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以下の質問。Yesですか？Noですか？
Yes? or No?

紙が燃える時、発生するダイオキシンは猛毒なのでゴミ焼却場の周囲は危険
Around a garbage incineration site is dangerous 

due to the production of dioxin

コラーゲンを含む食品は、お肌の若返りに効果がある。
Foods containing collagen is effective for skin rejuvenation

マイナスイオンは健康に良い
Minus ion is good for your health

焼き魚のこげは発がん性があるので、食べないほうがよい。
You should not eat burned part of grilled fish due to its carcinogenic 



ケミストリー (Chemistry) とは？
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以下の質問。Yesですか？Noですか？
Yes? Or No? 

ダイオキシンのLD50値は、モルモットで体重1 kg当たり1 ug

食事では、一日に100 pgを摂取している。
1600年分の食事(サルのLD50では、10万年分)を一気に食べると死ぬ。
100mmの雨で洪水が起こる時、0.01mmの雨でそれを心配するのと同じ。
LD50 of dioxin is 1 ug/kg in guinea pig. We take 100 pg/day every day

If you can eat food for 1600 years at once, then you will get lethal dose.

This is similar situation you worry about 0.01 mm rain when 100 mm rain will 

causes flood.

エタノールの致死量(LD50 of ethanol)：３００ml (通常の飲酒の数倍）
アスピリン：１０日分で致死量20 g (LD50 of aspirin is 20 g) 

一酸化炭素：20ppm・8時間で致死 (大通りの数倍）
ニコチン：致死量６０ mg：煙草数箱分
カフェイン：コーヒー５０杯で致死量

コラーゲンは、アミノ酸三つの繰り返しでできるタンパク。

ヒドロキシプロリンや異常アミノ酸を多く含む。水に溶けず、消化も困難。
ゼラチンは、コラーゲン。

Collagen is difficult to be digested. It can’t be used in body.

30万分子／m3マイナスイオンが効果があればサリン以上の生理活性

If 300 thousands of minus ion has some activity,

It should be more toxic than sarin.



診断にかかわる化学
Chemistry for Diagnostics
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血液(blood)

血球：４０～５０％
Blood cells

血漿(血清＋繊維素）：５０～６０％
Plasma(serum + cellulose)

遠心分離 (centrifugation)

赤血球：９９％
Red blood cell

白血球
＋血小板：１％
White blood cell 

+ platelet

水：９０％
water

蛋白質：１０％
Protein

アルブミン (Albumin)

グロブリン (globulin)

フィブリノーゲン (fibrinogen)



ＲＢＣ：赤血球 (red blood cell)

Ｈｂ：血色素 (hemoglobin)

Ｈｔ：ヘマトクリット (hematocrit)

ＷＢＣ：白血球(white blood cell)

ＰＬＴ：血小板(platelet)

ＣＲＰ：Ｃ反応性蛋白(C-reactive protein)

ＨＢｓ抗原・抗体ＨＣＶ抗体
(HBV antigen, antibody, HCV antibody)

Ａｌｂ：アルブミン(alubmin)

ＴＰ：総蛋白(total proteins)

Ｔ－Ｃｈｏ：総コレステロール(total cholesterol)

ＴＧ：中性脂肪(triglyceride)

ＨＤＬ－Ｃ：ＨＤＬコレステロール(HDL cholesteroln)

ＬＤＬ－Ｃ：ＬＤＬコレステロール(LDL cholesteroln)

グルコース：血糖値(glucose)

ＡＳＴ（ＧＯＴ） ＡＬＴ（ＧＰＴ） γ－ＧＴＰ
ＡＬＰ：アルカリフォスファターゼ(alkaline phosphatase)

ＬＤＨ：乳酸脱水素酵素(lactate dehydrogenase)

Ｔ－Ｂｉｌ：総ビリルビン(total bilirubin)

ＣＲＮ：クレアチニン(creatinine)

ＵＡ：尿酸 (urinc acid)

ＨｂＡ１ｃ：糖化ヘモグロビン（glycohemoglobin）
フルクトサミン(fluctosamine)

ＣＥＡ ＣＡ１９－９ ＴＰＡ ＡＦＰ
ＣＡ１５－３ ＣＡ１２５

血液検査 (Blood test)
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ＲＢＣ：赤血球 (red blood cell)

赤血球の個数(1ul中に何万個か）：電気抵抗法か光散乱法で計測
number of red blood cells (how many of RBC/ul)

: measured by electric resistance or light scattering

Ｈｂ：血色素Ｈｔ：ヘマトクリット (hematocrit)

血液中の赤血球の容積割合：遠心によって一定密度に詰めたときの容積で測定
高値：多血症
低値：鉄欠乏性貧血、再生不良性貧血、溶血性貧血、出血原因貧血

Volume fraction of red blood cell in blood: volume after centrifugation

High: polycythemia

Low : iron deficiency anemia, aplastic anemia, hemolytic anemia, hemorrhagic anemia

ＷＢＣ：白血球 (white blood cell)

白血球の個数(1 ul中に何万個か）：
遠心によって一定密度に詰めたときの容積で測定

高値：虫垂炎、肺炎、胆のう炎、すい炎、腎盂腎炎、心筋梗塞、白血病など
低値：膠原病、悪性貧血、再生不良貧血、放射線・抗がん剤障害
number of white blood cell/ul: volume after centrifugation

High: various inflammations, myocardial infarction, leukemia

Low: collagen disease, pernicious anemia, aplastic anemia, radiation hazard

http://kenshindr.seesaa.net/article/17472642.html
http://kenshindr.seesaa.net/article/17473367.html
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ＰＬＴ：血小板 (platelet)

血小版の個数(1 ul中に何万個か）：電気抵抗法で計測
高値：骨髄性白血病、本態性血小板血症
低値：血小板減少性紫斑病、悪性貧血、再生不良貧血、白血病、肝硬変
number of platelet/ ul: measured by electric resistance

High: myeloid leukemia, thrombocythemia

Low:  thrombocytopenic purpria, pernicious anemia, aplastic anemia, leulemia

ＣＲＰ：Ｃ反応性蛋白 (C-reactive protein)

