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1. はじめに

2005年の薬物動態談話会夏のセミ

ナーにおいて，薬物代謝予測に関する

4 つの in silico ツール (BioFrontier /

P450, MetaDrugTM, METEOR およ

び AdmensaTM)の機能紹介およびこ

れらのツールを用いて，宿題として与えられた 4 つの新

規化合物の代謝予測を行い，その結果を人間の経験に頼っ

た代謝予測(in cerebro 予測)と比較する試みを行った．言

わばコンピューター(in silico)と人間の頭脳(in cerebro)と

の競争を試みた．その結果，まずそれぞれの in silico ツー

ルの弱みや強みが認められ，その強みを活かす方向で in

silico ツールを活用すべきであることが明らかとなった．

たとえば BioFrontier/P450や AdmensaTM は P450代謝反

応に特化しているので，酸化反応の予測に向いているが

Phase II 代謝予測は行わない．MetaDrugTM と METEOR

は knowledge-based の予測であるのでかなり網羅的な代

謝経路の予測結果が得られるが，データベース上に存在す

るあらゆる代謝経路が提示されるために主たる代謝経路が

分かりにくいところがある．一方，in cerebro 代謝予測は

個人の経験に基づくルールによっている訳であり，またこ

れらのルールを個人の有するデータベースで検証した方法

によって予測がされているために比較的信憑性の高い代謝

経路が予測されてくるが，in cerebro データベースに無い

代謝経路は予測できない．以上のことから，現時点で薬物

代謝予測を行う 善の方法は下記のようになると考えられ

た．In silico と in cerebro の競争ではなく，協奏である．

本来，in silico ツールは in cerebro を補完するものとして

捉えた方が良いと思われる．

1 ) 与えられた化合物につき，knowledge-based の in

silico ツールによる網羅的な代謝予測を行う(おそらく

必要以上に多くの予測代謝経路がアウトプットされる

であろう．これらの代謝経路のプライオリティーも明

確には分かりにくい．)．

2) In silico ツールの予測結果を見ずに in cerebro による

代謝予測を行う．これは予め余計なバイアスを取り除

いて真正面から考えるために必要である．代謝経路の

プライオリティーを経験に基づいて判断しておく．

3) In silico 予測結果を見て，in cerebro 予測からは可能

性の低いと考えられる代謝経路を削除(あるいは保留)

