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略語 
 

6β-OHF   6β-hydroxycortisol 

11β-HSD   11β-hydroxysteroid dehydrogenase 

ABC   ATP binding cassette 

AUC area under the concentration-time curve 

Ccre  plasma creatinine concentration 

CLcre  creatinine clearance 

CL6β-OHF   apparent cortisol 6β-hydroxylation clearance 

CLrenal,6β-OHF   renal clearance of 6β-OHF 

CLrenal sec,6β-OHF  renal secretion clearance of 6β-OHF 

CYP   cytochrome P450 

DDI   drug-drug interaction 

ES   estrone-3-sulfate 

Eact   active CYP3A4 in the liver 

Eh   liver extraction ratio 

FDA   US Food and Drug Administration  

fu   unbound fraction 

FR   fraction reabsorbed 

GFR   glomerular filtration 

HEK   human embryonic kidney 

HLM   human liver microsomes 

IDT   idiosyncratic drug toxicity 

Iu,max   maximum unbound plasma concentration 

Ki   inhibition constant 

Km   Michaelis-Menten constant 

kdeg   degradation rate constant of the liver 

kinact   maximum inactivation rate constant 

kobs   observed inactivation rate constant 

MATE   multidrug and toxin extrusion protein 

MBI   mechanism-based inhibition 

MRCNS   methicillin-resistant coagulase negative staphylococci 
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MRM   multiple reaction monitoring 

MRSA   methicillin-resistant staphylococcus aureus 

OAT   organic anion transporter 

OCT   organic cation transporter 

PAH   p-aminohippurate 

PCG   benzylpenicillin 

P-gp   p-glycoprotein 

PRSP   penicillin-resistant streptococcus pneumoniae 

RAF   relative activity factor 

TEA   tetraethylammonium 

Vmax  maximum uptake rate 

VRE  vancomycin-resistant enterococcus 
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序論 

医薬品開発の成功確率を上昇させるファクターとして、期待された薬効の獲

得、予測可能かつ個人内・個人間変動の小さい体内動態、およびより低い毒性

リスク等が上げられる。この中で低い bioavailability 等の体内動態を原因とした

医薬品開発の中止例は減少傾向 (40% 弱 [1991 年]→10% [2000 年]) にあったが、

有効性 (30→30% 弱) および安全性 (10 数%→40%) を原因とした開発中止は

依然として多い (1)。特に薬物相互作用および臨床副作用は、患者サイドおよび

企業サイド双方に多大な影響を与えるため、メカニズム研究ならびにその回避

を目的とした研究が精力的に行われている。また一方で、その薬物相互作用お

よび臨床副作用のモニターの可能性、重篤度および回復性を観測する観点で、

biomarker の探索研究も精力的に行われる。 

例えば、HMG-CoA 還元酵素阻害剤 cerivastatin 製剤は、フィブラート系高脂

血症薬 gemfibrozil との併用により横紋筋融解症が増加したため自主的に販売を

中止し、市場から製品を回収した (表 1) (2)。横紋筋融解症は cerivastatin に限ら

ずスタチン系の高脂血症薬において共通の副作用として知られていたが (3)、

gemfibrozil と併用した場合において横紋筋融解症を原因とした死亡例が確認さ

れた (2)。これは、gemfibrozil の代謝物 gemfibrozil glucuronide が cerivastatin の主

代謝酵素であった CYP2C8 を不可逆に阻害し、cerivastatin の肝初回通過効果の

低下によって血漿中 cerivastatin 濃度が上昇することで引き起こされる (4)。また、

帯状疱疹治療薬 sorivudineおよび抗癌剤 5-fluorouracilの併用投与によって日本国

内で死亡例が確認されたが (表 1) (5)、これは、sorivudine が 5-fluorouracil から 
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(E)-5-(2-bromovinyl) uracil (BVU) への代謝を不可逆に阻害し、5-fluorouracil が体

内に蓄積し致命的な血球減少を起こしたことによることが明らかとなっている 

(6)。 

製薬企業は、既に引き起こされた薬物相互作用および臨床副作用については

遡及的研究を行うばかりでなく、その回避のための in vitro スクリーニングシス

テムの構築を行い、また今後起こり得る薬物相互作用および臨床副作用につい

ては、その兆候を検出するための biomarker の探索および妥当性の研究、さらに

は in vitroから in vivoへの外挿 (予測) 研究が盛んに行われている。本研究では、

第一三共で創生されたニューキノロン系合成抗菌薬 (開発コード DX-619、図 1) 

の非臨床および臨床開発段階でそれぞれ見つかった問題点に対する予測および

遡及的研究に関するものである。 

キノロン系抗菌薬 (キノロン薬、第一世代) は古くは 1962 年に nalidixic acid

が合成されたことに始まり (7)、以後、抗菌活性、代謝安定性、組織移行性との

構造相関が精力的に研究され (8)、キノリン骨格の 6 位にフッ素を、7 位にピペ

ラジニル基を有した norfloxacin 以降のキノロン系抗菌薬はニューキノロン (第

二世代) と呼ばれている。さらに tosufloxacin が開発されると、肺炎球菌に対し

ても抗菌作用を有し、同種薬効を有するニューキノロン薬はレスピラトリーキ

ノロン (第三世代) とも呼ばれるようになった (9)。 

一方、キノロン薬およびニューキノロン薬の歴史は薬物相互作用・臨床副作

用研究の歴史 (表 2) に言い換えることもできる (10)。まず、キノロン薬におけ

る薬物相互作用として、チトクロム P450 (CYP) 1A2 阻害による theophylline の副
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作用増強を最初に挙げることができる。慢性閉塞性肺疾患時には気管支拡張作

用を有する theophylline とともに、肺感染症治療のためにキノロン薬を併用投与

するケースが多かった。ここで theophylline の代謝は主として CYP1A2 が関与し

ており (11)、enoxacin や norfloxacin 等のキノロン薬およびニューキノロンは

CYP1A2 を特異的に阻害していた (12)。その結果、theophylline の肝初回通過効

果の低下によって血漿中濃度が上昇し、theophylline 由来の消化器症状、不整脈、

痙攣等が起こりやすくなっていた (13)。また、enoxacin をはじめとしたキノロ

ン薬およびニューキノロン薬の多くに薬剤性光線過敏症の一つである光毒性が

認められていた (表 2)。これは皮膚内に吸収された薬剤が光エネルギーによって

光化学反応を起こし活性化された結果、毒性を獲得し組織を障害すると考えら

れている (14)。これら臨床副作用については構造-副作用相関研究が精力的に行

われ、前者はキノリン骨格 7 位が、後者は 1 位および 8 位が原因であることが

分かってきた (15, 16)。 

これ以降のニューキノロンは、耐性グラム陽性菌やマイコプラズマ属、クラ

ミジア属に抗菌活性を獲得させたもの、肺炎球菌治療のために肺移行性を高め

たものなど、治療目的に応じて化合物の物性および構造が多岐にわたるように

なってきたため (17)、臨床副作用・薬物相互作用も各々の薬物固有に出現する

ようになってきた。例えば gatifloxacin は重篤な血糖値不良を起こす報告が紹介

され (18)、米国では public citizen による販売中止を求めた請願なども影響し、

FDA によって承認医薬品リストから削除された (19)。また、trovafloxacin は、「低

い発生頻度および臨床用量依存性、かつ長期投与によってのみ発現する宿主依
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存的な毒性作用」と定義される特異的体質性薬物依存毒性 (idiosyncratic drug 

toxicity: IDT (20)) による重篤な肝障害を起こすことが知られ (21)、これが原因

で市場の撤退をよぎなくされた (22)。 

DX-619 (図 1) はメチシリン耐性黄色ブドウ球菌  (methicillin-resistant 

staphylococcus aureus、MRSA) に優れた抗菌活性を有し、メチシリン耐性コアグ

ラーゼ陰性ブドウ球菌  (methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci、

MRCNS)、ペニシリン耐性肺炎球菌 (penicillin-resistant streptococcus pneumoniae、

PRSP)、バンコマイシン耐性腸球菌 (vancomycin-resistant enterococcus、VRE) 等

による感染症に対しても治療効果が期待されているニューキノロンである (第

四世代) (図 2)。MRSA 感染症は、治療薬剤が限られており難治性で重症度が高

く死に直結する感染症である。その上、MRSA 感染症はこれまで院内感染症と

考えられてきたが、市中での感染報告例が増加している (23)。また、VRE 感染

の斬増とともに VRE 保菌者が拡大し、VRE の耐性遺伝子を有する黄色ブドウ球

菌 (vancomycin-resistant staphylococcus aureus、VRSA) が分離されるに至ってい

る (24)。このような多剤耐性グラム陽性菌感染症に有効な治療薬のニーズは依

然として高く、これら感染症の治療を目的とした抗菌薬開発は未だ重要な医療

上の意義を有する。 

DX-619 の開発過程において、既存のキノロン系抗菌薬では報告されていない

2 つの課題があった。その 1 つは、第 1 相臨床試験 (Phase 1) で実施された単回

および連投斬増試験において、軽度かつ一過性の血漿中クレアチニン濃度の上

昇が認められた点である (25)。もう一つは、創薬初期の段階で、DX-619 は
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CYP3A4 を不可逆的に阻害する mechanism-based inhibition (MBI) 活性を有する

ことが見いだされた点である。血漿中クレアチニン濃度は腎機能の biomarker で

あり、その上昇は一般的に腎機能 (糸球体ろ過能) の低下を意味する。本上昇が

DX-619 の腎毒性によるものであった場合には当該薬剤の適応患者が限定され、

また腎毒性由来でなかった場合においても、その原因を精査し、そのメカニズ

ムについて DX-619 を使用する医療機関に周知させる必要があると考えられた。

一方、チトクロム P450 (CYP) を介した MBI は、阻害薬が被薬物相互作用薬の

血漿中濃度の過剰暴露を惹起するため、医薬品開発においては重要なリスク要

因として認識されており、薬効が期待される投与量での相互作用を定量的に予

測することが重要である。 

このような背景の元、数理モデルを用いて in vitro データを統合し、DX-619

により生じる薬物間相互作用を定量的に予測するとともに、臨床データとの比

較を行い、予測結果の妥当性について検証した。 

第 1章では、DX-619投与時の一過性の血漿中クレアチニン濃度上昇について、

creatinine の尿細管分泌に着目した。腎機能の指標の一つに糸球体ろ過速度 

(glomerular filtration rate、GFR) があり、GFR の臨床での簡便な指標として内因

性物質であるクレアチニンクリアランス（CLcre）を挙げることができる。しか

し、creatinine が糸球体ろ過に加えて尿細管分泌によって排泄されることから、

これまで CLcre は真の GFR と比較して値を過大評価していることが指摘されて

きた (26, 27)。そこで creatinine の尿細管分泌について、腎薬物トランスポータ

ーの関与を網羅的に検討することを目的に、ヒト OAT1－4、OCT1－3 発現 S2
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細胞およびヒト MATE1、MATE2-K 発現 HEK293 細胞を用いて creatinine の取り

込みおよびその寄与を検討した。また、DX-619 および非イオン性ヨード造影剤

iohexol (GFR の代用として使用) が併用投与された臨床試験について CLcreおよ

び GFR を被験者個別に解析し、DX-619 投与前後の creatinine の尿排泄パラメー

タの正確な算出を試みた。また、creatinine のトランスポーターを介した尿細管

分泌が薬物によって阻害され、その結果血漿中クレアチニン濃度が上昇したこ

とを検討するために、血漿中クレアチニン濃度に関する数理モデルを構築し、

DX-619 投与時の各個体の血漿中クレアチニン濃度上昇に関する simulation を試

みた。 

第 2 章第 1 節では、DX-619 の MBI ポテンシャルについて、2 つのアプローチ

で評価した。まず、Phase 1 (反復投与) での血漿中 DX-619 濃度および in vitro で

の MBI に関する阻害パラメータ (kinact および Ki) を用いて physiologically-based 

pharmacokinetic model (PBPK model) によって肝臓中の活性型 CYP3A4 量 (Eact) 

を推定した。また、糖質コルチコイド cortisol (F) の見かけの 6β 水酸化クリアラ

ンス (尿中6β-hydroxycortisol (6β-OHF) 量を血漿中 cortisolのAUCで除したもの: 

CL6β-OHF = X6β-OHF/AUCF) が in vivo CYP3A4 活性の推定手法として利用されつつ

ある (28, 29)。そこで、同 Phase 1 での血漿および尿中の内因性 cortisol および

6β-OHF を定量して CL6β-OHFを算出し in vivo CYP3A4 活性について Eact と比較し

た。 

医薬候補品が MBI ポテンシャルを有する場合には、CYP3A4 のプローブ薬と

して、midazolam など市販されている医薬品を併用投与する薬物相互作用試験 
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(DDI study) を実施して、阻害薬がプローブ薬の体内動態に及ぼす影響を評価す

るのが一般的である (30)。しかし、DDI study 開始以前に実施される Phase 1 は、

その性質上 (単回・反復用量斬増投与によって、医薬候補品の安全性および体内

動態を精査する)、用量を斬増していくなかで予期しなかった副作用が確認され、

それ以降の開発が中止になるケースも多い。その場合、非臨床段階で薬物相互

作用の予測を行ったとしても、その妥当性を検証するまでには至らないことも

多い。DDI study は、阻害薬の DDI 能力を被薬物相互薬 (プローブ薬) の血漿中

濃度の変動を定量的に評価することで見積もる手法であるが、健常人を対象に

した場合であってもプローブ薬由来の副作用を被る場合がある (31)。そこで今

回、臨床早期に DDI ポテンシャルを評価する目的で CYP3A4 の代替プローブと

して内因性代謝物に注目した。6β-OHF および cortisol は、Phase 1 サンプルのみ

から評価可能であるため、プローブ薬の投与の必要が無く DDI study を企画、実

施する費用および時間コストの点からも利点が多い。CL6β-OHF は、itraconazole 

(CYP3A4 の非競合阻害剤 (32)) や、clarithromycin (CYP3A4 の MBI (33)) をヒト

に投与した際、CL6β-OHFの低下が観測されており、その biomarker としての有用

性が示されつつある (28, 34)。しかし、CL6β-OHFは尿中 6β-OHF 量をその算出時

に使用するが、6β-OHF の尿中への排泄機構は明らかとなってない。すなわち、

CYP3A4阻害能を有する化合物が6β-OHFの尿排泄にどのような影響を与えるか

は不明である。 

そこで第 2 章第 2 節では、非臨床および臨床の両面より 6β-OHF の腎排泄機

構の解明を試みた。はじめに 6β-OHF の寄与する尿細管の輸送担体について、基
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底膜側の OAT1、OAT3、OCT2、および刷子縁膜側の P-gp、MATE1、MATE2-K

についてそれぞれ発現細胞を用いて 6β-OHF の取り込み試験およびその寄与を

検討した。次に、上記 6β-OHF 輸送活性評価で特に活性の高かった OAT3 および

MATE1 について、当該トランスポーターの阻害薬である probenecid および

pyrimethamine が 6β-OHF の腎排泄に及ぼす影響を検討するため、probenecid およ

び pyrimethamine 投与時の 6β-OHF の腎クリアランス (CLrenal, 6β-OHF) を算出し、

また 6β-OHF の腎排泄変動が CL6β-OHFに及ぼす影響を評価した。 

本研究で得られた薬物相互作用の方法論を臨床の比較的初期に適用すること

により、非臨床試験に基づいた予測と併せて多面的な解析が可能となり、確か

なエビデンスをもとにした以降の臨床試験に対する対応策が可能になると期待

される。 
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表 1.  薬物動態分野に関係した重篤な臨床副作用事例と市販後 (遡及) 研究 

市販後に認められた重篤な臨床副作用事例を示す。事例は被薬物相互作用薬お

よび阻害薬をそれぞれ示している。 

 

医薬品 (被薬物

相互作用薬/阻害

薬) 
事例 市販後 (遡及) 研究 

Cerivastatin / 
gemfibrozil 

Cerivastatin の横紋筋融解症 
(死亡例、マーケット撤退) (35) 

Gemfibrozil glucuronide の
CYP2C8 阻害 (36) 

抗癌剤 / 
sorivudine 

抗癌剤による血小板減少増強 
(死亡例, マーケット撤退) 

Pharmaceutical Affairs Bureau, 
(1994) 

Sorivudine代謝物によるジヒドロ

ウラシルデヒドロゲナーゼ阻害
(5) 

Terfenadine / 
ketoconazole 

Terfenadine による QT 延長  
(マーケット撤退) (37) 

KetoconazoleによるCYP3A4阻害
(38) 

Troglitazone 重篤な肝機能障害 
(死亡例、マーケット撤退) (39) 

活性代謝物の共有結合、硫酸抱合

体による胆汁うっ滞 (40) 
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表 2.  キノロン系およびニューキノロン系抗菌薬の副作用 

 

医薬品 臨床副作用 (報告年) 医薬品市場および臨床

開発への影響 

Enoxacin CYP1A2 阻害による theophylline の副作

用増強 (1985)、痙攣誘発作用 (1991)  

Pefloxacin 光毒性 (薬剤性光線過敏症) (1985)  

Fleroxacin 光毒性 (1990) 製造販売中止 

Temafloxacin 溶血性尿毒症症候群 (HUS) (1992)  

Lomefloxacin 光毒性 (1993)  

BAYy3118 光毒性 (1993) 臨床開発中止 

Sparfloxacin 光毒性、QT 延長 (1996)  

Tosufloxacin 重篤な血小板減少、腎炎 (1996) 臨床開発中止 

Trovafloxacin 肝障害 (1999) 製造販売中止 

Grepafloxacin 重篤な心血管障害 (1999) 製造販売中止 

Clinafloxacin 光毒性、低血糖 (1999) 臨床開発中止 

Gatifloxacin 低血糖および高血糖症状 (2006) 経口剤は製造販売中止、

点眼薬は発売中 
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図 1.  DX-619 の構造 
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図 2.  DX-619 の耐性グラム陽性菌に対する抗菌活性 
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DX-619 と腎薬物トランスポーターとの相互作用の 

 定量的解析 
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要約 

Phase 1 で認められた DX-619 投与時の一過性の血漿中クレアチニン濃度の上

昇メカニズム解析として、creatinine 分泌に関わる腎有機カチオントランスポー

ター阻害について検討した。creatinine は OCT2 および OAT3 の基質であり、ヒ

ト腎スライスでの取り込みクリアランスを算出したところ尿細管基底膜側では

OCT2 の輸送の寄与が高いことが示唆された。また、腎トランスポーターに対す

る DX-619 の阻害定数 (Ki) と血漿遊離型 DX-619 濃度を比較したところ、

DX-619投与時OCT2およびMATEsの阻害が生じ得ることが示唆された。DX-619

投与時の血漿中クレアチニン濃度の変動を定量的に評価するために数理モデル

を構築し、creatinine の尿細管分泌を DX-619 が競合阻害した場合の血漿中クレ

アチニン濃度に与える影響を計算した。各被験者の実測された血漿中クレアチ

ニン濃度に対し非線形最小二乗法を用いて数理モデルをフィッティングさせた

結果、creatinine の尿細管分泌 (GFR の 50%程度) および再吸収 (同 10%程度) を

仮定することで、血漿中 creatinine 濃度の増加を説明することができた。本研究

により、DX-619 による血漿中クレアチニン濃度の増大は、creatinine の

OCT2/MATEs による尿細管分泌に対する DX-619 による機能阻害によって説明

できることを明らかにした。また、DX-619 は薬効が期待される用量 (800 mg) で、

metformin などカチオン性薬物の腎排泄を阻害すること、および creatinine は血漿

中の OCT2/MATEs の内因性プローブとなり得ることが示された。
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序論 

