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研究成果の概要（和文）：危険ドラッグは大きな社会問題となっており、化学構造を包括的に規制しているものの、現
在の機器分析に頼る手法では規制当局に過大な負担がかかるため、著しい市場変化に対応できる簡便なスクリーニング
法の開発が急務である。DNAアプタマーは、低分子化合物を高親和性で認識でき、抗体と比べて短時間かつ安定的に産
生可能である。本研究では、DNAアプタマーをスクリーニング法に応用することを目指して検討を行った。得られた合
成カンナビノイドと結合するDNAアプタマーは、典型的な構造認識モチーフを持つことが明らかになった。今後は、捜
査現場において利用可能な薬物検出キット開発に向け検討を進めたい。

研究成果の概要（英文）：Wide spread use of recreational drugs has become a serious problem in our 
society. Although novel psychoactive drugs are being regulated comprehensively by Japanese government 
recently, current GC or LC-MS-based analytical method, may take an excessive burden for the regulatory 
authority. Thus, it is urgently necessary to develop a test useful for newly marketed drugs. DNA aptamer 
can detect a low molecular compound with high affinity and be produced stable in a short time compared 
with antibodies. The present study is aiming at applying DNA aptamer to a test of abused drugs. DNA 
aptamers that recognizes synthetic cannabinoids are generated by systematic evolution of ligands by 
exponential enrichment (SELEX) methods. After ten rounds of SELEX, some DNA aptamers were successfully 
obtained and analyzed those sequences. On-site testing for drugs of abuse would be developed by using 
these DNA aptamers.
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１．研究開始当初の背景 
(1)覚醒剤、大麻や麻薬など乱用を目的とした
薬物は、製造、輸入、所持、譲渡や譲受など
がそれぞれ対応する法律で禁じられている。
しかし近年、これらの規制対象薬物の化学構
造を一部変化させた化合物、いわゆるデザイ
ナーズドラッグが流通するようになり、販売
者は“脱法（合法）ドラッグ”などとして違
法性を秘匿している。さらに、実際には乱用
目的であるにも拘らず、「ハーブ」や「バス
ソルト」などと称して人体に適用しない旨の
注意書きを添えてインターネット上や自販
機を含む街中で販売され、覚せい剤などに比
べ入手が容易であることから、特に若年層に
おけるゲートウェイドラッグとなっている。
また、最近ではこれらの違法ドラッグを使用
した者が、重大な交通事故を起こしたり自ら
健康被害を被ったりするなどの事例が相次
いで報告されており、大きな社会問題となっ
ている。 
しかし、新たな化合物の法規制には、化合

物の構造決定、動物実験や流通実態把握など
多くの作業工程が必要であり、規制までには
年単位の時間が必要となる。このため、市場
で流通している新規化合物の規制が決まっ
た時には、わずかに構造を修飾した違法ドラ
ッグが新たに流通しているといった現状も
ある。このように、違法ドラッグの流通と規
制は、“イタチごっこ”であり、このような
現状を打破するために、“包括規制”の必要
性が叫ばれている。しかし、包括規制として
化学構造を規定したのち、実際にどのような
方法で対処していくかについては方向性が
必ずしも定まっていない。その背景として、
化学構造を定性的に決定するためには質量
分析や NMR 等の機器分析が必要であるが、
これらの分析には時間がかかり、大量に出現
する薬物を捌ききれないことが挙げられる。 

 
(2) すでに平成 24 年度において、違法ドラッ
グを含有する“ハーブ”、“パウダー”および
“リキッド”約 130 銘柄を GC-MS により分
析し、現時点での流通実態を一定程度把握し
ている。その結果、従来は“ハーブ”には主
に合成カンナビノイド類、“パウダー”およ
び“リキッド”にはカチノン等フェネチラミ
ン類が含有されることが一般的であったが、
最近では“ハーブ”の多くに複数の合成カン
ナビノイドが認められ、さらにフェネチラミ
ン類が入っているものも出現し始めている
ことが判明した。合成カンナビノイドは、従
来から流通している JWH-018 の誘導体およ
び最近になり流通し始めた UR-144 の誘導体
が多く認められた。また、フェネチラミン類
ではα-PVP 誘導体が多く認められた。 
 
２．研究の目的 
(1)研究開始当初の背景(1)に示した状況を解
決する策のひとつとして、抗体等を用いたス
クリーニング法によりふるいにかけた後に

機器分析を用いるという、２段階の選別方法
が考えられる。しかしながら、ドラッグ市場
の回転の速さに基本化学構造を特異的に認
識する抗体の作成が追いつかないことが容
易に予想できたため、申請者は抗体と同等以
上の特異性で物質を認識することができ、そ
の取得が抗体と比べて極めて短時間で行え、
かつ安定的に産生可能である核酸アプタマ
ーを違法ドラッグのスクリーニングに応用
することを考えた。違法ドラッグの基本構造
が変化しても、アプタマーであれば迅速に対
応して新しいスクリーニング法に移行する
ことが可能である。また、包括規制の対象化
学構造がどのようになっても、それを認識す
るアプタマーは理論上作成可能であり、抗体
作成の様にやってみなければ良いものが取
れるかどうかわからないという場当たり的
ではない。従って、違法ドラッグの基本骨格
を認識するアプタマーを用いたスクリーニ
ング法の開発は包括規制に大いに寄与でき
ると考える。 
 