し，また明らかに予測されていないと考えられる代謝

経路があれば追加する．プライオリティーについては

in cerebro の結果を優先し，判断がつきにくいものは

計算ソフトを使って補助的な情報とする(LogP や電

子密度など)．In silico 予測結果には，なるほどと気

がつくものもあればほとんど考えられないものもあ

る．これは in cerebro 予測能力向上のための訓練にも

なるであろう．可能性の低いものの多くは，立体障害

を無視している場合である．

上述のやり方をトルエンの代謝予測に応用したものを図

1 (in cerebro 予測)と図 2 (in silico 予測)に示す．トルエン

のように簡単な構造の化合物では両予測間であまり大きな

違いが出にくいのであるが，それでも in silico 予測には現

実に考えにくい代謝物が生じている．トルエンよりもう少

し複雑な化合物になると in silico 予測と in cerebro 予測の

差は格段に大きくなる．

トルエンのベンゼン環に直結しているメチル基はベンジ

ル位の炭素として有機化学的に反応性が高い．従って，in

cerebro 予測ではまずこの部位がシトクロム P450(P450)に

よって水酸化されてベンジルアルコールになると予測す

る．アルコールはそのまま連続酸化を受けてカルボン酸ま

で代謝されるので， 終的に安息香酸が生じると予測す

る．通常，カルボン酸はグルクロン酸抱合を受けるが，安

息香酸ではグリシン抱合されることは教科書的にも良く知

られた代謝反応であり，従ってグリシン抱合されると予測

する(これはデータベース的考え方になる)．もちろん，グ

ルクロン酸抱合体もわずかに生成するであろう．これがト

ルエンの もありうる代謝経路であると考えられるが(図

1 では太い矢印で記載してある)，メチル基以外に置換基

の無いベンゼン環は水酸化されるであろうと考えられる．

メチル基は有機化学的には電子押し出し方向に働くのでオ

ルソ，パラ位が電子リッチとなり，P450によって水酸化

されると判断される．ここで重要なことは立体障害である．

P450の活性中心に近づくためには代謝部位の回りに水溶

性に富んだ極性官能基や嵩高いグループが存在することは

障害となる．メチル基は決して大きなグループではない

が，それでも立体障害となる．従って，メチル基が存在す

るオルソ位と比較して，何も置換基の存在していないパラ

位が優先的に水酸化されると考える．このように，有機化

学的に反応性の高い部位(換言すれば電子リッチな部位)や

立体障害の無い部位を探し出し，その部位が代謝されると

考えるのが in cerebro の方法である．これに過去の文献情

報(例えば安息香酸はグリシン抱合される，など)を組み込
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図 1 トルエンの in cerebro による代謝経路予測

有機化学的に，ベンゼン環に直結しているメチル基はベンジル位として反応性が高い．この部分がまず水酸化されると考える． 終酸化

体の安息香酸はグリシン抱合されることが報告されている．同じく，カルボン酸はグルクロン酸抱合されても不思議ではない．ベンゼン

環そのものの水酸化は，メチル基がオルソ，パラ配向性であるので，メチル基のオルソ位あるいはパラ位が水酸化されると考える．立体

障害を考えるとパラ位水酸化が優先する．フェノール型代謝物はグルクロン酸あるいは硫酸抱合を受けると考える．

図 2 トルエンの in silico による代謝経路予測

In silico 代謝予測では通常，in cerebro よりも多くの代謝物が予測される．安息香酸タウリン抱合体やキノンメチド型代謝物およびそのメ

ルカプツール酸抱合体は多くの構造類似体の代謝経路から in silico により予測されている．これらの代謝物は生成しないかあるいはあっ

ても極めてわずかであろうと考えられる．
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むのである．抱合可能な代謝物が生成したらそれは必ず抱

