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マクロファージ系培養細胞を用いた鶏卵由来成分の免疫賦活機能評価法

宝寄山裕直・野田遊

北海道立畜産試験場

(2002.5.8 受付， 2002.6.4 受理)

要 旨 免疫賦活物質であるリポポリサッカライド (LPS)でマクロファージ系培養細抱を刺激し、そ

の細胞分化と細胞傷害作用を分析することにより、免疫賦活機能の簡易な評価法を検討した。さらに、

その評価法を用いて鶏卵由来成分の免疫賦活機能を評価した。細胞は、J774.1， RAW264およびTHP-l

を用いた。それぞれ、細胞分化は増殖抑制と形態変化を、細抱傷害作用はー酸化窒素 (NO)産生量を指

標とした。 LPS刺激により、J774.1およびRAW264において、細胞増猫抑制jおよび形態変化が認められ、

活性化マクロファージに分化誘導されていることが確認されたが、 THP-lにおいては確認されなかった。

細胞分化による評価は、J774.1やRAW264を用いて、 3日間培養、ポジテイブコントロールのLPS濃度0.4

μg/ml以上で、の実施が適当と考えられた。 NO産生量は、 LPS濃度が0.1μ g/ml以上で増加が認められ、

RAW264がJ774.1より多く、 24時間で最大となったo NO産生量を指標とする評価は、 RAW264を1X 106 

個Iml桂度用いて、 24時間培養、ポジテイブコントロールのLPS濃度lμ g/mlで、の実施が適当と考えられた。

細胞傷害作用による評価は、細胞分化による評価に比べて、評価所要時聞が短く、簡易で多検体処理が

可能で、あった。そこで、鶏卵由来成分の免疫賦活機能は、 NO産主主量を指標とする細胞傷害作用を用いて

評価した。プロテアーゼ処理した濃度100μ g/mlのオボムチン、卵黄膜およびカラザによるRAW264の刺

激において、 1μ g/mlのLPSを凌ぐNO産生効果が認められ、鶏卵由来成分の免疫賦活機能が確認された。

以上より、 NO産生量を指標とした細胞傷害作用を用いる評価法は、免疫賦活機能における差異の一次的

なスクリーニングに利用可能であると考えられた。

キーワード:マクロファージ、免疫賦活機能、鶏卵、細胞分化、一酸化窒素

緒雷

食生活の改善は、多くの病気から我々の身を守り、平

均寿命を伸ばす結果となっている。その要因の一つは、

食品がヒトの免疫機能を賦活化しているためと考えられ

る。食品の機能には、 l次機能として栄養機能、 2次機能

として感覚機能、 3次機能として高次の生命活動に対す

る調節機能があり 12)、免疫賦活機能は、この3次機能

に該当する。鶏卵においては、卵白や卵黄膜およびカラ

ザに共通して存在するムチン型糖ペプチドが免疫賦活機

能を有するとの報告がある 14)。

現在、様々な品種あるいは飼養法により生産された鶏

卵が市販されているが、これらがヒトへの免疫賦活機能

におよぼす影響を検討した報告は少ない4)，13) 。鶏卵の

免疫賦活機能における品種や飼養法の違いを明らかにす

るためには、街易に短時間で測定可能な評価系が必要で

ある O
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通常、外来性異物や病原微生物が生体内に侵入すると、

これらは抗原非特異的に宿主の防御機構により分解処理

されて、生体から排除される O その過程で食細胞が主要

な宿主防御を担っている。特にマクロファージは抗原処

理だけではなく抗原提示細胞としてT細胞活性化に関与

し、さらにT細胞の媒介により活性化され、細胞傷害作

用を示す10) 0 マクロファージの細胞傷害作用を担うエ

フェクタ一分子としては、種々のサイトカイン、活性酸

素、一酸化窒素 (NO) などがある。最近、 NOを介した

マクロファージの抗ウイルス活性は、急性感染期におけ

るウイルスの排除および致死率の低下ばかりではなく、

潜伏感染リスクの減少という次元においても、きわめて

重要な役割を担っていることが明らかにされ9)、その

重要性が認識され始めている。

マクロファージの活性化物質としては、各種微生物、

サイトカイン、化学物質などがあるが、グラム陰性菌外

膜の主要構成成分であるリポポリサッカライド (LPS)



