳楽勤博士は，新規材料で誘起されるヒ

ト皮膚角化細胞の分化促進のシグナル：伝達分子や，温

度応答性ポリ（N一イソプロピルアクリルアミド）（PNI－

PAAm）表面固定培養皿によるヒト皮膚繊維芽細胞の

ギャップ結合機能充進作用を明らかにするなど，多くの

業績をあげ，平成18年8月末，就職のため，退職された．

　平成16年4月からナノ流動研究員として採用されてい

る玉井将人博士は，当部で，細胞培養技術を習得し，骨

分化促進する新規人工骨を開発した．平成18年12月末，

再生医療関連企業への就職のため，退職された．

　平成17年8月から，再生医療事業のリサーチレジデン

トとして採用されているフシバイ博士は，PNIPAAm材

料と多糖体の傾斜化技術を開発し，現在は，優れた組織

再生用3次元複合化坦体の開発を行っている．また，同

事業で，平成17年8月からバヌ・ナスリン氏が，平成18



業 務

年4月から長谷川千恵氏が研究支援者として採用されて

いる．

　平成18年4月からヒューマンサイエンス振興財団・政

策炸薬総合研究事業の流動研究員として採用された山田

貴史博士は，神経再生材料等の評価技術の開発に関する

研究を開始した．平成19年4，月から，療品部の非常勤職

員として採用され，神経行動学，神経分子生物学を柱に

独創性のある研究を展開している．

　平成18年4月からヒューマンサイエンス振興財団・政

策創薬研究事業の流動研究員として採用されたチョント

クヨン博士は，再生医療品の力学測定と力学適合性解析

手法の開発に関する研究を開始した．平成19年4月から

再生医療等研究推進事業のリサーチ・レジデントに採用

され，再生医療品の力学的適合性に関する研究を継続し

ている．再生医療の未開拓分野の新規展開が期待される，

　土屋は，ASTM2006年ll月会議に出席した．2007年5

月Robert　Fairer　Awardを受賞した．2006年8月21～23日

韓国チェジュ島で開催された第7回アジア生体医用材料

学会に出席し発表を行った．ISO　TCI94年次総会（医療

機器の生物学的評価）米国シカゴ会議（2006年7，月）に，

土屋，松岡，加藤の3名が，TC　194ベルリン会議（2007

年2月）には，土屋，松岡が出席し，日本の試験対等の

細胞毒性，遺伝毒性，感作性の国際標準化文書作成に貢

献した．ISO　TCI50オーストリア　ウイーン会議（2006

年9，月），土屋，中岡，迫田の3名が出席した．TCI94

SC1（Tissue　sa石ety　products）ベルリン会議（2006年12月）

に中岡が出席し，日本の現行規制との国際調和に努力し

た。

業務成績

1．家庭用品関係に関わる毒性試験

　家庭用品に関わる毒性試験計画の一環として，（1）計

画の策定，（2）分析法の改定，（3）細胞毒性試験を担当

した．平成18年度の分析法の改定，細胞毒性試験品目は

以下の通りであった．

　分析法の改定＝GC－MSを用いた分析法の改定について

文献調査等の検討を実施した．

　細胞毒性試験：BIT－8，3一メルカプトプロピオン酸エチ

ノレ．

2．細胞・組織医療機器，国際調和，国内基準

国際調和：

医療機器関係国際標準化機構技術委員会への参加：

　ISOπC194「医療機器の生物学適評」年次総会（シカゴ，

2006．7．10－7．14，土屋，松岡，加藤）に出席し，標

準化文書作りに関わった．ISO／TCI94（SCI）「動物組織

安全性」会議（ベルリン，2006．12．4－7，中岡）に出席し，

動物由来のウイルス，TSEの混入・感染リスクを考慮し

た安全性評価のための標準化文書作成に携わった．ISO／
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TCI94　WG5（細胞毒性），　WG6（遺伝毒性，発がん

性，催奇形性），WG8（感作性）会議（ベルリン，2007．

2，5－9，土屋，松岡）に出席し，日本の試験法の詳細を

WG5，6，8の各付属文書に記載する事が国際的に受け入

れられた．ISOITC　I　50「外科用インプラント」年次総会

（～弓enna，2006．9．10－14，土屋，中岡，迫田）に出席し，

インプラント材料や組織工学を利用した細胞組織利用医

療機器の評価のための標準化文書作成に参加した．

　ASTM　米国組織工学標準化5月会議（トロント2006，

2．15－19，土屋），11月会議（アトランタ，2006．11．

13－17，土屋）ギャップジャンクション等の標準化文書

作成を進めた．

国内基準：

　厚生科学研究：医薬品・医療機器等レギュラトリーサ

イエンス総合研究事業「先端技術を活用した医療機器の

評価に関する研究」分担研究者（土屋利江）は，平成18

年度，再生医療の早期ガイドライン化研究班を組織し，

軟骨再生，骨再生，角膜再生，歯科領域再生の4っのWG

を設立した．軟骨再生，骨再生は，政策創薬総合研究事

業での成果を元に，ガイドライン作成を進めた．

角膜再生は，細胞シート技術，前臨床，臨床評価を中心

にガイドライン作業をすすめそいる．平成19年度も引き

続き開催して，最終案をまとめることとなった．歯科領

域においては，歯槽骨再生と歯周組織再生について，調

査し，それらを基にまとめることとなった．

3．医療機器関係国際調和・国内基準改訂等

　TCI94／SCI（動物組織安全性）では新たにWG4「TSE

除去」が立ち上げられ，その討議が始まった．また，

WGI～3までの三つの文書はFDISとなり文書化の最終段

階を迎えた（Berlin，2006．12．4－7，中岡）。

ISOITC194国内委員会（土屋，松岡，中岡，加藤），　ISO／

TC　150国内業務委員会（土屋，中岡，迫田），日本バ

イオマテリアル学会標準化委員会（土屋，中岡），ISO／

TC210国内委員会（土屋），日本工業標準調査会・医療

用具技術専門委員会（経済産業省）（土屋），医薬品医療

機器総合機構・医療機器承認基準等審議委員会（土屋），

医器工・医療機器承認審査等ガイドライン（案）委員会

（±屋，配島）委員として出席し，国際調和，国内基準，

承認審査ガイドライン作成に貢献した．

4．次世代医療機器評価指標作成事業

　平成17年度より5年間の予定で事業がスタートし，本

年度は2年目にあたる．今年度は，，再生医療（心筋再生・

細胞シート），体内埋め込み型材料（生体親和性インプ

ラント），体内埋め込み型能動機器（高機能人工心臓シ

ステム），ナビゲーション医療（手術ロボット），テーラー

メイド医療用診断機器（DNAチップ）の5分野において，

評価指標を作成した．5分野の審査ワーキンググループ
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（WG）の企画運営等の事務局を担当し，平成18年度報

告書を完成した（土屋，佐藤，油島，松岡，中岡，澤田，

加藤，迫田，鈴木）．

研究業務

1．次世代医療機器評価指標作成事業

14　再生医療WG

　平成17年度に引き続き，間葉射爆細胞等を用いた細胞

シートないし細胞移植等に関わる最新の情報についての

調査と，平成17年度に作成した報告書の内容を基に最終

的な評価指標の素案作りを行った（移替予算）．

1－2　体内埋め込み型材料WG

　WG内にBMP含有人工骨，人工股関節のコンピュータ

シミュレーション及び人工軟骨用新規材料を対象とした

task　fbrceを立ち上げ，各々の評価指標作成のための討議，

調査を行った．BMP含有人工骨に関しては，具体的な評

価指標案を作成した（移替予算）．

1－3　体内埋め込み型能動型機器WG

　全置換型人工心臓や図心補助人工心臓を含め，臨床試

験に移行するための諸条件などについて詳細に検討し，

道標となる包括的且つ国際調和を重視した評価指標（最

終案）を作成した（移替予算）．

1－4　ナビゲーション医療WG

　ナビゲーション医療に関する医師及び機器の責任分担

に配慮した審査マトリクスを作成し，モデル機器の各枠

への当てはめ事例に基づき，マトリクスの明確化を行っ

た（移替予算）．

1－5　テーラーメイド医療用診断機器（DNAチソプ）

　WG
　DNAチップを応用した診断装置から得られる情報の

信頼性を確実にするために留意すべき事項を整理した。

ジェノタイピング（ホスト側），ジェノタイピング（感

染症），発現プロファイリングおよび解析装置のタスク

フォースに分れ，調査，討論を行ない，発現ブロファイ

リング以外の項目について評価指標（最終案）を作成し

た（移替予算）．

II．医療機器・医療材料の安全性・生体適合性に関する

　研究

II－1金属材料の化学的及び生物学的安全性評価手法の

　開発に関する研究

　新規開発したTi－Zr－Nb合金をラット大腿骨に必須し，

軟X線観察，病理組織検索及び引抜強度測定を実施して

骨組織適合性を評価した（厚生科学研究費）．

II－2　発生・分化・成育を規定する因子と医薬品等の影

　響評価に関する研究：骨接合材料の高度安全性評価手

　法の開発

　試験材料のラット大腿骨埋植実験及び引抜試験の予備

検討を行った（特別研究費）．

II－3　Ni含有金属材料等の安全性評価手法の開発に関す

　る研究

　Ti／Ni合金，　Ti，　Ni，　Ti－6A14V合金を最大16週間動物

に埋め込み，炎症の程度と溶出試験等との対比を行った，

Niの毒性を再確認したが，本実験条件では，　Ti／Ni合金に

は特に問題はなかった（厚生労働科学研究費）．

II－4　プラスチック製医療機器からの添加剤溶出を制御

　する表面加工法の開発に関する研究

可塑剤を殆ど溶出しないと共に，市販PVC製品と比較し

て，生物学的安全性や血液保存性に優れ，且つ同等の

耐久性と柔軟性を持つ新型PVC製血液バソグを試作した

（経常研究費）．

III．感染リスク評価に関する研究

IILI感染因子含有材料のin　vivo動態評価手法の開発

　皮下及び腹腔内適用材料と骨再生用基材に関するエン

ドトキシン規格値の提案を行った．グラム陽性菌体は

グラム陰性菌体と同等の皮下炎症誘導能を持つが，骨

再生に大きな影響を及ぼさないことが判明した．また

CAP－18／LL－37類縁体は顕著なin　vivo抗菌活性を示し，

新規抗菌成分として有効であることが確認された（厚生

労働科学研究費）．

IIL2　医療用具の製造現場であるクリーンルームの清浄

　度維持管理に関する研究

　医療機器は最終的には滅菌され，正0－6の無菌性保証水

準を達成した後出荷される．製造環境中の空中浮遊菌，、

落下菌，付着菌などの多くは，必ずしも健常菌とは限ら

ない．損傷菌は富栄養な培地で無いと充分な生育が認め

られない．培地に種々の損傷回復剤を添加して添加前後

での菌数の比較から有効な損傷回復剤を調べた．その結

果，乳酸カルシウム，レアラニン，複合アミノ酸，グルコー

ス，ピルビン酸などの添加が損傷回復に有効であること

が判明した．これらの損傷回復剤を添加した非選択培地

を用いることで製造環境内の菌数の正確な把握が可能と

なった（厚生労働科学研究費）．

III－3　医療現場で使用される医療機器の滅菌に関する研究

　近年過酸化水素プラズマを用いた滅菌法が医療現場で

使用されている．しかしこの方法は，従来の滅菌方法よ

りは滅菌時間が短縮されたが，毒性ガスの残留の問題も

あり，また滅菌効果も従来法に比べ芳しくない．窒素ガ

スをプラズマ化した窒素ガスプラズマを滅菌法として採

用した．その結果，Geobacillus　stearothe㎜ophilus　ATCC

7953のSALIO－6の迅速な達成（約10分）が可能となり，

エンドトキシンの5対数不活化も達成された．同時に従

来法に比べて素材の劣化が認められなかった．内視鏡内

部の滅菌や異常プリオン不活化などの可能性を今後検討

する（経常研究費）．

IV．細胞・組織利用医療機器等の安全性・有効性・品質
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　等の確保・評価技術の開発に関する研究

1～q　幹細胞等を用いた細胞組織医療機器の開発と評価

　技術の標準化

1）染色体レベルでの評価技術の開発と標準化

　再生医療で実施される，ヒト間葉系幹細胞のin　vitrO培

養期間中の安全性評価法として，遺伝子座特異的DNAプ

ローブ（c－myc，　p53等）を用いるFISH法による染色体異

常解析が適切であることを幽い出し，観察細胞数及び統

計手法も含めて標準的な方法を提案した（HS受託研究
費）．

2）遺伝子発現レベルでの評価技術の開発と標準化

　FGF－2はヒト間葉系幹細胞におけるTGFβからのシグ

ナル伝達系へ作用して細胞周期に影響を与える事によっ

てhMSCの増殖能維持や老化抑制などの効果を発揮する

可能性を見出しFGF－2が細胞組織利用医療機器の材料と

してヒト間葉系幹細胞を用いる際に，細胞を効率的に増

殖させるために有効な増殖因子であることが示された

（HS受託研究費）．

3）組織再生評価及び新規材料の開発に関する研究

　機能性多糖材料を用いて幹細胞を3次元培養したとこ

ろ，平面培養に比べて様々な遺伝子の発現が変化してい

ること，また，その変化は材料の機能性よりも培養状態

の変化の影響が大きいことを示唆する結果を得た（HS

受託研究費）．

4）神経再生の評価技術開発

　新規多糖類がヒトアストロサイトの培養系において，

細胞の増殖，再分化能およびギャップ結合細胞間連絡機

能を充進させた．神経再生材料として期待される（HS

受託研究費）．

5）臨床評価法の開発と標準化

　心筋再生，軟骨再生，骨再生について臨床評価方法を

検討し，定量的な評価方法等を提案した（HS受託研究
費）．

1塾2　感染リスク排除・同一性の確保・免疫反応・がん

　化等の抑制及び培地等による有害作用の防止に関する

　研究

1）ヒト間葉系幹細胞の癌化に対する危険性について

　ヒト問葉系幹細胞（hMSC）の継代培養中の遺伝子発

現の変化についてDNAマイクロアレイを用いた網羅的

解析を行い，複数の個体間の共通性を見出すことでマー

カー遺伝子の探索を行った．（厚生労働科学研究費）

2）組織工学用スキャホールドのエンドトキシン試験法

の確立と感染リスクの排除

　ヒト細胞を使用したin　vitro発熱試験（HCPT）に使用

するヒト単球様MM6－CA8細胞の特性を評価したと共

に，同細胞と類似した特徴を持つTHP－1細胞の反応性を

検討した．また．HCPTをLPS吸着性材料と市販創傷被
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覆剤に適用し，その有用性を評価した（厚生労働科学研

究費）．

3）同種細胞再生医療における免疫反応制御と安全性確

保のための監視システムに関する研究

　アロ間葉系幹細胞移植による免疫応答において，アロ

問庶系幹細胞は，免疫原性が低く，将来的に他家細胞移

植は，自家細胞に代替しうることが示唆された（厚生労

働科学研究費）．

4）幹細胞の同一性検査に関する研究

　マーカー候補遺伝子の有用性を多数の骨髄由来間葉系

幹細胞を用いて検定・証明した．細胞集団の均質性を証

明する方法を開発した（厚生労働科学研究費）．

5）血液幹細胞の培養工程・凍結保存等の高い安全性確

保に関する研究

　さい帯血からの間葉系細胞を分離するために，時間，

容量，培養液，酸素濃度などの影響因子を明らかにする．

さい帯血由来間葉系コロニー形成細胞の確実で効率的な

単離，増殖させる方法を開発，改良した（厚生労働科学

研究費）．

6）染色体異常，DNA損傷単一細胞除去による安全性確

保技術に関する研究

前年度開発した2軸型SCPFGEをさらに発展させた3軸型

装置を開発し，細胞1個に由来するDN緬berを2次元展開

したDNA飾er　arrayを開発する（厚生労働科学研究費）．

7）有害性作用を防止し有効性の高い再生医療用傾斜機

能材料の開発に関する研究　　　　　　　　一

　温度応答性材料と生体適合性の高い機能性材料との傾

斜化技術を開発した（厚生労働科学研究費）．

8）間葉系幹細胞の免疫制御（寛容）システムに関する

研究

間葉盤面細胞（MSC）の活性化T細胞への抑制効果（細

胞増殖，サイトカイン産生への影響）を確認した上で抑

制に関わる分子の同定を試みた（厚生労働科学研究費）．

IV・3　先端技術を活用した医療機器の評価に関する研究

1）細胞組織利用医療機器のガイダンス案作成に関する

研究

細胞組織利用医療機器で，臨床研究が進んでいる角膜再

生，軟骨再生，骨再生について，前臨床，臨床評価ガイ

ドライン（案）を作成した。歯科領域については，歯槽

骨再生，歯周組織再生について，前臨床，臨床評価法の

調査を行った（厚生労働科学研究費）．

2）細胞組織医療機器の承認申請マニュアルに関する研究

　各種セラミックス多孔体について，ヒト骨芽細胞を，

4種類の方法で，播種した．播種方法により，細胞の導

入率が著しく異なり；その結果，培養過程での細胞増殖

度と，セラミックス培養物の圧縮強度との問に一定の関

係があった（厚生労働科学研究費）．
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V．　ナノレベルイメージングによる医療材料／細胞界面

　分子の機能と構造解析

肱1ナノテクノロジーを利用した材料の生体に対する

　影響解析

　蛍光色素を利用したナノイメージング手法により，細

胞と多糖担体に導入したペプチド間との相互作用を検討

するとともに，その担体を利用した2次元，3次元培養で

確認された細胞分化増強との関連性を検討した（厚生労

働科学研究費）．

V・2　分子解析等に基づく材料界面細胞の発現分子イ

　メージング

　修飾ビアルロン酸によりヒト皮膚角化細胞において早

期に発現する遺伝子群の詳細についてDNAチップを用い

て網羅的に解析し，新しいシグナル伝達分子を明らかに

した（厚生労働科学研究費）．

V－3高機能ナノセラミックスとナノ層状空間による分

　子輸送システムの創製

既存のリン酸カルシウム系セラミックスを凌駕する新規

複合化セラミックスの開発とその骨分化促進機構につい

てナノレベルイーメジング技術を用いて明らかにした

（厚生労働科学研究費）．

VI．インプラント用具の適合性解析法開発に関する研究

VI－1医療用具の不具合報告データベースに関する研究

　2006年までの米国の膨大な不具合報告のデータベー

スを構築すると共に，不具合の機器別傾向を明らかにし

た．同時に国内データについても集計を行った（経常研

究費）．

VL2　埋植医療機器の不具合情報に関する研究

　医療機器の不具合報告の海外実態情報の収集と内外の

比較検討を行い，日米の類似性と英国の特色を明らかに

すると共に，各々の利点・欠点を整理した（厚生労働科

学研究費）．

VL3摘出インプラントの分析法の開発に関する研究

　不具合により抜去された人工膝関節の分析を行った．

全ての試料で酸化劣化が観察された．酸化劣化の程度と

部材の損傷の程度に関連性があることが確認された．

VI－4　医療機器・医療材料の耐久性に関する研究

　長寿命化を目指した次世代型人工関節の開発に伴い重

要性が増している摺動面材料の疲労特性評価方法につい

て，簡便かつ応用範囲の広い方法を新規に開発し，疲労

特性パラメータの推定が可能であることを確認した．

VII．　テーラーメード医療機器開発に関する基礎的研

究

VII－1　医療機器に併用される抗血液凝固療法最適化に

　関する研究

　人工心臓弁の機能不全の主な原因の一つと考えられる

血栓形成について，その原因となる日本人の遺伝子多型

を探索することを目的として人工心臓弁の機能不全の患

者および人工弁の不具合が認められない患者の血液を用

いてSNPダイビングを行った（厚生労働科学研究費）．

VII－2　パンヌス発生遺伝子解析に関する研究

　人工心臓弁の機能不全の主な原因の一つと考えられる

パンヌス形成について，その原因となる日本人の遺伝子

多型を探索することを目的として人工心臓弁の機能不全

の患者および人工弁の不具合が認められない患者の血

液を用いてSNPダイビングを行った（厚生労働科学研究

費）．

VIII．　家庭用品に含まれる化学物質の安全性情報に関

す　る研究

VIII－1接触アレルゲンに関する情報の収集・提供に関

　する研究

1）日本接触皮膚炎学会「アレルゲン解説書」において，

家庭用品関連化合物のうち，抗菌剤（2，3，5，6一テト

ラクロロー4一（メチルスルポニル）ピリジン（TCMSP）等，

抗菌剤関連化合物の目本語版，英語版について，2007年

版の改定準備を行った（移替予算）．

2）日本産業衛生学会・許容濃度等委員会・感作性物質分

類小委員会における「化学物質の分類・表示に関する国

際調和システム（GHS）に準拠した職業性アレルギー疾

患の原因物質の特定及び予防ガイドラインの作成」に向

けて，従来の疫学的情報，ヒトでのアレルギー性接触皮

膚炎等の事例研究に加えて，毒性試験情報を併用した，

感作性物質の分類に関する新しい基準の確立を進めた

（移替予算）．

VIII－2　抗菌防臭加工剤に関する情報の収集・提供に関

　する研究

　頻発したアレルギー性接触皮膚炎事例の原因化学物質

と特定された抗菌剤TCMSPについて，メーカーに対し

て，TCMSPに関する皮膚感作性試験情報，ヒトにおける

健康被害情報等を提供し，原因究明，患者救済等をフォ

ローアップした（移替予算）．

VIII－3　抗菌加工製品における安全性評価及び製品情報

　の伝達に関する研究

　抗菌加工製品（人工皮革）からの有機系抗菌剤の溶出

挙動について，20％エタノール，人工汗，人工唾液等を

溶出溶媒として，有機系抗菌剤のTCMSP，ベンゾイソ

チアゾリンー3一オン（BIT）について検討した結果，いず

れも溶出挙動はほぼ同じであった（移替予算）．

IX．　家庭用品に含まれる化学物質の皮膚暴露における

　安全性に関する研究

デスクマットによるアレルギー性接触皮膚炎事例が頻

発したことに関連して，原因化学物質となった抗菌剤

TCMSPに関する安全性情報を提供するとともに，抗菌

剤・抗菌加工製品の安全性評価，代替製品の検討，患者
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救済の進め方図，フォローアップをデスクマットメー

カーに協力しながら進めた（移替予算）．

X．　家庭用品中の化学物質の細胞毒性に関する研究

　ニュートラルレッド法により，BIT－8は強い細胞毒性

物質，3一メルカプトプロピオン酸エチルは中程度の細胞

毒性物質と判定した（移替予算）。

XI．　家庭用品に含まれる化学物質の分析化学的研究

1）分析法の改定：GC－MSを用いた分析法の改定について，

文献調査等の検討を進めた（移替予算）．

2）ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤Tinuvin　320の

溶出試験を実施した（移替予算）．

3）メッキの有無について検討するために鉛含有金属ア

クサセリーの溶出試験を実施した（移替予算）．

環境衛生化学部

部　長　　徳　永　裕　司

概　要

　室内空気に関わる分野では，東京都内3カ所（霞が関，

北の丸公園，新宿御苑）の国設自動車排ガス測定所にお

いて，常時測定を実施した．9衛生研究所の協力を得て，

50家屋の室内外空気中の窒素酸化物およびオゾン濃度に

ついて実態調査を実施した．また，30品目の芳香剤・消

臭剤について小形チャンバー法（JIS　A　1901）による放

散試験を実施した．

　『医薬品等一斉監視指導に係わる試験検査として，パラ

メトキシケイ皮酸2一エチルヘキシルを試験物質として選

定し，化粧品中への最大配合量が守られているか調査し

た．

　水道に係わる分野では，登録検査機関203機関，水道

事業体148機関および公的研究機関45機関に対して，ヒ

素，セレン，四塩化炭素，トリクロロエチレンおよびベ

ンゼンの5項目について統一試料外部精度管理調査を実

施し，統計解析，水道水質検査の分析技術向上と信頼性

確保のための改善点の提言をおこなうともに，数箇所の

検査機関の実地調査を実施した．

　バングラデシュの地下水のヒ素汚染地域のチャパイナ

ワブガンジ地区チュナカリ村を選定し，ヒ素被害の18家

族の78名に安全な水を供給し，ヒ素被害状況並びに尿お

よび毛髪中のヒ素代謝物および8－OHdG量の測定を行っ

た．

　徳永部長は，平成18年7月2日～7月15日までJICA短期

専門家としてインドネシア共和国医薬品食品管理研究所

に派遣され，同研究所および支所の研究者を対象に医薬
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品分析（高速液体クロマトグラフィー）を指導した．

　人事面では，千葉大学工学部内山茂久博士及び武蔵野

大学薬学部大河原晋博士を昨年度に引き続き協力研究員

として受け入れ，室内空気中化学物質の暴露評価並びに

毒性発現機構に関する共同研究を実施した．

業務成績　　　　　　　　　　　　　’

1．室内空気関係

1）東京都内3カ所（霞が関，新宿御苑，北の丸公園）の

国設自動車排出ガス測定所において，自動計測器による

大気汚染物質（二酸化硫黄，一酸化窒素，二酸化窒素，

一酸化炭素，光化学オキシダント，非メタン炭化水素，

メタン浮遊粒子状物質，ホルムアルデヒド）の常時測定

を実施した．（環境省水・大気環境局大気環境課）

2）30品目の芳香剤・消臭剤について小形チャンバー法

（JISA1901）による放散試験を実施し，70種の揮発性

有機化合物及びTVOC並びに17種のカルボニル化合物を

定量した．（厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質

安全対策室）

3）120品目のハンドスプレー型家庭用品・化粧品につい

てダイナミックヘッドスペースーGCIMS法による放散試

験を実施し，70種の揮発性有機化合物及びTVOCを定量

した．（厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全

対策室）

2．化粧品・医薬部外品関係

1）医薬品等一斉監視指導に係わる試験検査として，パ

ラメトキシケイ皮酸2一エチルヘキシルを試験物質として

選定し，化粧品中への最大配合量が守られているか調査

した．（厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課）

2）青色2号アルミニウムレーキ試験改定に係わる定量法

の妥当性の確認を行った．（厚生労働省医薬食品局審査

管理課）

3．水道関係

1）水道水質検査の精度管理に関する研究

　登録検査機関203機関，水道事業体148機関および公

的研究機関45機関に対して，ヒ素，セレン，四塩化炭素，

トリクロロエチレンおよびベンゼンの5項目について統

一試料外部精度管理調査を実施し，統計解析，水道水質

検査の分析技術向上と信頼性確保のための改善点の提言

をおこなうとともに，数箇所の検査機関の実地調査を実

施した．（厚生労働省健康局水道課）

研究業績

1．室内空気関係

1）生活環境化学物質の分析化学的研究

（1）120品目のハンドスプレー型家庭用品・化粧品につい

て，ダイナミックヘッドスペースーGCIMS法による4一ア

セチルー1一メチルシクロヘキセンの測定を行った，

（2）超小形チャンバーμCTEによる放散試験法について
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検討を行い，30品目の建材・家庭用品から放散される70

種の揮発性有機化合物及びTVOCを定量した．（厚生労働

科学研究費補助金）

2）生活環境化学物質の安全性評価に関する研究

（1）TRP（transient　receptor　pQtential）V3のクローニング

を行い，C末端領域を欠失した新規スプライス変異体が

存在することを明らかにした．

（2）一塩基多型に起因する異型加水分解酵素（CESI）

を哺乳動物細胞で発現させ，ペルメトリン加水分解活性

を速度論的に解析した．（科学研究費補助金）

3）生活環境化学物質の暴露評価に関する研究

（1）地方衛生研究所9機関と共同で，パッシブサンプラー

による室内外空気中オゾン及び窒素酸化物の全国調査を

実施した．

（2）加熱脱着・GCIMS法による浴室空気中脳ロアセトニ

トリル類の分析法を確立し，暴露評価を実施した．（厚

生労働科学研究費）

（3）神奈川県内の公衆浴場6施設で浴室内空気中のトリ

ハロメタン濃度を測定し，レジオネラ対策としての塩素

消毒によるクロロホルム生成の実態を明らかにした．（厚

生労働科学研究費）

2．化粧品・医薬部外品関係

1）化粧品・医薬部外品原料の規格に関する研究

（1）青色2号アルミニウムレーキ中の青色2号の改良定量

法を策定した．

②　紫外線吸収剤の液体クロマトグラフィーを用いた一

年分析法を確立し，含有量と紫外線防止指標との関係を

検討した，

（3）カーボンブラック中のベンゾ（a）ピレンのHPLC及

びGC－MSによる分析法を策定した．

2）新規皮膚感f乍性試験法のバリデーションに関する研究

　非アイソトープーlocal　Iymph　node　assay（LLNA）の

catch－up　validationに参加し，　ATP量を指標とした改良法

の有用性を評価した．

3）化粧品に配合が禁止されている成分の分離・分析法

に関する研究

　化粧品に配合が禁止されている硫化カドミウム及び水

銀の試験法を確立し，市販無機顔料及び美白クリームへ

の応用を検討した．

4）生活関連化学物質の皮膚感作性等のインビトロ評価’

法に関する研究

　コラーゲンビトリゲル薄膜を培養担体とし，樹状細

胞を含む新規な3次元培養ヒト皮膚モデルを構築し，

DNCBによるCD86発現強度やサイトカイン放出量等に

ついて検討を行った．（科学研究費補助金）

3．水道関係

1）最新の科学的知見に基づく水質基準の見直し等に関

する研究

　水質管理目標設定項目101農薬にリストされている有

機リン系農薬のうち，チオノ型の9種および検討対象農

薬第2候補群と第3候補群の有機リン系農薬8種について，

LC／MS法による分析方法を確定した．これらの農薬につ

いて，塩素処理によるオキソン体生成の有無を検討した．

ピリミホスメチルおよびクロルピリホスメチルについて

はオキソン体の生成を明確とし，強いコリンエステラー

ゼ阻害活性を明らかとした．カルバメート系農薬9種の

LCIMS法による分析法を確定した．フェンチオンに関連

した6種の物質について，全国ll箇所の水道原水の実態

調査を行った結果，高濃度で検出される箇所が存在する

ことが認められた．（厚生労働科学研究費）

2）マウス幹細胞分化系を用いた環境汚染物質の発現影

響評価系の構築

　マウス幹細胞から心筋，神経系細胞，血管系細胞等

に分化させる培養条件を確定した．、それぞれの組織に

分化移行をしたことを評価できる指標遺伝子GATA－4，

HNF－4等を同定し，その遺伝子翻訳領域および制御領域

の一部を分離・増幅した．また，分化の過程で重要な役

割を果たすと推測されているAhR遺伝子とその制御領域

を分離した．未分化細胞に対する環境汚染化学物質51種

の致死毒性を調べ，最大無作用濃度を算出した．（地球

環境保全論罪験研究費）

3）医薬品の環境影響評価法に関する研究

　医薬品の生物蓄積性・濃縮性，環境影響評価や低濃度

長期摂取による生態系やヒトへのリスクに関する文献を

調査し，整理した．（厚生労働科学研究費）

4）飲料水に係る健康危機の適正管理手法の開発に関す

る研究

　国内で発生した化学物質による水質事故例を整理し，

原因を明らかとした．これまでの事故発生事例を参考に

して，発生を未然に防ぐ対策や発生時の対応策を解析し

た．事故発生現場で，緊急に原因物質を探索する簡易分

析方法について整理を行った．有害物質を経口摂取した

場合に引き起こされる健康影響について，情報を収集し，

解析を行った．（厚生労働科学研究費）

5）、多環芳香族炭化水素類塩素置換体の発生期に対する

影響

　6種の多調芳香油炭化水素について，塩素置換体の至

適生成条件を確定した．本反応条件では，原体は経時的

に減少し，原体の減少と並行して一塩素置換体が生成す

ることを明らかとした．また，B［k］FとB［a】Pは二塩素置

換体の生成も認められた．発生段階の組織分化過程にお

ける影響を評価するために，マウスES細胞から心筋細

胞もしくは神経細胞へ分化させる培養条件を確立し，in

vitro評価系を構築した．マウスES未分化細胞に対して，
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6種全ての塩素置換体は24時間暴露により細胞傷害性を

示し，原体に比べ強いことを明らかとした．（科学研究

費補助金）

6）発生・分化・生育を規定する因子と医薬品の影響評

価に関する研究

　水道原水から検出実態のある医薬品類を整理し，その

代謝産物や処理生成物を文献調査した．胎性幹細胞か

ら心筋に分化したことを示す指標遺伝子としてGATA－4，

Nkx－2などの遺伝子，神経性細胞の分化指標遺伝子とし

てNkx2．2，　Nkx2．4，　Nkx2，9，　Tlx，　NeuN，　Dvl　l等，

その他分化誘導を評価する遺伝子としてOCT－4，　Sox－9な

どの遺伝子を確定した．（特別研究）

7）ナノマテリアルのヒト健康影響の評価手法の開発の

ための有害性評価および体内動態評価に関する基盤研究

　気管内投与したフラーレンもしくは皮膚塗布した酸化

チタンの実験動物体内の組織分布を解析した．実験動物

について，経口投与の溶剤の相違による取り込み率の比

較を行った．培養細胞系において，フラーレンの水分散

剤の比較検討を行い，取り込み能からリボソームの優位

性を認めた．また，その結果よりフラーレンの短期細胞

暴露による影響は低いと推測された．酸化チタンを単層

培養細胞に暴露した結果，細胞の種類により細胞毒性影

響が異なり，粒子径が小さい程培養細胞に対する細胞毒

性が強く，細胞内に移行しやすいことが示唆された．そ

の細胞毒性発現にスーパーオキシド等，酸化ストレスの

増大が関与している可能性が示唆された．カーボンナノ

チューブの透過型電子顕微鏡による解析方法を確立し

た．（厚生労働科学研究費）

8）水道水源等における生理活性物質の測定と制御に関

する研究

　15種類の医薬品およびパーソナル製品起源の化学物質

について，多摩川流域の水再生センターの流入水，放流

水および水再生センターの下流域の河川水について平成

18年12月，平成19年1月，2月に採叙し，実態調査を行っ

た．また，上記対象物質について浄水工程を想定した塩

素処理を行い，各物質における処理性の評価，活性炭処

理等の追加処理の必要性等について考察した．さらに，

3年間で得られた研究成果については総括を行った．（地

球環境保全等試験研究費）

9）生体試料中フラーレン類の高感度測定法の開発と健

康影響評価

　無修飾のC60について生体試料を対象試料とした液体

クロマトグラフィー／タンデム質量分析計（LC－MSIMS）

き用いた高感度分析法およびin　vivo系での投与試験を想

定した生体試料からの抽出を含む前処理法を検討した．

高感度分析法についてはLC－MS／MSのAPCIネガティブイ

オンモードで，分離カラムはDevelosil　RPFULLERENE，
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移動相はトルエン，アセトニトリルを用いた条件で分析

可能であった．臓器組織からのC60の抽出については，

トルエンを用いて振とう抽出することで良好な回収率を

得ることができ，さらにC70をサロゲート物質として用

いることで，組織からのC60の回収率を補正することが

可能であ6た．（科学研究費補助金）

4．地下水のヒ素汚染関係

　バングラデシュにおける地下水のヒ素汚染地域におい

て地下水を水道水源とする実現可能性評価に関する研究

　バングラデシュの地下水のヒ素汚染地域でのヒ素被害

住民の調査と安全な水を供給するための管井戸の掘削地

域として，チャパイナワブガンジ地区チュナカリ村を選

定し，ヒ素被害の18家族の78名ヒ素被害状況並びに尿お

よび毛髪を採取し，ヒ素被害状況並びに尿および毛髪中

のヒ素代謝物および8－OHdG量の測定を行った．（厚生労

働科学研究費）

5．化学物質の暴露評価手法の開発に関する研究：化学

物質，特に家庭内の化学物質の暴露評価手法の開発に関

する研究

　家庭内で用いる化学物質として，フタルスリンおよび

レスメトリンを含むエアーゾル剤を取り上げ，モデル

ルームを用いた放散試験の実施と防虫剤のp一クレゾール

を用いた経皮吸収性に及ぼす水溶液あるいはケロシンの

影響を検討した．（厚生労働科学研究費）

6．医療材料の免疫原性評価手法の開発に関する研究

　医療機器の各種溶媒での抽出液の適用方法について検

討し，リンパ節細胞の活性化反応を調べた．この方法を

用いてタンパク性医療機器について皮膚感作性を評価し

た．（厚生労働科学研究費）

概要

食 品

部　長

部

米　谷　民　雄

　食品の安全性に関し国民の関心が高いなかで，当部は

全国の地方衛生研究所や食品衛生登録検査機関と協力体

制を組み，わが国の食品衛生に関する理化学的試験研究

体制の中心となり業務を遂行している．食品の安全性を

確保するための規格基準の設定や表示の検証に関連し

て，標準分析法の設定や検知法の開発を行っている．ま

た，実際に日本人が各種有害物質をどの程度摂取してい

るかの摂取量調査についても，全国の地方衛生研究所や

食品衛生登録検査機関の協力をえて実施してきている．

1977年から実施している汚染物の一日摂取量調査や，近

年のダイオキシン類の摂取量調査は，わが国の行政施策
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を行う上での基本データとなっている．また，汚染物の

モニタリング調査では，これまでに400万件を超えるデー

タが集積されている．さらに，最近の農薬等のポジティ

ブリスト制度に対応するための分析法開発においても，

国内の中心となり作業を遂行中であり，中国においても

研修を実施している．加えて，訓話を経由して外部に委

託している研究の数も所内最多で，随意契約や競争入札

への研究サイドとしての対応も彪愚な量になっている．

　当部における主要業務は，残留農薬や残留動物用医薬

品の分析法の作成，ダイオキシン類の汚染実態と摂取量

の調査，食品中有害金属の分析法の改良と実態調査，各

種汚染物質の摂取量調査，照射食品の検知法の開発，遺

伝子組換え食品の検知法の開発，一般食品や健康食品中

の有害物質の分析，食品アレルギー表示に伴う特定原材

料等の検出法の開発・評価，分析値の信頼性保証に関す

る研究などである．

　このような肥大化した食品部の業務を低減し，代謝生

化学部の業務を強化する目的で，平成19年4月1日付けで

新開発食品関連の遺伝心組換え食品，食：品アレルギー，

健康食品に関する業務が，代謝生化学部に移管された．

事件対応業務が多い新開発食品関連業務が移管されたた

め，当部は食の安全確保に対し，これまでよりも若干で

はあるが長期的展望をもって対応できるようになった．

　この業務移管に関連して，三部の第三室と第四室の業

務が再編され，新第三室の業務は「食品中の重金属，天

然有害物質，異物並びに化学性食中毒に関する理化学的，

生化学的試験及び検査並びにこれらに必要な研究を行う

こと」とされた．

　人事面では，第一室の佐々木久美子室長が平成19年3

月31日付けで定年退職した．永年の勤務に対して表彰が

され，また，’ �ｫ続き客員研究員として協力を得ている．

後任には，4月1日付けで根本了主任研究官が昇格した．

その他，上記の業務移管に関連し，穐山浩室長，近藤一

成主任研究官，酒井信夫研究員が代謝生化学部に異動し

たが，今年度の業務は食品部のある2号館で遂行する予

定である．

　海外出張としては，米谷民雄部長（平成18年5月

20～26日）及び長岡恵主任研究官（平成18年5月20～26

日）が第9回生物学・医学における金属イオンに関する

国際シンポジウムで研究成果を発表するため，リスボン

（ポルトガル）に出張した．同部長（平成18年8月20～27

日）及び堤智昭主任研究官（平成18年8月20～27日）は

ダイオキシン国際会議2006で研究成果発表のため，オス

ロ（ノルウェー）に出張した．宮原誠室長（平成18年7

，月23日～7月27日）はESR．試験法に係わる情報収集及び討

論並びに研究発表のため，ブレケンリッジ（米国）に出

張した．渡邉敬浩主任研究官（平成18年9月16日～9月23

日）は第120回AOACインターナショナル年会でのシン

ポジウム招待講演のため，ミネアポリス（米国）に出張

した。長岡恵主任研究部（平成18年10，月17～22日）は第

12回環境・生物分析のためのサンプリングに関する国際

シンポジウムで研究成果を発表するため，サラゴサ（ス

ペイン）に出張した。佐々木久美子室長（平成18年ll月

5～ll日）及び村山三徳主任研究官（平成18年11月5～ll日）

は残留農薬等に係るポジティブリスト制度中国技術研修

で講演のため，北京，青島，福州（中国）に出張した．

松田りえ子室長及び渡邉敬浩主任研究官（平成19年3月2

日～8日）は第28回コーデックス分析法サンプリング部会

に参加するため，ブダペスト（ハンガリー）に出張した．

また，堤智昭主任研究官（平成17年10月8日～平成18年

7月1日）は米国カリフォルニア大学デービス校環境毒

性学研究室での，ダイオキシン類に対する高感度レポー

タージーンアッセイの開発に関する研究を終え，帰国し

た．

業務成績

1．残留農薬等のポジティブリスト制度に係わる試験法

整備を目的として，地方衛生研究所及び食品衛生登録検

査機関等の協力の下に，GCIMS，　LCIMSによる農産物，

畜水産物中の残留農薬一斉分析法及び個別分析法（12項

目）の検討を行った（食品・添加物等規格基準に関する

試験検査費，医薬食品局食品安全部基準審査課）。

2．残留農薬通知試験法として，GCIMS一斉試験法，　LC／

MS一斉試験法及び各種の個別試験法を作成した（食品・

添加物等規格基準に関する試験検査費，医薬食品局食品

安全部基準審査課）．

3．食品・添加物等め規格基準一般規則8に係る物質に関

する調査研究として，食品中に天然に含まれるニコチン，

ジベレリン，フッ素，臭素，鉛，ヒ素，及び牛の天然型

ホルモンに関する文献調査及び実態調査を実施した（食

品・添加物乞規格基準に関する試験検査費，医薬食品局

食品安全部基準審査課）．

4．食品の加工工程における農薬濃度の変動について把

握するため，加工係数等に関する文献調査を実施した（食

品・添加物等規格基準に関する試験検査費，医薬食品局

食品安全部基準審査課）．

5．残留動物用医薬品の試験法を検討し，クリスタルバ

イオレットおよびメチレンブルー試験法，ツラスロマイ

シン試験法論を作成した’i食品・添加物等規格基準に関

する試験検査費，医薬食品局食品安全部基準審査課）．

6、残留動物用医薬品の既存試験法を再検討し，クロラ

ムフェニコール試験法，マラカイトグリーン試験法高を

改訂した（食品・添加物等規格基準に関する試験検査費，

医薬食品局食品安全部基準審査課）．

7．畜水産食品に残留する抗生物質，合成抗菌剤，寄生
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虫用剤，ホルモン剤等のポジティブリスト対応分析法を

作成した（食品・添加物等規格基準に関する試験検査費，

医薬食品局食品安全部基準審査課）．

8．遺伝子組換え食品検査法の外部精度管理のため，複

数機関による遺伝子組換えダイズ定量法の外部精度管理

試験を実施した（食：品・添加物等規格基準に関する試験

検査費，医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保

健対策室）．

9、米国産安全性未審査の遺伝子組換えコメ（LL　rice）

の検知法の開発とモニタリング試料の確認試験，及び中

国産安全性未審査の遺伝子組換えコメ　（Bt　rice）の検知

法の開発とモニタリング試料の確認試験を行った（食品

等試験検査費，医薬食品局食品安全部監視安全課）．

10．スモーク製品中の芳香族炭化水素に関する実態調査

を行った（食品・添加物等規格基準に関する試験検査費，

医薬食品局食品安全部基準審査課）．

ll．野菜製品中の硝酸塩濃度に関する調査報告を行った

（食品・添加物等規格基準に関する試験検査費，医薬食

品面食仁安全部基準審査課）．

12．貝類中のカドミウム濃度に関する調査報告を行った

（食品・添加物等規格基準に関する試験検査費，医薬食

品脂取品安全部基準審査課）．

13．食品中からのフラン摂取を評価するために，食品中

の濃度に関する調査を実施した（食品等試験検査費，医

薬食品局食品安全部監視安全課）．

14．水産加工食品中に含まれるアレルギー物質に関する

研究として，網で分別せずに捕獲した魚介類に含まれる

エビ・カニに関する実態調査を行った（食品添加物等規

格基準に関する試験検査費，医薬食品局食品安全部基準

審査課）．

15．清涼飲料水中のカドミウム，鉛，ヒ素，スズ試験

法，寒天中のホウ素試験法，農産物中の鉛及びヒ素試験

法の見直しに関する報告を行った（食品・添加物等規格

基準に関する試験検査費，医薬食品当校品安全部基準審

査課）．

16．食品中の無機態・有機態別ヒ素分析法の改良に関す

る報告を行った（食品・添加物等規格基準に関する試験

検査費，医薬食品局食品安全部基準審査課）．

17．モンテカルロ法による米からの無機ヒ素摂取量の推

定に関する報告を行った（食品・添加物等規格基準に関

する試験検査費，医薬食品局食品安全部基準審査課）．

18．食品からのトランス脂肪酸の一日摂取量に関する調

査報告を行った（食：品等試験検査費，医薬食：品局食：皇居

全部監視安全課）．

19．食品中のダイオキシン類測定法に関する検証を行っ

た（食品等試験検査費，医薬食品局食品安全部監視安全

課）．
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20．食品衛生検査施設信頼性確保部門責任者山霊修会（平

成18年8月）において，試験法の妥当性の評価について

講習を行った．保健医療科学院食品衛生管理コース（平

成19年1月）において，汚染物の摂取量調査について講

習を行った．また，同管理コース（平成19年2月）で食

物アレルギー及び遺伝子組換え食品の表示と検知法につ

いて講義を行った．JICA特別研修コースで遺伝子組換え

食品について講義を行った．

21．ジャガイモの芽止めのために放射線照射を行ってい

る士幌の食品照射施設での線量管理の見直しのために，

ESR試験法を開発し，そのコラボ研究を行った．その実

用性を確認するため同所において試験的運用を行い，従

来から使用されているブリッケ線量計と比較した（食品

等試験検査費，医薬食品局食品安全部基準審査課）．

22．薬事・食品衛生審議会の農薬・動物用医薬品部会，

食品規格部会，添加物部会，新開発食品調査部会，表示

部会，また，残留農薬等分析法検討会，残留農薬等公示

分析法検討会，食品添加物安全性等評価検討会（以上厚

生労働省医薬食品局食品安全部），食品の表示に関する

共同会議（厚生労働省・農林水産省合同）や外部精度管

理調査評価委員会（厚生労働省委託）に協力した．他省

庁関係では，食品安全委員会専門調査会（内閣府），ダ

イオキシン類環境測定調査受注資格審査検討会（環境

省），内分泌撹乱化学物質等による食事調査技術検討会

（環境省委託），農業資材審議会農薬分科会，農業資材審

議会飼料分科会，農林物資規格調査会，動物用抗菌性物

質製剤調査会，動物用一般用医薬品調査会，動物用医薬

品再評価調査会，動物用医薬品残留問題調査会，飼料分

析基準検討会，ISO／TC34／WG7遺伝子組換え分析法専門

分科会，科学的食品表示検証技術確立推進委員会（以上

農林水産省，農林水産省委託），化学物質魚介類汚染調

査検討会（水産庁委託）に協力した．

研究業績

1．GCIMSによる加工食品中の残留農薬分析法の開発（厚

生労働科学研究，食品の安心・安全確保推進研究事業）

加工食品中の残留農薬分析の一層の迅速化・効率化を図

るために，以下の新規技術の活用について検討し，これ

らの新規技術が加工食品中の残留農薬分析の迅速化・効

率化に有効であること及びその適用範囲を明らかにし
た．

1）stir　bar　sorptive　extraction法を用いる果実果汁中の残

留農薬GCIMSスクリーニング分析法について検討し，そ

の適用範囲を明らかにした．

2）測定時間の短縮に有効なlow－pressure　GC（LP－GC）

測定の最適条件について検討するとともに，GC／MSIMS

法の残留農薬分析への適用を図るためにMSIMS測定条件

の最適化を行い，両手法を組み合わせたLP－GCIMSIMS
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分析法を開発した．

3）超臨界流体抽出法を用いる製粉化穀類中の残留農薬

スクリーニング分析法について検討し，その適用範囲を

明らかにした．

2．畜水産食品中の残留農薬の実態調査（厚生労働科学

研究，食品の安心・安全確保推進研究事業）

東京（国立医薬品食品衛生研究所）及び愛知（愛知県衛

生研究所）の2地域で，市販の畜水産食品中の残留農薬

の実態調査を行った．東京では51検体275農薬について，

愛知では60検体208農薬の調査を実施したところ，農薬

が東京では51検体中12検体から痕跡量～33ng／g検出さ

れ，愛知では60検体中15検体から痕跡量～44ng／g検出さ

れた．

3．食品中ダイオキシン類分析の迅速化・信頼性向上に

関する研究（厚生労働科学研究，食品の安心・安全確保

推進研究事業）

　表面プラズモン共鳴センサー装置（ビアコア）を用い

た市販魚中のコプラナーPCBsスクリーニング法を開発

し，従来法との比較を行った．高速溶媒抽出法を用いて，

トータルダイエット試料中のダイオキシン類を迅速に測

定するHRGCIHRMS法を開発した。

4．ダイオキシン類の摂取量等に関する研究（厚生労働

科学研究，食品の安心・安全確保推進研究事業）

ダイオキシン及びコプラナーPCBsの国民平均1日摂取量

は，平成17年度調査では1．20PgTEQ／kgbw／日であるこ

とを明らかにした．

5．個別食品のダイオキシン類汚染実態調査（厚生労働

科学研究，食品の安心・安全確保推進研究事業）

魚介類等（42検体）のダイオキシン類汚染実態調査を行っ

た．また，ダイオキシンの浄化技術として，タバコ（野

生株，MRPI株）及びシロイヌナズナ（野生株，　MDRI株）

へのダイオキシン類取り込み量を測定し，野生株と形質

転換株での吸収除去能の差を評価した．

6．電子線照射生鮮食品の検知技術開発のために熱発光

法による検討を行い，基礎的なデータの収集を行った．

発光量測定の安定化を図る必要があり，定量分析を行う

ことがきわめて困難であることが分かった（厚生労働科

学研究，食品の安心・安全確保推進研究事業）．

7．照射食品検知法のうちTL法について検討を行い，必

要な機材の開発，照射線量の管理法等を検討して検知法

を作成し，10種余りの香辛料について実験室内平行再現

性を確認し，5種類の香辛料について検疫所など10機関

によるコラボ研究などを行い，再現性に乏しい本法の利

点と限界を調べた（厚生労働科学研究，食品の安心・安

全確保推進研究事業）．

8，照射食品検知法のうち微生物学的な検知法について，

真菌数に対する加熱・放射線照射の影響を調べ，検知に

スクリーニング法として利用できる可能性を示した（厚

生労働科学研究，食品の安心・安全確保推進研究事業）．

9．アレルギー性疾患の発症・進展・重症化の予防に関

する研究（厚生労働科学研究，免疫アレルギー疾患予防・

治療研究事業）

1）実験動物を用いた食品成分の感作抑制に関する研究

を行い，層アルファカロチン，ベータカロチン摂取群にお

いて血清中抗原特異的lgE及びlgG　1抗体価の抑制が確認

された．

2）魚卵の抗原解析を行い，イクラ中の主要抗原がコン

ポーネントと呼ばれるビテロジェニン断片であることを

確認した．

3）豆乳，ゴボウ，バナナ，ローヤルゼリーの主要抗原

を同定した．

10。食品中に含まれるアレルギー物質の検査法開発に関

する研究（厚生労働科学研究，食：品の安心・安全確保推

進研究事業）

1）前年度に作製した抗未変性アクチニジンモノクロー

ナル抗体を用いて，検知範囲の異なる2種類のサンドイン

チEHSAと，イムノクロマトキットを構築した．

2）キウイフルーツPCR検知法が，実際に市販されてい

る製品中のキウイフルーツやサルナシを検知できる性能

を有することを確認した．

3）バナナの試験法の確立を指向し，検知ターゲット分

子として33－35kDaのキチナーゼを精製するとともに，

そのIgE結合性を確認した．

4）ダイズELISA法について検討し，新規抽出法を用い

ることで，高感度に食：年中の大豆を検知することが可能

となった．

5）クルミ特異的なELISA測定系を構築した．

6）ダイズPCR法を確立し，幅広い食品に適用できるこ

とを確認した．

7）クルミPCR法を確立し，幅広い食品に適用できるこ

とを確認した．

8）前年度より開発を進めてきたエビのPCR検知法につ

いて，感度と特異性の検証を行ない，平成19年度に予定

している同検知法のバリデーション準備を整えた．

11．モダンバイオテクノロジー応用食品の安全性確保に

関する研究（厚生労働科学研究，食品の安心・安全確保

推進研究事業）

1）安全性未審査遺伝子組換えコメ（LLRice601系統）を

対象とした検知法を開発した．さらに，本技術の妥当性

を2分析機関による共同試験によって確認した．

2）ビーフン等の加工品中の中国産安全性未審査遺伝子

組換えコメ（Bt　rice）を解析した．また，その検知法を

開発した．

3）キャピラリー型リアルタイムPCR機器を用いた遺伝



業 務

子忌換えトウモロコシ定量分析法について改良を行い，

再現性良く定量を可能にした。

4）試験瞬間試験による遺伝子組換えダイズ定性試験法

の妥当性確認を行った結果，GMダイズの定性分析法の

検知下限は0．1％であることが示され，妥当性の検証が

なされた．

5）既知遺伝子組換え作物に関するデータベースを整備

した．

6）トウモロコシ加工食品からのDNA抽出精製法を比較

検討した．

12．特定保健用食品の新たな審査基準に関する研究（厚

生労働科学研究，食品の安心・安全確保推進研究事業）

1）コンドロイチン硫酸（CS）の抗アレルギー作用に関

する検討では，即時型アレルギーに対するCSの経口的活

性を評価し，抗アレルギー活性の賦与を示唆した．

2）Wistarラットにクルクミノイド6．59　mg／gを含むウ

コン5，000mg／kgを単回投与しても急1生経口毒性は認め

られず，安全性が検証された．

13．カロチノイド摂取による食物アレルギー感作成立の

抑制に関する研究

リコピン等のカロチノイド類の経口摂取は食物アレル

ギーの感作成立の抑制効果があることを明らかにした．

14．健康食：品による健康被害防止のための研究

天然食用キノコを用いた健康食品について，産地，年度

別の成分変化についてHPLCおよびLC朋Sを用いて検討

した．また，in　vitroで毒性評価を行った．

15．日常食の汚染物質摂取量および汚染物モニタリング

調査研究（厚生労働科学研究・食品の安心・安全確保推

進研究事業）

国内に流通している食品に含まれる汚染物質の量と，そ

の摂取量を明らかにするために，全国の衛生研究所の協

力を得て，汚染物モニタリング調査と，マーケットバス
ケッ’ g方式による汚染物摂取量調査を実施した．汚染物

モニタリングにおいては，全国47カ所での食品中汚染物

検査データ38万件を収集し，食品中の汚染物の検出率，

複数の汚染物による汚染状況を調査した．汚染物摂取量

調査では，全国9カ所で各食品を通常の調理法に従って

調製したトータルダイエット試料中の有機塩素系農薬，

有害金属，PCB等の汚染物濃度を測定して，1日当たり

の摂取量を推定した．

16．分析値の信頼性確保に関する研究

1）均一化した魚試料を用いて，ダイオキシン分析の内

部精度管理法を検討した．ダイオキシン分析精度管理試

料（魚）を作製した（厚生労働科学研究，食品の安心・

安全確保推進研究事業）．

2）クロマトグラム上のピークを検知する新たなアルゴ

リズムに関する研究を行った（HS財団受託研究〉．
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17．食品中に残留する農薬等の規格基準に係わる分析法

における不確実要素に関する研究（厚生労働科学研究，

食品の安心・安全確保推進研究事業）

1）農薬等の分析法のバリデーションを標準化するため

のガイドラインを作成した．

2）標準添加法の不確かさ及び検出限界を推定する方法

を確立し，実験的検証を行った．

18．健康食品として利用される硫酸化多糖類の構造と機

能に関する研究（文部科学省科学研究費）

1）L一セレ・クチンと相互作用を示す糖鎖のスクリーニン

グを行い，その構…造を各種分析機器を用し｝て明らかにし

た．

2）コンドロイチン硫酸を構成する分子群を化学的に調

製し，活性発現に必要な「糖鎖コドン」について詳細に検

討した．

19．酸化的ストレスの分子標的と個体レベルでの障害性

発現機構に関する研究（文部科学省科学研究費補助金）

　チオレドキシン過剰発現及び遺伝子欠損マウスなどと

の比較を含め，マウス骨髄細胞の必須元素やSH酵素を

中心に，HR－ICP－MS法により解析を実施した．

20．化学形に依存したヒ素の骨髄への影響に関する研究

（厚生労働省特別研究費）

　化学形に依存したヒ素の骨髄への影響について検討す

るため，各種化学形のヒ素の分析法を検討した．

21．メチル水銀試験法の改良と魚肉中水銀分布調査への

応用（厚生労働科学研究，食品の安心・安全確保推進研

究事業）

1）魚介類中のメチル水銀分析法として高濃度塩酸酸性

トルエン抽出一システイン・アセテート溶液転溶一塩酸酸

性トルエン再抽出一キャピラリーカラムーECD－GC法を採

用し，同時に，環境省法と同様な抽出処理した検量線を

用いる方法を検討した．

2）この方法について，メバチマグロ乾燥粉末試料を用

いて，3機関による共同試験を実施した．

22。乳幼児食品中の有害化学物質の分析に関する研究（厚

生労働科学研究，食品の安心・安全確保推進研究事業）

1）無機ヒ素の分別定量に水素化物変換一コールドトラッ

プー原子吸光法を採用し，ひじきを含む乳幼児食26検体

を分析した結果，一部で高い濃度のものがみられたが大

部分は低い値であった．

2）フランについて，特別用途の乳児用調製粉乳，妊産婦・

授乳婦用粉乳，高齢者用食品，病者用食品（低ナトリウム

食品，糖尿面食調製用組合わせ食品）にっき分析を行った．
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概　要

食品添加物部

部　長　　棚　元　憲

　当部における主要業務は，香料を含む化学的合成添加

物や天然添加物，器具・容器包装，玩具等に関する試験・

研究である．加えて「食品添加物公定書」の改訂作業及

び「食：品中の食品添加物分析法」に関する調査・研究等

を行った．

　国民の食の安全を確保するため，近年頻発している食

品添加物関連の社会問題に対する行政対応として，引き

続き香料の安全性評価法の検討，国際的に安全と認めら

れ，広く使用されている未指定添加物の国主導による指

定化，さらに既存添加物の安全性の見直し等の業務を遂

行した．また当部の大きな業務の一つである食品添加物

公定書編纂に関しては，平成15年来の改正作業の集大成

として，平成19年3．月30日付けで第8版食品添加物公定

書が告示された．国際汎用添加物の指定，既存添加物の

新規収載等をはじめ，近年の添加物諸問題に対する対応

の多大な成果が集約されている．

　人事面では，平成19年3月31日付けで川崎洋子主任研

究官が定年退職した．

　海外出張としては，棚元憲一部長が，白血球生物学及

び国際エンドトキシン自然免疫学会の共催の国際学会で

研究発表のためサンアントニオ（平成18年ll月8日～13

日）に，また日本薬局方の国際化と国際整合のため，ハ

ノイ（平成19年1月28日～2，月4日目に出張した．河村葉

子第三室長が第67回FAOバVHO合同食品添加物専門家委

員会に出席のためローマ（平成18年6，月18日目7月1日）

に出張した．

業務成績

（1）食品中の食品添加物の分析法では，ネオチーム等甘

味料の分析法について検討を行った（食品等試験検査費，

医薬食品局食品安全部基準審査課）．

②　未指定添加物の分析法に関する検討では，地方衛生

研究所1機関，指定検査機関4機関の参加により，食品中

のオレンジHの分析法を検討した（食品等試験検査費，

医薬食品局食品安全部監視安全課）．

偶　国際的に汎用されている食品添加物の指定に向けた

規格基準及び試験法の設定では，リン酸一水素マグネシ

ウム等につき国主導で規格設定に関する検討を実施し

た．重金属規格と微生物限度規格について海外規格との

国際的整合化の推進をめざして，規格のあり方，試験法

の基本方針，技術的問題点などを検討した（食品等試験

検査費，医薬食品局食品安全部基準審査課）．

（4）マーケットバスケット方式による食品添加物の一日

摂取量調査では，地方衛生研究所6機関の参加により，

甘味料の摂取量調査を実施した（食品等試験検査費，医

薬食品局食品安全部基準審査課）．

（5）食品添加物の規格基準の改良では，タール色素の純

度試験（重金属，塩化物及び硫酸塩等）について検討し

た（食品等試験検査費，医薬食品局食品安全部基準審査

課）．

（6）清涼飲料水中のベンゼン関する研究では，清涼飲料

水中のベンゼン濃度の実態調査を行った（食品等試験検

査費，医薬食品局食品安全部基準審査課）．

（7）近年，毒性試験の行われたモンタンロウとダイズサ

ポニンの成分解析を行った（食品等試験検査費，医薬食

品局食品安全部基準審査課）．

（8）第8版食品添加物公定書案に厚労省および食品安全

委員会における審議結果を反映させて，第8版食品添加

物公定書告示文書として内容及び表記を整備した（一画

試験研究費，医薬食品局食品安全部基準審査課）．

（9）ポリ乳酸の個別規格設定のため，乳酸ラクチド，

オリゴマー，並びに溶出物をアルカリ分解した総乳酸量

の試験法を確立し，各種条件下でそれぞれの溶出量を測

定した（食品等試験検査費，医薬食品局食品安全部基準

審査課）．幽

⑳　合成樹脂について，蒸発残留物試験における油脂及

び脂肪性食品の代替溶媒とオリーブ油による総移行量を

測定し，代替条件を検討した（食品等試験検査費，医薬

食品局食品安全部基準審査課）．

αD　各種瓶詰食品中のセミカルバジド含有量を測定する

とともに，キャップシーリング中のセミカルバジド及び

ヒドラゾジカルボンアミドの分析を行った（食品等試験

検査費，医薬食品局食品安全部基準審査課）．

（12）木製玩具中のホルムアルデヒド及び揮発性物質につ

いて分析を行った（食品等試験検査費，医薬食品局食品

安全部基準審査課）．

研究業績

1．食品添加物の規格基準に関する研究

（1＞国際的動向を踏まえた食品添加物の規格の向上に関

する調査研究

食品添加物の規格及びその試験追山の国際整合を目指

し，食の安全性確保のため，その基盤となる調査研究を

推進した．香料化合物の生産使用量・摂取量調査，生産

量統計を基にした指定添加物及び既存添加物の摂取量調

査，香料化合物の自主規格作成を行った．また，増血安

定剤の残留溶媒分析法については，酵素を用いたヘッド

スペースーGC法の有用性を示した．さらに，　IH－NMRに

よるポリソルベートの定量法の検討を行い，定量NMR

が食品添加物中の特定の置換基の含量を簡便に測定する

方法として非常に有効であることを明らかにした．食品



業 務

添加物の食品中での消長，変化を追跡する研究は，次亜層

塩素酸ナトリウム処理によるハロ酢酸等の生成について

検討した（厚生労働科学研究費，医薬食品局食品安全部

基準審査課）．

②　既存添加物の成分と品質評価に関する研究

既存添加物の多くで公的品質規格が未整備なままであ

る．特に成分研究が遅れている酸化防止剤，苦味料，増

粘多糖類，ガムベースに重点を置き，添加物の有効性（活

性）を測定する手法を積極的に利用することによって含

有成分を解析し，品質評価の指標となる成分を明らかに

するとともに，既存添加物製品の品質や機能特性を簡便

に評価する方法を開発する研究を行った（厚生労働科学

研究費，医薬食品局食品安全部基準審査課）．

（3）既存添加物の成分規格の設定に関する研究

グレープフルーツ種子抽出物流景品及びグレープフルー

ツ種子抽出物が配合された市販製品の成分組成を分析調

査した（食品等試験検査費，医薬食品局食品安全部基準

審査課）．グルコサミン含有糖類の成分規格試験法の開

発研究とタマネギ色素の成分研究を行った（一般試験研

究費）．

2．器具・容器包装等に関する研究

（11器具・容器包装中の残存物質に関する研究

紙製品中の芳香早耳一級アミン及びアゾ色素の分析法を

確立し，各種紙製品の分析を行った（厚生労働科学研究

費，医薬食品男食品安全部基準審査課）．

②　金属製器具・容器包装の安全性向上に関する研究

金属製器具・容器包装製品や素材中の有害金属等の分析

を行い，食品衛生法におけるこれらの規格基準の検討を

行い，改正原案を作成した（厚生労働科学研究費，医薬

食品局食品安全部基準審査課）．

（3）紙製器具・容器包装の安全性確保に関する研究

紙製器具・容器包装，原紙，古紙原料となる雑紙等につ

いて，重金属，ホルムアルデヒド等の分析を行った．ま

た，食品用途の原紙及び紙製品について業界自主基準の

検討を行った（厚生労働科学研究費，医薬食品局食品安

全部基準審査課）．

（4）フッ素樹脂加工された食品用器具・容器包装の安全

性に関する研究

国内で市販されている様々なフッ素樹脂加工された食品

用器具・容器包装を対象として，フッ素樹脂の熱分解物

の分析を行い，これら製品使用時の安全性を検討した（厚

生労働科学研究費，医薬食品局食品安全部基準審査課）．

（5）合成樹脂のリスク評価法に関する検討

各種合成樹脂の接触係数，分配係数，溶出試験法等を検

討し，合成樹脂の暴露量評価法をまとめた（食品健康影

響評価技術研究，食品安全委員会）．

3，その他の研究
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（1）無菌医薬品製造に関する国際規格の国内導入に関す

る研究

日局第15改正第1追補収載予定の3局調和「非無菌医薬品

の微生物学的試験」導入後の微生物限度値設定に向け，

米国薬局方の現状を調査した．同じく第2追補収載予定

の「細菌迅速検出法」の測定誤差につき，統計的解析を

行った．無菌操作法による無菌医薬品関連では，まず「無

菌操作法による無菌医薬品の製造指針」における無菌操

作法中の重要工程である，ろ過滅菌に関し，欧米および

ISOとの比較を行った．またパラメトリックリリースの

適用に向けて，主に凍結乾燥製剤のリスク解析を行った．

さらにヒトの介在しない無菌製造技術の無菌性評価に関

する研究として，国内で使用されている無菌医薬品製造

用のアイソレータの運転状況についてアンケートを実施

し，結果の分析を行った（厚生労働科学研究費，医薬食

・三局審査管理課）．

（2＞エイズ医薬品候補物質のスクリーニングを基盤とし

た，抗エイズ新薬開発に関する研究

2企業，6大学及び1国公立研究所から寄せられた合計

322サンプルについて抗HIV活性スクリーニングを行っ

た結果，マイクロプレート法では5サンプルに，またマ

クロファージ好性ウイルスの増殖抑制においても29サン

プルと，延べ34の物質に活性が認められた．加えて，新

規スクリーニング法として開発したGFP発現を指標とす

る方法で約200サンプルの抗HIV活性を調べ，6サンプル

について抗HIV」1活性を見いだすとともに，ファ「スト

スクリーニングとして大量のサンプル処理に適している

ことを確認した．また昨年度の陽性サンプルについて，

セコンドレセプターへの作用，逆転写酵素阻害活性，巨

細胞形成等の作用機作の検討を行った（厚生労働科学研

究費，医政局研究開発振興課）．

食品衛生管理部

部　長 山　本　茂　貴

概　要

　平成18年度は，食中毒菌に関する基礎的研究，食品等

製造工程における微生物制御のための研究，食品におけ

る微生物学的リスクアセスメントに関する研究，カビ毒

の検査法に関する研究，測串検査における精度管理に関

する研究，遺伝子組換え微生物の安全に関する研究を発

展させた．業務関連では貝毒検査の精度管理，冷凍食品

の規格基準に係る試験検査を行った．さらに，未開封調

製粉乳のA型ボツリヌス菌検査を行い，陰性であること

を平成18年ll，月厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安
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全課に報告した．

　また，国立保健医療科学院において開催された食肉衛

生検査コース，食品衛生管理コース，食品衛生監視指導

コースにおいて山本茂貴部長，五十君静信第1室長，町

井研士第2室長が副主任を務めコースの運営に参加した．

前記3名に加え春日文子第3室長も講義を担当した．ま

た，町井研士第2室長は，専門課程選択科目の「環境リ

スク学1」において，「身のまわりの毒性物質（1）天然毒」

の講義を担当した．

　調査研究として，1）食品由来リステリア症に関する

研究，2）サルモネラの制御に関する研究，3）カンピロ

バクターの病原性に関する研究，4）食品由来の2類感

染症のリスクアセスメントモデル構築に関する研究，5）

食品の微生物学的リスク評価に関する研究を行った．

人事面では，平成19年1月第4室長として野田衛博士を採

用した。第4室は食品のウイルスに関する研究を行う室

であり，ウイルス性食中毒対策の根拠となる研究を行う．

また，金聖運博士，石和玲子博士を厚生労働科学研究費

補助金の流動研究員として採用した．石原朋子博士，中

川路子氏を賃金職員として採用した．岡山県や岡山市，

大学などから全部で8名の研究生を受け入れた．

海外出張に関しては，山本茂貴部長は，平成18年10月2

日～8日にイタリア・トリノで開催されたprion2006に食

品安全委員会から派遣された，平成18年ll月13日～18

日，平成19年1月8日～13日フランス・パリにおいて開催

されたBSEステータス評価のアドホック委員会にOIEに

招聰され参加した．平成19年3月15日～21日にタイ・バ

ンコクの早便サート大学およびタイ・チェンマイのチェ

ンマイ大学を訪問し，今後の研究計画について打ち合わ

せを行った．また，五十君割信第1室長とともに平成18

年ll月5日～13日にアメリカ・ワシントンDCで開催され

たUJNR日米会議および第10回国際シンポジウムに参加

した．五十君静信第1室長は，その他に，平成18年8月

28日～9月4日までイタリア・ボローニアで開催された第

20回国際ICFMHシンポジウムに参加した．町井軍士第2

室長は，平成18年9月4日～8日までデンマーク・コペン

ハーゲンで開催された，国際有害藻類研究学会（ISSHA）

主催の国際有害藻類学会及び平成19年3，月18日～24日に

ニュージーランド・ブレナムで開催された国際貝類安全

会議（ICMSS）に出席し，それぞれ発表を行なった．春

日文子第3室長は，平成18年4月2日～9日にドイツ・キー

ルで開催された微生物学的リスク評価の結果に基づく

実際的なリスク管理戦略に関するFAOバVHO合同専門家

会議に出席，平成18年8月7日～9日にモンゴル・ウラン

バートルへ日本学術会議派遣団として国際モンゴル会議

に出席，平成18年8月11日～20目にカナダ・カルガリー

ならびにグェルフ市に於いて開催された国際食品保全学

’会（IAFP）年次会議で発表，ならびにカナダ公衆衛生

局で講演した．平成18年10月17日～29日に南アフリカ共

和国・ケープタウンで開催された国際食品微生物規格委

員会（ICMSF）年次会議出席，平成18年11月6日～ll日，

アメリカ合衆国・ワシントンDCで開催された日米天然

物会議有毒微生物部会（U∫NR）第10回国際シンポジウ

ムで講演した．さらに，平成18年12月4日～7日，フランス・

パリへ日本学術会議担当者として「持続可能な開発のた

めの教育地域拠点推進委員会」に出席した．岡田由美子

主任研究官は平成18年11，月6日～11日，アメリカ合衆国・

ワシントンDCで開催された日米天然物会議有毒微生物

部会（UJNR）第10回国際シンポジウムで講演した。．

業務成績

　食品等の調査として，厚生労働省医薬食品局食品安全

部監視安全課の依頼により対EU輸出用ホタテの検査法

の精度管理として麻痺性，下痢性，記憶喪失性貝毒の検

査用試料を調整し，精度管理を行った．

冷凍食品の規格基準に係る試験検査として，冷凍食品の

規格基準の改正を検討するための基礎データ収集のた

め，冷凍食品の内容と輸入・流通実態調査，冷凍食品に

おける微生物ならびに微生物毒素汚染検査を行なった．

さらに，乳児ボツリヌス症発生事例に関連し，未開封調

製粉乳のA型ボツリヌス菌検査を担当し，その検査結果

を平成18年11月厚生労働省医薬食品買食芦安全部監視安

全課に報告した．

研究業績

平成18年度は以下の研究を行った．

（1）食中毒菌に関する基礎的研究として，1．畜水産食

品の微生物等の試験方法に関する研究　検討委員会を組

織し，畜水産食品の微生物検査法がどうあるべきかを議

論し，標準法作成方法の方針を決定し，それに従って実

際の検査法の作成を開始した．2．乳幼児食品中の有害

物質及び病原微生物の暴露調査に関する基礎的研究　前

年度に続き，乳幼児食品中のエンテロバクターサカザキ

の汚染状況を把握すると共に，同菌の熱抵抗性に関連す

る遺伝子の同定を行った．3．無調理摂取食品における

　リステリア食中毒の予防に関する研究　国内の患者由来

株の分子疫学的調査を行った．4．食品からの食中毒起

因細菌の高感度迅速検出法の開発とリスクマネージメ

ントへの応用　サルモネラとカンピロバクターの抗体を

用いた高感度かっ迅速に検出する手法を検討し，リスク

マネージメントへの応用につき検討した．5．食鳥肉の

カンピロバクターによる食中毒の制御に関する研究　約

80％の鶏がカンピロバク甘口に感染していた農場が全体

の80％であった，中には汚染のない農場もあった．さら

に，カナダのリスクアセスメントモデルを利用し，日本

のデータを用いて定量的リスクアセスメントを試みた．



業 務

チラ出水の塩素濃度の維持が重要であった．6．リステ

リアの環境抵抗性に関する研究　リステリアの5なし遺伝、

子壷失変異株の食塩耐性の機構を解析し，カルニチン利

用能との関連性を明らかにした．

②　アフラトキシンの検出に関する研究として，1．食

品中のカビ毒の毒性および暴露評価に関する研究　主要

なカビ毒（アフラトキシン類，オクラトキシンA）によ

る食品の汚染実態調査を行った．2．腸内細菌によるア

フラトキシンBlの分解に関する研究　腸内細菌〃b磐躍一

αヨ加α即η1ノの産生するbeta－phenyl　ethylamineがアフラト

キシンBlを分解することから芳香族アミンによるアフ

ラトキシンBlの分解産物について検討し，8種類のアフ

ラトキシンBl分解産物が得られた．3．食品中のアフラ

トキシン分析法に関する研究ROSA　AHatoxin　Testにつ

いて検討した。4．牛乳及び乳製品中のアフラトキシン

Mlの汚染調査・牛乳中のアフラトキシンMl実態調査を

行った．5．穀類及び穀類製品に含まれるデオキシニバ

レノールの分析法開発　GC。FIDとGC－MSの測定結果を

比較検討した。6．近赤外波長領域を利用した選別機に

よるDON・NIV汚染小麦の選別　近赤外波長領域を利用

した選別機によるDON・NIV汚染小麦の選別について検

討した．　　　　　　　　　　　　　　　’

（3）食品の微生物学的リスク評価に関する研究として，

1．食品由来の2類感染症のリスクアセスメントモデル構

築に関する研究　赤痢，コレラ，腸チフス，パラチフス

Aの日本における浸透状況を把握するとともに，赤痢・

コレラを中心としてその解析手法に関する改良・新規構

築を行なった．2．vCJDリスク評価のための効果的BSE

サーベイランス手法に関する研究vCJDの発生に関す

る疫学情報を検討した．海外旅行者からのvCJDの発生

を定量的に予測した．BSEサーベイランス手法について

BSurvE法を用いて日本のBSE発生予測を行った．3．ウ

イルス性食中毒の予防に関する研究　ノロウイルス感染

に関するリスクモデルを作成した．4．食品由来のリス

クの解析と管理，情報交換，教育に関する総合的研究

食品安全確保システムについて包括的に情報収集を行

い，体系的な整理と課題の抽出を行うと共に，BSEプリ

オンタンパクのヒトへめ暴露をモデルに解析手法の開発

を行った．5．食品衛生関連情報の効率的な活用に関す

る研究　食品衛生関連情報の効率的な活用に関する研究

のうち，リスク評価のための基礎データとして，食品微

生物に起因する急性胃腸炎疾患の実被害数推定を行っ

た．6．定量的リスク評価に応用可能な手法の探索，分

析及び開発に関する研究　確率論的リスク評価のため

の，データの確率論的解析技術向上のために，データの

数学的特性や適切な確率分布について分析し，応用可能

な確率論的手法の開発を行った．7．輸入食品における
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食中毒菌サーベイランス及びモニタリングシステム構築

に関する研究　輸入食品の食中毒菌汚染実態を調査し

た．海外での実態調査について情報を収集した．輸入チー

ズにおけるリステリア汚染が検出された．タイにおいて

サルモネラ，腸管出血性大腸菌O157の汚染実態を調査

した．8．生食用カキに起因するノロウイルスリスク評

価に関する研究　新たに開発したアミラーゼ処理を導入

したカキからのノロウイルス濃縮法におけるポリエチレ

ングリコール沈殿の至適化を行い，回収率を向上させる

ことができた．

（4＞食品製造の高度衛生管理に関する研究として，1．

ナチュラルチーズの製造工程の衛生管理に関する研究

未殺菌乳を原料とするナチュラルチーズの製造工程にお

ける，リステリアの増殖促進及び抑制要因について解析

を行った．

（5＞遺伝子組換え微生物の安全に関する研究として，L

遺伝子組換え微生物の安全性に関する研究　作出した乳

酸菌組換え体をモデル組換え体とし，免疫系への反応に

おいて観察された非意図的な免疫反応について検討を行

いその試験法を検討した．2．乳酸菌組換え体を用いた

頭頸部進行癌の遺伝子治療の研究　乳酸菌へ組み込む遺

伝子を検討し，新たなる宿主株の作成と，治療効果につ

き検討するとともに，その安全性につき検討した．3．

バイオテクノロジーを利用した食品汚染微生物の制御に

関する研究　サルモネラのワクチン開発につき，組み込

む抗原の特定と，乳酸菌組換え体の作成および効果に関

する評価を行った．

⑥　鉛毒検査における精度管理に関する研究として，1．

瀬高におけるマウスへの試験液注射時間帯の違いによる

マウスの感受性の差に関する研究標準毒であるサキシ

トキシンにおいて，マウスの空腹時と満腹時で，毒素へ

の感受性に差が有る事を証明し，検査における注意点を

国際学会で発表した．2．検査機関の信頼性確保に関する

研究　下痢性下瓦試料調整用の無毒試料を一600Cに長期間

保存してもマウスへの毒性が発現しないことを確認した．

3．麻痺性心毒検査用精度管理試料作製にかかわる種々の

問題点解決のための研究　天然の高度に毒化したホタテ

試料を無毒の試料と混合調整し，標準試料とすることが

可能である事を，小規模で作製した試料について少数例

で確認した．
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概　要

衛生微生物部

部長　小西良子
前部長　　高　鳥　浩　介

　当部の主要業務は，医薬品，医薬部外品，化粧品，医

療機器，食品等に関連する有害微生物およびその産物に関

する試験研究である．全国の地方衛生研究所や食品衛生登

録検査機関と協力体制をとり，食品微生物およびその毒素

の規格基準に関連して，標準分析法の設定，新規検査法の

開発およびその評価のための妥当性試験を，国の核とな

り遂行している．また，戸部は，厚生労働省の研究所の

中で唯一，医薬品・食品・環境中の危害真菌を扱う部署

であることから，地方衛生研究所や食品衛生登録検査機

関への教育やレファレンスラボとして機能すべき使命を

持っている．今後その需要は増える一方であることから，

充実させていかなければならない課題といえる．

　今年度行った業務内容は以下の通りである．

　医薬品，医薬部外品分野では，これらに混入する発熱

物質の品質検査およびその毒性機序の基礎的研究を行っ

ている．特にグラム陰性細菌の外膜構成成分である細菌

内毒素に関しての研究は，先見性のある研究を発展させ

た．食品の分野では，微生物の検出技術及び機器などの

急速な進歩を背景に，いまだ古い手法によって検査法が

設定されている食中毒細菌に対して，標準検査法の見

直しを行なっている．また，腸管出血性大腸菌026及び

0111の検出方法の設定を行った．食品中のカビ毒に関し

ては，平成17年度後半にアメリカ産のトウモロコシのア

フラトキシン汚染が問題となった、ことから，トウモロコ

シ中のアフラトキシン簡易測定法の確立と妥当性試験を

行った．また，国際的動向を受け，幾つかのカビ毒に対

して基準値設定を踏まえての科学的根拠を提供するため

の研究を前年度に引き続き精力的に進展させた．さらに

プリオンに関しても昨年に続きその研究を発展させた．

　人事面では，当部の部長を5年間務められた高鳥浩介

部長が平成19年3月31日をもって定年退官され，後任と

して平成19年4月1日付けで小西良子下部第4室長が昇任

した．また，第3室の酒井綾子室長が平成19年3月31日

置もって定年退官された．第3室の相原真紀研究員は，

平成18年4，月15日から約1年間育児休暇を取得したこと

から，同日付けで朴奉柱博士を育児休暇に伴う任期付き

研究員として採用した．客員研究員として小沼博隆教授

（東海大学海洋学部），協力研究員として，角田正史助教

授（北里大学医学部），太田利子助手（相模女子大学），

畑尾史彦助手（東京大学医学部）とともに，前年に続い

て精力的に共同研究を進展させた．

　海外出張としては，高鳥前部長が平成18年6月25日

～29日フランスのパリで行なわれた国際医真菌学会議に

出席し，今日課題とされる健康被害の現状について情

報収集した．小西部長が，平成19年3，月21日～25日まで

開催された米国毒性学会に研究成果発表のため，米国

シャーロットに出張した．高鳥前部長および小西部長が

第41回日米有毒微生物専門部会（UJNR）の日本側委員

として平成18年11月7－12日，米国ワシントンDCにて開

催された第10回lntemational　Symposium　on　Toxic　Micro－

organismsに参加し，研究成果の講演を行った．また，高

鳥前部長，小西部長，酒井第3室長が平成18年12．月12日

～150，タイのバンコックで開催された「マイコトキシン

研究に関する国際シンポジウム」に出席し，研究成果を

発表した．室井第1室長，大西主任研究官，杉山主任研

究官はll月9～ll日まで，米国サンアントニオで開かれた

Joint　Meeting　of　the　Society　fbr　Leukocyte　Biology　and　the

Intemational　Endotoxin　and　Innate　Immunity　Societyに参加

し研究発表を行った．工藤主任研究官は平成18年8月ll

日～18日，カナダのカルガリーで開催されたIntemational

Association　for　Food　Protectionに参加し，研究成果を発

表した．

　国内出張として，室井，大西はll月16～17日まで東京

で開催された第12回エンドトキシン研究会，および，3

，月26日～28日まで大阪で開催された第80回日本細菌学会

総会に参加し研究発表を行った．宮原第2室長，酒井第3

室長，松谷主任研究官および菊池主任研究官は平成18年

6月19日～23日に京都市で開催された20th　IUBMB　Inter－

national　Congress　of　Biochemistry　and　Molecular　Biology

and　l　lth　FAOBMB　Congressに参加し研究発表を行なっ

た．

　所外業務として，高鳥前部長は，国立保健医療科学院

を併任し，食品衛生に関する自治体職員の指導を担当し，

小西部長，宮原第2室長は同院の研修講師となった。

業務成績

1．審査　　　　　　　　　’

　　なし．

2．食品からの腸管出血性大腸菌026及び0111の検出方

法の開発について遺伝子検査法および培養法を組み合わ

せた食品からの腸管出血性大腸菌026及びOlllの検出法

を開発し，妥当性試験を行った．（食品等試験検査費）

3．トータルアフラトキシンの分析法の確立について前

年度に続き，トータルアフラトキシン測定に対応できる

免疫アフィニティ法を前処理に用いた分析法により妥当

性試験を行った．（食：品等試験検査費）

4．カビ毒一斉分析法の開発とチョコレート中のアフラ

トキシン分析法の開発および汚染調査について小麦に汚

染するトリコテセン系カビ毒の一斉分析法をLC／MSによ



業 務

り確立し，市販の小麦製品を対象に実態調査を行った．

また昨年度に続きわが国に流通しているチョコレート中

のアフラトキシンBl汚染実態調査を行った．（食品等試

験検査費）

5．トウモロコシのアフラトキシンB1の簡易迅速測定法

の妥当性試験について米国産トウモロコシのアフラトキ

シンBl汚染が増加したことを受け，トウモロコシのアフ

ラトキシンBlの簡易迅速測定法の評価および妥当性試

験を行い，通知法を作成した．（食品等試験検査費）

6．カット野菜・果実（スプラウトを含む）の微生物学的

衛生実態調査等に係る試験検査についてカット野菜・果

実を対象にPCRなどで実態調査を行なった，（食品等試験

検査費）

7．その他

　食品安全委員会専門委員，薬事・食品衛生審議会臨時

委員，農林水産省農業資材審議会委員，農林水産消費技

術センター食品安全管理システム（ISOITC34WG8）専

門分科会委員，日本薬局方部会生物試験法委員および独

立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員として試験

法の改正作業，国際調和作業，対外診断薬の承認審査に

関わる専門協議に従事した．また，JICA派遣研修生のマ

イコトキシン技術講習を行った．

研究報告

1．内毒素に関する研究

（1）非病原性細菌の感染症発症を誘導する要因としての

内分泌かく乱物質の作用に関する研究

内分泌かく乱作用が疑われている37種の農薬または樹脂

関連化合物について，細菌叢体成分により惹起される自

然免疫応答に対する効果を検討し，14種の化合物が内毒

素または細菌由来リポペプチドにより誘発される転写因

子NF一κBの活性化に影響を与えることを見出し，これら

の化合物が非病原性細菌に対する自然免疫による防御機

構に影響を与える可能性があることを示唆した．（地球

環境保全等試験研究費）

②　ヒトにおける活性を反映したエンドトキシン検出法

の開発に関する研究

内毒素の活性中心であるリピドAの前駆体リピドIVaのヒ

トとマウスでの認識の違いが，内毒素受容体複合体蛋白

の一つであるMD－2の57，61，122番目のアミノ酸が作

り出す立体構造の違いに起因していることを見出し，ヒ

トにおける内毒素認識機構の特異性を指摘した．

（3＞細菌内毒素によるマクロファージ活性化における2

つの刺激伝達系の役割に関する研究

細菌毒素の受容体であるToll－like　receptor　4（TLR4）の

2量体化によりMyD88依存性の刺激伝達系が活性化され

たが，MyD88非依存性の刺激伝達系の活性化は起こら

ず，これらの伝達系が異なる機序で制御されていること
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を明らかにした．（文部科学省科学研究費補助金）

2．衛生微生物の遺伝子検出法研究

（1）生菌数測定のための遺伝子検出による迅速定量法

食品中の生菌の種類を同定し，適切な遺伝子検出方法を

確立した．（文部科学省科学研究費補助金）

3．食：品微生物に関する研究

（1）畜水産食品の試験方法に関する研究

3年予定の2年目に入り，標準法検討委員会の活動が本格

化し，ホームページ上に情報公開された．この研究班の

活動について，多くの人が気づいてくれるように期待し

ているところである．サルモネラ・黄色ブドウ球菌・腸

炎ビブリオの3菌種について食品からの検査法を標準化

するための検討を行っている．（厚生労働科学研究費補

助金）

（2＞食中毒菌の検査法に関する研究

食中毒細菌の遺伝子検出または培養法について迅速な方

法を検討した．（HS財団受託研究費）

㈲　細菌性食中毒の予防に関する研究

腸管出血性大腸菌及びサルモネラ，ビブリオ・バルニフィ

カスについて検出方法を検討した．　（厚生労働科学研究

費補助金）

4．In　vitro実験系を用いる発癌及び発癌促進・抑制に関

する研究

（1＞v－Ha－ras遺伝子導入Bhas42細胞を用いる発がん物質

の短期アッセイ系の確立とその国際協力による評価研究

既知発がんプロモーター，発がんイニシエーターについ

てBhas42細胞を用いる形質転換試験を実施し，この方法

が発がん物質の短期検索法として有用であることを確認

した．

②　マイコトキシン等の形質転換活性に関する研究

種々のマイコトキシンについて形質転換活性を調べ，フ

モニシンBl，　T－2トキシンに形質転換促進作用が認めら

れた．

5．生物ゲノムの分子生物学的研究

（1）繰返し配列による細菌ゲノムの再編成

種々のプラスミドを作成し転写因子蛋白質の発現を試み

た．

②　真核生物の反復配列の転写機構

真核生物と原核生物の反復配列の転写装置を比較し，進

化的観点から共通性を検討・考察した．

6．医薬品・食品中の真菌に関する研究

（1）食品から分離される真菌DNA塩基配列による同定法

に関する研究

Fusarium属では，リボソームRNA遺伝子のITSI，　ITS2及

びD2領域塩基配列をGenBankデータベースと比較するこ

とで，約半数の株は種レベルまでの同定が可能であった．

塩基配列のみによって種レベルまでの同定を達成できな
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かった株も，塩基配列に基づいて候補となる種を絞った

うえで形態学的方法を実施することで同定が容易になっ

た，

7．真菌の生態および制御に関する研究

（1）真菌の分類法および同定法に関する研究

現在TYS（国立医薬品食品衛生研究所株）954株を保存

しており，その保存・性状確認を行った．

（2）カビによる室内空気感染に関する研究

室内空気中のカビに関する調査研究および情報収集を行

い，アレルギーの原因となるカビを動物実験系を用いて

探索した．（文部科学省科学研究費補助金）

8．真菌由来の生理活性物質に関する研究．

（1）食品中のカビ毒の毒性および暴露評価に関する研究

食品に汚染するカビ毒の主要なものに対して詳細な実態

調査を行い，かつニバレノールに関しては毒性試験を

行った．（厚生労働科学研究費補助金：）

②　食品を汚染する複数のカビ毒による健康被害と防御

法に関する研究

発ガン性カビ毒であるアフラトキシンとトリコテセン

系カビ毒の1種であるT・2トキシンが共汚染すると，ア

フラトキシンの発ガン性が高まる可能性があることをin

vitro，　in　vivo実験系で明らかにした．また，土壌微生物

やカビが他の真菌から産生されるカビ毒を抑制する作用

があることを明らかにした．（文部科学省科学研究費補

助金）

9．新興感染症に関する研究

（1）遺伝子組換え医薬品等のプリオン除去工程評価の方

法に関する研究

マウスモノクローナル抗体HPSVI78を用いたイムノブ

ロット法で，ヒトグリオブラストーマ細胞株T98Gが産

生するスプライス変異型プリオン蛋白質を確認した．（厚

生労働科学研究費補助金）

②　神経変性疾患の放射標識抗体を用いた非侵襲性診断

に関する研究

マウスプリオン蛋白質に相当するペプチドでニワトリを

免疫し，その脾細胞から抗体遺伝子を調製して抗プリオ

ン蛋白質1本鎖抗体（scFv抗体）を樹立し，その特異性

を調べた．（国立機関原子力試験研究費）

（3）プリオン蛋白質mRNA翻訳領域の選択的スプライシ

ングに関する研究

ヒトのスプライス変異型プリオン蛋白質mRNAを特異的

に測定する定量的RT・PCR法を構築し，その発現と酵素

処理耐性プリオン蛋白質産生の相関を見いだした．（文

部科学省科学研究費補助金）

有機化学部

部長奥田晴宏
概　要

　有機化学部では医薬品等の各種化学物質の有効性及び

安全性に関する有機化学的試験及び研究を行うととも

に，生理活性物質の合成，構造と機能，反応性，構造活

性相関並びに生体分子との相互作用に関する有機化学的

研究を実施している．

　平成18年度は新人職員正田卓司研究員が主部一室に配

属され，久しぶりに部長以下5名体制となり，業務ある

いは研究業績欄に記載したように多くの成果を挙げるこ

とが出来た．一方，平成19年度3月31日をもって第二室

主任研究員袴田　航主任研究官が日本大学生物資皇霊学

部専任講師に転出され，当部は再び厳しい状況を迎える

こととなった．袴田主任研究官は当部で着実な業績を挙

げてこられ，また当直の運営面でも多大な貢献をされた．

今後の直なる発展を期待する次第である．

　平成18年度の研究業務として1）有用生理活性物質の

合成及び化学反応性に関する研究，2）有害物質の構造

決定と毒性評価に関する有機化学的研究，3）薬物と生

体分子の相互作用に関する研究，4）医薬品の品質確保

に関する研究などを行った．これらのテーマに関連する

下記の多くの研究が本年度から新たに研究費を獲得し，

スタートした．「抗エイズ薬を目指したウイルス細事構

造制御による宿主免疫の賦活化・機能化分子の開発」，

「発生・分化・成育を規定する因子と医薬品等の影響評

価に関する研究」，「PET薬剤の固相合成システムの確

立」，．「違法ドラッグの依存性等に基づいた乱用防止対策

に関する研究」，「医薬品製造開発・承認審査の確実かつ

効率的なプロセス構築に関する研究」

　研究員の受け入れに関しては，昨年度に引き続き末吉

祥子博士及び丹野雅幸博士に客員研究員として研究に参

画していただいた．

　協力研究員として西尾俊幸博士（日本大学生物資源科

学部助教授），田中直子博士（大妻女子大学家政学部助

教授）が引き続きNMRを利用した研究に従事された．ま

た中西郁夫博士（放射線医学総合研究所研究員）及び治

京玉記博士（（財）ヒューマンサイエンス振興財団創薬プ

ロテオームファクトリー研究員）がそれぞれ抗酸化剤の

有効性と安全性に関する研究及びメタボロミクス・プロ

テオミクスに関する研究に従事された．貝沼（岡本）章

子助教授（東京農業大学応用生物科学部），西川可穂子博

士（防衛医科大学校）は，協力研究員としてリンのNMR

を用いた生体機能解明のための研究を実施している．

　国際会議のための外国出張としては，奥田がシカゴ
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（（米国），平成18年10月23日～26日）で開催された日米

EU医薬品規制調和専門家会議に出席し，「製剤開発」ガ

イドライン作成に関する検討に協力した．また，ブラッ

セル（（ベルギー）2月12～2月13日）で開催されたICH準

備会合に出席した．

　また，奥田はWHOの臨時委員としてスイス，ジュネー

ブ市で開催された第42回（平成18年4月4日～4月6日），

第43回（平成18年ll月14日～ll，月16日）国際一般名称

（INN）専門家会議に出席し，　INNの策定作業に従事した．

　学会発表のための国際出張としては袴田主任研究員が

平成18年7月23日～7月28日ウィスラー（カナダ）で開催

されたXXIIIrd　lntemationa1　Carbohydrate　Symposiumで厚

生労働科学研究費補助金エイズ・肝炎・新興再興感染

症研究事業に係る研究科課題「抗エイズ薬を目指したウ

イルス糖鎖構造制御による宿主免疫の賦活化・機能化分

子の開発」の研究成果報告を，また栗原室長，袴田主任

研究員は平成18年9月3日～9月8日グダンスク（ポーラン

ド）で開催された29th　European　Peptide　Symposiumで「ペ

プチドのコンフォーメーション制御」に関する研究につ

いて発表した．また奥田は平成18年6月25日～28日プサ

ン（韓国）で開催された18th　International　Symposium　on

むhirality（Chirality　2006；ISCD－18）でキラル医薬品の規

制状況に関して講演した．

　厚生労働省の共同利用型大型機器（NMR）の管理・運

営を行った．なおバリアン400MHzNMRは平成18年度予

算により更新され，高感度プローブ付600MHzNMRが設

置された．

業務成績

　日本薬局方の規格の作成及び収載品の化学名や構造式

の決定と改正並びに（独）医薬品医療機器総合機構専門

協議において新医薬品審査および医薬品一般名称（JAN）

の作成に協力した．また，薬事・食品衛生審議会薬事分

科会化粧品・医薬部外品部会，毒物劇物調査会活動，食

品安全委員会，国際調和作業，WHO事業に協力した．

rさらに副生する特定化学物質の削減を目的とする「副生

する特定化学物質のBAr削減レベルに関する評価委員会

委員」（厚生労働省・経済産業省・環境省）に委員とし

て協力した，

研究業績

1．有用生理活性物質の合成及び化学反応性に関する研究

1）天然ポリフェノールとして代表的なカテキンやレス

ベラトロールについて機能性食品成分としての安全性と

有効性を検討した．（創薬等ヒューマンサイエンス総合

研究事業，平成16－18年度）

2）マイクロ波合成装置が固相前駆体合成反応を加速さ

せることを明らかにした．（一般研究費，平成16－18年度）

3）糖鎖プロセッシング酵素の基質候補化合物の合成を
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完了した．　（文部科学省科学研究費補助金，平成17－18

年度）

4）放射線増感剤の作用メカニズムにおいて，活性酸素

の関与を明らかにした．（一般研究費，平成18年度）

5）光照臣下，アントラキノン誘導体へと変換して一重

項酸素を発生するニトロアントラセン誘導体について，

がん遺伝子に対するDNA損傷能を解析した結果，一重

項酸素障害に特徴的なグアニンに対する選択的な切断反

応が進行していることがわかった．（一般研究費，平成

11－19年度）

6）肝障害モデルのラット尿についてNMRによるメタボ

ロミクスを行い，肝障害による内因性代謝物への影響を

検討した．（厚生労働科学研究費補助金，平成17－19年度）

7）放射線増感作用を有する2。ニトロイミダゾールと抗

体との問のリンカー構造について検討を行い，誘導体の

合成を行った．また，2一ニトロイミダゾールの反応性に

ついて検討した結果，光照射下，DNA切断反応が進行

することを明らかにした．（国立機関原子力試験研究費，

平成17－20年度）

8）平面固定型カテキンの体内動態を制御させる目的で，

側鎖にアミノ基やアルコールを有する誘導体を合成し

た．（文部科学省科学研究費補助金，平成17－18年度）

9）糖鎖プロセシング酵素の立体構造を基に，ファーマ

コフォアモデルを使いin　silicOスクリーニングを行った

（厚生労働科学研究費補助金，平成18－20年度）

10）細胞間情報因子（糖鎖）制御物質の作用機序をタン

パク質の立体構i造等に基づき解析を行った．（厚生労働

省特別研究費，平成18－20年度）

ll）固相合成に用いるレジンの検討，固相と薬剤をつな

げるリンカー部の検討を行った。（国立機関原子力試験

研究費，平成18－22年度）

2．有害物質の構造決定及び毒性評価に関する有機化学

』的研究

Dアガリクスに含まれている成分「アガリチン」の大

量合成法について検討した．（厚生労働省，移替え予算，

平成17－18年）

2）レスベラトロールの4位の水酸基のオルト位にメチル

基を有する誘導体はラジカル消去活性が飛躍的に増強し

ていることを明らかにした．（一般研究費，平成9－19年度）

3）ビタミンEはアルカリ条件下で脱プロトン化反応が

進行すると酸素への一電子還元反応が進行してスーパー

オキシドが発生することを明らかにした．（一般研究費，

平成12－19年度）

4）フェナンスレンおよび含窒素フェナンスkンのニト

ロ体を合成して，構造と変異原性との相関について検討

した．（一般研究費，平成14－19年度）

5）NMRを利用した不正流通薬物の新しい定性・定量法
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を確立して，錠剤中のMDMAの分析を行った．（厚生労

働科学研究費補助金，平成14－19年度）

6）N一門トロン化合物は銅イオン存在下，一酸化窒素お

よびヒドロキシルラジカル様活性酸素を発生してDNAを

切断することを明らかにした．（文部科学省科学研究費

補助金，平成17－19年度）

7）既知の化合物との構造類似性に基づいたファーマコ

ファフィンガープリント法による評価法の検討を行っ

た．（厚生労働科学研究費補助金，平成18－20年度）

3．薬物と生体分子の相互作用の解析に関する研究

1）タモキシフェンの代謝物である4一ジヒドロキシタモ

キシフェンと毒性軽減を目的とした誘導体について，金

属イオン存在下，DNA損傷能を明らかにした．（一般研

究費，平成14－18年度）

2）非天然型のリガンドを合成し，変異レセプターにお

いて強力な活性があることを明らかにした．（文部科学

省科学研究費補助金，平成1748年）

1）アミロイド線維化阻害活性を有すると予想される環

状ジ置換アミノ酸含有ペプチドの合成を行った．（文部

科学省科学研究費補助金，平成17－18年度）

4．医薬品の品質確保に関する研究

1）キラルスイッチ医薬品の品質保証システムに関して

国際的比較を実施した．（厚生労働科学研究費補助金，

平成16－18年度）

2）Baseline　approachとしての原論・製剤開発研究のあり

方に関しての問題点を抽出した．（厚生労働科学研究費

補助金，平成18－20年度）

　以上の研究は，深井直樹（芝浦工業大学工学部：浦野

四郎教授），立山香織（日本大学生物資源科学部：奥忠武

教授），三浦啓司（東京理科大学理学部：斎藤慎一助教

授），寺山直樹（工学院大学工学部：南雲紳史助教授）の

学部学生あるいは大学院生及び所内関連各部の協力を得

て行った．

研究の成果は，第28回日本フリーラジカル学会学術集

会，津（2006．5），第4回次世代を担う有機化学シンポ

ジウム，大阪（2006．5），18th　International　Symposium

on　Chirality（2006．6），第20回国際生化学・分子生物学

会議／第ll回アジア・オセアニア生化学者・分子生物学

者連合会議，京都（2006．6），18th　Intemational　Sympo－

sium　on　ChiraHtyプサン（2006．6），　XX皿rd　IntemationaI

Carbohydrate　Symposiuln，　Whistler（2006．7），文部科

学省科学研究費補助金特定領域研究「糖鎖によるタン

．バク質と分子複合体の機能調節」18年度（第4回）夏

期シンポジウム，浜松（2006．8），XIII　Biennial　Meet－

ing　of　the　Society　for　Free　Rad孟cal　Research　International，

Davos，　Swjtzerland（2006，8），29th　European　Peptide

Symposium，　Gdansk（2006．9），バイオ関連化学合同シ

ンポジウム，京都（2006，9），第43回ペプチド討論会・

第4回ペプチド工学国際会議，横浜（2006．11），第55

回日本応用糖質科学会平成18年度大会，大阪（2006．9），

第2回分子情報ダイナミクス研究会，大阪（2006．9），

日本過酸化脂質・フリーラジカル学会第30回大会，東京

（2006．10），第33回核酸化学シンポジウム，大阪（2006．

ll），　AsCAO6／CrSJ（Joint　conference　of　the　Asian　Crys－

tallographic　Association（AsCA）and　the　Crystallographic

Society　of　Japan（CrSJ）），筑波（2006．11），13th　An－

nual　Meeting　of　the　Society　for　Free　Radical　Biology　and

Medicine，　Denver，　USA　（2006，11），第45回電子スピ

ンサイエンス学会，京都　（2006．11），日本環境変異

・原学会第35回大会，堺（200611），第7回製剤機械技

術シンポジウム，名古屋（2006，11），第32回反応と合

成の進歩シンポジウム，広島（2006．12），第18回ビタ

ミンE研究会，長崎（2007．1），日本農芸化学会2007年

度大会，東京（2007．3），日本薬学会第127年会，富山

（2007．3）ISPE日本本部2007年度年次総会，東京（2007。

4）で行った．

　また論文発表としては，Bioorg．　Med．　Chem．，

Tetrahedron，　Anticancer　Res．，Peptide　Science　2005，

Chem．　Pha㎜．　Bull．，Jo㎜al　of　Applied　Glycoscience，

　医薬品研究，並びに平成18年度政策創薬総合研究事業

実績報告書，厚生労働科学研究費補助金報告書，国立機

関原子力試験研究費成果報告書，科学研究費補助金報告

書等に発表した．

概　要

機能生化学部

部長 澤田純一

　平成18年度の研究業務として，3つの大課題，免疫島

細胞の機能に関する研究，生体高次機能に及ぼす薬物等

の影響の分子論的解析技術の開発，薬物応答関連遺伝子

の多型解析に関する研究を継続して行った．内容的には，

前年度と同様に，遺伝子組換え食品のアレルゲン性評価

に関する研究及び薬物応答関連遺伝子の多型解析に主た

る重点を置いて業務を行った．

　遺伝子組換え食品の安全性に関しては，第二世代にあ

たるモダンバイオテクノロジー応用食品アレルゲン性評

価のための試験系の検討・開発を行った．具体的には，

相同性検索に用いるためのアレルゲンデータベースの拡

充，アレルゲノーム手法によるアレルゲンの網羅的解析

方法の検討を主に行ない，安全性評価に応用しうる成果

が得られている．
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　薬物応答関連遺伝子の多型解析に関しては，引き続き

「薬物応答予測プロジェクト」を行うための所内プロジェ

クトチームの中核として，主として抗がん剤および糖尿

病薬への応答性に関連する遺伝子の多型解析及び機能解

析を主として担当した．これまでに約56種の薬物応答関

連遺伝子につき詳細な遺伝子型を明らかにしており，今

後の医薬品の安全性評価や適正使用に必要とされる多く

の基盤的情報がさらに蓄積されている．

　また，手島第一室長を中心にRI管理に関する業務を

行った．

　外国出張は，以下の通りである．斎藤室長及び前川主

任研究官，第16回ミクロソームと薬物酸化に関する国際

シンポジウムで発表（平成18年9月2日～9日，ハンガリー・

ブダペスト）：中村主任研究官，第63回米国アレルギー

喘息免疫学会で発表（平成19年2月22日～3月1日，アメ

リカ・サンディエゴ）：手島玲子室長，Codex委員会バイ

オテクノロジー応用食品部会（TFFBT）の作業部会出席

（平成19年5，月6日目ll日，カナダ・オタワ）．

研究業績

1．免疫系細胞の機能に関する研究

1）「国際的動向を踏まえた医薬品等の新たな有効性及

び安全性の評価に関する研究」の一環として，「免疫毒

性試験法の標準化に関する調査研究」を行った．また，

ICH免疫毒性ガイドラインの邦文化を行い，さらに，皮

膚感作性試験ガイドラインの改定案の作成を行った（厚

生労働科学研究費）．

2）「胎児期・新生児期化学物質暴露による毒性評価手法

の確立に関する研究」の一環として，甲状腺機能障害活

性を有する化学物質並びに臭素化難燃剤HBCDの免疫毒

性試験を行った（厚生労働科学研究費）．

3）遺伝子組換え食品に導入され発現しているタンパク

質並びに既存のアレルゲンのアレルギー性評価法に関し

て，以下の研究を行った（厚生労働科学研究費，文部科

学省科学研究費，特別研究費）．

a）導入タンパク質のアレルゲン性予測に必要とされる

既存アレルゲンとの構造相同性の評価に利用する目的

で，種々のバイオインフォマティクス手法の比較検討を

行い，新たな相同性検索機能の追加を行った．さらに，

アレルゲンデータベース（ADFS）の拡充を図るため，

アレルゲン情報並びにエピトープ情報の追加を行った．

b）成長ホルモンを導入した遺伝子組換えあまごのアレ

ルゲノーム解析を実施し，4種のアレルゲンを同定した．

なお，遺伝子組換えの有無によるこれらのアレルゲンの

量的変動は見られなかった。

c）そばの主要アレルゲンの組換えタンパク質，並びにそ，

の変異体の作成を行い，人工胃液等による消化性及びそ

ばアレルギー患者血清との反応性について検討を行った．
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d）遺伝子組換え食品に導入されているタンパク質とア

レルギー患者血清中lgE抗体の反応を調べるため，大腸

菌を用いて抗原（Cry1F，　Cry3Bbl）の発現を行った．

4）消化管免疫細胞及び肥満細胞分化を規定する因子の

探索のため，骨髄由来巨細胞の培養並びに分化条件の検

討を行った．

5）培養細胞を用いたアレルゲン性評価試験法の開発の

ため，IgE受容体と増殖因子受容体とのキメラ受容体遺

伝子を作製し，細胞に発現させて機能解析を行った．

2．生体高次機能に及ぼす薬物等の影響の分子論的解析

技術の開発

1）血液脳関門透過性抗体の調製を目的に，ニワトリ抗

マウスプリオンscFv抗体の作製を行い，塩基性ペプチド

を結合させ，膜透過性を調べた．（国立機関原子力試験

研究費）．

3．薬物応答関連遺伝子の多型解析に関する研究

1）「薬物応答予測プロジェクト」（保健医療分野におけ

る基礎研究推進事業）の一環として，以下の研究を行っ

た．

a）引き続き，抗がん剤（イリノテカン，パクリタキセル，

ゲムシタビン，5－FU系抗がん剤，オキサリプラチン）の

応答性・副作用に関連する約25の遺伝子を対象に，シー

ケンシングにて一塩基多型を主とする多型の検出を行っ

た．また数種の遺伝子多型に関して，迅速・簡便なダイ

ビング法を開発した．

b）CES2，　DCK等につき，インビトロで野生型及び変異

型酵素を発現し，その発現量変化等を解析し，機能変化

を示す多型を同定した．また機能低下を伴うCYP2C9の

5種およびCYP3A4の2種（＊ll，＊18）等の遺伝子多型に

つき，インビトロ発現系を利用した基質特異性解析を行

い，他の基質を用いて得られた結果とは異なる解析結果

を得た．

2）多型情報の得られた遺伝子（CYP2D6等）について，

検出された遺伝子多型を利用して，遺伝型（ハプロタイ

プ）の同定・分類等を行った（厚生労働科学研究費）．

3）インスリン分泌促進型経口糖尿病薬の応答性に関す

る7種の遺伝子につきシーケンシングにて遺伝子多型を

同定した．さらに推定したハプロタイプの数種と薬物応

答性が相関することを見いだした．また山薬の二次無効

発現に関連すると思われる約15遺伝子の多型につき解析

し，数種の多型が二次無効発現と相関することを見いだ

した．またCYP2C19遺伝子で見いだされた新規多型2種

にっき，機能解析を行い，1種の多型が機能低下を伴う

ことを見いだした（厚生労働科学研究費）．

4）昆虫細胞発現系にて野生型及び変異型（CYP3A4＊16）

酵素を発現し，ミクロソーム画面を調製した．さらにこ

れら発現酵素を用いて，複数の基質につき機能解析を行
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い，その基質特異性を詳細に明らかにした．さらに，薬

物トランスポーターの遺伝子多型について，ダイビング

法を開発した（厚生労働科学研究費）．

5）UGTIAIの3’一非翻訳領域で見いだされた多型群の機

能解析のため，昨年度調製した野生型及び変異型cDNA

発現プラスミドを哺乳動物細胞にトランスフェクション

し，その発現を確認した．また，UGTIAlのハプロタイ

プと健常人における総ビリルビン値との相関解析を行

い，UGTIAIの3’一非翻訳領域で見いだされた多型群の

ハプロタイプ（＊IB）が他のハプロタイプ（＊60）と同一

染色体上にある場合，総ビリルビン値上昇の一因と成り

得ることを明らかにした（文部科学省科学研究費）。

6）テーラーメイド医療用診断機器としてのDNAチップ

の承認申請において考慮すべき事項の検討を行い，「DNA

チップを用いた遺伝子多型判定装置に関する評価指標

案」の作成に協力した（次世代医療機器評価指標策定：事

業）．

7）重症薬疹（SJSITEN）発症に関与する遺伝因子を明

らかにする目的で，患者検体につきHLA型の判定を開始

した（厚生労働科学研究費）．

RI管理業務

1．平成18年L月に密封線源の管理状況を文部科学省に提

出した．平成18年度は，放射線業務従事者101名，取扱

等業務従事者8名の登録があった．

代謝生化学部

部長事務取扱　　大　野　泰　雄

　　　　　　　　（平成19年4月1日以降）

　　　前部長　鈴木和博
　（平成17年10月1日～平成19年3月31日）

概　要

　細胞の分化・機能発現・情報伝達に関する研究，脂質

の代謝・輸送の制御に関する研究，ナノマテリアルのヒ

ト健康影響の評価手法の開発，ならびに抗がん剤応答遺

伝子多型の解析に関する研究を行った．

　組織面では平成19年4月1日付けで，生化学的色彩の強

い食物アレルギーと遺伝子組換え食品を含む新開発食品

に関する試験及び研究業務を食品部から代謝生化学部に

移管するため，第二室の所掌が「新開発食品等に関する

代謝生化学的試験及びこれに必要な研究に関すること」

と変更された．また，新たに「食物や医薬品等によるア

レルギーに関する代謝生化学的試験及び研究に関するこ

と」を所掌とする第三室が設置された．なお，第二室の

所掌であった，業務関連物質の生体内動態に関する研究

は薬理部に移管された．

　人事面では平成18年7月1日付けで安達玲子主任研究官

が第一室長となり，鈴木和博部長の第一室長併任が解除

された．ヒューマンサイエンス財団流動研究員であっ

た為広紀正博士は，平成18年11月1日付けで米国ボスト

ンのハーバード大学医学部へ転出した．帝京大学薬学

部の小野景義教授は心筋細胞の運動代謝機構に関する共

同研究を行うため，継続して客員研究員を勤めている。

平成19年4月1日付けで，鈴木和博部長は遺伝子細胞医薬

部長に異動となった。また，上記，組織改定の一環とし

て，最上知子第二室長が第一室長に，安達玲子第一室長

が第三室長に，佐井君江主任研究官および奥平桂一郎研

究員が第一室に異動となった．また，食品部からは穐

山浩室長，近藤一成主任研究官ならびに酒井信夫研究員

が代謝生化学部に異動となり，それぞれ，第二室長，第

二室員，及び第三室員として配属された．

　平成18年度においては，代謝生化学部員の長期海外出

張はなかった．国際学会のための短期海外出張として

は，佐井君江主任研究官が，ブダペスト（ハンガリー）

で開催された第16回ミクロソームと薬物酸化に関する

国際シンポジウムにおいて，抗がん剤解毒酵素の遺伝子

多型による薬物動態への影響に関する研究発表を行った’

（2006年9月3日～7日）．

研究業績　（平成18年度）

1．細胞の分化・機能発現・情報伝達に関する研究

（1）食細胞の重要な情報伝達系因子であるSrcファミ

リーチロシンキナーゼが下流のアダプタータンパク質

Cblのチロシンリン酸化において果たす役割について，

RNA干渉法を用いて解析した．（文部科学省科学研究費）

②　食細胞の分化時における遺伝子発現に対する酸化ス

トレス誘起性物質の効果を検討した．（地球環境保全再

試験研究費）

（3）好中球のin　vitro分化系を構築し，化学物質の影響評

価の基礎条件を検討した．（厚生労働省特別研究費）

2．脂質の代謝・輸送の制御に関する研究

（1＞脂質輸送の制御による生活習慣病予防薬開発のため

の基礎的研究として，1）カルシウム拮抗剤の膜トラン

スポーターABCAI発現促進作用を担う遺伝子プロモー

タニ応答領域を同定した，また2）脂質輸送担体の発現

制御を担う核内受容体について，FXRリガンドの構造活

性相関およびLXRリガンドの組織選択的活性制御機構を

解析した．（ヒューマンサイエンス振興財団委託金）

（2）グアニン交換因子（GEF）が細胞のABCAIの発現を

増加させてHDL形成を促進することを明らかにした．（文

部科学省科学研究費）

（3）ABCA1相互作用タンパク質として新たに13種目

PDZタンパク質を同定した．（ヒューマンサイエンス振



業 務

興財団委託金）

3．ナノマテリアルのヒト健康影響の評価手法の開発

腸管膜細胞モデルを用いたナノマテリアルの透過吸収評

価系を確立した．（厚生科学研究費補助金）

4．抗がん剤応答性遺伝子多型の解析に関する研究

　抗がん剤イリノテカンの不活性化にかかわるUGTIAl

遺伝子多型について，　欧米人に多く見られるUG－

TIA1＊28に加えて，日本人を含む東アジア人に特徴的な

UGTIA1＊6も、，活性体の血中濃度の上昇ならびに重篤な

有害事象の発現に関与することを明らかとした．（基盤

研基礎研究推進事業）

安全情報部

部　長　　森川 馨

概　要

　安全情報部は，医薬品，食品，化学物質の安全性確保

のための安全性情報の科学的，体系的な情報の集積，解

析，評価，提供及びそれらに係わる研究業務を行ってい

る．平成18年の業務としては，前年度に引き続き，医薬

品及び食品の安全性に関する海外からの緊急情報及び学

術情報を「医薬品安全性情報」，「食：品安全情報」として

定期的に発行するとともにホームページにおいて提供し

た．また化学物質の安全性に関する国際協力事業をおこ

なった．さらに，所内の研究情報基盤としてのネットワー

クの整備及び図書サービス業務等を行った．

　人事面では，平成19年3，月31日付で石光進第四室長が

退職した．

業務成績

1．医薬品の安全性情報に関する業務

　医薬品の安全性に関する情報について，WHOなどの

国際機関及びFDA，　MHRAなどの海外の政府・研究機

関等から出される安全性情報および海外の学術誌におい

て報告された安全性情報を収集し，解析・評価し，「医

薬品安全性情報」として隔週でとりまとめ，医薬品安全

行政に役立てると共に，規制機関情報についてはホーム

ページ上に公開した，

2．食品の安全情報に関する業務

　食品の安全性確保のための情報の総合的な収集・提供

体制をベースに，国際機関や外国の関連機関などの最新

情報をモニターした「食品安全情報」を定期的に発行す

ると共に食品安全上の新たな課題等について詳細な調査

を行い，行政のリスク管理に反映させると共に，webに

よる情報提供を行った．

3，化学物質の安全性に関する国際協力
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1）国際化学物質簡潔評価文書（CICAD）の作成

　CICADとして出版された化学物質のうち，10物質につ

いて全文翻訳を行い，当所ホームページに掲載した．

2）国際化学物質安全性カード（ICSC）の作成

　日本分担分10物質（新規あるいは更新）のICSC原案

を作成した．また，新規76物質ならびに更新85物質（計

161物質）のICSCを日本語に翻訳し，ホームページ上で

提供した。ポーランドのウッジ（2006年4月）ならびに

イタリアのラベンナ（2006年10月）でのICSC原案検討

会議に森田健主任研究官が出席し，最終検討を行った．

3）化学品の分類および表示に関する世界調和システム

（GHS）への対応

　毒物および劇物の有害性情報の収集・評価を行い，

GHS分類を実施した．また，　GHS文書の日本語訳，　GHS

分類マニュアルおよび分類指針の作成／更新を支援した．

スイスのジュネーブで開催された第11回（2006年7月）

および第12回（2006年12月）GHS小委員会に，森田健

主任研究官が出席した．さらに，ハンガリーのブダペ

ストで開催された化学物質安全性に関する第5回政府間

フォーラム（IFCS　5，2006年9月）に，森田健主任研究

官が出席した．

4．研究情報基盤の整備

　昨年度に引き続き，国立医薬品食品衛生研究所ネット

ワーク（NIHS－NET）の整備及び運用管理を行った．また，

ネットワークセキュリティ監査を行い，セキュリティ強

化のための対策を行った．

5．図書・情報サー．ビス

1）雑誌類の管理と相互貸借

　雑誌7タイトルを新規に購入し，5タイトルを中止し，

単行本140冊を購入した．この結果，購入中の雑誌は

210タイトル，管理している単行本は13，525冊となった．

文献の相互貸借事業に関しては，外部から721件の依頼

を受け，外部へ1，721件を依頼した．

2）図書情報検索サービス

　電子ジャーナルの採用を増加させた．

3）国立医薬品食品衛生研究所報告編集業務

　国立医薬品食品衛生研究所報告（平成18年，第124号）

の作成と配布に関し，当所の国立口留報編集委員会に協

力して行った．

研究業績

1．医薬品の安全性に関する研究

1）医薬品の安全性に関する情報の科学的・体系的収集，

解析，評価に関する研究

　医薬品の安全性に関する海外規制機関や国際機関の最

新の勧告，緊急情報，規制情報及び学術情報を調査・収集，

解析・評価し，「医薬品安全性情報」を26報（総べージ

数675ページ，規制機関情報234件，文献情報41件）を
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発行すると共に，海外規制機関や国際機関の医薬品安全

性情報についてはwebでの情報提供を行った．平成18年

の医薬品安全性情報へのアクセス件数は，月平均3万7千

件であった．医薬品の安全性に関して，国際的に問題と

なった事例としては，COX－2選択的阻害薬およびNSAID

の心血管系の安全性，分子標的薬inlatinibやtrastuzumabの

心毒性，natalizumabの進行性多巣性白質脳症，高齢者で

の抗精神病薬の使用による脳血管事象・死亡率の増加，

小児での注意欠陥多動性障害（ADHD）治療薬の使用に

よる心突然死等が挙げられた．これらの有害事象につい

ては，さらに詳細な調査，検討を行い，情報提供を行った．

2）大規模副作用症例データベースの解析，評価に関す

る研究

　海外の安全情報として，現在FDA等規制機関で公開さ

れている大規模副作用症例データベースは重要な情報源

である．本研究では，これら大規模副作用症例データベー

スをどのように統計学的に，また医学的に解析・評価し，

日本の医薬品の安全性・有効性に役立てていくか検討を

行った．本年度は，米国FDAで公開されている大規模副

作用症例データベースAERSを用いて，　HIV治療薬およ

びADHD（風動性障害）治療薬の副作用について解析を

行った．自発報告による大規模な副作用症例データベー

スの解析は，大規模データとしての悉皆的特性から自発

報告データの欠点を上回る利点を持ち，市販後医薬品の

有害事象検出の重要なツールであるにとどまらず，臨床

現場における医薬品の安全性の実態および医薬品の特性

把握において重要な知見を提供することを示した、

3）診療ガイドラインの薬物療法における安全性情報の

検討：患者における医薬品の副作用情報

　患者向け安全性情報の提供体制および患者の副作用情

報に対する認識について，諸外国と日本との比較検討を

行った．医薬品の副作用への理解と副作用情報提供への

充足度に差が見られた．また，英，米，カナダでは，医

療者向けと連動して患者への医薬品安全性情報が多く

出されていた．また，英国では患者用医薬品情報とし

て，医療者用添付文書に準ずるもの以外にも，Medicine

Guides等複数の情報源を利用できる状況にあった（厚生

労働科学研究費）．

2．食品の安全性に関する研究

D食品の安全性に関する情報の科学的・体系的収集，

解析，評価に関する研究

　食品の安全性に関する国際機関や各国機関の最新情

報，規制情報，アラート情報及び文献等を調査・収集し，

「食品安全情報」（隔週刊）を26報発行した．「食品安全

情報」はwebで一般公開しており，アクセス件数は各号

1万～1万6千件である、また，国内外で新たに生じた

食品安全上の問題や健康への影響が懸念される課題等に

ついて，網羅的に情報を収集し，詳細に検討した．また，

食中毒事件調査結果詳報データベース，食品添加物デー

タベース及びwebで提供している食品関連情報の内容を

更新した．

2）食品衛生関連情報の効率的な活用に関する研究

　国及び地方衛研，検疫所，保健所等が食品関連情報を

共有し効率的に利用するネットワークシステムの在り方

について検討し，ここで構築したメーリングリスト及

びwebページを利用して，食品の安全性に関わる国内外

の最新情報やアラート情報の関係機関間における共有

を図った．国際機関及び日本の農薬及び動物用医薬品の

ADIや評価状況を調査してデータベース化し，　webペー

ジより提供した．また急性下痢症疾患の実被害数推定の

ための情報収集体制を目的とした積極的サーベイランス

およびそのデータ解析のパイロットスタディを行い，M

県の急性下痢症疾患の実被害数推定を行った（厚生労働

科学研究費）．

3）輸出国における農薬及び動物用医薬品の使用状況等

に関する調査研究

　ポジティブリスト制の導入に伴う輸入食品検査のより

効率的かつ効果的な検査体制の確立をはかるため，前年

度の規制状況等に関する調査に引き続き，わが国の輸入

量の多い農畜水産物や原産国を中心に各国における農薬

の使用状況，及び動物用医薬品の残留モニタリング検査

結果等の調査・分析を行った（食品等試験検査費）．

4）食品安全施策等に関する国際協調のあり方に関する

研究（国際規格採用過程における各国の対応と国際協調

に関する研究）

　WTOのSPS協定でCodexの食品規格が国際規格と

benchmarkされて以降，　Codex規格の重要性はますます増

している。本研究では，食品安全の国際動向をめぐる情

報を収集・調査し，国際協調のあり方について検討し，

わが国の食品安全の関係者によるコーデックス活動への

基盤つくり，及びコーデックス活動に関する情報収集と

情報交換，食品の安全に関するリスクコミュニケーショ

ンのあり方を研究した．

　本研究に伴い豊福肇主任研究官がジュネーブでの

Codex第29回総会（平成18年6月）に出席，及びタイ国

のCodex　Contact　Point（平成19年1月）で調査を行った（厚

生労働科学研究費）．

5）乳幼児における有害微生物の汚染および健康被害情

報に関する研究

　乳幼児は乳児用調製粉乳を介し動忽。勿α窪詔舶躍血γ

及び甜加。ηθ吻に感染し，特に新生児，低体重出生児等

は死亡例を含む重篤な症状を呈することが報告されてい

る．我が国ではこれらの病原体による乳幼児の感染は報

告されていないが，我が国での実態を明らかにする必要



業 務

がある．また，Codexでの衛生規範の改定及び微生物規

格の見直し作業もふまえ，諸外国における疫学情報，E

5a口訳ガの製造過程での生残，死滅に関する調査を行っ

た（厚生労働科学研究費）．

6）諸外国の微生物サーベイランスシステムの調査に関

する研究

　我が国の微生物モニタリングシステム構築の基礎資

料を作成するため，アメリカ，カナダ，EC，イギリス，

アイルランド及びデンマークの微生物モニタリングの実

施状況を調査した．

　ECでは，過去のトレンドを解析するための微生物モ

ニタリングを行い，米国USDAはHACCP等の特定のリス

ク管理措置の効果をモニターするための微生物モニタリ

ング，及び国産または輸入のハイリスク食品に関してモ

ニタリングが行われていた．トレンド解析のためのモニ

タリングが行われていた食品は，卵，食肉等の動物性食

品が多かった．本研究に伴い豊福肇主任研究官がアメリ

カ農務省及び食品医薬品庁で調査を行った（平成18年11

月）（厚生労働科学研究費）．

7）食品中の残留動物用医薬品のリスク評価のための文

献調査

　ニトロフラン類（フラゾリドン，ニトロフラゾン，フ

ラルタドン，ニトロフラントイン）及びその主な代謝産

物（AOZ，セミカルバジド，　AMOZ，　AHD）のリスクを

評価するための基礎資料として，これらの物質の毒性，

使用状況，暴露状況等に関する文献や評価資料を収集し，

レビューを行った（食品等試験検査費）．

3．化学物質の安全性に関する研究

1）化学品の分類および表示に関する世界調和システム

（GHS）に基づく毒物及び劇物の危険有害性分類への対応

　約360品目の毒物及び劇物のうち，約260品目につい

て，物理化学的危険性及び健康有害性（急性毒性，皮膚

腐食性／刺激性，眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性，呼

吸器感作島回は皮膚感作性，生殖細胞変異原性，発がん

性，生殖毒性，特定標的臓器／全身毒性（単回及び反復

暴露），吸引性呼吸器有害性）情報を入手し，GHSに基

づく分類を行うとともにデータベースの構築を行った．

これにより約360品目の毒物及び劇物のGHS分類が完了

した（業務官費）．

2）毒物劇物指定調査のための有害性情報の収集・評価

　国連輸送で危険物とされているものなど8物質につい

て，物性，急性毒性及び刺激性に関する情報を収集・評

価し，毒劇物指定に係る評価原案を提供した（業務庁費）．

3）家庭用品中化学物質のリスク評価に関する総合研究

　日本の室内空気中で平成17年に検出された40品目の揮

発性有機化合物について健康有害性情報を入手し，GHS

に基づく分類を行った．GHS分類は，国内外のデ一肩ベー
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ス及び文献調査により有害性情報を収集・評価した後，

国連から出版公表されているGHS文書とGHS関連省庁等

で作成された分類マニュアル及び技術上の指針に基づい

て実施した（厚生労働科学研究費）．

4）化学物質による緊急の危害対策を支援する知識情報

基盤の研究

　化学物質の危害及び対応に関する国内外の最新情報を

調査し，重要な課題・化学物質について精査した．また

健康危機管理情報webページの収載情報及びデータベー

スの追加・更新を行った．大規模災害等の対応について，

専門家や関係者による専門家会合を開催し，問題点や課

題等について検討した．

5）健康危機管理情報の網羅的収集／評価及び統合／提供に

関する調査研究

　化学物質の健康危機管理情報について米国を中心に，

緊急時の対応に関する情報の提供形態及び内容について

調査・検討を行．つた（厚生労働科学研究費）．

4．　生体分子の構造と機能に関する研究

　医薬品の分析法バリデーションに関する研究を行っ

た．また，日本薬局方名称データベース（JPDB）及び

日本医薬品一般名称データベース（JANDB）を継続して

開発・公開した．さらに，フラグメント分子軌道（Fragment

Molecular　Orbital；FMO）法に基づいた，タンパク質や

DNAのような生体高分子と化学物質の相互作用に関する

研究を行った（笹島研）。

医薬安全科学部

部　長 長谷川　隆

概　要

　当部は非実験系（第1室及び第4室）と実験系（第2及

び第3室）の2部門からなっており，研究業務は医薬品の

適正使用についての基礎的研究を行うことにより，厚生

労働行政のうち市販後医薬品の安全対策を支援すること

である．非実験系では主に添付文書による情報提供につ

いて，また，実験系では主にポストミレニアムプロジェ

クトとして薬理遺伝学的研究，および，重症薬疹の発症

と遺伝子変異との関連性に関する研究を行っている．

　平成18年度に行った主要な研究は次の5項目である．

薬効および副作用発現の人種差に関する研究では，血

清ビリルビン値に及ぼす日本人固有のα77阻1の遺伝子

多型の同定に関する研究を行い，メタボロミクス的手

法の開発に関する研究では，ラットを用いてCYP3A4の

活性レベルと関連するバイオマーカーの探索を2種類の

誘導剤を用いて検証する研究を行った，薬物応答予測プ
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ロジェクトでは，抗がん剤の薬物動態，抗腫瘍効果およ

び副作用発現と遺伝子多型との関連解析を，医薬品の薬

物動態相互作用についての研究では，薬物トランスポー

ターに関わる相互作用の添付文書記載状況調査，文献情

報の収集・整理・解析，並びにヒト培養細胞を用いた

CYP3A4およびP一糖タンパク質の誘導能の評価系の確立

に関する研究を行った．また，重症薬疹と遺伝子マーカー

に関する研究ではスティーブンス・ジョンソン症候群

（SJS）あるいは中毒性表皮壊死融解症（TEN）を発症し

た患者からの血液提供システムを完成させた．

　人事面では，平田睦子研究補助員が平成18年7月31日

付けで退職し，同8月1日付けで総合評価研究室のリサー

チレジデントとして採用された．齋藤充生主任研究官は

平成18年10月1日付けで厚生労働省医薬食品局安全対策

課課長補佐との併任となり，さらに平成19年3月30日付

けで厚生労働科学研究補助金化学物質リスク研究事業

の研究費配分機能に係わる研究事業推進官となった．佐

伯真弓博士は平成18年10月1日付けで厚生労働科学研究

補助金の医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス

総合研究推進事業めリサーチレジデントとして採用され

た．平成19年4月1日付けで安全情報部第5室が当部に移

管され，林譲室長，中野達也主任研究官，瀬川勝智研究

補助員の3名全員が当部第4室へ異動した．なお，三宅真

二第1室長は平成19年度においても引き続き併任として

内閣府総合科学技術会議事務局の政策総括官（科学技術

政策担当）付参事官を務めている．

　海外出張としては，長谷川隆一部長は欧州トキシコロ

ジー学会（平成18年9月，クロアチア）に出席し，研究

成果を口頭発表した．

　厚生労働科学研究補助金による研究事業では，萌芽的

先端医療技術推進研究事業として「重篤な皮膚有害事象

の診断・治療と遺伝子マーカーに関する研究」，政策創

薬総合研究事業として「患者個別化薬物治療のための遺

伝子ダイビング法及びメタボロミクス的手法の開発に関

する研究」，医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエ

ンス総合研究事業として「有害事象に関与する薬物動態

相互作用に関する研究」，「国際的動向を踏まえた医薬品

等の新たな有効性及び安全性の評価に関する研究」およ

び「薬効及び副作用発現の人種差に関わる遺伝子多型に

関する研究」，並びに，地域健康危機管理研究事業とし

て「最新の科学的知見に基づく水質基準の見直し等に関

する研究」を行った．また，独立行政法人医薬基盤研究

所の保健医療分野における基礎研究推進事業として「抗

がん剤の薬物応答予測法の開発と虫薬への応用」の研究

を行った．

業務成績

1．医薬品等の安全性評価に関する業務

薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会並びにその

調査会，医薬品GLP評価委員会，医療機器GLP評価委員

会に出席し，安全性の評価を行った．

2．生物学的同等性試験ガイドライン作成委員会に参加

し，昨年度に引き続き，「皮膚適用製剤の剤形追加のた

めの生物学的同等性試験ガイドライン」及び同Q＆Aの作

成作業を行った．

3．安全対策課からの依頼業務として，横紋筋融解症の

原因となるスタチン系薬剤6成分について，電子カルテ

等の病院情報システムを用いて医療機関での使用量，服

用患者数，自他覚症状，臨床検査値などについての情報

を収集，解析するためのパイロット調査を実施しだ．

4．食品安全委員会

肥料・飼料専門部会および薬剤耐性菌に関するワーキン

ググループに参加し，肥料・飼料についての安全性の評

価を行った．

研究業績

1．医薬品の安全性に関わる情報の収集・評価・解析研究

a）一般用医薬品（OTC）の配合成分間における相互作

用に関する調査

　OTCの総合感冒薬に配合されている有効成分間におけ

る薬物相互作用の有無を明らかにするため，総合感冒薬

に配合されている有効成分を網羅的に調査した，さらに

各成分の薬物動態に関連した情報についてもできる限り

収集し，配合成分同士による薬物動態への影響を推定し

た．

b）市販後医薬品の安全性研究について

2006年中に承認された新有効成分含有医薬品は日本で

20成分，米国で24成分，EUで25成分であった．また，

新有効成分含有医薬品の2003～2006年までの市販後調

査・研究の公約率は日本で91％，米国で81％，EUで72％

であった．一方，2005年4006年に2極または3極で共通

して承認された新有効成分含有医薬品の一部について市

販後調査・研究の内容を詳細に比較したところ，共通し

た内容は少なかった．

2．薬効及び副作用発現の人種差に関わる遺伝子多型に

関する研究

日本人におけるUGTIAIの活性低下に係わる遺伝子多型

を確認する目的で，UGTIAIの遺伝子多型と血中総ビリ

ルビン濃度との関連について検討した．また，UGTの分

子種のプロモーター領域や3’UTR領域の変異がUGT活性

の人種差に及ぼす影響について検討する目的で，ヒュー

マンサイエンス振興財団より入手したヒト肝組織を用い

て，予備的検討を行った．血中総ビリルビン濃度との関

連解析より，白人種及び黒人種と異なり，日本人におい

ては，Block　lの＃28及び＃6をそれぞれ単独で2本，また

は両者を同時に有している場合に，UGTIAIの活性が低
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下することが確認された．また，＃60と＃IBが染色体上に

同時に存在している場合には，染色体の片方が＃28，＃6

又は＃60一＃IBである場合に，　UGTIAIの活性低下に相加

的に作用することが明らかになった．ヒト肝組織16検体

を用いた予備検討の結果，用いた手術により切除したヒ

ト肝組織のサンプルでは，UGTIA1の一部の多型の頻度

が，健常人のものとは有意に異なっていた．

3。患者個別化薬物治療のための遺伝子ダイビング法及

びメタボロミクス的手法の開発に関する研究

薬物代謝の約1／3を担っているCYP3A4の個人間変動は大

きく，薬物を投与する前に個人のCYP3A4の活性レベル

を予測することは困難であるため，メタボロミクス的手

法によりCYP3A4の活性レベルを事前予測できるバイオ

マーカーを探索する方法を検討した．モデルとして，肝

臓におけるCYP3Aの発現レベルを直接測定できるラッ

トを対象に，PCN及びデキサメタゾン処理を行ったラッ

トとコントロール・ラットの尿中の生体成分をHPLC／

TOF－MSにより分離し，主成分分析等の多変量解析を行っ

た，メタボロミクスの手法が，コントロール群とCYP3A

誘導群を識別する上で，分析条件の変更や誘導実験の時

期に影響されずに，ロバストな結果を与えることを確認

した．また，PXRリガンドによる誘導と関連するバイオ

マーカー候補を検出した．

4．薬物応答予測プロジェクトにおける研究

a）5FU，イリノテカン，ゲムシタビンのPKIPDと遺伝子

多型との関連解析

5FUの抗腫瘍効果および副作用発現とTYMSの遺伝子多

型との関連解析，イリノテカンの薬物動態，副作用発現

とハβαヲ1，んθ0612，および，0磁44のハプロタイプ

との関連解析，ゲムシタビンの薬物動態，抗腫瘍効果

及び副作用発現とαλ4，06K，ゐ盈V刀，　OV77，0V73，

007PおよびDNA修復遺伝子の遺伝子多型との関連解析

を行った．

b）オキサリプラチンの薬物動態の検討

オキサリプラチン服用患者の血液中のオキサリプラチン

及びその代謝物の測定を行った。

c）抗糖尿病薬の有効性と安全性に影響を及ぼす遺伝子

多型の探索

抗糖尿病薬グリメピリド服用患者での血糖低下作用と関

連する遺伝子多型を薬物代謝酵素，薬物トランスポー

ター，スルフォニルウレア受容体等の遺伝子を対象とし

て探索した．

5．有害事象に関わる薬物動態相互作用に関する研究

a）薬物トランスポーターを介した医薬品相互作用に関

する文献情報と添付文書情報の比較研究

日本，米国，英国の添付文書の薬物トランスポーターに

関する記載状況を調査するとともに，薬物トランスポー
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ターを介した薬物相互作用による有害事象の公表研究文

献を収集・解析した．こうした情報の各国での共通記載

は少なく，有害事象の記載もわずかであった．

b）医薬品の薬物動態相互作用の評価系確立に関する研究

医薬品の相互作用に影響を及ぼすCYP3A4の誘導現象を

評価するためめ加協加。アッセイ系を構築することを目

的とした．ヒト肝癌由来培養細胞株HepG2に，核内受容

体のVDRとPXRを共発現させ，0｝四44のプロモーター

領域を用いたレポータープラスミドで転写活性を測定し

た．その結果，リガンド非依存下のPXRとVDRによる

0｝労144遺伝子の転写活性能を抑制することが明らかと

なった．一方，リガンド非存在下のVDRはPXRによる

0｝辺エ44遺伝子の転写に影響を及ぼさなかった．以上の

結果から，PXRとVDRを同時に発現させた際の0｝甑44

遺伝子の転写活性化の様式はPXRあるいはVDRをそれぞ

れ単独で発現させた場合と大きく異なっていることが示

唆された．

c）薬物トランスポーター遺伝子MDR1の発現調節に関

する研究

　甲状腺ホルモン（T3）によるMDRI遺伝子の発現誘導

が甲状腺ホルモンレセプター（TR）を介して行われる

ことを明らかにした．また，T3応答領域がMDRI遺伝子

の約8kb上流に位置することが判明した．この領域は，

TRと同じく核内受容体のメンバーであるPregnane　X　re－

ceptorやConstitutive　Androstane　Receptorの結合領域とオー

バーラップしていることが判明した．現在，ゲルシフト

アッセイなどの手法により，この領域に結合する核内受

容体群の解析を行っている．

6．重症薬疹発症に関連する遺伝子マーカーの探索に関

する研究

薬物による重篤な副作用のひとつに重症薬疹（スティー

ブンス・ジョンソン症候群（SJS），中毒性表皮壊死症

（TEN））があり，重篤な場合には死に至り，また，眼や

肺に重い後遺症が残り，その後のQOLが著しく低下する

ことがある．SJSITENの発症と関連する遺伝子マーカー

を探索する目的で，ケース・コントロール研究を開始し

た．平成18年度は主として，文献調査を行うとともに，

プロトコールを作成し研究倫理申請を行い，症例集積の

ための基盤整備を行った．

7．その他の研究

a）ST合剤服用中のリウマチ患者におけるスルファメト

キサゾールの薬物動態

リウマチ患者のニューモシスティス肺炎の治療や予防に

用いられるST合剤（スルファメトキサゾールートリメト

プリム合剤）の副作用を最小限に抑え，有効性を維持す

る方法を開発することを目的として，ST合剤服用者のス

ルファメトキサゾールおよびトリメトプリムの薬物動態
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を検討した．HPLCIMSを用いた分析法を確立し，　ST合

剤服用者の血液中及び尿中のスルファメトキサゾール，

トリメトプリムおよびこれらの代謝物を測定した．

b）化学物質のリスク評価に関する研究

18種の工業化学物質について，新生児試験結果と若齢

ラット試験結果の比較検討を総括的に行い，公表した．

感受性比較のため新生児及び若齢ラットの推定無毒性量

（pNOAEL）と推定確実中毒量（pUETL）を予備試験お

よび本試験の両結果に基づいて求め，比較した．その結

果，pNOAELあるいはpUETLの比（若齢ラット／新生児

ラット）は，それぞれ6または5物質で2倍未満（新生児ラッ

トで低感受性または若齢ラットと同等），11物質で2－8

倍（新生児ラットで明らかに高感受性）であった．一方，

例外的に1物質についてのみ，新生児ラットで腎毒性が

発現した．

安全性生物試験研究センター

安全性生物試験研究センター長　井上 達

試験・研究業務

　安全センターの試験・研究業務は，1）医薬品関連（麻

薬・劇毒物等を含む関連物質の安全性評価（リスク・ア

セスメント），ならびにGLPの審査業務），2）食品・食

品添加物関連，3）農薬・残留農薬関連；，および，4）生

活化学物質を含む新規ならびに既存の化学物質に関わる

安全性評価と，それら全般に渡る試験手法の開発・改良，

ならびにそれらのリスク管理に関連する諸課題によって

構成されている．

　医薬品関連については，安全センターは平成16年4月

に発足した独立行政法人医薬品医療機器総合機構の審査

担当各部門に内部審査の形で事前審査等に協力してい

る．GLPの審査については，これまでの医薬品安全に加

えて，今年度は新たに医療機器の審査がはじまったが，

1年を通じてほぼ軌道に乗った．他方，平成17年度より

発足している医薬品の環境影響リスク評価手法に関する

調査研究については，最終年度の平成19年度に向けて，

最終稿の作成が進んでいる．尚，日本薬学会レギュラト

リーサイエンス部会の活動として，医薬品評価フォーラ

ムが新たに始められる運びとなり，第1回フォーラムは

来る平成19年8月に開催される．尚，医薬品等国際ハー

モナイゼイション促進事業については，調査業務として

次項に記載する．

　食品・食品添加物関連については，まず食品安全フォー

ラムが当18年度も12月6日長井記念ホールで盛会の内に

終了した．参加者は，昨年よりも増加し，本フォーラム

の定着傾向が窺われた．つぎに食品・食品添加物の安全

性評価については，ウルシロウ，酵素分解ハトムギ抽出

物，コメヌカ酵素分解物など計7品目について，90日間

以上の反復投与試験と変異原性試験の成績が得られ，検

討・評価された。香料の検討については，ピラジン類の

うち，2，3一ジメチルピラジンなど4品目，バレル化合物

の内，バレルアルデヒド，イソバレルアルデヒドなどを

括ってそれぞれについて検討を行った．尚，今後の食品

添加物の安全性評価については，平成19年度以降は，あ

らたな枠組みで臨むことで検討中である．

　平成18年5，月29日付けで施行された残留農薬規制のた

めのポジティブリスト制は，食品分析分野での測定法の

公定化が引き続き進められており，順調に進行している．

食品分野では，アガリクス，大豆インフラボンなどのリ

スク評価が行われた他，栄養補助食品全般にわたっての

安全性に関する目配りの必要性が話題となった．尚，来

たる平成19年度には，一部，対象を定めた放射線照射の

食品への適用の安全性評価と判断が求められようとして

いる．

　農薬・残留農薬関連での安全性評価業務（いわゆる農

薬安曇）は，食品安全委員会の所掌に移行したが，当・

安全センターの研究職員は引き続きこれに日夜，協力し

ている．尚，これらの中で，当センターは，クロルピリ

ホスのヒト・ボランティアによるデータの見直し等，若

干の品目の評価と管理の考え方についてad　hocの形で協

力を行った．忌避剤としてのディートについては，参加

事業者による自主的な試験が進められている．

　生活化学物質関連では，平成15年4月より化審法評価

を経済・環境・厚労の三省合同で審査が行われている．

毒害法関連では，分解性・蓄積性，あるいは遺伝毒性に

かかる（Q）SARのデータの試行的提示が始まっている．

また化学物質の安全性を巡っては，グローバルハーモナ

イゼイションシステム（GHS）への取り扱い基準の国際

化への準備が進んでいる．ナノマテリアルの安全性評価

についても，日本学術会議や日英会議など国際間協調討

議が進み，省試研究，厚生労働科学研究なども進行中で

あり，当センターはその中心的役割を果たしている．内

分泌かく乱化学物質研究関連では，OECDとの協力活動

の中で本邦の1世代試験の提案が米国などとの共同研究

として進んでいる．尚，化審法の枠組みについては，こ

れまでの経過に照らした見直しが，近く，始められよう

としている．欧州EUにおける化学物質の登録・評価・

認可・制限に関する制度（REACH）の開始に伴う本邦

への影響についても，議論が始まっている．

　調査業務としては，種々の国際機関（ICH，　OECD，

JECFA，　JMPR，　IPCS等）での各々の行政関連国際活

動に対応したリスクアセスメント業務が行われている．



業 務

OECDにおける内分泌かく無関連（菅野毒性部長）や，

皮膚粘膜刺激性試験（大野副所長，小島薬理部新規試験

法評価室（Ja6VAM担当室）長），発生神経毒性試験法

の検討（江馬総合評価研究室長），遺伝子改変動物を用

いた遺伝毒性試験法の検討（能美変異遺伝部室長）な

ど，その都度の検討課題は多岐にわたる，WHO／IPCSと

OECDはJointでトキシコジェノミクスの化学物質の安全

性へのマイクロアレイなどゲノム科学の利用の検討を始

め，これへの対応も積極的に進められている（センター

長・毒性部長）．欧米華麗の医薬品許認可要件に関する

国際協調のための研究活動ICH（医薬品等国際ハーモナ

イゼイション促進事業）に関しては，厚生労働科学研究

費「国際的動向を踏まえた医薬品の新たな有効性及び安

全性評価等に関する研究上田班」と連携して，トピッ

クとしては臨床試験のための非臨床安全性試験の実施時

期に関する課題（M3），遺伝毒性試験の改善に関する課

題（S2）を取り上げ，また，抗がん剤についての安全

性試験，バイオテクノロジー医薬品の安全性試験につい

ては，今後の取り扱いを含めて継続審議と研究を進めて

ゆくことで，進められている（10／24，Chicago；5／7－IL

Brussels）．尚，平成19年度より当該厚生労働科学研究費

は，井上を主任研究者として新規発足した．

　業務活動総括：当・安全センターの試験・研究・調査

の各業務の目的は一言にしていえば，諸種化学物質の安

全性評価とリスク管理である．このため安全センターの

各部では，昨年も記したように先端技術の導入をも含む

安全性評価手法の改善の努力が不断に続けられている，

例えばマイクロアレ・イを応用した一般化学物質に標的を

あてたトキシコジェノミクスについては，2001年以来昨

年のハワイにおける日米シンポジウムに至るまでの通算

5年間にわたって国際シンポジウムを主催してきた．そ

うした中でトキシコジェノミクスは，毒性部には担当室

が新設され，平成19年5月には米国EPAのホストによる

OECDIIPCSのワークショップが開催されるなど，具体的

な日常課題として進展しつつある．平成19年度は新たに

ナノテクノロジーに関する人員増も認められ，この領域

における研究も陣容の不足はあるものの着実に進展して

いる。尚本年度は，「実験動物の飼養及び保管並びに苦

痛の軽減に関する基準」の平成17年の一部改正（法律第

68号）に基づいて，厚生労働省による動物実験等の実施

に関する基本指針の通知（6／1付）があり，所の動物実

験規定の大幅改定が行われ，4月1目付を以て，所長の指

示に基づく動物実験の適正化のための審査が開始される

ことになった．5月現在，新たな規定に基づく審査が進

行中である．

　人事と研究交流等の行事：最後に安全センターの人事

では，平成19年3月31日付をもって廣瀬雅雄病理部長が
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定年退官し，後任に，「西川秋佳同部第1室長が翌4月1日

付にて就任した．また，室長人事では，小泉修一薬理部

第1室長および小澤正吾同座2室長が山梨医科大学と岩手

医科大学に教授として，渋谷淳病理部第2室長が東京農

コ〔大学に准教授として，それぞれ転出した．尚，高仲正

元薬理部長が叙勲を受けた．

　以上により，平成19年5月末現在のセンターの構成は，

4部1省令室で，室数は昨年のll，月1日薬理部に新規試験

法評価室の1増，および毒性部におけるトキシコジェノ

ミクス室の1増により，1沁々年の変異遺伝部細胞バンク

の基盤研への移行に伴う1減と併せると，15室となって

いる．また，人員枠については，ナノマテリアルに関す

る対応の為の増が実現している．これに対する人員につ

いては，選考中の人事もあり，5月末現在，センター長

1，部長4，省令室長1，室長ll，主任研究官19，研究員

6，動物飼育長1で，客員研究員を合わせると総計56名で

ある．この他，協力・流動研究員2，研究生・実習生10，

および，技術・事務補助員16の他，30名の短時間勤務職

員等が在籍している．安全センターは，人事の凍結が解

除され徐々に欠員の補充がなされつつある他，新たな室

の新設も進み，18年度中端以降は再び15室体制も回復

している．他方，頭記のように2室増が認められたもの

の，変異遺伝部の1室減や毒性部動物管理室の省令室化，

総合評価研究室のさらなる増員などは，依然としてセン

ターの希求する将来へ向けての緊要な課題である．

　尚，平成18年6月，大森義仁第2代センター長が逝去さ

れた．

　研究交流等の招聰行事について特筆すべき点は，韓

国KFDAINITRと当所NIHSICBSRによる日韓毒性関

連合同レギュラトリー会議が開催されたことである

（ll／28－29）．この合同レギュラトリー会議は，毒性学

研究院院長のSoo　Young　Choi博士以下7名の韓国側研究

者の訪日によって実現したもので，2003年3月Ki－Huo

Yang所長の訪問を受けて以来の研究交流となった．その

他の学術交流について経時的に主なものを列挙すると，

Enric　Mayolas博士らスペイン・カタルニア州厚生省訪日

団（6／9），国際生命科学財団（ILSI）のMike　Holsapple博

士（6／27），北京協和医科大学の実験動物学者Wu　Fanお

よびZuo　Conglin両教授（8／8），英国バーミンガム大学の

Kevin　Chipman教授（12／13），などを迎え，引き続き活

発な学術研究交流を行っている．

　当センターからの海外出張・国際会議への出席につ

いては，今期も厚生労働省・文部科学省等の関連予算

による種々の国際機関での行政関連会議（ICH，　OECD，

JECFA，　JMPR，　IPCS等）あるいは各種学術関連集会等

に対して，積極的な安全センターを構成するメンバー

の参加がなされた．それらについては各部の報告に記載
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されるのでここでは省略する．尚，本年は，センター長

は，本邦国内で行われたギャップジャンクション国際

会議（ll／20－22，東京）や国際生化学・分子生物学会議

（6／18－21，京都）の他，クロアチアにて開催された欧州

毒性学会議（9／20－21），および，欧州連合とフィンラン

ド科学アカデミーが共催したウェイブリッジ会議10周年

の内分泌かく乱化学物質に関する国際ワークショップに

招待されそれぞれ出席した（11／9－10）．また，化学物質

安全対策室の業務に関連して，OECDの内分泌かく乱化

学物質関連の数次にわたる集会に出席している（4／4－5，

ワシントンDC；4／26－27，サンドバーグ；1／17－18，リュ

ブリャナ；3／27－30，パリ）．．

毒　　性　　興

部　長 呼　野 禽

概　要

　安全性生物試験研究センター毒性部の所掌業務は，医

薬品，医薬部外品，化粧品，医療機器又は衛生材料，一

般化学物質（毒物・劇物），農薬，殺虫剤，家庭用品，容

器包装等の生活関連化学物質，食品や食品添加物などに

加え，近年では新規物質（ナノマテリアル等）対応を含

む安全性評価のための毒性学分野の諸試験，実験動物の

開発と飼育管理，これらに必要な各種の研究，時宜に応

じた安全性調査・リスクアセスメント，並びに必要な毒

性試験法開発研究，等であり，これらを下から支える毒

性発現機構の解明と安全性予測技術の開発のための基盤

研究を加えて，センター内はもとより，所内関連部署及

び厚生労働省との連携のもと，これらを遂行している．

　体制面では，平成18年10月1日付にて，毒性部第五室（所

掌業務：先端生命科学技術を取り入れた分子毒性学的試験

及びこの研究に関連すること）が室長1名とともに認め

られ，3年ぶりに六室体制に復帰した．当該室長には同

日付にて北嶋聡主任研究官が昇格した．また，第四室の

所掌業務に後世代に及ぼす影響に関する試験及び研究に

関すること（薬理部より移管）が追加された．

　人事面では，上記平成18年10月1日付北嶋室長の昇任

に加え，8月1日付けにて前川昭彦博士（（独）製品評価

技術基盤機構化学物質管理センター安全審査課技術顧

問）を客員研究員として迎え，研究協力を仰ぐこととなっ

た．また，中津則之流動研究員（（社）日本食：品衛生協会，

化学物質リスク推進事業（若手研究者育成活用事業）が

リサーチレジデントとしての研究期間を終了した（3月

31日付，（独）医薬基盤研究所基盤的研究部トキシコゲ

ノミクス・インフォマティクスプロジェクト特任研究

員に採用（4月1日付））．高橋芳樹主任研究官が10月31

日付にて退職した．非常勤，賃金職員等として，古川佑

介技術吏員が入所（4月1日付）し，生見まり子事務補助

員，今井あや子技術吏員が退職した（3月31日付）．

国外から，Mirialn　Jacobs博士（OECD環境局テストガイ

ドライン専門顧問，6月20日～29日）を招聰し，わが国が

リードラボを勤めるin　vitro試験法のOECDガイドライン

化を視野に入れた国際バリデーションのための具体的な

研究打合せを行った．また，、Sean　Kennedy博士（Environ－

ment　Canada，　National　Wildli艶Research　Centre，　Carleton

University，　l　l月13日），根岸正彦博士（NIEHS遺伝薬理

学部門長，2，月1日）が来訪し研究交流を行った．

　業務関連での海外出張では，菅野純部長は，第一回ア

ジア太平洋薬物動態学会（5月24日～26日，韓国・済州島）

に於ける招待講演のほか，第4回アジア毒性学会（6月18

割引20日，中国・珠海市），及び第46回米国トキシコロジー

学会学術年会（3，月25日～29日，米国・NC州シャーロッ

ト）に出席し，研究成果の発表を行った．また，カロリ

ンスカ研究所（4月25日，スウェーデン・ストックホル

ム），米国国立衛生研究所及びUC－lrvine校を訪問（ll，月

26日～12月3日）し，，調査及び情報交換／共同研究打合せ

を行った．OECD／WHOIIPCS関連では，　EDTA第四回（4

月4日～5日，米国ワシントン）・第五回（1月17日～18日，

スロベニア・リュブリャナ）VMG－mammalian（ヴァリ

デーションマネジメントグループ／動物試験）会合，第9

回内分泌かく乱化学物質の試験及び評価に関するEDTA

タスクフォース会合（4月26日～27日，スウェーデン），

第四回VMG－NA（ヴァリデーションマネジメントグルー

プノ非動物試験）会合（12月12日～14日，東京）に出席

し，本邦の現状について報告するとともに当該研究につ

いての検討を重ねた．その他，平林容子第四室長は，第

4回国際幹細胞研究会議（6月29日目7月1日，カナダ・ト

ロント），第26回ハロゲン化残留有機汚染物質に関する

国際シンポジウム（ダイオキシン2006）（8月21日～25日，

ノルウェー・オスロ），米国癌学会特別会議「発がん研

究におけるマウスモデル（10月25日～28日，米国・ボス

トン）への出席と発表を行った．高木篤也第三室長は，

FAOIWHO合同残留農薬専門家会議（10．月2日～14日，イ

タリア・ローマ）のため出張したほか，第46回米国毒性

学会学術年会（3月25日～29日，米国・NC州シャーロット）

に参加し発表を行った．

試験業務

1．既存化学物質の毒性試験

　個別的な試験の実施はなかったが，未検討の多数の既

存化学物質を可及的速やかにより正確，安価に評価する

ための手法として期待されるトキシコゲノミクスに関す

る研究として，「化学物質リスク評価の基盤整備におけ
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るトキシコゲノミクスの利用に関する研究一反復暴露影

響及び多臓器連関性（発達過程を含む）に重点を置いた

解析研究一」（厚生労働科学研究費）を開始した．これに

先立ち，「化学物質の経気道暴露による毒性評価手法の

開発，高度化に関する研究」（厚生労働科学研究費）を

継続しており，シックハウス症候群を考慮した極低濃度

のホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・トルエン及び

キシレンの吸入暴露実験を行い，肺および肝臓の吸入暴

露に関わる遺伝子発現変動の解析とともにデータベース

化を行っている．

2．食品及び食品添加物の毒性試験

　健康食品の安全性に関して，プロポリス，セイヨウオ

トギリソウについて，ラットによる12ヶ月間の慢性毒

性試験を行っている．植物由来の健康食品について，ト

ランスジェニックラットを用いる遺伝子突然変異試験を

開始した（医薬食品局食品安全部基準審査課）．加えて，

健康食品コエンザイムQlO（CoQlO）を中心に反復投与

時ならびにその中断（退薬）時における，行動学的解析

ならびにマウス肝臓・心臓・脳など多臓器にわたる遺伝

子発現変動解析を検討した（食品健康影響評価技術研究

委託・内閣府食：品安全委員会）．

　食品添加物については，既存添加物ジャマイカカッシ

ア抽出物の長期毒性試験及び国際的に汎用されている香

料7品目の90日試験を実施した．また，8品目についての

試験を開始した（医薬食品局食品安全部基準審査課）．

3．医薬品及び医用材料の安全性に関する試験

1）毒・劇物指定調査のための毒性試験

　4化学物質について，in　vitro皮膚腐食性試験，ラット

における急性経口毒性試験及び急性経皮毒性試験，ある

いは文献調査を実施し，急性毒性に関する情報を得，そ

の結果を報告した（医薬食品局審査管理課）．

2）プラスティック製医療機器の安全性に関する試験

　フタル酸エステルDEHPとその活性代謝産物MEHPの

マウスを用いた反復経口投与毒性試験およびマイクロア

レイを用いた遺伝子発現解析に先立ち，基礎情報を得る

ために，文献検索および予備実験を行った．

調査業務

1．化学物質及び食品などによる健康リスク評価

1）内分泌関係

　従来の多世代繁殖毒性試験の限界を認識し，その改良

を含む試験法開発を進めている．具体的には一生涯（発

生，発達，成熟，老化）の全ての段階に於いて内分泌か

く乱作用により懸念される毒性指標（神経・行動，免疫

毒性等，高次生命系及びその成熟に対する障害に焦点を

当てた，従来の多世代繁殖試験の指標に限定されない一

連の指標）を網羅的に確認する「鰯歯類一生涯試験法」

の開発を行う．この詳細試験は，厚生労働省の内分泌か
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く乱化学物質・試験スキームに則り，内分泌かく乱性を

検討する必要がある数十万種の対象化合物について，ホ

ルモン活性に焦点を置いたスクリーニング羊法の開発と

確立と詳細試験に資する優先リストの作成を進めること

と並行して実施するものである，これをもって，経済協

力開発機構…（OECD）の第9回内分泌かく乱化学物質の

試験及び評価に関するEDTAタスクフォース会合，及び

第5回第6回ヴァリデーションマネジメントグループ／動

物試験会合に参加し，国際協調の場に於いて，リードカ

ントリーとして内分泌かく乱化学物質に関する試験法の

開発のガイドライン作成に取り組んでいる．Hershberger

試験は，Phase3の結果が公表され，各試験機関の相関性，

検出結果は良好であった．子宮肥大試験はピアレビュー

が終了し，ガイドライン案作成終了段階に達し，追加デー

タ等の検討を行った．

2）化学物質の安全性評価

　化学物質審査規制法に基づき産業用途などに用いられ

ている化学物質のうち，これまで我が国で製造，輸入が

行われたことがない新規化学物質，または生産量が多く，

これまでに十分な安全性評価が行われていない既存化学

物質について，ラットにおける28日間試験及び簡易生殖

試験の結果より毒性の有無と無影響量をもとに，指定化

学物質や特定化学物質に相当するかについて安全性評価

のための調査を行った。

3）規制対象物質のGHSに基づく危険有害性分類事業

　GHS（化学品の分類および表示に関する世界調和シス

テム）の国内実施に向けた基盤整備として国が実施する

約1500物質の分類に際しての急性毒性，特定標的臓器／

全身毒性の項目について，実際の分類作業を検討し，分

類の指針を作成した．

4）残留農薬の安全性評価

　世界各国で使用されている農薬についての安全性評価

のため2006年度はイタリア・ローマのFAO本部で開かれ

たFAOバVHO合同残留農薬専門家会議（JMPR）にて討

議を行った．また，農薬等の一律基準と加工食品基準及

び急性暴露評価に関する研究の分担研究として，残留農

薬等の急性参照用量（Acute　RfD）に関連する調査研究

として，Acute　RfD設定の国際間の比較を行い，相違点

を明らかにした．

研究業務

1．毒性試験法の開発に関する実験的研究

1）化学物質リスク評価の基盤整備としてのトキシコゲ

ノミクスに関する研究

　日本におけるポストゲノム毒性学のセンター的役割を

担うべく，基礎的研究から応用研究開発まで幅広い活動

を行っている．既に内分泌シグナルや発生・分化，発が

んにおける遺伝子発現プロファイルを得，新たに訪いだ
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された関連遺伝子情報を基に基礎的研究を行っている。

　平成18年度は，多数の既存化学物質を可及的速やかに

より正確，安価に評価するための基盤研究として実施し，

平成17年度に終了した「化学物質リスク評価の基盤整備

としてのトキシコゲノミクスに関する研究」の成果を受

け，「化学物質リスク評価の基盤整備におけるトキシコ

ゲノミクスの利用に関する研究一反復暴露影響及び多臓

器連関性（発達過程を含む）に重点を置いた解析研究一」

（厚生労働科学研究費）を開始した．これは，先行研究

に於いて構築した約90種類の化学物質を対象にした単衣

（急性）暴露マウス肝トキシコゲノミクスデータベース

に対し，反復（慢性）暴露データベース，多種臓器間の

連関性を検討するトキシコゲノミクスデータベースを新

たに構築し，臓器内の遺伝子発現部位（細胞別，或は組

織内領域別）の可視化をハイスループット性を以て実施

するハイスループットin　situ　hybridizationデータベース

を加え，データベースの検証と有機的活用を促進するた

めの個別テーマに則った基盤研究，及び，大量データか

ら生物学的に有意な情報を効率的に抽出するインフォマ

ティクス開発研究を配し，安全性評価に於けるトキシコ

ゲノミクスの有機的利用を相乗的に促進させるものであ

る．NTTコムウェア・日本NCRと共同実施してきたデー

タベース解析に関する研究を引き続き実施し，その第五

段階を終了した．

また並行して既知毒物の情報を元に，今後問題になりう

る未知の新規毒物に充分対応できる全ゲノムを志向した

マイクロアレイを用いた毒物検査解析システムの開発を

検討してきた（地球環境保全等試験研究費）．

2）複合的に作用する毒物活性の評価系開発

　複数の毒物が同時に作用する環境における毒性評価法

の開発を検討する．平成17年度は複合毒性の分子メカニ

ズム評価の基本技術として，各条件のマイクロアレイ解

析データから同期して発現する遺伝子及び同期しない遺

伝子の機能クラスタを抽出し，これらの発現相関を評価

する手法の開発を検討した．

3）タール色素等毒性試験法のための研究

　「タール色素」に関する安全性確保の観点から，「赤色

226号」に関し，実際にマウスに投与し，ダイオキシン

様生体影響を中心に，肝臓における遺伝子発現変動解析

を検討した．その結果，高用量でもダイオキシン様作用

を示さないことが示唆された．

4）ナノマテリアルの安全性評価に関する調査研究

　高生産量（HPV）ナノマテリアルに対する安全性評価

手法の開発検討を優先して行うことを通して，ナノマテ

リアルの安全性評価に必要な条件を探ることを目的に，

ナノマテリアルの短期発がんモデルとして，雄p53（＋／一）

マウスにマルチウォールカーボンナノチューブ（MW一

CNT），フラーレン，青アスベストをそれぞれ単回腹腔内

投与し，26週間観察した．その結果，MWCNT群で腹腔

内に中皮腫が発生し，その程度はアスベストと同程度で

あることを明らかにした．一方，フラーレン投与群では

発がん性は観られなかった．

5）毒性オミクスによる化学物質安全性確保の国際的動

向に対応した緊急整備研究

　行政対応に耐えうる実用性を備えた毒性オミクスシス

テムの構築を目的として，当毒性部で得られた毒性オミ

クス情報を元に，網羅性，定量性，再現性，互換性の向

上に必要な基本的精度管理研究，毒性評価に必須なITシ

ステムの開発研究，血清に関する毒性プロテオミクスの

開発研究を行、つた．加えて，脳などを含む多臓器に関す

る毒性デノミクス研究（反復暴露を含む）の実験体制の

確立に必要な基礎的検討を行った．

2．恒常性維持機構に関わる内分泌系・免疫系・神経系に

関する研究

1）薬物乱用と薬物依存性の強化効果の修飾並びに薬物

依存性評価法に関する基礎的研究

　アカゲザルによる薬物自己投与試験法の技術改善と薬

物精神依存サルの作製・維持を行った．

2）内分泌かく乱化学物質の作用機序と検出系の確立に

関する研究

（1）内分泌かく乱化学物質による遺伝子発現変動パター

ンを網羅的に解析する基盤整備として，これまでに構築

した，マウス雌について性周期変動に伴う視床下部，下

垂体，卵巣，子宮，膣の網羅的遺伝子発現値データベー

スと，生後発達に伴う卵巣，子宮の遺伝子発現値を経時

的かつ網羅的に取得したデータベースを元に，Estrogen

receptor　alphaのcDNAをノックインしたマウスの妊娠維

持不良を解析した．

（2＞飼料中植物性エストロゲンのC57BL／6マウス経胎

盤・経母乳暴露による仔動物への影響を検討した結果，

通常飼料CRF　Iはphytoestrogen　low　diet（PLD）に比し，

出生時の体重の高値，雄PND30で精巣及び精巣上体絶対

重量の低値，雌PND21で多卵性卵胞の発生の増加がみら

れた．

（3）ホルモン様活性を有する化学物質検出系として，

Luci飴rase遺伝子をレポーターとするヒト由来細胞（HeLa

cell）を用いたエストロゲンレセプターα，β受容体活

性検出系およびCHO細胞を用いたアンドロゲン受容体，

甲状腺受容体活性検出系を開発し，ERα，　ERβ系につ

きin　silico計算により活性が予測された化合物を中心に

各71物質，AR及びTR系につき，それぞれ50物質の測定

を実施した（厚生労働科学研究費）．

（4）内分泌かく乱化学物質の神経系分化に対する影響を

検討する目的で，マウス胎児脳細胞を分離・初代培養
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（ニューロスフェア培養）して得られる神経幹細胞を対

象とした解析を，分化マーカー発現定量，DNAマイクロ

アレイ等を用い継続実施した．Bisphenol　Aのマウス胎生

14日由来神経幹細胞のアストログリア分化影響について

検討した．

（5）エストロゲン受容体の生体機能に関する知見，特に，

エストロゲン受容体のスプライシングバリアントの機能

を個体レベルで調べ，受容体結合性化学物質の生体影響

解明の一助とするため，エストロゲン受容体遺伝子改変

マウスを作製し，スプライシングバリアント発現パター

ンの改変による影響を個体レベルで調べている．

（6）表面プラズモン共鳴高速分析法：核内受容体作用物

質による生体標的分子相互作用への影響の解析と評価手

法の開発では，SPR系による相互作用因子探索により，

新たにアゴニスト型ERとの相互作用が認められた2配列

について，28化合物のSPRスクリーニングアッセイを実

施してその有用性について確認した．　（厚生労働科学研

究費）．

（7）3D－QsAR：これまでのERα，　ERβ系に関する研究成

果をもとに，同じく内分泌かく乱化学物質の作用の標的

であるアンドロゲン受容体（AR）に対し，化学物質の

結合強度予測を実施した．また，パスウェイスクリーニ

ング系構築のため核内受容体リガンドにより変動する遺

伝子ネットワーク解析を行うため，生物情報統合プラッ

トフォームKeyMolnetを用いて核内受容体PPARαリガン

ドである，clo且brate投与による遺伝子発現変動による分

子ネットワークを生成し，その分子ネットワークに対す

るカノニカルなパスウェイ，病態イベント，生体イベ

ント，Gene　Ontologyに関するプロファイリングを行い，

フェノタイプの変化が顕著でない比較的低用量の化合物

の毒性予測に有用であることが示唆された（厚生労働科

学研究費）．

（8）毒性発現メカニズムに支えられた新たな神経行動毒

性評価系を確立する目的で，オープンフィールド試験，

明暗往来試験，高架式十字迷路試験，驚愕反応試験，恐

怖条件付け試験，プレパルス驚愕抑制試験，ケージ内活

動量測定試験といった主に情動認知系の行動を対象とし

たマウス行動解析系を立ち上げ，化学物質暴露による脳

髄次機能への影響についての解析を実施した．

（9）エストロゲン受容体の神経系に関する知見を個体レ

ベルで調べ，神経内分泌障害性化学物質の作用機序解明

の一助とするため，複数種のエストロゲン受容体遺伝子

改変マウスの行動解析を行った．また，それと並行して

神経伝達物質調節機構への影響を検討するとともに脳構

造解析を実施した．

3）神経管閉鎖における性ホルモンとp53のシグナルクロ

ストーク
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　p53欠失マウスの外脳症好発モデルに於いてエストラ

ジオールがこの外脳症発生を並進すること，及び葉酸投

与によってp53欠品マウスの外脳症発生が抑制されず，

かえって増悪することを見いだした．これらをモデルに

用い，発生初期中枢神経系における性ホルモンの作用点

を検索し，性ホルモンと発生調節機構との新たな生理的

相互作用を引続き検討している．平成18年度は神経管閉

鎖前後の胎生7．5日および9．5日の胎仔における網羅的

遺伝子発現解析を継続して進めた．

4）マウス無畜細胞は多分化能を有する胚盤胞内部細胞

塊由来細胞である．この細胞及びそれらから得られる胚

様体を利用して内分泌かく乱化学物質の発生毒性への影

響を評価する方法を遺伝子レベルで検討するため，マイ

クロアレイを用いた変動遺伝子のデータベースの作成を

行なうとともに，種々の核内受容体の発現パターンを明

らかにした（厚生労働科学研究費）．

5）内分泌かく乱化学物質（ダイオキシン類を含む）の

胎児・新生児暴露によるリスク予測に関する総合研究（厚

生労働科学研究費）の分担研究として，受容体シグナ

ルを介した奇形発生メカニズムの解析のため，TCDDを

投与した13。5，14．5，15．5日齢のマウス胎児の口蓋

を対象にマイクロアレイ解析を実施した結果，Cypla1，

Ahrr，　Cyp　lb1，　TCDD－inducible　poly　（ADP－ribose）poly－

merase（Tiparp）等のTCDDにより誘導されることが知ら

れている遺伝子が対照群に比較して顕著に増加し，胎児

口蓋がTCDDの標的部位であることが遺伝子レベルでも

確認された，また，細胞増殖の制御に関与するCDKイン

ヒビターや血管形成阻害因子の増加も見られ，口蓋裂と

の関連が強く示唆される結果が得られた．また，受容体

原性シグナルを介したエピジェネティック発がんの分子

機能解析のため，短期発がんモデルであるTg．　ACマウ

スをC57BL／6マウスと交配したマウスを用いてTCDD投

与による発がん性試験を実施した結果，TCDDの影響は

明らかではなかった．TCDD単回投与マウス肝のマイク

ロアレイデータを対象に癌関連遺伝子の変化を検索した

結果，癌抑制作用が示唆されているTIP30をTCDDが顕

著に誘導することを明らかにした．

3．胎児，新生児，子供の健康に関する研究

1）胎児・発生障害に関する基礎的研究

（1）体節形成に必須の転写因子Mesp2の役割について，

Notchシグナル系及び分子時計との関係の遺伝学的解析，

Notchシグナル系遺伝子を発現する新規ノックインマウ

スの解析を行った．Mesp2が欠損した場合に，　Mesplの

発現レベルが上昇し，体節形成異常，パターン形成異常

の多くが部分的に回復することがわかった．またMesp2

の発現領域でlunatic仕ingeを発現するだけでは，体節境

界の形成は起こらないことが示された．さらにDlll遺伝
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子座にDIBをノックインしたマウスを作製し，解析を開

