
イ雷少1¶医誌，　30（6）：578～589，　1982

低炭水化物食による有機溶剤の
代謝と毒性修飾

那須民江
信州大学医学部衛生学教室

　　　（主任：村山忍三教授）

Effects of Carbohydrate Intake on the Metabolism 

and Toxicity of Organic Solvents

Tamie NASU

　　　Depdrtment　OアHygiene，　Shinshu　University　School（ゾルredicine

　　　　　　　　　　　　　　（ヱ）irector’P／0ア．　MnzO　MひRAyAMA）

　　　R。t、　were　f，d。。，i。。，　test　di・t・either・・th・d・y　b・f・re・acri負・e・・1y・r　every　d・y　f。・3weeks

，，i。，・・sa・・i且ce　i・。・d・・t・assess・・h…ffec…fca・b・h・d・a・・（・・…se・・st・1・ch）・P「°te｝n（casein）

、nd。i1（。　mi。t。，e。f・live　and・・rn・i1・）・・th・mi・・d－f・n・ti・n・xid・・e・c・・v・ty・f　th・live「・The

ac、i。ity　w・・d・…mi・・d　by　measu・i・g　m…b・li・・at…f・・1・・・…a・b・・t・t・a・hl°「id・ひnd　t「ich”

1。，。。thy1。n，。　lt　w・・f…dth・t，・。・t・a・y　t。9・・eral　b・li・f・・a・b・hyd・at・…tp・°teln°「fat・

，eg。1・・es　th・． @m…b・1i・m。f・hese・・g・nic　s・1・・・…adi・・whi・h　w・・d・丘cient　i’ p．　ga「b°Ayd「ate

remark。bly，nh・・ced　th・m・t・b・li・m　irrespecti・・。f　p・。t・i・・nd　f・t…t・nt・i・t1！・dlet・Thls　c°n【

、1。，i。。　was　c。。丘，m，d　by，mp1・yi・g　tw・types・f　di・t，。・・i・whi・h　the　ca・b・hyd・at・was　repl・ced

by・・i・・cal・ric　a皿・unt・f　p・…i・・r　f・・（wi・h・h・・。・・l　cal・・ie－c・・t・nt。f　earh　diet　thus　kept

、。n、t、nt）、nd　th・。ther　i・whi・h　the　ca・b・hyd・ate　c・nt・・t　w・・v・・i・d　whil・p・・tem　and　fat　c°ntents

w。，e且。，d（with　th・t・t・l　ca1・ri・・c。・t・・t・f・ach　di・t　th・・differi・g　acc・・di・9　，t・the　ca「b°hyd「ate

、。nt，。t）．1・acc・・d・nce　wi・h・hi・，　di・tary　ca・b・hyd・a・・i・t・ke　a1・・e・・…darema「kable　i”fluence

。。th。　h。p。t。t・xi・ity・f　ca・b・・t・t・a・hi。・id・，　whi・h・eed・t。　b・m・t・b・li・ally　activated　t°bec°me

、yt。t。xi。．．・he　sm・11er・h・i・t・ke・f　carb。hyd・a・・，　th・m。・e・ev・・e　th・1iver　i・」・・y・S伽伽甑

」・・8°：578－589・　1982 @　　　　（Rece、。。d，。，　p。blica、・。。、。n。・8，，982）

Key　words；mixed－function　oxidase，　carbohydrate，　organic　solvents

薬物代謝酵素，炭水化物，有機溶剤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ており，栄養状態もこの因子の1つである。すなわち

　　　　　　　　　　　　　　1　はじめに　　　　　　　　　　高蛋白食はMFO活性を上昇させ，低蛋白食は逆に低

　薬物，化学薬品，食品添加物など多くの外来性化学　　下させるという1）塵5）。しかしこれ．らの実験では，試験

物質は肝ミクロソームのmixed・function　oxidase　食を調製する際に蛋白質を等量の炭水化物に置き換え

（microsomal　MFO）によ．って不活性な物質に代謝　　ることにより蛋白質のレベルを高めたり低めたりして

（鱗珪）されるが，ときにはより反応に富んだ代謝物　　いる。したがって高蛋白食は必然的に低炭水化物食と

に変換（代謝的活性化）されることもある。多くの環　　なっており，逆に低蛋白食は高炭水化物食となってい

境因子がこのMFO活性に影響を与えることが知られ　　る。この実験方法では高蛋白食によるMFO活性の上
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昇は本当に蛋白質のレベルが高いためなのか，それと

もその餌を調製する際に炭水化物を減らしたためなの

か判然としない。事実，炭水化物がMFO活性を低下

させるという報告もある6）－8）。

　本研究は食餌中り蛋白質，脂肪，炭水化物それぞれ

がMFO活性に与える影響を有機溶剤の代謝速度を測

定することにより検討し，炭水化物の摂取昼が有機溶

剤の代謝と毒性発現に大きな役割を果たすことを論じ

たものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sample　vessel　　　　　　　　　　　　　Referenoe　vθssei

