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摘　　要
　水環境中の化学物質による内分泌かく乱作用を包括的・網羅的に把握することを目
的として，生物学的，化学的及び工学的にアプローチした研究の一端を紹介する。著
者らのラボでは，約 600 物質の各種受容体結合活性を酵母ツーハイブリッド法により
スクリーニングしてきた。これと併せ，国内外の環境水の汚染レベルも把握し，一部
試料からエストロジェン受容体（ER）結合活性を示す物質として 4─（3─phenylpropyl）
phenol を同定した。hER受容体結合活性を示した 141 物質をLC/QTofMSで測定し，
多段階精密質量による高精度一斉分析法を作成した。また活性物質を選択的に捕集す
るため，受容体を模した分子鋳型による前処理基材を開発した。この分子鋳型によっ
て下水処理場排水を精製した結果，hER 結合活性は保持したまま，LC/QTofMS に
よる検出ピークボリューム換算で 8割の精製効果が得られた。さらにこの分子鋳型を
LC/QTofMS のプレカラムとして組み込み，オンラインカラムスイッチ法による活性
物質の一斉分析法を開発した。

キーワード： EXTEND2016，エストロジェン受容体結合活性物質， 
オンライン自動分析，多成分一斉分析，分子鋳型
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1．はじめに

　Dr. Theo Colborn による “Our Stolen future”（邦
題：奪われし未来）が発刊されたのは 1996年のこと
であり，既に 20年が過ぎたことになる。この著書
で指摘された，外因性の化学物質が生体の内分泌系
をかく乱するという懸念に対し，我が国でも早くか
ら対応がなされてきた。化学物質の内分泌系への作
用に関して，環境省（庁）は SPEEDʼ98 以降，
EXTEND2005，EXTEND2010 及 び EXTEND2016
と継続した取り組み方針を策定してきた。これらの
中で，化学物質の内分泌かく乱作用に関する試験・
評価の枠組みの構築，試験手法の開発と国際標準試
験法策定への貢献，既存知見の集積などが行われ，

また EXTEND2010以降は特に化学物質の内分泌か
く乱作用の評価手法の確立と評価の実施の加速化に
力点が置かれてきた。学術界でも 1998年に日本内
分泌攪乱化学物質学会（通称：環境ホルモン学会）が
設立され，様々な研究が推進されている。
　化学物質が内分泌かく乱作用を示すメカニズムに
はいくつかあるが，本来のホルモンが結合する受容
体に対して，別の化学物質が結合することで引き起
こされる＂かく乱作用＂がその代表である。例えばエ
ストロジェン（女性ホルモン）受容体に対してプラス
チック可塑剤として使用されているビスフェノール
A等が結合活性を示し，その結果，女性ホルモン様
作用を示すというもの等である。
　生体中の受容体はエストロジェン受容体以外にも
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数多く存在し，様々な生体機能を司っていることか
ら，既存・新規を問わず，様々な化学物質の受容体
結合活性強度をスクリーニングしておくことは重要
な意味を持つ。著者らの研究室でも酵母を用いた迅
速 in vitro系による化学物質の一次スクリーニング
を精力的に実施してきたが，これまでに評価できた
のは約 600 物質に過ぎない（Shiraishi et al, 2018）。
米国では NIH（国立衛生研究所），FDA（食品医薬品
局）及び EPA（環境保護局）が共同でロボットを用い
た化学物質の in vitroスクリーニングを行っており
（Tox 21, https://tox21gov），約 1万種の化学物質を
対象にスクリーニングを実施している。Chemical 
Abstracts Service（CAS）に登録されている化学物質
は現在 1億 5千万件ほどあることを考えると，受容
体結合活性スクリーニングの更なる迅速化，簡便化
及び低コスト化は重要な課題である。
　一方，環境モニタリングを行っていく上では，環
境媒体中に内分泌かく乱作用を引き起こす物質が含
まれているか，内分泌かく乱作用を引き起こす化学
物質は具体的に何か，といった視点が必要となる。
in vitroバイオアッセイ（生物的手法）には，in vivo
と比べて作用機序が明確であるという特長がある
が，逆に実際の生物影響に直接繋がるわけではない
点に注意が必要である。またバイオアッセイによる
環境モニタリングは，媒体に含まれる化学物質総体
での評価が可能である反面，どの化合物が原因で毒
性・影響が発現しているのかが不明であること，そ
のために対策が打ちにくいこと，という短所もあ
る。したがって，内分泌かく乱作用を引き起こす化
学物質の管理や規制の観点からは，化学物質総体で
の評価に特徴のあるバイオアッセイと個々の化学物
質の同定・定量面で必須となる化学分析は補完関係
にあり，目的に応じて両者をいかに効果的に組み合
わせていくか，が重要である。