合されると予測する．図 2 はトルエンの METEOR によ

る代謝予測経路である．In cerebro と比べ，一見して多く

の代謝物が予測されている．この中でタウリン抱合体やキ

ノンメチド型代謝物およびそのメルカプツール酸抱合体は

おそらく無視して構わないと考えて良いであろう．キノン

メチド型代謝物は a，b 不飽和カルボニル構造であり，こ

れがグルタチオン抱合された結果メルカプツール酸抱合体

が生じると in silico データベースは予測しているが，キノ

ンメチド型代謝物の生成自体が極めてマイナーな経路と言

えよう．かつ，反応性のある部分はメチド部分の炭素原子

であり，a，b 不飽和カルボニル構造内の炭素原子ではな

いと考えられる．おそらく部分構造が類似した他の化合物

の代謝経路が抽出されて予測されているものと推察され

る．それでも，pヒドロキシトルエンがキノンメチド型の

反応性代謝物に変化しうるらしいことは in silico データ

ベースが教えてくれる発見ではある．

さて，ある化合物の化学構造式からその代謝経路を予測

することが出来る，などと宣言するのはかなりの勇気を必

要とする．すべての薬物代謝酵素について，その存在量や

基質特異性に関する定量的情報が無ければ正確な代謝予測

ができる訳も無く，思慮を欠いた無謀な言葉であるように

思える．しかし，数多くの薬物の代謝経路を調べてみる

と，共通した法則らしきものがあることが分かってくる．

薬物代謝酵素は広い基質特異性を持ち，色々な化合物を基

質として受け入れているのではあるが，どうやら基質の化

学構造全体を認識しているのではなく，部分構造や官能基

を認識しているようである．特に第二相代謝酵素はこの傾

向が強く，たとえばフェノール性水酸基やエポキシドなど

の官能基を全体から取り出して認識(代謝)しており，他の

部分は無視する特性がある．従って，ある薬物の部分構造

を見て，そこから産生しうる代謝物をできるだけ数多く列

挙することに限るならば，代謝の予測はそれほど難しくは

ない．これは換言すれば，どの部分構造が代謝を受けやす

いかということを定性的に見出すことであり，創薬の初期

の段階ではこれが分かれば良い場合が多い．例えば in

vitro で薬効を示した化合物が in vivo で薬効を消失した

ケースでは，吸収が悪くない限り広範に代謝が進行してい

るからであり，それを防ぐために代謝を受けやすいと思わ

れる部分を片端から化学的にブロックすることが行われ

る．開発初期には，個々の化合物について時間のかかる代

謝物の単離・構造決定を行う事ができないのが実情である．

2. 未変化体として排泄されるか否か

投与された薬物は，ほとんどの場合，代謝物として尿お

よび胆汁中に排泄されてくる．代謝されずに未変化体とし

て排泄されるものは，水溶性が高い化合物であり，また尿

中に排泄されることが多い．すなわち水溶性の程度によっ

て，代謝を受けずに排泄されるか，代謝物として排泄され

るかがおおむね決まるのであるが，この目安としてはオク

タノール/水(pH 7.4)間の分配係数(log P)を用いることが

できる．広橋は log P 値が－1 以下のものは生体にとって

親水性であるとみなされ，未変化体が尿中に排泄されるが，

0 以上のものは親油性とみなされ，代謝物として排泄され

ると報告している1)．ちなみに log P が－2 以下の化合物

は細胞膜も透過せず，腸管からも吸収されないとしてい

る．もちろん，吸収や排泄にトランスポーターが関与する

化合物にはこの規則は適用できない．以上のことから，

log P が 0 以上であればその薬物は代謝を受けると考えて

良いと言える．Log P は実測によらずとも clog P として

計算することが可能である．第一相代謝により抱合可能な

官能基が生じたら，抱合されることによって clog P は－1

以下になると考えられ(メチル抱合はむしろ脂溶性が増大

するので除く)，代謝はそこで終了すると考える．しかし

第一相反応で生じた代謝物の clog P がまだ 0 以上の場

合，二度目の第一相反応を受けることも考慮した方が良い．

3. 第一相代謝酵素と第二相代謝酵素

薬物代謝反応を第一相反応と第二相反応に分けた場合，

第一相反応の予測は第二相反応のそれと比較して難しい．

本稿ではまず第一相代謝反応を定性的に予測する方法を示

す．これは主に日本薬物動態学会の学会誌であった“薬物

動態”誌に代謝経路が掲載された薬物について網羅的に調

べ，共通する特徴をまとめたものである2,3)．なお，この

定性的代謝予測法では，第二相酵素によって抱合を受けそ

うな官能基(水酸基，アミノ基，カルボキシル基，スルフ

ヒドリル基，エポキサイドなど)が生成したら，この部分

は抱合されると予測する(グルクロン酸抱合，硫酸抱合，

アセチル抱合，アミノ酸抱合，グルタチオン抱合，メチル

抱合)．

4. 仮想薬物化合物 A を用いた代謝予測

図 3 に仮想薬物，化合物 A の化学構造を示す4)．これは

代謝を受けそうな部分構造を組み合わせて構築したもので

ある(このように分子量が1000を超えるような化合物は水

にも溶けず，吸収もされないであろうが)．代謝経路を定

性的に予測する場合，その化学構造を見て，以下の部分構

造の存在を確認する．

1) 分子内にヘテロ原子(S, N, O)が存在するか，

2) 芳香環に結合したアルキル基があるか(ベンジル位，

v および v－1 位の有無．芳香環に結合していない長鎖

アルキル基では v および v－1 位)，

3) エステルやアミドであるか，

4) 水酸基が導入されるような立体障害の無い芳香環や
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図 3 仮想薬物 Compound A
代謝を受けると考えられる部分化学構造を寄せ集めて構築した仮

想分子である．代謝を考える上で化学構造のどこに着目すべきか

について議論する上では都合が良い．
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アルキル基があるか，