鶏卵由来成分の免疫賦活機能評価法

は、強力な活性化物質として知られており、マクロファ

ージの活性化機構の解析に広く用いられている8)，1J) 0 

そこで本研究では、マクロファージ系培養細胞を用いて、

鶏卵の免疫賦活機能を簡易に多検体を評価するための方

法を検討した。

材料および方法

免疫賦活物質であるE.coli.由来のLPS(0111 : B4，LBL) / 

によりマクロファージ系培養細胞を刺激し、その活性化

反応を免疫賦活機能の評価基準とした。活性化反応は、

細胞分化および細胞傷害作用により分析し、各測定条件

を設定した。それぞれ、細胞分化は増殖抑制と形態変化

を、細胞傷害作用はNO産生量を指標とした。さらに、

検討された評価法を用いて鶏卵由来成分の免疫賦活機能

を評価した。

マク口ファージ系培養細胞

マウス由来マクロファージ系細胞である1774.1と

1. preparation of ovomucin，yolk membran巴，andchalaza巴

RAW264、およびヒト由来単芽球様細胞であるTHP-lを

用いた。 1774.1およびRAW264は理化学研究所ジーンパ

ンク細胞開発銀行から、 THP-lは東北大学加齢医学研究

所付属医用細胞資源センターから供与をうけた。

各縮胞は、lOcmの培養ディッシュを用いて5%CO，、湿度

100%、37
0

C下で培養した。培養液は、 60
0

Cで30分間加

熱することにより非働化した牛胎仔血清(FBS、Sigma)を

10%含むRPMI1640(Sigma) を用いた。各評価法には対

数増殖期の細胞を用いた。

マクロファージ活性化反応

継抱分化:供試細胞をPBSで3阻洗浄後、 5%非f動化FBS

を含むRPMI1640(5%FBS-RPMI)で細胞を調製した。

細胞密度は、細胞数が少ない場合、増殖の遅延が考えら

れるので通常の継代培養と伺じ1X 105個/ml桂度とした。

これを96ウェル培養プレートに、各処理(細胞の種類、

LPS濃度、培養時間)あたり 3ウェルを使用し、 100μlず

つ分注した後、 5%CO，、 37
0

C下で2時間培養し、平衡化

した。さらに、 5%FBS-RPMIでLPSを各濃度 (THP-l: 

5，10，20，30，60μg/mU774.1とRAW264: 0.4，2，10，50μg/ml) 

ovomucin yolk membrane 

① separate thick egg white from thin egg white : :① separat巴yolkmembrane from巴ggyolk 

② homogenize ② wash with distil1ed water 

③ dilute with a three-fold volume of d凶iIIedwater ③ wash with 2%KCI叫 ution

j④叫ustto pH6.0 with O.IN HCI 

i⑤ left over時htat 4
0

C 

(⑥ centrifuge at 12，0000，4 "c for 20 min 

(⑦ wash gel-Iike precipi句協 W凶 2%KCIsolution 

i③ use the gel-lik巴pr巴cipitat巴Sぉ ovomucin

↓ 
2. protease digestions of ovomucin，yolk membrane，and chalaza巴

. _.‘一一向。一句』匂句ゐ一一ゐ一一一一一一一一一一一一一

chalazae 

① separate chalazae from egg white 

② wash with distil1ed water 

B ③ wash with 2%KCI solution 

① diges犯 withPronase E(0.88 Unit/ml substrates) at 37
0

C for 48h ，pH8.0，in 0.05M Tris-HCl 

buff，巴rcontaining 0.05% sodium azide 

② dige自 withPapain(2.38 Unit/ml substrates) at 30
0

C for 48h ，pH7.0，in 0.05M Tris冊 HClb臼ffer

containing O.OIM cystein，0.002M EDTA ，and 0.05% sodium azide 

③ heat at 80
0

C for 20 min. to inactivate the enzyme 

④ dialyze against distilled water over night at 4
0

C 

⑤ freeze-dry 

Fig.l Preparation and protease digestions of ovomucin，yolk membrane，and chalazae. 