始した．

②　マウスのトランスジェニック胚や生化学的手法を用

いて1遺伝子発現制御に関わるゲノム上の小配列（エン

ハンサー）の同定と解析を行った．Mesp2遺伝子発現に

必須である転写因子Tbx6の抗体を作製し，免疫染色，ク

ロマチン免疫沈降等の実験で良好な結果を得た．　　　　．

体節特異的に発現する転写因子であるMesp2遺伝子の発

現が，Notchシグナルによって転写因子Tbx6依存的に制

御されていることを見いだした．

㈲　毒性発現メカニズムに支えられた新たな発生毒性評

価系を確立する目的で，モデル催奇形性物質としてShh

シグナル阻害剤サイクロパミンを妊娠マウスに投与した

際の，胚における網羅的遺伝子発現変動解析を実施した．

その結果，むしろ別のシグナルカスケードに影響を与え

ていることが示唆された，

2）化学物質による子どもの健康影響に関する研究

（1）化学物質による子どもへの健康影響に関する研究と

して，マウス胎児脳発達に伴う遺伝子発現変化のデータ

ベースを構築した．このデータベースを元に，胎児神経

幹細胞に化学物質を暴露させた際の影響を検討する目的

で，アザシチジンを妊娠マウスに投与し，胎児脳におけ

る網羅的遺伝子発現を解析した．

②　「化学物質による子どもへの健康影響に関する研究」

研究班（厚生労働科学研究費）への分担研究として，化

学物質の大人への影響評価結果を子どもへの影響評価に

外挿するための研究を継続実施した．記憶障害を引き起

こすことが知られているDomoic　acid（DA）が，成人期

投与より子ども期投与の方が，認知障害の程度が激しく，

かつ雨曇を伴う行動変化を引き起こすことが明らかと

なった．また，DAの脳に対する影響を網羅的遺伝子発

現解析により調べた．

（3）化学物質による子どもの神経系への影響に関する研

究を遂行する目的で，主に離乳から成熟までのマウスの

情動一認知系行動を解析するためのマウス行動解析系を

構築し，「化学物質による子どもへの健康影響に関する

研究」研究班（厚生労働科学研究費）の分担研究として

脳形成・発達過程における神経伝達物質シグナルの外因

性かく乱による脳障害に関する研究を実施した．特に胎

生期および子ども期マウスへのドーモイ酸暴露による神

経系への影響について検討した，

4．発がん性研究や幹細胞系を含む分裂細胞系関連の研究

1）化学物質や放射線による細胞障害機構に関する研究

（文部科学省・国立機関原子力試験研究費，厚生労働科

学研究費，学振科研補助基盤研究C）

　造血細胞は，未分化な造血前駆細胞からさまざまな分

化系列の細胞を含む．このため，末梢血をモニターする

といったことだけでは，前駆細胞に限局した潜在性の障

害や，前駆細胞への障害性の波及度を予知することは困

難である．ここでは網羅的遺伝子発現解析法を用いて，

考えられる障害性の可能な限り広範な対象を念頭に置い

た遺伝子発現変化を把握することによって，一見すると

毒性指標とは思われないような通常の遺伝子発現を若干

上回る（下回る）レベルの包括的な遺伝子発現影響を毒

性発現スペクトラムとして捉えることにより，これらを

通じてメカニズムや標的の評価も視野に入れた，これま

で見落とされがちであった多面的な毒性の評価を可能と

する予知技術を確立するための解析を進めている．ここ

では障害機構のなかでも酸化的障害に注目し，放射線を

例に照射後の遺伝子発現プロファイルの解析を進め，各

群を構成する個体別のプロファイルを主要因解析（PCA）

することで照射線量毎のクラスターとして分離するこ

と，この分離にはgene　ontology解析から酸化的ストレス

関連分子が寄与することなどを見出した．

2）造血巨細胞維持機構／個体レベルでの造血幹細胞動態

解析法（BUUV法）の開発に関する研究（文部科学省・

国立機関原子力試験研究費，気振科研補助基盤研究C）

　細胞間連絡を司るギャップ結合分子，コネクシン（Cx）

は，多細胞生物における増殖・分化やアポトーシスの制御，

電解質や代謝バランスの同調，など様々な細胞の恒常性

維持制御に寄与する．上皮細胞系並びに問葉系充実組織

での発現が知られる反面，造血前駆細胞における知見は

乏しく，Cx43における造血支持細胞との結合が知られる

のみである．ここでは，新たにCx32の造血前駆細胞特異

的な発現を発見し，さらにこのものの，造血維持・白血

病抑制作用を，Cx32欠失マウスを用いることにより明ら

かにした．また，BUUV法やセル・ソー洋算を用いた造血

幹細胞動態解析により，Cx32は造血幹細胞動態に抑制的

に機能していることを明らかにしっっある．

3）遺伝子改変動物を用いた発がん特性を含む生体異物

応答に関する研究（読振科研補助基盤研究C，HS委託

研究）

　これまで，酸化的ストレス関連分子としてのチオレド

キシン（Trx），異物代謝関連分子としてのアリールハイ

ドロカーボン受容体（AhR），更にはp53などの遺伝子心

痛並びにTrx過剰発現動物における生体応答遺伝子態様

を検討し，野生型動物で検出されなかった．野生型動物

における恒常性維持機構の背景に隠れて潜む遺伝子の動

きが導き出されることを明らかにしてきた．更に，異物

代謝シグナルと活性酸素種消去系シグナルの関連を示唆

する結果が出たことに基づいて，これに重点を置き，未

熟造血幹細胞分画を含む，造血組織での酸化的ストレス

下における発現遺伝子の解析を進めている．

4）生物由来の医療機器に関わる国際的調和に関する研



業 務

究一埋設型医療機器素材の安全性評価の再評価と国際調

和（厚生労働科学研究費）

　本研究課題は整形外科，循環器，口腔外科領域等にお

いて，人体に埋設される生体由来を含む種々の人工材料

の安全性に関する従来の動物実験の問題点を見直すこ

と，および，可能性としての「細菌共存環境」がげっ歯

類特有の異物好発がん性の誘因であることを検証するこ

とを目的とする。これにより，今後の埋設物安全性評価

の正確性の向上が期待される。18年度においては無菌マ

ウスに医療用埋設材料の移植手術を実施し，無菌環境下

あるいは非無菌環境下で長期飼育を行い，その発癌率を

比較する実験を継続した．

薬 理

部　長

部

中　澤　憲　一

概　要

　平成18年4月1日付けで中澤前第二室長が薬理部長に昇

進した．

　平成18年度においては，有効性・安全性評価のための

科学技術開発に関する研究，医薬品等の中枢機能に及ぼ

す影響に関する薬理学的研究，生体機能における情報伝

達に関する薬理学的研究，医薬品等のトキシコキネティ

クスに関する研究，医薬品等の細胞機能に及ぼす影響に

関する薬理学的研究，薬剤反応性遺伝子の多型解析に関

する研究，および医薬品の中枢性副作用回避に関する基

礎的研究に関する薬理学的研究を行った．

　行政協力の面では，昨年に引き続き，新医薬品の承認

審査，農薬のADI決定のための作業，新規及び既存化学

物質の安全性評価，GLP評価などに協力した．その例と

して，（独）医薬品医療機器総合機構における新薬の承

認審査について薬理学及び薬物動態学の面から中澤部

長，小澤室長及び紅林室長が薬事・食品衛生審議会臨時

委員として専門協議に協力した．また，内閣府食品安全

委員会の農薬専門調査会専門委員会には中澤部長および

小澤室長が協力した．厚生労働省，環境省，および経済

産業省による新規および既存化学物質の安全性評価には

簾内主任研究官が，（独）医薬品医療機器総合機構によ

る医薬品GLPおよび厚生労働省による化学物質GLPの評

価には中澤部長が協力した。

　人事面では，また，小泉第一室長が平成19年1月1日よ

り山梨大学医学部教授，小澤第三室長が平成19年4月1日

より岩手医科大学教授として転出した。非常勤職員とし

て新井晶子氏が平成18年10月より採用され，また，平成

19年3月をもって，酒見和枝氏が退職した．

報 告 169

　薬理部員の海外出張としては，短期の海外出張とし

て，中澤部長がICHシカゴ会議（M3部門；10月23・26日）

に出席した，紅林第四室長はハンガリー・ブダペスト市

で開催された第16回目クロソームと薬物代謝についての

国際シンポジウム（9月3日一9，月7日）に参加し，「ラット

単離肝細胞におけるアクリルアミドからグリシダミドへ

の代謝と細胞毒性」について発表した．宮島主任研究官

は，平成19年3，月24日一31日，アメリカ　シャーロットに

おいて開催された，第46回アメリカトキシコロジー学会

年会に出席し，ヒト肝由来細胞株におけるCYP分子種の

遺伝子発現制御機構についての研究成果を発表した．小

泉第一室長は，フェラーラ（イタリア）で開催された第

8回国際アデノシン・ATPシンポジウムに参加し，「ATP

によるアストロサイトー血管周皮細胞コミュニケーショ

ン」の演題で発表を行った（5月23日一6月2日）．小澤第三

室長は第1回アジア太平洋薬物動態学会ミーティング（韓

国・済洲島；5月24日一5月27日）に出席し，薬物動態能の

人種差と医薬品開発に関して講演を行った．石田主任研

究官は第1回アジア太平洋薬物動態学会ミーティング（韓

国・済洲島；5月24日一5月27日遅に出席し，肝細胞の三次

元培養系に関する発表を行った．小澤第三室長は第16回

ミクロソームと薬物酸化的代謝に関する国際シンポジウ

ム（ハンガリー・ブダペスト市；9月3目一9，月7日）に参加し，

日本人に認められるCYP2D6遺伝子多型に関する講演を

行った．佐藤主任研究官は北米神経科学学会2006（米国，

アトランタ市；10月13日一18日）に参加し，レトロウイル

スを用いた脳のプロジェニター細胞についての発表を行

い，また，ウイルス実験に関する研究打ち合わせとして，

米国ニューヨーク市に出張した（10月18日一21日）．大久

保技官も北米神経科学学会に出席し，「リポポリサッカ

ライドによるラットアストロサイトのP2Y受容体機能変

化」について発表を行った．小島第五室長は代替法に関

し，1）5月10日一5月13日　韓国毒酒学会（大邸）におい

て招待講演，2）10月17日一10，月21日　第2回北京実験動

物科学国際フォーラムにおいて招待講演（中国，北京），3）

lo月31日一11月5日　cAAr25周年シンポジウムへの招待

参加による国際交流（米国，ボルチモア），4）ll月28日

。12月2日　米国SACArM（Scienti且。　Advisoly　Committee

on　Altemative　Toxicological　Methods）会議における講演（米

国，ノースキャロライナ州，リサーチトライアングル）

を行った．

　その他の特記事項として，小島第五室長は第20回日本

動物実験代替法学会（東京）においてゴールデンプレゼ

ンテーション賞を受賞し，また，米国SACATMのメンバー

として登録された。簾内主任研究官は毒性QSAR開発プ

ロジェクト（仮称）にll月より参加している．
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研究業績

1．有効性安全性評価のための科学技術開発に関する研究

（1）外科手術摘出ヒト組織を用いたオーダーメード医療

の研究と遺伝多型を考慮したヒト肝細胞の代謝研究への

応用に関する研究

　不死化ヒト肝実質細胞を三次元高密度培養し，薬物

代謝・動態関連遺伝子の発現及び細胞機能の変化を検

討した．ヒト肝癌由来細胞の三次元高密度培養を継続

し，CYP3A4以外の薬物代謝・動態関連遺伝子の発現及

び機能変化の機構を検討した．各種ヒト肝初代培養細胞

の薬物代謝酵素誘導能を解析した．新規CYP発現系の薬

物代謝能を測定した．慢性C型肝炎患者の肝薬物動態関

連遺伝子発現と病態との関連の調査を継続し，新たに，

cYP3A4，　NTcP，　oArP－cの発現低下を見出した．（委

HS）

②　医薬品規制関心モナイゼーションに関する国際共同

研究

　作成したガイドラインに従って安全性薬理試験を進め

る上での問題点を探った．（厚生労働科学研究費）

（3）化学物質の標的としての膜機能タンパク質発現系を

利用したリスク評価法に関する研究

　アンチエストロゲンであるタモキシフェンおよびその

類縁化合物のニコチン様アセチルコリン受容体に対する

非ゲノム的作用を検討した．（厚生労働科学研究費）

（4）安全性評価のための動物実験代替法の開発および評・

価体制の確立に関する研究

　LLNA－DA法とLLNA－BrdU法の皮膚感作性試験代替法

としての妥当性を多施設バリデーションで検討した．ま

た，光毒性試験代替法の改善されたプロトコールについ

て検討し，必要があった揚合には簡便なバリデーション

を行った．（厚生労働科学研究費）』

個　ヒト肝3次元培養系・を用いた新規医薬品毒性評価系

に関する基盤研究

　3次元培養条件が確立された細胞について，リファン

ピシン以外のCYP3A4誘導剤による遺伝子発現プロファ

イルの変化を調べる．薬物代謝動態関連遺伝子とヒスト

ン修飾やDNAメチル化との関連についてHepG2以外の細

胞について調べる．（厚生労働科学研究費）

㈲　ナノマテリアルの細胞機能影響に対する評価手法の

開発に関する研究

　アフリカツメガエル浮島細胞に発現させたイオン・

チャネル型ATP受容体に対するフラーレンの作用を検討

した．（厚生労働科学研究費）

2．医薬品等の中枢機能に及ぼす影響に関する薬理学的

研究

（1）プリン受容体を介した生体調整機能の解明と医療へ

の応用

　P2Y2受容体刺激によるアロディニア形成の，分子メ

カニズムには，C線維のメカノセンサーの感受性充進が

関与するが，このメカノセンサーの実態とその感受性充

進メカニズムを明らかとした．（委HS）

（2）細胞外ATPを介したアストログリアーニュ一斗ン相互

調節機構の解明

　ATPIP2Yl受容体刺激により，酸化ストレスに対して

抵抗性を獲得したアストロサイトが，ニューロンの障害

に対してどの様な作用を呈するかを明らかとした．（文

部科学省科学研究費）

（3）ATPセンサーP2受容体一メカノセンサー相互作用に

よる情報制御に関する研究

　ミクロダリアのP2Y6受容体が死んだ神経細胞やその

破片を鼠食によって排除する脳内センサーとして働いて

いることを明らかとした．（文部科学省科学研究費）

（4＞ダリア細胞の可塑性によるシナプス可塑性制御に関

する研究

　アストロサイトの可塑的変化が，シナプス伝達の効率

に果たす役割を明らかとした．（文部科学省科学研究費）

（5）アストロサイトのエストロゲン膜受容体を介したエ

ストロゲンの脳神経機能調節機構の解明

　Xenopus　oocyteにL－gluトランスポーターを強制発現

させトランスポーター電流を記録するという実験系を立

ち上げた．タモキシフェンおよびその類縁化合物がエス

トロゲン同様mERαを介してL－gluトランスポーター

を阻害することを見いだした．（文部科学省科学研究費）

3．生体機能における情報伝達に関する薬理学的研究

（1）受容体タンパク質における分子相互作用に関する研究

　モデルペプチドとリガンドとの相互作用についてコン

ピュータを用いてシュミレートし，モデルを提案した。

（一般試験研究費）

②　原子間力顕微鏡等を利用した受容体タンパク質の研究

　アゴニスト，アンタゴニストなどのリガンドの種類と

タンパク質像の変化を観察した。（厚生労働科学研究費）

4．医薬品等のトキシコキネティクスに関する研究

（1＞食品中化学物質の相互作用等に関する調査研究

　PrometryneおよびAmetryneのラット肝細胞培養液中に

グルタチオン抱合に由来する代謝物を確認した．（一般

試験研究費）

②　ライフステージに対応したアクリルアミドの体内動

態の特性に関する検討

　幼若雌性ラットに14C一アクリルアミドを経口投与し尿

糞呼気への排泄ならびに体内動態を検討した．（厚生労

働科学研究費）

5．医薬品等の細胞機能に及ぼす影響に関する薬理学的

研究

（1＞化学物質曝露がヒト肝細胞の薬物代謝誘導機能に及



業 務

ぼす影響

　食品添加物等の化学物質曝露による，ヒト肝細胞にお

ける薬物代謝酵素誘導関連遺伝子の変動について検討し

た．（一般試験研究費）

②　化学物質の発生毒性に関与する分子の同定

　プロテオミクス解析により，セレンへの曝露により培

養ラット胚において発現に変化の認められるタンパクを

同定した．ラット胚本体および卵黄嚢膜のプロテオーム

の比較によりそれぞれに特異的に発現するタンパクを同

定した．（一般試験研究費）

6．薬剤反応性遺伝子の多型解析に関する研究

（1）遺伝子コピー数多型に基づく薬物動態関連遺伝子の

個人差解析

　ヒトゲノムDNAに存在する遺伝子コピー数多型のデー；

タベースを薬物動態関連遺伝子を中心に整理し解析し

た．その結果に基づき，遺伝子コピー数多型を測定する

ためのプローブの設計を行った．（文部科学省科学研究

費）

7．医薬品の中枢性副作用回避に関する基礎的研究

（1）血液脳関門破綻に基づく医薬品副作用の予測系の確

立に関する研究

　免疫抑制剤及び非メテロイド性抗炎症薬の病態時での

作用を評価するin　vitro　BBB病態モデルを作成した．病

態時のBBB機能障害機序にアストロサイト及び血管周皮

細胞から産生・放出されるMMP－9が関与していることを

明らかとした．（厚生労働科学研究費）

病 理 部

部長　西川秋郊
前部長　広瀬雅雄

概　要

　前年度に引き続き，化学物質の毒性・発がん性に関す

る病理学的研究，安全性評価のための新手法・生体指標

に関する研究，動物発がんモデルに関する研究，発がん

メカニズムに関する研究，環境化学物質のリスクアセス

メントに関する研究等を行った．

　人事面では，平成19年3月31日付けで広瀬雅雄部長が

定年退職し，内閣府食品安全委員会委員に就任した．ま

た，渋谷淳第二室長が退職し，東京農工大学大学院共生

科学技術研究院准教授として着任した．平成19年4，月1日

付けにて広瀬，渋谷両博士を客員研究員として迎え，引

き続き研究協力を仰ぐこととなった．一方，平成19年4

月1日付けで西川秋佳第一室長が病理部長に就任し，平

成19年6月1日付で梅村隆志主任研究官が第一室長に昇進
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した．更に，平成18年5月1日付けで高橋美和研究員が着

任した。また，平成18年8，月20日付けで非常勤職員の蓮

村麻衣が退職し，平成19年4月1日付けで森川朋美，前田

真智子，木島綾希及び伊勢山紀世佳が採用された．一方，

日本食品衛生協会リサーチレジデントの禺桂畑博士が平

成18年6月5日付けで馬所した．また，平成18年6月16日

付で賃金職員の高木富貴子が退職し，平成18年9，月1日

～ll月17日まで亀田成彬が，平成18年ll月1日～平成19年

3月28日まで岡村真吾が，平成19年1，月1日～3月14日まで

河村裕子が勤務した．

　短期海外出張として，西川秋佳第一室長は，イタリア・

ローマで開催された「第67回FAOIWHO合同食品添加物専

門家委員会（JECFA）」に出席し，討議を行った（平成

18年6月26日～6月29日）．また，渋谷淳第二室長は，フ

ランス・リヨンで開催された「国際がん研究機関（IARC），

ヒト発がんリスク評価に関する科学者ミーティング」に

参加し，討議を行った（平成18年6，月14日目21日）．さらに，

今井俊夫第三室長ならびに梅村隆志主任研究官は米国・

シャーロットで開催された第46回米国トキシコロジー学

会（平成19年3月25日～3月29日）に出席し，発表および

討議を行った．

研究業績

1．食品中の遺伝毒性を有する有害物質のリスク管理に

資する総合研究（厚生労働科学研究費補助金）

1）アクリルアミドの乳幼児期投与による発がん性に及

ぼす影響を検討するための予備実験として，アクリルア

ミドをラットの出生直後から12週間投与した結果，精巣

及び心毒性の可能性を示す所見が得られた．乳幼児期投

与による多臓器中期発がん性試験法を用いた実験を開始

した．

2）ラットにおけるアクリルアミドの妊娠・授乳期暴露

による神経および精巣毒性を病理組織学的に検討した結

果，母動物では神経障害が確認されたが，児動物では体

重低値が認められたものの，神経・精巣毒性作用は確認

されなかった．

2．食品添加物の毒性並びに発がん性の研究（食品等試

験検査費）

1）12ヶ月間慢性毒性試験およびがん原性試験では，肝・

腎発がん標的性のあることが示されたアカネ色素につい

て，他の全身諸臓器における発がん性の検索を継続する

とともに，トウガラシ色素，レバミゾール，塩化マグネ

シウム，N一アセチルグルコサミン，西洋わさび抽出物の

慢性毒性試験，がん原性試験は実験を終了し最終評価中

である．

2）ラット・90日間反復投与毒性試験ではツヤプリシン

の試験が終了し，没食子酸についてはラット90日間反復

投与毒性試験および1年間投与の慢性毒性試験を終了し，



172 国　　立　　衛　　研　　報 第125号（2007）

病理組織学的検索を開始した．

3．既存添加物の慢性毒性や発がん性に関する研究（厚

生労働科学研究費補助金）

1）トコトリエノールのラット発がん性試験の病理組織

学的検索を開始した．

2）アカネ色素によるラット腎発がん性に酸化的ストレ

スの関与する可能性が示唆され，アカネ色素の腎発がん

過程早期にみられた変化の出現にルシディンが関与する

可能性は低いことが見出された。

3）アカネ色素投与早期に認められた腎皮質の変化（近

位尿細管上皮細胞の空胞変性，好塩基性変性）は，アリ

ザリンとルシディン配糖体により誘発され，その発現に

酸化的ストレスが関与すること，髄質の尿細管変化（核

の大小不同，細胞増殖活性充進）はルビアディンに起因

し，ルビアディンの直接的DNA損傷がアカネ色素の即発

がんに関与することが示唆された．

4．食品中の複数の化学物質による健康影響に関する調

査研究（厚生労働科学研究費補助金）

1）、亜硝酸とカテキン併用投与による前胃発がん促進作

用への酸化的ストレスの関与を検討した結果，酸化的

DNA損傷が誘発され，その関与の可能性が示された．

2）DHPNでイニシエーション処理した逆流性食道炎モ

デルラットを作成し，亜硝酸とアスコルビン酸の併用投

与による食道発がん修飾作用を検討した結果，そのプロ

モーション作用が明らかとなった．

3）ラットニ段階発がんモデルを用いて，亜硝酸とアス

コルビン酸の併用投与による前胃発がんイニシエーショ

ン作用を検討した結果，そのイニシエーション作用は明

らかとはならなかった．

5．食品中のカビ毒の毒性および暴露評価に関する研究

（厚生労働科学研究費補助金）

ニバレノールの90日間反復投与毒性試験の評価を終了し

た。血液学的検査で雄の100ppmおよび雌の6．25　ppm以

上で白血球数減少が用量依存性に認められ，組織学的変

化は雌雄の100ppmで造血・免疫系臓器，下垂体，雌性

生殖器を中心に観察された．

6．畜水産食：品中の残留動物用医薬品の安全性に関する

研究（厚生労働科学研究費補助金）

1）スルファジメトキシンによるラット甲状腺二段階発

がんモデルにおいて，腫瘍化形質獲i得関連候補遺伝子に

ついてリアルタイムPCRによる発現レベルの検証と免疫

染色による発現局在解析を行った結果，腫瘍の進展過程

にはcyclinB　1およびcdc2の発現増加による増殖活性の増

強，Pvr13の発現減少による細胞間接着の消失，　cerulo－

plasminの発現増加による細胞内ホメオスタシスの変動の

関与が示唆された．

2）ラットニ段階肝発がんモデルを用いて，フェンベン

ダゾールによる発がんプロモーションの早期に特異的に

変動する遺伝子虫を同定し，リアルタイムPCRによる発

現レベルの検証と免疫染色による発現局在解析を行っ

た結果，GST・P陽性細胞巣の中に，　transferrin　receptor，

NrOB2，　TGFβRIの共発現・発現増強を示すものが見出

され，前がん病変の多様性が腫瘍への進展過程に関与す

る可能性が推察された．

3）ジサイクラニルをB6C3Fl系8ρ’deltaマウスに投与し

て，肝臓における細胞増殖活性並びに導入遺伝子変異体

の変異スペクトラムを解析した．

7．医薬品等にみられる非遺伝子障害性発がん過程にお

ける分子機構の解明に関する研究（厚生労働科学研究費

補助金）

1）ラット甲状腺二段階発がんモデルを用いて，コウジ酸

により形成された腫瘍特異的プロファイリングを行った

結果，コウジ酸による腫瘍進展過程には，鉄や銅の輸送

充溢，IL－6が関与する補体の活性化，がん抑制作用の破

綻やがん遺伝子の活性化の関与する可能性が示唆された．

2）ラットニ段階発がんモデルを用いて，フェノバルビ

タールによる発がんプロモーションの早期に特異的に

変動する遺伝子群を同定し，リアルタイムPCRによる発

現レベルの検証と免疫染色による発現局在解析を行っ

た結果，GST・P陽性細胞巣の中に，　trans角rrin　receptor，

NrOB2，　TGFβRIの共発現・発現増強を示すものが見出

され，前がん病変の多様性が腫瘍への進展過程に関与す

る可能性が推察された．

8．胎児期・新生児期化学物質暴露による新たな毒性評

価手法の確立とその高度化に関する研究（厚生労働科学

研究費補助金）

1）抗甲状腺剤のプロピルチオウラシル，メチマゾール

をラットに周産期暴露し，離乳時での脳海馬でのマイ

クロアレイ解析により，脳障害指標候補遺伝子として．

ニューロンのマイグレーション等の発達に関連する遺伝

子を多数見出した．また，脳梁におけるマイクロアレイ

解析による白質障害指標の探索を行った結果，ミエリン

形成や細胞移動に関連する遺伝子を多数得た．

2）臭素化難燃剤のうちデカブロモディフェニールエー

テル（DBDE）のラット周産期暴露実験を行い，暴露児

動物の暴露終了時での海馬（皮質）と白質のそれぞれに

特異的なマイクロアレイ解析を行った結果，白質では抗

甲状腺剤暴露例と共通に変動する遺伝子を多数見出した

が，海馬では殆ど見出されなかった．

3）臭素化難燃剤のヘキサブロモシクロドデカン（HBCD）

のラット周産期暴露実験を行い，暴露児動物の発達障害

を検討したところ，成熟後での検索により，白質形成の

障害を高用量で認めた．

4）DBDEの乳幼児期投与による多臓器中期発がん性試
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験法において，甲状腺及び腎臓における発がん感受性の

低下を示唆する結果が得られた．次いで，プロピルチオ

ウラシルとHBCDの幼若期暴露発がん性を検討する実験

を継続し，抗甲状腺作用のある過塩素酸カリと臭素化難

燃剤のテトラブロモビスフェノールA（TBBPA）の幼若

期暴露発がん性を検討する実験を開始した．

9．天然フラボノイドの立体構造固定による新機能発現

と医薬品への応用（文部科学省科学研究費）

無毒性量での合成フラボノイド誘導体音訓投与の結果，

2・nitropropane高用量では酸化ストレスの抑制効果が一部

認められたが，低用量では有意な差は認められなかった．

10．動物による発がん性評価のための新手法確立とその’

意義に関する研究（文部科学省科学研究費）

マウスを用いたDNAメチル化を指標とした加蜘。短期発

がん欄指標遺伝子の網羅的検索を目的として，メチル化

配列特異的なマイクロアレイを用い，肝発がん物質投与

マウスの肝臓でのメチル化DNAプロファイルを，投与す

る発がん物質，非発がん物質の種類を増やして検討した

結果，物質カテゴリー内で共通するプロファイルは得ら

れなかった．

11．個体レベルにおける多段階発がんに関する研究（一

般試験研究費）

ラット甲状腺二段階発がんモデルにおいて，スルファジ

メトキシンにより誘発される被膜浸潤機序に対して，活

性型ビタミンD3であるカルシトリオールによる抑制作

用を見出した。

12．酸化的ストレスの発がん過程に及ぼす影響に関する

研究（内閣府食品健康影響評価技術研究）

臭素酸カリウムを雌雄の即’deltaラットに飲水投与し，

同時に種々の抗酸化物質を与えた結果，アスコルビン酸

の投与により酸化的DNA損傷が有意に抑制されたが，加

伽。変異原性への影響は明らかとはならなかった．

13．個体レベルでの発がん予知と予防に関する基盤的研

究（厚生労働省がん助成金）

1）ラット大腸中期発がん．（DMH－DSS）モデルにおける

スルファサラジンの発がんプロモーション作用のメカニ

ズムを明らかにする目的で，免疫組織化学及びリアルタ

イムRT・PCR法による検索を行った結果，　iNOS　mRNA及

び蛋白発現の上昇を伴う炎症の増強によることを明らか

にした．

2）ハムスター中期老婚がんモデルを用いて，ダイコン

の成分であるMTBITCの投与実験を終了し，病理組織学

的検索を開始した．

14．食品添加物等の新機能性に関する研究（膏薬等ヒュー

マンサイエンス総合研究事業）

ラット中期大腸発がん（DMH－DSS）試験法を用いて，

既存添加物のイソクエルシトリンについて発がん抑制効
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果の有無を検討した結果，明らかな作用を認めなかった．

15．発がんイニシエーション活性の臓器特異性に関する

研究（一般試験研究費）

PhlPのマウス肝に対する発がん性を検討するため，肝発

がんプロモーターを投与する二段階発がん実験を終了

し，病理組織学的検索を開始した．

16．遺伝子改変動物を用いた突然変異と発がんに関する

研究（一般試験研究費）

酸化的DNA障害の修復に対するp53の関与を，、053遺伝

子欠損、gρ’deltaマウスを用いて，ペンタクロロフェノー

ル投与で惹起される8－OHdGレベル上昇ならびに突然変

異誘発性に対するρ53遺伝子欠損の影響を検討した．マ

ウス肝の8－OHdGの上昇は遺伝子型にかかわりなく用量

依存的に増加したが，突然変異誘発性に，遺伝子型，用

量に依存する変化は認められなかった．

変　異・遺　伝　部

部　長 林 真

概　要

　前年度に引き続き，研究面では，遺伝毒性の評価と解

釈に関する研究，遺伝毒性試験法の改良と新しい手法の

開発に関する研究，突然変異誘発機構に関する基礎的研

究，化学物質による遺伝毒性の構造活性相関に関する研

究を行った．

　2006年6月に横浜で開催されたICHの安全性に関する

ブレインストーミング会議において，遺伝毒性S2の見直

しが決定され，厚生労働省がそのうポータを努めること

が決定された．それを受けて，11月に米国シカゴにおい

てEWGの会合が開催され，基本方針が決定された．既

存のS2AとS2Bを合体させて一つのガイダンスにするこ

と，加瞼。試験における陽性率が非常に高く，それらの

一部は安全性評価にとって意味の薄いものであるとの理

解，また，動物愛護の観点から3Rを考慮すること，が確

認された．現在，2007年5月のブリュッセル会議での議

論をふまえつつガイダンスの改訂作業中である．一般職

業化学物質に関しては，化審法改正の見直しが迫ってお

り，今後の安全性に関する評価体制についての議論が始

まった．既存物質に関する評価は約2万種類もあること

から，効率の良い方法が模索されており，その一環とし

て平成17年度からは総合評価研究室と共同で，厚生労働

科学研究費補助金による化学物質リスク研究事業「化学

物質の評価におけるカテゴリー・アプローチの高度化に

関する研究」を，また，構造活性相関に関しては，第2

期として平成18年度からは「化学物質リスク評価におけ
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る（定量的）構i造活性相関（（Q）SAR）に関する研究」

を開始した．これまでの研究成果として，化審法の調査

会において，参考資料としてではあるが，構造活性相関

に基づくAmes試験の予測結果が公表されるようになっ

た．

　第一室ではほ乳類培養細胞を用いた（1）遺伝毒性メカニ

ズムの研究，②遺伝毒性評価系の開発，（3）環境化学物質

．の遺伝毒性の評価の研究を引き続き行った．

　（1）に関しては放射線によるDNA損傷のモデルとして，

制限酵素によるDNA切断を利用した培養細胞系を確立し

た．本系はゲノムの特定領域にDNA二本鎖切断を発生さ

せ，その修復と，突然変異のプロセスを完全にモニター

することができる．本系を利用し，DNA切断領域の塩

基特異性，DNA修復機構の細胞周期依存性，　p53による

修復の安定化機構を明らかにした．また，この系でDNA

二本鎖切断の多くは完全に修復されることが観察され，

DNA損傷による突然変異の発生には閾値が存在すること

が証明された．これらの研究成果を第36回欧州環境変異

原学会，キーストーンシンポジウム等で発表した．また，

遺伝毒性の指標の一つである小島の誘発機構について，

ライブセルイメージング技術を導入し，解析を行った．

核，チュブリン，中心体等が蛍光発光するトランスジェ

ニック細胞を開発し，細胞分裂期に生じる小島の可視化，

及びビデオでの撮影に成功した．今後，各種遺伝毒性物

質によって誘発される小康の特徴について解析を進める

予定である．

　②ではHS財団受託研究として，ヒト細胞，ヒト代謝

系からなるヒト型遺伝毒性試験系の確立とその評価に関

する研究を行った．これまでの遺伝毒性試験は，バクテ

リア，げっ歯類細胞，動物を用いて，主として遺伝毒性

の有無を判定するものであったが，本研究ではヒト型試

験系における反応性の特異性から，ヒトに対する遺伝毒

性のリスク評価を目指すものである．日本環境変異原学

会・ほ乳類動物試験分科会の協力のもとに共同研究を立

ち上げ，これまで40種類の化学物質を試験し，ヒトでの

遺伝毒性の特異性を明らかにした，もう一つのHS財団

受託研究では，ヒト肝細胞からなる遺伝毒性試験系の確

立の研究も継続中である．肝細胞は通常の培養では薬物

代謝活性を消失するが，極小面積内にスフェロイド状に

3次元培養することにより薬物代謝能が上昇することを

見いだした．この方法を利用した新たな試験法の開発が

期待できる．なお，これらHS受託研究試験は平成18年

度をもって終了した．遺伝子損傷試験としてコメット試

験が注目されている加眈ωコメット試験の簡便化，ハイ・

スループット化を目指して，ヒトリンパ球細胞を用いた

コメット試験法の開発と，バリデーションを行った．口

頭面コメット試験の結果はエームス試験の結果とよく相

関し，遺伝毒性試験法として利用できるだけでなく，試

験条件（温度，pH）の違いによるコメット泳動のパター

ンから化学物質の特徴を知ることができるため，メカニ

ズムの解析にも有効であることがわかった．また，新

たな遺伝子突然変異の検出法としてDNAチップによる

Comparative　Genomic　Hybridization（CGH）を用いて，欠

品領域の全ゲノムの網羅的解析方法を確立した．この方

法を用いて，放射線によって誘発されるヒト細胞中での

欠失領域のホットスポット，サイズ，特徴などを明らか

にした．これらの研究成果は日本環境変異原学会第35回

大会で発表された．

　（3）に関しては，加幅磁ヒト型試験系を実際の環境化学

物質に適用し，それらの遺伝毒性の評価を行った．昨年

度に引き続き，社会的に関心が高い，アクリルアミド・

グリシダミド（食品中発生物質），臭素酸カリウム（食

品添加物），カーボンナノチューブ・酸化チタン（微粒

子ナノ物質）を試験した．これら化学物質の多くは遺伝

毒性を示すが，ヒトでの代謝，および暴露量等を考慮す

ると，その遺伝毒性リスクは高くないものと評価された．

なお，これら研究の大部分は厚生労働科学研究の一環と

して行われた．

　第二室では（1）8ρ1deltaトランスジェニックマウスおよ

びラットを用いて個体レベルでの変異解析を進めるとと

もに，②ヒト遺伝子を用いた変異検出用テスター株を開

発し遺伝毒性試験のハイ・スループット化を推進した．

また（3）変異誘発に関わるDNAポリメラーゼの作用機構に

ついて基盤的研究を継続した．

　（1）に関しては，クロスオーバー研究の3年度目として，

化学物質と放射線の複合影響について即’deltaマウスを

用いて検討を進めた．タバコ特異的なニトロサミンNNK

がγ線による欠失変異を抑制する機構を明らかにするた

め，欠失変異体の分子解析を行い，NNK処理の有無に関

わらず，欠失変異体には接合部位に短い相同配列を持つ

ものと，相同配列を持たないものがあることを明らかに

した．この結果から，γ線によって誘発される追記変異

体はDNA鎖の切断に基づく非相同組換えの結果生じたも

のであることを示唆した．またNNK処理は，何らかの機

構で非相同組換えを抑制する可能性が示唆された（文部

科学省原子力試験研究費クロスオーバー研究）．また喫

煙と食品成分の複合影響について検討するため，NNKが

誘発する突然変異に対するノビレチンの化学予防効果に

ついて，8ρ！deltaマウスの肺における遺伝毒性を指標に

検討し，NNKが誘発する遺伝毒性をノビレチンが抑制す

る結果を得た．この成果は第65回日本癌学会学術総会で

発表した（厚生労働省がん研究助成金）．Sprague－Dawley

系の即’deltaトランスジェニックラットとHras　l　28ラッ

トとの交配を行った．Hras128ラットの乳腺では，導入
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したHras遺伝子に変異が起こり，早期に乳がんが発症す

る．癸がんとは直接関連のないレポーター遺伝子（虚μ）

についても早期に変異が起こるかを，PhlPを用いて検討

した結果Hras遺伝子の導入は，8ρ！変異に対しては特段の

促進効果を示さないことが示唆された（厚生労働省がん

研究助成金）．

　（2＞に関して，DNA損傷の乗り越えに関与するマウス

DNAポリメラーゼκの活性中心部にあるアミノ酸をアラ

ニンに置換したマウスES細胞を樹立した．この細胞を

もとに，DNAポリメラーゼκの活性を消失した即’delta

マウスを樹立する（HS財団受託研究費）．またプリン酸

化修飾を主に修復する酵素Fpgグリコシラーゼとピリミ

ジン酸化修飾を主に修復するEndoIIIIEndoVIIIグリコシ

ラーゼそれぞれまたは両方を不活化したサルモネラ株を

作製した．これらの株を用いることでプリン，ピリミジ

ンの酸化修飾を識別できるかを検討した．結果について

は日本環境変異原学会第35回大会で発表した（厚生労働

省がん研究助成金）．

　（3）に関して，ヒトDNAポリメラーゼκの構造と機能

について検討するため，l12番目のチロシンをアラニン

あるいはバリンに変えた変異体（Yl12A，　Yl12V）を作

製し，その損傷乗り越え活性に対する影響を検討した．

Yl12A，　Y112VはDNA上のベンツピレン付加体を野生型

と同程度かそれ以上の効率で乗り越えたが，チミングリ

コールの損傷乗り越え活性は大きく減弱していることを

明らかにした（文部科学省科学研究費補助金）．in　vitro

gap　mling　assayの手法を用いてヒトDNAポリメラーゼη

が酸化ヌクレオチドの誤った取り込みにより，ピリミジ

ンの1塩基欠損や長い泊船を誘発することを明らかにし

た．成果については，第79回日本遺伝学会大会で発表し

た（HS財団受託研究費「国際共同研究事業」）．この他

に，突然変異を細胞の表現型に依存せずに検出する手法

（random　mutation　capture，　RMC法）をヒト細胞DNAとバ

クテリアのDNAを用いて検討した（厚生労働科学研究費

および文部科学省科学研究費補助金）．

　人事面では，平成19年3月31日にヒューマンサイエン

ス振興財団リサーチレジデントの高島良生が退浮した．

4，月1日より協力研究員として新見直子，片字淳を受け入

れた．

　短期海外出張としては，林部長は平成18年4月25日か

ら29日までイタリアへ出張し，イスプラのJRCで開催さ

れたin　vitroほ乳類培養細胞を用いる試験系に関するシン

ポジウムにおいて講演を行った，林部長は5月9日から

13日までイタリアへ出張し，ECVAMで開催された細胞

形質転換試験のバリデーションマネージメント会議に出

席した．林部長は再び6月7日から10日までイタリアへ

出張し，OECD（経済協力開発機構）主催の（Q）SAR
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Ad　Hoc会議に出席し，　oEcDの（Q）sAR　ApPlication

Toolboxに関する議論を行った．林部長は6月18日から20

日まで中国に出張し，第4回アジア毒性学会に参加し，

加幅肋試験の陽性結果の解釈とフォローアップ試験に関

する講演を行った．引き続き林部長は6，月20日から24日

まで米国に出張し，ILSI／HESIが主催するワークショッ

プに組織委員の一員として参加し，精励。試験の陽性結

果の解釈を中心に討議を行った．能美室長は6月29日か

ら7月8日まで出張し，スウェーデン，カロリンスカ研究

所で雨雪講演を行い，共同研究について議論した後，チェ

コ共和国プラハにて開催された第36回欧州環境変異原学

会にて謝々講演を行った．本間室長およびグルーズ主任

研究官は7月1日から8日までチェコ共和国へ出張し，第

36回欧州環境変異原学会にてポスター発表を行った．山

田主任研究官は7，月1日から12日まで出張し，同学会にて

ポスター発表を行ったのち，イタリアの国立衛生研究所

で急診講演を行い，共同研究者であるBignami博士と討

論した．増村主任研究官は，9月1日より米国・シアトル

に長期出張し，システムズバイオロジー研究所（lnstitute

for　Systems　Biology）にて研究に従事している（平成19

年8月31日帰国予定）．本間室長は9月ll日から17日まで

ドイツへ出張し，ハンブルグで開催された国際会議DNA

Repair　2006に出席し，　p53による遺伝的安定化機構に関

する研究発表を行った．能美室長は9月15日から22日ま

でカナダに出張し，第37回米国環境変異原学会評議委員

会に出席するとともにポスター発表を行った．林部長は

9月16日目ら23日までカナダに出張し，第37回米国環境

変異原学会に参加し，遺伝毒性の構造活性相関に関する

発表を行った．林部長は10，月2日から7日まで米国に出

張し，OECDと米国EPAが主催した細胞形質転換試験に

関する専門家会議に出席し，試験系評価のための総説に

ついて討議を行い，10，月15日から18日まで台湾に出張

し，台北で開催されたGLP研修会において講演を行った．

林部長は10，月23日から11，月5日まで米国に出張し，シカ

ゴで開催されたICHに出席し，　S2　EWGのラポータを努

めた，引き続き，ボルチモアで開催されたCAAr主催の

シンポジウムに出席すると共に，平成19年8月に東京で

開催される第6回国際代替法会議の組織委員会を開催し

た．能美室長は10月22日から26日まで中華人民共和国

に出張し，北京で開催された第20回CODArAにて招聰講

演を行った．本間室長は10月23日から28日まで米国へ

出張し，シカゴで開催されたICH国際会議の遺伝毒性専

門家委員会に出席し，遺伝毒性試験ガイドラインの改訂

作業に参加した，本間室長は平成19年1月6日から14日

目でインドへ出張し，コインバトールで開催された第32

回インド環境変異原学会，健康と環境管理のバイオマー

カーに関する国際会議に出席し，環境因子による突然変
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異誘発機構に関する招聰講演を，また1月17日から24日

までは米国へ出張し，コロラド州ブレッケンリッジで開

催されたキーストーンシンポジウム（ゲノム不安定性と

修復）に出席し，p53によるDNA2本鎖切断修復機構…に

関する研究発表を行った．林部長は1月22日から28日ま

で英国およびフランスに出張し，Lhasa研究所において

構造活性相関プロジェクトの研究打ち合わせを行うと共

に，Covance研究所を訪問し，　IWGT等に関する打ち合

わせを行った．引き続き，パリのOECDを訪問し，遺伝

毒性のTG　47Xシリーズの更新について提案と意見交換

を行った．山田主任研究官は2月3日から2月10日まで米

国へ出張し，カリフォルニア州ベンチュラで開催された

ゴードン研究会議（哺乳類DNA修復）にてポスター発表

を行った．林部長は2月19日から24日まで米国に出張し，

クリーブランドのマルチケース社を訪問し，構造活性相

関プロジェクトの研究打ち合わせを行うと共に，ワシン

トンDCにてILSI／HESIの組織委員会に出席した．本間室

長は3，月24日から30日まで米国へ出張し，ノースカ面ラ

イナ州シャーロットで開催された第46回米国歯科学会に

出席し，臭素酸カリウムの遺伝毒性誘発機構に関する研

究発表を行った．林部長は3，月27日から31日までフラン

スに出張し，OECDのWNT会議に出席し，今後の試験ガ

イドライン等に関する計画を討議した．

研究業績

1．環境化学物質の発がん性遺伝毒性に関する検索法の

確立と閾値の検討

　モデル化学物質および食品関連物質としてアクリルア

ミドについて低用量域での小聖誘発性をフローサイト

メータを用いて検討した．その結果，統計学的な評価を

行うに当たって，細胞を単位とするか動物個体を単位と

するかによって，評価が異なることが判明した（食品健

康影響評価技術研究）．

2。食品添加物等における遺伝毒性評価のための戦略構

築に関する研究

　DNA修復能を欠損したバクテリア株を用いて，遺伝毒

性の閾値形成に及ぼすDNA修復の寄与について検討した

（厚生労働科学研究費）．

3．ハイ・スループットヒト型遺伝毒性試験系の開発

　DNAポリメラーゼκのDNAポリメラーゼ活性を不活

化させたES細胞を樹立した（HS財団受託研究費）．

4．個体レベルでの発がんの予知と予防に関する基盤的

研究

　タバコ特異的なニトロサミンNNKによるマウス肺での

突然変異誘発に対するノビレチンの抑制効果について検

討した　（厚生労働省がん研究助成金）．

5．ヒトがん発生に係わる環境要因及び感受性要因に関

する研究

　酸化ピリミジンの修復に関わるEndolll／EndoVIIIグリ

コシラ囁語を欠損させたバクテリア試験菌株を作製した

（厚生労働省がん研究助成金）．

6．がん化学予防の短・中期検索モデルの開発に関する

研究

　8ρ’deltaトランスジェニックラットとHras128ラットと

の交配を行い，PhlPによる変異誘発に対するHras遺伝子

の導入効果について検討した（厚生労働省がん研究助成

金）．

7．国際的動向を踏まえた医薬品の新たな有効性および

安全性評価等に関する研究

　異数性誘発物質をモデル化合物として，ヒトリンパ芽

球細胞株TK6，　WTK－1での染色体の異数性，および倍数

性誘発性の検出能力をバリデーションした（厚生労働科

学研究費）．

8．化学物質リスク評価の基盤整備におけるトキシコゲ

ノミクス利用に関する研究一反復暴露影響および多臓器

関連性（発達過程を含む）に重点を置いた解析研究一

　遺伝毒性物質，もしくは非遺伝的毒性物質をマウス投

与し，それぞれの化合物に特異的に発現の充進，抑制が

見られる遺伝子群を同定し，そのメカニズムを明らかに

した（厚生労働科学研究費）．

9．DNA塩基配列変化を直接検出する遺伝毒性試験法の

開発

　DNA上の塩基配列変化を直接検出する手法（Random

Mutation　Capture，　RMC法）を，ヒト細胞DNAを用いて

検討した（厚生労働科学研究費）．

10，環境中の発がんおよび発がん抑制要因の検索とその

作用機構の解明に関する研究

　ヒトDNAポリメラーゼηが効率よく酸化dNTPを取り

込むことを明らかにした（厚生労働科学研究費）．

11．高機能保持ヒト肝細胞組込型細胞チップとナノセン

サーによる新薬開発に薬物動態・毒性を評価する新規バ

イオセンサーの開発

より有用性の高い3次元培養ヒト肝細胞系を確立し，細

胞毒性，遺伝毒性試験システムを構築することに成功し

た（HS財団受託研究費）．

12．ヒト型遺伝毒性試験系の開発とそのバリデーション

に関する研究

　ヒト細胞，ヒト代謝系からなるヒト型試験系を用いて

謁歯類動物発がん性を示さない遺伝毒性物質を中心に試

験し，それら化学物質のヒトに対する安全性の評価を

行った（HS財団受託研究費）．

13．遺伝毒性物質の閾値形成におけるトランスリージョ

ンDNA合成の役割に関する研究

　ヒトDNAポリメラーゼκによるDNA上のベンツピレ

ン付加体の乗り越えに関する活性について，野生型蛋白
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質と変異型蛋白質について比較検討した（文部科学省科

学研究費補助金）．

14．化学物質の作用を勘案した放射線生物影響評価法の

開発に関する研究

　タバコに含まれるニトロサミンNNKとγ線照射の欠失

変異に対する複合影響について8ρ’deltaマウスを用いて

検討した（文部科学省国立機関原子力試験研究費）．

15．酸化ストレスを介したゲノム不安定性誘発機構に関

する基盤的研究

　酸化ヌクレオチド三リン酸をYファミリーDNAポリメ・

ラーゼが取り込むことで誘発される突然変異のスペクト

ルを検討した．（HS財団受託研究費）．

16。超低線量放射線により誘発されるDNA二本鎖切断

モデル細胞の構築と，それを用いたDNA修復の研究

　開発したDNA2本鎖切断のモデル細胞系を用いて，相

同組換え型修復に関与する遺伝子群の機構解析を行っ

た．この系を用いて，哺乳類細胞での組換え修復機構を

明らかにした．（文部科学省国立機関原子力試験研究費）．

17．突然変異のスペクトラムを指標にゲノム不安定性を

推測する環境モニタリングの研究

　　RMC法を，バクテリアDNAを用いて検討した（文

部科学省科学研究費補助金）．

18．食品中の遺伝毒性を有する有害物質のリスク管理に

資する総合研究

　ほ乳類でのアクリルアミドの代謝系を検討したとこ

ろ，CYP2E　1以外の代謝酵素の重要性が示唆された（厚

生労働科学研究費）．

19．ナノマテリアルのヒト健康影響の評価手法の開発の

ための有害性評価および体内動態評価に関する基盤研究

　ほ乳類培養細胞からなる遺伝毒性試験系を用いて，ナ

ノ粒子からなるフラーレン，酸化チタンの墨隈肋遺伝毒

性を評価した（厚生労働科学研究費）．

20．化学物質リスク評価における（定量的）構造活性相

関に関する研究

　既存の予測システムの評価を行うと共に，新しいシス

テムの開発を継続した．一般毒性試験の加5照co評価法

の改良を行った．本年度は主として構造によるグループ

化を含め，肝毒性の予測の可能性について検討した（厚

生労働科学研究費）．

21．化学物質の評価におけるカテゴリー・アプローチの

高度化に関する研究

　昨年度に引き続き，20，000物質以上存在する既存化学

物質を，構造，物性の類似性からカテゴリー化（グルー

プ化）を，OECD／HPVプログラムにおける考え方，検討

成果を参考にして，モデル化合物群の分類を行った（厚

生労働科学研究費）．

報 告 177

総合評価研究室
室　長 江　馬 眞

概　要

　総合評価研究室は，安全性生物試験研究センターの省

令室として，3名で構成されている．

　本年度は前年度に引き続き，安全性生物試験研究セン

ターの各部と連携して，化審法に基づく新規及び既存化

学物質の安全性評価及び現在進行中のOECD高生産量既

存化学物質の安全性点検作業に関する業務を行ってお

り，また研究面では内分泌かく乱化学物質，環境化学物

質，水道汚染物質及びナノマテリアルの毒性評価及びこ

れらの化学物質による一般毒性及び生殖発生毒性に関す

る研究，器具・容器包装に用いられる合成樹脂のリスク

評価法に関する研究，新生児動物における毒性影響に関

する研究を行っている。

　行政支援業務として，食品安全委員会，薬事・食品審

議会，水質基準逐次改正委員会等の医薬品，食：品関連物

質，工業化学物質等の安全性確保のための厚生労働行政

に協力している．

　入事面では，日本食品協会化学物質リスク研究推進事

業リサーチレジデントとして平田睦子博士が採用され，

また，東京農工大学原田友昭氏を平成18年10月より研

究生として受け入れた。

　海外出張としてはOECD関連で，江馬室長が「第23回

高生産量化学物質初期評価会議」（平成18年10月，韓国

　済州島），「第24回高生産量化学物質初期評価会議」（平

成19年4月，フランス・パリ）に出席した．江馬室長は「第

25回ハロゲン化有機環境汚染物質とPOPSに関する国際

シンポシウムDIOXIN　2006」（平成18年8，月，ノルウェー・

オスロ）に出席し，「ジブチルスズのマウスにおける妊

娠初期投与の妊娠阻害作用」について発表し「欧州トキ

シコロジー学会」（平成18年9月，クロアチア・ドブルブ

ニク）にてジブチルスズのサルにおける催奇形作用につ

いて発表し，「米国毒性連合年会」（平成18年ll月，米

国・パーム・スプリングス）に出席し「ジオルトトルイ

ジン」の催奇形性について発表した。また，「食品汚染

物質と神経発生毒性障害に関する国際会議」に出席して

ポリソルベートの発生毒性試験結果について発表し，「高

生産量化学物質のデータに関する第1回米国会議」に出

席して「OECD高生産量化学物質初期評価会議における

日本の貢献」について発表し，「米国トキシコロジー学会」

（平成19年3月，米国・シャーロット）に出席して紫外線

吸収剤の離乳前ラットを用いた毒性試験について発表し

た．広瀬主任研究官は，「WHO飲料水水質ガイドライン

第3版への第2追補のための専門家会議（平成18年5，月，
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ジュネーブ），「第一回OECD工業用ナノ材料の安全性に

関する作業部会」（平成18年10，月，英国），「OECD工業

用ナノマテリアルの安全に関する作業部会のサブグルー

プ2，3及び4の合同会合」（平成19年3月，ドイツ）に出

席した．また，「第26回ハロゲン化有機環境汚染物質と

POPSに関する国際シンポシウムDIOXIN　2006」（平成18

年8月，ノルウェー），「欧州トキシコロジー学会」（平成

18年9，月，クロアチア），「米国毒性連合」（平成18年11，月，

米国），「米国トキシコロジー学会」（平成19年3，月，米国）

の各学会に参加し，発表を行った．

業務業績

1．OECD高生産量化学物質の初期評価文書の作成及び

発表

　OECD高生産量化学物質安全性点検計画に関する業務

として，初期評価文書を作成・提出し初期評価会議で

討議している，平成18年10月に開催された第23回高生

産量化学物質初期評価会議では，日本政府として1物質

（Acetaldehyde　oxime）の評価文書を提出し合意された．

また目本産業界が提出した評価文書については，その原

案作成に協力すると共に提出前のピアレビュー及び評価

会議での支援を行った．その結果，日本産業界から提出

された1物質（Tridecylamine）の評価文書が同会議で合

意された．第24回会議（平成19年4月）も同様の手順で

進められ，日本政府から1物質（2－sec－Buty1－4，6－dinitro－

phenol）の評価文書，フィンランド政府及び工業界と日本

政府との共同で1御質（Iron　salts　and　their　hydrates）の

評価文書，日本産業界から提出された1物質（N一（2－Octa－

decanoylamidoethyl）octadecanamide）の評価文書を提出し

合意された．

　高生産量化学物質の初期評価の概要及び会議の内容

については学術誌に公表した（衛研報告，124，62－68，

2006；化学生物総合管理，2，83－103，，2006；化学

生物総合管理，2，104－134，2006；化学生物総合管

理，2，135－146，2006；化学生物総合管理，2，83，

147－162，2006；化学生物総合管理，2，83，163－175，

2006；化学生物総合管理，2，286－301，2006；化学生

物総合管理，2，83，302－312，2006；）．

2．新規化学物質の安全性評価業務

　昭和48年10月16日制定され，昭和49年4月施行された

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」『化審

法』は，難分解性・低蓄積性の性状を有する新規化学物

質について，毒性試験（いわゆるスクリーニング毒性試

験）実施を要求している．この試験結果から新規化学物

質は，指定化学物質または白物質として公表されている．

この試験結果の評価作業を行うとともに，これら試験結

果のデータベース化を行っている．平成18年度は計345

の新規化学物質についての評価作業を行った．

3．既存化学物質の安全性評価業務

　1993年から開始されたOECD高生産量化学物質安全性

点検計画の業務に関連した化合物と国内独自の既存点検

物質のスクリーニング毒性試験を，厚生省が国内の受託

試験機関に委託している．これらの試験計画書の確認と

最終報告書のピアレビュー及び評価作業を行うととも

に，これら試験結果のデータベース化を行っている．平

成18年度は37物質についての72試験の試験計画書確認

作業を行い，その試験のピアレビュー及び評価作業を

行った．

4．化審法の届出業務の電子化に伴う業務

　行政改革の一環として，新規化学物質の届出業務の電

子化が進められており，それに伴う新規化学物質の届け

出様式の電子化整備及びバリデーション作業，並びに評

価作業に関わる電子化整備に協力した．

5．OECDガイドラインドラフト426発生神経毒性試験に

関する業務

　ドラフトの最終化に向けて平成18年10月に事務局か

らドラフトに対するコメントが求められ，専門家から寄

せられたコメントを整理して事務局に送付し，ガイドラ

インの最終化に協力した。コメントは学術誌に公表した

（Cong　Anom，47，74－76，2007）．

6．その他（各種調査会等）

　食品安全委員会（農薬専門調査会，動物用医薬品専門

調査会，添加物専門調査会，器具・容器包装専門調査会，

汚染物質専門調査会及び，汚染物質・化学物質専門調査

会合同ワーキンググループ），薬事・食品衛生審議会（化

学物質調査会，水質管理専門委員会，化学物質審査規制

制度の見直しに関する専門委員会委員会，家庭用品安全

対策調査会），裂創法GLP評価委員会，食品添加物安全

性検討会，水質基準逐次改正検討委員会，化学物質安全

性評価委員会，OECD高生産量化学物質初期評価文書レ

ビュー委員会，GHS分類専門家委員会，化学物質による

労働者の健康障害防止に係わるリスク評価検討会（職場

における化学物質のリスク評価委員会，健康影響評価の

ためのタスクフォース，生殖毒性試験の評価に係わる専

門家会議），環境省新規POPs等検討会，環境省健康リス

ク総合専門委員会ワーキンググループ，環境省未査定液

体物質査定検討会，（独）医薬品医療機器総合機構専門

委員（新薬，医療機器，先天異常検討），医薬品・医療

機器GLP評価委員会，（独）新エネルギー・産業技術総

合開発機構技術委員，（独）国立環境研究所ダイオキシ

ン類の動物実験評価検討委員会，国立成育医療センター

成育サマリー検討委員会，（独）新エネルギー・産業技

術総合開発機構委託研究事業推進委員会，（財）化学物

質評価研究機構新エンドタリン事業委員会，（財）石油

活性化センターETBEリスク評価及びETBE発癌性試験



業 務

検討委員会等の活動に協力した．

研究業績

1．化審法における既存化学物質及び新規化学物質の毒

性評価に関する研究

　新規に入手した既存化学物質の12試験データ及び新規

化学物質の18試験データをデータベースに入力し，今後，

QSAR解析用のデータベースに構造の入力作業を行った，

2．化学物質の乳幼児における毒性発現に関する研究

　化学物質を出生直後から生後21日までのラットに投

与した新生児試験結果と6週齢の同系ラットを用いた28

日問投与試験の結果と比較して新生児の感受性について

検討した．18種の化学物質に関して新生児ラットと幼

弱ラットとの毒性発現を比較検討した結果については学

術誌に公表した（Regr　Toxicol　Pha㎜acol，47，296－307，

2007）．

　紫外線吸収剤2一（3，5一ジーtert－2一ヒドロキシフェニル）

一5一ベンゾトリアゾール（DBHB）を5週齢ラットに投与

したときには毒性が雄に強く発現したが，離乳前のラッ

トに直接投与したところ毒性の雌雄差が減弱した．さら

に，去勢した5週齢ラットにDBHBを投与したところ去

勢雌で毒性が増強され，毒性発現には内分泌学的性差

が関与している可能性が示唆された［厚生労働科学研究

費］．

3．内分泌かく乱化学物質（ダイオキシン類を含む）の

毒性評価に関する研究

　「内分泌かく乱化学物質（ダイオキシン類を含む）の

胎児・新生児によるリスク予測に関する総合研究」にお

いて，ダイオキシンによる奇形誘発に関連して，マウス

胎児の口蓋における遺伝子発現解析を実施した［厚生科

学研究費主任研究］．また，本研究の分担研究として，

18年8，月にノルウェー・オスロで行われた第26回ハロゲ

ン化有機環境汚染物質とPOPSに関する国際シンポシウ

ムに出席し，海外における最新のダイオキシン類の汚染

・暴露状況や健康影響に関する研究の進展状況に関する

情報を収集した［厚生労働科学研究費分担研究］．

4．水道水に係わる毒性情報評価に関する研究

　平成15年の水質基準改定以後，食品安全委員会で実施

された評価の状況やWHOでの逐次改訂作業（ローリン

グリビジョン）を考慮しつづ，最新の毒性情報や評価手

法に関する情報の収集及び整理を行い，健康影響評価値

の設定や基準改定のための検討を行った．本年度は，食

品安全委員会において清涼飲料水に係る化学物質の健康

影響評価が行われている9物質について最新の評価結果

と想定される基準値と平成15年度改訂基準値の比較検討

を行うとともに，近年その環境汚染濃度の上昇が懸念さ

れているヘキサブロモシクロドデカン（HBCD）及びテ

トラブロモビスフェノールA（TBBPA）の毒性情報収集
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及び整理を行った．その結果，食品安全委員会で評価が

行われた9物質のうち，1，1一ジクロロエチレン，ジクロ

ロアセトニトリル及び抱水クロラールについては評価が

大きく変わっていたものの，それ以外の6物質について

は平成15年改訂時の評価との違いはほとんど認められな

かった．HBCDについては肝臓及び甲状腺への影響が報

告されており，最近報告された28日間反復投与試験では

甲状腺重量の変化をもとにBMDLは1。6mg／kg／dayとさ

れてる．一方，TBBPAの28日／90日間反復投与試験では

1000mg／kg／day投与によっても明確な有害影響は観察さ

れていない．両物質共に胎児毒性／催奇形性は認められ

ていないが，最近，神経発達への影響を示唆する変化が

報告されている．［厚生労働科学研究費分担研究］

5．化学物質の生殖発生毒性に関する研究

　化学物質リスク評価の基盤整備としてのトキシコゲノ

ミクスに関する研究においては，生殖毒性に関わる毒性

発現メカニズムの解析として，ジブチルスズのマウス

子宮に対する着床期遺伝子発現解析を行い，その結果

を「第26回ハロゲン化有機環境汚染物質とPOPSに関す

る国際シンポシウム」で学会発表した．［厚生労働科学

研究費分担研究］．加硫促進剤として使われるジー。一トリ

ルグアニジン（DTG）の簡易生殖毒性試験において生殖

発生毒性を示すことを明らかにし，学術誌に公表した

（Reprod　Toxicol，22，30－36，2007）．またDTGのラット

出生前発生毒性試験を行ったところ母体毒性を発現する

投与量で催奇形性を示すことを明らかにし，学術誌に公

表した（Reprod　Toxico1，22，672－678，2007）．1，2，

5，6，9，10一ヘキサブロモシクロドデカンの二世代繁殖

毒性試験，N，　N’一ジシクロヘキシルー2一ベンゾチアゾリ

ルスルフェンアミドの二世代繁殖毒性試験を行った．さ

らに有機スズの生殖発生毒性に関する研究については，

妊娠初期に投与したジブチルスズ（DBT）はラットにお

けると同様にマウスにおいても胚致死作用を示し，サル

の器官形成期にDBTを投与したときには，催奇形作用は

認められなかったが，胚致死作用を示すことを明らか

にした．これらの結果については学術誌に公表した

（Environ　Toxicol，22，44－52，2007；Reprod　toxicol，23，

12－19，2007）．また，食品添加物として使われている

polysorbate　80のラットを用いた発生神経毒性について検

討し，母体毒性を示す量では生後の児の条件回避反応が

一過性に低下することを明らかにした（1st　Intemational

Conference　on　Food　Contamination　and　Neurodevelopmen－

tal　Disorders）．

6．ナノマテリアルの安全性確認における健康影響試験

法に関する研究

　ナノテクノロジーは，その新機能や優れた特性を持つ

物質を作り出す技術により国家戦略としてその開発が進
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められており，その中心的な役割を果たす，ナノマテリ

アルの生体影響に関しては，多くの点で未知である．本

研究では，これらナノマテリアルの安全性確認に必要な

健康影響試験法に関する調査，開発検討を行うことを目

的としている．18年度は，新規に開始した「ナノマテリ

アルのヒト健康影響の評価手法の開発のための有害性評

価および体内動態評価に関する基盤研究」の中で研究総

括を行うと共に，英国で開催された「「第一回OECD工業

用ナノ材料の安全性に関する作業部会」および「OECD

工業用ナノマテリアルの安全に関する作業部会のサブグ

ループ2，3及び4の合同会合」で情報収集を行うと共に，

米国で開催された「米国毒性連合年会」において本研究

班での取り組みについての紹介および意見交換を行っ

た．［厚生労働科学研究費主任研究〕．また，科学技術振

興調整費による，（独）物質・材料機構，（独）国立環境

研究所，名古屋大学との共同調査研究「ナノテクノロジリ

影響の多領域専門家パネル」において，反復暴露および

慢性暴露による生体影響評価に必要な影響検出試験法の

標準化等にむけた適切なエンドポイントやその検出手法

について，検討すべき論点の整理や，既存の試験法にお

ける問題点の整理を行い，優先的事項の提言を行った．

また，OECDの作業部会のサブグループ会合の直前に行

われた英国王立協会や日本学術会議などの各国のアカデ

ミア共催による「OECD作業部会参加者とアカデミアに

よる討論会」に参加し，健康影響に関する意見交換を行っ

た．

7，化学物質リスク評価における定量的構造活性相関に

関する研究

　本研究では，化学物質のリスク評価を実施する上で必

要とされる毒性を予測するにあたり，評価に必要不可欠

である試験項目について，定量的構造活性相関予測やそ

れに関する研究領域において，国際的に使用されている

いくつかの構造活性相関コンピュータープログラムの検

証を行い問題点の洗い出しを行うと共に，予測精度を上

げるためのアルゴリズムの改良を行っている．18年度は，

AMES試験及び染色体試験に対して，3つのSARモデル

（DEREK，　MULTICASE，　AdmbWorks）のさらなる予測

精度向上のためのプログラムの改良を行った．また，反

復投与毒性，特に肝毒性に関しての構造活性相関モデル

構築を行っている．［厚生労働科学研究費分担研究］．

8．医薬品の催奇形性のリスク分類に関する研究

　日本で市販されている薬剤の内，米国及びオーストラ

リアで妊娠カテゴリーB，C，　Dに分類され，日本で妊

婦禁忌となっている医薬品について生殖発生毒性に関す

る動物試験結果を精査してカテゴリー分けの根拠につい

て検討した［厚生労働科学研究費分担研究］．また，生

殖発生毒性試験を評価する際の留意点について整理した

（産科と婦人科，74，309－315，2007）．

9．器具・容器包装に用いられる合成樹脂のリスク評価

法に関する研究

　器具・容器包装に由来する化学物質による健康影響評

価法検討の一環として，器具・容器包装に汎用される合

成樹脂についてそのリスク評価手法の検討とリスク評価

のためのガイドラインの提案を行うことを目的とする研

究であり，18年度は，17年度の結果を受け，i）TTC概

念の適用について，化学構造的なアラート等や溶出濃度

に依存した必要な毒性試験の妥当性を検証，i）いくつ

かの溶出物質での各種毒性試験要求基準の実用性につい

て検証，ii）溶出試験法については，食品擬i似溶媒につ

いての妥当性と暴露量推定手法の検討を行った．その結

果として，i）暴露量に依存した初期毒性評価スキーム

を構築すると共に，i）いくつかの物質についての妥当

性を検証し，血）溶出試験の代替溶媒の選定と接触係数

を用いた摂取量の算定法の設定を行った．これらの結果

をもとに，iv）評価手法の指針としてガイドライン原案

作成を行った．［食品健康影響評価技術研究主任研究］
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平成18年度所外研究員等の受け入れ名簿

平成19年3月31日現在

（客員研究員）30名

氏　　　名 所　　　　　　　　　　属 受　　入　　部 入　所 退　所 性　別 備　考

下　村裕　子 東京薬科大学名誉教授 生　　薬　　部 4．10．1 女

福　岡　正　道 帝京平成大学薬学部教授 生物薬品部 9．4．1 男

降　矢　　　強 （独）医薬品医療機器総合機構顧問 セ　ン　タ　一 12．6．1 男

岡　安　　　勲 北里大学医学部病理学教室教授 セ　ン　タ　一 13．4．1 男

相　賀　裕美子 元当所毒性部 セ　ン　タ　一 13．4．1 女

末　吉　祥　子 元当所有機化学部 有機化学部 13．4．1 女

黒　川　雄　二 元安全性生物試験研究センター長 セ　ン　タ　一 13．12．1 男

小　野　景　義 元当所代謝生化学部 代謝生化学部 15．3．1 男

金　子　豊　蔵 元当所毒性部 毒　　性　　部 15．4．1 男

小　沼　博　隆 元当所衛生微生物部 衛生微生物部 15．4．1 男

小　嶋　茂　雄 元当所薬品部 薬　　品　　部 16．8．1 男

井　上　和　秀 元当所代謝生化学部 薬　　理　　部 17．3．1 男

柴　田　敏　郎 （独）医薬基盤研究所 生　　薬　　部 17．4．1 男

熊　谷　健　夫 （独）医薬基盤研究所 生　　薬　　部 17，4．1 男

木　内　文　之 （独）医薬基盤研究所 生　　薬　　部 17．4．1 男

飯　田　　　修 （独）医薬基盤研究所 生　　薬　　部 17．4．1 男

吉　松　嘉　代 （独）医薬基盤研究所 生　　薬　　部 17．4．1 女

渕　野　裕　之 （独）医薬基盤研究所 生　　薬　　部 17．4．1 男

菱　田　敦　之 （独）医薬基盤研究所 生　　薬　　部 17．4．1 男

河　野　徳　昭 （独）医薬基盤研究所 生　　薬　　部 17．4．1 男

香　月　茂　樹 （独）医薬基盤研究所 生　　薬　　部 17．4．1 19．3．31 男

小　野　　　敦 （独）医薬基盤研究所 毒　　性　　部 17．4．1 男

漆　谷　徹　郎 同志社女子大学薬学部病態生理学教室教授 毒　　性　　部 17．4．1 男

高　田　幸　一 （独）医薬品医療機器総合機構顧問 セ　ン　タ　一 17．4．1 男

丹　野　雅　幸 元当所有機化学部 有機化学部 17．5．1 男

青　柳　伸　男 元当所薬品部 薬　　品　　部 18．4．1 男

加　藤　　　忍 高砂香料工業株式会社特別顧問 薬　　理　　部 18．4．1 18．6．24 男

前　川　昭　彦
（独）製品評価技術基盤機構化学物質管理センター

Z術顧問
毒　　性　　部 18．8．1 男

増　田　光　輝 元（財）ライオン歯科衛生研究所 薬　　理　　部 18．10．1 男

小　泉　修　一 山梨大学大学院医学工学総合研究部教授 薬　　理　　部 19．1．1 男

（協力研究員）30名

氏　　　名 所　　　　　　　　　属 受　　入　　部 入　所 退　所 性　別 備　考

壺　井　　　功 日本大学医学部 毒　　性　　部 11．4．1 男

西　尾　俊　幸 日本大学生物資源科学部助教授 有機化学部 11．11．1 男

太　田　利　子 相模女子大学学芸学部助教授 衛生微生物部 11．12．’1 女

内　山　茂　久 千葉大学工学部非常勤講師 環境衛生化学部 13．4．1 男

田　中　直　子 正妻女子大学家政学部 有機化学部 13．7．1 女

治　京　玉　記 （財）ヒューマンサイエンス振興財団 有機化学部 15。3．1 女

角　田　正　史 北里大学医学部公衆衛生学教室助教授 衛生微生物部 15．7．1 男

貝　沼　章　子 東京農業大学応用生物科学部助教授 有機化学部 16．1．1 女

西　川　可穂子 お茶の水女子大学人間文化研究科助手 有機化学部 16，1．1 女

田　中　　　光 東邦大学薬学部助教授 生物薬品部 16．4．1 19．3．31 男

中　村　高　敏 （独）医薬品医療機器総合機構 生　　薬　　部 16．4．1 男

鹿　野　真　弓 （独）医薬品医療機器総合機構
遺　伝　子　細

E　医　薬　部
16．4．1 19．3．31 女

池　田　浩　治 （独）医薬品医療機器総合機構 機能生化学部 16．4．1 19．2．28 男

荒　戸　照　世 （独）医薬品医療機器総合機構 薬　　理　　部 16．4．1 19．3．31 女

吉　谷　隆　志 （独）医薬品医療機器総合機構 医薬安全科学部 16．6．1 男

清　水　雅　富 青葉学園短期大学助手 変異遺伝部 16．7．1 男

内　山　奈穂子 同志社女子大学助手 生　　薬　　部 16．10．1 18．9．30 女

小久保　清　子 大妻女子大学短期大学部非常勤講師 変異遺伝部 17．4．1 女

水　川　裕美子 同志社女子大学薬学部医療薬学科助手 毒　　性　　部 17．4．1 女
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畑　尾　史　彦 東京大学医学部附属病院胃食道外科助手 衛生微生物部 17，5．1 男

大　槻　　　崇 千葉大学大学院薬学研究院活性構造化学研究室助手 生　　薬　　部 17．5．1 男

大河原　　　晋 武蔵野大学薬学部助手 環境衛生化学部 17．5．1 男

小　木　美恵子 金沢工業大学情報フロンティア学部生命情報学科教授
遺　伝　子　細

E　医　薬　部
17．7．1 女

糸　数　七　重 武蔵野大学薬学部助手 生　　薬　　部 18．4．1 女

土　屋　朋　子 東京大学先端科学技術研究センター協力研究員 薬　　理　　部 18．4．1 18．4．25 女

福　田　英理子 （独）医薬品医療機器総合機構
遺　伝　子　細

E　医　薬　部
18．4．1 19．3．31 女

平　澤　祐　介 星薬科大学生薬学教室助手 生　　薬　　部 18．5．1 男

福　永　悟　史 （独）医薬品医療機器総合機構 療　　品　　部 18．5．1 男

天　倉　吉　章 松山大学薬学部助教授 食　　品　　部 18．5．1 男

笛　木　　　修 （独）医薬品医療機器総合機構 変異遺伝部 18．9．1 男

（流動研究員）　11名

氏　　　名 所　　　　　　　　　　属 受　　入　　部 入　所 退　所 性　別 備　考

SureshThiruppathi （財）日本公定書協会
遺　伝　子　細

E　医　薬　部
17．10．1 男

・玉　井　将　人 （財）医療機器センター 療　　品　　部 16．10．1 18．12．31 男

柳　楽　　　勤 （財）医療機器センター 療　　品　　部 14．10．1 18．8．31 男

金　　　益　輝 （財）ヒューマンサイエンス振興財団 生　　薬　　部 16．8．1 19．3．31 男

金　　　台　運 （財）ヒューマンサイエンス振興財団 食品衛生管理部 16．11．1 18．9．8 男

新　見　直　子 （財）ヒューマンサイエンス振興財団 変異遺伝部 17．4．1 19。3．31 女

藤　巻　康　人 （財）ヒューマンサイエンス振興財団 薬　　品　　部 17．10．1 19．3．30 男

山　田　貴　史 （財）ヒューマンサイエンス振興財団 療　　品　　部 18．4．1 19．3．31 男

鄭　　　徳　泳 （財）ピコ．一マンサイエンス振興財団 療　　品　　部 18．4．1 19．3．31 男

為　広　紀　正 （財）ヒューマンサイエンス振興財団 代謝生化学部 18．4．1 18．10．30 男

高　島　良　生 （財）ヒューマンサイエンス振興財団 変異遺伝部 18．4．1 19．3．31 男

（リサーチ・レジデント）　10名

氏　　　名 所　　　　　　　　　属 受　　入　　部 入　所 退　所 性　別 備　考

松　本　輝　樹 （財）日本公定書協会 生　　薬　　部 16．11．1 18．12．31 男

佐　伯　真　弓 （財）日本公定書協会 医薬安全科学部 18．10．1 女

中　津　則　之 （社）日本食品衛生協会 毒　　性　　部 17．3．1 19．3．31 男

Ji－WonJUNG （社）目本食品衛生協会 セ　ン　タ　一 17．3．1 19．7．7 男

WooGyeHyeong （社）日本食品衛生協会 病　　理　　部 17．7．1 18．6．5 男

佐　藤　里　絵 （社）目本食品衛生協会 機能生化学部 18．6．1 女

平　田　睦　子 （社）日本食品衛生協会 変異遺伝部 18．8．1 女

賀　喜　白　乙 （財）ヒューマンサイエンス振興財団 療　　品　　部 17．10．1 男

細　野　哲　司 （財）ヒューマンサイエンス振興財団
遺　伝　子　細

E　医　薬　部
17．11．1 19．3．31 男

石　和　玲　子 （財）ヒューマンサイエンス振興財団 食品衛生管理部 18．4．1 女

（研究支援者）　2名

氏　　　名 所　　　　　　　　　　属 受　　入　　部 入　所 退　所 性　別 備　考

NasreenBanu

氈@井　千　恵

（財）ヒューマンサイエンス振興財団

i財）ヒューマンサイエンス振興財団

療　　品　　部

ﾃ　　品　　部

17．10．1

P8．4．1

女女

（重点支援協力研究員）　3名

氏　　　名 所　　　　　　　　　　属 受　　入　　部 入　所 退　所 性　別 備　考

豊　田　淑　江

ﾉ　藤　さっき

ﾃ　田　美　玲

科学技術振興事業団

ﾈ学技術振興事業団

ﾈ学技術振興事業団

遺　伝　子　細

E　医　薬　部

竅@伝　子　細
E　医　薬　部

竅@伝　子　細
E　医　薬　部

15．1．1

P5．1．1

P5．1．1

女女女

（研究生）　58名

氏　　　名 依　　　　頼　　　　者 受　　入　　部 入　所 退　所 性　別 備　考

原　島　　　瑞

＝@川　揚　申

oｼ　大　郊

日本大学生物資蘭科学部教授

�倦蜉w連合大学院教授

結檮H業大学大学院理工学研究科教授

生物薬品部
H品衛生管理部

L機化学部

15．4．1

P5．4．1

P5．6．30

女男男
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川　崎　　　勝 （財）食品薬品安全センター秦野研究所長 食品衛生管理部 15．10．1 19．3．31 男

朴　　　奉　柱 岐阜大学連合大学院連合獣医学研究科 衛生微生物部 15．10．1 19．3．31 男

伊　藤　友　実 お茶の水女子大学生活科学部食物栄養学科 療　　品　　部 15．10．24 女

阿　部　　　裕 東京農工大学工学部生命工学科教授 生　　薬　　部 16．1．1 男

池　田　　　恵 女子栄養大学分子栄養学教授 変異遺伝部 16．4．1 19．3．31 女

黒　岩　有　一 岐阜大学大学院連合獣医学研究科教授 病　　理　　部 16．7．1 19．7．7 男

櫻　井　教　美 昭和大学薬学部薬理学教室教授 生物薬品部 17．4．1 19．3．31 女

長谷川　哲　也 東邦大学薬学部助教授
遺　伝　子　細

E　医　薬　部
！7．4．1 19．3．31 男

岩　本　浩　昭 麻布大学獣医学部助教授 食品衛生管理部 17．4．1 19．3．31 男

秋　山　奈　美 東京農業大学教授 食品衛生管理部 17．4．1 19．3．19 女

木　村　希実子 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 衛生微生物部 17．4．1 18．5．24 女

後　藤　元　樹 岐阜大学大学院連合獣医学研究科教授 衛生微生物部 17，4．1 18．4．20 男

右　井　淳　子 お茶の水女子大学生活環境研究センター長 衛生微生物部 17．4．1 19．3．16 女

西　田　正　人 東京大学消化管外科代謝栄養内分泌外科教授 衛生微生物部 17．4．1 男

塩　入　利　一 東京大学消化管外科代謝栄養内分泌外科教授 衛生微生物部 17．4．1 男

須　藤　久　美 昭和大学薬学部薬理学教室教授 薬　　理　　部 17．4．1 19．3．31 女

末　石　浩　二 福岡大学薬学部薬学疾患管理学教室教授 薬　　理　　部 17．4．1 19．3．31 男

水　谷　浩　平 東京大学大学院教授 衛生微生物部 17．6．1 19．3．31 男

平　澤　祐　介 星薬科大学生薬学教室教授 生　　薬　　部 17．6．1 18．4．30 男

濱　田　美　影 東京大学大学院教授 衛生微生物部 17．8．1 女

冨士本　　　仁 昭和大学薬学部教授 病　　理　　部 17．10．1 男

田　中　宏　輝 （社）全日本羽数協会会長 衛生微生物部 17．12．1 18．6．30 男

高　橋　正　紀 （社）全日本冊数協会会長 衛生微生物部 17．12．1 18．6．30 男

石　暗　祥　子 東京理科大学薬学部教授 生．薬　　部 18．1．4 19．3．31 女

塚　本　将　大 東京理科大学薬学部教授 生　　薬　　部 18．1．4 19．3．31 男

李　　　演揆 韓国江中大学校食品科学科教授 食品添加物部 18，2．6 19．2．1 男

岡　野　理　紗 東京電機大学理工学部生命工学科学科長 療　　品　　部 18．3．1 女

石　田　真　理 東京理科大学薬学部教授 生　　薬　　部 18．4．1 女

三　枝　麻　衣 実践女子大学教授 衛生微生物部 18．4．1 女

佐　々　　　彰 東京薬科大学生命科学部教授 変異遺伝部 18．4．1 男－

橋　本　　　聡 信州大学大学院教授 食　　品　　部 18．4．1 18．11．1 男

雲　英　まゆみ 東京農工大学工学部生命工学科 生　　薬　　部 18．4．1 19．3．31 女

田　崎　雅　子 日本大学大学院獣医学研究科獣医学専攻主任教授 病　　理　　部 18．4．3 女

角　谷　沙　織 東邦大学教授 薬　　品　　部 18。4．10 女

岡　村俊　也 東京農工大学農学部獣医学科教授 病　　理　　部 18．7．1 男

柴　田　圭　輔 星薬科大学教授 薬　　理　　部 18。7．3 19．3．31 男

江　島　　　心 東京医科歯科大学大学院教授 代謝生化学部 18．7．7 19。3．31 男

青　椥　光　敏 北海道立衛生研究所長 食　　品　　部 18．9．4 18．12．1 男

赤　田　圭　司 摂南大学薬学部教授 食品衛生管理部 18．10．1 19．3．31 男

谷　村　竜太郎 摂南大学薬学部教授 食品衛生管理部 18．10．1 19．3．31 男

原　田　友　昭 東京農工大学大学院 総合評価研究室 18．10．1 男

古　田　紀　子 岐阜県食：肉衛生検査所長 衛生微生物部 18．10．2 18．10．31 女

南　　　大　亮 岡山市長 食品衛生管理部 18．9．25 18．10．20 男

尾　作　浩　司 （財）日本食品分析センター多摩研究所長 食　　品　　部 18．10．1 18．11．30 男

吉　田　哲　生 原子燃料工業株式会社取締役社長 食　　品　　部 18．10．1 18．11．30 男

廣　庭　隆　行 （社）日本アイソトープ協会常務理事 食　　品　　部 18．10．1 18．11．30 男

染　川　憲　一 （社）日本アイソトープ協会常務理事 食　　品　　部 18．10．1 18．11．30 男

清　水　隆　志 （財）放射線利用振興協会高崎事業所長 食　　品　　部 18．10．1 19．3．31 男

杉　　　恵理子 （財）放射線利用振興協会高崎事業所長 食　　品　　部 18．10．1 女

藤　沼　賢　司 東京都健康安全研究センター所長 食　　品　　部 18．10．1 18．11．30 男

武　田　　　寿 横浜検疫所長 食　　品　　部 18．10．1 18．11．30 男

小　林　一　夫 （社）日本食品衛生協会食品衛生研究所副所長 食　　品　　部 18．10．5 18．11．30 男

市　川　智　也 栃木県保健福祉部長 食　　品　　部 18．10．16 ！9．1．12 男

八　木　俊　幸 神戸検疫所長 食　　品　　部 18．11．21 18．12．15 男

山　本　真　司 岡山県知事 食品衛生管理部 19．1．15 19。2．9 男

（実習生）　　45名

氏　　　名 依　　　　頼　　　　者 受　　入　　部 入　所 退　所 性　別 備　考

関　根　由　思

ｧ　山　香　織
焉@山　麻衣子

昭和女子大学学長

坙{大学生物資源科学部長

坙{大学生物資源科学部農芸化学科教授

食　　品　　部

L機化学部
ｶ物薬品部

17．8．22

P8．2．1

P8．2．1

19．2．6

P9．3．31

P9．3．31

女女女
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堀　越　千　明 東邦大学薬学部助教授
遺　伝　子　細

E　医　薬　部
ユ8．2．6 18．9．30 女

柳　野　紗智子 東邦大学薬学部助教授
遺　伝　子　細

E　医　薬　部
！8．2．6 19．9．30 女

芳　野　知　栄 共立薬科大学教授 生　　薬　　部 18．2．20 18．！0．31 女

川　崎　寛　子 東京医薬専門学校学校長 環境衛生化学部 ／8．3．1 19．2．28 女

川　嶋　彩　夏 東京医薬専門学校学校長 環境衛生化学部 18．3．1 19．2．28 女

大　村　香　織 東京医薬専門学校学校長 代謝生化学部 18．3．1 19．3．31 女

田　口　由貴子 北里大学理学部教授 衛生微生物部 18．3．1 19．2．28 女

宮　下　聡　徳 日本大学生物資源科学部長 生　　薬　　部 18．4．1 19．3．25 男

関　野　理　子 日本大学生物資源科学部長 食　　品　　部 18．4．1 19．2．9 女

高　田　淳　子 日本大学生物資源科学部長 食品添加物部 18．4．1 19．3．24 女

尾　形　　　恵 実践女子大学教授 衛生微生物部 18．4．1 19．3．31 女

大　沼　美　貴 東京理科大学薬学部長 生　　薬　　部 18．4．1 19．3．31 女

山　田　真　生 北里大学理学部教授 環境衛生化学部 18．4．1 19．2．19 女

中　村　翔　暁 北里大学理学部教授 環境衛生化学部 18．4．10 19．2．19 男

佐　野　由美子 実践女子大学教授 食品添加物部 18．4．3 ig．3．30 女

市　川　恵美子 実践女子大学教授 食品添加物部 18．4．4 19．2．14 女

倉　増　　　愛 東京農業大学応用生物科学部栄養科学科学科長 衛生微生物部 18．4．1 19．3．20 女

渡　邊　敦　子 東京農業大学応用生物科学部栄養科学科学科長 食　　品　　部 ／8．4．1 19。2．15 女

寺　澤　隆　範 東京農業大学応用生物科学部栄養科学科学科長 食品添加物部 18．4．1 19．2．28 男

渡　邉　あすか 東京農業大学応用生物科学部栄養科学科学科長 衛生微生物部 18．4．1 19．3．31 女

宮　井　美　穂 共立薬科大学教授 生　　薬　　部 18．4．1 18．10．31 女

工　藤　　　円 東京農業大学短期大学部栄養学科長 食　　品　　部 18．4．1 19．3．20 女

寺　澤　綾　香 東京農業大学短期大学部栄養学科長 食　　品　　部 18．4．1 19．3．20 女

三　浦　啓　司 東京理科大学理学部化学科 有機化学部 18．4．1 19．3．31 男

齋　藤　美　香 日本大学生物資源科学部長 変異遺伝部 18．4．1 19．3．23 女

荒　川　裕　美 日本獣医畜産大学学長 衛生微生物部 18．4．1 19．3．9 女

神　尾　　　暁 東海大学海洋部学部長 衛生微生物部 18．4．1 19．3．16 男

伊　藤　隆　広 東海大学海洋部学部長 衛生微生物部 18．4．6 19．3．2 男

寺　山　直　樹 工学院大学学長 有機化学部 18．4．17 19．3．31 男

有　馬　正　則 東海大学海洋禅学部長 衛生微生物部 18．5．15 19．3．31 男

占　部　友里恵 玉川大学農学部応用生物化学科助教授 衛生微生物部 18．6．1 19．3．16 女

菱　沼　　　円 玉川大学農学部応用生物化学科助教授 衛生微生物部 18．6．1 19．3．31 女

周三見　彩　香 千葉大学大学院薬学研究三教授 食　　品　　部 18．10．10 18．12．8 女

金　子　文　也 日本大学生物資源科学部長 有機化学部 19．2．1 男

櫻　井　智　子 共立薬科大学学長 代謝生化学部 19．2．13 女

今　井　絢　美 東京医薬専門学校 代謝生化学部 19．2．21 女

布留川　みな子 日本大学生物資源科学部教授 生物薬品部 19．2．20 女

鈴　木　紀美子 日本大学生物資理科学部教授 生物薬品部 19．2．20 女

神　谷　　　譲 共立薬科大学学長 薬　　理　　部 19．2．27 男

小　俣　知　世 東京医薬専門学校 環境衛生化学部 19．3．1 女

田　中　美　穂 東京医薬専門学校 環境衛生化学部 19．3．1 女
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　　Namekata，1．噛，　Shimada，　H．率，　Kawanishi，　T．，　Tanaka，　H．’

　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ
　　and　Shigenobu，　K＝Reduction　by　SEAO4000f　myo－

　　cardial　ischemia－induced　cytoplasmic　and　mito－

　　chonαrial　Ca2＋overload．

　　写物r．ノ翔～3㎜∂oo1．，543，108－l15　（2006）

　　The　cardioprotective　ef驚cts　of　SEAO400，　a　novel　Na＋一

Ca2＋exchanger　inhibitor，　were　examined　in　isolated　guinea

pig　myocardial　tissue　and　ventricular　myocytes．　In　a　coro－

nary－per釦sed　right　ventricular　tissue　preparation，．SEAO400

had　no　cardiosul）pressive　eflbct　during　normoxia　and　exper－

imental　ischemia，　but　enhanced　the　recovery　of　contractile

R）rce　during　reperfhsion．　SEAO400　had　no　effbct　on　tissue

ArP　content　during　normoxia，　but　attenuated　its　decrease

．during　ischemia．．　Treatment　of　ventricular　myQcytes　with

an　ischemia　mimetic　solution（high　K＋，　glucose　fセee，　pH

6．0，gassed　with　N2）resulted　in　the　depolarization　of　the

mitochondrial　membrane　potential　and　an　increase　in　cyto－

plasmic　and　mitochondrial　Ca2＋concentration，　which　had　a

similar　time　course．　SEAO400　significantly　delayed　these

changes．　These　results　suggest　that　SEAO400　maintains　mi・

tochondrial　fhnction　and　tissue　ArP　content　during　ischemia

through　the　inhibition　of　cytoplasmic　and　mitochondrial

Ca2＋overload．

Keywords：Na＋一Ca2＋exchange，　Calcium，　cardiomyocyte

were　in　good　agreement　with　those　previously　reported　in

voltage　clanlped　cardiomyocytes．

Keywords：Na＋一Ca2＋exchange，　cardiomyocyte，　fluorescence

mlc「oscopy　　　　　　　　　　　、

凍邦大学薬学部

　　Namekata，1．曝1，　Kawanishi，　T．，　Iida一］［hnaka，　N，’2，丑maka，

　　H．寧land　Shigenobu，　K．申1：Quantitative　fluorescen¢e

　　measurement　of　car〔1iac．Na＋／C訊2＋exchanger　in－

　　hibition　by　kinetic　an劉量ysis　in　smbly　transf¢cted

　　H】EI（293　ce1畳s．

　．ノ「」勘8㎜∂αガ5ヒソ’．，101，356－360　（2006）

　　V㎏　developed　a　Inethod　to　quantitatively　evaluate　the

potency　of　Na＋／Ca2＋exchanger（NCX）inhibitors　with　fluo・

rescence　microscopy　in　NCX1－transfごcted　HEK　293　cells．

The　reverse　mode　and　fbrward　mode　NCX　activities　were

measured　as　the　ascending　slope　of　the　early　phase　increase

in　cytoplasmic　Ca2＋．concentration　after　change　to、　Iow　Na÷

extracellular　solution　and　the　descending　rate　（inverse　of

the　exponential　time　constant）on　retum　to　normal　solu－

tion，　respectively．　Both　modes　of　NCX　were　inhibited　by

SEAO400（♀一［4一［（2，5－diHuorophenyl）methoxy］phenoxy｝

5－ethoxyaniline）and　KB－R7943　（2｛2｛4一（4－nitrobenzy－

10xy）pheny1］ethyl】isothiourea　methanesulfbnate），and　the

concentration－inhibition　relationships　fbr　both　inhibitors

寧1

喧M大学薬学部

η大妻大学家政学部

　　喩maka，　H．串1，　Shimada，　H！1，　Namekata，ゴ1，　Kawanishi，　T，

　　Iida－Tanaka，　N．零2，　Shigenobu，　K．＊1：Involvement　of　the

　　N3＋／Ca2＋excllanger　in　ouab劉in－induced　inotropy

　　and　arrhythmOge皿eSiS　in　guinea－pig　myOC繍rdiUm

　　as　revealeαby　SEAO400．

　■1竹〃η23001釦二，103，241－246　（2007）

　　Involvement　of　the　Na＋／Ca2＋　ekchanger　in　ouabain－

induced　inotropy　and　arrhythmogenesis　was　examined　with

aspecific　inhibitor，　SEAO400，　In　right　ventricular　papil－

Iary　muscle　isolated　ffom　guinea－pig　venlricle，1microM

SEAO400，　which　specifically　inhibits　the　Na＋／Ca2＋exchang－

er　by　80％，　reduced中e　ouabain（1μM）一induced　posi－

tive　inotropy　by　40％，．but　had　no　effεct　on　the　inotropy

induced　by　l　OOμM　isobutyl　methylxantine．　SEAO400　sig－

nificantly　inhibited　the　contracture　induced　by　low　Na＋so－

lution．　In　HEK293　cells　expressing　the　Na＋／Ca2＋exchanger，

lmicroM　ouabain　induced　an　increase　in　intracellular　Ca2＋，

which　was　inhibited　by　SEAO400．　The　arrhythmic　contrac－

tions　induced　by　3μM　ouabain　were　signi且cantly　reduced

by　SEAO400．　These　results　provide　pharmacological　evi－

dence　that　the　Na＋／Ca2＋exchanger　is　involved・in　ouabain－

induced　inotropy　and　arrhythmogenesis，

Keywords：Na＋／Ca2＋exchange，　cardiomyocyte，　Huorescence

mlc「oscopy

寧1

喧M大学薬学部
＊2

蝸ﾊ大学家政学部

　　Izutsu，　K．，　Y6mota，　C．，　and　A6yagi，　N．：Inhibit量on　of

　　mannitol　crystallization　in　frozen　so璽utions　by　so－

　　dium　phosphates　and　citrates．

　　6ZFθα7．1祐㎜．β〃．，55，565－570　（2007）

　　Effbcts　of　co－solutes　on　the　physical　property　of　mannitol

and　sorbitol　in　f㌃ozen　solutions　and　f士eeze－dried　solids　were

studied　as　a　model　of　controlling　component　crystallinity

in　pha㎜aceuticalおrmulations．　A丘ozen　mannitol　solution

（500mM）showed　a　eutectic　crystallization　exotherm　at

－22，8degrees　C，　whereas　sorbitol　remained　amorphous　in

the倉eeze－concentrated倉action　in　the　the㎜al　scan．～ねrious
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inorganic　salts　reduced　the　eutectic　mannitol　crystalliza－

tion　peak．　Trisodium　and　tripotassium　phosphates　or　cit－

rates　prevented　the　mannitol　crystallization　at　much　lower

concentrations　than　other　salts．　They　also　raised　transition

temperatures　of　the　fめzen　mannitol　and　sorbitol　solutions

（T（g）’：glass　transition　temperature　of　maximally　ffeeze－

concentrated　amorphous　phase）、．　Crystallization　of　some

salts（e．g．，　NaCl）induced　crystallization　of　mannitol　at

above　certain　salt　concentration　ratios．　Thermal　and　near－

in丘ared　analyses　of　cooled－melt　amorphous　sorbitol　solids

indicated　increased　intermolecular　hydrogen－bonding　in　the

presence　of　trisodium　phosphate．　The　sodium　phosphates

ahd　citrates　should　prevent　crystallization　of　mannitol　in

丘ozen　solutions　and　freeze－dried　solids　by　the　intense

hydrogen－bonding　and　reduced　molecular　mobility　in　the

amorphous　phase．

Keywords：amorphous，　crystallization，拓㎜ulation，仕eeze－

drying，　therrnal　analysis

　　Y6nezawa，　Y象1，　Izutsu，　K．，　Tokunag氏H．＊1，　Maeda，

　　H．寧1，Arakawa，　T．＊2　and　Tokunaga，　M．取11　Dimeric

　　strHc加re　of　nucleoside　diphosphate　kin髄se　from

　　moderately　ha夏ophnic　b翫cterium：contrast　to　te－

　　trameric　Pseudomonas　counterpart．

　㎜ルπαη酬とソ．乙θ〃r，，268，52－58　（2007）

　　Light　scattering　and　chemical　cross－linking　analyses

of　nucleoside　diphosphate　kinase．（NDK）丘om　moderate

halophile，　Halomonas　sp．593（HaNDK），unambiguously

demonstrated　that　this　enzyme　fbrmed　a　dimeric　structure，

in　contrast　to　the　Pseudomonas　NDK（PaNDK），anon－

halophilic　counterpart，　and　other　NDKs　fbom． fram－negative

bacteria，　which　all　fbrmed　a　tetrameric　structure．　Com－

parison　of　HaNDK　and　PaNDK　showed　that　the　HaNDK

was　less　thermally　stable　than　the　PaNDK：the　optimum

temperature　of　PaNDK　enzyme　activity　was　20　degrees　C

higher　than　that　of　HaNDK．　However，　the　HaNDK　readily

refblded　and　reassembled　back　to　the　active　dimeric　struc－

ture，　upon　heat　denaturation　at　O．2　M　NaCl，　as　soon　as　the

ten〕perature　was　lowered．　On　the　contrar第the　ther田ally

more　stable　PaNDK　was　irreversibly　denatured　at　its　melt－

1ng　temperature．

Keywords：protein　stnlcture，　stability，　halΦhilic，　nucleoside

diphospha亡e　kinase

零l

eaculty　of　Agriculture，　Kagoshima　University

串2

`lliance　Protein　Laboratories

Ybmota，C．，　Ohnishi，Y：Determin飢ion　of　biotin　fbl一

衛 研 報 第125号（2007）

　　10wing　derivatiz劉tiOn　with　2－nitrophenyihydrazine

　　by　high－perfbrmance　liquid　chromatogmphy二UV

　　detection－electrospray　ionization　m紐ss　spectrom－

　　etry・

　Zα加吻∂㎎ア．A，1142，231－235　（2007）

　　Cuπently，　biotin　is　typically　dete㎜ined　in　Japan　using　a

microbiological　nlethod．　Such　microbiological　assays　are　sen－

sitive，　but　they　are　not　always　highly　specific　and　are　also

rather　tedious　and　time－consuming，　In　the　present　study」RP－

HPLC　and　LC－MS　methods　fbr　the　dete㎜ination　of　biotin

have　been　developed　by　coupling　the　carboxyl　group　with

2－nitrophenylhydrazine　hydrochloride．2－Nitrophenylhydrazine

is　used　fbr　the　derivatization　of　carboxylic　acids，　and　these

derivatives　are㎞own　to　be　applicable　to　LC－MS　detection．

Good　recovery　rates　of　over　80％were　obtained　fbr　the　ad－

dition　of　O．20～0．41μmol　of　biotin　per　fbrmulation．　The

detection　limit　in　HPLC　at　400　nm　was　5　ng　per　hjection，

with　good　linearity　being　obtained　over　the　concentration

range　O．01－1．5μgper　i可ection．　Further，　derivatives　were

determined　by　LC－MS　with　elebtrospray　ionization，　where

the　spectra　indicated　the　molecular－related　ions［M＋H］＋．　The

detection　llmit　was．02　ng　per　i可ection　in　SIMS　analysis，

and　linearity　was　observed　in　the　range　of　5～50　ng　per　in－

jection．　The　proposed　method　could　be　used　to　speci∬cally

dete㎜ine　the　presence　of　bi6tin鉛r　relatively　clean　samples

with　almost　pha㎜acologic　amounts　of　biotin．

Keywords：biotin，2－nitrophenylhydrazine　derivative，　LC－

MS，　electrospray　ioqization

　　四方田千佳子，保立仁美，伊豆津健一，青柳伸男：皮

　　膚適用製剤の溶出試験に関する研究．

　　医薬品研究，38，235－241（2007）

　　皮膚適用製剤は，皮膚ぺの作用を目的とした局所製剤

の他，経口投与でバイオアベイラビリティーが低い医薬

品等の注射剤に変わる剤形としても広く検討されてい

る．現在，欧州薬局方（EP）や米国薬局方（USP）には，

皮膚適用製剤の品質評価法として溶出試験のベッセル内

に製剤を固定する装置を設置する方法，パドル部分を改

変した溶出試験法面が数種収載されている．しかし，日

本薬局方（日局）では，皮膚適用製剤の品質評価法を収

載しておらず，日局への適切な取り込みを目指すことと

した．それぞれの収載試験法を試みると共に，新たなメ

ンブランフィル．ターを熱溶着する手法を開発し，有用な

試験法であることを示した．

　　簡便な試験法として，貼付剤の他，軟膏剤等への広い

応用が期待される．

Keywords：貼付剤，放出試験，溶出試験器，メンブラン
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フィルター

　　Kawamura，　M．＊1，　Shibata，　H．，　Kamada，　H．取2，　0ka－

　　moto，　T／1，　Mukai，　Y串1，　Sugita，　T．噛1，　Abe，　Yホ1，　Imai，　S．率1，

　　Nomura，　T！1，　Nagano，　K．事1，　Mayumi，　T．寧3，　Nakagawa，

　　S．“1，Tsutsumi，　Y承2，　Tsunoda，　S．＊2：Anovel　method

　　for　constructing　of　gene　fragment　library　to

　　se劉rching　epitopes．

　酬。αうθη2．捌励野．ノ～θ鼠6b盟zη切．，346；198－201　（2006）

　　Identification　of　the　epitope　sequence　or　the　fUnctional

domain　of　proteins　is　a　laborious　process　but　a　neces－

sary　one　fbr　biochemical　and　immunological　research．　To

achieve　intensive　and　effbctive　screening　of　these　fi】nc－

tional　peptides　in　various　molecules，　we　established　a　novel

screening　method　using　a　phage　hbrary　system　that　displays

various　lengths　and　parts　of　peptides　derived　ffom　target

protein．　Applying　this　library　fbr　epitope　mapping，　epitope

peptide　was　more　emciently　identi丘ed　ffom　gene　f｝agment

library　than　conventional　random　peptide　library．　Our　sys－

tem　may　be　a　most　powerfUl　method　R）r　identifying　fUnc－

tional　peptides．

Keywords：Phage　display　system，　Gene　fセagment　librar第Ran－

dom　peptide　librar第Epitope　mapping，　TNF一α

零1

蜊繿蜉w大学院薬学研究科
＊2

纐�赶ﾕ研
率3

_戸学院大学

　　Imai，　S．＊1，　Mukai，　Y串1，　Nagano，　K．潅1，　Shibata，　H．，　Sugita，

　　T．準1，Abe，　Y阜1，　Nomura，　T．卑1，　Tsutsumi，　Y辱2，　Kamada，　H．蹄2，

N・k・g・wζ，S∴T・un・d・，　S．零2・Q・ality・nh・ncem・nt

　　of　the　non－immune　p虹age　scFv　library　to　isolate

　　effbctive　antibodies．

　Z彩b∠．勘m77、β〃．，29，1325－30　（2006）

　　In　the　present　study；we　re－generated　the　library　primer

sets　newly　and　constructed　an　improved　library　fセom　non－

immune　mice　that　wasセr　superior　in　te㎜s　of　variety　and

quality．　This　new　Iibrary　contained　2．4　billion　independent

clones．　In　addition，　we　optimized　the　selection　step　f廿om

this　lib士ary　to　isolate　high－amnity　antibodies．　The　optimiza－

tion　of　an　af臼nity　panning　Protocol　by　the　incorporation

of　an　automated　Microfluidics　instrument　led　to　the　shc－

cessfUl　isolation　of　three　diffbrent　monoclonal　antibodies

fbr　human　vascular　endothelial　growth　factor　receptor　2

（KDR）．These　antibodies　were　demonstrated　to　exhibit

high　specificity　and　were　able　to　detect　a　mere　O．6　flnol　of

KDR　by　dot　blot　analysis．　Previously　reported　antibodies

fbr　lucifbrase　were　al喜。　isolated　successfUlly　ffom　this　li一
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brary．　Our　results　clearly　demonstrate　the　importance　of　the

improved　protocol　fbr　the　library　preparation　of　antibodies

and　the　resulting　isolation　of　antibodies　fbr　clinical　and　re－

search　apl）lications．

Keywordsl　non－immune　antibody　library，　phage　display

system，　single－chain　Fv，　high－throughput　screening，　vascular

endothelial　growth　factor　receptor　2

串1

蜊繿蜉w大学院薬学研究科
零2

纐�赶ﾕ研

　　Mukai，　Yゆ1，　Sugita，　T．率1，　Yamato，　T．噌1，　Yamanada，　N．禦1

　　，Shibata，　H．，　Imai，　S．＊1，　Abe，　Y．零1，　Nagano，　K．摩1，　No一

　　・mura，　T∴Kamada，　H．＊2，　Nakagawa，　S∴Tsutsumi，　Y

　　＊2，Tsunoda，　S．零2：Creation　of　novel　protein　trans－

　　ductio．n　domains（PTDs）under　phage　disp畳ay

　　system－b劉sed　high－throughput　screening　methods．

　酬6必勘〃エη．βα〃．，29，1570－4　（2006）

　　Signi行cant　research　ef丘）rt　is　currently　fbcused　on　Protein

Transduction　Domains（PTDs）as　p6tential　intracellular　drug

delivery　carriers．　However，　the　application　of　this　techno1－

ogy　is　limited　because　the　transduction　efficiencies　are　of＝

ten　insu伍cient　fbr　therapeutic　purposes，　even　using　HIV－l

Tat　peptide．　Here　we　describe　a　high－throughput　screening

method　based　on　a　phage　display　system　fbr　isolating　novel

PTDs　with　improved　cell　penetration　activity．　The　screen－

ing　method　involves　using　protein　synthesis　inhibitory　factor

（PSIF）as　cargo　of　PTD．　Using　this　method，　several　Tat－

PTD　mutants　of　superior　cell．penetrating　activity　were　iso－

lated．　Interestingly；the　amino　acid　sequence　of　the　PTD　mu－

tants　contained　some　characteristic　residues，　such　as　proline．

Thus，　our　screening　me血od　may　prove　use血1．　in　dete㎜ining．

the　relationship　between　protein　transduction　and　amino　acid

sequence・

Keywords：phage　display　system；protein　transduction　do－

main；high－throughput　screening；HIV」丁哀t；intracellular

drug　delivery
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　　In　this　study，　we　converted　the　immunoglobulin－type

anti－human　tumor　necrosis　factor一α　（TNF一α）monoclonaI

antibody（mAb）to　a　scFv－type　antibody　in　order　to　as－

sess　its　basic　properties．　The　immunoglobulin　VH　and　VL

genes　were　isolated　fヤom　the　hybridoma　that　produced　an

anti－TNF一αneutralizing　Mab，　and　they　were　then　linked

together　to　create　scFvs　of　the　VレVH　or　VH－VL－fbrm．

The　binding　af五nity　to　TNF一αwas　retained　in　both　scFvs．

Interestingly」the　VL－VH－type　scFv　ef艶ctively　inhibited　the

TNF一α一mediated　cytotoxicity，　while　this　neutralization　ac－

tivity　was　dramatically　decreased　in　the　VH－VL－type　scFv．

These　results　suggest　that　the　VL－VH－type　scFv　is　a　suit－

able　template　to　create　improved　versions　of　the　anti－TNF一

αantibody　using　a　phage　display　system，　and　they　also

show　that　the．structural拓㎜at　must　be　taken　into　account

in　manu魚cturing　scFvs．

Keywords：VL，　VH，　anti－TNF一αantibody
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　　Kamada，　H．串2，0kamoto，　T．零1，　Kawamura，　M！1，　Shibata，

　　H．，Abe，　Yl零1，0hkawa，　A．壌1，．Nomura，　T，＊1，　Sato，　M．零1，

　　Mukai，　Y零1，　Sugita，　T．唯1，　Imai，　S．＊1，　Nagano，　K．’1，　Tsut－

　　sumi，　Y申2，　Nakagawa，　S．串1，　Mayumi，　T．＊3，　TSunoda，　S．寧2

　　：Creation　of　novel　ce11－penetrating　peptides　f6r

　　intracellular　drug　delivery　using　system飢ic　phage

　　display　technology　originateαf『om　Tat　transduc－

　　tion　domain．β／尻1物πη．．8α〃．，30，218－23（2007）

　　Cell　penetrating　Peptides　（CPPs）　have　been　developed　to

ef五ciently　deliver　a　wide　variety　of　cargo　in　a　fhlly　biolog－

ical　active飴㎜into　a　range　of　cell　types　fbr　the　treatment

of　multiple　preclinical　disease　models．］k）fhrther　d6velop

this　methodology，　we　established　a　systematic　approach　to

identify　novel　CPPs　using　Phage　display　technology，　Firstly」

wg　scr6ened　a　phage　peptide　library　fbr　peptides　that　bound

to　the　cell　membrane．　Secondly，　to　assess　fhnctionality　as

intracellular　carriers，　we　r6combined　cDNAs　of　binding

peptides　with　protein　synthesis　inhibitory　f哀ctor（PSIF）

to　create　fUsion　proteins．　Using　this　systematic　apProach，

novel　and　e飾ctive　CPPs　were　rapidly　identi盒ed．　We　sug－

gest　that　these　novel　cell－penetrating　Peptides　can　utilized

as　drug　delivery　tools　fbr　protein　therapy　or　an　analytical

tool　to　study　mechanisms　of　protein　transduction　into　the

cytoplasm．

Keywordsl　cell　penetrating　peptide，　phage　display；Tat
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　　Ybshioka，　S．，　Miyazaki，　T．，　Aso，　Y，　Kawanishi，　T．：Sig－

　　ni血cance　of　loc劉l　mobility　in訊ggregation　of　β

　　一galactosi“ase　lyophilized　with　trehalose，　sucrose

　　or　stachyose・

　ノ竹∠z㎜．ノ～65，24，1660－1667　（2007）

　　The　effヒct　of　global　mobility，　as　reflected　by　glass　transi－

tion　temperature（Tg），on　aggregation　during　storage　of

β一galactosidase（β一GA）lyophilized　with　sucrose，　t止ehalose

or　stachyose　was　compared　with　that　of　local　mobility，　as

reHected　by　rotating一丘ame　spih－lattice　relaxation　ti血e（Tlρ）．

The　aggregation　rate　ofβ一GA　in　lyophilized　fbrmulations

exhibited　a　temperature　dependence　with　a　change　in　slope

at　around　Tg，　indicating　the　ef艶ct　of　molecular　mobility

on　the　aggregation　rate．　Although　the　Tg　rank　order　of．β

一GA　fbmlulations　was　sucrose＜trehalose＜stachyose，　the

rank　grder　ofβ一GA　aggregation　rate　at　temperatures　below

and　above　Tg　was　also　sucrose＜trehalose〈stachyose，

thus　suggesting　that　β一GA　aggregation　rate　is　not　related

to（㍗Tg）．The　local　mobility　ofβ一．GA，　as　dete㎜ined　by．

the　Tlρof　theβ一GA　carbonyl　carbon，　was　more　markedly

decreased　by　the　addition　of　sucrose　than　by　the　addition

of　stachyose．　The　e脱ct　of　trehalose　on　T1ρwas　inte㎜e－

diate　when　compared　to　those　fbr　sucrose　and　stachyose，

These　findings　suggest　that　β一GA　aggregation　rate　is　pri－

marily　related　to　local　mobility。　Sucrose　exhibited　the　most

intense　stabilizing　effbct　due　to　the　most　intense　ability　to

inhibit　local　protein　mobility　during　storage．

Key　words：solid－state　stability；local　mobility，β一GAIacto－

sidase．

　　Y6shioka，　S．，．Miyazaki，　T．，　Aso，　Y：Degradation　Rate

　　of　Ly6philized　Insulin，　Exhibiting　an　Appar－

　　ent　Arrhenius　Behavior　around　Glass　Transition

　　Temperature　Regarα1ess　of　Signi血cant　Contribu－

　　tion　of　Molecular　Mobility．

　　■1竹㎜．5ヒ〆．，95，2684－2（591　（2006）

　　The　relatiye馳influences　of　chemical　activation　energy

and而olecular　mobility　in　determining　chemical　reactivity

were　evalua亡ed　fbdnsulin　lyophilized　with　α，β一poly（準

hydroxyethyl）一L－aspartamide（PHEA），and　compared　with

that　fbr　insulin　lyophilized　with　trehalose，　which　had　been

R）und　to　have　the　ability　to　decrease　the　molecular　mobility

of　insulin　at　low　humidity．　The　rat藁。　of　the　observed　rate
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constant　kobs　to　the　chernical　activation　energy－controlled

r駄te　constant　kact　（kobs／kact）　at　glass　transition　tempera－

ture（Tg）was　estimated　to　be　approximately　O．6　and　O．8

at　6％RH　and　l　2％RH，　respectively，　indicating　that　the

degradation　rate　is　significantly　affヒcted　by　molecular　mQ－

bility　at　Iower　humidity　conditions．　However，　these　kobs／

kact　values　at　Tg　were　Iarger　than　those　fbr　the　insulin－

trehalose　system，　and　changes　in　the　temperature－dependent

slope　around　Tεwere　less　o炉vious　than　those　fbr　the　insu－

lin－trehalose　system．．　Thus，　the　contribution　of　molecular

mobility　to　the　degradation　rate　in　the　insulin－PHEA　system

apPeared　to　be　less　intense　than　that　in　the　insulin－trehalose

system．　The　subtle　change　in　the　temperature－dependent

slope　around　Tg　observed　in　the　insulin－PHEA　system

brought　about　a　significant　bias　in　shelf乙lifb　estimation

when　the　reaction　rate　was　extrapolated　fセom　temperatures

above　Tg　according　to　the　Arrhenius　equation．

Key　words：solid　state　stability，　glass　transition，　lyophiliza－

tion，　amorphous，　shelf　lifb，・molecular　mobility．

　　Yoshioka，　S．，　Miyazaki，　T．，　Aso，　Y．．：β一relax飢ion　6f

　　insulin　molecule　in置yophi璽ized　fbrmulations　con－

　　taining　trehalose　or　dextran　as翫determin罰nt　of

　　ChemiCal　reaCtiVity・

　1割興，ノ～θg，23，961－966　（2006）

　　The　purpose　was　to　elucidate　whether　the　degradation

rate　of　insulin　in　lyophilized飴m1亘lations　is　dete㎜ined　by

matrix　mobilit男as　reflected　in　glass　transition　temperature

（Tg），or　byβ・relaxation，　as　reflected　in　rotating－ftame

spin－lattice　relaxation　time　（T1ρ　）．The　storage　stability　of

insulin　lyophilized　with　dextran　was　compared　to　previous－

ly　reported　data　fbr　insulin　lyophilized　with　trehalose．　The

degradation　rate　of　insulin　lyophilized　with　dextran　was　not

significantly　affbcted　by　the　Tg　of　the　matrix，　even　at　low

humidity，　in　contrast　to　that　of　insulin　lyophilized　with　tre－

halose．　The　insulin－dextran　system　exhibited　a　substantially

greater　degradation　rate　than　the　insulin－trehalose　system

at　a　given　temperature　below　the　Tg．　The　diffbrence　in

degradation　rate　between　the　insuIin－dextran　and　insulin－

trehalose　systenis　observed　at　12％RH　was　ehminated　at

43％RH．　In　addition，　the　Tlρof　the　insulin　carbonyl　car－

bon　at　low　humidity（12％RH）was　prolonged　by　the　ad－

dition　of　trehalose，　but　not　by　the　addition　of　dextran．　This

dif驚rence　was　eliminated　at　23％RH，　at　which　point　the

solid　remained　in　the　glassy　state．　These　findings　suggest

that　the　β一relaxation　of　insulin　is　inhibited　by　trehalose　at

Iow　humidity，　presumably　due　to　insulin－trehalose　interac一

表　（原　著　論　文　） 189

tion，　and　t加s　becomes　a　rate－determinant．　In　contrast，

dextran，　whose　ability　to　interact　with　insulin　is　thought　to

be　less　than　trehalose，　did　not　inhibit　theβ一relaxation　of

insulin，　and　thus　the　chemical　activational　barrier（activa－

tiQn　energy）rather　than　β一relaxation　becomes　the　m句or

rate－determinant．　β一relaxation　rath6r　thah　matrix　mobility

appears　to　be　more　inlportant　in　determining　the　stability　of

insulin　in　the　glassy　state　in　lyophilized飴㎜ulations　con－

taining　trehalose　and　dextran．

Key　words：solid－state　stability，　molecular　mobility，　glass

tranSitiOn，　inSUIin，β一relaXatiOn，

　　Miyazaki，　T．，　Yoshiqka，　S．，　Aso，　Y　and　Kawanishi，　T．：

　　Crystaliization　rate　of翫morphous　nifωipine　ana－

　　logues　unrelated　to　the　glass　transition　tempera－

　　ture．

　ノカ乙1竹β㎜．J．，336：191－195　（2007）

　　To　examine　the　relative　contributions　of　molecular　mo－

bility　and　thermodynamic　factor，　the　relationship　between

glass　transition　temperature（Tg）and　the　crystallization　rate

was　exalnined　using　amorphous　dihydropyridines（nifbdipine

（NFD），m－nifbdipine（m－NFD），nitrendipine（NTR）and

nilvadipine（NLV））with　diffbring　Tg　values，　The　time　re－

quired　fbr　10％crystallization，　t90，　was　calculated丘om　the

time　course　of　decreases　in　the　heat　capacity　change　at　Tg．

The　t900f　NLV　and　NTR　decreased　with　decreases　in　Tg

associated　with　water　sorption．　The　t90　versus　Tg／T　plots

almost　overlapped　fbr　samples　of　diffbring　water　contents，

indicating　that　the　crystallization　rate　is　detefmin．ed　by　mo－

lecular　mobility　as　indicated　by　Tg．　In　contrast，　dif企rences

in　the　crystallization　rate　between　these　fbur　drugs　cannot

be　explained　only　by　molecular　mobilitメsince　the　t90　va豆一

ues　at　a　given　Tg／T　were　in　the　order：NLV＞NTR＞NFD

駕m－NFD．　A　lower　rate　was　obtained　fbr　amorphous　drugs

with　lower　structural　symmetry　and　mole　bulky　fhnctional

groups，　suggesting　that　these　fbctors　are　also　important．

Fu曲e㎜ore，　the　cワstallization　rate　of　NTR　in　solid　disper－

sions　with　poly（vinylpyrrQlidQne）（PVP）and　hydroxypro－

pyl　methylcellulose（HPMC）decreased　to　a　greater　extent

than　expected　f㌃om　the　increased　Tg．　This　also　suggests

that　factors　other　than　molecular　mobility　affbct　the　crystal－　－

1ization　rate．

Keywords：crystallization；amorphous　state；nifedipine；glass

transition；molecular　mobility；excipients

Mlyazaki，　T．，　Y6shioka，　S．，　Aso，　Y．：Physicai　stability

of　amorphousαce伽nilide　derivatives　improved
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　　by　polymer　excipients．

　　6乃θα～，1竹8／zη．β〃〃．，54，1207－1210　（2006）

　　Crystallization　rates　of　drug－polymer　solid　dispersion6

prepared　with　acetaminophen（ACA）and　p－aminoaceta－

nilide　（AAA）as　model　drugs，　and　polyvinylpyrrolidone

and　polyacrylic　acid（PAA）as　model　polymers　were　mea－

sured　in　order　to釦rther　examine　the　significance　of　drug－

polymer　interactions，．The　crystallization　of　AAA　and

ACA　was’inhibited． b凵@mixing　those　polymers．　The　most

ef琵ctive　inhibition　was　observed　with　solid　dispersions
　　　　　　ノ

of　AAA　and　PAA．　The．combination　of　AAA　and　PAA

showed　a　markedly　longer　enthalpy　relaxation　time　relative

to　drug　alone　as　well　as　a　higher　Tg　than　predicted　by　the

Gordon－Taylor　equation，　indicating　the　existence　of　a　strong

interaction　between　the　two　components．　These　observa一．

tions　suggest　that　crystallization　is　effbctively　inhibited　by

combinations　of　drug　and　polymer　that　show　a　strong　inter・

molecular　interaction　due　to　hydrogen　bonding　and　proton

transfbr　between　acidic　and　basic　fhncti6nal　groups．

Key　words：crystallization　rate；solid　dispersion；drug－

polymer　interaction；enthalpy　relaxation；glass　transition

temperature
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　　Ryo　Kobayashi，Yasuto　F切imaki，丁飢suzo　Ukita，YUkio

　　Hiyama：Monitoring　of　solvent－mediated　polymor－

　　phic　transition　using　i”situ　analysis　tools・

　　0ノ即111ro　1ヤーooθ∬．配θ5θβ1ro乃」巳0θレ・θノと4フカワθ〃’，10　（6）　，

　　1219＿1226　（2006）

　　In　general，　polymorphs　have　b．een　identiHed．by　using

ofLline　techniques　such　as　X－ray　dif貸action，　Raman　spec－

troscop払and　in丘ared　spectroscopy（IR）．Ho脚ever，　these

techniques　are　unsuitable　fbr　process　monitoring　because

they　are　slow　and　require　sample　preparation．　In　this　study，

the　possibility　of　apPlying　in　situ　techniques　to　the　monitor－

ing　of　solvent－mediated　transitions　was　investigated，　These

in　situ　techniques　include　Raman　spectroscop第near－infセa－

red　spectroscopy（NIR），and　fbcused　beam　reflectance

measurement（FBRM），in　which　it　is　possible　to　per偽㎜

measurements　quickly　and　in　a　nondestructive　manner．　Ra－

man　spectroscopy　is　effbctive　as　a　process　analytical　tech－

nology（PAT）tool　fbr　determining　polymorphic　transition

because　this　technique　is　insensitive　to　aqueous　solvents・

NIR　can　be　used　fbr　measurements　on　crystal　polymorphs

with　sampling倉om　a　slurry；however，　it　is　not　ef艶ctive　if

it　is　also　off4ine　due　to　the　interruption　of　the　absorption

band　of　water．　Providing　the　particle　size　changes　with　the

polymorphic　transition，　FBRM　can　be　very　usefhl　as　a　PAT

衛 研 報 第125号（2007）

tool　fbr　monitoring　not　only　particle　distribution　size　but

also　polymorphic　transition．　Raman　spectroscopy　provides

an　insight　into　the　properties　of　crystallization，　especially

the　rapid　quantitative　analysis　of　polymorphic　transition．

This　technique　of琵rs　a　time－saving　approach　fbr　the．d寧一

velopment　of　the　crystallization　process．　In　situ　techniques

such　as　Raman　spectroscopy　can　be　used　during　scale－up　to

understand　and　monitor　crystallization　processes．

Keyword：Process　analytical　technologメBulk　drug　manufac－

turing　process，　Raman　spectroscop第Near　inffared　spectros－

copy，　Crystal　polymorph

購田辺製薬（株）

　　Sakurai　F．寧1，　Kawabata　K．＊1，　Koizulni　N．＊1，　Inoue　N．＊2，

　　Okabe　M．雫2，　Yamaguchi　T．，　Hayakawa　T．＊3　and　Mizugu－

　　chi　H．噛1：Aαenovirus　serotype　35　vector－meαi飢ed

　　tmnsduction　into　hum謎n　CD46－transgenic　mice．

　　6セ盟θ7乃α・．，13，ll18－l126　（2006）

　　W6　previously　demonstrated　that　systemic　administration

of　adenovirus　serotype　35（Ad35）vectors　to　mice　does

not　mediate　ef巨cient　transduction　in　organs，　probably　be－

cause　expression　of　the　mouse　analog　of　the　subgroup　B

Ad　receptor，　human　CD46（membrane　cofactor　protein），

is　limited　to　the　testis．　Here，　we　describe　theカ7”’あ。　and

加手ゲレotransduction　characteristics　of　Ad35　vectors　by　us．

ing　homozygous　and　hemizygous　human　CD46－transgenic

（CD46TG）mice，　which　ubiquitously　express　human　CD46．

An　Ad35　vector　more　efficiently　transduced　the　primary

dendritic　cells　and　macrophages　prepared丘om　CD46TG

Inice　than　those　ffom　wild－type　mice．ノカ”’レ。事ransduction

experiments　demonstrated　that　CD46TG　mice　are　more　sus－

ceptible　to　Ad35　vector－mediated加四’1妙transduction　than

are　wild－type　mice．　In　particular，　homozygous　CD46TG

mice，　which　express　higher　levels　of　CD46　in　the　organs

than　hemizygous　CD46TG　mice，　tend　to　exhibit　higher

transduction　ef丑ciencies　af託er　intraperitoneal　admlnistration

than　hemizygous　CD46TG　mice．　Intraperitoneal　administra－

tion　of　Ad35　vectors　resulted　in　efficient　transduction　into

the　mesothelial　cells　of　the　peritoneal　organs　in　homozy－

gous　CD46TG　mice．　These　results　indicate　that　an　Ad35

vector　recognizes　human　CD46　as　a　cellular　receptor　in

CD46TG　mice．　However，　the加四吻transduction　efqcien－

cies　of　Ad35　vectors　in　CD46TG皿ice　are　much　lower

than　those　of　conventional　Ad5　vectors　in　wild－type　mice

Keywords：adenovirus　serotype　35　vector，　human　CD46，

human　CD46　transgenic　mice
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　　Minamisawa　S，＊1，　Uemura　N．零3，　Satoジ3，　Yokoyama

　　U．q，　Yamaguchi　T，　Inoue　K，，　Nakagome　M．窄1，　Bai　Y鰻，

　　Hori　H．＊1，　Shimizu　M．＊2，　Mochizuki　S．章2，　Ishikawa　Yホ3：

　　Post－transcription鎚I　downregulation　of　sarcolipin

　　mRNA　by　triiodothyronine　in　the　atri紐］myocar－

　　dium．

　㎜．乙θπ．，580，2247－2252　（2006）

　　Thyroid　hormone－mediated　positive　cardiotropic　ef驚cts

are　dif色rently　regulated　between　the　atria　and　ventricles，

This．regulation　is，　at　least　in　part，　dependent　on　sarcoplas－

mic　reticulum（SR．）proteins．　Sarcolipin，　a　homologue　of

phospholamban，　has　been　recently　identified　as　an　atrium－

speciflc　SR　protein．　The　expression　of　sarcolipin　mRNA

was　signif1cantly　decreased　in　the　atria　of　mice　with　hy－

perthyroidism　and　in　3，5，3’一triiodo－L－thyronine－treated

neonatal　rat　atrial　myocytes．　Promoter　activity　and　mRNA

stability　analyses　revealed　that　thyroid　hormone　post－

transcriptionally．@downregulated　the　expression　of　sarcolip．in

mRNA．　The　atrium－specific　ef艶ct　of　thyroid　ho㎜one　may

occur　in　part　through　th6　regulation　of　atrial　sarcolipin　gene

exp「esslon・

Keywords：thyroid　ho㎜one，　calcium，　gene　expression
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　　Zhao，　Y＊i，　Nakagawa，　T．噛1，　Itoh，　S．，　Inamori，　K．寧i，　Isaji，

　　T．“1’2，Kariya，Y．零3，　KondQ，　A．＊1，　Miyoshi，　E．寧1，　Miyazaki，

　　K！3，Kawasaki，　N，　Taniguchi，　N、窄1’4　and　Gu，　J．寧1’2：ハL

　　劉CetylglUCOSaminyltranSfbraSe　III　antagOniZeS　t血e

　　ef琵ct　ofハ触cetylglucosaminyltmnsfbrase　V　on（8

　　β1integrin－meαiated　cell　migr飢ion・

　ノ＝、酬。∠　と｝う㎝．，281，32122－32130　（2006）

　　ハへacetylglucosaminyltransfbrase　V（GnT－V）catalyzes

the　addition　ofβ1，6－GlcNAc　branching　ofハしglycans，　which

contributes　to　metastasis．、～しacetylglucosaminyltransfヒrase

III（GnT・m）catalyzes　the　fbrmation　of　a　bisecting　Gl一
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cNAc　structure　in／V」glycans，　resulting　in　the　supPression　of

metastasis．　It　has　long　been　hypothesized　that　the　suppres－

sion　of　GnTLV　product　fbrmation　by　the　action　of　GnT－III

would　also　exist　in　viVo，　which　will　consequently　lead　to

the　inhibition　of　biological　fUnctions　of　GnT・V　TD　test　this，

we　draw　a　comparison　among　MKN45　ceUs，　which　were

transfをcted　with　GnT－III，　GnT・V；or　both，　respectively．　W6

R）und　thatα詔l　integrin－1nediated　cell　migration　on　laminin

5was　greatly　enhanced　in　the　case　of　GnT－V　transfbctant．

This　enhanced　cell　migration　was　significantly　blocked　af＝

ter　the　introduction　of　GnT・III．　Consistently，　an　increase　in

bisected　GlcNAc　but　a　decrease　inβ1，6－GlcNAc－branched

、～仁glycans　on　integrin　α3　subunit　was　observed　in　the　dou－

ble　transfactants　of　GnT－III　and　GnT㌔V：Conversely」GnT－

III　knockdown　resulted　in　increased　migration　on　laminin

5，concomitant　with　an　increase　inβ1，6－GlcNAc－branched

八しglycans　on　theα3　subunit　in　CHP134　cells，　a　human

neuroblastoma　cell　line．　Therefbre，　in　this　study，　the　priority

of　GnT・III　fbr　the　modification　of　theα3　subunit　may　be

an　explanation　fbr　why　GnT・III　inhibits　GnT・V・induced　cell

migration．　Taken　together，　our　results　demonstrate　fbr　the

負rst　time　that　GnT・III　and、　GnT－V　can　competitively　modify

the　same　target　glycoprotein　and　fUrthermore　positively　or

negatively　regulate　its　biological　fUnctions．

Keywords：八㌃acetylglucosaminyltransf奄rase　V；ノ〉」acetylglu－

cosaminyltransfヒrase　III，α3βl　integrin
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　　Zhao，　Y串1，　Itoh，　S．，　Wang，　X．‡1，　Is勾i，　T．穿1’2，　Miyoshi，　E申1，

　　Kariya，　Y順3，　Miyazaki，　K．＊3，　Kawasaki，　N．，　Taniguchi，

　　N．＊1’4and　Gu，　J．事L2：Deletion　ofρore　llhcosyl飢ion　on

　　o3β1　integrin　down－regulates　its　functions．

　Z∠〃b∠0ウ㎝．，281，38343－38350　（2006）

　　The　core　fUcosylation　（　α1，6－fUcosylation）　of　g且ycopro－

tein　is　widely　distributed　in　mammalian　tissues．　Recently

α1，6－fhcosylatign　has　been　fUrther　reported　to　be　very

crucial　by　the　study　of　　α1，6－fucosyltransfbrase（1㌃1’8）

一knock－out　mice，　which　shows　the　phenotype　of　emphy－

sema－like　changes　in　the　lung　and　severe　growth　retarda－

tion．　In　this　study，　we　extensively　investigated　the　ef驚ct

of　core　fUcosylation　on　　α3β1　integrin　and　fbund　fbr　the

且rst　time　thatん㎡makes　an　important　contribution　to　the

釦nctions　of　this　integrin．　The　role　of　core　fUc6sylation　in

α3βlintegrin－mediated　events　has　been　studied　by　using
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ノ㌃！！6汁〆＋and．勘ぽ／’embryonic　fibroblasts，　respective1｝孔Wε

負）und　that　the　core　fhcosylatゆn　ofα3βlintegrin，　the　m勾or

receptor　fbr　laminin　5，　was　abunφant　inノ伽8＋／＋cells　but

was　totally　abolished　in　1勉ぼ〆’c年lls，　which　was　associated

with　the　de且cient　migration　mediated　byα3βl　integrin　in

勲ぼ／’cells，　Moreover　integrin－mediated　cell　signaling　was

reduced　in　1㌃1’8’！’cells．　The　reintroduction　of　1勉躍poten－

tially　restored　laminin　5－induced　migration　and　intracellu夏ar

signaling．　Collective1｝～　these　results　suggested　that　core　fU－

cosylation　is　essential　fbr　the　fhnctions　of　α3βl　integrin．

Keywords：α1，6－fhcosyltransfヒrase，α3βl　integrin
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　　T．Suzuki，　T．　Nishimaki－Mogami，　H．　Kawai寧1，　T．　Ko－

　　bayashi，　Y　Shinozaki，　Y　Sato，　T．　Hashimoto寧2，　Y　Asaka－

　　wa寧2，　K．　Inoue，　Y　Ohno，　T．　Hayakawa，　and　T．　Kawani－

　　shi：Screening　of　novel　nuclear　receptor窺gonists

　　by　a　convenient　rep6rter　gene　assay　system　using

　　GFP　deriv訊tive6．

　1竹y古。加αカヒゴ2～θ，13，401－411　（2006）

　　Nuclear　receptors　represent　a　very　good　fanlily　of　protein

targets　fbr　the　prevention　and　treatment　of　diverse　diseases．

In　this　study，　we　screened　natural　compounds　and　their

derivatives，　and　discovered　ligands　fbr　the　retinoic　acid

receptors（RARs）and　the　farnesoid　X　receptor（FXR）．

In　the　reporter　assay　system　of　nuclear　receptors　presented

here，　two　fluOrescent　proteins，　enhanced　yellow　fiuorescent

protein（EYFP）and　ehhanced　cyan．fluorescent　protein

（ECFP），were　used　fbr　detectjon　of　a　llgand－ba．sed　induc－

tion　and　as　an　intemal　control，　respectively．　By　optimizing

the　conditio耳s（e．g．，　of　hormone　response　elements　and

promoter　genes　fbr　reporter　plasmids），we　established　a

battery　of　assay　system　R）r　ligands　of　RARs，　retinoid　X

receptor（RXR）and　FXR．　The　screening　using　the　reporter

assay　system　cap　be　carried　out　without　the　addition　of　co一

血ctors　or　substratgs．　As　the　result　of　screening　of　more

than　140　compounds，　several　compounds　were　detected

which　activate　RARs　and／or　FXR．1Caffbic　acid　phenylethyl

ester（CAPE），known　as　co卑ponent　of　propolis　f士om

honeybee　hives，　and　other　derivatives　of　caf飴ic　acid　up－

regulated　the　expression　of　reporter　gene　fbr　RARs．　Gri－

fblin　and　ginkgolic　acids，　which　are　non－steroidal　skeleton

compounds　purified　f士om　mushrbom　or　ginkgolic　leaves，

up－regulated　the　exかression　of　the　reporter　gene　fbr　FXR．

衛 研 報 第125号（2007）

Keywords：FXR，　RXR，　reporter　assay
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　　Harashima，　M．串1，　Niimi，　S．，　Koyanagi，　H．顧1，　Hyuga，　M．，

　　Noma，　S．＊2，　Seki，　T．81，　Ariga，　T．寧1，　Kawanishi，　T．　and

　　Hayakawa．　T．寧3：Change　in　annexin　A3　expression

　　by　reguiatory　fhctors　of　hepatocyte　growth　in

　　primaru　cu1加red　rat　hep飢ocytes・

　　∠寿bZ、2ろ8㎜．β認．，29，1339－1343　（2006）

　　W奄have　recently　reported　that．annexin（Anx）A3　ex－

pression　is　necessary　fbr　hepatocyte　growth　in　cultured　rat

hepatocytes　seeded　at　half　the　subconHuent　density　on　col－

lagen，　In　thg　present　study，　we　investigated　the　effbcts　of

various　regulatory　factors　of　hepatocyte　growth　Qn　AnxA3

expression．　AnxA3　expression　was　signif五cantly　reduced

in　hepatocytes　cultured　under　various　growth　inhibitory

conditions　such　as　presence　of　dexamethasone，　culture　at

subconHuent　cell　density；and　on　EHS－Matrigel　and　lactose－

carrying　styrene　polymer．　On　the　other　hand，　hepatocyte

growth　factor　and　epidermal　growth　fbctor，　stimulators　of

hepatocyte　growth，　signifiρantly　increased　AnxA3　expres－

sion　in　h曾patocytes　cultured　on　EHS－MatrigeL　These　re－

sults　show　close　correlation　between　known　stimulatory　or

inhibitory　actions　of　various　f合ctors　to　hepatocyte　growth

and　increase　or　decrease　in　AnxA3　expression，　and　suggest

the　ihvolvement　of　AnxA3　in　their　regulation　of　hepatocyte

growth．

Keywords：annexin　A3，　hepatocyte　growth，　primary　cultured

rat　hepatocytes
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　　Watanabe，　K！，　Hyuga，　S．＊，　Hyuga，　M．，　Kawanishi，　T．

　　and　HanaWa，T．：Agonistic　or　antagonistic　action　of

　　Kampo　medicines　used熊）r　menopausal　symptoms

　　on　estrogen　receptor　subtypes，．ERα訊nd　ERβ．

　　．ノ11｝ヨol牌。’．，23，203＿207　（2006）

　　Kampo　medicines　are　used　fbr　the　therapy　of　menopausal

symptoms　as　an　alternative　to　HRT　in　Japan．　Previously，

we　reported　that　there　is　the　estrogen－like　activityl @in　some

Kampo　medicines．　However，　it　is　not　clear　whether　the

medicines　act　directory　on　estrogen　receptors（ERs）αand

β．We　analyzed　both　agonistic　and　antagonistic　actions　of

nine　kinds　gf　Kampo　medicines　used　fbr　the　treatment　of

menopausal　symptoms　at　the　receptors　using　the　Recep一
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tor／Coactivator　Ligand　Assay．　Hachimijiogan（TJ－7），

kamisyoyosan（TJ－24），keishibukuryogan（TJ－25），and

tokak旦lyokito（TJ－61）、acted　agonistically　on　ER　　β，but

had　almost　no　actions　on　ERα．Kakkonto（TJ－1）acted

agonistically　on　both　ERα　母nd　ERβ．Tokisyakuyakusan

（TJ－23）　，　and　unkeito　（TJ－106）acted　antagonistically　on．

ERβ，and　orengedokuto　（TJ－15）　and　nyoshinsan　（TJ－67）

acted　antagonistically　on　both　ERαand　ERβ．In　the　pres－

ent　stud第we　fbund　fbr　the　first　time　that　Kampo　medicines

act　directly　on　the　estrogen　receptorαorβas　the　agonist

Or　antagOnlSt．

Keywords：estrogen　receptor，　Ihenopause，　HRT

’北里研究所東洋医学総合研究所

　川崎ナナ，原園　景，川西　徹：糖タンパク質性医薬

　品の試験法に関する研究一正CIMSIMSを用いたペプ

　チドマッピングー．

　医薬品研究，37，438－447（2006）

　LCIMSIMSを用いたペプチドマッピングの糖タンパク

質性医薬品の品質試1験法としての応用可能性を検証し

た．その結果，’ペプチド部分の配列はデータベースを利

用することによって容易に確認できること，また，糖ペ

プチドのMS／MSスペク．トルを選び出して解析することに

よって，ペプチド部分の配列と部位特異的な糖鎖構造の

概略を確認できることが明らかになった．LC／MSIMSを

用いたペプチドマッピングは，一次構造と糖鎖を含む翻

訳後修飾を同時に確認できるものであり，品質試験法と

して応用可能であることが示唆された．

Key曽ords：LCIMSIMS，糖タンパク質，品質試験法

　川崎ナナ，伊藤さつき，橋井則貴，日向昌司，川西

　徹：局方組換えタンパク質性医薬品の糖鎖試験法に関

　する研究一LCIMsnを用いた追口プロファイリングー．

　医薬品研究，37，448－456（2006）

　LCIMsnを用いた糖鎖プロファイリングの糖鎖試験法

としての応用可能性を検証した．その結果，LCIMsnを

用いた糖鎖プロファイリングは，LC上の溶出位置の違

いだけでなく，質量の違い，更には糖鎖配列の違いから

糖鎖を識別できることから，糖タンパク質性医薬品の糖

鎖試1験法として応用可能であることが示唆された．また，

本分析法は，糖鎖の識別だけでなく，構造解析にも有用

であり，新規糖タンパク質性医薬品の特性解析・品質評

価，糖鎖改変タンパク質の糖鎖解析，製造方法変更時に

おける同等性／同質性評価，並びにバイオ後続品の評価

等にも有用であると思われる．

Keywords：LC／MSIMS，糖鎖プロファイリング，糖タン

パク質，品質試験法
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Mi・μ9・・hi，　H．＊1，　F・n・k・・hi，　N．’2，　H…n・，　T，　S・k・・ai，

　F．’1，Kawabata，　K．＊1，　Yamaguchi，　T　and　Hayakawa，　T．零3：

　Rapiαconstruction　of　small　interfering　RNA－ex－

　pressing　adenovirus　vectors　on　the．　basis　of　direct

　cloning　of　short　hairpin　RNA－coαing　DNAs。

　肋η7，（沁刀θ1乃θr．，18，74－80　（2007）

　In　the　conventional　method　fbr　constructing　an　adenovi－

ral（Ad）vector　expressing　small　interfbring　RNA（siRNA），

short　hairpin　RNA（shRNA）一coding　oligonucleotides　are

introduced　downstream　of　a　polymerase　III（or　polymerase

II）一based　promoter　cloned　into　a　shuttle　plasmid．　An

siRNA　expr鳥ssion　cassette，　which　is　cloned　into　the　shuttle

plasmid，　is　then　introduced　into　the　El　deletion　region　of

the　Ad　vector　plasmid　by　in．vitro　ligation　or　homologous

recombination　in　Escherichia　coli，　and　the　linearized　plas－

mid　is　transfbcted　into　293　cells，　generating　an　Ad　vector

expressing　siRNA．　Therefbre，　two－step　plasmid　manipula－

tion　is　required．　In　this　study，　we　developed　a　method　by

which　shRNA－coding　oligonucleotides　can．　be　introduced

directly　into　the　Ad　vector　plasmid．　To　do　this，、we　con－

structed　a　new　vector　plasmid　into　which　the　human　U6

promoter　sequence　was　cloned　in　advance．　Unique　restric－

tion　enzyme　sites　were　introduced　at　the　transcription　start

．site　of　the　U6　promoter　sequence　in　the　vector　plasmid．

Lucifbrase　and． 垂T3　genes　were　efficiently　knocked　down

by　Ad　vectors　generated　by　the　new　method　and　express－

ing　siRNA　against　the　target　gene．　This　method　should　be

usefUI　fbr　RNA　interfbrence－based　experiments，　and　should

make　it　easy　to　construct　an　siRNA－expressing　Ad　vector

Iibrary　fbr　fUnctional　screening．

Keywords：adenovirus　vector，　siRNA，　shRNA
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　Koizumi　N．’1，　Yamaguchi　T。，　Kawabata　K．q，　Sakurai　E’且，

　Sasaki　T，串1，　Watanabe　Y＊2，　Hayakawa　T／3　and　Mizuguchi

　H．零1：Fiber－modi血ed　adenovirus　vectors　decrease

　liver　toxicity　through　reduced　interleukin　6　pro－

　duction．

　Z、肋ηワαη0／．，］【78，1767－1773　（2007）

　Adenovirus（Ad）vectors　are　one　of　the　most　commonly

used　viral　vectors　in　gene　therapy　cliniρal　trials．　However，

they　elicit　a　robust　innate　immune　response　and　inHamma－

tory　responses．．lmprovement　of　the　therapeutic　index　of　Ad
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vector　gene　therapy　requires　elucidation　of　the　mechanism

of　Ad　vector－induced　inHammation　and　cytokine／chemokine

production　as　well　as　development　of　the　safbr　vector．　In

the　present　study；we　fbund　that　the　fiber－modi且ed　Ad　vec－

tor　containing　poly－lysine　peptides　in　the五ber㎞ob　showed

much　lower　senlm　IL－6　and　aspartate　aminotransfbrase　Iev－

els（as　a　maker　of　liver　toxicity）than　the　conventional　Ad

vector　after　i．v．　administration，　although　the　modi丘ed　Ad

vector　showed　higher　transgene　production　in　the　liver　than

the　conventional　Ad　vector．　RT－PCR　analysis　showed　that

spleen，　not　liver，　is　the　n向or　site　of　cytokine，　chemokine，

ahd　IFN　expression．　Splenic　CDllc÷cells　were　fbund　to

secret　cytokines．　The　tissue　distribution　of　Ad　vector　DNA

showed　that　spleen　distribution　was　much　reduced　in　this

modified　Ad　vector，　renecting　reduced　IL－61evels　in　serum．

Liver　toxicity　by　the　conventional　Ad　vector　was　much

reduced　in　this　modified　Ad　vector，　reflecting　reduced　IL－6

1evels　in　semm．　Liver　toxicity　by　the　conventional　Ad　vec－

tor　was　reduced　by　anti－IL－6R　Ab，　suggesting　that　IL－6

signaling　is　involved　in　liver　toxicity　and　that　decreased

liver　toxicity　of　the　modified　Ad　vector　was　due　in　part　to

the　reduced　IL－6　production．　This　study　contributes　to　an

unde亡standing　of　the　biological　mechanism　in　innate　im－

mune　host　responses　and　liver　toxicity　toward　systemically

administered　Ad　vectors　and　will　help　in　designing　safbr

gene．狽??窒≠垂凵@methods　that　can　redUce　robust　innate　immu－

nity　and　inflammatory　responses．

KeywQrds：adenovirus　vector，　interleukin　6，　cytokine／

chemokinと
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M＊5’20，Suzuki，　A．＊21　and　T冶niguchi，　N．ゆ13’22：Compαrison

of　the　methods　fbr　proming　glycoprotein　glycans－

HUPO　Human　Disease　Glycomics／Proteome　lni－

ti劉tive　multi－institutional　study．

（珈。ん励勝1，1L7，411－422（2007）
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　　Mass　spectrometry（MS）of　glycoproteins　is　an　emerging

field　in　proteomics，　poised　to　meet　the　technical　demand

R）relucidation　of　the　structural　complexity　and　fhnctions　of

the　oligosaccharide　components　of　molecules．　Considering

the　divergence　of　the　mass　spectrometric　methods　employed

fbr　oligosaccharide　analysis　in　recent　publications，　it　is

necessary　to　establish　technical　standards　and　demonstrate

capabiHties．　In　the　present　study　of　the　Human　Proteome

Organisation（HUPO）Human　Disease　Glycomics／Proteome．

Initiative（HGρ1），the　same　samples　of　transfbrrin　and

immunoglobulin－G　were　analyzed　fbr　N－linked　oligosaccha－

rides　and　their　relative　abundances　in　20　1aboratories，　and

the　chromatographic　and　mass　spectrometric　analysis　results

were　evaluated．　In　general，　matrix－assisted　laser　desorption／

ionization（MALDI）time－ofLnight　MS　of　permethylated

oligosaccharide　mixtures　carried　out　in　six　laboratories

yielded　good　quantitation，　and　the　results　can　be　correlated

to　those　of　chromatography　of　reductive　amination　deriva－

tives．　For　underivatized　oligosaccharide　alditols，　graphitized

carbon－liquid　chromatography（LC）／electro＄pray　ionization

（ESI）MS　detecting　deprotonated　molecules　in　the　negative

ion　mode　provided　acceptable　quantitation．　The　variance　of

the　results　among　these　three　methods　was　small．　Detailed

analyses　of　tryptic　glycopeptides　employing　either　nano　LC／

ESI　MSIMS　or　MALDI　MS　demonstrated　excellent　capa－

bility　to　dete㎜ine　site－speci∬c　or　subclass－speci∬c　glycan

pro五les　in　these　samples．　Thking　into　account　the　variety　of

MS　technologies　and　options　fbr　distinct　protocols　used　in

this　stud払the　resu正ts　of　this　multi－institutional　study　ind且一

cate　that　MS－based　analysis　appears　as　the　e伍cient　method

fbr　identification　and　quantitation　of　oligosaccharides　in

glycomic　studies　and　endorse　the　power　of　MS　fbr　glyco－

peptide　characterization　with　high　sensitivity　in　proteomic

P「09「ams・

Keywords：Mass　spectrometry；transfbrrin，　imniunoglobulin－
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　　Baba，　M．q，　Ma，　B．　Y零1，　Nonaka，　M．寧1’2，　Matsuishi，　Y，

　　Hirano，　M．＊L2，　Nakamura，　N．ゆし2，　Kawasaki，　N．，　Kawasaki，

　　N．＊1and　Kawasaki，　T．零1＝Glycosylation－depenαent

　　interaction　of　Jacalin　with　CD45　inαuces　T　lym－

　　phocyte　activation　anαTh11Th2　cytokine　secre－

　　tion．

　ノ∴乙θ酩。α．研b1．81，1002－1011　（2007）

　　Jacalin，　anα一〇一g正ycoside．of　the　disaccharide　Thomsen－

Friedenreich　antigen（galactoseβ1－3八んacetylgalactosamine，

T－antigen）一specific　lectin　f士om　jackf｝uit　seeds，　has　been

shown　to　induce　mitogenic　responses　and　to　block　infbction

by　HIV」1　in　CD4＋Tlymphocytes．　The　molecuiar　mecha－

nism　underlying　Jacalin－induced　T　cell　activation　has　not

been　elucidated　completely　yet．　In　the　present　stud払protein

tyrosine　phosphatase（PTPase）CD45　was　isolated　ffom

aJurkat　T　cell　membrane　fセaction　as　a　m毎or　receptor　fbr

Jacalin　through　af且nity　chromatography　and　mass　spectrom－

etry．　CD45，　which　is　highly　glycosylated　and　expressed　ex－

clusively　on　the　surface　of　lymphocytes，　is　a　key　regulator

of　lymphocyte　signaling，　playing　a　pivotal　role　in　activation

and　development．　W6丘）und　that　the　lectin　induced　signi丘一

cant　IL－2　production　by　a　CD45－positive　Jurkat　T　cell　Iine

（JE6．1）and　primary　T　cells．　However，　this　ef艶ct　did　not

occur　in　a　CD45－negati＞e　Jurkat　T　cell　line（J45．Ol）and

was　blocked　completely　by　a　specific　CD45　PTPase　inhibi－

tor　in　Jurkat　T（JE6．1）and　primary　T　cells．　Furthermore，

we　also　observed　that　Jacalin　caused　a　marked　increase　in

IL－2　secretion　in　response　to　TCR　ligation　and　CD28　co－

stimulation　and．contributed　to　Th　l／Th2　cytokine　production

by　activating　CD45．　Jacalin　increased　CD45　tyrosine　phos－

phatase　activity，　which　resulted　in　activation　of　the　ERKI／2

and　p38　MAPK　cascadesl　Based　oh　these且ndings，　we　pro－

pose　a　new，　immunoregulatory　model　R）r　Jacalin，　wherein

glycosylation－dependent　interactions　of　Jacahn　with　CD45

0n　T　cells　elevate　TCR－mediated　signaling，　which　thereby

表　（原　著　論　文　） 195

up－regulate　T　cell　activation　thresholds　and　Th　l／Th2　cy－

tokine　secretion．

Keywords：CD45，　Jacalin，　Thl／Th2　cytokine　secretion
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　　Kanayasu一］k）yoda，　T．，　Suzuki，　T，　Oshizawa，　T．，　Suzuki，　T，

　　UChida，　E．，　Hayakawa，　T．，　and　YamagUChi，　T．：GranU・

　　10cyte　colony－stimulating　f劉ctor　promotes　the

　　translocation　of　protein　kinase　CL　in　neutrophilic

　　dif色rentiation　cells．

　ノ＝0躍ノ菊リ睨b1．211，189－96　（2007）

　　Previously，　we　suggested　that　the　phosphatidylinosito1

3－kinase（PI3K）一p70　S6　kinase（p70　S6K）pathway　plays

an　important　role　in　granulocyte　colony－stimulating　factor　G－

CSF－dependent　enhancement　of　the　neutrophilic　diffbrentia－

tion　and　prolifbration　of　HL－60．cells．　While　atypical　protein

kinage　C（PKC）has　been　reported　to　be　a　regulator　of　p70

S6K，　abundant　expression　of　PKCL　was　observed　in　myeloid

and　lymphoid　cells．　Therefbre，　we　analyzed　the　participation

of　PKCL　in　G－CSF－dependent　prolifヒration．　The　maximum

stimulation　of　PKCl　was　observed　ffom　l　5　min　to　30　min

after　the　addition　of　G－CSF．　From　5　to　15　min　into　this　lag

time，　PKCL　was　fbund　to　translocate　ffom　the　nucleus　to　the

membrane．　At　30　min　it　re－translocated　to　the　cytosol．　This

dynamic　translocation　of　PKαwas　also　observed　in　G－CSF－

stimulated　myeloperoxidase－positive　cells　dif｛brentiated　fヤom

cord　blood　cells．　Small　interfbring　RNA　fbr　PKCt　inhibited

G－CSF－induced　prolifbration　and　the　promotion　of　neutro－

philic　dif陀rentiation　of　HL－60　cells．　These　data　indicate　that

the　G－CSF－induced　dynamic　translocation　and　activation　pro－

cesses　of　PKCt　are　important　to　neutrophiIic　prolifbration．

Keywords：protein　kinaseα，　granulopoiesis，　G－CSF
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　　Ng　M．K．，Wu　J．，Chang　E，Wang　B．Y，Katzenberg－

　　Clark　R．寧，　Ishii－Watabe　A，，　and　Cooke　J．P．零：／10θη〃1躍
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　〆11勿77’06覧た霊　翫ozηか．し勿αZ彩bZ，27，106－112　（2007）

　　An　endothelial　nicotinic　acetylcholine　receptor（nAChR）

participates　in　atherogenesis　and　tumorigenesis　by　promot－

ing　neovascularization．　IR）date，　the　mechanisms　of　nAChR－

mediated　ang五〇genesis　and　their　relationship　to　angiogenic

鉛ctors，　eg，　VEGF　and　bFGF，．are　unknown．　METHODS

AND　RESULTS：Nicotine　induced　dose－dependent　human

microvascular　endothelial　cell（HMVEC）migratiQn，　a　key

angiogenesis　event，　to　an　extent　which　was　equivalent　in
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　　magnitude　to　bFGF（10　ng／mL）but　less　than　fbr　VEGF

、（10ng／mL）．Unexpectedly，　nAChR　antagonism　not　o耳ly

　　abolished　nicotine－induced　HMVEC　migration　but　also

　　abolished　migration　induced　by　bFGF　and　attenuated　migra－

　　tion　induced　by　VEGF．　Transcriptional　profiling　identified

　　gene　expression　programs　which　were　concordantly　regulat－

　　ed　by　a113．angiogens（nicotine，　VEGF，　and　bFGF），ano－

　　table　fbature　of　which　includes　corepression　of　thioredoxin－

　　interacting　protein（TXNIP），endogenous　inhibitor　of　the

redox　regulator　thioredoxin．　F顧he㎜ore，　TXNIP　repression

　　by　all　3　angiogens　induced　thiQredoxin　activity．　Silenc－

　　ing　thioredoxin　by　small　interfbrence　RNA　abrogated　all

　　angiogen－induced　migration　while　silencing　TXNIP　strongly

　　induce“HMVEC　migration．　Interestingly，　nAChR　anlago－

　　nism　abrogates　growth　fねctor（VEGF　and　bFGF）一mediated

　　induction　of　thioredoxin　activity．　CONCLUSIONS：Nicotine

　　promotes　angiogenesis　v｝a　stimulation　of　nAChR－dependent

　　endothelial　cell　migration．　Furthermore，　growth　factor－

　　induced　HMVEC　migration，　a　key　angiogenesis　event，

　　requires　nAChR　activation－an　effb¢t　mediated　in　part　by

　　nAChR－dependent　regulation　of　thioredoxin　activity．

　　Keywords：endothelial　cells，　nicotine，　angiogenesis

＊

　Stanfbrd　University

　　H．Kawai申1，　T．　Suzuki，　T．　Kobayashi，　A．　Ishii－Watabe，

　　H．Sakuraゴ2，　H．．　Ohata，　K零2．　Honda串2，　K．　Momose寧2，　T．

　　Hayakawa，　and　T．　Kawanishi：Caspase　cascade　pro－

　　cee“s「rapiαly　after　cytochrome　c　release　ffom

　　mitochondria　in　Tumor　Necrosis　Factor一α一in－

　　duced　cell　death．

　Z乃8πη∂ooZ　5ヒゾ．，103，159－167　（2007）　．

　　The　caspase　activation　cascade　and　mitochondrial　changes

are　m句or　biochemical　reactions　in　the　apoptotic　cell　death

machinery．　Wεattempted　to　clarify　the　temporal　relation－

ship　between　caspase　activation，　cytochrome　c　release，　mi－

tochondrial　depolarization，　and　mo甲hological　changes　that

take　place　during　tumor　necrosis　factor（TNF）一α一induced

cell　death　in　HeLa　cells．　These　reactions　were　analyzed　at

the　single－cell　level　with　O．5－1min　resolution　by　using

green　fluorescent　protein．（GFP）一variant－derived　probes

and　chemical　probes．　Cytochroロ1e　c　release，　caspase　activa－

tion，　and　cellular　shrinkage　were　always　observed　in　this

order　within　lO　mih　in　all　dying　cells．　This　sequence　of

events　was　thus　considered　a　critical　pathway　of　cell　death．

Mitochondrial　depolarization　was　also　observed　in　all　dy－

ing　cells　observed，　but　f㍉requently　occurred　after　caspase

activation　and　cellular　shrinkage．　Mitochondrial　depolariza一

衛 研 報 第125号（2007）

tion　is　therefbre　likely　to　be　a　reaction　th包t　does　not　induce

caspase　activation　and　subsequent　cellular　shrinkage．　Mi－

tochondrial　changes　are　important　fbr　apoptotic　cell　death；

moreover，　cytochrome　c　release，　and　not　depolarization，　is

akey　reaction　related　to　cell　death．　In　additioh，　we　also

fbund　that　the　apoptotic　pathway　proceeds　only　when　cells

are　exposed　to　TNF一α．　These　findings　suggest　that　the　en－

tire　cell　death　process　proceeds　rapidly　during　TNF一αexpo－

sure。

Keywords：tumor　necrosis　factor．（TNF）一α，　caspase，　real－

tlme　lmaglng
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　　Hyuga，　S，寧1，　Hyuga，　M．，　Nakanishi，　Hご2，　Ito，　H．串1，　Wa－

　　tanabe，　K．串1，0ikawa，　T．＊1　and　Hanawa，　T．寧1：Maoto，

　　K劉mpo　medine，　supPresses　the　met劉static　poten－

　　tial　of　highly　metastatic　osteosarcoma　cells．

　ノ17｝ヨ。こ肋4．，24，51－58　（2007）

　　Maoto，　Kampo　medicine，．has　been　shown　to　inhibit　the

motility　of　highly　metastatic　osteosarcoma，　FBJ－LL　cells．

In　the　present　study，　maoto　was　fbund　to　suppress．the

liver－metastasis　of　FBJ－LL　cells　and　had　no　ef琵ct　on　the

primary　tumor　growth．．　The　expression　pattem　of　cytokines

in　the　serum　ffom　the　tumor－bearing　mice　given　maoto　ap－

proximated　that　of　the　serum　ffom　normal　mice　and　was

diffbrent　ffom　that　in　the　serum　obtained丘om　the　tumor－

bearing　mice　given　water．　Maoto　suppressed　the　activa－

tion　of　matrix　metalloproteinases　involved　in　met訂static

processes．　On　the　other　hand，　juzentaihoto，　which　has　been

reported　to　suppress　cancer　metastasis　via　activation　of　the

immun夢system，　had　no　effbct　on　either　liver－metastasis　of

FBJ－LL　cells　or　primary　tumor　growth．　These　results　sug－

gest　that　ma6to　is　a　candidate　fbr　a　novel　inhibitor　of　me－

tastasis，　and　that　the　inhibition　mechanism　of　met包stasis　is

diffヒrent　f｝om　that　of　juzentaihoto．

　　　　し

Keywords：Maoto，　m6tastasis，　MMP
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　　Sakai，　S．，　Otake，　R．，丑）ida，　T．，Goda，　Y：

　　Identi血cataion　of　the　origin　of　chondroitin　sulfate

　　in‘‘health　fbods”　．

　　6乃㎝．1竹8㎜，、8〃．，55，299－303　　（2007）

　　Twelve　‘‘health　fbods，’products　containing　chondroitin

sulfゑte（CS）were　purchased　ffom　the　Japanese　market　and

the　origin　of　the　CS　was　lnvestigated　by　conducting　disac一
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charide　compositional　analysis　af㌃er　enzymatic　depolymer－

ization　and　by　IH－NMR　spectroscopy．　Nine　of　the　12

products　had　labels　indicating　that　the　origin　of　the　CS　was

shark　cartilage．　However」two　of　them　were　fbund　to　con－

tain　mammalian　CS．　Next，　we　compared　the　ratio　of　the

sulfate　group　to　the　galactosamine　residue　af㌃er　the　acid　hy－

drolysis　of　CS．　The　results　suggest　that　all　of　the　CS　f｝om

sharks　had　a　ratio　of　more　than　l．0，　while　the　CS丘om

mammals　had　a　ratio　of　less　than　l．0。　Since　this　compara－

tive　analysis　does　not　require　expensive　purified　enzyme，

it　would　be　an　economical　way　to　identify　the　origin　of

CS　in‘‘health　fbods”．Being　able　to　determine　the　origin

of　the　ingredients　in　natural　products　is　very　important　fbr

ensuring　their　quality，　safbt》㌧and　efficacy．　Therefbre，　we’

think　that　regulatory　requirements負）r　accurately　indicating

竃he　origin　of“health　fbods”and　effbctive　enfbrcement　of

these　requirements　are　needed．

Keywords：chondroitin　sulf白te，　chemical　colnpositional　anal－

ysis，　health　fbod　origin・
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cmαe　dmgs．　Standard　compounds　f6r　the　of6－

　cial　specification　and　testing　method　of“Processed

　Aconite　Root”and　“Powdered　Processed　Aconite

　Root”in　J訊panese　Pharmacopoeia．

　ノ12物乙盈（1．，60，285－294　（2006）

　Aconite　root　has　hi．gh　toxicity　caused　by　diester　alka－

Ioids，　thus　it　was　necessary　to　define　the　limiting　value　of

diester　alkaloids　used　in　medicine飴㎜ulatiQn．恥give　the

quality　of“Processed　Aconite　Root”and“Powdered　Pro－

cessed　Aconite　Root”in　the　Japanese　Phamlacopoeia（14th

edn，　supplement），we　established　the　official　specification

and　evaluation　methods　of　standard　substances．　High　quali－

tative　grade　diester　alkaloids，　aconitine，　hypaconitine，　jesac－

onitine　and　mesaconitine　which　were　usefUl　to　evaluate　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　，

purity　of　processed　aconite　root．and　powdered　processed

aconite　roQt，　were　prepared　and　evaluated　fbr　their　stability．

We　studied　the　physicochemical　speci丘cation　and　evalua－

tion　methods　of　these　alkaloids，　In　addition，　an“Aconitum

diester　alkaloids　standard　solution　fbr　purity”，．which　was

used　fbr　the　purity　tgst，　was　prepared，　and　we　also　studied

its　phaysicochemical　speci町cation　and　evaluation　methods．

In　addition，　to　evaluate　the　quality　of　processed　aconite　root

and　powdered　processed　aconite　root，　a　TLC　identification

test　was　establish骨d．　A　monoester　alkaloid　of　benzoylnlesa－

conine　hydrochloride　was　used　as　the　refヒrence　standard　in

the　latter　test，　and　we　also　investigated　its　physicochemicaI

specification　and　evaluation　methods．

Keywords：processed　acollite　root，　powdered　processed　aco－

nite　root，　the　Japanese　Pharmacopoeia
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　Matsumoto，　T．，　Kikura－Han句iri，　R．，　Kamakura，　H．，

　Kawahara，　N，　Goda，　Y：ldenti血cation　of　N－methy1－4・

　　（3，4・methylenωioxyphenyl）butan・2－amine，　dis－

　tribロted　as　MBDB．

　．ノ∂m7βノ。∫2％8ノ訪5ヒヅα70θ，52，805－810　（2006）

　淋methyl－1一（3，4－methylenedioxyphenyl）butan－2－amine

（MDP－2－MB，　MBDB）is　a　new　homologue　of旧しmeth－

yl－1一（3，4－methylenedioxyphenyl）propan－2－amine（MDMA），

which　is　strictly．controlled　as　a　narcotic．　As　part　of　our

continuous　survey　on　illegal　designer　drugs　in　the　Japanese

market，　we　fbund　that八なmethyl」4一（3，4。methylenedioxy－

phenyl）butan－2－amine（MDP－3－MB，　HMDMA）was　being



198 国 立

sold　as　MBDB，　As　this　is　the丘rst　time　that　HMDMA　has

been　revealed　to　be　in．market　distribution，．and　its　physico－

chemical　data　is　thus　f合r　unreported，　we　describe　the

structure　elucidation　of　HMDMA　and　comparative　an．alysis

with　related　co甲pounds．

Keywords：HMDMA，　MBDB，　structure　elucidation

　　Kawahara，　N．，　Sakai，　E．串】，　Itokazu，　N．，　Satake，　M．＊2，

　　Goda，　Y：Comparative　s加dy　on　testing　methods

　　and　speci且cation　values　fbr　cru“e　drugs　used　in

　　monographs　among負）ur　western　pacmc　regionaI

　　countries（Jap睾n，　China，　Korea　and　Vietnam）（2）

　　Compamtive　study　on　TL、C　and　assay　conditions．

　　7乃θノψ朋θ9θノ∂㎜∂10∫．肋朋ワ2∂o㎎ηo理，60　（2）　，73－85

　　（2006）

　　Five　expert　working　grouかs（EWG1－5）were　established

in　the　Sub－committee　I　Meeting　of　the　Western　Paci盒c

Regional　Forum　R）r　the　Harmonization　of　Herbal　Medi－

cine（FHH）nomenclature　and　standardization．　The　task　of

EWG2（Testing　Methods　used　in　Monographs）is　to　list

the　testing　methods　in　each　monograph．　In　a　prpvious　pa－

pe鵡we　reported　on　the　preparation　of　a　comparative　table

of　testing　methods　and　speci丘cation　values　fbr　crude　drugs

used　in　monographs　among　fbur　western　Paci行。　regignal

countries（Japan，　China，　Korea　and　Vietnam）．In　this

paper，　we　reportg　on　the　fhrther　preparation　of　comparative

tables　on　TLC　conditions　fbr　identification　and　chemi－

cal　assay　conditions　fbr　cornponent　quantification　used　in

monographs　and　to　obtain　some　knowledge　f士om　these

cornparative　tables．

Keywords：FHH，　Crude　drug，　Comparative　table，　TLC　con－

ditions，　Assay　conditions
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�喧�ﾈ大学
噸2

ｨ茶の水女子大学

　　Hosoe，　T．＊1，　Fukushima，　K．寧2，　Takizawa，　K．寧2，　Itabashi，

　　T．ホ1，Kawahara，　N，　Vidotto，　V寧3，　Kawai，　K．噛1：ANew

　　Antifungal　Macrolide，　Eushearilide，　Isolated　from

蜘ρ副醐〃加5加班ガ．

　ノ＝！Lワ泌毘！ヒ♪姦∬，59　（9）　，597－600　（2006）

　　In　screening　fbr　antifUngal　substances，　a　new　macrolide，

eushearihde（1），was　isolated倉om　Eupenicillium　shearii

IFM54447．　Tlle　structure　of　l　was　established　to　be

24－membered　macrolide　having　a　non－co可ugated　diene　and

acholine　phosphate　ester　moetiy　on　the　basis　of　detailed

investigation．of　NMR，　UV；IR　and　MS　spectral　data．　Com二

pound　l　showed　antifUngal　activity　against　various　fhngi

衛 研 報 第ユ25号　（2007）

and　yeasts，　including　human　pathogens．4解αg〃雌

〃ノ5」7｝ゴヒ：乃κ猛雨。η　SPP」and（＝2刀d勲　SPP．

Key　words：macrolide，　eushearilide，　Eupenicillium

antifUngal　aCtiVity
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shearii，
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　　Kim，1－H．，　Uchiyanla，　N．，　Kawahara，　N．，　Goda，　Y：

　　Iridoid　and　cucurbitacin　glycosides丘om舵4ρノー

　　αη伽5αηρ加1カη颯。凋．

　　乃弊。（カαηな勿，67　（24）　，2691－2696　（2006）

　　Three　iridoid　glycosides，　picrorosides　A（1），B（2）and

C（3），and　a　cucurbitacin　glycoside，　scrophoside　A（4），

were　isolated丘om　the　rhizomes　of八コ入ρ∫αη酌∫zβ5αo一

ψ〃1砿〃70醒（Scrophulariaceae），along　with　two　known

iridoid　glycosides，　picrosides　I　（5）　and　II　（6）　，　and　three

known　cucurbitacin　glycosides（7－9）．Their　structures

were　elucidated　on　the　basis　of　both　chemical　and　spectro－

scopic　data．

Key　words：酷qω’αα力加5α⑫廠ηンカb㎎，　Scrophulariace－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

ae，　Iridoid　glycoside，　Cucurbitacin　glycoside，　Picrorosides　A，

Band　C，　Scrophoside　A

　　Hirasawa，　Y＊1，　Kobayashi，ゴ2，0ba聡，　Y率3，　Nakahata，　N．寧3，

　　Kawahara，　N．，　Goda，　Y，　Morita，　H．率1：ANew　Alk鍵10id

　　fセom　1」τρρo曲盟加r盟】伽が捌nd　Revised　Stereo－

　　structure　of　Nankakurine　A．

　鶏卵。釧飽5，68，2357－2364　（2006）

　　Anew　Lycopodiu血alkaloid，　nankakurine　B（2），has

been　isolated　from　the　club　moss∠卿ρρo伽1η加η7〃。η1γ

together　with　nankakurine　A（1）．Stereochemistry　of　2

was　elucidated　by　combination　of　NOESY　correlations　and

chemical　transfbrmation．　Stereostructure　of　l　was　revised

to　be　the　same　as　that　of　2．　Nankakurine　A（1）induced

secretion　of　neurotrophic　factors　f士om　human　astrocytoma

cellS，

Key　wQrds：nankakurine　A，　nankakurine　B，　Lycopodium　al－

kaloid，1タαψoo砿㎜Z2御加。η1γ

q星薬科大学
零2

k海道大学大学院薬学研究科
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喧k大学大学院薬学研究科

Kawahara，　N，　Klm，1－H．，　Goda，　Y：Content　of　SulfUr

Dioxides　in　Herb鍵l　M紐terials　Obtained　f『om　the

Japanese　Market．

」タフη．ノ：・戸bαゴααη．，13　（3） ，105－108　（2006）



誌 上 発

　　Sulfhr　dioxides　and　sulfites　are　registered　in‘‘The　Japan’

sSpecifications　and　Standards　fbr　Food　Additives”mainly

used　as　bleach　and　anti－oxidants，　and　Food　Sanitation　Law

prohibits　the　use　to　sesame，　legurnes　and　vegetables．　In

China，　sulfhr　fUmigation　is　perfbrmed　fbr　the　purpose　Qf

bleaching，　drying，．insecticide　and　antibacterial　to　some

crude　drugs．　Recentl第it　has　been　reported　that　large　quan・

tities　of　sulfUr　dioxides　are　detected　f｝om　sulfhr　fUmigated

crude　drugs．　In　the　course　of　our　study　of　the　survey　of

irnpurity　in　herbal　materials，　we　analyzed　the　content　of

sulfUr　dioxides　fbr　31　kinds　of　crude　drugs（5　companies，

151herbal　materials）purchased　ffom　the　Japanese　market．

By　using　modi且ed　Rankine　method，　more　than　l，000　ppm

of　sulfUr　dioxides　was　detected　f士om　three　crude　drugs

（Dioscorea　Rhizome，　Gastrodia　Tuber，　Fritillaria　Bulb）and

also　more　than　500　ppm　of　sulfUr　dioxides　was　detected

負om　seven　crude　drugs（Puerariae　R．adix，　Lilii　Bulbus，

Zingiberis　Rhizoma，　Asparagi　Tuber，　PlatycQdi　Radix，　Mori

Cortex，　Forsythiae　Fructus），Since　herbal　materials　such

as　Dioscorea　Rhizome，　Puerariae　Radix，　Lilii　Bulbus，　Zin－

giberis　Rhizorna　are　used　as　fbod　and　fbod　additives，　sulfUr

dioxide　content　of　these　materials　should　be　noted　at　the

viewpoint　of　fbod　safbty．　　．

Key　words：sulfUr　dioxides，　sulfUr　fhmigation，　herbal　mate－

rialS

　　Zou，　D－P．，　Kim，1－H．，　Kawahara，　N，　Goda，　Y：Chemi－

　　cal　Constituents　of“Garαen　Baisam　Extract”as

　　aNatural　Food　Adαitive．

　　ゆη．ノ：．Fboゴααη，，13　（3）　，　l　l　4－l17　（2006）

　　“Garden　balsam　extract”　anatural　fbod　additive　is
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

commercially　available　as　an　ethanol　extract　of　the　whole

plant　of　Garden　bal串am（勿ρ3々’α～3∂3加zη加βL）and　is

omcially　approved　in　the‘‘Lists　of　Existing　Food　Additives

in　Japan”　．　In　our　ongoing　study　to　evaluate．its　quality

and　saf奄ty　as　a　fbod　additive，14　components　in‘‘Garden

balsam　extract”were　purified　by　the　preparative　HPLC．　A

new　compound，（3R＊，4R＊）一3，4－dihydroxy－3，4－dihydronaph－

thalen－1（2H）一〇ne，　was　purified　and　characterized　on　the

basis　of　the　spectral　evidence．

Key　words：Garden　balsam　extract，　natural　fbod　additive，

ノ吻2かσθη5か3盈～㎜カ∂，naphthoquinone　derivative

A可iki，　N，　Ybshino，　C．，　Kawahara，　N．，　Goda，　Y：Evalu－

ation　of　the　Taste　of　K訊mpo　Formu1訊by　Taste－

Sensing　System（3），］肱ste　of　Ryoke巾tsukanto．

7乃θノ勿即睨ノ∂㎜ワ6ゾof．乃うβ1zη∂α即。理，61　（1），21－27

表　（原　著　論　文　） 199

　　（2007）

　　In　the　course　of　our　studies　to　evaluate　o切ectively　the

taste　of　Kampo　fb㎜ulae　by　taste－sensing　system，　we　inves－

tigated　the　characteristic　taste　and　taste　f臼ctor　of　Ryokei－

jutsukanto　of　which　the　component　crude　drugs　are　Poria

Sclerotium，　Glycyrrhiza，　Cinnamon　Bark　and　Atractylodes

rhizome　or　Atractylodes　Lancea　Rhizome、　The　results　sug－

gested　that　the　fbllowing　facts，1）Glycyrrhiza　mainly　con－

tributes　the　saItiness　of　Ryoke輯utsukanto　and　Poria　Scle一

．rotium　decreases　it．2）Atractylodes　Rhizome　contributes

to　the　anionic　bitterness　in　which　Atractylodes　Rhizome

used－Ryokeijutsukanto　showes，　while　Cinnamon　Bark　con－

tributed　to　it　in　which　Atractylodes　Lancea　Rhizome　used－

Ryoke加tsukanto　showes，3）Taste－sensing　system　does　not

recognize　a　diffbrence　of　the　taste　of　Ryoke茸utsukanto　and

that　of　the　mixed　preparations　consisting　of　the　correspond－

ing　fbur　single　decoctions　of　the　co皿ponent　crude　drugs．

4）Any　component　crude　drugs　solely　do　not　express　the

Ryokeijutsukanto－like　taste　in　the　decoction．　Namely，　the

combination　of　the　taste　of　the　compollent　drugs　expresses

that　of　Ryoke勾utsukanto　decoction．

Key　words＝taste　evaluation，　Kampo　fbrmula，　Ryoke加tsu－

kanto，　taste。sensing　system

　　Kawahara，　N．，　Itokazu，　N．零1，　Satake，　M．康2，　Goda，　Y．：

　　Comparative　Study　on　Testing　Methods　anα

　　Specmcation　Values　fヒ）r　Cru“e　Drugs　in　Pharm3－

　　copoei訊s　among　Four　Western　Pacm6　Regional

　　Countries　（Japαn，　China，　Korea　and　Vietnam）

　　（III）Compar飢ive　Study　on　General　Testing

　　Metkods　fbr　Crude　I）r腿gs．

　　．7】ウθノψ盟鋭ノ∂απ7認。ズ効抜刀8008刀05ア，61　（1）　，44－57

　　（2007）

　　The　W6stem　Paci丘。　Regional　Forum　fbr　the　Hamloniza－

tion　of　Herbal　Medicines（FHH）has　three　Sub－Commitlees

（Sub－C）．Of　them，　Sub－C　I　deals　with　the　nomenclature

and　standardization　and　consists　of　five　Expert　Working

Groups（EWGs　l－5）．The　task　of　EWG　5　is　to　list　the

in角㎜ation　on　general　testing　methods飴r　cnlde　dnlgs　de－

scribed　in　the　general　test　section　of　each　Pharmacopoeia

among　fbur　countries（Japan，　China，　Korea　and　Vletnam）．

In　this　paper，　we　show　the　results　of　the　task　work．　In　the

sections　of　sampling，　fbreign　matter，10s30n　drying，　total

ash，　acid－insoluble　ash，　extract　content，　essential　oil　con－

tent，　arsenic　Iimit　test　and　heavy　metals　limit　test，　there

are　many　similarities　among　the　fbur　Pharmacopoeias．

However，　the　method　of　nlicroscopic　examination　in　the
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Phamユacopoeias　of　China　and　Vietnam　were　completely　dif＝

色rent食om　those　of　Japan　and　Korea．　Namel第the鉛㎜er

describe　detailed　techniques　and　observation　points．

Keywordsl　FHH，　Crude　drug，　Comparative　table，　General

testing　methods

寧1武蔵野大学薬学部
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　　Kim，1．　H．，　Umezawa，　M，　Kawahara，　N，，　Goda，　Y：The

　　constituents　of　the　roots　of／1・叩吻曲ノ砂。〃∫αL

　　／1」～2乙ル164．，61，224－225　（2007）

　　Six　compounds，．schizandriside，　resveratrol，（＋）一catechin，

（一）　一epica．techin，　（＋）　一gallocatechin，　and　（一）Lepicatechin

gallate，　were　isolated　ffom．the　roots　ofんηρψρ訂汐ノ竃ρo〃一

∫α7（Vitaceae）．Their　structures　were　determined　on　the

basis　of　both　chemical　and　spectroscopic　data．

Kcy　words：・4坦ρθ幻ρ甜汐ノ’4ρα7メα～，　Vitaceae，　Schizandriside，

Resveratrol

　　Abe，1，零1，　Morita，　H．’2，0guro，　S．串1，　Noma，　H．ゆ1，　Wanibu－

　　chi，　K．零1，　Kawahara，　N．，　Goda，　Y，　Noguchi，　H．ゆ1，　Kohno，

　　T．唯2：Enzymatic　Formation　of　An　Unnatural

　　Nonaketide　Naphthopyrone　by　A　Mutant　of　Plant

　　Type　III．　Polyket董de　Synthase・

　　ノ1／1刀7．（茄αη．5bo．，129　（18）’，5976－5980　（2007）

　　Pentaketide　chromone　synthase．（PCS）ffom．4／bθ励。κ一‘

50θ〃5　is　a　novel　plant－speci且。　type　III　polyketi4e　synthase

（PKS）that　produces　5，7－dihydroxy－2－methylchromone．f沁m

five　molecules　of　malony1－CoA．　On　the　basis　of　the　crystal

structures　of　wild－tソpe　and　M207G　mutant　PCS，　the．F80A／

Y82AIM207G　triple　mutant　was　constructed　and　shown　to

produce　an　unnatural　novel　nonaketide　naphthopyrone　by
　　　　　　　　　　　　　　　ニ

sequential　condensations　of　nine　molecules　of　malonyl－CoA．

This　is　the　first　demonstration　of　the　fbrmation　of　a　nona－

ketide　by　the　structurany　simple　type　III　PKS．　A　homology

model　predicted　that　the　active－site　cavity　volume　of　the

triple　mutant　is　increased　to． Stimes　that　of　the　wild－type

PCS．

Key　words：Pentaketide　chromone　synthase，／｛わθ砿汐α囎一

5じα75，type　III　polyketide　synthase，　naphthopyrone
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N，Mikage，　M．：Evaluation　of　the　Crude　Drugs

by　means　of　ColorimεteK　Part　6．　Correlation　be－

tween　the　Color　and　Tot段1　Polyphenol　Content　of
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　　Gemnium　Herb．

