
ヒト臓器、細胞を用いた研究は医薬品開発に必須である 
-ヒト in vivo, ヒト細胞, 遺伝子発現系の結果を理論どお

り連結できるのか？- 
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はじめに  
 私は３３歳頃から、東京大学薬学部にて生理学的薬物速度論（PBPK）モデルを

用いて、細胞、オルガネラを用いた in vitro 代謝、輸送、結合の実験結果から in vivo
での動態（クリアランス、組織取り込み・排泄能力、薬物間相互作用）を予測する

という研究を発展させてきた。薬物の体内動態が、酵素と薬物、トランスポータ（TP）

と薬物、あるいは結合タンパクと薬物の相互作用という生化学的反応に関連するパ

ラメータと、血流や細胞・組織の生体内での空間的配置という生理･解剖学的パラメ

ータに基づき数理モデルにより記述でき、さらにはコンピュータの発展に伴い、試

験管内で取得した種々のパラメータを基に予測できるようになることを示す大変

に夢のあるものであった (1)。以来、この夢の実現に向かって 40 年間、研究を続け

てきた。 

医薬品承認申請における PBPK モデル活用 
近年、米国 FDA が中心となり、PBPK モデルによる薬物動態予測を、臨床試験の

必要性の判断、投与量の設定に活かそうという動きがある。その根幹には、多種の

薬物、多様な患者側の背景のすべての組み合わせにおいて臨床試験を行うことは不

可能であり、それを規制側が要求することにより医薬品開発を遅延させるべきでな

いという考えがある (2)。今後、病態、生理的状態に伴う各種代謝酵素や TP、創薬

標的蛋白質の量、質の変動に関するデータが積算されることにより、薬物間相互作

用を避けることのできる医薬品、個人間変動や病態による影響を受けにくい医薬品、

治療域の広い医薬品の開発につなげることができるものと期待される。このことを

目的として、9 年前に私は理研特別研究室で研究を開始した。さらに今年の 4 月か

ら城西国際大学 薬学部にて“定量的システム薬物動態・薬効解析研究室”を主宰し、

本研究を発展させようとしている。 

現在進めている研究の概要 
（1）研究の背景；過去に集積された膨大な薬物の臨床薬物動態のデータを数理モ

デルで解析し、in vitro での代謝、輸送データと連結させ、相互の関連を定量化す

ることが可能になってきている。薬物間相互作用（DDI）においては、被相互作用

薬のクリアランス全体における当該の酵素、TP の寄与率、さらには阻害剤が影響

を与える酵素、TP に対する阻害の強さ(1/Ki)を臨床の報告例から抽出することによ

り、未知の DDI の程度を予測することも可能になる。 多くの臨床イベントがき

っかけになって薬物間相互作用の予測、遺伝子多型に基づく個人間変動の予測を in 
vitro 試験に基づいて行う方法論が飛躍的に発展した(3,4)。FDA ではこうして予測さ

れた結果を添付文書に掲載することも条件が揃えば許可しており、既に数多くの実

践例がある。 

（2）非結合型薬物濃度に駆動され生体膜輸送が生じるという”フリー仮説”は正し

いか？  
上記の仮説は薬物動態学の領域で長い間信じられてきた。実際に、そのことの正し

さを示す研究も数多く見られる。一方で、この仮説の正しさにチャレンジする研究

が 30-35 年前に幾つか発表された。しかしながら、実際に“フリー仮説”を否定する



ことをヒトにおける薬物動態研究において示すことができなかったため、私の研究

室をはじめとして研究の継続がされてこなかったという経緯があった。最近この研

究が再燃してきた。大きな契機になった研究は TP を介したヒト肝細胞への取り込

みクリアランスを血漿タンパク結合の大きい薬物を用いて測定しフリー仮説に基

づいて予測したところ、臨床における肝クリアランスを大幅に過小評価したという

事実である (5)。この予測（IVIVE；in vitro/in vivo extrapolation）を改善するため

のモデル解析については当日講演したい。 

（3）in vitro 実験で得られた Ki 値を用いて、in vivo の薬物相互作用（DDI）を予

測できない理由 

相互作用解析が集積されるにしたがって理解できてきたことは、in vitro のパラメ

ータ（Ki 値など）が、in vivo をよく反映してない場合が多々あるということであ

る。なぜ、そういうことが生じるのだろうか？ 解析の進んでいる一例を示したい。

シクロスポリン A（CsA）が OATP1B を阻害する場合をとりあげる。Ki 値は、

OATP1B を発現している細胞と CsA を 30－60 分ほど preincubation することに

より、preincubation 無しで測定した Ki 値よりも、10 倍以上小さい値を示しその

値が in vivo の Ki 値に近いということがわかってきた (6）。また、この現象を説明

できる機構として、肝細胞質側からより強い親和性で阻害が生じるいわゆる trans-

inhibition 機構が提唱されている(6)。血液側からの競合阻害（cis-inhibition）も同

時に生じる。cis-inhibition, trans-inhibition の両阻害が同時に生じるという仮説

で、pre-incubation 時間依存的に Ki 値が小さくなるということが説明できる。こ

の阻害機構に基づくことにより、in vivo 阻害を定量的に説明できることが示され

ている (6)。 
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