Hen eggs of Rhode Island Red were collected within 24h after laying. The protease digests of ovomucin，yolk membrane，and 

chalazae of them were used for c巴11proliferation assay and nitric oxide genaration assay. 
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これらは、 TANIZAKIら14)の方法を基本として、図Iに

示す方法により処理した。

凍結乾燥したオボムチン、卵黄膜およびカラザは、蒸

留水に溶解し、 Bradford法7) によりタンパク濃度を測定

したo t共試前には、 0.2μmのフィルターでろ過滅菌し、

所定の濃度 (0.01，0.1，1，10，100μg!ml) に調製した。

マクロファージ活性化反応

細胞分化:各濃度のLPS刺激による免疫担当細胞の増殖

に対する効果を閤2に示した。 THP-lに対しては、 60μ

g!mlの高濃度でも、若干の増殖抑制が認められる程度で

あった。 LPSのJ774.1およびRAW264に対する効果は大

きく、濃度が0.4μg!ml以上のすべての区において、増

殖抑制効果が認められた。しかし、濃度による差は認め

られなかった。

各細胞のコントロールを比較するとTHP-lは、 J774.1

やRAW264に比べて供試細胞数が多い。これはJ774.1や

RAW264が接着系細胞、 THP-lが浮遊系細胞のためであ

る。 J774.1のコントロールにおいて5日目の細拍数が減

少しているが、 5日目の計測で、死細胞が約4割に達して

おり、死細胞まで含めると3日目と伺程度の細胞数であ

結果および考察

に調製し、各ウェルの培養上清と置換した。その後、所

定の時間 (THP-l:lム3ム7日、 J774.1とRAW264 : 1，2，3，5 

日)、 5'1らCO，、 37
0

C下で培養し、細胞数の澱定と細胞形

態の観察をおこない、本評価法に適した細胞の種類、

LPS濃度、培養持簡を決定した。細胞数は、細胞懸濁液

をト 1)パンブルーにより染色後、ヘモサイトメーターで

計測し、 3ウェルの平均値を生細抱数とした。細胞の形

態変化は、位相差1:i'tl立顕微鏡 (NikonTE200) により経

時的に観察した。

細胞傷害作用:組組分化の項と同様の方法で、細抱調製

と培養をおこなった。 NOの産生量は、上清中のNO，ーを

指標とし、本評価法に適した細胞の稜類、細胞密度、

LPS濃度、培養時簡を決定した。各条件は、最初にlμ

g/mlのLPSで、細胞を刺激し、細胞密度 (2X105，1 X 106個

!m]) と培養時間 (8，16， 24， 32， 40時間)を検討し、その

結果得られた培養時間で、 LPS濃度 (0.01，0.1，1， 10μ 

g!m!) と細胞密度 (4X104， 2X 105， 1 X 106個1m!) を検討

した。 N02 は、培養上清を96ウェルのアッセイプレー

トに移し、 Griess反応に基づく吸光度法3)により測定し

た。

鶏卵由来成分の調製

ロードアイランドレッド種の産卵後24時間以内の鶏卵

オボムチン、卵黄膜、およびカラザを調製した。から、
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Fig.2 Effects of some concentration of LPS on the proliferation of THP-l (a，b)，J774.1 (c) ，and RAW264 (d) ceIls. 

The ceIls were incubated with some concentration of LPS，or without LPS in th巴 RPMI1640medium containing 5% heat-

inactivated FBS. Living cells w巴remeasured at indicated tim巴，anddata r巴presentmeans of triplicate or duplicate wells. 

incubation tim巴(days)
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Fig.3 Effects of LPS on the morphology of J774.1 cel1s. 

The cel1s wer巴incubatedwith 4μg/ml of LPS (a)，or without LPS (b) in the RPMI1640 medium containing 5% heat-inactivated 

FBS. The morphology was obsereved und巴ra phase-diff，巴r巴nc巴microscop巴andphotographed (X 200) after 3 days incubation. 
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Fig.4 Effects of LPS on the generation of nitric oxide from J774.1 (a) and RAW264 
(b) cel1s incubated for various lengths of time. 

The cel1s，wich density were 1 X lO'cel1s/ml(口，園)and2 X 10'cells/ml(ム，....)w巴re

incubated with 1μg/ml(踊，....)of LPS，or without(口，ム)LPS in the RPMI1640 
medium containing 5% heat-inactivat巴dFBS for 0，8，16，24，32，40hr. NO， in the 

supernatants were measured at indicated time by using Gri巴ssreaction and data 
represent means of triplicate w巴1Is.
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Fig.5 Effects of some concentration of LPS on the generation of nitric oxide 

by RA W264 cells. 

Th巴 cells，wichdensity were 1 X 106cells/ml(B) ， 2 X lO'cells/ml(企)，and 4X 

104cel1s/ml(企)w巴reincubated with 0.01 ，0.1ム10μg/mlof LPS and without 

LPS in the RPMI1640 medium containing 5% heat回 inactivatedFBS for 24hr. 