　ノ∂乙吻∂10∫7｝ヨ（肋’oη躍ノ晩画と珈6写，24　（2），67－71　（2007）

　　The　color　of　Geranium　Herb，　which　is　a　quite　popular

R）lk　medicine　fbr　intestinal　disorders　such　as　diarrhea，　was

investigated　fbr　the　quality　evaluation　by　means　of　colorim－

eter．　The　antidiarrheal　effbct　of　Geranium　Herb　is　consid－

ered　to　be　due　to　tannin，　which　is　a　kind　of　polyphenols．

On　various　Geranium　Herb　we　examined亡he　correlation
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

between　the　total　polyphenol　content　and　color　of　both　the

powder　and　water　extract　treated．with　the　iron（III）chlo－

ride　TS．　As　the　result，　we　fbund　that　Geranium　Herb　with

ahigher　total　polyphenol　content　tended　to　show　lqwer　co1－

or　indexガvalue　in　the　water　extract　treated　with　the　iron

（III）chloride　TS．　Ih　additi6n，　the　total　polyphenol　quantity

　　　　　　　　　　　　　　　ゆwas　high，　while五　value　was　low　in　the　lbliar　part．　On

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寧the　other　hand，　total　polyphenol　quantity　was　low；while五

value　was　high　in　the　stem　part．　Therefbre，　when　the　efし

飴ct　of　total　polyphenol　is　expected，　Geranium　Herb　with　a

low　ratio　of　stem　part　is　thought　to　be　of　good　quality，　and

it　is　considered　that　color　index」しvalue　of　the　Geranium

Herb　water　extract　treated　with　the　iron（III）chloride　TS

is　available　in　the　quality　evaluation　fbr　Geranium　Herb．

K6y　words：Geranium　Herb，　quality　evaluation，　colorimeter，

CIE　1976ガ訊ダcolor　system

車金沢大学大学院自然科学研究科

　　Maruyama，　T，　Kawahara，N．，　Ybkoyama，K．81，　Makino，Y寧2，

　　Fukiharu，T．申3，　Goda，Y：Phylogenetic　relationship　of

　　psychoactive　fungi　based　on　rRNA　gene　for註

　　large　subunit　and　their　identification　using　the

　　肱qMan　assay（II）．

　　1り㎜51ヒヲ5ビン1ノ｝1’．，163，51－58　（2006）

　　‘‘Magic　Inushroom（MM）”is　the　name　most　com－

monly　given　to　psychoactive　fUngi　cQntaining　the　hallu－

cinogenic　components＝psiloc丘n　（1）　and　psilocybin　（2）　．

W6　investigated　the　rRNA　gene（intemal　transcribed　spacer

（ITS）and　large　subunit．（LSU））of　two．幽刀3θo加5　species

and　fburノ㌃ガ∂oyわθspecies　fUngi（of　these，　two　are　non－

psilocybin　species＞．On　the　basis　of　sequence　alignment，

we　improved　the　identification　system　developed　in　our

previous　study．　In　this　paper，　we　describe　the　new　system

capable　of　distinguishing　MMs丘om　non－psilocybin、侮加一

ゆθspecies，　its　application　data　and　the　phylogeny　of　MM

speCles・

Keywords：Magic　mushroom；rRNA　gene；TaqMan　PCR；

Genus蝕Zo⑫θ；Genusノ葱刀βθo血5

寧1
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逞t県立中央博物館

　　Uchiyama，　N，　Kiuchi，　F．辱2，　Ito，　M．掌1，　Honda，．σ1．，

　　Takeda，　Yゆ3，　KhodzhimatQv，0．　K！4，　Ashuτmetov，0．　A．

　　零4：Trypanocidal　Con随ituents　of　1♪”‘oc甲、西2ノ〃」卯

　　」な。」㎜2■o産

　　π励θぬ2四，62，4355－4359　（2006）

　　Trypanocidal　constituents　of」肱8000啄刀う∂1～〃η」をαη躍η1イ

were　investigated．　Under　guidance　of　the　in　vitro　trypano－

cidal　activity　against　epimastigotes　of　アリアβ〃（15αηβ㎝z1’，

the　causative　agent　of　Chagas’disease，　two　new　diterpenes，

dracocequinones　A（1）and　B（2），and　two㎞own　triter－

pene　acids，　ursonic　acid　and　ursolic　acid，　were　isolated　as

trypanocidal　constituents，　in　addition　to　previously　reported

di．terpenes，　cyclocoulterone（4），komaroviquinone（5），

dracocephalone　A（6）and　komarovispirone（7）．Fμrther－

more　a　new　diterpene，　komarovinone　A（3），was　isolated，

together　with負）ur㎞own　teΦenes．　Among　these　compounds，

komaroviquinone（5）showed　the　most　potent　activity　with

minimum　lethal　concentration　of　O，4μM．　Structure　elucida－

tion　of　the　new　diterpenes　1－3　was　described．

Keywords：、Or3000弓ρ加如η1」を。〃7附則ゲ，　Diterpene，7珈〃10－
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　　Shinozaki，　Y，　Sato，　Y，　Koizumi，　S．，　Ohno，　Y，　Nagao，　T．

　　　　　　　　　　　　　の　　and　Inoue，　K：Retinoic紐cids　acting　through　retin－

　　oid　receptors　protect　hipPocampal　neurons　from

　　oxygen－glucose　deprivation－medi繍ted　cell　death

　　by　inhibition　of　c－jun－N－terminal　kinase　and　p38

　　mitogen－activated　protein　kinase．

　　ノ＞b伽α7α’θαoθ，147，153－163　（2007）

　　Retihoic　acids（RAs），including　all一惚刀5　retinoic　acid

（AfRA）　and　9一α汐retinoic　acid　（9－cis　RA）　，　play　fUnda－

mental　rolgs　in　a　variety　of　physiological　events　in　verte－

brates，　through　their　speci且。　nuclear　receptors：retinoic　acid

receptor（RAR）and　retinoid　X　receptor（RXR）．Despite

the　physiological　importance　of　RA，　their　fhnctional　sig－

nificance． 浮獅р?秩@pathological　conditions　is　not　well　under一

表　（原　著　論　文　） 201

stood．　V陀exarnined　the　effヒct　of　ATRA　on　oxygen／glucose－

deprivation／reperfusion　（OGDIRep）一induced　neuronal

damage　in　cultured　rat．hippocalnpal　slices，　and　fbund　that

ATRA　significantly　reduced　neuronal　death。　The　cytoprotec－

tive　effbct　of　ATRA　was　obse士ved　not“only　in　cornu　am－

monis（CA）1：but　also　in　CA2　and　dentate　gyms（DG），

and脚as　attenuated　by　selective　antagonists　fbr　RAR　or

RXR．　By　contrast，　in　the．CA3　region，　no　protective　efL

色cts　of　ATRA　were　observed．　The　OGDIRep　also　increased

phosphorylated　fbrms　of　cjun－N－te㎜inal　kinase（P－JNK）

and　p38（P－p38）in　hippocampus，．and　specific　inhibitors

fbr　these　kinases　protected　neurons．　ATR＿A．　prevented　the

increases　in　P－JNK　and　P－p38　after　OGDIRep，　as　well　as

the　decrease　in　NeuN　and　its　shrinkage，　all　of　which　were

inhibited　by　antagonists　fbr　RAR　or　RXR，　These　flnd－

ings　suggest　that　the　AT8LA．　signaling　via　retinoi“receptors

results　in　the　inhibition　of　JNK　and　p38　activation，　lead－

ing　to　the　protection　of　neurons　against　OGDIRep－induced

damage　in　the　hippocampus．

Keywords：retinoid，　apoptQsis，　MAP　kinase

零九州大学大学院薬学研究院

　　Onohara，　N．黙1，　Nishida，　M．＊1，　Inoue，　R．寧2，　Kobayashi，　H．

．串1 CSumimoto，　H．串3，忌ato，　Y，　Mori，　Y“4，　Nagao，　T．　and

　　Kurose，　H．91：TRPC3　an“TRPC．6　are　essenti窺l　fbr

　　a取giotensin　II－induced　cardiac　hypertrophy6

　Z粥0ノ≧，25，5305－5316　（2006）

　　Angiotensin（Ang）II　participates　in　the　pathogenesis

of　heart　failure　through　induction　of　cardiac　hypertrophy．

Ang　II－induced　hypertrophic　growth　of　cardiomyocytes　is

mediated　by　nuclear　fhctor　of　activated　T　cells（NFAT），

aCa2＋一responsive　transcriptional　factoL　It　is　believed‡hat

phospholipase　C（PLC）一mediated　production　of　inositol－

1，4，5－trisphosphate　（IP3）　is　responsible　fbr　Ca2＋increase

that　is　necessary　fbr　NFAT　activation．　However，　we　dem－

onstrate　that　PLC－mediated　production　of　diacylglycerol

（DAG）but　not　IP3　is　essential　fbr　Ang　II－induced　NFAT

activation　in　rat． モ≠窒р奄≠メ@myocytes．　NFAT　activation　and　hy一．

pertrophic　responses　by　Ang　II　stimulation　required　the　en－

hanced　f止equency　of　Ca2＋oscillation　triggered　by担embrane

depolarization　through　activation　of　DAG－sensitive　TRPC

channels，　which　leads　to　activation　of　L－type　Ca2＋channel．

Patch　clamp　recordings　f廿om　single　myocyte　revealed　that

Ang　II　activated　DAG－sensitive　TRPC－like　currents．　Among

DAG－activating　TRPC　channels（TRPC3，．TRPC6，　and

TRPC7），the　activities　of　TRPd3　and　TRPC6　channels

correlated　with　A耳g．　II－induced　NFAr　activation　and　hy戸er一
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trophic　responses．　These　data． 唐浮№№?唐煤@that　DAG－induρed

Ca2＋signaling　pathway　through　TRPC3　and　TRPC6　is　es－

sential　fbr　Ang　II－induced　NFAT　activation　and　cardiac　hy－

pertrophy．

Keywords：angiotensin　II，　TRP　channels，　cardiomyocytes
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椏s大学大学院工学研究科

　　Nagamatsu，　Y＊1，　Nishida，　M．“1，0nohara，　N．＊1，　Fuku－

　　tomi，　Mホ1，　Maruyama，　Y宰2，　Kobayashi，　H．＊1，　Sato，　Y

　　and　Kurose，　H．＊1：Heterotrimeric　G　protein　G（称3－in一

　　“uced　induction　of　cytokine　mRNAs　through　two

　　distinct　pathways　in　cardiac　fibroblasts．

　ノ1搦㎜βoo∠5ヒy’．，101，144－150　（2006）

　　Overexpression　of　constitutively　active（CA）一Gα13　signifi－

cantly　increased　the　expression　of　interleukin　（IL）　一1．βand

IL－6　mRNAs　and　proteins　in　rat　cardiac　fibroblasts．　IL－1β

mRNA　induction　by　CA－Gα13　was　suppressed　by　diphenyle－

neiodon沁m（DPI），an　NADPH　oxidase　inhibitor，　but　not

by　BAPTA－AM，　an　intracellular　Ca2＋chelatoL　In　con！rast，

IL－6　mRNA　induction　by　CA－Gα13　was　suppressed　by　BAP－

TA－AM　but　not　by　DPI．　Howeveちbo亡h　IL－1βand　IL－6

mRNA　induction　was　suppressed　by　nuclear　fhctor．kB（NF一

κB）inhibitors．　The　CA－Gα13－induced　NF一κB　activation　was

suppressed　by　DPI　and　BAPTA－AM，　but　not　C3　toxin　and

the　Rho－kinase　inhibitor　Y27632．　IL－6　mRNA　induction　by

CA－Gα13　was　suppressed　by　SK＆F96365（1｛β一［3一（4－meth－

oxyphenyl）propoxy｝4－methoxyphenethyl）一L厚一imidazole　hy－

drochloride）　，　an　inhibitor　of　receptor－activated　nonselective

cation　channels，　and　the　expression　of　CA－Gα13　increased

basal　Ca2＋inHux．　These　results　suggest　that　Gα13　regulates

IL－1βmRNA　induction　through　the　reactive　oxygen　species－

NF一κBpathway；while　it　regulates　IL－6　mRNA　induction

through　the　Ca2＋一NF一κB　pathway．

Keywords：Gprotein，　interleukin，　reactive　oxygen　species

寧亘

繽B大学大学院薬学研究院
寧2

結梠蜉w大学院薬学系研究科

　　Ybshida，　T．Ψ2＊3，．lnoue，　R．＊4，　Morii，　T．＊5，　Tbkahashi，　N，ホ1，

　　Yamamoto，　S．ゆ1，　Hara，　Y率1，　Tominaga，　M．＊2＊3，　Shimizu，

　　S．躍6，Sato，　Y　and　Mori，　Y申置：Nitric　oxiαe　activates

　　TRP　channels　by　cysteine　S－nitrosy1訊tion．

　川口　ααη．酬01．，2，596－607　（2006）

Transient　receptor　potential（TRP）proteins飴㎜plasma－

membrane　cation　channels　that　act　as　sensors　fbr　diverse

衛 研 報 第125号（2007）

cellular　stimuli．　Here，　we．report　a　novel　activation　mecha－

nism　mediated　by　cysteine　S－nitrosylation　in　TRP　channels．

Recombinant　TRPC1，　TRPC4，　TRPC5，　TRPVl，　TRPV3

and　TRPV40f　the　TRPC　and　TRPV　families，　which　are

commonly　classified　as　receptor－activated　channels　and

thermosensor　channels，　induce　entry　of　Ca2＋into　cells　in

response　to　nitric　oxide（NO）．Labeling　and　fUnctional

assays　using　cysteine　mutants，　together　with　membrane

sidedness　in　activating　reactive　disulfides，　show　that　cy－

toplasmically　accessible　Cys553　and　nearby　Cys558　are

nitro忌ylation　sites　mediating　NO　sensitivity　in　TRPC5．　The

responsive　TRP　proteins　have　conserved　cysteines　on　the

same　N－te㎜inal　side　of　the　pore　region．　Notablメnitrosyla－

tion　of　native　TRPC5　upon　G　protein－coupled　ATP　receptor

．stimulation　elicits　entry　of　Ca2＋into　endothelial　cells．　These

且ndings　reveal　the　stmbtural　motif飴r　the　NO－sensitive　ac－

tivation　gate　in　TRP　channels　and　indicate　that　NO　sensors

are　a　new　fhnctional　category　of　cellular　receptors　extend－

ing　over　dif艶rent　TRP　f琶milies．

Keywords：nitric　oxide，　TRP　channels　calcium． @　　　．
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ｺ和大学薬学部

　　Zhとm，　L．“1，　Honma，　M．，　Wang，　L．串1，　Hayashi，　M．，　Wu，　D．寮2，

　　Zhang，　L＊2，　R句aguru，　R串3，　Suzuki，　T．　l　Microcystin－

　　LR　is　not　mMutagenic　in　vivo　in　the　λ／1劉cZ

　　tTransgenic　mMouse．（MutaTMMouse）．

　　α刀θ9〃70「、動陥α7zηζ辺∫，28，：68－73　（2006）

　　The　water　pollution　of　toxic　cyanobacteria（blue－green

algae）is　causing　a　serious　public　health　problem　in　many

parts　of　the　world．　Microcystin－LR（MCLR）is　a　potent

cyclic　heptapeptidic　hepatotoxin　produced　by　the　cyanobac－

terium　Microcystis　aeruginosa．　MCLR　presents　acute　and

chronic　hazards　to　human　health　and　has　been　linked　to

primary　liver　cancer　in　humans　chronically　exposed　to

this　peptide　toxin　through　drinking　wateL「 ﾊ）assess　the　in

vivo　mutageniecity　of　MCLR，　theλ／1acZ　transgenic　mice

（MutaTM　Mouse）were　treated　with　MCLR（l　mg／kg　per

week　x　4）and　examined　fbr　mutant丘equencies（MFs）

in　the　lacZ　and　clI　genes　of　liver　and　lungs．　Micronucleus

induction　in　peripheral　blood　cells　was　also　assessed．　Co－

mutagenic　ef艶ct　of　MCLR　was　studied　in　cqmbination　with

N．nitrosodiethylamine（DEN）．MCLR　did　not　increase
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either　MFs　of　the　target　genes　in　liver　and　lungs　or　micro－

nucleus　ffequency　in　the．　peripheral　blood　cells　6f　th畝／1acZ

transgenic　mouse．　While　DEN　treatment　increased　MFs　sig－

nificantly，　the　co－administration　of　MCLR　did　not　potentiate

its　mutagenicity．　We　conclude　that　pure　MCLR．　has　no　in

vivo　mutagenicity　as　it　failed．to　induce　gene　mutation　and

．micronucleus　in　transgenic　mouse．　Its　tumor　promoting　ef」

艶ct　is　independent　of　its　interaction　to　DNA．

Keywords：Microcystin－LR，　N－nitrosodiethylamine，

MutaTMMouse
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　中島晴信＊，宮野直子寧，松永一朗㍉中島ナオミ專，鹿

　庭正昭：大阪府下における抗菌製品の市販実態調査一

　1991年から2004年一．

　大阪府立公衆衛生研究所所報，44，85－116（2006）

　1991年度から2004年度まで，大阪府下における家庭

用抗菌製品の市販実態，製品表示の調査を継続して実施

してきた．その結果をもとに，抗菌製品の分類表を独自

に作成するとともに，データベース化し，抗菌製品の種

類・数量の推移等について評価・解析を進めてきた．

Keywords：antimicrobial　agent，　commercially　available

product　research，　database　system

串大阪府立公衆衛生研究所

　伊佐間和郎、鹿庭正昭、土屋利江：金属製アクセサリー

　下等に含有するカドミウムの分析調査．

　中毒研究，19，409－411（2006）

　　日本で市販されている金属製アクセサリー類等に含

有する有害元素の分析調査を行った．122検体（98製

品）．における有害4元素（カドミウム，ヒ素及び水銀）

の濃度を蛍光．X線分析（XRF）によって測定した．　EUの

RoHS指令の規制値である0．Ol％を超えるカドミウムを含

有する検体は48点（39，3％）あり，1％を超えるカドミウ

ムを含有する検体も9点（7．4％）あ．つた．0．Ol％を超え

るカドミウムを含有する48検体における有害元素の酸溶

出量を誘導結合プラズマ質量分析（ICP－MS）によって

測定した．10μgを超えるカドミウムを溶出した検体は

28点（58．3％）あり，100μgを超．えるカドミウムを溶出

した検体も8点（16．7％）あった．10μgを超えるヒ素ま

たは水銀を溶出する検体は無かった．

Keywords：metal　accessory，　cadmium
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　Tamai，　M．，　Isama，　K．，　Nakaoka，　R．　and　Tsuchiya，　T．：

　Synthesis　of　a　novel　beta－tricalcium　phosphate！

　hydroxyapatite　biphasic　calcium　phosph飢e’con－

　taining　niobium　ions　and　evaluation　of　its　osteo－

　genic　properties．

　．ノ1！11ヵZlO卿η3，10，22－28　（2007）

　To　promote　the　osteogenic　properties　of　osteoblasts，　we

synthesized　a　hydroxyapatite（HAp）with　beta－tricalcium

phosphate（beta－TCP）biphasic　calcium　phosphate　contain－

ing　Nb　ions（NbTCPIHAp）．NbTCPIHAp　was　prepared

by　annealing　Precipitates　obtained　by　coprecipitation　of　an

aqueous　solution　of　Ca（NO3）2　and　a　mixture　of（NH4）

2HPO4　and　aqueous　Nb　solution．　The　precipitates　can　be　re－

garded　as　a　calcium－deficient　HAp，　the　PO4　sites　of　which

are　partly　occupied　by　Nb　ions．　NbTCPIHAp　was　success一

血lly　synthesized　by　the㎜al　decomposition　of　the　precipi－

tates．　NbTCPIHAp　enhanced　the　calcification　of　normal

human　osteoblasts（NHOst），and　the　amount　of　calcified

tissue　increased　in　proportion　to　the　Nb　iQn　concentration

in　the　NbTCP／HAp．　The　alkaline　phosphatase（ALP）activ－

ity　of　NHOst　was　also　enhanced　by　NbTCPIHAp．　Because

Nb　ions　significantly　enhance　the　ALP　activity　of　NHOst，

calcification　by　NbTCPIHAp　is　considered　to　be　due　to

enhancement　of　ALP　activity　induced　by　Nb　ions　dissolved

丘om　NbTCPIHAp．　These　results　indicate　that　NbTCPIHAp

can　be　an　effbctive　bone　repair　materiaL

Keywords：tissue　engineering，　calcium　phosphate，　Nb　ion

　Wakata，　A．q，　Matsuoka，　A．，　Yamakage，　K，’2他15名：

　SFTG　international　collaborative　study　on　in

　vitro　micronucleus　test　IVI　Using　CHL　cells・

　ル勿酸乙ノ～θ5．，607，88－124　（2006）

　Fourteen　laboratories　participated　under　the　coordination

by　the　SFTG（the　French　branch　of　the　European　Environ－

mental　Mutagen　Society）。Nine　coded　substances　with　di群

角rent　modes　of　action　and　at　diffbrent　levels　were　assessed

in　the　micronucleus（MN）test，　using　a　common　protocol．

Mitomycin　C　was　a　positiVe　control．　In　order　to　help　to

define　a　standard　protocol　on　CHL　cells，　short　and　long

treatment　periods　fbllowed　by　various　recovery　times，　with

or　without　cytochalasin　B（Cyt　B），were　compared．　After

an　evaluation　of　the　acceptability　of　the　assays，　the　tested

chemicals　were　classified　as　negative，　positive，　or　equivo－

cal．　Mannnitol　and　clofibrate　were　negative．　Bleomycin　was

positive，　with　an　increase　in　the　number　of　MN　cells　in

both　mono－and　bi－nucleate　cells　when　using　Cyt　B．　This

was　also　shown　fbr　the　anugens　colchicine，　diethylstilbe一
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strol　and　griseofhlvin，　as　expected．　Urethane　was　equivocal

only　after　long　treatment　wi！h　Cyt　B，、and　negative　in　all

other　treatment　schedules．　In　any　case，　no　genotoxic　com－

pound　would　have　been　missed　with　schedules　including　a

short　and　a　long　treatment　time，　whether　the　treatment．was

fbllowed　by　a　recovery　period　or　not　and　whether　Cyt　B

was　used　or　not．　These　results　show　that　CHL　cells　were

suitable　fbr　accurately　detecting　clastogens　and　aneugens　of

various　types　in　the　in　vitro恥「test．

Keywords：cytochalasin　B，　clastogens，　aneugens

零1

R之内製薬（株）
噛2

i財）食品薬品安全センター

Mats㎜oto，　Tゆ1’12，　Yung，　YC．81，　Fischbach，　C．＊1，　Kong，　H．J．零1，

Nakaoka，　R．　and　Mooney，　D．J．零1：Mechanical　Strain

　　Regulates　Endotheli紐l　Cell　Patterning　in　Vitro．

　　7な5〃θ、6｝7即θθπ㎏，13，207－217　（2007）

　　Blood　vessels　of　the　vertebrate　circulatory　system　typi－

cally　exhibit　tissue－specific　patterning．　However，　the　cues

that　guide　the　development　of　these　patterns　remain　un－

clear・Vゾ6　investigated．the　effbct　qf　cyclic　uniaxial　strain　on

vascular．　endothelial　cell　dynamics　and　sprout角㎜ation　r 奄

vitro　in　two－dimensional（2D）and　three－dimensional（3D）

culture　systems　under　the　inHuence　of　growth魚ctors．　Ce1正s

prefbrentially　aligned　and　rnoved　in　the　direction　perpen－

dicular　to　the　m句or　strain　axis　in　mopolayer　culture，　and

mechanical　strain　also　regulated　the　spatial　location　of　cell

prolifbration　in　2D　cell　culture．　Cells　in　3D　cell　culture

could　be　induced　to鉛㎜sprouts　by　exposure　to　appropri－

ate　growth　factor　combinations（vascular　endothelial　growth

飴ctor　and　hepatocyte　growth　fゑctor），and　the　strain　direc－

tion　regulated　the　directionality　of　this　process．　Moreover，

cyclic　uniaxial　strain　inhibited　branching　of　the　structures

fbrmed　by　endothelial　cells　and　increased　their　thickness．

Taken　together，　these　data　support　the　importance　of　exter－

nal　mechanical　stimulation　in　the　regulation　of　endothelial

cell　migration，　prolifbration，　and　diffbrentiation　into　primi－

tiVe　VeSSelS．

Keywords：mechanical　strain，　cell　patteming，　growth　fヨctor

combinations
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Nakaoka，　R．，　Hsiong，　S．X．q　and　Mooney，　D．ゴ2：Regu－

1ation　of　chondrocyte　dif『brentiation　level　via　co一

衛 研 報 第．125号　 （2007）

　　culture　with　osteoblasts．

　　蹄5〃θ動μワθθ励写，12，2425－2433　（2006）

　　The　close　apposition　of　osteoblasts　and　chondrocytes　in

bone，　and　their　interaction　during　bone　development　and

regeneration　suggest　they　may　each　regulate　the　other’s

growth　and／or　dif琵rentiation．　In　these　studies，　osteoblasts

and　chondrocytes　were　co－cultured　in　vitro，　with　both　direct

and　indirect　contact．　Prolifセration　of　the　co－cultured　chon－

drocytes　was　enhanced　by　soluble　fゑctors　produced　f士om

the　osteoblasts　and　the　dif飴rentiation　level　of　the　chon－

drocytes　was　influenced　by　the　diffbrentiation　level　of　the

osteoblasts．　In　addition，　the　chondrocytes　regulated　diffヒren－

tiation　of　the　co－cultured　osteoblasts　by　both　soluble　factors

and　direct　contact．　These　data　supPort　the　possibility　of

direct，　reciprocal　instnlctive　interactions　between　chondro－

cytes　and　osteoblasts　in　a　variety　of　no㎜al　processes，　and

釦rther　suggest　that　it　may　be　necessary　to　account　fbr　this

signaling　in　the　regeneration　of　complex　tissues　comprised

of　both　cartilage　and　mineralized　tissue．

Keywords：tissue　engineering，　growth　plate，　hypertrophic

dif驚rentiation，
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　　Umeda－Sawada，　R．，　F円’iwara，　Y寧1，　Ushiyama，　L零1，　Sagawa，

　　S．串1，Morimitsu，　Y寧1，　Kawashima，　H．申2，0no，　Y82，　Kiso，　Y零2，

　　．Matsumoto，　A．寧3　and　Seyama，　Y＊1：Distribution　anαme－

　　tabolism　of　dihomo－gamma－1inolenic　acid（DGLA，

　　20：3n－6）by　oral　supplementation　in　mts．

　　β∫050∠　291「o’θαう170／1βノoo乃θzη，，70　（9）　，2121－3130

　　（2006）

　　W6　compared　the　dietary　effbcts　of　dihomo一γ一linolenic

acid（DGLA）contained　in　the　DGLA　oil　produced　by

afUngus　withγ一linolenic　acid（GLA）on　the　fatty　acid

compositiqn．　Wistar　rats　were艶d　with　three　kinds　of　oil

R）rtwo　weeks　as　fbllows：（i）control　groqp：com　oi1；（ii）

GLA　group：bo士age　oil；（iii）DGLA　group：DGLA　oil／saf＝

nower　oil＝55：45．　The　DGLA　concentrations　in　the　liver，

serum，　and　brain　of　the　DGLA　group　were　higher　than

those　Qf　the　GLA　oil　group．　W6　also　examined　the　dose

ef驚ct　of　DGLA．　The　DGLA　levels　in　the　liver，　serum，

and　brain　significantly　increased　with　increasing　dosage

of　DGLA　in　the　diet．　DGLA　administration　significantly

increased　the　ratio　of　PGEl／PGE2　in　the　rat　plasma．　The

mechanism　fbr　GLA　administration　to　improve　atopic　ec一
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zema　is　thought　to　involve　an　increase　in　the　concentration

of　DGLA　metabolized　ffom　GLA，　so　these　results　suggest

that　the　dietary　ef食ct　of　DGLA　would　be　more　dominant

than　GLA．

K6ywords：dihomo・’y－linolenic　acid（DGLA），arachidonic

acid，　delta　5　and　delta　6　desaturase
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　　Sawada，　R．，　Ito，　T．　and　Tsuchiya，　T．：Changes　in　ex－

　　pression　of　genes　related　to　cell　prolifbration　in

　　human　mesenchymal　stem　cells　during　in　vitro

　　culture　in　comparison　with　cancer　cells．

　．ノ＝141ヵ口吻摺519，179－184　（2006）

　　V陀investigated　the　expression　levels　of　several　genes　re－

1ated　to　cell　proli角ration　in　human　mesenchymal　stem　cells

（hMSCs）during　in　vitro　culture　fbr　use　in　clinical　applica－

tions．　In　this　study捗we　fbcused　on　the　relationship　between

hMSC　prolifbration　and　their　transR）㎜ing　growth　fhctorβ

（TGFβ）signaling　during　in　vitro　culture．　The　prolifbration

rate　of　hMSC　gradually　decreased　and　the．marked　changes

in　hMSC　morphology　Were　not　observed　in　3　months　of

in　vitro　culture．　The　mRNA　expressions　of　TGFβ1，　TGF

β2，and　TGFβreceptor　type　I（TGFβRI）in　hMSCs　in－

creased　with　the　length　of　cell　culture．　There　had　been　no

change　in　the　TGFβ3，　TGFβRII，　and　TGFβRIII　mRNA

expressions　by　the　l2th　passage　f｝om　the　primary　culture

（fbr　about　3　months）．The　mRNA　expressions　of　Smad3

increased，　but　those　of　c－myc　and　nucleostemin　decreased

with　the　length　of　hMSC　in　vitro　culture．　In　addition，　the

expression　profiles　of　the　genes　that　regulate　cellular　prolif＝

eration　in　hMSCs　were　signi且cantly　dif免rent丘om　those　of

cancer　cells．　In　conclusion，　hMSCs　derived　ffom　bone　mar－

row　seldom　u耳derwent　spontaneous　transfbrmation　during

l－2months　in　vitro　culture　fbr　use　in　clinical　applications．

In　hMSCs　as　well　as　in　epithelial　cells，　growth　might　be

controlled　by　the　TGFβ　family　signaling．

Keywords：stem　cells，　cell　prolifヒratiQn，　TGFβsignaling

　　Sun，　X．寧1，　Kurosu，　S．串and　Shintani，　H．：The　expanded

　　application　of甲ost　probable　number　toαuantita－

　　tive　evaluation　of　e耳tremely　low　microbial　count・

　1彌ノ1，60，124－134　（2006）

　　This　pa⇔er　is　about　the　evaluation　of　the　extremely　low

microbial　counts丘om　the　field　by　expanding　the　most

probable　number（MPN）methodology．when　the　data　fb1一

●
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10w　Poisson　distribution　in　order　to　achieve　more　accurate

estimation　with　limited　number　of　data．　The　MPN　values

are　generally　larger　than　the　arithmetic　ayerage，　indicat－

ing　a　higher　sensitivity　of　the　data　assay．　This　approach　is

justified　because　Poisson　distribution　is　the　mathematical

background　of　the　MPN　procedure　with　the　Halvorson　and

Ziegler　eqdation　as　its　fbundation．　It　is　considered　that　the

MPN　methodology　has　a　potential　application　fbr　quality

control　of　the　extremely　low　level　microbial　counting　envi．

ronment　in　the　clean　rooms　above　class　B　level．　However，

fUrther　studies　on　the　precision　and　sampling　plan　based

on　carehl　mathematical　analysis　will　help　to　refine　the　ap－

proach．

Keywords：most　probable　numbeろclean　room，　Poisson　dis－

tribution

1申

`ir　liquid　laboratory　Co．，2“MinQphagen　Co．　Zama　fac－

tory　　　　　　　　　　　　　　　，

　　Banu，　N．　and　Tsuchiya，　T．：M3rkedly“iflbrent　eflbcts

　　of　hyaluronic　acid　and　ckondroitin　sulfate－A　on

　　the　diff¢rentiation　of　human　articular　chondro－

　　cytes　in　micromass　and　3－D　honeycomb　rotation

　　CUlture，

　　Zalozηθゴ1ノレ毎忽ノ～θ∫．，80，257」267　（2007）

　　Asource　of　morphologically　and　fhnctionally　available

human　cartilagenous　tissue　fbr　implantation　is　required　in

the　field　of　tissue　engineering　Tb　achieve　this　goal，　we

evaluated　the　ef驚cts　of　hyaluronic　acid（HA－810　and　l　680

kDa），and　chohdroitin　sulfate（CS－A　l　6　and　C－34　kDa）

on　human．≠窒狽奄モ浮撃≠秩@chondrocytes（HC）．in　micromass　and

rotation　culture　conditions．　Cell　prolifbration　was　increased

by　CS－A　16　kDa　under　micromass　and　rotation　cultures，

while　cell　diffbrentiation　was　increased　under　rotation　but

not　micromass　conditions．　Prolifbration　and　dif驚rentia－

tion　due　to　CS。C　34　kDa　were　very　similar　to　the　control

under　both　culture　conditions．　With　HA，　cell　proli艶ration

was　increased　depending　on　the　molecular　weight　under

micromass　and　rotation　conditions．　In　contrast，　chondrocyte

dif艶rentiation　was　enhanced　under　rotation　conditions　but
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

decreased　under　micromass　conditions　depending　on　the

molecular　weight　of　HA．　In　both　culture　conditions，　ag－

grecan　gene　was　continuously　expressed．　However，　the　col－

lagen　type　II　gene　was　more　weakly　expressed　in　rotation

than　the　micromass　culture　conditions．　Thus，　the　chemical』

structures　of　polysaccharides，　and　the　culture　condition，　ro－

tation　or　micromass，　caused　diffむrences　in　chondrogenesis．

Keywords：human　articular　cartilage，　hyaluronic　acid，　chon一
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droitin　sulfate

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ

　　Jung，　D．一Y，　Kang，　Y－B．，Tsuchiya　T．　and　Tsutsumi，　S．：

　　Anovel　non▽destmctive　method　for　measuring

　　el鍵stic　moduli　of　cultiv飢ed　c窃rtilage　tissues．

　ノ（の！」動gカ7θθη㎏，342－343，853－856．（2007）

　　Accurate　meas廿rement　of　the　mechanical　properties　of　ar－

ti且cial　or　cultivated　ca丘ilage　is　a　m司’or飴ctor鉤r　dete㎜in－

ing　successive　regeneration　of　defbctive　soft　tissues．　In　this

study，　we　developed　a　novel　method　that　enabled　the　bulk

modulus（k－modulus）to　be　measured　nondestructively　us－

ing　the　relationship　between　volume　and　pressure　of　living

sofhissues．　ln　order　to　validate　this　method　we　estimated

the　bulk　modulus　of　sof㌃silicone　rubbers　using　our　new

method　and　a　conventional　method．　The　results　showed　a　5

～．10％diffbrence　between　the　results　obtained　with　the　two

method串．　Our　method　was　used　subsequently．　to　measure　the

mechanical　properties　of　cultivated　cartilage　samples（col－

lagen　gel　type），that　had．been　incubated　fbr　fbur　weeks

in　the　presence　or　absence　of　human　articular　chondrocytes

（HACs）．Our　experiments　showed　that　cultivated　cartilage

tissues　grown　in　the　presence　of　HACs　had　a　higher　bulk

modulus（120　　±20　kPa）than　samples　grown　without

HACs（90　　±　15　kPa）．The　results　indicated　that　our

novel　method　offヒred　an　effbctive　method　fbr　measurement

of　volume　changes　in　minute　living　soft　tissues，　with　the

measurements　having　a　high　degree　of　accuracy　and　preci－

sion．　Furthermore，　this　method　has　significant　adv呂ntages

over　conventional　apProaches　as　it　can　be　used　to　rapidly

and　accurately　evaluate　the　strength　of　soft　tissues　during

cultivation　without　causing　damage　to　the　specimen．

Keywords：mechanical　property，　human　articular　chondro－

cyte
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　　Nagira，　T．，　Nagahata－lshiguro，　M．　and　Tもuchiya，　T．：Ef一

　　距cts　of　sulfated　hy紐luron訊n　on　keratinocyte　dif一

面rentiation　and　Wnt　anαNotch　gene　expression・

　　β1’（㎜∂勘7ヨ1g，28，844－850　（2007）

　　Sulf≧ted　hyaluronan（SHya），which　is　composed　of　a

sulf読ted　group　and　hyaluronan（Hya），has　high　activity

on　and　biocompatibility．界ith　cells．　When　normal　human

epide㎜al　keratinocytes（NHEKs）were　incubated　in　dishes

coated　with　SHya，　cell　prolifbration　was　suppressed　in　a

dose－dependent　manner．　The　expression　levels　of　keratin

land．loricrln　mRNAs，　as　detected　by　rea1－time　RT－PCR，

were　increased　signiHcantly．　The　expressions　of　Wnt　mR一

衛 研 報 第125号（2007）

NAs，　which　play　important　roles　in　cell　prolifbration　and

dif艶rentiation　were　modulated．　Wnt4　and　Wnt6　mRNA
　　　　　　　　　　　　，

expressions　were　increased　colnpared　to　controls，　while

expression　of　Wnt5a　was　similar　to　the　control　and　that　of

Wnt7a　mRNA　was　decreased．　In　addition，　the　expression

of　Notch　mRNAs，　which　play　a　critical　role　in　keratinocyte

diffbrentiation　were　af艶cted。　Notch3　mRNA　was　increased
　　　　　　　　　　　，

significantly；while　Notch　l　mRNA　was　decreased　compared

to　controls，　and　expression　of　Notch2宙as　similar　to　that　of

control．　These　results　suggested　that　a　SHya－coated　scaf｛bld

rnight　be　usefUl　fbr　regulating　cell　activity　in　tissue　engi－

nee「lng・

Keywords：sulfated　hyaluronan，　normal　human　epidermal

keratinocyte，　dif琵rentiation

　　Ahmed，　S．　and　Tsuchiya，　T．：Amouse　stmin　diffbr－

　　ence　in　tumorigenesis　inαuce“by　biodegradable

　　polymers．

　　Z．酬αηθ4油舷．R卵．，79A，409－417（2006）

　　The　use　of　poly－L－lactic　acid（PLLA）surgical　implants

fbr　repair　of　bone　丘actures　has　gained　popularity　in　the

past　d宇cade．　The　aim　of　this　study　was　to　evaluate　the　in

vivo　ef艶ct　of　PLLA　plates　on　subcutaneous　tissue　in　two

mouse　stralns，　BALB／cJ　and　SJLIJ，　which　have　higher　and

lower　tumorigenicity，　respectively．　Gapjunctional　intercel－

lular　communication　and　protein　expression　of　connexin

43were　significantly　suppressed，　whereas　secretion　of

transfbrming　growth　factor－land　6xpression　of　extracel－

lular　matrix，　insulin－like　growth魚ctor　binding　protein　3，

and　cysteine－rich　intestinal　protein　2　were　significantly　in．

creased　in　PLLA－implanted　BALB／cJ　mice　when　compared

with　BALB／cJ　controls．　Finally，　tumors　were　fbrmed　aRer

implantation　of　cultured　cells　f｝om　the　more－tumoriεenic

BALB／cJ，　but　not　SJLIJ，　mice　into　nude　mice．

Key　W6rds：poly－L－lactic　acid，　gapjunctional　intercellular．

communication，　transfbmling　growth鉛ctor一β1

　　Uchiyama，　S．，　Matsushima，　E，丑〕kunaga，　H．，　Otsubo　Y＊1，

　　Ando．M寧2：Determination　of．Phtha1αldehydes　in

　　Air　Using　2，4－dinitrophenylhy“razine－lmpregnat－

　　ed　Snica　Cartridge　and　High－Per量brmance　hquid

　　Chromatography。

　ノ∂αm認。ズα即㎜㈱14　，1116，165－171　（2006）

　Anew　method　is　described　fbr　the　determination　of　or－

thopthalaldehyde　in　air　used　fbr　the　disinfbction　of　various

instruments　ln　hospita1．0曲ophthalaldehyde　in　air　was　co1－

lected　with　a　sllica　gel　cartridge　impregnated　with　acidified



誌 上 発

2，4－dinitrophenylhydrazine（DNPH－cartridge）and　derivates

were　analyzed　by　HPLC．　The　derivatization　was　examined

by　comparing　the　process　with　three　phthalaldehyde　iso－

mer．　In　the　case　of　iso－and　tere－phthalaldehyde，　derivatives

synthesized　with　excess　of　aldehyde　consisted　mainly　of

mono－derivatives，　and　derivatives　synthesized　with　excess

of　DNPH　consisted　mainly　of　bis－derivative．　In　the　case

（）forthophthalaldehyde，　derivative　consisted　of　only　bis－

derivative．　Orthophthalaldehyde　was　completely　retained

by　the　DNPH－cartridge　during　air　sampling，　however，　the

derivatization　reaction　was　incomplete　and　unreacted　or－

thophthalaldehyde　was　Hushed　ffom　the　cartridge　during　the

subsequent　solvent　extraction　process，　Untreated　orthophtha－

laldehyde　and　DNPH　reacted　again　in　the　extraction　solvent

solution．　Immediately　after　the　solvent　extraction，　both

mono－and　bis－DNPH　hydrazone　derivatives　were　present，

in　the　solution．　However，　over　time，　the　mono－derivative

decreased　and　bis－derivative　increased　until　only　the　bis－

derivative　was　le丘allowing　accurate　determination　of　the

orthophthaladehyde　concentration．　The　transfbrmation　of

mono－derivative　to　bis－derivative　was　faster　in　polar　so1－

vents．　Transfbrmation　was　fbund　to　occur　most　quickly　in

acetonitrile　solvent　and　was　completed　in　4　h　in　this　case．

It　was　possible　to　measure　orthophthaladehyde　in　air　as

bis－derivative　using　a　DNPH　impregnated　silica　cartridge　and

HPLC　analysis、

Keywords：orthophthalaldehyde，2，4－dinitrophenylhydrazine，

HPLC，　workplace　air
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　　Marcos，R、零l　Martinez，V＊1　Hemandez，A．81　Creus，A．零l

　　sekara，C．＊21bkunaga，H．　Quinteros，D牟3：Metabolic　pro－

　　me董n　workers　occ叩ation劉11y　exposed　to　arsenic：

　　Role　of　GST　polymorphisms．

　ノ1000ゆ，動脈。η．ノレ毎ゴ．，48，334－341　（2006）

　　Chronic　exposure　to　inorganic　arsenic　involves　a　bi－

otransfbrmation　process　that　leds　to　the　main　excretion　of

organic　methylated　metabolites，　such　as　monomethylarsonic

acid（MMA）and　demethylarsinic　acid（DMA），．　as　well

as　the　parental　inorganic　species．　Interindividual　variation

in　arsenic　metabolisnl　has　been　extensively　reported，　and

polymorphisms　in　gen6s　involved　in　such　process．could

be　related　to　changes　in　the　arsenic　excretion　profile　and

the　response　to　chronic　exposures．　Our　analysis　of　the

metabolic　profiles　in　three　groups　of　workers　exposed　to

diffヒrent　arsenic　e耳posure　levels　showed　high　amounts　of
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inorganic　arsenic　and　MMA　in　the　most－exposed　workers

versus　the　least－exposed　workers，　in　whom　high　amounts

of　DMA　were　observed．　With　respect　to　the　role　of　di旋r－

ent　genetic　polymorphisms　in　the　glutathione　S－transfbrase

（GST）genes　in　the　modulation　of　the　urinary　profiles，　fbr

the　overall．population　only　a　tendency　wa6　just　observed

between　GSTMI　null　and　MMA　excretion　as　well　as　be－

tween　GSTP　l　val／val　and　DMA　excretion．

Keywords：arsenic，　arsenic　metabolites，　GST　polymoq）hisms
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　　Hanioka，　N．零1，0bika，　N．＊1，　Nishimura，　M．寧2，　Jinno，　H．，

　　Tanaka－Kagawa，　T．，　Saito，　K．寧1，　Kiryu，　K．牟2，　Naito，　S．寧2，

　　Narimatsu，S．寧1：Inducibility　of　UDP－glucuronosy1－

　　transf¢mse　IAs　byβ一naphthoflavone　in　HepG2

　　cellS．

　1り04ααη．7∂盟と｝01．，44，1251－1260　（2006）　　　　、

　　UDP－glucuronosyltransfヒrases（UGTs）are　conjugation

enzymes，　which　are　regulated　in　a　tissue。specific　manner

by　endogenous　and　environmental　factors．　In　this　study；we

飴cused　on　UGTlA　iso飴㎜s（UGTlA1，　UGTlA6　aロd　UG－

TlA9），mainly　expressed　in　the　human　liver，　and　examined

the　inducibility　of　UGTlAs　by　beta－naphthoflavone（BNF）

in　human　hepatoma　HepG2　cells．　The　cells　were　pretreated

fbr．72　h　with　BNF　at　concentrations　of　2550　and　l　OO　mi一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

croM．7－Ethyl－10－hydroxycamptothecin（SN－38）glucuroni－

dation，　used　as　a　probe　fbr　UGTlAl，　showed　sigmoidal

kinetics　with　a　Hill　coef丑cient（n）of　1．2－1．3　in　control　and

BNF－pretreated　HepG2　cells．　Th6　Vmax　values　were　sig－

nificantly　increased　3．6－to　4．3－fbld　by　BNF，　whereas　there

was　no　signi丘cant　change　in　the　S50　values　by　BNF　at　any

concentration　examined．　On　the　other　hand，4－methylumbel－

lifbrone（4－MU）glucuronidation　as　a　probe　fbr　UGTIA6

and　UGTlAg　in　the　control　and　BNF－pretreated　HepG2

c611s　exhibited　a　biphasic　kinetic　pattem．　Although　Kml　val－

ues　fbr　the　low－Km　phase　were　similar　between　the　control

and　BNF－pretreated　HepG2　cells，　Km2　values　fbr　the　high－

Km　phase　of　BNF」pretreated　HepG2　cells　were　reduced　to

54－69％of　control　HepG2　cdls．　The　values　of　Vmax　l　and

Vmax2　fbr　the　low－and　high－Km　phases，　respεctively；were

significantly　increased　l．9－to　2．6一負）ld　by　BNF　at　25　and／

or　50　microM　but　not　l　OO　microM．　With　respect　to　Vmax

（Vmaxl　and　Vmax2）and　Vmax／Km（Vmaxl／Kml　and

Vmax2／Km2），the　values　were　significantly　increased　2．0－

to　3．2－fbld　by　BNF　at　all　concentrations　examined．　Further一



208 国 立

more，　real－time　reverse　transcription　polymerase　chain　reac－

tion　using　TaqMan　probes　demonstrated　that　BNF　concentra－

tion－dependently　induced　mRNA　levels　of　UGT　IAI　but　not

UGTIA60r　UGTIAg　in　HepG2　cells（1．3－to　6．0－fbld）．

These　results　suggest　that　the　inducibility　of　UGTIA　iso－

R）㎜sin　HepG2　cells　by　BNF　is　diffbrent　ffom　other　aryl

hydrocarbon．　receptor　agonists　previously　reported，　and

should　provide　usefUl　information　for　the　prediction．　of

drug－drug　interactions　and　toxicological　assess甲e茸t　of　envi－

ronmental　chemicals．

Keywords＝UDP－glucuronosyltransfbrase（UGT），

β一naphthoflavone（BNF），lnducibility
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垂高〟@S・蜘・d　M・t・b・li・m，　Ot・uk・Ph・㎜aceutica1　Fac－

tory　Inc．

　Hanioka，　N寧且，　Takeda，　Y＊1，　Jinno，　H．，　Tanaka－Kagawa，　T，

　Naito，　S．噛2，　Koeda，　A．。3，　Shimizu，　T．零3，　Nomura，　M．零3，　Na－

　rimatsu，　S．寧1：Functional　characterization　of　human

　and　cynomolgus　monkey　UDP－glucuronosyltmns一

　艶rase　IA6　enzymes．

　6乃θ砿～．．研bノ：ノ下川。！．，164，136－145　（2006）

　UDP－glucuronosyltransfbrase　IA6（UGTIA6）is　a　m勾or

isofbrm　in　the　human　liver　that　glucuronid臼tes　numerous

drugs，　environmental　chemicals　and　endogenous　substrates．

In　this　study，　human　and　cynomolgus　monkey　UGTIA6

cDNAs（humUGTlA6　and　monUGTIA6，　respectively）

were　cloned，　and　the　corresponding　proteins　were　heterolo－

gously　expressed　in　yeast　cells　to　identifシthe　fUnctions　of

primate　UGTIA6s．　The　enzymatic　properties　of　UGTIA6

proteins　were　characterized　by　the　kinetic　analysis　of　se－

rotonin（5－hydroxytryptamine，5－HT）and　4－methylum－

belliferone（4－MU）glucuronidation．　humUGTIA6　and

monUGTIA6　showed　96％identity　in　their　nucleotide

and　amino　acid　sequences．　Immunoblotting　analysis　using

an　antibody　raised　against　human　UGTIA6　showed　that

protein　staining　intensities　were　diffbrent　between　human

and　cynolnolgus　monkey　UGT　I　A6　enzymes　in　microsomal

倉actions　fセom　livers　and　yeast　cells，　although　both　enzymes

werg　detectable．　The　apparent　K（m）value（15　mM）fbr

5－HT　glucuronidation　of　cynomolgus　monkey　liver　mi－

crosomes　was　signi負cant豆y　higher　than　that（8．6mM）of

human　liver　microsomes，　whereas　V（max）values　were

lower　in　cynomolgus　monkeys（2．8　nmol／min／mg　protein）

than　in　humans（8．6　nmol／min／mg　protein）．No　significant

species　diffbrence　was　observed　in　K（m）（approximately
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90回目croM）or　V（max）（approximately　25　n皿ol／min／mg

protein）values　fbr　liver　microsomal　4－MU　glucuronidation．

In　yeast　cell　microsomes，　K（m）values（apProximately

6mM）fbr　5－HT　glucuronidation　by　recombinant　UGT　l　A6s

were　similar，　while　a　V（max）value（0．lnmol／min／mg

P・・t・i㎡）・fm・nUGTIA6　was　sig・i且・ζ・tly　l・w・・th・n　th・t

（0．7nmol／min／mg　protein）of　humUGTIA6．　In　4－MU

glucuronidation，　both　K（m）（210　microM）and　V（max）

（35nmol／min／mg　protein）values　of　monUGTlA6　were

significantly　higher　than　those　of　humUGTIA6（K（m），

llO　microM；V（max），1．5nmol／min／mg　protein）．These

findings　suggest　that　the　enzymatic　properties　of　UGT　l　A6

were　extensively　dif艶rent　between　humans　and　cynomolgus

monkeys，　although．　humUGTIA6　and　monUGTIA6　showed

high　homology　at　the　amino　aci“level．　The　infbrmation

gained　in　this　study　should　help　with　in　vivo　extrapolation

and　to　assess　the　toxicity　of　xenobiotics．

Keywords：UDP－glucuronosyltransfヒrase（UGT），

Serotonin（5－HT），Primates
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　五十嵐良明，豊田和弘＊1，小林郁夫＊2，土居　寿’2，米

　　山隆之串2，・浜中人士＊2，土屋利江：生体適合性を改良し

　たチタンージルコニウム合金：ラット埋植試験におけ

　　るチタンージルコニウム合金の純チタンおよびジルコ

　ニウムと比較した組織反応性と感作性．

　　日本金属学会誌，．71，395－401（2007）

　　チタンージルコニウム合金の生体適合性を純チタン，

ジルコニウム及び陽性対照としてのクロムと比較した．

8ヶ月間，ラットの皮下に馬喰した．血液学的検査では

いくっかの項目で変化があるものの，埋疎した材料によ

ると考えられるものはなかった．幼若化因子による脾臓

リンパ球増殖反応は，各試料埋植群においてほぼ同程度

であった．チタンージルコニウム合金片周囲の線維カプ

セル膜の厚さはクロムに比べて有意に薄く、線維カプセ

ル内への炎症性細胞の浸潤の程度も純チタンやジルコニ

ウム群よりも少なく、組織反応強度の得点は試験した材

料の中で最も低かった．更に，チタンやジルコニウム溶

液を塗布しても皮膚反応は示さず，感作も起こらなかっ

た．以上，チタンージルコニウム合金は純チタンなどよ

りも整形外科用インプラント材料として生体適合性に優

れていることがわかった．

Keywords：titanium　alloy，　biocompatibility，　hypersensitivity
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　Tahara，　M．，　Kubota，　R．，　Nakazawa，　H．，Tokunaga，　H．，

　　and　Nishimura，　T．：Analysis　of　active　oxon　fbrms　of

　　orgaUophosphorus．pesticides　in　water　samples　us－

　　ing　gas　c㎞romatograp㎞y　with　mass　spectrometric

　　detection。

　ノ：．醗2ノ〃｝5ヒゴ．，52，313－319（2006）

　　Wεestablished　a　method　fbr　the　simultaneous　quantitative

analysis　of　nine　organophosphorus　pesticides　（OPs）　and

their　active　oxon　fb㎜s　in　water　samples　using　gas　chroma－

tography　with　mass　spectrometric　detection　with　solid－phase

extraction（SPE）．In　this　method，　the　lower　limit　of　detec－

tion　fbr　the　nine　oxons　ranged　ffom　O．5　to　20　ng／ml．　Each

calibration　curve　had　good　linearity，　with　correlation　coefL

ficients（R2）greater　than　O．991．　In　comparing　three　SPE

cartridges，　the　recovery　rate　of　these　compounds　extracted

倉om　water　was　highly　reproducible　using　a　cartridge　of

packed　silica　bonded　with　C　l　8．　The　Iimit　of　quantification

ranged丘om　25　to　200　ng／ml　at　500－fbld　concentrations．

When　the　OPs　were　examined　a丘er　chlorination　treatment

to　simulate　the　water　treatment　process，　they　decomposed

rapidly　and　were　converted　to　their　oxon　fbrms　as　primary

reaction　products　of　chlorination．　Under　these　established

analytical　conditions，　the　behavior　of　oxons　fbrmed　in　the

environment　and　after　water　treatment　can　be　determined

accurately．

Keywords：oxon，　W飢er　Quality　Standard，　chlorination

巨星薬科大学薬学部

　　斎藤　勲率，上野英二零，大島晴美寧，松本　浩噛，佐々木

　　久美子，米谷民雄：HPLCによる食品中メトプレンの

　　分析法．

　　食品衛生学雑誌；47，．173－177（2006）

　　GC－FIDを用いるメトプレン試験法を見直すための検

討を行った，試料からアセトニトリル抽出し，．塩析に

より水層分離後，アセトニトリル層を少量のヘキサン

で洗浄，次いでフロリジルカラムで精製してHPL～しUV

で測定した．小麦など7種類の試料からの平均回収率は

74．6～82．8％と良好であった．さらに本法を6機関で評

価したところ，5種類の試料からの平均回収率は79．4～

84，6％，併行再現性及び室問再現性の相対標準偏差はそ

れぞれ2．3～8．8％，8．8～23．6％であった．1機関でらっ

かせいからの回収率が低かったために室間再現性が高く

なったのを除いて良好な結果が得られた．検出限界は

0．001～0．02μg／g．であった．
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零愛知県衛生研究所

　　Tbutsumi，　T．，　Amakura，　Y，　Okuyama，　A．象1，　Tanioka，　Y寧2，

S・k飢・，K・辱2，　S・・aki，　K・，　M・it・ni，　T・ApPlic・ti・n・f、・n

　　EHSA　fbr　PCB　118　to．　the　screening　of　dioxin－

　　1ike　PCBs　in　retail　fish．

　　6ア～θ卯。卿㏄，65，467－473　（2006）

　　Acommercially　availal）le　ELISA　kit　was　evaluated　fbr

the　determination　of　TEQs　of　dioxin－like　PCBs　in　retaiI

fish．　The　ELISA　was　highly　specific　fbr　PCB　118，　which　is

generally　the　most　abundant　dioxin－like　PCB　isomer　fbund

in’
?奄唐?D　The　quantitative　limit　of　the　ELISA　fbr　PCB　l　l　8

was　l　O　ng　ml－l　in　the　standard　curve．　Good　recoveries　of

PCB　l　l　8（78．7－112．3％）were　obtained　fbr　spiked　puri一

∬ed　fish　extracts　according　to　the　EHSA．　No　significant

interfbrence　of　the　matrix　was　observed　in　the　EHSA　when

this　purific耳tion　procedure　was　used．　Recovery　tests　in

which　PCB　l　l　8　was　added　to　fish　samples　also　resulted　in

acceptable　recoveries（60．2－82，3％）in　the　ELISA　fbllow－

ing　purification．　The　ELISA　results　R）r　fish　samples　cor－

related　well　with　the　TEQs　of　dioxin－like　PCBsΦtained

by　HRGCIHRMS（r＝0．92，　n＝26）．These　data　indicate

that　the　ELISA　kit　is　suitable　fbr　screening　retail　fish　fbr

the　TEQs　of　dioxin－1ike　PcBs．

Keywords：dio文in－like　PCBs，　ELISA，　fish
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　　Tsutsumi，　T．，　Amakura，　Y，　Sasaki，　K．，　Maitani，　T。：Diox－

　　in　concentrations　in　the　e〔1ible　parts　of　Japanese

　　common　squiαand　saury．

　ノ！んα1ノ勿5り。．」ゆ即，48，8－12　（2007）

　　W6　examined　the　concehtrations　of　PCDDs，　PCDFs　and

dioxin－like　PCBs　in　muscle　and　gut　tissues丘om　Japanese

conimon　squid　and　saury．　The　TEQ　concentrations　in　the

s卿id　gut　samples（1．O　to　l4　P9－TEQ／g　f士esh　weight，　n＝3）

were　50一鉤ld　larger　than　those　in　the　muscle　tissues（0．020

to　O　22　P9－TEQ／g　ffesh　weight，　n＝3）taken　fまom　the　same

samples．　By　contrast，　the　TEQ　concentrations　in　the　saury

gut　samples（035　to　O．63　P9－TEQ／g　ffesh　weight，　n＝3）

were　only　l．l　to　l．7－fbld　greater　than　those　in　the　muscle

tissues． i033　to　O．37　pg－TEQ／g　f止esh　weight，　n＝3）ffom

the　same　samples，　The　TEQ　contents　in　the　squid　gut　tis－

sues　ranged　ffom　60　to　990　P9－TEQ／squid，　aρcounting　fbr

about　95％of　the　total　dioxin　content　of　the　edible　parts　of

the　samples．　By　contrast，　the　TEQ　contents　in　the　saury　gut
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tissues　ranged　ffom　4．4　to　l　2　P9－TEQ／saury，　accounting　fbr

below　25％of　the　total　dioxin　content　of　the　edible　parts

of　the　samples．　These　tissues　showed　comparable　PCDD／

PCDF－congener　and　dioxin－like　PCB－isomer　profiles　in　both

specjes．　The　results　indicate　that　squid　gut　tissues　occasion－

ally　contain　high　levels　of　dioxins，　and　consumption　of　this

food　stuff　could　potentially　significantly　increase　dietary

intake　of　dioxins．

Keywords：dioxins，　Japanese　common　squid，　saury

　武川哲也＊，宮原　誠，米谷民雄：微生物による香辛

　料の放射線照射検知スクリーニング法の検討．

　出歯防徽，35，251－257（2007）

　照射香辛料の検知法の一つに，微生物学的方法がある．

ここでは収穫から2ヶ月以内の10種類の香辛料を対象と

し，3，7，10kGyの電子線を照射してその芽胞菌数お

よび生菌数のD値の変化を調べた．生菌数等の試験は食

品衛生法記載の方法に準拠した．

大部分の香辛料は線量に従って生菌数のD値が変化する

ことが分かった．この結果，パプリカ，オールスパイ

ス，コリアンダー，オレガノ，パセリは，生菌数D値が

3kGy以上の場合に照射されている可能性が高いことが

分かった．また，カシア，シナモンは逆に，生菌数D値

が2kGy以下の揚合に照射されている可能性が高いこと

が命かった．一方，黒胡椒とローレルは芽胞菌数および

生菌数のD値共に照射線量による変化は殆どなく，D値

による照射の有無の判定は困難であった．従って，黒胡

椒，ローレルを除く多くの香辛料で，D値を調べること

で，照射・非照射の判定が可能である．

Keywords：fbod　irradiation；detection　method；microbial

＊原子燃料工業株式会社

　後藤典ヂ1，山崎正夫η，関口正之串2，等々力節ヂ3，

　宮原　誠：非照射香辛料に混合した照射香辛料の熱ル

　ミネッセンス法による検知．

　去～80猛。盈。ゆθ∫，56，103－113　（2007）

　照射香辛料と非照射香辛料を用いて混ぜ合わせ，これ

を混合試料とし，どの程度の混合比まで判定が可能か調

べた．5．4kGy照射黒コショウを2，5，10，20％（w／

w）含有する混合試料をそれぞれ5試料ずつ，合計4組（20

個）作製した．照射した黒コショウを2％混合した5個

の混合試料はいずれも照射による発光極大が認められな

かった．　混合比をふやして，照射試料を5又は10％含

有の混合試料では，それぞれの混合試料5個の結果は一

致した結果を示さず，「照射」，「一部照射」，「どちらで

もない」と判定された。さらに混合比を増やして，照射

試料を20％含有した混合試料は5試料とも「照射」と判

定された．5．O　kGy照射パプリカを5％含有の混合試料は

5試料すべて「照射」と判定された．照射試料を0．2％

以上含有する混合試料は5つの試料すべてについて158

～250℃の範囲に発光極大が認められた．

以上の結果では，スパイスの種類によって「照射」と判

定できる混合割合が異なることを示した。TL発光量の積

算温度範囲を変えて，照射・非照射判定に影響するか調

べた．本実験の70～400℃と被爆線量測定TLDIOOに適

用される約150～250℃を比較すると，TL比は後者の方

が泣くなった．しかし，いずれの場合も「照射」と判定

され，積分範囲の影響はなかった．Tしの発光量はUV照

射の影響を受けると増加する可能性が示唆されていたの

で，照射していない黒コショウとパプリカに紫外線を照

射し，TL測定しても放射線照射と判定されることはな

かった．

Keywords：food　irradiation；detection　method；thormo－
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　石井里枝喰，堀江iEゴ，村山三徳，米谷民雄：LCl

　MSIMSによるハチミツおよびローヤルゼリー中のテ

　トラサイタリン系抗生物質の分析．

　食品衛生学雑誌，47，277－283（2006）

　高速液体クロマトグラフィー一質量分析計（LCIMS／

MS）を用いたハチミツおよびローヤルゼリー中のオキ

シテトラサイクリン（OTC），クロルテトラサイクリン

（CTC），テトラサイクリン（TC）の3種のテトラサイ

クリン系抗生物質（TCs）の簡便で精度の高い分析法を

検討した．LCIMSIMS条件はポジティブモード，　LC条件

はカラムにL－column　ODSを，移動相に0．Ol％ギ酸一アセ

トニトリルを用いた．前処理法はハチミツについては精

製水で希釈後，ローヤルゼリーについては2％メタリン

酸一メタノール鴫焼（6：4）で除タンパク後，それぞれ

Oasis　HLB，　Sep　Pak　CI8で精製した．本法による定量下

限値はハチミツでTCおよびOTCが5　ng／g，　CTCが10　ng／g，

ローヤルゼリーでTCおよびOTCが25　ng／g，CTCが50

ng／であった。また，添加回収率はいずれも75～120％

であった．

Keywords：tetracyclines，　honey，　royal　jelly
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　　PCR．

　Z1りαブノZ㎏5bo　2黙認，47，146－150　（2006）

　　Asimple　and　rapid　method　fbr　the　identi行cation　of　ge－

netically　modified（GM）papaya，　derived丘om　Line　55－1，

was　developed　after　several　modifications　of　the　Japanese

official　PCR　method．　Genomic　DNA　was　directly　extracted

倉om　the丘esh　f士uit　without　the　lyophilization　step　using

acommercial　silica－based　kit．　To　develop　a　duplex　PCR

method　which　simultaneously　detects　the　GM　papaya　spe－

d且。　gene　and　the．intrinsic　papain　gene，　the　papain　2－5’　／

3’（184amplicon　size；184　bp）primer　pair　fbr　the　de－

tection　of　the　papain　gene　waS　newly　designed　within　the

region　of　the　products（211　bp）amplified　using　the　papain

l－5’／－3’ 垂窒奄高?秩@pair　adopted　in　the　Japanese　of且cial　PCR

method．　Tb　detect　the　GM　papaya　speci盒。　gene，　the　primer

pair，　Nos　C－5，／CaM　N－3’described　in　the　Japanese　om－

cial　method，　was　used．　The　DNA　sequences　of　the　GM　pa－

paya　gene　and　the　intrinsic　papain　gene　were　co－amplified

using　the　PCR　method　in　a　single　tube．　The　developed　du－

plex　PCR　method　can　allow　the　simultaneous　detection　of

the　products　using　agarose　gel　electrophoresis　or　microchip

electrophQresis．． she　proposed　method　was　simple　and　rapid

R）rthe　GM　papaya　identi且cation．

Keywordsl　genetically　modi盒ed　papaya，　microchip　electro－

phoresis，　duplex　PCR
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　　kichita，　S．，　Hayashi，　H．，　Hino，　A．，＊1　Teshima，　R．，　Swada，

　　J．，and　Maitani，　T．：ADetection　Method　of　CrylAc

　　Protein　fbr　Ident晦ing　Genetic劉11y　Modmed　Rice

　　using　the　Lateral　Flow］［セst　Assay．

　．ノ1∫わ。ゴノ如5bα．ノψ躍，47，111－l14　（2006）

　　We　examined　the　Iateral　flow　strip　assay　R）r　identi旬一

ing　unauthorized　genetically　modi且ed（GM）rice．　The　GM

rice　expresses　the　Bacillus　thuringiensis（Bt）toxin，　CrylAc

protein，　which　con飴rs　tolerance　to　insects．　The　recombi－

nant　CrylAc　protein　was　prepared丘om　the　inclusion　body

of　the　EcGli．　strain　in＄erted　in　the　CrylAc　gene　using　gel

nltration　chromatography．　The　lateral　flow　strip　assay　fbr

the　identification　of　GM　cotton　which　also　expresses　the

CrylAc　protein，　was　applied　to　the　unpolished　rice　and　pol－

ished　rice　spiked　with　the　recombinant　CrylAc　protein．　The

spiked　recombinant　CrylAc　protein　can　be　clearly　detected

at　the　level　of　O．O12　 μ9／g　in　both　the　unpolished　and
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polished　rice．　After　loading　of　the　extract　on　the　strip，60

minutes　as　the　stand　time　is　necessary　to　clearly　detect　the

CrylAc　protein．　The． @detection　limit　was　approximately　esti－

mated　to　be　12　ng　CrylAc　protein　per　gram　of　rice．　These

results　suggest　that　the　lateral　How　strip　assay致）r　GM　cot－

ton　could　detect　the　CrylAc　protein　expressed　in　GM　rice．

Keywords：genetically　moOi且ed　rice；recombinant　DNA；lateral

How　strip　assay；detection　method；CrylAc
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　　Sakata，　K．，　Siramasa，　Y，　Kitta，　K．＊2，Hino，　A．事2，　Esaka，

　　M．’2，and　Maitani　T．：Quantmcation　of　35S　Promot－

　　er　and　MON810　Maize　Construct－Speci丘。　Gene．

　　in　Maize　Using　a　Combination　of　a　Capill劉ry－

　　Type　Real－Time　PCR　SystCm劉nd　a　Plasmid

　　Ref¢rence　Standar“．

　酬。∫α：β西。齢（カ．．酬。αうαη．，70，2965－2973　（2006）

　　For　rough　qualitative　analysis　of　genetically　modifled

maize　contents，　rapid　methods　fbr　measurement　of　the　copy

nunlbers　of　the　cauliHower　mosaic　virus　35S　promoter　re．

gion（P35S）and　MON　810　cons廿uct－speci盒。　gene（MON

810）．．using　a　combination　of　a　capillary－type　real－time

PCR．　system　with　a　plasmid　DNA　were　established．　To

reduce　the　characteristic　dif艶rences　between　the　plasmid

DNA　and　genomic　DNA，　we　showed　that　pretreatment　of

the　extracted　genomic　DNA　by　a　combination　of　sonication

and　restriction　endonuclease　digestion　befbre　measurement

is　effbctive．　The　accuracy　and．reproducibility　of　this　meth」

od　fbr　MON　810　content（％）at　a　level　of　5．0％MON

810mixed　samples　were　within　a　range　f士om　4．26　to　5．11％

in　the　P35S　copy　number　quantification．　These　methods

should　prove　to　be　a　usefhl　tool　to　roughly　quanti増GM

malZe　COntent．

Keywords：genetically　modified　maize；capillary－type　real－

time　PCR　system
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　　Three　novel　conjugated　long－chain　fat亡y　acids　（1－3）

were　yielded　fbom　the　aqueous　methanol　extracts　of　Pleu－

rocybella　porrigens　together　with　nine　known　constituents

including　（8E，10E）　一7，12－dioxo－8，10－octadecadi一．

enoic　acid（ostopanic　acid）（4）．　The　structures　of　new

飴tty　acids　were　characterized　as（14RS）．一（10E，12E）一

14－hydroxy－9－oxo－　10，12－oqtadecadienoic　acid　（1）　，

（12RS）一（8E，10E）一12－hydroxy－7－oxo－8，10一．octa－

decadienoic　acid　（2）　，　and　（10E，12E）　一9，14一．　dioxo－10，

12－octadecadienoic　acid　（3）　using　spectroscopic　methods．

Keywords：Pleurocybella　porrigens；Sugihiratake；Tricholo－

matac6ae；co可ugated　ketonic　fatty　acid
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　　Amakura，Y卓1　Kondo，　K．，　Akiyama，　H．，　Ito，　H．，　Hatano，

　　．T．，　Ybshida，　T．，　and　Maitani，　T．：Characteristic　I．ong－

　　Chain　Fatty　Acid　of　Pleurocybella　porrigens．

　　．ノ＝．Fboゴ塊5bo．ノψ朋，47，178－181　（2006）

　　As　part　of　investigation　on　chemical　constituents　of　Pleu－

rocybella　porrigens（Japanese　name＝Sugihiratake），we

analyzed　long－chain　fhtty　acids　composition　of　this．mush－

room　using　HPLC　with　photo－diode　array　detector．　The

飴tty　acid　of　the　m句or　UV　detected　peak　was　isolated　and

identiHed　asα一eleostearlc　acid　with　co切ugated　triene　moi－

ety　based　on　the　spectroscopic　methods．　Triolein　was　also

obtained　in　the　course　of貸actionation　process．　　α一Eleo－

stearic　acid　is　suggested　to　be　a　characteristic　fatty　acid　of

Pporrigens　because　it．was　not　detectable　in　eight　other

edible　mushrooms　examined．　Free　long。chain　fatty　acids

in　P．　porrigens　and　other　edible　mushrooms　were　analyzed

by　HPLC　aRer　treatment　with　acidic　2－nitrophenylhydrazine

hydrochloride．01eic　acid　was　characterized　as．　the　main

f吾tty　acid　in　P．　porrigens，　and　saturated　long－chain　f琶tty

acids　suqh　as　linoleic　acid，　palmitic　acid　and　stearic　acid，

together　withα一eleostearic　acid，　were　also　detected．

．Keywords：Pleurocybella　porrigens，　Sugihiratake，　long－chain

fatty　acid，α一eleostearic　acid，　triolein
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　　ake　Mushroom（Ange1’sWing　Mushroom）一in－

　　duced　Cryptogen蓋。　Enceph謎10pathy　may　Invo置ve

　　Vitamin　D　An訊10gues．

　　捌b必、％β㎜．β認，29，2514－2518　（2006）

　　In　autumn　2004，　many　Japanese　patients　with　renal　fヨil－

ure　developed　cryptogenic　encephalopathy　by　consuming

sugihiratake　mushrooin，　a　Japanese　delicacy．　To　elucidate

the　relationship　between　the　cryptogenic　cases　and　this

mushroom，　we　conducted　a　multivariate　analysis　of　me－

tabolites　in‘Probably　Toxic’sugihiratake　collected丘om

the　area　of　encephalopathy　outbrβaks，　and　‘Probably　Safb’

sugihiratake　collected　fセom　unaf琵cted　areas　using　UPLC／

τbF　MS．　The　results　indicate　that　the　presence　of　milligram

quantities　of　vitamin　D－like　compounds　per　l　O　g　of．dried

sugihiratake　ffom　the　areas　of　encephalopathy　outbreaks．

Two　hypotheses　to　induce　the　encephalopathy　are　proposed：

the　fbund　metabolites　are（1）vitamin　D　agonists，　which

induce　acute　and　severe　hypercalcemia　and／or　hyperam－

monemia　and／or　vitamin　D　toxicity；or（2）vitamin　D　an－

tagonists，　which　induce　acute　and　severe　hypocalcemia．

Keywords：sugihiratake；＞itamin　D；encephalopathy；ultra

perfb㎜ance　liquid　chromatography（UPLC）；time－o仁Hight

（歌）F）一MS；multivariate　analysis
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　　Maitani，　T．：ASpecmc　Detection　of　Soybean　Resi－

　　dues　in　Processed　Foo⊂1s　Using　Polymerase　Chain

　　Re3ction．

　　研05α：．酬。側目．．酬。αらθηL，71，269－272　（2007）

　　Asensitive　qualitative　detection　method　fbr　soybeans　in

fbods　using　the　polymerase　chain　reaption（PCR）was．de－

veloped．　For　the　specifid　detection　of　soybeans　with　a　high

specificity」the　primer　pair　Gym　81／Gym　82　was　designed

on　the　gene　encoding　glycine　max　repetitive　sequence．　The

trace　amount　of　soybean　in　the　commercial　fbod　products

could　be　qualitatively　detected　using　this　method．

Keywords：fbod　allergy；soybean；Glycine　max　L；detec－

tion．　method・PCR
　　　　　　　　　　，
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誌 上 発

　　Specmc　Detection　of　Potentially　Al星ergenic　Kiwi－

　　fruit　in　Foods．Using　Polymerase　Ckain　Reaction．

　ノ1／1初●α∫boゴ（乃θα～．，55，1649－1655　（2007）

　　Kiwiffuit（Actinidia　deliciosa　and　Actinidia　chinensis）is

allergenic　to　sensitive　patients，　and，　under　Japanese　regula－

tions，　it　is　one　of　the　fbod　items　that　are　recommended

to　be　declared　on　fbod　labgling　as　much　as　possible．　To

develop　PCR－based　methods　fbr　the　detection　of　trace

amounts　of　kiwi丘uit　in　fbods，　two　primer　pairs．　targeting

the　ITS－l　region　of　the　Actinidia　spp．　were　designed　us－

ing　PCR　simulation　so丘ware．　On　the　basis　of　the　known

distribution　of　a　m勾or　kiwiffuit　allergen（actinidin）within

the．　Actinidia　spp．，　as　well　as　of　reports　on　clinical　and　im－

munological　cross－reactivities，　one　of　the　primer　pairs　was

designed　to　detect　all　Actinidia　spp．　and　the　other　to　detect

commercially　grown　Actinidia　spp．（i．e．，　kiwifピuit，　Actinidia

arguta，　and　their　interspecinc　hybrids）　except　fbr　Actinidia

polygama．　The　specificity　of　the　developed　method3　using

the　designed　primer　pairs　was　veri且ed　by　per飴㎜ing　PCR

experiments　on　8　Actinidia　spp．　and　260ther　plants　in－

cluding　fruits．　The　methods　were　considered　to　be． 唐垂?モ奄獅

enough．to　yield　target－size　products　only　ffom　the　target

Actinidia　spp．　and　to　detect　no　target－size　products　f｝om

nontarget　species．　The　methods　were　sensitive　enough　to

detect　5－50　fg　of　Actinidia　spp．　DNA　spiked　in　50　ng　of

salmon　testis　DNA　used　as　a　carrier（1－10　ppm　of　kiwi一

切uit　DNA）and　l　700　ppm（w／w）of　f士esh　kiwifhlit　puree

spiked　in　a　commercial　plain　yogurt（corresponding　to　ca．

10ppm　of　kiwiffhit　protein）．These　methods　would　be

expected　to　be　usefUl　in　the　detection　of　hidden　kiwif｝uit

and　its　related　species　in　processed　fbods．

Keywords：Food　allergy；kiwif㌃uit；Actinidia　spp．；intemal

transcribed　spacer；ITS；PCR
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　　administered　mice　using　liquid　chromatography－

　　tandem　mass　spectrometry．

　ノ1αハ。加β⑫β．，834，55－61　（2006）

　　Asensitive　and　speci負。　method　fbr　quantifying　a　geno－

toxic　hydrazinel　agaritine，　has　been　developed　using　liq－

uid　chrolnatography－electrospray　ionization　tandem　mass

spectrometry（MS）．The　recoveries　of　agaritine丘om　the

spiked　mushroom　samples　and　spiked　mouse　plasma．were
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60．3－l14　and　74．4％，　respectively．　The　intra－day　precision

values　fbr　the　spiked　mushrooms　were　5．5　and　4．2％，　and

the　inter－day　precision　values　were　l　5．O　and　23．0％，　re－

spectivel払The　limit　of　quanti且cation　was　O．Ol　microg／g（in

mushrooms）and　O、Ol　microg／m1（in　plasma）．

Keywords：agaritine，　mushroom，　LCMS

率1

tniversity　of　Shizuoka，　School　of　PharIhaceutical　Sci－

ences．

　　Kondo，　K．，　Watan田）e，　A．，　Iwanaga，　Y，　Abe，ゴ1，　Tanaka，

　　H．章1，Nagaoka，　M．H．，　Akiyama，　H．，　Maitani，　T．：Deter－

　　mination　of　genotoxic　phenylhydmzine　agaritine

　　in　mUShrOOmS　USing　liαuid　ChrOmatOgr叩hy－eleC－

　　trospray　ionization　tandem　mass　spectrometry・

　ノリαタ／16励乞Ob刀z2刀7．，23，　l179－l186　（2006）

　　Anew　methQd　with　gQod　sensitivity　and　specificity　fbr

detecting　and　quantifying　genotoxic　hydrazines，　agaritine

and　4一（hydroxymethyl）phenylhydrazine（HMPH），was

devgloped　using　liquid　chromatography－electrospray　tandem

mass　spectrometry（Ms）．Agaricus　spp．　contained　1247

and　2017　　μgg－l　agaritine．　Other　species　of　mushroom

had　no　agaritine．　Wεalso　directly　analysed　HMPH，　an　ac－

tive丘ee　hydrazine飴㎜of　genotoxic　agaritine　and　obtained

direct　evidence　of　its　absence倉om　mushrooms．　A　precursor

ion　scan　confirmed　that　agaritine　derivatives，　which　could

gxert　similar　toxicity，　were　absent・

Keywords：agaritine，　mushrQQm，　LCMS，　HMPH
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tniversity　of　Shizuoka，　School　of　Pharmaceutical　Sci－

ences．

　　Matsunami，　K．串1，　Tゑkamori，1．零1，　Shinzato，　T．窟2，　Aramoto，

　　M．寧3，Kondo，　K．，　Otsuka，　H！1，　Takeda，　Y．寧4：Radic劉1－

　　Sc3venging　Activities　of　New　Megastigm3ne　Glu－

　　cosides　from　M鋤caranga　tanarius（L）MULL－

　　ARG．

　　6乃6堀ワ．1うう㎜，∠ヲ〃〃二，54，1403－1407　（2006）

　　Four　new　megastigmane　glucosides，　named　macarangio－

sides　A？D（2？5），together　with　mallophenol　B，　lauroside

E，methyl．brevifblin　carboxylate，　and　hyperin　and　isoquer－

citrin．as　a　mixture　were　isolated　ffom　the　leaves　of　Macar－

anga　tanarius（L）MULL－ARG．（Euphorbiaceae）．Their

structures　were　elucidated　by　spectroscopic　and　chemical

analyses．　Macarangioside　A？C（2？4）and　mallophenol　B

were　galloylated　on　glucose　moiety　and　possessed　the　po－

tent　2，2－diphenyl－picrylhydrazyl（DPPH）radical－scavenging

actlVlty．

Keywords：radical　scavenging，　megastigmane　glucosides，
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DD・p・nm・nt・f　Ph・㎜ac・g…払G・ad・・t・S・h・・1・f　Bi・一

medical　Sciences，　Hiroshima　University

＊2

rubtropical　Field　Science　Center，　Faculty　of　Agriculture，

University　of　the　Ryukyus

＊31riomote　Station，　Tropical　Biosphere　Research　Center，

University　of　the　Ryukyus

ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　リ
　Faculty　of　Integrated　Arts　and　Sclences，　The　Universlty

of　Tokushima

　Watanabe，　T，，　Tokishita，　S．，　Spigelhalter，　E＊1，　Furui，　S．串2，

　Kitta，　K．＊2，　Hino，　A．“2，　Matsuda，　R．，　Futo，　S．＊3，　Akiyama，

　H．，and　Maitani，　T：Development　and　Evaluation　of

　Event－speci∬c　Qualitative　PCR　Methods　for　Ge－

　netically　Modmed　Bt10　Maize．

　ノ〆1μ7ヒノわ。ゴ（乃αη．，55　（4）　，1274－1279　（2006）

　In　2005　it　was　reported　that　the　genetically　modified

（GM）maize　strain　or‘event’called　BtlO　had　been　dis－

tributed　inadvertently　in　the　United　States　over　the　previous

fbur　years．　In　order　to　ensure　that　grain　fbr　fbod　and　fbed

production　did　not　contain　trace　amounts　of　Bt10　maize

and　complied　with　the　applicable　regulation，　highly　sensi－

tive　and　spec愉。　detection　of　BtlO　maize　was　required．

Accordingly」we　developed　a　novel　qualitadve　PCR　system

fbr　specific　detection　of　Bt10　maize．　Moreover，　we　am－

ply　evaluated　the　perfbrmance　characteristics　of　two　PCR

systems，　our　own　and　the　one　provided　by　the　developer

of　BtlO，　Syngenta　Co．　Ltd．　It　was　confirmed　that　both　the

qualitative　PCR　systems　can　specifically　detect　BtlO　maize，

and　the　results　of　a　single－laboratory　examination　suggested

that　the　limit　of　detection　was　approximately　less　than

O．05％fbr　both　methods．　To　evaluate　the　reproducibility　of

the　methods，　we　organized　an　inter－laboratory　study　with

the　participation　of　61aboratories　and　analysis　of　240　blind

test　samples．　In　this　paper，　we　report，　for　the　first　time，

the　statistical　analysis　of　the　qualitative　PCR　data　obtained

丘om　the　inter－laboratory　study．　The　results　of　this　analysis

also　revealed　that　there　was　no　significant　diffbrence　in　the

sensitivity　between　the　two　aforementioned　methods　and

that　the　Iimit　of　detection　of　both　the　methods　was　Iess

than　O．05％．　Thus，　we　conclude　that　both　of　the　methods

are　equally　suitable　fbr　correct　identi丘cation　and　sensitive

detection　of　the　unapproved　GM　malze　Bt10　event　in　test

samples．

Keywords：unapproved，　genetically　modified，　maize，　Bt10，

Qualitative　PCR，　detection　method．
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durofins　GeneScan　Inc．

疇2

mational　Food　Research　Institute

寧3

eASMAC　Co．，　Ltd．

　渡邉敬浩，時下祥子，笠間菊子＊1，鈴木達也＊1，大島赴夫

　申1，菊地博之，．日野明寛2，穐山　浩，米谷民雄：遺伝子

　組換えトウモロコシ（GA21ならびにMON810系統）

　の定量PCR法を対象とした外部精度管理試験．

　日本食品化学学会誌，13（1），18－28（2006）

　安全性審査を終了したGMトウモロコシ系統（GA21な

らびにMON810系統）の定量PCR法を対象とした外部精

度管理を目的とし，試料の妥当性（均一性ならびに安定

性）ついて検証した後，共同試験を実施した．共同試験用

の試料には，GA21ならびにMON810試料を重量換算でそ

れぞれ1．0個口なるよう混合した試料（GA21L），GA21

試料を5．0％，MON810試料を1．0％となるよう混合した試

料（GA21H）を調製した．共同試験に参加した33機関か

ら回収した分析結果を基に統計処理を行い，問題が認め

られた盛合には，その要因について明らかにするために，

調査項目も参照しながら詳細な解析を行った．その結果，

他機関に比べ，分析精度が明らかに低下していた機関に

おいては，DNAの収量ならびに質および，内在性遺伝子

の測定値に問題があることが明らかになった．この結果

から，DNA抽出操作あるいはPCR試薬の調製に改善すべ

き問題点があるものと推察されたl

Keywords：genetically　modified　maize，　PCR，　testing　meth－

od，　laboratory－perfbrmance　study
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i独）食品総合研究所

　渡邉敬浩，時下祥子，菊地博之，坂田こずえ，日野明寛1，

　穐山　浩，米谷民雄：定量PCR法による遺伝子組換えト

　ウモロコシの定量分析に適用される4種のDNA抽出法の

　比較検討。

　日本食品化学学会誌，13（2），63－71（2006）

　厚生労働省ならびに農林水産省の両省により，安全性

審査を終了した遺伝子組換え（GM）トウモロコシを対

象とした定量分析法として，定量PCR法が定められてい

る．また厚生労働省は，定量PCRに供するDNAを抽出・

精製する方法について，3種の方法を示している．一方，

定量PCR法の妥当性確認試験においては，上記3種の方

法とは異なるDNA抽出法が採用されており，農林水産省

はこの方法を，定量PCR法に適用可能なDNAを抽出する

ための方法として示している．しかし，これら異なる4種

のDNA抽出法が分析結果（定量値）に与える影響につ

いてはこれまでに明らかにされていない．そこで，100％

GMトウモロコシ試料（MON810ならびにGA21系統）

および，それらを含有する2種の混合試料から各DNA抽
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出法を用いて抽出されたDNAの質ならびに収量，　DNA

分解の程度，さらに定量PCR法により得られる定量値に

ついて詳細な比較解析を行った．

Keywords：DNA　extraction　method，　genetically　modified

maize，　quantitative　polymerase　chain　reaction，　testing　meth－

od．
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　Hayashi，　Y　and　Matsuda，R．：An　expression　of　uncer－

　tainty　in　c訊libration　using　stepwise　or　separate

　dilution　of　a　stock　solution．

　〆1z7βZ　5ヒゴ『．，22，889－894　（2006）

　ストック溶液から検量線用試料を希釈して作るとき

の，検量線の信頼区間を求める理論式を，実際の問題に

適用した．

Keywords：uncertainty，　calibaration

　珈in，　K．察1，　Kusu，　F．寧2，　Matsuda，R．　and　Hayashl，　Y：Clas－

　sification　of“rugs　according　to　stochastic　proper－

　ties　of　drug　supply　at　a　pharmacy。

　加，Z乃2／zη．．龍21功621∂3とゾ．，32，489－496　（2006）

　薬局の薬剤販売量の時系列の自己相関関数及びパワー

スペクトル密度を計算し，それらに基づいて薬剤を分類

した．その結果，時系列の確率的性質と，薬効分類との

問に関連があることが明かとなった．

Keywords：dnlg　supply，　auto　correlation，　power　spectrum

density
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　Takahashi，　M窄1，　Ijuin，　K．＊2，　Iwaki，　K．串3，　Matguda，　R．，

　Hayashi，　Y　and　Y切ilna，　T．寧1：Stochastic　study　on　the

　sales　pattern　of　influenza　anti－viral　agents　at

　pharmacies・

　．ノ＝ノノ乙3ノ功5ヒy“．，52，431－435　（2006）

　抗インフル手ンザ薬の薬局での販売量時系列間の相

互相関関数から，地域間の流行の推移を推定した．また，

モデル時系列により，相互相関関数から得られる2事象

の時間関係は，重心の距離を示していることを明らかに

した．

Keywords：TalniHu，　crosscorrelation
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sanashi　Yakuhin　Co．Ltd，

窄3

Ohu　University

Takahashi，　M．噸1，　Kobari，　T，寧2，　Ijuin，　K．卓3，　Iwaki，　K，零4，

Ishii，　F．＊5，　Matsuda，　R．，　Hayashi，　Y　and　Yajima，　T零1：

表（原著論文） 215

　Smoothing　of　Correlation　Functions　in　the　Esti－

　mation　of　the　Order　of　Innuenza　Infection　be－

　tween　Adu星ts　and　Chnαren．

　．ノ＝．龍β劾甜’．，52，435－442　（2006）

　大人用と子供用の抗インフルエンザ薬の薬局での販売

量時系列を平滑化し，解析への影響を議論した．

Keywords：Tamif【u，　crosscorrelation，　smoothing
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零3

sanashi　Yakuhin　Co．Ltd．

＊4

Ohu　University
寧5

leiji　Pha㎜aceutical　University

　Kobari，　T．＊1，　Takahashi，　M．零2，巧uin，　K．ホ3，　Takeuchi，宜．串4，

　Iwaki，　K．5，　Ishii，　E寧6，　Matsuda，　R．，　Hayashi，　Y　and　Y句i－

　ma，　T．82：Quantitative　epidemiological　underst劉nd－

　ing　of　innuenza　propagation　process　in　Tokyo

　and　environs．

　ノ1．龍βノ〃｝5ヒゾ．，52，637－641　（2006）

　東京近辺の薬局におけるタミフル製剤の売り上げ時系

列の相互相関関数から，インフルエンザの感染経路と伝

播速度を求めた．

Keywords：Tami伽，　inf【uenza　propagation，　crosscorrelation
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soho　University
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Ohu　University
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ　　　　　　　　　の　Hasegawa，　H．，Shinohara，　Y，Hashimoto，　T，Matsuda，

　R．and　Hayashi，　Y：Prediction　of　measurement　un－

　cerminty　in　isotope　dilution　Gas　Chromatogra－

　phy／Mass　Spectrometry．

　．ノ1伽。η7∂噸τ／1，　1136，226－230　（2006）

　GCIMSにおける同位体希釈法の精度を理論的に予測

し，実験により検証した．

Keywords：GCIMS，　isotope　dilution　method，　precision
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Choi，　D．　H．串1，　Katakura，　Y蓼1，　Matsuda，　R．，　Hayashi，　Y，

Hirobe，　M．掌2，　Goda，　Y82，　Ninomiya，　Kホ1．　and　Shioya，　S．81：

Validation　of　a　method　for　predicting　the　preci－

sion，1imit　oずdetection　a血“range　6f　qu劉ntitation

in　competitive　ELISA．

／1ηβ帥bβ15cゴeロ。θ5，23，215－218　（2007）

各操作の精度から，競合ELISA法全体の分析精度
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を予測する方法を提案し，市販ELISAキットを用いて検

証した．

Keywords：ELISA，　prediction　of　precision
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Osaka　University

零2

iapan　Envirochemicals　Ltd．

　　Matsuda，　R，，　Yoshioka，　Y，　Akiyama，　H．，　Aburatani，

　　K．零1，Watanabe，　Y’1，　Matsumoto，　T．蓼2，　Morishita，　N．寧2，

　　Sato，　H．’3，　Mishima，　T．＊3，　Gamo，　R．零4，　Kihira，　Y串5　and

　　Maitani，T．：Interlaboratory　evaluation　of　two　kin“s

　　of　EHSA　kits　for　the　detection　of　egg，　milk，

　　wheat，　buckwheat，　and　peanut　in　fbods．

　．ノ1／16レ10．血’．，89，1600－1608　（2006）

　　食品中の特定原材料5品目（卵，乳，小麦，そば，落

花生）を検知する2種類g）ELISAキットの性能を，5種類

の食品を試料とし，10機関による機関間バリデーション

により評価した．この結果，両キット共に良好な室間精

度を示した．

Keywords：fbod　allergen，　ELISA，　interlaboratory　validation．
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　　Zhang，　F．零1，　Sun，　P．串2，　M面oz，　E．摩1，　Chi，　L辱1，　Sakai，　S．，

　　Tbida，　T．零3，　Zhang，　H．零4，　Mousa，　S．串4　and　Linhardt，　R．ゴ1：

　　Microscale　isolation　and　3nalysis　of　heparin　from

　　plasma　using　an　anion　exch翫nge　spin　column・

　ノ1刀βノ1、酬06カαη．，353，284－286　（2006）．

　　Heparin　and　low－molecular　weight　heparin　can　be　re－

covered倉om　human　plasma　using　a　simple　procedure

involving　Protease　digestion　and　strong　anion－exchange

chromatography　on　a　spin　column，　fbllowed　by　salt　release

and　methanol　precipitation．　The　recovered　heりarin　is　ffee　of

most　contaminants，　containing　only　O．87μg／ml　of　the　en－

dogenous　chondroitin　sulfate　plasma　peptidoglycan，　bikunin．

Approximately　90％of　heparin，　at　a　concentration　of　4　μ

g／ml，　was　recovered　ffom　2　ml　of　plasma　and　in　suf丑cient

purity　to　be　quantified　by　carbazole　assay　and　to　have　its

molecular　weight　properties　and　disaccharide　composition

dete㎜ined．

Keywords：heparin，　Iow－molecu正ar　weight　heparin，　anion－

exchange　spin　column

寧1

qensselaer　Polytechnic　Institute

寧2

yh司iang　University　of「陀chnology

寧3

fraduate　School　of　Phamaceutical　Sciences，　Chiba　Uni一

衛 研 報 第125号（2007）

verSlty

’4

`lbany　College　of．Pha㎜acy

　　Sakai，　S．，　Akiyama，　H．，　Sato，　Y，　Ybshioka，　Y，　Linhardt，　R．

　　J．零1，Goda，　Y，　Maitani，　T．　and　Tbida，　T．＊2：Chondroitin

　　Sulfate　Intake　Inhibits　the　IgE－mediated　Allergic

　　Response　by　Down－regulating　Th2　Responses　in

　　Mice．

　ノ＝∠寿b∠6乃θη2．，281，19872－19880　（2006）

　　Chondroitin　sulfate（CS）was　administered　orally　to

BALB／c　mice　immunized　intraperitoneally　with　ovalbumin

（OVA）and／or　dinitrophenylated　OVA．　The　titers　of　antigen－

speci且。　IgE　and　IgGl　in　mouse　sera　were　dete㎜ined．　The

antigen－specific　IgE　production　by　mice　fbd　ad　libitum　with

CS　was　significantly　inhibited．　Wb　also　examined　the　ef＝

琵ct　of　f奄eding　CS　on　immediate－type　hypersensitivity．　One

hour　after　antigen　stimulation，　the　ears　of　mice　fbd　with

CS　swelled　less　than　those　of　the　control　mice．　Further－

more，　the　rise　in　serum　histamine　in　the　mice　fbd　with　CS

under　active　systemic　anaphylaxis　was　significantly　lower

than　that　in　the　controls．　W6　next　examined　the　pattem　of

cytokine　production　by　splenocytes　f｝om　mice　fbllowed　by

re－stimulation　with　OVA　in　vitro．　The　splenocytes　ffom　the

mice　fbd　with　CS　produced　less　interleukin（IL）一5，　IL－10，

and　IL－13　than　those　ffom　the　control　group．　In　contrast，

the　production　of　interfヒron－gamma　and　IL－2　by　the　sple一．

nocytes　of　mice　fbd　with　CS　was　not　significantly　diffbrent

食om　those　in　the　control　mice．　In　addition，　the　production

of　transfbmユing　growth　factor－beta　fヤom　the　splenocytes　of

mice　fbd　with　CS　was　significantly　higher　than　that　of　the

control血ice．　F順he㎜ore，　we　showed　that　the　percentages

of　CD4＋cells．，　CD8＋cells，　and　CD4＋CD25＋cells　in　the

splenocytes　of　mice　fbd　with　CS　are　significantly　higher

than　those　of　the　control．　These　findings．　suggest　that　oral

intake　of　CS　inhibits　the　specific　IgE　production　and　anti－

gen－induced　anaphylactic　response　by　up－regulating　regula－

tory　T・cell　dif艶rentiation，　fbllowed　by　down－regulating　the

Th2　response．

Keywords：chondroitin　sulfhte，　Th　l／Th2　balance，　spleno－

cytes
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Nagaoka，　M．H．，　Yamazaki，　T．，　Nishimura，　T．　and　Maitani

T．：Application　of　the　popliteal　lymph　node　as－

say（PI．NA）fbr　evaluation　of　the　antigenicity　of
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　　water－soluble　fbod　colors．

　ノゆβηθ5θノ∂㎜310f1℃o（1（冶αη∠5鯉，13，6－10　（2006）

　　The　lnouse　popliteal　lymph　node　assay（PLNA）has

been　proposed　as　an　imnlunotoxicological　test　to　predict

the　allergenicity　of　chemicals　without　additional　adjuvant．

Although　a　PLN　response　in　the　primary　PLNA　is　also

observed　in　association　with　non－specific　activation　in－

duced　by　some　irritants，　the　PLN　response　in　the　secondary

PLNA　in　previously　sensitized　animals　is　bsed　to　detect

melhory　immune　responses　without　using　a（巧uヤant．　In　this

study　PLNA　was　applied　to　evaluate　the　antigenicity　of

water－soluble丘）od　colors．　The　PLN　cellularity　indices　of

individual　dyes　were　calculated　ffom　the　cell　counts　of　ex－

posed　and　control　PLNs　of　mice．　The　xanthene　dyes　Food

R骨dNo3，　Food　Red　No．104，　and　Food　Red　No，105，　but

not　Food　Red　NQ．106　gave　a　high　PLN　cellularity　index．

The　azo　dyes　and　triphenylmethane　dyes　were　not　associ－

ated　with　any　increase　in　PLN　cellularity　index．　Indigo

Carmine（Food　Blue　No．2）also　had　a　high　PLN　cellularity．

index．　The　reactivity　of　the　PLNA　correlated　well　with　the

chemical　structure　category　of　the　synthetic　dyes．　The　high

PLN　cellularity　indices　were　considered　to　be　associated

with　protein　binding．

Keywords＝popliteal　lymph　node　assay，　PLNA，　LLNA，　syn－

thetic　dye，　fbod　additive

　　Nagaoka，　MH．　and　Maitani　T．：Analysis　of　inorganic

　　arsenic　in　fbods　by　hydride　generation－cold　trap－

　　atomic　absorption　spectrophotometry・

　ル16z旨／1b刀3カフ劫blb野！．伽ゴル勧と密θ，9，75－77　（2006）

　　The　JECFA（the　Joint　FAOIWHO　Expert　Committee

on　Food　Additives）has　set　a　PTWI（provisional　tolerable

weekly　intake）value　of　arsenic　at　a　quantity　of　more　toxic

inorganic　arsenic，　since　the　toxicity　of　arsenic　in　fbods　dif」

飴rs　greatly　betweep　inorganic　arsenic　and　organic　arsenic．

Tb　detem血e　the　inorganic　arsenic　contents　in　fbod　samples

such　as　seaweed，　rice　and　water　samples，　a　speciation

analysis　method　by　hydride　generation－cold　trap－atomic

absorption　spectrometry　was　applied．　To　extract　inorganic

arsenic　e茄ciently，　arsenic　in　fbods　was　extracted　with

mixed　acids（nitric　acid　and　perchloric　acid）．When　some

water　samples　containing　ge㎜anium　as　organic　ge㎜anium

compound　at　the　high　concentrations　were　applied　to　this

system，　the　peak　o．f　ge㎜ane　was　obviously　detected　at　an

earlier　retention　time　than　that　of　arsine　in　spite　of　the　use

of　lamp　fbr　arsenic　detection．　Thus，　arsine　could　be　de－

tected　separately丘om　germane　by．hydride　generation－cold
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trap－atomic　absorption　spectrometry，　even　if　both　arsenic

and　ge㎜anlum　were　present．

Keywords：inorganic　arsenic，　fbod，　speciation，　hydride　gen－

eration－cold　trap－atomic　absorption　spectrometry

　　Ichikawa，　S．＊1，　Kamoshida，　M．掌1，　Hanaoka，　K．ψ2，　Nagaoka，

　　M．H．，　Maitani，　T．　and　Kaise　T．疇1：Decre3se　of　3rsenic

　　in　edible　brown　a置gae　1脚曽血5肋凹田θby　the

　　cooking　Process・

　　141励θoア㎎朋ozηθ忽Z1な6乃θ加1汐z～ア，20，585－590　（2006）

　　Atype　of　edible　sea　brown　algae，．砺掘8万！3痴ηηθ，

contains　a　high　concentration　of　inorganic　arsenic．　In　July

．2004，the　British　Food　Standard　Agency（FSA）advised

people　not　to　eat　a　type　of　seaweed　called　HUiki　because

it　contained　high　levels　of　arsenic，　Wεexamined　the　re－

moval　of　inorganic　arsenic　compounds　in砺鞭ノお茄πηθ

by　perfbrming　a　soaking　procedure　with　pure　wate士，　and

the　excretion　of　arsenic　contained　in　H導iki　was　investigated

in　mice．　The　total　arsenic　was　measured　by．　hydride　gen－

eration－atomic　absorption　spectrometry（HG－AAS），and

the　speciation　analysis　of　arsenic　was　monitored　by　high－

per飴㎜ance　Iiquid　chromatograph　coupled　with　inductively

coupled　plasma　mass　spectrometry（HPLCIICP－MS）。．It

was　observed　that　28．2－58．8％（w／w）of　the　total　arsenic

in　edible　alga砺掘2．伽痴㎜θwas　eluted　with　water，　and

49．3－60，5％（w／w）of　afsenic　in　the　residue　of　H茸iki　was

dissolved　by　cooking．　Thus，88．7－915％（w／w）of　arsenic

in　H巧iki　is　removable　by　the　cooking　process，　When　Hi－

jiki　was　given　to　mice，　dimethylarsinic　acid（DMAA）was

mainly　metabolized　in　urine．　It．　became　evident　that　soaking

with　water　and　cooking　are　effbctive　fbr　removing　arsenic

in　edible　brown　algae．

Keywords：」彫纏愈肋㎜θ，　arsenic，　HPLC／ICP－MS，　cook－

ing　Process，　seaweed
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　　Nagaoka，　M．H．，　Yamazaki，　T，　Nishimura，　T．　and　Maitani，

　　T．：The　ef艶cts　of　retentivity　in　fbotpads　on　evalu－

　　ation　of　the　a皿tigenicity　of　water－soluble　sub－

　　stances　by　PLNA・

　．ノ3P∂刀θ5θ．ノb召1178／0∫」Fbo【∫0々㎝Z5血つ！，　13，　109－l13

　　（2006）

　　The　mouse　popliteal　lymph　node　assay（PLNA）has

been　applied　as　an　immunotoxicological　test　to　predict

the　allergenicity　Qf　chemicals．　We　applied　this　test　fbr

evaluating　the　antigeniρity　of　water－soluble　dyes．　In　our
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previous　study，　dyes　which　did　not　increase　the　PLN　cel－

1ularity　index　showed　an　immediate　disappearance　f士om　the

R）otpads　of　mice．　Food　Red　No．106（R106）dissolved

in　water，　did　not　increase　the　PLN　cellularity　index．　Food

Red　No．105（RlO5）dissolved　in　water，　showe4　a．strong

PLN　cellularity　index．　In　this　study，　we　investigated　the

ef陀ct　of　prolonged　retention　of　dyes　in　the　fbotpad　on　the

antigenicity　of　dyes　detected　by　PLNA．　Each　dye　sample

was　applied　to　PLNA　in　an　undissolved　fbrm　using　a（加一

vant，　alum（aluminum　hydroxide）a（加vant　or　incomplete

Freund’sadjuvant（IFA），so　as　to　be　retain6d　in　the

fbotpads鉛r　a　prolonged　period．　The　undissolved飴㎜s　of

R106　were　retained　in　the　fbotpads　and　d孟d　not　increase

the　PLN　cellりlarity　index，　regardless　of　which　a（加vant　was

used．　Thus，　the　relationship　between　the　prolonged　reten－

tion　of　dyes　in　the　fbotpad　and　tねe　antigenicity　of　dyes

was　not　observed．　Our　study　suggests　that　the　antigenicity

by　PLNA　depends　on　chemical　structures　of　dyes，　not　on

retention　period　in　the　fbotpads

Keywords；popliteal　lymph　node　assayl　PLNA，　IFA，　alum，

aΦvant

　　Yamamoto，　M．零1，　Zhu，　C．零2，　Yi，　L＊2，　Rong，　Z．寧2，　Miura，

　　Y噛1，Izumi，　M．’2，　Nakψna，　S．申1，丁旨namo亡。，　K．，　Shimizu，

S．噛3，B・b・，　N＊1・Synthe・i・・f正ipid　De・ivatives・f

　　Pyrrole　Polyamide　and　Their　Biologicai　Activity．

　Z銘αrα1．酬。飴助ηoムaわαうαη．，71，1078－82（2007）

　　Novel　fhtty　acyl　and　phospholipid　derivatives　of　pyrrole

polyamide　were　synthesized．　Their　cytotoxicity　against　a

cancer　cell　line　of　MT・4　cells　and　those　in飴cted　by　human

immunodeficiency　vims（HIV）was　examined．　Although．no

anti－HIV　activity　was　fbund，　their　cytotoxicitty　against　the

cancer　cells　was　signi且cantly　enhanced　by　introducing　a　li－

pophilic　group　into　the　pylrole　polyamide．

Keywords：AIDS，　anti－HIV　activity；pyrrole　polyamide
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jyoto　University

　　Kitamura，　Y＊監，　Iwasaki，　T．寧1，　MifUne，　M．零1，　Saito，　Y＊1，

S、tb，　K．噛1，梅m。t、，　C．，肱。、m。t。，　K．、　St・n“ard　infra－

　　red劉bsorption　spectrum　of　betaine　and　optimal

　　conditions食〕r　its　measurement．

　ノ11わooし1加5bα勘ワ㎜，47，232－236　（2006）

　　The　in丘ared　absorption（IR）spectrum　is　often　used　as

a　standard　ref巳rence　in　identification　tests　of　fbod　addi－

tives　in　Japan。　In　the　case　of　betaine，　many　diffセrent　IR

衛 研 報 第125号（2007）

spectra　have　been　reported　and，　therefbre，　it　is　necessary　to

establish　an　IR　spectrum　that　is　rep士oducible　and　reliable

enough　to　be　used　as　a　standard　fbr　identification．　In　the

present　study，　suitable　conditions　to　obtain　a　standard　IR

spectrum　were　examined　f卜om　various　viewpoints，　including

pretreatment，　selection　of　method，　and　measuring　technique．

The　KBr　disk　method，　which　has　generally　been　used　to

identify　betaine，　was　fbund　to　be　humidity－dependent，　and

there　was　also　an　interaction　between　betaine　and　KBr．　A

reproducible　IR　spectrum　suitable　as　a　standard　could　be

obtained　by　drying　betaine　at　l　O5　degrees　C　fbr　3　hours

over　phosphorus　pentoxide，．and　then　measuring　the　IR

spectnlm　by　the　liquid　paraf丑n（N吋ol）paste　method．

Keywords：standard　IR　spectrum，　betaine，　fbod　additives

率1

Okayama　University

　　Sasaki，　C．　Varum，　K．　M．寧1，　Itoh，　Y＊2，　Tamoi，　M．零3，　Fu－

　　kamizo，　T．ゆ3：Rice　chitinases：sugar　recognition

　　speci血cities　of　the　inαividual　subsites。

　　（珈。房田野！，16，1242－1250　（2006）

　　Sugar　recognition　specificities　of　class　III　（OsChibla）

and　class　I（OsChialc△ChBD）chitinases　f士om　rice，（加

5∂ゴ四L．were　investigated　by　analyzing　IH－and　13C－nu－

clear　magnetic　resonance　spectra　of　the　enzymatic　products

倉om　partially　N－acetylated　chitosans．　The　reducing　end　res－

idue　of　the　enzymatic　products　obtained　by　the　class　III　en－

zyme　was　fbund　to　be　exclusively　acetシlated，　whereas　both

acetylated　and　deacetylated　units　were　fbund　at　the　nearest

neighbor　to　the　reducing　end　residue．　Both　acetylated　and

deacetylated　units　were　also　fbund　at　the　nonreducing　end

residue　and　its　nearest　neighbor　of　the　class　III　enzyme

products．．　Thus，　only　subsite（一1）among　the　contiguous

subsites（一2）to（＋2）of　the　class　III　enzyme　was　fbund　to

be　specific　to　an　acetylated　residue．　For　the　class　I　enzyme，

the　reducing　end　residue　was　prefbrentially　acetylated，　al－

though　the　specificity　was　not　absolute．　The　nearest　neigh－

bor　to　the　acetylated　reducing　end　residue　was　specifically

acetylated．．　Moreover，　the　nonreducing　end　residue　produced

by　the　class　I　enzyme　was　exclusively　acetylated，　although

there　was　a　low　but　significant　prefbrence　fbr　deacetylated

units　at　the　nearest　neighbor　to　the　non． 窒Uducing　end，　These

results　suggest　that　the　three　contiguous　subsites　（一2）　，

（一1），and（＋1）of　the　class　I　enzyme　are　specific　to

three　consecutive　GlcNAc　residues　of　the　substrate．　In　rice

blants，　the　target．of　the　class　I　en乞yme　might　be　a　consecu－

tive　GlcNAc　sequence　probably　in　the　cell　wall　of　fhngal

pathogen，　whereas．　the　class　III　enzyme　might　act　toward
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an　endogenous　complex　carbohydrate　containing　GlcNAc

residue．

Keywords：chitinase，　Oryza　sativa　L，　partialiy　N－acetylated

chitosan
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　Sugimoto，　N．，　Yomota，　C，，　Furusho，　N，　Sato，　K．，　Ya－

　mazaki，　T．，　Tanamoto，　K．l　Application　of　liquid

　chrom飢ogr叩hy－nuclear　magnetic　resonance

　spectroscopy　for　the　identi伽ation　of　ethyldimeth－

　ylPy「azine，　a　food　n3vouring　agent．

　1り。ゴノ1血　Obη左～四ワ．，23，1253－1259　（2006）

　The　application　of　liquid　chromatography－nuclear　magnet－

ic　resonance　spectroscopy（LC－NMR）fbr　the　direct　iden－

tification　of　ethyldimethylpyrazine，　a　fbod耳avouring　agent，

has　been　studied．　The　commercial　product　is　a　mixture　of

two　regio－isomers，2－ethyl－3，5－dimethylpyrazine（1）and

2－ethyl－3，6－dilnethylpyrazine（2）；however，　the　exact　com－

position　of　the　mixture　is　un㎞own．　Structural　characteriza－

tion　by　LC－MS且nd　GC－MS　was　not　possible　because　both

regio－isomers　yield　the　salne　molecular　related　ion　and　ion

丘agmentation．　To　rapidly　identifンthe　two　regio－isomers，

the　product　was　analyzed　by　LC－NMR　with　on－now　and

丘action　loop　modes．　From　the　results，　the　structure　elucida－

tions　of　the　two　regio－isomers　could　be　carried　out　without

the　need　to　isolate　the　isomers　by　the　usual　procedures．

Keywords：LC－NMR，　dimethylethylpyrazine，　flavouring

agent

　金　哲龍，多田敦子，杉本直樹，佐藤恭子，増田町乃

　零，山形一雄，山崎　壮，棚元憲一：既存添加物ウル

　シロウの成分分析．

　食品衛生学雑誌，47，167472（2006）

　既存添加物ウルシロウの成分組成についてはいまだ

明らかにされていない．そこで，安全性試験試料のウ

ルシロウ製品を用い成分分析を行った．ウルシロウの

構成脂肪酸は，パルミチン酸，オレイン酸，ステアリ

ン酸であった．主成分はトリグリセリドであり，Glyc－

eryl　tripalmitate（30．7％），　glyceryl　dipalmitate　monooleate

（21．2％），glyceryl　dioleate　monopalmitate（2．玉％），　glyc－

eryl　monooleate　monopalmitate　monostearate（2．6％），

glyceryl　dipalmitate　monostearate（5．6％），　glyceryl　distear－

ate　monopalmitate（1．4％）を含んでいた．また，　glyceryl

dipalmitate　monoo16ateの脂肪酸結合位置が異なる異性体

をLC／MS／MS分析により分別定量した．
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Keywords：Urushi　wax，　triglyceride，　LCIMS
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　菅野慎二，河村葉子，六鹿元雄，棚元憲一：ラップフィ

　ルムおよびキャップシーリング中のエポキシ化大豆油

　およびエポキシ化亜麻仁油の分析．

　食品衛生学雑誌，47，89－94（2006）

　可塑剤または安定剤として使用されるエポキシ化大豆

油（ESBO）およびエポキシ化亜麻仁油（ELO）について，

ラップフィルムおよびキャップシーリング中の分析法を

検討した．アセトンーヘキサン（3：7）で抽出してアルカ

リ分解およびメチル化後，ジオキンラン誘導体として

GCIMSにより測定した．本法の回収率は92．6～104．4％

と良好であり，定量限界はラップフィルムでESBO　O．Ol

mg／gおよびELO　O．02　mg／g，キャップシーリングで0．04

mg／gおよび0．08　mg／gであった．我が国の市揚に流通す

る製品を調査したところ，PVC製ラップフィルムでは

ESBOまたはELOが34．7～82．8　mg／g，　PVDC製ラップフィ．

ルムではELOが8．60およびll．4　mg／g，　PVC製キャップ

シーリングではESBOが5．47～399　mg／gとすべての製品

から検出された．含有量の少ないものは安定剤，多いも

のは可塑剤として添加されたものと推定された．

Keywords：wrapping　film，　cap　sealing，　epoxidized　soybean

oil

　尾崎麻子吻，川崎智恵，河村葉子，棚元憲一：食品用

　紙製品からのビスフェノールA及びベンゾフェノン類

　の溶出．

　食品衛生学雑誌，47，99－104（2006）

　食品用板紙製品15検体およびバージンパルプ紙製品6

検体について，ビスフェノールA，ベンゾフェノン，4一（ジ

メチルアミノ）ベンゾフェノン，ミヒラーズケトンおよ

び4，4㌧ビス（ジエチルアミノ）ベンゾフェノンの食品擬

似溶媒への溶出を検討した．バージンパルプ紙製品では

一部でビスフェノールAとべンゾフェノンを含有してい

たが，いずれの化合物も溶出は認められなかった．一方，

食品用板紙製品はいずれも再生紙を用いており，全ての

製品でビスフェノールAやベンゾフェノン類の含有が認

められた．ビスフェノールAは20％エタノール，ベンゾ

フェノン類は95％エタノールで溶出量が高くなる傾向が

みられたが，それらの溶出量はほとんど20ng／mL以下，

平均値では5ng／mL以下であり，紙製品の使用状況，接

触食品の摂取量，各化合物のTDIやNOAEL等を考慮すれ

ば安全性に懸念がないと判断された．

Keywords：paper，　bisphenol　A，　benzophenones
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　Ohno，　H．摩，　Kawamura　Y．：Analysis　of　vinylidene

　chloride紐nd　耳一chlorobut紐ne　in　foods　packaged

　with　polyvinylide賦e　chloride　casing　films　by

　headspace　GCIMS．

　ノわ。ゴノ4掘　伽伽．，23，839－844　（2006）

　In　the　previous　paper，　we　investigated　the　headspace

GCIMS　analysis　of　residual　vinyl　chloride　and　vinylidene

chloride（VDC）in　polyvinyl　chloride　and　polyvinylidene

chloride（PVDC）products．　During　that　experiment，　an

un㎞own　peak　was　detected丘om　some　PVDC　casing丘lms．

In　this　paper，　the　peak　was　identified　as　1－chlorobutane

（1－CB）．Next，　a　headspace　GCIMS　method　Was　developed

for　the　simultaneous　determination　of　VDC　and　l．CB　in

R）ods　packaged　with　PVDC　casing　films．　The　recoveries

of　VDC　and　l－CB　in　fbodstuffs　were　94．5－103，9％and

85，8－120．3％，respectively．　Among　13　samples　tested，

VDCwa忘detectedatO．001－0．020μg／g　in　ll　f60dstuf糖，

and　l－CB　was　detected　at　O．004－0．040μg／g　in　a1L　VDC

was　detected　at　O．04μg／g　in　one　casing　film，　and　l－CB

was　detected　in　all　casing　mms．　The　results　suggested　that

these　compounds　migrated丘om　the　casing　films　into　the

fbodstu脆．

Keywords：vinylidene　chloride，1－chlorobutane，　PVDC
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　菅野慎二，河村葉子，六鹿元雄，棚元憲一：瓶詰キャッ

　プシーリング中のエポキシ化大豆油の調査。

　食品衛生学雑誌，47，196499（2006）

　我が国の市販瓶詰の金属キャップに塗布されたシーリ

ング103検体について，形状，材質，エポキシ化大豆油

（ESBO）含有量，共存可塑剤などを調査した．シーリン

グの材質は97％がポリ塩化ビニルであり，ごく一部がポ

リエチレンおよびアクリル樹脂であった．ESBOは全検

体から0．006～42．4％の含有量で検出され，ベビーフー

ド，ジャム用では高く，飲料用では低かった．また，ラ

グキャップやプレスオンツイストキギップでは高く，ピ

ルファープルーフキャップでは低く，スクリューキャッ

プではばらっきが大きかった．スクリューキャップおよ

びラグキャップの一部からはフタル酸ジ（2一エチルヘキ

シル）（DEHP），フタル酸ジイソデシル（DIDP）などの

可塑剤が検出され，これらのシーリングのESBO含有量

はESBOのみの1／10以下と低かった．今回の調査により，

我が国で流通するほぼすべてのキャップシーリングが

ESBOを含有し，80％が主可塑剤として使用されている

ことが判明した．　　　　　　　　　　　　　一

Keywords＝cap　sealing，　bottled　fbod，　epoxidized　soybean　oi1

　河村葉子，菅野慎二，六鹿元雄，棚元憲一：瓶詰食品

　中のエポキシ化大豆油の分析．

　食品衛生学雑誌，47，196－199（2006）

　食品中のエポキシ化大豆油（ESBO）の分析法につい

て検討したところ，食品由来の脂質によりESBOのエス

テル分解が阻害されやすく，また内標準のll，14一ジエポ

キシエイコサン酸エチルはより阻害をうけやすいためば

らつきがみられた．そこで，試料量を減じ標準添加法で

定量したところ，添加回収率は87．1および98．9％と良好

であり，定量限界は5．0μg／gであった．我が国の市販瓶

・詰食品について調査を行ったところ，瓶詰ベビーフード

は14検体のいずれもESBOが検出されなかった．我が国

の瓶詰ベビーフードの脂質含有量や流動性が低いため，

ESBOの移行が起こりにくかったものと推定された．一

方，脂質含有量が高いレバーペースト，パスタソース，

ラー油漬けメンマおよびラニ油の4検体からは25．7～

494．0μg／gのESBOが検出された．しかし，これらの食

品によるESBO摂取量は，　EUのTDIであるlmg／kg体重／

日を上回ることはなく，安全性に問題はないと判断され

た．

Keywords：bott正ed　fbod，　epoxidized　soybean　oH，　cap　sealing

　Boonlnar，　S．零1，　Morita，　Y寧2，　Fuj　ita，　M．壌2，　Sangsuk，　L．零3，

　Suthivarakom，　K83，　Padungtod，　P．“4，　Maruyama，　S．＊5，

　Kabeya，　H．＊5，　Kato，　M．ホ2，　Kozawa，　K．82，　Yamalnoto，　S．，

　and　KimurζH．噛6：Serotypes，　antimicrobial　suscepti－

　bmty，　a皿“gyr　A　gene　mutation　of　Campylobacter

　jejuni　isolates　from　humans　and　chickens　in　Thai－

　1and．

　ルθ『α06∫oZ　1加盟㎜0／．，51，531－537　（2007）

　In　Thailand，51％　（36／70）Campylobacter　j句uni　isolates

位om　humans　and　68％（47／69）isolates丘om　poultry　were

classified　into　l　O　Penner　serqtype（serotype　B，　C，　R，　E，　G，

A，K，　D，1，　and　L）and　g　serotypes（serotype　A，　C，1，　K，

B，E，　S，　D，　and　L）噛，respectivel》へThe　rate　of　antimicrobial

drug　resistance　to　nalidixic　acid，　ciprofloxacin，　ampicillin，

tetracycline，　and　erythromycin　shown　by　human　isolates

were　96％，96％，29％，57％，　and　l　4％，　while　that　shown

by　poultry　isolates　were　77％，‘77％，2♀％，26％，　and　l　7％，

respectivel酔AII　quinolone－resistant　strains　contained　a　mu－

tation　in　the　gyrA　gene（T86　to　I86），suggesting　that　the

strains　were　already　widespread　in　Thailand．

keywords：Antimicrobial　drug　resistance，　Campylobacter，

gyr　A　mutation
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　　Igimi，　S．，　Yamasaki，　M噛1．，　Yamamoto，　S．　and　Amano，

　　F率2．：An　anti－Salmonella註ntibody　prevents　the

　　5カ〃ηo〃θ〃2θ〃’θ月1‘2serovar　Enteritidis　from

in琵cting　a　human　intestinal　epithe］ial　cell　line，

　　Caco－2，　by　intemcting　with　Hagell劉．

　溺05α’θロ09ノレ必1αo痴盟，25，．l17－119　（2006）

　　Apolyclonal　antibody　of　5旨・肋7017θ砺　θη’㎝ヒ8　serovar

Enteritidis（SE），designated　RY542，　inhibited　SE　ffom　at－

taching　to　and　invading　the　human　intestinal　epithelial　cell

line，　Caco－2，　in　a　dose－dependent　manner．　A　m句or　im－

munoreactive　band　of　55　kDa　obtained　in　westem　blotting

using　RY542　was　identified　as　FliC．　An　a伍nity－puri丘ed

anti－flagellin　antibgdy丘om　RY542　similarly　inhibited　the

in飴6tion．　These　results　suggest　that　RY542　is　a　neutraliz－

ing　antibody　that　blocks　the　infbction　of　SE　in　Caco－2　cells

by　interacting　with　flagella，　and　that　flagellin　may　poten－

tially　be　usefhl　as　a　component　of　a　Salmonella　vaccine．

Keyword：Salmonella　Enteritidis，　neutralizing　antibody，

Caco－2，　flagella
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　　Tbshiyuki　Tsutsuゴl　and　Fumiko　Kasuga：Assessment　of

　　imp劉ct　of　cattle　testing　strategies　on　hum謎n　ex－

　　posure　to　BSE　agents　in　J段P爾n．

　1力孟．ノ11り04ノレ塩αηんbノ．，107，256－264　（2006）

　　In　Japan，　cattle　screening　tests　fbr　BSE　are　conducted

at　slaughterhouses　fbr　surveillance　p町〕oses　and　as　a　meat

sa蝕y　measure，　but　the　public　health　impacts　of　such　test－

ing　and　the　subsequent　removal　of　positive　animals　ffom

the　fbod．　chain　have　not　been　quantitatively　assessed．　We

evaluated　the　influence　of　removing　specified　risk　materi－

als　anαthe　altemation　of　age　limits　fbr　testing　cattle　at　the

slaughterhouse　on　human　exposure　to　the　BSE　agent　in

Japan　by　constructing　a　probabilistic　risk　model．　A　stochas－

tic　model　using　Monte　Carlo　simulation　was　constructed

in　order　to　estimate　the　BSE　infbctivity　destined　fbr　the

fbod　chain．　f士om　a　single　BSE－infbct母d　animal　at　slaughter．

The　impact．　of　diffbrent　testing　strategies　and　risk　material

removal　were　then　compared．　Murine　intra－cerebral　ID50

（m．i．c．　ID50）units　were　used　as　units　fbr　BSE　in飴ctivity．

Sensitivity　analysis　was　conducted　fbr　key　input　variables

by　changing　values　within　plausible　ranges．　The　expected

表　（原　著　論　文　） 221

丘action　of　BSE－infbcted　cattle　presented　fbr　slaughter

that　would　be　detected　by　screening　tests　was　20％，　even

if　all　slaughtered　cattle　were　tested，　The　removal　of　risk

materials　reduced　the　median　value　estimate　of　infbctivity

destined　fbr　human　consumption　by　95％，　Cattle　screening

tests　reduced　the　infbctivity　fUrther，　but　reduction　efficacy

did　not　dif聴r　among　the　various　testing　strategies．　Sensitiv－

ity　analysis　indicated　that　the　ckaracteristics　of　BSE　infbc－

tivity　accumulation　during　the　incubation　period，　extension

of　the　incubation　period，　and　lowering　the　detection　limit

of　screening　tests　had　no　significant　impact　on　relative　in一

班ctivity　reduction，　which　remained　stable　irrespective　of

testing　strategy　or　changes　in　thege　parameters．

This　study　suggests　that　the　impact　of．changing　the　age

limit　fbr　testing　cattle　on　beef　sa飴ty　is　small，　provided　that

the　removal　of　risk　Inaterials　is　conducted　properly．

Keywords：BSE，　Stochastic　mode1，　Japan；丁セsting　strategies
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　　Asakura，　H．，　Ishiwa，　A．，　Arakawa，　E寧1，　Makino，　S．窄2，

　　Okada，　Y．，　Yamamoto，　S．，　Igimi，　S．：Gene　expres－

　　sion　pro血le　of晒蝋。　c〃励甥θin　the　cold　stress－

　　induced　viable　but　non－culturable　state．

　　∠シ～陥α～ル万αo翻∂1．，9，869－879　（2007）

　　レ7b刀b　αら。ノ紘ヨθ　is　an　aetiological　agent　of　cholera　that

inhabits　marine　and　estuarine　environments．　It　can　sur－

vive　harsh　environments　by　entering　the　viable　but　non－

culturable（VBNC）． 唐狽≠狽?C　but　the．related　changes　in　gene

expression　have　not　been　described．　Here，　we　experimen－

tally　induced　the　VBNC　state　in． メB々。忽3θ01，　by　incu－

bation　in　artificial　seawater　at　4　degrees　C．　Bacterial　cells

that　were　incubated　fbr　70　days　retained　their　membrane

integrity　and　were　pathogenic，　colonizing　the　gut　of　iron－

dextran－treated　mice，　even　though　they飴㎜ed　no　colonies

on　tryptic　soy　agar（TSA）or　TSA　amended　with　pyruvate，

W合．therefbre　used　this　stage　of　cells　as　the　VBNC　bac－

teria．　W己compared　the　global　transcription　pattem　of　the

VBNC　cells　with　that　of　stationary－phase　cells　grown　in

rich　medium．　A　total　of　lOO　genes　were　induced　by　more

than　fivefbld　in　the　VBNC　state，　and　the　modulated　genes

were　mostly　those　responsible　fbr　cellular　processes．　Fur－

themユore，　real。time　RT－PCR　analysis　verified　the　changes　in

the　expression　levels，　showing　that　the　VCO230［iron　（III）

ABC　transporter］，　VC1212（polB），VC2132（fliG）and

VC2187（flaC）mRNAs　were　increased　in　the　non－cultur－

able　state，　Thus，　these　genes　may　be　suitable　markers　fbr

the　detection　of　VBNC　V：ch61erae．1b　our㎞owledge，　this
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is　the　first　report　of　a　comprehensive　transcriptome　analy－

sis　ofレr　oゐ。伽θin　the　VBNC　state．　The　signi丘cance　of．

this　gene　expressionかrofile　compared　with　those　of　in　vivo

isolates　and　non－stresSed　bacteria　（culturable　in　vitro）　is　its

potential　to　provide　infbrmation　about　the　public　health　risk

丘om　domlant　bacteria．

Keyw6rds：レ乃幅。αうα㎞θ，　viable　but　non。culturable，　tran－

scrlptome
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　Okada，　Y，　Okada，　N．串1，　Makino，　S－1．＊2，　Asakura，　H．，’

　Yamalnoto，　S．，　Igimi，　S．：The　sigma　factor，　RpoN

　（σ54）is　involved　in　osmoto星erance　in　LZ5‘θ〃勿

　π70170俳㎏a7θ5」

　ノrEル6ル西“αo∂1b／1五θ孟’．263，54－60　（2006）

　食品媒介感染症原因菌リステリアのシグマ因子のひと

つであるRpoNのコード遺伝子を欠失させた変異株を作

成し、その食塩耐性能における役割を明らかにした。変

異株では、高食塩濃度下での増殖に重要なカルニチンの

利用能が親株に比べ著しく低下していた。一方カルニチ

ントランスポーターのコード遺伝子qρ〃0の発現及び菌

体内へのカルニチン取り込み活性には親株と差が見られ

ず、カルニチン利用能の低下は細胞膜構成成分の変化に

よるものと思われた。

Keywords：五㍑α～汐加。刀。（y’（習α1θ5，0smotolerance，　sigma

ねctor
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　飯田真理子＊1’3，朝倉宏，牧野壮ゴ2，岡村登＊3，伊

　藤健一郎q：我が国における腸管病原性大腸菌0157＝

　H45の付着関連遺伝子θ2θ，　EAF，ρ伽の保有状況．

　感染症学雑誌，80，531－533．（2006）

　わが国に広く分布すると考えられる腸管病原性大腸

菌O157：H45について、病原因子の保有状況を調査した。

局在性付着に関与する∂φ4はほぼ共通に認められ、同遺

伝子型は1，4a，ならびに4bであった。本因子の保有に基

づく、凝集性試験は本血清型に属するEPECの病原性を

図る上で有用かもしれない。

Keywords：enteropathogenic万5αうθzプ。カ〆∂oo1ノ，　bfpA，

0157：H45
零1
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9帯広畜産大学
零3

結梭繪ﾈ歯科大学

　　　　　　　　　　　　　　　ゆAsakura，　H．，　Kawamotρ，　K．，Igimi，　S．，　Yamamoto，　S．，

研 報 第！25号（2007）

　Makino，　S，寧：Enh劉ncement　of　mice　susceptibllity

　to　infbction　with　しか飴四吻1ηo〃。α‘㎎θ〃θ5　by　the

　tre飢ment　of　morphine．

　Microbiol　Immunol．50，543－547（2006）

　The　eff冶ct　of　morphine　on　the　susceptibihty　of　BALB／

cmice　to　diarrheagenic盈｛勲θη励必oo〃，5乃壇θ伽漉冗ηαオ

五な’α毎1ηo刀。（γ’㎎θηθ5」甜1加。〃θ砺　Enteritidis，｝そ琉5加13

θηホαooo五加2，　was　examined　via　the　intraperitoneal　inocula－

tion．　Morphine　treatlnent　increased　the　susceptibility　to　5㌦

Enteritidis　andゐ．1ηo刀。のろ孟㎎θoθ5，　res血lting　in　bacteremia

and　central　nervous　system（CNS）invasion（fbrム1ηoηo一

如2卿∬），while　the　infヒction　with　other　bacteria　did　not

show　the　systemic　dissemination　in　the　morphine　treated

mice．　Notably，ム1ηo刀。α‘㎎α～ρ5　infection　caused　lOO％

mortality　with　a　mean　survival　time（MST）of　1．3　days

in　morphine－treated　mice，　but　untreated　mice　did　not　die．

The　present　data　suggested　that　individuals　using　heroin　or

treated　with　morphine　derivatives　might　be　at　high　risk　fbr

listeriosis，　especially　those　who　are　immunocompromised．

Recent　increasing　consumption　of　morphine　may　propose

the　necessity盒）r　fhrther　epidemiological　surveillance　on　in－

fbctious　diseases．

Keywords：morphine，五醜α731ηo刀。卿（管㎝θ5，　mlce　suscep－

tibility

窄帯広畜産大学

　Hansman，　G．　S．串1，0ka，丁寧1，0kamoto，　R．＊2，　Nishida，

　T．翠2，Toda，　S．＊2，　Noda，　M．，　Sano，　D．串3，　Ueki，　Y率4，　Imai，

　ゴ3，0mura，　T．雰3，　Nishio，0．虞1，　Kimura，　H．事1，　Takeda，　N．ゆ1：

　Human　Sapovirus　in　Clams，　Jap翫n．

　Z珈贈ノカノわρ！．乙万汐，13，620－622　（2007）

　Human　sapovirus　was　detected　in　40f　57　clam　pack－

ages　by　reverse　transcription－PCR　and　sequence　analysis．

This　represents　the　first　finding　of　sapovirus　contamination

in　fbod．　Closely　matching　sequences　have　been　detected　in

stool　specimens　f｝om　patients　with　gastroenteritis　in　Japan，

which　indicates　a　possible　fbod－to－human　transmission　link．

Keywords：clam，　fbod－to－human　transmission，　sapovirus
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中　峰松＊，清水　晃，河野潤一＊，五十幽静信：市販ミン

チ肉における黄色ブドウ球菌汚染調査と分離株の性状．

日本食品微生物学会雑誌，23，217－222（2006）

Between　April　and　October　2005，120　raw　minced　meat
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samples　comprising　40　pork，40　beef；and　40　chicken

samples　purchased丘om　40　supe㎜arkets　in　Hyogo（n；20）

and　Osaka（n＝20）prefbctures　were　examined　fbr　contami－

nation　with　3勿p々吻ooooμ5∂脚α5．　The　rate　of　isolation

was　75．0％（30／40）fbr　pork，65．0％（26／40）fbr　beef

and　80．0％（32／40）fbr　chicken　meal，　The　most　probable

number（MPN）of　the　saロlples　contaminated　was　widely

distributed　f士om　O．3　to＞110／g．　Seventy－nine（89．8％）of

the　positive　samples　had　MPN　values　of　less　than　46／g．

The　m句ority　of　pork　and　beef　isolates　were　classified　as

belonging　to　both　human　and　K一β＋CV：A　biotypes．　Also，

most　chicken　isolates　belonged　to　both　poultry　and　human

biotypes．　Seven（23．3％）of　30　pork　isolates，4（15．4％）

of　26　beef　isolates　and　9　（28．1％）　of　32　chicken　isolates

produced　one　or　two　enterotoxins．　Overall，　the　20　entero－

toxigenic　isolates　produced　B（n＝10），C（n＝5），A（n＝4）

and　AD（n＝1）．Enterotoxin－type　B　was　dominant　in　iso－

lates丘om　chicken　meat．　Eighty－two（93．2％）of　the　88

isolates　tested　were　dif陀rentiated　into　8　coagulase　types．

All　isolates　except　one（type　I）were　widely　distributed

廿om　types　II　to　VIII．　Samples　positive　fbr　S．　aureus　were

detected　in　380月度the　40　surpermarkets　investigated．　Inter－

estingly，　identical　coagulase　types，　biotypes　or　enterotoxin

types　were　fbund　in　isolates　f士om　all　20r　3　kinds　of　meat

samples　retailed　at　the　same　supe㎜arkets，　indicating　clonaI

spread　of　the　same　strain　within　meat－processing　plants　by

CrOSS－COntamlnatlOn．

Keyword：5卿boooo∬β耀鰐，　fbod　contamination，　bio－

type
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　清水　晃寧，松村浩介＊1，藤尾公輔電1，河野潤一零1，北井

　智η，五十君静信：綿棒を用いたふき取り増感培養法に

　　よる市販豚および牛スライス肉における黄色ブドウ球

　菌汚染調査と分離株の性状．

　　日本食品微生物学会雑誌，231242－246（2006）

　　多数の検体を短時間で処理するための一つの方法とし

て，検体からのサンプリングに滅菌綿棒を用いた拭き取

り法と選択増菌培地を組み合わせた方法，すなわち綿棒

静菌培養法を用いて，鶏肉における黄色ブドウ球菌の全

国汚染実態調査を実施した。その結果，鶏肉444検体中

292検体（65．8％）から，また調査したスーパーマーケッ

ト145店獄中131店舗（90．3％）の検体から黄色ブドウ球

菌を検出しており，市販鶏肉が全国的に広く本菌に汚染

されていることを明らかにした。今回は，同様な方法を

用いて，市販の豚および牛スライス肉における黄色ブド

ウ球菌の汚染調査と分離株の各種性状を調べた。また直
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接平板培養法と綿棒増価培養法の検出率の比較を行った

ので，その成績も併せて報告する。

Keyword：Staphylococcus　aureus，　fbod　contamlnation，　meat

串1

_戸大学農学部
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鰹ﾁ費経済研究所

　　K句ikawa，　A．，　Satoh，　E．喰1，　Leer，　R．　J．＊2，　Yamamoto，　S．，

　and　Igimi，　S．：Intragastric　immunization　with　re－

　　combin訊nt・乙κ1∂加。鋤∬α～5θ1　expressing　nagellar

　　antigen　confεrs　antibody．independent　protective

　　immunity　againSt甜加。〃θ〃2θ〃ノθ」㎡02　SerOvar

　Enteritidis．

　　レ200加θ，25，3599－3605　（2007）

　Arecombinantゐ3α∂∂βαπ∬α15α’expressing　a　Hagellar

antigen　f士om棚田。〃θ〃∂α1励’α7　serovar　Enteritidis　was

constructed　and　evaluated　as　a　rnucosal　vaccine．　Intragastric

immunization　of　the　recombinant　strain　confbrred　protec－P

tive　immunity　against　52伽α～θZ侮infbction　in　mice．　This

immunization　dld　not　result　in　antigen－specific　antibody　in

either色ces　or　sera　but　induced　the　release　of　IFN－gamma

on　restimulation　of　primed　lymphocytes　ex　vivo．　The　re－

sults　suggested　that　the　protective　ef行cacy　provided　by

flagellin－expressing五．　oβ5α’is　mainly　attributable　to　cell一．

mediated　immune　responses．　In　addition，　an　a〔巧uvant－type

effbct　of　the　antigen　delivery　system　withムα75α’was　also

observed．

Keyword：五∂o！o～短α％～∬α35α’ C　vaccine，　recombinant
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sNo　Quality　of　Lifb，　The　Netherland

　Igarashi　A．，　Ohtsu　S．，　Muroi　M．，　Tanamoto　K：Emects

　of　possible　endocrineαisrupting　chemicak　on

　bacteri劉I　component－induced　activation　of　NF一κB．

　研bZ、階班7η，βα〃29，2120－2122（2006）

　　Ef飴cts　of　thirty－seven　possible　endocrine　disrupting

chemicals（EDCs）on　lipopolysaccharide（LPS）一〇r　bac－

terial　lipopeptide（Pam3CSK4）一induced　activation　of　NF－

kB　were　investibated．　Alachlor，　benomyl，　bisphenol　A，

carbaryl，　kelthane，　kepone，　octachlorostyrene，　pentachlo－

ropheno1，　nonyl　phenol，ρ一〇ctylphenol　and　ziram　inhibited

both　LPS－and　Pam3CSK4－induced　activation　of　NF一κB．

Simazine　inhibited　only　LPS－induced　activation．　On　the

other　hand，　diethylhexyl　adipate　and　4－nitrotoluene　tended

to　enhance　the　activation　induced　by　Pam3CSK4　and　LPS，

respectively．　These　results　indicate　that　some　agrochemi－

cals　have　the　potential　to　inhibit　macrophage　fUnction　and

suggest　that　endocrine　disruptors　may　inHuence　the　devel一
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opment　of　bacterial　infヒctions．

Keywords：Endocrine　disruptors，　NF一κB，　lipopolysaccha－

ride．

　　野田多美枝ゆ、村上光一宰、浜．崎光宏噛、石黒靖尚廓、宮

　原美知子：赤痢菌型鋼検査方法としてのAmplmed

　Fragment　Length　Polymorphism（AFLP）法の有

　用性の検討．

　感染症学雑誌、80，513－521（2006）

　　分子疫学的解析法の一つであるampli飴d倉agment

length　polymorphism（AFLP）法が、赤痢菌に対する型

別方法として有用であるか否かを検討した。赤痢菌51

株を、AFLP法とコリシン型別法およびパルスフィール

ドゲル電気泳動法（PFGE法）の3法で型解し、「型別能

力」、「再現性」、「識別能力」、「解釈の容易さ」および「実

行の容易さ」の5項目について比較を行った。その結果

AFLP法は、聖別能力が100％，識別能力がSimpson’s

Indexにて1．000と優れているは半面、結果の解釈の容易

さ、実行の容易さ、さらに再現性が劣っていることが明

らかになった。このうち再現性は、Arcc株3株について

3回繰り返して全工程を実施し、結果を比較したところ、

AFLP法は株によりDice係数を用いた相似値で81．9％から

90．5％であり、PFGE法の92．3％～100％に比べ劣ってい

．た。しかし、再現性が若干劣っていても系統樹を作成し

てクラ無配ー解析を行うには問題はないと考えられた。

Keywords：5乃」曽曲，　AFLR　bacterial　strain　typing

＊福岡県保健環境研究所

　　Matsutani，　S．：Mechanism　of　the　transcription

　　stimulated　by　the　internal　re窪ion　of　ISI　and　the

　　product　of　the　2・rカ4　gene．

　　μ贋ZL45「1｝ヨ刀5∂o～ブoz750z～β100ノ吻！∂ηゴ五砿。η7θo％加θ，4，

　　321－329　（2006）

　　The．internal　region　of　the　bacterial　insertion　sequence

ISl　acts　as　aα汐一element　to　increase　RNA　synthesis　fヤom

the　ISI　promoter　and　exogenous　promoters　located　up－

stream．　The　product　of　the　8銘4　gene　in　the．酷。加〃酒面

oo〃Ffactor，　works　with　the　ISl　intemal　region　to　stimu．

1ate　transcription．　Here，　it　was　fbund　that　an　ISl．intemal

sequence　cloned　in　the　opposite　orientation　to　the　upstream

promoter　can　also　stimulate　gene　expression．　The　oZ5－

element　sequen6e　which　was　inserted　upstream　of　the　pro－

moter　seemed　not　to　stimulate　transcription．　Furthermore，

two－hybrid　systems　were　constmcted　in．εoo〃，　and　it　was

suggested　that　the　ArtA　protein　participates　in　transcription

initiation，　and　associates　with　the∠丑oo〃RNA　polymerase

alpha　subunit．　It　is　possible　that　ArtA　or　the　protein　it　in一
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teracts　with　binds　to　the　ISl　intemal　region，．即d　helps　to

tether　RNA　polymerase　near　the　promoter．

Keywords＝Eoo〃RNA　polymeras6，　transcfiption　initiation，

transposon

　　工藤由起子，尾上洋一＊1，中川　弘＊2，高橋淳子＊3，小

　　西川ヂ3，高鳥浩介：液卵製造工程のモニタリングに

　　よる微生物的問題点の調査とその改善について。

　　日本食品衛生学会誌，47，l19－126（2006）

　From　Jaunuary　to　November，2003，　bacterial　contamina－

tion　werecontamination　was　surveyed　in　a　small　egg　break－

ing　f吾ctory　that　produced　non　pasteurized　liquid　egg．　Egg

Test　egg　sanlples　were　taken　on仕om　various　stages　of　an

egg　processing　gperation　and　fセqm　the　attached　production

飴cility．甜加。〃θ砺Enteritidis　was　isolated　f㌃om　liquid

egg　yolk　and　liquid．　egg　white　on　October，　but甜加。〃θ幽

was　not　fbund　in　other　all　samples（501iquid　egg　samples，

21containers　and　94　attached　production　f合cilities　and

gloves）．The　data　suggest　that　the　contamination　rate

although（3．8％）　（2／52）is　lower　than　those　in　previous

reports．　of　liquid　eggs　are．contaminated　with　5励ηo〃θ砺，

conlamination　of　the　eggs　with甜加α2θ〃8　is　a　rare　event

in　this　factory．　Bacterial　standard　plate　counts，　gram　posi－

tive　bacterial　counts　and　gram　negative　bacterial　counts

were　also　examined．　Levels　of　bacterial　standard　plate

cqunnts，gram　positive　bacterial　counts　and　gram　negative

bactgrial　counts　I　were　ranged　ffom．during　210g　CFU／g．to

510g　CFU／g，　f｝om　210g　CFU／g　to　310g　CFU／g，丘om　2

10g　CFU／g　to　510g　CFU／g，　respectively．　Liquid　egg　Con－

tainers　containers　fbr　Iiquid　egg　returned　ffom　customers

was　contaminated　withhad　counts　of　bacteria　in　810g　CFU

bacterial　counts／per　a　container．　However，　washing　and　us－

ing　with　sanitizer　contained　sodium　hypochlrorite　reduced

the　bacterial　counts．

Keywords：liquid　egg，甜加。ηθ砺，　bacterial　contamination
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＊2 @（財）東京顕微鏡院
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結椏s健康安全研究センター

　Hara－Kudo，　Y，　Ohtsuka，　K．＊1，0noue，　Y專2，0tomo，　Y率3，

　Furukawa，1零2．，　Yam勾i，　A．，　Segawa，　Y　and　T欲atori，　K．：

　5力加。〃θ伽prevalence，　total　microbial　and　spore

　populations　in　importe“spices　to．Japan．

　Z1わαタ∫ケ。’．，69，2519－2523　（2006）

　Atotal　of　259　samples　of　40　kinds　of　spices　were　tested

R）r5旨加。〃θ血contamination．　As　a　result甜加。ηθ砺en一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

terica　serotypes　W61tevreden　and　Senf㌃enberg　were　isolated
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丘om　a　black　pepper　and　red　pepper　sample，　respectively．

The　contamination　level　was＜30　MPN／lOOg．　Furthermore，

the　bacterial　contamination　was　dete㎜ined　also．　The　mean

aerobic　bacterial　count　was　more　than　5．3910g　cfb／g　in

turmeric，　garam　masala，　curry　powder　and　paprika．　The

mean　bacterial　spore　count　was　more　than　4．3310g　cfh／g

in　turmeric　and　curry　powder．　The　mean　aerobic　bacteriaI

count　in　the　two諏加。ηθ吻一isolated　sanlples　was　6．9310g

cfU／g．　This　study　suggests　that　treatments　to　decrease　patho－

gens　and　fbod　storage　at　lo曽temperature，　including　spices，

are　important　to　control勲”η（加θ盈～in奪ction・

Keywords：甜〃ηoηθ砺；spice；isolation；contamination；pep－

P．e「

寧1

審2

郎3

埼玉県衛生研究所

神奈川県衛生研究所

弘前大学

　　Hara－Kudo，　Y，　Nemoto，ゴ1，0htsuka，　K．＊2，　Segawa，　Y．，

　　Takatori，　K．　K（刀Oima　T．零l　and　Ikedo，　M．’1：Sensitive

　　and　r訊pid　det〔｝ction　of　V¢ro　toxin－producing・E9置

　　酌θ耐、吻co〃　using　Loop－mediated　isotherm謎1

　　ampli骸cation．

　　ノ＝ノ楓θ4ル万αoゐ帽．，56，398－406　（2007）．

　　Wεdeveloped　a　loop－mediated　isothermal　amplification

（LAMP）assay　to　rapidly　detect　V6ro　toxin（VT）一pro－

ducing盈（カθ〃励1詮ooガrapidly（within　60　min）．The　24

strains　of　VT－producing五〇〇万were　succes＄fUIIy　ampli一

五ed，　but　not　6　strains　of　non－VT－producing万．　ooノ！were

not，　nor　were　and　46　bacterial　species　other　than五〇〇〃．．

The　sensitivity　of　the　LAMP　assay　was　fbund　to　be＞0．7

cf》test　using　serogroups　O157，026　and　Olll　of　VT－pro－

ducing∠見　oo〃；this　sensitivity　is　greater　than　that　obtained

by　polymerase　chain　reaction．（PCR）assay．　Furthermore，

・the　LAMP　assay　was　examined．　fbr　its　ability　to　detect

VT－producing五〇〇〃in　fbod　because　of　the　dif石culty　of

detection　in　fbod．　The　recovery　of　VT－producing　E　oo〃

by　LAMP　assay丘Qm　beef　and　radish　sprouts　inoculated

with　the　pathogen　was　high，　similar　to　that　obtained　us－

ing　culture　methods　with　direct　plating　and／or　plating　after

immuno－magnetic　separation，　Although　PCR　assay　was　un－

able　to　recover　VT－producing五〇〇〃ffom　half　of　the　rad－

ish　samples，　LAMP　assay　was　successfUI　in　most　samples．

In　addition，　VT・producing　E　oo万was　successfhlly　detected

in　cultures　of　the　beef　samples　by　LAMP　assa呂but　not　by

the　culture　method．　The　LAMP　products　in　naturally－con－

taminated　beef　samples　were　analyzed　to　confirm　the　spe－

cific　amplification　of　the　VT　gene，　and　were　fbund　to　show

表　（原　著　論　文　） 225

aspecific　ladder　band　patte皿on　agar　gel　af辻er　electropho－

resis．　Additionally　the　sequences　of　the　LAMP　products

were　coincided　well　with　the　expected　sequences　of　the　VT

gene．　These　results　indicate　that　the　proposed　LAMP　assay

is　a　rapid，　specific　and　sensitive　method　of　detecting　the

VT・producing　E　oo1～．　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

Keywords：vero　toxin－producing．800〃，　LAM且rapid，　sen－

sitive，　detection
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　　Takahashi，　H．，　Konuma，　H．零l　and　Hara－Kudo，　Y．：De－

　　velopment　of　a　quantitative　re訊1－time　polymerase

　　chain　reaction　method　to　enumerate　total　bacte－

　　rial　count　in　ready－to－eat伯ruits劉n〔1　vegetables．

　Z掬ooア魚。’．，69，2504－2508　（2006）

　　Anewly　developed　real－time　PCR　assay　rapidly　quanti一

幕es　the　total　bacterial　numbers　in　contaminating　ready。to－

eat　vegetables　and　ffuits　as　compared　to　the　standard　plate

count　method．　Primers　targeting　the　rpoB　gene，　that　en－

codes　fbr　the　β一subunit　of　the　bacterial　RNA　polymerase，

common　to　most　bacterial　species　was　used　instead　of　the

16S　rRNA　gene　that　has　multiple　copies　and　varies　among

bacterial　species．　A　primer　pair　specific　fbr　rpoB　was　con一

丘rmed　to　amplify　rpoB　in　wide－range　of　bacterial　species

by　using　49　strains　isolated　f㌃om　five　kinds　of　f｝uits　and

vegetable5．　Wεpurchased　ffuits　and　vegetables　f㌃om　retail

shops　and　enumerated　the　bacteria　associated　with　them

using　the　real－time　PCR　and　compared　this　to　the　number

fbundやy　the　culture　method．　We　fbund　a　high　correlation

between　the　threshold　FCR　cycle　number　when　compared

to　the　plate　count　culture　numbeL　Further，　the　predominant

bacterial　flora　detected　by　the　culture　method　was　compared

with　those　detected　by　the　rea1－time　PCR　assay　using　a

denaturing　gradient　gel　electrophoresis・analysis．　The　results

hom　the　two　methods　were　almost　identica1．　The．rea1－time

PCR．　assay　developed　in　this　study　can　enumerate　the　dom－

inant　bacterial　species　in　ready－to－eat　fhlits　and　vegetables．

Keywords：real－time　PCR，　quantification，　bacterial　count，

ready－to－eat，　vegetable

q　東海大学

Y6neyama，　N喰1，　Hara－Kudo，　Y　and　Kumagai，　S．寧1：E仁

fbcts　of　keat－degraded　sugars　on　survival　and

growth　ofレZウ月loρ2■2〃2θ〃7阿り！漉〃5　and　other

bacteria．

Z、肋ooアノケ。’．，70，373－377　（2007）　　　　　　　・
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　　We　studied　the．e飾cts　of　autoclaved（121。C，15　min）

sugar　solutions　on　the　survival　and　growth　of伽oρ躍一

ゐβθ加。卿加5and　other　bacteria．　The　growth　and　survival

ofヒρ㎜加e㌍o伽切5　in　Luria－Bertani　media　and　phQs－

phate　buf艶r，　respectively，　were　lnhibited　by　the　a．ddition

of　D－glucose　autoclaved　in　pH　8．O　phosphate　buffbr．　The

bactericidal　ef琵ct　of　autoclaved　D－glucose　Was　very　small

when　autoclaved　in　pH　7．O　hosphate　buffbr，　but　larger　efし

f6cts　were　observed　when　autoclaved　in　the　buf驚r　at　an

alkaline　pH．　The　autoclaving　of　D－glucose　in　CH3COONa，

NaHCO3，　and　Na2HPO4　solutions　at　pH　7．6　to　8．5　also

generated　bactericidal　effbcts，　but　it　was　not　the　case　when

D－glucose　was　autoclaved　in　Na2SO4，（NH4）2SO4，0r

NH4Cl　solution　at　p］日［8．0．　The　same　e侮cts　as　autoclaved

D－glucose　were　observed　in　autoclaved　lactose，　Dffuctose，

and　D－ribose．　The　bactericidal　ef艶cts　of　autoclaved　D－

glucose　were　also　noted　in甜伽α7θ砺Enteritidis，　Listeria

monocytogenes，　and　E．　coli　strains，　but　the　effbcts　were

smaller　than　those　seen　in　Ko∂励βαηo加b〃5　andγ昭み

η砒雌．The　growth　ofγ岬励8αηo伽b∬in　clam　extrac止s

was　also　inhibited　by　the　addition　of　autoclaved　D．giucose，

indicating　that　heat－treated　reduced　sugars　can　exert　bacteri－

cidal　ef驚cts　in　fbods．

Keywords：防Zwbρ8渤β㎝o加ヒ認，　sugaらsurvival，　growth
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　　Goto，　M．＊1，　Takahashi，　H．，　Segawa，　Y，　Hayashidani，

　　H．寧2，Takatori，　K．　and　Hara－Kudo，　Y：Real－time　PCR

　　method　fbr　quantification　of　5切ρ々吻ωぐ。〃52〃一

　　π脚in　milk．

　　．ノ：ノリ。（1．翫。’．，70，90－96　（2007）

　　Areproducible　real－time　PCR　method　that　targets　the

putative　transcriptional　regulator　gene　of　8吻如1∂oooc〃5

3〃κ召5was　developed　to　quantify　this　microorganism　in．

milk　samples．　On　the　basis　of　partial　sequences　of　this

gene　determined　f士om　8β脚〃5　strains，　we　designed　the

specific　primers　and　probe　fbr　use　in　a　quantitative　PCR

assay．　These　speci且cities　were　conn㎜ed　with　25　strains　of

3βαだ僻and　35　strains　of　other　bacteria．　A　real－time　PCR

assay　with　serial　I　O－fbld　dilutions　of　purified　DNA　and

pure　culture　was　conducted．　It　was　possible　to　construct

standard　curves　with　a　high　correlation　coe箭cient（r2＝

0．99）in　the　range　of　50　ng　to　50．　f暮fbr　purified　DNA

and　107　to　101　CFU／ml　fbr　a　pure　culture．　The　construct－

ed　standard　curve　fbr血ilk　samples　was　similar　to　that　R）r

the　pure　culture，　and　the　quantiβcation　of　5二β撚9〃5　in　the

．range　of　107　to　lOI　CFU／ml　was　possible．　Moreover，　to
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determine　how　our　real－time　PCR　method　would　per茸）rm

under　actual　analytica1．bondition5，　we　quantified　the　DNA

倉om　58脚∬after　two　types　of　heat　treatments　were　used

R）rthe　pasteurization　of　milk．　The　anlount　of　DNA　fbund

was　a価cted　a食er　heat　treatment　at　63℃負）r　301nin（low－

temperature　long－time　method）but　not　at　72℃fbr　l　5　s

（high－temperature　short－time　method），The　results　indicate

that　the　real－time　PCR　method　developed　in　this　study　is

ef琵ctive　fbr　monitoring　3β脚〃5　contamination　in　milk

because　of　its　high　specificity　and　sensitivity．

Keywords：real－time　PCR，　quantification，伽p毎ノboooω5

∂ακ雌，milk
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結梍_工大学

　　酒井綾子、尾関由姫恵1、佐々木洋介窄2、鈴木千尋、増

　　井康子、相原真紀、菊池　裕、高鳥浩介：DNA塩基

　　配列を利用した真菌の同定：国産玄米から分離された

　動”が〃1ηの種レベルの同定．

　　食品衛生学雑誌，47，268－276（2006）

　　国産玄米から分離したFusariumを材料としてDNA塩基

配列による真菌の同定を行い，その実践上の有用性と

限界について検討した．rRNA遺伝子内に存在する3領

域，D2，　ITS　1およびITS2の塩基配列を解読し，米国の

NCBIが管理するGenBankデータベースに登録されている

DNA塩基配列と照合した．　D2領域については，　Applied

　　Biosystems　Fungal　Libralyとも照合した．　Fusariumを種

レベルで同定または推定するには，少なくとも3領域す

べてをデータベースと照合する必要があった．今回同定

に供した株の約半数は，塩基配列のみから種の同定が可

能であった．残りの株は，1株を除いて，DNA塩基配列

に基づいて候補となる種を絞ることができ，形態学的手

法による同定が容易になった．

Keywords：fUngal　identification，　DNA　sequence，　Fusarium
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i社）日本海事検定協会食品衛生分析センター

　　Maragos，　C．M．壌1，　Busman，M．＊1，　and　Sugita－Konishi，Y．

　　：Production劉n〔1　characterization　of　a　monoclonal

　　antibody　th飢cross－reacts　with　the　mycotoxins

　　niva］enol　and　4一〔1eoxynivalenoL

　1わ。ゴノ16配が々e昭3朋ゴ。ヒ）1～勿1ηZη∂η応，23　（8）　，816－825

　　（2006）

　　Nivalenol（NIV）is　a　mycotoxin　produced　by　certain

hmgi　that　are　pathogenic　to　important　cereal　crops，　in　par－

ticular　maize，　wheat，　and　barley，　This　toxin，3α，4β，7α，

15－tetrahydroxy－12，13－epoxytrichothec－9－en－8－one，　is　fbund
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worldwide　and　is　closely　related　to　4－deoxynivalenol（DON

or　vomitoxin）amycotoxin　associated　with　outbreaks　of

Fusarium　Head　Blight　in　North　America．　Literature　on　the

toxicity　of　NIV　suggests　it　is　similar，　if　not　more　toxic，

than　DON　Despite　the　development　of　rapid　immunologi－

cally－based　assays　fbr　detecting　DON，　such　assays　have　not

exr
奄唐狽?п@fbr　detecting　NIV　without　chemical　modification

of　the　analyte．　This　report　describes　the　development　of　a

monoclonal　antibody（Mab）using　a　NIV－glycine　protein

col加gate．　The　Mab　is　specinc　fbr　an　acetylated　fbrm　of

DON（3－Ac－DON）and　cross　rea6ts　with　both　DON　and

NIV　at　relevant　concentrations　without　the　need　to　chemi－

cally　modify　the　toxin．　In　an　competitive　indirect（CI）

ELISA　fbrmat　the　concentrations　of　toxins　able　to　inhibit

color　development　by　50％（IC50）were　1．7　ng　Inl－1，15．8

ng　ml－1，275　ng　ml－1，68．9　ng　ml－1，　and　l740　ng　ml－1

負）rthe　mycotoxins　3－Ac－DON，　DON，　NIV；15－Ac－DON，．

and　fUsarenon－X　respectively．　The　antibody　was　also　used

to　develop　a　competitive　direct（CD）ELISA　fbr　DON　and

NIV；with　IC50’sof　l65　ng　m1－1（DON）and　33，4　ng

ml－1（NIV）．These　assays　are　capable　of　detecting　both

DON　and　NIV　simultaneousl第aproperty　that　may　be　use一

蝕1in　regions　where　these　toxins．　co－occur　or　in　fbrmats，

such　as　immunoaffinity　columns，　where　co。isolation　of　both

toxins　is　desirable．

Keywords：nivalenol，　deoxynivalenol，　antibody

噛l

lycotoxin　Research　Unit，．USDA－ARS－NCAUR，1815　N，

University　St．，　peoria，　Illinois，61604　USA

　　Sugita－Konishi，　Y．，　Nakajima，　M．零1，　Stabata，　S．＝2，

　　Ishikuro，　E．“3，　Tanaka，　T．＊4，　Narozuki，H．零5，　Itoh，　Y，

　　Aoyama，　K卓5，　F両ita，K．＊6，　Kai，　S．フ，　Kumagai，　S．＊8：

　　Occurrence　of　Anatoxins，　Ochratoxin　A　anαFu－

　　monisins　in　Retailed　Foods　in　J叩an．

　ノ＝1boゴ∫ケ。むρカ’o〃，69　（9）　，1365－1370　（2006）

　　We　conducted　a　survey　of　Aflatoxin　Bl（AFBl），

B2（AFB2），G1（AFGI），G2　（AFG2），Ochratoxin

A（OTA），Fumonisln　Bl（FBl），B2（FB2）and　B2

（FB3）contaminations　in　various　fbods　retailed　in　Japan

in　2004－2005．　The　mycotoxins　were　analyzed　by　HPLC，

LC／MS　or　HPTLC．　A且atoxin　was　detected　in　lO　out　of

21peanut　butter　samples，　the　highest　level　of　AFB　l　being

2．59μg／kg．　Afiatoxin　contamination　was　not　observed　in

other　corn　products，　com，　peanuts，　buckwheat　flour，　dried

buckwheat　noodle，　rice　and　sesame　oil．　OTA　was　detected

in　oatmeal，　wheat　flour，　rye，　buckwheat　flour，　raw　coffヒe，

roasted　cof琵e，　raisin，　beer　and　wine，　but　not　in　rice，　com

表（原著論文） 227

products．　OTA　Ievels　in　detected　samples　were　below　O．8

μg／kg．　Fumonisins　were　detected　in　popcom，　fヤozen　com，

corn　nake　and　com　grits．　Highest　levels　in　these　samples

were　354．0，94．O　and　64．0μg／kg，　resp6ctively，　fbr　FBI，

FB2　and　FB3．

Key　words：total　aflatoxin，　ochratoxin　A，　total　fUmonisin
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結梠蜉w大学院

　　Sugita－Konishi，Y，　Tanaka，，T！1，　Nak灸iima，M．零2，　F可ita，

　　K寧3，Norizuki，　H．寧4，　Mochizuki，　N．寧5，Takatori，　K．：The

　　Comparison　of　two　clean－up　Proceαures，　multi－

　　functional　column　and　immunoαffinity　column，

　　for　HPLC　determination　of　ochmtoxin　A　in　cere－

　　als，　raisins　and　green　coffee　beans．

　　1ヵ」珍刀左～，69，650＿655　（2006）

　　To　evaluate　an　clean。up　卑ethod　of　detecting　ochratoxin

A（OTA）by　HPLC，　the　performances　of　two　different

clean－up　columns，　an　immunoamnity　column　and　a　mul－

tifhntional　column　were　compared　in　an　inter－laboratory

study．　As　samples，．un－contaminated　wheat，　corn　grits，

green　coffbe　beans　and　naturally　contaminated　raisin～were

used．　The　recoVery　test　was　perfbrmed　at　two　diffbrent

concentra亡ions　of　OTA．（0．5　ド9／kg　and　5．0　ド9／kg）　except

R）rnaturally　contaminated　raisins．　Using　the　immunoamn－

ity　column，　the　recovery　rates，　and　relative　standard　devia－

tions　fbr　repeatability（RSDr）and　reproducibility（RSDR）

R）rwheat，　corn　grits　and　green　coffbe　beans　ranged　59．0

－85．8％，4．2－7．8％and　22．9－29．2％，　respectively．　For

naturally　contaminated　raisins，　recovery，　RSDr　and　RSDR

were　84．1％，1．8％and　5」％，　respectively．　Using　the

multifunctional　column，　the　recovery　rates，　RSDr　and

　　　　　コ
RSDR　fbr　wheat，　com　grits　and　green　co晩e　beans　ranged

80．8　＿185．0％，0．7－6．9％and　l　5．2－33．9％，　respectively，

For　naturally　contaminated　raisins，　the　recovery，　RSDr　and

RSDR　were　l28．7％，1．1％and　3．7％，　respectively．　The

results　suggest　that　a　multifunctional　column　could　be　used

to　detect　OTA　in　wheat　and　com　grits　at　a　concentration　as

low　as　O．5μg／kg，　however　it　was　difficult　to　detect　OTA

in　green　coffbe　beans　and　raisins　at　such　a　low　level」Al－

though　an　immunoaffinity　column　could　be　used　fbr　all
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the　test　samples　in　this　study丘om　a　low　level　to　a　high

level，　the　recovery　rates　were　lower　than　with　a　multifhnc－

tiOnal　COIUmn．

Key　words：Ochratoxin　A；immunoaffinity　column；multi．

食1nctional　column
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　　Sugita－Konishi，Y．，　Bong　Joo　Park，　B．J．，　Kazuo　Ko－

　　bayashi－Hattori，K，＊1，Tanaka，T．＊2，　Chonan，　T．寧3，　Yo－

　　shikawa，　K．＊1，　Kumagai，　S．ゆ4：Effect　of　Cooking

　　Process　on　the　Deoxynivalenol　Content　and　its

Subsequent　Cytotoxicity　in　Wheat　Products．

　β∫050〆．βノ。’θoZ～刀。／1βノoo乃㎝．，70　（7）　，　1764－1768

　　（2006）

　　The　retention　of　deoxynivalenol　in　noodles　and　bread

made　ffom　naturally－contaminated　flour　was　examined　by

achemical　analysis（HPLC）and　bioassays．　The　reten－

tion　level　of　deoxynivalenol　obtained　ffom　both　assays　was

reduced　by　boiling　Process，　although　only　the　bioassays

showed　it　to　have　been　reduced　by　baking．　This　s亡udy　ls

the　first　to　estimate　the　exposure　to　deoxynivalenol　ffom

the　consumption　of　the且nal　products　of　wheat　flour　in　Ja－

pan・

Key　words：bread；cytotoxicity；． р?盾?凾獅奄魔≠撃?獅盾戟Ghigh－per一

拓㎜ance　Iiquid　chromatography；noodle
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　　Fukuhara，　K．，　Oikawa，　S．零1，　Hakota，　N．富1，　Sakai，　Yホ2，．　Hi－

　　raku，　Y＊1，　Shoda，　T．，　Saito，　S．＊2，　Miyata，　N寧3，　Kawanishi，

　　S。＋，Okuda，　H．：9－Nitroanthmcene　Deriv飢ive　as　a

　　Prec血rsor　of　Anthraquinone　for　Photodynamic

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　Therapy．

　酬oo磐枕。しα～砺．，15，3869－3873　（2007）

　　Anthraquinones　are　typical　photosensitizers　used　in　pho－

todynamic　therapy（PDT）．However，　systemic　toxicity　is

am幻or　problem　f～）r　anthraquinones　due　to　their　ability　not

only　to　bind　DNA　but　also　to　cause　oxidative　stress　even

without　photoirradiation．　To　avoid　such　disadvantages　in

cancer　therapy，　we　designed　and　synthesised　a　povel　9－ni－

troanthracene　dprivative（9NA）as　a　precursor　of　anthraqui一

衛 研 報 第．125号（2007）

none．　Under　photoirradiation，9NA　is　converted　into　3n－

thraquinohe　via　generation　of　nitric　oxide　as　confirmed　by

ESR．　Under　irradiation，　strong　DNA　cleavage　specifically　at

guanine　under　photoirradiation　was　observed，中aracteristic

of　DNA－cleaving　reactions　by　photoirradiated　anthraqui－

nones．　W6　propose　development　of　gNA　as　an　alternative

approach　towards　PDT　that　reduces　the　systemic　toxicity　of

anthraquinone．

Key　words：photodynamic　therapy，　anthraquinone，　nitroan－

thracene
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　　Suhara，　Y寧1，　Kurihara，　M．，．Kittaka，　Aご2，　Ichikawa，　Y寧1：

　　Emcient　synthesis　of　carbopeptoid　oligomers　an“

　　their　COn血rmatiOnal　StUdieS．

　　π航跡。η，62，8207－8217　（2006）

　　The　ready　access　to　a　new　class　of　carbohydrate　mimet－

ics　was　demonstrated　by　the．synthesis　of　tetrameric　car－

bopeptoids，　in　which　glycosidic　bonds　were　replaced　with

amide　linkages．　Wεherein　describe　the　detailed　synthetis

method　ofβ（1→2）一andβ（1→6）一1inked　carbopep亡oids

startin含f廿om　each　d－glucosamine　and　d－glucose　derivative．

The　building　blocks　were　polymerized　using　BOP　reagent

and　DIEA　to恥㎜ahomooligomer，　These　produced　carbo－

peptoids　are　resistant　to　glycosidases　and　have　interesting

biological　actlvity．　With　conR）rmational　analysis　by　mo－

1㏄ular　modeling　calculation，　β　（r→2）一hnked　decamer

showed　a　typical　l6－helix　fbrm　as　a　mimic　ofβ一peptide．

Therefbre，　our　polysaccharide　analogues　have　potential　as

peptide　fbldamers．

Key　words：carbopeptoid，16－helix
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　　Fujishima，　T．零1，　Tsutsumi，　R．率2，　Negishi，　Y．＊3，　Fu－

　jii，　S．81，　Takayama，　H．’2，　Kittaka，　A．＊2，　Kurihara，　M．：

　　Methy1－introduceαA－ring　analogues　of　1α，25－

　　dihyαroxyvimmin　D3：synthesis劉nd　biological

　　ev訊IU劉tion．

　／1η々’α～刀躍ノ～θダ．，26，2633－2636　（2006）

　　The　hormonally－active　metabolite　of　vitamin　D，1α，25－

dihydroxyvitamin．D3，　has　a　wide　variety　of　biological　activ－

ities，　which　makes　it　a　promising　therapeutic　agent　fbr　the

treatment　of　cancer，．　pgoriasis　and　osteoporosis．　Insights　into
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the　structure－activity　relationships　of　the　A－ring　of　l　are

needed　to　assist　the　development　of　more　potent　and　selec．

tive　analogues，　as　well　as　to　define　the　molecular　mode　of

action．　All　possible　A－ring　stereoisomers　of　2－methyl－1，25－

dihydroxyvitamin　D3　and　2，2－dimethyl－1，25－dihydroxyvi－

tamin　D3，　which　diffbr　in　stereochemistry　at　the　C　l一，　C2－

and　C3－pbsitions，　were　designed　and　e伍ciently　synthesized

by　employing　the　convergent、method，　Biological　evaluation

of　the　analogues，　in　terms　of　the　vitamin　D　receptor－bind－

ing　affinity　and　HL－60　cell　dif驚rentiation－inducing　activity；

as　well　as　the　transcriptional　potency　in　ROS　17／2．8　cells，

revealed　the　importance　of　substituents　at　the　C2－position

ln　Certaln　OrlentatlOnS．

Key　words：Vitamins，　hormones，　receptors，　chemical　syn－

thesis
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　　Sugiyama，　T．掌1，　Imamura，　Y’1，　Hakamata，　W．，　Kurihara，

　　M．，Kittaka，　A．零2：Sequence－specific　recognition　of

　　double－stranded　DNA　by　cooperative　stmnd　inva－

　　sion．

　　／＞カclb∫o／1　c傭5吻。甜’㎜5b／7’ε5，50，157－158　（2006）

　　Aremarkable色ature　of　peptide　nucleic　acid（PNA）is

it＄ability　to　recognize　some　sequences　within　duplex　DNA

by　strand　invasion．　In　order止。　improve　binding　properties

of　PNA　triplex　invasion，　we　tested　the　effセct　of　cooperativ－

ity　on　the　sequence　specificity．　A　PNA　targeting　six　bases

within　duplex　DNA　stringently　recognized　l　2　base－pair　ho－

mopurine　site　at　a　single　base　leveL

Key　words：cooperative　strand　invasion，　peptide　nucleic

acid
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　　Demizu，　Y＊1，　Tanaka，　M．寧1，　Nagano，　M．串1，　Kurihara，　M．，

　　Doi，　M．寧2，　Maruyama，　T．＊3，　Suemune，　H．81：Controlling

　　310－hehx翻nd　Q←helix　of　short　peptides　in　the　solid

　　state．

　　0う㎝．ノ菊8㎜．βα〃．55，840－842　（2007）

　　L－Leu　hexapeptide　containingα一aminoisobutyric　acid

（Aib）fbrms　a　right－handed（P）310－helix，　whereas　that

containing　cyclic　alpha，alpha－disubstituted　amino　acid　Ac－

5cdOM　assumes　a　right－handed（P）　α一helix　in　the　solid

state．

Key　words：α，α一disubstituted　amino　acid，　peptide；helix，
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confbrmation，　secondary　stmcture
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　　Hakamata，　W．，　Muroi　M．亭1，　Nishio，　T。82，0ku，　T．卓2，

　　Takatsuki，　A．’3，0sada，　Hq，　Fukuhara，　K．，　Okuda，　H．，

　　Kurihara，　M．：N一正i眺ed　oligosaccharide　processing

　　enzymes　as　molecular　targets　fbrαrug　discovery．

　　Z4酬0ヶじαrα’．，53，149．154（2006）

　　N－Linked　oligosaccharide　processing　enzymes　are　key

enzymes　in　the　biosynthesis　of　N－linked　oligosaccharides．

These　enzymes　are　a　molecular　target　fbr　inhibition　by　an－

ti－viral　agents　that　inter艶re　with　the飴㎜ation　of　essential

glycoproteins　required　in　viral　assembly；secretion　and　in一

飴ctivity．　Wεthink　that　the　molecular　recognition　of　three

kinds　of　glucosidases（魚mily　l　3　and　family　31α一glucosi－

dases　and　endoplasmic　reticulum　glucosidases）are　diffbr－

ent．　Therefbre，　glycon　and　aglycon　specificity　profiling　of

glucosidases　was　an　important　approach　fbr　the　research　of

glucosidase　inhibitors．　V＞b　carried　out　the　profiling　of　glu－

cosidases　using　small　molecules　as　a　probe．　Moreover，　we

designed　and　synthesized　three　types　of　glucosidas旨e　inhibi－

tors．　These　compounds　were　evaluated　with　Iegard　to　their

ability　to　inhibit　glucosidases　in　vitro，　and　were　also　tested

in　a　cell　culture　system．　W6　fbund　some　compounds　hav一．

ing　glucosidase　inhibitory　activity　and　anti－viral　activity．

Key　words：α・glucosidases，　ER　glucosidases，　inhibitor，　anti－

Viral　aCtiVity
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　　Hakamata，　W．，　Yamamoto，　E．寧1，　Muroi，　M．卓2，　Mochizuki，

　　M．零1，Kurihara，　M．，　Okuda，　H．，　Fukuhara，　K．：Design

　　and　synthesis　ofα一91ucosiαase　inhibitor　having

　　DNA　cleaving　activity．

　ノ1ノ伽　0加05α’．，53，255－260　（2006）

　　Apoptosis，　or　programmed　cell　death，　is　a　mechanism　by

which　cells　undergo　death　to　control　cell　prolifbration　or　in

response　to　DNA　damage．　The　present　study　was　designed

to　explore　small　molecule　apoptosi3　inducer　fbr　antitumor

agent．　The　synthesis　of　4－sulfbnylpheny1α一D－glucopyra－

noside　derivatives　1－6　and　4一（sulfbnylamino）phenylα

一D－glucopyranoside　derivatives　7－12，　endoplasmic　reticulum

（ER）一targeted　small　molecules　that　design　fbr　the　purpose

of　apoptosis　inducer　f㌃om　ER　stress　by　ER　glucosidase　in一
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hibition　and　DNA　damage，　are　described．　Compounds　6

and　l　2，　with　a　terminal　2－naphthyl　group，　indicated　inhibi－

tions　of〔》glucosidases　f㌃om　S．　cerevisiae（IC50＝51．7μM

and　IC50＝74．1μM）and　B．　stearothermophilus（IC50

；60，1μMand　IC50＝89，1μM）．Moreover，　compound

12strongly　induced　the　DNA　strand　breakage　condition．

When　compounds　l－12　were　assayed　fbr　their　ability　to

量nhibit　processing　by　glucosidases　at　the　cellular　level，　no

ef驚cts　on　glycoprotein　processing　were　observed．

Key　words：α一glucosidase，　inhibitor，　DNA　cleavage，　ER
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揄ｻ学研究所

　　Hama，　M．＊1，　Tanaka，　M．＊1，　Y6shida，　Y＊1，　Demizu，　Y率1，

　　Kurihara，　M．，　Suemune，　H．＊1：Synthesis　of　optic劉11y

　　active　cyclicα，α一disubstituteαamino　aciαs　by

　　enzymatic　kinetic　resolution　and　confbrmational．

　　analysis　of　their　peptides．

　∫句。掘θ5冨α10θ200439　（2006）

　　Optically　activeα，α一disubstituted　amino　acid　is　use一

㎞lfbr　control　of　the　sgcondary　structure　of　peptides．　We

have　previously　reported　the　synthesis　of　chiral　cyclicα，α

一disubstituted　amino　acid；（3R，4R）一1－amino－3，4－dimethoxy－

cyclopentanecarboxylic　acid；（R，R）一Ac5cdioM，　starting　f㌃om

dimethyl　L一（＋）一tartrate　as　a　chiral　resource．　Herein　we

studied　the　syntheses　of　optically　active　cyclicα，α一disubsti－

tuted　amino　acids　by　enzymatic　kinetic　resolution　as　a　key

step，　and　con免㎜ational　analysis　of　their　peptides，　Sta實ing

丘om　dimethyl　malonate，　we　prepared　cycloalkene　diesters

by　bisalkylation，　and　subsequent　olefin　metathesis　reaction

using　Grubbs－catalyst．　Epoxidation　of　olefin，　fbllowed　by

acidic　hydrolysis　gave　racemic　cycloalkane－1，2－diols　bear－

ing　diester，　Kinetic　resolution　using　lipase－catalyzed　trans－

esterification　in　organic　solvent　affbrded　optically　active

cycloalkane－1，2－diols．　The　optically　active　cycloalkane－1，2－

diols　could　be　converted　into　the　chiral　cyclicα，α。disub－

stituted　amino　acids　by　protection　of．　alcohol，　hydrolysis　of

monoester，　and　subsequent　Curtius　rearrangement．．

Key　words：peptide，α，α一disubstituted　amino　acid，　confbr－

mational　analysis
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Kurihara，　M．，　Sato，　Y，　Hakamata，　W．，　Okuda，　H．，　Na－

gano，　M．掌1，　Ham． ＝C　M．串1，　Demizu，　Y．串1，　Doi，　M．零2，

丁田naka，　M．＊1，　Suemune，　H．＊1：Computational　study

on　helical　structures　of　oligopeptides　containing

研 報 第125号（2007）

　　chiral　cyclicαp←disubstituted（mmino　acids．．

　1℃ρ々届θ5冨α10θ2006，88　（2006）

　　Prediction　of　the　confbrmation　of　peptides　using　compu－

tational　simulation　is　an　interesting　challenge　fbr　the　design

of　fUnctionalized　and　bioactive　peptides．　We　have　shown

the　Monte　Carlo　confbrmational　search　using肋αoMo謝

is　use佃拓r　con鉛㎜ational　study　of　oligopeptides　prepared

倉omα，α一disubstitutedα一amino　acids．　Moreover，　we　have

studied　confbnnational　analysis　of　oligopeptides　containing

chiralα，α一disubstituted　α一amino　acids　to　predict　the　heli－

cal　screw　sense　of　helical　stnlctures（α一helix，310．helix）．

Here　we　report　computational　study　on　confbrmation　of

oligopeptides　containing　cyclicα，α一disubstitutedα一amino

acids』with　side－chain　chiral　centers．

Key　words；peptide，　computational　study，　confbrmational

search，　helical． 唐狽窒浮モ狽浮窒
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繽B大学大学院
＊2

