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( Director : The late Prof. Shoji Tsutsumi)

緒　　　　　言

ヒ素　　は,軽金属と重金属の中間の性覚を持つ金

属で, 3価　　　と5価　　　の状態があり　　　は

AsVよりもはるかに毒性が強い　　　の代表的化合物

である三酸化ヒ素　　　　は,歯科臨床で歯髄失活剤

として使用されており,細胞や組織に対して障害性のあ

る薬物と考えられている.しかしながら, Asは,天然

に広く分布しており,金物とともに　　　　　　とし

て生体に乗り込まれることから,必須元素として生体の

機能に関与しているとの考え方もある　　　　　に対

する解毒機構として,代謝による経路がよく研究されて

おり, As正目ま一部は酸化されてAsVに変化するが,揺

とんどのものは,短時間のうちに,メチル化により

に変化する4)O　このよ

うなメチル化は, Asだけでなく,他の重金属の場合に

♯本論文の要旨は,第77回日本薬理学全開東部会(昭和62
年10月10日,栃木),第232回東京歯科大学学会総会(昭和
62年11月7日,千葉)および,第236回東京歯科大学学会
総会(平成元年11月18私　千葉)および第11回Eg匪薬理学
会(平成2年6月27日,アムステルダム)において発表し
た｡

も認められる項象であるが,豪金属の解毒には,

の誘導が重要な役割を担っている5)

は,金属と　　　　を多く含む

前後の低分子室のタンパク葉と定義されている

が発見されたFS,その誘導物聾が

cdであったことから,主として重金属を中心に研究が

なされてきた｡ Znを投与しておくとCd中毒の防止に有

効であることの　　少室のCdの前投与でCdの毒性を滅

謁させることなどの報吾　　　からも明らかなよう

に,周斯律表の　　　　　族元素の

は　　　　　　　　　を誘導すると同時

に,自らも　　　　　　　に結合することが知られ

ている8ト

しかしながら,近年の多くの研究では　　　や　'

に　　　　　　　　誘導能があること,重金属だけで

なく,エンドトキシン　　　インターフェロン　　カ

ラゲニン　　カテコールアミン　　副腎皮薯ホルモン21)

甲状腺切除　　様々なストレス27)のような化学

的,あるいは物理的刺激にも　　　　　　　誘導能

があることを明らかにしている｡

そこで,この研究では　　　　の
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の誘導能と結合性について調べ,生体内におけ

るAsⅢの解毒が,メチル化　　　だけでなく,

のような金属調節性タンパク質によっ

ても行われている可能性について検索した｡

実験材料および実験方法

上　実験動物

生後4週麻のddy雄性マウスを購入後,濫度25℃,

漫度65%に調節された動物飼育室で1ケージ当り5匹ず

つ, 1週間飼育し, 5週麻(体重　　　　となったもの

を実験に供した｡飼料はMF固形飼料(オリエンタル酵

母社製)を用い,水とともに自由に与えた｡

2.使用薬物

1)動物実験に用いた薬物

(1)三酸化ヒ素

半井化学)は　　　　　を　　　の

に溶解L　　　　　によりpHを7.0に調整したのち,

再蒸留水全室を　　として　　　　　　　　溶液を

作成したo各種濃度液は原液を再蒸留水で希釈して用い

た｡

(2)硫酸亜鎗7水和物

は　　　　　　　　半井化学)を,再蒸留水に

溶解し　　　　　　　　溶液を作成した.

(3)塩化第1水銀

半井化学)を再義留水に溶解L

ml溶液を作成した｡

(4)塩化カドミニウム

半井化学)を,再義留水に溶解し

暮夜を作成した.

(5) cycloheximide (CHX)

和光純薬)は,生聾的食塩水に溶解し

藤波を作成した｡

⊃)

は　　　　　　　　　の入ったバイア

ルに　　　の生聖的食塩水を加えて溶解し,そのうちの

〝　　をとり　　　　の生理的食塩水を

加えて,全量を　　とし　　　〝　　　　　の濃度に

謂生した｡

(7) periodate-oxidized adenosine (PAD)

は,生理的食塩水に溶解し

〃　　　　溶液を作成した｡

〈8) 〔35S〕し　　　　　　-

は,放射活性　　　　　　　　　のも

のを購入し,生理的食塩水で希釈して

溶液を作成した｡

2)タンパク質の抽出に用いた試薬

(1) Sephadex Gl75

を　　　の

を添加した再蒸留水で膨潤化

し,脱気した後,ペリスクポンプ(p一

により,ガラスカラム　　　　　　　　　のに充壊し

た｡

(2)トリス酢酸バッファー

酢酸(和光純薬)で, pHを8.2に調節した

(hydroxymethyl) aminomethane (Nakarai Tesque)

