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コラーゲンペプチド経口摂取による加齢モデルラットでの

コラーゲン組織形成促進効果

伊藤良_*杉谷政則，稲垣宏之，瀬戸口裕子，内田裕子，伊藤建比古

森永製菓株式会社ヘルスケア事業部

Effect of Orally Administered Collagen Peptide on Granulation Tissue 

Collagen Content in an Aged Rat Model 

( 22 ) 

Ryouichi Ito*， Masanori Sugitani， Hiroyuki Inagaki， Yuko Setoguchi， Hiroko Uchida and Tatsuhiko Ito 

Health Car巴 Division，Morinaga & Co.， Ltd.， 2-1-16 Sachiura， Sakae-ku， Yokohama， Kanagawa 236-0003 

Collagen synthesis d巴clineswith aging. Low protein diet fed rats can be us巴das a model for aged rats. In the 

present experiments， we evaluated th巴collagencontent of granulation tissue after oral administration of collag巴n

peptide in aged rats. After administration of 0.2， 1.0 or 5.0 g X kg-1 body weight collagen peptide for 1 week， weight 

and hydroxyproline (HYP) content of the granulation tissue were increased in a dos巴 dep巴ndentmanner. To dir巴ctly

investigate the collagen content of granulation tissue， collagen was stained with Sirius red/Fast green. Histological 

analysis clarifi巴dthat 1.0 gX kg-1 body weight of collag巴npeptid巴mcreas巴dcollagen fiber content in the granulation 

tissue. Furthermore， we compared th巴effectsof s巴veralfood田derivedpeptides or protein on collagen content. All 

peptides and protein (1.0 g X kg-1 body weight) increased weight and HYP content of granulation tissue in aged rats. 

Interestingly， orally administrated collagen peptide was the most effective in increasing weight and HYP content of 

granulation tissu巴 Theseresults indicated that oral administration of collagen p巴ptideis effectiv巴 forincreasing 

collagen content in an aged rat model. CReceived Dec. 19， 2012 ; Accepted Feb. 27， 2013) 

Keywords : collagen peptide， granulation tissue formation， hydroxyproline， aged rat model 
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コラーゲンは体全体のタンパク質の約 1/3を占めてお

り，重要な機能を有するタンパク質である. しかしコラー

ゲンの代謝は，加齢により皮膚や肺で大幅に低下すること

が報告されているそ Deylらはタンパク摂取量を制限した

ラットの皮膚コラーゲン線維で主要な構成成分である

TypeI. IIIコラーゲンの変化を検討している. この結果，

低タンパク栄養負荷による Type1コラーゲンのターン

オーバー低下から加齢に類似したモデル動物として報告し

ているぞこの加齢モデル動物は皮下にホルマリンを染み

込ませた液紙を埋め込み肉芽形成を誘導するホルマリン減

紙法 (Formalin-Filterpaper Method :以下 FFP)と組み合

わせ，コラーゲン合成が低下した状態での合成促進能を評

価する方法として一般的に用いられている. Metoriらは

この加齢モデル動物を用いて 種々の植物拍出物のコラー

ゲン合成能への作用を評価しているト5)

イトカインの産生抑制作用可動物またはヒトにおける経口

投与試験による骨粗軽症改善作用，変形性関節症改善作

用制:皮膚水分含量と弾力性の改善作用削など多岐にわた

り報告されているが，加齢に類似した栄養状態においてコ

ラーゲンペプチドの経口摂取が肉芽組織のコラーゲン形成

に有効であることを示した報告は見当たらない.

そこで，今回我々は実験評価系として前述の評価法を応

用し，コラーゲンペプチドの経口投与がコラーゲン組織の

形成に及ぼす影響を濃度依存的に検討したコラーゲン形

成量は肉芽組織の湿重量およびヒドロキシプロリン

(Hydroxyproline以下 HYP)定量分析に加え，新たに構築

した評価法としてコラーゲン線維を特異的に染色するシリ

ウスレッド染色と画像デジタル処理を組み合わせてコラー

ゲン線維の密度，コラーゲン線維量についても組織学的な

評価を試みた さらに，経口摂取したペプチド，タンパク

の違いによるコラーゲン形成量への影響を明らかにするた

め，コラーゲンペプチドと食品由来ペプチド，乳タンパク

の組織コラーゲン量増加に及ぼす作用についても比較検討

を行った目

コラーゲンペプチドの機能性については，線維芽細胞の

走化誘導作用6) 動物実験による 1L-6，TNF-αなど炎症性サ

干236-0003神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-1-16
牟連絡先 (Correspondingauthor)， r-ito-ih@morinaga.co.jp 
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実験方法