抗体ビーズの凝集で計測
炎症などで、身体の組織が壊れたときに増加する血液中の蛋白の一種
間接リウマチ、心筋梗塞、細菌感染症、リウマチ熱、ウイルス感染症、悪性腫瘍
measured by aggregation with antibody-modified beads

particular serum protein that increases in inflammation

rheumatoid arthlitis, myocardial infarction, bacterial or viral infection, tumor

ＨＢｓ抗原・抗体ＨＣＶ抗体 (HBV antigen and antibody, HCV antibody)

抗体あるいは抗原ビーズの凝集で計測
ＨＢｓ抗原はＢ型肝炎ウイルスの一部、ＨＣＶ抗体は、Ｃ型肝炎感染で作られる。
Ｂ型・Ｃ型肝炎（急性・慢性）、肝硬変、肝がん
measured by aggregation with antibody-modified beads

hepatitis type B or C, liver cirrhosis, liver cancer

http://kenshindr.seesaa.net/article/17490899.html
http://kenshindr.seesaa.net/article/17493435.html
http://kenshindr.seesaa.net/article/17493847.html


ラテックス凝集法
Latex bead aggregation



Ａｌｂ：アルブミン (serum albumin)
1ｄｌ中に何ｇか？：結合する色素(ブロムクレゾールグリーン)で計測
肝臓や腎臓の障害があると、低下。
肝障害、慢性感染症、ネフローゼ症候群、多発性骨髄腫、栄養不良
How many grams in 1 dl serum: measured by bromocresol green binding 

Decrease in liver disorder

ＴＰ：総蛋白 (total proteins)
血中の総タンパク濃度：ビウレット法、ビシンコニン法、ローリー法などで測定
蛋白質：肝臓で合成されて、腎臓でろ過→肝臓、腎臓の機能が解る。
高値：悪性腫瘍、多発生骨髄症、肝硬変、慢性肝炎、脱水症、高蛋白血症
低値：ネフローゼ症候群、肝障害、浮腫、栄養不良、低蛋白症
measured by biuret, bicinchoninic acid or Lawry method

High: malignant tumor, multipleogenetic myeloid, liver cirrhosis, hepatitis

Low: nephrotic syndrome, liver disorder, edema, malnutrition

http://kenshindr.seesaa.net/article/17494547.html
http://kenshindr.seesaa.net/article/17495044.html
http://www.wdic.org/p/SCI/00007660.png
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Ｔ－Ｃｈｏ：総コレステロール (Total cholesterol)
コレステロール脱水素酵素やコレステロール酸化酵素と発色基質で測定
Measured by colorimetry with chromogenic substrate and cholesterol dehydrogenase

ＴＧ：中性脂肪 (neutral fat)
加水分解して生じるグリセロールにグリセロールキナーゼ、グリセロール3－リン酸オキ
シダーゼを作用して発色基質で測定
高値：糖尿病、動脈硬化、甲状腺機能低下症、脂肪肝、すい炎、ネフローゼ症候群
低値：甲状腺機能亢進症、肝疾患、悪液質、低栄養状態
Hydrolysis to produce glycerol, then measured by colorimetry with chromogenic substrate 

after adding glycerol kinase and glycerol 3-phosphate oxidase

High: diabetes, arteriosclerosis, fatty liver, pancreatitis, nephrotic syndrome

Low: hyperthyroidism, liver disorder, cachexia, malnutrition

ＨＤＬ－Ｃ：ＨＤＬコレステロール (HDL choresterol)
コレステロールエステラーゼでコレステロールとし、コレステロールオキシダーゼと発色基
質で測定
高値：薬物投与、長期多量飲酒、コレステロールエステル転送蛋白欠損症
低値：糖尿病、肝硬変、腎疾患、動脈硬化
Deriver cholesterol with cholesterol esterase, then measured by colorimetry with 

chromogenic substrate with cholesterol oxidase

High: drug dosage, long-term heavy drinking, cholesterol ester transfer protein deficiency

Low: diabetes, liver cirrhosis, kidney diseases, arteriosclerosis

http://kenshindr.seesaa.net/article/17643747.html
http://kenshindr.seesaa.net/article/17643747.html
http://kenshindr.seesaa.net/article/17732819.html


ＬＤＬ－Ｃ：ＬＤＬコレステロール (LDL cholesterol)
高値：高コレステロール血症、糖尿病、動脈硬化、甲状腺機能低下症、肝炎
低値：肝炎、栄養障害、甲状腺機能亢進症
High: hypercholesterolemia, diabetes, arteriosclerosis, hypothyroidism, hepatitis

Low: hepatitis, malnutrition, hyperthyroidism

グルコース：血糖値 (glucose)
グルコースオキシダーゼと発色基質で測定
高値：糖尿病、慢性肝炎、肝硬変、すい炎、すいがん、甲状腺機能亢進症
低値：インスリノーマ（すい島線腫）、甲状腺機能低下症
Measured by colorimetry with chromogenic substrate and glucose oxidase

High: diabetes, chronic hepatitis, pancreatitis, pancreatic cancer, hyperthyroidism

Low: insulinoma, hypothyroidism

http://kenshindr.seesaa.net/article/17735693.html
http://kenshindr.seesaa.net/article/18070640.html


発色基質 Chromogenic substrate

過酸化水素で発色 color development with H2O2

デヒドロゲナーゼで発色 color development with dehydrogenase



ＡＳＴ（ＧＯＴ） ＡＬＴ（ＧＰＴ） γ－ＧＴＰ
いずれもアミノ酸を合成する酵素
酵素反応で色の変化するものを用いて測定
Synthetic enzyme of amino acids

Measured by color change with enzymatic reaction

ＡＳＴ(アスパアラギン酸アミノトランスフェラーゼ）：心筋、肝臓、骨格筋、腎臓
(myocardium, liver, skeletal muscle, kidney)

ＡＬＴ（アラニンアミノトランスフェラーゼ）：肝臓、腎臓
(liver, kidney)

γ-ＧＴＰ（グルタミルトランスペプチダーゼ）：腎臓、すい臓、肝臓
(kidney, pancreas, liver)