N02 in th巴 supernatantswere measured at indicated periods by using Griess 

reaction and data r巴presentmeans of triplicate wel1s. 
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Fig.6 Effects of some concentration of ingredi巴ntsderived from chick巴neggs 

on the generation of nitric oxid巴byRA W264 cel1s. 

The cel1s (1 X lO'cel1s/ml) were incubated with 0.01，0.1，1，1 O，and 100μg/mlof 

ingr巴dientsderived from chicken eggs，1μg/ml of LPS for positive control，and 

without reagent for negative control in th巴RPMI1640medium containing 5% 

heat-inactivated FBS for 24hr. NO， -in the supernatants w巴remeasured by 

using Griess reaction and data represent of triplicate wells. 
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った。 5日目に死緬抱割合が高いのは、J774.1が接着系

細胞であるため、過密度になったためと考えられた。一

方、同じ接着系細胞であるRAW264に細胞数の減少がな

かったのは、細胞密度がJ774.1に比べて抵かったためと

考えられた。 THP-lについては、浮遊系細胞であるため

3日目以後も増殖が認められた。

LPS刺激によるJ774.1の形態変化に対する効果を図3の

位相差顕微鏡写真に示した。 LPS刺激により、 24時間以

内に細胞形態の変化が認められた。細胞形態は、球状か

らアメーパー状になり、大型化し、輪郭が不明瞭になっ

た(a)。一方、 LPS刺激がない場合は、輪郭が明瞭で、活

発な増殖を繰り返し、細胞形態も球状のままであった

(b)。
マクロファージは、活性化マクロファージに分化する

と、増殖が抑制され、大型化するなどの形態変化をおこ

す6)，14) 0 本研究では、J774.1およびRAW264において、

細胞増殖抑制および形態変化が認められ、活性化マクロ

ファージに分化誘導されていることが確認されたが、

THP-lについては確認されなかった。したカfって、細脆

分化を指標とする評価には、J774.1やRAW264を用いる

ことが適当と考えられた。また、培養時聞は、コントロ

ールの細胞増殖曲線および評価に要する時間を考慮して、

3日間が適当と考えられた。 LPS濃度は0.4f1 g/ml以上あ

れば、ポジテイブコントロールとして利用できると考え

られた。

細胞傷害作用:縮鞄分化の結果から、 NO産生量につい

ては、 J774.1およびRAW264を検討対象とした。 LPS刺

激によるJ774.1およびRAW264のNO産生と培養時間の関

係を罰4に示した。J774.1およびRAW264ともLPS刺激に

より NOの産生最の増加が認められた。その産生量は、

RAW264がJ774.1より多かった。また、その産生量は培

養時間が長くなるにつれ増加し、 24時間で最大となった0

24時間以降の減少は、 NO産生量の指標として用いた

NO，が酸化されN03 に変化したことが要因のーっと考

えられた。したがって、 NO産生量の評価は、その産生

量の多いRAW264を1X 106個Iml程度用いて、 24時間培

養で実施することが適当と考えられた。

次にRAW264のNO産生における各濃度のLPS刺激効果

を図5に示した。細胞密度が1X 106個Imlの区において、

LPS濃度が0.1μ g/mlからNOj室生の増加がみられ、lμ g/ml

で最大となり、それ以上の濃度でほぼ一定であった。し

たがって、ポジテイブコントロールとしてLPSを用いる

場合、その濃度は、 1μ g/mlが適当と考えられた。

LPSによるマクロファージ活f生イ七は、 1~10ng/mlの低

濃度LPSでは、血清中のLPS結合蛋白 (LBP)との複合

体が、マクロファージ上のCD14に結合して、細胞内に

シグナルが伝達されることにより開始される O 一方、

0.1 ~1μ g/mlの高濃度LPSで、は、 CD14に依存せずにシグ
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ナルを伝達している可能性が報告されている8)，11)。本