2005年に行われたDX-619の第1相試験 (単回斬増試験および連投斬増試験、

Phase 1) において、血漿中クレアチニン濃度の上昇が認められた。この上昇は用

量依存性が認められず、投与終了後 (連投の場合、最終投与後) には、各被験者

における baseline の濃度まで回復しており、一過性のものと考えられた。DX-619

は MRSA 等の耐性グラム陽性菌感染患者を治療対象にしており Intensive Care 

Unit (ICU) での治療が想定されていた。この場合、複数の抗菌剤が併用され、そ

のなかには血漿中クレアチニン濃度を腎機能の指標として投与計画が行われる

ケースも想定される。このとき DX-619 投与による血漿クレアチニン濃度の上昇

が、DX-619 由来の腎毒性によるものなのか、あるいはそれ以外の要因によるか

によって当該薬剤の使用機会は大きく左右されることから、開発戦略上、非常

に重要な問題と認識され、DX-619 による腎毒性の有無を臨床早期に判断する必

要があった。 

腎組織はネフロンと呼ばれる構造単位からなり、ネフロンは糸球体を含む腎

小体、近位尿細管、Henle 係蹄細管部、遠位尿細管、集合管から形成される(図

3A)。腎臓における薬物排泄は糸球体におけるろ過と、近位尿細管における尿細

管分泌、さらに管腔側からの再吸収で決定される。このとき、体液の維持およ

び老廃物・異物・生体代謝物の排泄恒常性の維持のために尿量の実に約 100 倍

の体液が糸球体でろ過されることから、糸球体ろ過速度 (glomerular filtration rate、

GFR) は腎機能を代表する指標として重要である。腎機能を評価する目的で GFR

を測定する場合、臨床サイドにおいて最も簡便に行うことのできる指標として
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内因性物質である creatinine を利用したクレアチニンクリアランス（CLcre）を挙

げることができる。Creatinine は筋肉運動のエネルギー源となる creatine の代謝

物であり (図 4)、尿酸や尿素窒素と同様に生体内老廃物として主に尿中に排泄さ

れることから、CLcre は、一定時間に尿中に排泄された creatinine 量 (Xe,cre) を同

期間での血漿中濃度-時間曲線下面積  (AUCcre) で除して求めて算出される 

(CLcre = Xe,cre / AUCcre)。臨床現場においては、1~数時点の血漿中クレアチニン濃

度 (Ccre) を 1 式の Cockcroft&Gault の式に代入し、CLcreを推定することが一般的

に採用されている (41)。 

CLcre = (140－年齢 [ys])×体重 [kg]/(72×Ccre [mg/dL])  (1 式) 

Cockcroft&Gault の式による CLcre の推定は、蓄尿による被験者の拘束がない

ため、簡便な GFR 推定法として臨床検査で汎用されている (42)。しかし、Ccre

はクレアチン摂取量、代謝プール、産生量、尿細管での挙動および腎血流量、

等の影響を受けるため、Ccreのみから求める Cockcroft&Gault 法による CLcreの推

定は、その値が真のGFRマーカーと解離するケースが報告されている (43, 44) 。 

一方、creatinine の尿排泄は糸球体ろ過に加えて尿細管分泌が関与するため、

Xe,creおよび AUCcreを用いて CLcreを求めた場合であっても、真の GFR と比較し

て値を過大評価してしまうと考えられている (45)。糸球体ろ過がある分子量以

下の分子を透過させるサイズ選択的な排泄過程であるのに対し、分泌・再吸収

は過程にはさまざまなトランスポーターが関与し、医薬品の臓器内への分布お

よび排泄経路の寄与率を支配している (図 3B)。 

過去、対象薬物投与時に CLcre および外因性 GFR マーカーを同時定量した結
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果、GFR に影響を与えない一方で、CLcre を一時的に低下させた薬物として、

cimetidine (26)、pyrimethamine (46)、dronedarone (47) および AZD0837 (48) が報

告されている。これらはいずれも薬物が creatinine の尿細管分泌を阻害したと考

えられており、cimetidine 投与時の CLcreが真の GFR 近い値であると示した報告

もある (26)。しかし、薬物による creatinine の尿細管分泌阻害と Ccreの上昇を定

量的に評価した例はない。 

腎近位尿細管には多数のトランスポーターが発現している（図 3B）。このう

ち、トランスポーター発現細胞への取り込み試験によって creatinine は、有機カ

チオントランスポーターであるヒト OCT2 (49)、および近年、微生物の薬物排出

機能を担うことで知られる MATE ファミリーのヒトホモログである MATE1 お

よび MATE2-K で輸送が確認されている (50)。OCT2 は近位尿細管上皮細胞の基

底膜、MATE1 および MATE2-K は刷子縁膜に発現し、両トランスポーターの機

能連携により、効率的に種々カチオン性薬物の尿細管分泌が達成される (51)。 

上記 in vitro の報告に加え、creatinine の尿細管分泌について in vivo で OCT2

およびMATE1の寄与を検討した報告例がいくつか存在する。Frankeらによれば、

Oat1/2 (-/-) mice に cisplatin を投与した場合には、Oat1/2 (+/+) mice と比較して

cisplatin 由来の重篤な腎毒性 (52, 53) の発症頻度が低下し、同時に GFR を変動

させることなく Ccreの上昇を観測した (54)。また、Tsuda らによれば、Mate1 (-/-) 

mice は Mate1 (+/+) mice と比較して Ccreが有意に上昇し、かつ CLcreが有意に低

下した (55)。しかし同時に Mate1 (-/-) mice は BUN の有意な上昇も観測している

ことを考慮すると、creatinine の尿細管分泌に関して Oct2 はその関与が示唆され
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た一方、Mate1 の寄与については検討の余地があると考えられた。 

DX-619 による腎毒性の有無を早期に把握するために、臨床開発段階で

DX-619 投与時の GFR を正確に見積もると同時に、血漿中クレアチニン濃度の

上昇の作用機作を明らかにすることは非常に重要と考えられた。そこで、DX-619

投与時の CLcreおよび GFR をそれぞれ正確に見積もり、DX-619 投与時の Ccre上

昇が薬物性腎障害によるものか否かの検証するための臨床試験 (GFR study) を

行った。すなわち DX-619 を 4 日間連続投与し (800 mg/日)、DX-619 投与前およ

び投与最終日 (day 4) に CLcreおよび、非イオン性ヨード造影剤 iohexol の腎クリ

アランス (CLiohexol) の変動を比較した (25)。GFR は内因性物質 (creatinine) ある

いは、外因性物質 (イヌリン、チオ硫酸ナトリウム、EDTA 等) のクリアランス

測定により観測可能である。これら外因性物質の特徴として GFR 測定に必要な

条件、1) 血漿タンパクと結合しない、2) 糸球体でろ過される、3) 尿細管での

分泌・再吸収がない (56)、が挙げられるが、iohexol においてもこれら条件を満

たす。そして iohexol の腎クリアランスはイヌリンを用いた GFR 値とほぼ相関

することが報告されている (57)。今回、当該目的に追加して、被験者の血漿中

クレアチニン濃度、CLcreおよび GFR (CLiohexol) を個別に解析し、DX-619 投与前

後の creatinine の尿排泄パラメータの正確な算出を試みた。さらに、creatinine の

尿細管分泌について、網羅的にトランスポーターの関与を検討することを目的

として、ヒト OAT1－4, OCT1－3 発現 S2 細胞およびヒト MATE1、MATE2-K 発

現 HEK293 細胞を用いて creatinine の取り込み試験を実施した。また、基底膜側

において尿細管分泌が強く示唆されるトランスポーターが複数認められた場合、
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Matsushima ら (58) の手法にならいヒト腎スライス換算の取り込みクリアラン

スを算出し、それら腎薬物トランスポーターについて creatinine の輸送の寄与を

計算した。血漿中クレアチニン濃度上昇が認められた被験者情報  (血漿中

DX-619 濃度、タンパク結合率、クレアチニンクリアランスなど) および in vitro

情報 (各トランスポーターの Ki 値など) を、creatinine の腎尿細管分泌が OCT2

と MATE1/MATE2-K により説明されるとの仮定のもと、数理モデルを用いて統

合し、DX-619 による血漿中クレアチニン濃度上昇に関して定量的に理解すると

ともに、腎尿細管分泌における薬物間相互作用予測を行った。 
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結果 

hOAT1－4 および hOCT1－3 発現細胞を用いた creatinine の輸送実験 

[14C]creatinine (5, 50, 250 µM)の hOAT1, hOAT2, hOAT3, hOAT4, hOCT1, hOCT2 お

よび hOCT3 発現細胞への取り込み活性を観察した (図 5A)。hOAT3, hOAT4, 

hOCT2 および hOCT3 発現細胞への creatinine の取り込みは vector 導入細胞に比

べて有意であった。一方、hOAT1, hOAT2 および hOCT1 発現細胞は、vector 導入

細胞と比較して creatinine の取り込みに有意な差は観察されなかった。hOAT1, 

hOAT2, hOAT3, hOAT4, hOCT1, hOCT2 および hOCT3 発現細胞の輸送活性は、そ

れぞれ [3H]PAH (hOAT1), [3H]PGF2α (hOAT2), [3H]ES (hOAT3, 4), [14C]TEA 

(hOCT1, 2) および[3H]histamine (hOCT3) の細胞内取り込みによって評価し、い

ずれも vector 導入細胞に比べ取り込みは有意であった。[14C]creatinine の細胞内

取り込みは、5 分まで直線的に増加した (図 5B)。さらに、creatinine の hOCT2

への取り込みの濃度依存性を評価し、速度論的パラメータを算出した (図 5C)。

creatinine の hOCT2 への取り込みは飽和性を示し、Km は 56.4±3.4 mM と算出さ

れた。 

 

ヒト腎スライスのデータを用いた creatinine の基底膜トランスポーターに関わ

る寄与率の算出 

上記で有意な取り込みが認められたトランスポーターのうち、ヒト尿細管上皮

細胞に発現が認められているものは OAT3 と OCT2 である (59)。一方、ヒト腎

切片への取り込みを試みた文献の情報 (58, 60, 61) および、上記で得られた
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creatinine および典型基質の取り込みクリアランスを用いて、creatinine の腎切片

への取り込みクリアランスを計算したところ、OAT3 および OCT2 でそれぞれ

0.017 および 0.49 ml/min/g kidney であった。 

 

hOCT2, hMATE1 および hMATE2-K 発現細胞への[14C]creatinine あるいは典型

的基質の取り込みに及ぼす DX-619 および他の薬物の阻害効果 

[14C]creatinine の hOCT2 発現細胞への取り込みに対する DX-619, levofloxacin, 

grepafloxacin および moxifloxacin の阻害効果を観察した (図 6)。[14C]creatinine の

取り込みはいずれの薬物においても濃度依存的に阻害された。[14C]creatinine の

取り込み阻害に際し、Lineweaver-Burk plot を実施したところ DX-619 および

grepafloxacin は競合阻害を観測し、Ki 0.94 µM および 10.4 µM をそれぞれ得た 

(図 7A)。[14C]PAH、[3H]ES および[14C]TEA の hOAT1、hOAT3、hMATE1 および

hMATE2-K 発現細胞への取り込みに対する DX-619 の阻害効果を観察した (図

7B-E)。DX-619 は hOAT1、hOAT3、hMATE1 および hMATE2-K それぞれの基質

を濃度依存的に阻害し、Ki 930±184、241±36、0.82±0.14 および 0.10±0.01 µM を

それぞれ得た。 

 

ヒト血漿中 DX-619 濃度から計算される、creatinine の hOCT2、hMATE1 およ

び hMATE2-K を介した尿細管分泌に対する阻害効果 

各個体において血漿遊離型 DX-619 が hOCT2, hMATE1 および hMATE2-K を介し

た creatinine の uptake クリアランスはそれぞれ、投与前と比較してそれぞれ
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0.09-0.17, 0.075-0.15 および 0.0098-0.021 まで低下した (表 3)。一方、grepafloxacin

は 200 mg, 400 mg, 600 mg および 800 mg の場合でそれぞれ投与前の 0.98, 0.96, 

0.94 および 0.90 にとどまった。 

 

GFR study の臨床データの解析 

DX-619投与前および4日間反復投与後における腎機能パラメータを表4に示す。

DX-619 投与前および反復投与後の iohexol の全身クリランス (GFRDay -1, GFRDay 

4) の平均はいずれも 98±14 ml/min であった。一方、DX-619 投与前および反復投

与後のクレアチニンクリアランス (CLcre, Day-1, CLcre, Day 4) は、132±25 ml/min およ

び 91±29 ml/min であった。 

 

数理モデルを用いた DX-619 投与時の血漿中クレアチニン濃度の simulation 

DX-619 および creatinine の消失に関する数理モデルを図 8 に示す。DX-619 は

1-compartment で消失し、また creatinine の血漿中濃度は平時には一定 (生成=排

泄) であると仮定した。DX-619 の 4 日間反復投与直後には、尿細管分泌が完全

阻害されたと仮定することで尿細管再吸収率 (FR) および分泌固有クリアラン

ス (CLrs,int all) がそれぞれ 0.16±0.15 および 72±41 ml/min と求まった (表 4)。これ

らの値を本モデルでの初期値として使用し、これらの値を非線型最小二乗法で

求め血漿中クレアチニン濃度を simulation した。体内からの creatinine の消失に

は糸球体ろ過および尿細管分泌が関与し、尿細管分泌に OCT2 のみ関与する場

合 (Model 1)、および OCT2 および MATEs が関与する場合 (Model 2) に分けた
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が、いずれも creatinineの実測値に対して simulation値は比較的良好に fitした (図

9)。Fitting によって得られた FR および CLrs,int allを表 4 に示す。GFR 比で、尿細

管分泌は 31-59%、再吸収は 5-21%存在することが確認された。 
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考察 

本研究では、creatinineの尿細管分泌にOCT2ならびにMATE1およびMATE2-K

が関与するという仮定に基づいて、これらトランスポーターに対する阻害効果

により、DX-619 投与時の血漿クレアチニン濃度上昇の説明を試みた。 

過去の報告どおり (49, 50)、hOCT2 発現細胞では、creatinine の細胞内取り込

みは vector 細胞に比べ有意に高かった (図 5)。加えて、hOAT3, hOAT4 および

hOCT3 発現細胞での creatinine の細胞内取り込みも vector に比べ有意に高かった。

この中で、OCT3 は肝臓を除き広く臓器に分布している (62)。一方、OAT4 は胎

盤および近位尿細管上皮細胞の刷子縁膜に存在し (63)、尿細管での尿から血液

への輸送の方向性を持っていることから、creatinine の尿細管再吸収への関与が

示唆された。一方、OAT1, OAT2 および OCT1 発現細胞では vector 細胞と有意な

差は観察されなかった。creatinine の OCT2 発現細胞への取り込みは時間依存性

および飽和性を示し、Km 値は 56.4 mM であった (図 5)。この値は既報 (4.0 

mM(49)) と比較して 10 倍以上高かったが、その原因は不明である。しかし、い

ずれの値を考慮しても Km 値は、平均的なヒト血漿中クレアチニン濃度 (1 mg/dl、

88 µM) よりも十分に大きく、ヒトにおいて creatinine の OCT2 を介した輸送は

線形領域にあると言える。 

前述のトランスポーターの中で、creatinine を基質とし、近位尿細管の基底膜

に発現するトランスポーターは OCT2 と OAT3 である。OCT2 と OAT3 の寄与を

評価するために、Relative Activity Factor (RAF) 法により、ヒト腎スライス換算

の creatinine の腎取り込みクリアランスを計算したところ、OCT2 の寄与は OAT3
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のそれと比較して高かった。従って、基底膜における creatinine の取り込みは主

に OCT2 が関与していることが示唆された。 

creatinine の OCT2 発現細胞に対する取り込みへの DX-619 および市販キノロ

ン 3 種の阻害効果を比較した (図 6)。阻害効果は DX-619 が最も強く、次いで

grepafloxacin、moxifloxacin および levofloxacin であった。これらキノロン薬はい

ずれも zwitter イオン構造を有するが、それぞれの酸解離定数は、DX-619 は pKa1 

5.96 および pKa2 8.36、grepafloxacin は 6.4±0.5 および 8.7±0.4、moxifloxacin は

6.4±0.5 および 10.6±0.2 および levofloxacin は 5.2±0.4 および 7.4±0.4 (64)であり、

取り込み試験時 (pH 7.4) には levofloxacin (anion 型) を除き、主に zwitter イオン

型で存在し (64) OCT2 への阻害を発揮すると考えられた。また、anion 型である

levofloxacin の OCT2 に対する阻害能が最も小さかったとこから、cation 型の割

合が OCT2 阻害に影響していると示唆された。OCT2 を介した creatinine 輸送の

阻害効果が高い DX-619 および grepafloxacin について Ki を求めたところ、それ

ぞれ 0.94 および 10.4 µM であった (図 7)。Grepafloxacin は 200 および 400 mg 投

与時に血漿中クレアチニン濃度の上昇が認められていない。そこで、DX-619 お

よび grepafloxacin (200, 400 mg) について creatinine の取り込み残存活性

1/(Imax,u/Ki) を求めたところ、DX-619 では 0.09 – 0.17 であり、OCT2 を強く阻害

するのに対して、grepafloxacinでは 0.98および 0.96となり、臨床投与量でのOCT2

阻害は無視できる程度である。これは臨床で grepafloxacin 投与によって血漿中

クレアチニン濃度の上昇が認められていないことと一致している (表 3)。 

次に、GFR study のデータについて、被験者個別に、CLcre、GFR、CLrs,int、FR
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を求めた。GFR は DX-619 投与前後で変わらず 98±14 ml/min であったのに対し、

DX-619 投与前および反復投与後のクレアチニンクリアランス (CLcre, Day -1, CLcre, 

Day 4) は、132±25 ml/min から 91±29 ml/min へ と減少した (表 4)。Day 4 で

creatinine の尿細管分泌が完全に阻害されたと仮定した場合、FR は 0.16±0.15 

ml/min、CLrs, int は 72±41 ml/min であったことから、creatinine の腎排泄には尿細

管分泌に加え、尿細管再吸収が存在していることが示唆された。 

DX-619 による Ccreの上昇に関して、実測された血漿中 DX-619 濃度 (CDX-619) 

を用いて、個体別に数理モデルを適用し、前述の初期値を free parameter として

最小二乗法を行い、各個体での FR および CLrs, int をそれぞれ決定した。このと

き、creatinine が OCT2 のみを介して輸送される場合 (Model 1)、OCT2 に加え

MATE1 (Model 2a) あるいは MATE2-K (Model 2b) を介した場合に場合分けした。

結果、いずれのモデルにおいても simulation は実測の Ccreとよく一致しているこ

とから、DX-619 による各トランスポーターの阻害は、血漿中クレアチニン濃度

の増加を説明するにあたり十分であることが示唆された (図 9)。 

今回、医薬候補品が GFR に影響を与えないことを確認できれば、当該化合物

を用いた Phase 1 での Ccreは内因性の OCT2 あるいは MATEs のプローブとして

有用であることが明らかとなった。これは、OCT2 あるいは MATEs 阻害能を有

する医薬候補品について、DDI study を実施するかなり前に当該 DDI ポテンシャ

ルの検討が可能なことを意味し、臨床開発戦略上、時間的なメリットが非常に

大きい。同様の検討例として、nicotinamide の代謝物である N-methylnicotinamide 

(NMN) は内因性の MATEs 基質であり、MATE を介した薬物トランスポーター
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の評価に有用であることが示されている (65)。レセプターや酵素等、薬効の標