水溶液に　　の　　　　　　　　　　　　　　　　を

添加し,移動相として用いたO

(3)標準タンパク薯

標準タンパク薯には

(67,000), ovalbumine (46,000), soya-bean trypsin

inhibitor (24,000), cytochrome C (12,500) %1. 00D

の濃度に謂整した｡いずれの標品も　　　　から購入し

た｡

定量に用いた試薬

標準液

標準曲線を作成するために　　　　　の　　　標準

液(和光純薬)を再蒸留水で希釈し

溶液を調整した｡

(2)灰化と抽出に用いた試薬

ヨウ化カリウム　　　和光純薬,特級),硝酸マグネ

シウム　　　　　　　和光純薬,特級),濃硝酸

和光純薬,有害金属測定用),塩酸　　　和光

純薬,ヒ素測定用),クロロホルム　　　　和光純薬,

特級)を使用した｡

4) 〔35S〕　　　　　　　　　の測定に用いた試薬

夜体シンチレークーとして

を使用した｡

II　実　験　方　法

1.薬剤投与法

の急性毒性実験

の　　　を求めるために, 1君羊10匹のマウス

に対し,公比を　　　とし　　　　　　　　　から100

の範囲の各投与量をマウスの背部皮下に庄

射した｡死亡状況の観察は,投与直後と6時間後に行っ

た後, 24時間毎に1週間続けた｡これらをもとにして

に示すように,用室反応曲線を作成した.

の算定は　　　　　　　　　　法を用いて計算

-　2　-
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m o rtality

401雲｡.莞8･雲　乏

Fig･ 1 Dose resonse curve for lethal toxicity of
As203

し,推定値を求めた｡また, t一分布表を元に,危険率

5%について信東限界を算出した｡結果は　　　が

信東限界の上限が

下限が　　　　　　　を待た｡以上のことから,本実

験におけるマウスの皮下投与に対する　　　のLD50を

以後　　　　　と記載)に設定し,以

下の実験を行った｡

2)各種重金属塩で前処置した場合の　　　に対する

毒性減少作用

メタロチオネインを誘導すると評価されているH a族

の重金属のうち　　　　　　　　　　　　　を用いて,

各々750〃　　　　　　〃　　　　　　〃

を背部皮下に庄射した後, 24時間後に　　　　のLD

を皮下注射し,投与直後と6時間後および24時間

毎に7日間観察した.

で前処置した場合の　　　および　　　に

対する毒性減少作用

の前処置量　　　は　　　　　や米谷ら42)の

報吾を参考にした上で　　　　に示した用量反応曲線

から,生存可能な最大量と最小致死室の境界付近の投与

量　　　　　　　　『こ設定し,以下の実験を行ったo

SLDの　　　　を投与してから, 24時間経過後にLD

の　　　　あるいは　　　　　　　　　　　　　の

を背部皮下に庄射し,死亡状況について投与直

後と6時間後に観察した後は, 24時間毎に7日間にわ

たって観察した｡

および　　　前処置に及ぼすタンパク賛合

成阻害剤の影響

は　　〃　　　　を3日間

525

連続してマウスの背部皮下に淫射した

は　　　　　　　を,マウスの旋腔内に投与

した　　　　の　　　　あるいは　　　の前処置は,

CHXの場合,最終投与から3時間後　　　の場合4

時間後に頚部皮下へ投与した　　　　　　の　　　は

SLDの　　　　あるいは　　　　　　　　　　　の

の前処置から24時間後に顛部皮下投与を行い,死亡状況

の観察を1時間後, 6時間後に行った後は, 24時間毎に

7 E]間にわたって記録した｡

前処置に及ぼす　　　　　　　　　阻害剤

の影響

))は　　)の

投与の2時間前, L]⊃　　　およびL]⊃　　　の

投与の27時間前に　　　　　　　　をマウスの

背部皮下に注射したo　なお　　　　　は　　　の用量

反応曲線からIJI)80付近の投与量として推定した0

2.肝臓　　　　中のタンパク薯画分へのAs, 〔35S〕

し　　　　　　　　　の取り込み｡

1)薬物投与

Asのタンパク寛画分への結合茎を調べるために,マ

ウスにSLDの　　　あるいは　　　を皮下投与して

おき, 24時間後にLD　　　の　　　を投与し,さら

に1時間後にマウスの頚椎を脱臼致死させ,肝臓を摘出

した｡対照のマウスはSLDの　　　あるいは

を投与して25時間後に肝臓を摘出した　　-cysのタン

パク　画分への取り込みを調べるためには　　)の

あるいは　　　　を投与するのと同時に

の　　　をマウスの尾静脈に

淫射し, 25時間後に肝臓を摘出した｡

2)タンパク質画分の調整

肝臓は,湿重量の4倍容の　　　ショ糖含有　　ト

リス酢酸緩衝液　　　　で.ガラステフロンホモジナイ

ザーを用いて氷水中でホモジネートしたo　ホモジネート

液は　　　×gで20分間, 4℃で遠心した後,上清は

再び　　　×gで60分間, 4℃で遠心した｡ 2度目に得

られた上活は　　　　　　　　　　　　でゲル波過を

行った｡

3)ゲル慮過によるタンパク寛の分離

は, 4℃の　　　トリス酢

酸緩衝液　　　　で平衡化しておき,試料液の1mlを

に導入した後,緩衝夜を　　　流し

細こより　　　　ず

つ, 60本の試験管に採取した｡

～　3　一
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の寿吉合室の測定

Asの測定は　　　　に示すように前橋28)が報吾した

方法を用いた｡各　　　　の1mlを耐熱試験管に採

り　　　　の　　　　　　　　溶液を加えて,ヒ-テイ

ングブロック　　　　　ヤマト科学)で　　で30分間加

熱した後　　　　　　　を　　　ずつ加えながら120℃

で90分,その後は　　　　℃で灰化した｡灰化終了後は

3 mlの　　　　に溶解し　　　　溶液を　　　添加

し　　　　を3ml加えてAsを有機層に抽出したo　さ

らに　　　　の　　　　　暮夜に逆抽出したものをフ

レームレス原子吸光分析装置　　　　　　　島津)およ

びグラファイトファーネス･アトマイザ

島津)を用いて　　　　　に示す条件のもとで測定を行

なった｡

sarTIPIe(1mJ of each fraction)

‰

for 30min at 70oC. Added 0.5ml of lON HNO3

for 90min at 1200C and kept in the acidic

enyironment between at 140oC and 1600C

LJntil turning to ash.

residue

Solubilized by 3mL of lON HCl.
Added 0.3ml of 40% of KJ soln.

