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序　　　文

　研究成果シリーズは、農林水産省農林水産技術会議が研究機関に委託して推進した研究の成果を、総合的
かつ体系的にとりまとめ、研究機関及び行政機関等に報告することにより、今後の研究及び行政の効率的な
推進に資することを目的として刊行するものである。
　この第 529 集「農林水産資源を活用した新需要創出プロジェクト」は、農林水産省農林水産技術会議の委
託プロジェクト研究として、2011 年度から 2013 年度までの 3 年間にわたり、京都府公立大学法人京都府立
医科大学を中心に実施した研究成果をとりまとめたものである。
　今後、少子高齢化の一層の進行が見込まれる中、国内の農業・食料関連産業の市場規模の維持・拡大を図
るためには、農林水産物の機能性成分が有する疾病予防機能などを活用し、新たな需要を開拓していくこと
が重要となっている。
　本研究は、農林水産物が有する機能性成分の有効性や、生活習慣病の予防に効果的な、これらの農林水産
物の摂取方法等を科学的に明らかにすることにより、我が国の農林水産資源の新たな需要を創出することを
目的としたものである。
　この研究の成果は、今後の農林水産関係の研究開発及び行政を推進する上で有益な知見を与えるものと考
え、関係機関に供する次第である。
　最後に、本研究を担当し、推進された方々の労に対し、深く感謝の意を表する。

　2015 年 2 月

農林水産省農林水産技術会議事務局長　　　
西郷　正道　　
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研究機構野菜茶業研究所

（委託先）国立大学法人大阪大学
（委託先）国立大学法人九州大学
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（委託先）掛川市

　
２　メタボローム解析による機能性食物繊維の作

用機序解明とその臨床応用に向けた食品開発
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（委託先）松谷化学工業株式会社
（委託先）学校法人鶴岡学園北海道文教大学

３　ケルセチン・イソフラボンの生活習慣病予
防機能の科学的エビデンス強化と高含有農作
物の作出

　京都府公立大学法人京都府立医科大学
（委託先）国立大学法人北見工業大学・応用研究

センター
（委託先）地方独立行政法人北海道立総合研究機
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研究機構食品総合研究所
（委託先）北海道公立大学法人札幌医科大学
（委託先）ハウス食品株式会社
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（委託先）独立行政法人国立健康・栄養研究所
（委託先）学校法人鶴見大学歯学部・病理学講座
（委託先）国立大学法人岐阜大学・大学院医学系

研究科
（委託先）国立大学法人北海道大学大学院医学研

究科眼科学分野
（委託先）学校法人東京歯科大学眼科
（委託先）国立大学法人東京大学大学院農学生命

科学研究科
（委託先）国立大学法人東京大学総括プロジェク

ト機構

（委託先）国立大学法人徳島大学大学院 HBS 研
究部

（委託先）地方独立行政法人北海道立総合研究機
構北見農業試験場

（委託先）独立行政法人農業・食品産業技術総合
研究機構北海道農業研究センター

　
４　柑橘類果皮を利用した抗認知症機能性食品

の開発に向けた基盤技術の開発
　静岡県公立大学法人静岡県立大学
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独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構果
樹研究所
（委託先）国立大学法人弘前大学（院）
（委託先）地方独立行政法人青森県産業技術セン

ター八戸地域研究所
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７　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法の開発及び摂取条件等を普及するため
のモデル体制の構築（茶）
国立大学法人九州大学大学院農学研究院
（委託先）国立大学法人東北大学
（委託先）独立行政法人農業・食品産業技術総合

研究機構食品総合研究所
（委託先）静岡県掛川市

８　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法の開発及び摂取条件等を普及するため
のモデル体制の構築（タマネギ）
北海道公立大学法人札幌医科大学
（委託先）独立行政法人農業・食品産業技術総合

研究機構食品総合研究所
（委託先）京都府公立大学法人京都府立医科大学
（委託先）北海道有珠郡壮瞥町

Ⅳ　研究目的  
１　タンニン類に着目したリンゴ・茶の生体調

節作用の医学的検証と高含有品種育成など活
用に関する研究開発

　現代日本では、高齢化の進行や脂質の過剰摂取等
に伴い、生活習慣病等の拡大やそれに伴う国民生活
の質の低下、医療費の増加等が問題となっている
中、生活習慣病等の疾病の予防方法の一つとして、
近年明らかになりつつある農産物等の有する機能性
の活用が期待されている。リンゴにはプロシアニジ
ン類、茶にはストリクチニン類といったタンニン類
が含有され、今までに、動物試験などで、抗酸化作
用、コレステロール・中性脂肪低下、メラニン生成
抑制作用、育毛作用、抗アレルギー作用などが認め
られてきたが、成分の変動の検討やヒト試験による
検証などが不十分であった。そのため、リンゴ・茶
に含まれるタンニン類の生体調節機能に関して、機
能性成分の分析、その作用メカニズムの解析とヒト
レベルでの有効性の検証及び機能性成分を多く含む
農産物の開発を総合的に行ってリンゴ・茶に新たな
付加価値を付与し、消費者に提供するとともに、産
地の活性化をめざすことを目的とする。

２　メタボローム解析による機能性食物繊維の
作用機序解明とその臨床応用に向けた食品開発

（１）　海産食物繊維の定量法の確立
　海藻由来の機能性食物繊維の一つとして知られる
フコイダンの定量方法を確立するとともに、その含
有量の季節変化、褐藻の種類や藻体部位による差
異、種々の海藻食品中の含有量を明らかにする。

（２）　海藻由来機能性多糖の調製及び各種分析
　フコイダンの機能構造連関の理解のために、マ
コンブ F- フコイダンの基本糖鎖構造を明らかにす
る。また、フコイダンの機能性断片の調製や高次構
造の解析に使用可能なフコイダン分解酵素の取得を
試みる。更に、フコイダンの効率的生産の基礎とな
る、コンブ成長点組織、及び、細胞の培養法を確立
する。

（３）　食物繊維の機能性を評価するためのデータ
ベース作成
　シイタケ中に含まれている機能性を有した食物繊
維であるレンチナンの抗原性を利用して、抗原抗体
反応による簡便でより特異性の高い測定方法を開発
し、農水産物中の機能性食物繊維含有量のデータ
ベース化を構築することを目的としている。

（４）　生体調節機能及び機能性成分の安全性につい
て動物並びにヒトレベルでの解析
　我々は、これまでに、キノコ由来多糖類であるレ
ンチナンや、コンブ由来食物繊維フコイダンに関す
る研究を行ってきており、これらは、免疫系細胞や
腸管上皮細胞機能を制御できる食品因子であること
を明らかにしてきた。レンチナンは、キノコ類に含
有する β- グルカンと呼ばれるキノコ類特有の食物
繊維の一種であり、抗腫瘍活性や抗アレルギー活性
などが知られている。一方、フコイダンは、コンブ
やワカメ、モズクなど褐藻類の粘質物に多く含有す
る硫酸多糖の一種で、主として、L- フコース（多
糖体）により構成されている。本研究では、これら
の機能性食物繊維、あるいは、それらを含有するシ
イタケやコンブの継続摂取における安全性、更に
は、生活習慣病や炎症・アレルギー疾患に対し、こ
れらがどのような効果をもたらすかを、動物、ある
いは、ヒトレベルで明らかにすることを目的とし
た。具体的には、マウス実験において、高脂肪食摂
取肥満マウスモデルを用いて、コンブの抗肥満効果
を検討した。また、腸炎自然発症マウスモデルを用
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いて、コンブ、あるいは、フコイダンの腸炎軽減作
用についても検証した。ヒト試験に関しては、健常
者、あるいは、生活習慣病予備群（血圧高値、高血
糖、尿酸高値、血清脂質異常など）の被験者に、コ
ンブを一定期間摂取してもらい、その食品の安全性
と機能性を、一般生化学検査や本研究において構築
したメタボローム解析手法を用いて評価した。ま
た、アトピー性皮膚炎、あるいは、アレルギー性鼻
炎患者の方に、レンチナン高含有シイタケ、あるい
は、低含有シイタケを一定期間摂取してもらい、各
種症状の軽減につながるのか否かについて検討し
た。コンブやシイタケは、日本の食文化に大きく貢
献し、かつ、なじみの深い。このことから、ヒト臨
床試験を実施することにより、これらを摂取するこ
との有効性を見出すことができれば、基礎研究のヒ
トへの還元、そして、ヒトの日常生活への貢献とい
う観点からも、本研究の研究成果は、非常に意義深
いものであると考える。

（５）　機能性食物繊維の添加・摂取による代謝物網
羅的解析法の確立
　本研究プロジェクトでは、キノコ由来多糖類であ
るレンチナンや、コンブ由来食物繊維フコイダンの
機能性食物繊維の作用機序を解明し、ヒトレベルで
の安全性、更には、生活習慣病などに対し、どのよ
うな効果をもたらすかを明らかにすることを目的と
しており、そのために、従来の細胞生物学・分子生
物学的手法に加えて、これまでにはなかった評価法
である代謝物の網羅的解析（メタボローム解析）手
法が必要であると考えられる。そこで、本研究で
は、動物実験やヒト臨床試験において、レンチナン
やフコイダン、シイタケ、コンブの機能性や分子機
序を解明するために有用な、質量分析計を用いた代
謝物の網羅的解析法を確立することを目的とした。
　生体内低分子代謝物を網羅的に解析するメタボ
ローム解析技術が急速に進歩し、現在、生体情報を
低分子レベルまで捉えることが可能になりつつあ
り、マウス検体やヒト検体を用いた分子生物学研究
やヒト臨床研究への発展性が期待されている。そこ
で、本項目において、水溶性代謝物測定のためのガ
スクロマトグラフィー質量分析（GC/MS）、及び、
脂質分子種を測定対象とした超高速液体クロマトグ
ラフィー三連四重極型質量分析（UHPLC/MS/MS）
のマルチメタボローム解析プラットフォームを構築

し、構築した分析システムのマウス検体やヒト検体
への実用性を確認することで、構築したマルチメタ
ボローム解析プラットフォームの検証を行った。

（６）　海産食物繊維の機能性を評価する共培養系の
確立及び作用機序の解明
　コンブについては、「霊亀元年 10 月（715 年）に
蝦夷の酋長が朝廷に対して先祖以来、昆布を献上し
続けている」という記述が『続日本紀』にある。コ
ンブは 1,300 年以上前から食べ続けられている日本
の伝統食品である。ところで、コンブは海藻なので
塩分含量が高く、素干しのマコンブのナトリウム
量は 2,800mg/100g と高濃度である。にもかかわら
ず、コンブを常食してきた日本人に高血圧などの循
環器疾患が多いという記録も報告も見当たらない。
むしろ、「昆布は高血圧や炎症を予防する」という
伝承がある。そこで本研究では、日本人が常食して
いるコンブ類の一つのマコンブについて、マコンブ
が高血圧を予防する、あるいは、軽減するという機
能性を調べてみた。そして、食事として摂取したコ
ンブがその機能性を示す作用機序を解明することを
目的とした。
　マコンブは他の食物と異なる特異な成分を二つ含
んでいると報告されている。含酸素カロテノイドで
あるキサントフィルのフコキサンチンと、硫酸化多
糖のフコイダンである。フコキサンチンに関して
は、白色脂肪細胞のミトコンドリアにアンカップリ
ングタンパク質 1 の発現を促して脂肪蓄積を抑え
る、多価不飽和脂肪酸の代謝を調節してメタボリッ
クシンドロームを予防する、結腸がんなど多様なが
んを予防、あるいは、症状を改善するなどが報告さ
れている。しかし、循環器疾患予防に関わる研究報
告は見当たらない。そこで、本研究ではもう一つの
特異成分のフコイダンに焦点を絞って、その機能性
を調べることとした。
　マコンブのフコイダンは主に硫酸化フコースで構
成され、他の種類の糖をほとんど含まない。ワカメ
のフコイダンはガラクトースを含むので G- フコイ
ダンとよばれている。モズクのフコイダンはウロン
酸を多く含むので U- フコイダンとよばれている。
したがって、ほぼ硫酸化フコースだけで構成される
マコンブのフコイダンは F- フコイダンである。F-
フコイダンは他の褐藻のフコイダンと異なってい
る。特に、硫酸化率が高い点が特徴である。硫酸化
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多糖は、食品添加物増粘安定剤のカラギーナンのよ
うに、消化を受けにくく、体内吸収されにくい。本
研究では、まず、F- フコイダンを精製して動物に
経口投与し、消化吸収を測定することとした。そし
て、体内吸収されなければ、安全性に問題はないと
考え、ヒト摂取試験を行うこととした。ヒト摂取試
験ではグローバル血栓症試験器を用いて、血小板凝
集速度と脱凝集速度を測定することで、循環器疾患
予防効果を調べることとした。
　その作用機序の解明に関しては、ヒトを被検体に
することは困難であるので、培養細胞を用いた共培
養系を用いることとし、その系の構築を試みた。被
験者から採血した直後の血液を下層に、ヒト結腸の
継代培養細胞である Caco-2 を上層に培養した共培
養モデルの構築である。異なる細胞を共培養する
と、お互いに免疫応答して炎症性サイトカインなど
を分泌して拒絶反応を示すのが通常である。本研究
では、サイトカイン分泌などの拒絶応答しない条件
を探して、ヒト血液と Caco-2 細胞の共培養系を確
立する。この系を用いて、血小板凝集に関わる物
質、特に、プロスタグランディンやトロンボキサン
などのエイコサノイド類の産生・分泌を測定する。
これらが明らかになれば、その産生系を解析する。
そして、F- フコイダンと腸上皮細胞との相互作用
を調べる。このようにして、食事 F- フコイダンに
よる消化管上皮細胞を介した血小板凝集調節機序の
解明を、本研究の目的とする。

（７）　食物繊維の機能性を評価するためのインビト
ロ腸炎モデル構築とそれを用いた評価
　食物繊維であり機能性を有するレンチナンが様々
に疾患に対して抑制効果を有することはよく知られ
ている。しかしながら、その詳細な分子機序は明ら
かではない。そこで本研究では、レンチナンを用い
て、その機能性や分子機序を培養細胞実験、動物実
験により明らかにすることを目的としている。

（８）　機能性を整理して海産食物繊維のデータベー
スの作成
　食物繊維は消化されず体内吸収されない多糖であ
る。体内吸収されないが、8 種類の多様な機能性が
ある。咀嚼回数を上げて延髄や脳を刺激する、消化
管内で膨張して満腹感を与える、栄養素の体内吸収
を緩慢にすることでインスリン分泌を軽減して糖尿
病を予防・軽減する、胆汁酸を吸着して便に排泄す

ることでコレステロール代謝を正常化する、腸内細
菌によって資化されることで腸内環境を常在菌側に
傾けて腸内を健常に保つ、食事異物などを吸着して
便に排泄して疾患を予防する、便秘を改善する、そ
して、消化管上皮細胞に作用して免疫応答調節や炎
症予防をする、である。この初めの七つの機能性は
セルロースを除くほぼすべての食物繊維に共通して
いるが、最後の一つは食物繊維の化学構造によって
機能性が大きく異なる。例えば、「7　食物繊維の機
能性を評価するためのインビトロ腸炎モデル構築と
それを用いた評価」で報告したキノコには、β- グ
ルカンという種類の食物繊維が豊富で炎症などを予
防する作用が顕著である。海藻類には、例えば、カ
ラギーナンのように、水に溶けやすく消化吸収され
にくい硫酸化多糖を含んでいるものがある。褐藻類
はフコースを構成成分とするフコイダンを豊富に含
んでいる。フコイダンの機能性についてはがんを予
防するなどの報告が多い。しかし、すべての褐藻類
のフコイダンが同じ機能性を示す訳ではない。褐藻
のマコンブは硫酸化フコースを主な構成成分とす
る F- フコイダンであり、ワカメはフコースの他に
ガラクトースを構成成分とする G- フコイダンであ
り、モズクはウロン酸を多く含む U- フコイダンで
ある。F- フコイダンは「6　海産食物繊維の機能性
を評価する共培養系の確立及び作用機序の解明」に
報告したように、ヒトに顕著な血栓症予防効果を示
した。G- フコイダンや U- フコイダンにそのような
報告は見当たらない。
　そこで、本研究では、マコンブの F- フコイダン
を他の褐藻のフコイダンと区別して検出・定量でき
るモノクローナル抗体を用いた測定法を確立する。
食物繊維は多糖だが、多糖の抗体を産生する細胞は
生存しにくく、持続的に抗体を作る細胞を得ること
はきわめて困難といわれている。これまで食物繊維
の抗体を安定して生産する細胞を作製した例は少な
い。本研究では、マコンブから F- フコイダンを高
純度で精製し、それを用いて動物に抗体を作らせる
試みを繰り返し、安定して抗体を産生する細胞を得
る。その抗体を用いて、褐藻類の F- フコイダン含
量と季節によるマコンブのフコイダン含量の違い、
部位による違いなどを明らかにする。これらを整理
することで、マコンブ F- フコイダンのデータベー
スを作成することを目的とする。

─ 5 ─



（９）　機能性食物繊維高含有キノコ株の育成
　シイタケの機能性食物繊維であるレンチナン（β-
1,3/1,6…グルカン）は、人体において免疫賦活機能
やアレルギー抑制機能を示すことが知られている。
一方で我々は、シイタケ収穫後、レンチナンがシイ
タケ自身から分泌される糖質分解酵素群により急速
に分解（自己消化）され、常温下 3 日間においてそ
の含有量は 10％程度にまで減少することを明らか
にしている。よって、機能性食物繊維高含有キノコ
を得るためには、収穫後にレンチナンが分解されに
くい品種を育成することが最も重要であると考えら
れる。そこで、岩手生物工学研究センターでは、シ
イタケにおいて、レンチナン減少に寄与している遺
伝子を特定し、遺伝子組み換えを行わずに目的遺
伝子に変異の入った種を迅速に選抜する手法であ
る TILLING（Targeted…Induced…Local…Lesions…IN…
Genome）法によりレンチナン高含有かつ収穫後の
含有量が低下しにくい品種を育成することを目的と
した。具体的には、現存のシイタケ品種の中から、
レンチナンの日持ちが良い品種を選定する。次に、…
選定した品種を用いて、収穫後のレンチナン分解に
最も寄与する遺伝子（酵素）を特定する。そして、
UV 照射により得られている約 1000 株のシイタケ
変異集団の中から、特定した遺伝子に変異が入った
シイタケ品種を…TILLING 法により取得する。最終
的には、レンチナン含有量 10mg/g（乾燥重量）か
つ 4 日間常温で貯蔵しても収穫直後の機能性成分含
量を80％以上保持した品種を得ること目標とする。

（１０）　機能性食物繊維を含む食品の開発
　機能性食物繊維の有用性、及び、その作用機序を
評価するための動物実験、あるいは、ヒト試験用の
サンプルを製造する。サンプルは、試験の目的、及
び、対象者に応じて検討し、提供する。

（１１）　コンブ、シイタケの調理法の開発
　コンブやシイタケにはフコイダンやレンチナンな
どの機能性食物繊維が含まれる。これらの機能性が
調理の過程でできる限り損なわれないよう、効率よ
く効果を得るための調理法の検討を目的とした。日
常の食事からコンブやシイタケを摂取することが望
ましいと考え、効果的な調理法を用いたレシピを考
案し、一般成人を対象としたレシピ集としてまとめ
ることとした。

３　ケルセチン・イソフラボンの生活習慣病予
防機能の科学的エビデンス強化と高含有農作
物の作出

　タマネギ等の野菜やダイズは日本人の食生活に欠
かせない農作物である。タマネギをはじめとする野
菜類に広く含まれるケルセチン及びダイズに多く含
まれるイソフラボンは、いずれも主要なフラボノイ
ドであり、メタボリックシンドローム等の生活習慣
病や更年期障害等の加齢に伴う疾患の予防・軽減に
寄与することが期待されている。これらの成分の有
効性は明らかになりつつあるものの、日常的に摂取
する農産物・食品のヒトへの影響に関する科学的知
見は極めて少ない。また、ケルセチン及びイソフラ
ボンの効果について、細胞レベルでの作用メカニズ
ムから、介入・疫学調査による種々の疾病予防効果
に至るまで統括的に研究が行われた例はない。一
方、農産物・食品開発の観点では、有効性が高く、
安全に摂取できる農作物・食品が求められている
が、農産物・食品に含まれるケルセチン・イソフラ
ボンが統一的な測定法で評価されておらず、含有量
を示した信頼性の高いデータベースが確立されてい
ないといった問題点が存在する。更に、吸収、代謝
等の体内動態を踏まえ、食生活で効果的かつ効率的
にこれらの物質を摂取する方法の提示も必要であ
る。
　これらの問題点を踏まえ、本課題では、ケルセチ
ン・イソフラボンの生活習慣病及び加齢に伴う疾患
の予防や症状軽減のメカニズムを解明すると共に、
農産物・食品から摂取するケルセチン・イソフラボ
ンのヒトでの有効性を科学的に明らかにすることを
目的とする。また、ケルセチンやイソフラボンの含
有量の高い品種の選定と栽培法及び加工法を開発
し、吸収・代謝等の体内動態を踏まえた効率的な摂
取方法を明らかにし、更に農産物・食品中の含有量
について、信頼性の高い分析方法を確立する。これ
らの研究の成果をコンソーシアム内で共有し、連携
を深めることにより、ケルセチン・イソフラボンの
有効性の科学的エビデンスを強化し、疾病予防に有
効な食生活の実現を目指す。

４　柑橘類果皮を利用した抗認知症機能性食品
の開発に向けた基盤技術の開発

　本格的な高齢化社会を迎えた我が国において、ア
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ルツハイマー病（AD）等の認知症患者は、2020 年
には約 300 万人に達すると推計されており、適切な
治療方法並びに予防方法の開発は急務な課題の一つ
である。しかし、国内で用いられている AD 治療
薬はアリセプト（ドネペジル）やメマリー（メマン
チン）に限られるが、これらは対症療法薬に過ぎ
ず、AD の原因療法及び予防法の開発が待望されて
いる。我々は 2008 年に、AD に最も近い病態とさ
れる AD 病態モデルマウス（遺伝子改変動物）を
用いることにより、柑橘果皮由来である機能性成
分ノビレチンが、AD の原因物質とされるアミロイ
ド β- ペプチド（Aβ）誘発性の記憶障害改善作用及
び A β沈着抑制活性を有していることを世界に先
駆けて報告した。これら成果を基盤として、更に、
柑橘類由来ノビレチンの認知症治療への実用化を視
野に、ノビレチンが学習記憶形成に重要な受容体の
発現やシグナル伝達活性を促進するなど数多くの重
要な基礎的知見を得た。このような新規知見は、柑
橘類果皮の高次機能性を強く示唆するとともに、ノ
ビレチンはアリセプトやメマリーとは異なった機序
で抗認知症効果を発揮する可能性を提示するもので
あり、ノビレチンと柑橘類果皮の応用が画期的な認
知症治療・予防方法開発のブレイクスルーになるこ
とが期待される。しかしながら、実用化に際してま
だ解決すべき課題が幾つか残されており、特にヒト
に対する科学的エビデンスはまだ十分ではない。そ
こで、ヒトに対して有効かつ安全な機能性成分を高
含有する柑橘類の開発と、それを用いたヒトでの効
果検証は不可避であると考える。本プロジェクトで
は、これまでの基礎的検討を戦略的に発展させ、ノ
ビレチンの抗認知症作用発現機序の更なる明確化、
柑橘類果皮を利用した機能性食品開発のための基盤
技術の確立と実用化、抗認知症活性成分をより高濃
度に含有する柑橘類の育種、及び安全性評価に基づ
いた柑橘類果皮成分のヒト認知症に対する改善効果
を実証することを到達目標とする。このような試み
は、世界的に見ても極めてユニークな AD を含め
た認知症に対する治療代替医療の基盤技術の開発で
あり、認知症治療への倫理的かつ医療経済学的な貢
献を目指すと共に、温州みかんや太田ポンカン等柑
橘類の産業的価値を強く高めることにより農林水産
業の発展に寄与できると確信する。

５　米タンパク質の新規生体調節機能性の先導
的開発と機構解析

　我が国の主食である米における新規機能性を探索
するに当たり、これまでほとんど検討されることの
なかったタンパク質成分に注目し、米胚乳タンパク
質（REP）と米糠タンパク質（RBP）を区別し、そ
れらのタンパク質の解析技術を完成させ、データ
ベースを構築するとともに、精製度の高い REP、
RBP の産業レベルでの大量生産法を確立する。そ
れに基づき、これらタンパク質やそのペプチド成分
の生体調節機能性を、各種実験手法を駆使して検討
する。そして、明らかになった機能性を持つタンパ
ク質成分を高含有するイネ系統を選抜・開発する。

（１）　機能性成分の分析技術の開発
　2 次元電気泳動法とアミノ酸配列決定法を用い
て主要なタンパク質のプロファイリングデータを
得て、機能性を持つタンパク質との対応付けした
データベースを構築する。製造法では、食感の良
い REP 製造のため品質改良を試み、臨床介入試験
に用いる試験食を製造し、試験施設に提供する。ま
た、RBP では、他起源のタンパク質との差別化を
図り、新規生体調節機能性の探索のために、高純度

（約 80％）の評価試料を安定して調製する技術を開
発する。

（２）　機能性成分の生体調節機能の研究開発
　まず新たに未知な機能性を探る方法として DNA
マイクロアレイ法を用い、遺伝子発現に与える影響
を網羅的に検討する。対象は、食品と生体との接点
である小腸、近年慢性疾患が問題となっている腎
臓、主に高齢者で問題となる骨の代謝などに注目す
る。具体的な機能として、生活習慣病の代表である
糖尿病とそれに合併する腎症への作用をラットで解
析し、特に維持血液透析（HD）患者への効果を探
るため、臨床試験を実施する。また、米胚乳中の
α- グロブリンが血清コレステロール低下作用を持
つことを証明し、かつ同様なタンパク質を米糠中に
探索する。REP の免疫調節機能、アレルギー等の
疾病に対する予防効果を探索し、その機構を解明す
る。REP、RBP の中から消化管ホルモンの一種で
ある glucagon-like…peptide-1（GLP-1）の分泌を促
進する成分を探索し、更にその GLP-1 の分解を阻
害するペプチドを探索する。REP 由来の複数の抗
菌ペプチドを同定し、その生体防御機能を解明し、
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これらの内毒素抑制作用を利用して口腔ケアに応用
するために、デンタルプラーク形成抑制作用を臨床
試験で確認する。また、米中のアミラーゼインヒビ
ターに注目し、RASI、RBTI 及び新たなインヒビ
ターの機能性を検討する。

（３）　機能性成分を高含有する農産物の開発
　（２）の機能性探索の中から、機能性タンパク
質、ペプチドを高含有するイネ系統を選抜・開発す
る。

６　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法の開発及び摂取条件等を普及するため
のモデル体制の構築（リンゴ）

　リンゴ摂取は脳卒中をはじめ、心疾患等を予防
する可能性が報告されている。農林水産省委託プ
ロジェクト「タンニン類に着目したリンゴ・茶の生
体調節作用の医学的検証と高含有品種育成など活用
に関する研究開発」では、リンゴプロシアニジン類
の糖・脂質代謝における生活習慣病予防機能や、青
森県弘前市での疫学研究（岩木健康増進プロジェク
ト）では、リンゴ摂取などの食生活と生活習慣病に
関する新たな知見が得られている。
　本課題では、岩木健康増進プロジェクトにおい
て、地域住民の食習慣（食品摂取量）を簡易型自記
式食事歴法質問票（BDHQ）により把握するととも
に、食事パターン解析により「日本食型」や「欧米
型」などに分類する。また、血中サイトカインなど
の生活習慣病マーカーを一斉分析し、食習慣やリン
ゴ摂取頻度と生活習慣病、住民の健康状態との関係
を明らかにする。また、リンゴの主要な機能性関
与成分であるプロシアニジン類（APC）は、吸収
後の代謝物生体利用性について不明な点が残され
ている。リンゴによるヒト尿中代謝物を HPLC −
QTOF/MS を用いた解析を行うとともに、代謝物
のヒト臨床試験や栄養疫学研究におけるリンゴ摂取
マーカーとなりうるかについて考察する。
　更に、調理工程における APC などの機能性成分
の変化を調べ、新たなリンゴを使ったメニューレシ
ピを提案するとともに、リンゴ料理中のプロシアニ
ジン含量や、リンゴ料理摂取後の血糖値や血中トリ
グリセリド濃度についてヒト試験で検証する。
　これらリンゴの生理機能性に関する研究成果を広
く伝え、活用するとは言いがたい。

　リンゴなどの農産物の機能性を広く普及するため
の地方自治体や大学、研究機関などとの連携体制を
構築し、リンゴ生産地の産業発展や地域住民の健康
にも寄与するためのモデルケースとして青森県産業
技術センターが中心となり、青森県栄養士会、県庁
などリンゴ関係団体とも連携し、普及することを目
的とした。
…
７　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す

る手法の開発及び摂取条件等を普及するため
のモデル体制の構築（茶）

　少子高齢化の一層の進行が見込まれる中、国内
の農業・食料関連産業の市場規模の維持・拡大を図
るためには、農林水産物の機能性成分が有する疾病
予防機能などを活用し、新たな需要を開拓していく
ことが重要となっている。このためには、農林水産
物が有する機能性成分の有効性やそれらを含む農林
水産物の個人に適した効果的な摂取条件等を科学的
に明らかにする必要がある。また、農林水産物の健
康機能性に対する市場の理解を促す体制の構築が必
要である。そこで、我が国における農林水産物が有
する機能性成分のヒトレベルでの有効性やそれらを
含む農林水産物の効果的な摂取条件等を科学的に明
らかにし、それを普及するモデル体制を構築する。
　ここでは、茶を研究対象として、コホート研究に
より、個人の年齢・性別・健康状態・栄養状態等、
個人に適した効果的な摂取条件等を特定する手法を
開発する。2011 年度からの委託事業「農林水産物・
食品の機能性等を解析・評価するための基盤技術の
開発」の成果を活用して、農産物の摂取による疾病
予防効果に関する研究を行うため、研究対象として
いる農林水産物のうち、コホート研究が充実してい
る茶を対象とする。また、機能性成分を有する農林
水産物を効果的に摂取するための条件等について、
医学関係者・管理栄養士等との連携による栄養指導
等を通じて提示するなど、個人の食生活に取り入れ
られるためのモデルとなる体制を構築する。
　茶に関して従来から行われてきたヒト試験、特に
コホート研究では、緑茶飲用杯数と疾病リスクの関
係についての研究が行われてきた。本プロジェクト
では、緑茶飲用杯数とともに、飲用されている緑茶
に含まれるカテキン量を推定し、2011 年度までに
掛川スタディで収集した約 1500 名の血液サンプル
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を解析（食品成分感知関連遺伝子解析並びに緑茶カ
テキン応答性血清バイオマーカー）、緑茶カテキン
摂取による疾病リスク低減への影響を解析するとと
もに、効果的な機能性の享受が期待できる食品成分
を明らかにする。
　また、個人の食生活に取り入れられるためのモデ
ル構築のため、①日本栄養士会静岡県支部、青森県
支部と連携して緑茶の健康機能性に関する管理栄養
士への教育プログラムを実施し、緑茶の機能性を活
かす健康メニューを開発して、小冊子にまとめて管
理栄養士、市民に配布する。②リンゴコホートと連
携して、弘前市でのリンゴフォーラムで緑茶シンポ
ジウムを開催する。③掛川市内で、緑茶の健康機能
を活かしたメニューの提供と栄養相談が同時に受け
られる場を提案、実践する。

８　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法の開発及び摂取条件等を普及するため
のモデル体制の構築（タマネギ）

　ケルセチンの吸収・代謝まで念頭においたタマ
ネギの効果的な摂取方法を管理栄養士の協力のもと
考案し、個人の嗜好や生活環境などに合わせた摂取
方法を保健指導・栄養指導や料理教室等の場を活用
することにより地域住民への普及体制を構築する。
また合わせて非アルコール性脂肪肝疾患患者を対象
として、ケルセチン等の機能性成分の摂取も含めた
食事摂取指導のための医師・管理栄養士連携モデル
を構築する。

Ⅴ　研究方法  
１　タンニン類に着目したリンゴ・茶の生体調

節作用の医学的検証と高含有品種育成など活
用に関する研究開発

　リンゴ及び茶のプロシアニジン、ストリクチニ
ン、カテキンの HPLC 等を用いた分析法を確立す
る。年度別、品種別、栽培条件、栽培時期別、栽培
地域などの差異を検討し、データベースを構築す
る。MALDI 法を用いた質量分析イメージング技術
を先鋭化し、ストリクチニンや EGC の in situ 局在
可視化法を開発する。動物試験、ヒト試験にてプ
ロシアニジンの Aβ 重合抑制作用、抗糖尿病効果、
Aβ 重合抑制作用、EGC の免疫賦活作用、ストリク
チニンの IgE 産生抑制作用を明らかにするととも

に、作用機作、安全性評価、代謝マーカー解析を行
う。更に、高含有系統の育成、栽培加工法の確立を
行って、疾病リスクの高い人への食事メニューの提
供や栄養指導に活かす。

２　メタボローム解析による機能性食物繊維の
作用機序解明とその臨床応用に向けた食品開発

（１）　海産食物繊維の定量法の確立
　フコイダンは、弱酸性、及び、低温で抽出し、
TOYOPEARL…DEAE-650M 陰イオン交換クロマト
グラフィーで精製した。純度や重合度は、Native ポ
リアクリルアミドゲル電気泳動と粘度測定により評
価した。フコイダンの単糖組成は、4M トリフルオロ
酢酸で加水分解した後、薄層クロマトグラフィー、及
び、高速液体クロマトグラフィーにより分析した。
全糖量はフェノール硫酸法で、ウロン酸量はカルバ
ゾール硫酸法で定量した。

（２）　海藻由来機能性多糖の調製及び各種分析
　マコンブ F- フコイダンは、TOYOPEARL…DEAE-
650M 陰イオン交換クロマトグラフィーにより精製
した。フコイダンの NMR 分析は、Unity…INOVA…
500（Agilent…Technologies）を用いて、1H-PMR、
HH-COSY（HH-Correlation…Spectroscopy）、HSQC

（Hetero-Nuclear…Single…Quantum…Coherence）を測定
した。得られたNMRデータはACD/NMR…Processor…

（http://www.acdlabs.com にて解析した。フコイダ
ンの質量分析は、10mM トリフルオロ酢酸で断片
化した試料を用いて MALDI-TOF/TOF-MS（ABI,…
Proteomics…4700）により行った。フコイダン分解酵
素の単離のためのフコイダン分解菌は、0.3％のフコ
イダンを唯一炭素源として含む最少培地によりスク
リーニングした。マコンブの成長点組織、及び、細
胞の培養条件は、人工海水、天然海水、栄養強化天
然海水を用いて行った。

（３）　食物繊維の機能性を評価するためのデータ
ベース作成
　レンチナンで感作したマウスの脾細胞と PAI ミ
エローマ細胞を、ポリエチレングリコールを用いて
細胞融合させた後 HAT 培地で培養した。レンチナ
ンに対して陽性を示すハイブリドーマに対して限界
希釈法によりフィーダー細胞とともにクローニング
を行い、モノクローナル抗体を産生するクローンを
選抜した。一方、食用キノコ中のレンチナン様多糖
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類の測定試料としては、凍結乾燥した食用キノコか
ら熱水抽出画分を調製し、その画分中のレンチナン
量を測定した。

（４）　生体調節機能及び機能性成分の安全性につい
て動物並びにヒトレベルでの解析

（ア）　コンブ、あるいは、フコイダンの機能性評価
　はじめに、コンブの継続摂取における安全性を確
認するために、マウスのコンブ摂取試験を実施し
た。マウスに摂取させる餌として、5％コンブ粉末
を含むセルロースフリーの AIN-93M（常用食）を
5％コンブ含有食とし、コンブ粉末中成分分析結果
に基づいてコーンスターチとセルロースとを添加
して調製したものを対照常用食として使用した。
C57BL/6J マウスに 5％コンブ含有食、あるいは、
対照常用食を 4 週間連続摂取させた後に解剖を行
い、肝機能障害や腎機能障害、脂質代謝異常などに
関連する血液生化学マーカーの測定を行うことで、
安全性の評価を行った。
　続いて、コンブ摂取における腸炎軽減作用を、ク
ローン病様の慢性腸炎を自然発症する腸炎モデルマ
ウス IL-10 遺伝子欠損マウス、あるいは、デキスト
ラン硫酸ナトリウム（DSS）誘発性腸炎マウスモデ
ルを用いて検討した。IL-10 遺伝子欠損マウスに 5％
コンブ含有食、あるいは、その対照常用食を 6 週間
摂取させた後に解剖を行い、大腸組織を摘出して、
大腸の組織学的検討を行うとともに、炎症性サイト
カインの mRNA 発現量を real-time…PCR 法により
評価した。
　次に、コンブ摂取における抗肥満効果を、高脂肪
食誘発性肥満マウスモデルを用いて評価した。牛脂
ベースの高脂肪食にコンブ粉末を 10％含有する餌
と、その対照高脂肪食を 3 か月間摂取させ、体重を
計測するとともに、組織重量の測定、血液生化学
マーカーの分析を実施した。更に、筋肉組織、あ
るいは、白色脂肪組織から、RNA やタンパク質抽
出を行い、real-time…PCR 法、あるいは、Western…
blotting 法により、mRNA やタンパク質の発現量
の評価を行った。また、血液から血漿を分離し、血
漿中代謝物解析を、「５　機能性食物繊維の添加・
摂取による代謝物網羅的解析法の確立」にて構築し
た手法により実施した。
　ヒト臨床試験に関しては、まず、ヒトのコンブ摂
取による生活習慣病改善効果に関する研究に先駆け

て、コンブ摂取時のヒト安全性試験を行った。健常
な被験者に対し、説明文書を用いて研究内容を脱明
し、そのうち文書による同意を得られた人の中か
ら、コンブにアレルギーを呈さない者を対象とし
た。1 日当たり 3.0…g の焙煎コンブを 4 週間毎日摂
取し、摂取開始時、摂取開始後 4 週間にそれぞれ、
採血、血圧測定、脈拍測定、尿検査を実施した。コ
ンブの摂取による安全性は、肝機能障害、腎機能障
害、脂質代謝異常、炎症等に対する生化学マーカー
を指標として評価した。
　続いて、コンブ摂取による生活習慣病改善効果に
ついて、ヒト臨床試験を実施した。健常な被験者、
あるいは、高血圧症、高脂血症、高尿酸血症、高血
糖症、糖尿病、耐糖能異常、脂肪肝に対して治療を
受けている患者に対し、説明文書を用いて研究内容
を脱明し、そのうち文書による同意を得られた人の
中から、コンブにアレルギーを呈さない者を対象と
した。本試験においては、クロスオーバー試験を採
用し、試験期間は、合計 8 週間に設定した。試験参
加者は、1 日当たり 6.0…g の焙煎コンブを 4 週間毎
日摂取し、続いて、4 週間焙煎コンブを摂取しない
グループと、最初 4 週間は焙煎コンブ摂取せず、残
り 4 週間は、1 日当たり 6.0…g の焙煎コンブを毎日
摂取するグループの二つのグループに無作為に割り
付けた。試験参加者には、毎日、食事内容、並び
に、便の状態について記録してもらうアンケートを
実施するとともに、試験開始前、試験開始 4 週間後

（焙煎コンブ摂取有無の切り替え期）、試験開始 8 週
間後（試験終了時）において、採血、身長測定、体
重測定、血圧測定を行った。また、医師による問診
を行い、胃や腸の調子などについて確認した。採取
した血液に関しては、一般血液検査（白血球・赤
血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・MCV・
MCH・MCHC）と血液生化学検査（尿酸・グル
コース・HbA1c・総コレステロール・HDL コレス
テロール・中性脂質・1,5- アンヒドログルチトー
ル・インスリン・C- ペプチド）に供するとともに、

「5　機能性食物繊維の添加・摂取による代謝物網羅
的解析法の確立」にて構築した手法よる血中メタボ
ローム解析を実施し、血中代謝物の分析を行った。

（イ）　シイタケ、あるいは、レンチナンの機能性評
価
　シイタケ、あるいは、レンチナンの機能性を評価
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するために、レンチナン含有量の異なる 2 種類のシ
イタケを用いて、アトピー性皮膚炎、あるいは、ア
レルギー性鼻炎に対するヒト臨床試験を実施した。
本試験では、アレルギー性鼻炎、並びに、アトピー
性皮膚炎の患者に説明文書を用いて研究内容につ
いて説明し、そのうち、文書による同意が得られ
た患者の中で、シイタケにアレルギーを呈さない
者を対象とした。まず、アレルギー性鼻炎患者、
並びに、アトピー性皮膚炎患者を、それぞれ、次
の 3 群に無作為に分けた。①何も投与しない群、②
シイタケチップス A（レンチナン高含有シイタケ：
H600（北研）…レンチナン重量当たり約 1.0％含
有）摂取群、③シイタケチップス B（レンチナン低
含有シイタケ：ゆう次郎（森産業）…レンチナン重
量当たり約 0.5％含有）摂取群。②群、及び、③群
については、1 日当たりシイタケチップス（直径約
3 ～ 4cm、湿重量約 30g、シイタケチップスとして
約 3g）を 4 週間摂取してもらった。試験開始前、
試験開始 4 週間後（試験終了時）にそれぞれ、耳鼻
咽喉・頭頸部外科、あるいは、皮膚科において、診
察、並びに、採血を行った。血液に関しては、一般
血液検査、血液生化学検査、各種サイトカインやケ
モカイン測定に供した。また、試験参加者には、試
験期間中に、アンケート調査を依頼し、アレルギー
性鼻炎患者には、試験開始前と終了後に QOL 調査
票に、試験実施中は、アレルギー鼻炎アンケートに
回答を記入してもらった。一方、アトピー性皮膚炎
患者には、試験開始前と終了後に skindex16 調査票
に、試験実施中は、アトピー性皮膚炎アンケートに
回答を記入してもらった。

（５）　機能性食物繊維の添加・摂取による代謝物網
羅的解析法の確立

（ア）　ガスクロマトグラフィー質量分析による代謝
物網羅的解析法の確立
　ガスクロマトグラフィー質量分析（GC/MS）に
よる水溶性代謝物網羅的解析法の確立のため、水
溶性代謝物の抽出方法、GC/MS の測定メソッド、
GC/MS データの解析方法について検討し、マウス
検体やヒト検体中に存在する水溶性代謝物を網羅的
に分析できる手法を構築した。
　続いて、構築した GC/MS による水溶性代謝物網
羅的解析法が、生体試料の分析に適用でき、かつ、
代謝物プロファイリングを実施することにより、

生体情報をより詳細に評価が可能であるのか否か
について、炎症性腸疾患モデルマウスを用いて検
討を行った。潰瘍性大腸炎モデルとして使用され
る DSS 誘発性腸炎マウスモデルにおいて、経時的
に体重変化や便の性状などの臨床症状を観察し、ま
た、投与開始 7 日目と 10 日目にマウスから血清を
採取するとともに、大腸を取り出してホルマリン固
定し、組織切片の作製、HE 染色を行うことで組織
学的評価を実施した。そして、体重変化、臨床症
状、組織学的変化により、7 日目は炎症期、10 日目
は炎症収束期と設定した。この炎症期群と炎症収束
期群に陰性対照群を加えた合計 3 群に分類し、血清
と大腸組織を用いて GC/MS メタボローム解析を実
施し、水溶性代謝物プロファイルを比較検討した。
　次に、DSS 誘発性腸炎モデルマウスの実験結果
のヒトへの適用性を確認するとともに、構築した
GC/MS による水溶性代謝物網羅的解析法のヒト
検体への適用性を評価するために、潰瘍性大腸炎
患者、あるいは、健常人から採取した血清を用い
て GC/MS メタボローム解析を実施するとともに、
GC/MS を用いた大腸がん患者 119 名と健常人 123
名の血清メタボローム解析を行った。

（イ）　超高速液体クロマトグラフィー三連四重極型
質量分析による代謝物網羅的解析法の確立
　脂質分子種の網羅的測定法の開発は、超高速液体
クロマトグラフィーとあらかじめターゲットを絞
り込んだ高感度観測手法であるマルチプルリアク
ションモニタリング（MRM）測定を組み合わせた
超高速液体クロマトグラフィー三連四重極型質量分
析（UHPLC/MS/MS）により行った。はじめに、
ホスファチジルコリン（PC）、リゾホスファチジル
コリン（LPC）、ホスファチジルエタノールアミン

（PE）、リゾホスファチジルエタノールアミン（LPE）
を含めたグリセロリン脂質や遊離脂肪酸を中心とし
た脂質に対する MRM 測定のためのトランジショ
ンを組み、各脂質の最適な分析条件を検討した。
　続いて、構築した UHPLC/MS/MS による脂溶性
代謝物網羅的解析法が、生体試料の分析に適用で
き、かつ、代謝物プロファイリングを実施すること
により、生体情報をより詳細に評価が可能であるの
か否かについて、炎症性腸疾患モデルマウスを用い
て検討を行った。具体的には、クローン病モデルと
して用いられる IL-10 遺伝子欠損マウスと野生型の
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マウスの大腸組織、及び、血漿を用いて比較脂質解
析を実施した。

（６）　海産食物繊維の機能性を評価する共培養系の
確立及び作用機序の解明

（ア）　海産食物繊維の機能性の評価
　北海道函館市の尾札部で栽培しているマコンブ
Laminaria japonica を 90 ％ ア ル コ ー ル で 洗 浄、
その残渣を酸性水で抽出して多糖を得た。これを
70％エタノールに懸濁して遠心分離し、沈殿物をエ
タノールで洗浄したものを粗精製 F- フコイダンと
し、更に、クロマトグラフィーで精製したものを高
度精製 F- フコイダンとした。高度精製 F- フコイダ
ン 5…mg を雄性 ICR マウスに経口投与し、経時的に
消化管内容物と糞便を、F- フコイダンの抗体を用
いて ELISA 阻害法で定量することで、投与した F-
フコイダンの消化率と体内吸収率を測定した。
　ヒト摂取試験は、神戸大学の職員と学生で、定期
健康診断で異常を指摘されていない者からボラン
ティアを募ることとした。ボランティアを、粗精
製 F- フコイダン 400mg の粉末を含むカプセル摂取
群、マコンブから抽出したフコキサンチン 0.31mg
を含むカプセル摂取群、F- フコイダン 400mg とフ
コキサンチン 0.31mg を含むカプセル摂取群の 3 群
に分け、毎日、5 週間摂取していただいた。この摂
取試験開始直前と、最後の摂取をした翌日の朝に採
血し、速やかにグローバル血栓症試験器に供して、
血小板凝集速度と脱凝集速度を測定した。また、一
部の血液を生化学検査して、健康状態を確認した。
　更に、摂取試験の 2 か月後に、再度、F- フコイ
ダン 400mg カプセルの 5 週間摂取をボランティア
にお願いした。その血液を用いて、エイコサノイド
の産生と分泌を測定した。また、F- フコイダンを
摂取していないボランティアの血液を用いて、次項
のヒト血液と Caco-2 細胞の共培養系を確立し、確
立した共培養系を用いて F- フコイダンの作用機序
の解明を行った。

（イ）　共培養モデルの確立とそれを用いた F- フコ
イダンの作用機序の解明
　作用機序解明に用いる F- フコイダンは、更に高
純度に精製した。ヒト摂取試験に用いた F- フコイ
ダンをトーヨーパールのゲルろ過カラムクロマトグ
ラフィーで溶出し、F- フコイダン画分を 70％アル
コールで沈殿させ、洗浄することで、純度が 95％

以上の高度精製 F- フコイダンを得た。
　共培養系にはトランスウエルを用い、上層に結腸
上皮細胞 Caco-2 を培養し、電気抵抗を測ることで
1 層が完全に形成されていることを確認してから、
下層にボランティアから採血した新鮮血を置き、2
時間培養することで馴化させた。そして、下層の腫
瘍壊死因子（TNF）-α 量と、上層の Caco-2 細胞の
インターロイキン 8 の mRNA 発現を測定した。こ
れらが検出限界以下であること、発現促進が認めら
れないことを確認した後、高純度精製 F- フコイダ
ンを上層に 3 時間与えた。その F- フコイダンを除
いた後に、Caco-2 細胞の過酸化水素生産酵素の活
性を測定した。また、下層の血中のエイコサノイド
量を測定した。一方、下層の血中の F- フコイダン
をその抗体を用いて測定し、上層の Caco-2 細胞 1
層を通過して F- フコイダンが血中には移行してい
ないことを確認した。
　次に、F- フコイダンが Caco-2 細胞を介して何ら
かの機能を示していることを確認するために、血中
に阻害剤や促進剤を添加して、エイコサノイド量の
変化を測定した。また、エイコサノイドの産生機序
を解明するために、採血した新鮮血に直接、過酸化
水素を添加してエイコサノイド産生の変化を測定し
た。血小板凝集のアゴニストやシクロオキシゲナー
ゼ阻害剤を添加したときの、血中のエイコサノイド
産生も測定した。
　更に、Caco-2 細胞から血球へのシグナル伝達を
解明するために、Caco-2 細胞が産生した過酸化水
素とエイコサノイド産生系のアラキドン酸カスケー
ドをつなぐ物質、つまり、脂質過酸化分解産物の探
索を行い、推定した産物を用いてアラキドン酸カス
ケードの活性化とエイコサノイドの産生増加を測定
することで、シグナル物質が何であるかを明らかに
した。

（７）　食物繊維の機能性を評価するためのインビト
ロ腸炎モデル構築とそれを用いた評価
　レンチナンの抗炎症効果を確かめるために in 
vivo 系では、DSS 誘導型腸炎モデルマウスを用い
て、経口投与で行った。更に、in vitro 系として、
Caco-2 細胞と RAW264.7 細胞の共培養系からなる
炎症状態を疑似したインビトロ系疑似腸管モデルを
用いた。抗炎症効果の原因と考えられた TNF- α受
容体（TNFR）1 については、インビトロ系では、
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mRNA、及び、タンパク質量レベルをリアルタイ
ム PCR、及び、ウェスタンブロッティング法によ
り測定した。更に、TNFR1 の局在化については、
共焦点レーザー顕微鏡を用いて免疫染色法により観
察した。in vivo 系では、ループアッセイ法による
TNFR1 発現の変化を、リアルタイム PCR 法によ
り測定した。
　レンチナン認識受容体に関しては、まず、in 
vitro 系を用いて、各トル様受容体、及び、C 型レ
クチンであるDectin-1受容体の中和抗体を用いて、
炎症性ケモカイン IL-8…mRNA 発現を Real-Time…
PCR 法により、RAW264.7 からの炎症性サイトカ
イン TNF- α産生量を killing…assay により測定し
た。また、標的となった受容体に対しては、サイレ
ンシング法も用いて検討した。更に、in vivo 系で
は、標的となった受容体を欠損したノックアウトマ
ウスを用いて、誘発性腸炎マウスモデルにおける体
重変化、及び、結腸の短縮を指標に検討した。

（８）　機能性を整理して海産食物繊維のデータベー
スの作成

（ア）　マコンブ F- フコイダンの簡易定量法の確立
　マコンブの乾燥粉砕物からセルロース、ラミナリ
ン、アルギン酸を除いて、純度が 95％以上の F- フ
コイダンを精製し、これを BALB/C 雌 5 週令マウ
スに初回免疫し、その後、必要に応じて数回ブース
トし、抗体価が上昇した時点で脾細胞を採取した。
この細胞をミエローマ細胞と融合させて培養し、抗
体価の高いハイブリドーマを選び出した。ハイブリ
ドーマが産生する抗体の特異性を測定しつつ、陽性
クローン化し、安定して抗体を産生し続ける細胞を
選び出した。その生産させた抗体が F- フコイダン
に特異的であることを確認することで、測定法を確
立した。

（イ）　機能性を示すマコンブ F- フコイダンのデー
タベースの作成
　褐藻類の F- フコイダンを定量するために、食物
からの F- フコイダンの抽出方法を確立した。その
抽出物を被検物として、ELISA 阻害法での F- フコ
イダンの簡易定量法を確立した。確立した方法で、
マコンブの類縁の褐藻類、例えば、ワカメ、ガゴメ
コンブ、ミツイシコンブなどの F- フコイダン含量
を定量した。その結果から、F- フコイダンがマコ
ンブに豊富であることを確認し、マコンブの生育時

期と部位の違いによる F- フコイダン含量を明らか
にすることで、血栓症予防効果を有する F- フコイ
ダンの給源のデータベースとした。

（９）　機能性食物繊維高含有キノコ株の育成
　機能性食物繊維高含有きのこ株を育成するため
に、まずは既存シイタケ品種からのレンチナン高含
有品種の選定を行った。シイタケ材料として、実
際にレンチナン生産に用いられている市販品種の
H600 株、及び岩手生物工学研究センターにて H600
株と野生株を交配することで開発した SR-1 株を主
に用いた。子実体の菌床栽培にはコナラの大鋸屑
に、栄養剤としてバイデルを混合し、水分約 65％
に調製したものを用いた。菌糸を接種した菌床は 3
か月間 23℃にて培養後に浸水処理し、15℃にて子
実体を発生させた。発生したシイタケ子実体を収穫
後、25℃、湿度 80％にて 4 日間保存し、レンチナ
ン残存量を抗体により測定した。レンチナン含有量
は、子実体（傘＋ヒダ）を凍結乾燥後、オートク
レーブ（121℃、20 分）を用いて熱水抽出物を調製
し、エタノール沈殿回収したものを乾燥後、抗体を
用いて測定した。
　次に、レンチナン含有量低下に寄与する遺伝子

（酵素）の特定を行った。これまでの岩手生物工学
研究センターにおけるシイタケに含まれる酵素に
ついての解析結果から「エキソ β-1,3 グルカナーゼ
EXG2」遺伝子がレンチナン分解に寄与することが
予想された。そこでモデル株として、EXG2 発現抑
制シイタケ株を RNAi 法により作成した。上記の
ように子実体を発生後、4 日間保存した。親株、空
ベクター株及び EXG2 抑制株の抽出液中に含まれ
る EXG2 をウエスタンブロッティングにより分析
した。またシイタケ細胞壁成分分解活性を、レンチ
ナン（β-1,3/1,6 グルカン）、カードラン（β-1,3 グル
カン）、プスツラン（β-1,6 グルカン）、キチンを基
質として測定し比較した。更に、抗体を用いてレン
チナン含有量を測定し、収穫 4 日後における残存率

（収穫 0 日目と含有量を比較）を算出した。…
　更に、TILLING 法によるレンチナン高含有シ
イタケ品種の開発を行った。TILLING 法による
EXG2 変異株の取得のため、UV 照射シイタケ株

（935 株）を培養後、菌糸からゲノムを抽出した。
EXG2 部位を特異的に増幅させるプライマーを作成
し、回収したゲノムをテンプレートに PCR を行っ
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た。得られた断片群は mismatch-pair 認識酵素であ
る CEL1 で処理し電気泳動した。変異が入っている
と予想された株、即ち特異的な泳動パターンを示し
た株については、詳細な配列解析を行った。EXG2
変異体は菌床栽培し子実体を得た。子実体を収穫
後、25℃、湿度…80％にて…4…日間保存した。子実体

（傘＋ヒダ）を凍結乾燥後、レンチナン含有量を抗
体を用いて測定した。

（１０）　機能性食物繊維を含む食品の開発
　フコンダン抽出物、及び、レンチナン抽出物の製
造は、パイロットプラントにおいて、粉砕した乾燥
コンブ、あるいは、乾燥シンタケを原料に用いて
行った。得られたフコイダン抽出物のフコイダン含
有率、レンチナン抽出物のレンチナン含有率を評価
した。
　ヒト試験用コンブ加工食品の検討として、マコン
ブを焙煎したコンブ加工品（市販品）が、ヒト試験
の食品サンプルとして利用可能かどうかを判断する
ため、収穫時期の異なるマコンブ 2 品と、「焙煎こ
んぶ」の栄養成分値を測定した。
　ヒト試験用シイタケ加工食品の検討として、フ
リーズドライ製法、及び、真空フライ製法によるシ
イタケチップスを試作した。
　ヒト試験用のサンプルとして、フコイダン抽出
物、プラセボ（セルロース）、焙煎こんぶ、アスピ
リンの 4 種のカプセルを作製した。

（１１）　コンブ、シイタケの調理法の開発
　コンブやシイタケは、主食・主菜・副菜、時には
デザートまで、様々な料理での使用が可能である。
和食を中心とした料理全般のレシピを想定し、主に
簡便な調理法を取り入れた。また、コンブやシイタ
ケは日本の伝統的な食材であり、継承されるべき料
理が多々ある。昆布巻や筑前煮などの伝統的な料理
の頁も取り入れた。レシピ集の後半には、コンブや
シイタケの機能性食品としての情報を記載し、各レ
シピにはフコイダン量とレンチナン量を示した。内
容の判り易さを重視し、食卓シーンの装飾や器の選
択、写真やデザインの工夫によりコンブやシイタケ
が“魅力的な食材”となるようなレシピ集の作成と
した。

３　ケルセチン・イソフラボンの生活習慣病予
防機能の科学的エビデンス強化と高含有農作
物の作出

（１）　ケルセチン・イソフラボンの生体調節機能の
解析
　ケルセチン及びイソフラボンをそれぞれ多く含む
タマネギ及びダイズの有効性を明らかにするため、
ケルセチン・イソフラボンの生活習慣病及び加齢に
伴う疾患の予防・軽減効果の解明を疫学調査や介入
試験等によりヒトレベルで検証する。またメカニズ
ムの解明を、遺伝子、タンパク質等の生体分子の網
羅的な解析技術であるオミクス等により、肝臓、
脳、眼、骨、卵巣、唾液腺などの多様な組織を対象
として行い、統合評価する。併せて、摂取目安量が
示されていないケルセチンの過剰摂取及び長期摂取
における安全性を明らかにする。

（２）　ケルセチン・イソフラボンを高含有する農産
物等の開発
　ケルセチンを高含有するタマネギの品種育成を行
うと共に、タマネギの普及品種の中からケルセチン
を高含有する品種の選抜及び栽培法の開発を行う。
また、既存の育成材料並びに遺伝資源からイソフラ
ボンを高含有するダイズの品種系統を選定し、イソ
フラボンを安定的に高含有するための栽培法を開発
する。更に、収穫後や加工における成分変化を明ら
かにすると共に、吸収、代謝を考慮した、生体利用
性を高める調理、加工法を明らかにする。

（３）　ケルセチン・イソフラボンの分析技術の開発
　タマネギ中のケルセチン及びダイズ中のイソフラ
ボンの測定法を、それぞれサンプリング法を含めて
開発する。分析実施機関が統一的に用いるケルセチ
ン・イソフラボン定量のための標準作業手順書を作
成するとともに、複数の機関において、標準試料を
用いた内部精度管理を実施することで分析値の信頼
性確保を図る。更に、タマネギ、ダイズ及びその他
の農産物・食品中の含有量に関するデータを蓄積
し、信頼性の高いデータベースとしてまとめる。ま
た高度な微量分析法を用いて、生体組織中の微量な
代謝産物濃度を明らかにする。

４　柑橘類果皮を利用した抗認知症機能性食品
の開発に向けた基盤技術の開発

　生体由来サンプル並びに柑橘類果皮中の抗認知
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症成分を迅速に分析するために ESI-MS 検出器と
UPLC 分析法を組み合わせた UPLC/ESI-MS を利用
した高感度分析方法を新規に確立する。更に、確立
した分析方法を実験動物での抗認知症成分体内動態
への応用を試みる。これまでに確立している HPLC
分析法をもとに、カンキツに含まれるポリメトキシ
フラボノイド分析法を検討する。
　キンカンの特性を持ちながらポリメトキシフラボ
ノイドを果皮に蓄積する特性をもつカンキツ雑種の
開発を目指し、キンカンとキシュウミカンの雑種後
代におけるポリメトキシフラボノイド蓄積特性を評
価するとともに、キンカン交雑後代の食味調査、果
実と葉におけるフラボノイド含量の相関性の検討
を行う。ノビレチン等ポリメトキシフラボノイド
高含有系統の育成と早期選抜法の開発を行う。ま
た、抗認知症機能性食品の作成に適したカンキツ果
皮加工素材の開発を行う。抗認知症成分原料の獲
得のための情報収集として、太田ポンカンの主産
地である清水農協における出荷数量の把握や一連
の行程業務（果実の洗浄・剥皮、乾燥、破砕、袋
詰）が可能な業者の情報収集と製造、製造による
経済性の検証などを行う。
　抗認知症機能性食品開発における有効成分ノビ
レチン薬効評価を行うために、柑橘類果皮より単
離したノビレチン及びその類縁体の評価、記憶学
習に関わる遺伝子の発現に及ぼすノビレチンの作
用評価、アルツハイマー病原因因子の一つである
アミロイド β 存在下の神経細胞モデル細胞株にお
けるノビレチンの効果の検討を行う。ノビレチン
の抗認知症作用の機序を解明するための情報を得
るために、ノビレチンで処理した種々培養細胞の
RNA について、DNA マイクロアレイ法により網
羅的遺伝子発現解析を行い遺伝子発現プロファイル
を作成する。これを基として、ノビレチンの薬効
評価や安全性評価に有効な発現変動遺伝子を同定
する。ノビレチンを含む柑橘類抽出物の安全性を
評価やその適正な（併用薬物との相互作用を考慮し
た）使用を行うために、実験動物や in vitro 肝培養
細胞を用いて、医薬品などの代謝を担う主要酵素の
シトクロム P450 の発現誘導や活性に対するノビレ
チンを含む太田ポンカン果皮抽出物の影響を評価す
る。ノビレチンの認知機能改善作用の機序を明らか
にするために、認知機能に関与する脳内神経伝達系

の受容体に対するノビレチンの受容体結合活性を精
査する。
　機能性食品としてのノビレチンの製品化に資する
ため、超臨界流体抽出法を用いて柑橘類果皮に含ま
れるノビレチンの抽出条件の最適化を図る。また、
果皮に含まれるノビレチン以外の抗認知症作用を示
す成分の同定と、ノビレチンの活性を調節する因子
を同定するとともに、それらの因子の薬効評価と作
用様式を試験管内で検討する。
　緑内障及び筋萎縮性側索硬化症（ALS）に対す
るノビレチンの効果を予測するために、それら疾患
の原因遺伝子オプチニュリンが関与する発症関連現
象に対するノビレチンの影響を評価する。また、加
齢黄斑変性の動物実験モデルであるラット網膜光障
害実験モデルを使用し、ノビレチンの網膜保護効果
を検討する。ノビレチンの抗認知症作用のメカニズ
ムを解明するために、パーキンソンモデル動物に対
するノビレチンの認知機能改善作用を検討する。ま
た、ノビレチンのドパミン神経賦活作用を検討する
ために、マイクロダイアリシス法を用いて、海馬に
おけるドパミン遊離を評価する。ヒト認知症に近い
病態モデルとして、老年期認知症の動物モデルとし
ての有用性が示唆されている老化促進モデルマウス

（SAMP8）、及びアミロイド前駆体タンパク質、プ
レセニリン１及びタウの遺伝子変異を組み込んだア
ルツハイマー病モデルマウス（3XTg…AD マウス）
を用いて、ノビレチンの抗認知症効果を評価すると
ともに、その作用機序を検討する。
　ノビレチンを認知症治療に応用するための適切な
投与方法並びに剤形の開発を目指し、ノビレチンの
生物学的利用率を最大限に高めた安価な剤形候補と
して物理化学的特性を制御した固体分散体製剤を試
作し、更にこれを応用して在宅治療を可能にする非
侵襲的な投与方法を新規にデザインする。
　抗認知作用を有するノビレチンを多く含む柑橘類
である太田ポンカン果皮の乾燥粉末について、遺伝
毒性や実験動物に対する一般毒性を検討し、その安
全性を確認する。更に、その安全性に基づき、認知
症の改善や予防に役立ちうる太田ポンカン果皮粉末
を用いた加工食品の開発を行うとともに、加工食品
の嗜好性、食材としての適性などについて検討す
る。
　太田ポンカン果皮から有効成分ノビレチンを効率
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的に抽出・濃縮する方法を検討し、研究室レベルの
原料試作から工場レベルの原料製造（太田ポンカン
果皮濃縮エキス粉末として）を行う。更に、このエ
キス粉末について非臨床試験（遺伝毒性や実験動物
に対する一般毒性試験）を行い、ヒト投与の目安量
を策定する。これに基づき、健常人による過剰摂取
試験を実施することにより、太田ポンカン果皮濃縮
エキス粉末の安全性を確認した上で、国立長寿医療
研究センターの倫理委員会を経て、国立長寿医療研
究センターにおいて太田ポンカン果皮濃縮エキスを
用いた認知症患者での臨床試験を行う。

５　米タンパク質の新規生体調節機能性の先導
的開発と機構解析

（１）　機能性成分の分析技術の開発
　REP では非平衡等電点電気泳動法と SDS-PAGE
の組み合わせで、RBP では等電点電気泳動法と
SDS-PAGE の組み合わせでそれぞれ 2 次元電気泳
動分析を行った。消化酵素で処理後、MALDI-TOF…
MS でペプチド断片の MS データを得、MASCOT
サーバーでアミノ酸配列を算出し、解析スポットの
プロファイリング結果を得た。REP は酸洗浄によ
るカドミウム（Cd）の除去操作条件を設定した。
工業的な製造技術の確立のため、分離・乾燥設備を
工夫し、製造適性を把握する。臨床試験に用いる試
験食ゼリー食品等のレシピを決定し、保存試験も行
う。RBP は低純度の製品（TSUNO-RBP:…RBP60）
から変性沈降法や低分子除去法により高純度製品

（RBP80）の調製法を選定する。調製条件を最適化
し、工程管理を導入し、調製の効率化と品質の安定
化を達成する。

（２）　機能性成分の生体調整機能の研究開発
　まず遺伝子発現に及ぼす影響について、免疫性の
異なる Lewis ラット、Brown…Norway（BN）ラッ
トを用いて REP、RBP の摂取試験を実施し、小腸
のマイクロアレイ解析を行った。また、細胞性免
疫誘導効果を調べるために血中 IgG2a、IgG1 濃度
を ELISA 法 に よ り 測 定 し、IgG2a（Th1）/IgG1

（Th2）バランスを算出した。糖尿病性腎症進行
遅延効果を調べるために、非肥満 2 型糖尿病モデ
ル Goto-Kakizaki（GK）ラットと肥満 2 型糖尿病
モデル Zucker…Diabetic…Fatty（ZDF）ラットを用
いて腎臓の遺伝子発現をマイクロアレイ法と…real…

time…PCR 法で検討した。両者において空腹時血
糖値、尿中アルブミン排泄、また腎糸球体組織画
像のメサンギウム基質の評価も実施した。更に、
腎臓・肝臓のメタボローム解析も行った。これら
動物実験での成果に基づき、臨床介入試験を実施
した。HD 患者における REP 摂取の安全性（特に
血中 P、K 濃度）及び有効性（normalized…protein…
equivalent…of…nitrogen…appearance（nPNA） あ る
いは normalized…protein…catabolism…rate（nPCR）：
HD 患者におけるタンパク質摂取及び吸収量を示す
指標）を検討した。米タンパク質のコレステロー
ル改善作用を検討するために、ExHC ラットを用
いて、米 α- グロブリンを多く含む LGC-1 と α- グロ
ブリン欠損米の LGC 潤とで比較検討した。また、
REP を分画し、BALB/c マウスで β- ラクトグロブ
リンによるアレルギー（くしゃみ回数）の緩和作用
を調べ、また C57BL/6 マウスで、B16F10 メラノー
マ腫瘍細胞を用いた腫瘍転移試験を実施した。マウ
ス大腸由来 GLP-1 産生細胞株 GLUTag を用いて、
GLP-1…分泌に対する REP、RBP 及びそれらからの
ペプチドの効果を調べた。またラットを用い、グル
コース負荷に対する血糖応答、GLP-1 濃度に対する
REP、RBP の効果を検討し、また回腸静脈カテー
テル法により DPP-IV 活性や活性型 GLP-1 への効
果を測定した。REP の部分配列から抗菌ペプチド
特有の配列を持つものを探索する。見いだしたペプ
チドを化学合成し、歯周病菌をはじめとする 10 種
類のヒト病原菌に対する抗菌活性を測定する。その
抗菌作用を細胞膜への作用とタンパク質合成系に分
けて検討する。また、抗菌ペプチドの抗炎症作用と
創傷治癒作用についても検討する。BALB/c マウ
スを用いて内毒素 lipopolysaccharide（LPS）のマ
ウス致死毒性に対する米ペプチド CL の阻害効果を
検討する。更に、健常者で米ペプチド CL を含む洗
口液で含嗽するデンタルプラーク抑制試験を実施す
る。米糠からの RASI と RBTI による食中毒菌の増
殖抑制試験を行う。また、新規のアミラーゼインヒ
ビターを探索する。

（３）機能性成分を高含有する農産物の開発
　（２）で得られた機能性タンパク質・ペプチドで
ある α- グロブリン、α- アミラーゼ、アミラーゼイ
ンヒビターを、九州大学遺伝子資源開発研究セン
ターに保存の突然変異等約 500 系統からそれぞれ高
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含量に含むイネ系統を選抜・開発する。

６　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法の開発及び摂取条件等を普及するため
のモデル体制の構築（リンゴ）

　2013 年度、岩木健康増進プロジェクトにおいて、
地域住民のリンゴ摂取や食習慣（食品摂取量）を
BDHQ により調査するとともに、食事パターンを
分類する。また、血中サイトカインなどの生活習慣
病マーカーを一斉分析し、食習慣やリンゴ摂取頻度
と生活習慣病、住民の健康状態との相関を明らかに
する。また、リンゴや APC 摂取によるヒト尿中代
謝物を HPLC–QTOF/MS を用いたメタボローム解
析を行う。更に、プロシアニジン類が残存する調理
条件を検討し、新たなリンゴを使ったメニューレシ
ピを提案、ヒト試験によって機能性を確認する。以
上のリンゴ機能性に関する成果をリンゴフォーラム
の開催や、ワーキングチームによる活動を通して青
森県内に広く普及するための方策を構築する。

７　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法の開発及び摂取条件等を普及するため
のモデル体制の構築（茶）

　個人に適した茶の効果的な摂取条件等を特定する
手法の開発のため、緑茶摂取習慣と種々の食品因子
感知遺伝子の発現量との相関解析を行う。緑茶カテ
キンの感知遺伝子発現量と種々の食品及び食品因子
の摂取量との相関解析を行う。また、緑茶カテキン
の感知力を測定するため、緑茶カテキン応答性バイ
オマーカーを探索する。
　コホート集団によるベースライン調査データと疾
患羅患等との関連検討のため、これまでに農水省実
用技術開発事業「緑茶のもつ生活習慣病改善効果の
検証と効果的な摂取を可能にする新商品の開発」に
て収集したコホートデータを用いて、緑茶の摂取
量・飲み方と循環器疾患リスクファクターに関する
横断研究を行う。緑茶の摂取量・飲み方を含むベー

スライン調査データと疾患羅患等との関連を検討す
るためにコホート集団の追跡調査を行う。また、循
環器疾患リスクファクターや糖尿病などの生活習慣
病に関連するマーカを測定し、緑茶の摂取量・飲み
方に基づくカテキン摂取量との関連を検討する。
　緑茶の健康機能性を活用してもらうために、栄養
士会に所属する管理栄養士（静岡県、千葉県、神奈
川県）に対し、健康機能性に関する教育プログラム

（テキストを作成）を実施する。弘前リンゴフォー
ラムや医農連携プロ研究成果シンポジウム「タン
ニン類に着目したリンゴ・茶の調節作用の医学的
検証」を開催し、緑茶の健康機能性に関する講演
を行って啓蒙を行う。
　静岡県掛川市では、緑茶を使った健康メニュー及
び健康機能性に関するメニューカードなどを作成し
て、市民に配布する。また、市内の飲食店等におい
て、緑茶やリンゴなどの健康メニューの提供と同時
に栄養士による指導・相談が受けられるモデルケー
スの提案及び実践、食推協など地域ボランティア組
織の活用などにより、緑茶・リンゴ等の健康機能に
ついて地域への普及活動を行う。また、弘前で開催
されるリンゴフォーラムへ参画し、茶の健康機能性
を情報発信することにより、緑茶をあまり飲用しな
い東北地方の住民を対象とした啓蒙活動を行う。

８　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法の開発及び摂取条件等を普及するため
のモデル体制の構築（タマネギ）

　タマネギ等の摂取量や頻度を含む食事調査を実施
し、タマネギの摂取状況と健康指標との関連を検討
する。タマネギ等の食品中のケルセチン量を測定
し、ケルセチン摂取量を推定する。タマネギの効果
的な摂取方法の地域への普及体制を構築する。また
食事調査により対象とする非アルコール性脂肪肝患
者のケルセチン摂取量やエネルギー摂取量等を明ら
かにして、医師及び栄養士が連携して食事摂取指導
を行うモデルを構築し、運用を開始する。
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研究計画表（研究室別年次計画）

研究課題
研究年度 担当研究機関・研究室

11 12 13 機関 研究室

１　タンニン類に着目したリンゴ・茶の生体
調節作用の医学的検証と高含有品種育成な
ど活用に関する研究開発

（1）　機能性成分の分析技術の開発
1）　プロシアニジン類・ストリクチニン類

分析法の開発と信頼性の検証
①リンゴ中プロシアニジン類の分析法の

開発

②ストリクチニン類分析法開発と信頼性
の検証

2）　プロシアニジン類、ストリクチニン類
の品種間差、栽培時期別差の調査、デー
タベース構築
①ストリクチニン類の品種間差、栽培時

期別差の調査

②プロシアニジン類、ストリクチニン類
のデータベース構築

3）　ストリクチニン類、EGC の簡易迅速測
定法の開発

4）　唾液中 IgA 簡易分析・データ収集シス
テムの開発

5）　ストリクチニン類、EGC の生体内イ
メージング法の開発

（2）　機能性成分の生体調節機能の解析
1）　プロシアニジンの免疫調節機能とその

作用機序の解明
2）　EGC の免疫賦活作用の機序の解明
3）　ストリクチニン類、EGC の免疫調節作

用に関するオミクス解析、作用機作の解
明、安全性評価

果樹研究所

青森県産業技術セ
ンター
野菜茶業研究所
食品総合研究所
九州沖縄農業研究
センター

野菜茶業研究所
果樹研究所

九州沖縄農業
研究センター
大阪大学

大阪大学

九州大学

食品総合研究所

野菜茶業研究所
九州大学

栽培流通利用研究
領域
弘前地域研究所

茶業研究領域
食品機能研究領域
作物開発・利用研
究領域

茶業研究領域
栽培流通利用研究
領域
作物開発・利用研
究領域
工学部精密科学応
用物理学専攻
工学部精密科学応
用物理学専攻
農学部生命機能科
学部門

食品機能研究領域

茶業研究領域
農学部生命機能科
学部門
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4）　リンゴプロシアニジン類の Aβ 重合抑
制効果の検証

5）　肥満アルツハイマーモデルにおけるリ
ンゴプロシアニジン類の発症予防効果の
検討

6）　プロシアニジン類の抗糖尿病作用の検
討と機序の解明

7）　プロシアニジン類の動脈硬化予防効果
の検証、代謝マーカーの探索と安全性の
評価
①プロシアニジン類の動脈硬化予防効果

の検証と安全性の評価
②プロシアニジン類の動脈硬化予防効果

の代謝マーカーの検索
8）　リンゴ摂取と生活習慣病予防効果の関

係解明のための疫学研究

9）　ヒト介入試験によるストリクチニン類
の抗アレルギー作用の検証

10）ヒト介入試験による EGC の免疫賦活作
用の検証

11）タンニン類の生活習慣病予防効果に関
するヒト介入試験

（3）　機能性成分を高含有する農産物などの開
発
1）　プロシアニジン類の高含有未利用遺伝

資源の探索
2）　プロシアニジン類安定化のためのリン

ゴの有効な貯蔵条件の検討および加工技
術の開発

3）　EGC 比率を高める抽出加工法の検討
4）　ストリクチニン高含有茶系統の育成、

含量を高める製造法の検討
5）　リンゴ育種素材や未利用遺伝資源から

のプロシアニジン類高含有系統の選抜

大阪大学

大阪大学

果樹研究所

京都大学

弘前大学

果樹研究所

果樹研究所

掛川市
大阪医科大

大阪医科大

果樹研究所

果樹研究所

果樹研究所

野菜茶業研究所
野菜茶業研究所

青森県産業技術セ
ンター
果樹研究所

医学部臨床遺伝子
治療学
医学部臨床遺伝子
治療学
栽培流通利用研究
領域
医学部糖尿病・栄
養内科学

大学院保健学研究
科
栽培流通利用研究
領域
栽培流通利用研究
領域
保健予防課
耳鼻咽喉科

内科学Ⅲ

栽培流通利用研究
領域

栽培流通利用研究
領域
栽培流通利用研究
領域

茶業研究領域
茶業研究領域

弘前地域研究所

栽培流通利用研究
領域
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6）　リンゴ栽培条件によるプロシアニジン
類の含有量の差異に関する研究

7）　リンゴ、茶の生体調節作用を活用した
栄養指導マニュアルの作成

2　メタボローム解析による機能性食物繊維の
作用機序解明とその臨床応用に向けた食品
開発
1）　海産食物繊維の定量法の確立

①褐藻フコイダンの定量方法の確立

2）　海藻由来機能性多糖の調製および各種
分析
①フコイダンの糖鎖構造の解析

②フコイダン分解菌の単離

③マコンブの組織培養系の確立

3）　食物繊維の機能性を評価するための
データベース作成

4）　生体調節機能及び機能性成分の安全性
について動物ならびにヒトレベルでの解
析

5）　機能性食物繊維の添加・摂取による代
謝物網羅的解析法の確立

6）　海産食物繊維の機能性を評価する共培
養系の確立及び作用機序の解明

7）　食物繊維の機能性を評価するためのイ
ンビトロ腸炎モデル構築とそれを用いた
評価

8）　機能性を整理して海産食物繊維のデー
タベースの作成

青森県産業技術セ
ンター
果樹研究所

掛川市
食品総合研究所

北海道大学

神戸大学

北海道大学

神戸大学
北海道大学

北海道大学

神戸大学

神戸大学

神戸大学

神戸大学

神戸大学

神戸大学

弘前地域研究所

栽培流通利用研究
領域
保健予防課
食品機能研究領域

大学院水産科学研
究院
大学院農学研究科

大学院水産科学研
究院
大学院農学研究科
大学院水産科学研
究院
大学院水産科学研
究院
大学院農学研究科

大学院医学研究
科・大学院農学研
究科
大学院医学研究科

大学院農学研究科

大学院農学研究科

大学院農学研究科
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9）　機能性食物繊維高含有キノコ株の育成

10）機能性食物繊維を含む食品の開発

11）コンブ、シイタケの調理法の開発

3　ケルセチン・イソフラボンの生活習慣病予
防機能の科学的エビデンス強化と高含有農
作物の作出
1）　ケルセチン・イソフラボンのメタボリッ

クシンドローム予防機能評価に有用なバ
イオマーカーの同定

2）　タマネギ、ダイズのケルセチン・イソ
フラボンの分析技術の開発、および調理、
加工中の成分変化の調査

3）　イソフラボンの分析技術の研究開発

4）　ケルセチン・イソフラボン分析法の確
立と信頼性の高いデータベースの構築

5）　ケルセチン・イソフラボン類の微量分
析法の開発

6）　北海道の地域一般住民におけるケルセ
チン・イソフラボンを含む食品の摂取量
とケルセチン・イソフラボン及びその代
謝物の血中・尿中レベルに関する疫学的
検討

7）　更年期女性の QOL に与えるイソフラフ
ラボンの効果

8）　ダイズイソフラボンの骨粗鬆症予防効
果に関する研究

9）　唾液腺機能障害におけるイソフラボン、
ケルセチンの効果の検討

10）アルツハイマー病原因物質であるアミ
ロイド - β産生に及ぼすケルセチンの効果
と作用機構の解明

11）ケルセチン及びイソフラボンの眼組織
保護効果

岩手生物工学研究
センター
松谷化学工業株式
会社
北海道文教大学

京都府立医科大学

北見工業大学

北海道立総合研究
機構・中央農業試
験場
食品総合研究所　

食品総合研究所

札幌医科大学

ハウス食品株式会
社
弘前大学

国立健康・栄養研
究所
鶴見大学

岐阜大学

北海道大学

生物資源研究部

研究所　第 1 部 1G

人間科学部

消化器内科

応用研究センター

農産品質グループ

機能性成分解析ユ
ニット
機能性成分解析ユ
ニット
医学部循環器・腎
臓・代謝内分泌内
科学講座

大学院医学研究科

食品保健機能研究
部
歯学部病理学講座

大学院医学系研究
科

大学院医学研究科
眼科分野
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12）ドライアイに対するケルセチン及びイ
ソフラボンの有効摂取量を明らかにする
研究

13）ケルセチンの脂質代謝改善効果の分子
機構解析

14）統合オミクス解析によるイソフラボン・
ケルセチンの機能性の網羅的解析　

15）ケルセチンの長期摂取による安全性及
び有効性の解析

16）ダイズ食品とイソフラボンの脂質代謝
の改善に関わる作用の解明

17）卵巣摘出更年期モデルマウスを利用し
たイソフラボン摂取によるドライマウス
改善効果の評価系の開発

18）イソフラボン類のメタボリックシンド
ローム予防効果に寄与する腸内環境の解明

19）加工調理食材におけるケルセチン・イソ
フラボンの生体利用率向上法の研究開発

20）ケルセチン・イソフラボンを高含有す
るタマネギ・ダイズの研究開発

21）ケルセチンを高含有するタマネギ品種
の育成

4　柑橘類果皮を利用した抗認知症機能性食品
の開発に向けた基盤技術の開発
1）　ポリメトキシフラボノイドの高感度微

量分析方法開発
2）　カンキツ果実に含まれるノビレチン等

ポリメトキシフラボノイドの分析法の開
発およびキンカンとキシュウミカンの雑
種後代におけるノビレチン等ポリメトキ
シフラボノイド蓄積特性の評価と選抜
①カンキツ果実に含まれるノビレチン等

ポリメトキシフラボノイドの分析法の
開発

②キンカンとキシュウミカンの雑種後代
におけるノビレチン等ポリメトキシフ
ラボノイド蓄積特性の評価と選抜

東京歯科大学

東京大学

東京大学

食品総合研究所

食品総合研究所

食品総合研究所

食品総合研究所

徳島大学

北海道立総合研究
機構北見農業試験
場
北海道農業研究セ
ンター

静岡県立大学

果樹研究所

眼科

大学院農学生命科
学研究科
総括プロジェクト
機構
機能性評価技術ユ
ニット
栄養機能ユニット

食認知科学ユニッ
ト

機能生理評価ユ
ニット
大学院 HBS 研究
部食品機能学分野
地域技術グループ

畑作研究領域

薬学部

ブドウ・カキ研究
領域
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3）　ノビレチン等ポリメトキシフラボノイ
ド含有量が高いカンキツ品種の選抜と新
品種の育成および認知症機能を活用した
製品化に向けた原料素材の開発

4）　抗認知症成分原料の獲得のための情報
収集・研究開発

5）　柑橘類果皮と有効成分ノビレチンの抗
認知症作用発現機構評価系の開発及び前
臨床薬効評価系の確立

6）　遺伝子発現プロファイルからみた柑橘
類果皮抗認知症成分の薬効評価系の開発

7）　柑橘類果皮抗認知症成分の肝・小腸薬
物代謝酵素活性への影響からみたそれら
成分の安全性評価系の開発

8）　抗認知症成分ノビレチンの作用機序解
明に向けた学習記憶に関連する受容体へ
の作用検討

9）　柑橘類果皮の抗認知症成分の濃縮技術
開発とその抽出物の薬効評価に関する研
究開発

10）　長寿にともなう失明疾患から日本人を
守る遺伝子と神経保護作用を有する機能
性食品の効果の追究
①緑内障原因遺伝子 OPTN が関わる細胞

機能へのノビレチンの効果の検討
②加齢黄斑変性の実験モデルでの網膜光

障害に対するノビレチンの保護効果の
検討

11）　脳虚血性認知症モデル動物における抗
認知症成分の抗認知作用評価

12）　ヒト認知症に近い病態モデルにおける
抗認知症効果の予測に関する研究開発

13）　柑橘由来抗認知症成分の非侵襲的投与
方法の開発

14）　研究グループの成果のデータベース化
およびその普及

15）　柑橘類摂取による認知症予防に向けて
の基礎研究（ノビレチン高含有の柑橘果
皮食品の開発）

静岡県農林技術研
究所

静岡県経済農業協
同組合連合会
静岡県立大学

静岡県立大学

静岡県立大学

静岡県立大学

東北大学

浜松医科大学

東北大学

名古屋大学

静岡県立大学

株式会社 TES ホ
ールディングス
静岡県立大学

果樹研究センター

みかん園芸部

薬学部

薬学部

薬学部

薬学部

大学院工学研究科

メディカルフォト
ニクス研究セン
ター

大学院薬学研究科

医学部附属病院薬
剤部
薬学部

統括本部

環境科学研究所
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16）　柑橘系果皮の有効成分の抽出方法検討
および最適化、製造工程による活性の最
適化

17）　培養細胞・実験動物による柑橘類果皮
と抗認知症成分ノビレチンの毒性試験

18）　認知症に対するノビレチンの医学的安
全性ならびに有用性に関する研究

5　米タンパク質の新規生体調節機能性の先導
的開発と機構解析

（1）　機能性成分の分析技術の開発
1）　米・米糠タンパク質の成分分析技術の

開発
2）　米タンパク質・ペプチドの製造技術開

発及び用途開発
3）　米糠タンパク質・ペプチドの製造と精

製技術の開発
（2）　機能性成分の生体調整機能の研究開発

1）　米・米糠タンパク質の生体調節機能の
網羅的解析

2）　ヒト腎機能に及ぼす米・米糠タンパク
質の影響に関する研究

3）　糖尿病性腎症への長期的有効性の研究
4）　米糠タンパク質の脂質代謝の改善作用

の研究開発
5）　消化管細胞性免疫調節機能の解明
6）　消化管ホルモン GLP-1 分泌促進 / 分解

抑制作用の解明
7）　米由来抗菌ペプチドの病原菌に対する

作用メカニズムの解明
8）　ヒト細胞の炎症性サイトカイン産生抑

制作用
9）　米アミラーゼインヒビタータンパク質

の機能性解明
（3）　機能性成分を高含有する農産物の開発

1）　米糠タンパク質高含有イネの開発

ジャパンローヤル
ゼリー株式会社

静岡県立大学
国立長寿医療研究
センター
国立長寿医療研究
センター

京都府立大学

亀田製菓株式会社

築野食品工業株式
会社

新潟大学

新潟大学

新潟県立大学
九州大学

信州大学
北海道大学

新潟大学

東京歯科大学

新潟大学

九州大学

技術研究所

薬学部
内科総合診療部

内科総合診療部

大学院生命環境科
学研究科
お米研究所

基礎研究部

大学院自然科学研
究科
大学院医歯学総合
研究科
人間生活学部
大学院農学研究院

大学院農学研究科
大学院農学研究院

大学院自然科学研
究科
化学研究室

大学院自科科学研
究科

大学院農学研究院
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6　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法の開発及び摂取条件等を普及するた
めのモデル体制の構築（リンゴ）
1）　食習慣によるリンゴ摂取の生活習慣病

予防効果解明のためのコホート研究
①サイトカイン測定

②統計解析
③コルチゾールおよび食事タイプ

2）　リンゴやプロシアニジン摂取によるヒ
ト代謝物の解析
①ヒト代謝物のメタボロミクス解析

②リンゴおよびプロシアニジン類摂取ヒ
ト試験

3）　リンゴを使ったメニューレシピ開発と
生活習慣病予防効果の検証
①メニューレシピ開発

②メニュー摂取後の GI 値および中性脂肪
測定

4）　リンゴ健康機能性の普及のための体制
作りと食育活動
①リンゴフォーラム

②青森県内普及体制構築

7　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法の開発及び摂取条件等を普及するた
めのモデル体制の構築（茶）

（1）　緑茶の機能性感知調節作用の研究開発
1）　個人に適した茶の効果的な摂取条件等

を特定する手法の開発
2）　緑茶カテキン EGCG の感知・機能性発

現の指標となる血清バイオマーカーの同定
（2）　緑茶の摂取量・飲み方と循環器疾患リス

クファクターに関する横断研究及び追跡調査

果樹研究所

弘前大学
弘前大学

果樹研究所

弘前大学

弘前大学

弘前大学

弘前大学

青森県産業技術セ
ンター

九州大学

東北大学

栽培流通利用研究
領域
大学院医学研究科
大学院医学研究科

栽培流通利用研究
領域
大学院保健学研究
所

大学院教育学研究
科
大学院保健学研究
所

大学院保健学研究
所
八戸地域研究所

大学院農学研究院

災害科学国際研究
所
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Ⅵ　研究結果　
１　タンニン類に着目したリンゴ・茶の生体調

節作用の医学的検証と高含有品種育成など活
用に関する研究開発

　リンゴ、茶タンニン類の分析法を確立し、機能性
成分データベースに収載、公開した。茶タンニン類
の生体内イメージング法、簡易迅速分析法を確立し
た。動物試験やヒト試験で、リンゴプロシアニジン
の β アミロイド凝集抑制効果、抗糖尿病効果、抗動
脈硬化作用、茶の EGC の免疫賦活作用（インフル
エンザワクチンブースター効果）、ストリクチニン
の抗アレルギー効果を明らかにした。リンゴ育種素
材や Crab…Apple から、プロシアニジン類高含有品

種としてルビースイートを選定した。ストリクチニ
ン類高含有茶系統として枕系 56-01 を育成した。茶
葉中 EGC の効率的抽出を行う機能性給茶機リッチ
プラスを開発した。リンゴ＆茶の健康レシピ集を発
行し、講演会、料理コンテストを実施してリンゴと
茶の健康機能性の認知活動を広く行った。

２　メタボローム解析による機能性食物繊維の
作用機序解明とその臨床応用に向けた食品開発

（１）　海産食物繊維の定量法の確立
　フコイダンの抽出・精製方法、及び、定量方法を
確立した。それにより、種々の褐藻に含まれるフコ
イダンを定量し、乾燥重量当たりマコンブで 3 ～

1）　コホート集団によるベースライン調査
データと疾患羅患等との関連検討

2）　コホート集団におけるヒトの循環器疾
患リスクファクターの測定

（3）　緑茶の健康機能性を個人の食生活に活か
すための管理栄養士とタイアップした普及
モデルの構築

（4）　緑茶の持つ健康機能性の地域への普及

8　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法の開発及び摂取条件等を普及するた
めのモデル体制の構築（タマネギ）
1）　北海道の地域一般住民におけるタマネ

ギの効果的な摂取方法の指導・普及に関
する検討

2）　壮瞥町住民に適したタマネギの効果的
な摂取方法の検討と普及

3）　非アルコール性脂肪肝疾患患者におけ
るタマネギの摂取調査と医師・管理栄養
士連携モデルの確立

4）　食品中のケルセチン含量の評価及びタ
マネギの機能性成分を効果的に摂取する
ためのメニュー開発

食品総合研究所

静岡県掛川市

札幌医科大学

壮瞥町

京都府立医科大学

食品総合研究所

食品機能研究領域

医学部

保健センター

食品機能研究領域

注）文中の図、表に付した番号は、上記研究課題番号とその中の一連番号を組み合わせて表示してある。（例：1-
（1）-1）- ①の課題の 1 番目の図の場合は、図 1111-1 と表示。）
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5％、ガゴメコンブで 6.5 ～ 8.5％、ワカメで 2％（葉
部）～ 10％（メカブ）、モズク類で 7 ～ 9％含まれ
ることを明らかにした。また、フコイダンの分子種
は褐藻の種類によって異なり、コンブ類とイシモズ
クでは F- フコイダン、メカブでは G- フコイダン、
オキナワモズクでは U- フコイダンを主成分として
いると推定した。次いで、30 品目の褐藻食品につ
いてフコイダン含量を調べた結果、ガゴメコンブや
マコンブの乾物、モズクの酢の物などに多いことを
明らかにした。

（２）　海藻由来機能性多糖の調製及び各種分析
　NMR 分析と質量分析により、マコンブ・F- フ
コイダンの基本糖鎖構造は、C4 位の OH 基が硫酸
化されたフコースが α-1,3- 結合で重合した構造を主
鎖とし、C2 位の OH 基が硫酸化されたフコースが
α-1,3- 結合した分岐、あるいは、糖鎖末端をもつこ
とが推定された。また、フコイダン分解酵素の給源
として有望な Flavobacterium sp. と推定される菌株
の単離に成功した。一方、マコンブの組織や細胞の
培養条件を検討し、培地として南茅部町のようなマ
コンブ養殖地域の海水が最適であることを明らかに
した。更に、マコンブの成長点を含む切片の培養に
より、フコイダンを葉状部と同程度含む仮根部を成
長させることに成功し、フコイダンの培養生産の基
礎を確立できた。

（３）　食物繊維の機能性を評価するためのデータ
ベース作成
　抗体価が十分にあがった 143 日目で脾臓を摘出
し、ハイブリドーマを作製した。1 回目のクローニ
ングで、5 種類の単一クローンを得た。得られたク
ローンについて数回クローニングを繰り返し、最終
的に 11 種類の増殖能が高く、かつ、抗体産生能の
高いクローンを得た。抗体価が高かった Ib11：e7
と IIa11：a2 を用いて、食用キノコ中のレンチナン
様多糖類の測定を行った。その結果、シイタケ中で
は 3.2mg、エノキタケ中では 2.5mg、マイタケ中で
は 0.9mg 含まれていることが判明した。一方、生
理活性が報告されていないツクリタケにはレンチナ
ン様多糖類は含まれていなかった。

（４）　生体調節機能及び機能性成分の安全性につい
て動物並びにヒトレベルでの解析

（ア）　コンブ、あるいは、フコイダンの機能性評価
　コンブの継続摂取における安全性を確認するため

に、C57BL/6J マウスに 5％コンブ含有食、あるい
は、対照常用食を 4 週間摂取させたが、雄マウス、
雌マウスともに、コンブの継続摂取による、アスパ
ラギン酸アミノトランスフェラーゼ、アラニンアミ
ノトランスフェラーゼ、乳酸脱水素酵素、γ- グルタ
ミルトランスペプチダーゼ、尿素窒素、クレアチニ
ン、尿酸の血中濃度の有意な上昇は確認されず、肝
機能障害や腎機能障害などがないことが明らかと
なった。更に、5％コンブ含有食を摂取した雄マウ
スにおいては、対照食摂取群と比較して 5％コンブ
含有食の摂取量の方が多いにもかかわらず、体重の
増加の緩和が観察された。
　次に、コンブ摂取における腸炎軽減作用を、
IL-10 遺伝子欠損マウスを用いて検討した。IL-10
遺伝子欠損マウスにコンブ含有食を継続的に摂取さ
せた結果、コンブ含有食摂取により、大腸組織にお
いて、TNFα、IL-1β、IL-6 といった炎症性サイトカ
インの mRNA 発現量が減少し、大腸組織における
腸炎の発症が軽減された。また、DSS 誘発性腸炎
マウスモデルにおいても、5％コンブ含有食摂取に
よって炎症性サイトカインの mRNA 発現量が低下
し、腸炎の発症が軽減されることも組織学的に明ら
かにできた。
　続いて、コンブ摂取における抗肥満効果を、高脂
肪食摂取肥満マウスモデルを用いて検証した。その
結果、コンブ摂取により、体重が有意に減少すると
ともに、白色脂肪組織の体重当たりの組織重量％も
有意に減少した。一方、筋肉組織の体重当たりの組
織重量％は有意に増加した。また、コンブ摂取群に
おいて、血中の中性脂質、リン脂質、総脂質、グル
コース、インスリンの有意な低下が観察された。組
織重量の変化から、白色脂肪組織と筋肉組織におい
て、コンブ摂取の影響が出ている可能性が考えら
れたことから、白色脂肪組織と筋肉組織では、ど
のような因子が変動しているのか、mRNA、ある
いは、タンパク質レベルでの評価を実施した。そ
の結果、筋肉組織においては、PPARα の発現量が
増加しており、更に、その上流に位置する AMPKα

は、その発現量に変化はなかったものの、リン酸化
状態がコンブ摂取により亢進されていることが明ら
かとなった。一方、白色脂肪組織においては、筋肉
組織と同様に、コンブ摂取によって、PPARα の発
現量が増加しており、AMPKα の発現量も上昇して
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いた。更に、白色脂肪組織においては、TNFα の発
現量が、コンブ摂取により低下することも確認でき
た。
　コンブ摂取による抗肥満効果が、マウス実験によ
り明らかにできたので、続いて、マウス血漿中の代
謝物分析を、「5　機能性食物繊維の添加・摂取によ
る代謝物網羅的解析法の確立」にて構築した手法
により実施した。GC/MS による水溶性代謝物網羅
的解析の結果、84 種類の代謝物を検出でき、その
うち、コンブ摂取によって有意に変動した代謝物
は 8 個のみであった。一方、HPLC/MS/MS を用い
た脂質網羅的解析の結果、205 種類の代謝物が検出
され、そのうち、有意に変動した代謝物は 51 個存
在した。代謝物変動を包括的に評価した結果、リン
脂質に関係する代謝物が変動している可能性が示さ
れた。例えば、ホスファチジルコリン（PC）やホ
スファチジルエタノールアミン（PE）などのリン
脂質を合成する際に必要な、コリンやイノシトー
ル、エタノールアミン、ホスホコリンは、コンブ摂
取により減少した。また、リゾホスファチジルコリ
ン（LPC）やリゾホスファチジルエタノールアミン

（LPE）、PE は、コンブ摂取により減少傾向が見ら
れ、その一方で、PC は増加傾向が観察された。
　ヒト臨床試験に関して、まず、ヒトのコンブ摂取
による生活習慣病改善効果に関する研究に先駆け
て、コンブ摂取時のヒト安全性試験を行った。健
常ボランティア（28 ～ 33 歳、5 名、男性）に対し
て 1 日当たり 3.0g の焙煎コンブを 4 週間摂取して
もらい、摂取前後での血圧、脈拍、血液・尿の生化
学検査を実施した結果、コンブの摂取により肝機能
障害、腎機能障害、炎症等の指標となる生化学マー
カーの著しい変動は確認されず、更に、血圧値や総
コレステロール値の低下傾向が観察された。
　続いて、ヒトのコンブ摂取による生活習慣病改善
効果について検討した。はじめに、コンブ摂取前後
で実施したアンケート結果から、コンブを摂取する
ことで、便秘、硬い便、下痢の症状が改善された、
すなわち、コンブ摂取より腸の調子が整えられた可
能性が示された。続いて、試験参加者全員（計 48
名）に対して、BMI、血圧、一般血液検査、血液生
化学検査の結果を、コンブ摂取前後において比較検
討した。その結果、血液一般検査や肝機能血液マー
カー、腎機能血液マーカーにおいて、コンブ摂取に

よる影響は観察されなかった。血液生化学検査にお
いては、著しい変動は見られなかった。次に、最高
血圧、コレステロール、中性脂肪、グルコース、イ
ンスリン、尿酸、BMI に対して、コンブ摂取前の
段階で正常値より高い数値を示した方を対象に、コ
ンブを摂取することで、その異常高値がどのように
変動するのかを検討した。その結果、最高血圧とグ
ルコースは減少傾向、そして、インスリンと中性脂
質は有意に減少し、中性脂質の変化は、特に、顕著
であった。クロスオーバー試験での中性脂質の変動
を確認した場合でも、コンブ摂取による血中中性脂
質低下作用は顕著であることを明らかにできた。
　次に、試験参加者全員（計 48 名）の血清中代謝
物分析を、「５　機能性食物繊維の添加・摂取によ
る代謝物網羅的解析法の確立」にて構築した手法
により実施した。GC/MS による水溶性代謝物網羅
的解析の結果、82 種類の代謝物を検出でき、その
うち、コンブ摂取によって有意に変動した代謝物
は 6 個のみであった。一方、HPLC/MS/MS を用い
た脂質網羅的解析の結果、194 種類の代謝物が検出
され、そのうち、有意に変動した代謝物は 6 個のみ
存在した。そこで、コンブ摂取開始前の段階で血清
中中性脂質が正常値より高値を示した方（9 名）を
対象に、コンブ摂取による血清中中性脂質の低下と
相関する代謝物について検討した。GC/MS による
分析結果から、エネルギー合成に関わるアミノ酸や
有機酸と、中性脂質の変化率とが逆相関することが
確認できた。また、HPLC/MS/MS による分析結果
から、コンブ摂取による中性脂質の減少に伴い、
様々な LPC もまた同様に、減少することが明らか
となった。そこで、血清中中性脂質の異常高値の
方と、正常値の方の血清中 LPC レベルを比較した
結果、血清中中性脂質の異常高値の方で、多くの
LPC が高値を示すことが観察された。
　生体中の LPC レベルの増加は、ホスホリパーゼ
の活性亢進によるものが多いと考えられることか
ら、上記の高脂肪食摂取肥満モデル実験のマウス
白色脂肪組織において、ホスホリパーゼ A2 であ
る cPLA2_IVα と sPLA2_III の mRNA 発 現 量 の
評価を行った。その結果、コンブ摂取によって、
cPLA2_IVα と sPLA2_III の発現量が減少する傾向
にあることが観察された。

（イ）　シイタケ、あるいは、レンチナンの機能性評
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価
　シイタケ・レンチナンのヒト臨床試験に関して
は、アレルギー性鼻炎患者、あるいは、アトピー性
皮膚炎患者の方に、レンチナン高含有シイタケ、あ
るいは、レンチナン低含有シイタケに 4 週間摂取し
てもらい、各疾患の症状の緩和程度を評価した。ア
レルギー性鼻炎に関しては、アレルゲン血液検査、
日本アレルギー性鼻炎標準 QOL 調査、症状に関わ
るアンケートに基づいて評価を行ったが、シイタケ
摂取による有意な軽減効果は確認できなかった。ま
た、アレルゲンに対する血液検査も実施したが、
有意な改善効果は見られなかった。アトピー性皮
膚炎については、アレルゲン血液検査、日本皮膚科
学会アトピー性皮膚炎重症度分類、症状に関わるア
ンケートに基づいて評価を行ったが、レンチナン高
含有シイタケ摂取群において、ハウスダストに対す
るアレルギーの有意な軽減や重症度合計スコアの有
意な低下が確認された。レンチナン低含有シイタケ
摂取群においても、重症度合計スコアの低下傾向は
見られたものの、その変動は有意ではなく、個々の
重症度スコアにおいても、レンチナン高含有シイタ
ケ摂取の方が、その効果は大きかった。

（５）　機能性食物繊維の添加・摂取による代謝物網
羅的解析法の確立

（ア）　ガスクロマトグラフィー質量分析による代謝
物網羅的解析法の確立：GC/MS による水溶性代謝
物網羅的解析法の確立のため、①水溶性代謝物の抽
出方法② GC/MS の測定メソッド③ GC/MS データ
の解析方法について検討した。①に関しては、メタ
ノール、クロロホルム、水の混合溶媒（メタノー
ル：クロロホルム：水＝ 2.5：1：1）を用いた液液
抽出により、様々な水溶性代謝物が抽出できること
が確認できた。②については、次に示す測定条件に
確定した。GC/MS には GCMS-QP2010…Ultra（島
津製作所）を用いた。試料注入量は 1.0 μl とし、注
入口温度は 230℃、スプリット比は 25：1 とした。
キャピラリーカラムには、CP-SIL…8…CB…low…bleed/
MS（30m 長×内径 0.25mm、膜厚 0.25μm;…Agilent…
Technologies）を用い、80℃から 330℃まで 1 分
当たり 15℃の昇温条件とした。イオン化法には、
70…eV の電子イオン化法を採用し、イオン源温度は
200℃とした。Advanced…Scanning…Speed…Protocol

（ASSPTM） を 用 い て、m/z85 か ら m/z500 の 範

囲を 20…points/sec の速度でスキャン測定した。
③に関しては、得られたデータを、GCMSsolution

（島津製作所）を用いて netCDF 形式に変換して
出力し、公開ソフトウェアである MetAlign と
AIoutput に In-house の代謝物データベースを統合
した解析システムを用いることとした。これらをま
とめ、血清や組織など様々な生体試料に適用可能な
水溶性代謝物抽出法と約 500 種類のインハウスデー
タベースを有する GC/MS 分析系を構築し、水溶性
代謝物の網羅的解析手法を確立できた。この GC/
MS による水溶性代謝物網羅的解析法を用いること
で、血清・血漿・細胞からは、約 100 種類の水溶性
代謝物を同定することができ、一方、組織からは
100 ～ 150 種類の水溶性代謝物を同定できた。
　DSS 誘発性大腸炎症マウスの大腸組織は、DSS
投与開始後 7 日（Day…7）で急性炎症期に入り、
DSS 投与開始後 10 日（Day…10）では、回復期を迎
えることが、HE 染色法により明らかとなった。そ
こで、Day…0（Control）、Day…7、Day…10 における
大腸組織を、GC/MS による水溶性代謝物網羅的解
析法に供した結果、腸炎の発症により水溶性代謝物
プロファイルが有意に変動することを、多変量解析
の一つである主成分分析により明らかにできた。更
に、腸炎の発症により特徴的に変動する代謝物、例
えば、窒素代謝に重要なグルタミンやグルタミン酸
などを見出した。
　続いて、DSS 誘発性腸炎モデルマウスの実験結
果のヒトへの適用性を確認するとともに、構築し
た GC/MS による水溶性代謝物網羅的解析法のヒト
検体への適用性を評価するために、潰瘍性大腸炎患
者、あるいは、健常人から採取した血清を用いて
GC/MS メタボローム解析を実施した。その結果、
潰瘍性大腸炎の発症により、代謝物プロファイルが
異なることを証明でき、更に、DSS 誘発性腸炎モ
デルマウスの実験結果と一致して、グルタミンを含
めたいくつかのアミノ酸が、潰瘍性大腸炎の発症に
より低下することが確認できた。また、多数のヒト
検体への有用性を検証するために、GC/MS による
大腸がん患者の血清メタボローム解析を行った結
果、大腸がん診断に利用できる 4 種類のマルチバイ
オマーカー（2- ヒドロキシ酪酸、アスパラギン酸、
キヌレニン、シスタミン）を発見し、これら 4 種類
の代謝物データに基づいた感度、特異度の高い大腸
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がん診断予測式を作成できた。構築した診断予測式
は、ステージ 0 やステージ 1 といった早期大腸がん
患者においても、高い感度を保つことも確認でき
た。

（イ）　超高速液体クロマトグラフィー三連四重極型
質量分析による代謝物網羅的解析法の確立
　UHPLC/MS/MS を用いた脂質網羅的解析法の確
立のため、PC、LPC、PE、LPE といったグリセロ
リン脂質や遊離脂肪酸を中心とした脂質に対する
MRM 測定のためのトランジションを組み、各脂質
の最適な分析条件を決定した。240 種類のグリセロ
リン脂質と 40 種類の長鎖脂肪酸を含むハイスルー
プット一斉分析系を確立できた。
　続いて、構築した UHPLC/MS/MS による脂質網
羅的解析法が、生体試料の分析に適用でき、かつ、
代謝物プロファイリングを実施することにより、生
体情報をより詳細に評価が可能であるのか否かにつ
いて、炎症性腸疾患モデルマウスを用いて検討を
行った。具体的には、クローン病モデルとして用い
られる IL-10 遺伝子欠損マウスと野生型のマウスの
大腸組織、及び、血漿を用いて比較脂質解析を実施
した。その結果、IL-10 遺伝子欠損マウスと野生型
のマウス間の脂質プロファイリングは大きく異な
り、特に、ω-3 系脂肪酸であるドコサヘキサエン酸

（DHA）関連脂質の代謝変動が顕著に観測された。
更に、構築した UHPLC/MS/MS による脂質網羅的
解析法のヒト検体への適用性を評価するために、健
常人ヒト血清を用いて UHPLC/MS/MS メタボロー
ム解析を実施した。その結果、ヒト血清中脂質分析
条件を決定でき、更には、ヒト血清中には、約 200
種類の脂質が存在することを明らかにできた。

（６）　海産食物繊維の機能性を評価する共培養系の
確立及び作用機序の解明

（ア）　海産食物繊維の機能性の評価
　F- フコイダンの消化吸収率を知るために、マウ
スに 5mg を経口投与して経時的に消化管の内容物
と糞便を、F- フコイダンの抗体を用いて免疫法で
測定した。経口投与した F- フコイダンは、時間と
共に胃、小腸、大腸を移動し、32 時間後には経口
投与したすべての F- フコイダンが糞便から検出さ
れた。そして、マウスの血液は F- フコイダンの抗
体に反応しなかった。したがって、F- フコイダン
は消化も体内吸収もされない、また、体内吸収され

ないゆえに安全性に問題はないと考えて、次のヒト
試験に供した。
　ボランティアを 3 グループに分け、マコンブから
調製した F- フコイダン 400mg を含むカプセル、マ
コンブカロテノイドのフコキサンチンを 0.31mg 含
むカプセル、及び、この両方を含むカプセルをそれ
ぞれのグループに毎日 5 週間摂取させた。試験は二
重盲検で行い、摂取開始直前（basal）と 5 週間後
の摂取試験終了後（final）に採血し、グローバル血
栓症試験器で血小板の状態を測定した。F- フコイ
ダンを摂取したグループでは、血小板凝集開始時間

（OT）は basal と final でほぼ同じであったが、脱
凝集開始時間（LT）が final では basal に比べて有
意に短くなっていた。フコキサンチン摂取グループ
では OT も LT も変化がなく、F- フコイダンとフ
コキサンチンの両方を摂取したグループでは、OT
は変わらず、final の LT が有意に短くなっていた。
つまり、マコンブの特異な二つの成分のうち、F-
フコイダンが血小板の脱凝集を早める作用を持って
いると考えた。
　その作用機序を調べるために、上記試験の 2 か月
後にボランティアに F- フコイダンだけを 5 週間摂
取させ、採血した。その血液を F- フコイダンの抗
体で測定すると、血中の F- フコイダンは検出限界
以下であった。そこで、血小板凝集に関わる因子の
一つとして、エイコサノイド量を測定した。血小
板凝集を促すシグナルであるトロンボキサン（Tx）
A2 の血中代謝物の TxB2 量には変化はなかった。
血小板に脱凝集を促すシグナルであるプロスタグラ
ンディン（PG）I2 の血中代謝物の 6–ケト–PGF1α 量
は、basal に比べて final では約 2.5 倍に有意に増加
していた。また、シクロオキシゲナーゼを誘導して
血管弛緩を促す作用を示すとされている過酸化水素
の量が、basal に比べて final ではわずかであるが、
有意に増加していた。このように、マコンブの F-
フコイダンはエイコサノイドの産生系を調節して血
小板凝集を抑えることで血栓症を予防する効果を示
すと考えられた。その作用機序の解明は共培養系で
行うこととした。

（イ）　共培養モデルの確立とそれを用いた F- フ
コイダンの作用機序の解明：F- フコイダンの作用
機序解明のために、ヒト血液とヒト結腸上皮細胞
Caco-2 との共培養系を確立した。トランスウエル
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の上層に Caco-2 細胞を一層で培養し、下層にボラ
ンティアから採血したヒト血液を置いて 2 時間馴化
させた。このとき、上層の培地中と下層の血液中の
炎症性のサイトカイン類や腫瘍壊死因子類の量を測
定すると、いずれも馴化前に比べて増加していな
かった。したがって、Caco-2 細胞と血液は免疫拒
絶反応をしていないので、共培養系が確立できたと
判断した。
　この共培養系モデルを用いて、その上層の Caco-2
細胞の培地に、95％以上に精製した F- フコイダ
ンを 3 時間添加した。F- フコイダンは下層の血
中には移行しなかった。そして、Caco-2 細胞の
NADPH オキシダーゼ 1（NOX1）の mRNA とデュ
アルオキシダーゼ 2（DUOX2）の mRNA の発現が
有意に誘導されていた。血中では、6–ケト–PGF1α

量が F- フコイダン処理をしていない場合に比べて
有意に増加し、過酸化水素量はわずかであるが、加
えた F- フコイダン量に依存して有意に増加してい
た。また、これらの変化は、F- フコイダンと同時
にその抗体を加えると認められなくなった。以上
のことから、F- フコイダンは小腸上皮細胞に作用
して NOX1 と DUOX2 の発現を誘導し、過酸化水
素を産生させて血中に分泌させる。過酸化水素は
PGI2 の産生を促し、PGI2 が血小板の脱凝集を促す
ことで、食事 F- フコイダンは血栓症予防効果を示
すと考えた。
　残る疑問の一つは、過酸化水素はそれ自体が
PGI2 の分泌を促すのか、過酸化水素と PGI2 分泌の
間にそれを仲介する物質はないか、である。そこ
で、ボランティアから採血した血液に過酸化水素
を添加した。過酸化水素は濃度依存的に 6–ケト–
PGF1α 量を増加させ、TxB2 量は変化させなかった。
また、血液から血小板の豊富な血漿（PRP）を調製
して、血小板凝集のアゴニストを添加して血小板を
凝集させた。この系にアゴニストと同時に過酸化水
素を添加すると、血小板凝集は顕著に抑制された。
一方、過酸化水素は活性酸素であるので、血球の細
胞膜リン脂質を過酸化して分解し、その分解産物が
作用を示している可能性がある。そこで、新鮮血を
37℃に置いてリン脂質を過酸化させて分解産物を
分析すると、9- オキソノナン酸（9-ONA）の産生
が検出された。この 9-ONA をヒト血液に添加する
と、濃度依存的にホスホリパーゼ（PL）A2 活性を

上げ、TxB2 量を増加させた。しかし、PGI2 量は全
く変化させなかった。また、9-ONA を PRP に添加
すると、濃度依存的に血小板凝集を促した。これら
の 9-ONA の効果はアスピリンを共存させると失わ
れた。また、血液を空気下ではなく窒素下に置いた
ときには 9-ONA の産生は認められず、PLA2 活性
上昇も TxB2 量増加も認められなかった。
　以上のことから、過酸化水素はそれ自身が、血
小板に脱凝集を促すエイコサノイドである PGI2 の
産生を促進する物質であると考えた。そして、食
事 F- フコイダンは腸上皮細胞に作用して過酸化水
素を生産させ、血中に分泌させて PGI2 の産生を促
し、凝集した血小板を脱凝集させると結論した。

（７）　食物繊維の機能性を評価するためのインビト
ロ腸炎モデル構築とそれを用いた評価
　DSS 投与によって腸炎を誘発させたマウスの体
重減少の程度は、レンチナン毎日 100μg 投与によ
り緩和され、結腸の長さにおいても、その短縮が抑
制された。更に、レンチナンによる抗炎症効果の
作用機序を解明するため疑似炎症腸管モデルを用
いて検討した結果、Caco-2 細胞をレンチナン処理
した際には、TNFR1 量が無処理区と比較し有意に
低下した。更に in vivo においても、ループアッセ
イ法において、レンチナン溶液を注入した部位で
TNFR1…mRNA 発現が蒸留水処理区に比べて有意
に抑制された。これらのことから、腸管においてレ
ンチナン処理することで炎症性サイトカインである
TNF-α を認識する受容体 TNFR1 量が減少するこ
とが明らかとなった。
　基底膜側での TNFR1 発現量低下の原因を解明す
るため、エンドサイトーシス阻害剤を用いて実験を
行った結果、クラスリン依存性エンドサイトーシ
ス阻害剤である Dansylcadaverine 処理において、
レンチナンによる IL-8 mRNA 発現抑制が解除され
た。この結果から、レンチナンは Caco-2 細胞に対
してクラスリン依存性のエンドサイトーシスを引き
起こし、TNFR1…mRNA 発現量を減少させること
が明らかとなった。
　腸管上皮細胞におけるレンチナン認識機構を解
明するため中和抗体を用いた実験を in vitro 系で
行った結果、Dectin-1 でのみ LPS 刺激による IL-8
ｍRNA 発現量亢進が維持された。更に、Dectin-1…
shRNA を導入した Caco-2 細胞を用いて共培養実験
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を行った結果、同様に IL-8 mRNA 発現量亢進が維
持された。このことからレンチナン受容体の候補と
して Dectin-1 が有力となったので、Dectin-1…KO マ
ウスを用いて DSS 誘導腸炎モデルマウスによる腸
炎発症の有無と確認した。その結果、予想どおり
Dectin-1KO マウスでは、抗炎症効果は認められな
かった。以上の結果から、レンチナンが示した炎症
状態下における Caco-2 中での IL-8 mRNA 発現増
加や DSS 誘導腸炎モデルマウスにおける炎症抑制
効果は、レンチナンが腸管上皮視細胞上に発現して
いる Dectin-1 を介して認識され、最終的に TNFR1…
mRNA 発現量を制御することによって抗炎症効果
を誘導している可能性が示唆された。

（８）　機能性を整理して海産食物繊維のデータベー
スの作成

（ア）　マコンブ F- フコイダンの簡易定量法の確立
　Laminaria japonica の 乾 燥 粉 砕 物 を 3 倍 量 の
100mM 酢酸に懸濁してオートクレーブに供した
後 0.1N…NaOH で中和、沈殿物を 70％エタノールに
懸濁して遠心分離し、その沈殿物を 70％エタノー
ルで 2 回洗浄した。更に、この洗浄物を 20mM の
酢酸ナトリウム緩衝液に溶かしてトーヨーパール
DEAE650M カラムに供し、0.5M 食塩水でアルギン
酸を溶出させた後、1.0M 食塩水で F- フコイダンを
溶出させた。溶出液を 70％アルコールで沈殿させ、
2 回洗浄して、純度が 95％以上の F- フコイダンを
得た。この高純度 F- フコイダンを BALB/C 雌 5 週
齢マウスに初回は 80μg を用いて免疫し、その後 3
回ブーストし、抗体価が上昇した時点で脾細胞を採
取した。脾細胞をミエローマ細胞と融合させて培養
してハイブリドーマ 24 種類を得た。これらの細胞
群から抗体価の上昇がみられた 12 種類の培養を続
けたが、すべての細胞に高い抗体価が認められたの
で、陽性クローン化し、多量培養して抗体を生産さ
せて、F- フコイダンの定量に用いた。
　その抗体を用いてマコンブの食物繊維、ラミナリ
ン、アルギン酸、F- フコイダンに反応させると、
抗体はラミナリンとアルギン酸には反応せず、F-
フコイダンに反応した。したがって、作製した抗体
は F- フコイダン特異的なので、この抗体は F- フコ
イダン定量に用いることができると結論した。

（イ）　機能性を示すマコンブ F- フコイダンのデー
タベースの作成

　被検食物の F- フコイダン含量を測定するために
は前処理が必要である。そこで、試料の前処理法、
つまり、食物からの F- フコイダンの抽出法を確立
した。試料が生の場合は、液体窒素を充たしたワー
ニングレンダーで粉砕した後、凍結乾燥した。凍結
乾燥物に 100mM 酢酸を加えて 20 分間オートクレー
ブに供し、4℃で遠心分離した。その上層をろ過し
て、ろ液に 2 倍量のエタノールを加えて冷蔵庫内に
一昼夜放置後、遠心分離して沈殿物をエタノールで
洗浄し、再度、遠心分離後、沈殿物を凍結乾燥して
被検試料とした。
　測定には ELISA 阻害法を採用した。高度精製 F-
フコイダンをマルチウェルに一晩コーティングし、
リン酸緩衝液（PBST）で洗浄後、牛血清アルブミ
ン（BSA）を添加して PBST 洗浄、F- フコイダン
抗体と被検試料を混合して添加して PBST 洗浄、
二次抗体添加して PBST 洗浄後、2N 硫酸で反応を
止め、492nm の吸光度を測定するという方法を確
立した。
　確立した ELISA 阻害法でマコンブの類縁の褐藻
類の F- フコイダン含量を測定した。ワカメ Undaria 
pinnatifida 新鮮物の含量はマコンブ新鮮物の 17 分
の 1 であり、モズク Nemacystis decipiens 新鮮物
は 130 分の１、ガゴメコンブ Kjellmaniella gyrata
新鮮物は 24 分の 1、ミツイシコンブ（日高昆布）
Laminaria angustata 新鮮物は 18 分の 1 であった。
種が遠いモズクは含量が低く、種が比較的近いワカ
メ、ミツイシコンブ、ガゴメコンブでは 20 倍前後
の差であった。いずれにしても、マコンブの F- フ
コイダン含量がもっとも豊富であった。
　マコンブの栽培では 2 月の下旬から 4 月上旬に
間引きをし、5、6 月に収穫する。そこで、月によ
る F- フコイダン含量の違いを新鮮物 100g 当たりで
比較すると、3 月では約 270mg、4 月は約 65mg、
5 月は約 500mg、6 月は約 2,900mg であり、収穫
期には F- フコイダン含量が高くなっていた。そし
て、部位別の含量を比較すると、3 月から 5 月は先
端部分が一番高く、6 月では中間部分が最も高かっ
た。がに脚と呼ばれる付着器部分の含量は他の部位
に比べて全時期でもっとも低かった。マコンブの最
盛期は 6 月であり、葉厚が薄い先端部分と固いがに
脚部分は廃棄され、全草の 70％ほどを占める中間
部分が干しコンブなどとして食用に供される。した
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がって、日常の食卓に供されているのはもっとも
F- フコイダン含量が高いマコンブ製品であると結
論した。

（９）　機能性食物繊維高含有キノコ株の育成
　実際にレンチナン生産に用いられている市販品
種 H600 株と、岩手生物工学研究センターで開発
した収穫後に茶色く色が変化（褐変化）し難い品
種 SR-1 株のレンチナン含有量を比較したところ、
収穫 4 日後のレンチナン含有率が H600 で 49.1％、
SR-1 で 58.3％と SR-1 株の方が高いことが判明し
た。よって、SR-1 をレンチナン高含有品種開発の
親株として選定し、更に高品質の品種を育成するこ
ととした。
　続いて、レンチナン含有量低下に寄与する遺伝子

（酵素）の特定を行った。岩手生物工学研究セン
ターではこれまでの成果として、シイタケ中でレ
ンチナンの自己消化に関与する β- グルカナーゼ
を 5 種類同定している。それら酵素特性を評価し
たところ、「エキソ型 β-1,3 グルカナーゼ EXG2」
が最もレンチナン分解活性が高いことが判明し
た。また、H600 と SR-1 を比較すると、SR-1 の
方がレンチナンの日持ちが良い品種であるが、
H600 と SR-1 における EXG2 発現パターンをウ
エスタンブロッティングで分析したところ、SR-
１は H600 よりも EXG2 発現が遅く、このことが
H600 よりも収穫後のレンチナン含量を維持でき
る原因である可能性が示唆された。このように、
EXG2 がシイタケ内でレンチナン含有量低下に強
く寄与すると予想されたため、EXG2 遺伝子の抑
制株を、SR-1 を親株として RNAi 法により作成
した。EXG2 抑制株は親株と同様の子実体を形成
した。収穫 3 日後の子実体内で、EXG2 の発現が
抑制されていることをウエスタンブロッティン
グで確認した。親株（SR-1）、空ベクター株及び
EXG2 の子実体抽出液を収穫 4 日間において調製
し、レンチナン（β-1,3/1,6 グルカン、A）、カー
ドラン（β1,3 グルカン、B）、プスツラン（β-1,6
グルカン、C）、キチンオリゴ糖（D）を基質と
して分解活性を測定した。EXG2 抑制株では、収
穫 4 日後のレンチナン分解酵素活性が親株の 30-
40％程度に抑えられていた。カードラン分解活
性も同様に抑制されていたが、プスツラン及びキ
チン基質の分解活性については顕著な差がなかっ

たことから、β-1,3 グルカン分解活性のみが選択
的に抑制されたと考えられた。続いて、EXG2 抑
制シイタケ乾燥物中のレンチナン含有量と貯蔵 4
日間における残存率を測定した。SR-1 を親株と
し、EXG2 を抑制することで、貯蔵 4 日間でのレ
ンチナン残存量を 74.6％とすることができた。
EXG2 のみを抑制するだけで表現型に大きな変化
が認められたことから、EXG2 がレンチナン分解
に最も寄与する遺伝子であることが予想された。
　以上の結果をふまえて、TILLING 法によりレ
ンチナン高含有シイタケ品種を育種した。UV 照射
により SR-1 株（935 株）の変異体を作成し、菌糸
からそれぞれゲノムを抽出した。TILLING 法にお
いて、EXG2 部位を特異的に増幅し、かつ確実に
増幅できるプライマーを 4 セット作成し、935 株
全てに対して作成したプライマーを用いて EXG2
変異体のスクリーニングを行った。その結果、
EXG2 変異株を得ることができた。EXG2 変異株は
通常の方法で菌床栽培することができ、親株であ
る SR-1 と同様の形状の子実体を形成した。胞子も
通常どおりに形成され、回収することができた。
EXG2 変異株の子実体を収穫し、25℃、湿度…80％
にて…4 日間保存した。レンチナン含有量を測定し
たところ、収穫直後（収穫 0 日目）の EXG2 変異
株のレンチナン含量は既存品種（H600、SR-1）の
約 2 倍の量であった。常温 4 日間貯蔵後のレンチナ
ン残存率は収穫 0 日目からの約 90％であったこと
から、目標値を達成することができた。
　本研究により、レンチナンを長期間保持できる
シイタケ品種を育種することができた。また本品
種は親株である SR-1 株が本来持っている収穫後
に褐変化しにくいという特性も受け継いでいる。
近年、シイタケは大規模に工場生産され、収穫さ
れてから市場に出回るまで貯蔵される傾向にあ
る。この貯蔵期間も延びてきていることから、一
定期間貯蔵しても品質が保持された品種の育成が
求められている。本研究の成果として得られたシ
イタケ品種は、この社会的ニーズにも対応してい
る。また、レンチナンの機能性とともにアピール
することでシイタケの消費拡大に繋げることができ
ると考えられる。日持ちがよく、機能性が高い新品
種が開発されれば、国内需要の拡大だけでなく、海
外への輸出にも対応することができ、国内シイタケ
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生産の国際競争力の強化につながると考えられる。
（１０）　機能性食物繊維を含む食品の開発
　フコイダンを約 60％含有する、高純度なフコイ
ダン抽出物をパイロットプラントにて製造できるこ
とが確認された。乾燥コンブからの回収率は 0.7％
であった。
　2 種類のシイタケから、レンチナン抽出物をパイ
ロットプラントにて製造することができた。得られ
た抽出物のレンチナン含有率は 6.03％、25.2％であ
り、種類により含有率が異なった。シイタケから
のレンチナン回収率は 0.47％、1.01％であり、一般
的なレンチナン回収率である 0.5％と比較して近い
値、もしくは、高い値であった。
　ヒト試験に用いる「焙煎こんぶ」の栄養成分値は
通常のマコンブと同程度であり、コンブの有効性を
評価するための試験サンプルとして問題ないことが
確認できた。
　真空フライ法にて製造することで、容易に無理な
く継続摂取できる食品サンプルが調製できた。ま
た、栄養成分の分析を行い、1 日摂取目安量におい
て、特に問題ないことを確認した。
　ヒト試験用のサンプルとして 4 種類のカプセル

（（ａ）フコイダン抽出物（ｂ）プラセボ（ｃ）焙煎
コンブ（ｄ）アスピリン）を、外観上区別がつかな
いように調製ができた。

（１１）　コンブ、シイタケの調理法の開発
　フコイダンやレンチナンなどの機能性食物繊維を
効果的に摂取できるようコンブやシイタケの調理法
を検討した。水溶性食物繊維であるフコイダンやレ
ンチナンが調理の過程でできる限り損なわれないよ
う、コンブのだし汁やシイタケの戻し汁の無駄のな
い使用に留意した。これらの調理法を用いて幾種も
のレシピを考案し、レシピ集としてまとめた。レシ
ピ集のサイズは A5 版で全 36 頁、フルカラーであ
る。構成は、食卓シーン、アラカルトレシピ、コン
ブとシイタケについての 3 構成である。食卓シーン
とアラカルトレシピを合わせた約 8 割をレシピと
し、コンブとシイタケについてでは、食材の扱い方
など基本的な調理事項や栄養機能性の頁を組み込ん
だ。本レシピ集ではコンブやシイタケを毎日の食事
から摂取することを目的としており、食卓シーンに
おいては日常の様々なシーンを想定してレシピを考
案した。内容は「にっぽんの食卓」、「カフェ風ラン

チ」、「アツアツお鍋」、「おもてなし」の四つの食卓
シーンに加えて、子供を対象とした「kids パーティ」
の計五つのシーンを提案した。これら食卓シーンに
含まれる全ての料理においてコンブ、または、シイ
タケを使用し、メニューによってはコンブとシイタ
ケ双方を使用した。アラカルトレシピでは、「伝統
的アラカルト」、「ごはんアラカルト」、「おつまみア
ラカルト」の三つのタイトルを設けた。「伝統的ア
ラカルト」では昆布巻や筑前煮などの伝統的なレシ
ピを取り入れた。コンブとシイタケについてでは、

「こんぶの種類」、「こんぶとしいたけの歴史と縁起
のおはなし」、「こんぶあれこれ」、「しいたけあれこ
れ」、「からだにいいんです！食物繊維」、「フコイダ
ンとレンチナン」の内容とした。ここではコンブや
シイタケに興味・関心が深まるよう、そして料理の
食材として機能性食物繊維を効果的に摂取できるよ
うな栄養情報をまとめた。

３　ケルセチン・イソフラボンの生活習慣病予
防機能の科学的エビデンス強化と高含有農作
物の作出

　メタボリックシンドロームモデルマウスにおい
て、ケルセチン・イソフラボンの摂取により、肝障
害、肝臓における脂肪酸合成、脂肪の蓄積、炎症が
改善すること、及び血中の酸化修飾及び糖化修飾タ
ンパク質が減少することを明らかにした。またヒト
への介入試験において、イソフラボン摂取によっ
て、体重の減少と肝障害が軽減すること、及び血中
の酸化修飾タンパク質が減少することを明らかにし
た。タマネギ及びダイズは品種により、それぞれケ
ルセチン及びイソフラボン含量に大きな違いがある
ことを明らかにした。またタマネギ中のフラボノイ
ド及びダイズのイソフラボンは調理加工しても安定
であることを明らかにした。北海道ダイズ品種のう
ち、「ゆきぴりか」はイソフラボン含量及びイソフ
ラボン中のダイゼイン比率が高いことを明らかにし
た。農作物・食品中のケルセチン分析法及びダイズ
イソフラボン分析法を確立し、データを蓄積した。
ケルセチンとの相互作用が少ない充填剤の使用す
ること等により、ケルセチンの LC による分離を介
した高感度検出を可能にした。北海道の地域一般
住民において大豆摂取頻が高い群で BMI、中性
脂肪が低く、HDL コレステロールが高い関連を
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明らかにした。イソフラボンの代謝産物であるエ
コール 10mg/ 日の摂取は、ホットフラッシュなど
の血管運動神経症状の緩和に有効であり、その有効
性は短期長期にわたり維持されることを明らかにし
た。ダイズイソフラボンは、エストロゲン欠乏に起
因する骨髄中の炎症及び破骨細胞形成を抑制すると
ともに、骨芽細胞の分化を促進することで、骨粗鬆
症モデル動物の骨量減少を抑制する可能性を明らか
にした。大豆イソフラボンは EB ウイルスの再活性
化を抑制することにより、シェーグレン症候群の病
態形成に関与している可能性を明らかにした。大豆
イソフラボンはドライマウス患者において、抗酸化
作用を伴う唾液分泌改善効果を認めた。タマネギは
ヒトにおいて、抗酸化作用を伴う唾液分泌亢進作用
がある事を明らかにした。ケルセチンはマウスにお
いて、抗酸化作用、抗炎症作用を伴う唾液分泌亢進
作用が認められた。培養細胞を用いたモデル系によ
り、ケルセチンはアルツハイマー病の原因物質であ
るアミロイド -β 産生抑制作用を示すことを明らか
にした。ケルセチン及びイソフラボンには脈絡膜
血管新生を抑制する効果があることを明らかにし
た。そこでケルセチン及びイソフラボンの涙液への
移行性を明らかにし、ヒトにおいてケルセチン及び
イソフラボンが涙液の質として重要である涙液層破
壊時間を延長することを明らかにした。培養肝細
胞、小腸細胞においてケルセチンは、転写を促進す
る共役因子等のリクルートを低下させることによっ
て C/EBPb 転写活性を抑制し、apolipoporoteinB の
遺伝子発現を顕著に抑制することを明らかにした。
ゲニステイン添加食及びケルセチン添加食の摂取は
坐骨神経切除による筋萎縮を抑制することを明らか
にした。ゲニステイン、ダイゼイン及びケルセチン
の摂取は高脂肪食摂取による血清酸化ストレスマー
カーの上昇を抑制することを明らかにし、高脂肪食
摂取による糖・脂質代謝異常へのゲニステイン、ダ
イゼイン及びケルセチンの摂取の作用は弱いことを
明らかにした。西洋型食摂取による耐糖能異常及び
糖新生亢進作用をケルセチン摂取が抑制することを
明らかとした。またこれには解糖系律速酵素の発
現増加や糖新生律速酵素の発現減少が関与してい
ることが考えられた。高濃度のケルセチンを添加
した標準食を 20 週間摂取させても、マウスの体
重、組織重量、血液成分及び肝臓の遺伝子発現プロ

ファイルに安全性が懸念される変化は認められず、
肝臓及び脂肪組織において弱い酸化ストレス抑制効
果を示すことが明らかになった。ダイズ中のイソ
フラボン成分は、肝臓での脂肪酸酸化の活性化作
用があることが示唆されたが、ダイズそのものが
有する脂質濃度低下作用のうち、イソフラボンに
よる脂肪酸酸化活性化作用はマイナーなものであ
り、ダイズのその他成分による作用の方が大きい
ことが示唆された。卵巣摘出マウスの唾液分泌、
食行動及び口腔内遺伝子発現様式の解析により、ド
ライマウス症状及びその改善度の評価に適した方法
を探索した結果、唾液タンパク質ムチンに関係す
る Muc19 遺伝子等の発現量がその指標となる可能
性を見出した。イソフラボン類の代謝性や腸内菌叢
と、内臓脂肪、血糖値に与える影響を検討した結
果、イソフラボン類の吸収性の高さが内臓脂肪低下
に寄与している可能性が示唆され、マウスの腸管膜
脂肪重量に影響を及ぼす可能性のある菌群や内臓脂
肪重量に影響を及ぼす可能性のある菌群を見出し
た。ヒト糞便中のイソフラボン類の代謝物や食事
内容、エネルギー代謝と…BMI 値との関連性を検討
し、男性の BMI 値と食物繊維・ミネラル・ジヒド
ロダイゼンとの関連性が強く示唆される結果を得
た。また、女性において、コレステロール摂取量や
飽和脂肪酸摂取量とエコール産生性との間には負の
相関が認めらることを明らかにした。ダイズの同時
摂取はタマネギ由来のケルセチン代謝パターンを変
化させることを明らかにした。タマネギ調理法とダ
イズ加工法がケルセチンとイソフラボンの生体利用
性に与える影響を検討した結果、ダイズではフライ
調理が、ダイズでは煮豆加工がそれぞれ生体利用性
を上げることを明らかにした。現在の北海道向けの
春播きタマネギ品種・系統の中で最もケルセチン含
量が多い「クエルゴールド（月交 24 号）」を選定し
た。栽培試験において、施肥量と追肥時期とを組合
せることで「クエルゴールド（月交 24 号）」のケル
セチン含量を更に増加できる可能性を示すととも
に、本品種のケルセチン含量を維持するためには、
小さい苗での早植えは不可であることを明らかにし
た。高イソフラボン品種「ゆきぴりか」の含量を上
回る系統は見いだせなかった。また水分・光条件の
ような物理的な要因によってイソフラボン含量が増
減することを明らかにした。「OSP-3」（種子親）と
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「OPP-5」（花粉親）の交配より得られる F1 品種で
ある「クエルゴールド」の可食部には、平均で 1 球
に 109mg のケルセチン（配糖体）を含有し、主要
品種「北もみじ 2000」の 1.6 倍であることを明らか
にした。

４　柑橘類果皮を利用した抗認知症機能性食品
の開発に向けた基盤技術の開発

　UPLC/ESI-MS による分析方法開発並びにその最
適化によって、ノビレチン並びにその主要代謝物が
約 5 分で定量可能となり、また、その検出感度は柑
橘由来エキス中の被験物質定量だけでなく、生体試
料中の被験物質定量も可能とするものであった。本
分析法は…ICH…Q2B ガイドラインの求めるクライテ
リアを充分に満たしており、信頼性ある分析データ
を提示することができると結論づけた。
　カンキツに含まれるフラボノイドの配糖体とアグ
リコンを効率的の効率的な HPLC 分析法を開発し
た。果樹研究所に保存されるカンキツ遺伝資源のフ
ラボノイド含有量評価が完了した。キンカンとノビ
レチン含有カンキツの交雑により、果皮にノビレチ
ンを含み可食である果実が得られる可能性が示され
た。
　カンキツの果皮中のポリメトキシフラボノイド

（PMF）含有量は、タチバナやポンカン、紀州ミカ
ンなどで高く、ユズやキンカン、レモンなどにはほ
とんど含まれていなかった。既存品種における葉中
と果皮中の PMF 含有量は高い相関を示し、葉中含
有量から高含有品種の早期選抜の可能性が示唆され
た。これにより、放射線による変異誘導個体と交雑
育種個体の選抜を試み、数個体が PMF 高含有の可
能性が示された。また、‘太田ポンカン’の乾燥果
皮作成は温州ミカンに比べ低温で長時間の乾燥が必
要であった。
　かんきつ中間母本農 6 号はノビレチン含有量が高
く、太田ポンカンの代替となりうると考えられた。
ノビレチン含有量を多く含む果皮の確保には効率
性、経済性の面から更に検討する必要があると思わ
れた。
　ノビレチン及びその類縁体シネンセチン、6- デメ
チオキシノビレチンに、コリンエステラーゼ阻害活
性が見出され、また、タンゲレチン及び 6- デメチ
オキシノビレチンにおいて ERK リン酸化能が確認

されたが、その効果はノビレチンが最も強いことが
示された。一方、記憶学習に関わる遺伝子の発現に
及ぼすノビレチンの作用を評価した結果、NMDA
受容体サブユニット NR1、NR2A、NR2B 遺伝子、
ムスカリン受容体サブタイプ M1 遺伝子、コリンア
セチルトランスフェラーゼ遺伝子、最初期応答遺伝
子 c-fos、fra1、c-jun 及び CBP 遺伝子が、ノビレ
チンにより発現亢進することが明らかとなった。更
に、Aβ1-42 ペプチド濃度依存的な細胞生存率低下を
ノビレチンが改善し、かつ Aβ1-42 ペプチドにより減
少した NR1 遺伝子の発現をノビレチンが回復させ
ることがわかった。
　ノビレチンが、3 種細胞株（神経芽細胞腫、線
維芽細胞、肝がん細胞）に共通して、細胞ストレ
ス増悪因子である TXNIP（thioredoxin-interacting…
protein）遺伝子など 7 種遺伝子の発現低下や 5 種
遺伝子の発現亢進を引き起こすことを DNA マイク
ロアレイ解析により明らかとした。ノビレチンが、
細胞ストレス増悪因子 TXNIP の発現低下を惹起
し、アルツハイマー病を含めた神経変性疾患の発症
要因となる小胞体ストレス誘発アポトーシスを抑制
することを、神経芽細胞腫培養細胞株を用いた解析
により明らかとした。これらのことから、ノビレチ
ンによる神経変性や記憶障害の保護・改善作用など
の有益作用は、少なくとも一部、TXNIP 発現抑制
により発揮されると推定された。
　ラットに対する太田ポンカン抽出物（ノビレチン
含有）投与により、肝 CYP1A 及び CYP3A 酵素の
誘導が、有益作用が期待される用量において認めら
れた。また、ヒト CYP1A 及び CYP3A 誘導試験用
肝培養細胞株を用いた in vitro 試験の結果より、太
田ポンカン抽出物やその主成分であるノビレチンは
ヒト AhR や PXR などの転写因子の活性化を通じ
て CYP1A 及び CYP3A 酵素を誘導していることが
示された。
　ラット脳の認知機能に関与する神経伝達物質系各
種受容体及びトランスポーターに対する結合活性の
測定実験から、ノビレチンは認知機能に関与するセ
ロトニン（5HT2B）受容体及びムスカリン性（M1）
受容体に対し高い結合活性を示すことが推察され
た。
　青島温州ミカン果皮から、ノビレチンを安全・効
率的に抽出するため超臨界流体抽出法を用いた。二
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酸化炭素とエタノールを抽出・流出溶媒として使
い、毒性物質を除去しつつノビレチンを高効率で回
収する流出条件を確立した。果皮中にノビレチンと
同程度の抗認知症作用を示す物質（タンゲレチン）
が存在することを発見した。ノビレチンが、アミロ
イド斑を溶解すると目される酵素ネプリライシンタ
ンパク質の誘導とその活性を上昇させることを発見
した。ノビレチンが、培養神経細胞において神経成
長因子の mRNA 量を増加することを見いだした。
　緑内障及び筋萎縮性側索硬化症（ALS）の原因遺
伝子オプチニュリンが関与する発症関連の現象のう
ち TNFα による NFκB 活性化及び異常タンパク蓄
積の両方について、ノビレチンは抑制的に働き、疾
患の改善効果に繋がり得ることを示した。後者につ
いては、オートファジー経路の活性化を介して抑制
することを示唆する結果を得た。加齢黄斑変性の動
物実験モデルであるラット網膜光障害実験モデルを
使用し、ノビレチンの網膜保護効果について検討し
た。連日 30mg/kg での腹腔内投与実験では、ノビ
レチンの網膜保護効果が見られ、その効果は個体の
系統差に依存することが示唆された。硝子体内注入
及び点眼による局所投与実験では、現在までの結果
では、保護効果は認められなかった。
　柑橘類果皮の主成分であるノビレチンがヒトで精
神賦活作用、集中力、モチベーションに関わるドパ
ミンの放出を高めることを初めて明らかにした。更
に、パーキンソン病モデル動物では錐体外路系運動
機能の改善作用も示された。特に、経口投与により
ドパミン遊離作用が確認されたことにより、この薬
効は中枢神経系におけるノビレチンの薬効の主要な
部分であると考えられた。
　ノビレチンは老化促進モデルマウス（SAMP8）
における認知記憶障害、文脈依存的恐怖記憶障害、
酸化ストレスの増強及びタウの異常リン酸化に対し
て改善作用を示すことを明らかにした。ノビレチン
はアミロイド前駆体タンパク質、プレセニリン１及
びタウの遺伝子変異を組み込んだアルツハイマー
病モデルマウス（3XTg…AD マウス）における脳内
ベータアミロイド（Aβ）含量を減少させ、短期記
憶障害や認知記憶障害に対して改善作用を示すこと
を明らかにした。
　ノビレチンの保存安定性を損なわず、なおかつ簡
便に経口投与可能な投与形態としてナノクリスタル

固体分散体製剤を新たに開発した。
　太田ポンカン果皮の食材としての有効利用の促進
を目指して、果皮の遺伝毒性を調べたところ、いず
れの試験系に於いても遺伝毒性を示さないことがわ
かった。更に、太田ポンカン果皮乾燥粉末の一般毒
性を調べるために、ラットに 90 日間反復強制経口
投与したところ、1500mg/kg/day 群の雄において、
リモネンに起因する α2μ グロブリン腎症が認めら
れた。それ以外の毒性所見は認められなかった。リ
モネンの腎臓に対する毒性影響は、雄性ラットに特
異的であり、ヒトに対しては毒性を示さないことが
明らかにされている。次に、安全性が確認された太
田ポンカン果皮を含む加工食品（カステラ、食パ
ン）を試作し、試作した加工食品中の 3 種のフラボ
ノイド化合物を分析したところ、作製過程において
フラボノイド化合物が分解することはほとんどない
ことが確認できた。更に、加工食品の食材としての
適正等について検討したところ、果皮含有量の多い
4％果皮添加食パンは苦味が強く、加工食品として
の適正に問題があることがわかった。
　柑橘系果皮に微量にしか含まれていない有効成分
ノビレチンを効率的に抽出する方法を検討し製造工
程を最適化し粉末化してエキス末とした。認知症患
者にはできるだけ少量の飲用量とする必要があるた
め有効成分ノビレチンは濃縮する必要があった。動
物用試験はエキス末にて実施した。有効成分ノビレ
チンは苦くそのままでは飲みにくく、嚥下困難者に
おいては誤飲を起こす危険性があり糖衣錠とした。
ヒト安全性試験においては１回分の糖衣錠の飲用量
を変えて製造し共同研究機関に供給した。ヒトでの
安全性を確かめた上で臨床試験を行った。この際、
安全性試験で使用した錠剤（アクティブ錠剤）及び
それに含まれる有効成分を賦形剤に置き換えたノビ
レチン非含有糖衣錠（プラセボ錠剤）を製造した。
製造した２種類の錠剤は臨床試験のコントローラー
が適切に割付を行うことができるように試験機関に
供給した。太田ポンカンに含まれるノビレチンの
季節ごとの消長を検討し製造・供給を行った。抽
出・濃縮方法などの製造工程により成分比率の同等
性を検討した。太田ポンカン果皮は天然原料のため
果皮・糖衣錠に農薬が残留していないことを確認し
た。これらを通じてヒト臨床試験を検体の面から強
力にバックアップした。
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　太田ポンカン果皮エキス粉末（ノビレチン含有
量 5 ～ 7％）について、遺伝毒性試験（復帰突然変
異試験、in vitro 染色体異常試験、マウス末梢血小
核試験）、一般毒性試験（ラット 90 日間反復投与試
験）を実施し、これらの結果を基に、太田ポンカン
果皮エキス粉末（ノビレチン含量約 7％）のヒト１
日摂取量の上限目安を決定した。
　40 ～ 70 代の男女 11 名において太田ポンカン果
皮濃縮エキスの安全性確認試験を実施した。上記で
設定した上限摂取目安量に基づき算出した太田ポン
カン果皮濃縮エキスの所定摂取量で 14 日間摂取し
てもらった後、更にその 2 倍量を 14 日間摂取して
もらった。その結果、両摂取量において安全性が確
認された。更に、アルツハイマー病患者を対象とし
た太田ポンカン果皮濃縮エキスの効果確認試験を開
始した。二重盲検プラセボ対照クロスオーバー試験
とし、アルツハイマー病患者 40 名を 20 名ずつ A
群、B 群に分け、A 群はⅠ期 12 週間対照食品を摂
取し、Ⅱ期 12 週間被験食品（上記太田ポンカン果
皮濃縮エキス 1 倍量を毎日摂取）を摂取することと
し、B 群はⅠ期 12 週間被験食品（上記太田ポンカ
ン果皮濃縮エキス 1 倍量を毎日摂取）を摂取し、Ⅱ
期 12 週間対照食品を摂取することとした。

５　米タンパク質の新規生体調節機能性の先導
的開発と機構解析

（１）　機能性成分の分析技術の開発
　タンパク質の同定では、Cd 除去処理後の REP、
及び米糠由来酸沈殿タンパク質（RBP80）の 2 次
元電気泳動によるプロファイル像を示した。九州
大学の塩抽出サンプルは、電気泳動後にゲルから
バンドを切り出し、トリプシンによる消化断片を
MALDI-TOF…MS により質量分析を行い、その結
果を MASCOT サーバーにより解析を行ったとこ
ろ、RBP80 と同一のグロブリンを含んでいること
が判明した。
　良食感の REP を製造するための標準的製造方法
を確立したが、調製米胚乳タンパク質に Cd が濃縮
されることが確認された。製造プロセスに酸による
洗浄工程を加えることにより、物性を大きく変える
ことなく Cd 含量を 1/10 以下に削減することがで
きた。Cd の他に K、Ca、Mg、P が減少し、腎機
能低下者や透析患者にとってより安全なタンパク質

栄養補給源として利用できることを認めた。REP
の実用化を念頭に工場レベルでの実機テストを実施
した。分離工程や乾燥工程に工夫を加え、特に粘度
の低いタンパク質スラリーを噴霧して乾燥させる方
式では舌触りの面でより優れた品質となることを認
めた。成人肥満者・メタボリックシンドローム患者
対象の臨床試験に用いる試験食として粉末飲料を、
HD 患者を対象とした臨床試験に用いる試験食とし
てゼリー状食品を開発した。
　RBP60 から、酸や熱などによる変性沈降法にて
タンパク質含量が 80％以上の RBP80 を調製でき
た。次に、調製条件（調製スケール、加水量、加熱
条件、pH 条件、遠心条件、水洗条件）を見直し、
作業の効率化と RBP80 の収率とタンパク質含量の
バラツキを改善した。これらの知見を基に、工程
管理ポイントを設定し、管理法としてポータブル
NIR 計を用いた粉体のタンパク質含量の予測法と
UV 法により測定した上清のタンパク質含量から、
沈殿のタンパク質含量の予測法を新たに開発した。
これらの組み合わせにより、RBP80 を、収率が 50
～ 60％の範囲で安定した調製法を確立した。この
RBP80は米胚乳タンパク質の混入がほとんどなく、
ロット間にはタンパク質組成にほとんど差がないこ
とを確認した（京都府立大学）。また、LC/MS 分
析により機能性低分子はほとんど検出されなかっ
た。

（２）　機能性成分の生体調節機能の研究開発
　Lewis ラットや BN ラットを用いた検討から、
REP、RBP 摂取により、免疫細胞の数やその細胞
死に関する遺伝子群の発現が、変動していることが
示された。また、血中の Th1/Th2 バランスは REP
摂取により、有意に細胞性免疫側に偏向すること
が示された。以上の結果より、REP は細胞性免疫
誘導効果を持つことが示された。次に GK ラット腎
臓のマイクロアレイ解析の結果から、REP 摂取に
より抗酸化や抗炎症効果を持つ heme…oxygenase…1

（Hmox1）の遺伝子発現が上昇しており、real…time…
PCR 解析によっても確認された。また、糖尿病性
腎 症 の 進 行 に 重 要 な monocyte…chemoattractant…
protein-1（MCP-1）に対して、REP 摂取により発
現上昇が抑制されることが示された。以上の結果
より、REP は Hmox1 の遺伝子発現上昇を介して、
MCP-1 の遺伝子発現上昇を抑制し、糖尿病性腎症
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の進行遅延効果を発揮している可能性が推察され
た。一方、卵巣摘出（OVX）モデルラットを用い
た検討から、RBP が OVX による一時的な骨吸収の
亢進を抑制することが示され、骨密度や骨強度の低
下を抑制している可能性が推察された。また ZDF
ラットを用いた検討から、REP、RBP 摂取は糖尿
病による骨重量や骨長、骨密度の低下を有意に抑制
し、その効果は糖尿病による骨形成低下の抑制を介
している可能性が示された。
　GK ラットに対する高スクロース飼料の長期給与
により、REP、RBP ともに 15 週間後において明ら
かな腎症進行抑制効果が示された。REP、RBP 両
者とも空腹時血糖値、HbA1c や血圧への有意な効
果はみられなかったものの、尿中アルブミン排泄量
は、全試験期間を通して少なく推移していた。ま
た、試験終了時における無機 P 排泄量は、REP 群
で顕著に少なかった。腎糸球体のメサンギウム細
胞や基質の増殖に対しては、REP が最も抑制効果
を示すことが明らかになった。ZDF ラットにおけ
る REP、RBP の長期摂取では、ともに空腹時血糖
値の上昇抑制傾向や HbA1c 改善効果がみられた。
試験終了時の肝臓重量は、C 群に比べて REP 及び
RBP 両群ともに低値で、総脂質、総コレステロー
ル等も連動していて、特に RBP 群で顕著であっ
た。試験終了時の尿中アルブミン排泄量は抑制され
ていた。肝臓のメタボローム解析より、解糖系やβ
酸化系関連の代謝物質の変動からエネルギー代謝亢
進、ベタインの増加によるホモシステイン代謝の正
常化や、抗酸化物質の増加による酸化ストレス軽減
が、相加又は相乗的に作用し、脂肪肝抑制による肝
機能障害の改善、ひいては生体の代謝改善につなが
ることが推測された。
　臨床研究においては、まず、慢性腎臓病（CKD）
患者の食事（特に、摂取タンパク質の種類と量）の
実態調査を実施した。146 名の CKD 患者（糖尿病
及び非糖尿病）において実施した自記式食事歴質問
票（DHQ）調査の結果、125 症例において臨床デー
タとの関連性を検討した。その結果、糖尿病群では
植物性タンパク質摂取量に対する動物性タンパク質
摂取量の割合が多かった。また、非糖尿病群にお
いては、過去 3 年間で腎機能低下（eGFR の低下が
1ml/min/1.73m2/ 年以上）を認めない症例で米タン
パク推定摂取量が多かった。

　次いで、REP を用いた臨床介入研究では、①成
人肥満者・メタボリックシンドローム患者における
REP 摂取の有効性を検討した。REP 摂取群（10…g/
日）（n=9）とカゼイン摂取群（10g/ 日）（n=9）の
比較（4 週間）において、前者に血中 HDL- コレス
テロールの上昇、及び尿酸、MCP-1 の低下効果が
認められた。② HD 患者における REP 摂取の安全
性及び有効性を検討した。腎不全患者で摂取制限
がある P、K、Na が、REP では大豆タンパク質、
カゼインに比較して少ないという特性を見出した。
実際、HD 患者 9 名において、2 週間の REP（5g/
日）摂取後、血中 P、K、Na、Ca、Mg の血中濃度
に有意な上昇を認めなかった。③ HD 患者における
REP 摂取による栄養・代謝改善効果を検討した。
まず食味の良い REP 含有及び非含有プラセボ用試
験食ゼリーの開発を行った上で、HD 患者における
タンパク質補給源として、REP の有効性を検討し
た。低栄養傾向であるが全身状態が安定した HD
患者 50 名を対象とし、REP（5g/ 日）含有ゼリー
もしくはプラセボゼリーを用いて、randomized…
double-blind…crossover 試験（それぞれ 4 週間の摂
食と wash…out…4 週間）を行った。主要評価項目は
nPNA（あるいは nPCR）とした。その結果、脱落
例 1 名を除く全員を対象とした intension-to-treat
解析においても、感染症例 5 名と小腸出血例 1 名を
除いた解析においても、摂食前後及びプラセボとの
比較において、REP 含有ゼリー摂取により有意に
nPNA…（nPCR）が増加した。一方、REP ゼリー摂
取による有意な P、K 値の上昇は認めなかった。し
たがって、米胚乳タンパク質は HD 患者における有
効なタンパク質補給源になり得る可能性が明らかと
なったが、更に長期試験によりその栄養・代謝改善
効果を検証する必要がある。
　RBP の脂質代謝の改善作用については、α- グ
ロブリン欠損米の LGC 潤を摂食させた群と比較し
て、高 α- グロブリン含有米の LGC-1 を摂食させた
群では、血清コレステロール濃度が有意に低下し
た。米糠塩可溶性タンパク質のグロブリン（糖鎖
分解後）を SDS-PAGE で分画し、PVDF 膜にブ
ロット後、50kDa、33kDa、30kDa、10kDa のバ
ンドを切り出し、N 末端アミノ酸配列分析を行っ
たが、N 末端配列は決まらなかった。
　REP から調製した PBSP（グロブリン画分）、
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EASP（プロラミン画分）及び AASP（グルテリン
画分）の細胞培養系における免疫調節サイトカイン
の mRNA 発現に及ぼす影響を調べた結果、全ての
画分が抗腫瘍性サイトカインの mRNA 発現を有意
に促し、中でも PBSP の IFN-γ の mRNA 発現倍数
は無添加の場合の 50 倍以上であった。本結果は、
REP は抗腫瘍機能や感染防御機能を有することを
示唆している。また、IFN- γは Th1 優位に導き、
花粉症などの…I…型アレルギーを軽減することから、
REP は I…型アレルギー軽減機能を有することも示
唆している。そこで、タンパク質源としてオボアル
ブミン飼料と、オボアルブミンの 4 割を REP に置
換した飼料でマウスの β- ラクトグロブリン（LG）
対する I 型アレルギーを誘導したところ、LG で誘
導されるくしゃみの回数は REP 添加飼料の方で有
意に少なく、血清中の LG 特異 IgE や脾臓の IgE
産生細胞割合も低かった。逆に、REP 添加飼料で
飼育したマウス血清 IL-10 量は有意に高かった。一
方、マウスを REP 添加飼料と無添加飼料で飼育し
ながらメラノーマ腫瘍細胞を注入し、肺に転移した
腫瘍細胞数を調べた。その結果、REP 添加飼料に
より転移腫瘍細胞数は半減した。また、脾臓細胞の
腫瘍細胞に対する傷害活性と、血清中の抗腫瘍性サ
イトカイン量は REP 添加飼料での飼育の方が有意
に高かった。本結果から、REP はマウスのナチュ
ラルキラー細胞やマクロファージを活性化し、抗腫
瘍機能を有することが確認された。　
　まず、REP、RBP をペプシンにより加水分解し、
高い収率でペプチドを調製できた。これら加水分解
物の GLP-1 分泌活性を GLUTag 細胞株にて評価し
たところ、いずれも強力な GLP-1 分泌活性を有す
ることが明らかとなった。ラットに単回経口投与し
たところ、投与 15 分後の門脈血中 GLP-1 濃度上昇
が明らかとなった。更にラットでの耐糖能試験（腹
腔内糖負荷試験）において、ペプチドをあらかじめ
経口投与しておくことで、GLP-1 分泌が促進され、
血糖上昇が抑制された。次に、麻酔下ラットの回腸
管腔内にペプチドを投与することで、回腸静脈中
DPP-IV 活性の低下が見られた。また、回腸静脈血
における総…GLP-1 中の活性型 GLP-1 の比率がこれ
らペプチド投与により高まり、これらのペプチドが
DPP-IV 活性抑制を介して GLP-1 の分解を抑制する
ことが示唆された。

　米由来抗菌ペプチドの病原菌に対する作用メカ
ニズムを解明するため、米のタンパク質のアミノ
酸配列から、抗菌ペプチドの特徴を有する配列を探
索し、3 種類のタンパク質から 6 種類のペプチドを
見出した。見出した配列を化学合成し、これらのペ
プチドを用いて、次の 4 点について、（a）10 種類
のヒト病原菌に対する抗菌活性の測定、（b）細胞
膜への作用、（c）タンパク質合成系への作用を評価
するためのアッセイ系の開発、（d）主要な抗菌ペ
プチドの抗炎症作用と創傷治癒作用などの生体防御
機能の解明、について検討した。その結果、（a）6
種類のペプチドは、すべて歯周病菌に対して抗菌活
性を示した。（b）抗菌ペプチドの細胞膜への作用
を解析するために、細胞膜透過性を付与した蛍光色
素を用いた方法、フローサイトメーターを用いた方
法などについて検討した。（c）タンパク質合成系へ
の作用を解明するために、緑色蛍光タンパク質の無
細胞合成系を用いた合成阻害と変性酵素を用いた
フォールディングの阻害を評価するアッセイ系を用
いることにより、AmyI-1 ペプチドは翻訳ステップ
とフォールディングステップを阻害してタンパク質
合成を阻害することが示唆された。（d）抗菌ペプ
チドの抗炎症作用と創傷治癒作用を解明するため
に、それぞれマクロファージと血管内皮細胞を用い
て検討した結果、抗炎症作用と創傷治癒作用を有す
ることがわかった。
　CL ペプチドは、供試した全ての LPS 及び lipid…
A の IL-6 産生誘導能に対して濃度依存的に抑制効
果を示し、内毒素活性抑制物質としての有用性が示
唆された。CL ペプチドの LPS マウス致死活性に対
する阻害効果が確認できた。米ペプチド CL は、ヒ
ト試験によりデンタルプラーク形成抑制効果があ
り、口腔ケアに有効であることが明らかになった。
　米に含まれるアミラーゼインヒビターについて
は、RBTI については、米糠からタンパク質とし
て均一に精製し、分子量は 14kDa であり、組織
転写の結果、胚芽と糠層に局在していることを明
らかにした。貯蔵害虫であるコクヌストモドキ
のアミラーゼを阻害し、大麦内在性アミラーゼを
阻害しないことから、RASI とは異なるアミラー
ゼ阻害活性を有することが示された。新規のアミ
ラーゼインヒビターを探索し、豚アミラーゼをリ
ガンドとするアフィニティー法で米糠タンパク質か
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ら精製したタンパク質は、分子量約 10kDa の新規
アミラーゼインヒビターと推定され、ヒトの唾液ア
ミラーゼ及び膵液アミラーゼを定量的に阻害した。
高速液クロにより、共存する内在性アミラーゼと分
離できた。京都府立大の増村博士により、一つのバ
ンドは RAG2（米アレルゲンタンパク質で、トリプ
シン・アミラーゼインヒビターファミリー）とホモ
ロジーが認められた。

（３）　機能性成分を高含有する農産物の開発
　九州大学が保有する突然変異系統 500 系統から
SDS-PAGE 分析及び CBB 染色法による一次選抜
で、26kDa…α- グロブリンを多く蓄積する変異体 26
系統を選抜した。western-blot 分析による二次選抜
に供試した結果、α- グロブリンを多く蓄積してい
ることが予測される変異体 5 系統を選抜した。選抜
した α- グロブリン高蓄積変異体 5 系統ではコシヒ
カリの 1.20 倍から 1.42 倍の α- グロブリンを蓄積し
ていた。ついで、突然変異系統 500…系統から 12 系
統の α- アミラーゼ高蓄積変異体を選抜した。その
内、5 系統の α- アミラーゼ高蓄積変異体において
コシヒカリの 1.40 倍から 1.82 倍の α- アミラーゼを
蓄積していた。

６　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法の開発及び摂取条件等を普及するため
のモデル体制の構築（リンゴ）

　岩木健康増進プロジェクトの疫学研究の結果、
摂取カロリーが推定必要量より多い者及び総カロ
リー中の脂質割合が 30％未満の者の方がリンゴを
食べる習慣を持つ割合が高く、65 歳以上男性で
は、リンゴ摂取する者の方が、baPWV 値・血圧
値が有意に低く、動脈硬化は進んでいない可能性
がみられた。また、65 歳未満の女性では、リンゴ
摂取する者の方が、血糖と HbA1c が有意に低値
であった。また、リンゴ及び APC のヒト投与試
験によって共通の代謝物であるカテキン硫酸抱合
体や Dihydroxyphenyl…valerolactone…sulfate、プロ
シアニジン２量体の硫酸抱合体、Hydroxyphenyl…
propionic…acid…sulfate が見出され、リンゴ摂取の
マーカーとなる可能性が示された。更に、リンゴ
の調理法によってプロシアニジン類が残存する方
法を見出し、新たなリンゴ料理レシピを 10 種提案
した。以上の成果は、「リンゴフォーラム」を開催

し、青森県内に普及させるとともに、「リンゴ機能
性ハンドブック」を作製し、県内の各関係機関を通
して活用していくこととなった。

７　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法の開発及び摂取条件等を普及するため
のモデル体制の構築（茶）

　緑茶摂取頻度と遺伝子発現量との間に統計学的に
有意な正の相関がある食品因子感知遺伝子としてフ
ラボノイド及び脂肪酸の感知遺伝子並びに大豆脂質
の感知遺伝子を見出した。緑茶カテキン EGCG の
感知遺伝子の発現量と食品摂取量との間に統計学的
に中程度の正の相関がある食品として、卵、パパイ
ヤ、柿、さば・さんま、しらす干し、しいたけ、油
揚げを見出した。緑茶カテキン EGCG がその生体
内センサーである 67LR 依存的に発現を誘導する遺
伝子を 22 種類特定した。
　緑茶の摂取量・飲み方と循環器疾患リスクファク
ターに関する横断研究を行った結果、総カテキン摂
取量及び ECGC 摂取量は総コレステロール濃度と
関連していた。掛川コホート集団に対する追跡調査
の結果、非常に高い追跡率の元、各種疾患の新規発
症を捉えることができた。
　緑茶の健康機能性を活用してもらうために、栄養
士会に所属する管理栄養士（静岡県、千葉県、神奈
川県）に対し、健康機能性に関する教育プログラム

（テキストを作成）を実施した。弘前リンゴフォー
ラムや医農連携プロ研究成果シンポジウム「タン
ニン類に着目したリンゴ・茶の調節作用の医学的
検証」を開催し、緑茶の健康機能性に関する講演
を行って啓蒙を行った。
　静岡県掛川市において、茶の健康機能性を普及す
るため、いくつかの手法やモデルケースについて検
討することができた。また、様々な立場の関係者と
もネットワークを築くことができ、今後の取組に有
用なものとなった。

８　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法の開発及び摂取条件等を普及するため
のモデル体制の構築（タマネギ）

　有珠郡壮瞥町の住民健診受診者を対象として、ケ
ルセチンを多く含む野菜・食品の摂取状況を調査票
にて確認した。また、食品中のケルセチン含量を測
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定して個人の 1 日のケルセチン摂取量を推定した。
更に摂取量の 4 分位で体重、血圧、血液検査項目を
比較検討した。タマネギを使った料理レシピを作成
し、保健指導該当者への栄養指導等に活用した。健
常ボランティアと比較して、非アルコール性脂肪肝
患者でケルセチン摂取量が少ないことを明らかにし
た。非アルコール性脂肪肝患者を対象とした医師・
管理栄養士連携モデルを確立した。非アルコール性
脂肪肝についての病態と栄養療法について能動的に
学べるウェブ媒体を作成した。

Ⅶ　今後の課題　
１　タンニン類に着目したリンゴ・茶の生体調

節作用の医学的検証と高含有品種育成など活
用に関する研究開発

　リンゴプロシアニジン、茶ストリクチニン、エピ
ガロカテキンに焦点をあて、生活習慣病予防効果、
アレルギー調節作用について検討を行った。今後の
課題としては、プロシアニジンを高含有リンゴ系
統、品種の普及を図るとともに、ストリクチニン高
含有茶系統枕系 56-01 の品種登録を進め、丸ごと食
品としての健康機能性をヒト介入試験で更に検証
し、機能性表示に結びつける必要がある。また、リ
ンゴと茶のレシピ集を発刊したが、内容を更に充実
させるとともに、調理加工過程における機能性成分
の変動に冠する研究を更に深化させる必要がある。
また、栄養士、食品産業関係者や消費者等に広く利
用して頂くために、リンゴプロシアニジン、茶スト
リクチニン、エピガロカテキンを収載したデータ
ベースの充実を更に図る必要がある。

２　メタボローム解析による機能性食物繊維の
作用機序解明とその臨床応用に向けた食品開発

（１）　海産食物繊維の定量法の確立
　フコイダンの含有量や分子種は、海藻の種類、藻
体部位、食品形態によってかなり異なることが明ら
かになったが、それが食物繊維としての機能性にど
のように反映されるのかは今後の検討が必要であ
る。また、フコイダンは抽出時には高粘性の凝集体
を形成しているが、加熱や産処理により低粘性の解
集合体に構造変化する。その変化がどのような機能
性の違いとして現れるのかも検討する必要がある。

（２）　海藻由来機能性多糖の調製および各種分析

　本研究では、フコイダンの基本糖鎖構造を明らか
にできたが、今後はより高次の分子構造を明らかに
し、フコイダンの機能性との関係を明らかにする必
要がある。フコイダンの限定分解には、特異的分解
酵素の使用が必要であるが、本研究でフコイダン分
解菌を単離できたので、今後は、その酵素を単離し
性状解析するとともにゲノム解析によりフコイダン
資化に関連する遺伝子群を同定し、種々の機能性オ
リゴ糖の製造などの産業用途の開発が期待される。
一方、マコンブ組織、及び、細胞の培養条件を検討
し、培地の海水には人工海水ではなく南茅部町のよ
うなマコンブ養殖地域で得た天然海水が必須である
ことを見出した。このことから、マコンブ繁殖海域
の海水中には何らかのマコンブの生育に必須な微量
成分が含まれている可能性が考えられ、今後は、マ
コンブ資源の維持増大にはこの因子の同定は重要な
研究課題となるであろう。南茅部町の天然海水を用
いてマコンブの成長点を含む切片を培養することに
より仮根部を培養可能となった。この培養仮根部に
は葉状部と同程度の量のフコイダンが含まれていた
ことから、今後、この仮根部の培養条件を最適化す
ることにより、フコイダンの培養生産の実用性を明
らかにすべきである。

（３）　食物繊維の機能性を評価するためのデータ
ベース作成
　市場に流通している食用キノコの種類を増やして
測定することが必要だと考える。

（４）　生体調節機能及び機能性成分の安全性につい
て動物並びにヒトレベルでの解析
　コンブの機能性に関しては、これまで、抗肥満・
抗糖尿病作用、整腸作用、高血圧予防作用などが知
られているが、その機能性成分は、完全には明らか
にされていない。本研究においても、コンブそのも
のを摂取させた場合での機能性を証明できたが、そ
の有効成分の同定までには至らなかった。我々の研
究の中で、マウスを用いた予備実験において、フコ
イダンを継続的に摂取させることで、腸炎が軽減さ
れ、また、肥満が抑制されるということが明らかに
できている。また、これまでの様々な研究の中で、
コンブ中に存在するカロテノイドの一種であるフコ
キサンチンの脂質代謝改善効果なども報告されてお
り、更には、コンブは様々な有効性が知られている
アミノ酸の豊富な水産物でもある。今後、例えば、
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コンブ成分をカプセルなどにより経口摂取して、そ
の効果を評価するヒト臨床試験など、より詳細な検
証を進めていき、コンブ中の有効性成分やその作用
機序を明らかにすることで、有効成分が高含有のコ
ンブの産地探索や育種、生産などにもつながると考
えられ、それが、ヒトへの貢献につながるにちがい
ない。また、本研究において、コンブ摂取がホスホ
リパーゼ A2 に影響を与え、その結果として、抗肥
満作用や血中中性脂質低下作用が発揮される可能性
が示された。しかし、ホスホリパーゼ A2 と肥満な
どとの関連性については、未知な部分も多く、その
解明が進むことで、コンブの機能性についての詳細
も明らかになっていくにちがいない。
　シイタケについては、本研究において、アトピー
性皮膚炎に対する改善作用が確認され、その効果
は、レンチナンが高含有のシイタケの方が強い傾向
を示した。この結果は、レンチナンの有効性を示唆
するものであるが、本研究で使用したレンチナン高
含有シイタケ（H600（北研））とレンチナン低含有
シイタケ（ゆう次郎（森産業））とは、品種が異な
ることから、レンチナン以外にも、成分含量が変
わってくるものが存在するにちがいない。例えば、
シイタケには、ナイアシンやエリタデニンといった
機能性成分となりうる可能性の成分が存在する。レ
ンチナンについては、すでに、その免疫賦活活性は
明らかにされており、実際に、臨床の現場におい
て、抗がん剤との併用という形で使用されている。
これらのことから、シイタケに関する研究成果をヒ
トへ還元するために、マウス実験等において、アト
ピー性皮膚炎の改善につながるシイタケ中の有効成
分の候補を明らかにするとともに、その成分のカプ
セルなどを使用して、ヒト臨床試験による検証を
行っていく必要があると考える。

（５）　機能性食物繊維の添加・摂取による代謝物網
羅的解析法の確立
　本研究において、GC/MS による水溶性代謝物網
羅的解析法と UHPLC/MS/MS により脂質網羅的解
析法とを構築し、そのマウス検体やヒト検体といっ
た生体試料への適用性も確認できた。これらの結果
は、「4　生体調節機能及び機能性成分の安全性につ
いて動物ならびにヒトレベルでの解析」においてメ
タボローム解析を用いた評価を実施できるというこ
とを検証したものとなる。メタボローム解析におけ

る課題は、如何にして、適切な検体を収集するのか
という点であり、実際に、検体収集方法おける注意
点を論じた報告も散見される。このことから、「４
　生体調節機能及び機能性成分の安全性について動
物ならびにヒトレベルでの解析」においてメタボ
ローム解析を実施する上で、検体収集に関しても注
意が必要であり、そうすることで、メタボローム解
析の結果の正確性をより高めることができると考え
る。

（６）　海産食物繊維の機能性を評価する共培養系の
確立及び作用機序の解明
　マコンブを食べると、そこに含まれている食物繊
維の F- フコイダンが腸上皮細胞に作用して過酸化
水素を産生させ、その過酸化水素が血中に移行して
PGI2 の分泌を促し、PGI2 が凝集した血小板に脱凝
集を促す。このように、マコンブの F- フコイダン
は体内吸収されることなく、消化管の上皮細胞に作
用して血小板に脱凝集を促して血栓症予防効果を示
すと考えられる。しかし、不明な点が一つある。F-
フコイダンが直接作用する対象は何か、である。腸
細胞が F- フコイダンを認識する受容体を有してい
るとしか考えられないが、抗体を用いたプルダウン
法などでは、今のところ候補となるタンパク質は見
つかっていない。F- フコイダンが受容体を介して
作用しているのか、あるいは、別の作用系があるの
かを明らかにすることは、食事 F- フコイダンが副
作用を示すことなく安全な健康維持成分であるとい
う証拠になる。解明が望まれる課題である。

（７）　食物繊維の機能性を評価するためのインビト
ロ腸炎モデル構築とそれを用いた評価
　Dectin-1 により認識されたレンチナンがどうして
クラスリン依存型エンドサイトーシスを誘導するの
かを明らかにする必要がある。

（８）　機能性を整理して海産食物繊維のデータベー
スの作成
　作製した抗体は、マコンブの F- フコイダンに特
異的であったが、抗体がどのような化学構造を認識
しているのかは不明である。高分子の F- フコイダ
ンだけに交差性を示すのか、低分子断片となった
F- フコイダンにも交差性を示すのか、つまり、エ
ピトープが不明である。抗体作製に用いた F- フコ
イダンはヒト試験で血栓症予防効果を示した F- フ
コイダンである。その F- フコイダンは高分子であ
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る。しかし、低分子断片の F- フコイダンも機能性
を示すのか否かは調べていない。F- フコイダンは
分子量に関わらず本抗体法で定量できるのか、ま
た、分子量に関わらずヒトに機能性を示すのか、つ
まり、ここで確立した抗体法で機能性 F- フコイダ
ンを含む食物を選択して社会に提供できることは間
違いないが、その他にも機能性を示す F- フコイダ
ンを見落としているかもしれないという疑問点が残
る。この疑問は解決する方がよいかもしれない。
　血栓症予防効果を有する F- フコイダンの給源の
データベースを作成するという課題では、作製した
抗体はマコンブに特異的であったので、他の褐藻類
を網羅的に調べる必要はなかった。それよりも、マ
コンブを用いた多様な加工食品の F- フコイダン含
量を測定する方が重要である。本プロジェクトでは
一部の加工食品について測定を試みたが、データを
掲載するのは控えた。加工食品は原料としたマコン
ブの栽培場所、栽培年などで含量が大きく異なるの
で、一概に A 社の製品が高い、B 社は低いとは断
定できない。また、製品の差別化にもなる。した
がって、加工食品の含量データを公開するのではな
く、開発した抗体法を社会に広めて、製造業者が測
定して自主的に消費者に知らしめるというシステム
を作ることの方が重要であると考える。今後の課題
は、本プロジェクトで開発した F- フコイダンの簡
易定量法をいかにして社会に広めるかである。

（９）　機能性食物繊維高含有キノコ株の育成
　本研究では SR-1 株のプロトプラストに UV 照射
することで TILLING 用の変異体を作成した。こ
のとき SR-1 株は親株由来の異なる二つの核で構成

（n+n、2 核）されているため、変異はそれぞれの
核にランダム起こっていると想定される。即ち、目
的の変異がある場合でも、その変異は、どちらか一
方の核のみが持つこととなり、変異をヘテロ（野生
型 / 変異型）に持っている状態であると考えられ
る。よって、EXG2 変異株を育種母体として利用す
るためには変異をホモに持つ株を育種しなければな
らない。EXG2 変異株の子実体からは通常どおりに
胞子を得ることができたことから、得られた胞子を
交配させることで、変異をホモにもつ株を育種す
る。この品種はレンチナン高含有シイタケの育種母
体として利用できる。現段階で EXG2 変異株は、
栽培のし易さ、形や大きさ、食味等でまだ商品レベ

ルに達していない部分があるが、他の優れた品種と
交配させることで、更に高品質の品種を育成してい
く。

（１０）　機能性食物繊維を含む食品の開発
　研究の目的、及び、対象者に応じて、最適な食
品、あるいは、抽出物を効率よく作製する。

（１１）　コンブ、シイタケの調理法の開発
　様々な料理本やネットサイト等からの情報が溢れ
る現代において、コンブやシイタケのレシピを知る
ことは難しいことではない。コンブやシイタケを

「もっと食べてみよう」と思う意識は、フコインダ
ンやレンチナンによる機能性の情報が効果的と考え
る。ヒトは美味しさを求めて料理を食べるが、一方
で「健康のために」食べようとする意識も考えられ
るためである。本レシピ集では、多くのレシピに加
えて機能性食物繊維を効果的に摂取できるような栄
養情報をまとめた。今後の課題としては、このレシ
ピ集が情報提供の媒体となるよう、多くの人たちに
手にしてもらう方法を検討していきたい。

３　ケルセチン・イソフラボンの生活習慣病予
防機能の科学的エビデンス強化と高含有農作
物の作出

　メタボリックシンドロームモデルマウスにおける
イソフラボン及びケルセチンの作用について各段階
での作用機序を明らかとする。非アルコール性脂肪
肝疾患へのケルセチンの介入試験では、症例数を増
やした試験の実施が必要である。またバイオマー
カーの同定が必要である。タマネギ及びダイズにお
いて、それぞれケルセチン及びイソフラボン高含量
の品種が見いだされたが、更なる優良品種の探索と
育成が望まれる。ダイズのイソフラボン含量分析値
の基礎データを更に蓄積する必要がある。信頼のお
ける農作物・食品中のケルセチン、イソフラボン分
析方法が確立したため、これらの分析方法を広く普
及させることが望まれる。絶対量が少ないケルセチ
ンの定量には、ケルセチンを全く含まない高度に精
製された加水分解酵素が必要である。地域住民にお
ける血中イソフラボン濃度と健康指標との関連につ
いては高齢者を対象とした検討も必要である。健康
ボランティアを対象としたケルセチン高含有タマネ
ギの介入試験においては、摂取方法や量の検討が必
要である。エコール摂取の際の至適投与量の設定が
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必要である。また婦人科疾患のために閉経前に両側
卵巣摘出を余儀なくされた女性を対象にイソフラボ
ンを摂取した場合についても検討する必要がある。
ダイズイソフラボン高含大豆を用いて、閉経後女性
の骨代謝に対する効果を検討するための介入試験を
実施することが望まれる。アルツハイマー病におい
て、ケルセチンの疾患モデル動物、更にはヒト疾患
における効果を明らかにする必要がある。ケルセチ
ンによる脈絡膜血管新生抑制効果の詳細な分子メカ
ニズムを明らかとする必要がある。滲出型加齢黄斑
変性患者におけるケルセチン及びイソフラボンの
抑制効果を検討する必要がある。ケルセチン及びイ
ソフラボンの涙液への組織移行性を考慮した介入試
験への科学的エビデンスの蓄積を図り、有効な摂取
量を設定する必要がある。C/EBPb に直接結合し、
その活性を抑制するケルセチンの作用は、他の遺伝
子発現にどのような影響を及ぼすかについて更なる
検討が必要である。また in vivo において、小腸、
肝臓のいずれの臓器で当該機構が顕著に働くのかに
ついて、更なる解析が必要である。ケルセチン摂取
による廃用性筋萎縮抑制作用への抗酸化作用の関与
について明らかにする必要がある。ケルセチンの長
期摂取及び過剰摂取による安全性及び有効性につい
て、肝臓以外の組織遺伝子発現等に及ぼす影響を明
らかにする必要がある。高イソフラボンダイズの更
なる健康機能性や安全性の検証が必要である。ゲニ
ステインの呈味は、その摂取量を低下させるため、
高濃度の摂取にあたっては、嗜好特性を加味した摂
取方法を考える必要がある。唾液分泌を直接評価す
るための、より簡便な方法の開発が必要である。複
数のフィトエストロゲンを含む食餌が腸内菌叢を介
していかに宿主の機能に影響を及ぼすかを検討する
必要がある。女性において、エコール産生性を高め
る食条件をより多くのヒト試験を通じて探索する必
要がある。タマネギと豆腐の同時摂取がフラボノイ
ドの代謝物プロフィルに影響を与えることは、これ
らの食べ合わせの是非に科学的な根拠を与える可能
性があることから、抱合体とくに硫酸抱合体の機能
を解明する必要がある。フードマトリックスのう
ち、とくに油脂のケルセチン生体利用性への影響
が顕著であったため、今後は油脂の種類や量につ
いての検討が必要である。高水分条件でイソフラ
ボン含量が増加し、遮光条件で同含量が減少するこ

とを明らかにしたが、今後は圃場での水分と照度を
組み合わせた条件検討を行っていく必要がある。

「クエルゴールド」は収穫する球がやや小さい（収
量が少ない）ので、生産の可能性を広げるために
は、ケルセチン含量を維持しつつ球が大きくなるよ
うな栽培技術の開発が必要である。

４　柑橘類果皮を利用した抗認知症機能性食品
の開発に向けた基盤技術の開発

　UPLC/ESI-MS による高感度で迅速にノビレチン
定量を可能とする分析法の提示に成功し、ラットに
おける体内動態試験にも適用することができた。す
なわち、本研究成果は柑橘類中の被験物質定量や生
体試料分析を提供するものである。現在のところノ
ビレチンの有効投与量についてはヒトでは明らかと
なっていないが、仮に極めて低用量で抗認知症を発
揮することが示された場合には、より高感度な分析
方法がヒトでの体内動態精査に必要となるであろ
う。その際には、MS/MS 検出器の適用や、適切な
サンプル前処理方法の開発が必須となり、信頼性あ
るデータを得るためには適用した手法に基づくバリ
デーション試験を追加で実施する必要がある。
　カンキツに含まれるフラボノイドの配糖体とアグ
リコンを効率的の効率的な HPLC 分析法の開発に
おいて、抽出法も含めた室間変動の検討を行い、本
分析の妥当性を確認する必要がある。ノビレチン高
含有交雑実生の中に可食である個体も存在するが、
全果を丸ごと食べるためには更に食味を向上させる
必要がある。カンキツフラボノイド摂取の基礎デー
タへの利用を図るために、フラボノイド含有量の
データベースを作成する必要がある。
　ポリメトキシフラボノイドの葉中成分と果皮中成
分の関係性を基にした、高含有個体早期選抜につい
て、本プロジェクトで作成した変異誘発個体及び交
雑育種個体において検証していく必要がある。加工
品開発を行う上で、乾燥果皮の苦味成分等を軽減し
食味を向上させる必要がある。
　抗認知症成分ノビレチンを果皮に多く含む太田ポ
ンカンについて、その生産量の減少が予想され、柑
橘類果皮成分含有機能性食品のために大きな数量の
確保が必要である場合、困難になってくる可能性が
ある。また、現時点では、果皮を必要とする場合、
果肉の利用方法が無い状態であり課題である。ま
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た、加工品（柑橘類果皮成分含有機能性食品）の試
作、製造、流通、販売・拡販には時間、経費を要
し、リスクが生じることも考えられる。更に、数量
を確保する上では、kg 当たりの単価（生産者手取
り単価）の検討が必要になってくる。現状、本県

（静岡県）の加工向け温州みかんでは 8 円 /kg であ
り、これ以上の単価が望まれる。果皮を得る一連の
行程（果実の洗浄、剥皮、乾燥、破砕など）を実施
する業者は複数に及び効率的・経済的ではないた
め、更なる改善が必要である。かんきつ中間母本農
６号もまたノビレチン含有量が高いが、その利用の
場合には、生産量が少なく、果皮の収集、保管、乾
燥行程が必要である。
　柑橘類果皮濃縮エキスとしての投与を想定し、ノ
ビレチンとその類縁体の相乗効果解明が必要とされ
る。また、記憶学習や遺伝子転写活性、神経細胞変
性に重要な因子の遺伝子・タンパク質発現の量的変
動に対するノビレチンの作用を明らかとしたが、今
後はこれら発現上昇した因子のタンパク質レベルで
の機能的な解析が課題である。更に、病態モデルと
しての内的因子である細胞内 A β蓄積に対するノ
ビレチンの効果を明らかにするため、ヒトアルツハ
イマーモデル細胞を用いた解析が必要とされる。
　太田ポンカン抽出物の投与によって併用薬の治療
効果が変化する可能性が考えられるため、併用薬の
体内動態や薬理作用に及ぼす影響を実験動物あるい
はヒト培養細胞株を用いて検討する必要があると考
える。
　本研究により超臨界抽出法による果皮からの効率
的なノビレチン濃縮は実験室レベルで確立された
が、ノビレチンを含む食品開発が実用化段階に入っ
た場合スケールアップが必要となる。スケールアッ
プした系でも、本研究と同程度の効率が得られるか
どうか、将来的な検討課題である。またノビレチン
の効力を増強する天然素材の探索を継続すべきであ
る。
　緑内障及び筋萎縮性側索硬化症（ALS）について
は、ALS モデルマウスを用いて、生体における異
常タンパク蓄積及び発症に関する抑制の検討を行う
必要がある。加齢黄斑変性のラット網膜光障害実験
モデルについては、硝子体内注入法における手技の
向上を含めた種々の問題を克服すること、及び、点
眼用及び硝子体内注入のための高濃度ノビレチン溶

液の調製法を開発できるか検討することを必要とす
る。
　本研究により、ノビレチンにはドパミン遊離促進
作用を有することが見いだされた。認知症の周辺症
状（暴言・暴力、せん妄、幻覚、抑うつ・不安）を
緩和する機能性食品はないことから、周辺症状を治
療ターゲットにして、柑橘系果皮由来機能性食品の
臨床試験を行うことが必要である。
　ノビレチンの 3XTg…AD マウスにおける記憶障害
改善効果のメカニズムを明らかにするため、3XTg…
AD マウス脳におけるタウの異常リン酸化、酸化ス
トレスの増強や Aβ の生成・代謝などに対するノビ
レチンの効果を検討する必要がある。
　柑橘果皮食品の原材料である太田ポンカンの乾燥
粉末には独特の苦味があるため、それらの成分を同
定するとともに減弱化させて、食材として適用でき
る種々の食品を開発することが必要である。又、太
田ポンカン果皮に含まれるフラボノイド化合物以外
の生理活性成分の加工食品作製過程における安定性
についても検討することが必要である。
　有効成分ノビレチンは天然原料として微量である
ため、健康食品として適切な量に濃縮して使用する
必要がある。太田ポンカン果皮は摘果みかん、残渣
等原料の収集について検討が必要である。太田ポン
カン果皮の季節ごとのばらつき、集められる原料の
ばらつきについて検討が必要である。
　アルツハイマー病患者を対象とした太田ポンカン
果皮濃縮エキスの効果確認試験については、その効
果の確認に至るまでに、予定当初の被験者数をまず
達成させることが急務である。試験途中で有害事象
が発生した際の対応が課題である。

５　米タンパク質の新規生体調節機能性の先導
的開発と機構解析

　REP の分析方法は確立したので、今後は機能性
成分との対応が可能となるように、プロファイリン
グ結果をデータベース化することが課題である。
RBP の分析方法は確立したが、米糠タンパク質の
主要成分であるグロブリンについては構造解析が不
十分である。更に、機能性成分であるタンパク質が
未同定であることから、米糠グロブリンのタンパク
質化学的な解析が必要だと思われる。今後、各研究
機関でヒトや動物での機能性タンパク質の精製が進
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めば、機能性成分を同定することができると考えら
れる。　
　REPの細胞性免疫誘導効果を証明するためには、
フローサイトメトリーを用いて各免疫細胞の存在割
合を明らかにする必要がある。また、REP による
糖尿病性腎症進行遅延効果の作用メカニズムを解明
するためには、遺伝子発現だけでなくタンパク質発
現レベルでの検討も必要である。更に、骨代謝への
REP、RBP の影響を明らかにするためには骨の形
態観察を行い、破骨細胞や骨芽細胞へ与える影響に
ついても明らかにしていく必要がある。
　臨床試験について、REP は HD 患者における有
効なタンパク質補給源になり得る可能性が明らかと
なったが、更に長期試験によりその栄養・代謝改善
効果を検証する必要がある。また、米由来ペプチド
の歯周病効果については、CL ペプチドよりも抗菌
スペクトルが広く、抗菌活性も強い別の米ペプチド
が明らかになっており、それらのペプチドも評価す
る必要がある。その結果から、より効果的な米ペプ
チドを明らかにし、臨床応用へと展開していく必要
があるであろう。

６　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法の開発及び摂取条件等を普及するため
のモデル体制の構築（リンゴ）

　岩木健康増進プロジェクトの疫学研究では、リン
ゴ摂取が生活習慣病の予防に関連している可能性が
示されたが、統計的には、リンゴ摂取量の少ない地
域との比較など検討の余地が残されている。また、
代謝物解析によって見出されたマーカーを使い、ヒ
ト試験において活用できるのか検証する必要があろ
う。本課題では、一年間の活動であり、青森県内で
のリンゴ機能性を如何に普及していくのか、検討を
始めたばかりである。今後、これらの活動を継続
し、リンゴ機能性が広く知られるようになるととも
に、地域産業や健康の向上に寄与することが大きな
課題であると思われた。

７　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法の開発及び摂取条件等を普及するため
のモデル体制の構築（茶）

　緑茶摂取頻度と感知遺伝子発現量との間に正の相
関が認められた食品因子に関して、緑茶によりその

感知力が向上するかを検討する必要がある。緑茶カ
テキン EGCG の感知遺伝子発現量と摂取量との間
に正の相関が認められた食品に関して、それら食品
の摂取により EGCG の感知力が向上するかを検討
する必要がある。特定した EGCG 応答性バイオマー
カー遺伝子候補に関して、ヒトレベルでのエビデン
スを取得する必要がある。
　今回測定した各種マーカとカテキン摂取量との間
に横断的な関連は認められなかったが、今後、コ
ホート集団のより長期にわたる追跡調査を行うこと
によって、今回測定した各種マーカと将来の疾患発
症との関連を明らかにする必要がある。
　緑茶の健康機能性を普及するため、栄養士へのエ
デュケーションをこれからも続けていく必要があ
る。
　茶をはじめとした農産物の健康機能性や食材とし
ての可能性を広げていくため、専門職、一般市民、
企業、行政、学校などが更に緊密に連携し、ネット
ワークを充実させていく必要がある。

８　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法の開発及び摂取条件等を普及するため
のモデル体制の構築（タマネギ）

　食品中のケルセチン含有量と産地や時期による違
いを解明し、データベース化する必要がある。機能
性成分摂取の地位差やその要因を解明する必要があ
る。ケルセチンの摂取と健康機能に関して、血中濃
度と健康指標の関連を解明する必要がある。また縦
断的な調査、検討が必要である。効果的なタマネギ
の摂取方法についての地域住民への普及に関して
は、町の広報やホームページ等の媒体を利用し、よ
り広く普及する必要がある。レシピ集を活用し他の
地域への普及も行う必要がある。非アルコール性脂
肪肝患者コホートを利用したタマネギ・ケルセチン
の摂取調査に関して、対象者を増やしてケルセチン
摂取と病態改善の因果関係を明らにする必要があ
る。非アルコール性脂肪肝患者を対象とした医師・
管理栄養士連携モデルにおいて継続的介入を行って
行く必要がある。
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vidual…genes.…Plant…J.…70（6）:…1043-1055.

