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探索的毒性試験の定義と意義

リード（候補）化合物の最適化 非臨床開発 IND用GLP安全性試験

開発化合物の数 >３or 2 2 or 1 1 

IND用
GLP安全性試験

in vitro探索的毒性試験

✓ 細胞傷害性
✓ リン脂質症
✓ 遺伝毒性
✓ 光毒性
✓ QT延長リスク
✓ Off-target毒性

in vivo探索的毒性試験
（in vivo Early tox)

✓ げっ歯類を/非げっ歯類用いたTK/
忍容性試験

✓ 反復投与用量設定毒性試験

先週の振り返り



探索段階で実施される毒性試験の種類

⚫ 細胞傷害性（Cytotoxicity）

• Glu 72h cytotoxicity assay

• Glu/Gal 24h mitotoxicity assay

⚫ リン脂質症（Phospholipidosis）

• Phospholipidosis assay

⚫ 遺伝毒性 (Genotoxicity)

• MicroAmes試験

• MicroFlow試験（スクリーニングin vitro 小核試験）

• MultiFlow試験（DNA損傷の構造異常/異数性）

⚫ 光毒性 (Phototoxicity)

• UV/Vis absorption

• in vitro 3T3 NRU 光毒性試験(PT)

• in vivoマウス/ラット光毒性試験(PT)

⚫ QT延長リスク（Cardiac safety)

• hERG autopatch-clamp (SyncroPatch384）

• Nav1.5, Cav1.2 (SyncroPatch384）, MEA assay

• 探索的心血管系安全性試験（CV safety screening)

⚫ Off-target毒性

◼Promiscuity panel (8 targets)

◼SAFETYscan47 (Discover X),etc.

⚫ in vivo探索毒性試験

◼げっ歯類を/非げっ歯類用いたTK/忍容性試験

◼反復投与用量設定毒性試験

先週の紹介内容。

次週10/28（木）に
「医薬品開発における
心循環器リスク評価の

Best Practiceと残る課題」
についてご紹介します。

2020年8月４日に
ABCセミナーで
ご紹介しました。

本日

先週の振り返り



光毒性物質の臨床上制約

⚫光毒性が認められたとしても上市は可能だが、添付文書への記載が必要となる。

⚫競合が多い薬剤の場合、競争力低下の要因となる。

引用先：各剤の添付文書



臨床試験における曝光対策

⚫非臨床段階で光毒性陽性またはデータ未取得の場合、臨床試験

において、光防御措置が求められ、被験者のリクルーティングに影響

が出る。

適切なタイミングでの評価・判断が求められる。
⇓

どのタイミングでどんな試験をすればいいの？

⚫前臨床での光毒性評価結果に基づき、

適切な光防御措置を取らないと、臨床

試験で光毒性による有害事象を誘発す

る懸念がある。
DIA Workshop資料(2007)



ICH-S10 光毒性評価フロー概要 2014年Step5

◼紫外可視吸収スペクトルにおける290-700 nmのモル吸光係数
(MEC)が1000 L/mol/cmを超えなければ

◼化学的光反応評価系(ROS assay)で陰性であれば

◼in vitro PTで陰性であれば

◼非臨床in vivo PTで陰性であれば

臨床試験での光防御措置は不要

上記全てに当てはまらない場合、臨床試験での光防御措置が必要。

各試験については後程紹介



ストーリー1 ICH-S10発効前にINDされた化合物

臨床試験を光防御なしで実施済み/実施中

CMC部門にてUV-Visスペクトルが取得されているケースが多いはず。

⚫ MEC<1000が予想される場合

✓ ICH-S10に従ったUV-Vis試験を実施する。

⚫ MEC>1000が予想される場合

✓ in vitro PTまたはin vivo PTを実施する。

✓ 以降の臨床試験にて光毒性の有害事象をモニタリング項目に

組み込み、臨床光毒性を確認する。

適切な打ち手により、PhaseⅢや
NDA遅延を回避した実績があります。



ストーリー2 INDを目指す1化合物が決まっている

他用途でUV-Visスペクトルが取得されていればそのデータから、取得

されていなければ構造式から予測。

⚫ MEC<1000が予想される場合

✓ UV-Vis試験 を実施する。

⚫ MEC>1000が予想される場合

✓ in vitro PT またはin vivo PT を実施する。

リスクと時間とコストのトータルバランスが最も高い手順を提案
いたします。
• non-GLP⇒GLP? 最初からGLP?
• vitro⇒vivo? 最初からvivo? vivoはどの系を使う?