蜊纐�ﾈ大学

肱・・k・，M∴N・g・n・，．M．＊1，H・m・，M∴K・w・b・，N．寧1，

　　Demizu，　Y＊1，　Kurihara，　M．，　Doi，　M．ホ2，　Suemune，　H．零1：

　　Cbntrolling　helic訊l　secondary　structures　by　cyclic

　　α，α一disubstituted　amino　acids　having　side－chain

　　chiral　centers．

　1勾。掘θ5ヒZθηoθ2006㍉135　（2006）

　．Helical－screw　handedness　in　proteins　is　believed　to　be

controlled　by　asymmetric　centers　at　theα一position　of　L一α

一amino　acids．　Recently，　we　have　reported　that　the　side－

chain　chiral　centers　of　chiral　cyclicα，α一disubstituted　amino

acid（S，S）一Ac5cdOM　af陀cted　the　helical　secondary　struc－

ture　of　its　peptides，　and　the　helical－screw　direction　could

be　controlled　without　a　chiral　center　at　theα一carbon　atom．

Also，　we　have　reported　that　hexapeptides　composed　of　chi－

ral　bicyclicα，α一disubstituted　amino　acid（R，R）ξAb（5，6）

cfbrmed　both　diastereomeric　right－handed（P）and　lefト

handed（M）helices．　In　the　hexapeptide，　there　are　twelve

chiral　centers　at　the　sid骨chain，　but　the　helical－screw　hand－

edness　can　not　be　controlled．　These　results　indicated　that

the　side－chain　chiral　environments　are　important負）r　control

of　the　helical－screw　sense　of　peptides．　Thus，　we　planned

to　synthesize　various　chiral　cyclicα，α一disubstituted　amino

acids，　and　study　the　secondary　structures　of　their　peptides．

The　presentation　will　include　new　results，　which　have　not

been　published，

Key　words：peptide，α，α一disubstituted　amino　acid，　confbr－

matiOnal　analySiS
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η大阪薬科大学

　　Soyama，　A．，　Saito，　Y，　Kubo，　T．，　Miy句ima，　A．，　Ohno，

　　Y，Komamura，　K！1，　Ueno，　K．亨2，　Kamakura，　S．＊1，　Ki－

　　takaze，　M．寧1，　Tomoike，　H．“1，0zawa，　S．　and　Sawada，

　　J．：Se叫uence層b紐sed　analysis　of　the　O四2Z）グ36－

　　6四2刀6門1〃tandem－type　arrangement，　a　major

　　OI？2Z♪6堺10　haplotype　in　the　Japanese　popular

　　tion．

　0躍8ル1b彪わ．搦∂㎜βoo㎞θ’．，21，208－216（2006）

　　The　fセequency　of　the　O｝俄2Zフ8／0　allele　（100C＞T）　in

the　Japanサse　is　relatively　high（0．3－0．4），and　the　two

＊10－related　genes，　Chl　（currently寧／08）and　Ch2　（ワ6）　，

and　their　tandem　arrangement　Ch（2）一Ch（1）（つ6宰ノ08）

have　been　reported．　Although　the　tandem　fbrm　ofワ6二串ノO

is　assumed　to　be　a　nl切or　fbrm，　no　detailed　infb㎝ation　has

been　repo球ed　fbr　its　intervening　and　flanking　regions．　Thus

in　this　study，　the　tandem－type　36一噛／0B　and　the　single－

type　／0　were　analyzed　by　Iong－range　PCR　and　sequencing

of　the　subsequent　nested　PCR　products．　The　sequence　of

the　entire汐6一＊／0　region　conflrmed　the　recombination　of

Om2Z）810　with　CYP2D7P　AIso，　we　fbund　that　most　of

　　　ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ

the　108－harboring　haplotypes　have　the　upstream　36　gene

and　that　the　majority　of　the　remaining　haplotypes　are　the

　　　　　　　　　ゆsingle－type　／08，　Haplotype丘equencies　of由e　single－type

ホ10andワ6二噛／0B　were　O．06　and　O30，　respectively，　in　the

su切ects　analy2ed．　Additionally，　several　novel　single　nucle．

otide　polymorphisms（SNPs）were　fb口nd　in　theヲ6　region

and　several汐6　haplotypes　were　identified．　This　sequence

infbrmation　is　an　important　addition　to　the　CYP2D6　se－

quence　data　that　was　obtained　by　the　human　genome　pr（オー

ect．

Keywords：geneic．　polymorphism，　CYP2D6，　Japanese
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η新潟薬科大学

　　Fukushima－Uesaka，　H、，　Saito，　Y，　Maekawa，　K．，　Saeki，　M．，

　　Kamatani，　N．翠1，　K句io，　H．ホ2，　Kuzuya，　N．率2，　Yasudal　K．＊2

　　and　Sawada，　J．：Novel　genetic　variations　an｛1　haplo－

　　types　of　hep3tocyte　nuclear　factor　4α　（1隅4）

　　fbund　in　J訊panese　type　II　diabetic　patients．

　」ワ㎎Mθ麹b，乃8㎜∂oo㎞θ乙，21，337－346　（2006）

　　Thirty－nine　single　nucleotide　variations，　including　16　nov－

el　ones，　were　fbund　in　the　5’ 垂窒盾高盾狽?秩@region，　all　of　the

exons　and　their　surrounding　introns　of　HNF4A　in　74　Japa－

nese　type　II　diabetic　patients．　The　fbllowing　hovel　variations

were　identified（based　on　the　amino　acid　numbering　of

表　（原　著　論　文　） 231

splicing　variant　2）：一208G＞C　in　the　5’。promoter　region；

l154C＞T（A385V）and　I193T＞C（M398T）inthecod－

ing　exons；1580G＞A，1852G＞エ2180C＞T，2190G＞A，　and

2362＿2380del－19base　in　the　3’一untranslated　region，　and

IVS　l＋231G＞A，　IVS2－83C＞T，　IyS3＋50C＞T，　IVS3－54delC，

IVS5＋173　176delTTAG，　IVS5－181－180delAT，　IVS8－

106A＞G，　and　IVS9－151A＞C　in　the　introns．　The　allele　f了e－

quencies　were　O．311　fbr　2362＿2380del－19base，0．054　fbr

1580G＞A，0．047　fbr　1852G＞℃0．020　fbr　IVS　1＋231G＞A，

0．O14　for　IVS9－151A＞C，　and　O．007　fbr　the　other　ll

variations．　In　addition，　one　known　nonsynonymous　single

nucleotide　polymorphism，416C＞T（T139D　，　was　detected

at　a　O。007　ffequency．　Based．on　the　linkage　disequilibrium

profiles，　the　region　analyzed　was　divided　into　three　blocks，

Haplotype　analysis　detemlined／infbrred　l　O，16，　and　12　hap－

10types　fbr　block　1，2，．　and　3，　respectively．　Our　results　on

HNF4A　variations　and　haplotype忌would　be　usefUl　fbr　phar－

rnacogenetic　studies　in　Japanese，

Keywords：geneic　polymorphism，　HNF4A，　haplotype
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　　Kim，　SR．，　Saito，　Y，　Maekawa，　K．，　Sugiyama，　E．，　Kani－

　　wa，　N．，　Ueno，　H．＊1，0kusaka，　T．率1，　Morizane，　C．零1，　Yama－

　　moto，　N、零1，　Ikeda，　M．＊1，　Y6shida，　T．＊1，　Minami，　H．寧1，　Fu・

　　ruse，　J．ゆ艮，　Ishii，　H．零1，　Sa麺。，　N．＊1，　Kamatani，　N．寧2，0zawa

　　S．and　Sawada　J．：Thirty　novel　genetic　variations　in

　　the　5Zα冤41　gene　encoding　human　equilibr飢ive

　　nudeoside　transporter　1（hENT1）．

　0㎎ノレ函θため．P力釦77∂oo効7θ’．21，248－256　（2006）

　　Thirty－nine　genetic　variations，　including　thirty　novel

ones，　were　fbund　in　the　human　SLC29Al　gene，　which

encodes　equilibrative　nucleoside　transporter　1，丘om　256

Japanese　cancer　patients　administered　gemcitabine．　The

R）und　novel　variations　included－8166G＞A，一8110A＞G，

一7947G＞A，一7789T＞C，一5595G＞A，一3803－3783delTCG－

GGGAGGTGGCAGTGGGCG，一3548G＞C，一3414G＞A，

一1355T＞C，一34C＞G，　IVSl＋141G＞A，　IVSl＋260C＞T，

IVSI－82C＞T，177C＞G，　IVS3－6C＞T，564C＞T，

IVS8＋44T＞C，　IVS8＋90T＞C，　IVS8＋97T＞C，　IVS8＋131C＞Tl

IVS8＋169G＞A，933T＞C，954C＞T，　IVS11－52G＞C，　IVSll－

46G＞A，1，288G＞A，1，641C＞G，1，703　1，704delGT，

1812C＞T，　and　l861C＞T．　The　frequencies　were　O．051

for　IVS8＋169G＞A，0．012　for－7，947G＞A，0．006　fbr

IVSI＋141G＞A　and　l，703　1，704delGT，0．004　for

－8，166G＞A，一8，llOA＞G，一3，548G＞C，一1，355T＞C，一34C＞G，

IVS8＋44T＞C，　and　l，812C＞T，　and　O．002　fbr　the　other　l　9
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．variations．　Among　them，177C＞G　and　1，288G＞A　resulted

in　amino　acid　substitutions　Asp59Glu　and　Ala430Thr，

respectively．　Using　the　detected　polymorphisms，　linkage

disequilibrium　analysis　was　perfbrmed，　and　28　haplotypes

were　identi£ed　or　infεrred．　Our且ndings　would　provide　ftm－

damental　and　usefUl　infbmlation　fbr　genotyping．　SLC29Al

in　the　Japanese　and　probably　6ther　Asian　populations．

Keywords：genetic　polymorphism，　SLC29Al／hENT1，　hap－

10type
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　　Soyama，　A．，　Saito，　Y，　Ohno，　Y，　Komamura，　K．，Kama一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　　　　　　　ホ　　kura，　S．，Kitakaze，　M．，Tomoike，　H．，Ozawa，　S．　and

　　Sawada　J．：Diverse　structures　of　chimeric　CYP－

　　REP7／6－containing　OI㌘21）6　and　3　novel　de1語ctive

　　6】凹」ワ6haplotype　harboring　singie－typeつ6　and

　　CYP－REP7／6　in　Japanese．

　1ワ盟gル西αカム．勘8㎜300㎞θ’．，21，395－405　（2006）

　　Chimeric　REP7／6　has　been　used　as　a　marker　of

CYP2D6　deletion，　such　as　fbr　O｝霊2Z785．　However，　the

O｝Z2Z）6卓10∠）　C100）　haplotype負）und　in　a　Japanese

population　consist　of　O｝ア2Z）810B，　CYP2D7P－derived　3’

一flanking　region，　and　a　chimeric　repetitive　sequence，　CYP－

REP7／6（REP7／6）．From　our　analysis，　REP7／6　was　fbund

in　260ut　of　254　Japanese　su司ects．　Thus，　the　REP7／6－con－

taining　CYP2D6　genes（2D6－REP7／6）were　analyzed　in

detail．　In　order　to　specifically　detect　the　2D6－REP7／6　struc－

ture，　primers　were　designed　in　CYP2D6　intron　6　and　the

REP7／63’一flanking　region．　Among　26　su切ects　analyzed

by　PCR，5had　2D6－REP7／6．　The　other　21　su切ects　were

confirmed　to　have　3　by　another　l5－speciflc　primer　set．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネThree　out　of　five　su司ects　with　2D6－REP7／6　had　the　16り

structure．　However，　fhrther　analysis　by　PCR　and　sequenc－

ing　revealed　that　their　haplotypes　were　fUrther　divided　into

tandem－type　l36ご100（h＝2）and　single－type＊100（n＝1）．

The　remaining　two　su切ects　had　a　novel　type　of　a覧36con－

taining　defbctive　structure　that　consists　of　O】イノ｛ZZ）6汐6　and　3’．

一コ口anking　REP7／6　（single－type汐6」REP7／6）．Then，　REP7／6

sequences　in串T，串100，つ6二寧100，　and　single－type覧96　were

determined　and　classified　into　5　types：types　A　to　D　fbr㌻，

type　E　fbr噸100　and　l36／100，　and　type　F　fbr’36．　These

且ndings　could　be　usefhl　fbr　accurate　de亡ermination　of　3　and

REP7／6－harboring　aberrant　CYP2D6　haplotypes．

Keywords：genetic　polymorphism，　CYP2D6，　Japanese
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　　Kim，　S．R．，　Ozawa，　S。，　Saito，　Y，　Kurose，　K．，　Kaniwa，　N，

　　Kamatani，　N寧1，　Hamaguchi，　T．唯2，　Shirao，　K．ホ2，　Muto，　M．零2，

　　0htsu，　A．寧2，　Y6shida，　T．車2，　Matsumura，　Y．申2，　Sa”o，　N章2

　　and　Sawada，　J．：Fourteen　novel　genetic　v髄riations

　　an“haplotype　structures　of　the　7㎜gene　en－

　　coding　human　thymidylate　synthase（TS）．　、．

　　0卿8ノ磁θた～ム1竹8㎜∂oo盈ワθ’，，21，509－516（2006）

　　Forty　genetic　variations　including　14　novel　ones　were

fbund　in　the　human　TYMS　gene，　which　encodes　thymidy－

late　synthase，　in　263　Japanese　cancer　patients　who　received

5－fluorouraci1（FU）一based　chemotherapy．　Three　novel

variations　were　located　within　the　28－bp亡andem　repeat

sequence　in　the　5’一untranslated　region（UTR）and　were

designated　5Rc，3Rc－ins　and　4Rc，　Allele　ffequencies　were

O．021fbr　5Rc，0．006　fbr　3Rc－ins　and　O．002　fbr　4Rc．

0亡her　novel　variations　included－133G＞C　and－125G＞C　in

the　5’一UTR；IVSl－278G＞A，　IVS2－68C＞T，　IVS2－23T＞C，

IVS4－141G＞A，　IVS4＋122＋123insA：rTG，　IVS5－100A＞T

and　IVS6－111G＞A　in．　the　introns；and　l244A＞G　and

1264G＞A　in亡he　3’一UTR．　The　allele含equencies　were　O．34

fbr　IVS4＋122＋123insATTG，0．042　fbr－133G＞C，0．Oll

負）rIVS4－141G＞A，0．006　fbr－125G＞C，0．004　fbr　IVS1－

278G＞A，　Ivs2－68c＞T，1244A＞G　and　l264G＞A，　and

O．002fbr　IVS2－23T＞C，　IVS5－100A＞T　and　IVS6－lllG＞A．

．Using．the　d6tected　polymorphisms，　linkage　disequilibrium

（LD）analysis　was　perfりrmed，　which　divided　the　TYMS

gene　into　three　LD　blocks．　The　28－bp　tandem　repeat　se－

quence　in　the　5’一UTR　was　assigned　as　Block　2　with　a

total　of　7　alleles．　In　Blocks　l　and　3，7and　l　g　haplotypes

were　dete㎝ined／ihfヒrred，　respectivel》しOur　findings　provide

血ndamental　and　usefhl　infbrmation　fbr　genotyping　TYMS

in　the　Japanese　and　probably　other　Asian　populations．

Keywords：genetic　polymorphism，　TYMS，　h3plotype
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　　Maekawa，　K．，　Fukushima－Uesaka，　H．，　Tohkin，　M．，

　　Hasegawa，　R．，　K勾io，　H！1，　Kuzuya，　N．解1，　Yasuda，　K．ψ1，

　　Kawamoto，　M．寧2，　Klamatani，　N．＊2，　Suzuki，　K．導3，　Y註nagawa，

　　T．零3，Saito，　Y　and　Sawada，　J．：Four　novelαefbctive

　　alleles　and　comprehensive　haplotype　analysis　of

　　CYP2Cg　in　Japanese．．

　乃㎜8αア野θηθ孟　田刀。盟“ζ汐，16，497－514　（2006）

　　Genetic　variations　in　cytochrome　P4502C9（CYP2C9）

are　known　to　contribute　to　interindividual　and　interethnic

variability　in　response　to　clinical　drugs　such　as　warfa－

rin．　In　this　study，　CYP2Cg　f士om　263　Japanese　sub一
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jects　was　resequenced，　resulting　in　the　discovery　qf　62

variations　including　32　novel　ones．　　In　addition　to　the　2

known　nonsynonymous　single　nucleotide　polymorphisms

（SNPs）　，　Ile359Leu　（つ；allele　ffequency＝0．030）　and

Leu90Pro　C13；0．002）　，　seven　novel　nonsynonymous

SNPs，　Leu1711e（0．002），Lysl18ArgfもX9こ25；0．002），

Thr130Argに26；0．002），Arg150Leu　C27；0．004），

Gln214Leuこ28；0．002），Pro279Thrこ29；0．002）．，and

Ala477Thr（汐0；0．002），were　fbund．　In　vitro　fUnctional

characterization　of　novel　alleles　using　a　mammalian　cell　ex－

pression　system　revealed　thatセ5　was　a　null　allele　and　that

覧24128，and汐O　were　defbctive　alleles．

Linkage　disequilibrium　and　haplotype　analyses　were　per．

飴㎜ed　using　the　detectサd　variations．　Although．the　hap－

lotype　structure　of　CYP2Cg　was　rather　simple　in　Japanese，

the　haplotype　distribution　was　quite　diffbrent　f廿om　those

previously　reported　in　Caucasians　and　Afhcans．　Taken　to－

gether，． 獅盾魔?戟@defbctive　alleles　and　detailed　haplotype　struc－

tures　would　be　use田舟r　dete㎜ining　metabolic　phenotypes

of　CYP2Cg　substrate　drugs　in　Japanese　and　probably

Asians．

Keywords：genetic　polymorphism，　CYP2C9，　fhnction
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　　Saeki，　M．，　Saito，　Y，　Sai，　K．，　Maekawa，　K．，　Kaniwa，　N．，

　　Sawada，　J．，　Kawamoto，　M．寧，　Saito，　A！and　Kamatani，　N∴

　．A．combinatorial　haplotype　of　the　UDP－glucurono－

　　syltrans艶rase　IAI　gene（猛0一物）incre耳ses　totaI

　　bilirubin　concentrations　in　Japanese　volunteers．

　　6肋、6Zrαη．，53，356＿358　（2007）

　　This　study　shows　that　either猛O　or勿alone　has　a

slight　e価ct　on　total　bilirubin　concentrations．　The　presence

of　both名O　and物on　the　same　DNA　strand（葡0一物），

however，　significantly　increased　bihrubin　concentrations

when　present　withち㌦40n　the　other　chromosome．　Thus，

at　least　in　the　Japanese．population，汐60　and物marker

variations　should　a正so　be　incorporated　into　the　UGTIAl

genotyping　in　addition　to猛and監28　markers．

Keywords：UGT　l　Al，　bilirubin，　haplotype

毒東京女子医科大学

Fukushima－Uesaka，　H．，　Saito，　Y，　Tbhkin，　M．，　Maekawa，

K．，H・・eg・w・，翼．，　K・w・m・t・，　M∴K・m・t・ni，　N．串’，

Suzuki，　K．＊2，　Yanagawa，　T．零2，　K句io，　H．零3，　Kuzuya，　N，零3，

Yasuda，　K．寧3　and　Sawada，　J．：Genetic　variations　and
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　　haplotype　structures　of　the　ABC　tmnsporter　gene

　」β0αin　a　Japanese　popul紐tion・

　0盟写福θ麹∂，1竹8㎜βoo㎞θ！．，22，48－60　（2007）

　　Multidrug　resistance－related　protein　l（MRP　I），an　ArP－

binding　cassette　transporter　encoded　by　the　ABCC　l　gene，

魚nctions　as　an　emux　transporter　R）r　co可ugated　as　well　as

unconjugated　substrates．　In　this．　study，　the　31　exons　and

their　flanking　introns　of　ABCCI　were　comprehensively

screened　fbr　genetic　variations　in　l53　Japanese　suhjects　to

elucidate　the　linkage　disequilibrium．（LD）pro且les　and　hap－

lotype　structures　of　ABCCl　that　is　necessary　fbr　pharma－

cogenetic　studies　of　the　Substrate　drugs．　Eighty－six　genetic

variations　including　31　novel　ones　were　fbund．　Of　these，

eight　novel　nonsynonymous　variations，726G＞T（Trp－

242Cys），l199T＞C（lle400Thr），1967G＞C（Ser656Thr），

2530G＞A．（Gly844Ser），3490G＞A（Vall16411e），

3550G＞A（Glul184Lys），3901C＞T（Arg1301Cys），and

4502A＞G（Asp1501Gly），were　detected　with　an　allele

丘e〔luency　of　O．003．　Based　on　the　LD　profiles，　the　analyzed

regions　of　the　gene　were　divided　into　five　LD　blocks．　The

multiallelic　repeat　pQlymorphism　in　the　5’一UTR　was　de一

尺ned　as　Block－1．　For　Blocks　l，2，3and　4，32，23，23

and　l　3　haplotypes　were　infbrred．　This　study　would　provide

飴ndamental　and　use釦l　infb㎜ation鉛曲e　pha㎜acogenetic

studies　of　MRP　I－dependently　e田uxed　drugs　in　Japanese．

Keywords：genetic　polymorphism，　ABCCl，　haplotype
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　　　　　　　　　　　ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ

　　Hanioka，　N．，Tsuneto，　Y，Saito，　Y，　Sumada，　TりMaeka一

　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き

　　wa　K，　Saito，　K．，Sawada，　J．　and　Narimatsu，　S．：Func－

　　tion31　characterization　of　two　novel　CYP2C19

　　v劉riants（αP2αグ18　and　O四2αグ19）fbunα

　　in　a　Japanese　population。

　漉ηoんb身’α～，37，342－355　（2007）

　　Cytochrome　P4502C19（CYP2C19）plays　an　impor－

tant　role　in　the　metabolism　of　a　wide　range　of　therapeutic

drugs　and　exhibits　genetic　polymorphism　with　interindi－

vidual　dif飴rences　in　metabolic　activity．　We　have　previ－

ously　described　two　CYP2C19．allelic　variants，　namely

　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ

0｝の201－918and　O｝犯2019／－9　with　Arg329His／11e331Val

and　Ser51Gly／11e331Val　substitutions，　respectively．　In　order

to　investigate　precisely　the　effヒct　of　amino　acid　substitu－

tions　on　CYP2C19　fUnction，　CYP2Clg　proteins　of　the

wild－type（CYP2C19．IB　having　Ile331Val）and　variants

（CYP2C19．18　and　CYP2C19．19）were　heterologously
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expressed　in　yeast　cells，　and　their　S－mephenytoin　4’一hy－

droxylation　activities　were　determined．　The　Km　value　of

CYP2C19．19　fbr　S－mephenytoin　4’一hydroxylation　was

significantly　higher（3．0－fbld）than　that　of　CYP2C19．1B．

Although　no　significant　diff6rences　in　Vmax　values　on

the　basis　of　microsomal　and　fhnctional　CYP　protein　levels

were　observed　between　CYP2C19．lB　and　CYP2C19．19，

the　Vmax／Km　values　of　CYP2C　l　9．19　were　significantly

reduced　to　29－47％of　CYP2C19．lB，　By．　contrast，　the　Km，

Vmax　or　Vmax／Km　values　of　CYP2C19，18　were　similar

to　those　of　CYP2C19．lB．　These　results　suggest　that　Ser－

51Gly　substitution　in　CYP2C19，19　decreases　the　affinity

toward　S－mephenytoin　of　CYP2C19．enzyme，　and　imply

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホthat　the　genetic　polymorphism　of　O｝辺2019！9　also　causes

variations　in　the　clinical　response　to　drugs　metabolized　by

CYP2C19．

Keywords：genetic　polymorphism，　CYP2C19，　fhnction
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　　Fukushima－Uesaka，　H．，　Saito，　Y，　Maekawa，　K．，　Hasega－

　　wa，　R．，　Suzuki，　K．零1，　Yanagawa，　T．寧1，　K句io，　H．寧2，　Kuzuya，

　　N．零2，Noda，　M．串2，　Yasuda，　K．＊2，丑）hkin，　M．　and　Sawada，　J．：

　　Genetic　vari飢ions　of　the　ABC　tmnsporter　gene

　14Z～0αin　a　Japanese　population・

　1フ㎎醗酸わ．1労β㎜8（ア。勲ワθ’．，22，129－135　（2007）

　　An　ArP－binding　cassette　transporter，　multidrug　resistance二

related　protein　3（MRP3），is　encoded　by　the　ABCC3

gene。　The　MRP3　protein釦nctions　as　an　efnux　transporter

fbr　co可ugated　as　well　as　unco可ugated　substrates．　In　this

study，　the　31　ABCC3　exons　and　their　flanking　introns

were　comprehensively　screened　fbr　genetic　variations　in

89Japanese　su切ects．　Forty－six　genetic　variations，　includ－

ing　21　novel　ones，　were　fbund：8．were　located　in　the　5’

一flanking　region，14　in　the　coding　exons，　and　24　in　the

introns．　Of　the3e　46　variations，　five　novel　nonsynony－

mous　variations，2221C＞T（Gln741Stop），2395G＞A

（V包1799Met），2798＿2799delAG（Gln933ArgfsX64），

3657C＞A（Ser1219Arg），and　4217C＞T（Thr1406Met），

were　fbund　as　heterozygous　variations．　The　allele倉equen－

cies　were　O．Oll　fbr　Ser1219Arg　and　O．006　fbr　the　other

fbur　variations．　Gln741Stop　induces　a　stop　codon　at　codon

741．Gln933ArgfもX64　causes　a　f㌃ame－shift　at　codon　933，

resulting　in　early　termination　at　codon　997．　Both　varia－

tions　result　in　loss　of　6　transme士nbrane　helices（f｝om　the

12th　to　17th　helices）in　the　C－terminus　and　all　regions　of

nucleotide　binding　domain　2．　Thus，　both　variant　proteins

are　assumed　to　be　inactive．　These　data　provide　fUndamen一

衛 研 報 第125号（2007）

tal　and　usefhl　infbrmation　fbr　pharmacogenetic　studies　on

MRP3－transported　drugs　in　Japanese．

Keywords：genetic　polymorphism，　ABCC3，　Japanese

串1

荢n総合病院
＊2

送ｧ国際医療センター

　　Nakamura，　R．：Chimeric　EGF　Receptor　Th飢De－

　　tects　IgE－binding／crosshnking．

　Z／1〃b卿！（肋．1功万ワ切0／．，119，S97　（2007）

　　RATIONALE：The　crosslinking　of　high－amnity　receptors

fbr　IgE（FcεRI）with　IgE　and　allergen　is　an　essential　step

R）ractivating　mast　cells．　W6　have　generated　a　chimeric　re－

ceptor　that　can　detect　bindlng　and　cro忌slinking　of　IgE　with

high　sensitivity．

METHODS：The　cDNAs　of　human　Fα…RI　alpha　and　epider－

mal　growth　factor　receptor（EGFR）were　cloned．　The　f士ag－

ments　encoding　the　extracellular　domain　of　FαRI　alpha　and

the　intracellular　domain　of　EGFR　were　fhsed．　The　chimeric

receptor　was　expressed　on　HLR－Elkl　ce11s，　which　are　the

HeLa　cell－derived　cell　line　stably　expressing　lucifヒrase　re－

porter　gene　that　is　transactivated　by　Elk－1．　The　binding　and

crosslinking　of　human　IgE　was　measured　by　confbcal　fluo－

reScence　microscopy　and　lucifbrase　assay；respectively，

RESULTS：The　chimerlc　receptors　were　efHciently　ex－

pressed　on　the　plasma　membrane　of　HLR－Elkl　cells。　Con－

fbcal　rnicroscopic　analysis　revealed　that　the　cells　bound　hu－

man　IgE．　Addition　of　human　IgE　and　anti－lgE　dramatically

increased　expression　of　the　lucifbrase　reporter　gene．

CONCLUSIONS：The　cells　expressing　FcεRI－EGFR　chime－

ric　receptors　could　be　a　usefUl　diagnostic　tool　that　detects

binding　and　crosslinking　of　IgE．

Keywords：IgE，　IgE　receptor，　allergen

　　Nak句ima，0．，丁セshima，　R．，　Takagi，　K．，　Okunuki，．H．　and

　　Sawada，　J．：EHSA　method　fbr　monitoring　hum劉n

　　serum　IgE　specific　f6r　Cry1Ab　introduced　into

　　genetically　mo“med　corn・

R昭〃∠乃蜘α1伽㎜800／．，47，90－95（2007）

　　Enzyme－linked　immunosorbent　assay（ELISA）is　the

most　convenient　method　of　monitoring　the　occurrence　of

IgE　antibodies　specific　fbr　novel　proteins　in　genetically

modined（GM）fbods．　The　levels　of　IgE　specinc　fbr　a

recombinant　protein，　CrylAb，　were　determined　using　an

ELISA　method．　A　soluble　fbrm　of　the　CrylAb　protein

purified　f士om　pColdl　vector－transfbrmed　Escherichia　coli

pTfl　6／BL21　was　used　as　the　ELISA　coating　antigen，　and

lM　NaCl　was　used　as　the　washing　buffbr　to　remove　IgE
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non－specifically　bound　to　the　cQated　antigen．　Sera　ffom

44patients　allergic　to　m句or　fbod　allergens　were　obtained，

diluted　20－fbld，　tested，　and　fbund　no　identifiable　IgE　above

background　levels．　We　also　tested　sera　ffom　patients　with

corn　allergy　against　whole　extracts　of　non－GM　and　GM－

corn（MON810）using　immunoblotting，　The　staining　patア

tems　were　similar　fbr　the　two　types　of　corn．　These　results

indicate　that　significant　levels　of　IgE　antibodies　specific　to

CrylAb　were　not　fbund　in　the　sera　of　Japanese　patients

with　fbod　allergies．

Keywords：human　IgE，　ELISA，　CrylAb

　　Teshima，　R．，　Amano，　F！1，　Nakamura，　R．，　Tanaka，　Y串2

　　and　SaWada，　J，：Ef『bcts　of　polyuns劉turated血t呼ac－

　　ids　on　c段1cium　response　anαdegranulation　fヒom

　　IB1L－2H3　cells．

　　Zか孟ノ加zη㎜qρ乃8㎜∂oo1．，7，205－210　（2007）

　　To　investigate　the　biological　activity　of　various　polyun－

saturated　fatty　acids（PUFAs）on　the　allergic　reaction，　we

examined　the　effbcts　of　six　PUFAs　and　two　saturated　fatty

acids　on　calcium　response　and　degranulation　fヤom　rat　baso－

philic　leukemia（RBレ2H3）cells．　Between　20　and　40　mi－

croM　of　six　PUFAs（omega－6　series：arachidonic　acid［AA，

C20：4］，　gamma－1inolenic　acid［gamma－LN，　C18：3］and

linoleic． ≠モ奄пmLA，　C18：2］；omega－3　series：alph二一linolenic

acids［alpha－LN，　C　18：3］and　eicosapentaenoic　acid［EPA，

C20：5］；and　omega－9　series：oleic　acid［OLE，　C18：1］），

or　two　saturated　fatty　acids（stearic　acid［STA，　C　18＝0］and

arachidic　acid［AD，　C20：0］）were　used　to　examine　the　ef＝

艶cts　on　calcium　response　and　degranulation　from　RBL－

2H3　cells．　Calcium　response　was　monitored　using　the　nuo－

rescent　calcium　indicator　fUra－2，　while　degranulation　was

monitored．by　measuring　histamine　release　f士om　the　cells．

Three　omega－6　PUFAs（AA，　gamma－LN　and　LA）dose－de’

pendently　increased　the　cytosolic　f｝ee－calcium　concentration

．and　histamine　release　f士om　RBL－2H3　cells．　This　phenom－

enon　was　specific　to　the　omega－6　PUFAs，　the　omega－3　PU－

FAs（alpha－LN　and．EPA），omega－9　PUFA（OLE）and　the

saturated　fatty　acids（STA　and　AD）had　no　ef驚ct．　The　in・

crease　in　the　cytosolic丘ee－calcium　concentration　caused　by

the　omega－6　PUFAs　depended　on　the　existence　of　external

calcium，　cell　viability　and　the　cellular　IP31evels　relnained

unchanged　throughout　the　experiment．　These　results　suggest

that　omega－6　PUFAs　work　as　direct　mediators　of　calcium

signaling　pathways　in　RBL－2H3　cells．

Keywords：polyunsaturated　fatty　acid，　degranulation，　RBし．
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　　Hirashima，N．“1，　Teshima，　R，　and　Nakanishi，　M．喰1；Eff¢ct

　　of　cot　expression　On　the　nucle劉r　translocation　of

　　NF一κB　in　RBI．一2H3　cells．

　　ル名6尻1加zηαη01．，44，1490－1497　（2007）

　　Cot　is　a　serine／threonine　protein　kinase　and　is　classi－

Hed　as　a　mitogen－activated　protein（MAP）kinase　kinase

kinase．　Overexpression　of　this　protein　has　been　shown　to

activate　the　extracellular　signa1－regulated　kinase，　the　c－Jun

N－temlinal　kinase，　and　the　p38　MAP　kinase　pathways　and

to　stimulate　NF－Ar　and　NF－kappaB－dependent　transcription．

Here　we　have　shown　that　Cot　kinase　activity　is　intimately

involved　in　the　high　affinity　receptor　fbr　IgE　（FcεRI）一me－

diated　nuclear　transiocation　of　NF－kappaB　l　independent

of　NF－kappaB－inducing　kinase（NIK）in　rat　basophilic

leukemia（RBL－2H3）cells．　A　transfbcted　green伽orescent

protein－tagged　NF－kappaB　1（GFP－NF－kappaB　l）resided

in　the　cytoplasm　in　RBレ2H3　cells　and　it　remained　in　the

cytoplasln　even　when　Cot　tagged　with　red　fluorescent　pro一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

tein（Cot－RFP）was　co－expressed．　W6stem　blotting　analysis

showed　that　IkappaB　kinases（IKKs）were　expressed　in

RBL－2H3　cells　but　NIK　was　not．　GFP－NFrkappaB　l　trans－

located丘om　the　cytoplasm　to　the　nucleus　af㌃er　the　aggre－

gation　of　FcεRI　in　Cot－transfヒcted　cells　but　not　in　kinase－

deficient　Cot－transfヒcted　cells．　This　finding　gives　a　new　in・

sight　into　the　role　of　Cot　in　the　FαRI・mediated　NF－kappaB

activatiOn　in　mast　cells．

Keywords：Cot　kinase，　NF－kappaB，　RBL－2H3　cells
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　　Hirayama，　A．，　Adachi，　R．，　Otani，　S．，　Kasahara，　T．，

　　Suzuki，　K．：Conlin　plays　a　critical　role　in　IL－8・

　　dependent　chemotaxis　of　neutrophilic　HL－60　cells

　　through　changes　in　phosphorylation．

　　ノ＝．乙α丞。卿θβ1bゾ．81：720－728　（2007）

　　Cofilin　is　a　ubi〔luitous　actin－binding　protein．　Only　un－

phosphorylated　cofilin　binds　actin　and　severs　or　depolymer・

izes　filamentous　actin（F－actin），and　the．inactive　fbrm　of

co且lin　is　phosphorylated　at　Ser　3．　We　recently　reported　that

cofiIin　plays　a　regulatory　role　in　superoxide　production　and

phagocytosis　by　leukocytes，　and　in　the　present　study　we

investigated　the　role　of　co丘lin　in　the　chemotaxis　of　neutro－

philic　HL－60　cells．　Interleukin　8　（IL－8）is　a　potent　phシsio一
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logical　chemokine，　and　it　triggers　a　rapid，　transient　increase

in　F－actin　beneath　the　plasma　membrane　and　rapid　dephos－

phorylation　and　subsequent　rephosphorylation　of　cofilin・．In

this　study　cofilin　phosphorylation　was　fbund　to　be　inhibited

by　S3－R　peptide，　which　consists　of　a　peptide　correspond－

ing　to　part　of　the　phosphorylation　site　of　cofilin　and　a

membrane－pemleable　arginine　polymer．、When　S3－R．　peptide

was　introduced　into　the　neutrophilic　cells，　their　chemotac－

tic　activity　was　enhζnced，　wherea串．acontrol　peptide　that

cohtained　an　inverted　sequence　of　the．　phosphorylation　site

of　cofilin　had　no　enhancing　ef艶ct．　Cofilin　small　interfヒr－

ing　RNA　（cofilin　siRNA）decreased　cofilin　expression　by

about　half　and　inhibited　chemotaxis．　In　IL－8－stimulated

cells・unphosphorylated　cofilin　accumulated　around　F－actin，

and　colocalization　of　F－actin　and　phosphorylated　cofilin

was　observed，　but　these　changes　ln　cofilin　localization　were

less　prominent　in　cofilin　siRNA－treated　cells．　The　inhibi－

tors　of　PI3　kinase　wortmannin　and　LY294002　inhibited

the　chemotaxis　and　supPressed　both　IL－8－evoked　dephos－

phorylation　and　rephosphorylation　of　co行lin．　These　results

suggested　that　unphosphorylated　co且lin　plays　a　critical　role

in　leukocytes　chemotaxis　and　that　PI3－kinase　is　involved　in
　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

the　control　of　the　phosphorylation／dephosphorylation　cycle

of　cofilin．

Keywords：chemotaxis，　neutrophil，　CXCL8
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　　Kaniwa，　N，　Komamura，　K．“1，　Kotake，　T！1，　Morishita，

　　H，串1，Tomoike，　H，“1，　Kamakura，　S．＊1，　Kitakaze，　M．噛1，　Ta－

　　mura，　T．窟2，　Yamamoto，　N串2，　Kunitoh，　H，串2，　Yamada，　Y＊2，

　　Ohe，　Y申2，　Shimada，　Y82，　Shirao，　K．’2，　Minami，　H．零3，0ht－

　　su，　A．’3，　Ybshida，　T．疇4，　Sa巧。，　N．“3，　Kamatani，　N．寧5，0zawa

　　S．and　Sawada，　J：Genetic　variations　and　haplotype

　　structures　of　the／41～｛πgene　in紐」紐panese　po巫）一

　　ulation：an　expanded　haplotype　block　covering

　　the　distal　promoter　region，　and　associated　ethnic

　　dif艶rences．

　　ノ1㎜．11血7．0冶刀θ’．70：605－622　（2006）

　　As魚nctionaL4．8α11　haplotypes　were　recently　reported

in　the　promoter　region　of　the．gene，　we　resequenced　the

、4βαヌ／distal　promoter　region，　along　with　other　regions

（the　enhancer　and　proximal　promoter　regions，　and　a1128

exons）　，　in　a　total　of　533　Japanese　su切ects．　Linkage　dis－

equilibrium（LD）analysis　based　on　92　genetic　variations

revealed　4　LD　blocks　with　the　same　make　up　as　previously

．described（Blocks・1，1，2and　3），except　that　Block　l

衛 研 報 第125号（2007）

was　expanded　to　include　the　distal　promoter　region，　and

that　a　new　linkage　between　polymorphisms－1789G＞A　in

the　distal　promoter　region　and　IVS5＋123A＞G　in　intron

5was　identified．　W6　re－assigned　Block　l　haplotypes，　and

added　novel　haplotypes　to　the　other　3　blocks．　The　reported

promoter　haplotypes　were　fUrther　classif1ed　into　several

types　accor4ing　to　tagging　variations　within　Block　l　coding

or　intronic　regions．　Our　current　data　reconfirm　the　haplo－

type　profiles　of　the　other．three　blocks，　add　more　detailed

in角㎜ation　on釦nctionally－impo貫ant　haplotypes　in　Block　l

and　2　in　the　Japanese　population，　and　identified　dif色rencとs

in　haplotype　profiles　between　ethnic　groups．　Our　updated

analysis　of．4βαヲ1　haplotype　blocks　will　assist　pharma－

cogenetic　and　disease－association　studies　carried　out　using

Asian　su切ects．

Keywords：んθαヌ／，　haplotype，　irinotecan
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　　Mutoh，　K．串1，　Mitsuhashi，　J．＊1’2，　Kimura，　Y零3，　Tsukahara，．

　　S．零2，Ishikawa，　E．寧2，　Sai，　K．，　Ozawal　S．，　Sawada，　J．，　Ueda，

　　K．申3，Katayama，　K．零1　and　SUgimoto，　Y，寧1’2：AT3587G

　　germ－hne　mutation　of　the　MDRI　gene　encodes　a

　　nonfUnctional　P－glycoprotein．

　　ノ吻∠　（治ηoσ7乃θr．5：877－884　（2006）

　　The　human　multidrug　resistance　gene　1（MDRI）en－

codes　a　plasma　membrane　P－glycoprotein（P－gp）that　fUnc－

tions　as　an　efflux　pump　fbr　various　structurally　unrelated

anticancer　agen亡s．　Wb　have　identif五ed　two　nonsynonynlous

germ－line　mutations　of　the　MDRI．　gene，　C3583T　MDRl

．and　T3587G　MDRI，　in　peripheral　blood　cell　samples　ffom．、

Japanese　cancer　patients．　Two　patients　carried　the　C3583T

MDRI　al161e　that　encodes　Hl195Y　P－gp，　whereas　a　fhrther

two　carried　T3587G　MDRI　that　encodes　Il196S　P－gp．

Murine　NIH3T3　cells　were　trans色cted　with　pCAレMDR－

lRES－ZEO　constructs　carrying　either　wild－type（WT），

C3583T，　or　T3587G　MDRI　c．DNA　and　selected　with

zeocin．　The　resulting　zeocin－resistant　mixed　populations　of

transfヒcted　cells　were　designated　as　3T3バVT，3T3／H　l　195Y；

and　3　T3／11196S，　respectively．　The　cell　sur飴ce　expression

of　I1196S　P－gp　in　3T3π1196S　cells　could　not　be　detected

by　fluorescence－activated　cell　sorting，　although　low　ex－

pression　of　I　l　l　96S　P－gp　was　fbund　by　Wεstern　blotting．

Hl195Y　P－gp　expression　levels　in　3T3／Hl195Y　cells　were
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slightly　lower　than　the　corresponding　WT　P－gp　levels　in

3T3バVT　cells．　By　immunoblotting　analysis，　both　WT　P－gp

and　Hl195Y　P－gp　were　detectable　as　a　l45－kDa　protein，

whereas　I　l　l　96S　P－gp　was　visualized　as　a　l40－kDa　protein．

3T3／11196S　cells　did　not　show　any　drug　resistance　un－

like　3T3／Hl195Y　cells，　Moreover，　a　vanadate－trap　assay

showed　that　the　II196S　P－gp　species　lacks　ATP－binding

activity．　Taken　together，　we　conclude　ftom　these　data　that

T3587G　MDRI　expresses　a　non負mctional　P・gp　and　this　is

there飴re　the且rst　d6scdption　of　such　a　ge㎜一1ine　mutation．

W6　contend　that　the　T3587G　MDRI　mutation　may　af〔bct

the　pha㎜acokinetics　of　MDRl－related　anticancer　agents　in

patients　carrying　this　allele．

Keywords：ABCB　l，　MDRI，　P－glycoprotein
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　　Hajime　Toyofuku：Harmonization　of　international

　　risk紐sseSsment　protocol．

　。ル伽力θ1rb〃μかb〃．8磁θ励，53，579－590　（2006）

　　For　over　centuries　developments　in　fbod　production　and

new　fbod　safbty　management　systems　in　most　developed

countries　have　been　perceived　by　many　to　be　efHcient　in

the　prevention　of　fbod－bome　disease．　Nevertheless　a．num－

ber　of　problems　remain　dominant，　one　of　these　being　the

high　level　of　fbod－borne　microbiological　disease　which

seems，　fbr　some　pathogens，　to　have　increased　over　the　last

decades．

The　development　of　an　interdiSciplinary　approach　with

direct　interaction　between　surveillance　and　risk　analysis

systems．is　described　as　a　potential　basis　fbr　improved　pre－

vention　of　fbod－bome　disease．　Quantitative　microbiologicaI

risk　assessment　is　a　relatively　new　scientific　approach，　able

to　Iink　data　fヒom　fbod　within　the　entire　fbod　chain　and　the

various　data　on　human　disease　to　provide　a　clear　estima－

tion　of　risk．　Today　fbod　sa色ty　is　one　of　the　WHOs　top

eleven　priorities；the　Organization　calls　R）r　more　systematic

and　aggressive　steps　to　be　taken　to　reduce　significantly　the

risk　of　microbiological　fbod－borne　diseases．　Dealing　with

this　challenge　is　one　of　the　m4jor　challenges　fbr　the　21st

century　in　regard　to　R）od　safヒt》～implying　a　significant　re－

direction　of　fbod　microbiology　efR）rts　in　many　parts　gf　the

world．

Keywords：Microbiological　risk　assessment，　risk　analysis
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t・pr・viαe　scientinr　advice・n　marine　bi・t・xins

　　（research　report）．

　ル伽bθ、ρ捌〃〃’oηβ〃〃b励，52，1735－1745　（2006）

　　The　Joint　FAO／WHOII．OC　ad　hoc　Expert　Consultation　on

Biotoxins　in　Molluscan　Bivalves　perfbrmed　risk　assessments

fbr　a　nu士nber　of　biotoxins　present　in　bivalve　molluscs．　For

per鉤㎜ing　risk　assessments，　the　Expe丘Consultation　catego－

rized　the　biotoxins　into　eight　distinct　groups　base“on　chemi－

cal　structure．　The　Expert　Consultation　established　LOAELs

fbr　the　azaspiracid（AZA），okadaic　acid（OA），saxitoxin

（STX），and　domoic　acid（DA）toxin　groups．　The　derived

provisional　acute　RfDs　fbr　the　AZA，　OA，　STX，　and　DA　tox－

in　groups　were　O．0419／kg　bw；0，3319／kg　bw；0．71g／kg　bw；

and　l　OO　Ig／kg　bw，　respectively．　For　the　yessotoxin（YTX）

group，　a　NOAEL　was　established，　based　on　animal　studies．

Applying　a　safbty飴ctor　of　100，　a　provisional　acute　RfD　of

501g／kg　bw　was　suggested　R）r　the　YTX　group．　The　Expert

Consultatioρconsidered　that－the　database　fbr　cyclic　imines，

brevetoxins，　and　pectenotoxins　was　insufficient　to　establish

provisional　acute　RfDs　fbr　these　three　toxin　groups．

Keywords：marine　biotoxin，　provisional　acute　refをrence　dose

（RfD），azaspiracid（AZA），domoic　acid（DA），okadaic

acid（OA），saxitoxin（STX）

　　TWeats，　DJ喰1，　Blakey，　D寧2，　Heflich，　RHゆ3，　Jacobs，　A寧4，　Ja－

　　cobsen，　SD零5，　Morita，　T，　Nohmi，　T，　O’Donovan，　MR寧6，

　　Sasaki，　YF購7，　Sofhni，　T　and　Tice，　R寧8：Report　of　the

IWGT　working　group　on　strategies　and　interpre－

　　tation　of　regulatory　in　vivo　tests．1．　Increases　in

　　micronucleated　bone　marrow　cells　in　rodents　that

　　do　not　indicεヒte　genotoxic　haz翫rds．

　物勿∠1’o〃ノ～卵．，．627，78－91　（2007）

　　In　vivo　genotoxicity　tests　play　a　pivotal　role　in　genotox－

icity　testing　batteries．　However，　there　is　a　growing　body　of

evidence　that　compound－related　disturbances　in　the　physiol－

ogy　of　the　rodents　used　in　these　assays　can　result　in　in－

creases　in　micronucleated　cells　in　the　bone　marrow　that　are

not　related　to　the　intrinsic　genotoxicity　of　th6　compound

under　test．　For　rodent　bone　marrow　or　peripheral　blobd

micronucleus　tests，　these　disturbances　include　changes　in

core　body　temperature（hypothermia　and　hyperthermia）and

increases　in　erythropoiesis　fbllowing　Prior　toxicity　to　eryth－

roblasts　or　by　direct　stimulation　of　cell　division　in　these

cells．　This　paper　reviews　relevant　data　ffom　the　literature

and　also　previously　unpublished　data　obtained　fforn　a　ques－

tionnaire　devised　by　the　IWGT　working　group．

Keywords：IWGエmicronucleus，飴lse　positive
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　Tweats，　DJ＊1，　Blakey，　D噛2，　HeHich，　RH＊3，　Jacobs，　A＊4，　Ja－

　　cobsen，　SD＊5，　Morita，　T，　Nohmi，　T，0’Donovan，　MR＊6，

　　Sasaki，　YFη，　SofUni，　T　and　Tice，　R零8：Report　of　the

IWGT　working　group　on　strategy／interpretation

　　fbr　regulatory　in　vivo　tests；II．　Identification　of

　　in　vivo－only　positive　compounds　in　the　bone　mar－

　　rOW　miCrOnUCIeUS　teSt．

　ノ砿〃左～かρα1ノ～65．，627，92－105　（2007）

　　Asurvey　conducted　as　part　of　an　IntemationalWbrkshop

on　Genotoxicity　Testing（IWGT）has　identiHed　a　number

of　compounds　that　appear　to　be　more　readily　detected　in

vivo　than　in　vitro。　The　reasons　fbr　this　property　varies

倉om　compound　to　compound．and　includes　metabolic　diffヒr－

ences；the　inf【uence　of　gut　flora；higher　exposures　in　vivo

compared　to　in　vitro；effbcts　on　pharmacology，　in　particular

R）late　depletion　or　receptor　kin耳se　inhibition．　A　decision

tree　is　outlined　as　a　guide　fbr　the　evaluation　of　compounds

that　apPear　to　be　genotoxic　agents　in　vivo　but　not　in　vitro．

Keywords：IWGT，　micronucleus　test，　in　vivo－only　positive

compounds
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orative　study　on　in　vitro　micronucleus　test，　III．

Using　CHO　cells．

2瞼飽存’α1ノ～65．，6①7，61－87　（2006）

In　this　report，　results　are　presented　f士om　an　intemational
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study　of　the　in　vitro　micronucleus　assay　using　Chinese

hamster　ovary　cells．　No　dif艶rences　were　seen　in　the　sen－

sitivity　or　accuracy　of　the　responses　in　the　presence　of　ab－

sence　of　cytochalasin　B．　Overall，　these　results　demonstrate

the　suitability　of　Chinese　hamster　ovary　cells　fbr　the　in

VitrO　miCrOnUCIeUS　aSSay．

Keywords：in　vitro　micronucleus　assay；CHO　cells，　cytocha－
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MP2法を用いて解析を行っだ
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　（乃αη．勘野L．乙θπ．，427，159－165　（2006）　．

　　フラグメント分子軌道（FMO）法にモデルコアポテン

シャル（MCP）法を導入し，重原子を含む系のFMO計

算を可能にした．実証計算として，シスプラチンーDNA

複合体のFMO－MP2計算を行った．

Keywords：FMO，　MCH　cisplatin，　DNA，　MP2
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　Tanaka，　S．噛4：Application　of　fragment　molecular　or．
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　フラグメント分子軌道（FMO）法のケイ素を含む系へ

の拡張を行った．
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　CIS（D）法と多層フラグメント分子軌道（MLFMO）

法に基づいた励起状態計算法の開発を行った．

Keywords：CIS（D），MLFMO，　excited　state

零1

ｧ教大学
＊2

Aアドバンスソフト株式会社
＊3

mECソフト株式会社
寧4

結梠蜉w
串5

結檮H業大学

　Mochizuki，　Y熟1，　Nakano，　T．，　Amari，　S．寧2，　Ishikawa，　T．噛1，

　Tanaka，　K．象3，　Sakurai，　M．鳶4　and　Tanaka，　S．取5：Fragment

　mo】ecular　orbital　calculations　on　red　fluorescent

　protein（1）sRed）．

　6＝ろeη2，∫竹工．．乙θか．，433，360＿367　（2007）

　MLFMO－CIS（D）法を用いた赤色蛍光タンパク質

（DsRed）の励起状態計算を行った．

Keywords：CIS（D），MLFMO，　excited　state，　DsRed

寧1

ｧ教大学
寧2

結梠蜉w
申3

Aドバンスソフト株式会社
寧4

結檮H業大学

表（原著論文） 239

零5

_戸大学

　Mochizuki，　Y“1，　Komeiji，　Y．＊2，　Ishikawa，　T．噛1，　Nakano，

　T，and　Y曲ataka，　H．＊1：A．fully　quantum　mechanicaI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　simulation　s重udy　on　tke　lowest　n一πstate　of　ky－

　dratωfbrmaldehyde．
　6乃αη．．月う四．．乙θπ．，437，66－72　（2007）　．

　FMO・MD法及びMLFMO－CIS（D）法を用いた，．水和

ホルムアルデヒドのソルバトクロミズムのシミュレー

ションを行った．

Keywords：FMO－MD，　MLFMO－CIS（D），solvato－

chromism，　hydrated角㎜aldehyde

串1

ｧ教大学

η産業技術総合研究所

　Hirata－Koizumi，　M．，　Saito　M．，　Miyake　S．，　Hasegawa

　R．：Adverse　events　caused　by　drug　interactions

　involving　91ucuronoconjug訊tes　of　zidovudine，　v紐1－

　proic．　acid　and　lamotrigine，　and　an朗ysis　of　how

　such　potential　events　are　dlscussed　in　package

　inserts　of　J叩an，　UK翻nd　USA．

　ノ：6物、P乃β㎜。7乃θr．，32，177485　（2007）

　Background　and　o切ective：As　pharmacokinetic　drug　in－

teractions　fヤequently　cause　adverse　events，　it　is　important

that　the　relevant　i曲㎜ation　is　given　in　package　inse貢s（Pls）

We　previously　analysed　the　provision　of　PIs鉛r　HMG－CoA

reductase　inhibitors　and　Ca　antagonists，　fbr　which　metabo－

Iism　by　cytochrome　P450　could．　be　a　major　interactiQn

mechanism．　In　this　article，　we　fbcus　on　interactions　involv－

ing　glucuronoco切ugates　because　many　drugs　and　their　me－

tabolites　undergo　this　co几jugation．

Methods：We　reviewed　clinical　drug　interactions　related　to

glucuronoco可ugates，　fbcusing　on　reports　of　adverse　events．

Theh，　we　picked　out　three　important　drugs（zidovudine，

valproic　acid　and　Iamotrigine）　，　ahd　examined　ho脚the　lit－

erature　infbnllation　is　reflected　in　the　relevant　Pls　in　Japan，

UK　and　USA．

Results　and　discussion：Pharmacokinetic　interactions　related

tq　glucuronoconjugates　were　fbund　with　33　drug　combina－

tions．　Of　these，　five　combinations　induced　clear　adverse

events：（i）severe　anaemia　due　to　zidovudine　and　caused

by　interaction　with　valproic　acid，（ii）recurrence〆increased

丘equency　of　seizure　or　increased　manic　states　f士om　a　re－

duction　in　therapeutic　ef偽cts　of　valproic　acid．caused　by

panipenemゴ（iii）meropenem　or（iv）ritonavir　and（v）of

lamotrigine　caused　by　oral　contraceptives．　Analysis　of　Pls

showed　a　lack　of　description　of　the　interaction　of　zido一
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vudine　with　valproic、　acid　in　the　Japanese　PI．　The　UK　PI

mentioned　this　in亡eraction　without　quantitative　data，　whereas

釦ll　infbmlation　was　given　in　the　US　PI．　A　lack　of　descrip－

tion　was　also　present　on　the　interaction　between　valproic

acid　with　ritonaviろreported　ln　2006，　in　the　PIs　of　all　three

countries．　For　the　interactions　involviロg　valproic　acid　and

panipenem　or　meropenem，　even　though　marked　reduction　of

blood　valproic　acid　level　has　been　reported，　no　quantitative

data　were　provided　in　any　of　the　Pls．

Conclusion：Five　combinations　were　identified　to　cause

severe　adverse　events　because　of　interactions　related　to

．glucuronoco司ugates，　This　infbrmation，　including　quantita－

tive　data，　is　not　always　properly　provided　in士he　relevant

PIs　in　Japan，　UK　or　USA．　Pls　should　be　improved　to　bet－

ter　infb㎜healthcare　providers　and　thereby　help　them　and

their　patients．

Key　words：adverse　event，　drug　interaction，　glucuronidation

　　Hasegawa　R，　Hirata－Koizumi　M．，　Dourson　M．零1，　Parker

　　A．＊1，Hirose　A．，　Nakai　S．疇2，　Kamata　E，　Ema　M．：Pedi－

　　atric　Susceptibility　to　181ndustriai　Chemicais，

　　AComparative　Analysis　of　Newborn　with　Ybung

　　Animals．

　ム～68z1∠　7～）天7ヒァoZ・肪∂㎜4001．，47，296－307　（2007）．

　　We　comprehenslvely　re－analyzed　the　toxicity　data　f6r

18　industrial　chemicals　f量om　repeated　oral　exposures　in

newborh　and　young　rats，　which　were　previously　published．

Two　new　toxicity　endpoints　specific　to　this　comparative．

analysis　were　identified，　the　first，　the　presumed　no　observed

adverse　effbct　level（pNOAEL）was　estimated　based　on

results　of　both　main　and　dose－finding　studies，　and　the　sec－

ond，　the　presumed　unequivocally　toxic　level（pUETL）was

defined　as　a　clear　toxic　dose　giving　similar　severity　in　both

newborn　and　young　rats．　Based　on　the　aロalyses　of　both

pNOAEL　and　pUETL　ratios　between　the　diffbrent　ages，

newborn　rats　demonstrated　greater　susceptibility（at　most

8－fbld）to　nearly　two　thirds　of　these　l　8　chemicals（mostly

phenolic　substances）　，　and　less　or　nearly　equal　sensitivity

to　the　other　chemicals．　Exceptionally　one　chemical　only

showed　toxicity　in　newborn．　rats．　In　addition，　Benchmark

Dose　Lower　Bound（BMDL）estimates　were　calculated　as

an　altemative　endpQint．　Most　BMDLs　were　comparable　to

their　corresponding　pNOAELs　and　the　overall　correlation

coef∬cient　was　O．904．　W6　discussed　how　our　results　can

be　incorporated　into　chemical　risk　assessment　approaches　to

protect　pediatric　health　ffom　4irect　oral　exposure　to　chemi－

calS．

衛 研 報 第125号（2007）

Key　words：pediatric　susceptibility，　industrial　chemicals，

phenols，　newbom　rats，　childhood　exposure，　uncertainty　fhc－

tors，　ADI，　TDI，　benchmark　dose
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nk）xicology　Excellence　fbr　Risk　Assessment

9横浜国立大学

　　Emiko　Sugiyama，　Nahoko　Kaniwa，　Su－Ryang　Kim，　Ruri

　　Kikura－Han句iri，　Ryuichi　Hasegawa，　Keiko　Maekawa，

　　Ybshiro　Saito，．Shogo　Ozawa，　Jun－ichi　Sawada，　Naoyuki

　　Kamatani＊1，　Junji　Furuse噸2，　Hiroshi　Ishii＊2，　Teruhiko

　　Y6shida辱3，　Hideki　Ueno零4，　Thk両i　Okusaka寧4，　and　Nagahiro

　　Sa巧082：Pharmacokinetics　of　Gemcitabine　in　Japa－

　　nese　C日ncer　Patients：The　Imp馳ct　of　a　Cytidine

　　Deaminase　Polymorphism．

　．ノ16Z加．0ヵoo1．25，32－42　（200ツ）

　　Purpose：Gemcltabine　is　rapidly　metabolized　to　its　inac－

tive　metabolite，2’，2’一dinuorodeoxyuridine（dFdU），by

cytidine　deamihase（CDA）．W6　previously　reported　that

apatient　with　homozygous　208A　alleles　of　CDA　showed

severe　adverse　reactions　with　an　increase　in　gemcitabine

plasma　leveL　This　study　ex亡ended　the　investigation　of　the

effbcts　of　CDA　genetic　polylnorphisms　on　gemcitabine

pha㎜acokinetics　and　toxicities．

Patients　an4　Methods：Genotyping　of　CDA　was　perfbrmed

by　a　direct　sequencing　of　DNA　obtained　f廿om　the　periph－

eral　blood　of　Japanese　gemcitabine－naive　cancer　patlents

（n＝256）　．The　patients　recruited　to　the　association　study

received　a　30－minute　intravenous　infhsion　of　gemcitabine　at

adose　of　either　8000r　1，000　mg／m2，　and　eight　blood　sam－

ples　were　periodically　collected（n＝250）．Plasma　levels　of

gemcitabine　and　dFdU　were　measured　by　high－perfbrmance

liquid　chromatography．　Plasma　CDA　activities　toward　cyti－

dine　and　gemcitabine　were　also． @m年asured（n＝121）．

Results：Twenty－six　genetic　variations，． 奄獅モ撃浮р奄獅〟@l4　novel

ones　and　two　known　nonsynonymous　single　nucleotide

polymorphislns（SNPs），were　detected．　Haplotypes　har－

boring．the　nonsynonymous　SNPs　79A＞C（Lys27Gln）and

208G＞A（Ala70Thr）were　designated零2　and串3，　respec－

tively．　The　allelic　ffequencies　of　the　two　SNPs　were　O．207

and　O．037，　respectively．　Pharmacokinetic　parameters　of

gemcitabihe　and　plasma　CDA　activities　signiflcantly　de－

pended　on　the　number　of　haplotype＊3．　Haplotype　83　was

also　associated　with　increased　incidences　of　grade　30r

higher　neutropenia　in　the　patients　who　were　coadministered

Huorouracil，　cisplatin，　or　carboplatin．　Haplotype　2　showed

no　signi且cant　e晩ct　on　gemcitabine　pha㎜acokinetics．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウConclusion：Haplotype　3　harboring　a　nonsynonymous　SNR
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208G＞A（Ala70Thr），decreased　clearance　of　gemcitabine，

and　increased　incidences　of　neutropenia　when　patients　were

coadministered　platinum－containing　drugs　or　Huorouracil．

Keywords：gemcitabine，　cytidine　deaininase，　genetic　poly－

morphism
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　齋藤充生，平田睦子，浦野　勉，三宅真二，長谷川隆一．：

　現行の添付文書に対する病院薬剤師の意識調査．

　医療薬学，33，442－450（2007）

　医療用医薬品の添付文書は，医療従事者の重要な情報

源である．

我が国の添付文書の記載内容は，簡潔で分かりやすいこ

とを目的として，平成9年に大幅に改訂さ．黷ｽ．

我々は，現在の添付文書の問題点及び使用方法を把握す

るため，（社）日本病院薬剤師会の協力を得て，320施設

を対象に，アンケート調査を実施した．質問では，添付

文書に関わる全般的な事項と，相互作用・薬物動態に関

する情報についての調査を行った．

アンケートでは，266施設（83．1％）より回答が得られた．

添付文書の記載順序については，殆どの回答者が支持し

ていた（94．2％）．全ての回答者が使用上の注意の改訂

時には，何らかの根拠情報を求めていた．相互作用・薬

物動態に関する事項としては，相互作用の表形式記載に

ついて，現行形式を支持するとの意見が大多数（99．2％）

であったが，相互作用欄において，個別医薬品名，定量．

的な薬物動態の変化率，代謝酵素分子種等の記載は不十

分との意見が多かっ．た．臨床における有害事象．の発生の

十分な情報がない相互作用については，健常人の薬物動

態試験で変化がある場合に記載すべきとの回答が多かっ

た（67．7％）．今回実施したアンケート調査により，相互

作用欄の表形式を含め，現行の添付文書の記載方法につ

いては，概ね，受け入れられているものの，薬物間相互

作用については，より具体的な情報．を求めていることが

判明した．適正な薬物治療の選択および薬物相互作用の

防止のためには，現在の添付文書の利点である，分かり

やすさを損なうことなく，医薬品の相互作用に関する重

要な定量的データなどの必要な情報を取り入れる必要が

あると考えられる．

Key　words：package　i耳sert，　adequate　drug　use，　dmg　interac－

tion

Nakamura，　Y串1，　Suzuki，　T㌦寧1，　Igarashi，　K．，　Kanno，　J．，

Furukawa，　T．噛2，　Tazawa，　C．寧1，　Fulishima，　F，事1，　Miura，ゴ1，
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　Ando，　T，　Moriyama，　N．，　Moriya，　T．11，　Saito，　H．率4，　Ya－

　mada　S．寧3　and　Sasano　H．嘔1：PTOV1：anovel　testos一
　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　terone－induced　atherogenic　gene　in　human　aorta．

　ノ勘功oZ，　209，522－531　（2006）

　There　are　gender　diffbrences　in　the　development　of　ath－

erosclerosis，　possibly　owing　to　diffbrences　in　sex　steroid

hormone　action　and／or　metabolism．　One　of　the　atherogenic

effbcts　of　testosterone　is　thought　to　be　androgen　receptor

（AR）・mediated　Yascular　smooth　muscle　ce11（VSMC）pro－

Iifbration．　However，　the　detailed　mechanism　of　this　effect，

particularly　the　identity　of　the　genes　associated　with　VSMC

proli艶ration，　remains　largely　un㎞own．　Thereibre，　we且rst

employed　microarray　analysis　and，　subsequently，　quantita－

tive　RT－PCR　to　analyse　RNA　expression　in　AR－positive

human　VSMCs　treated　with　testosterone　in　order　to　detect

testosterone－induced　genes　associated　with　cell　prolifヒration．

We血rther　examined　whether　the　genes　identi負ed　were

involved　in　cell　prolifbration　using　snlall　interfbring　RNA

（siRNA）transfection．　Expression　of　the　gene　products

was　then　evaluated　in　human　aorta．with　various　degrees　of

atherosclerosis　in　order　to　evaluate　the　clinical　relevance

of　the　findings．　Both　microarray　and　quantitative　RT－PCR

analyses　demonstrated　marked　indロction　of　the　human　pros－

tate　overexpressed　protein　l　（PTOVl）gene　by　testosterone

・in　the　cell　Iines：this　gene　was　recently　identified　as　a　nov－

el　androgen－induced　gene　involved　in　prostate　tumour　cell

prolifbration．　Inhibition　of　PTOVI　by　transfection　of　its

corresponding　siRNA　suppressed　testosterone－induced　cell

prolifbration．　In　human　aorta，　PTOVl　immunoreactivity　in

the　nuρ1ei　of　neointimal　VSMCs　was　abundantly　detected

in　male　aorta　with　mild　atherosclerotic　changes　compared

with　fbmale　aorta　or　male　aorta　with　severe　atherosclerotic

changes．　These　findings　indicate　that　the　PTOVl　gene　is

androgen－responsive　in　VSMCs　and　that　it　may　play　an　im－

portant　role　in　androgen－related　atherogenesis　in　the　human

aorta，　particularly　early　atherosclerosis　in　the　male　aorta，

through　regulating　prolifbration　of　neointimal　VSMCs．

Key　words：atherosclerosis，　DNA　microarra》～PTOVl
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　　Arima，　K．＊1，　Chubacha，　R．ゆ1，　Gardiner，　DM．串1，　Kanno，　J．，

　　Iguchi，丁串2　and　Blumberg，　B．激1：Enαocrine　disrupt－

　　ing　org翫notin　compounds　are　potent　inducers　of

　　adipogenesis　in　vert¢brates・

　ル制」動obc物01．，20，2141－2155（2006）

　　Dietary　and　xenobiotic　compounds　can　disrupt　endocrine

signalin9，　particularly　of　steroid　receptors　and　sexual　dif艶r－

entiation．　Evidence　is　also　mounting　that　implicates　envlron－

mental　agents　in　the　growing　epidelnic　of　obesity．　Despite

along－standing　interest　in　such　compounds，　their　identity

has　remained　elusive．　Here　we　show　that　the　persistent　and

ubiquitous　environmental　contaminant，　tributyltin　chloride

（TBT）　，　induces　the　dif飴rentiation　of　adlpocytes　in　vitro

and　increases　adipose　mass　in　vivo．　TBT　is　a　dual，　nanomo－

lar　af逓nity　ligand　fbr　both　the　retinoid　X　receptor（RXR）

and　the　peroxisome　prolifbrators－activated　receptor　gamma

（PPARgamma），TBT　promotes　adipogenesis　in　the　murine

3T3－Ll　cell　model　and　perturbs　key　regulators　of　adipo－

genesis　and　lipogenic　pathways　in　vivo．　Moreover，　in　utero

e琴posure　to　TBT　leads　to　strikingly　elevated　lipid　accumula－

tion　in　adipose　depo亡s，1iveらand　testis　of　neonate　mice　and

results　in　increased　epididymal　adipose　mass　in　adults．　In

the　amphiblan　Xenopus　laevis，　ectopic　adipocytes　fbrm　in

and　around　gonadal　tissues　after．organotin，　RXR，　or　PPAR－

gamma　ligand　exposure．　TBT　represents，　to　our㎞owledge，・

the　first　example　of　an　environmental　endocrine　disrupter

that　promotes　adipogenesis　through　RXR　and　PPARgalnma

activation．　Developmental　or　chronic　lifbtime　exposure　to　or－

ganotins　may　therefbre　act　as　a　chemical　stressor　fbr　obesity

and　related　disorders．

Key　wordsl　Tributyltin　chloride，　adipogenesis，　retinoid　X

receptor
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　　Watanabe，　Y＊1，　Kokubo，　H．＊1’2，　Miyagawa－Tomita，　S．

　　琳3，Endo，　M．喰1，　Igarashi，　K．，　Aisaki，　KI．，　Kanno，　J．　and

　　Saga，　Y串L2：Activation　of　Notchl　signaling　in　car－

　　diogenic　mesoderm　induces　abnormal　heart　mor－

　　phogenesis　in　mouse・

　　0θ顧吻η1α7’，133，1625－1634　（2006）

　　Notch　signaling　is　implicated　in　many　developmental

processes．　In　our　current　study，　we　have　employed　a　trans－

genic　strategy　to　investigate　the　role　of　Notch　signaling

衛 研 報 第125号（2007）

during　cardiac　development　in　the　mouse．　Cre　recombinase－

mediated　Notchl（NICDI）activation　in　the　mesodermal

cell　lineage　leads　to　abnormal　heart　morphogenesis，　which

is　characterized　by　defbrmities　of　the　ventricles　and　atrio－

ventricular（AV）canaL　The　m勾or　de艶cts　observed　include

impaired　ventricular　mygcardial　diffbrentiation，　the　ectopic

appearance　of　cell　masses　in　the　AV　cushion，　the　right－

shifted　interventricular　septurn（IVS）and　impaired　myocar－

dium　of　the　AV　canal．　However，　the　fates　of　the　endocardi－

um　and　myocardium　were　not　disrupted　in　NICD　l－activated

hearts．　One　of　the　Notch　target　genes，　Hesrl，　was負）und　to

be　strongly　induced　in　both　the　ventricle　and　the　AV　canal

of　NICD1－activated　hearts．　However，　a　knockout　of　the

Hesrl　gene丘om　NICD－activated　hearts　rescues　only　the

abnomlality　of　the　AV　myocardium．　We　searched　fbr　ad－

ditional　possible　targets　of　NICD　l　activation　by　GeneChip

analysis　and　fbund　that　Wnt2，　Bmp6，　jagged　l　and　Tnni2

are　strongly　upregulated　in　NICD1－activated　hearts，　and

that　the　activation　of　these　genes　was　also　observed　in　the

absence　of　Hesr1．　Our　present　study　thus　indicates　that　the

Notch　l　signalillg　pathway　plays　a　suppressive　role　both

in　AV　myocardial　diffヒrentiation　and　the　maturation　of　the

ventricular　myocardium．

Key　words：Notch　signaling，　Heart負）rlnation，　GeneChip

analysis
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　　Ef飴cts　of　aromatase　lnhibi重ors（AIs）on　the　human

skeletal　system　due　to　systemic　estrogen　depletion　are　be－

coming　clinically　importaht　due　to　their　increasing　use　as

an　a両uvant　therapy孟n　postmenopausal　women　with　breast

cancer．　However，　possible　effbcts　of　Als　on　human　bone

cells　have　remained　largely　unknown．　W6　therefbre　stud－

ied　effbcts　of　AIs　including　the　steroidal　AI，　exemestane

（EXE），and　non－steroidal　Als，　Aromatase　Inhibitor　I（AI－1）
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and　aminoglutethimide（AGM），on　a　human　osteoblast．

We　employed　a　human　osteobIast　cell　line，　hFOB，　which

maintains　relatively　physiological　status　of　estrogen　and　an－

drogen　pathways　of　human　osteoblasts，　i．e．，　expression　of

aromatase，　androgen　receptor（AR），and　estrogen　recep－

tor　（ER）beta．恥also　employed　osteoblast－hke　cell　lines，

Saos－2　and　MG－63　which　expressed　aromatase，　AR，　and

ERalpha／beta　in　order　to　fUrther　evaluate　the　mechanisms　of

effbcts　of　AIs　on　osteoblasts．　There　was　a　significant　incre－

ment　in　the　number　of　the　cells　fbllowing　72　h　treatment

with　EXE　in　hFOB　and　Saos－2　but　not　in　MG－63　in　which
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

the　level　of　AR　rnRNA　was　lower　than　that　in　hFOB　and

Saos－2．　Alkaline　phosphatase　activity　was　also　increased

by　EXE　treatment　in　hFOB　and　Saos－2．　Pretreatment　with

the　AR　blocker，　flutamide，　partially　inhibited　the　effbct　of

EXE　AI－I　exerted　no　effbcts　on　osteoblast　cell　prolifbra－

tion　and　AGM　diminished　the　number　of　the　cells．　hFOB

converted　andrqstenedione　into　E2　and　testosterone　（TST）　．

Both　EXE　and　AI－I　decreased　E21evel　and　increased　TST

leveL　In　a　microarray　analysis，　gene　pro創e　pattems　fbllow－

ing　treatment　with　EXE　demonstrated　similar　patterns　as

with　DHT　but　nqt　with　E2　treatment．　The　genes　induced　by

EXE　treatment　were　related　to　cell　proli色ration，　diffbrentia－

tion　which　includes　genes　encoding　cytoskeleton　proteins．

W6　also　examined　the　expression　levels　of　these　genes．　using

quantitative　RT－PCR　in　hFOB　and　Saos－2　treated　with　EXE

and　DHT　and　with／without　Hutamide．　HOXD　I　l　gene㎞own

as　bone　morphogenesis　f註ctor　and　osteoblast　growth－related

genes　were　induced　by　EXE　treatment　as　well　as　DHT　treat－

ment　in　both　hFOB　and　Saos－2．　These　results　indicated　that

the　s㌻eroidal　aromatase　inhibitor，　EXE，　stimulated　hFOB　cell

prolifbration　via　both　AR　dependent　and　independent　path－

ways・

Keywords：Aromatase　inhibitor，　Human　osteoblast，　cell　pro－

lifヒration
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patterning　within　a　Somite．

　玖ヲレ℃ソの四ワθワ’，134，1561－1569　（2007）

　　The　Mesp2　transcription　factor　plays　essential　roles　in

segmental　border　R）rmation　and　in　the　establishment　of

rostro－caudal　patteming　within　a　somite．　A　possible　Mesp2
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target　gene，　Ripply2，　was　identified　by　microarray　as　being

downregulated　in　the　Mesp2－null　mouse．　Ripply2　encodes

aputative　transcriptional　co－repressor　containing　a　WRPW

moti£W6∬nd　that　Mesp2　binds　to　the　Ripply2　gene　en・

hancer，　indicating　that　Ripply2　is　a　direct　target　of　Mesp2．

W6　then　examined　whether　Ripply2　is　responsible　fbr　the

repression　of　genes　under　the　control　of　Mesp2　by　gener－

ating　a　Ripply2一㎞obkout　mouse，　Unexpectedly，　Ripply2－

null　embryos　show　a　rostralized　phenotype，　in　contrast　to

Mesp2－null　mice．　Gene　expression　studies　together　with

genetic　analyses　fhrther　revealed　that　Ripply2　is　a　negative

regulator　of　Mesp2　and　that　the　loss　of　the　Ripply2　gene

results　in　the　prolonged　expression　of　Mesp2，　Ieading　to　a

rostralized　phenotype　via　the　supPression　of　Notch　signal－

ing．　Our　study　demonstrates　that　a　Ripply2－Mesp2　nega・

tive－fセedback　loop　is　essential　fbr　the　periodic　generation　of

the　rostro－cauda1． 垂盾撃≠窒奄狽凵@within　a　somite．

Keywords：Somite，　Gene　expression　study，　Ripply2－Mesp2

negative－fヒedback　loQp

寧l

civision　of　Mammalian　Development，　National　Institute

of　Genetics

＊2

　　SOKENDAI

　　Takahashi，　Y．，　Yasuhiko，　Y，　Kit勾ima，　S．，　Kanno，　J．

3・dS・g・，　Y∴ApP・・P・i・te　s・pPressi・n・f　N・tψ

　　signaling　by　Mesp　fhctors　is　essential　for　stripe

　　pattern　f6rmation　leading　to　segment　bound訊ry

　　brmation．

　　四壁qo盟α～左～1．研bノと区｝！，304，593－603　（2007）

　　Mespl　and　Mesp2　are　homologous　transcription飴ctors

th飢are　co－expressed　in　the　anterior　presomitic　mesode㎜

（PSM）during　mouse　somitogenesis．　The　loss　of　Mesp2

alone　in　our　conventional　Mesp2－nu11．mice　results　in　the

complete　disruption　of　somitogenesis，　including　segment

border　fbrmation，　rostro－caudal　patterning　and　epithelializa－

tion　of　somitic　mesode㎜．　This　has　led　us　to　interpret　that

Mesp2　is　solely　responsible　fbr　somitogenesis．　Our　novel

Mesp2㎞ock－in　alieles，　however，　exhibit　a　remarkable　up－

regulation　of　Mesp　l．　Removal　of　the　pgk－neo　cassette　ffom

the　new　allele　leads　to　localization　of．Mespl　and　several

gene　expression，　and　somite　fbrmation　in　the　tail　region．

Moreover，　a　reduction　in　the　gene　dosage　of　Mespl　by　on6

qopy　disrupts　somite｛b㎜ation，　co㎡i㎜ing　the　involvement

of　Mesp　l　in　the　rescue　events，　Furthermore，　we　nnd　that

activated　Notch　l㎞Qck－in　signi且cantly　upregulates　Mespl

expression，　even　in　the　absence　of　a　Notch　signal　mediator，

Psen　l，　This　indicates　that　the　Psen　l－independent　e脱cts　of
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activated　Notch　l　are　mostly　attributable　to　the　induction　of

Mesp　1．　However，　we　have　also　con且㎜ed　that　Mesp2　en－

hances　the　expression　of　the　Notch　l　receptor　in　the　anterior

PSM．　Tねe　activation　and　subsequent　suppression　of　Notch

slgnaling　might　thus　be　a　crucial　event　fbr　both　strlpe　pat－

tem飴㎜ation　and　boundary　fb㎜ation．

Key　words：somitogenesis，　Mesp2，　Mespl
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　　Kanno，　J．，　Rawls，．　A．‡2　and　Saga，　Y＊1：Transcription

　　factors　Mesp2　and　Paraxis　have　critical　roles　in

　　axial　musculoskeletal　fbrmation．

　　功レ雪θ1⑳盟θo彪／伽朋7石05，in　press．　（2007）

　　Mesp2　and　Paraxis　are　basic　HLH－type　transcription

魚ctors　co－expressed　in　the　presomitic　mesoderm　and　are

required　br　no㎜al　somite鉛rmation．　Here　we　show　that

Mesp2／Paraxis　do血ble－null　mice　exhibit　a　distinct　phe－

notype　unexpected． ?mom　either　Mesp20r　Paraxis　single－

null　mice．　In　the　posterior　region　of　the　bodメmost　of　the

skeletal　components　of　both　the　vertebral　body　and　neural

arches　are　severely　reduced　and　only　a　mdilnental　lamina

and　ribs　remain，．indicating　a　strong　genetic　interaction　in

the　sclerotomal　cell　lineage．　However，　yeast　two－hybrid

analyses　revealed　no　direct　interaction　between　Mesp2　and

Paraxis，　The　Mesp2／Paraxis　double－null　embryo　has　caudal－

ized　somites，　revealed　by　expanded　Uncx4．l　expression

pattem　observed　in　the　Mesp2－null　embryo，　but　the　expres－

sion　level　of　Uncx4．1　was　significantly　decreased　in　ma－

ture　somites，　indicative　of　hypoplasia　of　lateral　sclerotome

derivatives．　By飼cusing　on　ve且ebral　column飴㎜ation　we

倉）und　that　expressions　of　Paxl，　Nkx3．1，　and　Bapxl　are

regulated　by　Paraxis　and　that　Paxg　expression　was　severely

a価cted　in　the　Mesp2／Paraxi呂double－null　embryo．　Further－

more，　the　expression　of　Pax3，　a　crucial　factor　R）r　hypaxial

muscle　dif琵rentiation，　is　regulated　by　both　Mesp2　and

Paraxis　in　the　anterio㎜ost　PSM　and　nascent　somite　region．

The　present　data　strongly　suggest　that　patteming　events　by

bHLH－type　transcription　f法ctors　have　deep　impacts　on　re－

gional　chondrogenic　and　myogenic　dif琵rentiation　of　somltic

cells，　mainly　via　control　of　Pax　genes．

Key　words：Mesp2，　Paraxis，　somitogenesis，　vertebra
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　　katomi，　R．’2，　Yamada，　K．寧3，　Kondo，　T．寧2，0gawa，　M．82，

　　Obata，　K．串2，　Watanabe，　M．，　Hashikawa，　T．“2　and　Tanaka，

　　K．寧且：lndispensability　of　the　glutamate　transporters

　　GLAST　and　GLTI　to　brain　development．

　ノケoo」～曾〃／1α～o「5ヒノ乙左5レ4．，103　（32）　，12161＿12166

　　（2006）

　　Previous　in　vitro　studies　have　shown　that　the　neurotrans－

mitter　glutamate　is　important　in　brain　development　Para－

doxically，　loss－of＝fhnction　mouse　models　of　glutamatergic

signaling　that　are　generated　by　genetic　deletion　of　glu－

tamate　receptors　or　glutamate　release　show　normal　brain

assembly．　Wεexamined　the　direct　cons宰quences　on　brain

development　of　extracellular　glutamate　buildup　due　to　the

depletion　of　the　glutamate　transporters　GLAST　and　GLr　l．

GLAST／GH「1　double　knockout　mice　show　multiple　brain

defbcts，　including　cortical，　hippocampal，　and　olfhctory　bulb

disorganization　with　perinatal　mortality．　Here，　we　report

abno㎜al　fbmlation　of　the　neocortex　in　GLASTIGLrl　mu－

tants．　Several　essential　aspects　of　neuronal　development，

such　as　stem　pell　prolifbration，　radial　migration，　neuronal

dif驚rentiation，　and　survival　of　SP　neurons，　were　impaired．

These　results　provide　direct　in　vivo　evidence　that　GLAST

and　GLrl　are　necessary　fbr　brain　development　through

regulation　of　extracellular　glutamate　concentration　and　show

that　an　important　mechanism　is　likely　to　be　maintenance　of

glutamate－mediated　synaptic　transmission．

Key　words：glutamate，　glutamate　transporters，　brain　devel－

opment
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　　normalities　and　cognitive　de血cits　in．mice・

　ノ〉診ακ♪Zがb／．乙張．，24　（2）　，334－344　（2006）

　　The　M5　muscarinic．　acetylcholine　receptor（M5R）has

been　shown　to　play　a　crucial　role　in　mediating　acetylcho－

1ine－dependent　dilation　of　cerebral　blood　vessels．　Wb　show

that血ale　M5R－／－mice　displayed　constitutive　constriction

of　cerebral　arteries　using　magnetic　resonance　angiography

in　vivo．　Male　M5R－／－mice　exhibited　a　signi行cantly　re－

duced　cerebral　blood　flow（CBF）in　the　cerebral　cortex，
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hippocampus，　basal　ganglia，　and　thalamus．　Cortical　and

hippocampal　pyramidal　neurons　f㌃om　M5R－／－mice　showed

neuronal　atrophy．　Hippocampus－dependent　spatial　and

nonspatial　memory　was　also　impaired　in　M5R－／－mice．　In

M5R≠mice，　CA3　pylamidal　cells　displayed　a　signi負cantly

3ttenuated　ffequency　of　the　spontaneous　postsynaptic　cur－

rent　and　long－term　potentiation　was　significantly　impaired

at　the　mossy　fiber－CA3　synapse．　Our丘ndings　suggest．　that’

impaired　M5R　signaling　may　play　a　role　in　the　pathophysi－

ology　of　cerebrovascular　de且cits．　The　M5　receptor　may

represent　an　attractive　noveI　therapeutic　target　to　ameliorate

memory　deficit等caused　by　impaired　cerebrovascular　nlnc－

tion．

Key　words：muscarinic　acetylcholine　receptor，　redued　cere－

bral．blood　How（CBF），memory
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　　M．’1，丑）yama，　Y’2，0kano，　H．寧2　and　Kondo，　T’1：Electrical

　　stimu13tion　modu星ates血te　determination　of　di∬br－

　　entiating　embryonic　stem　cells．

　　伽刀70冨Zg．，25　（3）　，562－570　（2007）

　　「Aclear　understanding　of　cen　f琶te　regulation　during　dif驚r－

entiation　is　key　in　successfhlly　using　stem　cells　fbr　therapeu－

tic　applications．　Here，　we　report　that　mild　electrical　stimula－

tion　strongly　influences　embryonic　stem　cells　to　assume　a

neuronal　fate，　Although　the　resulting　neuronal　cells　showed

no　sign　of　speciflc　terminal　dif艶rentiation　in　culture，　they

showed　potential　to　dif驚rentiate　into　various　types　of　neu－

rons　in　vivo，　and，　in　adult　mice，　contributed　to　the　iI加red

spinal　cord　as　neuronal　cells．　Induction　of　calcium　ion　influx

is　significant　in　this　dif丑）rentiation　system．　This　phenomenon

opens　up　possibilities　fbr　understanding　novel　mechanisms

underlying　cellular　dif艶rentiation　and　ear正y　development，

and，　perhaps　more　importantly，　suggests　possibilities　fbr

treatments　in　medical　contexts．

Key　words二electrical　stimulation，　embryonic　stem　cells，

neuronal　f乞te
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　　Hirabayashi，　Y．　and　Inoue，　T．：Imp夏ications　of　he－

　　moPoietic　Progenitor　cell　kinetics紐n“experimen．

　　tal　leukemogenesis：Relevance　to　Gompertzean

　　mortality　as　possib璽e　hematotoxicological　end－

　　point．

　　伽」磁盟βκゾ．，35　（4Suppl　1）　，125－33　（2007）

　　Objective．　The　aim　of　this　study　is　to　investigate　a

possible　implication　in　cell　kinetics　of　the　hematopoietic

progenitors　to　the　experimental　leukemogenesis　to　eluci－

date　the　relevance　of　various　leukemic　mode　of　action　to

Gompertzean　survival　curves，　a　new　parameter　based　on

the　lif6span．　Materials包nd　Methods．　Mice，　C3HIHe，　and

C57BL／6　strain，　male　and　fbmale，　with　or　without　genetic

modifications，　e．g．，　p53－deficiency　or　thioredoxin　overex－

pression　were　used　in　the　present　hemopoietic　stem／progen－

itor　research，　radiation－or　benzene－induced　leukemogenesis

R）llowed　by　histopathological　examination．　A　lethal　dose

of　radiation　fbr　bone　marrow　transplantation，　and　a　graded

increased　do忌e　up　to　5　Gy　of　x－rays　fbr　induction　of　he－

matopoietic　malignancies　were　given．　For　caloric　restric－

tion　studies，77　kcal／week　was　maintained　in　accordance

to　diffbrent　restriction－timing．　For　assays　of　hematopoietic・

colonization，　colonyfb㎜ing　unit　spleen　and　colony一型㎜ing

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　
unit　granulocyte　macrophage　were　evaluated．　Hematopoietic

progenitor　cell－specific　kinetics　were　studied　by　continuous

labeling　of　bromodeoxyuridine　fbr　cycling　cells，　R）110wed

by　ultraviole¢（UV）exposure　and　hemopoietic　colonization

（bromodeoxyuridine　UV［BUUV］method）．Various　ex－

perimental　survival　curves　were　apPlied　to　a　mathematical

analysis　by　Gompertz－Makeham　law　of　mortality．　Results．

Refbrring　current　authors’studies　on　leukemogenesis　in－

duced　by　ionizing　radiation　and　benzene　exposure，　implica－

tions　of　hematopoietic　progenitor　cell　kinetics　to　the　experi－

mental　leukemogenesis　were　evaluated　by　means　of　a　novel

exberimental　tool，　th6　BUUV　method．　Comparative　studies

to　elucidate　relevancies　of　these　data，　including　two　preven一

．tion　studies，　one　on　caloric　restriction　and　the　other　on　an－

tioxidative　thioredoxin　overexpression，　to　those　Gompertz－

ean　survival　curves　of　experimental　animals　were　analyzed．

Conclusion．　The　Gompertzean　expression　may　elucidate　an

apPropriate　toxicological　endpoint　fbr　evaluating　the　eflヒct

of　radiation　and／or　benzene－exposure　on　the　lifbspan　and　its

modification　by　various　experimental　preventive　measures！

Key　words：　Gomp6rtzean　law　of　mortality，　radiation－

induced　leukemia，　benzene－induced　leukemia　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
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　　　ramoto，　M．，Koshinaga，　M．，Hirabayashi，　Y，　Kanno，　J．，

　　　　Inoue，　T．　and　Aizawa，　S∴InHammatory　biqmarkerl

　　　　neopterin，　supPresses　l31ymphopoiesis　for　pos－

　　　　sible　fhcilitation　of　gmnulocyte　responses，　which

　　　　is　severely訊ltered　in　age－related　stroma1－cell－

　　　　impaired　mice，　SCIISAM．

　　　即βわ1ル1bゴ0跡oooり　．，232　（1）　，134－45　（2007）

　　　Neopterin　is　produced　by　monocytes　and　is　a　usefhl　bio－

　　marker　of　inflammatory　activation．　W6　fbund　that　neopterin

　　enhanced　in　vivo　and　in　vitro　granulopoiesis　triggered　by

　　the　stromal－cell　production　of　cytokines　in　mice．　The　ef＝

　　飴cts　of　neopterin　on　B　lymphopoiesis　during　the　enhance－

　　ment　of　granulopoiesis　were　determined　using　the　mouse

model　of　senescent　stromal－cell　impai㎜ent（SCI），asub－

　　line．of　senescence－accelerated　mice（SAM）．In　non－SCI

　　mice（a　less　senescent　stage　of　SCI　mice），treatment　with

　　neopterin　decreased　the　number　of　colonies，　on　a　semisolid

　　medium，　of　colony－fb㎜ing　units　of　pre－B－cell　progenitors

　　（CFU－preB）ffom　un貸actionated　bone　marrow（BM）cells，

　　but　not　that　ffom　a　population　rich　in　pro－B　and　pre－B　cells

　　without　stromal　cells．　Neopterin　upregulated　the　expression

、of　genes　fbr　the　negative　regulators　of　B　lymphopoiesis

　　such　as　tumor　necrosis　f吾ctor一（TNF一），interleukin－6

　　（IL－6），and　trans鉛㎜ing　growth飴ctor－B（TGF－B）in　cul－

　　tured　stromal　cells，　implying　that　neopterin　suppressed　the

　　CFU－preB　colony　fb㎜ation　by　inducing　negative　regulators

　　丘om　stromal　cells．　The　intraperitoneal　i可ection　of　neop－

　　terin　into　non－SCI　mice　r6sulted　in　a　marked　decrease　in

　　the　number　of　fヒmoral　CFU－preB　within　l　day；along　with

　　increases　in　TNF－and　Iレ6　expression　levels．　However，　in

　　SCI　mice，　in　vivo　and　in　vitro　responses　to　B　lymphopoi－

　　esis　and　the　upregulation　of　cytokines　a食er　neopterin　treat－

　　ment　were　less　marked　than　those　in　non－SCI　mice，　These

　　results　suggest　that　neopterin　predominantly　suppressed

　　Iymphopoiesis　by　inducing．the　production　of　negative　regu－

　　Iators　of　B　lymphopoiesis　by　stromal　cells，　resulting　in　the

　　selective　supPression　of　in　vivo　B　lymphQPoiesis．　These　re－

　　sults　also　suggest　that　neopterin魚cilitated　granulopoiesis　in

　　BM　by　suppressing　B　lymphopoiesis，　thereby　contributing

　　to　the　potentiation　of　the　inHammatory　probess；interesting－

　　ly；such　neopterin且mction　became　impaired　during　senes－

　　cence　because　of　attenuated　stromal－cell　fhnction，　resulting

　　in　the　downmodulation　of　the　host－defbnse　mechanism　in

　　the　aged．

　　Keywords：neopterin，　B　lymphopoiesis，　stromal－cell－im－

　　paired　mouse
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　　0切e6ti＞e．　Reactive　oxygen　species（ROS），generated

fbllowing　benzene　exposure，　are，　considered　to　trigger　the

development　of　hematopoietic　neoplasms，　although　little

supporting　evidence　has　been　fbund．　In　this　study，　we　ex－

amined　whether　the　experimental　elimination　of　ROS　gener－

ated　fbllowing　benzene　exposure　prevents　the　development

of　benzene－induced　hematopoietic　disorders　to　clarifンthe

mechanism　underlying　the　development　of　benzeneinduced

hematopoietic　disorders．　Methods．　C57BL／6　mice，　overex－

pressing　human　thioredoxin（h－Trx－Tg），were　used　to　ex－

amine　the　possible　nullification　of　ROS　induction　R）llowing

benzene　exposure．　The　experimental　group　was　exposed　to

300ppm　benzene　6　hours／day，5days／week，　fbr　26　weeks，

and　lifbtime　observation　fbllowed　by　mo16cular　and　histo－

pathological　examinations　were　carried　out．　Results．　The

present　study　using　h－Trx－Tg　mice　showed　a　complete　sup－

pression　of　the　develop卑ent　of　thymic　lymphoma　induced

by　benzene　inhalation（0％in　h－Trx－Tg　vs　30％in　wildtype

（Wt）mice）．This　was　associated　with　a　48％decrease

in　the　incidence　of　clastogenic　micronucleatgd　reticulocyte

induction　in　the　h－Trx－Tg　mice　colnpared　with　the　Wt　con－

trol　after　2　weeks　of　inhalation．　As　underlying　mechanisms，

the　attenuation　of　oxidative．stress　was　accompanied　by　a

complete　abrogation　of　hemato－lymphoid　toxicityl　as　shown

by　the　upregulation　of　the　activity　of　superoxide－dismutase，

and　a　consequently　stable　ROS　level，　as　dete㎜ined　by　cell

sorting　using　20，70－dichlorodihydrofluorescein　diacetate，

along　with　a　significant　attenuation　of　the　overexpression

of　a　cell　cycle－dependent　kinase　inhibitor，　P21．　Conclusion．

The　attenuation　of　benzene－induced　oxidative　stress　and

that　of　the　consequent　lymphomagenesis　were　observed　fbr

the　first　time，　and　these　indicate　a　role　of　oxidative　stress

in　benzene－induced　clastogenesis　and　lymphomagenesis．

（These　attenuations　were　not　seen　in　nonthymic　lympho－

mas，　and　no　leukemias　developed　in　C57BL／6　used　in　this

study．）During　the　constitutive　overexpression　of　h－Trx，　the

expression　of　aryl－hydrocarbon　receptor　in　h－Trx－Tg　mice

was　downregulated，　which　may　also　contribute　to　the　at一
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　　Bone　marrow（BM）fhnctions　as　the　primary　hematopoi－

etic　tissue　throughout　adult　lifヒby　providing　a　microenvi－

ronment　fbr　the　prolifbration，　diffヒrentiation，　and　retention

of　hematopoietic　stem　cells　and　progenitors．　W6　describe

novel　roles．fbr　oncostatin　M（OSM）in　the　BM　hematopoi－

etic　microenvironment．　Hematopoietic　progenitor　activity　in

OSM－dencient　mice　was　reduced　in　BM　but　elevated　in　the

spleen　and　peripheral　blood．　The　level　of　circulating　granu－

locyte　colony－stimulating　fhctor（G－CSF）was　increased，

whereas　that　of　stromal　cell。derived　factor　l（SDF－1）was

decreased　in　OSM－de且cient　mice．　Moreover，　the　ability　of

OSM－de負cient　BM　stromal　cells　to　support　hematopoiesis

in　vitro　was　signifi6antly　reduced．　These　results　indicate

that　OSM　plays　a　unique　role　in　hematopoiesis　by　main－

taining　the　proper　microenviro皿lent　fbr　BM　hematopoiesis；

it　also　retains　hematopoietic　progenitors　in　BM　by　regulat－

ing　G－CSF　and　SDF－l　levels．

Keywords：Oncostatin　M，　HematoPoiesis，　St「omal　cell－

derived魚ctor　l
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　　Neopterin　is　produced　by　monocytes　and　is　a　usefhl　bio－

marker　of　inHammatory　responses．　W6　R）und　that　neopterin

enhances　granulopoiesis，　but　suppresses　B－lymphopoiesis

triggered　by　the　positive　and　negative　regulations　of　cytok－

ines　produced　by　stromal　cells　in　mice．　In　this　stud第neop－

terin　was　fbund　to　regulate　mast　ce11　development，　which

was　confirmed　in　the　mouse　model　of　senescent　stroma1－

cell　impai㎜ent（SCI）．In　non－SCI　mice（＝1ess　senescent

stage　of　SCI　mice），neopterin　decreased　the　number　of

colonies　of　IL－3－dependent　mast－cell　progenitor．　cells（CFU－

mast）f士om　unf㌃actionated　bone－marrow　cells，　but　no亡that

from　the　lineage－negative　bone－marrow　cell　population

without　stromal　cells　in　a　semisolid　in　vitro　system．　Neop－

terin　increased　the　gene　expression　and　protein　production

of　TGF－beta，　a　negative　regulator　of　CFU－mast，　in　cultured

stromal　cells，　indicating　that　neopterin　suppressed　CFU－

mast　colony　fbrmation　by　inducing　TGF－beta　in　stromal

cells．　In　contrast　to　this　in　vitro　study，　in　vivo　treatment

with　neopterin　did　not　significantly　up－regulate　TGF－beta，

The　intravenous　i可ection　of　neopterin　into　mice　decreased

the　number　of　fbmoral　CFU－mast　and　the　expression　level

of　the　gene　fbr　stem　cell　fヨctor（SCF），apositive　regula－

tor　of　CFU－mast，　whereas　the　number　of　splenic　CFU－mast

and　SCF　gene　expression　level　increased．　In　SCI　mice，　the

in　vivo　and　in　vitro　responses　of　mast　cell　development

and　cytokine　gene　expression　level　to　neopterin　treatment

were　less　marked　than　those　in　non－SCI　mice．　These　results

suggest　that，且rstly；neopterin　augments　the　splenic　pool　of

CFU－mast　by　the　production　of　SCF，　and　secondly，　such

neopterin　fUnction　becomes　impaired　during　senescence　be－

cause　of　an　impaired　stromal－cell　fhnction，　resulting　in　the

down－modulation　of　host－defbnse　mechanisms，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

Keywords：neopterin，　mast　cell，　Senescence－accelerated

mice（SAM）
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　　Acharacteristic　tooth　of　rodents，　the　incisor　continuously

grows　throughout　lifb　by　the　const3nt　fbmlation　of　dentin

and　enameL　Continuous　emption　of　the　incisor　is　accompa－

nied　with飴㎜ation　of　shear　zone，　in　which　the　periodontal

ligament　is　remodeled．　Although　the　shear　zone　plays　a
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role　in　the　remodeling，　its　molecular　biological　aspect　is

barely　understood．　Here，　we　show　that　periostin　is　essential

飾r飾㎜ation　of　the　shear　zone．　Periostin－／－mice　showed

an　eruption　disturbance　of　incisors．　Histological　observa－

tion　revealed　that　deletion　of　periostin　led　to　disapPearance

of　the　shear　zone．　Electron　microscopy　revealed　that　the

disappearance　of　the　shear　zone　resulted　f㌃om　a魚ilure　in

digestion　of　collagen　fibers　in　the　periostin－／－mice．　Fur－

the㎜ore，　immunohistochemical　analysis　using　anti－periostin

antibodies　demonstrated　the　restricted　localization　of．perios－

tin　protein　in　the　shear　zone．　Periostin　is　an　extracellular

matrix　protein，．and　immunoelectron　microscopy　showed　a

close　association　of　periostin　with　collagen　fibrils　in　vivo．

These　results　suggest．　that　periostin　fUnctions　in　the　remod－

eling　of　collagen　matrix　in　the　shear　zone．

Keyword：Periostin，　Eruption，　Tboth
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　　The　effbct　of　a　lipophilic　nitric　oxide（NO）一releasing

compound　5－amino－3一（3，4－dichlorophenylQ）1，2，3，4－oxa－

triazoliun（GEA3162）on　the　spontaneous　release　of　5－hy－

droxytryptamine（5－HT）fセom　human　colonic　mucosa　was

investigated　in　vitro．．ln　the　presence　of　tetrodotoxin，　spon－

taneous　outflow　of　5－HT丘om　the　human　colonic　mucosa

was・measured　by　high－per飴㎜ance　liquid　chromatography
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

with　electrochemical　detection．　GEA3162　concentration－

dependently　suppressed　the　5－HT　outflow，　but　neigher　the

NO－activated　soluble　guanylate　cyclase　inhibitor　I　H一（1，2，4）

一〇xadiazo．lo　（4，3－a）qunoxalin－1．一〇ne　（oDQ）nor　per－

oxynirite　scavenger　ebselen　af艶cted　the　supPressant　effbct

of　GEA3162．　Moreover，　neither　theレtype　calcium　channel

blocker　nicardipine，　NO　symthase　inhibitor　L－NG－nitroargi－

nine　methylo　ester　nor　guanylate　cydclase　activator　and　ni－

cardipine－insensitive　5－HT　release，　and　that　GEA3162　can

suppress　the　5－HT　release　via　an　action　on　colonic　mucosa

through　mechanism　independent　of　oDQ－sensitive　cyclic

GMP　system　or　peroxynitrite　generation．

Key　words：human　colone，　serotonin，　GEA3162
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　　Oxidative　stress　is　the　main　cause　of　the　neuronal　death

in　pathological　conditions．　Hydrogen　peroxide（H202），

one　of　the　reactive　oxygen　species（ROS），activates　many

intracellular　signaling　cascades　including　src　family　and

mitogen－a¢tivated　protein　kinases（MAPK）such　as　stress－

activated　protein　kinase（SAPK，　JNK）p38　MAPK　and

ERKI／2，　some　of　which　are　highly　involved　in　the　induc－

tion　of　cellular　damage．　Wεpreviously　showed　that　H202

induced　cell． р?≠狽?@in　astrocytes　and　AT恥acting　on　P2Yl

receptors，　protected　against　it．　Here　we　sho曽that　ERK　1／2

and　src　tyrosine　kinase　are　involved　in　the　H202－evoked

death　promoting　signals　in　astrocytes　and　that　activation

of　P2Yl　receptors　counteracts　such　signals　by　increasing

gene　expression　and　activity　of　protein　tyrosine　phosphatase

（PTP）．Although　H202　activated　three　MAPKs　includ－

ing　ERKI／2，　p38　and　JNK，　only． 狽??@activation　of　ERKI／2

participated　in　the　H202－evoked　cell　dehth．　H202　induced

sustained　activation　of　ERKI／2，　which　was　seen　mainly

in　the　nucleus　region．　The　MEKI／2　blockers　reduced　the

H202－evoked　cell　death　as　well　as　the　phosphorylated

ERKl／2（P－ERK1／2）signals　and　their　accumulation　in　the

nucleus　region．　Moreover，　we　fbund　that　H202　activated

src　tyrosine　kinase　family，　which　was　an　upstream　signal

R）rERKI／2．　Pretreatment　of　the　cells　with　ArP　and　2Me－

SADP　strongly　inhibited　the　H202－evoked　activation　of　src

tyrosine　kinase，　resulting　in　the　inhibition　of　the　P－ERK1／2

accumulation　in　the　nucleus．　Activation　of　P2Yl　receptors

enhanced　the　gene　expression　and　activity　of　PT且which

was　responsible　fbr　the　inhibition　of　src　tyrosine　kinase．

Taken　together，　ArR　acting　on　P2Y　l　receptors，　upregulates

the　PTP　expression　and　its　activity，　which　counteracts　the

H202－promoted　death　signaling　cascades　including　ERKI／2．

and　its　upstream　signal　src　tyrosine　kinase　in　astrocytes．

Keywords：P2Y1，　src，　ERK　l／2
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　　ArP　acts　as　an　intercellular　messenger　in　a　variety　of

cells．　Here　we　characterized　the　Ca2＋wave　propagation

mediated　by　extracellular　ATP　in　cultured　normal　human

epidermal　keratinocytes（NHEKs）also　co－cultured　with

mouse　dorsal　root　ganghon（DRG）neurQns．　W6　also　asked

about　physiological　consequence　of　the　ArP－mediated

communication　in　relation　to　pain　by　behavioral　analysis．

Pharmacological　characterization　showed　that　NHEKs　ex－

press血nctional　metabotropic　P2Y2　receptors。　When　a　cell

was　gently　stimulated　with　a　glass　pipette，　an　increase　in．

the　intracellular　Ca2＋concentration（［Ca2＋］i）was　observed，

fbllowed　by　propagating　Ca2＋waves　in　neighboring　cells

in　an　extracellular　ATP－dependent　fhshion．　Using　an　ATP－

imaging　technique，　the　release　and　diffUsion　of　ArP．among

NHEKs　were　confirmed．　DRG　neurons　are　known　to　in－

nervate　the　epide㎜is　that　is　mainly　composed　of　keratino－

cytes．　In　the　co－culture　of　NHEKs　and　DRG　neurons，　me－

chanical　stimulation－evoked　Ca2＋waves　in　NHEKs　evoked

the［Ca2＋］i　elevation　in　a（麺acen亡DRG　neurons，　which　was

also　dependent　on　extracellualr　ArP　and　the　activation　of，

P2Y2　receptors，　Extracellular　ATP　is　a　dominant　mes－

senger　that　fbrms　intercellular　Ca2＋魚aves　in　NHEKs．　In

addition，　Ca2＋waves　in　NHEKs　could　produce　a［Ca2＋］

ielevation　in　DRG　neurons，　suggesting　dynamic　cross　talk

between　skin　and　sensory　neurons　mediated　by　extracellular

ATP　Next　we　investigated　a　physiological　consequence

of　the　ArP－mediated　communications．珂ection　of　the

P2Y2　and　P2Y4　receptor　agonist　uridine　5’一triphosphate

（UTP）into　plantar　surface　in　rats　produced　the　mechani－

cal　allodynia　in　a　concentration－dependent　manner．　The

UTP－induced　mechanical　allodynia　was　inhibited　by　the　P2

receptor　antagonist　PPADS　（pyridoxa1－phosphate－6－　azo－

pheny1－2’ @，4’　一disu1R）nate）　or　antisense　oligonucleotide　fbr

P2Y2　receptors．　Taken　togetheらATP　is　a　key　lnolecule　that

mediates　pain　signaling　ffom　skin　to　sensory　neurons．

Keywords：Pain，　P2Y；UTP
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　　acting紐t　P2Y6　receptors　is　a　mediator　of　micro唱

　　glial　pbagocytosis．

　焼～～肱θ，446，1091－1095　（2007）

　　Microglia，　brain　immune　cells，　engage　in　the　clearance

of　dead　cells　or　dangerous　debris，　which　is．cmcial　to　the

maintenance　of　brain　fhnctions．　When　a　neighbouring　ce11
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is　i！加red，　microglia　moマe　rapidly　towards　it　or　extend　a

process　to　engulf　the　i】λjured　celL　Because　cells　release　or

leak　ArP　whe耳they　are　stimulated　or　i切ured，　extracellu－

lar　nucleotides　are　thQught　to　be　involved　in　these　events．

In　fact，　ATP　triggers　a　dynamic　change　in　the　motility　of

microglia加四’〃。　and加y1’γo，　a　previously　unrecognized

mechanism　underlying　microglial　chemotaxis；in　contrast，

microglial　phagocytosis　has　received．　only　limited　atten－

tion．　Here　we　show　that　microglia　express　the　metabotropic

P2Y6　receptor，　whose　activation　by　endogenous　agonist

uridine　5，一diかhosphate（UDP）triggers　microglial　phago－

cytosis．　UDP飴cilitated　the　uptake　of　microspheres　in　a

P2Y6　receptor－dependent　manner，　which　was　mimicked　by

the　leakage　of　endogenous　UDP　when　hippocampal　neurons

were． р≠高≠№?п@by　kainic　acid加レゲレ。　and加”’肋．　In　addi－

tion，　systemic　administratiQn　of　kainic　acid　in　rats　resulted

in　neuronal　cell　death　in　the　hippocampal　CAl　and　CA3

regions，　where　increases　in　mRNA　encoding　P2Y6　receptors

that　colocalized　with　activated　microglia　were　observed．

Thus，　the　P2Y6　receptor　is　upregulated　when　neurons　are

damaged，　and　could　fUnction　as　a　sensor　fbr　phagocytosis

by．唐?獅唐奄獅〟@di血sible　UDP　signals，　which　is　a　previougly

unknQwn　pathophysiological　fUnction　of　P2　receptors　in

microglia．

Keywords：microglia，　P2Y6，　phagocytosis
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　　We　evaluated　the　role　of　ATP　in　functiQns　of　human

HaCaT　keratinocytes．　ArP　was　released　f㌃om　HaCaT　cells

by　changing　the　culture　medium．　Reverse　transcription．

polymerase　chain　reaction　analysis　revealed　that　HaCaT　cells

expressed　multiple　P2　purinelgic　receptor　mRNAs．　UTP　was

the　most　potent　agonist　to　increase　the　intrace11ular　Ca2＋

concentration（［Ca2＋］i）．UTP　and　ArP　caused　the　accumu－

latiQn　of［3H］inositol　phosphates，　suggesting　that　UTP　binds

to　the　Gq／ll－coupled　P2Y　receptor．　UTP　increased　Iレ6

mRNA　and　protein　levels，　and　the　increases　were　inhibited

by　a　P2　purinergic　receptor　antagonist（suramin，300　mi－

croM）．While　a　protein　kinase　C　inhibitor（GF　109203X，10

microM）was　without　e価ct，　an　intracellular丘ee　Ca2＋6hela－

tor（BAPTA．一AM，50　microM）suppressed　UTP－mediated
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IL－6　induction．　These　results　suggest　that　l）ATP　is　released

倉om，HaCaT　cells　upon　physical　sti皿ulation　and　may　act　as

an、autocrine　molecule，　and　2）the　stimulation　of　P2Y　recep－

tors　causes　IL－6　production　via　mRNA　expression　through

［Ca2＋］i　elevation．

Keywords：P2Y　receptor，　HaCaT　ce11，　Interleukin－6
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　　Glial　cells　express　thromboxane　A2　receptor，　but　its

physiological　role　remains　un㎞own．　The　present　study　was

perfbrmed　to　examine　thromboxane　A2　receptor－mediated

morphological　change　in　l　321NI　human　astrocytoma　cells．

Thromboxane　A2　receptor　agonists　U46619　and　STA2

ca．used　a　rapid　morphological　change　to　spindle　shape

倉om　stellate　fbrm　of　the　cells　pretreated　with　dibutyryl

cyclic　AM且but　neither　carbachol　nor　histamine　caused　the

change，　suggesting　that　Gq　pathway　may　not　mainly　con－

tribute　to　the　change．　Rho　kinase　inhibitor　Y・27632　inhib－

ited　U46619－induced　morphological　change，　and　U46619

increased　the　GTP－bound　fbmユof　RhoA　accompanied　with

actin　stress　fiber　fbrmation．　These　responses　were　reduced

by　expression　of　p115－RGS　that　inhibits　G　l2／13　signaling

pathway．　U46619　also　caused　the　phosphorylation　of　extra－

cellular　signal－regulated　kinase（ERK）and［3H］thymidine

．incorporation　mainly　through　G　12／13」Rho　pathway，　These

results　suggest　that　stimulation　of　thromboxane　A2　receptor

causes　the　morphologicalρhange　with　prolifヒration　mainly

through　G　12／13　activation　in　glial　cells．

Keywords：Thromboxane　A2　receptor，　G　12　fヨmily　G　pro－

tein　Rho
　　　，
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　　UTP　causes　interleukin（IL）一6　production　via　mRNA

expression　through　P2Y2〆P2Y4　receptors　in　human　HaCaT

keratinocytes．　In　the　present　study，　we　analyzed　the　mecha－

nism　of　UTP－induced　Iレ6　production　in　these　cells．　UT聡

an　agonist　of　P2Y2／P2Y4　receptors，　induced　phosphoryla一

衛 研 報 第125号　（2007）

tion　of　extracellular　signal－regulated　kinase（ERK）in　a

conbentration－and　time－dependent　manner．　PD98059，　a

MEK（mitogen－activated　protein　kinase　kinase）inhibitor，

and　BAPTA－AM［0，0’一bis（2－amihophenyl）ethylenegly－

co1－N，N，N’ CN’一tetraacetic　acid，　tetraacetoxymethyl　gster］，　an

intracellular　Ca2＋chelatoらreduced　UTP－induced　ERK　phos－

phorylation　and　IL－6　mRNA　expression．2－APB［（2－amino－

ethoxy）diphenylborane］，　an　inosito11，4，5－trisphosphate　（IP3）

一receptor　antagonist，　inhibited　UTP－induced　IL－6　mRNA

expression；and　the　action　of　A23187，　a　Ca2＋　ionophore，

resembled　the　action　of　UTP．　In　contrast，　protein　kinase　C

（PKC）downregulation　and　pertussis　toxin　did　not　affヒct

UTP－induced　IL－6　mRNA　expression，　suggesting　that　PKC

and　Gi　are　not　involved　in　the　UTP－induced　IL－6　produc－

tion．　However，　AG1478，　an　epidermal　growth　factor（EGF）

一receptor　inhibitor，　partially　decreased　UTP－induced　ERK

phosphorylation　and　IL－6　expression．　These　results　sug－

gest　that　UTP－induced　Iレ6　production　is　in　part　mediated

via　phosphorylation　of　ERK　through　Gq／ll／IP3ノ［Ca2＋］i　and

transactivation　of　the　EGF　receptor．

Keywords：interleukln－6，　extracellular　signal－regulated　ki－

nase（ERK），HaCaT
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　　The　effヒct　of　a　novel　thromboxane　A2　receptor（TP）an－

tagonist，（＋ノー）一sodium［2一（4－chlorophenylsulfbnylaminom－

ethyl）一indan－5－yl］acetate　monohydrate（Z－335），on　the

U46619－induced　responses　was　compared　between　rabbit

platelets　and　aorta．　Z－335　inhibited　platelet　shape　change

induced　by　U46619　with　higher　efHcacy　than　SQ29548，

acommon　TP　antagonist．　The　U46619－induced　platelet

aggregation　was　inhibited　by　Z－335　in　a　noncompetitive

manneろwhile　it　was　cQmpetitively　inhibited　by　sQ29548．

Z－335inhibited　U46619－induced　vasoconstriction　of　rabbit

aorta　with　higher　ef∬cacy　than　SQ29548．　The　pA2　va．lue

of　Z－335　in　aortic　vasoconstriction　was　signi倉cantly　higher

than　in　pla亡elet　shape　change．　The　competitive　binding

study　showed　the　higher　pKi　value　of　Z－335　against［3H］．

sQ29548　binding　in　rabbit　aortic　smooth　muscle　cells　than

in　platelets．　These　data　suggest　that　Z－335　has　usefUl　char－

acteristics　of　TP　antagonism．
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　　Neurotrophic　factor　production　in　human　astro－

　　cytoma　cells　by　2，5，6－tribromogramine　vi窺activa－

　　tion　of　epsilon　isofbrm　of　protein　kinase　C．
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　　It　is　known　that　astrocytes　secrete　several　neurotrophic

飴ctors　to　prQmote　the　survival　of　neurons．　For　the　treat－

ment　of　neuronal　disorders，10w　molecular　weight　com－

pounds　inducing　neurotrophic　factor　synthesis　are　usefUl，

because　neurotrophic　fbct6rs　are　polypeptides　which　cannot

cross　the　blood　brain　barrier．　When　rat　pheochromocytoma

（PC－12）cells　were　cultivated　in　the　medium　of　humap

astrocytoma　cells（1321N1）treated　with　2，5，6－tribromo。

gramine，　they　diffbrentiated　to　neuron－like　cells　possessing

neurites，　indicating　that　2，5，6－tribromogramine　released

neurotrophic　f吾ctors　fbom　l　321Nl　cells．　In　fact，2，5，6－tri－

bromogramine　increased　nerve　growth　factor（NGF）plo－

tein　synthesis　and　secretion　through　mRNA　expression．

2，5，6－Tribromogramine　inhibited　carbachol－induced　phos－

phoinositide　hydrolysis　as　well　as　phorbo112，13－myristate

acetate　did．　The　inhibition　was　recovered　by　bisindolylma－

1eimide　I（GF　lO9203X），　a　specific　protein　kinase　C（PKC）

inhibitor，　indicating　that　2，5，6－tribromogramine　may　activate

PKC．　The　morphological　dif艶rentiation　of　PC－12　cells　by

the　medium　treated　with　2，5，6－tribromogramine　was　also

reduced　by　GFIO9203X．2，5，6－Tribromogramine　trans－

located　PKC一εbut　not　PKCαor　PKC一ζ，to　membrane

飴ction　flom　cytosol．fbaction．　These　resu】ts　indicate　that

2，5，6－tribromogramine　promotes　the　synthesis　and　secretion

of　neurotrophic　factors　including　NGF　in　l321Nl　cells　via

an　activation　of　PKCぞ．

Keywords：2，5，6－Tribromogramine，1321Nl　human　astrocy－

toma　cells，　Ner＞e　growth　factor
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The　thromboxane　A2　receptor（TP），one　of　the　G　pro一
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tein－coupled　receptors（GPCRs），consists　of　two　splicing

variants，　TPalpha　and　TPbeta，　which　dif艶r　in　their　C－te㎜i－

nal　regions．　In　the　present　study，　we　investigated　whether

TPalpha　and　TPbeta　fbrmed　homo－or　hetero－dimers　and

wh6ther　the　dimerization　changed　the　fhnction　of　TP．

The　immunofluorescent　analysis　using　human　embryonic

kidney（HEK）293　cells　expressing　either　FLAG－tagged

TPalpha　or　TPbeta　showed　that　TPalpha　is　mainly　distrib－

uted　on　plasma　membranes　and　TPbeta　existed　on　plasma

membranes　and　within　the　cells．　Co－immunoprecipitation

analysis　using　HEK293　cells．expressing　both　TPalpha　and

TPbeta　showed　that　TPalpha　and　TPbeta　fbrmed　homo－and

hetero－dimers．　U46619，　a　TP　agonist，　caused　phosphoinosit－

ide　hydrolysis　and　elevation　of［Ca2＋］i　in　a　concentration－

dependent　manner　in　Chinese　hamster　ovary（CHO）cells

expressing　TPalpha　or　TPbeta．　The　responses　were　observed

to　a　greater　exten．t　in　the　cells　expressing　TPalpha　than

TPbeta．　In　the　cells　expressing　both　TPalpha　and　TPbeta，

U46619－induced　responses　were　observed　to　a　lesser　extent

than　in　the　cells　expressing　TPalpha　alone．　Furthermore，

［3H］SQ29548　binding　showed　that　the　level　of　the　cell

surface　expression　of　TP　was　the　fbllowing　order：the　cells

expressing　TPalpha＞TPalpha　and　TPbeta＞TPbeta．　These

results　indicate　that　TPalpha　and　TPbeta鉛㎜ed　homo－and

hetero－dimers，　and　TP－mediated　signaling　may　be　regulated

by　the　hetero－dimer．

Keywords：thromboxane　A2　receptor（TP）　α，TPβ，di－

merlzatlon
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　　Thromboxane　A2　receptor（TP）consists　of　two　alter－

natively　spliced　iso飴㎜s，　TPαand　TPβ，which　di艶r　in

t虹eir　cytoplasmic　tails．　In　the　present　study，　we　examined

the　dif艶rence　in　signal　transduction　of　TPα　and　TPβ，us－

ing　stably　expressing　cells　of　TPα　and　TPβ．The　cells

expressing　TPα　（TPα一SC2）and　TPβ　（TPβ一SCI5）were

selected　based　on　the　similar　binding　sites　of［3H］一sQ29548，

aTP　antagonist．　U46619，　a　TP　agonist，　elicited　phospho－

inositide　hydrolysis　in　TPα一SC2　and　TPβ一SC15　cells　with

asimilar　concentration－dependency．　U46619　also　caused

the　phosphorylation　of　extracellular　signal－regulated　kinase

（ERKI／2）．in　both　TPα一SC2　and　TPβ．一SC15　cells．　While
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the　peak　of　the　phosphorylation　of　ERKI／2　was　observed　5

min　after　addition　of．U46619　in　TPα一SC2　cells，　the　long

lasting　phosphorylation　up　to　60　min　was　in　TPβ一SC15．

cells．　U46619－induced　phosphorylation　of　ERKI／2　at　5　min

was　illhibited　by　pertussls　toxin　in　both　cells，　suggesting

that　Gi　is　involved　in　the　phosphorylation　mediated　via　both

TP　isofbmls．　Interfbring　G　l　2／13　activity　by　overexpression

of　p　l　l　5－RGS　reduced　U46619－induced　ERKl／2　phosphory－

lation　in　TPβ一SCI5　cells，　but　not　in　TPα一SC2　cells．　H89，

an　inhibitor　of　protein　kinase　A（PKA），reduced　U46619－

induced　ERKI12　phosphorylation　in　TPα一SC2　cells，　but　not

in　TPβ一SC15　cells．　These　results　indicate　that　Gi　may　be

involved　in　TP－mediated　ERKI／2　phosphorylation　in　both

iso鉛㎜s．　In　addition，　H89－sensitive　kinase　and　G　l　2／13　may

be　involved　in　TP－mediated　ERKl／2　phosphorylation　in　TP

α　and．　TPβ，respectivel酔

Keywords：thromboxane　A2　receptor一α　（TPα　），throm一

．boxane　A2　receptor一β　（TPβ　），extracellular　signal－regu－

lated　kinase　（ERK　1／2）
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　培養海馬切片を用いて海馬のシナプス形成に対するβ

一エストラジオール（E2）の作用を検討した．　E2は後

シナプス部マーカーであるPSD95発現をCA3野stratum

lucidum．（CA3SL）で上昇させた．．E2はCA3Sしの樹状

突起起始部のスパイン密度も上昇させPSD95はスパイ

ン頭部に密集していた．E2の作用は培養一日目に歯状

回（DG）を切除すると消失した．アンモン核神経細胞，

DG神経細胞，およびこれらの混合細胞からなる海馬小

領域培養系を用いたFM1－43解析では，　E2はDG神経

細胞を．含む小領域培養において前シナプス部の数を増

加させた．脳由来神経栄養因子（BDNF）受容体の強力

な阻害薬であるK252aおよびBDNF機能中和抗体は

海馬切片培養と小領域培養で見受けられたE2の作用を

完全に阻害したが，核内エストロゲン受容体（nER）の

強力な阻害薬であるICII82，780（ICI）｝ま阻害しなかっ

た．DG神経細胞でのBDNF発現量はアンモン核神経細

胞より顕著に高く，E2は発現レベルに影響を与えなかっ

た．E2はDG神経細胞からのBDNF放出を有意に促

進した．PKAの選択的阻害薬であるKT5720とcAMP

の非水解性ジアステレオマーであり強力なPKA阻害薬
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であるRp－cAMPはE2によるBDNF放出促進を完全に

抑制したが，ICIとMEK阻害剤であるUO　126は阻害

しなかった．これらの結果はE2はDG神経細胞からの

BDNF放出をnER非依存的かつPKA依存的に促進す

ることにより砂状線維一CA3神経細胞間のシナプス形

成を誘導していることを示唆している．

Keywords：estrogen，　hippocampus，　synaptogenesis
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寧2．東京大学

　Kurebayashi　H，　Ohno　Y：Met劉bolism　of劉crylamide

　to　glycidamiαe　an“their　cytotoxicity　in　isolated

　rat　hepatocytes：protective　effects　of　GSH　pre－

　cursors．

　〆11d～血ズoo1．80，820－828　（2006）

　Acrylamide（AA）is　a　widely　studied　industrial　chemi－

cal　that　is　neurotoxic，　mutagenic　to　somatic　and　gβ㎜cells，

and　carcinogenic　in　rodents．　The　recent　discovery　of　AA　at

ppm　levels　in　a　wide　variety　of　commonly　consumed　fbods

has　energized　research　ef｛brts　worldwide　to　define　toxicity

and　prevention，　Metabolism　and　cytotoxicity　of　AA　and　its

epoxide　glycidamide（GA）were　studied　in　the　hepatocytes

食eshly　isolated　f沁m　male　Sprague－Dawley　fats．　The　iso－

1ated　hepatocytes　nletabolized　AA　to　GA．　The　fbmlation　of

GA　fbllowed　Michaelis－Menten　kinetic　parameters　yielded

apparent　Km＝0．477±0．100　and　O．263±0．O16　mM，

Vmax＝6．5　±2．l　and　264　　±3．O　nmol／止VlO6　cells，

and　CLint＝　14　　±　5　and　lOO　　±　12　Fl／h／lO6　cells　fbr

the　hepatocytes　f士om　untreated　and　acetone－treated　rats，・re－

spectively．　There　were　lower　Km　and　marked　increases　in

Vmax（fburfbld）and　in　CLint（sevenfbld）in　acetone－treat－

ed　rat　hepatocytes．　The　data　suggest　that　CYP2El　played

am司or　role　in　metabolizing　AA　to　more　toxic　GA．　Both

AA　and　GA　induced　a　concentration－and　tifne－dependent

glutathione（GSH）depletion　of　the　hepatocytes．　From　de－

creasing　rates　of　GSH　contents　in　hepatocytes，　the　param－

eters　of　glutathione　S－transfbrase（GST）in　hepatocytes　to

AA　and　GA　were　calculated　to　be　Km＝1．4　and　l．5　mM，

Vmax＝21　and　33　nmol／h／106　cells，　and　CLint＝15　and

23μ1／h／lO6　cells，　respectively．　GA　l．5－times　more　readlly

depleted　GSH　content　than　AA．　GA　decreased　the　viability

of　hepatocytes　at　3　mM，　but　AA　did　not．　These　data　indi－

cate　that　GA　is　more　toxic　than　AA　as　assessed　by　intrac－

ellular　GSH　depletion　and　loss　of　viability　of　hepatocytes．

GSH　precursors　such　as　N－acetylcysteine　and　methionine

provided　significant　anti－cytotoxic　effbcts　on　the　decrease　of

GSH　content　and　cell　viability　of　hepatocytes　induced　by
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GA　and　AA．

Keywords：Isolated　hepatocytes，　Acrylamide，　Glycidamide

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　Usami，　M．，　Mitsunaga，　K．　and　Nakazawa，　K，：Two－

　　dimensional　electrophoresis　of　protein　from　cul－

　　tured　postimplantation　mt　embryos　fbr　develop－

　　mental　toxicity　studies．．

　　7∂霞7ヒoZ．1力協肋，21，521－526　（2007）

　　Asimple　method　fbr　two－dimensional　electrophoresis

（2－DE）of　rat　embryonic　protein　was　described．　Rat．embry－

os　culture母fbr　24h　f士om　day　1050f　gestation　were　used

as　protein　samples．　When　an　embryo　was　used　as　a　protein

sample，　about　800　protein　spots　were　detected　by　silver

staining　in　a　2－DE　gel　of　the　standard飴㎜at．　Eighty－one

protein　spots　were　identified　by　mass　spectrometry　fbr　a

primary　2－DE　map．　The　same　method　could　be　applied　tQ

yolk　sac　membranes　ffom　the　cultured　embryos．　The　pres－

ent　method．was　considered　to　be　suitable　R）r　a　concomitant

2－DE．analysis　in　in　vitro　developmental　toxicity　studies．

Keywords：two－dimensional　electrophoresis，　rat　embryo，

yolk　sac

凍邦大学薬学部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
　　Kojima，　H．，　Ishii，1．，Nakata，　S．　and　Konishi，　H．：

　　1）ose－response　evaluation　using　an　Epidermal

　　mode1，　an　alternative　to　skin　irritation　testing．

　／1ノ血賄ワ．／1〃功βノ恥乙伽α7功θη’11，177－184　（2006）

Using　3－dimensional　cultured　human　skin　and　epide㎜aI

models，　an　alternative　to　skin　irritation　testing　have　been

developed．　In　the　ECVAM（European　Centre　fbr　the　Vali－

dation　of　Alternative　Methods）validation　protocol，　hazard－

ous　chemicals　have　been　identified　using　these　models．　Wε

considered　it　likely　that　these　models　would　also　be　usefUl

fbr　examining　the． @dose－response　of　the　toxicity　of　a　chemi－

cal．　There掩re，　we　used　the　epide㎜al　model（LabcyteTM，

Japan　Tissue　Engineering　Co．　Ltd．）　to　evaluate　the　dose－

response　of　cytotoxicity　and　compared　the　findings　with

those　fbr　irritancy　by　human　patch　testing　of　4　chemicals：

sodium　Iauryl　sulfhte，　benzethonium　chloride，　nonanoic　acid

and　propylene　glycol．

The　c》嘘otoxicity　of　the　chemicals　was　fbund　to　be　stronger

than　the　i皿itancy　shown　by　human　patch　data．　Diffbrence

ratios　ranging　f士om　l．4　to　52．7　were　fbund　between　irri－

tancy　and　EC50　（concentration　causing　a　50％reduction　in

the　MTT　assay　compared　to　the　untreated　control　value）in

LabCyteTM　fbr　4　chemicals　and　sQlvents．

W6　consider　that　these　models　are　usefhl　fbr　evaluating
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the　dose－response　of　skin　irritancy，　and　could　be　used　to

establish　a　database　fbr　risk　assessment　of　chemicals．

Key　words：skin　irritation，　altemative，　human　patch　test

Research　Laboratories，　Nippon　Menard　Cosmetic　Co，，　Ltd．

　　　　　　　　ゆ
　　Ishii，　Y，Umemura，　T．，　Kanki，　K．，　Kuroiwa，　Y，　Nishika一

　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ　　wa，　A．，　Ito，　R．，Saito，　K．，Nakazawa，　H．　and　Hirose，

　　M：Possible　involvement　of　NO－mediated　oxida－

　　tive　stress　in　inαuction　of　mt血｝restomach　dam－

　　age　3nd　cell　prolifεration　by　combined　treatment

　　with　catechohnd　sodium　nitrite．

　／1πゾ～．」5猛。αうαη．、酬。贈主．，447，127－135　（2006）

　　To　clarify　the　mechanis皿s　underlying　fbrestomach　car－

cinogenesis　in　rats　by　co・treatment　with　catechol　and．so－

dium　nitrite（NaNO2），we　investigated　the　involvement

of　oxidative　stress　resulting　f㌃om　reaction　of　the　two　com－

pounds．　S量nce　generation　of　serniquinone　radical，　hydroxyl

radical（OH），and　peroxynitrite（ONOO’）arose　through

the　reaction　of　catechol　with　NO，　we　proposed　that　super－

oxide　resulting廿om　catechol　oxidation　reacted　with　excess

NO，　consequently　yielding● O且via　ONOσ．　Male　F344

rats　were　co－treated　with　O．2％catechol　in　the　diet　and　O．8％

NaNO2　in　the　drinking　water　fbr　2　weeks．　Prior　to　occur．

rence　of　histological　evidence　indicating　epithelial　injury

and　hyperplasia，8－hydroxydeoxyguanosine．levels　in　fbres－

tomach　epithelium　signi丘cantly　increased　ffom　I　2　h　togeth－

er　with　appearance　of　immunoh童stochemically　nitrotyrosine－

positive　epithelial　cells．　There　were　no　remarkable　changes

in　rats　given　each　chemical　alone．　W6　conclude　that　oxida－

tive　slress　due　to　NO　plays　an　important　role　in　induction

of　fbrestomach　epithelial　damage，　cell　prolifbration，　and

thus　presumably　fbrestomach　carcinogenesis．

Keywords：sodium　nitrite，　nitric　oxide，　hydroxyl　radical
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　　Ishii，　Y，Umemura，　T．，　Nishikawa，　A．，　lwasaki，　Y，lto，

　　R．寧，Saito，　K．“，　Hirose，　M．　and　Nakazawa，　H∴Deter－

　　mination　of　nitrotyrosine　and　tyrosine　by　higk－

　　perfbrmance　liquiαchromatography　with　mndem

　　lnass　spectrometry　anαimmunohistochemica置

　　an劉1ysis　in　livers　of　mice　a“ministered　acetamin－

　　ophen．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　ノ1．肪㎜．、θノ。加α乏ノ1ηβZ，41，1325－1331　（2006）

　　Nitrotyrosine（NTYR）is　used　as　a　bio由arker　of　nitra－

tive　patholdgy　caused　by　peroxynitrite（ONOσ）飴㎜ation．

NTYR　measurement　in　biological　materials　usually　employs

such　methodologies　as　ilnmunohistochemistry　staining，

i
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high－perfbrmance　liquid　chromatography　and　gas　chroma－

tography．　In　this　study，　we　developed　a　method　fbr　the

determination　of　tyrosine（TYR）and　NTYR，　using　liquid

chromatography　with　tandem　mass　spectrometry（LC－MS／

MS）．In　order　to　con且㎜the　applicability　of　our　method

to　an　in　vivo　system，　we　measured　protein－bound　NTYR

Ievels　using　by　LC－MSIMS　method　and　immunohistochemi－

cal　analysis　in　liver　of　B6C3FI　mice　at　2　h，4hand　8　h

af㌃er　administration　of　300　mg／kg　acetaminophen（APAP）．

Amass　spectrometer　equipped　with．an　electrospray　ioniza－

tion　source　using　a　crossflow　counter　electrode　and　ran

in　the　positive　ion　mode（ESI＋）was　set　up　R）r　multiple

reaction　monitoring（MRM），which　monitored　the　tran－

sitions　l　82．2＞136．2，227．1＞181．2，　191．3＞144．4　and

236．3＞189．5，fbr　TYR，　NTYR，［13C9］一TYR　and［13C9｝

NTYR，　respectively．　NTYR　was　detected　all　liver　samples

of　mice　by　the　proposed　LC－MSIMS　method．　The　congen－

tration　range　of　NTYR　per　milligram　protein　in　samples

was　O．17－0．3　pmol／mg　protein．　And　the　level　reached　a

maxinlum　at　4　h．　These　data　were　well　correlated　wlth　the

result　obtained　by　an　imnlunohistochemical　reaction　with

anti－NTYR　antibodエ

Keywords：nitrotyrosine，　peroxynitrite，　LC－MSIMS
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　　K．雫，Nohmi，　T．，　Nishikawa，　A．，　and　Hirose，　M．：1カガレ。

　　mut3genicity　and　initiation　following　oxid飢ive

　　DNA　lesion　in　the　kiαneys　of　rats　given　potas－

　　sium　bromate．

　　αηoα・5bノ’．，97，829－835　（2006）

　　To　clarify　the　role　of　8－OHdG　fbrmation　as　a　starting

point　fbr　carcinogenesis，　we　examined　the　dose－dependence

and　time－course　of．　changes　of　OGGl　mRNA　expression，

8－OHdG　levels　and　in　vivo　mutations　in　the　kidneys　of

gpt　delta　rats　given　KBrO3　in　their　drinking　water　fbr　l　3

weeks．　There　were　no　remarkable　changes　in　OGGl　mRNA

in　spite　of　some　increments　being　statistically　signi丘cant．

Increases　of　8－OHdG　oρcurred　af㌃er　l　week　at　500　p．p，m

and　after　13　weeks　at　250　p．p．m．　Elevation　of　Spi’mutant

倉equenc防suggestive　of　deletion　mutations，　occurred　a負er

gweeks　at　500　p．p．m．　In　a　two－stage　experiment，　F344

rats　were　given　KBrO3　fbr　13　weeks　then，　after　a　2－week

recovery，　treated　with　l％NTA　in　the　diet　fbr　39　weeks．

The　incidence　and　multiplicity　of　renal　preneoplastic　Ie－

sions　in　rats　given　KBrO3　at　500　p．p．m．　fbllowed　by　NTA

treatment　were　significantly　higher　than　in　rats　treated　with
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NTA　alone．　R．esults　suggest　that　a　certain　period　of　time

might　be　required　fbr　8－OHdG　to　cause　permanent　muta－

tions．　The　two－step　experiment　shows　that　cells　exposed　to

the　alteration　of　the　intranuclear　status　by　oxidative　stress

including　8－OHdG鉛㎜ation　might　be　able　to鉛㎜tumors

with　apPropriate　promotion．

Keywords：potassium　bromate，8－hydroxydeoxyguanosine，

OGGl
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　　K．，Kodama，　Y，　Itoh，　K．零2，　Yamamoto，　M．串2，　Nishikawa，

　　A．and　Hirose，　M．：Acrucial　role　of　Nrf2　in加四‘yo

　　defbnse訊gainst　oxi“ative　damage　by　an　environ－

　　mental　pollut髄nt，　pentachlorophenoL

　　7∂盟ヒoZ翫1．，90，　lll－l19（2006）

　　W6　examined　oxidative　stress　and　cell　proli角ration，　along

with　other　hepatotoxicological　parameters，　in　the　livers　of

配2－deficient（wild：＋／＋，　heterozygous：＋／一，　homozygous：一／一）

animals　fbd　PCP　in　their　diet　at　doses　of　O，150，300，

600，0r　l　200　ppm　fbr　4　weeks．　For　measurement　of　meth。

oxyresorufin－0－demethylase（CYP　l　A2），NAD（P）：quinone

oxidoreductase　l（NQol），and　uDP－glucuronosyltrans一

撃rase（UDP－GT），an　additional　study　was　perfbmled　with

all　but　the　l　50－ppm　dose．　Significant　elevation　of　8－OH－

dG　levels　in　the　liver　DNA　was　observed　only　in一／一mice

treated　with　PCP　at　l200　ppm，　Levels　of　TBARS　were

also　raised　significantly　compared　to　those　of　the　relevant

＋／＋mice．　Bromodeoxyuridine　labeling　indices（BrdU－Lls）

of　hepatocytes　in－／－mice　were　significantly　higher　at　an

doses　than　those　in　the　relevant＋／＋mice．　Relative．　liver

weights　were　unchanged　in　mice　lacking　Nrf2，　whereas

liver　weight　in＋／＋and＋／一1nice　was　increased．　Histo－

pathologically」centrilobular　hepatocyte　necrosis　was　severe

in　the－／－mice　that　received　600　ppm．　Although　CYP

lA2　activity　was　elevated　in　all　treated　mice，　increases　in

NQol　levels　and　uDP－GT　activities　did　not　occur　only　in

－／－mice．　These　data　suggest　that　Nrf2　plays　a　key　role　in

prevention　of　PCP－induced　oxidatiマe　stress　and　cell　prolif－

eratlon．

Keywords：pentachloropheno1，　Nrf2，8－OH－dG
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　　Kurokawa，　Y．＊3　and　Hirose，　M．：Nine－week　detec－

tion　of　six　genotoxic　lung　carcinogens　using　the

　　rasH2／BHT　mouse　mode1．

　　α刀。θr．乙θ蹉，231，314－318　（2006）

　　A9－week　in　vivo　rasH2／butylhydroxytoluene（BHT）

model　fbr　the　detection　of　genotoxic　lung　carcinogens　was

validated，　using　six　potent　positive　test　compounds，　dimeth－

ylnitrosamine（DMN；15　mg／kg，　i．p．），diethylnitrosamine

（DEN；100　mg／kg，　i．p．），『thylnitrosourea（ENU；120　mg／

kg，　i．p．），3－methylcholanthrene（MC；100　mg／kg，　Lp．），

7，12。dimethylbenz（β）anthracene（DMBA；5mg／kg，　i．g．）

and　benzo　（8）pyrene　（B　（a）P；80　mg／kg，　Lp．）　，　each

given　to　rasH2　mice　of　both　genders　by　single　administfa－

tion　fbr　initiation　f6110wed　by　promoter　BHT　treatment．

Statistically　significant　increase　in　the　incidence　and　multi－

plicity　of　lung　tumors　was　observed　in　rasH2　mice　treated

with　BHT　fbllowing　exposure　to　all　of　the　carcinogens　test－

ed．　The　data　overall　suggest　the　rasH2／BHT　model　to　be　a

powerfUl　screening　tool　fbr　genotoxic　lung　carcinogens．

Keywords：rasH2mouse，　butylhydroxytoluen，　lung　carcino－
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　Umemura，　T．　and　Kurokawa，．Y　：Etiology　of　bro－

　　mate－induced　cancer　and　possible　modes　of　ac－

　　tion－studies　in　Japan．

　　7∂盟ψoわ野1，221，154－157　（2006）

　　Renal　cell　tumors　were　significantly　increased　in　male

and　fbmale　rats　given　potassium　bromate　at　250　and　500

mg／L　in　drinking　water．　In　at　least　one　other　study　re－

nal　cell　tumors　were　produced　in　male　rats　at　125　mg／L．

Among　male　mice　given　750　mg／L　of　potassium　bromate，

there　were　no　significant　diffbrences　in　renal　cell　tumors

between　treated　and　control　groups　after　88　weeks　on

test，　In　oxidative　DNA　damage　tests　8－oxodeoxyguanosine

（8－oxodG　also　refbrred　to　as　8－OH－dG）was　induced　in

DNA　in　the　male　rat　kidney　in　l　week，　and　in　f奄males

after　3　weeks　at　500　mg／L，　and　also　in　both　male　and

化male　rats　at　250　mg／L，　but　not　at　l25　mg／L．　DNA　ad－

ducts　are　considered　to　be　an　initial　step　in　the　carcino－

genesis　process，　however，　the　administered　doses　are　not

always　suf翁cient　to　cause　mutations，　possibly　due　to　DNA

repair．　In　the　two－step　rat　renal　carcinogenesis　model　using

ハ乙ethyl一八しhydroxyethylnitrosamine（EHEN）as　initiator，

promo毛ion　activity　by　potassium　bromate　was　measured
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using　the　BrdU　labeling　index．　The　pr6moting　activity　of

bromate　in　male　rats　was　much　greater　and　extended　to

doses「as　low　as　60　mg／L　in　nlale　rats，　whereas　in　fbmales

the　response　was　Iimited　to　250　and　500　mg／L　Therefbre，

it　was　concluded　that　the　mechanisms　contributing　to　can－

cer　in　the　male　rat　were　more　complek　than　in　the　fbmale

rat．　The　accumulation　of　alpha2u－globulin　in　the　kidneys　of

male　rats　exposed　to　potassium　bromate　probably　accounts

fbr　the　greater　labeling　index　in　the　rnale　rat　relative　to　the

艶male　rat．

Keywords：potassium　bromate，8－hydroxydeoxyguanosine，

2～化ethyl．～V」hydrQxyethylnitrosamine
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　　oxidative　DNA　dam3ge．
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　　Dose－dependent　promotion　effbcts　of　combined　treatment

with　NaNO2　and　ascorbic　acid（AsA）on　gastric　carcino－

genesis　were　examined　in　rats　pretreated　with　MNNG．　In

the　iもrestomach，　the　lncidence　of　hyperplasia　was　increased

dose　dependently　by　the　treatnlent　with　NaNO2　alone．　In－

cidences　of　neoplastic　lesions　were　dramaticaUy　increased

by　the　combined　treatment　with　NaNO2　and　AsA　in　a　dose－

dependent　manner，　but　AsA　itself　had　no　effbct．　In　a　second

short－term　experiment　conducted　fbr　sequential　observation，

necrosis　and　strong　inflammation　were　fbund　in　the　fbres－

tolnach　epithelium　shortly　after　commencing　combined　treat－

ment　with　l．0％AsA　and　O．2％NaNO2，　fbUowed　by　hyper・

plasia，　whereas　there　were　no　obvious　effbcts　in　the　glan－

dular　stomach．　In　addition　a負er　a　4　h　treatment　with　1．0％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

AsA　and　O．2％NaNO2，　a　slight　increase　in　the　8－OHdG

Ievels　in　the　R）restomach　epithelium　was　observed　by　LC－

ECD　system，　albeit　without　statistical　significance．　In　vitro，

ESR　demonstrated　nitric　oxide　fbrmation　durlng　incubation

with　NaNO2　and　AsA　under　acidic　conditions．　Thus，　NaNO2

was　demonsrated　to　exert　promoter　action　in　the　R）restom－

ach，　with　AsA　acting　as　a　strong　copromoter　through　cyto－

toxicity　and　regenerative　cell　prolifヒration，　possibly　mediated

by　oxidative　DNA　damage，　but　the　combined　treatment　with
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NaNO2　and　AsA　had　little　influence　on　glandular　stomach

CarClnOgeneSIS・

Keywords：sodium　nitrite，　ascorbic　acld，8－OHdG
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　　　results　of　a　two－stage　modehnitiated　withハなbis

　　　（2－hyαroxypropy1）nitrosamine．

　　　62ηoθr5切8．，97，368－373　（2006）

　　　The　effbcts　of　IQ　on　the　promotion　stage　of　D耳PN－

　induced　lung　carcinogenesis　and　contributions　of　oxidative

　stress　were　investigated　in　rats．　Groups　of　20　male　6－week－

　old　F344　rats　were　given　O．1％DHPN　in　their　drinking

　water　fbr　2　weeks　fbr　initiatiQn．　From　the　age　of　g　weeks，

　they　were　treated　with　O，150　and　300　P．Pm．　of　IQ　in

　the　diet　fbr　27　weeks．　Control　rats　were　similarly　fbd　300

　P．P．m．　IQ　or　basal　diet　alone　without　the　preceding　initia－

　tion．　IQ　clearly（Pく0．01）enhanced　the　multiplicity　of

　lung　tumors　in　a　dose－dependent　manner（DHPN　alone，

　3，63＋／－1．80；DHPN＋150　P．P．ln．　IQ，　H　50＋／－5．04；

　DHPN＋300　P．P．m，　IQ，18．83＋／－458［no．／ratP．In　ad－

　dition，　the　incidence　of　lung　tumors　in　the　300　p．p．m．　IQ

　alone　group（25％）was　significantly（Pく0，05）higher

　than　that　in　the　hon－treatment　group（0％）．In　a　second

　exPe「iment，　male　rats　were　given　IQ　at　doses　of　O　and

　300p．p．m．　in　the　diet　fbr　one　week　in　order　to　analyze

　8－OHdG　fbrmation　levels　of　TBARS　and　BrdU－LI　in　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　1ungs．　There　were　no　changes　in　8－OHdG　or　TBARS　lev－

　els，　but　significant　elevation　of　BrdU－LI　occurred　in　the　IQ

　administration　group．　The　overall　data　clearly　indicate　that

　IQ　is　a　poteht　lung　carcinogen　in　rats，　in　which　oxidative

．stress　may　not　be　involved　in　lung　carcinogenesis．

　Keywords：IQ，8－hydroxydeoxyguanosine，　TBARs
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Enh鍵ncing　ef距cts　of　simH夏t㌍eo腫s　treatment　with

sodium　n髭ri亡e　on　2一訊mino－3－methylimid紐zo14，541

q腿inoline－induced　rat　llveちcolon　and　Zymbal’s

gland　carcinogenesis　after　initiation　with　diethyl－

nitrosamine　and　1，2－dimethyihy“razine．

1力乙ノ1ω刀。θr，118，2399－2404　（2006）

Combined　effヒcts　of　sodium　nitrite（NaNO2）and　2－ami一

研 報 第125号　（2007）

no－3－methylimidazo［4，5ザ］quinoline（IQ）on　liver，　colon

and　Zymbal’sgland　carcinogenesis　were　assessed　using

arat　two－stage　carcinogenesis　model，　with　a　fbcuS　on　in－

volVement　of　oxidative　stress．、Male　6・week－old　F344　rats

were　given　a　single　intraperitoneal　injection　of　200　mg／kg

of　diethylnitrosamine　and　4　subcutaneous垣lections　of　40

mg／kg　of　1，2－dimethylhydrazine　fbr　initiation．　Then，．they

were　administered　O　or　300　ppm　IQ　in　the　diet　or　O，0，1

0r　O．2％NaNO2　in　thelr　drinking　water　fbr　27　weeks．　The

treatment　with　NaNO2十IQ　significantly　enhanced　colon　and

Zymba1’sgland　carcinogenesis　and　tended　to　enhance．he－

patocarcinogenesis．　The　incidence　of　Iung　tμmors　in　the　IQ－

treated　groups　was　significantly　increased　as　compared　with

the　initiation　alone　group．　In　a　second　experiment，　male

rats　were　given　IQ　or　NaNO2　under　the　same　conditions

．as　befbre　fbr　l　week，　and　at　sacrifice，　their　liver　and　colon

tissue　or　mucosa　were　collected　fbr　analysis　of　8－OHdG，

thi6barbituric　acid　reactive　substances（TBARS），acrolein－

modified　protein　and　the　bromodeoxyuridine－labeling．　index

（BrdU－LI）　（in　the　colon）．In　the　colon，8－OHdG，　acro－

lein－modified　protein　levels　and　BrdU－LI　were　significantly

increased　by　the　combined　treatment，　These　results　indicate

that　the　treatment　with　NaNo2　enhan¢es　IQ－induced　colon

and　Zymba1’sgland　carcinogenesis　in　rats　and　that　oxi－

dative　DNA　damage　and　lipid　peroxidation　may　partly　be

involved，　especially　in　the　colon．

Keywords：sodium　nitrite，　IQ，8－oHdG
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　　eleostearic　acid　on　7，12－dimethy旦benz121anthra－

　　cene（DMBA）and　1，2－dimethylhydrazine（DMH）

　　一induced　mammary　and　colon　carcinogenesis　in

　　艶male　Spmgue・Dawley　rats。

　ノリ。ゴ6乃θη7，7b照bo／．，44，271－277　（2006）

　　alpha－Eleostearic　acid　is　one　of　the　conjugated　lino－

lenic　acids　ffom　tung　oil，　which　is　obtained　f㌃om　the

seeds　of　Aleurites　fbrdiL　The　effects　of　dietary　alpha－

eleostearic　acid　（183，　n－5）　on　the　post－initiatjon　perjod　of

7，12－dimethylbenz【3］anthracene（DMBA）and　1，2－dimeth－

ylhydrazine（DMH）一induced　manlmary　and　colon　carcino－

genesis　were　examined　using　fbmale　Sprague－Dawley（SD）

rats．　For　initiation，　rats　were　given　subcutaneous面ections

of　40　mg／kg　body　weight（5　times）and　20　mg／kg　body

weight（3　times）of　DMH　during　the　age　of　6－8　weeks
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and　a　single　intragastric　administration　of　50　mg／kg　body

weight　Qf　DMBA　at　g　weeks．　Then，　the　animals　were　treat－

ed　with　O％，0．Ol％，0．1％or　l．0％alpha－eleostearic　acid

fbr　34　weeks．　Control　rats　received　the　basal　diet　alone　or

l．0％alpha－eleostearic　acid　without　prior　initiation　treat－

ment．　All．surviving　animals　were　killed　at　week　370f　the

experiment．　There　were　no　statistically　significant　altera－

tions　in　any　of　the　parameters　fbr　either　mammary　or　colon

tumors．　These　results　thus　indicate　that　alpha－eleostearic

acid　does　not　exert　clear　modi丘cation　ef角cts　on　DMBA

and　DMH－induced　mammary　and　colon　carcinogenesis，　at

least　under　the　present　experimental　conditions．

Keywords：alpha－eleostearic　acid，　DMBA，　DMH
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　　F344　rats．

　乃oo16乃θ卯．1∂鑑ノbo1．，44，138－145　（2006）

　　Dunaliella　carotene，　extracted　ffom　dunaliella　alga（Du－

naliella　bardawll　or　Dunaliella　salina），fbr　use　as　a　fbod－

coloring　agent，　has　beta－carotene　as　its　mainly　constituent．

As　there　have　been　no　reports　of　toxicological　evaluation，

a90－day　subchronic　toxicity　study　was　here　perfb㎜ed　in

F344　rats　at　dose　Ievels　of　O　（contro1）　，0．63％，1．25％，

2．5％and　5％in　powdered　basal　diet．　The　average　daily

intakes．of　dunaliella　carotene　were　352，696，1420　and

2750mg／kg／day，　respectively，　fbr　males，　and　370，748，

1444and　2879　mg／kg／day　fbr　fbmales．　No　mort耳lity　or

treatmenレrelated　clinical　signs　were　observed　throughout

the　experimental　period　in　any　of　the　groups．　Body　weight

gain　was　slightly　but　significantly（p＜0．05）reduced

丘om　week　5　to　the　end　of　the　experiment　in　2．5％and

5％males．　Increased　PU［were　observed　in　l．25％and　5％

males，　and　2．5％and　5％fbmales．　Significant　elevations

or　tendencies　fbr　increase　in　serum　T．　Cho　and　Ca　were

observed　in　all　treated　males　and　fbmales，　with　clear　dose－

dependence　in　Inales．　Organ　weight　measurement　and．histo－

pathological　observation　revealed　no　toxicological　changes．

Based　on　growth　suppression，　no－observed－adverse－ef琵ct－

levels（NOAELs）were　estimated　to　be　1．25％（696　mg／

kg／day）fbr　males　and　5％（2879　mg／kg／day）fbr　fbmales．

As　increases　in　serum　Ca　were　observed　in　the　lowest

group　in　both　sexes，　a　no“observed－eH℃ct　level（NOEL）

could　not　be　determined　in　th量s　study．

Keywords：dunaliella　carotene，　F344　rats
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　　Kuroiwa，　Y，　Nishikawa，　A．，　Kitamura，　Y，　Kanki，　K．，．

　　Ishii，　Y，　Umemura，　T．　and　Hirose，　M．：Pmtective　e岱

　　fbcts　of　benzyl　isothiocyanate　and　sulfbraphane

　　but　not　resveratrol　against　initiation　of　p爾ncre－

　　atic　carcinogenesis　in　hamsters・

　　6勿。α・．乙θπ，，24．1，275－280　（2006）

　　Potential　chemopreventive　ef驚cts　of　naturally　occurring

agents　were　investigated　using　a　new　16－week　mediun準一

term　pancreatic　carcinogenesis　mod年ls　in　hamsters．　Male

6－week－old　Syrian　hamsters．wer6　subcutaneously　i切ected

with　l　O　mg／kg　body　weight　A乙nitrosobis（2－oxopropyl）

amine（BoP）fbur　times　within　a　week，　and　fbd　a　diet

supplemented　with　80　ppm　benzyl　isothiocyanate（BITC），

80ppm　sulfbraphane（SFN）or　l　O　ppm　resveratrol（RES）

during　the　initiation　or　post－initiation　stages．　For　the　initia－

tion　stage，　each　c与emical　was　given　fbr　3　weeks　including

lweek　befbre　and　a章er　the　BOP両ections，　With　post－initi－

ation　exposure，　the　groups　were　changed　f｝om　basal　diet　l

week　after　the　last　BOP　i両ection，　and　then　fbd　each　chemi－

cal　fbr　l4　weeks．　All　the　animals　were　sacrificed　after　l　6

weeks．　The　multiplicities　of　combined　pancreatic　lesions

including　atypical　hyperplasias　and　adenocarcinomas　were

significantly　decreased　by　BITC　and　SFN　given　in　the　ini－

tiation　but　not　the　post－initiation　stage．　On　the　other　hand，

RES，　a　natura．11y　occurring　inhibitor　of　cyclooxygenase－2

（COX－2）reported　chemopreventive　effbcts，　f琶iled　to　show

signi丘cant　e銑cts　on　Panc「eatic　carcinogenesis　in　either　the

initiation　or　post－initiation　stages．　Our　data　sugg〔lst　that

the　naturally　occurring　isothiocyanates　BITC　and　SFN　can

block　BOP－initiation　of　hamster　pancreatic　carcinogenesis．

Keywords：benzyl　isothiocyanate，　sulR）raphane，　resveratro1
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　　3－Chloro－4一（dichloromethyl）一5－hydroxy－2（51厚）

一fhranone（MX），aby－product　of　water　chlorination，　is

apotent　bacterial　mutagen　and　rat　carcinogen．　In　the．pres－

ent　study，　the々7四’レ。　mutagenicity，　cell　prolifヒrative　activ－

ity，　and　carcinogenicity　of　MX　we士e　investigated　in　80’

delta　mice．　Groups　of　5　male　and　fbmale　7－week－old　8μ

delta　C57BL／6J　transgenic　mice　were　given　MX　at　doses

of　O，10，30，0r　lOO　ppm　in　their　drinking　water　fbr　12
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weeks，　and　then　killed　to　assess加”’yo　mutagenicity　us－

ing　6－thioguanine　and　Spi’selection，　and　cell　prolifセrative

activity　using　jmmunohistochemistry　fbr　prolifbrating　cell

nuclear　antigen（PCNA）．Further　groups　of　l　O　male　and

琵male　gpt　delta　mice　were　given　O　or　100　ppm　MX食）r

．78weeks，　and　a　fhll　necropsy　with　histopathological　ex－

amination　of　all　organs　was　conducted　to　de亡ect　neoplastic

lesions．　The　l2－week　MX　treatment　did　not　result　in　mu－

tagenicity重n　the　Iivers　or　lungs　or　ceII　prolifbrative　activity

in　several　organs　of　the　mice，　and．the　78－week　treatlnent

did　not　cause　carcinogenicity．　Additional　investigations　were

conducted　to　evaluate　the　potential　of　MX　to　inhibit　gap

junctional　intercellular　communication（GJIC）．in　rat　liver

epithelial　cells（WB　cells）by　the　scrape　loading／dye　trans一

艶rmethod．　Inhibition　of　GJIC　was　detected　within　2　hr

with　a　non－cytotoxic　dose　of　MX（4μ／ml），fbllowed　by

partial　restoration　after　5　hr．　A　second　phase　of　inhibition

occurred　afier　l　O　hr　and　then　the　lowered　level　persisted

fbr　the　24　hr－incubation　period．　Dose－dependent　inhibition

was　evident　at　both　2　hr　and　24　hr，　with　much　stronger　ef＝

飴cts　at　the飴㎜er　time．　These且ndings　indicate　that　MX　is

not　mutagenic，　mltogenic　or　carcinogenic　in　mice，　and　sug－

gest　that　the　compound　exerts　epigenetic　actions　leading　to

GJIC　inhibition．

Keywords：MX，　water，　gpt　delta　mice
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　　G－H．and　Hirose，　M．：Subchronic　toxicity　study　of

　．water　pepper　extract　in　F344　rats．

　ノわ。ゴ6三うθ1刀．7∂盟bo1．，44，1236－1244　（2006）

　　Asubchronic　toxicitソstudy　6f　water　pepper　extract

（WPE）丘om　P∂伽。η〃π7伽吻ρψα・五．　was　conducted　in

groups　of　10　male　and　10　fbmale　F344．rats　fbd　powdered

diets　containing　O，62．5，250，10000r　4000　ppm　concen－

trations　fbr　13　weeks．　Suppression　of　body　weight　gain　due

to　decreased　fbod　consumption　was　observed　in　both　sexes

at　4000　ppm，　and　at　aμtopsyJηcrease　of　relative　weights

was　observed　fbr　the　brain，　liver，　spleen，　kidneys，　and　testes

in亡hese　animals，　suggestive　of　the　reflection　of　the　reduced

body　weights．　At　this　dose，　slight　increases　of　blood　urea

nitrogen　in　both　sexes　and　serum　alanine　aminotransfbrase，

Na　and　Cl　in　fbmales，　were　observed，　suggestive　of　weak

hepatic　and　renal　toxicity；at　least　in　fbmales．　The　same　fb－

males　also　exhibited　slight　decrease　of　red　blood　cells　and

haematocrit，　slight　increase　of　mean　corpuscular　volume
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and　mean　corpuscular　haemoglobin，　and　minimal　increase

of　splenic　haemosiderin　deposition，　providing　evidence　of

slight　haemolytic　anemia．　On　the　other　hand，　enhanced　ac－

cumulation　of　mast　cells　was　observed　in　the　mesenteric

lymph　nodes　at　4000　ppm　in　males　and　lOOO　and　4000

ppm　in艶males．　Considering　the　anti－anaphylactic　proper－

ties　of　polygodia1，　a　m切or　constituent　of　WPE，　the　mast

cell　accumulation　was　concluded　to　be　an　adaptive　change

in　response　to　the　subchronic　oral　administration　of　WPE．

Based　on　the　present　toxicity　data，1000　ppln　was　dgter－

mined　to　be　the　no－observed－adverse－effbct　level，　translating

into　57．4　and　62．9　mg／kg／day　fbr　male　and　fbmale　rats，

respectively．

Keywords：subchronic　toxicity，　water　pepper　extract，　F344

rats　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　Fujimoto，　H．，　Shibutani，　M．，　Kuroiwa，　K，，　Inoue，　K．，

　　W60，　G－H．，　U，　M．　and　Hirose，　M．：Acase　report　of

　　aspomtaneous　gastrointestinal　stromal　tumor

　　（GIST）occurring　in　a　F344　rat．

　　7∂Lロヒァ。∠、幽～カ01．，34，164－167　（2006）

　　Wεreport　a　case　of　gastrointestinal　stromal　tumor（GIST）

that　developed　in　a　male　F344　rat　at　week　lOI　of　an　ex－

perlment　in　a　carcinogenicity　study．　Macroscopicall｝もthe

primary　tumor，　which　measured　l　cm　in　diameter，　involved

the　submucosal　tissue　of　the　fbrestomach　at　the　lesser　cur－

vature　extending　to　the　glandular　stomach　and　esophagus．

Histopathologicall》もthe　tumor　was　composed　of　neoplas亡ic

cells　with　small－to　medium－sized　spindle－shaped　single

nuclei　and　fibrillary　cytoplasm　Iacking　distinct　cell　borders．

It　invaded　extensively　into　the　tunica　muscularis　and　sub－

serosa，　fhrther　extending　to　the　lamina　propria　mucosa　and

serosal　surf吾ce．　A　fbw　densely　prolifbrating　portions　showed

atendency　to　storifbrm　pattern．　Metastatic　tumor　nodules

were　fbund　in　the　liver，　spleen，　and　fbmur　bone　marrow，

with　muitiple　nodules，　up　to　l　cm　in　diameter，　apparent　in

the　liveL　Immunohistochemically，　diffUse，　but　weak　cyto－

plasmic　immunoreactivity　fbr　KIT　was　evident，　and　most

neoplastic　cells　also　exhibited　strong　immunoreactivity　fbr　a

－smooth　muscle　actih　and　vimentin．　Sparse　nuclear　S－100－

immunoreactive　cells　were　fUrther　observed　but　none　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

neoplastic　cells　were　immunoreactive　fbr　CD34，　caldesmon，

desmin，　cytokeratin，　or　synaptophysin．　Collectivebもthese

鉛atures　meet　the　criteria　fbr　a　GIST，　with　limited　potential

食）rdif飴rentiation　to　smooth　muscle　and　neural　ceUs．

Keywords：gastrointestinal　stromal　tumor（GIST）；KIT；

interstitial　ce110f　C瓠al
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　　Lee，　K．一Y，　Shibutani，　M．，　Inoue，　K．，　Kuroiwa，　K．，　U，

　　M．，W60，　G．一H．　and　Hirose，　M．；Methacarn　6xation一一

　　efR｝cts　of　tissue　processing劉nd　storage　conditions

　　on　detection　of　mRNAs　3nd　proteins　in　p捌ramn－

　　embedded　tissues．

　／4〃3Z」砿。αう6弱ワ．，351，36－43　（2006）

　　In　this　stud防we　examined　suitable　conditions　fbr　tissue

丘xation　with　methacarn　and　ethanol　dehydration　and　storage

of　paraf罰n－embedded　tissues（PETs）on　gene　expression

analysis．　With　fixati6n　and　dehydration　of　rat　liver　tissues

R）rup　to　l　6　h（overnight）and　l　week，　respectively，　at

4degrees　C，　integrity　of　extracted　total　RNAs　and　poly－

peptides　did　not　vary，　the允㎜er　integrity　being　constantly

lower　than　that　With　unfixed　fセozen　tissue，　while　protein

yield　was　slightly　reduced　with　increasing　dehydration，．

Retained　expression　levels　of　mRNAs　and　proteins　were

mostly　unaf琵cted　by　the　period　of　fixation　but　slightly

Huctuated　with　the　length　of　dehydration．　When　PETs　were

stored　fbr　up　to　12　months，　integrity　of　both　total　RNAs

and　polypeptides　was　retained　at　4　degrees　C　but　reduced

at　room　temperature．　Reduced　expression　levels　of　mRNAs

and　proteins　were　also　noted　by　storage　at　room　tempera－

ture　after　l　2　and　3　months，　respectively．　However，　neither

tissue　processing　nor　storage　affbcted　variability　in　either

mRNA　or　protein　levels　among　samples．　Thus，　the　results

suggest　that，　fbr　gene　expression　analysis，　tissues　can　be

fixed　with　methacam　and　dehydrated　fbr　at　least　l　day．and

lweek，　respectivelyl　and　PETs　can　be　stored　fbr　at　least

121日置nths，　but　a　temperature　of　4　degrees　C　is　prefbrable．

Keywords：methacam；molecular　integrity；paraf臼n－enlbed－

ded　tissue

　　Ota，　Y，　Hasumura，　M．，　Okamura，　M．寧1，丁ねkahashi，　A！1，

　　Ueda，　M．，　Onodera，　H．＊2，．　Imai，　T．，　Mitsumori，　K．寧1　and

　　Hirose，　M：Chronic　toxicity　and　carcinogenicity　of

　　dietary　administered訊mmonium　sulmte　in　F344

　　rats．

　　1わ04幽αη．7bx1ヒ01．，44，17－27　（2006）

　　Chronic　toxicity　and　carcinogenicity　studies　of　ammo－

nium　sul飴te，　used　as　a鉛od　additive　in艶㎜entation，　were

perfbrmed　in　male　and　fbmale　Fisher　344　rats　at　dietary

concentrations　of　O，0．1，0．6　and　3．0％in　a　52－week　toxic－

ity　study　and　O，15　and　3．0％in　a　l　O4－week　carcinogenic－

ity　study．　Treatment　with　ammonium　sulfate　caused　signifi－

cant　increase　in　kidney　and／or　liver　weights　in　males　and

角males　Qf　the　3．0％diet　group，　but　no　effヒcts　were　fbund

on　survival　rate，　body　weights，　and　hematological，　serum
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biochemical　or　histopathological　parameters　at　any　dose　lev－

els　in　the　chronic　toxicity　study，　Regarding　carcinogenicity，

a皿monium　sulf乞te　did　not　exert　any　signi丘cant　in伽ence　on

the　incidences　of　tumors　in　any　of　the　organs　and　tissues

examined．　It　was　concluded　that　the　no　observed　adverse

effbct　level（NOAEL）of　ammonium　sulfhte　was　the　O．6％

diet，　which　is　equivalent　to　256　and　284　mg／kg　bw／day　in

males　and　fbmales，　respective壌and　the　compound　is　non－

carcinogenic　under　the　conditions．of　the　study．

Keywords：ammonium　sulfate；chronic　toxicity；carcinoge．

nicity
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　　Takizawa，　T．，　Imai，　T．，　Ueda，　M．，　Onodera，　H．　and　Hi－

　　rose，　M．：Comparison　of　enhancing　effbcts　of　di岱

艶rent　gOitrOgen　tre紐tmentS　in　COmbinatiOn　With

　　β一estra“io1－3－benzoate負｝r　establishing　a　r紐t　two－

　　stage　t血yroid　carcinogenesis　model　to　detect

　　mod晦ing　effbcts　of　estrogenic　compounds．

　　62刀。θr5ヒソ’．，97，25－31　（2006）

　　With　the　aim　of　establishing　a　sensitive　model　fbr　the

detection　of　weak　effbcts　of　endocrine　disrupting　chemicals

on　thyroid　carcinogenesis，　thyrotrophic　and　tumor－promoting

inHuences　of　　β一estradio1・3－benzoate　（EB）in　combination

with　representative　anti．thyroidal　agents（goitrogens），

sulfadimethoxine（SDM），propylthi6uracil（PTU），potas－

sium　perchlorate（PPC），iopanoic　acid（10P）or　iodine

deficient　diet　were　evaluated　in　a　short－term（7－day）ex－

periment　without馴しbis（2－hydroxypropy1）nitrosamine

（DHPN）一initiation　and　a　long－te㎜（30－week）experiment

with　DHPN－initiation　in　ovariectomized　F344　rats，　respec－

tively．　In　the　short－term　experiment，　the　most　remarkable

thyrotrophic　ef驚cts　were　fbund　in　the　PTU－treated　group，

fbllowed　by　the　SDM－and　PPC－cases，　while　EB　treatment

alone　caused　slight　increase　in　thyroidal　weights　but　no　ap－

parent　morphological　changes．　Concomitant　treatment　with

EB　and　anti－thyroidal　agents　enhanced　the　changes　of　thy－

roid　weight3，　histopathological　findings　and／or　serum　thy－

roid　ho㎝one　levels　in　the　SDM（30　and　l　OO　ppm），PTU

（5and　30　ppm）and　PPC（100　ppm），10P（30　and　l　OO

mg／kg）or　iodine　deficient　diet　groups．　In　the　long－teml　ex－

periment　after　DHPN－initiation，　EB　alone　slightly　increased

small　numbers　of　animals　with　fbllicular　hyperplasias，　ad－

enomas　and　adenocarcinomas，　while　simultaneous　treatment

with　anti－thyroidal　chemicals　was　associated　with　increase

in　the　incidences　of　fbcal　hyperplasias，　adenomas　ahd／or
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adenocarcinomas．　The　enhancement　was　most　remarkable

with　PTU（5　ppm），fbllowed　by　PTU（2　ppm），SDM

（100ppm）and　PPC（100　ppm）．The　results　showed　tbat

EB　has　only　a　marginal　promoting　ef艶ct　on　DHPN－induced

rat　thyroid　carcinogenesis　and　that　anti－thyroidal　chemicals，

particularly　PTU　are　effbctive　as　co－promoting　agents．

．Keywords：estradiol，　goitrogen，　thyroid　gland

　　Onose，　J．，　Imai，　T．，　Hasumura，　M．，　Cho，　YM．　and　Hi－

　　rose，　M．：Anew　me〔量ium－term　r飢colon　bioassay

　　apPlying　neopl翫stic　lesions　as　endpoints　for　de－

　　tection　of　cのrcinogenesis　modi血ers－validation

　　with　known　modi血ers．

　　αηoα・乙θπ．，232，272－278　（2006）

We　have　established　a　medium－term　colorectal　carcinogen－

esis　rat　model　initiated　with　l，2－dimethylhydrazine（DMH）

fbHowed　by　dextran　sodium　su正fate（DSS）treatment，　fba－

turing　induction　of　neoplastic　lesions　within　10　weeks．　In

the　present　study」we　examined　its　ability　to　detect　modi一

∬cation　of　colon　lesion　de＞elopment　with　l　O　or　20　week

experimental　periods．　F344　male　rats　were　given　three　sub－

cutaneous　i川’ections　of　DMH（弔O　mg／kg　b．w．）in　a　Week

鉛llowed　by　f士ee　access　to　drinking　water　containing　1％

DSS　fbr　a　week．　One　week　after　this　regimen，　basal　diet

alone，　basal　diet　containing　O．04％nimesulide　or　2％lacto一

琵rrin　as　known　inhibitors，0．3％deoxycholic　acid（DCA）

as　a　promoter　or　l．5％1－hydroxyanthraquinone（1－HA）

as　a　carcinogen　were　supplied．　At　week　l　O，　the　incidence

and　multiplicity　of　combined　adenomas　and　adenocarci－

nomas　were　signiflcantly（p＜0．050r　O．Ol）decreased　by

nlmesulide　and　lactofヒrrin，　and　values　fbr　adenomas　were

significantly（p＜αOl）increased　in　the　l－HA　group．　There

was　no　clear　change　in　the　DCA　group．　At　week　20，　multi－

plicity　and　volume　of　the　tumors　were　significantly（pく0．Ol

or　O．05）decreased　by　nimesulide，　but　no　effbct　was　now

evident　with　lacto免rrin．　Multiplicity　and　volume　of　tumors

were　signifiρantly（p＜0．Ol）increased　in　l－HA　group　and

asimilar　tendency．．was　apparent（p＝0．08）with　DCA．　It　is

concluded　that　this　system　offbrs　a．usehl　tool　fbr　detection

of　colorectal　carcinogenesis　modifiers　within　l　O－20　weeks，

pending　fUrther　studies　fbr　verification　employing　other

model　chemicals．

Keywords：colon，　bioassay」dextran　sodium　sulfate

Imai，　T．，　Onose，　J．，　Hasumura，　M．，　Takizawa，　T．　and

Hirose，　M．：Indometh劉cin　induces　small　intestinal

damage　and　inhibits　amitrole－associated　thymiα
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　　carcinogenesis　in　mts　initiated　withハ乙bis（2－hy一

　　αroxypropy1）nitrosamine・

　　1∂彫わoZ．乙θ々．，164，71－80　（2006）

　　Ef驚cts　of　intestinal　damage　on　thyroid　carcinogenesis

due　to　amitrole（AT）were　examined　ln　F344　male　rats

initiated　with　A乙bis（2－hydroxypropyl）nitrosamine（DHPN）．

In　experiment　1，　rats　were　provided　with　diet　containing

O．03％AT　fbr　20　weeks　after　a　single　subcutaneous　i可ec－

tion　of　DHPN（2800　mg／kg　body　weight），and　concomi－

tantly　received　O．Ol％indomethacin（IM）in　the　diet　to

cause　small　intestinal　damage　or　l％dextran　sodium　sulfate

（DSS）in　the　drinklng　water　fbr　induction　of　colitis　fbllow－

ing　a　schedule　of　intemlittent　ohe－week　administration　and

one－week　withdrawal　fbr　a　total　of　10　times．　G平oups　with－

out　AT－and／or　IM　or　DSS－treatment　were　also　included．

Histopathological　examination　revealed　significant　reduction

in　the　incidence　and　multipHcity　of　fbnicular　cell　adenomas

and　adenocarcinomas　in　the　group　conco皿itantly　treated

with　IM，　but　no　change　in　the　DSS　group，　as　compared

with　the　Ar　alone　group．　In　experiment　2，　rats　were　simi－

larly　fbd　diet　containing　Ar　fbr　3　weeks　with　concomitant

IM　or　DSS　treatment　aRer　a　DHPN－initiation　and　serum
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

thyroid　stimulating　homlone　levels　were　fbund　to　be　sig阜if＝

icantly　elevated　only　in　the　IM　case．　The　increase　in　thy－

roid　fbllicular　cell　prolifbration　due　to　AT　was　also　clearly

suppressed　in　the　group　concomitantly　treated　with　IM．

From　these　findings，　IM－induced　intestinal　damage　may　in－

hibit　thyroid　carcinogeneisis　in　rats，　although　contributions

of　other　f乞ctors，　such　as　a　direct　inhibitory　effbct　of　IM　to

thyroid　fbllicular　cell　prolifbration　cannot　be・ruled　out．

Keywordsl　thyrold　carcinogenesis；3－aminotriazole；illdo－

methacin

　　Cho，　Y　M．，　Onodera，　H．，　Ueda，　M．，　Imai，　T．　and　Hirose，

　　M．：A13－week　subchronic　toxicity　study　of　di－

　　etary　administered　morin　in　F344　rats．

　　ノリαタ（乃θ砿～，7∂盟ヒyoZ，44，891－897　（2006）

　　Asubchronic　to琴icity　study　of　a　flavonoid　nlorin　was

．perfb㎜ed　in　both　sexes　of　F344　rats　with　dietary　adminis－

tration．at　concentrations　of　O％，0．625％，1．25％，2．5％and

5％（w／w）fbr　13　weeks．　No　mortality　or　abnormal　clini－

cal　signs　were　observed　throughout　the　experimental　period

in　any　group．　Although　a　slight　tendency　fbr　lncrease　in

fbod　intake　was　noted　in　both　sexes　of　the　25％and　5。0％

groups，　slight　non－significant　body　weight　decrease　was

observed　in　5．0％males．　Significant　increases　in　alanine

transaminase（ALT；ovとr　2．5％），alkaline　phosphatase
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（ALP；1．25％and　5．0％）and　relative　liver　weights（1．25％

and　2．5％）in　males　and　in　gamma－glutamyl　transpepti－

dase（gamma－GT），aspartate　transaminase（AST），AUr，

relative　Iiver　weights　in　the　2．5％and　5．0％fヒmales　and

ALP　in　5．0％角males　were　noted．　Increased　urea　nitrogen

and　relative　kidney　weights　at　dose　of　l．25％and　above

and　creatinine　at　5．0％were　observed　also　in　fヒmales．　On

histopathological　observation，　hepatocyte　hypertrophy　was

detected　in　30f　lO　5．0％fbmales．　Based　on　the　above

findings，　the　no－observed－adverse－e脆ct　level（NOAEL）fbr

both　sexes　wa忌estimated　to　be　O．625％（299　and　356　mg／

kg　b．w．／day　fbr　males　and　fbmales，　respectively）．

Keywords：morin，　F344　rats，　subchronic　toxicity

　　Cho，　Y　M．，　Imai，　T．，　Hasumura，　M．　and　Hirose，　M．：

　　1．ack　of　enhancement　of　susceptibility　to　mam－

　　mary　and　tllyroid　carcinogenesis　in　rats　exposed

　　to　DMBA　and　D｝IPN血｝110wing　prepubertal　io－

　　dine　de血ciency．

　　（海ηoα・醐1，97，10314036　（2006）

　　Epidemiologic　and　experimental　studies　suggest　that　io一．

dine　deficiency　increases　the　risk　of　mammary　as　well　as

thyroid　cancers，　but　susceptibility　to　tum6r　development

when　this　Qccurs　during　the　prepubertal　stage　is　not　com－

pletely　understood．　In　the　present　study，　we　therefbre　evalu－

ated　this　question　in　F344　rats．　Dams　during　the　lactation

period　and　their　weaned　offもpring　until　postnatal　week　7

were　fbd　an　iodine一群ee　diet．　Female　offもpring　were　then

given　7，12－dimethylbenz國anthracene（DMBA，50　mg／kg

body　weight）by　gavage　fbr　mammary　tumor　induction　in

week　7．　Both　the　male　and　fbmale　rats　were　given　fセee　ac－

cess　to　drinking　water　containing　A乙bis（2－hydroxypropyl）

nitrbsamine（DHPN），（0，1　and　O．2％fbr　male　and　fb－

male　rats，　respectivdy）fbr輌de　spectrum　tumor　induction

in　organs，　including　the　thyroid　gland，丘om　weeks　7－ll．

All　offもpring　were　killed　at　week　50　fbr　histopathological

examination．　The　iodine　deficiency　had　no　signi且cant　inf【u－

ence　on　incidences　and／or　multiplicities　of　mamm日ry　and

thyroid　tumors．　Furthermore，　tumor　induction　in　the　liver，

kidney，　lung，　esophagus　and　urinary　bladder　was　not　aF

艶cted　in　either　sex．　The　present　results　thus　indicate　a　lack

of．　inHuence　of　iodine　de且ciency　condition　early　in　lifb　on

subsequent　carcinogenic　susceptibility．

Keywords：mammary　gland，　thyroid　gland，　iodine　deficiency

Tbrous，　D。疇1，　Asano，　N．申2，　Tometsko，　C．寧1，　Sugunan，

S．，Dertinger，　S．ホ1，　Morita，　T．　and　Hayashi，　M。：Per一
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　　formance　of　now　cytometric　analysis　for　the

　　micronucleus　assay－areconstruction　model　us－

　　ing　seri鋤l　dilutions　of　malari段infected　cells　with

　　normal　mouse　peripheral　blood．

　踊α噂θロe51曾，21，11－13　（2006）

　　Micronucleus　induction　was　studied　fbr　the　DNA　target

clastogens　mitomycin　C（MMC）and　1－b－D－arabino血rano－

sylcytosine（Ara－C），and　also　the　non－DNA　target　aneugen

colchicine　（COL）in　order　to　evaluate　the　dose－response

relationship　at　very　low　dose　levels．　The　acridine　orange

（AO）supravital　staining　method　was　used　fbr　microscopy

and　the　anti－CD71－FITC　based　method　was　used　fbr　flow

cytometric　analysis．　In　the　AO　method，2000　reticulocytes

were　analyse4　as　commonly　advised，　but　in　the　How　cyto－

metric　method，2000，20000，200000　and　1000000

reticulocytes　were　analysed　fbr　each　salnple　to　increase　the

detecting　power（i．e．　sensitivity）of　the　assay．　The　present

data　show　that　increasing　the　number　of　cells　scored　in－

creases　the　statisticalやower　of　the　assay　when　the　cell　was

considered　as　a　statistical　unit．　Even　so，　statistically　signifi－

cant　diffbrences　ffom　respective　vehicle　controls　were　not

observed　at　the　lowest　dose　level　fbr　MMC　and　Ara－C，　or

the　lower　fbur　dose　levels　fbr　COL，　even　afしer　one　million

cells　were　analysed．　When　the　animal　was　considered　as　a

statistical　unit，　only　the　top　dose　gτoup　fbr　each　chemical

showed　significant　increase　of　rnicronucleated　reticulocytes

丘equency．　As　non－1inear　dose－response　curves　were　ob－

tained　fbr　each　of　the　three　chemicals　studied　these　ob一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

servations　provide　evidence　fbr　the　existence　of　a　practicaI

threshold　fbr　the　DNA　target　clastogens　as　well　as　the　non－

DNA　target　aneugen　studied．

Keywords；micronuclei，　now　cytometric　analysis，　threshoid
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　．colchicine。

