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セレン含有抗酸化物質セレノネインの静脈投与による

ブリ血合筋のメト化抑制

山下由美子Y鈴木珠水，原 竜朗，今村伸太朗，

モハメド A.ホセイン，薮 健史，東畑 顕，山下倫明

(2013年2月24日受付， 2013年 6月 13日受理)

胸水産総合研究センタ一中央水産研究所

Prevention of metmyoglobin formation in the red muscles of the yellowtail by intravenous injection 

of the selenium-containing antioxidant selenoneine 

YUMIKO YAMASHITA，* TAMAMI SUZUKI， TATSURO HARA， SHINTARO IMAMURA， 

MOHAMMED ANWAR HOSSAIN， TAKESHI YABU， KEN TOUHATA 

AND MICHIAKI YAMASHIT A 

Nα:tional Res叫 γchI:悩titute01 Fisheries Science， Kan邸側α，Yokohα悦 α，K.側 αga:ωα 236-8648，Japan 

The selenium-containing imidazole compound selenoneine (2-selenyl-N，α，Nα，Nαtrimethyl-L -histidine) 

was injected into yellowtail intravenously， and a fillet was prepared 18 h after the injection. The selenoneine 

concentration in the red blood cells (RBCs) and red muscle were higher in the selenoneine-injected fish 

than in the control (water】injected)五sh.A close correlation was detected between the selenoneine concen-

tration in the RBCs and that in red muscle. In addition， a negative correlation was noted between the 

selenoneine concentration in the red muscle and the ROS level in the plasma. After the fish were killed， the 

fillets were stored on ice for 72 h， and meat slices were then prepared and stored for an additional 24 h at 4 

oC. The change in meat color in the selenoneine-injected fish was delayed， and the a* value of the red muscle 

was conserved compared with that in the control fish. Therefore， selenoneine was found to be responsible 

for the prevention of met-Mb formation in the r巴dmuscle of yellowtail. 

キーワード:活性酸素種，筋肉，血液，セレノネイン，ブリ，メト化抑制

セレンは人体に対する必須な微量元素である。セレン

が不足すると，過酸化物による酸化障害が生じることが

知られている。1，2)日本人の 1日あたりのセレン平均摂

取量は 127.3μgであり，これの 32.5%を魚介類から摂

取しており，3)魚介類は主要なセレン源である。特に，

マグロ類の組織←7)や鯨肉8)はセレンを最も高濃度に含

むことが知られており，各臓器のセレン含量は，キハ

ダ4)では血合筋 (5.24ppm)および普通筋 (0.54ppm)， 

メパチ5，6)では血液 (48.14ppm)，牌臓 (54.61ppm)， 

肝臓 (38.26ppm) ，心室(16.25ppm) ，心房(10.15 

ppm)，動脈球 (4.16ppm)および筋肉 (0.72ppm)に

ついて報告されている。また，クロマグロの血液，心

臓，牌臓，腎臓および血合筋には 5ppmを超えるセレ

ンが含まれていた。7)魚類組織に高濃度に含まれる有機

態セレンはグルタチオンペ Jレオキシダーゼ

(ECl.1 1. 1.9) 9-11)等のセレンタンパク質とその分解ペプ

チド由来であると考えられていたが，このような魚類組

織に含まれる低分子量のセレン化合物の生化学的性状は

不明であり，高純度な精製品が得られなかったことか

ら，十分に利用されてこなかった。

セレノネイン (2-selenyl-N，α，Nα，Nα-trimethyl-L-

histidine)は，最近，クロマグロの血液から単離同定さ

れた抗酸化物質である。12)マグロ類，カジキ類，サパ類

等の回遊魚の血合筋や血液には高レベル (5mg Se/kg 

以上)のセレノネインが分布している。12)マグロ類以外

にもサパ類，ブリ類，マアジ，マイワシ等の回遊性赤身

* Tel : 81-45-788-7665. Fax: 81-45-788-5001. Email: ymk0125@affrc.go.jp 



864 山下，鈴木，原，今村，ホセイン，薮，東畑，山下

(j) 10イa:Red blood cells before injection 

: 1 ↓ 
F 
) 

~ 
c/) 
c 
Q) 

