
薬の話 もろもろ 



斑尾高原（長野）  沼の原湿原 2017.5.14 

木の周りから雪が融けていく 



どんぐりの芽と根は
どこから出る？ 

ショウジョウバカマ 

葉っぱの先から芽と根が出る 



Ｑ１  ＤＨＭＯは、有害か無害か？ 

ＤＨＭＯは 
 ・酸性雨の主成分 
 ・有害成分やガン細胞にも含まれている 
 ・固体状態に長時間接すると皮膚に重篤な障害 
 ・大量のＤＨＭＯで呼吸障害の被害者が毎年出る 
 ・この気体は大気の視界を悪くし、交通障害になる 
 ・温度によって体積を著しく変化するため、爆発事故が 
  起きる 
 ・多くの工場は無制限に環境中に垂れ流している 

ＤＨＭＯは「最悪の化学物質」か？ 

ＤＨＭＯは「Dihydrogen Monoxide」 

一酸化二水素 つまり Ｈ２Ｏ 水 

見方によっては有害 



暗殺には毒薬が用いられる 
  → ・貴族はヒ素を検出するために銀食器を使う 
         ヒ素が銀を黒くすると信じられていたが、 
         黒くなるのはヒ素ではなく不純物の硫黄による 
         ヒ素は無味無臭、少しずつ与えれば病気に見えた 
    