2．環境媒体中の受容体結合活性物質

　我々はこれまで，環境媒体の汚染測定に in vitro

バイオアッセイを用いた評価を行ってきた。umu
試験による遺伝子損傷性（中島ほか，2007），Ames
試験による変異原性（Endo et al., 2016），発光細菌
毒性（Allinson et al, 2011）等である。この一環とし
て，酵母ツーハイブリッド法を用いた各種受容体結
合活性（Kamata et al, 2011）についても調査をしてき
た。酵母ツーハイブリッド法で用いた酵母は，各種
受容体のリガンド結合領域及び転写活性化因子
GAL4の DNA結合領域の発現プラスミド（pGBT9─
RLBD）と，コアクチベーター TIF2及び GAL4の転
写活性化領域の発現プラスミド（pGAAD424─TIF─2）
及びレポーター遺伝子であるβ─ガラクトシダーゼ
を組み込んだ酵母 Y190株に導入したものである。
ヒト・エストロジェン受容体α（hER）及びメダカ・
エストロジェン受容体α（medER）は女性ホルモン
の受容体であり，その結合活性は生殖機能をかく乱
すると考えられている。ヒト・レチノイン酸受容体
γ（RAR）はビタミン Aの活性本体であるレチノイ
ン酸（all trans retionoic acid）の受容体であり，その
結合活性は細胞の増殖・分化，生体の恒常性維持，
形態形成に関わると考えられている。アリルハイド
ロカーボン受容体（AhR）は薬物代謝酵素である
CYP1ファミリーの誘導に，構成的アンドロスタン
受容体（CAR）は CYP2ファミリーの誘導に関与して
おり，その結合活性はそれぞれ生体異物の指標にな
ると考えられている。甲状腺ホルモン受容体（TR）
は甲状腺ホルモンであるトリヨードサイロニン
（T3）とサイロキシン（T4）がリガンドであり，生体
の恒常性維持に必要な受容体である。両生類におけ
る幼生から成体への変態や，サケ科の海水適応等に
関与することも知られている。これらの受容体にリ
ガンド以外の化学物質が結合することによって，生
体機能がかく乱されることが懸念される。
　表 1には，私たちが国内の環境水（主に河川水）
を 2007年から 3年間にわたり，約 100地点ずつ採
取し，hER，medER，RAR，AhR，CAR及び TRの
各結合活性を調査した結果を示す。環境水中の受容
体結合活性物質量を活性値として調査した事例はほ

16

柳下ほか：LC/QTofMSによる hER活性物質分析法

表 1　日本国内河川水の示す受容体結合活性の平均値（2007─2009）．

活性試験名 単位 国内平均値 備考

hER ヒトエストロジェン　受容体結合活性 ppt as E2＊1 0.40

medER メダカエストロジェン　受容体結合活性 ppt as E2＊1 1.0

RAR レチノイン酸　受容体結合活性 ppt as ATRA＊2 2.4 国内最大 117

AhR アリルハイドロカーボン　受容体結合活性 ppt as b─NF＊3 35 国内最大 820

CAR 構成的アンドロスタン　受容体結合活性 ppt as p─t─OP＊4 390 国内最大 2300

TR 甲状腺ホルモン　受容体結合活性 ppt as T3＊5 ─ 最大で 300程度

環境試料の受容体結合活性は，陽性対照とした以下の物質の活性に換算して示した．
＊1 β─エストラジオール，＊2トレチノイン，＊3 β─ナフトフラボン，＊4パラ─ターシャル─オクチルフェノール，
＊5トリヨードサイロニン