1. 実験動物および飼育条件

6週齢(平均体重約 120g)の Wistar系雄性ラット(日本

エスエルシー)を 110匹用いた飼育環境は室温 24土2
0

C，

湿度 50士10%，12 時間の明暗サイクル環境(明期 7 目 OO~

19: 00，暗期 19 ・ 00~7: 00)とした飼育方法は床網を用

いた個別ケージ(日本クレアクリーン 200:幅 27.6cmx奥

行 44.5cmx高さ 20.4cm)での単独飼育とした.飼育期間

中は低タンパク飼料および水道水を自由に与えた.なお，

動物を用いた本研究は， ["森永製菓の動物実験等に関する

規程jを遵守し森永製菓動物実験委員会承認のもと実施

した.

2. 実験用飼料

精製飼料 AIN93Gを基礎飼料としミルクカゼインを 20.0

%から 7.0%，コーンスターチを 39.7%から 52.9%に変更

したタンパク含量約 6%の低タンパク飼料はオリエンタル

酵母工業株式会社にて作製した飼料組成を表 lに示す.

3. 投与方法および試験試料

試験試料の投与は胃ゾンデを用いて 5mL/kg体重の容

量で FFP処置から解剖前日まで 7日関連日，明期開始の 2

時間~5 時間後にあたる 9: 00から 12:00の聞に行った

試験試料はコラーゲンペプチド(豚皮由来:平均分子量

2000-3000，タンパク含量 92%にカゼインペプチド(平均

分子量 1000，タンパク含量 87%・)，大豆ペプチド(平均

分子量 2000-10000，タンパク含量 78%)，乳タンパク(タ

ンパク含量 78%) を用いた.各試料は投与直前に調整し 3

時間以内に投与した.

4. 加齢モデルラットにおけるホルマリン漕紙埋め込み

処置

加齢モデルラットは Liらの方法る)に従い，低タンパク飼

料を 3週間与えることで作出した. FFPによる肉芽組織

の形成促進は田中らの方法llJに準じて若干の改変を加え

た皮下埋め込みi慮紙(東洋溶岩氏 No.126)は直径7mm重

量 8mgの円形に裁断し， 7%ホルマリンを 20μL染み込ま

せた エーテル麻酔下で背部をバリカンにて剃毛したラッ

トの左右肩甲骨下端から 5mm後肢側の 2ヶ所および更に

後肢側に進んだ仙骨を挟む左右それぞれ lヶ所，計4箇所

の皮下にi慮紙を埋め込んだ.

5. 動物実験デザイン

(1)肉芽組織形成とコラーゲンペプチド濃度依存性の

検討

FFP処置後，解剖前日までの 7日間連日，コラーゲンペ

プチド投与量 0.2g/kg体重 (n=10，以下低用量群)， 1.0 

g/kg体重 (n=lO， 以下中用量群)， 5.0 g/kg体重 (n=lO，

以下高用量群)でコラーゲンペプチド水溶液，または，水

(n=lO， 以下対照群)を経口投与した 最終投与翌日，ホ

ルマリン漉紙周辺の肉芽組織を摘出し，肉芽組織の湿重量

表 1 飼育飼料の組成

(%) 低タンパク飼料 AIN93G 

ミlレクカゼ、イン 7.0 20.0 

コーンスターチ 52.9486 39.7486 

αコーンスターチ 13.2 13.2 

グラニュー糖 10.0 10.0 

大立油 7.0 7.0 

セルロースパウダー 5.0 5.0 

混合ビタミン l.0 l.0 

混合ミネラル 3.5 3.5 

Lーシスチン 0.1 0.3 

重酒石酸コリン 0.25 0.25 

第三ブチルヒドロキノン 0.0014 0.0014 

合計 100.0 100.0 

測定を行ったのち HYP量の分析に供した

(2) コラーゲンペプチド摂取による肉芽形成の組織学的

検討

FFP処置後，解剖前日までの 7日間連日，コラーゲンペ

プチド投与量 1.0g/kg体重 (nニ 10，以下コラーゲンペプ

チド群)または，水 (n=lO， 以下対照群)を投与した 左

半身の皮下に埋め込んだホルマリンj慮紙周辺の肉芽組織は

湿重量の測定を行い，右半身の肉芽組織は組織標本作製に

供した.

