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最新医学のトピックス-

生体内活性酸素と疾患*

船　津　和　夫

東京歯科大学市川総合病院内科

Active Oxygen Radicals and Human Disease

Ka.zuo FUNATSU

Internal Medicine, Ichikawa General Hospital,

Tokyo Dental College

は　じ　め　に

鼻近,活性酸素あるいはフリーラジカルという言葉が

医学･歯学のほとんどあらゆる分野で使われるように

なっているが,一般臨床医および歯科医にとってはまだ

なじみのうすい感があると思われる.活性酸素･フリー

ラジカルの研究はこの10年間に飛躍的な進歩をみ,炎

症,発癌,老化,成人病,その他各臓器の種々の疾患に

ついてもその関与が想定されている｡臨床的にも,活性

酸素除去剤の開発が進んでおり,近年中に臨床的に使用

される薬剤が市場に現れるであろうo　そこでここではま

ず活性酸素およびフリーラジカルとはどのようなもので

あるかを解説し,次にこの物薯が臨床的にどのような意

義を有しているかということを病態に即してできるだけ

簡明に述べ,あわせて予防･治療面でのトピックスを紹

介する｡

1.活性酸素は両刃の剣

酸素は人をはじめとしてこの地球上に生存している多

くの生物にとって,必兼の成分であり,酸素なしには生

きていけない｡しかし,太古の時代には窒素,二酸化炭

義,水蒸気が主な成分で,海中に酸素を必要としない嫌

気性生物が存在していた｡これらの嫌気性産物にとって

*本論文の-部は
on Cells of Hepatic Sinusoid(1990. 8. 27, Tuscon,

第26回日本肝月蔵病学会総会　　　　　　　東
戻),第23回日本臨床電子皐貢微鏡学会総会
富山市),第　　日本消化器病学会総会　　　　　　東
京),第79回日本消化器病学会総会　　　　　　京都
市),第6回肝美頁洞壁細胞研究会　　　　　　　久留米
市)において発表した｡
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酸素は有害な成分でもあった｡その後,長い歳月がたち