肝臓障害の程度や種類、心筋、骨格筋、胆道系の障害

『ＡＳＴ ＡＬＴ』：急性肝炎、アルコール性肝障害 (Acute hepatitis, alcoholic hepatitis)

『ＡＳＴ＜ＡＬＴ』：慢性肝炎、脂肪肝 (chronic hepatitis, fatty liver)

『ＡＳＴ＞ＡＬＴ』：肝硬変、肝がん、心筋梗塞、筋ジストロフィー
(liver cirrhosis, liver cancer, myocardial infarction, muscular dystrophy)

『γ-ＧＴＰ』：アルコール性肝障害、急性肝炎、肝がん、胆管がん
(alcoholic hepatitis, acute hepatitis, liver cancer, bile duct cancer)

http://kenshindr.seesaa.net/article/17758900.html


L-aspartic acid 2-oxoglutaric acid Oxaloacetic acid L-glutamic acid

Malic acid
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2-oxoglutaric acid L-alanine Pyruvic acid L-glutamic acid

+ +
ALT

Pyruvic acid
Lactic acid

+ NAD+ NADH +
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L-γ-glutamyl-3-carboxy-nitroanilid 5-amino-2-nitrobezoic acid

γ-GTP



ＡＬＰ：アルカリフォスファターゼ (alkaline phosphatase)
Assay: Kind-King method, Bessey-Lowry method, GSCC method,

SSCC method, JSCC method

ＡＬＰは、体内のほとんどの臓器に含まれる酵素。
肝臓を経て胆管や十二指腸に、また、骨を経て胆汁の中に排出。

ＡＳＴ、ＡＬＴが基準値であってＡＬＰが高値：骨疾患が疑われる。
ＡＬＰ、ＡＳＴ、ＡＬＴともに高値：肝臓・胆道系の疾患が疑われる。

肝臓、胆道、骨、小腸にあるＡＬＰは、蛋白質構造が異なり、これを調べることによっ
て、どの組織が悪いのか、が判る。

急性・慢性肝炎、肝硬変、肝がん、閉塞性黄疸、総胆管結石、甲状腺機能亢進症、
ペーチェット病、骨疾患(骨粗しょう症、骨折、がんの骨移転)

ALP is contained in almost all organs

Secrete to bile duct and duodenum via liver  or  secrete to bile via bones

ALP high: suspecting bone diseases

Protein structure of ALP is different in liver, bile duct, bone and small intestine

so that we can estimate which organ gets disordered.

http://kenshindr.seesaa.net/article/17776524.html


ＬＤＨ：乳酸脱水素酵素 (lactate dehydrogenase)

SSCC法で測定
ＬＤＨとは、身体の中で糖がエネルギーに変わるときに働く酵素のひとつ
組織の細胞が多く壊れると、血液中に流れ出て値が上昇

心筋梗塞、肺梗塞、悪性貧血、白血病、筋ジストロフィー、肺がん、大腸がん、急性・
慢性肝炎、悪性リンパ腫、腎不全、すい炎

Measured by SSCC method

LDH is an enzyme in glycolysis to produce energy from glucose

If living cells are destroyed in particular organ, it leaks to blood stream.

High: myocardial infarction, pulmonary infarction, pernicious anemia, leukemia,  

muscular dystrophy, pulmonary cancer, colon cancer, acute or chronic hepatitis,

malignant lymphoma, kidney failure, pancreatitis 

http://kenshindr.seesaa.net/article/17777673.html


ALP

4-アミノアンチピリン
4-amino antipirin

メタ過ヨウ素酸ナトリウム
Sodium periodate

赤色に発色
Colored in red

JSCC method

Kind-King method

ALP

ピルビン酸
pyruvate

乳酸
lactate

+ NAD+ NADH +
LDH

SSCC method

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Phenol2.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Phenol2.svg


Ｔ－Ｂｉｌ：総ビリルビン (total bilirubin)
酵素法で測定 (measured by using enzymatic reaction)
間接ビリルビン：赤血球が壊れ、中のヘモグロビンが分解して出来る黄色色素
直接ビリルビン：間接ビリルビンが肝臓に運ばれ、蛋白質と結合した状態のもの
間接ビリルビンと直接ビリルビンの和が「総ビリルビン」

間接：溶血性貧血、大量内出血、敗血症、体質性黄疸、甲状腺機能低下症
直接：急性・慢性肝炎、肝硬変、胆のう炎、胆石、胆がん、すいがん、体質性黄疸

Total bilirubin = indirect bilirubin + direct bilirubin

ビリルビンオキシダーゼ
Bilirubin oxidase

ビリルビン
bilirubin

450 nm

ビリべルジン
biliverdin

http://kenshindr.seesaa.net/article/17865798.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Biliverdin3.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Biliverdin3.svg


ＣｈＥ：コリンエステラーゼ (choline esterase)
肝臓で合成される酵素。その後に腎臓でろ過され、血液中に放出。
肝機能の低下に敏感に反応して低下。
一方、腎臓から排出されない時は、高くなる。
高値：ネフローゼ症候群、脂肪肝、甲状腺機能亢進症、糖尿病
High: nephrotic syndrome, fatty liver, hyperthyroidism, diabetes

低値：低栄養、劇症肝炎、肝硬変、有機リン系農薬中毒、悪性腫瘍、肝がん
Low:  malnutrition, fulminant hepatitis, malignant tumor, liver cancer

HO

p- ヒドロキシベンゾイルコリン
(p-hydroxybenzoyl choline)

コリンエステラーゼ

＋

コリン 4－ヒドロキシ安息香酸
(choline)                          (4-hydroxybenzoate)

ヒドロキシ安息香酸
水酸化酵素
(Hydroxybenzoate

hydroxylase)

＋ NADPH ＋ O2

＋ NADP+ ＋ H2O

プロトカテキュ酸 (Protocatecuate)

http://kenshindr.seesaa.net/article/17902538.html


ＢＵＮ：尿素窒素 (urea nitrogen)