言 。
3 5 

(j) 10-1 b: Red blood cells after injection 
0. に，

円。
F 
) 

〉、

α3 
c 
Q) 

言 。
- :3 5 

(j) c: Plasma 
ε一 Ibefore injection 
o l.iJl 

王子 l 
c/) I 

g I 
e 0--1: 

* 

守 d:Plasma 也

10 

10 

x 

き Iafter injection ，~千
ち 15i ハ l

~ 1 r ¥ 11 
c/) I " 、 lC I Ii¥. _"〆¥占
Q) I ) .~胃 町、嶋崎.............__..._-叫ん...........-ι '-_.h.一e 0-+:={山崎品目』山~・ 一 一.~-ザ九四W咋~叫一

一占 占 1b 
Retention time (min) 

Fig. 1 Speciation analysis of organic selenium in yellowtail tissue by LC-ICP-MS. Selenium compounds in the red blood cells (a 
and b) and plasma (c and d) were analyzed before and after injection of selenoneine into blood vessels. Arrows show the elution 
of selenoneine. Asterisks denote a peak of GPx-like selenoprotein. "x" denotes the peak of an unidentified selenium compound. 

魚に広く分布する，筋肉の主要なセレン化合物であ

る。13)このセレン化合物は，セレノケトン構造を有する

イミダゾール化合物であり，瞬帯血管内皮由来細胞

(HUVEC)の培地に添加すると細胞内に取り込まれ，

細胞増殖を促進した。14) セレノネインはマグロ類の血

合筋や血液に高レベルに含まれるが，ヒトを含む晴乳

類14.15)や鳥類，14)腿虫類16)にも分布し，強い生物活性を

有することから，この化合物が，動物細胞においてセレ

ンが微量元素として生理機能性を発揮するために必要と

なる化学形態であると推定される。また，セレノネイン

は特異的なトランスポーター (organiccation/ carnitine 

transporter 1， OCTN1) によって細胞内へ取り込まれ，

メチル水銀の排出と無機化を促進した。17)これらのこと

から，魚肉由来のセレノネインは， OCTN1トランス

ポーターを介して生体内に取り込まれて，セレンーレド

ックス回路を強化し，ラジカルスカベンジャーとして活

性酸素種 (ROS)の発生を抑制すると推定される。14，17)

クロマグ、ロやマサバ，ブリで見られる異常軟化肉「ヤ

ケ肉」は，漁獲時の酸欠によるストレス条件で，ストレ

ス応答およびオー トファジーが誘導され， 細胞死が生じ

て，肉質が劣化する現象であると推定される。18，19) セ

レノネインは，ヘモグロビンやミオグロビンなどへムタ

ンパク質に結合することによって，ヘムの自動酸化を抑

制し，低酸素環境への耐性を担うと考えられる。12-14)養

殖ブリの筋肉中のセレン含量は天然魚のそれと比べて低

い(山下 2009，未発表)ことから，養殖魚はセレン欠

乏になりやすいと推定される。血中のセレン含量が低い

マサパではヤケ肉が生じた。19)クロマグロのヤケ肉が生

じた変質した筋肉の部位では，正常な部位と比べて，セ

レン含量が低かった。これらのことから，産卵期の飢餓

条件や栄養障害によって，セレン欠乏となると，低酸素

条件に対する適応能が低下するため，ヤケ肉が生じやす

いと推定された。19)

養殖魚の肉質は，飼料の質によって大きく変化するこ

とが知られている。配合飼料と生餌との肉質への影響を

比較した研究から 20) 飼料が異なるヒラメの体成分組

成に差異があり，配合飼料の飼育条件では，血中や肝臓

の過酸化物含量が増大することが明らかにされた。20)ま
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Fig. 3 Relationship between selenoneine and ROS levels 
in yellowtail treated with selenoneine. (a) Correlation 
of selenoneine levels in the red blood cells with those 
in red muscle (R2 = 0.529). (b) Correlation between 

selenoneine levels and ROS levels in the red muscle 
(R2 = 0.503). Open circles: control主shinjected with 1 
ml of water (n = 4). Closed circles: fish injected with 
selenoneine at 44 nmol/kg (叩=4).