的として重要な生体タンパク表面はマイナスにチャージしていることから、こ

れら生体タンパクとの相互作用を期待して意図的に塩基性を有した医薬品候補

品を合成することは珍しくない。しかしその結果、医薬候補品が腎有機カチオ

ントランスポーター阻害能を有してしまうケースは多々ある。そこで有機カチ

オントランスポーターの阻害能について、創薬早期に in vitro 細胞評価系で算出

した Ki 値と予測される臨床遊離型薬物濃度を比較して当該トランスポーターを

介した薬物相互作用を予測することや、臨床早期のサンプルを用いて血漿中

N-methylnicotinamide および creatinine 濃度の変動を観測することは、薬物相互作

用リスクを早期に把握するうえで重要である。今回、DX-619 は抗 MRSA 作用が

期待される用量 (同 800 mg を想定) では、カチオン性薬物の腎排泄を阻害する

ことが予想された。2 型糖尿病薬である metformin (OCT2 および MATEs 基質 (50, 

66)) を常時服用している糖尿病患者が MRSA を罹患した場合、DX-619 投与に

よって血漿中 metformin が上昇し、低血糖を誘発することが示唆される。また、

cisplatin の腎毒性作用は同じく抗癌剤である imatinib (OCT2 阻害剤) によって軽

減する報告があるが (67)、DX-619 も同様の作用を示すことが示唆された。 

本章の結論として、creatinine は主に糸球体ろ過で尿排泄されるが、GFR の約

50%程度の割合で尿細管分泌も受け、さらに約 10%程度尿細管再吸収を受けるこ

とを考慮すると、creatinine の尿細管分泌阻害による血漿中 creatinine 濃度上昇を

説明することが可能となった。DX-619 投与時の血漿中クレアチニン濃度の増加

は DX-619 が腎有機カチオントランスポーターOCT2 および MATEs を阻害して
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creatinineの尿細管分泌を低下させたと結論づけた (図 10)。同様の考察によって、

cimetidine, pyrimethamine、trimethoprim、dronedarone および AZD0837 の臨床で血

漿中クレアチニン濃度上昇 (46-48, 68)を説明できる可能性がある。事実、

pyrimethamine および cimetidine による Ccre の上昇は、Ito らによってこれらの

MATE 阻害が原因であることが報告されている (65, 69)。また dronedarone の米

国の添付文書中 ”WARNINGS AND PRECAUTIONS” の項目において、血漿中ク

レアチニン濃度上昇は尿細管分泌阻害による上昇によるものと明確に記載され

ている (70)。従って、今後 OCT2 あるいは MATE 阻害能を有した医薬候補品の

添付文書を発行する際にはこれらの記載が必須になり、臨床での使用上および

経営戦略上不利になることも想定され、このリスク評価として早期臨床サンプ

ルを用いた N-methylnicotinamide および creatinine 評価が重要性になってくると

思われる。 

最後に、creatinine は内因性の OCT2 および MATEs のプローブとなり得るこ

とから、プローブ薬を使った薬物相互作用試験の実施前に腎薬物トランスポー

ター阻害に起因した DDI の程度を把握できる可能性があり、FDA の薬物相互作

用評価に関するガイダンス (30) に積極的に訴える価値があると考える。 



 

33 

表 3.  DX-619 および grepafloxacin の血漿中濃度、Ki 値および、OCT2、MATE1、および MATE2-K に及ぼす阻害効果 

DX-619 (800 mg) および grepafloxacin 投与時の最大血漿中濃度 (Imax)、血漿遊離型分率 (fu) および OCT2、MATE1、および

MATE2-K 発現細胞を用いた阻害パラメータ (Ki) をそれぞれ示している。また、Ruptakeは各薬物投与時のトランスポーター

残存活性 1/(Imax·fu/Ki) を示している。 

 

Compound 
Dose 
(mg) 

Plasma Concentration  
(Imax, μM) fu (%) Ki (μM) Ruptake 

Creatinine 
elevation 

DX-619 (i.v.) 800 16.17 − 29.64 29 − 34 hOCT2 0.94 

hMATE1 0.82 

hMATE2-K 0.10 

0.09 – 0.17 

0.075 – 0.15 

0.0098 – 0.021 

Yes 

Grepafloxacin 200 0.45 ± 0.08   0.98 no  

(p.o.) 400 0.93 ± 0.18 

50 hOCT2 10.4 

0.96 no  

 600 1.41 ± 0.28 0.94 no data  

 800 2.26 ± 0.53 0.90 no data  
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表 4.  DX-619 投与前 (baseline) および 4 日間反復投与後 (day 4) の腎機能パラメータ 

DX-619 (800 mg) 投与前後の糸球体ろ過速度 (GFR)、クレアチニンクリアランス (CLcre)、creatinine の尿細管分泌クリアラン

ス (CLrs)、その CLcre に占める割合 (fRS)、creatinine の尿細管分泌固有クリアランス (CLrs,int) および再吸収率 (FR) をそれぞ

れ示している。各パラメータは creatinine の尿細管分泌が OCT2 のみ、OCT2/MATE1 および OCT2/MATE2-K がそれぞれ関与

した場合について、DX-619 がそれらを阻害したと仮定した場合に fitting で求めた。 

Subject 
No. 

GFR 
(day) 

CLcre 
(day) 

Initial parameters Model fitted with 

(A)  
CLrs 

(B) 
fRS 

(C) 
CLrs, int  

(D)  
FR 

Model 1 (hOCT2)  Model 2a 
(hOCT2/hMATE1) 

 Model 2b 
(hOCT2/hMATE2-K) 

−1 4 −1 4 (A) (B) (C) (D)  (A) (B) (C) (D)  (A) (B) (C) (D) 
1 88 94 107 52 105 98 123 0.44  113  106  135  0.47   53 49 57 0.24   37  35  39  0.14  
2 95 84 117 68 50 42 55 0.19  93  79  112  0.38   51 44 56 0.20   35  30  38  0.10  
3 91 96 132 81 65 49 72 0.16  44  34  47  0.03   41  31  44  0   41  31  44  0  
4 107 112 128 135 21 16 21 0  62  48  68  0.24   41 32 44 0.14   32  25  33  0.08  
5 123 117 158 114 40 25 42 0.03  105  67  124  0.31   61 39 67 0.14   44  28  47  0.05  
6 117 118 180 100 95 53 117 0.15  77  43  90  0.07   63  35  72  0   63  35  72  0  
7 95 84 131 111 36 27 38 0  72  55  80  0.21   43 33 46 0.05   36  27  38  0  
8 90 86 104 57 67 65 74 0.34  119  115  144  0.50   60 57 65 0.30   42  41  45  0.21  
9 88 93 150 132 62 42 71 0  62  41  70  0   62  41  70  0   62  41  70  0  

10 106 111 149 75 115 77 147 0.33  43  29  47  0   43  29  47  0   43  29  47  0  
11 76 82 98 73 34 34 36 0.11  37  37  39  0.13   26 26 27 0.04   21  22  22  0  

Mean 98 98 132 91 63 48 72 0.16  75 59 87 0.21  49 38 54 0.10   41 31 45 0.05 
SD 14 14 25 29 31 24 41 0.15  29 29 37 0.18  12 9 14 0.11   12 6 15 0.07 
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Ａ                                  Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.  ネフロンにおける薬物の挙動    

A. ネフロンは腎臓の機能単位で、腎小体と糸球体から成る。輸入細動脈よりネ

フロンに入った薬物はサイズ選択的な排泄過程である「糸球体ろ過」を受ける。

アルブミンなどの蛋白に結合した薬物は糸球体ろ過を受けない。糸球体ろ過を

受けなかった薬物は近位尿細管で「尿細管分泌」を受け尿中に排泄される。ま

た、一度糸球体ろ過をうけた後に再び血液中へ移行する「尿細管再吸収」を受

ける薬物も知られている。B. 分泌および再吸収にはトランスポーターが関わっ

ている。(59) 
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図 4.  Creatine と creatinine    

Creatine は肝臓で生合成され、生体内でクレアチンリン酸に変換され貯蔵される

が、一方、筋肉で非可逆的な非酵素的脱水を経て creatinine になる。(27)。 

 

  

Creatine Creatinine 

Muscle 
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図 5.  [14C]creatinine の各種薬物トランスポーターへの取り込み、および OCT2

取り込みに対する時間および濃度依存性 

(A) [14C]creatinine (5, 50, 250 μM) の各種薬物トランスポーター発現 S2 細胞に対

する 5 分間の取り込みを測定した。(B) OCT2 発現 S2 細胞への[14C]creatinine (50 

µM) 取り込みの時間依存性を、(C) 2 分間における取り込みの濃度依存性 (1-30 

mM) をそれぞれ測定した。(C 下段) Michaelis-Menten 式に従い、最小二乗法によ

り求められた fitting line を実線で示している。(C 上段) Eadie-Hofstee plot を示し

ている。*; P<0.05   
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図 6.  [14C]creatinine の OCT2 取り込みに対する阻害効果 

[14C]creatinine (50 μM) の OCT2 発現 S2 細胞への取り込みに対する各種薬物の阻

害効果を測定した。縦軸は 2 分における OCT2 取り込み値から mock への取り込

み値を差し引いた値 (control) に対する割合を示している。*; P<0.05, **; P<0.01 
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図 7.  DX-619 の各種薬物トランスポーターに対する阻害効果 

(A) [14C]creatinine (2-70 mM, 5 min) の OCT2 発現 S2 細胞への取り込みに対する

control、DX-619 (3 μM)、grepafloxacin (30 μM) の阻害効果を測定した。(B) OAT1 

([14C]PAH, 5 μM, 2 min)、OAT3 [3H]ES, 5 nM, 2 min)、MATE1、MATE2-K ([14C]TEA, 

30 μM, 5 min) 発現 HEK293 細胞への取り込みに対する DX-619 の効果を測定し

た。A は Lineweaver-Burk plot を示している。B-E の縦軸は発現細胞での取り込

み値から mock への取り込み値を差し引いた値 (control) に対する割合を示して

いる。 
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図 8.  DX-619 および creatinine の消失に関する数理モデル 

(A) DX-619 は 1-compartment で消失すると仮定した (左)。また、creatinine の血

漿中濃度は平時には一定 (生成=排泄) であると仮定した (右)。 

(B) 体内の creatinine は糸球体ろ過および尿細管分泌によって消失し、尿細管分

泌に OCT2 のみ関与する場合 (Model 1)、および OCT2 および MATEs が関与す

る場合 (Model 2) に分け、それぞれの場合に DX-619 が各トランスポーターを競

合的に阻害するとして simulation した。  

A 

B 
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図 9.  DX-619 反復投与時の血漿中クレアチニン濃度推移の simulation 

DX-619 投与時の creatinine 上昇に関する微分方程式について、血漿中クレアチ

ニン濃度の実測値に対して fitting を行い、分泌固有クリアランス (CLrs,int all) お

よび再吸収率 (FR) を非線形最小二乗法で求めた。 
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図 10.  考えられる creatinine の腎排泄の模式図 

Creatinine の腎排泄には糸球体に加えて尿細管分泌の関与が考えられる。尿細管

分泌にはトランスポーターが関わっており、血液側からの取り込みには OCT2

が、管腔側への排泄過程には、MATE1 および MATE2-K の関与が考えられ、

DX-619 (800 mg) はその両方を阻害すると考えられる。 
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第２章 

In vitro 試験に基づいた DX-619 の 

Mechanism-based Inhibition (MBI) による 

in vivo 肝 CYP3A4 阻害能の定量的予測 

 

第１節 

DX-619 投与時の CYP3A4 に対する 

薬物相互作用リスクの評価 
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要約 

Mechanism-based inhibition (MBI) は活性代謝物が代謝酵素と共有結合するこ

とで酵素が失活し、当該酵素で消失する薬物の血漿中濃度の上昇をもたらすた

め、臨床では重篤な副作用につながりやすい。ヒト肝ミクロソーム (HLM)にお

いて、各種キノロン薬の preincubation 後における midazolam の 1’-hydroxylation

活性を求めたところ、14 種のキノロン薬のうち DX-619 のみにおいて活性が強

く低下し MBI が認められた。また、CYP3A4 Supersomes™を用いた検討におい

ても同様に DX-619 存在下で midazolam の 1’-hydroxylation 活性低下が認められ

たため、DX-619 の MBI は CYP3A4 阻害によるものと考えられた。Midazolam の

1’-hydroxylation 活性は preincubation 時間および DX-619 濃度依存的に低下し、 

kinactは 0.0730±0.0033 min-1、KIは 59.8±6.5 μMと算出された。DX-619投与時 (1200 

mg, 反復 15 日投与) の肝臓中 CYP3A4 含量に関する physiologically-based 

pharmacokinetic model (PBPK model) を構築したところ、肝臓中 CYP3A4 を最大

で平時の 25-53%にまで低下させると予測された。一方、糖質コルチコイドであ

るcortisol (F) とそのCYP3A4による6β-水酸化体、6β-hydroxycortisol (6β-OHF) よ

り求まる cortisol の見かけの 6β 水酸化クリアランス (CL6β-OHF = X6β-OHF/AUCF) 

を同臨床サンプルを用いて求めたところ、placebo の最大 27%にまで低下し、上

記 PBPK model の予測結果とほぼ一致した。
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序論 

チトクロム P450 (CYP) を介した薬物相互作用 (drug-drug interaction; DDI) は、

阻害薬が被相互作用薬の血漿中濃度の変動を惹起した結果、被相互作用薬の薬

効不足あるいは過剰暴露による毒性発現をもたらすため (71)、製薬企業におい

ては開発リスク要因の１つとして認識されている。そこで、創薬初期の非臨床

段階でそのポテンシャルを見出すべく in vitro および modeling & simulation での

評価法が種々提案されており (6)、また FDAのドラフトガイダンスによればDDI

が創薬で確認された場合の検証フローについて、in vitro 評価～ヒト DDI study

に至るまでの decision tree が提唱されている (30)。 

チトクロム P450 (CYP) における薬物相互作用は、主に競合阻害、非競合阻害、

誘導および MBI の 4 種が知られている。競合阻害は，阻害剤分子が基質分子と

競合して基質結合部位を取り合う。そのため相対的に CYP 分子種に対する親和

性の低い薬物の代謝が阻害されその結果血漿中濃度が上昇する (72)。非競合阻

害は、窒素原子を含む複素環が CYP タンパクのヘムの第 6 配位子に結合するこ

とで、非特異的に複数の CYP 分子種を阻害する (32)。誘導は、薬物が PXR な

ど核内受容体と複合体を形成し CYP の転写を促進して、CYP タンパクが増加す

ることで併用薬物の代謝が促進される (73)。そして MBI は、代謝により生成し

た活性代謝物が CYP のアポ蛋白あるいはヘムと不可逆的に共有結合する結果、

不可逆的に CYP の不活化をもたらす阻害様式である (74)。従って MBI を有す

る薬物を服用した場合、生体が再び平時と同等の CYP 代謝活性環境を得るまで

には時間を要する。そこで MBI を有する医薬品を併用して服用することで被相
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互作用薬の血漿中濃度が急激に上昇し重篤な副作用が発現した結果、市場の撤

退をよぎなくされた事例が複数報告されている (5, 36)。 

CYP3A4 は、主要な異物解毒臓器である肝臓における総 CYP 量の 30%近くを

占め、承認医薬品の実に 50%が CYP3A4 による代謝を受ける (75)。また、CYP3A4

は小腸にも豊富に発現していることが知られており、経口投与した薬物の初回

通過における代謝に重要な役割を果たしている (76)。このように医薬候補品が

CYP3A4 に対する阻害能を有することは、開発戦略を左右することがある。ヒト

DDI study は、阻害薬の DDI 能力に関して、被薬物相互薬の血漿中濃度の変動を

定量的に評価する手法であり、主として健常人に投与して実施される臨床薬理

試験のひとつである。例えば、CYP3A4 の場合、midazolam (CYP3A4 のプローブ

薬) を被薬物相互薬として、阻害薬併用投与時の midazolam の血漿中濃度の変動

を観測する場合がある (77)。Midazolam と同様、CYP3A4 の被薬物相互薬として

triazolam が使用されることがあるが、阻害剤によって triazolam の血漿中濃度が

阻害剤非投与時と比較して上昇した場合には、triazolam の薬効の延長症状であ

る眠気を生じるときがある (31)。このように、DDI study は被害薬物の動態変化

を評価する試験であるがゆえに、被験者に対して被薬物相互薬の薬理作用を発

揮させてしまうことがあるため、ヒト DDI 研究には、非臨床の段階での精密な

ヒト PK 予測と実際の DDI study での慎重な実施が要求される。 

一方、DDI study の対象となっている薬物代謝酵素が内因性物質の代謝過程に

関与するケースも種々報告されており (78, 79)、内因性物質を CYP プローブと

して DDI 評価に利用することが試みられている。これまで糖質コルチコイド
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cortisol (F) とその CYP3A4 による 6β 水酸化体、6β-hydroxycortisol (6β-OHF) の

尿中濃度比 (R6β-OHF/F) が、CYP3A4 の発現誘導能評価として汎用されてきた 

(80)。例えば Eeckhoudt らは、CYP3A4 の誘導剤として知られる rifampicin をヒ

トに 6 日間連続投与し、さらに投与最終日に CYP3A4 のプローブである

midazolam を投与したところ、midazolam の 1’-hydroxylation クリアランスと

R6β-OHF/Fは良好な相関を示した (81)。しかし、R6β-OHF/Fが定性的な評価に過ぎず、

reversible inhibition (RI) およびMBI等のCYP3A4の阻害評価にR6β-OHF/Fが利用さ

れた例は若干あるものの、その評価に対する異論も多い (28, 82)。そこで、cortisol

の見かけの 6β 水酸化クリアランス (尿中 6β-OHF 量を血漿中 cortisol の AUC で

除したもの: CL6β-OHF = X6β-OHF/AUCF) が R6β-OHF/F の改良法として RI および MBI

の評価法として取り入れられつつある (28, 29)。例えば、Peng らは、CYP3A4

の非競合阻害剤である itraconazole (32) をヒトに単回投与 (50、200、400 mg, p.o.) 