     ・タリウムもヒ素と似ている 
         大学生の事件は記憶に新しい 
  
     ・サリンやＶＸも化学兵器として開発される 



薬は命を救うこともあるが、毒にもなり得る 

毒の定義は難しい 
 事例 水飲みコンクールで準優勝したアメリカの女性が水中毒で亡くなった 

 
毒とは「少量で人の命を縮めるもの」 

毒の強弱 → 致死量 

経口致死量 
 半数致死量ＬＤ５０ 100匹のマウスに少量ずつ与えて50匹が死ぬ摂取量 

無毒 15ｇより多量 

僅少 5～15ｇ 

比較的強力 0.5～5ｇ 

非常に強力 50～500ｍｇ 

猛毒 5～50ｍｇ 

超猛毒 5ｍｇより少量 
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ＥＤ：有効量 
ＬＤ：致死量 

理想的な薬 



毒の名前 致死量ＬＤ５０（μｇ／ｋｇ） 由来 

1 ボツリヌストキシン 0.00003 微生物 

2 破傷風トキシン 0.002 微生物 

3 リシン 0.1 植物（トウゴマ） 

4 パリトキシン 0.5 微生物 

5 バトラコトキシン 2 動物（ヤドクガエル） 

6 テトロドトキシン（ＴＴＸ） 10 動物（フグ）／微生物 

7 ＶＸ 15 化学合成 

8 ダイオキシン 22 化学合成 

9 ｄ－ツボクラリン 30 植物（クラーレ） 

10 ウミヘビ毒 100 動物（ウミヘビ） 

11 アコニチン 120 植物（トリカブト） 

12 アマニチン 400 微生物（キノコ） 

13 サリン 420 化学合成 

14 コブラ毒 500 動物（コブラ） 

15 フィゾスチグミン 640 植物（カラバル豆） 

16 ストリキニーネ 960 植物（馬銭子） 

17 ヒ素 1,430 鉱物 

18 ニコチン 7,000 植物（タバコ） 

19 青酸カリウム 10,000 化学合成（ＫＣＮ） 

20 ショウコウ 0.2～0.41（ＬＤ０） 鉱物（ＨｇＣｌ２） 

21 酢酸タリウム 32（ＬＤ０） 鉱物（ＣＨ３ＣＯ２Ｔｌ） 

トキシン：生物由来の毒 

呼吸毒 

酸素の代わりに 
 一酸化炭素、硫化水素、  

 シアン化水素がヘモグロ
ビンの鉄と結合して離れな
い 

神経毒 

・神経細胞内伝達阻害 
  アコニチン 
  テトロドトキシン 
・神経細胞間伝達阻害 
  サリン 
  アトロピン 

拮抗性 

拮抗性 



アトロピン 

ベラドンナ 
  和名：オオカミナスビ、 
      セイヨウハシリドコロ 

ベラドンナ（美しい人）に含まれている化学物質。 
少量目にさすと瞳孔が開いて「美人」に見える。 
使い過ぎて命を落とすこともあった。 
 
神経伝達物質のアセチルコリンに対して毒作用の 
あるサリンの拮抗薬して、米軍兵士の標準携行 
物質である。 

ベルベリン 
生薬の黄檗（おうばく、黄柏）として知られ、薬
用のほか染料の材料としても 
強い抗菌作用 

キハダ 

キンポウゲ 



上品 君 
生命を養い無毒。多服久服してよ
い。軽身益気、不老長寿 

甘草、人参、桂皮、紫胡(ｻｲｺ） 

中品 臣 
性（体力）を養う。使い方次第で無
毒にも有毒にもなる。病気を予防し
疲労を補う 

当帰(ﾄｳｷ）、芍薬（ｼｬｸﾔｸ）、麻
黄、葛根、苦参 

下品 佐使 
治療薬。有毒であり長期服用して
はならない 

大黄、附子、半夏(ﾊﾝｹﾞ）、杏仁
（ｷｮｳﾆﾝ） 

中国の『神農本草経』における生薬の分類 

西洋医薬はモルヒネの単離から始まった 
          ↑ 
        アヘン 

アルカロイド（植物塩基）： 分子内に窒素原子 
                 水に溶かすとアルカリ性 
                 強い薬理活性示す 

全体システム 

要素還元主義 



健胃薬   ・芳香健胃薬      桂皮、薄荷 
          ・苦味（くみ）健胃薬  黄柏、センブリ 
 
下剤、便秘     ・瀉下薬         大黄、決明子 
 
下痢止め   ・止瀉薬         ｹﾞﾝﾉｼｮｳｺ、阿仙薬 
 
痙攣を止める ・鎮痙薬        ﾛｰﾄｺﾝ、ﾍﾞﾗﾄﾞﾝﾅ 
 
咳止め     ・鎮咳去痰剤     桔梗、遠志、ｻﾎﾟﾆﾝ     
 



ケシはなぜモルヒネを作るか？ 

捕食者となる動物に対する防衛物質 

出典：http://www.1ginzaclinic.com/%20naltrexone/LDN.html 

http://www.1ginzaclinic.com/ naltrexone/LDN.html
http://www.1ginzaclinic.com/ naltrexone/LDN.html


出典：
http://home.r02.itscom.net/ktym/aldehyde/box
11/column-119.html 

http://home.r02.itscom.net/ktym/aldehyde/box11/column-119.html
http://home.r02.itscom.net/ktym/aldehyde/box11/column-119.html
http://home.r02.itscom.net/ktym/aldehyde/box11/column-119.html
http://home.r02.itscom.net/ktym/aldehyde/box11/column-119.html
http://home.r02.itscom.net/ktym/aldehyde/box11/column-119.html


アスピリンは柳の成分から 

サリシン 

柳箸やヤナギでつくった楊枝を使うと歯がうずかない 
サリシン（Salicin）のサリ（Sali）は、ラテン語で柳を意味します 

出典：
http://blog.sophiawoodsinstitute.com/wp/%E9%8E%AE%E7%97%9B%E6%88%90%E5%88%86%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80%E9%A3%9F%E5
%93%81%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%82%A
E%E3%83%BC/ 

http://blog.sophiawoodsinstitute.com/wp/%E9%8E%AE%E7%97%9B%E6%88%90%E5%88%86%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC/
http://blog.sophiawoodsinstitute.com/wp/%E9%8E%AE%E7%97%9B%E6%88%90%E5%88%86%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC/
http://blog.sophiawoodsinstitute.com/wp/%E9%8E%AE%E7%97%9B%E6%88%90%E5%88%86%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC/
http://blog.sophiawoodsinstitute.com/wp/%E9%8E%AE%E7%97%9B%E6%88%90%E5%88%86%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC/