Fig. 2 Contents of selenium compounds in the red blood 
cells and plasma. Selenoneine levels in the red blood 
cells (a) and GPx levels in plasma (b) were deter 
mined before selenoneine injection (open bar，日=4)
and 18 h after injection (closed bar，問=4). Asterisks 
indicate statistical signi五cance(ANOV A， Pく0.05).

薬， 1000 unit/mL，生理食塩水に溶解)を用いて採血

し， 1500 xgで遠心分離して血援を分離した後，沈肢の

血球画分を 0.9%NaCl水溶液で 3回洗浄して赤血球を

得た。

有機セレン化合物のスペシエーション分析血紫，赤

血球および血合筋のセレノネイン含量およびセレンタン

パク質レベルは， Yamashita and Y amashita 12)と同様に，

UltrahydrogeFM 250カラム (7.8x 300 mm， Waters) 

を用いる高速液体クロマトグラフ (HPLC)一誘導結合プ

ラズマ質量分析計 (ICP-MS) によって分析した。

ROSの測定血襲 ROS含量として，ヒドロキシラ

ジカル濃度をヒドロキシフェニルフルオロセイン

(HPF，積水メディカル，東京)を用いて測定した。血

援に対して， 1，000倍量の超純水に希釈した HPF溶液

を 1，000倍量混合して，室温で 10分間反応させたあ

と，蛍光強度(励起波長 490nm，蛍光波長 515nm) 

を計測し，得られた蛍光測定値 (arbitraryunit， AU) 

をROSレベルの指標として用いた。

血合筋ミオゲロビンのメ卜化率の測定氷蔵 48時間

後のフィレーから採取した血合筋を試料として用いた。

ミオグロビンのメト化率は尾藤22)の方法で測定した。

試料および方法

ブリ活魚養殖ブリ Seriolaqui吋 ueradiata活魚(体

重約 4kg) を1週間 15
0

Cで無給餌蓄養したものを用い

た。

ブリ活魚へのセレノネイン酸化型二量体投与 セレノ

ネイン酸化型二量体は，クロマグロ血液から精製し

た。1)セレノネイン酸化型二量体の水溶液をブリ 4尾の

尾静脈に注射し (Seとして 44nmol/kg)， 18時間後に

血液および筋肉を採取した。対照区4尾は超純水を注

射して同様に組織を採取した。

血紫および赤血球 ヘパリンナトリウム溶液(和光純

た，養殖ブリの血合筋の褐変の抑制には，抗酸化物質の

Trolox~ の潅流投与の効果が見られた。21) これらのこと

から，天然魚を超える高品質な養殖魚を生産するために

は，養殖魚の品質上の問題点である血合筋の褐変を抑制

する必要があると考えられる。そこで，魚類由来のラジ

カルスカベンジャーであるセレノネインを養殖魚に投与

することによって，セレノネインが血合筋の褐変を抑制

するか否かを，魚体を使って検証する必要がある。

今回，セレノネインの生体抗酸化作用を魚類の個体レ

ベルで確認するために，ブリ活魚に静脈投与して，血液

中の過酸化物および血合筋の肉色素のメト化抑制効果を

調べた。
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Fig. 4 Change in meat color of sliced meat during cold storage. After the fish were killed， the五lletswere stored on ice for 72 h， and 
meat slices were then prepared and stored for an additional4 h and 24 h at 4

0

C. Meat color values (a*， b*， L *) of red muscle and 
white muscle were measured before and after the cold storage. 

刺身状スライスの色調の観察氷蔵 72時間後の筋肉

フィレーを刺身状にスライスし， 4
0

Cで冷蔵した。冷蔵

4時間後と 24時間後の色調を， Adobe<IT Photoshop<IT 

CS5 (Adobe Systems， San Jose， CA，米国)を用いて計

測し，a*， b*および L*を数値化した。

統計処理有意差検定 (ANOVA) には GraphPad

Prism™ 5.03 (GraphPad Software Inc.， La Jolla， CA) 