とんどなく，表 1に示す値は我が国における河川
水の実態を把握したものであり，排水や漏えい事故
の際，あるいは海外事例などと比較する際に，ある
種の目安になるものである。例えば，hERの国内
平均は 0.4 ppt（as E2）であるのに対し，ある安定型
処分場の浸出水から hERで 58 ppt（as E2），medER
で 770 ppt（as E2）を検出した事例や，CARでは国内
平均値 390 ppt（as p─t─OP）に対して災害廃棄物一次
仮置場種への環境水から 4,200 ppt（as p─t─OP），ベ
トナム・ホーチミン市の河川で 28,000 ppt（as p─t─
OP）という汚染が検出された事例がある。
　また，バイオアッセイと化学分析とを組み合わ
せ，要因物質を特定した例もある。とある工場排水
放流口下流で比較的高い medER活性が認められた
が，GC/MSによる化学物質スクリーニングの結果
からは，これまで知られているようなビスフェノー
ル A（BPA）や，ノニルフェノール（NP）といった代
表的な人工エストロジェン様化学物質は極低濃度で
あり，その活性主体とは考えられなかった。そこで
本試料について酵母ツーハイブリッド法による活性
を指標に分画し，構造推定を試みた。逆相高速液体
クロマトグラフィ（HPLC）による分画とバイオアッ
セイから活性画分を得，その液体クロマトグラ
フィ/四重極飛行時間型質量分析法（LC/QTofMS）
及び LC/イオントラップ TofMSによる解析結果か
ら，4─または 2─（3─phenylpropyl）phenol と推定し
た。一方，順相 HPLCによる分画とイオントラッ
プガスクロマトグラフィ/質量分析法（GC/MS）によ
る解析からも同様の構造が推定された。フェノール
系水酸基の位置を決定するために，両物質を合成し
て HPLCの保持時間を確認し，本活性物質は 4─（3─
phenylpropyl）phenolと決定した。本物質の medER
結合活性は，BPAの約 18倍の強度を示した。なお
活 性 を 示 す 画 分 か ら は 4─α─cumylphenol, 
phenylethylphenolも検出されており，活性の主成
分ではないが一部活性に寄与していた。本物質は当
該工場におけるプラスチック容器を燃焼する工程で
生成していると予想され，同業種や類似工程を有す
る事業場排水にも含まれている可能性がある。すな
わち，河川水等の実際の環境媒体や製品では，反応
生成物等の非意図的生成物が影響要因となる場合が
ある。
　ここで紹介した例のように，ある試料からバイオ
アッセイによって ER結合活性が検出され，しかも
その原因物質を同定できることは決して多くはな
い。むしろ物質同定に至らないケースが多い。ここ
で示した工場排水の例では，天然物化学的なアプロ
ーチ，すなわち試料を分画してそれぞれの活性を調
べることを繰り返し，活性本体に迫っていくやり方
を採った。いわば，試料側からのアプローチと言っ
てよい。一方，より効率的に活性本体に迫るには，
物質側のアプローチ，つまり活性を示すことが知ら

れている物質が含まれているかどうかをまず確認す
ることも求められる。それには，環境媒体中の化学
物質総体の中から活性既知の物質を検出する方法を
構築することが必要である。そこで次項では，著者
らが開発を進めている多段階の精密質量データベー
スを活用した LC/QTofMSによる hER結合活性物
質の一斉スクリーニング法について紹介する。

