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有機化合物の異性体
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構造異性体立体異性体

ジアステレオマー エナンチオマー

シス-トランス
異性体など

同じ構造を持つが

立体的に重ね合わせる
ことができない分子

組成式は等しいが

分子間の結合関係が
異なる分子

分子の組替えなしでは

自身の鏡像と重ね合わせる
ことのできない分子
（キラル性である）エナンチオマー以外



キラルとは

• 工業的に合成されたものは鏡像体が1:1で含まれる（ラセミ体）

• 物理的性質はほぼ同じ（ジアステレオマーとの違い）であるが、
旋光性や生体分子活性が異なる

• 殆どの場合において酵素はキラルを識別するため、生理活性が
大きく異なる場合が多い
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3次元の物体がその鏡像と重ねあわせることができない
性質を言う（対掌性）



キラルPOPsの挙動
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大気

地下水

海洋

底質
微生物に
よる分解

土壌

Bioaccumulation

Biomagnification

ほぼすべての循環はキラル選択的ではない
生物の体内でのみキラル選択的な蓄積が生じる

非キラル選択的

キラル選択的



エナンチオマーを持つPCB congener

ビフェニル構造のベンゼン環は
通常自由に回転できるが、置換基
の存在で回転が難しくなる

（立体障害）

結果として軸不斉を生じ、

エナンチオマーを持つ

（アトロプ異性体）
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出典：Toda et al. Absolute configuration of 

atropisomeric PCB 183 enantiomerically enriched in 

human samples. (2012) J. Phys. Chem. A., 116(37), 

p9340-9346

PCBでは3もしくは4オルソ置換

PCBが該当する
キラル選択的な蓄積？



エナンチオマーを持つPCB congener
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出典：Kania-Korwel and Lehmler; Toxicokinetics of chiral polychlorinated biphenyls across 

different species—a review, Environ Sci Pollut Res (2015)

19種類のPCB congenerにエナンチオマーが存在する



母乳及び魚で測定可能なキラルPCB
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出典：Kania-Korwel and Lehmler; Toxicokinetics of chiral polychlorinated biphenyls across 

different species—a review, Environ Sci Pollut Res (2015)

19種類のPCBコンジェナーにエナンチオマーが存在する



母乳中POPsの経年変化
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PCBの残留性が最も高い



PCBのキラル分析

＊BGB-172（20% tert-butyldimethylsilyl-b-cyclodextrin dissolved in 15% diphenyl-

polysiloxane and 85% dimethylpolysiloxane）

GC MS

Device ： HP-6890N(HP)

Column ： BGB-172*(BGB Analytik) 

30m, 0.25mm i.d. film thickness 0.25μm

Carrier Gas ： He 1.0 mL/min 

Device ：JMS-800D(JEOL)

Ionization：EI

Ion source temperature：260 C

Ionization volt : 38eV

Accel volt :10kV

Resolution : >10,000

Selected fragment (m/z) :

[M]+, [M+2]+ or [M+2]+, [M+4]+

Temperature Program ：

120℃ (2min) → 2℃/min →250℃(3min)

Injector temperature ： 230℃

Injection Volume： 2μL

母乳及び魚介類のキラル選択分析を行い、その経年変化を観察

母乳 →30~40人分の乳脂肪を等量混合した年度代表試料
魚介類→国民栄養調査に基づくトータルダイエットスタディの魚介類群
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E1: amount of the first enantiomer

E2: amount of the second enantiomer
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PCB 183(PCB 171)のキラル分析
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スタンダード
（ラセミ体）

母乳試料
（非ラセミ）

PCB 183 PCB 171
(―) (＋) (―) (＋)

PCB 183のエナンチオマー別分析は母乳・食品でも可能



汚染濃度に関しては
同じ減少傾向

母乳及び魚介類中PCB量の経年推移

母乳

魚介類



PCB 183のEF値の経年推移
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最大の曝露源である魚のEF値が横ばいなのに対し、
母乳のEF値は年々上昇

母乳

(+)-PCB 183は人体にキラル選択的に蓄積？
(+)-PCB 183のキラル選択的代謝は魚類では起こりにくい？

魚介類

EF =
E(+)