ウレアーゼ・GLDH法で計測 Measured by GLDH assay using urease 

腎臓の機能を調べるための最も代表的な項目。

エネルギー消費後の蛋白の燃えカスが、肝臓で尿窒素に合成され、腎臓でろ過さ
れて、尿中に排泄。
高値：発熱、腎不全、脱水症、感染症、糖尿病、消化器出血、高蛋白食
低値：肝不全、妊娠
Marker for kidney function

High: fever, kidney failure, dehydration, infection, diabetes, digestive bleeding

Low: liver failure, pregnant

ＣＲＮ：クレアチニン (creatinine)

酵素法で計測 measured by colorimetric assay using enzymatic reaction

エネルギー消費後の蛋白質の燃えカスとして、腎臓でろ過、排出される。
尿素窒素と共に高値のときは腎機能が低下している。

クレアチニンは腎臓以外の影響をほとんど受けないが、尿窒素は腎臓以外にも影
響されるため、尿窒素とクレアチニンの比率を見ることが重要。
尿素窒素÷クレアチニン＞１０：腎臓以外の消化器などに異常が疑われる。
尿素窒素÷クレアチニン＜１０：腎臓に異常が疑われる。
Marker for kidney function

Urea nitrogen÷creatinine > 10 : malfunction in digestive organs

Urea nitrogen÷creatinine < 10 : malfunction in kidney

http://kenshindr.seesaa.net/article/17950786.html
http://kenshindr.seesaa.net/article/17994441.html


NH3+ +NADPH        

+NADP++H2O 

NH2CONH2 +H2O        2NH3+CO2

尿素 (urea)

ウレアーゼ

(urease) アンモニア
(ammonia)

α－ケトグルタル酸
(α－ketoglutaric acid)

グルタミン酸
(glutamate)

グルタミン酸脱水素酵素

(glutamate dehydrogenase)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Alpha-ketoglutaric_acid.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Alpha-ketoglutaric_acid.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:L-Monosodium_Glutamate.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:L-Monosodium_Glutamate.svg


２

クレアチニン
(creatinine)

H2
クレアチ二ナーゼ

(creatininase)
クレアチン
(creatine)

クレアチナーゼ
(creatinase)

サルコシン
(sarcosine)

＋ 尿素
(urea)

サルコシンオキシダーゼ
(sarcosine ixidase)

Ｏ２ ＋ Ｈ２Ｏ
グリシン (glysine)

＋ＨＣＨＯ＋Ｈ２Ｏ２

＋
キノン色素 (quinone dye)

(515 nm)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Glycine-skeletal.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Glycine-skeletal.png


ELISA法



抗CCP抗体 (anti-CCP antibody) ：
RA（関節リウマチ）の早期診断補助
diagnostics of Rheumatoid arthritis

抗RNAポリメラーゼ III 抗体 (anti-RNA polymerase III antibody)：
全身性強皮症の診断
diagnostics of systemic scleroderma

血清または血漿中の心筋トロポニンT (myocardium troponin T)：
急性心筋梗塞診断
diagnostics of acute myocardial infarction

ジヒドロキシビタミンＤ (dihydroxy vitamin D)：
急性腎不全、特発性副甲状腺機能低下症、偽性副甲状
腺機能低下症、ビタミンD依存症Ⅰ型若しくは低リン血症
性ビタミンD抵抗性くる病
acute kidney failure, idiopathic hypoparathyroidism, rikets

各種ウイルス抗体価 (viral antibody titer)：
ウイルス感染（ＥＢウイルス、インフルエンザ、ＨＩＶ他）
viral infection (EB virus, influenza virus, HIV etc)



抗がん剤 anti-cancer drug

化学療法剤 chemotherapy drug

ホルモン剤 hormone drug

分子標的薬剤molecular targeted drug

がん組織特異的に発現、
機能するものを標的とした薬剤

FDAに認可されているキナーゼ阻害剤

分子標的薬の標的として注目されるPK
(Protein kinases as target of molecular targeted drugs)

Kinase inhibitor is expected 

as anti-cancer drug

PKの活性測定技術

PKを標的とした治療薬の探索

疾病に対する診断

31Zachary A. Knight, et al., Nature Review Cancer, 

10, 130-137 (2010)



がん化学療法の現状と分子標的薬

Acquisition of Drug Resistance
Some tumors acquire a resistance against molecular targeted drug with repeat 

administration. 

In this case, the cancer cells can proliferate instead of the inhibition of EGFR.

The mechanism has not been elucidated.

Question of the survival advantage
Two drugs combination（Avastin®+ Erbitax®）for colon 
cancer brought about 1.3 months shorter life 
expectancy comparing with the conventional anticancer 
drug （5-FU+OxPt) administration.

New England Journal of Medicine, 360, 563-572(2009) 

Problems in molecular targeted drugs
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コンパニオン診断
Companion diagnostics



薬の化学
Chemistry for drug



病気って何？
What is disease?
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Akt pathway cAMP pathway



生存シグナル
Survival signal

細胞死シグナル
Apoptotic signal

生存シグナル
Survival signal

細胞死シグナル
Apoptotic signal

正常な細胞の状態
Normal condition in cell 

がんなど
Cancer etc

神経変性疾患
エイズ、心疾患など

Neuronal denaturing
EIDS, heart disease

生存シグナル
Survival signal

細胞死シグナル
Apoptotic signal

生存シグナル
Survival signal 細胞死シグナル

Apoptotic signal

FasL
TNFa 栄養因子

接着因子

Apoptosis signaling Survival signaling

Fas

TNFR インテグリン
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PI3K

Raf

MEK
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薬はどこに作用する？

酵素
enzyme

受容体
receptor

チャネル
channel

遺伝子
gene



受容体に作用するＨ２ブロッカー
H2 blocker 
ヒスタミンがＨ２受容体にくっつくと、胃液が出ます。
胃液が出すぎて、胃のかべがきずついている人は、
胃液を止めてあげればいいですね。
そのためにつくられたのが「Ｈ２ブロッカー」というくすりです。
Ｈ２ブロッカーは、Ｈ２受容体にふたをして、ヒスタミンが
くっつくのをじゃまします。その結果、胃液の出過ぎが
おさえられるのです。

