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マウス肝臓におけるメチル水銀の脱メチル化とホルムアルデヒド生成に関する研究 

 

分子衛生薬学分野 3PS11022S  内川 拓也 

 

【目的】メチル水銀 (Methylmercury: MeHg) は自然環境中に広く存在し、その過剰摂取により中枢神経

障害や胎児発育障害を引き起こす重金属化合物である。これは哺乳類において MeHgは消化管から容易

に吸収され、L-cysteine (Cys) 抱合体として中性アミノ酸トランスポーターシステムを介して血液脳関門

や胎盤を通過するためであり、ヒトへの MeHg曝露のほとんどが食物連鎖を通じて生物濃縮された魚介

類摂取によるものである。MeHgの体外排出経路としては glutathione (GSH) 代謝系が機能しており、摂

取された MeHgはアニオン性 SH基 (－S) と高い親和性を有するため、細胞内では GSH や SH タンパク

質と複合体を形成する。MeHg-GS 複合体は GSH分泌系を介して細胞外へと放出され、最終的に胆管や

尿細管分泌を経て Cys-MeHg のような GSH 代謝産物複合体として糞中や尿中へと体外排泄される。

MeHg の解毒代謝経路としては、体外排泄以外にも生体内での無機水銀への変換も考えられる。ヒトに

おける MeHgの生物学的半減期は 50 - 70 日であるが、無機水銀では約 40 日と無機水銀の方が MeHgよ

りも排泄速度が速いことが知られている 1)。生体内での MeHgの脱メチル化反応には腸内細菌叢による

ものと生体組織内における反応がある。陸生哺乳類における組織内での脱メチル化反応では肝臓内での

reactive oxygen species (ROS) の関与が示唆されているものの、その反応の詳細については未だ明らかに

されていない。一方、薬物の生体内での生物学的な脱メチル化反応として、薬物代謝酵素 cytochrome P450 

(P450, CYP) による N-脱メチル化反応が知られており、反応生成物としてホルムアルデヒドが検出され

る。 

 本研究ではマウス肝臓での MeHgの脱メチル化におけるホルムアルデヒド生成の可能性と、それへの

P450 の関与に着目した。これまでに MeHgの脱メチル化に対する P450 関与を示す報告はなく、P450 の

関与について調べるため、ホルムアルデヒドを指標とした NASH法 2)を用いて MeHgの脱メチル化とホ

ルムアルデヒド生成との関連性について検討した。先行研究において肝臓での superoxide anion (O2－) が

MeHg の脱メチル化に関与する報告 3)されていることから、O2－ との関与や生成反応における量関係に

ついても検討を行い、さらに MeHg以外のメチル化合物がメチルドナーとなっている可能性や、脱メチ

ル化およびホルムアルデヒド生成に関連する代謝反応への影響についても検討を実施した。 

【方法】雌性 C57BL/6N マウスに MeHg (20 µmol/kg B.W.) を経口投与し 24 hr 後に主要な蓄積部位であ

る肝臓・腎臓および糞尿を採取して、水銀定量分析により組織への MeHg蓄積および排泄水銀量と無機

水銀の含有率について検討した。また、マウス肝ホモジネートを用いて無機水銀の生成および NASH 法

によるホルムアルデヒドの生成を定量分析した。In vitro 評価系を構築するために、肝ホモジネートを酵

素源として時間依存性、タンパク質量依存性、MeHg 濃度依存性、補酵素選択性について検討を行い、

NASH法をベースとした MeHg添加によるホルムアルデヒド生成に関する評価系の構築を行った。なお、

Mechaels-Menten式のデータ解析にはGraphPad Prism 5.04 softwareを使い、KmおよびVmaxを算出した。

P450 の関与については 3 種類の CYP 誘導剤処置したマウスの肝より調製したホモジネート、および肝

臓より調製した P450-rich S9 fraction を用いた反応系で検討した。さらにマウス肝細胞下分画を用いて

MeHg添加時のホルムアルデヒド生成の局在性について調べ、ホルムアルデヒド生成における O2－ の影

響については superoxide producing systemを用いた反応系で検証した。また、生体内での脱メチル化を伴

う代謝反応として choline 代謝および methionine (Met) cycle に着目し、MeHg投与したマウス肝臓のメタ



ボローム解析によって代謝物質の変動を調べた。さらに MeHg処置した初代培養マウス肝細胞について

2 つの代謝経路での代謝関連酵素群の mRNA 発現への影響について realtime-RT-PCR により検討した。 

【結果】MeHg 投与したマウスの主要な蓄積組織である肝臓、腎臓および糞尿の水銀分析から、肝臓で

の高い水銀蓄積と無機水銀の含有率が高いことを認め、次にマウス肝ホモジネートに MeHgを添加・イ

ンキュベートして in vitro での無機水銀への変換を確認した。P450 による MeHg脱メチル化への関与に

ついて、NASH 法によるホルムアルデヒド生成を測定した結果、MeHg 添加系で NADPH 存在下にホル

ムアルデヒド生成が認められ、肝臓での MeHg の脱メチル化に P450 関与の可能性が推察された。そこ

で、3 種類の CYP 誘導剤処置したマウス肝ホモジネートを用いて、MeHg添加系でのホルムアルデヒド

生成について調べた結果、CYP1A 誘導剤 3-methylcholanthrene 処理マウスから得た肝ホモジネートで、

未処理マウス肝ホモジネートに比べMeHg添加系でのホルムアルデヒド生成の増加率が標準基質の時と

近く、CYP1A の関与が推察された。次に MeHg添加系における適正な in vitro 評価系を構築するために、

肝ホモジネートを酵素源に用いて NASH法をベースとした基礎反応条件の検討を行った。時間依存性に

関して、反応時間を 1 – 60 分の範囲で検討し 3 分を適当な時間とした。タンパク質量依存性については

0.02 – 1.0 mg protein/ml の範囲で検討を行い、0.075 mg protein/ml を添加量として選定した。MeHg濃度

依存性について、0 – 1.5 µM の範囲でホルムアルデヒド生成量を調べた結果、Km = 0.28±0.17 µM、Vmax 

= 23.2±0.37 (nmol/min/mg protein)が算出され、MeHg 濃度 10 µM は Km 値の約 40 倍であり評価反応系と

して十分な濃度であることを確認した。補酵素種に関して、ここまで NADPH 共存下でのホルムアルデ

ヒド生成を検討してきたが、P450 による薬物の酸化反応において NADPH 以外にも、NADH から NADH-

シトクロム b5 還元酵素-シトクロム b5 を介して電子が供給される場合もあるため、NADPH の他に 12

種類 ( NADP+, NADH, NAD+, FAD, FMN, ATP, ADP, GSH, GSSG, ascorbic acid, V.B12) の補酵素種につい