… 6）佐生愛・重光隆成・増村威宏…（2013）…米タンパク
質に適したプロテオーム解析技術の開発．ニュー
フードインダストリー 55（8）：16-22.

… 7）重光隆成・増村威宏（2012）米および米加工食
品に適用可能なタンパク質分析技術．ニューフー
ドインダストリー 54（2）：1-8.

… 8）Shigemitsu…T.,… Saito…Y.,…Morita…S.,… Satoh…S.…
and…Masumura…T.…（2012）…Separation…and… iden-
tification…of… rice…prolamins…by… two-dimentional…
gel…electrophoresis…and…amino…acid…sequencing.…
Biosci.…Biotech.…Biochem.…76（3）:…594-597.

… 9）Takei…N.…et…al.…（2013）…Antimicrobial…activity…and…
mechanism…of…action…of…a…novel…cationic…α -heli-
cal…dodecapeptide,…a…partial…sequence…of…cyanate…
lyase…from…rice.…Peptides…42:…55-62.

10）Taniguchi…M.,…Ikeda…A.,…Nakamichi…S.,…Ishiyama…
Y.,…Saitoh…E.,…Kato…T.,…Ochiai…A.…and…Tanaka…T.…

（2013）…Antimicrobial…activity…and…mechanism…of…
action…of…a…novel…cationic…α-helical…octadecapep-
tide…derived…from…heat…shock…protein…70…of…rice.…
Peptides…48:…147-155.

11）Taniguchi…M.,…Takahashi…N.,…Takayanagi…T.,…
Ikeda…A.,…Ishiyama…Y.,…Saitoh…E.,…Kato…T.,…Ochiai…

A.…and…Tanaka…T.…（2014）…Effect…of…substituting…
arginine…and…lysine…with…alanine…on…antimicrobial…
activity…and…the…mechanism…of…action…of…a…cationic…
dodecapeptide…（CL-12）,…a…partial…sequence…of…cya-
nate…lyase…from…rice.…Peptide…Sci.…102（1）:…58-68.…

総説・資料・その他
… 1）Kadowaki…M.,…Watanabe…R.,…Kubota…M.,…Kum-

agai…T.…and…Masumura…T.…（2012）…Digestibility,…
bioavailability,… and…beneficial… effects… of… alkali-
extracted…rice…protein.…In…Ogawa…H.…（ed.）…RICE…
STUDIES,… PRESENT…AND…FUTURE,… Com-
memoration…of…Second…International…Symposium…
on…Rice…and…Disease…Prevention.…三共出版，東京．
pp.…123-135.

… 2）加藤哲男（2013）…唾液ペプチドと米ペプチドの
抗菌活性と抗内毒素作用．歯科学報 113（6）：557-
562.

… 3）桑原頌治・細島康宏・斎藤亮彦…（2013）…メガリ
ンと CKD．腎と骨代謝 26（3）：217-222.

… 4）細島康宏・桑原頌治・斎藤亮彦（2014）メガ
リンとその関連分子をめぐる最近の話．Annual…
Review…腎臓 2014.…中外医学社，東京．pp.…175-181.

… 5）… Masumura…T.…and…Saito…Y.…（2012）…Structure…and…
Function…of…Rice…Seed…Protein,…In…Ogawa…H.…（ed.）…
RICE… STUDIES,… PRESENT…AND…FUTURE,…
Commemoration…of…Second…International…Sympo-
sium…on…Rice…and…Disease…Prevention.…三共出版，
東京．pp.…144-149.

７　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法の開発及び摂取条件等を普及するため
のモデル体制の構築（茶）

… 1）Yamashita… S.,…Nakahara…K.,…Miyamoto…A.,…
Kanzaki…H.,…Yamada…M.,…Maeda-Yamamoto…M.,…
Kuriyama… S.,… Yamada…K.… and…Tachibana…H.…

（2013）…Food…factor…sensing…gene…expression…and…
green… tea… intake:…The…Kakegawa…Study.…The…
5th… International…Conference…on…O-CHA（Tea）…
Culture…and…Science.…Shizuoka,…Japan.
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Ⅸ　特許取得・申請　
３　ケルセチン・イソフラボンの生活習慣病予

防機能の科学的エビデンス強化と高含有農作
物の作出

… 1）「クエルゴールド」品種登録出願（第 28219 号）
… 室　崇人、杉山慶太、嘉見大助

５　米タンパク質の新規生体調節機能性の先導
的開発と機構解析

… 1）…「カドミウムの蓄積が軽減された米タンパク質
組成物」（特願 2013-265886）

… 門脇基二、斎藤亮彦、藤井幹夫、近藤葉月
… 2）…「米糠タンパク質を含む糖尿病性腎症進展抑制

用栄養組成物」（特願 2013-118021）
… 門脇基二、久保田真敏、斎藤亮彦、細島康宏、
… 渡邊令子、橋本博之
… 3）…「米タンパク質を有効成分とする血清尿酸低下

剤」（特願 2013-265887）
… 斎藤亮彦、細島康宏、門脇基二、久保田真敏、
… 藤井幹夫、近藤葉月
… 4）…「米タンパク質組成物とその製造方法」（特願

2011-249095）
… 藤井幹夫、平塚貴政、門脇基二
… 5）「口腔用抗菌剤、口腔内の抗菌方法、及び口腔内

疾患治療薬」（特願 2012-039051）
… 谷口正之、落合秋人
… 6）「生体防御用組成物及びその用途、並びにペプチ

ド」（特願 2014-005625）
… 谷口正之、落合秋人
… 7）「タンパク質栄養組成物」（特願 2013-017197）
… 門脇基二、斎藤亮彦、細島康宏、久保田真敏、
… 渡邊令子、藤井幹夫

Ⅹ　研究担当者　
１　タンニン類に着目したリンゴ・茶の生体調

節作用の医学的検証と高含有品種育成など活
用に関する研究開発

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構食品
総合研究所

山本（前田）万里、後藤真生＊

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構果樹
研究所　

庄司俊彦＊

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構九州
沖縄農業研究センター

沖　智之、奥野成倫＊

地方独立行政法人青森県産業技術センター
高橋　匡＊、市田淳治、奈良岡馨

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構野菜
茶業研究所　

堀江秀樹＊、物部真奈美＊、根角厚司＊

国立大学法人大阪大学工学研究科　
民谷栄一＊、山口佳則

国立大学法人九州大学農学研究院　
立花宏文＊

国立大学法人大阪大学医学研究科　
森下竜一＊、里　直行、島村宗尚

国立大学法人京都大学医学研究科　
稲垣暢也＊、長嶋一昭

国立大学法人弘前大学保健学研究科　
三浦富智＊

国立大学法人弘前大学医学研究科　
高橋一平＊、梅田　孝、沢田かほり、中路重之

学校法人大阪医科大学　
竹中　洋、寺田哲也＊

掛川市保健予防課　
山田光宏＊

…
２　メタボローム解析による機能性食物繊維の

作用機序解明とその臨床応用に向けた食品開発
国立大学法人神戸大学

吉田　優、金沢和樹＊、水野雅史＊、西海　信＊、
和泉自泰、松原惇起、棚橋俊仁、橋本堂史、
西谷洋輔、松井佳子、岡田理菜

国立大学法人北海道大学
　尾島孝男＊、井上　晶
公益財団法人岩手生物工学研究センター
　金野尚武＊、坂本裕一
松谷化学工業株式会社

岸本由香＊、西端豊英、高城太一、服部絢子、
菅野祥三

学校法人鶴岡学園北海道文教大学
杉村留美子＊、荒井三津子、太田垣恵
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３　ケルセチン・イソフラボンの生活習慣病予
防機能の科学的エビデンス強化と高含有農作
物の作出

京都府公立大学法人京都府立医科大学・消化器内科
大矢友子＊、内藤裕二、堅田和弘、角田圭雄、
守田麻由子、水島かつら、東村泰希

国立大学法人北見工業大学・応用研究センター
山岸　喬＊、新井博文

地方独立行政法人北海道立総合研究機構中央農業試
験場作物開発部農産品質グループ

中道浩司＊、小宮山誠一、小谷野茂和
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構食品
総合研究所

渡辺　純＊、石川（高野）祐子、亀山眞由美＊、
小堀真珠子＊、高橋陽子＊、日下部裕子＊、
河合崇行、田村　基＊

北海道公立大学法人札幌医科大学医学部循環器・腎
臓・代謝内分泌内科学講座

島本和明、斎藤重幸、大西浩文＊、赤坂　憲
ハウス食品株式会社

井出晋太郎＊

国立大学法人弘前大学大学院医学研究科産科婦人科
学講座

水沼英樹＊、横山良仁
独立行政法人国立健康・栄養研究所食品保健機能研
究部

石見佳子＊、竹林　純
学校法人鶴見大学歯学部・病理学講座

斎藤一郎、井上裕子＊

国立大学法人岐阜大学大学院医学系研究科
中川敏幸＊、犬塚　貴、太田和徳

国立大学法人北海道大学大学院医学研究科眼科学分野
石田　晋＊

学校法人東京歯科大学・眼科
島崎　潤、稲葉隆明＊

国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科　
佐藤隆一郎＊

国立大学法人東京大学総括プロジェクト機構総括寄
付講座「食と生命」

加藤久典＊

国立大学法人徳島大学・大学院 HBS 研究部食品機
能学分野

寺尾純二＊

地方独立行政法人北海道立総合研究機構北見農業試
験場・地域技術グループ

柳田大介＊、青山　聡、黒崎英樹
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構北海
道農業研究センター畑作研究領域

室　崇人＊、嘉見大助

４　柑橘類果皮を利用した抗認知症機能性食品
の開発に向けた基盤技術の開発

静岡県公立大学法人静岡県立大学
大泉　康＊、木村純子、出川雅邦、根本清光＊、
関本征史＊、山田静雄＊、尾上誠良、伊藤由彦、
若林敬二＊　

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構果樹
研究所

小川一紀＊、吉岡照高、喜多正幸、太田　智
静岡県農林技術研究所果樹研究センター

中嶌輝子＊　
静岡県経済農業協同組合連合会

鈴木雅也＊　
国立大学法人東北大学

瀧戸次郎、大田昌樹、藤原博典、福永浩司＊

国立大学法人浜松医科大学
大石健太郎＊、大坪正史＊、蓑島伸生

国立大学法人名古屋大学
山田清文＊　

株式会社 TES ホールディングス
藤城有哉＊　

ジャパンローヤルゼリー株式会社
山口喜久二、村田清志＊　

独立行政法人国立長寿医療研究センター
遠藤英俊

５　米タンパク質の新規生体調節機能性の先導
的開発と機構解析

国立大学法人新潟大学
門脇基二＊、谷口正之＊、斎藤亮彦＊、
大坪研一＊、久保田真敏＊、細島康宏＊

亀田製菓株式会社
藤井幹夫＊、近藤葉月

築野食品工業株式会社
　築野卓夫＊、橋本博之＊、原田幸和＊…　　…
京都府公立大学法人京都府立大学
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　増村威宏＊

公立大学法人新潟県立大学
渡邊令子＊

国立大学法人北海道大学
原　博＊、比良　徹＊

国立大学法人信州大学
　大谷　元＊、小林大介（2011–2012 年度）
国立大学法人九州大学
……佐藤匡央＊、熊丸敏博＊、豊澤佳子＊

学校法人東京歯科大学
　加藤哲男＊

　　　　　
６　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す

る手法の開発及び摂取条件等を普及するため
のモデル体制の構築（リンゴ）

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構果樹
研究所
　庄司俊彦＊

国立大学法人弘前大学
高橋一平＊、中路重之、西村美八＊、三浦富智＊、
加藤陽治＊、三浦絢子

地方独立行政法人青森県産業技術センター八戸地域
研究所

市田淳治＊、上野　桂

７　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法の開発及び摂取条件等を普及するため
のモデル体制の構築（茶）

国立大学法人九州大学大学院農学研究院
立花宏文＊、山下修矢、熊添基文、中原佳奈美

国立大学法人東北大学災害科学国際研究所
栗山進一＊、小原　拓、都田桂子、鴫原美智子、
五十嵐祐子

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構食品
総合研究所

山本（前田）万里＊

静岡県掛川市
山田光宏＊

８　個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法の開発及び摂取条件等を普及するため
のモデル体制の構築（タマネギ）

北海道公立大学法人札幌医科大学

島本和明、齋藤重幸、大西浩文＊、赤坂　憲
京都府公立大学法人京都府立医科大学

吉川敏一、内藤裕二、角田圭雄、和田小依里＊、
小林ゆき子、練谷弘子

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構食品
総合研究所

小堀真珠子＊

北海道有珠郡壮瞥町
阿部正一、佐藤　緑＊

Ⅺ　取りまとめ責任者あとがき
　「タンニン類に着目したリンゴ・茶の生体調節作
用の医学的検証と高含有品種育成など活用に関する
研究開発」は、大きな三つの柱をたて、医学部、工
学部、農学部が連携して研究を推進してきた。一つ
目の柱は、機能性成分の分析法の確立とデータベー
スの構築、二つ目は、ヒト試験、動物試験による効
果の実証と安全性の確認、三つ目は、機能性成分含
有量の多い系統、品種の開発である。この三つの柱
に沿って、本プロジェクトでは、リンゴと茶に含ま
れるタンニン（プロシアニジン、ストリクチニン、
エピガロカテキン等）の生活習慣病予防効果、免疫
調節効果を明らかにしようとしてきた。リンゴと茶
の健康機能性について認知が進み、国民の健康維持
増進に役立つことを期待します。　

（チームリーダー：山本（前田）万里）

　「メタボローム解析による機能性食物繊維の作用
機序解明とその臨床応用に向けた食品開発」では、
機能性食物繊維の定量方法を確立するため、F- フ
コイダンやレンチナン特異的抗体を作製し、褐藻類
の F- フコイダン含量や担子菌由来農産物中のレン
チナン含量の測定方法を構築できた。更に、機能性
食物繊維を含む農水産物の育種法を確立するため、
マコンブの組織や細胞の培養条件を検討し、フコイ
ダン含有コンブの培養・フコイダン生産の基礎を構
築できた。また、レンチナンを長期間保持できるシ
イタケ品種を育種することができた。続いて、食物
繊維やそれを含む農水産物の機能性を明らかにする
ために研究を実施し、F- フコイダンは小腸上皮細
胞に作用し、過酸化水素や PGI2 を介して、血小板
の脱凝集を促すことで、血栓症予防効果を示すこと
を明らかにできた。また、レンチナンによる腸炎軽
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減効果もマウス実験により証明でき、腸管上皮視細
胞上に存在する Dectin-1、そして、TNFR1 発現制
御を介して、レンチナンの効果が発揮される可能性
を明らかにした。更に、コンブ自体を摂取した場合
でも腸炎軽減作用や抗肥満作用が発揮されることを
動物実験により明らかにできたともに、血中中性脂
肪値が基準値以上の方が、コンブを継続的に摂取す
ることで、血中中性脂肪値が低下するということ
が、ヒト介入試験において確認できた。一方、シイ
タケの摂取は、アトピー性皮膚炎に対して有効であ
る可能性がヒト介入試験により示され、その効果
は、レンチナン高含有シイタケ摂取の方が強い傾
向を示した。最後に、フコイダンやレンチナンな
どの機能性食物繊維を効果的に摂取できるようコ
ンブやシイタケの調理法を載せたレシピ集を作成
し、社会へ情報提供できる形を構築できた。

（チームリーダー：吉田　優）

　「ケルセチン・イソフラボンの生活習慣病予防機
能の科学的エビデンス強化と高含有農作物の作出」
では、ケルセチン及びイソフラボンの効果につい
て、細胞レベルでの作用メカニズムから介入・疫学
調査による種々の疾病予防効果に至る統括的な研
究を実施し、ヒト介入試験ではイソフラボン摂取
の更年期障害への有効性を、また疫学調査では大
豆摂取頻度が高い群で BMI や中性脂肪が低いこ
と等を明らかにした。現在も本プロジェクトで品
種登録出願したケルセチン高含有タマネギ「クエル
ゴールド」を用いた複数のヒト介入試験の解析が進
んでいる。また信頼性の高い分析法を確立して、ケ
ルセチン・イソフラボンを高含有するタマネギ・ダ
イズの品種や栽培法を明らかにすると共に、生体利
用性を高める調理法を示すことができた。本研究に
よりケルセチン・イソフラボンの有効性の科学的エ
ビデンスの強化は確実に進んでおり、疾病予防に有
効な食生活の実現が近づいている。

（チームリーダー：吉川　敏一）

　「柑橘類果皮を利用した抗認知症機能性食品の開
発に向けた基盤技術の開発」では、抗認知症作用を
有する柑橘類果皮及びその有効成分ノビレチンを活
用した機能性食品の開発に向け、総合的な基盤技術
の開発研究を推進した。特筆すべき成果としては、

実験動物等における前臨床試験及び健常人における
ヒト安全性試験を検討した結果、その濃縮エキスの
安全性に問題はないと判断されたこと、また、軽度
の認知症患者を二群に分け、錠剤化したこのエキス
を用いて二重盲検プラセボ対照クロスオーバー試験
を行い、現在このデータの解析を行っている点であ
る。また、ノビレチンが病態モデル動物に対し、顕
著な抗認知症効果やパーキンソン病症状を改善させ
る効果等さらなる有効性の検証に成功するととも
に、アミロイド β による細胞死を抑制させ、記憶学
習関連遺伝子の発現促進効果などが発見された。更
に、果皮の微量成分分析方法、投与方法及び品種改
良等、その機能性食品の開発研究に必須な研究を推
進することができた。

（チームリーダー：大泉　康）

　「米タンパク質の新規生体調節機能性の先導的開
発と機構解析」では、米、つまり米胚乳と米糠中に
存在するタンパク質中に新規生体調節機能性を探
索・解析した。米胚乳タンパク質（REP）と米糠タ
ンパク質（RBP）の分析方法は確立し、前者はプロ
ファイリングをデータベース化し、後者は更にタ
ンパク質を３種同定した。REP は精製法が完成し

（純度 95％）、嗜好性も改善しヒト介入試験が可能
になった。RBP は約 80％の精製度を維持する製法
を確立し、研究に供した。新規生体調節機能性の解
析に当たり、まず DNA マイクロアレイ法を用い、
小腸、腎臓で遺伝子発現に与える影響を網羅的に検
討し、特に免疫関連遺伝子群の変化を認めた。具体
的機能性としては、糖尿病とそれに合併する腎症へ
の効果をラットで解析した後、特に維持透析患者へ
の効果を探るためにヒト加入試験（各 25 名）を実
施した。その結果、患者へのリンの供給が抑制さ
れ、タンパク質の摂取量が増加することが証明され
た。また、血清コレステロール低下作用が米胚乳
中 α- グロブリンによることが証明された。REP の
免疫調節機能、アレルギー等の疾病に対する予防
効果が観察された。消化管ホルモンの 1 種である
Glucagon-like…peptide-1…（GLP-1）…分泌促進作用を示
す REP 及び RBP を探索し、更にその GLP-1 の分
解を阻害するペプチドを発見した。REP 由来抗菌
ペプチドの内毒素抑制作用から予想されるデンタル
プラーク形成抑制作用がヒト試験で証明された。米
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アミラーゼインヒビター RASI,…RBTI 及び新たなイ
ンヒビターを探索した。最後に、機能性タンパク質

（α- グロブリン、α- アミラーゼ）を高含有するイネ
系統を選抜した。

（チームリーダー：門脇　基二）

　「個人に適した効果的な摂取条件等を特定する手
法の開発及び摂取条件等を普及するためのモデル体
制の構築（リンゴ）」では、リンゴの健康機能性研
究という自然科学研究に加え、得られた成果をいか
に普及させ、人々の生活につなげていくかという社
会科学研究に取り組んできた。今後、青森県におい
てリンゴの機能性や料理などの研究成果が生かさ
れ、リンゴ産業の振興や青森県の健康向上に寄与
し、機能性研究の普及法のモデルケースとなること
を期待します。

（チームリーダー：庄司　俊彦）

　「個人に適した効果的な摂取条件等を特定する手
法の開発及び摂取条件等を普及するためのモデル体
制の構築（茶）」では、茶を研究対象としてコホー
ト研究により、個人の年齢・性別・健康状態・栄養
状態等、個人に適した効果的な摂取条件等を特定す
る手法を開発することを目的とし、緑茶摂取習慣と
種々の食品因子感知遺伝子の発現量との相関解析を
行った。緑茶摂取頻度と遺伝子発現量との間に統計
学的に有意な正の相関がある食品因子感知遺伝子と
してフラボノイド感知遺伝子、脂肪酸感知遺伝子並
びに大豆リン脂質感知遺伝子を見出した。また、緑
茶カテキン感知遺伝子の発現量と食品摂取量との間
に統計学的に正の相関がある食品として、8 種類の
食品を見出した。一方、緑茶カテキンの生体感知
力バイオマーカーとして 22 種類の遺伝子を特定し
た。緑茶の摂取量・飲み方と循環器疾患リスクファ
クターに関する横断研究の結果、総カテキン摂取量
及び ECGC 摂取量は総コレステロール濃度と関連
することを明らかにした。緑茶の健康機能性を活用
してもらうために、栄養士会に所属する管理栄養士
に対し、健康機能性に関する教育プログラム（テキ
ストを作成）を実施した。

（チームリーダー：立花　宏文）

　「個人に適した効果的な摂取条件等を特定する手
法の開発及び摂取条件等を普及するためのモデル体
制の構築（タマネギ）」においては、地域住民に簡
便な質問票を用いて個人のケルセチン摂取量を推定
したところ平均値 17.3mg/ 日であった。地域にて
健康講演や料理教室、レシピの配布を行って、効果
的な摂取方法の普及を行うことができた。また、脂
肪肝患者と健常人のケルセチン摂取量を比較すると
脂肪肝患者で明らかに摂取量が少なく、摂取量と
ALT や機器で測定した肝脂肪化指標との間に有意
な関連を認めていた。また医師と管理栄養士との連
携で、外来において脂肪肝患者を対象とした効果的
な栄養指導体制を構築した。個人の摂取量推定のた
めに、実際に地元の食材を収集してケルセチン含有
量を測定してデータベースを構築し、効果的な個人
の摂取量の推定が可能となった。またケルセチンを
効果的に摂取できるレシピ集も作成して、普及に役
立てることができた。

（チームリーダー：島本　和明）

　本プロジェクトでは、第 1 編～第 5 編では、我が
国において比較的良く研究が実施されてきていた機
能性の食品成分に着目して、タンニン類（リンゴ・
茶）、フコイダン（機能性食物繊維）、ケルセチン・
イソフラボン（タマネギ・大豆）、ノビレチン（柑
橘類）、米胚乳・糠タンパク質の機能性成分の科学
的エビデンスを得るための手法の開発研究を実施
し、特にヒト臨床試験におけるエビデンス創出研究
を強く推進した。第 6 編では、リンゴ機能性研究に
より得られた成果をどのようにして人々の生活につ
なげていくかという社会科学研究、第 7 編では、緑
茶摂取習慣と種々の食品因子感知遺伝子の発現量と
の相関解析研究、第 8 編では、地域住民を対象とし
て個人のケルセチン摂取量を推定し、効果的な摂取
条件等を特定する手法の開発研究を実施した。本プ
ロジェクトでは、食品の機能性を評価するうえでの
ヒト検体から得られるバイオマーカーの重要性を明
らかにし、ヒト臨床試験によるエビデンス創出にお
いて今後の機能性食品研究の方向性に一定の示唆を
与えることができたと考えられる。

（推進リーダー：吉川　敏一）
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１　プロシアニジン類・ストリクチニン類分析
法の開発と信頼性の検証

（１）　リンゴ中プロシアニジン類の分析法の開発
　ア　研究目的
　リンゴ・茶などに含まれるタンニン類（プロシア
ニジン、ストリクチニン等）は脂質代謝制御や肥満
予防などの生活習慣病予防効果や免疫調節作用など
の生体恒常性に関与していることが報告されてい
る1,2）。プロシアニジン類は、カテキンやエピカテ
キンを構成単位として複数個結合し、構成単位の数

（重合度）や結合位置、組み合せによって多くの異
性体が報告されている（図 1111-1）。また、リンゴ
では、15 量体までの複合体として存在している3）。
　プロシアニジン類の分析法は、比色定量法と高速
液体クロマトグラフィー（HPLC）法がある。比色
定量法は、酸性条件下で加熱、プロシアニジンを分
解し、生成するアントシアニンを測定する Porter
法は、糖、酸などの夾雑物の影響を受けることや、
重合度によって産生するアントシアニン量が異なる
ため、リンゴのように各重合度が混在している場
合、正確性が低い問題点がある。一方、従来はサイ
ズ排除クロマトグラフィー法や逆相クロマトグラ
フィー法で行われていたが、多くの異性体や他のポ
リフェノール類とピークが重なるため分離が不十分
であり、正確な定量が不可能であった。また、プロ
シアニジン類の標準品も市販されていなかった。近
年、順相クロマトグラフィーによるプロシアニジン
類を重合度別の分析法が報告されたが、移動相に水
を使用することができないことや、安全性の低いジ
クロロメタンを使用しなければならず、汎用性が低
いという問題点があった4-6）。そのため、リンゴ中
のプロシアニジン量や、収穫時期や貯蔵期間による
変動、圃場、畑、年度など成分量について十分な情
報は明らかとなっていなかった。
　そこで、リンゴからの抽出法などの前処理条件、
HPLC カラムや溶離液などの測定条件を検討し、プ

ロシアニジン類の分析法を確立するとともに、分析
法の信頼性を検討した。

　イ　研究方法
　（ア）　標準品試薬
　リンゴ果汁から Diaion…HP-20…ss を用いて調製し
たプロシアニジン画分を Inertsil…WP300…Diol（内
径 20mm ×長さ 250mm,…粒子径 5µm）（GL…Science
社）による順相クロマトグラフィーにより重合度別
に分離、精製した。得られたプロシアニジン画分は
凍結乾燥後、正確に 10mg 秤量し、50％メタノール
溶液で溶解、100mL に定容した。標準液は更に 2
～ 30µg/mL の濃度に希釈し、分注 -80℃で保存し
た。
　（イ）　分析試料の調製
　試料の調製は、リンゴを 8 等分に切った後、果
皮、果芯を除去した可食部を液体窒素で急速冷凍し
た後、ディープフリーザーで保存した。凍結乾燥機

（-80℃）で 3 日間十分に乾燥させた後、ワーリング
ブレンダーで粉砕、プロシアニジン類測定までの
間、-20℃で保存した。
　分析試料の調製のため凍結乾燥粉末を正確に 1g
秤量した後、抽出溶媒アセトン−水−酢酸（70：
29.5：0.5）混合液を加え、室温で 10 分振盪した
後、 遠 心 分 離（1,500rpm × 15min） し 上 清 を 得
た。この操作を 3 回繰り返し、粗プロシアニジン抽
出液を分離し 25mL に定容した。フィルターろ過

（0.45μm…PVDF）後、HPLC 分析に供した。
　（ウ）　蛍光検出を用いた高速液体クロマトグラ
フィー（HPLC）による定量
　プロシアニジン類の HPLC 分析には、蛍光検出
器（島津製作所製 RF-20AXS）を装備した HPLC
システム（島津製作所 LC-20AT シリーズ）を用
いた。ジオール系固定相充塡カラムは、Inertsil…
WP300…Diol（内径 4.6…mm ×長さ 250mm，粒子径
5µm）（GL…Science 社）を用いた。抽出した試料

第１編 　タンニン類に着目したリンゴ・茶の生体調節作用の医学的検
証と高含有品種育成など活用に関する研究開発
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は 5µL 注入し、溶離液Ａ（アセトニトリル：酢酸
＝ 98：2）とＢ（メタノール：水：酢酸＝ 95：3：
2）のグラージェント条件（表 1111-1）とし、流速
1mL/min で分離した。検出は励起波長 230…nm、蛍
光波長 321nm で検出した。なお、分析開始後 29 分

（4 量体と 5 量体のピークが検出される）にゲイン
をｘ４に設定した。

　ウ　研究結果及び考察
　（ア）　リンゴ中のプロシアニジン類の分析法の検
討
　プロシアニジン類をはじめとするポリフェノール
類の分析は、逆相系カラムを用いて行われている
が、分離が不十分であった。一方、シリカゲル系カ
ラムを使用した順相クロマトグラフィー法がプロシ
アニジン類の分析に適応されていたが、水などの高
極性溶媒を抽出溶媒や溶離液に使うことができない
ことや、ジクロロメタンなどの毒性のある溶媒を使

用しなければならなかった5,6）。ジオール系固定相
充塡カラムでは、逆相系溶媒を使い順相モードで
の分離ができることや溶媒による制限がなく、水
などの高極性溶媒を抽出溶媒に使うことが可能で
ある7,8）。また、果汁など水分含量の高い試料でも、
凍結乾燥など水分を除去する必要がなく、そのまま
分析することも可能となった。リンゴ可食部から抽
出した試料のクロマトグラムを示した（図 1111-2）。
　カラムは、市販のジオール系固定相充塡カラム 5
種類を検討したところ、Inertsil…WP…300…Diol（GL…
Science 社製）が最も分析時間が短く、分離能が高
く良好な分離が得られた。ポリフェノールの検出は
UV…280nm で検出されるが、プロシアニジン類の立
体構造に依存した蛍光によって検出にすることが可
能となり、他のポリフェノールが夾雑せず、感度良
く測定することが可能となった。また、蛍光検出条
件は、励起波長 276nm、蛍光波長 316nm で測定し
た方が、従来の励起波長 230nm、蛍光波長 321nm
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図 1111-1　プロシアニジン類の化学構造

図 1111-2　HPLC 蛍光検出法によるリンゴ中プロシアニジン類の重合度別分析法
リンゴ果実（ふじ）の凍結乾燥粉末の抽出液のクロマトグラムを示す。

表 1111-1　HPLC 分析によるグラジエント条件
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よりも感度良く測定することが可能であった。
　（イ）　重合度別プロシアニジン類の標準検量線
　プロシアニジン類の標準品は 2 量体のプロモー
ション B2 などが試薬で販売されているが、高価で
あることや重合度にともなって蛍光強度が異なる。
そこで、リンゴからプロシアニジン類を重合度別
に 7 量体まで高純度に分離、精製し、標準品として
使用することにした。各重合度別の標準検量線を図
1111-3 に示した。各重合度とも相関係数は 0.9994
～ 0.9999 となり、高い直線性が得られた。
　（ウ）　プロシアニジン類分析法の信頼性の検証
　プロシアニジン分析法の信頼性を検証するため、
同一研究室内での日間変動を検討した。各重合度の
標準品を 5 回分析したところ、各重合度の分析値は
平均で 99.1 ～ 100.4％であり、再現性良く分析され
ていることが示された（図 1111-4）。

　エ　今後の課題
　（ア）　プロシアニジン類分析法の信頼性の検証

　ジオール系固定相カラムを使用した HPLC 蛍光
分析法を用いることによってリンゴ中のプロシアニ
ジン類を重合度別に精度良く分析することが可能と
なった。同一研究室内での日間変動についても小さ
く、再現性良く分析されていることが示された。今
後、複数での研究室間試験による信頼性の検証が必
要である。
　（イ）　リンゴ中のプロシアニジン類含量データ蓄
積
　欧米では、リンゴなど果実のプロシアニジン類に
関するデータベースが作成、公開されている。本手
法を用いてリンゴ中のプロシアニジン類含量の収穫
時期や貯蔵期間による変動や圃場、畑などによる差
異について早急に検討する必要がある。

　オ　要　約
　（ア）　ジオール系固定相カラムを使用した HPLC
蛍光分析法を用いることによってリンゴ中のプロシ
アニジン類を重合度別に精度良く分析することが可

図 1111-3　HPLC 蛍光分析法によるプロシアニジン類重合度別の標準検量線
カラム：Inertsil…WP300…Diol…（4.6…×…250mm,…5µm）流速：1.0mL/min、検出：Ex230…nm/…Em321…nm
移動相Ａ液：CH3CN：HOAc=98：2
　　　Ｂ液：MeOH：H2O：HOAc=95：3：2
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能となった。
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図 1111-4　HPLC 蛍光検出法によるプロシアニジン類各重合度の日間変動
各重合度の標準溶液を 5 日間 5 回分析し、データのバラツキを検討した。
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（２）　ストリクチニン類分析法開発と信頼性の
検証 

　ア　研究目的
　機能性が着目される成分として、茶にはカテキン
類以外にも、ストリクチニン類（ストリクチン及
びガロイルストリクチニン（以下 G- ストリクチニ
ン））の存在が知られる。ストリクチニン類の機能
性解明や成分含量についてのデータベース作成のた
めには、分析法の確立が必須である。本課題におい
ては、ストリクチニン類とカテキン類の同時分析法
を開発し、その妥当性を確認する。

　イ　研究方法
　（ア）　標準品試薬
　ストリクチニンは長良サイエンスより購入し、G-
ストリクチニンは常磐植物化学研究所に依頼して
茶葉から調製した。エピガロカテキン（EGC）、エ
ピガロカテキンガレート（EGCG）、エピカテキン

（EC）、エピカテキンガレート（ECG）及び（+）–
カテキン（C）は、栗田工業製カテキンキットを用
いた。エピガロカテキン–3–O–（3”–O–メチル）ガ
レート（EGCG3”Me）は長良サイエンスより購入
した。
　（イ）　高速液体クロマトグラフィによる分析方法
　高速液体クロマトグラフィ（HPLC）による分析
は次のように実施した。高速液体クロマトグラフ
装置は、島津 LC10vp をワークステーションから制
御した。カラムは逆相カラム Wakopak-Navi…C18-5

（4.6mm × 150mm、和光純薬）を用い、40℃に保
温し、移動相を毎分 1ml 流すグラジエント分析と
した。移動相は A 液として、水、アセトニトリ
ル、リン酸を 400：10：1 の体積比で混合したもの
を、移動相 B として、上記 A 液とメタノールを 2：
1 の体積比で混合したものを用いた。グラジエント
条件は、最初の 2 分間は B 液を 20％とし、27 分ま
でに B 液を 80％とするリニアグラジエントとした。
10 分間 B 液を 80％に維持した後、初期条件にもど
した。検出は 242nm 及び 272nm の 2 波長で行い、
EGC のみ 242nm のシグナル、他の成分は 272nm
のシグナルからピーク面積値を読み取った。
　（ウ）　分析用試料の調製
　あらかじめ粉砕した茶試料を 250mg 秤量し、
25ml のメスフラスコに移し、抽出液 20ml 加えた。

抽出液は、2％リン酸とエタノールを体積比で当量
混合したものである。30℃の水槽で 60 分間抽出し、
水で標線までメスアップ後濾過した。濾液をメン
ブレンフィルターで除粒子した後、水で 10 倍希釈
したものを HPLC 分析用の試料とした。標準液は、
それぞれの標準品を 10mM アスコルビン酸水溶液
に溶かして調製した。

　ウ　研究結果及び考察
　（ア）　ストリクチニン類及びカテキン類の同時分
析法の開発
　ストリクチニン類及びカテキン類は、高速液体ク
ロマトグラフィにより分離可能であった。標準品の
クロマトグラムを図 1112-1 に茶試料のクロマトグ
ラムを図 1112-2 に示す。茶中のカテキン類は溶液
中でガロカテキン、ガロカテキンガレート等に異性
化することもある。これら異性化したカテキン類に
ついても、本条件ではストリクチニン類のピークと
重なることはなかった。
　（イ）　分析法の妥当性確認
　上記分析法の妥当性確認のため、標準品の添加試
験を実施した。実試料に含まれる濃度のおおよそ
25％、50％、100％の濃度になるよう添加した場合
の回収率を表 1112-1 に示した。ほぼ 100％の回収率
が確認された。
　また 4 種類の茶葉について 4 日間分析した結果、
茶葉中に 1％以上含まれる成分については、いずれ
も日内、日間変動とも相対標準偏差が 4％以内で
あった（n=4）。以上の結果から、本法は実験室内
での再現性が確認された。
　なお、均質性が確認された茶試料を配付し、4 機
関で妥当性確認の室間共同試験を実施した。しかし
ながら、成分の溶出順序が部分的に逆転する事例が
一部の機関において認められたため、さらに堅牢な
手法への改良が必要である。

　エ　今後の課題
　（ア）　分析手法の堅牢化
　開発した分析法は、室内では十分な再現性を有す
るものの、そのままの形では他機関に手法を受け渡
すことはできなかった。HPLC の条件を改良し、さ
らに堅牢なものとすることし、室間共同試験を通じ
て妥当性確認する必要がある。
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　（イ）　分析対象の拡大
　テオガリンについても、機能性や味との関係で注
目されつつある。テオガリンや他の重要成分も同時
定量が可能となるよう分析法の改良が必要である。

　オ　要　約
　高速液体クロマトグラフィを用いて、茶葉中のス

トリクチニン類（ストリクチニン及び G- ストリク
チニン）とカテキン類を同時に分析する方法を開発
した。

　研究担当者（堀江秀樹＊、山本（前田）万里）

図 1112-1　標準品のクロマトグラム
a:…EGC，b:…C，c:…ストリクチニン，d:…EGCG，e:…G- ストリクチニン，f:…EC，g:…EGCG3”Me，
h:…ECG

図 1112-2　茶抽出液のクロマトグムラム
a:…EGC，b:…C，c:…ストリクチニン，d:…EGCG，e:…G- ストリクチニン，f:…EC，…g:…EGCG3”Me，
h:…ECG，x:…テオガリン，…y:…カフェイン

回収率 RSD（％） 回収率 RSD（％） 回収率 RSD（％）
EGC 90.2 1.9 96.9 4.7 99.0 5.5
C 117.9 6.7 85.7 2.7 97.9 13.8
ストリクチニン 94.1 1.5 96.5 4.7 97.8 6.4
EGCG 97.1 2.9 104.5 5.2 102.0 6.8
G-ストリクチニン 82.6 3.5 98.1 5.0 98.9 6.8
EC 100.6 3.5 113.8 4.2 107.2 7.3
EGCG"3Me 74.8 4.2 91.5 6.0 ―
ECG 83.6 2.4 98.7 5.4 99.4 6.7

25％添加 50％添加 100％添加

 

表 1112-1　茶に添加した標準品の回収率

各成分濃度の約 25％、50％あるいは 100％の濃度で添加した場合の回
収率（n=3）。−：測定せず。
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２　プロシアニジン類、ストリクチニン類の品
種間差、栽培時期別差の調査、データベース
構築

（１）　ストリクチニン類の品種間差、栽培時期
別差の調査

　ア　研究目的
　機能性が着目される成分として、茶にはカテキン
類以外にも、ストリクチニン類（ストリクチン及び
ガロイルストリクチニン（以下 G- ストリクチニン））
の存在が知られる。カテキン類に関してはこれまで
に多くの分析データが公表されているものの、スト
リクチニン類に関して公表されたデータは多くな
い。そこで、本課題においては、ストリクチニン類
に関するチャの品種や栽培時期による変動に関して
データを収集し、データベースとしての公開を目指
す。

　イ　研究方法
　（ア）　ストリクチニン類の分析
　ストリクチニンは長良サイエンスより購入し、G-
ストリクチニンは常磐植物化学研究所に依頼して茶
葉から調製した。分析は、逆相高速液体クロマトグ
ラフィにより行った。あらかじめ破砕した茶葉試料
に 2％リン酸／エタノールの当量混合液を加えて抽
出し、メンブレンフィルターで除粒子したものを高
速液体クロマトグラフ分析した。
　（イ）　試料の収集
　品種比較のための試料については、野菜茶業研究
所金谷茶業研究拠点（静岡県島田市）の試験圃場か

ら摘採適期と判断される茶芽を手摘みで採取した。
業務用電子レンジを用いて殺青・乾燥後、冷蔵庫で
保存し、分析直前に粉砕し試料とした。その他、産
地の荒茶、仕上げ茶等緑茶を収集し、分析用試料と
した。　

　ウ　研究結果及び考察
　（ア）　ストリクチニン類含量の品種間差
　野菜茶業研究所金谷茶業研究拠点で栽培する 48
品種について、ストリクチニン類の分析を毎年継続
して実施している。ストリクチニンについては全て
の品種で検出されたが、G- ストリクチニンについ
ては 0.2％以上含む品種はなかった。一番茶及び二
番茶について、ストリクチニンを 3 年間分析した結
果をヒストグラムに示す（図 1121-1）。一番茶、二
番茶の平均値はそれぞれ 1.4％、0.7％であり、スト
リクチニン含量は二番茶より一番茶において高いこ
とが示された。分析データから比較的栽培面積の大
きな品種を抜粋し、3 年分の変動としてグラフ化し
た。その結果、年次変動はあるものの、品種間差に
ついて一定の傾向は認められた（図 1121-2）。
　（イ）　ストリクチニン類含量の摘採時期（熟度）
による差異
　茶芽のアミノ酸含量は摘採時期が遅れる（熟度が
進む）と低下することが知られ、茶芽中の成分含量
は摘採時期にも依存する。G- ストリクチニン含有
系統と最も一般的な品種である「やぶきた」につい
て、一番茶の摘採時期とストリクチニン類の関係を
調査した。その結果、摘採が遅れるとストリクチニ
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図 1121-1　ストリクチニン含量（40 品種以上（3 年間））のヒストグラム
左：一番茶、右：二番茶。
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ン類の含量が低下することが明らかになった（図
1121-3）。

　エ　今後の課題
　（ア）　分析データの拡充
　テオガリンについては、茶のうま味への影響が示
唆されるなど興味深いタンニンである。今回データ
ベースに掲載されなかったが、分析法の改良によっ
て茶成分の分析値について拡充を図り、カテキン類
とともにデータベースとして公開を目指す。更に品
種や年次差、及び加工法による差異等についてデー
タの拡充を継続する。

　オ　要　約
　茶中のストリクチニン類（ストリクチニン及び
G- ストリクチニン）について、品種、年次、茶期、

摘採時期による変動に関して分析データをまとめ
た。

　研究担当者（堀江秀樹＊、山本（前田）万里）

（２）　プロシアニジン類、ストリクチニン類の
データベース構築

　ア　研究目的
　生活習慣病予防等の観点から食品の機能性に対す
る消費者の関心は高く、また、農作物の機能性に着
目した 6 次産業化や産地化等も推進されており、こ
のような流れのなかで、国産農作物の機能性に関す
る情報が求められている。そこで、九州沖縄農業研
究センターではこれまで、農作物の機能性に関する
情報を集約し、利用しやすい形で WEB 上にて提供
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図 1121-2　代表的品種のストリクチニン含量の年次変動（一番茶）
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図 1121-3　摘採時期のストリクチニン類に含量に及ぼす影響
左：G- ストリクチニン含有系統、右：やぶきた
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可能な「農作物機能性成分データベース」の構築
に着手し、2010 年度と 2011 年度の「新需要創造フ
ロンティア育成事業」（農林水産省）の支援を受け
これまで整備を進めてきた。一方、本プロジェク
ト（医農連携プロ）では、リンゴと茶の機能性成分
であるタンニン類の分析法を開発して信頼性を検証
し、その分析法により品種別等のタンニン類の含有
量を明らかにし、更に、含有量のデータベースを構
築することを目標の一部としている。国産のリンゴ
と茶について、消費者、生産者、実需者等各方面か
ら求められている機能性情報を提供するツールとな
るのが、データベースである。本実施課題では、本
プロジェクトで得られたリンゴと茶の機能性成分含
有量等のデータを各方面へ提供するために、上記

「農作物機能性成分データベース」へ収載、公開す
ることを目的とする。

　イ　研究方法
　（ア）　データベースへのデータ収載
　九州沖縄農業研究センターが基本設計を行い、管
理している「農作物機能性成分データベース」へ
データを収載した。
　　ａ　「農作物機能性成分データベース」の概要
　本データベースは、2010 及び 2011 年度の「新需
要創造フロンティア育成事業」を活用することによ
り、設計、構築、整備を進めてきたものである。イ
ンターネットを介してアクセスする利用者は、本
データベースから主として 3 種の情報、すなわち、

品種、機能性成分含有量及び文献に関する情報を得
ることができるようになっている。
　　ｂ　データベースへのデータ収載
　データ収載にあたっては、まず、同センターから
分析担当者へ、品種名、機能性成分含有量等のさま
ざまな項目についてのデータを記入するようになっ
ているエクセルファイル様式を送付した。次に、分
析担当者が様式にデータを記入し、同センターへ提
出した。様式に記入されたデータを同センターから
本データベースへ登録することにより、データを収
載した。

　ウ　研究結果
　（ア）　品種の検索
　ここから（ウ）まで記載されている検索操作を
つかさどるシステムは、「新需要創造フロンティア
育成事業」の活用により開発されたものであるが、

「医農連携プロ」におけるデータ収載においてもそ
のシステムを使用している。まず、図 1122-1 に品
種の検索の開始画面を示す。品種については、分
類、品目、機能性成分、地域等を基に検索可能であ
る。ここでいう地域とは、機能性成分含有量のデー
タが本データベースに収載されている農作物が生産
された地域のことを意味する。品種を検索して得ら
れる情報の内容は、品種の名称、主な用途、どのよ
うな地域での栽培に向くかということも含めた特
徴、含まれる機能性成分の名称、普及地域等であ
る。利用者がそれら品種情報を閲覧した後は、機能

分類、品目 

機能性成分名 

分析試料の生産地 

キーワード 

→から品種を検索 

→機能性成分含有量

の検索にもつなが

る 

図 1122-1　品種検索を開始する画面
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性成分含有量の検索もすぐに開始できる設計になっ
ている。
　（イ）　機能性成分含有量の検索
　図 1122-2 に機能性成分含有量の検索の開始画面
を示す。検索して得られる情報の内容は、まず、1
種の機能性成分を対象として複数品種の含有量デー
タを検索することで表示される散布図である。図

1122-3 にその例を示す。この図は、機能性成分と
して、本プロジェクトの研究対象の一つであるスト
リクチニンを対象とし、茶を 5 品種選択して、それ
らのストリクチニン含有量を表示させたものであ
る。ここでは 5 品種を選択しているが、選択数は任
意である。散布図の横軸方向には、凡例に示されて
いる品種が並んでおり、縦軸は含有量を示す。一つ

複数品種間で比較する

品種Ａ

品種Ｂ

品種Ｃ

品種Ｄ

品種Ｅ

矢印は品種内の
平均値を表す 

品種間の違いが
一目でわかる 

平均値、最大値、最小値等の数
値は、同時表示される下の表か
ら読み取り可能 

品種Ａ

品種Ｂ

品種Ｃ

品種Ｄ

品種Ｅ

図 1122-2　機能性成分含有量検索を開始する画面

図 1122-3　1 種の機能性成分を対象として複数品種の含有量データを散布図表示した例
ここでは品種名を明示していないが、実際の画面では明示される。
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ひとつの点が測定データであり、黒色矢印は平均値
である。下部には表が同時表示され、この表から平
均値、最大値、最小値等を直接読み取ることができ
る。また、（ア）で述べた品種検索の後、1 品種を
対象として 1 種の機能性成分の含有量データを検索
し、結果をヒストグラム表示させることも可能であ
る。図 1122-4 にその例を示す。上部には都道府県
名のある日本地図が表示されており、一つ以上の地
域が着色されている。下部のヒストグラムに表示さ
れているデータが、この地図上の着色地域で生産さ

れた農作物を分析試料として得られたデータである
ことを意味している。着色されている地域が複数で
あれば、それら全ての地域で生産された農作物の
データが同じヒストグラム上に地域の区別なく表示
される。地図上のそれら複数地域のうち 1 箇所をク
リックすると、当該地域でのデータのみが、既表示
の全地域のヒストグラムの下に追加表示される設計
になっている。
　（ウ）　文献の検索
　図 1122-5 に文献の検索の開始画面を示す。検索

図 1122-4　1 品種を対象として 1 種の機能性成分の含有量データをヒストグラム表示した例
ここでは品種名を明示していないが、実際の画面では明示される。

図 1122-5　文献検索を開始する画面
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の基準となる項目は複数用意されている。まず、内
容の区分としては 2 項目あり、論文、成果情報及び
その他からなる区分と、機能性、分析、加工、栽
培・品種及びその他からなる区分である。また、機
能性の名称や機能性成分の名称も選択可能である。
更に、文献の研究段階レベルも、成分分析、試験管
内、培養細胞、実験動物、ヒト介入、疫学研究、機
作解明から選択可能である。文献を検索して得られ
る情報の内容は、著者、文献のタイトル、雑誌の名
称、巻、ページ、発行年等であり、文献掲載サイト
へのリンクが設置されている。農作物やその成分に
機能性があるとする科学的根拠（エビデンス）を示
した文献の情報を示すことは、信頼性の高い機能性
情報を伝える上で重要である。なお、成果情報と
は、農研機構の中で毎年度新たに得られる多くの研
究成果のうち、有用で普及が見込まれる研究成果、
及び、有用な基礎・基盤的な成果等を簡潔明瞭にま
とめたものであり、農研機構の WEB サイトから公
表されるものである。
　（エ）　「農作物機能性成分データベース」へ収載
したデータ
　本プロジェクトの遂行の結果、2014 年 3 月現在、
茶では、ストリクチニンの含有量データが 45 品
種・系統（318 点）について、また、G- ストリクチ
ニンの含有量データが 1 系統（6 点）について、そ
れぞれ収集され、全て本データベースへ収載済みで
ある。また、リンゴでは、プロシアニジンの含有量
データが 33 品種について収集されており、今後本
データベースへ収載される予定である。
　（オ）…その他の状況
　機能性成分含有量については、農研機構内の研究
所で取得された分析データが収載されている。ま
た、分析方法としては、標準化された方法（誰がど
こで分析しても測定値が一定に収まることが実証さ
れた方法）等が採用されている。2013 年 3 月現在、
本プロジェクト以前のデータも含め、品目数は黒大
豆等 9、品種・系統数は 100 以上、機能性成分は 12
種、データ点数は 700 以上、文献件数は 200 以上
が本データベースに収載されている（http://fcdb.
dc.affrc.go.jp）。データは逐次追加される予定であ
る。なお、公開後は、本データベースシステムの保
守作業を行うために一時的に外部からのアクセスを
制限することがある。

　エ　考　察
　以上のように、茶のストリクチニン類のデータを

「農作物機能性成分データベース」に収載すること
ができたことから、国産の茶について、消費者、生
産者、実需者等各方面へ機能性情報を視覚的にわか
りやすく提供することが可能となった。リンゴの情
報も今後各方面へ提供可能とすべく、プロシアニジ
ン類のデータも収載予定である。本データベース
は、その名称が示すとおり、機能性成分に関する情
報を収載し、利用者へ提供するものであるが、成分
含有量のみを強調して提供するものではなく、機能
性成分を含む農作物に関する情報や、ある農作物や
物質に機能性があるということを明示している根拠
の所在に関する情報等も提供するものである。国産
農作物が各方面で活用されるためには、また、偏っ
た情報が流通しないようにするためには、それらの
情報をセットで提供し、総合的に利用いただくこと
が重要である。本データベースはそのような利用が
可能であることを、情報の提供元はアピールしてい
く必要がある。

　オ　今後の課題
　（ア）　データの拡充
　どのようなデータベースであれ、データの蓄積や
更新がなくては存在意義がない。品種、機能性成分
含有量及び文献に関する情報の収載を今後も継続す
ることが、機能性をもつ農作物の社会への普及等に
資すると考えられる。リンゴのプロアントシアニジ
ンに関するデータは今後、収載、公開を行う予定で
ある。また、茶のデータについても、陳腐化しない
よう拡充し機能性情報の更なる提供に努めたい。
　（イ）　システムの改善
　本データベースシステムの設計と構築は本プロ
ジェクト開始前になされているが、公開を経て、改
善すべき点が顕在化する可能性がある。また、多く
の分野からアクセスが行われるにつれ、要望が寄せ
られると予想される。可能な限り対応していきた
い。
　（ウ）　セキュリティ対策
　データベースの公開や運用維持にあたってはセ
キュリティ対策の継続が必須である。　
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　カ　要　約
　茶の新しい機能性情報を各方面へ提供するため
に、「農作物機能性成分データベース」へ茶 45 品
種・系統（318 点）のストリクチニン含有量と 1 系
統（6 点）の G- ストリクチニン含有量を収載した。

　キ　引用文献
… 1）奧野成倫ら（2014）機能性成分を多く含む農作

物の情報が検索可能なデータベース．平成 25 年度
普及成果情報（農研機構）．

　研究担当者（奧野成倫＊、沖　智之）

３　ストリクチニン類、EGC の簡易迅速測定法
の開発

　ア　研究目的
　カテキン量を迅速・簡単に測定する手法として、
電気化学測定の原理を応用した機器の開発を行う。
また、茶葉の採取の際に簡単に迅速に測定できる原
理を開発する。

　イ　研究方法
　茶葉中のカテキンは免疫調整機能があることが知
られている。カテキン量を茶葉の採取の際に簡単に
迅速に測定できる原理を応用し測定機器を開発す
る。迅速・簡単に測定する手法として、電気化学測
定の原理を応用して研究を行う。電気化学測定は、
シグナルをサンプルからの酸化還元を利用して測定
するので装置の小型化が可能で、茶葉の採取の際に
も簡単に利用できる。
　五つのカテキン類（Epicatechin…（EC）,…Epigal-
locatechin（EGC）,…Epigallocatechin…gallate…（EGCG）,…
Epicatechin…gallate…（ECG）,…Epigallocatechin-3-O-
methyl…gallate…（EGCG3”Me））について電気化学測
定を行った。更に、やぶきた、べにふうき、ゆたか
みどりの 3 品種について、その抽出液（お茶溶液）
の電気化学測定を行い、カテキン類、ストリクチニ
ンの個別濃度の定量測定のためのカテキン電極チッ
プの考案を行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　茶葉中カテキン類の電気化学測定のため

の 5 種類のカテキンのサイクリックボルタメトリー
（CV）による測定を行い、五つのカテキン類（Epi-
catechin…（EC）,…Epigallocatechin（EGC）,…Epigallocat-
echin…gallate…（EGCG）,…Epicatechin…gallate…（ECG）,…
Epigallocatechin-3-O-methyl…gallate…（EGCG3”Me））
について特徴的な酸化還元電位を見つけた。
　（イ）　ストリクチニンの電気化学測定を可能とす
るため、ストリクチニンのサイクリックボルタメト
リー（CV）による測定を行い、特徴的な酸化還元
電位を見つけた。
　（ウ）　茶葉中カテキン類の電気化学測定のため
の 5 種類のカテキン（Epicatechin…（EC）,…Epigallo-
catechin…（EGC）,…Epigallocatechin…gallate…（EGCG）,…
Epicatechin…gallate…（ECG）,…Epigallocatechin-3-O-
methyl…gallate…（EGCG3”Me））及びストレクチニン
について、高感度濃度測定を可能とする Differencial…
poteintio…voltametory…（DPV）を行いそれぞれの化
合物について特徴的な電気化学曲線を得た。
　（エ）　やぶきた品種について、その抽出液の電気
化学測定を行い、カテキン類、ストリクチニンの個
別濃度の定量測定のための変量解析アルゴリズムの
開発に成功した。
　（オ）　カテキン測定用の機能型電極を考案し、作
成した。

　エ　考　察
　電気化学測定を簡易かつポータブルに測定するこ
とのできる小型ポテンシオスタットを使用した、5
種類のカテキン類及び、ストレクチニンの小型簡易
電極（DEPChip）による定性及び定量検出をでき
る測定システムを開発した。5 種のカテキン類の測
定した結果、5 種のカテキン及びストレクチニンは
それぞれが特徴的な電気化学シグナル持つことが分
かった（図 1130-1）。特徴的な電気化学的ピークを
得たことから、混合物からの解析方法やそれぞれの
定量性の可能性が見えた。さらに、高感度測定のた
め、5 種のカテキン類及びストレクチニンの DPV
測定を行った結果、PV 測定では CV 測定よりも高
感度かつ安定した測定行うことが可能であった（図
1130-2）。実際の茶葉溶液の検出には、茶葉溶液中
で測定を阻害する物質を効率的に除去する必要があ
る。そこで、まずは茶葉抽出液からの直接的なカテ
キン類、及びストレクチニンの検出測定には、電気
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図 1130-1 　5 種のカテキン類の測定した結果、5 種のカテキン及びストレクチニンはそれぞ
れが特徴的な電気化学シグナル持つことが分かった。特徴的な電気化学的ピークを
得たことから、混合物からの解析方法やそれぞれの定量性の可能性が見えた。

濃度(µg/mL) 

A

図 1130-2 　5 種のカテキン類及びストレクチニンの DPV 測定の結果。PV 測定
では CV 測定よりも高感度かつ安定した測定行うことが可能であった。

( V)

A

図 1130-3 　（左）：カテキン測定のための機能性電気化学測定デバイス（カテキ
ン機能性電極）。カテキン電極チップを使用することによりビタミン C
を除いて検出が可能であった。
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化学測定に大きな影響を及ぼすビタミン C の影響
を受けずに、キャピラリークロマトグラフィーと電
極検出を一体化したカテキン抽出、検出を可能とし
た使いすてチップ「キャピラリー電極素子」を考案
した（図 1130-3）。考案したキャピラリー電極素子
を用いて、電気化学測定に大きな影響を及ぼすビタ
ミン C の影響を排除に成功した。この「キャプラ
リー電極素子」は内部に充填する機能性物質を交換
充填することによって、測定ターゲットの半定量分
析が可能であると思われる。

　オ　今後の課題
　機能性を持たせた分離部分と電極とのマッチング
及び、アルゴリズムを最適化し、使いすてチップと
しての信頼性をあげるために量産を含めた生産手法
の開発が必要である。民生用にカテキン電極チップ
を開発するには、カテキン電極チップのデザインの
改良、分離機構、吸着機構の改良、電極との有効緩
衝液の検討を踏まえて、試作検討を進める必要があ
る。

　カ　要　約
　5 種類のカテキン類及び、ストリクチニンの小型
簡易電極（DEPChip）による定性及び定量検出を
可能とした。茶葉抽出液からの直接的なカテキン
類、及びストリクチニンの検出測定には、キャピ
ラリークロマトグラフィーと電極検出を一体化し
たカテキン抽出、検出を可能とした使いすてチッ
プ「キャピラリー電極素子」を考案した。考案した
キャピラリー電極素子を用いて、茶葉中に混在する
カテキン類の極限分離条件の具体化及び電気化学測
定における基礎研究として、まず、電気化学測定に
大きな影響を及ぼすビタミン C を除いた検出に成
功した。

　研究担当者（民谷栄一＊、山口佳則）

４　唾液中 IgA 簡易分析・データ収集システム
の開発　

　ア　研究目的
　唾液中に存在する IgA の簡易測定について、簡
易的測定を可能とするデバイスの開発を行う。

　イ　研究方法
　茶葉中のカテキンは免疫調整機能があることが知
られている。つまり、ストレクチニンと五つのカテ
キン類（Epicatechin…（EC）,…Epigallocatechin（EGC）,…
Epigallocatechin…gallate…（EGCG）,…Epicatechin…gal-
late…（ECG）,…Epigallocatechin-3-O-methyl…gallate…

（EGCG3”Me）を摂取することによって、免疫効果
に影響を及ぼし、花粉症などの軽減の可能性がある
いとされている。しかし、これまで、一般的なヒト
サンプルをもちいて、定量的に免疫調整機能を検証
した例がない。したがって、今回は唾液中の IgA の
濃度に着目し、簡便なイムノクロマト紙の方法と画
像処理の方法によって、定量、半定量測定が可能で
あるかを検証した。免疫調整機能を直接的に測定す
る方法として唾液中のIgAを測定する方法を簡易型
イムノアッセイ紙及び画像処理の方法を利用して検
証する。本年度は、IgA の測定のための IgA クロマ
トペーパーの使用感の改善や方法の簡易化の検討及
び、唾液 IgA の採取後の安定性について検証を行っ
た。

　ウ　研究結果
　（ア）　IgA のイムノ試験紙による測定と画像分
析を用いた半定量分析のための予備的検証のため、
IgA サンプルの濃度勾配におけるイムノ試験紙の発
色を画像として取り込み、参照バンドとサンプルバ
ンドの比較から、その濃度勾配と画像データとの検
量線を作成し、優れた相関を得た。画像分析には、
イムノクロマトグラフィーにおける段数の理論を使
用し、より正確に分析を可能とした（図 1140-1）。
　（イ）　ヒト唾液試験のために学内「ヒトを対象と
した研究倫理委員会」への申請し、審査受理後、ボ
ランティアによる唾液 IgA 測定を実施した。その
結果、個人の特性の把握とそれに応じた評価が必要
であることが示唆された（図 1140-2、3）。
　（ウ）　定量簡易分析を行う測定法を検討し、独自
の携帯型電気化学装置と量産型の印刷電極を用いた
唾液 IgA センサーを試作し、IgA の定量分析を可
能とした。

　エ　考　察
　IgA の簡易測定について、簡易カメラを用いたイ
ムノクロマト結果の解析方法、画像処理によるアル
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図 1140-2 　定量簡易分析を行う測定法を検討し、独自の携帯型電気化学装置と
量産型の印刷電極を用いた唾液 IgA センサーを試作し、IgA の定量分
析を可能とした。

図 1140-3 　ヒト唾液試験のために学内「ヒトを対象とした研究倫理委員会」への申請し、審
査受理後、ボランティアによる唾液 IgA 測定を実施した結果。個人の特性の把握
とそれに応じた評価が必要であることが示唆された。

図 1140-1 　IgA の濃度勾配におけるイムノ試験紙の発色の画像スキャンによる
取り込み後における画像処理による半定量分析の結果
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ゴリズムの開発に成功したが、一方で、クラウド化
やデータの判定の蓄積などにはそれ以上の労力と資
金が必要である。

　オ　今後の課題
　唾液中に存在する IgA の簡易測定について、簡
易カメラを用いたイムノクロマト結果の撮影及び
データ伝送、解析結果の蓄積、今後個人情報として
管理できるシステムへの展開には莫大な資金が必要
とされる。更に、測定結果のアルゴリズムについて
も、研究段階のものであり、製品化するには、多く
の課題の解決が必要である。

　カ　要　約
　唾液中 IgA の定量測定には、簡易クロマト試験
紙を用いて、その結果を携帯カメラによって撮影
し、半定量を可能とするシステム、アルゴリズムを
開発した。

　研究担当者（民谷栄一＊、山口佳則）

５　ストリクチニン類、EGC の生体内イメージ
ング法の開発

　ア　研究目的
　多彩な生理作用が報告されている茶タンニン類

（ストリクチニン）1）や茶カテキン（エピガロカテキ
ン（EGC）、エピガロカテキンガレート（EGCG））2）

などの作用機構の解明には、組織内におけるこれら
成分の局在情報が必要不可欠である。しかしなが
ら、現状では、低分子である食品成分の組織内にお
ける空間分布情報は明らかにされていない。一方、
近年生体分子の局所変動を非標識で捉える in situ
生体分子マッピング（質量分析イメージング）の開
発が新たな分子イメージング法として注目されてい
る3）。そこで、本研究では、非標識で低分子化合物
を可視化できるマトリックス支援レーザー脱離イオ
ン化質量分析イメージング法（MALDI-MSI）*1 を開
発し、生体組織におけるストリクチニン及び茶カテ
キン（EGC 及び EGCG）の局在を明らかにするこ
とを目的にした。

　イ　研究方法
　（ア）　MALDI-MS による EGCG 可視化法の開発
と EGCG 並びにその代謝物の同時可視化
　　ａ　EGCG イオン化に向けたマトリックスの探
索
　EGCG と各種マトリックス *2 溶液を混合し 384
ウェルサンプルプレートにアプライし MALDI-
TOF-MS（AXIMA…Performance,…Shimazu,…Japan）に
供した。
　　b　MALDI-MS イメージングによる EGCG を
経口投与したマウス組織切片における EGCG とそ
の代謝物分布の可視化
　EGCG を経口投与したマウスから摘出した肝臓
並 び に 腎 臓 の 組 織 薄 片 に 1,5-diaminonaphtalene…

（DAN）*3 溶液を塗布し MALDI-TOF-MS に供した。
　（イ）　MALDI-MS による EGC 可視化法の開発
と生体組織における EGC 並びにその代謝物の同時
可視化
　　a　EGC イオン化に向けたマトリックスの探索
　EGC と各種マトリックス溶液を等量混合し
MALDI-TOF-MS に供した。
　　b　1,5-DAN を用いた MALDI-MS イメージン
グによるマウス組織切片上における EGC スポット
の可視化
　ステンレススライドに貼り付けたマウスの肝臓と
腎臓の組織切片に EGC 溶液をアプライし 1,5-DAN
溶液を塗布し MALDI-TOF-MS に供した。
　　c　1,5-DAN を用いた MALDI-MS イメージン
グによる EGC を経口投与したマウス腎臓組織切片
における EGC とその代謝物分布の同時可視化
　EGC を経口投与したマウスから摘出した腎臓の
組織切片に 1,5-DAN 溶液を塗布し MALDI-TOF-
MS に供した。
　（ウ）　MALDI-MS によるストリクチニン可視化
法の開発
　　a　ストリクチニンイオン化に向けたマトリッ
クスの探索
　ストリクチニンと各種マトリックス溶液を等量混
合し MALDI-TOF-MS に供した。
　　b　1,5-DAN を用いた MALDI-MS イメージン
グによるマウス組織切片上におけるストリクチニン
スポットの可視化
　ステンレススライドに貼り付けたマウス肝臓、腎
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臓、脳の各組織切片上にストリクチニン溶液をアプ
ライし MALDI-TOF-MS に供した。

　ウ　研究結果
　（ア）　MALDI-MS による EGCG 可視化法の開発
と EGCG 並びにとその代謝物の同時可視化
　MALDI-MS を用いた EGCG のイオン化に最適な
マトリックスの探索とその最適な条件を検討した。
その結果、41 種類の有機低分子化合物から 1,5-DAN
が EGCG に対する高い検出能（pmol…オーダー）を
示した（図 1150-1）。
　EGCG を経口投与したマウス肝臓と腎臓における
EGCG分布の可視化を1,5-DANを用いた質量分析イ
メージングを行った結果、両臓器で EGCG の分子量
であるm/z…457のイメージ画像がEGCG投与群のみ
に認められた…（図 1150-2）。また、肝臓組織切片にお

いては EGCG のグルクロン酸砲合体（m/z…537）が、
腎臓組織切片においてはEGCGのグルクロン酸砲合
体と硫酸砲合体（m/z…633）などの EGCG 代謝産物
の同時可視化が可能であることが明らかになった。
また、これらの分布は EGCG と同様のように肝臓で
は一様なのに対し、腎臓における分布は部位により
異なること、代謝産物間においても差異があること
が明らかとなった（図 1150-2）。
　（イ）　MALDI-MS による EGC 可視化法の開発
と生体組織における EGC 並びにその代謝物の同時
可視化
　EGC のイオン化のために必要なマトリックスの
スクリーニングを行った結果、1,5-DAN が最適であ
ることが明らかになった（図 1150-3a）。また、1,5-
DAN をマトリックスとして用いることで肝臓と腎
臓の各組織切片上に直接スポットした EGC を可視

図 1150-1　MALDI-MS による EGCG のイオン化に向けたマトリックスと溶媒の検討
　100％…メタノール、アセトンもしくはアセトニトリルの各溶媒に溶かしたマトリックスと
EGCG 混合物を MALDI-TOF-MS に供した。

図 1150-2　1,5-DAN を用いた MALDI-MS による EGCG とその代謝物の同時可視化
　EGCG を経口投与したマウス肝臓と腎臓組織切片へ 1,5-DAN 溶液を塗布し MALDI-TOF-
MS に供した。
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化するのに成功した（図 1150-3b）
　EGC を経口投与したマウス腎臓における EGC 分
布の可視化を 1,5-DAN を用いた質量分析イメージ
ングにより行った結果、EGC 及びその硫酸砲合体
の同時可視化に成功した。また、ガレート型ガテ
キンである EGCG と非ガレート型カテキンである
EGC では生体組織における分布が異なることが明
らかとなった（図 1150-4）。

　（ウ）　MALDI-MS によるストリクチニン可視化
法の開発
　ストリクチニンのイオン化のためのマトリックス
のスクリーニングを行い、1,5-DAN が最適である
ことを見出した（表 1150-1）。
　1,5-DAN をマトリックスとして肝臓、腎臓と脳
の各組織切片上における質量分析イメージングに成
功した（図 1150-5）。

図 1150-3 　EGC 検出に向かったマトリックスの探索と 1,5-DAN を用いた MALDI-MS によ
るマウス各組織切片における EGC の可視化

　各マトリックスと EGC 等量混合物を 384 ウェルサンプルプレートにアプライし、
MALDI-TOF-MS によりネガティブイオンモードで測定した（a）。各濃度の EGC をマウス
組織切片上にアプライした後、1,5-DAN 溶液を塗布し MALDI-TOF-MS に供した（b）。

図 1150-4 　1,5-DAN を用いた MALDI-MS による茶カテキン（EGC 及び EGCG）とその代
謝物の同時可視化

　EGC もしくは EGCG をそれぞれ経口投与したマウス腎臓組織切片へ 1,5-DAN 溶液を塗布
し MALDI-TOF-MS に供した。
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　エ　考　察
　EGCG を経口投与したマウスの肝臓と腎臓にお
ける EGCG の質量分析イメージングを行った結果、
EGCG 並びにそのグルクロン酸砲合体と硫酸砲合
体の同時可視化に成功した。この結果は摂取した
EGCG が小腸で吸収され、腸、肝臓、腎臓でグルク
ロン酸基、硫酸基などが付加され、排出されるこ
と4）と一致する。また、EGC 並びにストリクチニ
ンの可視化が EGCG と同様に 1,5-DAN が最適であ
ることが明らかとなった。こうした結果は、他の食
事由来ポリフェノールの可視化が 1,5-DAN を用い
ることで可能になる可能性を示唆している。

　オ　今後の課題
　（ア）　イオン化条件の最適化を計ることにより低
用量摂取時の EGCG 生体内イメージングが期待さ
れる。
　（イ）　イオン化条件の最適化を計ることにより低
用量摂取時の EGC 生体内イメージングが期待され
る。
　（ウ）　ストリクチニンを可視化するための基礎的
条件は明らかにしたことから、今後ストリクチニン
を投与したマウス組織におけるストリクチニン並び
にその代謝物の可視化を検討する必要がある。
　

Diff…=…Signal…–…Background
vsBG（%）=（Background/Signal）× 10；…NA：バックグラウン
ドが 0；…ND：シグナルが 0

表 1150-1　各マトリックスによるストリクチニンの検出強度

図 1150-5 　1,5-DAN を用いた MALDI-MS によるマウス各組織切片におけるストリクチニン
イオンの可視化

　各濃度のストリクチニンをマウス組織切片上にアプライした後、1,5-DAN 溶液を塗布し
MALDI-TOF-MS に供した。
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　カ　要　約
　多彩な生理作用が報告されている茶タンニンと茶
カテキンなどの機能性成分の生体組織内における局
在情報を可視化するため、MALDI-MS イメージン
グ法を基盤とした質量分析イメージング法の開発を
行った。茶成分をイオン化させるため、40 種類以
上のマトリックス候補化合物の中で EGCG、EGC、
ストリクチニンを高感度に検出できるマトリックス
として 1,5-DAN を見出した。更に、本マトリック
スを用いることで各成分を投与したマウスの肝臓と
腎臓組織において、これらの成分並びにその代謝物
の生体組織内分布情報の可視化に世界に先駆けて成
功した。今後、本質量分析イメージング法の活用に
より、生体組織における緑茶成分の詳細な作用機構
の解明につながることが期待される。
　
　キ　引用文献
… 1）Tachibana…H.,…Kubo…T.,…Miyase…T.,…Tanino…

S.,…Yoshimoto…M.,… Sano…M.,…Yamamoto-Maeda…

M.…and…Yamada…K.…（2001）…Identification…of…an…
Inhibitor… for… Interleukin…4-induced…e…Germline…
Transcr ipt ion… and… Antigen-Speci f ic … IgE…
Production… in…Vivo.… Biochem.… Biophys.… Res.…
Commun.…280（1）:…53-60.

… 2）Yang…C.S.,…Wang…X.,…Lu…G.…and…Picinich…S.C.…
（2009）…Cancer…prevention…by…tea:…animal…studies,…
molecularmechanisms…and…human…relevance.…Nat.…
Rev.…Cancer.…9（6）:…429-439.

… 3）Miura…D.,…Fujimura…Y.,…Yamato…M.,…Hyodo…
F.,…Utsumi…H.,…Tachibana…H.… and…Wariishi…H.…

（2010）…Ultrahighly…sensitive…in…situ…metabolomic…
imaging…for…visualizing…spatiotemporal…metabolic…
behaviors.…Anal.…Chem.…82（23）:…9789-9796.

… 4）Sang…S.,…Lambert…J.D.,…Ho…C.T.…and…Yang…C.S.…
（2011）…The…chemistry…and…biotransformation…of…
tea…consitituents.…Pharmacol.…Res.…64（2）:…87-99.

　研究担当者（立花宏文＊）

*1：MALDI とは、Matrix…Assisted…Laser…Desorption/Ionization の訳語で、レーザー光によってイオン
化されやすい物質をマトリックスとしてサンプルと予め混合しておき、これにレーザーを照射する事
でイオン化する手法である。

*2：マトリックスとは、レーザー光によってイオン化されやすい有機低分子化合物で、サンプルのイオ
ン化を補助する。

*3：1,5-DAN は樹脂原料や有機溶剤などに使われる有機化合物の一種である。
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１　プロシアニジン類の免疫調節機能とその作
用機序の解明

  ア　研究目的
　プロシアニジン類には免疫調節機能があることが
報告されている1-4）が、その作用機序についてはほ
とんど解明されていない。また、プロシアニジン類
はさまざまな重合度のカテキン重合体を含むが、重
合度によって免疫修飾機能も異なると考えられてい
るものの、それらの解明も全くなされていない。一
方で、肥満状態ではさまざまな免疫失調が誘発され
ることが近年の研究で明らかになりつつある。そこ
で、肥満状態における獲得免疫系の病的変化に対す
るプロシアニジン類の改善作用を明らかにするため
に、まず健常な獲得免疫系へのカテキン重合体の影
響を明らかにすることとした。

　イ　研究方法
　プロシアニジン類の獲得免疫系に及ぼす影響を
解析するために、卵白アルブミン（OVA）特異
的 T 細胞レセプタートランスジェニックマウス

（DO11.10 マウス）より調製した免疫細胞を OVA
で刺激した培養液中にプロシアニジン及び各カテキ
ン重合体を添加し、抗原特異的免疫応答への影響を
解析した。リンゴプロシアニジン類として、リンゴ
から抽出したリンゴプロシアニジン、及びそれを分
画することで得られたカテキン重合体（一量体～五
量体）を用いた。免疫細胞として、DO11.10 マウス
の脾臓細胞、刺激源として OVA…（fraction…V）を用
いた。脾臓細胞を抗原刺激した培養中にリンゴプロ
シアニジン及び重合度の異なるカテキン重合体を４
段階の濃度で添加し、抗原特異的細胞増殖（BrdU
の取り込みによる遺伝子複製量を指標とする）、サ
イトカイン産生、抗体産生についてそれぞれの影響
を検討した。

　ウ　研究結果
　（ア）リンゴプロシアニジンとカテキン重合体は
脾臓細胞の抗原特異的細胞増殖を抑制したが、1
量体には有意な抑制能は観られなかった。リンゴ
プロシアニジン、及び 3，4，5 量体は IL-4，IL-6，

IFN-g の抗原特異的産生を抑制した。1，2 量体は
抗原特異的 IL-6 産生のみに影響し、有意に亢進し
た。リンゴプロシアニジン及び実験に供した全ての
カテキン重合体は IgG1 の抗原特異的産生を亢進し
たが、高濃度の 4,5 量体は抑制した（図 1210-1）。
　
　エ　考　察
　カテキン単量体 25µM とカテキン 4 量体 6.25µM
は免疫応答の修飾能が異なることなどから、カテキ
ン単量体の量にはよらず、重合体化したことによる
の構造の差が免疫応答の修飾能の差につながると考
えられた。

　オ　今後の課題
　プロシアニジンはその重合度によって性質が全く
異なっていることが当 in…vitro 試験において、強く
示唆されているため、薬理活性の高い重合体を含む
品種の作出などにこの情報は活用可能と考えられ
る。しかしながら、免疫機能修飾能の最終的な評価
には in…vivo 試験において確認する必要がある。　

　カ　要　約
　リンゴプロシアニジン、及びその構成成分である
カテキン重合体が免疫応答の修飾能を持つこと、ま
たカテキンの重合度によってこれらの生理活性は異
なることが明らかとなった。

　キ　引用文献
… 1）Holderness…J.…et…al.…（2008）…Response…of… γδ…T…

cells…to…plant-derived…tannins.…Crit…Rev…Immunol.…
28（5）:…377-402.

… 2）Kenny…TP…et… al.…（2007）…Immune…Effects… of…
Cocoa… Procyanidin…Oligomers… on… Peripheral…
Blood.…Exp…Biol…Med…（Maywood）.…232（2）:…293-
300.

… 3）Mackenzie… GG… et… al.…（2004）… Epicatechin,…
catechin,…and…dimeric…procyanidins…inhibit…PMA-
induced…NF-κB…activation… at…multiple… steps… in…
Jurkat…T…cells.…FASEB…J.…18（1）:…167-9.

… 4）Miyake…M…et… al.…（2006）…Highly…Oligomeric…

第２章 　機能性成分の生体調節機能の解析
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Procyan id ins … Amel iorate … Exper imenta l…
Autoimmune…Encephalomyelitis…via…Suppression…
of…Th1…Immunity.…J.…Immunol.…176（10）:…5797-804.

　研究担当者（後藤真生）

２　EGC の免疫賦活作用の機序の解明
　ア　研究目的
　これまでに報告されている茶の免疫調節作用は、
緑茶の主要カテキンの一つであるエピガロカテキン
ガレート（EGCG）による抗炎症作用などの免疫抑
制的な作用であった。しかし、最近、茶の免疫調
節作用に賦活効果が見いだされ、その有効成分が
もう一つの主要カテキンであるエピガロカテキン

（EGC）であることが分かった。抗炎症作用を有す
る EGCG に対する受容体や作用機序は比較的よく
調べられているが、免疫賦活作用を有する EGC の
受容体や作用機序は不明であった。そこで、ここで
は EGC が作用するマクロファージの受容体とその
作用機序について明らかにする。

　イ　研究方法
　（ア）　食作用活性の評価
　　ａ　培養細胞を用いた方法
　免疫賦活活性の評価には、マクロファージ様細胞
の貪食活性を測定する方法を用いた。120nM カル
シトリオール（和光純薬製）を含有する RPMI1640
培地（ライフテクノロジーズジャパン社製）で 7 日
間培養した HL60 細胞（ヒト骨髄性白血病細胞株：
ATCC…CCL-240）を、48 ウェルマイクロプレー
ト（BD バイオサイエンス社製）に 2.5 × 105cells/
well/250µL で播種し、蛍光ミクロスフェア（2µm，
YG；ポリサイエンス社製）25µL と緑茶浸出液（無
処理）25µL を添加し、プレートシェイカーにて混
和後、37℃，5％…CO2 環境下で 16 時間培養した。
培養終了後、2％ホルムアルデヒド–PBS 溶液にて
細胞を固定し、フローサイトメーター（Cell…Lab…
Quanta；ベックマンコールター社製）にて蛍光ビー
ズを貪食した細胞数を測定した。活性評価結果は、
総細胞数に対する蛍光ビーズ貪食細胞数の比を、被
検液を添加しないコントロールを 100％とする相対
値で表した。

図 1210-1　リンゴプロシアニジンとカテキン重合体の添加が免疫応答に及ぼす影響
　3.125，6.25，12.5，25μM のリンゴプロシアニジン（PROC）、カテキン 1 量体～ 5 量体（PROC1 ～
PROC5）を DO11.10 由来脾臓細胞を抗原刺激した培養系に添加した結果
　1）抗原特異的 IgG1 産生に及ぼす影響… 2）抗原特異的 IL-6 産生に及ぼす影響
　3）抗原特異的 IFN-g 産生に及ぼす影響… 4）抗原特異的 IL-4 産生に及ぼす影響
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　　b　マウス腹腔細胞を用いた方法
　ICR 系雌性マウス（チャールスリバー）を 6 週齢
で購入し、致死後に腹腔から無刺激で回収した細胞
を使用した。食作用活性は、上記と同様に蛍光ビー
ズの細胞内取り込み率を、フローサイトメーターを
利用して測定した。
　（イ）　マクロファージ活性メカニズムの評価
　　ａ　細胞内活性経路
　自然免疫系の活性に関わるシグナル経路の一つで
あるカスパーゼ１の関与の有無を調べるため、カ
スパーゼ１の活性阻害剤である Z-YVAD（OMe）
CH2F（CALBIOCHEM 社製）を作用させて EGC
による食作用活性の変化を調べた。
　　b　受容体分析
　EGC が関与する可能性の高い受容体として、
Transient…receptor…potential…melastatin…2（TRPM2）
に着目し、その活性阻害剤である 2-Aminoethoxy-
diphenyl…borate（2-APB）及び N-（p-amylcinnamoyl）
anthranilic…acid（ACA）を作用させて EGC による
食作用活性の変化を調べた。
　（ウ）　過酸化水素量測定……
　培養液中の過酸化水素量の測定は市販の過酸化水
素量測定キット（Arbor…Assays…LLC）を用いて測
定した。

　ウ　研究結果
　（ア）　EGC によるマクロファージ活性化の細胞
内活性経路
　マクロファージは生体防御の最前線である自然免
疫で重要な役割を果たしている。マクロファージは
食作用によって病原体、その他異物を取り込み、排
除する。更にマクロファージが食作用で得た情報
は、同じ病原体の再感染を防ぐ免疫機構である獲得
免疫と呼ばれる免疫記憶にも重要な役割を果たす。
自然免疫系を活性化する受容体は多種類存在し、多
様なシグナル伝達系を介して防御反応を誘導する。
カスパーゼ経路は様々な免疫刺激に応じて活性化さ
れるシグナル経路である。そこで、EGC によるマ
クロファージの食作用の活性増強がカスパーゼ経路
を介したものであるかどうかを、活性阻害剤を用い
て調べた結果、EGC による活性増強が阻害剤によ
り抑制され、マクロファージの活性化がカスパーゼ
1 の活性を介した作用であることが明らかとなった

（図 1220-1）。HL60 マクロファージ様細胞は正常細
胞ではないため、正常細胞においても EGC が食作
用活性を示し、同様の活性経路で作用しているかど
うかを確認するために、マウス腹腔から採取した正
常マクロファージを用いて同様の検討を行った。そ
の結果、正常細胞においても EGC で食作用活性が
上昇し、同様の活性経路が関与していることが確認

図 1220-1　食作用活性の変化
　1）Bonferroni/Dunn…post-hoc…test
　2）n=3、エラーバーは標準偏差
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された（図 1220-2）。
　（イ）　マクロファージを活性化させる EGC 由来
因子
　近年、低濃度レベルの過酸化水素が生体内シグナ
ル伝達物質としての働きをもつことが明らかとなっ
てきていることから、EGC から発生する過酸化水
素に着目し、カタラーゼで過酸化水素を分解した場
合の活性変化を調べた。その結果、カタラーゼで過
酸化水素を分解すると EGC による食作用の活性増
強は抑制された（図 1220-3）。この結果から、EGC
から発生する過酸化水素が免疫活性化シグナルとな
ることが明らかとなった。実際に、80µM…EGC を
培養液中に添加後に過酸化水素量を測定した結果、
添加後 1 時間程度の間、数 µM レベルで過酸化水
素が上昇していることが確認された。更に、培養液
中の過酸化水素量が同程度になるように直接過酸化
水素を添加した場合でも、マクロファージ様細胞の
食作用活性が上昇することが確認され、外因性の過
酸化水素がマクロファージを活性化することが明ら
かとなったた。　
　（ウ）　EGC によるマクロファージの活性化に関
与する受容体
　EGC と同じカテキン類であるエピガロカテキン
ガレート（EGCG）は、マクロファージの細胞表

面に発現する 67kD ラミニン受容体（67LR）に結
合して、抗炎症作用 = 免疫抑制的な作用を示すこ
とが知られている 1）。免疫賦活作用を示す EGC は
67LR に作用しないことが確認されているが、EGC
が関わる免疫賦活を誘導する受容体は不明のままで
あった。過酸化水素に反応して免疫細胞を活性化さ
せる受容体として TRPM2 が知られている。免疫
細胞は TRPM2 の活性を介して細胞内のカルシウ
ムイオン濃度を変化させ、免疫活性を調節する。そ
こで、TRPM2 活性阻害剤を作用させた場合の食作
用の活性変化を調べた。その結果、阻害剤（2-APB
及び ACA）を作用させた場合、EGC による食作用
増強活性は抑制された（図 1220-4、図 1220-5）。

　エ　考　察
　（ア）　EGC によるマクロファージ活性化の細胞
内活性経路
　自然免疫系の活性化は各種要因により、様々な
経路で惹起されるが、多くの場合でカスパーゼ 1
の活性化が誘導される。本プロジェクトにおいて、
EGC によるマクロファージの活性化もまたカス
パーゼ 1 の活性化を介して誘導されていることが明
らかとなった。自然免疫系の活性経路は全てが解明
されているわけではなく、本プロジェクトにおい

図 1220-3　カタラーゼ添加による活性変化
　1）Bonferroni/Dunn…post-hoc…test
　2）n=3、エラーバーは標準偏差

図 1220-2　食作用活性の変化
　1）Bonferroni/Dunn…post-hoc…test
　2）n=3、エラーバーは標準偏差
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て、EGC がカスパーゼ 1 の活性を介した反応であ
ることが明らかとなったことから、今後、受容体か
らカスパーゼ 1 の活性に繋がるシグナル経路を明ら
かにする必要がある。
　（イ）　マクロファージを活性化させる EGC 由来
因子
　カテキン類はポリフェノールの一種であり、菌体
成分として認識される可能性は低いことが推察され
る。カテキン類は強い抗酸化性を持つことが一般的
によく知られており、カテキンが有する健康機能性
の中心的役割を果たすと考えられている。しかし一
方で、カテキンが酸化剤ともなる過酸化水素を発生
させることはあまり認知されていない。本プロジェ
クトにおいて、EGC から産生される過酸化水素が
マクロファージの活性化に関与していることがわ
かった。近年、過酸化水素は一酸化窒素と並び、シ
グナル伝達分子として注目されている活性酸素関連
分子であり、低濃度領域では平滑筋の弛緩などの生
理調節にかかわる分子として注目されつつある。カ
テキンの様々な生理活性機能のメカニズムにおい
て、過酸化水素に注目した研究はほとんどなされて
おらず、今後カテキンの生理活性機能における重要
な因子となる可能性が高い。
　（ウ）　EGC によるマクロファージの活性化に関
与する受容体
　マクロファージを活性化させる受容体は様々報
告されているが、これまでに報告されている免疫
賦活を誘導する食品成分に対する受容体は、病原

体成分を認識する受容体である Toll-like…receptor
（TLR）や Dectin などであり、例えば大麦などの成
分でもある β グルカンは真菌に対する受容体である
Dectin-1 に作用し、メカブなどの成分であるフコイ
ダンは細菌成分であるリポ多糖に対する受容体であ
る TLR4 に認識される。免疫賦活を誘導する食品
成分の多くは、多糖体、ペプチド、核酸であり、基
本的には病原体の構成成分と同じ、もしくは類似の
成分である場合が多い。腸管免疫系は免疫系の７割
を占めるとされるが、腸管免疫は、腸内環境に腸内
細菌を抱えているため、基本的に細菌成分に反応し
にくい構造になっている。そのため、腸管免疫にお
いては、これまで報告されてきた細菌成分を認識す
る受容体に作用する免疫活性物質の効果は低いと考
えられる。それに対して、EGC は病原体成分を認
識する受容体ではなく、細胞内外のカルシウムイオ
ン濃度の調節に関わる分子である TRPM2 の感受性
を上げることでマクロファージの活性化を誘導する
ことが今回のプロジェクトで明らかとなった。免疫
細胞は細胞内外のカルシウムイオンの調節によって
その活性を制御しており、その調節に重要な役割を
果たすのが TRPM2 である。これまで TRPM2 を
ターゲットにした生理活性物質の研究はあまりなさ
れておらず、今後、医薬及び食品機能性成分におい
て新たなターゲット分子となる可能性が高い。

　オ　今後の課題
　今回、初めて EGC による免疫賦活活性経路が明

図 1220-4　2-APB 添加による活性変化
　1）Bonferroni/Dunn…post-hoc…test
　2）n=3、エラーバーは標準偏差

図 1220-5　ACA 添加による活性変化
　1）Bonferroni/Dunn…post-hoc…test
　2）n=3、エラーバーは標準偏差
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らかとなり、緑茶による免疫調節機能に新たな知見
が加わった。このことは、緑茶の免疫調節機能をよ
り有効に利用することを可能にする。緑茶浸出液中
のカテキンの約 70％を EGC と EGCG が占めるが、
緑茶を冷水で浸出すると浸出液中のカテキンがほぼ
EGC となる。これは、EGCG が冷水で浸出されに
くいためである。ここでは、EGC が主要カテキン
となる冷水浸出液の飲用による粘膜免疫系の活性化
について活性経路を明らかにしてきたが 2）、免疫抑
制的に働く EGCG が同程度の濃度で含まれている
緑茶の熱水浸出液の飲用では、免疫調節性（活性及
び抑制）は認められない2）。相反する免疫作用を持
つ EGC と EGCG は緑茶の主要カテキンであるため、
今後両成分の活性相殺についてもそのメカニズムを
明らかにする必要がある。　

　カ　要　約
　EGC によるマクロファージの食作用活性の増強
は、EGC から発生する過酸化水素がマクロファー
ジ細胞に発現する TRPM2 を活性化することによ
り、カスパーゼ 1 経路等の活性化を介して誘導され
ることが明らかとなった。　

　キ　引用文献
… 1）Monobe…M,…Ema…K,…Tokuda,…Maeda-Yamamoto…

M,…（2013）…Green…tea…catechin… induced…phagocy-
tosis…can…be…blocked…by…catalase…and…an…inhibitor…
of… transient… receptor… potential…melastatin… 2…

（TRPM2）.…Cytotechnology.…http://link.springer.
com/article/10.1007/s10616-013-9618-7

… 2）物部真奈美（2013）免疫賦活作用（ヒト介入試
験と作用機序）．新版茶の機能 .…社団法人農山漁村
文化協会．190-200.

　研究担当者（物部真奈美＊）

３　ストリクチニン類、EGC の免疫調節作用に
関するオミクス解析、作用機作の解明、安全
性評価

　ア　研究目的
　食物アレルギーやスギ花粉症などのⅠ型アレル
ギーの発症には過剰な免疫ブロブリン E（IgE）産

生を伴うことから IgE の産生を抑制する食品成分
には抗アレルギー作用が期待できる。これまでに、
茶タンニン類の一種であるストリクチニンを経口投
与することにより、抗原感作したマウスの抗原特異
的な IgE 産生が抑制されることを見出した1）。本研
究課題ではストリクチニン類や EGC などの茶タン
ニン類の免疫調節作用について検討するとともにオ
ミクス解析等からその作用機構を明らかにすること
を目的とした。

　イ　研究方法
　（ア）　ストリクチニン類の抗アレルギー作用とそ
の作用機作の解明
　　a　PGG の投与が卵白アルブミン感作マウスに
おける血中抗体レベルと制御性 T 細胞数に対する
影響
　卵白アルブミン（OVA）を投与したマウスに対
し、タンニン類の一種であるペンタガロイルグル
コース（PGG）を 10mg/kg…body…weight となるよ
うに OVA 感作日から 28 日間毎日経口投与した。
血中の総抗体及び卵白アルブミン特異的な抗体価を
測定するとともに脾臓、パイエル板、腸管膜リンパ
節を摘出し制御性 T 細胞数を測定した。
　　b　IL-4 誘導性 ε…germline…transcript…（εGT）の
発現に対するストリクチニン類の影響
　ヒト成熟 B 細胞株 DND39 を IL-4 刺激すること
で誘導される εGT の発現に対する PGG の影響を検
討した。
　　c　IL-4 誘導性 IL-4 受容体＊1α 鎖、JAK3、STAT6
活性化に対するストリクチニン類の影響
　DND39 細胞を IL-4 で刺激することで誘導される
IL-4 受容体 α 鎖、JAK3、STAT6 の各リン酸化に
対する PGG の影響を検討した。
　　d　IFN-γ シグナリングに及ぼすストリクチニ
ン類の影響
　DND39 細胞を IFN-γ 刺激することで誘導される
STAT1 のリン酸化に対するストリクチニンや PGG
の影響を検討した。
　（イ）　ストリクチニンの代謝物プロファイリング
解析
　C57/BL…6J マウスにストリクチニン（25mg/kg…
B.W.）もしくは EGCG（25mg/kg…B.W.）を経口投
与 4 時間後に生体組織サンプル（脾臓、小腸、肝
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臓、大腸）を採取した。各組織抽出物を LC-IT-
TOF-MS に供し、代謝物プロファイリング解析を
行った。
　（ウ）　茶タンニン類の安全性評価
　C57/BL6J マ ウ ス に EGCG も し く は EGC を
2000mg/kg…B.W. となるように大量経口投与後の
血清中のアスパラギン酸アミノトランスフェラー
ゼ（GOT）とアラニンアミノトランスフェラーゼ

（GPT）活性を測定した。

　ウ　研究結果
　（ア）　ストリクチニン類の抗アレルギー作用とそ
の作用機作の解明
　PGG の経口摂取は卵白アルブミンを感作した
マウスにおける血中の総 IgE 及び卵白アルブミン
特異的 IgE レベルを抑制した（図 1230-1）。また、
IgE の産生を抑制する制御性 T 細胞数を増加させ

た（図 1230-2）。また、PGG は B 細胞における IgE
産生に必須である IL-4 誘導性 εGT の発現 2）を抑制
するとともに（図 1230-3）、εGT の発現を調節する
転写因子である STAT6 の活性化 3）を抑制した（図
1230-4）。また、ストリクチニンと PGG は STAT6
の活性化に関与する JAK3 のリン酸化及び STAT6
の IL-4Rα 鎖へのリクルートに必須である IL-4Rα

鎖のリン酸化 4）を共に抑制した（図 1230-5）。一
方、ストリクチニン並びに PGG は IFN-γ 誘導性
STAT1 のリン酸化を抑制しなかった（図 1230-6）。
　（イ）　ストリクチニン摂取後の代謝物プロファイ
リング解析
　ストリクチニンもしくは緑茶ポリフェノールの
一種であるエピガロカテキンガレート（EGCG）を
それぞれ単回経口投与したマウスの肝臓組織を LC-
IT-TOF-MS を用いて解析した結果、ストリクチニ
ンを投与したマウス肝臓においてエラグタンニン類

図 1230-1　PGG の経口投与が卵白アルブミン感作マウスにおける血中抗体レベルに及ぼす影響

図 1230-2　PGG の経口投与が卵白アルブミン感作マウスの制御性 T 細胞数に及ぼす影響
　卵白アルブミンを感作したマウスに PGG を経口投与し、パイエル板、脾臓、腸管膜リンパ節
の各組織における制御性 T 細胞数を測定した。
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の代謝物である urolithin（m/z…227.024）の産生が
確認された（図 1230-7）。また、ストリクチニンの
経口投与により大腸、小腸、肝臓、脾臓の各臓器に
おける代謝物が影響を受けた（図 1230-8）。
　（ウ）　茶タンニン類の安全性評価
　大量の EGCG もしくは EGC を投与したマウスの
血清において、肝毒性の指標である GOT 値並びに
GPT 値に上昇は観察されなかった（図 1230-9）。

　エ　考　察
　PGG の経口投与による IgE の産生を抑制する制
御性 T 細胞数5）の増加は PGG の IgE 産生抑制作用
における一つの作用機序であることが示唆された。
また、B 細胞におけるストリクチニン類は IL-4 誘

導性シグナルを顕著に抑制することにより εGT 発
現を阻害することで IgE 産生を抑制することが示
された。更に、ストリクチニン類の IL-4 誘導性シ
グナル阻害作用は IL-4 シグナル特異的であること
が示唆された。一方、ストリクチニンを経口投与し
たマウス肝臓において産生されるエラグタンニン類
の代謝物である urolithin が産生された。Urolithin
が IL-1b もしくは TNF-α 誘導性炎症性因子の分泌
を抑制することが知られている6）ため、in vivo に
おけるストリクチニン類の生理活性には urolithin
が寄与する可能性が示唆される。また、茶タンニン
類の大量経口による肝毒性は観察されなかったこと
から機能性食品素材としての活用が期待される。

図 1230-3　IL-4 誘導性 εGT 発現に対する PGG の影響
　PGG で処理したヒト成熟 B 細胞株 DND39 における
IL-4 誘導性 εGT 発現量を測定した。

図 1230-4 　IL-4 誘導性 STAT6 リン酸化に対する PGG
の影響

　PGG で処理したヒト成熟 B 細胞株 DND39 における
IL-4誘導性STAT6のリン酸化に対する影響を検討した。

図 1230-5　IL-4 誘導性 IL-4Rα と JAK3 のリン酸化に対するタンニン類の影響
　ストリクチニンもしくは PGG で処理したヒト成熟 B 細胞株 DND39 における IL-4 誘導性 IL-4
受容体 α 鎖、JAK3 の各リン酸化を測定した。

図 1230-6　IFN-γ 誘導性 STAT1 のリン酸化に及ぼすストリクチニン類の影響
　ストリクチニンもしくは PGG で処理したヒト成熟 B 細胞株 DND39 における IFN-γ 誘導性
STAT1 のリン酸化に対する影響を検討した。
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図 1230-7　ストリクチニン及び EGCG を経口投与したマウス肝臓における Urolithin の検出
　ストリクチニンもしくは EGCG を経口投与したマウスから摘出した肝臓の抽出物を LC-MS に
供した。

図 1230-8　ストリクチニン摂取後の生体組織における主成分分析による代謝プロファイリング…
　a：大腸、b：小腸、c：肝臓、d：脾臓。ストリクチニンを経口投与したマウスから摘出した各
生体組織サンプル抽出物を LC-MS に供し代謝物プロファイリング解析を行った。

図 1230-9　茶タンニン類の安全性評価…
　EGCG もしくは EGC を大量経口投与したマウス血清中の GOT 値並びに GPT 値を測定した。
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　オ　今後の課題
　（ア）　ストリクチニン類の抗アレルギー作用とそ
の作用機作の解明
　ストリクチニン類の IgE 産生誘導阻害作用に関与
する標的分子やその作用機序を明らかにすることで
機能性の科学的根拠が得られることが期待される。
　（イ）　ストリクチニン摂取後の代謝物プロファイ
リング解析
　ストリクチニン類を経口摂取することで産生する
代謝産物を同定するとともにそれら代謝物そのもの
の生理活性を明らかにすることで機能性発現機序の
解明が期待される。
　
　カ　要　約
　ストリクチニン類の経口投与は卵白アルブミン
感作したマウスにおいて卵白アルブミン特異的 IgE
産生を抑制することやその作用は B 細胞株におい
て IgE 産生誘導サイトカインである IL-4 の作用を
特異的に阻害することに起因することを明らかにし
た。更に、ストリクチニン類の投与により脾臓並び
に腸管膜リンパ節における制御性 T 細胞数の増加
はストリクチニン類の IgE 産生抑制作用における
一つの作用機序であることが示唆される。一方、マ
ウスにストリクチニンを経口投与し、各種生体組織
における代謝物プロファイリング解析からストリク
チニンを投与したマウスの肝臓においてエラグタン
ニン類の代謝産物である urolithin が産生されるこ
とやストリクチニンはマウスの各臓器における代謝
物プロファイルに影響を及ぼすことを見出した。ま
た、茶タンニン類の大量経口投与は肝機能障害を与
えないことを確認した。　
…
　キ　引用文献
… 1）Tachibana…H.,…Kubo…T.,…Miyase…T.,…Tanino…

S.,…Yoshimoto…M.,… Sano…M.,…Yamamoto-Maeda…
M.…and…Yamada…K.…（2001）…Identification…of…an…
Inhibitor… for… Interleukin…4-Induced… ε…Germline…
Transcr ipt ion… and… Antigen-Speci f ic … IgE…
Production… in…Vivo.… Biochem.… Biophys.… Res.…
Commun.…280（1）:…53-60.

… 2）Aström…K.,…Magnusson…C.G.,…Papatziamos…G.,…
Hemlin…G.,… Scheynius…A.… and…van…der…Ploeg… I.…

（2000）…Analysis…of…epsilon…germline…transcripts…

and… IL-4…mRNA… expression… in… the… adenoids…
suggests… local… IgE… switching.…Allergy… 55（11）:…
1049-1055.…

… 3）Linehan…L.A.,…Warren…W.D.,…Thompson…P.A.,…
Grusby…M.J.… and…Berton…M.T.…（1998）…STAT6…
is… required… for… IL-4-induced…germline… Ig…gene…
transcription… and… switch… recombination.… J.…
Immunol.…161（1）:…302-310.

… 4）Leonard…W.J.… and…O`Shea… J.J.…（1998）… Jaks…
and…STATs:…biological… implications.…Annu.…Rev.…
Immunol.…16:…293-322.

… 5）Kim…J.,…Kahl…K.,…Hori… S.,… Loddenkemper…C.,…
Chaudhry… A.,… deRoos… P.,… Rudensky… A.… and…
Sparwasser…T.…（2009）…Cutting…edge:…depletion…of…
Foxp3+…cells…leads…to…induction…of…autoimmunity…
by… specific… ablation… of… regulatory…T… cells… in…
genetically… targeted…mice.… J… Immunol.… 183（12）:…
7631-7634.

… 6）Giménez-Bastida…J.A.,…Larrosa…M.,…González-
Sarrias…A.,…Tomás-Barberán…F.,…Espin… J.C.… and…
Garcia-Conesa…M.T.…（2012）…Intestinal…ellagitannin…
metabol ites… ameliorate… cytokine- induced…
inflammation…and…associated…molecular…markers…
in…human…colon…fibroblasts.…J.…Agric.…Food…Chem.…
60（36）:…8866-8876.

　研究担当者（立花宏文＊）

*1：IL-4 受容体には IL-4 受容体 α 鎖が共通 γ 鎖
と複合体を形成したⅠ型と IL-13 受容体 α1 鎖
と複合体を作った 2 型の 2 種類が存在する。

４　リンゴプロシアニジン類の Aβ重合抑制効
果の検証

　ア　研究目的
　認知症のランダム化比較試験においては運動のみ
がこれまで有効性が証明されている。食事に関して
も地中海食などが疫学研究により、有効性が示唆さ
れているもののいまだ証明がない。果物の摂取もそ
の候補としては期待されており、リンゴの摂取が認
知症の発症抑制、病態進展に抑制的に働くことを証
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明するランダム化比較試験への基礎となることが期
待されている。

　イ　研究方法
　リンゴ成分であるプロシアニジンが β アミロイド
凝集阻害作用を有するかを解析する。プロシアニジ
ンがこの β アミロイド凝集作用に対する抑制効果を
有するかを試験管内でチオフラビンＴアッセイを用
いて解析する。
　β アミロイドは β シート構造を持ち、凝集しやす
く、中でも β アミロイド・ペプチド（1-42）は格段
に凝集しやすい。今回、我々は 37 度で β アミロイ
ド・ペプチド（1-42）溶解液にプロシアニジンを濃
度として 0，1.1，3.3，11，33，100μg/ml 添加して
37℃にて 48 時間インキュベートを行った（各群、
n=5）。その後、溶液にチオフラビンＴを添加し、
蛍光強度を測定した。チオフラビンＴはβシート構
造を認識して結合し、蛍光を発することが知られて
いる。

ウ　研究結果及び考察
　我々はプロシアニジンによる β アミロイド凝集
抑制効果の可能性を示した。プロシアニジンを添
加しない群に比較し、1.1μg/ml 添加した群で有意

にチオフラビンＴ蛍光強度を抑制した（p<0.05）。
更に濃度を上げると 11…μg/ml…（p<0.05）,…33…μg/ml…

（p<0.01），100…μg/ml（p<0.001）とプロシアニジン
は β アミロイド凝集を濃度依存的に抑制した（図
1240-1）。

　エ　今後の課題
　これまで数多くの β アミロイド凝集や動物実験で
有効性が示唆された薬物や成分がヒトにおいてラン
ダム化比較試験で有効性を示されたものはいまだな
く、長期的な戦略の立案が必要である。

　オ　要　約
　プロシアニジンによる β アミロイド凝集抑制効果
を検討したところ、プロシアニジンを添加しない群
に比較し、プロシアニジンは β アミロイド凝集を濃
度依存的に抑制した。

　研究担当者（森下竜一＊、里　直行）

図 1240-1　プロシアニジンによる β アミロイド凝集抑制効果…
　β アミロイドに各濃度のプロシアニジンを投与して、その凝集に対する効果を検討した（各群
n=5）。
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５　肥満アルツハイマーモデルにおけるリンゴ
プロシアニジン類の発症予防効果の検討

　ア　研究目的
　アルツハイマー病のトランスジェニックモデル
APP（Amyloid…Precursor…Protein）マウスに糖尿病
を合併させることにより認知機能悪化が促進するこ
とを我々は証明…（Takeda,…Sato…et…al.…PNAS2010）1）

している。本プロジェクトではプロシアニジンによ
る糖尿病合併アルツハイマー病マウスの認知機能改
善効果を検討する。脳内にプロシアニジンが移行し、…
β アミロイド凝集を抑制できているかを明らかにす
る。

　イ　研究方法
　高脂肪食負荷による糖尿病合併アルツハイマー病
マウスを用いるパイロット・スタデイーを開始し
た。野生型マウスを正常コントロールとして高脂肪
食負荷による糖尿病合併アルツハイマー病トランス
ジェニック・マウスにプロシアニジンを 1.5 か月投
与する群としない群に分けて検討を行った。APP/
PS マウスへの高脂肪食及びプロシアニジンの投与
を終え、サンプルを回収、脳内プロシアニジン濃度
及び脳内 β アミロイド濃度を解析した。血中及び脳
内プロシアニジン濃度を測定するため、酢酸エチル
で抽出し、m/z…289/245、577/289、865/125 の条件

で HPLC/MS/MS 測定することに決定した。本法
を用いて 1.5 か月投与したマウスから得られた血中
及び脳内プロシアニジン濃度を測定、解析した。脳
内プロシアニジン濃度に関してはその測定方法が確
立されていない為、本法の確立自体も研究成果とな
り得る。
　糖尿病合併アルツハイマー病マウス APP-NSY マ
ウスに対してプロシアニジン投与による本マウスの
認知機能への効果を新奇物質探索試験を用いて検討
した。新奇物質探索試験は第 1 日目～第 3 日目まで
50cm × 50cm × 50cm の立方体の中で 10 分ずつ過
ごさせ、空間に慣らしたあと、第 4 日目に色・形の
異なる二つの物体を入れ自由に探索させ、そして第
5 日目に一つだけ新しい物体に置き換え、その新奇
の物体を探索する時間の総探索時間に対する割合を
測定する試験である。記憶の保たれているマウスは
この新奇物質探索時間の割合が多くなる。

ウ　研究結果及び考察
　脳内 β アミロイド濃度はプロシアニジン投与によ
り、可溶性 β アミロイド 42 が低下する傾向（n=2）
を示したものの可溶性及び不溶性 β アミロイド 40
及び不溶性 β アミロイド 42 に対してプロシアニジ
ン投与の効果は明らかでなかった（図 1250-1）。
　その試験を行った結果、糖尿病合併アルツハイ

図 1250-1 　高脂肪食負荷アルツハイマー病マウスに対するプロシアニジンの脳内 β アミロイド
凝集に対する効果

　アルツハイマー病マウスに対して通常食（ND）、高脂肪食（HFD）、高脂肪食＋プロシアニジ
ン（HFD+PC）投与を行い、脳内 β アミロイドを可溶性（Soluble）、不溶性（Insoluble）に分け
測定した。
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マー病マウス APP-NSY マウスに対してプロシアニ
ジン投与による本マウスの認知機能への効果は認め
られなかった（図 1250-2）。プロシアニジンによる
糖尿病合併アルツハイマー病モデルの認知機能改善
効果が示されれば、りんごの成分が糖尿病を合併し

た認知症に有効である可能性を示唆する。今回の糖
尿病合併アルツハイマー病モデルマウスでのプロシ
アニジンの有効性を示せなかった。このことはプロ
シアニジンが脳移行性を持たない（図 1250-3）とい
う我々の新知見と矛盾しない。しかし、ヒトにおい

図 1250-3　高脂肪食負荷アルツハイマー病マウスに対するプロシアニジンの血中及び脳内メタ
ボロミクス解析
　アルツハイマー病マウスに対して通常食（ND：青▲）、高脂肪食（HFD：青●）、高脂肪食＋
プロシアニジン（HFD+PC：青◆）投与を行った。野生型マウスに対して通常食（ND：赤▲）、
高脂肪食（HFD：赤●）、高脂肪食＋プロシアニジン（HFD+PC：赤◆）投与を行った。血中

（Plasma）では各群の代謝産物がクラスターを形成するのに対して、脳内（Brain）ではクラス
ターを形成しなかった。このことはプロシアニジンが脳内に移行しなかったことを示唆する。

図 1250-2 　プロシアニジンによる糖尿病合併アルツハイマー病マウスにおける認知機能障害に
対する効果

　糖尿病合併アルツハイマー病マウス（APP-NSY）に対してプロシアニジンを 2 か月投与し、
新奇物質探索試験における認知機能障害を検討した。糖尿病マウス（NSY）を対照とした。
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ては糖尿病を改善することによる糖尿病合併アルツ
ハイマー病における認知機能の改善は可能性が残さ
れる2）。

　エ　今後の課題
　プロシアニジンは脳内へ移行しないことが初めて
示唆された。今後はその Validation を行う必要があ
る。
　今回の糖尿病合併アルツハイマー病モデルマウス
でのプロシアニジンの有効性を示せなかった。この
ことはプロシアニジンが脳移行性を持たないという
我々の新知見と矛盾しない。しかし、ヒトにおいて
は糖尿病を改善することによる糖尿病合併アルツハ
イマー病における認知機能の改善は可能性が残され
る2）。

　オ　要　約
　脳内 β アミロイド濃度はプロシアニジン投与によ
り、可溶性 β アミロイド 42 が低下する傾向（n=2）
を示したものの可溶性及び不溶性 β アミロイド 40
及び不溶性 β アミロイド 42 に対してプロシアニジ
ン投与の効果は明らかでなかった。血液及び脳のプ
ロシアニジン測定及びメタボロミクスの結果によ
り、脳内への移行は認められなかった。
　糖尿病合併アルツハイマー病マウス APP-NSY マ
ウスに対してプロシアニジン投与による本マウスの
認知機能への効果は認められなかった。

カ　引用文献
… 1）… Takeda…S.,…Sato…N.,…Uchio-Yamada…K.…et…al.（2010）…

Diabetes-accelerated… memory… dysfunction…
via… cerebrovascular… inflammation… and…Abeta…
deposition… in…an…Alzheimer…mouse…model…with…
diabetes.…Proceedings…of…the…National…Academy…of…
Sciences…of…the…United…States…of…America…107（15）:…
7036-7041.

… 2）… Sato…N.,…Morishita…R.（2013）…Roles…of…vascular…
and… metabol ic … components… in… cogni t ive…
dysfunction…of…Alzheimer…disease:…short-…and…long-
term…modification…by…non-genetic… risk… factors.…
Front…Aging…Neurosci.…5:…64.

　研究担当者（森下竜一＊）

６　プロシアニジン類の抗糖尿病作用の検討と
機序の解明

　ア　研究目的
　近年、生活習慣病の疾病予防における農産物の有
する機能性の活用が注目されている。代表的生活習
慣病である 2 型糖尿病の発症・進展にはインスリン
分泌障害及びインスリン抵抗性の両者が密接に関与
する。本研究では、りんごポリフェノールの主成分
であるプロシアニジン類による、耐糖能異常状態で
の糖代謝への影響を、インスリン分泌障害とインス
リン抵抗性の両面に関して in…vivo 及び in…vitro 実
験により検証することを目的とする。

　イ　研究方法
　（ア）　インスリン分泌機能への影響に関する検討
　りんごプロシアニジン類による膵 β 細胞インスリ
ン分泌能への影響を検討するために、りんごプロ
シアニジン類短期（単回）経口投与及び長期（3 週
間）…経口投与（飲水中りんごプロシアニジン類混入
0.5％）後の肥満糖尿病モデルマウス（ob/ob マウ
ス ;…比較的若齢 8 週齢）を用いて、経口糖負荷試験

（Oral…Glucose…Tolerance…Test:…OGTT: グルコース
負荷 1g/kg 体重）を行った。
　（イ）　インスリン抵抗性への影響に関する検討
　りんごプロシアニジン類によるインスリン抵抗
性への影響を検討するために、りんごプロシアニ
ジン類短期（単回）経口投与及び長期（3 週間）…経
口投与（飲水中りんごプロシアニジン類混入 0.5％）
後の肥満糖尿病モデルマウス（ob/ob マウス ;… 比
較的若齢 8 週齢）を用いて、インスリン負荷試験

（Insulin…Tolerance…Test:… ITT: インスリン負荷 2U/
kg 体重）を行った。
　（ウ）　肝糖新生への影響に関する検討
　りんごプロシアニジン類によるインスリン抵抗性
改善効果の機序解明のため、りんごプロシアニジン
類長期（3 週間）…経口投与（飲水中りんごプロシア
ニジン類混入 0.5％）後の肥満糖尿病モデルマウス

（ob/ob マウス；比較的若齢 8 週齢）を用いたピル
ビン酸負荷試験（Pyruvate…Tolerance…Test:…PTT:
ピルビン酸 1g/kg 体重 ; 腹腔内投与）を行った。
　（エ）　肝及び骨格筋におけるインスリンシグナル
への影響に関する検討
　りんごプロシアニジン類によるインスリン抵抗性
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改善効果の機序解明のため、りんごプロシアニジン
類長期（3 週間）…経口投与（飲水中りんごプロシア
ニジン類混入 0.5％）後の肥満糖尿病モデルマウス

（ob/ob マウス；比較的若齢 8 週齢）を用いて 16 時
間絶食後インスリン投与した状態での肝臓及び骨格
筋組織における Akt リン酸化への影響を評価した。
　（オ）　肝における各種 mRNA 量の変化に関する
検討
　りんごプロシアニジン類によるインスリン抵抗性
改善効果の機序解明のため、りんごプロシアニジン
類長期（3 週間）…経口投与（飲水中 APs 混入 0.5％）
後の肥満糖尿病モデルマウス（ob/ob マウス ;…比較
的若齢 8 週齢）の肝組織を用いて各種 mRNA レベ
ルでの発現量の変化を検討した。
　（カ）　肝における脂肪蓄積への影響に関する検討
　りんごプロシアニジン類によるインスリン抵抗性
改善効果の機序解明のため、りんごプロシアニジン
類長期（3 週間）…経口投与（飲水中りんごプロシア
ニジン類混入 0.5％）後の肥満糖尿病モデルマウス

（ob/ob マウス ;…比較的若齢 8 週齢）の肝組織を用
いて Oil…red…O 染色により肝臓内脂肪蓄積変化に関
して検討した。
　（キ）　体組成及び脂肪細胞サイズの変化に関する
検討
　りんごプロシアニジン類による体組成（内臓脂肪
量、皮下脂肪量、除脂肪量）及び脂肪細胞サイズの
変化を検討するため、りんごプロシアニジン類長
期（3 週間）…経口投与（飲水中りんごプロシアニジ
ン類混入 0.5％）後の肥満糖尿病モデルマウス（ob/
ob マウス；比較的若齢 8 週齢）を用いて、齧歯類
用 CT スキャンにより体組成を HE 染色により脂肪
サイズを検討した。
　（ク）　りんごプロシアニジン類長期投与における
血液生化学的検査への影響に関する検討
　りんごプロシアニジン類長期（3 週間）…経口投与

（飲水中りんごプロシアニジン類混入 0.5％）後の肥
満糖尿病モデルマウス（ob/ob マウス ;…比較的若齢
8 週齢）を用いて血液生化学的検査値上の変化に関
する検討を行った。

　ウ　研究結果
　りんごプロシアニジン類長期（3 週間）…経口投与

（飲水中りんごプロシアニジン類混入 0.5％）の有無

により、肥満糖尿病 ob/ob マウスにおいて体重及
び摂餌量に有意差を認めなかった。
　（ア）　インスリン分泌機能への影響に関する検討
　りんごプロシアニジン類長期経口投与後の ob/ob
マウスにおける OGTT において、りんごプロシア
ニジン類経口投与群で糖負荷後の血糖値はりんごプ
ロシアニジン類非投与群（対照群）に比べ有意に低
下し、インスリン分泌反応には有意差を認めなかっ
た。この結果はりんごプロシアニジン類長期経口投
与によるインスリン抵抗性改善を示唆する。
　（イ）　インスリン抵抗性への影響に関する検討
　りんごプロシアニジン類長期経口投与後の ob/ob
マウスにおける ITT において、りんごプロシアニ
ジン類経口投与群でインスリン負荷後の血糖値は対
照群に比べ有意に低下し、インスリン抵抗性の改善
を認めた。
　（ウ）　肝糖新生への影響に関する検討
　りんごプロシアニジン類長期経口投与後の ob/ob
マウスにおける PTT において、りんごプロシアニ
ジン類経口投与群でピルビン酸投与後血糖値は対照
群に比べ有意に低下し、りんごプロシアニジン類長
期負荷による肝糖新生抑制を認めた。
　（エ）　肝及び骨格筋におけるインスリンシグナル
への影響に関する検討
　りんごプロシアニジン類長期経口投与後の ob/ob
マウス肝及び骨格筋におけるインスリン刺激下での
Akt リン酸化への影響を検討し、りんごプロシアニ
ジン類経口投与群で対照群と比べ両組織での有意な
Akt リン酸化の亢進を認めた。
　（オ）　肝における各種 mRNA 量の変化に関する
検討
　りんごプロシアニジン類長期経口投与後の ob/ob
マウス肝臓における作用機序を明らかにするため各
種 mRNA 量の変化について検討し、幾つかの炎症
に関与する因子の発現量変化が認められた。
　（カ）　肝における脂肪蓄積への影響に関する検討
　りんごプロシアニジン類長期経口投与後の ob/ob
マウス肝臓において対照群と比べ肝臓内脂肪蓄積に
変化は認められなかった。
　（キ）　体組成及び脂肪細胞サイズの変化に関する
検討
　りんごプロシアニジン類長期経口投与後の ob/ob
マウスにおいて対照群と比べ体組成及び脂肪細胞サ
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イズに有意差は認めなかった。
　（ク）　りんごプロシアニジン類長期投与における
血液生化学的検査への影響に関する検討
　りんごプロシアニジン類長期経口投与後の
ob/ob マウスにおいて対照群と比べ有意な血清
Triglyceride（TG）値の低下を認めた。

　エ　考　察
　農産物の有する機能性の活用が注目されており、
その中でもポリフェノールは古くからその有効性が
示唆されてきた機能性成分である。今回の検討で、
りんごポリフェノールの主成分であるプロシアニジ
ン類が、肥満糖尿モデル ob/ob マウスにおける高
血糖状態に対しインスリン抵抗性抑制により改善し
得ることが示唆された。今後、同成分の糖尿病を含
む様々なヒトでの生活習慣病に対する寄与に関して
の検討が期待される。

　オ　今後の課題
　りんごプロシアニジン類の糖代謝への改善効果の
有無、効果の投与量依存性、作用機序が齧歯類での
検討で明らかになれば、それらの知見を足がかりに
して、ヒトレベルでの有効性の検証及び耐糖能改善
に係わる機能性成分を多く含む農産物開発を進める
ことによる新たな付加価値の付与、産地の活性化、
国民健康保持に寄与できる可能性がある。

　カ　要　約
　りんごプロシアニジン類長期（3 週間）経口投与

（飲水中りんごプロシアニジン類混入 0.5％）は、比
較的若齢（8 週齢）肥満糖尿病 ob/ob マウスにおけ
るインスリン抵抗性改善、肝糖新生抑制、肝及び骨
格筋におけるインスリンシグナル改善、肝における
炎症関連因子 mRNA 量変化、及び血清 TG 値改善
効果を有する可能性が示唆された。今後、ヒトにお
ける上記効果の検証が期待される。

　研究担当者（稲垣暢也＊、長嶋一昭）

７　プロシアニジン類の動脈硬化予防効果の検
証、代謝マーカーの探索と安全性の評価

（１）　プロシアニジン類の動脈硬化予防効果の
検証と安全性の評価

　ア　研究目的
　プロシアニジン類（APCs）は、リンゴに含まれ
るポリフェノールの主要成分であり、カテキン類
が重合した多量体型タンニン類である。APCs の機
能性に関しては、抗酸化作用1-4）、抗アレルギー作
用5-7）、美白作用 8）、脂肪蓄積抑制・抗肥満作用9-11）、
抗腫瘍効果・アポトーシス誘導機能12-16）など様々
な機能性を有することが報告されている。近年、食
習慣の変化に伴い、生活習慣病の増加が社会問題と
なっている。厚生労働省が公開している人口動態統
計月報年計によると、心疾患及び脳血管疾患によ
る死亡率は全体の 25.4％を占め、国民の 4 人に 1 人
の割合となっている（図 1271-1）17）。更に、これら
の疾患による死亡率は年々増加している（図 1271-
2）17）。平均寿命及び健康寿命の延長は我が国のみな
らず国際的な命題でもあり、生活習慣病対策が重要
となっている。糖尿病や動脈硬化等の慢性炎症を伴
う疾患は、様々な病態の原因となっており、動脈硬
化症は、日本人の死因の主な原因である循環器疾患
を引き起こす恐れがあり、動脈硬化の進行予防は重
篤な疾患を防ぐことにつながる。動脈硬化のリスク
ファクターとしては高血圧、脂質代謝異常、糖尿
病、高尿酸血症などがある。これらのリスクファク
ターは食品機能性物質の評価対象となる。APCs は
脂肪代謝を改善することが報告されているため9-11）、
APCs の動脈硬化予防効果について検証した。
　更に、APCs を高含有する農産物を効率よく摂取
することによって、生活習慣病などの疾病予防の期
待が高まっている。APCs はリンゴに含まれている
成分で、これまでの長い食経験から安全であると考
えられるが、科学的にそのことを証明した報告は少
ない。そこで、過剰量の APCs を摂取させ、安全
性についても評価した。

　イ　研究方法
　（ア）　APCs による動脈硬化症予防効果の検討
　C57BL/6 ま た は B6.KOR-Apoeshl…（ApoE–/–） 雄
マウス（5 週齢，日本 SLC）を通常飼料摂取（MF
固型飼料、ND）群と高脂肪飼料摂取（テストダイ
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エット AIN-93G、HFD）群に分けた。また、各試
験食群は 0.5％…APCs 溶液と対照水群に分けた。各
群は 20 週間飼育した。APCs による動脈硬化症の
抑制作用の評価は、大動脈病巣を病理組織学的に解
析すると共に、血中のリポタンパク（LDL、HDL
など）及び炎症性サイトカイン量（TNF-a、IL-6）
やアディポネクチン産生量を測定した。また、酸化
LDL を取り込んで泡沫化したマクロファージが不
死化する要因を検討するため、動脈や血管内皮細胞
より RNA を抽出し、アポトーシス関連遺伝子の変
化を解析した。
　（イ）　APCs の安全性評価
　　ａ　単回投与急性試験
　C57BL/6NCrSlc または BALB/cCrSlc 雌マウス

（7 週 齢， 日 本 SLC） へ 500…or…2000mg リ ン ゴ プ
ロシアニジン（APCs）/kg/400μl/mouse、または
400μl 蒸留水（対照群）を経口ゾンデにより単回経
口投与し、4 週間後に体重計測、脾臓、肝臓、腎臓
の重量測定、採血及び組織障害の確認を行った。採
血後、血清を分離し、血中 GOT、GPT、総タンパ
ク質、アルブミン、尿素窒素、アルカリフォスファ
ターゼ、ナトリウム、カリウム、クロール、及びカ
ルシウム濃度を測定した。なお、血液生化学測定に
は生化学自動分析装置 Dri-Chem4000（富士フィル
ムメディカル）を用いた。更に、解剖時に肉眼的に
組織異常を検索し、一部臓器を 10％ホルマリン緩
衝液中で固定した。ホルマリン固定組織をパラフィ
ン包埋し、3μm の組織切片を作成後、HE 染色を施
し、光学顕微鏡で鏡顕した。

　　ｂ　長期連続投与試験…
　C57BL/6NCrSlc 雌 マ ウ ス（5 週 齢、 日 本 SLC）
へ 0.5％ APCs 溶液を自由飲水により連続投与した。
なお、蒸留水投与群を対照群とした。1 週間毎に個
体の体重を計測し、更に、20 週後に脾臓、肝臓、
腎臓の重量測定、採血及び組織障害の確認を行っ
た。採血後、血清を分離し、血中 GOT、GPT、総
コレステロールを測定した。血液生化学測定及び病
理組織学的検索は単回投与急性試験と同様の用法で
行った。

　ウ　研究結果及び考察
　（ア）　APCs による動脈硬化予防作用
　ApoE–/–マウスでは、9 週目より HFD/ 蒸留水対
照群で有意な体重の増加が認められたが、APC 投
与により体重は対照群レベルまで抑制された。更
に、ApoE–/–マウスの HFD 群では、血中レプチン
濃度は HFD/ 蒸留水対照群で有意に増加している
のに対し、HFD/APC 投与群では対照群レベルま
で抑制された（図 1271-3）。ApoE–/–マウスにおい
て、HFD/ 蒸留水対照群で内臓脂肪、精巣周囲脂
肪、腎臓周囲脂肪及び総脂肪重量が有意に増加し
た。しかし、HFD/APC 投与群では対照群レベル
まで抑制された（図 1271-3）。
　 病 理 組 織 学 的 解 析 の 結 果、ApoE–/– マ ウ ス の
HFD/ 蒸留水対照群では肝小葉中心性に広範な肝
細胞への脂肪沈着が認められ、大滴性脂肪肝が疑
われる組織像を呈していた。一方、HFD/APC 投
与群では顕著な脂肪沈着は認められず、APC 投与

図 1271-1 　日本における主な死因別死亡数の割合
（2012 年）

　厚生労働省　平成 24 年人口動態統計月報年計（概
数）の概況より転載

図 1271-2 　主な死因別にみた死亡率の年次推移
　厚生労働省　平成 24 年人口動態統計月報年計（概
数）の概況より転載
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により、HFD 誘発性の脂肪肝発症が抑制されたと
考えられる（図 1271-4A）。更に、ApoE–/–マウスの
HFD/ 蒸留水対照群では、腹腔静脈においてフィブ
リン沈着を伴う血栓様構造が認められたが、これら
の病巣は ND 群及び HFD/APC 投与群では認めら
れなかった（図 1271-4B）。
　（イ）　APCs の安全性評価
　　ａ　単回投与急性試験による APCs の安全性
評価
　短回投与試験では、対照水群、500mg/kg…APCs
投与群及び 2000mg/kg…APCs 投与群の 3 群に分け、
APCs 投与 4 週間後の体重計測、脾臓、肝臓、腎臓
の重量測定、採血及び組織障害の確認を行った。採
血後、血清を分離し、両系統のマウスにおいて、標
準値を逸脱する影響は認められなかった（表 1271-
1,2）。また、肉眼的な組織異常所見は認められなかっ

た。以上より、APCs の安全性が確認された。
　　ｂ　長期連続投与試験による APCs の安全性
評価
　長期連続投与による安全性試験を行った。5 週齢
C57BL/6NCrSlc 雄マウスへ 0.5％…APCs を自由引
水にて 20 週間連続投与後、個体成長、肝機能、及
び肝臓組織の病理組織学的解析を行った。いずれの
検査項目においても対照群との間に有意な差は認め
られず（図 1271-5，6，表 1271-3）、長期連続投与に
おいても APCs の安全性が確認された。

　エ　今後の課題
　（ア）　低生態利用性プロシアニジンの作用機序の
解明
　高機能性を有する高重合型プロシアニジンは生態
利用性（吸収）が低いことが報告されている。従っ

図 1271-3　ApoE–/–…マウスにおける脂肪重量の比較
値は平均値（n=8）±SD で表す。統計処理は、One-Way…ANOVA。…*：有意差あり（p<0.05）。

図 1271-4　ApoE–/–…マウスにおける組織像
A：肝臓の HE 染色像、B：腹腔動脈（静脈）の HE 染色像。
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て、動脈硬化予防作用をはじめ、生体調節能を有す
るプロシアニジンが機能を発現する場所として腸管
内での生体応答が重要となる。代謝物の機能性を含
め、腸管内でのプロシアニジンの作用を詳細に解析
したい。なお、本課題は機能性を持つ農林水産物・
食品プロジェクト「高分子プロシアニジン類の腸管
ホメオダイナミクスによる生活習慣病予防作用の解
明に関する研究」において取組中である。　

　オ　要　約
　（ア）　動脈硬化予防作用の検証　　
　動脈硬化モデルマウスを用い、リンゴプロシア
ニジン類の動脈硬化抑制効果を検証した。0.5％…
APCs 連続投与群では、高脂肪飼料摂取により誘導
される脂質代謝異常が改善され、動脈硬化の予防が
期待される結果が得られた。　
　（イ）　安全性評価　　　

Items Control (n = 8) 500 mg/kg APCs (n = 8) 2000 mg/kg APCs (n = 8)

Body weight (g) 19.16 ± 0.71  20.30 ± 0.83 a 18.92 ± 1.10 b

Spleen weight (g) 0.08 ± 0.01  0.08 ± 0.01  0.08 ± 0.01  

Liver weight (g) 0.92 ± 0.07  0.96 ± 0.05  0.86 ± 0.04 b

Kidney weight (g) 0.11 ± 0.00  0.12 ± 0.01  0.11 ± 0.01  

GOT (U/L) 51.21 ± 13.15  45.39 ± 7.83  57.69 ± 12.37 b

GPT (U/L) 31.75 ± 15.94  24.77 ± 10.03  36.41 ± 15.62  

TP (mg/dL) 4.39 ± 0.26  4.26 ± 0.19  4.24 ± 0.19  

ALB (g/dL) 2.01 ± 0.15  1.90 ± 0.06  1.90 ± 0.15  

BUN (mg/dL) 25.44 ± 5.05  21.73 ± 2.37  23.04 ± 3.91  

ALP (U/L) 512.72 ± 37.71  476.64 ± 27.10  490.94 ± 35.93  

Na (mEq/L) 149.63 ± 1.01  149.46 ± 1.41  149.96 ± 1.18  

K (mEq/L) 4.87 ± 1.46  3.86 ± 0.17  4.19 ± 1.96 a

Cl (mEq/L) 109.56 ± 2.56  110.89 ± 1.58  112.88 ± 0.85 a

Ca (mg/dL) 8.84 ± 0.84  8.41 ± 0.25  8.58 ± 0.21 a

Items Control (n = 8) 500 mg/kg APCs (n = 8) 2000 mg/kg APCs (n = 8)

Body weight (g) 20.11 ± 0.90 19.59 ± 0.81 19.03 ± 0.66 a

Spleen weight 

(g) 0.11 ± 0.01 0.09 ± 0.01 a 0.10 ± 0.01 

Liver weight (g) 1.01 ± 0.03 0.90 ± 0.08 0.81 ± 0.04 a

Kidney weight 

(g) 0.13 ± 0.00 0.12 ± 0.01 0.12 ± 0.01 

GOT (U/L) 133.17 ± 81.02 101.25 ± 33.78 96.76 ± 59.23 

GPT (U/L) 95.43 ± 72.73 68.00 ± 26.90 56.03 ± 58.08 

TP (mg/dL) 4.34 ± 0.07 4.26 ± 0.07 4.44 ± 0.12 

ALB (g/dL) 1.88 ± 0.05 1.83 ± 0.06 1.86 ± 0.00 

BUN (mg/dL) 35.05 ± 6.67 29.86 ± 3.00 29.51 ± 9.99 a

ALP (U/L) 370.07 ± 26.97 353.28 ± 25.79 347.46 ± 32.50 

Na (mEq/L) 150.12 ± 2.07 150.46 ± 2.18 150.12 ± 1.50 

K (mEq/L) 4.32 ± 0.29 4.29 ± 0.32 4.56 ± 1.09 

Cl (mEq/L) 112.39 ± 1.74 110.89 ± 2.46 114.21 ± 2.79 b

Ca (mg/dL) 7.41 ± 0.21 7.30 ± 0.37 7.66 ± 0.53 b

Data…is…shown…as…average…±…SD.…One-way…ANOVA.
a…対照群（control）に対して有意差あり（P<0.05）
b…500g/kg…APC 投与群に対して有意差あり（P<0.05）

Data…is…shown…as…average…±…SD.…One-way…ANOVA.
a…対照群（control）に対して有意差あり（P<0.05）
b…500g/kg…APC 投与群に対して有意差あり（P<0.05）

表 1271-1　C57BL/6NCrSlc 雌マウスにおける単回投与急性試験

表 1271-2　BALB/cCrSlc 雌マウスにおける単回投与急性試験
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　マウスモデルを用いた単回投与急性試験並びに
長期連続投与試験により、りんごに含まれる APCs
の安全性が確認された。　
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from…grape… seeds.… J…Agric…Food…Chem.…47（5）:…
1892-1897.

… 2）… Orozco…TJ,…Wang…JF,…Keen…CL.…（2003）…Chronic…
consumption… of… a… flavanol-… and…procyanindin-
rich…diet… is… associated…with… reduced… levels… of…

図 1271-5　C57BL/6NCrSlc 雄マウスにおける APCs 投与後の体重変化
Data…is…shown…as…average…±…SD.

図 1271-6 　C57BL/6NCrSlc 雄マウスの試験開始 20 週後における肝臓組織像
対物レンズ 10 倍にて撮影。

Items ND/DW (n =9) ND/APC (n =10) 

Body weight (g) 34.01 ± 2.56 32.82 ± 3.57 

Spleen weight 

(g) 0.09 ± 0.01 0.09 ± 0.01 

Liver weight (g) 1.43 ± 0.18 1.30 ± 0.19 

GOT (U/L) 38.87 ± 14.91 37.86 ± 12.75 

GPT (U/L) 20.98 ± 8.74 19.35 ± 7.44 

T-CHO(mg/dL) 62.95 ± 25.09 61.54 ± 20.99 

Data…is…shown…as…average…±…SD.

表 1271-3　C57BL/6NCrSlc 雄マウスにおける長期連続投与試験
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　研究担当者（三浦富智＊）

（２）　プロシアニジン類の動脈硬化予防効果の
代謝マーカーの探索

　ア　研究目的
　プロシアニジン類はリンゴなど果実の主要なポリ
フェノールで、強い抗酸化作用のほかに、免疫系が
関連するⅠ型アレルギー予防や腸管免疫寛容などの
抗アレルギー作用、潰瘍性大腸炎予防効果、内分泌
系が関連するコレステロール・中性脂肪上昇抑制な
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どの脂質代謝制御機能、脳神経系が関連するアルツ
ハイマー病予防など多くの生体調節機能が報告され
ている1,2）。
　食品機能性研究では、一般的に機能性成分の体内
への吸収が重要であると考えられている。ポリフェ
ノール類では多くの生体利用性に関する報告がなさ
れている。一方、プロシアニジン類は、分子量の比
較的小さい低分子プロシアニジン類（１～４量体）
はラットやヒトで体内へ吸収されることが報告され
ている3）。しかしながら、プロシアニジン類は他の
ポリフェノールや構成ユニットであるカテキン類と
混在しており、高純度なプロシアニジン類を分離す
ることが容易ではないため、代謝物についての報告
は少なく、生体利用性について十分な解明がなされ
ているとは言いがたい。
　そこで、本研究では、重合度別に分離したカテキ
ン類とプロシアニジン類を比較することによって、
尿中代謝物の差異をメタボローム解析によって明ら
かとし、プロシアニジン類の生体利用性を解明する
ことを目的とした。

イ　研究方法
　（ア）　リンゴ由来プロシアニジン類（APCs）の
重合度別の分離
　リンゴ果汁から Diaion…HP-20…ss を用いて調製し
たプロシアニジン画分を Inertsil…WP300…Diol（内
径 20mm ×長さ 250mm,…粒子径 5µm）（GL…Science
社）による順相クロマトグラフィーにより重合度別
に分離、精製した。得られたプロシアニジン画分は
濃縮、凍結乾燥後、使用した。
　（イ）　リンゴ由来プロシアニジン類（APCs）の
単回投与による尿中代謝物解析
　8 週令 Wister ラット（雄性、n=6）にカテキン
類、プロシアニジン２量体及び EGCG を強制経口
投与後、0-8、8-24 及び 24-48 時間の間、代謝ゲー
ジを用いて尿を採取した。
　（ウ）　尿中代謝物の HPLC/Q-TOF/MS による分
析
　四重極・飛行時間型質量分析計（AB…Sciex 社…
Triple…TOF…5600®）を用いて、尿中代謝物を分
析した。すなわち、分析によるバイアスをなくす
ため、試料はランダムに 3 回分析し、カラムは、
ACQUITY…UPLC®…BEH…C18…（Waters…Co.,…Milford,…

MA,…USA）…column…（i.d.…2.1 × 50mm;…1.7µm）を使
用した。
　得られたピークデータ（保持時間と m/z）は
Marker…View®（AB…Sciex 社）による主成分分析

（PCA）によって解析を行った。スコアープロット
によって、各投与群間をグルーピングし、ローディ
ングプロットによって、各投与群のグルーピングに
寄与する代謝物を精密質量や MS/MS によるプロダ
クトイオンのピークリストから構造を推定した。

　ウ　研究結果及び考察
　（ア）　尿中代謝物の主成分解析
　投与後 8 時間の尿中代謝物について、PCA 解析
を行い３群間で比較した（図 1272-1）。その結果、
各群は明確にグループ分けされた。一方、ローディ
ングプロットによって、各群を分ける特徴的な代謝
物の精密質量や MS/MS によるプロダクトイオンの
ピークリストから構造を推定した。そのうち、特徴
的な 138 種類の代謝物の構造が特定された。カテキ
ン類投与群では、25 種類のカテキン類のグルクロ
ン酸抱合体や硫酸抱合体、メチル化体が寄与してい
た。更には、腸内細菌によるカテキン類の分解物
63 種類が見出された。分解物の推定代謝経路を図
1272-2 に示した。イソフラボンでは、その代謝物で
あるイコールが関与成分であることが報告されてい
るが、これら代謝物の機能性における役割や、ポリ
フェノール摂取による腸内細菌叢への影響、個体間
での差異については不明である。
　EGCG 投与群では、EGCG の抱合体化物 9 種に加
え、EGC の抱合体化物 7 種が見られた。腸内細菌
によって EGC と没食子酸のエステル結合が分解さ
れ、EGC が生じたと考えられた。さらに、EGCG
投与群内での経時的に代謝物の変化を検討したとこ
ろ、24-48 時間後の代謝物に胆汁酸関連代謝物 8 種
が特定された。胆汁酸はコレステロールから生合成
され、胆のうから腸内に胆汁として分泌され、脂肪
の吸収に関与している。胆汁は脂肪とミセルを形成
後、腸管から再吸収される（腸管循環）。EGCG は
胆汁ミセルを破壊し、再吸収を抑制することが報告
されており、EGCG 摂取よる尿中胆汁酸の増加と関
係があると思われる（図 1272-3）。
　プロシアニジン投与群では、プロシアニジン 2 量
体のグルクロン酸抱合体やそのメチル化体は検出さ
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れたものの、硫酸抱合体は検出されなかった。ま
た、プロシアニジン投与群で見られた特徴的な代謝
物として、トリプトファン関連代謝物が見出され
た。トリプトファンはセロトニンやメラトニンなど
の生合成に関与しており、生体恒常性に強く関係し
ているアミノ酸である。プロシアニジン類の摂取に

よる機能性がトリプトファン代謝を介して間接的に
関与している可能性があり、今後検討する必要があ
ると思われた。また、プロシアニジン摂取による
特徴的な代謝物として、メタネフィリンを検出し
た。メタネフリンはエピネフリンからの代謝物であ
り、体脂肪の分解に関与している。プロシアニジン

図 1272-1　投与後８時間のラット尿中メタボローム解析
　カテキン投与群（●）、EGCG 投与群（●）、プロシアニジン類投与群（●）は PCA-DA 解析によって三
つのポジションに明確に分離された（Scores…Plot 左図）。ローディングプロットで、グループ分けに寄与
している代謝物として、カテキン抱合体（▲）、プロシアニジン 2 量体抱合体（▲）、EGCG 抱合体（▲）、
カテキン類分解物（▲）、胆汁酸関連物質（▲）、トリプトファン関連代謝物（▲）（Loadings…Plot 右図）。

図 1272-2　カテキン類の推定代謝物経路
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摂取によって尿中のメタネフリン濃度が上昇したこ
とは、プロシアニジン類の脂質代謝制御に関するメ
カニズムの一端を示しているのかもしれない（図
1272-4）。
　メタボロミクス研究は、植物生合成や発酵食品で
の微生物産物など様々な分野で適応されている。食

品成分の摂取後の代謝産物に関する研究はまだ報告
例は少ない。本研究において、食品成分の摂取後の
代謝産物の解析にメタボローム解析が適応可能であ
ることが示された。今後さらにヒト介入試験や疫学
研究への応用の可能性について検討する必要がある
と思われた。

図 1272-3　カテキン類の推定代謝物経路
メタボローム解析の結果、特定された代謝物をもとに推定されたカテキン類の腸内細菌による分解経路

図 1272-4　プロシアニジン類の摂取によって増加した代謝物
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　エ　今後の課題
　本研究では、カテキン類とその重合体であるプロ
シアニジン類の単回投与による代謝物が明らかと
し、その差異について検討した。プロシアニジン類
の脂質代謝や糖代謝など機能性に関する研究は連続
摂取によるものが多く、代謝物などの生体利用性に
関する研究が必要であると思われる。また、摂取し
たポリフェノール類が吸収後、直接作用すると考え
られているが、腸内細菌による分解物や代謝物など
の機能性における役割や、ポリフェノール摂取によ
る腸内細菌叢への影響、個体間での差異について今
後検討する必要がある。

　オ　要　約
　カテキン類とその重合体であるプロシアニジン類
の単回投与によるラット尿中代謝物の解析を行っ
た。投与したポリフェノールの抱合体化物、分解物
の他に、胆汁酸関連物質、トリプトファン関連物質
が見出された。

　カ　引用文献
… 1）Hertog,…M.G.…et al.（1993）Dietary…antioxidant…

flavonoids…and…risk…of…coronary…heart…disease:…the…
Zutphen…Elderly…Study.…Lancet…342（8878）:…1007-
1011.

… 2）… Knekt,…P.… et al.…（1996）Flavonoid… intake…and…
coronary…mortality… in…Finland:…a…cohort… study.…
BMJ.…312（7029）:…478-481.