植物により光合成が行われるようになると,地球上に

徐々に酸素が貯留してきたoオゾン生成も進み,大気圏

にオゾン層が生じ,太陰からの紫外線が減少すると,地

球の陸地は生物にとって住みよい環境となった｡それに

伴い,植物が水中から地上-と移るにつれ,地表の酸素

濃度が上昇し,それまで繁栄していた嫌気性生物は地表

から姿を消し,好気性生物がとって代わるようになっ

た｡好気性塗物が嫌気性生物ともっとも異なる点は,前

者においては酸素を利用し,生体物　の酸素やエネル

ギー源であるATP合成などを行うとともに,酸素の毒

性を消去する機構を有していることである｡ところが,

近年,好気性塗物にとって必宴の成分である酸素が時に

は毒として作用することがわかってきた｡この毒性を有

するようになった酸素は活性酸素と呼ばれ,酸素が段階

的に還元されていく過程で生じ,その毒性は,白血球や

マクロファージ(喰食綿胞)が病原体を殺菌したり,がん

細胞を破壊する際には有用な働きをする｡しかし,生体

内で無秩序に生じた活性酸素は脂薯を酸化し,過酸化脂

薯が生成され生体膜機能が障害されたり,核の中の核酸

の障害を生じ,発癌,老化などと関連している｡大気中

には約20%の酸素があるが,動物をより高濃度の酸素の

もとで飼育すると寿命が短くなったり　　　酸素の中

では座撃をきたし,生体の各臓器に障害を与えることが

知られている｡このように,活性酸素は生体にとって有

用な面と有毒な面を持つため,両刃の剣と称されるゆえ

んである｡
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2.活性酸素･フリ-ラジカルとは

呼吸により肺から体内に摂取された酸素は赤血球と結

合し全身-運搬され,末梢組織において赤血球から離

れ,細胞に取り込まれる｡細胞膜を通過した酸素はミト

コンドリアの中でエネルギーを発生する｡酸素は編胞内

で酸化剤として作用し,酸素自体は還元されてゆくo

酸化･還元とは,原子,分子,イオンが電子を失うと

き,それらは酸化されたといい,電子を待るとき,それ

らは還元されたというo酸化剤として作用した酸素は,

還元されていくがその過程で電子を受け取り,鼻終的に

は水となるo　この過程で生じる反応産物は活性酸素と呼

ばれ,図1に示すようにスーパーオキシド　　　　過酸

化水素　　　　　ヒドロキシラジカル　　　が知られ

ている.これら3種類の活性酸素のほかに,空気中に存

在している安定な酸素(三重項酸素〔302〕と呼ばれてい

る)と異なり反応性の強い不安定な　　項匪素　　　を

加え,四種類を活性酸素と呼んでいる.活性酸素の寿命

は　　　をl酎＼て非常に短く,いずれも瞬時に周囲の物

鴛と反応して消去するo　これら四種類の活性酸素のう

ち, 0子と･OHはラジカルであり,いずれも不対電子

を有しているo通常,分子や化学種は周囲に電子が対に

なって取り巻いて安定しているが,この対の電子の一つ

が欠如した電子は不対電子と呼ばれ,不安定なため他の

分子･化学種より電子を1つ引き抜いて安定しようとす

る性質を有している.この不対電子を肯する分子や原子
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図1酸素より生成される四種類の活性酸素([コで
示した)

をラジカルと呼ぶ｡活性酸素の中でも特に反応性が強い

のが･OHである　　　は　　　の遷移金属イオン

による還元によって下記の如く編胞内で

発生する｡

-･OlトOIl　寸

これを　　　　反応といい,この反応で生じた･OH

は綿胞小器官への障害性が強いため重要な反応であるo

ラジカルには活性酸素を介して生じる脂聾ラジカル(図

2),血管内皮より放出される　　　　内皮由来血管拡張

園子)および体外から投与された薬物が体内に入ってラ

ジカルを形成する場合がある｡つまり,活性酸素,活性

酸素に由来する脂質ラジカル,それ自体はラジカルでは

ないが生体内で容易にラジカル生成に関与する非ラジカ

ルがあり,これらを総合してフリーラジカルと呼ばれて

いる｡フリーラジカルのなかでは,活性酸素がその代表

であり,ラジカル反応の多くに活性酸素が関与している

ため,フリーラジカルは広義の活性酸素と考えてよい(義

1)｡次に,活性酸素による障害が生体内でどのようにし

て生じるかを述べる｡

3.活性酸素による細胞障害の発生機序

活性酸素は寿命が短くかつ反応性が高いため,その発

生場所において瞬時に周りの物薯と反応してしまう｡活

性酸素が反応する物寛としては,脂賛,蛋白,アミノ

酸,核酸,糖鴛などほとんどあらゆる生体成分が含まれ
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図2　脂質ラジ*)レの生成過程

(LHは脂質, L ･は脂覚ラジカルを指す)
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表1活性酸素およびフリーラジカルの種楽

ラ　ジカル

スーパーオキシド

OH･　　　　　　ヒドロキシラジカル

ヒドロベルオキシラジカル

LO･　　　　　　アルコキシラジカル

ベルオキシラジカル

NO ･　　　　　　一酸化窒素

非ラジカル

1 0 2　　　　　　　一重項酸素

03　　　　　　　オゾン

過酸化水素

ヒドロベルオキシド

次亜塩素酸

る｡赤血球により末梢組織に運ばれた酸素は末梢組織の

綿胞に取り込まれると,編胞内でもっとも酸素を必要と

する細胞小器官であるミトコンドリア酸化作用に使わ

れ,この過程で種々の活性酸素が産生されるo　また,ミ

クロゾーム分画のチトクローム　　系は0子や･OHを

産塗する上に　　　　自身が協力な酸化剤となる1)｡こ

の活性酸素が細胞小器官の膜,酵素,核などを障害し,

細胞の機能と形態を損なうo障害の程度は軽度から細胞

死に至る重度の場合までありうるo特に,細胞成分のな

かで障害を受けやすい成分として,細胞膜や細胞小器官

(ミトコンドリア,滑面および租面小胞体など)の膜を構

成している不飽和脂肪酸があげられる(図3)o不飽和脂

肪酸は活性酸素により酸化されると過酸化脂薯となり,

その結果肢の性葉が変化を受け,細胞,組織障害へと連

なっていく.ここで重要なことは,フリーラジカル反応

細胞月莫

図3　糸田胞小器官への活性酸素の影響
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は図2で示したように次から次-と連続して生じ,いわ

