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30 分間攪拌することで成分を抽出した。ニンニク
ヘキサン抽出液は、ニンニクをジューサーで粉砕し
た搾り汁にヘキサンおよび超純水を混和して室温で
2 時間以上攪拌して抽出した。各抽出液の溶媒を減
圧蒸留して得られた抽出物をクロロホルムもしくは
DMSO に再溶解した。当該抽出液を、シリカゲルカ
ラムで分離し、薄層クロマトグラフィーおよび高速
液体クロマトグラフィー（HPLC、島津）により溶
出液の化学成分を検出しながら分画した。

・（MeHg）2S の検出
HPLC/ 原子吸光分析（AAS）で分離・定量した 2)。

・イオウ化合物および揮発性 Hg の検出
試料の揮発性成分を XAD-4 に吸着させ、アセトン

で溶出した溶出液をガスクロマトグラフ質量分析計 
（GC-MS、島津）で分析した。抽出液中の化合物は、
GCMSsolution（島津）を用いてシミラリティ検索を
行い類似度が高いものと特定した。

・ニンニクヘキサン抽出液による MeHg 毒性
に対する細胞保護効果
細 胞 生 存 率 は 3-（4,5-dimethylthiazol-2-yl）-2,5-

diphenyltetrazolium bromide（MTT） 法 で 求 め た。
HepG2 細胞（4 × 104 細胞 /well）を 96-well プレー
トに播種して 24 時間培養後、血清不含培地に交換
した。ニンニクヘキサン抽出液と MeHg に細胞を同
時 曝 露 し て 12 時 間 後、5 mg/mL MTT を 培 地 の
1/10 量加えて 30 分間培養した。培地除去後、生成
したホルマザンを DMSO で溶解し、OD540 を測定し
た。

背　景

我々の生活している環境中には多種多様な化学物
質が遍在し、それらの摂取で生じる環境ストレスによ
る健康リスクが危惧されている。特に、親電子性を有
する物質は、タンパク質のシステイン残基に共有結合
し、安定なタンパク質付加体を形成するために被修飾
タンパク質の機能を変化させることで、生体応答およ
び毒性を発揮する。たとえば、マグロ等の魚介類には
タウリンや不飽和脂肪酸等の有益な物質が豊富に含
まれている一方で、生物濃縮を介して親電子物質であ
るメチル水銀（MeHg）が蓄積するために、健康リス
クと栄養摂取のトレードオフに苛まれているのが現
状である。我々の先行研究において、MeHg の新規解
毒代謝物としてイオウ原子を含んだビス MeHg サル
ファイド［（MeHg）2S］を同定し 1)、本代謝物生成に
イオウ原子を分子内に二原子以上有するようなパー /
ポリスルフィドのような活性イオウ分子種（Reactive 
Sulfur Species, RSS）が関与していることを世界に先
駆けて報告した 2)。興味深いことに、そのようなイオ
ウ付加体は MeHg の有する毒性は消失していること
から、解毒代謝物であることも明らかとなった。そこ
で、本研究では食用植物であり、イオウ化合物を豊富
に含むとされるAllium sativum L.（ニンニク）が植物
由来活性イオウ分子種（PRSS）を含むか否か、MeHg
から（MeHg）2S の産生を指標として検出した。

方　法

・ニンニク抽出液の調製と PRSS の分離
擦り潰したニンニクを各有機溶媒と混和し室温で
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MeHg と 反 応 さ せ た 結 果、 低 分 子 画 分 で 顕 著 な
（MeHg）2S が確認された。このことから、（MeHg）2S
生成においてタンパク質等の高分子よりも低分子化
合物の貢献が大きいことが示唆された（データ非掲
載）。そこで低分子化合物、各溶媒で順次抽出して
検討したところ、ヘキサンおよびクロロホルム抽出
液が効率良く（MeHg）2S を生成した（図 2）。ニン
ニクヘキサン抽出物（7.5 g）をシリカゲルカラムに
供し、クロロホルム（4.12 L）およびクロロホルム
- メタノール（95：5, 1.2 L および 90：10, 0.6 L）
で S1 〜 S13 の画分に分離して、それぞれ HPLC/
AAS および GC/MS 分析を行った（一部データ非掲
載）。図 3に示すようにいずれの画分においても
MeHg と反応して（MeHg）2S の生成が認められた。
GC/MS 解析で検出されたポリスルフィドの種類が多
かった S8 画分について（図 3D）、さらに 4 つに分
画したところ、S8-1 〜 -4 いずれの画分においても

