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動物細胞3T3-Llを用いた抗肥満性食品素材の探索*

豊田教至** 水谷智洋** 蟻川幸彦材 天野良彦*** 松j宰恒友***

Screening of Foodstuffs in Nagano with Anti-Obese Activity on Adipocytes(3T3・Ll)In Vitro 
Atsushi TOYODA， Tomohiro MIZUTANI， Yukihiko ARIKAWA， Yoshihiko AMANO and Tsunetomo MATSUZAWA 

長野県は果実・野菜・きのこ等，全国でも有数の生産県である。これら長野県産農産物が持つ機能

性を活かした加工食品開発を求める要望があり，今回， I抗肥満」機能性を指標に長野県産の「抗肥満」

性食材の探索を行った。脂肪細胞の研究によく用いられているマウス前駆脂肪細胞3T3・Llを用い， 34 

種類の農産物の水抽出物あるいはエタノール抽出物について， I抗肥満」機能性評価を行った結果，脂

肪蓄積量を減少させた抽出物が12種類，脂肪蓄積量を増加させた抽出物が22種類，のベ34種類の抽出

物において前駆脂肪細胞から脂肪細胞への分化に何らかの影響を与えていると示唆される結果が得ら

れた。 invitroおよび初 vivoで、の更なる検証は必要であるが，これらを用いた機能性食品の開発に発展

する可能性が見出された。

キーワード:長野県産農産物，3T3・Ll，抗肥満，機能性食品

1 緒言

肥満とは，エネルギーの過剰摂取や運動不足などの生

活習慣により，脂肪細胞数の増加や脂肪細胞の肥大化が

起こり，脂肪が脂肪組織に過剰に蓄積された状態のこと

である。肥満は，糖尿病，高血圧，高脂血症などの症状

が複合的に見られるメタボリツクシンドロームを発症す

る基盤とされている。現在，日本や世界中でメタボリツ

クシンドローム患者が増えてきており，肥満やメタボリ

ツクシンドロームの解消が課題となっている。

肥満の予防・改善のためには，適度な運動や食生活の

改善など生活習慣の改善により，エネルギーの摂取と消

費のバランスを保つことが重要である。さらに+αの効

果を期待する方法として， I体脂肪がつきにくい食品」な

どの特定保健用食品に代表されるような機能性をもった

食品を日常的に摂取する方法に注目が集まっている。

長野県は全国でも有数の野菜・果実・きのこ類の生産

県であり，平成22年の統計1，2)によれば、レタスl位(全国

生産量シェア32.6%)，リンゴ2位(同18.0%)，ぶどう2位(同

13.1%)，えのきたけl位(同61.0%)など，多くの農産物が

生産され，生鮮食品あるいは加工食品として販売・消費

されている。実際，厚生労働省による平成22年国民健

康・栄養調査3)によれば， 20歳以上の成人における野菜

摂取量は男女ともに長野県が全国l位と野菜を多く摂取
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している。同調査内で成人男性(20~69歳)の肥満者の割

合が25.7%で全国40位と発表されており，野菜の摂取量

と肥満者の割合に何らかの関連がある可能性があり、県

内で生産される野菜類もその一助となっている可能性が

ある。

そこで，本研究では， I抗肥満j機能性を持った食品素

材を長野県で生産されている農産物の中から探索し，機

能性食品への有効利用，農産物およびそれらの加工食品

の高付加価値化，食品加工残j査の有効活用へとつなげる

ことを目的に，前駆脂肪細胞が脂肪細胞へと分化し脂肪

を蓄積してして過程に注目し，前駆脂肪細胞を用いた評

価系を当部門に構築するとともに，機能性の評価を行っ

た。

2 実験方法

2. 1 長野県産食材の収集および抽出物の作製

本試験で供したサンプルの抽出乾燥方法は以下のとお

り。まず，長野県内のスーパーにて，長野県産の表示で

売られている農産物を収集した。また，長野県野菜花き

試験場にて育成された品種については，直接供給をうけ

た。今回評価を行った農産物は34種類である(表 1)。

収集した農産物は，主に加熱後に食すものは熱風乾燥

により，主に生のまま食すものは凍結乾燥により，乾燥

物を得た。また，一部の農産物は，実と皮，茎と葉など

を別々に乾燥物を作成し，最終的に55種類の乾燥物を得

た。乾燥物を水あるいはエタノールで抽出し，凍結乾燥

により，抽出物を得た。
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表 1 評価した農産物

A 野菜類

セロリ，レタス，サニーレタス，クレソン，アスパラガス，ブロッコリー，カリフラワー，ナス，

とうもろこし，栗，ラファノブラシカ

B 果実類

リンゴ(サンつがるJ紅玉，秋映，シナノスイート，シナノゴールド，ふじ)