ゆる達也反応により障害が増幅することである｡古く

なったインスタントラーメンの成分である不飽和脂肪酸

が日光の紫外線により活性酸素を介し,酸化されると毒

性を有してくるのも同様の機序によるものである｡

蛋白葉に対しては,活性酸素により酸化を受けると蛋

白分解酵素による加水分解を受けやすくなり,酵素の場

合は禾活性化を生じる｡核酸の活性酸素による障害で

は,発癌,老化,制症が密接に関連している｡大鹿がん

では月差内細菌により酸素より生じた021から　　　を生

じ　　　　　反応により産生された･OHが細胞障害,

発がん物賛活性化に関与しているという考え方がある2)o

活性酸素はわれわれゐ体外からの放射線や紫外線照射

によっても体内で発生する｡日光浴による紫外線の照射

では,皮膚において活性酸素の発生をもたらし,皮膚の

老化,皮膚がんの発現をきたし3),角膜-の紫外線照射

はやはり同部で活性酸素が発塗し,角膜の障害や白内障

の誘因とされている4).光化学スモッグによる眼症状も

光酸素反応により4じた活性酸素に起lXjしていると考え

られる｡また,放射線照射は細胞内においてH20より

活性酸素を産生し,核内のDNA損傷を生じたり, γ線

は置接DNAに作用しラジカルを発庄することが知られ

ている5)｡

4.活性酸素に対する生体の防褒機構

これまで述べてきたように活性酸素は生体内のあらゆ

る部位で発生する可能性を有しており,活性酸素の発生

が連鎖的に脂質･蛋白･糖質の過酸化を生じ,細胞障

害,さらに組織障害を引き起こす場合がある｡これに対

して,生体は当然防禦機構を有している｡産休の醜素毒

性に対する防禦機構としては,スーパーオキシドディス

ムクーゼ　　　　　カタラーゼ,グルタチオンベルオキ

シダーゼなどの酵素,グルタチオン,アスコルビン酸,

尿酸,ビタミンC,ビタミンE,セルロプラスミンなど

の酵素以外の抗酸化物栗があるo抗酸化酵素の場合,そ

れぞれどのタイプの活性酸素に作用し除去するかが決

まっており,例えば　　　　は0子の除去,カタラーゼ

は　　　の除去,グルタチオンベルオキシターゼは

やヒドロベルオキシド　　　　の除去を行っている｡

ここで,体内にとって有害である活性酸素を除去する

物寛に対して, ｢スカベンジャー(掃除人)｣とよび,こ

れらの抗酸化物窯を活性酸素スカベンジャーという｡体

内の各所で発生した活性酸素はこれらのスカベンジャー

により処理されるが,活性酸素の発生室が多くかつ体内
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表2　生体内の抗酸化物質

抗酸化物質名　　　　　　　　　　　作　　　　　用　　　　　　　　　　分　　　　　布

酸　素

SOD

(スーパーオキシドジスムクーゼ)

グルタチオンベルオキシダ-ゼ

カタラーゼ

グルタチオンーS一トランスフェラーゼ

セルロプラスミン

非酸素

ビタミンE

ビタミンC

グルタチオン

カロチノイド

ユビキノン(コエンザイムQ)

尿　酸

アルブミン

02 ‾の消去

過酸化脂薯の除去

の分解

の分解

02 -の消去

の酸素によるラジカル生成抑制

の消去

の消去

の消去

の消去

の消去

･0札　　　　　の消去

･ 0私　　　　　の消去

純胞薯

ミトコンドリア

細胞外夜(高分子

細胞窯,ミトコンドリア

ベルオキシゾーム

綿胞薯,ミトコンドリア

細胞外液

生体膜

細胞葉

細胞薯､ミトコンドリア

生体膜

ミトコンドリア膜

血中

血中

(福沢健治,高石喜久28)を一部改変)