5) 有機化学的に還元できる官能基があるか，

6) N 原子を多く含むヘテロ芳香環があるか(キサンチン

オキシダーゼやアルデヒドオキシダーゼの基質となる)．

化合物 A についてその手順を示す．

1)のヘテロ原子の存在は(ト)のチオエーテルとしての S

原子，(ヲ)の一級アミンとしてや(ソ)の三級アミンとして

の N 原子，および(リ)のエーテルとしての O 原子が認め

られる．これ以外にも化合物 A には，(ハ)と(ニ)のエス

テルやアミドに含まれる O および N 原子，(チ)のイミダ

ゾール環内の N 原子，(ヌ)のジアゾ基の N 原子，(ル)の

ニトロ基の N 原子，(ナ)の独立したカルボニル基の O 原

子，(ラ)のジスルフィド基の S 原子が存在するが，これ

らには特有な代謝反応が存在するので別項目として述べ

る．

先述のごとく，薬物代謝酵素は電子密度の高い部分を反

応部位として認識しているようであり，S, N, O のヘテロ

原子およびその周囲の代謝はおおよそこの順番で代謝され

やすいと考えて良い．また，S 原子の電子密度は非常に高

いために S 原子のみが酸化され，これに隣り合う C 原子

が酸化されることはないと考えて良い．(ト)のチオエーテ

ルの S 原子は直接に酸化され，S オキサイド(S→O)およ

びスルフォン(SO2)に代謝されると考える．N 原子は直

接の酸化と N 原子に結合した C 原子の酸化がある．(ヲ)

の一級アミンはアルデヒドを経てカルボン酸(COOH)まで

代謝される．(ソ)の三級アミンでは N オキサイド(N→O)

が生成するか，あるいは N 原子に隣接する部位である

(レ)および(ツ)の C 原子が酸化され，(レ)の場合はメチ

ル基が脱離し，(ツ)の場合は 6 員環が開環すると考える．

O 原子は直接酸化されることはなく，O 原子に結合した C

原子が酸化される．(リ)のエーテルでは O 原子に結合し

たメチル基が酸化され，メチル基が脱離する．メチル基は

アルキル基として一般化して良く，O 原子あるいは N 原

子に結合したアルキル基は Oあるいは N脱アルキル化

されると考えて良い．開環反応も脱アルキル化の一種であ

る．

2)の芳香環に結合したアルキル基(ベンジル位，v およ

び v1 位の有無)として，ベンジル位は(ヘ)，(ワ)および

(ム)に認められ，この部位が水酸化される可能性が高い．

特に(ム)のようなベンジル位のメチル基はカルボン酸まで

代謝されることが多い(ベンジル位は有機化学的にも反応

性が高い．ただし，化合物 A の場合には周囲に嵩高いグ

ループが存在し，立体障害のために代謝されない可能性が

あるが)．(ネ)にもベンジル位が存在するが，この場合も

立体障害のため酸化されにくいであろうと考えられる．ま

た(オ)のベンジル位炭素は，そのアルキル基の先端に代謝

性のより高い一級アミン構造があるために，そちらの代謝

が優先してしまうであろう．v 位と v－1 位はそれぞれ

(タ)と(ヨ)に認められ，いずれかに水酸基が導入される．

ちなみに v はアルキル基の一番末端の炭素を意味し，

v－1 は末端から炭素原子 1 つ戻った位置を意味する．v

位が v1 位よりも先に水酸化された場合，カルボン酸へ

の酸化とそこからの b 酸化による C2 ユニット毎の鎖長短

縮が進行する．化合物 A では途中(カ)に二重結合が存在

するが，b 酸化の妨げとはならず， 終的に(ワ)の部分が

カルボン酸になるまで b 酸化が進行する．二重結合と同

様，メチル基なども b 酸化の妨げにはならないが，三重

結合やエチル基あるいは二つのメチル基が同時に存在する

とその部位で b 酸化は停止すると考えて良い．b 酸化は脂

肪酸の通常の代謝反応であり，ミトコンドリアで行われて

いる．これに対して薬物由来の長鎖カルボン酸は CoA エ

ステルとなった後，ペルオキシゾーム中で鎖長短縮を受け

るとされている．b 酸化が完全に行われると，炭素鎖が偶

数の場合にはカルボキシルメチル基(qCH2COOHq は

芳香環)まで，化合物 A のように奇数の場合にはカルボキ

シル基(qCOOH)まで代謝される．もちろんこれらの薬

物では b 酸化途中の代謝物も認められている．v－1 位が

先に代謝された場合，生じた水酸基がさらにカルボニル基

まで代謝されることが多い．

3)のエステルとアミドは(ハ)および(ニ)にそれぞれ認

められ，加水分解されると考えて良い．しかしアミドは場

合によって加水分解されないことがありおそらく立体障害

が影響している模様である．アミドを形成するアミン側と

カルボン酸側の両方が共に嵩高い構造であると加水分解さ

れにくいようであり，いずれかが嵩高くなければ加水分解
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される模様である．化合物 A のアミドは加水分解されに