　　　　　　　　H実験方法　　　　　　　Fig・11n・ub・ti。n　vessel

　A　実験動物　　　　　　　　　　　　　　　　　酵素源を入れ（sample），それぞれに補酵素液，基質

Wi・t・・系雄性ラ・ト（12～16週令）を使用した。　溶液を加えて密閉した（盛g．1）．　S・mp1・，　reference

ラヅトは12時間ごとの明（6am－6pm），暗（6pm　　両容器を37ヨCで10分間反応させた。反応終了直後，

－6am）サイクルの恒温室（18～22°C）で飼育した。　気相をガスクロマトグラフの試料室に注入し，得られ

ラットに固型飼料（日本クレア，CE・2）と水を自由に　　たク戸マ1・グラムのピーク高をそれぞれh（refer・

与え，体重が約2509となったところで，栄養的に十　　ence），　h’（sample）とすると，次式より反応速度が

分な組成をもつ液体飼料（基準食）9）に切り換えた。　　鋒出できる。

この基準食（Diet　A）は炭水化物源としてdextrin－　　　　　　　　　　　　　　v：反応速度

maltoseの代わりにsucroseを使用したことを除い　　　v＝＝q（1－h’／h）／t　　　　q　l加えられた基質量

てDeCarliとLieberの方法10）にしたがい調製した。　　　　　　　　　　　　　　t：反応時間

ラットに基準食を毎日午後4時に80ml（1　Kca1／rn1）　　この反応速度は酵素童に比例し，反応開始後5～20分

ずっ与えた。基準食で約3週間の馴化飼育を行った後，　間一定であることを確認している11）。

栄養状態がMFO活性に与える影響を知るため，7種　　　C肝microsome蛋白およびcytochrome　P・450

類の試験食（Tabie　1）に切り換えた。これらの試験　　　　の測定

食はビタミン，ミネラルなどは変えずに，蛋白質，脂　　　10，000×g上清の1部をさらU：　105，　OOO×gで60分

肪，炭水化物の含有量を総摂取力ロリーが等しくなる　　間遠心分離を行い，microsome分画を調製した。

ように変化させてある。　　　　　　　　　　　　　　　Microsome蛋白はLowryらによる方法12）を幽Miller

　B　有機溶剤の代謝速度の測定　　　　　　　　　　　が改良した比色定最法13）にしたがい測定した。Cyto・

　有機溶剤の代謝速度の測定にあたって，ラヅトは通　　chrome　P－450はOmuraとSatoの方法14）により測

常午前10時に屠殺した。肝をすばやく切除し，1．15％　　定した。

KCI－O・　OIMリン酸緩衝液（pH7・4）で10％（w／v）の　　　D　Carbon　tetrachlorideによる肝障害実験

肝homogenateをPotter－Elvehjem　homogenizer　　　栄養状態によるMFO活性の修飾が有機溶剤の毒性

で調製した・このhomogenateを0°C，10，000×9　　発現に与える影響を解明するために，モデル物質とし

で10分間遠心し，その上清11n1を酵素源として使用　　て四塩化炭素を使用した。なぜなら四塩化炭素kよる

した。Toluene，　carbon　tetrachlorideおよびtrich一　　肝障害の程度はMFO活性とよい関連性を持っている

10roethyleneそれぞれ5μ1を100mlの蒸留水に溶か　　ことが知られているからである15）。

し，その0．1m1（carbon　tetrachloride），あるいは　　　実験前日の午後4時に試験食を与えたラットに400

0．2ml（そのほかの有機溶剤）を酵素反応の基質とし　　ppmの四塩化炭素を4時間（8～12am），前報の暴…

て使用した。補酵素は，NADP　O．5μmol，91ucose　　露装置で16）暴露した。暴露当日はラットに餌を与えず，

6－phosphate　10μmol，　MgC12　25ptrno1を2nユ1の0．1　　水のみを与えて爽験に供した。暴露直前と暴露終了O，

Mリソ酸緩衝液（pH7．4）に溶かして使用した。2つ　　4，8，20時間後，ラットの尾静脈からヘマ1・ダリッ

のガラス製小容器の一方に60°Cで30分加熱処理して　　1・毛細管に血液を採取し，15，000×gで5分間遠心分

失活させた酵素源を（reference），他方にintactの　　離を行って血L清を分離した，四塩化炭素による肝障害
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　　　Vertical　lines　depict　SD（n＝5）　　　　　　　の3～4倍も充進していた。この結果からMFO活性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は餌の摂取量により大きく左右されることが分かる。