… 3）… Shoji,… T.… et al.…（2006）Apple… procyanidin…
o l igomers… absorpt ion… in… rats … a f ter… ora l…
administration:… analysis… of… procyanidins… in…
plasma… using… the… porter… method… and… high-
performance…liquid…chromatography/tandem…mass…
spectrometry.…J.…Agric.…Food…Chem.…54:…884-892

　研究担当者（庄司俊彦＊、三浦富智）

８　リンゴ摂取と生活習慣病予防効果の関係解
明のための疫学研究

　ア　研究目的
　現在、我が国において動脈硬化による心血管疾患
や脳血管疾患の増加が大きな健康問題となってい

る。リンゴには様々な栄養成分が含まれており、特
にリンゴポリフェノールは心血管疾患の減少に関連
していると報告されている。本研究ではヒトを対象
とし、リンゴ摂取と生活習慣病（肥満、動脈硬化、
糖尿病、脂質異常症）との関係を医学的観点から包
括的かつ詳細に検討し、生活習慣病の改善、予防に
対するリンゴ摂取の効果を検証する。また、これに
より食生活面からの国民の健康の維持・増進、ある
いは QOL 向上、生活習慣病予防に資することを本
研究の目的とする。

　イ　研究方法
　2011 年弘前市岩木地区、相馬地区在住の 20 歳以
上の住民 809 人を対象に岩木健康増進プロジェクト

（以下、本プロジェクト）・プロジェクト健診の一部
として本調査を実施した。得られたデータから、生
活習慣（運動習慣、飲酒習慣、喫煙習慣）などを考
慮し、リンゴ摂取と生活習慣病との関連を疫学的に
検討した。
　（ア）　本研究の対象者
　①対象者の条件：対象は青森県弘前市岩木地区・
相馬地区に在住し、本プロジェクトの目的と内容を
十分に理解し、本プロジェクトへの協力、参加に同
意を得た者とした。
　②対象者の年齢：20 歳以上
　③対象者数：809 名
　（イ）　実施方法
　①調査会場：弘前市中央公民館及び岩木文化セン
ター（あそべーる）
　②血液分析実施施設：弘前大学大学院医学研究
科、三菱化学メディエンス（株）（委託）、（独）農
研機構・果樹研究所
　③データ整理・分析は弘前大学大学院医学研究科
社会医学講座で行い、調査結果は参加者個人に返却
する。
　④インフォームドコンセント：「臨床試験・研究、
治療等へのご協力のお願い」（書類）により説明す
るほか、調査当日には口頭でも十分に説明した。ま
た、参加者には「臨床試験・研究、治療等への参加
同意撤回書」によりいつでも同意取り消しが可能で
あり、またそれによって不利益を被らないことも説
明した。
　（ウ）　調査内容
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　①問診：家族構成、現病歴、既往歴、労働状況、
生活習慣（運動、休養・睡眠、食事、水分、喫煙、
飲酒）、薬物服用状況、身体活動状況（日常生活動
作）、ストレス状況、排便状況、整形外科項目聞き
取り、耳鼻咽喉科聞き取り、歯科口腔外科聞き取
り、泌尿器科項目聞き取り、神経精神科項目聞き取
り。
　②身体計測：身長、体重、体脂肪率、骨密度、ウ
エスト／ヒップ比、腹囲。
　③循環器・動脈硬化関連検査：血圧、心電図、血
圧脈波・四肢血圧検査（動脈硬化の程度判定）。
　④呼吸機能検査：せき・たん・息切れの検査。
　⑤体力・運動機能検査：握力、長座体前屈、棒反
応、ファンクショナルリーチ、開眼片足立ち、全身
反応時間、脚伸展筋力、30 秒立ち上がり、自転車
エルゴメーター。
　⑥血液検査（採血量約 25ml）
　・白血球数、白血球像：感染防御に働く白血球数
と内容を知る。
　・赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血清
鉄、フェリチン：貧血の検査。
　・血小板数：出血した血液を固まらせる働きのあ
る血小板数の検査。
　・総蛋白、アルブミン：血液中のタンパク質で、
栄養などの指標となる。
　・総コレステロール、LDL- コレステロール、
HDL- コレステロール、中性脂肪：血液中の脂質の
検査。
　・AST、ALT、γ-GTP、総ビリルビン：肝機能
の検査。
　・クレアチニン、BUN：腎機能の検査。
　・尿酸：痛風の検査。
　・血糖、HbA1c：糖尿病の検査。
　・IgG、IgM、IgA、C3、C4：免疫機能の検査。
　・Na、K、Cl、IP、Ca：電解質の検査。
　・好中球機能検査（活性酸素種産生能、貪食能、
血清オプソニン化活性）：好中球の働きを知る。
　・特異的 IgE 抗体：アレルギーに関する検査（ハ
ウスダスト、イネ科、スギ、雑草など）。
　・ヒアルロン酸測定：関節機能の検査。
　・ 抗 ミ ュ ラ ー 管 ホ ル モ ン、 イ ン ヒ ビ ン B、
1,25-（OH）2、Vitamin…D、Sclerostin、MMP-3、
TIMP-1、アミロイド蛋白 A、CAM-1、VCAM-1、

E-selectin、NTx、TRACP5b、BAP、P1NP、 ホ
モシステイン、FSH、E2、プロラクチン、ucOC、
CTX、TSH、FT3、FT4、G-CSF、IFN：骨粗鬆症
の検査。
　・血中サイトカイン（C-peptide、ghrelin、IL-1β、
IL-6、TNF-α、leptin、resistin、PAI-1、visfatin、
adioponectin、endothelin-1）を測定した。
　・アミロイド β 蛋白測定：認知症の検査。
　・PTH、高感度 CRP、テストステロン、PSA、
オステオポンチン、8-OHdG：前立腺疾患のリスク
検査。
　・ヘリコバクターピロリ菌抗体：胃がんや潰瘍の
原因となるヘリコバクターピロリ菌感染の有無の検
査。
　・ペプシノーゲンⅠ・Ⅱ、ガストリン：慢性萎縮
性胃炎（がん化しやすいと言われいている）の程度
を知る。
　⑦便検査（採取量約 1 グラム）
　・腸内細菌の解析（DNA 解析も含む）：善玉菌

（ビフィズス菌など）と悪玉菌の割合を知る。
　・便中ヘリコバクターピロリ菌：便中のヘリコバ
クターピロリ菌の存在を知る。
　⑧尿検査（泌尿器科検査）：8-OHdG、シュウ酸、
Ca、P、Cre
　⑨歯科検診：残存歯数測定と口腔内検査。
　⑩腰痛、しびれの検査：アームスパン、occiput-
wall 距離、腰部レントゲン撮影。
　⑪膝痛の検査：膝関節・股関節可動域検査、膝関
節超音波検査、膝関節レントゲン撮影。
　⑫聴力検査：難聴などの耳鼻科疾患の検査。
　⑬骨折発生リスク検査：FRAX（WHO 骨折リス
ク評価ツール）や女性の生殖歴等の聞き取り検査。
　⑭認知症検査：物忘れなどの聞き取り検査
　⑮遺伝子検査：動脈硬化、難聴に関連した遺伝子
を解析する。　

　ウ　研究結果及び考察
　（ア）　被検者の背景
　体格、肥満は、男性で BMI において年代間の
差はみられなかったものの、女性では加齢により
BMI が高くなった。血圧は男女とも収縮期血圧は
65 歳以上で高値であり、高齢者の降圧薬服用者が
高くなった。糖代謝については、男性では加齢によ
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り血糖及び AGEs が有意に増加した（p<0.05）。女
性では、加齢によりが血糖、HbA1c 及び AGEs が
有意に増加し、糖尿病治療薬服用者は女性のみ加齢
により増加した。脂質代謝は、男性では加齢により
中性脂肪、総コレステロール、LDL コレステロー
ルが低下し、女性では加齢により中性脂肪、LDL
コレステロールは増加し、HDL コレステロールは
低下した。また、女性においては加齢により脂質異
常症治療薬服用者が増加した（表 1280-1）。
　（イ）　リンゴ摂取頻度
　男女とも加齢により摂取頻度は増加傾向を示し、
毎日一個以上のリンゴを摂取している人は男性で
46.6％、女性で 55.1％であった。（図 1280-1）。また、
ジュースについては、男女ともにほとんど飲用して
おらず、リンゴの摂取は生果によるものがほとんど
であった。データは示さないが、リンゴ収穫後の春
までが主な摂取時期（10–3 月）であり、春から秋
にかけてはほとんど摂取されていなかった。
　（ウ）　リンゴ摂取頻度と血中サイトカインとの関
係

　リンゴ摂取頻度と血清サイトカイン濃度との相
関を表 1280-2、表 1280-3 に示した。男性では、血
糖値に関係するサイトカインである C-peptide とリ
ンゴ摂取頻度との間に負の相関を認めた（p<0.05）。
また、炎症性サイトカインである IL-6 とリンゴ
摂取頻度との間に負の相関を示した（p<0.05）。
adipocytokine がリンゴ摂取頻度と正の相関を示し、
leptin がリンゴ摂取頻度と負の相関を示した。この
二つのサイトカインは、互いに連携していることが
報告されており、肥満などの脂質代謝との関係が強
く示唆された（表 1280-2）。女性では、リンゴ摂取
頻度と IL-1β、IL-6 が正の相関を示し、男性とは異
なる関係が見られた（表 1280-3）。一方、動脈硬化
に関連するサイトカインである PAI-1、ghrelin 及
び endothelin-1 とリンゴ摂取頻度と間には男女とも
有意な関連はみられなかった。

　エ　今後の課題
　生活習慣病予防・改善に対してリンゴ摂取の有効
性が示された場合、リンゴの生産地かつ消費地であ

男性 女性

46-02 歳  65- 歳  20-64 歳  65- 歳

人数 )7.43(931)3.56(162)5.13(49)5.86(402
BMI (kg/m2) 23.8±2.9 23.7±3.2 22.3±3.3 23.5±3.3 †† 
収縮期血圧  (mmHg) 131.6±16.8 148.0±18.4*** 126.8±19.0 139.8±17.2 †††
拡張期血圧  (mmHg) 78.6±11.6 78.3±11.6 75.1±13.2 76.9±10.9 
血糖  (mg/dL) 92.4±20.9 99.2±21.6* 86.0±9.9 94.0±20.8 †††
HbA1c (JDS) (%) 5.4±0.8 5.5±0.5 5.2±0.4 5.5±0.7 ††† 
AGEs (a.u.) 1.9±0.7 2.2±0.8* 1.7±0.5 1.9±0.6 † 

2.041GT ±133.6 107.8±56.5** 81.2±36.9 91.5±44.9† 
7.802C-T ±31.6 197.6±29.9** 207.7±32.9 214.2±33.2 

LDL-C 118.5±29.4 110.4±24.3* 113.6±29.2 122.0±28.3†† 
HDL-C 58.4±14.2 60.7±18.7 70.8±16.2 65.9±13.6†† 
降圧薬服用者 44 (21.5) 49 (57.0)*** 35 (13.3) 75 (54.0) ††† 
糖尿病治療薬服用者  14 (6.8) 8 (9.3) 4 (1.5) 13 (9.4) ††† 
脂質異常症治療薬服用

者

16 (7.8) 10 (11.6) 20 (7.6) 34 (24.5) ††† 

人数（%）または平均値±標準偏差　AGEs:…advanced…glycaion…end-products　a.u.:…arbitrary…
units
χ 2 検定または対応のない t 検定
男性 20–64 歳との比較　 *：p<0.05　…**：p<0.01　　* * *：p<0.001
女性 20–64 歳との比較　†：p<0.05………††：p<0.01　　†††：p<0.001

表 1280-1　被験者の特徴
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全年齢 20-64歳 65-   歳

β p値 β p値 β p値

C-peptide -0.119 0.045 -0.140 0.043 -0.079 0.490

visfatin 0.058 0.374   0.060 0.439   0.115 0.391

insulin -0.116 0.089 -0.127 0.113 -0.181 0.158

IL-1β 0.008 0.893 0.058 0.425 -0.121 0.311

IL-6 -0.142 0.026 -0.127 0.087 -0.206 0.086

TNF-α 0.042 0.513   0.071 0.333   0.022 0.857

adiponectin 0.048 0.411  0.192 0.006 -0.118 0.276

leptin -0.134 0.007 -0.148 0.009 -0.121 0.157

resistin -0.042 0.514 -0.072 0.326   0.040 0.729

PAI-1 -0.046 0.430 -0.069 0.315 0.042 0.728

ghrelin -0.063 0.297 -0.105 0.143 0.064 0.582

Endothelin-1 -0.078 0.205 -0.120 0.083 0.001 0.991

重回帰分析
C-peptide、visfatin、insulin の補正項目：年齢、BMI、pack-year、飲酒量、運動習慣、心
血管・脳血管疾患既往、糖尿病治療薬服用
IL-1β、IL-6、TNF-α、adiponectin、leptin、resistin の補正項目：年齢、BMI、pack-year、
飲酒量、運動習慣、心血管・脳血管疾患既往
PAI-1、ghrelin、endothelin-1 の補正項目：年齢、BMI、pack-year、飲酒量、運動習慣、
心血管・脳血管疾患既往、糖尿病治療薬服用、脂質異常症治療薬服用

表 1280-2　リンゴ摂取頻度とサイトカイン濃度（男性）
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図 1280-1　リンゴ摂取頻度
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る青森県の寿命の延長に繋がる。青森県は全国一の
短命県であるため、青森県の寿命が延びることは、
全国の平均寿命が延びることにも繋がる。また、リ
ンゴ摂取により QOL の改善、医療費の削減にも貢
献できると推察される。リンゴは、一般住民の健康
増進に繋がると同時に、リンゴの消費拡大、リンゴ
農業の活性化が予想され、経済的効果にも貢献でき
ると考えられる。
　リンゴ摂取と生活習慣病に関連する血中サイトカ
インとの関係が認められたことから、ポリフェノー
ルや食物繊維などリンゴの成分との関係について、
更に介入試験などで今後検討する必要があると思わ
れた。

　オ　要　約
　（ア）　弘前大学医学部が実施している岩木健康増
進プロジェクトに協力し、リンゴ摂取など食習慣と
生活習慣病に関連する血中サイトカインとの関係を
検討した。
　リンゴの生産地であることから 1 日 1 個以上のリ

ンゴを摂取している被験者が男女ともに多く、加齢
とともにその傾向は大きくなった。
　（イ）　男性では、血糖値に関係するサイトカイン
である C-peptide とリンゴ摂取頻度との間に負の相
関を認めた（p<0.05）。炎症性サイトカインである
IL-6 とリンゴ摂取頻度との間に負の相関を示した

（p<0.05）。また、adipocytokine がリンゴ摂取頻度
と正の相関を示し、leptin がリンゴ摂取頻度と負の
相関を示した。
　
　研究担当者（庄司俊彦、高橋一平＊、梅田　孝、
中路重之）

９　ヒト介入試験によるストリクチニン類の抗
アレルギー作用の検証

　ア　研究目的
　スギ花粉症の罹患率は増加の一途をたどり、地域
と年齢を限定すれば 30％に達する。花粉症は生命
にかかわる疾患ではないものの、QOL の低下や労

全年齢 20-64歳 65-    歳

β p 値 β p 値 β p 値

C-peptide -0.018 0.713 0.061 0.284 -0.164 0.030

visfatin   0.014 0.374 0.002 0.980   0.057 0.545

insulin -0.053 0.316 0.004 0.954 -0.129 0.120

IL-1β   0.117 0.032 0.117 0.032  0.155 0.021

IL-6   0.125 0.022 0.125 0.022  0.166 0.014

TNF-α   0.106 0.053 0.106 0.053  0.145 0.032

adiponectin -0.039 0.436 -0.039 0.436  0.031 0.609

leptin -0.030 0.421 -0.030 0.421 -0.012 0.776

resistin -0.104 0.059 -0.104 0.059 -0.105 0.123

PAI-1   0.004 0.932   0.017 0.783 -0.022 0.795

ghrelin -0.017 0.745 -0.009 0.894 -0.026 0.774

Endothelin-1 -0.023 0.659   0.005 0.993 -0.080 0.356

重回帰分析
C-peptide、visfatin、insulin の補正項目：年齢、BMI、pack-year、飲酒量、運動習慣、
心血管・脳血管疾患既往、糖尿病治療薬服用、閉経
IL-1β、IL-6、TNF-α、adiponectin、leptin、resistin の 補 正 項 目： 年 齢、BMI、pack-
year、飲酒量、運動習慣、心血管・脳血管疾患既往、閉経
PAI-1、ghrelin、endothelin-1 の補正項目：年齢、BMI、pack-year、飲酒量、運動習慣、
心血管・脳血管疾患既往、糖尿病治療薬服用、脂質異常症治療薬服用、閉経

表 1280-3　リンゴ摂取頻度とサイトカイン濃度（女性）
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働生産性に与える影響は大きく経済的、社会的問題
を含んだ国民病ともいえる。
　高ストリクチニン類含有茶の持つ抗アレルギー作
用がスギ花粉症の症状抑制に及ぼす影響を研究目的
とし下記を施行した。

　イ　研究方法
　（ア）　花粉曝露実験室を用いて高ストリクチニン
類含有茶飲用のスギ花粉症抑制効果（予防効果）を
検討した。高ストリクチニン類含有茶飲用群とプラ
ゼボ茶飲用群に無作為に振り分け 14 日間飲用し、
その後 2 日間花粉曝露室でのスギ花粉抗原誘発を
行った（図 1290-1）。
　（イ）　自然環境下における高ストリクチニン類含
有茶飲用の症状抑制効果の検討を行った。高ストリ
クチニン類含有茶飲用群とプラゼボ茶飲用群に無作
為に振り分けスギ花粉飛散期における花粉症症状を
比較した（図 1290-2）。
　（ウ）　自然環境下における高メチル化カテキン茶

と高ストリクチニン茶の長期飲用効果を検討した。
花粉飛散期における花粉用症状の比較と抗原特異的
または非抗原特異的 IgE 抗体産生の経時的変動に
及ぼす影響を検討した（図 1290-3）。

　ウ　研究結果
　（ア）　曝露室を用いた症状抑制効果検証実験にお
いて、高ストリクチニン含有茶のくしゃみ、鼻水、
鼻閉症状抑制効果は認めなかった（図 1290-4、図
1290-5）。
　（イ）　自然環境下（スギ花粉症シーズン）におけ
る、くしゃみ、鼻水、鼻閉などの鼻症状、及び眼の
かゆみ、流涙などの眼症状全てにおいて抑制効果を
認めず、症状薬物スコア（SMS）においても両群
間に差異を認めなかった（図 1290-6）。
　（ウ）　高ストリクチニン茶追加群ではプラセボ茶
飲用群に比較して、スギ花粉飛散期における抗体値
上昇が抑制される傾向を認めた。症状薬物スコア

（SMS）に両群間に差を認めなかった（図 1290-7）。

図 1290-1　花粉曝露室を用いた臨床試験スケジュール

図 1290-2　スギ花粉飛散シーズンにおける臨床試験スケジュールと SMS
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図 1290-3　高ストリクチニン茶飲用に対する臨床試験スケジュール

図 1290-6　SMS の変化
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　エ　考　察
　スギ花粉症に対する高ストリクチニン類含有茶の
影響を検討するためにスギ花粉症ボランティアを対
象とした種々の臨床試験を施行した。抗体産生の抑
制傾向は認めたもののスギ花粉症症状の抑制作用は
認めなかった。含有量、服用期間などの更なる検討
が必要と考えられた。

　オ　今後の課題
　（ア）　ストリクチニン含有量の増加　
　（イ）　飲用期間の考察

　カ　要　約
　スギ花粉症に対する高ストリクチニン類含有茶の
影響を検討するためにスギ花粉症ボランティアを対
象とした臨床試験を施行した。花粉曝露室を用いて
の検討、自然環境下の短期飲用効果の検討、長期飲
用における抗体産生に及ぼす影響を含めた花粉症抑
制効果の検討を施行した。高ストリクチニン茶を追
加することでスギ花粉飛散前後での抗体産生亢進を
抑制する傾向は認めたもののスギ花粉症症状の抑制
作用は認めなかった。高ストリクチニン含有量、お
茶の服用期間などの更なる検討が必要と考えられ
た。　

　研究担当者（竹中　洋＊、寺田哲也）

10　ヒト介入試験による EGC の免疫賦活作用
の検証

　ア　研究目的
　茶カテキンは 1929 年から辻村みちよらにより結
晶状に単離された物質であり、HIV 感染、脳腫瘍
に対する効果、血圧上昇抑制、血糖値調節などの効
果を含めて、現在までに様々な健康増進効果がある
こと報告されている。茶カテキンは、エピガロカテ
キン（EGC）やエピカテキンガラートなどを主成
分としているが、その中で、EGC が最も、粘膜免
疫系の活性化作用が強い可能性が、動物実験で示さ
れている1,2）。
　本邦において、季節性インフルエンザ感染症によ
り、年感 700-800 人程度が死亡しているとされてい
る。また、インフルエンザ関連死亡を含めると、1
万人超になるという推計もある。ことに高齢者にお
いては、感染後、発熱などの症状が出にくい反面、
様々な疾患を既に保有している可能性が高いこと、
ワクチンの免疫効果が出にくいこと、などにより、
大きな問題となってくる3）。興味深いことに、高齢
者を対象とした検討で緑茶のカテキン成分による

「うがい」がインフルエンザ予防に有効であること
が、Yamada らにより報告されている4）。これらの
ことを背景として、我々は EGC のインフルエンザ
ワクチン接種後の免疫賦活反応について、2011 年
度、及び 2013 年度研究を行った。
　（ア）　2011 年度研究の目的

図 1290-7　スギ特異的 IgE 抗体の変動と SMS
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　我々は、2011 年度研究として、EGC を添加して
いない麦茶に EGC を添加したもの（EGC 添加群）
と、添加していない群（非添加群）を設定し、高齢
者に対して、インフルエンザワクチン接種後の抗イ
ンフルエンザ抗体価の推移をチェックすることで、
EGC の免疫賦活作用について検討した。
　（イ）　2013 年度研究の目的
　2011 年度研究では、対象が超高齢者のみに限定
されていたため、より若年の成人群を設定して検討
を行った。また、2013 年度研究では、EGC の一日
投与量について、50mg と 100mg の 2 群を設定し、
用量依存性が存在するかどうかについても検討し
た。更に、ワクチン接種後、定期的に被検者から抽
出されたリンパ球をインフルエンザ抗原で刺激し、
インターフェロン（IFN）-γ の遊離を ELISPOT 法
にて検討することで、各群における、リンパ球の活
性化についても情報を収集した。
…
　イ　研究方法
　（ア）　2011 年度研究
　　ａ　二つの対象群の設定
　2011 年度研究では、対象群を老健施設に入所中
の超高齢群のみとした。EGC の投与量については、
1 日 100mg 群のみとし、もともと EGC を含有して
いない紅茶に添加して飲用していただいた。対照群
では EGC を添加しない麦茶を飲用していただいた

（図 12100-1）。お茶の調整は、老健施設の職員の方
にお願いした。
　　ｂ　アウトカム設定
　　（ａ）　シーズン中のインフルエンザの発症の割
合
　　（ｂ）　ワクチン接種後の血清インフルエンザ
titer の平均値
　　（ｃ）　ワクチン接種後の血清インフルエンザ
titer が有意なレベル（1:40 以上）に達している割合
　（ｂ）と（ｃ）に関しては、ワクチン接…種直前、
接種後 1、2、3 か月の時点で採血を行い、血清の
抗体価について SRL に外注することで行った（図
12100-2）。
　（イ）　2013 年度研究
　　ａ　二つの対象群の設定
　今回の検討（2013 年度研究）では、対象群を、
超高齢群と成人群の 2 群に設定した。超高齢群につ
いては、前回同様、老健施設の協力を仰いだ。成人
群については、ポスターなどによる広報・公募によ
り、参加者を募った。今回の検討では、EGC の投
与量について、二つの用量を設定し、超高齢群、成
人群とも、以下の 3 群にランダムに割り振った。
　　ｂ　三つの投与群の設定
　2013 年度研究では、EGC の 0mg を投与する群

（プラセボ群）、25…mg を 1 日 2 回投与する群（50mg
群）、50mg を 1 日 2 回投与する群（100mg 群）の

図 12100-1　2011 年度研究のエントリー症例と allocation の flow…diagram
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3 群に分けて検討を行った。なお、茶の調整は、成
人群では被検者自身が、超高齢群では、老健施設の
スタッフが行ったが、プラセボ群についても、混入
するパウダー（EGC を含まず）を設定して、群に
対する情報が明らかではないように配慮した。
　　ｃ　リンパ球の抗原刺激（下記参照）による反
応性の検討
　採血量が比較的多めに必要であることから、成人
群のみを予定し、その中でもこのパートに協力して
いただけた方（77 名、90 名のうちの 86％）のみを
対象とした。
　　ｄ　ELISPOT 法によるリンパ球活性化の検討
　上記のリンパ球活性化については、ELISPOT 法
を用いて検討を行った。具体的には、被検者から採
取した血液から、リンパ球を抽出し、in…vitro で抗
原（インフルエンザワクチンの希釈溶液）による
刺激を行い、インターフェロン γ の産生の程度をス
ポット数で検討した。
　　ｅ　アウトカム設定
　シーズン中のインフルエンザの発症と、その予防
効果が最も注目される点であるが、前回（2011 年
度研究）では、発症した被検者がいなかったなどの
点を考慮して、今回もサロゲートとしてのエンドポ
イントも設定した。
　　（ａ）　シーズン中のインフルエンザの発症の割
合
　　（ｂ）　ワクチン接種後の血清インフルエンザ
titer の mean: ワクチン接種前と、接種後 1 か月ご
とに 3 回測定
　　（ｃ）　ワクチン接種後の血清インフルエンザ
titer が有意なレベル（1：40 以上）に達している割合
　　（ｄ）　ELISPOT 法によるリンパ球活性化の程

度（スポット数）

　ウ　研究結果
　（ア）　2011 年度研究
　　ａ　対象群　
　試験完遂した症例は、EGC 添加群 25 症例、非添
加群が 29 例であった（図 12100-1）。
　　ｂ　インフルエンザ発症
　2011 年度研究では、検討期間中にインフルエン
ザを発症したと判断された症例は存在しなかった。
　　ｃ　血清の抗インフルエンザ titer の推移
　抗インフルエンザ抗体の titer が 1：40 の有意な
レベルに達しているものの割合は、（非添加群の B
型を除いて）ワクチン接種後に上昇をしていた（図
12100-3）。ワクチン接種 3 か月後の時点の比較では、
1：40 以上の titer の割合は、A 型インフルエンザ
の H1N1、及び B 型インフルエンザにおいて、EGC
添加群で有意に多かった。
　（イ）　2013 年度研究
　　ａ　対象群
　超高齢群は、老健施設の協力の下、95 例を対象
としてスタートし、飲用内容別の 3 群ランダム化し
たが、スタディ（= お茶の飲用）…開始の前に、8 名
が参加の不同意を表明したため、実際の検討は、87
名からスタートした。…
　　ｂ　インフルエンザ発症
　インフルエンザの発症を、成人群の高用量群、低
用量群で各 1 名認めたが、数が少なく、統計的な検
討には十分ではないと判断された。
　　ｃ　血清の抗インフルエンザ titer の推移
　10 倍未満の titer を 5 として計算して、算術平均
でグラフ化したものと、1：40 以上の titer を有す
る被検者の率について、各インフルエンザのタイプ
別にグラフ化したものを示す。
　　（ａ）　抗インフルエンザ A（H1N1）titer の推移
　成人群・超高齢群いずれも、接種直前の titer は、
高用量群で低めであったが、統計的な差には至らな
かった。
　　（ｂ）　抗インフルエンザ A（H3N2）titer の推移…
　超高齢群で所見を認めた。接種前には群間に差を
認めなかった（P=0.08）が、1 か月後には、プラセ
ボ群では有意に高用量群より高値であり（P=0.007）、
また、これらの群間の有意差は、接種 2 か月後、接

図 12100-2 　2011 年度研究のお茶飲用と採血のタイミ
ング
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種 3 か月後の時点でも認められた（Dunnett 検定）。…
　　（ｃ）　抗インフルエンザ B…titer の推移
　成人群・超高齢群いずれも、低用量群でワクチン
接種後の値は placebo 群より高値であったが、超高
齢群では、接種前にも予期せぬ差異が存在する可能
性がある。
　　（ｄ）　ELISPOT 法によるリンパ球活性化の検討
　2 ポイントの時点において、プラセボ群に比較し、
低用量群でスポット数の増加分が多い傾向が、ま
た、4 ポイントの時点において、やはり、低用量群
と高用量群のいずれにおいても、プラセボ群に比較
し、スポット数の増加分が多い傾向が認められた。

　エ　考　察
　（ア）　EGC 添加茶の忍容性について
　2011 年度研究においても、2013 年度研究におい
ても、超高齢群では、100mg/ 日の飲用に対する忍
容性の問題は報告されていない。
　2013 年度研究においては、成人群において、飲
用を「時々忘れた」というレポートが、プラセボ、

高・低用量の全ての群で、ほぼ同数報告されてい
る。このことは、より若年の成人群においても、い
ずれの用量設定も EGC 自体の忍容性には大きな問
題がないことを示唆している。しかしながら、高用
量群で飲用による違和感で、ワクチン接種前に 1 例
脱落があり、また、エントリー症例の中にも、高用
量群で 1 例「ほとんど飲まなかった」と報告してい
る症例が存在することを勘案すると、成人例におい
ては、高用量（100mg/ 日）の設定については慎重
に判断する必要があると考える。
　（イ）　インフルエンザ発症の予防効果について
　2011 年度研究では、検討期間中のインフルエン
ザ発症は報告されていない。しかしながら、超高齢
者では､ インフルエンザに罹患したとしても、発熱
などの身体症状を欠くケースが多いことが報告され
ていることから、真の感染の有無については明らか
ではない。また、死亡ケースでも、インフルエンザ
罹患との因果関係は不明となる。
　超高齢者では、スタディ参加表明後に死亡症例が
存在したが、EGC の添加・非添加群に割り振った
あとは、死亡症例は報告されていない。このことか
ら、EGC の添加（または非添加）が、counterpart
に比較して、インフルエンザ罹患による死亡事象が
多い可能性はない、と考えられる。
　2013 年度研究においても、2011 年度研究同様、
超高齢群では、インフルエンザの発症は報告され
なかった。また、成人群でも、発症は 2 例であり、
これらは、EGC 群であった。発症数が少ないため、
発症予防効果については、判断ができない状況で
あった。
　（ウ）　インフルエンザ抗体価の推移について
　2011 年度研究においては、A 型インフルエンザ
の H1N1、及び B 型インフルエンザに対する抗体価
の上昇が、EGC 群において、ワクチン接種後 3 か
月の時点で、有意に高率に維持されていた。このこ
とは、EGC がワクチンによる免疫活性化作用の持
続時間に影響を及ぼした可能性を示唆している。
　2013 年度研究は、このことを他のシーズンにお
いても検証しよう、ということが一つの motivation
となっている。しかしながら、2013 年度研究は、
2011 年度とは様々な状況が異なっていることが明
らかとなった。
　まず各群の baseline の時点（ワクチン接種前）

図 12100-3 　2011 年度研究：抗インフルにエンザが
1:40 以上の割合の推移
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の抗体価のばらつきである。EGC 高用量群では、
成人群・超高齢群の H1N1 抗体、超高齢群の H3N2
抗体で、baseline は他の群より低値であり、また、
このことが、スタディ期間を通じて、この群で抗体
価が比較的低値にとどまっている原因となってい
る。
　第 2 に、成人群においては、baseline の時点（ワ
クチン接種前）における 1：40 以上の抗体価を有す
る症例の割合が高いことが挙げられる。また、超高
齢群においても、A 型インフルエンザに対する抗
体の陽性率は baseline の時点で 2011 年度研究より
かなり高い。
　これらの現象により、成人群においても、超高齢
群においても、ワクチン接種後の抗体価の上昇は
2011 年度研究より目立たず、また、統計的にも差
の出にくい状況となっている。
　2013 年の年末のインフルエンザの患者数は､ 大
阪府において 2011 年度より少なく､ 流行としては、
小さいものであった、あるいは、ピークが後ろにず
れている可能性がある。その点では、フォローアッ
プの聞き取りを行うことで、発症数に対して､ イン
フォメーションが得られる可能性があると考えてい
る。
　（エ）　リンパ球の抗原刺激反応性について
　2013 年度研究では、インフルエンザワクチン接
種後に「インフルエンザ抗原特異的」な、免疫の
活性化が生じているかどうかについて、ELOSPOT
法により、IFN- γ産生細胞数を測定することで検
討を行った。この研究は、比較的採血量が多く必要
であることから、成人群でのみ行った。その結果、
ワクチン接種後刺激後の増加については、ワクチン
接種後 3 か月の時点で、両 EGC 群で、プラセボ群
より多い傾向を認めた。また、低用量群の値は、ワ
クチン接種後 1、2 か月の時点では、高用量群を上
回っていた。
　この結果は、①成人群において、インフルエンザ
ワクチンは、対象のインフルエンザ抗原特異的な免
疫の活性化に実際有効であったこと、②（プラセボ
群ではより顕著なように）この効果は、1 か月後以
降、速やかに減弱すること、③ EGC 飲用が、イン
フルエンザ抗原特異的な免疫賦活の減弱に対して、
抑制的に働く可能性があること、④その場合にも、
EGC の高用量の投与は、低用量の投与を必ずしも

上回らないこと、などが理解される。
　また、プラセボ群で示されている、速やかな免疫
の減弱は、ワクチン接種の時期を慎重に選ぶ必要が
あることと、ワクチン効果をより長持ちさせる工夫
が今後とも必要となってくることを意味していると
考えられるだろう。
　
　オ　今後の課題
　（ア）　2013 年度のインフルエンザ流行の特殊性
について
　2013 年度下半期は、過去 2 年の流行とワクチン
株選定方法の改善により、A 型インフルエンザ（香
港型）の流行が小規模で、H1N1pdm が流行してい
るが数は少ない。2014 年 1–2 月に入り、既に B 型
インフルエンザの流行が始まっていることからも、
今シーズンは小さな流行の年となると判断される。
そのため 2013 年研究からは、EGC によるインフル
エンザ発症の予防効果についての充分な検討ができ
ないと考えられる。2011 年研究との差も存在する
ため、他の年度での検討の必要性がある。
　（イ）　EGC の用量設定について
　血清抗体値の推移や、ELISPOT 法によるリンパ
球の抗原反応性のデータからは高用量群が低用量群
を上回る有効性がある、とは考えにくい。高用量の
お茶への混入は、若干、味の変化がある可能性が
ある。オリジナルの飲料の味を損なわないために
も、今後は低用量にターゲットを当てた研究にシフ
トすべきかもしれない。高用量群において、脱落症
例や、摂取不十分症例が存在することも、その必要
性を示唆している。また、低用量で充分な効果があ
る、ということになると、用量依存性の検討のため
には、低用量の半量（= 高用量の 1/4 量）を設定す
る必要性もあると考えられる。
　（ウ）　ワクチン接種前のデータのばらつきについて
　ワクチン接種後の抗体価や ELOSPOT のスポッ
ト数の群間比較は、当初設定したサンプル数でも、
統計的な検討に不適切なほど対象数が少ない、とい
う感じはない。一方、H1N1 に対する抗体価などで
は、高用量群のワクチン接種前の値が、若年群・高
齢群の両群とも、他の投与群に比較して低い。いず
れの年齢層でも、ランダム化して、投与群を割り
振っているにもかかわらず、このような差異が存在
した理由は不明であるが、一つの理由としては、や
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はり、対象が比較的小規模であるがゆえのばらつき
によるものの可能性もある。
　また、統計的に差は出なかったが､ 若年群におい
て、女性の比率が、プラセボ群で 60％、高用量群
で 63％、低用量群で 77％と、低用量群で多い。ラ
ンダム化していても、一群 30 症例規模では、この
ように baseline の症例背景やデータに予期せぬば
らつきが生じる可能性があるため、可能であれば、
対象数を増加した検討が望ましい。
　また、同様に、男女間に反応の差がある可能性も
否定できないため､ 男女別の検討も必要である。
　
　カ　要　約
　2011 年度では、超高齢群を対象にした検討を行
い、EGC の飲用がインフルエンザワクチン接種
後の免疫活性化に有効である可能性を、抗インフ
ルエンザ抗体を 3 か月間フォローすることで示し
た。2013 年度は、対象群、投与群を、いずれも拡
大して検討を行った。EGC の低用量群において、
一部免疫賦活作用を示唆するデータも得られたが、
EGC の用量依存性がない、（ランダム化しているに
もかかわらず）baseline のデータにばらつきが存在
する、などの点が認められた。また、2013 年度は、
インフルエンザの発症数も少ないことから、インフ
ルエンザの発症予防効果については、アセスメント
は充分できなかった。しかしながら、インフルエン
ザの抗原（= 希釈ワクチン溶液）に対するリンパ球
の活性化について ELISPOT 法で検討を行い、低用
量・高用量 EGC のいずれにおいても、リンパ球活
性化の可能性が示唆されたことは、新しい情報であ
る。これらのことを勘案すると、EGC のインフル
エンザワクチン接種後の免疫賦活について現時点
で、効果あり・なしを結論づけることは困難である
と考えられる。この点について明らかにするために
は、エントリー症例を増加し、EGC 用量を、より
低いところで設定して他のシーズンにおいて検討す
る必要があると判断される。　

　キ　引用文献
… 1）Monobe… M. , … Ema… K. , … Tokuda… Y.… et al .…
（2010）…Enhancement…of…phagocytic…activity…of…
macrophage-like…cells…by…pyrogallol-type…green…
tea… polyphenols… through… caspase… signaling…

pathways.…Cytotechnology…62:…201-203.
… 2）… Monobe… M. , … Ema… K. , … Tokuda… Y. … e t  al .…
（2010）Effect…on… the…epigallocatechin…gallate/
epigallocatechin…ratio… in…a…green… tea…（Camellia…
sinensis… L.）… extract… of… different… extraction…
temperatures…and…its…effect…on…IgA…production…in…
mice.…Biosci…Biotechnol…Biochem.…74:…2501-2503.

… 3）Takahashi…M.and…Nagai…M.…（2008）…Estimation…
of… excess…mortality… associated…with… influenza…
epidemics… specific… for… sex,… age… and… cause… of…
death…in…Japan…during…1987-2005.…Nihon…Eiseigaku…
Zasshi…63:…5-19.

… 4）Yamada…H.,… Takuma…N.,… Daimon…T.… et al.…
（2006）…Gargling…with… tea…catechin…extracts… for…
the…prevention…of… influenza… infection… in…elderly…
nursing…home…residents:… a…prospective… clinical…
study.…J.…Altern.…Complement…Med.…12:…669-672.

　研究担当者（石坂信和＊、竹中　洋）

11　タンニン類の生活習慣病予防効果に関する
ヒト介入試験

　ア　研究目的
　プロシアニジン類は、ポリフェノールの一種で、
カテキン類が多数重合した複雑な構造をしている。

「縮合型タンニン類」とも言われ、リンゴなどの果
物などに広く含まれており、我々の身近な食品成分
といえる。フィンランドやオランダにおける疫学研
究によって、リンゴ摂取が脳卒中や心疾患を予防す
る可能性が示唆され、リンゴに含有されるポリフェ
ノール類が注目された1,2）。さらに、フィンランド
の男女（9,208 名）を 28 年間調べた前向きコホート
研究では、リンゴ摂取は脳卒中発症リスクを低下さ
せることが報告されている（男性で RR=0.59、女性
で RR=0.61）3）。
　リンゴに含まれるプロシアニジン類は①腸管での
リパーゼを阻害し、脂質の吸収を抑制すること、②
中性脂肪やコレステロールの増加を抑制すること、
③血糖値の上昇を抑制することなどが動物試験によ
り報告されている。更に、本プロジェクトにおい
て、リンゴプロシアニジン類を 3 週間連続摂取後、
血糖値上昇の抑制やインスリン感受性が改善するこ
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とが確認された。しかしながら、糖・脂質代謝に与
えるプロシアニジン類の影響をヒトで検討した報告
は少なく、その効果は不明な点が多く残されてい
る。
　そこで、リンゴプロシアニジン類の糖尿病予防効
果を検証するため、境界型及び軽度の糖尿病（空腹
時血糖値 100 ～ 130mg/dL）に対するヒト介入試験
を実施し、プロシアニジン類の糖代謝や生体内のサ
イトカイン産生に与える影響について検討した。

　イ　研究方法
　（ア）　研究対象者の選定方針
　「ヘルシンキ宣言」の精神に則り、「疫学研究に関
する倫理指針（文部科学省、厚生労働省、平成 14
年 6 月 16 日・平成 20 年 12 月 1 日一部改正）」に
従って実施した。被検者は事前の健康診断におい
て、空腹時血糖値が正常高値から糖尿病との境界領
域にあたる 100 ～ 125mg/dL、軽症糖尿病（126 ～
130…mg/dL）であった掛川市民を公募した。イン
フォームド・コンセントにより試験参加の同意が得
られた 131 名につき、対照食品（プラセボ群）と試
験食品（600mg 摂取群、900mg 摂取群）の三群に
分け、二重盲検法により試験を行った。なお、試験
期間中の検査で、血糖値が 130mg/dL 以上の糖尿
病が疑われる被験者や除外基準に抵触した被験者を
除く、全数について解析を行った。
　（イ）　試験食
　国産リンゴ果汁からポリフェノールを調製し、打
錠、錠剤化した。一日 4 錠を朝食前に摂取すること

とした。12 週間連続摂取し、試験食摂取による経
時的な変化を見るため、試験開始 4 週目、8 週目、
12 週目に以下の検査を行った。
　（ウ）　検査項目
　一般検査（身長、体重、年齢、BMI、血圧）、血
液生化学分析（AST、ALT、LDH、γ-GTP、総ビ
リルビン、総蛋白質、A/G 比、アルブミン、ALP、
尿素窒素、尿酸、クレアチニン、血糖値、HbA1C、
総コレステロール、HDL コレステロール、LDL コ
レステロール、中性脂肪）、血液学的検査（白血球、
赤血球、MCV、MCH、MCHC、血小板、ヘモグロ
ビン、ヘマトクリット）、尿検査（pH、比重、蛋白
質、糖、ウロビリノーゲン、潜血）を行った。ま
た、血中の糖尿病関連因子である C- ペプチド、グ
ルカゴン、TNF-α、IL-6、IL-1β、レプチン、アディ
ポネクチン、PAI-1、MCP-1 はマルチプレックス・
アッセイシステム（Bio-Rad）を用いて行った。ま
た、血糖値抑制の効果をみるため、75g 経口ブドウ
糖負荷試験前、負荷後 30 分、2 時間後の血糖値及
びインスリン値を測定した。

　ウ　研究結果及び考察
　（ア）　血糖値上昇抑制及び脂質代謝への影響
　12 週間の試験期間中に除外基準に抵触しなかっ
た被験者 113 名について解析を行った。被検者の基
礎データを表 12110-1 に示した。試験開始時は、各
群間で各パラメーターに有意な差は見なかった。
　（イ）　ブドウ糖負荷試験による血糖値上昇抑制
　空腹時血糖値が 100mg/dL 以上の被験者を募集、

男性 女性 男性 女性 男性 女性

被検者数 27 9 27 11 27 12

年齢 49.1±7.5 53.0±5.2 50.1±7.0 52.8±3.1 50.8±7.2 51.8±5.7

身長（cm） 169.1±6.6 153.6±5.0 168.6±6.4 157.9±5.7 170.0±5.4 160.2±3.8

体重（ｋｇ） 69.5±11.3 51.4±9.6 70.3±10.3 53.6±10.8 69.1±10.0 56.2±6.0

BMI 24.3±3.6 21.9±4.2 24.7±3.0 21.5±3.8 24.0±3.6 21.9±2.6

空腹時血糖値（mg／dL) 

最高血圧(mmHg)

最高血圧(mmHg)

総コレステロール（mg／dL) 

HDLコレステロール（mg／dL) 

LDLコレステロール（mg／dL) 

中性脂肪（mg／dL) 

140.5±32.3 136.6±28.6

124.4±15.5

AP 600 mg群 AP 900 mg群 プラセボ群

122.9±18.4

82.1±11.9

165.4±142.0 121.8±64.1 160.4±139.7

101.7±10.4 100.7±10.9 102.6±11.8

140.8±27.9

58.6±17.6

227.6±38.3 224.4±34.3 224.5±27.7

63.5±14.7 61.3±16.9

79.2±11.3

124.9±14.9

80.5±11.0

表 12110-1　試験開始時の試験群間比較
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選抜したが、試験開始時の検査で、100mg/dL 未満
の血糖値が正常な被験者と、糖尿病が疑われる被験
者が確認されたことから、空腹時血糖値が 100mg/
dL 未満の正常値のグループと、100 ～ 130mg/dL
以上の正常高値から軽症糖尿病のグループに分け層
別解析を行った。
　12 週間連続摂取後、糖負荷試験後の血糖値上昇
を各群で比較した。空腹時血糖値が正常なグループ

では、各群で比較した場合、各群間で有意な差は見
られず、ポリフェノール摂取による血糖値への影響
は見られなかった（データは示さず）。一方、正常
高値から軽症糖尿病のグループでは、糖負荷試験後
30 分の血糖値が、AP600㎎摂取群でプラセボ群と
比較して有意に血糖値上昇が抑制された（p<0.01）

（図 12110-1）。また、血糖値曲線下面積において、
同様にも AP600mg 摂取群でプラセボ群と比較して

図 12110-1　12 週間後の糖負荷試験後の血糖値（左図）と血糖値曲線下面積（右図）
二元配置分散分析後、群間比較は Bonferroni 検定（＊：p<0.05）

図 12110-2　12 週間後の血中サイトカイン量
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有意に減少していた（p<0.05）。しかしながら、イ
ンスリン抵抗性の指標である HOMA-IR について
は、AP600mg 摂取群とプラセボ群で差が見られな
かった。
　（ウ）　リンゴポリフェノールの血中サイトカイン
に与える影響
　生活習慣病には、様々なサイトカインが関係
し、疾病の進行にともなって変化することが知ら
れている。そこで、脂質代謝や高血糖に関係する
サイトカイン（C- ペプチド、グルカゴン、TNF-α、
IL-6、IL-1β、レプチン、アディポネクチン、PAI-
1、MCP-1）を測定した。アディポネクチンは、肥
満にともなって減少するサイトカインであるが、
AP600mg摂取群はプラセボ群よりも高値を示した。
また、炎症性サイトカインである IL-6 及び TNF-α
は、AP600mg 摂取群はプラセボ群よりも低値を示
し、肥満に伴う炎症が軽減している可能性が示され
た（図 12110-2）。

　エ　今後の課題
　農産物の機能性表示規制緩和が 2015 年 3 月末ま
でに実施される予定であり、分析法の確立、国産農
産物の機能性成分のデータの蓄積、ヒトでの機能性
の検証が重要になると思われる。どのような農産物
のヘルスクレームが認められるかは現段階では、確
定していないが、特定保健用食品で認められている

疾病との境界領域が対象になると思われる。本研究
では、リンゴポリフェノールの血糖値に与える影響
について検討したが、リンゴによる効果を検討する
必要があると思われる。

　オ　要　約
　リンゴポリフェノールによる糖負荷試験後の血糖
値上昇抑制作用について、ヒト介入試験で検討し
た。12 週間摂取後の糖負荷試験 30 分後の血糖値上
昇を 600mg リンゴポリフェノール摂取群で有意に
抑制していた。

　カ　引用文献
… 1）… Hertog,…M.G.…et al.…（1993）…Dietary…antioxidant…

flavonoids…and…risk…of…coronary…heart…disease:…the…
Zutphen…Elderly…Study.…Lancet…342（8878）:…1007-
1011.

… 2）… Knekt,…P.… et…al.…（1996）…Flavonoid… intake…and…
coronary…mortality… in…Finland:…a…cohort… study.…
BMJ.…312（7029）:…478-481.

… 3）… Knekt,…P.…et al.…（2000）…Quercetin…intake…and…the…
incidence…of…cerebrovascular…disease.…Eur.…J.…Clin.…
Nutr.…（54）:…415-417.

　研究担当者（庄司俊彦＊、山田光宏）
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１　プロシアニジン類の高含有未利用遺伝資源
の探索

　ア　研究目的
　高齢化の進行や脂質の過剰摂取等に伴い、生活習
慣病等の拡大やそれに伴う国民生活の質の低下、医
療費の増加等が社会問題となる中、生活習慣病等の
疾病の予防方法の一つとして、近年明らかになりつ
つある農産物等の有する機能性の活用が注目されて
いる。リンゴなどの果実や茶等に含まれている機能
性成分であるプロシアニジン類（いわゆる、縮合型
タンニン）やストリクチニン類（いわゆる、加水分
解型タンニン）は、生活習慣病予防や免疫調節作用
などの様々な生理機能をもつことが報告されてい
る。
　プロシアニジン類の分析は、従来、サイズ排除ク
ロマトグラフィー法や逆相クロマトグラフィー法で
行われていたが、多くの異性体や他のポリフェノー
ル類とピークが重なるなど分離が不十分であり、正
確な定量が不可能であった。そのため、リンゴやそ
の加工品中のプロシアニジン量は不明である。
　本プロジェクトにおいて、ジオール系固定相を使
用した順相クロマトグラフィー法によるプロシアニ
ジン類の重合度別分析法が確立され、リンゴ中の含
量を測定することが可能となった。そこで、高含有
品種の選抜を行い育種のための基礎データを蓄積す
ることや、効率的にプロシアニジン類を摂取するた
めの、果樹研究所・盛岡リンゴ研究拠点が保有する
遺伝資源（Crab…Apple）並びに育成品種中のプロ
シアニジン含量を HPLC 蛍光分析法で分析、定量
し、プロシアニジン類高含有品種を選抜した。

　イ　研究方法
　（ア）　試料（未利用遺伝資源）
　2011 年及び 2012 年に、農研機構果樹研究所・盛
岡リンゴ研究拠点が育成した品種や保有する未利用
遺伝資源（Crab…Apple）を採取した。試験に供し
た品種を示した（図 1310-1）。生食用品種：もりの
かがやき、きたろう、こうたろう、さんたろう、ポ
ルカ、ワルツ。加工用品種：Burgundy、メイポー
ル、Harry…Masters…Jersey、Chisel…Jersey、Sweet…

Alford、Bramley’s…Seedling、Dalgo…Seedling、 未
利用遺伝資源：Hu…Bei…Hei…Tang、Pink…Pearl、Red…
Field、Eley…Purple…crab、Hyslop…crab、Ormiston…
Roy…crab、Niedzwetzkyana、ドルゴクラブ。また、
ふじ、王林、ジョナゴールド、つがるは市販の岩手
産のものを用いた。
　（イ）　リンゴ中のプロシアニジン含有量の測定
　採取したリンゴは、液体窒素で急速冷凍し、
ディープフリーザー（-20℃）で保存した。凍結乾
燥機（-80…℃）で 3 日間十分に乾燥させた後、ワー
リングブレンダーで粉砕、-20℃で保存した。
　凍結乾燥粉末を正確に 1g 秤量した後、抽出溶媒
アセトン−水−酢酸（70：29.5：0.5）混合液を加
え、室温で 10 分振盪した後、遠心分離（1,500rpm
× 15min）し上清を得た。この操作を 3 回繰り返
し、粗プロシアニジン抽出液を分離し 25mL に定容
した。フィルターろ過（0.45µm…PVDF）後、HPLC
分析に供した。
　プロシアニジン類の測定は、HPLC 蛍光検出法に
より行った。すなわち、カラムは、Inertsil…WP300…
Diol（ 内 径 4.6mm × 長 さ 250mm、 粒 子 径 5µm）

（GL…Science 社）を用いた。抽出した試料は 5µL
注入し、溶離液 A（アセトニトリル：酢酸＝ 98：
2）と B（メタノール：水：酢酸＝ 95：3：2）のグ
ラージェント条件（表 1310-1）とし、流速 1mL/
min で分離した。検出は励起波長 230nm、蛍光波
長 321nm で検出した。データは重合度毎に 7 量体
まで定量し、その総和として示した。

　ウ　研究結果及び考察
　（ア）　生食用品種のプロシアニジン含量
　2012 年、果樹研究所・盛岡リンゴ研究拠点で栽
培された生食用品種の平均は 29.2mg/mL…FW で
あった。一方、ポルカはプロシアニジン含量が非常
に少ないことから褐変しないリンゴである可能性が
ある。これに対し、加工用品種では、平均 95.5mg/
mL…FW であり、生食用品種の約 3 倍の濃度であっ
た（図 1310-2）。加工用リンゴは果皮や果芯を含む
試料を測定したことが影響している可能性があるも
のの、生食用品種より多く含まれていた。また、遺

第３章 　機能性成分を高含有する農産物などの開発
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伝資源では、平均 507.0mg/mL…FW であり、生食
用品種の約 17 倍の高含有していた。リンゴの大き
さが小さいため加工用時の処理に問題となる可能性
が考えられるが、プロシアニジン含量が高いことか
ら含有量を増加させる場合などには、効率良く使用
することができると思われる。

　エ　今後の課題
　（ア）　遺伝資源（Crab…Apple）の活用
　遺伝資源などのリンゴ果実中のプロシアニジン類
を検討することによって、効率良く摂取し、生活習
慣病予防などを目指した食品が開発できる可能性が

高くなった。今後、収穫時期や貯蔵期間によるプロ
シアニジン含量の変動や圃場、年度などによる差異
について検討するとともに、加工品の開発を目指す
必要がある。

　オ　要　約
　加工用品種は生食用品種の約 3 倍、遺伝資源は約
15 倍プロシアニジン類を高含有していることが示
された。
　
　研究担当者（庄司俊彦＊）
　

図 1310-1　未利用遺伝資源（Crab…Apple）
　農研機構果樹研究所・盛岡リンゴ研究拠点で保有している遺伝資源（Crab…Apple）、加工
用品種。

開始時間 

(分) 

終了時間 

 (分) 

終了時間における溶媒組成 

%A %B 

0 

3.0 

60.01 

70.01 

3.0 

60.0 

70.0 

80.0 

93 

70 

 0 

93 

  7 

 30 

100 

  7 

表 1310-1　HPLC 蛍光検出法におけるグラジエント条件
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２　プロシアニジン類安定化のためのリンゴの
有効な貯蔵条件の検討および加工技術の開発

　ア　研究目的
　高齢化の進行や脂質の過剰摂取等に伴い、生活習
慣病等の拡大やそれに伴う国民生活の質の低下、医
療費の増加等が社会問題となる中、生活習慣病等の
疾病の予防方法の一つとして、近年明らかになりつ
つある農産物等の有する機能性の活用が注目されて
いる。リンゴなどの果実や茶等に含まれている機能
性成分であるプロシアニジン類（いわゆる、縮合型
タンニン）は、生活習慣病予防や免疫調節作用など
の様々な生理機能をもつことが報告されている。
　機能性成分を含む農産物を有効活用するために

は、加工工程の検討が重要である。リンゴはジュー
ス、ジャム、リンゴ酢、シードル（果実酒）、菓子
など様々な食品に加工されている。しかしながら、
ポリフェノールを始めとするプロシアニジン類の加
工品の含量や加工工程での変化については報告が少
ない。
　本プロジェクトにおいて、ジオール系固定相を使
用した順相クロマトグラフィー法によるプロシアニ
ジン類の重合度別分析法が確立され、リンゴ中の含
量を測定することが可能となった。
　そこで、リンゴ加工品のプロシアニジン含量を測
定するとともに、工程におけるプロシアニジン類の
変化が少ない技法の開発に関する知見を得ることを

図 1310-2　未利用遺伝資源及び加工用品種のプロシアニジン含量
　2011 年産（上段）、2012 年産（下段）のリンゴ
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目的に検討した。

　イ　研究方法
　（ア）　試料
　青森県及び長野県で製造されている市販のリン
ゴ 100％ジュース 8 種について分析を行った。青森
県（2 種）、長野県（5 種）及び大手メーカー（1 種）
のリンゴジュースを入手した。
　（イ）　リンゴジュースのプロシアニジン含有量の
測定
　ジュースをフィルターろ過（0.45μm…PVDF）後、
HPLC 分析に供した。プロシアニジン類の測定は、
HPLC 蛍光検出法により行った。すなわち、カラ
ムは、Inertsil…WP300…Diol（内径 4.6mm ×長さ 250…
mm，粒子径 5µm）（GL…Science 社）を用いた。抽
出した試料は 5µL 注入し、溶離液Ａ（アセトニトリ
ル：酢酸＝ 98：2）とＢ（メタノール：水：酢酸＝
95：3：2）のグラージェント条件（表 1320-1）とし、

流速1-mL/minで分離した。検出は励起波長230nm、
蛍光波長 321nm で検出した。データは重合度毎に 7
量体まで定量し、その総和として示した。

　ウ　研究結果及び考察
　（ア）　ジュースの分析
　リンゴジュースの分析結果を図 1320-1 に示した。
国産リンゴを使ったリンゴジュースは 100％混濁果
汁が多く作られている。混濁ジュースは濃縮過程を
経ていないため、比較的熱による影響を受けておら
ず、酸化されていないことが考えられた。国産混濁
ジュースは平均 137.7µg/mL のプロシアニジンを含
有していた。混濁ジュースの製造条件で、搾汁時に
窒素置換下で搾汁する製造法を採用していると思わ
れる製品は比較的高いプロシアニジン含量を示して
いることから、加工工程での影響が大きく関係して
いるものと思われた。濃縮還元タイプのジュース
では、平均 32.0µg/mL のプロシアニジンを含有し、
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表 1320-1　HPLC 蛍光検出法におけるグラジエント条件

図 1320-1　市販のリンゴ加工品中のプロシアニジン含量
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混濁果汁タイプよりかなり低い含有量であった。濃
縮還元ジュースは減圧下で加熱濃縮をしているが、
熱によるプロシアニジン類の変性の影響があるもの
と思われた。
　菓子類について、ドライフルーツ、アップルパイ
など様々なタイプがあり、ドライフルーツ（Q と
W）やピュレ（P）が高含有であった。

　エ　今後の課題
　HPLC 蛍光分析法を用いることによって、リンゴ
の加工品のプロシアニジン含量を測定することが可
能になった。加工工程でプロシアニジン類が減少し
ない抗酸化加工法を開発することによって、健康機
能成分であるプロシアニジンに着目したリンゴ加工
法の開発が必要であると思われた。また、新たな加
工法の開発は、新規市場開拓や加工品開発等につな
がり、地域産業の活性化が期待できるものと思われ
た。　

　オ　要　約
　HPLC 蛍光分析法を用いることによって、リンゴ
の加工品のプロシアニジン含量を測定することが可
能になった。国産混濁ジュースは濃縮還元ジュース
よりも多くのプロシアニジン類を含有している可能
性が示された。今後、加工品の製造工程での変化、
賞味期限での変化など検討する必要があると思われ
た。　

　研究担当者（庄司俊彦＊）

３　EGC 比率を高める抽出加工法の検討
　ア　研究目的
　高齢化や生活習慣病等に伴う医療費の増加等が
問題となっている中、疾病の予防方法の一つとし
て、農産物等の食品が有する機能性の活用が期待さ
れている。茶にはタンニン類が含有され、抗酸化作
用や免疫調節作用などが認められてきたが、成分の
変動の検討やヒト試験による検証などが不十分で
あった。そのため、茶に含まれるタンニン類の生体
調節機能に関して、機能性成分の分析、その作用メ
カニズムの解析とヒトレベルでの有効性の検証及び
機能性成分を多く含む農産物の開発や加工法の開発

を総合的に行って茶に新たな付加価値を付与し、消
費者に提供するとともに、産地の活性化を目指すこ
とを目的とする。緑茶冷水浸出液を飲用することに
よる粘膜免疫系の活性効果は、マクロファージの活
性上昇と正の相関が認められることから1）、ここで
は、緑茶冷水浸出液のカテキンの浸出特性及びマク
ロファージ様細胞の貪食能を指標に、自然免疫系を
活性化する緑茶冷水浸出液に使用するチャの摘採時
期（以下茶期と表す）及び品種による違いを明らか
にするとともに簡易的飲用法の開発のための基礎と
なるデータ収集を目的とする。

　イ　研究方法
　（ア）　緑茶浸出材料
　（独）農研機構野菜茶業研究所金谷茶業研究拠点
の圃場（静岡県島田市）で慣行施肥栽培の‘やぶき
た’、‘ゆたかみどり’、‘おくみどり’、‘さえみど
り’、‘かなやみどり’、‘さやまかおり’を適期で手
摘みし（芽から４葉まで）、1 回当たり約 100–200g
の生葉を、マイクロ波（RE-6300、1900W、シャー
プ製）を用いて数分間蒸熱・乾燥させ、粉砕（マル
チビーズショッカー、安井機械製）したもの、及び
機械摘みした‘やぶきた’を製茶したものを供試材
料とした。茶葉 0.75g に 30mL の蒸留水を添加し、
100℃で 5 分間または 4℃で 1 時間静置して浸出し
た。　
　（イ）　カテキン測定
　浸出液のカテキン含量は、以下の条件による
高速液体クロマトグラフ法で分析した。カラム
は Wakopak…Navi…C18-5（ 和 光 純 薬 製、…i.d.…4.6 ×
150mm、… 粒子径 5µm）、ガードカラムは Wakopak…
Navi…C18-5（和光純薬製、i.d.…4.6 × 10mm、粒子
径 5µm）、カラム温度は 40℃、検出波長は 272nm、
注入量は 20µL（アドバンテック社製、DISMIC-13-
HPPTFE、0.45μm ろ過液）、流速は 1mL/min で、移
動層 A は蒸留水：アセトニトリル：リン酸（H3PO4）
＝ 400：10：1…（v/v）、移動層 B は、メタノール：移
動層 A ＝ 1：2…（v/v）。溶出は、0 ～ 2 分は A：B ＝
8：2 で、2 ～ 27 分は A：B ＝ 2：8 でリニアグラジ
エントして、27 ～ 37 分は A：B ＝ 2：8 で行った。
　（ウ）　食作用活性の評価……
　免疫賦活活性の評価には、マクロファージ様細胞
の貪食活性を測定する方法を用いた。120nM カル
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シトリオール（和光純薬製）を含有する RPMI1640
培地（ライフテクノロジーズジャパン社製）で 7 日
間培養した HL60 細胞（ATCC…CCL-240）を、48
ウェルマイクロプレート（BD バイオサイエンス社
製）に 2.5 × 105…cells/well/250µL で播種し、蛍光
ミクロスフェア（2µm、YG；ポリサイエンス社製）
25µL と緑茶浸出液（無処理）25µL を添加し、プ
レートシェイカーにて混和後、37℃、5％…CO2 環境
下で 16 時間培養した。培養終了後、2％ホルムアル
デヒド–PBS 溶液にて細胞を固定し、フローサイト
メーター（Cell…Lab…Quanta；ベックマンコールター
社製）にて蛍光ビーズを貪食した細胞数を測定し
た。活性評価結果は、総細胞数に対する蛍光ビーズ
貪食細胞数の比を、被検液を添加しないコントロー
ルを 100％とする相対値で表した。

　ウ　研究結果
　（ア）　茶期の異なる緑茶浸出液中のエピガロカテ
キンガレート（EGCG）とエピガロカテキン（EGC）
含量変化

　EGCG と EGC は緑茶浸出液中の総カテキンの約
70％を占めており1）、主にこの 2 種のカテキンがマ
クロファージ様細胞の活性化に寄与している。図
1330-1A、B は、‘やぶきた’（2009 年 4 月、粉末）
茶葉…0.75g に 30mL の蒸留水を添加し、冷水（4℃、
1 時間）または熱水（100℃、5 分）浸出した浸出液
中の EGCG と EGC の含量変化を示す。冷水・熱水
浸出液ともに一番茶期（4 月下旬）に比べて、二番
茶期以降（6 月中旬、8 月上旬）で EGCG と EGC
濃度が高くなる傾向にあった。これは、茶葉中の
EGC と EGCG 含量が一番茶に比べて二番茶以降の
方が多くなるためである。しかしながら、EGC と
EGCG の含有比率は浸出液の温度によって異なる。
熱水浸出した場合、図 1330-1B に示すように、EGC
がわずかに少ないものの、EGC と EGCG はほぼ同
程度の濃度で浸出される。一方、冷水浸出した場
合は、図 1330-1A に示すように、EGCG 濃度は熱
水浸出した場合の約半分となる。これらの結果は、
EGCG が低温で浸出されにくいためである 1）。図
1330-1C、D は、‘やぶきた’（2008 年、リーフ及び
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図 1330-1 　茶期（A、…B）及び浸出時間（C、…D）の異なる冷水（4℃）または熱水（100℃）
浸出液中の EGCG と EGC 含量の変化（○…EGC、□…EGCG）

　1）…縦軸　浸出量（mg/100…mL）
　2）…A 及び B はマイクロ波乾燥後に粉末化した‘やぶきた’（2009 年）を使用。
　3）…C 及び D は‘やぶきた’（2008、4 月）仕上げ茶を使用（リーフ及び粉末）。
　4）…結果は 3 回抽出した平均値± SD を示す。
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粉末）茶葉 0.75g に 30mL の蒸留水を添加し、冷水
（4℃）浸出時間を変えた時の浸出液中の EGCG と
EGC の含量変化を示す。両カテキンともに浸出時
間の経過に従って浸出量が増加した。粘膜免疫系の
活性化に有効である EGC 量は、１日当たり 50mg

（25mg × 2 回）以上である2）。本条件で、1 回分量
の EGC…25mg を得るためには、リーフ茶の場合、
少なくとも 30 分以上の浸出時間が必要である（図
1330-1C）。リーフ茶を粉末にして静置浸出を行った
場合、約 30 分でリーフ茶 60 分浸出とほぼ同程度の
EGC 量が得られるが（図 1330-1C）、EGC の活性を
阻害する EGCG も増える（図 1330-1D）。そのため、
浸出時間は粉末茶よりも長くなるが、リーフ茶を用
いた方が、より高 EGC 比率の浸出液を得やすい。
　（イ）　EGC をより有効利用可能な茶期の選定
　図 1330-2 は茶期の異なる‘やぶきた’茶葉の冷
水及び熱水浸出液がマクロファージ様細胞の貪食能
へ与える効果を示す。各浸出液は、1/100 濃度にな
るように細胞浮遊液へ添加した。冷水浸出液では、
茶期が進むに従い貪食刺激活性の上昇が認められた
が、6 月に摘採した茶と 8 月に摘採した茶では活性
に有意な差はなかった。ここには示していないが、

他の茶品種で調べた結果においても、6 月及び 8 月
に摘採した茶で活性に差がない結果を得ている。一
方、熱水浸出液では、いずれの茶期においても活性
は認められなかった。更に、EGC は生体において
IgA 産生能を改善するが1）、EGC と EGCG の等量
混合液ではその効果が減弱されることが報告されて
いる1）。効果が減弱されてしまうメカニズムは未だ
不明ではあるが、EGC と EGCG が同比率で含まれ
ていることが、熱水浸出液で活性が認められなかっ
た原因であると推察される。一方、冷水浸出液は、
EGC と EGCG の浸出効率の違いにより、EGC 比率
の高い浸出液となっており、一番茶期の茶に比べ
て、EGC 濃度が高くなる二番茶以降の茶で活性に
有意な差を示したと考えられる。更に、EGC 量が
終濃度約 8µg/mL 以上では活性に有意な差が認め
られないことから、一定濃度を超えると、それ以上
の効果は得られないことがわかる。本結果では、茶
浸出液中の EGC/EGCG が約 2 を超えれば、EGCG
による阻害を上回る効果を十分に得られており、
EGC 含量の高い二番茶以降の茶では、1 回当たり
の茶葉量が一番茶よりも少ない量で効果が期待でき
る。

図 1330-2 　茶期の異なる冷水（4℃）及び熱水（100℃）浸出液がマクロファージ様細胞の貪
食能へ与える効果

　1）…茶期の異なる‘やぶきた’粉末（2009 年）の浸出液の活性
　2）…コントロールの活性を 100％とした時の値として示す
　3）…Bonferroni/Dunn…post-hoc…test、…p…<0.05
　4）…n=3、エラーバーは標準偏差
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　（ウ）　摘採年度による活性変動の調査
　図 1330-3 は摘採年度の異なる‘やぶきた’茶葉
の冷水浸出液が、マクロファージ様細胞の貪食能へ
与える効果を示す。本試験期間中に摘採された‘や
ぶきた’の冷水浸出液の活性は、年次間差もなく、
コントロールに対してほぼ同程度の活性上昇を示し
た。また、熱水浸出液では、2011 年と 2010 年で有
意な差が認められたものの、いずれの年のサンプル
もコントロールに対して有意な活性上昇は認められ
なかった。このことから、EGC を十分量含む冷水
浸出液であれば、大きな年次間差もなく、安定した
効果が得られるものと考えられる。
　（エ）　品種による活性変動の調査
　図 1330-4 は品種の異なる二番茶期（2011 年 6 月
下旬）の‘やぶきた’、‘ゆたかみどり’、‘おくみど
り’、‘さえみどり’、‘さやまかおり’、‘かなやみど
り’の冷水浸出液が、マクロファージ様細胞の貪食
能へ与える効果を示す。この 6 品種は、2008 年の
都府県における緑茶の優良品種別栽培面積 3）の上
位品種（‘やぶきた’75.6％、‘ゆたかみどり’5.3％、

‘おくみどり’2.0％、‘さえみどり’1.9％、‘さやま

かおり’1.6％、‘かなやみどり’1.4％）である。品
種間による大きな活性の差はなく、いずれの品種も
マクロファージ様細胞の貪食能を有意に活性化した

（図 1330-4）。このことから、煎茶を冷水浸出して飲
用する場合、冷水浸出液中に十分量の EGC が含ま
れていれば、少なくともこの 6 品種間では、活性に
大きな差はないといえる。
　（オ）　茶葉中の EGC、EGCG 含量とその含有比
率
　冷水浸出液中に十分量の EGC を得ようとする場
合、茶葉中の含量が大きく影響する。表 1330-1 に、
各種茶品種の茶葉中 EGC 及び EGCG 含量とその含
有比率を示す。ここに示した全ての品種で、4 ～ 5
月茶にくらべて 6 月以降の茶で茶葉中の EGC 含量
が増加しており、効率良く EGC が得られることが
わかる。ここに示した金谷茶業研究拠点において本
試験期間中に摘採された 6 品種の中では、‘ゆたか
みどり’は全ての茶期を通して茶葉中の EGC 含量
が高いだけでなく、EGCG に対する EGC 含有比率
が高い。
　（カ）　高 EGC 比率緑茶の簡易的飲用法開発

図 1330-3 　摘採年度の異なる冷水（4℃）及び熱水（100℃）浸出液がマクロファージ様細胞
の貪食能へ与える効果

　1）…摘採年度の異なる‘やぶきた’浸出液の活性
　2）…コントロールの活性を 100％とした時の値として示す
　3）…異なるアルファベットは統計的に有意な差があることを示す
　4）…Bonferroni/Dunn…post-hoc…test、…p…<0.05
　5）…n=3、エラーバーは標準偏差
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　十分量の EGC を含む冷水浸出液を飲用するため
には、リーフ茶を用いて 1 時間程度の浸出時間が
必要となる。そこで、より迅速に、より簡易に高
EGC 比率の緑茶を得る条件の検討を行った。これ
までの結果から、迅速な浸出を可能にするためには
茶葉を粉末にし、激しく撹拌する必要がある。し
かし、粉末にして激しく撹拌すると EGCG も比較
的浸出しやすくなるため、目的の高 EGC 比率を得
にくくなる。そこで、EGC が EGCG の少なくとも
2 倍以上含まれる浸出液を迅速に得るために、他
の品種に比べて茶葉中の EGC 含量が高い品種であ
る‘ゆたかみどり’（表 1330-1）の粉末を用いて、
撹拌により高 EGC 比率が得られるかどうかを検討
した。その結果、‘ゆたかみどり’の粉末を撹拌す

ることにより、約 10 秒の撹拌で EGCG の 2 倍以上
の EGC を含む緑茶を得ることが可能であることが
分かった（表 1330-2）。‘やぶきた’茶葉中の EGC/
EGCG 比は 0.46 であり、EGC が茶葉中に EGCG の
半量程度しか含まれていない。一方、‘ゆたかみど
り’茶葉中の EGC/EGCG は 0.80 であり、茶葉中
の EGC が EGCG に近い量含まれている。このこと
が、EGCG が比較的浸出しやすい条件においても高
EGC 比率の浸出液になることを可能にすると考え
られる。

　エ　考　察
　（ア）　茶の各成分の浸出効率は茶葉の形態と水
温の違いにより大きく変わる。EGCG とカフェイン

図 1330-4 　品種の異なる冷水（4℃）浸出液がマクロファージ様細胞の貪食能へ与える効果
　1）…上段と下段で分析日が異なるが、‘やぶきた’は同じサンプルを用いている
　2）…コントロールの活性を 100％とした時の値として示す
　3）…異なるアルファベットは統計的に有意な差があることを示す
　4）…Bonferroni/Dunn…post-hoc…test、…p…<0.05
　5）…n=3、エラーバーは標準偏差
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は低温で浸出されにくい一方、EGC の浸出は水温
にあまり影響されない。また、茶葉形態は、リー
フの状態よりも、粉末化されている方が、浸出効
率はよい。免疫系を活性化させる緑茶成分構成は、
高 EGC/ 低 EGCG である。本プロジェクトにおけ
る結果で、高 EGC/ 低 EGCG の条件を満たす最も
よい浸出方法は、浸出時間は 1 時間程度かかるが、
リーフを用いて冷水で浸出させる方法であった。粉
末状の方が浸出時間は短縮できるものの、粉末化す
ることにより EGCG が低温でも若干浸出されやす
くなるため、高 EGC を目的とした利用には不向き
であると考えられる。また、近年敬遠されがちなカ
フェインも、リーフの方が浸出されにくく、粉末化
すると低温でも EGCG 以上に浸出効率が上がって
しまった。そのため、水出し緑茶のように 1 回当た
りの飲用量が比較的多くなる茶では、カフェインが

浸出されにくいリーフの利用が好ましいと考えられ
る。　
　（イ）　茶期によって各種カテキン含量は変化す
る。一番茶に比べて夏茶の方が総カテキン含量は増
え、更に EGC と EGCG の占める割合に関しては、
EGC 含有比が高くなる。従って、含有比からの点
から考えると夏茶の方が高 EGC を比較的得やすく
なると考えられる。更に、一番茶に比べてカテキン
総量が増加するので、より少ない茶葉量で十分量の
EGC を得やすくなると考えられる。
　（ウ）　EGC 以外の成分が活性に関与している場
合、EGC 濃度を一定にしても、摘採年度による活
性変化が心配される。そこで、5 年間の茶葉で活性
変化を調べたが、活性に大きな変化は認められな
かった。EGC の濃度が一定以上担保されていれば、
活性は担保されると考えられる。

4〜5 月 6 月 8 月

EGC EGCG EGC/EGCG EGC EGCG EGC/EGCG EGC EGCG EGC/EGCG

やぶきた 3.53±0.84 6.37±0.24 0.55 4.41±0.32 9.13±0.93 0.48 5.63 8.64 0.65 

さえみどり 3.32±0.47 5.03±0.93 0.66 5.21±0.84 8.76±1.19 0.60 5.52 8.17 0.67 

ゆたかみどり 4.55±0.59 6.61±0.85 0.69 5.88±0.58 8.29±0.75 0.71 6.81 8.03 0.84 

おくみどり 2.68±0.48 6.08±0.81 0.44 4.13±0.46 7.87±1.02 0.52 4.49 7.72 0.58 

かなやみどり 4.29±0.92 7.06±0.61 0.61 5.07±0.83 7.18±2.48 0.71 5.58 8.87 0.63 

さやまかおり 2.81±0.34 6.25±0.49 0.45 4.58±0.57 8.28±1.11 0.55 5.78 8.46 0.68 

やぶきた ゆたかみどり

抽出温度 EGC EGCG EGC/EGCG EGC EGCG EGC/EGCG 

10℃ 45.4 35.3 1.3 66.2 31.2 2.1

30℃ 54.2 49.8 1.3 90.6 52.6 1.7

50℃ 63.9 75.3 0.8 99.6 73.4 1.4

70℃ 65.0 92.5 0.7 101.8 87.5 1.2

80℃ 73.4 108.9 0.7 110.2 95.6 1.2

1）…g/100g 乾物重
2）…4 ～ 6 月及び 6 月は 2006、…2007、…2009、…2010、…2011 年の平均± SD
3）…8 月は 2007 年単年の値

1）…mg/100mL
2）…撹拌時間 10 秒
3）…茶粉末 0.2g/ 水 10mL で浸出
4）‘やぶきた’茶葉中 EGC は 4.1g/100g 乾物重、EGCG は 8.9g/100g 乾物重
5）‘ゆたかみどり’茶葉中 EGC は 6.1g/100g 乾物重、EGCG は 7.6g/100g 乾物重

表 1330-1　茶期及び品種の異なる茶葉中 EGC、EGCG 含量とその含有比率

表 1330-2　‘やぶきた’‘ゆたかみどり’粉末茶の撹拌浸出時のカテキン浸出量
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　（エ）　茶は品種により、成分含量に若干の違いが
ある。そこで、日本で栽培されているチャ品種の上
位 6 品種について活性比較を行ったが、大きな違い
は認められなかった。このことは日本における緑茶
であればどの品種でも利用可能であることを示唆す
る。
　（オ）　先にも説明したが、茶は品種により、成分
含量に若干の違いがある。活性に品種間差はないも
のの、利用の仕方によっては、効率良く成分を摂取
できる可能性がある。そこで、日本で栽培されて
いるチャ品種の上位 6 品種について茶葉中の EGC
と EGCG 含量を調査した。その結果、‘ゆたかみど
り’が他の品種に比べて茶葉中 EGC が高いことが
分かった。このことは、‘ゆたかみどり’が簡易的
に高 EGC 浸出液を作成する技術へ応用できる可能
性があることを示唆する。
　（カ）　水出し緑茶を美味しく、かつ機能性を担保
する為には、少なくとも冷蔵庫で 1 時間の浸出時間
を必要とする。そこで、機能性を担保した水出し
緑茶をより短時間で飲用することを可能にするた
め、品種・茶葉形態・水温・撹拌などの成分の浸出
に影響する条件を組み合わせて最適な条件を検討
した。その結果、‘ゆたかみどり’を粉末状にし、
10℃以下の水中で撹拌することにより、1 分以内に
高 EGC 茶を得ることが可能であることが分かった。

‘ゆたかみどり’は茶葉中の EGC 含量が高いため、
粉末にした場合の欠点である EGCG が浸出しやす
く高 EGC が得られにくいという欠点をカバーでき
ると考えられる。このことは、茶葉中 EGC 含量が
高ければ‘ゆたかみどり’に限らず利用することが
可能であると考えられる。‘ゆたかみどり’は日本
における生産量第 2 位であるが、栽培面積は全体の
5％程度であり、他の品種での応用は現段階では難
しい。　

　オ　今後の課題
　今回、品種と茶葉形態を選ぶことにより迅速に高
EGC 比率の緑茶を得る方法を見いだした。‘ゆたか
みどり’のように、茶葉中の EGC 含有量が高い品
種は少ないため、今後は、品種に依存しない形で迅
速に高 EGC 比率を得る方法も検討する必要がある。

　カ　要　約
　緑茶冷水（4℃）浸出液を飲用することによる粘
膜免疫系の活性効果は、マクロファージの活性上
昇と正の相関が認められている。そこで、マクロ
ファージ様細胞の貪食能を指標に、緑茶冷水浸出液
による自然免疫系の活性化について、茶期及び品種
による違いを調べた。その結果、緑茶冷水浸出液の
EGC/EGCG が約 2 を超えていることが必要条件で
あり、かつ EGC 量が十分量含まれていれば、茶品
種・年度に関わらず活性を得られることが示唆され
た。更に、茶期が進むに従いカテキン含量が上昇す
るため、茶期の進んだ茶葉を利用すると効率良く成
分を得ることが可能である。また、品種によっても
茶葉中 EGC 含量に違いがあり、本報告の環境条件
下で調べた茶品種の中では‘ゆたかみどり’が全て
の茶期で EGC 含量比が高く、効率良く高 EGC 浸
出液を得られる品種であり、迅速な浸出にも適応可
能な品種であることが分かった。　

　キ　引用文献
… 1）Monobe,…M.,…K.…Ema,…Y.…Tokuda…and…M.…Maeda-

Yamamoto…（2010）…Effect…on…the…epigallocatechin…
gallate/epigallocatechin… ratio… in… a… green… tea…

（Camellia sinensis L.）… extract… of… different…
extraction… temperatures…and… its…effect…on… IgA…
production… in…mice.…Biosci.…Biotechnol.…Biochem.…
74:…2501-2503.

… 2）物部真奈美・江間かおり・徳田佳子・山本（前
田）万里（2012）…冷水浸出緑茶の飲用が緑茶常飲
者の唾液中分泌型IgA量に与える効果に関する予
備的検討．茶業研究報告 113：71-76.

… 3）社団法人日本茶業中央会（2012）平成 24 年版茶
関係資料 6．23-25.

　研究担当者（物部真奈美＊）

４　ストリクチニン類高含有茶系統の育成、含
量を高める製造法の検討

　ア　研究目的
　茶ではストリクチニン、テオガリン、グルコガリ
ンなどの縮合型タンニンが含まれている。茶に含ま
れるストリクチン類は、B 細胞からの IgE 産生抑制
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（抗アレルギー作用）を有していること、エピガロカ
テキン（EGC）がマクロファージ貪食能（免疫賦活
作用）を有していることが報告されている。そこで、
加水分解型タンニンであるガロイルストリクチニン

（1,2-di-O-…galloyl-4,6-O-（S）-hexahydroxydiphenoyl-
β-D-glucopyranose…（G- ストリクチニン））高含有系
統を選抜する。

　イ　研究方法
　（ア）　育成中の 36 品種・系統の一番茶新芽につ
いて、HPLC により G- ストリクチニン、ストリク
チニン、テオガリン含量を分析し、高含有系統を選
抜する。選抜した高含有系統は、各茶期及び新芽の
生育ステージにおけるストリクチニン類の含有率を
測定した。
　（イ）　耐病性について、炭疽病と輪斑病の人為接
種検定を行った。
　（ウ）　有望系統の「枕系 56-01」について、熱水
シャワー方式による低カフェイン処理を行い、低カ
フェイン化の可能性を検討した。

　ウ　研究結果
　（ア）　一番茶摘採適期における育成系統（第 56
群）における G- ストリクチニン含有率は、「枕系
56-01」が 4.18％、母親である茶中間母本農 6 号が
6.98％と特異的に高く、茶中間母本農 6 号と紅花後
代の子供である「枕系 56-15」に 0.21％と僅かに含
まれていたが、他の品種・系統にはほとんど含まれ
ていなかった（図 1340-1）。テオガリン含量は G- ス
トリクチニン同様、「枕系 56-1」が 1.87％と茶中間
母本農 6 号が 2.46％と特異的に高く、「枕系 56-15」
も 1.03％と比較的高かったが、他の品種・系統は
0.13 ～ 0.48％であった（図 1340-2）。ストリクチニ
ン含有率は、「枕系 56-1」が 1.64％、茶中間母本農
6 号が 1.93％と高かったが、他の品種・系統におい
ても 0.63 ～ 1.36％の含有率であった（図 1340-3）。
有望系統「枕系 56-01」に G- ストリクチニン含有率
は各茶期を通して明らかに高かったことから、品種
候補とした（図 1340-4）。「枕系 56-01」の新芽の熟
度別ストリクチニン類の含有量は、熟度が進むにつ
れて低下する傾向が見られた（図 1340-5）。茶期別
の成分含有率は、G- ストリクチニンとテオガリン
が二番茶でも高い傾向が認められた（図 1340-6）。

図 1340-1　育成系統の G- ストリクチン含量の比較

図 1340-2　育成系統のテオガリン含量の比較
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　（イ）　「枕系 56-01」の耐病性の調査を、炭疽病
及び輪斑病について人為接種検定により行った。そ
の結果炭疽病に対しては「強」、輪斑病に対しては

「中」と判断された（表 1340-1）。
　（ウ）　「枕系 56-01」の二番茶新芽を用いて、熱
水シャワー方式による低カフェイン処理を行った
結果、カフェイン含量は処理時間とともに減少し、
150 秒の処理で約 50％以下まで減少させることがで
きた。一方、G- ストリクチニン含量は、処理時間

に関係なく低下しなかった（図 1340-7）。ストリク
チニン、テオガリン、カテキン類も同様に処理によ
る低下は見られなかった。

　エ　考　察
　（ア）　「枕系 56-01」及び「枕系 56-15」は茶中
間母本農 6 号の後代である。茶中間母本農 6 号は
茶の近縁種である C.taliensis の後代であることか
ら、本系統が有する成分特性は C.taliensis 由来

図 1340-3　育成系統のストリクチニン含量の比較

図 1340-4　茶期別・品種別のストリクチニン含量の比較

図 1340-5 　「枕系 56-01」の新芽の熟度別成分含
有率

図 1340-6 　「枕系 56-01」の茶期別、熟度別成分
含有率（一番茶）
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の特性であると推察できる（図 1340-8）。しかし、
C.taliensis 後代の中でも、枕系 56-01 生育が良好で
あること、葉色が緑であること、G- ストリクチニ
ン含量が突出して多いことから、品種候補として有
望であることが明らかとなった。アレルギー抑制効
果が期待できるストリクチニン類の送料は 4 ～ 5％
に達し、茶葉内化学成分の中でも含有量が多いこと
から、新たな機能製素材としての期待は大きい。ま
た、摘採時期による含有量の変動はあるものの、総
じて高い含有量を維持しており葉色が緑であること
から、生産者にとっても扱いやすいと考えられる。
　（イ）　「枕系 56-01」を高機能性食材として取り扱
う場合、飲用としての利用だけでなく、粉末やエキ
ス等への加工も考えられる。こういった場合、葉を
直接摂取する、あるいは濃縮液を利用することにな
るため、残留農薬について厳しい基準をクリアしな
くてはならない。そのためには、農薬使用量の削減
が求められるが、本系統は茶の主要病害である炭疽
病に抵抗性があり、輪斑病にも中程度の抵抗性が認

められたことから、化学農薬使用量の低減が可能で
あると考えられた。
　（ウ）　「枕系 56-01」は近縁種の血を引いている
が、カフェイン含量は通常の茶（C. sinensis）と同
レベルで勧誘していることが明らかとなった。その
ため、機能性食材として需要をのばすためには、ス
トリクチニン類の含量は維持したままカフェイン含
量を低下させる必要がある。本研究においては、生
葉に熱水シャワーを当てることで葉の表面に分布す
るカフェインを浮き出させて除去する方法を試み、
ストリクチニン類やカテキン類の含量を低下させず
にカフェイン含量を半減できることが明らかとなっ
た。本系統は生育も良好で、暖地では栽培しやすい
ことから（図 1340-9）、今後品種化に向けた調査を
継続することとした。

　オ　今後の課題
　（ア）　飲用茶としての嗜好性の改善が必要であ
る。そのために、加工適性の試験を行う必要がある。

病斑(mm) 判定 病斑(mm) 判定

枕系56－01 4.6±0.3 強 6.4±0.3 中

べにふうき 3.9±0.4 強 3.2±0.1 強

やぶきた 18.5±2.9 弱 15.3±0.5 弱

品種・系統
炭疽病 輪斑病

いずれも付傷接種検定で調査した。±は標準誤差。
2011 年検定結果

表 1340-1　枕系 56-01 の耐病性

図 1340-7 　低カフェイン処理時間が「枕系 56-01」新芽内のカフェイン及び G- ストリクチニン含有率に及ぼす影響
　低カフェイン処理：新芽を収穫した後ただちに 90-95℃の熱水シャワーで一定時間処理し、処理後冷水で洗浄し
た後乾燥した対照区は、採取後ただちに送帯蒸し機で 40 秒間蒸熱処理を行い乾燥した（各 2 往復）
供試材料：2013 年 6 月 3 日に枕崎拠点内の「枕系 56-01」の二番茶新芽
異なるアルファベット間には有意差有り（Tukey：p<0.05)
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　（イ）　耐寒性が弱いことから、栽培地域は暖地に
限定されることが予想される。品種化後の普及を促
進するためには、地域適応性の検定を行う必要があ
る。
　（ウ）　ストリクチニン類の抗アレルギー作用は

「べにふうき」のメチル化カテキンとは作用機作が
異なることから、「べにふうき」との併用によって、
より高アレルギー作用が増強される可能性がある。

　カ　要　約
　（ア）　本研究において茶中間母本農 6 号の後代で
ある「枕系 56-01」のストリクチニン類、特に G- ス
トリクチニンの含量が高いことが明らかになった。

　（イ）　「枕系 56-01」G- ストリクチニン含量は、
新芽の生育ステージが早いほど、また茶期が早いほ
ど多い傾向が認められた。
　（ウ）　本系統は、低カフェイン処理により G- ス
トリクチニン含量を維持したままカフェイン含量を
低下させることが可能である。
　（エ）　本系統は、炭疽病に抵抗性であり、生育が
良好で、葉色が緑色であることから、G- ストリク
チニン高含有品種候補として有望であることが明ら
かとなった。

　研究担当者（根角厚司＊）

図 1340-8　枕系 56-01 の系譜

図 1340-9　枕系 56-01 の初期生育と定植 4 年目の園相
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５　リンゴ育種素材や未利用遺伝資源からのプ
ロシアニジン類高含有系統の選抜

　ア　研究目的
　リンゴには、ペクチン、オリゴ糖、ポリフェノー
ル、セラミドなど、健康や美容に関わる機能性成分
が含まれる1-5）。このうち、リンゴの可食部にはカ
テキン類が多数重合したプロシアニジン類が豊富に
含まれており、品種間差や部位、生育時期によって
異なることが明らかとなっている6）ものの、機能性
を含む詳細な検証はなされていなかった。
　一方で、青森県産業技術センターりんご研究所で
は、リンゴの品種開発や栽培について研究及び指導
を行っており、国内外で育成された品種（約 360 品
種）などを保有している。そこで本研究課題では、
機能性成分プロシアニジン類に着目した、リンゴの
育種や加工品の開発などを目指し、青森県で保有す
るリンゴの中からプロシアニジン高含有品種を選抜
することを目的とした。

　イ　研究方法
　（ア）　リンゴ試料…
　りんご研究所（藤崎圃場、黒石圃場）で無袋栽培
されたリンゴのうち、2011 年は 15 品種、2012 年は
36 品種、2013 年は 34 品種（図 1350-1 には 2012 年
に試料とした 36 品種を示した。）を用いた。なお、
収穫にあたっては着色やデンプンの消失などを根拠
としてこれまでの経験則から適期収穫（図 1350-2）
を行ったが、普段食用とならないクラブアップル系
のリンゴについては、詳細な知見が無いことから、
生育の度合いや落果が見られ始めた時期を適期とみ
なした。
　（イ）　品種別リンゴのプロシアニジン含量測定
　リンゴを 8 等分に切った後、果皮、果芯を除去し
た可食部を -30℃で保存した。その後、凍結乾燥機
で十分に乾燥させ、ワーリングブレンダーで粉砕し
-30℃で保存した。乾燥粉末 1g を精秤した後、抽
出溶媒アセトン−水−酢酸（70：29.5：0.5）混合液
を加え、室温で 10 分振盪した後、遠心分離（9,830

図 1350-1　プロシアニジン定量分析に使用したリンゴ試料
主力品種に加え、市場に出ていない小玉品種、赤果肉系統など、幅広く試料とした。
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× g）し上清を得た。この操作を 3 回繰り返し、粗
プロシアニジン抽出液を分離し 25mL に定容した。
フィルターろ過（0.45μm…PVDF）後、HPLC 分析
に供した。
　プロシアニジン類の測定は、HPLC 蛍光検出法に
より行った。すなわち、カラムは、Inertsil…WP300…
Diol（内径 4.6mm… ×長さ 250mm、粒子径 5µm）

（GL…Science 社）を用いた。抽出した試料は 5µL
注入し、溶離液Ａ（アセトニトリル：酢酸＝ 98：
2）とＢ（メタノール：水：酢酸＝ 95：3：2）のグ
ラジエント条件（表 1350-1）とし、流速 1mL/min
で分離した。検出は励起波長 230nm、蛍光波長…
321nm で行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　品種別リンゴのプロシアニジン分析
　2011 年から 2012 年までの 3 か年にわたる、品種
別リンゴのプロシアニジン分析の結果を図 1350-3
に示した（N=4 ～ 5）。2011 年のリンゴ試料では、

「 ア メ リ カ ン ビ ュ ー テ ィ ー」 が 298mg/100gFW
と最も高く、次に果肉に特徴的な赤色素を有す
る「レッドフィールド」が続いた。2012 年では、

「マカミク」が 404mg/100gFW と最も高く、こ
れに「アメリカンビューティー」、「ワリンゴ」が
200mg/100gFW 程度で続いた。2013 年では、「マ
カミク」が 438mg/100gFW と最も高く、これに

「ワリンゴ」、「アメリカンビューティー」が続いた。
また、一般的に広く流通している品種では、30 ～

図 1350-2　リンゴ試料の収穫時期
8 月中旬から 11 月下旬にかけて、各試料を適期収穫した（※が採取した品種）。

開始時間 終了時間

(分)  (分) %A %B

0 0.3 93 7

0.3 50 74 26

50 51 0 100

51 65 93 7

終了時間における溶媒組成

 

表 1350-1　HPLC 分析によるグラジエント条件
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60mg/100gFW 程度であったが、果肉が褐変しない
リンゴである「あおり 27（千雪）」や、その花粉親
である「マヘ 7」、青森県の新品種「あおり 24」で
は極めて少ないことも確認された。
　以上のことから、一般的に食されているリンゴに
比べ、野生種に近い品種や果肉に赤色素を有する品
種でプロシアニジン含量が高い傾向が見られた一
方、これらの高含有品種では、個体差が大きいこと
も確認された。

　エ　考　察
　（ア）　品種別リンゴのプロシアニジン分析
　リンゴ 1 個の重量が 10 ～ 40g の「マカミク」、

「アメリカンビューティー」、「ワリンゴ」において
プロシアニジン含量が高いことを確認した。このこ
とから、成熟期に向けて肥大していく一般的な品種
でも、生育初期ステージではプロシアニジン含量が
高いことも期待された。しかしながら、生育初期の
段階は成熟期に比べ、より個体差が大きいと想定さ
れることや、ヒト体内で吸収されうる低重合度のプ
ロシアニジン含有量が不明であること、また、2013
年においては、対象試料に想定していたバージニア
クラブが結実しなかったことからも、安定的生産の
視点を含めた検証が必要であると考えられた。

　オ　今後の課題
　（ア）　プロシアニジン含量の年次変動
　プロシアニジン高含有品種においては、一般的な

生食用リンゴに比べ個体差や年次変動が大きい傾向
が見られたことから、安定的にプロシアニジンを生
成するための原因解明と対策が求められる。また、
時期によるプロシアニジン含量の変動も考えられる
ことから、生育段階による含量追跡を行い、プロシ
アニジンに着目した収穫適期を探る必要があると思
われた。
　（イ）　実用化に向けた取り組み
　研究結果によると、一般的に栽培されている生食
用リンゴではなく、クラブアップル系のリンゴや、
果肉に鮮やかな赤系色素を有する品種において、プ
ロシアニジン含量が高いことを確認した。しかしな
がら、これら品種は総じて渋みが強く、食味性が低
いことから、現状ではほとんど栽培されていない。
実用化に向けては、プロシアニジンが安定的に生成
される栽培技術の確立、機能性リンゴの需要拡大、
リンゴ生産者が栽培に前向きになるような仕組み作
りなどが必要と考えられた。

　カ　要　約
　（ア）　プロシアニジン高含有品種の特徴
　「アメリカンビューティー」、「マカミク」、「ワリ
ンゴ」といった小玉の品種や「ジェネバ」、「レッド
フィールド」といった果肉に赤系色素を有する品種
において、プロシアニジン含量が高い傾向が見られ
た。しかしながら、プロシアニジン高含有品種ほど
個体差や年次変動が大きいことも確認した。
　（イ）　一般的なリンゴに含まれるプロシアニジン

0

100

200

300

400

500

600

プ
ロ
シ
ア
ニ
ジ
ン
含
量

（
m

g 
/ 1

00
g 

 a
pp

le
 F

W
）

プロシアニジン分析対象品種

2011

2012

2013

 

図 1350-3　品種別リンゴ試料のプロシアニジン含量
　野生種に近い小玉品種や果肉に赤色素を有する品種において、プロシアニジン含量が高いことを
確認した。
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含有量
　市場に出荷されている一般的なリンゴには、30
～ 60mg/100gFW 程度のプロシアニジンが含まれ
ていることを確認した。

　キ　引用文献
… 1）市田淳治・山口信哉・松江一（2002）リンゴ搾

汁残さの有効利用リンゴペクチンオリゴ糖の開
発．果汁協会報 522：30-39.

… 2）髙橋義宣・増田康之・杉本正裕・江成宏之…
（2008）りんごペクチンオリゴ糖の整腸作用 . 日
本食品科学工学会誌 55（10）：455-460.

… 3）庄司俊彦・神田智正・池田満雄・三浦富智・佐藤
達資・樋廻博重（2005）リンゴ由来ポリフェノー
ルによるガン予防効果．果汁協会報 564：1-11.

… 4）Kanda…T.,…Yanagida…A.,…Tanabe…M.,…Akiyama…
H.,…Goda…Y.,…Toyoda…M.,…Teshima…R.…and…Saito…Y.…

（1998）…Inhibitory…Effects…of…Apple…Polyphenol…on…
Induced…Histamine…Release… from…RBL-2H3…Cells…
and…Rat…Mast…Cells.…Bioscience,…Biotechnology,…
and…Biochemistry…62（7）:…1284-1289.

… 5）Takakuwa…N.,… Saito…K.,…Oda…Y.… and…Ohnishi…
M.…（2005）…Determination…of…glucosylceramide…
contents… in…crop… tissues…and…by-products… from…
their…processing.…Bioresource…Technology…96（9）:…

1089-1092.
… 6）山王丸靖子・片山脩・樫村芳記・金子勝芳…
（1998）…リンゴの部位別および成熟過程における
ポリフェノール成分とポリフェノールオキシダー
ゼ活性の変化．日本食品科学工学会誌 45（1）：
37-43.

　研究担当者（高橋　匡＊、奈良岡馨、市田淳治、
庄司俊彦）
　

６　リンゴ栽培条件によるプロシアニジン類の
含有量の差異に関する研究

　ア　研究目的
　日本で栽培されている品種数は約 2000 種あるが、
その中で最も多く栽培されている品種は「ふじ（国
光☓デリシャス）」である。「ふじ」は貯蔵性が高
く、食味も良いことから世界中で最も多く栽培さ
れている。また、「王林（ゴールデンデリシャス☓

印度）」、「ジョナゴールド（ゴールデンデリシャス
☓紅玉）」、「つがる（（ゴールデンデリシャス☓紅
玉））」を合わせた 4 品種でリンゴの国内生産量の約
80％に達する。一方、青森県、岩手県、山形県及び
長野県などの主産地の生産量は全国の約 9 割に達す
る（図 1360-1）。

図 1360-1　国内の主要リンゴ生産量（2011 年）
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　プロシアニジン類はリンゴの主要な機能性成分で
あり、様々な生活習慣病予防や免疫調節作用を持つ
ことから注目される食品成分である。他のポリフェ
ノールと比較すると複雑な構造をしており、適当な
分析法もなかったことからリンゴ中のプロシアニジ
ン類含有量は不明のままであった。
　そこで、第 1 章において確立したプロシアニジン
類分析法を用いて、リンゴ主要品種（フジ、ジョナ
ゴールド、王林、紅玉など）の生産地、畑地、年
度、栽培条件によるプロシアニジン含有量の差異を
検討した。

　イ　研究方法
　（ア）　主要品種のプロシアニジン含量測定
　市販のリンゴ主要産地（青森県、岩手県、山形県
及び長野県）の主要品種（ふじ、つがる、ジョナ
ゴールド及び王林）について測定した。各試料は 5
果ずつ測定し、平均±標準偏差として示した。
　（イ）　栽培条件によるプロシアニジン含量の差異
の検討
　「つがる」、「紅玉」、「ジョナゴールド」、「王林」、

「ふじ」について、青森県内の栽培地間で比較する
ため、3 圃場（図 1360-2、黒石市、藤崎町、五戸町）
で無袋栽培されたリンゴを適期収穫し、試料に供し

た。
　（ウ）　リンゴ中のプロシアニジン含有量の測定
　リンゴを 8 等分に切った後、果皮、果芯を除去し
た可食部を液体窒素で急速冷凍し、ディープフリー
ザー（-20℃）で保存した。凍結乾燥機（-80℃）で
3 日間十分に乾燥させた後、ワーリングブレンダー
で粉砕、-20℃で保存した。
　凍結乾燥粉末を正確に 1g 秤量した後、抽出溶媒
アセトン−水−酢酸（70：29.5：0.5）混合液を加
え、室温で 10 分振盪した後、遠心分離（1,500rpm
× 15min）し上清を得た。この操作を 3 回繰り返
し、粗プロシアニジン抽出液を分離し 25mL に定容
した。フィルターろ過（0.45µm…PVDF）後、HPLC
分析に供した。
　プロシアニジン類の測定は、HPLC 蛍光検出法に
より行った。すなわち、カラムは、Inertsil…WP300…
Diol（ 内 径 4.6mm × 長 さ 250mm、 粒 子 径 5µm）

（GL…Science 社）を用いた。抽出した試料は 5µL
注入し、溶離液Ａ（アセトニトリル：酢酸＝ 98：
2）とＢ（メタノール：水：酢酸＝ 95：3：2）のグ
ラージェント条件（表 1360-1）とし、流速 1mL/
min で分離した。検出は励起波長 230nm、蛍光波
長…321nm で検出した。

図 1360-2　青森県内 3 ほ場（黒石市、藤崎町、五戸町）の所在地

表 1360-1　HPLC 分析によるグラジエント条件

─ 138 ─



　ウ　研究結果及び考察
　（ア）　主要品種のプロシアニジン含量
　2011 年、2012 年産の市販のリンゴの主要品種に
ついて、プロシアニジン含量を測定した（図 1360-
3）。2011 年の「ふじ」、「つがる」、「ジョナゴール
ド 」、「 王 林 」 は 40.1、27.7、38.3、38.3、mg/100g…
FW であった。また、2012 年は「ふじ」、「つがる」、

「ジョナゴールド」、「王林」は 42.3、31.3、40.7、
40.7…mg/100g…FW であった。2 年間のデータの比
較ではあるが、各品種のプロシアニジン量は年度間
で大きな差は観られなかったものの、品種間では、

「つがる」が他の 3 品種よりもプロシアニジン量が
少ない傾向であった。
　（イ）　リンゴ栽培条件によるプロシアニジン量へ
の影響
　青森県産業技術センターりんご研究所が管理する

圃場（黒石市、藤崎町、五戸町）で栽培された主要
品種のリンゴについて、プロシアニジン含量を測定
した。このうち、黒石市と藤崎町は比較的圃場が近
く、温度や日照条件もほぼ同じであるが、五戸町は
太平洋側の気候の影響を受け、黒石市や藤崎町の津
軽地域と異なる気象条件（リンゴの生育期となる
5 月から 10 月にかけての平均気温は、五戸町では
1 ～ 2℃ほど低く推移し、併せて日照時間も短い。）
となっている。
　2012 年と 2013 年産リンゴを対象として分析した
結果、地域別の傾向は確認できなかった（図 1360-
4）。2013 年は春先の低温により記録的な開花の遅れ

（10 日以上の遅れも発生）があったものの、その後
の天候回復によって遅れを取り戻し、収穫日もほぼ
平年並みとなるなど、特異的な年であったが、気象
条件による影響はみられなかった。

図 1360-3　主要品種（ふじ、王林、つがる、ジョナゴールド）中のプロシアニジン量

図 1360-4 　青森県内３圃場で栽培された主要品種（つがる、紅玉、ジョナゴールド、王林、
ふじ）中のプロシアニジン量
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　モモでは、成熟期における低温や土壌の乾燥など
外的ストレス要因によって、ポリフェノール量が増
加することが明らかになっている1）。リンゴについ
ても生育条件によってプロシアニジン含量に影響す
る可能性があると思われた。この点を解明すること
によって、プロシアニジンの安定的生成や、含有量
を高めた栽培の確立も期待できると思われた。
　第 3 章　5「リンゴ育種素材や未利用遺伝資源か
らのプロシアニジン類高含有系統の選抜」の結果か
ら、小玉品種においてプロシアニジン含有量が高く
なることを確認していることから、小玉化を促すた
めに摘果量を調整することも考えられた。しかしな
がら、単に摘果をしないと次年度の花が着かなくな
ることから、樹勢とのバランスも考える必要がある
と思われた。

　エ　今後の課題
　（ア）　主要品種のプロシアニジン含量
　農産物の機能性表示規制緩和が 2015 年 3 月末ま
でに実施される予定であり、分析法の確立、国産農
産物の機能性成分に関するデータベースを構築する
ことの重要性が増している。本研究では、主要品種
を対象として、2 年間のデータを蓄積した。今後さ
らにデータの蓄積を行い、機能性成分表示に向けた
取り組みが必要になると思われた。
　（イ）　リンゴ栽培条件によるプロシアニジン類の
含有量の差異
　主要品種を対象として、気象条件の異なる地域間
のプロシアニジン含有量を比較したが、差異は確認
できなかった。今後、詳細な解析を行うためには、
気温、降水量、個体や葉の受光量などリンゴの生育
に関わる因子に加え、樹勢と摘果比率（着果量）と
の関わり、その他ストレスとなりうる要因について
データ収集を行う必要がある。

　オ　要　約
　（ア）　主要リンゴ品種のプロシアニジン含有量
　「つがる」が他の品種より含有量が少ない傾向を
示したものの、各産地で品種間の大きな差は見られ
なかった。
　（イ）　青森県内におけるプロシアニジン含有量の
地域間差
　青森県内における、2012 年と 2013 年の主要品種

のリンゴを対象として分析した結果からは、地域別
の傾向を見出すことはできなかった。　

　カ　引用文献
… 1）久保田尚浩・川尾尚史・島村和夫（1990）モモ

果実のポリフェノール含量に及ぼす土壌の乾燥並
びに気温の影響．生物環境調節 28（4）：141-146.

　研究担当者（高橋　匡、庄司俊彦＊）

７　リンゴ、茶の生体調節作用を活用した栄養
指導マニュアルの作成

　ア　研究目的
　「タンニン類に着目したリンゴ・茶の生体調節作
用の医学的検証と高含有品種育成など活用に関する
研究開発」で実証されたリンゴ・茶のタンニン類の
機能性を活かした食事メニューを開発し、それぞれ
の疾病や体質に応じた栄養指導マニュアルを作成す
る。

　イ　研究方法
　掛川市保健予防課所属の管理栄養士、栄養士、
事務職により編成されたチームが中心となり、メ
ニュー開発を進めた。個々のメニューについて、
試作、検討を重ねたうえで、研究者や外部アドバ
イザー、課内保健師など多くのメンバーにより試
食し、項目評価を行った。また、でき上がったメ
ニューについては、野菜茶業研究所、果樹研究所へ
成分分析を依頼し、調理別の効果効能について考察
を行い、次回のメニュー検討へフィードバックし
た。

　ウ　研究結果及び考察
　（ア）　茶に含まれる抗アレルギー作用を活かした
メニューの開発
　茶に含まれるタンニン類やべにふうき茶に含まれ
るメチル化カテキンの抗アレルギー作用を活かした
メニュー開発を行った。（図 1370-1）。材料となる茶
葉の渋み、苦みを考慮し、一人分 2g 程度の茶葉を
加熱調理もしくは抽出液として使用した。調理サン
プルを成分検査の結果、タンニン高含茶葉を使用し
たメニューでは、調理法により程度の差はあるが、
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全てのメニューでテオガリンが検出された。一方、
ストリクチニンについては一部のメニューのみ検出
された。
　（イ）　茶に含まれる EGC の免疫調節作用を活か
したメニュー開発
　茶に含まれる EGC の免疫調節作用、感染症予防
効果を活かしたメニューの開発を行った（図 1370-
2）食材として、EGC の濃度が高い水出し茶（抽出

液）を使用した。調理後の成分分析では、ほとん
どのメニューで期待される EGC 含有量と EGC/
EGCG 比率が確保されていた。
　（ウ）　茶に含まれるカテキン類の生活習慣病予防
効果を活かしたメニュー開発
　茶に含まれるカテキン類の生活習慣病予防効果を
活かしたメニュー開発を行った。（図 1370-3）。概ね
一人分のメニューに 2g の茶葉を、加熱調理もしく

図 1370-2　メニューの一例

図 1370-1　メニューの一例
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は抽出液として使用した。調理サンプルを成分分析
した結果、調理法により程度の差はあるが、カテキ
ンが残存していることがわかった。
　（エ）　リンゴに含まれるプロシアニジンの生活習
慣病予防効果を活かしたメニューの開発
　リンゴに含まれるプロシアニジンの生活習慣病予
防効果を活かしたメニュー開発を行った。（図 1370-
4）。調理サンプルを成分分析した結果、調理法によ

り、程度の差はあるが、加熱してもプロシアニジン
は残っていることがわかった。

　エ　今後の課題
　（ア）　リンゴ・茶などの生体調節作用を活かした
食事メニューの市民への普及
　今回の取組を出発点として、引き続き市民、事業
者等への普及活動を推進していくなかで市民の健康

図 1370-4　メニューの一例

図 1370-3　メニューの一例
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増進と農産物の需要創造、地域振興につなげていき
たい。

　オ　要　約
　リンゴ・茶の健康機能を活かしたメニューを 100
点程度検討した。その内 60 点を精査し、生活習慣
予防や花粉症対策などの用途別に分類した「茶＆リ

ンゴの健康レシピ集」（図 1370-5）を作成した。医
学関係者や学会との調整が必要な部分があり、栄養
指導マニュアルまで踏み込むところまで至ってない
が、今後、機能性農産物を市民の健康増進へつなげ
ていく取組の端緒となり得たものと考えている。

　研究担当者（山田光宏＊、伊村義孝）

図 1370-5　「お茶＆リンゴの健康レシピ集」
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１　海産食物繊維の定量法の確立
（１）　褐藻フコイダンの定量方法の確立
　ア　研究目的
　海藻由来の機能性食物繊維として、コンブやワカ
メ、モズクなどの褐藻に含まれるフコイダンやアル
ギン酸などの難分解性多糖が知られている 1-4）。こ
れらの多糖の海藻中の含有量や分子種は、海藻の種
類や採取時期、藻体部位、海藻の加工程度や食品形
態の違いによって異なると考えられる。したがっ
て、海藻中の食物繊維の含量や機能性を評価するに
は、種々形態の試料を用いた定量、及び、定性分析
結果の比較検討が必要である。そこで本実行課題で
は、褐藻のフコイダンに着目し、その定量方法を確
立すると共に、乾燥粉末試料や各種の褐藻食品中の
フコイダンの含量や分子種の違いを明らかにするこ
ととした。

　イ　研究方法
　（ア）　フコイダンの抽出、及び、精製方法
　フコイダンは、以下に示す方法で抽出、及び、精
製した。すなわち、褐藻の乾燥粉末 25…g に 500…ml
の 20…mM…酢酸ナトリウム緩衝液（pH…4.6）を加え、
4℃で 12 時間穏やかに撹拌しながら抽出した。この
抽出液は 10,000…xg で 20 分間遠心分離し、その上
清を集めた。この操作をもう 1 回繰り返し、2 回分
の遠心上清を合一した。この上清を 37℃のロータ
リーエバポレータ―で 1/4 容量になるよう濃縮した
後、99％エタノールを 2 倍容量加えることにより多
糖成分を沈殿させ、これを真空乾燥させたものを粗
フコイダンとした。この粗フコイダンにはアルギ
ン酸が混入しているので、上記緩衝液で 20…mg/ml
になるように溶解した後、TOYOPEARL…DEAE-
650M カラムクロマトグラフィーに供することによ
り精製した。すなわち、このカラムに粗フコイダン
を供し、吸着したアルギン酸とフコイダンを、0 ～
1.2…M…NaCl のステップワイズ、あるいは、直線濃
度勾配で溶出することにより分画精製した。溶出液
中の全糖質量は、フコースを標準としたフェノール
硫酸法により定量し、全ウロン酸量はアルギン酸を

標準としたカルバゾール硫酸法により定量した。な
お、フコイダン重量は、フコース 1 残基当たり平均
1 残基の硫酸が結合していることから、吸光度法で
求めたフコース重量を1.5倍することにより求めた。
　（イ）　食品中のフコイダンの簡便定量法
　種々の食品中のフコイダン量の定量には、以下に
示す簡便定量法を用いた。すなわち、食品試料 20…
g（乾物や佃煮、酢の物などのそのままの形態での
重量）に、10…mM…HCl を 200…ml 加え 90℃で 1 時
間抽出した。遠心分離で上清を回収し、沈殿からは
もう一度フコイダンを抽出した。2 回分の上清を集
め、蒸留水に透析して低分子成分を除去した。透析
後、この試料に含まれる全糖量とウロン酸量をフェ
ノール硫酸法とカルバゾール硫酸法で定量し、全糖
量とウロン酸量（アルギン酸量）の差をフコイダン
量として算出した。なお、この方法は、乾燥コンブ
やモズクなどの加工度の低い食品試料では、陰イ
オン交換クロマトグラフィーで分画分析した結果

（2011 年度研究で確立した方法による結果）とよく
一致したが、デキストリンなどが高濃度で添加され
ている食品（佃煮など）では、フコイダン定量値が
その影響を受けた。そこで、このような場合は試
料の一部を 4…M のトリフルオロ酢酸で加水分解し、
生じたグルコースを定量することにより混入デキス
トリン量を定量し、これを全糖量から差し引いた値
をフコイダン量とした。
　（ウ）　フコイダンのポリアクリルアミドゲル電気
泳動による分析
　フコイダンの純度、及び、凝集度合は Native- ポ
リアクリルアミドゲル電気泳動（Native-PAGE）に
より分析した。すなわち、0.5 ～ 2.0…mg/ml に調製
したフコイダン水溶液を、20％グリセロールを含
む 50…mM…Tris-HCl…（pH…8.6）緩衝液と 1：1（v：v）
で混合した後、ポリアクリルアミド・スラブゲル

（ミニプロティアン TGX プレキャストゲル…10％、
BioRad）に 1 ウェル当たり 1 ～ 2…μg 供した。ゲル
1 枚当たり 15…mA の定電流で電気泳動した後、ゲ
ルを Stains…All ゲル染色キット（コスモバイオ）で
染色した。なお、Stains…All で染色した試料の色調

第２編 　メタボローム解析による機能性食物繊維の作用機序解明とそ
の臨床応用に向けた食品開発
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は試料の酸性度の違いによって異なることが知られ
ているが、フコイダンは赤紫色に、アルギン酸は青
色に染色された。
　（エ）　フコイダンの単糖組成の分析
　フコイダン乾燥粉末 10…mg に 4…M のトリフルオ
ロ酢酸を 1…ml 加え、100℃のオイルバス中で種々の
時間加水分解した。加水分解物の単糖組成は TLC-
60 プレートを用いた薄層クロマトグラフィー、あ
るいは、ABEE…Labeling…Kit（J- オイルミルズ）と
Honenpack…C18 を用いた高速液体クロマトグラ
フィーにより分析した。
　（オ）　フコイダンの硫酸化率の分析
　フコイダンの硫酸化率は、ロジゾン酸法により
硫酸を定量することにより算出した。すなわち、1…
mg/ml のフコイダン水溶液 0.1ml に 0.1…N…NaOH を
0.02…ml 加えた後乾燥させ、これをバーナーで灰化
した。これを蒸留水 1…ml に溶解し、ここに含まれ
る硫酸を塩化バリウムとロジゾン酸を用いた吸光度
法で定量した。
　（カ）　フコイダンの粘度測定
　1…mg/ml のフコイダンを容積 3…ml のオストワル
ド型粘度計に入れ、25℃において相対粘度を測定し
た。

　ウ　研究結果
　（ア）　フコイダンの定量及び精製結果
　本研究で採用した抽出条件、すなわち、酸性
pH、かつ、低温での抽出により、アルギン酸の混
入量の少ないフコイダン（純度 70％程度）を調製
できた。この条件でマコンブ・フコイダンを複数
回抽出した結果、マコンブの乾燥粉末 25…g から得
られる粗フコイダンの乾燥重量は平均 1…g（乾燥
粉末の約 4％（w/w））となった。このフコイダン
を TOYOPEARL…DEAE-650M カラムクロマトグ
ラフィーに供した結果、パス画分、0.5…M…NaCl 溶
出画分、1.0…M…NaCl 溶出画分の 3 画分に分画され
た（図 2011-1）。これらのうち、0.5…M…NaCl で溶出
する画分は、ほとんどがウロン酸であることから
アルギン酸と同定された。一方、パス画分と 1.0…M…
NaCl で溶出する画分は、単糖組成、及び、Native-
PAGE 結果からいずれもフコイダンと同定された。
また、粘度測定により、パス画分のフコイダンは高
粘性を示す凝集体であり、1.0…M…NaCl で溶出する
フコイダンは解集合体であると推定された。なお、
フコイダン凝集体は 100℃で加熱すると容易に解集
合して DEAE 担体に結合し、1.0…M…NaCl で溶出す
るようになった。これらの結果は、フコイダン凝集

図 2011-1　マコンブ・フコイダンの抽出と精製
　褐藻からのフコイダンの抽出、精製、及び、定量方法は、左記のプロトコルによった。また、フコイダンの純
度や分子量は、Native-PAGE と Stains…All 染色により分析した。
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体では硫酸基の荷電が何らかの理由（例えば、高次
構造形成や塩形成）で失われ陰イオン交換体に吸着
できなくなっているが、加熱により解集合すると硫
酸基の荷電が有効となって陰イオン交換体に吸着で
きるようになると考えられた。なお、フコイダンの
硫酸化率をロジゾン酸法により定量した結果、パス
画分と 1.0…M 溶出画分のいずれも、フコース 1 残基
当たり約 1 残基の硫酸基が結合していると推定され
た。一方、このクロマトグラムより、粗フコイダ
ンに含まれるフコイダンとアルギン酸の重量比は
約 3：7 と算出された。従って、粗フコイダンの純
度は約 70％であり、この結果よりマコンブ乾燥粉
末中には約 2.8％のフコイダンが含まれると推定さ
れた（硫酸基の重量を加味すると 2.8…×…1.5…=4.2％
である）。この方法により、ガゴメコンブ、イシモ
ズク、及び、メカブ（ワカメの胞子葉）のフコイダ
ン量を見積もった結果、イシモズクで 4.8 ～ 6.5％、
メカブで 4.5 ～ 10％、ガゴメコンブで 6.5 ～ 8.5％、
マコンブで 2.8 ～ 5％と推定された。また、マコン
ブのフコイダン量を採取時期ごとに測定した結果、

早期採取品（4 ～ 5 月採取の棹前昆布）のフコイダ
ン含量は乾燥重量の 0.7 ～ 1.1％程度であるが、成
長したコンブ（7 ～ 8 月採取の厚葉昆布）では 2.5
～ 5.0％となり、マコンブ・フコイダンは成長に
伴って増加する傾向があることが分かった。また、
ワカメのフコイダン含量を葉部、芯部、胞子葉で比
較すると、胞子葉で乾燥重量当たり約 10％と最も
多く、葉部で 2％程度、茎部で 1％程度となり、ワ
カメでは藻体部位によってフコイダン含量が大きく
異なり、特に胞子葉に多いことが明らかになった。
　（イ）　各種褐藻食品中のフコイダンの定量結果
　マコンブ、ガゴメコンブ、モズクなどを原料と
した市販 30 品目の褐藻食品に含まれるフコイダン
量を簡便法により定量した（図 2011-2）。それによ
れば、フコイダン量が最も多いのはガゴメコンブ
乾物類の 1.3 ～ 1.7…g（6.5 ～ 8.5％…（w/w））、次い
でマコンブ乾物類の 0.6 ～ 1.0…g（3 ～ 5％）、及び、
コンブ佃煮類の 0.2 ～ 0.3g（1 ～ 1.5％）であった。
また、モズク類（酢の物）ではオキナワモズクで
0.3 ～ 0.4…g（1.5 ～ 2％）、北海道イシモズクで 0.5…

図 2011-2　市販褐藻食品中のフコイダン量
　本研究で確立したフコイダンの定量法（簡便法、及び、クロマト法）により、市販の海藻食品に含まれるフコ
イダンの量を定量した。
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g（2.5％）程度であった。ワカメ類の場合、乾物で
0.4…g（2％）、メカブ（酢の物）で 0.1…g（0.5％）程
度であった。なお、佃煮類でデキストリンの添加量
が顕著に多い食品（二色コンブ）があった。それに
ついては補正前後の数値を棒グラフ上で示した。ま
た、本分析で得た数値は食品そのままの形態 20…g
当たりで得たものなので（乾燥や脱水処理などをし
ていない）、もとの褐藻中のフコイダン含量を表す
ものではない。ちなみに、一般にフコイダン量が多
いとされているモズクやメカブのフコイダン量は、
本分析の結果ではマコンブよりも少ないという結果
になっているが、それは酢の物（希釈懸濁物）とし
ての重量を測定したためであり、乾物当たりで定量
すると約 10％（w/w）となる。この値はガゴメコ
ンブ乾物と同等かそれ以上となる。なお、ヒジキ煮
のフコイダン含量は 0.08…g（0.4％）、茎ワカメ漬で
は 0.014…g（0.07％）となり、市販食品中では最も低
いレベルにあった。
　（ウ）　褐藻食品 1 食分で摂取できるフコイダン量
の推定
　褐藻食品中に含まれるフコイダンの定量結果に基

づき、褐藻食品 1 食分で摂取できるフコイダン量を
推定した（図 2011-3）。なお、食品 1 食分の量は当
研究室の大学院学生 5 名への聞き取り調査による平
均値である。それによると、モズク酢の物で 0.2 ～
0.5…g、コンブ乾燥品や佃煮で 0.1 ～ 0.2…g、ワカメ
類（味噌汁の具とした場合）で 0.05…g 程度と考え
られた。なお、食品の嗜好には個人差があるので、
摂取量を一般化して扱うことはできないが、一般的
傾向として、加工度合の小さい食品（乾物や酢の
物）を多く食することが、多くのフコイダンの摂取
につながると言える。
　（エ）　褐藻の種類によるフコイダン分子種の差異
　褐藻の種類の違いにより、フコイダン分子種がど
のように異なるかを構成単糖の薄層クロマトグラ
フィーと高速液体クロマトグラフィーにより推定し
た（図 2011-4、表 2011-1）。それによれば、コンブ
類フコイダンの構成単糖は主にフコースで微量のガ
ラクトースが検出されることから、主成分は F-フ
コイダンで、微量の G-フコイダンを含むと考えら
れた。一方、北海道モズク（イシモズク）のフコイ
ダンは、ほぼフコースから成ることから F- フコイ

図 2011-3　1 食分の褐藻食品で摂取できるフコイダン量の推定
　市販の海藻食品の 1 食分程度に含まれるフコイダンの量を推定した。
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ダンと考えられた。また、オキナワモズクのフコイ
ダンには約 40％のグルクロン酸が検出され、陰イ
オン交換クロマトグラフィーで単一のピークとして
溶出したことから、オキナワモズクのフコイダン
は、単一分子種の中でフコースとグルクロン酸が結
合している、すなわち、U-フコイダンである可能
性が高いと考えられた。一方、ワカメのフコイダン

は栄養葉（葉体）と胞子葉（メカブ）とで違いが見
られた。すなわち、栄養葉のフコイダンはコンブ類
と類似の単糖組成を示し、主成分は F- フコイダン
で微量の G-フコイダンを含むと考えられた。一方、
胞子葉のフコイダンには約 40％のガラクトースと
約 20％のグルクロン酸が検出された。また、この
フコイダンを陰イオン交換クロマトグラフィーに供

図 2011-4　褐藻の種類によるフコイダン分子種の違い
　マコンブ、ワカメ、モズクなどの食品に含まれるフコイダンを TOYOPEARL…DEAE-650M カラムクロマトグ
ラフィーで精製し、4…M トリフルオロ酢酸で分解し単糖組成を薄層クロマトグラフィーと高速液体クロマトグラ
フィーにより分析した（分析結果は一部を示した）。単糖組成によれば、コンブ類のフコイダンは F-フコイダンが
主成分であり、オキナワモズクでは U-フコイダン、ワカメの胞子葉（メカブ）では F-フコイダン、U-フコイダン、
及び、G-フコイダンが混在していると考えられた。

表 2011-1　フコイダン分子種の違いのまとめ

褐藻食品に含まれるフコイダンの分子種を、単糖組成の分析結果に基づき推定した。
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すると、ほぼフコースから成る F- フコイダン画分
とガラクトースとグルクロン酸を含むフコイダン画
分（U-、あるいは、G-フコイダン）に分画された。
このことから、ワカメ胞子葉のフコイダンは栄養葉
のフコイダンとは異なり、複数の分子種から構成さ
れると考えられた。

　エ　考　察
　（ア）　フコイダンの抽出・精製方法
　本研究では、フコイダンの抽出方法と陰イオン交
換カラムクロマトグラフィーによる精製方法を確立
した。抽出を酸性 pH の緩衝液（20…mM 酢酸ナト
リウム（pH…4.6））を用いて低温（4℃）で行うこと
により、アルギン酸の混入を抑制でき、比較的高
純度（約 70％）の粗フコイダンを得ることができ
た。また、抽出した粗フコイダンを TOYOPEARL…
DEAE-650M カラムクロマトグラフィーに供するこ
とにより、溶出順に凝集体フコイダン（高粘性フコ
イダン）、アルギン酸、解集合フコイダン（低粘性
フコイダン）に分画できた。この抽出、及び、精製
方法は再現性が良く、正確なフコイダンの定量に適
すると考えられる。一方、多数の試料のフコイダン
定量には簡便法が有用であった。この方法は、乾燥
コンブや酢の物のような加工程度の小さい試料では
カラムクロマトグラフィーでの分析結果とよく一致
した。一方、佃煮などの中でデキストリンの添加量
の多い品目では、デキストリン量も同時に定量し、
フコイダン量を補正する必要があった。この点に注
意すれば、褐藻、及び、褐藻加工品中のフコイダン
量は再現性よく簡便に定量できることが明らかに
なった。
　（イ）　食品からのフコイダン摂取量
　市販 30 品目の褐藻食品に含まれるフコイダン量
を定量し、どのような食品を食すればより多くのフ
コイダンが摂取できるかを推定した。それによれ
ば、モズク酢、メカブ酢のような酢の物、ガゴメコ
ンブやマコンブであれば乾燥物や昆布巻のような 1
食当たりの摂取量の多い物が良いと考えられた。ま
た、加工程度の低い（生海藻に近い）食品を食する
ことがより望ましいと考えられた。
　（ウ）　褐藻の種類の違いによるフコイダン分子種
の差異
　マコンブ、ガゴメコンブ、イシモズク、オキナワ

モズク、メカブ（ワカメ胞子葉）からイオン交換ク
ロマトグラフィーによりフコイダンを精製し、その
単糖組成を分析した。その結果、フコイダン分子種
は褐藻の種類によって異なることが強く示唆され
た。すなわち、マコンブ、ガゴメコンブ、及び、イ
シモズクのフコイダンはほぼフコースから成る F-
フコイダンと同定されたが、オキナワモズクのフコ
イダンはグルクロン酸に富む U-フコイダン、メカ
ブのフコイダンはガラクトースに富む G-フコイダ
ンであると推定された。このような分子種の違い
は、フコイダンの機能の違いにも反映されると推定
される。

　オ　今後の課題
　（ア）　異なるフコイダン分子種の機能性の違いに
ついて
　本研究において、褐藻の種類や藻体部位によって
フコイダンの分子種や含量が異なることが明らかに
なったが、それらの差異がどのような食品機能性の
違いとして表れるのかを明らかにする必要がある。
すなわち、ほぼフコースから成る F- フコイダンに
ついては、既に凝固血の溶解解促進作用などがある
ことが分かっているが、その作用がオキナワモズク
の主成分である U- フコイダンやメカブの G- フコイ
ダンでも見られるのかどうかを検討すべきであろ
う。
　（イ）　フコイダンの凝集構造について
　褐藻から抽出したばかりのフコイダンは、基本的
に凝集体であり高粘性を示す。この凝集フコイダン
は陰イオン交換体に吸着しないことから、硫酸基の
荷電が無効となるような何らかの高次構造（硫酸基
が凝集体内部へ埋没した構造、あるいは、塩橋構造
など）をとっていると考えられた。なお、凝集体フ
コイダンは加熱によって不可逆的に低粘性の解集合
体となるが、この解集合フコイダンは陰イオン交換
体に結合した。このことから、凝集フコイダンの硫
酸基は加熱により表面に露出したと考えられる。こ
のようなフコイダンの構造変化の実体については本
研究では明らかにできなかった。また、フコイダン
の凝集構造と生理作用あるいは食物繊維としての機
能との関係も不明のままである。今後、これらのフ
コイダンの凝集体構造と食物繊維機能との関連につ
いても研究するべきであろう。
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　カ　要　約
　（ア）　フコイダンの抽出・精製方法、及び、定量
方法を確立した。また、多数の試料の分析のために
簡便定量法が有用であることを示した。
　（イ）　種々の褐藻に含まれるフコイダンを定量し
た。それらは、乾燥重量当たりマコンブで 3 ～ 5％、
ガゴメコンブで 6.5 ～ 8.5％、ワカメで 2％（葉部）
～ 10％（メカブ）、モズク類で 7 ～ 9％であること
を明らかにした。
　（ウ）　フコイダンの分子種は褐藻の種類によって
異なり、コンブ類とイシモズクでは F- フコイダン、
メカブでは G-フコイダン、オキナワモズクでは U-
フコイダンを主成分としていると推定した。
　（エ）　30 品目の褐藻食品についてフコイダン含
量を調べた結果、ガゴメコンブやマコンブの乾物、
モズクの酢の物などに多いことを明らかにした。ま
た、加工程度の小さい食品を食すことによりフコイ
ダンの摂取量を増やせることを示した。

　キ　引用文献
… 1）…Sakai…T.,…Kawai…T.,…Kato… I.…（2004）…Isolation…

and… characterization… of… a… fucoidan-degrading…
marine…bacterial…strain…and…its…fucoidanase.…Mar.…
Biotechnol.…6:…335-346.

… 2）…Descamps…V.,…Colin…S.,… Lahaye…M.,… Jam…M.,…
Richard…C.,… Potin…P.,…Barbeyron…T.,…Yvin… J.C.,…
Kloareg…B.…（2006）… Isolation… and… culture… of… a…
marine…bacterium…degrading…the…sulfated…fucans…
from…marine…brown…algae.…Mar.…Biotechnol.… 8:…
27-39.

… 3）…Mizuno…M.,…Nishitani…Y.,…Tanoue…T.,…Matoba…
Y.,…Ojima…T.,…Hashimoto…T.,…Kanazawa…K.…（2009）…
Quantification… and… localization… of… fucoidan… in…
Laminaria…japonica…using…a…novel…antibody.…Biosci.…
Biotechnol.…Biochem.…73:…335-338.

… 4）…Ren…R.,…Azuma…Y.,…Hashimoto…T.,…Nishitani…
Y.,…Mizuno…M.,…Ojima…T.,…Yoshida…M.,…Azuma…
T.…Kanazawa…K.…（2013）…Modulation…of…platelet…
aggregation-related… eicosacoid… production… by…
dietary…F-fucoidan… from…brown…alga…Laminaria…
japonica…in…humans.…Br.…J.…Nutr.…110:…880-890.

　研究担当者（尾島孝男＊、金沢和樹）

２　海藻由来機能性多糖の調製および各種分析 
（１）　フコイダンの糖鎖構造の解析
　ア　研究目的
　フコイダンは、各種の生理作用を示す褐藻由来の
食物繊維性多糖として知られている。フコイダン
は、フコースの重合体（フカン）に硫酸基がエステ
ル結合した多糖であるが、その生理作用の原因とな
るフコイダンの糖鎖構造や作用機構には未だ不明な
点が多い。本研究では、NMR 分析と質量分析によ
り、マコンブのフコイダン（F-フコイダン）の基本
的な糖鎖構造を明らかにすることとした。

　イ　研究方法
　（ア）　マコンブ・フコイダンの精製と NMR 分析
　マコンブ・フコイダンは、乾燥粉末 25…g より
500…ml の 20…mM… 酢酸ナトリウム（pH…4.6）で抽
出 し、TOYOPEARL…DEAE-650M カ ラ ム ク ロ マ
トグラフィーにより精製した。精製したフコイダ
ンは以下のとおり NMR 分析に供した。すなわち、
凍結乾燥したフコイダン 20…mg を 0.7…ml の D2O
に溶解させ、これを Unity…INOVA…500（Agilent…
Technologies） を 使 用 し た 1H…NMR,…HH-COSY…

（HH-Correlation…Spectroscopy）、HSQC（Hetero-
Nuclear…Single…Quantum…Coherence）測定に供し
た。得られた NMR データは ACD/NMR…Processor

（http://www.acdlabs.com）にて解析した。なお、
NMR の測定条件は以下のとおりとした。

1H…NMR：積算回数…32
HH-COSY：観測幅（観測中心）1H…10…ppm…（5…
ppm）、積算回数…8
HSQC： 観 測 幅（ 観 測 中 心 ）1H…10…ppm…（5…
ppm）、13C…180…ppm…（90…ppm）、積算回数…64

　（イ）　マコンブ・フコイダンの質量分析
　フコイダンの基本構造を質量分析により推定す
るために、フコイダンを 10…mM のトリフルオロ酢
酸により限定分解した。得られたフコイダン分解
物はマトリクス（2,5-ジヒドロキシ安息香酸）と混
合した後、MALDI-TOF…MS/MS 質量分析器（ABI…
Proteomics…Analyzer…4700）に供した。硫酸基の結
合位置、及び、グリコシド結合の位置は、MS/MS
モードにおいて単糖、及び、オリゴ糖から生成する
フラグメントイオンの分子量から推定した。フコイ
ダンの糖鎖構造は、NMR と質量分析の結果を総合
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することにより推定した。

　ウ　研究結果
　（ア）　マコンブ・フコイダンの NMR 分析結果
　　ａ　1H-NMR 分析
　図 2021-1 に示すように、マコンブ・フコイダン
の 1H-NMR では、フコースのメチル基（C6 位）の

シグナル、及び、糖リングプロトンの多くのシグナ
ルが認められた。また、5.4…ppm には α-アノマー由
来プロトンのシグナルが認められた。これらの結果
は、本フコイダンが、フコースの α-結合した骨格
構造をもつことを示している。
　　ｂ　HH-COSY 分析
　図 2021-2 に示すように、マコンブ・フコイダン

図 2021-1　マコンブ・フコイダンの 1H-NMR スペクトル
　フコースのメチル基プロトンのシグナル、及び、糖リングのプロトンのシグナルが認められた。また、5.4…ppm
に α-アノマー由来プロトンのシグナルが認められた。これらの結果は、このフコイダンが、フコースが α-結合し
た構造をもつことを示している。

図 2021-2　マコンブ・フコイダンの HH-COSY スペクトル
　左の図はスペクトルの全体像、右の図は糖リングプロトン部分のシグナルを拡大し、相関解析を行った結果を
示している。H1/H2 の相関には 2 通りあり、高磁場側（赤字）は C2 位の水酸基が遊離であること、低磁場側（黒
字）は水酸基が硫酸エステル化していることを示している。
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の HH-COSY では、メチル基（C6 位）のプロトン
と糖リングの C5 位のプロトン（H-5）との相関シ
グナルが認められた。また、糖リング部分の H-1 と
H-2 には、2 種類の相関が認められた。すなわち、
赤色で示した高磁場側と黒色で示した低磁場側に相
関シグナルが認められた。高磁場側の相関は、C2
位の水酸基が遊離であることを示しており、低磁場
側の相関は C2 位の水酸基に硫酸基などの電子吸引
性基が結合していることを示している。これらの
結果から、F-フコイダン中のフコースには 2 種類あ
り、一方は 2 位水酸基が遊離、もう一方は 2 位水酸
基に硫酸エステルが結合していると推定された。
　　ｃ　…HSQC 分析
　図 2021-3 に示すように、マコンブ・フコイダン
の HSQC では、CH と CH3 に由来するシグナルは
認められるが、CH2 由来のシグナルは見られなかっ
た。このことから、ガラクトースやマンノースなど
のように C6 位がヒドロキシメチル基となっている
糖（ヘキソース）は含まれないことが明らかとなっ
た。また、HH-COSY によればフコースの C2 位、
あるいは、C4 位の水酸基が硫酸化していると推定

されたが、HSQC スペクトルでもそれを示すシグナ
ルが認められ、COSY での推定を支持した。
　（イ）　マコンブ・フコイダンの質量分析
　マコンブ・フコイダンを 0.2…M トリフルオロ酢
酸で加水分解し、得られた断片を質量分析（MS/
MS 分析）に供した結果、各種の硫酸化フコオリゴ
糖のピーク（2 糖～ 5 糖）に加えて遊離の硫酸の
ピークが検出された（図 2021-4）。フコオリゴ糖に
はフコース 1 残基当たり 1 残基の硫酸基をもつもの
と、硫酸基がフコースより 1 残基少ないものがあっ
た。遊離の硫酸が検出されることを考慮すると、ト
リフルオロ酢酸による加水分解により一部の硫酸基
が遊離したと考えられた。そこで、これらのフコオ
リゴ糖について MS/MS 分析により糖鎖構造を推定
した。ここでは、一例としてピークが比較的顕著で
あった (Fuc)3(Sulph)2（2 硫酸化フコトリオース）
の MS/MS 分析の結果を示す（図 2021-5）。フラグ
メントイオンの質量によれば、図 2021-5 中に示す
とおりフコースは 1 → 3 結合していると考えられ
た。また、硫酸基は主に C2 位に結合していると推
定された。この MS/MS 分析の結果と NMR 分析の

図 2021-3　マコンブ・フコイダンの HSQC スペクトル
　スポットは全て CH と CH3 に由来するシグナルである。COSY による C4 位、
あるいは、C2 位の OH 基が硫酸化されている、という解析結果と一致する。
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図 2021-4　マコンブ・フコイダン断片の MALDI-TOF 質量スペクトル
　マコンブ・フコイダンを 10…mM…TFA で加水分解して得た断片を質量分析（MS/MS 分析）に供し、検出され
たピークの質量からフコース残基と硫酸基の数を推定した。

図 2021-5　マコンブ・フコイダン由来 2 硫酸化 3 糖の MS/MS 分析
　マコンブ・フコイダンを 10…mM…TFA で加水分解して得た断片を質量分析（MS/MS 分析）に供し、2 硫酸化 3
糖のピークを MS/MS に供した結果、フコースは 1 → 3 結合していることが強く示唆された。
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結果はよく一致しており、それらによればマコンブ
の F-フコイダンは、C2 位、あるいは、C4 位の水
酸基が硫酸エステル化されたフコースが α-1,3- 結合
により重合した構造をとると考えられた（図 2021-
6）。なお図 2021-6 の右側に示したフコースは、C4
位の水酸基が硫酸化され C3 位にフコシル基が結合
した構造であり、フコイダンの主鎖を成すと考えら
れる。一方、図 2021-6 の左側に示したフコースは、
C2 位の水酸基が硫酸化され C3 位が遊離、あるい
は、フコシル化された構造をとることから、糖鎖末
端、あるいは、分岐に存在すると考えられた。

　エ　考　察
　NMR 分析と質量分析の結果に基づき、マコン
ブ・フコイダン（F-フコイダン）の基本糖鎖構造を
推定できた。この構造は、これまでに数種の褐藻の
フコイダンで推定されたもの 1-3）と基本的に同様で
ある。なお、フコイダン分子中での主鎖の長さや分
岐の頻度などについては今回の解析では明らかにで
きない。それらを明らかにするには、ある程度の長
さ（数十残基レベル）の均一なフコイダン断片を用
いた解析が必要である。それらの断片を調製するに
は酸加水分解では難しかった。すなわち、フコイダ
ンは 10…mM のトリフルオロ酢酸によっても容易に
5 糖以下のオリゴ糖に分解してしまうほど分解され
やすかった。また、硫酸基も遊離しやすく、それが
構造解析を複雑化した。このような状況を改善する

には、より穏やかな分解方法あるいは酵素を用いた
特異的分解方法などの利用が必要と考えられた。

　オ　今後の課題
　フコイダン分子全体の構造を明らかにするには、
各種の物理化学的分析が必要と思われる。また、糖
鎖構造の解析に適した断片化法、酵素分解法などを
開発する必要があると思われる。一方で、褐藻中で
のフコイダンの生合成経路を解析し、F-フコイダン
や機能性フコイダン・オリゴ糖などを培養により生
産することも期待される。

　カ　要　約
　NMR 分析と質量分析により、マコンブ・フコイ
ダン（F-フコイダン）の基本糖鎖構造は、C4 位の
OH 基が硫酸化されたフコースが α-1,3- 結合で重合
した構造を主鎖とし、C2 位の OH 基が硫酸化され
たフコースが α-1,3- 結合した分岐、あるいは、糖鎖
末端をもつと推定された。

　キ　引用文献
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… 2）… Chand í a … N .P . , … Ma t suh i r o … B . …（2008）…
Characterization…of… a… fucoidan… from…Lessonia…
vadosa…（Phaeophyta）…and… its…anticoagulant…and…
elicitor…properties.…Int.…J.…Biol.…Macromol.…42:…235-
240.

… 3）…Chen…S.,…Hu…Y.,…Ye…X.,…Li…G.,…Yu…G.,…Xue…C.,…
Chai…W.…（2012）…Sequence… determination… and…
anticoagulant… and…antithrombotic… activities… of…
a… novel… sulfated… fucan… isolated… from… the… sea…
cucumber… Isostichopus… badionotus.… Biochim.…
Biophys.…Acta.…1820:…989-1000.

　研究担当者（尾島孝男＊、金沢和樹、井上　晶）

図 2021-6　マコンブ・フコイダンの基本糖鎖構造
　NMR と質量分析の結果を考え合わせることにより、
C2 位の水酸基が硫酸化されたフコース（左側）と C4
位の水酸基が硫酸化されたフコース（右側）を含む 2
種類の糖鎖構造が推定された。F-フコイダンの主骨格
は右側の構造をもち、フコース -4- 硫酸が α-1,3- 結合
で重合していると考えられる。一方、F-フコイダンの
糖鎖末端、あるいは、分岐点には左側の構造のフコイ
ダンが存在すると考えられる。
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（２）　フコイダン分解菌の単離
　ア　研究目的
　フコイダンの糖鎖構造の詳細な解析には、各種の
分解断片を調製しそれらを用いた機器分析が必要で
ある。しかしながらフコイダンは酸加水分解を受け
やすく、酸処理により 5 糖以下のオリゴ糖に容易に
分解されてしまう。この問題を解決するには、特異
的なフコイダン分解酵素による限定分解が期待され
るが、現在のところそのような酵素は市販されてお
らず、フコイダンの酵素分解に関する研究報告 1-3）

も少ない。そこで本研究では、フコイダン分解酵素
の調製するために、本酵素を生産するフコイダン資
化性細菌のスクリーニングを行った。それにより、
一つの有望な菌株を得ることができた。

　イ　研究方法
　（ア）　フコイダン資化細菌のスクリーニング
　当該細菌のスクリーニングは、終濃度 0.3％（w/v）
のマコンブ・フコイダンを含む最少液体培地（0.36％…

（w/v）…Na2HPO4、0.075 ％…（w/v）…KH2PO4、0.05 ％…

（w/v）…NH4Cl、0.02％…（w/v）…MgSO4、1/10,000（v/v）
trace…elements 溶 液（0.97 ％…（w/v）…FeCl3,…0.78 ％…

（w/v）…CaCl2,…0.022％…（w/v）…CoCl2・6H2O,…0.016％…
（w/v）…CuSO4・5H2O,…0.012 ％…（w/v）…NiCl3・6H2O,…
0.011％…（w/v）…CrCl3・6H2O,…0.1…N…HCl）、及び、それ
に 1.5％寒天を加えた最少固体培地を用いて行った。
細菌株のフコイダン資化能は、液体培地での菌の増
殖と培地中のフコイダンの消失をモニターすること
により確認した。

　ウ　研究結果
　（ア）　フコイダン分解菌の単離
　北海道函館近郊海岸で採取したアカモク腐敗
物に付着している数千株の菌をスクリーニング
し、図 2022-1 に示すように、マコンブ・フコイ
ダンを唯一炭素源として生育する一つの菌株を得
ることができた。この菌は、いくつかの性状から
Flavobacterium 属の細菌と推定された。なお、こ
の菌はフコイダンだけでなくアルギン酸も資化可能
であり、褐藻分解性の高い菌と考えられた。

図 2022-1　フコイダン分解菌の取得
　函館近郊海岸で採取した腐敗褐藻（アカモク）付着細菌群を、0.3％のマコンブ F-フコイダン
を含む最少培地に接種し、集積培養した。この菌液から、液体培養と平板培養を繰り返すことに
よりフコイダン分解菌を分離した。なお、フコイダン分解能は、培地中のフコイダンの分解を
Native…PAGE で分析することにより評価した。
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　エ　考　察
　フコイダンの特異的分解酵素を得るために、フコ
イダンを唯一炭素源として生育可能な細菌を得るこ
とができた。Native-PAGE によれば培地中のフコ
イダンのバンドが菌の増殖に伴って消失することか
ら、本菌はフコイダン分解酵素を生産しそれにより
フコイダンを分解して資化利用していると考えられ
た。したがって、この菌はフコイダン分解酵素の生
産菌として利用可能である。また、これまでに調べ
られている海藻腐敗性細菌の多くは海藻多糖分解酵
素をペリプラズム画分と細胞質画分の両方に分泌す
るので、本菌のフコイダン分解酵素もそれらの画分
に含まれると推定される。

　オ　今後の課題
　フコイダン分解菌を単離できたので、今後は、そ
の酵素を単離して性状解析を行い、フコイダン断片
の調製などに利用するための基盤を整備する必要が
ある。特に、ゲノム解析によるフコイダン資化に関
連する遺伝子群を同定し、それらを組換え体として
作製するなど、フコイダン分解酵素を研究だけでな
く機能性オリゴ糖の製造などの産業的利用にも提供
できるようにしたい。

　カ　要　約
　 フ コ イ ダ ン 分 解 酵 素 の 給 源 と し て 有 望 な
Flavobacterium sp. と推定される菌株の単離に成功
した。この菌株を利用すれば、フコイダン分解酵素
の製造や機能性フコオリゴ糖の作出が可能になると
期待された。

　キ　引用文献
… 1）…Sakai…T.,…Kawai…T.,…Kato… I.…（2004）…Isolation…

and… characterization… of… a… fucoidan-degrading…
marine…bacterial…strain…and…its…fucoidanase.…Mar.…
Biotechnol.…6:…335-346.

… 2）…Ohshiro…T.,…Ohmoto…Y.,…Ono…Y.,…Ohkita…R.,…Miki…
Y.,…Kawamoto…H.,… Izumi…Y.…（2010）…Isolation…and…
characterization…of… a…novel… fucoidan-degrading…
microorganism.…Biosci.…Biotechnol.…Biochem.…74:…
1729-1732.

… 3）…Silchenko…A.S.,…Kusaykin…M.I.,…Kurilenko…V.V.,…
Zakharenko…A.M.,…Isakov…V.V.,…Zaporozhets…T.S.,…

Gazha…A.K.…Zvyagintseva…T.N.…（2013）…Hydrolysis…
of… fucoidan…by… fucoidanase… isolated… from… the…
marine…bacterium,…Formosa…algae.…Mar.…Drug.…11:…
2413-2430.

　研究担当者（尾島孝男＊、井上　晶）

（３）　マコンブの組織培養系の確立
　ア　研究目的
　フコイダンの培養生産やフコイダン高含有コンブ
の育種などの基礎となる、組織培養、及び、細胞培
養の基本条件を検討することとした。また、コンブ
の細胞工学的育種の基礎となるプロトプラストの作
出、及び、遊走子（胞子）培養の条件を検討するこ
ととした。

　イ　研究方法
　（ア）　マコンブ試料
　組織培養やプロトプラスト作出のためのマコンブ
は、函館市七重浜海岸にて採取した。遊走子の調製
のための子嚢班をもつ成熟マコンブは、南茅部町漁
協から 8 ～ 9 月に提供を受けた。
　（イ）　マコンブ切片の培養
　2012 年 6 月に採取した全長約 70…cm のマコンブ
から、成長点付近を含む切片を調製した。この切片
は 17℃で 30 日間、天然海水、または、人工海水中
で培養した。
　（ウ）　マコンブ・プロトプラストの調製
　2012年8月に採取した全長約170cmのマコンブか
ら厚さ約 1mm の横断切片を調製し、これをアワビ
由来の組換えアルギン酸リアーゼ、及び、セルラー
ゼで処理することによりプロトプラスト化した 1-2）。
　（エ）　マコンブ・遊走子の調製
　子嚢班をもつマコンブを半乾燥状態にした後、海
水中に移すことにより遊走子を放出させた。
　（オ）　プロトプラスト及び遊走子の培養
　プロトプラスト、及び、遊走子は、1）人工海水、
2）南茅部町で採取した天然海水（マコンブ繁殖域
の海水）、3）天然海水に PESI 培地を添加し栄養強
化した海水、の 3 種類の海水で培養した。
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　ウ　研究結果
　（ア）　マコンブ切片の培養
　成長点を含むマコンブの切片を 17℃で 12 時間、
LED 照射条件下で培養した結果、仮根部の良好な
再生が見られることが明らかになった（図 2023-1）。
一方、葉状部の成長は見られないことから、成長し
たマコンブ（6 月採取）の成長点付近の細胞は、葉
状部方向と仮根部方向とで再生能力が大きく異なる
と考えられた。
　（イ）　マコンブ・プロトプラストの培養
　函館市南茅部町で 2012 年 8 月に採取したマコン

ブからプロトプラストを作出し、これを栄養強化海
水中 17℃で培養した。その結果、プロトプラスト
の多くは細胞分裂までに至らなかったが、一部のも
のは 7 日目以降から細胞分裂を起こした（図 2023-
2）。しかしながら、これらの分裂細胞において更な
る成長と細胞分裂は継続しなかった。
　（ウ）　マコンブ遊走子の培養
　函館市南茅部町で採取された成熟マコンブの子嚢
班から得た遊走子を、1）人工海水、2）マコンブ生
育海域の天然海水、3）同天然海水に PESI 培地を
添加し栄養強化した海水、の 3 種類の海水で培養し

図 2023-1　マコンブ成長点を含む切片からの仮根部の再生
　マコンブの成長点付近を含む切断藻体（左）を 17℃で 30 日間、天然海水中で培養した結果、葉
状部の再生は全く見られなかったが、仮根部の再生が観察された。このような成長段階後期にある
マコンブの成長点の再生能は、葉状部側と仮根部側の細胞で大きく異なっていると考えられた。

図 2023-2　マコンブ・プロトプラストの培養
　栄養強化した天然海水を用いて 17℃で培養を行った結果、7 日目以降から一部の細胞が分裂に
進んだ。しかしながら、それらの細胞においてもそれ以上の分裂は見られなかった。
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た。その結果、人工海水では成長が見られなかった
が、二つの天然海水では、培養開始後 35 日目には
発芽して雌雄配偶体まで分化することが確認された

（図 2023-3）。

　エ　考　察
　（ア）　コンブ切片の培養
　成長したコンブの成長点を含む切片の培養を行っ
た結果、仮根部側の顕著な成長が認められたが、葉
状部側の成長は認められなかった。この結果は、成
長したコンブの成長点の細胞は分化がかなり進んで
いることを示している。また、培養によって成長さ
せた仮根部からフコイダンを抽出し定量した結果、
乾燥重量当たり約 3％となりコンブの葉状部に比肩
する含量であることを確認した。この結果は、仮根
部を培養することによりフコイダンを生産できるこ
とを示しており、将来フコイダンをタンク培養する
場合の重用な基礎知見になると考えられる。
　（イ）　コンブの細胞培養
　マコンブのプロトプラスト、及び、遊走子などの
細胞培養を人工海水とコンブ繁殖海域の天然海水で
行った結果、天然海水でないと細胞は成長、あるい
は、分裂しないことを見出した。このことは、天然
海水中に、マコンブ細胞の増殖に必要な何らかの栄
養成分、あるいは、必須元素などが含まれている可
能性を示している。

　オ　今後の課題
　（ア）　マコンブ培養用の天然海水の成分

　マコンブ組織、及び、細胞の培養条件を検討し、
培地の海水には、人工海水ではなく天然海水（南茅
部町のようなマコンブの繁殖海域の海水）の使用が
必須であることを見出した。この理由は不明である
が、マコンブ繁殖海域の海水中には何らかのマコン
ブの生育に必須な微量成分が含まれている可能性が
ある。今後は、マコンブの培養研究を行う上でこの
因子の同定は重要な課題となるであろう。
　（イ）　マコンブ仮根部の培養によるフコイダン生産
　マコンブの成長点を含む切片は、仮根部の培養に
適した試料であることが明らかになった。更に、こ
の培養仮根部には葉状部と同程度の量のフコイダン
が含まれていたことから、フコイダンの有用な給源
と言えた。今後、この仮根部の培養によるフコイダ
ンの生産、あるいは、フコイダン高含有の仮根部な
どの調製方法を検討することにより、フコイダンの
培養生産の実用性を明らかにすべきであろう。

　カ　要　約
　（ア）　マコンブの組織や細胞の培養条件を検討
し、培地にはマコンブの繁殖海域の海水が必須であ
ることを明らかにした。
　（イ）　マコンブの成長点を含む切片の培養によ
り、フコイダンを葉状部と同程度含む仮根部を成長
させることに成功した。これは、フコイダンの培養
生産の基礎知見として重要と考えられる。

　キ　引用文献
… 1）… Inoue… A. ,… Kagaya… M.,… Ojima… T.…（2008）…

図 2023-3　マコンブ遊走子の培養
　遊走子の成長は、人工海水中では見られず、天然海水または PESI 培地（天然海水に栄養塩を
添加した培地）でのみ観察された。培養 35 日後には、雌雄配偶子まで成長した。
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Preparation… of… protoplasts… from… Laminaria…
japonica…using…native…and…recombinant…abalone…
alginate…lyases.…J.…Appl.…Phycol.…20:…663-640.

… 2）… Inoue…A.,…Mashino…C.,…Kodama…T.,…Ojima…T.…
（2011）…Protoplast…preparation… from…Laminaria…
japonica…with… recombinant… alginate… lyase… and…
cellulase.…Mar.…Biotech.…13:…256-263.

…
　研究担当者（尾島孝男＊、井上　晶）

３　食物繊維の機能性を評価するためのデータ
ベース作成

　ア　研究目的
　機能性を示す食物繊維（高分子多糖類）の構造的
特性は、これらが有する構成糖ばかりでなく高次構
造に起因することがよく知られている 1）。一般に抗
原抗体反応を利用した ELISA 法が特定のタンパク
質含量を測定するために用いられているが、機能性
を示すシイタケ由来レンチナンについても、抗原性
を示すことが分かっている。そこで、この技術を応
用することでより簡便で特異性の高い測定方法を開
発し、農水産物中の機能性食物繊維含有量のデータ
ベース化を構築する。

　イ　研究方法
　シイタケより精製されたレンチナンを水酸化アル
ミニウムアジュバンドと共に懸濁して皮下注射し、

感作したマウスの脾細胞と PAI ミエローマ細胞を、
ポリエチレングリコールを用いて細胞融合させた
後、HAT 培地で培養した。抗レンチナン抗体能を
有するハイブリドーマについてクローニングを数回
行い、レンチナン陽性クローンを単一コロニーにな
るまで限界希釈法により選別した。この際、平均し
て 1 ウェル当たり 0.3 個の細胞が存在するように 96
穴プレートに播種した。また、クローンの増殖を促
すためにマウス胸腺から調製したフィーダー細胞と
ともに共培養した。選別された単クローンから産生
された抗レンチナン抗体を用いて、食用キノコ中に
含まれるレンチナン含量を測定した。レンチナン含
量測定には、食用キノコを液体窒素中で粉末化した
後、熱水抽出を行い、得られた多糖画分を用いた。

　ウ　研究結果
　マウスにレンチナンで感作した際の抗体価の経時
的変化を測定した（図 2030-1）。抗体価が十分にあ
がった 143 日目で脾臓を摘出し、PAI 細胞とのハ
イブリドーマを作製した。HAT 培地を用いて培養
した。1 回目のクローニングで図 2030-2 に示した
とおり、5 種類の単一クローンを得た。得られたク
ローンについて数回クローニングを繰り返し、最終
的に 11 種類の増殖能が高くかつ抗体産生能の高い
クローンを選抜した（図 2030-3）。選抜したクロー
ンのうち、抗体価が高かった Ib11:e7 と IIa11:a2 を
用いて、食用キノコ中のレンチナン様多糖類の測定
を行った（表 2030-1）。

図 2030-1　レンチナンによる感作における抗体価の経時的変化
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　エ　考　察
　今回得たモノクローナル抗体のうち、特に、レン
チナンに対して高い抗体価を示した 2 種類のクロー
ンを用いて食用キノコ中に含まれるレンチナン様多
糖類含量を測定した。その結果、表 2030-1 に示し
たように、今回測定したキノコ中ではシイタケが最
も高い含量を示し、3.4…mg であった。また、エノ
キタケ、及び、マイタケからの熱水抽出画分に対し
ても、抗レンチナンモノクローナル抗体を用いて、

レンチナン様多糖類含量を簡便に測定することがで
きた。一方、生理活性がないと言われているツクリ
タケ（一般にはマッシュルームと言われているキノ
コ）には、レンチナン様の多糖類は含まれていない
ことが明らかとなった。このことは、本抗体を用い
ることで、食用キノコの機能性を探索する簡便は方
法として利用できるかも知れない。

　オ　今後の課題
　市場に流通している食用キノコの種類を増やして
測定することが必要だと考える。

　カ　要　約
　レンチナンのモノクローナル抗体を数種得ること
ができた。そのうち、抗体価が高かった 2 種類を用
いて多糖画分中のレンチナン様多糖類含量を測定し
た結果、シイタケ、エノキタケ、マイタケからの熱
水抽出画分では測定することができた。特に、シ

図 2030-2　抗レンチナン抗体を産生するクローンの選別

図 2030-3　選抜したクローンの抗体価比較

表 2030-1　各種食用キノコ中に含まれる β グルカン量
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イタケ中には、乾燥重当たり 3.4…mg 含まれていた。
一方、生理活性が無いと言われているツクリタケか
らの熱水抽出画分には含まれていなかった。このこ
とは、機能性を有する食用キノコの探索に今回得た
モノクローナル抗体が利用できる可能性が示唆され
た。

　キ　引用文献
… 1）…水野卓・川合正允…（1991）…キノコの化学・生化

学．学会出版センター．p.37-40.