（MeHg）2S の生成効率が分離前と比較して低下して
いた（図 3C および 4A、データ非掲載）。また、他

結果と考察

これまでに筆者らは、内在性の RSS であるシステ
インパー / ポリスルフィド（CysSSH /CysSSnH）お
よびグルタチオンパー / ポリスルフィド（GSSH/
GSSnH）等と環境中親電子物質［1,4- ナフトキノン

（1,4-NQ）および MeHg］が反応し、CysS-1,4-NQ，
（1,4-NQ）2S および（MeHg）2S が生成することを明
らかにしてきた 2, 3)。また、RSS は当該親電子物質に
よるシグナルの活性化や毒性を抑制することも報告
した 3〜5)。本研究では、食用植物中に RSS が存在す
るのか、また当該 RSS が環境化学物質による健康リ
スクを軽減するのか検討した。

ニンニクの搾り汁と MeHg とを反応させると、精
製した（MeHg）2S と同じ保持時間に Hg を示すピー
クが認められたことから、ニンニクは（MeHg）2S に
変換するような PRSS を含むことが示唆された（図
1A〜 C）。本搾り汁をエコノパックカラム（Bio-rad）
で高分子画分と低分子画分に分けて、それぞれを

図 1　ニンニク搾り汁、その低分子画分および高分子画分と MeHg との反応で生じる（MeHg）2S
MeHg 標準品（A）、（MeHg）2S 標準品（B）およびニンニク搾り汁と MeHg との反応生成物（C）を HPLC/AAS で分析した。
ニンニク搾り汁の低分子画分（D）もしくは高分子画分（E）をそれぞれ MeHg と反応させた。
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図 2　各溶媒で抽出したニンニク抽出液と MeHg との反応で生じる（MeHg）2S

図 3　ヘキサンニンニク抽出液中化合物の分画と MeHg との反応で生じる（MeHg）2S と S8 分画中イオウ化合物の GC/MS 解析
シリカゲルカラムで S1 〜 13 に分画したヘキサンニンニク抽出液中化合物（0.5 mg/mL）を MeHg（100 µM）を 20 mM Tris-
HCl（pH 7.5）中で反応させて HPLC/AAS を行い、生成した（MeHg）2S（A）と残存した MeHg（B）を示した。S8 分画について、
MeHg と反応後 HPLC/AAS 分析（C）および GC/MS 解析を行った（D）。
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ことおよび Hg の臓器蓄積を抑制することが示唆さ
れた。

本研究により、（1）ニンニクの脂溶性成分中には
親電子物質である MeHg を親電子性を有さない

（MeHg）2S に変換するような PRSS およびその前駆
物質が豊富に含まれること、および（2）ニンニク
中 PRSS は（MeHg）2S の生成を介して MeHg の細胞
毒性を軽減することが示唆された。これまでの研究

の画分（S3 および S12）においても同様な結果が得
られたことから（データ非掲載）、PRSS が効果を発
揮するためには何か他の化合物が必要であると示唆
された。そこでニンニク中に含まれるポリスルフィ
ドの１つであるジアリルテトラスルフィド（DATS）
と S8-2 を 混 和 し て 検 討 し た。 興 味 深 い こ と に、
DATS もしくは S8-2 分画それぞれでは（MeHg）2S
の生成がわずかしか認められなかったにも関わらず

（図 4Aおよび B）、DATS 共存下では当該ビス体の生
成が顕著であった（図 4）。S8-2 には DATS（C3H5-
SSS-C3H5）を還元して、C3H5-SSH などの反応性の高
い物質に返還するような化合物が含まれていること
が示唆された。