の指標として，血清のGOT（91utamic・oxaloacetic　　　B　蛋白質・脂肪，炭水化物のMFO活性におよぼ

transaminase）とGPT（glutamic・pyrμvic　trans一　　　　ナ影響

aminase）値をUV一テスト試薬（Boehringer　Man一　　基準食で約3週間飼育したラットに実験の前日のみ

nheim）を用いてNADHの減少速度より測定した。　　（1・day　feeding），あるいは連1ヨ3週間（3・week

最後の血液を採取後（すなわち暴露終了20時間後），　　feeding）7種類の試験食を与え，有機溶剤の代謝速

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肝microsome蛋白とcytochrome　P－450含量およ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1eneの代謝速度を測定した。　Fig．2に示されている

一　・5…，・れらの徽酬の代謝速度眼取加・－
　　　　　C，1。，i。　i，，、k，（。，1）　　が減少する1こつ櫨とんど鰍的tek昇した・とくに

Table　1．　Microsomal　protein　and　cytochrome　P－450　contents　in　liver　after　1－day　or

　　　　3・week　feeding　of　various　tes＃diets

蹴智審1響　　轡畿勢欝鷺）聯黙
A・・472・799・721：総、ll：1圭8：l　l：91圭1：ll　ll鮭圭：象8：91圭8：81

…　471・…2…1総、Il：1圭8：1・1：ll圭8：8111：1圭1：l　l：99圭8：81．

C・．475．154，・・1二鴇kl9：1圭8：ll：1鮭1：ll：ll：1圭1：ll：91圭1：ll

…　477・1・・　1：鴇1く、1：1圭8：lll：11圭8：lll　ll：桂1：l　l：8桂1：81

・・．792．79・2，4・1：総、ll：1圭1：l　l：ll圭1：ll＊｝1鮭1：l　l：19圭8：ll

…　782・794…1：総、｝1：1圭8：1・1：91圭8：19・ll：99：18：91圭8：89

・・．78・．439．721：熟、ll：1圭1：1：雛1：lll　llitZ：18：§1圭8：811

・・　4・・39・721：熟、11鮭8：1・1：ll圭8：lll　ll：嵩：1・8：18圭1：81。

1。Day　fast　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．3±0．1＊　　2．93±0．12＊　　23．5±0．7　　0，97±0．03

’　　Values　represent　the　mean±SD　for　five　rats．

　　＊Significantly　different（p＜0．05）from　Diet　A（the　basa王diet）．
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・Pt繭繭コ　團3・week・・ed・・g　　・1繭繭醒　　Pt．、．wθek，θed、g

・一　・P＜・．・5　　　A旨　　 ・・く・．。・

・陶　　　　　　　　　H旨繭麹
Fastに＝＝＝＝＝＝＝＝＝ゴ　　　　Fa・t　t＝＝＝　＝　＝＝＝　：＝＝＝ゴ

Fig．3－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．3－2

　　　　　Oarbon　tθtraohloridθ

　　　Metabolic　rate（nmo［es／g　liver／min）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　．

　　　　　　1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　　試験食を1日摂食後の肝重量，mlcrosorne蛋白お

Bl函藷コ　　　　　　　　よび・yt。・h・・m・　P－45°鰻をTable　1に示す』

・陣函F1　　　　　これらの試験館肝韓や樋当たりの肝聾（肝／
軸　　　　　　　　　　体重比）には影響を与えるが，microsome蛋白およ

鱒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　それぞれoi1とcaseil1で置き換えることにより炭水

巳旨、冒　　　　　　　禦鱒繰欝繍瓢雛；、認鷲朧

H』藪亟藷＝コ　　　　　　（Di・t　A，　G，　H）でlik蛋Aesの鮪量力・大きく変化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　するのにもかかわらず，有機溶剤の代謝はほとんど変

Fas・に＝＝＝＝＝＝＝＝ゴ　 化なか，た（Fig．3）．。れらの結果から飾中唖
　Fig’3－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白質はMFO活性にあまり影響を与えないことが推測
Fig・3M・t・b・lic　rates°f　t°luene・．t「ichl°「°e’ @される。
　　　thylene　and　carbon　tetrachlorlde　after　1曽　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　d。y。，3．week　feedi。g。f。。，i。u、　test　23・week　feed・ngのMFO活性への影響

　　　diets．　Each　group　consists　of丘ve　rats．　　　　3・week　feedingのMFO活性への影響は2～3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の例外を除いてほとんど1・day　feedingの結果と同