　研究担当者（水野雅史＊、西谷洋輔）

４　生体調節機能及び機能性成分の安全性につ
いて動物ならびにヒトレベルでの解析 

　ア　研究目的
　我々は、これまでに、キノコ由来多糖類であるレ
ンチナンや、コンブ由来食物繊維フコイダンに関す
る研究を行ってきており、これらは、免疫系細胞や
腸管上皮細胞機能を制御できる食品因子であること
を明らかにしてきた。レンチナンは、キノコ類に含
有する β-グルカンと呼ばれるキノコ類特有の食物繊
維の一種であり、抗腫瘍活性や抗アレルギー活性な
どが知られている。一方、フコイダンは、コンブや
ワカメ、モズクなど褐藻類の粘質物に多く含有する
硫酸多糖の一種で、主として、L-フコース（多糖体）
により構成されている。本研究では、これらの機能
性食物繊維、あるいは、それらを含有するシイタケ
やコンブの継続摂取における安全性、更には、生活
習慣病や炎症・アレルギー疾患に対し、これらがど
のような効果をもたらすかを、動物、あるいは、ヒ
トレベルで明らかにすることを目的とした。具体的
には、マウス実験において、高脂肪食摂取肥満マウ
スモデルを用いて、コンブの抗肥満効果を検討し
た。また、腸炎自然発症マウスモデルを用いて、コ
ンブ、あるいは、フコイダンの腸炎軽減作用につい
ても検証した。ヒト試験に関しては、健常者、ある
いは、生活習慣病予備群（血圧高値、高血糖、尿酸
高値、血清脂質異常など）の被験者に、コンブを一
定期間摂取してもらい、その食品の安全性と機能性
を、一般生化学検査や本研究において構築したメタ
ボローム解析手法を用いて評価した。また、アト

ピー性皮膚炎、あるいは、アレルギー性鼻炎患者の
方に、レンチナン高含有シイタケ、あるいは、低含
有シイタケを一定期間摂取してもらい、各種症状の
軽減につながるのか否かについて検討した。コンブ
やシイタケは、日本の食文化に大きく貢献し、か
つ、なじみの深い。このことから、ヒト臨床試験を
実施することにより、これらを摂取することの有効
性を見出すことができれば、基礎研究のヒトへの還
元、そして、ヒトの日常生活への貢献という観点か
らも、本研究の研究成果は、非常に意義深いもので
あると考える。

　イ　研究方法
　（ア）　コンブ、あるいは、フコイダンの機能性評価
　はじめに、コンブの継続摂取における安全性を
確認するために、マウスのコンブ摂取試験を実施
した。マウスに摂取させる餌として、5％コンブ粉
末を含むセルロースフリーの AIN-93M（常用食）
を 5％コンブ含有食とし、コンブ粉末中成分分析結
果に基づいてコーンスターチとセルロースとを添
加して調製したものを対照常用食として使用した。
C57BL/6J マウスに 5％コンブ含有食、あるいは、
対照常用食を 4 週間連続摂取させた後に解剖を行
い、肝機能障害や腎機能障害、脂質代謝異常などに
関連する血液生化学マーカーの測定を行うことで、
安全性の評価を行った。
　続いて、コンブ摂取における腸炎軽減作用を、ク
ローン病様の慢性腸炎を自然発症する腸炎モデルマ
ウス IL-10 遺伝子欠損マウス、あるいは、デキスト
ラン硫酸ナトリウム（DSS）誘発性腸炎マウスモデ
ルを用いて検討した。IL-10 遺伝子欠損マウスに 5％
コンブ含有食、あるいは、その対照常用食を 6 週間
摂取させた後に解剖を行い、大腸組織を摘出して、
大腸の組織学的検討を行うとともに、炎症性サイト
カインの mRNA 発現量を real-time…PCR 法により
評価した。
　次に、コンブ摂取における抗肥満効果を、高脂肪
食誘発性肥満マウスモデルを用いて評価した。牛脂
ベースの高脂肪食にコンブ粉末を 10％含有する餌
と、その対照高脂肪食を 3 か月間摂取させ、体重を
計測するとともに、組織重量の測定、血液生化学
マーカーの分析を実施した。更に、筋肉組織、あ
るいは、白色脂肪組織から、RNA やタンパク質抽
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出を行い、real-time…PCR 法、あるいは、Western…
blotting 法により、mRNA やタンパク質の発現量
の評価を行った。また、血液から血漿を分離し、血
漿中代謝物解析を、「5　機能性食物繊維の添加・摂
取による代謝物網羅的解析法の確立」にて構築した
手法により実施した。
　ヒト臨床試験に関しては、まず、ヒトのコンブ摂
取による生活習慣病改善効果に関する研究に先駆け
て、コンブ摂取時のヒト安全性試験を行った。健常
な被験者に対し、説明文書を用いて研究内容を脱明
し、そのうち文書による同意を得られた人の中か
ら、コンブにアレルギーを呈さない者を対象とし
た。1 日当たり 3.0…g の焙煎コンブを 4 週間毎日摂
取し、摂取開始時、摂取開始後 4 週間にそれぞれ、
採血、血圧測定、脈拍測定、尿検査を実施した。コ
ンブの摂取による安全性は、肝機能障害、腎機能障
害、脂質代謝異常、炎症等に対する生化学マーカー
を指標として評価した。
　続いて、コンブ摂取による生活習慣病改善効果に
ついて、ヒト臨床試験を実施した。健常な被験者、
あるいは、高血圧症、高脂血症、高尿酸血症、高血
糖症、糖尿病、耐糖能異常、脂肪肝に対して治療を
受けている患者に対し、説明文書を用いて研究内容
を脱明し、そのうち文書による同意を得られた人の
中から、コンブにアレルギーを呈さない者を対象と
した。本試験においては、クロスオーバー試験を採
用し、試験期間は、合計 8 週間に設定した。試験参
加者は、1 日当たり 6.0…g の焙煎コンブを 4 週間毎
日摂取し、続いて、4 週間焙煎コンブを摂取しない
グループと、最初 4 週間は焙煎コンブを摂取せず、
残り 4 週間は、1 日当たり 6.0…g の焙煎コンブを毎
日摂取するグループの二つのグループに無作為に割
り付けた。試験参加者には、毎日、食事内容、並び
に、便の状態について記録してもらうアンケートを
実施するとともに、試験開始前、試験開始 4 週間後

（焙煎コンブ摂取有無の切り替え期）、試験開始 8 週
間後（試験終了時）において、採血、身長測定、体
重測定、血圧測定を行った。また、医師による問診
を行い、胃や腸の調子などについて確認した。採取
した血液に関しては、一般血液検査（白血球・赤
血球・血色素・ヘマトクリット・血小板・MCV・
MCH・MCHC）と血液生化学検査（尿酸・グル
コース・HbA1c・総コレステロール・HDL コレス

テロール・中性脂質・1,5-アンヒドログルチトール・
インスリン・C-ペプチド）に供するとともに、「5　
機能性食物繊維の添加・摂取による代謝物網羅的解
析法の確立」にて構築した手法よる血中メタボロー
ム解析を実施し、血中代謝物の分析を行った。
　（イ）　シイタケ、あるいは、レンチナンの機能性
評価
　シイタケ、あるいは、レンチナンの機能性を評価
するために、レンチナン含有量の異なる 2 種類のシ
イタケを用いて、アトピー性皮膚炎、あるいは、ア
レルギー性鼻炎に対するヒト臨床試験を実施した。
本試験では、アレルギー性鼻炎、並びに、アトピー
性皮膚炎の患者に説明文書を用いて研究内容につい
て説明し、そのうち、文書による同意が得られた患
者の中で、シイタケにアレルギーを呈さない者を
対象とした。まず、アレルギー性鼻炎患者、並び
に、アトピー性皮膚炎患者を、それぞれ、次の 3 群
に無作為に分けた。①何も投与しない群、②シイタ
ケチップス A（レンチナン高含有シイタケ：H600

（北研）…レンチナン重量当たり約 1.0％含有）摂取
群、③シイタケチップス B（レンチナン低含有シ
イタケ：ゆう次郎（森産業）…レンチナン重量当
たり約 0.5％含有）摂取群。②群、及び、③群につ
いては、1 日当たりシイタケチップス（直径約 3 ～
4…cm、湿重量約 30…g、シイタケチップスとして約
3…g）を 4 週間摂取してもらった。試験開始前、試
験開始 4 週間後（試験終了時）にそれぞれ、耳鼻咽
喉・頭頸部外科、あるいは、皮膚科において、診
察、並びに、採血を行った。血液に関しては、一般
血液検査、血液生化学検査、各種サイトカインやケ
モカイン測定に供した。また、試験参加者には、試
験期間中に、アンケート調査を依頼し、アレルギー
性鼻炎患者には、試験開始前と終了後に QOL 調査
票に、試験実施中は、アレルギー鼻炎アンケートに
回答を記入してもらった。一方、アトピー性皮膚炎
患者には、試験開始前と終了後に skindex16 調査票
に、試験実施中は、アトピー性皮膚炎アンケートに
回答を記入してもらった。

　ウ　研究結果
　（ア）　コンブ、あるいは、フコイダンの機能性評価
　コンブの継続摂取における安全性を確認するため
に、C57BL/6J マウスに 5％コンブ含有食、あるい

─ 162 ─



は、対照常用食を 4 週間摂取させたが、雄マウス、
雌マウスともに、コンブの継続摂取による、アスパ
ラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）、アラ
ニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）、乳酸脱水
素酵素（LDH）、γ- グルタミルトランスペプチダー
ゼ（γ-GT）、尿素窒素、クレアチニン、尿酸の血中
濃度の有意な上昇は確認されず、肝機能障害や腎機
能障害などがないことが明らかとなった（表 2040-

1）。更に、5％コンブ含有食を摂取した雄マウスにお
いては、対照食摂取群と比較して 5％コンブ含有食
の摂取量の方が多いにもかかわらず、体重の増加の
緩和が観察された（図 2040-1）。
　次に、コンブ摂取における腸炎軽減作用を、
IL-10 遺伝子欠損マウスを用いて検討した。IL-10 遺
伝子欠損マウスにコンブ含有食を継続的に摂取させ
た結果、コンブ含有食摂取により、大腸組織におい

表 2040-1 　コンブの継続摂取による肝機能、腎機能、血中脂質、血中コレステロール、血糖、血中タンパク質、血
中電解質値の変化
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て、TNFα、IL-1β、IL-6 といった炎症性サイトカイ
ンの mRNA 発現量が減少し、大腸組織における腸
炎の発症が軽減された（図 2040-2）。また、DSS 誘
発性腸炎マウスモデルにおいても、5％コンブ含有
食摂取によって炎症性サイトカインの mRNA 発現
量が低下し、腸炎の発症が軽減されることも組織学

的に明らかにできた。
　続いて、コンブ摂取における抗肥満効果を、高脂
肪食摂取肥満マウスモデルを用いて検証した。そ
の結果、コンブ摂取により、体重が有意に減少す
るとともに、白色脂肪組織の体重当たりの組織重
量％も有意に減少した（表 2040-2）。一方、筋肉組

図 2040-1　C57BL/6J マウスにコンブ含有食、あるいは、対照常用食を 4 週間摂取させた際の体重の変化

図 2040-2 　IL-10 遺伝子欠損マウスにコンブ含有食を摂取させた際のサイトカイン遺伝子発現量の変化と大腸組織
における HE 染色結果
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織の体重当たりの組織重量％は有意に増加した（表
2040-2）。また、コンブ摂取群において、血中の中
性脂質（TG）、リン脂質（LP）、総脂質（TL）、グ
ルコース（GLU）、インスリンの有意な低下が観察
された（表 2040-2）。組織重量の変化から、白色脂
肪組織と筋肉組織において、コンブ摂取の影響が出
ている可能性が考えられたことから、白色脂肪組織
と筋肉組織では、どのような因子が変動している
のか、mRNA、あるいは、タンパク質レベルでの
評価を実施した。その結果、筋肉組織においては、
PPARα の発現量が増加しており、更に、その上流
に位置する AMPKα は、その発現量に変化はなかっ

たものの、リン酸化状態がコンブ摂取により亢進さ
れていることが明らかとなった（図 2040-3）。一方、
白色脂肪組織においては、筋肉組織と同様に、コン
ブ摂取によって、PPARα の発現量が増加しており、
AMPKα の発現量も上昇していた（図 2040-4）。更
に、白色脂肪組織においては、TNFα の発現量が、
コンブ摂取により低下することも確認できた（図
2040-4）。
　コンブ摂取による抗肥満効果が、マウス実験によ
り明らかにできたので、続いて、マウス血漿中の代
謝物分析を、「5　機能性食物繊維の添加・摂取によ
る代謝物網羅的解析法の確立」にて構築した手法に
より実施した。GC/MS による水溶性代謝物網羅的
解析の結果、84 種類の代謝物を検出でき、そのう
ち、コンブ摂取によって有意に変動した代謝物は 8
個のみであった。一方、HPLC/MS/MS を用いた脂
質網羅的解析の結果、205 種類の代謝物が検出され、
そのうち、有意に変動した代謝物は 51 個存在した。
代謝物変動を包括的に評価した結果、リン脂質に関
係する代謝物が変動している可能性が示された。例
えば、ホスファチジルコリン（PC）やホスファチ
ジルエタノールアミン（PE）などのリン脂質を合
成する際に必要な、コリンやイノシトール、エタ
ノールアミン、ホスホコリンは、コンブ摂取により
減少した（図 2040-5）。また、リゾホスファチジル
コリン（LPC）やリゾホスファチジルエタノールア
ミン（LPE）、PE は、コンブ摂取により減少傾向が
見られ、その一方で、PC は増加傾向が観察された

（図 2040-6）。
　ヒト臨床試験に関して、まず、ヒトのコンブ摂取

図 2040-3 　筋肉組織でのコンブ摂取による PPARα、
AMPKα、phosphoAMPKα レベルの変動

表 2040-2　コンブ摂取した高脂肪食誘発性肥満マウスにおける血液生化学検査結果と組織重量％
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による生活習慣病改善効果に関する研究に先駆け
て、コンブ摂取時のヒト安全性試験を行った。健
常ボランティア（28 ～ 33 歳、5 名、男性）に対し
て 1 日当たり 3.0…g の焙煎コンブを 4 週間摂取して
もらい、摂取前後での血圧、脈拍、血液・尿の生化

学検査を実施した結果、コンブの摂取により肝機能
障害、腎機能障害、炎症等の指標となる生化学マー
カーの著しい変動は確認されず、更に、血圧値や
総コレステロール値の低下傾向が観察された（図
2040-7）。

図 2040-4　白色脂肪組織でのコンブ摂取による PPARα、AMPKα、TNFα レベルの変動

図 2040-5　コンブ摂取による血漿中エタノールアミン、イノシトール、コリン、ホスホコリンレベルの変動

図 2040-6　マウス実験でのコンブ摂取によるリン脂質合成系関連因子の変動
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図 2040-7 　健常ボランティアに対して 1 日当たり 3.0…g の焙煎コンブを 28 日間摂取した際の、
摂取前後での血圧、脈拍、血液生化学検査結果
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　続いて、ヒトのコンブ摂取による生活習慣病改善
効果について検討した。はじめに、コンブ摂取前後
で実施したアンケート結果から、コンブを摂取する
ことで、便秘、硬い便、下痢の症状が改善された、
すなわち、コンブ摂取より腸の調子が整えられた可
能性が示された。続いて、試験参加者全員（計 48
名）に対して、BMI、血圧、一般血液検査、血液生
化学検査の結果を、コンブ摂取前後において比較検
討した。その結果、血液一般検査や肝機能血液マー
カー、腎機能血液マーカーにおいて、コンブ摂取に
よる影響は観察されなかった。血液生化学検査にお
いては、著しい変動は見られなかった。次に、最
高血圧、コレステロール、中性脂肪、グルコース、
インスリン、尿酸、BMI に対して、コンブ摂取前

（pre）の段階で正常値より高い数値を示した方を対
象に、コンブを摂取することで、その異常高値がど
のように変動するのかを検討した。その結果、最高
血圧とグルコースは減少傾向、そして、インスリン
と中性脂質は有意に減少し、中性脂質の変化は、特
に、顕著であった（図 2040-8）。クロスオーバー試
験での中性脂質の変動を確認した場合でも、コンブ
摂取による血中中性脂質低下作用は顕著であること
を明らかにできた（図 2040-9）。
　次に、試験参加者全員（計 48 名）の血清中代謝
物分析を、「5　機能性食物繊維の添加・摂取による
代謝物網羅的解析法の確立」にて構築した手法によ
り実施した。GC/MS による水溶性代謝物網羅的解
析の結果、82 種類の代謝物を検出でき、そのうち、

図 2040-8 　最高血圧、コレステロール、中性脂質、グルコース、インスリン、尿酸、BMI が異常高値を示す患者
に対するコンブ摂取の効果
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コンブ摂取によって有意に変動した代謝物は 6 個の
みであった。一方、HPLC/MS/MS を用いた脂質網
羅的解析の結果、194 種類の代謝物が検出され、そ
のうち、有意に変動した代謝物は 6 個のみ存在し
た。そこで、コンブ摂取開始前の段階で血清中中性
脂質が正常値より高値を示した方（9 名）を対象に、
コンブ摂取による血清中中性脂質の低下と相関する
代謝物について検討した。GC/MS による分析結果
から、エネルギー合成に関わるアミノ酸や有機酸
と、中性脂質の変化率とが逆相関することが確認で
きた（図 2040-10）。また、HPLC/MS/MS による分

析結果から、コンブ摂取による中性脂質の減少に伴
い、様々な LPC もまた同様に、減少することが明
らかとなった（図 2040-11）。そこで、血清中中性脂
質の異常高値の方と、正常値の方の血清中 LPC レ
ベルを比較した結果、血清中中性脂質の異常高値の
方で、多くの LPC が高値を示すことが観察された

（図 2040-12）。
　生体中の LPC レベルの増加は、ホスホリパーゼ
の活性亢進によるものが多いと考えられることか
ら、上記の高脂肪食摂取肥満モデル実験のマウス
白色脂肪組織において、ホスホリパーゼ A2 であ

図 2040-9 　中性脂質が異常高値を示す患者に対するコンブ摂取による効果のクロスオーバー試験での検証

図 2040-10　エネルギー合成に関わるアミノ酸や有機酸と中性脂質の変化率との相関関係
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る cPLA2_IVα と sPLA2_III の mRNA 発 現 量 の
評価を行った。その結果、コンブ摂取によって、
cPLA2_IVα と sPLA2_III の発現量が減少する傾向
にあることが観察された（図 2040-13）。
　（イ）　シイタケ、あるいは、レンチナンの機能性
評価
　シイタケ・レンチナンのヒト臨床試験に関して
は、アレルギー性鼻炎患者、あるいは、アトピー性
皮膚炎患者の方に、レンチナン高含有シイタケ、あ
るいは、レンチナン低含有シイタケに 4 週間摂取し
てもらい、各疾患の症状の緩和程度を評価した。ア

図 2040-12 　血清中中性脂質の異常高値と方と正常値の方との血清中 LPC レベルの比較（有意に変動し
た LPC リスト）

図 2040-11　ヒト臨床試験において、コンブ摂取により有意に変動したリン脂質リスト

図 2040-13 　白色脂肪組織でのコンブ摂取による
cPLA2_IVα と sPLA2_III レベルの変動
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レルギー性鼻炎に関しては、アレルゲン血液検査、
日本アレルギー性鼻炎標準 QOL 調査、症状に関わ
るアンケートに基づいて評価を行ったが、シイタケ
摂取による有意な軽減効果は確認できなかった（表
2040-3、図 2040-14）。また、アレルゲンに対する血
液検査も実施したが、有意な改善効果は見られな
かった。アトピー性皮膚炎については、アレルギー
血液検査、日本皮膚科学会アトピー性皮膚炎重症度

分類、症状に関わるアンケートに基づいて評価を
行ったが、レンチナン高含有シイタケ摂取群におい
て、ハウスダストに対するアレルギーの有意な軽減
や重症度合計スコアの有意な低下が確認された（図
2040-15、図 2040-16、表 2040-4）。レンチナン低含
有シイタケ摂取群においても、重症度合計スコアの
低下傾向は見られたものの、その変動は有意ではな
く、個々の重症度スコアにおいても、レンチナン高

図 2040-14　ヒト臨床試験での耳鼻科における QOL 総括的状態アンケート結果

表 2040-3　ヒト臨床試験での耳鼻科におけるアンケート結果
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含有シイタケ摂取の方が、その効果は大きかった。

　エ　考　察
　（ア）　コンブ、あるいは、フコイダンの機能性評
価
　近年、食生活の欧米化が進む一方で、伝統的な日
本食が見直されつつある。その中でも、コンブはそ
の優れた保存性や調理用途だけでなく、海の恩恵を

受けて数多くの栄養素や機能成分を有することか
ら、私たちの健康を支える重要な役割を担った食品
素材として、これまで経験的に広く活用されてい
る。コンブには、グルタミン酸などのアミノ酸、ビ
タミン、ミネラル、食物繊維などが豊富に含まれて
おり、これらの成分に関しては、健康を保つのに有
効な生理作用を有していることが明らかにされてい
る。しかしながら、コンブ摂取によるヒトヘの影

図 2040-15　ヒト臨床試験での皮膚科におけるアレルゲン血液検査結果

図 2040-16　ヒト臨床試験での皮膚科における重症度スコア
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響、特に、健康を保つのに有効であるのか否かや、
病気の症状の緩和に効果的なのかなど、科学的な証
明は完全にはなされておらず、これらを明らかにす
ることは、人々の健康増進に大きく貢献できると考
えられる。そこで、古くから私たちの食生活に根づ
いてきたコンブの摂取が我々の健康にいかに寄与し
ているかを科学的に検証した。
　本研究において、マウス実験により、コンブ摂
取による抗肥満効果が確認されたとともに、ヒト
臨床試験において、コンブ摂取が血中中性脂質を
低下させるということが明らかとなった。近年、
Laminaria japonica のエタノール抽出物による抗肥
満効果が動物実験により報告されている 1）。また、
トロロコンブを混餌することで、抗肥満効果が発揮
されるということも動物実験により明らかにされお
り 2）、抗肥満効果という点では、今回の研究成果と
も合致している。更に、Jang…W.S. らの報告では 1）、
Laminaria japonica のエタノール抽出物による筋
肉組織中の PPARα の発現量増加が示されている。
PPARα は、細胞内脂肪酸輸送や、脂肪酸 β 酸化を
制御することで、エネルギー合成において重要な役
割を担っており 3）、我々の実験結果でも、コンブ摂
取による PPARα の発現量増加が確認されたことか

ら、コンブ摂取により脂質代謝が亢進され、その結
果として、抗肥満効果を発揮した可能性が示唆され
る。ヒト臨床試験においても、エネルギー合成に関
わるアミノ酸や有機酸と、中性脂質の変化率とが逆
相関することが観察された。この結果は、血中中性
脂質の低下率が大きいほど、エネルギー合成に関わ
るアミノ酸や有機酸の血中レベルが高いということ
を示しており、この結果からも、コンブの機能性に
おけるエネルギー代謝との関連性が示唆される。
　更に、マウス実験、並びに、ヒト臨床試験におけ
るメタボローム解析の結果から、コンブ摂取がリン
脂質合成系に影響を与える可能性が示された。それ
に加え、リン脂質のリゾ体、特に、LPC のコンブ
摂取による低下が、抗肥満効果や血中中性脂質の
低下に関わっている可能性が示唆された。LPC は、
ホスホリパーゼの作用により、PC から生成される
が、近年、ホスホリパーゼのうち、ホスホリパーゼ
A2 が肥満の発症に関わることが明らかにされつつ
ある。例えば、Group…1B…PLA2-IB 遺伝子欠損マウ
スでは、高脂肪食誘発性の肥満やインスリン抵抗性
が発症されにくいということが報告された 4）。また、
sPLA2-III 過剰発現マウスでは、高脂肪食摂取に
おける肥満の発症が顕著に亢進され、その一方で、

表 2040-4　ヒト臨床試験での皮膚科におけるアンケート結果

─ 173 ─



sPLA2-III 遺伝子欠損マウスでは、高脂肪食摂取に
おける肥満の発症が誘発されにくいことも明らかに
なりつつあるようである。また、肥満や体重過多の
子供において、血中 Lp-PLA2 が高値を示すことも
報告されている 5）。今回のヒト臨床試験でも、血中
中性脂質の異常高値の患者の方が、血中 LPC レベ
ルが高く、コンブを摂取することによる LPC の低
下が観察されたことから、コンブ摂取がホスホリ
パーゼ A2 活性を低下させることで、LPC レベルも
低下させ、その結果として、抗肥満効果や血中中性
脂質の低下作用が発揮された可能性が示唆された。
　（イ）　シイタケ、あるいは、レンチナンの機能性
評価
　近年、食生活の欧米化が進む一方で、伝統的な日
本食が見直されつつある。その中でも、シイタケは
数多くの栄養素や機能成分を有することから、私た
ちの健康を支える重要な役割を担った食品素材とし
て、経験的に広く用いられている。シイタケには、
多糖類としてレンチナンが含まれており、免疫賦活
作用、抗アレルギー作用などの有効な生理作用を有
していることが動物実験や培養細胞実験で報告され
ている。しかし、シイタケ摂取によるヒトへの影響
については、科学的には完全に証明されていないこ
とから、本研究では、レンチナン高含有シイタケと
低含有シイタケとを用いて、シイタケ、あるいは、
レンチナンの機能性評価をヒト臨床試験により実施
した。
　ヒト臨床試験におけるアレルギー性鼻炎やアト
ピー性皮膚炎に対するレンチナンの改善効果に関し
ては、これまでに、いくつか報告がなされている。
例えば、微粒子分散レンチナンを 1 日当たり 15…
mg、花粉症患者に経口にて 8 週間摂取させた結果、
アレルギー症状が軽減されるということが、二重盲
検無作為化プラセボ対照試験により明らかにされ
た 6）。また、微粒子分散レンチナン 15…mg を含む
被験食を 1 日 1 回 3 か月間、アトピー性皮膚炎患者
に摂取させた結果、特異的 IgE の低下など、アレ
ルギー症状が軽減されるということも明らかとなっ
た 7）。これまで、レンチナンについては、その免疫
賦活作用に基づき、抗がん剤と併用でがん患者への
投与がなれているものの、その投与は静脈注射によ
るものである。しかし、上記の抗アレルギー作用を
明らかにした研究は、レンチナンの経口摂取による

ものであり、その摂取の簡便性などから、その効果
に対する期待が非常に大きい。更に、我々の研究に
おいても、シイタケの摂取がアトピー性皮膚炎の軽
減に対して有効性を発揮し、レンチナン含有量が多
いほどその効果も強いという可能性が示された。す
なわち、今回の研究は、レンチナンを食品成分とし
て摂取することで、その効果を発揮できるという可
能性を示唆しており、非常に意義の高い研究成果だ
と考える。

　オ　今後の課題
　コンブの機能性に関しては、これまで、抗肥満・
抗糖尿病作用、整腸作用、高血圧予防作用などが知
られているが、その機能性成分は、完全には明らか
にされていない。本研究においても、コンブそのも
のを摂取させた場合での機能性を証明できたが、そ
の有効成分の同定までには至らなかった。我々の研
究の中で、マウスを用いた予備実験において、フコ
イダンを継続的に摂取させることで、腸炎が軽減さ
れ、また、肥満が抑制されるということが明らかに
できている。また、これまでの様々な研究の中で、
コンブ中に存在するカロテノイドの一種であるフコ
キサンチンの脂質代謝改善効果 8,9）なども報告され
ており、更には、コンブは様々な有効性が知られて
いるアミノ酸の豊富な水産物でもある。今後、例え
ば、コンブ成分をカプセルなどにより経口摂取し
て、その効果を評価するヒト臨床試験など、より詳
細な検証を進めていき、コンブ中の有効性成分やそ
の作用機序を明らかにすることで、有効成分が高含
有のコンブの産地探索や育種、生産などにもつなが
ると考えられ、それが、ヒトへの貢献につながるに
ちがいない。また、本研究において、コンブ摂取が
ホスホリパーゼ A2 に影響を与え、その結果として、
抗肥満作用や血中中性脂質低下作用が発揮される可
能性が示された。しかし、ホスホリパーゼ A2 と肥
満などとの関連性については、未知な部分も多く、
その解明が進むことで、コンブの機能性についての
詳細も明らかになっていくにちがいない。
　シイタケについては、本研究において、アトピー
性皮膚炎に対する改善作用が確認され、その効果
は、レンチナンが高含有のシイタケの方が強い傾向
を示した。この結果は、レンチナンの有効性を示唆
するものであるが、本研究で使用したレンチナン高
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含有シイタケ（H600（北研））とレンチナン低含有
シイタケ（ゆう次郎（森産業））とは、品種が異な
ることから、レンチナン以外にも、成分含量が変
わってくるものが存在するにちがいない。例えば、
シイタケには、ナイアシンやエリタデニンといった
機能性成分となりうる可能性の成分が存在する。レ
ンチナンについては、すでに、その免疫賦活活性は
明らかにされており、実際に、臨床の現場におい
て、抗がん剤との併用という形で使用されている。
これらのことから、シイタケに関する研究成果をヒ
トへ還元するために、マウス実験等において、アト
ピー性皮膚炎の改善につながるシイタケ中の有効成
分の候補を明らかにするとともに、その成分のカプ
セルなどを使用して、ヒト臨床試験による検証を
行っていく必要があると考える。

　カ　要　約
　本研究では、マウス実験により、コンブ摂取によ
る腸炎軽減作用や抗肥満作用が明らかにできた。ま
た、ヒト臨床試験により、コンブ摂取による血中中
性脂質低下作用や、シイタケ摂取によるアトピー性
皮膚炎軽減作用が確認できた。更に、「5　機能性食
物繊維の添加・摂取による代謝物網羅的解析法の確
立」により確立したメタボローム解析を実施するこ
とで、コンブ摂取による抗肥満作用や血中中性脂質
低下作用には、ホスホリパーゼ A2 活性の制御が関
係している可能性が示された。今後、コンブやシイ
タケの機能に対する有効成分の同定やその作用機序
を解明していくことで、ヒトへの還元がより現実的
なものとなり、農林水産資源の活用に大きく貢献で
きるにちがいない。
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５　機能性食物繊維の添加・摂取による代謝物
網羅的解析法の確立

　ア　研究目的
　本研究プロジェクトでは、キノコ由来多糖類であ
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るレンチナンや、コンブ由来食物繊維フコイダンの
機能性食物繊維の作用機序を解明し、ヒトレベルで
の安全性、更には、生活習慣病などに対し、どのよ
うな効果をもたらすかを明らかにすることを目的と
しており、そのために、従来の細胞生物学・分子生
物学的手法に加えて、これまでにはなかった評価法
である代謝物の網羅的解析（メタボローム解析）手
法が必要であると考えられる。そこで、本研究で
は、動物実験やヒト臨床試験において、レンチナン
やフコイダン、シイタケ、コンブの機能性や分子機
序を解明するために有用な、質量分析計を用いた代
謝物の網羅的解析法を確立することを目的とした。
　生体内低分子代謝物を網羅的に解析するメタボ
ローム解析技術が急速に進歩し、現在、生体情報を
低分子レベルまで捉えることが可能になりつつあ
り、マウス検体やヒト検体を用いた分子生物学研究
やヒト臨床研究への発展性が期待されている。そこ
で、本項目において、水溶性代謝物測定のためのガ
スクロマトグラフィー質量分析（GC/MS）、及び、
脂質分子種を測定対象とした超高速液体クロマトグ
ラフィー三連四重極型質量分析（UHPLC/MS/MS）
のマルチメタボローム解析プラットフォームを構築
し、構築した分析システムのマウス検体やヒト検体
への実用性を確認することで、構築したマルチメタ
ボローム解析プラットフォームの検証を行った。

　イ　研究方法
　（ア）　ガスクロマトグラフィー質量分析による代
謝物網羅的解析法の確立
　GC/MS による水溶性代謝物網羅的解析法の確立
のため、水溶性代謝物の抽出方法、GC/MS の測定
メソッド、GC/MS データの解析方法について検討
し、マウス検体やヒト検体中に存在する水溶性代謝
物を網羅的に分析できる手法を構築した。
　続いて、構築した GC/MS による水溶性代謝物網
羅的解析法が、生体試料の分析に適用でき、かつ、
代謝物プロファイリングを実施することにより、生
体情報をより詳細に評価が可能であるのか否かにつ
いて、炎症性腸疾患モデルマウスを用いて検討を
行った。潰瘍性大腸炎モデルとして使用されるデキ
ストラン硫酸ナトリウム（DSS）誘発性腸炎マウス
モデルにおいて、経時的に体重変化や便の性状など
の臨床症状を観察し、また、投与開始 7 日目と 10

日目にマウスから血清を採取するとともに、大腸
を取り出してホルマリン固定し、組織切片の作製、
HE 染色を行うことで組織学的評価を実施した。そ
して、体重変化、臨床症状、組織学的変化により、
7 日目は炎症期、10 日目は炎症収束期と設定した。
この炎症期群と炎症収束期群に陰性対照群を加えた
合計 3 群に分類し、血清と大腸組織を用いて GC/
MS メタボローム解析を実施し、水溶性代謝物プロ
ファイルを比較検討した。
　次に、DSS 誘発性腸炎モデルマウスの実験結果
のヒトへの適用性を確認するとともに、構築した
GC/MS による水溶性代謝物網羅的解析法のヒト
検体への適用性を評価するために、潰瘍性大腸炎
患者、あるいは、健常人から採取した血清を用い
て GC/MS メタボローム解析を実施するとともに、
GC/MS を用いた大腸がん患者 119 名と健常人 123
名の血清メタボローム解析を行った。
　（イ）　超高速液体クロマトグラフィー三連四重極
型質量分析による代謝物網羅的解析法の確立
　脂質分子種の網羅的測定法の開発は、超高速液
体クロマトグラフィーとあらかじめターゲットを
絞り込んだ高感度観測手法であるマルチプルリア
クションモニタリング（MRM）測定を組み合わせ
た UHPLC/MS/MS により行った。はじめに、ホス
ファチジルコリン（PC）、リゾホスファチジルコリ
ン（LPC）、ホスファチジルエタノールアミン（PE）、
リゾホスファチジルエタノールアミン（LPE）を含
めたグリセロリン脂質や遊離脂肪酸を中心とした脂
質に対する MRM 測定のためのトランジションを
組み、各脂質の最適な分析条件を検討した。
　続いて、構築した GC/MS による水溶性代謝物網
羅的解析法が、生体試料の分析に適用でき、かつ、
代謝物プロファイリングを実施することにより、生
体情報をより詳細に評価が可能であるのか否かにつ
いて、炎症性腸疾患モデルマウスを用いて検討を
行った。具体的には、クローン病モデルとして用い
られる IL-10 遺伝子欠損マウスと野生型のマウスの
大腸組織、及び、血漿を用いて比較脂質解析を実施
した。

　ウ　研究結果
　（ア）　ガスクロマトグラフィー質量分析による代
謝物網羅的解析法の確立
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　GC/MS による水溶性代謝物網羅的解析法の確立
のため、①水溶性代謝物の抽出方法② GC/MS の測
定メソッド③ GC/MS データの解析方法について検
討した。①に関しては、メタノール、クロロホル
ム、水の混合溶媒（メタノール：クロロホルム：水
＝ 2.5：1：1）を用いた液液抽出により、様々な水
溶性代謝物が抽出できることが確認できた。②につ
いては、次に示す測定条件に確定した。GC/MS に
は GCMS-QP2010…Ultra（島津製作所）を用いた。
試料注入量は 1.0…μl とし、注入口温度は 230℃、ス
プリット比は 25：1 とした。キャピラリーカラム
に は、CP-SIL…8…CB… low…bleed/MS（30…m 長 × 内
径 0.25…mm、膜厚 0.25…μm;…Agilent…Technologies）
を用い、80℃から 330℃まで 1 分当たり 15℃の昇
温条件とした。イオン化法には、70…eV の電子イ
オン化法を採用し、イオン源温度は 200℃とした。
Advanced…Scanning…Speed…Protocol（ASSPTM）

を用いて、m/z85 から m/z500 の範囲を 20…points/
sec の速度でスキャン測定した。③に関しては、得
られたデータを、GCMSsolution（島津製作所）を
用いて netCDF 形式に変換して出力し、公開ソ
フトウェアである MetAlign1）と AIoutput2）に In-
house の代謝物データベースを統合した解析システ
ムを用いることとした。これらをまとめ、血清や組
織など様々な生体試料に適用可能な水溶性代謝物抽
出法と約 500 種類のインハウスデータベースを有す
る GC/MS 分析系を構築し、水溶性代謝物の網羅的
解析手法を確立できた（図 2050-1）。この GC/MS
による水溶性代謝物網羅的解析法を用いることで、
血清・血漿・細胞からは、約 100 種類の水溶性代謝
物を同定することができ、一方、組織からは 100 ～
150 種類の水溶性代謝物を同定できた 3,4）。
　DSS 誘発性大腸炎症マウス（図 2050-2）の大腸
組織は、DSS 投与開始後 7 日（Day…7）で急性炎症

図 2050-1　水溶性代謝物抽出法と GC/MS による代謝物解析システムの確立

図 2050-2 　デキストラン硫酸ナトリウム誘発性大腸
炎マウスモデル

図 2050-3 　大腸炎発症における組織学的評価（HE 染
色）
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期に入り、DSS 投与開始後 10 日（Day…10）では、
回復期を迎えることが、HE 染色法により明らか
となった（図 2050-3）。そこで、Day…0（Control）、
Day…7、Day…10 における大腸組織を、GC/MS によ
る水溶性代謝物網羅的解析法に供した結果、腸炎の
発症により水溶性代謝物プロファイルが有意に変動
することを、多変量解析の一つである主成分分析に
より明らかにできた（図 2050-4）。更に、腸炎の発
症により特徴的に変動する代謝物、例えば、窒素代
謝に重要なグルタミンやグルタミン酸などを見出し
た（図 2050-5）。
　続いて、DSS 誘発性腸炎モデルマウスの実験結
果のヒトへの適用性を確認するとともに、構築し
た GC/MS による水溶性代謝物網羅的解析法のヒト
検体への適用性を評価するために、潰瘍性大腸炎患
者、あるいは、健常人から採取した血清を用いて
GC/MS メタボローム解析を実施した。その結果、
潰瘍性大腸炎の発症により、代謝物プロファイルが
異なることを証明でき、更に、DSS 誘発性腸炎モ
デルマウスの実験結果と一致して、グルタミンを含
めたいくつかのアミノ酸が、潰瘍性大腸炎の発症に

より低下することが確認できた（表 2050-1）。また、
多数のヒト検体への有用性を検証するために、GC/
MS による大腸がん患者の血清メタボローム解析を
行った結果、大腸がん診断に利用できる 4 種類のマ
ルチバイオマーカー（2-ヒドロキシ酪酸、アスパラ
ギン酸、キヌレニン、シスタミン）を発見し、これ
ら 4 種類の代謝物データに基づいた感度、特異度の
高い大腸がん診断予測式を作成できた（図 2050-6）。
構築した診断予測式は、ステージ 0 やステージ 1 と
いった早期大腸がん患者においても、高い感度を保
つことも確認できた 5）。
　（イ）　超高速液体クロマトグラフィー三連四重極
型質量分析による代謝物網羅的解析法の確立
　UHPLC/MS/MS を用いた脂質網羅的解析法の確
立のため、PC、LPC、PE、LPE といったグリセロ
リン脂質や遊離脂肪酸を中心とした脂質に対する
MRM 測定のためのトランジションを組み、各脂質
の最適な分析条件を決定した。240 種類のグリセロ
リン脂質と 40 種類の長鎖脂肪酸を含むハイスルー
プット一斉分析系を確立できた。
　続いて、構築した UHPLC/MS/MS による脂質網

図 2050-4　大腸炎発症における代謝物プロファイルの変動

図 2050-5　大腸炎発症により特徴的に変動した代謝物
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羅的解析法が、生体試料の分析に適用でき、かつ、
代謝物プロファイリングを実施することにより、生
体情報をより詳細に評価が可能であるのか否かにつ
いて、炎症性腸疾患モデルマウスを用いて検討を
行った。具体的には、クローン病モデルとして用い

られる IL-10 遺伝子欠損マウスと野生型のマウスの
大腸組織、及び、血漿を用いて比較脂質解析を実施
した。その結果、IL-10 遺伝子欠損マウスと野生型
のマウス間の脂質プロファイリングは大きく異な
り、特に、ω-3 系脂肪酸であるドコサヘキサエン酸

表 2050-1　潰瘍性大腸炎患者の血清メタボローム解析

図 2050-6　メタボローム解析による大腸がん診断予測式の作成
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（DHA）関連脂質の代謝変動が顕著に観測された
（図 2050-7）。更に、構築した UHPLC/MS/MS によ
る脂質網羅的解析法のヒト検体への適用性を評価す
るために、健常人ヒト血清を用いて UHPLC/MS/
MS メタボローム解析を実施した。その結果、ヒト
血清中脂質分析条件を決定でき、更には、ヒト血清
中には、約 200 種類の脂質が存在することを明らか
にできた。

　エ　考　察
　（ア）　ガスクロマトグラフィー質量分析による代
謝物網羅的解析法の確立
　ポストゲノム時代の到来とともに、トランスクリ
プトミクスやプロテオミクスによる様々な研究がこ
れまで盛んに行われてきたが、その成果がヒトへ還
元されたものはあまり存在しない。GC/MS は、大
きなダイナミックレンジを有し、再現性も高いこと
から、多検体に対する水溶性代謝物の網羅的解析に
適している。近年、この特徴を利用して、GC/MS
によるメタボロミクスによって様々な研究が活発と
なった。メタボロミクスでは、有機酸、アミノ酸、

脂肪酸、糖類などの多種多様な低分子化合物を、そ
の解析ターゲットとする。これらはいわゆるセント
ラルドグマの下流にあることから、その集大成と捉
えられており、タンパクの総体であるプロテオー
ムや遺伝子の総体であるゲノムより表現型に近く、
刻々と変動する病態をより直接的に反映するもので
あるため、生体機能に関わる研究に対して有利であ
ると考えられている。また、分析の面においても、
GC/MS による代謝物分析は、多くの技術的知見や
データベースが既に蓄積していること、代謝物には
種依存性がなく、前処理やデータベースを共通して
利用できること、分析機器の再現性、汎用性に優
れていることも、GC/MS によるメタボロミクスが
活発となった要因と考えられる。本研究において、
GC/MS による水溶性代謝物網羅的解析法を確立で
き、更に、マウス検体やヒト検体への適用性も確認
できた。この結果は、「4　生体調節機能及び機能性
成分の安全性について動物並びにヒトレベルでの解
析」での生体調節機能や安全性の評価に、GC/MS
による水溶性代謝物メタボローム解析実施に適用で
きることを検証したものとなる。

図 2050-7　IL-10 遺伝子欠損マウスの血漿、及び、大腸組織の脂質プロファイリング
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　（イ）　超高速液体クロマトグラフィー三連四重極
型質量分析による代謝物網羅的解析法の確立
　GC/MS では、脂質を網羅的に分析することは非
常に困難である。しかし、生体には様々な脂質が存
在し、近年、その機能性の評価も取り組まれてい
る。例えば、ω-3 系脂肪酸である DHA やエイコサ
ペンタエン酸が有名であり、これらが抗炎症活性を
有していることが明らかにされた 6）。更に、糖尿病、
心臓病、高血圧などの生活習慣病への効果も期待さ
れている。一方で、ω-6 系脂肪酸から作られる生理
活性物質は、免疫反応を激しくすることで炎症やア
レルギーに関わるとともに、心血管系の病気も悪化
させると言われている 7）。これらのことから、脂質
を網羅的に分析することは、生体調節機能や安全性
の評価に非常に有益であると考えられる。そこで、
本研究では、UHPLC/MS/MS を用いた脂質網羅的
解析法の確立を実施し、その構築に成功した。更
に、マウスやヒトといった生体試料の分析も可能で
あることも確認できており、GC/MS による水溶性
代謝物網羅的解析と合わせることで、生体中に存在
する水溶性代謝物と脂溶性代謝物を含めた大部分の
代謝物の分析が可能となっており、「4　生体調節機
能及び機能性成分の安全性について動物並びにヒト
レベルでの解析」での生体調節機能や安全性の評価
におけるメタボローム解析の貢献度もより高くなっ
ていると考える。

　オ　今後の課題
　本研究において、GC/MS による水溶性代謝物網
羅的解析法と UHPLC/MS/MS により脂質網羅的解
析法とを構築し、そのマウス検体やヒト検体といっ
た生体試料への適用性も確認できた。これらの結果
は、「4　生体調節機能及び機能性成分の安全性につ
いて動物並びにヒトレベルでの解析」においてメタ
ボローム解析を用いた評価を実施できるということ
を検証したものとなる。メタボローム解析における
課題は、如何にして、適切な検体を収集するのかと
いう点であり、実際に、検体収集方法おける注意点
を論じた報告も散見される 8,9）。このことから、「4
　生体調節機能及び機能性成分の安全性について動
物並びにヒトレベルでの解析」においてメタボロー
ム解析を実施する上で、検体収集に関しても注意が
必要であり、そうすることで、メタボローム解析の

結果の正確性をより高めることができると考える。

　カ　要　約
　生体内低分子代謝物を網羅的に解析するメタボ
ローム解析技術が急速に進歩し、現在、生体情報を
低分子レベルまで捉えることが可能になりつつあ
る。そこで、本研究では、GC/MS による水溶性代
謝物網羅的解析法、並びに、UHPLC/MS/MS を用
いた脂質網羅的解析法の構築を試み、水溶性代謝物
と脂質の対象としたマルチメタボローム解析プラッ
トフォームを確立した。更に、マウス検体やヒト検
体といった生体試料の分析への適用性についても確
認し、「4　生体調節機能及び機能性成分の安全性に
ついて動物並びにヒトレベルでの解析」において、
生体調節機能や安全性の評価におけるメタボローム
解析が実施可能であることを証明できた。
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６　海産食物繊維の機能性を評価する共培養系
の確立及び作用機序の解明 

　ア　研究目的
　コンブは 1,400 年以上前から食べ続けられている
日本の伝統食品である。しかし、海産物なので塩分
濃度が高い。にもかかわらず、コンブを常食する人
に高血圧などの循環器疾患が多いという報告はな
い。むしろ、コンブは高血圧や炎症を軽減する、と
いう伝承がある。そこで、本研究では、日本人が常
食しているコンブの一つのマコンブについて、マコ
ンブが高血圧を予防、あるいは、軽減するという機
能性を示すか否かを明らかにすることを目的とし
た。マコンブは、他の食物にはない特異な成分を二
つ含んでいる。含酸素カロテノイドであるキサント
フィルのフコキサンチンと、硫酸化多糖のフコイダ
ンである。フコキサンチンに関しては、メタボリッ
クシンドローム予防やがん予防作用などが数多く報
告されている 1,2）。しかし、循環器疾患予防に関す
る報告は見当らない。そこで本研究では、もう一つ
の成分のフコイダンに焦点を絞って機能性を解明す
ることとした。マコンブのフコイダンは主に硫酸化
フコースで構成され、その他の種類の糖はほとんど
含んでいない。この点が他の褐藻のフコイダンと異

なっている。以下、マコンブのフコイダンを F-フ
コイダンと称するが、本研究では F-フコイダンを
高度に精製し、ヒト摂取試験でその血栓症予防効果
を調べ、その作用機序を、ヒト血液と腸上皮細胞と
の共培養モデルを確立して、それを用いて明らかに
することとした。

　イ　研究方法
　（ア）　F-フコイダンの機能性の測定
　　ａ　実験動物での消化吸収測定
　　（ａ）　F-フコイダンの調製
　北海道大学の尾島教授から精製 F-フコイダンを
頂いた。その調製方法は以下である。北海道函館市
の尾札部で栽培した Laminalia japonica を熱水で
洗うことで塩分を除き、それを細断後、90％アル
コールでの 2 回抽出で脂溶性成分を除いた。その
抽出残渣の乾燥物を 3 倍量の 0.1…M 酢酸に懸濁して
オートクレーブに供した後、0.1…N…NaOH で中和、
生じた沈殿物を 70％エタノールに懸濁して 7,500…
xg で遠心分離した。その沈殿物を 70％エタノール
で 2 回洗浄し、精製 F-フコイダンとした。
　　（ｂ）　実験動物
　動物実験は神戸大学動物実験ガイドラインに従っ
た（認可番号 No.20-5-11）。雄性 5 週齢 ICR マウス

（体重…28–30…g）を 1 週間馴化させた後、5…mg の F-
フコイダンを胃ゾンデで投与した。投与後、2、4、
8、16、32 時間に心臓採血でと殺し、血液、胃、小
腸、大腸を摘出し、糞を採取した。F-フコイダン
の抗体を用いて、採取した血液中、胃内容物、小
腸、及び、大腸内容物、糞中の F-フコイダン量を
ELISA 阻害法で定量した。
　　ｂ　ヒト摂取試験
　　（ａ）　投与カプセルの調製
　上記ａ -（ａ）で Laminalia japonica から調製し
た試料を用いた。そのアルコール抽出物を乾固後、
脱塩してからヘキサン抽出物を得、ヘキサンを完全
に除去した粉末とした。分析すると、フコキサンチ
ン 46.5％、脂質 8.01％、セルロース 45.4％の混合物
であった。これをシクロデキストリンに混合して
カプセルに詰め、投与用カプセル FX とした。アル
コール抽出残渣は、30 倍容量の 0.1…M 酢酸に懸濁
して No.2 濾紙でろ過し、0.1…M…NaOH で中和した
のち 70％アルコールを加えて 7,500…xg の遠心分離
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で沈殿物を得た。この沈殿物を F-フコイダンの抗
体で定量すると 63％が F- フコイダンであったので、
これをシクロデキストリンに混合してカプセルに詰
め、FD カプセルとした。また、FX と FD を混合
したものを FX+FD カプセルとした。これらのカプ
セルのそれぞれ 5 錠を 1 日摂取量としたが、FX カ
プセル 5 錠にはフコキサンチン 0.31…mg が、FD カ
プセル 5 錠には F- フコイダン 400…mg が、FX+FD
カプセル 5 錠にはフコキサンチン 0.31…mg と F-フ
コイダン 400…mg が含まれるように調整した。
　　（ｂ）　参加者
　ヒト摂取試験は神戸大学医学部倫理審査委員会の
認可を得た（認可番号 no.…615）。神戸大学の職員と
学生の中から、定期健康診断で異常が指摘されな
かった人たちをリクルートし、何らかの施薬を受け
ている者、食事コントロールをしている者、閉経な
どでホルモン治療を受けている者、アレルギー治療
を受けている者、過去に消化器系、及び、循環器系
の疾患経験のある者、そして、喫煙者を除いた。
　　（ｃ）　ヒト摂取試験
　上記の参加者 33 名をランダムに 11 人ずつの 3 群
に分け、それぞれ FX、FD、FX+FD の摂取試験
を開始したが、その開始直前に採血して、血液生
化学分析に廻した。そして、それぞれのカプセル
を 1 日 5 錠ずつ 5 週間摂取していただいた。摂取
時間は、1 日のうちのいつでもよく、一度に 5 錠で
も、数回に分けて飲んでもよいとした。また、参加

者も研究者もいずれも誰が何を摂取しているか不明
の二重盲検とした。血液検査の結果は、試験開始 1
週間後に判明したが、それによると、参加者のうち
の 4 名のコレステロール値が 3.88-5.66…mmol/l…total…
cholesterol（6.02，6.41，6.56，or…3.28…mmol/l） で
あったので、この 4 名を試験から除いた。更に、試
験期間中に 2 名が風邪をひいて服薬したので、こ
の 2 名も除いた。また、5 名が、毎日 5 錠ずつ飲む
のは困難として、試験から脱落した。最終的に男性
13 名、女性 11 名の 24 名が試験を完遂した。試験
終了後にキーオープンすると、FX 群が男性 3 名女
性 3 名の計 6 名、FD 群が男性 5 名女性 4 名の計 9
名、FX+FD 群が男性 5 名女性 4 名の計 9 名であっ
た。完遂した全員について、カプセルの摂取記録を
付けていることを確認し、また、カプセルが入って
いた瓶が空であることを確認した。
　　（ｄ）　グローバル血栓症試験
　被験者の血液の血小板の状態を測定するために、
図 2060-1 に示したグローバル血栓症試験器を用い
た 3）。先が細くなったチューブの先端部分に、大と
小のスチールボールが入っている。チューブの上の
口から血液を入れて自然落下させると、血液は大の
スチールボールと管壁の間を通ってその下の小のス
チールボールに達する。この大のスチールボールと
管壁の間の狭い隙間を通過するときに、血液はずり
応力を受ける。このずり応力が血小板に凝集を開始
させる刺激となる。そして、小ボールと管壁の隙間

図 2060-1　抗血栓症試験法
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をすり抜けるときに凝集し、凝固して、チューブの
下部からの滴下が止まる。チューブの滴下口には光
エミッターがついており、血液の滴下を検出する。
その滴下が 15 秒間以上検出されないときに、凝集
が始まったと自動的に記録できるように設定した。
また、凝集していた血液が脱凝集して滴下をはじ
め、15 秒以内に次の滴下が認められれば、それも
記録するように設定した。
　被験者の前腕から注意深く、21-ゲージのバタフ
ライカニューラを付したプラスチックシリンジを用
いて、抗凝血剤を使わずに採血し、最初の約 2…mL
は採血時にわずかのずり応力を受けているので、廃
棄した。そして、残りの 2…mL をゆっくりと、37℃
に保たれているグローバル血栓症試験器のチューブ
に入れた。滴下が止まった時間（秒）を血小板凝集
開始時間（オクル―ジョンタイム、OT）とした。
凝固した血液はしばらくすると脱凝固して再び滴下
を始めるが、この再滴下時間（秒）を脱凝集開始

（リジスタイム、LT）として記録した。健常人の平
均的 OT は 500 秒ほどであり、LT は 1,700 秒ほど
である。
　　（ｅ）　エイコサノイドの定量
　血小板凝集を促すエイコサノイドはトロンボキサ
ン A2(TxA2) で、脱凝集のシグナルとなるのはプ
ロスタグランディン (PG)I2（プロスタサイクリン）
と報告されている。そして、いずれも血中での寿命
が短いので、その血中特異代謝物である TxB2、及
び、6-ケト -P…F1α（6-keto-PGF1α）として、酵素免
疫法の測定キットを用いて定量されている。本研究
でもこの測定法に従った。
　　（ｆ）　過酸化水素の定量
　血中の過酸化水素をスコポレチン蛍光法で測
定した。採血した血清 100…μL を、グルコース 5.5…
mmol/L、 ス コ ポ レ チ ン 17…μmol/L と ホ ー ス ラ
ディッシュペルオキシダーゼ…0.44…ユニットを含む
クレーブスリン酸緩衝液（pH…7.4）の 100…μL に添
加し、37℃に 30 分間置いた後、蛍光分光光度計で、
350…nm を励起波長として 460…nm の蛍光を測定す
ることで、過酸化水素を定量した。
　　（ｇ）　統計処理
　データは全て平均値± S.D. で表示した。ヒト摂
取試験のデータは、それぞれの群の試験開始直前

（basal）の測定値と終了直後（final）の測定値を、

paired…Student’s… t 試験で分析した。その他のデー
タは unpaired…Student’s… t…試験で分析した。全ての
処理は SPSS13.0 で行い、p<0.05 を有意な差とした。
　（イ）　共培養モデルを用いた F-フコイダンの作
用機序の解明
　　ａ　F-フコイダンの高度精製
　以下の機能性の作用機序解明のために共培養系で
用いる F-フコイダンは、上のヒト摂取試験で用い
た F- フコイダンを更に高純度に精製した。(ア)- ａ
の F-フコイダンを 20…mM の酢酸ナトリウム緩衝液

（pH…4.6）に溶かしてトーヨーパール DEAE　650M
カラムに供し、まず、0.5…M 食塩水でアルギン酸を
溶出させ、続いて、1.0…M 食塩水でフコイダンを溶
出させた。溶出液に終濃度 67％のアルコールを加
えてフコイダンを沈殿させ、それを 70％アルコー
ルで 2 回洗浄した。その洗浄物の全糖量をフェノー
ル硫酸法で定量し、洗浄物の重量と比較することで
純度を計算すると、95％以上であった。また、1％
四フッ化酢酸で、1 時間 100℃で加水分解した後、
薄層クロマトグラフィーで糖を検出すると、フコー
スと硫酸化フコースの比率は 1：1 であり、他のガ
ラクトースやウロン酸などの糖は検出されなかっ
た。したがって、ここで精製したフコイダンは F-
フコイダンであるとした。また、1％アガロースゲ
ル電気泳動に、DNA マーカーと一緒に供して、F-
フコイダンのおおよその分子量は 300…kDa である
と判断した。
　　ｂ　ヒト血液とヒト結腸上皮細胞 Caco-2 との
共培養系の確立
　Hidalgo ら 4）の報告に従って、トランスウエル
の上層に、十分に分化させたヒト結腸上皮細胞
Caco-2 を一層で培養し、電気抵抗が 1,200… Ω cm2

以上であることを測定して、タイトジャンクション
が十分に形成されていることを確認してから用い
た。そして、下層に、ボランティアから採血直後
の血液 0.8…mL を置いて、馴化させるために 2 時間
培養した。このとき、下層の血中の腫瘍壊死因子
(TNF)-α 量と、上層の Caco-2 細胞のインターロイ
キン 8 の mRNA 発現を測定した。そして、これら
が検出限界以下であること、発現促進が認められな
いことなどを確認した。
　　ｃ　共培養系モデルを用いた F-フコイダンの
作用機序の解明
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　　（ａ）　F-フコイダンの Caco-2 細胞に対する作
用
　上層の Caco-2 細胞の培地を、高純度精製 F-フコ
イダン 0、125、250、あるいは、500…mg/L 含む培
地に交換して、3 時間培養した。そして、F-フコイ
ダンを除いた後に、下層の血中のエイコサノイドと
過酸化水素を定量した。また、Caco-2 細胞の過酸化
水素生産酵素の活性、及び、下で述べる過酸化水素
産生酵素の mRNA 発現を測定した。一方、この共
培養時に、上層に加えた F-フコイダンが下層の血中
に存在するか否かをその抗体を用いて測定した。
　　（ｂ）　リアルタイム RT-PCR
　Caco-2 細胞の過酸化水素生産酵素の mRNA 発
現を測定した。トータル RNA はキットを用いて
精製し、cDNA はキットのマニュアルに基づいて
調製した。プライマーはヒト NADPH オキシダー
ゼ 1（NOX1）、デュアルオキダーゼ 2（DUOX2）、
そして、グリセロアルデヒド…3-リン酸脱水素酵素

（GAPDH）を用いた。
　　ｄ　エイコサノイド産生を促す物質の探索
　　（ａ）　9-オキソノナン酸（9-ONA）
　標品物質として用いるために、既報に従って
9-ONA を有機合成した 5）。オレイン酸を過マンガ
ン酸カリウムでジヒドロステアリン酸に酸化し、更
に、過ヨウ素酸カリウムでペラルゴンアルデヒドと
9-ONA に酸化した。この酸化混合物をシリカゲル
カラムクロマトグラフィーに供して、ペラルゴンア
ルデヒドを 20％ジエチルエーテルヘキサンで溶出
し、9-ONA を 60％ジエチルエーテルヘキサンで溶
出した。溶出した 9-ONA を水で 3 回再結晶するこ
とで純度 95％以上に精製した。
　　（ｂ）　ヒト血液の自動酸化
　ボランティアから採血した血液を 37℃でイン
キュベートしながら、経時的にその一部を取り出し
て 4℃で 3 分間 3,000…xg で遠心分離した。上清の血
清部分 50…μL ずつを用いて、過酸化物価（PV）6）、
チ オ バ ル ビ ツ ー ル 酸 反 応 物 質 量（TBARS）7）、
TxB2 量、及び、9-ONA 量の定量、及び、ホスホリ
パーゼ A2（PLA2）活性 8）を測定した。
　　（ｃ）　9-ONA の血小板凝集作用
　ヒト血液を 3.2％のクエン酸三ナトリウムに加え
て 200…xg で 15 分間遠心し、血小板が豊富な血漿
PRP を得た。この PRP が血小板を正常な数 2 ～ 4

× 108 個を含むことを確認して、一穴が 100…μL の
96 ウェルに入れた。そこに様々な濃度で 9-ONA を
添加し、また、血小板凝集のアゴニストであるアラ
キドン酸、コラーゲン、エピネフリンなどを加え
て、37℃のマイクロプレートリーダー上で激しく振
盪した。そして、15 秒間隔で 595…nm の吸光度を測
定することで、血小板の凝集率を測定した。また、
PRP を 15,000…xg で 5 分間遠心することで血小板を
あまり含まない血漿 PPP を得た。この PPP を対照
とするために、PRP と同じように処理した 9）。
　　（ｄ）　統計処理
　得られたデータの有意差検定は…Dunnett’s…post…
hoc 試験で行い、P<0.05 を有意差とした。

　ウ　研究結果
　（ア）　F-フコイダンの機能性の測定 10）

　　ａ　実験動物での消化吸収測定
　F-フコイダン 5…mg をマウスに胃ゾンデで投与し
たのち、経時的に消化管の内容物と糞便を F-フコ
イダンの抗体を用いて免疫法で測定した結果が図
2060-2 である。経口投与した F-フコイダンは、時
間と共に胃、小腸、大腸へと移動し、32 時間後に
は経口投与した全ての F-フコイダンが糞便から検
出された。また、マウスの血液は F-フコイダンの

図 2060-2　経口投与した F-フコイダンの動態
　F-フコイダン 5…mg を ICR マウスに経口投与し、経
時的に胃内（白地に黒■）、小腸内（黒地に白□）、大
腸内（斜線）、糞便中（白）の F-フコイダン量をその
抗体を用いて定量した。
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抗体に反応しなかった。このように、F-フコイダン
はマウスでは全く消化を受けず、体内吸収もされな
かった。
　　ｂ　ヒト摂取試験
　ボランティア 33 人を 3 グループに分け、マコン
ブから調製した F-フコイダン 400…mg を含むカプセ
ル、マコンブのキサントフィルであるフコキサンチ
ンを 0.31…mg 含むカプセル、及び、この両方を含む
カプセルをそれぞれのグループに毎日 5 週間摂取さ
せた。摂取開始直前と 5 週間後の摂取試験終了後に
採血し、グローバル血栓症試験器で血小板凝集速度
と脱凝集速度を測定した。試験は二重盲検で行った
が、試験終了時にキーオープンすると、basal の血
液生化学検査で異常が認められたヒト、摂取試験中
に風邪をひいて医薬を服用し始めたヒト、5 週間の
摂取が困難になったヒトなどが脱落し、最終的に
FD グループの 9 名、FX の 6 名、FX+FD の 9 名
が試験を完遂した。各グループの血液生化学検査結
果を表 2060-1 に示したが、摂取試験開始前と終了
後で、有意な変化は認められなかった。また、摂取
終了後の血液を F-フコイダンの抗体で測定したが、
いずれのグループでも血中の F-フコイダンは検出
限界以下であった（データは示していない）。
　グローバル血栓症試験の結果を図 2060-3 に示し

た。FD グループでは OT は basal と final でほぼ同
じであったが、LT が final では basal に比べて有意
に短くなっていた。FX グループでは OT も LT も
basal と final の間に違いはなく、FX+FD グループ
では OT は変わらず、LT が final で有意に短くなっ
ていた。つまり、マコンブの特異な二つの成分のう
ち、フコキサンチンを摂取したグループでは血小
板凝集速度に変化はなく、F-フコイダンを含むカプ
セルを摂取したグループで血小板の脱凝集時間が早
くなっていた。したがって、マコンブには凝集した
血小板に脱凝集を促す作用があり、その活性成分は
F-フコイダンと考えられた。
　　c　食事 F-フコイダンのエイコサノイド産生調
節作用
　血小板脱凝集促進作用の機序を調べるために、上
記の 3 種類のカプセル摂取試験の 2 か月後に、ボラ
ンティア 4 名を募り、カプセルを摂取させずに採
血した。その血液を、グローバル血栓症試験器に
供したときと類似の状態を再現するために、ボル
テックスで 5 秒間撹拌する（図 2060-4）、あるいは、
37℃に放置した（図 2060-5）。そして、血中のエイ
コサノイド量を測定した。特に、血小板凝集を促す
TxA2 の血中代謝物である TxB2 と、脱凝集を促す
PGI2 の代謝物の 6-ケト-PGF1α を定量した。ボルテッ

表 2060-1　摂取試験開始前と終了後の血液生化学検査結果

1 絶食 12 時間後に採血。数値は means ± S.D.、FX+FD は n=9、FX は n=6、FD は n=9。
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クスでずり応力を負荷すると、6-ケト-PGF1α 量に
変化はなかったが、TxB2 量が有意に増加した。血
液を 37℃で放置した場合には、時間と共に 6-ケト
-PGF1α も TxB2 も増加した。これらの結果は、血液

がずり応力などのストレスを受けると血小板凝集を
促すエイコサノイドの TxB2 を産生し、また、少量
ではあるが脱凝集を促す PGI2 も産生することを示
していた。

図 2060-3 　ボランティアがマコンブの成分を含むカプセルを 5 週間摂取する前（Basal、白）と摂取
後（Final、黒）の血液の血小板凝集開始速度（OT）と脱凝集開始速度（LT）

　左図の FX+FD はフコキサンチン 0.31…mg と F-フコイダン 400…mg を摂取したグループ（n=9）。中
図の FX はフコキサンチン 0.31…mg 摂取グループ（n=6）。右図の FD は F- フコイダン 400…mg 摂取グ
ループ（n=9）。上段の図は mean ± S.D. で示した。＊は Basal に対して Final が P<0.05 で有意であっ
たことを示す。下段は個々人の生データ。

図 2060-4 　ヒト血液にずり応力を負荷したときのエ
イコサノイド産生

　血液を室温（25℃）で 5 秒間ボルテックスに供し
（＋）、あるいは、5 分間放置し（-）て、6-ケト-PGF1α

（白）、及び、TxB2（灰色）を定量した。＊は（-）に
対して P<0.05 で有意。

図 2060-5 　ヒト血液を 37℃で放置したときのエイコ
サノイド産生

　血液を 37℃で表示の時間放置し、6-ケト-PGF1α

（白）、及び、TxB2（灰色）を定量した。＊は 0 分に
対して P<0.05 で有意。
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　そこで、再度ボランティア 13 名に FD だけを 5 週
間摂取させ、血中のエイコサノイドを測定した（図
2060-6）。TxB2 量には変化はなかった。6-ケト-PGF1α

量は、basal に比べて final では約 2.5 倍に有意に増
加していた。また、過酸化水素の濃度が、basal に比
べて final ではわずかであるが有意に増加していた。
このように、マコンブの F-フコイダンはエイコサノ
イドの産生系を調節すると考えられた。
　（イ）　共培養モデルの確立とそれを用いた F- フ
コイダンの作用機序の解明
　　ａ　共培養モデルの確立
　F-フコイダンの作用機序解明のために、ヒト血液
とヒト結腸上皮細胞 Caco-2 との共培養系を確立し
た（図 2060-7）。トランスウエルの上層に Caco-2 細

胞を一層で培養し、下層にボランティアから採血し
たヒト血液を置いて 2 時間馴化させた。そして、上
層の培地中と下層の血中の炎症性のサイトカイン類
や腫瘍壊死因子類の量を測定すると、馴化前に比べ
て増加していなかった。また、この共培養系の上層
に F-フコイダンを添加して 3 時間培養し、下層を
F-フコイダンの抗体で測定すると、F-フコイダンは
検出限界以下であった（図 2060-8）。したがって、
Caco-2 細胞と血液は免疫拒絶反応をしていず、ま
た、上層の F-フコイダンの下層への漏出も認めら
れないので、共培養系が確立できたとした。
　　ｂ　共培養モデルを用いた F-フコイダンの作
用機序の解明
　図 2060-7 の共培養モデルを用いて、その上層の
Caco-2 細胞の培地に、高度精製 F-フコイダンを 3
時間添加した。そして、Caco-2 細胞の mRNA 発現
を分析した（図 2060-9、図 2060-10）。NADPH オキ
シダーゼ 1（NOX1）の mRNA とデュアルオキシ
ダーゼ 2（DUOX2）の mRNA の発現が有意に誘導
されていた。この発現誘導は、F-フコイダンと同時
にその抗体を添加すると、NOX1 も DUOX2 も抑
えられた。下層の血中では、過酸化水素量はわずか
であるが、加えた F-フコイダン量に依存して有意
に増加していた（図 2060-11）。そして、この増加
は F-フコイダンと同時に F-フコイダンの抗体を添
加すると認められなかった。また、6-ケト-PGF1α 量
が F-フコイダンを添加していない場合に比べて有

図 2060-6 　食事 F-フコイダンの血中エイコサノイド
量への影響

　F-フコイダン 400…mg を含むカプセルを 5 週間摂取
した後の血中の 6-ケト-PGF1α 量（白）、TxB2 量（灰
色）、及び、過酸化水素濃度（斜線）を、摂取前と比
較。

図 2060-7　ヒト血液と Caco-2 細胞の共培養系
　Caco-2 細胞の上層に一層で培養し、タイトジャ
ンクションが十分に形成されたことを確認してか
ら、下層にヒト血液を置いて 2 時間馴化させた。

図 2060-8　共培養モデルでの F-フコイダンの透過性
　上層の培地に F-フコイダン 500…μg/mL を添加して
3 時間培養し、上層と下層の F-フコイダン量をその抗
体を用いて定量した。U.D. は検出限界以下。
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意に増加した（図 2060-12）。そして、F-フコイダン
と同時にその抗体を加えると認められなくなった。
一方、TxB2 の量は、F-フコイダン添加で変わらな
かった。以上のことから、F-フコイダンは小腸上皮
細胞に作用して NOX1 と DUOX2 の発現を誘導し、
過酸化水素を産生させて血中に分泌させ、過酸化水
素が PGI2 の産生を促すと考えられた。
　　c　エイコサノイド産生を促す情報伝達物質
　エイコサノイド産生を促す物質が過酸化水素であ

ることを確認するために、F-フコイダンを摂取して
いないボランティアから採血し、その血液に過酸
化水素を添加した（図 2060-13）。過酸化水素は濃
度依存的に 6-ケト-PGF1α 量を増加させたが、TxB2

量は変化させなかった。そして、6-ケト-PGF1α 量も
TxB2 量も、シクロオキシゲナーゼの阻害剤である
アスピリンを添加すると顕著に減少した。そこで、
血液にずり応力を負荷し、同時に過酸化水素 2.5…
μmol/L を添加してみた（図 2060-14）。過酸化水素

図 2060-10 　F-フ コ イ ダ ン に よ る Caco-2 細 胞 の
DUOX2…mRNA の発現誘導

　F-フコイダンを上層に添加し（白）、あるいは、F-
フコイダンとその抗体（斜線）を同時に添加して 3
時間培養後、F-フコイダンを含まない培地に交換し、
Caco-2 細胞の DUOX2 の mRNA を分析した。

図 2060-9 　F-フコイダンによる Caco-2 細胞の NOX1 
mRNA の発現誘導

　F-フコイダンを上層に添加し（白）、あるいは、F-
フコイダンとその抗体（斜線）を同時に添加して 3
時間培養後、F-フコイダンを含まない培地に交換し、
Caco-2 細胞の NOX1 の mRNA を分析した。

図 2060-11 　F-フコイダンの Caco-2 細胞を介した過酸
化水素産生促進

　共培養系の上層に F-フコイダン（白）、あるいは、
F-フコイダンと同時に F-フコイダンの抗体を 3 時間添
加し、下層の過酸化水素濃度を定量した。

図 2060-12 　F-フコイダンの Caco-2 細胞を介したエイ
コサノイド産生

　共培養系の上層に F-フコイダン（白）、あるいは、
F-フコイダンと同時に F-フコイダンの抗体を 3 時間添
加し、下層の 6-ケト-PGF1α（白）と TxB2（灰色）を
定量した。
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は TxB2 量を変化させずに、有意に 6-ケト-PGF1α を
産生させた。このことは、ずり応力による血小板凝
集誘導を、過酸化水素は PGI2 を分泌させることで
抑えると考えられた。
　次に、血液から血小板の豊富な PRP を調製して、
過酸化水素を添加し、経時的に血小板の凝集率を測
定した（図 2060-15）。過酸化水素は濃度依存的に血
小板凝集を抑え、2.5…μmol/L の添加では、添加して
いない場合に比べて、凝集率を 3 分の 1 に抑えた。
そこで、PRP に血小板凝集のアゴニスト、コラー
ゲン、アドレナリン、あるいは、アラキドン酸を添
加し、同時に 2.5…μmol/L の過酸化水素を添加して
血小板凝集を測定した（図 2060-16）。過酸化水素は
いずれのアゴニストの血小板凝集作用をも有意に抑

制した。このように、過酸化水素はシクロオキシゲ
ナーゼ系を刺激して血小板の脱凝集を促す PGI2 を
産生させることで、血小板凝集抑制作用を示すと考
えられた。
　　ｄ　脂質過酸化分解物の血小板凝集促進作用 11）

　血小板の脱凝集を促すシグナルとなる過酸化水素
は活性酸素である。血球膜などの脂質を酸化し、そ
の酸化産物が凝集のシグナルになっている可能性
がある。そこで、新鮮血を 37℃に置き、血球膜リ
ン脂質を過酸化させて、生じた酸化産物を分析し
た（図 2060-17）。脂質過酸化の指標である PV 値
と TBARS の増加に伴って、n-6 系多価不飽和脂肪
酸のヒドロペルオキシドの分解産物である 9-ONA
量の増加が認められた 12）。またこのとき、血中の

図 2060-13　過酸化水素添加による 6-ケト-PGF1α 産生
　新鮮血に表示量の過酸化水素を添加し、37℃で 10 分放置後に、6-ケト-PGF1α（白）と TxB2

（灰色）を定量した。また、過酸化水素 5…μmol/L とアスピリン 100…μmol/L を添加して、同様
にしてエイコサノイドを定量した。＊は過酸化水素 0…μmol/L に対して有意。

図 2060-14 　ずり応力負荷した血液での過酸化水素添
加による 6-ケト-PGF1α 産生

　新鮮血を 5 秒間ボルテックスで撹拌した後、過酸化
水素を添加し、6-ケト-PGF1α（白）と TxB2（灰色）を
定量した。＊は過酸化水素 0…μmol/L に対して有意。

図 2060-15 　過酸化水素の血小板凝集抑制作用
　PRP に過酸化水素 0…μM/L（○）、0.5…μmol/L（■）、
1…μmol/L（●）、あるいは、2.5…μmol/L（◇）を添加
して 37℃に置き、経時的に 595…nm で血小板凝集率を
測定した。
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PLA2 活性とエイコサノイド量を測定すると（図
2060-18）、PLA2 活性は、血液を 37℃で放置した図
2060-17 に一致して有意に上がった。そして、血中
の PGI2 量に変化はなく、TxB2 量は有意に増加し
た。この PLA2 活性の上昇と TxB2 量の増加は、ア
スピリンの添加で顕著に抑制された。つまり、血球
脂質の過酸化は PLA2 活性と TxB2 量を増加させた。
　 図 2060-19 は、 図 2060-17 の 血 液 を HPLC で 分
析したものである。大気下 37℃に 40 分間放置し
た血液は 0 分に比べて明らかに、保持時間 11.31 分
のピークの 9-ONA が増加しており、そこに標品の
9-ONA を添加すると、ピークが二つに分かれるこ
となく、加えた量に一致してピークは大きくなっ
た。つまり、血球膜の過酸化で 9-ONA が生成した

図 2060-16　血小板凝集を誘導するアゴニストに対する過酸化水素の効果
　PRP に血小板凝集を促すアゴニストであるコラーゲン 3…mg、アドレナリン 0.1…μmol/L、あるいは、
アラキドン酸 0.5…μmol/L を添加し、経時的に 595…nm で血小板凝集率を測定した（○）。また、同時
に 0.25…μmol/L の過酸化水素を添加して測定した（●）。

図 2060-17　血球膜の過酸化と 9-ONA 生産
　ヒト新鮮血を大気下 37℃に置き、経時的に血清の
PV（●）、TBARS（□）、9-ONA 量（白棒）を測定
した。異なる英小文字は、それぞれに有意な差がある
ことを示す。

図 2060-18 　 血 球 膜 の 過 酸 化 と PLA2 活 性、 及 び、
TxB2 産生

　図 2060-17 と同様にして、経時的に血清の PLA2 活
性（白棒）と TxB2 量（灰色）を測定した。また、ア
スピリン（Apn）100…μmol/L を添加して測定した。
異なる英小文字は、それぞれに有意な差があることを
示す。

図 2060-19　血液中の 9-ONA
　図 2060-17 の血液のクロロホルム / メタノール（2：
1）抽出物を窒素ガス下で乾固したのち、500…μL の
メタノールに溶かして、その 20…μL を HPLC に供し
た。ライン a は有機合成した標品の 9-ONA、ライン
b は図 2060-17 の 0 分の HPLC、ライン c は 40 分の
HPLC、ライン d は 0 分に標品 9-ONA を添加したも
の。
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ことを示している。そこで、標品 9-ONA をヒト新
鮮血に添加して 37℃に 10 分間置いたのちに PLA2

活性と TxB2 量を測定した（図 2060-20）。9-ONA
は濃度依存的に PLA2 の活性を上げ、同時に TxB2

量を増加させた。したがって、9-ONA はアラキド
ン酸カスケードを活性化してトロンボキサンの合成
を促進するシグナルになっていると考えられた。
　 そ こ で、9-ONA を PRP に 添 加 し た（ 図 2060-
21）。9-ONA は濃度依存的に血小板凝集を促進し、
3…μmol/L の濃度で、アゴニストであるアラキドン
酸 1…μmol/L とほぼ同等の活性を示した。図 2060-

22 は、PLA2 の活性化と TxB2 産生増加を大気下
と窒素下で比較したものである。新鮮血を大気下
37℃に 40 分間置くと、PLA2 活性が有意に上がり、
TxB2 の産生量も有意に増加した。しかし、窒素下
では全く変化が認められなかった。そこで、窒素下
に置いた血液に 9-ONA を添加すると、9-ONA は濃
度依存的に PLA2 活性を上げ、TxB2 産生量を有意
に増加させた。これらのことは、明らかに、血球膜
脂質の過酸化で生じた 9-ONA がアラキドン酸カス
ケードを刺激して TxB2 を産生させ、その TxB2 が
血小板凝集を促すと思われた。

図 2060-21　9-ONA の血小板凝集促進作用
　PRP100 μL に 9-ONA を 0…μmol/L（ ○ ）、1…μmol/
L（▽）、3…μmol/L（□）、あるいは、アラキドン酸 1…
μmol/L（●）を添加して、経時的に 595…nm で血小板
の凝集率を測定した。

図 2060-20 　9-ONA の PLA2 活性化と TxB2 産生促進
作用

　ヒト新鮮血 1…mL に 9-ONA を標記濃度で添加して
37℃に 10 分間置いたのち、血清を分離して、PLA2 活
性化と TxB2 量を測定した。異なる英小文字は、それ
ぞれに有意な差があることを示す。

図 2060-22　窒素下での 9-ONA の PLA2 活性化と TxB2 産生促進作用
　ヒト新鮮血を大気下、あるいは、窒素下の 37℃に表示の時間放置し、PLA2 活性（白）と TxB2 量

（灰色）を測定した。また、窒素下に置いたときに 9-ONA を表示濃度で添加して測定した。＊は有
意差を示す。英小文字 a は、大気下に 40 分間置いたときに比較して有意差が認められたことを示す。
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　エ　考　察
　（ア）　マコンブ F-フコイダンの機能性
　本研究では、マコンブに含まれる食物繊維の硫酸
化多糖である F-フコイダンを摂取すると、血中の
PGI2 分泌を促して血小板の脱凝集を促進し、血栓
症を予防することを、ヒト試験で明らかにした。血
小板凝集に関わる因子は、エイコサノイドの他に、
NO や CO ガス、カルシウムイオン 13）、エクトヌク
レオチダーゼの CD3914）などが考えられる。しかし、
本研究で用いた GTT 試験で検出したような、1,500
秒という短時間で応答するシグナルとなるのはエイ
コサノイドしか考えられない 15）。そこで、エイコ
サノイドに焦点を絞って F- フコイダンの機能性を
解析した。ヒトが F- フコイダンを摂取すると、血
中の血小板凝集促進因子である TxA2 量は変わら
ず、脱凝集促進因子の PGI2 量が増加した（図 2060-
6）。そして興味深いことに、血中の過酸化水素濃度
がわずかであるが有意に増加していた。過酸化水素
は高濃度の場合は細胞膜脂質に過酸化を誘発する
が、少量ならばシクロオキシゲナーゼの活性化シグ
ナルとなると報告されている 16）。つまり、食事 F-
フコイダンは腸上皮細胞の何らかのタンパク質に作
用して、それを介して過酸化水素を産生させ、過酸
化水素が PGI2 分泌を促進したと考えられる。
　残る疑問は、F-フコイダンは何に作用して過酸化
水素を産生させたかである。F-フコイダンを動物に
経口投与すると、全く消化されず体内吸収もされず
に、投与した全量が糞便に排泄された（図 2060-2）。
また、ヒトが摂取した後に血液を分析しても、F-フ
コイダンは検出されなかった（図 2060-3）。したがっ
て、F-フコイダンは消化吸収されないと考えられ
る。マコンブと同様の褐藻のワカメやモズクのフコ
イダンは、その一部が消化管内で加水分解されて体
内吸収されると報告されている 17,18）。ワカメのフコ
イダンはガラクトースを含む G-フコイダンであり、
モズクはウロン酸を多く含む U-フコイダンである。
マコンブの F-フコイダンはそれらとは異なり、硫
酸化フコースから構成される F-フコイダンである。
硫酸化多糖という化学構造のために消化されにく
く、体内吸収されないと思われる。体内吸収されな
いのならば、食事 F- フコイダンが作用する対象は
消化管上皮細胞である。一方、消化も体内吸収もさ
れないのならば、F-フコイダンを摂取しても安全性

に問題はないと考えられる。次項では、F- フコイ
ダンは安全な機能性食品成分と考えて、消化管上皮
細胞に焦点を絞って、その作用機序を解析した。
　（イ）　共培養モデルを用いた F-フコイダンの作
用機序の解明
　ヒト結腸上皮細胞の Caco-2 を上層に一層で、下
層にヒト新鮮血を置くという共培養系を確立して、
食事 F-フコイダンの作用機序の解明を行った。F-
フコイダンを Caco-2 細胞に添加すると NOX1 と
DUOX2 の mRNA の発現促進が認められた（図
2060-9、図 2060-10）。そして、下層の過酸化水素濃
度のわずかな増加と PGI2 の分泌促進が検出された

（図 2060-11、図 2060-12）。これらは、F-フコイダン
と同時に F-フコイダンの抗体を添加すると起こら
なかった。したがって、F-フコイダンは消化管上皮
細胞に作用して過酸化水素を生産する酵素の NOX1
と DUOX2 を発現誘導し、過酸化水素を血中に分
泌させると考えられた。過酸化水素はシクロオキシ
ゲナーゼ系を刺激して PGI2 を産生させるシグナル
である 16）。そして、血液への過酸化水素の添加は
血小板の脱凝集を顕著に促進した（図 2060-15、図
2060-16）。
　残る疑問は、過酸化水素以外の因子が血小板の脱
凝集を促している可能性である。過酸化水素は活性
酸素の一つなので、血球膜のリン脂質を過酸化す
る可能性がある。脂質過酸化物の分解産物の一つ
に 9-ONA があり、9-ONA はエイコサノイド産生系
であるアラキドン酸カスケードを活性化すると報
告されている 12）。そこで、9-ONA を有機合成して
ヒト新鮮血に添加してみた。9-ONA は PLA2 活性
を上げて TxA2 産生を促進したが、PGI2 量には影
響しなかった（図 2060-20）。また、血小板凝集を、
アゴニストであるアラキドン酸と同程度に促進し
た（図 2060-21）。したがって、脂質過酸化の産物の
9-ONA は TxA2 産生を促して血小板凝集を促進す
るが、PGI2 は産生しないと考えた。以上の結果か
ら、PGI2 を産生して血小板の脱凝集を促進する因
子は 9-ONA ではなく過酸化水素であると結論した。
　そして、その作用機序を図 2060-23 にまとめた。
食事 F-フコイダンは消化管上皮細胞に作用して
NOX1 と DUOX2 を発現誘導し、少量の過酸化水
素を生産させる。過酸化水素は血管に浸潤して血球
のシクロオキシゲナーゼ系を刺激して PGI2 を産生
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させ分泌させる。PGI2 は凝集している血小板に作
用して脱凝集を促す。その結果、おそらく血栓症を
予防すると考えられる。

　オ　今後の課題
　（ア）　マコンブ F-フコイダンの機能性
　マコンブを食べると、そこに含まれている食物繊
維の F-フコイダンが腸上皮細胞に作用して過酸化
水素を産生させ、その過酸化水素が血中に移行して
PGI2 の分泌を促し、PGI2 が凝集した血小板に脱凝
集を促す。このように、マコンブの F-フコイダン
は体内吸収されることなく、消化管の表面細胞に作
用して血小板の脱凝集を調節する血栓症予防効果を
示すと考えられる。残る課題は、F-フコイダンの給
源を明らかにすることである。ワカメやモズクなど
の他の褐藻もフコイダンを多く含むが、これらのフ
コイダンは G-フコイダン、あるいは、U-フコイダ
ンであり、血栓症予防効果は報告されていない。し
たがって、消費者はどのような褐藻を食べれば血栓
症予防効果が期待できるのかという、F-フコイダン
の給源を明らかにしなければならない。
　（イ）　共培養モデルを用いた F- フコイダンの作
用機序の解明
　マコンブの F-フコイダンは体内吸収されること

なく、消化管の表面細胞に作用して血小板の脱凝集
を調節する血栓症予防効果を示すと考えられる。し
かし、不明な点が一つある。F-フコイダンが直接作
用する対象は何か、である。腸細胞が F-フコイダ
ンを認識する受容体を有しているとしか考えられな
いが、抗体を用いたプルダウン法などでは、今のと
ころ候補となるタンパク質は見つかっていない。F-
フコイダンが図 2060-23 に「?」マークを付して示
した受容体を介して作用しているのか、あるいは別
の作用系があるのかを明らかにすることは、食事
F-フコイダンが副作用をともなわず安全であるとい
う証拠になる。解明が望まれる課題である。

　カ　要　約
　（ア）　マコンブ F-フコイダンの機能性
　マコンブは特異な成分を 2 種類含んでいる。キ
サントフィルのフコキサンチン（FX）と硫酸化多
糖の F-フコイダン（FD）である。これらをマコン
ブから精製して、FX…0.31…mg を含むカプセル、FD…
400…mg のカプセル、FX+FD のカプセルをボラン
ティアに毎日 5 週間摂取させた。その開始前と摂取
終了後に採血し、グローバル血栓症試験器で血小板
凝集を測定した。FD カプセルを摂取したグループ
と FX+FD カプセルを摂取したグループで、血小

図 2060-23　食事 F-フコイダンの消化管上皮細胞を介した血栓症予防機序
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板の脱凝集時間が有意に早くなっていた。その作用
機序を調べるために、ボランティアに再度 FD カプ
セルだけを 5 週間摂取させ、血液中のエイコサノイ
ドを定量した。FD カプセルを摂取前に比べて摂取
後では有意にプロスタグランシン (PG)I2 の代謝産
物である 6-ケト-PGF1α 量が増加しており、トロン
ボキサン (Tx)A2 の代謝物の TxB2 量には変化はな
かった。そして、血中の過酸化水素濃度がわずかで
あるが有意に増加していた。一方、FD を ICR マウ
スに経口投与して消化管内の物質をその抗体で追跡
すると、投与した FD は全く消化吸収されずに、投
与 32 時間後に投与した全量が糞便から検出された。
また、FD を摂取したボランティアの血液を抗体で
分析しても、F-フコイダンは検出されなかった。し
たがって、食事 F-フコイダンは体内吸収されない
と考えた。体内吸収されずに、消化管上皮細胞に作
用して、過酸化水素産生などを介して血小板の脱凝
集を促すと考えた。
　（イ）　共培養モデルを用いた F-フコイダンの作
用機序の解明
　体内吸収されない食事成分による体の機能調節の
作用機序を解明するためには、消化管上皮細胞を
用いた共培養系が適切である。そこで、Caco-2 細
胞を上層に一層培養し、下層にヒト新鮮血を培養
する共培養系を開発した。Caco-2 細胞とヒト血球
は、お互いに免疫拒絶することなく、炎症性サイト
カインなどを分泌しなかったので、共培養系が確
立できたとした。これを用いて、Caco-2 細胞に F-
フコイダンを 3 時間作用させると、Caco-2 細胞の
NADPH オキシダーゼ 1（NOX1）とデュアルオキ
シダーゼ 2（DUOX2）の mRNA の発現誘導が認め
られた。そして、下層の血中では過酸化水素の濃度
がわずかだが有意な上昇し、プロスタグランディ
ン (PG)I2 の血中代謝物である 6-ケト-PGF1α の顕著
な分泌増加が認められた。これらの現象は F-フコ
イダンの抗体を同時に添加すると認められなくなっ
た。次に、過酸化水素が血球膜に過酸化を誘発し、
その過酸化分解産物がエイコサノイド産生を促して
いる可能性を調べた。血球膜脂質の過酸化分解産物
の一つの 9-オキソノナン酸をヒト新鮮血に添加する
と、ホスホリパーゼ A2 を顕著に活性化してトロン
ボキサン A2 を産生させ血小板凝集を顕著に促進し
た。しかし、PGI2 産生系には作用を示さなかった。

一方、過酸化水素をヒト新鮮血に添加すると、6-ケ
ト-PGF1α を濃度依存的に産生して、血小板凝集を
顕著に誘導した。したがって、食事 F-フコイダン
は腸上皮細胞に作用して NOX1 と DUOX2 を発現
誘導し、過酸化水素を産生させ、その過酸化水素が
血球のシクロオキシゲナーゼ系を刺激して PGI2 を
産生させることで、血小板の脱凝集を促すと結論し
た。
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７　食物繊維の機能性を評価するためのインビ
トロ腸炎モデル構築とそれを用いた評価 

　ア　研究目的
　近年、我が国において、炎症性腸疾患や大腸がん
の患者数が増加している。欧米型の食生活がこれら
の疾患リスクを増大させることが報告されており、
そのリスク増大は、ある食品因子が消化管粘膜機構
や腸管上皮細胞に影響を与えることによるものだと
示唆されている。一方、食物繊維がこれらの疾患発
症を制御することが報告されているものの、その詳
細な分子機序は明らかではない。そこで本研究で
は、担子菌由来の食物繊維に注目し、その機能性や
分子機序を培養細胞実験、動物実験により明らかに
する。

　イ　研究方法
　In vivo でのレンチナンの腸炎抑制効果は、デキ
ストラン硫酸ナトリウム（DSS）誘導型腸炎モデ
ルマウスにレンチナンを経口投与することにより
行った。この腸炎抑制効果の作用機作を解明する
ため、Caco-2 細胞と RAW264.7 細胞の共培養系に
RAW264.7 側からリポポリサッカライド（LPS）を
添加することで、炎症状態を疑似した in vitro 系疑
似腸管モデルを用いた。In vitro 系疑似腸管モデル
の Caco-2 細胞側からレンチナン処理し、Caco-2 細
胞中の TNF-α 受容体（TNFR）1 量をウェスタン
ブロット法により測定した。更に、その分布を確認
するため、37℃、及び、氷上で 5 時間培養した。そ
の後、トランズウェル膜上の Caco-2 細胞について
抗 TNFR1 抗体を用いた免疫染色を行い、TNFR1
の分布を共焦点レーザー顕微鏡で観察した。また、
TNFR1 量変化の原因を解明するためにエンドサイ
トーシスに着目し、Caco-2 細胞を各エンドサイトー
シス阻害剤で前培養してその影響を、IL-8…mRNA
発現を指標にして評価した。一方、in vivo での
TNFR1 量の挙動を観察するため、ループアッセイ
法により小腸における TNFR1…mRNA 発現量をリ
アルタイム PCR 法により測定した。
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　腸管におけるレンチナン認識機構を解明するた
め、まず、In vitro 系疑似腸管モデルでは、Caco-2
細胞と RAW264.7 細胞の共培養による腸管炎症モ
デル系において Caco-2 細胞に抗 Dectin-1、また
は、抗 TLR 中和抗体をレンチナン処理前に 30 分
間反応させた。6 時間後 Caco-2 から全 RNA を抽
出し、炎症性ケモカイン IL-8…mRNA 発現を Real-
Time…PCR 法により、RAW264.7 からの炎症性サ
イトカイン TNF-α 産生量を killing…assay により測
定した。同様に、Dectin-1…shRNA 導入 Caco-2 と
RAW264.7 の共培養を用いて、IL-8…mRNA 発現量、
及び、TNF-α 産生量を測定した。一方 in vivo 系で
は、Dectin-1…KO マウスに 2％ DSS 摂取による誘発
性腸炎マウスモデルを作製し、レンチナン 100…μg/
mouse を毎日経口投与し、体重変動の観察を行っ
た。更に Loop…assay 法を用いて、Dectin-1…KO マ
ウスの小腸にレンチナンを注入し、1 時間処理して
剥離した小腸上皮細胞の TNFR1…mRNA 発現量を
測定した。

　ウ　研究結果
　DSS 投与によって腸炎を誘発させたマウスの体
重減少の程度は、レンチナン毎日 100…μg 投与によ
り緩和され、結腸の長さにおいてもその短縮が抑制
された（図 2070-1）。更に、レンチナン 100…μg、及
び、200…μg 投与群において、病理組織学的スコア
の改善が認められた（図 2070-2）。更に、腸炎抑制
効果の作用機作を解明するために、Caco-2 細胞と
RAW264.7 細胞からなる疑似炎症腸管モデルを構築
し、その有用性を検討した（図 2070-3）。
　レンチナンによる抗炎症効果の作用機序を解明す
るために、まず、構築した疑似炎症腸管モデルを用
いて検討した。その結果、Caco-2 細胞をレンチナ
ン処理した際には、TNFR1 量が無処理区と比較し
有意に低下していた（図 2070-4 左）。ループアッセ
イ法でもレンチナン溶液を注入した部位で TNFR1…
mRNA 発現が蒸留水処理区に比べて有意に抑制さ
れた。一方、ラミナリン処理区では差は認められな
かった。このことから、TNFR1…mRNA 発現量の
減少は in vivo でも明らかとなった（図 2070-4 右）。

図 2070-1　DSS 誘発腸炎モデルマウスにおけるレンチナンの効果
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次に、TNFR1 の局在性を確認するため、免疫染
色法により検討した。その結果、図 2070-5 に示す
とおり、無処理区では、Caco-2 細胞中の TNFR1
の 分 布 は Apical 側 か ら Basolateral 側 に か け て
一様に分布していたが、レンチナン処理区では、

Basolateral 側に存在する TNFR1 の分布が顕著に
減少していた。更に、レンチナン処理を氷上で行っ
た場合、TNFR1 分布の変化が抑制されたことから、
TNFR1 のエンドサイトーシスによる減少が考えら
れた。一方、同様にラミナリン処理した際にはこの

図 2070-2　H ＆ E 染色した結腸切片の顕微鏡画像と病理学的スコア

図 2070-3　インビトロ腸炎モデル系における炎症性腸疾患（IBD）関連事項の確認
経上皮電気抵抗値（A）、TNF-α 産生量（B、C）、IL-8…mRNA 発現（D）、タンパク量（E）
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減少が認められなかった。このことから、レンチナ
ン特有の現象であることも明らかとなった。これま
での結果より、レンチナン処理により TNFR1 がエ
ンドサイトーシスで基底膜側において減少すること
が予想されたので、そのことを確認するためエンド

サイトーシス阻害剤を用いて実験を行った。その結
果、アクチン依存型エンドサイトーシスの阻害であ
る Cytochalasin…D ではその効果が認められなかっ
たに対して、クラスリン依存性エンドサイトーシス
阻害剤である Dansylcadaverine 処理において、レ

図 2070-4　レンチナン処理による in…vitro、及び、in…vivo における TNFR1 発現の影響

図 2070-5　TNFR1 の Caco-2 細胞における分布
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ンチナンによるIL-8…mRNA発現抑制が解除された。
この結果から、レンチナンは Caco-2 細胞に対して
クラスリン依存性のエンドサイトーシスを引き起こ
し、TNFR1…mRNA 発現量を減少させることが明
らかとなった（図 2070-6）。
　Dectin-1 中和抗体処理により、レンチナンによ
る Caco-2 中 IL-8…mRNA 発現抑制は失われたが、
TLR2 中和抗体による影響はみられなかった。また、
いずれの中和抗体処置においても RAW264.7 から
の TNF-α 産生量に対する影響はなかった（図 2070-
7）。Dectin-1 がレンチナン受容体であることを更に
確かめるため、Dectin-1…shRNA 導入 Caco-2 を調
製し、RAW264.7 との共培養系を用いて検討した結

果、予想通りレンチナンによる IL-8…mRNA 抑制効
果は失われた（図 2070-8）。In vitro 系を用いた実
験からレンチナン受容体は腸上皮細胞に発現してい
る Dectin-1 の可能性が示唆されたので、in vivo 系
でも確認するため野生型マウスと Dectin-1…KO マウ
スを用いて DSS 腸炎モデルにおける体重減少、及
び、結腸の長さに対するレンチナン効果を見たとこ
ろ、Dectin-1…KO マウスにおいてのみ抗炎症効果は
認められなかった（図 2070-9）。すでに、図 2070-4
に示したとおり、in vitro、及び、in vivo 系におい
てレンチナン処理による腸管上皮細胞での TNFR1
発現減少が抗炎症性の原因である可能性が示唆され
ているので、TNFR1 発現と Dectin-1 との関連性を

図 2070-6　レンチナン処理によるエンドサイトーシスの作用機作

図 2070-7　TLR2、及び、Dectin-1 中和抗体による IL-8…mRNA 発現、及び、TNF-α 産生に及ぼす影響
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検証するため、Dectin-1…KO マウスを用いて、上記
と同様ループアッセイを行った。その結果、レンチ
ナン処理により野生型マウス腸上皮細胞の TNFR1
発現量は減少したのに対して、Dectin-1…KO マウス
ではレンチナンによる減少は認められなかった（図
2070-10）。以上の結果から、レンチナンが示した

炎症状態下における Caco-2 中での IL-8…mRNA 発
現増加や DSS 誘導腸炎モデルマウスにおける炎症
抑制効果は、レンチナンが腸管上皮視細胞上に発
現している Dectin-1 を介して認識され、最終的に
TNFR1…mRNA 発現量を制御することによって抗
炎症効果を誘導している可能性が示唆された。

図 2070-8　Dectin-1…ノックダウン Caco-2 細胞におけるレンチナンの IL-8…mRNA 発現に対する効果

図 2070-9　Dectin-1…KO マウスを用いた DSS 誘導腸炎モデルマウスにおける体重変化に対するレンチナンの効果
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　エ　考　察
　DSS 誘導腸炎モデルマウスを用いた in vivo 実験
においてレンチナンが IBD を抑制することが明ら
かとなった。その作用機作を解明するため、炎症
性腸疾患を模倣できる in vitro 腸炎モデル系を構築
し、このモデル系を用いてその抑制機構を明らかに
することを試みた。その結果、管腔側からレンチナ
ン処理をすると、マクロファージからの TNF-α 産
生には影響を与えることなく、小腸上記細胞から
の IL-8 産生、及び、mRNA 発現レベルでの抑制が
確認された 1）。一般に抗炎症性を有する食品因子と
して知られているポリフェノール類では、抗原提示
細胞に直接作用して炎症性サイトカイン産生を抑制
することで抗炎症を発揮することがよく知られてい
る 2）。このように、レンチナンはポリフェノール類
とは異なった機序で炎症を抑制していることが予測
された。
　LPS 刺激によるマクロファージからの TNF-α 産
生に影響しなかったことから、レンチナンは腸管上
皮細胞に影響を与えていることが推測されたので
TNF-α 受容体に注目して検討したところ、TNFR1
タンパク量、及び、mRNA 発現量が有意に低下

していた。更に共焦点レーザー顕微鏡を用いて
TNFR1 発現の局在性を調べたところ、レンチナン
処理によって腸管上皮細胞の基底膜側に存在する
TNFR1 分布が減少していた。また、クラスリン依
存型エンドサイトーシス阻害剤であるダンシルカダ
ベリンにより腸管上皮細胞における IL-8mRNA 発
現量の抑制は回避されたが、アクチン依存型エンド
サイトーシス阻害剤であるサイトケラシン D 処理
では抑制は維持されたままであった。
　腸管上皮細胞に存在するレンチナン受容体を検
討した結果、Dectin-1 が候補として見出された 3）。
実際、Dectin-1 をサイレンシングした Caco-2 細胞
を用いた共培養系や Dectin-1…KO マウスの実験で
は、本来抑制される IL-8…mRNA や TNFR1mRNA
発現はキャンセルされた。これらの結果を総合す
ると、レンチナンを経口摂取すると、①上皮細胞
上の Dectin-1 により認識される。②クラスリン依
存型のエンドサイトーシスによって基底膜側にあ
る TNFR1 量が減少する。③炎症状態下で産生され
た TNF-α に対して、それを認識する TNFR1 が減
少しているため、腸管上皮細胞の応答性が鈍くな
る。④ TNFR1 を介した情報伝達による NF-κB 活
性化が脆弱になり、腸管上皮細胞からの IL-8 産生
が抑制される。このことにより、ケモカインの産生
が抑制され腸管炎症部位への好中球の遊走が起こら
なくなるために炎症抑制が起こると考えられた（図
2070-11）。

　オ　今後の課題
　Dectin-1 により認識されたレンチナンがどうして
クラスリン依存型エンドサイトーシスを誘導するの
かを明らかにする必要がある。

　カ　要　約
　食用キノコに含まれる食物繊維であるレンチナン
に抗炎症効果があることを明らかにした。レンチ
ナンを経口摂取した際、腸管上皮細胞に発現して
いる C 型レクチン様受容体である Dectin-1 によっ
て認識されることを、Dectin-1…KO マウス、及び、
Dectin-1 サイレンシング Caco-2 細胞を用いて解明
した。また、Dectin-1 を介した抗炎症作用機構につ
いても明らかにした。すなわち、まず、レンチナン
は腸管で上皮細胞により Dectin-1 を介して認識さ

図 2070-10 　Dectin-1…KO マウスにおける
TNFR1 発現
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れる。認識されたレンチナンは上皮細胞の基底膜
側にある TNFR1 のエンドサイトーシスを誘導する
ことで TNF-α からの情報伝達を軽減し、最終的に
ケモカインである IL-8 産生を抑制した。そのため、
腸管炎症部位への好中球の遊走が起こらなくなり抗
炎症性を示すことが明らかとなった。
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８　機能性を整理して海産食物繊維のデータ
ベースの作成

　ア　研究目的
　食物繊維は体内吸収されないが、8 種類の多様な
機能性がある 1,2）。このうちの七つの機能性はほぼ
全ての食物繊維に共通しているが、残りに一つの
機能性は食物繊維の化学構造によって大きく異な
る。褐藻のマコンブ Laminaria japonica は、ラミ
ナリン、アルギン酸、セルロースなどの食物繊維の
他に、硫酸化フコースを主な構成成分とする F-フ
コイダンという食物繊維を豊富に含んでいる。同じ
褐藻のワカメはフコースとガラクトースを主構成成
分とする G-フコイダンであり、モズクはウロン酸
を多く含む U-フコイダンである。F-フコイダンは
ヒト試験で顕著な血栓症予防効果を示したが、G-フ
コイダンや U-フコイダンにそのような報告は見当
らない。そこで、本研究ではマコンブの F-フコイ

図 2070-11　レンチナンによる抗炎症機構の推定経路
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ダンを他の褐藻のフコイダンと区別して検出・定量
できるモノクローナル抗体を用いた測定法を確立す
る。食物繊維は多糖だが、多糖の抗体を産生する細
胞は生存しにくく、持続的に抗体を作る細胞を得る
ことはきわめて困難といわれている。これまで食物
繊維の抗体を安定して生産する細胞を作製した例は
少ない。本研究では、マコンブから F-フコイダン
を高純度で精製し、それを用いて動物に抗体を作ら
せる試みを繰り返し、安定して抗体を産生する細胞
を得る。その抗体を用いて、マコンブの栽培条件に
よる F-フコイダン含量の違いを明らかにする。そ
して、コンブ類の F-フコイダン含量を測定し、そ
の機能性のデータと照合して整理することで、マコ
ンブ F-フコイダンのデータベースを作成すること
を目的とする。

　イ　研究方法
　（ア）　マコンブ F-フコイダンの簡易定量法の確
立
　　ａ　抗体作成用 F-フコイダンの精製
　ここで確立するのは、「6　海産食物繊維の機能性
を評価する共培養系の確立及び作用機序の解明」の
ヒト試験で顕著な血栓症予防機能が認められた F-
フコイダンを定量するための抗体法である。した
がって、「6　海産食物繊維の機能性を評価する共培
養系の確立及び作用機序の解明」の F-フコイダン
と同じものを抗原としなければならない。そこで、
F-フコイダンの精製法は 6 のイ -（イ）- ａに従い、
純度が 95％以上の F-フコイダンを調製した。
　　ｂ　F-フコイダンのモノクローナル抗体の作製
　　（ａ）　実験動物
　BALB/c マウス（4 週齢、雌）を日本エスエル
シー（静岡、日本）から購入し、1 週間予備飼育
して環境馴化させた後、F-フコイダン 80…μg を
GERBU…MM アジュバンドとともに皮下注射した。
そして、この初回免疫から 14、21、28 日後に追加
免疫した。初回免疫から 3 日後、17 日後、24 日後
に尾静脈採血して抗体価を測定し、最終免疫日か
ら 3 日後に麻酔下で大腿動脈切断により失血死させ
た。以上の実験は神戸大学動物実験ガイドラインに
従った（認可番号 No.…22-05-05）。
　　（ｂ）　ハイブリドーマの作製
　失血死させたマウスから脾細胞摘出し、洗浄

後、無血清 RPMI1640 培地中でホモゲナイズし、
遠心分離で碑細胞を得た。一方、ミエローマ細胞

（P3U1）購入し、洗浄して細胞数を数え、仔牛血清
20％の HAT 培地に脾細胞が 3.5 × 105、ミエロー
マ細胞が 3.5 × 104 となるよう播種し 5％ CO2 イン
キュベーターで培養した。
　　（ｃ）　陽性クローンのクローニング
　ハイブリドーマの抗体価を測定して陽性クローン
を選択し、仔牛血清 10％の RPMI1640 培地のウェ
ルで培養し、抗体価が高いウェルの中で播種した細
胞数が一番少なかったウェルを選択し、細胞数が 3
～ 1 で再度、培養した。これを繰り返して陽性ク
ローンを得た。
　　（ｄ）　抗体価の測定
　増殖したハイブリドーマの培養上清を ELISA 直
接法で測定した。この際、非特異的な反応があるか
否かを確かめるため、ハイブリドーマに F-フコイ
ダン 5…μg/mL 与えたものと与えていないものを用
い、それぞれの培養上清を測定した。
　（イ）　機能性を示すマコンブ F- フコイダンの
データベースの作成
　　ａ　被検海藻
　マコンブ Laminaria japonica は函館市の尾札部
で栽培されたものを購入した。また、干しマコン
ブ、干しガゴメコンブ Kjellmaniella gyrata、干し
ミツイシコンブ Laminaria angustata を函館市の市
場で購入し、一部を塩水で戻して重量を測り、新
鮮物重量に算出しなおして用いた。ワカメ Undaria 
pinnatifida とモズク Nemacystis decipiens は新鮮物
を神戸市内のマーケットで購入し、脱塩してから分
析に供した。
　　ｂ　F-フコイダン定量のための被検食物の前処
理
　食物に含まれる F-フコイダンを定量するために、
その定量操作の前処理、つまり、F-フコイダンの抽
出が必要である。被検食物が新鮮物の場合は、液
体窒素を充たしたワーニングブレンダ―で粉砕し、
凍結乾燥した。この乾燥物 5…g に 0.1…N 酢酸 150…
mL を加えて 20 分間オートクレーブに供し、4℃で
5,000 xg で 10 分間遠心分離し、上層を吸引ろ過し
て、ろ液を得た。ろ液は 2 倍量のエタノールを加え
て冷蔵庫内に一昼夜放置後、7,500…xg で 10 分間遠
心分離して沈殿物を得た。沈殿物に等量のエタノー
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ルを加えて 10,000…xg で 10 分間遠心分離し、その
沈殿物を凍結乾燥して被検試料とした。被検食物が
乾物の場合は、オートクレーブ操作から行った。
　　ｃ　ELISA 阻害法での F-フコイダンの簡易定
量
　F-フコイダンの免疫測定法には ELISA 阻害法を
採用した。高度精製 F- フコイダン 5…μL/mL を 100…
μL/well 量でマルチウェルに一夜 4℃でコーティン
グし、リン酸緩衝液（PBST）150…μL/well で 3 回
洗浄後、1％牛血清アルブミン（BSA）を 20℃で
120 分間添加し、PBST で 3 回洗浄した。ここに、
前もって 5℃で 30 分間混合した F-フコイダン抗体

（PBS で 1,000 倍希釈したもの）と被検試料 100…μL/
well を、20℃で 90 分間添加し、PBST で 3 回洗浄
した。これに二次抗体（PBS で 1,000 倍希釈したも
の）100…μL/well を 20℃で 60 分間添加し、PBST
で 3 回洗浄した。二次抗体の基質溶液（o-フェニ
レンジアミン…5…mg を 0.1…M クエン酸（pH5.0）10…
mL に溶かし、30％過酸化水素 5…μL を添加したも
の）を加えて暗所に 5 分間置き、2…N 硫酸 50…μL/
well で反応を止め、492…nm の吸光度を測定した。

　ウ　研究結果
　（ア）　マコンブ F-フコイダンの簡易定量法の確
立
　　ａ　マコンブ F-フコイダンの抗体の作製
　「6　海産食物繊維の機能性を評価する共培養系
の確立及び作用機序の解明」で用いた F-フコイダ
ンと同じ方法で高純度に精製した F-フコイダンを
BALB/C 雌 5 週齢マウスに免疫し、脾細胞のハイ
ブリドーマを得た。これらの細胞群から抗体価の
上昇がみられた細胞を、図 2080-1 に示したように、
陽性クローン化し、多量培養して抗体を生産させ
た。
　　ｂ　抗体の特異性の確認
　作製した抗体の交差特異性を測定した（図 2080-
2）。ELISA 阻害法で測定したので、阻害率が低いほ
ど特異性が高いことを示すが、標品として購入した
ラミナリンとアルギン酸は全く交差性を示さなかっ
た。マコンブの乾燥粉末の 0.1…M 酢酸抽出物、つま
り、F-フコイダンを含むマコンブの食物繊維画分は
交差性を示した。高純度に精製した F-フコイダン
は濃度依存的に交差性を示した。したがって、ここ
で作製した抗体はマコンブ F-フコイダンの抗体で

図 2080-1　抗体産生細胞の作製
　（A）…F- フコイダンで免疫したマウスの脾細胞のハイブリドーマを培養。（B）…抗体価が高い細胞群を A から選択
して培養。（C）…抗体価が上昇した細胞を B から選択してクローニング。（D）…C で増殖能が認められた細胞を培養。
縦軸は 492…nm の吸光度、横軸は培養したウェルの番号を示す。
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あることを確認した。
　（イ）　機能性を示すマコンブ F- フコイダンの
データベースの作成
　　ａ　褐藻の F-フコイダン含量
　食物からの F-フコイダン抽出法と、F-フコイダ
ン特異抗体を用いた ELISA 阻害法を「方法」に示
したように確立して、褐藻類の F-フコイダン含量
を測定した。マコンブ、ガゴメコンブ、ミツイシコ
ンブは干したものを購入し、その一部を塩水で戻し
て新鮮物時の重量を算出した。そして、乾物部分
の F-フコイダン量を定量し、新鮮時の含量に換算
した。ワカメとモズクは新鮮物を購入して定量し
た。図 2080-3 がその結果だが、含量はマコンブが
もっとも高く 2,950…mg/100…g、ガゴメコンブは 120…
mg/100…g、日高昆布とよばれているミツイシコン

ブは 160…mg/100…g、ワカメは 170…mg/100…g、モズ
クは 23…mg/100…g であった。このように、マコン
ブが特異的に F-フコイダンを豊富に含んでいた。
　　ｂ　季節、及び、部位の違いと F-フコイダン
含量
　マコンブの栽培では 2 月の下旬から 4 月上旬に間
引きをし、5、6 月に収穫する。そこで、各月の下
旬に栽培地から新鮮マコンブの冷凍物を郵送で入手
して分析した（図 2080-4）。また、部位別の含量の
違いを知るために、マコンブ全草を図 2080-5 に示
した部位に分けて分析した。F-フコイダン含量は、
3 月から 5 月までは先端部分がもっとも高く、6 月
には中間部分の含量がもっとも高くなった。通常は
食用に供しない付着器の部位の含量は全時期を通じ
て低かった。そして、収穫期の 6 月には全草の F-

図 2080-2　抗体の特異性
　抗体の活性は ELISA 阻害法で、マコンブの多糖
画分（□）、標品ラミナリン（▲）、標品アルギン酸

（△）、マコンブから精製した F- フコイダン（◇）を
測定した。阻害率が低いほど特異性が高いことを示す。

図 2080-3　褐藻類の F-フコイダン含量
　マコンブ、ガゴメコンブ、ミツイシコンブは乾物を
分析し、その一部を塩水で戻して新鮮物重量を算出し
た。ワカメとモズクは新鮮物を分析した。

図 2080-4　季節と部位の違いと F-フコイダン含量
　栽培マコンブをそれぞれの月の下旬に購入して、図
2080-5 に示す部位、先端部（□）、中間部（■）、付着
器（■）を分析した。

図 2080-5　マコンブの部位の名称
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フコイダン量が高くなり、特に、中間部分の食用部
位の含量が急激に増加して 2,900…mg/100…g となっ
た。

　エ　考　察
　マコンブ F-フコイダンは、「6　海産食物繊維の
機能性を評価する共培養系の確立及び作用機序の解
明」で示したように、ヒトに血栓症予防効果を示
す。そこでここでは、マコンブ F-フコイダン抗体
を作製し、それを用いて、一般消費者のための機能
性 F-フコイダンの給源データベースを作成した。
　ここで作製した F-フコイダンの抗体は、マコン
ブが含むラミナリン、アルギン酸、F-フコイダン、
セルロースなどの食物繊維のうち、特異的に F-フ
コイダンのみに交差活性を示したので（図 2080-2）、
F-フコイダン特異抗体であるとした。この抗体を用
いて、ELISA 阻害法を用いて、F-フコイダンを定
量する簡易測定法を確立した。そして、この方法で
F-フコイダンの給源のデータベースを作成した。
　褐藻類の F-フコイダン含量を測定すると、ガゴ
メコンブ、ミツイシコンブ、ワカメのいずれも、マ
コンブの F-フコイダン含量に比較して 20 分の 1 ほ
どであり、モズクの含量は 130 分の 1 であった（図
2080-3）。これらは試料 1 点ずつを 2 回購入して測
定しただけであるので、数値の普遍性に欠けるか
もしれない。しかし、含量の 20 倍以上の違いは明
確に、F-フコイダンはマコンブに特異的に豊富で
あることを示している。マコンブに類縁の褐藻に
は他に、同じ Laminaria 属のナガコンブ、ホソメ
コンブ、リシリコンブ、ガッガラコンブ、チジミ
コンブ、ネコアシコンブ、カキジマコンブがある。
これらも分析する方がよいかもしれない。しかし、
Laminaria 属のミツイシコンブの F-フコイダン含
量がマコンブの 18 分の 1 であったことを考えると、
Laminaria 属の他の褐藻に F-フコイダンが高濃度
で含まれているとは思われない。また、マコンブと
ミツイシコンブ以外は生産量がたいへん少ない。リ
シリコンブはそのほとんどを京都の料亭が使ってい
る。したがって、一般消費者の食卓にはあまり届か
ない褐藻類なので、これらの含量測定は重要ではな
いと思える。
　そこで、マコンブに焦点を絞って、季節による
F-フコイダン含量の違いと、部位による含量の違

いを測定して、F-フコイダンのデータベースとし
た。マコンブが収穫されるのは 5 月下旬から 6 月で
ある。そして、収穫の際に、食用としにくい先端部
分と付着器は海上で切断して廃棄されている。した
がって、消費者の食卓にのぼるのは 6 月ごろに収穫
したマコンブであり、その全草の中間部位である。
そして、F-フコイダン含量は、6 月のマコンブの中
間部位がもっとも高かった（図 2080-4）。したがっ
て、消費者は F-フコイダンがもっとも多い季節の
マコンブの多い部位を食べていることになる。日本
人は伝統食品マコンブの旬、つまり機能性成分の
F-フコイダンを豊富に含む時期と部位を、経験的に
知っていたと思える。

　オ　今後の課題
　（ア）　マコンブ F-フコイダンの簡易定量法の確
立
　F-フコイダンの特異抗体の作製に成功し、F-フコ
イダン含量の簡易測定法を確立した。抗体は、「6　
海産食物繊維の機能性を評価する共培養系の確立及
び作用機序の解明」でヒトに顕著な機能性を示した
F-フコイダンを用いて作製した。したがって、ここ
で確立した測定法ではヒトに機能性を示す F-フコ
イダンを選択的に定量できると考える。事実、ワカ
メやモズクのフコイダンに対する反応性は低い。し
かし、本抗体がどのような化学構造を認識している
のかは不明である。高分子の F-フコイダンだけに
交差性を示すのか、低分子断片となった F-フコイ
ダンにも交差性を示すのか、エピトープが不明であ
る。ヒトでの機能性試験に用いたのは高分子の F-
フコイダンである。しかし、低分子断片の F-フコ
イダンも機能性を示すのか否かは調べていない。F-
フコイダンは分子量に関わらず本抗体法で定量でき
るのか。そして、分子量に関わらずヒトに機能性を
示すのか。つまり、ここで確立した抗体法で機能性
F-フコイダンを含む食物を社会に提供できることは
間違いないが、その他にも機能性を有するかもしれ
ない F-フコイダンを見落としているかもしれない
という問題点は解決する方がよいかもしれない。
　（イ）　機能性を示すマコンブ F-フコイダンの
データベースの作成
　血栓症予防効果を有する F-フコイダンの給源の
データベースを作成するという課題では、作成した
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抗体はマコンブに特異的であったので、他の褐藻類
を網羅的に調べる必要はない。マコンブと類縁の
Laminaria 属のコンブ類は調べた方がよいかもしれ
ない。しかし、Laminaria 属のミツイシコンブの
F-フコイダン含量がマコンブほど高くなかったこ
と、これらのコンブの生産量が少なく一般消費者の
食卓にはあまりのぼらないことなどを考えると、こ
れらの含量測定は重要ではない。むしろ、マコンブ
を用いた多様な加工食品の F-フコイダン含量を測
定する方が重要である。本プロジェクトでは一部の
加工食品について測定を試みたが、データ掲載は控
えた。加工食品は原料としたマコンブの栽培場所、
栽培年などで含量が大きく異なるので、一概に A
社の製品が高い、B 社は低いとは断定できない。ま
た、製品の差別化にもなってしまう。したがって、
加工食品の含量データを公開するのではなく、開発
した抗体定量法を社会に広めて、食品業者が測定し
て消費者に公開するというシステムを作ることの方
が重要であると考える。今後の課題は、本プロジェ
クトで開発した F-フコイダンの簡易定量法をいか
にして社会に広めるかである。

　カ　要　約
　（ア）　マコンブ F-フコイダンの簡易定量法の確
立
　機能性を有する F- フコイダンを含む食物のデー
タベースを作るために、まずその簡易定量法を確立
した。「6　海産食物繊維の機能性を評価する共培養
系の確立及び作用機序の解明」で、ヒト試験で血栓
症予防効果を示したマコンブの F-フコイダンを用
いて、BALB/C マウスに抗体を産生させ、その脾
細胞のハイブリドーマをクローニングして、抗体を
安定に多量に生産する細胞を得た。その抗体は、マ
コンブの食物繊維類、ラミナリン、アルギン酸、セ
ルロース、F-フコイダンのうち、特異的に F-フコ
イダンと交差性を示した。このように、マコンブ
F- フコイダンを簡易に定量するための抗体が作製
できた。　
　（イ）　機能性を示すマコンブ F-フコイダンの
データベースの作成
　作製した F-フコイダン抗体を用いて褐藻類の F-
フコイダン含量のデータベースの作成を試みた。マ
コンブと類縁の Laminaria 属の褐藻の、ガゴメコ

ンブ、ミツイシコンブ、ワカメの含量は、マコンブ
の F-フコイダン含量に比べて、それぞれ 24 分の 1、
18 分の 1、17 分の 1 であり、Laminaria 属ではな
いモズクは 130 分の 1 であった。そこで、F-フコイ
ダンはマコンブに特異的な成分であり、類縁の褐藻
でもあまり多くは含まないと考えて、マコンブに焦
点を絞って、マコンブの季節による F-フコイダン
含量の違いと、部位による含量の違いを測定して、
F-フコイダンのデータベースとした。マコンブが収
穫され食卓に供される素材となる 6 月のマコンブの
中間部位がもっとも高含量を示した。したがって、
日本人は伝統食品であるマコンブを、機能性成分の
F-フコイダンを豊富に含む時期に収穫して多く含む
部位を食していると結論した。

　キ　引用文献
1）…金沢和樹…（2013）…食物繊維の機能性．Functional…

Food…23:…4-6.
2）…金沢和樹…（2013）…褐藻の食物繊維フコイダン．…

Functional…Food…23:…7-12.

　研究担当者（金沢和樹＊、橋本堂史）

９　機能性食物繊維高含有キノコ株の育成
　ア　研究目的
　シイタケの機能性食物繊維であるレンチナン（β-
1,3/1,6 グルカン）は、人体において免疫賦活機
能やアレルギー抑制機能を示すことが知られてい
る 1,2）。一方で我々は、シイタケ収穫後、レンチナ
ンがシイタケ自身から分泌される糖質分解酵素群に
より急速に分解（自己消化）され、常温下 3 日間
においてその含有量は 10％程度にまで減少するこ
とを明らかにしている 3）。よって、機能性食物繊維
高含有キノコを得るためには、収穫後にレンチナ
ンが分解されにくい品種を育成することが最も重
要である。そこで、本研究では、シイタケ中でレン
チナン減少に寄与している遺伝子を特定し、遺伝
子組換えを行わずに目的遺伝子に変異の入った種
を迅速に選抜する手法である TILLING（Targeted…
Induced…Local…Lesions…IN…Genome）法 4）によりレ
ンチナン高含有、かつ、収穫後にレンチナンが分解
されにくいシイタケ品種を育成することを目的と
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した。具体的には、（ア）現存のシイタケ品種の中
から、レンチナンの日持ちが良い品種を選定する。

（イ）選定した品種を用いて、収穫後のレンチナン
分解に最も寄与する遺伝子（酵素）を特定する。そ
して、（ウ）（ア）で選定した品種の UV 照射によ
り作製する約 1000 株のシイタケ変異集団の中から、

（イ）で特定した遺伝子に変異の入ったシイタケ品
種を TILLING 法により取得する。最終的には、レ
ンチナン含有量 10…mg/g（乾燥重量）、かつ、4 日
間常温で貯蔵しても収穫直後のレンチンナン含量を
80％以上保持した品種を得ること目標とする。

　イ　研究方法
　（ア）　既存シイタケ品種からのレンチナン高含有
品種の選定
　シイタケ材料として、実際にレンチナン生産に用
いられている市販品種の H600 株、及び岩手生物工
学研究センターにて H600 株と野生株を交配するこ
とで開発した SR-1 株を主に用いた。また、SR-1 株
の構成 2 核についてゲノム解析を行った。子実体
の菌床栽培にはコナラの大鋸屑（岩手県林業技術
センターより供与）6,250g に、栄養剤としてバイ
デル（株式会社　北研）926g、水 12.06L を混合し、
水分約 65％に調製したものを用いた。菌糸を接種
した菌床は 3 か月間 23℃にて培養後に浸水処理し、
15℃にて子実体を発生させた。発生したシイタケ子
実体を収穫後、25℃、湿度 80％にて 4 日間保存し、
レンチナン残存量を抗体により測定した。レンチ
ナン含有量は、子実体（傘＋ヒダ）を凍結乾燥後、
オートクレーブ（121℃、20 分）を用いて熱水抽出
物を調製し、エタノール沈殿回収したものを乾燥
後、抗体を用いて測定した（神戸大学水野教授との
共同実験）。
　（イ）　レンチナン含有量低下に寄与する遺伝子

（酵素）の特定
　これまでの岩手生物工学研究センターでの研究結
果から「エキソ β-1,3 グルカナーゼ EXG2」遺伝子
がレンチナン分解に寄与することが予想された 5）。
そこで、モデル株として、EXG2 発現抑制シイタケ
株を RNAi 法により作製した。このとき、SR-1 株
を親株として用いた。上記のように子実体を発生
後、4 日間保存した。親株（SR-1）、空ベクター株、
及び、EXG2 抑制株の抽出液中に含まれる EXG2

をウエスタンブロッティングにより分析した。ま
た、シイタケ細胞壁成分分解活性を、レンチナン

（β-1,3/1,6 グルカン）、カードラン（β-1,3 グルカン）、
プスツラン（β-1,6 グルカン）、キチンを基質として
測定し比較した。更に、抗体を用いてレンチナン含
有量を測定し、収穫 4 日後における残存率（収穫 0
日目と含有量を比較）を算出した。
　（ウ）　TILLING 法によるレンチナン高含有シイ
タケ品種の開発
　TILLING 法による EXG2 変異株の取得のため、
UV 照射 SR-1 株（935 株）を培養後、菌糸からゲ
ノムを抽出した。EXG2 部位を特異的に増幅させる
プライマーを作成し、回収したゲノムをテンプレー
トに PCR を行った。得られた断片群は mismatch-
pair 認識酵素である CEL1 で処理し電気泳動した。
変異が入っていると予想された株、すなわち、特異
的な泳動パターンを示した株については、詳細な配
列解析を行った。EXG2 変異体は株式会社北研の協
力を得て菌床栽培し、子実体を得た。子実体を収穫
後、25℃、湿度 80％にて 4 日間保存した。子実体

（傘＋ヒダ）を凍結乾燥後、レンチナン含有量を、
抗体を用いて測定した。

　ウ　研究結果
　（ア）　既存シイタケ品種からのレンチナン高含有
品種の選定
　H600 株は実際にレンチナン生産に用いられてい
る市販品種である。我々は H600 株と野生株を交
配することで、H600 よりも褐変化（茶色く色が変
化）し難い品種（SR-1、2009 年度品種登録）を開
発することに成功している（図 2090-1）。H600 株と
SR-1 株のレンチナン含有量を比較したところ、収
穫直後のレンチナン含有量は H600 が 4.8…g であっ
たのに対して、SR-1 は 5.1…g と大きな差は認められ
なかった。しかしながら、収穫 4 日後のレンチナン
含有率が H600 で 49.1％、SR-1 で 58.3％と SR-1 株
の方が高いことが判明した。上述したように SR-1
は褐変化し難い品種でもあることから、本課題では
SR-1 を親株として、レンチナンが更に日持ちする
品種を育種することとした。
　（イ）　レンチナン含有量低下に寄与する遺伝子

（酵素）の特定
　岩手生物工学研究センターではこれまでの成果と
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して、シイタケ中でレンチナンの自己消化に関与
する β- グルカナーゼを 5 種類同定している 6）。そ
れら酵素特性を評価したところ、「エキソ型 β-1,3 グ
ルカナーゼ EXG2」が最もレンチナン分解活性が
高いことが判明した。また、上述したように H600
と SR-1 を比較すると、SR-1 の方がレンチナンの日
持ちが良い品種であるが、H600 と SR-1 における
EXG2 発現パターンをウエスタンブロッティング
で分析したところ、SR-1 は H600 よりも収穫後の
EXG2 発現が遅く、このことが H600 よりも収穫後
のレンチナン含量を維持できる要因である可能性が
示唆された（図 2090-2）。
　EXG2 がシイタケ内でレンチナン含有量低下に強

く寄与すると予想されたため、EXG2 遺伝子の抑制
株を、SR-1 を親株として RNAi 法により作製した。
EXG2 抑制株は親株と同様の子実体を形成した。収
穫 3 日後の子実体内で、EXG2 の発現が抑制されて
いることをウエスタンブロッティングで確認した

（図 2090-3）。親株（SR-1）、空ベクター株、及び、
EXG2 抑制株中の多糖分解酵素活性を比較した結
果を図 2090-4 に示す。それぞれ子実体の抽出液を
収穫 4 日間において調製し、レンチナン（β-1,3/1,6
グルカン、A）、カードラン（β-1,3 グルカン、B）、
プスツラン（β-1,6 グルカン、C）、キチンオリゴ糖

（D）を基質として分解活性を測定した。EXG2 抑
制株では、収穫 4 日後のレンチナン分解酵素活性が

図 2090-1　H600 株と野生株との交配による SR-1 株の取得と子実体収穫後の褐変化

図 2090-2　H600 と SR-1 における EXG2 発現パターン

図 2090-3　EXG2 抑制シイタケの作出と保存試験
収穫 3 日後の子実体内で EXG2 の発現が抑制されていることを Western-blotting で確認した。
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親株の 30-40％程度に抑えられていた。カードラン
分解活性も同様に抑制されていたが、プスツラン、
及び、キチン基質の分解活性については顕著な差が
なかったことから、β-1,3 グルカン分解活性のみが
選択的に抑制されたと考えられた。続いて、EXG2
抑制シイタケ乾燥物中のレンチナン含有量と貯蔵 4
日間における残存率を測定した。SR-1 を親株とし、
EXG2 を抑制することで、貯蔵 4 日間でのレンチナ
ン残存量を 74.6％とすることができた。EXG2 のみ
を抑制するだけで表現型に大きな変化が認められた
ことから、EXG2 がレンチナン分解に最も寄与する
遺伝子であることが予想された。本実験では遺伝子
組換えによる EXG2 遺伝子抑制モデルで評価した
が、本課題では最終的に EXG2 遺伝子部位に変異
を持つシイタケ品種が得られるため、更なるレンチ
ナンの日持ちが期待できた。
　（ウ）　TILLING 法によるレンチナン高含有シイ
タケ品種の開発
　UV 照 射 に よ り SR-1 株（935 株 ） の 変 異 体 を
作成し、菌糸からそれぞれゲノムを抽出した。

TILLING 法において、EXG2 部位を特異的に増幅
し、かつ確実に増幅できるプライマーを 4 セット作
成し、この 4 セットのプライマーを用いることで
EXG2 遺伝子部位を全てカバーすることができた。
935 株全てに対し、作成したプライマーを用いて
EXG2 変異体のスクリーニングを行い、EXG2 変異
株を得ることができた。EXG2 変異株では図 2090-5
に示すように、CEL1 処理後の PCR 産物を電気泳
動した際、特異なバンドパターンが検出された。
EXG2 変異株の子実体を収穫し、25℃、湿度…80％
にて…4…日間保存した。レンチナン含有量を測定し
たところ、収穫直後（収穫 0 日目）の EXG2 変異
株のレンチナン含量は既存品種（H600、SR-1）の
約 2 倍の量であった。常温 4 日間貯蔵後のレンチナ
ン残存率は収穫 0 日目からの約 90％であったこと
から、目標値を達成することができた。

　エ　考　察
　本研究では、シイタケ SR-1 株の UV…照射により
得た変異株集団から TILLING 法により EXG2 変異

図 2090-4　EXG2 抑制シイタケ中の酵素活性評価
　親株（SR-1、白）、空ベクター株（灰色）、及び、EXG2 抑制株（黒）中の、レンチナン（β-1,3/1,6 グルカン、
A）、カードラン（β-1,3 グルカン、B）、プスツラン（β-1,6 グルカン、C）、キチンオリゴ糖（D）分解活性を測定し
た。
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株を取得した。EXG2 変異株は遺伝子に関する基礎
研究をもとに得られた変異体であるが、遺伝子組み
換え技術を用いていないためそのままでも市販品種
へ応用展開できる。
　本研究により、レンチナン高含有を長期間保持で
きるシイタケ品種を育種することができた。また本
品種は親株である SR-1 株が本来持っている収穫後
に褐変化しにくいという特性も受け継いでいる。近
年、シイタケは大規模に工場生産され、収穫されて
から市場に出回るまで貯蔵される傾向にある。この
貯蔵期間も延びてきていることから、一定期間貯蔵
しても品質が保持された品種の育成が求められてい
る。本研究の成果として得られたシイタケ品種は、
この社会的ニーズにも対応している。また、レンチ
ナンの機能性とともにアピールすることでシイタケ
の消費拡大に繋げることができると考えている。日
持ちがよく、機能性が高い新品種が開発されれば、
国内需要の拡大だけでなく、海外への輸出にも対応
することができ、国内シイタケ生産の国際競争力の
強化につながると考えられる。

　オ　今後の課題
　本研究では SR-1 株のプロトプラストに UV 照射
することで TILLING 用の変異体を作成した。こ
のとき SR-1 株は親株由来の異なる二つの核で構成

（n+n、2 核）されているため、変異はそれぞれの
核にランダム起こっていると想定される。即ち、目
的の変異がある場合でも、その変異は、どちらか一
方の核のみが持つこととなり、変異をヘテロ（野生
型 / 変異型）に持っている状態であると考えられ
る。よって、EXG2 変異株を育種母体として利用す
るためには変異をホモに持つ株を育種しなければな
らない。EXG2 変異株の子実体からは通常通りに胞
子を得ることができたことから、得られた胞子を交
配させることで、変異をホモにもつ株を育種する。
この品種はレンチナン高含有シイタケの育種母体と
して利用できる。現段階で EXG2 変異株は、栽培
のし易さ、形や大きさ、食味等でまだ商品レベル
に達していない部分があるが、他の優れた品種と
EXG2 変異株から得られた胞子由来菌株とを交配さ
せることで、レンチナンが高含有かつ栽培品質に優
れた品種を育成していく。

　カ　要　約
　既存のシイタケから収穫後にレンチナン含有量
が低下し難い品種として、SR-1 株を選抜した。レ
ンチナン含有量低下に寄与する遺伝子として、エ
キソ β-1,3…グルカナーゼ EXG2 を特定した。これら
の成果をもとに、SR-1 株の UV…照射により得た変
異株集団から TILLING 法により EXG2 変異 SR-1

図 2090-5　TILLING 法による EXG2 変異株の検出
　（A）…TILLING 法における変異体検出のイメージ。C 株由来のレーンに特異なバンドが生じていることから、菌
株 C に変異が生じていると判断できる。（B）…TILLING において EXG2 変異株（EXG2 変異株 ,…赤丸）を実際に検
出した際の電気泳動画像。左半分、右半分で、同じ菌株セットが泳動されており、700 と書いてある側が 5‘側に
蛍光、800 は 3’側に蛍光がついた PCR 増幅断片。
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株（EXG2 変異株）を取得した。EXG2 変異株は既
存品種（H600、SR-1）の約 2 倍のレンチナンを含
有し、常温貯蔵 4 日間でのレンチナン残存率が約
90％であったことから、目標を達成することができ
た。
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10　機能性食物繊維を含む食品の開発
　ア　研究目的
　機能性食物繊維の有用性、及び、その作用機序
を評価するための動物実験、あるいは、ヒト試験
用のサンプルを製造する。in vitro、in vivo の実験で
は、機能性成分の抽出物を用いる可能性があること
から、食品原料から機能性食物繊維成分を抽出する
条件を確立し、パイロットスケールにてサンプルを
製造する。具体的には、コンブを原料にフコイダン
抽出物、シイタケを原料にレンチナン抽出物を製造
し、実験用サンプルとして提供する。
　また、ヒト試験では、コンブ、あるいは、シイタ
ケを被験者が摂取しやすいように加工した食品サン
プルを作製する。

　イ　研究方法
　（ア）　フコイダン抽出物の製造
　　ａ　コンブを原料として、以下の手順によって
パイロットプラントにてフコイダン抽出物を試作し
た。
　　（ａ）　乾燥コンブを約 2…mm に粉砕した。
　　（ｂ）　粉砕した乾燥コンブに 20 倍量の 0.1…N
酢酸を加え、16 時間撹拌抽出した。
　　（ｃ）　80 メッシュの布（NBC メッシュテック
製…NB80；オープニング…190…μm）で濾過すること
により、藻体を取り除いた。
　　（ｄ）　濾過液を遠心分離（3,000…rpm、10…min）
した上清を珪藻土濾過に供した。
　　（ｅ）　減圧濃縮により得た濃縮液に 2 倍量のエ
タノールを加えて沈殿させ、4℃で一晩静置した。
　　（ｆ）　遠心分離（3,000…rpm、10…min）により
得た沈殿物を 70％エタノールに懸濁し、再度遠心
分離を行う。この操作を上清が透明になるまで繰り
返した。
　　（ｇ）　デシケーター、あるいは、凍結乾燥に
て、沈殿を乾燥させた。
　　（ｈ）　得られた乾燥物を粉砕した。
　　（ｉ）　得られた乾燥物に含まれるフコイダン量
を定量し、フコイダンの回収率を算出した。
　（イ）　レンチナン抽出物の製造
　　ａ　森産業社、北研社それぞれから取り寄せた
乾燥シイタケを原料にレンチナン含有粉末をパイ
ロットプラントにて製造した。
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　　（ａ）　シイタケを粉砕（60…mesh…pass）し、加
圧反応タンクによる熱水抽出（× 20…加水、120℃、
× 30…min）にて抽出を行った。
　　（ｂ）　遠心分離（3,000…rpm…×…5…min）により
上清を回収し、吸引濾過した（No2 濾紙使用した後
に減圧濃縮）。
　　（ｃ）　濃縮後、終濃度が 50％になるように
エタノールを加え、一晩放置後に遠心分離（3,000…
rpm…×…5…min）により沈殿物を回収した。…
　　（ｄ）　80％エタノールで 2 回洗浄し、フリーズ
ドライによって粗レンチナン粉末を得た。
　　（ｅ）　得られた粗レンチナン粉末中のレンチナ
ン量を定量し、レンチナンの回収率を算出した。
　（ウ）　ヒト試験用コンブ加工食品の検討
　　ａ　マコンブを焙煎した昆布加工品（商品名：
焙煎こんぶ、製造者：南かやべ漁業協同組合直販加
工センター）が、ヒト試験の食品サンプルとして利
用可能かどうかを判断するため、収穫時期の異なる
マコンブ 2 品と、「焙煎こんぶ」の栄養成分値を測
定した。
　（エ）　ヒト試験用シイタケ加工食品の検討
　　ａ　シイタケをそのままの状態で摂取できる加
工方法を検討するため、フリーズドライ製法、及
び、真空フライ製法によるシイタケチップスを試作
し、検討した。
　　（ａ）　フリーズドライ製法：シイタケを幅 2…
mm でスライスし、フリーズドライ後に 50℃で一
晩風乾。
　　（ｂ）　真空フライ製法：シイタケを幅 2…mm
でスライスし、圧力 0.097…MPa、90℃で 25 分間、
パーム油を用いて真空フライを行い、その後約 1,000…
rpm で数分間遠心分離して油をきった。
　　（ｃ）　真空フライ製法において試作したサンプ
ルの栄養成分を日本食品分析センターにて分析し
た。
　（オ）　ヒト試験用コンブカプセルの製造
　　ａ　被験物質の形態の検討
　　（ａ）　4 種類の被験物質は、それぞれ外観が異
なる。そこで、全ての被験物質を粉末状にし、カプ
セルに充填することとした。カプセルは、高齢の被
験者でも容易に摂取が可能なよう、飲み込みやすい
サイズである 1 号サイズとした。また、カプセルの
色は、中身の色調が分からないよう、透明ではな

く、白色とした。粉末品のカプセル充填には、カプ
セル充填機 Profil…100（カプセルゲル・ジャパン株
式会社製）を用いた。
　　ｂ　充填する粉末品の調製、及び、カプセルへ
の充填
　　（ａ）　フコイダン抽出物：松谷化学工業（株）
製・フコイダン抽出物（フコイダン含有率 60％、
アルギン酸ナトリウム含有率 28％）を使用した。
60 メッシュパスの粉末品とした。1 日当たりフコ
イダンとして 400…mg 摂取できるよう、抽出物 667…
mg を摂取させる。充填テストの結果、1 カプセル
に約 200 ～ 220…mg の粗フコイダン抽出物を充填で
きることが分かった。そこで、1 カプセルに約 220…
mg 充填し、1 日当たり 3 カプセルを摂取させるこ
とで、667…mg の粗フコイダン抽出物（フコイダン
400…mg、アルギン酸ナトリウム 185…mg 含有）が摂
取できるよう設定した。8 名の 3 日分として 72 カ
プセルが必要であった。
　　（ｂ）　プラセボ：フコイダン抽出物のうち、フ
コイダン部分をセルロースに置き換え、同量のアル
ギン酸ナトリウムを含む粉末品を調製するため、セ
ルロースとアルギン酸ナトリウムを 1.7：1 の割合
で混合した。フコイダン抽出物摂取群と同量のアル
ギン酸ナトリウムを摂取できる量として、1 日当た
りプラセボ粉末を 506…mg 摂取させることとした。
充填テストの結果、1 カプセルに約 250…mg 充填で
きることが分かった。そこで、1 カプセルに約 250…
mg を充填し、1 日当たり 2 カプセルを摂取させる
ことで 506…mg のプラセボ粉末（セルロース 321…
mg、アルギン酸ナトリウム 185…mg 含有）が摂取
できるよう設定した。8 名の 3 日分として 48 カプ
セルが必要であった。
　　（ｃ）　焙煎コンブ：焙煎コンブを粉砕機で粉砕
し、60 メッシュパスの粉末品を作製した。1 日当た
り 9…g の焙煎コンブ粉末品を摂取させる。充填テス
トの結果、1 カプセル当たり約 300…mg 充填できる
ことが分かった。そこで、1 カプセルに約 300…mg
を充填し、1 日当たり 30 カプセルを摂取させるこ
ととした。8 名の 3 日分として、720 カプセルが必
要であった。
　　（ｄ）　アスピリン：1 日当たり、アスピリン
100…mg を摂取させる。日局アスピリン 100…mg を
含有する錠剤（販売名：バイアスピリン錠 100…mg、
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バイエル薬品（株）製造販売）を使用した。乳棒で
砕いてカプセルに充填できるサイズまで粉砕し、1
錠分を 1 カプセルに充填した。8 名の 3 日分として
24 カプセルが必要であった。

　ウ　研究結果
　（ア）　フコンダン抽出物の製造
　　ａ　フコイダンを約 60％含有する、高純度な
フコイダン抽出物をパイロットプラントにて製造で
きることが確認された（表 20100-1）。
　　ｂ　乾燥コンブからの回収率は 0.7％であり、
良好な値であった（表 20100-1）。
　（イ）　レンチナン抽出物の製造
　　a　1 ロットの仕込み量である 2…kg のシイタケ
から、それぞれ 152.6…g（森産業社製）、80.5…g（北

研社製）の粗レンチナン粉末をパイロットプラント
にて製造することができた（表 20100-2）。
　　b　得られた粗レンチナン粉末中のレンチナン
含有率は 6.03％（森産業社製）、25.2％（北研社製）
であり、北研社製のものの方が高純度であった（表
20100-2）。
　　c　シイタケからのレンチナン回収率は 0.47％

（森産業社製）、1.01％（北研社製）であり、一般的
なレンチナン回収率である 0.5％と比較して近い値、
もしくは、高い値であった（表 20100-2）。
　（ウ）　ヒト試験用コンブ加工食品の検討
　　a　コンブのヒト試験に用いる「焙煎こんぶ」
の栄養成分値は通常のマコンブと同程度であり、コ
ンブの有効性を評価するための試験サンプルとして
問題ないことが確認できた（表 20100-3）。

表 20100-1　パイロットスケールにおけるコンブからのフコイダン抽出物の製造効率、及び、純度

表 20100-3　コンブのヒト試験に用いる「焙煎こんぶ」の栄養成分値

※…食品成分表の数値は五訂日本食品成分表より抜粋。それ以外の数値は日本食品分析セ
ンターに依頼して分析値を得た。マコンブ①とマコンブ②は、収穫期の異なる二つの
ロット。

表 20100-2　製造効率−パイロットプラントによる粗レンチナン粉末の製造効率、及び、純度
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　（エ）　ヒト試験用シイタケ加工食品の検討
　　ａ　フリーズドライ製法による試作品は食感が
悪く、継続摂取が困難であると判断されたが、真空
フライ法にて製造することで、容易に無理なく継続
摂取できる食品サンプルが調製できた。また、真空
フライの試作品について栄養成分の分析を行い、1
日摂取目安量において特に問題ないことを確認した

（表 20100-4）。
　（オ）　ヒト試験用コンブカプセルの製造
　　ａ　4 種類のカプセルは、外観上区別がつかな
いように調製ができた（図 20100-1）。
　　ｂ　必要なカプセル量に予備の分も合わせ、充
分な量が試作できた。

　エ　考　察
　（ア）　フコイダン抽出物、あるいは、レンチナン
抽出物をパイロットプラントにおいて大量に製造す
る条件が確立できた。これは、フコイダンやレンチ
ナンの有効性を大規模な動物実験で評価することを
可能にし、更に、新たな研究成果につながると考え
られる。
　（イ）　コンブ、あるいは、シイタケそのものをヒ
トが継続して摂取した際の有効性を評価する試験を
実施するに当たり、被験者が摂取しやすい食品を提

供することができたのは、被験者の脱落率を抑える
のに役立ったと思われる。

　オ　今後の課題
　研究の目的、及び、対象者に応じて、最適な食品
あるいは抽出物を効率よく作製する。

　カ　要　約
　（ア）　フコイダン抽出物、あるいは、レンチナン
抽出物をパイロットプラントにおいて大量に製造す
る条件が確立できた。
　（イ）　コンブ、あるいは、シイタケそのものをヒ
トが継続して摂取した際の有効性を評価する試験を
実施するに当たり、被験者が摂取しやすい食品を提
供することができた。
　
　研究担当者（岸本由香＊、西端豊英、高城太一、
服部絢子、菅野祥三）

11　コンブ、シイタケの調理法の開発  
　ア　研究目的
　コンブやシイタケにはフコイダンやレンチナンな
どの機能性食物繊維が含まれる 1）。これらの機能性
が調理の過程でできる限り損なわれないよう、効率
よく効果を得るための調理法の検討を目的とした。
日常の食事からコンブやシイタケを摂取することが
望ましいと考え、効果的な調理法を用いたレシピを
考案し、一般成人を対象としたレシピ集としてまと
めることとした。

　イ　研究方法
　コンブやシイタケは、主食・主菜・副菜、時には
デザートまで、様々な料理での使用が可能である。
和食を中心とした料理全般のレシピを想定し、主に

表 20100-4　シイタケチップスの栄養成分値

図 20100-1　ヒト試験用カプセル
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簡便な調理法を取り入れた。また、コンブやシイタ
ケは日本の伝統的な食材であり、継承されるべき料
理が多々ある。昆布巻や筑前煮などの伝統的な料理
の頁も取り入れた。レシピ集の後半には、コンブや
シイタケの機能性食品としての情報を記載し、各レ
シピにはフコイダン量とレンチナン量を示した。内
容の判り易さを重視し、食卓シーンの装飾や器の選
択、写真やデザインの工夫によりコンブやシイタケ
が“魅力的な食材”となるようなレシピ集の作成と
した。

　ウ　研究結果
　フコイダンやレンチナンなどの機能性食物繊維を
効果的に摂取できるようコンブやシイタケの調理法
を検討した。水溶性食物繊維であるフコイダンやレ
ンチナンが調理の過程でできる限り損なわれないよ
う、コンブのだし汁やシイタケの戻し汁の無駄のな
い使用に留意した。これらの調理法を用いて幾種も
のレシピを考案し、レシピ集としてまとめた。レシ
ピ集のサイズは A5 版で全 36 頁、フルカラーであ
る。構成は、食卓シーン、アラカルトレシピ、コン
ブとシイタケについての 3 構成である。食卓シーン
とアラカルトレシピを合わせた約 8 割をレシピと
し、コンブとシイタケについてでは、食材の扱い方
など基本的な調理事項や栄養機能性の頁を組み込ん
だ。本レシピ集ではコンブやシイタケを毎日の食事
から摂取することを目的としており、食卓シーンに
おいては日常の様々なシーンを想定してレシピを考
案した。内容は「にっぽんの食卓」、「カフェ風ラン
チ」、「アツアツお鍋」、「おもてなし」の四つの食卓
シーンに加えて、子供を対象とした「kids パーティ」
の計五つのシーンを提案した。これら食卓シーンに
含まれる全ての料理においてコンブ、または、シイ
タケを使用し、メニューによってはコンブとシイタ
ケ双方を使用した。アラカルトレシピでは、「伝統
的アラカルト」、「ごはんアラカルト」、「おつまみア
ラカルト」の三つのタイトルを設けた。「伝統的ア
ラカルト」では昆布巻や筑前煮などの伝統的なレシ
ピを取り入れた。コンブとシイタケについてでは、

「こんぶの種類」、「こんぶとしいたけの歴史と縁起
のおはなし」、「こんぶあれこれ」、「しいたけあれこ
れ」、「からだにいいんです！食物繊維」、「フコイダ
ンとレンチナン」の内容とした。ここではコンブや

シイタケに興味・関心が深まるよう、そして、料理
の食材として機能性食物繊維を効果的に摂取できる
ような栄養情報をまとめた。レシピ集（全 36 頁）
を図 20110-1 に示す。

　エ　考　察
　和食の基本的な食材であるコンブやシイタケは私
たちの食生活に欠くことのできないものである。充
分に認知されているこれらの食材をこれまで以上に
食べてもらうためには、更なる興味・関心が必要と
考える。料理本やネットサイト等からの情報が溢れ
る現代において、コンブやシイタケのレシピを知る
ことは難しいことではない。そこで、コンブやシイ
タケを「もっと食べてみよう」と思う意識は、フコ
インダンやレンチナンによる機能性の情報が効果的
と考えた。ヒトは美味しさを求めて料理を食べる
が、一方で「健康のために」食べようとする意識も
充分に考えられるためである。また、美味しさに関
わる要因は様々であり、料理そのものの味や香り、
テクスチャーなど味覚や嗅覚、触覚による影響が大
きいことは周知のことであるが、視覚による美味し
さへの影響は大きい。美しく盛り付けられた料理に
よる食欲の増強は、料理そのものの味が変わらなく
とも心理的に美味しさを増した結果である。本レシ
ピ集では、これらの美味しさに関わる要因を効果的
に組み込むよう作成をした。様々な食卓シーンで
は、装飾や食器選択などを充分に考慮し、コンブや
シイタケの料理単品では示しきれない食卓全体を食
卓シーンとして提案した。また、フコイダンやレン
チナンの効果を対象に判りやすく伝えることを考慮
した。このレシピ集ではコンブ、シイタケの食べ方
が広がり、日常の食生活に容易に取り入れられるこ
とが期待できる。情報提供の媒体としての役割を担
うレシピ集を完成させた。

　オ　今後の課題
　本レシピ集では多くのレシピに加えて機能性食物
繊維を効果的に摂取できるような栄養情報をまとめ
た。今後の課題としては、このレシピ集が情報提供
の媒体となるよう、多くの人たちに手にしてもらう
方法を検討していきたい。
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　カ　要　約
　コンブやシイタケにはフコイダンやレンチナンな
どの機能性食物繊維が含まれる。本研究では、これ
らの機能性が調理の過程でできる限り損なわれない
よう、効率よく効果を得るための調理法の検討を目
的とした。それらの調理法から新たなレシピを考案
し、一般成人を対象としたレシピ集としてまとめ
た。レシピ集のサイズは A5 版で全 36 頁、フルカ
ラーである。簡便な調理法の提案や機能性食材とし
ての情報もあわせて記載した。

　キ　引用文献
1）…医農連携プロジェクト（食物繊維）コンソーシア

ムプロジェクト（2012）コンブ博士の昆布をしっ
かり学んでおいしく食べよう．農林水産省医農連
携プロジェクト．6-15．

　研究担当者（杉村留美子＊、荒井三津子、太田垣
恵）

図 20110-1　レシピ集（全 36 頁）
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1　ケルセチン・イソフラボンのメタボリックシ
ンドローム予防機能評価に有用なバイオマー
カーの同定
　ア　研究目的
　メタボリックシンドロームやその肝臓での表現型
とされる非アルコール性脂肪肝疾患（nonalcoholic 
fatty liver disease； NAFLD）は、動脈硬化性疾患、
糖尿病、悪性疾患の高危険群であり、生活習慣との
関連が強く示唆されている。その病態には、脂質代
謝異常、酸化ストレスの関与が明らかとなりつつあ
るも、その詳細は明らかではなく、我が国の予防医
学対策は遅れている。そこで、ケルセチン・イソフ
ラボンのメタボリックシンドローム、NAFLD 予防
機能について、動物モデルを用いて科学的解析を実
施し、ヒト試験に有用なバイオマーカーを同定する
基盤技術を開発する。

　イ　研究方法
　（ア）　メタボリックシンドロームモデルマウスに
おけるバイオマーカーの検討
　　ａ　メタボリックシンドロームモデルマウスに
おけるイソフラボンの影響
　C57BL/6J マウス、オス、6 週齢に対し、大豆由
来の成分を含まない西洋型食（脂質由来 39.9％、コ
レステロール 0.15％、スクロース 34％）あるいは
コントロール食（脂肪 7％）を自由摂取させ 8 週間
飼育し、非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）
のモデルマウスを作製した。イソフラボン（0.05％）
を西洋型食と同時投与し、この効果について検討し
た。8 週間飼育後にそれぞれマウスを解剖し、各種
検体（血清及び赤血球、臓器（肝臓、小腸等））を
得た。血液生化学検査、組織学的評価、遺伝子発現
解析、脂質分析を行い、これらを指標に検討した。
　　ｂ　メタボリックシンドロームモデルマウスに
おけるケルセチンの影響
　イソフラボンと同様に作成した NAFLD モデル
マウスにケルセチン（0.05％）を西洋型食と同時投
与し、この効果について検討した。8 週間飼育後に
それぞれマウスを解剖し、各種検体（血清及び赤血

球、臓器（肝臓、小腸等））を得た。血液生化学検
査、組織学的評価、遺伝子発現解析、脂質分析を行
い、これらを指標に検討した。更に、ケルセチンに
よる脂肪肝の進展抑制効果を検討するため、8 週間
の西洋型食を自由摂取させた後、更に 4 週間西洋型
食あるいはケルセチン（0.05％）を含む西洋型食を
自由摂取させた。各種検体（血清及び赤血球、臓器

（肝臓、小腸等））について、血液生化学検査、組織
学的評価、遺伝子発現解析、脂質分析を行った。
　（イ）　非アルコール性脂肪肝疾患への介入試験
　非アルコール性脂肪性肝疾患患者（20 歳以上の
男女計 20 名）を対象として、文書により同意を得
られた患者を対象に、ケルセチンアグリコン含量 1
日 100 mg（10 名）あるいはイソフラボンアグリコ
ン含量 1 日 25 mg（10 名）を 28 日間摂取とした。
摂取開始前と摂取終了後に末梢血 5ml を採取し、
血漿及び赤血球中に含まれる酸化ストレス由来修飾
タンパク質量及び脂肪酸含量を測定した。また身
長、体重、血圧、腹囲を測定しメタボリックシンド
ロームについて評価した。ファイブロスキャンを利
用し、肝臓の弾性値を求めた。更に簡易な食事調査
を実施することで対象者のケルセチン・イソフラボ
ンの食事からの摂取量を評価した。イソフラボン摂
取対象者については、摂取後に随時尿を採取し、腸
内細菌によるイソフラボン代謝産物である尿中エク
オールを測定した。

　ウ　研究結果
　（ア）　メタボリックシンドロームモデルマウスに
おけるバイオマーカーの検討
　　ａ　メタボリックシンドロームモデルマウスに
おけるイソフラボンの影響
　西洋型食または西洋型食＋イソフラボン（0.05％）
食を 8 週間摂取させたマウス肝臓の組織学的な検
討を行った結果、西洋型食の摂取により肝臓に脂
質の明らかな蓄積がみられ、イソフラボンの西洋
型食への同時投与により、脂質の蓄積が軽減され
た（図 3010-1）。肝障害の指標として用いられて
いるアラニントランスアミナーゼ（ALT）値、脂

第3編�　ケルセチン・イソフラボンの生活習慣病予防機能の科学的エ
ビデンス強化と高含有農作物の作出
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肪肝で発現量増加及び活性化が認められる転写因
子 Peroxisome proliferator-activated receptor γ

（PPARγ）の遺伝子発現量、脂肪酸の合成及び伸長
に関与するアセチル -CoA カルボキシラーゼ（ACC）
の遺伝子発現量において西洋型食摂取による上昇
が、イソフラボンの西洋型食への同時投与により軽
減された（図 3010-2）。機能性評価に有用なバイオ
マーカー候補同定のため赤血球のプロテオミクス解
析を行った結果、西洋型食摂取によって酸化スト
レスの指標となり得る脂質過酸化反応由来の 4- ヒ
ドロキシ -2- ノネナール（HNE）や解糖系及びメイ
ラード反応中間体のメチルグリオキサール（MG）
によるタンパク質の修飾の増加が認められた。これ
ら酸化修飾タンパク質や糖化修飾タンパク質の増加
はイソフラボンの同時投与によって抑制される傾向
が認められた（図 3010-3）。
　　ｂ　メタボリックシンドロームモデルマウスに
おけるケルセチンの影響
　8 週間の西洋型食の投与により肝臓に脂質の明ら

かな蓄積がみられ、ケルセチンの西洋型食への同
時投与により、脂質の蓄積が軽減された（図 3010-
4）。西洋型食、西洋型食＋ケルセチン（0.05％）食
を 8 週間投与したマウス肝臓から mRNA を抽出し、
炎症に関わる遺伝子の発現変動を解析した結果、西
洋型食を投与したとき、ケルセチンの同時投与に
より炎症マーカー Monocyte Chemotactic Protein-1

（MCP-1）の発現が抑制された。また、西洋型食に
よる総コレステロール値や ALT 値の上昇がケルセ
チンの同時投与によって抑制された（図 3010-5）。
西洋型食を摂取したマウスの赤血球では、8 週間後
の HNE によるタンパク質の修飾増加と MG による
タンパク質の修飾増加がケルセチンの西洋型食への
同時投与により軽減された（図 3010-6）。
　更に、ケルセチンによる脂肪肝の進展抑制につい
て検討した。8 週間の西洋型食摂取後に更に 4 週間
西洋型食を摂取させた群と 0.05％ケルセチンを含む
西洋型食を摂取させた群を比較したところ、肝臓
の線維化と脂肪の蓄積がケルセチンの西洋型食へ

図 3010-1�　西洋型食または西洋型食＋イソフラボン（0.05％）食を 8 週間摂取させたマ
ウス肝臓の組織学的な検討

W8、西洋型食 ; WI8、西洋型食＋ソフラボン（0.05％）食。

図 3010-2�　西洋型食または西洋型食＋イソフラボン
（0.05％）食を 8 週間摂取させたマウスの血液
生化学検査及び肝臓の mRNA 発現解析

C8、コントロール食 ; CI8、コントロール食＋イソフラ
ボン（0.05％）食 ; W8、西洋型食 ; WI8、西洋型食＋ソ
フラボン（0.05％）食。#, p<0.05。

図 3010-3�　西洋型食または西洋型食＋イソフラボン
（0.05％）食を 8 週間摂取させたマウスの赤血
球中の脂質過酸化修飾タンパク質及び糖化修
飾タンパク質の蓄積

C8、コントロール食 ; CI8、コントロール食＋イソフラ
ボン（0.05％）食 ; W8、西洋型食 ; WI8、西洋型食＋ソ
フラボン（0.05％）食。
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の同時投与により抑制された（図 3010-7）。また、
ALT、総コレステロール、肝重量、PPARγ、脂肪
酸やトリグリセリド合成を制御する転写因子 Sterol 
regulatory element-binding protein -1c （SREBP-1c）
がケルセチンの西洋型食への同時投与により抑制さ
れた（図 3010-8）。赤血球中のプロテオミクス解析
では、MG によるタンパク質の修飾増加がケルセチ
ンの西洋型食への同時投与によって有意に抑制され
た（図 3010-9）。HNE によるタンパク質の修飾増

加はケルセチンの西洋型食への同時投与によって抑
制傾向が認められた。
　（イ）　非アルコール性脂肪肝疾患への介入試験
　非アルコール性脂肪肝疾患患者、31 ～ 76 歳の 8
名（女性 6 名、男性 2 名）を対象とし、イソフラボ
ンを用いた介入試験を実施した。イソフラボンアグ
リコン含量を 1 日 25 mg の投与で 28 日間としたが、
安全性について全く問題は認められなかった。解
析の結果、介入試験後に有意な体重減少（p=0.04）

図 3010-4�　西洋型食または西洋型食＋ケルセチン（0.05％）食を 8 週間摂取さ
せたマウス肝臓の組織学的な検討

C8、コントロール食 ; CQ8、コントロール食＋ケルセチン（0.05％）食 ; W8、
西洋型食 ; WQ8、西洋型食＋ケルセチン（0.05％）食。

図 3010-5�　西洋型食または西洋型食＋ケルセチン
（0.05％）食を 8 週間摂取させたマウスの血液
生化学検査及び肝臓の mRNA 発現解析

C8、コントロール食 ; CQ8、コントロール食＋ケルセ
チン（0.05％）食 ; W8、西洋型食 ; WQ8、西洋型食＋
ケルセチン（0.05％）食。

図 3010-6�　西洋型食または西洋型食＋ケルセチン
（0.05％）食を 8 週間摂取させたマウスの赤血
球中の脂質過酸化修飾タンパク質及び糖化修
飾タンパク質の蓄積

C8、コントロール食 ; CQ8、コントロール食＋ケルセ
チン（0.05％）食 ; W8、西洋型食 ; WQ8、西洋型食＋
ケルセチン（0.05％）食。#, p<0.05。

図 3010-7�　8 週間の西洋型食摂取後に西洋型食または西洋型食＋ケルセチン（0.05％）
食を 4 週間摂取させたマウス肝臓の組織学的な検討

W12、西洋型食 ; WQ12、西洋型食＋ケルセチン（0.05％）食。
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が認められた。8 名中 6 名の体重が減少し、そのう
ち 2 名については 1 kg 以上の体重減少が認められ
た。ALT については、8 名中 7 名の低下が認めら
れ、そのうち 5 名に 5 U/L 以上の ALT の低下が認
められた（図 3010-10）。メタボリックシンドロー
ムの診断基準（腹囲男性 85 cm 以上、女性 90 cm
以上かつ以下の三つのうちの二つを満たす場合（1. 
脂質異常（中性脂肪 150 mg/dL 以上、HDL- コレ
ステロール　40 mg/dL 未満）2. 高血圧（収縮期血
圧 130 mmHg 以上、拡張期血圧 85 mmHg 以上）3. 
高血糖（空腹時血糖 110 mg/dL 以上）を満たす患
者は 2 名であり、介入試験による改善は認められ
なかった。腹囲、空腹時血糖、中性脂肪、遊離脂
肪酸、肝硬度、肝脂肪量は改善傾向が認められた
が、若干名悪化も認められた。インスリン抵抗性に
ついては、イソフラボンによる改善効果は 1 名を除
き認められなかった。尿中エクオール測定によるエ

クオール産生菌の有無について検討を行った結果、
8 名中 4 名（各グラフ内点線で表示）がエクオール
非産生者であり、全て女性であった。エクオール産
生による各種測定値への影響は認められなかった。
血漿中の酸化ストレスの度合いを検討した結果、7-
ケトコレステロール（7-KC、コレステロール酸化
物）による修飾タンパク質量（p=0.04）、ヘキサノ
イルリジン（HEL、脂質過酸化反応の初期生成物）
による修飾付加体量（p=0.02）の、それぞれ有意な
減少が認められた（図 3010-11）。その他酸化スト
レスの指標となるペルオキシレドキシン酸化修飾体
量、ジチロシン量、HNE 修飾付加体量も、有意差
は無いものの減少の傾向が認められた。現在、これ
ら酸化ストレスに起因するアルデヒド修飾のター
ゲットタンパク質の同定を行い、そのタンパク質の
機能や構造の変化を解析し、バイオマーカーとなり
得るか検討を行っている。

　エ　考　察
　（ア）　メタボリックシンドロームモデルマウスに
おけるバイオマーカーの検討
　　ａ　メタボリックシンドロームモデルマウスに
おけるイソフラボンの影響
　イソフラボンのメタボリックシンドロームの予防
有効性が期待されているが、詳細なメカニズムは未
だ明らかとなっていない。本研究では、イソフラボ
ンは、メタボリックシンドロームモデルとなる西洋
型食摂取による肝臓の脂質蓄積、肝障害、PPARγ

図 3010-8�　8 週間の西洋型食摂取後に西洋型食または西洋型食＋ケルセチン（0.05％）
食を 4 週間摂取させたマウスの血液生化学検査及び肝臓の mRNA 発現解析

W12、西洋型食 ; WQ12、西洋型食＋ケルセチン（0.05％）食。#, p<0.05。

図 3010-9�　8 週間の西洋型食摂取後に西洋型食または
西洋型食＋ケルセチン（0.05％）食を 4 週間
摂取させたマウスの赤血球中の脂質過酸化修
飾タンパク質及び糖化修飾タンパク質の蓄積

W12、 西 洋 型 食 ; WQ12、 西 洋 型 食 ＋ ケ ル セ チ ン
（0.05％）食。#, p<0.05。
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の遺伝子発現、並びに脂肪酸の合成及び伸長に関
与する ACC の遺伝子発現の増大を軽減させた。ま
た、酸化ストレスの指標となり得る脂質過酸化反応
由来の HNE や解糖系及びメイラード反応中間体の
MG によるタンパク質の修飾の増加を抑制する傾向
を示した。HNE は生体脂質中のアラキドン酸のよ
うな ω6 系高度不飽和脂肪酸が酸化ストレスをうけ
て生成する酸化二次生成物（アルデヒド）であり、
タンパク質中のシステインやヒスチジン残基とマイ
ケル付加反応で共有結合する 1）。その生成量､ 反応
性､ 生理作用などから最も代表的な酸化ストレス

産物ととらえられている。MG は、解糖系及び非酵
素的糖化反応（メイラード反応）のカルボニル化合
物中間体で反応性が極めて高いため、タンパク質と
反応して安定な付加体（Advanced Glycation End-
products; AGEs）を生じる。タンパク質中の特に
アルギニン残基と共有結合し、この AGEs 付加体
を特異的に認識するモノクローナル抗体を利用した
研究から、ヒト粥状動脈硬化症、白内障、癌、腎症
等種々の疾患や病態との関連が報告されている 2）。
Iwamoto らは、AGEs を肝臓の線維化に関わる星
細胞に作用させると酸化ストレスを誘導し TGF-β

図 3010-10　試験開始前と介入試験後の各パラメーターの変化
実線、エクオール産生菌有り ; 点線、エクオール産生菌無し。＊, p<0.05。
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や MCP-1 の発現が増大することから、AGEs が
炎症を惹起し、更には線維化へと進行する非アル
コ ー ル 性 脂 肪 肝 炎（non-alcoholic steatohepatitis; 
NASH）の発症から病期進展に寄与している可能性
を示している 3）。ヒトレベルにおいては、NASH 患
者において 血中 AGEs 量が健常者に比べて高値を
示し、肝臓内に AGEs が蓄積していることが確認
されている 4）。更に、AGEs 化を受けるタンパク質
の一つとして heat shock cognate 70（Hsc70）が検
出され、このタンパク質修飾を介して肝細胞障害へ
と進展していくことと炎症反応を惹起することが報
告されている 5）。我々の研究では、赤血球中の抗酸
化酵素ペルオキシレドキシン -6 が特異的に MG 修
飾を受けることを見出しており、今回のモデル実験
において、西洋型食摂取による MG 修飾ペルオキ
シレドキシン -6 の増加とケルセチンあるいはイソ
フラボンの西洋型食への同時投与によるその抑制が
認められた。HNE 修飾タンパク質と MG 修飾タン
パク質の結果からも、イソフラボンは、西洋型食摂
取による血中の酸化ストレス亢進のみでなく糖化ス
トレスの亢進に対して予防効果が期待できる。
　　ｂ　メタボリックシンドロームモデルマウスに
おけるケルセチンの影響
　ケルセチンは抗酸化作用、抗炎症作用、降圧作用
など多くの生理作用を有することが報告されてい
る。一方で、メタボリックシンドロームの予防有
効性に関しては脂質代謝改善を示唆する報告 6, 7）も

あるが、生体レベルにおける詳細な解析はまだ少
ない。ケルセチンの西洋型食への同時投与により、
8 週間の西洋型食摂取による肝臓の脂質蓄積及び
炎症マーカー MCP-1 の発現増加が抑制された。ま
た、赤血球中の HNE によるタンパク質の修飾増加
と MG によるタンパク質の修飾増加に対してとも
に、ケルセチンの西洋型食への同時投与により軽減
された。メタボリックシンドローム発症後の進展に
対する影響を検討したところ、ケルセチンは、西洋
型食摂取による総コレステロール、肝重量、肝臓の
脂質蓄積と線維化、肝障害、PPARγ、並びに脂肪
酸やトリグリセリド合成を制御する転写因 SREBP-
1c の遺伝子発現増大を軽減させた。線維化は肝星
細胞の NADPH 酸化酵素から産生される活性酸素
が関与するとの報告がある 8）。ケルセチンが肝星細
胞で産生される活性酸素を抗酸化作用によって減少
させ線維化を予防することが予想された。また、細
胞内における内因性脂肪酸合成は、SREBP-1c が制
御しており、生体のエネルギー貯蔵システムの主
要な役割を果たしている 9, 10）。エネルギー過剰摂取
により脂肪酸の合成に関与する SREBP-1c 遺伝子発
現が上昇し脂肪肝を呈す。肝臓の SREBP-1c は、エ
ネルギー過剰状態に応じてリポジェネシスを活性
化し、また、新生 VLDL のサイズを決定する。一
方で SREBP-1c は肝臓における主要なインスリンシ
グナルメディエーターであるインスリン受容体基
質（insulin receptor substrate：IRS-2）発現を抑制

図 3010-11　試験開始前と介入試験後の各酸化ストレスマーカーの変化
実線、エクオール産生菌有り ; 点線、エクオール産生菌無し。＊, p<0.05。
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することで肝臓のインスリン抵抗性亢進に関与して
いる 11）。SREBP-1c は IRS-2 プロモーター上に存在
する SRE 配列に直接結合し、IRS-2 の発現を転写
レベルで抑制する。ケルセチンは西洋型食摂取に由
来する SREBP-1c 遺伝子発現増加を改善させること
によって、脂質代謝と糖代謝の両方を調整している
ことが考えられた。本研究で得られた血中の酸化ス
トレス（HNE 修飾タンパク質量）と糖化ストレス

（MG 修飾タンパク質量）の結果とも矛盾しない。
得られた結果を総合的に考慮し特記すべきこととし
て、ケルセチン摂取は、メタボリックシンドローム
や非アルコール性脂肪肝疾患の発症予防だけでな
く、発症後の進行を遅らせる効果或いは改善効果が
期待できる。
　（イ）　非アルコール性脂肪肝疾患への介入試験
　メタボリックシンドロームの肝臓での表現型と
される NAFLD には、良好な経過をたどる単純性
脂肪肝と肝硬変と肝癌への進展する可能性のある
非アルコール性脂肪肝炎（NASH）が含まれる。更
に、肥満やメタボリックシンドロームは悪性腫瘍の
高危険群で、NASH 患者の死因として肝細胞癌や
それだけでなく他臓器癌が多いとの疫学調査も発表
されている 12）。本研究では非アルコール性脂肪肝
疾患患者に対し 1 日 25 mg のイソフラボンアグリ
コンを 28 日間摂取とし、摂取前と摂取後の比較を
行った。解析の結果、介入試験後に有意な体重減少
が認められた。メタボリックシンドロームの診断基
準満たす患者 2 名は、介入試験による改善は認め
られなかった。肝障害の程度を示す ALT について
は、8 名中 7 名の低下が認められた。そのうち 5 名
に 5 U/L 以上の ALT の低下が認められた。尿中エ
クオール測定によるエクオール産生菌の有無につい
て検討を行った結果、被験者のうち半数がエクオー
ル非産生者であり、全て女性であった。エクオール
は生体内でエストロゲン様作用、抗酸化作用及び
抗アンドロゲン作用を有し、イソフラボンからエ
クオール産生菌によって作られる。サプリメント
を利用した介入試験において、エクオールの 12 週
間摂取はメタボリックシンドロームの患者に対し
て LDL コレステロールの減少や糖尿病のリスクを
示す HbA1c の低下等改善効果を示すと報告されて
いる 13）。本課題のイソフラボン介入試験では、エ
クオール産生有無による各種測定値への影響は認め

られなかった。このことから、エクオール以外の活
性因子による作用機序が考えられた。血漿中の酸化
ストレスの度合いを検討した結果、イソフラボン摂
取後においてコレステロール酸化物（7-KC）によ
る修飾タンパク質量、脂質過酸化反応の初期生成
物（HEL）による修飾付加体量の、それぞれ有意
な減少が認められた。その他酸化ストレスの指標と
なるペルオキシレドキシン酸化修飾体量、ジチロシ
ン量、HNE 修飾付加体量も、有意差は無いものの
摂取後に減少の傾向が認められた。7-KC は、生体
中に最も多量に存在するコレステロールの酸化生成
物の一つで、非酵素的な酸化により生成する。糖尿
病、白内障、癌などの疾患との関連性が報告されて
いる 14, 15）。摂取したイソフラボンが血漿中のコレ
ステロールの酸化を抑制すると示唆された。一方、
HEL は、活性酸素種による脂質の過酸化過程にお
いて、リノール酸 13- ヒドロペルオキシドとリジン
との付加体として生じる。脂質ペルオキシドに由来
する初期生成物であり、生体に存在する脂質が酸化
を受ける早い段階でイソフラボンが酸化を予防した
と考えられる。これら酸化ストレスマーカーと生体
内に取り込まれたイソフラボンとの関わりはまだ報
告されていない。現在、これら修飾タンパク質の同
定を行っており、標的タンパク質の修飾後の機能性
変化を解析することで、イソフラボンの作用機序を
解明する予定である。これらの系から見出されたバ
イオマーカー、修飾タンパク質は、その機能性変化
が明らかとなることによって、メタボリックシンド
ロームや非アルコール性脂肪肝疾患の進展を的確
に、早期に把握できるマーカーとして、予防と治療
に貢献するものと成り得ると予想される。

　オ　今後の課題
　（ア）　メタボリックシンドロームモデルマウスに
おけるバイオマーカーの検討
　　ａ　メタボリックシンドロームモデルマウスに
おけるイソフラボンの影響
　イソフラボンの影響についてメタボリックシンド
ロームモデルマウスとヒト介入試験で得られた結果
と比較し、酸化ストレスの指標となり得る HNE 修
飾タンパク質量においては相関が認められた。しか
し、他の酸化ストレス指標については相関が認めら
れないものがあった。モデルマウスとヒトでは背景
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が違うため単純な比較はできないが、イソフラボン
の作用機序は共通していると考えられる。どの段階
で、また、どの部分で作用しているのか、現在解析
を行っているバイオマーカーを指標に経時的にサン
プリングすることによって、明らかとする。本研究
で同定を試みているバイオマーカーは全て微量な血
中での測定であるため、モデルマウスとヒトでとも
に経時変化の検討が可能である。
　　ｂ　メタボリックシンドロームモデルマウスに
おけるケルセチンの影響
　ケルセチンの摂取によりメタボリックシンドロー
ムの発症とその発症後の進展に改善効果を示した。
線維化は肝星細胞の NADPH 酸化酵素から産生さ
れる活性酸素が関与するとの報告があることから、
肝星細胞の活性酸素に対するケルセチンの抗酸化作
用を検討することが必要である。また、個体レベル
において発症予防や進展抑制効果を的確に評価でき
るように、各段階での作用機序を明らかとする。
　（イ）　非アルコール性脂肪肝疾患への介入試験
　ヒト介入試験においてケルセチン・イソフラボン
の投与量は、既報の介入試験並びに特定保健用食品
の有効性試験や取り扱いに関する指針等に基づき
患者への安全性を考慮し、それぞれ一日当たり 100 
mg と 25 mg とした。ケルセチンを含むタマネギ粉
末は量が多く長期に渡り摂取するため非アルコール
性脂肪性肝疾患患者に負担が掛かり、症例数を確保
するのが難しく、更に 10 名一群の前後比較試験の
ため、ヒト試験としては信頼性が低い。今後タマネ
ギ粉末に含まれるケルセチン濃度を高くすることに
よって摂取量を軽減し、症例数を増やした試験が期
待される。
　イソフラボンにおいてもケルセチンにおいても活
性成分が直接肝臓あるいは血中で作用しているとは
考えにくく、体内での動態や作用メカニズムの詳細
な解析が必要となる。作用メカニズム解析のために
も正確に評価可能な系が必須であり、バイオマー
カーの同定が急がれる。本試験で変動の認められた
翻訳後修飾タンパク質について、動物実験と同様
に、ターゲットタンパク質の同定を行い、そのタン
パク質の機能や構造の変化の解析が期待される。
　ケルセチンとイソフラボンの同時投与による相乗
効果を検討する併用試験は、体内での作用機序はそ
れぞれ異なると考えられ、本研究では計画していな