を用い，有意水準 5%とした。

結果

ブリ活魚に対してセレノネイン水溶液の投与量がセレ

ンとして 44nmoljkgとなるように，尾静脈に注射して

投与した。対象試験区として，滅菌水を投与した。投与

後，海水に戻して一晩蓄養したのち，投与から 18時間

後に即殺して，血液および筋肉を採取した。血液は遠心

分離によって，血壊と赤血球に分離して，分析に用い

た。赤血球および筋肉中のセレノネインと血築中のセレ

ンタンパク質は， HPLC-ICP-MSによって検出された

(Fig. 1)。セレノネイン投与区では，対照区と比べて，

赤血球セレノネイン含量および血紫セレンタンパク質含

量はそれぞれ1.35および1.36倍高かった(Figs.1，2)。

氷蔵 48時間後の血合筋中のセレノネイン含量は血球中

のセレノネイン含量と正の相関性を示した (R2=0.529;

Fig.3a)。セレノネインによる生体抗酸化作用を測定す

るため，血襲 ROS含量を調べたところ，血禁中の ROS

含量は，血合筋におけるセレノネイン含量に対して負の

相関性を示した (R2= 0.503; Fig. 3b)。

筋肉フィレーの氷蔵 48時間後の血合筋のメト化率は

対照、区が平均値 21% (18-23%， n=4)，セレノネイン

投与区は平均値 17% (15-19%，η=4)であり，セレ

ノネイン投与区のほうが有意に低かった(p<0.05)。

肉質評価のため，氷蔵 72時間後のフィレーから刺身

状のスライスを作製し， 4
0

Cで保存して， 4時間後およ

び24時間後の肉片の外見を肉眼で観察するとともに，

色調を測定したと ころ，対照区および投与区で血合筋の

赤色を表すr値は，冷蔵中に低下したが，両試験区間
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Control Selenoneine+ 
Fig. 5 Appearance of the yellowtail meat. Left pieces (a 