(3)摂取タンパク源の違いによる組織コラーゲン量への

影響

FFP処置後，解剖前日までの 7日関連日，タンパク量が

1.0g/kg体重となるコラーゲンペプチド (n=10，以下コラー

ゲンペプチド群)，カゼインペプチド (η=10，以下カゼイン

ペプチド群)，大豆ペプチド (n=lO， 以下大豆ペプチド群)， 

乳タンパク (n=10，以下乳タンパク群)または，水 (n=

10，以下対照群)を各群へ投与した 最終投与翌日，ホル

マリンj慮、紙周辺の肉芽組織を摘出し，湿重量を測定した.

その後真空チャンパー内で肉芽組織中の水分を除去し水

分除去前後に測定した重量から水分合有率を算出した重

量の測定を終えた肉芽組織は HYP量の分析に供した

6. HYPの定量

肉芽組織中のコラーゲン量を評価するため，コラーゲン

に特徴的なアミノ酸である日YPを測定した.重量測定

後，分析まで 80
0

Cで凍結保存した肉芽組織に， 6mLの

3N塩酸を加え， 110
0

Cで 24時間加水分解した 加水分解

液は減圧濃縮し O.lN塩酸で溶解した溶液を分析に供し

た.アミノ酸の分析は HPLC(島津製作所:LC-lOAD)に

よるプレカラム誘導体化法を用いて行い，カラム

(Agilent : ZORBAX Eclipse AAA 4.6 X 150 mm粒子径 5

μm)により分離した後，高感度蛍光検出器 (Waters目 2475

マルチ Aフルオレッセンスデイテクター)で検出(検出波

長 1，Ex=340nm， Em=450nm，検出波長 2，Ex=266nm， 

Em=305nm) した.
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200 ロ対照群
180 ロ低用量群 0.2g/kg * 

3E 160 -中用量群1.0g/kg 
140 -高用量群 5.0g/kg

100 

80 ~ 本
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40 

20 。
肩甲骨両側 仙骨両側 合計

図 I 肉芽組織の湿重量

エラーパーは標準誤差(各群 η=10).

対照群と各群の聞に統計学的有意差を示す (*=ρ<0.05)。
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図 2 肉芽組織中の HYP量

エラーパーは標準誤差(各群 n=lO)

7. 組織染色

組織染色用肉芽組織は，皮下に埋め込んだ液紙を肉芽組

織およびその周囲の皮膚とともに約 20mm四方の大きさ

に切りだし肉芽組織の厚さが一様に評価できるようス

テープラーを用いて皮膚の張りを均等に液紙へ貼り付け

た.その後，頭側に目印を入れ 10%中性緩衝ホルマ リン

で 24時間以上固定した切り出しは画像解析による比較

検討を行うことを念頭に行い 液紙の中心を通る水平面の

切片が得られるよう頭側の目印を基準に切り出した.その

際，肉芽組織の面積にプラス誤差が生じるのを避けるため，

必ず90度の角度で切り出したまた画像解析による比較

を行うため，すべてのサンプルを同じ染色駕龍で同時に染

色し色調を揃えたこれら染色に関しては株式会社バイ

オ病理研究所に依頼し，シリウスレッド染色標本，ヘマト

キシリン・エオジン染色(以後 HE染色)標本を連続切片

で作製した

8. 画像解析

シリウスレッド染色標本を顕微鏡(オ リンパス株式会

社:BX51)でデジタル撮影し画像解析には ImageJ(NIH : 

ImageJ ver. l.46) を用いた.コラーゲン線維はシリウス

レッド染色で赤色に染まるため Thresholdcolor RBGで主

に赤色が選択されるよう設定値を決定し，肉芽組織中で選

択される画素をコラーゲン線維と定義した また主観を排

除するため，コラーゲン線維が均一で、周辺組織との境界が

明瞭なホルマリン漉紙と皮膚筋層の間にある肉芽組織を画

像解析に用いた.肉芽組織の評価には肉芽組織の量，コ

ラーゲン線維の量，コラーゲン線維の密度を画素で表した

肉芽組織の量は肉芽組織全体の面積を長さで、割った画素数

とした以下に算出式を示す.