い。安全性が確認されれば、将来的に併用試験や高
含有食品での検討が可能になると考えられる。

　カ　要　約
　ケルセチン・イソフラボンのメタボリックシンド
ローム予防機能を正確に評価可能な系の開発を目指
した。メタボリックシンドロームや NAFLD の背
景には肥満や糖尿病、インスリン抵抗性などの生活
習慣との密接な関連が知られており、NASH 患者
の 10 ～ 30％が肝硬変に進行し肝臓がんの発症を増
加させていることから、病態解明や治療法あるいは
予防法の確立が急務とされている。本研究では、メ
タボリックシンドロームモデルマウスにおけるイソ
フラボンとケルセチンの影響を検討し、同時にこれ
らマウスの病態の進展を的確に把握できるマーカー
の探索を試みた。生体内における各種活性化カルボ
ニル生成反応は、タンパク質翻訳後修飾反応の一つ
として非常に重要な生理的意義を担っているものと
考えられる。本来、タンパク質は DNA の遺伝情報
に従って翻訳された後、糖鎖付加やリン酸化などの
酵素的修飾を経て各々の生理作用を担っていること
が知られている。ところが、生体内において酸化ス
トレスやアルデヒド／カルボニル化合物の産生が増
大した“酸化・カルボニルストレス状態”では、タ
ンパク質がこれらの化合物と非酵素的に反応し修飾
タンパク質を生じる。本研究で着目したこれら非酵
素的な反応によって生じた翻訳後修飾タンパク質各
種は、それぞれ生体内のストレス状態に応じて的確
に測定可能とするバイオマーカーとなると予想され
る。本実験系では、モデルマウスでの探索とともに
更に、ヒトにおいても正確に評価可能なバイオマー
カーの同定を試みた。メタボリックシンドロームモ
デルマウスにおいては、ケルセチン・イソフラボン
の摂取によって、肝障害、肝臓における脂肪酸合
成、脂肪の蓄積、並びに炎症の改善と同時に、血中
の酸化修飾及び糖化修飾タンパク質の減少が認めら
れた。ヒトへの介入試験においては、イソフラボン
摂取によって、体重の減少と肝障害の軽減ととも
に、血中の 7-KC、HEL、HNE 等種々のアルデヒド
／カルボニル化合物による酸化修飾タンパク質の減
少が認められた。これら修飾タンパク質の標的部位
と機能性の変化を明らかとすることで、将来的にこ
れらバイオマーカーを指標に疾病予防の分子メカニ
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ズム解析へと発展する可能性が十分に高い。分子標
的治療に使用する医薬品「分子標的治療薬」に対し
て、ケルセチン・イソフラボン等「分子標的予防食
品」の開発を目指すことが可能となる。
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2　タマネギ、ダイズのケルセチン・イソフラボ
ンの分析技術の開発、および調理、加工中の
成分変化の調査
　ア　研究目的
　タマネギ、ダイズ中のケルセチンやイソフラボン
の分析条件を確立して、人でのタマネギや大豆の投
与実験、疫学調査を行う上で、食品中のフラボノイ
ドやイソフラボンがどの程度含まれ、どのような化
学的形態なのか、日常の生活での摂取量について解
明する。
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　イ　研究方法
　（ア）　タマネギのケルセチンの定量法について、
他研究機関と連携して AOAC 法の精度、室間実験
を行い、その分析法を確立し、地方独立行政法人北
海道立総合研究機構で生産した施肥試験別、栽培時
期別試料、品種別試料（第 20 項の課題）について
分析した。ドライアイに対するケルセチン及びイ
ソフラボン有効摂取量を明らかにする研究（第 12
項の課題）、加工調理食材におけるケルセチン、イ
ソフラボンの生体利率向上法の研究（19 項の課題）
の試験に用いた試料について分析した。
　タマネギの分析試料は個体差が少なくなるよう
に５個体を選別して、各試料を 4 等分にして、そ
の 1/4 ずつを合わせて、分析試料とした。各分析試
料は２試料ずつ作り、同一試料を 2 研究機関で室間
分析し、定量値にバラツキの無いことを確認して、
AOAC 法に準じて分析した。
　タマネギの調理、加工におけるケルセチン量の変
化は、水に溶解性の高い配糖体で定量した。タマネ
ギの油炒め、味噌汁など調理済みの試料について、
試料量と等量のメタノールを加えて、超音波処理し
て抽出し、固形物と煮汁をジューサーにかけて液状
にして、3000rpm で遠心分離した上清を 0.45μm の
フィルターで濾過してから HPLC で定量した。
　　ａ　タマネギ入り味噌汁　
　北見産タマネギ（北もみじ 2000）を切ったもの
を 150g、ジャガイモ 200g、味噌大さじ 1 杯、水 1
リットル、出汁少々入れて、味噌汁を作る。まず、
水 1 リットルにジャガイモ、タマネギを入れ、中火
で煮る。これに出汁を入れ、ジャガイモの芯まで煮
込んでから、大さじ１杯の味噌を入れて、火を止め
る。沸騰してから約 10 分ででき上がる。この味噌
汁をブレンダーで固体がなくなるまで、粉砕して、
水で 1.1 リットルにメスアップして、10ml ずつ試
料を調製する。この試料 10 ｇと 10ml のメタノー
ルを 50ml の共栓付き遠心管（IWAKI）に入れ、密
閉して 90℃のオーブンで時々振盪して、1 時間抽出
する。加熱後、遠心分離器で 3000rpm、10 分間分
離して、上清液を 0.45μm のフィルターで濾過して、
HPLC で分析し配糖体量を求めた。更に、この上清
2ml に濃塩酸 200μl を加えて、100 度のオーブンで
加熱して加水分解して、HPLC でケルセチンを定量
した。

　　ｂ　豚肉入り野菜炒め
　北見産タマネギ（北もみじ 2000）を切ったもの
150g、もやし 200g、豚肉 150g をサラダオイル大さ
じ 2 杯で強火で炒めて野菜炒めにする。加熱時間は
5 分間。この加工品はホモジナイズしてペースト状
にすると 440 ｇになる。これを約 10g ずつチャッ
ク付きの袋に保存した。また、試料を PYREX 製の
遠心分離用の 50ml の試験管（共栓つき　IWAKI）
にとり、10ml のメチルアルコールをいれて、蓋を
閉めてから、振盪して、90 度のオーブンで 1 時間
加熱抽出した。加熱後、遠心分離器で 3000rpm、
10 分間して、透明になった上清液を 0.45μm のフィ
ルターで濾過して、HPLC 用の試験溶液に用いて、
配糖体量を定量した。
　　ｃ　タマネギの保存法、レトルト加工での成分
変化
　タマネギの保存中にどのように変化するか調べ
た。また、加工食品では滅菌処理が必要であるが、
この際に高温に加熱処理されることから、レトルト
加工のモデル実験としてオートクレーブを用いてで
各種条件下での加熱温度と成分の関係を調べた。ま
た、タマネギの保存中、光がフラボノイド含量にお
よぼす影響についても調べた。
　　ｄ　配糖体の分析条件
　分析試料は個体差が少なくなるように５個体を選
別して、各試料を 4 等分にして、その 1/4 ずつを合
わせて、分析試料とした。試料の重さを量ってか
ら、凍結乾燥するが、この時に減量した量から水分
量を求めた。
　凍結乾燥した試料粉末 1.00g を取り、ナスフラ
スコに移し、40ml メタノールを加え、30min 加
熱還流抽出した。抽出液を濾過し、メタノールで
50 ml にメスアップした。メンプランフィルター

（0.45μm）でろ過し、HPLC の試料溶液とした。
　　ｅ　HPLC 測定条件
　Hitachi L7200、 検 出 器：HITACHI L-4000 UV 
Detector、 カ ラ ム：Phenomenex prodigy ODS

（3） （4.6mm I.D. × 250mm、5μm）、 カ ラ ム 温
度：40 ℃、UV 検出波長：370nm、溶媒：A 液；
20 ％ acetonitrile に 0.2 ％ ギ 酸 含 む、B 液；100 ％ 
acetonitrile に 0.2％ギ酸含む、グラジェント溶出：
0 → 15 min（B0％→ B40％）、15 → 30 min（B40％
→ B50％）、30 → 35 min（B50％→ B80％）、流速：
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0.6 ml/min、Injection volume：5 μl
　（イ）　大豆中のイソフラボノイド含量の定量は大
豆を超遠心粉砕器で微細化してから、凍結乾燥させ
た。大豆加工食品については凍結乾燥させ、粉末か
ら抽出して、高速液体クロマトグラフィー（HPLC）
で標準品の濃度と比較して AOAC 法に準じて定量
した。
　乾燥粉末試料5 gに80％メタノール 40mlを加え、
65℃で 2 時間抽出した。放冷後、2 M NaOH 溶液
を 3 ml 加えて、室温で 10 分間加水分解した。メタ
ノールで 50 ml に定容し、更にその 5 ml に水 4 ml
を加え、メタノール約 1 ml で 10 ml に定容した。
遠心分離後（15,000 rpm、10 分）、上清 10µl を逆相
HPLC で分析した。

HPLC 条件
　カラム：Inertsil ODS-4 （5 µm, 4.6 × 250 mm）, 
40℃

　 移 動 相 A：H2O/MeOH/CH3COOH （88：10：2, 
v/v/v）
　移動相 B：MeOH/CH3COOH （98：2, v/v/v）
　グラジエント溶出
  流速：0 → 30 min（B10％→ B60％）
　　　　30 → 32 min（B60％→ B100％）
　　　　32 → 37 min（B100％→ B10％）
　流速：1 ml/min、Injection volume：10 μl

　ウ　研究結果
　（ア）　タマネギの代表的な食べ方として、肉との
油炒め、タマネギ入りの味噌汁の 2 種類について調
べた。その結果、図 3020-1 に示すように、食品か
らはケルセチンの配糖体として食べられているこ
とがわかった。また、油炒め、味噌汁などでは表
3020-1 に示すようにタマネギ中のフラボノイドは
変化することなく食品中に残っていた。
　 北 も み じ 2000 は 100 ｇ 当 た り、Quercetin 含

図 3020-1　調理した食品中のフラボノイドの HPLC グラム

表 3020-1　タマネギ料理中のフラボノイド含量（mg、使用した生のタマネギ 100g に換算して）

Quercetin-3,4’-O-di-glycoside 量× 0.484 ＝ quercetin 量
Quercetin-4’-O-glycoside 量× 0.65 ＝ quercetin 量
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量は 26.4mg であることから、食品中のフラボノ
イドの分析結果と比較すると、食品の加工中に
減少が見られなかった。食品を抽出後、塩酸で
加水分すると、アグリコンである Quercetin と
isohamnetin が 検 出 さ れ た。 ま た、Quercetin-4’
-O-glycosid も 一 部 分 解 さ れ な い で 残 存 し て い
た。このことから、タマネギの可食部に含まれ
て い る Quercetin-3.4’-di-O-glycosid は 胃 酸 で
容 易 に Quercetin-4’-O-glycosid に 変 化 す る が、
Quercetin-4’-O-glycosid は酸に安定であることか
ら腸まで移行する可能性がある。
　タマネギ調理中にケルセチンの配糖体は分解する
ことなく、調理中に安定に存在していることが判明
した（図 3020-1、表 3020-1）。

　タマネギ中のケルセチン配糖体含量は個体ごとに
違いがあり、部位により大きく違っていた。特に外
皮に近い外側ほど高含量の傾向にあった（表 3020-
2、図 3020-2）。
　タマネギは収穫直前に畑では赤褐色の薄い 2 ～ 3
枚の外皮に覆われている。タマネギにとって、外皮
は土砂や病虫害から防御する機能を有している。こ
の外皮を除いた部分が食用部分である。この外皮に
は 100g 当たり 200 ～ 400mg の高含量のケルセチン
を含んでいるが、ケルセチンには抗酸化作用、抗菌
作用、抗紫外線損傷作用などがあり、植物の防御物
質（ファイトアレキシン）である。
　この外皮を除き太陽光線に当てると、タマネギは
抗紫外線損傷作用のために再びケルセチンを生成し

表 3020-2　タマネギ可食部の部位別ケルセチン含量（3 個のタマネギで比較）

＊ Quercetin-3,4’-O-di-glycoside+ Quercetin-4’-O-glycoside+ Quercetin
　Quercetin-3,4’-O-di-glycoside 量× 0.484 ＝ quercetin 量
　Quercetin-4’-O-glycoside 量× 0.65 ＝ quercetin 量

図 3020-2　クエルセチン誘導体の生体内での変化
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て外側からケルセチン含量が高くなることを確認し
た。
　外皮、鱗片第１層、鱗片第 2 層、鱗片第 3 層とケ
ルセチン含量が内側になるほど低下した。また、個
体差が大きく、収穫後の保存条件が外皮、鱗片第１
層のケルセチン含量に大きな影響があると思われ
た。日光が当たりやすい外側ほど、３試料とも高い

傾向にあることから、バラツキは収穫後の光の影響
と考えられる。鱗片第 2 層以下は光の影響が少ない
ことが判明した（図 3020-3～5、表 3020-3）。
　タマネギはソテーのように加工食品として使われ
ることが多い。そこで、レトルト加工などでの加熱
滅菌は 121℃、4 分が理想的とされることから、こ
のような高温でのケルセチン配糖体の変化について

図 3020-3　部位別ケルセチン含量 図 3020-4　onion 1 ～ 3 の部位別ケルセチン含量

図 3020-5　太陽照射試験中

表 3020-3　光照射後の鱗片別のケルセチン含量（mg/100g）

窓ガラスを通した日光に約 3 週間晒した後に分析
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調べたが、約 60 分間処理してもほとんど熱による
影響がないことが明らかになった（表 3020-4）。
　タマネギには外皮を除いて、太陽光線に当てると
ケルセチンがファイトアレキシン物質として生成し
た。太陽光線と同様にタマネギを切る、刻むなどの
刺激を与えると、これらのフラボノイド含量に影響
があると考え、タマネギをスライスして、各種温
度で 24 時間保存後、フラボノイドを定量した。そ
の結果、スライスすることで、各フラボノイドが
増加する傾向にあった（図 3020-6、図 3020-7、表
3020-5）。
　（イ）　大豆は各地の大豆食品加工場から、提供し
てもらい分析した。市販の大豆は同一品種でも、イ
ソフラボン含量にバラツキがあり、栽培条件や産地
により影響されていると思われる。また、水分は　
試料ごとにバラツキがあり、収穫後の保存状態が影
響していると考えられる（図 3020-8、表 3020-6）。
　納豆は大豆を煮たり、蒸した後に納豆菌の存在下
で約 40℃で加温すると、約 1 日ででき上がる。納
豆菌も選別されたものが市販されている。作り方も
地域や製造工場により、少しずつ違いがある。しか
し、種々の大豆加工品の中ではイソフラボン含量が
高く、イソフラボン供給食品として優れている（表
3020-7）。

　大豆を水洗後、一夜水に浸けておくと約 2 ～ 2.5
倍ぐらい大きく膨潤する。これを磨りつぶすと、生
呉という白いどろどろしたペーストができる。こ
れを加熱して漉し布で漉した液が豆乳である（表
3020-8）。
　豆乳を製造する際に、生じた残渣がオカラであ
る。イソフラボンは大豆の中にはエステル体とし
て、存在しており、水にはやや溶けにくい傾向にあ
ると思われる。この定量結果からもオカラにはイソ
フラボンが残存しており、イソフラボン供給食品と
して優れている（表 3020-9）。
　味噌、醤油は大豆、塩、麹などで発酵した物であ
るが、塩濃度、熟成期間などに違いがあり、白味
噌、赤味噌など違いがある。韓国産の味噌は日本
の赤味噌に近い味と色を呈している。味噌の特徴
は発酵により、イソフラボンの配糖体が Daidzein、
Genistein などのゲニンが増加している（表 3020-
10）。
　大豆の発酵食品は世界に多くあり、最近、日本で
も食品として流通するようになっている。代表的な
ものに中国の豆鼓、インドネシアのテンペ、沖縄の
腐乳などがある。これらの発酵は麹菌だけでなく、
テンペ菌、乳酸菌などが関係している。
　 イ ソ フ ラ ボ ン の 特 徴 は 配 糖 体 が Daidzein、

表 3020-4　オートクレーブによる加熱によるケルセチン及びケルセチン配糖体の変化

＊ quercetin 量は配糖体の定量値から算出した
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図 3020-6　光照射後の各層ごとのケルセチン含量 図 3020-7�　スライスして各温度で保存したときの成分
との関係

表 3020-5　スライスして各温度で保存したときの成分との関係

図 3020-8　大豆イソフラボンの HPLC（上：80％ MeOH 抽出　下：2M-NaOH 加水分解）
　大豆は AOAC 法で分析したので、2M-NaOH で加水分解することにより、脱エステル体
として定量した。
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表 3020-6　大豆の品種別イソフラボン含量

表 3020-7　納豆中のイソフラボン含量

表 3020-8　豆乳中のイソフラボン含量
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Genistein などの低分子化されたゲニンに変換され
ていることである。これらの食品が摂取された場
合、他のイソフラボンより生体内での吸収速度が速
い可能性がある（表 3020-11、図 3020-9）。

　エ　考　察
　（ア）　タマネギは品種により、ケルセチン含量に
大きな違いがあった。また、フラボノイドは調理加
工で化学的に安定、レトルト食品のように高熱で加
工されても成分の減少は認めることはできなかった。
フラボノイドを多く摂取するには原料のタマネギが
選ぶことが重要である。また、太陽光がフラボノイ
ド含量を増やすことから、食べ方も工夫することで、

摂取量を増やすことができることが明らかになった。
　（イ）　ダイズは品種や栽培条件でイソフラボン含
量に違いがあったが、イソフラボンを摂取する目的
では湯葉、納豆などが優れた食べ物であった。
　
　オ　今後の課題
　（ア）　ケルセチンの定量は AOAC 法で行ったが、
配糖体が酸分解でも比較的安定であることから、ア
ルカリ加水分解せずに、分析する方が活性評価に役
立つ可能性あり、AOAC 法との定量値の相関性を
調査する必要がある。
　（イ）　ケルセチン高含量の品種が見いだされた
が、さらなる優良品種の探索と育成が望まれる。

表 3020-9　オカラ中のイソフラボン含量

表 3020-10　味噌、醤油中のイソフラボン含量

表 3020-11　大豆発酵食品中のイソフラボン含量
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　（ウ）　大豆のイソフラボンの定量は AOAC 法で
行ったが、食品の加工、発酵などにおけるイソフラ
ボンの安定性、加工食品へ移行、生体への吸収など
を調べるためにアルカリ分解することなく定量する
ことが望まれる。
　（エ）　ダイズにはイソフラボン高含量の品種が見
いだされたが、さらなる優良品種の探索と育成が望
まれる。

　カ　要　約
　（ア）　タマネギは品種により、ケルセチン含量に
大きな違いがあった。
　（イ）　タマネギ中のフラボノイドは調理加工して
も化学的に安定で、レトルト食品のような高熱で加
工されても成分の減少は認めることはできなかっ
た。
　（ウ）　タマネギ可食部に太陽光を当てるとフラボ
ノイド含量が高くなる。
　（エ）　タマネギをスライスして保存するとフラボ
ノイド含量が高くなる。
　（オ）　Quercetin-4’-O-glycoside は酸に対して安
定であり、胃酸で分解されずに腸まで移行する可能
性があった。
　（カ）　ダイズは品種により、イソフラボン含量に
違いがあった。しかし、産地、栽培条件などで、成

分含量にはバラツキが認められる。
　（キ）　大豆の調理、加工によるイソフラボンは化
学的に安定であった。
　（ク）　大豆の発酵食品ではゲニンが増加する傾向
にあった。
　（ケ）　大豆の加工品のなかでは納豆、ゆばなどが
イソフラボンを多く含まれていた。

　研究担当者（山岸　喬＊、新井博文）

3　イソフラボンの分析技術の研究開発
　ア　研究目的
　AOAC （Association of Official Analytical 
Chemists） Official Method1）（以下 AOAC 法）は、
米国 FDA や USDA などで広く使われている成分
分析方法で、ダイズのイソフラボン含量測定法とし
て信頼性の高い方法である。そこで、本研究では、
AOAC 法を応用し、信頼性が高く、かつ簡便・迅
速で少量サンプルにも対応したイソフラボン測定法
の開発を目指した（課題４「ケルセチン・イソフラ
ボン分析法の確立と信頼性の高いデータベースの構
築」と共同）。また、改良したプロトコールにより
ダイズの栽培試験や系統比較試験の産物のイソフラ
ボン含有量を分析し、データベースの構築や高イソ

図 3020-9　大豆加工食品とイソフラボン含量
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フラボン含有ダイズの作出の資とすることを目的と
した。

　イ　研究方法
　（ア）　課題４でプロトコールを改良した AOAC
改良法により、ダイズのイソフラボンを抽出・分析
した。AOAC 改良法は、粉末試料 0.5g に 80％メタ
ノールを 16mL 加え、65℃で 2 時間抽出した液に
2N NaOH 水溶液を加えて鹸化を行った。イソフラ
ボンの定量は HPLC により行い、イソフラボン配
糖体の重量を基本骨格であるアグリコンの重量に換
算し、アグリコン自体の重量と合計したものをイソ
フラボン含量（アグリコン当量）とした。詳細なプ
ロトコールは課題４の報告に示す。
　（イ）　2011 ～ 2013 年産の栽培条件の異なるダイ
ズ試料及び育成系統比較試験のダイズ試料 223 点の
イソフラボン含量を測定した。イソフラボンの抽
出及び分析は、AOAC 改良法により行った。また、
イソフラボンのアグリコンであるダイゼインとゲニ
ステイン間で機能性の作用力に違いが知られている
ことからイソフラボンの組成比を比較調査した。イ
ソフラボンの組成比は、境ら 2）の方法に従い、ダ
イジン、ゲニスチンをアグリコン当量に換算した
後に、ダイゼインとゲニステイン量の比率（D/DG
比）を次式で求めた。D/DG 比 = 総ダイゼイン／

（総ダイゼイン＋総ゲニステイン）× 100。

　ウ　研究結果
　（ア）　AOAC 改良法におけるイソフラボンの検
量線の直線性は良好であり（図 3030-1）、標準液
を 3 回測定した時の各成分ピークの保持時間及び面
積の相対標準偏差（RSD）は、いずれも AOAC の

基準値 2.5％を下回り、AOAC 法とほぼ同等であっ
た。また、室間共同試験における、のべ 6 点（ダイ
ズ試料 3 点× 2 反復）の未知試料の分析結果は表
3030-1 のとおりであり、各試料を 2 回測定した平
均値は、7 研究室の分析値の平均とほぼ一致した。
　（イ）　育成系統比較試験の 3 か年におけるイソフ
ラボン含量は 107.4 ～ 369.6mg/100g に分布し、平
均値は 191.1mg/100g であった。また、D/DG 比は
17 ～ 47％に分布し、平均値は 32％であった。そこ
で、北海道ダイズ品種「ユキホマレ」、「とよみづ
き」、「ゆきぴりか」のイソフラボン含量を比較する
と、いずれの年次でも「ゆきぴりか」のイソフラ
ボン含量が最も高く（図 3030-2）、次いで「ユキホ
マレ」、「とよみづき」の順であった。D/DG 比から
みると、「ゆきぴりか」、「とよみづき」、「ユキホマ
レ」の順で高かった。次に、育成系統比較試験で、
イソフラボン高含有品種である「ゆきぴりか」を除
くと、イソフラボン含量と D/DG 比に相関は認め
られず、イソフラボン含量が同程度でもそのアグリ
コン組成には品種間差があることが示された（図
3030-3）。このうち、「十系 1091 号」は、「ゆきぴり
か」に近いイソフラボン含量を示したが、D/DG 比
は大きく異なった。すなわち、「ゆきぴりか」のイ
ソフラボンはダイゼインをアグリコンとする比率
が 40％以上であったのに対し、「十系 1091 号」は
30％程度であった。

　エ　考　察
　（ア）　AOAC 改良法の HPLC における各成分の
検量線保持時間及びピーク面積の直線性は良好であ
り、各成分ピークの保持時間及び面積の相対標準偏
差（RSD）は、いずれも AOAC の基準値 2.5％を

図 3030-1�　AOAC 改良法によるダイジンの HPLC 検
量線

表3030-1　室間共同試験における配布試料の分析結果
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下回り、再現性の高い分析が可能と考えられた。ま
た、室間共同試験における各試料を 2 回測定した平
均値は、7 研究室の分析値の平均とほぼ一致してお
り、AOAC 改良法は研究室間でも安定したイソフ
ラボン分析方法であると考えられた。
　（イ）　北海道ダイズ品種「ユキホマレ」、「とよみ
づき」、「ゆきぴりか」のイソフラボン含量及び D/
DG 比を比較すると、「ゆきぴりか」は、イソフラ
ボン含量が高いだけでなくイソフラボン中のダイゼ
イン比率が高いことが明らかとなった。また、育
成系統におけるダイズイソフラボンの D/DG 比は、
17 ～ 47％に分布し、品種間で大きな差があり、境
ら 2）や谷藤ら 3）の報告と同様の結果を確認できた。
その中で、「十系 1091 号」は「ゆきぴりか」に近い
イソフラボン含量を示したが、その D/DG 比は大
きく異なった。境ら 2）は、ダイゼイン、ゲニステ
イン間の機能性作用力の違いを理由に、今後のダイ
ズ育種研究目標はダイゼインあるいはゲニステイン
高含有による差別化を視野に入れる必要があるとし
ている。また、ダイゼインとゲニステインでは骨粗
鬆症などに対する効果が異なることが報告されてお
り 4）、ダイズの品種選定においては、D/DG 比にも
着目する必要があると考えられた。　

　オ　今後の課題
　（ア）　イソフラボン含量データベースの構築や高
イソフラボン含有ダイズ作出のための効率的なイソ
フラボン含量分析法が開発された。今後は、イソフ
ラボン含量分析値の基礎データを更に蓄積すること

が望ましい。
　（イ）　ダイズ子実中のイソフラボン組成における
品種間差などを明らかにした。今後はダイズ中のイ
ソフラボンにおける D/DG 比などの組成にも着目
して、品種の選定や栽培条件などによる影響を調査
し、より明確で高い機能性を持った農産物の生産に
貢献するデータを蓄積していく必要がある。

　カ　要　約
　（ア）　AOAC 改良法によるイソフラボン含量分
析の室間共同試験を行った。HPLC における各成
分の検量線保持時間及びピーク面積の直線性は良
好で、繰り返し精度も AOAC 法の基準値内であっ
た。各試料を 2 回測定したイソフラボン含量の平均
値は、7 研究室の分析値の平均とほぼ一致しており、
AOAC 改良法が安定した分析方法であると確認さ
れた。　
　（イ）　育成系統におけるダイズ中のイソフラボン組
成（D/DG 比）の品種間差を明らかにした。このうち、

「十系 1091 号」は、イソフラボン高含有品種「ゆきぴ
りか」に近いイソフラボン含量を示したが、D/DG 比
は「ゆきぴりか」より低いことが明らかとなった。

　キ　引用文献
 1） AOAC （2001）AOAC Official Method 2001.10 

Determination ofIsoflavones in Soy andSelected 
Foods Containing Soy. Extraction, Saponification, 
and Liquid Chromatography First Action 2001. 
45.4.14.

図 3030-2�　北海道のダイズ品種におけるイソフラボン
含量と D/DG 比

図 3030-3�　育成系統比較試験におけるイソフラボン含
量と D/DG 比
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 2） 境哲文ら （2005）ダイズ子実中のイソフラボン
含量及び組成の品種・系統間差異と子実特性及び
播種時期との関係 . 日作紀 74 : 156-164.

 3） 谷藤健ら （2009） 寒地におけるダイズ子実イソ
フラボンの含量・成分組成に及ぼす登熟気温の影
響及び人種間差 . 日作紀 78 : 74-82.

 4） Picherit, C. et al. （2000）Daidzein is more 
efficien than genistein in preventing ovariectomy-
induced bone loss in rats. J. Nutr. 130: 1675-1681.

　研究担当者（中道浩司＊、小宮山誠一、小谷野茂
和）

4　ケルセチン・イソフラボン分析法の確立と信
頼性の高いデータベースの構築
　ア　研究目的
　ケルセチン、イソフラボンの生体調節機能の有効
性が明らかになりつつあり、これらを高含有する農
産物・食品の開発が望まれている。しかしながら、
ケルセチン、イソフラボンの含有量を信頼性の高い
方法で測定したデータが蓄積されていないという問
題点がある。本課題では、分析法の標準作業手順書
を作成し、それらの分析精度を確認する。また、全
ての分析担当機関で標準作業手順書に従った統一さ
れた分析法を用い、標準試料を用いた内部精度管理
を定めることで分析値の信頼性確保を図る。品種及
び栽培法の異なるタマネギのケルセチン含量、ダイ
ズのイソフラボン含量に関する信頼性の高いデータ
を蓄積し、高含有農作物の開発につながるデータ
ベースを構築する。

　イ　研究方法
　（ア）　農作物・食品中のケルセチン分析方法の確
立
　AOAC Official Method 2006.07（イチョウエキスの
フラボノール含有量測定法）に準拠した、ケルセチ
ン含有量測定のための標準作業手順書を作成した。
　タマネギ凍結乾燥粉末のケルセチン含有量を標準
作業手順書に従って反復測定し、室内精度を確認し
た。また、タマネギ凍結乾燥粉末に異なる 3 濃度で
quercetin-3-O-glucoside を添加した試料を標準作業手順
書に従って測定し、回収率を調べた。本課題における

分析実施機関（国立健康栄養研究所、北見工大、北海
道農業研究センター、食品総合研究所）に均質性を確
認したケルセチン含有量の異なる 2 種類、2 反復のタ
マネギ凍結乾燥粉末試料を非明示で配付し、標準作業
手順書に従って分析した結果を統計解析して室間再現
精度を確認した。更に、室間共同試験に用いたタマネ
ギ試料と同じ試料を大量に調製し、均質性を確認した
上で標準試料として分析担当機関に配布した。また、
標準作業手順書に品質管理の方法を記載した。
　（イ）　農作物・食品中のケルセチン含有量データ
の蓄積
　北見農業試験場で 2011 年度に栽培された 9 品種・
系統のタマネギについて、共通プロトコールに従っ
てケルセチン含有量を測定するとともに、分析法の
妥当確認が完了している親水性 ORAC 法 1）による
抗酸化能測定を行った。
　市販野菜 7 品目（春菊、ホウレンソウ、タマネ
ギ、コマツナ、セリ、トマト、キュウリ）を対象
に、2012 年 6 月から 2013 年 2 月の間、茨城県土浦
卸売市場において入手可能な産地のものを毎月購入
した。非可食部を除いた部分をよく混合し、液体窒
素で速やかに凍結した後、凍結乾燥を行った。凍結
乾燥物を約 300 μm 粒度までグラインダー（GM-200, 
Retch 社）により粉砕し、標準作業手順書に従って
ケルセチン含有量を測定した。
　（ウ）　農作物・食品中のダイズイソフラボン分析
方法の確立
　 項 番 号 3 及 び 8 と 連 携 し て 行 っ た。AOAC 
Official Method 2001.10 を基として、分析方法を改
良した。作成した標準作業手順書に従って、ダイズ
粉末中のイソフラボン含有量を反復測定し、室内精
度を確認した。ダイズ粉末に異なる 2 濃度でイソフ
ラボンのアグリコン及び配糖体を添加した試料を標
準作業手順書に従って測定し、回収率を調べた。分
析実施機関に均質性を確認したイソフラボン含有量
の異なる 3 種類、2 反復のダイズ粉末試料を非明示
で配付し、標準作業手順書に従って分析した結果を
統計解析して室間再現精度を確認した。

　ウ　研究結果
　（ア）　農作物・食品中のケルセチン分析方法の確
立 2）

　AOAC Official Method 2006.07 に準拠した標準作
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業手順書を作成した。凍結乾燥粉末試料約 200mg
を精秤し、塩酸酸性メタノールを加えて 90℃で 60
分間抽出・加水分解した後、逆相 HPLC カラムを
用いてケルセチンを定量し、アグリコン換算量と
して含有量を測定する方法である。タマネギ試料
の HPLC 分析において、ケルセチンと夾雑成分の
ピークは良好な分離を示した（図 3040-1）。作成
した標準作業手順書に従ってタマネギ試料のケル
セチン含有量を測定したところ、1g 乾燥重量当た
り 10.28 ± 0.16 μmol であり、併行精度は相対標準
偏差として 0.8％、中間精度は 1.8％と良好であった

（表 3040-1）。タマネギ試料に添加した quercetin-3-
O-glucoside は、加水分解後ケルセチンとして添加
量の 98.42 ～ 100.31％が回収され、真度は良好と考
えられた（表 3040-1）。ケルセチン含有量の異なる
2 種類のタマネギ試料を用い、分析担当 4 機関によ
る室間共同試験を実施したところ、併行精度は相対
標準偏差として 0.41-0.92％、室間精度は 6.73-7.62％
であり、HorRat 値はともに 2 以下であった（表
3040-2）。

　（イ）　農作物・食品中のケルセチン含有量データ
の蓄積
　月交 24 号（「クエルゴールド」として品種登録）
のケルセチン含有量は 100g 新鮮重量当たり 68.7 
mg、抗酸化能は 1314 μmol Trolox 相当量であり、
ともに他の品種・系統の含有量・抗酸化能値よりも
高かった。また、タマネギ中の主要抗酸化成分はケ
ルセチン配糖体であり、ケルセチン含有量の高い品
種・系統ほど抗酸化能も高いことがわかった（図
3040-2）3）。
　その他の野菜では、春菊のケルセチン含有量は
1.14 ～ 8.12 mg/100g 新鮮重量（FW）の範囲（3.07
± 1.60 mg/100g FW）、ホウレンソウは 7.41 ～ 41.0 
mg/100g FW の範囲（17.6 ± 8.09 mg/100g FW）、
タマネギは 15.5 ～ 32.7 mg/100g FW の範囲（23.4
± 8.09 mg/100g FW）、 コ マ ツ ナ は 0.58 ～ 1.09 
mg/100g FW の範囲（0.94 ± 0.19 mg/100g FW）、
セリは 3.22 ～ 42.63 mg/100g FW の範囲（13.3 ±
2.42 mg/100g FW）、トマト、キュウリ、トウモロ
コシの含有量はわずかであった（図 3040-3）。春

図 3040-1　タマネギ試料の抽出液の HPLC クロマトグラム
　タマネギに含有されるケルセチン配糖体はほぼ完全に加水分解さ
れ、生じたケルセチンのピークが明瞭に分離されて定量可能であった。

表 3040-1　タマネギ試料への quercetin-3-O-glucoside の添加回収試験

タマネギ試料へ quercetin-3-O-glucoside を異なる 3 濃度で
添加し、作成した標準作業手順書に従ってケルセチン含有
量を測定した。その結果、添加した quercetin-3-O-glucoside
は、加水分解後ケルセチンとしてほぼ定量的に回収され、
真度は良好と考えられた。
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菊、ホウレンソウ、セリに含まれるケルセチン含有
量の収穫月による変動を調べたが、いずれの野菜に
ついても明確な傾向は認められなかった。しかし
ながら、野菜の品種、栽培条件、または貯蔵方法
などの条件は考慮にいれておらず、これらも野菜
のケルセチン含有量に寄与することも考えられた。 
　（ウ）　農作物・食品中のダイズイソフラボン分析
方法の確立
　AOAC Official Method 2001.10 の分析方法を基
に、抽出ケン化操作の簡便化及び HPLC 分析条件
の最適化を行った。すなわち、約 500mg の試料を
精秤し、80％メタノールを加えて加熱抽出し、水
酸化ナトリウム溶液を加えて 10 分間ケン化した後
に中和、遠心分離により得られた上清を逆相 HPLC
に供して分離し、イソフラボンアグリコン換算量と

して定量する方法である。また、HPLC 分析開始時
にピーク面積が安定しないことがあるため、標準液
を複数回注入し、安定したピーク面積となることを
確認してから分析を開始することとした。AOAC
法と比較して、必要サンプル量の削減、操作の簡便
化、分析時間の短縮（44.5 分から 23 分）が達成で
きた。
　室間共同試験を実施して、標準作業手順書に基づ
く測定の室間精度を検討した。ダイズ粉末試料は均
質化が難しいことから、食品総合研究所 GM ダイ
ズ試料の作成法に従って粉砕操作を行い、均質性を
確認した総イソフラボン含有量の異なる 3 種類の大
豆粉試料を用い、分析担当機関及び協力機関による
室間共同試験を実施したところ、HorRat 値はいず
れも 2 以下となった。

表 3040-2　室間共同試験におけるタマネギ中のケルセチン含有量測定結果の解析

室間共同試験により、作成した標準作業手順書に基づくケル
セチン含有量測定法の室間再現精度は良好であることが確認
された。

図 3040-2�　2011 年度北見農業試験場産タマネギサンプ
ルのケルセチン含有量と抗酸化能の相関

　「月交 24 号」のケルセチン含有量、抗酸化能はとも
に他の品種・系統の含有量よりも高かった。タマネギ
中の主要抗酸化成分はケルセチン配糖体であり、ケル
セチン含有量の高い品種・系統ほど抗酸化能も高いこ
とがわかった。

図 3040-3　市販野菜 7 品目のケルセチン含有量
　2012 年 6 月から 2013 年 2 月の間、茨城県土浦卸売
市場において入手可能な産地のものを試料として共通
プロトコールでケルセチン含有量を測定した。タマネ
ギの他、ホウレンソウ、セリの含有量が高かった。収
穫期、産地によるケルセチン含有量の明確な差異は認
められなかった。
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　（エ）　ダイズ加工食品中のダイズイソフラボン含
有量の測定
　大豆食品中のイソフラボン含有量はアグリコン換
算量として、木綿豆腐は 19.1 ～ 34.2 mg/100g FW
の範囲（29.3 ± 5.81 mg/100g FW）、絹豆腐は 17.1
～ 32.7 mg/100g FW の範囲（26.0 ± 5.5 mg/100g 
FW）、 納 豆 は 52.2 ～ 130.4mg/100g FW の 範 囲

（97.2 ± 32.1 mg/100g FW）、 豆 乳 は 16.4 ～ 35.7 
mg/100g FW の範囲（25.7 ± 8.81 mg/100g FW）、
き な 粉 は 158 ～ 187 mg/100g FW の 範 囲、 味 噌
は 22.9 ～ 94.5 mg/100g FW の 範 囲（56.4 ± 36.0 
mg/100g FW）であった（図 3040-4）。木綿豆腐、
絹豆腐、納豆及び豆乳については国産原料を用いた
製品と外国産原料を用いた製品のイソフラボン含有
量を比較したが、明確な差異は認められなかった。

　エ　考　察
　（ア）　農作物・食品中のケルセチン分析方法の確
立
　イチョウエキスのフラボノール含有量測定法とし
て妥当性が確認されている AOAC Official Method 
2006.07 を改良し、その信頼性を確認するために真
度や室間再現性の評価を行った。本法は、添加回収
試験の結果真度が良好であり、室間共同試験の結果
室間再現精度が良好であることが確認された。また、
標準タマネギサンプルを用いて品質管理を実施する
ことによって分析値の信頼性を確保することができ

ると考えた。確立した分析方法を全分析実施機関で
用いることにより、相互比較が可能かつ信頼性の高
いケルセチン含有量データの蓄積が可能となった。
　（イ）　農作物・食品中のケルセチン含有量データ
の蓄積
　春菊、ホウレンソウ、セリに含まれるケルセチン
含有量の収穫月による変動を調べたが、いずれの野
菜についても明確な傾向は認められなかった。しか
しながら、野菜の品種、栽培条件、または貯蔵方法
などの条件は考慮にいれておらず、これらも野菜の
ケルセチン含有量に寄与することも考えられた。品
目間でケルセチン含有量を比較するとタマネギの含
有量が最も高く、ホウレンソウ、セリがこれに続い
ていた。タマネギは 1 世帯当たりの購入重量がキャ
ベツに次いで多い（16.1kg/ 世帯・年、平成 25 年
度家計調査）ことから、食事からの最も主要なケル
セチンの摂取源と考えられた。
　（ウ）　農作物・食品中のダイズイソフラボン分析
方法の確立
　 本 研 究 で 確 立 し た 分 析 方 法 は、 原 法 で あ る
AOAC Official Method 2001.10 と比較して、操作の
簡便化及び分析時間の短縮に成功しており、室間共
同試験により、その妥当性が確認された。標準溶液
の HPLC 分析において、各ダイズイソフラボン分子
種のピークはベースラインで分離しており、また、
実サンプルの HPLC 分析において、各ダイズイソフ
ラボン分子種と夾雑成分のピークは良好な分離を示
した。従って、本研究における分析結果は、信頼性
の高いデータとして利用可能であると考えられる。
　（エ）　ダイズ加工食品中のダイズイソフラボン含
有量の測定
　木綿豆腐、絹豆腐、納豆及び豆乳については国産
原料を用いた製品と外国産原料を用いた製品のイソ
フラボン含有量を比較したが、明確な差異は認めら
れなかった。平成 25 年度の家計調査では豆腐の購
入数量は 79.8 丁 / 世帯・年であり、豆腐からのイ
ソフラボン摂取量を推定すると、おおよそ 5.7 mg/
人・日と推算された。

　オ　今後の課題
　本研究の成果として、信頼のおける農作物・食品中
のケルセチン、イソフラボン分析方法が確立したため、
これらの分析方法を広く普及させることが望まれる。

図 3040-4�　市販大豆食品 6 品目のイソフラボン含有量
　2013 年 9 月及び 11 月に茨城県つくば市内で購入し
た大豆食品 6 品目を試料として、共通プロトコールで
イソフラボン含有量を測定した。木綿豆腐、絹豆腐、
納豆については、国産大豆を原料とする製品と輸入大
豆を原料とする製品の含有量を比較した。
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　カ　要　約
　（ア）　農作物・食品中のケルセチン分析方法の確
立
　AOAC Official Method 2006.07 に準拠した妥当性
確認のされた農作物・食品中のケルセチン分析方法
を確立した。
　（イ）　農作物・食品中のケルセチン含有量データ
の蓄積
　（ア）　により確立された分析方法を用いて、「ク
エルゴールド」がケルセチン高含有タマネギ品種で
あることを示すとともに、野菜中のケルセチン含有
量を測定し、信頼のおけるデータベースの構築に寄
与した。
　（ウ）　農作物・食品中のダイズイソフラボン分析
方法の確立
　 項 番 号 3 及 び 8 と 共 同 で、AOAC Official 
Method 2001.10 の分析方法に改良を加え、妥当性
確認のされた農作物・食品中のダイズイソフラボン
分析方法を確立した。
　（エ）　ダイズ加工食品中のダイズイソフラボン含
有量の測定
　（ウ）により確立された分析方法を用いてダイズ
加工食品中のダイズイソフラボン含有量を測定し、
信頼のおけるデータベースの構築に寄与した。

　キ　引用文献
 1） Watanabe J. et al. （2012） Method validation by 

interlaboratory studies of improved hydrophilic 
oxygen radical absorbance capacity methods 
for the determination of antioxidant capacities 
of antioxidant solutions and food extracts. 
Analytical Sciences 28（2）: 159-165.

 2） Watanabe J. et al. （2012） Evaluation of a 
Method to Quantify Quercetin Aglycone in Onion 

（Allium cepa） by Single- and Multi-laboratory 
Validation Studies. Analytical Sciences 28（12）: 
1179-1182.

 3） 渡辺純ら （2013） 北海道産タマネギ品種のケル
セチン含有量と抗酸化能の差異 . 日本食品科学工
学会誌 60（10）: 563-566.

　研究担当者（渡辺　純＊、石川（高野）祐子）

5　ケルセチン・イソフラボン類の微量分析法の
開発
　ア　研究目的
　経口摂取され生体液に移行したケルセチン・イソ
フラボン類を検出・定量できる高感度分析法を開発
し、機能性を有するフラボノイドの生体内作用点で
の存在量に関する情報を得る。

　イ　研究方法
　（ア）　前処理法の検討
　体内に吸収されたケルセチンやイソフラボンは代
謝されて生体液中では抱合体やメチル化体として存
在する 1）。量の少ない生体液に含まれる微量のケル
セチンやイソフラボンを高感度に検出するために
は、多様な化学形態のケルセチンやイソフラボンの
代謝物を個別に定量するより、全てアグリコン化し
て測定する方が有利である。そこで、複数のアグリ
コン化手法とその後の抽出方法についてケルセチン
を中心に検討した。
　　ａ　酵素による加水分解と酢酸エチル抽出 2）

　市販の血漿 20 µL に内標準（ケルセチン -13C15、
100 もしくは 200 pmol/mL）とケルセチン -3- グル
クロニドを添加し、更にアスコルビン酸（1 mmol/
mL 0.1％ リン酸） を 50 µL、リン酸緩衝液（pH 5.3、
50 mM）を 500 µL、β- グルクロニダーゼ並びにサ
ルファターゼ活性を有する Helix pomatia 由来の酵
素（SIGMA-ALDRICH　S9626-10kU、 6 mg/mL）
を 10 µL 添加し 37℃で 2 時間加水分解した後、酢
酸エチル 1 mL で 2 回抽出し減圧下乾固した。
　　ｂ　酵素による加水分解と凍結乾燥、メタノー
ル抽出 3）

　市販の血漿 20 µL に内標準（ケルセチン -13C15、
100 もしくは 200 pmol/mL）とケルセチン -3- グル
クロニドを添加し、更にアスコルビン酸（1 mmol/
mL 0.1％ リン酸） を 50 µL、酢酸緩衝液（pH 4.9，
580 mM）を 500 µL、β- グルクロニダーゼ並びにサ
ルファターゼ活性を有する Helix pomatia 由来の酵
素（SIGMA　S9626-10kU、 6 mg/mL）を 10 µL 添
加し 37℃で 1 時間加水分解した。反応液を凍結乾
燥しメタノール 1 mL で 2 回抽出し減圧下乾固した。
　　ｃ　塩酸加水分解
　タマネギに含まれるケルセチン・イソフラボン量
の測定に用いられる前処理法である塩酸加水分解を
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生体液の抱合体の加水分解に適用した。市販の血漿
200 µL に内標準とケルセチン -3- グルクロニドを添
加し、エタノール、水、塩酸で希釈して密閉し、超
音波処理（5 分）後 90℃（± 2℃）に設定した乾熱
滅菌器中に 60 分静置した。室温に戻した後、遠心
エバポレータで乾固した。
　（イ）　LC/MS 条件の検討
　　ａ　モデル生体液
　血漿は市販の血漿、唾液は人工唾液 4）、涙液はタ
ンパク質の影響を考慮できるよう、市販血漿の希釈
液をモデル涙液として用いた。
　　ｂ　HPLC システム
　イナート仕様のセミミクロ LC（資生堂 SI-2）を
用いた。
　　ｃ　分離カラム
　微量定量においては、HPLC での対象成分のピー
ク形状が感度に大きな影響を与えることから、分離
に使用するカラムを検討した。
　　（ａ） Zorbax 300SB C8 （Agilent, 2.1 × 150 
mm, 3 μm）
　　（ｂ） Zorbax 300SB C8 （Agilent, 2.1 × 150 
mm, 5 μm）
　　（ｃ） Zorbax Eclipse XDB C8 （Agilent, 2.1 ×
150 mm, 5 μm）
　　（ｄ） Atlantis dC18 （Waters, 2.1 × 150 mm, 3 
μm）
　　（ｅ） Xterra MS C8 （Waters, 2.1 × 150 mm, 
3.5 μm）
　　（ｆ） Capcellpack DD C8 （ 資 生 堂 , 2 × 100 
mm, 3 μm）
　　（ｇ） Develosil ODS-SR-3 C18 （野村化学 , 2 ×
150 mm, 3 μm）
　　（ ｈ ） Develosil XG-C18M-3 （ 野 村 化 学 , 2 × 
150 mm, 3 μm）
　　（ ｉ ） Develosil XG-C30M-3 （ 野 村 化 学 , 2 × 
150 mm, 3 μm）
　　ｄ　溶離液
　ケルセチンの分離精製には、従来リン酸を含む溶
媒が使用されてきた。リン酸は揮発性が低く質量分
析には不適であるため、揮発性の高い有機酸の使用
が必要となる。揮発性の高い有機酸として汎用され
るトリフルオロ酢酸は、試料のイオン化を妨害する
ため、溶離液に添加する酸はギ酸もしくは酢酸のい

ずれかを選択することになる。1％ギ酸－アセトニ
トリル系と 0.1％酢酸－メタノール系を、それぞれ
ケルセチン分析とイソフラボン分析に用いた。
　　ｅ　MS 検出
　三連四重極型質量分析装置を用い、エレクトロス
プレーイオン化法により HPLC からの溶出液をイ
オン化し、負イオンモードで検出した。ケルセチン
の定量では、脱プロトン化分子（[M-H]- m/z 301）
が開裂して生じたプロダクトイオンの質量 151（以
降、301->151 と記載）、内標準物質由来のプロダク
トイオン（ケルセチン -13C15；m/z 316->158 もしく
はダイゼイン -d4；m/z 257->137）の質量を観測し、
それぞれのクロマトグラムでのピーク面積の比を用
いた。イソフラボンの定量では、ダイゼイン、ゲニ
ステイン、エクオール由来のプロダクトイオン（m/
z 253->133、269->133、241->121）のピーク面積と、
それぞれの内標準由来のプロダクトイオン（m/z 
257->137、273->137、245->123）のピーク面積の比
を用いた。
　（ウ）　生体液中のケルセチン、イソフラボン
　　ａ　唾液・血漿中のケルセチン・イソフラボン 
　鶴見大学歯学部病理学講座から委託された CPCC
株式会社で、ケルセチン含量の異なるタマネギ加工
品、あるいはイソフラボン含有食品を摂取した被験
者から採取された唾液と血漿に含まれるケルセチ
ン、イソフラボンを定量した。
　　ｂ　涙液・血漿中のケルセチン・イソフラボン
　東京歯科大学市川総合病院眼科外来もしくは東京
歯科大学市川総合病院眼科研究室で、ケルセチン含
量の異なるタマネギ加工品、あるいはイソフラボン
含有食品を摂取した被験者から採取された涙液と血
漿に含まれるケルセチン、イソフラボンを定量し
た。
　　ｃ　血漿中のケルセチン
　札幌医科内科学第二講座から委託を受けた北見赤
十字病院健診センターで、ケルセチン含量の異なる
タマネギもしくはその加工品を摂取した被験者から
採取された血液から調製された血漿に含まれるケル
セチンを定量した。

　ウ　研究結果
　（ア）　微量ケルセチン・イソフラボン検出に適し
た前処理法
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　　ａ　凍結乾燥をせず酢酸エチルで抽出する方法
ａと凍結乾燥後メタノールで抽出する方法ｂでは
フラボノイドの回収率は同程度であったが、方法 b
はタンパク質などの高分子を含む多種化合物の混入
によりカラムの目詰まりを引き起こした。また、方
法ｃではグルクロン酸抱合体の加水分解率が低く十
分な回収率が得られなかったため、イ 研究方法の
ａ～ｃの前処理法のうち、ケルセチン・イソフラボ
ンの定量には、方法ａを選択することとした。
　　ｂ　方法 a において、ケルセチンを全く含ま
ない試料でも 0.5 pmol/mL 程度のケルセチンが検
出され、微量分析においては、使用試薬等由来の
ケルセチンが測定値に影響を与えることが判明し
た。そのため、反応系に存在する酵素（β- グルクロ
ニダーゼ並びにサルファターゼ活性を有する Helix 
pomatia 由来の酵素）等について、ケルセチンの発
生源となるかどうかを調べた。
　　（ａ） 酵 素 の 種 類： 購 入 日 の 異 な る 酵 素

（β-glucuronidase from Helix pomatia、Type H-1、
固体、SIGMA-ALDRICH 製）2 種と、液体の酵素

（β -glucuronidase from Helix pomatia、Type H-2、
SIGMA-ALDRICH 製）1 種を用い、活性が同じに
なる量に調整して比較した。その結果、固体の酵素
では検出限界以下であったのに対し、液体酵素を用
いた場合には 10 nmol/mL のケルセチンが検出され
た。
　　（ｂ）　酵素量とケルセチン生成量：通常使用量
の 1/50、 1/20、 1/10 の液体酵素を用いてケルセチ
ン生成量を比較したところ、使用酵素量とケルセチ
ン濃度に高い相関が認められた（図 3050-1）。この
ことから、液状の Helix pomatia 由来の加水分解酵

素には 150 nmol/mL のケルセチンが含まれると考
えられた。一方、汎用されている Helix pomatia 由
来の固体の酵素について、使用量を通常の 5 倍、10
倍にして加水分解を行った結果、絶対量は少ないも
のの酵素の使用量の増加に従って指数関数的にケル
セチン量が増大した（図 3050-2）。このことから、
固体の Helix pomatia 由来の加水分解酵素には遊離
のケルセチンと、グルクロン酸抱合体や硫酸抱合体
などの誘導体が含まれていると考えられ、本酵素
は、微量のケルセチンの定量には使用できないこと
が判明した。
　　（ｃ）　アスコルビン酸濃度とケルセチン生成量
の関係：酵素反応時に添加するアスコルビン酸量を
0.5 倍、0.2 倍にしたときの、ケルセチン量は 1.1 倍、
1.0 倍であったことから、アスコルビン酸量とケル
セチン生成量には相関がないことが判明した。
　　（ｄ）　内標準（ケルセチン -13C15）の寄与につ
いても調べた結果、1/1000 程度のケルセチンが含
まれることが示された。
　以上の結果、血漿中のケルセチンの定量には従
来通り固体の Helix pomatia 由来の加水分解酵素

（Type H-1）を使用できるが、微量のケルセチンの
定量時には、使用しない方がよいこと、内標準もケ
ルセチン以外の化合物を使用する方がよいと判断さ
れた。
　（イ）　微量ケルセチン・イソフラボン検出に適し
た LC/MS 条件
　　ａ　充填剤の種類・粒径の異なる 9 種類の市販
のセミミクロ分析用 HPLC カラムについて、ギ酸
濃度、有機溶媒の種類を変えて、ケルセチンと各
種フラボノイドの保持時間やピーク形状を比較し

図 3050-1　液体酵素量と検出ケルセチン量の相関
使用する酵素量に比例してケルセチン量が増加した。

図 3050-2　固体酵素量と検出ケルセチン量の相関
固体の酵素を用いた場合は、指数関数的にケルセチン
生成量が増加した。
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た（図 3050-3）。ケルセチンの分析は、分子量の大
きい化合物の分離に適した孔径 30 nm、粒径 5 μm
の C8 カラムで、1 ％ギ酸存在下でアセトニトリル
を溶離液とするのが最適であったため、このカラム
を用いて LC/MS 条件の最適化を行った（図 3050-
4）。一方、イソフラボン分析は C18 カラムであれば
充填剤の種類に関係なく 0.1％酢酸－メタノール溶
離液で適当な分離が得られた（図 3050-5）。
　 内 標 準 50 pmol/mL、 イ ソ フ ラ ボ ン 標 品 0.2 
pmol/mL の試料を 13 回もしくは 10 回測定し、濃
度比と面積比のデータを用いて検出下限と定量限界
を算出した。検出下限は面積比の標準偏差及びス
チューデントの t 分布の値から求めた。定量限界は
標準偏差の 10 倍の値とした。内標準に対するダイ
ゼイン、ゲニステイン、エクオールの検出下限と
定量限界（LOD, LOQ）は以下のとおりであった。
ダイゼイン（0.021， 0.05）、ゲニステイン（0.015，
0.03）、エクオール（0.006，0.01）。すなわち、内

標準濃度が 50 pmol/mL である場合、ダイゼイン、
ゲニステイン、エクオールの検出下限は、1、0.8、
0.3 pmol/mL、定量限界は、それぞれ 2.5、1.5、0.5 
pmol/mL と算出された。検量線は、ケルセチン、
ダイゼインとゲニステインでは内標準と試料の量比
が 0.02 から 20 倍まで、エクオールは 0.1 から 20 倍
までの範囲で直線性があった。
　（ウ）　生体液中のケルセチン、イソフラボン
　　ａ　唾液・血漿中のケルセチン・イソフラボン
　鶴見大学から提供されたケルセチン含有量の異な
るタマネギを喫食した被験者の血漿と唾液に含まれ
るケルセチンを分析した。タマネギ喫食前後では、
喫食後の方が血漿中のケルセチン含量が高かった。
一方、唾液では喫食前後、品種の差の相違を検知で
きなかった（図 3050-6）。
　また、イソフラボンサプリメントの摂取前、1 か
月後、2 か月後の唾液に含まれるダイゼイン、ゲニ
ステイン、エクオールの濃度を測定した。ダイゼイ
ンとゲニステインは個人差が大きく、摂取期間の差
によるイソフラボン濃度の差異を確認できなかった

（図 3050-7）。エクオールは定量限界以下の濃度と
なった検体が多く、群間での比較は困難であった。
　　ｂ　涙液・血漿中のケルセチン・イソフラボン
　ケルセチン含有量の異なるタマネギを喫食した

図 3050-3　カラム種類によるケルセチンの分離の違い
L: ルテオリン、iR-Glc；イソラムネチングリコシド、
QglcA：ケルセチン -3- グルクロニド、Q；ケルセチ
ン、iR；イソラムネチン、溶離液 A）2％ アセトニト
リル（0.1％ ギ酸含有）、溶離液 B） 98％アセトニトリ
ル（0.1％ ギ酸含有）、0.2 mL/min、40℃
1）Develosil XG-C18M-3 （ 野 村 化 学 , 2 × 150 mm, 3 
μm）、％ B；10->100 （20 分）
2）Develosil ODS-SR-3 （ 野 村 化 学 , 2 × 150 mm, 3 
μm）、％ B；10->100 （20 分）
3）Atlantis dC18 （Waters, 2.1 × 150 mm, 3 μm） 、％
B；10->50 （20 分）
4）Zorbax Eclipse XDB C8 （Agilent, 2.1 × 150 mm, 5 
μm） 、％ B；10->50 （20 分）
5）Capcellpack DD C8 （ 資 生 堂 , 2 × 100 mm, 3 
μm）、％ B；10->50 （20 分）

図 3050-4�　Zorbax 300SB C8 （Agilent, 2.1 × 150 mm, 
5 μm）によるケルセチンの分離

D-d4: ダイゼイン -d4（内標準 m/z 257->137）、QglcA：
ケルセチン -3- グルクロニド（m/z 477->301）、Myr；
ミリセチン（m/z 317->151）、Q；ケルセチン（m/z 
301->151）、iR；イソラムネチン（m/z 315->300）、溶
離液 A）1％ ギ酸、溶離液 B）アセトニトリル（1％ ギ
酸含有）、0.2 mL/min、40℃、％ B；10->100 （20 分）
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被験者の血漿に含まれるケルセチンを分析した結
果、ケルセチン高含有品種である月交 24 号（クエ
ルゴールド）を喫食した被験者の方が、キタモミジ
2000 を喫食した被験者よりも血漿中のケルセチン
濃度が高かった（図 3050-8）。
　大豆芽茶摂取被験者の血漿並びに涙液に含まれる
イソフラボン濃度を測定した。ダイゼインとゲニス
テインは摂取後 6 時間で最大濃度となったのに対
し、エクオールは 24 時間で高値になった。一方、
涙液中のイソフラボンは LC/MS でピークとして検
出できたが、検出限界以下の値であった。濃度変化
の傾向は血漿と類似していた。鶴見大学歯学部病理

学教室から提供された、ケルセチン含量の異なるタ
マネギ試料を喫食した被験者の唾液に含まれるケル
セチンを定量したが、各被験者の唾液中のケルセチ
ン濃度には大きな差異があった。被験者毎に摂取前
後の比を比較したところ、ケルセチン高含有タマネ
ギ試料摂取群で、摂取後のケルセチン濃度が高い傾
向があった。
　　ｃ　血漿中のケルセチン
　札幌医科内科学第二講座から委託を受けた北見赤
十字病院健診センターで、ケルセチン含量の異なる
タマネギもしくはその加工品を摂取した被験者から
採取された血液から調製された血漿に含まれるケル

図 3050-5　Zorbax Eclipse XDB （Agilent,2.1 × 150 
mm, 5 μm）によるイソフラボンの分離

　1）エクオール（m/z 241->121）、2）ダイゼイン（m/
z 253->133）、3）ゲニステイン（m/z 269->133）、溶離
液 A）0.1％ 酢酸、溶離液 B）メタノール（0.1％ 酢酸
含有）、0.3 mL/min、40℃、％ B；20->20 （4 分）、20-
>60 （15 分）、60->90（20 分）

図 3050-6�　タマネギ摂取前後の血漿と唾液に含まれる
ケルセチン量

　タマネギ摂取前後の血漿中（●：ケルセチン高含有
タマネギ摂取群、○：通常のタマネギ摂取群）と唾液
中（▲：ケルセチン高含有タマネギ摂取群、△：通常
のタマネギ摂取群）のケルセチン含量

図 3050-7�　イソフラボンサプリメントの摂取前後の唾
液に含まれるイソフラボン濃度

　被験者 18 名の唾液中のダイゼインとゲニステインの
平均値と標準偏差、中央値（黒横線）をグラフに示し
た。各成分の変動に個人差があるため標準偏差が大き
く、イソフラボンサプリメントの摂取による効果は明
らかではなかった。

図 3050-8�　タマネギ摂取後の血漿中のケルセチン量の
変化

□：月交 24 号（クエルゴールド摂取群）、○：通常タ
マネギ摂取群
ケルセチン高含有タマネギ喫食検体の方が、キタモミ
ジ 2000 喫食検体よりも喫食 1 時間後から 24 時間後に
至るまでケルセチン濃度が高かった。
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セチンを定量した。

　エ　考　察
　（ア）　抱合体を加水分解してアグリコンとする際
に汎用されているカタツムリ由来の酵素には、ケル
セチンやその抱合体が含まれることが判明した。ケ
ルセチンは植物の二次代謝成分として多様な植物に
含まれていることから、カタツムリに摂取され、酵
素にも移行したと考えられる。精製度の高い酵素で
はケルセチン含量は低いが、加水分解処理時間の増
大により、酵素中のケルセチン抱合体が加水分解さ
れてアグリコンが増加するため、試料に含まれるケ
ルセチン量を比較する際には、処理時間を厳密に管
理する必要があると考えられた。
　（イ）　ケルセチンを揮発性の有機酸を用いた溶媒
系により HPLC で分離する際には、ケルセチンが
テーリングすることが多い。特に低濃度試料の定量
では感度と再現性に問題が生じるが、粒子径・孔径
が大きく、修飾炭素鎖の短い充填剤を用いることに
より、ケルセチンと樹脂との間の相互作用が抑えら
れることがわかった。
　
　オ　今後の課題
　絶対量が少ないケルセチンの定量には、ケルセチ
ンを全く含まない高度に精製された加水分解酵素が
必要である。　
　
　カ　要　約
　（ア）　抱合体の加水分解酵素として汎用されてい
る Helix pomatia 由来の酵素には、ケルセチンやそ
の抱合体が含まれ、微量のケルセチンを定量する際
に留意する必要がある。　
　（イ）　ケルセチンの LC による分離を介した高感
度検出には、ケルセチンとの相互作用が少ない充填
剤の使用が有効であることがわかった。　
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　研究担当者（亀山眞由美＊）

6　北海道の地域一般住民におけるケルセチン・
イソフラボンを含む食品の摂取量とケルセチ
ン・イソフラボン及びその代謝物の血中・尿
中レベルに関する疫学的検討
　ア　研究目的
　地域一般住民において通常の食事から摂取される
イソフラボンやケルセチンと高血圧・糖尿病・脂質
異常症などの生活習慣病や心血管疾患との関連につ
いての報告は少ないのが現状である。また一般住民
を対象とした食事由来のケルセチン摂取介入による
健康効果についての報告も少ない。今回我々は地域
一般住民のイソフラボン血中濃度と生活習慣病との
関連についての横断研究にて解明すること（2011
年度）及び健康成人男性ボランティアを対象とした
介入試験（2012 年度～ 2013 年度）によってケルセ
チン高含有タマネギの摂取と健康関連指標の変化と
の関連を検討することを目的とする。

　イ　研究方法
　（ア）　地域住民における血中イソフラボン濃度と
健康指標との関連についての横断研究
　対象は、2011 年度有珠郡壮瞥町住民健診受診者
617 名中、29 歳～ 62 歳の男女 214 名（男性 87 名、
平均年齢 49 ± 10 歳、女性 127 名、平均年齢 51 ±
10 歳）である。測定項目は、全例早朝空腹時に身
長、体重、Body mass index （BMI）、臍周囲腹囲
径、安静座位血圧値（収縮期血圧（SBP）、 拡張期
血圧（DBP））、空腹時血糖値（FPG）、HbA1c、中
性脂肪値（TG）、HDL コレステロール値（HDL-C）、 
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血清クレアチニン、高感度 CRP、 血中イソフラボン
（Daidzein、 Genistein、 Glycitein、 Equol）及び随時
尿にて酸化ストレスマーカーである尿中 8-hydroxy-
2'-deoxyguanosine （8-OHdG）及び尿中アルブミン・
クレアチニン比（U-ACR）を測定した。LDL コレ
ステロール値（LDL-C）は Friedewald の式により、
また年齢と血清クレアチニン値を用いて日本人の推
算式より推定糸球体濾過値（eGFR）を算出した。
また保健師の問診により、喫煙習慣や大豆製品摂取
頻度、服薬歴を調査している。全ての参加者から書
面による同意を得ている。また本研究は札幌医科大
学倫理委員会の承認のもとに行われている。
　解析としては、血中イソフラボン濃度と酸化スト
レスマーカーである尿中 8-OHdG との関連や血圧
値、血糖値、脂質値、高感度 CRP などの因子との
相関を検討する。また問診によって調査した大豆摂
取頻度を 0 ～ 2 回 / 週の群、3 ～ 4 回 / 週の群、5
回以上 / 週の群の 3 群に分けて、対象特性の比較を
行った。また Equol に関しては、腸内細菌叢によっ
て産生者（producer）と非産生者（non producer）
が存在することが知られており、血中 Equol 濃度が
測定感度以下の者を非産生者、測定できた者を産生
者として、産生・非産生別に Daidzein、 Genistein、 
Glycitein の相関を検討し、また産生者と非産生者
の間での対象特性の比較も行った。
　（イ）　健康成人男性ボランティアを対象としたケ
ルセチン高含有タマネギの介入試験 

　研究プロトコールを図に示す（図 3060-1）。北見
市役所の 40 歳～ 60 歳までの同意の得られた男性職
員 60 名を対象とした。除外基準として、①既に高
血圧、糖尿病、脂質異常症などの疾患にて通院・服
薬中の者、②何らかの疾病のために食事制限が必要
な者、③プラセボに牛乳タンパクを含むことから、
牛乳アレルギーのある者とした。説明書を読んで内
容を理解し、同意書に署名した方を本研究の対象者
とした。また本研究は札幌医科大学倫理委員会の承
認のもとに行われている。
　他機関での検討より 1 日当たり 100mg のケルセ
チン摂取によって血中のケルセチン濃度の有意な上
昇及び唾液分泌量の増加といった効果を認めていた
ことより 1 日の摂取量はケルセチン 100mg を基準
とした。使用するタマネギはケルセチン高含有タマ
ネギとして 2012 年度秋に収穫された「月交 24 号

（クエルゴールド）」、ケルセチン低含有タマネギと
して北見産白タマネギ「真白」とし、高含有タマネ
ギでケルセチン 100mg 摂取に相当する可食部を乾
燥粉末化したものを摂取することとした。また比較
対照群の介入として、北見産白タマネギ（「真白」）
についても粉末化し、更に糖質・タンパク質で栄養
価を調整し、香料でタマネギの風味付けを行ったプ
ラセボ粉末も作成した。これら乾燥粉末及びプラセ
ボの作成を分担機関であるハウス食品が担当した。
試験食品の作成方法としては、外皮を剥いたタマネ
ギ（月交 24 号または真白を使用）を加熱した後、

図 3060-1　ケルセチン高含有タマネギ介入試験のイメージ図
1）摂取開始１週間前よりタマネギ摂取を控えて家庭血圧測定を開始
2） 摂取前健診が終了してから 4 週間摂取。摂取期間中は摂取できた

か記録してもらう。
3） 1 回の摂取量は月交群でケルセチン 100mg 相当（乾燥粉末で約

20g）、真白群、プラセボ群は乾燥粉末として同量とし、1 日一袋を
みそ汁などに溶かして摂取する。

4）4 週間摂取後に同様の健診を行って研究期間終了。
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ミキサー粉砕し、若干量のオリーブオイルを添加、
凍結乾燥・粉砕することで試験食品粉末を得た。プ
ラセボは、食品原料を用いてケルセチン以外は栄
養成分がほぼ同様となるように調製した（表 3060-
1）。
　参加対象者を、ケルセチン高含有タマネギ（月交
24 号）摂取群（20 名）、ケルセチン低含有タマネギ

（北見産「真白」）摂取群（20 名）、プラセボ摂取群
（20 名）に割り付けた。割り付け方法としては、事
前に対象者を年齢分布に偏りがないように A 群、B
群、C 群の 3 群に 20 名ずつ割り付けておき、ハウ
ス食品で「月交 24 号粉末」、「真白粉末」、「プラセ
ボ粉末」に無作為に A、 B、 C とラベルして北見市
役所担当者に送付し、A、 B、 C の情報のみで対象
者へ配布することで二重盲検化を行った。
　摂取 1 週間前よりタマネギの摂取をなるべく控え
ていただき、また血圧記録がメモリーできる自動血
圧計を全対象者に配布して同時期より研究終了時ま
で 1 日 1 回の記録を継続してもらった。摂取開始前
に、北見市役所を会場に早朝空腹時で健診を行い、
問診・栄養調査（自宅で記入）、身長・体重・腹囲
測定、血液検査、尿検査（自宅で採尿）を行った。
健診終了後より摂取を開始してもらい、いずれの群
においても 1 日 1 回 1 袋（約 20g）を味噌汁やスー
プなどに溶かして摂取し、4 週間継続してもらった。
摂取状況の確認のために、対象者本人に摂取確認表
に摂取できたかどうかを記録してもらった。28 日
間の摂取後にも同様に健診を行って研究期間終了と
なった。
　データ解析としては、月交群、真白群、プラセボ
群の 3 群間で摂取前後での体重・腹囲径、健診時血
圧・家庭血圧、血糖値、脂質値、過酸化脂質、血中
ケルセチン濃度、過酸化脂質、尿中 8-OHdG の変化
を比較検討した。

　ウ　研究結果
　（ア）　地域住民における血中イソフラボン濃度と
健康指標との関連についての横断研究
　　ａ　214 名の血中イソフラボン濃度の分布
のヒストグラムを描くと、Daidzein、 Genistein、 
Glycitein、 Equal のいずれも 0 に近い値が分布の中
心で右に裾野が広がる分布パターンを示していた

（図 3060-2）。特に Equal に関しては測定感度以下
の者が半数以上を占めており、中央値は測定感度以
下の <0.5ng/ml となっていた。よって以後の相関
についての検討は、 Daidzein、 Genistein、 Glycitein
については対数変換値を用いること、Equal につい
ては産生者と非産生者別に検討を行い、産生者につ
いては対数変換値を用いることとした。（図 3060-
2）。
　　ｂ　4 種のイソフラボン濃度の対数変換値及
び尿中 8-OHdG の対数変換値との相関を検討する
と、Daidzein, Genistein,　Glycitein はそれぞれ互い
に強い正の相関を認めていた。Equol 産生者での検
討 で は、Daidzein、 Genistein、 Glycitein、 Equol は
それぞれ互いに強い正の相関を認めていた。血中
イソフラボンと尿中 8-OHdG との相関については、
Equol 産生者で Equol 濃度と負の相関を示す傾向は
認められたが統計学的に有意とはならなかった。そ
れ以外のイソフラボンと尿中 8-OHdG との間にも
有意な関連は認められなかった（図 3060-3）。また
図には示していないが、血中 Daidzein、 Genistein、 
Glycitein、 Equol と 血 圧 値、FPG、HbA1c、TG、
HDL-C、eGFR、高感度 CRP、U-ACR との有意な
相関も認められなかった。
　　ｃ　Equol 産生者と非産生者別の対象特性の比
較を行ったが、両群間に対象特性に有意な差は認め
られなかった。（表 3060-2）。
　　ｄ　問診によって聴取した大豆製品摂取頻度を

表 3060-1　試験食品の栄養成分（100g 当たり）

ケルセチンは、アグリコン換算量
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0 ～ 2 回 / 週の群、3 ～ 4 回 / 週の群、5 回以上 /
週の群の 3 群に分けて、対象特性の比較を行ったと
ころ、各群間で平均年齢や男女比に有意な差は認め

ず、摂取頻度が高い群で BMI と中性脂肪値は有意
に低く、HDL-C が有意に高い傾向を示した。ただ
し、摂取頻度と血中のイソフラボン濃度には有意な

図 3060-2　地域一般住民 214 名における血中イソフラボン濃度の分布
　Daidzein、 Genistein、 Glycitein、 Equal のいずれも 0 に近い値が分
布の中心で右に裾野が広がる分布パターンを示していた。

図 3060-3　血中イソフラボンと尿中 8-OHdG との相関
1）Daidzein、 Genistein、　Glycitein はそれぞれ互いに強い正の相関を
認めていた。
2） Equol 産生者での検討では、Daidzein、 Genistein、 Glycitein、 Equol
はそれぞれ互いに強い正の相関を認めていた。
3） 血中イソフラボンと尿中 8-OHdG との相関については、Equol 産生
者で Equol 濃度と負の相関を示す傾向は認められたが統計学的に有意
とはならなかった。それ以外のイソフラボンと尿中 8-OHdG との間に
も有意な関連は認められなかった。
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関連は認められなかった。（表 3060-3）。
　（イ）　健康成人男性ボランティアを対象としたケ
ルセチン高含有タマネギの介入試験
　　ａ　摂取前の 3 群間の対象特性では、年齢、
body mass index （BMI）、 腹 囲 径、 収 縮 期 血 圧

（SBP）、拡張期血圧（DBP）、空腹時血糖値（FPG）、
HbA1c、中性脂肪（TG）、HDL コレステロール、
LDL コレステロール、酸化ストレスマーカーとし
ての過酸化脂質、尿中 8-OHdG、可溶性酸化変性
LDL レセプター（sLOX-1）、酸化変性 LDL（LAB）
についても有意な差は認められなかった（表 3060-
4）。
　　ｂ　試験結果としては、プラセボ群 1 名が 2 週
間で途中脱落したが、他の参加者は期間終了まで継
続できた。自記式摂取確認票に基づく摂取日数につ
いては、3 群間で有意な差は認めず、25-26 日間の
摂取が達成できていた。摂取前の血中ケルセチン
濃度は 60 名全員が 100ng/ml 未満であったが、摂
取後は月交群のみ 5 名で 100 ng/ml を超えていた。

家庭血圧測定回数についても 3 群間で特に差は認め
られなかった。（表 3060-5）。
　　ｃ　摂取前後の血圧値の比較を行ったところ、
反復測定分散分析の結果、健診時血圧・家庭血圧の
両者において収縮期・拡張期血圧ともに摂取前後、
摂取群間、摂取群＊摂取前後の交互作用項いずれも
有意な要因とはならなかった。（図 3060-4）。
　　ｄ　摂取前後の体重、腹囲径、空腹時血糖値、
HbA1c の比較を行ったところ、反復測定分散分析
の結果、体重、腹囲径、空腹時血糖値のいずれにお
いても摂取前後、摂取群間、摂取群＊摂取前後の
交互作用項いずれも有意な要因とはならなかった。
HbA1c に関しては摂取後に有意に高値となり、交
互作用功が有意であったことから、それぞれ各群に
ついて検討するとプラセボ群と月交群で有意に上昇
し、各時点で群間には有意な差は認められない結果
であった。（図 3060-5）。
　　ｅ　酸化ストレスマーカーである過酸化脂
質、尿中 8-OHdG について摂取前後での検討を行

表 3060-2　Equol 産生者・非産生者間の対象特性の比較

＊ unpaired t-test による p 値 , # カイ二乗検定による p 値
Equol 産生者と非産生者の間で対象特性に統計学的な有意差は認められな
かった。
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うと、反復測定分散分析の結果、過酸化脂質、尿中
8-OHdG のいずれにおいても摂取後で有意に上昇す
る結果であり、摂取群間、摂取群＊摂取前後の交互
作用項についてはいずれも有意な要因とはならな

かった。（図 3060-6）。
　　ｆ　可溶型酸化変性 LDL レセプター（sLOX-
1）、酸化変性 LDL（LAB）の変化の比較を行ったと
ころ、反復測定分散分析の結果、対数変換 sLOX-1

表 3060-3　大豆摂取頻度カテゴリにおける対象特性の比較

＊ ANOVA による p 値、# カイ二乗検定による p 値
摂取頻度での対象特性の比較を行うと、摂取頻度が高いほど BMI と TG は有意に低く、
HDL-C は有意に高い結果であった。摂取頻度と血中イソフラボンとの間に有意な関連
は認められなかった。

表 3060-4　各摂取群における摂取前対象背景の比較

ANOVA による p 値
3 群間の摂取前の対象特性に有意差は認められなかった。

─ 253 ─



（可溶型酸化変性 LDL レセプター）及び LAB（酸
化変性 LDL）については、摂取前後、摂取群間、
摂取群＊摂取前後の交互作用項いずれも有意な要因
とはならなかったが、月交群では両マーカーともわ
ずかに低下する傾向がみられた。（図 3060-7）。
　　ｇ　月交群 20 名について、摂取後の血中ケル
セチン濃度と尿中 8-OHdG との関連を検討すると、

摂取後尿中 8-OHdG 及び前後での尿中 8-OHdG の
変化量のいずれも、統計学的に有意にはならなかっ
たものの、どちらも負の関連を認めた（図 3060-
8）。

　エ　考　察
　（ア）　地域住民における血中イソフラボン濃度と

表 3060-5　摂取日数、摂取後の血中ケルセチン濃度上昇者頻度、家庭血圧測定回数の比較

1）  自記式確認表に基づく摂取日数には、3 群間で有意な差を認め
なかった。

2）  摂取後に血中ケルセチン濃度が 100mg/ml となった者は、月交
群でのみ 5 名認められた。

3） 家庭血圧測定価数は 3 群間で有意な差は認められなかった。
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図 3060-4　各群における摂取前後の血圧変化の比較
　反復測定分散分析の結果、健診時血圧・家庭血圧の両者において
収縮期・拡張期血圧ともに摂取前後、摂取群間、摂取群＊摂取前後
の交互作用項いずれも有意な要因とはならなかった。
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健康指標との関連についての横断研究
　　ａ　地域一般住民における血中イソフラボンの
検討では、Daidzein, Genistein, Glycitein, Equal は
互いに関連し、Equol 産生者の頻度は 42.5％であり、

これまでの日本の研究 1）-4）とほぼ同様の頻度であっ
た。
　　ｂ　Equol 産生の有無で体重、血圧、血糖、脂
質など各種健康関連指標の比較を行ったが、統計学
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摂取前群間 p=0.835
摂取後群間 p=0.845

図 3060-5　各群における摂取前後の体重、腹囲径、血糖値、HbA1c の変化の比較
1）  反復測定分散分析の結果、体重、腹囲径、空腹時血糖値のいずれにおいても摂取

前後、摂取群間、摂取群＊摂取前後の交互作用項いずれも有意な要因とはならな
かった。

2）  HbA1c に関しては摂取後に有意に高値となり、交互作用功が有意であったことか
ら、それぞれ各群について検討すると、プラセボ群と月交群で有意に上昇し、各
時点で群間には有意な差は認められない結果であった。
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図 3060-6�　各群における摂取前後の過酸化脂質、尿中
8-OHdG の変化の比較

　反復測定分散分析の結果、酸化ストレスマーカーと
考えられる過酸化脂質・尿中 8-OHdG のいずれにおい
ても摂取前後で有意に上昇する結果であり、摂取群間、
摂取群＊摂取前後の交互作用項いずれも有意な要因と
はならなかった。
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図 3060-7�　各群における摂取前後の可溶型酸化変性
LDL レセプター（sLOX-1）、酸化変性 LDL

（LAB）の変化の比較
　反復測定分散分析の結果、対数変換 sLOX-1 及び
LAB については、摂取前後、摂取群間、摂取群＊摂取
前後の交互作用項いずれも有意な要因とはならなかっ
たが、月交群では両マーカーともわずかに低下する傾
向がみられた。
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的に有意な差は認められず、Equol 産生者がより効
果的にイソフラボンの健康効果を得ている関連は認
められない結果であった。大豆摂取頻度が高い群に
おいて Equol 産生者の頻度が高い傾向にはあった
ものの、多人数を対象とする健診での調査のため詳
細な栄養調査ができなかったこともあり、食事内
容、摂取カロリーなどの影響を考慮できていないこ
とが一部影響している可能性は考えられる。
　　ｃ　大豆摂取頻度で 3 群に分けて検討を行った
ところ、大豆摂取頻度が高い群において低い群より
も BMI、中性脂肪値が低く、HDL コレステロール
が高い結果であった。総摂取カロリーや栄養素別の
摂取量など他の食事の要因については考慮できてい
ないものの、食事からのイソフラボン摂取量が多い
こと以外にも、野菜の摂取が多いこととの関連や動
物性たんぱく質の摂取量が相対的に低いことなどが
影響している可能性も考えられる。また 3 群間で男
女比に有意な差は認めていないものの、摂取頻度が
高い群において女性の頻度が高いこともあり、性別
の影響が含まれている可能性も考えられる。
　（イ）　健康成人男性ボランティアを対象としたケ
ルセチン高含有タマネギの介入試験
　　ａ　各摂取群間の摂取前対象特性に有意な差は
認められず、摂取の遵守状況も同程度で、ほとんど
脱落もなく施行することができた。
　　ｂ　3 群間で健康指標の変化の比較を行った
が、体重、腹囲径、血圧値、血糖値、脂質値、酸化
ストレスマーカーのいずれの項目についても、有意

な差は認められず、ケルセチン摂取量を増やすこと
による効果は確認できなかった。ただし、対象数が
各群 20 名と少なかったことや、4 週間という摂取
期間では健康に対する効果が十分現れなかった可能
性も考えられる。また、HbA1c や過酸化脂質、尿
中 8-OHdG については、群間で差は認めないもの
の、摂取後にむしろ上昇する傾向あった。その理由
ははっきりしないが、通常の食事に加えて、乾燥粉
末を摂取することで普段よりもカロリー摂取量が増
加していた影響や、みそ汁やスープに溶かして摂取
する方法であったために、溶かすために十分なみそ
汁やスープの量というものが摂取カロリー増加に一
部影響している可能性も考えられる。また、2012
年の秋に収穫された月交 24 号を用いて乾燥粉末を
作成したことから、研究期間が 2013 年の 1 月～ 2
月となった。年末・年始の食生活が乱れやすい時期
を外しての研究であったもの、年度末で忙しい時期
であったことが食生活の乱れにつながるという対象
者の職業や研究時期の影響も考えられた。

　オ　今後の課題
　（ア）　地域住民における血中イソフラボン濃度と
健康指標との関連についての横断研究
　　ａ　今回は断面研究であり、65 歳以上の高齢
者ではすでに生活習慣病等の治療者が多く含まれる
ことが予想され、血中イソフラボンや大豆摂取頻度
との関連に薬物治療が大きく影響すると考えられ
たため、62 歳までに絞って検討を行った。ただし、

図 3060-8　月交群における摂取後の血中ケルセチン濃度と尿中 8-OHdG との関連
　月交群 20 名について、摂取後の血中ケルセチン濃度と尿中 8-OHdG との関連を
検討すると、摂取後尿中 8-OHdG 値、前後での尿中 8-OHdG の変化量との間に負
の相関を認めていた。
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治療を受けている高齢者での関連に差異がないかを
確認するためには、高齢者を対象とした検討も重要
であると考えられる。
　　ｂ　今回は多人数を対象とする住民健診での調
査であったことから、大豆摂取頻度のみの調査と
なったが、1 回量や調理方法なども考慮し、更には
食品データベースなどからイソフラボンの摂取量に
換算しての検討も必要であると考えられた。
　（イ）　健康成人男性ボランティアを対象としたケ
ルセチン高含有タマネギの介入試験
　　ａ　1 回量が少し多かったことから、体格の小
さい対象者には 4 週間の摂取継続が難しい可能性も
考えられたため、今回は 40-60 歳の男性に限定して
検討を行った。ケルセチン摂取の健康効果を確認す
るためには、女性での検討も必要になるが、女性の
場合は男性よりも体格が小さいこともあり、摂取方
法や量について検討する余地があると考えられた。
摂取しやすさが対象数の拡大や摂取期間の延長など
を可能にすることから、今後の課題であると考えら
れる。
　　ｂ　今回の検討では各摂取群間で有意な差は認
められなかったが、酸化変性 LDL 関連指標では月
交群で改善する傾向にあったことや血中ケルセチン
濃度が高いと酸化ストレス軽減の可能性が考えられ
たことより、摂取方法やより長期の摂取期間、対象
数を増やすことや、効果指標の選択などを考慮して
検討を行うことが今後の課題と考えられる。

　カ　要　約
　（ア）　地域住民における血中イソフラボン濃度と
健康指標との関連についての横断研究
　北海道の 29 歳から 62 歳の地域一般住民 214 名に
おいて血中イソフラボン濃度と健診項目の関連を検
討したが、明かな関連は認められなかった。大豆摂
取頻度と健康指標との関連においては、摂取頻度が
高い群において、血中イソフラボン濃度が高い傾向
を認めたことや BMI、中性脂肪が低く、HDL コレ
ステロールが高い関連を認めたことから、大豆摂取
を増やすことにより、肥満や脂質異常症の予防・改
善につながる可能性が示唆された。
　（イ）　健康成人男性ボランティアを対象としたケ
ルセチン高含有タマネギの介入試験　
　40 ～ 60 歳の男性ボランティア 60 名を対象に 4

週間の介入研究を行った結果、月交群、真白群、プ
ラセボ群の 3 群間でいずれの健康指標においても有
意な差は認められず、ケルセチン摂取による明かな
健康改善効果は認められなかった。より大規模かつ
長期間摂取の介入研究による確認が今後の課題であ
ると考えられた。

　キ　引用文献
 1） Watanabe S, Yamaguchi M, Sobue T, Takahashi 

T, Miura T, Arai Y, Mazur W, Wahala K, 
Adlercreutz H. （1998） Pharmacokinetics of 
soybean isoflavones in plasma, urine and feces 
of men after ingestion of 60 g baked soybean 
powder （kinako）. J. Nutr. 128:1710–1715.

 2） Arai Y, Uehara M, Sato Y, Kimira M, 
Eboshida A, Adlercreutz H, Watanabe S. （2000） 
Comparison of isoflavones among dietary intake, 
plasma concentration and urinary excretion for 
accurate estimation of phytoestrogen intake. J. 
Epidemiol. 10: 127–135.

 3） Uchiyama S, Ueno T and Shirota T. （2001） 
The relationship between soy isoflavones 
and the menopausal symptoms in Japanese 
perimenopausal women. Ann. Nutr. Metab. 45: 
113.

 4） Akaza H, et al. （2004） Comparisons of percent 
equol producers between prostate cancer 
patients and controls: case-controlled studies of 
isoflavones in Japanese, Korean and American 
residents. Jpn. J. Clin. Oncol. 34: 86–9.

　研究担当者（大西浩文＊、井出晋太郎、赤坂　憲、
斎藤重幸、島本和明）

7　更年期女性のQOLに与えるイソフラボンの
効果
　ア　研究目的
　顔面紅潮（ホットフラッシュ）、発汗、不眠など
のエストロゲン欠落症状を主体とする更年期症状を
もつ更年期女性を対象に、イソフラボンを摂取さ
せ、その治療効果を判定する。更年期症状をもつ女
性に対してイソフラボンを摂取させ、症状の変化を
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摂取前、摂取後で比較検討する。更年期症状は症候
群であり症状の種類により、血管運動神経症状、精
神神経症状、筋骨格系症状、泌尿生殖器系症状、そ
の他に区別できる。イソフラボンがこれらの症状の
うちどれに対して最も効果的であるか否かを明らか
にする。更にドライアイ、ドライマウスという更
年期症状の中では頻度が比較的低いが発症すれば
QOL の低下をきたす症状についてイソフラボンの
効果を調べる。また、イソフラボンの長期投与によ
る骨代謝への効果を調べる。閉経前後の骨密度の変
化は報告されているが、周閉経期にイソフラボンを
長期投与した場合の骨代謝を科学的に検証した報告
は無い。閉経前後にイソフラボンを摂取し骨代謝を
長期にわたり追跡調査し得た 5 名の女性の骨密度・
骨代謝マーカーの変化の推移を検討する。

　イ　研究方法
　（ア）　更年期症状を持つ女性に対するイソフラボ
ンの効果
　閉経後 1-10 年、1 日 1 回以上のホットフラッシュ、
頸部肩のこりを主訴とした 160 名の閉経後女性を
エントリーした。Double-blind 方式でエコール１日
10mg を 12 週間摂取する群（77 名）、プラセボ群

（83 名）にランダム化した。規定の内服をしなった
女性、来院しなかった女性などを除外してエコール
群 66 名、プラセボ群 60 名を評価対象とした。更年
期症状は簡易更年期指数（SMI）で、頸部肩のこり
は VAS で、投与前、12 週目、18 週目において評
価した。
　（イ）　更年期症状に対するイソフラボンの長期摂
取の効果
　閉経後 1-10 年、血中 E2 濃度が 21pg/ml 以下、血
中 FSH が 30mIU/ml 以上、１日１回以上のホット
フラッシュがある、BMI が 18.6-25、SMI が 25 以
上、自己評価式抑うつ尺度（SDS）が 53 以下の閉
経後女性（66 名）に対して、エコール１日 10mg
を 30 か月間にわたり長期摂取した。摂取前、摂取
18 か月目、30 か月目での症状の変化を SMI で評価
した。
　（ウ）　イソフラボン長期投与による骨代謝への効
果
　エコール１日 10mg を 30 か月長期摂取した女性
のうち５名に対して骨密度と骨形成マーカー、骨吸

収マーカー等の骨代謝マーカーを経時的に測定し、
健康婦人でみられる変化の程度と比較した。

　ウ　研究結果
　（ア）　更年期症状を持つ女性に対するイソフラボ
ンの効果
　　ａ　ホットフラッシュに対する効果はエコール
摂取女性では 58.7％の改善効果を示し、プラセボ群
の 34.5％に対して有意に改善した（P < 0.01）（図
3070-1）。
　　ｂ　エコールの介入を終了するとプラセボ群と
同等のホットフラッシュ回数となりエコールのホッ
トフラッシュに対する効果が証明された（図 3070-
1）。
　　ｃ　頸部、肩こりに対する効果はエコール摂取
女性ではプラセボ群に比べ有意な改善効果を示し
た（P < 0.01）（図 3070-2）。この効果はエコールの
介入終了後プラセボ群と同等になったことから、エ
コールの“こり”に対する効果が証明された（図
3070-2）。
　（イ）　更年期症状に対するイソフラボンの長期摂
取の効果
　　ａ　摂取前の症状を 1 とすると、エコール 18
か月摂取によってホットフラッシュなどの血管運動
神経症状や不眠、イライラ、不安感、動悸などの精
神神経症状、頭痛、腰痛、関節痛などの痛み症状に
高い有効性を示した（図 3070-3）。一方、18 か月摂
取の時点での効果不十分あるいは効果なしと判定さ
れた症状は、無気力さ、些細な事が気になるという
抑うつ的症状や肩こり、手足の冷え、目の疲れなど
であった（図 3070-3）。
　　ｂ　30 か月の長期摂取において、18 か月時点
と比べ改善した点は、ホットフラッシュなどの血管
運動神経症状がますます良好となった。更に、無気
力さ、些細な事が気になるという抑うつ的症状や肩
こり、手足の冷えなどの末梢循環障害症状が改善さ
れた（図 3070-4）。
　　ｃ　一方で、30 か月の長期摂取において不眠・
不安感・動悸などの精神神経症状、頭痛・ 腰痛な
どの痛み症状が悪化あるいは効果不十分となった

（図 3070-4）。
　（ウ）　イソフラボン長期投与による骨代謝への効
果
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　　ａ　イソフラボン 30 か月の長期摂取により閉
経後 2、3 年の女性の骨密度の年間変化率は 1.13％
であった。これは健康な一般住民の閉経後年数 1-3
年の骨密度変化率 -1.8％～ -3.3％に比べ、軽微で
あった（表 3070-1）。
　　ｂ　イソフラボン 30 か月の長期摂取により骨
形成マーカー、骨吸収マーカー、骨芽細胞の存在証
明マーカー、破骨細胞の存在マーカーのいずれも
が閉経前女性の基準値の範囲内であった（表 3070-
1）。

　エ　考　察
　（ア）　Double blind 試験によってエコール服用女
性の更年期症状の改善は明らかであった。エコー
ル 10mg/ 日の量がどのくらいの大豆摂取量に匹敵
するか判明すれば食生活の改善によって更年期症状

の自己改善あるいは予防にもつながる成果である。
エコールを 10mg/ 日に設定したが 5mg、10mg、
15mg、20mg と濃度依存的に症状が改善されるの
か一定なのかの検証が必要と思われる。
　（イ）　エコールの長期摂取は、ホットフラッシュ
などの血管運動神経症状に対して有効性が維持され
る。しかし、不眠・不安感・動悸などの精神神経症
状、頭痛・腰痛などの痛み症状は一旦症状が緩和さ
れるものの長期摂取によって症状が悪化あるいは効
果不十分となったことからエコール摂取量の変更や
専門の治療薬の併用の検討が必要である。一方、エ
コール 10mg/ 日 18 か月服用では効果が不十分で
あった抑うつ症状、末梢循環障害症状はエコールを
長期に摂取すれば症状が改善される可能性が示唆さ
れた。この症状の改善はエコールの長期摂取による
ものか時間経過による自然な改善なのか、プラセボ

図 3070-1　エコールのホットフラッシュに対する効果 図 3070-2　エコールの頸部、肩のこりに対する効果

図 3070-3　エコール投与前を 1 とした場合の 18 か月後の更年期関連
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との比較試験の必要性がある。
　（ウ）　健康な一般住民の閉経後年数 1-3 年の年
間骨密度変化率は -1.8％～ -3.3％である 1）。エコー
ル 10mg/ 日長期摂取による骨密度の年間変化率は
-1.13％であり、同年代の健康女性に比べ骨密度減
少率は軽微であった。エコール長期摂取女性の骨代
謝マーカーが全て閉経前女性の基準値の範囲内にあ
ることから、エコールが骨吸収を抑制し骨形成を促

進するという骨代謝に有利に作用することが示唆さ
れた。

　オ　今後の課題
　（ア）　エコール摂取の際の至適投与量の設定が必
要と思われる。更年期症状を改善するエコール摂取
量は、どのくらいの大豆摂取量に匹敵するかの検証
も必要である。

図 3070-4　イソフラボンの長期摂取による更年期症状の比較（18 か月と 30 か月での比較）

表 3070-1　イソフラボンの長期摂取による更年期症状の比較（18 か月と 30 か月での比較）
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　（イ）　更年期症状の一つであるドライアイ、ドラ
イマウスに対するイソフラボンの効果については、
それを主訴とする患者がおらず検討は持ち越しと
なった。
　（ウ）　婦人科疾患のために閉経前に両側卵巣摘出
を余儀なくされた女性を対象にイソフラボンを摂取
した場合、更年期症状をはじめ QOL に改善効果が
あるか否かを検討する。

　カ　要　約
　（ア）　ホットフラッシュなどの血管運動神経症状
はエコール 10mg/ 日の摂取で有効な症状緩和が短
期長期にわたり維持される。しかし、他の更年期症
状である精神神経症状、痛み症状、抑うつ症状、末
梢循環障害症状はエコール 10mg/ 日での長期効果
が不安定であり、摂取量、摂取期間、併用薬等の再
検討が必要と思われた。
　（イ）　エコールの長期投与は、骨代謝に対して効
果的であることが示唆された。

　キ　引用文献
 1） Okano H., Mizunuma H., Soda M., Kagami I., 

Miyamoto S., Ohsawa M., Ibuki Y., Shiraki M., 
Suzuki T., Shibata H. （1998） The long-term effect 
of menopause on postmenopausal bone loss in 
Japanese women: results from a prospective 
study. J. Bone Miner. Res. 13: 303-9.

　研究担当者（水沼英樹＊、横山良仁）

8　ダイズイソフラボンの骨粗鬆症予防効果に関
する研究
　ア　研究目的
　ダイズイソフラボンはエストロゲン様作用を持つ
ことから、閉経後の骨粗鬆症、脂質代謝異常及び更
年期症状に対する予防・改善効果が期待されてい
る。我々は、ダイズイソフラボン及びその代謝産物
の摂取が、閉経後女性の骨代謝を改善することを明
らかにした 1）。しかし、それらの作用機序の詳細は
不明である。そこで本課題では、エストロゲン欠乏
時の骨代謝及び更年期症状に対するダイズイソフラ
ボンの作用とそのメカニズムを明らかにすることを

目的とする。一方、得られた知見を実用するために
は、ダイズ及びダイズ食品中のダイズイソフラボン
含有量を精確に把握する必要がある。そこで食品中
のイソフラボン分析法を標準化し、信頼できる分析
法を用いたイソフラボンデータベースを作成する。

　イ　研究方法
　（ア）　骨粗鬆症モデル動物の骨代謝に及ぼすイソ
フラボンの影響と作用機序の解明
　8 週齢雌性 ddY マウスに偽手術（Sham）、また
は卵巣摘出手術（OVX）を施し、Sham 群、OVX
群、OVX ＋ダイズイソフラボン（ISO）投与群の 3
群に分けた。OVX 群と Sham 群は大豆油をコーン
油に置換した飼料を、OVX+ ISO 群は 0.1％ダイズ
イソフラボンを混合した飼料を pair-feeding で 4 週
間与えた。ダイズイソフラボンはイソフラボン抱合
体（daidzein33 ％、 genistein8.5 ％、 glycitein 15 ％）
を 40％含む大豆混合物（Fujiflavone P40（フジッ
コ社製））を用いた。右大腿骨、右脛骨骨密度を
DXA 法にて測定し、更に大腿骨遠位部は μCT に
て解析し、海綿骨を比較した。左大腿骨・脛骨は
摘出後－80℃で凍結保存した後、トータル RNA を
抽出した。RNA は Mouse Genome 430 2.0 Array 

（Affymetrix）を用いて遺伝子発現解析を行った。
　（イ）　骨吸収を司る破骨細胞の形成に対するダイ
ズイソフラボンの作用
　破骨細胞前駆細胞（RAW264.7 細胞）を用いて、
破骨細胞形成に対するダイズイソフラボンの効果
を、酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ（TRAP）
活性を指標として検証した。また、雄性成熟マウス
から採取した骨髄細胞を用いて同様の試験を実施し
た。
　（ウ）　骨形成を司る骨芽細胞の増殖と分化に対す
るダイズイソフラボンの作用
　マウス骨芽細胞様株細胞 MC3T3-E1 培養系に、
ダイズイソフラボン（ダイゼイン、ゲニステイン）
とその代謝産物（R,S- エクオール）、17β- エストラ
ジオール（E2）を添加し、細胞増殖に与える影響
を MTS アッセイを用いて評価した。また、アルカ
リフォスファターゼ（ALP）活性測定によりダイ
ズイソフラボン及びその代謝産物の骨芽細胞分化に
及ぼす影響を評価した。更にその作用機序を解明
するため、骨芽細胞分化関連遺伝子である Runx2、
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Osterix、ALP、Col1a1、Osteoprotegerin（OPG）
の遺伝子発現に与える影響を RT-qPCR 法を用いて
解析した。
　（エ）　農作物・食品中のダイズイソフラボン分析
方法の確立
　項番号 3 及び 4 と連携して以下の研究を行った。
　　ａ　分析方法の開発
　AOAC Official Method 2001.102）を基として、分
析方法を開発した。
　　ｂ　分析方法の妥当性確認
　開発した分析方法について、室間共同試験を実施
して妥当性を確認した。
　　ｃ　ダイズ加工食品中のダイズイソフラボン含
有量の測定
　確立された共通プロトコールに従いダイズ加工食
品中のダイズイソフラボン含有量を測定した。

　ウ　研究結果
　（ア）　骨粗鬆症モデル動物の骨代謝に及ぼすイソ
フラボンの影響と作用機序の解明
　　ａ　骨粗鬆症モデルマウスにおいて、イソフラ
ボン（ISO）の摂取はエストロゲン欠乏に起因する
大腿骨（図 3080-1 A）及び脛骨骨密度（図 3080-1 
B）の低下を抑制した。特に海綿骨の多い遠位部や
近位部に対するイソフラボンの骨吸収抑制作用が顕
著であった（図 3080-2）。
　　ｂ　骨組織のマイクロアレイ解析では、４週間
のエストロゲン欠乏に伴いカルシウムシグナル系遺
伝子発現が Sham 群と比べ低下したが、有意な差は
認められなかった。２週間のエストロゲン欠乏で
は、骨髄細胞の炎症系因子の遺伝子発現が増加し、
イソフラボンの代謝産物であるエクオールの摂取に
よりそれらの遺伝子発現が低下する傾向が認められ
た。
　　ｃ　RT-PCR 法による解析では、２週間のエス
トロゲン欠乏により骨髄細胞において炎症系因子

（TNF, CD40L, Oct2, IL-7, IL-R）、破骨細胞形成因
子（RANKL, NFATc, CTSK）、脂肪細胞分化系因
子（PPARγ, C/EBPα, FAS）の遺伝子発現量が増加
し、エクオールの摂取によりその発現が有意に低下
した（図 3080-3）3）。
　（イ）　骨吸収を司る破骨細胞の形成に及ぼすダイ
ズイソフラボンの影響
　ダイズイソフラボンは、in virto の細胞培養系に
おいて、破骨細胞前駆細胞からの破骨細胞形成を抑
制した（図 3080-4）。

図 3080-1　ダイイソフラボンの （A）大腿骨骨密度及び（B）脛骨骨密度の骨吸収抑制作用
　大腿骨及び脛骨の骨密度は、OVX 群が Sham 群に比べ有意に低値を示したが、イソフラボ
ンを摂取した OVX+ISO 群の骨密度は Sham 群と同じレベルであった。特に海綿骨の多い遠
位部や近位部に対するダイズイソフラボンの骨吸収抑制作用が顕著であった。部位毎に異な
る文字間で有意差あり（p<0.05）。

図 3080-2　ダイズイソフラボン摂取が大腿骨遠位部海
綿骨に及ぼす影響：μCT による解析

　OVX 群は Sham 群と比べ海綿骨の骨密度が低下した
が、ダイズイソフラボン摂取により海綿骨の低下が抑
制された。
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　（ウ）　骨形成を司る骨芽細胞の増殖と分化に及ぼ
すダイズイソフラボンの影響
　　ａ　ゲニステイン及びエクオール（10 ～ 25 
μM）の添加により、細胞増殖がコントロールに比
べて有意に低値を示した。一方、ダイゼインは、細
胞増殖に対して有意な影響を示さなかった。また、
E2 は 0.1 ～ 10 μM 処置で、細胞増殖を濃度依存的
に抑制した。
　　ｂ　ゲニステイン及びダイゼイン（10μM）の
添加により、ALP 活性がコントロールに比べて有
意に上昇した。一方、エクオールは、ALP 活性に
影響しなかった。E2（10 μM）は、 コントロールに
比べて有意に ALP 活性を上昇させた（図 3080-5）。
これらの結果より、ゲニステインとダイゼインは、

骨芽細胞の増殖を抑制し分化を亢進することが示唆
された。
　　ｃ　骨芽細胞分化を制御する主要な転写因子で
あるオステリクス遺伝子発現は、24 時間のゲニス
テイン、ダイゼインまたは E2 添加によって、コン
トロールに比べて有意に高値を示した。更に、骨芽
細胞の分化マーカーである ALP 遺伝子においても、
6 日間のゲニステイン及びダイゼイン添加により、
同様の傾向が認められた（図 3080-6）。Runx2 及び
Col1a1 の遺伝子発現には影響しなかった。
　（エ）　農作物・食品中のダイズイソフラボン分析
方法の確立
　　ａ　分析方法の開発
　AOAC Official Method 2001.10 の分析方法を基

図 3080-3　エクオールの骨髄細胞の遺伝子発現に対する作用
　OVX 群は Sham 群と比べ炎症系（IL-7）、破骨細胞形成系（RANKL）、脂肪細
胞分化系（PPARγ）遺伝子の発現が増加したが、エクオールの摂取により低下し
た。異なる文字間で有意差あり（p<0.05）。

図 3080-4�　ダイズイソフラボンとその代謝産物エク
オールの破骨細胞形成抑制作用

　ダイズイソフラボン 10μM 添加により、マウス破骨
前駆細胞（RAW264 細胞）からの破骨細胞形成が抑制
された。異なる文字間で有意差あり（p<0.05）。

図 3080-5�　ダイズイソフラボンとその代謝産物エク
オールの骨芽細胞分化促進作用

　 マ ウ ス 前 駆 骨 芽 細 胞（MC3T3-E1 細 胞 ） に 0.1 ～
10μM のダイズイソフラボンを添加した結果、10μM 添
加により、骨芽細胞の分化指標である ALP 活性がコン
トロール群に比べて高値を示した。異なる文字間で有
意差あり（p<0.05）。
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に、抽出けん化操作の簡便化及び HPLC 分析条件
の最適化を行った。また、HPLC 分析開始時にピー
ク面積が安定しないことがあるため、標準液を複数
回注入し、安定したピーク面積となることを確認し
てから分析を開始することとした。分析方法の詳細
については、項番号 4 に記載した。
　　ｂ　分析方法の妥当性確認
　室間共同試験に参加し、6 点の非明示検体中のダ
イズイソフラボン含有量を定量した。室間共同試験
の取りまとめ結果については、項番号 4 に記載し
た。室間共同試験の結果、分析方法の妥当性が確認
された。
　　ｃ　ダイズ加工食品中のダイズイソフラボン含
有量の測定
　妥当性確認のなされた分析方法を用いて、41 点
のダイズ加工食品（豆乳 2 点、豆腐 24 点、納豆 12
点、味噌 3 点）中のダイズイソフラボン含有量を測
定した（項番号 4 と分担）（図 3080-7）。ダイズ加
工食品中のイソフラボン含有量の集計結果について
は、項番号 4 に記載した。

　エ　考　察
　（ア）～（ウ）　ダイズイソフラボンの骨量減少抑
制作用とその作用機序の解明
　エストロゲン欠乏に起因する骨粗鬆症モデルマウ
スの大腿骨及び脛骨の骨密度は、Sham マウスに比
べて有意に低値を示したが、イソフラボンの摂取に
より骨量減少は抑制された。骨粗鬆症モデルマウ
スの骨髄細胞の解析では、炎症系サイトカインの
遺伝子発現が亢進するとともに、破骨細胞形成因
子（RANKL）及び脂肪細胞分化因子（PPARγ、C/
EBPα、FAS）の遺伝子発現が亢進していたが、ダ
イズイソフラボンの摂取により、これらの遺伝子発
現が有意に抑制された。これらの結果より、ダイズ
イソフラボンは破骨細胞形成及び炎症性サイトカイ
ンの産生を抑制することで、エストロゲン欠乏時に
おける骨量減少を抑制することが明らかになった
3）。また、in vitro の細胞系において、ダイズイソ
フラボンは前駆細胞からの破骨形成を抑制するとと
もに、骨芽細胞の分化を促進した。このことは、先
行研究で実施した閉経後女性を対象とした試験にお
けるダイズイソフラボンの骨代謝改善効果を、作用

図 3080-6　ダイズイソフラボンとその代謝産物が骨芽細胞分化関連遺伝子発現に及ぼす作用
　（A）10μM ゲニステイン及びダイゼイン添加 24hr 後、オステリクス遺伝子の発現がコント
ロール群に比べて有意に高値を示した。（B）10μM ゲニステイン及びダイゼイン添加 6 日後、
ALP 遺伝子発現がコントロール群に比べて高値を示す傾向が認められた。異なる文字間で有
意差あり（p<0.05）。

図 3080-7�　農作物・食品中のダイズイソフラボン分析方法の確立：典型的な HPLC
クロマトグラム
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メカニズムの面から裏付けるものである。
　（エ）　農作物・食品中のダイズイソフラボン分析
方法の確立
　 本 研 究 で 確 立 し た 分 析 方 法 は、 原 法 で あ る
AOAC Official Method 2001.102）と比較して、操作
の簡便化及び分析時間の短縮に成功しており、室間
共同試験により、その妥当性が確認された。標準溶
液の HPLC 分析において、各ダイズイソフラボン
分子種のピークはベースラインで分離しており、ま
た、実サンプルの HPLC 分析において、各ダイズ
イソフラボン分子種と夾雑成分のピークは良好な分
離を示した。従って、本研究における分析結果は、
信頼性の高いデータベースとして利用可能である。

　オ　今後の課題
　（ア）～（ウ）　ダイズイソフラボンの骨量減少抑
制作用とその作用機序の解明
　ダイズイソフラボン高含大豆を用いて、閉経後女
性の骨代謝に対する効果を検討するための介入試験
を実施することが望まれる。
　（エ）　農作物・食品中のダイズイソフラボン分析
方法の確立
　本研究の成果として、信頼のおける農作物・食品
中のダイズイソフラボン分析方法が確立したため、
この分析方法を広く普及させることが望まれる。

　カ　要　約
　（ア）～（ウ）　ダイズイソフラボンの骨量減少抑
制作用及びその作用機序の解明
　ダイズイソフラボンは、エストロゲン欠乏に起因
する骨髄中の炎症及び破骨細胞形成を抑制するとと
もに、骨芽細胞の分化を促進することで、骨粗鬆症
モデル動物の骨量減少を抑制する可能性が示唆され
た。このことは、先行研究で実施した閉経後女性を
対象とした試験におけるダイズイソフラボンの骨代
謝改善効果を、作用メカニズムの面から裏付けるも
のである。
　（エ）　農作物・食品中のダイズイソフラボン分析
方法の確立
　 項 番 号 3 及 び 4 と 共 同 で、AOAC Official 
Method 2001.10 の分析方法に改良を加え、妥当性
確認のされた農作物・食品中のダイズイソフラボン
分析方法を確立した。確立された分析方法を用いて

ダイズ加工食品中のダイズイソフラボン含有量を測
定し、信頼のおけるデータベースの構築に寄与し
た。
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　研究担当者（石見佳子＊、竹林　純）

9　唾液腺機能障害におけるイソフラボン、ケル
セチンの効果の検討
　ア　研究目的
　唾液分泌障害により生じる口腔乾燥症は更年期以
降の女性に優位に発症することが知られており、唾
液の減少は、様々な全身的病態を形成することが知
られているが有効な治療法や予防法は確立されてい
ない。唾液腺などの外分泌腺の機能不全の病因も未
だ明らかでなく、臓器特異的自己免疫疾患である
シェーグレン症候群に代表される腺組織の器質的な
傷害によるものの他に、性ホルモンの影響や様々な
環境要因による酸化ストレスを介した唾液腺の機能
不全が指摘されているが、その詳細な発症機構は不
明である。このことから、本課題では女性ホルモン
様作用を示すイソフラボンや抗酸化作用を示すケル
セチンの唾液分泌亢進に及ぼす影響について検討を
行う。
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　イ　研究方法
　（ア）　唾液腺上皮細胞株を用いた唾液腺機能障害
におけるイソフラボンの効果の検討
　エストロゲン受容体（ER）発現レンチウイルス
ベクターを作成し、ER を恒常的に発現する唾液腺
上皮細胞株（ER-HSY）を作出する。この細胞に
EB ウイルス再活性化の指標となるウイルス遺伝子
のプロモータープラスミドを遺伝子導入し、EB ウ
イルス再活性化に対する大豆イソフラボンの作用を
検討する。
　（イ）　ケルセチンの唾液分泌能に与える影響の検
討
　　ａ　健常人及び更年期ドライマウス患者を対象
にケルセチン低含有及びケルセチン高含有タマネ
ギを 1 日 200g、5 日間摂取後の唾液分泌量、唾液
及び血漿中のケルセチン、酸化ストレスマーカー

（HEL、 PRL、 8-OHdG）の測定を行い、比較検討し
た。試験行程はケルセチン低含有タマネギ 5 日間摂
取後、3 日間のウォッシュアウト期間をおき、ケル
セチン高含有タマネギを 5 日間摂取するクロスオー
バー試験を実施した。更に血清中のケルセチン量を
測定し検討を行った。
　　ｂ　6 週齢の C57BL ／ 6J 雄マウスの唾液腺局
所に 15Gy の放射線照射により唾液分泌障害モデル
を作成した。ケルセチン含有飼料は自由摂取させ、
唾液分泌量の測定は摂取開始から週１回唾液を採取
し 10 週間行った後、実験終了時に摘出した唾液腺
について組織学的検討を行うと共に real-time PCR
法により遺伝子発現の解析を行った。
　（ウ）　更年期のドライマウス患者におけるイソフ
ラボン効果の検討
　　ａ　ドライマウス患者 5 名及びシェーグレン症
候群患者 10 名の 15 名を対象にイソフラボンのサプ
リメント（ネイチャーメイド　大豆イソフラボン
25mg/ 粒）を 1 日１粒、2 か月間摂取を行い、摂取
前、摂取後の唾液分泌量、唾液中のイソフラボン代
謝産物（ゲニステイン、ダイゼイン、エクオール）、
酸化ストレスマーカー（HEL、 PRL、 8-OHdG）、各
種サイトカインの測定を行い、比較検討を行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　ER を恒常的に発現する唾液腺上皮細胞に
おいて、エストロゲン、ダイゼイン、ゲネステイン

は TPA/n-butyl による EB ウイルス再活性化の指標
となる BZLF1 の活性増強を抑制した（図 3090-1）。
　（イ）　ケルセチンの唾液分泌能に与える影響の検
討
　　ａ　健常人対象にケルセチン低含有、高含有タ
マネギを摂取させた結果、両者とも摂取後に唾液分
泌量の亢進が認められた。また摂取前後の血漿、唾
液中の酸化ストレスマーカーを測定したところ、血
漿中の 8-OHdG 値に減少傾向が認められた。また、
各被験者が摂取したタマネギサンプル中のケルセチ
ン量は 1.5 ～ 2 倍にとどまっていたが、血漿、唾液
中のケルセチン量はそれぞれ一例を除いて増加して
いた。健常人対象にケルセチン低含有（白タマネ
ギ）、高含有タマネギ（月交 24 号）を摂取させた結
果、両者とも摂取後に唾液分泌量の亢進が認められ
た。また摂取前後の血漿、唾液中の酸化ストレス
マーカーを測定したところ、唾液中の HEL 値に減
少傾向が認められた（図 3090-2）。
　　ｂ　C57BL/6J マウスにおいて、ケルセチンは
唾液分泌能の亢進を認めた。また、C57BL/6J マウ
スの唾液腺局所に放射線照射することで誘導された
唾液腺機能の低下もケルセチン投与により改善傾向
を認めた。この時に唾液腺の組織像には変化は認め
なかった。また、唾液腺からのサイトカイン産生に
ついて検討を行った結果、TNFα、IL-10 ともに減
少傾向が認められた。real-time PCR の結果、水分
泌関連因子のアクアポリン５が増加していた（図
3090-3）。
　（ウ）　更年期のドライマウス患者におけるイソフ

図 3090-1�　ダイゼインとゲネステインは EB ウイルス
再活性化の抑制作用を示し、シェーグレン症
候群の発症予防に効果がある可能性が示唆さ
れた
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ラボン効果の検討
　　ａ　シェーグレン患者にイソフラボンのサプリ
メントを 2 か月間摂取させた結果、唾液分泌量は
有意に亢進が認められた（図 3090-4）。試験前後の
唾液中の酸化ストレスマーカーを測定したところ、

8-OHdG 及び HEL に減少傾向を認めた（図 3090-
5）。唾液中のイソフラボンの代謝産物は、ダイゼイ
ンは 2 か月後に増加を認め、ゲニステインは有意に
上昇を示したが、エクオールは減少していた（図
3090-6）。エクオールは検出範囲内の検体が少なく、
検出されたものに関しても微量であった。主観的
評価において ｢口が渇く｣（p=0.031）と ｢食事の際
に水分が必要｣（p=0.020）の項目に改善が認められ
た。（図 3090-7） 
　　ｂ　ドライマウス患者を対象にイソフラボン
のサプリメントを 2 か月間摂取させた結果、1 か月
後には増加を認めたが、2 か月後には減少傾向を示
した（図 3090-4）。また、酸化ストレスマーカー
の 8-OHdG と HEL は減少傾向を示した（図 3090-
5）。イソフラボン代謝産物は増加傾向にあった（図
3090-6）。

図 3090-2�　タマネギ中のケルセチン量に関わらず、タマネギ摂取により唾液分泌能
が亢進した。また、血漿中あるいは唾液中の酸化ストレスマーカーも減少
する傾向が認められた

図 3090-3�　ケルセチンは唾液分泌亢進作用を示し、唾液腺局所での炎症性サイトカイン発現抑制、
水分泌関連因子の AQP5 の発現増強を認めた

図 3090-4�　唾液分泌量はイソフラボン摂取後に増加傾
向を認め、重度な唾液分泌障害を示す SS では
有意に増加した
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　エ　考　察
　（ア）　大豆イソフラボンはエストロゲン同様に、
EB ウイルスの再活性化を抑制した。EB ウイルス
はシェーグレン症候群などの自己免疫疾患で再活性
化していることが報告されていることから、大豆イ
ソフラボンの摂取はシェーグレン症候群の発症予防
あるいは症状改善効果がある可能性が推測できる。
　（イ）　ヒト試験でタマネギはケルセチンの含有量
に関わらず、唾液分泌促進作用、酸化ストレス抑制
作用が認められたことから、タマネギ中のケルセチ
ン以外の成分に唾液分泌、及び酸化ストレス軽減作
用がある事が示唆された。
　（ウ）　マウスにケルセチンを投与することで、平
常時の唾液分泌量及び放射線照射により低下した唾
液分泌量は増加する傾向が認められ、唾液腺局所で

の炎症性サイトカインの産生が抑制され、更にアク
アポリン５の発現増強が認められたことから、ケル
セチンの唾液分泌亢進作用は抗炎症作用、水分泌に
関与するアクアポリン５の発現増強を介している可
能性が示唆された。
　（エ）　ドライマウス患者にイソフラボンを摂取さ
せたことで、唾液分泌の改善効果が認められた。こ
のときの酸化ストレスマーカーが減少傾向にあった
ことから、大豆イソフラボンは抗酸化作用を介して
唾液分泌亢進作用を示した事が推測できた。また、
このときの唾液中ダイゼイン、ゲネステイン両者と
も増加傾向を認めたことから、大豆イソフラボンが
唾液腺局所に移行し作用を発揮したと考えられた。
更に、シェーグレン症候群の唾液に検出できた高値
の炎症性サイトカインはイソフラボン摂取により抑

図 3090-5　イソフラボン摂取後に酸化ストレスマーカーは減少傾向を示した

図 3090-6　イソフラボン摂取後に代謝産物のゲニステインは有意に上昇した

図 3090-7　イソフラボン摂取後に口腔乾燥に関連する項目の改善が認められた
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制されたことから、シェーグレン症候群患者におけ
る唾液分泌促進作用に炎症の低減が関与している可
能性が考えられた。

　オ　今後の課題
　（ア）　大豆イソフラボンにより EB ウイルスの再
活性化が抑制されたが、EB ウイルスが関与するよ
うなシェーグレン症候群患者において、イソフラボ
ン摂取により EB ウイルスの活動性が抑制できるの
か、またそれが病態改善につながるのかについて検
討の余地がある。
　（イ）　ヒト試験で、タマネギ摂取による唾液分泌
促進作用は認められたものの、ケルセチンの含有量
による変動はみられなかったことから、タマネギ成
分中で唾液分泌に奏功するような因子の検索が必要
と思われる。
　（ウ）　ドライマウス患者においてイソフラボンは
唾液分泌亢進作用を示したが、ダイゼイン、ゲネス
テイン、エクオールのうち、どのイソフラボンが有
効であるのかについて、検討を重ねる。

　カ　要　約
　（ア）　大豆イソフラボンは EB ウイルスの再活性
化を抑制することにより、シェーグレン症候群の病
態形成に関与している可能性が示唆された。
　（イ）　タマネギはヒトにおいて、抗酸化作用を伴
う唾液分泌亢進作用がある事が認められた。
　（ウ）　ケルセチンはマウスにおいて、抗酸化作用、
抗炎症作用を伴う唾液分泌亢進作用が認められた。
　（エ）　大豆イソフラボンはドライマウス患者にお
いて、抗酸化作用を伴う唾液分泌改善効果を認めた。

研究担当者（斎藤一郎、井上裕子＊）

10　アルツハイマー病原因物質であるアミロイ
ド -β産生に及ぼすケルセチンの効果と作用機
構の解明
　ア　研究目的
　高齢化が急速に進む日本において、認知症、特に
その約７割を占めるアルツハイマー病の患者数は高
齢化とともに急増している。しかし、治療法や予防
法が確立していないため、今後医療・介護費用の増

加による経済的及び社会的問題になると予想されて
いる。また、薬剤学的分析から、抗アルツハイマー
病薬であるアリセプトは、介護者の負担軽減効果を
認めるが進行を阻止できないため、発症予防が重要
であると考えられている。加齢とともに増加するア
ルツハイマー病の主な危険因子は糖尿病や肥満など
の生活習慣病である。しかし、生活習慣病がアルツ
ハイマー病原因タンパク質であるアミロイド -β 産
生に及ぼす作用機序や食品成分の効果に関する研究
は遅れたままである。一方、フラボノイドの一種で
あるケルセチンは、生活習慣病の予防及び改善効果
が期待されている。そこで本研究では、アミロイド
-β 産生に対して食品成分であるケルセチンの作用機
構とその有効性の科学的根拠を明らかにすることを
目的とする。

　イ　研究方法
　（ア）　マウス個体に小胞体ストレスを誘導するた
めに、ツニカマイシンを１μg/g 体重量で C57BL/6J
マウスの腹腔内に投与した。投与 4 日後に腎臓を摘
出し、ウェスタンブロットにてプレセニリン―1 の
発現を検討した。
　（イ）　ヒトアミロイド –β 前駆体タンパク質
C 末断片をコードする遺伝子を安定的に発現す
る human embryonic kidney （HEK）293 細 胞

（SC100）と SC100 細胞に転写因子 ATF（activating 
transcription factor）4 をノックダウンした細胞

（ATF4KD/SC100）を用い、培養液にツニカマイシ
ン（2μg/ml、9 時間または 25 ng/ml、6 時間）を
添加し、小胞体ストレス誘導した。誘導後正常培
養液に入れ換え、更に 27 時間培養後にアミロイド
-β を測定した。細胞から RNA を抽出し、プレセ
ニン -1 と x-box-binding protein-1（xbp-1）の発現
を RT-PCR と realtime RT-PCR にて測定した。ま
た、ウェスタンブロットにてプレセニリン―１の発
現を検討した。25 µM ケルセチンを培養液に添加
し、ツニカマイシン投与によるアミロイド –β 産生
を ELISA にて測定した。また、ケルセチンにより
発現誘導される遺伝子を RT-PCR にて解析した。
　（ウ）　アルツハイマー病患者 3 名に月光 24 号タ
マネギ粉末 18g/ 日、4 週間連日食べていただき、
前後における認知機能検査を行った。
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　ウ　研究結果
　（ア）　アミロイド –β 産生における小胞体ストレ
スの作用の解析 1）

　アミロイド –β はプレセニリン―1 を活性中心に持
つ γ―セクレターゼにより産生される。プレセニリ
ンは N 末、C 末断片に切断後に活性化されるため、
ツニカマイシンを 1μg/g 体重量で C57BL/6J マウ
スの腹腔内に投与し、4 日後の腎臓を摘出した。無
処理のマウスに比し、ツニカマイシン処理したマウ
スの腎臓において、プレセニリン N 末及び C 末断
片は有意に増加した（図 30100-1）。
　培養細胞から産生されるアミロイド –β を ELISA
にて測定した。ツニカマイシンは、40 アミノ酸残
基からなるアミロイド –β（Aβ1-40）に比し、神経毒
性が強く、アルツハイマー病脳に増加している 42
アミノ酸残基からなるアミロイド –β（Aβ1-42）の産
生を顕著に増加させた（図 30100-2）。
　転写因子 ATF4 がヒトプレセニリン―1 遺伝子プ
ロモーター領域に結合することから 2）、プレセニリ
ン―1 発現誘導における ATF4 の作用を ATF4 ノッ
クダウン細胞を用い検討した。ATF4 ノックダウン
細胞において、ツニカマイシン処理によるプレセニ

リン―1 の発現は、mRNA 及びタンパク質ともに抑
制されていた（図 30100-3）。
　γ– セ ク レ タ ー ゼ 特 異 的 阻 害 剤 で あ る N-[N-

（3,5-Difluorophenacetyl）-L-alanyl]-S-phenylglycine 
t-butyl ester（DAPT）処理にて、ツニカマイシン投
与によるアミロイド –β 産生が抑制された（図 30100-
4）。この結果は、小胞体ストレスがプレセニリン－ 1
発現を介し γ– セクレターゼ活性を亢進させ、アミロ
イド –β 産生増加に関与していることを示している。
　（イ）　ケルセチンによる小胞体ストレス応答の活
性化作用の解析 1）

　ケルセチンは酵母の inositol-requiring protein-1 
（IRE1）を活性化することから 3）、ヒト胎児腎臓細
胞である HEK293 細胞において、ケルセチンの小
胞体ストレス応答に対する作用を検討した。小胞体
ストレス応答は、転写因子 x-box-binding protein-1 

（XBP-1） mRNA の ス プ ラ イ シ ン グ（XBP-1s の
発現）を RT-PCR 法で、小胞体シャペロンであ
る BiP の発現をウェスタンブロット法で測定した。
HEK293 細胞培養液にツニカマイシンを添加すると
XBP-1s の発現と BiP 発現の軽度の増加を認める。
これは、小胞体ストレス刺激を受けた細胞自らの防

図 30100-1　小胞体ストレスによるプレセニリン―1 の発現誘導
（左）ウェスタンブロット、PS1N: プレセニリン N 末断片；PS1C: プレ
セニリン C 末断片、BiP：小胞体シャペロン

（右）PS1N 及び PS1C は無処理に比しツニカマイシン処理にて有意に
発現増加（p=0.01, p=0.03）

図 30100-2　小胞体ストレスによるアミロイド –β 産生亢進
ツニカマイシン処理は、有意にアミロイド―β 産生を増加させる（p ＜ 0.001）
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御反応であるが、ケルセチンはその反応を増強した
（図 30100-5）。この結果は、ケルセチンが小胞スト
レス応答を亢進させることを示している。
　転写因子 ATF4 は、小胞体ストレスにより翻訳
され発現が増加する。そこで、ケルセチンが ATF4
の発現を抑制する効果の有無を検討する目的で、25 
ng/ml のツニカマイシンを HEK293 細胞培養液に
添加し、各ケルセチン濃度（10、 25、 50、 75、 100 
µM）における ATF4 の発現量を測定した。ケルセ
チンの ATF4 発現抑制効果は、25 µM 以上の濃度
で観察された（図 30100-6）。
　（ウ）　ケルセチンによる eIF2α 特異的脱リン酸
化関連遺伝子（GADD34） の誘導の解析 1）

　転写因子 ATF4 は eIF2α リン酸化状態で翻訳が

促進する。eIF2α リン酸化は protein phosphatase 
1（PP1）により脱リン酸化されるが、PP1 の活性
化分子として Constitutive repressor of eIF2 alpha 
phosphorylation （CReP） と growth arrest and 
DNA damage-inducible gene 34 （GADD34） が 存
在する。CReP は恒常的に発現していることから、
GADD34 発現の変化を realtime RT-PCR にて検討
した。HEK293 細胞培養液にツニカマイシンを添加
すると XBP-1s や BiP と同様に GADD34 の発現を
軽度認めた。しかし、興味深いことにケルセチン単
独でも GADD34 の発現が増加し、ツニカマイシン
とケルセチンの両方を添加することで GADD34 の
発現が有意に増加した（図 30100-7）。
　（エ）　ケルセチンによるアミロイド -β 産生抑制
作用の解析 1）

　ケルセチンは、GADD34 誘導により転写因子
ATF4 の発現を抑制し、γ– セクレターゼ複合体の
活性中心タンパク質であるプレセニリン－ 1 の発現
を低下させることから、アミロイド -β 産生への作
用を検討した。ヒトアミロイド前駆体タンパク質遺
伝子安定発現細胞株に 25 µM のケルセチンを 12 時
間前処理し、ツニカマイシン刺激後に培養液中のア
ミロイド -β 産生量を ELISA 法にて測定した。ケル
セチンは、アミロイド -β 産生を有意に低下させた

（図 30100-8）。
　（オ）　アルツハイマー病患者の認知機能に対する

図 30100-3　転写因子 ATF4 依存的なプレセニリン―1 の発現誘導
（左）RT-PCR、ATF4 ノックダウン細胞におけるプレセニリン
mRNA 発現抑制

（右）ウェスタンブロット、プレセニリン―１C 末断片の発現抑制

図 30100-4�　小胞体ストレスによる γ– セクレターゼ活
性化

　γ– セクレターゼ阻害剤によるアミロイド –β 産生の有
意な抑制（p=0.002）
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図 30100-5　ケルセチンによる小胞体ストレス応答の活性化作用
　ケルセチン（濃度：25 µM）はアミロイド前駆体タンパク質遺伝子安定発
現細胞株に対して、転写因子 XBP-1 のスプライシングを誘導し、小胞体シャ
ペロン BiP の発現を増加させた。XBP-1u: unspliced; XBP-1s: spliced

図 30100-6　ケルセチンによる転写因子 ATF4 の発現抑制作用
ケルセチン（濃度：25 ～ 100 µM） は有意に転写因子 ATF4 の発現を抑制した

図 30100-7　ケルセチンによる eIF2α 特異的な脱リン酸
化関連遺伝子（GADD34） の誘導

　ケルセチン（濃度：25 µM） は、eIF2α 特異的な脱リ
ン酸化関連遺伝子（GADD34） を誘導した

図 30100-8�　ケルセチンによるアミロイド -β 産生抑制
作用

　ケルセチン（濃度：25 µM） はアミロイド前駆体タン
パク質遺伝子安定発現細胞株に対して、アミロイド -β

（Aβ1-42） 産生を抑制した
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タマネギ粉末の効果の解析
　アルツハイマー病患者（3 名）にケルセチン高含有
タマネギ粉末を投与したが、認知・記憶検査に有意な
変化を認めなかった。しかし、長期の摂取を希望する
患者及び介護者（家族）がいたため、新たなプロト
コールで医学研究等倫理審査委員会の承認を得た。

　エ　考　察
　本研究において、小胞体ストレスに伴うシグナル
経路がアミロイド –β 産生に関与することを明らか
にした。更に、タマネギに多く含まれる食品成分ケ
ルセチンが小胞体ストレス応答を活性化し、アミロ
イド –β 産生抑制に有効であることを培養細胞系に
て明らかにした。
　アルツハイマー病において、発症前から脳内アミ
ロイド –β 産生が亢進しており、その抑制が発症抑
制に繋がると考えられている。また、肥満や糖尿病
がアルツハイマー病の危険因子として注目されてい
る。そのシグナル分子は不明であるが、最近、肥満
や糖尿病の病態としての小胞体ストレスシグナルの
関与が明らかになった 4）。このことは、本研究で明
らかにした小胞体ストレスによるアミロイド –β 産
生機構とともにアルツハイマー病の病態における小
胞体ストレスの関与を示唆するものである。
　ケルセチンは抗酸化作用により様々な疾患に対
して有効性が示唆されている。本研究では、新た
な作用として、eIF2α 特異的脱リン酸化関連遺伝子

（GADD34） の誘導を明らかにし、更に、アミロイ
ド –β 産生を抑制することを示した。小胞体ストレ
スのみならずオートファジー阻害やウイルス感染な
どにより eIF2α が特異的にリン酸化され、その下
流のシグナルが活性化される。転写因子 ATF4 は
その一つで、upstream ORF が mRNA の 5′側に
存在し、eIF2α がリン酸化された時に特異的に翻
訳される分子である。アルツハイマー病脳やモデ
ルマウス脳において、eIF2α のリン酸化が観察さ
れることから、eIF2α 特異的脱リン酸化関連遺伝
子（GADD34）を誘導するケルセチンはアルツハイ
マー病発症予防に有効であることが示唆される。

　オ　今後の課題
　本研究では、in vitro におけるケルセチンの新た
な作用機構を明らかにしたが、疾患モデル動物、更

にはヒト疾患における効果を明らかにする必要があ
る。現在、加齢マウスにおいてケルセチン摂食によ
り、認知機能の改善が見られたことから、アルツハ
イマー病モデルマウスにケルセチンを摂取させ、ア
ミロイド –β 産生への効果を検討する必要がある。
更に、ケルセチンを多く含むタマネギを食べること
でアルツハイマー病の進行を阻止する効果について
は重要な課題である。

　カ　要　約
　（ア）　アミロイド –β 産生における小胞体ストレ
スの作用の解析
　アミロイド –β はプレセニリン－ 1 を活性中心に
持つ γ―セクレターゼにより産生される。γ －セクレ
ターゼはプレセニリン－ 1 の N 末と C 末断片切断
後に活性化されることから、プレセニリン－ 1 発現
とアミロイド –β 産生に対する小胞体ストレスの作
用を培養細胞にて検討した。小胞体ストレス刺激は
転写因子 ATF4 を介し、プレセニリン－ 1 発現を
制御することによりアミロイド –β 産生亢進に関与
することが明らかになった。
　（イ）　ケルセチンによる小胞体ストレス応答の活
性化作用の解析
　ケルセチンは酵母の inositol-requiring protein-1 

（IRE1）を活性化することから、ヒト胎児腎臓細胞
である HEK293 細胞において、ケルセチンの小胞
体ストレス応答に対する作用を検討した。ケルセ
チンは、転写因子 x-box-binding protein-1 （XBP-1） 
mRNA のスプライシング（XBP-1s の発現）と小胞
体シャペロンである BiP 発現を増加させた。更に、
転写因子 ATF4 の発現を抑制することが明らかに
なった。
　（ウ）　ケルセチンによる eIF2α 特異的脱リン酸
化関連遺伝子（GADD34） の誘導の解析
　転写因子 ATF4 は eIF2α のリン酸化状態で翻訳
が促進することから、ケルセチンによる eIF2α 特
異的脱リン酸化関連遺伝子（GADD34） の発現につ
いて検討した。ケルセチンは、有意に GADD34 の
発現を誘導することが明らかになった。
　（エ）　ケルセチンによるアミロイド -β 産生抑制
作用の解析
　ヒトアミロイド前駆体タンパク質遺伝子安定発現
細胞株に 25 µM のケルセチンを 12 時間前処理し、
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小胞体ストレス刺激後のアミロイド -β 産生量を検
討した。ケルセチンは、アミロイド -β 産生を有意
に低下させることが明らかになった。
　（オ）　アルツハイマー病患者の認知機能に対する
タマネギ粉末の効果の解析
　認知・記憶検査に有意な変化を認めなかったが、
長期の摂取を希望する患者及び介護者（家族）がい
たため、新たなプロトコールで医学研究等倫理審査
委員会の承認を得た。
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　研究担当者（中川敏幸＊）

11　ケルセチン及びイソフラボンの眼組織保護
効果
　ア　研究目的
　ケルセチンとイソフラボンは、日本人の食生活に
欠かせないタマネギやダイズなどの食品に含まれる
主要なフラボノイドであり、抗酸化作用・血管新生
抑制作用などのさまざまな生理活性を有することか
らフードファクターとしての抗加齢作用や生活習慣
病に対する予防効果が期待されている。
　近年、患者数増加が社会問題となっている眼科領

域の疾患に「滲出型加齢黄斑変性」がある 1-3）。本
疾患の発症要因には加齢や生活習慣病が関与してお
り、我が国における患者数は今後も増加するものと
考えられる。本研究の目的は、同疾患に対してのケ
ルセチンとイソフラボンの抑制（保護）効果及びそ
の機序を検討すること、そして機能性食品としての
タマネギやダイズの効果をヒトで確認することにあ
る。

　イ　研究方法
　（ア）　レーザー誘発脈絡膜血管新生モデルの作成
　本研究で研究対象としている眼疾患「滲出型加齢
黄斑変性」は加齢に伴う網膜・網膜色素上皮の機能
障害にともなって網膜下に脈絡膜新生血管を生じる
疾患である。滲出型加齢黄斑変性における視機能低
下はこの脈絡膜新生血管からの出血や滲出性変化に
よるものであるため、本症に対する薬剤あるいは機
能性食品などの抑制効果を検討する場合には、脈絡
膜新生血管形成に対する抑制効果を検討することが
一般的である。
　その際に使用する一般的な実験動物モデルに、
レーザー誘発型脈絡膜血管新生モデルマウスがあ
る。同モデルは、成体マウスの眼底に強度のレー
ザー光凝固を行って網膜と脈絡膜の間に存在する基
底膜成分（Bruch 膜）を断裂させることによって、
脈絡膜血管から病的な血管新生を網膜下へ誘導する
というモデルである（図 30110-1）。
　我々はまずこの実験動物モデル作成に必要なレー
ザー光凝固装置 NOVUS spectraTM（日本ルミナス）
を実験室に設置し、安定した実験モデルが作成でき
ることの確認を行った。方法としては、成体マウス

（C57/B6、 日本クレア、 8-10 週令、オス）5 匹に対
して、右眼底に 4 か所レーザー（200mW、 75µm、 
100msec）を照射して脈絡膜血管新生誘導を行っ
た。同実験を 3 回施行して各群における脈絡膜新生
血管面積を比較した。血管面積測定は、蛍光顕微鏡
BIOREVO（キーエンス社）を用いて行った。
　（イ）　イソフラボン（ゲニステイン）による脈絡
膜血管新生抑制効果の検討
　　ａ　イソフラボン（ゲニステイン）による脈絡
膜新生血管形成の抑制
　ゲニステイン（0.5％、G-6055、LC laboratories）
を基餌 AIN-76（日本クレア）に添加して、成体マ
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ウス（C57/B6、 日本クレア、 8-10 週令、オス）を
飼育した（ゲニステイン投与群）。飼育開始の 7 日
後に上記レーザーによる脈絡膜新生血管誘発を行
い、レーザー後も上記ゲニステイン含有餌を用いて
飼育した。レーザー７日後に眼球摘出を行って脈絡
膜フラットマウントを作成、脈絡膜新生血管面積を
測定した。基餌 AIN-76 のみを用いて飼育したゲニ
ステイン非投与群とゲニステイン投与群で脈絡膜新
生血管面積を比較した。血管面積測定は、蛍光顕微
鏡 BIOREVO（キーエンス社）を用いて行った。な
お、基餌 AIN-76 はゲニステイン非含有であること
を確認している。
　　ｂ　イソフラボン（ゲニステイン）による炎症
関連分子の産生抑制
　イソフラボン（ゲニステイン）が網膜色素上皮
―脈絡膜複合体（RPE-choroid complex）における
単球走化因子 monocyte chemoattractant protein-1

（MCP-1）、白血球接着分子 intercellular adhesion 
molecule-1（ICAM-1）、 蛋 白 分 解 酵 素 matrix 
metalloproteinases-9 （MMP-9）量を変化させるか
について検討した。上記のゲニステイン非投与群
とゲニステイン投与群を作成し、飼育開始の 7 日
後にレーザーによる脈絡膜新生血管誘発を行った。
レーザー 3 日後に眼球摘出を行って、RPE-choroid 
complex より蛋白抽出を行い、ELISA 法を用いて
検討した。
　　ｃ　ゲニステインによるマクロファージ浸潤へ
の影響
　脈絡膜血管新生におけるマクロファージの関与は
以前から報告されており、レーザー誘発型脈絡膜血
管新生モデルマウスにおいてもその関連が証明され
ている 4）。そこで、ゲニステインが脈絡膜新生血管

周囲におけるマクロファージ浸潤を低下させるかを
検討した。ゲニステイン非投与群とゲニステイン投
与群を作成し、飼育開始の 7 日後にレーザーによる
脈絡膜新生血管誘発を行った。レーザー 3 日後に眼
球摘出を行って、RPE-choroid complex より RNA
を回収した。マウスマクロファージの特異的マー
カーである F4/80 について real-time PCR 法を用
いて、その発現量をゲニステイン投与群と非投与群
で比較した。また、レーザー 3 日後に脈絡膜フラッ
トマウント法を用いて F4/80 に対する免疫染色法
も行い、単位面積における浸潤マクロファージ数を
算出した。
　　ｄ　ゲニステインが炎症関連分子群の産生を低
下させる分子メカニズム
　MCP-1, ICAM-1, MMP-9 の発現増加に関与する
ことが知られる転写因子 Ets-1 5-7）に着目し、レー
ザ ー 1 日 後 に 眼 球 摘 出 を 行 っ て、RPE-choroid 
complex より RNA を回収した。ゲニステイン投与
群と非投与群における転写因子 Ets-1 の発現量を
real-time PCR 法で比較した。
　（ウ）　ケルセチンによる脈絡膜血管新生抑制効果
の検討
　　ａ　ケルセチンによる脈絡膜新生血管形成の抑
制
　ケルセチン（（0.1％、Q4951、SIGMA）を基餌
CE-2（日本クレア）に添加して、成体マウス（C57/
B6、 日本クレア、 8-10 週令、オス）を飼育した（ケ
ルセチン投与群）。飼育開始の 7 日後に上記レー
ザーによる脈絡膜新生血管誘発を行い、レーザー後
も上記ケルセチン含有餌を用いて飼育した。レー
ザー７日後に眼球摘出を行って脈絡膜フラットマウ
ントを作成、脈絡膜新生血管面積を測定した。基
餌 CE-2 のみを用いて飼育したケルセチン非投与群
とケルセチン投与群で脈絡膜新生血管面積を比較し
た。なお、基餌 CE-2 はケルセチン非含有であるこ
とを確認している。
　　ｂ　ケルセチンによる炎症関連分子の産生抑制
　ケルセチンが RPE-choroid complex における単
球走化因子 MCP-1、白血球接着分子 ICAM-1 量を
変化させるかについて検討した。上記のケルセチン
非投与群とケルセチン投与群を作成し、飼育開始の
7 日後にレーザーによる脈絡膜新生血管誘発を行っ
た。レーザー 3 日後に眼球摘出を行って、RPE-

図 30110-1　脈絡膜血管新生モデル
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choroid complex より蛋白抽出を行い、ELISA 法を
用いて検討した。
　　ｃ　ケルセチンによるマクロファージ浸潤への
影響
　ケルセチンが脈絡膜新生血管周囲におけるマクロ
ファージ浸潤を低下させるかを検討した。飼育開始
の 7 日後に上記レーザーによる脈絡膜新生血管誘発
を行い、レーザー後も上記ケルセチン含有餌を用い
て飼育した。レーザー 3 日後に眼球摘出を行って、
RPE-choroid complex より RNA を回収した。マウ
スマクロファージの特異的マーカーである F4/80
について real-time PCR 法を用いて、その発現量
をケルセチン投与群と非投与群で比較した。また、
レーザー 3 日後に脈絡膜フラットマウント法を用い
て F4/80 に対する免疫染色法も行い、単位面積に
おける浸潤マクロファージ数を算出した。
　（エ）　イソフラボン及びケルセチンの眼底血流に
対する効果の検討
　近年、滲出型加齢黄斑変性患者では脈絡膜におけ
る血流変化がその発症に関与することが示唆されて
いる。Friedman らは、滲出型加齢黄斑変性患者にお
いて脈絡膜血流量が低下することを報告した 8）。また、
Mori らも同様に滲出型 AMD 患者では脈絡膜血流量
が 30％低下することを報告している 9）。Grunwald ら
は更に詳細に解析を行い、中心窩脈絡毛細板におけ
る血流量が低下することを報告した 10）。このように、
滲出型加齢黄斑変性患者における脈絡膜血流量の変
化に関するエビデンスは蓄積されつつあり、その血
流増加を促進することは予防的介入につながると考
えて本検討を計画した。
　Laser speckle flowgraphy（LSFG）は近年開発
された非侵襲的な眼底血流画像化装置であり、脈
絡膜血流動態を画像化・定量化することができる。
LSFG は脈絡膜深層まで到達する波長 830nm の赤
外光を眼底に照射し、眼底からの反射光を受けて血
流を解析する。眼底からの反射光はセンサー平面上
にスペックルパターンを形成するが、赤血球に動
きがあるとそのスペックルパターンにぼやけが生
じ、部分的に画像のコントラストが低下する。そ
のコントラストの二乗に反比例する値を mean blur 
rate （MBR）として各点を構成し、二次元画像上に
眼底血流画像を再構成する。MBR は血球の移動速
度に比例する指標であり、LSFG による測定では網

脈絡膜や視神経乳頭の任意の部位で MBR を得るこ
とができる。検査時間も約 5 秒と短く、再現性も良
好であることから、様々な疾患における網脈絡膜血
流速度を経時的にかつ定量的に評価するのに適して
いる。本検討では、以下の項目について検討を行っ
た。
　　ａ　イソフラボン摂取による眼底血流の変化
　健常成人ボランティア（5 名）に大豆イソフラボ
ン（ネイチャーメイド）0.25g を朝 1 回 4 週間摂取
させ、摂取開始前及び摂取開始 2、4 週後に眼科学
的検査・理学検査を施行した。また、LSFG によっ
て脈絡膜血流速度を評価した。
　　ｂ　ケルセチン摂取による眼底血流の変化
　健常成人ボランティア（10 名）にケルセチン高
含有タマネギ「月交 24 号（グリーンズ北見、ケル
セチンアグリコン 80mg 相当）」加熱凍結乾燥粉末
18mg（ケルセチン群、 n=5、 26.0 ± 2.5 歳）、または
ケルセチン不含タマネギ「真白（ケルセチンアグリ
コン約 5mg 相当）」加熱凍結乾燥粉末 18mg（非ケ
ルセチン群、 n=5、 26.2 ± 2.0 歳）を朝 1 回 4 週間
摂取させ、摂取開始前及び摂取開始 2、4 週後に眼
科学的検査・理学検査・LSFG による評価を行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　レーザー誘発脈絡膜血管新生モデルの安定
性確認
　予備実験として、レーザーによる脈絡膜血管新生
が安定して誘導できるかの検証を行った。同一施行
者によるレーザー照射で誘導される脈絡膜新生血管
面積を計測したところ、その再現性が確認された。
　（イ）　イソフラボン（ゲニステイン）による脈絡
膜血管新生抑制効果の検討
　　ａ　イソフラボン（ゲニステイン）による脈絡
膜新生血管形成の抑制
　イソフラボン（ゲニステイン）の自由摂取が脈絡
膜血管新生形成に与える影響について検討を行っ
た。レーザー刺激７日後においてゲニステイン投与
群とゲニステイン非投与群の脈絡膜新生血管面積
を比較したところ、ゲニステイン投与群では 15442
± 1512µm2（n=30）、 ゲニステイン非投与群では
21074 ± 1941µm2（n=36）と統計学的有意差をもっ
てゲニステインは脈絡膜血管新生を抑制することが
明らかとなった（p<0.05、 図 30110-2）。
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　　ｂ　イソフラボン（ゲニステイン）による炎症
関連分子の産生抑制
　脈絡膜新生血管形成を惹起する分子群、単球走化
因子 MCP-1、白血球接着分子 ICAM-1、蛋白分解
酵素 MMP-9 量をゲニステイン投与群と非投与群の
RPE-choroid complex で確認したところ、それらの
分子群はゲニステイン投与によって抑制されること
が明らかとなった（p<0.05、 図 30110-3）。
　　ｃ　ゲニステインによるマクロファージ浸潤へ
の影響
　ゲニステイン非投与群（n=6）に比較して、ゲニ
ステイン投与群（n=6）では F4/80 の mRNA 発現

が 44 ％低下した（p<0.05、図 30110-4）。更に、抗
F4/80 抗体を用いた免疫染色でもゲニステイン投与
によるマクロファージの浸潤抑制が確認された。脈
絡膜新生血管近傍における浸潤マクロファージ数は
ゲニステイン非投与群（24.4 ± 2.7/1000µm2、n=4）
に比較してゲニステイン投与群（8.8 ± 0.8/1000µm2、
n=4）では有意に少なかった（p<0.05、  図 30110-
4）。
　　ｄ　ゲニステインが炎症関連分子群の産生を低
下させる分子メカニズム
　レーザー刺激 1 日後の RPE-choroid complex に
おける転写因子 Ets-1 の発現は、レーザー照射に

図 30110-2　A: レーザー刺激７日後における代表的な脈絡膜新生血管
B: ゲニステイン投与群（n=30）とゲニステイン非投与群（n=36）の
脈絡膜新生血管面積（＊，p<0.05）  ゲニステイン投与によって脈絡膜
血管新生が抑制されている

図 30110-3　A: 白血球接着分子 ICAM-1  B: 単球走化因子 MCP-1   C: 蛋白分解酵素 MMP-9
ゲニステイン投与によって炎症関連分子群が低下している（＊，p<0.05; ＊＊，p<0.01）

図 30110-4　A: RPE-choroid complex における F4/80 の発現
B: 脈絡膜新生血管近傍における浸潤マクロファージ数
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よって 66 ％増加した（p<0.01、図 30110-5）。また、
ゲニステイン投与群ではゲニステイン非投与群に
比較すると 35 ％減少した（p<0.05、図 30110-5）。
これらのことより、ゲニステインは転写因子 Ets-1
の発現を低下させ、その下流に存在する MCP-1、
ICAM-1、 MMP-9 などの炎症関連分子群の産生を抑
制していると推測された。
　（ウ）　ケルセチンによる脈絡膜血管新生抑制効果
の検討
　　ａ　ケルセチンによる脈絡膜新生血管形成の抑
制
　ケルセチンの自由摂取が脈絡膜血管新生形成に与
える影響について検討を行った。レーザー刺激７日
後においてケルセチン投与群と非投与群の脈絡膜新
生血管面積を比較したところ、ケルセチン投与群で
は 15953 ± 1839µm2（n=21）、ケルセチン非投与群
では 22956 ± 1777µm2（n=11）と統計学的有意に
ケルセチンは脈絡膜血管新生を抑制することが明ら
かとなった（p<0.05、 図 30110-6）。

　　ｂ　ケルセチンによる炎症関連分子の産生抑制
　脈絡膜新生血管形成を惹起する分子群、単球走化
因子 MCP-1、白血球接着分子 ICAM-1 量をケルセ
チン投与群と非投与群の RPE-choroid complex で
確認したところ、それらの分子群はケルセチン投与
によって抑制されることが明らかとなった（p<0.05, 
図 30110-7）。
　　ｃ　ケルセチンによるマクロファージ浸潤への
影響
　ケルセチンによるマクロファージ浸潤への影響を
検討した。ケルセチン非投与群（n=8）に比較して、
ケルセチン投与群（n=8）では F4/80 の mRNA 発
現が 42 ％低下した（p<0.05、図 30110-8）。更に、
抗 F4/80 抗体を用いた免疫染色で脈絡膜新生血管
近傍におけるマクロファージ数はケルセチン非投与
群（14.4 ± 1.3/1000µm2、 n=7）に比較してケルセ
チン投与群（8.6 ± 0.9/1000µm2、 n=10）では有意
に少なかった（p<0.01、 図 30110-8）。
　（エ）　イソフラボン及びケルセチンの眼底血流に

図 30110-5　レーザー照射によって増加する転写因子
Ets-1 の発現は、ゲニステイン投与によって抑制された

（＊，p<0.05; ＊＊，p<0.01）

図 30110-6　A: レーザー刺激７日後における代表的な脈絡膜新生血管
B: ケルセチン投与群（n=21）とケルセチン非投与群（n=11）の脈絡
膜新生血管面積（＊，p<0.05）
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対する効果の検討
　　ａ　イソフラボン摂取による眼底血流の変化
　健常成人ボランティア（5 名）における大豆イ
ソフラボンの眼底血流に与える影響を検討するた
め、大豆イソフラボン（ネイチャーメイド）0.25g
を朝 1 回 4 週間摂取させ、摂取開始前及び摂取開始
2、4 週後に LSFG による脈絡膜血流の評価を行っ
た。摂取開始 2 週において MBR 値は摂取開始前の
それに比べて 101.7％と軽度増加傾向を示したが、4
週の時点では 99.5％と減少傾向を示した。全観察期
間を通じて、統計学的有意な血流変化は観察されな
かった。
　　ｂ　ケルセチン摂取による眼底血流の変化
　ケルセチン群と非ケルセチン群における LSFG
を２群間で比較検討したが、摂取開始 2 週と 4 週の
時点における MBR 値はそれぞれ 103.6 ± 2.3％ vs. 
103.4 ± 7.1％及び 102.4 ± 1.4％ vs. 104.7 ± 8.4％

（摂取開始前の MBR 値を 100 とした場合）と両群
で軽度増加傾向を示したが、ケルセチン摂取による
脈絡膜循環の変化は認められなかった。

　エ　考　察
　（ア）　イソフラボン（ゲニステイン）による脈絡
膜血管新生抑制効果の検討
　本研究において、イソフラボン（ゲニステイン）
には脈絡膜血管新生に対する抑制効果があることが
明らかとなった。単球走化因子 MCP-1、白血球接
着分子 ICAM-1 がこの脈絡膜新生血管の形成に重
要であることはこれまでにも報告があるが、イソフ
ラボン（ゲニステイン）はこれらの分子を抑制する
ことでマクロファージの遊走を減少させ、その結果
として病的脈絡膜血管新生を阻害することが示され
た。MCP-1 や ICAM-1 は転写因子 Ets-1 によって
その発現を制御されているが、イソフラボン（ゲニ
ステイン）は Ets-1 発現を抑制するとの報告が過去
になされており 11, 12）、今回の検討でも同様の機序
が関連していたと推測される。また、Ets-1 は蛋白
分解酵素 MMP-9 を誘導するが、MMP-9 は IV 型コ
ラーゲンやラミニンなどの基底膜を構成する細胞外
マトリックスを分解し、血管新生や腫瘍細胞浸潤に
関与することが知られている分子である。MMP-9

図 30110-7　A: 白血球接着分子 ICAM-1
B: 単球走化因子 MCP-1 

脈絡膜血管新生に重要な炎症関連分子群がケルセチン投与によって抑制されている（＊，p<0.05; ＊＊，p<0.01）

図 30110-8　A: RPE-choroid complex における F4/80 の発現
B: 脈絡膜新生血管近傍における浸潤マクロファージ数
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が脈絡膜血管新生に重要であることもこれまで報告
がなされており 13, 14）、イソフラボン（ゲニステイ
ン）による同分子の発現低下も脈絡膜血管新生に対
する抑制効果に関連していたと考えられる。
　（イ）　ケルセチンによる脈絡膜血管新生抑制効果
の検討
　本研究において、ケルセチンには脈絡膜血管新生
に対する抑制効果があることが明らかとなった。イ
ソフラボン（ゲニステイン）と同様に、ケルセチン
も単球走化因子 MCP-1、白血球接着分子 ICAM-1
の発現低下とマクロファージの遊走を減少させる効
果が認められた。近年、ケルセチンには抗酸化スト
レス作用があることが相次いで報告されており、脈
絡膜血管新生の形成抑制も酸化ストレスに対する抗
作用が関連している可能性が高いと考えている。機
序については、今後更に検討の予定である。
　（ウ）　イソフラボン及びケルセチンの眼底血流に
対する効果の検討
　近年、滲出型加齢黄斑変性患者では脈絡膜におけ
る血流変化がその発症に関与することが示唆されて
いることは前述のとおりである。そこで、滲出型加
齢黄斑変性患者における脈絡膜血流量を増加させる
ことは同疾患に対する予防的介入につながると考え
た。しかしながら、本研究においては大豆イソフラ
ボン及びケルセチン摂取による脈絡膜血流増加の証
左は得られなかった。このことは、イソフラボン

（ゲニステイン）及びケルセチンによる脈絡膜血管
新生に対する抑制効果は、脈絡膜血流を介した機序
ではなく、本研究の動物実験で明らかとなった分子
機構について更に検討すべきであることを示唆して
いた。

　オ　今後の課題
　今後の課題は、1） ケルセチンによる脈絡膜血管
新生抑制効果の詳細な分子メカニズムを明らかとす
ること、そして 2） 滲出型加齢黄斑変性患者におけ
るケルセチン及びイソフラボンの抑制効果を検討す
ることである。

　カ　要　約
　本検討では、ケルセチン及びイソフラボンには脈
絡膜血管新生を抑制する効果があることが示され
た。ケルセチン及びイソフラボンともに単球走化因

子 MCP-1 や白血球接着分子 ICAM-1 などの分子を
抑制することでマクロファージの遊走を減少させる
効果が認められ、その結果として脈絡膜血管新生が
抑制されると推測された。
　本研究結果は、タマネギやダイズが機能性食品と
して滲出型加齢黄斑変性に対する抑制効果を有する
ことを示唆している。
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　研究担当者（石田　晋＊）

12　ドライアイに対するケルセチン及びイソフ
ラボンの有効摂取量を明らかにする研究
　ア　研究目的
　加齢とドライアイ疾患の関係は極めて大きく、加
齢により涙液の安定性及び分泌量が低下し、ドライ
アイが発症することが報告されている 1）。これら涙
液減少に対する機能性食品因子含有農作物の有効摂
取量を解明する研究開発はドライアイ疾患の新しい
予防療法、診断法を開発する上で重要と考えられ
る。そこでケルセチン及びイソフラボンの有効性濃
度を検討するために涙液への移行性を検討し、ヒト
におけるケルセチン及びイソフラボンの有効性と有
効摂取量を明らかにすることを最終目標とした。

　イ　研究方法
　（ア）　ケルセチン : 東京歯科大市川総合病院倫理
委員会承認済み （承認番号 : 273）
　健常人8名に対してケルセチン高含有タマネギ （月
交 24 号）及びケルセチン含有量が低いタマネギ （真
白）を使用した。試験開始前に簡単な眼科学的検査 

（ドライアイの診断項目である涙液量、涙液層破壊時
間、角膜上皮障害、自覚症状）及び涙液を採取し、5
日間タマネギ粉末を毎日摂取 （月交 24 号：100mg ケ
ルセチン /23mg 粉末、真白：6mg/23g、食事制限は
特に無し）した。最終日にタマネギ粉末摂取 2 時間
後に眼科的検査及び涙液を採取した。3 日間の休止
期間を設け、同一被検者にて別のタマネギで同一試
験を実施した。回収した涙液は酸化ストレスマーカー
である 8-OhdG 及び HEL の濃度を測定した。
　（イ）　イソフラボン : 東京歯科大市川総合病院倫
理委員会承認済み （承認番号 : 273）
　試験開始前に健常人 5 名に対して簡単な眼科学的
検査 （涙液量）及び涙液を採取した。14 日間大豆
芽茶 1 本（イソフラボン 25mg）を摂取し、最終日
の摂取 2 時間後に眼科的検査 （涙液量）及び涙液の
採取を実施した。

　ウ　研究結果
　（ア）　ケルセチン
　健常人 8 名でケルセチン濃度の違うタマネギ 2 種
類にて 5 日間の連続投与による効果を検証した。そ
の結果、健常人にて検討していることから涙液量、
角膜上皮障害及び自覚症状に変化は認められなかっ
た。しかし、涙液の質として重要である涙液層破壊
時間（BUT）が延長していた（図 30120-1）。この
結果は涙液が質的に変化し、質の良い涙液が保持さ
れた結果だと推察された。そこで涙液中の酸化スト
レスマーカー濃度 （8-OhdG 及び HEL）を検討した。
その結果、酸化ストレスマーカー濃度に変化は認め
られなかった （図 30120-2）。
　（イ）　イソフラボン
　健常人 5 名に対して 14 日間大豆芽茶 1 本（イソ
フラボン 25mg）を摂取による効果を検討した。そ
の結果、健常人では涙液量に変化が認められなかっ
た（図 30120-3）。しかしイソフラボンを 14 日間
摂取することにより涙液中の daizein の濃度が上昇
した。genistein、equol の濃度も上昇傾向にあった
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（図 30120-4）。

　エ　考　察
　ケルセチンの抗酸化作用は、加齢と酸化ストレス
が重要なリスクファクターであるドライアイ疾患に
おいても、その予防改善効果が期待され現在注目を
浴びている 2）。本研究結果から、ケルセチン及びイ
ソフラボンが涙液に移行することが明らかとなり、
様々な眼疾患に対して予防効果を発揮することが期
待される 3,4）。しかも、健常者による検討で涙液機
能に変化が認められたことは非常に興味深い。今後
は涙液が減少しており、涙液中の酸化ストレスが亢

図 30120-1　ケルセチン濃度の違うタマネギを摂取後の涙液機能の変化
　高ケルセチン含有のタマネギ（月交 24 号）を摂取した方が涙液の質に重要である涙液層破
壊時間 （BUT,d）の延長効果が示された。涙液量（a）、角膜上皮障害（b）及び自覚症状（c）
の変化は認められなかった。

図 30120-2　ケルセチン濃度の違うタマネギ摂取による涙液中の酸化ストレスマーカーの変化
　涙液中の酸化ストレスマーカー（8-OhdG、HEL）に変化が認められなかった。

図 30120-3�　14 日間のイソフラボン 25mg 摂取前後の
涙液貯留量の変化

　健常人に対して 14 日間のイソフラボン摂取では涙液
の貯留量に変化が認められなかった。
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進しているドライアイ患者において検討されること
に期待がかかる。更にケルセチンやイソフラボンを
含む食品を摂取することにより涙液に移行する濃度
も局所で有効性を示すのに十分な濃度であり、非侵
襲的に採取が可能である涙液を用いた診断方法、効
果予測への可能性を広げる。涙液中の濃度を指標に
介入試験への科学的エビデンスの蓄積を図り、涙液
中の濃度を指標に有効な摂取量を設定することによ
るドライアイの病態改善へ貢献することが可能と考
えられる。

　オ　今後の課題
　機能性食品因子の有効性の多くは動物レベルで報
告されているが、ヒトに対する効果を概算すると膨
大な量が必要になる場合や、どの程度摂取したら良
いかが不明な場合が多い。本研究の結果からタマネ
ギ及び大豆製品の摂取により製品に含まれる機能性
食品因子が涙液に移行し、涙液の質を向上させるこ
とが明らかとなった。しかもケルセチン摂取におい
てヒトにおける効果を発揮している濃度が明らかに
なったことから更なる発展に期待がかかる。今後は
涙液中のケルセチン濃度及びケルセチンの効果を予
想しうるバイオマーカーを指標に介入試験のコント
ロールが可能となる。一方でイソフラボンは女性に
高頻度で発症するシェーグレン症候群による重症な
ドライアイに対して大豆イソフラボンとその代謝物
のエクオールが持つ女性ホルモン様作用による有効
性及び予防効果に期待がかかる。涙液は非侵襲的に
採取できることから検査も容易であり実現性が十分
あり、シェーグレン症候群を始めとしたドライアイ

に対する診断・予防医学的アプローチが可能となる。

　カ　要　約
　ドライアイ疾患は加齢の影響を受け、涙液の安定
性及び分泌量が低下し、ドライアイが発症すること
が報告されている。そこでケルセチン及びイソフラ
ボンの有用性濃度を検討するために涙液への移行性
を検討し、ヒトにおけるケルセチン及びイソフラボ
ンの有効性を確認した。その結果、涙液へのケルセ
チン及びイソフラボンの移行性が確認された。健常
人にて検討していることから涙液量、角膜上皮障害
及び自覚症状に変化は認められなかったが、涙液の
質として重要である涙液層破壊時間が延長してい
た。これらの結果から、ケルセチン及びイソフラボ
ンの涙液への組織移行性を考慮した介入試験への科
学的エビデンスの蓄積を図り、有効な摂取量を設定
することが可能となる。

　キ　引用文献
 1） Tsubota K., Kawashima M., Inaba T., Dogru M., 

Ogawa Y., Nakamura S., Higuchi A. and Kawakita 
T. （2010） The era of antiaging ophthalmology 
comes of age: antiaging approach for dry eye 
treatment. Ophthalmic Res. 44（3）: 146-154.

 2） 稲葉隆明・島崎潤・坪田一男 （2011） ケルセチン
と眼疾患 . Functional Food 5 （2）: 139-143.

 3） Seddon J.M., Ajani U.A., Sperduto R.D., Hiller 
R., Blair N., Burton T.C., Farber M.D.,  Gragoudas 
E.S., Haller J. amd Miller D.T. （1994） Dietary 
carotenoids, vitamins A, C, and E, and advanced 

図 30120-4�　イソフラボンの 14 日間連続摂取による涙液中イソフラボン
濃度の変化

　 イ ソ フ ラ ボ ン 25mg を 14 日 間 連 続 摂 取 に よ り 涙 液 中 daizein、
genistein、equol 濃度が上昇した。＊＊；検出限界以下、＊；定量限界以下
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age-related macular degeneration. Eye Disease 
Case-Control Study Group. JAMA 272（18）: 1413-
1420.

 4） Age-Related Eye Disease Study Research 
Group （2001） A Randomized, Placebo-Controlled 
Clinical Trial of High-Dose Supplementation with 
Vitamins C and E, Beta Carotene and Zinc for 
Age-Related Macular Degeneration and Vision 
Loss: AREDS Report No. 8. Arch. Ophthalmol. 
119: 1417-1436.