て検討した。その結果、NADPH 以外の補酵素種ではホルムアルデヒド生成への影響は認められず、MeHg

添加系でのホルムアルデヒド生成反応には NADPH 依存性があることが示された。また、NADPH 非添

加においても少量のホルムアルデヒド生成が認められたことから、ホモジネート中に内在する NADPH

や他の物質がホルムアルデヒド生成に関与することも示唆された。ここまでの検討から、反応時間、酵

素源のタンパク質添加量、MeHg濃度、補酵素種を選定して in vitro 反応系を構築した。この反応系に基

づき、マウス肝ホモジネートに MeHgを 0.1 – 1 µM の範囲で添加・インキュベートしてホルムアルデヒ

ド生成量と無機水銀量を定量分析した結果、MeHg 濃度依存的にホルムアルデヒドおよび無機水銀の生

成量も増加し、ホルムアルデヒド生成量と無機水銀生成量に高い正相関 (R2 = 0.9482) が認められた。

しかし、形成された無機水銀の生成量はホルムアルデヒド生成量の約 1/500 であったことから、反応系

中で生成されるホルムアルデヒドは MeHgのメチル基に由来するものだけでなく、形成された無機水銀

が肝ホモジネート中で内因性のホルムアルデヒド生成に関与する生体分子と相互作用している可能性

が推察された。そこで MeHgの代わりに無機水銀を添加した反応系でもホルムアルデヒド生成を調べた

結果、無機水銀濃度 10 nM までの範囲で濃度依存的なホルムアルデヒド生成が認められ、Km = 4.02±

0.97 nM および Vmax = 11.4±1.0 (nmol/min/mg protein) の値が算出され、酵素化学的な反応が関与してい

る可能性も推察された。次に、内因性のホルムアルデヒド生成について、メチル基ドナーとなりうる生

体分子としてN-メチル化合物である sarcosine および S-メチル化合物であるL-methionine (Met) をそれぞ

れ無機水銀 (10 nM) 反応系に 1 mM の濃度で添加してホルムアルデヒド生成について検討した結果、

control (無添加) 群に比べて約 2 倍のホルムアルデヒド生成量の増加が認められた。また、構築した反応

系でミクロゾーム P450 の関与を検討するため、マウス肝ホモジネートから分画調製した P450-rich S9 



fraction およびその残渣を用いてホルムアルデヒド生成に検討した結果、MeHg を基質とした場合には

S9 fractionでのホルムアルデヒド生成は低値を示し、その一方で残渣画分において高いホルアルデヒド

生成が認められた。さらにマウス肝臓の細胞分画を行い、4 つの分画 (膜および核、ミトコンドリア、

ミクロゾーム、サイトゾル) について MeHg (10 µM) 存在下でのホルアルデヒド生成について調べた結

果、ミトコンドリア画分のみでホモジネートよりも約 2.6 倍高いホルムアルデヒド生成が認められ、他

の 3 つの画分ではホルムアルデヒド生成は低値であった。次に MeHgの脱メチル化時に、ミトコンドリ

アから産生される O2－ とホルムアルデヒド生成との関係を調べるために、O2－増強下での MeHg添加系

で検討を行った。O2－増強下でのホルムアルデヒド生成は増加し、O2－消去系である Mn-SOD 添加時に

はホルムアルデヒド生成は有意に減少することが認められた。 

生体内での代謝反応には、脱メチル化とホルムアルデヒド生成を伴う代謝反応として choline 代謝お

よび Met cycle が存在する。そこで 2 つの代謝経路に着目し、MeHgから形成される無機水銀によるホル

ムアルデヒド生成がこれらの代謝系での物質変動および代謝反応に与えている影響について検討した。

MeHg 投与マウス肝臓のメタボローム解析では、choline 代謝中間物質で N-メチル化合物である

N,N-dimethylglycine (DMG)および sarcosineにおいて control (MeHg非投与) 群よりも有意な減少が認めら