ブドウ糖 

ヤナギが病原菌の攻撃を受けると、揮発性が高い 
サリチル酸メチルができて植物全体に知らせる 



出典：
http://blog.sophiawoodsinstitute.com/wp/%E9%8E%AE%E7%97%9B%E6%88%90%E5%88%86%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80%E9%A3%9F%E5
%93%81%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%82%A
E%E3%83%BC/ 

http://blog.sophiawoodsinstitute.com/wp/%E9%8E%AE%E7%97%9B%E6%88%90%E5%88%86%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC/
http://blog.sophiawoodsinstitute.com/wp/%E9%8E%AE%E7%97%9B%E6%88%90%E5%88%86%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC/
http://blog.sophiawoodsinstitute.com/wp/%E9%8E%AE%E7%97%9B%E6%88%90%E5%88%86%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC/
http://blog.sophiawoodsinstitute.com/wp/%E9%8E%AE%E7%97%9B%E6%88%90%E5%88%86%E3%82%92%E5%90%AB%E3%82%80%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC/


出典：http://health.merrymall.net/ci01_00.html 

http://health.merrymall.net/ci01_00.html
http://health.merrymall.net/ci01_00.html


ニコチンで昆虫や小動物を撃退 

神経毒 

出典：https://www.taeco.jp/contents/law.html 

出典：http://www.e-kinen.jp/reason/mechanism.html 

https://www.taeco.jp/contents/law.html
https://www.taeco.jp/contents/law.html
http://www.e-kinen.jp/reason/mechanism.html
http://www.e-kinen.jp/reason/mechanism.html
http://www.e-kinen.jp/reason/mechanism.html
http://www.e-kinen.jp/reason/mechanism.html


カフェイン 

ＤＮＡやＲＮＡを構成 
信号伝達 
・眠気を起こす 
・痛みを誘発する 
・血管を拡張する 

コーヒー豆が地面に落ちると、大量のカフェインを地中に放出して
他の植物の芽生えを阻害 

出典：http://okimideiko.blog.fc2.com/blog-entry-324.html 

http://okimideiko.blog.fc2.com/blog-entry-324.html
http://okimideiko.blog.fc2.com/blog-entry-324.html
http://okimideiko.blog.fc2.com/blog-entry-324.html
http://okimideiko.blog.fc2.com/blog-entry-324.html
http://okimideiko.blog.fc2.com/blog-entry-324.html
http://okimideiko.blog.fc2.com/blog-entry-324.html


出典：http://gooday.nikkei.co.jp/atcl/report/14/091100031/122500223/ 

http://gooday.nikkei.co.jp/atcl/report/14/091100031/122500223/
http://gooday.nikkei.co.jp/atcl/report/14/091100031/122500223/


天然甘味料となるグリチルリチンを含む甘草 
砂糖の30～150倍甘い 

グリチルレチン酸は抗炎症性 → 制汗スプレー 

抗炎症作用 
免疫調節作用 
実験的肝細胞障害抑制作用 
肝細胞増殖促進作用 
ウイルス増殖抑制・不活化作用 

出典： 
https://atopicdermatitis.tokyo/%E3%82%B0%E3%83
%AA%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83
%81%E3%83%B3%E9%85%B8%E3%81%AE%E4%BD
%9C%E7%94%A8%E3%81%A8%E5%89%AF%E4%BD
%9C%E7%94%A8 