したところ、itraconazole の用量増加に伴い CL6β-OHF は低下し、投与後 7 日目で

回復していることを示した (34)。また、Furuta らは、CYP3A4 に対して MBI を

有する clarithromycin (33) をヒトに 6 日間反復投与 (200 mg, p.o.) したところ、

投与 1 日目から CL6β-OHFの低下を観測し、さらに CL6β-OHFの低下が投与後 3 日目

で定常に達し、休薬後 7 日目で baseline まで復帰したことを示した (28)。この

ように、CYP3A4 阻害能を有する薬物投与時には CL6β-OHFが低下することが観測

されており、その biomarker としての有用性が示されつつある。 

DX-619 は、創薬初期のヒト肝ミクロソーム (HLM) を用いた試験で CYP3A4

の MBI 能を有していることを把握していたが、開発戦略上の risk & benefit の観
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点から臨床開発が続行された経緯がある。MBI は、活性代謝物が代謝酵素と共

有結合することで酵素が失活し、当該酵素で消失する薬物の血漿中濃度の上昇

をもたらすことから、併用薬による重篤な副作用が発現しやすく、臨床および

マーケットに対するインパクトが極めて大きい (35, 36)。DX-619 においても同

様なリスクを有していることが示唆されたため、DX-619 の MBI リスクについて、

2 つのアプローチから評価した。まず、Phase 1 (反復投与) で得られた血漿中

DX-619 濃度、および in vitro での MBI に関する阻害パラメータを用いて

physiologically-based pharmacokinetic model (PBPK model) によって肝臓中の活性

型 CYP3A4 量 (Eact) を見積もった。次いで、同 Phase 1 での血漿中 cortisol およ

び尿中 6β-OHF から CL6β-OHFを算出し、DX-619 投与時の in vivo CYP3A4 活性に

ついて Eact と比較した。さらに 6β-OHF の腎クリアランス (CLrenal, 6β-OHF) の算出

を試みた。 

MBI では阻害剤濃度だけではなく、ミクロソームとの preincubation 時間に依

存して酵素活性は低下する。これは阻害剤もまた酵素の基質となっており、経

時的に阻害剤の代謝が進むと生成された代謝物は酵素と共有結合し酵素を不活

化するためである。このときの酵素活性の低下 (y 軸) を preincubation time (x 軸) 

に対してプロットし、その傾き (kobs) を阻害剤濃度に対してプロットしたとき

の最大値が kinact、kobsが kinactの半分になる阻害剤濃度がKiとなる (83)。Itoらは、

活性型酵素の量 (Eact) に関する微分方程式を立て、その中に、阻害剤の肝臓中

濃度、kinact、および Ki などを組み、in vitro データから被薬物相互薬の MBI によ

る体内動態変化を simulation し、in vivo で認められた被薬物相互薬の阻害剤によ
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る血漿中濃度推移と比較した (33)。このように、in vitro で認められた MBI が in 

vivo で被薬物相互薬へ及ぼす影響を予測する試みが種々実施され (84)、今では

MBI 評価のリスク評価として FDA のガイダンスに組み込まれている (30)。 

そこで、DX-619 に関しても同様に PBPK model による CYP3A4 含量の予測に

加え、in vivo での CYP3A4 の活性指標を評価し、両者を比較することとした。 
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結果 

HLM および CYP3A4 Supersomes™を用いた midazolam 1’-hydroxylation 活性 

HLM において、各種薬物 (100 μM) の 0 分および 15 分 preincubation 後におけ

る midazolam の 1’-hydroxylation 活性を求めた (表 5)。DX-619 の残存活性は 0 分

で 82.0±6.1%、15 分で 25.0±1.2%と preincubation によって 69.5%の活性低下が認

められた。DX-619 以外のキノロン薬については levofloxacin、sparfloxacin、およ

び trovafloxacin において、preincubation による有意な活性低下が認められたもの

の、いずれも 20%未満の活性低下にとどまった。Azithromycin、clarithromycin お

よび erythromycinはそれぞれ、preincubationによって有意な活性低下が認められ、

これは既報 (33) と一致した。一方、CYP3A4 Supersomes™を用いた検討では、

DX-619、clarithromycin および troleandomycin でそれぞれ 15 分 preincubation に

よって 59.3、42.2 および 68.6%の活性低下が認められた (表 6)。DX-619 による

midazolam の 1’-hydroxylation 活性は preincubation 時間および DX-619 濃度依存的

に低下し (図 11A)、KI および kinact はそれぞれ 67.9±7.3 μM および 0.0730±0.0033 

min-1 と算出された (図 11B)。また、HLM 中の DX-619 の非結合型分率 (fu, HLM, 

DX-619: 0.881±0.014) を考慮すると、KIは 59.8±6.5 μM と補正された。 

 

DX-619 投与時の肝臓中 CYP3A4 含量 (Eact) の simulation 

血漿中 DX-619 濃度推移 (day 1) に基づいた DX-619 の PK パラメータおよび

PBPK model を用いて、肝臓中の活性型 CYP3A4 含量 (Eact) を求めた (図 12)。

なお、simulation には現在報告されている 3 種の CYP3A4 に関する不活化速度定
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数 (kdeg) を用いた。Eact は day 1 の DX-619 投与後より速やかに減少し、その減

少は定常に達した。Eact の低下は最大で kdeg 0.000481 min-1 のとき 128 h で平常時

の 53.3%に、kdeg 0.000321 min-1 のとき 152 h で 43.8%に、kdeg 0.000136 min-1 のと

き 200 h で 25.4%にそれぞれ達した。 

 

DX-619 投与時の血漿中 cortisol および 6β-OHF、尿中 6β-OHF への影響 

Cortisol および 6β-OHF の血漿中濃度推移を測定した (図 13)。DX-619 投与群に

おける cortisol の Cmaxは placebo と比較して 2.4 倍高く (P=0.0868)、また、血漿

中 cortisol の AUC は placebo 群と比較して、わずかに上昇したが (表 7、day 1; 

115%, P=0.0919、day 15; 105%、P=4049)、6β-OHF においてはほどんど変化しな

かった (day 1; 104%, P=0.5167、day 15; 105%、P=5059)。 

DX-619 投与時の尿中 6β-OHF 量は placebo と比較して day 1 (P<0.05) および day 

15 (P<0.01) ともに有意に低かった (図 14A、表 7)。CL6β-OHF,は DX-619 投与によ

って day 1 では若干の低下が認められた (図 14B、P=0.0546)。一方、投与 15 日

後には、CL6β-OHF,が placebo と比較して最大 27%に低下した (P<0.01)。CLrenal,6β-OHF

は、DX-619 投与によって day 1 および day 15 ともに有意に低下した (P<0.05、

図 15、表 7)。6β-OHFの血漿遊離型分率は、0.192±0.012 (6β-OHFの血漿添加時; 200 

nM) および 0.208±0.016 (50 nM) であり、GFR を 98 ml/min とした場合 (85)、

CLrenal,6β-OHFは糸球体ろ過速度 (fu·GFR: 20.4 ml/min) よりも大きく、6β-OHF は

尿細管分泌を受ける。また、DX-619 投与時の CLrenal,6β-OHFは fu·GFR にまで低下

していた。 
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考察 

In vitro 代謝試験および DX-619 のヒト血漿中濃度を用いた PBPK model、およ

び DX-619 をヒト投与時の見かけの 6β 水酸化クリアランスに基づいて、MBI に

由来した DX-619 の肝 CYP3A4 を介した薬物相互作用リスクを評価した。 

HLM において各種キノロン薬の preincubation 前後における midazolam の

1’-hydroxylation 活性を求めたが、その残存活性が強く低下し MBI が認められた

のは DX-619 のみである (表 5、図 11)。また、CYP3A4 Supersomes™を用いた検

討において、DX-619、clarithromycin および troleandomycin (clarithromycin および

troleandomycin は CYP3A4 に対する MBI を有している) は、preincubation によっ

て midazolam の 1’-hydroxylation 活性低下が認められたため、これらの MBI は

CYP3A4 阻害によるものと考えられた (表 6)。DX-619 による midazolam の

1’-hydroxylation 活性は preincubation 時間および DX-619 濃度依存性に基づいて、

MBI に関連した速度論パラメータを決定した（図 11、KI: 67.9±7.3 μM、kinact: 

0.0730±0.0033 min-1）。本パラメータと、DX-619 のヒト PK パラメータおよび

PBPK model を用いて、DX-619 服用時の肝臓中の活性型 CYP3A4 含量 (Eact) の

simulation を行った。DX-619 投与によって、placebo の最大 25.4-53.3%にまで低

下することが示唆された (図 12)。 

被験者の血漿中 cortisol ならびに、尿中 6β-OHF を測定した (図 13、14)。血

漿中 cortisol 濃度は DX-619 投与によって若干上昇したが、血漿中 6β-OHF 濃度

は変化しなかった。一方、DX-619 投与時の尿中 6β-OHF 量は placebo と比較し

て有意に低く、それに伴い CL6β-OHF,は DX-619 投与後 15 日間で placebo と比較し
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て最大 27%に低下した。先に述べた Eact 低下率は CYP3A4 の不活化速度定数 

(kinact) に影響を受ける。kinact は、rifampicin 等による CYP3A4 の誘導から baseline

への復帰時間 (86)あるいは、CYP3A4 の阻害による活性低下からの baseline への

復帰時間 (87, 88) 等、in vivo での薬物添加によって肝臓中 CYP3A4 量を変動さ

せた後、その回復にかかる時間から求めるのが一般的である。今回、DX-619 に

よるCL6β-OHFの低下 (placeboの 27%) に対して最も近いEactの低下を示したのは

0.00123 min-1 を用いた場合 (control の 25.4%) であった。 

被験者における 6β-OHF の腎クリアランスを測定した (図 15)。Placebo 群にお

ける CLrenal,6β-OHFは 84.8±27.3 (day 1) および 78.0±24.3 (day 15) であり、糸球体ろ

過速度 (fu·GFR、20.4 ml/min) よりも高く、6β-OHF が尿細管分泌を受けている

ことを示している。さらに DX-619 投与によって CLrenal,6β-OHFは fu·GFR 近くまで

低下しており、6β-OHF の尿細管分泌が DX-619 によって完全に阻害されたと示

唆された (図 15)。 

ところで、CL6β-OHFは下式で定義される。 

CL6βOHF = Xe,6β−OHF

AUCcortisol
= CLCYP3A4 ∙

CLrenal,6β−OHF
CLtot,6β−OHF

   (2 式) 

ここで、CLCYP3A4 および CLtot,6β-OHFはそれぞれ、真の cortisol の 6β 水酸化クリ

アランスおよび 6β-OHF の全身クリアランスを示している。2 式によれば、

CLrenal,6β-OHFおよびCLtot,6β-OHFの変動はCL6β-OHFに影響を与えることを示している。

また、6β-OHF の尿排泄が全身クリアランスにどの程度寄与しているかは明らか

となっていないが、A) 6β-OHF の尿排泄が主排泄経路であった場合には、6β-OHF

の尿細管分泌阻害による尿排泄低下は、血漿中 6β-OHF の上昇および CLrenal,6β-OHF
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の低下をもたらすと予想される。しかしこの場合は、これら変動が CL6β-OHFに与

える影響は小さいと考えられる。一方、B) 尿排泄が主排泄経路でなかった場合

には、6β-OHF の尿細管分泌阻害による尿排泄低下によって CL6β-OHFの低下を招

き、肝 CYP3A4 活性の低下を過大評価してしまうと考えられる。第 1 章で述べ

たように、DX-619 (800 mg, iv infusion) は腎薬物トランスポーター (OCT2 およ

び MATEs) を十分阻害し得る。6β-OHF がこれらトランスポーターを介して尿細

管分泌され、かつ、6β-OHF の主排泄経路が尿排泄でなかった場合には、DX-619 

(1200 mg, iv infusion) によって 6β-OHF の尿細管分泌阻害が起こり、CL6β-OHFが

低下することがあり得る (CL6β-OHFの overestimation)。 

そこで、次節では、6β-OHF の腎排泄メカニズムおよび各種薬物の 6β-OHF の

腎排泄に及ぼす影響を検討することとした。 
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表 5.  HLM を用いた各種薬物の midazolam 1’-hydroxylation 阻害活性 

HLMと各種薬物のpreincubationの有無により 1’-hydroxymidazolam生成に関する

残存活性を算出した。15 min は 15 分 preincubation 後の midazolam 1’-hydroxylation

残存活性の vehicle 比を、0 min は preincubation を実施しない場合の midazolam 

1’-hydroxylation 残存活性の vehicle 比をそれぞれ示している。MBI は、 15 min / 0 

min により算出した。 (N=3)、*; P<0.05 

 

  CYP3A4 remaining activity (% of control) 
  Preincubation time (min) 
  0 min 15 min 
Quinolone antimicrobials   

 Ciprofloxacin 81.8±5.3 67.7±4.3 
 DX-619 82.0±6.1 25.0±1.2* 
 Enoxacin 92.9±6.8 69.6±1.1 
 Gatifloxacin 110.7±5.3 102.9±0.6 
 Gemifloxacin 88.7±6.5 76.7±3.6 
 Grepafloxacin 103.7±1.6 97.0±0.8 
 Levofloxacin 85.9±0.6 69.7±0.1* 
 Lomefloxacin 101.8±1.0 99.5±0.7 
 Moxifloxacin 92.0±6.3 79.2±5.2 
 Norfloxacin 95.4±4.8 84.7±1.8 
 Pazufloxacin 111.5±4.1 101.1±1.2 
 Sparfloxacin 98.3±1.0 81.9±1.8* 
 Tosufloxacin 119.0±1.3 117.7±2.1 
 Trovafloxacin 109.1±0.5 92.9±0.8* 

Macrolides    
 Azithromycin 87.1±1.8 76.5±0.7* 
 Clarithromycin 102.5±1.0 42.8±0.4* 
 Erythromycin 102.2±2.7 43.4±0.7* 
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表6.  CYP3A4 Supersomes™を用いた各種薬物のmidazolam 1’-hydroxylation阻

害活性 

CYP3A4 Supersomes™ と 各 種 薬 物 の preincubation の 有 無 に よ り

1’-hydroxymidazolam 生成に関する残存活性を算出した。15 min は 15 分

preincubation 後の midazolam 1’-hydroxylation 残存活性の vehicle 比を、0 min は

preincubation を実施しない場合の midazolam 1’-hydroxylation 残存活性の vehicle

比をそれぞれ示している。MBI は、 15 min / 0 min により算出した。 (N=3)、*; 

P<0.05 

 

Compound Concentration (µM) 
CYP3A4 remaining activity (% of control) 

Preincubation time (min) 
0 min 15 min 

DX-619 100 108±4 44.0±2.0* 
Clarithromycin 100 64.7±0.3 37.4±1.3* 
Troleandomycin 30 59.9±1.9 18.8±0.5* 
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表 7.  DX-619 投与が血漿中 cortisol および 6β-OHF、尿中 6β-OHF に与える影響 

DX-619投与時および非投与時 (placebo) の血漿中 cortisolおよび 6β-OHF濃度推移から求まるAUC、尿中 6β-OHF排泄量 (Xe) 

をそれぞれ示している。また、CL6β-OHF、CLrenal,6β-OHF、fu·GFR および CLsec, 6β-OHFはそれぞれ、cortisol の見かけの 6β 水酸化

クリアランス、6β-OHF の腎クリアランス、6β-OHF の糸球体ろ過速度および分泌クリアランスを示している (DX-619: N=6, 

placebo: N=3)。**;P<0.01, *;P<0.05 

 

  AUCcortisol 

(ng • h/ml) 

AUC6β-OHF 

(ng • h/ml) 

Xe, 6β-OHF 

(μg) 

CL6β-OHF 

(ml/min) 

CLrenal, 6β-OHF 

(ml/min) 

fu·GFR 

(ml/min) 

CLsec, 6β-OHF 

(ml/min) 

Placebo Day 1 1211 ± 206 48.2 ± 4.8 233 ± 59 3.74 ± 1.63 84.8 ± 27.3 

20.4 

64.4 

 Day 15 1472 ± 83 47.9 ± 6.1 212 ± 49 2.49 ± 0.73 78.0 ± 24.3 57.6 

DX-619 Day 1 1391 ± 82 49.9 ± 2.9 102 ± 7* 1.24 ± 0.12 34.9 ± 3.7* 14.5 

 Day 15 1539 ± 115 45.8 ± 3.2 60.9 ± 5.1** 0.684 ± 0.083** 23.0 ± 3.5* 2.60 
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図 11.  DX-619 のヒト CYP3A4 に対する preincubation time および濃度依存的

な阻害 

DX-619のCYP3A4に対するMBIを 1’-hydroxymidazolamの生成阻害で評価した。

(A) DX-619 (●, 0; △, 12.5; ■, 25; ○, 50; ▲, 100 および□, 200 µM) と HLM を

preincubation (0、5、10、20、30 min) 後、midazolam を incubation し、10 分後の

1’-hydroxymidazolam の生成量を定量した。(B) DX-619 濃度と (A) の傾き (kobs) 

をプロットし、Michaelis-Menten 型の 1 つのコンポーネントを仮定のもと、最小

二乗法により求められた fitting line を実線で示している。 
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図 12.  ヒトに DX-619 を投与した際の肝臓中 CYP3A4 の simulation 

DX-619 (1200 mg, 2 h infusion) を反復投与 (day 1, day 3-15) した際の肝臓中

CYP3A4 (Eact) について PBPK model を用いて simulation した。kdegは、既報の 3

通りの値で simulation した。 
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図 13.  Cortisol および 6β-OHF の血漿中濃度推移 

DX-619 投与時 (■、●) あるいは placebo 投与時 (□、○) の cortisol および 6β-OHF

の血漿中濃度をそれぞれ示している。 (DX-619: N=6, placebo: N=3)。 
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図 14.  DX-619 投与時および非投与時の 6β-OHF の尿中排泄量および見かけの

6β 水酸化クリアランス 

DX-619投与時 (■) あるいは placebo投与時 (□) の 6β-OHFの尿中排泄量 (A) お

よび cortisol の見かけの 6β 水酸化クリアランス (B) をそれぞれ示している。 

(DX-619: N=6, placebo: N=3)。**; P<0.01, *; P<0.05  

  

A 

B 
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図 15.  DX-619 投与時および非投与時の 6β-OHF の腎クリアランス 

DX-619 投与時 (■) あるいは placebo 投与時 (□) の 6β-OHF の腎クリアランスを

示している。 (DX-619: N=6, placebo: N=3)。**; P<0.01, *; P<0.05   
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第２章 

In vitro 試験に基づいた DX-619 の 

Mechanism-based Inhibition (MBI) による 

in vivo 肝 CYP3A4 阻害能の定量的予測 

 

第２節 

6β-hydroxycortisol の腎排泄阻害が 

CL6β-OHFに基づいた肝 CYP3A4 活性推定に 

与える影響 
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要約 

第 2 章第 1 節では、DX-619 の MBI リスク評価として、内因性代謝物を利用

した cortisol の見かけの 6β 水酸化クリアランス (CL6β-OHF) および PBPK model

による肝臓中 CYP3A4 量 (Eact) をそれぞれ見積もり、各々の評価値がほぼ一致

することを示した。しかし、CLrenal,6β-OHF は糸球体ろ過速度よりも高く 6β-OHF

は尿細管分泌を受けることが示唆されたため、薬物投与による 6β-OHF の腎排泄

の変動およびそれに伴う CL6β-OHFへの影響は不明な点が多い。そこで本項では、

非臨床および臨床の両面より 6β-OHF の腎排泄機構の解明を試みた。 

尿細管基底膜側トランスポーターにおいて、6β-OHF の OCT2 および OAT3 発

現細胞への取り込みが mock 細胞のそれと比較して有意に高かった。ヒト腎スラ

イスを用いて 6β-OHF の取り込みを評価した結果、6β-OHF の腎スライスへの取

り込みは probenecid によって有意に阻害された。一方、MPP+の阻害下、6β-OHF

の腎スライスへの取り込みは一部の腎ドナーのみ有意に低下した。刷子縁膜側

の腎薬物トランスポーターにおいて、6β-OHF の MATE1 および MATE2-K によ

る輸送を確認したが、6β-OHF は MATEs に対して低親和性であることが推察さ

れた。また、6β-OHF の P-gp による輸送は認められなかった。したがって、6β-OHF

は糸球体ろ過に加え尿細管分泌によって排泄され、その分泌には主に基底膜側

では OAT3 が、刷子縁膜では MATE1 が関与していることが示唆された。 

Benzylpenicillin/probenecid および adefovir/probenecid 投与群における 6β-OHF

の血漿中濃度は、benzylpenicillin および adefovir 単独投与群と比較して有意に増

加し、一方、尿中への 6β-OHF 排泄量は変化しなかった。その結果、probenecid
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投与群での 6β-OHF の腎クリアランス (CLrenal,6β-OHF) および分泌クリアランス 