Extracting arsenic with 3mJ of CHCb.

Organic layer

1

;queous layer
frameless atomic absorption spectrometry

Fig･. 2 Flow for determination of arsenic

の取り込み量の測定

各　　　　　から　　　を液体シンチレーションバ

イアルに取り　　　　　　　を3ml加えて混和し,級

体シンチレーションカウンター　　　　　　アロカ)で

測定し,各　　　　中の　　　の総量を算出した｡

実　験　轄　果

1　急性毒性実験

1 )各種重金属塩による　　　の毒性滅少効果

を誘導すると評価されているIIa族

の重金属のうち　　〃　　　　の　　　　　〃

kgの　　　　　　　　　　の　　　を皮下淫射し,

24時間後に　　メ上　　　　　　　の　　　を皮下注

射したところ　　　　に示すように　　　の　　　　単

独投与の場合の死亡率に対して,それぞれ

20%の抑制を示した｡

Transfered to another tube･ Extracting

arseni? with O･6mL of Ol26% Mg(NO3)2 SOJn.

前処置による毒性減少効果

および,対照薬として用いた　　　の毒性を

滅弱させるための　　　　の前処置方法を検討した｡

の各投与量

で前処置して, LD

の　　　および　　　　　の　　　の死亡毒

性に及ぼす影響を調べた｡ 24時間前に　　　の6.6

あるいは　　　　　　　で前処置した場合

は　　　　および　　　の死亡率は,ほとんど変化が

認められなかったが　　〝　　　　で前処置した場

合では,それぞれ　　および　　と,各単独投与の場合

に比べて　　　　　　　-A),および　　　　　　-B)

Table 1 Conditions for measurement

Apparatus Shimadzu AA-640-13

Light source

Wave length

Lamp current

Ar gas

Drylng

Ashing

Atomizing

B.G.C:D2 lamp

Graphite Furnace Atomizer (GFRl)

Hamamatsu hollow cathode lamp of As

197. 2nm

6mA

1. 5 1/田in

150℃

700℃

℃, 5S

m ortal ity

o 0.5　　　　　　1.0

〃 molノkg

ZnSO. 750FLmOl/kg

+ As20, 66.3FLmOl/kg

HgC12 6FLmOl/kg

+As20, 66.3FLmOl/kg

CdC12 26pmol/kg

+As203 66.3FLmOl/kg

-　4　-

Fig･ 3 Effects of heavy metals on the lethal

toxicty of As203

Sublethal dose of As203 (51.Opmol/kg),

JO　　　　上　　　　　　　一

kg) or CdC12 (26pmol/kg) was subcu-

taneously Injected into the mice 24 hours

before the administration of As203 at

〃
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の減少が認められ,かつ鼻大の抑制効果が待られた.

前処置効果に及ぼす

および蛋白質合成阻害剤

の影響

の　　　単独投与群の死亡率　　　±

に対して　　つの　　　　で前処置した場合は

m o rtality

1.0

0.5

A)

､●●

0　6.6　　　　　　　33.0　　45.7

51.0

〃

93, No. 5 (1993) 527

±　　と,有意　　　　　な毒性の減少が認めら

れた　　　　　　そこで　　　　　　　　　のACDあ

るいは総投与量　　　　　　　　　　　　　　　× 3)

のCHXを併用して前処置を行うと,死亡率はそれぞれ

±　　　　　　±　　　と　　　　の　　　だけで

前処置した場合のに比べて,どちらも有意　　　　　な

m o rtality

0　6.6

51.0
ノkg

Fig. 4 Effects of pretreatment with asublethal dose of As203 0n the lethal toxicity of arsenite or zinc

sulfate.

A)Four doses of As203 Were Subcutaneously injected into mice　24 hours before the injection of

ZnSO4 at 3750p mol/kg.

B)Two doses of As203 Were Subcutaneously injected into mice 24 hours before the injection of

As203 at 66.3pmol/kg.

Table 2　The effect of a protein synthesisl 0r a thionein mRNA synthesis inhibitor on

detoxication induced by sublethal doses of arsenite and zinc sulfate

)

+LD As203　　　　　　　+LD AS203

NT

CHX

＼3

ACD

0. 32FL mol/kg

±

(61

一一-　一一一j

l■巴+宗貢｢房

±

(4)

±

(4)

±

(4)

±

(4)

±

(4)

±

(4)

Figures in parenthesis show experimental numbers.　NT : no treatment･

Ⅹ1 : Significant difference (P<0.05) vs LD As203(a),

Ⅹ2:
⊃

LD : 66.3pmol/kg, S. C. SLD : 51.Opmol/kg, S. C. (As203), 750pmol/kg, S･ C･ (ZnSO4).

