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研究成果の概要（和文）：本研究では薬物アレルギー発症における化学物質の代謝活性化の関与、化学構造的要因を明
らかにすることを目的とした。薬物アレルギー症状に重要な部位として皮膚に着目し、直接皮膚に使用する香粧品中の
保存料であるパラベン類、紫外線吸収剤として使用されるベンゾフェノン類のin vitro代謝反応を明らかにした。さら
に、パラベン類のラット肥満細胞を用いたヒスタミン遊離試験にて、種々のパラベン類によりヒスタミン遊離活性が変
動することを見出した。

研究成果の概要（英文）： Allergic contact dermatitis is a drug allergic reaction characteristically caused
 by application of allergenic low-molecular-weight chemicals to the skin. A purpose of this study is to de
termined contribution of metabolic activation and a factor of chemical structure in the drug allergic reac
tion. We determined a metabolic reaction in in vitro of parabens and benzophenones used as a food preserva
tive and ultraviolet absorber. Furthermore, we found the histamine release from rat peritoneal mast cell a
ctivities changed by various kinds of parabens. Adequate bulky alkyl side chain of parabens is required fo
r the allergic reactions.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
化学物質によるアレルギーとその原因化

学物質である低分子化合物の代謝活性化と
毒性との関連性についての報告はあるが、ア
レルギー毒性発現を定量かつ正確に予測す
る手段は見出されていないのが現状である。 
薬物アレルギーとは、化学物質若しくはそ

の体内代謝物を抗原として誘発される免疫
反応に関連した過敏反応である。医薬品開発
における抗原性試験は、薬物により誘発され
るアレルギー反応を予測することを目的と
して実施する安全性試験であるが、市販後の
薬物アレルギー発症予測は困難を極めてい
る。この薬物アレルギーの特徴として、発生
頻度は低いが毒性が時として重篤であるこ
と、明確な投与量依存性が認められないこと、
宿主依存性の反応であることなどが挙げら
れる。これらに加え、有効性の高い薬物アレ
ルギー評価動物モデルがないことが非臨
床・臨床試験期間中に候補化合物の薬物アレ
ルギー発症予測が立遅れている原因である。 
 
２．研究の目的 
低分子化合物における薬物アレルギー発

症仮説として、低分子化合物がアレルギー症
状を惹起するには、生体内で代謝活性化を受
け、代謝活性体となり、生体高分子と結合す
ることにより抗原性を獲得し、その抗原認識
によってT細胞を活性化すると提言されてい
る。また近年の報告では、化学物質がある T
細胞受容体に特異的に親和性をもつことに
より薬物アレルギー発症機構に関与してい
ると提唱している。これらの薬物アレルギー
発症機序仮説に基づいて、化学物質の代謝活
性化の関与とその化学構造的要因が薬物ア
レルギー発症に深く係わっていると考えた。 
 薬物アレルギー症状に重要な部位として
皮膚が挙げられる。香粧品は特性上、直接、
皮膚に使用するため、アレルギー性接触皮膚
炎などのアレルギー症状が懸念されている。
本研究では、香粧品中の保存料であるパラベ
ン類、紫外線吸収剤として使用されるベンゾ
フェノン類に焦点を当て、in vitro 代謝反応
及びアレルギー反応を検討することを目的
とした。 
 
３．研究の方法 
実験動物として、SD系雄性ラット（Slc: SD, 

180-220 g）、Hartley 系雄性モルモット（Slc: 
Hartley, 180-220 g）を使用した。ラット各
組織（肝臓、小腸、腎臓、肺、皮膚、膵臓）
ミクロソームは、既報に従って調製した。ラ
ット肥満細胞は、既報に従って採取した。動
物実験に際しては、日本薬科大学の動物実験
倫理細則に則り、実験を行った。 
（１）パラベン類の in vitro 代謝反応の検
討：各種パラベン類（C1-C4、C7, C12）(図
1)をラット各組織ミクロソーム、プールドヒ
ト肝または小腸ミクロソーム、ラットカルボ
キシエステラーゼ分子種（Ces1e, Ces1f, 

Ces1d, pI 4.7, Ces2a, Ces2c）、ヒトカルボ
キシエステラーゼ分子種 (CES1, CES2)と反
応させ、加水分解生成物であるパラヒドロキ
シ安息香酸を HPLC にて測定し、加水分解活
性を算出した。 
（ ２ ） ベ ン ゾ フ ェ ノ ン -3
（2-hydroxy-4-methoxybenzophenone: BP-3）
の in vitro 代謝反応の検討：BP-3 をラット
肝ミクロソーム、プールドヒト肝ミクロソー
ムまたはラットシトクロムP450 (CYP)分子種 
(CYP1A1, 2B1, 2C6, 2D1, 2E1, 3A2)にて反
応させ、代謝物を HPLC にて測定した。 
（３）パラベン類のヒスタミン遊離試験：各
種パラベン類（C1-12）、代謝物であるパラヒ
ドロキシ安息香酸をラット肥満細胞と反応
させ、肥満細胞より遊離したヒスタミンを
HPLC にて測定し、ヒスタミン遊離活性を算出
した。 
（４）パラベン類の皮膚感作性試験：ブチル
パラベン、ヘプチルパラベン又は代謝物であ
るパラヒドロキシ安息香酸をモルモットに 5
日間感作し、その 21 日間後に誘発を行い、
24 時間後の皮膚反応を検討した。 
 