　研究担当者（稲葉隆明＊、島崎　潤）

13　ケルセチンの脂質代謝改善効果の分子機構
解析
　ア　研究目的
　肝細胞、小腸細胞におけるケルセチンの脂質代謝
改善効果の分子機構について、培養細胞を用いてリ
ポタンパク質代謝、脂肪酸代謝、コレステロール代
謝関連遺伝子発現レベルの解析により明らかにす
る。ケルセチンが直接、各種核内受容体、関連因子
の活性を調節する分子機構についても解析を進め
る。また、ケルセチン並びにその類縁フラボイド間
で機能の差異を明らかにし、ケルセチンの構造で機
能に必須な部位について解析を進める。更に、ケル
セチンもしくはその代謝物が細胞内で特異的な分子
に結合して機能を発揮している可能性について、そ
の分子の探索を進める。

　イ　研究方法
　（ア）　ヒト肝がん細胞 Hep G2、並びにヒト小腸
上皮様細胞 Caco-2 を定法に従い、培養した。その
後、培地にケルセチンを 12.5、25、50、100 uM 添
加し、更に 24 時間培養後、細胞を回収し、総 RNA
を抽出した。リポタンパク質代謝関連遺伝子につい
て定量 PCR 法にて、mRNA 量を測定した。
　（イ）　血中のケルセチンの多くはグルクロン酸抱
合体で存在することから、培地にアグリコン、グル
クロン酸抱合型（quercetin-3-o-glucuronide）の２
種を添加し、遺伝子応答変化を解析した。
　（ウ）　ヒト apolipoprotein B 並びに C-III の遺伝
子発現がケルセチンにより有意に減少したことか

ら、それぞれのプロモーター領域をクローニング
し、ルシフェラーゼ遺伝子の上流に挿入し、レポー
ター遺伝子を作成した。このレポーター遺伝子を培
養細胞に導入し、培地へのケルセチン添加によるル
シフェラーゼ活性の変化を解析した。更に、プロ
モーター領域を順次短くし、この遺伝子応答変化に
必須なプロモーター領域の絞り込みを行った。
　（エ）　ヒト apolipoprotein B プロモーターの最も
短い領域について、この領域に結合する候補転写因
子として C/EBPb を見いだした。C/EBPb を過剰
発現させ、ルシフェラーゼアッセイを実施し、ケ
ルセチンによる低下効果を解析した。同時に、C/
EBPb 応答配列を複数回含む人工プロモーター用い
て同様の実験を行い、ケルセチンによる C/EBPb
転写活性抑制作用を解析した。
　（オ）　アフィニティービーズを用いた C/EBP と
ケルセチンの結合解析
　理化学研究所との共同研究でセファロースビーズ
にケルセチンを連結させたビーズを開発した。本化
合物ビーズは、UV 光を照射して化合物をビーズに
連結させる手法により調製されたものであり、官能
基非特異的に化合物を連結する事から、化合物の全
ての部位でタンパク質と相互作用ができる特徴を持
つ。ヒト小腸上皮様細胞株 Caco-2 を RIPA 液で可
溶化し、その遠心上清を試料とした。ケルセチン非
連結並びに連結ビーズのそれぞれと、Caco-2 細胞抽
出画分を 4℃、12 時間混合し、ビーズを数回洗浄し
た。その後に SDS-PAGE sample buffer で可溶化し、
SDS-PAGE に供した。その後、ウエスタンブロット
法にて、C/EBP の結合を検出した。ビーズと混合
する前の抽出物についても同様の検出を行った。
　（カ）　ケルセチンによるヒト apolipoporotein B
プロモーター領域への C/EBP 結合の影響
　ヒト小腸上皮様細胞 Caco-2 をケルセチン 100mM
を含む培地で 10 時間培養し、細胞を回収した。
DNA を回収し、断片化した後に抗 C/EBPb 抗体で
免疫沈降し、プロモーター特異的な primer を用い、
PCR を行った（ChIP assay）。ヒト apolipoporotein 
B プロモーター領域の C/EBP 結合領域を挟む
primer set と、その領域から３kb 上流のコントロー
ル領域を挟む primer set で PCR を行った。同様に、
抗アセチルヒストン H3（Lys9）抗体並びにコント
ロール IgG を用いて免疫沈降、PCR を行った。

─ 284 ─



　（キ）　ケルセチンによる C/EBPb 転写活性抑制
機構の解析
　上記の解析より、ケルセチンは C/EBPb の DNA
結合能に直接影響を与えないことが確認された。そ
こで、Gal4 DNA 結合領域の後方に C/EBPb を連
結させた融合タンパク質を細胞に発現させ、Gal4
結合配列を 5 回繰り返したレポーター遺伝子を同時
に発現させ、ルシフェラーゼアッセイを行った。融
合タンパク質を発現させ上昇したルシフェラーゼ活
性に対して、培地にケルセチンを添加し、濃度上昇
に伴いルシフェラーゼ活性の変化を追跡した。

　ウ　研究結果
　（ア）　培養肝細胞、小腸細胞のいずれにおいて
も、ケルセチン添加により apolipoprotein B 並びに
C-III の mRNA の低下が認められた。図 30130-1 に
分化させたヒト小腸上皮様細胞 Caco-2 を種々の濃
度のケルセチンを含む培地で 24 時間培養した際の、
遺伝子発現変動を示した。25uM を超える濃度で、
容量依存的に遺伝子発現低下が確認された。
　（イ）　培養肝細胞、小腸細胞を、ケルセチンもし
くは quercetin-3-o-glucuronide を含む培地で培養し
た結果、ケルセチンでのみ apolipoprotein B 並びに
C-III の mRNA の低下が認められた。従って、両細
胞ともに、グルクロン酸型を直接細胞内に取り込む
機能は低く、またグルクロン酸遊離酵素の分泌能も
低いことが推測された。
　（ウ）　ヒト apolipoprotein B 遺伝子の転写開始点

上流 1.8kb を含む領域、apolipoprotein C-III の上流
1.1kb を含むレポーター遺伝子を構築し、実験に供
した。その結果、いずれのレポーターにおいても培
地へのケルセチン添加でルシフェラーゼ活性の低下
が認められ、内因性の遺伝子発現抑制を再現する
ことができた。上流領域を次第に短くしたレポー
ターを作成し、実験を行ったところ、それぞれのプ
ロモーター領域でケルセチンの作用により応答す
ると考えられる領域を狭めることに成功した（図
30130-2）。
　（エ）　この領域に結合する転写因子として C/
EBPβ を同定した。ヒト apolipoprotein B プロモー
ターの最も短い領域について、C/EBPβ を過剰発現
させるとルシフェラーゼ発現が上昇する事を確認し
た。また、この上昇をケルセチンは有意に抑制し
た。同時に、C/EBPβ 応答配列を複数回含む人工プ
ロモーター用いて同様の実験を行い、ケルセチン
による C/EBPβ 転写活性抑制作用を確認した（図
30130-3）。
　（オ）　アフィニティービーズを用いた C/EBP と
ケルセチンの結合解析
　理化学研究所との共同研究でセファロースビーズ
にケルセチンを連結させたビーズを開発した。本化
合物ビーズは、UV 光を照射して化合物をビーズに
連結させる手法により調製されたものであり、官能
基非特異的に化合物を連結する事から、化合物の全
ての部位でタンパク質と相互作用ができる特徴を持
つ。ヒト小腸上皮様細胞株 Caco-2 を RIPA 液で可

図 30130-1�　各種ケルセチン濃度による apolipoprotein 
B、C-III mRNA 低下効果

1）横軸　ケルセチン濃度
2）縦軸　mRNA レベル

図 30130-2�　ヒト apolipoprotein B プロモーター領域の
解析

1）横軸　プロモーター領域
2）縦軸　ルシフェラーゼ活性相対値
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溶化し、その遠心上清を試料とした。ケルセチン非
連結並びに連結ビーズのそれぞれと、Caco-2 細胞
抽出画分を 4℃、12 時間混合し、ビーズを数回洗浄
した。その後に SDS-PAGE sample buffer で可溶化
し、SDS-PAGE に供した。その後、ウエスタンブ
ロット法にて、C/EBPb の結合を検出した。ビーズ
と混合する前の抽出物についても同様の検出を行っ
た。ケルセチンを連結させたビーズにのみ、C/
EBPb の結合が確認された。
　（カ）　ケルセチンは C/EBPb のヒト apolipoporotein
B プロモーター領域への結合を抑制しない
　ケルセチンによる apolipoporotein B 遺伝子発現
抑制は、C/EBPb による転写の抑制を介したもので
あることを昨年度明らかにした。この作用は、ケ
ルセチンが C/EBPb に結合し、その DNA 結合能
を低下させることが想定された。Caco-2 細胞をケ
ルセチン 100mM 含む培地で 10 時間培養し、DNA
を回収した。そこで、ChIP assay により、ヒト
apolipoporotein B プロモーター領域への C/EBPb
結合をケルセチンが変動させるかについて解析を
行った。C/EBPb 結合領域を挟む primer set とそ
の 3kb 上流の無関係領域を挟む primer set を用い
て PCR を行った。その結果、ヒト apolipoporotein 
B プロモーター領域への C/EBPb 結合をケルセチ
ンは変化させなかった。
　（キ）　ケルセチンは C/EBPb の転写活性を抑制

する
　上記（カ）の解析により、ケルセチンは C/EBPb
の DNA 結合能に変化を与えないことが明らかに
なった。そこで、Gal4 DNA 結合領域の後方に C/
EBPb を連結した融合タンパク質を細胞に発現させ
た。同時に、Gal4 結合配列を複数回含むレポーター
遺伝子を発現させ、ケルセチンを培地に添加し、ル
シフェラーゼ活性低下効果を解析した。その結果、
ケルセチンの濃度に応じてルシフェラーゼ活性の低
下が認められた。すなわち、C/EBPb にケルセチン
が結合し、その結果として転写を制御する因子のリ
クルートを阻害し、転写活性を抑制することが考え
られた。

　エ　考　察
　（ア）　培養肝細胞、小腸細胞のいずれにおいて
も、ケルセチン添加により apolipoprotein B 並びに
C-III の mRNA の低下が認められた。両方の遺伝子
の発現を制御する転写因子活性をケルセチンが抑制
することが推察された。この知見はケルセチンの効
果を示した複数の論文の結果を良好に説明しうるも
のと評価できる 1, 2）。
　（イ）　培養肝細胞、小腸細胞を、ケルセチンもし
くは quercetin-3-o-glucuronide を含む培地で培養し
た結果、ケルセチンでのみ apolipoprotein B 並びに
C-III の mRNA の低下が認められた。配糖体の培養

図 30130-3　ヒト apolipoprotein B プロモーター領域（-73 - +42b）並びに C/
EBP 応答配列含有レポーターを用いたレポーターアッセイの結果

1）横軸　ケルセチンの有無
2）縦軸　ルシフェラーゼ活性相対値
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細胞への取り込み活性が低いことを考えると、ケル
セチンは細胞内に取り込まれてから標的分子の機能
を変換させ機能しているものと考えられる。
　（ウ）　ヒト apolipoprotein B 遺伝子の転写開始点
上流 1.8kb を含む領域を次第に短くしたレポーター
を作成し、実験を行ったところ、ケルセチンの作用
により応答すると考えられる領域を狭めることに成
功した。この領域の配列から、転写因子 C/EBP が
その転写に関与していることが強く示唆された。
　（エ）　ヒト apolipoprotein B プロモーターの最も
短い領域について、C/EBPb を過剰発現させるとル
シフェラーゼ発現が上昇する事を確認した。また、
この上昇をケルセチンは有意に抑制した。同時に、
C/EBPb 応答配列を複数回含む人工プロモーター
を用いて同様の実験を行い、ケルセチンによる C/
EBPb 転写活性抑制作用を確認した。以上の知見よ
り、ケルセチンは C/EBPb 活性を抑制する効果を
持つものと考えられる。
　（オ）　セファロースビーズにケルセチンを連結さ
せたビーズにのみ、C/EBPb の結合が確認された。
この知見より、ケルセチンは細胞内において C/
EBPb に直接結合し、その活性を抑制することが示
唆された。
　（カ）　ChIP assay により、ヒト apolipoporotein 
B プロモーター領域への C/EBPb 結合をケルセチ
ンが変動させるかについて解析を行った。C/EBPb
結合領域を挟む primer set とその 3kb 上流の無関
係領域を挟む primer set を用いて PCR を行った。
その結果、ヒト apolipoporotein B プロモーター領
域へのC/EBPb結合をケルセチンは変化させなかっ
た。したがって、ケルセチンの結合は C/EBPb の
DNA 結合には影響を及ぼさないことが判明した。
　（キ）　C/EBPb にケルセチンが結合し、その結果
として転写を制御する因子のリクルートを阻害し、
転写活性を抑制することが考察された。

　オ　今後の課題
　（ア）　in vivo において、小腸、肝臓のいずれの
臓器で当該機構が顕著に働くのかについて、更なる
解析が必要である。
　（イ）　 C/EBPb に直接結合し、その活性を抑制す
るケルセチンの作用は、他の遺伝子発現にどのよう
な影響を及ぼすかについて更なる検討が必要である。

　カ　要　約
　（ア）　培養肝細胞、小腸細胞においてケルセチン
は、apolipoporotein B の遺伝子発現を顕著に抑制
する。
　（イ）　apolipoporotein B のプロモーター解析の
結果、C/EBPb 結合配列がこの調節に必須な領域で
あることが判明した。そして、実際、C/EBPb を過
剰発現させると apolipoporotein B のプロモーター
活性は上昇し、更にケルセチンはそれを抑制した。
　（ウ）　ケルセチン連結ビーズを用いて C/EBPb
との結合を明らかにした。
　（エ）　ケルセチンによる C/EBPb 転写活性の抑
制は、転写を促進する共役因子等のリクルートを低
下させることに起因することが明らかになった。

　キ　引用文献
 1） Arai Y, Watanabe S, Kimira M, Shimoi K, 

Mochizuki R, Kinae N. （2000） Dietary intakes of 
flavonols, flavones and isoflavones by Japanese 
women and the inverse correlation between 
quercetin intake and plasma LDL cholesterol 
concentration. J. Nutr. 130: 2243–2250. 

 2） Kobori M, Masumoto S, Akimoto Y, Oike 
H. （2011） Chronic dietary intake of quercetin 
alleviates hepatic fat accumulation associated 
with consumption of a Western-style diet in C57/
BL6J mice. Mol. Nutr. Food. Res. 55（4）: 530-540. 

　研究担当者（佐藤隆一郎＊）

14　統合オミクス解析によるイソフラボン・ケ
ルセチンの機能性の網羅的解析
　ア　研究目的
　大豆に多く含まれるイソフラボン及びタマネギを
はじめとする野菜類に多く含まれるケルセチンは、
いずれも主要なフラボノイドであり、メタボリック
シンドローム等の生活習慣病や加齢に伴う疾患の予
防 ･ 軽減に寄与することが期待されている。これら
成分の有効性は明らかになりつつあるが、その作用
メカニズムについては不明な点が多い。そこで、こ
れらの作用機構の理解の手段としてトランスクリプ
トミクス、メタボロミクスの技術を用いたオミクス
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解析により、その作用機構や未知の機能について網
羅的かつ包括的に解析することを目的とした。

　イ　研究方法
　（ア）　ゲニステイン及びケルセチンの摂取が廃用
性筋萎縮に及ぼす影響について
　Wistar ラットを 3 群に分け、標準食（AIN-93G）、
ゲニステイン（0.05％）添加食及びケルセチン

（0.1％）添加食を自由摂取させた。2 週間後に片肢
の坐骨神経切除し（Denervation）、もう一方の肢
には Sham 処置を行った。坐骨神経切除 7 日後に小
動物用 X 線 CT 装置により筋肉量を、10 日後には
屠殺を行い腓腹筋、ヒラメ筋及び前脛骨筋の筋重
量を測定し、筋重量低下率（低下率 =（1-Den 肢重
量 /Sham 肢重量）× 100）を群間で比較した（図
30140-1）。リアルタイム PCR 及び DNA マイクロ
ア レ イ（Rat Genome 230 2.0 Array, Affymetrix）
によりヒラメ筋の遺伝子発現解析を行った。
　（イ）　ゲニステイン、ダイゼイン及びケルセチン
の摂取が高脂肪食摂取による代謝異常に及ぼす影響
について
　C57BL/6J マウスを 5 群に分け、通常食（10％ 
kcal fat）、高脂肪食（45％ kcal fat）、ゲニステイン

（0.05％）添加高脂肪食、ダイゼイン（0.05％）添
加高脂肪食及びケルセチン（0.1％）添加高脂肪食
で 20 週間飼育した。体重、摂食量、耐糖能（糖負
荷試験）、インスリン感受性（インスリン負荷試験）
及び血液生化学検査（血糖値、インスリン濃度、血
清脂質濃度等）を測定すると共に、血液中及び肝臓
中のチオバルビツール反応物質（TBARS）の測定
を行った。

　（ウ）　ケルセチン摂取が西洋型食摂取による代謝
異常に及ぼす影響について
C57BL/6J マ ウ ス を 3 群 に 分 け、 通 常 食（AIN-
93G）、 西 洋 型 食（ 表 30140-1） 又 は ケ ル セ チ ン

（0.1％）添加西洋型食で 8 週間飼育した。体重、
摂食量、耐糖能（糖負荷試験）、インスリン感受
性（インスリン負荷試験）及び糖新生能（ピルビ
ン酸負荷試験）を測定すると共に、肝臓中の網羅
的遺伝子発現解析（DNA マイクロアレイ , Mouse 
Genome 430 2.0 array, Affymetrix）及びメタボロー
ム解析（Human Metabolome Technologies に委託）
を行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　ゲニステイン及びケルセチンの摂取が廃用
性筋萎縮に及ぼす影響について 1）

　 ヒ ラ メ 筋 湿 重 量 は 全 て の 群 に お い て、
Denervation により有意に低下した。その筋重量
低下率は標準食摂取群に比べ、ゲニステイン及び
ケルセチン摂取群において有意に低く、ヒラメ
筋萎縮を抑制した。リアルタイム PCR の結果よ
り、Denervation による Atrogin1 及び Murf1 の発
現量の増加はゲニステイン及びケルセチン摂取に
より抑制された。DNA マイクロアレイの結果を
Ingenuity Pathway Analysis（IPA）により解析し
た所、Denervation により変動した Atrogin1 及び
Murf1 の上流遺伝子の中でゲニステイン摂取によ
り変動した遺伝子は 3 個であった。この三つの遺
伝子の発現量は神経切除により増加し、ゲニステ
インの摂取はその増加を抑制した。また、IPA の
Transcription Factor Analysis を用いて解析を行っ

図 30140-1　ラット飼育条件

表 30140-1　AIN-93G 及び西洋型食の飼料組成
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た結果、ゲニステイン摂取により幾つかの転写因子
の標的遺伝子が多数変動していることが明らかと
なった。
　（イ）　ゲニステイン、ダイゼイン及びケルセチン
の摂取が高脂肪食摂取による代謝異常に及ぼす影響
について 1）

　高脂肪食摂取により、体重増加、耐糖能異常、イ
ンスリン抵抗性、血清コレステロールの上昇及び
TBARS の上昇等が認められた。この変化に対して
ゲニステイン、ダイゼイン及びケルセチンの摂取は
血清 TBARS を有意に減少させた。又、ケルセチン
摂取群では高脂肪食群に比べ、肝臓中 TBARS の低
下も認められた。一方、体重増加や耐糖能異常やイ
ンスリン抵抗性、高コレステロール血症等の糖・脂
質代謝に対してはゲニステイン、ダイゼイン及びケ
ルセチン摂取による影響は改善する傾向がみられた
が、その作用は弱かった。
　（ウ）　ケルセチン摂取が西洋型食摂取による代謝
異常に及ぼす影響について 1）

　ケルセチンの摂取は西洋型食摂取による体重増加
及びインスリン抵抗性には影響しなかったが、西洋
型食摂取による耐糖能異常や糖新生亢進に対しては
ケルセチン摂取による改善作用が認められた。肝臓
での DNA マイクロアレイの結果より、解糖系及び
糖新生経路に着目し変動遺伝子の探索を行ったとこ
ろ、ケルセチン摂取は解糖系律速酵素の発現増加や
糖新生律速酵素の発現減少が明らかとなった。ま
た、IPA を用いて西洋型食及びケルセチン摂取に
より変動したパスウェイを抽出した結果、パスウェ
イ A が挙がった。このパスウェイ A の遺伝子群は
西洋型食摂取群とケルセチン摂取群で反対の挙動を
示していた。また、メタボローム解析の結果より、
ケルセチン摂取は抗酸化作用に関わる代謝物を変動
させる傾向にある事が明らかとなった。

　エ　考　察
　（ア）　ゲニステイン及びケルセチンの摂取が廃用
性筋萎縮に及ぼす影響について
　ゲニステイン及びケルセチンの摂取は坐骨神経切
除による筋重量の低下を抑えることが明らかとなっ
た。Atrogin1 と Murf1 は筋萎縮に関与する遺伝子
であることが報告されており 2）、ゲニステイン及び
ケルセチンの筋萎縮抑制作用に Atrogin1 と Murf1

の発現抑制が関与していることが考えられた。ま
た、DNA マイクロアレイの結果より、ゲニステイ
ンの摂取は幾つかの転写因子の標的遺伝子を多数変
動させたことから、今後、ゲニステイン摂取に関わ
る転写因子について検討する必要がある。
　（イ）　ゲニステイン、ダイゼイン及びケルセチン
の摂取が高脂肪食摂取による代謝異常に及ぼす影響
について
　ゲニステイン、ダイゼイン及びケルセチンの摂取
は酸化ストレスの指標である血清 TBARS を減少さ
せる効果が認められ、これらフラボノイド摂取によ
る抗酸化作用が確認された。高脂肪食摂取等により
誘導された酸化ストレスは糖・脂質代謝異常を増悪
化させると考えられているが 3）、高脂肪食摂取によ
る体重増加や耐糖能異常等に対するゲニステイン、
ダイゼイン及びケルセチンの顕著な効果は認められ
ず、これらフラボノイド摂取による抗酸化作用は
糖・脂質代謝改善作用を改善する程度ではないこと
が示唆された。
　（ウ）　ケルセチン摂取が西洋型食摂取による代謝
異常に及ぼす影響について
　ケルセチン添加食を 8 週間摂取させることによ
り、西洋型食摂取による耐糖能異常及び糖新生亢進
作用を改善することが明らかとなった。DNA マイ
クロアレイの結果から、解糖系律速酵素の発現増加
や糖新生律速酵素の発現減少が明らかとなり、ケル
セチンによる糖代謝改善作用にこれら遺伝子の発現
変動が関与していることが考えられた。また、ケル
セチン摂取により認められたパスウェイ A 遺伝子
群の発現変動は p53 により制御されていることが
報告されている 4-6）。p53 の活性制御は解糖系を亢
進させることが報告されており、ケルセチンによる
耐糖能改善作用に p53 の関与が示唆された。

　オ　今後の課題
　（ア）　ゲニステイン及びケルセチンの摂取が廃用
性筋萎縮に及ぼす影響について
　ケルセチン摂取は坐骨神経切除による筋重量の低
下や Atrogin1 や Murf1 の発現上昇を抑制した。一
方でケルセチンは強い抗酸化作用を示すことが報告
されているが、これらの抗酸化作用が筋萎縮抑制作
用に関与しているかは明らかではない。そこで今後
は、ケルセチン摂取による廃用性筋萎縮抑制作用へ

─ 289 ─



の抗酸化作用の関与について明らかにする必要があ
る。
　（イ）　ケルセチン摂取が西洋型食摂取による代謝
異常に及ぼす影響について
　ケルセチン摂取により西洋型食摂取による糖代謝
異常を改善することが明らかとなったが、代謝物量
は顕著な変動を示さなかった。今回得た肝臓サンプ
ルは絶食 2 時間後のサンプルであり、代謝物量は恒
常性を保つために一定濃度に保たれたサンプルと考
えられる。代謝物量の変化を捉えるには代謝が活発
な状態でサンプルを得ることが重要であると考えら
れ、今後飼料摂取直後のサンプルを得ることで、よ
り顕著な代謝物の変動が捉えられると考えられる。

　カ　要　約
　（ア）　ゲニステイン及びケルセチンの摂取が廃用
性筋萎縮に及ぼす影響について
　0.05％ゲニステイン添加食及び 0.1％ケルセチン
添加食の摂取は坐骨神経切除による筋萎縮を抑制
し、その作用には Atrogin1 及び Murf1 の発現上
昇抑制作用が関与していると考えられた。また、
DNA マイクロアレイの結果よりゲニステインの摂
取による筋萎縮抑制作用には幾つかの転写制御因子
の関与が考えられた。
　（イ）　ゲニステイン、ダイゼイン及びケルセチン
の摂取が高脂肪食摂取による代謝異常に及ぼす影響
について
　ゲニステイン、ダイゼイン及びケルセチンの摂取
は高脂肪食摂取による血清酸化ストレスマーカーの
上昇を抑制することが明らかとなり、抗酸化作用が
確認された。一方で、高脂肪食摂取による糖・脂質
代謝異常へのゲニステイン、ダイゼイン及びケルセ
チンの摂取の作用は弱いことが明らかとなった。
　（ウ）　ケルセチン摂取が西洋型食摂取による代謝
異常に及ぼす影響について
　西洋型食摂取による耐糖能異常及び糖新生亢進作
用をケルセチン摂取が抑制することが明らかとなっ
た。これには解糖系律速酵素の発現増加や糖新生律
速酵素の発現減少が関与していることが考えられた。

　キ　引用文献
 1）青山 晋也 （2014） 生活習慣病と筋萎縮に対する

フラボノイドの予防機能及びその作用機構に関す

る研究 . 東京大学大学院農学生命科学研究科博士
論文 .

 2） Bodine SC, et al. （2001） Identification of 
ubiquitin ligases required for skeletal muscle 
atrophy. Science 294（5547）: 1704-1708.

 3） Bloch-Damti, A., and Bashan, N. （2005） 
Proposed mechanisms for the induction of insulin 
resistance by oxidative stress. Antioxid Redox 
Signal. 7（11-12）: 1553-1567.

 4） Bensaad, K., Tsuruta, A., Selak, M.A., Vidal, 
M.N., Nakano, K., Bartrons, R., Gottlieb, E., and 
Vousden, K.H. （2006） TIGAR, ap53-inducible 
regulator of glycolysis and apoptosis. Cell 126（1）: 
107-120.

 5） Kondoh H, Lleonart ME, Gil J, Wang J, Degan 
P, Peters G, Martinez D, Carnero A, Beach D. 

（2005） Glycolytic enzymes can modulate cellular 
life span. Cancer Res. 65（1）: 177-185.

 6） Schwartzenberg-Bar-Yoseph F, Armoni M, 
Karnieli E. （2004） The tumor suppressor p53 
down-regulates glucose transporters GLUT1 and 
GLUT4 gene expression. Cancer Res. 64（7）: 
2627-2633.

　研究担当者（加藤久典＊）

15　ケルセチンの長期摂取による安全性及び有
効性の解析
　ア　研究目的
　機能性成分を高含有する農産物の生活習慣病予防効
果を明らかにするに当たり、機能性成分を多量に、あ
るいは長期に摂取した場合の安全性を明らかにするこ
とは必須である。ダイズイソフラボンの安全な一日摂
取目安量は既に食品安全委員会により示されており、
ケルセチンは高濃度摂取において比較的安全性が高い
ことが明らかになっているが、ケルセチンを長期摂取
した場合の安全性については、ほとんど報告されてい
ない。そこで、マウスを用いてケルセチンの長期摂取
における安全性を肝臓の遺伝子発現解析等により評価
する。また併せて、タマネギケルセチンの西洋型食摂
取に及ぼす有効性等を解明することにより、ケルセチ
ン及びケルセチンを含む農産物の長期摂取による安全
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性及び有効性を明らかにする。

　イ　研究方法
　（ア）　ケルセチンの長期摂取及び過剰摂取による
安全性及び有効性の解析　　
　　 ａ　C57BL/6J マ ウ ス に、 標 準 食 で あ る
AIN93G または 0.05％ケルセチン含有標準食を 20
週間摂取させた後、体重、組織重量、血液成分等を
測定した。また、DNA マイクロアレイを用いて、
肝臓の遺伝子発現解析を行った。更に、脂肪組織の
酸化ストレスマーカー（チオバルビツール酸反応物
質（TBARS））及びアディポカインの遺伝子発現を
測定して、高脂肪、高コレステロール、高ショ糖食
である西洋型食を摂取したマウス及び 0.05％ケルセ
チン含有西洋型食を摂取したマウスと比較した。
　　 ｂ　C57BL/6J マ ウ ス に、 標 準 食 で あ る
AIN93G、0.05％または 1％ケルセチン含有標準食
を 20 週間摂取させた後、体重、組織重量、血液成
分等を測定した。また、DNA マイクロアレイを用
いて、肝臓の遺伝子発現解析を行った。更に、肝臓
の抗酸化酵素等の発現や酸化ストレスマーカーを測
定した。また、BALB/c マウスに 0.1-1％フロリジ
ン含有標準食を 2 週間摂取させ、体重、血糖値、肝
臓の遺伝子発現解析等を行って、ケルセチンの作用
と比較した。
　（イ）　タマネギケルセチン配糖体の有効性の解析
ケルセチン配糖体であるケルセチン 3,4’- ジグルコ

シド及びケルセチン 4’- グルシドは、第 2 項の課題
において、タマネギより精製した。C57BL/6J マウ
スに、標準食、西洋型食または 0.05％ケルセチン配
糖体含有西洋型食を長期摂取させ、体重、組織重量
及び血液成分等を測定した。
　（ウ）　ケルセチンの長期摂取による脂肪組織の遺
伝子発現改作用の解析
　C57BL/6J マウスに、標準食、西洋型食（高脂肪、
高コレステロール、高ショ糖食）及び 0.05％ケル
セチン含有西洋型食を 18 週間摂取させた後、DNA
マイクロアレイを用いて、脂肪組織の遺伝子発現解
析を行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　ケルセチンの長期摂取及び過剰摂取による
安全性及び有効性の解析
　　ａ　0.05％ケルセチン含有標準食を 20 週間摂
取したマウスは、体重、内臓脂肪重量、血糖値、血
漿インスリン濃度、血漿総コレステロール濃度、血
漿遊離脂肪酸濃度及び血漿トリグリセリド濃度のい
ずれにおいても、標準食を摂取したマウスと有意
差はなく、ケルセチンによる悪影響は認められな
かった（表 30150-1）。また、肝臓、膵臓及び腎臓
の重量にも有意差は認められなかった。DNA マイ
クロアレイを用いた肝臓の遺伝子発現解析の結果、
0.05％ケルセチン含有標準食を摂取したマウスで
は、標準食を摂取したマウスと比べて数十の遺伝子

表 30150-1�　0.05％ケルセチンは標準食を摂取した正常マウスの体
重、脂肪重量及び血液成分濃度に悪影響を及ぼさない

C57BL/6J マウスに標準食または 0.05％ケルセチン含有標準食
（標準食＋ケルセチン）を 20 週間摂取させた後、体重、内臓脂
肪重量及び血液成分濃度を測定した。数値は各群 6 匹の平均値
±標準誤差で示した。また標準食群及びケルセチン含有標準食
群で有意差はなかった。
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発現が 2.5 倍以下の割合で増加または減少していた
が、悪影響が懸念される遺伝子発現変化は認められ
なかった（図 30150-1）。0.05％ケルセチンは西洋型
食で誘導される脂肪組織の酸化ストレスを軽減し、
標準食においても弱い酸化ストレス抑制効果を示し
た（図 30150-2）。
　　ｂ　0.05％に加えてより高濃度の 1％ケルセチ
ン含有標準食を 20 週間摂取したマウスの体重、内
臓脂肪重量、血糖値、血漿総コレステロール濃度、
血漿遊離脂肪酸濃度及び血漿トリグリセリド濃度を
測定した結果、1％ケルセチン含有標準食において
も、標準食を摂取したマウスとの有意差はなく、ケ
ルセチンによる悪影響は認められなかった。また、
肝臓、膵臓及び腎臓の重量にも有意差は認められな
かった。合わせて肝臓の酸化ストレスマーカーであ
るマロンジアルデヒド（MDA）を測定した結果、
1％ケルセチン含有標準食において、有意な酸化ス
トレス抑制効果が認められた。
　一方、0.5％または 1％フロリジンを含む飼料を 2
週間摂取したマウスでは血糖値の低下が認められ、
肝臓ではクエン酸回路及び糖新生等に関わる遺伝子
発現抑制された。これらのことから、高濃度のフロ
リジンは糖吸収を抑制して血糖値を低下させると考
えられた 1）。
　（イ）　タマネギケルセチン配糖体の有効性の解析
　タマネギより精製したケルセチン配糖体 0.05％を
含む西洋型食をマウスに継続摂取させた結果、体重
増加、脂肪組織重量、血中インスリン濃度等の有意
な改善は認められなかったが、12 週以降に西洋型
食による血糖値の上昇が抑制された。
　（ウ）　ケルセチンの長期摂取による脂肪組織の遺

伝子発現改作用の解析
　C57BL/6J マ ウ ス に、 標 準 食、 西 洋 型 食 及 び
0.05％ケルセチン含有西洋型食を 18 週間摂取させ
た後、DNA マイクロアレイを用いて、脂肪組織
の遺伝子発現解析を行った結果、西洋型食により
3792 遺伝子の発現が有意に変動した。また、この
うち 1345 遺伝子の発現がケルセチンにより改善さ
れ、コントロールに近づくことが明らかになった。
ケルセチンで発現が改善される 1345 遺伝子の生物
学的機能（Biological function）を解析した結果、
主に免疫系細胞の機能や維持及び炎症反応等に関わ
る遺伝子発現が改善されたことが明らかになった

（表 30150-2）。一方、西洋型食を摂取したマウスの
脂肪組織において、抗酸化酵素であるグルタチオン
ペルオキシダーゼ及びカタラーゼの発現は低下した
が、ケルセチンはこれらの遺伝子発現を上昇させた

（図 30150-3）。

　エ　考　察
　（ア）　ケルセチンの長期摂取及び過剰摂取による
安全性及び有効性の解析
　0.05％又は 1％ケルセチン食の 20 週間摂取によ
り、C57BL/6J マウスの体重、組織重量、血液成分

図 30150-1�　ケルセチンにより肝臓で有意に発現変化し
た遺伝子のヒートマップ

　マウスに標準食または 0.05％ケルセチン含有標準食
を 20 週間摂取させた後、DNA マイクロアレイを用い
て肝臓の遺伝子発現解析を行い、有意に発現が増加し
た遺伝子を赤、発現が減少した遺伝子を青出示した。

図 30150-2�　ケルセチンはマウス内臓脂肪組織の酸化ス
トレスを抑制する

　マウスに標準食、西洋型食、0.05％ケルセチン含有西
洋型食（西洋型食＋ケルセチン）及び 0.05％ケルセチ
ン含有標準食（標準食＋ケルセチン）を 20 週間摂取さ
せた後、内臓脂肪組織のチオバルビツール酸反応物質

（TBARS）を測定した。
グラフはは各群 6 匹の平均値±標準誤差で示し、異な
るアルファベット間は統計学的に有意差（ｐ＜ 0.05％）
があることを示す。
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及び肝臓の遺伝子発現プロファイルに安全性が懸念
される変化は認められず、肝臓及び脂肪組織の酸化
ストレスは抑制された。ケルセチンは長期摂取及び
過剰摂取において比較的安全で、弱い酸化ストレス
軽減効果を示すと考えられる。
　（イ）　タマネギケルセチン配糖体の有効性の解析
タマネギより精製したケルセチン配糖体はマウスに
西洋型食で誘導される血糖値の上昇を抑制したが、
ケルセチン配糖体摂取群の個体数が 5 匹と少なかっ
たことから、体重増加、脂肪組織重量、血中インス
リン濃度等の有意な改善は認められなかった。しか
し、西洋型食による血糖値の上昇が明らかに抑制さ
れることから、タマネギより精製したケルセチン配
糖体においても、肥満、メタボリックシンドローム
の改善効果が期待できる。
　（ウ）　ケルセチンの長期摂取による脂肪組織の遺
伝子発現改作用の解析

　ケルセチンは脂肪組織において、西洋型食で誘導
される炎症反応等に関わる遺伝子発現変化を改善す
ると共に、西洋型食で抑制される抗酸化酵素の発現
を誘導した。これらのことから、ケルセチンの肥
満、メタボリックシンドロームの改善に、脂肪組織
で誘導される炎症及び酸化ストレスの抑制が関与す
ると考えられる。

　オ　今後の課題
　（ア）　ケルセチンの長期摂取及び過剰摂取による
安全性及び有効性の解析
　肝臓以外の組織遺伝子発現等に及ぼす影響を明ら
かにする必要がある。
　（イ）　タマネギケルセチン配糖体の有効性の解析
　タマネギケルセチン配糖体の肥満及びメタボリッ
クシンドローム改善効果を明らかにするためには、
摂取群の個体数を増やして検討を行う必要がある。

表 30150-2　ケルセチンで有意に発現が改善される遺伝子が関与する生物学的機能の Top5

図 30150-3�　ケルセチンは西洋型食による肥満マウスの精巣上体脂肪組織において抗酸化
酵素の発現を誘導する

　マウスに標準食（Control）、西洋型食（WD）及び 0.05％ケルセチン含有西洋型食
（WD+Q）を 18 週間摂取させた後、抗酸化酵素であるグルタチオンペルオキシダーゼ
（Gpx1）及びカタラーゼ（Catalase）の発現を測定した。グラフは各群 9 匹の平均値±標
準誤差で示し、異なるアルファベット間は統計学的に有意差（ｐ＜ 0.05％）があることを
示す。
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　（ウ）　ケルセチンの長期摂取による脂肪組織の遺
伝子発現改作用の解析
　ケルセチンが脂肪組織等の遺伝子発現に及ぼす影
響を明らかにすると共に、組織化学的及び生化学的
解析を行うことにより、ケルセチンの肥満・メタボ
リックシンドローム改善作用の作用機構の解明が期
待できる。

　カ　要　約
　（ア）　ケルセチンの長期摂取及び過剰摂取による
安全性及び有効性の解析
　C57BL/6J マウスに 0.05％又は 1％ケルセチンを
添加した標準食を 20 週間摂取させた結果、体重、
組織重量、血液成分及び肝臓の遺伝子発現プロファ
イルに安全性が懸念される変化は認められず、肝臓
及び脂肪組織において弱い酸化ストレス抑制効果を
示すことが明らかになった。
　（イ）　タマネギケルセチン配糖体の有効性の解析
　タマネギより精製したケルセチン配糖体 0.05％を
含む西洋型食をマウスに継続摂取させた結果、12 週
以降に西洋型食による血糖値の上昇が抑制された。
　（ウ）　ケルセチンの長期摂取による脂肪組織の遺
伝子発現改作用の解析
　C57BL/6J マ ウ ス に、 標 準 食、 西 洋 型 食 及 び
0.05％ケルセチン含有西洋型食を 18 週間摂取させ
た結果、ケルセチンは西洋型食で誘導される脂肪組
織の遺伝子発現変化のうち、主に免疫系細胞の機能
や維持及び炎症反応等に関わる遺伝子発現を改善し
た。また、ケルセチンは西洋型食で抑制される抗酸
化酵素の発現を改善した。これらのことから、ケル
セチンの肥満、メタボリックシンドロームの改善
に、脂肪組織で誘導される炎症及び酸化ストレスの
抑制が関与すると考えられる。

　キ　引用文献
 1） Kobori M., Masumoto S., Akimoto Y. and Oike H. 
（2012） Phloridzin reduces blood glucose levels and 
alters hepatic gene expression in normal BALB/c 
mice. Food Chem. Toxicol. 50（7）: 2547-2553.

　研究担当者（小堀真珠子＊）

16　ダイズ食品とイソフラボンの脂質代謝の改
善に関わる作用の解明
　ア　研究目的
　イソフラボンの抗肥満作用や脂質代謝改善作用の
研究は、細胞及び動物レベルで相当数実施されてい
るが、その結果は必ずしも一定ではなく、イソフラ
ボンの作用は実験条件等の違いにより異なると予想
される。また、イソフラボンをサプリメントではな
く、日常の食生活でダイズ食品から十分量摂取でき
れば、過剰摂取のリスクを低減させつつ継続的なイ
ソフラボンの作用が期待できる。本課題ではイソフ
ラボンを単独、又はダイズに含まれる形で摂取した
とき、血清の脂質濃度及び生体での脂質代謝系はど
のような影響を受けるのか、その作用メカニズムを
動物レベルで検証し、ヒトレベルでの研究実施に向
けた知見を蓄積する。

　イ　研究方法
　（ア）　ダイズそのものの摂取がラットのイソフラ
ボン利用効率及び脂質代謝に与える影響
　ダイズを摂取することで、生体がイソフラボンを
どの程度利用できるか、脂質代謝の改善効果は得ら
れるかを検討した。
　雄性 SD 系ラット（4 週齢）を 5 日間の予備飼育
後に 4 群に分け、ダイズ粉末（トリプシンインヒビ
ター及びリポキシゲナーゼ不活化処理したフクユタ
カ）を含む飼料（0、125、250、又は 500g/kg）を
3 週間自由摂取させた。ダイズを含まない食餌の油
脂源をパーム油、タンパク質源をカゼインとし、ダ
イズ食ではダイズに含まれる脂質、タンパク質量に
応じて、食餌中の総脂質量、総タンパク質量がそれ
ぞれ 100g/kg、200g/kg となるようにパーム油とカ
ゼインで調整した。飼育終了後、血清イソフラボン
濃度、血清及び肝臓の脂質濃度、肝臓の脂肪酸代謝
関連酵素の活性を測定した。また、肝臓での遺伝子
発現量を DNA マイクロアレイにより解析し、ダイ
ズ摂取の影響を強く受ける生物学的機能を探索し
た。
　（イ）　高脂肪食摂取ラットにおけるダイズイソフ
ラボンの脂質代謝調節機能
　高脂肪食摂取により誘導された脂質代謝の変化
は、ダイズから精製されたイソフラボンを積極的に
摂取することで改善するかどうかを検討した。
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　雄性 SD 系ラット（4 週齢）を 5 日間の予備飼育
後に 4 群に分け、低脂肪食（ダイズ油 50g/kg）、高
脂肪食（ラード 185g/kg ＋ダイズ油 15g/kg）、高
脂肪食＋ダイズイソフラボン 1.0g/kg または 2.0g/
kg を添加した食餌のいずれかを 3 週間自由摂取さ
せた。飼育終了後、血清イソフラボン濃度、血清及
び肝臓の脂質濃度を測定した。また、肝臓での遺伝
子発現量を DNA マイクロアレイにより解析し、イ
ソフラボン摂取の影響を評価した。
　（ウ）　高イソフラボンダイズの摂取がラットの脂
質代謝調節機能に与える影響
　高イソフラボン含有ダイズ（ゆきぴりか、北海道
産）は、我が国で栽培されている一般的な品種（フ
クユタカ、愛知県産）と比べて、脂質代謝改善に有
効であるかを検討した。
　雄性 SD 系ラット（4 週齢）を 5 日間の予備飼育
後に 4 群に分け、以下に示す試験食を 3 週間自由
摂取させた：①カゼイン食　②フクユタカ粉末約
250g/kg 食　③ゆきぴりか粉末約 125g/kg 食　④
ゆきぴりか粉末約 250g/kg 食。ダイズ粉末はそれ
ぞれトリプシンインヒビター及びリポキシゲナーゼ
不活化処理済のものを使用した。カゼイン食の油脂
源をパーム油、食物繊維源をセルロースとし、ダイ
ズ食ではダイズに含まれる成分量に応じて食餌中の
総脂質量、総タンパク質量、総食物繊維量がそれぞ
れ 10％、18.84％、5％となるようにパーム油、カゼ
イン、セルロースで調整し、全群で等しくなるよう
にした。飼育終了前 3 日間の糞を回収し、飼育終了
後、血清イソフラボン濃度、血清及び肝臓の脂質濃
度、肝臓の脂肪酸代謝関連酵素の活性を測定した。
また、肝臓での遺伝子発現量は DNA マイクロアレ
イにより解析し、ダイズに含まれるイソフラボン量
の影響を評価した。

　ウ　研究結果
　（ア）　ダイズそのものの摂取がラットのイソフラ
ボン利用効率及び脂質代謝に与える影響
　血清イソフラボン濃度は食餌ダイズ量の増加に伴
い上昇した（図 30160-1）。また、ヒトではダイゼ
インの代謝物であるエクオール産生能に個人差があ
ると言われているが、ラットでは高いエクオール産
生能を示した。
　脂肪組織重量や血中脂質濃度は、ダイズ摂取によ

り有意な低下が認められた（表 30160-1）。このと
き肝臓での脂肪酸合成酵素の活性は、ダイズ摂取量
の増加に伴い抑制されていた（図 30160-2）。他の
脂肪酸合成系酵素の活性も同様の傾向が認められ
た。
　肝臓での遺伝子発現量の変化を DNA マイクロア
レイで解析した結果、各遺伝子の発現量はダイズ
摂取量の影響を強く受けることが示唆された（図
30160-3）。発現量の変動が見られた遺伝子の生物学
的機能を検索したところ、脂肪酸や脂質の合成に
関わる多くの遺伝子の発現量が、ダイズ摂取量の
増加に反して低下することが明らかになった（表
30160-2）。一方、その他の生物学的機能には、ダイ
ズ摂取量の影響はほとんど見られなかった。
　（イ）　高脂肪食摂取ラットにおけるダイズイソフ
ラボンの脂質代謝調節機能
　高脂肪食を摂取させたラットでは低脂肪食群と比
べて摂食量が低下したが、摂取エネルギー量は一部
を除き 4 群間の差は見られなかった（表 30160-3）。
血清脂質濃度は全ての群間で有意差がなく、肝臓の
脂質濃度は高脂肪食群で有意に増加したが、これら
の濃度に対するイソフラボンの影響はほとんど見ら
れなかった。血清イソフラボン濃度は、食餌イソフ
ラボン量に応じて上昇した（図 30160-4）。
　肝臓での遺伝子発現量を DNA マイクロアレイで
測定し、全般的な変動傾向を知るために主成分分析
を行った（図 30160-5）。第 1 主成分（PC1、寄与
率 80％以上）を基準に見ると、僅かではあるが低
脂肪食と高脂肪食群の間に差が認められた。イソフ
ラボンの影響は第 2 主成分に見ることができ、イ
ソフラボン添加量に応じて正の方向にプロットさ
れていた。しかし第 2 主成分（PC2）の寄与率（約

図 30160-1�　食餌中ダイズ量が血清イソフラボン濃度に
与える影響（n=7-8 の平均値）
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10％）は小さいため、イソフラボン摂取の代謝全般
への影響は限定的であると推定された。また、遺伝
子発現が変化した代謝系と個別遺伝子の発現量を解
析したところ、イソフラボンは脂質代謝にほとんど

影響していなかった。
　（ウ）　高イソフラボンダイズの摂取がラットの脂
質代謝調節機能に与える影響
　本試験で使用した食餌中の総イソフラボン量は、

表 30160-1　食餌中のダイズ量がラットの成長及び血中脂質濃度に及ぼす影響

数値は平均値±標準偏差（n ＝ 7-8）。abc 共通の英文字を持たない数値間に
は有意差があることを示す（p <0.05）。

図 30160-2�　食餌中のダイズ量が肝臓脂肪酸合成酵素の
活性に及ぼす影響

　 数 値 は 平 均 値 ± 標 準 偏 差（n=7-8）。abc 共 通 の 英
文字を持たない数値間には有意差があることを示す

（p<0.05）。

図 30160-3�　食餌中のダイズ量が各個体の肝臓での遺伝
子発現傾向に及ぼす影響（主成分分析）

　プロットされた数字は各群の個体から得られたデー
タを示す（n=5）。0、ダイズ粉 0g/kg 食；1、ダイズ粉
125g/kg 食；2、ダイズ粉 250g/kg 食；3、ダイズ粉 500g/
kg 食。第 1 主成分（PC1）が約 80％の寄与率を示し、食
餌ダイズ量が多いグループほど負の方向に置かれた。

表 30160-2　主成分分析の第 1 主成分で抽出された脂肪酸合成関連遺伝子
（ダイズ粉 0g/kg を 1 としたときの発現量の変化）
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フクユタカ 250g/kg 食及びゆきぴりか 125g/kg 食
で約 0.04％（w/w）、ゆきぴりか 250g/kg 食で約
0.08％に相当した。本試験終了時の血清イソフラボ

ン濃度は、食餌中のイソフラボン量との対応が見ら
れた（図 30160-6）。
　高イソフラボンダイズの摂取が普及品種のダイズ
よりも脂質代謝の改善に効果的と考えられた指標
は、肝臓での脂肪酸酸化系酵素の活性上昇であっ
た。ゆきぴりか 250g/kg 食群では、カゼイン群ま
たはフクユタカ 250g/kg 群と比較して、各種脂肪
酸酸化系酵素の活性が上昇または上昇傾向を示した

（図 30160-7）。
　血清及び肝臓中の各種脂質濃度は、ダイズ摂取

（量）による低下作用が大きく反映されていた（血
清中性脂肪を除く）（表 30160-4）。

表 30160-3�　ダイズイソフラボン添加高脂肪食がラットの成長及び血清・肝
臓脂質濃度に及ぼす影響

数値は平均値±標準偏差（n ＝ 8-9）。ab 共通の英文字を持たない数値間には
有意差があることを示す（p <0.05）。

図 30160-4�　ダイズイソフラボン添加高脂肪食がラッ
トの血清イソフラボン濃度に及ぼす影響

（n=8-9 の平均値）

図 30160-5�　ダイズイソフラボン添加高脂肪食が各個体
の肝臓での遺伝子発現傾向に及ぼす影響（主
成分分析）

　プロットされた数字は各群の個体から得られたデー
タを示す（n=5）。C、低脂肪食；0、高脂肪食；1、高
脂肪食＋イソフラボン 1.0g/kg 食；2、高脂肪食＋イ
ソフラボン 2.0g/kg 食。

図 30160-6�　高イソフラボンダイズ食を摂取したラット
における血清イソフラボン濃度の違い

　C、 カ ゼ イ ン 食；F250、 フ ク ユ タ カ 250g/kg 食；
Y125、 ゆ き ぴ り か 125g/kg 食；Y250、 ゆ き ぴ り か
250g/kg 食（n=7-8 の平均値）。

─ 297 ─



　ダイズ中のイソフラボン量が影響した肝臓の脂肪
酸酸化系酵素の活性に対し、脂肪酸合成系酵素の活
性は、ダイズ摂取量の増加に伴い低下する傾向が認
められた（図 30160-8）。したがって、本研究で示さ

れたラット血清及び肝臓の脂質濃度低下作用は、肝
臓での脂質合成抑制によるものが大きいと推察さ
れ、イソフラボンによるものではないと考えられた。
　食餌ダイズによる全般的な影響を知るために、
DNA マイクロアレイで測定した肝臓での遺伝子発
現量データを基に主成分分析を行った（図 30160-
9）。第 1 主成分（PC1）を見ると、負の方向から順
に、カゼイン群、ゆきぴりか 125g/kg 群、ゆきぴ
りか250g/kg群及びフクユタカ250g/kg群がプロッ
トされた。第 1 主成分の寄与率が 80％以上を占め
ることから、肝臓の遺伝子発現に影響する主要な食
餌因子はイソフラボン量ではなくダイズ摂取量であ
ることが示唆された。また、群間で発現量が有意に
異なっていた遺伝子の機能を調べると、脂質代謝関
連の出現頻度が顕著であった。しかし、細胞周期や
免疫、解毒等の生体の防御機能に関わる機能を持つ
遺伝子の出現頻度はわずかであった。

図30160-7�　高イソフラボンダイズ食を摂取したラットに
おける肝臓脂肪酸酸化系酵素活性に及ぼす影響

　C、カゼイン食；F250、フクユタカ 250g/kg 食；Y125、
ゆきぴりか 125g/kg 食；Y250、ゆきぴりか 250g/kg 食。
数値は平均値±標準偏差（n=7-8）。abc 共通の英文字を持
たない数値間には有意差があることを示す（p<0.05）。

表 30160-4　高イソフラボンダイズ食がラットの成長及び肝臓脂質濃度に及ぼす影響

数値は平均値±標準偏差（n＝7-8）。ab 共通の英文字を持たない数値間には有意
差があることを示す（p <0.05）。

図 30160-8�　高イソフラボンダイズ食を摂取したラッ
トにおける肝臓脂肪酸合成系酵素活性に及
ぼす影響（n=7-8）

　C、カゼイン食；F250、フクユタカ 250g/kg 食；Y125、
ゆきぴりか 125g/kg 食；Y250、ゆきぴりか 250g/kg 食。
数値は平均値±標準偏差（n=7-8）。abc 共通の英文字を持
たない数値間には有意差があることを示す（p<0.05）。
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　エ　考　察
　（ア）　ダイズそのものの摂取がラットのイソフラ
ボン利用効率及び脂質代謝に与える影響
　本研究はラットを用いた動物試験であり、個人差
や吸収効率の違いがあるため、試験結果が直接ヒト
に反映することはできないが、日本における食事調
査（東北地方の女性）によると、ダイゼインとゲニ
ステインの合計摂取量の平均値は 47mg/ 日で、こ
の時のダイゼインとゲニステインの血中濃度の合計
は 0.42μmol/L であった 1）。これは本研究でラット
が約 40g/kg ダイズ食を摂取したときの血清総イソ
フラボン濃度に相当する。また、この食事調査で測
定された血中ダイゼイン、ゲニステイン濃度は個人
で大きく異なり、最高値はそれぞれ 1.77、2.46μmol/
L であったと報告されている 1）。これはラットが
125g/kg ダイズ食を食べた時の値よりも小さい。
　ダイズの摂取量が増加すると白色脂肪組織の蓄積
量や血中脂質濃度が量依存的に低下していた。ダイ
ズ摂取量と対応していた脂質代謝関連の変化は、肝
臓での脂肪酸合成系の低下であった。したがって、
ダイズ摂取による脂質代謝の改善作用は、主に肝臓
での脂質合成が抑制されるために起こることが示唆
された。
　（イ）　高脂肪食摂取ラットにおけるダイズイソフ
ラボンの脂質代謝調節機能
　ダイズイソフラボンの脂質代謝調節作用につい
て は、peroxisome proliferator activated receptor 

（PPARs）の関与の有無にかかわらずマウスの血中

中性脂肪を低下させたり 2）、ラットの肝臓脂肪酸酸
化を亢進させる 3）ことなどが報告されている。ヒ
トではイソフラボンサプリメントを用いた介入試験
が行われているが、明確な脂質代謝改善作用は示さ
れていない 4）。本研究では、高脂肪食により脂質エ
ネルギー過多の状態におけるダイズイソフラボンの
作用を検討したが、イソフラボン単独では脂質代謝
を変化させる作用は見られなかった。また、脂質代
謝以外の肝臓における影響についても DNA マイク
ロアレイを用いて解析したが、特定の変化を見いだ
すことはできなかった。
　（ウ）　高イソフラボンダイズの摂取がラットの脂
質代謝調節機能に与える影響
　図 30160-6 のデータより、高イソフラボンダイズ
はイソフラボンを効率よく生体内で利用するのに有
効と考えられた。肝臓での脂質代謝関連酵素活性の
データからは、ダイズ中のイソフラボンは量依存的
に肝臓での脂質の燃焼・消費を促進し、血中脂質濃
度の低下に貢献すると考えられた。しかし、ラット
血清や肝臓中の脂質濃度低下とダイズから摂取され
たイソフラボン量には相関がみられなかった。この
ため、ダイズ摂取により得られるイソフラボン量で
は、脂質代謝の改善には十分ではないと考えられた。
　一方、DNA マイクロアレイ解析の結果、ダイズ
から摂取できるイソフラボン量は、肝臓での遺伝子
発現に大きな影響を与えるものではなかったことか
ら、本実験の条件では、高イソフラボンダイズ摂取
による悪影響はないと推察された。

　オ　今後の課題
　高イソフラボンダイズ「ゆきぴりか」は、普及品
種ダイズと比べてイソフラボンの摂取効率が高いこ
とが見出された一方、普及品と比較したときの脂質
代謝調節機能については明確なエビデンスを示すま
でに至らなかった。DNA マイクロアレイ解析によ
り、脂質代謝以外の代謝プロセスの変化の検出も試
みたが、高イソフラボンの明確な影響は見られな
かった。ダイズからのイソフラボン摂取量よりもむ
しろダイズ摂取量の方が代謝変化に大きなインパク
トを与えることが示された。本研究では、ラットを
用いた動物試験を実施したが、高イソフラボンダイ
ズのさらなる健康機能性や安全性の検証が必要であ
る。

図 30160-9�　高イソフラボンダイズ食が各個体の肝臓
での遺伝子発現傾向に及ぼした影響（主成
分分析、n=5）
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　カ　要　約
　（ア）　ダイズそのものの摂取がラットのイソフラ
ボン利用効率及び脂質代謝に与える影響
　脂肪組織重量や血中脂質濃度は、食餌ダイズ量
が増えるに従い低下した。肝臓での酵素活性及び
DNA マイクロアレイによる遺伝子発現解析の結果、
これらの作用は肝臓での脂質合成系の低下によるも
のであることが明らかとなった。
　（イ）　高脂肪食摂取ラットにおけるダイズイソフ
ラボンの脂質代謝調節機能
　高脂肪食条件では、精製されたダイズイソフラボ
ンを食餌に添加しても血中脂質濃度の低下作用は見
られなかった。　
　（ウ）　高イソフラボンダイズの摂取がラットの脂
質代謝調節機能に与える影響
　ダイズ中のイソフラボン成分は、肝臓での脂肪酸
酸化の活性化作用があることが示唆された。しか
し、ダイズそのものが有する脂質濃度低下作用のう
ち、イソフラボンによる脂肪酸酸化活性化作用はマ
イナーなものであり、ダイズのその他成分による作
用の方が大きいことが示唆された。
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 1） 家森幸男ら （2001） 大豆イソフラボン . 幸書房 . 

55-57.
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 3）J Takahashi Y. and Ide T. （2008） Effects of 
soy protein and isoflavone on hepatic fatty acid 
synthesis and oxidation and mRNA expression of 
uncoupling proteins and peroxisome proliferator-
activated receptor gamma in adipose tissues of 
rats. J. Nutr. Biochem. 19（10）: 682-93.

 4） Cederroth C.R. and Nef. S. （2009） Soy, 
phytoestrogens and metabolism: A review. Mol. 
Cell. Endocrinol. 304（1-2）: 30-42.

　研究担当者（高橋陽子＊）

17　卵巣摘出更年期モデルマウスを利用したイ
ソフラボン摂取によるドライマウス改善効果
の評価系の開発
　ア　研究目的
　唾液分泌の減少により口腔内が乾く症状を呈する
ドライマウスの推定患者数は、我が国では少なくと
も 800 万人、最大で 3000 万人とも言われており、
特に更年期以降の女性に多いことから女性ホルモン
との関連の可能性が示唆されている。そこで、卵巣
を摘出した更年期モデルマウスを作成し、その利用
によりドライマウス症状の発症及びイソフラボン摂
取による症状の改善を目的に、遺伝子発現及び食行
動を解析し、発症及び改善の機序の解明と改善の効
果を評価する系の開発を行う。

　イ　研究方法
　（ア）　卵巣摘出マウスの作出と飼育
　マウス C57/BL6J（チャールスリバー）６週齢メ
スについて、イソフルランによる麻酔下で、卵巣の
摘出あるいは偽手術を行った。手術後、合成飼料
AIN-93G により 1 週間飼育し、5 ～ 6 匹に群分け
し、それぞれの群について、合成飼料のみあるいは
イソフラボンを添加した餌で 2 ～ 3 週間飼育した。
イソフラボンは 3 種類のイソフラボンの混合物であ
るフジフラボン P40＊1（フジッコ）及びゲニステイ
ン（LC Laboratories）を用いた。
　（イ）　女性ホルモンの投与
　卵巣摘出手術の 1 週間後から、エストラジオール
を皮下投与した（5 μg/kg/day）。
　（ウ）　唾液分泌量の解析
　実験動物の群分けの前及びイソフラボン摂取実験
等の終了後の時点での唾液分泌量を、ピロカルピン

（1 mg/kg）を腹腔内投与後 15 分間の唾液分泌量を
測定することにより行った。
　（エ）　唾液分泌能の解析
　顎下腺細胞をカルバコール刺激することによる細
胞内カルシウムイオン濃度変化を唾液分泌能として
測定した。カルシウムイオン濃度測定のための蛍光
指示薬は Fura 2 を用い、測定は Flexstation 3 （モ
レキュラーデバイス社）を用いて行った。
　（オ）　DNA マイクロアレイ解析
　卵巣摘出 3 週間後に顎下腺を摘出して RNA を抽
出して、プローブ作製に使用した。また、一群 5 匹
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の舌の有郭乳頭上皮を合わせて RNA を抽出してプ
ローブ作製に利用した。DNA マイクロアレイはア
フィメトリクス社製を用いた。
　（カ）　食行動変化の解析
　卵巣摘出手術の 3 日後から個別のマウスについ
て、3 ～ 4 日ごとに体重、摂食量、摂水量を測定し
た。また、卵巣摘出による味覚（嗜好）変化につい
て、動物行動学的手法を用いて味溶液を 10 秒間提
示した際に舐める回数を測定するリック測定法を行
い解析した。マウスは食行動解析が適切に行われる
ようにトレーニングを施した。味溶液は、甘味溶
液（サッカリン）、苦味溶液（キニーネ）、塩味溶液

（NaCl）、酸味溶液（クエン酸）、うま味溶液（グル
タミン酸ナトリウム）を用いた。
　（キ）　マウス組織における遺伝子発現様式の解析
　それぞれの実験条件群のマウスについて、舌有
郭乳頭の組織切片を作製し、in situ hybridization
に供した。In situ hybridization は１種類の遺伝
子 発 現 の 検 出 に は NBT （nitro-blue tetrazolium 
chloride） 及 び BCIP（5-Bromo-4-Chloro-3’
-Indolylphosphatase p-Toluidine salt） を 用 い、2
種類の遺伝子発現の検出には蛍光二重ラベル法を用
いて比較した。
　（ク）　遺伝子発現量の解析（RT-PCR）
　RT-PCR には各々のマウスの顎下腺あるいは各群
のマウス舌有郭乳頭上皮から RNA を抽出して用い
た。RT-PCR により増幅された DNA 断片の定量は、

電気泳動の撮影画像を CS analyzer （ATTO 社）に
より解析することにより行った。RT-PCR のコン
トールとして顎下腺ではハウスキーピング遺伝子
glycerol-3-phosphate dehydrogenase （GPDH）遺伝
子を用い、舌有郭乳頭上皮では味蕾のマーカー遺伝
子である cytokeratin19 遺伝子を用いて個体間の補
正を行った。更に、偽手術群（E 群）の発現量の平
均値を 1 として GPDH との比の値を比較解析した。

　ウ　研究結果
　（ア）　卵巣摘出による食行動の変化
　卵巣の摘出により、マウスがドライマウスの症状
を示すかどうかを調べるために、まず食行動の変
化を調べた。ヒトでは、口腔内が乾燥すると水分
を摂取したくなる傾向がある。そこで、マウスの
摂水量を調べたところ、卵巣摘出により、卵巣摘
出 1 週間後から増加し始め 2 週間後にかけて増加傾
向が続き、その後は逆に減少する傾向があることが
明らかになった（図 30170-1）。また、卵巣摘出に
より、体重増加及び摂食量の増加も観察され、体
重増加は既報通り 1）有意に増加した（図 30170-1）。 
　（イ）　卵巣摘出による唾液分泌能の変化
　ピロカルピンを腹腔内に投与することにより唾液
測定を行ったところ、卵巣摘出群の体重当たりの唾
液分泌量が偽手術群と比較して若干減少する傾向が
観察された（図 30170-2）。また、同時期に行った
唾液分泌能の測定では、カルバコール刺激時の細胞

図 30170-1　卵巣摘出による体重及び食行動の変化
日数は卵巣摘出した日を０日目とする。（n=6）
 1）体重の変化
 2）摂食量の変化
 3）摂水量の変化
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内カルシウム濃度変化率が卵巣摘出手術群の方が高
い傾向、すなわち、唾液分泌能が高いと考えられる
傾向が観察された（図 30170-2）。以上より、卵巣
摘出手術群の顎下腺細胞では唾液分泌能が高いにも
かかわらず唾液分泌量が低いという現象が生じてい
ることが示された。　
　（ウ）　卵巣摘出による味覚感受性の変化
　卵巣摘出により食行動がどのように変化するかを
明らかにするために、動物行動学的手法を用いて、
味の感受性変化を解析した。卵巣摘出マウスと偽手
術を施したマウスを用いて、10 秒間で基本味（甘
味、苦味、塩味、酸味、うま味）の溶液を舐める回

数を測定したところ、苦味、塩味、酸味を舐める回
数は両者で差がなかったが、卵巣摘出マウスにおい
て甘味を舐める回数が多くなり、うま味を舐める回
数が減少することが観察された（図 30170-3）。
　（エ）　卵巣摘出により口腔内で発現量が変動する
遺伝子の探索
　卵巣摘出により口腔内で発現量が変動する遺伝子
を探索するために、顎下腺及び味蕾を多く含まれる
舌有郭乳頭上皮から抽出した RNA を用いて DNA
マイクロアレイ法による発現解析を行った。その結
果、顎下腺内で発現量が変動する遺伝子群に唾液タ
ンパク質ムチンに関係する Muc19 遺伝子 2）が含ま

図 30170-2　卵巣摘出による唾液分泌の変化
　　　 卵巣摘出手術後 3 週間のマウスを用いて解析を行った。
　　　 1）唾液分泌量（n=6）
　　　 2）顎下腺細胞の唾液分泌能（n=3 ～ 6）

図 30170-3　卵巣摘出による味溶液摂取量（10 秒間）の変化
卵巣摘出 3-4 週後のマウスを用いて解析した（n=9）。
グラフは、味溶液を 10 秒間提示した間にマウスが溶液を舐めた回数の比を示す。
比が高い場合は、その溶液を嗜好していると考えられる。
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れることが明らかになった。また、舌の有郭乳頭内
で発現量が上昇する遺伝子群には骨粗鬆症に関係す
るオステオカルシンと関係のある Bglap-rs1 遺伝子 3）

が含まれていた。
　（オ）　Muc19 遺伝子のドライマウス評価への適
用性の解析
　 卵 巣 摘 出 に よ り 唾 液 腺 内 で 発 現 量 が 変 動
す る Muc19 遺 伝 子 に つ い て 詳 細 を 検 討 し た。
Muc19 遺伝子は、転写様式の違いにより Muc19, 
submandibular gland protein C　（Smgc）、 t-Smgc
タンパク質を発現し、生後直後から成体への成長過
程において、それぞれの発現量がオスとメスで異な
る事が知られている遺伝子である 2）。また、Muc19
タンパク質は、唾液の主要な成分であるムチンに含
まれる唾液タンパク質の一つであり、ドライマウス
に関与する可能性が高い。また、我々は、昨年度ま
でに、卵巣摘出により、Muc19 及び Smgc の発現
量が低下し、t-Smgc の発現量が増加することを見

出している。そこで、これらの遺伝子の発現につい
て、エストラジオールの投与・摂取による影響を
RT-PCR 法により解析した。その結果、Muc, Smgc
の発現量が上昇、t-Smgc の発現量が低下して、非
摘出群に近い状態となった（図 30170-4）。
　（カ）　Bglap-rs1 遺伝子のドライマウス評価への
適用性の解析
　卵巣摘出により舌有郭乳頭上皮内で発現量が変
動する Bglap-rs1 遺伝子について詳細を検討した。
Bglap-rs1 遺伝子は骨形成に重要な役割を果たすオ
ステオカルシンをコードする Bglap 遺伝子と類似
の遺伝子であり 3）、女性ホルモンとの関与が高い
ことが予想される。そこで、マウスの舌切片を用
いて、in situ ハイブリダイゼーション法により味
蕾における発現様式を解析したところ、有郭乳頭
の味蕾において、限定された味細胞特異的に発現
が観察され、女性ホルモンと味覚受容に何らかの
関係がある可能性が示唆された（図 30170-5）。そ

図 30170-4�　女性ホルモンあるいはイソフラボンの投与・摂取による Muc19/
Smgc 遺伝子の発現量の変動

A: 卵巣摘出、普通食、B：卵巣摘出、フジフラボン食、C: 卵巣摘出、ゲニステイン
経口投与、D: 卵巣摘出、エストラジオール皮下投与、E: 偽手術群を示す。
偽手術群の顎下腺における発現量を１とした（n=5 ～ 6）。

図 30170-5　味蕾における Bglaps-rs1 遺伝子と味覚受容関連遺伝子の共発現様式
　　　　　in situ hybridization による結果を示す。
1）Bglaprs-1 のマウス舌有郭乳頭における局在。特定の味細胞に発現が観察される。
2） 左：Bglaprs-1（赤）と苦味受容に関与する G α gust（緑）との共発現様式。

右：Bglaprs-1（赤）と甘味・うま味受容に関与する T1r3（緑）との共発現様
式。Bglaprs-1 と T1r3 が共発現している細胞（黄色）の代表例を矢印で示す。
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こで、次に、舌有郭乳頭の切片を用いて、in situ 
hybridization による味覚受容体関連遺伝子との共
発現様式の解析を行った。その結果、甘味及びうま
味の受容体の構成分子であるT1r3と共発現するが、
苦味受容に関連する G タンパク質 Gαgust とはほと
んど共発現しないことが明らかになり（図 30170-
5）Bglap-rs1 が甘味やうま味と関連する可能性が示
唆された。また、（ウ）の動物行動学的手法を用い
た解析結果が示すように、卵巣摘出マウスは甘味と
うま味の感受性が変動する。これらの結果から、卵
巣摘出は、甘味・うま味の受容体や、それらと共発
現する Bglap-rs1 の発現量の変動を引き起こす可能
性が考えられる。そこで、RT-PCR により、卵巣摘
出による味覚受容体遺伝子あるいは Bglap-rs1 遺伝
子の発現量の変動を解析したが、明瞭な発現量の変
動は観察されなかった。
　（キ）　イソフラボン摂取によるドライマウス改善
効果の評価
　以上の結果を利用して、イソフラボン摂取による
ドライマウス改善効果の評価を行った。0.1％フジ
フラボン P40 食、ゲニステイン経口投与（0.2％ゲ
ニステイン食摂取に相当）による効果を食行動解析
及び遺伝子発現変化の解析より評価した。その結
果、食行動解析では、フジフラボン P40 食では摂
水量が増加する傾向にあり、ゲニステイン投与で
は変化は観察されなかった。また、フジフラボン
P40 食では普通食のみの卵巣摘出群よりも更に体
重が増加する傾向にあった。遺伝子発現の解析は、
Muc19、 Smgc、 t-Smgc 遺伝子を用いて行った。そ
の結果、エストラジオールの投与には及ばないもの
の、ゲニステインの経口投与により、Muc、 Smgc
の発現量が上昇、t-Smgc の発現量が低下して、非
摘出群に近い状態となった（図 30170-4）。また、
フジフラボン P40 の摂取によってもわずかながら
の Muc, Smgc の発現量の上昇が観察された。

　エ　考　察
　（ア）　ドライマウス症状及びその改善度の評価に
適した手法について
　卵巣を摘出したマウスを作製し、唾液分泌、食行
動、遺伝子発現量の変化を解析し、ドライマウス症
状及びその改善度を評価する方法の開発を行った。
マウス個体の唾液分泌及び唾液分泌能の解析は、ド

ライマウスの研究ではよく行われている方法である
が、測定には高い技術が要求されることから、汎用
性に問題が残った。また、摂水量とドライマウスの
関係は、卵巣摘出後 1 ～ 2 週間の間、摂水量が増え
る傾向があったが、イソフラボンが苦味やえぐ味を
呈するため摂水量が増加し、指標にするには困難で
あると判断した。味覚感受性とドライマウスの関係
については、味覚受容に関連する遺伝子の発現量の
変化からは明らかにできなかったが、嗜好性とドラ
イマウスの関係については、今後解析を進めるこ
とで指標として利用できる可能性がある。顎下腺
Muc19, Smgc の発現量の解析では、卵巣摘出した
マウスに女性ホルモンを投与した場合、正常な状態
の発現量に近くなるように変動したため、指標とし
て利用できる可能性が高い。　
　（イ）　ドライマウス症状の改善に適したイソフラ
ボンについて
　本課題では、課題に共通したイソフラボン混合物
としてフジフラボン P40 とゲニステインを使用し
た。0.1％のフジフラボン P40 は嗜好性に影響を与
えなかったが、顎下腺における Muc19 などの遺伝
子発現が非摂取群とほとんど変わらなかった他、卵
巣摘出に特有な体重の増加も抑制しなかった。一
方、ゲニステインの経口投与は、女性ホルモンの皮
下等よと同様に、Muc19 などの遺伝子発現を正常
に近い状態に変化させ、体重増加を抑制した。フジ
フラボン P40 はダイゼイン（50％）、グリシテイン

（40％）、ゲニステイン（10％）の 3 種類のイソフラ
ボンの混合物であり、ゲニステインがフジフラボン
に占める割合は 10％に留まっていることから、イ
ソフラボンは、その種類によってドライマウスの症
状の改善への効果が異なり、ゲニステインが効果を
有することが示唆された。

　オ　今後の課題
　（ア）　イソフラボンが口腔内に及ぼす影響につい
て
　卵巣の摘出の有無にかかわらず、イソフラボンの
摂取は摂水量の増加を引き起こすため、摂水量によ
り、ドライマウスの症状を評価することは困難に
なった。これは、イソフラボンが苦味やえぐ味を有
することによるものと考えられ、特にゲニステイン
の呈味は、その摂取量を低下させるため、高濃度の
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摂取にあたっては、嗜好特性を加味した摂取方法を
考える必要がある。
　（イ）　唾液分泌測定法について
　ピロカルピンを腹腔内投与することによる唾液量
測定や、唾液腺細胞を用いた唾液分泌能測定は、熟
練した技術が必要であるばかりでなく、動物への負
担も大きいことから、ドライマウスを評価する方法
としての汎用性が低いと考えられる。しかしなが
ら、唾液分泌を直接評価することは必要不可欠であ
り、今後、より簡便な方法の開発が求められる。

　カ　要　約
　（ア）　ドライマウス症状及びその改善度の評価法
の探索
　卵巣摘出マウスの唾液分泌、食行動及び口腔内遺
伝子発現様式の解析により、ドライマウス症状及び
その改善度の評価に適した方法を探索した結果、唾
液タンパク質ムチンに関係する Muc19 遺伝子等の
発現量がその指標となる可能性を見出した。　
　（イ）　イソフラボンの摂取・投与によるドライマ
ウス症状の改善の評価
　食行動及び Muc19 遺伝子等の発現量の変動から
ドライマウス症状の改善を評価した結果、ゲニステ
インの効果が示唆された。　
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nephrocalcin. Nephron Exp. Nephrol. 104（4）: 
e140-146. 
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18　イソフラボン類のメタボリックシンドロー
ム予防効果に寄与する腸内環境の解明
　ア　研究目的
　近年、メタボリックシンドローム予防に対する肥
満予防の重要性が指摘されている。肥満及び 2 型
糖尿病の増加は単にヒト遺伝子の変化によるもの
だけでなく、腸内フローラ＊1 （腸内細菌叢）が関与
していることが示唆されている 1）。大豆イソフラボ
ン類の摂取量及び体内動態に関して安全性 2）と機
能性 3）の両面から社会的な関心が高まりつつある。
生活習慣病予防効果が期待されている equol（エ
コール） ＊2 は、ダイズイソフラボンの一つであるダ
イゼイン＊3 から、腸内フローラの代謝によって生
成する 4,5）。このエコール産生に関与する腸内フロー
ラが、イソフラボン類の機能性発現を含めて生体内
で重要な役割を担っていると考えられている 6）。本
課題では、高脂肪食へのイソフラボン類の添加がマ
ウスの血糖値・内臓脂肪や腸内フローラの動態に及
ぼす影響を検討し、イソフラボン類の代謝性や腸内
フローラの動態の違いが、内臓脂肪蓄積、血糖値に
与える影響を明らかにする。更に、ヒト糞便菌叢の
イソフラボン類の代謝物や食事内容、エネルギー代
謝と BMI 値との関連性の解明を通じて、イソフラ
ボン類のメタボリックシンドローム予防に効果的な
腸内フローラの動態を解明し、イソフラボン類の生
活習慣病予防効果を高める腸内環境改善方法を提案
する。

　イ　研究方法
　（ア）　動物試験 :　高脂肪食へのイソフラボン類
の添加が、マウスの血糖値・内臓脂肪や腸内菌叢の
動態に及ぼす影響の検討 
　　ａ　高脂肪食へのイソフラボン類の添加が、マ
ウスの血糖値・内臓脂肪や腸内菌叢の動態に及ぼす

＊1：フジフラボン P40 はダイゼイン（50％）、グ
リシテイン（40％）、ゲニステイン（10％）の 3
種類のイソフラボン混合物であり、本課題内で共
通に用いた。
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影響の検討
　7 週齢 ICR 系雌マウス 14 匹を 7 匹ずつ二群に分
け、7 日間 AIN-93M 粉食を給餌した後、10％ラー
ドと 0.05％ダイゼインを含むダイゼイン添加食（ダ
イゼイン添加食群）と 10％ラードを含む対照食（ダ
イゼイン非添加食群）を 28 日間給餌した、飼育終
了一週間前に全てのマウスを代謝ケージに移して、
解剖 2 日前より採尿を行った。飼育試験終了後、全
てのマウスを解剖し、血漿、盲腸内容物、内臓脂
肪、肝臓を採取し、盲腸内容物量、尿中イソフラボ
ン類濃度、血漿コレステロール濃度、血漿トリグリ
セリド濃度、血糖値、内臓脂肪重量、盲腸内容物の
腸内菌叢の構成、肝臓脂質濃度を測定した。盲腸
内容物の腸内菌叢の構成は、T-RFLP 法を用いて測
定した。尿中イソフラボン類はアグリコンとして
HPLC で測定した。HPLC 分析条件は、移動相の組
成：メタノール：酢酸：水 （35：5：60、 V/V/V）
として、カラムオーブン温度 40℃、流速 1mL/min
のアイソクラティック分析を採用した。マウスの血
漿総コレステロール濃度は、コレステロール E- テ
ストワコー（和光純薬、大阪、日本）を用いて測定
した。血漿トリグリセリド濃度は、トリグリセライ
ド　E- テストワコー（和光純薬、大阪、日本） を
用いて測定した。また、血漿グルコース濃度は、グ
ルコース測定用キット（グルコース C Ⅱ - テストワ
コー、和光純薬）を用いた酵素法で測定した。盲腸
内菌叢の解析には、Nagashima らの T-RFLP 法を
用いた 7）。盲腸内容物からの腸内細菌叢の抽出は、
松木の方法 8）を改良して用いた。盲腸内容物の
DNA サンプルを用いて、5’-FAM ラベルした 516F
フォワードプライマーとリバースプライマー 1510r
を用いて PCR を行い、16S rRNA を増幅し、増幅
産物をスピンカラムで精製し、BSlI による制限酵
素処理を行った後、ABI310 ジェネティックアナラ
イザーを用いて解析した。
　（イ）　ヒト試験 : ヒト腸内菌叢のイソフラボン類
代謝性と食事内容や BMI 値との関連性の解明
　　ａ　ヒト試験「ヒト腸内菌叢のイソフラボン類
代謝性と食事や BMI 値との関連性の解明」は、京
都府立医科大学の御協力のもと 23 才～ 60 才の成人
男女合計 30 名の糞便を採取し、糞便のイソフラボ
ン代謝性、エネルギー代謝性を検討するとともに、
食事調査を行い、BMI やイソフラボン代謝性、エ

ネルギー代謝性との関連性を検討するヒト試験であ
り、京都府立医科大学と農研機構食品総合研究所の
ヒト倫理委員会の承認を得て遂行された。京都府立
医科大学の御協力で、ヒト糞便と食事情報を農研機
構食品総合研究所に提供してもらい、ヒト糞便につ
いては、糞便中の短鎖脂肪酸組成と糞便菌叢のダ
イゼイン代謝性試験を行った。ヒト試験で得られ
た 30 人分の食事情報は食物摂取頻度調査 FFQg に
よって解析した。ヒト糞便の輸送方法は、検便シー
トで採取されたヒト糞便を炭酸ガス発生剤を入れた
ガスパックに即座に入れて、冷蔵便で農研機構食品
総合研究所まで輸送し、糞便到着当日に糞便を採取
し、重量測定した後、嫌気性培地で希釈した。この
糞便の希釈液にダイゼインを添加して 5 日間アネ
ロパックで嫌気培養した。培養終了後、培養液を
酢酸エチルで 2 回抽出を行い、ロータリーエバポ
レーターで溶媒を除去した後、80％メタノールを加
え、LC-MS/MS によって糞便菌叢のダイゼイン代
謝産物の分析を行った。糞便中の短鎖脂肪酸は、糞
便を滅菌水で希釈した後、2- ニトロフェニルヒドラ
ジンによるプレカラム誘導体化法を用いた脂肪酸分
析キットの YMC 脂肪酸分析キットを用いて解析を
行った。ヒト試験で得られたジヒドロダイゼインや
エコールの産生量の結果と食物摂取頻度調査によっ
て得られた摂取食品成分や BMI 値の情報を相関解
析及び多変量解析によって解析した。

　ウ　研究結果
　（ア）　高脂肪食へのイソフラボン類の添加が、マ
ウスの血糖値・内臓脂肪や腸内菌叢の動態に及ぼす
影響の検討
　　ａ　高脂肪食へのイソフラボン類の添加が、マ
ウスの血糖値・内臓脂肪や腸内菌叢の動態に及ぼす
影響の検討 
　ダイゼイン投与群では、尿中に、ダイゼイン
や equol とジヒドロダイゼインが排泄された　（図
30180-1）。ダイゼイン（図 30180-2）やジヒドロダイ
ゼインの尿中排泄量（図 30180-3）と体重当たりの
内臓脂肪重量に負の相関が認められ、イソフラボン
類の吸収性と体重当たりの内臓脂肪重量が逆相関の
関係にあることを見出した。イソフラボン類の吸収
性の高さが内臓脂肪低下に寄与している可能性が示
唆された。体重と尿中に排泄されたダイゼイン濃度
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との間には相関が認められなかった。しかし、尿中
equol濃度と終体重とには負の相関が認められた。メ
タボリックシンドロームに対するイソフラボン類の
有効性の一端が見出された。血糖値はダイゼイン投
与群で少し低い傾向が認められたものの有意な差は
認められなかった。0.05％ダイゼイン投与群と非投
与群とでは、体重当たりの腸管膜脂肪重量がダイゼ
イン投与群で有意に低値を示した（図 30180-4）。腸
内菌叢の解析において、マウスの体重当たりの腸管
膜脂肪重量と Clostridium subcluster XIVa （OTUs 
990）の占有率（％）との間には負の相関が認められ

（r= －0.55）、腸管膜脂肪重量に影響を及ぼす可能性
のある菌群を見出した （図 30180-5）。また、内臓
脂肪重量と Clostridium cluster XI、 subcluster XIVa 

（OTUs 919）の占有率（％）との間には強い正の相関
が認められ、r= 0.713 内臓脂肪重量に影響を及ぼす
可能性のある菌群を見出した（図 30180-6）。今回の
動物試験の結果から、腸内菌叢の制御やイソフラボ
ン吸収・代謝性の制御が内臓脂肪蓄積制御に結びつ
く可能性が示唆された。

　（イ）　ヒト腸内菌叢のイソフラボン類代謝性と食
事や BMI 値との関連性の解明
　　ａ　ヒト腸内菌叢のイソフラボン類代謝性と食
事や BMI 値との関連性の解明
　ヒト糞便のイソフラボン（ダイゼイン）代謝性
はヒトによって個人差が大きいことが明らかと
なった。（図 30180-6: ダイゼイン濃度） （図 30180-
7: ジヒドロダイゼイン濃度） （図 30180-8: equol 濃
度）、イソフラボンの代謝性は個人差が大きい（図
30180-9: イソフラボン類の構成比率）にも関わら
ず、BMI 値とイソフラボンの代謝物との間には、
男性と女性の間で異なった相関が認められた。男
性糞便菌叢のジヒドロダイゼイン濃度と BMI 値と
の間に負の相関が認められた（r=－0.66） （図 30180-
10）。一方、女性糞便菌叢の equol 濃度と BMI 値と
の間には負の相関（r=－0.4） （図 30180-11）が認め
られた。また、ヒト糞便 1 グラム当たりの短鎖脂
肪酸量もヒトによって個人差が大きいことが明ら
かとなった。（図 30180-12: 糞便 1 グラム当たりの
酢酸量） （図 30180-13: 糞便 1 グラム当たりのプロ

図 30180-1　尿へのダイゼイン、
DHD: ジヒドロダイゼイン、
equol 排泄量

図 30180-2�　体重当たりの内臓脂肪重量と尿中ジヒドロ
ダイゼイン排泄量の相関図（r= －0.56）

図 30180-3�　ダイゼイン投与群と非投与群の体重当た
りの腸管膜脂肪重量、体重当たりの腸管膜
脂肪重量は、ダイゼイン投与群で有意に低
値を示した

図 30180-4�　マウスの体重当たりの腸管膜脂肪重量と
Clostridium subcluster XIVa （OTUs 990）
の占有率（％）との間には負の相関が認め
られた（r= －0.55）
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ピオン酸量） （図 30180-14: 糞便 1 グラム当たりの
イソ酪酸量） （図 30180-15: 糞便 1 グラム当たりの
酪酸量） （図 30180-16: 糞便 1 グラム当たりのイソ
吉草酸量） （図 30180-17: 糞便 1 グラム当たりの吉
草酸量）。成人男女の糞便 1 グラム当たりの短鎖脂
肪酸量と BMI 値との相関を解析すると、男性と女
性の間で異なった相関が認められた。女性の糞便 1

グラム当たりの酪酸量と BMI 値との間には弱い負
の相関が認められた（r=－0.28）。しかし、男性の糞
便 1 グラム当たりの酪酸量と BMI 値との間には相
関は認められなかった（r=－0.03）。女性の糞便 1 グ
ラム当たりの吉草酸量と BMI 値との間にも弱い負
の相関が認められた（r=－0.20）。ところが、男性の
糞便 1 グラム当たりの吉草酸量と BMI 値との間に

図 30180-7�　ヒト新鮮糞便とダイゼインと嫌気培養にお
ける培養液中のジドロダイゼイン濃度（μmol/
L）1 ～ 30 番はヒト試験サンプル番号を示す

図 30180-8�　ヒト新鮮糞便とダイゼインとの嫌気培養に
おける培養液中の equol 濃度（mol/L）

図 30180-9　培養液中のイソフラボン類の構成比率（％）

図 30180-5�　内臓脂肪重量と Clostridium cluster XI, 
subcluster XIVa （OTUs 919） の 占 有 率

（％） との相関。内臓脂肪重量とClostridium 
cluster XI, subcluster XIVa （OTUs 919）　
の占有率　（％） との間には強い正の相関が
認められた（r=0.713）。

図 30180-6�　ヒト新鮮糞便とダイゼインとの嫌気培
養における培養液中のヒダイゼイン濃度

（μmol/L）1 ～ 30 番はヒト試験におけるヒ
ト試験サンプル番号を示す
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図 30180-12�　ヒト新鮮糞便 1 グラム当たりの酢酸量
（μmol/g 糞便）

図 30180-13�　ヒト新鮮糞便 1 グラム当たりプロピオ
ン酸量（μmol/g 糞便）

図 30180-14�　ヒト新鮮糞便 1 グラム当たりのイソ酪
酸量（μmol/g 糞便）

図 30180-15�　ヒト新鮮糞便 1 グラム当たりの酪酸量
（μmol/g 糞便）

図 30180-16�　ヒト新鮮糞便 1 グラム当たりイソ吉草
酸量（μmol/g 糞便）

図 30180-17�　ヒト新鮮糞便 1 グラム当たりの吉草酸
量（μmol/g 糞便）

図30180-10�　成人男性のジヒドロダイゼイン産生性と BMI
値との間には負の相関が認められた。（r=－0.66）

図 30180-11�　成人女性の equol 産生性と BMI 値と間に
は負の相関が認められた。（r=－0.4）
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は弱い正の相関が認められた（r=0.32）。女性の糞
便 1 グラム当たりのプロピオン酸量と BMI 値との
間にも弱い負の相関が認められた（r=－0.14）。とこ
ろが、男性の糞便 1 グラム当たりのプロピオン酸
量と BMI 値との間には弱い正の相関が認められた

（r=0.23）。
　本研究で、イソフラボン代謝性と BMI 値との間
に男女間で異なる相関が認められることを世界では
じめて明らかにすることができた。女性の糞便 1 グ
ラム当たりの酪酸量や吉草酸量と BMI 値との間に
も弱い負の相関が認められたものの、イソフラボン
代謝性と BMI 値との相関性ほど強い関連性は認め
られなかった。イソフラボン代謝に関連する腸内菌
叢が宿主のエネルギー代謝等の肥満関連因子に関与
している可能性が強く示唆される結果を得た。イソ
フラボンの腸内菌叢の代謝性と BMI 値との関連性
が認められたことは、イソフラボンの代謝に関与す
る腸内菌叢の制御が肥満予防に結び付く可能性を示
唆するものである。
　ヒト腸内菌叢はダイゼインをジヒドロダイゼイン
や equol に変換する。ヒト糞便のイソフラボン（ダ
イゼイン）代謝性はヒトによって個人差が大きいこ
とを明らかにできた。そこで、ヒト試験で得られ
たジヒドロダイゼインや equol の産生量の結果と食
物摂取頻度調査によって得られた摂取食品成分や
BMI 値の情報を相関解析及び多変量解析によって
解析した。女性腸内菌叢の equol 産生性と BMI 値
との間には負の相関が認められたため、equol 産生
性と摂取食品成分との関連性を検討したところ、女
性の水溶性食物繊維摂取量と equol 産生性との間に
正の相関が認められた（r=0.39）。また、不溶性食

物繊維との間にも正の相関が認められた（r=0.36）。
一方、女性の飽和脂肪酸摂取量と equol 産生性との
間に負の相関が認められた（r=－0.46） （図 30180-
18）。また、コレステロール摂取量との間にも負の相
関が認められた（r=－0.50） （図 30180-19）。微量に
摂取する成分としては、レチノール摂取量と equol
産生性との間に負の相関が認められた（r=－0.53）。
男性腸内菌叢のジヒドロダイゼイン産生性と BMI
値との間には負の相関が認められたため、男性のジ
ヒドロダイゼイン産生性と摂取食品成分との関連性
を検討したところ、水溶性食物繊維摂取量とジヒド
ロダイゼイン産生性との間に正の相関が認められ
た（r=0.56） （図 30180-20）。また、総食物繊維摂取
量との間にも正の相関が認められた（r=0.49）。一
方、男性のコレステロール摂取量とジヒドロダイ
ゼイン産生性との間に負の相関が認められた（r=
－0.33）。調査した男性の BMI 値と水溶性食物繊維
摂取量との間には負の相関が認められた（r=－0.52） 

（図 30180-21）。

　エ　考　察
　（ア）　高脂肪食へのイソフラボン類の添加が、マ
ウスの血糖値・内臓脂肪や腸内菌叢の動態に及ぼす
影響の検討
　今回、ラード以外の脂肪食のマウスに及ぼす影響
については検討していないが、一般的に植物油は
ラードと違って脂質代謝に好ましい影響を及ぼすと
考えられている。しかし、ごま油のようにイソフラ
ボンと同様なフィトエストロゲンの一つセサミンを
多く含む油をイソフラボンと同時に食事として摂取
する場合とセサミンを含まない油とイソフラボンを

図 30180-18�　女性の腸内菌叢の equol 産生性と飽和脂
肪酸摂取量との間に負の相関 r=－0.46

図 30180-19�　女性の腸内菌叢の equol 産生性とコレス
テロール摂取量との間に負の相関 r=－0.505
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食事として摂取する場合とでは腸内菌叢に対して異
なる影響を及ぼす可能性がある事を留意すべきであ
るかもしれない。今回の動物試験で、メタボリック
シンドローム研究において、イソフラボンの腸内代
謝の解析の重要性を見出した。大豆イソフラボンの
腸内代謝物量と内臓脂肪重量と両方を解析すること
で、腸内菌叢を内臓脂肪蓄積方向に作用する腸内菌
群や内臓脂肪蓄積抑制方向に作用する菌群に区別し
得る可能性が示唆された。腸内菌叢の制御やイソフ
ラボン吸収・代謝性の制御が内臓脂肪蓄積制御に結
びつく可能性が示唆された。
　（イ）　ヒト腸内菌叢のイソフラボン類代謝性と食
事や BMI 値との関連性の解明
　男性のデータを用いて、エコールやジヒドロダイ

ゼイン産生性と摂取食品成分との関連性を多変量解
析によって解析したところ、主成分 2（食物繊維摂
取・ミネラル摂取関連因子）と主成分 7 （ジヒドロ
ダイゼイン関連因子）の得点分布が BMI 値 24 を境
にすれば、大まかに二つのグループに分類できるこ
とを見出した。本解析によって男性の BMI 値と食
物繊維・ミネラル・ジヒドロダイゼンとの関連性が
強く示唆される結果を得た（図 30180-22）。成人男
性の肥満抑制には、腸内菌叢のジヒドロダイゼイン
産生性の高さと食物繊維やミネラル摂取が重要であ
る可能性が示唆された。近年、腸内菌叢がメタボ
リックシンドロームに関連しているという報告があ
る 9）。イソフラボン類については、インスリン分泌
の調節や抗酸化作用などの機能を発揮していること

図 30180-20�　男性の水溶性食物繊維摂取量とジヒド
ロダイゼイン産生性との間に正の相関

（r=0.56）

図 30180-21�　男性の BMI 値と水溶性食物繊維摂取量
との間には負の相関（r=－0.52）

図30180-22�　男性のデータを用いて、equol やジヒドロダイゼイン産生性と摂取食品成分との関連性を
多変量解析によって解析したところ、主成分 2（食物繊維摂取・ミネラル摂取関連因子）と
主成分 7　（ジヒドロダイゼイン関連因子）の得点分布が BMI 値 24 を境にすれば、大まかに
二つのグループに分類できることを見出した。縦軸は、主成分　7、横軸は主成分 2 を示す。
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が推察されている 10）。また、イソフラボン類の弱
いエストロゲン様活性が宿主の健康に寄与している
と推察されている 11）。しかし、エコールに比べて、
ジヒドロダイゼインはエストロゲン活性が弱いこと
が知られており、男性の糞便菌叢のジヒドロダイゼ
イン産生能が BMI 値と負の相関が認められた原因
は現在のところ不明である。本研究成果は、男性の
ジヒドロダイゼイン産生に関与する腸内菌叢が肥満
抑制に寄与する可能性を示唆する初めての知見であ
る。一方、短鎖脂肪酸が肥満と関連するという報告
がある 12）。今回、短鎖脂肪酸産生と BMI 値との強
い相関は認められなかった。今回のヒト試験では
BMI 値が高いヒトがそれほど多くはおらず、もし
も、更に多くの BMI 値のバリエーションを有する
ヒトの集団を用いて今回と同様の試験を行った場合
は、短鎖脂肪酸産生と BMI 値とに何らかの強い相
関が認められたかもしれない。
　閉経した女性のヒト試験において、試験に参加し
た女性にイソフラボンを投与し、骨粗鬆症の骨マー
カーに対するイソフラボンの効果を検討した場合、
非投与群では腰椎骨密度が 4％以上減少した。イソ
フラボン投与者全体では、腰椎骨密度が 1.1％増加し
た。イソフラボン投与者の中でエコール産生者（血
漿エコール濃度 >10ng/mL）とエコール非産生者と
に分けてイソフラボン投与の骨密度に対する効果を
検討すると、エコール産生者では 2.4％の腰椎骨密
度の増加が認められたのに対して、エコール非産生
者ではたった 0.6％しか腰椎骨密度の増加が認めら
れなかった 13）。エコール産生者の方が非産生者に比
べてイソフラボンの腰椎骨密度増加効果が高い結果
となったことが報告されている 13）。エコール産生性
は、閉経した女性にとって有用であると考えられる。
今回のヒト試験の調査では、コレステロール摂取や
飽和脂肪酸摂取量がエコール産生性と負の相関があ
ることが見出されたが、エコール産生性と強い正の
相関を有する食品成分が見出されなかった。しかし、
水溶性食物繊維はエコール産生性と弱い正の相関を
有していた。動物試験のデータではあるが、フラク
トオリゴ糖 14）やポリデキストロース 15）がエコール
産生性を高めるといった報告がある。したがって水
溶性食物繊維を豊富に含む食材はエコール産生性を
強化し得る候補食品成分の一つと考えられる。

　カ　要　約
　（ア）　高脂肪食へのイソフラボン類の添加が、マ
ウスの血糖値・内臓脂肪や腸内菌叢の動態に及ぼす
影響の検討 
　高脂肪食へのイソフラボン類の添加がマウスの血
糖値・内臓脂肪や腸内菌叢の動態に及ぼす影響を明
らかにするために、10％ラードと 0.05％ダイゼイン
を含むダイゼイン添加食（ダイゼイン添加食群）と
10％ラードを含む対照食（ダイゼイン非添加食群）
をマウスに給餌し、イソフラボン類の代謝性や腸内
菌叢と、内臓脂肪、血糖値に与える影響を検討した
ところ、イソフラボン類の吸収性の高さが内臓脂肪
低下に寄与している可能性が示唆された。マウスの
腸管膜脂肪重量に影響を及ぼす可能性のある菌群や
内臓脂肪重量に影響を及ぼす可能性のある菌群を見
出した。腸内菌叢の制御やイソフラボン吸収・代謝
性の制御が内臓脂肪蓄積制御に結びつく可能性が示
唆された。
　（イ）　ヒト腸内菌叢のイソフラボン類代謝性と食
事や BMI 値との関連性の解明
　ヒト試験を行い、ヒト糞便中のイソフラボン類
の代謝物や食事内容、エネルギー代謝と BMI 値と
の関連性の解明を通じて、イソフラボン類のメタボ
リックシンドローム予防に効果的な腸内環境につい
て検討を行ったところ、本研究で、イソフラボン代
謝性と BMI 値とに男女間で異なる相関が認められ
ることを世界ではじめて明らかにすることができ
た。女性の糞便 1 グラム当たりの酪酸量や吉草酸量
と BMI 値との間にも弱い負の相関が認められたもの
の、イソフラボン代謝性と BMI 値との相関性ほど
強い関連性は認められなかった。イソフラボン代謝
に関連する腸内菌叢が宿主のエネルギー代謝等の肥
満関連因子に関与している可能性が強く示唆される
結果を得た。また、男性のデータを用いて、エコー
ルやジヒドロダイゼイン産生性と摂取食品成分との
関連性を多変量解析によって解析したところ、主成
分 2（食物繊維摂取・ミネラル摂取関連因子）と主
成分 7 （ジヒドロダイゼイン関連因子）の得点分布
が BMI 値 24 を境にすれば、大まかに二つのグルー
プに分類できることを見出した。本解析によって男
性の BMI 値と食物繊維・ミネラル・ジヒドロダイ
ゼンとの関連性が強く示唆される結果を得た。また、
女性において、コレステロール摂取量や飽和脂肪酸
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摂取量とエコール産生性との間には負の相関が認め
られた。本研究から、イソフラボン代謝活性に関与
する腸内菌叢がメタボリックシンドロームに関連し
ている可能性を見出した。メタボリックシンドロー
ムを予防するには、適切な食事等によって腸内菌叢
を好ましい状態 （女性についてはエコール産生性を
高める、男性についてはジヒドロダイゼン産生を高
める）に保つことが大切であることが示唆された。
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Zhou Q, Mei F, Su Y （2012） Soya isoflavone 
consumption in relation to carotid intima-media 
thickness in Chinese equol excretors aged 40-65 
years. Br. J. Nutr. 29: 1-7. 

　研究担当者（田村　基＊）
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19　加工調理食材におけるケルセチン・イソフ
ラボンの生体利用率向上法の研究開発
　ア　研究目的
　食物由来ケルセチン及びイソフラボンの生体利用
性を向上させるためには、含有食材の加工調理を工
夫することにより、消化管から生体内への移行を高
めるとともに生体内の標的部位に安定に蓄積させる
技術開発が必要である。そこで、本研究はタマネギ
とダイズ製品を対象として、ケルセチンとイソフラ
ボンの腸管吸収・代謝変換及び標的組織への移行性
を制御する食品因子を探索し、これら食品因子を含
有食材の調理加工において利用することにより、生
体利用率の向上を図ることを目的とした。

　イ　研究方法
　（ア）　含有食材を用いた生体利用性評価のための
ヒト摂取試験法を確立することを目指した。更に、
食品因子の影響評価のために、タマネギとダイズ製
品（今回は豆腐）の同時摂取がケルセチンとイソフ
ラボンの吸収代謝に与える影響を評価することを試
みた。
　　ａ　被験者として健常人男女 4 名をリクルート
し、一夜絶食後試験食を摂取させた。摂取直前、1.5
時間後、3 時間後に採血し、得られた血漿を脱抱合
処理後、HPLC 分析に供することにより、総ケルセ
チン及び総イソフラボン（ダイゼイン＋ゲニステイ
ン）濃度をもとめた。なお一部は脱抱合処理をせず
に直接 LC-MS/MS 分析に供し、両者の抱合体代謝

物プロフィルを検討した。試験食としてはオニオン
ソテー 170-250g（1mg ケルセチン /kg 体重）及び
豆腐 17-250g（0.4mg イソフラボン /kg 体重、ゲニ
ステイン：ダイゼイン＝ 2:1））を用いた。
　（イ）　ケルセチン含有食材の調理がそれぞれの生
体利用性へ与える影響を評価するために、調理時間
の異なるタマネギ食を健常人に摂取させ、一定時間
後に血漿に蓄積するケルセチン抱合体代謝物の濃度
を決定することによりそれらの生体利用性を比較評
価した。
　　ａ　被験者として健常人男子学生 5 名をリク
ルートし、一夜絶食後試験食を摂取させた。摂取直
前、1.5 時間後に採血し、得られた血漿を脱抱合処
理後、HPLC 分析することにより総ケルセチン濃度
を求めた。試験食としてはハウス食品から提供され
た 4 種の加工調理タマネギの凍結保存品を自然解凍
後に摂取させた。試験食摂取量としては , ケルセチ
ンアグリコン当量で 100mg/person とした。試験食
は以下のとおりである。①生タマネギ、②歩留まり
95％、③歩留まり 85％、④歩留まり 55％。
　（ウ）　ケルセチン含有食材の調理法及びダイズ加
工法がそれぞれの生体利用性に与える影響を評価す
るために、調理方法の異なるタマネギ食及び加工方
法の異なるダイズ製品を健常人に摂取させ、一定時
間後に血漿に蓄積するケルセチン抱合体代謝物の濃
度を決定することによりそれらの生体利用性を比較
評価した。
　　ａ　タマネギ調理品の単回摂取実験
　試験の被験者は健常人男性（20 代） 5 名とし、試
験前日からケルセチンを含む野菜の摂取量を各自で
少なく制限し、アルコールの摂取は禁止した。フラ
ボノイドフリーの夕食後、試験食摂食前の採血まで
絶食とした。摂食前、試験食摂取 90 分後に採血し、
得られた血漿を脱抱合処理後、HPLC 分析に供する
ことにより総ケルセチン濃度を求めた。試験食は、
ハウス株式会社から提供された加工調理タマネギ

（生、レンジ加熱、ソテー、フライ）を用いた。試
験食摂取量は、1 人当たりケルセチンアグリコン当
量で 100mg とした。
　　ｂ　ダイズ加工品の単回摂取実験
　健康な 20 代男性 5 名を対象として市販の豆乳、
煮豆、納豆、豆腐の摂取試験を行いダイズ加工形態
によるイソフラボンの吸収を比較検討した。被験者

＊ 1：腸内フローラ（腸内菌叢）とは、ヒトの腸内
に存在する腸内細菌の生態系のこと。ヒトの腸内
には一人当たり 100 種類以上、100 兆個以上の腸
内細菌が生息しており、糞便のうち、約半分が腸
内細菌またはその死骸であると言われている。宿
主であるヒトや動物が摂取した栄養分の一部を
利用して生活し、他の種類の腸内細菌との間で数
のバランスを保ちながら、一種の生態系（腸内フ
ローラ）を形成している。
＊ 2：エコール（equol）とは、ダイゼインの腸内
細菌による代謝産物で、イソフラボン類の一種、
ダイゼインよりもエストロゲン活性や抗酸化作用
が強く、前立腺癌予防効果や骨粗鬆症予防効果が
期待されている。
＊ 3：ダイゼインとは、イソフラボンの一種、大豆
や大豆製品に多く含まれ、弱いエストロゲン作用
を有する。
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はダイゼイン / ダイジン、ゲニステイン / ゲニスチ
ンをアグリコン換算して 50mg 含む量を摂取し、摂
取前と摂取 90 分後に採血を行った。得られた血漿
を脱抱合処理後、HPLC 分析に供することによりイ
ソフラボン濃度を求めた。

　ウ　研究結果
　（ア）　実際の試験プロトコルを図 30190-1 に示し
た。HPLC 定量の結果、タマネギ摂取によりケルセ
チン、豆腐摂取によりイソフラボンがマイクロモル
濃度レベルで血漿に蓄積することが示された（図
30190-2）。血漿の総ケルセチン濃度は豆腐との同時
摂取で低下する傾向がみられたが、総イソフラボン
濃度は同時摂取による影響をうけなかった。両者摂
食後の LC-MS/MS 分析により、血漿中のケルセチ
ンとイソフラボン抱合体代謝物の存在を検討したと
ころ、ケルセチンではモノグルクロン酸抱合体、イ
ソフラボンではモノグルクロン酸抱合体及びモノ硫
酸抱合体が検出された（図 30190-3）。両者を同時

摂取すると、ケルセチンではモノグルクロン酸抱合
体が減少するのと対照的にモノ硫酸抱合体が出現し
た（図 30190-4）。一方、イソフラボンではモノ硫
酸抱合体が減少する傾向が認められた。すなわち、
ケルセチンとイソフラボンの同時摂取により、硫酸
抱合体の生成がイソフラボンからケルセチンにシフ
トすることが明らかになった 1）。
　（イ）　提供された試験食の概略を図 30190-5 に示
した。最大血漿濃度に達すると考えられる 1.5 時間
後において、歩留まり 95％で 0.52－1.26 マイクロモ
ル濃度、85％で 0.54-1.43 マイクロモル濃度、55％
では 0.39－1.1 マイクロモル濃度、生タマネギでは
0.45-1.51 マイクロモル濃度の範囲であり、個人差が
大きいことが明らかになった（図 30190-6）。歩留
まりとケルセチン血漿濃度には関係をみとめること
はできなかった。
　（ウ）　タマネギ調理品の形態を図 30190-7 に示し
た。各試験食摂取後の平均血漿 Q 濃度は生で 0.68
± 0.21 µM、レンジ加熱で 0.59 ± 0.18 µM、ソテー

図 30190-1　ヒト摂食試験プロトコル 図 30190-2�　タマネギ及び豆腐摂食後のケルセチン・
イソフラボンの総血漿濃度

　豆腐との同時摂取でタマネギケルセチン濃度は低 
下傾向であった

図 30190-3�　血漿ケルセチン・イソフラボン抱合体代
謝物の LC-MS/MS 分析

　同時摂取でケルセチン硫酸抱合体が出現した

図 30190-4�　ヒト血漿中のケルセチン抱合体代謝物プ
ロフィルに対する同時摂取の影響

　同時摂取によりケルセチンの硫酸抱合体が著しく増
加した
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で 0.74 ± 0.14 µM、フライで 1.23 ± 0.27µM となっ
た （図 30190-8）。試験食摂取による血漿ケルセチ
ン濃度の上昇値では、フライはレンジ加熱に対して
有意に上昇することが示された。以上の結果より、
フライの形でタマネギを摂取することによりケルセ
チンの生体利用性が高まることが示唆された。
　（エ）　対象としてダイズ加工品に含有されるイソ
フラボン含量を表 30190-2 に示した。
　ダイゼイン、ゲニステインはどの大豆加工食品に
おいても上昇濃度に個人差はあるものの、血漿濃度
の上昇がみられた（図 30190-9）。各イソフラボン
の血漿濃度上昇はダイゼインで 0.158 ± 1.038µM、
ゲニステインで 0.203 ± 1.722µM であった。また、
各種大豆食品摂取による総イソフラボン（ダイゼニ

ン + ゲニステイン）の血漿濃度上昇は豆乳で 0.859
± 2.161 µM、豆腐で 0.592 ± 1.461µM、煮豆で 1.328
± 2.287µM、納豆で 0.570 ± 1.661µM となった。ダ
イゼインとゲニステインの吸収量を比較すると、豆
乳・煮豆・豆腐はゲニステインの方がダイゼインよ
り血漿濃度の上昇がみられるのに対し、納豆はダイ
ゼインのほうがゲニステインより高い血漿濃度上昇
がみられた。また、煮豆が最も総イソフラボンの吸
収量が 1.3 ～ 2.3µM と高く、他の大豆食品と比較し
たところ、有意差がみられた。

　エ　考　察
　（ア）　ケルセチンの代謝変換は同時に摂取する食
品因子（今回はイソフラボン）の影響を受けること

図 30190-6�　タマネギ調理品摂取 1.5 時間後の平均血漿ケルセ
チン濃度（脱抱合処理）

図 30190-7　用いたタマネギ調理品（ハウス食品より提供）　
　1 回の摂取量（ケルセチンアグリコンとして）を 50mg とするためにそれ
ぞれの摂取量を合わせた

図 30190-5　タマネギ試験食の形状と特性
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がヒトにおいて実証された。ケルセチンのグルクロ
ン酸抱合体と硫酸抱合体の生理機能の相違は明確で
はないが、グルクロン酸抱合体は炎症部位で β- グ
ルクロニダーゼによる脱抱合を受けて活性化するこ
とが指摘されている 2）。硫酸抱合にはこのようなメ
カニズムは報告されていない 3）ことから、硫酸抱
合体へのシフトはケルセチンの生理機能を減弱する
可能性がある。一方、硫酸抱合体には未知の機能も
考えられる。 
　（イ）　タマネギを炒める加熱調理において、調理
時間とそれに伴う水分含量の変化はケルセチンの生
体利用性には影響しないことが明らかになった。し
たがって、ケルセチンの生体利用性の面からは、タ
マネギ炒めの時間は考慮する必要はないと結論し

た。
　（ウ）　フライの形でタマネギを摂取することによ
りケルセチンの生体利用性が高まることが示唆され
た。大豆イソフラボンは加工形態により吸収量が異
なることが示された。煮豆が生体利用性を高める加
工法であることが示唆された。

　オ　今後の課題
　（ア）　タマネギと豆腐の同時摂取がフラボノイド
の代謝物プロフィルに影響を与えることは、これら
の食べ合わせの是非に科学的な根拠を与える可能性
がある。抱合体とくに硫酸抱合体の機能を解明する
ことが今後の課題である。
　（イ）　タマネギを炒める加熱調理において調理時

図 30190-8�　タマネギ調理品摂取による血漿ケルセチ
ン濃度上昇値　（n=4）

2 群間で有意差あり（対応のある T 検定 p ＊ <0.05）

図 30190-9　ダイズ食品摂取 90 分後の血漿中のイソフラボン濃度上昇値
2 群間で有意差あり（対応のある T 検定　p ＊ <0.05、 p＊＊<0.01）

表 30190-2　試験食の摂取量と含まれるイソフラボン
量（北見工大・山岸喬先生提供）
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間とそれに伴う水分含量の変化はケルセチンの生体
利用性には影響しないことが明らかになった。
　（ウ）　フードマトリックスがタマネギからのケル
セチン生体利用性に影響することが示された。とく
に油脂の影響が顕著であったため、今後は油脂の種
類や量についての検討が必要である。

　カ　要　約
　（ア）　タマネギケルセチンとダイズイソフラボン
を同時摂取すると吸収後の血中代謝物のプロフィル
が変化し、同時摂取によりケルセチン硫酸抱合体が
出現した。したがって、ダイズの同時摂取はタマネ
ギ由来のケルセチン代謝パターンを変化させること
が示された。
　（イ）　タマネギ加熱調理の時間を変化させ、水分
含量を調製した。しかし、水分含量の程度はケルセ
チンの生体利用性に影響しなかった。
　（ウ）　タマネギ調理法とダイズ加工法がケルセチ
ンとイソフラボンの生体利用性に与える影響を検討
した結果、タマネギではフライ調理が、ダイズでは
煮豆加工がそれぞれ生体利用性を上げることを明ら
かにした。

　キ　引用文献
 1） Nakamura H. , Murota K. et al. （2013） 

Plasma metabolites od dietary flavonoids after 
combination meal consumption with onion and 
tofu in humans. Mol. Nutr. Food Res. 58（2）: 310-
317.

 2） Kawai Y. ,  Nishikawa T. et al.  （2008） 
Macrophages  as  a  targe t  o f  querce t in 
glucuronides in human atherosclerotic arteries: 
Implication in the anti-atherosclerotic mechanism 
of dietary flavonoids. J. Biol. Chem. 283（14）: 9424-
9434.

 3） Terao j., Murota K. and Kawai Y. （2011） 
Conjugated quercetin glucuronides as bioactive 
metabolites and precursors of aglycone in vivo. 
Food Func. 2（1）: 11-17

　研究担当者（寺尾純二＊）

20　ケルセチン・イソフラボンを高含有するタ
マネギ・ダイズの研究開発
　ア　研究目的
　タマネギに含まれる主要なフラボノイドであるケル
セチンと、多彩な健康機能が知られる大豆イソフラボ
ンの疾病予防機能の科学的エビデンスを高めること
で、需要の拡大を促進する。北海道立総合研究機構で
は、供給量増加を目的にケルセチンを高含有するたま
ねぎ系統・品種の選定と、イソフラボンを高含有する
大豆の品種系統の選定、生産物にケルセチンとイソフ
ラボンを高含有させる栽培方法を開発する。

　イ　研究方法
　（ア）　系統育成、品種選定及び栽培技術の開発

（ケルセチン）
　ケルセチンを高含有する系統の育成・品種の選定を
行った。また、ケルセチン含量を高める栽培方法の検
討を行った。含量の測定は北見工業大学に依頼した。
　　ａ　高機能性系統の育成・品種選定（2011 ～
2013 年）
　北海道農業研究センター（以下、北農研センター）
育成系統、北見農場試験場育成系統、並びに民間会
社育成品種から高ケルセチン含量の系統・品種を選
定した。
　　ｂ　栽培技術の開発
　　（ａ）　土壌条件とケルセチン含量増減との関係
解明（2011 年）
　北海道で栽培されている一般品種を火山性土と灰
色低地土で栽培し、土壌条件とケルセチン含量増減
との関係解明を行った。
　　（ｂ）　施肥条件とケルセチン含量増減との関係
解明（2011 年）
　北海道で栽培されている一般品種を、基肥Ｎ 0 ～
25㎏ /10a の条件で栽培し、施肥量とケルセチン含
量増減との関係解明を行った。
　　（ｃ）　追肥条件とケルセチン含量増減との関係
解明（2013 年）
　ケルセチン高含有品種「クエルゴールド（月交
24 号）」を供試して、追肥条件（9 処理）とケルセ
チン含量増減との関係解明を行った。
　　（ｄ）　播種時期と移植時期とケルセチン含量増
減との関係解明（2012 ～ 2013 年）
　ケルセチン高含有品種「クエルゴールド（月交
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24 号）」を供試して、播種時期 3 水準（早・標・遅）
と移植時期 3 水準（早・標・遅）との 9 組合せとケ
ルセチン含量との関係解明を行った。
　（イ）　品種選定及び栽培技術の開発（イソフラボ
ン）
　イソフラボンを高含有する品種系統の選定を行っ
た。また、イソフラボン含量を高める栽培方法の検
討を行った。イソフラボン含量の測定は中央農業試
験場で行った。
　　ａ　高機能性系統・品種の選定（2011 ～ 2013
年）
　十勝農業試験場が育成したダイズ品種・系統を網
走市圃場で栽培し、2011 年は 21 点、2012 年は 26
点、2013 年は 17 点の品種・系統のイソフラボン含
量を評価した。
　　ｂ　栽培技術の開発
　十勝農業試験場が 2006 年に育成した高イソフラ
ボン品種「ゆきぴりか」（萩原ら 1））を供試し、イ
ソフラボン含量を高含有させる栽培条件を検討し
た。
　　（ａ）　水分条件とイソフラボン含量との関係解
明（2011 年）
　品種 ｢ゆきぴりか｣ を供試したポット栽培試験を
行い、水分条件とイソフラボン含量増減との関係解
明を行った。
　　（ｂ）　遮光条件とイソフラボン含量との関係解
明（2011 年）
　品種 ｢ゆきぴりか｣ を供試したポット栽培試験を
行い、光条件（遮光処理）とイソフラボン含量増減
との関係解明を行った。
　　（ｃ）　施肥条件とイソフラボン含量増減との関
係解明（2013 年）
　品種「ゆきぴりか」を供試して、形態の異なるカ
リウム肥料 5 処理（基肥：カリウム 7.8kg/10a、開
花期追肥：基肥当量のカリウム 7.8kg/10a 又は 2 倍
量の 15.6kg/10a）とイソフラボン含量増減との関
係解明を行った。
　　（ｄ）　播種時期とイソフラボン含量増減との関
係解明（2011 年）
　高イソフラボン品種 ｢ゆきぴりか｣ 並びに北海道
オホーツク地域の標準品種 ｢ユキホマレ｣ を供試し
て、播種時期 3 水準（標準：5 月 24 日、晩播：6 月
7 日、極晩播：6 月 21 日）とイソフラボン含量増減

との関係解明を行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　 系統育成、品種選定及び栽培技術の開発

（ケルセチン）
　　ａ　高機能性系統の育成・品種選定
　ケルセチンを高含有するタマネギ系統の育成・品
種選定試験に供試した中では、2011 ～ 2013 年の 3
か年を通して北農研センター育成の「クエルゴール
ド（月交 24 号）」のケルセチン含量が安定して最も
多かった（図 30200-1）。
　　ｂ　栽培技術の開発
　　（ａ）　土壌条件とケルセチン含量増減との関係
解明
　葉色低地土と比較して、火山性土でタマネギを栽
培した場合には、ケルセチン含量は同程度～わずか
に増加する傾向が認められた（図 30200-2）。
　　（ｂ）　施肥条件とケルセチン含量増減との関係
解明
　基肥の窒素量とケルセチン含量増減には、一定の
傾向は認められなかった（図 30200-3）。
　　（ｃ）　追肥条件とケルセチン含量増減との関係
解明
　ケルセチン高含有品種「クエルゴールド（月交
24 号）」を供試した場合において、2011 年の試験結
果と同様に、無処理（基肥窒素量 10㎏ /10a）と比
較して多肥条件（基肥窒素量 25㎏ /10a）はケルセ
チン含量の増減が認められなかった。10a 当たり窒
素量 5㎏の追肥を行った処理区のケルセチン含量は
無処理と同程度であったが、窒素量 10㎏を追肥し
た処理区では、移植後 34 日目の施用で顕著なケル
セチン含量の増加が認められた（図 30200-4）。
　　（ｄ）　播種時期と移植時期とケルセチン含量増
減との関係解明
　2013 年はタマネギにとって著しい生育不良年で
あったため、播種時期・移植時期組合せ間のケルセ
チン含量には 2012 年ほどの差は認められなかった。
2012 年並びに 2013 年の 2 か年の試験結果から、高
ケルセチン含有品種「クエルゴールド（月交 24 号）」
は、播種時期が遅く移植時期が早い組合せのケルセ
チン含量が低くなることが判明した（図 30200-5）。
　（イ）　品種選定及び栽培技術の開発（イソフラボ
ン）
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　　ａ　高機能性系統・品種の選定
　3 か年でのべ 74 品種系統を供試してイソフラボ
ン含量を測定した結果、2011 年は「十系 1098 号」
の同含量が高く、「ゆきぴりか」比 74％であった

（図 30200-6）。2012 年は「十系 1091 号」の同含量
が最も高く「ゆきぴりか」比 99％、2013 年は「十
系 1139 号」の同含量が最も高く「ゆきぴりか」比
65％であった。以上より、3 か年間供試したダイズ

品種・系統の中では、｢ゆきぴりか｣ のイソフラボ
ン含量が最も多かった。
　　ｂ　栽培技術の開発
　　（ａ）　水分条件とイソフラボン含量増減との関
係解明
　莢最大伸長期以降の土壌水分が高いほど、イソフラ
ボン含量は増加する傾向が認められた（図 30200-7）。
　　（ｂ）　遮光条件とイソフラボン含量増減との関

図 30200-1　高ケルセチン系統・品種の選定
1）播種時期：3 月上旬
2）移植時期：5 月中旬
3）収穫時期：9 月上旬～下旬
4）基肥（㎏ /10a）：N15,P2O530,K215
5）供試品種・系統　
　・オホーツク 222：一般品種（早生）
　・北もみじ 2000：一般品種（中生）
　・スーパー北もみじ：一般品種（晩生）
　・北見 48 号：北見農試育成（晩　生）
　・月交 24 号：北農研センター育成（晩生）
品種名「クエルゴールド」で種苗登録申請済（2013.5.27）

図 30200-2　土壌条件とケルセチン含量との関係
1）播種：2011.3.9
2）移植：2011.5.18
3）収穫：2011.9.14 ～ 21
4）基肥（㎏ /10a）：N15,P2O530,K215
5）供試品種（北海道向け一般品種）
　・オホーツク 222（早生）
　・北もみじ 2000（中生）
　・スーパー北もみじ（晩生）

図 30200-3　基肥窒素量とケルセチン含量との関係
1）播種：2011.3.9
2）移植：2011.5.18
3）収穫：2011.9.14 ～ 21
4）供試品種（北海道向け一般品種）
　・オホーツク 222（早生）
　・北もみじ 2000（中生）
　・スーパー北もみじ（晩生）

図 30200-4　追肥条件とケルセチン含量との関係
1）播種：2013.2.19
2）移植：2013.4.18
3）収穫：2013.8.31
4）供試品種（高ケルセチン含有品種）
　クエルゴールド（月交 24 号）
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係解明
　遮光処理によりイソフラボン含量は減少し、遮
光程度が大きいほどイソフラボン含量は減少した。

（図 30200-8）。
　　（ｃ）　施肥条件とイソフラボン含量増減との関
係解明
　無処理区と比較して、カリウム肥料の開花期追肥に
よるイソフラボン含量への影響はいずれの処理区にお
いても小さく、子実重もほとんど変わらなかったため、
イソフラボン総量もほぼ同じであった（図 30200-9）。
　　（ｄ）　播種時期とイソフラボン含量増減との関
係解明
　供試した 2 品種とも、播種時期が遅くなるほど

子実重は減少する傾向にあり、高イソフラボン品
種「ゆきぴりか」の極晩播では約 2 割減少した（表
30200-1）。「ゆきぴりか」のイソフラボン含量に増
減は認められず、「ユキホマレ」は極晩播でやや減
少する傾向が認められた。イソフラボン総量は「ゆ
きぴりか」では子実重の減少により約 2 割減少し、

「ユキホマレ」では、子実重、イソフラボン含量の
減少によりやや減少した。

　エ　考　察
　（ア）　 系統育成、品種選定及び栽培技術の開発

（ケルセチン）
　　ａ　高機能性系統の育成・品種選定

図 30200-5　播種・移植時期とケルセチン含量との関係
1）移植時期
　・2012 年　早：4/26　普：5/9　遅：5/22
　・2013 年　早：4/18　普：5/10　遅：5/28
2）播種時期
　・2012 年　早：2/21　普：3/2　遅：3/13
　・2013 年　早：2/19　普：3/1　遅：3/12
3） 基肥（㎏ /10a）：N15,P2O530,K215　
4） 供試品種：高ケルセチン含有品種「クエルゴールド（月交 24 号）」

図 30200-6　供試系統のイソフラボン含量
　播種期：2011 年は 5 月 26 日、2012 年は 6 月 1 日、
2013 年は 6 月 3 日。

図 30200-7　土壌水分とイソフラボン含量との関係
1）播種期：5 月 27 日。
2）同一英文字間には処理間に Tukey 法（5％レベル）
で有意差がないことを示す。

─ 321 ─



　3 か年の試験結果から、現在の北海道向けの春播
きタマネギ品種・系統の中では、北農研センター育
成品種「クエルゴールド（月交 24 号）」のケルセチ
ン含量が最も高いと判断された。
　　ｂ　栽培技術の開発
　　（ａ）　土壌条件とケルセチン含量増減との関係
解明
　本試験結果から、火山性土にタマネギを栽培する
ことで、灰色低地土と比較してケルセチン含量は同
程度～わずかに増える傾向にあったものの、実際の
栽培で適用するほどの優位性はないと判断された。
　　（ｂ）　施肥条件とケルセチン含量増減との関係

解明
　本試験結果から、基肥の窒素量はタマネギのケル
セチン含量増減に影響しないと判断された。
　　（ｃ）　追肥条件とケルセチン含量増減との関係
解明
　本試験結果から、施肥量と追肥時期とを組合せる
ことで、ケルセチン高含有品種「クエルゴールド

（月交 24 号）」のケルセチン含量を更に増加できる
可能性が示された。
　　（ｄ）　播種時期と移植時期とケルセチン含量増
減との関係解明
　2 か年の試験結果から、育苗日数が短い（未熟な）

表 30200-1　播種時期と農業特性及びイソフラボン含量との関係

1）イソフラボン総量＝イソフラボン含量×子実重。
2）子実重において播種時期、品種ともに 5％水準で有意差あり。
3）イソフラボン含量において播種時期 10％、品種 5％水準で有意差あり。
4）イソフラボン総量においては播種時期 5％、品種 1％水準で有意差あり。

図 30200-8　遮光処理とイソフラボン含量との関係
1）播種期：5 月 27 日。
2）同一英文字間には処理間に Tukey 法（5％レベル）
で有意差がないことを示す。

図 30200-9　カリウム施肥とイソフラボン含量との関係
1）棒グラフ：イソフラボン含量、菱形：イソフラボ
ン総量。
2）イソフラボン総量＝イソフラボン含量×子実重。
3）播種期：5 月 24 日、開花期：7 月 17 日。
4）開花期にカリウム 7.8kg/10a あるいは 15.6kg/10a
を含むカリウム肥料を追肥した。
5）子実重、イソフラボン含量及びイソフラボン総量
において有意な差は認められなかった。
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苗を外気温が十分に上昇する前の早期移植したこと
で生育遅延が発生し、結果的に内部成分であるケル
セチン含量が増加しなかったと推測する。播種時期
～移植時期の期間は育苗期間であり、北海道では
60 ～ 70 日間が一般的であるが、本試験結果から、

「クエルゴールド（月交 24 号）」のケルセチン含量
を維持するためには、小さい苗での早植えは不可で
あることが明らかとなった。
　（イ）　品種選定及び栽培技術の開発（イソフラボ
ン）
　　ａ　高機能性系統・品種の選定
　3 か年の試験結果から、道総研十勝農業試験場が
育成した ｢ゆきぴりか｣ のイソフラボン含量が最も
高かった。本品種は収量・外観品質も安定している
ことから、地域特産品種として普及することにより、
北海道産大豆の高付加価値化に寄与できると考える。
　　b　栽培技術の開発
　　（ａ）　水分条件とイソフラボン含量増減との関
係
　境ら 2）は水田転換畑でイソフラボン含量が高かっ
たことから、含量の増減には土壌水分の影響が大き
いことを報告している。本試験結果においても、土
壌水分が高いほどイソフラボン含量は増加傾向にあ
ることが明らかとなったことから、乾燥条件を避け
る栽培が望ましいと考える。
　　（ｂ）　遮光条件とイソフラボン含量増減との関
係
　本試験結果から、遮光処理によってイソフラボン
含量は減少することが明らかとなったことから、日
当たりの悪い場所を避ける栽培が望ましいと考え
る。
　　（ｃ）　施肥条件とイソフラボン含量増減との関
係
　カリウム施用によって、ダイズの子実重並びにイ
ソフラボン含量が増加する知見はあるものの（Vyn 
et al3））、本試験結果から、カリウム施用は高イソ
フラボン品種「ゆきぴりか」のイソフラボン含量増
加に影響しないと判断された。
　　（ｄ）　播種時期とイソフラボン含量増減との関
係
　赤木ら 4）の研究では、九州では晩播により子実
重は減少するものの、イソフラボン含量が増加する
ことを報告している。しかしながら、本試験に供試

した「ゆきぴりか」並びに「ユキホマレ」では、晩
播によるイソフラボン含量の増加は認められず、子
実重の減少に伴ってイソフラボン総量は減少する結
果となった。本試験結果から、北海道では晩播によ
るイソフラボン含量増加は期待できないことが明ら
かになった。

　オ　今後の課題
　（イ）　品種選定と栽培技術の開発（イソフラボ
ン）
　　ｂ　栽培技術の開発
　高水分条件でイソフラボン含量が増加し、遮光条
件で同含量が減少することを明らかにしたが、今後
は圃場での水分と照度を組み合わせた条件検討を
行っていく必要がある。
　
　カ　要　約
　（ア）　系統育成、品種選定及び栽培技術の開発

（ケルセチン）
　現在の北海道向けの春播きタマネギ品種・系統の
中で最もケルセチン含量が多い「クエルゴールド

（月交 24 号）」を選定した。栽培試験において、施
肥量と追肥時期とを組合せることで「クエルゴール
ド（月交 24 号）」のケルセチン含量を更に増加でき
る可能性を示すとともに、本品種のケルセチン含量
を維持するためには、小さい苗での早植えは不可で
あることを明らかにした。
　（イ）　品種選定及び栽培技術の開発（イソフラボ
ン）
　高イソフラボン品種「ゆきぴりか」の含量を上回
る系統は見いだせなかった。品種「ゆきぴりか」を
供試した施肥試験を実施したが、イソフラボン含量
の増加は認められなかった。水分・光条件のような
物理的な要因によってイソフラボン含量が増減する
ことを明らかにした。播種期試験において晩播によ
るイソフラボン含量の増加は認められなかった。

　キ　引用文献
 1） 萩原誠司ら （2009） 低温抵抗性でイソフラボン

含量が高いダイズ品種「ゆきぴりか」の育成 . 育
種学研究 14（別 2）: 129.

 2） 境哲文・二瓶直登・高田吉丈・河野雄飛・高橋
浩司・島田信二 （2006） ダイズ子実中のイソフラ
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ボン含量に及ぼす品種と栽培条件の影響 . 日作紀 
75（3）: 296-305.

 3） Vyn T.J., Yin X.Y., Bruulsema T.W., Jackson 
CJ.C., Rajcan I. , and Brouder S.M.（2002） 
Potassium fertilization effects on isoflavone 
concentrations in soybean [Glycine max（L.） 
Merr.]． J. Agric. Food Chem. 50: 3501-3506.

 4） 赤木功・西原基樹・上田重英・横山明敏・佐伯
雄一 （2009） 九州南部におけるダイズの晩播が子
実中のイソフラボン含有量に及ぼす影響 . 日作紀 
78（2）: 250-254.

　研究担当者（柳田大介＊、青山　聡、黒崎英樹）

21　ケルセチンを高含有するタマネギ品種の育
成
　ア　研究目的
　タマネギ可食部には、抗酸化性、抗変異原性及び
血圧上昇抑制などに効果のあるケルセチン及びその
配糖体が多く含まれている。そこで、ケルセチン含
量を多くすることで、生活習慣病リスクを減らす食
事メニューに利用するなど、健康に関心のある消費
者にアピールできるタマネギ品種の育成を目的とす
る。

　イ　研究方法
　「クエルゴールド」（旧系統名：「月交 24 号」）の
特性評価試験
　開発系統「クエルゴールド」の寒地春まき露地移
植作型における適応性と特性について、札幌市、芽
室町、滝川市、訓子府町の圃場において評価する。
標準品種として北海道の主要品種である「北もみ
じ 2000」、参考品種としてケルセチン高含有赤タマ
ネギ品種の「クエルリッチ」を用いる。栽培法は管
理地域の慣行に依り、供試品種・系統について生育
期間中に生態的・形態的特性を適宜調査する。収穫
時に収量性を、風乾後に収穫した球の特性を調査す
る。

　ウ　研究結果
　（ア）　「クエルゴールド」は、育種素材をケルセ
チン高含有の特性により選抜することで得られる両

親系統、「OSP-3」（種子親）と「OPP-5」（花粉親）
の交配より得られる F1 品種である（図 30210-1、
図 30210-2）。
　（イ）　乾物１g 当たりに含まれるケルセチン含量
は平均 5.3mg であり、１球には平均 109mg を含有
する。試験年次による変動はあるが、主要品種の

「北もみじ 2000」より乾物重当たりで 69％、球当た
りで 61％多くのケルセチンを含有する（図 30210-
3）。
　（ウ）　倒伏期は播種後 160 日となり、「北もみじ
2000」や「クエルリッチ」と同様に中生品種であ
る。茎葉の生育量は「北もみじ 2000」に比べて少
ない（表 30210-1）。
　（エ）　「北もみじ 2000」や「クエルリッチ」に比
べて、平均１球重は小さく、総収量は低い。球形は
やや扁平となり、外皮色は褐色でその色合いは濃
い。乾物率は「クエルリッチ」と同様に高い（表
30210-1）。
　（オ）　貯蔵性は中程度であり、貯蔵性の良い「北
もみじ 2000」に劣るが、「クエルリッチ」と同等で
ある（表 30210-1）。

　エ　考　察
　（ア）　評価試験のデータにより北海道における栽
培適応性と特性の安定性が認められたため、「クエ
ルゴールド」の名前で品種登録出願中 1）である。
　（イ）　タマネギに含まれるケルセチン含量は、栽
培した年次や地域により絶対値は変動する。しか
し、相対的な関係は地域や年次に関わらず安定して
おり、「クエルゴールド」は北海道内における 4 か
所 3 か年の試験において、ケルセチン（配糖体）含
量が安定して「北もみじ 2000」より高くなる。

　オ　今後の課題
　（ア）　北海道での栽培適応性や特性を確認した
が、東北以南での栽培適応性や特性については未検
討である。
　（イ）　「クエルゴールド」は収穫する球がやや小
さい（収量が少ない）ので、生産の可能性を広げる
ためには、ケルセチン含量を維持しつつ球が大きく
なるような栽培技術の開発が必要である。
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　カ　要　約
　（ア）　 「クエルゴールド」は、「OSP-3」（種子親）
と「OPP-5」（花粉親）の交配より得られる F1 品種
である。
　（イ）　「クエルゴールド」の可食部には、平均で
1 球に 109mg のケルセチン（配糖体）を含有し、
主要品種「北もみじ 2000」の 1.6 倍である。　

　キ　引用文献
 1）「クエルゴールド」品種登録出願（第 28219 号）
（平成 25 年 8 月 30 日出願公表）室崇人、杉山慶
太、嘉見大助

　研究担当者（室　崇人＊、嘉見大助）

図 30210-1　「クエルゴールド」の育成系統図 図 30210-2　「クエルゴールド」外観

図30210-3　「クエルゴールド」のケルセチン含量（mg/ 球）
1） 数値は 2010 ～ 2012 年までの 3 か年、4 試験地（札幌、芽室、滝川、訓子府）にお
ける平均値（一部データは 2 か年分）。
2）数値（mg/ 球）は、乾物 1 グラムに含まれるケルセチン含量、平均 1 球重及び乾
物率を用い算出した。項目棒上部の直線は誤差範囲を示し、異なるアルファベット間
には 1％水準で有意差有り（Tukey 法）

表 30210-1　「クエルゴールド」の特性

1） 数値は 2010 ～ 2012 年までの 3 か年、４試験地（札幌、芽室、滝川、訓子
府）における平均値（一部データは 2 か年分）

2）倒伏期：播種後倒伏期までの日数
3） 生育指数：葉数（枚）×葉長（cm）、調査時の新鮮重の代替値
4） 球形と外皮色：遺伝資源特性調査マニュアルにより再評価
5） 貯蔵性：貯蔵後健全率より評価
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1　ポリメトキシフラボノイドの高感度微量分析
方法開発
　ア　研究目的
　生体由来サンプル並びに柑橘類果皮中の抗認知
症成分を迅速に分析するために ESI-MS 検出器と
UPLC 分析法を組み合わせた UPLC/ESI-MS を利
用した高感度分析方法を新規に確立し、その精度、
頑健性を検証するために ICH guideline Q2B に従っ
てバリデーションを行う。確立した分析方法を実験
動物での抗認知症成分体内動態への応用を試みる。

　イ　研究方法
　（ア）　UPLC/ESI-MS を利用した高感度分析方法
の確立
　　ａ　抗認知症成分を用いた分析法開発
　抗認知症成分であるノビレチン並びにその主要代謝
物である 4’- デメチル体を対象に UPLC/ESI-MS によ
る高感度分析方法開発を試みた。ラット血漿に被験物
質を添加した際のマトリックスの影響についても注視
し、生体分析を可能とする分析法開発を目指した。
　　ｂ　分析法バリデーション
　ICH Q2B ガイドラインに従ってバリデーション研
究を行い、開発した分析方法の感度、頑健性、精度を
網羅的に検証した。バリデーション結果に応じて分析
方法の最適化を行い、再度バリデーションを実施した。
　（イ）　生体由来サンプルの分析
　　ａ　ラットにおける体内動態解析
　ノビレチンをラットに経口投与 （20 mg/kg body 
weight） し、血漿中ノビレチン濃度を経時的にモニ
タリングした。必要に応じてラット組織中の被験物
質並びにその代謝物濃度についても測定を行った。

　ウ　研究成果
　（ア）　UPLC/ESI-MS を利用した高感度分析方法
の確立
　　ａ　抗認知症成分を用いた分析法開発
　ノビレチンは比較的イオン化効率が高かったもの
の、その代謝物はややイオン化効率が低いため相対
的に感度が劣っていた。両化合物の極性は大きく異

なるため逆相系の分離で充分な分離度を達成するこ
とができ、血漿中の被験物質測定においても顕著な
マトリックの影響を認めず、再現性良く定量分析が
可能であった。一方、代謝物の一つである 3’、4’
- ジデメチル体は再現性よい分離分析が困難であっ
た。しかしながら、イオン化の条件を最適化するこ
とで改善が認められた。
　　ｂ　分析法バリデーション
　ICH Q2B ガイドラインに従って、UPLC/ESI-MS に
よる分析法のバリデーションを網羅的に実施した（図
4010-1）。ノビレチンの定量限界は 10 ng/mL であり、
検出限界は 5 ng/mL であった。一方、主要代謝物で
ある 4’- デメチル体はイオン化効率の問題からか若干
の感度低下を認め、定量限界と検出限界はノビレチン
の約 2 倍高値となった。添加回収試験を行ったところ、
ほぼ定量的な回収を認め、またその精度が信頼性ある
分析データを提示するうえで充分なものであった。い
ずれの被験物質に対しても、広いレンジで直線性を示
し、高い精度と真度を有していることを明らかにした。
両化合物とも水溶液中での安定性は非常に高く、安定
性に起因したデータ変動は特に問題にならないものと
考えた。フィルターへの吸着についても検証したが、
通常のメンブランフィルターを使用している限りは顕
著な吸着とそれに伴う分析結果の信頼性低下は起こら
ないものと結論づけた。
　（イ）　生体由来サンプルの分析
　　ａ　ラットにおける体内動態解析
　ラットに経口投与し、血漿中の被験物質濃度定量
を実施した。定量限界が 5-10 ng/mL と極めて低値
であるため、少なくとも 20 mg/kg 程度の投与量に
おいては充分な血中濃度測定が可能であった。結果
については「柑橘由来抗認知症成分の非侵襲的投与
方法の開発」において詳細に説明する。本試験では
良好な結果を認めたが、投与量あるいはその投与
ルートによっては bioavailability が非常に低いため
に本手法では検出が難しいケースが出てくるものと
考えられる。その場合には適切な濃縮方法の適用が
必要になり、それに伴ったバリデーション試験が求
められるであろう。

第４編�　柑橘類果皮を利用した抗認知症機能性食品の開発に向けた基
盤技術の開発
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　エ　考　察
　柑橘類にはノビレチン類縁物が多く含まれている
ので従来の吸光検出器では特異性のある検出が極め
て難しい。また、代謝物の吸光スペクトルもノビレ
チンと酷似していることから、MS 検出器を用いた
感度と特異性が高い分析方法が必要となる。本研究
にて開発した新規分析方法ではノビレチン並びにそ
の主要代謝物を感度良く分析することが可能であ
り、また両者の分離度が高いために特異性について
も懸念すべき点は見当たらない。一方、生体試料分
析を考えた際にはマトリックの影響も充分懸念しな
ければならないが、少なくともラット血漿中の被験
物質定量においては分析を阻害する夾雑物の存在を
認めず、再現性良く定量することが可能であった。
ICH Q2B ガイドラインに従ったバリデーション試
験の結果は、高い信頼性を示唆する精度と真度を示
しており、従って本分析法は生体試料分析にも適用
することが可能である高感度定量法であると結論し
た。

　オ　今後の課題
　本研究では高感度で迅速にノビレチン定量を可能
とする分析法の提示に成功し、ラットにおける体内
動態試験にも適用することができた。すなわち、本

研究生化は柑橘類中の被験物質定量や生体試料分析
を提供するものである。現在のところノビレチンの
有効投与量についてはヒトでは明らかとなっていな
いが、仮に極めて低用量で抗認知症を発揮すること
が示された場合には、より高感度な分析方法がヒト
での体内動態精査に必要となるであろう。その際に
は、MS/MS 検出器の適用や、適切なサンプル前処
理方法の開発が必須となり、信頼性あるデータを得
るためには適用した手法に基づくバリデーション試
験を追加で実施せねばならない。

　カ　要　約
　UPLC/ESI-MS による分析方法開発並びにその最
適化によって、ノビレチン並びにその主要代謝物が
約 5 分で定量可能となり、また、その検出感度は柑
橘由来エキス中の被験物質定量だけでなく、生体試
料中の被験物質定量も可能とするものであった。本
分析法は ICH Q2B ガイドラインの求めるクライテ
リアを充分に満たしており、信頼性ある分析データ
を提示することができると結論づけた。

　研究担当者（山田静雄＊、尾上誠良、伊藤由彦）

図 4010-1　UPLC/ESI-MS によるノビレチン並びにその類縁物の分析法 validation
　ICH Q2B guideline に従い、開発した分析法を検証したところ、高い精度と真度を確
認することができた。
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2　カンキツ果実に含まれるノビレチン等ポリメ
トキシフラボノイドの分析法の開発およびキ
ンカンとキシュウミカンの雑種後代における
ノビレチン等ポリメトキシフラボノイド蓄積
特性の評価と選抜

（１）　カンキツ果実に含まれるノビレチン等ポ
リメトキシフラボノイドの分析法の開発
　ア　研究目的
　カンキツ類は野生種から、自然交雑や人為交雑で
発生した品種や系統など、多様な遺伝資源から構成
されている。また、カンキツはフラボノイドを豊富
に含むことでも知られ、アグリコンの種類、糖の数
や結合様式も多様である。カンキツ遺伝資源のフラ
ボノイド分析には、多数のサンプルの効率的前処理
法の開発、多種類のフラボノイドの分離が可能で、
同時に幅広い極性を持つフラボノイドを同時に分析
する条件が求められる。カンキツ成分分析に適した
効率的な分析法を構築する。

　イ　研究方法
　（ア）　カンキツに含まれるポリメトキシフラボノ
イド分析法の検討
　これまでに確立している HPLC 分析法をもとに、
配糖体（10 種）とアグリコン（10 種）の混合標品
を用い、担体構造及び炭素量の異なるカラムの比較
と、溶出スケジュールの変更による分離特性を検討
した。

　ウ　研究結果
　（ア）　カンキツに含まれるポリメトキシフラボノ
イド分析法

　標準的な疎水性の ODS（粒子形 2 µm、カラム内
径 3 mm、カラム長 100 mm）を用い、溶出液に A
液（10 mM リン酸液）、B 液（メタノールとアセト
ニトリルの混液）を用い、2 液グラジェンント溶出
を行う場合、混合標品は良好な分離を示した。ポン
カンの実サンプルにおいても問題の無い分離を示し
た（図 4021-1）。本分析条件では、ポリメトキシフラ
ボノイド類は 35 min までに溶出し分析が完了する。

　エ　考　察
　（ア）　カンキツに含まれるポリメトキシフラボノ
イド分析法
　本分析法により、一部の成分でベースライン分離
が不完全であるが、配糖体からアグリコンまでの分
析を 35 min 以内に完了することが可能となった。報
告されている分析法 1）では分析時間が 90 min であ
るので、溶媒を初期条件に戻す時間を含めて分析時
間が短縮されている。抽出方法についてはここでは
示さないが、フラボノイド抽出で一般的に用いられ
るジメチルスルホキシド / メタノール混液を用いて
いる 1）。3 回の抽出でほぼ抽出が完了する（データ
略）。本分析では流量を 0.6 mL/min としているが、
流量を増加させることで分析時間の短縮が可能にな
る。本分析では、25 MPa 前後の送液圧となるので、
40 MPa 以上の送液が可能な装置が必要となる。

　オ　今後の課題
　（ア）　分析精度
　抽出法も含めた室間変動の検討を行い、本分析の
妥当性を確認する必要がある。

図 4021-1　ポンカン果皮抽出物の HPLC プロファイル
　ピークの帰属。1：ヘスペリジン、2：シネンセチン、3：ノビレチン、4：タンゲレ
チン、5：5－デメチルノビレチン
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　カ　要　約
　（ア）　カンキツフラボノイド分析法の開発
　カンキツに含まれるフラボノイドの配糖体とアグ
リコンを効率的の効率的な HPLC 分析法を開発し
た。

　キ　引用文献
 1） 野方洋一 （2005） カンキツ果実の機能性成分の

探索とその有効利用に関する研究 . 近中四農研報
5 : 19-84.

　研究担当者（小川一紀＊）

（２）　キンカンとキシュウミカンの雑種後代に
おけるノビレチン等ポリメトキシフラボノイ
ド蓄積特性の評価と選抜
　ア　研究目的
　ノビレチン等ポリメトキシフラボノイドは、ウン
シュウミカンやポンカンなど後生カンキツ亜属ミカ
ン区の果皮に多く含まれる成分である。果皮への蓄
積は多いものの、果肉には検出限界以下もしくは痕
跡量程度しか含まれない成分であるため、その摂取
には限界がある。一般的にミカン属の果皮は、マー
マレードや砂糖漬けなどの加工品として食用にする
ことはあるが、苦いために生食されることは少な
い。一方、キンカン類は果皮が甘く、まるごと食べ
るカンキツであることから、キンカンの特性を持ち
ながらポリメトキシフラボノイドを果皮に蓄積する
特性をもつカンキツ雑種ができれば、ノビレチン等
の摂取源として価値の高い食品となる。そこで、陳
皮原料となるウンシュウミカンに近縁でノビレチン
含量の高いキシュウミカンとキンカンとの交雑後代
におけるポリメトキシフラボノイド蓄積特性と果実
形質を評価し、高含有後代の選抜を行う。また、果
実着果前の実生の葉を用いてフラボノイド含量の評
価が可能かどうかを検討する。

　イ　研究方法
　（ア）　キンカン交雑後代におけるポリメトキシフ
ラボノイド蓄積特性
　カンキツ類は野生品が見いだされておらず、シト
ロン、ブンタン類、ポンカン類などいくつかのグ

ループは真の種かそれに近いもので、多くは自然交
雑由来の雑種と考えられている。したがって、多様
なカンキツ遺伝資源は、変種、品種、系統のレベル
の分化と考えられる。カンキツ類の研究で使われる
田中長三郎の分類 1）は、このような自然交雑種や
古くから栽培される種も加えて 159 種をリストにあ
げている。カンキツ類を形態学的な類縁関係をもと
に区分しており、成分と分類の関連を考える上で便
利である。この分類に基づき果樹研究所に保存され
るカンキツ類遺伝資源の果実のフラボノイド評価を
もとに、果樹研究所で交雑された、ナガミキンカン
とムカクキシュウの実生群と、これらと‘清見’及
びネイハキンカンを交雑した実生群の果実について
フラボノイドを評価する。
　（イ）　キンカン交雑後代の食味調査
　ナガミキンカンとムカクキシュウの実生群と、こ
れらと‘清見’及びネイハキンカンを交雑した実生
群果実の果実を調査した。果実重はキンカン型の小
型果実で果皮率判定の目安にした。食味は、酸味

（1 不 適－2－3 適 ）、 甘 味（1 少－2－3－4－5 多 ）、
風味（1 不良－2－3－4－5 良）、苦味（1 多－2－3
少）、食感（1 不良－2－3 良）の各素点を単純合計
した。
　（ウ）　果実と葉におけるフラボノイド含量の相関
　キンカン交雑実生の果実と葉のフラボノイド分析
を行い、関連性を検討する。

　ウ　研究結果
　（ア）　キンカン交雑後代におけるポリメトキシフ
ラボノイド蓄積特性
　ナガミキンカン×ムカクキシュウ、‘清見’×

（ナガミキンカン×ムカクキシュウ）、（ナガミキン
カン×ムカクキシュウ）×ネイハキンカンの交雑実
生群を調査対象とした。これら交雑後代 87 個体の
果実、キシュウミカンなどミカン属に含まれるフラ
バノン配糖体のヘスペリジン、カンキツ属の果皮に
含まれるポリメトキシフラボノイドのノビレチン、
キンカン属に特異的な成分でミカン属には含まれな
い 3’,5’-di-C-β-gulucopyranosylphloretin（GlcPh）2）

を指標にフラボノイドの集積の特徴を検討した。ネ
イハキンカン、ムカクキシュウ、これらの交雑実生
の果皮の HPLC プロファイル（図 4022-1）に示す
ように、ナガミキンカン×ムカクキシュウでは調査
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した全ての実生個体に GlcPh が含まれ、フラバノ
ン配糖体のヘスペリジン、ノビレチンも含まれてい
た。ノビレチンの含有量は 0.01–0.25 mg/g FW の
範囲にあった（参考：ムカクキシュウの果皮平均含
量 1.5mg/g）。‘清見’×（ナガミキンカン×ムカク
キシュウ）では GlcPh とノビレチンの蓄積は分離
し、含 / 不含の比は約 2：1 であった（データ略）。
ヘスペリジンは含有量が 0.1 mg/g 以下と低い場合
もあるが、全ての個体に含まれていた。果皮ノビレ
チン含有量が 0.4 mg/g 以上の実生は 4 個体であっ
た。（ナガミキンカン×ムカクキシュウ）×ネイハ
キンカンの実生個体群については 5 個体のみの評価
であるが、フラバノン配糖体、ポリメトキシフラボ
ンは含まれていなかった。また、‘清見’×（ナガ
ミキンカン×ムカクキシュウ）の実生群は、主フラ
ボノイドにより、ネオポンシリン型、ヘスペリジン
型、ネオポンシリンとヘスペリジン混在型に分けら
れた（データ略）。また、フラボノイド含量評価が
行われていない既存品種についても分析を行った

（データを示さない）。
　（イ）　キンカンとキシュウミカンの交雑後代にお
ける果実形質の調査
　キンカンとキシュウミカンの交雑後代で、着果し

た 87 個体の果実特性調査を行った。果実中のノビ
レチン含有量が、0.2 mg/g 以上の交雑実生は、7 個
体出現している。これらの食味調査を行ったとこ
ろ、食味得点で 14、15 の可食と判断される個体が
見いだされた（表 4022-1）。
　（ウ）　果実と葉におけるフラボノイド含量の相関
　ミカン属果実を田中の分類から選択し、果皮と葉
のノビレチン含量を比較すると、ノビレチンとタン
ゲレチンは、それぞれ r2=0.912、0.903 と良好な相
関関係を示すが、フラバノン配糖体であるヘスペリ
ジンとナリンジンは、それぞれ r2=0.760、0.604 と
相関が低かった（図 4022-2）。キンカン交雑実生で
は、評価個体全体では果皮と葉中のノビレチン含量
の相関は r2=0.757 であったが、‘清見’×（ナガミ
キンカン×ムカクキシュウ）実生、ナガキンカン×
ムカクキシュウ実生に分けると、果皮と葉中のノビ
レチン含量の相関は低くなった（図 4022-3）。しか
し、‘清見’×（ナガミキンカン×ムカクキシュウ）
の場合、葉中ノビレチン濃度が 0.5 mg/g 以上の実
生は果皮高含有実生の出現割合が高いことが示され
た。また、生重当たりのノビレチン含量は、果肉よ
り葉の方が高い傾向が認められた。

図 4022-1　交雑親と交雑実生果皮の HPLC プロファイル
　A） ナガミキンカン、B） ムカクキシュウ、C） ナガミキンカン×ムカクキ
シュウ
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　エ　考　察
　（ア）　果皮にノビレチンを蓄積するキンカン型雑
種
　ナガミキンカン×ムカクキシュウの後代は 3 成分
を全て含有するが、これをキンカンと戻し交雑する
とキンカンの特性を持った個体のみが出現すること
が予想された。‘清見’×（ナガミキンカン×ムカ
クキシュウ）の実生群は、主フラボノイド配糖体に
よりネオポンシリン型、ヘスペリジン型、ネオポン
シリン・ヘスペリジン混在型に分けられたが、これ
までの調査では、ネオポンシリンを主成分として含
むカンキツ遺伝資源は見いだされてはいない。交

雑実生には、比較的小型でかつノビレチンを含有
し、果皮も可食と考えられる個体が認められること
から、キンカンとキシュウミカンの交雑後代におい
て、果皮にノビレチンを蓄積するキンカン型雑種育
成の可能性が示唆された。また、交雑組合せにもよ
るが、葉中のノビレチン含量を指標にすることで高
含有個体が選抜できる可能性が示唆された。また、
葉も重要なノビレチン供給源であることから、茶葉
のように収穫する方法も考えられる。

　オ　今後の課題
　（ア）　ノビレチン高含有雑種の食味向上
　ノビレチン高含有交雑実生の中に可食である個体
も存在するが、全果を丸ごと食べるためにはさらに
食味を向上させる必要がある。
　（イ）　データベースの作成
　カンキツフラボノイド摂取の基礎データへの利用
を図るために、フラボノイド含有量のデータベース
を作成する必要がある。

　カ　要　約
　（ア）　フラボノイド含有量評価
　果樹研究所に保存されるカンキツ遺伝資源のフラ
ボノイド含有量評価が完了した。
　（イ）　交雑によるフラボノイド高含量化
　キンカンとノビレチン含有カンキツの交雑によ
り、果皮にノビレチンを含み可食である果実が得ら
れる可能性が示された。

表 4022-1　キンカン交雑後代におけるノビレチン高含有個体と食味

＊：以下の５項目の素点の単純合計。酸味（1 不適 -3 適）、甘味（1 少 -5 多）、風味
（1 不良 -5 良）、苦味（1 多 -3 少）、食感（1 不良 -3 良）

図 4022-2�　既存品種における果皮と葉中のフラ
ボノイド含量の相関
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3　ノビレチン等ポリメトキシフラボノイド含有
量が高いカンキツ品種の選抜と新品種の育成
および認知症機能を活用した製品化に向けた
原料素材の開発�
　ア　研究目的
　抗認知症成分を高含有する農産物等の開発のた
め、ノビレチン等ポリメトキシフラボノイド（以
下 PMF）の含有量が高い既存品種を選抜するとと
もに、高含有品種を育種親とする交雑育種による新
たな高含有品種の育成や、交雑種が得にくい多胚性
品種への放射線照射による突然変異誘発技術の導入
による、機能性成分向上のための品種改良を目的と
し、これら育成個体の葉中成分の分析による早期選
抜を試みた。
　また、カンキツ果実における PMF の含有部位は

果皮のみに限られるため、抗認知症機能を活用した
製品開発のため、カンキツ果皮の一次加工処理方法
について検討した。

　イ　研究方法
　（ア）　PMF 高含有系統の育成と早期選抜法の開
発
　　ａ　既存品種におけるカンキツ果皮中 PMF 含
有量と葉中含有量の関係
　静岡県果樹研究センター内植栽のカンキツ品種・
系統 31 種の未着果新梢の展開葉と同一樹の果実を
用い、PMF 含有量を調査した。調査した PMF 類
はヘスペレチン、ユウパトリン 5- メチルエーテル、
シネンセチン、アカセチン、スクテラレインテトラ
メチルエーテル、ノビレチン、 3, 3’, 4’, 5, 6, 7, 8-
ヘプタメトキシフラボン、ナツダイダイン、タン
ゲレチン、6- デメチルノビレチンの 10 種類。抽出
方法は、展開葉 10 枚程度を 55-60℃で 70 時間以上
乾燥後に粉砕し 0.2g を計量、果皮は各３果を細か
く刻み 1g 計量し、各々 5 ml の抽出溶媒（DMSO/
MeOH=1：1）を加え、1 時間超音波槽で抽出し、
4000 rpm 10 min で遠心後、上澄みを回収。この操
作を 2 回行い、0.2μm のフィルターで濾過後 HPLC
分析した。分析条件は ODS カラム（3μm、100 mm
× 3.0 mm I.D.）を用い、検出波長 は 274 nm、324 
nm、338 nm、362 nm の 4 波長を用いた。
　　ｂ　放射線照射による突然変異誘発個体におけ
る‘太田ポンカン’の抗認知症成分高含有系統の一

図 4022-3　果皮と葉のノビレチン含量の関係
　A ） 全ての調査実生（■：ムカクキシュウ、・, ●：‘清見’×（ナガミキンカン×ムカクキ

シュウ）、●は食味高得点実生。□：ナガキンカン×ムカクキシュウ
　B ）‘清見’×（ナガミキンカン×ムカクキシュウ）実生のみ
　C） ナガキンカン×ムカクキシュウ実生のみ
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次選抜
 ‘太田ポンカン’の休眠枝に 重イオンビーム（核
種 20Ne10+　線量 5 Gy と 10 Gy、核種 12 Ｃ 6+　線量
15 Gy と 20 Gy）を照射し、各々 100 本のカラタチ
台木に接ぎ木し、活着率と新梢伸長量を調査した。
その後、３回の切り返し剪定後、新梢の展開葉の
PMF 含有量を HPLC で調査し、翌年、着果の見ら
れた個体については展開葉と果皮を調査した。調査
項目と分析方法は上記ａと同様。
　　ｃ　キンカン及びノビレチン高含有品種を用い
た交雑実生における高含有系統の一次選抜
　供試品種は、種子親として‘長金柑’、 ‘リー’、

‘エレンデール’、花粉親として育成系統 56-23、‘太
田ポンカン’等を用い、交雑実生の接ぎ木個体（2
年生樹）の展開葉を調査した。調査項目と分析方法
は上記ａと同様。
　（イ）　抗認知症機能性食品の作成に適したカンキ
ツ果皮加工素材の開発
　静岡市清水区産‘太田ポンカン’を用い、原料素
材である乾燥果皮の作成方法及び乾燥果皮の粉化処
理と加工適性について検討した。粉化処理に供試し
た粉砕機はウィレー式粉砕機、超微粒摩砕機（マス
コロイダー）、高速振動試料粉砕機、衝撃式微粉砕
機（アトマイザー）の 4 種類。調査項目は、乾燥果
皮の作成における処理時間と処理温度と果皮水分。
粉化処理は達観による粉化程度と加工品作成による
適性を検討した。

　ウ　研究結果
　（ア）　PMF 高含有系統の育成と早期選抜法の開
発
　　ａ　既存品種におけるカンキツ果皮中 PMF 含
有量と葉中含有量の関係
　供試したカンキツ品種の果皮中の PMF 含有量は
品種によって大きく異なり、タチバナやポンカン、
紀州ミカンなどミカン区（田中の分類）のコミカン
類で高含有の品種が多く、果皮を食用とするユズや
キンカン、レモンなどにはほとんど含まれていな
かった。PMF の中ではいずれの品種もノビレチン
の割合が最も高く、次いでタンゲレチンが多かった

（図 4030-1）。同一樹から採取した展開葉中の PMF
含有量の高い品種は、タチバナやポンカンなどでキ
ンカンや文旦、ユズ、スダチ、レモンなどからは検

出されなかった。PMF の中ではノビレチンの割合
が最も高く、他にタンゲレチンや 6- デメチルノビ
レチンなどが比較的多い傾向がみられた（図 4030-
2）。供試した 31 品種・系統の葉中と果皮中におけ
る PMF 含有量（総量）の関係は、r（単相関係数）
=0.95 と高い相関を示した（図 4030-3）。PMF の
内、ノビレチンの葉中と果皮中と含有量の関係もｒ
=0.78 と比較的高かった（図 4030-4）。
　　ｂ　放射線照射による突然変異誘発個体におけ
る‘太田ポンカン’の抗認知症成分高含有系統の一
次選抜
　休眠枝に重イオンビームを照射した‘太田ポンカ
ン’の接ぎ木後の生存率は、ネオン 5 Gy が 71％、
10 Gy が 66％、接ぎ木 2 か月後の平均新梢伸長量
は 5 Gy で 19.6 cm、10 Gy で 10.7 cm、未発芽の個
体は 5 Gy で 7 個体、10 Gy で 22 個体あった。炭
素での生存率は、15 Gy が 75％、20 Gy が 66％、
接ぎ木 4 か月後の平均新梢伸長量は 15 Gy で 24.8 
cm、20 Gy で 25.6 cm、無照射が 28.4 cm で、炭素
は線量による大きな違いはなかったが、未発芽の個
体は 15 Gy で 19 個体、20 Gy で 30 個体あった（図
4030-5、図 4030-6）。
　Ne 5 Gy 照射個体（接ぎ木 3 年目）の葉中の
PMF 含有量を調査した 70 個体のうち、対照（セ
ンター内成木樹）より含有量の高い個体は 4 個体あ
り、内 2 個体は未着果だった。着果した 55 個体の
果皮中の PMF 含有量は、対照より高い個体が 23
個体あり、このうち葉中含有量も比較的高い個体は
3 個体であった。Ne 10 Gy 照射個体（接ぎ木 3 年
目）の葉中の PMF 含有量を調査した 66 個体のう
ち、対照より含有量の高い個体は 4 個体で、いずれ
も未着果だった。着果した 45 個体の果皮中の PMF
含有量は、対照より高い個体が 19 個体あり、この
うち葉中含有量も比較的高い個体は 2 個体だった。
　C 15 Gy 照射個体（接ぎ木 2 年目）の葉中 PMF
含有量を調査した 57 個体の平均値は、無照射の個
体（接ぎ木 2 年目）の平均値よりも高く、初期の新
梢伸長が少ない個体の方が、ばらつきが大きいもの
の比較的含有量の高い個体が多かった。C 20 Gy 照
射個体（接ぎ木 2 年目）の葉中 PMF 含有量を調査
した 36 個体は、全て無照射より高く、個体間のば
らつきが大きいものの、比較的含有量が高い個体が
3 個体あった。また、いずれの個体もノビレチンの
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図 4030-1　　8 月採取のカンキツ品種別果皮中の PMF 含有

図 4030-2　　8 月採取のカンキツ品種別展開葉中の PMF 含有量

図 4030-3　　カンキツ葉中と果皮中の PMF 含有量の関係 図 4030-4�　　カンキツ葉中と果皮中のノビレチン含有
量の関係
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割合が最も高く、次いでタンゲレチンと 6- デメチ
ルノビレチンであった。
　　ｃ　キンカン及びノビレチン高含有品種を用い
た交雑実生における高含有系統の一次選抜
　‘長金柑’と‘太田ポンカン’の交雑実生 17 個
体と、県育成系統 56-23 との交雑実生 3 個体のう
ち、56-23 で 2 個体、‘太田ポンカン’で 8 個体に
PMF を含有している個体が得られ、その内 9 個体
はノビレチンの割合が最も高かった（図 4030-7）。

‘リー’×‘太田ポンカン’の交雑実生の PMF 含
有量は、1 個体が‘リー’より高く、また、3 個体
はシネンセチンの割合が比較的高かった。‘エレン
デール’×‘太田ポンカン’の交雑実生は、親品種
より PMF 含有量の高い個体はなかったが、その内
5 個体はノビレチンの含有量が比較的高かった（図
4030-8）。
　（イ）　抗認知症機能性食品の作成に適したカンキ
ツ果皮加工素材の開発
　‘太田ポンカン’の果皮は、温州ミカンに比べ乾
燥処理中の水分の減少が遅いため処理時間は温州ミ
カンの 3 倍程度の 72 時間（図 4030-9）必要であっ

た。また、高温による異臭を防ぐため乾燥温度は
50 ～ 55℃が適当と考えられた。各粉砕機による乾
燥果皮の粉化程度は、高速振動試料粉砕機が最も細
かいが、作業に時間がかかり実用にはやや不適で
あった。超微粒摩砕機マスコロイダーは作業時間が
短く効率的であるが、粒子がやや荒く、加工品とし
てはサブレやカステラ等が適していた。衝撃式微粉
砕機アトマイザーは粒子が比較的細かく、作業時
間、処理能力とも比較的短時間で多量の処理（約 5 
kg/hr）が可能であった。

　エ　考　察
　（ア）　カンキツ果皮中の PMF は品種によって大
きく異なり、ポンカンやタチバナなどミカン類で多
く、キンカンやユズでは検出されなかった。多くの
カンキツ品種において、果実における含有部位は果
皮のみに限られ、果肉中にはほとんど含有していな
い 1）が、葉中には含有しており、果皮での含有量
が多い品種は葉中での含有量も高い傾向があること
から、葉中含有量から PMF 高含有品種の選抜を行
うことができるのではないかと考えられた 2）。
　重イオンビーム照射による接ぎ木個体の生存率
は、概ね 7 割程度で核種、線量による明らかな違い
はなかったが、未発芽の個体数は線量の高い方が多
くなる傾向が見られた。照射個体の葉中 PMF 含有
量は着果の有無で異なる傾向がみられたが、ネオ
ンでは 5 個体が比較的 PMF 含有量が高い可能性が
示され、炭素では 6 個体の PMF 含有量が比較的高
かった。

図 4030-5　　照射線量・核種の違いによる‘太田ポンカ
　ン’接ぎ木後の新梢伸長量の度数分布

図 4030-6　�　C 15 Gy 照射接ぎ木 1 年目（手前が未発芽
個体）
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　キンカンを種子親に用いた交雑種では、9 個体で
葉中の PMF が検出され、キンカンの形質を保持し
たノビレチン含有品種の可能性が示唆された。
　（イ）　‘太田ポンカン’の乾燥果皮作成は、温州
ミカンに比べ低温で長時間の乾燥が必要であり、粉
化処理については、超微粒摩砕機マスコロイダーと
衝撃式微粉砕機アトマイザーが処理能力や粒子の細
かさなどからサブレ等の加工品作成に適していると
考えられた。

　オ　今後の課題
　（ア）　既存品種の成木樹において調査した、葉中
成分と果皮中成分の関係性を基にした、苗木の育成
過程における高含有個体早期選抜の試みについて、

図 4030-7　　「長金柑」を種子親に用いた交雑種の葉中 PMF 含有量

図 4030-8�　　「リー」と「エレンデール」を種子親に用いた交雑種の葉中 PMF
含有量

図 4030-9�　　太田ポンカン果皮の乾燥時間における水分
含量の変化
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本課題で作成した変異誘発個体及び交雑育種個体に
おいて検証していく必要がある。 
　（イ）　加工品開発を行う上で、乾燥果皮の苦味成
分等を軽減し食味を向上させる必要がある。

　カ　要　約
　（ア）　カンキツの果皮中の PMF 含有量は、タチバ
ナやポンカン、紀州ミカンなどミカン区（田中の分
類）のコミカン類で高含有の品種が多く、ユズやキ
ンカン、レモンなどにはほとんど含まれていなかっ
た。葉中の PMF 含有量の高い品種もタチバナやポン
カンなどで、葉中と果皮中の PMF 含有量は高い相関
を示すことから、高含有品種の育成において、葉中
含有量から早期選抜を行うことができるのではない
かと考えられた。これにより、重イオンビームによ
る変異誘導個体と交雑育種個体の選抜を試み、ネオ
ン照射区において 5 個体が PMF 高含有の可能性が示
された。キンカンを種子親に用いた交雑種では 9 個
体で葉中の PMF が検出され、キンカンの形質を保持
したノビレチン含有品種の可能性が示唆された。
　（イ）　‘太田ポンカン’の乾燥果皮作成は温州ミ
カンに比べ低温で長時間の乾燥が必要であり、粉化
処理については、超微粒摩砕機マスコロイダーと衝
撃式微粉砕機アトマイザーが処理能力や粒子の細か
さなどから加工品作成に適していると考えられた。

　キ　引用文献
 1） 中嶌輝子・小川一紀（2010）　ポリメトキシフラ

ボノイド高含有カンキツ品種におけるノビレチン
含有量の経時変化 . 日本食品科学工学会 . 第 57 回
大会講演集 . 148.