くい型のものであろうと考えられる．一方，エステルは大

体において加水分解されると考えて良い．

4)の水酸化を受けそうな置換基の少ない芳香環があれ

ば，置換基から遠い位置(主にパラ位)が水酸化されると考

えて良い(トルエンの例参照)．しかし，オルソ位の水酸化

も全く無視することはできない．化合物 A の場合は(イ)

のベンゼン環が も水酸化される可能性がある芳香環であ

る．(ロ)のベンゼン環はフッ素が導入され電子密度が低下

しているため，水酸化反応は起こり難いと考えて良いであ

ろう．(ホ)や(ク)のベンゼン環やナフタレン環はそれぞれ

1 箇所酸化できる部位があるが，周囲に置換基が多く，立

体障害のために代謝は起こり難いと考えて良い．(イ)のベ

ンゼン環のように置換基が少ない部分はエポキサイドを生

成する可能性も考える．これは続けてジヒドロジオールへ

の変化やグルタチオン抱合を受ける可能性があると考える．

5)の有機化学的に還元を受ける官能基としてはニトロ

基(ニトロソ基，ヒドロキシルアミノ基を経てアミノ基ま

で還元NO2→NO→NHOH→NH2)，ヒドロキシアミ

ノ基(アミノ基まで還元NHOH→NH2)，ジアゾ基(2

つのアミノ基に還元N＝N→2NH2)，Nオキサイド

基(アミン基に還元－＞N→O→－＞N)，ジスルフィド基(2

つのスルフヒドリル基まで還元SS→2SH)，スルフ

ォキシド基(チオエーテル基に還元＞S→O →＞S)，独

立したカルボニル基 (水酸基に還元＞C＝O→＞

CHOH)，アルデヒド基(水酸基に還元CHO→CH2

OH)およびカルボニル基に隣接した二重結合(飽和結合に

還元COC＝C→COCH2CH2)がある．一方，スル

フォキシドと異なりスルフォンは化学的に安定で還元を受

けない．化合物 A では，(ヌ)のジアゾ基の N 原子，(ル)