ストーリー3 LG/LOでの複数化合物評価

UV-Vis ROS 3T3NRU in vivo

矢印の太さは化合物数

コスト：UV-Vis ≒ ROS << 3T3NRU <<<< in vivo

⚫ 構造式情報でリスク管理

⇒UV吸収陰性

non-GLP tox開始～INDのタイミングでのUV-Vis試験により最終確認

⇒UV吸収陽性

溶解度・ROSアッセイ でのスクリーニング

⇒陽性・評価不能化合物に対して3T3 NRU PT以降の試験(次ページ)

ROSアッセイは難溶性化合物の評
価が苦手なため、溶解度評価を
先行実施することが有効



Preclinical Clinical LG/LO 

構造式 UV-Vis
(申請対応)
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Go

ストーリー3 LG/LOでの複数化合物評価

陰性

Drug Discovery事業では、ケ
モタイプ特性に合わせた試験の
組み合わせ/タイミングで試験実
施を行います。

No go

ROS
(申請対応)

こちらは400-700nmに光吸収のあるケースに言及
する前に説明したワークフローのため、P14のワー
クフローを参考にしてください。



400 nm超でMEC>1000となる化合物への対応

◼眼から入った400 nm超の光は網膜まで到達するため、被験物質が

400 nm超の光を吸収する(MEC>1000)場合は特別な対応が

必要となる。

◼3T3 NRU PTは予測性不明とされており、in vivoでの病理組織

学的評価が要求される。

◼しかしながら、陽性対照物質が存在しないため、評価は困難。

通常の化合物と比較し、開発が難しくなります。



400-700 nmの光を吸収する化合物への対応

◼ 290-700 nm同様、共役系の伸び方で予測できますが、

290-700 nmの予測よりも難易度が高くなります。

◼弊社ではスクリーニング的純度測定 の際に簡易的に

400-500 nmでのMECを算出し、報告しております。

◼ 1化合物当たりの単価はUV-Vis試験(標準法)の1/50

程度となります。

◼純度測定の生データを用いて290-500 nmのスペクトル

を提供できます。

純度生データ

HPLC面積とMECの相関

内部データ

ケモタイプに400-700 nmの光吸収の可能性がある場
合はスクリーニング純度でケアしておくことが望まれる。



Preclinical Clinical LG/LO 
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ストーリー3 LG/LOでの複数化合物評価

陰性

No go

400nm~
陽性

Go/No go
判断

ROS
(申請対応)

Drug Discovery事業では、ケ
モタイプ特性に合わせた試験の
組み合わせ/タイミングで試験実
施を行います。



ADDPをご利用いただくメリット

⚫全ての光毒性関連試験の実施が可能です。

➢複数の委託先を使い分ける必要がありません。

➢UV-Vis、 in vivo PTは申請にも対応できます。

⚫探索段階からNDA直前の対応まで、お客様のプロジェクトの状況に

応じた評価戦略を提案することができます。

➢経験豊富な研究者が臨床開発がスムーズに進められるようサポートい

たします。

お気軽にお問い合わせください!



聴講いただき、ありがとうございました



試験紹介



紫外可視吸光スペクトル測定

◼必要化合物量

スクリーニング法 1 mg

標準法 5 mg

◼試験期間

化合物受領後1週間以内に結果報告

◼キャパシティ

10化合物/週

◼メタノール(100 μmol/L)及びpH7.4リン酸緩衝液/メタノール混液(4:1,v/v、

20 μmol/L)での紫外可視吸光スペクトルを測定し、MECを算出します。

◼標準法の場合は上記溶媒で溶解しない場合、溶媒または濃度を変更して溶解

する条件を探索します。

• 少量での実施が可能
• 短い試験期間。迅速に結

果を提供



UV-Vis試験の必要性

◼ アセトフェノンのスペクトル(溶媒:メタノール)

◼ ベンゾイルアセトンのスペクトル(溶媒:メタノール)

MEC290-700nm=900(L/mol/cm)

MEC290-700nm=15035(L/mol/cm)

アセトフェノンでクライテリアを辛うじてクリア。共役系が1つ伸びたベンゾイルアセトンで
はクライテリアの10倍以上のMECとなった。

UV-Vis試験のクライテリアは290-700nmでのモル吸光係数 1000 L/mol/cmで
すが、実際の化合物に当てはめた場合、どの程度なのでしょうか？



UV-Vis試験の必要性

◼UV-Vis試験のクライテリアは非常に厳しく、芳香環を持つ化合物の

ほとんどが陽性となります。

◼アセトフェノンとベンゾイルアセトンの関係性からメディシナルケミストの

方であれば、構造式を見るだけで評価化合物の結果を判断できると

思います。

探索段階ではメディシナルケミストの判断で UV-Vis 
試験をスキップしても良いと考えます。



in vitro phototox (3T3 NRU PT)