and b) are the meats of the control自shinjected with 

distilled water. Right pieces (c and d) are the meats of 

the fish injected with selenoneine (44 nmol/kg of body 

weight). After the fish were killed， the fill巴tswere 

stored on ice for 72 h， and meat slices were then pre 

par巴dand stor巴dfor an additional 24 h at 4
0

C 

での比較では，対照区よりもセレノネイン投与区の方が

が値が高く (Fig.4)，外見上も赤色がより強かった

(Fig.5)。以上のように，セレノネインはブリ活魚にお

いて，生体抗酸化作用を示すことが明らかとなった。

考察

セレノネインは，ブリ活魚への投与によって ROSの

生成およびミオグロビンのメト化を抑制した。この化合

物は Trolox⑧やセレノネイ ンの硫黄アナログのエルゴ

チオネインと比べて，強いラジカル消去活性を有す

る。12)これらのことから，セレノネインは動物細胞での

レドックス応答に関与する抗酸化性物質であることが明

らかとなった。

ヤケ肉の発生は肉のタンパク質が変性し，肉質が軟弱

化する現象であり，マグロ類，ブリ類，サパ類などの異

常肉として水産加工上の問題となっている。18.19)肉質の

軟弱化はプロテアーゼ活性の上昇と関係する。23)ヤケ肉

は，セレン欠乏の栄養状態、のときに，漁獲時のストレス

条件が加わって発生することが推定された。19)クロマグ

ロおよびマサパでは，漁獲後のアポト ーシスとオート フ

ァジーは血中セレン濃度が低い(<1 mg/kg)魚で起こ

りやすいことが報告されている。19)一方，ラットではセ

レン欠乏は溶血を誘発することが知られている。24.25)家

畜の白筋症はセレン欠乏で発生することから 1.26)ヤケ

肉も白筋症と類似した現象であると考えられる。これら

のことから，魚類におけるセレン欠乏は，セレノネイン

含量の減少による生体抗酸化作用の低下と，酸化ストレ

スによる生理的障害を生じさせると考えられる。今回，

セレノネインの投与によって，養殖ブリにおける生体抗

酸化作用が向上したことから，血合筋の褐変だけでな

く，セレン欠乏と関連するヤケ肉やセレン欠乏症に関し

ても，セレノネインの生理活性と関連づけて，解析する

必要がある。

現在，養殖魚の生産において， 天然物由来のカロテノ

イドやフェノール類などの抗酸化性物質を飼料に添加し

て肉質向上を図る試みが行われている。27-32)アスコルビ

ン酸 27)トコフェロール 28.29)ポリフェノール，29)Yーオ

リザノール 30)アスタキサンチン 31)フコキサンチ

ン 31)ユズ抽出物32)など，さまざまな抗酸化物質が飼料

に添加されているが，これらはいずれもラジカル消去活

性がない，あるいは弱L、化合物である。セレンを含有す

るサプリメント剤として，亜セレン酸，セレノメチオニ

ンおよびそれらを含有するセレン酵母などが開発されて

いる33)が，養殖魚に対しては，セレン強化の必要性が

十分研究されておらず，実用技術として普及していな

い。33)これ らのセレン化合物もラジカル消去活性は認め

られない。これに対し，セレノネインは回遊性魚類の細

胞内に高レベルで含まれるラジカルスカベンジャーであ

り，細胞内への取り込みは OCTNlトランスポーターに

よって特異的に生じることがすでに明らかにされてい

る。 12-14.17)セレノネインを高含有する餌飼料を開発する

ことが実現すれば，養殖魚や動物への投与によって，生

体抗酸化作用を向上させ，酸化障害を抑制する技術が可

能であると考えられる。ブリ類など養殖魚の品質向上の

ため，セレノネインやその他のセレン化合物のバイオア

ベイラピリティ ーおよびこれら化合物の代謝経路を明ら

かにし，セレンによる抗酸化能を高めるための飼育環境

や飼料組成を明らかにする必要がある。

本研究において，セレノネインの投与によって，ブリ

血合筋の褐変の抑制効果が認められたことから，セレノ

ネインはマグロ類およびブリ類など赤身魚の肉質の品質

評価の生化学的指標に利用できると考えられる。また，

養殖魚、へのセレノネインの強化によって生体抗酸化作用

が高まり， ROSレベルが低下し，ストレス耐性がもた

らされて筋肉の褐変が抑制される可能性が考えられるこ

とから，魚、の健康性向上についても研究する必要がある。
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静岡県内浦湾南岸域における褐藻ヒ口メの分布と季節的消長

山西秀明(東海大院地球環境科学)， 

中島匠(東海大院生物科学)， 

松永育之(胸東海アグアノーツ)， 

権田泰之(木曽工業側)， 

斎藤寛(東海大院地球環境科学)， 

故上野信平(東海大海洋)， 

秋山信彦，岡田喜裕(東海大院地球環境科学)

静岡県内浦湾南岸域における褐藻ヒロメ日zdaria仰-

darioidesの分布と季節的消長について調査した。分布調査は

2008年4月下旬に行い，ほぼ全域で生育を確認した。季節的

消長は 2008年 11月から 2009年 7月にかけて調査した。胞子

体は 12月中旬に出現し， 3月下旬に最大となり， 4月には成

熟したのち枯死流出した。藻体の生育水深別形態調査は，

2010年3月下旬に行った。水深 2mから 18mまで 4m間隔

で葉長を比較すると，水深 6mの藻体が有意に大きく， 6m 

以深では深くなるほど小さくなっていた。

日水誌， 79 (5)， 832-839 (2013) 

広島県成羽川におけるアユの個体別系統判別とその組成

占部敦史(広大院生物園科)，谷口順彦(福山大生命工)， 

野口大毅(日本総合科学)，海野徹也(広大院生物圏科)

3系統の放流種苗とダム湖産が混在した広島県成羽川のアユ

を供試魚とし， DNAマーカー，耳石 Sr/Ca比および側線上方

横列鱗数を併用することで個体レベルの系統判別に成功した。

7月中旬から 8月末にかけ友釣りで採集した 60尾の内訳は琵

琶湖産が 61.7%，ダム湖産が 28.3%，天然海産が1.7%，人工

種苗が 8.3%となったが， 9月に刺し網で採集した 58尾は琵

琶湖産が 58.6%，ダム湖産が 3.5%，人工種苗が 37.9%とな

った。結果に基づき，系統判別マーカーの有効性や各系統の資

源貢献について考察した。 日水誌， 79 (5)， 840-850 (2013) 