のスカベンジャーとなる抗酸化物質の量が相対的に少な

いと障害を生じることになる｡

表2に生体内の主な抗酸化物薯を一覧にして示す｡

5.活性酸素の臨床

活性酸素は生体のほとんどあらゆる場所で種々の原因

により発生する可能性があるため多くの疾患において,

疾患の原因あるいは修飾因子として重視されてくるよう

になった.ここでは,活性酸素およびフリーラジカルの

関与がよく知られている疾患について述べる｡

1)虚血と再潅流

"虚血･再潅流障害"という言葉がこの数年間しばし

ば聞かれるようになった｡動脈が閉塞し,その血管の支

配領域に血液が途絶すると,当然その組織は酸素や栄養

素が欠乏し組織障害を起こしてくる｡このような状態で

血管が再疎通されると,再び組織に血液が流れ込み,酸

素や栄養素が再供給されて組織障害の回復が期待でき

る｡しかし,なかにはこの血液の再潅流に伴ってかえっ

て組織障害が進行することのある場合が存在することが

明らかにされている　｡例えば,心臓の場合,冠動脈

の閉塞により心筋梗塞をきたし,血栓を溶解して血流が

再開した直後に生じる心室性不整脈や,梗塞組織内出血

ATP

1
AMP

l

アデノシン

l

イノシン

1

ヒポキサンチン

キサンチン

ヂヒドロゲナーゼ

Ca++ プロテアーゼ

キサンチン

オキンダーゼ

図4　虚血-再潅流障害における細胞内スーパー
オキサイドの発生機序

より)

による心破裂は再潅流障害の代表例としてよく知られて

いる｡同様の虚血･再潅流障害は腸管膜動脈,腎動脈,

脳動脈の閉塞後にも見られる｡

この虚血･再潅流障害の磯序として,図4に示すごと

く,虚血により細胞内ATPより4じたヒポキサンチン

がキサンチンオキシダーゼにより分解される過程で,再

潅流により供給された酸素よりスーパーオキシド
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が発生する　　　　はごく微室の　　やCu+のもとに