(CLrenal,sec,6β-OHF) はprobenecid非投与群と比較して有意に低下した。その一方で、

pyrimethamine 投与は、CLrenal,6β-OHF にはほとんど影響を与えなかった。また、

probenecid および pyrimethamine はいずれも CL6β-OHF に影響を与えなかった。

CLrenal,6β-OHFおよび 6β-OHF の全身クリアランス (CLtot,6β-OHF) の変動は、CL6β-OHF

に影響を与えなかったことから、6β-OHF の主排泄経路が尿排泄であると示唆さ

れた。そのため、腎排泄過程の相互作用によらず、CL6β-OHF は in vivo CYP3A4

活性評価に使用することができると考えられた。すなわち第2章1節でのDX-619

投与時の CL6β-OHF低下は、DX-619 による CYP3A4 に対する MBI の結果生じた

ものであると考えられた。Probenecid 投与時に OAT3 阻害に起因した CLrenal,6β-OHF

の低下および血漿中 6β-OHF 濃度の上昇が認められたことから、6β-OHF が OAT3

活性を示す biomarker として有用であると考えられた。 
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序論 

第 2 章第 1 節では、DX-619 による肝 CYP3A4 への MBI を見積もる手法とし

て、内因性 cortisol の CYP3A4 代謝物である 6β-OHF を利用した cortisol の見か

けの 6β 水酸化クリアランス (CL6β-OHF) と PBPK model によって予測された肝臓

中 CYP3A4 量 (Eact) の両アプローチを実施し、各々の値がほぼ一致した。 

CL6β-OHFは、Phase 1 のサンプルのみから算出可能な点に利点を有する。これ

は、DDI study のようなプローブ薬の投与の必要が無く、プローブ薬の血漿中濃

度の変動による被験者の安全性面を考慮する必要が無い。また、DDI study を企

画、実施する費用および時間の点からも利点が多い。一方、R6β-OHF/F および

CL6β-OHF はいずれも尿中 6β-OHF 量をその算出時に使用することから、CL6β-OHF

には肝 CYP3A4 活性だけではなく、6β-OHF の全身クリアランスに占める

CLrenal,6β-OHF の割合もパラメータとして含まれる (2 式)。そのため、腎排泄以外

の消失経路が 6β-OHF の主排泄経路となる場合、CLrenal,6β-OHF の変動が CL6β-OHF

の変動要因となり得る。事実、6β-OHF の腎クリアランスは GFR よりも大きく、

明確に尿細管分泌を受けることを示している。さらに、DX-619 投与時、

CLrenal,6β-OHF は低下しており、かつその度合いは CL6β-OHF の低下の度合いとほぼ

一致している。このことは、仮に 6β-OHF の全身クリアランスに占める

CLrenal,6β-OHF の割合が小さく、その経路に対する DX-619 の阻害効果が小さけれ

ば、DX-619 による肝 CYP3A4 阻害は無視できるほど小さいという結論にもなり

得る。そこで、肝 CYP3A4 阻害能を有しない阻害剤であり、かつ CLrenal,6β-OHFを

低下させる阻害剤の投与により、CLrenal,6β-OHF の変動が CL6β-OHF に与える影響を
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評価することとした。 

近位尿細管には分泌・再吸収に働く種々トランスポーターが発現している。

薬物輸送に関わるトランスポーターとして、基底膜側には OAT1, OAT3, OCT2

が、刷子縁膜側には P-gp, MATE1, MATE2-K 等が主に存在する (59)。Asif らに

よれば、副腎皮質細胞 (NCI-H295R) には OAT3 および OAT4 が発現しており、

forskolin の刺激によって cortisol が分泌される。この分泌は、probenecid によっ

て阻害されること、さらに、cortisol は OAT3 あるいは OAT4 発現アフリカツメ

ガエル卵母細胞 (Xenopus laevis oocytes) への取り込みを示したことから、副腎

皮質からの cortisol の分泌には OAT3 および OAT4 がそれぞれ関わっていると示

唆された (89)。また、P-gp の過剰発現細胞では、cortisol の経細胞輸送に方向性

が見られ、cortisol が P-gp 基質となることも確認されている (90)。そのため、

6β-OHF の輸送にもこれらトランスポーターの関与の可能性が十分に考えられ

た。そこで、OAT1, OAT3, OCT2, P-gp, MATE1 および MATE2-K 発現細胞を用い

て 6β-OHF の輸送活性を評価した。尿細管分泌に関わる基底膜トランスポーター

が複数認められた場合、ヒト腎スライス試験を実施し、それらトランスポータ

ーについて基底膜での 6β-OHF の輸送の寄与を算出することとした。 

6β-OHF の腎クリアランスを測定した結果、明確な尿細管分泌が認められたこ

とから、in vitro 試験で特に活性の高かった OAT3 および MATE1 に関して、当該

トランスポーターの阻害薬を用いて、in vivo で 6β-OHF の腎排泄に対する効果を

評価した。Probenecid は古くから腎有機アニオントランスポーターの in vivo 阻

害剤として知られ、種々薬物の尿中排泄を阻害することが知られている (59, 
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91-93)。事実、臨床投与量における血漿中遊離型濃度は、OAT1 および OAT3 に

対する Ki 値を上回り、これら両トランスポーターを十分に阻害することができ

る。Tian らは、健常人被験者において、probenecid (750 mg, po) によって OAT1

およびOAT3それぞれの典型的基質 (adefovirおよびbenzylpenicillin) の腎クリア

ランスが有意に低下することを示している。また、Ito らは pyrimethamine (50 mg, 

po) が臨床用量で MATE1、MATE2-K を比較的選択的に阻害すること、ならびに

健常人において、pyrimethamine が metformin および N-methylnicotinamide の腎ク

リアランスを有意に低下させることから、腎排泄過程における MATEs の役割を

検証する上で有用な薬物であることを報告している (94)。そこで、これらの試

験における血漿および尿検体中の 6β-OHF 濃度を定量し、各薬剤投与時の

6β-OHF の腎クリアランスの算出を試みた。 
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結果 

HLM を用いた各種薬物の midazolam 1-hydroxylation 活性 

HLM において、各種薬物との 0 分および 15 分 preincubation 後における

midazolam の 1’-hydroxylation 活性を求めた (表 8)。Troleandomycin (30 μM) 存在

下での midazolam の 1’-hydroxylation 残存活性は 0 分で 57.1±0.1%、15 分では

10.1±0.2%であり preincubation によって 82.3%の活性低下が認められた。一方、

probenecid および pyrimethamine (100 μM) 存在下において、0 分および 15 分 

preincubation において、midazolam の 1’-hydroxylation 活性は低下しなかった。 

 

各種薬物の 11β-hydroxysteroid dehydrogenase (11β-HSD) 1および 11β-HSD2活性

に対する阻害効果 

Cortisol および 6β-OHF の生体内での代謝経路を図 16 に示す。6β-OHF は

11β-HSD2 によって酸化され 6β-hydroxycortisone を生成する。そこで、11β-HSD1

発現 HEK293 細胞および 11β-HSD2 発現 SF9 細胞からそれぞれミクロソーム画

分を抽出し、11β-HSD1 および 11β-HSD2 活性に対する、DX-619 および各種薬物

の阻害効果を観察した (図 17、表 9)。11β-HSD1 (cortisone より cortisol 生成) お

よび 11β-HSD2 (cortisol より cortisone生成) 活性は carbenoxoloneにより濃度依存

的に阻害され、Kiとして 0.128±0.030 µMおよび 0.0147±0.0030 µMが算出された。

11β-HSD1活性は、DX-619およびclarithromycinによって阻害されず (Ki>100 µM)、

また、11β-HSD2 活性も DX-619 (Ki>100 µM)、clarithromycin (Ki>100 µM)、

probenecid (Ki>300 µM)、pyrimethamine (Ki>300 µM) によって阻害されなかった。 
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hOAT1、3 および hOCT2 遺伝子発現系を用いた 6β-OHF の取り込み 

6β-OHF の OAT1、OAT3 および OCT2 発現細胞への取り込み活性を評価した (図

18)。hOAT3 および hOCT2 への 6β-OHF への取り込みは vector 導入細胞と比較し

て有意であり、hOAT3 においては 1 mM probenecid によってその取り込みが有意

に阻害された (図 18A)。一方、hOAT1 導入細胞での取り込みは vector 導入細胞

と比較して有意な差は認めらなかった。6β-OHF の hOAT3 への取り込みは 5 min

まで直線的に増加した (図 18B)。さらに、6β-OHF の hOAT3 への取り込みの濃

度依存性を評価し、速度論的パラメータを算出した (図 18C)。6β-OHF の hOAT3

への取り込みは飽和性を示し、Km および Vmaxはそれぞれ、183±25 μM および

782±45 pmol/min mg protein と算出された。hOAT1、hOAT3 および hOCT2 発現細

胞への輸送活性はそれぞれ、[3H]PAH、[3H]ES および[14C]TEA の細胞内取り込

みによって評価し、いずれも vector 導入細胞に比べ取り込みは有意であり、阻

害剤によって有意にその取り込みが阻害された。 

 

6β-OHF の hOAT3 取り込みに対する各種薬物の阻害効果 

6β-OHF の hOAT3 取り込みに対する DX-619、probenecid、pyrimethamine および

clarithromycin の阻害効果を評価した (図 19)。6β-OHF の hOAT3 への取り込みに

対して DX-619、probenecid、pyrimethamine および clarithromycin は阻害を示し、

Ki はそれぞれ 239±36、12.1±3.8、32.0±6.2 および 181±42 μM と算出された。  
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hMATE1 および hMATE2-K 遺伝子発現系を用いた 6β-OHF の取り込み 

6β-OHF の MATE1 および MATE2-K 発現細胞への取り込み活性を評価した (図

20)。hMATE1 への 6β-OHF への取り込みは NH4Cl 条件下、非条件下ともに vector

導入細胞と比較して有意であり、その取り込みは 10 μM pyrimethamine によって

有意に阻害された (図 20A)。一方、hMATE2-K では 6β-OHF は NH4Cl 条件下に

おいてのみ vector 導入細胞と比較して有意な取り込みを示し、その取り込みは

10 μM pyrimethamine によって有意に阻害された。6β-OHF の hMATE1 への取り

込みは 1 min まで直線的に増加した (図 20B)。さらに、6β-OHF の hMATE1 およ

び hMATE2-K への取り込みの濃度依存性を評価したところ、いずれも取り込み

は 100 μM まで直線的に増加した (図 20C、D)。hMATE1 および MATE2-K 発現

細胞への輸送活性は[14C]TEA の細胞内取り込みによって評価し、いずれも vector

導入細胞に比べ取り込みは有意であり、阻害剤によって有意にその取り込みが

阻害された。 

 

6β-OHF の hMATE1 取り込みに対する各種薬物の阻害効果 

6β-OHF の hMATE1 取り込みに対する DX-619、probenecid、pyrimethamine およ

び clarithromycin の阻害効果を評価した (図 21)。6β-OHF の hMATE1 への取り込

みに対して DX-619、pyrimethamine は阻害を示し、Ki はそれぞれ 4.32±0.79、

0.281±0.033 μM と算出された。一方、probenecid および clarithromycin は阻害を

示さなった。かった (Ki > 300 μM)。 
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P-gp 遺伝子発現細胞系を用いた cortisol および 6β-OHF の経細胞輸送 

LLC-PK1 細胞および MDR1 発現 LLC-PK1 細胞における cortisol (添加時濃度 1 

μM) および 6β-OHF (10 μM) の経時的な細胞膜透過性を測定した (図 22)。

Cortisol は、LLC-PK1 細胞での basal 側から apical 側および apical 側から basal 側

への透過性がほぼ等しかった。MDR1 発現 LLC-PK1 細胞においては、basal 側か

ら apical 側への透過性が LLC-PK1 細胞のそれと比較して 3.3 倍高く、輸送に方

向性が認められたが、P-gp 阻害剤 (GF120918, 10 μM) 存在下でその透過性がほ

ぼ等しくなった (図 22B)。一方、6β-OHF は MDR1 発現 LLC-PK1 細胞において

apical 側から basal 側への透過性が basal 側から apical 側へのそれと比較して 1.4

倍高かったが、GF120918 (10 μM) 存在下では透過性がほぼ等しくなった (図

22D)。 

LLC-PK1細胞およびMDR1発現LLC-PK1細胞における[3H]digoxin (50 nM) の細

胞膜透過性に対する、6β-OHF および GF120918 の阻害効果を測定した (表 10)。

[3H]digoxin の MDR1 発現 LLC-PK1 細胞における basal 側から apical 側への透過

は、LLC-PK1 細胞でのそれと比較して高く (R value 5.91)、basal 側から apical 側

への方向性が確認されたが、6β-OHF 存在下ではその方向性は変化しなかった 

(R value: 4.97; 1,000 μM)。一方、GF120918 (10 μM) 添加によって R value は 1.49

まで低下し、basal 側から apical 側への[3H]digoxin の輸送の方向性が消失した。 
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6β-OHF のヒト腎切片のへの取り込みおよび、非標識 probenecid および MPP+

の阻害効果 

6β-OHF のヒト腎切片への取り込みを 3 名のドナーから得られた腎組織より評価

した (図 23)。6β-OHF はいずれのドナーにおいても probenecid (1 mM) 添加によ

って control と比較して 20-41%まで有意に低下し (P<0.01)、また、MPP+ (1 mM) 

によって control の 58-68% (1 例のみ P<0.01) まで低下した。各ドナーの腎切片

において、[3H]adefovir、[14C]benzylpenicillin および[14C]TEA の取り込みに対す

る、probenecid (1 mM、[3H]adefovir あるいは[14C]benzylpenicillin 添加時) および、

MPP+ (1 mM、[14C]TEA 添加時) の阻害効果を観察した (図 24)。[3H]adefovir、

[14C]benzylpenicillin および[14C]TEA の取り込みは、各阻害剤によって有意に阻害

された。 

 

6β-OHF および cortisol に関する体内動態 

Probenecid の血漿遊離型分率が 0.05-0.17 (95) であることから、probenecid の最

大血漿中遊離型濃度  (Iu,max, probenecid) は 12.2±0.9 – 41.6±3.0 µM (C 群 : 

benzylpenicillin/probenecid) お よ び 11.6±0.9 – 39.4±3.0 µM (A 群 : 

adefovir/probenecid) と算出された。また、pyrimethamine の最大血漿中遊離型濃

度 (Iu,max, pyrimethamine) は~0.3 µM との報告がある (94)。 

血漿および尿中の 6β-OHF および cortisol のマスクロマトグラムを図 25 に示す。

6β-OHF の血漿中濃度は、C 群、A 群共に有意に上昇したが (図 26AB、27AB、

表 12、AUC0-24h における probenecid 非投与群との比較: P<0.01)、尿中排泄量は影
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響を受けなかった (図26C、27C、表12)。一方、pyrimethamine投与によって6β-OHF

の血漿中濃度は影響をうけず、尿中排泄量は若干低下した (図 28A、B、C、表

12、Xe, 6β-OHFにおける pyrimethamine 非投与群との比較: P=0.0961)。 

C群およびA群ともに全ての期間において probenecid投与群での 6β-OHFの腎ク

リアランス (CLrenal,6β-OHF) は非投与群でのそれと比較して有意に低下し (図 29A、

B)、また、6β-OHF の分泌クリアランス (CLrenal,sec,6β-OHF) は probenecid 非投与群

の 55 および 61%にまで低下した (表 12)。一方、CLrenal,6β-OHFおよび CLrenal,sec,6β-OHF

は pyrimethamine によって若干の低下を示すに留まった (表 12、pyrimethamine

非投与群との比較: P=0.1342 および P=0.1841)。 

8-24 h における CLrenal,6β-OHF の絶対値 (約 100-300 ml/min) は、他の期間のそれ 

(約 100-500 ml/min) と比較して低い傾向を示した (図 29)。いずれの投与群にお

いても cortisol の AUC は probenecid および pyrimethamine の影響を受けなかった 

(図 26DE、27DE、28DE、表 12)。CL6β-OHFはいずれの阻害剤においても阻害剤非

投与群と比較して変化しなかった (図 30、表 12)。 
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考察 

本研究では、6β-OHF の腎尿細管分泌における相互作用が、CL6β-OHFに影響を

与える要因となるかを明らかにするため、分泌に関与するトランスポーターな

らびに薬物相互作用を利用して、in vivo における評価を行った。 

基底膜側トランスポーターとして、6β-OHF の OCT2 および OAT3 発現細胞へ

の取り込みが mock 細胞のそれと比較して有意であった (図 18)。これらトラン

スポーターの基底膜での寄与を考察するために、ヒト腎スライスを用いて

6β-OHF の取り込みを評価したところ、3 例の腎ドナー全てにおいて 6β-OHF の

腎スライスへの取り込みが probenecid によって有意に阻害された (図 23)。一方、

MPP+の阻害下、6β-OHF の腎スライスへの取り込みは１例の腎ドナーのみ有意

に低下した。MPP+ (1 mM) は OAT3 発現細胞を用いた[3H]estrone-3-sulfate および

6β-OHF の取り込みをそれぞれ 42 および 58%阻害することから、腎スライスへ

の 6β-OHF の取り込みに対する MPP+の阻害は一部 OAT3 が関与している可能性

がある。腎スライスでの 6β-OHF 取り込みの大部分が probenecid により阻害され

ることは、relative activity factor (RAF) に基づいて推定した OAT3 と OCT2 の寄

与率と一致した (96)。 

刷子縁膜側の腎薬物トランスポーターにおいて、6β-OHF の MATE1 および

MATE2-K による輸送を確認した (図 20)。6β-OHF は MATE1 および MATE2-K

発現細胞でともに 100 µM まで直線的に取り込まれ (図 20)、1 mM 6β-OHF 添加

時の MATE1 を介した[14C]TEA の取り込みにおいて、50%未満の取り込み阻害で

あったことと合わせると、6β-OHF は MATEs に対して低親和性の基質である。



 76 

6β-OHF の尿細管分泌に関与する他の刷子縁膜側トランスポーターとして

6β-OHF の P-gp を介した経細胞輸送を実施したが、P-gp による輸送は認められ

なかった (図 22)。したがって、6β-OHF の尿細管分泌について、基底膜側では

主に OAT3 が、刷子縁膜側は MATEs が関与していると考えられる (図 31、表 11)。 

次に、6β-OHF の腎排泄挙動、特に OAT3 および MATE1 を介した尿細管分泌

阻害が CL6β-OHF に与える影響を調べることを考えた。阻害剤として用いた

probenecid および pyrimethamine が、6β-OHF の生成に関与する CYP3A4 (cortisol

から 6β-OHF への代謝)、および代謝 (6β-OHF から 6β-hydroxycortisone への代謝) 