諏訪湖における湖水の回転率がMicrocystisの見かけの比増

殖速度・現存量に与える影響

中村剛也(茨城県霞環科セ)，本間隆満(制建設環境研)，

宮原裕一，花里孝幸(信州大学山岳科学総合研)， 

本卜 虎東(信州大理)

諏訪湖のMicroり'stisの見かけの比増殖速度や最大現存量に

対して湖水回転率が与える影響を 1992年から 2003年で調査

した。 20%day-l以上に達するようなフラッシング、時に加え

て対数増殖期の回転率の上昇が 2%day-l以上に達すると，

Mic仰のIstisの見かけの比増殖速度は抑制され始めた。 6月から

7月の回転率がMicroりstisの最大現存量に強い影響を与えて

いることが示唆された。本研究は短期・長期的な湖水回転率が

Microりstisに影響を与えていることを示すものである。

日水誌， 79 (5)， 851-862 (2013) 

セレン含有抗酸化物質セレノネインの静脈投与によるブリ血合

筋のメ卜化抑制

山下由美子，鈴木珠水，原 竜朗，今村伸太朗，

モハメド A.ホセイン，薮健史，東畑顕，

山下倫明(水研セ中央水研)

セレン含有イミダゾール化合物セレノネインをブリ活魚に静

脈投与し，投与 18時間後にフィレーを調製した。セレノネイ

ン投与区の赤血球および血合筋のセレノネイン含量は投与区で

高かった。血合筋中のセレノネイン含震は血球中のセレノネイ

ン含量と正の相関性を，血禁中の ROS含量に対して負の相関

性を示した。氷蔵 72時間後に刺身状のスライスを調製し， 4 

'Cで24時間保存したところ，血合筋の計値は投与区の方が

高く，外見上も赤色が強かった。以上の結果から，セレノネイ

ンの血合筋の肉色素のメト化抑制効果が確認された。

日;水誌， 79 (5)， 863-868 (2013) 

ミ卜コンドリア DNA解析による西日本及び韓国ハモの遺伝的

集団構造(短報)

北西滋，浜口昌巳，亘真吾(水研セ瀬水研)， 

岡崎孝博(徳島県水産課)，上田幸男(徳島農水総技セ)， 

石谷誠(福岡水海技セ)

ハモの遺伝的集団構造を明らかにするため，西日本近海にお

ける主要生息地である瀬戸内海東部，西部及び東シナ海の 3

海域 (98個体)を対象とし，ミトコンドリア DNAD-loopの

塩基配列の決定を行った。解析の結果，ハプロタイプは海域毎

にクラスターを形成せず， 3集団聞に有意な遺伝的な差異は認

められなかった。ハモは長い浮遊仔稚魚期間を有しており，こ

の期間の海流による個体の分散により，各海域集団関に遺伝的

交流が生じていることが示唆された。

日水誌， 79 (5)， 869-871 (2013) 

遊楽部川のサケ Oncorhynchusket，αにおける野生魚と勝化場

魚の安定同位体比について(短報)

秦玉雪(北大院水)，永井愛梨(岩手水技セ)， 

工藤秀明(北大院水)，帰山雅秀(北大国際本部)

栄養的地位から自然水域における野生魚と鮮化場魚の競争関

係や分布様式を把握するため，北海道遊楽部川のサケを対象に

両者の炭素および窒素安定同位体比 (δ13Cおよびδ15N)を調

べた。その結果， δ13Cとδ15Nは野生魚の方が鮮化場魚より有

意に高く， δ13Cは勝化場魚が野生魚より変異幅が大きかっ

た。これらのことから，海洋生活期，野生魚は比較的沿岸より

に分布するため栄養レベルが高くなるのに対し， ~降化場魚は沖

合を広く回遊し栄養レベルが低くなると考えられた。

日水誌， 79(5)，872-874 (2013) 

珪藻類キー卜セロス Chaetocerosneogracileの培養液を用い

た餌料用微細藻類パブ口バPαvlovαlutheriの増殖改善(短報)

山崎康裕，疋田拓也(水大校)

高水温時の餌料用微細藻パブロバ・ルセリの増殖改善を目的

として，海産微細藻スケレトネマ，ヘテロシグマ及び、キートセ

ロスの培養ろ液がパブロバの増殖に与える影響を調べた。 3種
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