度を測定した。試験食（Diet　B・H）は蛋白質，脂肪，　　じであった。すなわち有機溶剤の代謝速度はsucrose

炭水化物を等カロリー的に相互い置換して，総摂取力　　の含有豊の減少にしたがい充進した（Fig．3）。しか

ロリーが等しくなるように調製した餌である。　　　　　　しcasein・free　diet（Diet　H）は1・day　feedingに

　1　1－day　feedingのMFO活性への影響　　　　　比べて体重，肝重量を著しく減少させ，肝rnicrosome
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T・bl・2・E鉦ect・・f…b・ぬydrate　a・d　f・t　i・t・kes。n　th・micr・s・m・I　Pτ。毛，in、nd

　　l”　cytoChrom6　P・450　contents　in　liver

・・ Xkl、聖1鞭一留諸b男灘調）聡二
1　3，47　2．ウ9　12．40　12．2±0．3　3。97±0．06　21．5±1．1、0。95±0．11・

Jβ・47．2・79　9．72　111．8±0．7　3．87±o．07　22．9±0．9　0．・92＝1－O，04．
1（　　　　3．47　　　　　2．79　　　　　4．40　　　　’10，8±0．4＊　　　3．62±0．13＊　　　22．5±0．7　　　　0．92±0．07

L　3・47　2・79　：。　戸9、2±0．4・3．12±O．08・25．3±0．9・0．95±0．07

M　3・47　0　19・72．1み4±0．5　3．73±0．17　23．1±0．7　0．91±0．06．
N　3・47　1160　9・72　：1工．9±0．9　3．77±0．16　21．3±1．5　0．90±0．07

0　3・47　5．15　9．72　．・12；1±0．5　3．97±0．11　21．2±0．5　0．91±0．04
P　　　　3；47　．　　　7．11　　　　9．72　　　　・工2．0±0．2　　　　3，72±0，2　　　　20．7±1．0　　　　0．90±0．06

Values　reかresent　the　mean±SD　fo士five　rats．

Diet　J　is　identical　with　Diet　A　in　．Table　2，　i．　e．，　J　is　a　basal　diet，　too．

＊Signi丘cantly　different（Pく0．05）fro単；Diet　J．

s：、

　＠
．き30

　睾

姻
．璽’

’．・．’ E20
e
1碧．

　｛望

　．9

　筍lo
　量

』ま．

　’i

、・@0・

　　　　　　　　　　　　　　　　　奮30
Toluenθ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ε≡

　　　　　　　　　　　　　　　　　葛
　　　　　　　　　　　　　　　　　ts’　20

　　　　　　　　　　　　　　　　　5
　　　　　　　　　　　　　　　　　遷
　　　　　軸　pく0．05　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　　　　　　　　廻

oJO
港

§

睾

管　　　　　「「rlGhlorbethy「enθ　　　　　　　　　．

瀞pくO，05

量畳畳

　　　　LKJ幽l　MNJOp　　　　LKJI、　MNゴO「P
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6Fig・4－1　　　　　　　　　　Fig．4－3、

9L　3

9’
葛

・b
署

’E　2
．5

9
E

．£

．8　1
塁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．4　Effects　bf　sucrose　and　oil　intakes　on　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加etabolism　of　toluene　trichloroethylene

甚　。、Ca「b°n　tet「a°hl°「idθ　　　　　　al・d　ca・b・耳t・t・ach1・・id・．　Each　g・。・p・dn・

　　　　　　　　　　層r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sists　of且ve　rats

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蛋白，cytochrome　P－450含量をも低下させた（TabIe

　　　・・　　　　　　　　　　　　　　　1）。それにもかかわらずこれらの有機溶剤の代謝速度

　　　　　　　　　　　　　eeP＜O・05　　　　　には有意の変化は認められなかった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　炭水化物および脂肪のMFO活性への影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Table　2に示した結果は有機溶剤の代謝速度が食餌

　　　　　且　　　　睾窒騨戯讐繋誓智諜鷺

LKJl　MNJ。p　suc「°seの舗量を。i1で等加リー的に置換してい
Fig．4．2　　　　　　　　　るため，　suc「°se饅の減少畔い・i1韻が増力［1し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ているからである。そのために有機溶剤代謝を充進さ
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Table　3．　Effects　of　starch　intake　on　the　microsomal　protein　and　cytochrome　P－450

　　　　contents　in玉iver

薫噌・τ柵… ﾋ癖勢欝i寵）詮三蒲
Q’13．47　2。79　9．72　 10．2±o．5　3．35±o．15・．20．o±1，2　0．88：ヒo．04

R　3，47　2．79　4．40、　9．3±0．4＊3・17‡0・09　20・2±0・6　0・93±0・05
T　　　　　3．47　　　　2．79　　　　0　　　　　　　　8，6±0．3＊　　2．99±0，09＊　　22．1：ヒ0．8　　　0．92：ヒ0．03