ブドウ(巨峰，ナガノパープル，スチューベン，ナイヤガラ)プルーン，白桃，柿(生柿，干し柿)， 

梨(幸水)

C きのこ類

エノキタケ，ブナシメジ，エリンギ，マイタケ，パイリング，ナメコ，シイタケ，

ササクレヒトヨタケ，アギタケ

培地中へ添加する場合には，水抽出物はリン酸緩衝生

理食塩水(PBS(-))，エタノール抽出物はジメチルスルホキ

シド(DMSO)を用いて，適当な濃度に懸濁したものを用

いた。 3μ g!mL~300μ g!mLの範囲のうち，数段階の濃度

で培地に添加し，試験を行った。

2. 2 前駆脂肪細胞の培養方法

マウスの前駆脂肪細胞3T3・Llを財団法人ヒューマン

サイエンス振興財団ヒューマンサイエンス研究資源パン

ク(HSRRB)より入手し，関谷4，5)の方法を一部改変して培

養を行った。具体的には以下の通り。 3T3・Llは， 10%牛

胎児血清(FBS，Gibco)および抗生物質(ペニシリン，スト

レプトマイシン)を含むダルベッコ変法イーグル培地

(DMEM，和光純薬工業開)を用いて， 37
0

C， 5%C02下で、

培養した。3T3・Ll細胞の脂肪細胞への分化誘導は，以下

のように行った。 12ウェルプレートに播種後，ロンフル

エントに達するまで培養し，さらに2日間培養を行った後，

10%FBS，2.5μMデキサメタゾン(Dex，和光純薬工業側)，

0.5mM3・イソブ、チノレ・1・メチルキサンチン(IBMX，Sigma) 