 2） 中嶌輝子・小川一紀（2013）カンキツ類のポリ
メトキシフラボノイド高含有における果皮と葉の
関係 . 園芸学研究 . 第 12 巻　別冊２

　研究担当者（中嶌輝子＊ ）

4　抗認知症成分原料の獲得のための情報収集・
研究開発
　ア　研究目的
　柑橘類の中でノビレチンを高含有量に含む太田ぽ
んかんは、温州みかん同様、柑橘生産者の高齢化、

後継者不足などの要因によって年々生産量が漸減し
ている。また、ノビレチンを含む果実部位は果皮で
あり、本来、果肉を消費することが目的であること
から果皮を安定的に供給することは現状、困難な状
況である。さらに、その果皮を乾燥破砕までの一連
の行程を他県で製造していることから配送経費の増
加など、経済的に非効率である。これらのことか
ら、太田ぽんかんの出荷数量の現状把握、太田ぽん
かんと同等、または同等以上のノビレチンを含む柑
橘類や一次加工品などの情報収集や剥皮から破砕ま
での一連の行程を経済的な観点を考慮して静岡県で
の製造が可能であるか検証する。

　イ　研究方法
　（ア）　太田ぽんかんの主産地である清水農協にお
ける出荷数量の把握
　（イ）　一連の行程業務（果実の洗浄・剥皮、乾
燥、破砕、袋詰）が可能な業者の情報収集と製造、
製造による経済性の検証
　（ウ）　ノビレチンを含む柑橘類（加工品を含め
て）などの分析を実施する。
　（エ）　関係会社、試験場などから情報を収集す
る。

　ウ　研究結果
　（ア）　太田ぽんかんの主産地である清水農協にお
ける出荷数量の把握
　清水農協管内の太田ぽんかんは 2011 年時点に
おいて約 20 ha の栽培面積があり、出荷実績量は
約 198 t である。2010 年では約 258 t の出荷実績で
あった。静岡県下では 2011 年は 240 t、2010 年は
312 t であった。柑橘類には隔年結果性を生じるこ
とがしばしばあり、果実を安定供給する上では課題
となっている。また、出荷数量は年々漸減傾向にあ
る。（出荷数量はいずれも静岡経済連扱い数値）
　（イ）　一連の行程業務（果実の洗浄・剥皮、乾
燥、破砕、袋詰）が可能な業者の情報収集と製造、
製造による経済性の検証
　静岡県下では缶詰工場が無く、機械による剥皮は
できないため、（社）農林水産先端技術産業振興セ
ンターなどから情報を収集し、一連の工程を 2 業者
にならざるを得ず、太田ぽんかんの生産地である清
水農協から近隣の 2 業者を選定した。配送費を含む
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製造費は、10 t 換算をした場合、本県での製造費が
1 kg 当たり 1,200 円高い結果となった。この要因は
人的による剥皮経費であり全体の 41％を占めたた
めである。
　（ウ）　ノビレチンを含む柑橘類（1 次加工品を含
めて）などをノビレチン含有量の分析を実施する。
　　ａ　柑橘類のノビレチン含有量
　（独）農研機構果樹研究所では柑橘類のノビレチ
ン含有量の分析を実施し、シイクワシャーの含有量
が最も高い含有量を示し、次いで太田ぽんかん、か
んきつ中間母本農 6 号となっている。
　　ｂ　2 品種系統について
　　（ａ）　シイクワシャー
　ノビレチンを含有する食素材としてすでに成功を
収めている。成功要因は当品種がノビレチンを多く
含むこと、また、この果実の利用用途が果汁搾汁原
料であることから搾汁粕をノビレチン含有の原料と
して豊富且つ安価に利用できるからである。
　　（ｂ）　かんきつ中間母本農 6 号
　当品種は手搾りジュース、酵素剥皮のカットフルー
ツという従来の柑橘には無い商品形態での事業化が始
まっているが、製造段階で安定的に果皮残渣を生じ、
ノビレチン含有素材の原料にできる可能性がある。
　　ｃ　かんきつ中間母本農 6 号の果実条件による
ノビレチン含有量
　当品種は従来の消費形態と異なり、前述のシイク
ワシャーと同様の可能性があることから当品種に注
目し、果実条件によるノビレチン含有量を分析調査
　①　貯蔵した果実を利用して、果皮を分析し 117 
mg/100 g の含有量があり比較的高いことが判明し
た。
　②　果実の大きさによる含有量の差異は明確では
なかったが、比較的小玉果の含有量が多いと予想さ
れる（大果：132 mg、中果：112 mg、小果：145 
mg。いずれも 100 g 当たり）。
　　ｄ　加工品のノビレチン含有量
　すでに販売されている柑橘類果皮抽出液（商品
名：ゴールド化粧水）について、ノビレチン含有量
を分析し、4 mg/100 g の結果が得られた。

　エ　考　察
　（ア）　太田ぽんかんの出荷数量は年々漸減傾向に
あり、太田ぽんかんに変わる中晩柑、不知火、はる

みが台頭しているため、今後も生産量が減少すると
予想される。しかし、現状、太田ぽんかんの規格外
の取引が無く、生産者自身が廃棄などの処理をして
いることから、太田ぽんかんの加工向けの集荷を望
まれている。したがって、一定量の数量は確保がで
きると考えられる。
　（イ）　製造する上で剥皮経費が高いことから、さ
らにこの経費を縮減する業者の選定や業者への提案
が必要であると考えられる。
　（ウ）　かんきつ中間母本農 6 号においてもノビレ
チン含有量が高いことから、太田ぽんかんの代替と
なりうる柑橘であると考えられる。現状、当品種の
振興計画が無く、生産量の増加は期待されていない
ものの、残渣として果皮を利用する可能性が期待さ
れる。また、小玉果でのノビレチン含有量が高い傾
向であれば、栽培管理面において無摘果での対応と
なり生産者における栽培管理の効率化が図られる。
加工品である柑橘果皮抽出液は含有量が少ないこと
から、この抽出液からさらにノビレチンを抽出する
上では不向きであると考えられる。

　オ　今後の課題
　（ア）　太田ぽんかんの生産量の減少が予想され、
大きな数量の確保が必要である場合、困難になって
くる可能性がある。また、現時点では果肉の利用方
法が無い状態であり課題である。また、加工品の試
作、製造、流通、販売・拡販には時間、経費を要
し、リスクが生じることも考えられる。さらに、数
量を確保する上では、kg 当たりの単価（生産者手
取り単価）の検討が必要になってくる。現状、本県
の加工向け温州みかんでは 8 円 /kg であり、これ
以上の単価が望まれる。
　（イ）　一連の行程（果実の洗浄、剥皮、乾燥、破
砕など）を実施する業者が複数に及び効率的・経済
的では無い。
　（ウ）　かんきつ中間母本農 6 号の利用の場合に
は、生産量が少なく、果皮の収集、保管、乾燥行程
が必要であり経費を要する。

　カ　要　約
　（ア）　かんきつ中間母本農 6 号はノビレチン含有
量が高く、太田ぽんかんの代替となりうる。
　（イ）　ノビレチン含有量を多く含む果皮の確保に
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は効率性、経済性の面からさらに検討する必要があ
る。

　研究担当者（鈴木雅也＊）

5　柑橘類果皮と有効成分ノビレチンの抗認知症
作用発現機構評価系の開発及び前臨床薬効評
価系の確立
　ア　研究目的
　本研究総括者らは、すでに陳皮（温州みかんの果
皮）構成成分であるノビレチンが認知症の原因療法
となり得る世界で初めての天然物質であることを発
見している 1-8）。本研究では、ノビレチンを含有す
る柑橘類果皮エキスを利用した抗認知症機能性食品
の開発に向けた基盤技術の開発として、「柑橘由来
抗認知症成分の分析技術の開発」「柑橘由来抗認知
症成分の生体調節機能の解析」「抗認知症成分を高
含有する農産物等の開発」を目標と定めた。あわせ
て、柑橘類果皮エキスの抗認知作用についてヒト
での科学的エビデンスを得るため、神経伝達物質
受容体発現におけるノビレチンの効果を、神経分
化能を持つラット副腎髄質褐色細胞腫（PC12D 及
び PC12）を用いて検討し、抗認知症機能性食品開
発における有効成分ノビレチン薬効評価を目的とし
た。

　イ　研究方法
　（ア）　柑橘類果皮より単離したノビレチン及びそ
の類縁体の評価
　　ａ　柑橘類果皮より単離したノビレチン及びそ
の類縁体のアセチルコリンエステラーゼ阻害作用評
価
　ヒト赤血球由来アセチルコリンエステラーゼを用
い、100 µM のノビレチン及びその類縁体（5- デメ
チルノビレチン、タンゲレチン、シネンセチン、6-
デメチオキシタンゲレチン、6- デメチオキシノビレ
チン）のコリンエステラーゼ阻害作用を調べた。
　　ｂ　柑橘類果皮より単離したノビレチン及びそ
の類縁体の細胞内シグナル活性化評価
　柑橘類果皮より単離した 30 または 100 µM のノ
ビレチン及びその類縁体により、PC12D 細胞を処
理し、Western blot 法により細胞内シグナル ERK

のリン酸化を指標にして評価した。
　（イ）　記憶学習に関わる遺伝子の発現に及ぼすノ
ビレチンの作用評価
　30 または 100 µM の PC12D 及び PC12 細胞をノ
ビレチンで処理したのち、RT-PCR 法及びリアルタ
イム PCR 法を用いて神経伝達物質受容体などの記
憶学習に関わる遺伝子の発現を指標に、遺伝子発現
に及ぼすノビレチンの作用を解析した。
　（ウ）　アミロイド β（Aβ）存在下の PC12 細胞に
おけるノビレチンの効果
　　ａ　Aβ 依存的な細胞死に対するノビレチンの
効果
　アルツハイマー病原因因子の一つである Aβ1-42 ペ
プチドで PC12 細胞を処理し、MTT アッセイによ
り細胞生存率を定量化する系を構築した。この系を
用いて、Aβ1-42 ペプチドによる細胞生存率低下に対
するノビレチンの改善作用を検討した。
　　ｂ　Aβ 依存的な遺伝子発現変動に対するノビ
レチンの作用
　PC12 細胞において、Aβ1-42 ペプチドの遺伝子発
現への影響とそれに対するノビレチンの作用をリア
ルタイム PCR 法を用いて解析した。

　ウ　研究結果
　（ア）　柑橘類果皮より単離したノビレチン及びそ
の類縁体の評価
　　ａ　柑橘類果皮より単離したノビレチン及びそ
の類縁体のアセチルコリンエステラーゼ阻害作用評
価
　100 µM のノビレチン及びその類縁体について、
そのコリンエステラーゼ阻害活性を評価した結果、
ノビレチン及び二つの類縁体（シネンセチン、6- デ
メチオキシノビレチン）に、コリンエステラーゼ阻
害活性が見出された（図 4050-1）。また、ノビレチ
ンのコリンエステラーゼ阻害活性は、濃度依存的で
あった 9）。
　　ｂ　柑橘類果皮より単離したノビレチン及びそ
の類縁体の細胞内シグナル活性化評価
　ノビレチン及びその類縁体について、PC12D 細
胞における細胞内シグナル ERK リン酸化作用を調
べた結果、ノビレチン、タンゲレチン及び 6- デメ
チオキシノビレチンにおいて、濃度依存的な ERK
リン酸化能が確認されたが、そのリン酸化作用は
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ノビレチンが最も強いことが明らかとなった 10）（図
4050-2）。
　（イ）　記憶学習に関わる遺伝子の発現に及ぼすノ
ビレチンの作用評価
　神経分化能を持つ PC12 培養細胞において、リア
ルタイム PCR 法を用いてその遺伝子発現に及ぼす
作用を調べた。その結果、PC12 培養細胞において、
グルタミン酸受容体 NMDA 受容体のサブユニット
NR1、NR2A、NR2B 遺伝子（図 4050-3）、アセチ
ルコリン受容体であるムスカリン受容体サブタイプ
M1 遺伝子及びアセチルコリン合成酵素コリンアセ
チルトランスフェラーゼ遺伝子（図 4050-4）の発
現が亢進していることが明らかとなった。また、最
初期応答遺伝子である c-fos、fra1、c-jun や、転写
調節因子 CREB 共役因子 CBP 遺伝子の発現も増加
していることが示された。
　（ウ）　Aβ 存在下の PC12 細胞におけるノビレチ
ンの効果
　　ａ　Aβ 依存的な細胞死に対するノビレチンの
効果
　PC12 細胞を用い、アルツハイマー病の原因因子
である A β存在下におけるノビレチンの作用を確
認した結果、PC12 細胞の Aβ1-42 ペプチド濃度依存
的な有意な細胞生存率低下が確認され、それをノビ
レチンが改善することが明らかとなった。
　　ｂ　Aβ 依存的な遺伝子発現変動に対するノビ

レチンの作用
　PC12 細胞において、Aβ1-42 ペプチドの遺伝子発
現への影響とそれに対するノビレチンの作用を調べ
た結果、Aβ1-42 ペプチドにより減少した NR1 遺伝
子の発現をノビレチンが回復させることがわかっ
た。

　エ　考　察
　（ア）　柑橘類果皮より単離したノビレチン及びそ
の類縁体の評価
　ノビレチン及び類縁体（シネンセチン、6- デメチ
オキシノビレチン）は、コリンエステラーゼ阻害活
性を持つことが示されたが、その活性は弱かった。
このことから、これらの抗認知症作用の主たる作用
機序はコリンエステラーゼ阻害活性ではなく、ドネ
ペジル等の既存薬とは異なるメカニズムを持つこと
が示唆された。
　（イ）　記憶学習に関わる遺伝子の発現に及ぼすノ
ビレチンの作用評価
　我々はすでにノビレチンが PKA/MEK/ERK/
CREB の活性を増強することを報告している。前
述の遺伝子においては、ノビレチンの PKA/MEK/
ERK/CREB シグナルカスケードの活性化作用によ
り、それらが発現亢進していることが示唆された。
また、CREB-CBP 相互作用にノビレチンが関与す
ることが考えられた。
　（ウ）　Aβ 存在下の PC12 細胞におけるノビレチ
ンの効果
　ノビレチンの Aβ による細胞生存率及び遺伝子発
現の低下をノビレチンが改善することが示されたこ
とから、アルツハイマー病の特定原因に対するその
効果が示唆された。

　オ　今後の課題
　（ア）　柑橘類果皮より単離したノビレチン及びそ
の類縁体の評価
　本研究では、ノビレチン類縁体のコリンエステ
ラーゼ阻害作用評価及び細胞内シグナル ERK 活性
評価を実行したが、今後、柑橘類果皮濃縮エキスと
しての投与を考慮した時にこれら類縁体のノビレチ
ンとの比較や作用機序解明が必要とされる。
　（イ）　記憶学習に関わる遺伝子の発現に及ぼすノ
ビレチンの作用評価

図 4050-1�　　柑橘類果皮より単離したノビレチン及びそ
の類縁体（100 µM）のアセチルコリンエス
テラーゼ阻害作用評価
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　本研究において、記憶学習に関与する遺伝子、ま
た遺伝子転写活性に重要な因子の遺伝子発現の量的
変動に対するノビレチンの作用を明らかとしたが、
今後はこれら発現上昇した因子のタンパク質レベル
での機能的な解析が必要とされる。
　（ウ）　Aβ 存在下の PC12 細胞におけるノビレチ
ンの効果
　本研究において、外的因子として Aβ ペプチドを
PC12 細胞に投与したが、病態モデルとしての内的
因子である細胞内 Aβ 蓄積に対するノビレチンの効
果を明らかにするため、ヒトアルツハイマーモデル
細胞を用いた解析が課題である。

　カ　要　約
　（ア）　柑橘類果皮より単離したノビレチン及びそ
の類縁体の評価
　柑橘類果皮より単離したノビレチン及びその類縁
体であるシネンセチン、6- デメチオキシノビレチン
に、弱いながらコリンエステラーゼ阻害活性が見出

された。また、ノビレチン類縁体の細胞内シグナル
ERK リン酸化作用を、神経分化能を持つ培養細胞

（PC12D）を用いて調べた結果、タンゲレチン及び
6- デメチオキシノビレチンにおいて、顕著な ERK
リン酸化能が確認されたが、その効果はノビレチン
が最も強いことが明らかとなった。
　（イ）　記憶学習に関わる遺伝子の発現に及ぼすノ
ビレチンの作用評価
　神経分化能を持つ PC12 培養細胞において、リ
アルタイム PCR 法を用いてその遺伝子発現に及ぼ
す作用を調べた。その結果、PC12 培養細胞におい
ても、グルタミン酸受容体 NMDA 受容体のサブユ
ニット NR1、NR2A、NR2B 遺伝子及びアセチルコ
リン受容体ムスカリン受容体サブタイプ M1 遺伝子
及びコリンアセチルトランスフェラーゼ遺伝子の発
現が亢進していることが明らかとなった。また、最
初期応答遺伝子である c-fos、fra1、c-jun や、転写
調節因子 CREB 共役因子 CBP 遺伝子の発現も増加
していることが明らかとなった。このことから、ノ

図 4050-2�　　柑橘類果皮より単離したノビレチン及びその類縁体の細胞内シグナル活性化評価
　（A） 　30 µM ノビレチン及びその類縁体　（B）　100 µM ノビレチン及びその類縁体
　C: コントロール、1: ノビレチン、2: 5- デメチルノビレチン、3: タンゲレチン、4: シネン
セチン、5: 6- デメチオキシタンゲレチン、6: 6- デメチオキシノビレチン

図 4050-3�　　PC12D 細 胞 に お け る NR1、NR2A 及 び
NR2B 遺伝子の発現に及ぼすノビレチン（30 
µM）の作用

図 4050-4�　　PC12 細胞におけるコリンアセチルトラン
スフェラーゼ遺伝子の発現に及ぼすノビレチ
ン（100 µM）の作用
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ビレチンの抗認知症効果が、記憶学習に関する受容
体や遺伝子転写活性に重要な因子の遺伝子発現調節
を介していることが示唆された。
　（ウ）　Aβ 存在下の PC12 細胞におけるノビレチ
ンの効果
　PC12 細胞を用い、アルツハイマー病の原因因子
である Aβ 存在下におけるノビレチンの作用を確認
した。Aβ1-42 ペプチドで誘導される細胞死に対する
ノビレチンの効果を確認したところ、Aβ1-42 ペプチ
ド濃度依存的な細胞生存率の低下を、ノビレチンが
改善することが明らかとなった。また、Aβ1-42 ペプ
チドの遺伝子発現への影響とそれに対するノビレチ
ンの作用をリアルタイム PCR 解析にて調べたとこ
ろ、Aβ1-42 ペプチドにより減少した NR1 遺伝子の
発現をノビレチンが回復させることがわかった。ノ
ビレチンの Aβ による細胞障害をノビレチンが改善
することが示されたことから、ノビレチンのアルツ
ハイマー病に対する機能性食品としての大いなる可
能性が示唆された。
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　研究担当者（大泉　康＊、木村純子）

6　遺伝子発現プロファイルからみた柑橘類果皮
抗認知症成分の薬効評価系の開発
　ア　研究目的
　抗認知症作用を有する柑橘類果皮成分ノビレチン
を暴露した種々培養細胞の RNA について、DNA
マイクロアレイ法により網羅的遺伝子発現解析を行
い遺伝子発現プロファイルを作成する。これを基と
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して、ノビレチンの薬効評価や安全性評価に有効な
発現変動遺伝子を同定するとともに、ノビレチンの
抗認知症作用の機序を解明することを目的とした。

　イ　研究方法
　（ア）　DNA マイクロアレイ解析によるノビレチ
ン処理培養細胞株での発現変動遺伝子の検索
　　ａ　培養細胞株
　異なる組織由来細胞株として、ラット線維芽細胞
株 3Y1 細胞、ヒト肝細胞がん由来 HuH-7 細胞及び
ヒト神経芽細胞腫由来 SK-N-SH 細胞の 3 種細胞株
を用いた。
　　ｂ　DNA マイクロアレイ解析
　3 種の細胞株に 100μM ノビレチン（対照群と
して 0.1％ DMSO）を 24 時間処理した後、トー
タル RNA を調製し（処理群 n=1、対照群 n=2）、
SurePrint G3 Rat GE 8x60K DNA microarray
あ る い は SurePrint G3 Human GE 8x60K DNA 
microarray（Agilent Technologies） を 用 い て
DNA マイクロアレイを実施した。得られた結果か
らマイクロアレイ解析ソフト Subio Platform によ
り、3 種細胞株で共通して発現変動する遺伝子の検
索を試みた。解析条件は、対照群間で 2 倍以上ある
いは 0.5 倍以下の変動遺伝子、並びに、発現が著し
く低い遺伝子を除外し、対照群に対し 2 倍以上ある
いは 0.5 倍以下の変動遺伝子について、細胞株間で
の共通性を検討した。
　　ｃ　細胞増殖率
　細胞増殖（生存）率は、Alamar blue assay kit

（Initrogen）を用いて測定した。各細胞株の所定
時間経過後の細胞増殖率は、処理（ノビレチン 
100μM、対照群 0.1％ DMSO）開始時（0 時間）の
蛍光強度を 100％として算出した（各処理群 n=4）。
　　ｄ　タンパク質発現解析
　100μM ノビレチンを各細胞に 24 時間処理した後、
タンパク質を調製し（対照群；0.1％ DMSO）、検
討すべきタンパク質に対応する抗体を用いてウェス
タンブロット法により解析した。
　（イ）　ノビレチンの ER ストレスに対する作用の
検討
　　ａ　培養細胞株へのノビレチンの処理
　ヒト神経芽細胞種 SK-N-SH 細胞に ER ストレス
誘導剤ツニカマイシン（TM）（0.1 ～ 10 µg/ml）を

24 時間処理した。さらに、SK-N-SH 細胞にノビレ
チン（100μM）単独処理、ツニカマイシン（1μg/
ml）単独処理、あるいは、ノビレチン（100μM）
とツニカマイシン（1μg/ml）の共処理を 3 ～ 24 時
間行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　DNA マイクロアレイ解析によるノビレチ
ン処理培養細胞株での発現変動遺伝子の検索
　　ａ　DNA マイクロアレイ解析
　ノビレチン（100μM）処理した 3 種の細胞株

（ラット線維芽細胞株 3Y1 細胞、ヒト肝細胞がん由
来 HuH-7 細胞、ヒト神経芽細胞腫由来 SK-N-SH 細
胞）に共通して、2 倍以上に発現上昇する遺伝子
と し て 5 種（Asns、Ddit3、Slc6a9、Tmem116、
Trib3） を、0.5 倍 以 下 に 発 現 低 下 す る 遺 伝 子
と し て 7 種（Ccna2、Ccne2、Depdc1、E2f8、
Hist1h1b、Kif11、Txnip）を同定することができ
た（表 4060-1）1）。
　 こ れ ら の う ち、Asns、Ddit3（ 別 名 Chop、
Gadd153）、Trib3（別名 Trb3）遺伝子は、小胞
体（ER）ストレスに応答して発現が亢進するとさ
れる遺伝子である。Txnip 遺伝子は、酸化ストレ
スの防御に働くチオレドキシンの活性を阻害する
thioredoxin interacting protein をコードしている。
また、Ccna2、Ccne2、E2f8 遺伝子の遺伝子産物
は、細胞周期や細胞増殖を正に制御することが知ら
れている。
　　ｂ　Asns、Ddit3、Txnip 遺伝子産物の発現変
動
　ER ストレスに応答して発現が亢進するとされる
遺伝子 Asns、Ddit3 並びに、チオレドキシンの活
性を阻害する因子をコードする Txnip 遺伝子に対
応するタンパク質について、100μM ノビレチン 24
時間処理後の発現量を検討した（図 4060-1）1）。こ
れら遺伝子産物も、DNA マイクロアレイによる遺
伝子発現変動とほぼ同様の発現変動を示した。
　　ｃ　ノビレチン処理による細胞増殖率の変化
　100μM ノビレチン処理後 1 ～ 4 日の 3 種細胞株
の細胞増殖率を図 4060-2 に示す 1）。
　ノビレチンの細胞増殖抑制効果は、既に様々な細
胞株を用いた研究で数多く報告されており 2-8）、ノ
ビレチンががん抑制作用を持つとされる一つの根拠
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となっている。本研究においても、いずれの細胞株
でもノビレチンは強い細胞増殖抑制効果を示した。
　DNA マイクロアレイ解析から、その遺伝子産
物が細胞周期や細胞増殖を正に制御するとされる
Ccna2、Ccne2、E2f8 遺伝子が、ノビレチン処理に
より発現低下することが示された。したがって、こ
れら遺伝子の発現低下はノビレチンの細胞増殖抑制
効果と密接に関連する可能性が考えられた。
　（イ）　ノビレチンの ER ストレスに対する作用の
検討
　（ア）で示したように、ノビレチンを処理した 3 種
細胞株に共通して、ER ストレス時に発現が亢進す
るとされる遺伝子 Asns、Ddit3、Trib3 及びこれら遺
伝子産物の発現が誘導されることが明らかとなった。
このことから、ノビレチンには、細胞傷害の原因と
なり得る ER ストレスを誘発させる作用がある可能
性、すなわち、ノビレチンが ER ストレスを誘導し
て細胞毒性を引き起こす可能性が懸念された。した
がって、ER ストレスに対するノビレチンの作用を、
神経細胞のモデル系とされるヒト神経芽細胞腫 SK-
N-SH 細胞株を用いて検討することとした。
　　ａ　ツニカマイシンによる小胞体ストレス誘発
性アポトーシス誘導
　長期的もしくは過剰な ER ストレスは細胞死（ア
ポトーシス）を引き起こす。まず、ER ストレス誘
導剤であるツニカマイシン（TM）が、SK-N-SH 細

胞のアポトーシスを引き起こす濃度を決定するた
めに、0.1 ～ 10μg/ml のツニカマイシンを SK-N-SH 
細胞に 24 時間処理し（対照群として vehicle = 0.1％ 
DMSO 処理）、アポトーシスの指標である cleaved 
Caspase-3 タンパク質の生成をウェスタンブロット
法により評価した。ツニカマイシン 1μg/ml 以上の
処理濃度で cleaved Caspase-3 の生成が明確に認め
られたことから（図 4060-3）9）、当該濃度以上の
TM 処理で SK-N-SH 細胞のアポトーシスを引き起
こすことがわかった。
　　ｂ　ツニカマイシンによる小胞体ストレス誘発
性アポトーシス誘導に対するノビレチンの効果
　SK-N-SH 細胞に 100μM ノビレチン、1μg/ml ツ
ニカマイシン、それらの共処理、また対照群として
vehicle（0.2％ DMSO）を 24 時間処理し、cleaved 
Caspase-3 のタンパク質発現を比較検討した（図
4060-4）9）。Cleaved Caspase-3 タンパク質の生成
はツニカマイシン単独処理で認められる一方、ノビ
レチン単独処理及びノビレチンとツニカマイシンの
共処理ではその生成が顕著に抑制されていた。これ
らの結果から、予想に反して、ノビレチンは ER ス
トレス誘発性アポトーシスを抑制する作用を有する
ことが示された。アルツハイマー病の病態発現に脳
内へのアミロイド β の蓄積が重要であると考えられ
ているが、アミロイドβの神経細胞への暴露は ER
ストレスを誘導し、結果として神経細胞を傷害する

表 4060-1�　DNA マイクロアレイの解析により同定された、100μM ノビレチンを 24 時間処理した
3Y1 細胞、HuH-7 細胞、SK-N-SH 細胞に共通して発現変動する遺伝子（文献 1 より引用）
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など、近年、ER ストレスと神経変性疾患との関わ
りが注目されている 10）。したがって、ノビレチン
の抗認知症作用発現機序に ER ストレス抑制作用が
強く関連する可能性が考えられる。
　　ｃ　ツニカマイシン処理による TXNIP 発現の
変動
　最近、膵 β 細胞において、TXNIP の発現亢進が、
酸化ストレスの増悪のみならず、過剰な ER ストレ
ス負荷によるアポトーシス誘導に重要な役割を担っ
ていることが報告され 11-13）、神経モデル細胞株であ
る SK-N-SH 細胞でも同様の現象がみられるかに興
味が持たれた。そこで、ツニカマイシン処理 SK-N-
SH 細胞での TXNIP 発現を検討した。0.1 ～ 10μg/
ml のツニカマイシンを SK-N-SH 細胞に 24 時間処
理し（対照群として vehicle = 0.1％ DMSO 処理）、
TXNIP 発現をウェスタンブロット法により評価
した結果、ツニカマイシン 0.1μg/ml 以上で顕著な
TXNIP 発現亢進が認められた（図 4060-3）9）。し
たがって、膵 β 細胞のみならず、神経細胞において
も TXNIP 発現亢進が ER ストレスの増悪に関わる
可能性が考えられた。
　　ｄ　ノビレチンによるツニカマイシン誘導性
TXNIP タンパク質発現の抑制
　SK-N-SH 細胞に 100μM ノビレチン、1μg/ml ツ
ニカマイシン、それらの共処理、また対照群として
vehicle（0.2％ DMSO）を 3、6、12、24 時間処理
し、TXNIP タンパク質発現を検討した（図 4060-

5）9）。その結果、ツニカマイシン処理 6 時間後から
有意な TXNIP の発現上昇が見られた一方で、ノビ
レチンとツニカマイシンの共処理ではいずれの処
理時間においても、ツニカマイシン単独処理時と
比較して TXNIP 発現が有意に抑制されていた。し
たがって、ノビレチンは ER ストレス負荷による
TXNIP 発現亢進を顕著に抑制することが示された。

　エ　考　察
　（ア）　DNA マイクロアレイ解析によるノビレチ
ン処理培養細胞株での発現変動遺伝子の検索
　ノビレチンで処理した 3 種の細胞株（ラット線維
芽細胞株 3Y1 細胞、ヒト肝細胞がん由来 HuH-7 細
胞、ヒト神経芽細胞腫由来 SK-N-SH 細胞）に共通し
て、2 倍以上に発現上昇する遺伝子として 5 種（Asns、
Ddit3、Slc6a9、Tmem116、Trib3）を、0.5 倍 以 下

図 4060-1�　　100μM ノビレチン 24 時間処理による 3 種
細 胞 株（3Y1 細 胞、HuH-7 細 胞、SK-N-SH
細胞）での DDIT3、ASNS、TXNIP タンパ
ク質の発現（ウェスタンブロット法による）

（文献 1 より引用）
　DNA マイクロアレイ解析結果と一致して、Ddit3
及び Asns 遺伝子がコードするタンパク質の発現は上
昇し、Txnip 遺伝子がコードするタンパク質の発現は
低下した。

図 4060-2�　　100μM ノビレチン処理による 3 種細胞株
（3Y1 細胞、HuH-7 細胞、SK-N-SH 細胞）の
細胞増殖抑制効果（文献 1 より引用）
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に発現低下する遺伝子として 7 種（Ccna2、Ccne2、
Depdc1、E2f8、Hist1h1b、Kif11、Txnip）を同定する
ことができた。これらのうち、Ccna2、Ccne2、E2f8
遺伝子の遺伝子産物は、細胞周期や細胞増殖を正に制
御することが知られていることから、これら遺伝子の
発現減少はノビレチンの細胞増殖抑制作用、がん抑制
作用に関わる可能性が考えられた。また、発現亢進す
る遺伝子として同定された Asns、Ddit3、Trib3 遺伝
子は、ER ストレスに応答して発現が亢進するとされ
る遺伝子であるため、ノビレチンが ER ストレスを誘
導して細胞毒性を引き起こす可能性が懸念された。
　（イ）　ノビレチンの ER ストレス抑制作用
　ノビレチンが ER ストレスを誘導して細胞毒性を
引き起こす可能性が懸念されたが、ツニカマイシン
による ER ストレス誘発性アポトーシスに対するノ
ビレチンの効果を神経細胞モデルである SK-N-SH
細胞を用いて検討した結果、予想に反して、ノビレ
チンが ER ストレスを抑制する可能性があることを
見いだした。近年、アルツハイマー病で見られるア
ミロイド β による神経細胞傷害誘発など種々神経変
性疾患の発症機構に ER ストレスが密接に関与して
いると考えられていることから 10）、ノビレチンの
ER ストレス抑制作用がノビレチンの抗認知症作用
発現の一つの機序になりうるものと期待される。
　（ア）　において、ノビレチンで処理した 3 種の細
胞株（3Y1 細胞、HuH-7 細胞、SK-N-SH 細胞）に共通

して発現低下する遺伝子として、TXNIP 遺伝子が同
定されたが、その遺伝子産物は、チオレドキシンの活
性を阻害することにより酸化ストレスを増悪化するの
みならず、ER ストレスも増強させることが膵 β 細胞
で最近報告された 11-13）。本研究では、ツニカマイシン
により TXNIP の発現が誘導されること、その誘導効
果をノビレチンが強く抑制することを明らかとした。
このことから、ノビレチンによる神経変性や記憶障害
の保護・改善作用などの有益作用は、少なくとも一部、
TXNIP 発現抑制により発揮されると推定された。

　オ　今後の課題
　（ア）　DNA マイクロアレイ解析によるノビレチ
ン処理培養細胞株での発現変動遺伝子の検索
　同定された TXNIP 以外の遺伝子についても、そ
の発現変動の意義をさらに追究する必要がある。ま
た、ノビレチンや柑橘類果皮エキスを投与した動物
の脳などの特定組織での発現変動遺伝子の解析を新
たに実行する必要がある。
　（イ）　ノビレチンの ER ストレス抑制作用
　ER ストレスのみならず、細胞傷害（神経変性を
含む）の原因となり得る酸化ストレスといった様々
な細胞ストレスに対するノビレチンの作用をさらに
検討する必要がある。さらに、ノビレチンによる
TXNIP 発現制御機構を解明とその発現抑制の意義
についてさらに追究する必要がある。

図 4060-3�　　SK-N-SH 細胞におけるツニカマイシン
（TM）の TXNIP 発現亢進作用及びアポトー
シス誘導作用（文献 9 より引用）

　0.1 ～ 10μg/ml ツニカマイシン、あるいは、対照
群として 0.1％ DMSO（vehicle）を 24 時間処理し、
TXNIP、P-CASP3、C-CASP3、内在性コントロール
として β-ACTIN のタンパク質発現をウェスタンブ
ロット法により検討した。

図 4060-4�　　SK-N-SH 細胞におけるノビレチン（Nob）
のツニカマイシン（TM）誘発アポトーシス
抑制作用（文献 9 より引用）

　左図はウェスタンブロット法による結果（各グ
ループ n=2）、右図は C-CASP3 のタンパク質発現を
β-ACTIN の発現により補正したグラフを表す（各グ
ループ n=4）。 “ N.D.” は “not detected”を表す。
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　カ　要　約
　（ア）　ノビレチンが、3 種細胞株（神経芽細胞腫、
線維芽細胞、肝がん細胞）に共通して、細胞ストレ
ス増悪因子である TXNIP（thioredoxin-interacting 
protein）遺伝子など 7 種遺伝子の発現低下や 5 種
遺伝子の発現亢進を引き起こすことを DNA マイク
ロアレイ解析により明らかとした。
　（イ）　ノビレチンが、細胞ストレス増悪因子
TXNIP の発現低下を惹起し、アルツハイマー病を
含めた神経変性疾患の発症要因となる小胞体ストレ
ス誘発アポトーシスを抑制することを、神経芽細胞
腫培養細胞株を用いた解析により明らかとした。
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　 そ れ ぞ れ の 化 合 物 を 3、6、12、24 時 間 処 理
し、TXNIP 発現及び内在性コントロールとしての
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7　柑橘類果皮抗認知症成分の肝・小腸薬物代謝
酵素活性への影響からみたそれら成分の安全
性評価系の開発
　ア　研究目的
　ノビレチン（NOB）を含む柑橘類抽出物の安全
性を評価することは、その適正使用を考える上で重
要である。本研究では、医薬品などの代謝を担う主
要酵素のシトクロム P450（CYP）に着目し、NOB
を含む太田ポンカン果皮抽出物（PE）による本酵
素の発現誘導や活性への影響を実験動物（ラット）
を用いて明らかにする。また、NOB を含む柑橘類
抽出物と併用する医薬品との相互作用の可能性につ
いて、in vitro 肝培養細胞（ヒト）を用いて明らか
とする。これらを通じて、NOB（あるいは PE）に
期待される健康維持・増進効果や、適切な薬物治療
に向けての科学的基盤情報を提供する。

　イ　研究方法
　（ア）　実験動物（ラット）での肝異物代謝酵素誘
導
　　ａ　被検物質
　太田ポンカン果皮から熱水抽出・カラムクロマト
によりノビレチン高含有画分を調製し、粉末化（ノ
ビレチン含有量 5 ～ 7％）した抽出物（以下 PNE）
を試料とした。
　　ｂ　被検物質の投与
　6 週齢の雌雄 SD ラットに対し、5％ NOB 含有 PE
を低用量（NOB 当量として 3.7 mg/kg）、中用量

（37 mg/kg）及び高用量（370 mg/kg）でそれぞれ 1
日 1 回、7 日間経口投与した。また別途、同週齢の
雌雄 SD ラットに対し、7％ NOB 含有 PE を低用量

（NOB 当量として 3.7 mg/kg）、中用量（37 mg/kg）

低中用量（12.5 mg/kg）及び中用量（同：37 mg/
kg）でそれぞれ 1 日 1 回、90 日間経口投与した。
　　ｃ　肝臓での異物代謝酵素誘導の解析
　ラットに対する被検物質の最終投与 24 時間後に
肝臓を摘出し、主要異物代謝酵素（肝 CYP1As 及
び CYP3As）の遺伝子発現量をリアルタイム RT-
PCR 法で、また、各 CYP 分子種の酵素活性をそれ
ぞれ各酵素に選択性の高い基質を用いて測定した。
　（イ）　ヒト培養細胞株での肝異物代謝酵素誘導
　　ａ　使用細胞株
　本研究室で樹立したヒト肝 CYP1A 酵素誘導解析
用細胞株（HepG2-A101））及びヒト肝 CYP3A 酵素
誘導解析用細胞株（HPL-A32））を使用した。
　　ｂ　被検物質
　精製ノビレチン（NOB）あるいは太田ポンカン
抽出物（ノビレチン含有量 7％、PNE）をそれぞれ
使用した。　
　　ｃ　細胞株での異物代謝酵素誘導の解析
　上記細胞株に対して、種々濃度の NOB あるいは
同量の NOB を含む PNE を処理した。当該細胞株
における CYP1A あるいは CYP3A 誘導に関わる転
写因子（芳香族炭化水素受容体（AhR）またはプ
レグナン X 受容体（PXR））の活性化をルシフェ
ラーゼアッセイにより、また、CYP1As/CYP3As 
mRNA 発現量をリアルタイム RT-PCR 法により、
それぞれ測定した。
　（ウ）　ヒト培養細胞株を用いた肝 CYP1A 酵素誘
導における相互作用の予測
　　ａ　使用細胞株及び被検物質
　上記 HepG2-A10 を使用した。被検物質としては、
精製ノビレチン（NOB）並びに CYP1A 酵素誘導
剤として「3- メチルコランスレン（MC）を使用し
た。　
　　ｂ　肝 CYP1A 酵素誘導の解析
　HepG2-A10 細胞に対して、種々濃度の NOB、
MC をそれぞれ単独で、あるいは NOB と MC を組
み合わせて処理した。当該細胞株における AhR 活
性化あるいは CYP1As mRNA 発現量を上記（イ）
で述べた方法によりそれぞれ測定した。

　ウ　研究結果
　（ア）　実験動物（ラット）での肝異物代謝酵素誘
導
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　PNE を中用量（NOB 当量として 37 mg/kg/day）
で 7 日間投与した場合に、雌雄ともに遺伝子発現及
び酵素活性レベルで CYP1A1/2 酵素の誘導が、ま
た、高用量（同 370 mg/kg/day）投与時には雌雄
ラットで CYP3A 酵素活性の増加と、雄で CYP3A1
遺伝子の発現増加が認められた。そこで、中用量
以下の PNE を 90 日間連続投与し、その影響を解
析したところ、CYP1A1/1A2 酵素の誘導が低用量

（3.7 mg/kg/day）から、CYP3A 酵素の誘導が低中
用量（同 12.5 mg/kg/day）から、それぞれ認めら
れた（表 4070-1）。
　（イ）　ヒト培養細胞株での肝異物代謝酵素誘導
　ヒト異物代謝酵素誘導試験用細胞株に NOB 及び
PNE を処理し、異物代謝酵素の遺伝子発現、酵素
活性及びその誘導に関わる転写因子の活性化を解析
することで酵素誘導の有無を確認した（図 4070-1）。
　HepG2-A10 細胞を用いた検討から、NOB 及び
PNE はそれぞれ NOB 当量として 0.1 µM 以上の濃
度で AhR 活性化並びに CYP1A 酵素誘導作用を示
した。また、NOB は PNE（同用量の NOB を含む）
よりも強い CYP1A 酵素誘導能を示した。　　
　また、HPL-A3 細胞を用いた検討から、NOB 及
び PNE はそれぞれ NOB 当量として 5 µM 以上の
濃度で PXR 活性化並びに CYP3A 酵素誘導作用を
示した。なお、NOB よりも PNE（同用量の NOB
を含む）の方がより強い CYP3A 酵素誘導能を示し
た。
　（ウ）　ヒト培養細胞株を用いた肝 CYP1A 酵素誘
導における相互作用の予測
　AhR 活性化剤である MC と NOB の複合処理（24
時間）の結果から、NOB は MC による AhR 活性

化作用及び CYP1A 酵素誘導をそれぞれ濃度依存的
に増強した。これら誘導は、それぞれの試料処理時
による単独影響の和より大きいことも確認された。

　エ　考　察
　（ア）　実験動物（ラット）での肝異物代謝酵素誘
導
　本実験の結果から、中低用量の PNE（NOB と
し て 12.5 mg/kg/day） は ラ ッ ト 肝 臓 に お い て
CYP1A 酵素を、また、高用量 PNE（NOB として
370 mg/kg/day）は CYP3A 酵素を、それぞれ誘導
する性質を持つことが示された。NOB はマウスに
おいて神経保護作用 3）、記憶学習低下防止作用 4）、
インスリン抵抗性改善作用 5）、血清脂質異常症改善
作用 6）などの有益作用を示すが、これらはいずれ
も本研究で CYP1A 酵素の誘導が確認された量より
も高い。ゆえに、これら有益作用を観察されるよう
な場合は、肝臓において CYP1A 酵素をはじめとす
る異物代謝酵素の誘導が起こっていることが考えら
れる。
　（イ）　ヒト培養細胞株での肝異物代謝酵素誘導
　ヒト肝臓由来のレポーター細胞株を用いた検討
から、NOB 及び PNE はそれぞれ AhR 活性化を
介して CYP1A 酵素を、また、PXR 活性化を介し
て CYP3A 酵素誘導作用を誘導することが確認され
た。したがって、NOB や PNE はヒト肝蔵におい
てもこれら酵素や AhR/PXR の標的遺伝子の発現
を誘導する作用を有することが示唆される。また、
NOB と PNE（同用量の NOB を含む）の比較か
ら、PNE 中の NOB 以外の成分が NOB の AhR 活
性化（CYP1A 酵素誘導）を抑制する可能性あるこ

表 4070-1　太田ポンカン抽出物 90 日間投与ラットの肝異物代謝酵素活性

PNE を投与したラット肝臓よりミクロソームを調製し、それぞれの酵素活性を測
定した。酵素活性は溶媒対照群に対する相対強度で示した。±：変動なし（ある
いは 1.5 倍以下の変動）、（＋）：対照群の 1.5 倍以上の誘導傾向（有意差なし）、＋：
対照群の 1.5 倍以上の誘導、＋＋：対照群の 3 倍以上の誘導、をそれぞれ示す。
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と、また、PNE 中の NOB 以外の成分が PXR 活性
化（CYP3A 酵素誘導）を促進する可能性があるこ
とがそれぞれ示された。
　（ウ）　ヒト培養細胞株を用いた肝 CYP1A 酵素誘
導における相互作用の予測
　NOB と CYP1A 酵 素 誘 導 剤（MC） の CYP1A
酵素誘導における相互作用の有無を解析した結果、
NOB は MC による CYP1A 酵素誘導を持続・増強
させることが示された。したがって、CYP1A 酵素
誘導能を有する医薬品や化学物質と NOB（あるい
は PNE）との間で、CYP1A 酵素誘導における相
互作用が懸念される。

　オ　今後の課題
　（ア）　実験動物（ラット）での肝異物代謝酵素誘
導
　PNE 投与により肝臓での異物代謝酵素の誘導が
確認されたことから、基質となる医薬品との相互作
用の可能性が危惧される。特に、抗認知症薬である
タクリン、抗精神病薬であるオランザピンやクロザ
ピンは CYP1A2 酵素の基質となることが知られて
おり 7）、これら医薬品の薬効に及ぼす影響を調べる
必要がある。また、肝臓だけでなく小腸や腎臓など
での異物代謝酵素やトランスポーターの発現に及ぼ
す影響についても精査する必要がある。

　（イ）　ヒト培養細胞株での肝異物代謝酵素誘導
　PNE（もしくは主要成分 NOB）がヒト肝臓にお
いても CYP1A あるいは CYP3A 酵素を誘導する可
能性が示された。特に、PE での AhR 活性化を介
した CYP1A 酵素誘導は、NOB 当量にして 0.1 µM
と極めて低用量で起こることから、PE の CYP1A1
誘導成分やその機構の解明が必要と考える。　
　（ウ）　ヒト培養細胞株を用いた肝 CYP1A 酵素誘
導における相互作用の予測
　NOB は CYP1A 酵素誘導剤（MC）と CYP1A 酵
素誘導における相互作用を示したことから、MC に
類似した性質を持つ医薬品とも相互作用する可能性
が考えられる。In vivo レベルでの相互作用を考え
る上で、少なくとも in vitro レベルでの相互作用の
有無を調べることが必要である。

　カ　要　約
　（ア）　実験動物（ラット）での肝異物代謝酵素誘
導
　NOB 含有太田ポンカン抽出物（PNE）をラット
に連続経口投与した結果、有益作用が期待される量
で、肝異物代謝酵素（特に CYP1A 酵素）の誘導が
見られることを確認した。よって、NPE を健康食
品で用いる場合には、異物代謝酵素の基質となる医
薬品との相互作用の可能性が危惧される。　

図 4070-1　　ヒト培養細胞株での肝異物代謝酵素誘導（模式図）
AhR: Arylhydrocarbon receptor, ARNT: AhR nuclear translocator, XRE: Xenobiotic responsive 
element, PXR: Pregnane X receptor, RXR: Retinoid X receptor, PXRE: PXR responsive element
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　（イ）　ヒト培養細胞株での肝異物代謝酵素誘導
　PNE（もしくは主要成分 NOB）がヒト肝培養細
胞株において、転写因子である AhR や PXR の活
性化を介して、CYP1A あるいは CYP3A 酵素を誘
導する可能性が示された。また、酵素誘導に及ぼす
PNE と NOB の影響には相違が見られた。よって、
ヒト肝臓でも異物代謝酵素をはじめとした AhR/
PXR 標的遺伝子の誘導が起こる可能性が示唆され
た。
　（ウ）　ヒト培養細胞株を用いた肝 CYP1A 酵素誘
導における相互作用の予測
　NOB は CYP1A 酵 素 誘 導 剤（MC） に よ る
CYP1A 酵素誘導を増強したことから、MC に類似
した性質を持つ医薬品・化学物質とも相互作用を引
き起こす可能性が考えられた。
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VLDL overproduction, dysl ipidemia, and 
atherosclerosis in mice with diet-induced insulin 

resistance. Diabetes 60（5）: 1446-1457.
 7） Faber MS.  Jetter A.  Fuhr U.  （2005） 

Assessment of CYP1A2 activity in clinical 
practice: why, how, and when ? Basic Clin. 
Pharmacol. Toxicol. 97（3）: 125-134.

　研究担当者（出川雅邦、関本征史＊、根本清光）

8　抗認知症成分ノビレチンの作用機序解明に向
けた学習記憶に関連する受容体への作用検討
　ア　研究目的
　（ア）　柑橘由来抗認知成分のヒトにおける薬理作
用機序の解明
　認知機能改善効果を示す天然由来成分に関する報
告は数多くあるが、それらの科学的な根拠について
は不明な点が多い。本研究は植物由来成分の認知機
能改善作用の機序を明らかにする目的で、認知機能
に関与する脳内神経伝達系の受容体（5-HT2 受容体、
M1 受容体、Sigma-1 受容体）及びセロトニントラ
ンスポーター（SERT）に対するノビレチンの受容
体結合活性を精査した。

　イ　研究方法
　認知機能に関与する受容体やトランスポーターに
ついて網羅的に文献検索して慎重な選定を行い、放
射性標識リガンドを用いるラジオレセプターアッセ
イ法により脳内の各種受容体発現を測定するととも
にノビレチンの結合活性を調べた。実際には、受容
体及びトランスポーターに対するノビレチンの結合
活性は、各受容体とトランスポーターの選択的標識
リガンドを用いる受容体結合実験法に従い、ラット
脳粗細胞膜標品における各標識リガンドの特異的結
合に対する競合的阻害作用の有無により評価した。
また、ムスカリン性受容体の場合には各サブタイプ
が優位に発現する大脳皮質（M1）、心臓（M2）及び
唾液腺（M3）を用いてそのサブタイプ選択性を調
べた。

　ウ　研究成果
　ノビレチンは、セロトニン受容体サブタイプ

（5HT2A、 5HT2B、 5HT2C）発現細胞を用いた in vitro
実験において、10 nM ～ 10 µM の濃度で 5HT2B 受
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容体への濃度依存的な結合活性を示した（図 4080-
1）。その 50％抑制濃度は、1.34 ± 0.62μM であった。
一方、5HT2A 及び 5HT2C 受容体への結合活性は示
さなかった。マウス脳から調製した粗細胞膜標品に
おいて、ノビレチンは 1 nM ～ 10μM の濃度におい
て、ニコチン受容体、5HT1A 受容体、ベンゾジア
ゼピン受容体、ヒスタミン受容体、グルタミン酸受
容体及びセロトニン再取り込みトランスポーターに
対し結合活性を示さなかった（図 4080-2）。
　次に、ノビレチンはムスカリン性 M1 受容体結合
活性を示したことから、ノビレチンのサブタイプ選
択性について検討した。M1、M2 及び M3 サブタイ
プを優位に発現するラット大脳皮質、心臓及び唾液
腺におけるムスカリン性受容体結合実験から、ノビ
レチンの結合親和性は M1>M3>M2 の順であったこ
とから、ノビレチンは M1 受容体サブタイプ選択性
を示すことが示唆された。さらに、ラット脳におけ
るアゴニスト及びアンタゴニスト性標識リガンドの
特異的結合に対する阻害作用を測定した結果から、

ノビレチンはアンタゴニストよりアゴニスト結合部
位への親和性が高いことが示された（図 4080-3）。
　以上より、ラット脳の認知機能に関与する神経伝
達物質系各種受容体及びトランスポーターに対する
結合活性の測定実験から、ノビレチンは認知機能に
関与するセロトニン（5HT2B）受容体及びムスカリ
ン性（M1）受容体に対し高い結合活性を示すこと
が推察された。

　エ　要　約
　ノビレチンの人における有効性並びにその機序を
示唆する基礎的データを得るため、認知機能に関す
る受容体等への結合活性を、放射性標識リガンドを
用いるラジオレセプターアッセイ法により網羅的に
評価した。標的受容体並びにトランスポーターに対
する結合活性の有無を明らかにした。

　研究担当者（山田静雄＊、尾上誠良、伊藤由彦）

9　柑橘類果皮の抗認知症成分の濃縮技術開発と
その抽出物の薬効評価に関する研究開発�
　ア　研究目的
　機能性食品としてのノビレチンの製品化に資する
ため、超臨界流体抽出法を用いて柑橘類果皮に含ま
れるノビレチンの安全・効率的な抽出・濃縮技術を
開発する。果皮に含まれるノビレチン以外の抗認知
症作用を示す成分の同定と、ノビレチンの活性を調
節する因子を同定する。それらの因子の薬効評価と
作用様式を試験管内で検討する。

図 4080-1�　　ノビレチンのセロトニン受容体への結合
特性

図 4080-2�　　各特異的標識リガンド結合に対するノビ
レチンの影響

図 4080-3�　　ラット脳における [3H] オキソトレモリ
ン（ムスカリン性アゴニストリガンド）の
特異的結合に対するノビレチンの抑制作用

（mean ± S.E., 4 rats）
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　イ　研究方法
　（ア）　超臨界法を用いて柑橘類果皮に含まれるノ
ビレチンの抽出条件の最適化を図った。
　青島温州ミカン果皮を凍結乾燥後に粉砕・分級
する。試料をセルに仕込み、恒温槽内に設置し CO2

でパージした後、昇温・昇圧し実験条件に到達後、
溶媒を流通させた。抽出物はトラップにて回収し、
HPLC により成分分析した。実験は温度 333 K、圧
力 30 MPa、総溶媒流量 2.6 × 10-2 mol/min、エタ
ノール濃度 0-100 mol％で 180 min 行った。
　超臨界流体法により分画した成分の抗認知症活
性は、ラット褐色腫由来細胞（PC12 細胞）にお
けるレポータープラスミドを用いた CRE（cAMP 
Responsive Element）依存性転写活性として評価
した。
　（イ）　CRE 依存性転写活性の測定
　PC12 細胞を 96-well プレートに 4 × 104 cells/
well で 播 種 し た 24 h 後、pCRE（0.05 μg/well）
及 び pRG-TK（0.01 μg/well） プ ラ ス ミ ド を
lipofectamine2000 を用いて細胞導入した。18 時間
後に、各種濃度のノビレチン純品、換算ノビレチン
濃度を調整した超臨界流体法抽出画分、あるいは
ノビレチン以外のサンプルを含む培地で 5 h 刺激し
た。その後、細胞抽出物中の CRE 依存性転写活性
をルシフェラーゼ活性としてルミノメーターで測定
した。 
　（ウ）　ネプリライシンの活性測定
　　ａ　ウェスタンブロッティング法
　ラット大脳皮質神経細胞を 1 × 106 cells/3.5 cm 
dish の細胞密度で播種し、10 日間培養を行った後
に種々の濃度のノビレチンを含む培地で 72 時間培
養した。細胞を lysis buffer で可溶化し、遠心した
上清をサンプルとした。10％アクリルアミドゲルに
て SDS-PAGE を行い、ヒトネプリライシン抗体に
て検出した。また、コントロールとして、β- チュー
ブリンを用いた。
　　ｂ　活性測定
　ラット大脳皮質初代培養細胞を 96 well プレート
に 5 × 104 cells/well で播種し、10 日間培養を行っ
た後に種々の濃度のノビレチンを含む培地で 72 時
間培養した。培地をネプリライシン蛍光基質溶液に
交換し 1 時間インキュベーションした後にホスファ
ラミドンにて反応を止めた。上清を回収し、アミノ

ペプチダーゼで 55℃、1 時間処理し、発する蛍光
をプレートリーダー（励起波長 340 nm、吸収波長
460 nm）で測定した。
　（エ）　ノビレチンの神経成長因子発現に対する効
果
　PC12 細胞あるいは C6 細胞（グリア細胞様培養
株細胞）を 24-well プレートに 2 × 105 cells/well
の密度で播種し、24 時間後に各種濃度のノビレチ
ンを添加し、16 時間後に total RNA を回収した。
逆転写酵素を用いて、total RNA から cDNA を合
成し、PCR の鋳型として用いた。プライマーは、
ラット cDNA 配列データベースより適宜設計した。
PCR 産物は、DNA 電気泳動後、UV 照射により同
定した。また、NGF、BDNF の PCR 産物をサブク
ローニングし、塩基配列決定により産物の正当性を
確認した。
　（オ）　ノビレチンの細胞増殖に対する効果
　PC12 細胞あるいは C6 細胞を 96-well プレートに
1 × 103 cells/well の密度で播種し、5 時間後に各種
濃度のノビレチンを添加した。培養 24 時間後及び
48 時間後に MTT 法を用いて 420 nm にて吸光度を
測定し細胞数増加を評価した。

　ウ　研究結果
　（ア）　超臨界流体抽出法を用いた、柑橘果皮から
ノビレチンを高効率に抽出・濃縮する条件の確立
　半回分式抽出装置を構築し、超臨界流体抽出実
験を実施した。食品開発における安全性を考慮
し、二酸化炭素とエタノールを抽出溶媒として用
いた。柑橘果皮からは、CO2 のみの抽出実験では
ノ ビ レ チ ン を 含 む polymethoxyflavone 類（PMF
類）、carotenoid 類及び約 90 wt％の未同定成分が
抽出され、エタノールを添加した系においては前
述した成分に加えて flavonoid 配糖体を含む高極性
flavonoid 類、Chlorophyll 類が抽出された。なかで
も tangeretin，acacetin，sinencetin は高抽出率で
抽出された。Tangeretin は、ノビレチン同様に抗
認知症活性を示すことを確認した。超臨界抽出物中
にノビレチンの抗認知症活性を阻害する成分がある
ことを見いだし、同成分を抽出画分から除外するこ
とに成功した。なお、阻害成分はクロロフィルであ
ることが判明した。また、果皮抽出物中にノビレチ
ンの活性を増強する成分の存在が示唆されたが、ま
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だその成分の同定に至っていない。以上、流出条件
をさまざまに検討し、ノビレチンを柑橘果皮から高
効率に濃縮できる超臨界抽出条件を確立した。
　（イ）　ラット大脳皮質細胞を用いてノビレチンに
よるネプリライシン発現に対する効果を検討した。 
ノビレチンはラット大脳皮質細胞において、ネプリ
ライシン蛋白量を増加させ、またネプリライシン活
性を上昇させた。同様の効果は、ヒト神経芽細胞腫
由来株細胞 SK-N-SH 細胞でも確認された。
　（ウ）　ノビレチンによる神経成長因子発現の上昇
　ノビレチンは既報の認知症モデルマウスを用い
た実験結果から、さまざまな抗認知症活性を持つ
可能性が示唆されている 1-5）。その作用機構の一部
を説明するために、ノビレチンによる神経成長因
子（NGF あるいは BDNF）産生亢進の可能性を検
討した。これらの神経成長因子は、グリア細胞で産
生され神経細胞に作用することが知られているの
で 6）、神経細胞様培養細胞として PC12 細胞を、グ
リア細胞様培養細胞として C6 細胞を実験対象とし
て用いた。ノビレチンは、PC12 細胞における NGF
と BDNF mRNA 量を増加させた。ノビレチンの有
効濃度は、0.3μM 以下と 3μM に二つの極大を持つ
２相性を示した。一方、ノビレチンは C6 細胞にお
ける NGF と BDNF mRNA 産生には影響を与えな
かった。次に、NGF の CRE 依存性転写活性に対す
る効果を調べた。ノビレチンとの共存により NGF
は、ノビレチンの持つ CRE 依存性転写活性を有意
に増強した。PC12 細胞におけるノビレチンによる
NGF タンパク質の産生増加を Elisa 法により測定
したが、検出限界以下であった。超微量 NGF の検
出が、今後の課題である。
　（エ）　ノビレチンの細胞増殖に対する効果
　ノビレチンの細胞増殖に対する効果を PC12 細胞
と C6 細胞を用いて検討した。ノビレチンは、PC12
細胞の増殖に対して影響を与えなかった。一方、ノ
ビレチンはC6細胞の増殖を濃度依存的に抑制した。

　エ　考　察
　（ア）　柑橘果皮からノビレチンを抽出し食品とし
て応用することを考慮すると、エキスすなわち混合
物の使用が想定される。超臨界抽出法では、二酸化
炭素とエタノールだけを溶媒として使用するので食
品としての安全が確保されている。本研究では抽出

物中の細胞毒性を示す画分を除去する流出条件を採
用し、ノビレチンを高収量で濃縮できる条件を設定
できたので、本研究最大の目的は達成できた。
　（イ）　超臨界抽出法による抽出物中には、ノビレ
チンの抗認知症活性を増強する物質が含まれる結果
が示唆された。HPLC で同定された物質について、
市販純品を入手しノビレチン純品に添加し CRE 依
存性転写活性を測定したが、抽出物で得られた結果
を再現できていない。抽出物中には多数の物質が含
まれていることから、複数の物質がノビレチンに作
用して活性を増強した可能性がある。また、今回の
検討対象からはずれた物質が抗認知症活性を示した
可能性も否定できない。
　（ウ）　ノビレチンはラット大脳皮質初代培養細胞
及びヒト神経芽細胞腫由来株細胞において、ネプリ
ライシンのタンパク質レベルを上昇させ、またその
活性を亢進させた。この発見には大きな意義があ
る。アルツハイマー病の要因としてアミロイドの蓄
積が考えられており、ネプリライシンは沈着したア
ミロイドを溶解する酵素である 7）。我々は既に、ノ
ビレチン投与がアルツハイマー病モデル動物の脳内
におけるアミロイドの蓄積を減少させたことを報告
した 4）。ノビレチンが試験管内でネプリライシンの
活性を増強させたことは、モデル動物の脳内におけ
るアミロイド蓄積の減少を良く説明できる。抗認知
症に対するノビレチンの新しい作用機構を見いだし
たことになる。
　（エ）　従来、グリア細胞が神経成長因子を産生す
ると考えられていたので、ノビレチンが神経細胞様
培養細胞において神経成長因子の mRNA 産生を上
昇させたことは驚きである。今後、超微量の神経成
長因子タンパク質を検出することと、動物の脳内で
も同じ現象が起きるのか検討する必要がある。
　（オ）　ノビレチンが、グリア細胞様培養株細胞の
増殖を抑制した結果は、意外であった。なぜなら、動
物実験でノビレチンが損傷した脳組織を再生する事実
と、逆の結果と考えられるからである。今後、ノビレ
チン投与により認知症が改善しない場合あるいは副作
用が出た場合、考慮すべき事柄となるであろう。

　オ　今後の課題
　（ア）　ノビレチンを含む食品開発が実用化段階に
入った場合、超臨界抽出法による果皮からのノビレ
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チン濃縮はスケールアップが必要となる。本研究で
確立した条件設定が妥当かどうか、検討課題であ
る。 
　（イ）　抗認知症活性を示すノビレチンの有効濃度
が μM のオーダーであることから、ノビレチンとの
併用により、効力を高める天然素材の探索が必要で
ある。

　カ　要　約
　（ア）　天然柑橘果皮に含まれるノビレチンを安全
に、効率的に抽出する方法として、超臨界流体抽出
法を用いた。溶媒として、二酸化炭素とエタノール
のみを用い安全性を確保しつつ、高効率にノビレチ
ンを濃縮する条件を確立した。
　（イ）　果皮中にノビレチンと同程度の抗認知症作
用を示す物質タンゲレチンが存在することを発見し
た。
　（ウ）　ノビレチンが、アミロイド斑を溶解すると
目される酵素ネプリライシンタンパク質の誘導とそ
の活性を上昇させることを発見した。
　（エ）　ノビレチンが、培養神経細胞において神経
成長因子（NGF）の mRNA 量を増加することを見
いだした。　
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　研究担当者（瀧戸次郎＊、大田昌樹、藤原博典）

10　長寿にともなう失明疾患から日本人を守る
遺伝子と神経保護作用を有する機能性食品の
効果の追究

（１）　緑内障原因遺伝子OPTNが関わる細胞機
能へのノビレチンの効果の検討
　ア　研究目的
　緑内障は日本において失明の主要な原因となって
いる。近年、原因遺伝子の一つであるオプチニュリ
ン（OPTN）の変異が、筋萎縮性側索硬化症（ALS）
患者でも見出された 1）。これら疾患の発症の最大の
要因は加齢であり、アルツハイマー病やパーキンソ
ン病と発症機構の共通性が高い。OPTN の機能と
して従来から、（ア）NFκB 活性に対する抑制能 2）が
知られており、この低下が疾患の要因ではないかと
考えられていた。また、これら疾患に関連する（イ）
異常蛋白蓄積の現象も知られており、培養細胞の系
では、緑内障発症原因変異体 E50K の OPTN 顆粒

（foci）形成 3）や、（我々が独自に見出した）OPTN
と結合蛋白 SLC4A2 の共発現による空胞様構造

（vacuole）の形成、さらに生体では、ALS の神経
細胞内に OPTN を含む凝集体が観察される。すな
わち、緑内障及び筋萎縮性側索硬化症（ALS）の共
通の原因遺伝子であるオプチニュリン（OPTN）の
有する機能（NFκB 活性化阻害や異常蛋白蓄積に関
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する機能）の障害はそれら疾患の発症に繋がると考
えられる。本研究課題では、これらの現象に対する
ノビレチン（NOB）の抑制効果を検討する。

　イ　研究方法
　（ア）　NFκB 活性化に対する阻害能
　　ａ　炎症応答でもある NFκB 活性化は、培養
細胞系での TNFα 及び H2O2 刺激により誘導され
る。OPTN は NFκB の活性化の抑制能を有するが、
変異によりそれが低下するため、それら疾患の発症
要因としての重要性が指摘されている。この NFκB
活性化に対するノビレチン（NOB）の効果を培養
細胞系で、ルシフェラーゼレポーターアッセイによ
り検討した。
　　ｂ　OPTN 遺伝子の強制発現による、NOB と
の相乗効果の検討
　NOB の作用点の詳細解析のために、NOB 添加の
前に細胞に OPTN 遺伝子を導入して OPTN を過剰
発現させ、NOB と OPTN の相乗効果の有無を検討
した。
　　ｃ　他のポリメトキシフラボンとの比較
　タンゲリチンやシネンセチンなど他のポリメトキ
リフラボンとの比較あるいは、抗酸化剤処理との差
違を検討して、NOB の有用性を検討した。
　（イ）　異常蛋白蓄積に関する効果
　　ａ　細胞内異常構造の形成抑制
　緑内障及び筋萎縮性軸索硬化症（ALS）の想定
される発症機序のうち、異常蛋白蓄積に関する現
象について、緑内障患者由来 E50K 変異体で見ら
れる OPTN 顆粒形成（foci）及び、OPTN 結合蛋
白 SLC4A2 との共発現により惹起される異常構造

（Vacuole；空胞）の形成に着目し、これを指標と
して、NOB の影響を検討した。
　　ｂ　オートファジー経路活性化の検討
　シグナル伝達経路については、各蛋白及びリン酸
化に対する特異的抗体を用いて検討を加えた。ま
た、培養細胞を用いた系で mTOR 蛋白阻害による
AP 誘導が知られているラパマイシン（Rapa）4）を
用いて検討することで、NOB の効果が AP 惹起に
よることを確認した。

　ウ　研究結果
　（ア）　NFκB 活性化阻害能

　　ａ　TNFα による活性化に対して NOB 30μM
が 阻 害 効 果 を 示 し た（ 図 40101-1 上 ）。 ま た、
OPTN 遺伝子強制発現は、NOB の効果と相加的
に作用した（図 40101-2）。NFκB 活性化機序をシ
グナル伝達分子のリン酸化などの挙動で検討した。
NOB の作用点が活性化 NFκB の核移行以降の段階
にあることが確認された（図 40101-3 上）。
　　ｂ　OPTN 遺伝子の強制発現による、NOB と
の相乗効果の有無の確認
　緑内障の要因である酸化ストレス（H2O2）によ
る NFκB 活性化も抑制した（図 40101-3 上）。NOB
の作用点が Canonical Pathway（古典的経路）と
Atypical Pathway（非典型的経路）の合流点以
降にあることから、この効果は理解できる（図
40101-3 下）。
　　ｃ　他のポリメトキシフラボンとの比較
　比較対象の ROS（活性酸素種）に直接作用する
抗酸化物質（DMTU、GSH、Ascorbic acid）処理
では、H2O2 による活性化のみを抑制し、TNFα に
よる活性化は抑制しなかった。NOB が抗酸化作用
ではなく、シグナル伝達経路に作用することが確認
された。タンゲリチンは同様の NFκB 活性化に対
する阻害効果を示したが、シネンセチンは示さな
かった（図は割愛）。
　（イ）　異常蛋白蓄積に関する効果
　　ａ　細胞内異常構造の形成抑制
　オプチニュリン（OPTN）の緑内障患者由来
E50K 変異体で見られる OPTN 凝集体形成及び
空胞形成の亢進を、NOB 処理が顕著に抑制した

（図 40101-4）。HeLaS3 細胞の他、神経由来細胞
Neuro2A などにおいても、同様の傾向がみられた。
　　ｂ　オートファジー経路活性化の検討
　シグナル伝達関連蛋白の検討では、OPTN の正
常型及び E50K 変異体での差異は認められなかっ
たが、NOB による空胞形成の低下の際に、PERK
リン酸化の低下、WFS1 発現の上昇のほか、オー
トファジーマーカー蛋白 LC3 の増加を認めた（図
40101-5）。そこで、mTOR 阻害剤ラパマイシンを
オートファジー誘導剤として用いた結果、NOB と
同様に OPTN 凝集体形成及び空胞形成の抑制を確
認した（図 40101-6）。また、抗体法による蛍光顕
微鏡観察によって、ラパマイシン及び NOB の両薬
剤で、細胞中に LC3 染色されるオートファゴソー
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ムの誘導を確認した（図 40101-7）。このことから、
NOB の効果が AP 惹起によるものと結論した。ま
た、正常マウスを用いた生体での検討も行った。

　エ　考　察
　緑内障及び ALS 発症に関与すると考えられる、
NFκB 活性化及び異常タンパク蓄積に関する現象の
両方について、NOB は改善効果を示した。特に後
者については、培養細胞系のみならず生体において
も、オートファジー経路の活性化を介して抑制し得
ることを示唆する結果を得た。現在、緑内障の治療
薬は、降眼圧薬が中心である。また、ALS につい
ては、唯一存在する治療薬リルゾールは、グルタミ
ン酸による細胞損傷仮説に基づく薬であり、効果は
限定的である。本研究の知見は、発症や進行の抑制
に有効であると共に、オートファジー系の応答を制
御する他の薬剤の開発にも繋がることが期待され
る。

　オ　今後の課題
　生体における有効性をさらに検討する必要があ
る。ALS マウスを用いて発症に関する抑制の検討
を行う（別途研究）。現在、OPTN に関する ALS
マウスは作成されておらず、他種の ALS 原因遺伝
子 SOD1 や TDP-43 に変異を持つものが入手可能
である。これらは、ヒト ALS の病態をよく再現
し、脊髄など神経細胞内に凝集塊を形成する。ヒト
ALS 患者の神経細胞中の凝集塊に対する研究から、

（1）『OPTN 変異』の際に凝集塊が形成されるこ
と、（2）『SOD1 など他の遺伝子変異』の場合に形
成する凝集塊にも正常 OPTN が内包されているこ
と、が報告されている。従って、これら凝集塊の形
成要因である異常タンパクの処理に、OPTN 機能
が関わることが示唆される。従って、（前述の我々
の OPTN に関する知見に基づく）オートファジー
の惹起が他種の遺伝子に関する ALS モデルマウス
の神経細胞内凝集塊形成を改善することは、十分期
待できると考える。

図 40101-1　　TNFα 及び H2O2 刺激による NFκB 活性化に対する NOB の活性化阻害作用
　培養細胞系での H2O2 刺激及び TNFα 刺激による NFκB 活性化を NOB は阻害した。NOB
が H2O2 による酸化ストレス軽減に作用したのではなく、それらの刺激の伝達経路の途中過
程に働いた結果と推測できる。

図 40101-2　　OPTN 遺伝子導入との相加作用
　TNFα については、OPTN 遺伝子強制発現と相加的に働いた。OPTN 有無の両方
の場合で、TNFα での NFκB 活性化を、約 38％に抑制した。NOB による抑制機序
は、OPTN の作用点とは異なる事（下流で効果を呈している可能性）が推測される。
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図 40101-3　　NFκB 活性化機序の検討
　IκB のセリンリン酸化及び Proteasome による分解は、TNFα 刺激でのみ見られた。
H2O2 刺激は、これら応答を含まない Atypical Pathway で、NFκB を活性化すること
を確認した。NOB の作用点は、NFκB 活性化以降の段階であり、Canonical Pathway
と Atypical Pathway の双方に効果を有することから、より上位のシグナル分子であ
る IKK 複合体の活性を抑制する OPTN の機能を補完する可能性が示唆された。

図 40101-4　　空胞様異常構造形成への効果
　1） OPTN は相互作用蛋白 SLC4A2 との共発現で
Vacuole 形成を示す。また、ER ストレスが細胞に惹
起される。これは緑内障の重篤な症状を引き起こす
E50K 変異では、より顕著である。2） NOB 処理によっ
て、Vacuole は消失した（形成の抑制）。より重篤な
E50K の場合は、軽度の形成がある細胞も存在した。

図 40101-5　　シグナル分子の検討
　OPTN の正常型、E50K 変異体の導入による差違は
認められなかったが、NOB 非処理／処理群の間で、
以下のシグナル分子の変化を認めた。（1） PERK の
リン酸化は低下した。（2） pMAPK 活性化はみられな
かった。（3） WFS1 発現は上昇した。（4） LC3 発現が
上昇した。（5） Vacuole の形成は低下した（ほとんど
見られない）。
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　カ　要　約
　緑内障及び筋萎縮性側索硬化症でみられる
OPTN 異常に関する現象、すなわち NFκB 活性化
及び異常タンパク蓄積に関する現象に対して、ノビ
レチンは、抑制効果を示した。
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 3） Park BC, Shen X, Samaraweera M, Yue 
BY. （2006） Studies of optineurin, a glaucoma 
gene: Golgi fragmentation and cell death 
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169（6）: 1976-1989.

 4） Yu J, Parkhitko AA, Henske EP. （2010） 
Mammalian target of rapamycin signaling and 
autophagy: roles in lymphangioleiomyomatosis 
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　研究担当者（大坪正史＊、蓑島伸生）

（２）　加齢黄斑変性の実験モデルでの網膜光障
害に対するノビレチンの保護効果の検討
　ア　研究目的
　加齢に伴い発症する中途失明疾患の一つに加
齢 黄 斑 変 性（Age-related Macular Degeneration; 
AMD）がある。本疾患は欧米において白人の中途
失明原因の第１位であり、国内においても現在第４
位であり患者数も増加傾向にある。本疾患は加齢に
伴い網膜の中心部に存在する黄斑に組織変性が生
じ、視機能障害を来たす疾患である。初期症状とし
て、物が歪んで見える「変視」を認め、AMD の進
行に伴い、視野の中心が暗く見えにくくなる「中
心暗点」が見られるようになる。その後も網膜に
おける地図状萎縮の進行（萎縮型 AMD）や脈絡膜
新生血管の黄斑部への進入及びその破綻（滲出型
AMD）などから高度な視力低下を来たし、失明に
至る。特に、萎縮型 AMD では、黄斑部の視細胞と
色素上皮（RPE）細胞の減少が認められる。本疾患
は遺伝要因と環境要因の両方が関与する多因子疾患
として知られ、代表的な危険因子として、加齢、喫
煙、長年の太陽光曝露、遺伝子変異（多型）などが
報告されているが、本疾患の根本的な治療法や進行
を止める方法は見つかっていないのが現状である。
　変視と中心暗点に関しては、2012 年 5 月 21 日朝
に地球上で観察された金環日食の際、専用の眼鏡を
使用せずに日食観察をした人を中心に、同症状など

図 40101-6�　　mTOR 抑制に作用機序をもつラパマイシ
ン（Rapa）によるオートファジーの誘導。

（A） オートファジー経路模式図、（B）ノビ
レチン（NOB）と同様の OPTN 凝集体［F］
及び空胞［V］形成の抑制効果を確認した。
細胞抗体蛍光染色像

図 40101-7�　　培養細胞中の LC3 染色されるオートファ
ゴソームの誘導の確認 （A） 細胞蛍光抗体
染色像、（B） 細胞粗抽出液を用いたウェス
タンブロット
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を訴えて眼科を受診した人が全国で 958 人に上った
ことが、日本眼科学会によって報告された 1）。これ
は日食網膜症と呼ばれている疾患であるが、AMD
発症への光の寄与を強く示唆するものであった。
　このような光が関連していると見られる症状は動
物実験でも認められている。ラットに対して強い光
を照射すると、ヒトと同様に、視細胞と RPE 細胞
の消失・変性が認められる（ラット網膜光障害実験
モデル）。このため、AMD の動物実験モデルとし
て使用されている。この網膜変性を抑制する方法の
探求は、患者の AMD の進行抑制や緩和に繋がるだ
けでなく、健常者の眼の健康維持にも有用であるた
め、非常に重要である。本研究課題では、ラットの
網膜光障害に対するノビレチン（NOB）の抑制効
果を検討した。

　イ　研究方法
　（ア）　NOB 腹腔内投与による網膜光障害抑制効
果の解析
　　ａ　実験動物：　10 週齢の系統 A 及び B の雄
性ラット（アルビノ）を使用した。系統名について
はここでは公開しない。
　　ｂ　腹腔内投与：　NOB を分散した懸濁液を、
1 日 / 回、光照射の前後、最長 26 日にわたって個
体の腹腔内に投与した。分散媒は、0.5％ Tween 
80- 生理食塩水とコーン油の 2 種類を使用した。
　　ｃ　光照射実験：　29 時間の暗順応後、夜間
に白色蛍光灯で 3000 lux、3 時間、光照射した。
　　ｄ　眼病理標本の作製：　光照射後 3.5 ～ 7.5
日目頃、エチルエーテルの過量吸入により安楽死さ
せた。その後、眼球を摘出し、4％ パラホルムアル
デヒド（4℃）による固定処理及びスクロース処理
を行った。眼球は O.C.T. コンパウンド中に凍結包
埋後、薄切し、視神経乳頭を含む矢状面の凍結切片
を作製した。各切片をヘマトキシリン - エオシン染
色し、眼病理標本を作製した。
　　ｅ　眼病理解析：　光学顕微鏡にて撮影した
写真を用いて、網膜全体の長さに対する外顆粒
層及び RPE 層が消失・変性した領域の長さの比
[Degeneration index （DI）] （0 ≦ DI ≦ 1）を計測
した。実験各群の結果は、平均値 ± 標準偏差 （個
体数） として示した。
　（イ）　NOB の硝子体内投与による網膜光障害抑

制効果の解析（※ b 以外は（ア）と同じ）
　　ｂ 硝子体内投与：　光照射の 4 時間前、全身
麻酔下にて眼表面麻酔及び散瞳処理を行った後、
0.5％ Tween 80- 生理食塩水に溶解した 0.1 mM 
NOB 溶液を硝子体内にマイクロシリンジを用いて
5 μl 注入（26 gauge 注射針を使用）した。右眼は
対照眼として、同量の 0.5％ Tween 80- 生理食塩水
を注入した。
　（ウ）　NOB の点眼投与による網膜光障害抑制効
果の解析（※ b 以外は（ア）と同じ）
　　ｂ 点眼投与：　上記の（ア）及び（イ）とは
別の分散媒及び処理方法（ここでは公開しない）に
より、10 μM 及び 25 μM NOB 点眼液を調製した。
NOB の点眼投与は、昼と夜の 1 日 2 回、光照射の
前後に連日、50 μl の点眼液を左眼に対して行った。
右眼は対照眼として、同量の分散媒を点眼投与し
た。

　ウ　研究結果
　（ア）　NOB 腹腔内投与による網膜光障害抑制効
果の解析
　系統 A の個体に対して、光照射前に 7 日間にわ
たり NOB の腹腔内投与（30 mg/kg）を実施した
が DI の減少は認められなかった（表 40102-1（a））
一方、光照射前に 23 日間にわたり投与すること
で DI の減少が認められた（表 40102-1（b）; P = 
0.054）。
　液相に溶解する NOB 濃度を上げて、より大きな
効果を得るために、分散媒をコーン油に変更して検
討した。NOB（30 mg/kg）の光照射前 7 日間連日
投与を実施したところ、対照群に対する NOB 投与
群の網膜変性は統計学的に有意ではないが抑制傾向
が認められた（表 40102-2（c））。また、21 日間連
続投与でも同様であった（表 40102-2（d））。
　系統 B の個体では、光照射前 3 日と後 3 日に 30 
mg/kg による NOB 腹腔内投与したところ、網膜
変性の抑制が認められた（表 40102-3（e）; P = 
0.018）。一方、光照射前 3 日のみ及び光照射後 3 日
のみ投与した場合は、効果が認められなかった（表
40102-3（f, g））。また、投与量を 10 mg/kg で実
験した場合、差は認められなかった（表 40102-4

（h））。このことから、NOB の効果には個体の系統
が関与することと光照射の前後に渡って高容量を投
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与することが重要であることが示唆された。
　（イ）　NOB の硝子体内投与による網膜光障害抑
制効果の解析
　対照眼の眼病理標本における DI の個体差が大き
かった。これは、眼球に穴を開けることで眼圧が下
がり入射光の屈折に変化が生じたために、左右眼の
間での網膜への光の到達量などに違いが出ている可
能性が考えられた。この他にも、マイクロシリンジ
先端の網膜血管への接触による眼底出血や水晶体へ
の接触が原因と思われる白内障など、光を遮る要因
の発生も一部で確認した。このため、NOB 投与効
果の評価ができなかった。
　（ウ）　NOB の点眼投与による網膜光障害抑制効
果の解析
　光照射前に 10μM NOB 点眼液を 3 日、5 日、10
日間点眼した実験（表 40102-5 （i, j, k））及び 25μM 
NOB 点 眼 液 を 3 日 と 5 日 間 点 眼 し た 実 験（ 表
40102-6 （l, m））において、NOB 投与眼と対照眼と
の間では差は認められなかった。

　エ　考　察
　網膜変性を抑制する FGF2 は PKA 活性に依存
した CREB 活性化が関わるシグナル経路を活性化

することで網膜変性を抑制するという報告 2）があ
る。また、培養海馬神経細胞では、NOB が PKA/
ERK/CREB シグナル伝達を促進するという報告 3）

がある。これらのことから、NOB が視細胞や RPE
細胞内に取り込まれれば、CREB などを介して網膜
変性抑制に働く可能性があると考えられた。このた
め、ラット網膜光障害実験モデルを用いて、NOB
の網膜変性に対する抑制効果について検討した。
　NOB の腹腔内投与では、NOB が網膜光障害の抑
制に作用していた。これには、個体の系統差の関
与が示された。これに関しては、網膜保護効果と
NOB 前投与期間の長さとの関係にも表れていた。
この系統差が生じる原因は不明であるが、NOB の
投与部位から血液への移行や血中 NOB の代謝速
度に差が生じている可能性が考えられる。また、
NOB 投与期間を光照射前のみ及び光照射後のみに
限定すると、全く効果を示さなかったことは、網膜
におけるNOBの作用機序の複雑さを示唆している。

　オ　今後の課題
　硝子体内注入法における種々の問題を克服するこ
と。
　高濃度の点眼用及び硝子体内注入のための高濃度

表 40102-1　網膜光障害に対する NOB 腹腔内投与（30 mg/kg）の効果（系統Ａ）

表 40102-2　網膜光障害に対する NOB 腹腔内投与（30 mg/kg）の効果（系統Ａ）（分散媒：コーン油使用）

表 40102-3　網膜光障害に対する NOB 腹腔内投与（30 mg/kg）の効果（系統Ｂ）
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の NOB 溶液の調製法を見つけること。

　カ　要　約
　ラット網膜光障害実験モデルにおいて認められる
視細胞及び RPE 細胞のアポトーシスを伴う網膜変
性は、光照射前後に 30 mg/kg での NOB の腹腔内
投与により抑制が認められた。この効果には、系統
差が関与する可能性が示唆された。一方、点眼投与
による NOB の局所投与では網膜保護効果が認めら
れなかった。硝子体内注入及び点眼投与では、腹腔
内投与での NOB の網膜保護効果を再現はできてい
ないが、投与方法の改善などにより再現できる可能
性が残されている。

　キ　引用文献
 1） 日本眼科学会「金環日食による眼障害症例

調 査 の 最 終 報 告 」 http://www.nichigan.or.jp/
news/043.jsp （参照日 : 2014.3.2）

 2） O’Driscoll C, Wallace D, Cotter TG. （2007） 
bFGF promotes photoreceptor cell survival in 
vitro by PKA-mediated inactivation of glycogen 
synthase kinase 3beta and CREB-dependent Bcl-2 

up-regulation. J. Neurochem. 103（3）: 860-870.
 3） Onozuka H, et al. （2008） Nobiletin, a citrus 

flavonoid, improves memory impairment and 
Abeta pathology in a transgenic mouse model of 
Alzheimer’s disease. J. Pharmacol. Exp. Ther. 
326（3）: 739-44. 

　研究担当者（大石健太郎＊、蓑島伸生）

11　脳虚血性認知症モデル動物における抗認知
症成分の抗認知作用評価
　ア　研究目的
　柑橘類果皮に含まれる抗認知症成分、ノビレチン
の抗認知症作用のメカニズムについて、これまで、
記憶形成に関わるカルシウム・カルモデュリン依存
性プロテインキナーゼ II（CaMKII）を活性化し、
cAMP 反応エレメント結合タンパク質（CREB）の
リン酸化反応を亢進させることを明らかにした。本
研究では脳内において、これらの記憶関連分子活性
化するノビレチンの標的分子を同定し、抗認知症作
用のメカニズムを解明する。

表 40102-4　網膜光障害に対する NOB 腹腔内投与（10 mg/kg）の効果（系統Ｂ）

表 40102-5　網膜光障害に対する NOB 点眼液（10μM）の投与効果

表 40102-6　網膜光障害に対する NOB 点眼液（25μM）の投与効果
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　イ　研究方法
　（ア）　パーキンソンモデル動物に対するノビレチ
ンの認知機能改善作用の検討
　MPTP 投 与 マ ウ ス は 既 報 に 従 い 作 製 し た 1）。
MPTP（25 mg/kg i.p.）を 1 日 1 回 5 日間、マウス
に投与した。MPTP 最終投与 24 時間後からノビレ
チン（25 or 50 mg/kg i.p.）を 1 日 1 回 2 週間投与し
た。MPTP 最終投与 2 週後、運動機能の指標として
ローターロッド試験及びビームウォーク試験を行っ
た。MPTP 最終投与から 4 週間後に認知機能を評価
した。認知機能の指標には新規物体探索試験及び受
動回避学習試験を用いた。行動試験終了後、マウス
脳を取り出し、背側線条体及び海馬 CA1 領域を摘
出した。ホモジナイズ後、免疫ブロット法を用いて
細胞内情報伝達の解析をした。また、灌流固定後に、
50 µm の厚さの脳冠状切片を作製し、免疫組織化学
染色法を用い、ドパミン神経細胞死を評価した。
　（イ）　ノビレチンによるドパミン遊離作用の検討
　ノビレチンのドパミン神経賦活作用を検討するため
に、マイクロダイアリシス法を用いて、海馬における
ドパミン遊離を検討した。投与は腹腔内投与と経口投
与で作用を比較検討した。マイクロダイアリシスプ
ローブを介して、電位依存性カルシウムチャネル阻害
薬を還流し、正常マウスにおけるノビレチン誘発アセ
チルコリン遊離に対する阻害効果を検討した。

　ウ　研究結果
　（ア）　Ｉパーキンソンモデル動物に対するノビレ
チンの認知機能改善作用の検討
　ドパミン神経選択的神経毒である MPTP 投与によ
り、黒質及び腹側被蓋野のチロシン水酸化酵素（TH）
の陽性細胞集が有意に低下した。ノビレチンの慢性
投与ではドパミン細胞の細胞死は抑制されなかった。
ドパミン神経の選択的神経毒である MPTP 投与によ
りノビレチンは用量依存的に錐体外路機能を改善し
た（図 40110-1）。MPTP 投与により誘発される認知
機能障害に対してノビレチンは改善作用を示した（図
40110-2）。ノビレチン投与は海馬と線条体において、
記憶分子である CaMKII の活性を上昇させた。さら
に、海馬と線条体において、ドパミン神経の活動の
指標である DARPP-32 のリン酸化状態を改善した。
　（イ）　ノビレチンによるドパミン遊離作用の検討
　ノビレチンを腹腔内あるいは経口投与で全身投与
すると、海馬 CA1 領域におけるドパミン遊離が一
過性に上昇した（図 40110-3）。正常マウスにおい
て見られたノビレチン投与によるドパミン遊離促進
は T 型及び L 型電位依存性カルシウムチャネル阻
害薬により部分的に、それらのコンビネーション処
置により完全に抑制された（図 40110-4）。

図 40110-1�　　ノビレチンは MPTP 誘発性運動機能障害を改善する。ローターロッド試験では、
対照群に比べ、MPTP 投与マウスにおいてローターから落下するまでの時間が低下
した（＊＊ p < 0.01 vs Control、図 40110-1A）。ビームウォーク試験はマウスを厚さ 5 
mm、長さ 800 mm の板の上に置き、ゴールボックスにたどり着くまでに足を踏み外
した回数を測定し、運動機能の指標とした。対照群に比べ、MPTP 投与マウスの踏み
外し回数は有意に増加した（＊＊ p < 0.01 vs Control、図 40110-1B）。MPTP 投与によ
る落下時間の低下及び踏み外し回数の増加はノビレチン投与（50 mg/kg i.p.）により
改善された（＊＊ p < 0.01 vs Control, ## p < 0.01 vs MPTP、図 40110-1A, B）。
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　エ　考　察
　（ア）　パーキンソンモデル動物に対するノビレチ
ンの認知機能改善作用の検討
　柑橘類果皮の主成分であるノビレチンの認知機能
改善作用は不明であった。本研究ではノビレチンが
神経細胞、特に神経終末においてカルシウム濃度を
上昇させて、ドパミン遊離を促進することを初めて
明らかにした。その結果、認知機能改善効果に加え
て、パーキンソン病に伴う運動機能障害も改善する
可能性が示された。
　（イ）　ノビレチンによるドパミン遊離作用の検討
　ドパミンは運動機能に加えて、ヒトでは精神賦活
作用、集中力、モチベーションに関わる神経伝達物

質である。経口投与によりドパミン遊離作用を示し
たことは、中枢神経系におけるノビレチンの薬効の
主要な部分であると考えられる。さらに、本研究で
はノビレチンが電位依存性カルシウムチャネルを活
性化することを見いだしており、CaMKII の活性化
作用にもグルタミン酸などの神経伝達物質の遊離が
関わる可能性が高い。ドパミン遊離促進の発見によ
り、認知症の周辺症状（暴言・暴力、せん妄、幻
覚、抑うつ・不安）などもノビレチンが改善する可
能性が示された。

　オ　今後の課題
　（ア）　パーキンソンモデル動物に対するノビレチ

図 40110-2�　　ノビレチンは MPTP 誘発性認知機能障害を改善する。MPTP 投与 4 週後に認め
られる認知機能障害に対し、ノビレチンが改善効果を有するか評価した。受動回避
学習試験は訓練試行時に明室から暗室にマウスが進入した際、電気刺激（0.30 mA、 
2 秒）を加え、24 時間後に明室から暗室に進入するまでの時間を測定することによ
り、刺激に対する記憶を評価する試験である。各群において、訓練試行における暗
室への進入時間に変化はなかった（図 40110-2A）。訓練試行 24 時間後、最大 5 分
で暗室への進入時間を測定したところ、対照群に比べ、MPTP 投与マウスでは進
入時間の短縮が認められた（＊ p < 0.01 vs Control、図 40110-2B）。ノビレチン投
与（50 mg/kg i.p.）により、MPTP 投与による進入時間の短縮が改善された（# p 
< 0.01 vs MPTP、図 40110-2B）。視覚的認知記憶の評価には新規物体認識試験を用
いた。訓練試行では、各群において両物体に対する認識割合に変化はなかった（図
40110-2C）。一方、試験試行では、対照群が新規物体により多く興味を示すのに対
し、 MPTP 投与マウスは新規物体を認識することができなかった（図 40110-2D）。
ノビレチン投与（50 mg/kg i.p.）により、MPTP 投与マウスの新規物体認識割合が
改善した（図 40110-2D）。
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ンの認知機能改善作用の検討
　現在、ノビレチンを含有する柑橘系果皮由来機能
性食品は、認知機能改善を目的としての用途が考え
られている。本研究により、初めて、ドパミン遊離
促進作用が見いだされた。認知症の周辺症状（暴
言・暴力、せん妄、幻覚、抑うつ・不安）を緩和す
る機能性食品はないことから、周辺症状を治療ター
ゲットにして、柑橘系果皮由来機能性食品の臨床試
験を行うことが必要である。さらに、ドパミンは錐
体外路系の運動機能にも関与することから、種々の
運動機能障害に対する薬効についても小動物を用い
て検証して行く必要がある。

　カ　要　約
　（ア）　パーキンソンモデル動物に対するノビレチ
ンの認知機能改善作用の検討
　本研究により、柑橘類果皮の主成分であるノビレ
チンがヒトで精神賦活作用、集中力、モチベーショ
ンに関わるドパミンの放出を高めることが初めて明
らかになった。さらに、パーキンソン病モデル動物
では錐体外路系運動機能の改善作用も示された。特
に、経口投与によりドパミン遊離作用が確認された
ことにより、この薬効は中枢神経系におけるノビレ
チンの薬効の主要な部分であると考えられる。私達
はさらに、ノビレチンが電位依存性カルシウムチャ

図 40110-3�　　ノビレチンは海馬 CA1 領域におけるドパミン放出を促進する。ノビレチンの抗う
つ様作用がドパミン D1 及び D2 受容体拮抗薬で抑制されることが報告された 4）。そ
こで、ノビレチンがドパミン放出に関与するかどうか in vivo マイクロダイアリシ
ス法を用い検討した。興味深いことに、ノビレチンの腹腔内急性投与により、海馬
CA1 領域におけるドパミン量がノビレチン濃度依存的（25 mg/kg and 50 mg/kg）
に増加した。さらに、ノビレチンの急性経口投与（250 mg/kg）においても同様に、
海馬 CA1 領域におけるドパミン量の亢進が認められた。

図 40110-4�　　正常マウスの海馬 CA1 領域のドパミン遊離は電位依存性カルシウムチャネル阻害
薬で抑制される。正常マウスにノビレチン（50 mg/kg, i.p.）急性投与すると、海馬
CA1 領域のドパミン遊離は有意に上昇した。カルシウム阻害薬に中で T 型カルシウ
ムチャネル阻害薬 NNC と L 型カルシウムチャネル阻害薬 nifedipine は有意にドパミ
ン遊離を阻害した。ノビレチンは矢印のところで腹腔内投与した。
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ネルを活性化することを見いだした。記憶形成に関
与する CaMKII の活性化作用にも神経伝達物質遊
離が関わる可能が高い。
　（イ）　ノビレチンによるドパミン遊離作用の検討
　ドパミン遊離促進の発見により、認知症の周辺症
状（暴言・暴力、せん妄、幻覚、抑うつ・不安）な
どもノビレチンが改善する可能性が示された。現
在、これらの周辺症状を緩和する機能性食品はない
ことから、柑橘系果皮の新しい用途についてさらに
検証すべきである。

　キ　引用文献
 1） Moriguchi S., Yabuki Y., Fukunaga K. （2012） 

Reduced ca lc ium/ca lmodul in -dependent 
protein kinase II activity in the hippocampus is 
associated with impaired cognitive function in 
MPTP-treated mice. J. Neurochem . 120: 541-551.

 2） Nagase H., Yamakuni T., Matsuzaki K., 
Maruyama Y., Kasahara J., Hinohara Y., Kondo S., 
Mimaki Y., Sashida Y., Tank A.W., Fukunaga K., 
Ohizumi Y. （2005） Mechanism of neurotrophic 
action of nobiletin in PC12D cells. Biochemistry 
44: 13683-13691.

 3） Yamamoto Y., Shioda N., Han F., Moriguchi S., 
Nakajima A., Yokosuka A., Mimaki Y., Sashida Y., 
Yamakuni T., Ohizumi Y., Fukunaga K. （2009） 
Nobiletin improves brain ischemia-induced 
learning and memory deficits through stimulation 
of CaMKII and CREB phosphorylation. Brain Res. 
1295: 218-229.

 4） Yi L.T., Xu H.L., Feng J., Zhan X., Zhou L.P., 
Cui C.C. （2010） Involvement of monoaminergic 
systems in the antidepressant-like effect of 
nobiletin. Physiol. Behav. 102: 1-6.

 5） Yabuki Y., Ohizumi Y., Yokosuka A., Mimaki 
Y., Fukunaga K. （2014） Nobiletin treatment 
improves motor and cognitive deficits seen 
in MPTP-induced Parkinson model mice. 
Neuroscience 259: 126-141.

　研究担当者（福永浩司＊）

12　ヒト認知症に近い病態モデルにおける抗認
知症効果の予測に関する研究開発
　ア　研究目的
　ヒト認知症に近い病態モデルを用いてノビレチン
を含む柑橘類果皮成分の抗認知症効果を検討するこ
とにより、認知症に対する柑橘類果皮成分の予防効
果あるいは治療効果を予測し、その作用機序 （メカ
ニズム） を明らかにする。病態モデルとして、老年
期認知症の動物モデルとしての有用性が示唆されて
いる老化促進モデルマウス（SAMP8）、及びアミロ
イド前駆体タンパク質、プレセニリン 1 及びタウの
遺伝子変異を組み込んだアルツハイマー病モデルマ
ウス（3XTg AD マウス）を用いる。

　イ　研究方法
　（ア）　4 － 6 か月齢の SAMP8 にノビレチン（10 
or 50 mg/kg, i.p.）を 1 か月間投与し、その効果を
新奇物体認知試験、恐怖条件付け試験及び高架式十
字迷路試験により検討した。また、行動薬理試験終
了後、マウス脳を用いて酸化ストレスのマーカーを
生化学的に解析した。コントロールとして、正常老
化を示す SAMR1 マウスを用いた。　
　（イ）　6 か月齢の 3XTg AD マウスにノビレチ
ン（10 or 30 mg/kg, i.p.）を 3 か月間長期投与し、
3XTg AD マウスの記憶障害に対するノビレチン長
期投与の効果を Y 字型迷路試験及び新奇物体認知
試験により検討した。また、行動薬理試験終了後、
マウス脳を用いて可溶性ベータアミロイド（Aβ）
含量を ELISA により定量した。コントロールとし
て、野生型である B6/129 マウスを用いた。

　ウ　研究結果
　（ア）　 新奇物体認知試験において、ノビレチン
は SAMP8 における認知記憶障害を有意に改善した

（図 40120-1）。
　（イ）　文脈依存的恐怖条件付け試験において、ノ
ビレチンは SAMP8 における恐怖記憶障害を有意に
改善した。一方、音刺激依存的恐怖条件付け試験に
おいては、SAMP8 において有意な恐怖記憶障害が
認められなかった（図 40120-2）。
　（ウ）　高架式十字迷路試験において、ノビレチ
ンは SAMP8 の情動行動に影響を与えなかった（図
40120-3）。
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　（エ）　大脳皮質及び海馬において、SAMP8 では
抗酸化物質である還元型グルタチオン量と酸化型グ
ルタチオン量の比が減少しており、酸化ストレスの
上昇が示唆された。大脳皮質、海馬及び線条体にお
いて、ノビレチン投与群では還元型グルタチオン量
と酸化型グルタチオン量の比が上昇しており、ノビ
レチンの抗酸化作用が示唆された（図 40120-4）。
　（オ）　大脳皮質、海馬及び線条体において、ノビ
レチン投与群では抗酸化酵素であるグルタチオンペ
ルオキシダーゼの活性が上昇した（図 40120-5）。

　（カ）　大脳皮質及び海馬において、酸化ストレス
のマーカーであるプロテインカルボニル量はノビレ
チンの投与により減少した（図 40120-6）。
　（キ）　Y 字型迷路試験及び新奇物体認知試験にお
いて、ノビレチンは 3XTg AD マウスにおける短期
記憶障害及び認知記憶障害を有意に改善した。
　（ク）　3XTg AD マウスにおける脳内可溶性
Aβ1-40 量は、ノビレチン 30 mg/kg を投与した群で
は有意に減少していた。一方、脳内可溶性 Aβ1-42 量
に変化は認められなかった。

図 40120-1�　　新奇物体認知試験における SAMP8 の記憶障害に対するノビレチンの改善効果　
（A）探索嗜好性 （B）総探索時間　

　（A） SAMP8 では保持試行時の新奇物体に対する探索嗜好性が低下しており、記憶障害が認
められた。ノビレチン処置群では SAMP8 の記憶障害は顕著に改善した。（B）一方、ノビレチ
ンの投与は総探索時間には影響を与えなかった。

図 40120-2�　　恐怖条件付け試験における SAMP8 の記憶障害に対するノビレチンの改善効果
（A） 文脈依存的試験において、SAMP8 ではすくみ行動が低下しており、記憶障害が認められ
た。ノビレチン処置群では SAMP8 の文脈依存的記憶障害は顕著に改善した。（B） 一方、音刺
激依存的試験においては、SAMP8 において有意な記憶障害が認められなかった。
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　エ　考　察
　（ ア ）　 ノ ビ レ チ ン は 老 化 促 進 モ デ ル マ ウ ス

（SAMP8） 及 び ア ル ツ ハ イ マ ー 病 モ デ ル マ ウ
ス（3XTg AD マウス）における記憶障害に対し
て改善効果を示したことから、アルツハイマー
病などの認知症の治療薬となる可能性が示唆さ
れ る（Nakajima et al.） 1）、（Nakajima, Ohizumi, 
Yamada）2）。
　（イ）　ノビレチンは SAMP8 における情動行動に
影響を与えなかったことから、ノビレチンの記憶障
害改善効果は情動行動の変化によるものではないこ
とが示唆される。
　（ウ）　ノビレチンの記憶障害改善効果のメカニズ
ムとして、酸化ストレスの抑制、タウの異常リン酸
化の減少や Aβ 蓄積の抑制などが考えられる。
　　

図 40120-4�　　大脳皮質、海馬、線条体及び小脳におけ
る還元型グルタチオン量と酸化型グルタチ
オン量の比

図 40120-5�　　大脳皮質、海馬、線条体及び小脳におけ
るグルタチオンペルオキシダーゼ活性

図 40120-6�　　大脳皮質、海馬、線条体及び小脳におけ
るプロテインカルボニル量

図 40120-3　高架式十字迷路試験における SAMP8 の情動行動に対するノビレチンの効果
ノビレチンは SAMP8 の情動行動に影響を与えなかった。
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　オ　今後の課題
　今後はノビレチンの 3XTg AD マウスにおける記
憶障害改善効果のメカニズムを明らかにするため、
3XTg AD マウス脳におけるタウの異常リン酸化、
酸化ストレスの増強や Aβ の生成・代謝などに対す
るノビレチンの効果を検討する。

　カ　要　約
　（ア）　ノビレチンは SAMP8 における認知記憶障
害、文脈依存的恐怖記憶障害、酸化ストレスの増強
及びタウの異常リン酸化に対して改善作用を示すこ
とを明らかにした。
　（イ）　ノビレチンは 3 × Tg AD マウスにおける
脳内可溶性 Aβ 1-40含量を減少させ、短期記憶障害
や認知記憶障害に対して改善作用を示すことを明ら
かにした。　

　キ　引用文献
 1） Nakajima A. et al. （2013） Nobiletin, a citrus 

flavonoid, ameliorates cognitive impairment, 
oxidative burden, and hyperphosphorylation of 
tau in senescence-accelerated mouse. Behav. 
Brain. Res. 250: 351-360.

 2） Nakajima A., Ohizumi Y., Yamada K. （2014） 
Anti-dementia activity of nobiletin, a citrus 
flavonoid: review of animal studies. Clin. 
Psychopharmacol. Neurosci. 12: 75-82.

　研究担当者（山田清文＊）

13　柑橘由来抗認知症成分の非侵襲的投与方法
の開発
　ア　研究目的
　柑橘由来のポリメトキシフラボンを認知症治療に
応用する際、その適切な投与方法並びに剤形開発は
必須な課題の一つである。そこで、ポリメトキシフ
ラボノイドの生物学的利用率を最大限に高めた安価
な剤形候補として物理化学的特性を制御した固体分
散体製剤を試作し、さらにこれを応用して在宅治療
を可能にする非侵襲的な投与方法を新規にデザイン
する。

　イ　研究方法
　（ア）　固体分散体製剤の開発
　　ａ　ナノクリスタル並びに非晶質固体分散体の
デザイン
　ノビレチンを対象にジルコニアビーズを用いて湿
式粉砕を行い、適切な水溶性ポリマー共存下で凍結
乾燥することによって非晶質固体分散体並びにナノ
クリスタル固体分散体をそれぞれ得る。得られた非
晶質固体分散体の固体物性、溶出特性、保存安定性
について網羅的に検証を行う。
　　ｂ　非晶質固体分散体の生物薬剤学的特性
　得られた固体分散体をラットに経口投与し、先に
開発した UPLC/ESI-MS による高感度分析方法を
用いて体内動態を精査し、被験物質の生物薬剤学的
特性情報を獲得する。
　（イ）　非侵襲的投与法としての点鼻剤デザイン
　　ａ　ジェットミルによる点鼻剤の試作
　固体分散体製剤をジェットミルによって微細化
し、空気力学的粒径測定と分散特性評価をそれぞれ
行い、点鼻剤としての有用性を検証する。

　ウ　研究成果
　（ア）　固体分散体製剤の開発
　　ａ　ナノクリスタル並びに非晶質固体分散体の
デザイン
　ノビレチンの溶解性及び経口吸収性の改善を指向
した固体分散体製剤を調製し、製剤の物理化学的特
性評価を行った。結晶性評価の結果から、ナノクリ
スタル固体分散体中のノビレチンは結晶構造を維持
していた。通常、湿式粉砕を行った場合、粉砕処理
の過程で粒子同士の摩擦や衝突によりノビレチンの
結晶構造が破壊し非晶質になる。しかし、熱エネル
ギーを制御するために冷化条件で製剤を調製するこ
とで、ノビレチンの結晶構造破壊を抑制し、最終的
にナノクリスタル固体分散体も得ることに成功し
た。両製剤の溶出挙動を評価したところ、原末と比
較して高い溶解性を認めた。両製剤を 40℃ /75％相
対湿度下で約 1 か月保存し、その後各種物性並びに
純度評価を行ったところ特に有意な変化を認めず、
すなわち両製剤とも充分な保存安定性を有すること
を明らかにした。
　　ｂ　非晶質固体分散体の生物薬剤学的特性
　本製剤化がノビレチンの経口吸収性に及ぼす影
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響をラットへの単回投与試験（20 mg-NOB/kg）に
より精査した（図 40130-1）。原末投与群では、経
口投与後緩やかな血漿中 NOB 濃度の上昇を認め、
Cmax は 62 ng/mL、AUC0–inf は 0.34 h･mg/mL で
あった。一方、固体分散体投与群では高値を認め、
特にナノクリスタル固体分散体投与群では原末投与
群と比較して高い血漿中濃度推移を示し、Cmax は 
748 ng/mL、AUC0–inf は 3.9 h･μg/mL であった。す
なわち、固体分散体投与群では原末投与群と比較
し、生物学的利用率が 10 倍以上高値を示す結果と
なった。一般的に、生物学的利用率が改善される寄
与として消化管内での分散性、代謝安定性、吸収部
位における膜透過性などが挙げられる。今回の結果
は、ノビレチンの微細化により比表面積が増加し、
ノビレチンの溶解性が増大したことで小腸における
溶液状態での到達量が増加したため吸収量が増加し
たと考える。これより、ノビレチンの機能性も併せ
て増大することが期待できる。
　（イ）　非侵襲的投与法としての点鼻剤デザイン
　　ａ　ジェットミルによる点鼻剤の試作
　得られた固体分散体製剤を介護者が容易に投与可
能な形態として点鼻剤を考案した。まず、ジェット
ミルによって固体分散性製剤を粉砕することでエア

ゾールを形成可能な空気力学粒径へと変化させた。
乾式レーザー回折による粒度分布を測定したとこ
ろ、平均粒径は約 5 μm 程度であり、弱い圧力の圧
縮空気によって容易にエアゾールが形成されること
が示唆された。実際に粉砕物を日局 2 号カプセルに
充填し、点鼻用デバイスであるジェットライザーに
装着したところ、均一なエアゾールを再現性よく調
製できた。

　エ　考　察
　今回調製した固体分散体はノビレチン原末と比し
て有意に高い溶解性を示した。本製剤中のノビレチ
ン粒子径が原末と比較して、1/200 程度まで減少し
たことにより粒子の比表面積が増大したことが寄与
したと考える。これは Noyes-Nernst の式とも一致
する {dC/dt = k･S･（Cs-C）; k：溶解速度定数、S：
比表面積、Cs：溶解度、C：溶液中濃度 }。同時に、
ノビレチンの溶出量が顕著に増大したことも確認し
た。粒子径が小さくなるほど表面の原子数の割合が
内部の原子数に対して大きくなるので、表面エネル
ギーが大きくなるとの報告がある。そのため、製剤
中のノビレチンが原末と比較して高いエネルギー準
位で存在することとなり、このことがノビレチンの

図 40130-1　　UPLC/ESI-MS を用いたノビレチンナノクリスタル（NOB/CSD）製剤の経口吸収性評価
　UPLC/ESI-MS によって精度良く体内動態を精査することが可能であった。ラットにおけるノビレ
チン原末の経口吸収性は 1％未満であったが、ナノクリスタル製剤とすることで 13％まで改善するこ
とが明らかとなった。
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溶出量増大に影響したと推察する。ノビレチンの経
口吸収性は溶解律速であり、それ故、溶解性を高め
た両製剤はノビレチンの生物学的利用率向上を可能
とした。本技術を適用することにより、ノビレチン
の効果向上をもたらし、実用に際しては投与量の低
下に結実するものと期待する。また、今回さらなる
応用として点鼻剤を試作した。吸収性を高めた新規
固体分散体と非侵襲的投与形態のコンビネーション
は認知症患者の在宅治療において有用なオプション
を提示する可能性がある。

　オ　今後の課題
　本研究ではノビレチンの生物薬剤学的特性を実験
動物を用いて明らかにすることができたが、ヒトに
そのまま当てはめることができないために慎重な解
釈が必要である。特に、ノビレチンの吸収を抑制す
るトランスポーターの存在が指摘されつつある昨
今、種差を考慮したデータ解釈と追加実験が必要と
される。また、点鼻剤は在宅治療を可能にする魅力
ある投与形態であるが、その有用性を検証するため
に in vivo 実験を行う必要があり、経鼻吸収性につ
いて網羅的に明らかにせねばならない。

　カ　要　約
　本研究ではジルコニアビーズを用いた湿式粉砕法に
よってナノクリスタル固体分散体並びに非晶質固体分
散体を得ることに成功し、またこれらがラットにおい
て顕著な経口吸収性増大を示すことをはじめて明らか
にした。本製剤群を発展的に応用した新規点鼻剤は今
後の在宅治療を容易にし、治療コンプライアンスを改
善する新しいオプションになるものと期待する。

　キ　引用文献
 1） Onoue et  al .  （2013） Physicochemical 

and biopharmaceutical characterization of 
amorphous solid dispersion of nobiletin, a citrus 
polymethoxylated flavone, with improved 
hepatoprotective effects. Eur. J. Pharm. Sci. 49

（4）: 453-460.

　研究担当者（山田静雄＊、尾上誠良、伊藤由彦）

14　研究グループの成果のデータベース化およ
びその普及
　ア　研究目的
　本プロジェクトの研究成果をその他研究者が発
見・活用しやすい形にすること、及び広く一般の
人々が発見・認知・理解しやすい形にデータベース
化・コンテンツ化することを通じ、本プロジェクト
の価値を情報提供の側面から最大化すること。

　イ　研究方法
　（ア）　各研究者へのインタビューをもとに、外部
研究情報サイトなどの観察を通し、他研究者の情報
収集、ニーズにマッチングするような情報設計・内
容の考察・観察を行う。
　（イ）　外部ノビレチン関連情報サイトなどの観察
を通し、一般消費者の認知向上・興味喚起をするよ
うな情報設計・内容の考察・観察を行う。
　（ウ）　各ユーザーへの接点拡大のために主要キー
ワードにて上位表示されることを実現するために、
google 検索アルゴリズムの変化検証を行う。

　ウ　研究結果及び考察
　（ア）　各研究者へのインタビューをもとに、外部
研究情報サイトなどの観察を通し、他研究者の情報
収集、ニーズにマッチングするような情報設計・内
容の考察・観察を行った。インタビューの結果、農
研機構のデータベースが一般化しており、このサイ
トの構成に準じたページ設計が好ましいと思われ
た。
　（イ）　外部ノビレチン関連情報サイトなどの観察
を通し、一般消費者の認知向上・興味喚起をするよ
うな情報設計・内容の考察・観察を行った。現在の
ところノビレチンに関しての専門的、消費者向けの
サイトは存在していない。よって当研究成果を研究
者、一般消費者に周知してもらうことは非常に価値
のあることである。特に一般消費者への認知はほと
んどないと思われた。
　（ウ）　各ユーザーへの接点拡大のために主要キー
ワードにて上位表示されることを実現するために、
google 検索アルゴリズムの変化検証を行った。『ノ
ビレチン』ワード検索では 43,000 ページが検索対
象ページであり、これは一般的なワードから見て
もレアなワード（絶対ページ数が少数）であった。
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よって単独ワードでの SEO 対策（検索上位対策）
は容易と考えられる。又関連複合ワードは以下のと
おりである。

『ノビレチン 効果』『 ノビレチン アルツハイマー』
『 ノビレチン 含有量』『ノビレチン 作用機構』
『 シークワーサー ノビレチン』

　エ　今後の課題
　研究者はノビレチン自体特別なワードではなく一
般的に知られているが、一般消費者にはほとんど知
られていないのが現状である。この差を埋めること
が大きな課題と考えられる。しかし効能などの表記
に関しては景品表示法等関連法規から見て購買誘導
につながらないよう配慮しなければならない。
　また、web 上でノビレチン関連のサイトを作成
するに当たり、SEO 対策する場合は単独ワードだ
けでなく関連複合ワードでの対策も必要であるが、
該当ワードは変動するので随時モニタリング、対応
が必要である。

　研究担当者（藤城有哉＊）

15　柑橘類摂取による認知症予防に向けての基
礎研究（ノビレチン高含有の柑橘果皮食品の
開発）
　ア　研究目的
　超高齢化社会を迎えた我が国において急増してい
る認知症の予防要因とその抑制メカニズムを解明す
るとともに、認知症発症の予防方法の確立をする上
に必要な資料を提供することは重要である。そこで
本研究においては、抗認知作用を有するノビレチン
を多く含む柑橘類である太田ポンカン果皮につい
て、遺伝毒性や実験動物に対する一般毒性を検討
し、その安全性を確認する。更に、その安全性に基
づき、認知症の改善や予防に役立ちうる太田ポンカ
ン果皮の加工食品の開発を行うとともに、加工食品
の嗜好性、食材としての適性などについて検討す
る。

　イ　研究方法
　（ア）　太田ポンカン果皮乾燥粉末の突然変異
原 性 を 検 討 す る た め、S. typhimurium TA100、

TA1535、TA98 及 び TA1537 株、 並 び に E. coli 
WP2 uvrA 株を用いて復帰突然変異試験を行った。
試験はプレインキュベーション法により、ラット肝
S9 による代謝活性化系の存在下（＋ S9 mix 処理）
及び非存在下（－ S9 mix 処理）で実施した。　
　（イ）　太田ポンカン果皮乾燥粉末の染色体異常誘
発性の有無を検討するため、チャイニーズ・ハムス
ター肺線維芽細胞株（CHL/IU 細胞）を用いて、in 
vitro 染色体異常試験を行った。
　（ウ）　太田ポンカン果皮乾燥粉末の in vivo にお
ける遺伝毒性を検討するため、ICR マウス（雄、7
週齢）を用いた末梢血小核試験を行った。
　（エ）　太田ポンカン果皮乾燥粉末の一般毒性を
調べるため、その 0、150、500 あるいは 1,500 mg/
kg/day を、雌雄各 10 匹／群の SD ラットに 90 日
間反復強制経口投与した。投与期間中、動物の一般
状態、体重推移及び摂餌量推移を観察し、投与最終
週に眼科学検査を行った。また、投与期間終了後、
血液学検査、血液生化学検査、全身諸器官の重量測
定、肉眼観察及び病理組織学的検査を行った。
　（オ）　1.7 及び 4.2％太田ポンカン果皮粉末含有カ
ステラ及び原料に対して 2、3 及び 4％太田ポンカ
ン果皮粉末を添加した食パンを作製し、形状、匂
い、味覚等を評価した。又、0.1 ～ 1 g の加工食品
試料を精秤し、70％ EtOH で抽出した。抽出物に
含まれているフラボノイド化合物量は HPLC にて
分析した。

　ウ　研究結果
　（ア）　太田ポンカン果皮乾燥粉末は、8.19、20.5、
51.2、128、320、800、2000、5000μg/ プレートのい
ずれの用量においても、S9 mix の有無にかかわら
ず、S. typhimurium 株、E. coli 株に対して変異原
性は認められなかった。
　（イ）　太田ポンカン果皮乾燥粉末の染色体異常試
験に於いては、－ S9 mix 処理及び＋ S9 mix 処理
で 1800、3000 及び 5000 μg/ml の各 3 濃度、24 時
間 処 理 で、648、1080、1800 及 び 3000 μg/ml の 4
濃度について顕微鏡による染色体の観察を行った。
その結果、太田ポンカン果皮乾燥粉末処理群のいず
れにおいても、明確な染色体構造異常及び数的異常

（倍数性）の誘発は認められなかった。
　（ウ）　太田ポンカン果皮乾燥粉末 500 mg/kg 及
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び 1,500 mg/kg を 1 日 1 回、計 2 回強制経口投与
したマウス末梢血において小核の誘発は認められな
かった。
　（エ）　太田ポンカン果皮乾燥粉末の投与期間
中のラットの死亡はなく、動物の一般状態、体
重推移、血液生化学検査所見並びに全身諸器官
の 肉 眼 観 察 所 見 等 に、 毒 性 兆 候 は 認 め ら れ な
かった。一方、器官重量及び病理組織学的検査
所見では、腎臓に毒性影響が認められた。すな
わち、1,500 mg/kg/day 群の雄において、α2μ グ
ロブリン腎症と推測される所見（近位尿細管上
皮細胞内の硝子滴の増加、再生尿細管の増加、
皮髄境界部の顆粒円柱）が全例に認められた。 
　そこで、α2μ グロブリン腎症であることを確認す
る目的で、α2μ グロブリンに対する抗体を用いた免
疫染色を行ったところ、α2μ グロブリン腎症と推測
される部位は、すべて陽性染色されることが分かっ
た。更に、ラットに特異的に α2μ グロブリン腎症
を誘発することが知られている、柑橘精油成分であ
るリモネン含量を、ガスクロマトグラフィー及び
HPLC で分析したところ、太田ポンカン果皮乾燥
粉末中には 2% の濃度で含まれていることが分かっ
た。尚、リモネンの腎臓に対する毒性影響は、雄性
ラットに特異的であり、ヒトに対しては外挿されず
毒性を示さないことが既に報告されている 1）。
　（オ）　作成したカステラの形状、匂い、味覚等を
検討したところ、1.7 及び 4.2％太田ポンカン果皮乾
燥粉末含有カステラは香り、味ともに適正であっ
た。食パンについては、2、3％果皮添加のものは形
状、匂い、味覚ともに問題はないことがわかった。
一方、4％果皮添加食パンは苦みが強かった。
　（カ）　作成した、カステラ及び食パンに含まれる
フラボノイド化合物 [ ヘスペリジン（HES）、ノビ
レチン（NOB）、タンゲレチン（TAN）] を HPLC
を用いて分析した。1.7％果皮含有のカステラ中の

HES、NOB、TAN の含有量は、推定含有量の 86
～ 94％になることがわかった。4.2％果皮含有のカ
ステラの場合には、HES、NOB、TAN の含有量は、
推定含有量の 81 ～ 96％であった。太田ポンカン果
皮添加食パン中のフラボノイド化合物の分析結果を
表 40150-1 に示す。2％果皮添加食パン中の HES、
NOB、TAN の含有量は、推定含有量の 98 ～ 100％
になり、3％果皮添加食パンでは、89 ～ 99％、4％
果皮添加食パンの場合には、97 ～ 99％になること
がわかった。以上の事より、カステラ及び食パンの
作成過程で HES、NOB、TAN はほとんど分解す
ることはないことが確認できた。

　エ　考　察
　太田ポンカン果皮の食材としての有効利用の促進
を目指して、果皮の遺伝毒性及び一般毒性を調べ、
その安全性を検討した。その結果、太田ポンカン果
皮はいずれの試験系に於いても遺伝毒性を示さない
ことが明らかになった。更に、太田ポンカン果皮乾
燥粉末の一般毒性を調べるために、ラットに 90 日
間反復強制経口投与したところ、1,500 mg/kg/day
群の雄において、精油成分であるリモネンに起因す
る α2μ グロブリン腎症が認められた。それ以外の
毒性所見は、いずれの検査においても認められな
かった。柑橘類に巾広く分布している精油成分であ
るリモネンは、成熟雄性ラットに投与すると、α2μ

グロブリンと結合し、腎尿細管に蓄積して硝子質沈
着腎障害、「α2μ グロブリン腎症」を誘発すること
が良く知られている 1）。そこで、試験に使用した太
田ポンカン果皮に含まれるリモネンの含量を HPLC
及び GC を用いて調べた。その結果、太田ポンカン
乾燥果皮には 2％のリモネンが含まれている事が明
らかとなった。リモネンの腎臓に対する毒性影響
は、雄性ラットに特異的であり、ヒトに対しては毒
性を示さないことが明らかにされている。以上の事

表 40150-1　太田ポンカン果皮を含む食パン中のフラボノイド化合物の分析
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より、太田ポンカン果皮は安全性が高く、食材等に
有効利用できるものと考えられた。
　次に、安全性が確認された太田ポンカン果皮を含
む加工食品（カステラ、食パン）を試作し、試作し
たカステラ及び食パン中のフラボノイド化合物の安
定性及び食材としての適正等について検討した。作
製したカステラ及び食パンに含まれているフラボノ
イド化合物（HES、NOB、TAN）を分析したとこ
ろ、添加した果皮に含まれる推定量の 81 ～ 99％の
量が含まれていることがわかり、これら加工食品の
作製過程においてフラボノイド化合物が分解するこ
とはほとんどないことが確認できた。今後、太田ポ
ンカン果皮に含まれるフラボノイド化合物以外の生
理活性成分の安定性についても検討することが必要
と思われる。一方、試作した加工食品で果皮含有量
の多い 4％果皮添加食パンは苦味が強く、加工食品
としての適正に問題があることがわかった。今後、
太田ポンカン果皮を加工食品等の食材として有効利
用するためには、太田ポンカン果皮中の苦味を示す
化合物の同定等を検討するとともに、苦味成分の減
弱化による改良について取り組むことが重要と考え
られる。

　オ　今後の課題
　柑橘果皮食品の原材料である太田ポンカンの乾燥
粉末には独特の苦味があるため、それらの成分を同
定するとともに減弱化させて、食材として適用でき
る種々の食品を開発することが必要である。又、太
田ポンカン果皮に含まれるフラボノイド化合物以外
の生理活性成分の加工食品作製過程における安定性
についても検討することが必要である。　

　カ　要　約
　抗認知症作用を有するノビレチンを多く含む太田
ポンカン果皮を食材として有効活用するためには、
その安全性の確認が必要である。そこで、太田ポン
カン果皮の遺伝毒性を、各種 S. typhimurium 株並
びに E. coli WP2 uvrA 株を用いた復帰突然変異試
験で調べた。また、in vitro 染色体異常試験、及び
マウスを用いた末梢血小核試験を行った。その結
果、太田ポンカン果皮はいずれの試験系に於いても
遺伝毒性を示さないことが明らかになった。太田ポ
ンカン果皮乾燥粉末の一般毒性を調べるため、その

0、150、500 あるいは 1,500 mg/kg/day をラットに
90 日間反復強制経口投与した。投与期間中の死亡
はなく、全身諸器官の肉眼観察所見に、毒性兆候は
認められなかった。一方、器官重量及び病理組織学
的検査所見では、腎臓に毒性影響が認められた。す
なわち、1,500 mg/kg/day 群の雄において、精油成
分であるリモネンに起因する α2μ グロブリン腎症
が認められた。尚、リモネンの腎臓に対する毒性影
響は、雄性ラットに特異的であり、ヒトに対しては
外挿されず、毒性を示さないことが既に報告されて
いる。次に、安全性が確認された太田ポンカンの果
皮を食材として有効利用することを目指し、太田ポ
ンカン果皮を含む加工食品（カステラ、食パン）を
試作して、その加工食品における 3 種のフラボノイ
ド化合物（HES、NOB、TAN）の安定性を検討す
ると共に、加工食品としての嗜好性を評価し、食材
としての適正等について検討した。作製したカステ
ラの形状、匂い、味覚等を検討したところ、果皮添
加により問題が生ずることはなかった。食パンにつ
いては、2、3％果皮添加のものは、形状、匂い、味
覚共に問題はないことがわかった。一方、4% 果皮
添加食パンは苦味が強かった。試作したカステラ
及び食パン中の 3 種のフラボノイド化合物（HES、
NOB、TAN）の含量を分析したところ、添加した
果皮に含まれる推定量の 81 ～ 99％の量が含まれて
いることが確認された。このことより、3 種のフラ
ボノイド化合物は、これら加工食品の作製工程でほ
とんど分解することがないことが確認できた。

　キ　引用文献
 1） National Toxicology Program. （1990） NTP 

Toxicology and Carcinogenesis Studies of 
d-Limonene （CAS No. 5989-27-5） in F344/N Rats 
and B6C3F1 Mice （Gavage Studies）. Natl Toxicol 
Program Tech Rep Ser. 347: 1-165.

　研究担当者（若林敬二＊）

16　柑橘系果皮の有効成分の抽出方法検討およ
び最適化、製造工程による活性の最適化
　ア　研究目的
　柑橘系果皮から有効成分を効率的に抽出する方法
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を検討し、研究室レベルの原料試作から工場レベル
の原料製造を行う。動物試験用サンプル及びヒト臨
床試験用サンプルを遅滞なく製造し、共同研究者に
供給する。嚥下困難者でも少量、且つ、短時間で飲
用できるように糖衣錠としてのサンプル検討を行
う。試験錠剤の成分分析を行い、製造条件による成
分の同等性を確認し、天然成分による成分のばらつ
きのない錠剤の供給について検討する。
　（ア）　柑橘系果皮残渣、陳皮の天然原料から有効
成分ノビレチンを効率的に抽出・濃縮する方法を検
討し最適化すること。
　（イ）　国立長寿医療研究センター等の共同研究者
に有効成分ノビレチンを含む抽出物をエキス末原料
及び糖衣錠サンプルとして供給すること。

（動物での安全性試験用、ヒト安全性試験用、ヒト
臨床試験用サンプルとして）

　イ　研究方法
　（ア）　嚥下障害を有する患者のために、少量の飲
用量ですむように有効成分の濃縮（熱水抽出、カラ
ム濃縮）を行った。熱水抽出は 10 倍量の水を用い
て繰り返し抽出して、抽出液を合一して、有効成分
の回収を行った。カラム濃縮は工場レベルで HP-20
を用いたカラム精製を行い有効成分ノビレチンの濃
縮を行った。動物での安全性試験に用いるノビレチ
ン含有エキス末を供給した。
　（イ）　飲みやすい剤型の検討を行い、試作製造に
より糖衣錠として供給した。
　（ウ）　糖衣錠に含まれる有効成分の量は、日本薬
局方に示された陳皮の使用方法を参考にして、共同
研究者間で協議して算出した。その計算量にした
がってヒトでの安全性試験用として１日分が 6 錠

（ノビレチンエキス末として 323 mg 含有）あるい
は 12 錠（エキス末として 646mg 含有）になるよう
に素錠に含まれるノビレチン配合量を調整し供給し
た。
　（エ）　二重盲検法にて試験を実施できるように 2
種類（ノビレチン含有及び非含有）の試験錠剤を作
成した。

　ウ　研究結果
　（ア）　ラット安全性試験のサンプル作成：有効成
分ノビレチンを多く含む太田ポンカン生果（1.5 ト

ン）から得られた乾燥果皮（100 kg）について、効
率的にリフラックス抽出・カラム濃縮して扱いやす
いように粉末化してラット安全性試験用サンプル

（エキス末として 1.4 kg）を作成した。作成したエ
キス末の動物での安全性試験を確かめてヒト試験用
サンプルのノビレチン含有量の調整を行った。試作
工程を有効成分量が変わらない範囲で改良・改善を
行った。
　（イ）　認知症患者の臨床試験用の錠剤投与という
形態は嚥下困難者でも事故率は過少であり研究分担
者である国立長寿医療研究センターとの協議により
糖衣錠と定めた。ヒトにおける安全性試験にてノ
ビレチン含有糖衣錠を作成し試験機関に供給した。
ラット安全性試験用サンプル（エキス末として 1.4 
kg）の一部のエキス末を用いて糖衣錠を作成した。
この糖衣錠を１日当たり 6 錠（2 錠ずつ 3 回飲用）
あるいは 12 錠（4 錠ずつ 3 回飲用）になるように 2
粒ずつの 3 包シールあるいは 4 粒ずつの 3 包シール
を作成した。
　（ウ）　ヒト安全性試験用のサンプル作成：太田ポ
ンカン乾燥果皮（350 kg）を熱水抽出・カラム濃縮
しヒト安全性試験及びそれに引き続く臨床試験用サ
ンプル（エキス末として 7.4 kg）を作成した。
　（エ）　安全性試験で使用した錠剤（アクティブ錠
剤）及びそれに含まれる有効成分を賦形剤に置き換
えたノビレチン非含有糖衣錠（プラセボ錠剤）を製
造した。二重盲検法（ダブルブラインド）とヒト安
全性試験とは同一剤形である。各々の試験錠剤につ
いて、認知症患者が適量を飲用できるように、且
つ、患者が容易に摂取できるように、1 日分が 3 包
ずつになるように分包化し、１箱に 28 日分（3 包
× 28 日 =84 包）を梱包し、臨床試験のコントロー
ラーが適切に割付を行うことができるように、すな
わち、臨床試験のコントローラー以外は識別不可能
な形態で試験品を国立長寿医療研究センターに供給
した。
　（オ）　太田ポンカンに含まれるノビレチンは採集
時期によりその含有量の変動が大きいため、有効成
分の消長により糖衣錠剤の含有量が変わらないよう
にノビレチン含有エキスの調整を行った。抽出・濃
縮方法などの製造工程により、ノビレチンと他のフ
ラボノイド成分の比率が変わることが考えられたた
め、試験錠剤の安全性を確保するために成分比率に
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ついて確認した。さらに、臨床試験に使用した錠剤
の安全性を確保する目的で、みかん農家で農薬を使
用していることを考慮して、最終錠剤に農薬が残留
していないことを確認し、国立長寿医療研究セン
ターでの臨床試験を安全性の面から強力にサポート
した。

　エ　考　察
　（ア）　柑橘系果皮に微量にしか含まれていない有
効成分ノビレチンを効率的に抽出する方法を検討し
製造工程を最適化し粉末化してエキス末とした。認
知症患者にはできるだけ少量の飲用量とする必要が
あるため有効成分ノビレチンは濃縮する必要があっ
た。動物用試験はエキス末にて実施した。
　（イ）　有効成分ノビレチンは苦くそのままでは飲
みにくく、嚥下困難者においては誤飲を起こす危険
性があり糖衣錠とした。ヒト安全性試験においては
１回分の糖衣錠の飲用量を変えて製造し共同研究機
関に供給した。
　（ウ）　ヒトでの安全性を確かめた上で臨床試験を
行った。この際、安全性試験で使用した錠剤（アク
ティブ錠剤）及びそれに含まれる有効成分を賦形剤
に置き換えたノビレチン非含有糖衣錠（プラセボ錠
剤）を製造した。製造した２種類の錠剤は臨床試験
のコントローラーが適切に割付を行うことができる
ように試験機関に供給した。
　（エ）　太田ポンカンに含まれるノビレチンの季節
ごとの消長を検討し製造・供給を行った。抽出・濃
縮方法などの製造工程により成分比率の同等性を検
討した。太田ポンカン果皮は天然原料のため果皮・
糖衣錠に農薬が残留していないことを確認した。こ
れらを通じてヒト臨床試験を検体の面から強力に
バックアップした。

　オ　今後の課題
　（ア）　有効成分ノビレチンは天然原料として微量
であるため、健康食品として適切な量に濃縮して使
用する必要がある。
　（イ）　太田ポンカン果皮は摘果みかん、残渣等原
料の収集について検討が必要である。
　（ウ）　太田ポンカン果皮の季節ごとのばらつき、
集められる原料のばらつきについて検討が必要であ
る。

　カ　要　約
　柑橘系果皮に微量にしか含まれていない有効成分
ノビレチンを製造工程を検討しながら適切に濃縮し、
嚥下困難者が安全に飲用できるように糖衣錠を作成
し、動物試験、ヒト試験用のサンプルとして供給し
た。天然原料としての安全性、製造による原料の同
等性についても検討した。本プロジェクトにおいて
原材料の面から強力にバックアップ・サポートした。

　研究担当者（山口喜久二、村田清志＊）

17　培養細胞・実験動物による柑橘類果皮と抗
認知症成分ノビレチンの毒性試験
　ア　研究目的
　本研究プロジェクトでは、柑橘類果皮成分のヒト
認知症に対する改善効果を実証することを到達目標
としている。そこで、ヒトへの投与を想定している
抗認知症活性成分ノビレチンを高濃度に含有する柑
橘類果皮粉末の安全性を、まず、細菌やほ乳類培養
細胞及びほ乳動物を用いた毒性試験により評価する
ことを目的とした。

　イ　研究方法
　（ア）　被験物質
　ジャパンローヤルゼリー（株）が本研究プロジェ
クトにおいて製造した太田ポンカン果皮エキス粉末

（ノビレチン含有量 5 ～ 7％）を用いた。
　（イ）　試験内容
　　ａ　遺伝毒性試験
　　（ａ）　変異原性試験
　太田ポンカン果皮エキス粉末の変異原性を調べる
ために、S. typhimurium TA100、TA1535、TA98
及び TA1537 株、並びに E. coli WP2 uvrA 株を用
いて復帰突然変異試験を行った。
　　（ｂ）　in vitro 染色体異常試験
　チャイニーズ・ハムスター肺線維芽細胞株（CHL/
IU 細胞）を用いて、太田ポンカン果皮エキス粉末
の染色体異常誘発性の有無を検討した。
　　（ｃ）　小核試験
　太田ポンカン果皮エキス粉末の in vivo における
遺伝毒性を検討するため、BDF1 雄性マウスを用い
た末梢血小核試験を行った。
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　　ｂ　ラットを用いた一般毒性試験
　太田ポンカン果皮エキス粉末の一般毒性を調べる
ため、SD ラット雌雄に 90 日間反復強制経口投与
した。投与期間中、動物の一般状態、体重推移及び
摂餌量推移を観察した。また、投与期間終了後、血
液学検査、血液生化学検査、全身諸器官の重量測
定、肉眼観察及び病理組織学的検査を行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　遺伝毒性試験
　復帰突然変異試験において、5 mg/ プレートまで
検討したが、陰性であった。in vitro 染色体異常試
験において、短時間処理法 - 代謝活性化なしの試験
では 1,310μg/ml まで、短時間処理法 - 代謝活性化あ
りの試験では 3,200μg/ml まで、24 時間処理法では
537μg/ml の検討で、陰性を示した。小核試験でも
陰性であった。以上のことより、ジャパンローヤル
ゼリー（株）から提供された太田ポンカン果皮エキ
ス粉末は、遺伝毒性を有しないものと判断された。
　（イ）　ラットを用いた一般毒性試験
　毒性学上留意すべき太田ポンカン果皮エキス粉末
投与による影響は、最高投与量 540 mg/kg/day 群
の雄の腎臓において近位尿細管上皮細胞内に α2- マ
イクログロブリンによると考えられる硝子滴が認め
られた。ただし、α2- マイクログロブリンはラット
に特有のタンパク質でありヒトでは産生されないこ
とから、本試験の腎臓病変はヒトでは問題にならな
いと考えられた。それ以外、毒性学的意義のある所
見は認められなかった。

　エ　考　察
　これらの試験結果から、太田ポンカン果皮エキ
ス粉末（62 倍濃縮エキスとして。うち、ノビレチ
ン含量約 7％）の無毒性量 NOAEL を 540 mg/kg/
day とした。この値と類似食品の食経験（陳皮 20 
g/day）並びにヒトの感受性は総じてラットの 40
～ 50 倍であることを勘案し、太田ポンカン果皮エ
キス粉末（62 倍濃縮エキスとして。うち、ノビレ
チン含量約 7％）のヒト１日摂取量の上限目安を、
540 mg ～ 675 mg/kg とした。本試験の成果は、太
田ポンカン果皮エキス粉末のヒト安全性確認試験の
投与量設定の根拠となり得るものと思われた。

　オ　今後の課題
　ヒト 1 日摂取量の上限目安 540 mg ～ 675 mg/kg
を超えてヒトに摂取させようとする場合、少なくと
もラットを用いた一般毒性試験において、540 mg/
kg/day を上回る投与量で安全性をさらに確認する
必要がある。

　カ　要　約
　太田ポンカン果皮エキス粉末（ジャパンローヤ
ルゼリー（株）製造；ノビレチン含有量 5 ～ 7％）
について、遺伝毒性試験（復帰突然変異試験、in 
vitro 染色体異常試験、マウス末梢血小核試験）、一
般毒性試験（ラット 90 日間反復投与試験）を実施
し、これらの結果を基に、太田ポンカン果皮エキス
粉末（62 倍濃縮エキスとして。うち、ノビレチン
含量約 7％）のヒト１日摂取量の上限目安を、540 
mg ～ 675 mg/kg とした。

　研究担当者（大泉　康、出川雅邦、根本清光＊、
遠藤英俊）

18　認知症に対するノビレチンの医学的安全性
ならびに有用性に関する研究
　ア　研究目的
　ノビレチンを含有する太田ポンカン果皮濃縮エキ
スを用いて認知症患者での臨床試験を実施し、柑橘
類果皮エキスの安全性及び抗認知作用についてヒト
での科学的エビデンスを得ることを目的とする。非
臨床試験及び健常人による過剰摂取試験を実施する
ことにより、太田ポンカン果皮濃縮エキス（ジャパ
ンローヤルゼリー（株）製造）の安全性を確認した
上で、国立長寿医療研究センターの倫理委員会を経
て、国立長寿医療研究センターにおいて太田ポンカ
ン果皮濃縮エキスを用いた認知症患者での臨床試験
を行う。

　イ　研究方法
　（ア）　太田ポンカン果皮濃縮エキス含有食品の安
全性確認試験
　選択基準及び除外基準に合致する 40 歳～ 79 歳の
健常成人男女 11 名において、オープン試験として、
太田ポンカン果皮濃縮エキス含有食品の安全性確認
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試験を実施した。試験実施は、国立長寿医療研究セ
ンター以外の医療機関にて行った。なお、実施に当
たっては、その実施計画について、当該医療機関の
倫理委員会の審査・承認を経た。
　　ａ　摂取量・摂取期間は、1 ～ 14 日目を 6 錠 /
日（2.4 g）、15 日目～ 28 日目を 12 錠 / 日（4.8 g）
とした。
　　ｂ　摂取方法は、1 ～ 14 日目（14 日間）1 日 3
回（朝、昼、夕の食前）に各 2 錠をコップ 1 杯の水
とともに（計 6 錠）摂取させた。15 ～ 28 日目（14
日間）1 日 3 回（朝、昼、夕の食前）に各 4 錠を
コップ 1 杯の水とともに（計 12 錠）摂取させた。
　　ｃ　試験スケジュールとして、事前検査時、摂
取 2 週目、摂取 4 週目及び摂取終了後 2 週目の計
4 回で、それぞれ生活習慣アンケート（事前調査
のみ）、体調確認・身体測定、理学検査（血液学的
検査、血液生化学検査、尿検査）、空腹時臨床検査

（採血・採尿）、予備検体用採血、試験食品摂取、日
誌記張を行う。
　　ｄ　非臨床試験結果及び類似食品の食経験（陳
皮 20 g/day）を勘案し、太田ポンカン果皮濃縮エ
キスのヒトへの摂取量を 323 mg（62 倍濃縮エキス
として。うち、ノビレチン含量 22 mg）を 1 倍量と
定めた。
　　ｅ　投与剤形は、糖衣錠とした。
　（イ）　 アルツハイマー病患者を対象とした太田
ポンカン果皮濃縮エキス含有食品の効果確認試験
　　ａ　二重盲検プラセボ対照クロスオーバー試験
とし、アルツハイマー病患者 40 名を 20 名ずつ A
群、B 群に分け、A 群はⅠ期 12 週間対照食品を摂
取し、Ⅱ期 12 週間被験食品（太田ポンカン果皮濃
縮エキス 1 倍量を毎日摂取）を摂取することとし、
B 群はⅠ期 12 週間被験食品（太田ポンカン果皮濃
縮エキス 1 倍量を毎日摂取）を摂取し、Ⅱ期 12 週
間対照食品を摂取することとする。
　　 ｂ　 認知症の判断検査項目は、Mini-mental 
State Examination（MMSE）や Alzheimer’s Disease 
Assessment Scale-cognitive subscale（ADAS-cog）
などの質問式により認知機能障害を測定するととも
に、早期アルツハイマー型痴呆診断支援システム

（VSRAD）と MRI とを組合せて海馬萎縮の度合い
を測定し、太田ポンカン果皮濃縮エキスの認知症改
善効果を検討することとする。試験実施医療機関

は、国立長寿医療研究センター（責任医師：内科総
合診療部長　遠藤英俊）とした。
　　ｃ　1 日当たりの摂取量は、（ア）の安全性試
験で安全性が確認された濃縮エキス 323 mg（ノビ
レチンとして 22.5 mg）とし、摂取方法は 1 日 3 回

（朝、昼、夕の食前）に各 2 錠をコップ 1 杯の水と
ともに（計 6 錠）摂取する。
　　ｄ　試験スケジュールとして、事前検査、Ⅰ
期及びⅡ期の 0 週と 12 週において、診察、身体測
定、理学検査、臨床検査、神経心理学検査、MRI、
SPECT（事前検査のみ）の検査を行う。また有効
性の評価項目は、MMSE、ADAS-Jcog、WMS-R、
MRI、安全性の評価項目は有害事象とした。
　　ｅ　太田ポンカン果皮濃縮エキスのヒトへの摂
取量を 323 mg（62 倍濃縮エキスとして。うち、ノ
ビレチン含量 22 mg）を 1 倍量と定めた。
　　ｆ　投与剤形は、糖衣錠とした。

　ウ　研究結果
　（ア）　太田ポンカン果皮濃縮エキス含有食品の安
全性確認試験
　被験者として 11 名を登録し、全員が試験スケ
ジュールを完了した。試験に参加した被験者は、男
性 6 名（70 代 1 名、60 代 2 名、50 代 2 名、40 代 1
名）、女性 5 名（70 代 1 名、60 代 1 名、50 代 1 名、
40 代 2 名）で、年齢 57.3 ± 11.0 歳（男性：59.2 ± 
9.3 歳、女性：55.0 ± 13.5 歳）、身長 165.53 ± 8.24 
cm（男性：171.13 ± 6.73 cm、女性：158.80 ± 3.06 
cm）、体重 62.46 ± 8.92 kg（男性：68.65 ± 7.24 
kg 、女性：55.04 ± 2.67 kg）、BMI 22.69 ± 1.53 
kg/m2（男性：23.37 ± 0.97 kg/m2、女性：21.87 ± 
1.76 kg/m2）であった。
　試験期間中に発現した有害事象は、11 名中 2 名

（18.2％）に 2 件発現し、咳（感冒症状）が 1 件、
頭痛が 1 件であった。いずれも、試験食品以外が原
因との自己申告がある為、試験責任医師は試験食品
との関連性はなく、臨床上問題となるものではない
と判断した。
　身体測定値、理学検査値、臨床検査値について
は一部の項目（全例では、体重、BMI、ヘモグロビ
ン、ヘマトクリット、MCV、MCHC、AST、アル
ブミン、クレアチニン、CL、単球；男性では、体
重、BMI、ヘマトクリット、MCV、MCHC、アル
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ブミン、クレアチニン、K、CL、リンパ球、好中
球；女性では、拡張期血圧、ヘモグロビン、ヘマ
トクリット MCV、MCH、MCHC、クレアチニン、
尿素窒素、単球）で有意な変動が認められたが、い
ずれも軽微な変動であり、試験責任医師は試験食品
との関連性はなく、臨床上問題となるものではない
と判断した。
　（イ）　アルツハイマー病患者を対象とした太田ポ
ンカン果皮濃縮エキス含有食品の効果確認試験
　これまでに 15 例の被験者登録を行い、臨床研究
を実施中である（被験者登録は 3 月 31 日までを予
定）。Ⅰ期（0 ～ 12 週）が完了した被験者 10 名に
関するデータは以下のとおりである（試験終了まで
キーオープンは行わない）。
　被験者数は（第Ⅰ期完了者のみ）10 名（男 3 名・
女 7 名）。被験者背景は、年齢 56 歳から 89 歳の中
～軽度アルツハイマー患者（平均年齢 72.9（± 9.3）
歳）。
　試験終了の後、キーオープンの上で解析を行う。

　エ　考　察
　（ア）　太田ポンカン果皮濃縮エキス含有食品の安
全性確認試験
　本試験において、「太田ポンカン果皮濃縮エキス
含有食品」1 日 6 錠及び 12 錠の 4 週間連続摂取の
安全性に問題はないと試験責任医師により判断され
た。　
　（イ）　アルツハイマー病患者を対象とした太田ポ
ンカン果皮濃縮エキス含有食品の効果確認試験
　被験者の登録が完了し、試験期間を終了した後に
キーオープンの上で解析を行う予定であるため、太
田ポンカン果皮濃縮エキス含有食品の認知機能に対
する効果の確認はそれを待たねばならない。

　オ　今後の課題
　アルツハイマー病患者を対象とした太田ポンカン
果皮濃縮エキス含有食品の効果確認試験において、
登録する被験者数の増加及び、有害事象が発生した
際の対応が課題である。

　カ　要　約
　（ア）　太田ポンカン果皮濃縮エキス含有食品の安
全性確認試験

　40 歳から 79 歳の健康な成人男女 11 名（男性
6 名、女性 5 名）を対象に、「太田ポンカン果皮
濃縮エキス含有食品」（以下「試験食品」と表記）
を 1 日 6 錠（ノビレチンとして 22.5mg）2 週間連
続摂取させた後、1 日 12 錠（ノビレチンとして
45.0mg）2 週間連続摂取させる試験を実施し、安全
性を検討した。
　試験食品は、ノビレチンを 1 錠当たり 3.752 mg
含む食品（糖衣錠）を用いた。被験者は、事前検査

（摂取前）、摂取後 2 週目、4 週目、摂取終了後 2 週
目に検査を受け、摂取後に発現した自覚症状、他覚
所見、身体測定値、理学検査値、臨床検査値を評価
項目として、安全性を評価した。
　試験期間中に発現した有害事象は、11 名中 2 名

（18.2％）に 2 件発現したが、いずれも、試験食品
以外が原因との自己申告がある為、試験責任医師は
試験食品との関連性はなく、臨床上問題となるもの
ではないと判断した。
　身体測定値、理学検査値、臨床検査値については
一部の項目で有意な変動が認められたが、いずれも
軽微な変動であり、試験責任医師は試験食品との関
連性はなく、臨床上問題となるものではないと判断
した。
　以上の結果から、「太田ポンカン果皮濃縮エキス
含有食品を 1 日 6 錠（ノビレチンとして 22.5mg）2
週間連続摂取した後、1 日 12 錠（ノビレチンとし
て 45.0 mg）を 2 週間連続連摂取した本条件下での
安全性に問題はないと、試験責任医師により判断さ
れた。　
　（イ）　アルツハイマー病患者を対象とした太田ポ
ンカン果皮濃縮エキス含有食品の効果確認試験
　国立長寿医療研究センターにおいて、中軽度のア
ルツハイマー病患者を対象に、二重盲検プラセボ対
照クロスオーバー試験を実施中である。対象群は、
A 群：Ⅰ期（対照食品）・Ⅱ期（被験食品）、B 群：
Ⅰ期（被験食品）・Ⅱ期（対照食品）とし、各期 12
週間とする。被験者数は、各群 20 例とした。
　今後さらに被験者登録行い、試験期間終了後に
キーオープンの上で太田ポンカン果皮濃縮エキス含
有食品の認知機能に対する効果を解析する予定であ
る。

　研究担当者（遠藤英俊＊）
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１　米・米糠タンパク質の成分分析技術の開発
　ア　研究目的
　米胚乳由来アルカリ抽出タンパク質（AE-RP）
と米糠由来酸沈殿タンパク質（RBP80）について 2
次元電気泳動法とアミノ酸配列決定法を組合せ、主
要なタンパク質のプロファイリングデータを得るこ
とであり、その実現のための技術開発を行う。ま
た、第 2 章でヒトや動物への機能性が確認された
米胚乳由来アルカリ抽出タンパク質（AE-RP）、及
び米糠由来酸沈殿タンパク質（RBP-80）について、
本課題で得られたプロファイリングデータとの対応
を明らかにし、生体調節機能性に関与するタンパク
質を同定し、最終的にはそれらを対応付けたデータ
ベースを構築することを大きな研究目的としてい
る。

　イ　研究方法
　（ア）　米胚乳由来アルカリ抽出タンパク質（AE-
RP）のプロファイリング
　亀田製菓では、以前より研究レベルで米胚乳由来
アルカリ抽出タンパク質の製造を行っていた 1）。本
課題では、更に改良を加えた米胚乳由来アルカリ
抽出タンパク質（AE-RP）の提供を受けた。その
タンパク質ついては、非平衡等電点電気泳動法と
SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動（SDS-PAGE）
を組合せ、2 次元電気泳動を行った。泳動後のゲル
を染色し、主要スポットを回収し、消化酵素で処
理後、プロテインシーケンサーを使用して NH2 末
端配列決定を行った。また、NH2 末端配列決定が
得られなかったスポットについては、質量分析計

（MALDI TOF-MS）を使用してペプチド断片の分
子量（MS）データを得た。得られた MS データは、
タンパク質解析用のデータベース（MASCOT サー
バー）を用いてアミノ酸配列を算出し、2 次元電気
泳動による解析スポットのプロファイリング結果を
得た。
　（イ）　米糠由来酸沈殿タンパク質（RBP80）のプ

ロファイリング
　築野食品工業より提供を受けた米糠由来酸沈殿
タンパク質（RBP80）は、等電点電気泳動（IEF）
と SDS-PAGE を組み合せて 2 次元電気泳動を行っ
た。泳動後のゲルを染色し、目的スポットを回収
し、消化酵素で処理後、質量分析計（MALDI-TOF 
MS）を用いてペプチド断片の分子量（MS）データ
を得た。得られた MS データは、タンパク質解析用
のデータベース（MASCOT サーバー）を用いてア
ミノ酸配列を算出し、2 次元電気泳動による解析ス
ポットのプロファイリング結果を得た。
　（ウ）　第 2 章でヒトや動物への機能性が確認され
たタンパク質の同定
　以下の a ～ c の機能性タンパク質は、本小課題

（ア）及び（イ）で行ったプロファイリングデータ
との対応関係を明らかにした。
　　ａ　信州大学（大谷研究室）において、米胚乳
由来アルカリ抽出タンパク質（AE-RP）より調製
された機能性タンパク質について、抗体を用いて構
成タンパク質を同定し、AE-RP のプロファイリン
グデータとの関係を明らかにした。
　　ｂ　九州大学（佐藤研究室）において築野食
品工業より提供を受けた米糠由来タンパク質（RBP-
60）から調製された機能性タンパク質について、電
気泳動後にゲルからスポットを切り出し、マイクロ
チューブ内でトリプシンによる消化を行い、その消
化断片を MALDI TOF-MS により質量分析を行っ
た。その結果を MASCOT サーバーにより解析を
行った。
　　ｃ　新潟大学（大坪研究室）米胚乳由来アル
カリ抽出タンパク質（AE-RP）より調製された機
能性タンパク質について、電気泳動後にゲルから
スポットを切り出し、マイクロチューブ内でトリ
プシンによる消化を行い、その消化断片を MALDI 
TOF-MS により質量分析を行った。その結果を
MASCOT サーバーにより解析を行った。

第5編�　米タンパク質の新規生体調節機能性の先導的開発と機構解析

第1章�　機能性成分の分析技術の開発
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　ウ　研究結果
　（ア）　米胚乳由来アルカリ抽出タンパク質（AE-
RP）の解析
　米胚乳由来全タンパク質の分析法については、
米胚乳由来難溶性タンパク質の抽出に適したバッ
ファーを用い、タンパク質の等電点が非平衡状態に
なる前に泳動を停止する非平衡等電点電気泳動法
を 1 次元電気泳動に用いた。その後、1 次元ゲルを
SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動（SDS-PAGE）
を用いて分離する 2 次元電気泳動を行った 2）。
　泳動後のゲルを染色し、主要スポットを回収
し、消化酵素（トリプシン）で処理後、質量分析計

（MALDI TOF-MS）を使用してペプチド断片の分
子量（MS）データを得た。得られた MS データは、
タンパク質解析用のデータベース（MASCOT サー
バー）を用いてアミノ酸配列を算出し、一致するタ
ンパク質を同定した。以上の様に、難溶性タンパク
質を多く含む米胚乳タンパク質の 2 次元電気泳動に
よるプロファイリングを行う手法（PMF 解析法）
を確立した（図 5110-1）3,4）。
　上記の手法を用いることにより、「日本晴」の精
白米（胚乳に相当する）由来全抽出タンパク質につ

いて、2 次元電気泳動法で各ポリペプチドを分画し
た。分画した主要ポリペプチドについて、スポッ
トを切り出して回収し、in gel digestion 法により
ペプシン消化を行った。ペプチド断片については、
アミノ酸シークエンスを行うか 1）、質量分析計によ
りペプチド断片の MS データを得て 3,4）、イネタン
パク質データベースとの対応関係を明らかにし、2
次元プロファイリングを行うことに成功した（図
5110-2）。
　第 2 章において、ヒト介入試験及び動物試験に用
いる米胚乳由来アルカリ抽出タンパク質（AE-RP）
について 2 次元電気泳動法により分析を行った。
2012 年製造の AE-RP において、カドミウム（Cd）
の含有量がヒト介入試験を行う際に問題となった。
そこで、亀田製菓では、AE-RP を酸による洗浄を
行うことで Cd 含量を低減化した。既に、2012 年
度末で AE-RP の主要タンパク質の同定はほぼ完了
していたが、上記の事情より、Cd 除去した AE-RP
について 2 次元電気泳動を行い、Cd 除去前と、除
去後の比較を行った。その結果、主要タンパク質の
パターンに変化は無かった。一方、低分子領域に、
Cd 除去処理後の 2 次元電気泳動像ではタンパク質

図 5110-1　米胚乳由来アルカリタンパク質の分析方法の開発
　難溶性タンパク質の分析に優れた非平衡等電点電気泳動法と、SDS ポリアクリルアミドゲル電
気泳動（SDS-PAGE）を組合せた 2 次元電気泳動を行う。泳動後のゲルを染色し、主要スポット
を回収し、消化酵素で処理後、質量分析計（MALDI TOF-MS）を使用してペプチド断片の分子
量（MS）データを得る。得られた MS データは、タンパク質解析用のデータベース（MASCOT
サーバー）を用いてアミノ酸配列を算出し、対応するポリペプチドを同定する。
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分解物が増加していた。しかし、主要成分に大きな
変化は見られなかった。以上より、酸による洗浄は
主要成分の変化をもたらすこと無く、Cd 除去に効
果的だったと判断した。最終的なタンパク質分析結
果として、Cd 除去処理後の米胚乳由来アルカリ抽
出タンパク質（AE-RP）の 2 次元電気泳動による
プロファイル像を示した（図 5110-3）。
　（イ）　米糠由来酸沈殿タンパク質（RBP80）の解
析
　築野食品工業より提供を受けた米糠由来酸沈殿
タンパク質（RBP80）については、当初、非平衡
等電点電気泳動法を 1 次元電気泳動に用い、その
後 SDS-PAGE を用いて分離する 2 次元電気泳動を
行った。しかし、RBP80 の分離は極めて悪く、ス
ポットの回収が困難だった。そこで、通常の米糠タ
ンパク質に対して使用される、一般的な等電点電気
泳動を行った後に、SDS-PAGE を行う 2 次元電気
泳動法を用いて解析することとした 4）。その結果、
RBP80 に関しても 2 次元電気泳動分析ができるこ
とが判った（図 5110-4）。
　上記の手法を用いて、RBP80 について 2 次元電
気泳動を行った後に、泳動後のゲルを染色し、目的
スポットを回収後、消化酵素（トリプシン）で処

理し、質量分析計（MALDI-TOF MS）を用いてペ
プチド断片の分子量（MS）データを得た。得られ
た MS データは、タンパク質解析用のデータベー
ス（MASCOT サーバー）を用いてアミノ酸配列を
算出し、2 次元電気泳動による解析スポットのプロ
ファイリング結果を得た（図 5110-5 Panel A）。ま
た、九州大学（佐藤研究室）において築野食品工
業より提供を受けた米糠由来タンパク質（RBP-60）
からグロブリン抽出を行い調製したタンパク質につ
いて、SDS-PAGE を行った。電気泳動後のゲルか
らバンドを切り出し、マイクロチューブ内でトリ
プシンによる消化を行い、その消化断片を MALDI 
TOF-MS により質量分析を行った。その結果を
MASCOT サーバーにより解析を行った（図 5110-
5 Panel B）。
　その結果を MASCOT サーバーにより解析を行っ
たところ、量的に多く含まれるタンパク質成分は、
イネゲノムデータベースとの照合により、グロブリ
ン（47 kDa、33 kDa）であることが明らかになった。
　（ウ）　第 2 章でヒトや動物への機能性が確認され
たタンパク質の同定
　各研究機関で調査されている機能性タンパク質に
ついては、以下の a ～ c に記載のとおりプロファイ

図 5110-2　精白米より抽出したタンパク質の 2 次元プロファイリング解析
　使用した品種はゲノム解析のモデルイネとなっている「日本晴」を用いた。精白米より抽出したタン
パク質について、1 次元目を非平衡等電点電気泳動（NEPHGE）で、2 次元目は SDS-PAGE によりタ
ンパク質を分離し、スポット解析を行った。アミノ酸配列解析による既知のタンパク質データに加え、
新たに開発した PMF 解析により同定したスポットのタンパク質名を加え、統合した結果を示した。
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リングデータとの対応関係を示すことができた。詳
細は各研究機関より報告。
　　ａ　信州大学（大谷研究室）：米胚乳由来アル
カリ抽出タンパク質（AE-RP）より調製された機
能性タンパク質について、抗体を用いて構成タンパ
ク質を同定した。

　　ｂ　九州大学（佐藤研究室）：米糠由来タンパ
ク質（RBP-60）から調製された機能性タンパク質
について、電気泳動後にゲルからスポットを切り出
し、マイクロチューブ内でトリプシンによる消化を
行い、その消化断片を MALDI TOF-MS を用いる
PMF 解析を行った。

図 5110-3　米胚乳由来アルカリ抽出タンパク質（AE-RP）の 2 次元電気泳動解析
　Cd 除去処理後の米胚乳由来アルカリ抽出タンパク質（AE-RP）の 2 次元電気泳動によるプロファイ
ル像を示した。精白米における 2 次元電気泳動プロファイルに比べ、α アミラーゼインヒビター（RAG2, 
RASI）や 16kDa プロラミンが検出されなかった。低分子領域に、タンパク質分解物が増加していた。
しかし、主要成分に変化は見られなかったため、酸による洗浄は Cd 除去に効果的だったと判断できた。

図 5110-4　米糠由来酸沈殿タンパク質の分析方法の開発
米糠タンパク質の分析に用いる等電点電気泳動法と SDS-PAGE を組合せた 2 次元電気泳動を行った。
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　　ｃ　新潟大学（大坪研究室）：米胚乳由来アル
カリ抽出タンパク質（AE-RP）より調製された機
能性タンパク質について、電気泳動後にゲルから
スポットを切り出し、マイクロチューブ内でトリ
プシンによる消化を行い、その消化断片を MALDI 
TOF-MS を用いる PMF 解析を行った。

　エ　考　察
　（ア）　米胚乳由来アルカリ抽出タンパク質（AE-
RP）の解析
　米胚乳由来アルカリ抽出タンパク質（AE-RP）
の分析法については、難溶性タンパク質の分析に適
した非平衡等電点電気泳動法を 1 次元電気泳動に用
いることで、これまでに分析困難だった塩基性タン
パク質やプロラミンについても分析できるように
なった。その結果、2 次元電気泳動の主要スポット
についてプロファイリングを行うことが可能とな
り、本課題の目的である成分分析手法の開発が実現
した。
　（イ）　米糠由来酸沈殿タンパク質（RBP80）の解
析
　米糠由来酸沈殿タンパク質（RBP80）の分析法
については、等電点電気泳動を行った後に、SDS-

PAGE を行う 2 次元電気泳動法を用いて解析する
ことで各タンパク質が分離した。その結果、2 次元
電気泳動の主要スポットについてプロファイリング
を行うことが可能となり、本課題の目的である成分
分析手法の開発が実現した。
　（ウ）　第 2 章でヒトや動物への機能性が確認され
たタンパク質の同定
　各研究機関で調査している機能性タンパク質につ
いては、機能性成分と考えられるタンパク質画分を

（ア）及び（イ）で確立した方法や抗体を用いる方
法により、2 次元プロファイリングデータと対応関
係を示すことで、主要成分を同定した。　

　オ　今後の課題
　（ア）　米胚乳由来アルカリ抽出タンパク質（AE-
RP）の解析
　米胚乳由来アルカリ抽出タンパク質（AE-RP）
の分析方法は確立したので、今後は機能性成分との
対応が可能となるように、プロファイリング結果を
データベース化することが課題である。
　（イ）　米糠由来酸沈殿タンパク質（RBP80）の解
析
　米糠由来酸沈殿タンパク質（RBP80）の分析方法

図 5110-5　米糠由来酸沈殿タンパク質（RBP-80）のプロファイリング解析
　米糠由来酸沈殿タンパク質（RBP-80）より抽出したタンパク質について、1 次元目を等電点電気
泳動（IEF）で、2 次元目は SDS-PAGE によりタンパク質を分離し、スポット解析を行った（Panel 
A）。また、米糠由来グロブリン抽出タンパク質を SDS-PAGE により分離し、バンドを切り出して
解析した。両方法で得られたペプチド断片を PMF 解析により同定し、その結果を示した。
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は確立したが、米糠タンパク質の主要成分であるグ
ロブリンについては構造解析が不十分である。更
に、機能性成分であるタンパク質が未同定であるこ
とから、今後は米糠グロブリンのタンパク質化学的
な解析が必要だと思われる。
　（ウ）　第 2 章でヒトや動物への機能性が確認され
たタンパク質の同定
　各研究機関で機能性タンパク質の精製が進めば、
機能性成分を同定することができると考えられる。

　カ　要　約
　（ア）　米胚乳由来アルカリ抽出タンパク質（AE-
RP）の解析
　亀田製菓より提供を受けた米胚乳由来アルカリ抽
出タンパク質（AE-RP）は、非平衡等電点電気泳
動法と SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動（SDS-
PAGE）を組み合わせ、2 次元電気泳動分析を行っ
た。
　（イ）　米糠由来酸沈殿タンパク質（RBP80）の解
析
　築野食品工業より提供を受けた米糠由来酸沈殿タ
ンパク質（RBP80）は、等電点電気泳動（IEF）と
SDS-PAGE を組み合せて 2 次元電気泳動分析を行っ
た。
　それぞれの泳動後のゲルを染色し、目的スポッ
ト を 回 収 し、 消 化 酵 素 で 処 理 後、 質 量 分 析 計

（MALDI-TOF MS）を用いてペプチド断片の分子
量（MS）データを得た。得られた MS データは、
タンパク質解析用のデータベース（MASCOT サー
バー）を用いてアミノ酸配列を算出し、2 次元電気
泳動による解析スポットのプロファイリング結果を
得た。
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　研究担当者（増村威宏＊）

２　米タンパク質・ペプチドの製造技術開発及
び用途開発
　ア　研究目的
　米胚乳タンパク質（以下、「米タンパク質」と略
す）は各種健康機能を有しているものの疎水性が高
く不溶性であり、食感が悪いために食品素材として
の用途が限定されていた。米タンパク質の製造条件
を検討することにより、舌触りや口解けに優れた米
タンパク質素材を開発することを目的として製造プ
ロセスからの品質改良を試みた。また我が国の土壌
は比較的高い濃度のカドミウムを含有し、穀物類へ
のカドミウムの蓄積が懸念されるため、調製した米
タンパク質粉末についてのカドミウム含量の分析を
行うと共に、カドミウム含量が少ない米タンパク質
の調製法について検討を行った。
　米タンパク質の製造プロセスは実験室レベル及び
ベンチプラントレベルでほぼ完成したが、実際の実
用化を目指した場合にはその実現可能性と経済性の
面から、工場の実機レベルでの検証が必要となる。
そこで、製造工程における単位プロセス毎に実機設
備を用いた適性試験、能力試験についての検証を行
うことも目的とした。
　本コンソーシアム研究の主目的は米タンパク質の
健康機能に関するエビデンスを取得することであ
る。下記の臨床介入試験、すなわち成人肥満者・メ
タボリックシンドローム患者における米タンパク質
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摂取の有効性試験、並びに維持透析患者を対象とし
た米タンパク質摂取の安全性及びタンパク質栄養補
給に関する有効性試験に用いる試験食の開発と製造
を行い、試験実施施設に提供することを目的とした。

　イ　研究方法
　（ア）　米タンパク質の標準調製法
　撹拌機付きステンレスタンク 2 基にそれぞれ 100 
L の 0.2％ NaOH 水溶液を張り込み、それぞれに
コシヒカリの米粉（新潟製粉社製パウダーライス
DK）を 25 kg ずつ計 50 kg 添加して 20℃以下の温
度で一夜タンパク質を抽出した。無孔壁の連続遠
心機（コクサン社製遠心分離機 H-130I）に上記懸
濁液を約 5 L/ 分の流速で給液した。回転数は 1,400 
rpm とした。流出する遠心上清を集め、これを再
度同一条件にて遠心分離を行うことにより澱粉粒が
除去されたタンパク質抽出液を得た。この抽出液
を目開き 53μm の振動篩を通過させることにより異
物や繊維質を除去した。この液を 50℃に加温し、6 
N 塩酸を添加して pH を 7.0 に調整した。この液を
80℃で 30 分保温することによりタンパク質の凝集
体を大きく成長させ、これを冷却してタンパク質凝
集体懸濁液を得た。この懸濁液を目開き 53μm の振
動篩に連続的に供給し、篩上としてタンパク質凝集
体を回収した。タンパク質凝集体を約 100 L の水に
懸濁して同様の篩処理を行い、この操作を 3 回繰り
返してタンパク質の洗浄を行った。得られたタンパ
ク質凝集体を絞り袋で圧搾脱水し、宝エーテーエ
ム社製凍結乾燥機 TF20-85ATNNN を用いて凍結
乾燥した。乾燥品をレッチェ社製超遠心破砕機 ZM 
200 を用いて気流粉砕し、その後目開き 150μm の
篩を通して得られる粉末を米タンパク質素材として
各種試験に利用した。
　（イ）　カドミウム除去操作
　上記のタンパク質凝集体懸濁液に塩酸を加えて所
定の酸性 pH に調整した後に振動篩によるタンパク
質回収操作を行った。同じ pH 条件にて洗浄の操作
を 2 ～ 3 回繰り返した後に必要に応じて NaOH 水
溶液を添加して懸濁液を pH 7 に調整した。凝集体
を振動篩で回収した後に圧搾脱水、凍結乾燥、粉砕、
篩分離の操作を経てタンパク質の乾燥粉末を得た。
　カドミウムの分析は新潟県環境衛生研究所又は日
本食品分析センターに委託し、原子吸光分析法にて

分析した。ミネラル分析に関しても上記と同じ機関
に委託し、ICP 発光分析法又は原子吸光光度法にて
分析を行った。
　（ウ）　工業的生産設備の検討
　篩分離試験には晃栄産業社製 400DB-1S 型振動篩

（本プロジェクト研究設備として購入）を用いた。
デカンター分離試験はシャープレス社製デカンター
を用いた。フィルタープレス試験は新潟県食品研究
センターに設置の東京エンジニアリング工業社製
TFP-3-1 型機を用いた。流動乾燥試験（押出造粒試
験を含む）は株式会社ダルトン（東京都板橋区）、
噴霧乾燥試験は株式会社パウダリング・ジャパン

（ノズル噴霧タイプ：埼玉県川口市）及び受託加工
企業（アトマイザータイプ）、ドラム乾燥試験はカ
ツラギ工業株式会社（大阪市西成区）、気流乾燥試
験（リングドライヤー）は株式会社平岩鉄工所（愛
知県碧南市）で実施した。
　（エ）　粉末飲料試験食
　粉体ミキサーに 12.0 kg の米タンパク質粉末、11.3 
kg のデキストリン（マックス 1000：松谷化学）、0.7 
kg の甘味料製剤（SK スイート Z3-15：日本製紙）
を投入し、均一に混合した。自動充填機を用いて 11 
g ずつアルミ包材に充填してシールし、試験食品と
した。プラセボ食品は 12.0 kg のカゼインナトリウ
ム（CW：日本新薬）、11.3 kg のデキストリン、0.7 
kg の甘味料製剤を混合し、アルミ包材に充填した。
包材には包装日の日付を表す 2 桁の数字（プラセボ
食：19、試験食：25）を印字した。尚、粉体の混合
及び包装は株式会社タケショーに委託した。
　（オ）　ゼリー状食品
　維持透析患者を対象とした臨床試験に用いる試験
食として米タンパク質を配合したレトルトゼリー食
品を調製した。また米タンパク質のみを除いた配合
のゼリー状食品を対照食とした。表 5120-1 に示し
た配合で各素材を水に添加して加熱溶解させた後に
50 ml 容カップに充填し、F 値が 5.9（中心部分が
120℃で 5.9 分間加熱殺菌される条件）となる様に
レトルト殺菌を行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　標準調製法で製造される米タンパク質のカ
ドミウム含量
　標準調製法で製造された米タンパク質 2 ロットに
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つきカドミウム含量を測定した結果、それぞれ 1.2 
mg/kg 及び 1.18 mg/kg と比較的高い値を示した。
これら 2 ロットの製造に用いた原料米粉は精米日が
異なるものであり、カドミウム含量が高い原料米を
偶々利用したことが原因とは考え難い。国産米の平
均カドミウム含量は 0.06 mg/kg であり 2）、上記の
値は回収された米タンパク質にカドミウムが約 20
倍濃縮されたことを意味する。精白米中のタンパク
質含量は約 6％であり、精白米中のカドミウムが全
てタンパク質と結合した状態で存在すると考えると
リーズナブルな値といえる。
　（イ）　酸洗浄によるカドミウムの除去
　小林ら 1）の報告によるとカドミウムとタンパク
質との結合はアルカリで安定であるものの酸性条件
では不安定であることが知られている。そこで米タ
ンパク質凝集体を酸で洗浄することを試みた。タン
パク質の凝集体懸濁液（pH 7.0）より目開き 53μm
の篩を用いて篩上として湿タンパク質を回収した

（標品 A）。標品 A の一部を分析用にサンプリング
し、残りを 50 L の水に懸濁した後、塩酸を用いて
pH 4.0 に調整した。懸濁液の pH は徐々に上昇して
きたため、塩酸を適宜添加して pH 4.0 を 10 分間維
持させた。その後目開き 53μm の篩を用いて篩上と
して湿タンパク質を回収した（標品 B）。同様の操

作をもう１度繰返し、湿タンパク質標品 C を得た。
標品 A、B、C をそれぞれ脱水し、得られた沈殿を
凍結乾燥させて水分 2％以下の乾燥米タンパク質を
得た後、原子吸光光度法によりカドミウム含量を求
めた。表 5120-2 に示したとおり、酸性条件下での
洗浄回数に伴い、カドミウムの含量が段階的に低下
した。
　（ウ）　カドミウム除去の安定性
　米タンパク質凝集体の酸洗浄によるカドミウム除
去につきその安定性を確認した。対象として pH 7.0
で 3 回洗浄した標品 D、洗浄時の pH を 5.0 として
3 回洗浄した標品 E 並びに pH 4.0 で 3 回洗浄した
標品 F ～ I につき、カドミウム及びミネラル分析
を実施した。表 5120-3 に結果を示した通り、酸洗
浄によりカドミウムは安定して低減化された。また
同時にカリウムは検出限界（1 mg/100g）以下にま
で低下し、カルシウム、マグネシウム、リンも酸洗
浄を行わない標品と比較して大幅に減少した。
　（エ）　工業的生産技術の開発
　米タンパク質凝集物懸濁液を用いて各種分離工程
を比較した。タンパク質凝集体がゲルを形成してい
る（中和処理前後の加熱による）場合には振動篩や
フィルタープレスで良好な分離特性を示したが、ゲ
ルを形成していない場合には凝集体の粒径が小さ
く、篩面や濾布からタンパク質がリークし、分離不
可能であった。
　振動篩により分離される湿ケーキは水分が高く流動
性があるものの粘度が高いことから、噴霧乾燥するに
は加水により粘度を低下させる必要があると考えられ
た。一方、気流乾燥の場合には乾燥機管内への付着が
懸念され、流動乾燥を行う（別途造粒工程が必要）場
合には造粒性を高めるためにそれぞれ既乾燥品との混
錬による固形分アップが必要と思われた。
　デカンター処理の場合にはほぼ安定して固形分
16 ～ 20％の湿ケーキが得られたが、篩分離の場合
と同様に噴霧乾燥には加水が、気流乾燥や流動乾燥
の場合には固形分アップが必要と判断された。
　フィルタープレスの場合には濾過後の圧搾が可能で
あり、圧搾後の固形分は最大で 40％に達した。得ら
れたケーキはそのまま気流乾燥が可能と考えられた。
　（オ）　乾燥工程
　米タンパク質の乾燥に適した乾燥機を選定するた
め、乾燥機メーカーでの乾燥テストを実施した。篩

表 5120-1　ゼリー状食品配合表

表 5120-2　酸洗浄によるカドミウムの除去
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分離、デカンター分離、及びフィルタープレス圧搾
物を乾燥機メーカーに持ち込み、必要に応じて適宜
加水等の処理を行った後に乾燥テストに供した。テ
スト結果の概要を表 5120-5 に示した。
　乾燥方法としては米タンパク質ケーキを高温のド
ラムに直接接触させて乾燥させる方式（ドラムドラ
イヤー）と、熱風により水分を蒸発させる方式（噴
霧乾燥、流動乾燥、気流乾燥）、真空中で水分を蒸
発させる方式（真空乾燥、凍結乾燥）に大別される
が、ドラムドライヤーでは品温が 140℃近くまで達
するために焦げ臭が発生し、水への分散性が極端に

低下することが問題であった。熱風により乾燥させ
る方式の場合は、噴霧乾燥、流動乾燥、気流乾燥と
もに品温の上昇も少なく、比較的良好な食感の乾燥
品が得られた。特にノズル噴霧方式の気流乾燥や噴
霧乾燥（ノズル噴霧、アトマイザーとも）を行った
場合には微小な球状の粒子が得られ、ザラツキ感が
比較的少ない粉末となった。凍結乾燥の場合にも良
食感の乾燥物が得られたが、冷凍変性により硬く粉
砕され難い部分が生じ、これが食感を低下させるこ
とが問題であった。
　（カ）　粉末食品の製造

表 5120-3　カドミウム除去した各種標品の分析値

表 5120-4　各種装置による分離特性の比較

表 5120-5　乾燥機テストの結果概要
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　試験食品及びプラセボ食品は粉末状素材を機械混
合した後に自動充填機を用いてアルミ包材に充填し
た。1 週間分の試験食として個包装 15 包（1 日 2 包
+ 予備 1 包）ずつ小袋に詰め、4 週間分をまとめて
被験者に提供するよう試験実施施設に依頼した。試
験食品は少量の水またはぬるま湯に溶いて摂取する
ものとしたが、プラセボ食品では水に懸濁した際に
粉末がダマになり易かったため、これを回避するた
めの摂取説明書を添付して試験実施施設に提供し
た。本試験の実施により、HDL- コレステロールの
有意な上昇、尿酸及び MCP-1 の有意な低下が確認
された（第２章の２「ヒト腎機能に及ぼす米・米糠
タンパク質の影響に関する研究」の項を参照）。
　（キ）　ゼリー状食品の製造
　ゼリー状食品（図 5120-1 参照）は被験者の飽き
を回避するためにフレーバーの異なる 2 種類（栗
味、小豆味）を準備した。試作品をレトルト殺菌し
た後に保存試験を実施した結果、それぞれ 1 か月以
上の保存後も味や食感に変化はなく、最低 1 か月の
賞味期限設定が可能であることを確認した。被験者
が摂取する試験食が全て賞味期限内になるよう、試
験食は 2 週願毎に製造し、製造の翌週に試験実施施
設に直接届けた。またフレーバーは 2 週間毎に小豆
味と栗味を切り替えて製造した。尚、ゼリーのトッ
プシールには被験者番号、摂取日を記載したラベル
を張付け、トップシールを回収することにより摂取
状況が確認できるようにした。

　エ　考　察
　（ア）　酸洗浄によるカドミウム除去
　標準調製法により得られる米タンパク質に原料米
中のカドミウムが濃縮された状態で回収されること
が判明した。カドミウムとタンパク質の結合は酸性
条件下で不安定であることから米タンパク質凝集
体を酸で洗浄することによるカドミウム除去を試み
た。米タンパク質凝集体を酸性の pH で洗浄するこ

とによりカドミウム含量は洗浄回数に従って減少し
たため、酸洗浄プロセスを取り入れた方法に標準米
タンパク質調製法を改定した。改定米タンパク質調
製法により製造された複数標品につき各種ミネラル
分析を行った結果、酸洗浄品ではカドミウムの他に
リンも減少しており、二価金属であるカルシウムや
マグネシウムの含量も大幅に低下していることが判
明した。更にカリウムは検出限界以下にまで低下し
た。
　本研究課題の主たる目的は、腎機能が低下した高
齢者や腎機能が消失した透析患者等が安心して摂取
できるタンパク質栄養源を提供することにある。人
工透析患者は慢性的な栄養不足状態に陥る場合が多
く、特にタンパク質栄養が不足しがちである。タン
パク質を多量に含有する食品やタンパク質製剤の多
くはリンやカリウムを多量に含むため、腎機能が低
下した患者ではタンパク質の摂取に伴って増大する
リンの摂取が動脈硬化・骨病変を引き起こす原因と
して、カリウムの過剰摂取は不整脈、頻脈等の心疾
患リスクの増大を引き起こす原因として、それぞれ
問題となっている。米タンパク質は元来リンやカリ
ウムが低いタンパク質栄養源であるが、酸洗浄によ
りカドミウムのみならずリンやカリウムの含量も低
下することから、彼らにとってはより安全にタンパ
ク質栄養補給が可能となる。
　（イ）　透析患者対象の臨床試験におけるカドミウ
ム摂取量
　維持透析患者を対象とした臨床試験では、被験者
に 1 日当たり 5 g の純タンパク質（純度 92％の米
タンパク質粉末として 5.4 g）を摂取してもらう設
計とした。透析患者の体重を 40 kg と想定し、酸洗
浄を行わないで製造した米タンパク質を使用する場
合のカドミウム摂取量は、
5.4 g × 1.2 mg/kg × 7 日 /40 kg ＝ 1.1μg-Cd/kg-
体重 / 週
となる。この値はカドミウムの週間耐容摂取量 3）

である 7μg-Cd/kg- 体重 / 週と比較して充分に低い
値であるが、耐容摂取量は健常人を対象として定め
られたものであり、維持透析患者がこの量のカドミ
ウムを摂取した場合の安全性の根拠としては乏しい
と考えられた。一方、酸洗浄処理を行うことによ
り米タンパク質中のカドミウム量は概ね 0.1 mg/kg
以下にまで低減できることから、カドミウム含量図 5120-1　ゼリー状食品

─ 389 ─



0.1 mg/kg の米タンパク質を利用して試験食を製造
した場合、試験食に由来するカドミウム摂取量は 1
日当たり 0.54μg と計算され、透析患者の体重を 40 
kg と想定すると 1 週間当たりの摂取量は 0.095μg/
kg- 体重となる。この値は週間耐容摂取量の 1/70
に相当する。ヒトにおける腸管からのカドミウム吸
収率は 2 ～ 8％と報告されており 3）、これを 8％と
想定し、体重 40 kg の被験者の全血液量を 3L と想
定すると、試験食摂取による血中カドミウム濃度の
上昇は
0.54μg-Cd × 0.08（吸収率）/3 L ＝ 0.0144μg/L
と計算される。一方で Kazi ら 4）によれば、1 回の
透析に伴い血中カドミウム濃度が約 2μg/L 減少す
ると報告されており、最長の透析インターバル 3 日
間における血中カドミウム濃度の上昇は 0.043μg/L
となるが、この値は透析により除去可能なカドミウ
ム量の 1/50 であり、試験食摂取によるカドミウム
蓄積のリスクは低いと考えられた。
　（ウ）　米タンパク質の工業的製造プロセスと機種
選定
　米タンパク質の乾燥方法として各種乾燥機による
試験を実施した結果、噴霧乾燥、気流乾燥や流動乾
燥等の熱風による乾燥方式が比較的良好であること
を見出した。高品質の米タンパク質は流動性の高い

（固形分濃度が低い）米タンパク質スラリーを噴霧
後に乾燥させることがポイントであったが、固形分
濃度が高いケーキを投入する場合でも気流乾燥（リ
ング式：乾燥と同時に粉砕機能も有する）を用いる
ことにより比較的良質な米タンパク質粉末が得られ
ている。乾燥にかかるコストには蒸発させる水分量
が大きく関与し、固形分が高い被乾燥物を乾燥させ
ることが得策であるものの、噴霧乾燥方式に比べて
品質がやや低下するため、米タンパク質の利用用途
に応じた機種選定が重要である。

　オ　今後の課題
　（ア）　米タンパク質の物性改良
　米タンパク質の製造条件の改良により得られるタ
ンパク質粉末の物性は大幅に改善されたものの、依
然として水には不溶であり利用できる食品の範囲が
限定される。利用する食品の形態に応じて可溶化が
必要となる場合もあり、今後はペプチド化等による
可溶化について詳細に検討することが課題である。

　（イ）　スケールアップと採算性
　比較的良好な物性を有し、かつカドミウム含量が
低い安全な米タンパク質を製造する技術はほぼ完成
したが、工業レベルでの生産した場合に同様の物性
が再現できるかどうかは未確認であり、実用化まで
に設備投資額や製造コストを精査して採算性を検討
する必要がある。今後は工業化スケールでの検証
を経て、2014 年度中に実用化を進める計画であり、
機能性を有する米タンパク質製品を必要とする消費
者にリーズナブルな価格で確実に届けるための事業
基盤整備が今後の課題である。
　（ウ）　用途開発
　カドミウム低減化により、透析患者等にとってよ
り安全なタンパク質補給が可能となった。実際に米
タンパク質を必要とする人々に届けるには、米タン
パク質素材ではなく、具体的な商品として市場に提
供する必要があり、継続して摂取できる様な良食味
の商品を早急に開発する必要がある。透析患者対象
試験におけるゼリー状試験食品は小豆味で 3 か月、
栗味では 1 か月の賞味期限設定が可能であったが、
保存期間がそれ以上となるとゼリー強度の低下や風
味の劣化が認められた。類似のゼリー状食品を用い
て実用化を行う場合には少なくとも 6 か月の賞味期
限設定が必要であるため、保存性を高める検討が必
要である。
　成人肥満者・メタボリックシンドローム患者を対
象とした臨床試験においては血清尿酸値の低下作用
が認められ、この機能を利用した米タンパク質の実
用化も興味深い。しかしこの臨床試験においては 1
日当たり 10 g の米タンパク質を摂取しており、こ
の用量での商品設計には困難を伴うため、より少な
い用量でのエビデンス確認を行うことが重要であ
る。また尿酸低下作用を示す成分を特定し、その成
分を単離精製して極めて少ない用量で尿酸低下作用
を発揮させると同時に当該成分を取り除いた残りの
タンパク質成分をタンパク質栄養補給に利用する
等、米タンパク質の究極利用に関する検討が米タン
パク質の実用化には極めて重要である。

　カ　要　約
　（ア）　米タンパク質のカドミウム低減化
　通常の製法で製造される米タンパク質にはカドミ
ウムが約 20 倍に濃縮されていたが、米タンパク質
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凝集体を酸で洗浄することによりカドミウムを効率
よく洗浄除去することができた。また、米タンパク
質製造時の酸洗浄処理はカドミウム低減化のみなら
ずカルシウム、マグネシウム、リン、カリウムも低
減化した。酸洗浄処理した米タンパク質は透析患者
にとってより安全なタンパク質栄養補給源となり得
ることを確認した。
　（イ）　製造設備の選定
　米タンパク質を製造する際の分離設備及び乾燥設
備のメーカーテストを行い、各機器の長所、短所を
明確にした。
　（ウ）　試験食の製造
　米タンパク質を配合した試験食を製造し、本コン
ソーシアムにおいて実施される各種臨床試験に提供
した。

　キ　引用文献
 1） 国内外のコメに含まれるカドミウム . 　http://

www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_cd/
kaisetu/gaiyo2/index.html. （参照日 2014.2.17）

 2） 小林恭一・中井昇・長谷純一・宮原龍郎・狐塚
寛・藤井正美 （1978） 米中のカドミウムの化学形
態について（第 1 報） グルテリン－カドミウム複
合体の性質 . 衛生化学 24（6）: 314-321.