肉芽組織の量=

肉芽組織面積(画素数)

÷ホルマ リンj慮、紙の横幅 (画素数)

コラーゲン線維の密度=

(コラーゲン線維面積 (画素数)

÷肉芽組織面積(画素数)) x 100 
コラーゲン線維の量=

コラーゲン線維面積(画素数)

÷ホルマリンj慮紙の横幅(画素数)

9. 統計解析

全ての実験結果は平均値±標準誤差で示した 統計的な
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図 3 シリウスレッド染色による組織画像解析

A，肉芽組織量;8，コラーゲン線維密度;C，コラーゲン線維量

エラーパーは標準誤差(各群 n=lO).

2群聞の統計学的有意差を示す (*=ρ<0.05)

有意差検定は， 2群聞の平均値の差をスチューデントの t検

定で比較した多群聞の比較には対照群に対する Dunnett

の多重比較を行った 統計解析は SPSS(日本IBM: SPSS 

ver. 13.0 J) を用いて行い，有意水準を 5%とした

実験結果

1. 肉芽組織形成とコラーゲンペプチド濃度依存性の検討

肉芽組織の湿重量について，肩甲骨両側の合計，仙骨両

側の合計，すべての合算値を図 1に示す 肩甲骨の肉芽組

織湿重量は中用量群で有意な増加 (p<O.Ol)がみられた

また，仙骨両側の肉芽組織湿重量については高用量群およ

び中用量群で増加傾向が認められたが有意差は得られな

かった.合算した重量では中用量群と高用量群において有

意な増加 (p<0.05) を確認した.次に肉芽組織中の HYP

量について分析結果を図2に示す.肉芽組織中に含まれる

HYP量は肉芽組織湿重量に比例した傾向 (R=0.837)が認

められた.摂食量および体重に関して各群に差はなかっ

Tこ.

2， コラーゲンペプチド摂取による肉芽形成の組織学的

検討

濃度依存性の実験結果から組織学的検討はコラーゲンペ

プチド1.0g/kg体重投与で行うこととした組織学的評

価を行うに当たり肉芽組織湿重量の左右差について予備検

討を行った.左右の肉芽組織重量について相闘があるか，

相関係数を算出した結果，左右の肩甲骨肉芽組織は R=

0.725，左右の仙骨両側肉芽組織は R=0.30lであったそ

こで左右肉芽組織の相闘が高い肩甲骨周辺の肉芽組織につ

いて組織染色を行うこととした

左半身の皮下に埋め込んだホルマリンj慮、紙周辺の肉芽組

織湿重量を測定した結果，コラーゲンペプチド群で有意な

増加を認め，濃度依存性実験の再現性を得たそこで予備

検討より肩甲骨右側の組織のみ染色と画像解析を行った.

画像解析に先立ち HE染色による組織観察を行った結果，

ホルマリンj慮紙周辺は薄い l枚の線維素膜で覆われてお

り，その外側を囲むように肉芽組織の生成が観察された.

肉芽組織中のコラーゲン線維を画像解析するためシリウス

レッド染色を行い，その肉芽組織に含まれるコラーゲン線

維の画像解析を行ったコラーゲン線維の画像解析はデジ

タル処理により肉芽組織の量， コラーゲン線維の密度， コ

ラーゲン線維の量を求めた(図 3A-C).画像解析の結果，

肉芽組織量(図 3A)およびコラーゲン繊維の密度(図 3B)

に関して有意差はないものの増加傾向が示唆され，コラー

ゲン繊維の量は有意な増加 (p<0.05)を示した(図 3C).

コラーゲン量が各群で平均値に最も近い個体の組織画像を

図4に示す.
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図 4 シリウスレッド染色によるホルマリン濃紙埋め込み部位のコラーゲン組織像

表 2 体重，摂食量，飼料および投与から摂取したタンパク量

(g) 対照群 コラーゲンペプチド カゼインペプチド 大豆ペプチド 乳タンパク

223. 9:t3. 5 

516.9土9.9

体重

摂食量

飼料からの摂取タンパク量

投与からの摂取タンパク量

227.l:t4.3 

530.7:t8.6 

33 .4:t0. 5 

0.0:t0.0 

平均値±標準誤差を示す (各群 nニ 10). 

