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副作用としての肝機能障害が
発現しにくいアセトアミノフェン製剤



研究背景

アセトアミノフェン300mg/1粒1.5g

総合感冒薬

アセトアミノフェン150mg/1錠

解熱鎮痛剤

アセトアミノフェン900mg/1包1.2g

総合感冒薬

アセトアミノフェンの問題点

・大量に服用すると肝臓、腎臓、心筋などに重い障害を起こす

・急性肝不全の４０％以上はアセトアミノフェンによる（米国）

・薬剤性肝不全の８０％はアセトアミノフェンによる

・自殺企図（未遂）に最も多く用いられる薬剤

・総合感冒薬に含まれるカフェインなどによる覚醒効果を期待して大量
服用する中学生・高校生が増えている



Acetaminophen-induced acute liver failure: Results of
a United States multicenter, prospective study

Severe acetaminophen hepatotoxicity frequently leads to acute liver failure (ALF). We determined 
the incidence, risk factors, and outcomes of acetaminophen-induced ALF at 22 tertiary care 
centers in the United States. Detailed prospective data were gathered on 662 consecutive patients 
over a 6-year period fulfilling standard criteria for ALF (coagulopathy and encephalopathy), from 
which 275 (42%) were determined to result from acetaminophen liver injury. The annual 
percentage of acetaminophen-related ALF rose during the study from 28% in 1998 to 51% in 2003. 
Median dose ingested was 24 g (equivalent to 48 extra-strength tablets). Unintentional overdoses 
accounted for 131 (48%) cases, intentional (suicide attempts) 122 (44%), and 22 (8%) were of 
unknown intent. In the unintentional group, 38% took two or more acetaminophen preparations 
simultaneously, and 63% used narcotic-containing compounds. Eighty-one percent of 
unintentional patients reported taking acetaminophen and/or other analgesics for acute or 
chronic pain syndromes. Overall, 178 subjects (65%) survived, 74 (27%) died without 
transplantation, and 23 subjects (8%) underwent liver transplantation; 71% were alive at 3 weeks. 
Transplant-free survival rate and rate of liver transplantation were similar between intentional and 
unintentional groups. In conclusion, acetaminophen hepatotoxicity far exceeds other causes of 
acute liver failure in the United States. Susceptible patients have concomitant depression, 
chronic pain, alcohol or narcotic use, and/or take several preparations simultaneously. Education 
of patients, physicians, and pharmacies to limit high-risk use settings is recommended. 
(HEPATOLOGY 2005;42:1364-1372.)

Anne M. Larson, Julie Polson , Robert J. Fontana, Timothy J. Davern, Ezmina Lalani, 
Linda S. Hynan , Joan S. Reisch , Frank V. Schiødt, George Ostapowicz, A. Obaid
Shakil, William M. Lee, the Acute Liver Failure Study

アセトアミノフェン肝障害の報告例



アセトアミノフェンの代謝

アセトアミノフェン

グルクロン酸抱合 硫酸抱合 CYP2A6による代謝
CYP2E1による代謝

グルタチオン抱合



アセトアミノフェン肝障害の発生機序

チトクロムP-450 酵素系

アセトアミノフェン

N-アセチル-p-ベンゾキノンイミン（NAPQI）

肝グルタチオンにより解毒される

毒性増強！



従来技術

現在、アセトアミノフェン急性肝障害に対するNAC

（N-acetyl-L-cysteine）投与が唯一の治療手段で

ある

予防手段は存在しない



実験の目的

着目点

・肝臓にはエストロゲン受容体が発現している。

・食品にはエストロゲン作用を有するものがある。

→ 大豆イソフラボン ダイゼイン、ゲニステイン など

アセトアミノフェン肝障害を予防する食品因子は
無いだろうか？

ゲニステインがアセトアミノフェン肝障害を軽減しないだろうか？

新技術の基となる研究成果



実験１

NCTC細胞 （ 5×104 cells/mL）

AAP負荷

＋GNS
AAP負荷CONTROL

AAP： 5 mM アセトアミノフェン

GNS： 100 μM ゲニステイン

・細胞生存率の測定

・細胞内活性酸素生成量の測定（DCFDA法）



ERα

GAPDH

ERβ

NCTC 3T3 N2A

NCTC細胞にはエストロゲン受容体が発現している

実験補足



実験結果：細胞生存率

細胞生存率（経時変化） ゲニステイン、エストロゲン受容体
阻害剤、NACの効果（48時間）

NAC： N-acetyl-L-cysteine

ICI： ICI182,780

４OHT： 4-hydroxytamoxifen
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AAP負荷により低下した細胞生存率をゲニステインは回復
させるが、この作用はエストロゲン受容体を介している