のニトロ基の N 原子，(ナ)のカルボニル基の O 原子，

(ラ)のジスルフィド基の S 原子，(ヤ)のカルボニル基に

隣接した二重結合が認められ，上記の還元反応を受けると

考えられる．(カ)のような独立した二重結合が直接に還元

されることは無いが，b 酸化の過程では還元された代謝物

が生ずることがある．従って，(タ)の部位から一度 b 酸

化を受けたカルボン酸を有する代謝物ではこの二重結合が

還元されている場合がある．これは b 酸化に二重結合還

元のステップが含まれているからである．

6)窒素を含む複素環化合物は P450ではなくキサンチン

オキシダーゼやアルデヒドオキシダーゼで酸化されること

がある．イミダゾール化合物などは P450を強く阻害する

ものが多いが，生体内では P450ではなく別の酵素で代謝

される場合があるわけである．ヘテロ原子に結合した炭素

が酸化されるという範疇に属する．化合物 A では(チ)の

イミダゾール基の二つの N 原子に挟まれた C 原子が酸化

されると考えられる．

5. おわりに

化合物 A は仮想化合物であるので，むしろ過去に報告

のある個々の化合物について一つ一つ上記の考え方を応用

して検証してみることが勧められる2,3)．いつもながら例

外があることは避けられない．その場合，なぜ例外的な代

謝反応が進行するのかを考えることは大変面白い．何か新

しい発見につながるのではないであろうか．

薬物の代謝経路は，一連の実験が終了後構造の判明した

代謝物を並べ替えながらレトロスペクティブに考えること

が多い．これは，確かに実験をして初めて分かる事が多い

ので止むをえない面がある．本稿に記載した代謝ルール

は，早期開発段階において代謝が速いがゆえにバイオアベ

イラビリティーが低い化合物群の構造変換に役立つであろ

うと思われる．代謝に好適なスィートスポットの構造を変

換することにより適度な半減期を有する化合物群に到達で

きることを期待したい．後期開発段階においては，代謝経

路を精査する際に見落としを気付かせてくれることが期待

される．あまりにデータ主義にこだわっていると何らかの

理由で単離精製できなかった代謝物についてはそこに至る

代謝経路は存在しないと誤って結論づけてしまう危険性が

ある．一般代謝ルールで予測される代謝物が見つからない

場合，本当に存在しないのか，存在するけれども微量なの

か，単に見落としていたのかを考え直すきっかけとなるで

あろう．なお，薬物代謝反応に動物種差があることは事実

である．ただし，本稿に記載されていないような奇想天外

な代謝経路が色々な動物種に存在するのではなく，予測可

能な代謝経路のオプションがいくつか存在し，動物種によ

って採用されるオプションが異なっていると考えた方が良

い． 近話題になっているヒト特有代謝物もおそらく想定

範囲内の代謝物であろうと考えて良い5)．一方，医薬品開

発を途中で中断せざるを得なかった理由として，以前は好

ましくない薬物動態学的特性(低吸収性，初回通過効果な

ど)が も上位にあったのが， 近では毒性の問題が上位

に浮上してきている6)．従って，開発の早い段階から毒性

に関して色々な予測を行うことは重要になって来ている．

もし毒性の原因のかなりのものが代謝物(反応性代謝物を

含む)に由来するのであれば，これに関する予測も極めて

重要であり，今後はレトロスペクティブにではなく，プロ

スペクティブに代謝経路と毒性について考えていかなくて

はならないであろう．毒性を示すかも知れない代謝物の

内，反応性代謝物の構造と生成メカニズムは本稿に記載し

た一般ルールとは異質のものであり，専用の別の考え方を

用意しなくてはならない．これに関しては別の総説を参考

とされたい7)．



―10――10―

参考文献

1) 広橋敏之体内動態から見た薬物の新油性について，薬物動

態，2: 291302 (1987)．

2) 池田敏彦薬物代謝予測，In 野村 護，堀井郁夫，吉田武美

編非臨床試験マニュアル，pp. 486503，エルアイシー，

東京(2001)．

3) 池田敏彦薬物代謝予測と毒性，In 野村 護，堀井郁夫，吉

田武美 編非臨床試験ガイドラインへの対応と新しい試

み，pp. 506524，エルアイシー，東京(2008).

4) 池田敏彦化学構造式に基づく代謝・毒性予測，Pharma Vi-

sion News No. 4, 2225 (2004). http://bukai.pharm.or.jp/

bukai_vision/news/no_4.pdf

5) U.S. Department of Health and Human Services, FDA, Cen-

ter for Drug Evaluation and Research (CDER). Guidance for

Industry, Safety Testing of Drug Metabolites. February 2008.

6) Frank, R. and Hargreaves, R.: Clinical biomarkers in drug

discovery and development. Nat. Rev. Drug. Discov., 2: 566

580 (2003).

7) Uetrecht, J.: Bioactivation, In Fisher, M. B., Lee, J. S. and

Obach, R. S. eds.: Drug Metabolizing Enzymes. Cytochrome

P450 and Other Enzymes in Drug Discovery and Develop-

ment, Fontis Media and Marcel Dekker, New York, pp. 87

145 (2003).


	目次
	1　平成21年度新評議員候補者の推薦依頼について
	2　日本薬物動態学会フェロー(JSSX Fellow)の公募の御案内
	3　レクチャーノート
	4　トピックス
	5　アドメサークル
	6　学会参加体験記
	7　DMPK 著者からのメッセージ
	8　第23回日本薬物動態学会年会(熊本)時に開催された各種委員会報告について
	9　日本薬物動態学会第80回理事会報告
	10　他の学会案内他
	11　事務局便り