アルファ遮断薬 alpha blocker

わたしたちのからだは、神経から出た
「ノルアドレナリン」という物質が、血管
のかべにある「アルファ受容体」にくっつ
くと、血管がちぢんで血圧が上がるしく
みになっています。 血圧を下げるため
には、ノルアドレナリンがアルファ受容
体につかないようにしてやればよいわ
けですね。実際に血圧を下げるのに使
われています。

ベータ遮断薬 beta-blocker

心ぞうには「ベータ受容体」があります。
ここにノルアドレナリンがくっつくと、心ぞ
うの動きが速くなって、血液がたくさん
送り出されます。その結果、血圧が高く
なります。ベータ受容体にふたをして、ノ
ルアドレナリンがつかないようにすれば、
血圧を下げることができます。このよう
に、ベータ受容体にふたをするくすりを
「ベータしゃだん薬」といいます。

受容体に作用する薬（血管治療、喘息、胃腸薬）

(Receptor antagonist for therapy in blood vessel. Asthma, gastrointestinal organ)



副腎皮質ホルモン
adrenocortical hormone

虫刺され、花粉症、アトピー、喘息
For insect bites, hay fever, atomic 

dermatitis, asthma

インスリン：糖尿病
Insulin for diabetes

女の人は年をとると、女性ホルモン（エ
ストロゲン）が少なくなり、骨（ほね）をつ
くっているカルシウムがとけ出しやすく
なります。それがひどい場合は、骨がも
ろくなる「骨粗鬆症（こつそしょうしょう）」
になります。これを予防するのに、エスト
ロゲンが使われます。

性ホルモン
Sex hormone (estorogen)

受容体に作用する薬（ステロイドホルモンとインスリン） ligand for nuclear receptors



チャネルに作用する薬

Channel blocker

酵素に作用する薬

Enzyme inhibitor

For hypercholesterolemia

他に

痛み止め、抗炎症薬、

抗がん剤などの一部

As painkiller, anti-inflammatory drug,

Anti-cancer drug etc



パブロンSゴールドの成分
Ingredients of Cold medicine



シクロオキシゲナーゼ (COX) 活性阻害によりプロスタグランジンの産生抑制するが
その効果は弱い。抗炎症作用はないが、胃を荒らさない。
Weakly inhibit cyclooxygenase to suppress the prostaglandin production

アセトアミノフェンの代謝物であるp-アミノフェノールが肝臓主体で産生され、大部分
が脳内に、また、ごく一部は脊髄に移行しアラキドン酸と結合することで、N-
acylphenolamineを合成することを見いだした。このN-acylphenolamineが強力な鎮
痛作用を示す。
P-aminophenol, which is a metabolite produced in liver, is transported to brain. Then 
it provide acylphenolamine with binding to arachidonic acid. This is the main 
analgestic substance. 

アセトアミノフェン (acetaminophen)

アラキドン酸
(arachidonic acid)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Paracetamol-skeletal.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Paracetamol-skeletal.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Arachidonic_acid1.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Arachidonic_acid1.svg


プロスタグランディン (Prostaglandin)

アラキドン酸から作られる物質群。種々の生理活性をもつ。
COX(シクロオキシゲナーゼ）により合成される。
Derivatives produced by arachidonic acid. Having various bio-activities.
They are synthesized by cyclooxygenase (COX).

平滑筋収縮作用（PDE受容体EP1サブタイプ） Contraction of smooth muscle
末梢血管拡張作用（PDE受容体EP2サブタイプ） Vasodilation of peripheral blood vessels
発熱・痛覚伝達作用（PDE受容体EP3サブタイプ） Fever, analgetic action

プロスタグランディンE2 (Prostaglandin E2)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Dinoprostone.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Dinoprostone.png




ジクロフェナク
diclofenac

（ボルタレン）

イブプロフェン
ibuprofen

インドメタシン
Indomethacin

アスピリン
aspirin

シクロオキシゲナーゼ (COX-1、COX-2) 活性を可逆的に競合阻害。

アラキドン酸が結合するシクロオキシゲナーゼの疎水性チャネルを封鎖して、ア
ラキドン酸の酵素活性部位への結合を阻害。
例外は、アスピリン。シクロオキシゲナーゼ（COX-1,2）をアセチル化して阻害。

これは不可逆的反応であり、核を持たず蛋白合成ができない血小板にとっては
不可逆的な作用。この特性からアスピリンは冠動脈疾患や脳梗塞の既往のあ
る者に対して投与される抗血小板薬としても用いられる。

非ステロイド性抗炎症薬 （NSAIDｓ）: non-steroid anti-inflammatory drugs
Competitive inhibitors of COX

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Ibuprofen-Enantiomere_Strukturformeln.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Ibuprofen-Enantiomere_Strukturformeln.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Diclofenac.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Diclofenac.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Indometacin_Structural_Formulae.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Indometacin_Structural_Formulae.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Aspirin-skeletal.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Aspirin-skeletal.svg


塩酸ブロムヘキシン Bromohexien hydrochloride

HCl 気道の粘液の分泌を促進、痰排出しやすくする。

リソソーム顆粒から遊離されたリソソーム酵素によって喀痰の
粘度に関与する酸性糖たん白を溶解し低分子化することによ
り,気道粘液溶解作用を示す。
Promotion of secretion of lysosome enzyme in airway mucosa

アヘンアルカロイドの誘導体。

咳中枢とは脳幹の延髄にある咳のコントロール部で、の
どや気管支の刺激を受けて咳を起こさせる。
その部分を抑えこむことで鎮咳作用を発揮
Inhibition of medullary cough center

ジヒドロコデイン（麻薬性鎮咳剤）(Dihydrocodeine: narcotic antitussive)

コデイン
codeine

モルヒネ
morophine

H3C

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Bromhexine.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Bromhexine.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Dihydrocodeine_skeletal.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Dihydrocodeine_skeletal.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Codeine.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Codeine.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Morphine-2D-skeletal.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Morphine-2D-skeletal.png


ノスカピン (Noscapine)

延髄の咳中枢を抑制することにより、咳の発生が抑制される。
コデインなどの麻薬性の中枢性鎮咳薬と異なり習慣性はない。

Inhibition of medullary cough center, but no addictive

塩酸メチルエフェドリン (Methylephedrine hydrochloride)