　ル1～！惚㎝θ諮，21，15－20　（2006）

　　Micronucleus　induction　was　studied　lbr　th骨DNA　target

clastogens　mitomycin　C（MMC）and　l－B－D－arabino釦rano－

sylcytosine（Ara－C），and　also　the　non－DNA　target　aneugen

colchicine　（COL）in　order　to　evaluate　the　dose－response

relationship　at　very　low　dQse　levels．．　The　acridine　orange

（AO）supravital　staining　method　was　used　fbr　microscopy
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and　the　anti－CD71－FITC　based　method　was　used　fbr　flow

cytometric　analysis．　In．the　AO　method，2000　reticulocytes

were　analysed　as　commonly　advised，　but　in　the　How　cyto．

metric　method，2000，20000，200000　and　1000000

reticulocytes　were　analysed　fbr　each　sample　to　increase　the

detecting　power（i．e．　sensitivity）of　the　assay．　The　present

data　show　that　increasing　the　number　of　cells　scored　in－

creases　the　statistical　power　of　the　assay　when　the　cell　was

considered　as　a　statistical　unit．　Even　so，　statistically　signifi－

cant　diffbrences　fヤom　respective　vehicle　controls　were　not

observed　at　the　lowest　dose　level　fbr　MMC　and　Ara－C，　or

the　iower　fbur　dose　levels．fbr　COL，　even　after　one　million

cells　were　analysed．　When　the　animal　was　considered　as　a

statistical　unit，　only　the　top　dose　group　fbr　each　chemical

showed　significant　increase　of　micronucleated　reticulocytes

食equency．　As　non－1inear　dose－response　curves　were　ob－

tained　fbr．each　of　the　three　chemicals　studied，　these　ob－

servations　provide　evidence　fbr　the　existence　of　a　practical

threshold　fbr　the　DNA　target　clastogens　as　well　as　the　non－

DNA　target　aneugen　studied．

Keywords；micronuclei，　flow　cytometric　analysis，　threshold
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　　Hayashi　M．：．　Evaluation　of　the　ability　of　a　battery

　　Of　three　in　VitrO　genOtOXiCity　teStS　tO　diSCriminate

　　rodent　carcinogens　and　non－cのrcinogens－II．　Fur－

　　ther劉nalysis　of　mamm劉1ian　cell　results，　repative

　　predictivity　and　tumour　promes・

　物zヨ乙ノ～θg．，608，29－42．（2006）

　　One　of　the　consequences　of　the　low　specificity　of　the　in

vitro　mammalian　cell　genotoxicity　assays　reported　in　our

previous　paper　is．　industry　and　regulatory　agencies　deal－

ing　with　a　large　number　of　false－positive　results　during亡he

safbty　assessment　of　new　chemicals　and　drugs．　Addressing

positive　results丘om　in　vitro　genotoxicity　assays　to　deter－

mine　which　afe“fhlse”requires　extensive　resources，　includ－

ing　the　conduct　of　additional　animal　studies．　In　order　to　re－

duce　animal　usage，　and　to　conserve　lndustry　and　regulatory

agency　resources，　we　thought　it　was　important　to　raise　the

question　as　to　whether　the　protocol　requirements　fbr　a　valid

in　vitro　assay　Qr　the　criteria　fbr　a　positive　result　could　be

changed　in　order　to　increase　specificity　without　a　signifi－

cant　loss　in　sensitivity　of　these　tests。　We　thereR）re　analysed

some　results　of　the　mouse　Iymphoma　assay（MLA）and　the

chromosomal　abe∬ation（CA）test　obtajned　fbr　rodent　car一
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cinogens　and　non－carcinogens　in　more　detail．　For．a　number

of　chemicals　that　are　positive　only　in　either　of　these　mam－

malian　cell　tests　there　was　no　correlation　between　rodent

carcinogenicity　and正evel　of　toxicitメmagnitude　of　response

or　lowest　effbctive　posltive　concentration．　On　the　basis　of

very　limited　in　vitro　and　in　vivo　data，　we　could　also　find

no　correlation　between　the　above　parameters　and　fbrmation

6f　DNA　adducts．　Therefbre，　a　change　to　the　current　criteria

fbr　required　level　of　toxicity　in　the　MLA，　to　limit　positive

calls　to　certain　rnagnitudes　of　response，　or　to　certain　con－

centration　ranges　wQuld　not　improve　the　specificity　of　the

tests　without　significantly　reducing．　the　sensitivit￥

Keywords；carcinogens，　mouse　lymphoma　assay，　chromo－

sornal　aberration
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　　cient　Method　of　Monitoring　Chromosomal　Dam－

　　age　in　the　Rat．

　　7∂鑑7ヒpo／5b∫．，94，92－107　（2006）

　　W6　have　evaluated　a　How　cytometric　method　that　allows

a．ssessment　of　nlicronucleated　reticulocytes（MN－RETs）in

microliter　quantities　of　peripheral　blood　and　compared　re－

sults　using　this　assay　with　those　of　established　microscopic

methods．of　scoring　bone　marrow　and　peripheral　blood　fヒom

rats　treated　with　well－characterized　genotoxic　agents．　Ybung

reticulocytes（RETs）are　labeled　with　FITC－anti－CD71

（transfbrrin　receptor）and　micronuclei　with　propidium　io－

dide（with　RNase　treatment）．Red　blood　cells　parasitized

with　Plasmodia　serve　as　a　calibration　standard　fb亡DNA

content．　Microscopic　scoring　used　acridine　orange（AO）

staining　of　methanol－fixed　slides　or　supravital　AO　staining，

The　ef驚ct　of　the　rat　spleen　on　the　parameters　evaluated

was　dete㎜ined　by　comparing　age－and　sex－matched　no㎜al

and　splenectomized　rats　treated　with　cyclophosphamide，

cis－platin，　or　vinblastine　under　treatment　conditions　that　es－

tablished　a　steady－state　ffequency　of　MN－RETs　in　the　bone

marrow　and　peripheral　blood　compartments．　The　data　dem－

onstrate　the　sensitivity　and　reproducibility　of　the　now　cy－

tometric　assay　in　the　Sprague－Dawley　rat，　and　comparative

studies　using　identical　blinded　samples　at　multiple　labora一
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tories　show　that　inter－and　intra－laborat6ry　reproducibility

is　much　higher　with　the　flow　method　than　with　the　micro－

scopic　methods　currently　employed　fbr　regulatory　studies．　A

signi且cant　effbct　of　splenic　sdection　against　genotoxicant－

induced　MN－RETs　was　observed　with　each　of　the　three

scoring　methodologies，　despite　the　fact　that　the　flow　and

supravital　AO　techniques　restrict　analysis　to　the　young．

est　f㌃action　of　RETs．　The　high　precision　of　flow－based

measurements　also　demonstrated　a　slight　but　statistically

significant　level　of　selection　against　spontaneouSly　arising

MN－RET．　Despite　these　spleen　effbcts，　assay　sensitivity　fbr

blood－based　analyses　was　maintained　by　the　flow　method

as　it　was　shown　to　have　superior　counting　statistics，　lower

variability，　and　higher　sensitivity　than　manual　scoring．　The

data　suggest　that　flow　cytometric　assessment　of　micronu－

cleus　induction　can　be　integrated　into　routine　toxicity　test－

ing，　eliminating　the　need　fbr　a　separate　bioassay．

Keywords；micronuclei，　flow　cytometric　analysis，　chromo－

somal　damage
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How　cytometric　technique　with　two　established　microscopy－

based　scoring　methods．　Peripheral　blood　samples　fセom　single

Sprague－Dawley　rats　treated　fbr　6　days　with　either　vehicle

or　cyclophosphamide　were　prepgred　in　replicate　fbr　scoring

by　the　three　methods　at　diffヒrent　laboratories．　These　blood－

based　measurements　were　compared　to　those　derived　fセom

bone　marrow　specimens丘om　the　same　animals，　stained

with　acridine　orange，　and　scored　by　microscopy．　Through

the　analysis　of　replicate　specimens，　inter－and　intralaboratory

variability　were　evaluated　fbr　each　method．　Scoring　repro－

ducibility　over　time　was　also　evaluated．　These　data　support

the　premise　that　rat　RETs　harvested　f士om　peripheral　blood

are　a　suitable　cell　population　to　assess　genotoxicant－induced

micronucleus偽㎜ation．　The　interlaboratory　comparison　pro－

vides　evidence　of　the　general　robustness　of　the　micronucleus

endpoint　using　di晩rent　analytical　approaches．　Fu貫he㎜ore，

data　presented　herein　demonstrate　a　clear　advantage　of　flow

cytometry－based　scoring　over　microscopy－significantly　lower

inter－and　intralaboratory　variation　and　higher　statistical　sen－

SltlVlty・

・Keywords；micronuclei，　flow　cytometric　analysis，　chromo－

somal　damage　　　　　　　　　　　　　　　　．　’
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　　Hayashi，　M．，　Suzuki，　T．，　Asano，　N．’4，　Nak綾iima，　M．＊5，

　　Saito，　J．零6，　Moore，　M．串2，脳）rous，　D．K．寧1，　MacgregoらJ．T．

　　寧7：Flow　6ytometric　analysis　of　micronuclei　in　pe－

　　ripheral　b董ood　reticulocytes：1．　Intra－and　inter－

　　laboratory　comp劉rison　with　microscopic　scoring・

　　7∂wヒ01距’．，．94，83－91　（2006）

　　Accumulating　evidence　suggestg　that　reticulocytes（RETs）

in　the　peripheral　blood　of　rats　may　represent　a　suitable　cell

population　fbr　use　in　the　micronucleus　assay，　despite　the

ability　of　the　rat　spleen　to　selectively　remove　micronucleat－

ed　erythrocytes仕om　the　peripheral　circulation．　To　evaluate

the　analytical　perfbrmance　of　a　previously　described　flow

cytometric　method．（Torous　et　aL，2003，　Tbxic61，　Sci．74，

309－314）that　may　allow　this　assay　to　be　conducted　using

periphera1．　blood．奄氏@lieu　of　bone　marrow　sampling，　we　com．

pared　the　sensitivity　and　perfbrmance．characteristics　of　the

　　　　　　　　は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ　　Oka，　H，，Ybshimura，　H．，Ohuchida，　A．　and　Honma，　M．：

　　Relationship　between　p53　st飢us　and　5』uoroura－

　　ci豆sensitivity　in　3　cell　lines．

　ル勿左～乙ノ～θg．，606，52－60　（2006）

　　Mouse　lymphoma　L5178Ytk＋／一（MOLY）cells　and　hu－

man　lymphoblastoid　TK6，　and　WTK・l　cells　are　widely

used　to　detect　mutagens　in　vitro．　MOLY　and　WTK－1　cells

have　a　p53　mutation　while　TK6　cells　do　not，　although

TK6　cells　were　derived　f廿om　the　same　parental　line　as

WTK－1　cells．　The　p53　gene　is　associated　with　DNA　repair

and　induction　of　apoptosis．　In　this　study，　we　tested　the

clastogen　5－fluorouracil（5－FU），in　the　tk　assay　and　the

in　vitro　micronucleus（MN）in　MOLY；TK6，　and　WTK－1

cells　to　clarify　whether　diffヒrential　responses　were　related

to　p53　gene　status．　W6　also　dete㎜ined　the　e論ct　of　5－FU

on　the　ratio　of　apoptotic　cells　and　on　cell　cycle　distribu－

tion　in　each　cell　line．　MOLY　cells　were　more　sensitive　than
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WTK－l　cells　to　5－FU　even　though　both　have　a　mutated

p53　gene，　suggesting　that　the　responses　were　attributable　to

other，　perhaps　levels　of　activated　genes　or　enzymes，

Keywords：5－fluorouracil，　p53，　Tk　assay，　in　vitro　micronu．

cleus　assay
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　　cultured　ce1且s．
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　　To　study　the　genetic　effbcts　of　low。dose　and　low－dose一

．rate　ionizing　radiation　at　the　chromosomal　Ievel，丘ozen

human　lymphoblastoid　TK6　cells　were　exposed　to　l　OcGy

dose　delivered　by　a　carbon－ion（245kv／um）beam．　The

relative　increase　in　TK　mutation　ffequency．　of　the　irradi－

ated　cells　after　the　longer　preservation　at－80C　is　probably

due　to　the　Iower　cell－viability　compared　to　the　un－irradiated

level．　These　results　clearly　demonstrated　that　this　types　of．

analysis　can　be　hsed　fbr　the　detection　of　low－dose　ionizing

radiation　ef陀cts　in　ffozen　cells．

Keywords：10ss　of　heterozygosity（LOH），Thymidine　ki－

nase（TK），fセozen　cells，　carbon－ion　beam
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　　Z、動。励ヒゾ．，188，．4992－4995　（2006）

　　万∬加〃’o掘∂oo万DNA　polymerase　IV　incorporated

2－hydroxy－dArP　opposite　template．　guanine　or　thymine

and　8－hydroxy－dGTP　exclusively　opposite　adenine　in　vitro．

Mutator　phenotypes　in　50d〃むr　strains　were　substantially

diminished　by　deletion　of血βand／or㎜αZ）0．　DNA　poly－

merases　IV　and　V　may　be　involved　in　mutagenesis　caused

by　incorporation　of　the　oxidized　deoxynucleoside　triphos－

phates．
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　　Ikeda，　M．81，　Masumura，　K．，　Matsui，　K．，　Kohno，　H．’2，

　　Sakuma，　K．零1，　Tanaka，　T．噛2　and　Nohmi，　T．：Chemopre－

　　ventive　effects　of　nobnetin　against　genotoxicity

　　inαuced　by　4一（methylnitros翫mino）一1一（3－pyri一

　　“yl）一1－butanone（NNK）in重he］ung　of島ρ’delt翫

　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　ロ
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　　Nobiletin，　a　m句or　component　of　citrus　polymethoxyfla－

vones，　possesses　anticancer，　antiviral　and　anti－inHammatory

activities．］k）evaluate　the　chemopreventive　potential　against

lung　cancer　induced　by　cigarette　smoke，　we　examined　sup－

pressive　ef陀cts　of　nobiletin　against　genotoxicity　induced

by　4一（methylnitrosamino）一1一（3－pyridyl）一1－butanone

（NNK），the　most　carcinogenic　tobacco－specific　nitro－

samine，　in　the　lung　of　8ρ’delta　transgenic　mice．　Nobiletin

reduced．　the　NNK－induced　mutation　fセequencies　by　25－45％

in　both　sexes　and　the　reduction　at　a　dose　of　100　ppm　in

飴males　and　500　ppm　in　males　was　statistically　significant

（P＜0．05）．Nobiletin　as　well　as　8－methoxypsoralen，　an

inhibitor　of　CYP2A，　reduced　the　genotoxicity　of　NNK　by

more　than　50％in　bacterial　mutation　assay．　The　results　sug－

gest　that　nobiletin　may　be　chemopreventive　against　NNK－

induced　lung　c耳ncer　and　also　that　the　chemopreventive

ef猛cacy　may　be　due　to　inhibitlon　of　certain　CYP　enzymεs

involved　in　the　metabolic　activation　of　NNK．
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　　An　iron　chelate，　fbrric　nitrilotriacetate（Fe－NTA），in－

duces　oxidative　renal　proximal　tubular　damage　that　subse－

quently　leads　to　a　high　incidence　of．　renal　cen　carcinoma

in　rodents，　presenting　an　intriguing　model　of行ee　radical－

induced　carcinogenes｛s．　In　the　present　study，　we　used＆o’

delta．transgenic　mice，　which．　allow　ef野cient　detection　of

point　mutations　and　deletions　in　vivo，　to　evaluate　the　mu－

tation　spectra，　in　association　with　the　R）rmation　of　8－ox－

oguanine　and　acrolein－modified　adenine　during　the　first　3

weeks　of　carcinogenesis．　The　results　demonstrate　that　the
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iron－based　Fenton　reaction　is　rnutagenic　in　vivo　in　the　renal

tubular　cells　and　induces　characteristic　mutations，

Keywords：8ρ∫一delta　mice，　fbrric　nitrilotriacetate，　acrolein
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　　induced　by　mitomycin　C．

　　福〃勿乙．酒～θg．，609，102－l15　（2006）

　　In　order　to　create　a　Ilovel　in　vitro　test　system　fbr　detec－

tion　of　large　deletions　and　point　mutations，　we　developed

an　immortalized　cell　line．　A　SV401arge　T　antigen　expres－

sion　unit　was　introduced　into　fibroblasts　derived丘om　8ρ’

delta　mouse　lung　tissue　and　a　selected　clone　was　estab－

lished　as　the　8ρ’delta　L　1　（GDL1）cell　line．　The　novel

GDLI　cells　were　exarnined　fbr　mutant　ffequencies　and　fbr

molecular　characteriza！ion　of　mutations　induced　by　mito－

mycin　C（MMC）．W6　compared　the　spectrum　of　MMC－

induced　rnutations　observed　in　vitro　to　that　of　in　vivo　using

即’delta　mice，　which　we　reported　previously．　Although　a

slight　dif琵rence　was　observed　in　MMC－induced　mutation

spectra　between　in　vitro　and　in　vivo，　the　mutations　detected

in　vitro　included　all　of　the　types　of　mutations　observed　in

vivo．　The　present　study　demonstrates　that　the　newly　estab－

lished　GDLl　cell　line　is　a　usefUI　tool　to　detect　and　analyze

various　mutations　including　Iarge　deletions　in　mammalian

cellS．

Keywords：GDレl　cell　line，　mitomycin　C，　mutation　spectra
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　　Kirkland，　D，J．＊1，　Hayashi，　M．，　Jacobson－Kram，　D．寧2，

　　KaspeらP阜3，　MacGregor，　J．T，零4，　MUIIeらL．事5　and　Uno，

　　Y零6：Summary　of　major　conclusions　fヒom　the　4th

IWGT，　San　Francisco，9－10　Septembe鴫2005．

　福〃酸ムノ～θ5．，627，5－9　（2007）

　　Seven　individual　working　groups　addressed　either　specific

aspects　of　the　strategy　fbr　genetic　toxicology　testing　or　the

design　of　protocols　fbr　speci且。　assays．　Comprehensive　sum－

maries　of　the　outcome　of　each　W6rking　Group《WG）are

given　in　the　individual　WG　reports．　The　fbllowing　outline

summarises　the　main　points　that　either　diffヒr倉om　exist－

ing　published　recommendations（as　in　the　case　of　mouse

lymphoma　test　and　in　vivo　micronucleus　assay）or　are　key

艶atures　to　be　considered　in　the　development　of　new　guide－

lines　fbr　an　improved　testing　strategy．
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　　Hayashi，　M．，　MacGregor，　J．T．寧1，　Gatehouse，　D．G．

　　零2，Blakey，　D．H．寧3，　Dertinger，　S．D．寧4，　Abramsson－

　　Zetterberg，　L．卓5，　Krishna，　G．硝6，　Morita，　T．，　Russo，　A．

　　寧7，Asano，　N．專8，　Suzuki，　H．卑9，0hyama，　W．黙10　and

　　Gibson，　D．甲11：In　vivo　erythrocyte　micronucleus

　　assay　III．猟lidation　and　regulatory　acceptance

　　of　autom飢ed　scoring魏nd　the　use　of　rat　periph－

　　eral　blooαreticulocytes，　with“iscussion　of　non－

　　hematopoietic　target　cells　and紐single　dose－1evel

　　limit　test．

　ル名〃忽此ノ～6汐．，627，10－30　（2007）

　　The　in　vivo　micronucleus　assay　working　group　of　the

Intemational　W6rkshop　on　denotoxi6ity　Testing（IWGT）

discussgd　new　aspects　in．the　in　vivo　micronucleus（MN）

tεst，　including　the　regulatory　acceptance　of　data　d骨rived

丘om　automated　scoring，　especially　with　regard　to　the　use

of　flow　cytometry，　the　suitability　of　rat　peripheral　blood

reticulocytes　to　serve　as　the　principal　cell　population　fbr

analysis，　the　establishment　of　in　vivo　MN　assays　in　tis－

sues　other　than　bone　marrow　and　blood（fbr　example　Iiver，

skin，　colQn，　germ　cells），and　the　biological　relevance　of

the　single－dose－level　test．　Our　group　members　agreed　that

flow　cytometric　systems　to　detect　induction　of　micronu－

cleated　immature　erythrocytes　have　advantages　based　on

the　presented　data，　e．9．，　they　give　good　reproducibility

compared　to　manual　scoring，　are　rapid，　and　require　only

small　quantities　of　peripheral　blood．　The　consensus　of　the

group　was　that　any　system　that　meets　the　validation　criteria

recommended　by　the　IWGT（2000）should　be　acceptable．

Whichever　method　is　chosen，　it　is　desirable　that　each　labo－

ratory　should　determine　the　minimum　sample　size　required

to　ensure　that　scoring　error　is　maintained　be1Qw　the　Ievel

of　animal。to－animal　variation．　In　the　second　IWGT，　the

potential　to　use　rat　peripheral　blood　reticulocytes　as　target

cells　fbr　the　micronucleus　assay　was　discussed，　but　a　con－

sensus　regarding　acceptability　fbr　regulatory　purPoses　could

not　be　reached　at　that　time．　The　working　group　reviewed
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the　results　of　micronucleus　assays　using　target　cells／tissues

other　than　hematopoietic　cells．　We　also　discussed　the　rele－

vance　of　the　liver　micronucleus　assay　using　young　rats，　and

the　importance　of　understanding　the　maturation　of　enzyme

systems　involved　in　the　processes　of　metabolic　activation　in

the　liver　of　young　rats．　Additional　data　obtained　f｝om　colon

and　skin　MN　models　have　been　integrated　into　the　data

bases，　enhancing　con且dence　in　the　utility　of　these　models．

Afburth　topic　discussed　by　the　working　group　was　the

regulatory　acceptance　of　the　single－dose－ievel　assay．　There

was　no　consensus　regarding　t恥e　acceptability　of　a　single

dose　level　protocol　when　dose－limiting　toxicity　occurs．　A

limit　test　at　a　single　dose　level　is　currently　accepted　when

toxicity　is　not　dose－limiting．

Keywords；micronucleus　assay，　automation，　flow　cytometry
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　　Thybaud，　V＊1，　Aardema，　M．耶2，　Clements，　J．串3，　Dear－

　　neld，　K．索4，　Galloway，　S，窄5，　Hayashi，　M．，　Jacobson－

　　Kram，　D．寧6，　Kirkland，　D．窄3，　Macgregor，　J．T．η，　Marzin，

　　D．寧8，0hyama，　W．喰9，　Schuler，　M．＊lo，　Suzuki，　H．田and

　　Zeiger，　E．＊】2：Strategy　for　genotoxicity　te忘ting：

　　Hazard　identi血cation　and　risk　assessment　ih　rela－

　　tiOn　tO　in　VitrO　teSting．

　　ル1汐左蹴ノ～θg．，627，41－58　（2007）

　　This　report　summarizes　the　proceedings　of　the　Septem－

ber　9－10，20051neeting　of　the　Expert　Working　Group　on

Hazard　Identification　and　Risk　Assessment　in　Relation　to

In　Vitro　Testing，　part　of　an　initiative　on　genetic　toxicology．

The　o1ガective　of　the　Working　Group　was　to　develop　recom－

mendations　fbr　interpretation　of　results　ffom　tests　common－

ly　included　in　regulatory　genet孟。　toxicology　test　batteries，

and　to　propose　an　appropriate　strategy　fbr　fbllow－up　testing

when　positive　in　vitro　results　were　obtained　in　these　assays．

The　Group　noted　the　high　ffequency　of　positive　in　vitro

且ndings　in　the　genotoxicity　test　batteries　with　agents　fbund

not　to　be　carcinogenic　and　thought　n6t　to　pose　a　carcino一

衛 研 報 第125号　 （2007）

genic　health　hazard　to　humans．　The　Group　agreed　that　a　set

of　consensus　principles　fbr　apPropriate　interpretation　and

fbllow－up　testing　when　initial　in　vitro　tests　are　positive　was

needed，　Current　diffbrences　in　emphasis　and　policy　among

dif艶rent　regulatory　agencies　were　recognized　as　a　basis　of

this　need，　Using　a　consensus　process　among　a　balanced

group　of　recognized　internationa．l　authorities　丘orn　industry，

government，　and　academia，　it　was　agreed　that　a　strategy

based　on　these　principles　should　include　guidance　on：　（1）

interpretation　of　initial　results　in　the‘‘core”test　battely；　（2）

criteria　fbr　detemlining　when　fbllow－up　testing　is　needed；

（3）criteria　fbr　selecting　appropriate　fbllow－up　tests；（4）

de丘nition　of　when　the　evidence　is　sufficient　to　define　the

mode　of　action　and　the　relevance　to　human　exposure；and

（5）　definition　of　apProaches　to　evaluate　the　degree　of

health　risk　under　conditions　of　exposure　of　the　species　of

concem（generally　the　human）。

Keywords；genotoxicity，　Hazard　identif1cation，　risk　assess－

ment
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Kirchner，　S．寧11，　Lynch，　A．申9，　Marzin，　D．疇12，　Maurici，

D．掌5，Meuni鉱J。一R．＊13，　MUIIer，　L，田，　Nohynek，　G．＊14，

Parry，　J．窄3，　Parry，　E．＊3，　Thybaud，　V＊15，　Tice，　R．窄16，

Bentheln，　J．V寧17，　Vanparys，　P．零18　and　White，　P．率19：

How　to　reduce　fhlse　positive　results　with　in　vitro

genoto】dcity重esting　and　avoid　unnecess鎚ry　fbllow－

up　animal　tests：Report　of舶EC鞘M　Workshop．

㎜左～乙1マ6写．，628，31－55　（2007）

V改）rkshoP　Participants　agreed　that　genotoxicity　tests　in
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mammalian　cells　in　vitro　produce　a　remarkably　high　and

unacceptable　occurrence　of　irrelevant　positive　results　（e．9．

when　compared　with　rodent　carcinogenicity）．As　reported

in　several　recent　reviews，　the　rate　of　irrdevant　positives（i．e．

low　specificity）fbr　some　studies　using　in　vitro　methods

（when　compared　to　this“gold　standard”）means　that　an

increased　number　of　test　articles　are　su切ected　to　additional

in　vivo　genotoxicity　testing，　in　many　cases　befbre，　e．g．　the

emcacy（in　the　case　of　pha㎜aceuticals）of　the　compound

has　been　evaluated．　If　in　vitro　tests　were　more　predictive

for　in　vivo　genotoxicity　and　carcinogenicity（Le．　fewer

飴lse　positives）then　there　would　be　a　significant　reduction

in　the　number　of　animals　used．　Beyond　animal（or　human）

carcinogenicity　as　the‘‘ №盾撃п@standard” Cit　is　ac㎞owledged

that　genotoxicity　tests　provide　much　infbrmation　about　cel－

lular　behaviour，　cell　division　processes　and　cellular　fate　to

a（geno）toxic　insult，　Since　the　disease　impact　of　these

e脱cts　is　seldom㎞own，　and　a　veri且cation　of　relevant　tox－

icity　is　normally　also　the　su切ect　of（sub）chronic　animal

studies，　the　prediction　of　in　vivo　relevant　results　ffom　in

vitro　genotoxicity　tests　is　also　important　fbr　aspects　that

may　not　have　a　direct　impact　on　carcinogenesis　as　the　ul－

timate　endpoint　of　concern．　In　order　to　address　the　high

rate　of　in　vitro　false　positive　results，　a　2－day　workshop　was

held　at　the　European．Cehtre　fbr　the　V自lidation　of　Altema－

tive　Methods（ECVAM），Ispra，　Italy　in　April　2006．　More

than　20　genotoxicity　experts　fセom　academia，　government

and　in“ustry　were　invited　to　review　data　f士om　the　currently

available　cell　systenls，　to　discuss　whether　there　exist　cells

and　test　systems　that　have　a　reduced　tendency　to　false

positive　fesults，　to　review　potential　modi盒cations　to　existing

protocols　and　cell　systems　that　might　result　in　improved

speci五citメand　to　review　the　per鉛㎜ance　of　some　new　test

systelns　that　show　promise　of　improved　specificity　without

sacrificing　sensitivity．　It　was　concluded　that　better　guidance

on　the　likely　mechanisms　resulting　in　positive　results　that

are　not　biologically　relevant　fbr　human　health，　and　how　to

obtain　evidence　fbr　those　mechanisms，　is　needed　both　fbr

practitioners　and　regulatory　reviewers．

Keywords；genotoxicity　in　vitro，鉛1se　positive，　animal　t宇sts
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Ha丘mann，　A．零14・：Fourth　International　Workgroup

　　on　Genotoxicity　testing：Results　of　t㎞e　in　vivo

　　Comet　assay　workgroup．

　ノ橘ε」紛ムノ～θ5．，627，31－35　（2007）

　　As　part　of　the　Fourth　Intemational　W6rkshop　on　Geno－

toxicity　Testing（IWGT），held　9－10　September　2005　in

San　Francisco，　Califbmia，　an　expert　working　group　on　the

Comet　assay　was　convened　to　review　and　discuss　some

of　the　procedures　and　methods　recommended　in　previous

documents．　Wεagreed　that　a　minimum　reporting　standard

would　be　developed　which　would　be　consistent　with　OECD

in　vivo　genotoxicity　test　method　guidelines．
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say：Meeting　of　the　I“ternational　Workshop　on

　　Genotoxicity　Tosting，　s3n　Francisco，2005，　recom－

　　mendations　fbr　24－h　treatment．

　ルZ〃ぬ乙ノ～6写．，627，36－40　（2007）

　　The　Mouse　Lymphoma　Assay（MLA）Wbrkgroup　of　the

Intemational　W6rkshop　on　Genotoxicity艶sting（IWGT），

comprised　of　experts　f士om　Japan，　Europe　and　the　United

States，　met　on　September　9，2005，　in　San　Francisco，　CA，

USA．　This　meeting　of　the　MLA　W6rkgroup　was　devoted

to　reaching　a　consensus　on　issues　involved　with　24－h　treat－

ment．
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Gocke，　E．＊5，　Guzzie，　PJ．零1，　Hakura，　A．零6，　Honma，　M．，

Martus，　H－J．噛7，0bach，　RS．零1，　and　Roberts，　R．＊8：Strategy

fbr　genotoxicity　tes髄ng－Me励oIiC　conslderations．

福〃勿乙ノ～θg．，627，59－77　（2007）
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　　The　feport　f士om　the　20021nternational　Workshop　on

Genotoxicity艶sts（IWGT）Strategy　Expert　Group　em－

phasized　metabolic　considerations　as　an　important　area　to

address　in　developing　a　common　strategy　fbr　genotoxicity

testing．　A　working　group　convened　at　the　20054th　IWGT

to　discuss　this　area　fUrther　and　propose　practical　strategy

recommendations．

Keywords：genotoxicit払metabolism，　testing，　strategy
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　　Wang，　J．黙，　Chen，　T．寧，．Honma，　M．，　Chen，ゴ．，　Moore，　M．

　　顧：3’一Azido－3’・deoxythymidine　induces　deletions

　　in　L5178Y　mouse　lymphoma　cel霊s。

　五勿髭田刀．ノ吻∠ル酒〃噂α～．，48，248－257　（2007）

　　3’一Azido－3’一deoxythynlidine（AZT），anucleoside　ana－

10gue　used　fbr　the　treatrnent　of　acquired　immunodeficiency

syndrome（AIDS），induced　a　significant　dose－related　in－

crease　in　the　thymidine　kinase（Tk）mutant　fセequency（MF）

in　L5178Y／Tk（＋／一）3．7．2C　mouse　lymphoma　cells．　Treat－

ment　with　l　mg／ml（3，742　muM）AZT　fbr　24　hr　resulted

in　a　MF　of407　x　lO（一6）compared　to　a　control　MF　of

84x．10（一6）．The　mutation　spectrum　of　mutants　ffom

AZT－treated　cells　was　also　significantly　diffbrent　f㌃om　that

of　spontaneous　mutants．　More　deletions　and　fbwer　intragen－

ic　mutations　were　observed　in　the　mutants丘om　the　AZT－

treated　culture　than　independent　mutants丘om　the　untreated

control．　Our　data　indicate　that　AZT　primarily　induced　LOH

mutations　in　L5178Y　mouse　lymphoma　cells　and　a　large

number　of　LOH　mutations　resulted　f｝om　deletions．

Keywords：3－azido－3－deoxythymidine，．　mouse　Iymphoma　as－

say，　loss　of　heterozygosity，　mutation　spectrum

NCTR，　FDA，　USA

Honma，　M．，　Sakuraba，　M．，　Koizumi，　T．，丁丁kashima，　Y，

Sakamo亡。，　H．，　and　Hayashi，　M．：Non－homologous　end－

joining血D士repairing　I－Scel－induced　DNA　doub星e

strand．breaks　in　human　cells．

2ワM／1～卿嘘6，781－788　（2007）

DNA　double　strand　breaks（DSBs）are　usually　repaired
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through　either　non－homologous　endjoining（NHEJ）or

homologous　recombination（HR）．To　clarifンthe　role　of

NHEJ，　we　investigated　the　genetic　consequences　of　NHEJ

repair　of　DSBs　in　human　cells．　Human　lymphoblastoid　cell

lines　TSCE5　and　TSCEIO5　have，　respectively，　single　and

double　I－Scel　endonuclease　sites　in　the　endogenous　thy－

midine　kinase　gene（TK）located　on　chrolnosome　l　7q．1－

SceI　expression　generated　DSBs　at　the　TK　gene．　W6　fbund

mutations　involved　in　the　DSBs　in　the　TK　gene　in　3％of

TSCE5　cells　and　30％of　TSCEIO5　cell　clones．　Most　of

the　mutations　in　TSCE5　were　small（1－30bp）deletions

with　a　O－4bp　microhomology　at　the　junction．　Most　of　the

mutations　in　TSCE105，0n　the　other　hand，　were　deletions

that　encompassed　the　two　I－Scel　sites　generated　by　NHEJ

at　DSBs．　Interestingly，　some　mutants　fbmled　a　new　I－SceI

site　by　perfbctly　joining　the　two　original　I－SceI　sites　with－

out　deletion　of　the　broken－ends．　Thus，　NHEJ　must　help

maintain　genomic　integrity　in　mammalian　cells　by　repairing

DSBs　as　well　as　by　preventing　many　deleterious　alterations．

Keywords：DNA　double　strand　break（DSB），Non－homolo－

gous　endjoining（NHEJ），Homologous　recombination（HR），

1－Scel，　Deletion，　Genomic　integrity

　　LUan，　Y’1，　Suzuki，　T．，　Palanisamy，　R．82，　Takashima，　Y．，

　　Sakamoto，　H．，　Sakuraba，　M．，　Koizumi，　T．，　Saito，　M．，

　　Matsuf両i，　H．噛3，　Yamagata，　K．零3，　Yamaguchi，　T．，　Hayashi，

　　M．，Honma，　M．：Potassium　bromate　treatment．

　　predominantly　causes　large　deletions，　but　not

　　GC＞TA　tmnsversion　in　human　cells．

　ノレ1〃鰐口ノ～65．，619，113423　（2007）

　　Potassium　bromate（KBrO3）is　strongly　carcinogenic　in

rodents　and　mutagenic　in　bacteria　and　mamlnalian　cells　in

vitro．　In　this　study」we　investigated　the　in　vitro　genotoxic－

ity　of　KBrO3　in　human　lymphoblastoid　TK6　cells　using　the

comet． iCOM）assay，　the　micronucleus（MN）test，　and　the

thymidine　kinase（TK）gene　mutation　assay．　After　a　4　h

treatment，　the　alkaline　and　neutral　COM　assay　demonstrated

that　KBrO3　directly　yielded　DNA　damages　including　DNA

double　strand　breaks（DSBs）．KBrO3　also　induced　MN

and　TK　mutations　concentration－dependently．　Molecular

analysis　revealed　that　90％of　the　induced　mutations　were

large　deletions　that　involved　loss　of　heterozygosity（LOH）

at　the　TK　locus．　Theseτesults　indicate　that　the　m句or　geno－

toxicity　of　KBrO3　may　be　due　to　DSBs．that　Iead　to．large

deletions　rather　than　to　80HdG　adducts　that　lead　to　GC＞

TA．　transversions，　as　is　cQmmonly　believed．

Keywords：Potassium．　bromate（KBrO3），TK－mutation，
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Loss　of　heterozygosity（LOH）

（80HdG）
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　　Ikeda，　M．阜1，　Masumura，　K．，　Sakamoto，　Y，　Wang，　B．蓼2，

　　Nenoi，　M．寧2，　Sakuma，　K．專1，且ayata，1．寧2　and　Nohmi，　T．：

　　Combined　genotoxic　effects　of　radiation　and訊

　　tobacco－specmc　nitros訊mine　in　the　lung　of函ワ’

　　deha　transgenic　mice．

　　蔽ノ左～乙ノ～θg．，626，15－25　（2007）

　　It　is　important　to　evaluate　the　health　effbcts　of　low－dose－

rate　or　low－dose　radiation　in　combination　with　chemicals　as

humans’are　exposed　to　a　variety　of　chemical　agents．　Here，

we　examined　cQmbined　genotoxic　ef艶cts　of　low－dose－

rate　radiation　and　4一（methylnitrosamino）・1一（3－pyridyl）

一1－butanone（NNK），the　most　carcinogenic　tobacco－spe・

cific　nitrosamine，　in　the　lung　of　8μdelta　transgenic　mice．

Possible　mechanisms　underlying　the　combined　genotoxicity

of　radiation　and　NNK　are　discussed，　and　the　importance

of　evaluation　of　combined　genotoxicity　of　more　than　one

agent　is　emphasiz6d．

Keywords：gpt－delta　mice，　NNK，　low－dose－rate　radiation
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　　Xu，　A∴2，　Smilenovl，　LB．零1，　He，　P．寧1，　Masumura，　K．，

　　Nohmi，　T．，施，　Z．串2　and　Hei，　T．K．零1：New　insight　into

　　intrachromosomal　deletions　induced　by　chrysotile

　　in　gPtαelta　transgenic・

　高砂hα7、ノ％81功ノ㌃㎎フθoガ階，115，87－92　（2007）

　　Considerable　evidence　has　shown　that　exposure　to　asbes－

tos　fibers　results　in　the　generation　of　chromosomal　aberra－

tions　and　multilocus　mutations　using　various　in．vitro　ap－

proach6s．　In　the　present　stud）～we　investigated　the　mutant

丘actions　and　the　pattems　induced　by　chrysotile　fibers　in　gpt

delta　transgenic　mouse　primary　embryo　fibroblasts　MEFs

and　compared　the　results　obtained　with　hydrogen　peroxide

H202　in　an　attempt　to　illustrate　the　role　of　oxyradicals　in

fiber　mutagenesis．　Our．results　provide　novel　infbmlation　on

the　ffequencies　and　types　of　mutations　induced　by　asbestos

5bers　in　the　gpt　delta　transgenic　mouse　mutagenic　assay，

which　shows　great　promise　fbr　evaluating　fiberφarticle　mu－

tagen1Clty　ln　VIVO・

Keywords：chrysotile　asbestos，　gpt　delta　mouse，　kilobase－

sized　mutation
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　　　　　　　　　　　　　ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ

　　De　Felice，　M．，Medagli，　B．，Esposito，　L，De　Falco，　M．，

　　Pucci，　B．＊，　Rossi，　M．禦，　Gruz，　P．，　Nohmi，　T．　and　Pisani，

　　F．M．零：Biochemical　evidence　of　a　physical　interac－

　　tion　b6tween　5レ〃り吻〃鰐50砺加z知∬B－fhmily　and

　　Y・fhmlly　DNA　polymerases．

　　EY龍即（脚龍5，】L1，277－282　（2007）

　　The　hyper－thermophilic　archaeon　5セz疵～わ｛う灘50〃2～㎞o好

possesses　two　fUnctional　DNA　polymerases　belonging　to

the　B－family（Sso　DNA　pol　B　1）and　to　the　Y」family（Sso

DNA　pol　Yl）．Herein　we　report　evidence　that　Sso　DNA

pol　Bl　physically　interacts　with　DNA　pol　Yl　by　surface

plasmon　resonance　measurements　and　immuno－precipitation

experiments．　The　results　have　important　inlplications　fbr

understanding　the　polymerase－switching　mechanism　on　the

damaged　template　strand　during　genome　replication　in　S．

solfataricu．刀D

Keywords：3湘06雄50Z脅彪〃b∬，　DNA　polymerases，　inter－

action
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Istituto　di　Biochimica．delle　Proteine，　CNR，　Italy

　　Barone，　E串1，　McCullouch，　S．D．寧2，　McPherson，　P．串3，　Maga，

　　G．＊4，Yamada，　M．，　Nohmi，　T．，　Minoprio，　A．翠1，　Mazzei，　F．串1，

　　Kunkel，　TA＊2，　Karran，　P，寧3　an4　Bignami，　M．率1：Repiica－

　　tion．　of　2－hydroxyadenine－containing　DNA　sub－

　　strates　and　recognition　by　human　MutSα．

　∠湖．酉～解譜～6，　355－366　（2007）

　　2－Hydroxyadenine（2－OH－A），aproduct　of　DNA　oxi－

dation，　is　a　potential　source　of　mutations．　We　investigated

how　representative　DNA　polymerases　f士om　the　A，　B　and

Yfamilies　dealt　with　2－OH－A　in　primer　extension　experi－

ments．　A　template　2－OH－A　reduced　the　rate　of　incorporation

by　DNA　polymerase．αand　Klenow　ffagment．　Replication

of　a　template　2－OH－A　by　human　DNA　polymerase　ηand

Archaea　Dpo4　was　mutagenic　and　caused　base　substitu－

tions．　Thermodynamic　analysis　showed　that　2－OH－A　fbrms

stable　base　pairs　with　T，　C　and　G，　and　to　a　lesser　extent

with　A．　Oligonucleotides　containing　2－OH－A　base　pairs，

including　the　prefヒrred　2－OH－A＝T，　were　recognized　by　the

human　MutSα．

Keywords：2－Hydroxyadenine，　DNA　polymerase，　MutSα
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　　Shimizu，　M．串1，　Gruz，　P．，　Kamiya，　H．＊2，　Masutani，　C．＊3，

　　Xu，　Y．禦4，　Usui，　Y．＊［，　Sugiyama，　H．＊4，　Harashima，．H．＊2，

　　Hanaoka，　F！3，　Nohnii，　T．：Ef∬cient　and　Erroneous

　　Incorporation　of　Oxi〔1ized　DNA　Precursors　by

　　Hum紐n　I）NA　Polymeraseη．

　酬。（カθ加∫5疏レ1，46，5515－5522　（2007）

　　Oxidation　of　DNA　precursors，　i．e．，　dNTP　pool，　as　well

as　DNA　is　a　major　source　of　mutagenesis　and　carcino－

genesis．　Here，　we　report　the　remarkable　nature　of　human

DNA　polymeraseηthat　incorporates　oxidized　dNTPs　into

anascent　DNA　strand　in　an　ef且cient　and　erroneous　manner，

The　polymerase　a．1most　exclusively　incorporated　8－hydroxy－

dGTP　opposite　template母denine（A）at　60％ef猛ciency　of

normal　dTTP　incorporation，　and　inc6rporated　2－hydroxy－

dArP　opposite　template　thymine，　guanine，　or　cytosine　at

substantial　rates．　W6　propose　that　human　DNA　polymerase

ηmay　participate　in　oxidative　mutagenesis　through　the　ef＝

ficient　and　erroneous　incoΦoration　of　oxidized　dNTPs　dur－

ing　DNA　synthesis．

Keywords：DNA　polymeraseη，oxidized　dNTPs，　erroneous

lncorporatlon
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　　Ema，　M．，珂ii，　S．＊1，　Ikka，　T．寧1，　Matsumoto，　M．，　Hirose，

　　A．And　Kamata，　E：Early　pregnancy血ilure　induced

　　by　di加tyltin　dichloride　in　mice．

　動レ加四7∂町ヒ｝01，22，44－52　（2007）

　　In　this　stud払we　examined　the　adverse　effbcts　of　dibu－

tyltin　on　initiation　and　maintenance　of　pregnancy　aner

maternal　administration　during　early　pregnancy　in　mice．

Following　success釦l　mating，　fbmale　ICR　mice　were　given

dibutyltin　dichloride（1）BTCI）at　O，7．6，15．2，0r　30．4　mg／

kg　bw／day　by　gastric　intuba亡ion．on　days　O－30r　days　4－7

0f　pregnancy．　Female　mice　were　sacriflced　on　day　l　80f

pregnancy，　and　the　pregnancy　outcome　was　determined．

After　administration　of　DBTCI　on　days　O－3，　the　rate　of

nonpregロant　fヒmales　and　the　incidence　of　preimplantation

embryonic　loss　were　signi丘cantly　increased　at　30．4　mg／kg

bw／day．　The　incidences　of　postimplantation　embryonic　loss

in　fめmales　given　DBTCI　on　days　O－3　at　15．2　mg／kg　and

higher　and　on　days　4－7　at　7．6　mg／kg　bw／day　and　higher

were　increased．　No　increase　in　the　incidence　of　fbtuses

with　extemal　mal飴㎜ations　was　observed　a仕er　the　admin－

istration　of　DBTCI　on　days　O－30r　days　4－7．　A　decline　in
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the　serum　progesterone　levels　was　detected　in　mice　given

DBTCI　at　30．4　mg／kg　bw／day　on　days　O－30r　days　4－70f

pregnancy．　The　data　show　that　DBTCI　adversely　affbcts　the

initiation　and　maintenance　of　pregnancy　when　administered

during　early　pregnancy　in　mice　and　suggest　that　the　decline

in　serum　progesterone　levels　is　responsible　fbr　pregna耳cy

鉛ilure，

Keyword：dibutyltin　dichloride，　organotin，　pregnancy　failure，

early　embryonic　loss，　progesterone　　　　　　　　　‘
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　　　　Ema，　M．，　Fukunishi，　K．黙1，　Matsumoto，　M．，　Hirose，　A．，

　　　　Kamata，　E．　and　Ihara，　T．零1：Developmental　toxicity　of

　　　　dibutyltin　dichloride　in　cynomo璽gus　monkeys．

　　　　ム～彰2猶σ【17～）Lwヒ01．，23，12－19　（2007）

　　　　Dibutyltin　dichloride（DBTCl）has　been　shown　to　be

　　teratogenic　in　rats．　The　present　study　was　conducted　to　de－

　　termine　the　teratogenic　potential　of　DBTCl　given　to　preg－

　　nant　monkeys　during　the　entire　period　of　organogenesis．

　　Cynomolgus　monkeys　were　dosed　once　daily　by　nasogastric

　　intubation』with　DBTCI　at　O，250r　3、8　mg／kg　on　days

馳20－500f　pregnancy，　the　whole　period　of　organogenesis．

　　The　pregnancy　outcome　was　determined　on　day　lOO　of

　　pregnancy．　In　both　DBTCI－treated　groups，　a　significant

　　increase　in　the　incidence　of　pregnant　females　with　soft

　　stool　and／or　diarrhea，　and　with　yellowish　stool　was　ob－

　　served．　Matemal　body　weight　gain　at　3．8　mg／kg　and　fbod

　　consumption　at　2．5　and　3．8　mg／kg　were　decreased　during

　　the　administration　period．　The　survival　rate　of　fbtuses　at

　　te㎜inal　cesarean　sectioning　was　decreased　in　the　DBTC1－

　　treated　groups　and　significantly　decreased　at　25　mg／kg．

　　There　were　no　changes　in　the　developmental　parameters

　　of　surviving　fbtuses，　includipg　fbtal　body　weight，　crown－

　　mmp　length，　tail　length，　sex　ratio，　anogenital　distance　and

　　placental　weight，　in　the　DBTCI－treated　groups．　No　extenlal，

　　intemal　or　skeletal　malfb㎜ations　were角und　in　the色tuses

　　in　any　group．　Although　intemal　and　skeletal　variations　were

　　R）und，　no　diffbrence　in　the　incidence　of　fbtal　variation　was

　　noted　between　the　control　and　DBTCI－treated　groups．　No

　　effヒct　on　skeletal　ossification　was　observed　in　fヒtuses　in　the

　　DBTCI－treated　groups．　The　data　demonstrate　that　DBTCI　is

　　embryolethal　but　not　teratogenic　in　cynomolgus　monkeys．

　　Keyword：dibutyltin，　organotin，　teratogenicity，　embryolethal－

　　ity，　monkey
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　　Ema，　M．，　F周’ii，　S．率i，　Matsumoto，　M．，　Hirose，　A．　and　Ka－

　　mata，　E：Prenat紐1　developmental　toxicity　study　of

　　basic　rubber　accelerator，1，3－di－o－tolylguanidine，

　　in　rats．

　　ノ～曜。（オ　7b灘ヒヲ0／．，22，672－678　（2006）

　　Pregnant　rats　were　given　I，3－di－o－tolylguanidine（DTG）

by　gavage　at　O，10，200r　40　mg〆kg　bw／day　on　days　6－19

0f　pregnancy　and　the　pregnancy　outcome　was　determined

on　day　200f　pregnancy．　At　40　mg／kg　bw／daあdeaths　were

observed　in　fbur　out　of　24　fセmales．　The　incidences　of飴一

males　showing　mydriasis　at　20　and　40　mg／kg　bw／day　and

showing　decreased　locomotor　activity　at　40　mg／kg　bw／day

were　significahtly　increased．　Alopecia，　bradypnea，　prone

position　and　tremor　were　also　observed　at　mg／kg　bw／day．

The　maternal　body　weight　gain　at　20　and　40　mg／kg　bw／

day　and　fbod　consumption　at　40　mg／kg　bw／day　were　sig－

nificantly　reduced．　A　significantly　decreased　weight　of　the

gravid　uterus，　increased　incidence　of　postimplantation　loss，

decreased　number　of　live　fbtuses，　and　lowered　weights　gf

色tuses　and　placentae　were　fbund　at　40　mg／kg　bw〆day．

The　incidences　of　the　total　number　of　fbtuses　with　extemal

malfbrmations　at　40　mg／kg　bw／day　and　with　skeletal　mal－

R）rmations　at　20　and　40　mg／kg　bw／day　were　significantly

increased．　Significantly　higher　incidences　of　fetuses　with

brachydactyly　and　short　tail　and　defヒcts　of　caudal　vertebrae，

phalanges　and　metacarpals　were　observed　at　40　mg／kg　bw／

day．　Delayed　ossification　was　also　noted　at　40　mg／kg　bw／

day，　The　dat琴indicate　that　DTG　is　teratogenic　at　matemal

toxic　doses　and　the　NOAELs　of　DTG　fbr　matemal　and　de－

velopmental　toxicity　are　l　O　mg／kg　bw／day　in　rats．

Keyword：di－o－tolylguanidine，　rubber　accelerator，　siglna

ligand，　prenatal　developmental　toxicit》～teratogenicity，　mal－

fbrmation，　rat

串l

rafbty　Research　Institute　fbr　Chemical　Compounds，　Co．，

Ltd．

　　Ema，　M．，　Kimura，　Eゆ1，　Matsumoto，　M．．　Hirose，　A．　and

　　Kamata，　E，：Reproductive　and　developmenml　tox－

　　icity　screening　test　of　basic　rubber　accelerator，

　　1，3－di－ortolylguanidine，　in　rats．

　　1～解rαノβcか●yθ7～）・Y酒co1喀γ，22，30－36　（2006）

　　Twelve　male　and　fbmale　rats　per　group　were　exposed　to

the　rubber　accelerator　l，3－di－o－tolylguanidine（DTG）by

gavage　at　O，8，200r　50　mg／kg　bw／day．　Males　were　dosed

fbr　a　total　of　49　days　beginning　14　days　befbre　mating．

Females　were　dosed　fbr　a　total　of　40－49　days　beginning

14　days　befbre　mating　to　day　30f　lactation　throughout　the
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mating　and　gestation　period．　At　50　mg／kg　bw／day，　deaths

were　observed　in．two　males　and　three　fbmales．　Lowered

body　weight　gain　and　fbod　consumption　were　noted　in

males　at　50．mg／kg　bw／day　and　fbmales　at　20　and　50　mg／

kg　bw／da呈Mydriasis，　decreased　locomotor　activity；bradyp－

nea，　prone　position，　tremor　and／or　salivation　were　observed

in　males　and　fbmales　at　20　and　50　mg／kg　bw／day．　No　ef」

色cts　of　DTG　were　fbund　on　the　estrous　cyclicity，　precoital

interval，　copulation，　fbrtility　and　gestational　indibes，　num－

bers　of　corpora　Iutea　and　implantations，　or　gestation　Iength．．

Asignificant　decrease　in　the　number，　body　weight　and　vi一

ability　of．off忌pring　and　increase　in　the　incidence　of　fヒtuses

with．??狽?高≠戟@malfb㎜ations　were　fbund　at　50　mg／kg　bw／

day．　Oligodacty正y；anal　atresia　and　tail　anomalies　were　ob－

served．　These　datζsuggest　that　DTG　may　be　teratogenic．

The　NOAELs　of　DTG食）r　general　and　developmental　toxic－

ity　in　rats　are　8　and　20　mg／kg　bw／day，　respectively．

Keyword：di－o－tolylguanidine，　rubber　acceleratoヒ，　sigma

ligand，　reproductive　and　developmental　toxicit第teratogenic－

ity，　mal鉛㎜atiOn，　rat

申藍

oanapharm　Laboratories　Co．，　Ltd．
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誌　上　発　表　（総説・解説） Summaries　of　Papers　Published　in　Other　Journals（Reviews　and　Articles）

　川西　徹：細胞障害メカニズムを視る，測る，解析する

　ファルマシア　42，812－816（2006）

　細胞障害メカニズムにおいて重要な役割を果たしてい

るアポトーシスに関連する生体内反応をモニターするた

めのバイオフォトニクスプローブを作成し，障害メカニ

ズムの解析を行った。

Keywords：Fluorescent　probe，　caspase，　cellular　i可ury

　四方田千佳子：経口固形製剤の品質をめぐる諸問題

　医薬品研究，38，195－213（2007）

　経口固形製剤の品質に関して，後発医薬品の品質再評

価のあり方や，溶出試験規格の設定方法，経口固形製剤

の開封後の保管状態での安定性の問題等について概説し

た．

during　storage　of　amorphous　pharmaceuticals，　and　to　seek

abetter　understanding　of　the　relative　significance　of　mo－

1ecular　mobility　and　other£actors　for　chemical　reactivity．

The　following　summary　has　been　obtained；the　chemicaI

stability　of　amorphous　pharmaceuticals　is　af6ected　by　global

mobility　and／or　Iocal　mobility，　depending　on　the　length

scale　of　molecular　mobility　responsible　fbr　the　chemical

reactivit払　In　some　cases，　when　activation　energy　for　deg－

radation　processes　is　high　and　when　other£actors　such　as

the　specific　ef琵cts　of　water　and／or　excipients　contribute　the

degradation　rate，　stability　seems　to　be　largely　independent

of　molecular　mobilitメ

Key　words：chemical　stability，　solid－state　stability，　glass

transition，　molecular　mobility．

　四方田千佳子：溶出試験とその関連機器

　製剤と目配械，325，6－7　（2006）

　溶出試験器の関連機器として，溶出試験液の脱気装置

を取り上げ，その脱気方法の違いや，分注機能の有無等

の特徴について概説した。

　伊豆津健一：アモルファス固体の特性を活用した医薬

　品とその評価

　冷凍，81，36－39（2006）

　有機物質のガラス状態とガラス転移に関する特集の一

章として，ガラス状態を活用したタンパク質やリボソー

ム医薬品の安定化と難溶性医薬品の溶解促進について，

基礎的機構と応用例を概説するとともに，品質向上に向

けた特性評価法を紹介した．

　伊豆津健一　四方田千佳子　檜山行雄　青柳伸男：

　南面外分光法を用いた凍結乾燥医薬品の評価

　低温生物工学会誌，52，21－24（2006）

　凍結乾燥医薬品の品質管理に重要な結晶性および残存

水分量など物性評価法として，近赤外山の拡散反射を用

いた非破壊測定について他の分析法と比較しつつ解説す

るとともに，製剤設計と工程管理における活用について

紹介した。

Yoshioka，S．，Aso，　Y：Correlations　between　Molecu－

　lar　Mobility　and　Ckemical　Stability　during　Stor－

　age　of　Amorphous　Pharmaceutic31s

　ノ＝．助〃η7．5ヒ瑳，96，960－981　（2007）

　The　purpose　of　this　article　is　to　review　literature　describ－

ing　the　ef狙ect　of　molecular　mobility　on　chemical　stability

　吉岡澄江，阿曽幸男，川西　徹：水分吸着等温線の解

　析による局方収載添加剤の吸湿性に関する研究

　医薬品研究，38，228－234，（2007）

　日本薬局方各条の性状の項に記載する「吸湿性」につ

いて，その試験法および判断基準を高分子添加剤に焦点

をあてて考察し，真空水分吸脱着測定装置を用いる方法

の有用性を示した．

Key　words：Japanese　PharmacopQeia，　Excipient

　橋本尚美＊1，村田明弘ワ，神谷明良噛3，浮田辰ゴ4，大

　原寿樹’2，小出達夫，櫻木　明’4，夏山　晋5，細谷武

　f6，橋本因由η，檜山行雄：PAT3　製造プロセスに

　おけるPAT
　1狙ノ～ルr7Zヲ6胃溺1列ノ〉，　22　（9），　1671－1673　（2006）

　製造プロセスに対するPAT（Process　Analytical　Techno1－

ogy）の適用について議論を行った．従来のプロセスバリ

デーションにPATを組み込むことにより継続的な品質向

上，プロセスの理解が進み，より優れた工程管理が可能

となるが，システムに関しては更なる検討が必要である

と考えられる．

Keywords：process　analytical　technology，　prQcess　contro1，

process　validation

掌艮

匇�i株）
零2

｡河電気（株）

亭3ファイザー（株）

辱4

c辺製薬（株）
寧5

i株）パウレツク
摩6

Aステラス製薬（株）

η千代田化工建設（株）
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　藤原尚登窄1，谷野忠嗣掌2，谷　正樹掌3，長門琢也懲4，中

　本敬三＊5，藤巻康人，山根賢治傘6，橋本葭人り，檜山行雄：

　製剤開発段階でのPATの応用

　㎜．㎜7万（万Z4」例ノV，　22，　1661－1665　（2006）

　造粒工程の変動が溶出特性を変動させることが知られ

ている．エテンザミドをモデル薬剤に選び，製造工程条

件を変え溶出率の異なる亀卜をいくつか作成し，どの製

造条件が溶出特性に影響を与えるかを検討した．近赤外

分光法を用い，顯粒の溶出性とスペクトルの相関を多変

量解析を用いて検討した．この結果，溶出の遅れと，水

分に起因する近赤外のスペクトルとの問に大きな相関が

見られた．造粒が進むにつれ水分の存在状態が変わるこ

とと解釈される．この観察結果をもとに物理化学的モデ

ルを立て，溶出の遅れを考察した．

Key　words：Process　analytical　technology，　Dissolution　rate，

Granule皿anufacturing　process，　Near　infヒared　spectroscopy

申1

c辺製薬（株）
率2

末?`製薬（株）

Bアステラス製薬（株）
＊4

i株）パウレック

＊5エーザイ（株）

＊6

蝟Q薬品工業（株）

り千代田化工建設（株）

　松永浩和掌1，三浦　剛＊2，坂本知昭，畑田幸栄寧3，鈴木

　康志＊4，駒井　彰寧5，橋本葭人卓6，檜山行雄：PATのた

　めの分析法の可能性

　㎜、㎜1Zヲ6刀」円1ン1ノ〉；22，　1667－1669　（2006）

　研究開発段階あるいは製品の製造段階で工程モニタリ

ング用の分析ツールとして代表的に用いられている近赤

外分光法（NIR法）を取り上げ，真度に優れるHPLC法

と比較し，PATモニタリングのための分析手法としてど

のように分析条件や測定法をどのように設定すればよい

か検討した．またリアルタイムリリースの観点から，工

程モニタリングに用いられる評価法が求められる「試験

精度」について取り上げ，要件を満たすための「試験デ

ザイン」についても考察した．

Keywords：PAT，　HPLC，　NIR，　Analytical　Method

承1

嵩c薬品工業株式会社
噛2

uルカーオプティクス株式会社：
喰3

博ｮ会社住化分析センター
喰4

博ｮ会社島津製作所
象5

uルカーAXS株式会社
今6

迹纉c化工建設株式会社

小出達夫，檜山行雄：近赤外イメージングシステムを

用いた医薬品評価技術に関する基礎的検討

　1猫4ノぴグ7万m／4朋ノV，22　（11），　2043－2049　（2006）

　近赤外分光法を利用した顕微イメージングシステム

は，不均一固体である固形製剤の状態を分子レベルで解

析・視覚化するため，これまで原因不明であった設計や

工程の不具合を解明できる可能性があり，新しい医薬品

設計，品質管理手法として注目されている．そこで近赤

外イメージングシステムの医薬品評価への応用について

検討を行った．その結果，医薬品の解析にはPLSやPCA

などの多変量解析が有用であり，錠剤の化学的な特徴を

視覚的に把握することが可能であった．今後，心高外イ

堰口ジングシステムのデータを使うことによって新しい

医薬品品質管理が可能となると考えられる．

Keywords：near－in丘ared　imaging，　evaluation　method，　ch－

emometric

　檜山行雄：ICH　Q9品質リスクマネジメント　一議論

　経過の解説

　ノ翻．ノ∂召ハワ3／0f（M）∠z刀（メ協Z茜幽原。質加勘ワβη，　8，　39－46

　（2006）

　ICH品質リスクマネジメンガイドライン（Q9）の

2003年以来，発効に至る議論の経過を解説するとともに，

ガイドラインの目的・構成を概説した，Q9自身からは

要件は創出されないが，他のICH品質関連ガイドライン

の実行において，又行政方針の策定の基礎となる重要な

役割をはたすことが期待される．

Key　words：ICH　guideline，　Risk　management

　檜山行雄：医薬品の品質のためのガイドラインICH

　Q8及びQ9について

　ファルマシア，43（4），337．342（2007）

　医薬品規制国際調和会議（ICH：International　Congress

of　Ha㎜onization）により，最近発効された製剤開発ガイ

ドライン（Q8），品質リスクマネジメント（Q9）の概略・

意義を解説する．Q8の構成は目的，適用範囲，製剤成分，

製剤，製造工程の開発経緯：，容器及び油画系，微生物学

的観点から見た特徴，溶解液や使用時の容器／用具との

適合性，用語で合計8ページと簡潔にまとめられている．

又，『QbD（Quality　by　Design）』，『デザインスペース』

という新しい概念が導入されている．Q9の構成は序文，

適用範囲，原則，一般的なプロセス，リスクマネジメン

トの手法，医薬品業界及び規制当局における活動への統

合，定義，参照文献である．リスクの定義として『危害

の発生の確率とそれが発生したときの重大性の組み合わ

せ』を採用し，危害の定義を『健康への被害．製品品質

の不良又は安定供給の欠如による被害を含む．』とし製

品の供給欠如も含めている．2つのガイドラインは，企

業へ対しては「科学」と「リスクマネジメント」に根ざし
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た努力を促し，それに呼応し，行政の係わりを弾力的に

行える体制を構築していくことを推奨している。

Keyword：ICH　guideline，　Pharmaceutical　development，

Risk　management

　三宅正ゴ1，稲津邦平＊2，伊井義則零3，竹谷浩ゴ4，西

　畑利明串4，檜山行雄：GMP適合調査のシステム査察に

　基づくチェックリストの解説

　1盟㎜7Zヨαノ「．朋」例1＞F，　23，　773－785　（2007）

　厚生労働科学研究（行政の監査方針及び監査手法の研

究）班：以下「研究班」と称する．）では，平成15～17年

度の3年間，改正薬事法に基づくGMP適合性調査に関す

る研究を行い，平成17年度の成果として，システム査察

制度の実施基準とGMP査察での査察項目をサブシステム

ごとに設定したチェックリストを提案した．

　システム査察の実施基準提案の目的は次の二つに大別

できる．

　第一の目的：製造する医薬品の品質保証を徹底するこ

とを目的とした管理監督サブシステム（品質システム）

の製造所への導入と運用を促すこと．

　第二の目的1チェックリストの活用によるGMP適合性

調査を効率化すること．チェックリストの提案に際して

は，GMP適合性調査に関して企業と規制管轄当局が共通

の認識を有することを持つこと．

　このGMP適合性確認査察のチェックリストならびにそ

の基盤となるサブシステムの概要について解説する．

Keyword：GMP　inspection，　System　based　inspection

寧1

i株）ベネシス
牟2

tァーマサービスイコマ’
寧3

ｬ野薬品工業（株）
象4

Q天製薬（株）

　寳田幕軍零1，檜山行雄，松村行栄η，大内　正寧3，岡崎

　公哉＊4，紺田哲哉串5，佐々木秀樹＊6，山原　弘η，渡辺

　務＊8，北澤義夫＊9：1CH　Q9ブリーフィング・パック

　解説

　1珊瑚47】5α．ル4．一八「，23，　805－842　（2007）

　ICH　Q9ガイドラインは，医薬品の品質分野において，

従来，断片的かつ個別に，別の管理により適用されてい

たリスクマネジメントに基づくアプローチを共通理解

と共通言語により系統的に示したことは大変意義があ

る．しかしながら，ガイドライン本文のみでは理解不

足になることが懸念された．そこで，ステップ4に到達

した2005年11月のシカゴ会議において，規制当局や

製薬企業の方々に品質リスクマネジメントガイドライン

を理解していただくことを目的として，研修用スライド

（ICH　Qg　Brie∬hg　Pack）を作成することが決定された．
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ICH　Qg　EWGメンバーを中心とした非公式グループで検

討し，2006年8月にICH公式ウェブサイトに掲載した．

日本では，ICH　Q9ブリーフィング・パック翻訳チーム

及び校閲チームを結成して，平成19年1月末にBrie且ng

Packを全訳し，医薬品医療機器総合機構の公式ホーム

ページに掲載した．そして，この度，このスライドの解

説書を発行する運びとなった．

Keyword：ICH　guideline，　Risk　management

事1

搏c製薬工場（株）

ホ2エーザイ（株）

＊3アステラス製薬（株）

＊4

tァイザー（株）

5丸石製薬（株）
喉6

坙{新薬（株）

η田辺製薬（株）

事8

Tノフィ・アベンティス（株）

り日本製薬工業協会

　杉山雄ゴ1，馬屋原宏η，池田敏彦3，矢野恒夫欺4，伊

　藤勝彦5，須原哲也＊6，栗原千絵子串7，海野　隆寧8，佐

　神文郎禦9，大塚峯三寧10，加藤基浩田，辻彰“12，三浦

　慎一＊13，井上登美夫＊14，川上浩司＊15，残華淳彦‡16，檜

　山行雄，鈴木和年率6，谷内一彦旧，戸塚善三郎零18，西

　村伸太郎囎，渡辺恭劇4，景山　茂＊20，熊谷雄治引，

　藤原博明事22，渡邊祐司＊23：マイクロドーズ臨床試験の

　実験基盤・第3報一早期探索的臨床試験の実施に関す

　るガイダンス（案）

　臨床評価，34，571－594（2007）

　本ガイダンスく案）は，ヒト用医薬品の早期探索的臨

床試験の実施に関するガイダンスである．

　薬事法に規定される「治験」において，臨床開発の各

段階で採用すべき臨床試験デザインとその目的について

は，日米欧三極における共通理解に基づき，「臨床試験

の一般指針」に示されてきた，しかし今日，欧米規制当

局では，同指針に示す「第1相試験」よりも前の，前臨

床開発の過程で，従来の第1相試験以降の開発を進める

べき候補化合物を選択することを目的に，ヒト被験者を

対象として早期の探索的な臨床試験を行う際の考え方が

示されている．このような臨床試験を，本指針では「早

期探索的臨床試験」と定義する．

　「早期探索的臨床試験」は，以下り二つのタイプに大

別できる．

・薬理作用も副作用も発現しないと考えられる極微量の

候補化合物をヒトに投与する「マイクロドーズ臨床試

験」（早期探索的臨床試験の1型）

・薬理作用は発現するが，毒性は発現しないレベルまで投

与量を増大させるが，従来型の第1相試験よりは低用
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量で実施される臨床試験（早期探索的臨床試験のH型）

いずれの試験も，忍容性まで評価する従来型の第1相

試験と異なり，被験者に毒性が発現する可能性が極め

て少ない投与量，及び投与回数によって，候補化合物

の薬物動態学的または薬力学的評価を行い，次の開発

段階に進める候補化合物を選択することを目的とする．

Keyword：Microdose　ciinical　s亡udies，　Exploratory　clinical

studies

products，3）　selectivity　of　oncolytic　virus　replication　and

targeting　to　cancer　cells，4）relevant　animal　models　in　non－

clinical　studies，5）　clinical　safety，6）　evaluation　of　virus

shedding．　Until　now，　the　accumulation　of　the　in鉛㎜ation

about　oncolytic　viruses　is　not　enough，　it　may　require　the

unique　approach　to　ensure　the　saf巳ty　and　the　development

of　new　technology　to　characterize　oncolytic　viruses．

Keywords：g㎝e　therapン～cancer　themp）～replicating　v㎞s

＊1

結梠蜉w大学院

η（株）国際医薬品臨床開発研究所
零3

L限責任中間法人医薬品支援機構
＊4

i独）理化学研究所
＊5

i財）先端医療振興財団
＊6

i財）放射線医学総合研究所

ηコントローラー委員会
＊8

ｳ日本オルガノン（株）

リエーザイ（株）

＊lo

坙{薬物動態学会

引中外製薬（株）

覗金沢大学大学院
＊13

謌齊O共（株）

胆横浜市立大学
零5 椏s大学大学院

噸武田薬品工業（株）

弔東北大学大学院
申18

iCLバイオアセィ
＊19

Aステラス製薬（株）
＊20

結梹恁b会医科大学

洞北里大学東病院
＊22

x士クリニカルサポート
＊23

l松医科大学

　Yamaguchi，　T．　and　Uchida，　E．：Regulatory　aspects　of

　oncolytic　virus　products

　6㎞㎝’衡刀。θrO㎏乃磐θな，7，203－208　（2007）

Many　types　of　oncolytic　viruses，　wild－type　virus，　attenuated

viruses　and　genetically－modified　viruses，　have　been　devel－

oped　as　an　innovative　cancer　therapy，　The　strategies，　nature，

and　technologies　of　oncolytic　virus　products　are　difR｝rent

丘om　the　conventional　gene　therapy　products　or　cancer

therapy　products．　From　the　regulatory　aspects　to　ensure　the

safbty，　efficacy　and　quality　of　oncolytic　viruses，　there　are

several　m句or　points　during　the　development，　manufactur・

ing，　characterization　non－clinical　study　and　clinical　study　of

oncolytic　viruses．　The　m句or　issues　include　l）virus　design

（wild－type，　attenuated，　and　genetically　engineered　strains），

2）poof　of　concept　in　development　of　oncolytic　virus

　山口照英：Gene　Therapy　Discussion　Groupの動向

　について

　医薬品研究，38，50－59（2007）

　遺伝子治療薬は，まだ製品が世の中に出ておらず，

ICHにおいても他のEWGと異なる取り組みをしている．

本稿では，これまで遺伝子治療専門家会議で行われて

きた活動について概説すると共に，横浜会場で取り上げ

た3っのテーマについて概説した．一点目は，各極の遺

伝子治療に関する最近の進展について，横浜会議で報告

した．議論したことがあげられる．二点目は，この遺伝

子治療専門家会議で議論を続けている見解案（Consider－

ations）について，横浜会議ではこの「遺伝子治療用医薬

品の生殖細胞系列の意図しない伝達リスクを最小にする

ための方策」見解案のDra丘3の議論を行った，三点目は，

遺伝子治療の専門家会議で今後取り上げるべき課題につ

いて．横浜会議で今後の課題について議論し，ステアリ

ングコミッティにいくつかの課題を提案し，了承を得た．

Keywords：Gene　Therapy，　ICH，　ge㎜line　integration

　山口照英，土屋利江：細胞組織利用医薬品・医療機器

　の安全性とその有用性評価

　｝敏麟〃Z255乃ノ，　127，　839－840　（2007）

　近年急速に開発の進む細胞組織利用医薬品・医療機器

の安全性や有用性評価に関する誌上シンポジウムを行っ

た。細胞組織利用医薬品・医療機器の開発を取り巻く環

境や規制動向などについて概説した．

Keywords：cell　therapy，　regenerative　medicine，　tissue　en－

91nee「1ng

　山口照英：ICH遺伝子治療専門家会議シカゴミーティ

　ングと今後の展望

　ファルマシア，42，357－360（2006）

　ICH（日米EU医薬品規制調和国際会議）は，医薬品

の承認申請に関わる規制を調和し，申請に必要な様々な

データ等の作成における不必要な重複を避け，医薬品開

発のグローバルな促進とよりよい医薬品を一刻も早く

患者の元に届けることを目的として活動を行っている．

2005年1L月7～11日にかけてシカゴ市で開催されたICH



誌 上 発

ミーティングでは，有効性，安全性，品質，及び境界領

域の17課題に関し討議が行われた．本稿では，遺伝子治

療専門家会議がICH公開ワークショップとして開催した

「腫瘍溶解性ウイルスワークショップ」の成果と，「遺伝

子治療薬の生殖細胞系列への伝達リスクの最小化に関す

るICH見解（案）」作成のための議論を中心にその活動に

ついて紹介した．

Keywords：Gene　Therapy，　ICH，　oncolytic　virus

　山口照英；医薬品各条の改正点一生物薬品

　薬局，57，89－95（2006）

　生物薬品委員会の医薬品各条関係では，たん白質性／

ペプチド性および高分子多糖性の新規収載品目の審議お

よび既収載品目についての改正作業を行ってきた．第

十四改正日本薬局方（十四局）第一追補，第二追補を経

て，第十五改正日本薬局方（十五局）に至るまで，新規

収載品目は8品目，改正は9品目であった，これらのうち，

第十四改正日本薬局方第一追補（十四局第一追補では塩

化リゾチームとして収載）が新規収載された．第十四改

正日本薬局方第二追補（十四局第二追補）では，オキシ

トシン，セラペプターゼの新規収載が行われるとともに，

オキシトシン注射液，カリジノゲナ川添，バソプレシン

注射液，ヘパリンナトリウム，ヘパリンナトリウム注射

液，血清性性腺刺激ホルモン，注射用血清性性腺刺激ホ

ルモン（十四局第二追補では胎盤性性腺刺激ホルモンと

して収載），注射用繊毛性性腺刺激ホルモン（十四局第

二追補では注射用胎盤性性腺刺激ホルモンとして収載）

の改正が行われた．

Keywords：pharmacopeia，　biologicals，　protein／peptide

products

　新見伸吾，原島・瑞，日向昌司，野間誠司’1，川西　徹，

　早川尭夫β2：血管新生療法の現状と展望

　医薬品研究，37，641－670（2006）

　これまで試みられた血管新生療法として，タンパク質

製剤を用いた療法，遺伝子治療，細胞治療を取り上げ，

その現状及び今後の課題とともに，血管新生療法の戦略

を立てる場合に基本となる血管成長の生物学的なプロセ

スに関する最近の知見について概説した．

Keywords：遺伝子治療，細胞治療，　VEGF

“1

熬c法人ヒューマンサイエンス振興財団
牟2

ﾆ立行政法人医薬品医療機器総合機構

新見伸吾：Follow－on　Biologicsワークショップ（Fol－

bw－onたん白質製剤の類似性の評価における科学的

な問題点）の報告

医薬品研究，37，526－540（2006）

表（総説・解説） 277

　2005年12月12～14日米国ブルックリンブリッジの

ニューヨークマリオットで開催されたfb110w－on　biologic

製品の類似性に関する科学的な問題を中心としたワーク

ショップの内容について，タンパク質製品の特性解析を

行うための具体的な分析法およびタンパク質の構造と機

能に関する科学的な問題を中心に報告した．

Keywords：類似性，翻訳後修飾，高次構造

　Kawasaki，　N．，　Itoh，　S．　and　Kawanishi，　T．：LCIMS

　strategies　in　tbe　ch劉racterization　of　glycoproteins．

　盈～釧01qρθo猛βo／1η∂55卑）∂ozオ〇四ワθ々γ，8，923－930　（2006）

　LC∠MSを用いた糖タンパク質の糖鎖解析法について，

ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンを解析した例を用いて概説

した．

Keywords：LCIMS／MS，糖タンパク質，ヒト絨毛性性腺

刺激ホルモン

　川崎ナナ，内田恵理子，宮田直樹：薬の名前　ステ

　ムを知れば薬がわかる　第7回

　乃〃刀7．艶。五　ノψ8η，　23，　81－87　（2007）

　免疫機能を調節する生物薬品のステムである「一mab」

及び「一cept」について，該当するINN及びJAN収載品目

を例に取り上げながら概説した．

Keywords：ステム，　INN，　JAN

窟名古屋市立大学大学院

　川崎ナナ，内田恵理子，宮田直樹寧：薬の名前　ステ

　ムを知れば薬がわかる　第9回

　％㎜．7わαう．ノ砂3刀，　23，　101＿109　（2007）

　視床下部及び下垂体関連ホルモンを示すステムである

「som一」，「（一）fbllitropin」，「（一）lutropin」，「一gonadotropin」，

「・actide」，「一tocin」，「一pressin」，「一relin」，及び「一relix」

について，該当するINN及びJAN収載品目を例に取り上

げながら概説した．　　　　　　　　　　　　，

Keywords：ステム，　INN，　JAN

零名古屋市立大学大学院

　川崎ナナ，伊藤さつき，原園　景，橋井則貴，山口照

　英：液体クロマトグラフィー／質量分析法を用いた糖

　タンパク質構造解析

　実験医学増刊号，25，221－230（2007）

　LCIMSを用いた糖タンパク質構造特性解析例として，

電気泳動で単離した糖タンパク質の構造解析例，単離が

難しい糖タンパク質を混合物のままで解析した例，さら

にグライコミクスに応用した例を紹介した．

Keywords：LCIMS／MS，糖タンパク質，グライコミクス
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　合田幸広：第十五改正日本薬局方　生薬総則・医薬品

　各条（生薬）について

　医薬品研究，37，801－813（2006）

　第14改正日本薬局方と比較して，第15改正日本薬局方

における，生薬分野での通則，生薬総則，製剤総則，生

薬試験一等での改正点，各条における品目の追加と改正

点画につき概説した．

Keywords：Japanese　Pharmacopoei3，　crude　drugs，　herhal

medicines

　合田幸広：健康食品の表示と実態

　ファルマシア，42，905－907（2006）

　健康食品は，基本的に天然物であり，天然物の品質確

保の第一歩は，宮原の正しい原材料を使用することであ

る．含量規格や不純物規格に合っていても，原材料の基

原が間違ったものを使用していれば，品質が確保された

とはいえない．また，そうであれば，虚偽の表示が行わ

れたことになる．本項では，このような観点から行って

きた研究成果のうち，プエラリア含有と表示のある健康

食品から原材料の基原植物であるP〃αヨ舶加加玩8伊．

o紐∂b龍ゾvaL　〃加死3ノ由来の遺伝子分析，同製品から

のプエラリアに特徴的な二次代謝産物の分析，コンドロ

イチン硫酸含有と表示のある煽止食品からの，硫酸化IV：一

アセチルガラクトサミンの分析について紹介し，健康食

品の表示の問題点について述べた．

Keywords：1）〃θ凋〃：β1η門門留，　condroitin　sulfate，　health

fbods

　合田幸広：和漢を巡る話題．

　家庭薬研究，25，3－28（2006）

　著者らにより平成15年度から平成18年度まで行われ

た厚生労働科学研究の研究班「一般用漢方処方の見直し

に資するための有用性評価（EBM確保）手法及び安全

性確保等に関する研究」の主要な研究テーマ，．一般用漢

方処方210処方の見直しを図るための調査研究及び一般

用漢方処方の使用実態調査研究（Actual　Use　Research：

AUR）の成果について紹介した．

Keywords：AUR，　Kampo　fbrmulations，　OTC

　Goda，　Yl：The　origin　of　natural　products　and

　their　q副ity．

　ノ7004泥∫πoo（11カ81‘θ｛ゴ∫θz7’5■o〃ノ刀βノ。∫ノ～～P317，　212，

　343－344　（2007）

　The　origin　of　the　ingredients　in　natural　produc～s　is　the

most　important　factQr　ensuring　quality，　and　thus　sa飴ty　and

efHcacy．　In　f乞ct，　the　Japanese　Pharmacopoeia．　states　that　the

origin　of　crude　drugs　is　the　standard　for　judging　Propri一

ety．　In　addition，　the　safbty　guideline　fbr　voluntary　inspec－

tions　on　the　ingredients　used　fbr　the　capsulated　or　pellet

fbod，　announced　by　the　director　of　the　department　of　fbod

sa艶ty　in　the　Ministry　of　Health，　Labor　and　W61飴re，　also

describes　that“how　to　guarantee　the　origin”has　priority　of

rank　to　ensuring　safbty．　However，　even　if　the　plant　origin

and　the　plant　part　is　the　same，　a　variation　of　constituents

exists，　as　fbr　as　it　is　natural．　And，　this　fact　can　be　said　to

be　the　bottleneck　to　the　quality　assurance　of　natural　prod－

ucts．　In　order　to　ensure　the　quality　of　natural　products，　we

first　consider　how　to　guarantee　the　origin．　But　it　is　not

enough．　This　special　issue　of　the　FFI　joumal　is　edited　un－

der　this　concept．　I　strongly　hope　that　this　issue　contributes

to　readers’understanding　of　the　importance　of　the　quality

assurance　of　natural　products　and　the　role　of　the　origin　fbr

the　quality　assurance．

Keywords：origin，　quality，　natural　products

　Maruyama，　T：Authentication　and　chemical　analy－

　sis　in　the　regulation　of　natural　products

　丑フoo’泥ん。（12㎏質9（頭α～なノ∂㎜左ノ。／勿盟，212，374－379

　　（2007）

　The　original　species　and　the　chemical　constituents　of

commercial　products　sold　as　a　crude　drug（酬θ〃功θκレcoo－

o〃35θ刀がoo甜5　RゐZzo1ηθ），adietary．supPlement（kwao

keur）and　a　natural　food　color（alkanet　color）were　in－

vestigated　by　DNA　sequencing　and　chemical　analyses．

In　the．6ソθ〃∫カαηoooo〃53α1〃oo5〃5　Rhizome　（Shigoka　in

Japanese），one－third　of　the　conlmercial　products　originated

丘om　the　incorrect　species．　The　counterfbits　did　not　contain

．eleuth夢roside　B　and　iso仕axidin　which　are　recognized　as　the

pha㎜acologically　active　substances　in　this　crude　drug．　Of

kwao　keur　products　purported　to　be　made丘om　the　root　of

n！θ雌ηカ。β刀ob龍ゾvar加加ガ03，　half　were　derived　f士om　the

incorrect　materjals，　and　no　specific　components　of　this　plant

were　detected　in　the　counterfdts．　In　the　alkanet　color，　the

m句or　pigments　of　the　color　were　fbund　not　to　be　alkan－

nin　and　its　esters　but　rather　their　enantiomers，　shikonin

and　shikonin　esters．　ln　addition，　DNA　sequence　analysis

revealed　that　the　origin　was　not／4〃αひ㎜o潮田～3蕗，　which

is　the　source　plant　described　in　‘‘the　list　of　existing　fbod

add童tives” @in　Japan，

　内山奈穂子：フラボノイドが眠りを誘う？

　ファルマシア43，251－252（2007）

　中枢抑制性神経伝達物質であるγ一アミノ酪酸タイプ

A（GABAA）受容体のリガンドとなることが最近明らか

幽
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となったアピゲニンをはじめとするフラボン誘導体は，

このGABAA受容体への結合を介して，マウスに対して

鎮静，抗不安などの中枢抑制作用を示すと考えられてい

る．一方，フラボノイド配糖体は，睡眠誘発や鎮静な

どの中枢抑制作用を示すが，その作用はGABAA受容体

への結合を介さないという点で，フラボン誘導体とは異

なっていることが報告されたので，本稿において紹介し

た．　　　　　　　　　’

Keywords：flavonoid，　GABAA，　Sedation

　内田恵理子，川崎ナナ，宮田直樹㌔薬の名前　ステ

　ムを知れば薬がわかる　第5回

　∫竹β㎜．πc乃．勿3刀，　22，　91－99　（2006）

　生物薬品の国際一般名（INN）命名の基本的ルール及

びサイトカイン類に属するコロニー刺激因子類のステム

「一stim」，インターロイキン類のステム「一kin」，インター

フェロン類「inter飴ron」，エリスロポエチン類のステム

「一poetin」を紹介した．

Keywords：1｝個，　JAN，　biologicals

禦名古屋市立大学大学院薬学研究科

　田邊思議里：細胞治療薬の展望

　生物工学会誌（バイオミディア），85，133（2007）

　生命科学の進歩により，生体内に細胞自体を注入して

組織を修復し，病気を治療する再生医療，すなわち「細

胞治療」の概念が誕生した．一般に細胞治療薬とは，ヒ

トの組織から単離後，培養もしくは加工して得られた治

療用細胞集団を指す．細胞治療薬は，自己または他者由

来の細胞を用いて生体内の失われた機能を再生し，病気

を治療する薬である．細胞治療薬は成分が“細胞”とい

う複雑な生命体であるため，その特性や品質を正確に捉

えることが非常に困難である．その普及にあたっては，

適切な評価系を用いた安全性・有効性評価，品質管理，

培養保存法の確立，副作用対策などが必要となってくる．

20世紀の急速な分子細胞生物学の進歩により可能となっ

た，細胞治療薬という新しい概念の薬が安全かつ適切に

用いられ，グローバルな治療を望むことができるように，

今後更なる発展を期待したい．

Keywords：cellular　therapeutics，　stem　cells，　regenerative

medicine

　訳出正昭：ゴム製品にかぶれる場合の対応

　皮膚病診療，28（増刊），142－147（2006）

　ゴム製品にかぶれる場合，「原因物質と代替品探し」

が重要である．そのために，患者の問診，患者での皮膚

テストが実施されるとともに，製品表示のチェック，メー

カーへの問い合わせ等を通じて，原因製品に使用された
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化学物質情報を入手すること，さらに原因製品・原因化

学物質の関連性を確定するために化学分析を行うことが

必要である．ゴム手袋等を例に挙げながら，概説した．

Keywords：rubber　allergy，　causative　product　cわemical　re－

lationship，　in飴㎜ation　delivery　system

　澤田留美，伊藤友実，土屋利江：細胞組織利用医療機

　器に用いられる幹細胞の品質及び安全性評価について

　｝匁κ乙Gン4κF乙rZン45；躍127　（5）　，851－856　（2007）

　Several　recent　studies　demonstrated　the　potential　of

bioengineering　using　somatic　stem　cells　in　regenerative

medicine．　Adult　human　mesenchymal　stem　cells（hMSCs）

derived　ffom　bone　marrow　have　the　pluripotency　to　di仁

免rentiate　into　cells　of　mesode㎜al　origin，　e．g．，　bone，　ca宜i－

lage，　adipose，　and　muscle　cells；the第therefbre，　have　many

potential　clinical　applications．　On　the　other　hand，　stem　cells

possess　a　self＝renewal　capability　similar　to　cancer　cells．　For

safヒty　evaluation　of　tissue　engineered　medical　devices　using

normal　hMSCs，　in　this　study，　we　investigated　the　expres－

sion　levels　of　several　genes　that　a脆ct　cell　prolifbration　in

hMSCs　during　in　vitro　culture．　We　R）cused　on　the　relation－

ship　between　the　hMSC　proli角ration　and　their　trans飴㎜ing

growth　factor　beta（TGFβ）signaling　during　in　vitro　cul－

ture．　The　proliferation　rate　of　hMSCs　gradually　decreased

and　cellular　senescence　was　observed　fbr　about　3　months．

The　mRNA　expressions　of　TGFβ1，　TGFβ2，　and　TGFβ

receptor　type　I（TGFβRI）in　hMSCs　increased　with　the

length　of　cell　culture．　The　mRNA　expressions　of　Smad3

increased，　but　those　of　c・myc　and　nucleostemin　decreased

with　the　length　hMSCs　w巳re　in　in　vitro　culture．　In　addition，

the　expression　profiles　of　the　genes　which　regulate　cellular

proliferation　in　hMSCs　were　signi丘cantly　different　ffom

those　of　cancer　cdls．　In　conclusion，　hMSCs　derived　fセom

bone　maπow　seldom　undenvent　spontaneous　trans飴㎜ation

during　l－2　months　in　vitro　culture　fbr　use　in　clinical　ap－

plications．　In　hMSCs　as　well　as　in　epithelial　celis，　growth

might　be　controlled　by　the　TGFβfamily　signaling．

Keywords：human　mesenchymal　stem　cells，　tissue　engi－

neered　medical　devices，　TGFβ

　Shintani，　H．：Selective　an劉lysis　of　toxic　compounds

　量nbody　flui〔1s

　酒～θ5θ鋤伽おカ7α～π）ηフ31㎎7鋤y，1，1－22　（2006）

　Selective　analysis　of　compound　of　interest　in　compli－

cated　matrix　such　as　body　f【uids　is　extremely　dimcult，　but

indispensable．　For　that　purpose　there　exists　several　sorts　of

pretreatment　methods，　i．e．　solid　phase　extraction（SPE）us一
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ing　column　or　membrane，　dialysis，且1tration，　ultrafiltration，

super　nuid　critical　extraction　（SFE）　or　adsorption　using

charcoal　or　other　apPropriate　adsorbent．　There　have　been

reported　several　pretreatment　methods　fbr　acidic，　basic　and

neutral　compounds　in　biological　fluids．　According　to　the　re－

cent　advancement　of　analytical　column　fabrication　technol－

ogy，　several　new　columns　based　on　innovated　technology

are　now　commercially　available．

Key　words：solid　phase　extraction，　liquid－liquid　extraction，

toxic　compounds

　新谷英晴：微生物の簡易迅速検出法ならびに同定法の

　現状と進歩（15）簡易迅速検出法と従来法との相関一

　公定法への動向一

　防菌防徽，34，485－486（2006）

　連載講座でArp法やインピーダンス法など培養に拠ら

ない菌の検出同定法について解説した．その中でここで

は迅速検出法と従来法との相関の重要性について記し

た．　　　　　　　　　　　　σ

Keywords：rapid　detection　method，　culture　method，　rela－

tionship

　Shintani，　H．：1mportance　of　consi“ering　injure“

　microorganisms　in　sterilization　validation

　Z彩boo自脈ゾ5b五，11，91406（2006）

　Microbial　i可ury　is　an　inability　to　grow　under　conditions

suitable負）r　the　uni可ured　microorganisms．　This　inability　of

injured　microorganisms　is　explained　as　more　complex　or

diffヒrent　nutritional　requirement　or　as　increased　sensitivities

to　environrnental　conditions　such　as　incubation　conditions

or　to　chemical　agents．　The　extent　and　severity　of　sublethal

injury，　the　mechanisms　of　i可ur第and　the　mechanisms　and

degree　of　recovery　vary　with　the　sterilization　procedures，

the　species，　the　strains，　the　condition　of　the　microorgan－

ism，　and　the　methods　of　repaiL　The　sites　of　i切ury　include

damage　to　enzymes，　membrane　disruption，　and／or　damage

to　DNA　or　RNA．　Infbrmation　on　the　sublethal　i可ury　and

recovery　of　microorganisms　is　very　important　in　evaluating

the　sterilization／d量sinfbction　procedures．　　　　　　　　　・

Keywords：i切ured　microorganisms，　repair，　sterilization

　新谷英晴，数馬昴始㌔滅菌保証達成に於ける問題点

　と解決法一第10

　’防腐面諭，34，285－300（2006）

．使用者が滅菌保証を行う実際に行う際の問題点につい

て質疑一応答の形式で解説した．

Keywords：validation　study」routine　control，　sterility　assur－

ance

　新谷英晴：微生物の簡易迅速検出法ならびに同定法の

　現状と進歩（16）簡易迅速検出法の最近の動向

　防菌防徽，34，487－494（2006）

　連載講座でArp法やインピーダンス法など培養に拠ら

ない菌の検出同定法について解説した。その中でここで

は迅速検出法の最近の動向について記した．

Keywords：rapid　detection　method，　culture　method，　current

trend

＊K2インターナショナル（株）

　新谷英晴：損傷菌ならびに貧栄養菌の特性およびこれ

　らの菌の修復・培養条件について（1）

　防菌防毒，34，427－428（2006）

　連載講座で種々の滅菌操作（高圧蒸気，放射線，化学

薬剤滅菌・殺菌）後の損傷菌についてその損傷メカニズ

ムならびに損傷回復メカニズムなどについて解説した．

Keywords：i切ured　microorganisms，　oligotrophic　microor－

ganlSmS，「eCOVe「y

　新谷英晴：微生物の簡易迅速検出法ならびに同定法の

　現状と進歩（17）簡易迅速検出法の将来

　防菌防徽，34，495－496（2006）

　連載講座でArp法やインピーダンス法など培養に拠ら

ない菌の検出同定法について解説した．その中でここで

は迅速検出法の今後の展望について記した．

Keywords：rapid　detection　method，　culture　method，　fUture

prospectlve

　新谷英晴：滅菌バリデーション実施に於ける留意点①

　バイオバーゲン測定とパラメトリックリリース並びに

　ドシメトリックリリース

　防菌防磁，34，561－567（2006）

　本解説では従来医療用品の滅菌バリデーション実施に

際するバイオバーゲン測定とパラメトリックリリース並

びにドシメトリックリリースの留意点について解説，記

載したP

Keywords：sterilization　validation，　parametrib　release，　dosi－

metric　release

　新谷英晴：滅菌バリデーション実施に於ける留意点②

　高圧蒸気滅菌

　防菌防徽，34，637－643（2006）

　本解説では従来医療用品の滅菌バリデーション実施に

際し，高圧蒸気滅菌について解説，記載した．

Keywords：sterilization　validation，　autoclave，　biological　in－

dicator
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　新谷英晴，山口　透：損傷菌ならびに貧栄養菌の特

　性およびこれらの菌の修復・培養条件について⑤

　放射線に拠る損傷ならびにその耐性

　防湿防徽，34，645－652（2006）

　放射線滅菌処理後の損傷菌についてその損傷メカニズ

ムならびに損傷回復メカニズムなどについて解説した．

Keywords：両ured　microorganisms，　oligotrophic　microor－

ganisms，　radiation　sterilization

零日本電子照射サービス

　新谷英晴：滅菌バリデーション実施に於ける留意点③

　エチレンオキサイドガス（EOG）滅菌

　防菌防徽，34，721－729（2006）

　本解説では従来医療用品の滅菌バリデーション実施に

際し，エチレンオキサイドガス（EOG）滅菌について解

説，記載した．

Keywords：sterilization　validation，　ethylene　oxide，　bio－

logical　indicator

　新谷英晴：損傷菌ならびに貧栄養菌の特性およびこれ

　らの菌の修復・培養条件について⑥化学薬剤に対する

　微生物の損傷と回復

　防菌防徽，34，731－740（2006）

　滅菌・殺菌に用いられる化学薬剤で微生物を処理後，

なおかつ生育している損傷菌についてそ．の損傷メカニズ

ムならびに損傷回復メカニズムなどについて解説した．

Keywords：i切ured　microorganisms，　oligotrophic　microor－

ganisms，　chemical　disinfbction

　新谷英晴：滅菌バリデーション実施に於ける留意点④

　ガンマ線滅菌

　防雪防徽，34，795－800（2006）

　本解説では従来医療用品の滅菌バリデーション実施に

際し，ガンマ線滅菌について解説，記載した．

Keywords：sterilization　validation，　gamma－ray，　irradiation

　新谷英晴：滅菌バリデーション実施に於ける留意点④

　乾熱滅菌

　防菌防徽，35，3L34（2007）

　本解説では従来医療用品の滅菌バリデーション実施に

際し，乾熱滅菌について解説，記載した．

Keywords：sterilization　vahdation，　dry　heating

新谷英晴：クリーンルームで使用される滅菌剤の現状

と将来

防菌噴飯，35，81－93（2007）

本解説では現在主に使用されているホルムアルデヒド
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の残留限度を0．08月頃m以下にすることはかなり厳しい現

状に鑑み，クリーンルームの滅菌剤としてホルムアルデ

ヒドの漁蒸に替わる滅菌方法，例えば過酸化水素，オゾ

ン，過酢酸などが模索され，一部は実用化されているの

で紹介した．

Keywords：sterilants，　disinfヒctants，　clean　room

　新谷英晴：損傷菌ならびに貧栄養菌の特性およびこれ

　らの菌の修復・培養条件について⑬損傷を受けた貧栄

　養菌の修復・培養

　防菌防徽，35，297－304（2007）

　水中などの貧栄養条件で生息することを好む貧栄養菌

で，かつ化学薬剤や熱などで損傷を受けた菌の損傷回復

メカニズムなどについて解説した．通常貧栄養菌の場合

は貧栄養条件で培養すれば良いが，損傷を受けた場合に

はまずは富栄養培地で損傷を回復させてから環境に馴化

した貧栄養条件に戻すことが良いことが分かった．

Keywords：i可ured　microorganisms，　oligotrophic　microor－

ganiSmS，　reCOVery

　土屋利江：細胞組織医療機器開発総論

　薬学雑誌，127，847－850（2007）

　Biodegradable　polymers　are　often　used　as　scaflblds　fbr

tissue　engineering　and　these　polymers　are　in　class　W　under

the　revised　Pha㎜aceutical　A伽irs　Law．　Form　the　point　of

view　of　safbty　and　e伍cacy，　recent　problems　in　the　deve1－

opment　of　tissue－engineered　products　using　biodegradable

polymers　are　summarized　in　this　report．

Key　Words：regenerative　medicine，　cell／tissue－engineered

medical　products，　biodegradable　materials

　山越葉子零，中澤憲一，土屋利江：原子間力顕微鏡

　（AMF）による蛋白質のイメージング

　日本臨床，65，270－277（2007）

　Atomic倉〕rce　microscopy（AFM）has　been　used　fbr　im－

aging　of　non－conductive　surfとce　using　a　cantilever　with　a

sharp　probe　to　mediate　the　atomic　fbrce　interaction　between

the　probe　and　substrate．　The　application　of　AFM　fbr　the

imaging　of　protein　including　transmembrane　protein　has

been　studied　and　revealed　their　single　molecular　stmcture

on　a　nanometer　scale．　Especially　fbr　the　transmembrane

protein　that　Iack　of　3D　structural．infbrmation　obtained　by

X－ray　crystallography；AFM　imaging　has　signi且cant　advan－

tages．　Since　the　imaging　is　capable　in　the　aqueous　solution，

the　obtained　images　are　expected　to　provide　infbrmation

that　reflects　structures　fbund　in　the　living　cells．　Additional－

ly；the　fbrce　curve　measurement　fbr　intra－or　inte卜molecular
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non－covalent　interaction　such　as　protein　fblding　or　ligand－

receptor　interaction　will　be　explained．

Key　words：atomic　fbrce　microscopy，　protein　imaging，　re－

combinant　P2×2　receptor

＊カリフォルニア大学サンタバーバラ校

　土屋利江，俵木登美ヂ：日本の医療機器の研究開発

　と制度の動向

　バイオテクノロジージャーナル，3－4，198－203（2007）

　日本の技術力を礎に，新たな医療機器の研究開発が進

められているが，そのシステムには様々な課題も指摘さ

れている．開発の推進と審査の迅速化を目指し，平成17

年度に厚生労働省と経済産業省の共同で「次世代医療機

器評価指標検討会／医療機器開発ガイドライン評価検討

委員会」が設置された．評価指標の策定によって，医療

機器の開発は今後どのように進むのか？再生医療をはじ

めとする新たな技術はどこまで実用化しているのか？対

談を通して，日本の医療機器の動向を伺った，

ゆ厚生労働省

　島崎　大串1，西村哲治，国包章一＊1：水道水源等の医薬

　品による汚染とその制御

　かんきょう，32（1），2627（2007）

　環境省地球環境保全等試験研究費の研究課題「水道水

源等における生理活性物質の測定と制御に関する研究」

で，排水などを通じて水道水源に流出し，また残留する

可能性のある医薬品が水道水に及ぼす影響について，①

優先して監視すべき医薬品の選定，②水道原水や排水等

の医薬品による汚染実態調査，③浄水処理による制御方

法に関して平成16年度から平成18年度にかけて実施した

研究成果について概説した．

申1

送ｧ保健医療科学院

　Agusa，　T．＊1，　Kubota，　R．，　Kunito，　T．＊2，　Minh，　T．B．＊1，

　Trang，　R工K禦3，　Chamnan，　C．竺Iwata，　H．購1，　Viet，　P．H．

　“3，Tana，　TS．窄5，　and　Tanabe，　S．串1：Arsenic　pollution

　in　groundwater　of　Vietnam　and　Cambo“ia＝A

　revlew
　βZo盟θd「ノ～θ97｝ヨoo∠㎞α7な，18　（1）　，35－47　（2007）

　Recentl）㍉As　pollution脚as　reported　in　groundwater丘om

the　Red　River　delta　of　Northern　Vietnam　and　the　Mekong

delta　of　Southern　Vietnam　and　Cambodia．　Although　the

heath　of　about　10　nlillion　people　is　at　risk　fヒom　drinking

tube　well　water，　little　infb㎜ation　is　available　on　the　health

ef琵cts　of　As　exposure　in　the　residents　of　these　regions，

Also，　the　countrywide　survey　on　regional　distribution　of

As　pollution　has　not　been　conducted　in　these　countries．

At　present，　as鉛r　as　we　know，　symptoms　of　chronic　As

exposure　have　not　yet　been　reported，　probably　due　to　the

relative　short－term　usage　of　the　tube　wells　in　the　regions．

However，　oxidative　DNA　damage　was　observed　in　residents

of　Cambodia　and　so　fUrther　continuous　usage　of　the　tube

well　might　cause　severe　damage　to　the　health　of　the　resi－

dents，　In　this　article，　we　review　literature　concerning　As

pollution　of　groundwater　and　its　health　ef驚cts　on　residents

in　Vietnam　and　Cambodia。　The　mechanisms　of　As　release

to　the　groundwater　in　also　discussed．
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　久保田領志，藤原純子噛1，阿草哲郎＊2，國頭　恭寧3，田

　辺信介＊2：海棲動物におけるヒ素の化学形態と蓄積特性

　環1鼎学会誘，　20　（2），　133－153　（2007）

　雄傑哺乳類，海鳥類，ウミガメ類で認められたヒ素化

合物の分布と蓄積特性を中心に，関連する海洋生態系の

ヒ素研究を含めた最近の展開について概説した．

零1

㍾ｪ大学医学部

η愛媛大学沿岸環境科学研究センター
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　米谷民雄：食品からの化学物質摂取量の現状と今後の

　課題

　化学物質と環境，77，4－6（2006）

　食品中の化学物質による安全性を確保するために，厚

生労働省では食品由来の各種化学物質の摂取量調査を実

施している．本稿では，残留農薬，ダイオキシン類，重

金属を対象に実施されている摂取量調査について，その

内容と調査結果を紹介した．残留農薬に関しては，国立

衛研食品部が地方衛生研究所9機関の協力を得て実施し

ている「食品中汚染物質の一日摂取量調査」と，厚生労

働省が直接に地方衛生研究所や食品衛生登録検査機関協

会に委託して実施している「食品中の残留農薬の一日摂

取量調査」がある．前者は登録が失効した残留性が高い

農薬，すなわち環境汚染物質と考えられる農薬を対象と

したものであり，後者は現在使用されている農薬等の摂

取量をADIと比較することにより，安全性を確保するた

めの調査である．ダイオキシン類については，国立衛研
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食品部が地方衛生研究所の協力のもと，（財）日本食品

分析センターと共同で摂取量調査を実施してきている．

金属については，「食品中汚染物質の一日摂取量調査」

のなかで摂取量調査を実施している．水銀とヒ素は，総

水銀，総ヒ素として分析されてきた．しかし，無機水銀

とメチル水銀，無機ヒ素と有機ヒ素では毒性が全く異な

るため，金属の化学形別分析が重要である．そこで，無

機ヒ素の分別定量法についても若干ふれた．以上の調査

は，マーケットバスケット方式によるトータルダイエッ

ト調査であるため，あくまでも国や地域における摂取量

の平均値が得られるのみであり，高暴露群においてどれ

位の摂取量になるかは不明である．今後は，モンテカル

ロ法などを採用して，高暴露群の摂取量を把握しておく

ことが必要である．そこで，当部においてもモンテカル

ロ法による摂取量推定や，化学形別分析法の開発を行っ

ている，化学物質の摂取量をより詳細に把握することに

より，リスク管理をより正しく実施することができるよ

うになると考えられる．

Keywords：total　diet　survey，　pesticide，　metal，　dioxin

　米谷民雄＝食品安全に対する国立医薬品食品衛生研究

　所食品部の取り組み

　イルシー，87，5－12（2006）

　国立医薬品食：品衛生研究所食：品部は，端的に言えば，

わが国において，食品中の化学物質（食品添加物関連以

外）に関する事件や問題が発生し，急ぎ分析法を設定し

たり摂取量を推定したりする必要がでてきた時に，その

業務の依頼がまつ先に来る部署である．最近の大きな事

例では，平成14年4月に発表されたポテトチップス等に

含まれるアクリルアミドについての分析法開発や摂取量

推定の業務平成16年秋に発生したスギヒラタケによる

と考えられた急性脳症の原因物質の究明などがあり，近

いところではアガリクスやBtlOトウモロコシ（未承認遺

伝子組換え食品）の問題などがある．それにもまして恥

部にとって大事件となっているのは，農薬等のポジティ

ブリスト制度のための分析法の開発である．本稿では，

厚生労働省の直轄研究機関である国立医薬品食品衛生研

究所の食品部が，食品安全のためにどのような業務を遂

行しているかについて述べた．陰部では，食品中の有害

化学物質や成分について，各種の公定試験法を設定し，

摂取量の調査を実施してきている．そこで，どのような

試験法を設定してきたか，また，どのような摂取量調査

を行ってきたかについて，個々の項目別に解説した．項

目としては，食品中の残留農薬，動物用医薬品，ダイオ

キシン類，有害金属，遺伝子組換え食品，食物アレルギー

物質，さらに，アガリクス製品などのいわゆる健康食品

中の有毒物質や急性脳症との関連が疑われているスギヒ
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ラタケの成分などである，摂取量調査については，1977

年から継続している食品汚染物一日摂取量調査と1971年

から実施している食品汚染物モニタリング調査について

述べた．後者ではこれまでに約400万件のデータが集積

されている．以上の業務は，全国の地方衛生研究所，食

品衛生登録検査機関，厚生労働省検疫所などの協力を得

て，実施してきたものである．

Keywords：food　sa£ety，　official　test－method，　total　diet

survey，　chemical　substance

　米谷民雄：農薬等のポジティブリスト制度のための試

　験法の開発と公示

　食品工業，2007年2月28日号，26－32（2007）

　厚生労働省は平成15年に食品衛生法を改正し，3年以

内に食品中に残留する農薬等（農薬，飼料添加物及び動

物用医薬品）に対してポジティブリスト制度を導入する

ことにした．この改正は平成15年5月30日に公布され，

『平成18年5月29日から，農薬等のポジティブリスト制度

が施行された．6ヶ月間の周知期間をおくため，平成17

年ll月29日には暫定基準等が告示された．平成17年ll

，月29日に告示された時点では，対象となる農薬等の数は，

既存の残留基準がそのまま継続するもの41，新たに暫定

基準を設定するもの758の，合計799品目であった．本

稿では，今回の農薬等のポジティブリスト制度のための

試験法の開発状況と公示方法について解説した．試験法

としては，農薬等が非常に多いため，一斉試験法を中心

にすえ，一斉試験法が適用できないものについては，個

別試験法やグループ試験法を作成している．一斉試験法

については，平成17年11月29日付けで，農薬分析用4法

と動物用医薬品分析用2法が通知され，どの農薬等に適

用できるかについては，実験データと共に通知の別表と

して提示された．個別試験法については，その後，順次

通知されている．一方，暫定基準等が告示された際に全

食品あるいは一部の食品で不検出基準とされた農薬等に

ついては，同じ日に試験法が官報に告示された．その他，

「不検出」の告示試験法の追加・修正として，マラカイ

トグリーン試験法の追加と修正，はちみつやローヤルゼ

リーに対するクロラムフェニコールの試験法の修正，ニ

トロフラン類試験法の修正についても述べた．

Keywords：Positive　List　System　fbr　Agricultural　Chemicals

in　Foods，　of五cial　analytical　method，　pesticide，　veterinary

drug

　宮原誠：照射食品検知を巡る最近の動向2006

　放射線と産業，111，31－35（2006）

　照射食品については2006年にその推進について機運が

高まった年であった．これを背景に放射線照射食品の検
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知法を巡る原子力委員会，食品安全委員会の考え方，食

品衛生法上の考え方，照射食品流通調査を行った東京都1

の取り組みと現在の検知法の問題点，厚生労働科学研究

の現状について解説した．1）2003年と2004年に食品安

全委員会は照射食品に関するレポートを2つまとめた．2）

2005年原子力委員会は照射食品専門部会を立ち上げ，香

辛料の照射を求める報告書をまとめた．3）2000年厚生

労働省は全日本スパイス協会の照射香辛料認可要請を受

け取ったが，特段の対応を行わないという行政判断を当

時行ったと思われる．4）東京都は照射食品検知法を開

発し，2002～2004年にこれら検知法を用いて市揚におけ

る照射食品の先行調査を行った．健康食品を中心に放射

線照射を推定される食品もあった．しかし，それらにつ

いて，証拠書同等による遡及調査では照射の事実はつか

めなかった．5）現在の検知法の実効性を保っためには

低エネルギー電子線（IMeV以下）を用いた食品照射に

法的な対策が必要であろう．現在の検知法は1MeV以下

の電子線照射とコバルト60による照射を区別できない．

6）厚生労働科学研究によるTL法の検討が進んでいる．

TL試験法は多くの放射線技術を巧みに利用して，初めて

実行可能である．

Keywords：induced　radioactivity，　food　irradiation，　elec－

tron　bearn

　宮原誠：誘導放射能の確認とその安全性

　食：品照射，41，32－48（2006）

　いかなる放射線源であっても，放射線を食品などの物

質に照射すると原理的に放射化が起きる．食品の放射化

は体内被曝に関連する問題なので，照射食品の安全上極

めて重要である．1950～1960年代にNatick研究所が行っ

た研究について，電子線照射による放射化を中心に総説

した．

　食品を比較的高エネルギーである24MeVの電子線で

照射するとわずかな放射能を帯びることが最初に報告

された．また3MeV程度の低エネルギーの電子線照射で

も放射化が観測された。重水素のような存在比率の小

さな元素でも，その閾値以上のエネルギーを持つ電子

線（2。5MeV程度）を大きい電流値で照射されると，観

測可能な放射化物を与えた．体内の被爆線に関連して，

食品中の94核種全体に対する光核反応の閾値は10．5MeV

であること，10MeV電子線で32kGy照射直後は10－3Bq／

kgであること，10MeV電子線照射により生成した放射性

核種の体内での実効半減期は約10日である．IAEAの放

射化軽減勧告に基づき，放射化しにくい環境と条件は絶

対に必要でさらにエネルギーと電流値の制限が必要であ

る．

Keywords：food　irradiation，　detection　methods　for　irradi一

ated　fbods，　monitoring

　穐山　浩，佐伯宏樹，渡辺一彦，遠因須厚雄：食物ア

　レルゲン（ピーナッツ，魚卵）

　臨床免疫・アレルギー科，46，588－595（2006）

　食物を摂取した際に生じるアレルギー（食物アレル

ギー）に関しては，乳児および小児の際に発症し，小児

の問で寛解するのが一般的であったが，近年では成人に

おいても寛解せず，継続して症状を有する患者数が増加

している傾向が明らかとなっている．食物アレルギーを

誘発する物質（アレルゲン）は，1型アレルギーをほと

んどが食品中に含まれるタンパク質である．食物アレル

ギーの症状は，重篤な場合には舐める程度でも引き起こ

されることから，表示による情報提供の必要性が高まり，

平成14年4月よりアレルギー誘発物質を含む食品の表示

が本格的に義務付けられている．平成17年度の厚生労働

省科学研究報告書の平成17年の全国モニタリング調査し

た食品別頻度の結果によると，前回の調査と比較すると，

第1位に卵（鶏卵），第2位に牛乳・乳製品，第3位に小麦

となっており，上位3大アレルゲンに関しては変わりが

ないが，第4位にイクラ，第5位にピーナッツになってお

り，イクラとピーナッツの食物アレルギーの全体からの

割合が増加傾向にあることを示唆している．本稿では，

近年注目されているピーナッツ，魚卵の主要アレルゲン

について紹介する．

Keywords二peanut，　fish　roe，　allergen

　穐山　浩：食物アレルゲンの抗原解析およびその低減

　化に関する研究

　食物アレルギー研究会誌，6，87，（2006）

　食肉：鶏肉の主要アレルゲンとしてchicken　serum　al－

buminを見出した．魚類：①マサバリコンビナントパル

ブアルブミン（PA））は天然PAと同等のアレルゲン性を

有すること，血合筋のアレルゲン性は普通筋より弱いこ

とを見出した．②ニジマスコラーゲンα2鎖の主要lgE結

合エピトープの絞込みに成功した．．甲殻類：①甲殻類及

び軟体動物のアレルゲンは，トロポミオシン（TM）で

あることが判明した．②甲殻類TM特異的抗体の作製に

成功した．③甲殻類アレルギー患者の一部はアルギニン

キナーゼの他に20kDaの新規アレルゲンを認識した．貝

類・軟体動物：メイラード反応が海産無脊椎動物TMの

アレルゲン性に及ぼす影響が，生物種によって著しく異

なる事が示された．豆乳：花粉症と関連するクラス2食

物アレルギーに属し，果物アレルギーとも交差し得るこ

とが明らかになった。大豆：油脂や乳化剤の存在下で，

腸管からのアレルゲン吸収が著しく増加し，反対に食物

繊維存在下で抑制されることが明らかとなった．ピー
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ナッツ：主要アレルゲンAra　hlの立体構造解明を目的に，

リコンビナント体を大腸菌で作製し，結晶を得た．そば：

加熱処理によりアレルゲン性が変化し，ペプシン消化性

が低下することが判明した．

Keywords：食物アレルゲン，トロポミオシン，パルプア

ルブミン，Ara　hl

　Toida，丁寧1，　Sakai，　S．，　Akiyama，　H、　and　Linhardt，　R．工砲：

　Immunological　Activity　of　Chondroitin　Sulf勧te．

　ノ1dレヨ刀ce5加．Rろ3㎜∂ρα㎏γ，53，403－415　（2006）

　The　use　of　chondroitn　sulfate（CS）fbr　the　symptomatic

treatment　of　osteoarthritis（OA）has　become　very　popular；

however，　it　has　also　been　the　subject　of　controversy　fbr

several　reasons．　First，　the　nutraceutical　industry　is　less　reg－

ulated　than　the　pha㎜aceutical　industry　and　thus，　the　nutra・

ceutical　CS　often　suf驚rs　f｝om　poor　quality　controL　Second，

the　bioavailability　of　orally　administered　CS　is　not　gener・

ally　accepted．　Third，　the　mechanism　of　the　effbct　of　CS　fbr

treatment　of　OA　remains　unclear　There　is　abundant　in　vitro

and　in　vivo　evidence　ffom　animal　and　human　clinical　stud－

ies　demonstratillg　the　efHcacy　and　safbty　of　CS．　This　chap－

ter　fbcuses　on　the　immunological　activity　of　structurally

regulated　CSs，　The　mechanism　of　this　immunological　activ－

ity　appears　tQ　be　through　CS　binding　to　receptors　related　to

cytokine　production　in　lymphocytes　such　as　splenocytes．

Keywords：chondroitin　sulfate，　imlnunological　activity，

splenocytes
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　棚元憲一：第十五改正日本薬局方　一生物試験法一

　医薬品研究，37，846－857（2006）

　第十五改正日本薬局方（JP　XV）が平成18年4月1日に

公布された．生物試験法委員会が扱う，主に微生物関連

の試験法の改正に係わる一般試験法3（発熱性物質試験

法，無菌試験法，エンドトキシン試験法）及び参画面報

（保存効力試験法，遺伝子解析による微生物の迅速同定

法）について，国際調和を機軸に概説した．

Keywords：The　Japanese　Pharmacopoeia，　International

ha㎜onization，　Microbiological　tests

　山崎　壮：食品添加物における重金属およびヒ素規格

　の国際整合

　，月刊フードケミカル，23（5），28－31（2007）

　JECFA（FAOIWHO合同食品添加物専門家会議，　FAO／

WHO　Joint　Expert　Committee　on　Food　Additives）では，

表（総説・解説） 285

2000年から2004年までの5年間で，重金属とヒ素の規格

設定を見直し，重金属規格を廃止して個別金属（主に鉛）

ごとの規格とし，低レベルの限度値が示された．しかし，

国内ではその国際整合対策が遅れている．第9自公定書

では国際規格への対応が不可避である．この問題は単に

食品添加物個別品目の重金属規格から並等個別金属規格

への変更，あるいは規格値の低減にとどまらず，規格試

験法自体の改正にも関連するものである．食品添加物に

おける重金属等規格の国際整合性を図る背景と国際整合

化に向けた今後の検討課題を概説した．

Keywords：R｝od　additives，　heavy　metals，　international

ha㎜onization

　河村葉子：器具・容器包装およびおもちゃの改正試験

　法について

　食品衛生研究，56（7），ll－16（2006）

　平成18年3月31日厚生労働省告示第201号により「食

品，添加物等の規格基準第3器具及び容器包装」及び「第

4おもちゃ」の規格基準が改正され，それらの試験法が

大幅に変更された．そこで，改正された試験法のうち，

金属関連，合成樹脂関連（ジブチルスズ化合物，クレ

ゾールリン酸エステル，塩化ビニル及び塩化ビニリデ

ン，揮発性物質），その他（ヒ素，フェノール，エピク

ロルヒドリン）について解説した。

keywords：revised　test　methods，　fbod　contact　articles，

baby　toys

　河村葉子＝食品用器具・容器包装の規格基準改正

　日本包装学会誌，15，321－326（2006）

　「食品，添加物等の規格基準第3器具及び容器包装」

の器具・容器包装の規格基準についてその概要を解説す

るとともに，平成18年3月31日厚生労働省告示第201号

により改正された規格基準とその試験法を紹介した．

keywords：fbod　contact　articles，　specifications　and　stan－

dards，　revision

　六鹿元雄：食品からのセミカルバジドの検出

　ファルマシア，43，159－160（2007）

　セミカルバジドはニトロフラン系合成抗菌剤のニトロ

フラゾンの代謝物として知られており，その不正使用の

指標として用いられている，近年，セミカルバジドが瓶

詰食品から検出されたが，これは金属蓋に装着されてい

るシーリング材に添加された発泡剤のアゾジカルボンア

ミドが分解して生成されたものであった．本稿ではセミ

カルバジドを分析する際の問題点について紹介した．

keywords：cap　sealing，　semicarbazide，　azodicarbonamide
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　山本茂貴：ビブリオ・バルニフィカスによる重篤な感

　染症について（解説）

　獣医疫学雑誌，10，29－30（2006）

　ビブリオ・バルニフィカスによる感染症は，肝臓に肝

硬変等の基礎疾患のある人が海産魚介類を食すると皮膚

の血庖が発現し，菌血症になり，2日程度で死亡するこ

ともある重篤な感染症である．

keywords：レ乃幅oγ〃加ガ。α5，　bacteremia，　heapatic　disorder，

sea　fbod

　平成18年冬，高齢者施設，学校，病院，飲食店，ホテ

ルなど多くの施設で，ノロウイルスによる集団感染症や

食中毒が発生した．同期の流行には過去の流行とは異な

る疫学的特徴を幾つか指摘することができる．それらの

特徴や最近のノロウイルスの研究結果を基に，ノロウイ

ルスが大流行し，多くの集団発生を引き起こした要因に

ついて考察し，解説した．

Keywords：food　poisoning，　gastroenteritis　outbreaks，　noro－

VlrUS

　山本茂貴：食中毒と微生物一食生活の安全性と衛生管

　理一第2章　食品衛生　8．食品衛生確保のための微

　生物学的リスクアナリシス

　臨床病理レビュー　特集　第136号別冊，100－104

　（2007）

　食品の微生物学的アナリシスについて解説し，アセス

メントの実際の適用事例についてレビューした．

keywords：Microbiological　risk　analysis，　risk　manage．

ment，　risk　assessment，　risk　communication，　food　poisoning

　五十君静信：プロバイオティクスの安全性評価

　臨床と微生物，33，141－146（2006）

　通常，ヒトや動物の腸管内には非常に多くの微生物が

生息し，菌叢を形成しており，それらのバランスが腸内

環境さらには生体の健康維持に影響を与えていると考え

られている．プロバイオティクスとして用いられる細菌

は，加。！∂加α撫3属などの乳酸菌袖励b加。紛7’㎜属のビ

フィズス菌などで，これらは発酵食品として古くからヒ

トに安全に食されてきた経験を持つ菌であったり，ヒト

や動物の腸管内に生息し腸内菌叢を構成していたりす

る．従って，プロバイオティクスは，健康なヒトにとっ

ては，病巣形成などには関与せず，通常安全な菌である

と考えられている．一方，近年プロバイオティクスとさ

れる細菌が，病巣から単独で分離され，その安全性に関

する議論がされるようになってきた．ここでは，これら

の病巣から分離されるプロバイオティクスの現状を述

べ，プロバイオティクスの安全性をどのように考えて

いったらよいかをまとめてみる．プロバイオティクスの

安全性を考えるには，当該菌が生菌として生体に病巣を

形成し健康に影響を与えるかに加え，当該菌の代謝産物

が生体に対し有害な作用を示し，健康に影響を及ぼすか

どうかを考える必要がある．

Keyword：probiotics，　safヒty，　Iactic　acid　bacteria

野田　衛：集団感染症・食中毒ノロウイルスはなぜ

多発したのか？

食と健康　4月号，604，6－17（2007）

　鈴木穂高，春日文子：カキ摂食によるノロウイルス食

　中毒のリスク評価の試み

　食品衛生研究，56，25－33（2006）

　かき，およびノロウイルスに関連した既存のリスクア

セスメント例と，かき摂食によるノロウイルス食中毒の

リスクアセスメントの試みについて，紹介・解説した．

keywords：ハ／b頭oy五刑3，0yster，　risk　assessment

　春日文子：食品安全の考え方，ガイドライン

　臨床と微生物，33，219－222（2006）

　人の感染症に関わる読者に対し，微生物学的な食品衛

生に関する国内外の考え方や法体系，リスク分析等につ

いて解説した．

Keywords：fbod　safbt｝～microbiolog｝～Codex

　春日文子，筒井俊之承1：食品衛生と動物衛生のリスク

　アセスメント

　遺伝別冊「食の安全科学」，19，204－208（2006）

　食品衛生分野と動物衛生分野におけるリスクアセスメ

ントの構成とアプローチの違いについて解説した．

Keywords：microbiological　risk　assessment，　food　safety，

animal　health

窟1

ｮ物衛生研究所

　春日文子，砂川富正串1：サルモネラ感染症，腸管出血

　性大腸菌感染症，カンピロバクター感染症

　臨床と微生物，33，707－711（2006）

　小児集団生活施設における感染症対策のための情報と

して，表題の感染症に関する発生状況，症状と予後，治

療法，感染経路，そして予防対策についてまとめた．

Keywords：3β肋〇四θ砺，　EHEC，62zη酬。∂80‘θr

＊1

送ｧ感染症研究所

春日文子：微生物学的リスクアセスメントー2004～2006

年における国内外の動向

ソフト・ドリンク技術資料，150，3－12（2006）

微生物学的リスクアセスメントに関わる最近の国内外
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の動向について解説した．

Keywords：microbiological　risk　assessment，　ALOP，　FSO

　小沼　操’，五十君静聴：異物認識の多様性と微生物感

　染緒言

　獣医畜産新報，59，553－554（2006）

　動物が進化の過程で獲得した微生物感染に対抗する手

段として免疫系がある．このうち自然免疫系は従来，獲

得免疫が成立するまでの一時しのぎ的なものと考えられ

てきた．しかし，10年ほど前，ショウジョウバエの真菌

排除に重要なTollが発見され，それに類似したToll－like

receptor（TLR）　が各種哺乳動物にも見出され，その機

能が明らかになるに従って自然免疫に対する考えが一変

した．すなわちTLRは真菌，細菌，原虫，ウイルスなど

の侵入に際してこれら微生物由来の物質を見分け，マク

ロファージや樹状細胞などの自然免疫系の細胞を活性化

する受容体として働いている．当初，自然免疫の異物認

識は特異性を持たないと考えられていたが，TLRの機能

解析が進むにつれ，自然免疫が異物を特異的に認識する

ばかりでなく，自己・非自己をも見分けることができる

ことが示された．その上，TLRを介する病原体の感知が

自然免疫に続く獲得免疫の誘導に必須であることが明ら

かになったことにより，生体防御としての自然免疫系の

重要性がクローズアップされるようになった．　自然免

疫系は，脊椎動物に固有なものではなく，無脊椎動物や

植物の生体防御においても機能していることが知られて

いる．

Keyword：toll－like　receptor，　innate　immunit第infbction

掌北海道大学獣医学部

　鈴木穂高，吉池由美子＊1，杉山　恵寧1，長谷川専＊1，

　五十君静信，豊福　肇，山本茂貴，春日文子：入門講

　座小麦玄麦，小麦粉，および小麦粉を原料とする生

　地，生麺の微生物汚染に関する文献調査

　食：品衛生学雑誌，48，J178－J189（2007）

　平成17年8月23目，厚生労働大臣より食品安全委員会

に「小麦粉を主たる原材料とし，摂食前に加熱工程が必

要な冷凍パン生地様食品についてはE．coli陰性の成分規

格を適用しないことに係る食品健康影響評価について」

の諮問が行われた．本稿は，この諮問に当たり，厚生労

働省として提出した資料「平成17年度　冷凍食品の規

格に関する調査一総括報告ならびにリスクプロファイ

ル司の一部「冷凍パン生地を中心とする冷凍食品およ

び原料の麦類の汚染実態に関する文献情報の調査」から，

小麦玄麦，小麦粉，および小麦粉を原料とする生地，生

麺の大腸菌・大腸菌群による汚染に関する部分に追加・

修正したものである．

表（総説・解説） 287

ke》咽ords：wheat　Hour，　E．　coli，　coli旧。㎜bacteria

寧1

O菱総合研究所

　五十君盲信：これからのプロバイオティクス：遺伝子

　組換え微生物の利用と安全性

　アレルギーの臨床，26，855－860（2006）

　微生物への遺伝子細換え技術の応用は，基礎研究レベ

ルで盛んに行われている．このような組換え技術により，

乳酸菌はこれまでに知られていた有用な機能の強化や新

たなる機能の獲得といった方向性を持って育種されてゆ

ぐと思われる．既に，プロバイオティクスとしての効果

を高める，ワクチンの抗原運搬体として感染症の制御に

役立てるなどといった基礎研究が進められ，実験動物で

は成果が得られている．機能や効果が高いことが予想さ

れるため，その組換え体の実用化に当たっては，安全性

の議論が重要である．

Keyword：probiotics，　safety　evaluation，　recombinant

　梶川揚申，五十君静信：乳酸菌を抗原運搬体とするワ

　クチン開発

　化学と生物，44，652－654（2006）

　近年，粘膜ワクチンの必要性が求められており，経口

投与や吸引などの注射によらないワクチンの研究・開発

が進められている．従来の注射型ワクチンが全身性の免

疫を誘導するのに対し，粘膜を通して投与するワクチン

では，粘膜局所の免疫を誘導しさらに全身性の免疫をも

誘導することで二重の感染防御が期待できる．経口型の

粘膜ワクチンでは，消化管という過酷な条件に耐え，確

実に免疫応答を惹起する必要があり，ワクチン開発はな

かなか進まなかった．抗原運搬体として，乳酸菌を用い

る遺伝子組換えによるワクチン開発が進められており，

その可能性について解説する．

Keyword：lactic　acid　bacteria，　vaccine，　recombinant

　山崎　学＊，五十君静置，山本茂貴：カンピロバクター

　の酸素ストレスに対する応答性

　日本食品微生物学会雑誌，23，l14－l17（2006）

　カンピロバクタ一男菌は増殖に酸素を要求するもの

の，大気条件下では生育できない微好気性細菌である．

発育は酸素濃度が3～15％の条件にて行われ，嫌気的に

も好気的にも認められない（なかには嫌気条件を好む菌

種も存在する）．好気条件下では本菌は酸素によるスト

レス（以下酸素ストレス）を受ける．酸素ストレスの

主体は菌自身の代謝の過程で生じた活性酸素と考えられ

るが，本菌の活性酸素に対する感受性は著しく高い．こ

の性状から，家畜，家禽，野鳥などの腸管に分布してい

る本菌は，水平伝播の際に酸素ストレスに曝されること
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になり，一般的に食品や環境中での生残率は低いと考え

られている．それにも関わらず，欧米諸国や我が国にお

ける細菌性食中毒の中で，カンピロバクターは主要な原

因菌の一つである．このことは，本心はストレス下でも

ヒトの腸管に到達するまで生残することを示す．本稿で

は，酸素ストレス下のカンピロバクターの生残について，

これに及ぼすストレス前の菌の生息環境の影響を調べた

筆者の研究成果を中心に紹介する．

Keyword：02zη励∂8ρ‘σ，　aerobic　stress，　survival

串微生物化学研究会

　丸山　務，五十君静信：シンポジウムL盈飴瓢21ηo〃。一

　《％㎎θηθ5の研究動向　司会の言葉

　日本食品微生物学会雑誌，23，182（2006）

　反鯛動物の感染症として知られていたみ瀦β舶加。刀。研一

ホ㎎α1θ5が，ヒトに感染を起こし髄膜炎，敗血症，流産と

いった重篤な症状を示し致死率も高いことが知られてい

る．1980年代になると食品を原因とする本辺の集団感染

事例が海外で多数報告された。これに伴い食品における

本菌の汚染実態が明らかとされ多くの食品に本菌の汚染

が見られることが示された，本朝のヒトへの感染経路と

して食品の重要性が確認され，食品衛生工特に重要な細

菌と考えられるようになった．国際機関ではこれを受け

て，リスク評価を行い食品における本菌の制御に関する

議論が進められている．一方，わが国においては無菌の

汚染が食品に広く見られることは知られていたが，食品

を介したヒトのリステリア症の報告はなく，食品媒介感

染症という認識はあまり高くない．厚生労働科学研究班

により国内のリステリア症の実態と本懐による食品を介

した集団事例が示され，国内の食品における本菌の汚染

実態が網羅的にまとめられたことにより，食品からの本

隊の感染をどのように防ぐかといった議論が行われてい

る．今回のシンポジウムでは，4名の研究者に最近の五．

加〇四〇⑳㎎α1θ5の研究動向につき報告をお願いした．

Keyword：五溶’θガ8加〇四〇の堵08θ刀θ5，　introduction，　current

studies

噛日本食品衛生協会

　五十専攻信：国内のリステリア症の現状とその制御に

　向けて

　日本食品微生物学会雑誌，23，190－193（2006）

　リステリアは，どこにでもいる賦すなわち環境に広く

分布し，食品などからもしばしば分離される菌であり，

我々は本菌に日常的にさらされている．実際，健康成人

や健康な動物の糞便からは数％の割合で本島が分離され

てくる．一方，本匠を原因とするリステリア症は，一般

に稀な感染症であると考えられていたが，国内の発症状

況はあまりよくわかっていなかった．本症が食品衛生上

歯に注目されるようになったのは，1980年代からで，欧

米諸国で野菜サラダ，乳製品，食肉加工品などの食品を

介したヒトへの集団感染が相次いで報告されたことによ

る．このような集団感染では，重症化すると髄膜炎，敗

血．症などを発症し，致死率は20％～30％と高い．厚生

科学研究“食品由来のリステリア菌の健康被害に関する

研究”が行われ，わが国におけるリステリア症の実態が

明らかにされた．この研究班の研究成果を基に，国内に

おけるリステリア症の動向と食品を介した集団事例を紹

介し，リステリア症の制御について考えてみる．

Keyword：regulation，．乙奮飴幅∂1ηo刀。（γ彪g8ηθ∫，　food　con－

tamination

　室井正志，棚元憲一：Lipid　IVaのアゴニスト1アンタ

　ゴニスト活性発現を制御する分子としてのMI）一2の役割

　エンドトキシン研究，9，152－158（2006）

　Lipid　Ivaの動物種特異的作用に中心的役割を果たす

MD－2分子の構造的要求性について解析した結果につい

て解説した．

Keywbrds：Toll－like　receptor，　lipopolysaccharide，　MD－2

　宮原美知子：損傷菌並びに貧栄養菌の特性おまびこれ

　らの菌の修復・培養条件について④冷凍保存食品中

　の病原細菌の検出

　防菌防徽誌，34，（9），569－575（2006）

　冷凍保存食品中の病原細菌の検出方法について検討を

行った結果およびいろいろな方面からの報告をまとめ

た．冷凍食品の安全性を高めるためにも確かな検査結果

が保証される検査法が必要である．

Keywords：enrichiment，　ffozen　and　injured　pathogenic　bac－

teria，　detection　method

　工藤由起子：食生活の安全性と衛生管理食品の衛生評

　価における指標細菌

　食中毒と食品微生物，臨床病理レビュー特集，136，

　59－64　（2006）

　食：品の微生物学的な評価において，指標細菌は品質と

ともに安全性を測るという重要な役割を担っている．食

品衛生法では，食品の種類によって定められている食品

の成分規格の中に指標細菌を設定し，その有無や菌量に

よる基準を示している。また，製造基準や衛生規範にも

設定されている．ここではそれらに示されている指標細

菌を中心に解説した．　　　　　　　　．

Keywords：指標細菌，成分規格，生菌数，大腸菌，大腸

菌群
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　工藤由起子，高鳥浩介：食品における腸管出血性大腸

　菌0157および026の検査法

　食品衛生研究，57，21－27（2007）

　近年はO157に加え，毎年血清型026およびOlllによ

る患者も多く報告されている．血清型O157については

世界的にも患者が多く検査法の開発が進み多岐にわたり

優れた方法が示されているが，026やOlllなどについて

は適切な方法が開発されておらず，食品検査，食中毒調

査などにおいて適切な行政措置をとることが難しい．こ

のため，食品検査や食中毒調査において感度と特異性に

優れた検査方法を開発することが必要とされている，そ

こで，平成18年に，O157に次いで患者数の多い026に

も対応できる検査方法を検討した．近年，食品からの

病原微生物の検出に特異性，検出感度，迅速性等に優れ

た遺伝子検出法が用いられていることから，腸管出血性

大腸菌の分離においても遺伝子検出法を含む効率的な手

法を策定した．平成18年11月2日に「腸管出血性大腸菌

OI57及び026の検査法について」（食安寧発第1102004

号）が厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長か

ら通知された．

Keywords：腸管出血性大腸菌，検査法

　杉山圭一，小西良子：食品のマイコトキシンに関する

　欧米の規制と日本の規制

　フードケミカル，4，73－78（2007）

　カビを含む真菌の二次代謝産物であるカビ毒，いわゆ

るマイコトキシンの規制は，「食の安心・安全」が大き

くクローズアップされている今日，そめ適切な運用がこ

れまで以上に求められている。特に，輸入食品の占める

割合が食料全体の5割を超えるわが国では，マイコトキ

シンによる食品汚染は国民の健康に直結する問題である

ことから，その規制については科学的エビデンスに基づ

いた適正な設定，運用が実施されている．しかしながら，

新たに得られるマイコトキシンに関する知見，さらには

地球規模の気象変動にも影響される汚染状況の変化を規

制にフィードバックしていく必要があるのも事実であ

る．本稿では，わが国を含め各国のマイコトキシンの規

制を最近の事例もまじえ概説し，今後のマイコトキシン

の規制の展望および課題について考察した．

Keywords：fbod，　mycotoxin，　regulation

　小西良子：本邦におけるオクラトキシン汚染の実態と

　その汚染力ビoverview

　ルケoo‘o呪力75，57　（1），　31－36　（2007）

　平成14年3月に31年ぶりにアフラトキシンB1の分析法

が改正されたことを皮切りに，小麦玄麦中のデオキシニ

バレノールに対する暫定基準値の設定，リンゴジュース

表　　（　総　　説　　。　　角早　　説　　） 289

のパツリンに対する基準値設定と，わが国のカビ毒規制

の取り組みも品々にではあるが国際的気水準に近づこう

としている．

　国内での汚染の多いカビ毒に対して，早急な対策を取

ることは言うに及ばないが，輸入食品への依存率の高い

わが国にとって，諸外国，とくに国際的機関であるコー

デックス委員会食品添加物・汚染物質部会（CCFAC）の

動向に常に迅速に対処することは特に重要なことである。

　今年のCCFACでオクラトキシンAの基準値に関して「5

μg／kgと20μg／kgのどちらが妥当か」を論争中であり，

2007年6月に開かれる食品汚染物専門家会議（JECFA）

により再度毒性評価の結果が答申されたのち基準値設定

に着手することになっている．そのため，国際的動向に

速やかに対応するため，オクラトキシンAの毒性，わが

国での汚染実態および基準値が設定された場合の分析法

の問題などを明らかにすることが大切であると考える．

keywords：ochratoxin　A，　toxicity，　analytical　method

　小西良子，誕生敦隆＝実験動物を用いての毒性評価

　蛎oo孟。叉力73，　56　（2），　LO5－l15　（2006）

　食品中に汚染するマイコトキシンは，大量に摂取した

場合にあらわれる急性毒性よりも長期暴露による慢性的

な健康被害が懸念されている．このような自然毒は食品

汚染を完全に防御することが不可能であることから，各

国で健康被害が懸念される食品を対象に基準値を設定し

ている．しかし，各国での基準値の違いによる貿易摩擦

を防止するために，国際的にもコーデックス規格を設け

ている．これらの基準値案は，FAO八VHOにおいての科

学者の国際的集まりであるJECFAなどによって，問題と

なっているマイコトキシンを対象に毒性評価が行われて

いる．本稿では，いままでJECFAで評価されたマイコト

キシンを中心に実験動物を用いた毒性評価を紹介するも

のである．

Keywords：toxicity，　PMTDI，　regulation

　小西良子：カビ毒の毒性と作用機序および最近の知見

　FFIジャーナル，211（12），1004－1009（2006）

　かびの二次代謝物質でヒトや動物に健康被害を及ぼす

物質，いわゆるカビ毒の定義に当てはまる化合物は自然

界に多く存在するが，食品や飼料への汚染が危惧される

化合物は非常に限られている．その中で，特に食品衛生

上問題となるカビ毒のなかで，国際的に問題になりかつ

毒性機序がある程度解明されている5種類，アフラトキ

シンB1，オクラトキシンA，トリコテセン系カビ毒，フ

モニシン，セアラレノンに関して毒性および作用機序を

最近の知見を織り込みながら紹介した。

keywords：mycotoxin，　toxicity，　mebhanism
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　小西良子：カビ毒の制御と今後の動向

　FFIジャーナル，211（12），1058－1062（2006）

　かびの増殖とカビ毒の産生は，自然環境に左右される

ものであり，農作物への汚染を完全になくすことはでき

ない．しかし，我々は人類の英知を持って，その被害を

最小限にとどめる手段を次々と生み出し，実行している．

　本稿では，現在行われつつあるカビ毒に対する制禦に

向けての取り組みと，今後の我が国でのカビ毒対策の動

向を紹介する．

keywords：mycotoxin，　regu正ation，　controI

　小西良子，熊谷進1：食の安全とカビ毒

　遺伝，別冊19，　163－171（2006）

　カビ毒とは，かびが産生するに二次代謝産物のうち，

ヒトや動物に健康被害を及ぼす化合物を言う。ほとんど

のカビ毒　（マイコトキシン）は低分子であり，熱に強

く，食品加工過程においての減衰は期待できない．その

ため食品衛生上，カビ毒の摂取をいかに抑えるかが大き

な問題となっている．食品を汚染する主なカビ毒の産生

菌，その汚染食品および毒性について，アフラトキシン，

トリコテセン系マイコトキシン，オクラトキシンAおよ

びフモニシンに焦点を当て解説する．

Keywords：mycotoxin，　aHatoxin，　ochratoxin　A

寧1

結梠蜉w大学院

　奥田晴曇：Quality（Q8，　Qosを中心に）に関するト

　ピックの動向に関して

　医薬品研究，38，41－49（2007）

　平成18年6，月ICH横浜会合で品質関連トピックの動向

を解説した．本会合ではQ8ガイドライン「製剤開発」の

補遺（Q8（R））およびQos（品質概要）が取り扱われた．

本ガイドラインは最新の科学とリスクマネージメントの

概念を製剤開発プロセスに取り入れることを推奨してい

る．補遺では経口固形製剤，注射剤，経口液剤に関して

その実例を示すことを目的としている．取りまとめた製

剤開発結果のCTD上の記載揚所としてのQOSが提案され

たことから，各極のQOSの取り扱いと審査上の取り扱い

を含め今後の方向性に関して検討を行った．

Keywords：ICH，　quality，　Pharmaceutical　development

　奥田晴宏：ICHIQ8ガイドラインについて

　医薬品研究，38，171－184（2007）

　ICHQ8ガイドラインPh卿aceutical　developmentが平成

18年9月1日薬食審査発0901001「製剤開発に関するガイ

ドライン」として通知された．本ガイドラインは新薬承

認申請時にCTD様式で提出する文書の一つである「製剤

開発」に推奨される記載内容を定めたものであるが，一

方，製剤開発プロセスに最新の科学とリスクマネージメ

ントの概念を取り入れることを推奨する側面も併せ持つ

ガイドラインである．本ガイドラインの主要な概念の一

つであるデザインスペースに関しては，我が国では承認

申請を行う場合には承認申請書に記載することとして取

り扱われる．

Keywords：ICH，　quality，　Pha㎜aceutical　development

　Saito，　Y，　Maekawa，　K．，　Ozawa，　S．　and　Sawada，　J．：

　Genetic　polymorphisms　and　hap置otypes　of　major

　dmg　metabolizing　enzymes　in　East　Asians　and

　their　comparison　with　other　ethnic　populations

　O㎜1竹㎜βoqgθ〃。加云（携5，49－78　（2007）

　Remarkable　ethnic　dif驚rences　in　drug　response　are　well

㎞own，　and　many　of　these　can　be　attributed　to　di伽rences

in　genetic　backgrounds．　Accumulating　evidence　has　shown

that　genetic　polymorphisms　can　cause　the　alteration　or

even　loss　of　activity　in　drug　metabolizing　enzymes，　trans－

porters　and　receptors．　Thus，　genetic　polymorphisms　may

be　irnportant　in　understanding　these　ethnic　diffbrences　in

drug　response．　Furthermore，　haplotypes，　linked　combina－

tions　of　genetic　polymorphisms　on　a　chromosome，　have

the　advantage　of　providing　more　usefhl　information　on

phenotype－genotype　links　than　individual　polymorphisms．

In　the　past　6　years，　mostly　as　a　Japanese　national　pr（ject，

we　resequenced　the　exons　and　enhancer／promoter　regions

of　more　than　30　drug　metabolizing　enzymes，　transport－

ers　and　receptors　using　genomic　DNA丘om　100　to　500

Japanese　subjects，　analyzed　linkage－disequilibrium（LD），

and　estimated　haplotype　structures．　Regarding　O｝？209　and

2019，we　fbund　linkages　between　O｝7～2019＊20r杉and

O｝π209寵1，and　between　O陀269静3　and　O｝兜2019≠／

haplotypes．　Haplotype　structures　of　O｝7～2Z）6　are　compli．

cated　by　gene　duplication　or　recombination．　In　contrast，　the

haplotype　structure　of　O】㎜4　was　simple，　but　close　link－

ages　were　observed　with　other　O照45．　As　fbrα7〃ン45，

the　8　first　exons　encoding　active　isoforms　and　common

．exons　2－5　were　divided　into　5　blocks　by　LD　analysis，　and

intra－and　inter－block　haplotypes　were　estimated．　Several

linkages　of　haplotypes　with　fUnctional　importance　were　re－

vealed，　such　as乙πア7γ．47紹一調π77γン16鰹7一乙πア7ソ．4／寵78

0r＊61n　this　review，　we　summarize　polymorphisms　and

haplotype　structures　of　these　clinlcaUy　important　dmg　me－

tabolizing　enzymes　in　East　Asians，　mainly　ffom　our　Japa－

nese　data，　and　compare　them　with　those　of　other　ethnici－

tles，

Keywords：genetic　polymorphism，　dnユg　metabolizing　en一
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zymes，　East　Asians

　安達玲子：In　vitro実験ツールとしてのsiRNA

　ファルマシア，42，1229－1231（2006）

　タンパク質の特異的な発現阻害実験手法として近年急

速に普及したsiRNAについて，その使用方法・利点・注

意点，及び市販されている様々なsiRNA関連製品につい

て概説した．

Keywords：siRNA，　protein　expression，㎞ockdown

　山本美智子，竹村玲子，森川　馨：COX－2阻害剤の

　心血管系に対する安全性情報について

　医学のあゆみ，218，317－332（2006）

　COX－2阻害剤は，従来の非ステロイド系抗炎症剤

（NSAIDs）に比べ，　COX－1の阻害レベルを抑え胃腸障害

を少なくし，COX－2をより選択的に阻害し，炎症を抑え

るようにデザインされた．しかし，近年，その安全性に

関し問題点がいくつか出てきている．主なCOX－2阻害剤

に関しこれまでに行われた臨床試験・研究と，それに対

する各国規制機関の対応を概説し，心血管系の安全性に

ついて考察した．

Keywords：COX－2　inhibitors，　NSAIDs，　cardiovascular

adverse　events

　豊福肇，窪田邦宏，森川馨：米国におけるほうれ

　ん草由来酷功θ耐∫200〃serotype　O157：H7アウ

　トブレイク

　食品衛生研究，57，7－14（2007）

　2006年9－10月にアメリカで酌αうα7b物oo〃serotype

O157：H7に汚染されたほうれん草による患者200人を

超えるアウトブレイクが発生した．その発生の経緯，行

政機関の対応，及び調査報告等についてまとめた．

Keywords：盈αうα7助泡oo万　serotype　O　l　57：H7，　spin－

ach，　outbreak

　山本　都，森川　馨：化学災害と毒性情報の収集

　｝フ4ノぐ乙翻．κ乙ノr乃4鰐7「，　126，　1255－1270　（2006）

　化学物質が係わる緊急時の対処に関しては，原因とな

る物質の物性や毒性等の情報に加え，暴露源や暴露状況，

危害発生前と発生後，非意図的なものと意図的なものな

ど状況に応じた情報が必要となる．これらに関する各国

の重要な情報源やこれまでに起こった主な化学災害事例

と原因物質などについて解説した．

Keywords：chemical　incident，　chemical　agent，　chemical

disaster

Takeshi　Morita，　Makoto　Hayashi　and　Kaoru　Morikawa：

表（総説・解説） 291

　Globally　Harmonized　System　on　hazard　clas－

　sification　and　labeling　of　chemicals　and　Other

　Existing　C1訊ssification　Systems　for　Germ　Cell

　Mutagens
　σeηθ5βη（1、下川1η刀1ηθ君‘，28，141－152　（2006）

　生殖細胞変異原性を示す化学物質の分類について，

GHSならびに既存の分類システムを比較し，解説した。

Keywords：GHS，　ge㎜cell　mutagen，　hazard　identi且cation

　豊福　肇：特集乳児用調製粉乳の調製，調製後の保

　管および取扱いによる1加飴fO加。飴r　52」㎞z誼ガの相対

　リスクの比較一一FAOバVHO合同Expert　Meetingにおける

　アプローチ

　食品衛生研究，56，9－21（2006）

　FAOIWHOのリスク評価が行った，乳児用調製粉乳

の異なる調製，調製後の保管および取扱い方法による

動凶弾αβr’ T8㎞副の相対リスクの変化について解説し

た．

Keywords：1加孟θzo加。‘α5盈βz3孟ガ，　powdered　infant　fbr－

mula，　relative　risk

　豊福　肇：瓦π伽加。紛用脚盟：国際的な取り組み

　獣医疫学雑誌，10（2），103－104（2006）

　乳児用調製粉乳を介する乳児の動附加。飴r58舶塑舵

による健康被害を減らすため，コーデックス委員会及び

FAOバVHOが行った国際的な取組みについて紹介した．

Keywords：Eη’θro加。∫θr　5認βzβ」祈，　powdered　infant　fbr－

mula，　Codex

　豊福　肇：Codex　Infbrmation，　FAOIWHO合同食

　品規格計画第28回魚類・水産製品部会概要報告

　食品衛生研究，57，39－44（2007）

　標記部会が2006年9月中国の北京で開催された．各議

題の結論及び主な論点を解説した．

Keywords：Codex，　marine　biotoxin，　Smoke，　bivalve　mol－

Iuses

　窪田邦宏；春日文子：国際食品保全学会（lnternational

　Association　fbr　FooαProtection）2006年学術大会

　IAFP2006に参加して

　獣医疫学会雑誌，10（2），93－94，（2006）

　IAFPは食品衛生に関する様々なトピックスを扱う国際

学会であり，Joumal　of　Food　Protectionを発行しているこ

とでも有名である．食品汚染有害物質や微生物の検出法

や基礎知見，最近ではリスクアセスメントに関連する話

題，また実用的な食品製造加工に関する新たな技術など

が，学会誌や年次学会で発表されている．北米が中心で
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あるが世界各国に会員を持つ大きな学会である．2006年

8月13～16日，カナダ，アルバータ州カル，ガリ小市で開

催されたIAFP（lntemational　Association　R）f　Food　Protec－

tion）第93回年次学会の概要を紹介した．

Keywords：食品安全，食品衛生，リスクアセスメント，

実被害推定，Food　Protection

　山本美智子，折井孝男㌔薬剤師による臨床研究の進め

　方臨床研究の実際一エビデンスとなる文献の収集方法

　，月間薬事，48，111－121（2’006）

　薬剤師が臨床研究を行う場合，関連する文献等の収集

が必要である．その際の，．エビデンスに基づいた収集の

ステップ，及び収集する場合の留意点を概説した．エビ

デンスを得るための情報源，エビデンスレベルの考え方，

また各研究デザインの特徴などもあわせて解説した．

Keywords：evidence，　EBM，　PECO（patient，　exposure，

comparison，　outcome），　PubMed，　clinical　trial

寧NTT東日本関東病院

　竹内尚ヂ1，岩木和夫つ，林　譲，矢島毅彦3：薬剤師

　が看る国民の健康状態～ヘルスヴィジランス～　第1回

　　薬局の医薬品調剤量データの社会的重要性

　薬局，57，3145－3150（2006）

　薬局における薬剤販売量から地域住民の健康状態を知

る方法を解説するシリーズ（「薬局」）の第1回目連載で

ある．

Keywords：薬局，販売量，ヘルスヴィジランス，インフ

ルエンザ

である．

Keywords：薬局，販売量，ヘルスヴィジランス，インフ

ルエンザ

寧1

博ｮ会社ピノキオ薬局
寧2

喧M大学薬学部

零1

ｩもめ薬局北里健康館
喰2

怏H大学薬学部
＊3

喧M大学薬学部

　林譲，矢島毅彦：薬の販売量から推定するインフ

　ルエンザ感染の経路と速度

　ファルマシア，42，1246－1251（2006）

　薬局における薬剤販売量からインフルエンザの感染経

路と伝播速度を求める方法を解説した．

Keywords：薬局，販売量，ヘルスヴィジランス；インフ

ルエンザ

　岩木和夫＊1，竹内尚ヂ2，林　譲，矢島毅彦3：薬剤師

　が看る国民の健康状態～ヘルスヴィジランス～　第2回

　　東京近辺におけるインフルエンザの感染経路と伝播

　速度

　薬局，58，113－116（2007）

　薬局における薬剤販売量から地域住民の健康状態を知

る方法を解説するシリーズ（「薬局」）の第2回目連載で

ある．

Keywords：薬局，販売量，ヘルスヴィジランス，インフ

ルエンザ

＊1

怏H大学薬学部
＊2

ｩもめ薬局北里健康館
＊3

喧M大学薬学部

　林譲，竹内尚ヂ1，岩木和夫寧2，矢島毅彦3：薬剤師

　が看る国民の健康状態～ヘルスヴィジランス～　第3回

　これでわかる相関係数と相互相関関数

　薬局，58，493－498（2007）

　薬局における薬剤販売量から地域住民の健康状態を知

る方法を解説するシリーズ（「薬局」）の第3回目連載で

ある．

Keywords：薬局，販売量，ヘルスヴィジランス，インフ

ルエンザ

零1

ｩもめ薬局北里健康館
＊2

怏H大学薬学部
寧3

喧M大学薬学部

　中野達也，望月祐志＊1，甘利真訂2，福澤　薫噛3：量子

化学計算（FMO法）

　東京大学情報基盤センター・スーパーコンピューティ

　ングニュース，8Special　Issue　1，63－74（2006）

　フラグメント分子軌道（FMO）法の基礎と応用につい

て，解説を行った．

掌東邦大学薬学部

　田中秀和馬力譲，矢島毅彦2：薬局の持っている情

　報はどのように利用できるか？　第1回　薬局情報の

　特徴，表示と解釈

　レシピ，6，73－76（2007）

　薬局における薬剤販売量から地域住民の健康状態を知

る方法を解説するシリーズ（「レシピDの第1回目連載

零正

ｧ教大学
寧2

結梠蜉w

Bみずほ情報総研株式会社

齋藤充生，平田睦子，浦野勉，三宅真二，長谷川隆一：

スタチン系薬剤の他剤との臨床および非臨床薬物動態

学的相互作用の比較．

医療薬学，33，291－300（2007）
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　8種類のスタチン系薬剤（atorvastatin，　simvastatin，10－

vastatin，　fluvastatin，　pravastatin，　rosuvastatin，　pitavastatin，

cerivastatin（市場撤退済み））とイトラコナゾール，エリ

スロマイシン，HIVプロテアーゼ阻害剤，ジゴキシン，

シクロスポリン等の医薬品，グレープフルーツジュー

ス等の食品との薬物動態学的相互作用について文献調

査を行い，解析した。臨床上の相互作用について，肝

臓または腸管におけるチトクロームP450による代謝や

MDR－1，0ATP2などのトランスポータに関する非臨床の

知見をもとに分析した．今後，相互作用の可能性につい

て予測できるためには，血中蛋白結合率，初回通過効果，

脂溶性／水溶性，アシッド体とラクトン体との変換などの

因子についての研究が必要であると考えられる．

Key　words：clinical　pha㎜acokinetic　interaction，　statins，

CYP3A4

　長谷川隆一：有害事象に関与する薬物動態相互作用

　ファームステージ，6，43－48（2006）

　薬剤の併用投与により，一方の薬剤の血中濃度が増加

したことが原因で有害事象が生じた，または生じた可能

性があると考えられる最近の事例の併用薬として，ソリ

ブジンと5FU，テルフェナジンまたはアステミゾールと

アゾール系抗菌剤，マクロライド系抗生物質またはグ

レープフルーツジュース，セリバスタチンーゲムフィプ

ロジル，スタチン類とシクロスポリン，一部のスタチン

類とCYP3A4阻害剤，カルシウム拮抗剤とCYP3A4阻害

剤などを紹介し，その推測される機構について解説した．

なお，主な有害事象は5FUによる中毒死，　QT延長に関連

した心毒性による心停止や突然死，横紋筋融解症および

死亡，過度の低血圧による紅潮，立ちくらみや起立性低

血圧などであった．

Key　words；薬物動態相互作用，横紋筋融解症，低血圧

症

　長谷川隆一，齋藤充生：海外で発売中止となった医薬

　品の国内状況．

　日本薬理学雑誌，129，227（2007）

　フェニルプロパノールアミン，フェナセチン及びセリ

パスタチンは海外で発売中止となり，日本でも発売が中

止された薬剤である．一方，最近3年間に海外で発売中

止となり，日本でも販売されていた薬剤にチオリダジン

とべモリンがあった．チオリダジンはQT延長を含む心

毒性のため日本でもすでに発売中止となっていたが，ペ

モリンは現状で副作用の報告がないこと，ナルコレプ

シーの治療薬が極めて限られていることを根拠として，

肝毒性に一層の注意を喚起しつつ使用の継続が認められ

ていた．その他，コキシブ類，ゲフィチニブ，サリドマ

表（総説・解説） 293

イドの日本での現状を海外と比較して情報提供した，

Key　words：医薬品，発売中止，国内状況

　井上　達：新しい視点からみたトキシコロジー一発生・

　成長・老化、

　7乃θ．ノ∂〃ノ刀βノ。∫1∂L￥ズooZ〔箸ズ。β／5ヒ：ブθ刀。θ∫，　31　（5），　69－73

　（2006）

　トキシコロジーは，実験動物を用いた反応結果を基礎

に，物質のヒトでの安全性マージンを予測する実用化学

と，これを支える生体異物応答の原理研究からなる．明

治以来100年余の間に，近代トキシコロジーは多くの人々

の犠牲をも汲み入れて，次第に試験法も整備され，安全

性の論理にも統一的な概念が整ってきた．科学の発展と，

時代を反映した社会的ニーズが新たに求められている．

本稿では，これをヒトのライフ・サイクルの面から考察

した．

Key　words：toxicology，　gerontology，　sa免ty　bioassay

　井上　達：研修会プロシーディングrSafety　Brain－

　storming　Discussion」

　医薬品研究，38（2），60－68（2007）

　（財）日本公定書協会主催の第14回ICH即時報告会（平

成18年7月26日）における講演内容をまとめた．

Key　words：international　conference　of　harmonization

（ICH），　non－clinical　safety　guideline，　regulatory　science

井上達1新しい視点からみたトキシコロジー一発生・

成長・老化

In：トキシコロジーの到達点と新しい展望一多様性科

学としてのトキシコロジー一．堀井郁夫，Ed．名古

屋，第33回日本トキシコロジー学会学術年会：15－48，

2007．

　菅野　純，北嶋　聡，相崎健一，五十嵐勝秀，中津則之，

　高木篤也，小川幸男，児玉幸夫：Percellome　Project

　による毒性トランスクリプトミクスの新しい試み

　細胞工学，26，71－77（2007）

　身の回りの物質の毒性（有害性）を予測し，その被害

を未然に防ぐのが毒性学の役割である．この精度向上を

目指したトキシコゲノミクス研究を実施する際に，マイ

クロアレイ等から細胞1個当たりのmRNAコピー数を得

るPercellome法を開発した．90化合物のマウス肝初期応

答データを採取し終え，新たな対象（反復投与，胎児毒

性，吸入毒性，多臓器連携）を加えたPercellome　Project

を展開している．

Key　words：toxicogenomics，　molecular　toxicology，　per－

cellome　method
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　菅野　純：毒性の高精細解析に向けてのトキシコゲノ

　ミクス

　医学のあゆみ，218，1035－1036（2006）

　毒性学は生体と化学物質との相互作用を研究する分野

であり，目的は「ヒトの安全」である．日常遭遇する化

学物質（医薬品や食品を含む）が摂取された際の安全性

を担保するため（毒性評価）に，実験動物の毒性所見を

ヒトに外挿することが行われてきた．これに加え，現在

の分子毒性学は，生体反応メカニズムに踏み込み，受容

体，転写因子等との選択的結合によるシグナル伝達障害

など標的特異性の高いものや，エピジェネティックな遅

発影響などを対象とするようになり，基礎分子生物学と

直結する時代に入っている．分子毒性学の実用化のため

に，相互にトランスクリプトームデータを直接比較でき

るPercellome法の特徴を生かしたコンソーシアムの構i築

を目指し，共同研究を含めた様々生体反応研究を進めて

いる．

Key　words：toxicogenomics，　gene　expression　cascade，

standardization

　村伸太郎琳8，大塚峯ゴ9，小野俊介ゆ皇，大野泰雄：マイ

　クロドーズ臨床試験の実施基盤　・指針作成への提言一

　臨床評価，33，649－677（2006）

　マイクロドーズ臨床試験を医薬品開発に導入すること

となった，背景とそれに対する国内の動向，その安全性，

ヒト薬物動態の予測性について検討し，その有用性や安

全性について合意された．また，それをわが国で実施す

るに際して問題となる規制上の問題について，議論した．

これらの結果，わが国においてもマイクロドーズ臨床試

験に関する指針作成と規制の整備の必要性を提言した．

＊1

結梠蜉w薬学部
＊2

ﾕ床評価刊行会
窄3

総ﾛ医薬品臨床開発研究所
＊4

i独）放射線医学総合研究所
＊5

O共（株）
＊6

i財）先端医療振興財団

η（独）科学技術振興機構
串8

Aステラス製薬（株）
導9

坙{薬物動態学会

　平林容子，井上　達：老化と生体異物

　基礎老化研究，30，9－15（2006）

　環境化学物質の生体異物応答と老化との関連を考察

した．

Key　words：　Gompertzean　law　of　mortality，　radiation

－induced　leukemia，　benzene－induced　leukemia

　大野泰雄，池田敏彦1，杉山雄一＊2：我が国における

　医薬品開発に関する提言，探索的早期臨床試験とPK／

　PD試験の推進，一日本薬物動態学会・薬物動態試験推

　進委員会一，緒言

　刀㎏ル18孟β猷　0事解，，21，9　（2006）

　日本薬物動態学会の薬物動態試験推進委員会として，

医薬品開発を促進するための方策について検討した．そ

の結果，欧米で行われている毒性及び薬効の現れない用

量（100μg以下かつ薬効発現用量の1／100より少ない）

でのマイクロドーズ臨床試験により臨床用量でのヒト薬

物動態を推定することが可能であり，医薬品開発初期に

おける医薬品候補物質の動態特性評価が有用であり，そ

の後の医薬品開発を促進することになることから，わが

国でもそれを早急に取り入れる必要があると提言した．

Keywords：マイクロドーズ臨床試験，探索的臨床試験
零1

F三共（株）

串2

F東京大学薬学部

杉山雄一率1，栗原千絵子琳2，馬屋原宏3，須原哲也ホ4，

池田敏彦5，伊藤勝彦6，矢野恒夫激7，三浦慎一＊5，西

　小島　肇：動物実験代替に関する最近の動向

　化粧品技術者会誌，40，263－268（2006）

　動物実験における3Rs（削減，苦痛の軽減，置換）の

推進のため，EUおよび米国は，1990年代初頭，それぞ

れ代替法のバリデーションおよび評価を進めるため，Eu－

ropean　Center　fbr　the　validation　of　alternative　methods（EC－

VAM＞やInteragency　Coordinating　Committee　on　the　Validation

of　Alternatlve　Methods（ICC鵬M）を設立した．これらセ

ンターは，試験法の行政的の受入れを目的に，代替法の

信頼性および適性をバリデーションや評価により確認す

ることを目的としている．

　日本でも2005年に国立医薬品食品衛生研究所内に

Japanese　Center　for　the　validation　of　alternative　methods

（JaCVAM）が設立された．しかし，　JaCVAMだけでこと

をなす，資金や人員もなく，日本動物実験代替法学会や

日本化粧品工業連合会などの団体の援助が必要である．

　JaCVAMが多くの支援者を得ながら，日本における化

粧品の安全性評価のための代替法研究のまとめ役として

機能する日も近いと考えている．

　小島　肇：JaCVAMの設立と使命

　日皮協ジャーナル，57，129－134（2007）

　2005年11月，国立医薬品食品衛生研究所内にJapanese

Center　ibr　the　validation　of　alternative　methods（JaCVAM）

が設立された．JaCVAMの使命は，動物実験の3Rs（Reduc－

tion，　Re五nement，　Replacement）の推進，すなわち動物実験

の削減，苦痛やストレスの軽減，in　vitro試験法の確立と
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いう置き換えを推進しながら，新規の安全性試験の行政

的受入を目指すことである．この使命達成のため，試験

法の信頼性と適応性を施設内，施設問バリデーションお

よび第三者による評価を実施している。

　しかし，JaCVAMだけでことをなす，資金や人員もな

く，日本動物実験代替法学会や日本化粧品工業連合会，

日本皮膚産業協会などの学会・企業団体の援助が必要で

ある．

　JaCVAMが多くの支援者を得ながら，日本における化

粧品の安全性を評価するための代替法研究および国際協

調の中心機関として機能する日も近いと考えている．

Key　words：3Rs，　Validation，　Altemative

　大野泰雄：日本薬理学会の奨める動物実験　一苦痛の

　評価と軽減一　「はじめに」および日本薬理学会の新

　動物実験指針

　日本薬理学雑誌，129，．5－9（2007）

　動物実験に対する社会の関心の高まりに伴い，平成17

年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正さ． 黶C

動物実験における3Rの原則を組み込まれた．また，文部

科学帳面の関連指針が改訂された．これらを考慮し，日

本薬理学会は倫理的な動物実1験を推進するために動物実

験指針を作成した．本稿ではこれを紹介した．

Key　words：動物実験，指針，日本薬理学会．

　山越葉ヂ，中澤憲一，土屋利江：原子間力顕微鏡

　（AFM）によるタンパク質のイメージング

　日本臨床，65，270－277（2007）

　原子出力顕微鏡（AFM）によるタンパク質のイメージ

ング法について解説した．AFMの原理および方法を説明

し，水中において動的な解析を行うことができるこのイ

メージング法を利用した，構造観察，アンフォールディ

ングおよび分子間相互作用の測定などの例を紹介した．

また，イオンチャネル型Arp受容体を用いた研究で，こ

のタンパク質がチャネル孔を有することを初めて直接的

に観察した我々のデータを示した．

寧

University　of　CaliR）mia

　Ohkubo　S．，　Nakahata，　N．：The　ro星e　of　lipi〔1　rafts　in

　trimeric　G　protein－meαiated　signal　transduction．

　撤〃幽r〃幼5訪ノ，127，27－40　（2007）

　Lipid　rafts　and　caveolae　are　microdomains　in　the　cell

membranes，　which　contain　cholesterol，　glycolipids，　and

sphingomyelin．　While　caveolae　are　relatively　stable　be－

cause　caveolin，　an　integral　protein，　supPorts　the　structure，

1ipid　rafts　are　considered　to　be　unstable，　being　dynamically

produced　and　degraded。　Recent　studies　have　reported　that

，
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1ipid　rafts　contain　many　signaling　molecules，　such　as　glyco－

sylphosphatidylinositol－anchored　proteins，　acylated　proteins，

Gprotein－coupled　receptors（GPCR），trimeric　and　small

Gproteins　and　their　effbctors，　suggesting　that　the　lipid　rafts

have　an　important　role　in　receptor－mediated　signal　transduc－

tion．　There負）re，　the　drugs　which　modify　the　composition

of　lipid　raf㌃s　might　influence　the　ef丘cacy　of　cellular　signal

transduction．　In　this　review，　we　demonstrate　the　role　of

lipid　rafts　in　GPCR－G　protein　signaling　and　also　present

the　recent　our　results　that　the　wasp　toxin　mastoparan　modi一

∬es　the　Gq川一mediated　phospholipase　C　activation　through

the　interaction　with　gangliosides　in　the　lipid　rafts．

Keywords：lipid　rafts，　cholesterol，　trimeric　G－protein

＊東北大学・薬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ
　Grosse，　Y．，Baan，　R．，Straifl　K，，Secretan，　B．，El

　　　　　　　　ウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ

　Ghissassi，　F．，Cogliano，　V；WHO　lnternational

　Agency　for　Research　on　Cancer　Monograph

Working　Group（Shibutani，　M．，　contributed鋤s　a

member　of　Monograph．Working　Group）．C罰rci－

　nogenicity　of　nitrate，　nitrite，　and　cy劉nob劉cterial

　peptide　toxins・

　五βz70θ’（カ700ノ吻／，7，628－629　（2006）

　The　Working　Group　concluded　that　there　is“limited　evi－

dence　of　carcinogenicity”　fbr　nitrite　in　fbod　based　on　the

association　with　stomach　cancer．　For　nitrate　in　fbod　and

コ　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

nltrate　or　nltrlte　ln　drinking　water，　the　studies　provide　ln－

adequate　evidence　of　carcinogenicity邑’　．　On　the　other　hand，

　ロ

1ngested　nitrate　or　nitrite　under　conditions　that　result　in

endogenous　nitrosation　is　probably　carcinogenic　to　humans

（group　2A）”．The　Working　Group　re丘ained　from　doing

aseparate　overall　assessment　fbr　nitrate　or　nitrite，　because

nitrite　is　produced　endogenously　f士om　nitrate　and　the

conditions　leading　to　endogenous　fbrmation　of　N－nitroso

compounds　are　often　present　in　a　healthy　human　stomach．

A負er　review　of　the　evidence，　the　Working　Group　concluded

that　microcystin－LR　is‘‘ 垂盾唐唐奄b撃凵@c3rcinogenic　to　humans”

（group　2B）．For　nodularins，　fbwer　studies　were　available；

accordingly」the　Nヤbrking　Group　regarded　nodularins　as‘‘not

classifiable　as　to　their　carcinogenicity” @（group　3）　．

Keywords：naitrite，　microcystin－LR，　nodularins
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Intemational　Agency　fbr　Research　on　Cancer

Morita，　T．，　M．　Hayashi　and　K．　Morikawa：Globally

harmonized　system　on　hazard　classification　and

labeling　of　chemica雇s　and　other　existing　classifi－

cation　systems　fbr　germ　cell　mutagens．
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　　使刀6耐蝕。「五力z加㎜θη’，28，141－152　（2006）

　　The　Globally　Harmonized　System（GHS）on　hazard

classification　and　labeling　of　chemicals　win　be　implemented

globally　by　2008．　Tわe　GHS　includes（a）ha㎜onized　crite－

ria　fbr　classifying　chemicals　and　chemical　mixtures　accord－

ing　to　their　health，　environmental　and　physical　hazards，　and

（b）harlnonized　hazard　communication　elements，　including

requirements　fbr．　labeling　and　sa飴ty　data　sheets．　Ge㎜cell

mutagenicity　is　included　in　the　GHS　health　hazard　classes

in　addition　to　carcinogenicity．　This　means　increased　signifi－

cance　fbr　then　results　of　genetic　toxicology　testing　fbr　the

classification　of　chemicals．　GHS　requires　the　classification

of　chemicals　if　they　are　germ　cell　mutagens（categories

lA，1B　and　2）or　not．　Several　classification　systems　fbr

germ　cell　mutagens　have　been　proposed　in　the　EU，　Ger－

man払US，　Canada，　in　advance　of　the　adoption　of　the　GHS．

In　this　paper，　these　classification　systems　including　GHS

are　introduced　and　summarized　to　provide　the　basis　of　the

hazard　classification　of　germ　cell　mutagens．　Though　the

ohjectives，　target　audiences　and　criteria　of　these　classifica－

tion　systems　are　di餓｝rent，　the　GHS　will　become　standard

R）rhazard　classi丘cation．　Hazard　dassification　is　a　signifi－

cant　first　step　in　risk　communication．　Further　development

of　risk　evaluation　criteria　and　communication　on　germ　cell

mutagens　is　expected．

Keywords；GHS，　hazard　classification，　germ　cell　mutagenic－

ity

　　Kirkland，　D．J．＊1，　Hayashi，　M，　Jacobson－Kram，　D．零2，

　　Kasper，　P！3，　MacGregor，　J．T．串4，　MUller，　L．寧5　and　Uno，

Y＊6＝The　International　Workshops　on　Geno－

　　toxicity艶sting（IWGT）：History　and　achieve－

　　ments．

　　ル御下～‘ノ～θ5L，627，1－4　（2007）

　　Three　workshops　have　been　organised　previously　under

the　auspices　of　the　Intemational　Wbrkshops　on　Genotoxicity

艶sting（IWGT）．Recognising　the　success　of　these　earlier

workshops，　the　Inte止national　Association　of　Environmental

Mutagen　Societies（IAEMS）fbrmalized　these　workshops

in　2002　under　the　IAEMS　umbrella　and　agreed　that　they

would　be　held　on　a　continuing　basis　in　co可unction　with

the　Intemational　Confbrences　on　Environmental　Mutagens

（ICEM）that　are　held　every　4　years，　In　this　way，　an　ongo－

ing　process　of　intemational　discussion　and　ha㎜onisation　of

testing　methods　and　testing　approaches　has　been　established

that　can　take　advantage　of　the　international　experts　who

attend　these　meetings．　These　ongoing　workshops　will　help

衛 研 報 第125号（2007）

to　ensure　that　diffbrent　recommendations負）r　me中odology

in　these　new　assays　do　not　arise　in　dif琵rent　parts　of　the

world，　and　thus　avoid　situations　that　could　lead　to：Unnec－

essary　duplication　of　testing　to．satisfy　local　requirements，

variations　in　the　test　perfbrInance，　potential　diffbrences　in

test　outcome，　and　u切ustified　diffbrences　in　the　use　of　test

data　fbr　description，　assessment　and　management　of　risk．

Keywords；genotoxicity　testing，　IWGT　workshops，　history
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　　Tweats，　DJ．＊1，　Blakey，　D．＊2，　Heflich，　R．H．零3，　Jacobs，　A．＊4，

　　Jacobsen，　S．D．ホ5，　Morita，　T．串6，　Nohmi，　T．，0’donovan，

　　M．R．率7，　Sasaki，　YF！8，　SofUni，　T．零9　and　Tice，　R．拳10：Re－

port　of　the　IWGT　working　group　on　str3tegy／

　　interpret劉tion　for　regulatory　in　vivo　tests　IL

　　Iαentmcation　of　in　vivo－only　positive　compoun“s

　　in　the　bone　marrow　micronucleus　test

　ル酒〃な乙．颪～θg」，627，92－105　（2007）

　Asurvey　conducted　as　part　of　an　lntemational　W6rkshop

on　Genotoxicity　Testing（IWGT）has　identi∬ed　a　number

of　compounds　that　appear　to　be　more　readily　detected加

”’撃盾狽?≠脂ﾁγ1’加．　The　reasons　fbr　this　property　vary　f士om

compound　to　compound　and　include　metabolic　diffbrences．

It　is　noted　that　many　of　the　compounds　identified　in　this

study　interfbre　with　cell　cycle　kinetics　and　this　can　result

in　either　aneugenicity　or　chromosome　breakage．　A　dgcision

tree　is　outlined　as　a　guide　fbr　the　evaluation　of　compounds

that　apPear　to　be　genotoxic　agents　1ン7　四幽レη　but　not　1カ　レ7’吻．

The　regulatory　implications　of　these　findings　are　discussed．

Keywords：IWGT，　Genotoxicity　tests，加励ηversus加

四’撃盾高?狽≠b盾撃奄唐
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　Tweats，　D．ゴ1，　Blakey，　D．つ，　Hefiich，　R．Hご3，　Jacobs，　A．叫，