226. 9:t3.4 

511.9:tll.6 

32. 3:t0. 7 

l.5:t0.0 

3. 摂取タンパク源の遣いによる組織コラーゲン量への

影響

体重，摂食量，飼料から摂取したタンパク量，投与物か

ら摂取したタンパク量を表2に示す 摂食量は各群とも同

等であり，そのため飼料から摂取したタンパク量に差はな

かったさらに，投与物から摂取したタンパク量も差は認

められなかった.体重に関しでも各群に差は認められな

かった肉芽組織の湿重量について肩甲骨両側の合計， 仙

骨両側の合計，またすべてを合算した値を図 5に示す.対

照群と比較しタンパク源を投与したすべての群で¥肉芽

組織湿重量の増加が認められた.特に肩甲骨の肉芽組織湿

重量はコラーゲンペプチドおよびカゼインペプチド投与群

で有意な上昇 (p<0.05)がみられた仙骨両側の肉芽組織

湿重量も同様の傾向を示し どのタンパク源も肩甲骨の肉

芽組織と 同じく湿重量の増加傾向が示されたが，有意差は

コラーゲンペプチド投与群のみ (p<0.05)認められた.こ

れらを合算した肉芽組織湿重量ではコラーゲンペプチドの

み有意な上昇 (p<0.05)がみられた カゼインペプチド，

大豆ペプチドおよび乳タンパクは増加が認められたが有意

差は得られなかった 肉芽組織中の水分含有率を算出した

結果，コントロール群 77.8::1:2.6%.コラーゲンペプチド群

75.0::1: 6.7 %.カゼインペプチド群 77.9::1:5.3%. 大豆ペプチ

ド群 75.5::1:3.2 %.乳タンパク群 77.3::1:3.8%であり，統計解

析から水分含有率に差がないことが明らかとなった肉芽

226.7:t2.8 

514.7土7.0

32 .4:t0.4 

l.5土0.0

225.5:t3.5 

506.8士6.9

31.9士0.4

1.5:t0.0 

32.6土0.6

l.5士0.0

組織中に含まれる HYP量については肉芽組織湿重量と同

様の傾向を示し (図 6).コラーゲンペプチド投与による

HYP量増加が有意差 (ρ<0.05) をもって示されたカゼ

インペプチド群では肩甲骨両側で有意な上昇を示したが，

一方で、仙骨両側において有意差は認められず. HYP量の

合算値でも有意差は得られなかった大豆ペプチド，乳タ

ンパクについては増加が示されるも，肩甲骨両側， 仙骨両

側，それら合算値のすべてで有意差は認められなかった.

考察

コラーゲン繊維は皮膚，健，骨，血管，その他各臓器に

広く分布する細胞外基質で，臓器を形作ることや機能を上

げるなどの役割を果たしている. しかし生体内のコラーゲ

ンは加齢による新陳代謝の衰えからターンオーバーが低下

し，肺，皮膚組織などで減少することが知られている1) 美

容という観点からみるとコラーゲンは皮膚の約 70% を構

成しており，表皮，真皮，皮下組織の 3層のうち真皮層で

皮膚に張りをあたえている，このコラーゲンが加齢によっ

て減少すると皮膚のたるみやしわの原因となる.こうした

加齢によるコラーゲン減少を抑えるには栄養素等の摂取で

生体内でのコラーゲン合成を高めるか，分解を抑制するこ

とが考えられる 現在では構成成分であるコラーゲンやそ

の分解物の摂取が，組織中にあるコラーゲンの成分補給や

合成を高めることを期待して広く摂取されているが，作用
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に関して議論も多い.ただ反転腸管を用いた吸収実験では