これらのことから、ニンニク抽出液は多くの PRSS
およびその前駆物質を含むと示唆される。ニンニク
抽出液は、MeHg を（MeHg）2S に変換することで本
毒 性 を 軽 減 す る こ と が 想 定 さ れ る。 予 想 通 り、
HepG2 細胞においてニンニクヘキサン抽出物と
MeHg との同時曝露は当該有機金属の毒性を有意に
軽減した（図 5）。また、MeHg（0.1 mmol/kg）と
ニンニクヘキサン抽出物（50 mg/kg）の混合物の経
口投与は MeHg 単独投与と比較して、肝臓、心臓、
全脳および肺において投与 24 時間後の Hg の蓄積
が少ない傾向が見られた（データ非掲載）。ニンニ
クヘキサン抽出物は、MeHg の細胞毒性を軽減する

図 4　S8-2 と MeHg との反応で生じる（MeHg）2S 生成におけるジアリルテトラスルフィド（DATS）の影響
S8-2（2 mg/mL, A）、DATS（100 µM, B）もしくは S8-2（2 mg/mL）および DATS（100 µM）の混合液（C）と MeHg（100 µM）を
10 mM Tris-HCl（pH 7.5）-60% メタノール中で反応させて HPLC/AAS 分析を行った。

図 5　HepG2 細胞における MeHg 毒性に対するヘキサンニンニク抽出物
同時曝露の影響

HepG2 細胞を MeHg と DMSO に溶解したヘキサンニンニク抽出物に同
時曝露し、MTT 法にて細胞生存率を求めた（*p<0.05, **p<0.01 vs. 0 µM 
MeHg）。
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成果から、RSS は MeHg だけではなく、米に含まれ
るカドミウム、および大気汚染物質 PM2.5 中成分で
あるナフトキノン類のような様々な親電子物質とも
反応して低毒化する可能性が高いことが示唆されて
いる 6)。また、親電子性を有さない環境化学物質や
薬剤の多くが体内で代謝を受けて親電子物質になる
ことも知られており、我々は、アセトアミノフェン
投与マウスの肝臓、血液および尿サンプル中から当
該物質の親電子代謝物のイオウ付加体を同定した 7)。
これらの研究成果は、RSS が親電子物質による健康
リスクを軽減する重要な因子であることを示してい
るといえよう。ニンニク中 PRSS は様々な親電子物
質と反応してイオウ付加体を形成することで、環境
ストレスによる健康リスクを軽減し得るかもしれな
い。
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　Methylmercury (MeHg), an environmental electrophile, binds covalently to 
protein thiols, resulting in a functional loss for the modified protein. We found 
t h a t  M e H g  a l s o  r e a c t s  w i t h  r e a c t i ve  s u l f u r  s p e c i e s  ( R S S )  w i t h  h i g h 
nucleophilicity, such as persulfides and polysulfides, to yield bismethylmercury 
sulfide [(MeHg)2S], which has no electrophilicity and little toxicity. The purpose 
of this study was to discover plant RSS (PRSS) that are able to convert MeHg to 
(MeHg)2S in edible plants such as Allium sativum  L. (garlic). Specifically, we 
evaluated the existence of RSS using an (MeHg)2S assay. As a result, we found 
that a hexane extract of garlic had a high efficiency for conversion to (MeHg)2S 
from MeHg, compared to benzene, chloroform, ethyl acetate, methanol, and 
water extracts. This indicates that garlic contains PRSS, which are mainly 
aliphatic hydrocarbons. Interestingly, although S8-2, a fraction separated by 
silica gel, had a small effect on (MeHg)2S production from MeHg, the addition 
of diallyl tetrasulfide (DATS) to S8-2 enhanced (MeHg)2S formation. This result 
suggests that garlic extract not only contains PRSS, but also pre-PRSS or a 
reductant to yield PRSS from pre-PRSS. The simultaneous treatment of HepG2 
cells with the garlic hexane extract and MeHg inhibited MeHg-mediated cell 
death .  Our  s tudy suggests  that  the  consumpt ion of  d ietary  vegetables 
conta in ing such PRSS may reduce the  heal th  r isks  due to  exposure  to 
environmental  electrophiles though the format ion of electrophile-sulfur 
adducts.

Reducing the health risks of environmental chemical exposure
by reactive sulfur species in garlic
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