出典： https://www.mt-pharma.co.jp/healthcare/herbal_medicine/16.html 

甘草 

https://atopicdermatitis.tokyo/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%B3%E9%85%B8%E3%81%AE%E4%BD%9C%E7%94%A8%E3%81%A8%E5%89%AF%E4%BD%9C%E7%94%A8
https://atopicdermatitis.tokyo/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%B3%E9%85%B8%E3%81%AE%E4%BD%9C%E7%94%A8%E3%81%A8%E5%89%AF%E4%BD%9C%E7%94%A8
https://atopicdermatitis.tokyo/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%B3%E9%85%B8%E3%81%AE%E4%BD%9C%E7%94%A8%E3%81%A8%E5%89%AF%E4%BD%9C%E7%94%A8
https://atopicdermatitis.tokyo/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%B3%E9%85%B8%E3%81%AE%E4%BD%9C%E7%94%A8%E3%81%A8%E5%89%AF%E4%BD%9C%E7%94%A8
https://atopicdermatitis.tokyo/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%B3%E9%85%B8%E3%81%AE%E4%BD%9C%E7%94%A8%E3%81%A8%E5%89%AF%E4%BD%9C%E7%94%A8
https://atopicdermatitis.tokyo/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%B3%E9%85%B8%E3%81%AE%E4%BD%9C%E7%94%A8%E3%81%A8%E5%89%AF%E4%BD%9C%E7%94%A8
https://www.mt-pharma.co.jp/healthcare/herbal_medicine/16.html
https://www.mt-pharma.co.jp/healthcare/herbal_medicine/16.html
https://www.mt-pharma.co.jp/healthcare/herbal_medicine/16.html
https://www.mt-pharma.co.jp/healthcare/herbal_medicine/16.html


ポリフェノール 

抗酸化作用 

ポリフェノール 

タンニン スチルベノイド フラボノイド フェニルプロバイド 
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渋み 
抗菌・消臭 

成分：ｺｰﾋｰ酸、 
    ｸﾛﾛｹﾞﾝ酸 

成分：ﾚｽﾍﾞﾗﾄﾛｰﾙ 
食品：赤ﾜｲﾝ 

紫外線 
吸収作用 

ﾌﾗﾎﾞﾉｲﾄﾞ重合体 
植物例： 柿 

糖ｴｽﾃﾙ重合体 
植物例： ﾇﾙﾃﾞの虫こぶ 

成分例：ｹﾞﾆｽﾃｨﾝ 
植物例：大豆、ｿﾗﾏﾒ 

成分例：ｼｱﾆｷﾝ、ｼｿﾆﾝ 
植物例：ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ、赤ｼｿ 

成分例：ｶﾃｷﾝ、ｴﾋﾟｶﾃｷﾝ 
植物例：茶、ﾌﾞﾄﾞｳ 

成分例：ﾙﾃｵﾘﾝ 
植物例：ｼｿ、ｾﾛﾘｰ 

成分例：ｹﾙｾﾁﾝ。ﾙﾁﾝ 
植物例：ソバ、リンゴ 

フレンチパラドックス：動脈硬化になり難い 



タンニン 

Tannin(革なめし） 
 ﾀﾝﾊﾟｸ質と強く結合して変性 
 
渋みは捕食者から身を守る（熟する前） 
           ↓ 
渋みがなくなった熟れた実を動物が食べて種を運んで 
もらう 

下痢を抑える収斂作用 
 
ゲンノショウコにも含有 
 
茶カテキンも同様 



フラボノイドとアントシアニン 
 →乾燥と紫外線（UV-A及びUV－B)を防ぐ 

Anthos(花）  
  cyanos(青） 

赤シソ 



アントシアニン 

出典：http://www.kiriya-chem.co.jp/q&a/q07.html 

http://www.kiriya-chem.co.jp/q&a/q07.html
http://www.kiriya-chem.co.jp/q&a/q07.html
http://www.kiriya-chem.co.jp/q&a/q07.html
http://www.kiriya-chem.co.jp/q&a/q07.html


植物から得られる抗ガン剤 

・ビンカアルカロイド 
・パクリタキセル 
・カンプトテシン 
・ポドフィロトキシン 

医薬品開発を先導する意味
で｢リード化合物｣という 

ニチニチソウ（Vinca) 

ビンクリスチンとビンブラスチンには、細胞分
裂阻害作用（チューブリン脱重合による） 

タイヘイヨウイチイ 

タキソール → パクリタキセル 



植物の戦略 
 陸上植物は５億年／地球４６億年 
 ヒトは２００万年 

①同化代謝戦略 → 光合成 
②化学防御戦略 → ・苦み、渋み 
              ・抗菌性 
              ・他の成長阻害 
③繁殖戦略 

アトロピン：  
グルコラファニン： ワサビ 
            硫黄を多く含む  
            細胞が壊れると辛くなる 
スルフォラファン： ブロッコリー 
(ｲｿﾁｵｼｱﾈｰﾄ）  発がんを抑制、ピロリ菌抑える 