実験結果：細胞内活性酸素生成量

AAPにより生成するROS量と
ゲニステインの効果

エストロゲン受容体阻害剤の効果

0

0.5

1

1.5

2

2.5

R
O

S

0

0.5

1

1.5

2

2.5

R
O

S

AAP負荷によるROS生成をゲニステインは抑制するが、こ
の作用はエストロゲン受容体を介していない



結果のまとめ

②アセトアミノフェンは活性酸素を生成する。これが
肝障害の一因と思われる

③ゲニステインはアセトアミノフェンによる活性酸素
生成を抑制する。これはエストロゲン受容体非依
存的であった

①ゲニステインはアセトアミノフェンによる肝細胞障
害を軽減する。これはエストロゲン受容体依存的
であった

ゲニステインによるアセトアミノフェン肝障害抑制効果は
エストロゲン受容体依存的機構と非依存的機構が考
えられる



実験２

「摂取したゲニステインがアセトアミノフェンの薬理効果
に影響を与えないか」を検証

CHO-K1 細胞 （ 5×104 cells/mL）

LPS： 10 μg/mL リポポリサッカライド
AAP： 1 mM アセトアミノフェン
GNS： 10 μMゲニステイン

LPS負荷
AAP処理

LPS負荷CONTROL LPS負荷
AAP処理
＋GNS

LDH活性の測定



実験結果：培地中LDH活性

ゲニステインはアセトアミノフェンの細胞保護効果を
妨げない
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• 視床下部の体温調節中枢に作用し、末梢血
管を拡張させ、皮膚の血流量の増加・発
汗・放熱により解熱作用を示す。

• 視床と大脳皮質の痛覚閾値を、シクロオキ
シゲナーゼの作用を阻害しプロスタグラン
ジンの生合成を阻害することにより、解熱
作用及び鎮痛作用を示す。

アセトアミノフェンの薬理効果



結果のまとめ

②アセトアミノフェンは活性酸素を生成する。これが
肝障害の一因と思われる

③ゲニステインはアセトアミノフェンによる活性酸素
生成を抑制する。これはエストロゲン受容体非依
存的であった

①ゲニステインはアセトアミノフェンによる肝細胞障
害を軽減する。これはエストロゲン受容体依存的
であった

④ゲニステインはアセトアミノフェンによる細胞保護
効果を阻害しなかった



考察

①アセトアミノフェンによる肝細胞障害の機序はグ
ルタチオンの枯渇を介したNAPQIの増加によるも
のと、活性酸素生成、或いはそれ以外の機序に
よるものが存在する

②ゲニステインは活性酸素生成抑制に働くのみなら
ず、エストロゲン作用を介した機序でアセトアミノ
フェン肝障害を抑制する→ NAPQIの毒性軽減？



結論

頭痛薬と一緒にゲニステインを
摂取！

①ゲニステインはアセトアミノフェン肝障害を抑制
する可能性がある

②ゲニステインは活性酸素生成抑制による機構
（エストロゲン受容体非依存）とエストロゲン受容
体依存的機構のふたつによりアセトアミノフェン
肝障害を抑制する



新技術の特徴・従来技術との比較

新技術の特徴

①従来のアセトアミノフェン製剤にゲニステインを配合
し、予防機能を付与することが可能である

②治療薬としてゲニステイン製剤を用いることが可能で
ある

従来技術との比較

①予防薬：従来存在しなかった

②治療薬：NACと同等以上の効果が期待される →
NACとゲニステインを併用することで治療効果の増加、
治療期間の短縮が期待できる



想定される用途・業界

想定される用途

① 従来あるアセトアミノフェン製剤にゲニステインを配
合剤として添加し、肝障害を予防する機能が付与
された感冒薬、解熱鎮痛剤の開発（予防）

② アセトアミノフェンによる急性肝障害の治療薬の開
発（治療）

想定される業界

① 製薬企業

② 製薬を視野に入れた、化粧品企業、食品企業等



実用化に向けた課題

① ゲニステインのアセトアミノフェン肝障害抑制効果

のメカニズムの解明

② 動物実験での検証 → 臨床応用の可能性

③ エストロゲン作用による副作用の確認

④ 他の大豆イソフラボンでの検証

科研費（基盤（Ｃ））助成により研究中



企業への期待

①ゲニステイン配合アセトアミノフェン製剤の作製

②臨床応用の可能性：治験の実施

③ゲニステイン配合アセトアミノフェン製剤の販売



出願番号：特願 2009－199068

出願日：平成21年8月28日

発明人：平野雄、花田亜侑子、加茂華子

発明の名称：医薬用組成物及び薬剤

出願人：財団法人 北九州産業学術推進機構

本技術に関する知的財産権



お問い合わせ先

（財）北九州産業学術推進機構 産学連携センター
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TEL：093-695-3013
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