3．�hER 結合活性物質の多段階精密質量�
データベースの作成

　著者らはこれまでに約 600種類の化学物質に関し
て，hER結合活性のスクリーニングを行っており，
現時点で 160物質がアゴニスト陽性を示すことを明
らかにしてした（Shiraishi et al., 2018）。表 2に hER
結合活性を示す物質とその活性の強さの例を挙げ
た。活性値は溶媒対照の 10倍のレスポンスを示す
最低濃度（ECx10）で示してある（数値が小さい方が
活性が強い）。このスクリーニング結果に基づき，
160種類の既知陽性物質を一斉分析する手法を開発
した。開発した手法では，LC/MSを用いているが，
160物質の中には LC/MSではイオン化できない，
あるいは十分な分離ができない物質があるため，一
斉分析が可能な化学物質は 141物質である。これら
について，一般的な逆相カラムを使用し，測定のた
めの各種パラメータを整備した。質量分析計として
今回使用したのは精密質量の測定が可能な QTofMS
である。まず各標準物質を用い LCの保持時間なら
びにコリジョンエネルギーを 5段階に変化させた場
合のマススペクトルを測定し，データベース化し
た。次に環境試料からの物質の同定には同様の測定
を行い，保持時間及び標準マススペクトルとの比較
から高精度な同定を可能とするシステムを構築し
た。具体的には，まずシングルMS（TOF）モードで
測定を行い，その保持時間と精密質量から活性物質
のデータベースを検索し，物質の仮同定を行う。次
に仮同定された物質に対し，再度 QTofMSモード
（以降，単に MS/MSモードと略す）でのターゲッ
ト MS/MS測定を行い，測定されたプロダクトイ
オンスキャンの精密質量スペクトルをデータベース
と比較して確定同定を行う。このマススペクトル比
較 に は，PCDL（Personal Compound Database 
Library）というアジレント社のマススペクトル検索
ソフトウェアを使用する（図 1）。さらに PCDLによ
って同定が確定したものについては，先のシングル
MSモードでのベースピーク強度から定量を行う手
順になる。最終同定と定量を同時に行う観点から
は，MS/MSによるプロダクトイオンを用いて定量
することが望ましく，また MS/MSモードでのプ
ロダクトマススペクトルはシングルMSモードに比
べてバックグランドが小さい利点もある。しかしな
がら MS/MSモード測定ではピーク強度が小さく
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なるため，実際の定量精度はシングルMSモードの
ベースピークを用いた方が勝っているのが現実であ
る。この部分は改良の余地があると考えている。
　なお，我々が開発した手法での環境媒体中に含ま

れる活性物質の定量には二つの課題がある。一つは
感度が劣ることで，イオン検出に飛行時間質量分析
計（TofMS）を用いていることに起因する。この点に
ついては，TofMSとは異なり，特定の質量数（正確
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図 1　PCDL による解析画面．
測定試料から得られたプロダクトイオンスキャンとデータベースに収載した標準スペクトルを比較して同定を行う．

表 2　エストロジェン受容体（hER）結合活性を示す主な化合物と活性．

Chemical Name Cas No. hERα
（ECx10/nM） 示性式 分子構造

17β─Estradiol 50─28─2 0.1 C18H24O2

Ethynylestradiol 57─63─6 0.2 C20H24O2

Diethylstilbestrol（DES） 56─53─1 0.2 C18H20O2

4─（1─Adamantyl）phenol 29799─07─3 11.0 C16H20O

Zearalenone 17924─92─4 22.6 C18H22O5

p─t─Octylphenol 140─66─9 56.0 C14H22O

Genistein 446─72─0 223.0 C15H10O5



には m/z）のイオンを検出するトリプル四重極質量
分析計（QQQ）を併用することで改善できるだろう。
一般に同定精度は QTofMSの方が QQQより優れて
いるが，定量精度・感度は QQQの方が優れている
からである。ただし，実際の環境試料に対し QQQ
による SRM（選択反応モニタリング）測定によって
同定定量した化学物質のいくつかは，QTofMSを用
いた高精度同定によって誤同定であると判された例
もあり，注意が必要である。QQQによる SRM測
定において誤同定を引き起こす主な要因としては，
全体の質量スペクトルを確認していないことやイオ
ン選別の質量精度が低い（一般に整数値が用いられ
る）ことが挙げられる。
　もう一つの課題は，イオンサプレッションの影響
を受けやすいことである。カラム分離後，試料は
LC─MSのイオン源に導入されてイオン化されるこ
とになるが，夾雑物質が多いと目的物質以外に多く
存在する夾雑物質も同時にイオン化されてしまうた
め，目的物質のイオン化率が下がってしまうことが
ある。一方，検量線の作成段階では，標準溶液，す
なわち目的物質だけが溶解している溶液を注入する
ため，イオン化率が高い。その結果，夾雑物質の多
い試料では，目的物質のピーク強度がその濃度に対
して小さくなり，濃度を低く見積もってしまうとい
う現象を引き起こす。したがって，目的成分以外の
夾雑物をできるだけ排除するための前処理が必要に
なる。一般的なターゲット分析では逆相系の固相抽
出か，有機溶媒により液─液抽出した試料を適宜分
画して精製する。しかし，今回開発しているのは極
性の幅が広い 141物質の一斉分析法であるため，そ
れら全てに対して良好な回収率を保ちつつ精製を行
うことは困難である。化学的・物理的性質とは関係
なく，活性の有るものだけを精製できる前処理基材
の開発が望まれる。