気管支のβ受容体に作用し、気管を広げることで症状を緩和。

長井長義がマオウから単離抽出したエフェドリンの効果を弱め
たもの。
Bind to β-receptor in bronchial tube to spread the trachea

真正細菌の細胞壁を構成する多糖類を加水分解する酵素。

ヒトの場合、涙や鼻汁、母乳などに含まれる。工業的には卵白から抽出したリゾ
チームが食品や医薬品に応用される。
痰や膿、鼻汁のネバネバ成分のムコ多糖体を分解。
線維芽細胞の増殖を促進して、傷んだ組織の再生を助ける。
飲み薬では効果が小さく、海外では用いられない。

塩化リゾチーム (Lysozyme chloride): decompose mucopolysaccaride, but weak

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Narkotin_-_Narcotine.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Narkotin_-_Narcotine.svg
http://www.wdic.org/p/SCI/00094246.png
http://www.wdic.org/p/SCI/00094246.png


マレイン酸カルビノキサミン
Carbiminoxamine maleate

マレイン酸クロルフェニラミン
Chlorphenylamine maleate

アレルギーは、抗原+ IgE抗体が肥満細胞等のIgE受容体に作用し、ヒスタミン、セロ
トニン、ロイコトリエン等を放出させるのが契機。
ヒスタミンは血管拡張作用があり、くしゃみ、鼻水などが発生。
風邪のアレルギー症状も同一の機序。
この作用を担うヒスタミン受容体はH1受容体。抗ヒスタミン薬はこの受容体の作用を
抑制することで、アレルギー症状を抑える。
中枢神経系に作用して眠気を引き起こす。
Anti-histamine: inhibit histamine receptor H1 to suppress allergy

無水カフェイン anhydrous caffeine

アデノシン受容体に拮抗して、覚醒作用を示す。
ホスホジエステラーゼの非選択的な阻害作用、細胞内cAMP濃度
上昇を引き起こす。

心筋収縮力増大、気管支平滑筋弛緩、脳細動脈収縮のような交
感神経興奮様作用を示す。
Arousal effect :antagonize the adenosine receptor

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Caffeine.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Caffeine.svg


胃薬 Stomach medicine

胃酸過多による胃炎、胃潰瘍 ⇒ 胃酸分泌を抑える

委縮性胃炎 ⇒ 消化を助ける薬剤

Gastritis with stomach acid hyperacidity, gastric ulcer
⇒ necessity to suppress gastric acid secretion

Atrophic gastritis ⇒ necessity to help digestion



リン酸水素Ca、セルロース、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシ
デンプン、無水ケイ酸、ステアリン酸Ca、白糖、乳酸カルシウム水和物、マクロゴール
、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ
Other additives: not so important

ファモチジン (Famotidine) ヒスタミン受容体拮抗薬。
壁細胞のH2受容体を遮断することにより胃酸
分泌を抑制。
Antagonist of histamine H2 receptor

ガスター１０の成分 (component in Gater10)

大田胃散の成分 (Component of digestion promotor)

炭酸水素ナトリウム、合成ヒドロタルサイト、沈降炭酸カルシウム、
ビオヂアスターゼ1000、プロザイム6、リパーゼAP6、ウルソデオキシコール酸
ケイヒ油、レモン油、ウイキョウ油

ｌ-メントール、乳糖、黄色4号（タートラジン）、天然ビタミンE、セルロース、
カルメロースCa、炭酸Mg、ステアリン酸Mg、アラビアゴム

Major component is sodium bicarbonate to neutralize gastric acid

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Famotidine.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Famotidine.png


薬価専門部会（2011年8月24日）欧州製薬団体連合会
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我が国における新薬開発プロジェクト数
Number of project in new drug development in Japan

プロジェクト数：2010年の開発プロジェクト数は293件と、前年に比べ83件（+40%）増加。
世界同時開発プロジェクト数：同時開発プロジェクトも2010年は前年に比べ49件
（+40%）増加。

世界同時開発プロジェクト
Worldwide simultaneous 
development

2010年の薬剤費：8.82兆円（医療費全体の23.6％）
Drug cost in 2010: 8.82 trillion yen (23.6% in total medical bills)

2001年から2010年の間に薬剤の売上高：1兆7644億円増加
貢献利益：967億円増加（増加分の５％）・・・薬価改定

Drug sales increased by 1.76 trillion yen from 2001 to 2010

一方、

管理費：7.4％増加（研究開発費は5％増加）
利益率：1.4％低下
While administration fee increased by 7.4%, profit rate decreased by 1.4%

ブロックバスターの終焉 The end of Blockbuster

ジェネリックの進出 Advancement of generic drugs

原価率は下げ止まり

研究開発費・M&A費を吸収できない状況に
The situation where R&D expenses can’t be absorbed by M&A



治療満足度（2005年）別にみた新薬の承認状況（2006－2009年）
Approval status of new drugs (2006-2009) with treatment satisfaction level(2005)



治療満足度・薬剤貢献度（2010年）別にみた新薬開発件数（2013年１月）
Approval status of new drugs (20013) with treatment satisfaction level(2010)



563，589化合物

累積成功率

202化合物 1／2790

83化合物 1／6790

35化合物 1／16103

26化合物
1／21677 ！

魔の川

死の谷



人とサルはどこが、どう違うのか？
What is the differences between human and ape?

ゲノム研究 genom project



バイオテクノロジーの特色 (Characteristics of Biotechnology) 

１：基礎研究と応用研究が接近：全ての技術が開発途上
産学連携のあり方が競争力に直接影響
Industry-academia colabolation affect directly to competitiveness

２：基礎研究と産業化が接近しているにもかかわらず実用化
までのインキュベーション時間が長い (Long incubation time in development)

医薬品のライフサイクル：この10年間で16年から9年
一方、開発のリードタイム：9年から13.2年に
製品のライフサイクルより、開発時間のほうが長い！
Development term is longer than produc life cycle!