に関与する 11β-HSD2 について、共に影響を与えないことを in vitro で確認した 

(表 8、9)。  

Benzylpenicillin/probenecid および adefovir/probenecid 投与群における 6β-OHF

の血漿中濃度は、benzylpenicillin および adefovir 単独投与群と比較して有意に増

加し、一方、尿中への 6β-OHF 排泄量は変化しなかった (図 26、27)。その結果、

probenecid 投与群での 6β-OHF の腎クリアランス (CLrenal,6β-OHF) および分泌クリ

アランス (CLrenal,sec,6β-OHF) は probenecid 非投与群と比較して有意に低下した (図

29、表 12)。Control 群の benzylpenicillin および adefovir の最大血漿中濃度はそれ

ぞれ、1 および 0.1 μM であり、一方、これらの OAT3 に対する Ki 値はそれぞれ

27.8±2.56 µM (97) および > 3 µM であることを考慮すると、これらによって基

底膜に存在する OAT3 の飽和あるいは阻害が起こった可能性は低い。ヒト腎ス

ライスにおける 6β-OHFの取り込みを probenecidが有意に阻害したことを考慮す

ると  (図 23)、probenecid による OAT3 阻害によって CLrenal,6β-OHF および
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CLrenal,sec,6β-OHF が低下した可能性が高い (表 12)。ここで CLrenal,6β-OHF の低下の程

度は probenecid 投与直後が最も高く、以後低下している (図 29)。これは時間推

移とともに probenecid の血漿中濃度が低下するためであると考えられるが、加

えて、8-24 h における CLrenal,6β-OHFの絶対値が他の時間帯でのそれと比較して小

さいことを考慮すると、OAT3 を介した 6β-OHF の排泄にはサーカディアンリズ

ムがあり、8-24 h では OAT3 を介した基底膜での輸送の寄与が低下していると示

唆された (図 29)。 

一方、pyrimethamine の血漿遊離型濃度および Ki を考慮すると、MATEs はほ

ぼ完全に阻害することが期待されたが、実際は pyrimethamine 投与によって

CLrenal,6β-OHFがわずかに低下したのみであった (0-6 h において P=0.1342)。この要

因として、1) 刷子縁膜側の排出輸送における MATE1 の寄与率が小さい、ある

いは 2) 6β-OHF の腎排泄が取り込み律速である場合、の 2 つが考えられる。後者

は、刷子縁膜側における 6β-OHF の輸送活性が基底膜でのそれと比較して非常に

高い場合には、基底膜側での取り込みクリアランスが尿細管分泌全体を規定し、

このような状況では刷子縁膜側の排泄阻害は尿細管分泌に影響を与えないこと

に 起 因 す る  (98) 。 実 際 、 本 試 験 と 同 じ ヒ ト サ ン プ ル に お い て 、

N-methylnicotinamide の尿細管分泌クリアランスはほぼ完全に阻害されているも

のの (94)、同じく MATEs により尿中へと排泄される metformin の尿細管分泌ク

リアランスに対する阻害効果は 20-30%に留まり、尿細管分泌における律速段階

で説明が試みられている (65)。 

Probenecid 投与により、CLrenal,6β-OHF の低下が認められた場合においても、
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CL6β-OHFは変動しないことを確認した。このことは 2 式に従うと、CLrenal,6β-OHF / 

CLtot,6β-OHFが 1 に近い、すなわち 6β-OHF の主排泄経路は尿排泄であると考えら

れる。そのため 6β-OHF の腎排泄が仮に阻害されたとしても、十分な回復インタ

ーバルをおけば、尿中に回収される 6β-OHF 量は腎排泄阻害の影響を受けること

はなく、CL6β-OHFは肝 CYP3A4 機能を主に反映したパラメータとして利用できる

と考えられる。すなわち、DX-619 投与時に認められた CL6β-OHFの低下は、DX-619

による肝 CYP3A4 への MBI によるものである。 

今回測定した臨床サンプルにおいて、DX-619 および pyrimethamine はともに

MATEs を阻害するのに十分な血漿中遊離型濃度であったにも関わらず、

CLrenal,6β-OHFの低下の度合いは DX-619 投与時の方が pyrimethamine 投与時よりも

高かった。この原因は、6β-OHF の尿排泄について、MATEs を介した刷子縁膜

での排泄速度が OAT3 を介した基底膜での取り込み速度と比較して高い、すな

わち 6β-OHF の尿細管分泌が取り込み律速であり、かつ DX-619 による MATEs

阻害が pyrimethamine によるそれよりも強かったことがまず原因として考えられ

る。この場合、取り込み律速であった 6β-OHF の尿細管分泌が、DX-619 投与時

においては刷子縁膜への強い阻害によって排出律速になったことが推測され、

pyrimethamine 投与では、血漿中6β-OHF濃度に変化が認められない一方、DX-619

投与では血漿中 6β-OHF 濃度の低下とともに、腎臓中での 6β-OHF 濃度が増加さ

れると推察される。しかし、これを実証するためには、positron emission 

tomography (PET) やバイオプシー等で腎臓中 6β-OHF 濃度の増加を確認する必

要がある。次に、2) 6β-OHF の尿細管分泌に、取り込み側のトランスポーターに
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関して、今回検討した以外のものあるいは未知のものが寄与していることが考

えられた。6β-OHF の取り込みに寄与する OAT3 に対する DX-619 および

pyrimethamine の Ki は 239±36 および 32.0±6.2 と、いずれの血漿中遊離型濃度よ

りも高い値を示す。そのため、6β-OHF の取り込みに関して OATP4C1 (99) ある

いは未知のトランスポーターが関与し (図 3)、そのトランスポーターへの

DX-619 の阻害能が pyrimethamine のそれと比較して高いことが考えられた。 

Probenecid投与時にOAT3阻害に起因したCLrenal,6β-OHFの低下が認められたが、

加えて血漿中 6β-OHF 濃度も有意に上昇したことから、CLrenal,6β-OHF に加えて血

漿中 6β-OHF 濃度も OAT3 活性の biomarker として利用する価値があると考えら

れる。このとき、被験薬物が肝臓中 CYP3A4 に影響を与えるか否かに留意する

必要がある。現に DX-619 投与によって CLrenal,6β-OHFは低下しているため血漿中

6β-OHF 濃度の上昇が予想されたが、血漿中 6β-OHF 濃度は変動していない。こ

の原因として DX-619 の CYP3A4 に対する MBI によって cortisol からの 6β-OHF

生成が阻害され、血漿中 6β-OHF 濃度の上昇がマスクされたことが考えられる。 

 

本節の結論として、DX-619 投与によって CLrenal,6β-OHF および CL6β-OHF がそれ

ぞれ低下したが、上記考察に基づくと CL6β-OHFの低下は MBI によって引き起こ

されたものと考えることができる。また、6β-OHF は肝 CYP3A4 以外に、OAT3

による輸送活性を測定するための biomarker として、相互作用試験に利用可能で

あることが明らかとなった。  
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表 8.  HLM を用いた各種薬物の midazolam 1’-hydroxylation 阻害活性 

HLMと各種薬物のpreincubationの有無による1’-hydroxymidazolam生成に関する

残存活性を算出した。15 min は 15 分 preincubation 後の midazolam 1’-hydroxylation

残存活性の vehicle 比を、0 min は preincubation を実施しない場合の midazolam 

1’-hydroxylation 残存活性の vehicle 比をそれぞれ示している。MBI は、 15 min / 0 

min により算出した。 (N=3)、*; P<0.01 

 

Compound Concentration (μM) 
CYP3A4 remaining activity (% of control) 

Preincubation time (min) 
0 min 15 min 

Probenecid 100 105±2 99.3±1.4 
Pyrimethamine 100 118±6 103±1 
Troleandomycin 30 57.1±0.1 10.1±0.2* 
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表 9.  各種薬物の 11β-HSD1 および 11β-HSD2 阻害活性 

各種薬物の 11β-HSD1 あるいは 11β-HSD2 活性に対する阻害効果を示している。

11β-HSD1 発現 HEK293 細胞および 11β-HSD2 発現 SF9 細胞からそれぞれミクロ

ソーム画分を抽出し反応溶液とした。11β-HSD1 および 11β-HSD2 活性は、反応

溶液にそれぞれ cortisone および cortisol を添加し、20 分間インキュベート後、そ

れぞれの代謝物である cortisol および cortisone を測定した。このとき、上記反応

溶液に各種薬物を添加して阻害活性を評価した。 (N=3) 

 

Compound Ki: 11β-HSD1 (µM) Ki: 11β-HSD2 (µM) 
Carbenoxolone 0.128 ± 0.030 0.0147 ± 0.0030 
DX-619 > 100 > 100 
Clarithromycin > 100 > 100 
Probenecid Not tested > 300 
Pyrimethamine Not tested > 300 
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表 10.  6β-OHF の P-gp 輸送阻害活性 

[3H]digoxin (50 nM) の経細胞輸送に対する 6β-OHF および GF120918 の阻害効果

を示している。6β-OHF および GF120918 は、apical および basal 両方に添加して

いる。各値は膜透過係数を示し、R value は膜透過係数の B to A / A to B 比を示し

ている。 A to B; apical to basal, B to A; basal to apical, (N=3) 

 

Inhibitor 
concentration (µM) Transcellular transport (×10-6 cm/sec) R value 

 LLC-PK1 MDR1-LLC-PK1  
 A to B B to A A to B B to A  
6β-OHF      

0 3.69 ± 0.01 7.14 ± 0.15 1.00 ± 0.02 11.4 ± 0.8 5.91 
3 3.87 ± 0.09 7.61 ± 0.25 1.12 ± 0.01 11.1 ± 0.7 5.06 
10 3.97 ± 0.05 8.15 ± 0.23 1.10 ± 0.08 11.4 ± 0.5 5.09 
30 4.21 ± 0.17 7.36 ± 0.26 1.10 ± 0.06 11.1 ± 0.9 5.77 

100 3.93 ± 0.17 7.24 ± 0.06 1.08 ± 0.04 9.77 ± 0.57 4.93 
300 4.41 ± 0.07 7.57 ± 0.29 1.10 ± 0.08 10.4 ± 0.7 5.53 

1000 4.09 ± 0.08 6.58 ± 0.19 1.04 ± 0.02 8.33 ± 0.36 4.97 
GF120918      

5 4.35 ± 0.15 4.35 ± 0.05 3.84 ± 0.16 3.69 ± 0.01 1.49 
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表 11.  6β-OHF の腎薬物トランスポーター輸送活性 

6β-OHF の各種腎薬物トランスポーター輸送活性を示している。+は輸送活性の

相対的な強さを示す。n.t., not transported 

 

Renal transporters  6β-OHF transport activities (Km) 
Basal side OAT1 n.t.  

 OAT3 +++ 
(183 ± 25 µM) 

 OCT2 + 
Apical side P-gp n.t.  

 MATE1 +++ 
(> 100 µM) 

 MATE2-K + 
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表 12.  健常人に各種薬物投与時の 6β-OHF および cortisol の動態 

各種薬物投与時の 6β-OHF のおよび cortisol の体内動態指標を示している。試験 1 および 2 は被験者 6 名に、試験 3 は被験

者 8 名にそれぞれ休薬期間を 1 週間設けて実施した。試験 1 および 2 は 0-24 h の期間、試験 3 は 0-8 h までの期間で実施し

た。CLrenal sec, 6β-OHFおよび fsec は 6β-OHF の分泌クリアランス (CLrenal sec,6β-OHF = CLrenal,6β-OHF –fu*GFR) および CLrenal,6β-OHFに占

める CLrenal sec,6β-OHFの割合をそれぞれ示している。**; P<0.01 *; P<0.05 (vs. without inhibitor)  

Study 
No. 

Substrate 
(dose) 

Inhibitor 
(dose) 

AUC6β-OHF Xe, 6β-OHF CLrenal, 

6β-OHF 
CLrenal sec, 

6β-OHF fsec AUCcortisol CL6β-OHF 

(ng • h/ml) (μg) (ml/min) (ml/min) (%) (μg • h/ml) (ml/min) 

1 Benzylpenicillin 
(400,000 U) - 72.0 ± 7.6 995 ± 

108 231 ± 11 211 ± 11 91 ± 1 8.66 ± 0.60 1.90 ± 0.12 

  
Probenecid 
(750 mg) 113 ± 6** 917 ± 91 135 ± 

9** 
114 ± 
9** 50 ± 5** 8.75 ± 0.41 1.76 ± 0.18 

2 Adefovir 
(10 mg) - 74.0 ± 6.9 990 ± 

130 225 ± 26 205 ± 26 90 ± 1 7.94 ± 0.73 2.10 ± 0.27 

  Probenecid 
(750 mg) 130 ± 9** 1072 ± 

53 
141 ± 
12* 

121 ± 
12* 55 ± 5** 8.86 ± 0.45 2.04 ± 0.13 

3 Metformin 
(100 μg) - 36.2 ± 1.7 480 ± 30 226 ± 19 206 ± 19 90 ± 1 4.45 ± 0.34 1.90 ± 0.24 

  
Pyrimethamine 
(50 mg) 41.1 ± 4.2 387 ± 42 174 ± 32 154 ± 32 67 ± 10* 4.59 ± 0.37 1.44 ± 0.15 
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図 16.  Cortisol および 6β-OHF の考えられる代謝経路 

Cortisol は、oxidoreductase による 2 つの水酸化体  (20β-DHF, 3α,5β-THF)、

11β-hydroxysteroid dehydrogenase 2 (11β-HSD2) による cortisone、および CYP3A4

による 6β-OHF の 4 つの代謝物に代謝される。一方、6β-OHF は、11β-HSD2 に

よって 6β-hydroxycortisone (6β-OHE) に代謝される。 
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図 17.  各種薬物の 11β-HSD1 および 11β-HSD2 阻害活性 

各種薬物の 11β-HSD1 あるいは 11β-HSD2 活性に対する阻害効果を示している。

11β-HSD1 発現 HEK293 細胞および 11β-HSD2 発現 SF9 細胞からそれぞれミクロ

ソーム画分を抽出し反応溶液とした。11β-HSD1 (A) および 11β-HSD2 (B) 活性

は、反応溶液にそれぞれ cortisone および cortisol を添加し、20 分間インキュベー

ト後、それぞれの代謝物である cortisol および cortisone を測定した。このとき、

上記反応溶液に各種薬物  (carbenoxolone; ■, DX-619; ○, clarithromycin; ●, 

probenecid; □, pyrimethamine; △) を添加して阻害活性を評価した。 (N=3)。 

 

  

A B 
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図 18.  hOAT1、hOAT3 および hOCT2 発現 HEK293 細胞を介した 6β-OHF の

取り込み 

hOAT1-HEK、hOAT3-HEK および hOCT2-HEK を介した 6β-OHF (5 µM) の 5 分

間の取り込みを観察した (A)。このとき阻害剤として 1 mM probenecid (OAT1、

3) および 1 mM quinidine (OCT2) をそれぞれ用いた。また、hOAT3-HEK への取

り込みに関して、6β-OHF (25 µM) の時間依存性 (B) および、5 分間における

6β-OHF の濃度依存性 (C) をそれぞれ観察した。縦軸は細胞内への取り込みクリ

アランス (A、B) または細胞内蓄積量 (C) をそれぞれ示している。また、 (N=3)。 

*; P<0.05   

A B 

C 
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図 19.  各種薬物の OAT3 に対する阻害効果 

6β-OHF (5 µM) の OAT3 発現 HEK293 細胞への 5 分間の取り込みに対する各種

薬物 (DX-619; ■、probenecid; ○、pyrimethamine; ●、clarithromycin; □) の阻害効果

を測定した。縦軸は OAT3 取り込み値から mock への取り込み値を差し引いた値 

(control) に対する割合を示している。(N=3) 

 

  

Concentration (µM) 
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図 20.  hMATE1、hMATE2-K 発現 HEK293 細胞を介した 6β-OHF の取り込み 

hMATE1 (1分間) およびhMATE2-K (2分間) を介した 6β-OHFの取り込みを観察

した (A)。この取り込み試験に際し、無処理、20 mM NH4Cl で preincubation、20 

mM NH4Cl 処置後に阻害剤 (10 µM pyrimethamine) を添加、をそれぞれ施した。

また、hMATE1 への取り込みに関して、6β-OHF (25 µM) の時間依存性 (B) およ

び、5 分間における濃度依存性 (C: hMATE1, D: hMATE2-K) をそれぞれ観察した。

縦軸は細胞内への取り込みクリアランス (A、B) または細胞内蓄積量 (C, D) を

それぞれ示している。 (N=3)。 **; P<0.01, *; P<0.05 

   

A B 

C D 
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図 21.  各種薬物の MATE1 に対する阻害効果 

6β-OHF (5 µM) の MATE1 発現 HEK293 細胞への 1 分間の取り込みに対する各種

薬物 (DX-619; ■、probenecid; ○、pyrimethamine; ●、clarithromycin; □) の阻害効果

を測定した。6β-OHF の取り込みは 20 mM NH4Cl で preincubation 後に実施して

いる。縦軸は MATE1 取り込み値から mock への取り込み値を差し引いた値 

(control) に対する割合を示している。(N=3) 
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図 22.  P-gp 遺伝子 (MDR1) 発現細胞系を用いた cortisol および 6β-OHF の経

細胞輸送 

Cortisol (1 µM、A、B) および 6β-OHF (10 µM、C、D)の LLC-PK1 細胞 (A、C) お

よび MDR1 発現 LLC-PK1 細胞 (B、D) に対する apical から basal 側 (A to B) お

よび basal 側から apical 側 (B to A) への経時的な細胞膜透過性を測定した。縦軸

は各化合物の経時的な細胞膜透過量を示している。(N=3) 

  

A B 
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図 23.  6β-OHF のヒト腎切片への取り込みに対する probenecid および MPP+の

阻害効果 

ヒト腎切片への 6β-OHF の 20 分間における取り込みに対する probenecid (1 mM) 

および MPP+ (1 mM) の阻害効果を測定した。縦軸は 20 分における細胞内への

取り込みクリアランスを示している。腎切片は 3名 (A; 70歳男性、B; 51歳女性、

C; 75 歳男性) の腎臓癌患者より摘出された摘出腎組織の正常部位を用いた 

(N=3)。**; P<0.01, *; P<0.05 

   

A B C 
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図 24.  6β-OHF のヒト腎切片への取り込みに対する probenecid および MPP+の

阻害効果 

ヒト腎切片への[3H]adefovir (0.2 µCi/ml)、[14C]PCG (0.1 µCi/ml) および[14C]TEA 

(0.1 µCi/ml) の 20 分間における取り込みに対する probenecid (1 mM) あるいは

MPP+ (1 mM) の阻害効果を測定した。縦軸は 20 分における細胞内への取り込み

クリアランスを示している。腎切片は 3 名 (A; 70 歳男性、B; 51 歳女性、C; 75

歳男性) の腎臓癌患者より摘出された摘出腎組織の正常部位を用いた (N=3)。

**; P<0.01, *; P<0.05  

  

A B C 

14C-PCG 

3H-adefovir 14C-TEA 

* * ** ** ** ** ** ** ** 

14C-PCG 

3H-adefovir 14C-TEA 
14C-PCG 

3H-adefovir 14C-TEA 
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図 25.  Cortisol および 6β-OHF のマスクロマトグラム 

Benzylpenicillin/probenecid 投与時のヒト血漿および尿中の cortisol および 6β-OHF

のマスクロマトグラムを示している。 
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図 26.  健常人における probenecid の血漿中 6β-OHF および cortisol、および尿