および10μ g!mLインスリン(Ins，和光純薬工業側)を含

むDMEM(DMI培地)，または10%FBSおよび10μg畑Llns

を含むDMEM(Ins培地)で、2日間誘導処理した。誘導処理後，

Ins培地を用いて2~3 日毎に培地を交換しつつ， 8・14日間

培養を行った。抽出物の添加は，分化誘導開始時から2

日間あるいは4日聞のみ所定の濃度の抽出物を添加し，脂

肪蓄積量に対する影響を次のオイルレッドO染色法によ

り評価した。

2. 3 オイルレッド0染色による脂肪蓄積量の比較

12ワェルプレート上の細胞をPBSで2回洗浄し， 10%ホ

ルマリン含有PBSで固定した後， 60% 2・プロパノーノレに

溶解したオイルレッドO(和光純薬工業側)飽和溶液に30

分浸演 して脂肪を染色した。染色後，細胞を蒸留水で3

回洗浄して顕微鏡観察を行った後， 100% 2-プロパノー

ルを添加してオイルレッドOを抽出し，プレー トリーダ

ーを用いて490nmの吸光度を測定した。

3 結果

3. 1 分化誘導剤のみによる試験

分化誘導剤のみを用いた場合の脂肪分化・蓄積の様子

(
民
)
酬
健
糊
醤
謹

図 1 誘導処理剤による脂肪細胞(3T3・Ll)へ

の分化・脂肪蓄積作用

分化誘導処理後11日でのオイルレッド0染色

処理したもの。

上段:脂肪蓄積量の比較。 Ins培地処理を100

とした時のOD490nmの相対値

下段.プレート上でのオイノレレッド染色写真

は図 1のようになった。 Ins培地は比較的弱い分化誘導剤，

DMI培地は強い分化誘導剤としての作用を持つことが確

認できた。

3. 2 抽出物添加試験

抽出物を添加した試験を行った結果，コントロール

(PBSまたはDMSO)に対し，脂肪蓄積量を増加あるいは減

少させた抽出物が確認された。なお， 20%以上の増減が

あったものを増加または減少と判定した。

図 2Aは，抽出物の添加により、脂肪蓄積量がコント

ロールと比較して減少した代表的な例(ラファノブラシ

カ葉水抽出物)である。その他、いずれかの濃度において

脂肪蓄積量を減少させた抽出物は表2の12種類で、あった。

図 2Bは，抽出物の添加により、脂肪蓄積量がコント

ロールと比較して減少した代表的な例(サニーレタス水

抽出物)である。その他、いずれかの濃度において脂肪蓄

積量を減少させた抽出物は表 3の22種類であった。

一F21一
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図2 サンプノレ添加による脂肪蓄積量変化

A 代表的な分化・脂肪蓄積抑制の例(ラファノブラ

シカ葉水抽出物) DMI処理=100%

B 代表的な分化・脂肪蓄積促進の例(サニーレタス

水抽出物) Ins処理=100%

4 考 察

脂肪細胞は，脂肪を蓄積する細胞であると同時に、ア

ディポサイトカインと呼ばれる各種の生理活性物質を分

泌する細胞である。分泌されるアディポサイトカインの

種類や量は，脂肪の蓄積量など細胞のステージに応じて

変化している。適当量の脂肪を蓄積した小型脂肪細胞か

らは，メタボリツクシンドロームを改善する作用を持つ

アディポネクチンが多く分泌されている。一方，過剰量

の脂肪を蓄積した肥大化脂肪細胞においては，アデ、イポ

ネクチンの分泌量が減り， TNF-αやアンジオテンシノー

ゲンといった肥満・メタボリツクシンドロームを悪化さ

せるアデ、ィポサイトカインが分泌されるようになる。つ

まり，小型脂肪細胞の割合を増やすことが，肥満・メタ

ボリツクシンドロームを改善し，健康な状態を保つこと

につながる。

このような状態にするためには，①新たな脂肪細胞へ

の分化を抑制し，脂肪細胞の絶対数を抑制する，②脂肪

細胞の肥大化(脂肪の過剰蓄積)を抑制する，③新たに脂

肪細胞へ分化させ，アディポネクチン等の分泌量を増や

す，④既に蓄積してしまった脂肪を分解・燃焼させるな

どの方法が考えられる。

今回の試験では，抽出物の添加を分化誘導時のみに行

ったため，新たな脂肪細胞への分化を抑制する作用，あ

表 2 脂肪蓄積量をコントロール比20%以上減少さ

せた候補抽出物

A 水抽出物

アスパラガス，クレソン，紅玉(皮)，レタス，ラ

ファノブラシカ，アギタケ，マイタケ，栗(渋皮(高

濃度))

B エタノーノレ抽出物

粟(鬼皮，渋皮)，シナノスイート(皮)，カリン

(マルメロ)(皮)

表3 脂肪蓄積量をコントローノレ比20%以上増加さ

せた候補抽出物

A 水抽出物

レタス，丸ナス，ブロ ツコリー，

栗(鬼皮、渋皮(低濃度)) ，サニーレタス

巨峰(皮)，ナガノパープル(皮)

B エタノール抽出物

サニーレタス，クレソン，ブロツコリ ー，

紅玉(皮)，白桃(皮)，プルーン(皮)

巨峰(実，低濃度)，ナガノパープノレ(実，低濃度)，

ナイヤガラ(実，低濃度)

スチューベン(皮)，巨峰(皮)，ナガノパープル(皮)，

ナイヤガラ(皮)，幸水(皮，低濃度)

るいは促進する作用を主に評価した。脂肪蓄積量を減少

させた候補抽出物は，前駆脂肪細胞から脂肪細胞への新

たな分化を抑制する効果を有する可能性があり，脂肪細

胞数の増加による肥満の進行を抑制する効果につながる

可能性がある。

一方， 脂肪蓄積量を増加させた候補抽出物は，前駆脂

肪細胞から脂肪細胞への新たな分化を促進する作用を有

する可能性があり，新たな小型脂肪細胞を増やし，血糖

値の低下やアディポネクチン分泌量を増やすことで，肥

満・メタボリツクシンドロームの改善につながる可能性

がある。

5 今後の展開

本論文による探索の結果，のベ34種類の抽出物におい

て，脂肪細胞への分化および脂肪蓄積に促進あるいは抑

制の効果が見られることが示唆された。今後この結果を

さらに発展させていくためには，これらについて，再現

性の確認と別指標による検証を動物細胞を用いて行うと

ともに，生体内での効果を検証していく必要がある。そ

の最初の対象として，川上村や佐久市が主要産地で，全

国一位の生産量6) (サニーレタスを含む非結球レタス)

となっているサニーレタス(脂肪分化・蓄積促進作用を持

つ候補抽出物)，長野県野菜花き試験場にて育種されたラ

ファノブラシカ(脂肪分化・蓄積抑制作用を持つ候補抽出

-F 22 -



物)について，さらに詳細な解析を進める予定である。

さらに，長野県特産の農産物でありながら，試験を行

っていない農産物や加工食品が多く残っている。それら

の抽出物を用いた試験についても課題の一つである。

6 結論

長野県で生産された農産物34種類について，水抽出お、

よびエタノール抽出を行い， 55種類の抽出物を得た。

マウス前駆脂肪細胞3T3・L1を用いた脂肪細胞への分

化誘導試験を行い，抽出物が脂肪細胞分化に与える影響

を試験した。結果は以下の通り。

(1)マウス前駆脂肪細胞3T3・L1を用いた機能性評価系

を当部門内に構築できた。

(2) コントロールと比較して，脂肪蓄積量を20%以上減

少させた抽出物が12種類あった。これらは脂肪細胞

への分化抑制による肥満抑制効果が期待される結

果である。

(3) コントロールと比較して，脂肪蓄積量を20%以上増

加させた抽出物が22種類あった。これらは脂肪細胞

への分化促進効果による，血糖値低減効果や肥満抑

制効果が期待される結果である。
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