　Jacobsen，　S．D．＊5，　Morita，　T．’6，　Nohmi，　T，　O’donovan，

　M．R．零7，　Sasaki，　YE略8，　So£uni，　T．率9　and　Tice，　R．寧10：Re－

port　of　the　IWGT　working　group　on　str紐tegies

　and　interpretation　of　regulatory　in　vivo　tests　I・

　Increases　in　micronucleated　bone　marrow　cells　in

　rodents　that　do　not　indic訊te　genotoxic　hαzarαs

　ル1註‘β乙1～e＆，627，78－91　（2007）

ノカ　レゲμo　genotoxicity　tests　play　a　pivotal　role　in　genotox－

icity　testing　batteries，　They　are　used　both　to　determine　if

potential　genotoxicity　observed　in　vitro　is　realized孟ワ　レブμo

and　to　detect　any　genotoxic　carcinogens　that　are　poorly

detected加砿な。．　This　paper　reviews　relevant　data　from

the　literature　and　also　previously　unpublished　data　obtained

倉om　a　questionnaire　devised　by　the　IWGT　working　group．

Regulatory　implications　of　these　findings　are　discussed　and

flow　diagrams　have　been　provided　to　aid　in　interpretation

and　decision－making　when　such　changes　in　physiology　are

suspected．

Keywords：IWGエGenotoxicity　tests，　Regulatory　implica－

tions
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　高橋美加，松本真理子，川原和三零1，菅野誠一郎寧2，菅

　谷芳雄3，広瀬明彦，鎌田栄一，副馬　眞：OECD化

　学物質対策の動向（第8報）第16回OECD高生産量化

　学物質初期評価会議（2003年パリ）

　化学生物総合管理，2，147－162（2006）

　第16回OECD高生産量化学物質初期評価会議が2003年

5月にパリで開催された．日本が提出した計9物質の初期

評価文書については全ての評価結果の合意が得られた．

本稿では本会議で合意の得られた9物質の初期評価文書

について紹介した．

Keyword：OECD，　HPV，　SIDS　Initial　Assessnlent　Meeting
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i財）化学物質評価研究機構安全性評価技術研究所
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零2

i独）産業医学総合研究所作業環境計測研究部
零3

i独）国立環境研究所化学物質環境リスク研究センター

　高橋美加，松本真理子，川原和三翠1，菅野誠一郎η，菅

　谷芳雄3，広瀬明彦，鎌i田栄一，江馬　眞：OECD化

　学物質対策の動向（第9報）第17回目ECD高生産量化

　学物質初期評価会議（2003年アローナ）

　化学生物総合管理，2，163－175（2006）

　第17回OECD高生産量化学物質初期評価会議
（SIAMI7）が2003年11，月にイタリア・アローナで開催

された。日本が提出した6物質の初期評価文書について

は全ての評価結果の合意が得られた．本稿では本会議で

合意の得られたこれらの物質の初期評価文書について紹

介した．

Keyword：OECD，　HPV，　SIDS　Initial　Assessment　Meeting

8！

i財）化学物質評価研究機構安全性評価技術研究所

η（独）産業医学総合研究所作業環境計測研究部
寧3

i独）国立環境研究所化学物質環境リスク研究センター

　高橋美加，松本真理子，川原和三81，菅野誠一郎寧2，菅

　谷芳雄’3，広瀬明彦，鎌田栄一，山容　眞：OECD化

　学物質対策の動向（第11報）第19回OECD高生産量

　化学物質初期評価会議（2004年ベルリン）

　国立医薬品食品衛生研究所報告，124，62－68（2006）

　第19回目ECD高生産量化学物質初期評価会議（SIAM

19）が2004年10月にドイツ・ベルリンで開催された．

日本が提出した4物質及び1カテゴリーの初期評価文書に

ついては全ての評価結果に合意が得られた，本稿では本

会議で合意の得られたこれらの物質及びカテゴリーの初

期評価文書について紹介した。

Keyword　l　OECD，　HPV，　SIDS　Initial　Assessment　Mecting

寧1

i財）化学物質評価研究機構安全性評価技術研究所
寧2

i独）産業医学総合研究所作業環境計測研究部
＊3

i独）国立環境研究所化学物質環境リスク研究センター

　高橋美加，松本真理子，川原和三彗，菅野誠一郎“2，菅

　谷芳雄3，広瀬明彦，鎌田栄一，江馬　眞：OECD化

　学物質対策の動向（第10報）第18回OECD高生産量

　化学物質初期評価会議（2004年パリ）

　化学生物総合管理，2，286－301（2007）

　第18回OECD高生産量化学物質初期評価会議
（SIAMI8）が2004年4月にフランス・パリで開催された．

日本が提出した4物質及び2物質カテゴリーの初期評価

文書については全ての評価結果の合意が得られた．本稿

では本会議で合意の得られたこれらの化学物質及び物

質カテゴリーの初期評価文書について紹介した．

Keyword：OECD，　HPV，　SIDS　Initial　Assessment　Meeting
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串1

i財）化学物質評価研究機構安全性評価技術研究所
＊2

i独）産業医学総合研究所作業環境計測研究部

B（独）国立環境研究所環境リスク研究センター

　松本真理子，高橋美加，平田睦子，広瀬明彦，鎌田栄

　一，長谷川隆一，江馬　眞：OECD高生産量化学物質

　点検プログラム：第18回初期評価会議までの概要

　化学生物総合管理，2，104－135（2006）

　1990年に経済協力開発機構（OECD）において高生産

量既存化学物質のリスク削減を検討することが決定さ

れ，1992年より物理化学的性質，暴露情報，環境影響お

よびヒトの健康影響に関する既存化学物質の初期評価を

行なっている．第19回および第20回SIAMの討議内容に

ついてはすでに報告したが，本稿では第18回SIAMまで

のOECD高生産量化学物質点検プログラムの進捗状況を

報告する．第1回から18回目IAMまでには，加盟国全体と

して445物質の初期評価について合意されており，この

間に日本政府は99物質の評価文書を提出し合意を得た，

このうち，ICCAの支援の基で第11回から18回SIAMまで

に42物質の評価文書を提出し合意されている．

Keywords：OECD，　HPV　programme，　SIDS　Initial　Assess－

ment　Meeting

　松本真理子，川原和三81，菅谷芳雄2，江馬　眞：

　OEC】）高生産量化学物質点検プログラム：第21回初

　期評価会議概要

　化学生物総合管理，2，135－146（2006）

　第21回のOECD高生産量化学物質初期評価会議は，

2005年10月18日一21日にワシントンDCで開催された。こ

の会議では再審議物質1物質を含む計41物質の初期評価

文書について審議され，36物質の初期評価結果および

評価結果に基づく措置に関する勧告が合意された．日

本政府は2物質，Morpholine　4・ethyl（CAS：100－74－3），

2－Propen－1－ol（CAS：107－18－6）の初期評価文書を提出し，

何れも合意された．本稿では，第21回初期評価会議の討

議内容の概要を報告する．

Keywords：OECD，　HPV，　SIDS　Initial　Assessment　Meet一’

1ng
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　江馬　眞：OECD高生産量化学物質点検プログラム：

　第22回初期評価会議概要

　化学生物総合管理，2，302－312（2007）

　第22回のOECD高生産量化学物質初期評価会議は，

2006年4月18日一21日にパリで開催された．この会議で

は再審議物質1物質を含む計92物質の初期評価文書につ

いて審議され，90物質の初期評価結果および評価結果に

基づく措置に関する勧告が合意された．日本政府は4物

質，Tetramethylammoinum　hydroxide（CAS：75－59－2），

Dicyclohexylamine（CAS：101－83－7），　Methacrylic　acid

monoester　with　propane－12－diol（CAS：27813－024），　Bis

（2－ethylhexyl）azelate（CAS：103－24－2）の初期評価文書

を提出した．そのうち，Dicyclohexylamineの初期評価文

書については暫定的に合意され，残りの3文書には合意

が得られた．本稿では，第22回初期評価会議の討議内容

の概要を報告する．

Keywords：OECD，　HPV，　SIDS　Initial　Assessment　Meet。

ing，　Risk　Assessment
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平成17年度リボソーム等のデリバリーシステム審査ワー
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零大阪大学

平成17年度再生医療（細胞シート）審査ワーキンググルー

プ報告書：米田正始＊，土屋利江，澤田留美，加藤玲子

厚生労働本省医薬品等審査業務庁費（平成17年4月～平

成18年3月），平成18年4，月厚生労働省医薬食：品局審査管

理課医療機器審査管理室へ報告．

’京都大学

平成18年度再生医療（細胞シート）審査ワーキンググルー
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プ報告書：米田正始黙，土屋利江，澤田留美，加藤玲子

厚生労働本省医薬品等審査業務庁費（平成18年4，月～平

成19年3月），平成19年4，月厚生労働省医薬食品局審査管

理課医療機器審査管理室へ報告．

串京都大学

平成18年度テーラーメイド医療用診断機器（DNAチッ

プ）審査ワーキンググループ報告書：神田忠仁専，澤田

純一，土屋利江，松岡厚子，鈴木孝昌

厚生労働本省医薬品等審査業務庁費（平成18年4月～平

成19年3，月），平成19年4月厚生労働省医薬食品局審査管

理課医療機器審査管理室へ報告．

＊国立感染症研究所

国設自動車交通環境測定所における大気汚染測定調査：

神野透人，香川聡子，徳永裕司

環境省環境保全費（平成18年4月～平成19年3月），平成

19年4月環境省水・大気環境局大気環境課に報告．

小形チャンバー法による室内空気環境汚染化学物質調査

測定：神野古人，香川聡子，徳永裕司

家庭用品等試験調査費（平成1＄年4月～平成19年3月），

平成19年4月厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質

安全対策室に報告．

ダイナミックヘッドスペースーGCIMS法による室内空気

環境汚染化学物質調査測定：神野透人，香川聡子，徳永

裕司

家庭用品等試験調査費（平成18年4月～平成19年3月），

平成19年4月厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質

安全対策室に報告．

パラメトキシケイ皮酸2一エチルヘキシルを配合する化粧

品の一斉収去試験報告書：五十嵐良明

医薬品審査等業務庁費（平成18年4，月～平成19年3月），

平成19年3月厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策

課に報告．

青色2号アルミニウムレーキ試験改訂に係わる定量法の

妥当性の確認について：五十感嘆明

医薬品審査等業務庁費（平成18年4，月～平成19年3月），’

平成19年3月厚生労働省医薬食品局審査管理課に報告．

水道法第20条に基づく水質検査を実施する検査機関を対

象とした外部精度管理調査：西村哲治，久保田領頚

厚生労働省食品等試験研究費水質管理調査費（平成18年7

，月～平成19年3，月），平成19年3月厚生労働省水道課に報告．
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水質基準等検査方法検討調査：西村哲治，久保田領志

厚生労働省食品等試験研究費水質管理調査費（平成18年7

，月～平成19年3，月），平成19年3月厚生労働省水道課に報告．

平成18年度食品・添加物等の規格基準一般規則8に係る

物質に関する調査研究（1）食品中のニコチンに関する

調査：高附　巧，佐々木久美子，米谷民雄

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4．月～平成19年3，月），平成19年3．月厚生労働省医薬食品

局食品安全部基準審査課に報告．

平成18年度食品・添加物等の規格基準一般規則8に係る

物質に関する調査研究（2）食品中のジベレリンに関す

る調査：五塵　巧，佐々木久美子，米谷民雄

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3，月），平成19年3月厚生労働省医薬食品

局食品安全部基準墨査課に報告．

平成18年度食品・添加物等の規格基準一般規則8に係る

物質に関する調査研究（3）食品中の臭素に関する調査：

佐々木久美子，米谷民雄

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月），平成19年3月厚生労働省医薬食品

局食品安全部基準墨査課に報告．

について（残留農薬一斉試験法の適用に関する研究その

一）：根本　了，蓋附　巧，佐々木久美子，米谷民雄

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3，月），平成19年3月厚生労働省医薬食：品

局食品安全部基準審査課に報告．

平成18年度食品・添加物等規格基準に関する試験検査等

について（残留農薬一斉試験法の適用に関する研究その

二）：高議　巧，根本　了，佐々木久美子，米谷民雄

食：品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月），平成19年3月厚生労働省医薬食品

局食品安全部基準審査課に報告．

平成18年度加工食品残留農薬等安全性検証加工係数等

に関する文献調査：佐々木久美子，米谷民雄

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月），平成19年3月厚生労働省医薬食品

局食品安全部基準審査課に報告，

馬鈴薯の放射線照射線量の測定見直しに関わる検討コ

ラボスタディ：宮原　誠，米谷民雄

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成19年

11，月～平成19年3，月），平成19年3月厚生労働省医薬食品

局食品安全部基準審査課に報告．

平成18年度食品・添加物等の規格基準一般規則8に係る

物質に関する調査研究（4）食品中のフッ素に関する調査：

佐々木久美子，米谷民雄

食：品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月），平成19年3月厚生労働省医薬食品

局食品安全部基準審査課に報告．

平成18年度食品・添加物等の規格基準一般規則8に係る

物質に関する調査研究（5）食品中の鉛に関する調査：

米谷民雄，松田りえ子，長岡　恵

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月），平成19年4月厚生労働省医薬食品

局食：品安全部基準審査課に報告．

平成18年度食品・添加物等の規格基準一般規則8に係る

物質に関する調査研究（6）食品中のヒ素に関する調査：

米谷民雄，松田りえ子，長岡　恵

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月），平成19年4月厚生労働省医薬食品

酒食：品安全部基準審査課に報告．

平成18年度食品・添加物等規格基準に関する試験検査等

馬鈴薯の放射線照射線量の測定見直しに関わる検討

ESR試験法：宮原　誠，米谷民雄

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成19年

ll月～平成19年3月），平成19年3月厚生労働省医薬食品

局食品安全部基準審査課に報告。

馬鈴薯の放射線照射線量の測定見直しに関わる検討ブ

リッケ線量計測定とESR測定について：宮原　誠，米谷

民雄

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成19年

lL月～平成19年3月），平成19年3月厚生労働省医薬食品

局部品安全部基準審査課に報告．

残留動物用医薬品試験法の検討一ツラスロマイシン試験

法：村山三徳，坂井隆敏，米谷民雄

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月），平成19年3月厚生労働省医薬食品

局食品安全部基準審査課に報告，

残留動物用医薬品試験法の検討一マラカイトグリーン試

験法：村山三徳，坂井隆敏，米谷民雄

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年
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4，月～平成19年3月），平成19年3，月厚生労働省医薬食品

局食品安全部基準審査課に報告．

残留動物用医薬品試験法の検討一ニトロフラゾン試験法：

村山三徳，坂井隆敏，米谷民雄

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月），平成19年3月厚生労働省医薬食品

局食品安全部基準審査課に報告．

残留動物用医薬品試験法の検討一クロラムフェニコール

試験法：村山三徳，坂井隆敏，米谷民雄

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4，月～平成19年3月），平成19年3月厚生労働省医薬食品

局食品安全部基準審査課に報告．

残留動物用医薬品試験法の検討一プラジクアンテル試験

法：村山三徳，坂井隆敏，米谷民雄

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月差，平成19年3月厚生労働省医薬食品

局食品安全部基準審査課に報告．

残留動物用医薬品試験法の検討一キノロン剤試験法：村

山三徳，坂井隆敏，米谷民雄

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3，月），平成19年3月厚生労働省医薬食品

節食割安全部基準審査課に報告．

残留動物用医薬品試験法の検討一セフェム系抗生物質試

験法：村山三徳，坂井隆敏，米谷民雄

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月中平成19年3月），平成19年3月厚生労働省医薬食品

局食品安全部基準審査課に報告．

残留動物用医薬品試験法の検討・カラゾロール試験法：

坂井隆敏，村山三徳，米谷民雄

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3，月），平成19年3月厚生労働省医薬食品

局食品安全部基準審査課に報告．

畜水産食品に残留する抗生物質，合成抗菌剤，寄生虫用

剤，ホルモン剤等の分析法：村山三徳，坂井隆敏，米谷

民雄

食品・添加物井規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月目，平成19年3．月厚生労働省医薬食品

局食品安全部基準審査課に報告．

未承認遺伝子組換え食品に関する調査研究：穐山浩，渡
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邉敬浩，米谷民雄

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月），平成19年3月厚生労働省医薬食品

局食品安全部監視安全課に報告．

遺伝子型換え食品検査の外部精度管理について：渡邉敬

浩，穐山　浩，米谷民雄

食品・添加物書規格基準に関する試験検査費（平成18年

4，月～平成19年3月），平成19年3月厚生労働省医薬食品

早食品安全部基準審査課に報告．

食品中の汚染物質に係わる試験法の開発及び実態調査一

芳香族炭化水素（PAH）：米谷民雄，松田りえ子，酒井

信夫

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月），平成19年4月厚生労働省医薬局食

品保健部基準審査課に報告．

食品中の汚染物質に係わる試験法の開発及び実態調査一

野菜加工食品中の硝酸塩について：米谷民雄，松田りえ

子，酒井信夫

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3，月），平成19年2月厚生労働省医薬局食

品保健部基準審査課に報告．

食品中の汚染物質等の一日摂取量調査一マーガリン等に

含まれるトランス脂肪酸の実態：米谷民雄，松田りえ子

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月），平成19年4月厚生労働省医薬局食

品保健部監視安全課に報告．

食品中の汚染物質等の一日摂取量調査一貝類中のカドミ

ウム：米谷民雄，長岡　恵

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月），平成19年4月厚生労働省医薬局食

品保健部監視安全課に報告．

食品中の汚染物質等の一日摂取量調査一フラン：米谷民

雄，長岡　恵

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月），平成19年4月厚生労働省医薬局食

品保健部監視安全課に報告．

食品中のダイオキシン類測定法に関する検証：米谷民雄，

松田りえ子

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月），平成19年4月厚生労働省医薬局食
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品保健部監視安全課に報告．

網で無分別に捕獲した魚介類に含まれるエビ・カニに関

する調査：米谷民雄，松田りえ子，穐山　浩，酒井信夫

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月目平成19年3月），平成19年4月厚生労働省医薬屏風

国保健部基準審査課に報告．

食品中の汚染物質に関する試験法見直し検討一清涼飲料

水中のヒ素とスズ：米谷民雄，松田りえ子，長岡　恵

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月），平成19年4月厚生労働省医薬局食

品保健部基準審査課に報告．

食品中の汚染物質に関する試験法見直し検討一寒天中の

ホウ酸：米谷民雄，松田りえ子，長岡　恵

食品・添加物申規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月），平成19年4月厚生労働省医薬局食

品保健部基準審査課に報告．

食品中の汚染物質に関する試験法見直し検討一農作物中

の鉛とヒ素：米谷民雄，松田りえ子，長岡　恵

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月），平成19年4月厚生労働省医薬局食

品保健部基準審査課に報告．

食品中の汚染物質に関する試験法の開発及び実態調査一

食品中の無機態・有機態別ヒ素分析法の改良：米谷民雄，

長岡　恵

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4，月～平成19年3月），平成19年4，月厚生労働省医薬局食

品保健部基準審査課に報告．

食品中の汚染物質に関する試験法の開発及び実態調査一

モンテカルロ法による米からの無機ヒ素摂取量の推定：

米谷民雄，松田りえ子，長岡　恵

食品・添加物等規格基準に関する試験検査費（平成18年

4月～平成19年3月），平成19年4，月厚生労働省医薬局食

品保健部基準審査課に報告．

食品添加物の規格基準の設定及び改良並びに製造基準の

改良等：建部（佐々木）千絵，古庄紀子，久保田浩樹，

佐藤恭子，棚元憲一，木村愼太郎＊1，飯塚太蓑亀2，森曜子

零3 C高橋仁一＊4

食品等試験検査費（平成18年4．月～平成19年3月），平成

19年3月厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課に

報告．

串1

坙{食品分析センター

η食品環境検査協会
＊3

坙{冷凍食品検査協会
窄4 坙{食品添加物協会’

食品添加物一日摂取量調査一マーケットバスケット方式

による甘味料の摂取量調査：佐藤恭子，久保田浩樹，建

部（佐々木）千絵，古庄紀子，棚元憲一，菅原雅哉零1，

大澤テイ子＊2，田口信夫＊3，西岡千鶴4，酒井國嘉5，玉

那覇康二零6

食品等試験検査費（平成18年4月～平成19年3月），平成

19年3月厚生労働省医薬食品局食品安全部将準審査課に

報告．

＊1

D幌市衛生研究所
＊2

蜻芬s衛生研究所
＊3

結椏s健康安全研究センター
事4

＄?ｧ環境保健研究センター
寧5

ｷ崎市保健環境試験所
由6

ｫ縄県衛生環境研究所

食品中の食品添加物分析法の設定一ネオチーム分析法に

関する研究：久保田浩樹，建部（佐々木）千絵，古庄紀子，

川崎洋子，佐藤恭子，棚元憲一

食品等試験検査費（平成18年4月～平成19年3月），平成

19年3月厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課に

報告．

清涼飲料水中のベンゼンに係る試験検査：久保田浩樹，

建部（佐々木）千絵，古庄紀子，佐藤恭子，棚元憲一

食品等試験検査費（平成18年4月～平成19年3月），平成

19年3月厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課に

報告．

国際的に汎用されている食品添加物の指定に向けた規格

基準及び試験法の設定：佐藤恭子，古庄紀子，建部（佐々

木）千絵，久保田浩樹，棚元憲一

食品等試験検査費（平成18年4月～平成19年3月），平成

19年3月厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課に

報告．

未指定添加物等対策一食品中のオレンジllの試験法に関

する研究：建部（佐々木）千絵，久保田浩樹，古庄紀子，

佐藤恭子，棚元憲一，伊藤弘一寧1，杉本敏明串2，飯塚士卒

＊3

C宮崎泰之寧4，森　曜ヂ5

食品等試験検査費（平成18年4月～平成19年3，月），平成

19年3月厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課に

報告．



行 政 報 告 307

零1

結椏s健康安全研究センター
零2

坙{食品分析センター
寧3

H品環境検査協会

辱㌔東京都食品衛生協会

申5

坙{冷凍食品検査協会

既存添加物の成分規格の設定：秋山卓美，伊藤裕才，杉

本直樹，多田敦子，佐藤恭子，山崎　壮，棚元憲一

食品等試験検査費（平成18年4月～平成19年3月），平成

19年3月厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課に

報告．

ポリ乳酸の規格基準設定に関する検討一乳酸，ラクチ

ドおよびオリゴマーの溶出：六鹿元雄，河村葉子，棚

一⊆区＿兀、智、

食品等試験検査費（平成18年4月～平成19年3月），平成

19年3，月厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課に

報告．

2005年度対EU輸出ホタテガイ貝毒検査機関における貝

毒検査のcomparative　test及びvermc3tion実施報告：

町井研士

食：品等試験検査費（平成18年4月～平成19年3月），平成

19年4月厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課に

報告．

平成18年度食品からの腸管出血性大腸菌026及び0111

の検出方法の開発：高鳥浩介，工藤由起子

食品等試験検査費（平成18年4月～平成19年3月），平成

19年3月厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課に

報告．

平成18年度「カット野菜・果実（スプラウトを含む）の

微生物学的衛生実態調査等に係る試験検査」工藤由起子

食品等試験検査費（平成18年4月～平成19年3月），平成

19年3月厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課に

報告．

瓶詰食品中のセミカルバジドに関する調査：六鹿元雄，

河村葉子，棚元憲一

食品等試験検査費（平成18年4月～平成19年3月），平成

19年3，月厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課に

報告．

平成18年度トウモロコシ中アフラトキシンの簡易測定法

かび毒同時試験法開発及び分布調査関係岬

町品等試験検査費（平成18年4月～平成19年3，月），平成

19年3月厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課に

報告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

合成樹脂蒸発残留物試験における溶出条件の検討一ポリ

エチレン，ポリスチレン等：河村葉子，六鹿元雄，棚元

憲一

食品等試験検査費（平成18年4月～平成19年3月），平成

19年3月厚生労働省医薬食品局食：品安全部基準審査課に

報告．

おもちゃに含まれる有害物質の調査：河村葉子，六鹿元

雄，棚元憲一

食品等試験検査費（平成18年4月～平成19年3月），平成

19年3月厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課に

報告．

未開封調製粉乳からのA型ボツリヌス菌検出：五十君藤

壷，山本茂貴，岡田由美子，朝倉宏

食品等試験検査費（平成18年10月～11，月），平成18年ll

月厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課に報告．

容器包装詰低酸性食品に関する試験検査一総括報告一：山

本茂貴，五十君静信，春日文子，朝倉宏

食品等試験検査費（平成17年4月～平成18年3月），平成

18年7月厚生労働省医薬局食品安全部基準審査課に報告．

平成18年度食品中のかび毒に係る試験検査実施

食品等試験検査費（平成18年4月～平成19年3月），平成

19年3月厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課に

報告．

平成18年度トウモロコシ中アフラトキシンの簡易測定法

の確立

食：品等試験検査費（平成18年4月～平成18年6月），平成

18年6月厚生労働省医薬食品耳食硝安全部監視安全課に

報告．

輸出国における農薬等の使用状況等に関する調査＝山本

　都，登田美桜，田中敬子，杉田たき子，開山智香子，

森川　早

食品等試験検査費（平成18年8月～平成19年3月），平成

19年3月　（第一次報告書）及び平成19年4月（第二次報

告書）厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課に報

告．

加工食品残留農薬等安全性に関する調査（食品中の残留

動物用医薬品のリスク評価のための文献調査：ニトロフ

ラン類（フラゾリドン，ニトロフラゾン，フラルタドン，
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ニトロフラントイン）及びその代謝物の毒性）：山本　都，

登田美顔，畝山智香子，森川　馨

食品等試験検査費（平成19年2，月～平成19年3月），平成

19年4月厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課に

報告．

毒物劇物指定調査のための有害性情報の収集（2一メルカ

プトエタノール，1，3一ジクロロー2一プロパノール，1，2一

ジメチルヒドラジン，3一クロロー1，2一プロパンジオール，

1一プロモー3一クロロプロパン，塩化ベンゼンスルポニル，

オキシ三塩化バナジウムおよび五酸化リン）：森川　馨，

森田　健，石光　進

医薬品審査等業務庁費（平成17年4，月～平成18年3月），

平成19年3月厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全

対策室に報告．

医薬品使用実態調査：頭金正博，齋藤充生

医薬品審査等業務庁費（平成18年度），

平成19年6月厚生労働省医薬食品局安全対策課に報告。

環境リスク対策の基盤整備としての化学物質トキシコゲ

ノミクス研究＝菅野　純

移替予算地球環境保全等試験研究費（平成17年度～平成

19年度）

H17年度環境保全研究成果集（2006．9　環境省へ提出）．

メチルホスホン酸ジメチルの急性毒性に関する報告（ヒ

ト皮膚3次元モデルin　vitro腐食性試験及び文献調査）：

関田清司，斉藤　実，菅野　純

医薬品審査等業務単費（平成17年4月～平成19年3月），

平成18年7月厚生労働省医薬品食品局審査管理課化学物

質安全対策室に報告．

ヒドロキシルアミンの急性毒性試験に関する報告（ラッ

トの急性経口及び経皮毒性試験）：斉藤　実，関田清司，

菅野　純

医薬品審査等業務庁費（平成17年4月～平成19年3月），

平成19年3月厚生労働省医薬品食品局審査管理課化学物

質安全対策室に報告．

過酸化ナトリウムの急性毒性に関する報告（ヒト皮膚3

次元モデルin　vitro腐食性試験及び文献調査）’：関田清

司，斉藤　実，菅野　純

医薬品審査等業務庁費（平成17年4月～平成19年3月），

平成19年3月厚生労働省医薬品食品局審査管理課化学物

質安全対策室に報告．

珪弗化水素酸の急性毒性に関する報告（ヒト皮膚3次元

モデルin　vitro腐食性試験及び文献調査）：関田清司，

斉藤　実，菅野　純

医薬品審査等業務庁費（平成17年4月～平成19年3月），

平成19年3月厚生労働省医薬品食品局審査管理課化学物

質安全対策室に報告．

ジアシルグリセロールの舌発がんプロモーション作用試

験（中間報告）：梅村隆志，前田真智子，金子紋子，広

瀬雅雄，西川秋佳

食品等試験検査費（平成17年4，月～平成19年3月），平成

19年5月厚生労働省医薬食品局安全部基準審査課へ報告。

パプリカ色素の慢性毒性・発がん性併合試験（最終報告）：

梅村隆志，前田真智子，金子紋子，広瀬雅雄，西川秋佳

食品等試験検査費（平成12年4月～平成15年3，月），平成

19年7月厚生労働省医薬食品局安全部基準審査課へ報告。

レバミゾールの慢性毒性・発がん性併合試験（中間報告）：

梅村隆志，前田真智子，金子紋子，広瀬雅雄，西川秋佳

食品等試験検査費（平成12年4月～平成15年3月），平成

19年9月厚生労働省医薬食品局間全部基準審査課へ報告．

エラグ酸の90日間反復投与毒性試験（最終報告）：梅村

隆志，前田真智子，金子紋子，広瀬雅雄，西川秋佳

食品等試験検査費（平成1φ年4月～平成17年3月），平成

19年5月厚生労働省医薬食品局安全部基準審査課へ報告．

没食子酸の90日間反復投与毒性試験および慢性毒性試験

（中間報告）：高橋美和，井上　薫，森川朋美，渋谷　淳，

西川秋非

運：品添加物安全性再評価費，食品添加物安全性試験（平

成17年4月～平成19年3月），平成19年6月厚生労働省医

薬食品局食品安全部基準審査課に報告．

アカネ色素の慢性毒性・発がん性併合試験（中間報告）：

渋谷　淳，井上　薫，高橋美和，森川朋美，広瀬雅雄，

西川秋佳

食品添加物安全性再評価費，食品添加物安全性試験（平

成10年4月目平成13年3月），平成19年6月厚生労働省医

薬食品局食品安全部基準審査課へ報告．

N一アセチルグルコサミンの慢性毒性・発がん性併合試験

（中間報告）：渋谷　淳，井上　薫，高橋美和，森川朋美，

広瀬雅雄，西川秋佳

食品添加物安全性再評価費，食品添加物安全性試験（平

成12年4月～平成15年3月），平成19年6月厚生労働省医
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薬食品局食品安全部基準審査課へ報告．

塩化マグネシウムのF344ラットにおける慢性毒性・発

がん性併合試験（中間報告）：高見成昭，曽永晩，蓮村

麻衣，瀧澤保，安原加壽雄，今井俊夫，広瀬雅雄，西川

秋佳

食品添加物安全性再評価費（平成10年4月～平成13年4

月），平成19年6月　厚生労働省医薬食品局食品安全部基

準審査課に報告．

セイヨウワサビ抽出物のF344ラットにおける慢性毒性・

発がん性併合試験（中間報告）：今井俊夫，蓮村麻衣，

上田誠，曹永晩，高見成昭，広瀬雅雄，西川秋佳

食品添加物安全性再評価費（平成13年4，月～平成16年3

月），平成19年6，月　厚生労働省医薬食品局食品安全部基

準審査課に報告．

ツヤプリシンのF344ラットにおける90日間反復投与毒

性試験（最終報告書）：水曜晩，蓮村麻衣，今井俊夫，

高見成昭，広瀬雅雄，西川秋佳

食品添加物安全性再評価費（平成17年4月～平成18年3

，月），平成19年6月厚生労働省医薬食品局食品安全部基準

審査課に報告．

既存化学物質等安全性調査（二世代繁殖毒性試験）：江

馬　眞，鎌田栄一，広瀬明彦

1，2，5，6，9，10一ヘキサブロモシクロドデカンのラッ

トにおける二世代繁殖毒性試験（中間報告）

家庭用品等試験調査費（平成16年4，月～平成19年3月）

平成19年3月厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全

対策室に報告．

既存化学物質等安全性調査（二世代繁殖毒性試験）：江

馬　眞，鎌田栄一，広瀬明彦

N，N一ジシクロヘキシルー2一ベンゾチアゾールスルフェン

アミドのラットにおける二世代繁殖毒性試験（中間報告）

家庭用品等試験調査費（平成17年4月～平成19年3月）

平成19年3月厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全

対策室に報告．

既存化学物質等安全性調査（OECDIHPV点検化学物質

安全性調査）：江馬　眞，鎌田栄一，広瀬明彦

家庭用品等試験調査費（平成18年4月～平成19年3月）

1，3－Di－o－tolylguanidine（CAS　No．　97－39－2），2，6－xy－

lidine（CAS　No．87－62－7）に関する毒性試験等につい

ての文献及びインターネット検索等を行い，毒性試験結

果等について，OECDのマニュアルに従った国際文書の

作成

平成19年3月厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全

対策室に報告．

食品添加物安全性際評価（発生神経毒性）：江馬　眞，

鎌田栄一，広瀬明彦

食品添加物安全性際評価　（平成18年4月～平成19年3

月）

ポリソルベート80のラットにおける発生神経毒性

平成19年3月置生労働省食品安全平成19年3月厚生労働

省医薬局審査管理課化学物質安全対策室に報告．



310 国 立 衛 研 報 ．第125号（2007）

学会発表 Titles　of　Speeches　at　Scienti血。　Meetings　etc．

川西徹：細胞障害メカニズムを視る

第l14回日本薬理学会関東部会シンポジウム（2006．6）

川西　徹：新世代バイオ医薬品（分子標的薬，人工タン

パク質等）の安全性確保のトータルストラテジー

第33回日本トキシコロジー学会学術集会ワークショップ

（2006．7）

川西　徹：有用イメージQDの抗体・抗原修飾

化学工学会第38回秋季大会（2006．9）

Toru　KAWANISHI：Analysis　of　Ce111　Death　Mecha－

nism　using　Fluorescent　Probes　including　QD

The　Intemational　Symposia　fbr　Bioimaging（2006．9）

Izutsu，　K，　Ybmota，　C．，　Hiyama，　Y　and　Aoyagi，　N．：Near－

infrared　analysis　of　hydrogen　bon“s　in　amorphous

saccharide　and　sugar　alcohol　solids

Amorph　2006：Molecular　Basis　Stability　in　Pha㎜aceuti－

cal　and　Food　Glasses（2006．7）

　　　　ホKadoya，　S．，Izutsu，　K．，　Y6mota，　C．，　Kawanishi，　T，　Y6shi－

hashi，　Y串C　Yonemochi，　E．＊and　Terada　K．＊：Stabiliza－

tion　of　freeze－dried　proteins　in　high　Tg　glass　solids

formed　by　basic　3mino　acid　and　org劉nic　acid　com－

binations

Freeze－drying　of　Pharmaceutica正s　and　Biologicals（2006．

10）

寧東邦大学薬学部

川西徹：バイオ医薬品の今

第43回全開衛生化学技術協議会自由集会薬事部門（1）

（2006．ll）

Ybmota，　C．，　Izutsu，　K．，　Hotate，　H．，　Aoyagi，　N．：Ef盤ect　of

storage　on　dissolution　behavior　of　norfloxacin　tab－

let　in　neutral　pH　medium　　　　　　’

2006AAPS　Annual　Meeting　and　Exposotion（2006。　l　l）

Katori，　N，　Nakajima，　Y＊1，　Yoshitani，　T．寧1，　Saito，　Y，

Kaniwa，　N．，　Yamamoto，　N．寧2，　Tamura，　T．累2，　Minami，

H．零2，Y6sida，1ガ2，　Saijo，　N申2　and　Sawada，　J．，：Effets　of

Genetic　Polymorphisms　and　Plasma　Proteins　on

Pharmacokinetics　of　Paclitaxel　in　Japanese　C3ncer

Patients

16th　International　Symposium　on　Microsomes　and　Drug

Oxidations（MDO）Meeting（2006．9）

零1

纐�i医療機器総合機構
窄2

送ｧがんセンター

伊豆津健一，四方田千佳子，檜山行雄，青柳伸男：近赤

外分光法を用いた凍結乾燥医薬品の評価

第52回低温生物工学会大会（2006．5）

Izutsu，　K．，　Ybmota，　C．，　Hiyama，　Y　and　Aoyagi，　N．：Near－

infrared　analysis　of　molecular　interactions　in　glass－

and　rubber－state　amorphous　solids

Japan－Korea　Joint　Symposium　on　Near　Inffared　Spectros－

copy　（2006．6）

Izutsu，　K．：Non－d6structive　near－infrared　analysis　of

free乞e－dried　solids

Freeze－drying　of　Pharmaceuticals　and　Biologicals（2006．

10）

角谷沙織，伊豆津健一，四方田千佳子，川西　徹，吉橋

泰生“，米持悦生串，寺田勝英：糖アルコールやクエン酸

塩によるタンパク質凍結乾燥時の構造安定化作用と固体

物性

粉体工学会製剤と粒子設計シンポジウム（2006．10）

＊東邦大学薬学部

Izutsu，　K．，　Ybmota，　C．，　Hiyama，　Y　and　Kawanishi，　T：

Near－infrared　anaiysis　of　c訊ke　col藍叩se　anαmolecu－

13r　inter劉ctions　in　freeze－dried　soli〔1s

WCBP　2007：llth　Symposium　on　the　Inter血ce　of　Regu－

latory　and　Analytical　Sciences　for　Biotechnology　Health

Products　（2007．　O　l）

伊豆津健一：添加剤を用いたタンパク質医薬品の安定化

バイオロジカルズ製造技術研究会（2007．02）

伊豆津健一，藤巻康人，檜山行雄，四方田千佳子，川西

　徹：近赤外分光法を用いた非晶質固体の分子間相互作

用とガラス転移評価

日本薬学会第127年会（2007．3）

鎌田春彦＊1，柴田寛子，阿部康弘り，中川晋作ぴ2，眞弓忠

範3，角田慎一81，堤　康央疇1：作用の点でのターゲティ

ング能を付与した機能性人工蛋白質の創出



学 会

第56回日本薬学会近畿支部総会・大会（2006．10）

寧1

纐�赶ﾕ濡
事2

蜊繿蜉w薬学研究科
83

_戸学院大学

柴田寛子，阿部康弘“1，野村鉄也申1，蓑輪恭子＊2，鍋師裕

美η，角田慎」2，鎌田春彦“2，堤　康央寧2，中川晋作＊1：

アンタゴニスト活性を有するTNF変異体の創製と抗炎症

治療薬への応用

ファーマ・バイオフォーラム（2006．12）

率1

蜊繿蜉w薬学研究科
＊2

纐�赶ﾕ研

阿部康弘＊1，柴田寛子，野村鉄也“1，鍋師裕美＊2，蓑輪恭

子’2，岡田直貴＊1，中川晋作81，真弓忠範3，角田慎一＊2，

鎌田春彦2，堤　康央＊2：特異的結合能を有する構造変異

体のスクリーニング条件の最適化

日本薬学会第127年会（2007．3）

寧1

蜊繿蜉w薬学研究科
噛2

纐�赶ﾕ研
寧3

_戸学院大学

鎌田春彦1，柴田寛子，阿部康弘η，野村鉄也寧2，鍋師裕

美零1，蓑輪恭ヂ1，中川晋作＊2，吉岡靖雄2，角田慎一＊1，

堤　康央寧1：TNFR1指向性変異体を目指した新規ファー

ジライブラリの作製

日本薬学会第127年会（2007．3）

噸1

纐�赶ﾕ研

9大阪大学薬学研究科

柴田寛子，蓑輪恭ヂ1，阿部康弘啄2，野村鉄也＊2，鍋師裕

美81，中川晋作り，鎌田春彦1，角田慎一1，堤　康央零1：

アンタゴニスト活性を有したTNF変異体の創製に関する

基礎的検討一1

日本薬学会第127年会（2007．3）

判医薬基盤研
“2

蜊繿蜉w薬学研究科

画師裕美零［，柴田寛子，阿部康弘噛2，野村鉄也η，蓑輪恭

ヂ1，角田慎一申1，鎌田春彦1，堤　康央零1：三酸化ヒ素

刺激による酸化的修飾のプロテオーム解析

日本薬学会第127年会（2007．3）

零1

纐�赶ﾕ研
ホ2

蜊繿蜉w薬学研究科

野村鉄也串1，柴田寛子，阿部康弘＊1，蓑輪恭ヂ2，鍋師裕美

掌2 C中川晋作’1，吉岡靖雄q，角田慎ゴ2，鎌田春彦2，堤
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康央嬢2：TNFレセプターの機能解析を目指したTNFR2指

向性変異体の作製

日本薬学国喪127年会（2007．3）

＊1 蜊繿蜉w薬学研究科
零2

纐�赶ﾕ研

蓑輪恭ヂ1，柴田寛子，阿部康弘串2，野村鉄也申2，鍋師裕

美＊1，中川晋作寧2，鎌田春彦1，角田慎一1，堤　康央申1：

アンタゴニスト活性を有したTNF変異体の創製に関する

基礎的検討一2

日本薬学会第127年会（2007，3）

81
纐�赶ﾕ研

＊2

蜊繿蜉w薬学研究科

向　洋平寧艮，中村照也傘3，柴田寛子，阿部康弘牟1，鎌田春

彦2，角田慎一寧2，中川晋作申1，山縣ゆりヂ3，堤　一蓋寧2

：TNFRI特異的アンタゴニストTNF；3－ICのX線結晶

構造解析

日本薬学会第127年会（2007．3）

＊1

蜊繿蜉w薬学研究科
＊2

纐�赶ﾕ研
寧3

F本大学

Yoshioka，　S．，　Aso，　Y．：The　relative　contribution　of

molecular　mobihty　and　chemical　activationa監b劉r－

rier　to　the　chemical　re紐ctivity　of　lyophilized　insulin

formulations

Amorph　2006－Molecular　Basis　of　Stability　in　Pha㎜aceu－

tical　and　Food　Glasses（2006．7）

Yoshioka，　S．，　Miyazaki，　T．，　Aso，　Y：Relationship　be－

tween　storage　stabmty　andβ一rel劉xation　for　lyo－

philized　insulin　an“β・galactosi“ase　formulations

American　Association　of　Pha㎜aceutical　Scientists，　AnnuaI

Meeting（2006．11）

Aso，　Y，　Miyazaki，　T．，　Yoshioka　S．：Determination　of

molecular　mobility　of　phenobarbital　in　solid　disper－

sions　with　PVP　and　HPMC　by　I3C－NMR　rel訊x飢ion

measurement　in　relation　to　phenobarbital　crystal－

1ization

American　Association　of　Phamlaceutical　Scientists，　Annual

Meeting（2006．11）

阿曽幸男，吉岡澄江，宮崎玉樹，川西　徹：13C－NMR

緩和時間および誘電緩和時間に基づく非晶質ジヒドロピ

リジン系薬物の分子運動性の測定
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第45回NMR討論会（2006．11） ＊（株）パウレック

吉岡澄江，阿曽幸男，川西徹：固体分散体中めアスピ

リンの拡散速度と化学反応性に関する分子動力学的検討

日本薬学会第127年会（2007．3）

阿曽幸男，吉岡澄江，川西　徹：13C－NMR緩和時間に

よるデキストランゲル中のβ一ガラクトシダーゼの分子

運動性の測定

日本薬学会第127年会（2007．3）

吉岡澄江，宮崎玉樹，阿曽幸男，川西　徹：タンパク質

凍結乾燥製剤の凝集速度に及ぼす局所的分子運動性の

影響

日本薬剤学会第22年会（2007．5）

阿曽幸男，吉岡澄江，宮崎玉樹，川西　徹：非晶質ジヒ

ドロピリジン系薬物の物理的安定性とαおよびβ緩和時

間で表される分子運動性との関係

日本薬剤学会第22年会（2007．5）

　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ

Sivaprakasam，　K．，Miyazaki　T　and　Suryanarayanan，　R．：

Phase　tmnsformations　of　excipients一一一Influence　on

the　perform紐nce　of　sohd　dos3ge　fbrm

Center　for　Pha㎜aceutical　Processing　Research／Industrial

Advisory　Board　Meeting（2007．5）

Fujimaki，　Y，　Koide，　T，　Sakamoto，　T　and　Hiyama，　Y：

Correlation　between　dissonution　characteristics　and

near　infrared　spectra　in　granulated　powder

American　Association　of　Pha㎜aceutical　Scientists，　Annual

Meeting（2006．11）　　　　　　　　　、

藤巻康人，坂本知昭，檜山行雄：近赤外分光法による医

薬品固形製剤の定量分析的手法の検討

第22回近赤外フォーラム（2006．ll）

小澤明日香，吉橋泰生＊，米持悦生寧，小出達夫，檜山行雄，

寺田勝英：NIRイメージングを用いた錠剤中の主薬の

分散状態の評価と定量精度との関係

第2回国際粉体技術フォーラム（2006．ll）

喰東邦大学

寧

University　of　Minnesota

小出達夫，檜山行雄：近赤外イメージングシステムを用

いた医薬品設計及び品質評価に関する基礎的検討

第4回　新製剤技術とエンジニアリングを考える会

（2006．7）

Sakamoto，　T，　Kikuchi，　K．象1，　Chikuma，丁寧1　and　Hiyama，

Y：An　approach　for」加ガヵro　release　evaluation

method　to　utihze　for　pharm3ceutical　development

and　process　control　of　transdermal　patches

American　Association　of　Pha㎜aceutical　Scientists，　AnnuaI

Meeting（2006．　l　l）

申1

ｺ和薬科大学

　　　　　　　　　　　　　　　タ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆKoide，　TヅFujimaki，　Y，　Nagato，　T．，　Kanou，　Y．，　Natsuy一

　　　　ネama，　S．　and　Hiyama，　Y：Analysis　of　granulation

mechanisms　using　NIR（Near　Infmred　Rays）imag－

ing　system

American　Association　of　Pha㎜aceutical　Scientists，　Annual

meeting（2006．11）

坂本知昭，笹倉大督1，松原智之’1，藤巻康人，寺原孝

明廓2，三浦　剛唯1，肥後成人つ，Alessia　Po宜ierf3，　Philip

Tadaゾ3，　Donald　Amone83，檜山行雄：分光学的手法を用

いた経皮吸収テープ中におけるツロブテロールの化学状

態の分析に関する研究

日本薬学会第127年会（2007．3）

寧1

uルカーオプティクス株式会社
宰2

v光製薬株式会社
ぴ3

seraView　Limited

小出達夫，藤巻康人，長門琢也’，加納良幸“，夏山　凹凸，

檜山行雄：近写外イメージングシステムを用いた造粒工

程の分析

日本薬学昌昌127年会（2007．3）

ゆ（株）パウレック

藤巻康人，坂本知昭，笹倉大胡1，三浦　剛串1，檜山

行雄：近赤外分光法による錠剤中エテンザミドのnon－

chemometric定量法の適用

日本薬学会第127年会（2007．3）　　　　　　　　　　・

寧1

uルカーオプティクス株式会社

藤巻康人，松原智之81，坂本知昭，笹倉大督1，三浦　剛串1，

竹川　実2，檜山行雄：近赤外分光法及びレーザラマン分

光法を用いた造粒過程の顕微的解析

目本化学会下87春季年会（2007．3）

寧1

uルカーオプティクス株式会社
牟2

喧M大学
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び
米持悦生寧，小澤明日香＊，小出達夫，吉橋泰生寧，檜山行雄，

寺田勝英㌔NIRケミカルイメージングを用いた錠剤中

の主薬の分散状態の評価

日本薬剤学会第22年会（2007．5）

寧1

ｨ茶の水女子大学大学院．
＊2

結檮H業大学

串東邦大学

文庫美華1，吉橋泰生摩1，米持悦生“1，寺田勝英’！，小出達夫，

檜山行雄，古山奈穂2，長谷川晋82，矢田修一摩2，草井

守喰2：テラヘルツ光を用いた顕微マッピングによる固体

分散体医薬品の分散状態の評価

日本薬剤学会第22年会（2007．5）

Itoh，　S．，　Kawasaki，　N．，　Hashii，　N，　Harazono，　A．，　Nak興jima，

Y．，Hachisuka，　A．，　Teshima，　R．，　Sawada，　J．，　Hayakawa，　T．

and　Kawanishi，　T．：Glycosylation　analysis　of．lgLON

family　glycoproteihs　in　rat　brain　by　LCIMS“（II）

20th　IUBMB　International　Congress　of　Biochemistry．and

Molecular　Biology　and　l　lth　FAOBMB　Congress（2006，6）

寧1

喧M大学
牟2

O共（株）

　　　　　ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ

Sano，　K．，Kawasaki，　N．，　Itoh，　S．，　Hashii，　N．，　Miyamoto，　Y

　　　　　　　　　ネand　Ogawa，　H．：Reduced　glycosyl翫tion　of　vitronec二

tin　modulates　the　tissue　lytic　system　and　stellate－

cell　spre髄ding　during　Iiver　regeneration

International　Symposium　on　Extracellular　Glycomatrix　in

Health　and　Disease（2006，6）

Kizuka，　Y串1，　Maeda，　N．零2，　Kawasaki，　N．，　Kawasaki，　T率3．

and　Oka，　S串1：Aunique　type　of　HNK－1　carbohy－

dr段te　expresse〔10n　phosphacan　is　biosynthesized　by

GlcAT・P

20電hIUBMB　International　Congress　of　Biochemistry　and

Molecular　Biology　and　l　l　th　FAOBMB　Congress（2006，6）

ホ1

率2

噛3

京都大学大学院

東京都神経科学総合研究所

立命館大学

’お茶の水女子大学大学院

Zhao，　Y寧1，．Gu，ゴ1・2，　Wlmg，　X．摩1，　Is句i，　T“1・2，　Miyoshi，　E．亭1，

Kariya，　Y．廓3，　Miyazaki，　K。寧3，　Kawasaki，　N．，　Itoh，　S．　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロTaniguchi，　N，寧14：Deletion　of　core　fucosylation　on（β

βlintegrin　down－regu13tes　its　functions

20Ih　IUBMB　International　Congress　6f　Biochemistry　and

Molecular　Biology　and　l　lth　FAOBMB　Congress（2006，6）

串1

蜊繿蜉w大学院
蹴2

喧k薬科大学
寧3

｡浜市立大学
顧4

蜊繿蜉w微生物病研究所

Hashii，　N．，　Kawasaki，　N．，　Harazono，　A．，　Itoh，　S．，　Naka－

jima，　Y．　and　Kawanishi，　T．：Differential　an劉lysis　of

ハqinked　oligos畿ccharides　in　kidney　of　human　sys－

temic　lupus　erythem励tosus（SLE）model　mouse　by

I．CIMS

20th　IUBMB　International　Congress　of　Biochemistry　and．

Molecular　Biology　and　l　l出FAOBMB　Congress（2006，6）

Baba，　M．寧1’3，　Ma，　B．　Y禦1’3，　Matsuishi，　Y，　Kawasaki，　N，　Hi－

rano，　M．81，　Kawasaki，　N．唯2，0ka，　S．81　and　Kawasaki，　T．寧3：

The　lectin　jacalin　induces　T　lymphocyte　activation

thmugh　CD45　sigmling

20th　IUBMB　International　Congress　of　Biochemistry　and

Molecular　Biology　and　l　l出FAOBMB　Congress（2006，6）

’1

椏s大学大学院
零2

椏s大学
’3

ｧ命館大学

Hirano，　M．喰1，　Ma，　B．　Yq’3，　Kawasaki，　N．，　Okimura，　K参i．，

Kawasaki，　N．＊2，0ka，　S．申1　and　Kawasaki，　T．耶4：Mannan－

binding　protein　binding　to　meta110proteases　meprin

α訊ndβresults　in　the　proteolytic　activity　inhibi－

tion　and　the　complement　activation

20th　IUBMB　International　bongress　of　Biochemistry　and

Molecular　Biology　and　l　lth　FAOBMB　Congress（2006，6）

寧1

椏s大学大学院
“2

椏s大学
＊3

ｧ命館大学

●

Sano，　Kご1，　Asanuma，　K．寧1，　Kawasaki，　N，　Arisaka，　F．串2　and

O9・w・，　H・零1：H・w　gly…yl・ti・準・cti・・t・・m・ltif・・c－

tional　extmcellular　matrix　glycoprotein，　vitronectin，．

dUring　liVer　regener飢iOn

20th　IUBMB　International　Congress　of　Biochemistry　and

Molecular　Biblogy　and　l　l嵐FAoBMB　congress（2006，6）

Kawasaki，　N．掌1，　Inoue，　R．＊1，　Terada，　M．掌1，　Khoo，　K．　H．寧2，

Kawasaki，　N，　Ma，　B．　Y寧3　and　Kawasaki，　T．寧4 D：Charac－

teristic　endogenous　hgands　for　mannan－binding

protein　expressed　on　SW1116　human　colon　cancer

cellS

20th　IUBMB　International　Congress　of　Biochemistry　and
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Molecular　Biology　and　l　l　th　FAOBMB　Congress（2006，6）

＊1

椏s大学
寧2

Pnstitute　of　Biological　Chemistry，　Academia　Sinica

串3

椏s大学大学院
＊4

ｧ命館大学

Ishii，　A，，　Suzuki，　T．，　Kobayashi，　T．，　Yamaguchi，　T．　and

Kawanishi，　T．：1nfluences　of　the　recombinant　extra－

cellular　m飢rix　proteins　on　the　behavior　of　human

umbilical　vein　en“otheHa置ceHs

20th　IUBMB　International　Congress　of　Biochemistry　and

Molecular　Biology　and　l　l　th　FAOBMB　Congress、（2006、6）

Kanayasu－Toyoda，　T，　Suzuki　T，　Oshizawa，　T，　Uchida　E．，

Hayakawa，　T．　and　Yamaguchi　T．：Granulocyte　colony－

stimul飢ing　f劉ctor　promotes　the　translocation　of

protein　kunase　C　；in　neutrophiiic　dif熊｝rentiation

cells

20th　IUBMB　International　Congress　of　Biochemistry　and

Molecular　Biology　and　l　1山FAOBMB　Congress．（2006．6）

Noma，　S．寧1，　Hyuga，　M．，　Niimi，　S．，　Kawanishi，　T．　and

Hayakawa，零2T．：Thrombomoduiin　stimulates　prolif・

eradon　of　human　umbi丑ical　vein　endotheli紐l　celk

20th　IUBMB　International　Congress　of　Biochemistry　and

Molecular　Biology　and　l　lth　FAOBMB　Congress（2006，6）

＊1

熬c法人ヒューマンサイエンス振興財団
零2

ﾆ立行政法人医薬品医療機器総合機構

Harashima，　M．＊1，　Niimi，　S．，　Harada，　K窄1，　Hyuga，　M．，　Seki，　T．

＊1 CAriga，　T掌1．，　Kawanishi，　T　and　Hayakawa，丁耀：Expres－

sion　of　annexin　A3　increases　in　rat　liver　regenera－

tion

20th　IUBMB　International　Congress　of　Biochemistry　and

Molecular　Biology　and　I　lth　FAOBMB　Congress（2006，6）

η日本大学生物資源科学部
＊2

ﾆ立行政法人医薬品医療機器総合機構

山口照英：先端技術応用医薬品のウイルス等の安全性確

保

第47回日本臨床ウイルス学会（2006．6）

原本　景，川崎ナナ，伊藤さつき，橋井則貴，中島　紫，

山口照英，早川尭夫，川西　徹：LCIMSを用いた血清

糖タンパク質の部位特的糖鎖解析

Pha㎜aco－Hematologyシンポジウム（2006．6）

　　　　　　　　じ日向昌司，新見伸吾，野間誠司窄1，川西　徹，山口照英，

早川尭夫＊2，原島　瑞＊3，高山和ヂ3，原真由美83，関泰

一郎な3，有賀豊彦3：トロンボモジュリンはマウス乳癌細

胞の浸潤能を並進する

第7回ファーマコヘマトロジーシンポジウム（2006．6）

＊1

熬c法人ヒューマンサイエンス振興財団
串2

ﾆ立行政法人医薬品医療機器総合機構
＊3

坙{大学生物資源科学部

日向須美子＊，熊谷由紀絵＊，日向昌司，渡辺浩ご，川西

　徹，花輪壽彦㌦婦人科系疾患の治療に用いられる漢

方処方のエストロゲン様活性の解析

第57回　日本東洋医学会学術総会（2006．6）

＊北里研究所東洋医学総合研究所

渡辺浩二寧，日向須美子零，日向昌司，川西　徹，花輪壽彦：

婦人科更年期頻用漢方処方のエストロゲン受容体α及び

βに対するアゴニストあるいはアンタゴニスト作用の解

析

第57回　日本東洋医学会学術総会（2006．6）

＊北里研究所東洋医学総合研究所

日向須美ヂ1，日向昌司，関田節ヂ2，花輪壽彦1：がん

細胞の運動及び転移に対する麻黄湯中の主成分の効果

第167回北里研究会（2006。6）

寧1

k里研究所東洋医学総合研究所
＊2

ｿ島文理大学香川薬学部

原園　景，川崎ナナ，伊藤さつき，橋井則貴，中島　紫，

川西　徹，山口照英：LCIMSIMSを用いたヒト血清グ

ライコプロテオームの解析

日本ヒトプロテオーム機構第4回大会（2006．7）

原島　瑞寧1，新見伸吾，小柳仁美串1，日向昌司，関　泰一

郎卓1，有賀豊彦1，川西　徹，山口照英，早川尭夫幽2：初

代培養ラット肝細胞において増殖抑制条件ではAnnexin

A3の発現が抑制される

第13回肝細胞研究会（2006．7）

噛1

坙{大学生物資源科学部
寧2

ﾆ立行政法人医薬品医療機器総合機構

伊藤由真巾1，渡邉武糸ご1，長友俊介＊1，関泰一郎零1，新見伸吾，

川西　徹，山口照英，早川尭夫＊2，有賀豊彦㍉マウス胎

児肝の形成過程におけるAnnexin　A3の発現

第13回肝細胞研究会（2006．7）

寧1

坙{大学生物資源科学部
窄2

ﾆ立行政法人医薬品医療機器総合機構



学 会

佐野琴音串1，川崎ナナ，伊藤さつき，橋井則貴，安川然

太寧3，佐藤ちひろ串3，北島健3’4，旭美穂1，宮本泰

則刊，小川温ヂL2；肝再生におけるマトリックス分子ビ

トロネクチンの糖鎖変化の定量解析とその意義

平成14～18年度文部科学省科学研究費補助金特定領域研

究「糖鎖によるタンパク質と分子複合体の機能調節」第

4回夏期シンポジウム（2006．8）

寧1

ｨ茶の水女子大学大学院
82

ｨ茶の水女子大学糖鎖科学研究センター
寧3

ｼ古屋大学大学院
寧4

ｼ古屋大学生物分子応答研究センター

野村一也零1，水口惣平零正，野村和子零【，出嶋克史零1，永石

貴之“1，村田大輔噛1，安藤恵ヂ2，三谷昌平寧2，瀬古　玲

＊3 C山下克ヂ3，泉川友美傘4，北川裕之寧4，菅原一幸ゆ5，川

崎ナナ，中島　紫，擢　娼大牟6，成松　久寧6：遺伝子破壊

による線虫辛労関連遺伝子の機能解析

第26回日本糖質学会年会（2006．8）

率1

繽B大学大学院
掌2

結桴落q医科大学
寧3

結檮H業大学

川神戸薬科大学

5北海道大学大学院
寧6

Y業技術総合研究所

旭　美穂零藍，佐野琴音寧1，橋井則貴，伊藤さつき，川崎ナナ，

柳橋麻衣子噛1，宮本泰則＊2，小川温子81：肝再生過程にお

けるラット血漿フィブロネクチンの糖鎖構造

第26回日本糖質学会年会（2006．8）

窄1

ｨ茶の水女子大学大大学院
串2

ｨ茶の水女子大学

吉田奈央＊1，竹原弥生＊1，佐野琴音率1，向山恵津子率2，伊

藤さっき，川崎ナナ，穐山　浩，米谷民雄，小川温子
零1

Fスギヒラタケレクチンの精製とその糖特異性

第26回日本糖質学会年会（2006．8）

辱1

ｨ茶の水女子大学大学院
辱2

k里大学

井上累増1，Kay－Hooi　Khoo卑2，寺田基剛卑1，川崎ナナ，

Ma　Bruce　Yong零止，川嵜面面零1，川嵜伸子申1：血清マンナ

ン結合タンパク質（MBP）に結合するヒト結腸ガン細

胞上のリガンド糖タンパク質

第26回日本糖質学会年会（2006．8）

喰1

ｧ命館大学
ηInstitute　of　Biological　Chemistry，　Academia　Sinica
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馬場亮入＊L2，　Ma　Bruce　Yong廊1，松石　紫，川崎ナナ，

平野　真L2，川嵜伸子＊1，川嵜女瓦率1：レクチンjacalin

によるCD54を介したT細胞の活性化に関する研究

第26回日本糖質学会年会（2006．8）

＊1

ｧ命館大学
＊2

椏s大学大学院

日向須美子＊1，日向昌司，関田節子零2，伊東秀憲寧1，及川

哲郎季1，花輪壽彦1：麻黄湯の主成分エフェドリンのがん

の運動能及び転移能に対する効果

第23回和漢医薬学会大会（2006．8）

串1

k里研究所東洋医学総合研究所
串2

ｿ島文理大学香川薬学部

渡辺浩ゴ，日向須美ヂ，日向昌司，川西　徹事，及川哲

郎8，花輪壽彦：更年期頻用漢方処方のエストロゲン様

活性とエストロゲン受容体α及びβに対する作用の解析

第23回和漢医薬学会大会（2006．8）

寧北里研究所東洋医学総合研究所

Hyuga，　S！1，　Hyuga，　M．，　Nakanishi，　H．零2，　Sekita，　S．ホ3，0ika－

wa，　T．噸l　and　Hanawa，　T．窟1：Suppression　by　maoto，劉

K3mpo　medicine，　of　motility　and　metast飢ic　poten－

tial　of　highly　metastatic　osteosarcoma　cells

The　l　l　th　Intemational　Congress　of　Metastasis良esearch　So－

ciety　　（2006．9）

＊1

k里研究所東洋医学総合研究所

9愛知県がんセンター研究所
零3

ｿ島文理大学香川薬学部

川崎ナナ，橋井則貴，伊藤さつき，原園　景，中島　紫，

山口照英：細胞治療／再生医療における糖鎖解析の重要

性と糖鎖を利用した細胞特性解析への挑戦

第4回糖鎖科学コンソーシアムシンポジウム（2006．10）

櫻井教美寧1，鈴木琢雄，河合　洋η，小林　哲，石井明子，

大幡久之寧1，本田一男q，山口照英，川西　徹：小胞体ス

トレスによるアポトーシス誘導時のカスパーゼ3，9活性

化の解析

第15回バイオイメージング学会（2006．10）

＊1

ｺ和大学
＊2

髏ｼ国際大学

佐野琴音寧，旭美穂，川崎ナナ，伊藤さつき，橋井則貴，

宮本泰則＊，小川温子窟：細胞外マトリックス多機能糖タ

ンパク質，ビトロネクチンとフィブロネクチンの前面の

肝再生における機能
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平成14－18年度文部科学省特定領域研究第5回公開シンポ

ジウム（2007．2）

寧お茶の水女子大学大学院

原由　景，川崎ナナ，橋井則貴，伊藤さっき，中島　紫，

山口照英：質量分析を用いたペプチド性医薬品の確認試

験法の基礎的検討

日本薬学会第127回年会（2007．3）

橋井則貴，川崎ナナ，豊田雅士零，片桐洋子＊，伊藤さつき，

中島　紫，原園　景，梅澤明弘寧，山口照英：細胞治療

薬の品質評価に関する研究：nanoLCIFTMSによる細胞

膜の皿グリコリルノイラミン酸の定量

日本薬学会第127回年会（2007．3）

ゆ国立成育医療センター研究所

馬場亮人’L2，　Bruce　Youg　Mパ1，松石　紫，川崎ナナ，

平野　真喰1’2，川嵜伸ヂ，川嵜敏祐㌔CD45を標的とす

るレクチンJacalinによるT細胞の活性化に関する研究

日本薬学会第127回年会（2007．3）

合田幸広，垂示輝，川原信夫：食品や食品添加物として

も流通する生薬類の含有二酸化硫黄に関する調査研究

日本食品化学学会第12回総会・学術大会（2006．6）

合田幸広：日本薬局方における生薬関連分野の15局での

改正点と16局への課題

薬用植物フォーラム2006（2006．7）

合田幸広：植物薬と規制

第23回和漢医薬学会大会岐阜大会特別講演会（2006．8）

合田幸広：一般用漢方処方の使用実態調査（AUR）

日本生薬学会第53回年会特別講演（2006．9）

余煙かおり疇，中村雄一解，神本敏弘串，平倉一弘寧，菊地祐一ゆ，

新津和明寧，山路弘樹寧，近藤鮮児寧，諸田　隆，竹田秀ゴ，

佐々木博，合田幸広：生姜・乾姜，杏仁・桃仁の化学的鑑

別

日本生薬学会第53回年会（2006．9）

零1

ｧ命館大学
串2

椏s大学大学院

豊田淑江，押澤　正，石井明子，鈴木孝昌，山口照英：

Thrombopoietin（TPO）によるAC133陽性細胞より分

化する血管内皮前駆細胞（EPC）の分化促進作用

日本薬学会第127年会　（2007．3）

小林　哲，鈴木琢雄，石井明子，川西　徹：MALDI－

TOF　MSにおけるタンパク質のシグナル増強　Part4

日本薬学会第127年会（2007．3）

鈴木琢雄，櫻井教美奉，石井明子，小林　哲，大幡久之取，

本田一男掌，川西　徹，山口照英：小胞体ストレスとTNF一

α処理時の単一細胞内カスパーゼ3，9活性化の解析

日本薬学黙座127年会（2007．3）

＊昭和大学

櫻井教美寧1，鈴木琢雄，河合　洋「2，小林　哲，石井明子，

大立久之’1，本田一男掌1，山口照英，川西　徹：SIMAL－

TANEOUS　IMAGING　OF　CASPASE　g　AND　3

ACTIVATION　IN　ENDOPLASMIC　RETICULUM
STRESS－INDUCEl）CELI．　DEATH

第80回日本薬理学会（2007．3）

寧（株）ツムラ，東京生薬協会

川上　晋＊，末吉恵津ヂ，松浪勝義＊，大塚英昭’，花尻（木

倉）瑠璃，合田幸広：営実の品質評価に関する研究

第53回日本生薬学会年会（2006．9）

疇広島大院医歯薬

郭亜紅串1，山下裕美串1，水上　元81，酒井英二寧2，田中俊

弘つ，山本　豊ウ3，嶋田宏志寧3，川崎武司叫，藤田正雄4，

合田幸広：車前草の遺伝子鑑別

日本生薬学会第53回年会（2006．9）

“1

ｼ市大院薬

η岐阜薬大
’3

i株）栃本天海堂
84

i株）ウチダ和漢薬

合田幸広：機能性食品の表示と串原

第50回日本薬学会関東支部大会（2006．10）

G・d・・．Y・PharmacoPρeial　t・pi…fherbal　medi層・

cines　in　Japan

2006’Intemational　Symposium　for　Pha㎜aceutical　Science

in　Be麺ing（2006．10）

q昭和大学
疇2

髏ｼ国際大学

久場良亮81，田中　謙1，ZHU　Shガ1，魏　勝利零1，合田幸広，

渡邉裕司ゆ2，小松かつヂ1：ガジュツの精油成分による品

質評価

日本薬学会第127年会（2007．3）



学 会

寧1

x山大和漢研
寧2

x山県国際伝統医学センター

松本輝樹，牧野由紀子’，浦野泰照，花尻（木倉）瑠理，

合田幸広，長野哲雄：D－NMRによる覚せい剤の水素安

定同位体比によるプロファイリング（第2報）

日本薬学会第127年会（2007．3）

“東大院薬

合田幸広：ハーブ・生薬・サブりメントの安全性確保と

モニタリング手法，安全性確保の考え方と三原

日本薬学会第127年会（2007．3）

川原信夫，酒井英二零，糸数七重，合田幸広：FHH　各

国局方における生薬の試験法と規格値（3）

日本生薬学会第53回年会（2006．9）

亭岐阜薬科大学

安食菜穂子，芳野知栄，川原信夫，合田幸広：漢方処方

の味覚評価に関する研究（5）

日本生薬学会第53回年会（2006．9）

川原信夫，松本輝樹，安食：菜穂子，合田幸広，有福和紀零：

雪茶のメタボローム解析について

日本生薬学会第53回年会（2006．9）

辱（株）日本電子データム

酒井英ご1，田中俊弘車1，川原信夫，合田幸広，佐竹元吉
“2

F中国繭典および日本薬局方収載生薬の基図植物

日本生薬学会第53回年会（2006．9）

刊岐阜薬科大学
寧2

ｨ茶の水女子大学

伏見巨利零1，伏谷愼ご1，小松かっ子寧2，灘波恒雄2，川

原信夫，安食菜穂子，伏見直ヂ3：r日本薬局方』収載生

薬類の変遷

日本生薬学会第53回年会（2006．9）

81

坙{薬科大学
’2

x山大学和漢薬研究所
’3

i株）ウチダ和漢薬

安食菜穂子喰，富樫睦ヂ，吉光見民謡寧，川原信夫，御影

雅幸㌔色彩計による生薬の品質評価（第11報）一ゲンノ

ショウコに関する検討一

日本生薬学会第53回年会（2006．9）

事金沢大学大学院自然科学研究科
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阿部裕1，澤田　淳寧1，川原信夫，鎌倉浩之，合田幸広，

香田隆俊2，小関良宏零1：変異ニンジン培養細胞が生成す

るアントシアニンダイマーの細胞内合成の解明

日本植物学会第70回大会（2006．9）

零童

結梍_工大学
零2三栄達EF．1

大槻　崇寧1，金子訓子’畳，小谷野喬’2，Thawom　Kowith－

ayakorn参3，川原信夫，合田幸広，石橋正己零1：タイ産熱

帯植物より単離したステロイドサポニンの構造とその抗

腫瘍活性

第48回天然有機化合物討論会（2006．10）

潅1

逞t大学薬学部
率2

eムコ
零3コンケン大農

黒柳正典寧1，池田竜也“1，武藤徳男q，大瀧恵介亭1，佐野

俊和9，中根孝久寧3，川原信夫：ヒノキの成分とその神経

突起誘導活性

創立50周年記念香料・テルペンおよび精油化学に関す

る討論会（2006．ll）

寧1

ｧ立広島大学
串2

L島林技センター
“3

ｺ和薬科大学

熊坂謙一＊，松坂綾ヂ，麻生順ヂ，宮沢眞糸ご，土井佳代

寧，小島事事，川原信夫，合田幸広：強壮強精用医薬類似

品の検査状況について

第43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．ll）

事神奈川県衛生研究所

安食菜穂子，川原信夫，合田幸広：味認識装置による漢

方処方の味の評価について

第35回生薬分析シンポジウム（2006．ll）

川原信夫，糸数七重＊重，佐竹元吉寧2，合田幸広：FHH

各国局方における生薬の試験法と規格値（4）

日本薬学会第127年会（2007．3）

摩1

髄??蜉w薬学部
＊2

ｨ茶の水女子大学

川原信夫，安食菜穂子，金益輝，御影雅幸‘，合田幸広：

分光測色計による生薬の明度と残留二酸化硫黄の関係に

ついて

日本薬学会第127年会（2007．3）

廠金沢大学大学院自然科学研究科
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金益輝，川原信夫，合田幸広：ロウハクカの成分につ

いて

日本薬学会第127年会（2007．3）

吉光見稚代＊，安食菜穂子，田中　愛，伊奈小百合㌧川

原信夫，合田幸広，御影雅幸㌔漢方薬抽出自動包装機

を用いた丁重の品質評価（1）桂枝湯について

日本薬学会第127年会（2007．3）

零金沢大学大学院自然科学研究科

河本典ヂ1，杉園睦美＊1，黒柳正典1，市河　誠2，太田早

苗零2，牛島光保＊2，代田　修＊3，関田節子零3，中根孝グ4，

川原信夫：ツルニンジンのサポニンに関する研究（その1）

一新規サポニンの構造一

日間薬学会心127年会（2007，3）

＊1

ｧ立広島大学
寧2

i株）湧永製薬
＊3

ｿ島文理大学香川三
山4

ｺ和薬科大学

熊坂謙一寧，土井佳代窄，小島　尚＊，川原信夫，合田幸広：

いわゆる健康食品から検出されたキサントアントラフィ

ルの分析事例

日本薬学会第127年会（2007．3）

藤神奈川県衛生研究所

長谷川貴志串，西篠雅明＊，石井俊靖串，永田知ヂ，川原信

夫，合田幸広：いわゆる健康食品から検出された新規タ

ダラフィル類縁物質について

日本薬学会第127年会（2007．3）

寧千葉県衛生研究所

野間久史零，小黒聡史申，川原信夫，合田幸広，野口博司＊，

阿部郁朗禦：アロエ由来III型ポリケタイド合成酵素が生

産する新規ナノケタイドの構造解析

日本薬学会心127年会（2007．3）

寧静岡県立大学

鎌倉浩之，丸山卓郎，花尻総理，合田幸広，柴田敏郎㌔

欧州市場に流通するアルニカ製品について

日本生薬学会誌53回年会（2006．9）

申大阪府公衛研

丸山卓郎：DNA解析を基礎とした違法キノコ及び食用

色素の基原鑑定に関する研究

第12回日本食品化学学会総会・学術大会（2006，6）

丸山卓郎，杉本直樹，鎌倉浩之，花尻高理，柴田敏郎串1，

合田幸広

欧州市場に流通するアルニカフラワーの基原種について

日本生薬学会第53回年会（2006．9）

申1

纐�赶ﾕ研・薬玉セ・北海道

中島育美＊1，川崎武志ゆ1，藤田正雄1，丸山卓郎，鎌倉浩之，

合田幸広，小松かつ子零2，山本　豊＊3：刺五加市場品の形

態学的特徴について

日本生薬学会第53回年会（2006，9）

寧1

i株）ウチダ和漢薬

η富山大学和漢薬研
＊3

i株）栃本天海堂

大家真由ヂ1，Shu　ZHび1，田中　謙1，小松かつヂ1，丸

山卓郎，合田幸広，川崎武志つ，藤田正雄2，μ」本　豊3

左〃K遺伝子の塩基配列に基づく刺五加の同定

日本生薬学会第53回年会（2006．9）

寧1

x山大学和漢薬研
掌2

i株）ウチダ和漢薬
串3

i株）栃本天海堂

石崎祥子“，袴塚高志，合田幸広，小林　進：新規漢方

処方の品質規格に関する基礎的検討（1）甘露飲の品質

評価について

日本薬学会第127年会（2007．3）

∵東京理科大学薬学部

石崎祥ヂ，袴塚高志，合田幸広，小林　進：新規漢方

処方の品質規格に関する基礎的検討（2）生薬抽出過程

における黄苓含有フラボノイドの組成変化

日本薬学重重127年会（2007．3）

寧東京理科大学薬学部

串基盤研・薬毒セ・北海道

鎌倉浩之，川原信夫，栗原正明，梶村計志＊，高取　聡，

岩上正蔵率，合田幸広：「いわゆる健康食品」から検出さ

れた新規シルデナフィル類似化合物について

日本薬学会第127年会（2007．3）

塚本将大零，袴塚高志，川原信夫，合田幸広，中村　洋串：

新規漢方処方の品質規格に関する基礎的検討（3）烏薬

血気散及びその構成生薬である白雨蚕の品質評価につい

て

日本薬学会第127年会（2007，3）

“東京理科大学薬学部



学 会

花尻（木倉）瑠理，最所和宏，合田幸広：違法ドラッグ

（いわゆる脱法ドラッグ）製品中の成分分析について

日本法中毒学会第25年会（2006．6）

Kikura－Hanajiri，　R．，　Saisho，　K．，　Kodama，　Y．　and　Goda，

Y：The　l）isposition　into　Hair　of　a　New　I）esigner

Drugs，．　Methylone劉nd　Its　Related　Compounds

The　Intemational　Association　fbr　Forensic　Toxicologists　44th

Intemational　Meeting（2006．8）

花尻（木倉）瑠理，内田洋子，最所和宏，合田幸広：平

成17年度無承認無許可医薬品の買い上げ調査について一

いわゆる脱法ドラッグを中心に一

第43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．ll）

最所和宏，内田洋子，花尻（木倉）瑠理，合田幸広：平

成17年度無承認無許可医薬品の買い上げ調査について一

強壮用健康食品一

封43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．11）

宮下聡徳，花尻（木倉）瑠理，丸山卓郎，合田幸広：植

物系違法ドラッグ吻2伍卿β肋2〃2製品の成分分析及

び遺伝子鑑定法に関する研究

日本薬学会第127年会（2007．3）

河村麻衣子，内山奈穂子，花尻（木倉）瑠理，合田幸広：

植物系違法ドラッグ製品のLC－MSプロファイル分析に

よる流通実態調査について

日本薬学会第127年会（2007．3）

最所和宏，川原信夫，花尻（木倉）下馬，合田幸広；強

壮用健康食用田の医薬品類似成分について

日本薬学会第127年会（2007．3）

内山奈穂子，中村憲夫窄1，小西天二零［，川原信夫，板橋武

史掌2，河合賢一＊2：菌類代謝産物の抗トリパノソーマ活性

（1）

日本薬学会第127年会（2007．3）

嘔1

ｯ志社女子大学薬学部
“2

ｯ薬科大学

中村憲夫索1，内山奈穂子，小西天ご1，小松かつ子霜2，服

部征雄2：タイ民族薬物の抗トリパノソーマ活性（2）

日本薬学会第127年会（2007．3）

寧1

ｯ志社女子大学薬学部
率2

x山大学和漢研
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内山奈穂子，中村憲夫ホ1，小西天二喰1，小松かつ子＊2，服

部征雄2：タイ民族薬物の抗トリパノソーマ活性

日本生薬学会第53回年会（2006．9）

曝1

ｯ志社女子大学薬学部
ホ2

x山大学和漢研

Uchiyama，　N．，　Kondo，　S．窄2，　Konishi，ゴ1，　Ito，　M．寧3，　Honda，

G．ホ3，Qui，　T．　K．零4：Screening　of　mtural　medicines

used　in　Vietnam　for　1劉rvicid紐1　actMty　against．4θ一

日52Zウ叩か’〃5（Diptera：Culicidae）紐nd．伽凋勿研

勿、r写〃5ρ7触η、四ガ（Diptera：Chironomidae）Part　2．

6th　Intemational　Congress　of　Dipterology（2006．9）

ホロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ
　Faculty　of　Pharmaceutical　Sciences，　Doshisha　Women　s

　College　of　Liberal　Arts

事2

cepartment　of　Parasitologyl　School　of　Medicine，　Aichi

　Medical　University

牟3

fraduate　School　of　Pharmaceutical　Sciences，　Kyoto　Uni－

　versity

串4

qesearch　Center　fbr　Applied　Chemistry，　Vietnam　National

　University

Konishi，「ガ1，　Kondo，　S．＊2，　Uchiyama，　N．，　Nakamura，　N．寧1，

Murugan，　K．卑3：Larvicid劉I　activities　of　traditional

mediciml　Plant，　P∂κ〃130201岬ぐθ2　against・4θ謡θ5

2ノ加Pメ。’〃5（Diptera：Culicidae）and　Pβr躍2・口γ」的r－

5〃58伽〃7ガ（Diptera：Chironomidae）．6tk　Intema－

tional　Congress　of　Dipterology（2006．9）

ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ
　Faculty　of　Pha㎜aceutical　Sciences，　Doshisha　Women　s

　College　of　Liberal　Arts

零2

cepartment　of　Parasitology，　School　of　Medicine，　Aichi

　Medical　University
＊3

cepartment　of　Zoology，Bharathiar　University

Murugan，　K．寧1，　Konishi，　T．黙2，　Kondo，　S．ゆ3，　Uchiyama，　N．：

1・訊rvicidal　and　pupicidal　effbct　of．02血ダ凋1ηθ佃1］L

var．　on　fllar扮1　vector，ωα’9〃カ79〃θ1診5【琉2’〃5　Say

6th，Intemational　Congress　of　Dipterology（2006．9）

零l

cepartment　of　Zoolog払Bharathiar　University
＊2

eaculty　of　Pha㎜aceutical　Sciences，　Doshisha　Women’s

　College　of　Liberal　Arts

申3

cepartment　of　Parasitology，　School　of　Medicine，　Aichi

　Medical　University

Kikura－Han勾iri，　R．：Hair　Analysis　for　Dmgs　Abuse

The　Symposiums　on　Hair　Specimen　fbr　Monitoring　Drugs

of　Abuse　and　the　Role　of　Laboratory　in　Substitution　Thera－

py　（2006．9）
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Kikura－Ha噂ri，　R．：S加dies　on　Mecbanism　of　l）rug

Incorporation　into　Hair

The　Symposiums　on　Hair　Specimen　R）r　Monitoring　Drugs

of　Abuse　and　the　Role　of　Laboratory　in　Substitution　Thera－

py　（2006．9）

徳本廣子，下村裕子，合田幸広，香．月茂樹1：鏡検によ

る0脳8〃π72加」卿L．（ウコン）とα1κ凸田22m」四2が・

02Salisb．（ハルウコン）の鑑別について

日本生薬学会第53回年会（2006．9）

81

纐�赶ﾕ研・薬植セ・種子島

田邊思帆里，鈴木孝昌，山口照英，鈴木和博，佐藤陽治：

細胞治療薬応用を目的とした骨髄由来間葉系幹細胞のゲ

ノムプロファイリング

日本ケミカルバイオロジー研究会第2回年会　（2007．5）

田邊平骨里，佐藤陽治，鈴木孝昌，長尾　拓＊，山口照英：

ヒト骨髄由来間葉即今細胞の品質管理に関するゲノムプ

ロファイリング

日本薬学会第127年会　（2007．3）

’内閣府・食品安全委員会

内田恵理子，小木美恵子’］，佐藤功労＊2，岩田明子窟2，山

口照英：生物薬品のウイルス安全性確保：生物薬品のウ

イルス除去のためのポリエチレンイミン結合カラムの

開発

日本薬学会第127年会（2007．3）

匙1

熨�H業大学情報フロンティア学部
取2

驪ﾊ県赤十字血液センター

長谷川哲也，細野哲司，佐藤光利＊，山口照英，佐藤陽治：

DNAマイクロアレイを用いた心筋細胞分化予測指標の

探索

日本薬学会第127年会（2007．3）

導東邦大学薬学部

Tanabe，　S．，　Sato，　Y，　Nagao，　T．　and　Yamaguchi，　T．：Anal－

yses　n）r　quality　control　m劉rkers　in　gene　expression

profiles　of　human　bone　marrow　mesenchymal　stem

cells．

第80回日本薬理学会年会　（2007．3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホSato，　Y，　Hasegawa，　T，　Hosono，　T，　Satoh，　M．　and　Yama－

guchi，　T．：Search　for　cardiomyogenesis　marker

genes　in　multipotent　cells

第80回日本薬理学会年会　（2007．3）

掌東邦大学薬学部

Nishida，　M，零1，0nohara，　N．寧1，　Inoue，　R．42，　Sumimoto，

H．零3，Sato，　Y，　Mori，　Y弩Nagao，　T　and　Kurose，　H．辱K：

TRPC3　and　TRPC6　are　essential　for　angiotensin

II－induced　cardiomyocyte　hypertrophy

第80回日本薬理学会年会　（2007．3）

寧1

繽B大学大学院薬学研究院
＊2

汢ｪ大学医学部
＊3

繽B大学生体防御医学研究所
串4

椏s大学大学院工学研究科

　　　　　　　　　　ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ　　　　ゆSuda，　R．，Onohara，　N．，Sato，　Y，　Nishida，　M．　and　Kuro－

se，　H．零：Inhibition　of　angiotensin　II　signaling　by

ATP－in“uceαNFAT劉ctivation　in　cardiac血broblasts

第80回日本薬理学会年会　（2007．3）

ウ九州大学大学院薬学研究院

　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ

Narita，　Y，Onohara，　N．，Nishida，　M．，Sato，　Y，　Nagao，

lL　and　Kurose，　H．㌦Role　of（i亜2／13　in　angiotensin　II．

induced　cardiac　fibrosis　in　mice

第80回日本薬理学会年会　（2007．3）

＊九州大学大学院薬学研究院

鈴木孝昌，攣　洋，田邊思帆里，佐藤陽治，小木美恵ヂ，

山口照英：ヒト間葉系幹細胞培養時の染色体安定性の

解析

第6回日本再生医療学会総会（2007．3）

犠金沢工業大学情報フロンティア学部

田邊思帆里，佐藤陽治，山口照英：ヒト骨髄由来間葉系

幹細胞の培養状態に関わる品質特性指標の探索

第6回日本再生医療学会総会（2007．3）

佐藤陽治，田邊思帆里，山口照英：トランスクリプトーム

解析によるヒト骨髄由来間葉系幹細胞の品質特性の探索

第6回日本再生医療学会総会（2007．3）

古田美玲，内田恵理子，押澤　正，山口照英：放射線照

射によるOp9細胞の造血支持能の誘導

第6回日本再生医療学会総会（2007．3）

長谷川哲也，細野哲司，佐藤光利ホ，山口照英，佐藤陽治：

未分化細胞における心筋分化予測マーカー遺伝子の探索

第6回日本再生医療学会総会（2007．3）

塗東邦大学薬学部



学 会

Suzuki，　T：Toxicogenomic　apProach　in　mutation　re－

search　　　　　　　　　　　　　’

Intemational　confbrence　on　Biomarkers　in　Health　and　Envi－

ronmental　Management　and　XXXII　EMSI　Annual　Meeting

（2007。1）

内田恵理子，山口照英：バイオ医薬品／生物薬品のウイ

ルス安全性に関する国際動向

第6回日本医薬品等ウイルス安全性シンポジウム（2006．12）

Tanabe，　S．，　Yamaguchi，　T．，　Nagao，　T．　and　Sato，　Y，：

Passage－dependent　alterations　in　gene　expression

profiles　of　hum3n　bone　marrow　mesenchymal　stem

cells．

日本分子生物学会2006フォーラム（2006，12）

橋本敏弘顧1，浅川義範’皇，最上（西巻）知子，佐藤陽治，

井上和秀＊2：苔類および非食菌類より新規生理活性物質

の検索一コレステロール排出に関与する核内受容体活性

物質を中心に

第16回天然薬物の開発と応用シンポジウム（2006．ll）

81

ｿ島文理大学薬学部
’2

繽B大学薬学部

内田恵理子，佐藤功栄零，岩田明子’，山口照英：パーフ

ルオ自軍クタン酸（PFOA）による新規ウイルス不活化

法の開発

第54回日本ウイルス学会学術集会（2006．11）

零埼玉県赤十字血液センター

　　　　　　　　　　ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　ホKurose，　H．，Suda，　R．，Tanabe，　S．，　Onohara，　N．，Mang一

　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ

mool，　S．，Nagamatsu，　Y．，Sato，　Y．，　Nagao，　T．　and

　　　　　ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

Nishida，　M．：Rac　up－regul飢es　angiotensm　II　type　I

receptors　through　ROS　and　NF－KB－dependent　in－

terleukin－1β　production　in　rat　c舞rdi紐。　fibroblasts

The　American　Heart　Association　Scientific　Sessions　2006

（2006．ll）

串九州大学大学院薬学研究院

鈴木孝昌，スレッシュ　ティルパッティ，小木美恵ヂ，

山口照英，本間正充，攣　洋：染色体を観ずに染色体を

診る技術としてのCGHおよびSNPアレイの有用性

日本環境変異原学会第35回大会　（2006．11）

’金沢工業大学情報フロンティア学部

スレッシュ　ティルパッティ，押回　正，山田勉也’1，

佐伯憲一η，山口照英，鈴木孝昌：プロテオミクスを用
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いた変異原研究に有用なバイオマーカーの探索

日本環境変異原学会第35回大会　（2006．11）

81

c辺製薬（株）薬物動態研究所
’2

ｼ古屋市立大学大学院薬学研究科

　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　ゆTozaki－Saito，　H．，　Tsuda，　M．，Inoue，　K．，Koizumi，　S．，　Shi－

nozaki，　Y　and　Sato，　Y：Upregulation　of　microglial

P2×4　receptors　by　retinoic　acid

Neuroscience　2006，　the　36th　annual　meeting　of　Society　fbr

Neuroscience　（2006．10）　　　　　　　　　’

ゆ九州大学大学院薬学研究院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウSuzuki，　T．，　Luan，　Y，　Honma，　M．，　Suresh，　T．，　Kogl，　M．，

and　Yamaguchi，　T：CGH　and　SNP　arrays　3re　power－

ful　tools　for　chromosome　analysis

EMS　Annual　Meeting　2006（2006．9）

零金沢工業大学情報フロンティア学部

Yokokawa，　S．疇1，　Mulhern，　D．寧1，0hshima，　Y事1，　Adachi，

Y串1，Kohara，　A．申2，　Suzuki，　T．，　Okuda，　H．，　Miyata，　N．83，

Ninomiya，　S．，　and　Sudo，　T．：Environmenta璽factors

outweigh　dr皿g－response　f劉ctors　at　early　time　points

in　toxicogenomic　experiments

第33回日本トキシコロジー学会学術年会　（2006．7）

寧1

謌皷ｻ学薬品（株）
寧2

i独）医薬基盤研究所
串3

ｼ古屋市立大学大学院薬学研究科

Satoh，　M．，Nakamura，　R．，　F両ishita，　K．，　Mori，　S．，　lshida，　S．，

Yamaguchi，　T，　lnoue，　K．，　Ohno，　Y，　Nagao，　T．　and　Sato，　Y：

Prevention　of　vascular　smooth　muscle　calcification

by　thyroid　hormone

The　XVth　Intemational　Congress　of　Pha㎜acology（2006．

7）

＊東邦大学薬学部

Tanabe，　S．，　Nakano，　T．寧1，　Bando，　Y．零1，　Kreutz，　B．疇2，　Suzuki，

N．寧2，Hattori，　S．辱3，　Ich巧。，　H．84，　Kozasa，　T．康2：Tyrosine’

phosphorylation　of　RGS－RhoGEF　by　Src　kinase

and　its　regulation　through　Gα12／13

20th　IUBMB　International　Congress　of　Biochemistry　and

Molecular　Biology　and　l　lth　FAOBMB　Congress（2006．6）

寧l

　AMR　Inc．
寧2

cepartment　of　Pharmacology，　University　of　Illinois　at

　Chicago
零3

結梠蜚ﾋ医科学研究所
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零4

結梠蜉w大学院薬学系研究科

Chie　Furihata串1，　Kaori　Tobe噸1，　Takashi　Watanabe申1，　Satoru

Maeda＊1，　Motohiro　Harada＊1，　Madoka　Nakajima＊2，　Shuichi

Hamada幽3，　Takayoshi　Suzuki，　Yasumitsu　Kondoh＊4，　Hideo

Tashiro舛：Differenti3ily　expressed　genes　in　mouse

liver　induced　by　N－nitroso　carcinogenic　com－

pounds，　phenobarbital　and　ethano1

20th　IUBMB　International　Congress　of　Biochemistry　and

Molecular　Biology　a㎡d　l　lth　FAOBMB　Congress（2006．6）

＊1

ﾂ山学院大学，理工学部
＊2

i財）食品農医薬品安全性評価センター
＊3

i株）三菱化学安全科学研究所
＊4

搆､・工学基盤

輪島由二，小園　知窄1，長谷川千恵，岡野理紗，村松和

明率2，佐々木和夫＊3，土屋利江：医療機器・医用材料の適

用例に応じたエンドトキシン規格値の設定

第28回日本バイオマテリアル学会（2006．ll）

＊1

_奈川歯科大

9東京電機大
＊3

坙{ハム

龍島由二，長谷川千恵，岡野理紗，村松和明傘1，村井敏

美＊2，中川ゆかりη，土屋利江：ヒト細胞を使用したin

vitro発熱性物質試験法の有用性評価

第28回日本バイオマテリアル学会（2006．11）

romonas　gingivalis合成lipid　Aの炎症性サイトカイン

産生性および破骨細胞分化誘導能

第80回日本細菌学会総会（2007．3）

寧神奈川歯科大

鹿庭正昭，伊佐間和郎，土屋利江：抗菌加工製品に関す

る溶出試験法の検討：有機系抗菌剤による抗菌加工プラ

スチック製品の溶出挙動

第43回全国衛生化学技術協議会（2006．11）

中島晴信窄，宮野直ヂ，松永一朗，中島ナオミ率，鹿庭正

昭：抗菌防臭加工製品の安全性評価（39）一市販抗菌製

品と製品表示抗菌剤の経年推移一

第43回全国衛生化学技術協議会（2006．11）

串大阪府立公衆衛生研究所

伊佐間和郎，女島由二，松岡厚子，長谷川千恵，松田良

枝，岡野理紗，村松和明零，土屋利江：表面改質処理を

施した医療用軟質PVCシートの安全性評価

第43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．11）

串東京電機大

藩佐間和郎，鹿庭正昭，土屋利江：金属製アクセサリー

類等に含有する有害金属の分析調査

第43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．n）

＊1

結椏d機大
＊2

坙{公定書協会

醜島由二，伊佐間和郎，松岡厚子，長谷川千恵，岡野理

紗，松田良枝，村松和明寧1，球場俊康＊2，土屋利江：表

面改質処理を施したPVC製血液バッグの試作と化学的・

生物学的安全性評価

日本薬学会第127年会（2007．3）

伊佐間和郎，龍島由二，松岡厚子，長谷川千恵，岡野理

紗，松田良枝，村松和明串1，柚場俊康2，土屋利江：可塑

剤を溶出しない紫外線照射PVC製品の安全性評価に関

する研究

第28回日本バイオマテリアル学会大会（2006．ll）

寧1

結椏d機大学
零2

?汢ｻ学工業（株）

寧1

結椏d機大
寧2

?汢ｻ学

西垣玲奈＊且，戸塚ゆ加里寧1，片岡洋行寧2，配島由二，土屋

利江，杉村　隆唯1，若林敬ご1：新規内因性変異原・がん

原物質アミノフェニルノルハルマン（APNH）の生体試

料中の測定

日本薬学会第127年会（2007．3）

賀喜白血，伊佐間和郎，出島由二，土屋利江：自己組織

化方法により温度応答性PIPAAmと多糖の組織傾斜複

合材料の開発

第6回月本学会日本再生医療学会総会（2007．3）

伊佐間和郎，鹿庭正昭，土屋利江：金属製アクセサリー

類に含有する有害金属の分析調査

日本薬学会第127年会（2007．3）

＊i

送ｧがんセンター

η就実大

渡辺清子零，熊田秀文＊，瀧島由二，梅本俊夫寧：Porphy一

松岡厚子，松田良枝，土屋利江：In　vitro培養ヒト間葉

薄葬細胞の安全性評価法の開発一その2

第9回日本組織工学会（2006．9）



学 会

松岡厚子：細胞組織医療機器に用いられる幹細胞等の細

胞遺伝学的安全性評価法の開発

政策創薬総合研究事業研究成果発表会（2007．2）

松岡厚子，松田良枝，土屋利江：In　vitro培養ヒト間葉

系幹細胞の細胞遺伝学的安全性評価（口演）

第6回日本再生医療学会（2007．3）

松岡厚子，松田良枝，土屋利江：1n　vitro培養ヒト間葉

系骨細胞の細胞遺伝学的安全性評価（示説）

第6回日本再生医療学会（2007．3）

中岡竜介，Hsiong，　S．寧1，　MOGney，　D．璽，土屋利江：骨芽

細胞と軟骨細胞との共培養による骨一軟骨複合組織の再

生に関する研究

第9回日本組織工学会（2006．9）

’l

cepartment　of　Chemical　Engineering，　University　Qf

　Michigan

ηDivision　of　Engineering　and　Applied　Sciences，　Harvard

　University

中岡竜介：組織再生用材料評価方法の開発に関する研究

（機能性材料の細胞挙動への影響について）

政策創薬総合研究事業研究成果発表会（2007．2）

Nakaoka，　R．　and　Tsuchiya，　T：T虹e　responses　of　osteo－

blasts　an〔1　chondrocytes　cultured　on　an　alginate　gel

mod面ed　with　n紐no－patterned　ce11一日dhesive　peptides

The　5th　International　Symposium　on　Nanotechnology

（2007．2）

　　　　　　　　　　　　　やIto，　T．，　Sawada，　R。，　Fujiwara，　Y．　and　Tsuchiya，　T．：TGF一

βgene　expression紐n段lysis　in　the　huma皿mes－

e皿chymal　stem　cells（hMSCs）一Relation　between

TGF一βand　hMSCs　multidifferntiation－

The　l　gth　annual　and　intemational　meeting　of　the　Japanese

Association　fbr　Animal　Cell　Technology（2006．9）

Ochanomizu　University

澤田留美，土屋利江：医療機器に併用される抗血栓薬の

適合性評価手法の開発を目指したSNP解析

第44回日本人工臓器学会　（2006．11）

澤田留美：ヒト間葉系幹細胞の老化に及ぼす増殖因子の

影響について

政策学薬総合研究事業研究成果発表会（2007．2）
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澤田留美，伊藤友実，土屋利江：幹細胞を用いた細胞組

織利用医薬品・医療機器の安全性評価に関する研究

第6回日本再生医療学会（2007．3）

伊藤友実，澤田留美，藤原葉ヂ，土屋利江：ヒト間葉

系幹細胞の増殖機構に及ぼす低酸素培養の影響について

第6回日本再生医療学会（2007．3）

＊お茶の水女子大学

加藤玲子，土屋利江：間葉系幹細胞（messenchymal

stem　cells：MSCs）の免疫制御システムに関する研究

費6回日本再生医療学会（2007．3）

田中和人＊，内山正敏＊，迫田秀行：超高分子量ポリエチ

レンの疲労き裂進展特性に及ぼすVitamin・E添加の影響

第55期日本材料学会学術講演会（2006．5）

噛同志社大学

　　　な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は

Zhao，　D．，Sakoda，　H．，　Sawyer，　G．，Banks，　S．　and　Fregl払

B∴Can　pin－on－plate　tests　be　used　to　predict　joint

level　we鎚r　in　knee　repl昂cements？

Proceedings　of　3102006，2006　Summer　Bioengineering

Con｛〕erence　（2006．6）

電

University　of　Florida

寺村　聡1，河合皓介＊！，寺尾友宏噌［，迫田秀行，遠藤

ミゲル門門2，藤原邦彦3，富田直秀串1：Vitamin　E添加

UHMWPEの摩耗粉解析
第28回　日本バイオマテリアル学会（2006．ll）

＊1

椏s大学
串2

i現：スミス・アンド・ネフユー

　ス株式会社）
噛3

iカシマプロペラ株式会社

オーソペデイツク

迫田秀行，土屋利江：3次元スキャフォールド内の細胞

分布

第6回日本再生医療学会総会（2007．3）

三徳泳，玉井将人，迫田秀行，土屋利江：ヒト正常骨芽

細胞存在・非存在下での3次元バイオセラミックススキャ

フォールドの生体力学評価

第6回日本再生医療学会総会（2007．3）

寺村　聡串1，大久保康置，寺尾友宏1，迫田秀行，遠藤ミ

ゲル雅崇＊2，藤原邦彦3，濃野大介弓，藏本孝一＊3，富田

直秀1：dl一α一tocophero1を添加した超高分子量ポリエ

チレン摩耗粉のOsteo旦ysis発生に及ぼす影響
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第27回バイオトライボロジシンポジウム．（2007．3）

＊1

椏s大学

η京都医療技術開発株式会社
寧3

iカシマプロペラ株式会社

吉川満雄1，余田裕之零1，勝田智宣q，横溝精一蓼1，藤原

邦彦2，藏本孝一9，金枝敏明摩3，迫田秀行：人工関節用

Co－Cr－Mo合金の新町上げ加工法の提案

精密工学会2007年度春季学術講演会（2007．3）

＊】

ｪ山県工業技術センター
亭2

iカシマプロペラ株式会杜
’零3

ｪ山理科大学

新谷英晴：医療用品の滅菌とバリデーション

日本防弾防徽学会第35回総会付設講演会（2007．5）

佐藤道夫，土屋利江：医療機器の不具合報告について（2）

第42回全国衛生化学技術協議会年会（2006．ll）

　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は
Jung，　D．一Y，　Kang，　Y－B．，Tsuchiya　T．，　Fukuma，　A．，Koo，

J．一K．寧 ≠獅п@Tsutsumi，　S．’：Anovel　non・destructive

method　to　measure　elastic　moduli　of　cultivated　car－

tii髄ge　Tissues

7Ih　Asian　Symposium　on　Biomedical　Materials，　Coゆnction

with　the　10th　Anniversary　Meeting　of　the　Korean　Society　of

Biomaterials（2006．8）

角田正史り，錬鉄貴之寧2，伊藤京子串1，井上葉ヂ1，三木弥

生’1，工藤雄一郎宰i，佐藤敏彦1，相澤好治な1，土屋利江：

マウス小脳由来アストロサイト系細胞を用いてジブチル

スズ，オクチル酸スズ，ポリ乳酸ラクチドの毒性評価

第13回日本免疫毒性学会学術大会（2006．9）

31

k里大学
申2

結梹恁b会医科大肝

腫

Kyoto　Unlverslty

士屋利江：再生医療ガイドラインの現状

日本組織工学会（2006．9）

Kang，　Y－B，噸1，　Inokuma，　K，’1，　Fukuma，　A．’1，　Koo，　J．一K．‘1，

Tsutsumi，　S．零1，　Sugawara，　K！2，　Jung，　D．一Y　and　Tsuchiya，

T：Anovel　non．construct　measurement　method　of

elastic　bulk　modu夏Hbr　ev盈luating　the　biomechani－

cal　properties　of　cultivated　articular　cartilage　tis剛

sues

The　32nd　Annual　Meeting　of　the　Japanese　Society　fbr　Clini－

cal　Biomechanics　（2006．10）

ゆ　　　　　　　　　ゆ　　　コ
　Kyoto　Unlverslty

つJapan　Tissue　Engilleering　Co．，　Ltd．

Banu，　N．　and　Tsuchiya，　T：Biologica虹interaction　be－

tween　I）BT　and　PGA　on　chondrogenesis　of　human

articular　chondrocytes（HAC）

The　44th　annual　meeting　of　the　Japanese　society　fbr　Artifi－

cia10rgans　（2006．10＿11）

Ahmed，　S．　and　Tsuchiya，　T．：Induction　of　phyma　by

the　implantation　of　Poly－L－lactic　acid（PLL、A）par－

ticles　in　BALBlcJ　but　not　in　SJL！J　mice

The　44th　annual　meeting　of　the　Japanese　society　R）r　Artifi－

cial　Organs　（2006，10＿ll）

　　　　　　　　　　　　　　　ホTsuchiya，　T．，　Ito，　T．　and　Ooba，　K．：Tumorigenicity　of

particles　of　poly一］L冒lactic　acid　（P］L］LA）　particles　in

rats

The　I　8th　annual　and　intemational　meeting　of　Japanese　as－

sociation　fbr　animal　cell　technology（2006．9）

申財団法人食品農医薬品安全性評価センター

Ahmedr　S．　and　Tsuchiya，　T：In　vitro　cytotoxic　ef「ects

of　tin　compounds　on　norm紐1　human　astrocytes

The　18th　annual　and　intemational　meeting　of　Japanese　as－

sociation　fbr　animal　cell　technology（2006．9）

　Banu，　N　and　Tsuchiya，　T．：Effects　of　tin　compounds

、on　human　chondrogenic　activity　in　vitm

　The　l　8th　annual　and　intemational　meeting　of　Japanese　as－

　sociation　fbr　animal　cell　techllology（2006．9）

姜有峯1，猪熊宏幹事1，福間　敦り，丘進卿喀1，堤定美’】，

菅原　桂麟2，原口生子η，鄭徳泳，土屋利江：非接触式体

積弾性率測定法を用いた培養軟骨の成熟度評価に関する

研究

第28回日本バイオマテリアル学会大会（2006．ll）

虐1

椏s大学
禦2 博ｮ会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

土屋利江：バイオマテリアル微粒子の細胞機能への影響

第3回ナノトキシコロジーアセスメントと微粒子・ナノ

チューブのバイオ応用研究会（2006．12）

土屋利江：幹細胞等を用いた細胞組織医療機器の開発と

評価技術の標準化

平成18年度厚生労働科学研究費補助金　創志津ヒューマ

ンサイエンス総合研究推進事業研究成果発表（2007．2）



学 会

土屋利江：再生医療ガイドライン化

日本バイオマテリアル学会・賛助会員のためのミニシン

ポジウム（2007．3）

土屋利江：来るべき再生医療時代を目指して一再生医療

への期待と学会の役割

第6回日本再生医療学会総会（2007．3）

土屋利江：再生医療ガイドライン化

第6回日本再生医療学会総会（2007．3）

山田貴史，土屋利江：神経再生バイオマテリアルの開発

に関する研究・神経細胞の増殖・分化に及ぼす，硫酸化

物の影響にういて

第6回日本再生医療学会総会（2007．3）

Ahmed，　S．　and　Tsuchiya，　T：Cytotoxic　effects　of　tin

compounds　on　normal　human劉strocytes　or　Role　of

tin　compounds　on　normal　human　astrocytes

第6回日本再生医療学会総会（2007．3）

Banu，　N．　and　Tsuchiya，　T．：In　vitro　ef艶cts　of　di∬erent

tin　compounds　on　chondrogenesis　of　human縫rticu－

lar　cLondrocytes

第6回日本再生医療学会総会（2007．3）

角田正史零，伊藤京子疇，井上葉ヂ，工藤雄一郎’，佐藤敏

彦，片桐裕史顧，秋田久直串，佐治眞理，土屋利江，相澤

好治㌔人口脳硬膜の安全性評価に関する研究＝人口硬

膜埋め込みラットの神経伝達物質を用いた神経毒性評価

第77回日本衛生学会総会（2007．3）

’北里大学

　　　　　サ　　　　　　　　　　　　　　　　は　　　　　　　　　　　　ウ　　　　　　　　　　　　　　　サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

．Tsunoda，　M．，Inoue，　Y，Ito，　K．，Satoh，　T．，Katagiri，　H．，

　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　ホ
Akita，　H．，S句i，　M．，Yamada，　T，　Tsuchiya，　T．　and　Aizawa，

Y’：The　Evalution　of　neurotoxicity　of謎n　artificial

dura　mater　containing　dibutyltin　in　rats　by　the

prepulse　inhibition　test　and　an　open　field　test

46th　SOT　Annual　meeting（2007．3）

Kitasato　University　School　of　Medicine

土屋利江：再生医療等の安全性検証システム

第80回日本整形外科学会学術総会シンポジウム（2007．5）

Hiroshi　Tokunaga：Ev31uation　of悶rinary　arsenic　me－

tabolites，　urinary　8・OHdG　and　arsenic　in　hairs　in

arsenic一曲cte4　families　in　Bangladesh

発 表 325

National　Symposium　on　Recent　Trends　in　Health　Science

Research　（2006．8）

内山茂久，徳永裕司，安藤正典串1，大坪泰文零2：アミド型

逆相カラムを用いたC1～C6カルボン酸一2，4一ジニトロ

フェニルヒドラジド誘導体のHP正C分析

日本分析化学会第55年会（2006．9）

’1

髄??蜉w薬学部
喰2

逞t大学工学部

内山茂久，徳永裕司，安藤正典＊1，大坪泰文寧2：フタル

アルデヒドー2，4一ジニトロフェニルヒドラゾン誘導体の

HPLC分析
日本分析化学会第55年会（2006．9）

’1

髄??蜉w薬学部
寧2

逞t大学工学部

Hiroshi　Tokunaga，　Tadashi　Uchino，　Y6shiaki　Ikarashi：Does

titanium　oxide　as　nanomaterial　penetr飢e　the　cellu－

lar　membrane　of　cell　culture　and　Vitrohfb－skin？

EUROTOX　2006／6　CTDC　Congress（2006．9）

徳永裕司，内野　正，五十嵐良明：バングラデシュの地

下水ヒ素汚染地域で地下水を飲料水とする住民から得ら

れた尿中ヒ素代謝物及び8－OHdGについて

第43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．11）

Md．H．Rahman卓1，　H．Tokunaga，　K．Ohno砲：Human　Health

Hazard　3nd　Arsenic　Pollution　in　the　Groundwater

of］B3ngladesh

lst　International　Symposium　on　Health　Hazards　of　Arsenic

Contamination　of　Groundwater　and　its　Countermeasures

（2006，ll）

噛l

q句shahi　University

零2

gokkaido　Unversity

H．Tokunaga，　T．Uchin6，　A．K．B．Zaman＊1，　M．Rahmaガ2：

Evaluation　of　Urinary　Arsenic　Metabolites，　Uri－

nary　8－OHαG　and　Arsenic　in　Hairs　Obt紐ined　from

Arsenic－affbcted　F謎milies　in　Bangladesh

lst　International　Symposium　on　Health　Hazards　of　Arsenic

Contamination　of　Groundwater　and　its　Countermeasures

（2006．ll）

噛l

q的shahi　Medical　College

’2

q勾shahi　Unversity

内山茂久，徳永裕司，安藤正典串1，大坪泰文零2：ケトン



326 国 立　　衛　　研　　報 第125号（2007）

一2，4一ジニトロフェニルヒドラゾン誘導体の酸による異

性化と分解

日本化学会第87年会（2007．3）

ぼすヒトCarboxylesterase遺伝子多型の影響

フォーラム2006：衛生薬学・環境トキシコロジー（2006．

10）

＊1

髄??蜉w薬学部
串2

逞t大学工学部

徳永裕司，小濱とも子，内野　正，五十嵐良明：バング

ラデシュの地下水のヒ素汚染地域で生活する住民から採

取された尿及び毛髪中のヒ素化合物について

日本薬学会第127年会（2007．3）

ANozaki＊1，YHashimot（ゴ2，YNarita寧2，H．Yokoyamざ1，H．Jinno，

R．Kou㌔nd　M．Andげ3：AStudy　on　the　Chemical　Sub－

stance　Emissions　from　Electric　HouseholαAppli－

ances

Proceedings　of　Healthy　Buildings　2006（2006．6）

ゆl

sohoku　Bunka　Gakuen　University

＊2The　Aino　Institute　of　Science

串3

eaculty　of　Pharmac｝与Musashino　University

野崎淳夫零1，横山英智＊1，成田泰章串2，神野透人，安藤正

典3，高　玲華3：家庭用品からの化学物質発生に関する

研究　その1　小型家電製品のVOC発生量

第24回空気清浄とコンタミネーションコントロール研究

大会（2006．4）

寧武蔵野大学薬学部

竹田友里ホ1，香川（田中）聡子，神野透人，内藤真策2，

埴岡伸光申1，成松鎭雄1：内分泌潰乱化学物質ビスフェ

ノールAとヒトおよびカニクイザルUDP一グルクロン酸

転移酵素1A6の相互作用

フォーラム2006：衛生薬学・環境トキシコロジー（2006．

10）

ホ1

ｪ山大学薬学部
＊2

蜥ﾋ製薬工場・栄養研究所

＊1

喧k文化学園大学大学院
零2

楓?麹㈹､究所
寧3

髄??蜉w薬学部

野崎淳夫零1，横山英智寧1，橋本康弘窄2，神野三人，高　玲

華＊3，安藤正典零3：家庭用品からの化学物質発生に関する

研究　その2　大型家電製品からのVOC発生量

第24回空気清浄とコンタミネーションコントロール研究

大会（2006．4）

串1

喧k文化学園大学大学院
＊2

楓?麹㈹､究所
＊3

髄??蜉w薬学部

大河原晋寧，神野透人，香川（田中）聡子，小濱とも子，

徳永裕司，安藤正典㌔皮膚角化細胞で発現するイオン

チャネルTRPV3に関する研究

フォーラム2006：衛生薬学・環境トキシコロジー（2006．

10）

＊武蔵野大学薬学部

香川（田中）聡子，大河原晋＊，小濱とも子，安藤正典，

徳永裕司，神野透人：ピレスロイド系殺虫剤の代謝に及

神野透人，柳橋泰生＊1，高橋淳子零2，香川（田中）聡子，

武藤輝生＊1，権　大呼串1，大河原普3，安藤正典窄3，徳永裕司，

伊藤禎彦1：トリハロメタン類の暴露評価

第43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．ll）

＊1

椏s大学工学部
零2

i財）食品薬品安全センター・秦野研究所

？武蔵野大学薬学部

香川（田中）聡子，神野商人，小国とも子，徳永裕司，・佐々

木陽零1，高梨嘉光＊2，宮本　廣＊2，上村　勝＊2，張能太郎零2，

橋本雅代率2，辻　清美＊3，伏脇裕一3，長谷川一夫＊3，小

林浩＊4，近藤文雄5，林留美子串5，・小林博美＊6，田中

博子η，山中　直η，坪田てるみη，八木正博喰8，長谷川

明彦8，宮田　勉＊8，鈴木行夫＊8，植木啓次索8，宅間範雄9，

山崎　誠“】0，水落敏朗累】0，中島亜矢子＊】0，志水友梨＊10，

皆川孝子零10：室内オゾン及び窒素酸化物濃度の全国調査

第43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．ll）

寧1

竡闌ｧ環境保健研究センター
寧2

逞t市環境保健研究所
串3

_奈川県衛生研究所
寧4

R梨県衛生公害研究所
窄5

､知県衛生研究所
＊6

?鼬ｧ琵琶湖・環境科学研究センター

η滋賀県衛生科学センター
窄8

_戸市環境保健研究所
＊9

rm県衛生研究所

佃福岡市保健環境研究所

神野透人，香川（田中）聡子，大河原晋零，安藤正典，

徳永裕司：室内空気中のTVOC測定法に関する研究

平成18年度室内環境学会研究発表会（2006．11）

ホ武蔵野大学薬学部
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香川（田中）聡子，神野透人，小回とも子，宮川真琴申，

吉川　淳“，小松一裕，徳永裕司：家庭用品から放散さ

れる化学物質に関する研究

平成18年度室内環境学会研究発表会（2006．ll）

寧（財）日本食品分析センター

高橋淳子零1’2，久保田佳子零1，小島幸一＊1，栗原綱義＊2，

渡辺　実“2，青木信道串2，大沢高温零2，菅原英治寧2，田幡

憲一窄2，佐久間豊夫寧2，松本秀章＊2，矢根五三美零2，佐藤

　望3，田中（相原）真紀，香川（田中）聡子，神野透人，

高鳥浩介：各種浴場施設内における消毒副生成物の暴露

評価

第34回建築物環境衛生管理全国大会（2007．1）

寧1

i財）食品薬品安全センター・秦野研究所
噸2

ｬ田原地区ビル管理協議会
噸3

_奈川県営生研究所
曝4

_奈川県小田原保健福祉事務所

神野当人，香川（田中）聡子，小濱とも子，佐々木陽＊1，

高梨嘉光＊2，宮本　廣2，上村　勝2，張能太郎零2，橋本雅

代＊2，辻　清美零3，伏脇裕一串3，長谷川一夫零3，小林　浩舛，

近藤文雄＊5，林　留美子寧5，小林博美串6，田中博子η，LU中

　直η，坪田てるみ＊7，八木正博◎8，長谷川明彦＊8，宮田

勉8，鈴木行夫＊8，植木啓次＊8，宅間範雄9，山崎　誠10，

水落敏朗噛10，中島亜矢子寧10，志水友梨m，皆川孝ヂ10，

徳永裕司：室内空気中の窒素酸化物及びオゾン濃度に関

する全国調査

日本薬学会第127年会（2007．3）

寧1

竡闌ｧ環境保健研究センター
＊2

逞t市環境保健研究所
＊3

_奈川県衛生研究所
ゆ4

R梨県衛生公害研究所
寧5

､知県衛生研究所
＊6

?鼬ｧ琵琶湖・環境科学研究センター

η滋賀県衛生科学センター
唯8

_戸市環境保健研究所

り高知県衛生研究所
噛lo

汢ｪ市保健環境研究所

香川（田中）聡子，大河原晋寧，小濱とも子，安藤正典零，

徳永裕司，神野詩人：遺伝子多型に起因するヒトCar－

boxylesterase1変異体のPermethrin代謝能に関する研究

日本薬学会第127年会（2007．3）

零武蔵野大学薬学部

大河原晋傘，神野透人，香川（田中）聡子，小津とも子，

徳永裕司，安藤正典㌔リアルタイムPCRによる新規

発 ，表 327

TRPV3スプライス変異体の定量

日本薬学会第127年会（2007．3）

零武蔵野大学薬学部

山本真紀申1，米本　麗1，岩部寛之零1，増田和文＊1，勝

孝串1，香川（田中）聡子，神野透人，内藤真策2，清水剛

臆寧3，成松鎭雄＊1：カニクイザル及びヒトCYP2E1の機

能解析

日本薬学会第127年会（2007．3）

＊1

ｪ山大学薬学部
＊2

蜥ﾋ製薬工場・栄養研究所
＊3

Cナリサーチ

五十嵐良明，劉　麗＊，鹿庭正昭，土屋利江：Loc副

Iymph　node　assayにおけるアイソトープを用いない各

種エンドポイントの比較

第33回日本トキシコロジー学会学術年会（2006，7）

寧中国医薬品安全性評価管理センター

定検定所

中国薬品生物制

内野　正，五十嵐良明，徳永裕司，広瀬明彦：酸化チタ

ンの培養細胞に対する生体影響評価

第12回バイオアッセイ研究会・日本環境毒性学会合同研

究発表会（2006．9）

五十嵐良明，鹿庭正昭，土屋利江：家庭用品に使用され

る抗菌剤の細胞毒性強度と優先順位リスト作成のための

基礎データの収集

第43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．11）

五十嵐良明，内野　正，徳永裕司：化粧品中のユビデカ

レノンの分析

第43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．11）

五十嵐良明，内野　正，徳永裕司：チーク中のタール色

素赤色226号及び赤色228号の分析法

第43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．11）

内野　正，五十嵐良明，徳永裕司：バングラデシュの地

下水ヒ素汚染地域で地下水を飲料水とする住民から得ら

れた毛髪中ヒ素濃度及び土壌中ヒ素，鉄，マンガン濃度

について

第43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．ll）

内野　正，五十嵐良明，徳永裕司：化粧品中の配合禁止

成分二硫化セレン及びモノフルオロリン酸ナトリウムの

測定について
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第43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．11）

内野　正，竹澤俊明寧，五十嵐良明，徳永裕司：樹状細

胞を含む3次元培養ヒト皮膚モデルの構築と皮膚感作性

物質の加幅下。評価法

目本動物実験代替法学会第20回大会（2006．12）

8農業生物資源研究所

大森　崇摩1，出原賢治喀2，小島　肇，寒水孝訂3，有馬和

範4，後藤浩彦5，花田智彦6，五十嵐良明，猪田健人η，

金澤由基子’8，小坂忠訂9，牧栄ご10，森本隆史噛11，篠

田伸介“12，篠田直樹13，武吉正博＊14，田中正志ゆ15，浦谷

　衛16，宇佐美雅仁喰17，山中　淳零！8，米田知史寧19，吉村

　功ホ20，湯浅敦ヂ21：皮膚感作性試験代替法（LLNA－DA

法）バリデーション研究

日本動物実験代替法学会第19回大会（2006．12）

申1

椏s大学
ゆ2

_イセル化学工業
曝3

蜊繿蜉w
寧4

蜷ｳ製薬
零5

蜥ﾋ製薬
＊6

坙{新薬

η中野製薬
ホ8

i財）食品薬品安全センター
寧9

i財）残留農薬研究所
顧10

i財）食品農医薬品安全性評価センター

田住友化学

覗薬物安全性試験センター
寧13

Q天製薬

噌（財）化学物質評価研究機構
窟15

ｾ治製菓

妬石原産業
＊17

zーユー
刊8ピアス

窟19

gーアエイヨー
寧20

結棊揄ﾈ大学
寧21

x士フイルム

五十嵐良明，鹿庭正昭，内野　正，徳永裕司：防腐加工

木材及び抗菌加工布の溶出試験

日本薬学会第127年会（2007．3）

Yoshimura，1．亭1，　Idehara，　K．寧2，0mori，　T．’3，　K（ガima，　H．，

Sozu，丁竺Arima，　K．零5，　Goto，　HゑHanada，　T∴Ikarashi，　Y，

Inoda，　T．唯8，　Kanazawa，　Y零9，　Kosaka，丁掌lo，　Maki，　E．串11，　Mo－

rimoto，　T．串12，　Shinoda，　S！13，　Shinoda，　Nゆ14，　Takeyoshi，　M．寧15，

Tanaka，　M．喰16，　Uratani，　M．’17，　Usami，　M．電18，　Yamanaka，　A．申19，

Yoneda，　T．’20，　Yuasa，　A．β21：Validation　of　LLNA－DA

ass3y　for　assessing　skin　sensitization

Society　of　Toxicology　46th　Annual　Meeting（2007．3）

寧K

結棊揄ﾈ大学
寧2

椏s大学
事3

_イセル化学工業

叫大阪大学
ホ5

蜷ｳ製薬
寧6

蜥ﾋ製薬
串7

坙{新薬
寧8

??ｻ薬
寧9

i財）食品薬品安全センター
曝lo

i財）残留農薬研究所

田（財）食品農医薬品安全性評価センター
廓12

Z友化学

弔薬物安全性試験センター

唱参天製薬
＊15

i財）化学物質評価研究機構
＊16

ｾ治製菓
串17

ﾎ原産業
串18

zーユー
串19ピアス

“20

gーアエイヨー
“21

x士フイルム

　　　　　　　　　ネUchino，　T．，　Takezawa，T．，　Ikarashi，　Y，　and　Tokunaga，　H．

　Construction　of　three一αimensional　human　skin

model　consisting　of　dendritic　cells，　keratinocytes

and行brobl劉sts翫nd」加四「〃ηevaluation　of　skin　sen－

sitization　of　cosmetic　ingredients

Asian　Societies　of　Cosmetic　Sciences　8th　Conference

（2007．3）

National　Institute　of　Agrobiological　Sciences

内野　正，竹澤俊明寧，五十嵐良明，徳永裕司：樹状細

胞を含む三次元ヒト皮膚モデルの構築とその皮膚感作性

試験への応用

日本薬学会第127年会シンポジウム（2007．3）

唯農業生物資源研究所

田原麻衣子，久保田領志，中澤裕之寧1，長岡（浜野）恵，

徳永裕司，西村哲治：フェンチオンの環境動態に伴うコ

リンエステラーゼ活性阻害の増強

第57回全国水道研究発表会（2006．5）

融1

ｯ薬科大学

久保田領志，鈴木俊也掌1，長岡（浜野）恵，田原麻衣子，



学 会

清水久美子，徳永裕司，西村哲治：LC－MSIMSを用い

た河川水中医薬品のモニタリング

第57回全国水道研究発表会（2006。5）

寧1

結椏s健康安全研究センター多摩支所

井上　英寧1，阿草哲郎’置，久保田領志，國頭　恭零2，Minh，　T

B．禦1，Trang，　PT．K“3．，　Viet，　PH．嘔3，　Tu，　N，PC．叫，　Tuyen，

BC．摩4，　Reungsang，八朽，　Sdsuk，　Kぢ，中村哲蛎，滝沢

智7，Ch㎜an，　d8，　T㎝a，　TS．喰9，岩田久人’1，田辺信介

零1 Fベトナム，カンボジア，タイ，およびラオスのメコン

河流域における地下水のヒ素汚染

第15回忌境化学討論会（2006．6）

寧1

､媛大学沿岸環境科学研究センター
掌2

M州大学理学部
ゆ3Hanoi　University　of　Science

叫Nong　Lam　University

5Khon　Kaen　University

◎6

送ｧ国際医療センター研究所

り東京大学大学院工学研究科
ホ8

Pnland　Fisheries　Research　and　Development　Institute，

　Cambodia
り　　　　　
　Soclal　and　Cultural　Observation　Unit，　Office　of　the

　Council　of　Ministers，　Cambodia

Nishimura，　T，　Tahara，　M．，　Kubota，　R．，　Shimizu，　K，，　Maga－

ra，　Y寧1，　Tokunaga，　H．：Formation　of　the　chlorin飢ed

forms　of　six　polycyclic訊rom劉tic　hydrocarbons　by

ch夏orination　in　the　water

26th　Intemational　symposium　on　Halogenated　Environmental

Organic　Pollutants　and　POPs－DIOXIN　2006　（2006．8）

寧lFaculty　and　Graduate　School　of　engineering，　Hokkaido

　University

久保田領志，．鈴木俊也零1，田原麻衣子，清水久美子，徳

永裕司，西村哲治：都市域における水環境中PPCPsのモ

ニタリングと塩素暴露による処理性

第12回バイオアッセイ研究会・日本環境毒性学会合同研

究発表会（2006．9）

q東京都健康安全研究センター多摩支所

西村哲治，清水久美子，久保田領志，田原麻衣子，徳永

裕司：マウスES細胞分化系を用いた環境汚染物質の評

価系の確立

第12回バイオアッセイ研究会・日本環境毒性学会合同研

究発表会（2006，9）

Nishimura，　T．，　Kubota，　R．，　Tahara，　M．，　Nagaoka－Hamano，
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M．，Shimizu，　K．，　Hirose，　A．，　Tokunaga，　H．：Biological

eff¢cts　of　fullerene　C60　in　mouse　embryonic　stem

cells

43nd　Congress　of　the　European　Societies　of　Toxicology　Eu－

rotox　2006　（2006．9）

田原麻衣子，久保田領民，中澤裕之’1，徳永裕司，西村

哲治：コリンエステラーゼ活性阻害の強い構造特性

フォーラム2006衛生薬学・環境トキシコロジー（2006．10）

q星薬科大学薬学部

西村哲治，清水久美子，久保田醜痕，田原麻衣子，広

瀬明彦，徳永裕司：培養細胞に対するフラーレン（C60）

の影響評価法の検討

フォーラム2006衛生薬学・環境トキシコロジー（2006．10）

久保田領志，鈴木俊也零1，田原麻衣子，清水久美子，長

岡（浜野）恵，徳永裕司，西村哲治：水環境中医薬品の

実態とその塩素処理による挙動

第43回全国衛生化学披術協議会年会（2006．11）

串1

結椏s健康安全研究センター多摩支所

西村哲治，清水久美子，久保田領導，田原麻衣子，徳永

裕司：フラーレンのマウス幹細胞に対する影響

第43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．ll）

Kubota，　R．，　Tahara，　M．，　Shimizu，　K．．，　Tokunaga，　H．，　Hi－

rose　A．，　and　Nishimura，　T：Tissue　distribution　of　C60

fullerene　in　mice　after　intraperitoneal　aαministra－

tion　by　hquid　chromatograpby－tandem　m劉ss

spectrometry

27th　Annual　Meeting　of　American　College　of　Toxicology

（2006．11）

Nishimura，「LヅHirose，　A．，　Kanno，　J．，　Nakazawa，　K．，　Hon一

　　　　　　　　　　　　　　れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つma，　M．，　Mogami，　T，　Tuda，　H．，Arai，　H．，Takatsuki，

M．事3，Ichinose，　E寧3，　Yakata，　N．寧3，　and　Wako，　K．’3：The

Framework　of　the　Research　Projects　fbr　Establish－

ment　of　Health　Risk　Assessment　Methodology　of

The　Manufactured　N劉nomaterials　in　Japan　NIHS

27th　Annual　Meeting　of　American　College　of　Toxicology

（2006．11）

零1

ｼ古屋市立大学
串2

結梠蜉w
’3

i財）化学物質評価研究機構

Takagi，　K！1，　Agusa，丁寧1，　Anan，　Y寧1，　Kubota，　R．，　Tanabe，
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S．ゆ亙：Arsenic　speciation　in　green加rtles（Chelonia

mydas）and　h3wksbill　turtles（Eretmochelys　imbri－

cata）

International　symposium　2006“Pioneering　Studies　of

Young　Scientists　on　Chemical　Pollution　and　Environmental

Changes” @（2006．11）

＊1

､媛大学沿岸環境科学研究センター

Inoue，　S．申1，　Agusa，　T！1，　Kubota，　R．，　Kunit（ちT．つ，　Minh，

TB．零1，　Tran＆PTK．＊3，　Viet，　PIH．＊3，　Tu，　N．P．C．竺Tuyen，

B．C．舛，　Reungsang，　A．翠5，　Srisuk，　K．＊5，　Nakamura，　S．“6，

Takizawa，　S．喧7，　Chamnan，　C．傘8，　Tana，　T．　S．＊9，　Iwata，　H．＊1，

Tanabe，　S，＊1：Arsenic　pollution　in　groundwater　in

the　lower　Mekong　basin

International　symposium　2006“Pioneering　Studies　of

Ybung　Scientists　on　Chemica正Pollution　and　Environmental

Changes” @（2006．　l　l）

零1

､媛大学沿岸環境科学研究センター

η信州大学理学部

弓Hanoi　University　of　Science

楓Nong　Lam　University

＊5

jhon　Kaen　University

＊6

送ｧ国際医療センター研究所

η東京大学大学院工学研究科
傘8

Pnland　Fisheries　Research　and　Development　Institute，

　Cambodia
零9

rocial　and　Cultural　Observation　Unit，　Ofnce　of　the

　Council　of　Ministers，　Cambodia

久保田領志，鈴木俊也索1，田原麻衣子，清水久美子，

徳永裕司，西村哲治：LC－MSIMSを用いた水環境中

PPCPsの実態及び塩素暴露による挙動評価

第41回日本水環境学会年会（2007．3）

串1

結椏s健康安全研究センター多摩支所

鈴木俊也串1，宇佐美美穂ヂ1，永山敏廣1，久保田領志，

西村哲治：都市河川水中高血圧症および糖尿病治療薬の

実態調査

第41回日本水環境学会年会（2007．3）

噛1

結椏s健康安全研究センター多摩支所

川嶋彩夏，田原麻衣子，久保田丁丁，清水久美子，徳永

裕司，西村哲治：有機リン系農薬の塩素処理と反応試料

抽出物の影響評価

第41回日本水環境学会年会（2007．3）

川暗寛子，．田原麻衣子，久保田語志，清水久美子，徳永

裕司，西村哲治：LCIMSによるカーバメート系農薬の

分析法の確立と浄水工程による除去性の評価

第41回日本水環境学会年会（2007．3）

田原麻衣子，久保田領志，中澤裕之＊1，徳永裕司，西村哲

治：チオノ型有機リン系農薬24種の塩素浄水処理による

有害リスクに関する知見

日本薬学会第127年会（2007．3）

＊1

ｯ薬科大学

鈴木俊也＊1，宇佐美美穂ヂ1，永山敏廣＊1，久保田領志，

西村哲治：都市河川水中の医薬品の実態調査

日本薬学会第127年会（2007．3）

零1

結椏s健康安全研究センター多摩支所

福森信隆壌1，大橋則雄1，高畑　淳“1，高橋　博寧1，安藤

　弘串1，久保喜ゴ監，長澤明道申1，小心昭夫零1，西村哲治，

上村　尚＊1：多層カーボンナノチューブ（MWCNT）の

形状および分散に関する検討

日本薬学会第127年会（2007．3）

申1

結椏s健康安全研究センター多摩支所

Nishimura，　T，　Tahara，　M，　Kubota，　R．，　Shimizu，　K．，　EMA，

M．，Tokunaga，　H．：Toxicity　of　chlorinated　polycyclic

aromatic　hydrocarbons

46th　of　the　Society　of　Toxicology　Annual　Meeting（2007．3）

米谷民雄：食品に残留する農薬等に関するポジティブリ

スト制度への国立医薬品食品衛生研究所の対応及び試験

法について

日本食品化学学会第18回食品化学シンポジウム（2006．4）

米谷民雄：農薬等のポジティブリスト制と試験法の概略

日本分析化学悪霊47回機器分析講習会（2006．7）

米谷民雄：食品のリスク分析一食の安全を担保するシス

テムと研究現場からの意見一

中部大学・日本食品衛生学会学術講演会共催公開講演会

（2006．10）

米谷民雄：既存添加物の本質と化学構造

日本食品化学学会第20回食品化学シンポジウム（2007．4）

根本　了，山口　拓，佐々木久美子，米谷民雄：GC／

MSによる食用植物油中の残留農薬一回分析法

内本食品衛生学会第92回学術講演会（2006．10）



学 会

根本　了，山口　拓，佐々木久美子，米谷民雄：GC／

MSによる加工食品中の残留農薬一斉分析製粉化穀類，

果実果汁，乾燥果実及びトマト加工品について一

盛43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．ll）

根本　了：食品中残留農薬分析に対する超臨界流体抽出

の適用について

日本農薬学会第32回大会（2007．4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホTsutsumi，　T．，　Amakura，　Y，　Matsumoto，　T，　Ito，　Y，Kuri一

　　　ゑhara，　H．，Sasaki，　K．，　Maitani，　T．：Removal　of　dioxins

from　retail　fish　by．high－speed　solvent　extraction

26th　International　Symposium　on　Halogenated　Persistent

Organic　Pollutants　（2006．8）

＊

Dia　Instruments　Co．，　Ltd．

天倉吉章：食品中のダイオキシン類の汚染レベルとその

前処理法に関する研究

第91回日本食品衛生学会（2006．5）

Amakura，　Y，　Tsutsumi，　T．，　Nakamura，　M．＊1，　Sasaki，　K．，

Ybshida．　Tρ，　Maitani，　T．　l　Interaction　of　food　polypke－

nols　with劉ryl　hydrocarbon　receptor　determ童ned　by

in　vitro　bioassay

232th　ACS　national　meeting（2006．9）

牟l

　Hiyoshi　Corporation

ηMatsuyama　University

天田吉章，堤　智昭，佐々木久美子，中村昌文＊！，吉田

隆志曝2，米谷民雄：ビタミン類とアリル炭化水素レセプ

ターとの相互作用について

日本生薬学会第53年会（2006．9）

導1

鞄匤g
事2

ｼ山大学

天功吉章，堤　智昭，佐々木外美子，吉田隆志寧，米谷民雄：

ファーストフード中のダイオキシン類濃度について

第45回日本薬学会日本病院薬剤師会中四国支部学術大会

（2006．10）

寧松山大学

天倉吉章，堤　智昭，佐々木久美子，中村昌文率1，伊東秀

之零2，波多野　ガ2，吉田隆志寧3，米谷民雄：緑葉植物中

成分とアリル炭化水素レセプターとの相互作用について

日本薬学会第127年会（2007，3）

事1

鞄匤g
寧2

ｪ山大学
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＊3

ｼ山大学

　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネNakagawa，　R．，Ashizuka，　Y，Hori，　T，Yasutake，　D．，To一

　　　　ホbiishi，　K．，Sasaki，　K．：Determination　of　brominated

name　retardants　an“bromin3ted　dioxins　in　fish

co11ected　from　three　regions　of　Japan

26日目　International　Symposium　on　Halogenated　Persistent

Organic　Pollutants　（2006．8）

Fukuoka　Institute　of　Health　and　Environmental　Sciences

芦塚由紀零，中川礼ヂ，堀　二三，村田さつき噛，安武大輔零，

佐々木久美子：食品における臭素化ダイオキシン及びそ

の関連化合物の汚染実態調査

第43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．ll）

零福岡県保健環境研究所

芦塚由紀噛，中川礼子零，堀　詩才＊，安武大輔額，佐々木久

美子：食品における臭素化ダイオキシン及び臭素系難燃

剤の汚染実態調査

環境ホルモン学会第9回研究発表会－ i2006．11）

寧福岡県保健環境研究所

武川哲也＊，宮原　誠，米谷民雄：微生物数による香辛

料への放射線照射の判定に関する検討

第91回日本食品衛生学会講演（2006．5）

＊原子燃料工業株式会社

川上宏之噛，田形　肇寧，森　曜ヂ，宮原　誠，米谷民雄：

放射線照射魚介類に対するアルキルシクロブタノン法適

用の確認

第91回日本食品衛生学謡講演会（2006．5）

＊財団法人　日本冷凍食品検査協会

後藤典ヂ1，等々力節ヂ2，宮原　誠，米谷民雄：照射・

非照射混合香辛料のT正法による検知

第43回アイソトープ・放射線研究発表会（2006．7）

ゆ1

結椏s皮革技術センター

η（独）農業・食品産業技術総合機構 食品総総合研究所

木村崇弘ぴ，須永博美纈，棚瀬正和＊，宮原　誠，米谷民雄：

照射食品のTL法による検知　その1基礎的検討

第43回アイソトープ・放射線研究発表会（2006．7）

串財団法人　放射線利用振興協会

宮原　誠，後閑麻代零，木村崇弘摩，須永博美寧，棚瀬正和零，

米谷民雄：照射食品のTL法による検知　その2試験法の

基礎的検討
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第43回アイソトープ・放射線研究発表会（2006．7） 日本薬学会第125年会（2007．3）

喰財団法人　放射線利用振興協会

等々力節ヂ1，後藤典子つ，宮原　誠：酵素分解法による

粉末コショウからのTL測定試料の調製と照射検知への

応用

第43回アイソトープ・放射線研究発表会（2006．7）

＊1

i独）農業・食品産業技術総合機構　食品総総合研究

　所
9東京都皮革技術センター

．Makoto　Miyahara，　Toshiki　Mashimizu串1，　Hideyuki　Hara蓼2，

Hiromi　Sunaga零3，　Tamio　Maitani：ESR　Dosimetory　for

Food　lrraαiation　at　Low　Dose　Level　Gamma　Irra－

diation　by　Three　Alanine　Dosimeters　A　Collabora－

tory　Tria1

49thRocky　Mountain　Conference　on　Analytical　Chen！istry

（2006．7）

喀1

roujyo　University

つBuruka　Bio　Spin　Co．，

喰3

qadiation　Application　Development　Association

神保勝彦，小林芳生零，横田悦ヂ，佐々木睦美＊，太田健爾零，

宮原　誠，米谷民雄：放射線照射食品の微生物学的検知

法の検討

第27回日本食品衛生微生物学会（2006．9）

掌㈱町田予防衛生研究所　，

川上宏之噛，田形　肇ゆ，森　曜子寧，宮原　誠，米谷民雄：

放射線照射魚介類中のアルキルシクロブタノンの分析

日本食品衛生学会第92回学術講演会（2006．10）

寧財団法人　日本冷凍食品検査協会

尾作浩司電，加藤　毅，小木曽基樹拳，渡井正俊，宮原

誠：TL法による放射線照射香辛料の検知に関する検討

日本食品衛生学会第92回目雄町i演会（2006．10）

＊財団法人　日本食品分析センター

宮原　誠，後藤典ヂ1，等々力節子’2，米谷民雄：照射食

品のT正法による検知

第43回全国衛生化学技術協議会（2006．11）

零1

結椏s皮革技術センター
事2

i独）農業・食品産業技術総合機構　食品総総合研究所

宮原　誠，米谷民雄，小林芳生串，横田悦子窄，神保勝彦亭：

微生物学的方法による照射香辛料の検知に関する基礎的

検討1

廓㈱町田予防衛生研究所

坂井隆敏，村山三徳，米谷民雄：畜産食品中のカラゾロー

ルの分析平

心92回日本食品衛生学会学術講演会（2006．10）

坂井隆敏，村山三徳，米谷民雄：畜産食品中のジミナゼ

ンの分析法

第43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．Il）

堀江正一寧，竹上晴美“，村山三徳：恥CIMSIMSによる畜

産掌中のマクロライド系抗生物質セデカマイシン及びテ

ルデカマイシンの定量

第93回日本食：品衛生学会学術講演会（2007．5）

申埼玉県衛生研究所

穐山　浩，渡邉敬浩，坂田こずえ，米谷民雄，田中麻ヂ1，

Ming　S．Liu零2，古井　聡“3，日野明寛弓：遺伝子組換え不

分別トウモロコシの混入率と系統分析

日本食品化学譜第12回学術大会（2006．5）

寧1

謌皷ｻ学薬品（株）
廓2

　eGENE，　Inc．

堆3

i独）食品総合研究所

田口大夢1，渡辺　聡1，平尾宜訂1，穐山　浩，渡邉敬浩，

松田りえ子，米谷民雄：PCR法を用いたキウイの定性

検知法について

日本食品化学会第12回学術大会（2006．5）

寧1ハウス食品（株）

山川宏人導1，江畔英剛辱1，宮武聖子寧1，渡邉敬浩，穐山　浩，

松田りえ子，米谷民雄：PCR法を用いた食品中の大豆

の検知法について

日本食品化学会第12回学術大会（2006．5）

ゆ1

博ｮ会社日清製粉グループ本社

穐山　浩，吉岡靖雄，松田りえ子，佐伯宏樹q，渡辺一

彦2，宇理須厚雄3，米谷民雄：食物アレルゲン（魚卵・

落花生）

第55回日本アレルギー学会春季臨床大会シンポジウム

（2006．6）

q北海道大学大学院水産科学研究院
掌2

n辺一彦小児科医院
零3

｡田保健衛生大学坂文種報徳會病院



学 会

Hino　A．’1，　Akiyama　H．：Labeling　system　and　the

monitoring　methωs　for　GM－foods

Japan－Korea　Joint　Symposium（2006．7）

’1

mational　Food　Research　Institute

吉田奈央’1，竹原弥生串1，佐野翁忌ゆ1，向山恵津ヂ2，伊藤

さっぎ1，川崎ナナ，穐山　浩，米谷民雄，小川温子喰1：

スギヒラタケレクチンの精製とその糖特異性

第26回日本糖質学会年会（2006．7）

寧1

ｨ茶の水女子大学大学院人間文化研究科
寧2

k里大学理学部

Kodama，　T．，　Matsuoka，　T，　Kuribara，　H．，　Kasahara，　M．，

Futo　S．，　Minegishi，　Y，　Aoki，　N．，　Sawada，　C．，　Watanabe，

T，Akiyama，　H．，　Maitani，　T．，　Furui，　S．，　Hino，　A．，：’Co1－

1紐borative　S加dies　of　New　Quantitative　Methods

for　Genetic劉11y　Modi血ed　Maize（MON863，　NK603，

TC1507and　T25）by　Real－time　PCR

The　120th　Annual　AoAc　Intemational　Meeting　and　Expo－

sition　（2006．9）

串l

モ?獅狽?秩@for　Food　Quality，　Labeling　and　consumer　ser－

　vices，　Japan

’2

eASMAC　Co．，　Ltd．，　Japan

疇3

mIPPON　GENE　Co．，　Ltd

叫Japan　Food　Research　Laboratories，　Japan

寧5

iapan　Frozen　Inspection　Co甲oration，　Japan

零6

mationa豆Food　Research　Institute，　Japan

Amakura，Y寧1，　Kondo，　K．，　Akiyama，　H．，　Ito，　J．＊2，　Hatano，　T．

’2 CYoshida，　T．ゆ1，　Maitani，　T．，：Conjugated　long－ch翫in

fatty　acids　of　Pleurocybella　porrigens

XXIst　IUPAC　SYMPOSIUM　ON　PHOTOCHEMISTRY
（2006．7）　r

寧1

latuyama　University

つOkayama　University

Akiyama，　H．：Dietary　procyaniαins　inhibits　the　de－

velopment　of　foo“a11ergies

The　19th　Annual　Meeting　and　Intemational　meeting　of　the

Japanese　association　for　animal　cell　technology（2006．り）

古井聡寧1，橘田和美寧1，日野明寛1，児玉貴志寧2，笠原正

輝2，浅木仁志辱3，橋本仁康3，峯岸恭孝率4，渡井正俊5，

飯塚太由亀5，渡邉敬浩，穐山　浩，米谷民雄：遺伝子組換

えトウモロコシ（BtlO系統）の定量検知法の開発と評価

日本食品衛生学会話92回学術講演会（2006．10）

零1

i独）食品総合研究所
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η（独）農林水産消費技術センター
’3

i独）肥飼料検査所
＊4

i株）ニッポンジーン
寧5

i財）日本食品分析センター
寧6

i財）食品環境検査協会

豊：田安基江＊1，杉村光永’1，帯解千恵ヂ1，穐山　浩，渡

邉敬浩，坂田こずえ，白政優子，米谷民雄，橘田和美零2，

日野明寛2，江坂宗春串3：キャピラリ一型定量PCR装置

による遺伝子組換えトウモロコシの定量条件の検討

日本食品衛生学会第92回学術講演会（2006．10）

＊1

L島県保健環境センター
寧2

i独）食品総合研究所
串3

L島大学

井上雪濁寧1，笠間菊ヂ1，大島赴夫串1，渡邉敬浩，穐山　浩，

米谷民雄：遺伝子組換え食品定量検査における調製試料

混合率と定量値の差について

日本食品衛生学会第92回学術講演会（2006．10）

寧1

i財）食品薬品安全センター

秋元政信寧1，加藤重城1，八木敬広象1，酒井信夫，松田り

え子，穐山　浩，米谷民雄：ELISAによるキウイ検出

方法について

日本食品衛生学会第92回学術講演会（2006．10）

專1

vリマハム（株）

土井啓利，柴田治樹，酒井信夫，穐口」　浩，米谷民雄：

食品中のクルミタンパク質検出法の開発について

日本食品衛生学会第92回学術講演会（2006．10）

串1

i株）森永生科学研究所

大森清美q，土屋久ぜ1，山田利治零1，渡邉敬浩，穐山　浩，

米谷民雄：トウモロコシ加工食品からのDNA抽出精製

法の検討

第92回日本食品衛生学会学術講演会（2006．10）

宰1

_奈川県衛生研究所

森下直樹，神谷久美子，松本貴之，森松文毅，森山達哉，

酒井信夫，穐山浩，米谷民雄：大豆検出EHSA法の開

発について

日本食品衛生学会第92回学術講演会（2006．10）

串1

vリマハム（株）

穐口」　浩，渡辺麻子，近藤一成，村山三徳，米谷民雄：

LCIMSIMSによるキャッサバ等中のリナマリンの分析

第43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．ll）
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穐山　浩，佐々木伸大＊2，坂田こずえ，大森清美＊2，豊田

安基江寧3，菊池　裕，渡邉敬浩，古井　聡4う橘田和美
零4

C米谷民雄：ビーフンから安全性未審査の遺伝子組換え

米の同定と検出

第127年会日本薬学会（2007．3）

＊1

結梍_工大学
耶2

_奈川県衛生研究所
＊3

L島県保健環境センター
零4

i独）食品総合研究所

田中陽ヂ1，伊藤克敏＊1，前田昌ヂ1，五味恵ヂ2，井上

敏3，穐山　浩，荒川秀俊1：三成分同時発光酵素イムノ

アッセイによる未承認遺伝子組換えパパイヤ検知の検討

第127年会日本薬学会（2007．3）

渡邉敬浩，時下祥子，菊地博之，大島赴夫ホ1，笠間菊子＊1，

鈴木達也串1，井上雪面＊1，日野明寛2，穐山　浩，米谷民雄：

遺伝子組換えトウモロコシ（Bt11，　GA21およびMon810

系統）定量検査法の外部精度管理について

第42回全国衛生化学技術協議会年会（2006．ll）

麟1

ｺ和大学薬学部
＊2

Lッコーマン（株）
寧3

`ッソ（株）

矢野えりか＊1，光山英由寧1，大羽美香＊1，橘田和美零2，川

本伸一9，穐山　浩，森山達哉“1，河村幸雄1：近赤外面

・光によるアレルゲンタンパク質の検出

日本農芸化学会2007大会（2007．3）

傘1

ﾟ畿大学農学部
寧2 i独）農業・食品産業技術総合研究機構　食：品総合研

　究所

真野潤一置，小口太一1，穐山　浩，米谷民雄，日野明寛，

古井　聡1，橘田和美串1：リガーゼ連鎖反応による遺伝

子組換え農作物の定性検知

日本農芸化学会2007年度大会（2007．3）

＊1

i独）農業・食品産業技術総合研究機構　食品総合研

　究所

＊1

i財）食品薬品安全センター

η（独）食品総合研究所

渡邉直訳，松田りえ子，橘田和美寧1，古井　聡零1，児玉貴

史つ，峯岸泰孝串3，布藤　聡＊4，穐山　浩，米谷民雄：リ

アルタイムPCRデータ解析用アプリケーション（GiM－

1et）の開発と遺伝子組換え食品定量分析への応用

日本薬学会第127年回（2007．3）

耶1

i独）食品総合研究所
黙2

i独）農林水産消費技術センター
壌3

i株）ニッポンジーン
寧4

i株）ファスマック

小谷明窄1，林譲，松田りえ子，福泉敦尚＊2，楠文代
顧1

Fボルタンメトリー用作用電極のFUMI理論を活用し

た評価

第67回分析化学討論会（2006．5）

＊1

結椁�ﾈ大学

η北斗電工

伊集院一成＊1，楠　文代＊2，松田りえ子，林　譲，矢島毅

彦3：薬剤使用量データの解析による薬局管理と国民の

健康危機管理

日本薬局管理学研究会（2006．6）

寧1

c無薬品

9東京薬科大学
＊3

喧M大学

Watanabe，　T．，　Akiyama，　H．，　Hino，　A．＊1，　Maitani，　T．：DNA

an“protein　based　methods　for　the　detection　of　ge－

netically　modifie⊂10rganisms　and　derived　products

The　l20th　AOAC　INTERNATIONAL　Annual　Meeting

（Symposium）（2006．9）

＊l

mational　Food　Research　Institute

渡邉敬浩，時下祥子，古井　聡ゆ1，橘田和美零［，日野明寛
＊且

C松田りえ子，穐山　浩，米谷民雄：遺伝子組換えトウ

モロコシ（Bt10系統）を対象とした新検知技術の開発と

評価

第92回目本食品衛生学会学術講i演会（2006．10）

＊1

i独）食品総合研究所

藤平弘樹寧1，小倉　哲＊2，西井重明噛3，岩木和夫＊4，松田

りえ子，喜喜：JIS　KO461によるダイオキシン類簡易

分析キットの検出限界と定量範囲の算出

第15回環境化学討論会（2006．6）

零1

^クマ
つ環墳ソルテック

B東洋紡績
寧4

怏H大学

Kotani，　A．＊1，　Hayashi，　Y，　Matsuda，　R．，　Fukuizulni，　A串2．

and　Kusu，　F！1：Power　spectral　an紐lysis　of　back－

groun〔1　noise　in　controlled　potential　electrolysis　at

boron－dope〔1　diamond　and　plastic－formed　carbon

electrodes



学 会

Intemational　Congress　of　Analytical　Science（2006．6）

拳l

sokyo　University　of　Pharmacy＆Life　Science
藤2

gokuto　Denko

小谷　明寧1，小島智史噛1，林譲，松田りえ子，福泉敦尚＊2，

植田泰輔掌3，木村良夫＊3，袴田秀樹，楠文代＊1：アトモ

ルレベルの電気化学検出キャピラリーLCの開発とFUMI

理論による最適化

第19回バイオメディカル分析科学シンポジウム（2006．8）

ゆ1

結椁�ﾈ大学
串2

k斗電工
麟3

ﾑ純薬工業

Kotani，　A．零1，　Hayashi，　Y，　Matsuda，　R，，　Fukuizumi，　A．＊2，

Ueda，　T／3，　Kimura，　Y噛3　and　Kusu，　E’1：Ev訊luation　of　a

working　electrode　using　the　power　spectral　analysis

of　background　current　noise

The　57th　Annual　Meeting　of　the　International　Society　of

Electrochemistry（2006．8）

’l

sokyo　University　of　Pha㎜acy＆Li6e　Science

串2

gokuto　Denko
＊3

gayashi　Pure　Chemicals

小針剛1，石井文由零2，松田りえ子，林譲，矢島毅彦
寧3

Fヘルスヴィジランス～管理図を使った健康危害の早期

検出方法～

第50回日本薬学会関東支部大会（2006．10）

qコスモ調剤薬局
麟2

ｾ治薬科大学
串3

喧M大学

伊集院一句目1，松田りえ子，林　譲，矢島毅彦2：FUMI

理論を用いた薬局における適正在庫量の推定

第50回日本薬学会関東支部大会（2006．10）

＊1

c無薬品
零2

喧M大学

松田りえ子，岩木和夫寧1，小谷　明寧2，楠　文代廓2，林　譲：

クロマトグラフィにおけるピーク検出め新アルゴリズム

日本薬学会第127年会（2007．3）

零1

怏H大学
ホ2

結椁�ﾈ大学

松田りえ子，岩木和夫串1，大羽　宏η，中村由美ヂ2，林

　譲，米谷民雄：標準添加法の不確かさについて

日本薬学下野127年会（2007．3）

掌1

怏H大学
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＊2

`原総合研究所

北島昭人＊1，南澤孝夫串1，豊岡利f2，松田りえ子，林　譲：

放射線HPLCにおける検出限界推定法

日本薬学会第127年会（2007．3）

“1

謌黹宴Wオアイソトープ

η静岡県立大

伊集院一成＊1，小針　剛＊2，竹内尚ヂ3，岩木和夫寧4，石

井文由噛5，松田りえ子，林譲，矢島毅彦6：インフルエ

ンザ感染の経路・速度のシーズン間の比較

日本薬学会陰127年会（2007．3）

＊1

c無薬品

ηコスモ調剤薬局
琳3

gライアドジャパン株式会社
串4

怏H大学

5明治薬科大学
寧6

喧M大学

近藤澄子率1，田中秀和申1，佐藤博泰＊2，石川　尋η，田口

　章串2，岩木和夫零2，松田りえ子，林譲，矢島毅彦3：

東京近郊と地方におけるインフルエンザ感染パターンの

比較

日本薬学要語127年会（2007．3）

＊1ピノキオ薬局

9奥羽大学
寧3

喧M大学

小針　剛寧1，竹内尚ヂ2，岩木和夫寧3，石井文虹4，椿広

計画5，松由りえ子，林譲，矢島毅彦6：薬局における医

薬品使用量パターンの因子分析による考察

日本薬学会第127年会（2007．3）

＊1コスモ調剤薬局

＊2

gライアドジャパン株式会社
串3

怏H大学
窄4

ｾ治薬科大学
零5

搆v数理研究所
零6

喧M大学

佐藤博泰寧1，近藤澄子＊2，田中秀和零2，小針　岡lr3，伊集

院一成4，竹内尚ヂ5，岩木和夫81，石井文由取6，松田り

え子，林譲，矢島毅彦η：大人と子供のインフルエンザ

感染順序の広域での検討

日本薬学会第127年会（2007．3）

申1

怏H大学
零2ピノキオ薬局
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串3コスモ調剤薬局

電4 R無薬品
寧5

gライアドジャパン株式会社
寧6

ｾ治薬科大学

η東邦大学

平野花奈q，酒井信夫，豊田英尚寧1，戸井田敏彦1：メチ

ルエステル化グリコサミノグリカンの酵素分解

第26回日本糖質学会年会（2006．8）

寧1

逞t大学大学院薬学研究院

Sakai，　S．，　Akiyama，　H．，　Sato，　Y，　Ybshioka，　Y，　Linhardt，　R．

J．顧1，Goda，　Y，　Maitani，　T．　and　Toida，　T．寧2：Chondroitin

Sulfate　Intake　Inhibits　the　IgE－mediated　AHergic

Response　by　Down－reguiating　Th2　Responses　in

Mice

Annual　Confbrence　of　the　Society　fbr　Glycobiology（2006．

ll）

串IRensselaer　Polytechnic　Institute

ホ2Graduate　School　of　Pharmaceutical　Sciences，　Chiba　Uni－

　verSlty

Natakankitkul，　S．＊1，　Sakai，　S，，　Toida　T．掌2　and　Sutt句it，　M．：

Smbi胱y　of　Cのtechins　in　J鎚p鎚nese測nd　Th昂i　Green

Tea

The　7th　JSPS／NRCT　Joint　Seminar“Recent　Advances　in

Natural　Product　Research　and　Its　Application”（2006．12）

ゆ　　　　　　　　　　　　　　コ　　　コ
　Chiang　Mai　Unlverslty
申2

fraduate　School　of　Pha㎜aceutical　Sciences，　Chiba　Uni－

　versity

ゆ3Naresuan　University

酒井信夫，周参見彩香串1，五十嵐尚子辱1，佐藤雄嗣，穐山

　浩，松田りえ子，戸井田敏彦1，米谷民雄：フコイダ

ンの免疫化学的活性に関する研究

日本薬学会誌127年会（2007．3）．

’2

?Y大学校

長岡（浜野）恵，米谷民雄：水素化物変換一コールドトラッ

プー原子吸光法およびHPLCIICP－MS法を用いた食品中

無機ヒ素の分別定量法に関する研究

日本分析化学会第55年会（2006．9）

串1

逞t大学大学院薬学研究院

竹口敦ヂ1，酒井信夫，豊田英尚寮1，戸井田敏彦1：コン

ドロイチン硫酸の免疫調節活性

日本薬学会第127年会（2007．3）．

辱1

逞t大学大学院薬学研究院

市川覚f亘，貝瀬利」1，花岡研一“2，長岡（浜野）恵，

米谷民雄：マウスを用いたヒジキ中ヒ素化合物の動態

第23回微量栄養素研究会シンポジウム（2006．6）

M．H，　Nagaoka，　T．　Maitani：Analysis　of　inorganic　ar－

senic　in　samples　of　seaweed，　rice　and　infant　foods

by　hydride　generation－cold　trap－atomic　absorption

spectrometry

12th　Symposium　on　Sample　Handing　for　Environmental

and　Biolgical　Analysis（2006．10）

申1

結椁�ﾈ大学

長岡（浜野）恵，松由りえ子，米谷民雄：清涼飲料水中

のカドミウム，鉛，ヒ素，スズ，試験法の見直しについ

て一第二報一

毫43回全国衛生化学技術協会年会（2006．ll）

Ichikawa　S．’i，　Nozawa　S．零1，　Kaise　T．’！，．　Hanaoka　K．寧2，　Na－

gaoka　M．H．，　Maitani　T：Intake劉nd　excretion　of　ar－

senic　compounαs　in　edible　brown　algae　in　mice

Intemational　Arsenic　Symposium（2006．　l　l）

’1

sbkyo　University　of　Phamlacy　and　lifヒSciences

申2

mational　Fisheries　University

長岡（浜野）恵，山崎　壮，西村哲治，米谷民雄：

PL、NA（popliteal　lymph　node紐ssay，マウス膝窩リン

パ節測定法）における水溶性物質の投与部位貯留延長効

果の検討

日本薬学会第127年会（2007．3）．

Nagaoka，　M．H．，　Maitani，　T．：Efficient　extraction．and

determination　of　inorg紐nic　arsenic　in　baby　foods

containing　seaweed　and血sh

3rd．　Intemational　FESTEM（Federation　of　European　Societ－

ies　on　Trace　Elements　and　Minerals）Symposium　on　Trace

Elements　and　Minerals　in　Medicine　and　Biology（2006．5）

佐々木千絵：食品の安全を考える1食品添加物の現状と

課題

第32回糖質科学懇話会（2006．9）

佐々木千絵，細川　晶‡1，木村詮太郎8：，安河内義和“2，

森　曜子零2，山下靖子掌3，平川佳則巾3，宮崎奉之＊4，高橋

仁一噛5，佐藤恭子，棚元憲一：タール色素の規格試験の

改良に関する研究
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第43回全国衛生化学技術協議会年会　（2006．ll）

＊1

坙{食品分析センター（大阪）
率2

i財）冷凍食品検査協会
’3

i財）食品環境検査協会
零4

i社）東京都食品衛生協会東京食品技術研究所
拳5

坙{食品添加物協会

久保田浩樹，内田裕美，佐々木千絵，古庄紀子，佐藤恭

子，棚元憲一：ソフトドリンク中のベンゼンの分析

日本食品衛生学会第92回学術講i演会（2006．10）

・大石充男癖1，安田和男’1，伊藤澄夫82，岸　弘ヂ3，佐藤

恭子，杉本敏明寧4，森　曜ヂ5，渡部健二郎申6：飲食物試

験法，食品添加物試験法，プロピオン酸＝高速液体クロ

マトグラフィーによる定性および定量

日本薬学会第127年会（2007．3）

癖1

結椏s健康安全研究センター

零2三栄耀エフ・エフ・アイ
噸3

_奈川県衛生研究所
噸4

i財）日本食品分析センター
零5

坙{冷凍食品検査協会
’6

｡浜市衛生研究所

杉本直樹，古庄紀子，四方田千佳子，佐藤恭子，山崎　壮，

棚元憲一：1H核磁気共鳴法によるポリソルベートの定量

第43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．ll）

松浦理太郎申，徳田貴志掌，杉本直樹，山崎　壮，島村智

子寧，受田浩之掌：各種抗酸化活性評価法による酸化防止

剤の力価評価

日本農芸化学会2007年度大会（2007．3）

串高知大学

多田敦子，杉本直樹，濱田ひかり8，小林義和蓼，山崎　壮，

棚元憲一：味認識装置による食品添加物苦味料および関

連苦味化合物の測定

日本薬学会第127年会（2007．3）

寧（株）インテリジェントセンサーテクノロジー

伊藤裕才，杉本直樹，張慧利零，伊藤澄夫8，山崎　壮，

棚元憲一：タマネギ色素の色素成分の単離と構造決定

日本食品化学学会第13回学術大会（2007．5）

’三栄源エフ・エフ・アイ（株）

六鹿元雄，李演揆，河村葉子，棚元憲一：紙中のアゾ色

素および芳香族第一級アミン類の分析

日本食品衛生学会長92回学術書演会（2006．10）
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河村葉子：器具・容器包装に関する最近の話題及び

JECFAの最近の動き　　’

第43回全国衛生化学技術協議会年会（2006．ll）

河村葉子：食品用器具・容器包装の規格基準改正と今後

の動向

日本薬学会第127年会（2007．3）

六鹿元雄，安野哲子寧1，柿本幸子寧2，河村葉子，有園幸司

串3

C伊藤　誠4，大野浩之寧5，金子令ヂ1，河野政美＊6，小

瀬達男“7，馬場二夫＊8，堀江正29，三宅大輔取10：生活用

品試験法　器具・容器包装および玩具試験法　アンチモ

ン，ゲルマニウムおよびヒ素の1CP！質量分析法による定

量

日本薬学会第127年会（2007．3）

寧1

結椏s健康安全研究センター
寧2

蜊纒{立公衆衛生研究所
寧3

F本県立大学
零4

圏m製罐（株）
串5

ｼ古屋市衛生研究所
寧6

ｺ和ゴム（株）

η（財）化学技術戦略推進機構
零8

酔ﾉ川女子大学

り埼玉県衛生研究所
串10

i財）日本食品分析センター

大野浩之＊，河村葉子：ABS樹脂製食品用器具・容器包

装及び玩具中のアクリロニトリル，1，3一ブタジエン及び

それらの関連化合物の分析

日本薬学卓子127年会（2007．3）

＊名古屋市衛生研究所

大森清美＊，河村葉子：紙製品に含まれるアビエチン酸

類の発がんプロモーション活性に関する研究

日本食品衛生学会第93回学術講演会（2007．5）

’神奈川県衛生研究所

六鹿元雄：容器包装の安全性確保に関する研究

日本食品化学学会第13回学術大会（2007．5）

六鹿元雄，山口未来，河村葉子，棚元憲一：瓶詰食品の

セミカルバジド

日本食品化学学会第13回学術大会（2007．5）

野田　衛，西尾　治事i，伊藤文明寧2，池田義文率2：カキ混

合検体からのノロウイルス濃縮操作におけるアミラーゼ

処理の有用性
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第54回日本ウイルス学会学術集会（2006．ll）

零正

送ｧ感染症研究所
寧2

L島市衛生研究所

梶川揚申，佐藤英一零1，山崎　学，金盛運，天野富美夫零2，

山本茂貴，五十甲山信：サルモネラ鞭毛抗原を発現する

組換え乳酸菌による感染防御免疫の誘導

第10回腸内細菌学会（2006．6）

＊1

結梍_業大学
＊2

蜊纐�ﾈ大学

Igimi　S．，　Asakura，　H．，　Ishiwa，　A．，　Morita－Ishihara，　T．，

Okada，　Y，　and　Yamamoto，　S．：Isol飢ion　anαGeneti－

cal　Characterization　of動‘θノ‘oρ2ぐ齢r　52舶z2盈ガin

Japan

FoodMicro2006，　The　20th　International　ICFMH　Sympo－

sium　fbod　safety　and　fbod　biotechnology：diversity　and

global　impact．（2006．9）

Kasuga，　E幽 FSteps　forward　to　Matured　Risk　Analysis

in　Japan

International　Association　fbr　Food　Protection　93th　Annual

Meeting（2006．8）

春日文子：サンプリングプランがリスクに与える影響の

評価＝腸炎ビブリオの成分規格を例として

第27回日本食品微生物学会学術総会（2006．9）

Kasuga，　F，：Microbiological　Risk　Assessment　for

Policy　M訊king－Steps　Taken　by　the　Food　Safety

Commission

UJNR　symposium（2006．11）

筒井俊之＊，春日文子：BSEの検査月齢変更に伴うリスク

日本リスク研究学会　第19回研究発表会（2006．ll）

寧2

椏s大学東南アジア研究所

花谷有樹ヂ1，水本直恵零2，馬場栄一郎奉2，江川直哉串1，大

田博昭零1，五十君静信，山本茂貴：サルモネラ（SE）ワ

クチン接種鶏群について，抗体保持状況から見たSE食

中毒発生の危険性の軽減について

第27回日本食品微生物学会学術総会（2006．9）

零l

bAFラボラトリーズ研究所
申2

蜊纒{立大学農学部

　　　　　　　1
木村晃一＊1，原田勝一郎串1，上橋健三η，岡田由美子，

五十君静信：市販のナチュラルチーズにおけるリステリ

アモノサイトゲネスの挙動

第27回日本食品微生物学会学術総会（2006．9）

寧1

i株）GSIクレオス理化学機器部
＊2

fュポン（株）

松村浩介串，清水　晃零，藤尾公輔零，河野潤一禦，五十君静

信：培養法及びPCR法による市販食肉中の黄色ブドウ

球菌検出法の検討

第27回日本食品微生物学会学術総会（2006．9）

q神戸大学農学部

仲立晶子寧1，小西典ヂ1，下島優香子率且，石崎直人q，尾

畑浩魅＊1，門間千枝寧1，矢野一好“1，甲斐明美寧1，五十君

静信，諸角　．聖＊2，山田澄夫＊1：しな㎞2のヒト糞便から

の検出状況

第27回日本食品微生物学会学術総会（2006．9）

q東京都健康安全研究センター微生物部

η現東京都予防医学協会

五十君影信：微生物における遺伝子組換え研究の意義と

直面する問題

平成18年度日本農学会シンポジウム（2006。10）

串動物衛生研究所

Vuddhaku1，　V＊1，　Kasuga，　F，　and　Nishibuchi，　M．＊2：Ma－

rine　Environment　Is　the　Source　of　Food　anαPo－

tenti劉11y　Hazardous　Organisms　for　Humans：a

Collaborative　Risk　Assessment　Study　on劉Se訊food－

borne　Bacterial　Inf6ction　in　Southern　Thailanα

The　8th　Kyoto　University　Intemational　Symposium，　Towards

Harmonious　Coexistence　within　Human　and　Ecological

Community　on　this　Planet（2006．11）

＊l

orince　of　Songkla　University，　Thailand

Igimi　S．，　Okada　Y，　Ishiwa　A，　Yamasaki　M．＊1，　Morisaki　N．

η，Kubo　Y＊3，　Asakura　H　and　Y舳amoto　S．：みntimicro－

bml　resistance　of　O～、吻リ吻力まん飴ノ：Prevelence　and

trends　in　Japan

lOth　International　Symposum　on　Toxic　Microorganisms

（2006．ll）

零1

�ｶ物化学研究会
率2

坙{冷凍食品検査協会
＊3

坙{食品衛生協会

五十君門信：国内のリステリア症の現状。リステリア菌

髄膜炎の11ヶ月の乳児例に関する指定発言
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第546回日本小児科学会東京都地方会談話会（2007．3）

伊藤嘉典，高橋治男㌔近赤外波長領域を利用した選別

機によるDON・NIV汚染小麦の選別

第60回マイコトキシン研究会学術講演会（2006，9）

五十君静信，岡田由美子，石和玲子，森田邦雄1，松崎

勝1：ナチュラルチーズ製造工程におけるリステリアの

増殖性に影響を及ぼす環境要因について

第93回日本食品衛生学会学術講演会（2007．5）

串1

坙{乳業協会

8千葉県衛生研究所

朝倉　宏，石和玲子，荒川英二『，牧野壮一噛2，山本茂貴，

五十二二信：VBNC状態における関頭。　c〃。た”θの網羅

的遺伝子発現解析

第80回日本細菌学会学術総会（2007．3）

鈴木穂高，武田直和窄，春日文子：カキ摂食によるノロ

ウイルス食中毒のリスクアセスメント

第27回日本食品微生物学会学術総会（2006．9）

零国立感染症研究所

唯1

送ｧ感染症研究所
専2

ﾑ広畜産大学

朝倉　宏，五十君静信，川本恵ヂ，Panutdaporn　Nご，

岡田由美子，山本茂貴，牧野壮一㌦腸管出血性大腸菌

0157におけるOmpW発現の生存性に及ぼす影響につ

いて

第142回日本獣医学会学術集会（2006，9）

鈴木穂高，山本茂貴：小腸上皮細胞間リンパ球（IEL）

分布の部位差はマウスに普遍的な性質である

第143回日本獣医学会（2007．4）

　　　　　　　　　　　ホMachii，　K．，Kawasaki，　M．：Within－day　variations　in

response　of　the　mouse　bioass劉y　for　diarrhetic　shel畳一

fish　poisoning　toxin　（okadaic　acid）

12th　Intemational　Con£erence　on　Ha㎜飢Algae（2006．9）

’帯広畜産大学

朝倉　宏，石和玲子，五十君静信，山本茂貴：Multi－

plex　real－time　PCRによる魚介類からのレ7∂瓢。功oA

θ甥θの検出に関する検討

第27回日本食品微生物学会学術総会（2006．9）

Food　and　Drug　Safety　Center

町井富士，川崎　勝：食品衛生外部精度管理調査に於

ける下痢性高畠検査用試料作製に関する基礎的研究

日本食品衛生学会第92回学術講演会（2006．10）

＊（財）食品薬品安全センター

Itoh，　Y，　Takahashi，　H．　：Sorting　of　deoxynivalenol　and

nivalenol　contaminated　wheat　grains　by　sorting　machine

International　Symposium　of　Mycotoxicology　in　Bangkok

2006　（2006．12）

零千葉県衛生研究所

Okada，　Y，　Makino，　S－1．窄1，0kada，　N．寧2，　Asakura，　H．，　Yama－

moto，　S．，　Igimi，　S．：Identification　and　an訊lysis　of　the

osmotolerance　associated　genes　in・乙忽θ顧21ηo〃。ζンー

孟㎎8〃θ5

10th　International　Symposium　on　Toxic　Microorganisms

（2006．11）

零1

ﾑ広畜産大学原虫病研究センター

η北里大学薬学部

岡田由美子，石和玲子，高谷　幸唯1，山本茂貴，五十君

呼野：未殺菌乳を原料とするチーズ製造工程における

しなだ目口伽。俳門助ωの消長

第80回日本細菌学会総会（2007．3）

導1

@日本乳業協会

　　　　　　　　　　　ホMachii，　K．，　Kawasaki，　M．：Within－d紐y　v劉ri飢ions　in－

response　of　the　mouse　bioassay　for　paralytic　shell－

fish　poisoning　toxins　in　fem訊1e　mice

6th　Intemational　Con6erence　on　Molluscan　Shel15sh　Sa£ety

（2007．3）

串

Food　and　Drug　Safbty　Center

町井研砂，川崎　勝：食品衛生外部精度管理調査に於

ける下痢性貝毒検査用試料作製に関する基礎的研究第2

報一手カダ酸の各種加熱条件に対する安定性について一

日本薬学会第127回年会（2007．3）

串（財）食品薬品安全センター

塩入利一，室井正志，畑尾史彦，西田正人，小川利グ，

三村芳和寧，棚元憲一，上西紀夫㌦エンドトキシンによ

る血管内皮細胞のアポトーシスに関する検討

第43回日本外科代謝栄養学会，（2006，7）

＊東京大学

西田正人，一別史彦，比企直樹零，室井正志，塩入利一，

小川利久8，三村芳和零，棚元憲一，上西紀夫㌦動物実験
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モデルの循環血液中endotoxin生物活性の測定

第43回日本外科代謝栄養学会，（2006，7）

窄東京大学

．やk・t・S．寧1，Am・n・K．＊2，0h・i・hi　T，　Ok・b・y・・hi　T＊1，梅k・一

sawa　N啄1，　Muroi　M．，　Tanamoto　K．　and　F両ii　N串1：飾〃bo一

思α∂θf卿」ロqipopolysaccharides，　which　have　low

endotoxic　activity，　upre窪ulate　ToH－1ike　receptor．4

expressi6n　and　enhance　inflammatory　reaction　in－

duced　by　other　bacteriai　lipopolysacchari〔1e

The　26th　Intemational　Symposium　of　Sapporo　Cancer　Sem－

inar　（2006，7）

tosis

Joint　Meeting　of　the　Society　fbr　Leukocyte　Biology　and　the

Intemational　Endotoxin　and　Innate　Immunity　Society（2006，

ll）

『札幌医科大学
零2

H田大二

二東京大学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のNishida　M．，　Hatao　F．，　Hiki　N，Ogawa　T．，Mimura　Y．，

Kaminishi　M寧．　Muroi　M．，　and　Tanamoto　K．：New　ap－

proach　for　analyzing　biological　activity　of　lipopoly嘲

saccharide　in　blood

Joint　Meeting　of　the　Society　fbr　Leukocyte　Biology　and　the

Intematlonal　Endotoxin　and　Innate　Immunity　Society（2006．

ll）

藤東京大学

Muroi　M．，　and　Tanamoto　K．：Overexpression　of

IRAK－11eads　to　prote郎ome－dependent　downregu－

lation　of　TRAF6

Joint　Meeting　of　the　Society　fbr　Leukocyte　Biology　and　the

Intemational　Endotoxin　and　Innate　Immunity　society（2Qo6，

ll）

天野憲一q，横田伸一寧2，藤井鴨弘事2，大西貴弘，室井正志，

棚元憲一：玩痂。加ご艀η吻盟’リボ多糖刺激による炎症

性サイトカイン誘導能

第12回日本エンドトキシン研究会（2006．11）

皐1

H田大学

η札幌医科大学

Ohnishi　T．，　Igarashi　A．，　Muroi　M．，　and　Tanamoto　K．：

NoveHipopolysaccharide－recognition　mechanism　in

cells　expressing　T正R4　and　CD14　but　lacゆg　MD－2

Joint　Meeting　of　the　Society　fbr　Leukocyte　Biology　and　the

Intemational　Endotoxin　and　Innate　Immunity　Society（2006，

ll）

Sugiyama　K．，　Muroi　M．，　and　Tanamoto　K．：Isolation　of

peptides　th諏t　inhibit　lipopolis紐ccharide　signaHng

using　TolHike　receptor　4－baited　ye劉st　two－hybrid

　　　　りscreenlng

Joint　Meeting　of　the　Society　fbr　Leukocyte　Biology　and　the

Intemational　Endotoxin　and　Innate　Immunity　Socie‡y（2006，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ll）