-　5　-
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増加が認められ　　　　　の　　　単独投与薪とほ

ぼ同じ死亡率に回復した　　　　　　　　　-

5-B)｡

一方　　　の　　　　で前処置した場合は　　±

と　　　　　　の　　　単独投与‡酎こ比べ,著明

な毒性の減少　　　　　が認められた

そこで　　　　の併用による前処置を行うと,死亡率

は　　±　　と　　　の　　　だけで前処置した場

合に比べて有意　　　　　な増加が認められ,しかも,

LI)　　の　　　単独投与群との間に有意差は認めら

れなかった　　　　　　　　　　一B)｡しかしながら,

CHXの併用による前処置では　　　±　　　と

の　　　だけで前処置した場合に比べて,有意な変化

は認められなかった

前処置による毒性減少効果に及ぼす

阻害剤

の影響

の活性を阻害する

〃　　　　をマウスに投与し,死亡率が0であること

mortality

A)

を確認した(図表には示していない)｡また

の　　　単独投与群の死亡率は　　±　　であった

のに対して　　　の前処置により0.933±　　と著し

く増強され　　　に近い死亡率が得られることが確認

された　　　　　　　　　　　さらに　　　の　　　で

前処置した場合は　　±　　と　　　　　　の

単独投与群の死亡率に比べ,有意　　　　　な毒性の減

少が認められた　　　　　　　　　　また　　つの併

用による前処置を行うと,死亡率は　　±　　と,

SLI)の　　　単独で前処置した場合に比べて　　　の

有責　　　　　な死亡率の増加　　　　　　　　が認め

られたが　　　　　の　　　単独投与群の死亡率との

間には　　　　の有意　　　　　な差があり,完全な毒

性の回復には至らなかった　　　　　次に　　　　の

投与量を　　　　　　　に増量して同様の実験を行な

ったところ, LI)　　の　　　単独授与群の死亡率は

±　　であったのに対して　　)の　　　で前

処置した場合は　　±　　と,有意な毒性の減少が認

められた　　　　　　　　　　また　　　　を併用して

mortality

/LnlO主′kg 0

160　　　　　　　　　　　　　　　0

CHX A CD

Fig. 5 Effects of cycloheximide (CHX) or actinomycin D (ACD) on the detoxication induced by a

sublethal dose of As203.

A)Three succesive doses of 53.4fLmol/kg, i. p. (1st, 2nd a_nd 3rd day) of CHX were injected into

/　　　　▼)

was carried out 3 hours after the lastinjection of CHX (53.OFLmOl/kg) and 24 hours before the

injection of a lethal dose (66.3pmol/kg) of As203.

B)Actinomycin I) (ACD) at O･32pmol/kg, i･ p･ was injected into m.ice 4 hours before the injec-
tion of a sublethal dose (51.Opmol/kg, S. C. ) of As203. The injection of a lethal dose (66･3

､

▼).

-　6　-
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Table 3　The effects of a methyltransferase inhibitor on detoxication induced by a sublethal dose

of arsenite

529

pretreatment

NT PAD SIJD As203　　　SIJD As203+PAD

±　　　　　　　　　±　　　　　　　　　　　　　　　±　　　　　　　　　　　　±

時言　　高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　:い

±　　　　　　　　　±　　　　　　　　　　　　　　　±　　　　　　　　　　　　±

77. 0 p mol/kg　　　　　　(3)　　　　　　(3)　　　　　　(3)　　　　　　(4)

Figures in parenthesis show experimental numbers.　NT : no treatment

There are significantdifferences between a.) and bl) ,bl) and cl), a2) and b2), b2) and c2)

at P<0.05 in ANOVA.

Fig. 6　Effects of periodate-oxidized adenosine

(PAD)on the detoxication by a sublethal

dose of As203

PAD at 50.OFLmOl/kg was injected in-

to mice 2 hours before the injection of

つ

injection of two lethal doses (66･3pmol/

っ　　〃 mOl/

was carried out 24 hours after the pre-

treatment with a sublethal dose of As2

03.