反応性に富む･ OHを生じ　　　により肢の脂賛過酸

化反応が惹起されると考えられている｡このように生じ

た細胞小器官の膜および細胞膜の障害は局所の炎症を引

き起こし,白血球や単球の遊走を促す｡後述するよう

に,炎症部位に集族した好中球や単球自体が活性酸素を

産生し,障害が増悪することが想定されている｡さらに

最近,虚血･再潅流障害に内皮森田胞,マクロファージ等

から放出された･NOが増悪園子として働いていること

が示唆されており　　　　は0子と反応して

硝酸塩,亜硝酸塩を生じ,炎症を修飾しているら

しい10)｡

このように,虚血部位の低酸素状態を改善するために

供給された血液によりさらに虚血部位の障害が進行する

という一見矛盾した結果が生じることになる｡

そこで,医療の現場においてこの虚血･再潅流障害を

防ぐことができないかということが大きな関心を集め,

種々の活性酸素除去剤あるいは抗酸素剤の研究が進めら

れている｡動物実験によると,キサンチンオキシダーゼ

への変換を阻害するカルシウム括抗剤やキサンチンオキ

シダーゼを阻害するアロブリノール　　　を除去する

soDなどの抗酸化剤により虚血･再潅流障害を防ぐこ

とが報吾されている｡このほか,カラクーゼ,ビタミン

C,ビタミンE,鉄キレート剤の投与の有効性も知られ

ている｡

2)炎症

炎症にともない局所に白血球の浸潤がみられる｡この

浸潤した白血球の多くは好中球であり,好中球は活性化

することによりスーパーオキシドをさかんに産生し炎症

を修飾しているo好中球やマクロファージは活性酸素を

細胞外-放出したり,細胞内の金胞へ放出することによ

り体外より倭人した綿菌などの微生物を殺すのに役立っ

ている｡好中球の産生する活性酸素には2つの系があ

り,その一つは細胞膜上にある　　　　　オキシダーゼ

の活性化による02より021の産生であるo　もう一つは

アズール頼粒中のミエロベルオキシダーゼの放出により

より生成される次亜塩素酸　　　　　これとアミ

ンとの反応で生じるクロールアミンがあげられる｡ク

ロールアミンのなかでも　　　　とアンモニアイオン

との反応で生じる　　　　は毒性が強く,殺菌

あるいは組織障害上重要とされている1°｡

炎症の部位に集族したマクロファージはエンドトキシ

ンや喰食した微生物による刺激により, 0『産生ととも

にイ　ンターロイキン1や

94, No. 8 (1994) 737

などのサインカインを放出する｡これらのサイ

ンカインは好中球からの活性酸素産生を助長するととも

に,好中球の内皮細胞への粘着性を高め,炎症を増幅し

ているとされている｡

土屋･末松等は,超微弱光子撮影システムを備えた生

体顕放鏡を用い　　　　において内皮細胞に接着した好

中球に一致して活性酸素を同定し,微小循環障害におけ

る活性酸素の関与を強調した　　さらに　　　　がこの

好中球の活性酸素産生の強力なメディエークーであるこ

とを示した13)｡

肝臓は他の臓器に比べマクロファージが多く,生体内

のマクロファージの約50%を占めるとされているo肝マ

クロファージは　　　　糸田胞と呼ばれ,肝の血管腔で

ある楽洞内に認められ,奨洞内皮編胞と接触している｡

この　　　　細胞は活性酸素を産生するが,その量は

他のマクロファージに比べ少ないo一方,肝炎時には炎

症にともない肝内のマクロファージの数が増加すること

が知られており,その起源として牌臓からのマクロ

ファージの供給が考えられている｡これら炎症にともな

い肝内に浸潤したマクロファージはさかんに活性酸素を

産生し(図5),肝綿胞障害性を有している14)｡図6はセ

リウム塩法という方法により肝細胞と肝マクロファージ

の培養系を用い　　　　の局在を趨微形態学的に観察し

たものである　　　　の局在を示す高電子密度の沈着物

がマクロファージ　　　の細胞膜外縁に沿って観察さ

れ,特に肝細胞(H)との接触面に多室に認められる(図

6 a)｡活性化肝マクロファージ　　　に接した肝細胞

(H)のなかには壊死に陥っているものも見られ,肝マク

ロファージと肝細胞との両細胞の細胞間に高電子密度の

沈着物が認められ,肝マクロファージ起因性活性酸素に

より肝細胞膜の障害をきたした可能性を示している(図

×
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図6　肝細胞(H)と肝マクロファージ　　　混合培養における活性酸素の
局在

a.高電子密度の　　　反応産物が活性化肝マクロファージに沿って観
察される｡

b.壊死肝綿胞に肝マクロファージが接し,両編胞間には　　　反応産
物が観察される｡
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○