◼生細胞のニュートラルレッド取り込みを指標として(Neutral Red Uptake)、光照射下及び

非照射下で化学物質に曝露したBalb/c 3T3細胞の生存率を測定し、生存率の相対的な

減少から光毒性指標を算出し、化合物の光毒性誘発能を評価します。

光毒性指標： PIF(Photo-Irritation-Factor)または MPE(Mean Photo Effect)

◼必要化合物量

スクリーニング光毒性試験はOECDガイドラインTG432に準拠しつつ、各濃度のn数を半分

(n=3)にすることにより、必要化合物量を少量(10 mmol/L DMSO溶液200 μLまたは粉

末2 mg)で実施します。

◼試験期間

化合物受領後2週間以内に結果報告

◼ キャパシティ

7化合物/隔週



in vitro phototox (3T3 NRU PT)

太陽光照射装置

代表的な光毒性物質の結果

相
対

生
存

率
（

%
）

Lomefloxacin
(mg/l)

光照射群

非照射群

SXL-3000V2
セリック株式会社
HPより引用

実験1日目:
BALB/3T3細胞 播種・培養

実験2日目: 
被験物質処理及び光照射

実験3日目: 
ニュートラルレッド液処理、吸光度測定

実験4日目～: 
データチェック、結果報告（速報）, レポート 光毒性指標： PIF or MPE

光照射下又は非照射下のIC50が算出できない場合
はMPEで判定する。

• 装置のカスタマイズ(照射ムラの低減)により精度向上を実現しています。
(3T3 NRU PT、ROS assayとも)

• PIF/MPEの数値のみならず、UV-Visの結果及び3T3のグラフを精査する
ことで、最適なフォローアップ試験（OECD 準拠in vitro 3T3 NRU PT, 
各種in vivoモデル）を提案できます



in vivo phototox

◼被験物質を単回投与後、最大曝露時間(Tmax)付近で麻酔下に光照射を行い、

皮膚症状の観察により光毒性を評価します。

動物種 試験の特徴 文献

ヘアレスマウス
必要化合物量が少なく創薬初期の光毒性評価に活
用しやすい

1

SDラット 反復投与毒性試験のMTDやTK情報を活用できる 2

Long-Evans
ラット

可視光を吸収したり、メラニン親和性が高い化合物の
網膜光毒性評価に活用できる可能性がある

3

1) Fd Chem Tox. 22:233-236, 1984.
2) J Pharmacol Toxicol Methods. 2017 Nov;88(Pt 1):46-55
3) Regul Toxicol Pharmacol. 2018 Feb;92:303-314.

お客様の目的に応じて最適なモデルを提案します



in vivo phototox

◼投与量：MTD付近

◼光照射：Tmax付近で0.5 MED(minimal erythema dose)
1 MED＝無処置のマウスに皮膚反応がみられる最小照射量

◼照射部位：背部中央(マウス)、腹部中央(ラット)

両面テープ アルミ箔で被覆

最適化された疑似太陽光の照射により、
化合物の適切な光毒性評価が可能です！

カスタマイズされたin vivo用光照射装置



ROS assay

◼ROS = Reactive oxygen species

singlet oxygenとsuper oxide anionの産生有無を調べる光反応性試験

◼必要化合物量

10 mmol/L DMSO溶液100 μLまたは粉末1 mg

◼試験期間

化合物受領後2週間以内に結果報告

◼キャパシティ

14化合物/週 • DMSO溶液での実施が可能
• キャパシティが比較的大きい



純度測定試験 概要

⚫キャパシティ 640化合物/週

⚫必要化合物量 10mM DMSO溶液として4μL

⚫報告内容
➢面積百分率純度

➢純度算出に用いた検出器

➢純度算出に用いたHPLCカラム

➢純度算出に用いた移動相条件(中性or酸性)

➢検出されたMS値と極性

➢400-500nmでのモル吸光係数

⚫想定される利用シーン
➢合成化合物の純度測定(特許・論文への利用実績あり)

➢HTSで得られたHit候補化合物の純度確認

➢購入ライブラリ受け入れ時の純度確認