0:LD As203 0nlye:SLD As203 + LD

As203
△　　　　　　　　　　　▼

AD+ LDAs203

前処置すると,死亡率は　　±　　と　)の

単独で前処置した場合に比べて　　　の有意

な死亡率の増加が認められたが　　　　　の　　　単

独投与群の死亡率との間には　　　の有意

な差があり,完全な毒性の回復には至らなかった

6)｡

2.肝臓　　　中のタンパク賛画分へのヒ素　　の

結合と35S一　　　　　一　　の取り込み

の結合分布

肝臓　　　　中のタンパク賛を

で分離し　　　ずつ60本の試験管に分叙する

と同時に　　　　　　でタンパク寛のUV吸収

nm)の状態を記録した　　　　に示すように

の高分子量領域と　　　　の中･低分子量

領域に紫外吸収の大きなピークが検出された｡また,As

のタンパク寛結合量に関しては　　　の　　　で前処

置してから25時間後の肝臓　　　中には

画分と　　　　　　　画分付近でわずかな増加が認め

られた　　　　　　　の　　　あるいは　　　で前

処置した後　　　　　の　　　を投与してから1時間

後に測定したタンパク賛結合As室は　　　　　画分

に相当する高分子室領域と　　　　　　画分以下の低

分子量領域で,著明な増加が認められた　　　　　そ

こで　　　　　に示すように,高分子室領域

14)の総As量を1ml当りの濃度に換算して比較する

と　　　の　　　前処置のAs室　　　　　　　は,

sLDの　　　前処置の場合のAs室　　　　　に比

べ　　の増加が認められた　　　　　　また,低分

子量領域　　　　　で比較すると　　　の　　　前

処置の場合のAs量　　　　　は　　　の　　　前

処置の場合のAs量　　　　　に比べ　　に減少し

ていた　　　-　　　　　　と　　　　を合わせた

As室で比較すると　　　の　　　前処置の場合は

と　　　の　　　前処置の場合に比較し

7　-
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0

fraction

number

Fig･ 7･ Sephadex Gl75 column chromatography of liver cytosol from rats injected with As203 0r/and

ZnSO4.

×

mM-Tris/acetate (pH 8.2) containing 0.02% of NaN3.

①　　　　　　　　　　　　　　　　②

③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④

-=togram patternof cytosol protein measured at A280. Symbols show the levels of As bound with

:○　　　　　　〃
-　　　　　　　　　　　　　▼　　　　　　　　　　　　　-

Table 4　The levels of As bound with protein in the liver cytosol of mice

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一40

日　　　　　　　　　　　　〔〃　　石1111　　　　　　(〃　! 1

SLD As203+LI) As203　　　　　　0. 097　　　　　　　　　　0. 029　　　　　　　　　　0. 052

SL]⊃

て43%のタンパク質結合型A恵を保持したことになる

○

-cysの取り込み

ラット肝臓　　　　画分中の,各タンパク画分におけ

る　　　　の取り込みは, Asの結合型と一致して,高

分子量庵域と低分子量領域にピ-クが認められた｡ま

た　　　の　　　および　　　を投与した場合は,

無処置に比べて　　　の取り込み室の著明な増加が認

められた　　　　　　　　　　　　　に示すように,高

分子量蘭域　　　　　の　　　　量の濃度で比較する

と　　　　の　　　投与の場合の　　　　量

は,無処置の場合の　　　　に比べ　　　の増加,

-　8　-
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t再冊　　白日‥Ⅲ1日仙用　､明H中li ＼ulh了　　油黒白･2ll吊　　主

Table 5　The levels of35SICyS incorporated in the

protein from the liver cytosol of mice

Frl1-14　Fr37143　Frl1-14,37-43

(nM)　(nM)　　(nM)

NT 0. 080　　　0. 402　　　　0. 324

SLI) As203　　0. 301　　0. 885　　　　0. 705

SLI)　　　　　　　　　　　　上

NT : no treatment.

SLI)の　　　投与の場合の　　　　に比べ　　　の

増加が認められた　　　　｡また,低分子量領域

で比較すると　　　の　　　投与の場合

の　　　室　　　　は,無処置の場合の　　　　に

比べ　　　の増加　　　の　　　投与の場合の工055

nMに比べ　　　に滅少していた　　　-

14と　　　　を合わせた　　　量で比較すると

の　　　投与の場合は　　　　と,無処置の

に比べ　　　の増加を示したが　　　の　　　投与

の場合の　　　　に比べて88%に滅少したにすぎな

かった

考　　　　　察

の短時間耐性に, As自体による

様タンパク寛の誘導能が関与している可能性につ

いて,毒性実験と肝臓　　　中のタンパク覚の性寛の

両面から調べたO毒性実験では　　　と

との関係について調べるために

を誘導すると考えられている重金属により

の毒性が弱められるか　　　　　は　　　自

体あるいは　　　　　　　に結合性の高い重金属の

毒性を弱めるのか,の2点を明確にすることを目的とし

た｡　　は毒性が強く最小致死室と重大致死室の幅

が非常に狭いことが知られている｡そこで,毒性実験に

先立ち,著者の実験における　　　の　　値の再現

性を確認するために,マウスの死亡率に対する

の用室反応曲線の作成と　　の算定を行った｡著者が

待た　　　の皮下庄射の場合の　　は

の信頼限界は,上限が

下限が

であったo　この値は,前橋ら29'が報吾し

ている　　　　に近く,かつ信顧限界の値も　　に

対して±　　　の範囲にあり,著者の待た　　　の

は再現性が高いことを示しているo

中間金属に属するAsの酸化化合物としての　　　の

毒性が,重金属により滅謁されることを明確に示した報

吾はない｡一方,周期律表の　　　族の重金属はお

互いの毒性を滅弱させる作用があり,これは

によって提唱された　　　　　　　の誘導により解

毒されるためと考えられる｡そこで　　　が

の増加により解毒されるか明らかにするため

に, Ha族の　　　　　の三種薬の重金属をえらび.

-　9　-
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A)

Fr.ll-14

As

pg/ml

0.1

千,
As20,(LD) As203(LD)

B)

Fr. 37143

As203(SLD) ZnSO4(SLD)

t J

As20,(LD) As20,(LD)

As

FLg/ml

0.1

C)

Fr. ll-14

37-43

+D,
As203(LD) As203(LD)

FLe　侶1-中高-= ･汗　　円い巨l)lつトトo用l･白＼つ　　　　主＼ ･"l正　､＼車　　　　　＼-　　-高nh0!.

a totalproten (C) from liver cytosol.