Values　represent　the　mean±SD　for　five　rats．

＊Significantly　different（Pく0，05）from　Diet　Q（the　basal　diet）

Table　4．　Effect　of　starch　intake　Qn．the　metabolism’6f　organic　solvents

M曾tabolic　rates（nmoles／g　Iiver加h1）

Di・t　　　　T。1・…　．C・・b・n　t・t・achl・rid・　T・i・h1…ethy1・n・

Q’ @7．3±1。6・　O。62±0．52　 9。3±1．5

R12，0±1．5＊1．63±0．5713．8±2．3＊
T’　　　　　　　　18．0±1．4＊　　　　　　2．44±0．42＊　　　　　　20．5±1．7＊

Values　represent　the　mean±SD　for　five　rats．

室Significantly　different（p＜0．05）from　Diet　Q。

せたのは炭水化物の減少によるのか，それとも脂肪の　　：（肝ぎniGr？som弔1　MFO活性は炭水化物の摂取量に

増加によるのか判断できない，この点を明らかにする　』支配さμており，蛋白輩や脂肪の摂取量にはあまり関

泥めに新たに食餌中の炭水化物と脂肪を互いに独立に　　係のないことが推測される。．・　　　　　，

変化させた試験食で実験を行，・oた。これらの試験食は　　　1日のcarbohYd！ate－free　diet（Diet　L）は肝の

1日の摂取力Ptリ〒が前の試験食と異なって炭水化物　　cytochrome　P・450め含有量は変えないが，肝単位重

あるいは脂肪の含有童に伴って変動する（Table　2）。　．量当たり．のmicrosome蛋白量を増加させた（Table

実験前日ラットにsucroseの含有量のみを変化させ　　2）。しかしこの餌がほんとうに蛋白合成を誘導したり，

た餌（Diet　I，　J，　K，　L）を与えたところ，有機溶剤の　　その分解を抑制する’ことによって蛋白量を増加させる

代謝速度は摂取カロリーを一定に保った試験食（Diet　　のか，それともcarbohydrate・free　dietが肝重量を

A，B，　C，　D）と同様にsucr。seの含有量の減少に　　減少させることにより見かけ上増加するのか今のと，こ

伴い充進した（Fig，4）。とくにDiet　L（基準食から　　ろ明らかではない。

sucroseを完全に取り除いたcarbohydrate－free　　　今まで炭水化物源としてsucroseを用いてきたが，

diet）はDiet　D（基準食からsucroseを取り除き，　　ほかの炭水化物源でも同様の結果が得られるか興味が

それと等カロリーのoi1を加えたcarbohydrate－free　　持たれる。Table　2に示されたDiet　J～Lのsucrose

and　oi1－rich　diet）とほぼ同程度まで有機溶剤の代謝　　を等量のstarchで置き換えた餌を調製し・それぞれ

速度を尤進させた。ところがラッ1・　et　oilの含有最の　　Diet　Q，　R，　Tとした（Table　3）。これらの餌は今

みを変化させた餌（Diet　M，　N，0，　P）を与えたと　　までの実験と異なり煉餌にして与えた。すなわちDiet

ころ，有機溶剤の代謝速度は基準食（Diet　J）と比べ　　Qで約3週間馴化飼育を行い，実験前日これらの試

てほとんど変化しなかった（Fig．4）。これらの結果　　験食に切り換えた。表3に示されているように肝重量

はIQw－carbohydrate　and　high・fatの餌（Diet　C　　および肝／体重比はstarchの含量の減少に伴い減少

or　D）による有機溶剤の代謝速度の充進は過剰に加え　　するが，　microsome蛋白および’cytochrome　P－450

られたoi1によるものでなく，食餌中のsucroseを　　含量はほとんど変化しなかった。一方，　toluene，

減したことに起因することを示唆している。したがっ　　carbon　tetrachlorideおよびtrichloroethyleneの
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代謝はstarchの含量の減少に伴い充進した（Table　　（Diet　I，　J，　K，　L）でも同様に認められた9）。　Car．

4）。これらの結果は炭水化物源としてsucroseを用　　bohydrate－free　diet（Diet　D）はcarbohydrate．

いた時とよく一致し，肝microsoma1　MFO活性が炭　　high　diet（Diet　B）よりもGOT，　GPT値がそれ

7k化物の摂取量に支配されていることを再確認させる　　それ130～140，50～60倍も上昇しており，非常に強

ものであろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　い肝障害を招来していることがうかがわれた。しかも