評価法の検出限界は、 LPSで0.1μ g/ml相当と考えられ、

その濃度からCD14非依存性のシグナル伝達系の関与が

示唆された。

水溶液中でのNOは、半減期が0.1から5秒と非常に短

いため1)、直接澱定することは困難である O そのため

NO産生量は、生体内での最終酸化物の一つであるNO，ー

をもって推定することが一般的である3)。本研究では、

鈎易な評価法という視点から、一般的な方法を用いたが、

検出精度の向上を意図する場合、もう一つの最終酸化物

であるN03 をNO，に還元して測定することが必要と考

えられた。

マクロファージ活性化反応の細胞分化と綿胞傷害作用

による評価法を比較した場合、細飽傷害作用による評価

は、組飽分化による評価に比べて、評価所要時聞が短く、

簡易で多検体処理が可能であった。そこで、鶏卵由来成

分の免疫賦活機能は、 NO産生最を指標とする細胞傷害

作用を用いて評価した。

鶏卵由来成分の免疫賦活機能

プロテアーゼ処理した各濃度の鶏卵由来成分の刺激に

対するRAW264のNO産生効果を図61こ示した。鶏卵由来

成分の濃度が10μ g/mlまでは、 NO産生に増加はみられ

なかったが、 100μ g/mlで、はlμ g/mlのLPSを凌ぐ効果が

認められ、免疫賦活機能が確認された。鶏卵由来成分の

比較では、ややカラザが高い傾向があった。また、 11臨
の鶏卵から得られたオボムチン、カラザおよび卵黄膜の

重量は、それぞれ、 12.3、6.0および、8.1mgとオボムチン

の収量が最も多かったが、その調製には卵黄膜やカラザ

より時間と手順を必要とした。

オボムチン、カラザおよび卵黄膜に共通して存夜する硫

酸化糖鎖は、ペプチド鎖に0-グ1)コシド型で結合して

おり、 N-アセチルガラクトサミン、ガラクトース、硫

酸基等から成っている典型的なムチン型糖鎖であ

る5)，14)。ムチン型糖鎖は、生体防御機能をはじめとし

て、様々な生体調節機能が報告されている 16)。しかし、

これらの鶏卵由来成分が免疫賦活機能を得るためには、

非特異的に作用するプロナーゼEなどのタンパク消化酵

素処理が必要で、あり 14)、その処理に長時間を要してい

る。今後は、鶏卵由来成分の謂製法について、より簡略

化を検討する必要があると考えられた。

オボムチンは卵白中の分布にかたよりがあり、濃摩卵

白には水様卵白の 4倍ものオボムチンが含まれており、

フレキシブルな繊維状を呈し濃厚卵白の維持に貢献して

いる2)。この濃厚卵白の高さは、鶏卵品質に関して求

められる形質の 1つであり、育種改良が可能で、ある 15)。

北海道立畜産試験場においては、濃厚卵白の高さについ

て高低2方向に選抜を繰り返し、濃厚卵白高の高い系統
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と低い系統を維持している。これらの系統聞で、鶏卵 l

個あたりのオボムチン含量に差があることが考えられ、

免疫賦活機能の品種潤差検討への利用が期待される。

本研究で検討された評価法は、 invitroのものである

が、免疫賦活機能における差異の一次的なスクリーニン

グに用いることが可能でLあると考えられる。
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鶏卵由来成分の免疫賦活機能評価法

Assay using Macrophages for Immune Response Stimulating Activity of 

Ingredients derived from Chicken Eggs 
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Simpl巴 assaysfor immune response stimulating activity were considered by analyzing proliferation and 

cytotoxicity of cultured macrophag巴sthat were activated by lipopolysaccharide (LPS). The assay was applied to 

estimate activity of ingredients derived from chicken eggs. J774.1， RA W264， and THP-l were used for the 

assays. Cell prolifl巴rationwas evaluated according to increases in the number of c巴llsand morphology. 

Cytotoxicity was巴valuatedby gen巴rationof nitric oxide. 

Results showed that 1774.1 and RA羽T264stopped cell growth and induced morphological diff，巴rentiationto 

activated田 macrophages.For the cell proliferation assay， it was necessary to culture 1774.1 or RA W264 for 3 d 

and to use 0.4μ g/ml of LPS or more as a positive control. For the cytotoxicity assay， it was required to culture 

RA W264 (1 X 106 cells/ml) for 24 h and to use 1μg Iml of LPS as a positiv巴 control.Then， the cytotoxicity assay 

for immune r巴sponsestimulating activity was applied to estimate activity of ingredients derived from chicken 

eggs. It was identified that protease“digest巴dovomucin， yolk membrane， and chalazae increase generation of 

nitric oxide. 

This assay can be used for primary scr巴eningof immune response stimulating activity. 

Key word : macrophage， immune response stimulating activity， chick巴negg， cell proliferation， nitric oxide 
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