アミノ酸に加えペプチドも腸管を通過していることが確認

されている.さらに Raoらは放射性標識プロリンをラ ッ

トに経口投与する実験により 投与された標識プロリンが

皮膚，肺，軟骨組織などのコラーゲン線維に多くとりこま

れ利用されていることを示唆している lト 13) これらの報告

はコラーゲンおよびその分解物が吸収代謝され，皮膚など

のコラーゲン合成に有効に利用されていることを示してい

る.また西本らはゼラチンおよびコラーゲンペプチドを経

口投与したラットにおいて皮膚ヒドロキシプロリン量を比

較しコラーゲンペプチドの投与のみ皮膚ヒドロキシプロ

リン量が有意に増加したと報告している 14)

今回我々は，低タンパク栄養によりコラーゲン代謝が低

下した加齢モデルラットにおいても，コラーゲンペプチド

の経口摂取が肉芽組織のコラーゲン合成を高める可能性が

あると考え検討したコラーゲンペプチド投与量と肉芽組

織湿重量の合算値に着目すると 低用量群では有意差は得

られなかったものの対照群に対し1.18倍の増加が認めら

れた.中用量群と高用量群では両群とも対照群に対し1.38

倍に増加し有意な湿重量の増加が認められ，低用量群か

ら中用量群にかけて投与濃度依存性がみられた しかし一

方で高用量群においては中用量群と同等の効果しか見られ

す¥コラーゲンペプチドの投与量 1.0g/kg体重と 5.0g/kg

体重の問に飽和に達する用量があることが示唆された.

HYP量は肉芽組織湿重量の増加と正の相聞を示しており ，

コラーゲンペプチドの投与によりコラーゲン含量が濃度依

存的に増加したものと考えられた. これらのことからコ

ラーゲンペプチドを加齢モデルラットに経口投与すること

で FFP処置による肉芽組織形成を促進させる作用がある

と考えられた.

次に肉芽組織重量の増加がみられた 1.0g/kg体重のコ

ラーゲンペプチド投与による影響を組織学的に検討した

新たな評価法として，客観的評価とするため画像解析によ

る数値化を試みた.結果，画像解析によ る肉芽組織の量お

よびコラーゲン繊維の密度については上昇が示唆され， コ

ラーゲン繊維の量については有意差を持って増加が示され

た.これらはコラーゲンペプチド投与によって肉芽組織全

体が大きくなり，かっ組織中のコラーゲン繊維の密度が上
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昇したことで，コラーゲン繊維の量が増加したものと考え