(2) 研究開始当初の背景(2)に示した背景があ
ったので、本申請研究では JWH-018、
UR-144 およびα-PVP に対する核酸アプタ
マーの選択を行い、標的物質やその誘導体お
よび関連物質との親和性を明らかにする。さ
らに、得られたアプタマーを用いて、違法ド
ラッグの現場スクリーニングに耐える簡易
試験法の実用化を目指すことを目的とした。 
 
３．研究の方法 
(1)ランダム DNA ライブラリの作製と選択 
①低分子への結合性が良いとされる塩基数
（60-100 塩基）になるように、2種類の ssDNA
ライブラリを作成した。 
5末端および3末端のプライマー領域は、各々
18 塩基とした。プライマー領域に挟まれるラ
ンダム配列領域は 40 塩基（N40）または 60 塩
基(N60)とした。（N40 を含むものは 76 塩基、
N60を含むものは96塩基のssDNAライブラリ
となる。） 
②薬物のアルキル側鎖末端にアミノ基また
はカルボキシル基を導入した誘導体を合成
し、これらと、磁気ビーズである Dynabeads 
M-270 Amine または Dynabeads M-270 Epoxy
とを結合させた。 
③各違法ドラッグを結合した磁気ビーズを
用いて、 SELEX(systematic evolution of 
ligands by exponential enrichment)法によ
り ssDNA の選択を行った。 
 
 (2)クローニングとシークエンス解析  
SELEX 法のラウンドを繰り返し、得られた
ssDNA ライブラリをベクターに組み込んだ。
これを用いて、E. coli DH5を形質転換した。
アンピシリンを含む LB 培地に播種し、コロ
ニーを形成させた。各コロニーからプラスミ
ド DNA を抽出した。得られた DNA をシークエ
ンス解析にかけ、各違法ドラッグを認識する



か確認を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(3)表面プラズモン共鳴測定装置（Biacore 
T100）を用いた結合性の解析 
上記(2)の検討を行った結果、各違法ドラッ
グを認識することが確認出来たssDNA配列に
対して、本検討を行った。 
各違法ドラッグ誘導体をBiacoreセンサーチ
ップに結合させた。クローン化した ssDNA を
Biacore T100 に流入し、結合性を定量的に解
析した。 
 
４．研究成果 
N40 または N60 を含むランダム ssDNA ライブ
ラリ、フルオレセイン修飾をしたフォワード
プライマー、ポリ A修飾をしたリバースプラ
イマーを作成した。 
始めに、水溶性薬物である MDA 塩酸塩
(3,4-methylenedioxyamphetamine 
hydrochroride)に対するssDNAの選択を行っ
た。 
MDA は MDMA 同様、覚せい剤用の幻覚作用を持
つ麻薬で、MDA 類似体は現在も危険ドラッグ
として流通している。 
MDA-Dynabeads（Dynabeads の活性化基に MDA
の側鎖を結合させたもの）を用いて、SELEX
法により、MDA に対する ssDNA の選択を行っ
た。 
SELEX 10 ラウンド終了後、60 mer の ssDNA
ライブラリーから、MDA を認識する ssDNA28
種を得た。これらの配列を特定し、立体構造
の決定を行った。 
28 種の ssDNA のうち、比較的親和性が高いも
のをクローン化した。これらの ssDNA（MDA
アプタマー）の解離定数（Kd 値）を求めた。
その結果、最も優れた MDA アプタマーの Kd
値は 50.1 nM であった。（これまでに報告さ
れているエタノールアミンのアプタマーや、
既に実用化されているコカインのアプタマ
ーの Kd 値は各々19 nM、104 nM である。） 
また、MDA と異なり、難水溶性の薬物である
JWH-018 に対するアプタマーの選択を行った。
なお、JWH-018 の基本骨格は、JWH-019、
JWH-022、AM2232 などと共通である他、包括
規 制 の 対 象 と な っ て い る

(1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methano
ne であるため、JWH-018 のみを認識するので
はなく、この基本骨格を認識するものを選択
するように、SELEX 法を行うこととした。 
 (1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl) 
methanoneからJWH-018カルボン酸を合成し、
JWH-018-Dynabeads（Dynabeads の活性化基に
JWH-018 の側鎖を結合させたもの）を作成し
た。これを用いて、SELEX を行った。 
10 ラウンド終了後に得られた ssDNA を
T-Vector pMD20 に組み込み、E. coli DH5
を形質転換した。96 個のコロニーからプラス
ミド DNA を抽出し、シークエンス解析を行っ
た。その結果、1 種ではあるが、典型的な核
酸アプタマーの構造モチーフであるGカルテ
ット構造を取りうる配列を持つことが明ら
かになった。 
これらの結果から、薬物の水溶性・難溶性に
かかわらず、SELEX 法は乱用薬物に対するア
プタマーのスクリーニング法として有用で
あることが明らかになった。 
今後、他の乱用薬物に対するアプタマーの選
択を行い、実用化（薬物捜査現場において利
用可能なオンサイト薬物検出キットの開発
等）に向けた検討を進めたい。 
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