　C　低炭水化物食による四塩化炭素肝毒性の修飾　　　その程度が1日の絶食によりもたらされた肝障害の程

　四塩化炭素暴露後の血清GOT，　GPT値をFig．5　　度に匹敵することは興味深いことである。この低炭水

に示す。炭水化物の摂取量それ自体はこれらの酵素活　　化物食による肝毒性増強は四塩化炭素暴露直後すでに

性値に影響を与えなかった。しかし四塩化炭素による　　認められ，時間の経過とともに顕著となった。

肝障害は炭水化物の摂取量により著しく左右された。　　　Table　5は四塩化炭素暴露20時間後の肝重量，肝

すなわち炭水化物の摂取量が少ない程血清GOT，　　micr。s。me蛋白，　cytochrome　P－450含量を示して

GPT値は上昇し，肝障害が増強することがうかがえ　　いる。四塩化炭素は肝重量を増大させ，その傾向は炭

た。この傾向は総摂取カロリーを等しくした餌（Diet　　水化物の摂取量の減少に伴い大であった。　microsome

A・B・C，D）でも総摂取カロリーを変化させた餌　　蛋白とcytochrome　P－450含量は炭水化物の摂取量
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Table　5．　Microsomal　protein　and　cytochrome　P・450　contents　following　a　400－ppln×

　　　　4－hour　exposure　to　carbon　tetrachloride

D・・t @　賊騨鴇慨欝i瓢）畿蹴）
AExposed　9・O；1ヒ0・43・　32±0・1822・6±2・70・60±0・08
　　　　Non・exposed　　　7，8±0，4　　　　2．90±0．17　　　　26．3±2．5　　　　0．82±0．14

B　　E・p・sed　　8・8±O・2　　3・22±0・11　23・8±1・7　　0・65±0・10
　　　　Non・exposed　　　8．0±0．4　　　　3，06±0．10　　　　26．6±1．6　　　　0．　88±O．09

C　E・p・sed　　9・0±0・4　3・39±0・08　21・1±O・9　0・44±0・09＊
　　　　Non－exposed　　　　7，9±0．4　　　　　　2，98±0．14　　　　　　24．5±1．3　　　　　　0．88±0．03

DExposed　9・1±0・23・45±0・0517・9±1・3＊0・28±0・04＊
　　　　Non－exposed　　　7，7±0．6　　　　2，95±0．12　　　　26．6士3．7　　　　0．90±0．12

I　　Exp・・ed　　9・9±0・7　　3・15±0・16　22・2±1・5　　0・60±0・02
　　　　Non－exposed　　　9．1±O．2　　　　2，92±0．07　　　　22．5±1．2　　　　0．90±0．03

J　E・p。sed　　9・5±°・2　3・°9±°・11　20・7±°・5　0・58±0・06
　　　　Non卿exposed　　　　8．5±0．4　　　　　　2．75±0．12　　　　　　24．2：ヒ1．0　　　　　　0．89±0．06

K　E・p・sed　　9・6±0・2　3・06±0・03　19・2±2・1　0・42士0・06＊
　　　　Non－exposed　　　8．3±0，3　　　　2．73±0．10　　　　23．9±1．7　　　　0．96±0．04

L　E・p・・ed　　9・4±0・4　3・12±0・03　18・7±1・7　0・？8±0・02＊
　　　　Non・exposed　　　8，3±0，3　　　　2．70±0．15　　　　23．8±0．3　　　　0．95±O．06

1・Day　fast

　　　　Exposed　　　　　　8．6±O．4　　　　　3．42±0．13　　　　　15．2：ヒ1．3＊　　　　0．21±0．03＊

　　　　Non－exposed　　　6。5±0．4＊　　　2．60±0．06　　　　25，5±1，6　　　　0．83±0，03

Values　represent　the　mean±SD　for　five　rats．

＊Signi丘cantly　different（p＜0．05）from　Diet　A　and　J（the　basal　diets）．

が少なくなるにつれ減少した。Table　6は四塩化炭素　　謝を充進（低下）させ，毒性発現にも影響を与えると

暴露20時間後の肝における有機溶剤の代謝速度を示し　　信じられてきた。低炭水化物食がMFO活性を増大さ

ている。有機溶剤の代謝速度は炭水化物の摂取量の少　　せるという本研究の結果は高蛋白食がその活性を上昇

ないラットほど著しい低下を示した。とくにcarbo・　　させると広く信じられてきた事爽と矛盾するわけでは

hydrate・free　diet（Diet　D，　L）および1日絶食は有　　ない。なぜなら従来の高蛋白食は餌の蛋白質含量を多

機溶剤の代謝活性をほとんど央わせた。これらの結果　　　くするかわりに炭水化物含量を減らしているから必然

低炭水化物食が四塩化炭素による肝microsomeの　　的に低炭水化物食となっている。すなわち高蛋白食は

MFO系への障害を増大させることを示唆するもので　　high・protein　and　low・carbohydrate　dietであり，

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高蛋白食がMFO活性を上昇させるというよりは低炭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水化物食がMFO活性を上昇させると考えた方が納得
　　　　　　　　W　考　　　察　　　　　　　　　　がいく。本研究の結果から考えるとMFO活性を支配