A)

Fr. 11114

J.
NT As203　ZnSO4

B)

-43

C)

Fr.ll-14

37143

NT As203　ZnSO.　　　　　NT As203　ZnSO｡

Fig･ 10･ Comparison of the levels of 35sICyS incorporated in a highLA) and, a: low (B) molecular weight
proteins or a total protein (C) from liver cytosol.
NT : no treatment.
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その塩である　　　' '　　　　　　　　　　　を

用いてマウスに前処置を行い,これらの金属による

の合成が一番高まる24時間後　　に,

の　　　を投与したところ,いずれの金属も

の毒性を減少させたが,このうち特に　　　の

効果は著しく,毒性を95%減少させた　　　　　これ

らの結栗は　　　　の毒性が重金属により減少される

ことを明確に示すものであり,さらに　　　の毒性の

減少に　　　　　　　　の増加が関与していることを

強く示唆している｡

znは生体内の必賓元素として存在し.肝臓ではZn-

として多く検出される｡その塩である

は,それ自体の毒性も弱く　　　　が　　　　　　　で

ある｡また　　　の20%に相当する750〃

で　　　　　　　　誘導能を現し　　　　の毒性を

著しく減少させることから,この実験で対照薬として用

いるのに適当と考えた｡

が他の金属の毒性を滅少させることについて

は, Cdとの相互作用に関する研究　　で報吾されてい

る｡しかしながら,これらの研究では　　　　が

自体の毒性を減少させることについては触れて

いない｡著者の実験では　　　　は　　　自体の毒性

を42%減少させ　　　　の毒性を45%滅少させた

4)｡この結果は　　　　が　　　　　　　に結合し

やすい　　　　　の毒性を減少させ,かつ

自体の毒性をも減少させることを明確に示したと考え

る｡また,この結果を待るために必要とされた

の投与室　　　　　　　　　　は　　　　で示した

用量反応曲線から,最小致死室に近接していたが,

や　　　　　が用いた投与量と一致したo　さ

らに　　　　が　　　の死l=毒性に著明な解毒効果を

現す投与室は　　の20%であったのに比べて

の場合は　　　の77%と　　　に対する割合が大き

かったo以上の結果は　　　　の方が　　　よりも安

全性は高いが,力価の点では　　　は　　　よりも少

ない分子数で　　　および　　　の毒性を有意(p <

に減少させることを明確に示しているとともに,

が　　　　　　　　により解毒され,かつmet

様の物薯を誘導することを強く示唆して

いる｡そこで　　　　の　　　　　　　様のタンパ

ク薯誘導能について詳細に調べるためにタンパク合成阻

害剤を用いて　　　　での検討を行ったo

znや副腎皮薯ホルモンは　　　　　　　　　の合成

を促進する｡この過程を阻害する　　　　　　)

533

))と,タンパク質合成を阻害する

を用いて　　)の　　　やSLDの　　　の

解毒効果に及ぼす影響を調べた　　　は

〃　　　　の低投与量で,ラットの抜歯高にお

けるタンパク窒素量を減少させることを佐藤46'が報害し

た0本実験では　　　　　　　　　　　　　×3)

の大室のCHXで前処置をしても　　　の　　　の解

毒効果にはほとんど影響を与えなかったが　　　の

の解毒作用は抑制され　　　　　　の　　　の

毒性がほぼ回復した　　　　　　また

kgのACDで　　の　　もSLDの　　もその

効果は完全に消失し　　　　　の　　　の毒性は完

全に回復した　　　　　　これらの結果は

も　　　と同様に　　　　　　　の誘導能を有する

ことを示していると考える｡

ここで　　　前処置による　　　自体の毒性の滅

少については　　　の代謝で重要な過程であるメチ

ル化について考慮する必要がある｡ Asの代謝には, 3

価の　　　　から毒性の少ない5価の　　　　への

酸化　メチル化による

や　　　　　　　　　　　　　　　の産

坐,および　　　　　のSH基によるキレート作用が

あげられるが,ヒト　　ラット　　　ウサギ

マウス　　　ハムスタ　　に　　　を投与する

と,血中,尿中のAsのうち　　は　　　であるこ

とから, Asの代謝の大半もしくは,終末はメチル化に

ょるところが大きい｡ Asのメチル化合物の毒性は極め

て低く, Hgにみられるような重金属のメチル化合物の

毒性が高いことを考えると非常に対照的である｡本実験

でも　　　自体に対する解毒作用が,メチル化酵素

である　　　　　　　　　活性の上昇に基づいている

可能性を考えなくてはならない｡そこで　　　の

前処置が及ぼすメチル化酵素への影響と, LD

の　　　およびL])　　の　　　の解毒に占

める割合について調べた｡

は

が　　　のメチル化に関与する

を特異的に抑制し,メチル化されていない74As

の蓄積を6倍に高めたことを報害している｡本実験で

は,マウスに　　　　　　のPADを皮下注射して

前処置した場合　　　　の　　　の毒性が約2悟に

増強されたことから　　　の酵素阻害効果が明確に認

められたo　また　　　で前処置するとSLDの

の毒性滅少作用は抑制され　　　　　またはLD

- ll -
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の　　　の毒性はそれぞれ　　　　　　　の回