産学連携と研究の加速化・アイデアとスピードが命
Acceleration of industry-academia colab.  Idea and speed are important

今後、ゲノム情報の活用により産業構造自体が変化
Biotechnology will change industrial structure itself
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順
メーカー名 国名 2012年

R&D

費
2011年

1 1 Pfizer 米 51,214 7,870 57,747

2 2 Novartis スイス 46,732 9,041 47,925

3 3 Merck 米 40,601 8,168 41,289

4 5 Roche スイス 40,514 9,332 36,439

5 4 Sanofi フランス 39,328 6,288 40,607

6 6 Glaxo SmithKline 英 34,934 6,410 34,771

7 7 AstraZeneca 英 27,925 5,243 32,981

8 8 Johnson&Johnson 米 25,351 5,362 24,368

9 10 Abbott Laboratories 米 23,133 4,322 22,435

10 9 Eli Lilly 米 20,567 5,278 22,608

単位：百万ドル

14 12 武田薬品工業 日 16,317 3,775 17,556

18 17 アステラス製薬 日 11,705 2,117 12,523

19 19 第一三共 日 11,068 2,130 11,535

20 20 大塚ホールディングス 日 9,905 2,240 10,106

25 22 エーザイ 日 6,079 1,402 7,488

31 26 田辺三菱製薬 日 4,766 774 5,067



バイオ医薬の台頭

遺伝子･核酸医薬

タンパク質製剤

抗体医薬
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分子標的薬
疾患（がん）の機能に重要な特定のタンパク質に結合

して阻害する薬

標的分子 奏功率 費用/月
アバスチン VEGF                           15%         60万
タルセバ EGFR                        9-14%        30万
ソラフェニブ VEGFR, PDGFR             3%           65万

c-Kit, Fit, Raf
スニチニブ VRGFR, PDGFR           13%           69万

Fit-3, c-KIt
テムシロリムス m-TOR                           9%           53万
イレッサ EGFR                            18%           28万

オプジーポ PD-1 30％ 300万／月



モノクローナル抗体医薬の市場規模 (Monoclonal antibodies)
2012 年末：約 460 億米ドル相当 (The market size is $ 460 billion)
複合年間成長率約 8%で 2018 年には 772 億ドルに達する

「Global Protein Therapeutics Market Outlook 2018 (RNCOS, January 2014)」

成長を支える要因 (Monoclonal antibody is the candidate of next blockbaster)
・開発者にとって抗体医薬がブロックバスターとなり得る魅力があること
・高額だが保険の適用が得られること
・抗体医薬の開発期間が低分子医薬品に比べてはるかに短いこと
・多くの抗体医薬ががんや炎症・免疫疾患など unmet need の疾患領域を対象とす
ること
・複数の適応で承認されるものが多く 1 品目で多数の患者を対象にできること
・将来的にこれらの疾患の患者数が増えると予測されること

これまで承認された 52 品目 (52 antibodies have been approved)
「がん」を対象：23 品目 (23 antibodies for cancer treatment)
関節リウマチ等の「自己免疫疾患、臓器移植時の拒絶」を対象： 16 品目
(23 antibodies for immunosuppression)
この 2 分野だけで全体の約 75%

それ以外の疾患分野は 1～3 品目にとどまっている。



2013 年の世界の医薬品売上高ランキング

順位 製品名 一般名 種類 売上げ（百万ドル）
1 Humira adalimumab 抗体 (Ab) 11,024 
2          Remicade infliximab                           抗体 (Ab) 9,727 
3          Rituxan/MabThera rituximab                           抗体 (Ab) 8,906 
4          Enbrel                          etanercept Fc融合蛋白質 8,791 
5          Advair/Seretide fluticasone+salmeterol 低分子化合物 8,756 
6          Lantus                        insulin analogue               その他のバイオ医薬 7,867 
7          Avastin bevacizumab                       抗体 (Ab) 7,023 
8          Herceptin                   trastuzumab 抗体 (Ab) 6,827 
9          Crestor                        rosuvastatin 低分子化合物 6,718 

10 Januvia                       sitagliptin 低分子化合物 6,263 

製品名、一般名、売上高はセジデム・ストラテジックデータ（株）ユート・ブレーン事業部調べ注 1：「Fc 融合蛋白質」については、
抗体そのものではないが、抗体のパーツを活用しており、広義の抗体医薬に含めた。注 2：Humiraは Abbvie Biotechnology、
Remicadeは Janssen Biotech、Rituxanは Biogen Idec、MabTheraは F.Hoffmann-La Roche、Enbrel は Immunex、Advair/Seretide
は Glaxo Group、Lantusは Sanofi-Aventis Deutschland、Avastin及び Herceptin は Genentech、Crestor は IPR Pharmaceuticals、
Januvia はMerck Sharp & Dohme の登録商標である。

オプジーボ：1ヶ月分で約300万円
その大半は公的な医療保険に
よって負担
Nivolumab: 10 million yen /year!

国の財政
を圧迫

緊急値下げ
「薬の販売額が年間1500億円
を超える場合の引き下げの
ルール」を適用



Drug Repositioning



利点：
・既存薬を利用するため薬理学的な効果や安全性のプロファイルが既知
⇒上市されている薬剤の DR であれば，安全性試験を省略し第二相試験から
開始臨床開発の早期相を省略でき、開発期間の大幅な短縮が可能

DR は時に“EcoPharma： エコファーマ”とも称される
DR is sometimes called as eco-pharma due to its low cost and short development term
・薬物動態に関する情報や副作用情報が整っているため，薬物動態や安全面の
理由による臨床試験の失敗の危険性を最小限に抑えることが可能
Pharmacokinetics, side effects are known.
・薬剤承認後，治験では明らかにならなかった副作用が新たに明らかになる恐れ
も少ない Minimize the risks for unknown adverse effects after the approval

ドラッグリポジショニング （DR)
ヒトでの安全性と体内動態が実績によって既に確認されている既存薬もしくは上市に
至らず開発中止となった薬剤から新たな薬効を見つけ出し，実用化につなげていこう
という研究手法 Reuse of existing drugs to other use by findings of different effect

・化合物の発見から臨床応用まで：少なくと も 12～14 年という年月 ＋ 数十億円

・新薬の候補（シーズ）が新薬となり医療現場へ送り出される確率：0.01％未満

より安価で確実性の高い新薬開発
Low cost and high certainty



サリドマイド (Thalidomide)