4．�hER 結合活性選択的な分子鋳型（hER_MIP）の�
開発

　久保らは，分子鋳型を用いた水環境中微量汚染物
質の選択的・高感度分析を達成してきた（Kubo et 
al., 2014）。分子鋳型とは，対象化合物を特異的に
認識する分子認識ポリマーのことである。分子鋳型
開発では，類縁物質の保持を防ぎ，目的の単一物質
だけをいかに保持するかが開発の中心課題である。
一方，実際の研究現場の悩みは，目的に反して類似
構造を持つ化合物も保持されてしまう「中途半端
な」「失敗作の」鋳型ができてしまうことであって，
単一物質だけの保持を達成することは困難極まりな
いことである。ところで，この分子鋳型開発の悩み
は内分泌かく乱作用の問題と酷似している。なぜな
ら，生体内のエストロジェン受容体は，本来の女性
ホルモンである 17β-Estradiol（E2）と結合して様々

な応答を起こすのであるが，構造が類似した他の化
学物質がその受容体に結合してしまうことで，誤っ
た応答が起きるというのが内分泌かく乱作用であ
り，その意味ではエストロジェン受容体は不完全な
分子鋳型であるとも言えるからである。
　そこで我々は発想を逆転し，E2用の「中途半端
な」分子鋳型を作ることで，hERで生じる化学物
質の不完全な認識を模倣できるのではないかと考え
た。すなわち，エストロジェン受容体に結合する物
質─女性ホルモン様作用を示す物質─を（E2だけで
はなく）選択的に捕集できる工学的基材が作れるの
ではないか，という発想である。
　分子鋳型の作製法のイメージは以下のとおりであ
る。受容体に結合する代表的な物質をテンプレート
とし，その分子を認識するような機能性モノマー
（例えば，テンプレートの極性基にイオン結合する
モノマーや，π電子と引き合うような部分を持つモ
ノマーなど）と混合する。これに基材となるモノマ
ーを加えて重合すると，テンプレートを抱え込んだ
ポリマーが作られる。最後にテンプレートを洗い出
すと，鍵穴の開いた分子鋳型ができる（図 2）。
　通常の分子鋳型は疎水性ポリマーで作製し，分子
認識は有機溶媒中で行うのが一般的である。しか
し，我々が欲しいのは，環境水を通すと hER活性
物質だけが保持される前処理基材であるため，水中
で選択性を示す必要がある。従来の疎水性ポリマー
では，鍵穴の外側の分子認識機能を持たない樹脂部
分に活性物質以外の疎水性物質が保持されてしま
い，一般的な逆相系固相と変わらず，選択性が得ら
れなかった。そこで，環境水中の hER活性物質の
選択的保持には，親水性ポリマーでの分子鋳型の構
築の検討が必要となる。我々は実際のヒトエストロ
ジェン受容体（hER）の立体構造，アミノ酸構成等を
参考にしつつ，モノマーを選択して hER受容体を
模した分子鋳型を作製した（図 3）。またこの樹脂を
破砕し，固相抽出用のカートリッジに充填した前処
理カートリッジを作製した（図 4）。
　このカートリッジを用い，下水処理場排水を処理
した結果を図 5に示す。排水を SDBで濃縮した試
料に対し，hER_MIPで精製することによって LC/
TofMSによるピーク総体積は 80％以上が除去され
た。一方，hER結合活性は精製試料に全て残存し
ていることが確認された（Yagishita et al, 2019）。