E + + E(−)



母乳中PCB 183のキラル別濃度の経年変化
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Approximate equation R2 value
Half-life period 

(year)

PCB 183 y = 11.007e-0.053x 0.88 13.1

(+)-PCB 183 y = 6.3011e-0.048x 0.86 14.4

(-)-PCB 183 y = 4.7161e-0.06x 0.91 11.6

(+)-PCB 183の残留性を実際より低く見積もる



水

動物
プランクトン

PCBの代謝（魚）
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植物
プランクトン

被食者

代謝

排泄

経口曝露

エラからの
吸収・排泄

 経口および鰓曝露、排泄に関し
てはキラル選択性なし

 低次栄養段階種は
キラル選択的代謝なし

 rainbow troutでキラル選択的な
蓄積あり

 Rainbow troutにおいてCYP2B様
酵素の発現が考えられている

魚ではEF値を変えるほどの
キラル選択的代謝は起こらないPCB曝露源



PCBの代謝（哺乳類）

• CYPsによる代謝以外はキラル
選択的ではない

– 消化管からの吸収

– 血液-脂肪細胞の分配 etc

• 代謝の種差が大きい

– 代謝早…rat, dog

– 代謝遅…mouse, cat

• キラル選択的蓄積あり

– Mouseでは(+)体の蓄積を主に
認める[PCB 95,132,149]

• PCB 183はPCB 153と同等の体

内半減期であり、残留性高い
(monkey)

16

排泄

曝露
吸収
蓄積

代謝

CYP1ファミリ―

による代謝
（メチルコラントレン型）

CYP2Bファミリ―

による代謝
（フェノバルビタール型）



PCB 183のヒトへの蓄積

• キラルPCBの中では残留性が高く、比較的高い頻度・

高い濃度(数十pg～数ng/g)で血中から検出

• 母乳で(+)-PCB 183を選択的に蓄積する報告有

• PCB 132で(+)体優勢、PCB 95, 149でラセミに近いEF値が

報告

• PCB 183の代謝に寄与するCYPの分子種は未解明

– 代謝の関与しない排泄・消失にキラル選択性がないと推察される

ためヒト体内の代謝反応が(+)-PCBの選択的蓄積に寄与
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人体におけるキラルPCBのキラル選択的蓄積に関する論文は

10報にも満たず、PCB 183の代謝機序も含めて研究が必要



まとめ

• 19種のキラルPCBのうちPCB 135, 149, 171, 183が

ヒト母乳および魚介類で測定可能な濃度レベル

– PCB 183のキラル選択的分析に成功

• PCB 183のEF値の経年変化を母乳及び魚介類で比較

– 魚介類ではEF値の変動がないが、母乳ではEF値の

上昇傾向を確認

– ヒト体内に(+)-PCB 183が選択的に蓄積

• PCB 183のキラル選択的蓄積に関わる要因を解明

する必要
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TDS魚の内訳（参考）

食品名 (g)
一日摂取量

(g)

真さば 4.3 8.7

丸あじ 4.4

アトランティック
サーモン

3.2 3.2

真鯛 6.1 6.1

きはだまぐろ 3.7 3.7

さわら 4.8 9.6

はも 4.8

ほたて貝柱 3.2 3.2

剣先いか 5.0 5.0

むきえび 7.1 7.1

ちりめん中干し 7.1 14.1

うるめ丸干し 7.0

魚介缶詰
（シーチキン）

1.6 1.6

ちりめん佃煮 0.09 0.09

ちくわ 4.6 9.2

かまぼこ 4.6

魚肉ソーセージ 0.47 0.47
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食品
一日

摂取量(g)

あじ、イワシ類 8.7 

さけ、ます 3.2 

たい、かれい類 6.1 

まぐろ、かじき類 3.7 

その他の生魚 9.6 

貝類 3.2 

いか、たこ類 5.0 

えび、かに類 7.1 

魚介(塩蔵、生干し、乾物) 14.1 

魚介(缶詰) 1.6 

魚介(佃煮) 0.09 

魚介(練り製品) 9.2 

魚肉ハム、ソーセージ 0.47 

国民栄養調査 試料の調整