復が認められたが,残りのそれぞれ　　　　　　　につ

いては,完全な回復に到らなかった　　　　ことから,

SLDの　　　の毒性滅少効果には

以外の解毒機構の存在が考えられ　　　　　　　　様

タンパク薯の関与が強く示唆されたO

の　　　　　　　　様タンパク寛の誘導能に

ついては,明確にされていない点がある　　　　　ら43)

によれば, Asの化合物にはAsⅢの酸化物である

の酸化物である

arsenic acid (MMA), dimethyl arsenic acid

があるが,このうち毒性の一番強い　AsⅢ

に最も強い　　　　　　誘導能のあることを

報害しているo　また　　　　　　　　誘導を塗じる

の投与量については　　　　ら32)や　　　　ら

43'が　　　　　　　　　　　　　の　　　を投与し

て, Zn結合性の　　　　　　　　が増加したことを報

吾しているo　しかしながら,彼らの報吾では

にAsの結合を示す結果は述べられていない｡

彼らの研究では　　　の　　　を投与してから24時間

後の　　　　　　　　結合型のAs量を調べているの

に対して,著者の実験では, SLDの　　　を投与後24

時間後にさらに　　　　の　　　を投与して

の結合が認められるか調べた｡その結果,高分子量領域

と低分子量領域に明敏なAsⅢの結合を認めた

これは　　　　により誘導された　　　　　　　　様

のタンパク嬰はAsⅢを捕捉するが遊離させるのが早

く, 24時間後には,結合型のAsⅢは非常に減少する

が,後から投与されたAsⅢに対して捕捉性を有してい

ることから　　　　投与後,短時間内に生ずるAsの形

成に関与し　　　　の毒性の調節を行っていると考え

られる｡

次に　　　　　　　　様のタンパク空の増加につい

て　　　　を指標にして調べた.タンパク寛への

cysの組み込みを調べることが　　　　　　　　合成

の増加を証明する手段として一般的に用いられている47)

本実験でもマウスの尾静脈に　　　を投与して

肝臓の　　　　中のタンパク葉に取り込まれた

を測定したところ　　　　は　　　と同じように

前後の低分子量のタンパク寛画分において　　　　の

組み込みを著しく増加させた

の分子量については　　　　　がウ

マの腎臓から　　　　　　　　　を抽出し　　　前

後と推定した｡また, Cd　によって,誘導された

は,分子量　　　　が推定されてい

る｡これらの推定分子室は,著者の待た　　付近の推

定分子量に近似しており　　　が　　　　　　　　様

タンパク蟹の誘導能を有することは明らかであるo

ZnあるいはAsⅢで誘導される低分子量の

様のタンパク寛に対するAsⅢの結合率は, Zn

誘導型に比べて, As誘導型の方がはるかに低かったo

これは,誘導されたタンパク質のアミノ酸配列によっ

て　　　の結合率が異なるためと推測されるが,詳細

については今後の検討を要する｡

分子室が　　以上の高分子室領域のタンパク寛の増

加　　　は,どの重金属でも認められることであるが,

金属によりその生成量は異なる｡ AsⅡ‖ま, Znよりも高

分子室のタンパク葉の生成量が多く,しかも　　　の

結合室も多かった｡これをまとめると, Znで誘導され

た　　　　　　　　はAsHをよく捕捉し　　　　の毒

性の減少に大きな役割を果たしているのに対して,

で誘導された　　　　　　　　は生成量において

Znの場合とほとんど変わらないが　　　の捕捉性が弱

く,同時に増加する高分子量領域のタンパク薯にも

AsⅢが捕捉されるため,結果的には, Znの場合の43%

の捕捉力を示した｡

以上の結果から　　　　を投与すると,すぐに肝臓

の　　　　中の　　　　　　　　と高分子量のタンパ

ク質が増加し,後から投与されたAsHを捕捉するが,

AsⅢを解離するのも早く,解離したAsⅢは,メチル化

により解毒されるo　これらのタンパク葉は急激に増加し

たAsⅢを捕捉し,毒性を一時的に抑制する役割を担っ

ていると考えられる｡

結　　　　　論

に対して,短時間に形成される耐性の機構を

謂べるために,毒性試験を用いて薬聖学的に検索すると

ともに,肝臓の　　　　中のタンパク薯の分画における

Asの結合室および　　　の取り込み量を調べたとこ

ろ,次の結栗を待た｡

の　　　の毒性は

誘導能のある　　　　　　　　　　　の24時間前の前

処置で,それぞれ　　　　　　　　の減少が認められ

た｡

の　　　で前処置した場合　　　の

の毒性を　　　　　　　　　　　　　　　　　　のZnS

04の毒性を50%減少させた｡

3.タンパク賛合成阻害剤の　　　　　　　　　　　で
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処置した場合　　　の　　　の解毒効果は抑制された