　栄養状態（蛋白質，脂肪，炭水化物）による化学物　　しているのは蛋白質というよりも炭水化物であり，蛋

質の代謝および毒性の修飾に関しては，とくに蛋白質　　白質や脂肪のMFO活性への影響は炭水化物のそれに

の多寡がそれらに大きな役割を果たしているといわれ　　比べると非常に小さい。この炭水化物によるMFO活

ており，炭水化物の重要性を指摘した報告はあまり見　　性の修飾は炭水化物源としてstarchを用いても同様

当たらない1）－5）15）17）。今まで高（低）蛋白食はその代　　に認められた。
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Table　6，　Metabolic　rates　of　organic　soluvents　fo110wing　400・ppm　x　4－hr　exposure　to

　　　　carbon　tetrachloride

Metabolic　rates（nmoles／g　Iiver／min）
Diet

Toluene　　　　Carbon　tetrachloride　　　Trichloroethylene

AExposed　　　7・82±3・46　　0・85±0・26　　8・84：ヒ3・66
　　Non－exposed　　　　　　　　26．8　±5．3　　　　　　　　　　3．99±0．88　　　　　　　　　　36．8±　9．5

B　　Exposed　　　　　　　　　7・75±4・27　　　　　　　0・81±0・27　　　　　　　9・96±3・55

　　Non・exposed　　　　　　　25，7±4．6　　　　　　　　　3，14±0，72　　　　　　　　34，9±　8．1

CExp。sed　　　4・86±1・61　　°・27±0・14＊　　6・78±3・57
　　Non・exposed　　　　　　26．1±2，9　　　　　　　3．78±0．84　　　　　　36，6±5．2

DExp・・ed　　　O＊　　　　0＊　　　　　1・35±1・08＊
　　Non・exposed　　　　　　　　36．7±5，6　　　　　　　　　4．65±1．23　　　　　　　　42．4±11．2

I　　Exposed　　　　　　　　　8．10±0．77　　　　　　　1．12ニヒ0．27　　　　　　　6．60±1．56

　　Non－exposed　　　　　　22．1±2．6　　　　　　　3．28±0．56　　　　　　28．0±5，3

JExp・sed　　　6・69±0・78　　0・98±0・22　　5・57±　O・25
　　Non－exposed　　　　　　23，9±2．7　　　　　　　3．53±0．66　　　　　　30，8±5．0