炎症が優性化する疾患である炎症性腺疾患(演症性大

腸炎,クローン病,腸型ベーチェット病　　慢性関節

リウマチ17)などにおいても好中球由来の活性酸素が炎症

に関与していることが報曹されている｡

3)薬物と活性酸素

薬物のなかで,活性酸素による毒性が明らかにされた

ものの一つに農薬であるパラコートによる中毒があるO

パラコートは自殺目的や誤飲により,肺に蓄積し,肺水

量,肺出血による呼吸不全を生じる｡肺は酸素濃度の高

い臓蜜であり,パラコートラジカルが酸素を還元し021

が発生する　　　より一重項酸素や･ 0 Hが4成され,

脂賛過酸化が進行し,細胞障害をきたすことが想定され

ている｡

解熱鎮痛剤としてよく用いられるアセトアミノフェン

は大量服用により肝編胞壊死を来す｡この場合にもアセ

トアミノフェンの代謝過程で生じた021が肝細胞障害に

関与していることが示唆されている　　また,我々はア

セトアミノフェン肝障害ラットの肝マクロファージが

において活性酸素を産生し,肝綿月包障害性を有

することを報吾した

有機溶媒,洗浄剤などとして用いられている　　　は

生体内に入ると強力な毒性を有し,肝細胞障害をきた

す｡その機序として　　の肝細胞内の分解過程で生じ

た　　　のラジカルが酸素　　とすばやく反応し

を生じ,これが周囲の膜の脂賛過酸化を引き

起こし細胞障害をもたらすとされている20)｡

抗がん剤のなかにも活性酸素を産生するものがあり,

例えば,アドリアマイシン,マイトマイシンC,ニトロ

フラントインが挙げられる｡またブレオマイシンの副作

用である肺線維症の発生に関しても白血球由来の活性酸

素の関与が考えられている21)｡

4 )多臓器禾全と活性酸素

複数の臓器が同時に,しかも連続的に機能不全に陥る

ことが約20年前より知られ,その予後はきわめて不良で

あり,最新の医療技術をもってしても死亡例が多い｡こ

のような症例では,肺･心･肝･消化器･腎･中枢神経

･凝固系のうち二つ以上の機能不全がみられ,多臓器不

全　　　　　　　　　　　　　　　　と呼ばれているo

MOFはショックや血管内凝固症候群　　　　などを伴

うことが多い｡

MOFでは,全身の循環障害による局所の血流低下に

より,細胞は低酸素状態および低栄養素状態にある｡こ

のため細胞は障害を受けやすくなっており,局所で生じ

94, No. 8 (1994) 739

た活性酸素およびそれに伴う膜の脂賛過酸化は進行して

いるであろう｡

MOFはエンドトキシンショクの際しばしば出場し,

エンドトキシン(グラム陰性梓菌の綿月包膜成分であるリ

ボ多櫨幾がその本体である)の細胞レベルでの反応とし

てまずマクロファ-ジによる喰食にともない,マクロ

ファージの活性化を生じ,活性化したマクロファージよ

りインターイキン1および　　　　　…α,プロスタグ

ランディン,ロイコトリエン　　　　　　　　子などの

刺激物質が放出され,捕体の活性化とあいまって,細胞

の漠成分の障害,血管透過性の元進が進行すると考えら

れる｡また,これらの刺激物薯により局所に漫潤したリ

ンパ球,白血球も病変の進行に関与しているであろうo

実験的エンドトキシンショク･モデルでは　　　　カラ

クーゼ,ビタミンEなどの抗酸化剤が障害を抑制するこ

とが知られている｡さらに,エンドトキシン投与により

肝組織内の過酸化脂質の増加が認められ,エンドトキシ

ンショクに活性酸素が深く関わっていると考えられてい

る　　以上より,将来　　　　の治療に強力で有効な抗

酸化剤の開発が待たれる｡

6.健康食晶と活性酸素

最近,老化,発癌,循環器疾患-の一般の人々の関心

の高さとともに,健康食品-の興味も増加しているo健

康金品における抗酸化作用が食品としての新しい機能性

物質として庄目されているのもその-つであるo金品に

おける抗酸化物質は2種類あり,その一つは金品そのも

のに存在するもの,他の一つは食品の加工過程において

新たに生成したものである｡食品中の代表的抗酸化成分

であるビタミンE(α-トコフェロール)は植物のクロロ

ブラストで生倉成され,縁責色野菜に広く含有されてい

る｡また,ビタミンC(アスコルビン酸)はヒトでは体内

で合成できないため,野菜,果物より摂取し,水溶性抗

酸化剤として体内で作用している｡穀物種子に含まれる

フイチン酸はフリーラジカル発生に重要な鉄イオンのキ

レート作用により抗酸化作用がある｡カロテノイド幾も

フリーラジカルや一重項酸素の除去剤として作用する｡

ビタミンEやカロテノイドなどを皇雷に含む縁黄色野菜

の十分な摂取によりがんの予防が期待される｡ゴマは健

康金品の一つであり,その約50%が池脂でリノール酸とオ

レイン酸という脂肪酸がほとんどを占め,ビタミンBl,

なども含有されている｡最近,このゴマに含まれ

る抗酸化物としてセサミノールなどの配糖体が往目されて

いる　　お茶では,そのなかに含まれるフェノール化合物
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であるカテキン類が抗酸化作用を有していることが知ら