が　　　の　　　の解毒効果にはほとんど影響をおよ

ぼさなかった　　　　　の合成阻害剤の

で処　した場合, SLf)の　　　およびSLD

の　　　の解毒効果は完全に消失した｡

阻害剤の

⊃)で処置すると　　　の　　　の解

毒効果は　　　　　の減少が認められたが,解毒効果を

抑制できなかった30%については　　　　　　　　　様

タンパク薯の調節性機構の関与が示唆された｡

5.ゲルろ過法によりマウスの肝臓　　　　中のタンパ

ク賛を　　　　　　　　　　　　で60の　　　　に分

取し,含まれるAsと　　　　の室を測定したところ,

Asの結合室に関して　　　の　　　で処養した場合

は　　　の　　　で処置した場合に比べ,低分子量領

域で　　　高分子量領域で　　　低,高分子室領域を

併せると　　　であった｡一方　　　　の取り込み量

は　　　の　　　を投与することにより対照の約2倍

に増加し　　　の　　　を投与した場合の76%であっ

た｡

以上の結果から　　　　は　　　　　　　　様タン

パク賛および高分子量領域のタンパク覚を誘導し, As

と結合することにより　　　　の毒性の調節,すなわ

ち短時間耐性の形成に関与しているとの結論が出され

た｡

稿を終えるにあたり, a]指導下さいました東京歯科大学薬理
学講座,故　堤　寒二教授に深謝致しますo　また,堤教授を引

き継いで研究の櫛指導と論文の御校閲を下さいました東嘉歯科

大学薬理学講座主任の川口　充教授ならびに本研究に伽協力下

さいました薬理学講座の皆様に感謝致します.ヒ素の測定に歴

薬理学教室主任の前橋　浩教授に心から感謝致しますo
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Key woT･ds I arsenic trioxide-Tnetallothionein-tolerance-ziTW SLLlfate

Heavy metals areknown to have the inductive activity of metallothioneins, which are low

molecular, cysteine-rich and metal-binding proteins, and are involved in heavy metal

detoxication. Recent studies, however, have shown that there are many other kinds of sub-

stances or stresses which have the same activlty. This study investigates correlations between

the tolerance formation and the metallothionein-induction activity of arsenic trioxide, compar-

ing with those of zinc sulfate.

Male, ddy strain mice at the 5th week after the birth, were used for the experiment･

Toxicolog･1Cal studies were performed by measuring the mortality of mice given arsenic

trioxide or zinc sulfate. Pretreatment with a sublethal dose (51.0 p mol/kg, S･ C･) of arsenic

trioxide was the most effective to the detoxication 24 hours prior tO the injection with lethal

ー　　　　　　　　　　　.　　　･　　　　　　　　　　　･

zind sulfate. A sublethal dose (750 FLmOl/kg, S. C.) of zinc sulfate made a decrease of 95% or 55

% of the lethal toxicity of arsenic trioxide or zinc sulfate, respectively･ moreover, the detoxic

effect of zinc sulfate on the toxiclty Of arsenic trioxide was supported by the similar results

obtained by HgC12 0r CdC12.

×

either slightly or greatly depressed the effect of the detoxication induced by the sublethal dose

of zinc sulfate or arsenic trioxide, respectively･ Furthermore, actinomycln I), a thionein-
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1　　　　　　　　　　　,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と

detoxication effects of both metals.
ヽ

Methylation is a major metabolic pathway for detoxicating arsenic trioxide･ A sublethal

dose of arsenic trioxide may lnCreaSe a methyltransferase activity sufficiently to reduce the

lethal toxicity of arsenic trioxide. Periodatel0Xidized adenosine (PAD), an inhibitor of

methyltransferase, seems to be an available means for making clear the hypothesis that the

methyltransferase may decrease the potency of As-detoxication by a sublethal dose of arsenic

trioxide. An injection of PAD (50　FL mOl/kg, i. p.) greatly enhanced the mortality by both

lethal doses (66.3 or 77.0 p mol/kg, S. C.) of arsenic trioxide and partly diminished the

detoxication effect induced by a sublethal dose of arsenic trioxide･

These findings indicate that arsenic trioxide induces not only methyltransferase but also a

metallothioneinllike protein which is involved in As- or Zn-detoxication. Furthermore, the

inductive synthesis of a As-metallothionein-like protein or Zn-thionein was examined by

measuring the amount of the protein-binding As and of the incorporated 35SICySteine (35SI

cys) in the fractionated protein from the liver of the mice g･iven a sublethal dose of arsenic

trioxide or zinc sulfate with/without a 50% lethal dose of arsenic trioxide. 35S-cys (6.29 MBq/

kg, i. V.) was intravenously injected into mice 2 hours before excision of the liver. The liver

was homogenized in 4 vol. of ice-cold_ 0.25 M-sucrose in 10 mM-Tris/acetate (pH 8.2) with a

glass/teflon homogenizer. Cytosol fractions were obtained by centrifuglng the liver homogen-

×

×　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/

Fractions were used for measuring the amounts of As and 35S-cys. As- and35SICyS-COntaining

･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

cular weight (below 12000) region. The total amount of As binding with the low molecular

weight metallothioneinllike protein or with the highmolecular weight protein produced by

arsenic trioxide was 80% less or 62% more, respectively, than those by zinc sulfate. 35SICyS

incorporation in the low or the highmolecular weight protein induced by arsenic trioxide

made an increase of 120% or 276%, respectively, compared with that of the untreated mice, and

kept at 84% or 136%, respectively, of the levels induced by zinc sulfate.

In conclusion, it has been found that arsenic trioxide has the inductive activity of both the

metallothioneinl1ike protein and the high molecular weight-cysteine-rich protein, both of which

are involved in short-term tolerance of arsenic trioxide.
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