られたまた肉眼による観察結果でも，コラーゲンペプチ

ド投与によるコラーゲン線維の増加が，客観的指標である

画像解析と相関して観察された以上の結呆より，加齢モ

デルラットにコラーゲンペプチドを経口投与することで，

コラーゲンの形成促進作用が組織画像の数値化によって示

され，従来の HYP量の定量といった部分的な検討だけで

なく，コラーゲン繊維として増加していることが組織の染

色標本からも明らかとなった

栄養学的な面から見ると コラーゲンの構成アミノ酸は

グリシンカ宝50%，プロリンとヒドロキシプロリンカ{21%， 

アラニンが 11%となっており 必須アミノ酸に乏しい

そのためアミノ酸スコアの高い肉や魚のタンパク質と比べ

るとその有用性について疑問が残る.そこで，アミノ酸ス

コアの低いコラーゲンペプチドとアミノ酸スコアの高いカ

ゼインペプチド，大豆たんぱく 乳タンパクの肉芽組織に

対するコラーゲン増加効果について，同じく低タンパク飼

料を摂取させた加齢モデルラットを用いて比較検討した

その結果，コラーゲンペプチド群の肩甲骨両側，仙骨両側，

およびそれらの合算値で肉芽組織湿重量の有意な上昇がみ

られ，他のタンパク源と比較して最も高い値を示したま

た HYP量に関しでも同様の結果が示され，コラーゲンペ

プチド投与による HYP量の増加が有意差を持って示され

た.カゼインペプチド群は肩甲骨両側において肉芽組織湿

重量およびHYP量の有意な上昇がみられたが，仙骨両側

およびそれらの合算値では有意差は得られなかった.肩甲

骨の肉芽組織で有意な増加が認められながらも仙骨両側で

有意差が得られなかった要因として，仙骨両側の肉芽組織

が肩甲骨の肉芽組織と比べ皮下に脂肪組織が多いことが考

えられる.肉芽組織の一部に脂肪が取り込まれることで，

仙骨両側では平均値の標準誤差が肩甲骨両側に比べ大きく

なる傾向がみられ，肉芽組織の左右差についても仙骨両側

では肩甲骨両側よりも低い相関係数を示した そのため仙

骨両側では肩甲骨両側と比較して実験感度が低下している

と考えられた大豆ペプチド群と乳タンパク群については

対照群よりも増加傾向が示唆されたが，コラーゲンペプチ

ド群と比較すると上昇も少なく，肉芽組織の湿重量および

HYP量に有意な差は得られなかった肉芽組織湿重量の

増加が単に組織に含まれる水分含量によるものか否かを検

討するため，肉芽組織中の水分含有率を測定したその結

果，すべての群で対照群と比較し差がないことから，肉芽

組織湿重量の増加は水分含量の上昇ではないことを確認し

たこれら比較したタンパク源はすべて1.0g/kg体重の

タンパク投与量で揃えられており，実験期間中の摂取栄養

素が同等でもタンパク源の違いによってコラーゲン量に及

ぼす影響に差があることを示している.

以上のことから，コラーゲンペプチドの摂取は他のペプ

チド，タンパクと比べて加齢で低下したコラーゲン組織の

形成に有効に利用されると考えられた しかし今回我々が

示したデータは低タンパク栄養状態による加齢モデルラッ

トの肉芽組織形成であり，加齢におけるコラーゲンペプチ

ドの有効性検証の為には更なる検討が必要と考えられる.

要 約

低タンパク食の継続摂取により，コラーゲン合成が低下

し老化状態に類似したモデル動物が得られることが報告さ

れている.今回加齢モデル動物でのコラーゲンペプチドの

有効性を検討するために，タンパク含有率 6%の低タンパ

ク飼料を 3週間与えた Wistar系の雄ラットにホルマリン

櫨紙法により皮下肉芽組織形成を誘導し，コラーゲンペプ

チドの経口投与が肉芽組織コラーゲン量の増加に及ぼす影

響を検討した また，他の食品由来ペプチド，タンパクの

作用とも比較した次の結果が得られた

(1)低用量群O.2g/k体重，中用量群1.0g/kg体重，高用

量群 5.0g/kg体重のコラーゲンペプチドおよび対照群と

して水を 7日間経口投与したその結果，肉芽組織湿重量

の濃度依存的な増加がみられたまた肉芽組織中に含まれ

るHYP量は肉芽組織湿重量と正の相関(相関係数 0.837)

を示した

(2) コラーゲン線維を特異的に染色するシリウスレッド

染色により組織画像解析を行った.画像デジタル処理によ

り肉芽組織の量，コラーゲン線維の密度， コラーゲン線維

の量を求めたところ肉芽組織の量，コラーゲン線維の密度

はコラーゲンペプチド摂取によって増加傾向が見られ，同

じくコラーゲン線維の量に関しては有意に増加が認められ

た.

(3) コラーゲンペプチド，カゼインペプチド，大豆ペプ

チド，乳タンパクをタンパク濃度1.0g/kg体重となるよう

経口投与し対照群と比較したタンパク源投与群全ての群

で肉芽組織湿重量の増加が認められた特に，肩甲骨の肉

芽組織湿重量はコラーゲンペプチドおよびカゼ、インペプチ

ドで有意な上昇がみられた仙骨両側の肉芽組織湿重量も

肩甲骨の肉芽組織と同じくタンパク源投与群全ての群で湿

重量の増加傾向が示されたが有意差はコラーゲンペプチ

ドのみみられた 肉芽組織中の水分含率に差はみられな

かった 肉芽組織中に含まれる HYP量については肉芽組

織湿重量と同様の傾向を示し，コラーゲンペプチド摂取に

よる HYP量増加が有意差をもって確認されたその他の

タンパク源についても増加が示されたが，対照群と比較し

て有意な差ではなかった.

これらの結果より，加齢モデルラットにおけるコラーゲ

ンペプチドの経口投与は肉芽組織でコラーゲン量を濃度依

存的に増加することが示されたまた，ペプチド，タンパ

クの投与は種類に関わらず肉芽組織湿重量を増加させた

が，本実験において HYP量の増加とあわせて有意差が認

められたのはコラーゲンペプチドのみで，組織コラーゲン
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量の増加におけるコラーゲンペプチドの優位性が示唆され

た
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