Igarashi　A．，　Muroi　M．，　and　T海namoto　K．：Ef飴cts　of　pos－

sible　endocrineαisrupting　chemicals　on　To11－like

receptor　2　and　4　signaling

Joint　Meeting　of　the　Society　fbr　Leukocyte　Biology　and　the

International　Endotoxin　and　Innate　Immunity　Society（2006，

11）

Shioiri　T．，　Muroi　M，　Hatao　F．，　Nishida　M．，　Ogawa　T．，

Mimura　Y∴Tanamoto　K．，　and　Kam．inishi　M．疇：Enαotox－

in－induced　endothelial　and　m劉crophage　cells　apop一

室井正志，棚元憲一：IRAK－1過剰発現によるTRAF6

年中のproteasome依存性の減少

第12回日本エンドトキシン研究会（2006．ll）

大西貴弘，室井正志，棚元憲一：MD－2非発現細胞にお

ける新しいLPS認識機構

第12回日本エンドトキシン研究会（2006．ll）

西田正人，畑尾史彦，小川利久零，三村芳和串，上西紀夫’，

比企直樹，室井正志，棚元憲一：TLR4強制発現細胞に

よる血中endotoxin生物活性測定の試み．

第12回日本エンドトキシン研究会（2006．ll）

零東京大学

塩入利一，室井正志，畑尾史彦，西田正人，小川利久ウ．，

三村芳和零，棚元憲一，上西紀夫㌦エンドトキシンによ

る血管内皮細胞のアポトー．シスに関する検討

第12回日本エンドトキシン研究会（2006．11）．

摩東京大学

室井正志，棚元憲一＝IRAK－1によるTRAF6蛋白の

proteas6meに依存した減少

第80回日本細菌学会総会（2007．3）

大西貴弘，室井正志，棚元憲一：MyD88非依存性経路に



学 会

おけるTLR4細胞内領域の会合の重要性についての解析

第80回日本細菌学会総会（2007．3）

塩入利一，室井正志，棚元憲一：血管内皮細胞のアポトー

シスに及ぼすエンドトキシンの影響

第80回日本細菌学会総会（2007．3）

Michiko　Miyahara，　Kunihiro　Shinagawa禦：Vi紐bilities　of

pathogenic　bacteria　in　frozen　conditions

20th　IUBMB　Intemational　Congress　of　Biochemistry　and

Molecular　Biology　and　l　lth　FAOBMB　Congress（2006．6）

串

IWate　UniVerSity

宮原美知子：食塩濃度と腸管出血性大腸菌0157の生残性

第27回日本食品微生物学会学術総会（2006，9）

宮原美知子：塩漬け野菜保存での腸管出血性大腸菌0157

の生残性

第80回日本細菌学会総会（2007．3）

Matsutani，　S．：Genetic　an31yses　of　the　transcription

mechanism　stimulated　by　the　internal　region　of　ISl

and　the　product　of　the　2rカ4　gene

20th　IUBMB　Intemational　Congress　of　Biochemistry　and

Molecular　Biology　and　l　lth　FAOBMB　Congress（2006．6）

工藤由起子：食品における腸管出血性大腸菌0157およ

び026の検査法に関する通知法への取り組みについて

第27回日本食品微生物学会（2006．9）

工藤由起子，瀬川優子，大塚佳代ヂ1，小西典子零2，平松

礼訂3，田中廣行寧4，小沼博隆零5，高鳥浩介：食品からの

腸管出血性大腸菌検出のための各種ベロ毒素遺伝子検出

方法の比較

第27回日本食品微生物学会（2006．9）

辱1

驪ﾊ県衛生研究所

9東京都健康安全研究センター
喀3

､知県衛生研究所
拳4

i財）日本食品分析センター
零5

穴C大学

工藤由起子：食品からの腸管出血性大腸菌の検出法につ

いて最近の話題

第4回食の安全を確保するための微生物検査協議会
（2006．12）

工藤由起子，渡邊治雄1，小沼博隆’2：腸管出血性大腸

発 表 341

菌0157食中毒の原因となった学校給食調理における酸，

塩濃度及び加熱条件の本菌死滅への影響

第93回日本食品衛生学会学術講i演会（2007，5）

＊1

送ｧ感染症研究所
章2

穴C大学

平松礼司零1，土屋　禎零2，小西典ヂ3，大塚佳代ヂ4，田

中廣行零2，小沼博隆5，工藤由起子，高鳥浩介：食品から

の膓管出血性大腸菌0157及び026の検査法の策定にお

けるコラボレイティブ・スタディによる評価

第10回腸管出血性大腸菌感染症シンポジウム（2006．9）

ゆ1

､知県衛生研究所
寧2

i財）日本食品分析センター
零3

結椏s健康安全研究センター
吟4

驪ﾊ県衛生研究所
寧5

穴C大学

大塚佳代子寧且，小西典ヂ2，平松礼司＊3，土屋　禎零4，田

中廣行申4，工藤由起子，高鳥浩介：食品からの腸管出血

性大腸菌検出に係わるベロ毒素遺伝子検出法の検討

第10回腸管出血性大腸菌感染症シンポジウム（2006．9）

零1

驪ﾊ県衛生研究所
寧2

結椏s健康安全研究センター
寧3

､知県衛生研究所
串4

i財）日本食品分析センター

小西典子喰監，下島優香ヂ正，尾畑浩魅1，門真千枝寧1，仲

間晶ヂ1，工藤由起子，甲斐明美＊1，山田澄夫亭1：食品を

対象とした腸管出血性大腸菌0157および026の自由培

養法の比較検討

第10回腸管出血性大腸菌感染症シンポジウム（2006．9）

寧1

結椏s健康安全研究センター

土屋　禎傘1，小西典ヂ2，森本　洋零3，畠山　敬寧4，磯部順

ヂ5，横山栄二＊6，浅井良夫η，川森文彦8，塚本定三寧9，

田中　忍10，小沼博隆ll，工藤由起子，高鳥浩介：食品

からの腸管出血性大腸菌血清型0157及び02◎の検出法に

関するコラボレイティブ・スタディの実施概要について

第27回日本食品微生物学会学術総会（2006．9）

零1

i財）日本食品分析センター
＊2

結椏s健康安全研究センター
噛3

k海道衛生研究所
84

{城県保健環境センター
寧5

x山県衛生研究所
＊6

逞t県衛生研究所

η神奈川県衛生研究所
藤8

ﾃ岡県環境衛生科学研究所
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＊9

蜊纒{立公衆衛生研究所
零lo

_戸市環境保健研究所
＊ll

穴C大学

平松礼司＊1，大塚佳代ヂ2，竹田義弘零3，田中真弓申4，濱

崎光宏＊5，山崎省吾零6，八尋俊輔η，新妻　淳8，鎌倉和

政＊9，有馬和英掌10，小澤一弘田1工藤由起子，高鳥浩介：

食品からの腸管出血性大腸菌血清型0157及び026の検出

法に関するコラボレイティブ・スタディの結果について

第27回日本食品微生物学会学術総会（2006．9）

串1

､知県衛生研究所
＊2

驪ﾊ県衛生研究所
＊3

L島県保健環境センター
零4

譁ﾊ県衛生環境研究所
寧5

汢ｪ県保健環境研究所
；6

　長崎県衛生公害研究所
＊7

F本県保健環境科学研究所
＊8

｡浜検疫所輸入食品・検疫検査センター

り神戸検疫所輸入食品・検疫検査センター
寧lo

i財）東京顕微鏡院

田（株）中部衛生検査センター

小西典子＊1，大塚佳代子＊2，田中廣行＊3，平松礼訂4，矢

野一好零1，小沼博隆5，工藤由起子，高鳥浩介：血清型お

よび対象食品の違いによる腸管出血性大腸菌の検出方法

に関する検討

第27回日本食品微生物学会学術総会（2006．9）

第27回日本食品微生物学会学術総会（2006．9）

＊1

R梨県衛生公害研究所
離2

_奈川県衛生研究所
＊3

Q馬県感染制御センター
＊4

驪ﾊ県衛生研究所
＊5

結椏s健康安全研究センター

宮坂次郎寧1，八尋俊輔＊1，中島龍ゴ1，工藤由起子：水鳥

糞便中の励瓢。阻加伽〃5と励瀕。μ」旧加θ盟。か漉〃5

の検索

平成18年度九州地区獣医師大会（2006，10）

掌1

F本県保健環境科学研究所

山崎省吾＊1，中村まきヂ1，右田雄二＊1，工藤由起子，三

澤尚明2，岡本嘉六事3，高瀬公ゴ3：海水における陥蛎0

田富伽〃5の季節消長と環境因子

平成18年度九州地区獣医師大会（2006．10）

串【

ｷ崎県衛生公害研究所
＊2

{崎大学
串3

ｭ児島大学

三井淳子＊1，近藤和雄1，工藤由起子：穀物加工品および

原料におけるサルモネラおよび黄色ブドウ球菌のカテキ

ンによる増殖および生残抑制効果

第92回日本食品衛生学会学術講演会（2006。10）r

零畳

ｨ茶の水女子大学

＊1

結椏s健康安全研究センター

η埼玉県衛生研究所
“3

i財）日本食品分析センター
零4

､知県衛生研究所
寧5

穴C大学

大塚佳代子承1，小西典ヂ2，平松礼訂3，田中廣行掌4，土

屋禎＊4，小沼博隆5，工藤由起子，高鳥浩介：腸管出血性

大腸菌の遺伝子検査法における検出感度の確保を目的と

した食品培養液からのDNA抽出法の検討
　　　　　　
第27回日本食品微生物学会学術総会（2006．9）

神尾　暁＊1，八尋俊輔＊2，宮坂次郎掌2，瀬川優子，工藤由

起子，小沼博隆零1：環境海水中の励瓢0阻加茄。〃5の分

離における霊菌及び分離培養法の問題点について

第10回腸炎ビブリオシンポジウム（2006．ll）

＊1

穴C大学
取2

F本県保健環境科学研究所

林谷秀樹1，後藤元樹2，工藤由起子，高鳥浩介：LAMP

法による黄色ブドウ球菌エンテロトキシンの迅速検出法

の検討

第93回日本食品衛生学会学術講演会（2007，5）
窟1

驪ﾊ県衛生研究所
＊2

結椏s健康安全研究センター
零3

､知県衛生研究所
＊4

i財）日本食品分析センター
＊5

穴C大学

金子通治串1，浅井良夫η，森田幸雄3，大塚佳代子宰4，金

子誠ゴ5，古川一郎＊2，野田裕之串1，工藤由起子，高鳥浩介：

輸入魚介類におけるサルモネラ汚染に関する研究

“1

結梍_工大学

η岐阜大学大学院

酒井綾子，鈴木千尋，増井康子，相原真紀，菊池

裕，高鳥浩介，尾関由姫恵q，佐々木洋介申2：DNA塩基

配列を利用した真菌の同定：国産玄米から分離された

Fusariumについて

日本食品衛生学会心92回学術講演会（2006．10）
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寧1

驪ﾊ県衛生研究所

η（社）日本海事検定協会

酒井綾子，鈴木千尋，増井康子，高鳥浩介，吉川邦衛1，

田中憲穂2：v－Ha－ras導入BALB／c　3T3細胞（Bhas　42

細胞）を用いる形質転換試験におけるFusarium由来マ

イコトキシンおよび関連物質の活性

第35回日本環境変異原学会（2006．ll）

寧1

結梍_業大学

9（財）食品薬品安全センター

Sakai，　A．，　Ozeki，　Y廓1，　Sasaki，　Yワ，　Aihara，　M．，　Kikuchi，　Y

and　Takatori，　K．：Utnization　of　DNA　Sequences　for

Identifンing　1弛52瓢〃1ηSpecies　Isolated　from　Rice

International　Symposiuln　on　Mycotoxicology　in　Bangkok

（2006．12）

串l

raitama　Institute　of　Public　Health

串2

　Nippon　Ka巧i　Kentei　Kyokai

酒井綾子，倉増ゴ愛，吉川邦衛寧1，高鳥浩介：マイコト

キシンの形質転換活性

第57回マイコトキシン研究会学術講演会（2007．1）

辱1

結梍_業大学

Yutaka　Kikuchi，　Osamu　Nakajima，　Ayako　Sakai，　Takeshi

Yamazaki，　Ken－ichi　Tanamoto，　Haruo　Matsuda囎1，　Jun－ichi

Sawada，　Kosuke　Takatoril：Expression　of　a　splice

v髄rmnt　of　prion　protein　in　hum劉n　glioblastoma　cell

line　T98G

20th　Intemational　Congress　of　Biochemistry　and　Molecular

Biology　and　l　lth　FABMB　Congress（2006．1）

寧1

frad．　Sch．　of　Biosphere　Sci．，　Hiroshima　Univ．

菊池　裕，酒井綾子，高鳥浩介，大谷早紀零1，笠原　忠串1，

山口照英，鈴木和博：ヒトプリオンペプチドの好中球様

HL－60細胞に対する走化性の評価に関する研究

Prion　Symposium　in　Tohoku　2006（2006．9）

零1

､立薬科大学生化学教室

Yutaka　Kikuchi，　Tomoshi　Kakeya，　Osamu　Nak句ima，　Ayako

Sakai，　Takeshi　Yamazaki，　Ken－ichi　Tanamoto，　Haruo　Mat－

suda，＊l　Jun－ichi　Sawada，　and　Kosuke　Takatori：Effect　of

hypoxia　on　the　expression　of　a　splice　variant　of

prion　protein　mRNA　l翫cking　the　GPI　anchor　signal

seαuence　in　humαn　glioblastoma　ce1Hine　T98G

Keystone　Symposia，　Molecular　Mechanisms　of　Neurodegen－

eration　（2007．1）
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卓l

frad．　Sch．　of　Biosphere　Sci．，　Hiroshima　Univ．

小西良子：本邦におけるオクラトキシンA汚染の実態と

その汚染カビーオーバービュー

第60回マイコトキシン研究会　（2006．9）

小西良子，伊藤無品，田中敏嗣＊1，杉浦義紹q，中島正

博η，石黒瑛一喰3，渡井正俊4，新見伸吾，高鳥浩介：ス

クリーニング法としてのトウモロコシ中アフラトキシ

ン簡易測定法の検討

第60回マイコトキシン研究会　（2006．9）

零1

_戸市環境保健研究所
卓2

ｼ古屋市衛生研究所
寧3

i独）肥飼料試験所
＊4

i財）日本食品分析センター多摩支所

中島正博＊1，青山幸二＊2，石黒瑛一2，堤　徹“3，法月廣子

噛3 C大須賀裕美虚4，藤田和弘串4，甲斐茂美85，田端節ヂ6，

杉浦油島＊7，田中敏嗣＊7，田中宏輝8，高橋正紀零8，伊藤嘉典，

小西良子，熊谷　進9：日本に流通する食品中のアフラ

トキシン，オクラトキシンAおよびフモニシン汚染実態

調査（平成17年度）

第92回日本食品衛生学会　（2006．10）

曝1

ｼ古屋市衛生研究所
噸2

i独）肥飼料検査所
零3

i財）日本穀物検定協会
＊4

i財）日本食品分析センター
＊5

_奈川衛生研究所
露6

結椏s健康安全研究センター

り神戸市環境保健研究所
＊8

i社）全日本忌数協会

り東京大学大学院

田中敏嗣率1，小西良子，高鳥浩介，Chris　M．　Maragos象2，

田中白血3，高橋正紀零3，中島　隆零4：デオキシニバレノー

ルおよびニバレノールを認識するモノクローナル抗体の

開発とその応用　第92回日本食品衛生学会　（2006．10）

零1

_戸市環境保健研究所

つMycotoxin　Research　Unit　USDA－ARS－NCAUR

寧3

i社）全日本検数協会
零4

i独）農業・生物鈴口定産業技術研究機構九州沖縄農

　業研究センター

五十嵐奈津ヂ1，伊佐川聡寧1，藤田和弘傘1，中村宗知寧1，

渡井正俊1，小西良子，田端節子つ，中島正博率3，田中敏

嗣寧4，木谷裕亮零1，青山幸二寧5，平岡久明喰5，牧野大作率5，

石黒瑛ゴ5，法月廣子＊6，滝澤和弘噛6：玄米中のオクラト
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キシンA分析法の複数機関による評価

第92回日本食品衛生学会（2006．10）

零1

i財）日本食品分析センター
＊2

結椏s健康安全研究センター
零3

ｼ古屋市衛生研究所
＊4

_戸市環境保健研究所
掌5

i独）肥飼料検査所
零6

i財）泪本穀物検定協会

小西良子，高鳥浩介，佐藤敏彦1，斎藤史朗2，吉池信男
寧3

F我が国に流通するチョコレートのオクラトキシンA

およびアフラトキシンの汚染実態と暴露評価

第92回日本食品衛生学会　（2006．10）

掌1

k里大学医学部
寧2

結梠蜉w大学院
寧3

i独）国立健康・栄養研究所

Kumagai　S．’1，　Nak置jima　M．’2，　Tabata　S．ホ3，　Tanaka　T！4，

Norizuki　H．零5，　Itoh　Y，　Sato　T串6，　Saito　S．事1，　Ybshiike　N，

噛7

CTakatori　K．，　Sugita－Konishi．Y：Survemance　of　my－

cotoxin　contamination　in　retail　fbods　and　exposure

assessment　based　on　it　in　Japan

lOth　Intemational　Symposium　on　Toxic　Microorganisms，

United　State－Japan　Cooperative　Program　on　Development

and　Utilization　of　Natural　resources，　Wiley　Center，　FDA

Center　fbr　Food　Safbty　and　Applied　Nutrition（2006．11．9）

J．，Tanaka，　T．寧1，　Suzuki，　Y率2，　Takatori，　K．，　Hirose，　M．，

Shibutani，M．：Functional，　biochemical　and　immuno－

logic罰1　ef盟ects　of　niv段leno1耳fter　oml　administr飢ion

fbr　90一“ay　in　F344　rats

Intemational　Symposium　on　Mycotoxicology　in　Bangkok－

New　Strategies　fbr　Mycotoxin　Research　in　Asia－ISMYCO

Bangkok‘06（2006．12．13）

寧1

結梠蜉w大学院
噛2

ｼ古屋市衛生研究所
寧3

結椏s健康安全研究センター
噛4

_戸市環境保健研究所
串5

i財）日本穀物検定協会
申6

k里大学医学部

り（独）国立健康・栄養研究所

Sugita－Konishi，呈，，　Kubosaki，　A．，　Aihara，M．，　Park，

B．J．，　Tanaka，　T．寧1，　Suzuki，　Y章2，　Takatori，　K．，　Hirose，M．，

Shibutani，M．：Nivalenol　targets　female　reproduc－

tive　system　as　weH劉s　hematqpoietic訊nd　immune

systems　in　rats　after　90－d3y　exposure　through　diet．

10th　International　Symposium　on　Toxic　Microorganisms，

United　State－Japan　Cooperative　Program　on　D6velopment

and　Utilization　of　Natural　resources，　Wi！ey　Center，　FDA

Center　fbr　Food　Safbty　and　Applied　Nutrition（2006．11．9）

寧1

_戸市環境保健研究所
寧2

ヵz大野獣医学部

Sugita－Konishi，　Y，，　Kubosaki，　A．，　Aihara，M．，　Park，　B，J．，

Sugiura．T，寧1，　Suzuki，　Y．＊2，　Hirose，M．，　Shibutani，M．，

Takatori，T．：Immunotoxicity　of　nivalenol　lacking　xe－

nobiotic　met訊bolism　after　oral　administration　for

90－day　in　rats

Society　of　Toxicology；2007．3，　Charlotte，　NC．，　USA

寧1

_戸市環境保健研究所

η麻布大学獣医学部

奥田晴宏：Present　State　of　New　Chiral　Drug　Review

inJ扮P馳n

18th　Intemational　Symposium　on　Chirality（Chirality　2006；

ISCD－18）（2006．6）

奥田弓削：ICHIQ8ガイドライン「製剤開発」の現状

一Q8のパラダイムと日本の取り組み

第7回製剤機械技術シンポジウム（2006．ll）

奥田晴宏：ICHQ8－Japanese　Regulatory　Perspective

ISPE日本本部2007年度年次総会（2007．4）

福原　潔，石川亜希零1，袴田　航，斎藤慎一廓1，奥田晴：

N一二トロソフェンフルラミンの毒性反応機構の解析　一

活性酸素毒性の可能性一

日本薬学会第127年会（2007．3）

零1

結棊揄ﾈ大学

中西郁夫嘩L3，宇都義浩蓼2，大久保　敬＊3，川島知憲寧4，

Sushma　Manda串1，金澤秀子84，永澤秀ヂ2，堀　塚2，奥

田晴宏，福原　潔，小澤俊彦1，福住俊一蔀3，伊古田暢夫
寧1

C安西和紀亀1：抗酸化作用の増強を目的としたアルテピ

リンC誘導体の開発

日本薬学会員127年会（2007．3）
串1

_戸市環境保健研究所
摩2

ヵz大学獣医学部

Sugita－Konishi，　Y，，　Kubosaki，　A．，　Aihara，M．，　Park，　B．

章1

厲ﾋ線医学総合研究所

η徳島大学
監3

蜊繿蜉w大学院・SORST
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廓4

､立薬科大学

福原　潔，中西郁夫疇1，松岡厚子，松村友博＊2，本田幸子

零3 C林美貴子寧3，小澤俊彦1，宮田直樹’4，伊古田暢夫’1，

斎藤慎一寧2，奥田晴宏：新規抗酸化剤の開発一レスベラ

トロールのメチル誘導体一

日本薬学回国127年会（2007．3）

寧1

厲ﾋ線医学総合研究所
事2

結棊揄ﾈ大学
噛3

x山衛生研究所
寧4

ｼ古屋市立大学大学院

川島町憲申3，中西郁夫串1’2，大久保　敬零2，Sus㎞a　Manda窄1，

金澤秀ヂ3，奥田下酒，福原　潔，小澤俊彦1，伊古田暢

夫零1，福住俊ゴ2，安西和紀1：グルタミンのラジカル消去

活性における金属イオンの効果

日本薬学旧情127年会（2007．3）

’1

厲ﾋ線医学総合研究所
参2

蜊繿蜉w大学院・SORST
’3

､立薬科大学

川島知憲寧1，中西郁夫寧2’3，薬丸晴子掌2，乳井美奈子82，

Sushma　Manda＊2，大久保　敬’3，金澤秀ヂ1，福原　潔，

奥田晴宏，福住俊一寧3，小澤俊彦2，伊古田暢夫零2，安西

和紀“2：分子内に塩基性部位を有する新規ビタミンE誘

導体の合成とラジカル消去活性評価

第18回ビタミンE研究会（2007．1）

串1

､立薬科大学
寧2

厲ﾋ線医学総合研究所
零3

蜊繿蜉w大学院・SORST

福原　潔，中西郁夫喰1，松岡厚子，松村友博’2，本田幸

ヂ3，林美貴子摩3，小澤俊彦1，宮田直樹，伊古田暢夫摩1，

斉藤慎一＊2，奥田晴宏ゆ4：抗酸化作用の増強と遺伝毒性の

軽減を目的としたレスベラトロール誘導体の開発

日本環境変異原学会第35回大会（2006．ll）

寧1

厲ﾋ線医学総合研究所
亭2

結棊揄ﾈ大学
’3

x山衛生研究所

舛名古屋市立大学大学院

中西郁夫顧L3，宇都義浩ゆ2，大久保　敬3，川島知憲零4，

Sushma　Manda“1，金澤秀子略4，永澤秀子η，堀　均噸2，奥

田晴宏，福原　潔，小澤俊彦1，伊古田暢夫’1，福住俊一
寧3

C安西和紀寧1：ESRによる新規アルテピリンC誘導体の

ラジカル消去活性評価

第45回電子スピンサイエンス学会年会（2006．ll）
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零1

厲ﾋ線医学総合研究所
零2

ｿ島大学
ゆ3

蜊繿蜉w大学院・SORST
＊4

､立薬科大学

Kawashima，　Tゾ1，　Nakanishi，1，＊2β，　Ohkubo，　K．寧3，　Uto，　Y零4，

Manda，S．寧2，　Suzuki，　K．喀2，　Kanazawa，　H．掌1，　Fukuhara，　K．，

Okuda，　H．，　Nagasawa，　H．＊4，　Hori，　H．窄4，　Anzai2零 C　K．，　Ozawa，

T2專 C　Ikota，　N．2噛 C　and　Fukuzumi，　S＊3：Radica1－Scaveng－

ing　Reactions　of　4－Propenylphenol　Derivatives

13th　Annual　Meeting　of　the　Society　for　Free　Radical　Biol－

ogy　and　Medicine（2006．　l　l）

q共立薬科大学
’2

厲ﾋ線医学総合研究所
83

蜊繿蜉w大学院・SORST
’4

ｿ島大学

Nakanishi，1．＊1，0hkubo，　K．掌2，　Kawashima，丁辱3，　Kawaguchi，

K．83，Nyui，　M．零1，　Takusagawa，　M．窟1，　Manda，　S．ホ1，　Suenobu，

ゴ2，Fukuhara，　K．，　Okuda，　H．，　Kanazawa，　H．串3，　Miyata，　N．ホ4，

Ozawa，　T．’1，　Anzai，　K．串1，　Fukuzumi，　S。寧2，　and　Ikota，　N．81：

DNA　Cleaving－Activity　of　Water－Soluble　C70　un“er

Visible－Ught　Irmdiation

13th　Annual　Meeting　of　the　Society　fbr　Free　Radical　Biol－

ogy　and　Medicine（2006．　l　l）

串1

厲ﾋ線医学総合研究所
電2

蜊繿蜉w大学院・SORST
串3

､立薬科大学
寧4

ｼ古屋市立大学大学院

中西郁夫’L3，宇都義浩串2，大久保　敬83，川島知憲舛，

Sushma　Manda零1，金澤秀ヂ4，永澤秀子’2，堀　均82，奥

田晴雨，福原　潔，小澤俊彦1，伊古田暢夫’1，福住俊一
零3

C安西和紀窟1：アルテピリンCおよびその誘導体のクミ

ルペルオキシルラジカル消去活性

日本過酸化脂質・フリーラジカル学会第30回大会（2006．

9）

零1

厲ﾋ線医学総合研究所
辱2

ｿ島大学
’3

蜊繿蜉w大学院・SORST
’4

､立薬科大学

川島知憲i串1，中西郁夫’Z4，宇都義浩’3，大久保敬84，鈴

木桂子蓼2，Sushma　Manda率2，金澤秀子＊1，福原　潔，奥田

晴宏，永澤秀ヂ3，堀　均弓，福住俊一申4，安西和紀寧2，小

澤俊彦2，伊古田暢夫零2：4一プロペニルフェノール化合物

によるフリーラジカル消去反応における構造活性相関

、
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第2回分子情報ダイナミクス研究会（2006．9）

＊1

､立薬科大学
＊2

厲ﾋ線医学総合研究所
串3

ｿ島大学
ホ4

蜊繿蜉w大学院・SORST

川島知憲零1，中西郁夫＊2’3，大久保　敬寧3，Sushma　Manda＊2，

金澤秀ヂ1，奥田晴宏，福原　潔，小澤俊彦規，福住俊一＊3，

伊古田暢夫η，安西和紀9：グルタミンのラジカル消去活

性に対する金属イオンの効果

バイオ関連化学合同シンポジウム（第21回生体機能関連

化学部会・第9回バイオテクノロジー部会・第9回生命化

学研究会）（2006．9）

ゴ2，Fukuzumi，　S．寧3，　Ikota，　N喰2：Kinetic　Study　on　the

R劉dical－Scavenging　Activity　of　Natural　Antioxidants

正laving　4－Propenylphenol　Structures

XIII　Biennial　Meeting　of　the　Society　fbr　Free　Radical　Re－

search　Intemational（2006．8）

購1

､立薬科大学
＊2

厲ﾋ線医学総合研究所
＊3

蜊繿蜉w大学院・SORST

中西郁夫寧1，宇都義浩寧2，大久保　敬寧3，川島知憲寧4，Su－

shma　Manda串1，金澤秀子＊4，永澤秀子＊2，堀　均露2，奥田

晴宏，福原　潔，小澤俊彦1，伊古田暢夫購1，福住俊一
＊3

C安西和紀＊1：アルテピリンCおよびその誘導体のラ

ジカル消去活性

バイオ関連化学合同シンポジウム（第21回生体機能関連

化学部会・第9回バイオテクノロジー部会・第9回生命化

学研究会）（2006．9）

＊1

厲ﾋ線医学総合研究所
＊2

ｿ島大学
率3

蜊繿蜉w大学院・SORST
串4

､立薬科大学

Fukuhara，　K．，　Nakanishi，　L零1，　Kawashima，　T．串2，　Tada，　A．＊3，

Yakumaru，　H．＊1，0hkubo，　K．噛4，　Kanazawa，　H．＊2，　Urano，　S．串3，

Okuda，　H．，　Miyata，　N．＊5，　Anzai，　K．串1，0zawa，　T．＊1，　Fukuzu－

mi，　S．亭4，　and　Ikota，　N．＊1：Synthesis，　Ra〔1ic31－Scavenging

Activity，　and　Redox　Behavior　of　Pl鋤nar　Catechin

Derivatives

XIII　Biennial　Meeting　of　the　Society　fbr　Free　Radical　Re－

search　Intemational（2006．8）

＊1

厲ﾋ線医学総合研究所
＊2

､立薬科大学
＊3

ﾅ浦工業大学
零4

蜊繿蜉w大学院・SORST
零5

ｼ古屋市立大学大学院

Kawashima，　T．＊1，　Nakanishi，1．“2β，　Ohkubo，　K．零3，　Uto，　Y掌4，

Manda，　S．零2，　Kanazawa，　H．＊1，　Fukuhara，　K．，　Okuda，　H．，　Su－

zuki，　K．，　Nagasawa，　H．＊4，　Hori，　H．寧4，　Anzai，　K．噛2，0zawa，

＊1

､立薬科大学
寧2

厲ﾋ線医学総合研究所
＊3

蜊繿蜉w大学院・SORST
“4

ｿ島大学

川島知竃1，中西郁夫＊2，宇都義浩零3，大久保　敬4，鈴

木桂子＊2，Sushma　Manda申2，金澤秀子＊1，福原　潔，奥

田晴宏，永澤秀ヂ3，堀　均＊3，福住俊一＊4，安西和紀零2，

小澤俊彦2，伊古田暢夫＊2：プロペニルフェノール化合物

によるフリーラジカル消去反応

第6会AOB研究会（2006．6）．

串1

､立薬科大学
串2

厲ﾋ線医学総合研究所
串3

ｿ島大学
串4

蜊繿蜉w大学院・SORST

袴田　航，本澤　忍＊1，山下　純＊1，橘高敦史零1，加藤茂

明ホ2，佐藤由紀子，奥田晴宏，栗原正明：ビタミンDレ

セプターの非セコステロイド型リガンドの設計と合成

第4回次世代を担う有機化学シンポジウム（2006．5）

申1

驪梠蜉w

η東京大学大学院

Satoh，ゴ1，　Cowieson，　N．＊2，　Hara－Kuge，　S．零3，　Seko，　A．＊1，

Hakamata，　W，　Kurihara，　M．，　Yamada，　Y寧1，　Igarashi，　N．q，

Kato，　R．＊1，　Yamashita，　K．＊3，　Wakatsuki，　S．＊1：Structural

basis　fbr　N－1inked　glycoprotein　recognition　of　a　ca－

nine　cargo　receptor　VIP36

20th　IUBMB　International　Congress　of　Biochelnistry　and

Molecular　Biology　and　l　lth　FAOBMB　Congress（2006．6）

＊1

cGネ研
“2

浮獅奄磨D　of　Queensland

寧3

ｲ々木研究所

Nishio，　T．ゆ1，　Hakamata，　W，　Ogawa，　M．＊1，　K．　Nak句ima，　K。＊1，

YMatsuishi，　Y申1，　Kawachi，　R．＊1，0ku，　T．寧1：Enzymatic

Synthesis　of　Rare　Sugar　Oligosaccharhes　Based　on

the　Search　of　Glycosidase　Showing　Bro訊d　Substrate

Specificity

XXIII「d　International　Carbohydrate　Symposium（2006．7）

率1

坙{大学



学 会

Hakamata，　W．，　Nishio，　T．＊1，　Masuda，　Y噛1，0ku，　T．零1，0kuda，

H．，Kurihara，　M．：Molecular　Recognition　Proming，

Inhibitor　Synthesis　and　Inhibitory　Activity　of　α

一Glucosidase

XXIII「d　Intemati6nal　Carbohydrate　Symposium（2006．7）

寧1

坙{大学

佐藤匡史寧1，Nathan　Cowieson零2，井手尾浩子卓3，袴田　航，

栗原正明，．加藤龍一＊1，山下克ヂ3，若槻壮市＊1：カーゴ

レセプターVIP36による高マンノース型糖鎖の分子認

識機構

文部科学省科学研究費補助金特定領域研究「糖鎖による

タンパク質と分子複合体の機能調節」18年度（第4回）

夏期シンポジウム（2006．8）

寧1

叶?l研
寧2

pueensland大学，

富3

結檮H業大学

Kurihara，　M．，　Sato，　Y，　Hakamata，　W．，　Okuda，　H．，　Demizu，

Y噛1，Nagano，　M．掌1，　Kawabe，　N．寧畳，　Doi，　M．82，　Tanaka，　M．串1，

Suemune，　H．串1：Computational　Study　on　Confbrma一

tion　of　Oligopeptides　Containing　Chiral　Cyclic

α一Disubstitutedα一Amino　Aci“s

29th　Euτopean　Peptide　Symposium（2006．9）

噛1

繽B大学大学院

り大阪薬科大学

α，

Tanaka，　M寧1，　Nagano，　M．寧1，　Demizu，　Y寧1，　Anan，　K．寧1，　Kuri－

hara，　M．，　Doi，　M．鄭2，　Suemune，　H．噂1：Side－chain　chiral

centers　of　amino　acids　and　helica1－screw　handed－

ness　of　their　peptides

29山European　Peptide　Symposium（2006．9）

ゆ1

繽B大学大学院
蓼2

蜊纐�ﾈ大学

Nagano，　M．＊1，　Tanaka，　Mゆ1，　Demizu，　Y象1，　Kurihara，　M。，

Doi，　M．寧2，　Suemune，　H．零1：Controlling　the　Helical　Sec－

ondary　Structure　of　Heteropeptides　Using　Chiral

Cyclicα，α一pisubstituted　Amino　Aciαs

29th　European　Peptide　Symposium（2006．9）

＊1

繽B大学大学院
零2

蜊纐�ﾈ大学

袴田　航，増田　雄，西尾俊幸ホ1，奥　忠武零1，奥田晴宏，

栗原正明：α一マンノシダーゼの基質特異性と立体構造

に基づく阻害剤の漉〃。”分子設計

第55回日本応用糖質科学会平成18年度大会（2006。9）
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寧1

坙{大学

Tanaka，　M．＊1，　Nagano，　M．寧1，　Hama，　M．“1，　Kawabe，　N．翠1，

Demizu，　Y＊1，　Kurihara，　M．，　Doi，　M．零2，　Suemune，　H．零1：

Controlling　helical．secondary　structures　by　cyclic

α，α一disubstituteαamino　aciαs　having　side－chain

chiral　centers

43「dJapanese　Peptide　Symposium／4th　Peptide　Engineering

Meeting（2006．11）

噛1

繽B大学大学院
窄2

蜊纐�ﾈ大学

Hama，　M．寧1，　Tanaka，　M．＊1，　Yoshida，　Y．寧1，　Demizu，　Y．寧1，

Kurihara，　M．’1，　Suemune，　H．：Synthesis　of　optic劉lly　ac一

ヤtive　cychcα，α一αisubstituted　amino　acids　by　enzy－

matic　kinetic　resolution劉nd　conformational　analy－

sis　of　their　peptides

43「dJapanese　Peptide　Symposium／4th　Peptide　Engineering

Meeting（2006．　I　l）

＊1

繽B大学大学院
＊2

蜊纐�ﾈ大学

Kurihara，　M．，　Satq，　Y．，　Hak耳mata，　W．，　Okuda，　H．，　Nagano，

M．81，Hama，　M．蔀1，　Demizu，　Y．耶1ラDoi，　M．＊2，　Tanaka，　M．串1，

Suemune，　H．噛1：Computational　Study　on　Helical

Structures　of　Oligopeptides　Cont段ining　Chiral　Cy－

dicα，α一Disubstitutedα一Amino　Acids

43「dJapanese　Peptide　Symposium／4th　Peptide　Engineering

Meeting（2006．11）

零且

繽B大学大学院
零2

蜊纐�ﾈ大学

杉山　亨串1，今村保忠噛翼，袴田　航，栗原正明，橘高敦

史奪2：協同的ストランドインベージョンによる二本鎖

DNAの配列特異的認識

第33回核酸化学シンポジウム（2006．ll）

窄1

結梠蜉w大学院
ホ2

驪梠蜉w

Satoh，　T．串1，　Cowieson，　N．＊2，　Hakamata，　W．，　Kurihara，　M．，

Ideo，　H，寧3，　Kato，　R．串1，　Yamashita，　K，零3，　Wakatsuki，　S．寧1：

Structural　basis　for　recognition　of　high　mannose－

type　glycoprotein　by　canine　cargo　receptor　VIP36

Joint　confbrence　of　the　Asian　Crystallographic　Association

（AsCA）and　the　Crystallographic　Society　of　Japan（CrSJ）

（2006．11）

疇1

o繝l研
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＊2

pueensland大学，

寧3

結檮H業大学

長野正門1，出水庸介申1，田中正一q，末宗　洋ゆ1，土井

光画2，栗原正明：2つの異なる不斉中心を有する環状ジ

置換アミノ酸からなるペプチドの2次構造

第32回反応と合成の進歩シンポジウム（2006．12）

’1

繽B大学大学院

η大阪薬科大学

袴田　航，奥田晴宏，栗原正明：GH31α一グルコシダー

ゼ阻害剤の加血。バーチャルスクリーニング

日本農芸化学会2007年度大会（2007．3）

寺山直樹，袴田　航，奥田晴宏，栗原正明：固相合成法

による18Fの導入法の開発

日本薬学三三127年会（2007．3）

長野正妻1，田中正ゴ1，出水庸介傘1，栗原正明，土井光

暢η，末宗洋申1：ジアステレオメリックな環状ジ置換アミ

ノ酸の合成とそのホモペプチドの2次構造

日本薬学会第127年会（2007．3）

日本薬学会津127年会（2007．3）

＊1

結梠蜉w大学院

η工学院大七
癖3

驪梠蜉w

Sawada，　J．：ICH　S8　Guideline：immunotoxicity

studies　for　human　pharmaceutic31s

ASIATX－IV（2006．6）

噛1

繽B大学大学院
寧2

蜊纐�ﾈ大学

袴田　航，奥田晴宏，栗原正明：小胞体マンノシダーゼ

の基質特異性に基づく阻害剤のバーチャルスクリーニ

ング

日本薬学会第127年会（2007．3）

田中正一1，濱真利ヂ1，長野正展潮1，吉田　礼零1，出水

庸介81，栗原正明，末宗洋寧1：リパーゼによる環状1，2一

ジオールの速度論的光学分割とキラル環状ジ置換アミノ

酸含有ペプチドの合成

日本薬学会第127年会（2007．3）

串1

繽B大学大学院

栗原正明，佐藤由紀子，袴田　航，奥田晴宏，長野正

展’1，土井光暢’2，田中正一零監，末宗洋寧1：キラル環状α，

α一ジ置換アミノ酸ペプチドのコンフォメーション予測

日本薬学言書127年忌（2007．3）

Teshima，　R．，　Amano，　F．寧1，　Nakamura，　R．，　Tanaka，　Y82　and

Sawada，　J．：Effect　of　polyuns飢umted　fatty　acid　on

c31cium　response　and　degranulation　from　RBL－2H3

cellS

20th　Intemational　Congress　of　Biochemistry　and　Molecular

Biology（2006．6）

寧1

蜊纐�ﾈ大学
零2

送ｧ感染症研究所

Saito，　Y，　Hanioka，　N．零1，　Maekawa，　K．，　Soyama，　A．，　Isobe，

T．寧1，Tsuneto，　Y寧1，　Komamura，　K，寧2，　Kitakaze，　M．庫2，　Mi－

nami，　N．寧3，　Goto，　Y唯3，　Kamatani，　N零4，　Tanaka－Kagawa，　T，

Jinno，　H．，　Narimatsu，　S．串1　and　Sawada，　J．：Identmca－

tion　of　genetic　polymorphisms　of　O｝アZ42，　a　drug

metabohzing　enzyme，　a画d　funct董onal　abrogation　of

three　Variant　enZymeS　in　VitrO

20th　Intemational　Congress　of　Biochemistry　and　Molecular

Biology（2006．6）

’1

ｪ山大学大学院医歯薬学総合研究科

1：圃繍罪驚㌫一

零4

結桴落q医科大学

中村亮介，手島玲子，蜂須賀暁子，佐藤雄嗣，高木加代子，

萬桂畑，渋谷　淳，澤田純一：Emects　of　antithyroids

on　the　developing　immune　system

20th　Intemational　Congress　of　Biochemistry　and　Molecular

Biology（2006，6）

澤田純一：薬物応答関連遺伝子の多型情報と副作用

第9回日本医薬品情報学会シンポジウム「ゲノム情報と

薬物治療戦略」（2006．7）

q九州大学大学院

怯大阪薬科大学

杉山　亨掌1，今村保忠’2，袴田　航，栗原正明，橘高敦

史噸3：協同的ストランドインベージョンによる1塩基ミス

マッチの厳密な識別

蜂須賀暁子，児矢野聡，菊池　裕，中島　治，青笹正

義率1，松田治男＊1，手島玲子，澤田純一：抗マウスプリ

オンペプチド・ファージ1本鎖抗体の反応性について

2006年プリオン研究会（2006．9）

＊1

L島大弓生物圏科学



学 会

新藤智子寧，金澤由基ヂ，古谷真美零，田面喜之寧，小島幸一，

手島玲子：経口感作および経ロ惹起によるマウスの食物

アレルギーモデル（5）

第13回日本免疫毒性学会（2006．9）

墜食品薬品安全センター泰野研究所

手島玲子，中村亮介，中村里香，蜂須賀暁子，澤田純一，

渋谷　淳：臭素化難燃剤DBDE（decabromodiphenyl

ether）の胎児期・新生児期暴露による免疫影響について

第13回日本免疫毒性学会（2006．9）

中村亮介，手島玲子，蜂須賀暁子，高木加代子，萬桂畑，

渋谷　淳，澤田純一：胎児期・新生児期のラット免疫系

に及ぼす抗甲状腺剤の影響

第13回日本免疫毒性学会（2006．9）

Saito，　Y，　Saeki，　M．，　Sai，　K．，　Komamura，　K．庫1，　Kitakaze，

M．’1，Kamatani，　N．疇2，　Shirao，　K．83，　Minami，　H．寧3，0htsu，

A．申3，Sa茸。，　N．零3　and　Sawada，　J．：Genetic　variations　and

haplotype　structures　of　the醍7■：乙41　gene　complex

in　a　Japanese　population

16th　International　Symposium　on　Microsomes　and　Drug

Oxidations　（2006．9）

寧1

送ｧ循環器病センター
零2

結桴落q医科大学
寧3

送ｧがんセンター

Maekawa，　K．，　Fukushima－Uesaka，　H．，　Tohkin，　M．，　Kajio，

H．寧1，Yasuda，　K．’1，　Kawamoto，　M．寧2，　Kamatani，　N．寧2，　Su－

zuki，　K．＊3，　Yanagawa，　T．亀3，　Saito，　Y　and　Sawada，　J．：Four

novel　defective　alleles　and　comprehensive　hap豆otype

analysis　of（γ】犯26りin　a　J3panese　population

16th　International　Symposium　on　Microsomes　and　Drug

Oxidations　（2006．9）

寧1

送ｧ国際医療センター
寧2

結桴落q医科大学
’3

荢n総合病院

斎藤嘉朗，香取典子，小澤正吾，澤田純一：日本人にお

ける0｝∬回4遺伝子多型の同定とその活性への影響につ

いて

第4回ながの遺伝子発現調節研究会（2006．ll）・

斎藤嘉朗，福島（上坂）浩実，頭金正博，前川京子，長

谷川隆一，川本　学寧1，鎌谷直之零1，鈴木佳寿子串2，柳川

達生＊2，梶尾　裕3，葛谷信明噛3，安田和基3，澤田純一：

Haplotype　Structures　and　tagging　genetic　v訊ri3一
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tions　of　an　ABC　transporteL4β0αin　a　Japanese

population

日本薬物動態学会第21回年会（2006．ll）

＊1

結桴落q医科大学
寧2

荢n総合病院

弓国立国際医療センター

前川京子，福島（上坂）浩美，頭金正博，長谷川隆一，

梶尾　裕1，葛谷信明串1，安田和基1，川本　学摩2，鎌谷

直之寧2，鈴木佳寿子’3，柳川達生寧3，斎藤嘉朗，澤田純一：

Function劉l　Characterization　of　Seven　Novel　Alleles

of　O】η≧26りfound　in　Japanese

日本薬物動態学会第21回年会（2006．ll）

零監

送ｧ国際医療センター

η東京女子医科大学
寧3

荢n総合病院

手島玲子，佐藤義隆零1，中村亮介，佐々木伸雄2，澤田

純一，木谷誠一宰3：IgGによるイヌ肥満細胞の活性化に

ついて

衛生薬学・環境トキシコロジーフォーラム2006（2006．ll）

零1

結梠蜉w医学部
寧2

結梠蜴O農学部
掌3

結條C洋大学

手島玲子，児矢野聡，中村里香，中村亮介，佐藤里絵，

高木加代子，澤田純一：そば16kDaアレルゲンの組換え

タンパク質の調製と免疫学的特性の検討

第56回日本アレルギー学会秋季学術大会　（2006．ll）

斎藤嘉朗，福島（上坂）浩実，前川京子，原川則子，鎌

谷直之“1，梶尾　裕2，葛谷信明串2，野田光彦2，安田和基

寧2

C澤田純一：日本人における酸化ストレス関連遺伝子の

遺伝子多型探索及びハプロタイプ解析

日本分子生物学会2006フォーラム（2006．12）

零1

結桴落q医科大学
＊2

送ｧ国際医療センター

佐藤里絵，児矢野聡，高木加代子，中村里香，手島玲子，

澤田純一：ソバ主要アレルゲンBWp16の解析

日本分子生物学会2006フォーラム（2006．12）

澤田純一：遺伝子多型と抗がん剤の副作用の予測

第27回日本臨床薬理学会年会シンポジウム「ゲノム解析

による副作用の予測」（2006．12）

斎藤嘉朗，福島（上坂）浩実，前川京子，長谷川隆一，



350 国 立　　衛　　研　　報 第125号（2007）

梶尾　裕1，葛谷信明取1，野田光彦＊1，安田和基1，鈴木

佳寿ヂ2，柳川達生率2，頭金正博，澤田純一：日本人にお

ける薬物トランスポータ／1β㏄3の遺伝子多型探索

日本薬学会第127年会（2007．3）

手島玲子：わかりやすいアレルギーの話一身近にあるア

レルギー物質とアレルギー抑制薬について一

日本薬学会関東支部市民講1座（くすりと健康2007春季講i

演会）（2007，4）

嚇1

送ｧ国際医療センター
零2

荢n総合病院

中村亮介，手島玲子，中村里香，澤田純一：改訂版ア

レルゲンデータベースADFS（Allergen　Database　jbr

Food　Sa艶ty）について

日本薬学会第127年会（2007．3）

中島　治，手島玲子，高木加世子，奥貫晴代，澤田純一：

組換え食品中のCry1Abと食物アレルギー患者血清との

反応性評価の研究

日本薬学会第127年会（2007．3）

朝川直行＊，手島玲子，美郷成樹＊：アレルゲンタンパク

質の頻出する配列領域の特徴

第7回日本蛋白質科学会年会（20075）

寧名古屋大学

Suzuki，　K．，　Otani，　S．．，　Adachi，　R．，　Watanabe，　Y，　Kasahara，

TL富：Studies　on　the　effects　of　oxiαative　stress－induc＿

i取gchemicals　on　ph翫gocyte　functions

20th　IUBMB　International　Congress　of　Biochemistry　and

Molecular　Biology　and　l　lth　FAOBMB　Congress（2006．6）

＊共立薬科大学

佐藤里絵，児矢野聡，高木加代子，中村里香，手島玲子，

澤田純一1ソバアレルゲンBWp16の解析

日本薬学会第127年会（2007．3）

蜂須賀暁子，児矢野聡，菊池　裕，中島　治，青笹正義
＊1

C松田治男串1，手島玲子，澤田純一：抗マウスプリオン

ペプチドファージ1本鎖抗体の反応性

日本薬学会第127年会（2007．3）

噛旦

L島大院生物圏科学

中村里香，手島玲子，佐藤里絵，澤田純一，名古屋博之＊：

遺伝子組換えアマゴの安全性研究一アレルゲン性につ

いて

日本薬学会第127年会（2007．3）

噛独立行政法人　水産総合研究センター養殖研究所

手島玲子，奥貫晴代，中村亮介，澤田純一：オボムコイ

ド（OVM）のマウス経ロ感作への油脂の影響について

日本薬学会第127年会（2007．3）

Roepstorf℃1ぐ1，　Rasmussen，1．＊1，　Sawada，　M．砲，　Suzuki，　K．，

Cudre－Maroux，　C！3，　Salmon，　P．8，　Bokoch，　G．零4，　van　Deurs，

B．章1，Vilhardt，　F．串1：Asignaling　axis　through　VAV1，

R劉c1，　and　PAKI　regu董ates　phagocyte　NAI）PH　oxi－

dase（NOX－2）activ劉tion　in　microglia

Gordon　Reserch　Confbrence　on　NOX　Family　NADPH　Oxi－

dase　　（2006．11）

＊l

tniversity　of　Copenhagen　Medical　Facult呂Denmark
＊2

ｼ古屋大学
零3

tniversite　de　Geneve，　Switzerland

鱗ScripPs　research　Institute，　USA

Adachi，　R．，　Suzuki，　K．：Lyn，　one　of　the　Src－family

tyrosine　kinases　expressed　in　phagocytes，　is　an

important　signaling　factor　in　opsonlzed　zymosan－

activateαmacroph3ge－1ike　U937　cells

20th　IUBMB　International　Congress　of　Biochemistry　and

Molecular　Biology　and　l　l　th　FAOBMB　Congress（2006．6）

安達玲子，鈴木和博：白血球の分化実験系への内分泌撹

吉松嘉代寧，木内文之＊，手島玲子；薬用GM植物の開発

状況・生産実態の調査（2）

日本薬学三筆127年会（2007．3）

乱化学物質の適用とその影響

第12回バイオアッセイ研究会

究発表会（2006．9）

日本環境毒性学会合同研

嗣医薬基盤研究所

Satoh，　R．，　Koyano，　S．，　Takagi，　K．，　Nakamura，　R．，　Teshima，

R．and　Sawada，　J．：Ch訊racteriz飢ion　of　BWp16，　a

candidate　major　allergen　in　buckwheat

2nd　International　Symposium　on　Molecular　Allergology

（2007，4）

Nishimaki－Mogami，　T，　Kawahara，　Y，飴mehiro，　N．，　Ybshida，

で1，Inoue，　K，0㎞嬉Y，　Nagao，　T，　Une，　Mη：Identifica廿on

of　5（レb盟e　alcohols　as血rnesoid　X　receptor　antagonists

20th　IUBMB　International　Congress　of　Biochemistry　and

Molecular　Biology（2006．6）

＊1

ｺ和大学薬学部，
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η広島国際大学薬学部

為広紀正，佐藤陽治，橋本敏弘＊1，浅川義範1，横山信

治“2，井上和秀，大野泰雄，長尾　拓，最上（西巻）知

子：HDL生産を促進するLXRαパーシャルアゴニスト／

LXRβアンタゴニストの発見

第48回日本脂質生化学会　（2006．6）

寧1

ｿ島文理大学薬学部

ワ名古屋市立大学大学院医学研究科

為広紀正，河原陽介，吉田武美“1，植田和光槍，横山信治虐3，

鈴木和博，長尾　拓，最上（西巻）知子：Verapam皿によ

るABCA1発現誘導機構

第38回日本動脈硬化学会総会・学術集会（2006．7）

日本薬学会第127年会（2007．3）

＊1

送ｧがんセンター中央病院

η国立がんセンタ凍病院
＊3

送ｧがんセンター研究所
＊4

送ｧ循環器病センター

ぢ東京女子医科大学

森川　馨，村上元親1，田中知子，田崎武信零2，竹村玲

子：自発報告に基づく大規模副作用症例データベース

（AERS）を用いたADHD治療薬の解析

日本薬学思懸127年会（2007．3）

索1

^クミインフォメーションテクノロジー
＊2

末?`製薬解析センター

零1

ｺ和大学薬学部
＊2

椏s大学大学院農学研究科
寧3

ｼ古屋市立大学大学院医学研究科

重本一最上由香里，為広紀正，佐藤陽治，篠崎陽一，奥平

桂一郎，鈴木和博，影近弘之寧，長尾　拓，最上（西巻）

知子：RXRアゴニストPAO24は3poE（一／一）マウスにお

いて抗動脈硬化作用を有する

日本薬学会第127年会（2007．3）

寧東京医歯子院疾患生命

竹村玲子，山本美智子，大塚　文，黒田伸子，高橋　薫，

高田容子，森川　馨：海外規制機関で検討された医薬品

の安全性に関する評価と課題

日本薬学会第127年会（2007．3）

田中知子，廣瀬有紀子零1，高本哲義寧1，竹村玲子，森川

　馨：自発報告に基づく大規模副作用症例データベース

（AERS）を用いたHIV治療薬の解析

日本薬学会第127年会（2007．3）

卑1

Vミック

奥平桂一郎，Michael　L．　Fitzgeralご，鈴木和博，最上（西

巻）知子：ABCA1相互作用タンパク質の検索と解析

日本薬学加湿127年越　（2007．3）

卓Massachusetts　General　Hospital／Harvard　Medical　School

Sai，　K．，　Saito，　Y，　Ozawa，　S．，　Kaniwa，　N，　Shirao，　K．串1，　Hama－

guchi，　T．窄1，　Minami，　H．耀，　Ohtsu，　A．つ，　Yoshida，丁寧3，　Sa”o，

N寧2．and　Sawada，　J．：碍1Z4　genetic　polymorphisms

and　irinotecan　pharmacokinetics　in　J紐p訊nese　c訊ncer

　　　　　　　　　　　　　ぬ　　　　　　　　　　　　ぬpatients＝Roles　of醍717L416紐nd　28

16th　Intemational　Symposium　on　Microsomes　and　Drug

Oxidations　（2006．9）

高田容子，竹村玲子，山本美智子，大塚　文，森川　馨：

高齢者での抗精神病薬使用に関する安全性

日本薬学会第127年会（2007．3）

山本美智子，竹村玲子，大塚　文，黒田伸子，中山健

夫零1，森川　馨：患者における医薬品の副作用情報に関

する検討

日本薬学三牲127年越（2007．3）

串1

送ｧがんセンター中央病院
＊2

送ｧがんセンター東病院
“3

送ｧがんセンター研究所

佐井君江，園庭なほ子，香取典子，鈴木和博，斎藤嘉朗，

澤田純一，白尾国昭“1，山本昇1，田村友秀＊1，南博信
寧2 C吉田輝彦＊3，西條長宏＊2，北風政史“4，駒村和雄＊4，鎌

谷直之亭5：日本人における遠位プロモーター領域を含む

．4βα1遺伝子のハプロタイプ解析および人種差につい

て

q京大院医

小南真由美率1，谷村圭ゴ1，山本典ヂ1，竹村玲子，森川

　馨：市販後の自発報告による大規模医薬品有害事象

データベースの比較検討

日本薬学会第127年会（2007．3）

零1

i株）アーム

Kunihiro　Kubota，　H司ime　Toyofuku，　Fumiko　Kasuga，　Emiko

Iwasaki，　Tomomi　Nokubo，　Yoshimitsu　Ohtomo，　Katsumi

Nakase，　Yoshinori　Mizoguchi，　Frederic　J　Angulo，　and　Kaoru

Morikawa：Estimation　of　the　burdCn　of　gastroen－

teric　diseases　in　Miy劉gi　Prefecture，　Japan

Intemational　Association　for　Food　Protection，93rd　Annual
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Meeting　2006，　Calgary，　Canada，（2006．8）

窪田邦宏，豊福　肇，岩崎恵美子，稲垣俊一，野窪智美，

草刈兵一郎，小松真由美，春日文子，森川　馨：腸炎ビ

ブリオ，カンピロバクター，サルモネラに起因すると思

われる下痢症患者数推定の試み

日本食品微生物学会　第27回学術総会（2006．9）

H句ime　ToyofUku：Epidemiologic　data　on　foodborne

disease　and　an　estimate　of　the　burden　of　gastroin－

testinal　disease　in　Japan

lOth　International　Symposium　on　Toxic　Microorganisms

UJNR（United　States－Japan　Cooperative　Program　on　De－

velopment＆Utilization　of　Natural　Resources）Joint　Panel

on　Toxic　Microorganisms（2006．　l　l）

登田美桜，田中敬子，杉田たき子，畝山智香子，山本

都，森川　馨：各国における農薬の使用状況等に関する

調査（1），食品中の残留農薬に関する各国の検出状況

日本薬学会第127年会（2007．3）

山本　都，登田美膚，田中敬子，杉田たき子，畝山智香子，

森川　馨：各国における農薬の使用状況等に関する調査

（ID，食品中の残留農薬に関する各国の規制状況及び使

用状況

日本薬学会第127年会（2007．3）

串3

Aドバンスソフト株式会社
＊4

_戸大学

Fukuzawa，　K．寧1，　Mochizuki，　Y申2，　Tanaka，　S．申3，　Kitaura，

K．寧㌔nd　T．　Nakano：Molecuiar　interactions　between

estrogen　receptor　and　its　ligand　studied　by　theβρ

加捌∂fragment　mo童ecular　orbitai　method

xIIth　Intemational　Congress　of　Quantuln　Chemistry（2006．

5）

廓1

ﾝずほ情報総研株式会社
嘔2

Aドバンスソフト株式会社
＊3

_戸大学
＊4

Y業技術総合研究所

Mochizuki，　Y翠i，　Yamashita，　K．章2，　Nakano，　T．，　Ishikawa，

丁寧3，Amari，　S．鱗，　Segawa，　K．，　Murase，　T．＊2，　Tokiwa，　H．ゆ3，

Sakurai，　M．寧5　and　Tanaka，　K零1：Aparallelized　integra1－

direct　CIS（D）metho“with　multilayer　fr3gment

molecular　orbital　scheme

xllth　Intemational　congress　of　Quantum　chemistエy（2006．

5）

零1

Aドバンスソフト株式会社

ηNECソフト株式会社
寧3

ｧ教大学
零4

結梠蜉w
寧5

結檮H業大学

森田　健，石光　進，小嶋　靖，佐々木史歩，森川　馨：

化学物質のGHS分類に有用な毒性情報

第33回日本トキシコロジー学会（2006．7）

中野達也：非経験的フラグメント分子軌道法プログラム

ABINIT・MPの開発一その実装と応用計算事例一

第14回CCSEワークショップ（2006．6）

森田　健：In　vivo小核試験特異的陽性とその対応

第35回日本環境変異原学会（シンポジウム）（2006．ll）

石光　進，森田　健，佐々木史歩，小嶋　靖，森川　馨：

化学物質のGHS分類実施における一考察

日本薬学会第127年会（2007．3）

Fukuzawa，　K．零1，　Kome垣，　Y噛2，　Mochizuki，　Y寧3，　Kato，　A．串1，

Nakano，　T．　and　Tanaka，　S．零4：Intra－and　intermolecular

interactions　between　cyclic－amp　receptor　protein

and　DNA＝．4〃」加薄∂fragment　molecular　orbital

study

xIlth　Intemational　Congress．　of　Quantum　chemistry（2006．

5）　　　　　　’

石川岳志零1，望月祐志81，今村賢司廓1，常盤広明1，中野

達也，田中　皓η，三好永作＊3：フラグメント分子軌道

法のナノ・表面系への展開

大規模・高精度電子状態計算手法に関する研究会（2006．7）

寧1

ｧ教大学

ηアドバンスソフト株式会社

零3九州大学

Fukuzawa，　K．寧1，　Kome輔i，　Y82，　Mochizuki，ジ3，　Ishikawa，

T．＊3，K：ato，　A．寧1，　Nakano，　T．，　Tanaka，　S．零4：Intra－and

intermolecular　interactions　between　cyclic－AMP　re－

ceptor　protein　and　DNA：ノ4〃、加、伽fragment　mo－

1ecular　orbital　study

CBI学会2006年大会（2006．7）

寧1

ﾝずほ情報総研株式会社
寧2

Y業技術総合研究所

’1

ﾝずほ情報総研株式会社
ゆ2

Y業技術総合研究所
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寧3

ｧ教大学
寧4

_戸大学

福澤　薫童，中野達也，望月祐志’2，田中成典3：エスト

ロゲン受容体とリガンドの結合性：フラグメント分子軌

道法による相互作用解析

分子構造総合討論会2006（2006．9）

寧1

ﾝずほ情報総研株式会社

η立教大学
零3

_戸大学

甘利真司零1，望月祐志寧2，中馬　寛’3，中野達也：Ab

initio　FMO法のSBDDへの応用

第34回構造活性相関シンポジウム（2006．ll）

sible　underlying　mechanistic　background　of　low－dose　and

synergistic　actions．　Weybridge＋10　Workshop‘‘Impacts　of

Endocrine　Disrupters（2006．　l　l）

井上　達，サ　乗一，壷井　功，雷　艶，李光勲，平

林容子：コネクシン32：ノックアウト動物によるMNU

白血病に対する抑制遺伝子としての役割

第68回日本血液学会総会（2006．10）

井上　達，ヂ‘乗一，壷井　功，雷　艶，李　光勲，児

玉幸夫，黒川雄ゴ，菅野　純，平林容子：コネクシン

32：癌抑制遺伝子としての役割

第65回日本癌学会総会（2006．9）

率1

結梠蜉w
零2

ｧ教大学
“3

ｿ島大学

長谷川隆一：新生児動物における毒性感受性

第33回日本トキシコロジー学会学術年会（2006．7）

Hasegawa凡，　Hirata－Koizumi　M．，　Dourson　M．寧1，　Hirose　A．，

Nakai　S．琶「Kamata　E．，　Ema　M．：Comprehensive　Evalu－

ation　of　Pediatric　Susceptibility　to　181ndustrial

Chemicals

43rd　Congress　of　The　European　Societies　of　Toxicology

and　6th　Congress　of　Toxicology　in　Developing　Countries

（2006．9）

蓼1

soxicology　Excellence　fbr　Risk　Assessment

藤2

｡浜国立大学

8佐々木研究所

井上　達：教育講演EL2新しい視点から見たトキシコ

ロジー＝発生・成長・老化

第33回日本トキシコロジー学会学術年会（2006．7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネInoue　T，　Yoon　BI，　Igarashi　K，　Kanno　J，　Yodoi　J，Hira－

bayashi　Y　Global　gene－expression　profilings　of　steady－state

mice　carrying　a　graded　dosage　of　Trx－gene　elucidate　major

principal　gene－component　for　the　ROS－removal　and　for　Trx－

dependent　anti－oxidative　stress．2σh　IUBMB　International

Congress　of　Biochemistry　and　Molecular　Biology（2006．6）

掌

Kyoto　University

菅野　純：基礎と応用のリンケージ・ツールとしての

Percellome　System

第95回目本病理学会総会（2006．4）

上野秀樹1，奥坂拓志零1，西條長宏’2，古瀬純司寧2，吉田

輝彦3，杉山永見子，金秀良，斎藤嘉朗，鹿庭なほ子，

澤田純一：日本人がん患者におけるゲムシタビンの母集

団薬物動態

第65回日本癌学会学術総会（2006．9）

串1

送ｧがんセンター中央病院
寧2

送ｧがんセンター東病院
零3

送ｧがんセンター研究所

井上　達，松下智哉’，五十嵐勝秀，菅野　純，平林容子：

一般口演「環境因子」放射線特異的遺伝子発現プロファ

イリングを構築する為のグローバルマイクロアレイ検索

第96回日本病理学会総会（2007．3）

菅野　純：Percellome　Projectの概要と展望

第33回日本トキシコロジー学会（2006．7）

菅野　純，中津則之，相崎健一：DEN初期遺伝子応答か

ら見た好発癌系（C3H）と嫌発系（B6）マウスの差異

第65回日本癌学会総会（2006．9）

井上　薫，渋谷　淳，禺　桂畑，禺　麻美，冨士本仁，

高橋美和，菅野　純，五十嵐勝秀，広瀬雅雄：Kojic

acid（KA）によるラット甲状腺発がん過程に特異的な

発現遺伝子のプロファイリング

第65回日本癌学会総会（2006．9）

寧中外製薬（株）富士御殿場研究所

Inoue　T＝Eff6ct　of　endocrine　disruptors　on　health：pos一

菅野　純，相崎健一，小川幸男，関田清司，北嶋　聡：

ヒドロキシクエン酸による精巣毒性のトキシコゲノミク

ス解析
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第96回病理学会総会（2007．3）

Kanno，　Jun．，　Aisaki，　K．，　Igarashi，　K。，　Nakatsu，　N．，　Kit句ima，

S．and　Kodama，　Y：”PERCELLOME”TOXICOG－

ENOMICS　PROJECT　FOR　THE　MECHANISM－

BASED　TOXICOLOGY
the　SOT　46th　Annual　Meeting（2007．3）

安彦行人，原口清輝1，北嶋　聡，高橋　雄，菅野　純，

相賀裕美子＊2：体節形成に関わる転写因子Mesp2の発現

制御における転写因子Tbx6の役割

第39回日本発生生物学会（2006．6）

Takagi，　A．，　Nakatsu，　N．，　Ig耳rashi，　K，　Aisaki，　K，　Ema，　M．

and　Kanno，　J．：Quantitative　microarray　an訊lysis　with

“Percellome”method　in　2，3，7，8－tetrachlorodibenzo－

p－dioxin－treated　murine　fbtal　p31ate

46th　Annual　Meeting　of　Society　of　Toxicology；USA（2007．

3）

中津則之，北嶋　聡，相崎健一，五十嵐勝秀，児玉幸夫，

菅野　純：Percellome手法を用いたDiethylnitros3mine

によるマウス肝遺伝子発現変動解析

第33回日本トキシコロジー学会学術年会（2006．7）

＊1

迚�ﾚがんセンター研究所
＊2

送ｧ遺伝学研究所

五十嵐勝秀，中津則之，相崎健一，北嶋　聡，児玉幸夫，

菅野　純：核内受容体作動性物質による遺伝子発現変動

のPercellome解析

第33回日本トキシコロジー学会学術年会（2006．7）

北嶋　聡，相崎健一，五十嵐勝秀，中津則之，相賀裕美

子＊1，菅野　純：Percellome手法を用いた遺伝子発現変

動解析の発生毒性実験への適用一

第33回日本トキシコロジー学会学術年会（2006．7）

五十嵐勝秀：受容体原性毒性のPercellomeトキシコゲノ

ミクス解析

第1回毒性オミクスフォーラム（2006．7）

あべ松昌彦1，辻村啓太零1，神山　淳零1，波平昌ゴ1，瀬戸

口啓夫η，米和徳2，小宮節郎，五十嵐勝秀，菅野　純，

中島欽一＊1：ピストン脱アセチル化酵素阻害剤による神経

幹細胞分化制御機構の解明と損傷脊髄再生治療への応用

日本分子生物学会2006フォーラム（2006．12）

窄1

ﾞ良先端大学
申2

ｭ児島大学

“1

送ｧ遺伝学研究所

相崎健一，中津則之，北嶋　聡，五十嵐勝秀，菅野　純：

Percellomeデータ解析システム（Mmefueilleシステム）

の開発

第33回日本トキシコロジー学会学術年会（2006．7）

高木篤也，中津則之，五十嵐勝秀，相崎健一，江馬　眞，

菅野　純：Percellome手法を用いたマウス胎児における

TCDD誘導口蓋裂の分子発生機序の解析

第33回日本トキシコロジー学会学術年会（2006．7）

Igarashi　K．：Atoxicogenomics　study　on　the

disruption　of　epigenetic　regulation　in　neuronal　stem

cell　model

The　19th　Annual　and　Intemational　Meeting　of　the　JAACT

sy面posium（2006．9）

高橋　雄，北嶋　聡，菅野　純，相賀裕美ヂ1：Lunatic

fringe　expression　in　the　anterior　PSM　is　insuf髄一

cient　for　somite　bound紐ry　form飢ion　in　the　mouse

embryos

第39回日本発生生物学会（2006．6）

窄1

送ｧ遺伝学研究所
高木篤也，北嶋　聡，中津則之，五十嵐勝秀，相崎健一，

菅野　純：Percellome手法を用いたマウスES細胞分化

系における分化マーカー遺伝子の発現パターンの解析

第33回日本トキシコロジー学会学術年会（2006．7）

Takagi，　A．，　Kit句ima，　S．，　Nakatsu，　N．，　Igarashi，　K．，　Aisaki，　K．

and　Kanno，　J．：Global　gene　expression　profiling　in

mouse　embryonic　stem　cells　and　embryoid　bodies

20th　Intemational　Congress　of　Biochemistry　and　Molecular

Biology（2006．7）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サHirabayashi，　Y，　Y60n，　B．1．，　Li，　G．X．，　F両ii－Kuriyama，　Y，

Kaneko，　T，　Kanno，　J．　and　Inoue，　T．：Aryl　hydrocarbon

receptor（AhR）：dual　functions，　one　for　tumor

promotion　through　drug　met劉bolism　anαthe　other

fbr　tumor　supPression

Society　of　Toxicology　46th　Annual　Meeting＆ToxExpo

（2007．3）

寧

Tsukuba　University

平林容子，ヂ畠物一，李　光勲，藤井義明零，菅野　純，



学 会

井上　達：一般ロ演「腫瘍3」芳香族炭化水素受容体

（AhR）の細胞周期抑制を介した腫瘍サプレッサー機能

第96回日本病理学会総会（2007．3）

’筑波大学

平林容子，ヂ’乗一，李　光勲，藤井義明8，児玉幸夫，

菅野　純，井上　達：アリールハイド附田ーボン受容体：

癌抑制遺伝子モデル

第23回日本疾患モデル学会（2006．11）

寧筑波大学

Hirabayashi，　Y，　Ybon，　B．1．，　Tsuboi，　L，　Kodama，　Y，　Kanno，

J．and　Inoue，　T．：Cx32　in　steady－st飢e　hem飢opoiesis

and　leukemogenesis

International　Conf6rence：Physiological　and　Pathological

ImportanGe　of　Gap　Junctions（2006．11）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホHirabayashi，　Y，　Yoon，　BJ．，　Li，　G．X．，　F両ii－Kuriyama，　Y，

Kaneko，　T，，　Kanno，」．　and　Inoue，　T．：Xenobiotic　re－

sponse　gene，　aryl　hydrocarbon　receptor（AhR），

plays　a　tumor　supPressive　function：an　e3rly　onset

and　higher　incidence　of　spontaneous　tumori一／leu－

kemogenicity　and　a　consequent　shortened　lifesp劉n

in　the　AhR　knockout　mouse

An　AACR．　Special　Con色rence　in　Cancer　Research“Mouse

Models　of　Cancer”（2006．10）

零

Tsukuba　University

平林容子，チト乗一，壷井　功，震　艶，李　光勲，井

上　達：骨髄前駆細胞におけるコネクシン32の発現とそ

の意義

第68回日本血液学会総会（2006．10）

平林容子，歩　乗一，壷井　功，窪　艶，李　光勲，児

玉幸夫，黒川雄二ご，菅野　純，井上　達：コネクシン

32の造血前駆細胞特異的発現

第65回日本癌学会総会（2006．9）

’佐々木研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆHirabayashi，　Y，　Ybon，　BJ．，　Li，　G．X，　F両ii－Kuriyama，　Y，

Kaneko，　T．，　Kanno，　J．　and　Inoue，　T：Tumor　suppressor

function　of劉ryl　hydroc窃rbon　receptor（AhR）：ear－

1y　onsets　of　spontaneous　lymphoma　and　hepatoma，

an〔1　resulting　shortene〔1　hfe　span　observed　in　AhR

deficient　mice

26th　International　Symposium　on　Halogeneated　Persistent

Organic　Pollutants（Dioxin　2006）（2006．8）
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ホ

Tsukuba　University

平林容子，サ　乗一，李光勲，藤井義明’，金子豊蔵，

菅野　純井上　達：ベンゼンの毒性は，骨髄特異的異

物代謝によって引き起こされる

第33回日本トキシコロジー学会学術年会（2006．7）

噛筑波大学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さHirabayashi，　Y，　Yoon，　B．1．，　Li，　G．X．，　F国ii－Kuriyama，　Y，

Kaneko，　T．，　Kanno，　J．　and　Inoue，　T．：Possible　stem　cell－

specific　xenobiotic　met劉bolism　in　the　bone　marrow

Intemational　Society　of　Stem　Cell　Research　4th　ISSCR　An－

nual　Meeting（2006．6）

＊

Tsukuba　University

吉田和ヂ，平林容子，井上　達：カロリー制限による

放射線誘発骨髄性白血病の減少と標的細胞（造血幹細胞）

の動態

日本基礎老化学会第29回大会（2006．6）

＊放射線医学総合研究所

Hirabayashi，　Y，　Ybon，　B．1．，　Tsuboi，1．，　Huo，　Y，　Kodama，

Y，Ott，　T．寧1，　Kanno，　J．，　Trosko，　J．E零2　and　Inoue，　T．：Con－

nexin　32　is　expressed　in　the　hemopoietic　progenitor

cells　and　regulates　the　steady－state　hematopoiesis

20th　IUBMB　International　Congress　of　Biochelnistry　and

Molecular　Biology（2006．6）

＊1

　Service　Einrichtung　Transgene　Tiere，　Hertie－lnstkut　f廿r

　Klinische　Hirnfbrschung

ゆ2Michigan　State　University，　College　of　Human　Medicine

北嶋　聡：発生毒性のPerceHomeトキシコゲノミクス解析

第1回毒性オミクスフォーラム（第33回日本トキシコロ

ジー学会との共催）（2006．7）

足利太肉雄1，坂口　斉2，岡本賢ゴ3，水野　誠舛，山田貴

亮＊5，吉田真由美＊6，佐藤　淳η，児玉達治η，太田尚ヂ6，

長谷川靖訂5，岡本裕子巾4，桑原裕史摩3，小坂七重寧2，薗

さき子’1，大野泰雄：日本におけるin　vitro皮膚感作性

試験

第30回日本香粧品学会（2006．62－3）

率1

F資生堂
宰2

F花王
＊3

Fカネボウ化粧品
＊4

Fコーセー
＊5

F日本メナード化粧品
串6

Fポーラ化成工業
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＊7

Fライオン

大野泰雄：GLPセミナー（医薬品の安全性評価とGLP＝

効果的な信頼性確保のために）

第33回日本トキシコロジー学会（2006．7）

大野泰雄：動物実験代替法（動愛法に定められた3Rs原

則の実現のために一動物実験代替法の最近の進歩一イント

ロダクション）

第33回日本トキシコロジー学会（2006．7）

大野泰雄：ヒト組織を用いた薬物動態研究

日本組織移植学会（2006．8）

大野泰雄：マイクロドース試験の安全性：試験に必要な

安全性試験の範囲について

第46回日本核医学会学術総会シンポジウム（2006．11）

大野泰雄：第六回国際代替法学会6th　World　Cong士ess

on　Alternatives　to　Animal　Experiments（WC6）

第20回日本動物実験代替法学会（2006．12）

大野泰雄：マイクロドーズ試験の国内外の動向

平成18年度がん研究助成金　がん診療における分子イ

メージングの臨床応用に関する研究国立がんセンター

（2007．1）

大野泰雄：ICH－M3の現状と展望”ICH－M3＝臨床試

験実施との関係における非臨床試験官施タイミングに関

するガイダンス”

医薬品開発支援機構1（APDD）キックオフシンポジウム

（2007．2）

大野泰雄：動物実験と代替法

「東邦大学薬学部オープンリサーチセンター（ORC）第2

回講演会（2007．3）

大野泰雄：マイクロドース試験に必要な安全性試験につ

いて

第127回日本薬学会レギュラトリーサイエンス部会シン

ポジウム（2007．3）

大野泰雄：薬学研究における動物実験代替法研究の重要

性とその問題点

第127回日本薬学会シンポジウム（2007．3）

Koizumi，　S．，　Fujishita，　K．　Sueishi，　K．，　Kataoka，　Y，　Ohkubo，

　　　　　　　ホS．and　Inoue，　K．＝Intimate　interaction　meαiated　by

P2Y2　receptors　between　astmcytes　and　pericytes

8th　International　Symposium　on　Adenosine　and　Adenine

Nucleotides（2006．5）

寧九州大判・薬

Fujishita，　K．，　Inoue，　K．　and　Koizumi，　S．：Upregulation

of　P2Y2　receptors　by　retinoids　in　normal　human

epidermal　kemtinocytes

8th　International　Symposium　on　Adenosine　and　Adenine

Nucleotides（2006．5）

購九州大院・薬

小泉修一：後根神経節細胞のP2Y2受容体と機械刺激応答

生理研シンポジウム（2006．6）

小泉修一：アストロサイトの機能変化とシナプス伝達の

可塑性

生理研シンポジウム（2006．6）

末石浩二，多田　薫，藤下加代子，片岡泰文8，小泉修一：

血管周皮細胞（ペリサイト）一ATP／P2受容体シグナルを

介したマトリックスメタロプロテアーゼ放出一

生理研研究会（2006．9）

寧福岡大学・薬

藤下加代子，末石浩二，井上和秀＊，小泉修一：血管周

皮細胞（ペリサイト）一ATPIP2受容体シグナルを介し

たアストロサイトー毛細血管連関一

生理研研究会（2006．9）

拳九州大院・薬・薬理

小泉修一，藤下加代子，末石浩二，道具伸也露1，高田芙

友子’1，Deli，　M．A．拳1，井上和秀零2，片岡泰文寧且：BBB機

能とアストロサイトのP2受容体

生体機能と創薬シンポジウム（2006，9）

摩1

汢ｪ大学・薬
“2

繽B門院・薬

Koizumi，　S．，　Nasu－Tada，　K．　Inoue，　K宰．　Absence　of　P2Y

signal　induces　astrocytes　to　release　TNF－alpha，

which　proviαes紐utocrine　regulation　of　MMP－9

第49回日本神経化学会（2006．9）

ホ九州大院・薬

Koizumi，　S．，　Nasu－Tada，　K．，　Tsuda，　M．，KunifUsa，　E．　and

　　　　Inoue，　K．：Involvement　of　spinal　fibronectin　in　up一
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regulation　of　microglial　P2×4，　a　key　molecule　for

mechanical　allodynia

日本神経科学会（2006．7）

零九州大院・薬

小泉修一，多田　薫，井上和秀㌔アストロサイトの

P2Y受容体抑制によるMMP－9産生と放出

第ll回ダリア研究会（2006．11）

串九州大乱・薬・薬理

篠崎陽一，小泉修一，井上和秀摩：アストロサイトP2Y1

受容体を介した神経保護作用

第ll回ダリア研究会（2006．　ll）

寧福岡大学・薬

須藤久美ゆ，大久保聡子，本田一男＊，小泉修一：ラット

海馬アストロサイトにおけるフルオキセチンのBDNF産

生に対するアデノシンの増強作用

第80回日本薬理学会年会（2007．3）

嘩昭和大・薬・薬理

齊藤秀俊零，津田　誠，小泉修一，井上和秀“：P2×4受

容体発現制御を介したレチノイン酸シグナルの神経因性

癒痛への関与

第80回日本薬理学会年会（2007．3）

寧九州大院・薬

串九州大尽・薬

　　　　　　　　　　　　　　　　むKoizumi，　S．，　Nasu－Tada，　K．，　Inoue，　K．：Synthesis　and

secretion　of　MMP－9　by　inhibition　of　P2Y　recΦtors

in　astrocytes

Society　for　Neuroscience　Meeting（2006，10）

蓼九州大院・薬

　　　　　　　　　　　　ネOhkubo，　S．，　Tozaki－Saito，　H．，Koizumi，　S．：L，ipopo豆ysac－

charide　alters　P2Y　receptor－mediate〔1　signaling　in

rat　astrocytes

Society　for　Neuroscience　Meeting（2006．10）

寧九州大院・薬

Koizumi，　S．，　Fujishita，　K．　and　Inoue，　K．：Tonic　and

wide－ranging　regulation　of　neurons　by　gliotransmit－

ters

第84回日本生理学会（シンポジウム）（2007．3）

寧九州大院・薬

本間成佳寧L2，齊下愛美’2，大久保聡子，黒瀬　等寧3，吉

田真寧L2，中畑則道η：トロンボキサンA2受容体刺激に

よるG12！13を介したダリア細胞の形態変化

第80回目本薬理学会年会（2007．3）

零1

m闌注N福祉大・薬・薬理
串2

喧k大院・薬・細胞情報

小泉修一，篠崎陽一，多田薫，井上和秀：ダリアの

P2受容体を標的とした口薬

第80回日本薬理学会年会（シンポジウム）（2007．3）

零九州大院・薬

藤下加代子，井上和秀零，小泉修一：アストロサイト由

来ATPを介した海馬神経細胞M1ムスカリン性アセチル

コリン（MI　ACh）受容体シグナルの制御

第80回日本薬理学会年会（2007．3）

蓼九州大院・薬

多田　薫，井上和秀零，小泉修一：P2受容体によるアス

トロサイトのマトリックスメタロプロテアーゼ産生制御

第80回日本薬理学会年会（2007．3）

’九州大院・薬

末石浩二＊，藤下加代子，多田　薫，高田芙友ヂ，片岡

泰文’，小泉修一：P2受容体による血管周皮細胞からの

マトリックス用脚ロプロテアーゼ9放出制御

第80回日本薬理学会年会（2007．3）

須釜　淳顧，大久保聡子，中畑則道㌔マストバランによ

る脂質ラフトでのGPCRシグナル伝達制御機構

第80回目本薬理学会年会（2007．3）

廓東北大院・薬

小林大策，大久保聡子，中畑則道㌦ケラチノサイトで

のUTPによるIL－6産生におけるERK及びカルシニュー

リンの関与について

第127回日本薬学会（2007．3）

寧東北大院・薬

佐藤　薫，Goldman，　J．E＊：eGFP標識されたneural　pro－

genitorをもつ生後ラット前脳切片培養系の確立

第29回日本神経科学大会（2006．7）

Department　of　Pathology　and　the　Center　fbr　Neurobiology

and　Behavior，　Columbia　University

　　　　　　　　　　　　　　　ホSato，　K．，　Ohno，　Y，　Goldman，　J．E．，Nakazawa，　K．：The

Establishment　of　the　Organotypic　Slice　Culture　of

Postnatal　Rat　Forebrαin　Involving　Neural　Progeni一
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tors正abeled　by　eGFP－encoding　Retrovirus

Society　fbr　Neuroscience　Meeting（2006．10）

＊

　Department　of　Pathology　and　the　Center　fbr　Neurobiology

and　Behavior，　Columbia　University

佐藤　薫大野泰雄，Goldman，　J．E＊，中澤憲一：神経

系前駆細胞の遊走および分化の薬理学的検討に適した実

験系の確立

第80回日本薬理学会年会（2007．3）

＊

Department　of　Pathology　and　the　Center　fbr　Neμrobiology

　and　Behavior，　Columbia　University

Ozawa，　S．，　Saito，　Y　and　Sawada，　Y：Structural　Amly－

sis　of　the　CYP2D6　in　Japanese－Findings　from　the

N劉tional　Pharmacogenetic写Project

16th　International　Symposium　on　Microsomes　and　Drug

Oxidations（MDO　2006）（2006．9）

Murayama，　N．率1，0kazaki，0．＊1，　Shimada，　K．串2，　Mizuno，　K．＊2，

Sunouchi，　M．，　Nakamura，　A．＊満，　Kamiyama，　T．零4，　Kato；K噛5，

Terauchi，　Y＊6，　Sogawa，　Y＊7　and　Ohno，　Y：Feasibility

and　vali“ation　of　CYPIA　and　CYP3A　induction　in

HepaRG，　a　novel　hum劉n　cell　line　obtained　from訊

dif艶renti飢ed　hepatoma

13th　Annual　Meeting　of　the　Japanese　Society　fbr　the　Study

of　Xenobiotics（2006．10）

申1

caiichi　Pha㎜aceutical　Co．，　Ltd

傘2

o∬zer　Japan　Inc．

零3

mippon　Shinyaku　Co．，　Ltd．

啄4

`stellas　Pha㎜a　Inc．

＊5

bhugai　Pha㎜aceutical　Co．，　Ltd．

＊6

cainippon　Sumitomo　Pharma　Co．，　Ltd．

＊7

jyowa　Hakko　Kogyo　Co．，　Ltd．

Miy句ima，　A．，　Ozawa，　S．，　Ishida，　S．，　Nakazawa，　K．：　Ef」

fects　of　histone　acethylation劉nd　DNA　methylation

on　the　mRNA　expressions　of　CYPIA　and　3A　in

HepG2　cells

The　46th　Annual　Meeting　of　the　Society　of　Toxicology

（2007．3）

本郷有爵＊，石田誠一，小澤正吾，大野泰雄，澤田純一，

和田昌憲虞，石川陽一ゆ：高密度三次元培養における培養

担体の違いによる細胞機能の変化

日本生物工学会（2006．9）

噛エイブル株式会社
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Kurebayashi，　H．，　Ohno，　Y：Metabolism　of　Acrylamide

to　Glycidamide　an⊂1　Their　Cytotoxicity　in　Isol郎ed

Rat　Hepatocytes

16th　International　Symposium　on　Microsomes　and　Drug

Oxidations　（2006．9）

紅林秀雄，中澤憲一，大野泰雄：N一アセチルシステイン

（NAcCys）はアクリルアミドの肝細胞毒性を抑制した

第127回日本薬学会（2007．3）

中島幹夫申1，満長血餅串2，宇佐見脈：二次元電気泳動法に

よる培養ラット胚におけるインジウムの発生毒性に関す

るプロテオミクス解析

第46回日本先天異常学会学術集会（2006．6）

噛且

ｮ化成ファーマ（株）医薬研究開発本部研究センター
寧2

喧M大学薬学部

宇佐見誠：ラット全胚培養法を用いた化学物質の発生毒

性研究

第7回日本トキシコロジー学会生涯教育講習会（2006．7）

Kojima，　H．：Current　activities　on　alternative　re－

search　in　J叩劉n

KSOTIKEMS　Spring　Annual　Mee亡ing，　A1亡emative　Toxlco1－

ogy　and　Marine　Ecotoxicology（2006．5）

小島　肇＝JaCVAM（ぬpanese　Center　fbr　the　Valid劉一

tion　of　Akernative　Methds）新規試験法評価室の紹介

日本環境変異原学会　MMS研究会第49回定例会（20065）

小島　肇：局所毒性試験代替法

第33回日本トキシコロジー学会学術年会（2006．7）

Kojima，　H．：Evaluation　of　skin　toxicity　using　3－di－

mension劉I　cultured　skin　model

the　19th　annual　and　International　Meeting　of　the　Japanese

Association　fbr　Animal　Cen　Technology（2006．9）

Kolima，　H．：6th　World　Congress　on　Alternatives＆

Animal　Use　in　the　Ijfe　Sciences

Symposium　on　Laboratory　Animal＆Biosafbt》～2nd　Inter－

natlonal　Forum　on　Laboratory　Animal　Science　and　Technol－

ogy　（2006．10）

K句ima，　H。：JaCVAM　U国ate

Scientific　Advisory　Committee　on　Alternative　Toxicological

Methods（2006，　l　l）
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小島　肇：JaCVAMの設立と使命

日本産業皮膚衛生協会第39回研修会（2006．11）

小島　肇：特別企画1：動物実験代替法に関する最近の

国内外の動向，国内において現在進行中の評価試験プロ

ジェクト紹介

日本動物実験代替法学会第20回大会（2006．12）

大森　崇零1，出原賢治＊2，小島　肇，寒水孝ず3，有馬和

範4，後藤浩彦5，花田智彦6，五十嵐良明，猪田健人η，

金澤由基ヂ8，小坂本葬9，牧栄二喰10，森本隆史索ll，篠

田伸介ゆ12，篠田直樹＊13，武吉正博艦14，田中正志＊15，浦谷

　衛＊16，宇佐美雅仁寧17，山中　淳卓18，米田知史零19，吉村

　功噛20，湯浅敦子ゆ21：皮膚感作性試験代替法（LtNA－DA

法）バリデーション研究

第20回日本動物実験代替法学会（2006．12）

噛1

椏s大学
噛2

_イセル化学工業株式会社
噛3

蜊繿蜉w
顧4

蜷ｳ製薬株式会社

5大塚製薬株式会社
寧6

坙{新薬株式会社

η中野製薬株式会社
88

熬c法人食品薬品安全センター

り財団法人残留農薬研究所
剛畳。

熬c法人食：品農医薬品安全性評価センター

田住友化学株式会社
事12

博ｮ会社薬物安全性試験センター
813

Q天製薬株式会社

唱財団法人化学物質評価研究機構
廓15

ｾ治製菓株式会社
’16

ﾎ原産業株式会社
零u zーユー株式会社

蓼18ピアス株式会社

零19

gーアエイヨー株式会社
零20

結棊揄ﾈ大学

引富士フイルム株式会社

小島　肇：第6回国際動物実験代替法会議

日本実験動物技術者協会関西支部セミナー（2007．3）

小島　肇：動物実験代替法開発の推進とその評価

JaCVAMの設立と役割

日本薬学会第127年会（2007．3）

Stokes，　W，S．串1，　Bremer，　S．＊2，　Jacobs，　M．＊2，　Kojima，

H．，Kanno，　J．，　Ceger，　P．串3，　Deal，　F．H．零3，　Tice，　RR．寧1：
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NICEATMIECVAM／JaCVAM　Multi－phased　Inter－

national　Validation　Study　of　a　Stably－Transfected

Estrogen　Receptor（ER）Transcriptional　Activation

（TA）Test　Method

46th　Society　of　Toxicology　（2007．3）

零1

　NICEArM
＊2 dCVAM
串3 PLS

Idehara　K．＊1，0mori　IL＊2，　K（ガima　H．，　Sozu　T零3，　Arima　K．＊4，

Goto　H．“5，　Hanada　T．＊6，　Ikarashi　Y，　Inoda　T．寧7，　Kanazawa

Y申8，Kosaka　T．噸9，　Maki　E．“10，　Morimoto　T．寧ll，　Shinoda　S．＊12，

Shinoda　N．辱13，　Takeyoshi　M．＊i4，　Tanaka　M．’15，　Uratani　M．零16，

Usami　M．廓17，　Yamanaka　A．＊18，　Y6neda　T．窄19，　Y6shimura　I．＊20，

YUasa　A．＊21：Valid飢ion　of　LLNA－DA劉ssay　for劉s－

sessing　skin　sensitization　potenti劉1

46th　Society　of　Toxicology　（2007．3）

零1

　ChemicaHndustries，　Ltd，

＊2

　Kyoto　UniM
零3

Osaka　Univ．

串4

saisho　Pharmaceutical　Co．，　Ltd．

窄5

Otsuka　Pha㎜aceutical　Co．，　Ltd．

零6

mippon　Shinyaku　Co．，　Ltd．

零7

makano　Seiyaku　Co．，　Ltd．

88
eood　and　Drug　Safセty　Center

廓9

Pnst．　of　Environmental　Toxicology

寧lo　Biosafヒty　research　center，　fbod　drugs　and　pesticides

串H
rumitomo　chemical　Co．，　Ltd．

傘12
cnlg　Safセty　Testing　Center　Co．，　Ltd．

翠13

　Santen　Pharmaceutical　Co．，　Ltd．

率14
bhemicals　Evaluation　and　Research　Inst．

＊15
le茸i　Seika　Kaisha，　Ltd．

＊161shihara　Sangyo　Kaisha，　Ltd．

寧17
goyu　Co．，　Ltd．

率18
oias　Corporation

串19
soa　Eiyo　Ltd．

申20Tokyo　Univ．　of　Science

窄21
e両i　Photo　Film　Co．，　Ltd，

梅村隆志，前田真智子，黒岩有一，神吉けい太，西川秋

佳，広瀬雅雄：エラグ酸のラット亜慢性毒性試験

日本食品化学学会第12回総会・学術年会（2006．6）

梅村隆志，岡野圭太，黒岩有一，田崎雅子，児玉幸夫，

能美健彦，西川山江，広瀬雅雄：マウス肝発癌剤dicy－

clanilが誘発する即’deltaマウス肝の酸化的DNA損傷お

よび加毘ル0変異原性
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第65回日本癌学会学術総会（2006．9）

黒岩有一，石井雄二，神吉けい太，田崎雅子，梅村隆志，

西川組曲，広瀬雅雄：ラット逆流性食道炎モデルにおけ

るアスコルビン酸と亜硝酸併用投与による食道粘膜増殖

性病変の誘発

第65回日本癌学会学術総会（2006．9）

田崎雅子，黒岩有一，神吉けい太，児玉幸夫，能美健彦，

梅村隆志，西川秋佳，広瀬雅雄：ペンタクロロフェノー

ル誘発マウス肝DNAの酸化的損傷ならびに加卿。変異

原性に及ぼすp53の影響

第65回日本癌学会学術総会（2006．9）

梅村隆志，岡野圭太辱，黒岩有一，神吉けい太，児玉幸夫，

能美健彦，西川秋佳，広瀬雅雄：Dicyclani1投与による

卯’deltaマウス肝の酸化的DNA損傷および加齢。変異

原性

第33回日本トキシコロジー学会学術総会（2006．7）

児玉幸夫，能美建彦，西川秋佳，広瀬雅雄：マウス肝発

がん剤dicyclani1による加が四変異原性誘発への酸化的

DNA損傷および修復酵素の関与について

第23回日本毒性病理学会（2007．1）

Umemura，　T．，　Kuroiwa，　Y，　Tasaki，　M．，　Okamura，　T，　Ko－

dama，　Y，　Nohmi，　T，　Nishikawa，　A．　and　Hirose，　M．：Oxi－

dative　DNA　d訊m訊ge　3nd、加曜μo　mutagenicity　in

the　livers　of卯’delta　mice　given　dicyclanil

Society　of　Toxicology　46th　Annual　Meeting　and』ToxExpo

（2007．3）

石井雄ご，大柄敦資串，梅村隆志，西川秋佳，岩崎雄介牟，

伊藤里恵，斉藤貢一零，広瀬雅雄，中澤裕之串：活性窒素

種によるDNA損傷評価法の構築

第28回　日本フリーラジカル学会学集会（2006．5）

ホ星薬科大学

禦星薬科大学

黒岩有一，石井雄二噛，梅村隆志，神吉けい太，西川秋佳，

中澤裕之黙，広瀬雅雄：茶抽出物と亜硝酸ナトリウムの

併用投与によるNMMG誘発ラット前胃発がん促進作用

と酸化的ストレスの関与

第33回日本トキシコロジー学会学術総会（2006．7）

“星薬科大学

梅村隆志，田崎雅子，岡村俊也，黒岩有一，高木久宣寧，

能美建彦，西川秋佳，広瀬雅雄：臭素酸カリウム投与に

よるラット腎酸化的ストレスおよび加㎡四変異原性に

対する抗酸化物質の修飾効果

第23回日本毒性病理学会（2007．1）

　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　ネ　　　　　　　　　　　　　ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネIshii，　Y，Ogara，　A．，Iwasaki，　Y，lto，　R．，Saito，　K．，Ni一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　のshikawa，　A．，　Hirose，　M．　and　Nakazawa，　H．：Estimation

of　oxidative　DNAα訊mage　induced　by　reactive　ni－

trogen　species

20th　Intemational　Congress　of　Biochemistry　and　Molecu－

lar　Biology（2006．6）

Department　of　Analytical　ChemistrメHoshi　University

石井雄二＊，梅村隆志，岡野圭太＊，岩崎雄介寧，伊藤里恵＊，

西川秋佳，斉藤貢一，広瀬雅雄’，中澤裕之＊：カテコー

ル亜硝酸ナトリウム併用投与によるラット前胃発がん機

構の解明

日本食品化学学会　第12回　総会・学術大会（2006．6）

串星薬科大学

申（株）日本SLC

黒岩有一，石井雄二，神吉けい太，岡村俊也，田崎雅子，

梅村隆志，西川秋佳，広瀬雅雄：

ラット逆流性食道炎モデルにおけるアスコルビン酸と亜

硝酸複合投与の食道発がん促進作用

第23回日本毒性病理学会（2007．1）

田崎雅子，黒岩有一，岡村俊也，梅村隆志，西川秋佳，

広瀬雅雄：Tocotrieno董ラット慢性毒性試験で認められ

た肝結節性病変について

第23回日本毒性病理学会（2007．1）

岡村俊也，梅村隆志，岡野圭太，黒岩有一，田崎雅子，

石井雄ご，大柄敦資，岩崎雄介寧，伊藤里恵寧，梅村隆志，

西川秋佳，斉藤貢一＊，広瀬雅雄，中澤裕之’：高速液体

クロマトグラフィー1質量分析法による生体中ニトロト

リプトファンの高感度分析法

第50回日本薬学会関東支部大会（2006．10）

零時薬科大学

　　　　ほ　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネWang，　M．，Lao，　Y，Shi，　Y，Cheng，　G．，Nishikawa，　A．

　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ
and　Villalta，　P．W．　and　Hecht，　S．S．：Identific劉tion　of

thymidine紐dducts　in　hepatic　DNA　of　rats　tre飢ed

withハ1」nitrosopyrrolidine（NPYR）

97th　Annual　Meeting　of　American　Association　fbr　Cancer

Research（2006．4）

零

University　of　Minnesota
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　　　タ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

Mori，　Y，Tatematsu，　K．，Hirose，　M．　and　Nishikawa，　A．：

Selective　induction　of　xenobiotic　drug　metabohzing

enzymes　in　rodents　exposed　to　cigarette　smoke

lst　Japanese　Cancer　Association／American　Association　for

Cancer　Research　Special　Con£erence（2007．3）

曝岐阜薬科大学

中江　大串，増村健一，坂元康晃，鰐淵英機鱒，西川秋佳，

廣瀬雅雄，能美健彦：即’deltaラットの肝発がん早期

段階における遺伝子突然変異の発生と役割の発がん機

構・系統による差異

第96回日本病理学会総会（2007．3）

辱東京都健康安全研究センター

纏大阪市立大学

で誘発された被膜浸潤癌でのH3－kinase（P13K）経路

関連分子の免疫組織化学的解析

第65回日本癌学会学術総会（2006．9）

井上　薫，渋谷　淳，高橋美和，禺　麻美，冨士本初，

萬　桂畑，梅村隆志，広瀬雅雄：アカネ色素によるラッ

ト腎発がんに対する酸化的DNA損傷と関連成分につい

ての検討

第23回日本毒性病理学会（2007．1）

高橋美和，渋谷　淳，萬　桂畑，井上　薫，禺　麻美，

冨士本仁，広瀬雅雄：ラット肝発がん促進過程に特異的

な遺伝子発現プロファイルの免疫組織化学的検討

第23回日本毒性病理学会（2007．1）

井上　薫，渋谷　淳，梅村隆志，高橋美和，萬　麻美，

冨士本仁，禺　桂畑，広瀬雅雄：食品添加物として使用

されていたアカネ色素によるラット男望がんへの酸化的

ストレスの関与について

第21回発癌病理研究会（2006．8）

冨士同仁，渋谷　淳，萬　剛球，井上　薫，萬　麻美，

高橋美和，広瀬雅雄：発達期甲状腺機能低下に起因する

ラット脳の発達遅延における標的脳領域特異的な遺伝子

発現変動のプロファイリング

第23回日本毒性病理学会（2007．1）

禺　麻美，渋谷　淳，加藤奈津美，井上　薫，萬　桂畑，

掛谷知志零，冨士本仁，高橋美和，広瀬雅雄：DNAメチ

ル化を指標としたマウスマイクロアレイの開発と短期肝

発がん性指標解析の試み

第65回日本癌学会学術総会（2006．9）

禺　麻美，渋谷　淳，高橋美和，井上　薫，萬　桂畑，

掛谷知志’，冨士本舗，広瀬雅雄：マウスに対する肝発

がん物質の28日間投与に反応するDNAメチル化プロ

ファイルの網羅的解析（続報）

第23回日本毒性病理学会（2007．1）

寧（株）スクラム 喰（株）スクラム

渋谷　淳，井上　薫，禺　桂畑，禺　麻美，冨士本仁，

高橋美和，広瀬雅雄：アカネ色素によるラット腎発がん

への酸化的ストレスの関与に関する検討

第65回日本癌学会学術総会（2006．9）

渋谷　淳：組織部位特異的な発現解析手法を利用した腫

瘍形質のプロファイリング，シンポジウムII：毒性病理

学における網羅的解析の展開

第23回日本毒性病理学会（2007．1）

高橋美和，渋谷　淳，萬　桂畑，井上　薫，禺　麻美，

冨士本陣，広瀬雅雄：Sulfadimethoxine（SDM）によ

るラット甲状腺発がんプロモーション過程で発生した腫

瘍特異的な発現変動遺伝子のプロファイリング

第65回日本癌学会学術総会（2006．9）

井上　薫，渋谷　淳，萬　桂畑，禺　麻美，冨士本属，

高橋美和，菅野　純，五十嵐勝秀，広瀬雅雄：Kojic

acid（KA）によるラット甲状腺発がん過程に特異的な

発現遺伝子のプロファイリング

第65回日本癌学会学術総会（2006．9）

冨士本仁，渋谷』 ~，井上　薫，萬　桂畑，高橋美和，

禺　麻美，広瀬雅雄：ラット甲状腺二段階発がんモデル

今井俊夫，園田二朗1，前田　博＊2，久田　茂拳3：リンパ

節とバイエル板の病理検査一医薬品の免疫毒性試験に関

するガイドラインーその進め方と試験法

第13回日本免疫毒性学会学術大会（2006．9）

＊1エーザイ（株）

寧2

i株）新日本科学
零3

?ｷか製薬（株）

今井俊夫，福田勝洋噛，蓮村麻衣，山路晩，太田世志雄，

高見成昭，中法認，広瀬雅雄：DMH－dextran　sodium

sulf劉teラット大腸発がんモデルにみられる再生粘膜にお

けるβ一cateninの異常発現

第65回日本癌学会学術総会（2006．9）

零国立がんセンター研究所
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建永晩，今井俊夫，蓮村麻衣，高見成昭，広瀬雅雄：ラッ

ト中期大腸発がん試験法における酵素処理イソクエルシ

トリン及びヤマモモ抽出物の発がん修飾作用

第65回日本癌学会学術総会（2006．9）

高見成昭，今井俊夫，蓮村麻衣，曹永晩，広瀬雅雄：

DHPN－sulfhαimethoxine誘発ラット甲状腺発がん過程

にみられる被膜病変と浸潤癌におけるMMPsの発現

第65回日本画学会学術総会（2006．9）

tion」加舶ro　positive　anαrational　fbllow　up　tests　in

vivO

ASIATOX　IV（2006．6）

Yamada，　M．，　Matsui，　K．，　Imai，　M，寧1，　Yamamoto，　K．廓l　and

Nohmi　T，：Roles　of　replicative　and　specialized　DNA

polymerases　in　frameshift　mumgenesis

20th　IUBMB　International　Congress　of　Biochemistry　and

Molecular　Biology　and　l　lth　FAOBMB　Congress（2006．6）

＊1

喧k大学・院
蓮村麻衣，今井俊夫，高見成昭，曹永晩，広瀬雅雄：ラッ

ト甲状腺発がん過程における被膜病変と浸潤癌発生に対

する全甲状腺連続薄切標本による病理組織学的解析

第65回日本癌学会学術総会（2006．9）

今井俊夫：食品の加熱によるアクリルアミドの生成と抑

制一食品成分の褐変と機能・安全性

第16回日本メイラード学会（2006）

今井俊夫，蓮村麻衣，高見成昭，曹永晩，広瀬雅雄：

DMH－DSSラット大腸発がん過程にみられるバネート化

生の意義

第23回日本毒性病理学会（2007．1）

錦卵晩，今井俊夫，高見成昭，広瀬雅雄：DMH－DSS誘

発ラット大腸発がんに対する抗炎症剤スルファサラジン

の作用

第23回日本毒性病理学会（2007．1）

高見成昭，今井俊夫，蓮村麻衣，曹永晩，広瀬雅雄：ラッ

トDHPN－SDM甲状腺発がんモデルにおける浸潤癌発生

に対する被膜病変の意義

第23回日本毒性病理学会（2007．1）

Imai，　T．，　Hasumura，　M，　Cho，　YM．，　Ota，　Y，　Takami，　S．　and

Hirose，　M．：Significance　of　inflamination．associate“

regenerative　mucosa　ch劉racterized　by　P劉neth　cell

metaplasia　and　beta－catenin　accumulation　in　the

onset　of　colorectal　carcinogenesis　in　rats　initiated

with　1，2－dimethylhydrazine

46出Annual　Meeting　of　the　Society　of　Toxicology（2007．3）

本間正充：In　vitroコメット試験は遺伝毒性のエビデン

スになりうるか？

日本環境変異原学会MMS研究会第49回定例会（20065）

Hayashi，　M．，　Aardema，　M．＊1，　Casciano，　D．寧2，　Dellarco，　V：

串3 CGollapudi，　B．　B．噛4，　Jacobson－Kram，　D．ホ5，　Kasper，　P

＊6 CMacG・eg・・，　J，＊7，　M・・ll・・，　L．＊8，　Ree・，　R．＊9，　Thybaud，

V牟10and　Holsapple，　M．＊11：Relevance　and　Follow一

叩of　Positive　Results　in　1〃レ％70　Genetic　Toxicity

（IVGT）Testing：An　Applic劉tion　of　the　Tripartite

Appro劉ch　to　lmproving　Risk　Assessment

日本トキシコロジー学会（2006．7）・

申1’

she　Procter　and　Gamble　Company
串2

iformerly）National　Center　fbr　Toxicological　Research

　（U．S．）

＊3

t．S．　Environmental　Protection　Agency

＊4

she　Dow　Chemical　Company
＊5

t．S．　Food　and　Drug　Administration

車6

afArM（Ge㎜any）

ホ7Toxicology　Consulting　Services

零8

gof㎞an－La　Roche
＊9 flaxoSmithKline

＊lo　Sanofi　Aventis

＊ll　ILSI　Health　and　Environmental　Health　Sciences

Honma　M．，　Sakuraba　M．，　Koizumi　T．，　Takashima　Y，　Saka－

moto　H，　and　Hayashi　M．：Error－prone　and　error－free

non－homologous　end－joining　for　rep訊iring　I）NA

double　strand　breaks　in　human　cells

36山Annual　Meeting　of　the　European　Environmental　Muta－

gen　Society　（2006．7）

Nohmi，　T，　Kokubo，　K．黙1，　Yamada，　M．　and　Gruz，　P：Con－

trol　of　multiple　DNA　polymerases　dealing　with　le－

sions　induced　by　environmental　mutagens

36山Annual　Meeting　of　the　European　Environmental　Muta－

gen　Society　（2006．7）

事1

蜴謠落q大学・院

Hayashi，　M．：Strategy　of　ev劉luation　and　interpreta一 Gruz，　P．，　Niimi，　N．，　Sassa，　A．寧1　and　Nohmi，　T．：New



学 会

system　for　the　production　of　mammalian　DNA

polymerase　k叩Pa　in五ω〃：purification，　charac－

terization　and　immunochemistry　of　the　human　and

mouse　POLK　proteins

36th　Annual　Meeting　of　the　European　Envimnmental　Muta－

gen　Society　（2006，7）

率1

結椁�ﾈ大学・院

Y合mada，　M．，　Matsui，　K．　and　Nohmi，　T．：Novel　531加。一

〃θ〃2tester　strains　highly　sensitive　to　photochemi－

c劉］sources　and　oxidative　damage

36th　Annual　Meeting　of　the　European　Environmental　Muta－

9en　Society　（2006．7）

　　　　　　　　　　　ネHonma　M．，　Y合makage　K，：1々囲々ηComet　assay－A

possible　candidate　as　a　member　of　the　standard

test　battery

JaCVAMIMMS　Joint　Seminar－Pros＆Cons　of　Comet　As－

say一　（2006．8）

盲暦薬センター秦野研究所

Hayashi，　M．：Development　of加5珈。　genotoxicity

evaluation　strategy　on　Salmonella　microsome　muta－

tion　3nd加y臨。　chromosom劉13bermtion　for　exist－

ing　inαustriα1　chemicals　in　Japan

USEMS　37th　Annual　Meeting（2006．9）

Hirose，　A。，　Kamata，　E．，　Akiyama，　H．，　Takahashi，　M．，　Ema，

M．and　Hayashi，　M．：Development　of加曲。　geno－

toxicity　predicting　system　on　chromosomal　aberra－

tiOn　f6r　exiSting　indUStrial　ChemiCa1S

Eurotox　（2006．9）

本間正充，高島良生，安井　学，谷田貝文夫噛1，’鈴木雅

雄2，林真：低放射線による相同組換え修飾効果

日本放射線影響学会第49回大会（2006．9）

串1

揄ｻ学研究所

9日目宇宙フォーラム

谷田貝文夫寧i，梅林志浩購1，本間正充，阿部知ヂ1，鈴木

ひろみホ2，島津　徹＊2，石岡憲昭零3，岩木正哉寧1：ISS利

用実験計画＝宇宙環境の突然変異に及ぼす影響の推定

日本放射線影響学会第49回大会（2006．9）

刊理化学研究所

η日本宇宙フォーラム
事3

F宙航空研究開発機構

発 表 363

高島良生，櫻庭真弓，小泉朋子，坂本浩子，安井　学，

林真，本間正充：ヒト細胞に誘導されたDNA二重鎖

切断修復とその細胞周期依存性

日本放射線影響学会第49回大会（2006．9）

Nohmi，　T，　Ikeda，　M！1，　Masumura，　K．，　Sakamoto，　Y，　Wang，

B．琶Nenoi，　M．砲，　Sakuma，　K．“1　and　Hayata，1．つ：Ev励lua－

tion　of　combineαgenotoxicity　of　Iow－dose－r飢e　ra－

diation劉n“tobacco－specific　nitrosamine　NNK

日本放射線影響学会第49回大会（2006．9）　　　’

喰1

落q栄養大学・院
＊2

ﾆ立行政法人　放射線医学総合研究所

山内一己率1，柿沼志津：子＊1，須藤聡美零1，鬼頭靖司＊1，能

美健彦，増村健一，島田義也事1：マウス胸腺リンパ腫に

おける放射線とエチルニトロソウレアの複合影響

日本放射線影響学会第49回大会（2006．9）

＊1

ﾆ立行政法人　放射線医学総合研究所

塩見尚子零1，野代勝子＊1，鬼頭靖訂且，増村健一，能美健彦，

塩見忠博＊1：生殖細胞と体細胞における自然および放射

線誘発突然変異発生率の比較研究II，精細胞期照射に

おける放射線誘発突然変異

日本放射線影響学会第49回大会（2006．9）

＊1

ﾆ立行政法人　放射線医学総合研究所

能美健彦，増村健一：マウス個体で観察される欠失変異

と点突然変異の分子解析

日本放射線影響学会第49回大会（2006．9）

清水雅富1，山田雅巳，ピ一興ーグルーズ，布柴達男つ，

徐　岩窄3，益谷央豪4，碓井之雄1，杉山　弘寧3，花岡文雄

窄4

C．能美健彦：YファミリーDNAポリメラーゼによる

酸化的損傷ヌクレオチド（8－OH－dGTPと2－OH・dATP）

の取り込み

日本放射線影響学会第49回大会（2006．9）

申1

結桾ﾛ健医療大学
“2

喧k大学・院
寧3

椏s大学　理学部
＊4

蜊繿蜉w・院

　　　　　ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Matsuf可i　H．，Chino　M．，Hayashi　M．，　Honma　M．，　Yamaga－

t・K．零・Gen・t・xicity・f　quercetine　in　the　presence

of　reactive　oxygen　species　using　human　lympho－

blastoid　TK6　cells

Environmental　Mutagen　Society　37th　Annual　Meeting

（2006．9）
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寧1

坙{大学

Yamada，　M．，　Nunoshiba，　T∴Shimizu，　M．零2，　Gruz，　P，

Kamiya，　H．零3，　Harashima，　H．疇3　and　Nohmi，　T：Involve－

ment　of　Y－family　DNA　polymerases　in　oxidized

dNTPs－induced　mutagenesis　in、酷。カθ」励功oo〃

Environmental　Mutagen　Society　37th　Annual　Meeting

（2006，9）

＊京都大学

大森雅ヂ，魏　民寧，木下アンデ，柚木孝之解，土井賢一

郎＊，加藤あゆみ零，増村健一，能美健彦，福島昭治零，鰐

淵英機㌔即’deltaラット肝における1，4一ジオキサンの

発がん性および変異原性

第65回日本癌学会学術総会（2006．9）

’1

喧k大学・院
寧2

結桾ﾛ健医療大学
零3

k海道大学・院

山田雅巳，布柴達男零1，、清水雅富2，Petr　Gruz，紙谷浩之

＊3

C原島秀吉摩3，能美健彦：大腸菌における酸化ヌクレオ

チドの取り込みとY一ファミリーDNAポリメラーゼの関

与

日本遺伝学会第78回大会（2006，9）

串大阪市立大学

池田　恵串1，増村健一，松井恵子，甲野裕之宰2，佐久間

慶子刊，田中卓ゴ2，能美健彦：卯’deimトランスジェ

ニックマウスの肺におけるNNK誘発突然変異に対する

Nobiletinの化学予防効果の解析

第65回日本癌学会学術総会（2006．9）

寧1

落q栄養大学・断

り金沢医科大学

廓1

喧k大学・院
嘩2

結桾ﾛ健医療大学
寧3

k海道大学・院

本間正充，鈴木雅雄1，谷田貝文夫ヂ2：染魚体切断に対

する放射線影響の検討

日本宇宙生物科学会第20回大会（2006．9）

寧1

ﾆ立行政法人　放射線医学総合研究所
卓2

揄ｻ学研究所

梅林志浩寧1，菅澤　薫1，本間正充，島津　徹申2，鈴木ひ

ろみ’2，石岡憲昭83，岩木正哉寧1，谷田貝文夫’1：放射線

適応応答による突然変異の抑制ISS利用実験計画1宇宙

環境の突然変異に及ぼす影響の推定

日本宇宙生物科学会第20回大会（2006．9）

山田雅巳，松井恵子，能美健彦：多環芳香族炭化水素

の変異原性を高感度，特異的に検出するバクテリアテス

ター株の開発

第65回目本極学会学術総会（2006．9）

増村健一，中江　大廓1，坂元康晃，高橋正ゴ2，鰐淵英機
ホ3

C梅村隆志，広瀬雅雄，能美健彦：F344系およびSD

緬’deltaラットを用いたコリン欠乏アミノ酸食によ

る内因性ラット肝発がんと突然変異誘発能の解析

第65回日本癌学会学術総会（2006．9）

＊1

結椏s健康安全研究センター
82

戟i財）佐々木研究所
零3

蜊緕s立大学・院

＊1

揄ｻ学研究所
寧2

坙{宇宙フォーラム
83

F宙航空研究開発機構

Honma　M．，　Sakuraba　M．，　Koizumi　T．，　Takashima　Y，　Saka－

moto　H．　and　Hayashi　M．：Requirement　of　p53　for

maintenance　of　chromosome　integrity　against　DNA

“ouble　strand　breaks

DNA　Repair　2006（2006，9）

二二，三二，赤塚慎也ゆ，劉玉亭＊，増村健一，能美健彦，

豊國伸哉＊：トランスジェニックマウ㎏ρ’delmを用い

た鉄二トリロ三酢酸誘導の腎発がんモデルのDNA変異

を検出

第65回日本癌学会学術総会（2006．9）

坂元康晃，増村健一，黒岩有一，今井聖ヂ1，林　宏

行寧1，西川弾幕，広瀬雅雄，津：田洋幸寧2，能美健彦：ヒ

トプロト型。－H3一朔5導ス即’deltaトランスジェニック

ラットを用いた化学発がん高感受性モデルにおける突然

変異誘発能の解析

第65回日本癌学会学術総会（2006．9）

寧1

ｾ治製菓㈱
＊2

ｼ古屋市立大学・医学部

Nohmi，　T，　Ikeda，　M．寧1，　Masumura，　K．，　Sakamoto，　Y，　Wang，

B，寧2，Nenoi，　M．零2，　Sakuma，　K．寧1，　Hayata，1．廓2：Combine〔1

genotoxicity　of　low－dose－rate　radi撹tion　and　tobacco－

specific　nitros訊mine　NNK

CODATA　2006（2006．10）

拳1

落q栄養大学・院
零2

ﾆ立行政法人　放射線医学総合研究所



学 会

　　　　　　　　　　　　　　　　らSuzuki，　H．寧1，　Komatsu，　K．準i，　Imamura，　T！1，　Miyazaki，　A．

事1 C0zawa，1．党，　Kobayashi，　K寧3，　Shimada，　Y鱗，　Takasawa，

Hl零5，　Tanaka，　J．＊6，　Hayashi，　M．：Hepatocyte　Micronu－

cieus　assay　in　young　rats：3ssaying　with　direct　and

indirect　mutagens

日本環境変異原学会第35回大会（2006．ll）

零1

潟Cナリサーチ
串2

厲Y化学工業㈱
寧3

Lッセイ薬品工業㈱
寧4

k興化学工業
零5

O菱化学安全科学研究所
ホ6

i財）食品農医薬品安全性評価センター

　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　は

Inaba，　T．，Ueda，　T．，Hayashi，　M．：Methoαological

consideration　of　micronucleus　test　using　zebrafish

の2〃和削勿）

日本環境変異原学会第35回大会（2006．11）

’宇都宮大学教育学部

Hayashi，　M．，　Hirose，　A．，　Kamata，　E．，　Akiyama，　H．，　Taka－

hashi，　M．，　Ema，　M．，　Morita，　T：Development　of　in　si1－

ico　genetoxicity　evaluαting　system　fbr　chromosom翁1

aberration　on　existing　industrial　chemic訊ls

日本環境変異原学会第35回大会（2006．ll）

本間正充：DNA2本鎖切断修復によるゲノム安定化機構

日本環境変異原学会第35回大会（2006．ll）

斉藤美香，高島良生，坂本浩子，林　真，　松藤　寛，

山形一雄，本間正充：簡便なin　vitroコメット試験法の

確立とその評価

日本環境変異原学会第35回大会（2006．11）

零日本大学

小山直己8，加藤竜也亭，本間正充，林　真，増田修ゴ，

直傭直秀㌔ヒトリンパ芽球トランスジェニック細胞を用

いたアクリルアミドおよびグリシダミドの遺伝毒性試験

日本環境変異原学会第35回大会（2006．ll）

電静岡県立大学

谷田貝文夫寧1，梅林志浩ウ1，鈴木雅雄2，岩木正哉零1，本

間正充：染色体特定部位DSBの修復：低線量！低線量率

ガンマ線照射による影響

日本環境変異原学会第35回大会（2006．ll）

寧1

揄ｻ学研究所
零2

ﾆ立行政法人　放射線医学総合研究所
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高島良生，小泉朋子，櫻庭真弓，林　真，本間正充：ラ

イブセルイ三一ジングによる小引の運命の追跡

日本環境変異原学会第35回大会（2006．ll）

松藤　寛，千野　誠，本間正充，林　真，山形一雄㌔

ヒトリンパ芽球細胞株TK6を用いた亜硝酸ナトリウムと

抗酸化剤の複合遺伝毒性

日本環境変異原学会第35回大会（2006．ll）

申日本大学

Nohmi，　T：Development　of　novel　detection　systems

of　environmental　mutagens　and　molecular　genetic

3nalysis　of　Y・family　DNA　polymerases

日本環境変異原学会第35回大会（2006．11）

Yamada，　M．，　Matsui，　K．，　Nohmi，　T：Development　of

bacterial　tester　strains　highly　sensitive　to　oxi〔1ative

mutagens

日本環境変異原学会第35回大会（2006．11）

　　　　　　　　　　　　ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コGruz，　P，　Niimi，　N．，　Sassa，　A．，Nohmi，　T．：Physlcal紐nd

functional　interactions　of　the　mammalian　DNA

polymerase　kappa　purified　from．配ω〃with　the

stereoisomers　of　tbe　benzolalpyrene／V2－guanine　ad－

duct

日本環境変異原学会第35回大会（2006．ll）

＊東京薬科大学・院

　　　　　ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　　　　　　　　　　　　　　　ネ　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　

Yamauchi，　K，，Kakinuma，　S．，Sudo，　S．，Kito，　S．，Oota，　Y，

　　　　　　　　　　　　ゆNohmi，　T．　and　Shimada，　Y：Mutation　frequency　of

thymocytes　after　combined　exposure　of　X－rays　with

ハLethyL～V」nitrosourea　is　dependent　on　X－ray－dose

日本環境変異原学会第35回大会（2006．ll）

ホ独立行政法人　放射線総合医学研究所

Sakamoto，　Y，　Masumura，　K．，　Takahashi，　S。’且，　Nakae，　D．串2

and　Nohmi，　T，：Dietary　choline　deficiency　induces

oxidative　mutagenesis　in　the　liver　of卯’delta　rats

日本環境変異原学会第35回大会（2006．ll）

申1

戟i財）佐々木研究所
寧2

結椏s健康安全研究センター

　　　　　　　　　ちNiimi，　N．，　Sassa，　A．，Gruz，　P．　and　Nohmi，　T．：Bypass

and　preferential　binding　to　I）NA　lesion　by　human

DNA　polymeraseκin　vitro

日本環境変異原学会第35回大会（2006．ll）

＊東京薬科大学・院
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新見直子，佐々　彰，ピーター・グルーズ，能美健彦

ヒトDNAポリメラーゼκの機能解析

日本分子生物学会2006フォーラム（2006．12）

申東京薬科大学・院

Honma　M．：DNAαouble　stmnd　break　inducing　chro－

mosome　instability紐nd　its　genetic　conseαuences

Intemational　Confbrence　on　Biomarkers　in　Health　and　En－

vironmental　Management＆XXXII　Annual　Meeting　Envi－

ronmental　Mutagen　Society　of　India（2007．1）

Honma　M．：DNA　double　strand　breaks　inducing

chromosome　instability　in　p53－deficient　human　cells

Key　Stone　Sympos．ia－Genome　Instability　and　Repair

（2007．1）

中江　．大掌1，増村健一，坂元三晃，高橋正一＊2，鱈渕英

機3，梅村隆志，西川秋佳，広瀬雅雄，能美健彦：卯’

αeltaラットにおける食餌アミノ領巾化による突然変異

の誘発と肝発がん早期段階における遺伝子突然変異の発

生と役割の発がん機構・系統による差異

第23回日本毒性病理学会総会（2007．1）

零1

結椏s健康安全研究センター
串2

戟i財）佐々木研究所
“3

蜊緕s立大学・院

Yamada，　M．，　Hidaka，　K．‡1，　Kamiya，　H．＊2，　Masutani，　C．零3，

Harashima，　H．零2，　Hanaoka，　E窄3　and　Nohmi，　T．：Specificity

of　mutations　associated　with　misincorporation　of

oxidized　dNTPs　by　human　DNA　polymerase　ηin
vitro

Gordon　Research　Cgnference－Mammalian　DNA　Repair

（2007．2）

寧1

椏s大学・院
＊2

k海道大学・院
疇3

蜊繿蜉w・院

Honma，　M．，　Luan，　Y＊1，　Suzuki，　T．，　Palanisamy，　R．＊2，

Takashima，　Y，　Sakamoto，　H．，　Sakuraba，　M．，　Koizumi，　T．，

Saito，　M．，　Matsuf両i，　H．＊3，　Y自magata，　K．零3，　Yamaguchi，　T．，

Hayashi，　M．，：The　carcinogenic　aspect　of　potassium

bromate　genotoxicity　in　human． 撃凾高垂?盾b撃≠唐狽盾奄

TK6　cells

46th　Annual　Meeting　of　Society　of　Toxicology　in　USA

（2007．3）

串1

rhanghai　Institute　of　Materia　Mediba，　China

率21
aharathidasan　University；India

衛 研 報 第125号（2007）

＊3

坙{大学

■

Niimi，　N．：Impact　of　steric　gate　mutations　of　hu－

m訊nI）NA　polymerase　kappa　on　the　ability　to　by－

pass　lesions　in　DNA

The　3「d　Japan－US　DNA　Repair　Meeting（2007．5）

Nohmi，　T．：DNA　lesions　and　repair－asbestos　and

other　environmental　toxic　chemicals

The　5th　Intemational　Confbrence　on　Environmental　Muta－

gens　in　Human　Populations（2007．5）

戯曲　眞，福西克弘，松本真理子，広瀬明彦，鎌田栄一，

伊原敏夫：カニクイザルにおけるジブチルスズの発生毒

性試験

第46回日本先天異常学会学術集会（2006．6）

前馬　眞，．松山隆史，松本真理子，広瀬明彦，鎌田栄一：

紫外線吸収剤2一（3’，5’一di－tert－buty1－2’一hydrgxyphe－

nyl）一5－chlorobenzotriazoleのラット新生児における毒性

第46回日本先天異常学会学術集会（2006．6）

江差　眞，藤井咲子，松本真理子，広瀬明彦，鎌田栄一：

加硫促進剤1，3－di－o－tolylguanidineのラットにおける

出生前発生毒性

第33回日本トキシコロジー学会学術年会（2006．7）

Ema　M，珂ii　S，　Ikka　T，　Matsumoto　M，　Hirose，　Kamata　E：

Pre－and　post　imp璽antation　embryonic　loss　induce⊂1

by　dibutyltin　given　to　mice　during　early　pregnancy

The　26th　International　Symposium　on　Halogenated　Envi－

ronmental　organic　Pollutants　and　PoPs（DIoxlN　2006．8）

Hirose　A，　Aisaki　K，　Oh　M，　Matsumoto　M，　Kamata　E，　Iga－

rashi　K，　Kanno　J，　Ema　M：Gene　expressions　analysis

in　uterus　and　ovary　of　mice　treated　by“ibutyltin

chloride　during　implant3tion

The　26th　International　Symposium　on　Halogenated　Envi－

ronmental　Organic　Pollutants　and　POPs（DIOXIN　2006．8）

Ema　M，　Arima　A，　Fukunishi　K，　Matsumoto　M，　Hirose　A，

Kamata　E，　Ihara　T：Prenatal　developmental　toxicity

of　dibutyltin　in　cynomo畳gus　monkeys　given　on　con－

secutive　three　days　during　organogenesis

EUROTOX　2006（2006．9）

Hirose　A，　Kamata　E，　Akiyama　H，　Takahashi　M，　Ema　M，



学 会

Hayashi　M：Development　of　in　silico　genotoxicity

prediCting　SyStem　On　ChrOmOSOmal　aberratiOn　fbr

existing　industrial　chemicals

EUROTOX　2006（2006．9）

Ema　M，　F吋ii　S，　Matsumoto　M，　Hirose　A，　Kamata　E：

Teratogenic　ef艶cts　of　rubber　3ccelerato璽～1，3－di－o－

tolylguaniαine（DTG）gin　rats

The　27th　Annual　meeting　of　American　College　of　Tbxicol－

ogy　（2006．10）

Hirose　A：J鋤p劉n　NIIIS　efR）rts　to　evaluate　the　hu－

man　health　haz訊rds　associ飢eαwith　exposure　to

n紐nomaterialS

The　27th　Annual　meeting　of　American　College　of　Toxicol－

ogy　（2006．10）

Ema　M：lntroduction　of　Division　of　Risk　Assessment

NIHS肘CBSR－KFDA／NITR　W6rkshop　on　Regulatory　Sci－

ence　and　In食）rmation　in　Toxicological　Evaluation　of　Poten－

tial　High　Risk　Materials（2006．11）

Ema　M：OECD　high　proαuction　volume　chemic紐1s

programme

NIHS劔CBSR－KFDA劔ITR　W6rkshop　on　Regulatory　Sci－

ence　and　In且）rmatiqn　in　Toxicological　Evaluation　of　Poten－

tial　High　Risk　Materials（2006．　l　l）

Ema　M，　Hara　H，　Matsumoto　M，　Hirose　A，　Kamata　E：

Developmental　neurotoxicity　of　polysorbate　80　in

mts

Intemational　Con免rence　on　Food　Contamination　and　Neu－

rodevelopmental　Disorders（2006．12）

■
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Ema　M，　Matsumoto　M，　Takahashi　M，　Hirata－Koizumi　M，

Hirose　A，　Kamata　E，　Hasegawa　R，　Yamamoto　N：The

Contribution　of　the　Japanese　Government　to　the

OECD　High　Producdon　Volume　Chemicals　Pro－

gramme：Summary　of　lst　to　21st　SIDS　Initial　As－

sessment　Meetings

Fist　U．S．Confbrence　on　Charactering　Chemicals　in　Com－

merce：Using　Data　on　High　Production　Vdume（HPV）

Chemicals（2006．12）

Ema　M，　Ma！suyama　T，　Matsumoto　M，　Hirose　A，　Hirata－

Koizumi　M，　Kamata　E：ln）xicity　study　of　ultraviolet

hght　absorber　2一　（3’　，5’　一di印tert－butyl冒2’　一hydroxy－

phenyl）一5－chlorobenzotriazole（DBI｛CB）in　rats

during　the　pre－we劉ning　period

The　46th　Annual　Meeting　of　the　Society　of　Toxicology

（2007．3）

Fukunishi　K，　Hirose　A，　Matsumoto　M，　Hirata－Koizumu　M，

Kamata　E，　Ema　M：Combined　repe飢ed　dose　toxicity

with　the　reproductive／developmenta】toxicity　screen－

ing　test　of　ultraviolet　absorber　2一　（3，5一αi－tert－butyl－

2－hy“roxyphenyD－5－chloro－2H－benzotiazole（DBHCB）

in　rats

The　46th　Annual　Meeting　of　the　Society　of　Toxicology

（2007．3）

Hirose　A，　Y合mazoe　Y；Ema　M，　Kawamura　Y：Toxicity

testing　schem3　for　the　initiai　riskαssessment　of

負｝od　contact　plastics　b訊sed　on　the　concept　of　TTC

anll　usage　probabilistic　f妻ctors

The　46th　Annual　Meeting　of　the　Society　of　Toxicology

（2007．3）
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レギュラトリーサイエンス関連会議報告

会議名：ICH準備会議QlO

出席者：薬品部　檜山行雄

開催場所，時期：①横浜会議：2006年6月5日～8日②シ

　　　　　　　カゴ会議：米国イリノイ州，シカゴ，

　　　　　　　2006年10月23日～26日

参加者内訳，人数＝各会合とも日米欧3極の医薬品規制

当局及び製薬団体関係者など約20名出席

会議内容：①横浜：QlOの使用用途に関して，ラポーター

の考察が示された。それらにはA：自社に存在する品質

システムの評価に用いる．B：品質システム内の構成要

素を明確化し，それらの間の連携を図る．C：研究開発

と製造の連携を強化する．D：経営者・管理者の責任お

よびレビューの構築に役立てる．E：効果的な品質シス

テムを行政当局にアピールする。の5点であった，2006

年5月時点における認識は；

ガイドラインの概要：医薬品の製品研究開発から製造・

品質管理全般を包括管理し，継続的改善を推進するシス

テムに関する製薬企業向けガイドラインである。具体的

には，GMP（製造所ごとの製造・品質管理規則一毛極と

も法的な要件であり，ほぼ国際調和は出来ている）で包

含されていない経営者・管理者の責任，製品開発（ICHQ8

でカバーされる）と生産工場の間の技術・知識の共有な

どに係わる指針となる．

ガイドラインの性格，適用範囲：推奨事項であって，法

的な要件とするものでない．研究開発ベース企業，後発

品企業，早薬製造，バイオテク，小企業から国際大企業

まで幅広く使える指針とする．したがって，ガイドライ

ンに書かれている要素のすべての適用を推奨するもので

はない．

ガイドラインの使用：現存のシステムの自己評価，経営・

管理者の責任の明確化，研究開発部門と生産部門の連携

改善などに用いる．

各行政の立場：ICHのガイドとしては推奨事項とする．

ただし，日本においてはQ10ガイドラインに記述される

一部がGQP省令を通じ，製造販売業者の許可要件となっ

ていることが想定される。

欧州においてはQlOをGMPルールの付属書とすることを

表明している．

米国FDAは現在ドラフトとして公表している“GMP関連

の品質システム”ガイダンスの代わりにQ10を採用する

可能性を示唆している．

2006年8月，9月に2回の電話会議により，用語の採用

作業などを行い，バージョン7が作成された．

②シカゴ会議の内容

PQSの要素である①製造プロセスおよび製品品質の監視

システム，②CAPA，③変更管理，および④経営者レビュー

第125号（2007＞

Meeting　Reports　Related　to　Regulatory　Science

が，各Life　cycle段階において，どのようにあるべきかを

整理した．また，各章の記述の重複を省く編集作業が行

われバージョン8が作成された．この版になり，専門家

会議外に意見が求められる状態になったと判断し，四極

の組織内で意見を募集することとなった．

2007年1月に電話会議を行い集約した意見をもとにさ

らなる改定の方針が決定された．重要な点はA：QlO

は推奨事項をまとめたものであることを明確に表現す

るためにOPTIONという言i葉を再度入れなおした．　B：

Regulatory　Flexibilityという言葉から想定することは各

極において異なる．言葉自体が適切ではないので改め

る．共通認識を行うために付属書を用い，Regulatory

Flexibilityのもとで議論されてきたあるべき姿へ（ビジョ

ン）向かうための機会を説明することとなった．

会議名：生薬の調和のための西太平洋地区フォーラム

　　　　Sub－Committee　I－III会議

出席者：生薬部　合田幸広，川原信夫

開催場所，期間＝東京，2006年ll月15日

参加者内訳，人数：日本，中国，韓国，ベトナム，シン

　　　　　　　　ガポール，オーストラリ』ア，香港の

　　　　　　　　生薬・植物薬の担当者・専門家22名

会議内容：東京，三田会議所においてFHH（Westem　Pa－

ciHc　Region　Fonlm　for　the　Ha㎜onization　of　Herbal　Medi－

cines）のSub－Committee　l～IIIの会議が開催された．日本

が主催したSub－Committee　Iの会議では各Expert　working

group（EWG）の活動報告がなされた．ついで，今後の

活動方針が審議され，今後の活動として，各種比較表の

完成に向けた作業を継続することが確認された．さらに，

クリーンアナリシスを念頭に国際調和を推進する観点か

ら，TLCによる確認試験で使用される有害試薬の排除を

目的として，各国における共同比較試験が提案され，本

件について第4回FHH　Standing　Committee会議において

審議することが承認された．Sub－Committee　II，　IIIでは，

現状報告が行われた後，今後の活動方針が審議された．

Sub－Committee　llでは，特に，生薬の修治（processing）

についても，検討課題とすることが提案された．また，

Sub－Comlnittee　IIIでは，日本の副作用情報システムの紹

介に高い関心がもたれた．

会議名：第4回生薬の調和のための西太平洋地区フォー

　　　　ラム常任委員会（The　4th　Standing　Committee

　　　　Meeting　of　the　Westem　Paci丘。　Regional　Forum　fbr

　　　　the　Hamlonization　of　Herbal　Medicines）

出席者：生薬部　合田幸広，川原信夫

開催場所，期間＝東京，2006年ll月16日
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参縫返内訳，人数：日本，中国，韓国，ベトナム，シンガポー

　　　　　　　　ル，オーストラリア，香港，カナダ

　　　　　　　　の生薬・植物薬の担当者・専門家39

　　　　　　　　名

会議内容：日本が主催者となり，三田会議所で開催さ

れた．本会議では各地域の現状に関する報告並びに

Nomenclature　and　Standardization，　Quality　Assurance　and

Information及びAdverse　Drug　Reactionに関するSub－Com－

mitteeの活動報告がなされた．また，本会議において次

期Coordinating　partyに韓国が決定し，2007－2008年の2年

間，韓国が日本に引き続きFHHの取りまとめを行うこと

になった．さらに，クリーンアナリシスを念頭に国際調

和を推進する観点から，Sub－Committee　Iにおいて，　TLC

による確認試験で使用される有害試薬の排除を目的とし

て，各国での比較試験が提案され，平成19年目韓国で開

催予定の第5回FHH　Standing　Committeeにおいて，各国

が検討結果について報告することになった．また，Sub－

Committee　IIでは，生薬の修治（processing）についても，

検討課題とすることが承認された．

会議名：第2回天然薬物の規制に関する国際協力のため

　　　　のWHOワーキンググループ会議

出席者：生薬部　袴塚高志

開催場所，時期：北京（中国），2006年10月23～25日

参加者内訳，人数＝日本，中国，韓国，香港，オースト

ラリア，カナダ，ハンガリー，インド，マレーシア，メ

キシコ，シンガポール，イギリス，ガーナ，クウェート，

ウクライナ，アメリカの生薬・薬用植物の担当者・専門

家，及びWHO伝統薬部門関係者48人

会議内容：WHOが立ち上げたウェブサイト等を利用し

て，各国の生薬，生薬製剤及び生薬製剤製造業者等に関

する情報交換を積極的に行うことが確認された．また，

「伝統薬に関するWHOの国際調査」の調査項目草稿の修

正を行った．さらに，当会議規約の最終案について討論

された．2007～2008年の事務局はカナダが担当し，次回

の会議は2007年7月にマレーシアで開催されることが承

認された．

会議名＝第28回Codex分析法サンプリング部会

出席者：松田りえ子，渡邉最密

開催場所，時期：ブダペスト（ハンガリー），2007年3，月

　　　　　　　2日～9日

参加者内訳，人数：米国，カナダ，フランス，ニュージー

　　　　　　　　ランド，英国，日本等68加盟国，

　　　　　　　　EC，8国際機関及びコモロスからの

　　　　　　　　約140名

会議内容＝本会議は，Codex分析法の採択を含む分析法

及びサンプリングに関する種々の討論及び提案を行い，

食品分析の国際的枠組みを整備すること（国際ガイドラ

インの作成）を目的に毎年開催されている．本年の会

議では，合計70を超える分析法が採択され，1）分析値

の不確かさの推定方法と運用，2）サンプリングの不確

かさ，3）モダンバイオテクノロジー応用食品分析法の

評価基準，4）分析値の違いに起因する二国間紛争解決

について，ガイドラインの策定を前提等として，あるい

は策定作業として討論が行われた．特に分析値の不確か

さ（measurement　uncertainty）については，近年，分析法

の妥当性確認（バリデーション），精度管理等と共に分

析の信頼性保証における重要な要件となりつつある．国

際的な食品流通に係る分析においても本概念の導入と実

際の運用が求められる公算が強いと考えられることか

ら，我が国においても相応の対応が求められる．

会議名：第67回FAOバVHO合同食品添加物専門家委員会

　　　　（JECFA）

出席者：食品添加物部　河村葉子，病理部　西川秋佳

開催場所，時期＝ローマ（イタリア），2006年6月20日

　　　　　　　～29日

参加者内訳，人数＝毒性グループ26名，規格グループ

　　　　　　　　　13名，摂取評価グループ5名の合計

　　　　　　　　　44名

会議内容＝アナトー抽出物，リコペン，プロピルパラベ

ンなどの添加物，アルミニウム，クロロプロパノールな

どの食品汚染物の安全性評価を行うとともに，香料物質

の摂取量評価法について検討を行った．また，各種添加

物について規格の新規作成及び見直しを行い，また酵素

製剤の一般規格を作成した．

会議名：微生物学的リスク評価の結果に基づく実際的な

　　　　リスク管理戦略に関するFAOAVHO合同専門家

　　　　会議

出席者：食品衛生管理部　春日文子

開催場所，時期：キール（ドイツ），2006年4月7日～9日

参加者内訳，人数：FAO関係専門家，　WHO関係専門家，

　　　　　　　　約20名

会議内容＝微生物学的リスク評価の結果を実際的なリス

ク管理戦略に適用するかについて，FAOバVHO合同専門

家会議において審議した．

会議名：国際モンゴル会議

出席者：食品衛生管理部　春日文子

開催場所，時期＝ウランバートル（モンゴル），2006年

　　　　　　　8月8目～9日

参加者内訳，人数：モンゴル科学アカデミーその他各国
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　　　　　　　　学術会議関係者約500名

会議内容＝モンゴル建国800年記念に伴い開かれた「国

際モンゴル会議」に，モンゴル科学アカデミーから受け

た聖壇により日本学術会議会長ならびに会員による派遣

団として出席し，モンゴル科学アカデミーの科学者と情

報交換を行なった．

会議名：国際食品微生物規格委員会（ICMSF）年次会議

出席者：食品衛生管理部　春日文子

開催場所，時期＝ケープタウン（南アフリカ），2006年

　　　　　　　10．月18～27日

参加者内訳，人数：ICMSFのメンバーおよびコンサルタ

　　　　　　　　ント約25名

会議内容＝Microorganisms　in　Foods第8巻の発行準備，ポ

ジションペーパーの執筆（FSOとサンプリングプラン

について），コーデックス食品衛生部会議題への対応，

FAO八VHO専門家会議への準備などを行なった，

会議名：ウブントゥ連合持続可能な開発のための教育地

　　　　域拠点推進委員会

出席者：食品衛生管理部　春日文子

開催場所，時期＝パリ（フランス），2006年12月5日

参加者内訳，人数：代理を含む推進委員会委員，IAU，

　　　　　　　　UNESCO，　IUCNからのオブザー

　　　　　　　　バー，事務局である国連大学高等研

　　　　　　　　究所，計16名

会議内容＝当委員会は，2002年ヨハネスブルグサミット

の際にウブントゥ宣言に署名した国連大学，UNESCO，

ICSU，アジア学術会議など11の国際機関により構1成さ

れるウブントゥ連合が，その活動の一つである持続可能

な開発のための教育地域拠点活動を進めるにあたり，新

たな地域拠点を認定するために設けられた推進委員会で

あり，国連大学ヒンケル学長が議長を務める．委員であ

るアジア学術会議黒川会長（当時）の代理として出席し，

新規地域拠点申請課題をレビューし，採択ならびに助言

を行なった．

会議名：天然資源の開発利用に関する日米会議（UJNR）

出席者＝食品衛生管理部　山本茂貴，五十君静信，春日

　　　　文子，岡田由美子

　　　　衛生微生物部　高鳥浩介，小西良子

　　　　安全情報部　豊福肇

開催場所，時期＝ワシントンDC，2006年11月5日～12日．

会議内容：マイコトキシンの食品汚染状況，日米の食中

毒発生状況，日本におけるBSE発生状況等の情報交換が

行われた．シンポジウムでは，食品の微生物学的リスク

アセスメント，食中毒の疫学，バクテリア，マイコトキ

シン，マリントキシンに関する研究発表があった．

会議名＝BSEステータス評価のためのアドホック委員会

出席者：食品衛生管理部　山本茂貴

開催場所，時期＝フランス・パリ，平成18年1L月13日

　　　　　　　～18日

参加者内訳，人数＝EU代表部，イタリア，スペイン，

　　　　　　　　スイス，エジプト，日本など8名お

　　　　　　　　　よびOIE事務局1名

会議内容：評価書を提出したオーストラリア，ニュージー

ランド，シンガポールなど6ヶ国についてBSEステータ

ス評価を行った．

会議名：BSEステータス評価のためのアドホック委員会

出席者＝食品衛生管理部　山本茂貴

開催場所，時期＝フランス・パリ，平成19年1月8日～13

　　　　　　　　日

参加者内訳，人数＝EU代表部，イタリア，スペイン，

　　　　　　　　スイス，エジプト，日本など8名お

　　　　　　　　よびOIE事務局1名

会議内容＝評価書を提出したオーストラリア，ニュージー

ランド，シンガポールなど6ヶ国についてBSEステータ

ス評価を行った．

会議名：ICH準備会議Q8

出席者：①横浜会議：有機化学部　奥田晴宏，薬品部

　　　　四方田千佳子，②シカゴ会議：有機化学部　奥

　　　　田晴宏，

開催場所，時期：①横浜会議：横浜，2006年6月5日～8日，

　　　　　　　②シカゴ会議：シカゴ（米国），2006

　　　　　　　年10．月23日～26日

参加者内訳，人数＝①シカゴ会議及び，②横浜会議：日

　　　　　　　　米欧3極の医薬品規制当局及び製薬

　　　　　　　　団体関係者など多数出席

会議内容＝日米EU医薬品規制調和国際会議（ICH）の品

　　　　　質ガイドライン「製剤開発」（ICHコード番号

　　　　　Q8）に関して補遺の作成（Q8（R）を行って

　　　　　いる．

　Q8ガイドラインは，製剤開発研究に科学的な手法と

リスクマネジメントを適用することを推奨するためのガ

イドラインである．補遺は経口固形製剤，注射剤，経口

液剤を対象にして，quality　by　designの適用例および品質

リスクマネジメントの適用例を従来の製剤開発の例と共

に明確化することを目的として検討を行った．

会議名：国際医薬品一般名専門家会議

出席者：有機化学部　奥田晴宏
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開催場所，時期：ジュネーブ（スイス）第42回2006年4

　　　　　　　．月4日～4月6日，第43回2006年ll月

　　　　　　　　14日～ll．月16日

参加者内訳，人数：約15名

各回約60の新規申請名称の妥当性を検討し，国際一般名

称（INN）を定めるとともに，持ち越し品目に関しても

検討を行った。また，バイオテクノロジー応用医薬品の

INNの現状，ステム等に関しても議論をした．

会議名：IPCS国．際化学物質安全性カード（ICSC）原案

　　　　検討会議（ICSC運営会議を含む）

出席者：安全情報部　森田　健

開催場所，時期：ウッジ（ポーランド），2006年4，月2～7

　　　　　　　　日

参加筆内訳，人数＝ICSC作成担当機関，　IPCS，　ILO，

　　　　　　　　EU委員会等28名

会議内容＝各国の担当者が分担して作成したIPCSの国際

化学物質安全性カード（ICSC）の原案（新規作成ある

いは更新）について最終検討会議を行った．本検討会議

は，各国の担当者や化学・毒性・医学の専門家が集まっ

て原案を詳細に検討しICSC完成版とするものである．2

グループに分かれ，それぞれ物性および毒性情報等につ

いて約70物質のカード原案を検討した．日本は，クロム

酸バリウム，亜硝酸イソブチル，2一アミノー4一ク月月フェ

ノール，ベンズアルデヒド，臭素酸ナトリウムの計5物

質の原案作成を分担した．

会議名：IPCS国際化学物質安全性カード（ICSC）原案

　　　　検討会議（ICSC運営会議を含む）

出席者＝安全情報部森田健

開催場所，時期：ラベンナ（イタリア），2006年10月

　　　　　　　8～13日

参加者内訳，人数＝ICSC作成担当機関，　IPCS，　ILO，

　　　　　　　　EU委員会等30名

会議内容＝各国の担当者が分担して作成したIPCSの国際

化学物質安全性カード（ICSC）の原案（新規作成ある

いは更新）について最終検討会議を行った．本検討会議

は，各国の担当者や化学・毒性・医学の専門家が集まっ

て原案を詳細に検討しICSC完成版とするものである．2

グループに分かれ，それぞれ物性および毒性情報等につ

いて約50物質のカード原案を検討した．日本は，テメフォ

ス，2一クロロア神聖ミド，1，2一ジメチルヒドラジン，3一

クロロー1，2一プロパンジオール，1一プロモー3一クロロプロ

パンの計5物質の原案作成を分担した．

会議名　第ll回GHS小委員会

出席者　安全情報部　森田　健

開催場所，時期：ジュネーブ（スイス），2006年7月

　　　　　　　12～14日

参加者内訳，人数：各国，国際機関，産業界等約100名

会議内容：「GHSの更新」として健康有害性ついて議論

された．発がん性の強度評価方法に関しては，発がん物

質混合物について派生する規定濃度限界のために使用す

べきか，あるいはリスク評価のために使用すべきかにつ

いて合意が得られず，規定濃度限界のための本手法の使

用は可能であるとの合意が得られたのみであったため，

本事項の議論は時間がかかりすぎることから，議の中止

が提案され承認された．有毒ガス混合物に関して，北米

や欧州で現在分類や表示がなされているヒトに致死的影

響を及ぼす有毒混合ガスが，現行のGHS分類基準では

分類区分からはずれてしまうため，現行のカットオフ値

5000ppmを例えば40000ppmに引上げる案が解決策とし

て提案された．感作性の強さに関しては，GHSに感作性

物質の分類に作用の強さによる区分を追加して導入する

もので，現行の区分1のみから強さに応じ区分1あるい

は区分2とするものである．結論を出すのは尚早として，

議論は継続されることとなった．

会議名：第12回GHS小委員会

出席者＝安全情報部　森田　健

開催場所，時期：ジュネーブ（スイス），2006年12月

　　　　　　　12～14日

参加者内訳，人数：各国，国際機関，産業界等約100名

会議内容：「GHSの更新」として物理化学的危険性，健

康有害性および環境有害性の各項目が，「ハザードコミュ

ニケーション」としてビルディングブロックアプローチ

のガイダンスと導入，MARPOL条約の準拠に関する提

案について議論され，また「GHSの導入実施」として政

府または機関からの報告および他の国際機関との協力が

報告された．健康有害性に関しては，主に有毒ガス混合

物が議論され，GHSにある純ガスの区分4におけるカッ

トオフ値上限を現行の5000ppmから20000　ppmに引き

上げることが採択された．これにより，従来区分4に含

まれないものが今後は区分4に含まれることとなり，有

毒混合ガスの分類においても改善が図れる．具体的に

は，GHS本文各所にある区分4（2500－5000　ppm）の

記述を区分4（2500－20000ppm）と修正し，加えて，

区分4の吸入急性毒性変換値を従来の3000ppmから4500

ppmに修正する．

会議名1第5回化学物質安全性に関する政府間フォーラ

　　　　ム（IFCS　V）

出席者＝安全情報部森田健

開催場所，時期：ブダペスト（ハンガリー），2006年9
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　　　　　　　月25～29日

参加者内訳，人数：各国，国際機関，産業界，関連NGO

　　　　　　　　等数100名

会議内容：化学物質安全性に関しては，重金属，化学物

質管理に関する予防原則の適用，おもちゃと化学物質が，

また，IFCSの将来についても議論された．一方，サイ

ドイベント”Global　Chemical　Database　Initiatives”では，

US　National　Library　of　Medicineが進めているWorld　Li－

brary　of　Toxicology，　Chemical　Safヒty，　and　Environmental

Health構想，ならびにOECDが進めているGlobal　PortaI

on　Infbrmation　on　Chemical　Substances構1想が紹介された，

これらの稼動により，毒性や健康影響などに関する情報

に包括的アクセスが無料で可能となる。

会議名：Codex水産食品部会のマリンバイオトキシン作

　　　　業部会

出席者＝安全情報部　豊福　肇

開催場所，時期：オタワ（カナダ），2006年4月10日～4

　　　　　　　月12日

参加者内訳，人数：カナダ，ベルギー，チリ，EC，フラ

　　　　　　　　　ンス，アイルランド，日本，メキシ

　　　　　　　　　コ，ニュージーランド，ノルウェー，

　　　　　　　　スペイン，オランダ，タイ，イギリ

　　　　　　　　ス，アメリカ，ベトナムおよびFAO

　　　　　　　　から約40名が参加した．

会議内容：FAOIIOCIWHOのマリンバイオトキシンに関

する合同専門家会合からの科学的助言を分析し，Codex

の2枚貝の規格中，衛生に関するセクションに含むべき

マリントキシンの種類およびその基準値について検討し

た．その結果，サキシトキシングループ，ドーモイ酸グ

ループ，オカダ酸グループ，アザスピラシッドグルー

プ，およびブレベトキシングループについて基準値を設

けることとし，それぞれ0．8mg／kg　STX．2HCI　equiv．，

20mg／kg，0．16mg／kg，0．16mg／kg，および20　Mouse

Units　or　equivalentを魚類し水産製品部会に勧告した．

会議名：Codex食品衛生部会　乳幼児用調製粉乳に関す

　　　　る衛生規範の素案策定のための作業部会

出席者＝安全情報部　豊福　肇

開催場所，時期＝オタワ（カナダ），2006年5月15日目5

　　　　　　　月17日

参亡者内訳，人数＝カナダ，中国，ドイツ，オランダ，

　　　　　　　　　日本，メキシコ，ニュージーラン

　　　　　　　　　ド，スイス，イギリス，アメリカ，

　　　　　　　　WHOおよびFAO，5NGOから約40名

　　　　　　　　が参加した．

会議内容＝第37回のCodex食品衛生部会で決めたスコー

プにもとづき，乳幼児用調製粉乳に関する衛生規範の素

案策定を行った．FAOIWHOの合同専門家会議が作成し

た乳幼児用調製粉乳中のEnterobacter　sakazakiiに関する微

生物リスクモデルの結果を用いて，乳児用調製粉乳の同

菌の微生物規格，製造過程および調乳過程での汚染防止「

対策等について検討した．

会議名：第28回Codex魚類・水産製品部会

出席者：安全情報部　豊福　肇

開催場所，時期＝北京（中華人民共和国），2006年9月

　　　　　　　　17日～9．月22日

参加者内訳，人数：45加盟国，EC及び1国際機関から約

　　　　　　　　140名が参加した，

会議内容＝本会議は魚類・水産製品の国際規格，勧告等

の作成を行う政府間会議であり，今回の魚類および水産

製品の取扱い規範原案の数セクション，活および生の二

枚貝の規格原案等について議論した．

会議名：食品由来疾患の実被害を推定するためのWHO

　　　　戦略を作成するためのWHO専門家会合

出席者＝安全情報部　豊福　肇

開催場所，時期＝ジュネーブ（スイス），2006年9月

　　　　　　　25～27日

参加者内訳，人数：米国，カナダ，英国，オランダ日本

　　　　　　　　等からの専門家約50名

会議内容：WHOの食品安全・人獣共通感染症・食品由

来疾患部（FOS：Department　of　Food　Sa角ty，　Zoonoses

and　Foodbome　Diseases）が化学物質及び人獣共通感染

症を含む全ての主要な要因による食品由来疾患（FBD）

の世界的な被害実態（BoD：Burden　of　Disease）を推定

する構想に着手するため，BoD推定の戦略的枠組み，詳

細なアクションプラン及びタイムフレームについて検討

するとともに，FDBのBoD研究を各国が実施するための

標準プロトコルの要素を提示した．

会議名＝第38回Codex食品衛生部会及びその準備作業部

　　　　会出席

出席者＝安全情報部　豊福　肇

開催場所，時期＝ヒューストン（アメリカ合衆国），

　　　　　　　2006年12，月3～9日

参加者内訳，人数：55加盟国，1加盟機関（EC）及び14

　　　　　　　　国際機関及びWHOIFAO　約200名

会議内容：卵製品の衛生実施規範の改訂案並びに調理済

み食品中のリメテリアモノサイトジェネスの管理におけ

る食品衛生の一般原則の適用に関するガイドライン案，

微生物学的リスク管理の実施に関する原則及びガイドラ

イン案を2007年のCACにおいてステップ8として採択す
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ることに合意した等大きな成果をあげた， が具体的に開始され準備段階に入った。

会議名：EDTA／第5回VMG－mammalian会合（ヴァリデー

　　　　ションマネジメントグループ／動物試験）

　　　　EDTA（Endocrine　Disrupters　Testing　and　As

　　sessment）／5th　Meeting　of　the　Validation

Management　Group　fbr　Mammalian　Testing

出席者：毒性部　菅野　純

開催場所，時期：ワシントンDC，米国，2006年　4月4

　　　　　　　　日～5日

参加者内訳，人数：約30名

会議内容＝厚生労働科学研究費補助金等において推進さ

れている詳細試験（厚生労働省の内分泌かく乱化学物質・

試験スキームに則り，内分泌かく乱婚を検討する必要が

ある数十万種の対象化合物について，ホルモン活性に焦

点を置いたスクリーニング手法の開発と確立と詳細試験

に資する優先リストの作成を進めることと並行して実施

するもの）の開発について，また子宮肥大試験のガイド

ライン化等，国際的な協調の可能性について，報告を行っ

た．本会合では，各国が出した試験法に関する結論への

議論と承認，上部組織へのその推薦の可否に加え，各国

における研究状況等をふまえた研究成果をもとに，メカ

ニズム等科学的知見の整理，分析，そして今後の方針決

定に関する基盤整備のための議論がなされた．

会議名＝第9回内分泌かく乱化学物質の試験及び評価に

　　　　関するEDTAタスクフォース会合

　　　　9th　Meeting　of　the　Task　Force　on　Endocrine　Dis－

　　　　mptors　Testing　and　Assessment

出席者＝毒性部　菅野　純

開催場所，時期：サンデビィベルグ，スウェーデン，

　　　　　　　2006年4月26日～27日

参加者内訳，人数＝約30名

会議内容＝EDTA八「MG－mammalian（内分泌かく乱化学

物質にかかる試験及び評価）／ヴァリデーションマネー

ジメント会合（動物試験）（4／4・4／5＠ワシントン）での

とりまとめ事項（子宮肥大試験，Hershberger試験，拡大

TG407，0ECD　conceptual　ffamework／leve15）について，

その上部会議である当該EDTA会合において報告し，今

後の方針等討議を行った．また，わが国がリードラボを

勤めるin　vitro試験法，殊に，厚生労働省の内分泌かく乱

化学物質の拡張試験スキームの一部であるレポーター・

ジーン・アッセイについて，OECDでの評価が具体的に

開始されレポーター・ジーン・アッセイのOECDIEDTA

としての国際的Peer　Reviewに向けて，の厚生労働省の内

分泌かく乱化学物質の拡張試験スキームの一部であるレ

ポーター・ジーン・アッセイについて，OECDでの評価

会議名：FAOIWHO合同残留農薬会議（JMPR）

出席者：毒性部　高木篤也

開催場所，時期＝イタリア（ローマ），2006年10月3～

　　　　　　　　12日

参加者内訳，人数：ドイツ，ブラジル，米国，オースト

　　　　　　　　　ラリア，オランダ，日本，英国，ス

　　　　　　　　　ウェーデン，イタリア，ブルガリア，

　　　　　　　　インド，中国，スイス，ニュージー

　　　　　　　　　ランド，フランス，ベルギー，ハン

　　　　　　　　ガリー，ギリシャの約40名で，日本

　　　　　　　　からはWHO側1名，　FAO側に農林水

　　　　　　　　産省から1名参加した．

会議内容：本会議（JMPR）は1963年以後，食物と環境

中の農薬残留量設定のFAO専門家パネルとヒトの1日当

たりの許容摂取量（ADI）の設定を行うWHO専門家パネ

ルから構成される．JMPRは食品規格委員会（コーデッ

クス）の依頼により招集され，その評価結果は国際的に

大きな影響力を持っている．今回，WHOの毒性評価グ

ループ会議に参加し，14品目の農薬について当該農薬

及びその代謝物の実験動物における動態，及びヒトを含

む哺乳動物における毒性データからなる資料を基に毒性

評価を行いADIの設定を行った．会議で評価された品目

は1．新規，aminopyralid，　b漉nazate，　boscalid，　quinoxy．

飴n，thiacloprid，2．既存（periodic　review）cype㎜ethrin，

cynuthhn／beta　cynuthrin，　cyromazine，3．既存（主に急

性参照用量設定の剤），haloxyfbp，　pirimiphos－methy1，

thiabendazole，　thiophanete－methyl，　temephos，　diazinonで，

それぞれADI並びに急性参照用量（ARfD）が設定され

た。なお，temephos（飲水用タンクの水の殺虫剤として

使用される）についてはADIとARfDは設定しないことと

した．また，aminopyralnidについてはデータが不十分で

あり，今回，評価さなかった．JMPRはこの件について，

評価には全ての利用可能な情報が提供されることが重要

であるとコメントを出した．

　その他の討議内容として，FAO，　WHO，　OECDの問

でワークシェアリングについての予備的検討が2004年

のJMPRにおいてモデル化合物としてtrinoxystrobinを用

いて実施されたが，その経験を基に，2006年のワーク

シェアリングのための化合物としてquinoxy飴nが選択さ

れ，米国，EU，オーストラリアでの評価結果が比較され，

良い一致が見られた．また，肝細胞肥大の解釈のガイ

ダンスについて討議が行われた．また，ILSIIHESIから

JMPRにACSA（Agrochemical　Sa色ty　Assessment）プロジェ

クトについての短いプレゼンテーションがなされた．
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会議名：EDTAIVMG－NA（内分泌かく乱化学物質にかか

　　　　る試験及び評価）／ヴァリデーションマネージ

　　　　メント会合（非動物試験）

　　　EDTA（Endocrine　Disrupters　Testing　and　Assess－

　　　ment）／THE　4TH　MEETING　OF　THE　VALI－

　　　DATION　MANAGEMENT　GROUP　FOR　NON－
　　　ANIMAL　TESTING（VMG－NA）

出席者＝毒性部　菅野　純

開催場所，時期：東京，2006年12月12日～14日

参加者内訳，人数＝約30名

会議内容：内分泌かく乱化学物質問題については，国

際的にも科学的不確実性が多く指摘され，また人の健康

影響等科学的な検討評価を積み重ねる必要があることか

ら，国際協調のもと内分泌かく乱作用に関する科学的情

報を収集するとともに，人の健康影響を中心に有害性評

価を進めてきた．当該会議の主目的は，内分泌かく乱化

学物質試験法として有効かつ見込みのある非動物試験の

確立と提案，開発及び方法の検証である．2005年IL月

14－15日に開催された第三回VMG－NA（内分泌かく乱化

学物質にかかる試験及び評価）／ヴァリデーションマネー

ジメント会合，非動物試験）に続くものであり，HTPS，

他の試験管内試験，QSARS及び他のin　silicoについて各

参加国，参加機関で実施されたヴァリデーションについ

ての報告及び成果について議論を行った．

会議名：EDTA／第6回VMG－mammalian会合（ヴァリデー

　　　　ションマネジメントグループ働追試験）

　　　EDTA（Endocrine　Disrupters　Testing　and　Assess－

　　　ment）／6th　Meeting　of　the　Validation　Management

，　　　Group　fbr　Mammalian　Testing

出席者：毒性部　菅野　純

開催場所，時期：リュブリャナ，スロベニア，2007年1

　　　　　　　月17日～18日

参加者内訳，人数：約30名

会議内容：厚生労働科学研究費補助金等において推進さ

れている詳細試験（厚生労働省の内分泌かく乱化学物質・

試験スキームに則り，内分泌かく乱曲を検討する必要が

ある数十万種の対象化合物について，ホルモン活性に焦

点を置いたスクリーニング手法の開発と確立と詳細試験

に資する優先リストの作成を進めることと並行して実施

するもの）の開発について報告を行った．また現在ガイ

ドライン化が進められている子宮肥大試験について議論

を行った．

　本会合では，各国が出した試験法に関する結論への議

論と承認，上部組織へのその推薦の可否に加え，各国に

おける研究状況等をふまえた研究成果をもとに，科学的

知見の整理，分析，そして今後の方針決定に関する基盤

整備のための議論がなされた．その結果，当該試験法は，

上部組織において検討されることとなった．

会議名＝ICH会議（Brain　Sto㎜ing　Session；M3部門）

出席者：薬理部　中澤憲一

開催場所，時期＝横浜会議

　　　　　　　平成18年6月5－8日

参加者＝Brain　Sto㎜ing　Sessionとして日欧米より数十名

会議内容＝日米欧の医薬品に関する規制の国際的協調

（ICH）のM3部門は，臨床試験との整合性を保つための

非臨床試験のタイミングを討議する部門である．この

横浜会議では，M3を含む安全性関係のガイドラインに

ついて，現時点においてどの程度の修正が必要である

かがBrain　Sto㎜ing　Sessionとして話し合われた．その結

果，M3はS2（遺伝毒性），　S6（バイオテクノロジー製

品の安全性），抗がん剤の非臨床試験で必要となるデー

タ，の3つとともに，緊急の修正が必要であると判断さ

れた．M3とS2については直ちに専門家ワーキンググルー

プ（EWG）が作られることとなった．

会議名＝ICH会議（M3部門）出席者：薬理部　中澤憲一

開催場所，時期：シカゴ会議，平成18年10，月23－26日

参加者：日欧米より十数名

会議内容：日米欧の医薬品に関する規制の国際的協調

（ICH）のM3部門は，臨床試験との整合性を保つための

非臨床試験のタイミングを討議する部門である．このシ

カゴ会議では，1）バイオテクノロジー製品に対するM3

の立揚，2）単回投与試験の必要性，3）ヒト投与前の遺

伝毒性試験，4）妊娠能力のある女性に対する臨床試験

以前に必要な生殖毒性試験，5）慢性投与試験と臨床試

験各相とのタイミング，6）非げっ歯類慢性投与試験期

閲の確認，について協議がなされた．次回のブリュッセ

ル会議までに今回の改正点の案に対する意見を求め，今

後の改正の方針を見きわめる必要があると考えられる．

会議名＝第23回OECD高生産量化学物質初期評価会議i

出席者：総合評価研究室　華墨　眞

開催場所，時期：済州（韓国），2006年10月17日～20日

参加者内訳，人数＝OECD加盟国，　EC，　IPCS，　NGO，

　　　　　　　　産業界からの約50名

会議内容＝再審議された1物質を含む，計51物質が審議

された．再審議物質についてはCDG（Committee　Discus－

sion　Group）に提出されたコメントに回答する形式で，

新規物質についてはSIAP（SIDS　Initial　Assessment　Pro－

me）の内容を紹介したのち，再審議物質と同様にCDGに

提出されたコメントに回答する形式で審議が行われた．

その結果，8物質（1カテゴリーを含む）については追加
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の対応は必要なしとされたが，29物質（7カテゴリーを

含む）については追加の作業が必要との合意がなされた。

14物質（4カテゴリーを含む）については，環境影響部

分または健康影響部分について追加の作業が必要との合．

意がなされた．日本政府としては新規審議として1物質

の評価文書を提出したほか，日本／1CCAの作成した1物質

の評価文書については，政府各担当部署（健康影響部分

については厚謝省が担当）による事前評価および政府全

体としての最終評価行われた後，当室からOECD事務局

に提出された，2文書ともに合意が得られた．

【再審議物質】物質／カテゴリー名（CAS＃／物質数）：スポ

ンサー．2－butoxyethanol（lll－76－2）：フランス／eu．

【新規審議物質】同．Sodium　chlorite－Chlorine　Dioxide

（2CASs）：経済産業諮問委員会／1CCA，　Pentaerythritol

tetrakis　（3　（3，　5－dibutyl－4－hydroxyphenyl）　propionate

（6683－19－8）：スイス／1CCA，　Fatty　acid，　tall　oil，2－mer－

captoethyl　ester（68440－24－4）：米国／1CCA，　Thioglycolic

acids　B（2　CASs）：米国／1CCA，　Monomethytins（9

CASs）：米国／1CCA，　Monobutyltins（3　CASs）：米国／

ICCA，　Monooctyltins（3　CASs）：米国／1CCA，Dimethytins（3

CASs）：米国／1CCA，　Dibutyltins（6　CASs）：米国／1CCA，

Dioctyltins（3　CASs）：米国／ICCA，3－lsocyanatomethyl－3，

5，5－trimethylcyclohexyl　isocyanate（4098－71－9）：ドイツ

／1CCA，　Tris（2－chloroethy1）phosphate（115－96－8）：　　ド

イツ／eu，2－Ethylbutyric　acid（88－09－5）：日本，　Acetal－

dehyde　oxime（107－29－9）：米国／1CCA，2一（2－aminoeth』

ylamino）ethanol（lll－41－1）：日本／1CCA，　Tridecylamine

（86089－17－0）：ドイツ／ICCA，　Vinylether（3　CASs）：ド

イツ／1CCA，　Dipotassium　hydrogenphosphate（7758－11－4）：

韓国，Amidopropylbetaine（3　CASs）：ドイツ／1CCA，

Cyanoacetate（2　CASs）：ドイツ／1CCA，　Zeolites（2

CASs）：ドイツ／ICCA．

今後の予定について，2007年4，月17～20日にSIAM　24と

してパリ（フランス）で，また2007年10月にSIAM　25

としてヘルシンキ（フィンランド）で開催することとなっ

た．

会議名：第24回OECD高生産量化学物質初期評価会議

出席者：総合評価研究室　江馬　眞

開催場所，時期：パリ（フランス），2007年4月17日～20日

参加者内訳，人数＝OECD加盟国，　EC，　IPCS，　NGO，

　　　　　　　　　産業界からの約60名

会議内容：再審議された2物質を含む，計39物質が審議

された．再審議物質についてはCDG（Committee　Dis－

cussion　Group）に提出されたコメントに回答する形式

で，新規物質についてはSIAP（SIDS　Initial　Assessment

Prome）の内容を紹介したのち，再審議物質と同様に

CDGに提出されたコメントに回答する形式で審議が行

われた．その結果，27物質（3カテゴリーを含む）につ

いては追加の対応は必要なしとされたが，3物質につい

ては追加の作業が必要との合意がなされた．4物質につ

いては，環境影響部分または健康影響部分について追加

の作業が必要との合意がなされた．5物質（1カテゴリー）

については一部合意が得られず，追加報告されることと

なった．日本政府としては新規審議として1物質の評価

文書およびフィンランド／1CCAと共同で担当した1カテ

ゴリーの評価文書を提出したほか，日本／1CCAの作成し

た1物質の評価文書については，政府各担当部署（健康

影響部分については厚労省が担当）による事前評価お

よび政府全体としての最終評価行われた後，当室から

OECD事務局に提出された．3文書ともに合意が得られ

た．

【再審議物質】物質／カテゴリー名（CAS＃／物質数）：スポ

ンサー．Diethanolamine（lll－42－2）：英国／1CCA，　Hexa－

bromocyclododecane（3194－55－6／25637－99－4）：スウェー

デン／eu．

【新規審議物質】同．Fo㎜alnide（75－12－7）：ドイツ／

ICCA，2－sec－butyl－4，6－dinitrophenol（88－85・7）：日本，

Methenamine（100－97－0）：　ドイ　ツ／eu，　Phosphates（5

CASs）：米国／ICCA，1－methyl－2－pyrrolidone（872－50－4）：

米国／1CCA，　Trlbutyltin　chloride（1461－22－9）：米国

／1CCA，　Tin　tetrachloride（7646－78－8）：米国／ICCA，

Tetrabutyltin（1461－25－2）：米国／1CCA，　Tetraoctyltin

（3590－84－9）：米国／1CCA，　N一（2－octadecanoylamido－

ethyl）octadecanamide（Mixture　of　l　l　O－30－5，5136－44－7，

5518－18－3）：日本／1CCA，　Trimethoxysilane（2487－90－3）：

米国／1CCA，　Strontium　sul飴te（7759－02－6）：韓国，

Diethylbenzene　mixed　isomers（25340－174）：スイス／

ICCA，　lron　s翁lts　and　their　hydrates（10　CASs）：日．本

およびフィンランド／1CCA，　Ammonia（4　CASs）：米

国／1CCA，　Nicke1，　nickel　sulfate，　nickel　chloride，　nickel

nitrate　and　nickel　carbonate（5　CASs）：デンマーク／eu，

Neodecanoic　acid　ethenyl　ester（51000－52－3）：UKIICCA．

今後の予定について，2007年10月17～20日にSIAM　25と

してヘルシンキ（フィンランド）で，また2008年4月に

SLへM　26としてパリ（フランス）で開催することとなった．

会議名：WHO飲料水水質ガイドライン第3版への第2追

　　　　補のための専門家会議

出席者：総合評価研究室　広瀬明彦

開催場所，時期：ジュネーブ（スイス），2006年5月15

　　　　　　　　日～19日

参加者内訳，人数＝日本，米国，英国，ドイツ，カナダ

　　　　　　　　　等からの専門家およびWHO事務局
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　　　　　　　　の約40名

会議内容：WHO飲料水水質ガイドライン第3版の第2次

追補版（2007年予定）の原案について議論することを目

的として，また，ガイドライン第4版（2008年予定）の

作成のために2007年に開催されるTask　Force　Meetingに

向けて作業状況，今後の作業を確認することを目的とし

て開催された．第3版の第2次追補版で追加される各物質

についての各国からのコメントに対応して個別議論に加

え，全体的な今後の方向として以下の議論がなされた．

　Policies　and　Procedures　used　in　updating　the　wGDQ

（Manua1）においては，　TDIの導出の際の優先順位を①

benchmark　dose，　②chemical－speci∬c　aΦstment飴ctors，

③UF方式とし，発がんリスクのlinearised　multi－stage使

用時は体表面積修正をしないこと，TDIのアロケーショ

ンは原則20％とすること，などが議論された．また，

DALYsについては，　Levels　of　protectionにおいて，10．6

を参照レベルにするも，全体的な疾病レベルに影響する

ものではなく，状況によってはより大きな値もありえる

こと等が示された他，Harmonization　of　use　of　te㎜ls“risk”

and“risk　levels”においては，　DAYLslO－6が，発がんリ

スク10－5に相当するとの記載について異論が出て，両者

を関係づけるべきでないという方向で議論が収除した．

Te㎜inologyについては，第4版への盛り込みという案も

あったが，Webベースで使用できるものを目指すことと

なった．Network　of　drinking－water　regulatorsについては，

2007年2月にHealthカナダがスポンサーとなった会合を

開催することとなった．

会議名：第一回OECD工業用ナノ材料の安全性に関する

　　　　作業部会

出席者＝総合評価研究室　広瀬明彦

開催場所，時期：ロンドン（英国），2006年10月26日

　　　　　　　～27日

参加算内訳，人数＝OECD加盟国，　EC，　IPCS，　NGO，

　　　　　　　　産業界からの約80名

会議内容：近年ナノマテリアル全体の健康影響問題が国

内外共に注目を浴びるようになり，国際的な情報交換や

共同研究の必要性と共に標準物質や毒性試験の標準化の

必要性が提唱されているところでもある．OECDでは，

昨年末に加盟各国や産業界やNGOも含めた関連担当者に

よるワークショップをワシントンで開催し，専門分野に

基づき，物性・標準化，環境影響，健康影響，規制関係

に分かれた討論が行われた．その結果，今後の展開とし

てOECD化学品合同会議に対して作業部会の設置を求め

るという提言がまとめられたところであり，今回の会議

は，設置された作業部会の第一回会合として開催された．

会議前までは，この分野に関する各国の計画や取り組み

状況について，現状把握としてのとりまとめが行われて

おり，これらを基にして，今後2006年から2008年まで

の作業計画としての”Dr姐PROGRAMME　OF　WORK

2006－2008”を作成することが，中心課題として取り上

げられた．その過程で，標準化やリスク評価手法，情

報共有と共同作業などの作業分野を含む6っのプロジェ

ク　ト（①Development　of　an　OECD　Database　on　Human

Health　and　Environmental　Sa飴ty（EHS）Research；②EHS

Research　Strategies　on　Manu飴ctured　Nanomaterials；③Safe－

ty　Testing　of　a　Representative　Set　of　Nanomaterials；④Man－

ufactured　Nanomaterials　and　Test　Guidelines；⑤Co－operation

on　Vbluntary　Schemes　and　Regulatory　Programmes；⑥Co－

operation　on　Risk　Assessments　and　Exposure　Measurement）

を中心に展開することが決定した．今後，2007年の4，月

に予定されている第2回会合に向けて，これらのサブグ

ループに分かれて，今後の具体的な作業計画を取りまと

めていくこととされた．

会議名＝OECD工業用ナノマテリアルの安全に関する作

　　　　業部会のサブグループ2，3及び4の合同会合

出席者：総合評価研究室　広瀬明彦

開催場所，時期＝ドルトムント（ドイツ），2007年3月

　　　　　　　21日～23日

参加者内訳，人数：OECD加盟国，　EC，　NGO，産業界か

　　　　　　　　　らの約50名

会議内容：第一回OECD工業用ナノ材料の安全性に関す

る作業部会で決定した，6っのサブグループのうち，サ

ブグループ2，3及び4（②EHS　Research　Strategies　on

Manu飴ctured　Nanomaterials；③Safety　Testing　of　a　Repre－

sentative　Set　of　Nanomaterials；④Manu魚ctured　Nanomateri－

als　and　Test　Guidelines）の作業計画作成に関する，合同

会合が，4，月の第二回OECD工業用ナノ材料の安全性に

関する作業部会に先立ち開催された．本会合は，それま

で，リスク評価手法に関して，その目的が近い3つのグ

ループで個別に議論されてきた計画についてのグループ

間での整合性をとるために行われた．サブグループ2か

らはリサーチテーマの課題選定，サブグループ3からは，

今後の作業部会で使用するための，ナノマテリアルの定

義について討議されたことと，今後試験をするための代

表的ナノマテリアルと検討すべきエンドポイント選定の

考え方について提案がなされた，サブグループ4からは，

今後検証すべきOECDガイドライン試験法についての作

業分担の必要性や，当面，物理化学性状にフォーカスし

て行くという方針について提案がなされた．特に，代表

的ナノマテリアルと検討すべきエンドポイント選定は，

サブグループ2および3にとって最も重要な課題であると

共に，OECDガイドライン化されていない試験法も含め
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て，サブグループ4での検証が必要とされるべきもので

あることが示された．今後の共同作業の観点からは，他

のサブグループや，OECD内外のその他アクティビティ

との調和かが必要なことが同意された．
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○厚生労働省

薬事・食品衛生審議会

薬事分科会：西島正弘，大野泰雄

目本薬局方部会：合田幸広，棚元憲一，奥田晴宏

医薬品第一部会：西島正弘，川西　徹，澤田純一，中澤

憲一

血液事業部会：川西　徹，山口照英

運営委員会：山口照英

．安全駐技術調査会：山口照英

医療機器・体外診断薬部会：山口照英，土屋利江，佐藤

道夫

医薬品再評価部会：川西　徹

指定薬物部会：合田幸広，花尻（木倉）計理

生物由来技術部会：西島正弘，山口照英，土屋利江，澤

田純一

一般用医薬品部会：川西　徹，合田幸広

化粧品・医薬部外品部会：西島正弘，井上　達，徳永裕

司，奥田晴宏

医薬品等安全対策部会：山口照英，新見伸吾，長谷川隆

一，中澤憲一，西川秋佳

医薬品等安全対策調査会：長谷川隆一，中澤憲一

伝達性海綿甲脳症対策部会：山本茂貴

伝達性海縄梯脳症対策調査会：井上　達，山口照英，棚

元憲一，澤田純一

医療機器安全対策部会：西島正弘，山口照英，内田恵理

子，土屋利江，早島由二，佐藤道夫

医療機器安全対策調査会：土屋利江

毒物劇物部会：大野泰雄，菅野　純

毒劇物調査会：奥田晴宏，中澤憲一，梅村隆志

化学物質安全対策部会：西島正弘，土屋利江，徳永裕司，

江馬　眞

化学物質調査会：菅野純，広瀬雅雄，林　真，羅馬眞

化学物質安全性評価委員会：江馬眞，今井俊夫，広瀬明

彦，簾i内桃子，本間正充，山田雅巳，山本雅也

PRTR対象物質調査会：山本都，菅野純，林真，江馬

眞

家庭用品安全対策調査会：土屋利江，鹿庭正昭，徳永裕

司，山本都，中澤憲一，広瀬雅雄，江馬　眞

取扱技術基準等調査会；徳永裕司，山本　都

動物用医薬品部会：井上達，合田幸広

動物用一般用医薬品調査会：袴塚高志，村山三徳，児玉

幸夫

動物用医薬品残留問題調査会：村山三徳，児玉幸夫，今

井俊夫，林　真

動物卍巴換えDNA技術応用医薬品調査会：山口照英，鈴

木和博，澤田純一
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動物用抗菌性物質調査会：村山三徳，児玉幸夫