図 1．パラベン類の代謝経路 

 
４．研究成果 
（１）パラベン類の in vitro 代謝反応 
①ラット各組織ミクロソームとの反応 
各種パラベン類をラット各組織ミクロソ

ームでの加水分解活性を検討した結果、加水
分解活性が認められた（図 2）。特にラット肝
ミクロソームとの反応においては、高活性を
示し、側鎖の違いにより活性変動が認められ
た。一方、ラット小腸ミクロソームとの反応
においては、側鎖が長くなるにつれて活性の
上昇が認められた（C12 を除く）。ラット肺及
び皮膚ミクロソームとの反応では、肝代謝と
同様な挙動を示し、ラット腎臓及び膵臓ミク
ロソームとの反応では、小腸代謝と同様な挙
動を示した。またラット Ces 分子種との反応
においては、Ces1e、Ces1f 及び Ces1d では、
肝代謝と同様な挙動を示し、pI 4.7、Ces2a
及び Ces2c では、小腸代謝と同様な挙動を示
した。 
②プールドヒト肝または小腸ミクロソーム、
ヒト CES 分子種である CES1、CES2 との反応 
 次にプールドヒト肝または小腸ミクロソ
ーム、ヒト CES 分子種である CES1、CES2 で
の加水分解活性を検討した結果、ヒト肝ミク
ロソームとの反応では、C1において顕著な活
性が認められ、さらに側鎖が短くなるにつれ
て活性の低下が認められた。一方、ヒト小腸
ミクロソームとの反応では、側鎖が長くなる
につれて活性の上昇が認められた（C12 を除



く）。また CES 分子種との反応においては、
Ces1 では、肝代謝と同様な挙動を示し、CES2
では、小腸代謝と同様な挙動を示した（図 3）。 
 

図 2．パラベン類のラット各組織ミクロソー
ムによる加水分解活性変動 
(A) 肝臓, (B)小腸, (C)腎臓, (D)肺, (E)皮
膚, (F)膵臓 
 

図 3．プールドヒト肝または小腸ミクロソー
ム、ヒト CES 分子種による加水分解活性変動 
(A) 肝臓, (B) 小腸, (C) CES1, (D) CES2 
 
これらの結果は、パラベン類の側鎖の違い

が加水分解活性に大きく影響しており、さら
に分子種の違いにより肝代謝型と小腸代謝
型とで加水分解活性変動が異なっているこ
とを明らかにした。 
（２）BP-3 の in vitro 代謝反応の検討 
①ラット、ヒト肝ミクロソームとの反応 
BP-3 をラット肝ミクロソームとの反応を検
討 し た 結 果 、 新 規 主 代 謝 物 と し て
2,5-dihydroxy-4-methoxybenzophenone 
(5-OH BP-3) を 検 出 し 、 さ ら に
2,4-dihydroxybenzophenone (2,4-diOH BP)
を検出した。またヒト肝ミクロソームとの反
応での結果においても主代謝物として 5-OH 
BP-3 を検出した。 
②BP-3 のラット CYP 分子種との反応 
BP-3をラットCYP分子種との反応を検討した
結果、CYP1A1、2C6、3A2 との反応で 5-OH BP-3
の生成が認められ、CYP1A1、2C6 との反応で
2,4-diOH BP の生成が認められた。 
 BP-3 のラット、ヒト肝ミクロソームとの
invitro 代謝により、新規主代謝物である
5-OH BP-3 を明らかにした(図 4)。 

図 4．ラット及びヒト肝ミクロソームによる
BP-3 の代謝経路 
 
（３）パラベン類のヒスタミン遊離試験 
パラベン類のラット肥満細胞におけるヒ

スタミン遊離作用を検討した結果、ヒスタミ
ン遊離作用が認められた。特に中鎖（C6-C9）
のパラベン類に高活性を示し、短鎖（C1-C5）
及び長鎖（C10-C12）のパラベン類ではヒス
タミン遊離活性の低下が認められた。一方、
代謝物であるパラヒドロキシ安息香酸には
ヒスタミン遊離作用は認められなかった(図
5)。 
 

図５．ラット肥満細胞におけるパラベン類の
ヒスタミン遊離作用 
 
パラベン類の側鎖の違いがヒスタミン遊

離活性に大きく影響していることを明らか
にした。 
（４）パラベン類の皮膚感作性試験 
ブチルパラベン、ヘプチルパラベン及び代

謝物であるパラヒドロキシ安息香酸を検討
した結果、ブチルパラベン及びヘプチルパラ
ベンでは、皮膚紅斑反応を認められたのに対
して、パラヒドロキシ安息香酸では認められ



なかった。 
 
まとめ 
本研究では、パラベン類の in vitro 代謝

反応、ベンゾフェノン類の in vitro 代謝反
応、パラベン類のヒスタミン遊離試験及び皮
膚感作性試験を検討した。それぞれの反応に
は、側鎖の違いによる構造的要因が大きく関
与していることを明らかにした。さらにパラ
ベン類及びその代謝物では活性変動が認め
られ、アレルギー反応発現には生体内代謝が
大きく関与していることが示唆された。 
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