睡眠導入剤 sleep inducing 多発性骨髄腫の治療薬 for myeloma

（血管新生抑制作用）
シルデナフィル（バイアグラ） (Viagra)

勃起不全の治療薬
(Erectile dysfunction)

狭心症治療薬 for stroke

(血管拡張作用）
ミノキシジル（リアップ）(Minoxidil)

発毛剤 (hair growth) 高血圧の治療薬 for hypertention

アセチルサリチル酸 (Acetylsalicylic acid)

解熱・鎮痛薬
(antipyretic analgesic) 

心筋梗塞や狭心症の再発予防薬

（抗血栓効果） for myocardial infarction
メマンチン（メマリー）(Memantine)

アルツハイマー型認知症治療薬
For Alzheimer disease

抗インフルエンザ薬
(anti-influenza)

ゾニサミド（トレリーフ） (Zonisamide)

抗てんかん薬
(Anti-epilepsy)

パーキンソン病治療薬
For Parkinson’s disease

ドラッグリポジショニングの典型例



ドラッグ・リポジショニングによって開発された主な薬剤（神経内科分野）

薬剤名 新規適応 開発・承認時の適応

アスピリン 抗血小板薬 19 世紀から解熱鎮痛剤として普及
アマンタジン パーキンソン病治療薬 インフルエンザ治療薬として開発
バルプロ酸 片頭痛予防薬 抗てんかん剤として普及
ゾニサミド パーキンソン病治療薬 抗てんかん剤として普及
プラミペキソール むずむず脚症候群治療薬 パーキンソン病治療薬として普及
メマンチン アルツハイマー病治療薬 インフルエンザ治療薬として開発
ガランタミン アルツハイマー病治療薬 東欧でポリオの治療薬として開発
ドネペジル レビー小体型認知症治療薬 アルツハイマー病治療薬として普及

臨床試験で安全性が確認されたものの十分な効果が証明されず，開発中止となった
薬剤についても対象

ドラッグ・ レスキュー（drug rescue）と称される

既知の薬効や既知の副作用を利用して別の疾患への臨床応用を目指すという
観点でドラッグ・リパーパシング （drug repurposing）と分類されることもある



ドラッグ・リプロファイリング（drug reprofiling）による DR が主流

既存薬の作用を最新の分析手法を用いて網羅的に分子レベルで解析し，
他疾患の治療薬としての可能性を検討する手法

DR で安全性を確認する早期相を省略することが出来たとしても，
効果を証明するための治験は必要
特に老年期疾患は慢性疾患が多いため，治験が長期に及ぶ可能性が考
えられる
例えば，アルツハイマー型認知症の場合，第 III 相試験だけでも，
400～500 億円の費用が必要



大麻(マリファナ）

テトラヒドロカンナビノール

カンナビノール

カンナビジオール

時間や空間感覚の変調をもたらし、記憶障害、多
幸感，鎮痛、幻覚等の精神神経反応を引き起こす。

気管支や喉を痛める
免疫力の低下や白血球の減少などの深刻な症状。
「大麻精神病」
独特の妄想や異常行動、思考力低下
普通の社会生活をおくれなくなる。

乱用を止めてもフラッシュバックという後遺症が長期
にわたって残る。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:CannabinoideStructure.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:CannabinoideStructure.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Tetrahydrocannabinol.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Tetrahydrocannabinol.svg


広義には中枢神経を興奮させ覚醒作用をもたらす物質。

このうち中枢神経刺激薬は、脳神経系に作用して心身の働きを一時的に活性化
する広義の向精神薬の一種。

ドーパミン作動性に作用、中毒症状は統合失調症に酷似、嗜癖・依存に誘発され
た精神病は、重篤になりやすい。

フェニルアミノプロパン（アンフェタミン）
フェニルメチルアミノプロパン（メタンフェタミン）
MDMA

脳内報酬系としても知られる、腹側被蓋野から大脳皮質と辺縁系に投射するドパミン
作動性神経のシナプス前終末からのドパミン放出を促進しながら再取り込みをブロッ
クすることで、特に側座核内のA10神経付近にドパミンの過剰な充溢を起こし、覚醒
作用や快の気分を生じさせる。
MDMAはこれらの作用に加え、セロトニンの放出を起こし、多幸感、共有感などの変
化をもたらす。

覚せい剤

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Methamphetamine-2D-skeletal-.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Methamphetamine-2D-skeletal-.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Amphetamine.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Amphetamine.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:MDMA.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:MDMA.png


コカイン

中枢神経興奮作用によって快感を得て、爽快な気分
になる。極めて強い薬物依存症。
コカインの中枢作用は覚醒剤（アンフェタミン類）類似。

モノアミントランスポーターの阻害により、カテコール
アミンを遊離させ、脳のカテコールアミン作動神経に
作用するため。コカインは作用が強烈で短時間作用
し、覚醒剤の作用は
コカインより弱いが長時間作用する。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Cocaine-2D-skeletal.svg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Cocaine-2D-skeletal.svg


モルヒネ

ヘロイン

身体中の関節に走る激痛、小風に撫でられただけで素肌
に走る激痛、体温の調節機能に生じる狂いによる激暑と
酷寒の数秒ごとの循環、身体中に湧き上がる強烈な不快
感と倦怠感など、一連の症状は「地獄そのもの」などと表
現される苛烈なもの。

麻薬

脳内のμ受容体、δ受容体、κ受容体に結合、
快感、鎮痛作用をもたらす。

現存するあらゆる薬物の中で「快」の面でも「悪」の面でも最
高峰に位置する「薬物の女王」(The queen of drug) 

『人間の経験しうるあらゆる状態の中で、ほかの如何なる
ものをもってしても得られない最高の状態』

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Heroin-2D-skeletal.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Heroin-2D-skeletal.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Morphine-2D-skeletal.png
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Morphine-2D-skeletal.png


効
果

濃度
(concentration)

薬効
(effect)

毒性
(toxicity)

薬効と毒性 (Pharmacoactivity and Toxicity)

DDS(薬物送達技術）