1〈　　Exposed　　　　　　　　　2．49±0．97＊　　　　　　0．20±0．05＊　　　　　　3．29±2．46

　　No且一exposed　　　　　　　　23．6　±2．3　　　　　　　　　3．61±0．29　　　　　　　　31．4：ヒ　5．2

L　　Exposed　　　　　　　　　O＊　　　　　　　　　　　　0＊　　　　　　　　　　　　1．38±0。88＊

　　Non－expQsed　　　　　　26．2±1．1　　　　　　　4．06±O．74　　　　　　　32，8±1．2

1・Day　fast

　　Exposed　　　　　　　　　　O＊　　　　　　　　　　　　0＊　　　　　　　　　　　　　0＊

　　Non・exposed　　　　　　　　　33．6　±5．7　　　　　　　　　　5．11±0．79　　　　　　　　　45，2±8，9

Values　represent　the　mean±SD　for　five　rats．

＊Significantly　different（p＜0．05）from　Diet　A　and　J（the　basal　diets）．

　前報で1日の絶食が多くの有機溶剤代謝を著しく充　　水化物食である。本研究の結果から明らかなように

進させることを報告した18）。本報で述べているように　　CCI，の代謝を大きく左右し，その毒性にも影響を与

carbohydrate－free　diet　e＊これらの有機溶剤の代謝　　えるのは食餌中の炭水化物であって蛋白質ではない6

を1日絶食とほぼ同程度にまで充進させた。これは明　　実際　carbohydrate・rich‘and　protein・adeq’uate

らかに1日絶食による有機溶剤代謝の充進がカロリー　　dietがCCI，起因する肝障害に対して庇護作用を示す

制限というよりむしろ炭水化物そのものの欠乏に起因　　ことが1940年代に報告されている22）23）。しかしこの

していることを示している。　　　　　　　　　　　　メカニズムに関してはこれまで知られていなかった。

　CCI4は肝MFOにより代謝的に活性化（・CC1，）さ　　本研究からcarbohydrate－rich　dietはCCI，から活

れ，その活性代謝物により肝障害が引きおこされるこ　　性代謝物への生体内変換を遅らせることが推測される。

とが知られている19）－21）。栄養状態によるCCI，肝毒　　このことがCC王4による肝毒性を軽減させている．と解

性の修飾に関しては，従来とくに蛋白質の影響が重視　　釈されよう。

されてきた。すなわち高蛋白食はCCI，代謝を充進さ　　　低炭水化物食がmicrosome蛋白やcytochrome

せることにより肝障害を増強させ，低蛋白食は逆に代　　P・450含量に影響を与えないで有機溶剤代謝を非特異

謝を低下させて肝障害を減弱させるという1）2）15）。し　　的に著しく充進させることが明らかになったが，そ

かしすでに述べたように従来の実験における高，ある　　のメカニズムに関しては今のところ明らかでない。

いは低蛋白食は換言すればそれぞれ低，あるいは高炭　　Phenobarbital（PB）と3・methylcholanthrene（3一
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MC）はMFOを誘導することで有名な薬物である24）。　carbon　tetrachlorideをモデル物質として使用した）

しかし低炭水化物食によるMFO活性の上昇はこれら　　の代謝と毒性に与える影響を明らかにするために，ラ

の薬物による誘導機構とは異なると思われる。なぜな　　ットにこれらの栄養素の含有量を変化させた試験食を

らPBはmicrosome蛋白やcytochrome　P・450含　　与えて実験を行った。その結果以下の結論を得た。

量を著しく増大させるが，tolueneやstyreneなど限　　（1）ラット肝における有機溶剤の代謝は，蛋白質や脂

られた有機溶剤の代謝のみを著しく充進させ，3・MC　　肪でなく，炭水化物に支配されている。すなわち有機

はcytochrome　P－450含量は若干増加させるが，有機　　溶剤の代謝速度は蛋白質や脂肪の摂取量には関係なく，

溶剤の代謝はほとんど充進させない25）。　　　　　　　炭水化物の摂取墨の減少に伴い充進する。

　化学物質が体内で受ける代謝反応にはMFOによる　　（2）1日の絶食は摂i食時に比べて有機溶剤の代謝速度

反応（いわゆるphase　I　reaction）のほかに，グル　　を2～4倍充進させる。この充進は餌から炭水化物を

クPン酸やグルタチオンなどによる抱合反応（いわゆ　　全部取り除いた炭水化物欠乏食による充進とほぼ同程

るphase　I工reaction）がある。外来の化学物質はこ　　度である。したがって1日の絶食による有機溶剤代謝

れらの酵素によって活性化，あるいは不活性化反応を　　の尤進は，餌の全体的カロリー制限というより，炭水

受ける。すなわちこれらの酵素系の性質を知っておく　　化物からの摂取力Pリーが制限されたことに起因する。

ことは化学物質の毒性発現機構を明らかにする上で重　　（4）炭水化物の摂取量は有機溶剤の代謝に影響を与え

要である。低炭水化物食はMFO活性は上昇させるが，　ることによって，その毒性を修飾する。すなわち四塩

グルタチオソ抱合反応にはほとんど影響を与えず，　　化炭素による肝障害は炭水化物の摂取量が減少するほ

グルクPン酸抱合反応は少し低下させる傾向があっ　　ど増強し，増加するほど減弱する。

た26）。したがって低炭水化物のMFOに対する作用　　（5）従来高（低）蛋白食が四塩化炭素の代謝を充進

がそのまま有機溶剤の毒性発現に大きな影響を与える　　　（低下）させ，その毒性に影響を与えるとされていた。

であろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しかし本研究より四塩化炭素の代謝を変えることによ

　有機溶剤の中にはCCI・と同様に活性代謝物が毒性　　りその毒性発現に影響を与えるのは蛋白質でなく炭水

を発揮することが知られているものがいくつかあ　　化物である。

る。たとえばchloroform27）や1，1・dichloroethy－

lene28）29）がそれである。これらの有機溶剤の代謝は　　　本研究は文部省科学研究費（No．477270，1979；

1日の絶食により薯しく充進し18），その肝毒性も増強　　No．56770291，1981）とトヨタ財団研究助成金（80一

するといわれている28）30）－34）。低炭水化物食はこれら　　1－043）の補助を受けて行われた。

の有機溶剤の代謝を充進させるから9），その肝毒性を　　　本研究の要旨は第50圓（1980年4月），第51回（1981

も増強させることが予想される。　　　　　　　　　　　年5月）日本衛生学会総会と，第8回国際薬理学会議

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1981年7月）において発表した。
　　　　　　　　v結　論　　　　稿を終わるv。あたり，ご鱒とこ獺を賜りました

　食餌中の蛋白質，脂肪，撰水化物それぞれが有機溶　　　村山忍三教授，佐藤章夫教授，実験に協力して下さい

剤（代表的な溶剤としてtoluene，　trichloroethylene，　　ました小山　裕学士に深く謝意を衷します。
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