れている　　これら日常生活でわれわれが摂取している

ものにも抗酸化作用を有するものは数多く存在するo食

品を養親保存するために添加剤としてVCやV Eが使わ

れているのも,抗酸化作用に基づく食品の酸化防止のた

めである｡

7.抗吾酎ヒ剤の現況

活性酸素およびフリーラジカルにはこれまで述べてき

たように,様々な疾患に関与していることが示唆されて

おり,臨床的に抗酸化剤を投与して活性酸素およびフ

リーラジカルを除去し病態の改善を図ろうという試みが

なされている｡前述したように,ビタミンCやEはin

において抗酸化作用があり,生体内でも酸化抑制

因子として働いている.ビタミンCの脂溶性を高めた誘

導体である　　　　　は活性酸素消去作用と過酸化脂賛

抑制作用があり,砥環器疾患に対し予防･治療効果を有

する25)｡ビタミンEは動脈硬化の発症に関与している

LDLの変性,つまり酸化LDLの形成を抑制し,動脈

硬化の予防に役立っ可能性がある26)｡コエンザイムQ

商品名　ノイキノン)は心不全の治座薬であ

るが,抗酸化作用が有り,実験的に肝虚血･再潅流障

害,エンドトキシン投与による肝組織内の脂寛過酸化を

抑制する　　　　　は021消去酵素であるが,そのまま

では消化管より吸収されず,また半減期が短いため薬剤

としては不適である｡そこで　　　　を長時間作用でき

るような試みが行われている｡その方法として,リボ

ゾーマル　　　　ポリエチレングリコールによる安定

化,レシチン化　　　　　　　をスチレン･無水マレイ

ン酸コポリマーで化学修飾したもの　　　　一　　　　な

どが試験段階にある28)｡現在の所　　　　の治験は心虚

血･再潅流障害,変形性膝関節症を対象に行われてい

る｡この他,抗炎症剤である　　　　非ステロイド系

抗炎症剤),アミノサリチル酸は好中球からの021産生

を抑制し,抗酸化剤としての作用を有する｡

また,鼻近,使われる頻度が高くなってきた漢方薬に

も抗酸化作用を有しているものが多くあり,漢方薬の薬

表3　小柴胡湯(しょうさいことう)の組成

柴胡(サイコ),　　半夏(バンゲ)

責琴(オウゴン),　大桑(タイソウ)

人参(ニンジン),　甘章(カンゾウ)

生妾(ショウキョウ)

理作用を考える上で興味深いことである｡漢方薬の多く

は薬用植物を原料としており,その効果は数種幾の生薬

から水に抽出した成分の作用が総合したものである｡例

えば,小柴胡湯は表3のような成分を含有しており,栄

胡にはサポニン,甘草にはフラボノイド,サポニン,人

参にはサポニン,責琴にはフラボノイドなどの抗酸化成

分が含まれている　　漢方薬の薬効の一つとして,この

ような抗酸化作用が挙げられるであろうし,また薬剤自

体の酸化を抑制し,薬効を保持する役目も担っていると

考えられる｡

お　わ　LJ　に

これまで,体にとって必菊であると考えられていた酸

素が,ある状況下では毒として作用するということは驚

きである｡しかし,酸素より生成された活性酸素はこれ

まで述べてきたように種々の疾患に関係し,増悪園子と

して働いていることがうかがえる｡活性酸素の研究はこ

の数年間活発に行われ,様々な新しい知見が明らかにさ

れてきている｡それと共に,抗酸化剤の研究も進み,臨

床の場で使われる薬剤の開発が精力的に行われている｡

今後は,個々の疾患について活性酸素がどのような役

割を果たし,病変の発生,進展にどのように絡んでいる

かを明らかにすることが急務である｡また,活性酸素除

去剤の臨床への試用はそのスタートについたばかりで,

今後,安全かつ強力な抗酸化作用を有する有効な薬剤の

開発が望まれる｡
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