中 6β-OHF に与える効果 (C 群) 

6β-OHF の血漿中濃度推移 (A)、血漿中濃度推移曲線下面積 (AUC, B) および尿

中排泄量 (C)、および cortisol の血漿中濃度推移 (D) および AUC (D) をそれぞ

れ示している。各被験者は benzylpenicillin (□) 投与後、1 週間休薬期間をおき

benzylpenicillin / probenecid (■) が投与された。(N=6)、**; P<0.01, *; P<0.05 

  

D E 

A B C 
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図 27.  健常人における probenecid の血漿中 6β-OHF および cortisol、および尿

中 6β-OHF に与える効果 (A 群) 

6β-OHF の血漿中濃度推移 (A)、AUC (B) および尿中排泄量 (C)、および cortisol

の血漿 f 中濃度推移 (D) および AUC (D) をそれぞれ示している。各被験者は

adefovir (□) 投与後、1 週間休薬期間をおき adefovir / probenecid (■) が投与された。

(N=6)、**; P<0.01, *; P<0.05 

  

A B C 
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図 28.  健常人における pyrimethamine の血漿中 6β-OHF および cortisol、およ

び尿中 6β-OHF に与える効果 

6β-OHF の血漿中濃度推移 (A)、AUC (B) および尿中排泄量 (C)、および cortisol

の血漿中濃度推移 (D) および AUC (D) をそれぞれ示している。各被験者は

metformin (microdose、□) 投与後、1 週間休薬期間をおき metformin (microdose) / 

pyrimethamine (■) が投与された。(N=8)、**; P<0.01, *; P<0.05 

  

A B C 

D E 
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図 29.  健常人における probenecid および pyrimethamine の CLrenal,6β-OHFに与え

る効果 

Benzylpenicillin および benzylpenicillin / probenecid 投与時 (A)、adefovir および

adefovir / probenecid 投与時  (B) 、および metformin および metformin / 

pyrimethamine 投与時 (C) の CLrenal,6β-OHFをそれぞれ示している。 **; P<0.01, *; 

P<0.05   

A 

B 

C 
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図 30.  健常人における probenecid および pyrimethamine の CL6β-OHF に与える

効果 

Benzylpenicillin および benzylpenicillin / probenecid 投与時 (A)、adefovir および

adefovir / probenecid 投与時  (B) 、および metformin および metformin / 

pyrimethamine 投与時 (C) の CL6β-OHFをそれぞれ示している。*; P<0.05 

  

A 

B 

C 
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図 31.  考えられる 6β-OHF の腎排泄の模式図 

6β-OHF の腎排泄には糸球体および尿細管分泌が考えられる。尿細管分泌には、

血液側からの取り込みに OAT3 および OCT2 が、管腔側への排泄過程には、

MATE1 および MATE2-K の関与が考えられ、DX-619 (1200 mg) は管腔側の

MATE1 および MATE2-K を阻害すると考えられる。 
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結論および今後の展望  

本研究を通じて、DX-619 による血漿中クレアチニン濃度の増大は、creatinine

の OCT2/MATEs による尿細管分泌に対する DX-619 による機能阻害によって説

明できることを明らかにした。また、ヒト CYP3A4 が関連した薬物相互作用 

(MBI) 予測において、内因性 6β-OHF を用いた CL6β-OHFおよび PBPK model によ

る肝臓 CYP3A4 含量 (Eact) の算出アプローチは共に有用であることを示した。

6β-OHF は、糸球体ろ過に加えて基底膜側では OAT3、刷子縁膜側では MATE1

によって尿細管分泌をうけるが、その阻害は CL6β-OHFに影響を与えないことを示

した。最後に、今回用いた内因性代謝物の creatinine および 6β-OHF は、それぞ

れ OCT2/MATEs および OAT3 のプローブとなり得ることを示した。 

第 1 章では、Phase 1 で認められた DX-619 投与時の一過性の血漿中クレアチ

ニン濃度の上昇について、これが DX-619 による尿細管分泌阻害であり、DX-619

の腎有機カチオントランスポーター阻害 (OCT2/MATEs) を考慮することで説

明することが可能になった。creatinine の尿細管分泌について網羅的に腎薬物ト

ランスポーターの関与を検討したところ、creatinine は OCT2 および OAT3 の基

質であり、ヒト腎スライス換算においては尿細管基底膜側では OCT2 の輸送の

寄与が高いと考えられた。また、腎トランスポーターに対する DX-619 の阻害定

数 (Ki) と血漿遊離型DX-619濃度を比較したところ、本臨床試験においてOCT2

および MATEs の阻害が生じえることが確認された。DX-619 投与時の creatinine

の変動を定量的に評価するために数理モデルを構築し、creatinine の尿細管分泌

を DX-619 が競合阻害した場合の血漿中クレアチニン濃度の変動を simulation し
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た結果、血漿中クレアチニン濃度上昇が起こるためには、尿細管分泌 (GFR の

50%程度) および再吸収 (同 10%程度) が必要であることが確認された。 

第 2 章第 1 節では、創薬初期で確認されていた DX-619 の CYP3A4 に対する

MBI リスク評価について 2 つのアプローチを実施した。すなわち in vitro パラメ

ータおよび PBPK model を用いて DX-619 投与時 (1200 mg, 反復 15 日投与) の

肝臓中 CYP3A4 含量 (Eact) を予測し、次に、同サンプルの cortisol の見かけの 6β

水酸化クリアランス (CL6β-OHF) の低下を評価したところ、両者の評価結果はほ

ぼ一致した。 

第 2 章第 2 節では、in vivo CYP3A4 活性評価としての CL6β-OHFの妥当性につ

いて、6β-OHF の尿排泄メカニズムの解明をすることで考察した。6β-OHF は糸

球体ろ過に加え尿細管分泌によって排泄され、その分泌には主に基底膜側では

OAT3 が、刷子縁膜では MATE1 が関与していることを明らかにした。このとき、

6β-OHF の腎クリアランスが全身クリアランスに占める割合は高いことが推定

され、薬物による 6β-OHF の尿細管分泌阻害は CL6β-OHFに影響を与えないことを

明らかにした。また、probenecid による OAT3 阻害によって 6β-OHF の腎クリア

ランスが有意に低下する一方、pyrimethamine による MATE1 阻害は 6β-OHF の腎

クリアランスに影響を与えないことを示し、6β-OHF が OAT3 の内因性プローブ

として有用であることを初めて示した。 

本研究では、比較的古くから biomarker として知られていた creatinine および

6β-OHF を取り上げてきたが、これらはその biomarker としての使用に疑問を持

つ報告があった (28, 100, 101)。その原因としてこれら内因性代謝物の体内動態、
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特に排泄過程が不明であったことが挙げられる。今回、これが明らかとなった

ことで、biomarker としての creatinine および 6β-OHF の変動を不安なく解析する

ことができる。 

1962 年に nalidixic acid が創生されたように、キノロン薬およびニューキノロ

ンの創薬は歴史が古い (7)。これまで medicinal chemist は、母核の構造をほぼキ

ノリンで固定し、側鎖の構造変換およびその組み合わせによって、グラム陰性

菌、グラム陽性菌、ブドウ球菌、肺炎球菌、嫌気性菌、クラミジア、マイコプ

ラズマなど多種多様な抗菌活性を獲得するとともに構造-活性相関を見出してき

た (8)。また一方で CYP1A2 阻害および光毒性等、キノロン薬およびニューキノ

ロン特有の副作用を伴うようになったが、これらも精力的な構造-副作用相関研

究によって回避が可能となった (102)。また全てのキノロン薬およびニューキノ

ロンは、バクテリアの DNA ジャイレース結合性に必須であるがゆえにキノリン

3 位にカルボン酸を有している (8)。そのためこれまでのキノロン薬およびニュ

ーキノロンは、程度の差はあるもののグルクロン酸抱合を受け易く、カルボン

酸のアニオン性のために組織分布性が低いことに起因して主に尿中に排泄され

ていたために、尿路感染症や消化管感染症に限っての適応が多かった。しかし、

薬物動態研究によって尿中排泄-構造-物性相関が精査され、化合物の塩基性化お

よび組織移行性の向上にともなって肺感染症を代表とした組織感染症へと適応

症が広がった (64)。しかし、組織移行性の向上は尿排泄型から肝排泄型へのシ

フトにもつながり、grepafloxacin や trovafloxacin のような肝臓における臨床副作

用を発現したり (21, 103)、DX-619 のようなカチオン系トランスポーター阻害能
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を有するに至っている。このように、ニューキノロンの創薬は、これまで以上

の抗菌活性向上や耐性菌への薬理作用が期待される一方、新たに発生してしま

った臨床副作用をどのように回避あるいは低減させるかが今なお課題である。

本研究では臨床副作用が実際に起こりえるのか、そしてその副作用がどの程度

なのかを、1) 血漿中遊離型阻害剤濃度と Ki の比較を用いた定量的な評価、およ

び 2) 数理学モデル等を使った in vitro からの予測と biomarker による検証、の 2

つのアプローチから検討してきた。本研究が今後のニューキノロン創薬におけ

る副作用の早期回避に活かされることを期待する。 

また、本研究成果はニューキノロンへの適用にとどまらず、多くの医薬候補

品の臨床の比較的初期に適用することにより、臨床副作用および薬物相互作用

に対して多面的な解析が可能となり、確かなエビデンスをもとにした以降の臨

床試験に対する対応策が可能になると期待される。一方、新規内因性プローブ

の知見から、トランスポーター阻害能を有する医薬候補化合物について、臨床

早期にそのリスクが予測できると期待される。現在、6β-OHF が OAT3 の、

creatinine および N-methylnicotinamide がそれぞれ OCT2/MATEs および MATEs の

内因性プローブとして利用可能である (65, 85)。これらは臨床早期のヒトサンプ

ルで評価可能な点が特徴であり、各腎薬物トランスポーターが関与する重篤な

臨床副作用を事前に予測することが可能となり、医薬品開発の意思決定のため

の重要な情報となり得る。本内因性代謝物を用いた DDI 評価の蓄積による妥当

性の検証と FDA の薬物相互作用ガイダンス等において、これら biomarker の積

極的な利用を期待してやまない。 
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実験方法 

第１章  creatinine の腎排泄メカニズムの解析 

試薬 

[14C]creatinine (2.035 GBq/mmol)、 [14C]PAH (1.898 GBq/mmol)、 [3H]ES (2120 

GBq/mmol)、[3H]histamine (459 GBq/mmol) は Perkin Elmer (Waltham, MA) より購

入した。[14C]TEA (2.049 GBq/mmol) は American Radiolabeled Chemicals (Saint 

Louis, MO) より購入した。非標識 creatinine, cimetidineはSigma-Aldrich (St. Louis、

MO) より、grepafloxacin、moxifloxaicn は Sequoia Research Products (Pangbourne, 

UK) より購入した。DX-619 および levofloxacin は第一三共株式会社より合成し

たものを使用した。他の試薬は市販の特級品、もしくは分析用を購入し用いた。 

 

hOATs、hOCTs および MATEs 遺伝子発現系を用いた[14C]creatinine および典型

基質の取り込み 

hOAT1, 2, 3, 4 および hOCT1, 2, 3 を導入した S2 細胞の樹立および培養操作は既

報に則って行った (104)。また、hOAT1、3、hOCT2、MATE1 および MATE2-K

発現 HEK293 細胞の樹立および培養操作は既報に則って行った (58, 105)。24 

well dish に細胞を 2 x 105 cells / well 播種後 3 日間培養した。過去の報告に則り、

輸送実験の 24 時間前に 5 mM sodium butyrate を含むメディウムに交換した。取

り込み実験に際しては hOAT1, 2, 3, 4 および hOCT1, 2, 3 については Dulbecco’s 

phosphate buffered saline (Sigma-Aldrich, St. Louis、MO) を 118 mM NaCl、23.8 mM 

NaHCO3、4.83 mM KCl、0.96 mM KH2PO4、1.20 mM MgSO4、12.5 mM HEPES、5 
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mM glucose、1.53 mM CaCl2 (pH 7.4) となるよう調製し、細胞を当該 buffer で

37 ℃、15 分間 pre-incubation し、被験化合物を含んだ 37 ℃の buffer を添加する

ことで実験を開始した。MATE1およびMATE2-K細胞については、Krebs-Henseleit 

buffer (118 mM NaCl, 23.8 mM NaHCO3, 4.8 mM KCl, 1.0 mM KH2PO4, 1.2 mM 

MgSO4, 12.5 mM HEPES, 5.0 mM glucose、1.5 mM CaCl2、pH 7.4) となるよう調製

した。Pre-incubationは、細胞を 20 mM NH4Cl含有のKrebs-Henseleit bufferで 37 ℃、

10 分間 pre-incubation し、被験化合物を含んだ 37 ℃の buffer を添加することで

実験を開始した。 

輸送実験は buffer を吸引し、4 ℃の氷冷した buffer にて 2 回洗浄することで反応

を停止させた。輸送実験終了後、放射性化合物については 0.2 N NaOH にて細胞

を可溶化させ、2 N HCl で中和後、シンチレーションカクテル (Hionic Fluor; 

Perkin Elmer) を加え放射活性を測定した。非放射性化合物については、0.3% ギ

酸/acetonitrile (7:3) を添加して細胞を回収・抽出し、LC-MS/MS で測定した。ま

た、蛋白濃度は bovine serum albumin を標品として BCA protein assay kit (Thermo 

Fisher Scientific Inc., Rockford, IL) を用いて測定した。 

 

速度論的解析 (in vitro)   

トランスポーター発現細胞を用いた解析は以下の手法にて行った。 

速度論的パラメータは Michaelis-Menten 式 (3 式) により算出した。 

V = Vmax * S / (Km + S)      (3 式) 

ここで V は基質の取り込み速度 (pmol / mg protein / min)を、S はメディウム中の
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基質濃度 (µM)を、Km は Michaelis 定数 (µM)、Vmaxは最大取り込み速度 (pmol / 

mg protein / min) を表している。 

DX-619 および grepafloxacin の OCT2 に対する阻害定数 (Ki) は以下の式 (4 式) 

により算出した。 

Ki = I / (Km (+inhibitor) / Km (control)) - 1   (4 式) 

ここで、I は阻害剤濃度を、Km (+inhibitor) および Km (control) は阻害剤存在下、非存

在下で求まる Km 値を表している。 

DX-619 の OAT1、OAT3、MATE1 および MATE2-K に対する阻害定数 (Ki) は以

下の式 (5 式) により算出した。 

CLuptake (+inhibitor) = CLuptake (control) / (1 + I/Ki)   (5 式) 

ここで、CLuptake (+inhibitor) および CLuptake (control) は、阻害剤存在下および非存在下

での uptake clearance を表している。 

Fitting は GraphPad Prism 4 for Windows (GraphPad Software Inc., La Jolla, CA ) を

用いて実行した。 

 

腎スライス基準の creatinine の OAT3 および OCT2 を介した uptake clearance は

RAF 法 (relative activity factor, RAF) にならい、以下の式に従い算出した (85)。 

RAFhOAT3 = CLkidney slice, ES / CLhOAT3, ES    (6 式) 

RAFhOCT2 = CLkidney slice, TEA / CLhOCT2, TEA    (7 式) 

CLkidney slice, creatinine, OAT3 = CLhOAT3, creatinine * RAFhOAT3  (8 式) 

CLkidney slice, creatinine, OCT2 = CLhOCT2, creatinine * RAFhOCT2  (9 式) 
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ここで、CLkidney slice, ESおよび CLkidney slice, TEAは、腎スライスへの ES および TEA

の uptake clearance を、CLhOAT3, ES および CLhOCT2, TEAは OAT3 発現細胞に対する

ESの uptake clearanceおよびOCT2発現細胞に対するTEAの uptake clearanceを、

CLhOAT3, creatinine および CLhOCT2, creatinine は OAT3 および OCT2 発現細胞に対する

creatinine の uptake clearance をそれぞれ表している。 

 

臨床データの取り扱い 

臨床データおよび被験者情報は以下の社内報告書および論文 (25) を参照した。 

Study name: 619A-PRT009 

Report title: A Single-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Parallel Group Trial to 

Evaluate the Effect of DX 619 on Renal Function as Determined by Glomerular 

Filtration Rate (GFR) Measured by Serum Clearance of a Single Bolus Infusion of Cold 

Iohexol 

 

試験概要 

対象薬物：DX-619（800 mg）、iohexol（600 mg） 

被験者：健常男女 20-46 歳。CLcre > 90 ml/min、身長 176±8 cm、体重 78±9kg 

臨床施設：Da Vita Clinical Research Unit (Minneapolis, MN) 

被験者に DX-619 (800 mg) を 4 日間連続で静脈内定速注入 (1 h, 400 ml バック) 

を実施した。DX-619 投与前 (baseline) 及び投与後 4 日目における DX-619 投与

後1 hに 20 mlの iohexol (Omnipaqueとして300 mg/ml含有) を静脈内投与した。

血液を遠心分離して得られた血漿および尿サンプルは-20℃保管した。臨床試験
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計画書およびインフォームドコンセントは Da Vita Clinical Research Unit 内審査

委員会で承認された。 

 

速度論的解析 (in vivo)  

Iohexol は生体内で代謝を受けず、組織内にもほとんど分布されずに全てが糸球

体を通して尿中に排泄されることから、iohexol の全身クリアランス (CLiohexol) 

は GFR (糸球体ろ過速度) にほぼ等しいことが報告されている (57, 106)。そこで、

CLiohexolを GFR に代用した (10 式)。 

GFR = CLiohexol = Dose / AUCiohexol * 1.73 / body surface area (10 式) 

また、CLcreは、以下の式 (11 式) により算出した。 

CLcre = Xcreatinine / AUCcreatinine * 1.73 / body surface area  (11 式) 

ここで、Xcreatinineは尿中 creatinine 量を示している。 

 

DX-619 投与時の血漿中クレアチニン濃度上昇の数理モデル 

以下の仮定に基づき数理モデルを構築した。 

1. 循環血中 creatinine の主排泄経路は腎臓からの尿排泄である。 

2. creatinine の近位尿細管基底膜側の取り込みには hOCT2 が寄与する 

3. creatinine の近位尿細管刷子縁膜側からの排出には MATE1 および MATE2-K の

いずれかが寄与する。 

creatinine の pharmacokinetic model は以下の式 (12 式) により算出した。 

dCcre / dt = Rinf / Vcre - CLcre* Ccre / Vcre   (12 式) 
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ここで Rinf は creatinine の生合成速度を、Vcreは creatinine の分布体積をそれぞれ

示している。 

CLcreは以下の式 (13 式) により算出した。 

CLcre = (1 − FR) ∗ (fu ∗ GFR + CLrs)   

 = (1 − FR) ∗ fu ∗ GFR + RPF∗fu∗CLrs,int all
RPF+fu∗CLrs,int all

   (13 式) 

ここで、FR、GFR、fu、RPF および CLrs, int allはそれぞれ、再吸収率、糸球体ろ過

速度、血漿タンパク非結合型分率、腎血漿流量および分泌固有クリアランスを

示している。 

creatinine の fu は 1 であり (43)、RPF は Berg らのデータを参照した (107)。Vcre

の IBW (ideal body weight) に対する比は 0.49 とした (108)。各被験者の IBW は

以下の 14 式より算出した。 

IBW = 0.9 ∗ (H − 100)     (14 式) 