動物用再評価調査会：村山三徳

食品衛生分科会：西島正弘，大野泰雄，山本茂貴

食品規格部会1米谷民雄，宮原　誠，五十君静信，高鳥

浩介，広瀬雅雄

食中毒部会：山本茂貴，五十君静信，高鳥浩介

乳肉水産食品部会：山本茂貴，高鳥浩介

添加物部会：米谷民雄，棚元憲一，佐藤恭子

食品添加物安全性評価検討会：林　真

農薬・動物用医薬品部会：大野泰雄，米谷民雄，佐々木

久美子

器具・容器包装部会：西島正弘，土屋利江，棚元憲一，

河村葉子，菅野　純

表示部会：米谷民雄，棚元憲一

食：品表示調査会：米谷民雄

新開発食品調査部会：大野泰雄，米谷民雄，手島玲子

新開発食品評価第一調査会：山崎　三

新開発食品評価第二調査会：合田幸広，春日文子

新開発食品評価第三調査会：広瀬雅雄

厚生科学審議会：西島正弘，大野泰雄，口」口照英，山本

茂貴，山本　都

科学技術部会：西島正弘

健康危機管理部会：大野泰雄

遺伝子治療臨床研究に係る生物多様性影響評価に関する

作業委員会＝山口照英

ヒト幹細胞臨床研究に関する審査委員会：山口照英

変異原性試験等結果検討委員：広瀬雅雄，西川秋佳，林

真，本間正充

依存性薬物検討会：合田幸広

既存化学物質安全性点検事業におけるピアレビュー委員

会：簾内桃子，今井俊夫，能美健彦，本間正充，山田雅巳，

堅塁　眞，鎌田栄一，広瀬明彦

平成18年度厚生労働省獣医系技術職員採用試験問題作成

委員会：山本茂貴，五十君生壁，高鳥浩介，小西良子，

今井俊夫，渋谷　淳

医薬品の成分本質に関するワーキンググループ：合田幸

広，花尻（木倉）瑠理

後発医薬品等の同等性試験ガイドライン検討委員会：川

西　徹，四方田千佳子，香取典子，坂本知昭，鹿庭なほ

子

殺虫剤指針等の改訂に関する検討委員会：井上　達，檜

山行雄，坂本知昭，徳永裕司，平林容子，

保健医療材料組織保健医療専門審査員：大野泰雄，棚

元憲一，澤田純一

薬価算定組織：棚元憲一，澤田純一

保険医療材料専門組織：棚元憲一



各審議会，委員会等について 379

医療用医薬品溶出試験規格検討会：四方田千佳子

安衛法GLP査察専門家：今井俊夫，能美健彦，鎌田栄一

安衛法変異原性試験結果検討委員会：本間正充

安衛法GLP評価会議委員：今井俊夫，林　真，能美健彦

化審法GLP評価委員会委員：林真，本間正充

痴愚法GLP査察専門家：本間正充，山田雅巳，増村健一

化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価

検討会：羅馬　眞

化学物質GLP評価会議：西川秋佳，林　真，鎌田栄一，

本間正充

健康危機管理支援情報システム運営委員会：森川　馨

健康危機管理調整会議：森川　馨

残留農薬等分析法検討会：米谷民雄，佐々木久美子，根

本了，村山三徳

残留農薬等公示分析法検討会：米谷民雄，佐々木久美子，

村山三徳

食品添加物安全性評価検討会：井上　達，川西　徹，米

谷民雄，棚元憲一，菅野　純，広瀬雅雄，西川秋佳

食品健康影響評価依頼物質選定検討会：大野泰雄，米谷

民雄

食品中に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度

に係る技術研修会：佐々木久美子，村山三徳

食品に関するリスクコミュニケーションにおけるパネリ

スト：棚元憲一，山本茂貴

水質基準逐次改正検討会：西村哲治，江馬　眞，広瀬町

彦

水道水質検査精度管理検討会：西村哲治

水道水質検査法検討会：西村哲治

水道水源等における生理活性物質の測定と制御に関する

検討会：西村哲治，久保田領志

特別用途食品（個別評価型病者用食品）評価検討会；米

谷民雄

薬剤師試験委員会：西村哲治

毒物及び劇物のGHS対応ラベル作成マニュアル・普及パ

ンフレット作成委員会：森田　健

GHS関係省庁連絡会議：森田　健，石光　進

がん原性試験指示検討委員会：西川秋佳，林　真

平含有金属製アクセサリー類等の安全対策に関する検討

会：縄墨　眞

創薬基盤推進研究事業（ヒトゲノムテーラーメード研究）

事前評価委員会：澤田純一

治験のあり方に関する検討会：西島正弘

全国食品衛生監視員研修会において審査員：宮原　誠，

村山三徳

食肉衛生技術研修会において審査員：村山三徳，山本茂

貴，五十君静信

未承認薬使用問題検討委員会：川西　徹

医薬部外品原料規格検討会：坂本知昭

健康食品による健康被害事例検討会：合田幸広

日本医療器材工業会承認基準原案作成委員会：土屋利江

次世代医療機器評価指標検討委員：土屋利江

日本医療器材工業会JIS原案作成委員会：家島由二

次世代医療機器評価指標作成審査ワーキンググループ事

務局：土屋利江，酷島由二，佐藤道夫，松岡厚子，中岡

竜介，澤田留美，加藤玲子，迫田秀行

副生する特定化学物質のBAr削減レベルに関する評価委

員会委員：奥田晴宏

公衆衛生情報研究協議会：森川　馨

IFCS関係省庁連絡会議：石光　進，森田　健

危険物等海上輸送国際基準検討委員会：石光　進

内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会：菅野

純

産業構造審議会臨時委員：林真

国立成育医療センター　成育ステートメント検討委員

会：悪馬　眞

○内閣府

食品安全委員会かび毒・自然毒等専門調査会：合田幸広，

小西良子，高鳥浩介

食品安全委員会新開発食品専門調査会：穐山　浩，菅野

　純，口」崎　壮，能美健彦

食品安全委員会動物用医薬品専門調査会：大野泰雄，渋

谷淳，林真，帰馬眞
食品安全委員会微生物専門調査会：春日文子，工藤由起

子

食品安全委員会肥料・飼料専門調査会：高木篤也

食品安全委員会器具・容器包装専門調査会：河村葉子，

広瀬明彦

食：品安全委員会ウイルス専門調査会：春日文子

食品安全委員会化学物質専門調査会：奥田晴宏，広瀬雅

雄

食品安全委員会企画専門調査会：澤田純一

食品安全委員会緊急時対応専門調査会：春日文子，山本

都

食品安全委員会農薬専門調査会：佐々木久美子，高木篤

也，中澤憲一，小澤正吾，広瀬雅雄，江馬　眞，林　真

食品安全委員会プリオン専門調査会：山本茂貴

食品安全委員会遺伝子組換え食品等専門調査会：山崎

壮，五十幽静信，澤田純一，手島玲子

食品安全委員会食品添加物専門調査会：大野泰雄，西川

秋佳，林　真，出馬　眞

食品安全委員会参考人：穐山　浩，鈴木穂高，頭金正博

食品安全委員会リスクコミュニケーション専門調査会：

山本茂貴
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食品安全委員会汚染物質専門調査会：広瀬明彦

食品安全委員会食品添加物の複合影響に関する委員会：

西川秋佳，林　真

食品安全委員会カビ毒専門調査会：小西良子

食品安全委員会農薬の複合評価法に関する文献調査検討

会：小澤正吾

食品安全委員会JMPR専門家会合：高木篤也

食品安全委員会第67回JECFA：西川零幸

食品安全委員会ECVAMワークショップ：林真

食品安全委員会食品中の汚染物質及び神経発達障害にか

かる国際会議：江馬　眞

総合科学技術会議：長尾　拓

総合科学技術会議基本政策専門調査会：菅野　純

日本学術会議会員：春日文子

○環境省

中央環境審議会：菅野　純，林　真，江馬　眞

健康リスク評価検討会（日本エヌ・ユー・エス）：菅野

純

健康リスク総合専門委員会ワーキンググループ：江馬

眞

ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査検討会：米谷

民雄

環境測定分析統一精度管理調査に係る環境測定分析検討

会統一精度管理調査部会：西村哲治

化学物質の内分泌かく乱作用に関する検討会：井上　達

「ジフェニルアルシン酸の毒性試験に関するワーキング

チーム」検討会：井上　達

未査定液体物質査定検討会：江馬　眞

新規POPs等研究会：江馬　眞

PRITR対象化学物質見直し検討会：山本雅也

水質環境基準（健康項目）設置基礎調査検討会：西村哲

治

農薬登録保留基準に係る公定分析法設定技術検討会：西

村哲治

中央環境審議会待機環境部会健康リスク総合専門委員

会：江馬　眞

○農林水産省

農業資材審議会：佐々木久美子，児玉幸夫，渋谷淳

農薬分科会：米谷民雄

飼料分科会：佐々木久美子

農林物資規格調査会：米谷民雄

先端技術を活用した農林水産研究高度化事業専門評価委

員会：米谷民雄，山本茂貴，小西良子，広瀬雅雄

地域食料産業等再生のための研究開発等支援事業評価委

員会：高鳥浩介

新需要創造対策事業外部有識者検討会及び審査季員会：

合田幸広

Iso！rc34バVG7遺伝子組換え分析法専門分科会：穐山浩

科学的食品表示検証技術確立推進委員会：渡邉敬浩

○経済産業省

国際規格回答原案作成等調査ISO／TCIO6分科会：土屋利

江

日本医療機器産業連合会ISOITC210　JIS原案作成委員会：

土屋利江

国内規格回答原案作成ISOπC69／SC6国内委員会＝林譲

ISO　TC150外科用インプラント国内委員会：土屋利江，

佐藤道夫

ISO　TCI50国内業務委員会：中岡竜介，迫田秀行

ISO　TC194医療機器の生物学的評価国内委員会：±屋

利江，齢島由二，松岡厚子，中岡竜介，加藤玲子，五十

嵐良明，菊池　裕

化学物質審議会：菅野　純，渋谷　淳

化学物質評価研究機構　内分泌撹乱物質に対する検討委

員会：菅野　純

日本工業標準調査会：西島正弘

日本工業標準調査会臨時委員：土屋利江

産業構造審議会：林真

生物化学的測定研究会標準化検討委員会：松田りえ子，

堤　智昭，林　譲

「人口股関節用セラミック骨頭の衝撃試験方法」標準化

委員会：佐藤道夫

JIS　Z　8462－4原案作成委員会：林譲

○文部科学省

科学技術・学術審議会：中野達也

カビ対策専門家会合：高鳥浩介

国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策検討会：高鳥浩介

高松塚古墳取合部天井の崩落止め工事及び石室西壁の損

傷事故に関する調査委員会委員：高鳥浩介

特別史跡キトラ古墳の保存・活用等に関する調査研究委

員会：高鳥浩介

文部科学省リーディングプロジェクト「ナノテクノロジー

を活用した人口臓器の開発」研究推進委員：土屋利江

文部科学省科学技術振興調整費プロジェクト「組織医工

学における材料・組織評価法の確立」運営委員会：土屋

利江

○海上保安庁

油汚染事故に対する国家緊急時計画健康影響担当委員：

米谷民雄
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○独立行政法人医薬品医療機器総合機構

日本薬局方原案審議委員会総合委員会：吉岡澄江，棚元

憲一，合田幸広

総合小委員会：檜山行雄，阿曽幸男，奥田晴宏

医薬品添加物委員会：吉岡澄江，阿曽幸男，徳永裕司，

佐藤恭子

国際調和検討委員会：川西　徹，吉岡澄江，棚元憲一，

川原信夫

化学薬品委員会：香取典子，伊豆津：健一，坂本知昭，奥
　　　　　　　　　　　　　　∫
田晴宏，花尻（木倉）瑠理

化粧品・医薬部外品：林真

調査会抗生物質委員会：香取典子

製剤委員会：川西　徹，四方田千佳子，檜山行雄，伊豆

津健一

標準品委員会：川西‘徹，川原信夫

理化学試験法委員会：四方田千佳子，森川　馨

理化学試験法委員会出血外WG：坂本知昭

生物薬品委員会：山口照英，川崎ナナ，石井明子，新見

伸吾，日向昌司，内田恵理子

生薬等（A）委員会：合田幸広，川原信夫

生薬等（B）委員会：合田幸広，川原信夫

医薬品名称委員会：川崎ナナ，内田恵理子，山崎　壮，

奥田晴宏，中野達也，栗原正明

生物試験法委員会：棚元憲一，室井正志

発がん性検討会：林　真

医薬品GLP評価委員会：井上　達，長谷川隆一，菅野　純，

児玉幸夫，中澤憲一，広瀬雅雄，林　真，弓馬　眞

医療機器GLP評価委員会：大野泰雄，井上　達，土屋利

江，長谷川隆一，菅野　純，児玉幸夫，広瀬雅雄，林　真，

江馬　眞

GLP適合性調査：中澤憲一

医療機器の不具合評価体制に関する検討会：佐藤道夫

医療機器承認基準点審議委員会：土屋利江

専門委員：西島正弘，長尾’拓，大野泰雄，井上　達，

川西　徹，四方田千佳子，吉岡澄江，檜山行雄，香取典

子，伊豆田健一，阿曽幸男，坂本知昭，山口照英，川崎

ナナ，石井明子，新見伸吾，小林　哲，日向昌司，合田

幸広，．川原信夫，花尻（木倉）瑠理，内田恵理子，佐藤

陽治，鈴木孝昌，土屋利江，佐藤道夫，鹿庭正昭，松岡

厚子，配島由二，徳永裕司，棚元憲一，山崎　壮，佐藤

恭子，高鳥浩介，室井正志，奥田七曜，栗原正明，澤田

純一，手島玲子，鈴木和博，森川　馨，中野達也，長谷

川隆一，鹿庭なほ子，菅野　純，小川幸男，関田清司，

高木篤也，児玉幸夫，中澤憲一，小澤正吾，紅林秀雄，

広瀬雅雄，西川三三，渋谷淳，梅村隆志，林　真，本

間正充，能美健彦，江馬　眞

運営評議会　審査・安全業務委員会：西島正弘

○独立行政法人

命エネルギー・産業技術総合開発機構有害性評価システ

ム開発推進委員会：林　真

新エネルギー・産業技術総合開発機構NEDO技術委員会：

西村哲治，林真，弓馬眞

新エネルギー・産業技術総合開発機構委託研究事業「高

機能簡易型有害性評価手法の開発」研究推進委員会：林

　真，油紙　貢

新エネルギー・産業技術総合開発機構委託研究事業有害

性評価手法（遺伝子）開発推進委員会1林　真，江馬

丸

新エネルギー・産業技術面合開発機構委託研究事業人体

に影響を及ぼすおそれのある化学物質の簡易測定法の研

究開発委員会：菅野　純

物質・材料研究機構生体材料研究センター：組織工学製

品の標準化に関するVAMAS・TEMPS国内委員会＝土屋

利江，伊佐間和郎

物質・材料研究機構事前評価委員会：広瀬明彦

・物質・材料研究機構「ナノマテリアル安全性評価のため

の技術基盤の構築」事前評価委員会：広瀬明彦

物質・材料研究機構「ナノテクノロジー影響の他域的専

門化パネル」・研究運営委員会：広瀬明彦

物質・材料研究機構ナノ材料健康・影響評価研究文献調

査の進め方に関する検討会二広瀬明彦

日本スポーツ振興センター学校給食衛生管理推進指導者派遣・

巡回指導委員会：春日文子，高鳥浩介

医薬基盤研究所基盤研基礎的研究評価委員会：長尾　拓

医薬基盤研究所外部等評価委員：長尾　拓

医薬基盤研究所成果管理委員会：井上　達，棚元憲一

医薬基盤研究所共同利用施設運営委員会：菅野純

医薬基盤研究所実用化研究評価委員会：井上　達，山口

照英，永田龍二，奥田晴宏

医薬基盤研究所基盤研運営評議会委員：長尾　拓

中央労働災害防止協会がん原性試験の評価に係わる専門

家会議：西川秋佳

中央労働災害防止協会健康面響評価のためのタスク

フォース委員：能美健彦，江馬　眞

中央労働災害防止協会職場における化学物質のリスク評

価委員会：江馬　眞

中央労働災害防止協会生殖毒性試験の評価に係わる専門

家会議：江馬　眞

中央労働災害防止協会問題となる化学物質調査委員会：

西川出面，能美健彦

化学技術振興機構化学物質リンクセンタープロトタイプ

委員会：鎌田栄一

肥飼料検査所飼料分析基準面面会：佐々木久美子

国際協力機構インドネシア国医薬品供給システム強化及
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び医薬品の適正使用推進プロジェクト短期派遣専門家

（医薬品分析）：徳永裕司

国際協力機構チリ食品安全国家プロジェクトHACCP検

討会委員：豊福　肇

環境研究所ダイオキシン類の動物実験評価検討委員会：

江馬　眞

○国際機関

FAOIWHO合同食品規格計画（コーデックス委員会）

分析サンプリング部会：松田りえ子，村山三徳

FAO八VHO合同食品規格計画（コーデックス委員会）

食品衛生部会（CCFH）作業部会：豊福　肇

FAO八VHO合同食品規格計画（コーデックス委員会）

第28回魚類・水産製品部会（CCFFP）：豊：福　肇

FAOIWHO合同食品規格計画（コーデックス委員会）

第38回食品衛生部会：豊福　肇

FAO／WHO合同食品添加物専門家委員会：河村葉子，西

川秋佳

Final　Review　Board　of　Concise　International　Chemica1・

Assessment　Documents（CICADs）：石光　進

OECD詳細レビュー文書案31番「セントランスフォー

メーションアッセイについて」改定のための専門家会合：

林　真

OECD：Expert　group　on　toxic　gas　mixtures：森田健

OECD高生産量化学物質初期評価会議：江馬　眞

OECD高生産量化学物質初期評価会議国内レビュー委員

会：林真，江馬眞
WHO飲料水水質ガイドライン改定専門家会合：広瀬明彦

WHO医薬品国際一般名称委員会臨時委員：奥田晴宏

WHO　International　Pharmacopoeia，　Pharmaceutical

preparationパネルメンバー：奥田晴宏

WHO　International　Programme　for　Chemical　Safety

Programme　Advisory　Committee：森川　馨

WHO　Consultation　to　Develop　a　Strategy　to　estimate　the

Global　Burden　of　Foodbome　Diseases：豊：福肇i

WHO　temporary　advisor　Global　Salm　Surv（GSS）Advance

Workshop　l　5－20　January　2007，　Bangkok　Thailand：豊福

　肇

lCH遺伝子治療専門委員会：山口照英

ICH　Q8「製剤開発ガイドライン」専門作業部会：奥田

晴宏

国際食品微生物規格委員会（ICMSF）メンバー：春日文

子

国際酪農連盟国内委員会微生物・衛生専門部会：五十君

静信

ISOITC34／SC9国内対策委員：五十君静信

Peer　review　board　of　Intemational　Chemical　Safety　Cards

（ICSCs）：森田健

○都道府県

東京都食品安全情報評価専門委員会：春日文子，河村葉

子

東京都危害防止対策専門助言員：徳永裕司

神奈川県科学技術会議研究推進委員会：鹿庭正昭

神奈川県化学物質等環境保全対策委員会：徳永裕司

滋賀県食の安全委員会：小西良子

東京都薬物情報評価委員会：合田幸広

○ヒューマンサイエンス振興財団

政策創薬総合研究事業評価専門家委員：澤田純一

資源供給審査委員会：林　真
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1．講　義

川西　徹，「バイオ医薬品の品質保証」，国立保健医療科

学院平成18年度特別課程薬事衛生管理コース，（2006．6）

四方田千佳子，「固形製剤の品質再評価」，国立保健医療科

学院平成18年度特別課程薬事衛生管理コース，（2006．6）

香取典子，「統計的評価法」，国立保健医療科学院平成18

年度特別課程薬事衛生管理コース（2006．6）

吉岡澄江，「医薬品の安定性」，国立保健医療科学院平成

18年度特別課程薬事衛生管理コース（2006．6）

檜山行雄，「医薬品の品質保証とGMP」，国立保健医療科

学院平成18年度特別課程薬事衛生管理コース（2006．5）

檜山行雄，「医薬品の規格設定」，国立保健医療科学院平

成18年度特別課程薬事衛生管理コース（2006．6）

坂本知昭，「品質試験検査概論」，国立保健医療科学院平

成18年度特別課程薬事衛生管理コース（2006．5）

坂本知昭，「分析法バリデーション」，国立保健医療科学

院平成18年度特別課程薬事衛生管理コース（2006．6）

小出達夫，「理化学試験機器概論」，国立保健医療科学院

平成18年度特別課程薬事衛生管理コース，（2006．6）

檜山行雄，「研究開発段階における，医薬品品質確保の

為の方策について」，国際厚生事業団（JICWELS）第17

回必須医薬品製造管理研修（2006．10）

合田幸広，「漢方医学」名城大学薬学部（2006．12）

合田幸広，「早薬区分と違法（脱法）ドラッグ」，北里大

学大学院特別講義（2006．6）

佐藤陽治，「薬効安全性学的論」，東邦大学大学院（2006．6）

土屋利江，「医療機器の安全性」お茶の水女子大学化学・

生物総合管理の再教育講座（2006．7）

土屋利江，「医用材料・医療機器の安全性」バイオメディ

カルエンジニアリング神奈川技術アカデミー教育講座

（2006．　11）

383

Other　Relative　Activites

土屋利江，「医療用具の安全性」東京女子医科大学第38

回バイオメディカルカリキュラム，東京女子医科大学先

端生命医科学研究所（2007．3）

西村哲治，「水質測定法」，国立保健医療科学院平成18年

度特別課程水道工学コース（2006．10）

西村哲治，平成18年度認定水道水質検査員研修会，全国

給水衛生検査協会（2006．9／2006．10）

米谷民雄，「基準値の設定と試験法について」，食品衛生

登録検査機関協会　平成18年度残留農薬・残留動物用医

薬品研修会（2007．3）

佐々木久美子，「残留農薬試験法について」，食品衛生登

録検査機関協会平成18年度残留農薬・残留動物用医薬

品研修会（2007．3）

村山三徳，「残留動物用医薬品の分析法」，食品衛生登録

検査機関協会平成18年度残留農薬・残留動物用医薬品

研修会（2007．3）

佐々木久美子，「食品中の残留農薬について」，お茶の水

女子大学平成18年度化学・生物総合管理の再教育講座

（2006．　6）

宮原誠，「照射食品の安全性」，お茶の水女子大学平成

18年度化学・生物総合管理の再教育講座（2006．6）

穐山　浩，「遺伝子組換え食：品について」，お茶の水女子

大学平成18年度化学・生物総合管理の再教育講i座（2006，

6）

佐々木久美子，「食品中の残留農薬の規制と試験法」，国

立保健医療科学院平成18年度特別過程食肉衛生検査

コース（2006．7）

村山三徳，「残留動物用医薬品の理化学的検査法」，国立

保健医療科学院平成18年度特別過程食肉衛生検査コー

ス（2006．6）

佐々木久美子，「食品中の残留農薬に関する最近の話題」，

国立保健医療科学院平成18年度特別課程食品衛生管理

コース（2007．1）

松田りえ子，「食品中の汚染物の摂取量調査について」，
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国立保健医療科学院平成18年度特別課程食品衛生管理

コース（2007．1）

穐山　浩，「食物アレルギー及び遺伝子組換え食品」，国．

立保健医療科学院平成18年度特別課程食品衛生管理

コース，（2007。2）

松田りえ子，「試験法の妥当性の評価について」，厚生労

働省平成18年度食品衛生検査施設信頼性確保部門責任者

等研修会（2006．8）

村山三徳，「残留動物用医薬品の分析法とバリデーショ

ンについて」，厚生労働省平成18年度食品衛生検査施設

信頼性確保部門責任者等研修会（2006．8）

村山三徳，「食品規格に関する検査法」，千葉県北部家畜

保健衛生所平成18年度畜産講習会（2006．7）

松田りえ子，「試験法の妥当性の評価について」，食品衛生

登録検査機関協会信頼陸確保部門責任者研修会（2007．2）

村山三徳，「残留動物用医薬品の分析法とバリデーショ

ンについて」，食品衛生登録検査機関協会信頼性確保部

門責任者研修会（2007．2）

穐山　浩，「遺伝子組換え食品について」，目本国際協力

センターJICA特別研修コース（2007．1）

棚元憲一，食品添加物の規格作成，お茶の水女子大学化

学・生物総合管理の再教育講座（2006．6）

佐藤恭子，「食品添加物における最：近の話題」，国立保

健医療科学院平成18年度特別課程食品衛生管理コース
（2007．　1）

河村葉子，化学・生物総合管理の再教育講座：器具・容

器包装，お茶の水女子大学（2006．6）

河村葉子，「器具・容器包装における最近の話題」，国立

保健医療科学院平成18年度特別課程食品衛生管理コース

（2007．　2）

高鳥浩介，「真菌検査法」，農林水産省消費・安全局家畜

衛生講習会（2006．5）

高鳥浩介，「真菌性ズーノーシス」，帯広畜産大学獣医公

衆衛生学（2006．6）

高鳥浩介，「食肉と真菌」，国立保健医療科学院平成18年

度特別課程食肉衛生検査コース（2006．ラ）

高鳥浩介，「真菌症」，帯広畜産大学伝染病学（2006．7）

高鳥浩介，「食品衛生学」，帯広畜産大学獣医公衆衛生学

H・獣医公衆衛生学実習H（2006．12）

小西良子，「食品衛生をめぐるマイコトキシンの話題」，

国立保健医療科学院平成18年度特別課程食品衛生管理

コース（2006．1）

宮原美知子，「食品細菌検査の問題点」，国立保健医療科

学院平成18年度特別課程食品衛生管理コース，（2006．2）

小西良子，「カビ毒のリスクアセスメント」，（独）国際

協力機構兵庫国際センター，マイコトキシン検査技術H

コースに係るフォローアップセミナー（2006．7）

工藤由起子，「腸管出血性大腸菌食中毒における畜産食

品の重要性と食品の新しい公定検査法の策定」，農林水

産平成18年度家畜衛生研修会（病性鑑定）（2006．10）

山本茂貴，「食品の安全とHACCPシステム導入に関する

現状」，日本獣医畜産大学特別講義（2006．5）

山本茂貴，「食品の微生物学的リスクアナリシス」，国立

保健医療科学院平成18年度特別課程食品衛生管理コー

ス，（2007。1）

春日文子，「微生物学的リスクアセスメントの実際」，国

立保健医療科学院特別課程食肉衛生検査コース（2006．6）

五十土曜信，「食肉の細菌制御」，国立保健医療科学院平

成18年度特別課程食肉衛生検査コース（2006．6）

春日文子，『食の安全ゼミナールH＆V（演習）』疫学シュ

ミレーション，東京大学大学院アグリコクーン食の安全・

安心フォーラムグループ講義（2006．8）

春日文子，「食品衛生におけるリスクアセスメント」，国

立感染症研究所FETP初期導入コース（2006．8）

春日文子，「リスクアナリシスと地方食品衛生行政」，国

立保健医療科学院平成18年度特別課程食品衛生管理コー

ス（2007．1）
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五十君自信，「食中毒菌の検査法」，国立保健医療科学院

平成18年度特別課程食肉衛生検査コース（2006．7）

五十君静内，「乳肉製品の細菌制御」，国立保健医療科学

院特別課程食品衛生管理コース（2007．1）

五十君静信，「遺伝子組換え食品の安全性の議論と乳酸

菌における組換え研究紹介」，東京理科大学大学院講義

（2006．　10）

五十君静信，「カンピロバクターに関する最新の知見」，

熊本県食中毒菌カンピロバクターに係る研修会（2007．2）

町井研士，「環境リスク学1」，平成18年度専門・専攻課程，

選択科目，国掌保健医療科学院（2006．9）

町井研士，「GLPj，平成18年度特別課程食品衛生監視指

導コース，国立保健医療科学院（2006．10）

町井研士，「マリンバイオトキシン」，平成18年度，特別

課程食品衛生管理コース，国立保健医療科学院（2007．1）

奥田晴宏，「承認審査と品質保証」，国立保健医療科学院

　（2006．　5）

奥田晴宏，平成18年度特別課程薬事衛生コース，国立保

健医療科学院（2006．6）

森川　馨，「医薬品情報」，国立保健医療科学院平成18年

度特別課程薬事衛生コース（2006．6）

豊福　肇，「コーデックス委員会及び世界の動向」，国立

保健医療科学院平成18年度特別課程食肉衛生検査コース

（2006．　6）

豊福　肇，「コーデックス及び世界の動向」，国立保健

医療科学院平成18年度特別課程食品衛生管理コース
（2007．　1）

豊福　肇，「食品流通安全管理論皿」，東京海洋大学（2006．

7）

豊：福　肇，「平成18年度コーデックス委員会活動報告」，

（社）日本食品衛生協会（2007・3）

畝山智香子，「毒性情報の利用法」，国立保健医療科学院

（2006．　9）

森田　健，「化学物質の健康有害性に関するデータベー

スとその活用法」，お茶の水女子大学平成18年度化学・

生物総合管理の再教育講i座（2006．7）

林　譲，「自然と社会における異常事態の検出のための

アルゴリズム」，東京理科大学大学院経営工学特別演習

（2006．　7）

林譲，「FUMI理論による不確かさの推定」，（社）日本

環境測定分析協会極微量物質研究会・セミナー（2007．2）

菅野　純，第104回発生研・拠点形成Aセミナー，熊本

大学（2006．6）

西川秋佳，「食品添加物の安全性試験結果」，お茶の水女

子大学・化学・生物総合管理の再教育講座（2006．7）

山田雅巳，「変異原性試験を用いた突然変異のメカニズ

ムの研究」，東京薬科大学大学院　特別講1義（2006。5）

本間正充，「DNAの2本鎖切断修復と遺伝的不安定性」，

大阪府立大学大学院生命環境科学科特別講義（2006．7）

広瀬　明彦，平成18年度「化学・生物総合管理の再教育

講座」，お茶の水女子大学（2006．5）

江馬　眞，平成18年度「化学・生物総合管理の再教育講

座」，お茶の水女子大学（2006．10）

2．講　演

川西　徹，「品質保証のあり方について」，富山県GMP研

究会特別講i演（2006．9）

四方田千佳子，「経口固形製剤の品質をめぐる諸問題」，

日本公定書協会研修会（2006．10）

四方田千佳子，「分析法バリデーションについて」，静岡

県生活科学検査センター第4回医薬品・化粧品等品質管

理研修会（2006。ll）

四方田千佳子，「医薬品製剤の品質規格とその将来」，創

剤フォーラム第21回シンポジウム（2006．ll）

檜山行雄，「医薬品の品質保証に係わる最新の動向につ

いて」　富山県GMP研究会特別講演（2006．9）

檜山行雄，「改正薬事法とGMPの国際調和」，目中製剤と
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粒子設計交流会，中国，藩陽（2006．5）

檜山行雄，『ICH　Q9ガイドラインについて』医薬品医

療機器総合機構教育セミナー，東京（2006．8）

檜山行雄，『IcH　Qg　overview』PDAアジア太平洋会議，

東京（2006．11）

檜山行雄，『lcHQ8Qg導入に関わる課題』IsPEIPDA共同

ワークショップ，米国　ワシントン（2006．12）

坂本知昭，「医薬品・医薬部外品GMP試験検査室管理指

針について」，第17回山口GMP研究会特別講演，（2007．2）

山口照英，遺伝子治療用ベクターの安全性に関する最近

の動向，ICH専門家会議，（2006，7）

山口照英，遺伝子治療薬や細胞治療薬（再生医療）の品

質・安全性・有効性確保，東京大学，（2007，3）

山口照英，再生医療と国内外の規制一細胞組織利用医薬

品等の特性解析及び安全性確保，再生医療とウイルス安

全性フォーラム，（2006，6）

口」口照英，遺伝子治療薬や細胞治療薬の品質・安全性・

有効性確保に関する動向，第43回全国衛生化学技術協議

会年会，（2006，ll）

山口照英，バイオ医薬品の品質・安全性・有効性確保，

東京理科大学，（2006，12）

山口照英，2006シカゴ会議報告，ICH遺伝子治療専門家

会議，　（2006，12）

合田幸広，「第十五改iE日本薬局方生薬総則・医薬品各

条（生薬）について」，公定書協会研修会（東京・大阪）

（2006．　5）

合田幸広，「健康食品や生薬の基原について」，静岡県環

境衛生科学研究所特別講演（2006，12）

合田幸広，「食紅区分と違法（脱法）ドラッグ」，漢方薬・

生薬認定薬剤師研修会（2006．12）

合田幸広，「天然物の基原と品質保証」，日本大衆薬工業

協会生薬製品委員会定期総会（2007．3）

川原信夫，「最近の生薬行政の動き」，第18回生薬漢方製

剤の微生物および異物汚染対策ならびに品質管理に関す

るシンポジウム（2006．12）

YUkihiro　Goda，“Topics　on　Herbal　Medicines仕om　2005　to

2006in　Japan”，　The　4th　Standing　Committee　Meeting　of

the　Westem　Paci且。　Regional　Forum　for　the　Ha㎜onization

of　Herbal　Medicines（2006．　l　l）

合田幸広，「遺伝子情報を利用した生薬試験法とその背

景」，大阪生薬協会技術部会講演会（2007．4）

Nobuo　Kawahara，：「Comparative　Studies　on　Phamlacopoeial

De盒nitions，　Requirements　and　In鉛㎜ation鉛r　Cmde　Drugs

among　FHH　Member　Coun面es　in　2006」，職e　sub－co㎜i廿ee

Imeeting　of　the　Western　Paci且。　RegionaI　Forum　for　the

Ha㎜onization　of　Herbal　Medicine（FHH），（2006．　l　l）

Ruri　Kikura－Han句iri：「Drug　Control　in　Japan」，　National

Bureau　of　Controlled　Drugs，　Department　of　Health，

Taipei，　Taiwan（2006．9）

Ruri　Kikura－Hanajiri：「Countermeasures　against　Drug　of

Abuse　－Designated　Psychotropic　Substances一」Regulatory

Science　Con£erence　on　Toxicological　Evaluation　of　Potential

High　Risk　Materials，　Tokyo（2006．11）

鈴木孝昌，「TaqMan⑪Low　Density　Arrayを用いた遺伝子

傷害性肝発癌物質の検出」，リアルタイムPCRユーザー

ミーティング（アプライドバイオシステムズジャパン）

（2006．　10－ll）

鹿庭正昭，「家庭用品に使用される化学物質による健康

被害と安全対策」，財団法人ふくい産業支援センターふ

くい未来技術創造ネットワーク推進事業「バイオテクノ

ロジー研究会」（2007．1）

五十嵐良明，「家庭用品規正法における有害物質の選定

について」，財団法人ふくい産業支援センターふくい未

来技術創造ネットワーク推進事業「バイオテクノロジー

研究会」（2007．1）

西村哲治，第20回公衆衛生情報研究協議会総会，第20回

公衆衛生情報研究協議会（2007．2）

西村哲治，「技術懇話会」，東京都健康安全研究センター

（2007．　2）
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米谷民雄，「農薬等のポジティブリスト制と試験法の概

略」，（社）日本分析化学会関東支部第47回機器分析講

習会（2006　7）

米谷民雄，「食品のリスク分析　一食の安全を担保するシ

ステムと研究現場からの意見一」，中部大学・（社）日本

食品衛生学会共催公開講演会（2006．10）

佐々木久美子，「食品中の残留する農薬等の基準に係る

ポジティブリスト制度説明会（試験法部分）」，厚生労働

省医薬食品局食品安全部食品中の残留する農薬等の基

準に係るポジティブリスト制度説明会（2006．4）

佐々木久美子，「残留農薬の試験法について」，厚生労働

省医薬食品局食品安全部平成18年度食品安全行政講習

会（2006．5）

村山三徳，「残留動物用医薬品の検査法」，厚生労働省

医薬食品局食品安全部平成18年度食品安全行政講習会

（2006．　5）

村山三徳，「畜水産食品中の残留動物用医薬品の分析法

について」，全国食肉衛生検査所協議会第24回全国食肉

衛生検査所協議会理化学部会研修会（2006．10）

宮原誠，「食品安全への取組み」，食品の安全・安全確

保推進研究推進事業シンポジウム（2007．2／2007．3）1

村山三徳，「ポジティブリスト制度とその試験法につい

て」，農林水産省動物質薬品検査所品質確保検査に関す

る検討会（2006．Il）

佐々木久美子，「残留農薬等のポジティブリスト制度と

公定試験法」，クロマトグラフィー科学会第13回クロマ

トグラフィーシンポジウム（2006．6）

佐々木久美子，「ポジティブリスト制度導入に伴う残

留農薬分析法」，日本農薬学会残留農薬分析セミナー

（2006．　8）

佐々木久美子，「残留農薬の規制と試験法について」，食

品衛生登録検査機関協会平成18年度特殊技術研修会

（2006．　10）

村山三徳，「残留動物用医薬品の試験法について」，食

品衛生登録検査機関協会平成18年摩特殊技術研修会

（2006．　10）

佐々木久美子，「農産品及家畜水産食品中的残留農薬検

験法」，残留農薬等に係るポジティブリスト制度中国技

術研修（2006．11）

村山三徳，「家畜水産食品中的残留動物用医薬品検験法」，

残留農薬等に係るポジティブリスト制度中国技術研修

（2006．　11）

村山三徳，「畜水産物中の残留動物用医薬品等の試験法」，

厚生労働省平成18年度食肉衛生技術研修会・衛生発表会

（2007．　1）

穐山　浩，「遺伝子組換え食品について」，

南高等学校特別講演（2006。11）

口」形県立鶴岡

穐山　浩，「遺伝子組換え食品の検知法について」，昭和

大学薬学部大学院特別講演（2006．12）

渡邉敬浩，「バイオテクノロジーと社会をつなぐ」，筑波

大学第二学群生物学類開設総合科目特別講…演（2006．6）

五十君静信，「食品媒介感染症としてのリステリア症の現

状」，ILSI　Japan食品汚染微生物シンポジウム（2006．12）

棚元憲一，「食品添加物公定書のポイント」，

業倶楽部　食品の品質懇話会（2006．4）

日本食品工

棚元憲一，「一般試験法（生物試験法）について」，第15

改正日本薬局方について，日本公定書協会く2006．5）

棚元憲一，「品質保証のあり方について」，

ミナー（2006．9）

富山県GMPセ

棚元憲一，「食品添加物の安全確保」，食品に関するリス

クコミュニケーション，神戸市教育会館（2007．1）

山崎　壮，「食品添加物の公定書第8版刊行に残された課

題」，i且a～HFE　OSAKA2006日本食品化学学会・食品化

学新聞社合同シンポジウム「食品添加物の安全・安心」

（2006．　11）

河村葉子，「第67回JECFA会議報告」，

会講演会　（2006．8）

日本食品添加物協

河村葉子，「食品衛生法規格基準改正と今後の動向」，（社）

日本包装技術協会第161回生活者包装研究会（2006．9）
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河村葉子，「器具・容器包装の規格基準改正とその試験

法について」，食品衛生登録検査機関協会平成18年度器

具・容器包装研修会（2006．ll）

河村葉子，「食品衛生法における陶磁器等の規格基準に

ついて」，岐阜県セラミック研究所先端科学技術講演会

（2006．　ll）

山本茂貴，「危害分析」，第19回HACCP専門講師養成講

習会HACCP連絡協議会（2006．7）

山本茂貴，「Control　of　Food　poisoning　in　Japan」，平成18

年度開発途上国食品衛生行政官研修，（社）日本食品衛

生協会（2006．9）

山本茂貴，「食肉の安全とBSE，鳥インフルエンザ」．シ

ンポジウム，岐阜大学大学院（2007．3）

山本茂貴，「危害分析」，第20回HACCP専門講師養成講

習会HACCP連絡協議会（2007．2）

山本茂貴，「カンピロバクター食中毒の制御」，平成18年

度食鳥検査関係技術講習会東京都保健福祉局（2007．2）

五十君静信，「食品からのカンピロバクター標準検査法」，

衛生微生物技術協議会（2006．6）

五十君艀信，「カンピロバクターと食中毒について」東

京都芝浦食肉衛生検査所衛生講習会（2006．8）

五十君静信，「遺伝子組換えと食品」，相模原市市民大学

（2006．　9）

五十君静信，「食肉の衛生検査について」，松阪市食肉衛

生検査所研修会（2006．ll）

五十君静信，「鶏卵加工食品における耐熱性細菌の制御

を考える」，全国鶏卵加工協議会（2006．ll）

五十君静信，「乳製品の微生物コントロールについて」，

日本国際酪農連盟微生物・衛生専門部会（2006．12）

五十君艀信，「カンピロバクターに関する最新の知見に

ついて」，全国食肉衛生検査所協議会（2007．1）

春日文子，「微生物学的リスクアセスメン・トについて」，

厚生労働省食品安全行政講習会（2006．5）

春日文子，「下痢症サーベイランスとリスク推定の試み」，

東北食中毒研究会第19回東北食中毒研究会全体会議・研

修会（2006．8）

春日文子，「集団給食施設における食中毒対策とノロウ

イルスのリスクアセスメント」，ウイルス性下痢症研究

会第18回研究会（学術集会）（2006．ll）

春日文子，「日本における微生物のリスク評価」，内閣府

食品安全委員会食品に関するリスクコミュニケーション

（東京）「米国における微生物のリスク評価」（2007．3）

春日文子，「生活科学特に食物学に期待すること」，日本

学術会議公開シンポジウム「生活科学その独自性と課題」

（2007．　3）

町井学士，「品質管理部門の役割と試験検査の信頼性確

保について」総合衛生管理製造過程のための試験検査業

務管理研修会基調講演，関東信越厚生局（2007．2）

五十君静信，「食肉の細菌制御」，沖縄県中央食肉衛生検

査所食肉衛生技術研修会（2007．2）

五十塁壁信，「食品の微生物制御について」，山梨県公衆

衛生獣医師協議会公衆衛生獣医師協議会研修会（2007．2）

五十君静信，「最近のリステリア研究の進展に関して」，

ILSI　Japan微生物蔀会セミナー（2006．8）

高鳥浩介，「食：中毒の予防について」，（社）日本食品衛

生協会食品の安全・安全確保推進研究推進事業シンポジ

ウム「食品安全への取組み」（2007．3）

小西良子，「食品のカビとカビ毒のリスクについて」，

東京都保健福祉局平成18年度第4回食品技術講習会，
（2007．　2）

小西良子，「マイコトキシンのヒトおよび家畜に対する

毒性」，（社）日本獣医師会平成18年度日本獣医師学会年

次大会（さいたま）の特別企画（特別講演会，教育講演，

シンポジウム等）（2007．2）

小西良子，「食品のカビとカビ毒について」，三重県健康

福祉部三重県食品衛生監視員研修会（2007．3）

工藤由起子，「食：品からの腸管出血性大腸菌O157及び

Q26の検査法の背景について」，平成18年度食品衛生登
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録検査協会微生物研修会（2007，1）・

小西良子，「カビ毒のリスクファイルと直面する問題」

第6回食品リスク研究講演会ILSI　Japan食品安全研究会

食品リスク研究部会（2006．9）

小西良子，「カビ毒の正しい理解」ILSI　Japanシンポジ

ウム（2006．12）

宮原美知子，「高齢者施設の食中毒実態」，防菌防徽学会

女性研究者の会第1回学術講演会　（2006．10）

宮原美知子，「平成10年度より開始された厚生労働省「食

品中の食中毒菌汚染実態調査」の平成18年度までの経緯

について」，食の安全を確保するための微生物検査協議

会記念講演会　（2006．12）

工藤由起子，「食品からの腸管出血性大腸菌の検出法に

ついて最近の話題」，第4回食の安全を確保するための微

生物検査協議会記念講演会　（2006．12）

工藤由起子，「腸管出血性大腸菌の最：近の傾向と新しい

検査法について」，厚生労働省平成18年度食肉衛生技術

研修会（2007．1）

工藤由起子，「食品からの腸管出血性大腸菌検出のため

の新しい公定法」，平成18年度地域保健総合推進事業

．地方衛生研究所と東海北陸ブロック微生物部門研修会

（2007．　1）

杉山圭一，「新規なTLR4結合性ペプチドの敗血症治療薬

への応用」，第20回バイオインターフェース（2006．11）

杉山圭一，「敗血症の現状および新規候補薬剤の特性に

ついて」，第47回今堀フォーラム（2007．1）

奥田晴宏，Regulation　on　Chiral　Drug　and　present　State　of

New　Chiral　Drug－Review　in　Japan，韓国医薬品食品庁釜

山支所講演会（2006．6）

奥田晴宏，ICH／Q8ガイドラインについて，医薬品医療

機器総合機構特別研修会（2006．8）

奥田晴宏，第14回ICH即時報告会，（財）日本公定書協

会（2006．7）

奥田晴宏，第23回新薬審査部門定期説明会，（財）日本

公定書協会（2006．9）

澤田純一，「臨床研究とPh㎜oogened〔評h㎜genomics」

ICR臨床研究入門中級編，国立がんセンター（2007．3）

山本　都，窪田邦宏，登田美桜，「食品の安全性に関す

る情報の収集」，（財）食品産業センター新食品会例会

（2006．　ll）

畝山智香子，「食品中汚染物質の概要と情報について」，

神奈川県保健福祉部平成18年度食品衛生監視員研修（専

門監視コース）（2007．1）

畝山智香子，「食にまつわるリスクについて」，青果物

EDI協議会特別セミナー（2007，2）

豊福　肇，「食中毒一家庭及び生産加工過程における予防

のポイント」，農林水産省消費・安全局第2回食品安全に

係る科学セミナー（2006．6）

豊：福　肇，「生産段階におけるCodexの取組一食肉・卵・

乳製品・水産養殖について一」，（社）日本食品衛生学会

第91回学術講演会シンポジウム（2006．5）

井上　達，「新トピックの提案Review　of　ICH　Safety

（non－clinical）Guidelines」，（財）日本公定書協会第14回

ICH即時報告会（2006．7）

井上　達，「GLPの考え方」，（財）日本薬剤師研修センター

第12回分LP研修会（2006．9）

井上　達，「医薬品におけるこれからの非臨床安全性評

価」，日本製薬工業協会医薬品評価委員会第102回基礎研

究部会総会（2007．2）

菅野　純，「Percellomeトキシコゲノミクス・プロジェ

クトの概要と基礎生物学への応用」，第4回明治薬科大学

オープンカレッジ（2006，8）

菅野　純，「ナノテクノロジー商品化における安全性確

認の要諦」，三井業際研究所ナノテクノロジー商品化調

査研究委員会（2006．9）

菅野　純，「アガリクスを含む製品の安全性評価に関わ

る基礎的研究」，（社）日本薬学会第4回食品安全フォー

ラム（2006．12）

’



390 国　　立　　衛　　研　　報 第125号（2007）

菅野　純，「Percellome法による遺伝子発現解析研究（ト

キシコゲノミクス）とその基礎研究への適用性」，東京

大学分子細胞生物学研究所機能形成研究分野セミナー
（2007，　3）

増村健一：gpt　delta　transgenic　mouse　for　in　vivo

genotoxicity　assays：molecular　characterization　of　mutants

induced　by　environmental　mutagens

コロンビア大学　セミナー（2007．5）

菅野　純，「マイクロアレイや定量PCRから細胞当たり

のmRNAコピー数を得るPercellome法の概略と生物研究

への応用」，九州大学医生研セミナー（2006．4）

菅野　純，相崎健一，五十嵐勝秀，北嶋聡，中津則之，「創

薬とトキシコゲノミクス」，第10回がん分子標的治療研

究会総会（2006．6）

種村健太郎，「社会的生活環境による脳構造および情

動一認知機能への影響」，近畿大学21世紀COEセミナー

（2006．　11）

山田雅巳：Ames試験菌株の取り扱い一最近の行政の動向

について一，日本環境変異原学会・微生物変異原性試験

研究会　第36回定例会（2006．7）

能美健彦：Y一ファミリーDNAポリメラーゼによる酸化

損傷ヌクレオチドの取り込みと突然変異の誘発

ミニシンポジウム「核酸を中心としたケミカルバイ手口

ジー」京都大学　（2007．3）

林　眞，第14回ICH即時報告会，（財）

（2006．　12）

日本公定書協会

能美健彦，COEセミナー，奈良先端科学技術大学院（2006．

11）

江馬　眞，化学物質リスク研究推進事業シンポジウム「家

庭用化学製品の安心・安全に向けた取り組み」，（社）日

本食品衛生協会（2007．1）

広瀬明彦，ポリオレフィン等衛生協議会セミナー「食品

の容器包装・器具のリスク評価法に関する研究」，ポリ

オレフィン等衛生協議会（2006．12）

江馬　眞，官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信

プログラム（Japanチャレンジプログラム）テンプレート

説明会（2006．7）

江馬　眞，第7回日本トキシコロジー学会生涯教育講習

会（2006．7）
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特別講演会

平成18年度特別講演会演題一覧

（単位：円）

講　　師　　名 所　　　　　　　　属 講　　　　　　演　　　　　　名 講演日 担当部 謝金 旅費

ロベルト　リンハルト教授

レ　ンセ　レ　ラ　一　ポ　リ

eクニック研究所
ｻ学，生物学，化学・西部
Gンジリング部

ヘパリン；構造，活性，合成の進捗 平成18年6月22日 食品部 無し 無し

中島元夫
ジョンソン・エンド・ジョ

塔¥ン株式会社
分子標的としてのチロシンキ・ナーゼ 平成18年9月22日 代謝生化学部 8，910 無し

　●

qq喜信 京都大学大学院薬学研究科

遺伝子治療，DNAワクチン療法，

qNA干渉誘導を目的とした核酸医

�iの盟レゲμ0デリバリー

平成18年10月13日 薬品部
17，

W20

28，

U40

Tom　Hei教授
米国コロンビア大学放射線

髜㈱w部

アスベスト発がんはなぜどのように

ｵて起こるのか
平成18年9月4日 変異遺伝部 8，910 無し
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平成18年度に行った主な研究課題

特別研究（厚生労働省）

1．発生・分化・成育を規定する因子と医薬品等の影響

　　評価に関する研究（生物，遺細，療品，環境，食品，

　　有機，機能，代謝，医安，毒性，薬理，病理）

　　Evaluation　of　fUnctional　interactions　of　pharmaceuticals

　　and　chemicals　with飴ctors　determining　growth，　devel－

　　opment　or　diffbrentiation

国立機関原子力試験研究費（文部科学省）

1．電子線照射新鮮食品等の検知に関する研究（食品）

　　Study　on　detection　procedures　for　electron－beam－

　　irradiated　fbods

2。γ線照射を利用したナノキャビティをもつハイドロ

　　ゲルの調製とタンパク質製剤への応用に関する研究

　　（薬品）

　　Preparation　of　hydrogel　nano　cavity　by　　’ソーirradiation

　　and　its　application　to　protein　fb㎜ulations

3．細胞治療，再生医療における放射線照射ストローマ

　　細胞の有用性確保に関する研究（生物，遺細）

　　Evaluation　of　gamma－irradiated　stromal　cells　for

　　applications　to　cell　therapy　and　regenerative　medicine

4．超低線量放射線により誘発されるDNA2本鎖切断モ

　　デル細胞の構築と，それを用いたDNA修復の研究（変

　　異）

　　Construction　of　model　cell　for　DNA　double　strand

　　breaks　induced　by　ultra　low－dose　irradiation　and　study

　　of　its　DNA　repair

5．化学物質の作用を勘案した放射線生物影響評価法の

　　開発に関する研究（変異）

　　Develop血ent　of　methods　to　evaluate　the　biological

　　effects　of　radiation　in　the　presence　of　chemica正

　　exposu「e

6．ラジオイムノセラピーに適した放射線増感剤一抗体

　　コンジュゲートに関する研究（生物，有機）

　　Studies　on　radiosensitizer－antibody　co切ugates　optimized

　　R）rradioimmunotherapy

7．神経変性疾患の放射標識抗体を用いた非侵襲性診断

　　に関する研究、（衛微，機能）

　　Study　of　non－invasive　diagnosis　fbr　neurodegenerative

　　disease　with　RI－labeled　antibody

8．放射線と化学物質の酸化的障害発現マーカープロ

　　ファイリングの比較探索（センター長，毒性）

　　Study　on　comparative　expression　pro且ling　fbr　speci且。

　　biomarkers　between　oxidative　stresses　ffom　ionizing

　　radiation　and　chemical　compounds

9．PET薬剤の固相合成システムの確立と実用化（有機）

第125号（2007）

M劉in　Rese劉rch　Projects　Carried　Out　in　FiscaFY¢ar　2006

Solid－phase　Synthesis　of　PET　Drugs

科学技術振興調整費（文部科学省）

（生活・社会基盤研究のうち生活者ニーズ対応研究）

1．アトピー性皮膚炎に関連する真菌の検索及び真菌に

　　よる発症要因の研究（衛微）

　　Studies　on　fUngal　detection　in　the　environrnents　of

　　atopic　demlatitis（AD）patients　and飴ctors　caused　by

2．

3．

4。

AD
科学技術政策提言：生命倫理の社会的リスクマネジ

メント研究（変異）

Studies　on　social　risk　management　of　bioethics

分子イメージングによるナノドラッグ・デリバリー・

システムの支援，超臨界ハイブリQDイメージング

と疾病治療への応用（薬品，生物）

Bioimaging　of　hybrid　quantum　dots　and　its　application

to　medicine

ナノテクノロジー影響の多領域専門家パネル（環境，

評価）

Multi－experts　panel　on　the　implication　of　nanotechnol－

ogy

地球環境保全等試験研究費（環境省）

1．

2．

3．

4．

5．

水道水源水域等における生理活性物質の測定と制御

に関する研究（環境）

Studies　on　the　analysis　of　active　pollutants　and　its

control　in　the　water　supPly

マウス幹細胞分化系を用いた環境汚染物質の発現影

響評価系の構築（環境）

Construction　of　the　evaluation　system　for　the

environmental　pollutant　using　the　diffbrentiation　marker

genes　in　mouse　ES　cells

非病原性細菌の感染症発症を誘導する要因としての

内分泌かく乱物質の作用に関する研究（衛微）

Influence　of　endocrine　disrupting　chemicals　on　non－

pathogenic　bacteria－induced　infbctious　diseases

環境中の酸化ストレス誘起性化学物質が免疫系に与

える影響に関する研究（代謝）

Studies　on　the　ef琵ct　of　environmental　oxidative　stress－

inducing　chemicals　on　the　immune　system

環境リスク対策の基盤整備としてめ化学物質トキシ

コゲノミクス研究（毒性）

Chemical　toxicogenomics　study　as　the　basic　research　to

supPort　fbr　the　environmental　risk　assessment

厚生労働科学研究費補助金（厚生労働省）
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　1．国際的動向を踏まえた食品添加物の規格の向上に関

　　する研究（食添）

　　Studies　on　the　improvement　of　the　specifications　of

　　fbod　additives　based　on　international　standards

2．食中毒原因究明方策に関する研究（衛微）

　　Studies　on　prevention　system　of　causative　pathogen　on

　　R）odbome　diseases

3．　甲状腺障害物質のin　vivo相互作用予測に関するトキ

　　　シコキネティクス的研究（薬理）

　　Drug　interaction　of　thyroid　toxic　substances

　　　（Toxicokinetic　studies）

4．プリオン病の診断技術の開発に関する研究（衛微）

　　　Stμdies　on　the　establishment、of　methodology　fbr　prion

　　disease

　5．食品用器具・容器包装及び乳幼児用玩具の安全性確

　　保に関する研究（食添）

　　Studies　on　the　safbty　of　utensils　and　packages　fbr　fbod

　　contact　use　and　in魚nt　toys

　6．無菌医薬品製造に関する国際規格の国内導入に関す

　　　る研究（食添）

　　Studies　on　the　production　process　of　sterilized　drugs

　　refbrring　to　the　intemational　speci且cations

　7．肝細胞・内皮細胞等のマルチカラーイメージングに

　　　よる分子機能解析（生物）

　　Analysis　of　molecular　fUnction　using　multicolour

　　imaging　in　hepatocyte，　endothlourial　cell，　etc

8．ナノレベルイメージングによる医療材料／細胞界面分

　　　子の機能と構造解析（療品）

　　　Function　and　configuration　analysis　of　biomaterials／cell

　　　interface　molecules　by　nano　level　imaging

　9，水道におけるフタル酸ジー2一エチルヘキシルの濃縮機

　　　構等に関する研究（環境）

　　Research　of　dipthtalate－2－ethylhexyl　on　the

　　　concentration　mechanism　in　water　supPly

　　Preliminary　screening　fbr　antiviral　AIDS　drugs

　lO．食品に付着・汚染する真菌の調査研究（衛微）

　　　Studies　on　fUngous　flora　and　contamination　in　fbods

　ll．反復投与毒性や発がん性試験等の実施による既存添

　　　加物の安全性評価に関する研究（病理）

　　　Safbty　assessment　of　existing　fbod　additives　by　means

●　　　　of　repeated　dose　toxicity　and　carcinogenicity　studies

　l2．ビブリオバフニフィカスによる重篤な疾病に関する

　　　研究（食管）

　　　Study　fbr　severe　acute　disease　by　Vibrio　vuInificus

　l3．トキシコゲノミクス手法を用いた医薬品安全性評価

　　　予測システムの構築とその基盤に関する研究（所長，

　　　毒性）

　　Construction　of　safety　prediction　system　for　drug

　　development　by　toxicogenomics　technology　and　related

　　basic　research

14．ナノイメージングによる受容体タンパク質の構造解

　　析（薬理）

　　Nano－ilnaging　stnlcture　analysis　of　receptor　protein

15。心毒性非臨床試験ガイドラインに関する調査研究

　　（薬理）

　　Studies　on　guidelines　for　preclinical　cardiotoxic

　　evaluation

16。タンパク質製剤および非ウィルス性遺伝子導入製剤

　　の分子運動性に基づく安定性評価（薬品）

　　Stability　evaluation　of　protein　fbrmulations　and　non－

　　viral　gene　delivery　syste正ns　based　on　the　molecular

　　mobility

17．日本薬局方等医薬品基準の国際ハーモナイゼーショ

　　ンに関する研究（薬品，生物）

　　Studiesおr　ha㎜onization　among　the　JP，　the　USP　and

　　the　EP

18。薬物の分析鑑定法の開発に関する研究（生薬，有機）

　　Development　of　analytical　Inethods　fbr　illegal　drugs

19．再現性のある滅菌バリデーション達成法（療品）

　　Reproducible　validation　nlethod　fbr　sterilization

20．高機能ナノセラミックスとナノ層状空間による分子

　　輸送システムの創製（療品）1

　　1nvention　of　molecule　delivery　system　by　ceramics

　　with　nano　layered　stmcture

21．吸収性材料の安全性評価手法の開発（療品）

　　Development　of　safety　evaluation　method　for

　　absorbable　materials

22．揮発性消毒副生成物の暴露評価に関する研究（環境）

　　Studies　on　the　exposure　assessment　of　volatile　and

　　disinfbctant　by－products

23．地下水のヒ素汚染地域で安全な水を供給した時のヒ

　　素被害の改善効果に関する研究（環境）

　　Studies　on　the　improvement　of　arsenic　symptom　after

　　providing　the　safb　water　in　the　arsenic－contaminated

　　areas

24．食品中に残留する農薬等の規格基準に係わる分析法

　　における不確実要素に関する研究（食品）

　　Studies　on　the　uncertainty　of　analytical　measurement

　　conceming　pesticide　residue　in　fbods

25．乳幼児食品中の有害物質及び病原微生物の暴露調査

　　に関する基礎的研究（食品，食管，情報）

　　Fundamental　studies　on　exposure　levels　of　both　toxic

　　compounds　and　pathogenic　bacteria　in　infant　fbod

26．ウシ由来腸管出血性大腸菌O157の食品汚染制御に
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　　関する研究（食管）

　　Research　on　food－contamination　control　of

　　enterohemorrhagic　Escherichia　coli　O　157　transmitted

　　丘om　bovine

27．ウイルス性食中毒の予防に関する研究（食管）

　　Study　on　prevenlion　of　viral　fbodbome　diseases

28．国際的動向を踏まえた医薬品の新たな有効性及び安

　　全性評価等に関する研究（有機，機能，医安，セン

　　タ割長，薬理，変異）

　　Study　on　efficacy　and　safety　evaluation　of

　　pharmaceutical　products，　based　on　scientific

　　international　standards

29．多施設連携による高齢者主要疾患横断的メディカル・

　　バイオリソースバンク及びデータベース構築と遺伝

　　子・遺伝子産物網羅的解析に基づく疾患・薬物応答

　　関連分子経路の解明（機能）

　　Multicenter　studies　on　the　establishment　of　medicaI

　　bioresources　bank　and　database　for　major　diseases

　　in　elderly　and　network　analysis　of　disease－and　drug

　　response－related　molecules　based　on　the　analysis　of

　　meta　genes　and　their　products

30．最新の科学的知見に基づく水質基準の見直し等に関

　　する研究（環境，医安，評価）

　　Research　on　revision　of　water　quahty　guideline，　based

　　On　CUπent　SCienti丘C　in鉛㎜atiOn

31．内分泌かく乱化学物質の生体影響メカニズム（低用

　　量効果・複合効果を含む）に関する総合研究（セン

　　ター長，毒性）

　　Studies　on　biological　effbct　of　endocrine　disrupting

　　chemicals　with　special　emphasis　on　Iow　dose　effbcts，

　　combined　effbcts　and　their　mechanism　of　action

32．ワクチンや抗がん剤など特殊な成分の医薬品におけ

　　る非臨床安全性試験の実施手法等に関する研究（セ

　　ンター長）

　　Study　on　preclinical　testing　method　fbr　vaccines　and

　　OnCOStatlCa

33．血液脳関門破綻に基づく医薬品副作用の予測系の確

　　立に関する研究（薬理）

　　Establishment　of　risk　assessment　system　of　BBB

　　dysfUnction　induced　by　various　drug

34．安全性評価のための動物実験代替法の開発および評

　　価体制の確立に関する研究（薬理）

　　Developmental　studies　of　experimental　methods　on

　　alternatives　to　animal　testing　and　experimentation

　　and　establishment　of　evaluation　systems　fbr　chemical

　　safbty　　　　　　　　　　　　　、

35．食品中のカビ毒の毒性および暴露評価に関する研究

　　（血脈，病理）

　　Evaluation　study　of　toxicity　and　exposure　of

　　mycotoxin　in　fbod

36．網羅的発現解析手段を用いた発がん関連遺伝子の解

　　析（病理）

　　Analysis　of　genes　associated　with　carcinogenesis　using

　　global　expression　analysis　methods

37．動物用医薬品の発がん過程における酸化的ストレス

　　の関与（病理）

　　Participation　of　oxidative　stress　in　carcinogenesis

　　induced　by　animal　medicine

38．内分泌かく乱化学物質（ダイオキシン類を含む）の

　　胎児・新生児暴露によるリスク予測に関する総合研

　　究（センター長，毒性，評価）

　　Studies　on　the　risk　estimate　of　fetal　and　neonatal

　　exposure　to　endocrine　disruptors　including　dioxins

39．EBMに基づく医薬品の安全性・有効性を確立する

　　ための大規模臨床デマタに関する学術情報の解析，

　　評価に関する研究（情報）

　　Study　on　analysis　and　evaluation　of　large－scale

　　clinical　data　fbr　establishing　safbty　and　efficacy　of

　　phamlaceuticals　based．on　evidence　based　medicine

40．食品衛生関連情報の郊率的な活用に関する研究（食

　　管，情報）

　　Research　on　the　ef陀ctive　use　of　in鉛㎜ation　on　fbod

　　safbty

41．食品安全施策等に関する国際協調のあり方に関する

　　研究（情報）

　　Research　on　international　collaboration　for　the　fbod

　　safbty　measures

42．家庭用品中化学物質のリスク評価に関する総合研究

　　（環境，情報）

　　Research　on　the　risk　assessment　for　chemical

　　substances　in　household　products

43．健康危機管理情報の網羅的収集と評価に関する調査

　　研究（情報）

　　Research　on　the　comprehensive　collection　and

　　assessment　of　information　on　Health　Crisis　and

　　Consequence　Management

44．化学物質安全性情報の収集と発信に関する研究（情

　　報）

　　Research　on　the　collection　and　transmission　of

　　in鉛㎜ation　on　chemical　sa艶ty

45．科学とリスクマネジメントに基礎をおいた医薬品及

　　び医療機器の品質管理監督システムに関する研究

　　（薬品）

　　Studies　on　quality　systems　of　pharmaceuticals　and
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　　medical　devices　based　on　risk　management　and　science

46．非侵襲試料を用いた新規高感度安全性予測系の開発

　　（遺細，有機）

　　Development　of　novel　estimation　system　for　safもty

　　with　high　sensitivity　utilizing　non－invasive　samples

47．細胞組織利用医薬品の品質・安全性等の評価に関す

　　る基盤技術開発研究（生物，遺細）

　　Fundamental　studies　on　quality　and　safety　of　cellular

　　and　tissue－based　products

48．感染リスクの排除，同一性の確保，免疫反応，がん

　　化等の抑制，及び培地等による有害作用の防止に関

　　する研究（療品）

　　Astudy　on　the　prevention　of　various　adverse　reactions

　　by　elimination　of　infbction　risks，　security　of　cellular

　　identity，　immunization　reactions，　supPression　of

　　carcinogenesis　and　toxic　substances　originating　f㌃om

　　the　culture　media　etc

49．医薬品の環境影響評価手法に関する研究（環境，医

　　安，センター長）

　　Study　on　the　environmental　effヒct　ffom　pharmaceuti－

　　calS

50．ナノマテリアルの安全性確認における健康影響評価

　　手法の確立に関する研究（環境，毒性，薬理，変異，

　　麺）

　　Studies　for　evaluation　of　health　hazard　for

　　nanOmaterialS

51．公衆浴場等におけるトリハロメタン類の暴露評価に

　　関する研究（環境）

　　Exposure　assessment　of　trihalomethanes　in　the　public

　　baths

52．放射線照射食品の検知技術に関する研究（食品）

　　Study　on　detection　methods　fbr　irradiated　fbods

53．特定保健用食品の新たな審査基準に関する研究

　　（食品）

　　Study　on　the　novel　standard　criteria　of　the　specific

　　食）ods　with　health　claims

54．検査機関の信頼性確保に関する研究（食品）

　　Studies　for　ensuring　the　reliability　of　examination

　　facilities

55．食品中の有害物質等の摂取量の調査及び評価に関す

　　る研究（食品）

　　Studies　on　evaluation　of　toxic　compounds　in　fbods

56．食品中に含まれるアレルギー物質の検査法開発に関

　　する研究（食品）

　　Study　on　the　development　of　detection　method　for

　　allergic　substances　in　fbods

57．畜水産食品の微生物等の試験方法に関する研究（食

　　管，衛微）

　　Studies　on　detection　method　for　microorganism　in

　　meat　and　sea－fbod

58．インスリン分泌促進型経口糖尿病薬の薬物応答関連

　　遺伝子の多型探索及びそのテーラーメイド投薬への

　　応用（機能）

　　Finding　of　genetic　variations　on　the　genes　relating　to

　　the　responsiveness　against　insulin－secreting　oral　anti－

　　diabetic　drugs，　and　its　application　to　tailor－maid　dnlg

　　therapy

59，新規培養細胞系を用いたアレルゲン性評価試験法に

　　関する研究（機能）

　　Study　of　the　development　of　the　allergenicity

　　prediction　method　using　novel　cultured　cells

60．薬効及び副作用発現の人種差に関わる遺伝子多型に

　　関する研究（医安）

　　Study　on　ethnic　diffbrences　in　genetic　polymorphisms

　　related　with　effbcts　and　adverse　reactions　of　dnユgs

61．有害事象に関与する薬物動態相互作用に関する研究

　　（医安）

　　Research　on　pharmacokinetic　interaction童nvolved　in

　　drug　adverse　events

62，化学物質の経気道暴露による毒性評価手法の開発，

　　高度化に関する研究（毒性）

　　Studies　on　the　development　and　improvement　of

　　inhalation　toxicity　methods

63．生物由来の医療機器に関わる国際的調和に関する研

　　究一埋設型医療機器素材の安全性評価の再評価と国

　　際調和（毒性）

　　Studies　on　the　international　harmonization　of　risk

　　assessment　on　medical　devices　using　biomaterials－

　　Reevaluation　of　surgical　implants　materials

64．生体の作用点，特に核内受容体及び関連転写因子群

　　に着目した化学物質の毒性発現機構の解明や毒性予

　　測手法の開発を行う研究（毒性）

　　Studies　on　the　mechanism　analysis　and　development

　　of　prediction　method　on　chemical　toxicity　based　on

　　the　biological　target，　especially，　nuclear　receptor　and

　　related　transcription　factors

65．化学物質の標的としての膜機能タンパク質発現系を

　　利用したリスク評価法に関する研究（薬理）

　　Studies　on　risk　assessment　for　membrane　fhnctional

　　proteins　as　targets　of　chemicals　using　expression

　　systems

66．ヒト肝3次元培養系，マウス・ヒト肝細胞融合系に

　　よる新規医薬品毒性評価系に関する基盤研究（薬理）

　　Developmental　studies　on　novel　testing　systems　of
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　　dmg－induced　toxicities　using　three－dimensional　culture

　　of　human　liver－derived　cells　and　chimeric　mice　of

　　humanized　liver

67。環境化学物質の発がん性遺伝毒性に関する検索法の

　　確立と閾値の検討（病理，変異）

　　Establishment　of　methods　fbr　predicting　carcinogenicity

　　and／or　mutagenicity　of　environmental　chemiρals　and

　　investigation　of　their　thresholds

68．化学物質の評価におけるカテゴリーアプローチの高

　　度化に関する研究（変異，評価）

　　Studies　on　the　advanced　categorical　apProach　fbr　risk

　　assessment　of　chemicals

69．臨床及び非臨床のデータに基づく． 纐�iの催奇形性

　　のリスク分類に関する研究（評価）

　　．Studies　on　the　teratogenic　risk　classification　of

　　medicines　based　on　the　clinical　and　preclinical

　　obse止vation

70．遺伝子組換え医薬品等のプリオン除去工程評価の方

　　法に関する研究（生物，悲壮，衛微）

　　Research　on　the　evaluation　method　fbr　prion　removal

　　　　　　　　　　　ド　　steps　in　manufacturing　of　biotechnology　products

71．遺伝子組換え医薬品等のプリオン安全性確保のため

　　の検出手法の標準化及びプリオン除去工程評価への

　　適応に関する研究（生物，．衛微）

　　Standardization　of　detection　methods　fbr　prionscr　in

　　recombinant　protein　products

72．HIV感染を阻害するシュードプロテオグリカン型薬

　　剤の作用メカニズムの研究（生物，興野）

　　The　action　mechanis皿of　the　pseudoproteoglycan

　　probes　which　inhibit　the　HIV・l　infbction

73．既存添加物の成分と品質評価に関する研究（生薬，

　　食添）

　　Studies　on　constituents　and　evaluation　methods　of

　　quality　of　natural　fbod　additives　in　Japan

74．生薬及び漢方処方の有用性評価手法・安全性確保と

　　国際調和に関する研究（生薬）

　　Studies　on　evaluating　the　efnectiveness，　ensuring　the

　　safbty　and　intemational　harmonization　of　crude　drugs

　　and　Kampo　fb㎜ulations

75．専ら医薬品としての規制の範囲に関する研究（生薬）

　　Studies　on　the　borderline　to　the　raw　materials　which

　　are　gxclusively　used　as　pha㎜aceuticals

76．違法ドラッグめ依存性等に基づいた乱用防止対策に

　　関する研究（生薬，有機）

　　Studies　on　abuse　of　non－controlled　psychotropic

　　．substances　based　on　drug　dependency

77．違法ドラッグの有害性評価の方法に関する研究（生

　　薬）

　　Studies　on　evaluation　of　ha㎜hlness　of　non－controlled

　　psychotropic　substances

78，医薬品等の品質・安全性に係る国際的動向を踏まえ

　　た評価に関する研究（薬品，生物，遺細）

　　Evaluation　of　quality　and　sa艶ty　in　pha㎜aceuticals飴r

　　intemational　ha㎜onization

79．化学物質，特に家庭内の化学物質の暴露評価手法に

　　関する研究（環境）

　　Studies　fbr　exposure　assessment　of　chemical　substances

　　in　domestic　place　of　residence　．

80．農薬等の一律基準と加工食品基準及び急性暴露評価

　　に関する研究（食品，毒性）

　　Studies　on　the　standards　for　pesticides　and　the

　　assessment　of　acute　exposure　to　pesticides

81．食品中に残肥する農薬等におけるリスク管理手法の

　　精密化に関する研究（食品）

　　Studies　on　finezation　of　risk　management　technique　R）r

　　residual　pesticide　in　fbods

82．ダイオキシン類による食品汚染実態の把握に関する

　　研究（食品）

　．Studies　on　dioxin　levels　in　fbods

83．アレルギー性疾患の発症・進展・重症化の予防に関

　　する研究（食品）

　　Study　on　development，　adYance　and　prevention　for

　　allergy

84．フッ素樹脂加工された食品用器具・容器包装の安全

　　性に関する研究（王国）

　　Studies　on　the　safセty　of　utensi豆s　and　packages　coated

　　with　Huoropolymer　fbr　fbod　contact　use

85．食品におけ1る微生物迅速検査法の開発及びその評価

　　システムに関する研究（食管）

　　Development　of　rapid　detection　methods　fbr　fbod－bome

　　pathogens　in　fbod，　and　studies　on　a　validation　system

　　R）rrapid　method

86．薬剤耐性食中毒菌サーベイランスに関する研究（食管）

　　Studies　on　surveillance　of　antimicrobial　resistance　of

　　fbod－bome　bacte士ia

87．輸入食品における食中毒菌のサーベイランス及びモ

　　ニタリングシステム構築に関する研究（食管，情報）

　　Study　for　construction　of　surveillance　and／or

　　monitoring　system　fbr　fbodbome　pathogens　in　imported

　　R）ods

88．食品によるバイオテロの危険性に関する研究（食管＞

　　Study　fbr　the　risk　of　bio－terrorism　in　fbod

89．食品由来の2類感染症のリスクアセスメントモデル

　　構築に関する研究（食管）
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　　Study　fbr　construction　of　risk　assessment　model　fbr

　　fbod　derived－second　class－infbctious　disease　de且ned　by

　　Japanese　law　fbr　protection　of　infセctious　diseases

90。検査機関の信頼性確保に関する研究（食管）

　　Studies　for　ensuring　the　reliability　of　examination

　　facilities

gl。医薬品製造開発・承認審査の確実かつ効率的なプロ

　　セス構築に関する研究　（薬品，有機）

　　Studies　on　constraction　of　reliable　and　effective

　　process　for　developing，　manufacturing，　reviewing

　　pharmaceuticals

92．モダンバイオテクノロジー応用食品の安全性確保に

　　関する研究（所長，食品，機能，センター長）

　　Studies　on　the　sa色ty　assessment　of　fbod　derived　fbom

　　modem－biotechnology

93．化学物質安全陸盾報の収集と発信に関する研究（情報）

　　Research　on　the　collection　and　transmission　of

　　in飴㎜ation　on　chemical　sa飴ty

94．「根拠に基づく診療ガイドライン」の適切な作成・

　　利用・普及に向けた基盤整備に関する研究：患者・

　　医療消費者の参加推進に向けて（情報）

　　Research　on　the　development，　use，　and　dissemination

　　of　evidence－based　medicine　guidelines：promotion　of

　　involvement　of　patients　and　consumers

95．重篤な皮膚有害事象の診断・治療と遺伝子マーカー

　　に関する研究（機能医安）

　　Exploratory　studies　on　biomarkers　related　to　severe

　　cutaneous　adverse　drug　reactions

96，内分泌かく乱性確定試験法及び内分泌かく乱性試験評

　　価包括ガイドラインの開発に関する総合研究（毒性）

　　Studies　on　the　development　of　the　definitive　testing

　　method　and　the　comprehensive　evaluation　guideline　fbr

　　EDCs

97．化学物質暴露によるマウス神経行動毒性に関する研

　　究（毒性）

　　Neurobehavioral　toxicity　induced　by　chemical　exposure

　　in　male　mice．

98．脳形成・発達過程における神経伝達物質シグナルの

　　外因性かく乱による脳障害に関する研究（毒性）

　　Impairment　of　brain　development　induced　by

　　disturbance　of　neurotransmitter　systems　in　mice．

99．化学物質リスク評価の基盤整備におけるトキシコゲ

　　ノミクスの利用に関する研究一反復暴露影響及び多

　　臓器連関性（発達過程を含む）に重点を置いた解析

　　研究（毒性，センター長，変異）

　　Basic　studies　for　the　application　of　toxicogenomics

　　to　the　risk　assessment　of　chemicals－Analysis　fbcused

　　on　the　effbcts　of　repetitive　　dosing　and　associated

　　responses　of　multiple　tissues　including　developmental

　　stage－

100．プラスティック製医療機器の安全性に関する研究一

　　フタル酸エステルDEHPとその活性代謝産物MEHP

　　の比較毒性学的研究一（毒性）

　　Astudy　on　the　safbty　of　plasticizer　u5ed　in　medical

　　devices－Comparative　toxicity　study　of　di（2－ethylhexyD

　　phthalate　and　mono（2－ethylhexyl）phthalate

IOI．食品中の遺伝毒性を有する有害物質のリスク管理に

　　資する総合研究（薬理，病理，変異）

　　Multidisciplinary　research　for　risk　management　of

　　genotoxic　substances　in　fbods

lO2．食品中化学物質の複合毒性に関する実験的研究（病理）

　　Experimental　studies　on　combined　toxicity　of

　　chemicals　in　fbods

lO3．食品添加物等における遺伝毒性評価のための戦略

　　構築に関する研究（変異）

　　Studies　fbr　strategy　construction　to　evaluate　genotoxity

　　of　fbod　additives

lO4．　DNA塩基配列変化を直接検出する遺伝毒性試験法

　　の開発に関する研究（変異）

　　Study　for　development　of　genotoxicology　test　to

　　directly　detect　base　change　of　DNA

lO5．化学物質リスク評価における（定量的）構造活性相

　　関（Q）SARに関する研究（変異，評価）

　　Studies　for　（quantitative）　structure－activity

　　relationship，　QSAR，　on　chemical　risk　evaluation

lO6．化学物質による子どもへの健康影響に関する研究一

　　恒常性維持機構発達の過渡期特性に立脚したリスク

　　評価研究一（毒性，評価）

　　Risk　assessment　study　of　chemicals　on　children，　s

　　health　based　on　the　transient　characteristics　of　their

　　immature　homeostasis

lO7．ナノマテリアルのヒト健康影響の評価手法の開発の

　　ための有害性評価および体内動態評価に関する基

　　盤研究（環境，代謝，毒性，薬理，変異，評価）

　　Research　on　hazard　characterization　and　toxico－kinetic

　　analysis　of　the　manufactured　nanomaterials　for　the

　　establishment　of　health　risk　assessment　methodology

lO8．化学物質リスク評価法の国際的バリデーションに関

　　する研究（毒性，薬理）

　　International　validation　study　of　risk　assessment　on

　　chemicals

109．細菌性食中毒の予防に関する研究（食管，衛微）

　　Study　on　prevention　of　bacterial　fbod　bome　diseases
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科学研究費補助金（文部科学省）

（特定A）

1。体節の繰り返し構造を生み出す分子機構（毒性）

　　Molecular　mechanism　of　the　metameric　pattern

　　鉤㎜atiOn　in　SOmitOgeneSiS

（特定領域研究）

2．ArpセンサーP2受容体一脈カノセンサー相互作用による情報制御

　　に関する研究（薬理）

　　Information　processing　by　the　interaction　of　ATP

　　sensor　and　mechanosensor

（萌芽研究）

3．DNAメチル化を指標としたin　vivo短期発癌性指標

　　遺伝子の網羅的検索（病理）

　　Global　DNA　methylation　analysis　fbr　rapid　detection

　　of　in　vivo　　carcinogenicity

4．乳酸菌組換え体を用いた頭頚部進行癌の遺伝子治療

　　の研究（食管）

　　Studies　fbr　gene　therapy　of　cervix　cancer　by　using

　　recombinant　lactic　acid　bacteria

（若手研究A）

5．加齢に伴うマウス脳構造変化と脳機能の相関（毒性）

　　SuccessfUl　brain　development　and　agillg　in　male　mice

（若手研究B）

6．0－GlcNAc修飾プロテオームの迅速・効率的検出法

　　の開発と機能解析（生物）

　　Development　of　detection　methods　for　O－GlcNAc－

　　modified　proteins　and　functional　analysis　of

　　O－GlcNAC－modified．proteins

7．酸化的ストレスの分子標的と個体レベルでの障害性

　　発現機構に関する研究（食品）

　　The　research　on　molecular　target　of　the　oxidative　stress

　　and　impaired　expression　mechanism　in　individual　leve1

8．食細胞活性化時の情報伝達・細胞応答の機構に関す

　　るRNA干渉法を用いた解析（代謝）

　　Investigation　of　mechanism　for　signal　transduction

　　and　cell　response　in　activated　phagocytes　using　RNA

　　interfbrence

9．細胞の生存／死のシグナルにおけるタンパク質プレニ

　　ル化の役割に関する研究（生物）

　　Studies　on　protein　prenylation　involved　in　the

　　regulation　of　cell　survival／apoptosis　signaling

lO．　MyD88依存性，非依存性情報伝達経路の活性化機

　　構の解析（衛微）

　　Analyses　of　MyD88－dependent　and　independent　signal

　　transduction　systems

ll、糖鎖プロセシング酵素を分子標的とする創薬探索

　　（亘幽

　　Oligosaccharide　Processing　Enzymes　as　Molecular

　　Targets　fbr　Drug　Discovery

12．生体試料中フラーレン類の高感度測定法の開発と健

　　康影響評価（環境）

　　Development　of　sensitive　analytical　method　of

　　飢lerenes　in　the　biological　sample　and　assessment　of

　　health　efR｝cts

13．コンドロイチ．ン硫酸のThl促進機序解明における分

　　析化学的アプローチ（食品）

　　Analytical　chemical　approach　for　the　elucidation　of

　　Th　l　promotion　mechanisms　of　chondroitin　sulfate

14．　TLR4シグナル阻害ペプチドを用いた感染認識機構

　　、の解析および敗血症治療薬への応用（衛微）

　　Analysis　of　mechanism　fbr　the　detection　of　infbction

　　and　the　clinical　apPlication　of　therapeutic　reagent　fbr

　　sepsis　using　a　peptide　that　inhibits　TLR4　signaling

15．　ABCAIと相互作用する新規蛋白質のHDL形成にお

　　ける機能の解明（代謝）

　　The　fhnction　of　ABCAI　interacting　proteins　fbr　HDL

　　production．

．16，アストロサイトエストロゲン膜受容体を介したエス

　　トロゲンの脳神経機能調節機構の解明（薬理）

　　Studies　on　effects　of　estrogen　on　CNS　function

　　mediated　by　membrane－localized　estrogen　receptors．

（若手スタートアップ）

17．培養角膜モデルを用いた眼刺激性作用機構の解明

　　（薬理）

　　Study　of　mechanism　on　eye　irritation　using　the

　　cultured　comeal　model

（一般C）

18．食品を汚染する複数のカビ毒による健康被害と防御

　　法に関する研究（衛微）

　　Study　of　mycotoxin　on　adverse　health　effect　and

　　preventlon　strategles

（研究成果公開促進）

19，メタボロニムと生理活性脂質データベース（所長）

　　Metabolome　and　Lipid　Database

科学研究費補助金（日本学術振興会）

（基盤A）

1．食品由来のリスクの解析と管理，情報交換，教育に

　　関する総合的研究（食管）

　　Comprehensive　study　on　analysis，　management，

　　communication　and　education　of　fbod　related　risk．

2．遺伝毒性物質の閾値形成におけるトランスリージョ’

　　ンDNA合成の役割に関する研究（変異）
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　　Studies　for　the　role　of　translesion　DNA　synthesis　in

　　threshold　generated　by　genotoxic　compounds

（基盤B）

3．天然フラボノイドの立体構造固定による新機能発現

　　と医薬品への応用（有機）

　　Design　and　synthesis　of　antioxidant　fbr　a　new　type　of

　　chemopreventive　agents

4．ダリア細胞の可塑性によるシナプス可塑性制御に関

　　する研究（薬理）

　　Synaptic　efHciency　regulation　by　glial　plasticity　in　the

　　CNS

5．環境中アレルゲンの一次構造並びに高次構造を認識

　　する高感度エピトープ解析手法の開発（機能）

　　Development　of　high　sensitive　analyzing　methods　fbr

　　linear－and　confbrmational－epitope　of　environmental

　　allergens

6．エキソソームの形成機構と機能に関する研究（所長）

　　Study　on　the　fbrmation　and　fUnction　of　exosomes

（基盤C）

7．形質転換実験剰こおける発がんプロモーターによる

　　遺伝子発現変化の解析（彩筆）

　　Analysis　of　altered　gene　expression　by　tumor

　　promoters　in　cell　trans鉤㎜ation

8．ズーノーシス原因真菌の住環境生息性と分布拡大

　　（甲州）

　　Habitat　of　zoonotic　fUngi　in　dwelling　environment

9．温度応答性ポリマーを用いた環境汚染物質暴露評価

　　（塑）

　　The　evaluation　of　the　environmental　pollutants

　　exposure　using　the　temperature－response　polymer

lO。食細胞の走化性運動におけるコフィリン・LIMキナー

　　ゼ系の役割（代謝）

　　Studies　on　the　roles　of　co且lin／LIM－kinase　on　chemtaxis

　　of　phagocytes

ll．原子間力顕微鏡を利用したArp受容体の分子薬理学

　　（薬理）

　　Molecular　pharmacology　of　purinoceptor　using　atomic

　　食）rce　microscopy

12．チオレドキシン発現制御動物を用いた酸化的ストレ

　　ス関連生体異物応答分子種の研究（センター長，毒

　　性）

　　Oxidative　stress－related　xenobiotic　response　molecule：

　　Study　using　mice　with　modified　thioredoxin　gene

　　exp「esslon・

13．食品中における腸管出血L性大腸菌0157のVNC期特

　　異的検出法に関する研究（食管）

　　Research　on　specific　detection　of　the　viable　but

　　nonculturable　state　in　enterohemorrhagic　Escherichia

　　coli　O157

14．アデノウイルスベクター及び増殖性ウイルス放出の

　　高感度検出系の開発（遺細）

　　Development　of　sensitive　detection　methods　for

　　shedding　of　adenovirus　vector　and　replication－

　　competent　adenovims

15．ピレスロイド系殺虫剤に対する感受性個体差の分子

　　毒性学的研究（環境）

　　Molecular　toxicological　studies　on　the　susceptibility　to

　　pyrethroid　insecticides

16．核内レセプター変異疾患に対する薬物の分子設計と

　　合成一遺伝的くる病治療薬の開発一（有機）

　　Design　and　synthesis　of　new　ligands　accessible　to

　　vitamin　D　receptor　mutant　related　to　hereditary　vitamin

　　D－resistant　rickets

17．　N一覧トロン化合物による肝障害機構の解明：一酸イピ

　　窒素と活性酸素の役割（有機）

　　Mechanism　of　hepatic　toxicity　induced　by

　　N－nitosocompounds：Role　of　nitrogen　monooxides　and

　　aCtlVe　OXygen

18．3L非翻訳領域による薬物代謝酵素発現の制御とその

　　機構に関する薬理遺伝学的研究（機能）

　　Pharmacogenetic　study　concerning　the　regulation

　　of　drug　metabolizing　enzyme　expression　by　genetic

　　variations　fbund　in　the　3㌧untranslated　region

19．体節形成における分子時計の進行波と定常波の関係

　　の分子遺伝学的解析（毒性）

　　Molecular　genetic　analysis　of　traveling　wave　and

　　constant　wave　of　segmentation　clock

20．Fcドメイン含有タンパク質医薬品の体内動態制御関

　　わる分子的基盤に関する研究（薬品，生物）

　　Studies　on　molecular　basis　of　the　pharmacokinetic

　　regulation　of　protein　drugs　consisting　of

　　immunoglobulin　Fc　region

21．グライコミクス及びプロテオミクス的手法を用いた

　　バイオマーカーの探索に関する研究（生物）

　　Glycomic　and　proteomic　approaches　to　the　search　of

　　biomarker　of　cancer

22．生薬，漢方薬，民間薬などの天然薬物の睡眠調節作

　　用の解明（生薬）

　　Sleep　regulatory　mechanism　of　natural　medicines　used

　　fbr　insomnia

23．動脈血管に対する甲状腺ホルモンの直接作用の同定

　　とその生理的役割の検討（遺漏）

　　Molecular　pha㎜acological　approach　to　elucidate　direct

　　actions　of　thyroid　ho㎜one　on　a貰erial　blood　vessels
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24．多環芳香族炭化水素類塩素置換体の発生期に対する

　　影響（環境）

　　Effbcts　of　chlorinated　polycyclic　aromatic　hydrocarbons

　　on　development

25．カロチノイド摂取による食物アレルギー感作成立の

　　抑制に関する研究（食品）

　　Study　on　the　inhibition　of　fbod　allergy　sensitization　by

　　carotenoid　intake

26．アリールハイドロカーボン受容体の造血前駆細胞に

　　おける生物作用と毒性発現機構（センター長，毒性）

　　Biological　imction　of　aryl　hydrocarbon　receptors　in

　　the　helnatopoietic　progenitor　cells　with　respect　to　a

　　possible　toxicologic　mechanism．

27．突然変異のスペクトラムを指標にゲノム不安定性を

　　推測する環境モニタリングの研究（変異）

　　Studies　for　monitoring　of　environment　to　evaluate

　　genome　instability　via　mutation　spectra

28．遺伝子コピー数多型に基づく薬物動態関連遺伝子の

　　日本人における個人差解析法の開発（薬理）

　　Development　of　assay　systems　to　measure　copy

　　number　variations　of　dnlg　metabolism　enzyme　relating

　　genes　in　Japanese　population．

29．生活関連化学物質の皮膚感作性等のインビトロ評価

　　法に関する研究（環境）

　　Studies　fbr　1力　囲クη　evaluation　of　skin　sensitization　of

　　chemical　substances　in　the　living　environment

30．プリオン蛋白質mRNA翻訳領域の選択的スプライン

　　ングに関する研究（衛微）

　　Studies　on　an　altematively　spliced　prion　protein　gene

　　O吸MりmRNA
31。重要な食品衛生指標としての生菌数測定のための遺

　　伝子検出による迅速定量法の新規開発（衛微）

　　Development　of　quantification　methods　for　aerobic

　　bacteria　count　as　a　m勾or　indication　of　fbod　safbty

がん研究助成金（厚生労働省）

1．突然変異を指標とした変異原・がん原性の検索系の

　　開発に関する研究（変異）

　　Development　of　experimental　systems　fbr　evaluation

　　of　the　mutagenicity　and　carcinogenicity　by　mutational

　　analysis

2．がん化学予防の短・中期検索モデルの開発に関する

　　研究（病理，変異）

　　Development　of　a　short－and　nledium－term　model　fbr

　　the　evaluation　of　chemoprevention　of　carcinogenesis

3．個体レベルでの発がん予知と予防に関する基盤的研

　　究（病理，変異）

　　Basic　research　on　prediction　and　prevention　of　cancer

　　with　whole　animals

4．アネキシンA3を標的とした癌治療に関する基礎的研

　　究（生物）

　　Fundamental　study　of　cancer　therapy　targeting　to

　　annexin　A3

食品等試験検査費（厚生労働省）

1。

2．

3．

4．

5．

6。

7．

8．

9．

食品添加物安全性再評価費・変異原性試験
（Chromosome試験）（変異）

Mutagenisity　of　fbod　additives

畜水産食品中の残留有害物質に係るモニタリング検

査（抗菌性物質・内寄生虫用剤）（食品）

Monitoring　study　on　pesticide　residue．in　livestock

product　and　seafbods

畜水産食品中の残留有害物質に係る資料の収集・解

折及び毒性試験（レバミゾール）（病理）

Mechanistic　study　on　toxicity／carcinogenicity　of　some

drug　residues　contained　in　fbod　products　of　animal

Origin（leVamiSOIp）

食品等の規格基準の設定等に係る試験検査（食品，

翠微）

Studies　fbr　establishment　of　standards　and　specifications

on　fbods

食品中の添加物分析法の設定（食添）

Establishment　of　analytical　methods　fbr　fbod　additives

in　fbods

食品添加物の一日摂取量調査（食添）

Estimation　of　daily　intake　of　fbod　additives

既存添加物の成分規格の設定（食添）

Establishment　of　specifications　and　standards　of　natural

fbod　additives

器具・容器包装の規格試験法の作成（食添）

Establishment　of　ofncial　test　methods　fbr　utensils　and

packages

遺伝子組換え食品の検査法の外部精度管理について

（食品）

Proficiency　test　fbr　the　detection　methods　of　genetically

modified　fbods

10．食品添加物安全性再評価費・慢性・発がん性併用試

　　験（ラット）（トウガラシ色素，アカネ色素，N一ア

　　セチルグルコサミン，セイヨウワサビ抽出物）（病理）

　　Chronic　toxicity　and　carcinogenicity　tests　in　rats

　　（Paprika　colour，　Madder　colour，　N－acetylglucosamine，

　　Horseradish　extract

ll，残留農薬分析法開発費・食品中残留農薬公定分析法

　　検討（食品）
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　　Study　on　development　of　of且cial　analytical　method　fbr

　　pesticide　residue

12．国際的に汎用されている添加物（香料）の指定に向

　　けた試験（90日間反復投与毒性試験）（毒性）

　　Rat　90－day　toxicity　studies　to　evaluate　the　safbty　of

　　Havoring　substances　in　use　in　Europe　and　USA

13．健康食品の品質（安全性）確保のための調査分析（生薬）

　　Analysis　and　survey　of　health　fbods　fbr　their　quality

　　and　safbty

14．水質試験検査（水質管理調査・未規制物質基準化検

　　討・水道水質分析に係る外部精度管理調査）（環境）

　　Standardization　of　analytical　methods　fbr　drinking

　　water

．15．食品中の汚染物質の一日摂取量調査（食品）

　　Estimation　of　daily　intake　of　contaminants　in　fbods

16．食品添加物安全性再評価費・発生神経毒性試験（ラッ

　　　ト）（評価）

　　Developmental　neurotoxicity　study　of　Tween　80　in　rats

17．食品中の汚染物質に係わる試験法の開発及び実態調

　　査（食品）

　　Development　of　test　methods　fbr　contaminants　in　fbods

　　and　actual　survey　of　the　fbod　contaminants

18．．食品中の汚染物質に関する試験法の見直し検討（食品）．

　　Studies　on　the　revision　of　test　methods　for

　　contaminants　in　fbods

19．国際的食品添加物の指定に関する調査（規格の検討）

　　（食添）

　　Establishment　of　specifications　and　standards．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
　　toward　the　designation　of　the　food　additives　used

　　internatiOnally

20．水道水質検査の精度管理に関する研究（環境）

　　Research　on　the　quality　control　in　drinking　water

　　examlnatlon

21．食品添加物の規格基準の設定及び改良並びに製造基

　　準の改良等（食添）

　　Establishment　and　improvement　of　specifications　and

　　standards　of　fbod　additives

22．冷凍食品の規格に関する調査検討（食管，情報）

　　Survey　of　criteria　fbr　lirozen　fbods

23．容器包装詰低酸性食品に関する試験検査（食管）

　　Study　on　low　acid　packed　fbqds

24．食品川のかび毒に係る試験検査（衛微）

　　Development　of　analytical　method　fbr　detemlination　of

　　mycotoins　in　fbod　．

25．平成18年度かび毒同時試験法開発及び分布調査

　　（細微）

　　Development　of　simultaneous　determination　of

　　mycotoxins　and　surveillance　　　　　　　　　　　　　、

26．輸出国における農薬等の使用状況等に関する調査

　　（情報）

　　Studies　on　the　use　of　pesticides　and　～・eterinary　drugs

　　ln　exportlng　countrles

27。未承認遺伝子組換え食品に関する調査研究（食品）

　　Study　on　unapproved　genetically　modi丘ed　fbods

28．食品中のダイオキシン類測定法に関する検証（食品）

　　Validation　of　measurement　method　for　dioxins　and

　　dioxin－like　PCBs　in　fbod

29．網で無分別に捕獲した魚介類に含まれるエビ・カニ

　　に関する調査（食品）

　　Survey　of　shrimps　and　crabs　in　fish　and　shellfish

　　caught　by　net　without　distinction

30．清涼飲料水中のベンゼンに係る試験検査（食添）

　　Examination　on．　benzene　in　soft　drink

31．未指定添加物等対策（食添）

　　Research　on　unspecified　additives

32．冷凍食品の規格基準に係る試験検査（食管）

　　Study　Qn　standards　and　speci丘cations　of　f㌃ozen　fbods．

33．食品中の残留動物用医薬品のリスク評価のための文

　　献調査（加工食品残留農薬等安全性に関する調査）

　　（情報）

　　Studies　on　the　toxicological　information　for　risk

　　assessment　fbr　veterinary　medicines

341健康食品のトランスジェニックラットを用いた遺伝

　　子突然変異原性試験（毒性）．

　　Transgenic　rat　mutation　assays　of　an　ingredient　in　a

　．health　fbod

35．食品添加物安全性再評価費・90日間投与試験（ラッ

　　ト）（没食子酸，ツヤプリシン）（病理）

　　Ninety－days　toxicity　studies　of　natural　fbod　additives

　　in　rat（Gallic　acid，　Th吋aplicin）

36．カット野菜・果実（ス．プラウトを含む。）の微生物

　　学的衛生実態調査等に係る試験調査（衛微）

　　Studies　on　bacterial　contamination　on　precut　vegetables

　　and丘uits

家庭用品等試験検査費（厚生労働省）

1．家庭用品に使用される化学物質の試験検査・細胞毒

　　性試験（療品）

　　Cytotoxicity　test　of　chemicals　used　in

　　householdproducts

2．家庭用品に使用される化学物質の試験検査・分析法

　　設定（療品）

　　Development　of　analytical　methods　of　chemicals　used

　　in　household　products
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3．OECD／HPV点検化学物質安全性調査（評価）

　　Studies　on　screening　information　data　set　of　OECD

　　high　production　volume　chemicals

4．化審法の電子化事業に基づく基礎的研究（評価）

　　The　basic　research釣r　electronic　regis亡ration　system　of

　　Japanese　chemical　control　law

5．既存化学物質の安全性試験（二世代繁殖毒性試験）（評

　　但）

　　Two－generation　reproductive　toxicity　study　of　l，2，5，

　　6，9，10－hexabromocyclododecane　in　rats

厚生労働本省晒骨（厚生労働省医薬食品局）

1．健康食品による健康被害防止のための研究（生薬，

　　食品）

　　Studies　on　evaluation　of　the　quality　of　the　‘‘health

　　products”

2．アカゲザルの薬物自己投与試験法を用いた薬物依存

　　性の基礎的研究（毒性）

　　Studies　on　drug　dependence　using　drug　self－

　　administration　techniques　in　rhesus　monkys

3，生体試料中における乱用薬物及び代謝物の分析法に

　　関する研究（生薬）

　　Development　of　analytical　methods　fbr　components　of

　　non－controlled　drugs　and　their　metabolites　in　biological

　　sarnples

厚生労働本省医薬品等審査業務庁費（厚生労働省医薬食

品局）

1．医療用後発医薬品再評価品質規格設定等（溶出試験

　　規格の設定等）（薬品）

　　Reevaluatlon　of　generic　prescription　drugs　by

　　dissolution　tests　and　apPlication　of　dissolution

　　specifications

2．毒物劇物指定調査のための毒性試験の実施（毒性）

　　Acute　toxicology　studies　fbr　chemicals

3．化粧品に配合が禁止されている成分の分析法に関す

　　る研究（環境）

　　Studies　fbr　analyzing　the　prohibited　ingredients

4．毒物劇物のGHS分類調査のための毒性情報の収集に

　　関する研究（情報）

　　Studies　on　the　toxicological　information　for　GHS

　　classification　of　chemicals

5．毒物劇物指定調査のための毒性情報の収集に関する

　　研究（情報）

　　Studies　on　the　toxicological　in飴rmation　of　poisonous

　　and　deleterious　substances

6．新薬（新OTCを含む）の審査状況に関する調査解析（医

　　安）

　　Studies　on　the　approval　timing　of　new　drugs　including

　OTCs　in　Japan　and　other　countries

7．医薬品使用実態調査（医安）

　Drug　utihzation　study

厚生労働本省既存化学物質等に係る試験調査費

1．家庭用品からの揮発性有機化合物（VOC）放散に関

　　する研究（環境）

　　Studies　on　the　emission　of　volatile　organic　compounds

　　貸om　household　products

環境省庁環境保全調査費

1．国設自動車交通環境測定所における大気汚染測定調

　　査（環境）

　　Survey　of　air　pollutants　at　National　Auto－exhaust

　　Monitoring　Station　inτ㌃）kyo

日米医学協力研究会（厚生労働省）　環境ゲノミックス・

発がん専門部会

1．clCAr法を用いた網羅的タンパク質発現比較に関す

　　る基礎検討（畳語）

　　Basic　research　on　the　comprehenslve　proteln　expresslon

　　analysis　using　the　cICAT　lnethod

2．　ヒトDNA修復酵素の遺伝的多型と変異・発がん抑制

　　機能に関する研究（変異）

　　Suppression　of　oxidative　mutagenesis　and

　　carcinogenesis　by　polymorphic　fbrms　of　human　DNA
，

　　repa1「enzymes

ヒューマンサイエンス振興財団官民共同プロジェクト

（ヒューマンサイエンス基礎科学研究事業）

1．外科手術摘出ヒト組織を用いたオーダーメード医療

　　の研究と遺伝多型を考慮したヒト肝細胞の代謝研究

　　への応用に関する研究（薬理）

　Applicable　studies　on　tailor－made　drug　therapy　using

　surgically　resected　specimens　and　on　human　drug

　metabolisms　in　human　hepatocytes　with　consideration

　of　their　genetic　polymorphisms

ヒューマンサイエンス振興財団国際共同研究事業

1．酸化ストレスを介したゲノム不安定性誘発機構に関

　　する基盤的研究（変異）

　　Study　on　genome　instability　induced　via　oxidative

　　streSS
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ヒューマンサイエンス振興財団創薬科学総合研究事業

1．情報理論に基づいた分析値信頼性評価手法の研究

　　（食品）

　　Amethod　fbr　evaluating　the　reliability　of　measurements

　　on　the　basis　of　infbrmation　theory

2．ハイスループット・ヒト型遺伝毒性試験系の構築

　　（変異）

　　Development　of　high－throughput　humanized

　　genOtOxlClty　aSSayS　　　’

3．ヒト型遺伝毒性試験系の開発とそのバリデーション

　　（変異）

　　Develgpment　of　humanized　genotoxicity　test　system

　　and　its　validation

4．高機能保持ヒト肝細胞組込型細胞チップとナノセン

　　サーによる新薬開発における薬物動態・毒性を評価

　　する新規バイオセンサーの開発（変異）

　　Development　of　a　new　biosensor　for　evaluating

　　efficacy　and　safbty　of　pharmaceuticals　using　cell－tips

　　nano－sensor　integrated　with　extra－fUnctioning　human

　　liver　cellS

創薬等ヒューマンサイエンス総合研究事業

1．超難溶性薬物の効率的製剤化に非晶質の特異性を活

　　用する技術とその評価法の確立（薬品）

　　Preparation　and　evaluation　of　amorphous　dosage沁㎜s

　　鉛rhighly　hydrophobic　pha㎜aceuticals

2。バイオフォトニクスを利用した細胞組織障害を視る，

　　測る，解析する技術の開発（薬品，生物）

　　Development　of　methods　fbr　imaging，　measurement

　．and　analysis　of　cell／tissue　damage

3．生薬及び漢方処方の科学的品質保証に関する研究

　　（生薬）

　　Studies　on　quality　assurance　of　crude　dmgs　and　Kampo

　　丑）rmulations　by　scientific　approach

4．生物由来製品のウイルス安全性に関する基盤研究

　　（生物，遺細）

　　Fundamental　studies　on　viral　safbty　of　biologicals．

5．食品からの食中毒起因菌の高感度迅速検出法の開発

　　とリスクマネージメントへの応用（食管）

　　Development　of　high　sensitive　and　rapid　detection

　　methods．for　food－borne　pathogens　in　food，　and

　　apPlication　to　risk　management

6．呼吸器及び腸管粘膜免疫をターゲットとする新しい

　　ワクチンデリバリーの開発（食管）

　　Development　of　new　vaccine　delivery　system　targeting

　　to　respiratory　organs　and　intestinal　mucosal　immunity

7．・食中毒細菌の新規迅速検査法の開発とその評価法に

　　関する研究（衛微）

　　Development　of　hew　rapid　detection　method　R）r　fbod－

　　borne　pathogen　and　the　evaluation

8．天然抗酸化剤を利用した創薬化学（有機）

　　Studies　on　the　chemopreventive　agents　derived　f士om

　　natural　antioxidant

9．脂質輸送の制御による生活習慣病予防薬開発のため

　　の基礎的研究（代謝）

　　Role　of　lipid　transporters　in　control　of　lipoprotein

　　metabolism

lO．患者個別化薬物治療のための遺伝子ダイビング法及

　　びメタボロミクス的手法の開発に関する研究（機能，

　　医聖）

　　Study　on　development　of　gene　typing　and　metabolomic

　　methodology　fbr　personalized　medication

ll．病態時の痛み情報伝達に関与するプリン受容体の機

　　能解明（薬理）

　　Studies　on　P2　receptor－mediated　pain－signals　in　the

　　pathological　condition

12．食品添加物等の新機能性に関する研究（病理）

　　Altemative　physiological　fUnction　of　fbod　additives

13．プロテオミクス及び構造生物学的アプローチ等を用い

　　たバイオ医薬品の特性解析・品質評価技術の開発（生物）

　　Development　of　analytical　methods　for　characterization

　　and噛quality　control　of　biotechnology　products　using

　　approaches　fbr　proteomics　and　structural　biology

14．EBMに基づく医薬品の安全性・有効性を確立する

　　ための大規模臨床データに関する学術情輻の解析，

　　．評価に関する研究（情報）

　　Study　on　analysis　and　evaluation　of　large－scale

　　clinical　data　for　establishing　safety　and　efficacy　of

　　pharmaceuticals　based　on　evidence　based　medicine

15．医薬品等の有効性・安全性を保証するための分析・

　　解析技術の評価と標準化に関する研究（食品，情報）

　　Study　on　validation　and　standardization　of　quantitative

　　analyses　fbr　ensuring　the　validity　and　safbty　of　drugs

16．血管新生の制御による虚血系疾患治療薬の開発に関

　　する基礎研究（生物）

　　Fundamental　study　about　development　of　therapeutic

　　medication　to　ischemic　disorder　by　regulation　of

，　　　anglOgeneSIS

17．細胞治療に用いられる細胞組織利用医薬品の品質・

　　安全性評価技術の開発（生物）

　　Development　of　the．evaluation　method　fbr　quality　and

　　safヒty　of　products　fbr　cellular　therapy

18．バイオ医薬品の特性解析及び品質・安全性評価法の

　　開発．（生物，遺細）
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Development　of　characterization　and　evaluation

methods　to　ensure　the　quality　and　safety　of

biotec恥nology　products

　政策創薬総合研究事業

　L　生薬及び漢方処方の科学的品質保証に関する研究

　　　（生薬）

　　　Studies　on　quality　assurance　of　crude　dmgs　and　Kampo

　　　鉛㎜ulations　by　scienti且。　apProach

　2．HDL形成責任タンパク質ABCA　lの代謝制御をターゲッ

　　　トとした新規動脈硬化治療法に関する研究（代謝）

　　　Studies　on　the　noble　apProach　to　prevention　of

　　　atherosclerosis　by　regulating　the　ABCAI　protein

　　　exp「eSSIon・

　3．チオレドキシンなど抗酸化反応性活性酸素種処理分

　　　子の高発現を促す新しい健康増進医薬の開発（環境，

、　　食品，センター長，毒性，）

　　　Development　of　health　supplementary　drug　to　promote

　　　RgS　scavenging　anti－oxidative　species，　thioredoxin

保健医療分野における基礎研究推進事業（医薬基盤研究所）

1．抗がん剤の薬物応答予測法の開発と診断・創薬への

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馬　　応用（薬品，環境，機能，代謝，医安，薬理）

　　Development　of　the　estimation　methods　fbr　responsive－

　　ness　to　anti－cancer　drugs　and　its　apPlication　to　diagno－

　　sis　and　novel　drug　development

3．

4．

5．

6．

Search，　analysis　and　development　of　techniques　to　be

applied　to　quantitative　risk　assessments　fbr　fbod　safbty

生食用カキに起因するノロウイルスリスク評価に関

する研究（食管）

Study　on　r三sk　assessment　of　norovirus　caused　by

consumption　of　oysters　fbr　raw－eating．

非加熱喫食食品から検出されるリステリア・モノサイ

トゲネスの危険株・安全株の識別に関する研究（食管）

Studies　on　characteristics　of　pathogenic　Listeria

monocytogenes　isolated　ffom　ready－to　eat　R）od

vCJDリスク評価のための効果的BSEサーベイランス

手法に関する研究（食管）

Study　fbr　effbctive　Surveillance　fbr　BSE　to　assess　the

vCJD　risk　in　Japan

いわゆる新開発食品等の安全性評価法の開発に資す

る生体反応メカニズム研究（毒性）

Research　on　mechanism　of　biological　response　induced

by　so－called　novel　fUnctional　fbod　including　dietary

supplement，　which　contributes　to　development　of

safbty．evaluation　methods．

財団法人日本公定書協会研究補助金．

1．近赤外分光法を用いた医薬品の規格・基準の設定に

　　関する研究（薬品）

　　Studies　on　standardization　fbr　pharmaceutical　quality

　　analysis　by　near－inffared　spectroscopy

社団法人日本化学工業協会・長期自主研究（LRI）

1．v－Ha－ras遺伝子導入Bhas　42細胞を用いる発がん物質

　　の短期アッセイ系の確立とその国際協力による評価

　　研究（衛微）

　　Establishment　of　a　short－term　detection　system　for

　　carcinogenic　chemicals　using　Bhas42　cells　incorporated

　　v－Ha－ras－gene　and　its　intemational　validation　study

喫煙科学研究財団研究助成金

1．喫煙による発がんの修飾に関する実験的研究（病理）

　　Experimental　studies　on　modifying　effbcts　of　cigarette

　　smoke　on　carcinogenesis

食品健康影響評価技術研究委託（内閣府食品安全委員会）

1．器具・容器包装に用いられる合成樹脂のリスク評価

　　法に関する研究（食添，評価）

　　Studies　on　the　risk　assessment　of　synthetic　resin　used

　　fbr　fbod　contact　utensils　and　packages

2．定量的リスク評価に応用可能な手法の探索，分析及

　　び開発に関する研究（食管）

コスメトロジー財団

L　再構築培養皮膚および角膜を用いた遺伝毒性の評価

　　（薬理）

　　Evaluation　of　genotoxicity　using　equivalent　skin　and

　　corneal　model

国立循環器病センター循環器病研究委託費

1．細胞組織利用製品の品質・安全性評価に関する研究

　　（遺細）

　　Quality　and　safety　evaluation　of　cellular　and　tissue－

　　based　products

一般試験研究費（基盤的研究費等試験研究費）

1．DNAマイクロアレイを用いた染色体解析技術の応用

　　に関する研究（遺細）

　　Researρh　for　applied　technology　of　chromosomal

　　analysis　using　DNA　microarray．

注1アンダーラインは主任研究者が所属する部を示す
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部名略称

　薬品部・……………・…・…・……………・・………薬品

　生物薬品部・・．・………・……・・…………・……・…・生物

　生薬部………・………・・…………・…・…・………生薬

　遺伝子細胞医薬部…・…・………・………………遺細

　療品部……………・…・・…：・……………・………療品

　環境衛生化学部……・………・…’”…’…’…’…’環境

　食品部………・……………………・……・………食品

　食品添加物部・……………・…・…・…・…………・食添

　食品衛生管理部・……………・…・………………食管

　有機化学部…・……・………・・……………・…・…有機

機能生化学部…・…・…

代謝生化学部…・……・

衛生微生物部……・…・

安全情報部・……・……

医薬安全科学部・…・…

安全センター長・…・…

毒性部……・………・…

薬理部…・・……・・……・

病理部…・・……………

変異遺伝部……・・……

総合評価研究室…・…・

……・…・………・………・ @能

……………・…………… 緕ﾓ
…・…・…・…・…・・…・…… q微

……………・…・・……・… 﨣

・……………・…・……・… 繹ﾀ

……・…・………・・ Zンター長

…・……………・・………・ ﾅ性

…・……………………… �

…………・…・…・………・ a理

一………………・………・ ﾏ異
・一一一・一一一・…

@一・・・・・・・・…　言平イ面
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製品検査等の処理状況 Survey　of　the　Results　of　National　Tests

平成18年度の製品検査等の処理状況は次のとおりである．

区　　　　　分 平　成18年　度　処　理　件　数
対前年度

搆ｸ数

対前年度

搆ｸ率

特　別　審　査　試　験

黶@斉　取　締　試　験

A　入食　品　検　査

（　11）

i166）

i　0）

件31510

　件
｢　　　8

｢　115

@　0

　％
Q7．27

X0．96

@一
合　’　　計 （177） 154

（）内数字は平成17年度処理件数

　製品検査等の処理実績（次項以下に掲載）は

次のとおりである．

0平成18年度特別審査試験月別件数実績表407頁

○平成18年度一斉取締試験判定別件数実績表407頁
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平成18年度特別審査試験月別件数実績表

4，月 5，月 6月 7，月 8，月 9月 10．月 ll月 12月 L月 2月 3．月 計

薬品部 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

生物薬品部 一 ㎜ 一 一 一 一
3

一 一 一 一 『
3

衛生微生物部 一 一 一 ｝ 一 一 一 一 一 一 一 一 一

計 一 一 一 一 一 一
3

一 一 一 一 一
3

平成18年度一斉取締試験判定別件数実績表

合　格 不合格 無判定 合　計

151 0 0 151
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国立医薬品食品衛生研究所報告第125号人名索引（アルファベット順）

A

Adachi，　Reiko

Ahmed，　Saifhddin

Aihara，　Maki

Aisaki，　Kenichi

Akiyama，　Hiroshi

Akiyama，　Takunli

Amakura，　Ybshiaki

A可iki，　Naoko

Asakura，　Hiroshi

Aso，　YUkio

B

Banu，　Nasreen

C

Cho，　Ybung－Man

E

Ema，　Makoto

F

F可imoto，　Hitoshi

F頭shita，　Kayoko

Fukuhara，　Kiyoshi

Fukushima－Uesaka，　Hiromi

Furusho，　Noriko

Fumta，　Birei

（安達玲子）　235，291，350

（アーメド　シャイフディン）206，

　　　　　　324，325

（相原真紀）　226，327，342，343β44

（相崎健一）　242，243，293，353，含54，

　　　　　　366，390

（穐山　浩）　210，211，212，213，214，

　　　　　　216，284，285，299，305，

　　　　　　306，315，332，333，334，

　　　　　　336，363，366，379，380，

　　　　　　383，384，387

（秋山卓美）　307

（天倉吉章）　209，331

（安食菜穂子）317，318

（朝倉　宏）　221，222，307，338，339

（阿曽幸男）　188，189，273，311，312，

　　　　　　381

（バヌー　ナスリン）205，324，325

（曹　永晩）　260，261，309，361，362

（江馬　眞） 35，101，177，240，270，

271，297，298，309，330，

353，354，363，365，366，

367，374，375，378，379，

380芝381，382，385，390

（富士本　仁）258，353，361

（藤下加代子）248，356，357

（福原　潔）　228，229，344，345，346

（福島（上坂）浩実）231，232，233，

　　　　　　234，349

（古庄紀子）　219，306，337

（古田美玲）　320

G

Goda，　YUkihiro

Gruz，　Petr

H

（合田幸広）

（ピーター

129，196，197，198，199，

200，216，278，299，302，

316，317，318，319，320，

336，368，378，379，380，

381，382，383，386

グルーズ）　264，270，

362，363，364，365，366

Hachisuka，　Akiko　　（蜂須賀暁子）313，348，349，350

Haishima，　Y両i　　　（龍島由二）　303，322，378，379，380，

　　　　　　　　　　　　　　　　381

Hakamata，　Wataru　（袴田　航）　229，230，344，346，347，

　　　　　　　　　　　　　　　　348

Hakamatsuka，　Takashi（袴塚高志）　299，318，36g，378

Harakawa　Noriko　　（骨導則子）．349

Harashima，　Mizuho　（原島　瑞）　277，314

Harazono，　Akira　　（原園　景）　193，277，313，314，315，

　　　　　　　　　　　　　　　　316

Hasegawa，　Chie　　（長谷川千恵）322

Hasegawa，　Ryuichi　（長谷川隆一）159，232，233，234，239，

　　　　　　　　　　　　　　　　240，241，292，293，298，

　　　　　　　　　　　　　　　　349，353，367，378，381

Hasegawa，　Tetsuya　（長谷川哲也）320

Hashii，　Noritaka　　（橋井則貴）　193，277，313，314，315，

　　　　　　　　　　　　　　　　316

Hasumura，　Mai　　（蓮村麻衣）　259，260，261，309，361，

　　　　　　　　　　　　　　　　362

Hatao，　Fumihiko　　（聖賢史彦）　339，340

Hayashi，　Makoto　　（林　真）　　173，202，260，262，263，

　　　　　　　　　　　　　　　　265，266，269，291，295，

　　　　　　　　　　　　　　　　296，362，363，364，365，

　　　　　　　　　　　　　　　　366，367，378，379，380，

　　　　　　　　　　　　　　　　381，382，390

Hayashi，　Yhzum　　（林　譲）・17，215，292，334，335，

　　　　　　　　　　　　　　　　380，385

Hirabayashi，　Ybko　，（平林容子）　245，246，247，294，353，

　　　　　　　　　　　　　　　　354，355，378

HiraいKoizumi，　Mutsuko（平田（小泉）睦子）239，240，241，

　　　　　　　　　　　　　　　　292，298，353，367

Hirayama，　Akiko　　（平山明子）　235

Hirose，　Akihiko　　（広瀬明彦）　101，240，270，271，297，

　　　　　　　　　　　　　　　　298，300，309，327，329，



国 立

Hirose，　Masao

Hiyama，　YUkio

（広瀬雅雄）

（檜山行雄）

Honma，　Masamitsu　（本間正充）

Hosono，　Tets切i

Hyuga，　Masashi

1

ichiyama，　Issei

Igarashi，　Arisa

Igarashi，　Katsuhide

Igimi，　Shizunobu

Ikarashi，　Ybshiaki

Ikeda，　Megumi

Imai，　Toshio

（細野哲司）

（日向昌司）

353，363，365，366，367，

375，376，378，379，380，

381，382，385，390

171，253，254，255，256，

257，258，259，260，261，

308，309，344，353，359，

360，361，362，364，366，

378，379，380，381

190，273，274，275，299，

316，312，313，368，378，

381，383，385，386

17，202，263，267，268，

269，321，329，362，363，

364，365，366，378，379，

381，385

193，320

192，193，196，277，314，

315，381

（市山一聖）　120

（五十嵐ありさ）223，340

（五十嵐勝秀）241，242，243，293，353，

　　　　　　354，361，366，390

（五十君静信）221，222，223，286，287，

　　　　　　288，299，300，307，338，

　　　　　　339，370，378，379，382，

　　　　　　384，385，387，388

（五十嵐良明）65，86，89，91，208，303，

　　　　　　325，326，327，328，359，

　　　　　　380，386

（池田　恵）

（今井俊夫）

Imazawa，　Takayoshi（今沢孝喜）

Inoue，　Kaoru　　　（井上　薫）

Inoue，　Tohru

Isama，　Kazuo

Ishida，　Seiichi

Ishii，　Y両i

Ishii－Watabe，　Akiko

Ishimitsu，　Susumu

Ishiwa，　Akikq

Ito，　Tomomi

（井上　達）

364

259，260，261，309，361，

362，378，379

255，256，257

191，192，258，259，308，

353，361

162，245，246，247，257，

293，294，353，354，355，

378，379，380，381，389

（伊佐間和郎）203，302，322，381

（石田誠一）

（石井雄二）

（石井明子）

（石光　進）

（石和玲子）

（伊藤友実）

321，358

256，257，360

195，314，315，316，381

308，352，379，382

221，338，339

205，279，323，324
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Ito，　YUsai

Itoh，　Satsuki

Itoh，　Y6shinori

Izutsu，　Ken－ichi

J

Jin，　Zhe－Long

Jinno，　Hideto

Jung，　Duk－Ybung

K

K句ikawa，　Akinobu

Kamakura，　Hiroyuki

Kamata，　Eiichi

（伊藤裕才）　227，307，337．

（伊藤さっき）191，193，277，313，314，

　　　　　　315，316，333

（伊藤嘉島）　227，339，343

（伊豆津健一）185，186，273，310，381

（金　哲龍）

（神野透人）

（鄭　徳泳）

（梶川揚申）

（鎌倉浩之）、

（鎌田栄一）

219

72，79，85，206，208，

303，326，327，348

206，323，324

Kanayas距Toyoda，　Toshie（金安（豊田）淑江）

Kaneko，　Ayako

Kaneko，　Toyozo

Kaniwa，　Masa－aki

Kaniwa，　Nahoko

Kanki，　Keita

Kanno，　Jun

Kanno，　Shi可i

Kasuga，　Fumiko

Kato，　Natsumi

Kato，　Reiko

Katori，　Noriko

Kawahara，　Nobuo

Kawahara，　Ybsuke

（金子紋子）

（金子豊蔵）

’（鹿庭正昭）

287，338

197，302，317，318

101，24Q，270，271，297，

298，300，309，353，363，

365，366，367，378，379，

381．

　　　　195，314，316

308

354，355

203，279，302，322，327，

328，378，381，382，386

（鹿庭なほ子）231，232，233，236，240，

　　　　　　310，351，353，378，381

（神吉けい太）253，254，256，257，359，

　　　　　　360
（菅白目　　糸屯）　　164，241，242，243，244，

　　　　　　246，247，293，294，308，

　　　　　　353，354，355，359，361，

　　　　　　366，373，374，378，379，

　　　　　　380，381，385，389，390

（菅野慎二）　219，220

（春日文子）　221，286，287，291，299，

　　　　　　300，307，338，339，351，

　　　　　　352，369，370，378，379，

　　　　　　380，381，382，384，388

（加藤奈津美）361

（加藤玲子）　303，323，379，380

（香取典子）　236，310，349，351，378，

　　　　　　381，383

（川原信夫）　197，198，199，200，299，

　　　　　　302，316，317，318，319，

　　　　　　368，381，386

（河原陽介）　350，351



410 国 立

Kawamura，　Maiko

Kawamura，積）ko

Kawanishi，　Toru

Kawasaki，　Chie

Kawasaki，　Masaru

Kawasaki，　Nana

Kawasaki，　Ybko

Kikuchi，　Hiroyuki

Kikuchi，　YUtaka

（河村麻衣子）319

Kikura－Han句iri，　Ruri（花尻（木倉）素謡）

Kim，　Ik－Hwi

Kim，　Su－Ryang

Kim，　Tae－Won

Kit句imζ・Satoshi

Kitamura，　Yasuki

Kobayashi，　Tetsu

Kodama，　YUkio

Koide，　Tatsuo

Koizumi，　Shuichi

Koizumi，　Tomoko

Kolima，　H団ime

K（ゴima，　Y自sushi

Kondo，　Kazunari

Konishi，　Ybshiko

KOyama，　Naoki

KOyano，　Satom

（河村葉子）

（川西徹）

（川崎智恵）

（川崎勝）

（川崎ナナ）

（川崎洋子）

（菊池博之）

（菊池　裕）

（金　益輝）

（金　秀出）

（金　台運）

（北嶋　聡）

（北村泰樹）

（小林　哲）

（児玉幸夫）

（小出達夫）

（小泉修一）

（小泉朋子）

（小島　肇）

（小嶋　靖）

（近藤一成）

（小西良子）

（小山直己）

（児矢野聡）

219，220，285，307，337，

367，369，378，379，382，

384，387，388

ユ23，185，ユ88，189，ユ92，

193，196，273，277，310，

311，312，313，314，315，

316，378，379，381，383，

385

219

339

191，193，194，195，277，

279，313，314，315，316，

333，381

246，306

211，214

226，334，342，343，348，

350，380

　　　197，240，302，

316，317，318，319，320，

378，381，386

198，199，200，316，317，

318

231，232，240，353

338

243，247，293，353，354，

355，390

254，255，256，257

192，196，314，315，316，

381

246，254，293，319，353，

354，355，359，360，378，

380，381

273，274，312，313，383

201，248，249，321，356，

357

268，269，362，363，364，

365，366

253，294，300，301，328，

358，359

352

211，212，213，333

150，226，227，228，289，

290，338，343，344，370，

378，379，380，382，384，

388，389

365

348，349，350
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Kubo，　Takashi

Kubota，　Hiroki

Kubota，　Kunihiro

Kubota，　Re奪i

Kudoh，　YUkiko

Kurebayashi，　Hideo

Kurihara，　Masaaki

Kuroda，　Nobuko

Kuroiwa，　Keiko

Kuroiwa，　YUichi

Kurokawa，　Y吋i

Kurose，　Kouichi

L

Lee，　Kyoung－Ybul

Lee，　Youn　Kyu

Luan，　Yang

M

Machii，　Ke切i

Maeda，　Machiko

Maekawa，　Keiko

Maltanl，　Tamlo

Maruyama，　Takuro

Masumura，　Ken－ichi

Matsuda，　Rieko

Matsuda，　Ybshie

Matsui，　Keiko

Matsuoka，　Atsuko

Matsutani，　Sachiko

（久保　崇）　231

（久保田浩樹）306，337

（窪田邦宏）　291，351，352，389

（久保田寸志）209，282，303，304，328，

　　　　　　329，330，379

（工藤由起子）224，225，226，288，289，

　　　　　　307，341，342，379，384，

　　　　　　388，389

（紅林秀雄）　252，358，381

（栗原正明）　228，229，230，318，346，

　　　　　　347，348，381

（黒田伸子）　351

（黒岩敬子）　258，259

（黒岩有一）　253，254，256，257，35g，

　　　　　　360，364

（黒川雄二）　246，353，355

（黒瀬光一）　232，236

（李　京烈）

（李　演揆）

（簗　　洋）

258，259

337

320，321

（町井研士）　307，33g，385，388

（前田真智子）308，359

（前川京子）　231，232，233，234，240，

　　　　　　290，348，349

（米谷民雄）　141，209，210，211，212，

　　　　　　213，214，216，217，282，

　　　　　　283，299，304，305，306，

　　　　　　315，330，331，332，333，

　　　　　　334，335，336，378，379，

　　　　　　380，383，387

（丸山卓郎）　200，278，318，31g

（増村健一）　264，265，269，361，363，

　　　　　　364，365，366，379，390

（松田りえ子）212，214，215，216，304，

　　　　　　305，306，332，333，334，

　　　　　　335，336，369，380，382，

　　　　　　383，384

（松田良枝）　322，323

（松井恵子）　264，362，363，364，365

（松岡厚子）　203，303，322，323，345，

　　　　　　379，380，381

（松谷佐知子）224，341



国 立

Matumoto，　Mariko

Miyahara，　Makoto

Miyahara，　Michiko

Miy勾ima，　Atsuko

Miyake，　Shi可i

Miyauchi，　Makoto

Miyazaki，　Tamaki

Mogami，　Tomoko

Morita，　Takeshi

Morita－Ishihara，　Tomoko

Morikawa，　Kaoru

Morikawa，　Tomomi

Murayama，　Mitsunori

Muroi，　Masashi

Mutsuga，　Motoh

　　　　N

Nagao，　Taku

Nagaoka－Hamano，　Megumi

Nagata，　Ry吋i

Nagira，　Tsutomu

Nak句ima，　Osamu

Nak勾ima－Matsuishi，　Yukari

Nakamura，　Rika

Nakamura，　Ryosuke

Nakanishi，　Ikuo

Na琴ano・Tatsuya

Nakaoka，　Ryusuke

Nakatsu，　Noriyuki

Nakazawa，　Kenichi

（松本真理子）47，50，101，270，271，

　　　　　　297，298，366，367

（宮原　誠）　107，118，210，283，284，

　　　　　　304，331，332，378，379，

　　　　　　383，387

（宮原美知子）224，288，341，384，389

（宮島敦子）　231，358

（三宅真二）　239，241，292

（宮内　慎）　255

（宮崎玉樹）　188，189，311，312

（最上知子）　321，329，351

（森田　健）　237，238，261，265，291，

　　　　　　295，308，352，365，371，

　　　　　　379，382，385

（森田（石原）朋子）　338

（森川馨）　　　51，92，157，291，295，

　　　　　　300，307，308，351，352，

　　　　　　379，381，382，385

（森川朋美）　308

（村山三徳）　210，304，305，332，333，

　　　　　　378，379，382，383，384，

　　　　　　387

（室井正志）　223，288，339，340，341，

　　　　　　381

（六鹿元雄）　219，220，285，307，337

（長尾　拓）　201，248，320，350，351，

　　　　　　380，381

（長岡（浜野）恵）　213，216，217，

　　　　　　304，305，306，328，329，

　　　　　　336

（永田龍二）　381

（柳楽　勤）　182，206

（中島　治）　348，350

（松石（中島）紫）　195，313，314，．

　　　　　　315，316

（中村里香）　349，350

（中村亮介）　234，235，348，34g，350

（中西郁夫）　344，345，346

（中野達也）　238，239，292，300，352，

　　　　　　353，380，381

（中岡竜介）　61，203，204，303，323，

　　　　　　379，380

（中津則之）　293，353，354，390

（中澤憲一）　169，252，253，281，295，

　　　　　　329，357，358，374，378，
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Nemoto，　Satoru

Niimi，　Naoko

Niimi，　Shingo

Nishida，　Masato

Nis岡ima，　Masahiro

Nishikawa，　Akiyoshi

Nishimaki－Mogami，　Tomoko

Nishimura，　Tets両i

Nishio，　Toshiyuki

Noda，　Mamoru

Nohmi，　Takehiko

　　　　0

0bama，　Tomoko

Ogawa，　YUkio

Ohkawara，　Susumu

Ohkubo，　Satoko

Ohnishi，　Takahiro

Ohno，　Yasuo

Ohtsu，　Satoko

Okada，　YUmiko

10kamura，　Toshiya

Okano，　Keita

Okano，　Lisa

Okazaki，　Kazushi

Okuda，　Haruhiro

（根本　了）

（新見直子）

（新見伸吾）

（西田正人）

（西島正弘）

（西川三三）

（最上（西巻）知子）

（西村哲治）

（西尾俊幸）

（野田　衛）

（能美健彦）

379，381

304，330，331，379

362，365，366

192，277，314，343，378，

381

339，340

119，378，379，380，381

171，253，254，255，256，

257，301，308，309，359，

360，361，364，366，369，

378，379，380，381，382，

385

　　　192，321，350，

351

209，216，217，282，299，

303，304，328，329，330，

336，379，380，381，383，

386

347

222，286，337

237，238，254，257，264，

265，269，270，296，297，

呂59，360，361，362，363，

364，365，366，378，379，

381，390

（小濱とも子）72，79，326，327

（小川幸男）　293，353，381

（大河原晋）　326，327

（大久保聡子）249，250，251，295，356，

　　　　　　357

（大西貴弘）　340

（大野泰雄）　120，132，156，192，201，

　　　　　　231，232，248，252，294，

　　　　　　295，300，350，351，355，

　　　　　　356，357，358，378，379，

　　　　　　381

（大津理子）　223

（岡田由美子）221，222，307，338，339，

　　　　　　370

（岡村俊也）　360

（岡野圭太）　359，360

（岡野理紗）　322

（岡崎和志）　255，256，257

（奥田晴宏）　152，228，229，230，290，

　　　　　　300，321，344，345，346，

　　　　　　347，348，370，378，379，



412

Okuhira，　Keiichiro

Okunuki，　Haruyo

Onodera，　Hiroshi

Onose，　Jun－ichi

Ootsuka，　Aya

Oshizawa，　Tadashi

Ota，　Y6shio

Otani，　Saki

Ozawa，　Shogo

P

Park，　Bong－Joo

　　　　S

Saeki，　Mayumi

Saga，　YUmiko

Sai，　Kimie

Saisho，　Kazuhiro

Saito・Mitsuo．

Saito，　Y6shiro

Saitoh，　Minoru

Saitou，　Mika

Sakai，　Ayako

Sakai，　Shinobu

Sakai，　Takatosi

Sakamoto，　Hiroko

Sakamoto，　Tomoaki

Sakamoto，　Y臼suteru

Sakata，　Kozue

Sakoda，　Hideyuki

Sakuraba，　Mayumi

Sasaki，　Kumiko

Sasaki，　Shiho

国 立

　　　　　　381，382，385，389

（奥平桂一郎）351

（奥貫晴代）　350

（小野寺博志）259，260

（ノ」、野瀬淳一）260

（大塚文）　　351

（押澤　正）　195，314，316，320，321

（太田世志雄）259，361，362

（大谷早紀）　343

（小澤正吾）　231，232，236，240，290，

　　　　　　300，349，351，358，379，

　　　　　　380，381

（朴　奉柱）　228，344

（佐伯真弓）　231，233，349

（相賀裕美子）354

（佐井君江）　236，257，349，351

（適所和宏）　302，319

（齋藤充生）　239，241，269，292，293，

　　　　　　308

（斎藤嘉朗）　231，232，233，234，236，

　　　　　　240，290，310，349，351，

　　　　　　353，358

（斉藤実）　　308

（斎藤i美香）　365，366

（酒井綾子）　226，342，343

（酒井信夫）　196，212，216，285，305，

　　　　　　306，333，336

（坂井隆敏）　304，305，332

（坂本浩子）　363，365

（坂本知昭）　274，299，312，378，379，

　　　　　　381，383，386

（坂元康晃）　269，361，363，364，365，

　　　　　　366

（坂田こずえ）211，212，214，332，333，

　　　　　　334

（迫田秀行）　303，323，324，37g，380

（櫻庭真弓）　268，269，362，363，364，

　　　　　　365，366

（佐々木久美子）209，299，304，330，331，

　　　　　　378，379，380，381，383，

　　　　　　387
（佐々木史歩）与1，92，352
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Sassa，　Akira．

Sato，　Kaoru

Sato，　Kyoko

Sato，　Michio

Sato，　Y句i

Sato，　Y吋i

Sato，　YUkiko

Satoh，　Rie

Sawada，　Rumi

Sawada，　Jun－ichi

Segawa，　Katsunori

Segawa，　YUko

Sekita，　Kiyoshi

Shibata，　Hiroko

Shibutani，　Makoto

（佐藤由紀子）230，346，347，348

（佐々　彰）

（佐藤薫）

（佐藤恭子）

（佐藤道夫）

（佐藤陽治）

（佐藤雄嗣）

（佐藤里絵）

（澤田留美）

（評蒔田七戸一）

（瀬川画工）

（瀬川優子）

（関田清司）

（柴田寛子）

（渋谷　淳）

ShigemotσMogami，狗kari（重本（最上）由香里）

Shimizu，　Kumiko

Shimizu，　Masatomi

Shinozaki，　Y6ichi

Shintani，　Hidehanl

Shioiri，　Toshikazu

Shiramasa，　YUko

Soyama，　Akiko

Sueishi，　K【オi

Sugimoto，　Naoki

Sugita，　Takiko

Sugiyama，　Emiko

Sugiyama，　Kei－ichi

Sunouchi，　momoko

Suto，　Kumi

Suzuki，　Hodaka

Suzuki，　Takayoshi

Suzuki，　Takuo

Suzuki，　Kazuhiro

（清水久美子）329，330

（清水三富）

（篠崎陽一）

（新谷英晴）

（塩入利一）

（白政優子）

（祖山晃子）

（末石浩二）

（杉本直樹）

（杉田たき子）51，92，307，352

（杉山永見子）231，240，＄53

（杉山圭一）　28g，340，38g

（簾内桃子）　358，378

（須藤久美）　357

．（鈴木穂高）　286，287，300，339，37g

（鈴木孝昌）　192，195，196，269，303，

　　　　　　314，316，320，321，366，

　　　　　　381，386

（鈴木琢雄）　195，263，315，316

（鈴木和博）　132，156，235，320，343，

　　　　　　346，350，351，378，381

366

252，357，358

219，306，307，336，337，

378，381，384

302，303，324，378，379，

380，381

192，201，202，320，321，

351，381，383

216，336，348

349，350

．205，279，303，323，379

154，211，231，232，233，

234，235，236，240，290，

303，313，343，348，349，

350，351，353，358，378，

379，381，382，389

239，352

224，225，341，342

．308，353，381

187，188，310，311

258，259，295，301，308，

344，348，349，353，361，

378，379，380，381

　　　　　249，351

363，364

321，351，357

205，279，280，281，299，

324

339，340，341

211，333

231，232，348

356，357

219，307，318，337



G

国 立

T

Tada，　Atsuko

Tahara，　Maiko

Takada，　Ybko

Takagi，　Atsuya

Takagi，　Kayoko

Takahashi，　Kaonl

Takahashi，　Mika

Takahashi，　Miwa

Takahashi，　YU

Takami，　Shigeaki

Takashima，　Ybshio

Takatori，　Kosuke

Takatsuki，　Satoshi

Takemura，　Reiko

Takizawa，　Tamotsu

Tamehiro，　Norimasa

Tanabe，　Shihori

Tanaka，　Keiko

Tanaka，　Tomoko

Tanaka－Kagawa，　Toshiko

Tanamoto，　Kenichi

Tanemura，　Kentaro

Tasaki，　Masako

Tatebe－Sasaki，　Chiye

Teshima，　Reiko

Thiruppathi，　Suresh

Toda，　Miou

Tohkin，　Masahiro

Tokishita，　Shoko

Tokumoto，　Hiroko

Tokunaga，　Hiroshi

（多田敦：子）　219，307，337

（田原麻衣子）209，328，32g，330

（高田容子）　351

（高木篤也）　244，293，354，373，37g，

　　　　　　380，381

（高木加代子）348，349，350

（高橋　　薫）．　　351

（高橋美加）　101，297，298，363，366

（高橋美和）　308，353，361

（高橋　雄）　243，244，354

（高見成昭）　309，361，362

（高島良生）　268，26g，362，363，364，

　　　　　　365，366

（高鳥浩介）　150，224，225，226，227，

　　　　　　289，307，327，341，342，

　　　　　　343，344，370，378，379，

　　　　　　380，381，384，388

（高点　巧）　304

（竹村玲子）　291，351

（瀧澤　保）　259，260，30g

（為広紀正）　350，351

（田邊二丁里）279，320，321

（田中敬子）　51，92，307，352

（田中知子）　351

（香川（田中）　聡子）　72，79，206，

　　　　　　208，303乳326，327，348

（棚元憲一）　146，218，219，220，223，

　　　　　　285，288，306，307，336，
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Muta　TM　Mouse　203

MutSα　270

MX　258

mycotoxin　289，290

N

Na＋／Ca2＋exchange　185

Na＋一Ca2＋exchange　185

2V」acetylglucosaminyltransfbrase　III　191

ハ乙acetylglucosaminyltransfbrase　V　191

naitrite　295

nankakurine　A　198

nankakurine　B　198

naphthopyro㎡e　200

naphthoquinone　derivative　199

natural　fbod　additive　199

natural　products　278

Nb　ion　203

Near　inffared　spectroscopy　190，274

near－in丘ared　imaging　274

焼ρρ1’伽ρノカ加5α吻”ノ2刀盟。澗　　198

neopterin　246，247

Nerve　growth血ctor　251

ハ乙ethyl．〈みhydroxyethylnitrosamine　255

neuronal飴te　245

neutralizing　antibody　221

neutrophil　236

newbom　rats　240

NFkappaB　235

NF一κB　224

NIR　274

nicotine　196

hifbdipine　189

nitric　oxide　202，253

nitroanthracene　228

nitrotyrosine　254

nivalenol　227

421



422

N－nitrosodiethylamine　203

NNK　264，269

nobiletin　264

nodularins　295

non－clinical　safヒ亡y　guideline　293

non－corrective　and　decorative　contact　lens　61

Non－homologous　endjoining（NHEJ）　269

non－immune　antibody　library　187

noodle　228

normal　human　epidemlal　keratinocyte　206

norovirus　286

ハ勧η伽5　286

Notch　signaling　242

Nrf2　254

NSAIDs　291

nuclea「「eaction　　lO7

nucleoside　diphosphate　kinase　186

0

O157：H45　222

0chratoxin　A　227，228，289，290

0ECD　101，297，298

0伍cial　analytical　method　283

0mcial　test－method　283

0GGl　254
0kadaic　acid　（OA）　237

01igotrophic　microorganisms　280，281

0ncolytic　virus　277

0ncostatin　M　247

0rganotin　　35，271

0rigin　278

0rthophthalaldehyde　207

0ryza　sativa　L　319

0smotolerance　222

0TC　278

0utbreak　291

0xidative　stress　247

0xidized　dNTPs　270

0xidized　nucleotides　264

0xon　209

0yster　286

P2Y　249

P2Y　receptor　250

P2Yl　248

P

国 立 衛 研 報 第125号（2007）

P2Y6249

p53　264　　　　　　　　　　－

package　insert　241

Pain　249

paper　219

paraffin－embedded　tissue　259

parametric　release　280

Paraxis　．244

partially　N－acetylated　chitosan　219

PAT　274

PCR　212，213，214

peanut　284

PECO（patient，　exposure，　comparison，　outcome）　292

pediatric　susceptibility　240

pentachlorophenol　254

Pentaketide　chromone　synthase　200

pef）per　225

peptide　229，230　　　　　　　　　・

peptide　nucleic　acid　229

percellome　method　293

Periostin　248

Peripheral　blood　　17

peroxynitrite　乞54

pesticide　92，283

pesticide　residues　51

P－91ycoprotein　237

phage　display　　188

phage　display　system　187

Phagocy‡osis　249

Pha㎜aceutical　development　275，290．

pharrnacopeia　277

phenols　240

photodynamic　therapy　228

Picrorosides　A　198

Plant　origin　51

Platelets　251

Pleurocybella　porrigens　212

PLNA　217，218

回戦TDI　289

Poisson　distribution　205

poly－L－lactic　acid　206

polyunsaturated　fatty　acid　235

popliteal　lymph　node　assay　217，218

Positive　List　System　fbr　Agricuitural　Chemicals　in　Foods

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　283

potassium　bromate　254，255

Potassium　bromate（KBrO3）　269

powdered　in飴nt恥㎜ula　291



powdered　processed　aconite　root　197

power　spectrum．density　215

P「ecision　215

prediction　of　precision　216

pregnancy　failure　271

prenatal　developmental　toxicity　271

preservative　61

primary　cultured　rat　hepatocytes　192

Primates　208

probiotics　286，287

Process　analytical　technology　190，273，274

process　contro1　273

process　validation　273

processed　aconite　root　197

Progesterone　271

prohibited　ingredients　86，89

protein　expression　291

protein　imaεing　282

protein　kinase　C乙　195

protein／peptide　products　277

protein　structure　186

protein　transduction　domain　187

provisional　acute　refヒrence　dose　（RfD）　237

PTOVI　241

PubMed　292

勲θ伽加1｝フ挽β　278

PVDC　220

pyrrole　polyamide　218

Q

Qualitative　PCR　214

quality　　278，290

quality　evaluation　200

quantification　225，226

quantitative　polymerase　chaln　reaction　215

R

radiation－induced　leukemia　245，294

radiation　sterilization　281

radical　scavenging　　213

Raman　spectroscopy　l90

Random　peptide　library　187

rapid　　225

rapid　detection　method　280

rasH2mouse　255

rat　271，272
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rat　embryo　253

RBL－2H3　cells　235

reactive　oxygen　species　202

ready－to－eat　225

士eal－time　imaging　196

real－time　PCR　225，226

「ecePtors　229

recombinant　223，287

recombinant　DNA　211

recombinant　P2×2　receptor　282

recovery　　280，281　　　．　　　　　　　　　　　　㌦

redued　cerebral　blood　flow　（CBF）　245

regenerative　medicine　276，279，281

regulation　　288，289，290

Regulatory　implicatlons　297

「egulatory　science　293

relationship　280

relative　risk　　291

repair　280

replicating　virus　276

reporter　assay　　192

reproductive　and　developmental　tgxicity　272

reproductive　toxicity　　35

Resveratrol　200

「esveratrol　257

retinoid　X　receptor　242

retinoid，　apoptosis． Q01

revised　test　methods　285

「evision　　285

Rho　250

Ripply2Mesp2　negative－fbedback　loop　243

risk　analysis　237

risk　assessment　266，286，298

risk　communication　286

risk　management　274，275，286

Rodent　micronucleus　assay　17

routine　control　280

royal　jelly　210

rRNA　gene　200

rubber　accelerator　271，272

rubber　allergy　279

RXR　192

Ryoke巧utsukanto　　199

safbty　286

safbty　bioassay　293

S
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safbty　evaluation　　287

甜加。刀θ〃β　　224，225，286

Salmonella　Enteritidis　221

sapovirus　222

saury　210

saxitoxin　（STX）　237

Schizandriside　200

Scrophoside　A　198

Scrophulariaceae　198

sea　fbod　286

seaweed　217

secondary　structure　229

Sedation　279

semicarbazide　285

Senescence－accelerated　mice（SAM）247

sensitive　225

serotonin　248

Serotonin　（5－HT）　208

shelf　lifb　　189

5惣門224　　　　　　　　　　　　’

shRNA　193
SIDS　Initial　Assessment　Me6ting　101，297，298

sigma　factor　222

sigma　ligand　271，272

silicon　239

single　cell　gel・assay　267

single－chain　Fv　187

siRNA　193，291

skin　irritation　253

SLC29Al／hENTl　232

small　chamber　test　method　72，79

Smoke　291

smoothing　215

sodium　nitrite　253，256

solid　dispersion　　190

solid　phase　extraction　280

solid－state　stability　188，189，273

solvatochromism　239

Somite　243

somitogenesis　244

soybean　212

sPeciation　　217

speci且cations　and　standards　285

spice　225

spinach　291

splenocytes　216，285

src　248

stability　　186
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standard　IR　spectrum　218

standardization　　294

statins　293

5勧ワ伽ノθoooo醐∂脚雌　　223，226．

stem　cells　205，279

sterilants　281

sterility　assuほrance　280

ste「ilization　　280

sterilization　validation　280，281

Stochastic　model　221

strategy　268

Stro田al　cell－derived　factor　l　247

stromal－cell－ilnpaired　mouse　246

structure　elucidation　　198

串ubchronic　toxicity　258・261

sugar　．226

Sugihiratake　212

sulfhted　hyaluronan　206

51曲b∂認50ノ冷伽“o∬．270

sulfbraphane　257

sulfhr　dioxides　199

sulfUr　fUmigation　　199

sunscreen　65

survival　226，288

synaptogenesis　252

synthetic　dye　217

System　based　inspection　275

T

肱miflu　215

T乞qMan　PCR　200

taste　evaluation　　199

taste－sensing　system　199

Tat　188

TBARS　256

TDI　240

teratogenicity　　35，271，272

testing．268

testing．　method　214，215

Tbsting　strategies　221

tetracyclines　210

TGFβ　279

TGFβ　signaling　205

Thl／Th2　balance　216

Thl／Th2　cytokine　secretion　195

the　Japanese　Pha㎜acopoeia　197，285

therrnal　analysis　186
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Thioredoxin　247

tho㎜o－luminescence　210

threshold　261，262　・

Thromboxane　A2　251

Thromboxane　A2　receptor　250

thromboxane　A2　receptor（TP）α　251

thromboxane．`2　receptor一α　（TPα）　252

thromboxane　A2　receptor一β　（TPβ）　251，252

thymidine　kinase　268

Thymidine　kinase（TK）　264

thyroid　carcinogenesis　260

こ口yroid　gland　260，261

コ口yroid　ho㎜one　191

time－of＝flight（1bF）一MS　212

tissue　engineered　medical　devices　279

tissue　engineering　203，204，276

titanium　alloy　208

Tk　assay　264

TK－mutation　269

TLC　conditions　198

TNF一α　187

toll－like　receptor　287，288

Tboth　248

total　aflatoxin　227

tota豆diet　survey　283

total　fUmonisin　227

toxic　compounds　280

toxicity　289

toxicogenomics　293，294

toxicology　　293

transcription　initiation　224

transcriptome　222

transfbrrin　　194

trans角㎜ing　growth飴ctor一β1206

t「ansposon　224

Tributyltin　chloride　242

Tricholomataceae　212

triglyceride　219

trimeric　G－protein　295

triolein　212

TRP　channels　202

TRP　channels　calcium　202

吻フ〃70501η∂㎝z1　201

tumor　necrosis　f乞ctor（TNF）．α　196

two－dimensional　electrophoresis　253

TYMS　232
type　III．polyketide　synthase　200
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u

UDP－glucuronosyltransfbrase（UGT）　208

UGTIA1　233
ultra　per飴㎜ance　liquid　chromatography（UPLC）212

ultraviolet　absorber　65

unapProved　214

uncertainty　215　　　　　・

uncertainty　fhctors　240

Urushi　wax　219

Usage　92

UTP　249

V

vaccine　223，287

vaEdation　295

validation　study　280

vascular　endothelial　growth　factor　receptor　2　187

vegetable　225

VEGF　277

veterinary　drug　283

vero　toxin－producing　E　oo11　225

vertebra　244

VH　188　　　　　　　　　　　　・

viable　but　non＿culturable　222

励四bαう。ノ吻θ　　222

レ乃刀bρ訂1訪βθoフ。加ゴ。αg　226

レ乃刀b　励2伽α5　　286

vinylidene　chloride　220

Wtaceae　　200

vitamin　D　212

Vitamins　229

VL　188

volatile　organic　compounds　72

W
water　258

water　pepper　extract　258

Water　Quality　Standard　209

water　supPly　l

wheat　flour　287

workplace　air　207

wrapping　film　219
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Y

Y」血mily　DNA　polymerases　264

yolk　sac　253

1321NI　human　astrocytoma　cells　251

16－helix　228

1－chlorobutane　220

2，4－dinitrophenylhydrazine　207

2，5，6－Tribromogramine　251

2－ethylhexyl－p－methoxycinnamate　65

2－Hydroxyadenine　270

2－nitrophenylhydrazine　derivative　186

3－aminotriazole　260

3－azido－3－deoxythymidine　268

3Rs　295

5＿fluorouracil　264

6－fUcosyltransfbrase　192

8－hydroxydeoxyguanosine　254，255，256，269

8－OHdG　254，256

α229，230

α1　192

α3βlintegrin　191，192

α一disubstituted　amino　acid　229，230

α一eleostearic　acid　212

α一glucosidase　230

α一glucosidases　229

β一GAIactosidase．188

β一naphthoflavone．（BNF）　208

β一「elaxation　189

インフルエンザ292

グライコミクス277

ステム　277

トロポミオシン285

パルプアルブミン285

ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン277

ヘルスヴィジランス292

マイクロドーズ臨床試験294

メンブランフィルター186

リスクアセスメント　292

遺伝子治療277

医薬品293

横紋筋融解症293

検査法289

高次構造277

国内状況293
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糸田月包治療　277

指針295

指標細菌288

・実被害推定292

食品安全．292

食品衛生292

食物アレルゲン285

生菌数288

成分規格288

大腸菌288

大腸菌群288

探索的臨床試験294

腸管出血．性大腸菌289

低血圧症293
貝占付剤　　186

糖タンパク質193，277

糖鎖プロファイリング193

動物実験295

日本薬理学会295

発売中止293

品質試験法　193

販売量292

放出試験186

翻訳後修飾277

薬局292
薬物動態相互作用　293

溶出試験器186

類似性277
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国立医薬品食品衛生研究所報告への投稿について

投 稿 規 定

1．

2．

　研究に関する資料

　ステートメント：

　業務報告：

　誌上発表：

　単行本：単独又は共同で執筆し，刊行されたもの（国立医薬品食品衛生研究所報告以外の専門誌以外）の報告．

　行政報告：行政の依頼により実施し，報告書を提出したものの報告．

　学会発表：学会・シンポジウムで講演したりポスター発表したものの報告．

　　レギュラトリーサイエンス関連会議報告：レギュラトリー関連会議内容の報告．

3．用紙及び枚数の制限：原則としてA4用紙（10．5ポイント．日本語；26字×24行，英語；55字程度×24行．日本語

　　　　　　　　　　　は上下左右5cmの余白をとり，英語は上下3cm以上，左右2cm以上あけて印刷）を用いる．原

　　　　　　　　　　　稿の長さは表，図，写真を含め刷り上がりページ数で下記の規定に従う（日本語及び英語の本

　　　　　　　　　　　文は，刷り上り1ページはA4用紙約4枚に相当する．また，表，図，写真は，約2枚が刷り上

　　　　　　　　　　　り1ページに相当する）．

　特　　論：原稿を依頼するとき別に定める，

　総　　説：刷り上がり15ページ以内．

　研究論文：刷り上がり8ページ以内．

　　ノート及び資料：刷り上がり5ページ以内．

　　ステートメント：刷り上がり2ページ以内．

　　業務報告：各部について刷り上がり2ページ以内．

　　誌上発表：1題目について，日本語；26字×24行以内，英語；55字程度×24行以内．これを目安とする．

4．原稿の提出＝原稿はワードプロセッサで作成する．三論，総説，研究論文，ノート，資料，ステートメントでは，

　　　　　　　表紙（第1頁とする），英文要旨及びキーワード，本文，文献，図の表題と説明，表の表題と説明，図，

　　　　　　　表，英文要旨の和訳．（参考）の順に通しページ番号を付け，左上をひもなどで綴じて提出する．表紙

　　　　　　　には，論文タイトル，所属，著者名に加えて，右上部に該当する分類（特論，総説，研究論文，ノート，

　　　　　　　研究に関する資料，ステートメントなど）を，また右上部に総べージ数及び図表のそれぞれの枚数を

　　　　　　　記入する．

　　　　　　　提出部数は，総説，研究論文については3部（オリジナル原稿1部及びコピー2部），また，ノート，

　　　　　　　資料については2部（オリジナル原稿1部及びコピー1部）とする．特論，業務報告などの報告類に

　　　　　　　ついては，オリジナル原稿1部とする．

　　　　　　　また，原稿とは別に，原稿の内容（表紙，英文要旨，本文，文献，図の表題と説明，表の表題と説明など）

　　　　　　　の入った電子ファイルを添付する．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　　　　　　原稿と電子ファイルには所長宛の報告書を添えて，定められた原稿締め切り期日までに編集委員（図

　　　　　　　書係）宛に提出する．

投稿内容　国立医薬品食品衛生研究所で行った研究業務とする．

種　　類：原稿は，特記，総説，研究論文，ノート，資料，ステートメントとする．そのほか業務報告，誌上発表，

　　　　　単行本，行政報告，学会発表，レギュラトリーサイエンス関連会議報告などを収載する．その他，必要

　　　　　に応じて編集委員会で認められたもの．

特　　論：国立医薬品食品衛生研究所の研究業務に関連する主題について，ある特定の視点から系統的に整理・論

　　　　　述したもので，編集委員会が執筆を依頼する．

総　　説：数年以上にわたって行われた研究や調査を中心にして，特定の主題について包括的・系統的に総括した

　　　　　もので，投稿により受理する．

研究論文：新知見を含むか，あるいは独創的な内容の研究成果をまとめたもので，投稿により受理する．

ノート：断片的ではあるが，新知見を含むか，あるいは独創的な内容の研究成果をまとめたもので，投稿により

　　　　　受理する．

　　　　　　　　：試験，製造又は調査などで，記録しておく必要のあるもので，投稿により受理する，

　　　　　　　　レギュラトリー関連学会などで発表した内容の報告で，投稿により受理する．

　　　　　所長，各部長が過去1年間（前年度）の業務成績，研究業績をまとめた報告，

　　　　　国立医薬品食品衛生研究所報告以外の専門誌に発表したものの報告．
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5．原稿の審査：原稿の採否及び分類は，編集委員会が選んだ審査員（総説，研究論文については2名，ノート，研究

　　　　　　　に関する資料については1名）の意見に基づき編集委員会が決定する．また，必要ならば宇句や表現

　　　　　　　の訂正，図表の書き直しなどを求める．

6．著作権：本誌に掲載された論文等の著作権は，当研究所に帰属するものとする．

執　　筆　　規　　定

1．文体，用語：常用漢字を用い，現代仮名つかい，新送り仮名の，口語文とし，簡潔で理解しやすい表現にする．全

　　　　　　　文を英語で書いてもよい．ただし，英文表現が不明瞭な場合には受理しないこともある．

　　　　　　　原稿の語句の統一をはかるため，送り仮名，仮名で書くもの，文字の書換え並びに述語などについては，

　　　　　　　原則として文部科学省用字用語例及び文部科学省公用文送り仮名用例集に従う．［参考：国立医薬品食

　　　　　　　品衛生研究所報告記載の手引き（用語例）］

　　　　　　　なお，学術用語については文部科学省学術用語集（化学編，植物学編，動物学編，数学編及び物理学

　　　　　　　編など）に従うことを原則とし，用語集にないものについては学会の慣例に従う．

2．物質名，化学名：文中では物質はその名称を漢字，カタカナあるいは英語（アルファベット）で記し，化学式は用いない．

　　　　　　　例えば「塩酸」と書き，「HCI」としない．英語で書く場合，文中では原則として小文字で始める．

3．単位，記号，略号，略記：単位は原則として国際単位系（SI）を用いる．［参考：国立医薬品食品衛生研究所報告記

　　　　　　　載の手引き（単位，記号，略号）］

　　　　　　　数字と単位記号の間は，必ず半角1文字あける．

　　　　　　　また，物質名あるいは分析法などを略記するときは，和文，英文とも最初は正式な名称とともに示す．

　　　　　　　例えば，「イソニコチン酸（INA）」，「示差響分析法一ガスクロマトグラフィー（DTA－GC）」と書き，「イ

　　　　　　　ソニコチン酸（以下INAと略す）」などとしない．

4．句読点：「，」，「．」を用い，「、」，「。」としない．

5．数　　　字：算用数字（アラビア数字）を用いる．千（，百万，…）の単位にコンマを付ける．また，必要に応じてロー

　　　　　　　マ数字を用いることができ，慣用語などについては和数字を用いる．（例：一般，二酸化イオウ）

6．繰り返し符号：「々」，「』」，「ゴ」は，原則として用いない．ただし，慣用語は用いても差し支えない．（例：徐々，

　　　　　　　各々）

7．字体指定：文字をゴシック体，イタリック体等を分かるように記す．

　　　　　　　ゴシック体例＝見出しなど概要
　　　　　　　イタリック体例「：学名などPapaver　somniferum　L．

8．特論，総説，研究論文，ノート，資料，ステートメントの記載要領：

　8．1．記載順序：8．2～8．8の順に書く．

　8．2．題名，著者名：次の例に従い，表紙（用紙1枚全部）をこれに当てる。なお，所外の共著者の所属は著者名

　　　　　　　の右に＊印（複数のときは＊1，＊2，…）を記して脚注とする。

　　　　　　　　　　　　　　　例：医薬品の確認試験法に関する研究（第2報）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎮痛剤のクロマトグラフィー

　　　　　　　　　　　　　　　　　用賀　衛＃・世田一郎零㌧東　京子亭2

　　　　　　　　　　　　　　　　　Studies　on　the　Identification　of　Drugs　H

　　　　　　　　　　　　　　　　　Chromatographic　Methods　for　the　Analgesics

　　　　　　　　　　　　　　　　Mamoru　Ybga＃，　Ichiro　Seta寧1　and　Kyoko　Azuma＊2

　　　　　　　また，著者の中の1人を，連絡者（Contact　person）に指定し，著者名の右肩に＃印を記して脚注とする．

　　　　　　　脚注例：＃To　whom　correspondence　should　be　addressed：

　　　　　　　Mamoru　Yoga；Kamiyoga　1－18－1，Setagaya，　Tokyo

　　　　　　　158－8501，Japan；Tel：03－3700－1141　ext．200；

　　　　　　　Fax：03－3700－6950；E－mail二mamoru＠nihs．gojp

　　8．3．英文要旨：論文の内容を400語程度で簡潔にまとめる．なお，参考のため和訳を原稿の最後に別紙として

　　　　　　　　　付ける．

　　8．4．キーワード：キーワードは英語（必要に応じ，ラテン名）とし，選定数は5個以内とする．

　　　　　　　　　英文要旨のあと2行あけて”Keywords”の項目を付ける．固有名詞，略語を除き，小文字で記す．
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8．5．本

　各キーワードはカンマで区切り，続けて記載する．単語，句，略語のいずれを用いてもよい．特

　殊な場合（例：tablets）を除き，単数形とする．また，冠詞はつけない．

文新しいページから書き始める．本文のスタイルは特に規定しないが，内容の重複を避ける．図，

　又は表がある場合，それらの挿入位置を本文の左側の空欄に明記する．

8．6．引用文献：本文の引用箇所の右肩に1），2，3），4－6）のように記し，本文末尾に文献として引用順に出来る限

　　　　　　　り英文で記載する．なお，和文雑誌・単行本の場合は，ローマ字書きで記載する（ローマ字書きに

　　　　　　　すると意味が分かりづらい場合には，日本語で記載する）．

　　　　　　　雑誌名はChemical　Abstracts，　PubMed及び日本化学総覧の略記法による．雑誌名はイタリック体（日

　　　　　　　本語記載の場合を除く），巻数はゴシック体で表し，単行本は書名を省略せず，編者名や出版地も

　　　　　　　記載する．（原則として，アルファベット，数字，記号は，半角にする．日本語記載の場合，記号は，

　　　　　　　ハイフン以外全角にする）

　　　　　　　例：

　　　　　　　1）Ito，　A．，　Suzuki，　B．，　Tanaka，　C．　and　Kato，　D．：J．　Health　Sci．　Review，7，1234．1245（1997）

　　　　　　　2）a）Yamada，　E．　and　Takahashi，　F．：Health　Sci．　Lett．，8，2345－2356（1996）；b）Saito，　G．，　Kimura，　H．　and

　　　　　　　　Inoue，1．：Health　Science　BulL，123，3456－67（1995）；c）Ogawa，　J．：ibid．，124，12－25（1996）

　　　　　　　3）House，　J．　K．：“Recent　Health　Science，”2nd　ed．，　eds．　by　Morrison，　L．　and　Benjamin，　M．，　Eiken　Press　Inc．，

　　　　　　　　Tokyo，　PP．123－234（1997）

　　　　　　　4）Eiken，　T　and　Kousei，　K．：Eiken　Zasshi，234，456．467（1998）

　　　　　　　5）斎藤博幸，岩田美保，北島　文，谷本　剛，岡敏史，鎌倉浩之，川原信夫，関田節子，佐竹元吉，

　　　　　　　　横田洋一，津野敏紀，鈴木英世，山岸恭子，白砂勝也，岩嶋　浄，松浦敬一：医薬品研究，29，

　　　　　　　　725－729　（1998）

8．7．図

8．8．表

．図（Fig．）は提出された原稿を70％縮小して，そのまま版下に用いるので，本文とは別に各々1

‘つずつをA4用紙の上に黒で鮮明に作成する．図の作成に際しては刷り上がり1段（幅84mm）か

2段（幅175mm）かを考慮し，刷り上がり1段の場合には原図幅120mm，二段の場合には原図幅

250mmに収まるようにする．

図には通し番号を付ける（Fig．1．，Fig．2．，…）．図番号，表題，説明をまとめて別のA4用紙に，原則と

して英語で書く　（表題は大文字ではじめ，最後に「．」を付けない．また，説明は本文を参照しなく

ても理解できるよう詳細に記載する）．

例：Fig．1，InHuence　ofenzyme　concentration　on　reductive　sugar　production

図中の文章は，原則として英語で書き，明朝タイプの書体（70％縮小されたときにも読みやすい大

きさの文字）を使用する．図に写真（カラー写真可）を用いる場合には，鮮明なものを使用する．用

紙の裏には，論文のタイトル，著者名，図番号及び刷り上がり段数（1段又は2段）を黒鉛筆で記

入する．また，本文の左側の空欄に図の挿入位置を記入する．

　表（Table）は，本文とは別に各々1つずつをA4用紙の上に作成する．表の作成に際しては刷り

上がり1段（幅84mm）か2段（幅175mm）かを考慮する．
表には通し番号を付ける（Table　1．，　Table　2．，…）．表番号，表題，説明をまとめて別のA4用紙に，原

則として英語で書く　（表題は大文字ではじめ最後に「．」を付けない．また，説明は本文を参照しな

くても理解できるよう詳細に記載する）．

例：Table　1．Classical　transgenic　mice　and　carcinogenicity

表中の文章は，原則として英語で書き，表中の項目に関する注は項目の右肩にa），b），…の様に記して

示す．

表は，図と同じように活字の版組をしないで提出原稿をそのまま掲載することも可能である．その

場合には，明朝タイプの書体（70％縮小されたときにも読みやすい大きさの文字）を用い，刷り上

がり1段の場合には原表幅120mm，2段の場合には原表幅250mmに収まる・ように作成し，鮮明に書

き出したものを提出する．表の中に構造式や数式が含まれていたり表の構成が複雑な場合には，そ

のまま掲載できるような原稿が提出されるのが好ましい．

用紙の裏には，論文のタイトル，著者名及び刷り上がり・段数（1段又は2段）を黒鉛筆で記入する

（活字の版組をしないでそのまま掲載されることを希望する場合には，その旨も書き加える）．また，

本文の左側の空欄に表の挿入位置を記入する．
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9．ステートメントの執筆上の注意：投稿内容が，レギュラトリーサイエンス関連学会などで既に発表したものである

　　　　　　　　　場合には，脚注に例として「本ステートメントは，日本薬学会第120回レギュラトリーサイエンス

　　　　　　　　　討論会（2000．3，岐阜）にて発表した内容をまとめたものである」との説明を加える．

10．誌上発表などの記載要領：誌上発表，単行本，行政報告，学会発表については，別に定める記載要領及び例示に従う．

校 正

初校は著者が行う．人名，化学名，数値，文献などは特に綿密に校正する．内容の追加，行数の増加は認めない．

平成19年4，月27目

国立医薬品食品衛生研究所図書委員会
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注：送りがなについて＿アンダーラインは注意して送るもの，□印は送らないもの．

　　＊印は特定のものを指すときは漢字でよいもの．

分類 用　　　　　語 使　　う　　字 使わない字　備考 分類 用　　　　　語 使　　う　　字 使わない字　備考

ア あかるい 明るい　一

明い おそらく 恐らく

あきらかに
明らかに　一

明かに おそれ おそれ 恐れ，畏れ

あげる 上げる一 上る おだやかに 穏やかに おだやかに

あたためる →加温する おとし 落とし　一 落し

あたる 当たる 当る おのおの 各々 おのおの
一あたらしい 新しい 新圏しい おのずから おのずから 自ら

あてる 当てる一 当る おびる 帯びる

あつかう 扱う 主嚇 おもな 主な おもな

あつめる 集める一 集る およそ およそ 凡そ

あらかじめ あらかじめ 予め および 及び

あらたに 新たに 新圏たに おわる 終わる一 終る

あらためる 改める

あらわす 表（現）す 表（現）わす 力 かえす 返す 返因す

表→表面に出し かえって かえって 却て

示す．著わす かかわらず かかわらず 拘らず

現→かくさずに かける 欠ける　一 欠る

示す かさねる 重ねる

あらゆる あらゆる 全る かつ かつ 且つ

ある ある 在る，有る かっしょく 褐色 かっ色

あるいは あるいは 或は かならず 必ず 必圏ず

あわ あわ 泡 かねる 兼ねる 兼る

あわす 合わす 合す ～から OOから作る． △△から再結晶
一 よりは使わない

イ いう いう 言う がらす ガラス 硝子

いくぶん いくぶん 幾分 かわる 代わる 代る
一いずれ いずれ 何れ （代理・代人など）

いちじるしい 著しい 著圖しい かわる 変わる一 変る（うつりかわ

いっかねん 一力年 1箇年，一ケ年 る，変化）

いっそう 一層 いっそう カ月 カ月 箇月

いったん 一端 いったん 10カ所 10カ所 10ケ所，10箇所

いって いって 行って

いる いる 居る キ きしゃく 希釈
いる 入る きめる 決める 決る

一いれる 入れる 入る きりあげ 切上げ 切りあげ
一いわゆる いわゆる 所請 きわめて 極めて きわめて

ウ うしなう 失う ク くふう 工夫 くふう

うすい（物） 薄い 薄団い 〈らい（助詞） くらい 位

うすい（色） うすい くらべる 比べる 比る

一うすめる →希釈する 薄める くりかえす
繰り返す　一 繰返殴

うちに うちに 内に，中に くみあわせ 組合せ（名詞）

うながす 促す 嚇 組み合せ（動詞）

うる うる 得る（can。r　may）

→える ケ けんだく 懸濁 けんだく

うるおす 潤す 潤園す

コ こえる 超える 越える

工 えがく 描く 画く こげる 焦げる 焦る

えらぶ 選ぶ ここ
＿二一
k＿」■ 此処

える 得る （get）→うる こころみる 試みる一 試る

こたえ 答え 答（表中）

一オ おいて おいて 於いて こたえる こたえる 応える

おおう 覆う 被う こと こと 事＊

おおきい 大きい 大い ごと ごと 毎

おおむね おおむね 概ね ことなる 異なる 異る
一おこなう 行う そ働 ことに 殊に

おこる 起こる 起る この この 此の
一
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分類 用　　　　　語 使　　う　　字 使わない字　備考 分類 用　　　　　語 使　　う　　字 使わない字　備考

コ こまかい 細かい一 細い タ たとえば 例えば たとえば

（洗い）こむ （洗い）込む ために ために 為に

これ これ 之

これら これら 此等，これ等 チ ちいさい 小さい　一 辛い

ちかづく 近づく一 近付く，近ずく

サ さきに 先に さきに ちょうど ちょうど 丁度

さける 避ける　一 避る ちょっと ちょっと 一寸

さげる 下げる 下る
一さしこむ さし込む 挿し込む（挿入） ツ ついて ついて 就いて，付いて

さしつかえない 差し支えない 差支えない ついで 次いで

さまざま 様々 つつ ずつ 宛

さら 皿 さら つぎに 次に つぎに

さらに 更に つくる 作る

つける 付ける

シ しかし しかし 然し，併し，而し つめる 詰める

しがたい し難い つねに 常に

しげき 刺激 刺戟
したがう 従う したがう テ ていする 呈する

したがって したがって（接続詞） できる できる 出来る

従って（動詞）

したのち（に） した後（に） ト とおり とおり 通り

しばしば しばしば 屡々 とき とき 時＊

しぶい 渋い しぶい ときどき 時々 ときどき

しまう しまう 終う，了う とくに 特に

しめす 示す どこ どこ 何処

しめる 湿る 血温る ところ ところ 所＊

しゃこう 遮光 しや光 ともせん 竹野 共せん

しゃすい しゃすい し易い，仕易い ともなう 伴う 伴幸う

しゅうまってん →終点 終末点 ともに 共に

じゅうぶん 充分，十分 じゅうぶん とりあつかい 取扱い（名詞）

しょうじる 生じる 生ずる 取り扱い（動詞）

じょうりゆう 蒸留 蒸溜

じよじよに 徐々に ナ ないし ないし 乃至

しらべる 調べる 調る なお なお 尚

一 なかば 半ば 中ば

ス すくない 少ない 少い ながら ながら 乍ら

一ずつ ずつ 宛 なづける 名付ける 名づける

すてる 捨てる 捨る など など 等
一すでに 既に すでに ならびに 並びに

すなわち すなわち 即ち なるべく なるべく 成べく，成る可く

すべて すべて 総て，凡て，全て

すみやかに 速やかに すみやかに 二 にかわじょう にかわ状 膠状

にごる 濁る

セ せん 栓 せん，セン にそう 二層 2層
せんじよう 洗浄 洗瀞 にゆうばち 乳鉢 乳ばち

ソ そう 沿う ヌ ぬぐう ぬぐう 拭う

そうにゆう 挿入 そう入 ぬらす ぬらす 濡らす

そこ そこ 其処

その その 其の ネ ねんちゅう 粘稠

そのほか そのほか 其の他

それぞれ それぞれ 夫々 ノ のぞく 除く

のちに 後に のちに
タ だいたい 大体 だいたい のべる 述べる 述る

一たいてい 大抵 たいてい のり のり 糊

たえず 絶えず 絶ず
一たがいに 互いに たがいに ノ、 はかり はかり 秤

たしかめる 確かめる一 確める はかる 量る 測る，計る→当用

だす だす 出す 漢字

ただ ただ 唯，只 はじめて 初めて 初て
一ただし ただし 但し はじめの 初めの
一ただちに 直ちに 直に はじめる 始める

一
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分類 用　　　　　語 使　　う　　字 使わない字　備考 分類 用　　　　　語 使　　う　　字 使わない字　備考

ノ、 は．やい 速い ヨ よい よい 好い，艮い

よういに 容易に
ヒ ひとしい 等しい ようす 様子 ようす

ひとつ 一つ ようだ（に） ようだ（に） 様だ（に）

ひとつつつ 一つずつ ようやく ようやく 漸く

ようゆう →融解 熔融

フ ふきん 付近 附近 よほど よほど 余程

ふくざつ 複雑 よる よる 依る，因る

ふたたび 再び より 比較するときに用いる．

ふりまぜる 振り混ぜる 振混ぜる 例：00より△△が大きい
一

醒
ふれる 触れる 触る

一 ラ ら ら 等

ホ ほか ほか 他，外

ほど ほど 程 リ りゆうぶん 留分 溜分

ほとんど ほとんど 殆んど りんぱ リンパ 淋巴，りんぱ

ほぼ ほぼ 略々，略ぽ

口 ろう ろう 蝋（正名はロウ）

マ ますます ますます 益々 ろうと 漏斗

まぜあわせ 混合せ（名詞） うかする ろ過する

混ぜ合せ（動詞）

まぜる 混ぜる 混る ワ わかる わかる 分る，判る，解る

一また また 又，亦，復 わける 分ける　一 分る

または 又は わずかに わずかに 僅かに

まだ まだ 未だ わたって わたって 亙って

まったく 全く

まで まで 迄

まま まま 侭

ミ みたす 満たす 満す，充たす
『みとめる 認める 認る
一みなす みなす 見なす，見倣す

ム むしろ むしろ 寧ろ

むずかしい 難しい 六ヶ敷しい

むすぶ 結ぶ 紺豆弥

メ めずらしい 珍しい 珍い
一

モ もうしこみ 申し込み

（申込み，申込）

もえる 燃える 燃る
一もし もし 若し

もしくは 若しくは

もちいる 用いる 用る
一もちろん もちろん 勿論

もって もって 以て

もっとも 最も

もっぱら 専ら もっぱら

もどす 戻す（もどす）

もとに 下に 許に
もとつく 基づく 基く

一もの もの 物＊，者＊

もる 漏る

ヤ やすい やすい 易い

やはり やはり 矢張り

やむをえず やむを得ず 止むを得ず

やや やや 梢々

やわらかい
柔らかい　一 柔い，軟かい

ユ ゆえ ゆえ 故

ゆく 行く
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　　　　　　国立医薬品食品衛生研究所報告記載の手引き（単位，記号，略号）

1．Sl基本単位の名称と記号

　　　　量　　　　単位の名称　　単位記号　　　量　　　　単位の名称　　単位記号

　　　長さ　メートル　　m　　熱力学温度ケルビン　　K
　　　質量　キログラム　 kg　　物質量　 モル　　 md

　　　時間　秒　　　s　　光度　 カンデラ　　cd
　　　電流　アンペア　　A
　　従来用いられてきた重量はほぼ質量に置き換えられるが，当面は用語を併用できる．

2．SI接頭語
　　SI単位の10の整数乗倍を表すために，　SI接頭語が使われる．それらの名称と記号は次のとおりである．

　　　倍数　　　接頭語　　　　記号　　　　　　倍数　　　　　接頭語　　　　　記号

　　　10　　デカ（deca）　　　　da　　　　　　10幽1　　　　デシ（deci）　　　　　d

　　　102　　ヘクト（hecto）　　　h　　　　　　10－2　　　センチ（centi）　　　　c

　　　103　キロ（kilo）　　　　　k　　　　　　10－3　　　ミリ（milli）　　　　　　m

　　　106　　メガ（mega）　　　　　M　　　　　　10－6　　　　マイクロ（micro）　　　μ

　　　109　ギガ（giga）　　　　G　　　　　　10－9　　　　ナノ（nano）　　　　　n

　　　1012　テラ（tera）　　　　　T　　　　　　　10－12　　　ピコ（pico）　　　　　　p

　　　1015　ペタ（peta）　　　　P　　　　　　10－15　　　フェムト（femt。）　　　f

　　　1018　エクサ（exa）　　　　E　　　　　　10－18　　　アト（atto）　　　　　　a
　　例えば，長さの単位mの103倍はkm，1σ2倍はcm，10－3倍はmm，10－6倍はμm，め→倍はnmとなる．ただし，質量の

　単位の整数乗倍は，グラムに接頭語をつけて表示する．例えば，mgはμkgと記さない．

3．特別の名称と記号を持つSI組立単位の例

　　量単位の名称単位の記号　量　単位の名称単位の記号
　周波数　　ヘルツ　　　　Hz
　力　　　　　　ニュートン　　　　　N

　圧カ　　パスカル　　 Pa

　エネルギー，　　ジュール　　　　　　J

　仕事，熱量

　仕事率，電力　　ワット　　　　　　　W

　電　荷　　　　クーロン　　　　　　C

　電　位　　　　　ボルト　　　　　　V

　静電容量　　　　ファラド　　　　　　F

　照度　　ルックス　　　lx
　吸収線量　　　　グレイ　　　　　　Gy

4．SIと併用されるS1以外の単位の例

　　量単位の名称単位の記号

　　電気抵抗　　　　　オーム

　　コンダクタンス　　　ジーメンス

　　磁束　　　ウェーバ
　　磁束密度　　　　　テスラ

　　インダクタンス　　　ヘンリー

　　セルシウス温度　　セルシウス度

　　平面角　　　　　　ラジアン

　　立体角　　　　　　ステラジアン

　　光　束　　　　　　ルーメン

　　　放射能　　　　　ベクレル

　　線量当量　　　　　シーベルト

量　　　　　単位の名称　　単位の記号

Ω

S

W
T

H
。C

rad

sr

　lm

Bq

Sv

時間分　min　質量トン　t　　　　　　　時h二二バールbar　　　　　　　日　　　　　　d　　　　　　エネルギー　　電子ボルト　　　　eV

体積リットル1．L平面角度　。また，圧力はSI単位ではパスカルであるが，血圧等の体内圧力に関しては混乱を避けるため，　mmHgを使用できる．
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5，その他よく用いられる量と単位記号の例
面積　　　　m2，　cm2

加速度　　　m／S2

電流密度　　A／m2

輝度　　　　cd／m2

質量百分率　　％

体積百分率　　v。1％

体積

波数

磁場の強さ

粘度

質量百万分率

湿度百分率

ヨ　　　　　

m，cm，1，　ml

　　　　cm－1

A／m

Pa・s

速さ

密度

モル濃度

動粘度

ppm　　質量十億分率
　％　　回転速度

　　　　　　　m／s
　　ヨ　　　　　ヨkg／m，9／cm，9／ml

　　　　　　mol／l

　　　　　　m2／S

　　　　　　ppb
　　　　　　r／s

エンドトキシン単位　EU

6．よく用いられる記号，略号

融　点

分解点

沸　点

凝固点

比　重

屈折率

施光度

吸光度

水素イオン指数

pK値

mp
mp（dec．）

bp
fp

ゴ

η

α

pH
ρκ

ミハエリス定数

Rf値

保持時間

50％致死量

50％有効量

経ロ投与

静脈投与

腹腔投与

皮下投与

筋肉投与

κ1η

尺〆

ケ

LD50

ED50

P’o’

1．V．

1．P．

ρ’c’

1．m．

標準偏差

標準誤差

　紫外吸収

赤外吸収

核磁気共鳴

電子スピン共鳴

施光分散

　円偏光二色性

　マススペクトル

S．D．

S．E．

UV
IR

NMR
ESR
ORD
CD
MS
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