5．hER_MIP を組み込んだ自動分析システムの構築

　作製した分子鋳型を使用することで，環境媒体中
に存在する受容体結合活性物質を迅速に同定定量で
きる可能性がある。すなわち，環境試料をこの分子
鋳型に通すことで夾雑物質を大幅に除去し，活性物
質の選択的な捕集を可能にする。さらに，著者らが
既に実施した約 600物質の受容体結合活性結果か
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ら，陽性を示した物質の多段階精密質量データベー
スを構築しておくことで，溶出させた試料のピーク
（活性物質）とデータベース情報をマッチングさせる
ことで迅速同定するシステム構築が可能となる。こ
のシステムは実環境中における受容体結合活性物質
の種類及びその濃度の簡便測定を実現するものであ
り，曝露濃度側から環境中において活性寄与の高い
物質の探索や対策の優先順位付けに資するものであ
る。
　hER_MIPを 3項で紹介した LC/QTofMS系とオ
ンライン接続し，高倍率の濃縮を行うためには，
hER_MIPが十分なキャパシティーを持つことと，
HPLC上で流速に対して耐圧性を有する必要があ
る。そのため，スポンジ状の hER_MIP や，hER_
MIPをシリカゲル表面で生成させたもの等を調製
して試験した結果，内径 4.6 mm，長さ 3 cmのカラ
ムにおいて，いずれも選択性を有しつつ 1 mL/min
以上での通水が可能であることが分かった。実際の
環境水測定で必要となるキャパシティーを確認して
カラムサイズなどを決定することや，その際の回収
率等の検討が今後の課題である。現在，1～3項の
成果を統合し，スイッチングバルブを二つ用い，環
境水試料を最大 10検体接続して hER_MIPによる
自動濃縮・溶出・分離分析・定量を行う自動測定装
置を構築したところであり（図 6），今後はその評価
を進めていく。

6．おわりに

　本稿では，環境媒体中のヒトエストロジェン受容
体（hER）結合活性物質の効率的な実態把握を目的と
して，著者らが行ってきた一連の研究内容を概説し
た。すなわち，バイオアッセイによる活性の包括的
な把握，活性選択的分子鋳型捕集材の開発，活性物
質精密質量データベースを活用した LC/QTofMSに
よる一斉スクリーニング法の開発，両者を結合した
分析系の開発である。これらを統合的に用いると，
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図 3　エストロジェン受容体を模倣した分子鋳型の構成．

図 4　�エストロジェン受容体を模倣した分子鋳型，
固相抽出カートリッジタイプ．

図 2　分子鋳型の作製イメージ．



環境試料中の活性要因物質の同定とその寄与率の算
出が可能になる。実際にいくつかの試料で行ってみ
ると，既知の活性物質だけでは活性の全部を説明す
ることができず，環境中には未同定のエストロジェ
ン受容体結合活性物質が存在していることが示唆さ
れている。実際に，hER_MIPで精製された TofMS
のクロマトグラムには未同定のピークが多数存在し
ている。これらの構造推定は今後の興味深い課題で
ある。
　ところで，バイオアッセイによって毒性物質を包
括的に把握し，その成分の寄与率を算出するという
考え方は，混合物の毒性値は構成する化学物質の毒

性の総和と考える（相加性が成立する）という前提に
立つものである。実際に，エストロジェン受容体結
合活性について，その相加性が成立するという報告
がある（Ramirez et al., 2014）。しかし，受容体のキ
ャパシティーを超える濃度では成立しないはずであ
るし，環境中には様々な活性，濃度範囲の活性物質
が存在している。様々な活性物質による複合影響も
含めて，引き続き丁寧な検討が必要である。
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図 6　耐圧型分子鋳型を前段濃縮装置に組み込んだ自動分析計．

図 5　�エストロジェン受容体を模倣した分子鋳型（hER─MIP）による試料の精製効果．
左図（写真）：排水試料を疎水性基材（SDB）で濃縮した試料（SDB），SDB 試料を水で再稀釈し，分子鋳型
hEP_MIP を充填したカートリッジに通水した後，hEP_MIP からアセトニトリルで溶出して精製した試料
（Trap），hEP_MIP に保持されずカートリッジを通過した SDB試料溶液に含まれていた物質（Pass）．右図：
SDB で濃縮された試料（上段），hEP_MIP に保持された試料（中段），カートリッジを通過した試料（下段）の
LC/TofMS によるクロマトグラム．排水試料中に含まれる多くの夾雑物質は，hEP_MIP を充填したカートリ
ッジを利用した精製過程（前処理）で ER結合活性を有する物質（Trap に含まれている物質）と分離・除去され
ている．
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