ここで、H は身長を示している。 

本モデルでは、DX-619 非投与時では、血漿中クレアチニンの濃度は定常状態、

すなわち生合成速度と排泄速度が等しい。そこで、血漿中クレアチニン濃度は

12 式および 13 式で記述できる。初期状態 (t=0) での Ccre、GFR および CLrs,int all

はそれぞれCcre day -1、GFRday -1およびCLrs,int allと表すこととした。Model 1では、

creatinineの分泌に OCT2 のみが関わり、Model 2 では OCT2 に加え MATE1 (model 

2a) あるいは MATE2-K (model 2b) が関わるとした。 

血漿中 DX-619 濃度は、以下の 1-compartment model に当てはめた。 

 𝐶𝐷𝐷−619 (t) = A* (1-𝑒−𝛼𝛼)   (0≤ t ≤ 1h) (15 式) 
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 𝐶𝐷𝐷−619 (t) = A* (1-𝑒−𝛼∗(𝛼−1) − 𝑒−𝛼∗𝛼)  (1 h< t)  (16 式) 

ここで、CDX-619、A および α は時間 t のときの血漿中 DX-619 濃度、t = 0 のとき

の DX-619 濃度および DX-619 の排泄速度定数をそれぞれ示している。DX-619

の腎クリアランスは腎血流量と比較して十分低いため、血漿遊離型 DX-619 濃度

ベースで各 Ki 値と比較してもよい。 

 

数理モデルにおける creatinine に関する初期値の見積もり 

DX-619 連投後 4 日目で creatinineの分泌が完全に阻害されたと仮定すると (CLrs, 

int all = 0)、FR の初期値は以下の式 (17 式) および GFR により求めることができ

る。 

CLcre,day 4 =  GFRday 4 ∗ (1 − FR)   (17 式) 

さらに、CLrs および CLrs, int allは 13 式を用いて算出した。 

WinNonlin Professional software version 5.0 (Pharsight, Mountain View, CA) 、血漿中

DX-619濃度および上記初期値を用いて血漿中クレアチニン濃度に関する微分方

程式を解いて得られる血漿中クレアチニン濃度と実測の血漿中クレアチニン濃

度を fitting させ、収束される Ccre、FR、および CLrs, int allを求めた。 

 

統計解析 

2 群間データは、student の t-test により、3 群以上のデータ間においては ANOVA

の後に、Bonferroni の post test を行うことによって統計的有意差解析を行った。 
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第 2 章  コルチゾールの代謝クリアランスの算出 

試薬 

Cortisol 、 6β-OHF 、 probenecid 、 quinidine 、 pyrimethamine 、 carbenoxolone 、

clarithromycin および 6β-methylprednisolone は Sigma-Aldrich (St. Louis、MO) から

購入した。d4-cortisol、d4-6β-OHF および GF120918 は Toronto Research Chemicals 

(Ontario, Canada) から購入した。DX-619 および重水素ラベルした DX-619 

(d3-DX-619) は第一三共株式会社で合成されたものを用いた。ヒトミクロソーム 

(HLM) および CYP3A4 発現 Supersomes™は BD Gentest より購入した。他の試薬

は市販の特級品、もしくは分析用を購入し用いた。  

 

HLM を用いた midazolam 1-hydroxylation の MBI 

CYP3A4 と DX-619 に関する見かけの乖離定数 (Ki) および最大不活化速度定数 

(kinact) は以下の方法で求めた。 

1. Preincubation buffer (1.0 mg/ml HLM、55 mM phosphate buffer、1.3 mM 

β-NADP+、3.3 mM G6P、0.4 units/ml G6PDH および 3.3 mM MgCl2) 中で一定

濃度の DX-619 と preincubation。 

2. Incubation buffer (5 µM midazolam、55 mM phosphate buffer、1.3 mM 

β-NADP+、3.3 mM G6P、0.4 units/ml G6PDH および 3.3 mM MgCl2) に、1/10

用量の 1 液を添加し、midazolam 1-hydroxylation を開始。一定時間後、反応

は氷冷した acetonitrile で停止させる。1’-hydroxymidazolam は LC-MS/MS を

用いて定量。 
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3. CYP3A4 の残存活性の自然対数を x 軸に、preincubation time (min) を y 軸

にとり、その傾き (kobs) を算出。 

4. kobs と DX-619 濃度を WinNonlin Professional version 5.0 を用いて下式 (18

式) に fitting させ Ki および kinact 求める。 

kobs =  kinact∗I
Ki∗I

      (18 式) 

また、MBI および direct inhibition (DI) 阻害能 (% of control) は、19 式および 20

式より求めた。 

MBI (% of control) =  
Cxmin+ inhibitor

Cx min
C0min+ inhibitor

C0 min

    (19 式) 

DI (% of control) =  Cxmin+ inhibitor
C0min+ inhibitor

    (20 式) 

ここで、C0 min、C0 min + inhibitor、Cx min、Cx min + inhibitorはそれぞれ、preincubation なし

の場合の 1’-hydroxymidazolam 濃度、preincubation なし、かつ阻害剤存在下の

1’-hydroxymidazolam 濃度、x min preincubation した場合の 1’-hydroxymidazolam 濃

度および preincubation を x min 実施し、かつ阻害剤存在下の 1’-hydroxymidazolam

濃度をそれぞれ示す。 

 

HLM 中の DX-619 の遊離分率 (fu, HLM, DX-619) 

HLM (1 mg/ml) に DX-619 を溶解させ (溶液 1) 、CS 150 GXII (Hitachi Koki Co., 

Ltd. Tokyo, Japan) を用いて超遠心させた上清 (溶液 2) を得た。HLM 中の

DX-619 の非結合型分率 (fu, HLM, DX-619) は以下の式 (21 式) により算出した。 

fu, HLM, DX-619 = 1−(C 溶液 2/C 溶液 1)    (21 式) 
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ここで、C 溶液 1 は HLM 中の DX-619 濃度を C 溶液 2 は超遠心後の上清中の DX-619

濃度をそれぞれ示している。 

 

6β-OHF のヒト血漿タンパク結合率 (fu,6β-OHF) 

ヒト血漿は、Biopredic International (Rennes, France) より購入した。ヒト血漿タン

パク結合率は Red device (Pierce Biotechnology, Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA) を用いて、平衡透析法により求めた (109)。すなわち、ヒト血漿に 6β-OHF

を添加し (最終濃度として 50 および 200 nM)、37 ℃で 6 h incubation した後、血

漿側および PBS 側の 6β-OHF を LC-MS/MS で定量した。 

 

DX-619 投与時の肝臓中 CYP3A4 含量の simulation 

以下の肝臓中 CYP3A4 (Eact) に関する微分方程式は既報にならった (22 式) 。 

dEact
dt

=  −  kinact∗Eact∗fu,DX−619∗Cp,DX−619

KI+ fu,DX−619 ∗ Cp,DX−619
+ kdeg (E0 − Eact)  (22 式) 

ここで、E0, kdeg、fu,DX-619 および Cp,DX-619 はそれぞれ肝臓中 CYP3A4 の初期値、

肝臓 CYP3A4 の消失速度定数、DX-619 の血漿遊離型分率 (85)、および血漿中

DX-619 濃度をそれぞれ示している。肝臓 CYP3A4 の生合成速度は同消失速度の

初期値 (kdeg*E0) と同じであり、さらに DX-619 は CYP3A4 の合成や消失には影

響を与えないと仮定した。 

DX-619 の肝抽出率は 0.1 と低いため、血液中の非結合型 DX-619 は肝細胞外液

中濃度と近似でき、さらに血液-肝臓間で DX-619 濃度は瞬時に平衡に達すると

仮定して、以後、血液中の DX-619 濃度で肝臓中濃度の解析を行うこととした。
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微分方程式は DX-619 投与時 (1,200 mg、2 h infusion) の肝臓中の活性型 CYP3A4

を WinNonlin Professional version 5.0 であらかじめセットアップされてい

る”2-compartment IV-infusion, micro-constants, no lag time, 1st order elimination”を用

いてシミュレートした。ここで、kdegについては種々報告されているため、

0.000481 min-1 (88)、0000321 min-1 (86) および 0.000136 min-1 (87) をそれぞれ使

用して simulation した。 

 

hOATs、hOCT2 および MATEs 遺伝子発現系を用いた 6β-OHF のの取り込み 

hOAT1、3、hOCT2、MATE1 および MATE2-K を導入した HEK293 細胞の樹立、

培養操作および細胞内取り込みは第 1 章と同様に行った。細胞は 0.3% ギ酸

/acetonitrile (7:3) を添加して回収・抽出し、LC-MS/MS で測定した。また、細胞

蛋白濃度の測定は第 1 章と同様に行った。 

 

P-gp 遺伝子発現細胞系を用いた 6β-OHF の経細胞輸送 

Mock 細胞および、および MDR1-LLC-PK1 細胞は Dr. Piet Borst より供与してい

ただいた。Transwell® (polycarbonate membrane, 0.4 mm pore size, 24 mm diameter, 

Corning Inc., Corning, NY) に各細胞を 1 x 105 cells / well 播種後 3 日間培養した。

輸送試験に際しては Medium 199 (Invitrogen, Grand Island、NY) を 25 mM HEPES 

(pH 7.4) となるよう調製し (以下 transport buffer)、細胞を当該 transport buffer で

37 ℃、10 分間 pre-incubation し、6β-OHF (10 µM) あるいは cortisol (1 µM, positive 

control) を含んだ 37 ℃の transport buffer を apical または basal 側に添加すること
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で実験を開始した。Acceptor 側には 4% BSA を含有した transport buffer を添加し

た。細胞を一定時間 incubation 後、acceptor 側の一部を採取し同量の 4% BSA 含

有 transport buffer で再び満たした。6β-OHF の P-gp 輸送における阻害効果は、

apical および basal 双方に 6β-OHF を添加し[3H]digoxin の輸送を確認することで

評価した。回収された 6β-OHF あるいは cortisol 溶液は、アセトニトリルで除タ

ンパク後、LC-MS/MS で測定した。また、[3H]digoxin はシンチレーションカク

テル (Hionic Fluor; Perkin Elmer) を加え放射活性を測定した。経細胞輸送速度は、

輸送量を輸送時間で除して算出した。 

 

臨床試験概要 

Benzylpenicillin、benzylpenicillin/probenecid および adefovir、adefovir/probenecid

に関する臨床試験の概要を以下に示す。 

試験名: 腎取り込みトランスポーターOAT1, OAT3 のプローブ薬探索のための薬

物間相互作用試験 

対象薬物：以下 4 群に分けて被験者に投与した。 

A：Hepsera® tablet (adefovir dipivoxil、10 mg、経口) / Benecid® (probenecid、

0、500、750、1500 mg、経口)  

B：Hepsera® tablet (adefovir dipivoxil、10 mg、経口) / パラアミノ馬尿酸ソー

ダ注射液 10％ (PAH、0、70、120、210 mg/min/person、90 分点滴)  

C：Bicillin® G (benzylpenicillin benzathine hydrate、400,000 U、経口) / Benecid® 

(probenecid、0、500、750、1500 mg、経口)  
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D：Bicillin® G (benzylpenicillin benzathine hydrate、400,000 U、経口) / パラア

ミノ馬尿酸ソーダ注射液 10％ (PAH、0、70、120、210 mg/min/person、90

分点滴)  

被験者：健常男性 24 名 (20-35 歳)。Body mass index 18.5-28.5 kg/m2 

臨床施設：北里大学東病院治験管理センター 

用法：被験者を無作為に 6 名ずつ 4 グループに分けた。Hepsera® (10 mg) ある

いは Bicillin® G (400,000 U) 投与前に、Benecid® (0、500、750 および 1500 mg) は

2 h、PAH (0、70、120、210 mg/min/person) は 90 分および 30 分、被験者に投与

した。血液を遠心分離して得られた血漿および尿サンプルは-80 ℃で保管した。

臨床試験計画書およびインフォームドコンセントは北里大学東病院治験管理セ

ンター内審査委員会で承認された。なお、6β-OHF 等の分析には、A 群および C

群における Benecid® 0 および 750 mg 投与群のサンプルを使用した。  

 

Pyrimethamine/metformin 併用投与に関する臨床試験の概要を以下に示す。 

試験名: metformin と pyrimethamine の薬物相互作用を評価するための健常成人を

対象としたマイクロドーズ (MD) および臨床用量 (ThD) での薬物動態試験 

対象薬物：metformin (microdose: MD 100 µg、therapeutic dose: ThD 250 mg)、

pyrimethamine (50 mg) 

被験者：健常男性 24 名 (22-34 歳)。体重 54.1–76.6 kg 

臨床施設：北里大学東病院治験管理センター 

用法：各被験者は以下 4 ステップ同一とし、４用量を順次投与された。 
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Ⅰ期 MD (metformin) →１週間の休薬 

Ⅱ期 MD (metformin) ＋ pyrimethamine →4 週間の休薬 

Ⅲ期 ThD (metformin)→１週間の休薬 

Ⅳ期 ThD (metformin)→pyrimethamine 

臨床試験計画書およびインフォームドコンセントは北里大学東病院治験管理セ

ンター内審査委員会で承認された。なお、6β-OHF 等の分析には、I 期およびⅡ

期のサンプルを使用した。 

 

DX-619 に関する臨床試験の概要を以下に示す。 

試験名 : DX619-PRT011 (A Phase 1, Double-blind, Sponsor-open, Intravenous 

Ascending Multi-dose Study in Healthy Adult Subjects to Investigate the Safety, 

Tolerability and Pharmacokinetics of DX-619) 

対象薬物：DX-619（800, 1200, 1600 mg） 

被験者：健常男女 18-50 歳。Body mass index 19-30 kg/m2 

臨床施設：MDS Pharma Services (Neptune, NJ)  

用法：被験者に DX-619 (800-1600 mg) を 1 日 1 回、day 1 および day 3-15 に連続

で静脈内定速注入 (2 h, 400 ml バック) を実施。placebo として生理食塩水投与群

を設けた。血液を遠心分離して得られた血漿および尿サンプルは-20℃保管した。

分析には、1200 mg 投与群および対応する placebo 群のサンプルを使用した。臨

床試験計画書およびインフォームドコンセントはMDS Pharma Services内審査委

員会で承認された。 
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ヒトサンプル中 DX-619 の定量 

DX-619 の定量には、d3-DX-619 を内部標準として用いた。血漿サンプルは、Oasis 

HLB 96-well SPE カートリッジ (Waters Corporation, Milford, MA) を用いて抽出

し、ギ酸/アセトニトリル (75:25, v/v) で再構成した。尿はギ酸/アセトニトリル 

(75:25, v/v) で希釈した。DX-619 の LC-MS/MS 測定は以下の機器を用いて行っ

た。 

HPLC システム： Shimadzu LC-10 AD HPLC system (Shimadzu Corporation, 

Kyoto, Japan) 

Mass Spectrometry： API 3000 (Applied Biosystems, Foster City, CA) 

カラム：  ODS-AQ 5 µm 50*3.0-mm column (YMC Co., Ltd. Kyoto, 

Japan) 

移動相：  ギ酸/アセトニトリル (80:20, v/v), isocratic mode 

検出モード：  MRM (multiple reaction monitoring) 

検出イオン：  DX-619  m/z 402→384 

   d3-DX-619 m/z 405→387 

 

ヒトサンプル中 cortisol および 6β-OHF の定量 

血漿および尿中の 6β-OHF および cortisol、ヒト肝ミクロソーム中の 6β-OHF の

定量には、d4-6β-hydroxycortisol および d4-cortisol を内部標準として用いた。血

漿サンプルは、Oasis HLB m Elution SPE plates (Waters Corporation) を用いて抽出

し、H2O/メタノール  (11:2, v/v) で再構成した。6β-OHF および cortisol の

LC-MS/MS 測定は以下の機器を用いて行った。 
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HPLC システム： UFLC system (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan) 

Mass Spectrometry： QTRAP 5500 (AB Sciex, Framingham, MA) 

カラム：  AccuCORE RP-MS 2.6 µm 50*2.1-mm column (Shiseido 

Co., Ltd. Tokyo, Japan) 

移動相：  A 12 mM ammonium acetate (methanol/H2O, 1/9) 

   B 12 mM ammonium acetate (methanol/H2O, 9/1) 

グラジエント：  B 20% (0-3 min)、80% (3-7.5 min) 

検出モード：  MRM  

検出イオン：  6β-OHF  m/z 377→347 

   d4-6β-OHF m/z 381→351 

   Cortisol  m/z 361→331 

   d4-cortisol m/z 365→335 

 

速度論的解析 (in vivo)  

CL6β-OHFおよび CLrenal,6β-OHFは以下の式 (23、24 式) により算出した。 

CL6β-OHF = X6β-OHF / AUCcortisol   (23 式) 

CLrenal, 6β-OHF = X6β-OHF / AUC6β-OHF  (24 式) 

ここで、X6β-OHF、AUC6β-OHFおよび AUC6β-OHF は尿中 6β-OHF 量、6β-OHF および

cortisol の AUC をそれぞれ示している。 
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11β-hydroxysteroid dehydrogenase (11β-HSD) 1 および 11β-HSD2 活性測定 

11βHSD1 および 11β-HSD2 をそれぞれ HEK-293 細胞および SF9 細胞に強制発現

し、回収された細胞から各発現系ミクロソームを調製した (110, 111) 。ミクロ

ソームを buffer (20 mM Tris-HCl、10% glycerol、1 mM EDTA、300 mM NaCl, pH 8.0) 

に懸濁して-80 ℃で保存した。11β-HSD1 活性は buffer (3.2 mM NADPH、24 mM 

D-glucose 6-phosphate、1.38 U/ml glucose-6-phosphate dehydrogenase、12 mM MgCl2) 

に11β-HSD1ミクロソームを加え、cortisoneを添加することで、反応を開始した。

11β-HSD2 活性は 170 mM NAD+溶液に 11β-HSD2 ミクロソームを加え、cortisol

を添加することで反応を開始した。両反応は、室温で 20 min incubation 後 50 µM 

carbenoxolone を加えることで停止させた。各反応の代謝物である cortisol および

cortisone は LC-MS/MS で測定した。 

 

ヒト腎切片の調製および腎切片への取り込み試験 

臨床試験計画書およびインフォームドコンセントはレーゲンスブルク大学内審

査委員会で承認された。摘出された腎臓の皮質正常部位より 200 µm 厚の皮質切

片 (10 mg 前後) を作成した。実験まで切片は酸素供給した実験まで切片は酸素

供給下、4 ℃の buffer (120 mM NaCl、16.2 mM KCl、1 mM CaCl2、1.2 mM MgSO4、

10 mM NaH2PO4 / Na2HPO4, pH 7.4) にて保存した。各切片は酸素供給下の buffer

で 37 ℃、3 分間の preincubation 後、基質および阻害剤存在下にて酸素供給下の

buffer で 37 ℃、20 分間 incubation した。実験後、切片を 4 ℃の上述した buffer

で 2 度洗い、ペーパータオルで水分を除き、秤量により湿重量を求めた。切片
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は PBS を加えてホモジナイズし、放射標識体は NaOH で可溶化させた後、Hionic 

Flour (Perkin Elmer Life Science) を加え放射活性を測定した。非放射体は

acetonitrile で除タンパク後、LC-MS/MS で測定した。 

 

統計解析 

2 群間データは、student の t-test により、3 群以上のデータ間においては ANOVA

の後に、Bonferroni の post test を行うことによって統計的有意差解析を行った。 
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