れた。Met cycle に関しては、MeHg群で S-メチル化合物である Met および S-adenosylmethionine (SAM) の

値が低下していたものの有意な差は認められなかったが、SAM の脱メチル化された代謝物質である

S-adenosylhomocysteine (SAH) で MeHg 群での有意な減少が認められた。次に初代培養マウス肝細胞を

MeHg濃度 (10 µM および 50 µM)で 24 時間曝露した後、細胞を回収・破砕して生成ホルムアルデヒド

を定量分析した結果、MeHg 濃度に依存的なホルムアルデヒド生成の傾向が認められた。さらに同様に

処理した細胞から total RNA 抽出・逆転写を行い、choline 代謝および Met cycle の代謝関連酵素の遺伝子

群について real-time RT-RCR による mRNA 発現解析を検討した結果、choline 代謝の関連酵素群の遺伝

子発現は調べた 5 種類すべてで MeHg処置による有意な発現誘導が認められた。また、Met cycle につい

ても肝臓に非特異的な発現を示す S-adenosylmethionine synthetase IIα遺伝子 (Mat2a) を除いた他の関連

酵素遺伝子群すべての mRNA 発現が MeHg処置によって発現誘導されていることを認めた。 

【考察】本研究では、マウス肝臓における MeHgの脱メチル化反応ついてホルムアルデヒド生成に着目

し、NASH 法をベースとした in vitro 評価系を用いて、肝臓ミトコンドリアでの MeHg の脱メチル化に

伴ってホルムアルデヒドの著しい生成が起こることを新たに見出した。このホルムアルデヒド生成の促

進は、MeHg から形成された無機水銀が内在する N-,および S-メチル化合物との相互作用に由来するこ

とも示唆した。肝臓中の P450 は主要な代謝酵素であり様々な薬物のN-, O-脱メチル化反応を触媒してい

るが、MeHgの脱メチル化に起因するホルムアルデヒド生成には小胞体 P450 の寄与は少なく、MeHgに

よってミトコンドリアで産生増大される O2－の関与が重要である可能性を示唆した。MeHg 投与マウス

肝臓のメタボローム解析から、ホルムアルデヒド生成と脱メチル化に関与する 2 つの代謝経路 (choline

代謝および Met cycle) において、DMG および sarcosine の有意な減少と SAM の減少傾向を認めたこと

は、生体内での MeHgによるホルムアルデヒド生成促進に内在するメチル化合物がメチルドナーとして

消費されていることを示唆する。これは in vitro 評価系において、メチル基ドナーを添加した検討の結果

とも一致し、MeHg によってミトコンドリア障害で産生増大される O2－が MeHg の脱メチル化およびホ

ルムアルデヒド生成において重要な因子であることが推察された。さらに初代培養マウス肝細胞を用い

た choline 代謝および Met cycle における代謝関連酵素遺伝子群の mRNA 発現解析において、ほとんど

の関連酵素遺伝子群の mRNA 発現が誘導されたことは、ホルムアルデヒド生成促進による内因性メチル



ドナーの消費に対して、代償的にこれらの代謝反応が活性化された生体応答である可能性が示唆された。 

 本研究では低分子のメチル基ドナーとなる生体物質に限定し choline 代謝および Met cycle に絞って検

討を行ったが、生体内での脱メチル化反応はそれ以外にも存在し、近年、遺伝子の発現調節において

DNA メチル化やヒストンメチル化によるエピジェネティックな遺伝子発現の調節機構も注目されてい

る。MeHg によるホルムアルデヒド生成には、ミトコンドリア障害によって惹起産生される O2－がメチ

ルドナーと化学的反応することによるものと示唆された。本研究の成果が核内 DNA やヒストンおよび

ミトコンドリア DNA のメチル化状態への影響にも応用されて、MeHg の多面的な毒性発現機構の解明

に寄与することを期待する。 
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