 3） 食品からのカドミウム摂取の現状に係る安全性
確保について .
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-gaiyou-
cadmium.pdf.（参照日 2014.2.27）

 4） Kazi T.G., Jalbani N., Kazi N., Jamali M.K., Arain 
M.B., Afridi H.I. and Pirzado Z. （2008） Evaluation 
of toxic metals in blood and urine samples of 
chronic renal failure patients, before and after 
dialysis. Renal Failure 30: 737-745.

　研究担当者（藤井幹夫＊、近藤葉月）

３　米糠タンパク質・ペプチドの製造と精製技
術の開発
　ア　研究目的
　本研究はこれまで機能研究の進んでいなかった米
糠由来のタンパク質に注目し、その新規な生体調節
機能を体系的に探索し、他の起源のタンパク質との

差別化を図るとともに、その機能メカニズムの解明
を行うことを目的とする。本課題では評価用のタン
パク質試料の調製法を開発し、調製した試料を評価
機関へ供給する。評価試料としては、評価対象であ
るタンパク質の組成が高く、その他の機能性成分を
含まないものが望ましい。しかし、既存の米糠タン
パク質製品 1）の純度は約 60％で評価用としては不
適であった。そこで、本研究では、本製品米糠タン
パク質から高純度（約 80％）の米糠タンパク質を
安定して調製する技術を開発する。 

　イ　研究方法
　（ア）　高純度米糠タンパク質の調製方法の検討
　調製原料として、脱脂米糠からタンパク質を抽出
し精製した築野食品工業株式会社製のタンパク質製
品 TSUNO-RBP（RBP60）を用いた。本品はタン
パク質含量が約 60％であり、その他に低分子の機
能性成分を含むため、変性沈降や低分子除去により
タンパク質含量の向上を検討した。
　　ａ　低分子除去によるタンパク質含量の向上
　限外ろ過法、ゲルろ過法、活性炭カラム法、透析
法の 4 種類の方法にて RBP60 の純度向上を検討し
た。
　　ｂ　変性沈降によるタンパク質含量の向上
　酸や熱などによりタンパク質を変性・不溶化
し、沈澱として回収する手法（変性沈降法）にて
RBP60 の純度向上を検討した。
　（イ）　検討した調製方法の問題点の検証
　前項 b で検討した変性沈降法により、導入した
大容量冷却遠心機（himac CR7、日立製）を用いて、
ラボスケールで繰り返し高純度米糠タンパク質の調
製を行い、調製の問題点を検証した。
　（ウ）　調製条件の最適化
　前項（イ）で明らかとなった問題点を解決するた
め、調製条件（調製スケール、加水量、加熱条件、
pH 条件、遠心条件、水洗条件）の見直しを行い、
作業の効率化と調製品の収率とタンパク質含量のバ
ラツキの低減を図った。
　（エ）　工程管理法の確立
　変性沈降法は、原料のタンパク質含量が調製試料
の収率とタンパク質含量に大きく影響する。また、
変性沈降は経時的にタンパク質の沈降が進むため、
操作中にタンパク質含量をモニターすることが望ま

─ 391 ─



しい。そこで、工程管理ポイントして、原料タンパ
ク質の選別と変性沈降時の沈殿のタンパク質含量の
モニターを設定した。両管理ポイントにおいて、迅
速なタンパク質含量の測定が必要であるが、通常使
用されるケルダール法は固体にも液体にも対応でき
るが、測定時間がかかることや、同時に分析できる
検体数が少ないなど、管理ポイントに適応すること
は難しい。前者は保存倉庫で粉体の原料を測定する
こととなるため、非破壊かつ迅速な測定法でポータ
ブルタイプの機械を用いることが望ましい。そこ
で、現場での測定も可能な近赤外分光（NIR）法を
用いることとした。本法は、原料だけでは無く、調
製品の倉庫での管理にも対応することができる。後
者は、経時的に生成する沈殿のタンパク質含量が必
要なため、直接測定では無く、サンプリングし易い
上清のタンパク質含量を経時的に測定し、その値か
ら沈殿のタンパク質含量を予測する方法を検討し
た。タンパク質含量の測定は、液体のため、簡便な
UV 法を用いた。
　　ａ　粉体のタンパク質含量の測定法の開発
　分析装置として、保存倉庫に持ち運びが可能な
ポータブルタイプの近赤外分光計（光品質チェッ
カー HQC-F30 雑賀技術研究所製）を選択した。本
器を用いて粉体の米糠タンパク質のタンパク質含量
の予測法を検討した。種々のタンパク質含量の米糠
タンパク質を用意し、取得した NIR スペクトルと
ケルダール法により分析した化学分析値との相関か
らタンパク質含量検量モデルを作成した。検量モデ
ルは作成に使用した NIR スペクトルの前処理方法
により予測精度が異なる。そこで、良く使用される
六つの前処理方法（MSC 処理、SNV 処理、2 次微
分処理、一次微分処理、一次微分＋ MSC 処理、一
次微分＋ SNV 処理）を用いて、最適なスペクトル
の前処理方法を検討した。最適なスペクトルの前処
理方法を選択することと検量モデルの試料数を増加
させることで検量モデルの精度向上を図った。
　　ｂ　変性沈降工程における沈澱のタンパク質含
量の予測法の開発
　導入した紫外可視分光光度計 UV-1800（島津製
作所）を用いて、上清のタンパク質濃度の測定法を
検討した。検討した方法により測定した上清のタン
パク質濃度から沈澱のタンパク質含量の予測が可能
かを検証した。

　（オ）　工程管理を含む高純度米糠タンパク質の調
製法による試料調製
　最適化した調製条件と工程管理法を組み合わせた
調製法（改良法）により試料調製を行い、その成果
を検証した。調製した高純度米糠タンパク質の基本
組成を調べるために，常法によりタンパク質、脂
質、灰分、デンプン、食物繊維を測定した。また、
水に溶解させ不溶分を遠心分離により除去した上清
を LC/MS 分析することによりフェルロイル基など
をもつ機能性低分子（フェルラ酸、フェルラ酸配糖
体、p- クマル酸など）の有無を分析した。タンパク
質含量が約 80％以上であり、機能性低分子がほと
んど含まれていない調製品については、評価用試料
として評価研究機関に提供した。

　ウ　研究結果
　（ア）　高純度米糠タンパク質の調製方法の検討
　低分子除去法では、4 種の方法とも、低分子除去
に伴いタンパク質の変性・不溶化による装置の目詰
まりや圧の上昇が起こり、収率が低下するうえにス
ケールアップが困難であった。一方、pH や温度に
よる変性沈降法では調製条件を適切に設定すれば、
タンパク質含量が 80％以上の米糠タンパク質を調
製できることを見出した。また、変性沈降法は比較
的容易にスケールアップが可能であった。以上の結
果より、調製方法として変性沈降法を採用した。本
法により調製した高純度米糠タンパク質を高純度米
糠由来酸沈殿タンパク質（RBP80）とした。
　（イ）　検討した調製方法の問題点の検証
　本研究開始時の条件では、大容量冷却遠心機を用
いて沈澱回収を丁寧に行ったときの RBP80 の収率
は 45％前後であった。しかしながら、本条件の問
題点として、タンパク質の精製から粉末化までの
処理に 2 日程度の時間を要し、作業が煩雑であっ
た。更に、処理に時間を要することから、試料の劣
化も懸念された。また、調製品のロットごとあるい
は原料ロットが異なると、RBP80 の収率とタンパ
ク質含量にバラツキが確認され、タンパク質含量が
80％を下回る場合があることが判明した。
　（ウ）　調製条件の最適化
　調製スケールを本研究開始時の 3 分の 1 に縮小
することで、1 日で粉末化まで行えるように設定し
た。原料への加水量を原料の 10 倍から 14 倍に変更
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し溶液の粘性を低下させることで作業の効率化を
図った。また、水洗工程の加水量を上清量と同量に
設定し水洗回数を 1 回に、遠心分離工程の遠心時間
を従来条件の 10 分から 5 分に変更することで作業
時間の短縮を図った。更に、加熱時間の延長と pH
条件の変更により、調製品のロットごとあるいは原
料ロットによる調製品の収率とタンパク質含量のバ
ラツキを改善した。
　（エ）　工程管理法の確立
　　ａ　粉体のタンパク質含量の測定法の開発
　RBP60 及び RBP80 を含む計 44 点の検体を用い、
ケルダール法によるタンパク質含量と光路長 2 mm
のセルを用いた透過法による NIR スペクトルを取
得した。得られたデータから作成したタンパク質含
量検量モデルは、2 次微分処理スペクトルにより作
成した検量モデルが最も予測精度が高いことが判明
した。検量モデルの予測精度は R2 が 0.997、予測標
準誤差が 0.6 であった。検量モデル評価時のタンパ
ク質の実測値（ケルダール法）と NIR 法による予
測値との関係を図 5130-1 に示した。作成した検量
モデルは試料のタンパク質含量の予測値と実測値

（ケルダール法）に高い相関が確認された。また、
検量モデルの測定レンジは RBP60 と RBP80 のタン
パク質含量の範囲を網羅していることから、粉体

（RBP60 と RBP80）のタンパク質含量の予測法が確
立できたものと判断した。
　　ｂ　変性沈降工程における沈澱のタンパク質含

量の予測法の開発
　上清の吸光度（280 nm）とタンパク質含量の化
学分析値（ケルダール法）から上清のタンパク質
濃度の検量線を作成した。作成した検量線の R2 は
0.999 であり、十分な測定精度を有していた。UV
法により測定した上清のタンパク質濃度から全上清
のタンパク質量を算出し、用いた原料のタンパク質
量との差分により、沈澱のタンパク質量を予測する
方法を確立した。本法を用いて、上清のタンパク質
量をモニターすることで、変性沈降工程での調製品
の回収率を管理することが可能であった。
　（オ）　工程管理を含む高純度米糠タンパク質の調
製法による試料調製
　本研究で確立した改良法（図 5130-2）を用いる
ことにより、タンパク質含量が 80％以上の RBP80
を、収率が 50 ～ 60％の範囲で安定して調製するこ
とが可能であった。タンパク質以外の基本組成は
多い順に脂質、食物繊維（ともに 5％前後）、灰分

（3％前後）、澱粉（1％弱）であった。また、LC/
MS 分析により機能性低分子はほとんど検出されな
かった。更に、電気泳動結果（京都府立大学にて実
施）から、調製した RBP80 のロット間にはタンパ
ク質組成にほとんど差が無いことを確認した。調製
した RBP80 約 26 kg（14 ロット）を新潟大学、九
州大学、信州大学、北海道大学、京都府立大学へ評
価用試料として配布した。

図 5130-1�　　RBP80 のタンパク質の実測値（ケルダー
ル法）と開発した検量モデルによる予測値と
の関係

　実線は実測値と予測値の相関線を示す。

図 5130-2�　本研究で確立した改良法（RBP80 の調製
法）
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　エ　考　察
　本研究で確立した改良法により調製した RBP80
は抗グルテリン及び抗プロラミン抗体を用いたウエ
スタン解析の結果（京都府立大学にて実施）、米胚
乳由来のタンパク質であるグルテリン及びプロラミ
ンが検出されなかった。RBP80 は米胚乳タンパク
質の混入がほとんど無く、タンパク質以外の機能性
成分もほとんど含まないため、米糠タンパク質の機
能評価やタンパク質のプロファイリングに適した試
料であると判断される。 

　オ　今後の課題
　米糠由来酸沈殿タンパク質（RBP80）の成分プロ
ファイルを更に明らかにする必要がある。

　カ　要　約
　米糠タンパク質の機能性や成分プロファイルを
明らかにするため、高純度（約 80％）の米糠由来
酸沈殿タンパク質（RBP80）を安定して調製する
技術を開発した。まず、低純度の米糠タンパク質
から、酸や熱などによる変性沈降法にて RBP80 を

調製し、その調製上の問題点を明らかにした。次
に、問題点を解決するため、調製条件（調製スケー
ル、加水量、加熱条件、pH 条件、遠心条件、水洗
条件）を検討し、条件の最適化により作業の効率化
と RBP80 の収率とタンパク質含量のバラツキを改
善した。更に、これらの知見を基に工程管理法（近
赤外分光（NIR）法による原料ロットの選別、UV
法を用いた上清タンパク質の測定による沈澱タンパ
ク質含量の予測）を確立し、より効果的かつ品質の
安定した調製法を確立した。本法により調製した
RBP80 約 26 kg（14 ロット）を評価機関（新潟大
学、九州大学、信州大学、北海道大学、京都府立大
学）に評価用試料として提供した。　

　キ　引用文献
 1） 「体内脂質改善組成物」（特許 5189365）築野卓

夫、狩谷哲也、垣内信、南由美、小山淳志、石本
貴子

　研究担当者（原田幸和、橋本博之、築野卓夫＊）
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１　米・米糠タンパク質の生体調節機能の網羅
的解析
　ア　研究目的
　米・米糠タンパク質の生理学的な機能に関する研
究は非常に限られており、脂質代謝系 1）や抗酸化 2）

に関する効果以外、ほとんど報告されていない。そ
こで本小課題では、米・米糠タンパク質の新規機能
性を発見することを目的に研究を行う。その新規機
能性を探る方法として、全ての遺伝子発現を一度に
解析できる DNA マイクロアレイ解析を用い、遺伝
子発現に与える米・米糠タンパク質摂取の影響を網
羅的に評価する。本小課題では、特に小腸の免疫機
能、骨代謝に対する影響や糖尿病性腎症の作用メカ
ニズム解明に焦点を当て検討を行っていく。
　（ア）　米・米糠タンパク質摂取が小腸の免疫機能
に与える影響
　小腸は消化・吸収を担うだけでなく、生体におい
て重要な免疫器官でもある。我々の研究グループで
マイクロアレイ解析を用いて行った予備的な検討か
ら、米胚乳タンパク質（REP）はカゼイン（C）と
比較して、腸管の様々な遺伝子発現を変動させ、そ
の変動が特に免疫関連の遺伝子群において顕著であ
ることが明らかとなった。そこで本小課題では、米・
米糠タンパク質摂取が小腸の遺伝子発現、特に免疫
系の遺伝子発現に与える影響について検討する。
　（イ）　米胚乳タンパク質摂取による糖尿病性腎症
進行遅延効果の作用メカニズム解明
　第５編第２章３において、米胚乳タンパク質の
長期摂取が非肥満 2 型糖尿病モデル Goto-Kakizaki 

（GK）ラットの腎症に与える影響について検討がな
され、その有効性が明らかとなりつつある。しか
し、その作用メカニズムについては未だ明らかにさ
れていない。そこで本小課題ではこの作用メカニズ
ムを、マイクロアレイ解析を用いて遺伝子発現変動
の面から明らかにすることを目的とする。
　（ウ）　米・米糠タンパク質摂取が骨代謝に与える
影響
　骨粗しょう症は骨量の低下や骨組織の微細構造異
常などにより、骨折の危険性を増大させる疾患であ
る。骨粗しょう症により引き起こされる骨折、特に

大腿骨近位部の骨折は、日常動作の低下や寝たきり
に直結し、生活の質や生命予後を悪化させる原因と
なっている。この骨粗しょう症は女性ホルモンであ
るエストロゲン不足や糖尿病など特定の疾患によ
り、骨の分解（骨吸収）が合成（骨形成）を上回る
ことで発症すると考えられている。我々の研究グ
ループの予備的な検討から、糖尿病モデルラットに
おいて米・米糠タンパク質摂取が骨代謝を改善して
いることを推察させる結果が得られた。そこで本
小課題では、2 種類の骨代謝異常モデル（卵巣摘出

（OVA）ラット及び糖尿病モデルラット）を用いて、
米・米糠タンパク質摂取が骨代謝に与える影響を明
らかにすることを目的に検討を行う。

　イ　研究方法
　以下の全ての動物試験は新潟大学動物実験倫理委
員会の承認を得て行った。
　（ア）　米・米糠タンパク質摂取が小腸の免疫機能
に与える影響
　　ａ　米・米糠タンパク質摂取が Lewis ラット
の小腸遺伝子発現に与える影響
　供試動物として細胞性免疫が強い Lewis 雄ラッ
トを用い、3 週間各試験食で飼育した。なお供試動
物の週齢は、小腸への影響をより明確に検出するた
め、小腸の機能が未成熟な離乳直後の 3 週齢とし
た。また試験群は、免疫系への有益な効果が報告
されていないオボアルブミン（OVA）を対照群と
し、REP、米糠タンパク質（RBP）群の 3 群を設け
た。試験終了後に空腸を回収し、マイクロアレイ解
析に供した。マイクロアレイ解析は、各個体より
抽出した total RNA を各群 4 ～ 5 匹分プールして、
n=1 として解析を行った。試験群の結果は OVA 群
の全遺伝子発現を 1.0 とした時の相対値で示し、1.5
倍以上の発現変動を示した遺伝子群をリストアップ
し、Ingenuity Pathways Analysis （IPA）という分
子間 / パスウェイ解析データベースを用いて発現変
動遺伝子群の機能分類を行った。また、各種イン
ターロイキン（IL）など免疫系に重要な遺伝子群に
ついては個別に検索を行い、米・米糠タンパク質摂
取が空腸の遺伝子発現変動に与える影響について検

第2章�　機能性成分の生体調整機能の研究開発
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討した。
　　ｂ　米胚乳タンパク質摂取が Brown Norway 

（BN）ラットの小腸遺伝子発現に与える影響
　供試動物として液性免疫が強い BN 雄ラットを用
い、空腸の遺伝子発現変動をマイクロアレイ解析
により検討した。試験群は対照群である OVA 群と
REP 群の 2 群を設け、それ以外の試験条件は全て
５-２-１-イ-（ア）-ａに準じた。
　　ｃ　米胚乳タンパク質摂取が Lewis ラット及
び BN ラットの I 型ヘルパー T 細胞（Th1）/II 型
ヘルパー T 細胞（Th2）バランスに与える影響
　供試動物として 3 週齢の Lewis 雄ラット及び BN
雄ラットを用い、各試験食で 3 週間飼育した後、尾
静脈より血しょうを回収した。Th1 側の細胞より
分泌されるイムノグロブリン（Ig）G2a 及び Th2
側の細胞より分泌される IgG1 濃度を ELISA 法に
より測定し、米胚乳タンパク質摂取が血しょう中
Th1/Th2 バランスに与える影響を検討した。
　（イ）　米胚乳タンパク質摂取による糖尿病性腎症
進行遅延効果の作用メカニズム解明
　供試動物として 7 週齢の GK 雄ラットを用い、糖
尿病の悪化を目的としてスクロース含量を標準飼料
の 3 倍に設定した高スクロース飼料を 6 週間摂取
させた。糖尿病性腎症の進行には、tumor necrosis 
factor-α（TNF-α）、transforming growth factor-β

（TGF-β）、monocyte chemoattractant protein-1 
（MCP-1）などの発現上昇が関与すると考えられて
おり、本検討でも、まず腎臓中のこれらの遺伝子発
現変動を real time PCR で経時的（0、3、6 週目）
に測定した。更に、より詳細なメカニズムを検討す
るために、腎臓のマイクロアレイ解析（6 週目）も
合わせて行った。
　（ウ）　米・米糠タンパク質摂取が骨代謝に与える
影響
　　ａ　米糠タンパク質摂取が閉経後モデル卵巣摘
出ラットの骨代謝に与える影響
　閉経後の女性にみられる骨粗しょう症はエスト
ロゲン不足によって引き起こされる。そこで本検
討では閉経後の女性のモデルである OVX ラットを
供試動物として用いた。RBP の骨粗しょう症に対
する予防的な効果を検討するために、OVX 手術の
4 週間前から試験食を給餌し、術後は更に 10 週間
各試験食で飼育した。試験群は対照群である C 群、

RBP 群、既に骨粗しょう症予防効果が報告されて
いる大豆タンパク質（SP）群、手術の影響を考慮
するための偽手術（Sham）群の 4 群を設けた。エ
ストロゲンは骨吸収を抑制する機能を有しているこ
とから、OVX モデルでは骨吸収の亢進が予測され
た。そこで骨吸収マーカーの一つである尿中 type 
I collagen cross-linked N-telopeptide （NTx） 濃 度

（手術前 4、手術前 2、0、1、2、8、10 週目）を経
時的に測定し、骨吸収の変化を評価した。また、試
験終了時に大腿骨、脛骨を回収し、骨重量及び骨長
を測定した。更に大腿骨は peripheral Quantitative 
Computed Tomography （pQCT）を用いて、骨密
度（平面骨密度）及び骨強度（最小断面 2 次モーメ
ント）に関するパラメータを測定した。
　　ｂ　米・米糠タンパク質摂取が糖尿病モデル
ラットの骨代謝に与える影響
　糖尿病患者では骨折のリスクが高くなることが知
られており、骨代謝異常は糖尿病の合併症の一つと
なっている。そこで本検討では肥満 2 型糖尿病モデ
ル Zucker Diabetic Fatty （ZDF）雄ラットを用い
て、米・米糠タンパク質摂取が骨代謝に与える影
響について検討した。試験群として対照群である C
群、REP 群、RBP 群、非糖尿病（L）群の 4 群を
設け、各試験食で 8 週間飼育した。骨形成及び骨吸
収に対する影響を検討するために、骨形成マーカー
である血中オステオカルシン濃度、骨吸収マーカー
である血中 NTx 濃度を ELISA 法により測定した。
また、試験終了時には大腿骨、脛骨を回収し、骨重
量及び骨長を測定した。更に骨密度への影響を検討
するために、大腿骨を μCT で撮影し相対的骨密度
を測定した。なお、画像の数値化は Image J を用
いて行い、白を 255、黒を 0 として評価した。

　ウ　研究結果��
　（ア）　米・米糠タンパク質摂取が小腸の免疫機能
に与える影響
　　ａ　米・米糠タンパク質摂取が Lewis ラット
の小腸遺伝子発現に与える影響
　Lewis ラットのマイクロアレイ解析の結果より、
REP、RBP 群ともに OVA 群と比較して免疫系に
関連する遺伝子群が数多く変動しており、その変動
は RBP 群より REP 群でより際立っていた。OVA
群の遺伝子発現を 1.0 とした時に、REP、RBP 群
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で 1.5 倍以上に発現変動していた遺伝子群を、IPA
を用いて機能分類した結果を表 5210-1 に示した。
REP、RBP 群ともに、免疫細胞の数に関係する遺
伝子群が発現上昇しており、反対に免疫細胞の細胞
死に関係する遺伝子群は発現下降していた。また、
REP 群ではナチュラルキラー T 細胞、ナチュラル
キラー（NK）細胞、単球など細胞性免疫に関連す
る遺伝子群が発現増加しており、RBP 群ではこれ
らの遺伝子群で変動がみられなかった。個別の遺
伝子群の発現変動についてみていくと、REP 群で
はナイーブ T（Th0）細胞から Th1 細胞への分化
を誘導する IL-12 で 1.2 倍以上の発現上昇がみられ、
更に Th1 側の細胞から分泌される IgG2a （gamma-
2a immunoglobulin in heavy chain） の 遺 伝 子 や
IL-12 のシグナルに関与する signal transducer and 
activator of transcription 4 （Stat4）の遺伝子発現
がそれぞれ 1.2 以上に発現増加していた（表 5210-
2）。一方、RBP 群では IL-12 を除きそのような変動
はみられなかった。以上の結果から、米・米糠タン
パク質摂取により免疫関連遺伝子の発現が変動し、
特に米胚乳タンパク質摂取で細胞性免疫に関係する

遺伝子の発現が誘導されている可能性が示された。
　　ｂ　米胚乳タンパク質摂取が BN ラットの小腸
遺伝子発現に与える影響
　NK 細胞は標的細胞の細胞膜に穴を開けるパー
フォリンと、パーフォリンが開けた穴から標的細胞
内へ侵入し標的細胞にアポトーシスを引き起こすグ
ランザイムを分泌し、細胞障害活性を呈する。BN
ラットのマイクロアレイ解析の結果より、このグラ
ンザイム分泌に関係する遺伝子群の多くが、REP
群で 1.2 倍以上に発現上昇していた（図 5210-1）。
以上の結果より、米胚乳タンパク質摂取はグランザ
イム関連遺伝子の発現亢進を介して、NK 細胞の細
胞障害活性を亢進させる機能を有している可能性が
推察された。
　　ｃ　米胚乳タンパク質摂取が Lewis ラット及
び BN ラットの Th1/Th2 バランスに与える影響
　Th1/Th2 バランスの改善効果を血中の IgG2a 

（Th1）及び IgG1 （Th2）濃度を用いて評価した。
OVA 群と比較して、REP 群において Lewis ラット
及び BN ラットの両方で Th1/Th2 バランスの有意
な改善効果が認められた。以上の結果よりオボアル

表 5210-1　発現変動遺伝子の機能分類

OVA 群の遺伝子発現を 1.0 とした時に、REP、RBP 群で 1.5 倍以上
の発現変動がみられた遺伝子群を、IPA を使用して機能分類した。
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ブミンと比較して、米胚乳タンパク質摂取は Th1/
Th2 バランスを細胞性免疫側に偏向する機能を有
している可能性が示された。
　（イ）　米胚乳タンパク質摂取による糖尿病性腎症
進行遅延効果の作用メカニズム解明
　6 週目の GK ラット腎臓における real time PCR
解析の結果より、糖尿病性腎症の発症及び進行に関
与していることが報告されている TNF-α、TGF-β
及び MCP-1 の中で、MCP-1 のみ C 群で 0 週目と比
較して有意な遺伝子発現上昇がみられ、REP 群で
はそのような変動はみられなかった。またマイクロ

アレイ解析結果より、食塩感受性の高血圧に関係
している Ras-related C3 botulinum toxin substrate 
1 （Rac1）3）の遺伝子が REP 群で 1.5 倍以上発現下
降していた。更に、生体内における抗酸化能に関
係し、MCP-1 発現を抑制することが報告されてい
る Hmox14）の遺伝子が 2.0 倍以上に発現上昇してい
る可能性が示された。このようなマイクロアレイ解
析結果を受け、Rac1 及び Hmox １に注目し、より
定量性の高い real time PCR 法を用いて定量的に遺
伝子発現解析を行った。Rac1 発現は 2 群間で有意
な変動はみられなかったが、Hmox1 は REP 群で C

表 5210-2　代表的な免疫関連遺伝子の発現変動

OVA 群の遺伝子発現を 1.0 とした時に、REP、RBP 群で 1.2 倍以
上の発現変動がみられた代表的な遺伝子を示した。

図 5210-1　NK 細胞のグランザイム分泌関連遺伝子の発現変動
　数値は、OVA 群の遺伝子発現を 1.0 とした時の REP 群における遺伝子発現

（相対値）を示している。
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群と比較して有意な発現上昇がみられた。以上の結
果より、米胚乳タンパク質の糖尿病性腎症進行遅延
効果には、Hmox1 の発現上昇を介した抗酸化能の
上昇及び MCP-1 発現上昇の抑制が関係している可
能性が推察された（図 5210-2）。
　（ウ）　米・米糠タンパク質摂取が骨代謝に与える
影響
　　ａ　米糠タンパク質摂取が閉経後モデル卵巣摘
出ラットの骨代謝に与える影響
　OVX ラットを用いた検討より、試験終了時の大
腿骨及び脛骨重量で差はみられなかったが、OVX
後 2 週間目において、尿中の骨吸収マーカーである
NTx が C 群でのみ Sham 群と比較して有意に高値
を示し、RBP 群で骨吸収の亢進が抑制されている
可能性が示された。またその効果は過去に骨吸収の
抑制効果が報告されているSP群と同程度であった。
平面骨密度は Sham 群で有意に高値を示し、卵巣摘
出により骨粗鬆症が誘導されている可能性が示され
た。一方、OVX ラット間では平面骨密度は C 群と
比較して、SP 群で有意に高値を示し、RBP 群で上
昇する傾向がみられた。また、最小断面 2 次モー
メント（骨強度の指標の一つ）は C 群と比較して、

SP 群で有意に高値を示し、RBP 群で上昇する傾向
がみられた。以上の結果より、米糠タンパク質は閉
経後に引き起こされる骨吸収の亢進を抑制し、骨粗
しょう症の進行を軽減させる可能性を有しているこ
とが推察された（図 5210-3）。
　　ｂ　米・米糠タンパク質摂取が糖尿病モデル
ラットの骨代謝に与える影響
　ZDF ラットを用いた検討より C 群と比較して、
REP、RBP 群で糖尿病による大腿骨及び脛骨の重
量、骨長の減少が有意に改善されていることが示さ
れた。一方、血中の骨吸収マーカーは変化がみられ
なかったが、骨形成マーカーは糖尿病ラットにお
いて著しい減少がみられ、その減少が RBP 群で有
意に抑制され、REP 群で抑制する傾向がみられた。
更に μCT を用いた骨密度測定結果より、C 群と比
較して REP、RBP 群で骨密度の有意な上昇がみら
れ、糖尿病による骨密度の低下を改善することが示
された。以上の結果より、米・米糠タンパク質の摂
取は糖尿病により引き起こされる骨代謝異常を抑制
することが示された（図 5210-4）。

図 5210-2　米胚乳タンパク質による糖尿病性腎症進行遅延効果の作用メカニズム
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　エ　考　察
　（ア）　米・米糠タンパク質摂取が小腸の免疫機能
に与える影響
　本検討により、OVA と比較して REP 及び RBP

が腸管の免疫関連機能を亢進させる効果を有してい
る可能性が示され、その中でも特に REP が生体の
細胞性免疫と液性免疫のバランスを細胞性免疫側に
偏向させる機能を有している可能性が小腸の遺伝子

図 5210-4　米・米糠タンパク質が糖尿病モデルラットの骨代謝に与える影響

図 5210-3　米糠タンパク質が卵巣摘出ラットの骨代謝に与える影響
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発現、血中の IgG サブタイプのバランスの両方か
ら示された。生活環境が過剰に衛生的になること
で、生体内の Th1/Th2 バランスが極端に Th2 側に
傾いた状態になり、これが近年のアレルギー患者数
の増加の原因であるという仮説（アレルギーの衛生
仮説）が提唱され、生体内の免疫系のバランスとア
レルギーの関連性に注目が集まっている。このよう
なことから、今回示された REP の細胞性免疫誘導
効果は、体質の改善を介してアレルギーを軽減する
ことに繋がることが期待される。
　（イ）　米胚乳タンパク質摂取による糖尿病性腎症
進行遅延効果の作用メカニズム解明
　本検討の結果から、REP は糖尿病性腎症におけ
る腎臓中の MCP-1 遺伝子発現亢進を抑制する機能
を有している可能性が示された。この REP 摂取に
よる MCP-1 発現抑制効果は、生体内の抗酸化に関
係する重要な酵素であり、MCP-1 の発現を抑制す
ることが報告されている Hmox1 の遺伝子発現上
昇を介している可能性が考えられた。一方、全身
性の炎症マーカーである血中の C-reactive protein 

（CRP）濃度も 6 週目に、REP 摂取により有意に抑
制されることが示されており、REP は糖尿病でみ
られる炎症反応の亢進や酸化ストレスを軽減するこ
とで、糖尿病性腎症の進行を遅延させている可能性
が推察された。
　（ウ）　米・米糠タンパク質摂取が骨代謝に与える
影響
　本検討の結果から、RBP は卵巣摘出モデル、糖
尿病モデルの両方で骨代謝を改善し、骨粗しょう症
を抑制する機能を有している可能性が示された。し
かし、その作用メカニズムは OVX モデルでは骨吸
収亢進の抑制、糖尿病モデルでは骨形成低下の抑制
と大きく異なっていることが示された。特に糖尿病
モデルにおける REP、RBP の骨代謝改善効果には、
骨代謝と密接に関係している腎機能が影響している
可能性があり、REP、RBP 摂取による糖尿病性腎
症進行遅延効果（腎保護効果）を介している可能性
が推察された。一方、RBP による OVX モデルの
骨代謝改善効果は、作用メカニズムに関して不明な
点が多いのが現状である。本検討で使用した RBP
は純度が約 80％であり、タンパク質以外の画分に
未発見の機能性成分が含まれ、これが作用している
可能性も考えられ、今後の更なる検討が必要である

と考えられる。

　オ　今後の課題
　（ア）　米・米糠タンパク質摂取が小腸の免疫機能
に与える影響
　REP の細胞性免疫誘導効果の証明は今回のデータ
だけでは不十分であり、フローサイトメトリーを使用
して各種免疫細胞の存在割合を明らかにする必要があ
ると考えられる。また、この細胞性免疫誘導効果とア
レルギーとの関連性を明らかにするためには、アレル
ギー感作させたモデル動物を使用する必要があり、今
後はこの点についての検討を行う必要がある。
　（イ）　米胚乳タンパク質摂取による糖尿病性腎症
進行遅延効果の作用メカニズム解明
　今回は遺伝子レベルの結果であり、今後はタン
パク質レベルで Hmox1 の発現亢進や酵素活性の亢
進を証明する必要がある。また、GK ラットだけで
なく、ZDF ラットでも同様の検討を行うことで、
REP の糖尿病性腎症進行遅延効果の作用メカニズ
ムをより詳細に明らかにできると考えられる。
　（ウ）　米・米糠タンパク質摂取が骨代謝に与える
影響
　今回の検討では、骨吸収や骨形成の状態をそれぞ
れの血中及び尿中マーカーを使用して評価したが、
より正確な評価を行うために、骨の形態学的な観察
を行い、REP や RBP 摂取が破骨細胞や骨芽細胞に
与える影響についても検討を行う必要がある。
　
　カ　要　約
　（ア）　米・米糠タンパク質摂取が小腸の免疫機能
に与える影響
　REP、RBP 摂取により OVA と比較して、小腸
免疫関連の遺伝子群の発現変動がみられた。また、
REP が細胞性免疫誘導効果を有していることが、
遺伝子発現変動及び血中 IgG サブタイプのバラン
ス変動の両面から示された。　
　（イ）　米胚乳タンパク質摂取による糖尿病性腎症
進行遅延効果の作用メカニズム解明
　REP の糖尿病性腎症進行遅延効果は、ケモカイ
ンである MCP-1 の遺伝子発現上昇抑制を介してい
る可能性が示され、その MCP-1 発現上昇抑制は抗
酸化関連酵素である Hmox1 の遺伝子発現亢進を介
している可能性が示された。

─ 401 ─



　（ウ）　米・米糠タンパク質摂取が骨代謝に与える
影響
　RBP は OVX モデルラットの骨吸収亢進を抑制
し、骨粗しょう症の進行を抑制する機能を有してい
る可能性が示された。また、REP、RBP は糖尿病
による骨形成低下を抑制することで、骨粗しょう症
の進行を抑制している可能性が示され、この機能は
REP、RBP 摂取による腎機能保護効果を介してい
ることが推察された。
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２　ヒト腎機能に及ぼす米・米糠タンパク質の
影響に関する研究
　ア　研究目的
　高タンパク質摂取は腎機能に代謝負荷をかけるこ
とから、慢性腎臓病（CKD）患者においてはタン
パク質摂取制限を行うことが推奨されているが、動

物性タンパク質と植物性タンパク質の種類の違いが
腎機能に与える影響については十分に解明されてい
ない。更に、脂質代謝などへの栄養学的影響につい
ても不明である。また、透析患者におけるタンパク
質代謝をめぐって未解決な課題も多い。そこで本研
究では、代表的な植物性タンパク質源である米タン
パク質の特性について、ヒトを対象とした臨床研究
によって検討を行い、更にその機序についての解析
を行う。

　イ　研究方法
　（ア）　慢性腎臓病（CKD）患者の食事（特に摂
取タンパク質の種類と量）の実態調査
　新潟大学医歯学総合病院に通院し、CKD 診療ガ
イドに従って治療を受けている CKD 患者（糖尿病
及び非糖尿病）に対して、東京大学佐々木敏教授
によって開発された自記式食事歴法質問票（DHQ）
を用いて、管理栄養士のサポートのもとで、タンパ
ク質摂取状況を含む食習慣の調査を行った。
　（イ）　米胚乳タンパク質を用いた臨床介入研究
　　ａ　成人肥満者・メタボリックシンドローム患
者における米胚乳タンパク質摂取の有効性の検討
　成人肥満者・メタボリックシンドローム患者を対
象に、米タンパク質試験食及び対照食（カゼイン）
のアドオン方式とし、両者のクロスオーバー試験

（4 週＋ 4 週）とした。主要評価項目は脂質代謝改
善効果として、2012 年 7 月倫理委員会の承認を得
た。
　　ｂ　血液透析患者における米胚乳タンパク質摂
取の安全性及び有効性の検討
　本試験は、米タンパク質のリン、カリウム含量な
どが少ないという特質が血液透析患者のタンパク質
補充において安全で有効であるかどうかを検証する
ものである。保存期慢性腎臓病患者ではタンパク質
摂取に制限があるが（たとえばステージ G4、G5 で
は 0.6-0.8g/kg 体重 /day）、透析導入後はむしろタ
ンパク質は異化傾向にあるため、たとえば維持血液
透析患者では 1.0-1.2g/kg 体重 /day の摂取が推奨さ
れている （日本腎臓学会、2007）。しかし多くの透
析患者でタンパク質摂取量が推奨量に満たずに栄養
障害をきたしていることが問題となっている。また
一方、透析患者で蓄積をきたさない 1 日経口リン摂
取量は、標準体重 50kg 当たり約 600mg とされて
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いるが、これは、タンパク質摂取量を減らさなけれ
ば実際上は達成困難であり、タンパク質摂取に伴っ
て増大するリンの摂取が、動脈硬化・骨病変を引き
起こす原因として大きな問題となっている。そこ
で、リン含有量の少ないタンパク質源を開発するこ
とは、透析患者にとって重要な栄養学的課題である
といえる。
　そこで、全身状態が安定した比較的低栄養を示す
維持血液透析患者を対象として、2 週間の米胚乳タ
ンパク質（5g/ 日）摂取後、血中リン、カリウム、
更にナトリウム、カルシウム、マグネシウムの濃度
変動、及びその他の副作用について評価を行った。
　　ｃ　維持血液透析患者における米胚乳タンパク
質摂取による栄養・代謝改善効果の検討
　b の研究結果に基づいて、まず試験の継続を容易
にするため、亀田製菓とともに、食味の良い米タン
パク質 5g 含有及びプラセボ試験食ゼリーの開発を
行った（小豆味、栗味）。そのうえで、新潟大学医
学部、信楽園病院の倫理委員会の承認を経て、以下
の臨床介入研究を行った。
　　（ａ）　選択基準
　以下の基準を満たす成人の維持血液透析患者（信
楽園病院）
Body mass index が 19 kg/m2 以上、かつ 23 kg/m2

未満
血清アルブミン値 3.8mg/dl 以下
6 か月前のドライウエイトが、現在のドライウエイ
トの 95％～ 105％であること
Normalized protein equivalent of nitrogen 
appearance （nPNA） （Nomarmalized protein 
catabolism rate  （nPCR））1.2g/kg/day 未満
血液透析に導入後 2 年以上経過
趣旨を理解し（データ使用を含む）、文書同意が得
られた者
　　（ｂ）　方法
Randomized double-blind cross-over study 
米タンパク質 5g 含有ゼリーと非含有対照ゼリーを
4 週間ずつ摂取（4 週間のワッシュアウト期間）
 目標症例数：各群 25 名
　　（ｃ）　主要評価項目
タ ン パ ク 質 摂 取 量（nPNA [normalized protein 
nitrogen appearance] で評価）の変化量 
　　（ｄ）　二次評価項目

Objective score of nutrition on dialysis
部 位 別 直 接 イ ン ピ ー ダ ン ス 法（Inbody720®, 
Biospace 社）により測定した体組成
自己申告による試験食へのアドヒアランス
簡易型自記式食事歴法質問票による食事内容の変化
骨・ミネラル代謝異常に関連する因子（カルシウ
ム、リン、副甲状腺ホルモン、FGF23 など）  
消化器症状（食欲低下、腹痛、下痢、便秘）などの
有無  
　　（ｅ）　目標症例数：2 群それぞれ 25 名
　（ウ）　摂取タンパク質の種類・質の違いが腎機能
に与える影響の分子機構の解析
　タンパク質摂取の質的違いが腎機能に与える影響
の分子機構について、培養細胞及び動物を用いて解
析を行った。更に、腎臓におけるタンパク質代謝の
入り口ともいうべき近位尿細管上皮細胞エンドサイ
トーシス受容体メガリンの機能解析を行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　CKD 患者の食事（特に摂取タンパク質の
種類と量）の実態調査
　新潟大学医学部倫理委員会の承認（2011 年 11 月）
に基づいて、146 名の CKD 患者（糖尿病及び非糖
尿病）において DHQ 調査を行った。記載ミスなど
を詳細にチェックした後、DHQ サポートセンター
に調査結果を送り、データ解析を行った後、「日本
人の食事摂取基準 2010 年版」を基に、摂取エネル
ギー／推定エネルギー必要量が 2.0 以上と 0.5 未満
の過大・過小申告例を除く 125 症例において、臨床
データとの関連性を検討した。その結果、平均推定
総タンパク質摂取量は糖尿病群と非糖尿病群で差が
なかったが、糖尿病群では植物性タンパク質摂取量
に対する動物性タンパク質摂取量の割合が多かっ
た。CKD ステージ別（腎機能別）のタンパク質摂
取量の解析においては、腎機能の低下に伴って食
事指導を遵守して総タンパク質摂取量が制限され
ている傾向が認められた。また、非糖尿病群にお
いては、過去 3 年間で腎機能低下（eGFR の低下が
1ml/min/1.73m2/ 年以上）を認めない症例で、米タ
ンパク推定摂取量が多いことが認められた。
　（イ）　米胚乳タンパク質を用いた臨床介入研究
　　ａ　成人肥満者・メタボリックシンドローム患
者における米胚乳タンパク質摂取の有効性の検討
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　関連施設との調整をはかり、事務手続き（臨床研
究保険の加入など）を行い、2012 年 10 月 1 日より
研究を開始した。その結果、前半期間の 4 週間に
おいて、米タンパク質摂取群（n=9）では、カゼイ
ン群（n=9）に比較し、血中 HDL- コレステロール

（主要評価項目）の上昇、及び尿酸、MCP-1（炎症
性ケモカイン）の低下効果が認められた。今回の試
験は、食事習慣や内容が普段と変わる年末年始の時
期を避けるという日程的な問題で、クロスオーバー
の中間時に十分なウオッシュアウト期間を設けるこ
とができなかった。そのため、後半期間の 4 週間
は、前半期間の「持ち込み効果」の影響を否定でき
ないことから、あくまで参考データということにな
る。しかし、米タンパク質摂取による前半期間の傾
向（優位性）は後半期間においても認められた。
　　ｂ　維持血液透析（HD）患者における米胚乳
タンパク質摂取の安全性及び有効性の検討
　腎不全患者で摂取制限があるリン、カリウム、ナ
トリウムの含量が、米胚乳タンパク質では大豆タン
パク質、カゼインに比較して少ないという特性を見
出した。実際、HD 患者 9 名において、2 週間の米
胚乳タンパク質（5g/ 日）摂取後、血中リン、カリ
ウム、ナトリウム、カルシウム、マグネシウムの血
中濃度に有意な上昇を認めなかった（一方、血中尿
酸値の低下を認めた）。その他、明らかな副作用も
認められなかった。
　　ｃ　維持血液透析（HD）患者における米胚乳
タンパク質摂取による栄養・代謝改善効果の検討
　まず食味の良い米胚乳タンパク質含有及び非含
有プラセボ用試験食ゼリーの開発を行ったうえで、
HD 患者におけるタンパク質補給源として、米胚乳
タンパク質の有効性を検討した。
　低栄養傾向であるが全身状態が安定した HD
患 者 50 名（ 感 染 症 に よ り 1 例 が 脱 落 ） を 対 象
とし、米胚乳タンパク質（5g/ 日）含有ゼリー
もしくはプラセボゼリーを用いて、randomized 
double-blind crossover 試 験（ そ れ ぞ れ 1 か 月
の 摂 食 と wash out 期 間 1 か 月 ） を 行 っ た。 主
要 評 価 項 目 は normalized protein equivalent of 
nitrogen appearance （nPNA）（normalized protein 
catabolism rate （nPCR））（HD 患者におけるタン
パク質摂取及び吸収量を示す指標）とした。
　その結果、脱落例 1 名を除く全員を対象とした

intension-to-treat 解析においても、感染症例 5 名と
小腸出血例 1 名を除いた解析においても、摂食前後
及びプラセボとの比較において、米胚乳タンパク質
含有ゼリー摂取により有意に nPNA （nPCR）が増
加した。一方米胚乳タンパク質ゼリー摂取による有
意なリン、カリウム値の上昇は認めなかった。ただ
し今回の試験においては、種々の栄養学的評価には
有意な変化を認めなかった。したがって、米胚乳タ
ンパク質は HD 患者における有効なタンパク質補給
源になり得る可能性が明らかとなったが、更に長期
試験によりその栄養・代謝改善効果を検証する必要
がある。
　（ウ）　摂取タンパク質の種類・質の違いが腎機能
に与える影響の分子機構の解析
　糖尿病ラットモデルにおいて、カゼイン摂取を対
照として、米（胚乳）タンパク質及び米糠タンパク
質摂取による腎保護効果について、病理組織学的検
討を行った。更に腎臓におけるタンパク質代謝機序
において中心的な役割を担う分子であるメガリンに
ついて、メガリンノックアウトマウスを用いた高脂
肪食負荷あるいは病的タンパク質負荷に伴う腎臓の
機能解析を進め、メガリンを介して腎障害が発症・
進行することを明らかにした。

　エ　考　察
　（ア）　CKD 患者の食事（特に摂取タンパク質の
種類と量）の実態調査によって、腎機能の推移に与
える要因は複雑であるが、今後、米胚乳タンパク質
が腎機能に与える影響を prospective に検討する意
義が認められた。
　（イ）　成人肥満者・メタボリックシンドローム患
者における米胚乳タンパク質摂取は、脂質・尿酸代
謝や抗炎症において好ましい作用が期待された。
　（ウ）　維持血液透析（HD）患者において、米胚
乳タンパク質は低リン、低カリウムの安全かつ有効
なタンパク質源として臨床的に使用される意義が見
出された。
　（エ）　基礎検討においても、米胚乳タンパク質及
び米糠タンパク質摂取による糖尿病性腎症などの軽
減効果が認められた。今後、臨床的にその検証を行
う意義がある。
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　オ　今後の課題
　（ア）　成人肥満者・メタボリックシンドローム患
者から、更に糖尿病早期腎症患者まで、米胚乳タン
パク質の腎保護効果、代謝改善効果を検討する。
　（イ）　維持血液透析（HD）患者において、長期
試験により米胚乳タンパク質の栄養・代謝改善効果
を検証する必要がある。

　カ　要　約
　（ア）　CKD 患者の食事（特に摂取タンパク質の
種類と量）の自記式食事歴質問票（DHQ）調査に
よって、平均推定総タンパク質摂取量は糖尿病群と
非糖尿病群で差がなかったが、糖尿病群では植物性
タンパク質摂取量に対する動物性タンパク質摂取量
の割合が多かった。CKD ステージ別のタンパク質
摂取量の解析においては、腎機能の低下に伴って食
事指導を遵守して総タンパク質摂取量が制限され
ている傾向が認められた。また、非糖尿病群にお
いては、過去 3 年間で腎機能低下（eGFR の低下が
1ml/min/1.73m2/ 年以上）を認めない症例で、米タ
ンパク推定摂取量が多いことが認められた。腎機能
の推移に与える要因は複雑であるが、今後、米胚乳
タンパク質が腎機能に与える影響を prospective に
検討する意義が認められた。　
　（イ）　成人肥満者・メタボリックシンドローム
患者における米胚乳タンパク質摂取は、HDL- コ
レステロール（主要評価項目）の上昇、及び尿酸、
MCP-1（炎症性ケモカイン）の低下効果が認められ
た。
　（ウ）　維持血液透析（HD）患者において、摂食
前後及びプラセボとの比較において、米胚乳タン
パク質含有ゼリー摂取により有意に nPNA （nPCR）
が増加した。一方米胚乳タンパク質ゼリー摂取によ
る有意なリン、カリウム値の上昇は認めなかった。
ただし今回の試験においては、種々の栄養学的評価
には有意な変化を認めなかった。したがって、米胚
乳タンパク質は HD 患者における有効なタンパク質
補給源になり得る可能性が明らかとなったが、更に
長期試験によりその栄養・代謝改善効果を検証する
必要がある。

　研究担当者（斎藤亮彦＊、細島康宏）

３　糖尿病性腎症への長期的有効性の研究
　ア　研究目的
　2 型糖尿病患者の爆発的増加は、世界的規模で深
刻な問題となっている。我が国でも、糖尿病患者数
は食生活の欧米化と高齢化を背景に急増し、糖尿病
の可能性のある者を含めると 2012 年には約 2050 万
人と推定されている 1）。糖尿病が進行すると、さま
ざまな合併症を併発するが、その中でも糖尿病性腎
症は特に重篤な疾患で、新規透析導入患者の 44.1％
と高い割合を占めている 2）。そのため、糖尿病性腎
症の予防や重症化抑制は医療費削減の視点からも重
要である。このような背景の中で、実験動物を用い
たこれまでの米胚乳タンパク質（rice protein; RP）
の生体調節機能探索研究で、糖尿病性腎症等の進展
に対して、その有効性が示唆された。そこで、米
糠タンパク質（rice bran protein; RBP）も含めて、
2 型糖尿病モデルラットを供試動物として RP 及び
RBP の長期的給与による糖尿病性腎症進行抑制効
果と腎機能保護調節メカニズムを解明することを目
的とした。

　イ　研究方法
　（ア）　Goto-Kakizaki（GK）ラットにおける RP
及び RBP の長期摂取による腎症進行抑制効果への
影響とそのメカニズム解明
　　ａ　高スクロース飼料の長期摂取に対する RP
及び RBP の腎症進行抑制効果への影響
　7 週齢 GK 雄ラットを固形飼料で予備飼育後、平
均体重、空腹時血糖値、収縮期血圧が等しくなるよ
うに、カゼイン（casein; C）群を対照として、RP
群、RBP 群、既に食品素材として流通している大
豆タンパク質（soy protein; SP）群を加え 4 群に分
けて、10 又は 15 週間飼育した。実験飼料は、AIN-
93G に準じてタンパク質レベルを CP20％とし、糖
尿病の病態を促進するためにスクロースのみ 3 倍
量の 30％にした高スクロース飼料を用いて、ペア
フィーデイングとした。実験に供した 3 種類のタン
パク質の組成を表 5230-1 に示した。なお、SP は低
分子の機能性成物質が完全除去されていない素材で
あることを付記する。
　飼料摂取量、体重、空腹時血糖値、収縮期血圧、
尿量等を経時的に測定し、尿は遠心分離処理後、分
析に供するまで－40℃で保存した。試験終了時に
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は、採血後に放血屠殺し、腎臓、肝臓、貯蔵脂肪
等を採取した。腎臓は組織観察用、RNA 分析用
など目的別に保存した。その他の臓器は重量測定
後、直ちに液体窒素で凍結処理し、解析に供する
まで－80℃で保存した。血液については、ヘマト
クリット、糖化ヘモグロビン（HbA1c）の他、イ
ンスリン、アデイポネクチン、C 反応性タンパク
質（C-reactive protein；CRP）、 エ リ ス ロ ポ エ チ
ン、及び一般生化学検査項目について測定した。ま
た、尿中アルブミン、クレアチニン、N-acetyl-β-D-
glucosaminidase（NAG）、リン及びグルコース濃度
等を測定した。　　　
　腎組織画像の解析は、各群 50 個の糸球体につい
て、腎皮質部と皮髄境界部に分けて各々 25 個をメ
サンギウム基質の増殖程度で 4 段階に層別し、糸球
体サイズは image J を用いて測定して評価した。
　　ｂ　腎臓のサイトカイン遺伝子発現変動の検討
　7 週齢 GK 雄ラット 35 匹を用いて対照（0 wk）
群、C（3 wk と 6 wk）群、RP（3 wk と 6 wk）群
の 5 群に分けて、長期飼養試験と同様の高スクロー
ス飼料を用いて飼育した。採尿は試験開始前（0 
wk）、開始後 3、6 週目に長期飼養試験と同様に採
尿し、0、3、6 週目の腎臓の MCP-1、TNF-α、及び
TGF-β の mRNA 発現量を real-time PCR 法で解析
した。
　（イ）　Zucker diabetic fatty （ZDF）ラットにお

ける RP 及び RBP の長期摂取による腎症進行抑制
効果への影響とそのメカニズム解明
　　ａ　RP 及び RBP の長期摂取による腎症進行
抑制効果への影響
　6 週齢 ZDF 雄ラットを用いて、8 又は 15 週間の
飼養試験を行った。健常な Zucker-lean（Leprfa/+）
ラット群を加えて、C、RP、RBP の 4 群で各 8 匹
ずつ、又は Zucker-lean ラット群の代わりに SP 群
を加えて 4 群で実施した。ZDF ラットでは、糖尿
病及びその合併症状が早期に明確に現れるので、実
験飼料は AIN-93G に準じてタンパク質レベルを
CP20％とした標準飼料を用いた。血液・尿中成分
等の測定は、GK ラットにおける RP 及び RBP の長
期摂取による腎症進行抑制効果を検討した長期飼養
試験と同様の方法で測定、解析した。
　腎組織画像の解析も、GK ラットにおける RP 及
び RBP の長期摂取による腎症進行抑制効果を検討
した飼養試験に準じた。
　　ｂ　肝臓及び腎臓のメタボローム解析
　解析は、ヒューマン・メタボローム・テクノロ
ジーズ（株）に依頼した。凍結保存しておいた肝臓
及び腎臓を群別にプールして解析した結果をふまえ
て、C、RP、RBP の 3 群の肝臓について各 6 匹ず
つ CE-TOF MS により測定を行い、候補化合物が
同定された代謝物質について群間で比較した。

表 5230-1　米胚乳タンパク質、米糠タンパク質、及び大豆タンパク質の組成

1）ケルダール法 . 窒素・たんぱく質換算係数 : カゼイン，6.25; 米胚乳タンパク
　質 , 5.95; 1）米糠タン　パク質 , 5.95.
2）計算式 : 100－（水分 + たんぱく質 + 脂質 + 灰分）.
3）栄養表示基準（平成 15 年厚生労働省告示第 176 号）によるエネルギー換算係
　数 : たんぱく質 , 4; 　脂質 , 9; 炭水化物 , 4. 
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　ウ　研究結果　
　（ア）　GK ラットにおける RP 及び RBP の長期摂
取による腎症進行抑制効果への影響とそのメカニズ
ム解明
　　ａ　高スクロース飼料の長期摂取に対する RP
及び RBP の腎症進行抑制効果への影響
　体重増加量、試験期間中の空腹時血糖値や収縮期
血圧は 4 群間で差異はみられなかったが、肝臓重量
は C 群が他 3 群に比べて有意に高値で、腎臓重量
は RP 群のみが C 群に比べて有意に低値であった。
試験終了時の HbA1c、空腹時血漿インスリン濃度
は 4 群間で有意差はみられなかったが、アデイポネ
クチン濃度は RP 群が有意に高値を示した。また、
ALP は RP 及び RBP 両群で有意に抑制されていた。
更に、RP 群はヘマトクリット値を有意に高く維持
し、血漿エリスロポエチン濃度と連動していること
が明らかになった。
　尿中アルブミン排泄量は、15 週間の試験終了時
に C 群に比べ RP 群で約 20％、RBP 群で約 35％抑
制され（図 5230-1）、全試験期間を通して RP 及び
RBP 両群のアルブミン排泄量は少なく推移してい
た。また、試験終了時における無機リン排泄量は、
RP 群で顕著に少なかった（図 5230-2）。腎糸球体
のメサンギウム細胞や基質の増殖に対しては、他 3
群に比べて RP が最も抑制効果が示すことが明らか
になった（図 5230-3）。　
　　ｂ　腎臓のサイトカイン遺伝子発現変動の検討
　腎糸球体のメサンギウム領域拡大抑制において
は、特に RP が有効である可能性が示唆されたので、
0 ～ 6 週の間でサイトカインについて検討した。腎
臓の MCP-1 の mRNA 発現は、C 群では経時的に

有意に増加していたが、RP 群では発現上昇抑制が
みられた。しかし、TNF-α 及び TGF-β の mRNA
発現変化には両群間の差はみられなかった。
　（イ）　ZDF ラットにおける RP 及び RBP の長期
摂取による腎症進行抑制効果への影響とそのメカニ
ズム解明
　　ａ　RP 及び RBP の長期摂取による腎症進行
抑制効果への影響
　空腹時血糖値は RP 及び RBP 両群で C 群に比べ
て上昇抑制傾向がみられ、8 週間の試験終了時の
HbA1c は C 群に比べて有意に低値で、血糖上昇抑
制効果がみられた。肝臓重量は、RP 及び RBP 両
群で低値であったが、特に RBP 群で顕著であった。
これに連動して、総脂質、総コレステロールが有意
に低値、RBP 群ではトリグリセリドも低値となっ
た。腎臓重量もまた RP 及び RBP 両群で低値であっ
た。尿量の経時変化に伴って尿中アルブミン排泄
量の増加がみられたが、その排泄量は試験終了時
で RP 群では約 44％、RBP 群では約 53％抑制され
ていた（図 5230-4）。尿中無機リン排泄量は、GK
ラットを用いた試験結果と同様に RP 群で顕著に少
なく、腎糸球体の障害度を示すメサンギウムスコア
も RP 群が有意に低値であった。
　　ｂ　肝臓及び腎臓のメタボローム解析
　腎臓をプールしてのメタボローム解析による代謝
物質の変動からは有意な情報は得られなかった。し
かし、肝臓では RP 及び RBP 両群ともに C 群に比
較して様々な代謝物質の顕著な変化が観察された

（図 5230-5、表 5230-2）。特に、解糖系の律速段階
の代謝物質や β 酸化に関連するカルニチンの有意な
増加に加えて、ベタインや強力な抗酸化作用をもつ

図 5230-1�　高スクロース飼料を摂取した GK ラット
における米胚乳及び米糠タンパク質の尿中
アルブミン排泄抑制効果

図 5230-2�　高スクロース飼料を摂取した GK ラット
における尿中無機リン排泄量
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エルゴチオネインなどの増加がみられた。両群とも
に肝臓全体の代謝亢進が観察されたが、主成分分析
により、RP 群と RBP 群では異なる代謝変動をし
ていることが伺えた（図 5230-6）。

　エ　考　察
　（ア）　GK ラットにおける RP 及び RBP の長期摂
取による腎症進行抑制効果への影響とそのメカニズ
ム解明
　　ａ　高スクロース飼料の長期摂取に対する RP
及び RBP の腎症進行抑制効果への影響
　2 型糖尿病は人種や国によって病態的差異がみら
れ、東アジア人種では欧米人種に比べて腎症発症や

透析導入率が高いものの冠動脈疾患発症率は低い 4）。
そこで、日本人をはじめアジア人種に多い非肥満 2
型糖尿病患者を想定して、腎糸球体基底膜肥厚や微
量アルブミン尿という腎症初期症状を呈するという
特徴をもつ GK ラットを用いた。対照としての C ま
たは SP と比較検討した結果、RP 及び RBP 摂取は
血漿 ALP 値の上昇を抑制し、RP はアデイポネクチ
ン濃度の上昇に寄与し、糖尿病の進行を抑制してい
ると考えられた。ALP は、既に疫学研究で糖尿病
やメタボリックシンドロームの進行と強い相関があ
り、バイオマーカーとして有効と報告されている 5）。
また、RP は腎性貧血に対して強い抑制効果を発揮
する可能性が示唆された。更に、尿中アルブミン並

図 5230-3　米胚乳タンパク質を長期摂取（10wk）した GK ラットの腎糸球体画像 3）

図 5230-4�　ZDF ラットにおける米胚乳及び米糠タンパク質摂取の
長期摂取による尿中アルブミン及びリン排泄抑制効果

図 5230-5�　米胚乳及び米糠タンパク質を長期摂取した ZDF ラット肝臓の CE-TOF 
MS による解析で観察された代謝物質の変動（vs C）
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びに無機リン排泄量、腎糸球体画像解析によるメサ
ンギウムスコアの結果から、RP 及び RBP ともに腎
症の進展を抑制していたが、各タンパク質の特徴が
伺えた。RP は尿中リン排泄量が顕著に少なく、腎
糸球体の組織学的異常抑制も明らかであるのに対し
て、RBP は尿中アルブミン排泄抑制効果に優れてい
た。ちなみに、SP は血中コレステロール低下作用
などは強いが、腎機能保持効果については RP 及び
RBP よりも弱い可能性が示された。以上より、非
肥満 2 型糖尿病に起因する腎症進行抑制には、総合
的に RP が優れていることが示唆された。
　　ｂ　腎臓のサイトカイン遺伝子発現変動の検討
　糖尿病性腎症の発症・進展機序は未解明な部分が
多いが、高血糖により亢進した酸化ストレスが内皮
細胞障害を引き起こし、腎糸球体に炎症反応が生じ
るという炎症説や機械的ストレス説が提唱されて
いる。そこで、尿中アルブミン排泄に先立ってサ
イトカインの発現変動が起きると考えた。MCP-1
の mRNA 発現変化は血漿インスリン濃度と同様の
推移を示し、血漿 CRP 濃度も RP 群では抑制され、
MCP-1 の発現上昇抑制を通して腎症進行を抑制し
ている可能性が示された。
　（イ）　ZDF ラットにおける RP 及び RBP の長期
摂取による腎症進行抑制効果への影響とそのメカニ
ズム解明
　　ａ　RP 及び RBP の長期摂取による腎症進行
抑制効果への影響
　肥満 2 型糖尿病患者を想定したモデルとして、ヒ
ト成人の 2 型糖尿病及びその合併症に近い病態であ

る高血糖や高脂血症を呈する ZDF ラットを用いた。
本動物は週齢が進むと腎臓皮髄境界部尿細管の拡張
やボーマン嚢基底膜の肥厚がみられる。4 群間で比
較検討した結果、RP は腎臓重量、尿中アルブミン
及び無機リン排泄量、尿細管障害度を示す NAG 活
性、腎糸球体組織観察から腎症進行抑制効果が強い
のに対して、RBP は肝臓重量、肝臓脂質量、血中
コレステロール量等の結果から脂質代謝改善による
顕著な脂肪肝抑制効果を示すことが明らかになっ
た。これらの結果は、RP と RBP は異なった作用
機序で血糖上昇抑制効果や腎症進行抑制効果を示
すことを意味している。GK ラットに対する RP 及
び RBP の腎症進行抑制効果を合わせて総括すると、
近年、腎症における食事からのリン-タンパク質比
率が重視されている 6）ことから、RP の成分として
リン含有量が低いことが、腎症進行抑制に相加的に
働いている可能性が示唆された。
　　ｂ　肝臓及び腎臓のメタボローム解析
　RP 及び RBP 摂取による肝臓での解糖系のグル
コース-6 リン酸及びピルビン酸等やカルニチンの増
加からエネルギー代謝亢進が示唆された。更に、ベ
タインの増加によるホモシステイン代謝の正常化
や、抗酸化能をもつエルゴチオネイン等の増加によ
る酸化ストレス軽減が、相加又は相乗的に作用し
て、脂肪肝抑制による肝機能障害の改善につながる
ことが推測された。しかし、RP と RBP では代謝
物質のプロファイルに明らかな相違がみられるの
で、腎症進行抑制との関連性から更なる解析が必要
と考える。

表 5230-2�　ZDF ラット肝臓のメタボローム解析で増
減（vs C）がみられた代謝物質の経路

図 5230-6�　ZDF ラット肝臓のメタボローム解析結果
の主成分分析
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　オ　今後の課題
　非肥満型 2 型糖尿病モデルの GK ラット及び肥
満型モデルの ZDF ラットの両者において、RP 及
び RBP 摂取により腎症進行抑制効果がみられたが、
ミネラル含有量の低い RP がより優れている結果が
得られた。腎症進行抑制には摂取する食物中のミネ
ラル含有量、ナトリウムやカリウムだけなく、近
年、特にリンの存在形態や含有量の重要性及びその
対策が重視されている。そこで、リン - タンパク質
比率等の視点から RP 及び RBP の腎症進行抑制効
果を解析する必要があると考える。また、腎症進行
抑制メカニズム解明における MCP-1、TNF-α、及
び TGF-β の mRNA 発現量の検討については、病態
のステージを考慮しての研究が必要である。更に、
今後 ZDF ラットを用いての血液や尿のメタボロー
ム解析を実施して腎症進行抑制効果の全体像を把握
することが、RP 及び RBP の作用メカニズム解明
につながると考えている。　

　カ　要　約
　（ア）　GK ラットにおける RP 及び RBP の長期摂
取による腎症進行抑制効果への影響とそのメカニズ
ム解明
　　ａ　高スクロース飼料の長期摂取に対する RP
及び RBP の腎症進行抑制効果への影響
　空腹時血糖値や血圧への影響はみられなかったも
のの、尿中アルブミン並びに無機リン排泄量、腎糸
球体画像解析の結果から、RP 及び RBP ともに 15
週間後でも明らかな腎症進行抑制効果が示された。
RP は尿中無機リン排泄量が顕著に少なくさせ、腎
糸球体の組織学的異常抑制も強いのに対して、RBP
は尿中アルブミン排泄抑制効果に優れていた。
　　ｂ　腎臓のサイトカイン遺伝子発現変動の検討
　MCP-1 の mRNA 発現は、C 群では経時的に有意
に増加していたが、RP 群では発現上昇抑制がみら
れた。この MCP-1 の mRNA 発現変化は血漿イン
スリン濃度と同様の推移を示し、血漿 CRP 濃度も
RP 群では抑制され、MCP-1 の発現上昇抑制を通し
て腎症進行を抑制している可能性が示唆された。
　（イ）　ZDF ラットにおける RP 及び RBP の長期
摂取による腎症進行抑制効果への影響とそのメカニ
ズム解明　　
　　ａ　RP 及び RBP の長期摂取による腎症進行

抑制効果への影響
　RP 及び RBP ともに HbA1c 改善効果がみられた。
RP は腎臓重量、尿中アルブミン及び無機リン排泄
量、NAG 活性、腎糸球体組織観察から腎症進行抑
制効果に優れ、RBP は肝臓重量、肝臓脂質量、血
中コレステロール量等の結果から脂質代謝改善によ
る顕著な脂肪肝抑制効果を通して腎症進行を抑制し
ている可能性が伺えた。
　　ｂ　肝臓及び腎臓のメタボローム解析
　RP 及び RBP 摂取による肝臓での解糖系や β 酸
化系関連の代謝物質の変動からエネルギー代謝亢進
が示唆された。更に、ベタインの増加によるホモシ
ステイン代謝の正常化や、強力な抗酸化能をもつ物
質の増加による酸化ストレス軽減が相加又は相乗的
に作用し、脂肪肝抑制による肝機能障害の改善、ひ
いては生体の代謝改善につながることが推測され
た。
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kidney disease ？ Am. J. Clin. Nutr. 88（6）: 1511-
1518. 

　研究担当者（渡邊令子＊）

４　米糠タンパク質の脂質代謝の改善作用の研
究開発
　ア　研究目的
　（ア）　米胚乳に含まれる 21kDa α- グロブリンの
血清コレステロール濃度低下作用
　米の胚乳には約 7％のタンパク質が含まれ、グ
ルテリン（希アルカリ可溶性成分）、アルブミン

（純水可溶性成分）、プロラミン（アルコール可溶
性成分）、グロブリン（塩類可溶性成分）の 4 種
類に大別できる。当研究室の先の研究で、1 ％ 
Cholesterol、0.5 ％ Cholic acid を負荷した SD 系
ラットに米胚乳グロブリン画分の主要タンパク質で
ある α- グロブリンを経口投与（100 mg/kg 体重 ） 
すると、血清コレステロール濃度が有意に低下し
た 1） 。更に、糞中への中性ステロイド排泄量が有
意に増加したことから、その作用機序として小腸で
のコレステロール吸収抑制が示唆された。しかし、
Cholic acid は食事として摂取しないため、より生理
的な条件で α- グロブリンの機能を評価することが望
まれる。更に、α- グロブリンを米として摂食させた
場合、同様の機能を示すか不明である。本研究では
食餌コレステロールに応答して高コレステロール血
症を発症する外因性高コレステロール血症 （ExHC） 
ラットに α- グロブリンを米として摂食させた場合の
血清コレステロール濃度に及ぼす影響を明らかにす
ることを目的とした。
　（イ）　脂質代謝改善を改善するタンパク質の米糠
からの探索
　大豆タンパク質のグロブリン画分である β- コン
グリシニンに 21kDa α- グロブリンと同様な、血清
コレステロール濃度低下作用がある。活性本体は
β- コングリシニン α’サブユニットである 2） 。 血
清コレステロール濃度低下作用をもつ植物タンパク
質には、微量な投与でその効果を発揮するものがあ
り、そのようなタンパク質を米糠から発見すること
を目的とした。

　イ　研究方法
　（ア）　米胚乳に含まれる 21 kDa α- グロブリンの
血清コレステロール濃度低下作用
　　ａ　食餌として、コシヒカリと LGC-1 という
品種の米粉を用いて、摂食実験を行った。LGC-1 
とは米アレルギーや腎臓疾患対応米として知られて
いる米の品種の一種である。これは、消化しやすい
タンパク質であるグルテリンが少なく、消化しにく
いタンパク質であるプロラミンを多く含む品種であ
る。また、コシヒカリは全国品種別収穫量割合で 
36.5％ を占め、1 番日本で収穫量が多い品種である。
この日本人がよく口にする米であるコシヒカリと比
較して、LGC-1 は米 α- グロブリンを多く含んでい
る。また、現在本研究室では、食事コレステロール
に応答して血清総コレステロール濃度が上昇する
ExHC ラットが近郊系として維持されている。この
ラットは、コレステロールを含む食事を与えると、
起源系統である Sprague-Dawley 系ラットと比較し
て血清総コレステロール濃度が有意に上昇する、病
態モデル動物である 3）。この ExHC ラットをモデ
ルラットとして用いた。
　　ｂ　当研究室の先の研究で 1％コレステロール
と 0.5％コール酸を SD 系ラットに負荷することで
高コレステロール血症を発症させ、α- グロブリン
の経口投与試験を行った。その結果、血清コレステ
ロール濃度の低下が見られた 1）。そこで、α- グロブ
リン高含有米である LGC-1 を摂食させた場合も血
清コレステロール濃度低下作用を示すかを検討し
た。その際、α- グロブリン欠損米である LGC 潤を
コントロール米として用いた。また、先の研究で用
いたコール酸はヒトが食事として摂取することはな
いため、コール酸非添加条件でも高コレステロール
血症を発症する ExHC ラットを用いて検討した。
　（イ）　米糠抽出物 RBP55 （ 築野食品工業株式会
社 ） 50％精製の米糠タンパク質から、塩可溶性画
分を抽出した。塩可溶性画分を 20-70 ％ 飽和濃度
の硫酸アンモニウムにより塩析し、配列解析に供し
た。

　ウ　研究結果��
　（ア）　 米胚乳に含まれる 21 kDa α- グロブリン
の血清コレステロール濃度低下作用
　　ａ　飼育 1 週目の血清総コレステロール濃度は 
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LGC-1 群においてコシヒカリ群と比較して有意に
低下した。飼育 2 週目の血清総コレステロール濃
度は群間で差はなかった。（図 5240-1）
　　ｂ　LGC 潤を摂食させた群と比較して、LGC-1
を摂食させた群では、血清コレステロール濃度が有
意に低下した。
　（イ）　脂質代謝改善を改善するタンパク質の米糠
からの探索
　米糠塩可溶性画分を 50％飽和濃度の硫酸アン
モニウムで塩析することで、塩可溶性タンパク質
が得られた。得られたグロブリン（糖鎖分解後）
を SDS-PAGE で分画し、PVDF 膜にブロット後、
50kDa、33kDa、30kDa、10kDa のバンドを切り出
し、N 末端アミノ酸配列分析を行いました。それ
ぞれのバンドで 10 残基ずつデータが得た。イネタ
ンパク質データベースと明確にヒットする配列が無
く、この時点では N 末端配列は決まらなかった。

　エ　考　察
　（ア）　米胚乳に含まれる 21 kDa α- グロブリンの
血清コレステロール濃度低下作用
　高コレステロール血症ラットを用いても、21 
kDa α- グロブリンには、血清コレステロール低下
作用が存在する。その作用機作は、食事由来のコレ
ステロールを吸収阻害する可能性が最も高いが、そ
の他の機構としては、血清リポタンパク質の滞留が
考えられる。大豆の β- コングリシニン α’サブユ

ニットの場合には食餌コレステロールの吸収阻害
は示されていないが、コレステロールを多く含む
リポタンパク質の取り込みの阻害がしさされてい
る。また、米胚乳 21 kDa α- グロブリンを、低コレ
ステロール食を摂食した動脈硬化モデル動物に投与
した報告では、食餌コレステロールの吸収率は変化
せず、更に、血清コレステロール濃度を低下させず
に、動脈硬化症の改善が見られた。このことより、
食餌コレステロールの吸収阻害だけではなく、別の
機能として動脈硬化症を発症させない可能性も、米
胚乳 21 kDa α- グロブリンは有している。この動脈
硬化症の発症抑制と、血清コレステロール濃度低下
作用が同一の機構で行われているのかは、更なる検
討が必要である。
　（イ）　脂質代謝改善を改善するタンパク質の米糠
からの探索
　（ア）で、行った実験より、その発症抑制機構の
解明後に、その情報（主にアミノ酸配列）から機能
性をもつタンパク質の精製を行う方法と、同定を
行ってから、機能性を確かめるという方法が、戦略
として考えられた。効率よく、機能性物質を探索す
るために、今回は同時並行して、米糠タンパク質か
ら機能性タンパク質を同定していった。しかし、米
糠タンパク質の同定数が少ないために、それが行え
なかった。今後は、粗画分での効果を検討し、機能
性をもったタンパク質画分を同定してから、その同
定を試みる必要がある。

　オ　今後の課題
　（ア）　米胚乳に含まれる 21 kDa α- グロブリンの
血清コレステロール濃度低下作用
　発症抑制機構が不明なために、培養細胞を用いた
研究に移れない。多種の臓器の分析を行い、多くの
情報を得る必要がある。
　（イ）　脂質代謝改善を改善するタンパク質の米糠
からの探索
　粗画分を用いて、米糠タンパク質の血清コレステ
ロール濃度低下作用を検討する必要がある。　

　カ　要　約
　（ア）　米胚乳に含まれる 21 kDa α- グロブリンの
血清コレステロール濃度低下作用
　食餌コレステロールに応答して高コレステロール血

図 5240-1�　高 α グロブリン米の ExHC ラットにおけ
る血清コレステロール低下作用

＊ p<0.05
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症を発症する外因性高コレステロール血症 （ ExHC ） 
ラットに α- グロブリンを米として摂食させた場合
の血清コレステロール濃度に及ぼす影響を明らかに
することを目的とした。コシヒカリと高 α- グロブ
リン米である LGC-1 及び LGC-1 と低 α- グロブリン
米である LGC-1 潤とをそれぞれ比較した結果、α-
グロブリンの濃度に応じて、LGC-1、コシヒカリ、
LGC-1 潤の順で血清コレステロール濃度が低下し
た。食餌コレステロールの吸収阻害も考えられる
が、それだけでは現象が説明できなかった。
　（イ）　脂質代謝改善を改善するタンパク質の米糠
からの探索
　血清コレステロール濃度低下作用をもつ植物タン
パク質には、微量な投与でその効果を発揮するもの
があり、そのようなタンパク質を米糠から発見す
ることを目的とした。米糠抽出物 RBP55 （ 築野食
品工業株式会社 ） 50％精製の米糠タンパク質から、
塩可溶性画分を抽出した。塩可溶性画分を 20-70 ％ 
飽和濃度の硫酸アンモニウムにより塩析した。米
糠塩可溶性画分を 50％飽和濃度の硫酸アンモニウ
ムで塩析することで、塩可溶性タンパク質が得ら
れた。得られたグロブリン（糖鎖分解後）を SDS-
PAGE で分画し、PVDF 膜にブロット後、50kDa、 
33kDa、30kDa、10kDa のバンドを切り出し、N 末
端アミノ酸配列分析を行った。それぞれのバンドで
10 残基ずつデータが得られた。イネタンパク質デー
タベースと明確にヒットする配列が無く、この時点
では N 末端配列は決まらなかった。　
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　研究担当者（佐藤匡央＊）

５　消化管細胞性免疫調節機能の解明
　ア　研究目的
　我が国では、成人 1 日 50-60g のタンパク質を摂
取することを厚生労働省は推奨している。日本人の
摂取するタンパク質源の推移を観ると、戦前は動物
性のものよりも植物性のものが圧倒的に多かった
が、2011 年度の統計では動物性タンパク質と植物性
タンパク質の占める割合はほぼ同じになっている 1）。
一方、戦前は感染症での死亡率が極めて高かったが、
戦後は感染症での死亡率が激減し、その要因は医療
技術の発達だけではなく、摂取する食品タンパク質
の変化も関係していると考えられている。事実、多
くの食品タンパク質にはそれぞれ固有の免疫調節機
能があることが報告されている 2,3）。しかし、米タン
パク質の免疫調節機能に関する報告は、筆者の知る
限りでは、Chen ら 4）のプロラミンに関する報告し
かない。
　そこで、本小課題は、健常マウスパイエル板細胞
培養系及び病態モデルマウスへの経口投与試験によ
り、米胚乳タンパク質の免疫調節機能の探索、特定
の疾病に対する予防効果の確認及び予防メカニズム
の解明を行うことを研究の目的としている。
　
　イ　研究方法
　本研究は、信州大学農学部の実験動物ガイドライ
ン及び日本政府の法律第 5 号及び第 6 号通知に基づ
いて行った。
　（ア）　米胚乳タンパク質には、亀田製菓株式会社
で調製されたアルカリ抽出米胚乳タンパク質（AE-
RP5））を用いた。AE-RP の 0.15MNaCl を含む 0.01M
リン酸緩衝液（pH7.2）可溶性画分（以後、PBSP
と言う）、70％エタノール可溶性画分（EASP）及
び 1％酢酸可溶性画分（AASP）を調製し、細胞培
養用試料とした。それら PBSP、EASP 及び AASP
中の主要タンパク質は、それぞれグロブリン、プロ
ラミン及びグルテリンであることを SDS- ポリアク
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リルアミドゲル電気泳動法及びウエスタンブロッ
ティング法により確認した。パイエル板細胞は、
健常 C3H/HeN マウス（6 週齢、雄）より調製し、
37℃、5％ CO2 存在下で試験試料と共に 18 時間培
養し、免疫調節サイトカインの mRNA 発現を定量
的 PCR により調べた。
　（イ）　4 週齢、BALB/c マウス（日本 SLC 株式
会社、静岡）、雄を市販マウス用粉末飼料（MF、
オリエンタル酵母）で 1 週間予備飼育後、市販無タ
ンパク飼料（Purina Mills、 LLC、 St. Louis、MO、 
USA）に卵白オボアルブミン（OVA）を 25％（W/
W）量添加した飼料（AE-RP 無添加飼料：対照飼
料）又は OVA を 15％と AE-RP を 10％添加した飼
料（AE-RP 添加飼料）で 6 週間試験飼育した。飼
育は、12 時間 /12 時間の明暗サイクル、23 ± 2℃
で行い、飼料と水は自由摂取とした。試験飼育開始
と同時に 1 週間間隔で４回、牛乳アレルギーの主
因物質である牛乳 β- ラクトグロブリンと水酸化ア
ルミニウムの混合物を腹腔内注射することにより
β- ラクトグロブリンに対する IgE 抗体を誘導した。
試験飼育開始 5 週目から 3 日ごとに牛乳 β- ラクト
グロブリンを鼻腔内に投与し、投与直後から 10 分
間のくしゃみの回数を測定し、アレルギー症状の指
標とした。脾臓細胞の mRNA 発現及び免疫細胞割
合を定量的 PCR 及び蛍光免疫染色法で調べた。ま
た、血清中の総 IgE 量、β- ラクトグロブリン特異
IgE レベル及び IL-10 量を酵素免疫測定（ELISA）
法で測定した。
　（ウ）　マウスメラノーマ細胞株 B16 細胞の高転
移株である B16F10 は、信州大学大学院医学研究科
加齢適応医科学系専攻分子腫瘍学研究室谷口俊一郎
教授より譲渡されたものを継代培養して用いた。培
養は 10 ％ FBS，100 U/mL ペニシリン G カリウ
ム及び 100 μg/mL ストレプトマイシン硫酸塩を含
む DMEM 培地を用いて、37℃，5％ CO2 湿潤環境
下で行い、対数増殖期にある細胞を実験に用いた。
5 週齢の C57BL/6 マウス（日本 SLC 株式会社，静
岡）を 1 週間、市販粉末 MF 飼料（オリエンタル
酵母）で予備飼育後、市販無タンパク飼料（Purina 
Mills、LLC, St. Louis、 MO、 USA）に卵白オボアル
ブミン（OVA）を 25％（W/W）量添加した飼料

（AE-RP 無添加飼料：対照飼料）又は OVA15％と
AE-RP10％添加した飼料（AE-RP 添加飼料）で 試

験飼育した。飼育は、12 時間 /12 時間の明暗サイク
ル､ 23 ± 2℃で行い､ 飼料と水は自由摂取とした。
試験飼育開始 2 週間後に､ B16F10 メノラーマ腫瘍
細胞（2.0 × 105 細胞）を含むリン酸緩衝生理食塩水

（PBS）を尾静脈より注入した。更に同飼料で 20 時
間又は 2 週間試験飼育後、肺及び脾臓を摘出し､ 分
析に供した。免疫細胞数及び mRNA 発現は、それ
ぞれ蛍光免疫染色法及び定量的 PCR で調べた。

　ウ　研究結果��
　（ア）　アルカリ抽出米胚乳タンパク質（AE-RP）
から調製した PBSP（グロブリン画分）、EASP（プ
ロラミン画分）及び AASP（グルテリン画分）を
0、10、50 及び 100μg/mL 存在下で培養したパイエ
ル板細胞の各種サイトカインの mRNA 発現の相対
レベル（指数）を、それぞれ図 5250-1、5250-2 及
び 5250-3 に示した。図 5250-1 から、PBSP（グロ
ブリン画分）を添加して培養すると、無添加の場合
と比べて IFN-γ、TNF-α、IL-6 及び IL-12 の mRNA
が有意に上昇し、中でも IFN-γ の mRNA 発現は無
添加で培養した場合と比べて 50 及び 100μg/mL 濃
度で培養することにより 50 倍以上になることがわ
かる。同様に、EASP（プロラミン画分）は無添
加の場合と比べて数倍程度であるが、IL-6，IL-10，
IL-12 及び TNF-α の mRNA を有意に促し、AASP

（グルテリン画分）は調べた全てのサイトカイン
（IFN-γ、IL-4、IL-6、IL-10、IL-12 及 び TNF-α） の
mRNA 発現を促すことがわかる。
　（イ）　5 週齢のマウスを 11 週齢までの 6 週間、
タンパク源としてオボアルブミンだけを含む飼料
と、オボアルブミンの 4 割を米胚乳タンパク質

（AE-RP）に置換した飼料で飼育しながら牛乳 β- ラ
クトグロブリンに対する I 型アレルギーを誘導し
た。
　図 5250-4 及び図 5250-5 に、それぞれ 6 週間の飼
育過程の体重とアレルギー症状の推移を示した。図
から、AE-RP 無添加飼料群と添加飼料群のマウス
の増体重に違いが無いが（図 5250-4）、β- ラクトグ
ロブリンを鼻に塗沫後 10 分間のくしゃみの回数で
評価したアレルギー症状は米胚乳タンパク質添加飼
料での飼育により有意に低い（くしゃみの回数が少
なくなる）ことがわかる（図 5250-5）。
　一方、それらの飼料で飼育したマウスの血清の
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総 IgE 量と β- ラクトグロブリン特異 IgE レベルを
図 5250-6 に、また、脾臓の IgE 産生細胞割合を図
5250-7 に示した。図 5250-6 から、米胚乳タンパク
質を含む飼料で飼育したマウスの血清総 IgE 量は
危険率 5.8％で米胚乳タンパク質無添加飼料で飼育
した場合よりも低く、β- ラクトグロブリン特異 IgE
レベルは危険率 5％以下で低いことがわかる。同様
に、図 5250-7 から、米胚乳タンパク質を含む飼料
で飼育したマウスの脾臓の IgE 抗体産生細胞割合
は危険率 5％以下で低いことがわかる。
　 一 方、 そ れ ら マ ウ ス の 脾 臓 の 総 Th1 細 胞 及
び Th2 細胞割合と Th1/Th2I 細胞バランスを図
5250-8 に、また、脾臓の制御性（免疫抑制）細胞

割合と血清中の IL-10 量を図 5250-9 に示した。図
5250-8 から、米胚乳タンパク質を含む飼料で飼育
したマウス脾臓の Th1/Th2 バランスと、米胚乳タ
ンパク質を含まない飼料で飼育したマウス脾臓の
Th1/Th2 バランスに有意な違いはないことがわか
る。同様に、米胚乳タンパク質を含む飼料で飼育し
たマウス脾臓の免疫制御 T 細胞割合と、米胚乳タ
ンパク質を含まない飼料で飼育したマウス脾臓の免
疫制御 T 細胞割合に有意な違いはないが、血清の
免疫抑制サイトカインである IL-10 量は米胚乳タン
パク質添加飼料での飼育により無添加飼料での飼
育の場合よりも有意に高いことがわかる（図 5250-
9）。
　なお、米胚乳タンパク質を含む飼料で飼育したマ
ウス脾臓の肥満細胞割合と、米胚乳タンパク質を含
まない飼料で飼育したマウス脾臓の肥満細胞割合に
有意な違いはなかった（図 5250-10）。
　（ウ）　6 週齢のマウスを 10 週齢までの 4 週間、
タンパク源としてオボアルブミンだけを含む飼料
と、オボアルブミンの 4 割を米胚乳タンパク質

（AE-RP）に置換した飼料で飼育しながら 8 週齢時
に尾静脈からメラノーマ腫瘍細胞を注入し、更に同
飼料で 2 週間飼育後、安楽死させ、それらマウスの
肺の肉眼写真と肺に転移したメラノーマ腫瘍細胞
数を図 5250-11 に示した。図から、米タンパク質

（AE-RP）無添加飼料と比べて、AE-RP 添加飼料で
の飼育により肺へ転移した黒点のメラノーマ腫瘍細

図 5250-1�　各種濃度の PBSP（グロブリン画分）存在
下で培養したパイエル板細胞の各種サイト
カインのｍ RNA 発現

図 5250-2�　各種濃度の EASP（プロラミン）存在下
で培養したパイエル板細胞の各種サイトカ
インの mRNA 発現

図 5250-3�　各種濃度の AASP（グルテリン画分）存
在下で培養したパイエル板細胞の各種サイ
トカインのｍ RNA 発現
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胞数は肉眼的に見て明らかに少なく（図 5250-11 左
側）、その数を数えると AE-RP 添加飼料での飼育
時に肺へ転移したメラノーマ腫瘍細胞数は AE-RP
無添加飼料での飼育の場合のおよそ半分であること
がわかる（図 5250-11 右側）
　一方、米胚乳タンパク質（AE-RP）無添加及び
添加飼料で飼育しているマウスに腫瘍細胞注入後、
20 時間及び 2 週間後の脾臓細胞の Yac-1 腫瘍細胞

に対する傷害活性を図 5250-12 に示した。図から、
マウスへの腫瘍細胞注入後、20 時間後の脾臓細胞
の Yac-1 腫瘍細胞に対する傷害活性は AE-RP 添加
飼料での飼育により AE-RP 無添加飼料での飼育の
場合よりも有意に強いことがわかる。
　更に、米胚乳タンパク質（AE-RP）無添加及び
添加飼料で飼育しているマウスへの腫瘍細胞注入
後、20 時間及び 2 週間後の血清中の抗腫瘍性サイ

図 5250-4�　米胚乳タンパク質（AE-RP）無添加及び
添加飼料で飼育したマウスの体重推移

図 5250-5�　米胚乳タンパク質（AE-RP）無添加及び添
加飼料で飼育したマウスのくしゃみの回数

図 5250-6�　米胚乳タンパク質（AE-RP）無添加及び添
加飼料で飼育したマウスの血清 IgE レベル

図 5250-7�　米胚乳タンパク質（AE-RP）無添加及び添
加飼料で飼育したマウスの脾臓 IgE 産生形質
細胞割合

図 5250-8�　米胚乳タンパク質（AE-RP）無添加及び添
加飼料で飼育したマウスの脾臓の Th1/Th2
バランス

図 5250-9�　米胚乳タンパク質（AE-RP）無添加及び添
加飼料で飼育したマウスの脾臓の免疫抑制 T
細胞割合と血清の IL-10 量
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トカイン量及び脾臓の各種免疫細胞割合を、それ
ぞれ図 5250-13 及び図 5250-14 に示した。図 5250-
13 から、マウスへの腫瘍細胞注入後、2 週間後の血
清中の IFN-γ、IL-12 及び TNF-α 量は AE-RP 添加
飼料での飼育により AE-RP 無添加飼料での飼育の
場合よりも有意に高いことがわかる。しかし、図
5250-13 から、脾臓のそれらサイトカイン生産細胞
割合は、メラノーマ腫瘍細胞注入 20 時間後及び 2
週間後共に、AE-RP 無添加飼料及び AE-RP 添加飼
料間で殆ど違いの無いことがわかる。

　エ　考　察
　（ア）　本研究では、健常マウスから調製したパイ
エル板細胞培養系を用いて、アルカリ抽出法で調製
した米胚乳タンパク質（AE-RP）の免疫調節機能
を特性づけることを試みた。AE-RP には、グロブ
リン、プロラミン、グルテリン等のタンパク質が含
まれるが 5）、それらの PBS に対する溶解性は非常

に異なり、グロブリン以外のプロラミンやグルテ
リンは PBS に殆ど溶解しない。事実、PBS に溶解
した AE-RP 中のタンパク質は僅か 7％程度であっ
た。そのために、AE-RP を直接 PBS に溶解し、そ
れを試験試料としてパイエル板細胞培養系に加えて
免疫調節機能を調べると、AE-RP 中の全てのタン
パク質の作用ではなく、グロブリンの作用だけを見
ることになる可能性が高い。そこで、本研究では、
AE-RP 中のタンパク質を、まず、PBS 可溶性タン
パク質、70％エタノール可溶性タンパク質及び 1％
酢酸可溶性タンパク質に分け、それぞれ、グロブリ
ン、プロラミン及びグルテリンが主体であることを

図 5250-10�　米胚乳タンパク質（AE-RP）無添加及び
添加飼料で飼育したマウスの脾臓の肥満細
胞割合

図 5250-11�　米胚乳タンパク質（AE-RP）無添加（A）
及び添加飼料（B）で飼育したマウスの肺
の肉眼的写真と肺に転移した腫瘍細胞数

図 5250-12�　米胚乳タンパク質（AE-RP）無添加（A）
及び添加飼料（B）で飼育したマウスへの
腫瘍細胞注入 20 時間（左側）及び 2 週間
後（右側）の脾臓細胞の細胞傷害活性

図 5250-13�　米胚乳タンパク質（AE-RP）無添加（A）
及び添加飼料（B）で飼育しているマウス
への腫瘍細胞注入 20 時間（上段）及び 2
週間後（下段）の血清中のサイトカイン量
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確認後、それぞれ別途にパイエル板細胞培養系に加
えて主要サイトカインの mRNA 発現に及ぼす影響
を調べた。その結果、グロブリン、プロラミン及び
グルテリンで程度に違いはあるが、全てのタンパク
質が、IFN-γ、IL-6、IL-10、IL-12 及び TNF-α など
の免疫調節サイトカインのｍ RNA 発現をそれらタ
ンパク質無添加で培養した場合よりも有意に促し、
特に、グロブリンの IFN-γ のｍ RNA 発現の促進指
数は無添加の場合の約 50 倍であった。
　IL-12 は、主に活性化されたマクロファージや樹
状細胞が生産し、ナチュラルキラー細胞の活性化、
ナイーブ T 細胞（Th0 細胞）の Th1 細胞への分化
誘導びキラー T 細胞の誘導に関わる 2，6）。活性化ナ
チュラルキラー細胞やキラー T 細胞は IFN-γ を生
産し 2）､ 生産された IFN-γ はナチュラルキラー細胞
及びマクロファージを活性化すると共に、Th0 細
胞の Th1 細胞への分化を促し、 Th2 細胞への分化
を抑制する 2）。活性化ナチュラルキラー細胞、キ
ラー T 細胞及び活性化マクロファージは TNF-α を
生産する 7）。TNF-α は、日本語で腫瘍壊死因子と
呼ばれる細胞傷害性を有するサイトカインであり、
ガン細胞を直接攻撃する。また、活性化ナチュラル
キラー細胞及びキラー T 細胞は標的細胞と接触す
ると、細胞内に貯蔵されている顆粒（パーフォリ
ン及びグランザイム）を放出し 8）、放出されたパー
フォリンは Ca2+ と結合することにより活性化され

て重合し、標的細胞の細胞膜に小孔を形成する。こ
の小孔を通ってグランザイムなどの細胞傷害分子が
細胞内に侵入すると、核が崩壊してアポトーシスが
誘導される。サイトカインのこのような性質と、本
実験で米胚乳中のグロブリン、プロラミン及びグル
テリンはそれらサイトカインの mRNA 発現を促す
ことが確認されたことから、米胚乳タンパク質は抗
腫瘍機能や感染防御機能を有することが示唆され
た。また、IFN-γ は Th1 優位に導き、花粉症やダ
ニアレルギーなどの I 型アレルギーを軽減するこ
とが知られている 5）。従って、米胚乳タンパク質は、
花粉症やダニアレルギーなどのような I 型アレル
ギーを軽減する機能も有することが示唆される。
　（イ）　感染防御をはじめとした免疫機能は栄養条
件の影響を強く受けることは周知のところである
が、本試験に於いて AE-RP 無添加飼料群と添加飼
料群の増体重に有意な違いはなかったことから、本
研究でのアレルギーの程度の違いは飼料や実験時
のストレスによるものではなく、米胚乳タンパク
質（AE-RP）を摂取したか否かの違いによるもの
と考えられる。まず、AE-RP 添加飼料での飼育は、
AE-RP 無添加飼料で飼育の場合よりも、アレルギー
症状が軽減し、血清中の β- ラクトグロブリン特異
IgE 量が低下することが示された。また、AE-RP
添加飼料での飼育は、AE-RP 無添加飼料で飼育の
場合よりも、IgE の産生を抑制する免疫抑制 T 細
胞を誘導することや、血清中の免疫抑制サイトカイ
ンである IL-10 量が有意に高いことが示された。し
かし、高親和性 IgE 受容体を有する肥満細胞数に
は違いはなかた。これらの結果から、米胚乳タンパ
ク質は I 型アレルギー軽減機能を有することが明ら
かである。従って、例年花粉症を患うヒトが花粉の
飛び交う 1 か月前頃から AE-RP を強化した食品を
摂取することにより、その年の花粉症の症状が軽減
する可能性が示唆される。
　（ウ）　タンパク源としてオボアルブミンだけを含
む飼料と、オボアルブミンの 4 割を米胚乳タンパ
ク質（AE-RP）に置換した飼料で飼育しながら尾
静脈からメラノーマ腫瘍細胞を注入し、更に同飼
料で 2 週間飼育後、安楽死させ、それらマウスの
肺に転移したメラノーマ腫瘍細胞数を調べたとこ
ろ、AE-RP 無添加飼料群と比べて、AE-RP 添加飼
料群のメラノーマ腫瘍細胞数はおよそ半分であった

図 5250-14�　米胚乳タンパク質（AE-RP）無添加（A）
及び添加飼料（B）で飼育しているマウス
への腫瘍細胞注入 20 時間（上段）及び 2
週間後（下段）の脾臓の各種免疫細胞割合
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（図 5250-11 右側）一方、腫瘍細胞注入後、20 時間
後の脾臓細胞の Yac-1 腫瘍細胞に対する傷害活性
は AE-RP 添加飼料での飼育により AE-RP 無添加
飼料での飼育の場合よりも有意に高く、かつ、腫瘍
細胞注入後、2 週間後の血清中の IFN-γ、IL-12 及び
TNF-α などの抗腫瘍性サイトカイン量は AE-RP 添
加飼料での飼育で有意に高かった。本結果から、米
胚乳タンパク質はナチュラルキラー細胞やマクロ
ファージを活性化させ、抗腫瘍機能を有することが
明らかである。　

　オ　今後の課題
　I 型アレルギーのマウスを米胚乳タンパク質を添
加した餌で飼育することにより無添加の餌での飼育
の場合よりもマウスのアレルギー症状が有意に軽減
した。また、尾静脈から注入した腫瘍細胞のマウス
の肺への転移が有意に抑制された。これらの結果
は、ご飯は花粉症軽減機能や抗腫瘍機能を有するこ
とを示唆している。今後、ヒトでの臨床試験を行う
ことにより、これらの機能の確認を行うことが重要
な課題である。

　カ　要　約
　（ア）　マウスパイエル板細胞培養系に於いて、米
胚乳グロブリン、プロラミン及びグルテリンはマク
ロファージやナチュラルキラー細胞などの細胞性免
疫を促すことが示唆された。
　（イ）　米胚乳タンパク質添加飼料で I 型アレル
ギーモデルマウスを飼育すると、免疫抑制サイトカ
インである IL-10 が強く誘導されることにより、抗
原特異 IgE 産生が抑制され、米胚乳タンパク質無
添加飼料での飼育の場合よりもアレルギー症状が有
意に軽減した｡
  （ウ）　米胚乳タンパク質添加飼料でマウスを飼育
しながら、腫瘍細胞を尾静脈から注入すると、米胚
乳タンパク質無添加飼料での飼育の場合よりもマク
ロファージやナチュラルキラー細胞が活性化され、
細胞傷害性が有意に増強されることにより、腫瘍細
胞の肺への転移が有意に抑制された。
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　研究担当者（大谷　元＊、小林大介）

６　消化管ホルモンGLP-1 分泌促進 / 分解抑
制作用の解明
　ア　研究目的
　GLP-1 はインスリン分泌促進、膵 β 細胞保護作
用、食欲抑制などを持つ消化管ホルモンで、近年、
糖尿病治療において GLP-1 アナログや GLP-1 分解
抑制剤（DPP-IV 阻害剤）の有効性が示されている。
しかし、内因性 GLP-1 の産生／分泌促進を介した
耐糖能改善の試みは少ない。研究分担者は種々の食
品ペプチドに強い GLP-1 分泌促進作用があること、
中でもトウモロコシの難消化性タンパク質 Zein の
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加水分解物は、ラットにおいて GLP-1 分泌促進に
加え、血中での GLP-1 分解を抑制することで、イ
ンスリン分泌を増強し血糖上昇を抑制する、という
新規の生理機能を持つことを明らかにした 1）。また、
中枢機関における研究で、米タンパク質中に GLP-1
産生を促進する成分の存在を示す結果が見いだされ
た。
　本小課題では、米胚乳・米糠タンパク質の中で、
GLP-1 産生及び分泌を促進する成分を探索し、そ
の作用メカニズムを、研究分担者が保有する希少
な GLP-1 産生細胞株を用いて解明する。また、米
胚乳・米糠タンパク質には、トウモロコシタンパク
同様、GLP-1 分解を抑制するペプチド（DPP-IV 阻
害ペプチド）が存在する可能性が高く、これを探索
する。見いだされた米胚乳・米糠タンパク質を用い
て、実際に GLP-1 分泌促進／分解抑制介した耐糖
能改善作用が見られるかどうか、実験動物により確
認する。また、有効性が確かめられた米胚乳・米糠
タンパク質の作用を増強できるような食品成分の組
み合わせも検討する。

　イ　研究方法
　（ア）　米胚乳・米糠タンパク質加水分解物（米胚
乳・米糠ペプチド）の調製
　本研究課題では、米胚乳タンパク質として亀田
製菓株式会社より提供されたものを、米糠タンパ
ク質として築野食品工業株式会社より提供された
RBP80 を使用した。これら米胚乳・米糠タンパク
質をタンパク質分解酵素パパイン、またはペプシン
を用いて加水分解した。パパイン処理の手順は、中
性条件下で基質タンパク質を水（55℃）に懸濁して
おき、ここに対基質 0.5％の酵素粉末（パパイン F、
アサヒフーズ社製）を添加して 60 分間、撹拌しな
がらインキュベートした。沸騰水中で 20 分間加熱
し、酵素を失活させ、中和後遠心分離、濾過により
可溶性画分を回収した。これを凍結乾燥したものを
米胚乳・米糠タンパク質のパパイン分解物とした。
ペプシン処理の手順は、基質タンパク質を pH1.85
のリン酸溶液（37℃）に懸濁し、ここに対基質 0.5％
の酵素粉末（ペプシン、SIGMA 社製）を添加して
30 分、または 60 分間、撹拌しながらインキュベー
トした。沸騰水中で 20 分間加熱し、酵素を失活さ
せ、水酸化カルシウムにより中和後、遠心分離、濾

過により可溶性画分を回収した。これを凍結乾燥し
たものを米胚乳・米糠タンパク質のペプシン分解物
とした。
　（イ）　培養細胞での GLP-1 分泌活性試験
　米胚乳・米糠タンパク質、及びそれらの可溶性
成分、米胚乳・米糠ペプチドの GLP-1 分泌活性を、
マウス大腸由来の GLP-1 産生細胞株 GLUTag にて
評価した。GLUTag 細胞は、種々の栄養素刺激に
応答して、GLP-1 を放出することが多く報告されて
おり、GLP-1 産生細胞のモデルとして広く用いられ
ている。培養フラスコにてコンフルエントに達した
細胞をトリプシン処理により回収、懸濁し、48 ウェ
ルプレートに播種した。サブコンフルエントに達す
る２日後に培地を取り除き、試験用のバッファーに
てウェルを洗浄した。同バッファーに試料を溶解ま
たは懸濁し、これらに GLUTag 細胞を１時間暴露
し、上清に放出された GLP-1 濃度を ELISA にて測
定した。
　（ウ）　ラットでの GLP-1 分泌応答試験
　試料投与後の門脈血中 GLP-1 濃度を測定するた
め、一夜絶食させたラットに、米胚乳ペプチド溶
液を経口投与し、15 分後に麻酔下にて門脈血を
採取した。回収した血漿中の GLP-1 濃度を市販の
ELISA キットを用いて測定した。また、GLP-1 の
経時的変動を解析するために、頸静脈に血液採取用
のカテーテルを留置する外科手術を行い、回復期間
後に、絶食下で試料を経口投与した。経時的に頸静
脈血をカテーテルより採取し、血漿中 GLP-1 濃度
を測定した。
　（エ）　ラットにおける耐糖能試験（腹腔内糖負荷
試験）
　一夜絶食したラット（Sprague Dawley 系、7 ～
８週齢、雄性）に、米胚乳・米糠タンパク質懸濁液
または、米胚乳・米糠ペプチド物溶液等の試料を強
制経口投与（1 ～ 2 g/kg）し、その直後～ 30 分後
に腹腔内にグルコース溶液を投与（1 g/kg）した。
経時的に尾静脈血を採取し、血糖値、GLP-1 濃度等
を測定した。陰性対照として水を経口投与した。
また、米胚乳タンパク質、米糠タンパク質以外に
も、分離大豆タンパク質、小麦グルテンの経口投与
下で上述の耐糖能試験を実施し、米胚乳・米糠タン
パク質との比較を行った。
　（オ）　米胚乳ペプチド・米糠ペプチドの血中
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DPP-IV 活性への影響
　GLP-1 の N 末 端 ２ 残 基 の ジ ペ プ チ ド を 切 断
することで GLP-1 を不活性化するペプチダーゼ
Dipeptidyl peptidase-IV （DPP-IV）は、組織、血液
中に広く存在し、これを阻害する薬剤（DPP-IV 阻
害剤）はインクレチン関連薬として糖尿病治療に導
入されている。ここでは、腸管内に投与した米胚乳
ペプチド・米糠ペプチドが、血中の DPP-IV 活性に
影響するか、また、GLP-1 分泌並びに、分泌された
GLP-1 のうち、活性型として存在する GLP-1 の割
合に影響があるかを、麻酔下ラットでの in situ 腸
管結紮ループ試験により検討した。
　麻酔下のラットにおいて、GLP-1 産生細胞が豊富
に存在する回腸部位に結紮ループを作成し、試料溶
液（米胚乳ペプチド、米糠ペプチド、各 250 mg/
mL × 2 mL）をループ内に投与した。回腸局所の
血液を採取するために、回腸静脈にカテーテルを留
置し、経時的に 60 分まで採血を行った。採取した
血液より血漿を回収し、人工基質を用いて DPP-IV
活性を測定した。また、60 分に採取した血漿中の
GLP-1 濃 度（Total GLP-1 及 び Active GLP-1） も
ELISA により測定した。
　（カ）　米胚乳・米糠ペプチドの食後血糖上昇抑制
作用の検討（経口糖負荷試験）
　上述のように、米胚乳及び米糠ペプチドの経口投
与後に、腹腔内にグルコース溶液を投与する耐糖能
試験（腹腔内糖負荷試験）において、両米ペプチド
による血糖上昇抑制と GLP-1 分泌促進を明らかに
した。ここでは、より生理的な条件の一つとして、
米ペプチドの摂取が食後血糖に影響するかを検討す
るため、米胚乳及び米糠ペプチドと同時にグルコー
ス溶液を経口投与する経口糖負荷試験を実施した。
　絶食させた覚醒ラットにおいて、試料投与前の血
液を尾静脈より採取し、その後米胚乳ペプチドまた
は米糠ペプチド（0.1、0.5、1.0、2.0 g/kg）を混合
したグルコース溶液（2 g/kg）を経口投与した。15
分後から 120 分後まで経時的に尾静脈血を採取し、
血漿中のグルコース濃度、GLP-1 濃度を測定した。

　ウ　研究結果��
　（ア）　米胚乳タンパク質及び米糠タンパク質の加
水分解物調製の際の収率（表 5260-1）はパパイン
分解物では 20％未満であり、ペプシン分解の場合
はこれの３～４倍（36％～ 60％）の収率で加水分
解物を得ることができた。ペプシン処理において、
処理時間を 30 分から 60 分に延長しても収率にはわ
ずかな上昇しか見られなかった（1％～ 3％）。また、
いずれの酵素処理においても、米胚乳タンパク質の
方が米糠タンパク質よりも高い収率となった。
　（イ）　培養細胞での GLP-1 分泌活性試験（図
5260-1）
　GLP-1 産生細胞株 GLUTag を用いた試験におい
て、米胚乳・米糠タンパク質の懸濁液（10 mg/ml）
に含まれる可溶性成分に、GLP-1 分泌作用が見られ
た。また、可溶化能の高いプロテアーゼであるパパ
インまたはペプシンにより、米胚乳・米糠タンパク
質を加水分解したもの（ペプチド）を調製し、同様
に GLP-1 分泌応答を評価したところ、いずれの加
水分解物も高い GLP-1 分泌促進作用を示した。そ
の作用は、これまでにラット経口投与により GLP-1
分泌促進を介して血糖上昇を抑制することが示され
ているトウモロコシペプチド（ZeinH）1-3）と同等、

表 5260-1　米胚乳タンパク質、米糠タンパク質加水分解物の回収率

図 5260-1�　GLP-1 産生細胞株における米胚乳ペプチ
ド（10 mg/ml）の GLP-1 分泌促進作用

　値はコントロール（Blank）の上清中の GLP-1 濃度
に対する相対値 + 標準誤差
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あるいはより強力なものであった。
　（ウ）　ラットでの GLP-1 分泌応答（図 5260-2）
　in vivo での米胚乳ペプチド、米糠ペプチドの
GLP-1 分泌促進作用を確かめるために、米胚乳・米
糠ペプチドを 2 g/kg の用量で経口投与し、15 分後
の門脈血を採取したところ、両ペプチドの投与に
よりコントロール群に比べて有意に高い血中 GLP-1
濃度が観察された。また、頸静脈カニューレを留置
したラットにおいて、米胚乳タンパク質（1 g/kg）
を経口投与したところ、投与後 15 分において血中
GLP-1 濃度の上昇傾向が見られた。
　（エ）　ラットにおける耐糖能試験（腹腔内糖負荷
試験）（図 5260-3）
　絶食させた正常ラットに、米糠タンパク質または
米糠タンパク質を各 2 g/kg にて経口投与し、15 分
後に腹腔内にグルコース溶液（1 g/kg）を投与し
たところ、米胚乳タンパク質の経口投与によりコン
トロール群に比べて血糖上昇が抑制されたが、米糠
タンパク質ではコントロール群との差異は見られな
かった。また、大豆タンパク質、小麦タンパク質の
経口投与では米胚乳タンパク質のような血糖上昇抑
制作用は見られなかった。
　培養細胞での試験において強い GLP-1 分泌促進
作用を示した米胚乳ペプチド及び米糠ペプチド（い
ずれもペプシン処理 30 分）を用いて、上記と同様
に耐糖能試験を行ったところ、米胚乳ペプチド（2 
g/kg）を腹腔内糖負荷の 15 分前に経口投与してお
くことで、糖負荷後の血糖上昇が抑制された。

　また、容量依存性を調べるため、1 g/kg、2 g/kg
にて米胚乳ペプチドを経口投与したところ、投与量
に依存して血糖の上昇が抑制された。この時、血中
GLP-1 濃度を測定したところ、米胚乳ペプチドの投
与量に依存して GLP-1 濃度が上昇した。
　米糠ペプチドについては、糖負荷 15 分前、30 分
前の経口投与では血糖上昇抑制は見られなかった
が、糖負荷直前の経口投与により、糖負荷 30 分後
の血糖値がコントロール群よりも低値を示した。こ
の時、血中の GLP-1 濃度は、投与後 15 分から 60
分までコントロール群よりも高い値を維持した。
　（オ）　米胚乳ペプチド・米糠ペプチドの血中
DPP-IV 活性への影響
　回腸静脈中の DPP-IV 活性は、両米ペプチド投与
群で 15 分後から 60 分後まで低下し、米胚乳ペプチ
ド投与群では 30 分においてコントロール群（水 2 
mL 投与）に比べて有意な低下となった。60 分に採
取した血液中の Total GLP-1（活性型と不活性型両
者を含む）については、両群ともにコントロール群
よりも高い傾向となった。また、Active GLP-1（活
性型 GLP-1 のみを測定）は、米胚乳ペプチド投与
群、米糠ペプチド投与群ともにコントロール群に
比べて有意に高い値となった。Active GLP-1/Total 
GLP-1 比を算出したところ、米ペプチドを投与した
両群で、コントロール群の２倍となった。
　（カ）　米胚乳・米糠ペプチドの食後血糖上昇抑制
作用の検討（経口糖負荷試験）
　経口グルコース負荷後の血糖は、米胚乳及び米糠

図 5260-2�　ラットにおける米胚乳ペプチド経口投与
15 分後門脈血中 GLP-1 レベル値はコント
ロールの GLP-1 濃度に対する相対値 + 標準
誤差。＊はコントロール群に対する有意差
を示す。（P < 0.05）

図 5260-3�　ラットにおける米胚乳ペプチド経口投与に
よる血糖上昇抑制

　値は糖負荷後のグルコース濃度の変化量 + 標準誤差。
＊はコントロール群に対する有意差を示す。（P < 0.05）
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ペプチドそれぞれ 0.5 g/kg 以上の投与により、30
分においてコントロール群に比べ有意に低値となっ
た。1 g/kg 及び 2 g/kg 投与では両ペプチドともに
15 分においても有意に低い値を示した。また、コ
ントロール群の血糖値は 15 分でピーク値を示した
が、米ペプチド共投与群では、30 分～ 60 分におい
てピーク値を示した。血中の total GLP-1 濃度は、
米胚乳ペプチド 1 g/kg 及び 2 g/kg 投与で 15 分～
30 分にかけて上昇が見られた。米糠ペプチドにつ
いては 2 g/kg 投与群でのみ 30 分、60 分において
コントロール群より高値を示した。120 分までの曲
線下面積を算出したところ、米胚乳及び米糠ペプチ
ドともに 2 g/kg 投与でコントロール群よりも有意
に高い値となった。

　エ　考　察
　（ア）　米胚乳・米糠タンパク質加水分解物（米胚
乳・米糠ペプチド）の調製
　米胚乳タンパク質及び米糠タンパク質の加水分解
には、パパインよりもペプシンの方が高い収率でペ
プチドを得ることができたことより、米タンパク質
の場合はペプシン分解の方が効率よくペプチドを回
収できると考えられた。また、ペプシン分解物につ
いては、30 分の処理時間に比べ 60 分の処理時間に
より調製した加水分化物で GLP-1 分泌活性の低下
傾向が、米胚乳由来試料及び米糠由来試料の両者で
見られたことから、ペプシン 30 分分解物を「米胚
乳ペプチド」、「米糠ペプチド」として以降の動物実
験で用いることとした。米糠タンパク質は米胚乳タ
ンパク質に比べて加水分解物の収率が低かったこと
より、米糠タンパク質は、米胚乳タンパク質よりも
消化抵抗性が高いと考えられた。
　（イ）　培養細胞での GLP-1 分泌活性
　米胚乳タンパク質及び米糠タンパク質の懸濁液上
清に GLP-1 分泌促進作用が見られたことから、こ
れらに含まれる可溶性の成分に強い GLP-1 分泌促
進作用があることが考えられた。米胚乳タンパク質
及び米糠タンパク質は、水への溶解性は極めて低い
ことから、10 mg/ml で調製した懸濁液の上清に含
まれる可溶性成分の濃度は 10 mg/ml よりも大幅に
低いと想定される。本試験系では GLP-1 分泌の有
意な促進には、ペプチドの場合 5 mg/ml 程度の濃
度が必要であり、米胚乳タンパク質及び米糠タンパ

ク質の可溶性成分は低濃度で GLP-1 分泌を促進で
きる比活性の高い成分であると考えられる。
　米胚乳タンパク質及び米糠タンパク質をパパイ
ンで加水分解したものは、トウモロコシのタンパ
ク質 Zein を同様に加水分解した ZeinH よりも高い
GLP-1 分泌作用を示した。またペプシン分解物も
同様に高い GLP-1 分泌活性を示したことから、米
胚乳及び米胚乳由来のタンパク質、ペプチドが、in 
vivo での経口投与により胃内消化（ペプシン消化）
を受けても、強い GLP-1 分泌を誘導することが期
待された。また、懸濁液上清に比べて加水分解物が
高い GLP-1 分泌活性を示したことから、酵素処理
により遊離したペプチドが GLP-1 分泌活性に寄与
すると考えられた。
　（ウ）　ラットでの GLP-1 分泌応答
　米胚乳・米糠ペプチドの単回経口投与により門脈
血中 GLP-1 が高まり、即ちこれらのペプチドの経
口投与が GLP-1 分泌を亢進することが確かめられ
た。また、頸静脈カニューレ留置ラットでの試験に
より、米胚乳タンパク質の経口投与でも GLP-1 分
泌を促進する可能性が示唆された。これらの結果よ
り、上述の培養細胞株での試験において強い GLP-1
分泌活性を示した米由来のペプチドが、ラットへの
単回経口投与により GLP-1 分泌促進を介して血糖
上昇を抑制する可能性が示された。
　（エ）　ラットにおける耐糖能試験（腹腔内糖負荷
試験）
　頸静脈カニューレ留置ラットを用いた試験によ
り、GLP-1 分泌を促進する傾向が見られた米胚乳タ
ンパク質を、同様に経口投与し糖負荷試験を行った
ところ、その後のグルコース負荷に対する血糖上昇
が弱められ、米胚乳タンパク質による血糖上昇抑制
作用が明らかとなった。一方、米糠タンパク質、大
豆タンパク質、小麦グルテンにはそのような作用は
見られず、米胚乳タンパク質経口投与による血糖上
昇抑制は、食品タンパク質全般による非特異的な作
用ではなく、米胚乳タンパク質に強い血糖上昇抑制
作用があることが明らかとなった。米胚乳タンパク
質の経口投与のタイミングを変えて同様に耐糖能試
験を実施したところ、糖負荷 30 分前及び同時投与
では明確な血糖上昇抑制作用は見られず、米胚乳タ
ンパク質については、糖負荷 15 分前の経口投与が
至適条件であることが示された。
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　米胚乳ペプチドの経口投与により用量依存的な血
中 GLP-1 濃度上昇並びに血糖上昇の抑制が見られ
たことから、経口投与された米胚乳ペプチドが、腸
管内で GLP-1 分泌を刺激して、血糖上昇を抑制す
ることが確かめられた。
　米糠ペプチドについては、糖負荷直前の経口投与
により血糖上昇抑制が見られたが、15 分前、30 分
前の投与ではその作用は見られなかったことから、
ペプチドの場合も経口投与するタイミングによって
血糖への影響が異なること、米糠ペプチドの場合
は、糖負荷直前が有効であり、米胚乳ペプチドは
15 分前投与でも有効であることが明らかとなった。
また、門脈血で見られた結果と同様に、米糠ペプチ
ド投与の 15 分後において血中 GLP-1 濃度の上昇が
確認され、これにより血糖上昇が抑制されたものと
考えられた。
　（オ）　米胚乳ペプチド・米糠ペプチドの血中
DPP-IV 活性への影響
　回腸静脈中の DPP-IV 活性が米胚乳ペプチド、米
糠ペプチド投与により持続的に低下したことより、
回腸管腔内に投与したこれらの米ペプチドにより血
中の DPP-IV 活性が抑制されることが明らかとなっ
た。また、これらペプチドが回腸管腔内で直接的に
GLP-1 分泌を促進することも確かめられた。また、
total GLP-1 中の active GLP-1 の比率は、米胚乳ペ
プチド投与群、米糠ペプチド投与群ともにコント
ロール群に顕著に高まったことより、回腸に投与し
た米ペプチドにより分泌された GLP-1 のうち、活
性型として存在する GLP-1 の割合が高まることが
明らかとなり、これには血中での DPP-IV 活性抑制
が寄与する可能性が示された。この結果により、米
胚乳ペプチド、米糠ペプチドが GLP-1 分泌促進作
用に加え、血中 DPP-IV 活性を抑制する作用がある
ことが明らかとなった。これら米ペプチド由来の短
いペプチド断片（ジ、トリペプチド）が消化管上皮
で吸収後に血中に移行して、DPP-IV に拮抗的に認
識されることで人工基質に対する活性の低下及び、
血中 GLP-1 の分解抑制に寄与した可能性が考えら
れるが 4）、どのようなペプチド断片が寄与するのか
も含めて、今後の検討が必要と考える。
　（カ）　米胚乳・米糠ペプチドの食後血糖上昇抑制
作用の検討（経口糖負荷試験）
　食後血糖応答の指標として用いられる経口糖負荷

試験においても、米胚乳及び米糠ペプチドは血糖上
昇を抑制することが明らかとなり、0.5 ～ 1.0 g/kg
以上の用量で有効であることが示された。このと
き、0.5 g/kg 以上投与した群において血糖値のピー
ク時が遅れたことから、胃から小腸へのグルコース
の移行、即ち胃排出が抑制されていると考えられ
た。GLP-1 は胃排出抑制作用も有することから、1
～ 2 g/kg の用量で観察された GLP-1 濃度の上昇が、
胃排出抑制に寄与したことも考えられるが、低用量
での作用については GLP-1 の関与は低いのかも知
れない。
　経口糖負荷試験により、米ペプチドの GLP-1 分
泌作用を増強する食品成分として、グルコースの
作用を検討することができた。グルコースは GLP-1
分泌を促進する栄養素として最も良く知られている
が、ラットへの 2 g/kg の経口投与、尾静脈採血で
は GLP-1 分泌促進は観察されず、むしろ低下させ
る傾向が見られた。これに対して共存する米胚乳及
び米糠ペプチドは、グルコースによる分泌抑制傾向
が見られる条件下でも、同用量（2 g/kg）において
GLP-1 分泌を促進することが明らかとなった。以上
の結果より、米ペプチドの同時摂取が食後高血糖を
緩和し、耐糖能不全の予防に有効である可能性が示
唆された。

　オ　今後の課題
　（ア）　GLP-1 分泌促進並びに GLP-1 分解抑制に
寄与するペプチド構造の特定
　米胚乳タンパク質、米糠タンパク質の加水分解物

（ペプチド）に、ラットにおける GLP-1 分泌促進、
血中 DPP-IV 活性抑制作用が見られたが、これらの
作用を担うペプチド構造は不明であり、種々の手法
により分画し、活性ペプチドの特定を目指す。
　（イ）　病態モデルでの検討
　上述の成果は、正常動物での試験においてえら得
たものであり、本課題において見いだされた米胚乳
タンパク質、米糠タンパク質及びその加水分解物

（ペプチド）の単回投与あるいは連続摂取が、食事
誘導性肥満、糖尿病モデル動物において耐糖能改善
作用を示すか、更には予防的効果があるか等の検討
が必要である。
　（ウ）　ヒト経口投与での実用性の検討
　これまでの試験はラットでの試験までしか実施で
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きておらず、ヒトにおいて同様の血糖上昇抑制作用
が見られるかの検討が必要である。また、活性成分
を濃縮することで経口投与の用量を減らすことも必
要と考えられる。

　カ　要　約
　米由来のタンパク質（米胚乳タンパク質、米糠
タンパク質）が、消化管ホルモン Glucagon-like 
peptide-1（GLP-1）の分泌促進及び分解抑制を介し
て血糖の上昇を抑制するかを、ラットを用いて検討
した。
　（ア）　米胚乳タンパク質、米糠タンパク質をパパ
インまたはペプシンにより加水分解し、ペプシン分
解の方が、米胚乳タンパク質、米糠タンパク質とも
に高い収率でペプチドを調製することができた。
　（イ）　上記の加水分解物の GLP-1 分泌活性をマ
ウス大腸由来 GLP-1 産生細胞株にて評価したとこ
ろ、いずれも強力な GLP-1 分泌活性を有すること
が明らかとなった。
　（ウ）　ペプシン分解したものをそれぞれ米胚乳ペ
プチド、米糠ペプチドとし、ラットに単回経口投与
したところ、投与 15 分後の門脈血中 GLP-1 濃度上
昇、即ち in vivo での GLP-1 分泌促進作用が明らか
となった。
　（エ）　ラットでの耐糖能試験（腹腔内糖負荷試
験）において、米胚乳ペプチド、米糠ペプチドをあ
らかじめ経口投与しておくことで、GLP-1 分泌が促
進され、血糖上昇が抑制されることが示された。
　（オ）　麻酔下ラットの回腸管腔内に米胚乳ペプ
チド、米糠ペプチドを投与することで、回腸静脈
中 DPP-IV 活性の低下が見られた。また、回腸静脈
血における Total GLP-1 中の活性型 GLP-1 の比率
が米胚乳ペプチド、米糠ペプチド投与により高ま
り、これらのペプチドが DPP-IV 活性抑制を介して
GLP-1 の分解を抑制することが示唆された。
　（カ）　グルコース溶液を経口投与する経口糖負荷
試験においても、両米ペプチドの経口投与により
血糖の上昇が抑制され、GLP-1 の分泌促進も確認さ
れ、食後血糖上昇を緩和できる可能性が示唆され
た。
　以上のように、ラットにおいて米胚乳ペプチド、
米糠ペプチドの経口投与が GLP-1 分泌促進及び
GLP-1 分か抑制を介して食後血糖上昇を抑制できる

ことが示された。
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７　米由来抗菌ペプチドの病原菌に対する作用
メカニズムの解明
　ア　研究目的
　米タンパク質由来の複数の抗菌ペプチドを新規に
同定し、それらの抗菌ペプチドのヒト病原菌に対す
る抗菌スペクトルと生体防御機能を解明する。ま
た、抗菌ペプチドの細胞膜への作用及びタンパク質
合成系への作用を解明するためのアッセイ法を確立
し、抗菌ペプチドの作用メカニズムを明らかにす
る。特に、確立したアッセイ手法を用いて、歯周病
菌である Porphyromonas gingivalis や日和見感染
真菌である Candida albicans などのヒト病原菌に
対して抗菌活性を示すペプチドの作用メカニズムを
解明する。更に、抗菌ペプチドの抗炎症作用や創傷
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治癒作用などの生体防御機能を解明し、それらのペ
プチドを歯周病や口内炎などのヒトの疾病の予防や
治療に応用する。

　イ　研究方法
　（ア）　米タンパク質の部分配列から、タンパク質
表面に分布していること、α- へリックス構造を有
すること、正味の正電荷を有すること、塩基性アミ
ノ酸と疎水性アミノ酸が含まれていることを条件と
して、抗菌ペプチドを探索した。見出したペプチド
を化学合成し、歯周病菌をはじめとする 10 種類の
ヒト病原菌に対する抗菌活性を測定した。
　（イ）　見出した抗菌ペプチドの抗菌作用を細胞
膜への作用とタンパク質合成系への作用に分けて
検討した。細胞膜への作用は、a. 人工リン脂質二重
膜を用いた方法、b. 蛍光プローブである diSC3-5 を
用いた細胞膜脱分極法、c. 巨大単一ベシクルを用い
た方法、d. 細胞膜透過性を付与した蛍光色素であ
る Calcein-AM を用いた方法、及び e. フローサイト
メーターを用いた方法によって、それぞれ評価し
た。一方、タンパク質合成系への作用を解明するた
めに、無細胞合成系を用いた緑色蛍光タンパク質の
合成阻害及びその転写ステップと翻訳ステップの阻
害、更に変性酵素を用いたリフォールディングの阻
害を、それぞれ評価するアッセイ系を確立し、抗菌
ペプチドの細胞内標的について検討した。
　（ ウ ）　 抗 菌 ペ プ チ ド の 抗 炎 症 作 用 を 解 明
す る た め に、 内 毒 素 で あ る リ ポ 多 糖（LPS: 

Lipopolysaccharide） で 刺 激 し た マ ウ ス マ ク ロ
ファージ（RAW264）による一酸化窒素（NO）産
生に対する抗菌ペプチドの抑制作用とそのメカニズ
ムについて検討した。また、抗菌ペプチドの創傷治
癒作用を解明するために、ヒト臍帯静脈血管内皮細
胞（HUVEC）の管腔形成に対する抗菌ペプチドの
促進作用について検討した。

　ウ　研究結果�
　米タンパク質のアミノ酸配列の探索、候補ペプチ
ド配列の化学合成、及びそれらのペプチドの抗菌活
性、抗炎症作用、抗内毒素作用、創傷治癒作用など
の機能解析とメカニズムの解明に関して検討した。
本研究において得られた結果は、以下のようにまと
められる。
　（ア）　米タンパク質由来ペプチドの抗菌活性につ
いて
　　ａ　酵素 Cyanate lyase 由来抗菌ペプチド  
　精白米抽出液から歯周病菌（Porphyromonas 
gingivalis）が分泌するプロテアーゼ（Arginine　
gingipain : Rgp）結合タンパク質を精製し、同定
した結果、Cyanate lyase などの 17 種類のタンパ
ク質を見出した。また、Cyanate lyase の部分配列

［RRLMAAKAESRK］（ 分 子 量 1416.709） で あ る
塩基性アミノ酸（R: アルギニン、K: リジン、H: ヒ
スチジン）を多く含むペプチド CL-12 （表 5270-1）
が Rgp の活性を阻害すること、及び歯周病菌に対
して抗菌活性を発揮することを見出した（図 5270-

表 5270-1　米タンパク質由来抗菌（生体防御）ペプチドの特徴

1）3 種類の米タンパク質から 6 種類の抗菌ペプチドを見出した。
2） 抗菌ペプチドは、等電点が高く、正味の電荷が＋であり、分子

量が 1000 ～ 3000 Da であった。
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1）。また、蛍光色素を封入したリン脂質二重層から
なるベシクルを用いたアッセイ、巨大単一ベシクル

（直径 10 ～ 20μm）を用いた顕微鏡観察（図 5270-
2）、及び蛍光プローブを用いた細胞膜脱分極アッセ
イによって、CL-12 は歯周病菌の細胞膜に作用して
殺菌活性を発揮することを解明した１）。
　　ｂ　Heat shock protein 由来抗菌ペプチド
　米タンパク質の部分配列から、タンパク質表面に
分布していること、α- へリックス構造を有するこ
と、塩基性アミノ酸と疎水性アミノ酸が含まれてい
ることなどを条件として、更に抗菌ペプチドを探索
した。その結果、Heat shock protein 70 から、３
種類の抗菌ペプチド候補 Hsp70-13、Hsp70-18、及
び Hsp70-14 を見出した（表 5270-1）。これらのペ

プチドを化学合成し、歯周病菌（Porphyromonas 
gingivalis）やニキビ菌（Propionibacterium acnes）
をはじめとする 10 種類のヒト病原菌（表 5270-2）
に対する抗菌活性を測定した結果、いずれのペプチ
ドも歯周病菌（Porphyromonas gingivalis）に対し
て抗菌活性を発揮した 2）。また、Hsp70-18 はカン
ジタ性口内炎の原因菌（日和見感染真菌）である
Candida albicans に対しても抗菌活性を有していた

（図 5270-3）。また、膜透過性を付与した蛍光プロー
ブ（Calcein-AM）を用いた細胞膜損傷アッセイ（図
5270-4）、及びフローサイトメーターを用いて核酸
染色蛍光色素（Propidium iodide）で染色される細
胞数を測定する細胞膜損傷アッセイ（図 5270-5）
によって、ポジティブコントロールとして用いたハ

図 5270-1　CL-12 の歯周病菌（P. gingivalis）に対する抗菌作用
　CL-12 は、2 種類の歯周病菌に対して抗菌活性を示した。

図 5270-2　 CL-12 のグラム陰性菌細胞膜模倣ベシクルの破壊作用
1）  CL-12 は、グラム陰性菌細胞膜模倣ベシクル（巨大単一ベシクル）の表

面に集積した後、ベシクルを破壊した。
2）  CL-12 は、歯周病菌の細胞膜を破壊することによって、抗菌活性を発揮

することが明らかになった。
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表 5270-2　本研究で対象としたヒト病原微生物

1） AmyI-1-18 は、広い抗菌スペクトルを有していた。
2） AmyI-1-18 は、特に歯周病菌とニキビ菌に対して高い抗菌活性を示した。
3）  Amyl-1-18 は、虫歯菌、日和見感染真菌、ニキビ菌、大腸菌、黄色ブドウ球菌、 

緑膿菌などに対しても抗菌活性を示した。

図 5270-3�　Hsp70-18 の歯周病菌（P. gingivalis）と日和見感染真菌
（C .albicans）に対する抗菌作用

1） Hsp70-18 は、歯周病菌と日和見感染真菌に対して抗菌活性を示した。
2） Hsp70-18 の歯周病菌に対する抗菌活性は、CL-12 に比べて高かった。

図 5270-4�　Hsp70-18 に よ る 日 和 見 感 染 真 菌（C. 
albicans）からの Calcein の放出

1）  Hsp70-18は、ポジティブコントロールとして用いたハ
チ毒由来の Melittin と同じように日和見感染真菌（C. 
albicans） から濃度に依存して、Calcein を放出した。

2）  Hsp70-18 は、日和見感染真菌（C. albicans）の細胞
膜に対する作用して抗菌活性を発揮することが明らかと
なった。

図 5270-5�　Hsp70-18 処理によって染色された細胞数
のフローサイトメーターによる計測

1）  Hsp70-18 を用いて処理することによって、ポジティ
ブコントロールとして用いたハチ毒由来の Melittin
と同じように、核酸が染色された日和見感染真菌（C. 
albicans）の数が濃度に依存して徐々に増大した。

2）  Hsp70-18 は、日和見感染真菌（C. albicans）の細胞
膜を損傷することによって抗菌活性を発揮すること
が明らかとなった。
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チ毒由来の Melittin と同じように、Hsp70-18 は歯
周病菌及び日和見感染真菌の細胞膜に主に作用して
殺菌活性を発揮することを解明した 2）。
　　ｃ　α- アミラーゼ由来抗菌ペプチド
　新たに米タンパク質から抗菌ペプチド候補を探索
した結果、α- アミラーゼ（AmyI-1）から、　2 種類
の抗菌ペプチド候補 Amyl-1-18 及び Amyl-1-17 を見
出した（表 5270-1）4）。これらのペプチドを化学合
成し、10 種類のヒト病原菌（表 5270-2）に対する
抗菌活性を測定した結果、どちらのペプチドも歯周
病菌（Porphyromonas gingivalis）に対して抗菌活性
を発揮した。また、Amyl-1-18 の Porphyromonas 
gingivalis に対する抗菌活性は、CL-12 の約 26 倍、
Hsp70-18 の約５倍であった。更に Amyl-1-18 は、
虫歯菌、日和見感染真菌、ニキビ菌、大腸菌、黄
色ブドウ球菌、緑膿菌などに対しても抗菌活性を
示し、抗菌スペクトルが広いことを明らかにした

（ 表 5270-2）。 一 方、Amyl-1-18 の Porphyromonas 
gingivalis に対する抗菌作用メカニズムを解明する
ために、細胞膜脱分極アッセイを実施した結果、細
胞膜への作用は CL-12 や Hsp70-18 に比べて弱いこ
とがわかった。また、膜透過性を有する蛍光プロー
ブ（Calcein-AM）を用いた細胞膜損傷アッセイ、
及びフローサイトメーターを用いて核酸染色蛍光色
素（Propidium iodide）で染色される細胞数を測定
する細胞膜損傷アッセイによって、Amyl-1-18 の日
和見感染真菌の細胞膜に対する作用を解析した。そ
の結果、細胞膜への作用は Hsp70-18 に比べて弱い
ことがわかった。そこで、無細胞タンパク合成系を
用いて､ タンパク質合成への影響を検討した結果、
Amyl-1-18 はタンパク質合成を阻害することが示唆
された。
　　ｄ　米タンパク質由来抗菌ペプチドに共通する
特徴
　抗菌活性を有するペプチドに共通する特徴は、
10-20 残基のアミノ酸から構成されている点、アル
ギニン（R）、リジン（K）、ヒスチジン（H）など
の塩基性アミノ酸を多く含む点、及び疎水性アミノ
酸（L: ロイシン、I : イソロイシン、V: バリン）を
含む点であることを見出した。また、CL-12 の欠失
体ペプチドや塩基性アミノ酸をアラニンに置換した
ペプチド変異体を化学合成し、それらの歯周病菌に
対する抗菌活性を比較することによって、抗菌活性

に対する塩基性アミノ酸（アルギニンとリジン）の
寄与を明らかにした 1,3）。また、現在、Amyl-1-18 の
塩基性アミノ酸をアラニンで置換した５種類のペプ
チド変異体、及び極性を有するアミノ酸を疎水性ア
ミノ酸で置換した５種類のペプチド変異体を化学合
成し、それらの抗菌活性を測定している。以上のよ
うに、抗菌（生体防御）活性を有する化学合成ペプ
チドに共通する性質を詳細に解明する基盤研究にも
取り組んだ。
　（イ）　米タンパク質由来抗菌ペプチドの抗炎症・
抗内毒素作用について
　内毒素であるリポ多糖（LPS）とその構成成分
である Lipid A で刺激したヒト大動脈血管内皮細
胞（HAEC）による炎症性サイトカインであるイン
ターロイキン -6（IL-6）の産生量を測定することに
よって、CL-12 の抗炎症作用を解析した。LPS 及び
Lipid A によって刺激された HAEC による IL-6 の
産生量は、どちらも大幅に増加したが、添加する
CL-12 濃度をあげるにつれて、その産生量は徐々に
減少した。また、LPS 及び Lipid A によって刺激
したマウスマクロファージ（RAW264）による細胞
傷害性の一酸化窒素（NO）の産生量への影響を検
討した。その結果、LPS 及び Lipid A によって刺
激した場合に、NO は大幅に増加したが、CL-12 の
添加濃度に依存して、その産生量は徐々に減少し
た。また、CL-12 自体には、NO 産生を誘導する作
用はなかった。同じようにして NO の産生量への影
響を検討した結果、Amyl-1-18 は CL-12 と同じ程度
の NO 産生抑制作用を示した。したがって、Amyl-
1-18 と CL-12 は、抗炎症作用を有することが明ら
かとなった。また、マウスを用いた動物実験にお
いて、CL-12 は大腸菌の内毒素である LPS の致死
作用を抑制することが明らかとなった。更に、CL-
12、Hsp70-18、及び Amyl-1-18 は、いずれもリムル
ステスト（市販 LPS 定量キット）による解析から、
LPS に直接結合することが明らかとなった。更に、
CL-12 及び Amyl-1-18 は、生体分子間相互作用解析
装置（Biacore X: GE Healthcare）を用いた相互作
用解析から、LPS 及び Lipid A に直接結合すること
によって、それらの作用を抑制することが明らかと
なった 5）。
　（ウ）　米タンパク質由来抗菌ペプチドの創傷治癒
作用について
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　AmyI-1-18 の創傷治癒作用を、ヒト臍帯静脈血管
内皮細胞（HUVEC）の管腔形成促進作用に基づい
て評価した。創傷治癒作用を有するヒト由来の生体
防御ペプチドとして知られている LL-37 をポジティ
ブコントロールとして、AmyI-1-18 の管腔形成促進
作用を比較検討した。細胞懸濁液に 0.1、0.5、1 µM 
の AmyI-1-18 を添加した後、15 時間培養し、マト
リゲル内で HUVEC が形成した管腔構造を、顕微鏡
を用いて 40 倍の倍率で観察し、その長さを計測し
た 5）。その結果、AmyI-1-18 は LL-37 と同じ濃度範
囲（0.1 ～ 1 µM）で管腔形成促進作用を示し、その
作用は添加した濃度に依存していた。また、顕微鏡
観察した結果から、LL-37 と同じモル濃度（1 µM：
4.5μg/mL） の AmyI-1-18 （1 µM：2.3μg/mL） を 添
加したときに、LL-37 と同じように、管腔構造を
有する細胞の長さが増加していることがわかった。
したがって、AmyI-1-18 は、LL-37 と同じように、
HUVEC の管腔形成促進作用を有することから、創
傷治癒作用を示すことがわかった 5）。更に、同じよ
うにして CL-12 と Hsp70-18 について測定した結果、
Amyl-1-18 と同じ濃度範囲（0.1 ～ 1 µM）で管腔形
成促進作用を示した。
　（エ）　米タンパク質由来抗菌ペプチドの細胞毒性
について
　見出した６種類の米タンパク質由来抗菌ペプチド
について、マクロファージに対する細胞毒性とヒツ
ジ赤血球に対する溶血活性を検討した。その結果、

CL-12 は抗菌活性を発揮する 500μM 以下の濃度範
囲では、細胞毒性をまったく示さず、溶血活性も検
出できなかった（図 5270-6）1,2,5）。しかし、Hsp70-
18 は溶血活性をほとんど示さなかったが、500μM 

（約 1.2 mg/mL）の濃度で細胞毒性（約 50％）を示
した（図 5270-7）2）。一方、Amyl-1-18 は 1,000μM 

（約 2.3 mg/mL）の濃度で弱い溶血活性（約 20％）
を有していた 5）。

　エ　考　察
　（ア）　米タンパク質由来抗菌ペプチドの共通す
る特徴は、10-20 残基のアミノ酸から構成されてい
る点、アルギニン（R）、リジン（K）、ヒスチジン

（H）などの塩基性アミノ酸を多く含む点、及び疎
水性アミノ酸（L: ロイシン、I : イソロイシン、V:
バリン）を含む点であることを見出した。また、立
体構造が既に知られている場合やホモロジーモデル
が存在する場合には、タンパク質の表面に存在する
アミノ酸配列を探索することによって、抗菌活性を
示すペプチドを見出す確率は更に高くなると考えら
れる。したがって、これらの共通する特徴を有する
タンパク質表面に存在するペプチドを探索すれば、
更に多くの抗菌ペプチドを発見できると考えられ
る。
　（イ）　見出した抗菌ペプチドの作用メカニズム
を検討した結果、CL-12 と Hsp70-18 は細胞膜に作
用することが明らかになった。しかし、AmyI-1-18
は、細胞膜への作用が弱いことから、他の作用メカ
ニズムを有することが示唆された。本研究において
確立したタンパク質合成系に対する作用を評価でき

図 5270-6　CL-12 の細胞毒性と溶血活性
1）  CL-12 は、マクロファージ細胞に対して毒性を示さ

なかった。
2） CL-12 は、溶血活性を示さなかった。

図 5270-7　Hsp70-18 の細胞毒性と溶血活性
1） Hsp70-18 は、マクロファージ細胞に対してほとんど毒

性を示さなかった。
2）Hsp70-18 は、溶血活性を示さなかった。
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るアッセイ系を用いて、今後、AmyI-1-18 の細胞内
標的ステップや分子を解明し、作用メカニズムを解
明することが必要である。また、抗菌ペプチドの作
用メカニズムに及ぼすアミノ酸（配列）や立体構造
の影響を明らかにすることが必要である。これらの
結果に基づいて、ペプチドの抗菌活性を向上させる
ことができるばかりでなく、抗菌作用メカニズムの
異なるペプチドを分子設計できることになり、それ
らの組み合わせによる相乗効果によって抗菌活性の
向上が期待される。　
　（ウ）　ペプチドの抗菌作用と抗炎症作用に関する
作用メカニズは、大部分解明できたが、創傷治癒作
用を発揮するメカニズムは、未解明である。ペプチ
ドの創傷治癒作用メカニズムを解明し、作用メカニ
ズムに及ぼすペプチドのアミノ酸（配列）や立体構
造の影響を明らかにすることが必要である。
　（エ）　３種類の米タンパク質のアミノ酸配列を探
索した結果、抗菌、抗内毒素、抗炎症、創傷治癒作
用などの生体防御機能を有する６種類のペプチドを
発見し、それらに共通する特性（高い等電点、正味
の正電荷、分子量範囲など）を見出した。そこで、
抗菌、抗内毒素、抗炎症、創傷治癒、免疫調節など
のうち、特定の特化した作用や複数の多彩な作用を
有する生体防御ペプチドを開発できれば、新たな健
康保持増進機能を有する製品の素材として利活用で
きると想定される。

　オ　今後の課題
　（ア）　天然物由来の抗菌ペプチドは、従来の抗生
物質に代わる医薬品、ヘルスケア製品や機能性食品
の素材として注目されている 6-10）。本研究において、
米タンパク質由来の６種類のペプチドがヒト病原菌
に対して抗菌活性を示すことを見出した。これらの
中で米の α- アミラーゼ由来のペプチド AmyI-1-18
は、細胞膜破壊作用が弱かったことから、細胞内分
子を標的とした抗菌作用メカニズムを有する可能性
が高いと考えられる。そこで、今後、本研究で確立
した抗菌ペプチドの阻害作用を定量的に測定できる
無細胞系のアッセイ手法及び分子シャペロンを用い
たリフォールディリングのアッセイ手法を用いて、
AmyI-1-18 のタンパク質合成の各ステップ（転写、
翻訳、フォールディリング）に対する作用を、他の
抗菌ペプチドの作用と比較しながら、定量的に解明

することが必要である。また、AmyI-1-18 の細胞内
標的分子をアフィニティ精製・同定し、標的分子と
AmyI-1-18 の相互作用を解析し、ペプチドの構造的
特徴と抗菌活性の相関関係を解明する手法を開発す
ることが必要である。この手法を開発することがで
きれば、これまで細胞内標的分子が不明であった多
数の抗菌ペプチドの作用メカニズムを解明すること
ができる。
　（イ）　ペプチドの生体防御機能を明らかにする一
環として、ペプチドの創傷治癒作用メカニズムを、
a.Apotosis に関与する Caspase-3 活性の抑制作用、
b. 内皮細胞の走化性（Migration）促進作用、c. 増
殖促進因子レセプター（VEGFR-2）の活性化作用、
及び d. レセプター活性化に関与するリン酸化酵素

（MAPK/ERK1/2、P13K/Akt など）の発現調節作
用について、それぞれ検討するによって解明するこ
とが必要である。
　（ウ）　抗菌活性をはじめとする生体防御ペプチド
の特性と生理機能に関する知見は、その多くが各種
の生物由来ペプチドのアミノ酸配列に基づいて、化
学合成したペプチドの研究からもたらされている。
このような化学合成したペプチドは、高価であり厳
格な安全性試験を必要とすることから、健康保持増
進のための機能素材として実用化することが、一部
の医薬品や薬用化粧品などを除いて極めて困難であ
る。そこで、今後、米胚乳タンパク質または米糠タ
ンパク質の酵素加水分解物から、共通する特性（高
い等電点、正味の正電荷、分子量範囲など）を有す
るペプチドを、等電点電気泳動、ゲル濾過クロマト
グラフィー、及び逆相クロマトを用いて精製し、質
量分析計で同定することが必要である。また、同定
したペプチドの抗菌、抗炎症、創傷治癒、血管新
生、細胞増殖促進などの生体防御機能とそれらの作
用メカニズムを解明することが必要である。更に、
これらの生体防御機能を有する米ペプチド素材（混
合物）の調製法を確立し、健康機能素材として応用
することが必要である。　

　カ　要　約
　米タンパク質のアミノ酸配列から、抗菌ペプチド
の特徴を有する配列を探索し、３種類のタンパク質
から６種類のペプチドを見出した。見出した配列を
化学合成し、これらのペプチドを用いて、次の４点
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について検討した。すなわち、（ア） 10 種類のヒト
病原菌に対する抗菌活性の測定、（イ）５種類の方
法を用いた細胞膜への作用、（ウ）タンパク質合成
系への作用を評価するためのアッセイ系の開発、及
び（エ）主要な抗菌ペプチドの抗炎症作用と創傷治
癒作用などの生体防御機能の解明について、それぞ
れ検討した。本研究の成果の概要は、以下のとおり
である。
　（ア）　6 種類のペプチドは、すべて歯周病菌に対
して抗菌活性を示した。また、AmyI-1 ペプチドは
歯周病菌とニキビ菌に対して高い抗菌活性を示し
た。また、日和見感染細菌、日和見感染真菌、侵襲
性歯周炎原因菌、う蝕菌などに対しても抗菌活性を
示した。
　（イ）　抗菌ペプチドの細胞膜への作用を解析する
ために、細胞膜透過性を付与した蛍光色素を用いた
方法、フローサイトメーターを用いた方法などにつ
いて検討した。その結果、これらの５種類の方法を
用いることによって、見出した抗菌ペプチドの細胞
膜に対する作用の強弱を明らかにした。
　（ウ）　タンパク質合成系への作用を解明するため
に、無細胞合成系を用いた緑色蛍光タンパク質の合
成阻害と変性酵素を用いたリフォールディングの阻
害を評価するアッセイ系を開発し、既知の市販の抗
生物質及び既存の抗菌ペプチドの作用メカニズム
を検証した。これらの確立したアッセイ系を用い
ることによって、AmyI-1-18 は、翻訳ステップとリ
フォールディングステップを阻害してタンパク質合
成を阻害することが示唆された。
　（エ）　抗菌ペプチドの抗炎症作用と創傷治癒作用
を解明するために、それぞれマクロファージと血管
内皮細胞を用いて検討した。その結果、ヒトの生体
防御ペプチドと同じように、抗炎症作用と創傷治癒
作用を有することがわかった。
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８　ヒト細胞の炎症性サイトカイン産生抑制作用
　ア　研究目的
　デンタル・プラーク（歯垢）は口腔内に形成され
るバイオフィルムであり、その中に存在する歯周
病原細菌が歯肉炎あるいは歯周炎という感染症の
起因菌となる。歯周病原細菌が保有している内毒
素（lipopolysaccharide; LPS）は、炎症性サイトカ
インなどの産生を誘導し、重要な歯周病原性因子と
なる。近年、歯周病原細菌が誤嚥性肺炎や心血管系
疾患などにも関連していることが示されてきてい
る。また、歯周病と糖尿病、あるいは肥満は密接に
関連していることが示され、メタボリックシンド
ロームと歯周病の関わり合いが指摘されている。そ
のため、歯周病原細菌の口腔への定着を防ぐこと、
あるいは病原性因子を阻害することは、歯周病の予
防のみならず、全身の健康維持のためにも重要であ
る。本研究では、代表的な歯周病原因子である内毒
素をターゲットにして、米由来抗菌ペプチドの内毒
素抑制作用についてヒト培養細胞あるいはマウスを
用いて明らかにした。唾液中には多くの抗菌タンパ
ク質・ペプチドが存在している 1-7）が、加齢にとも
ない唾液タンパク質・ペプチドの機能は低下してく
る。米ペプチドが唾液ペプチドの機能を補うものと
して利用できるどうかを確認するために、デンタル
プラーク形成抑制効果について検討した。

　イ　研究方法
　（ア）　米ペプチド CL（14-25） （Cyanate lyase, 
Rice: RRLMAAKAESRK） を 用 い て、 内 毒 素 の
ヒト培養細胞からの炎症性サイトカイン誘導能
に対する抑制効果について、以前に報告した方
法 8） で検討した。内毒素として Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans Y4 LPS（東京歯科大学微
生物学研究室での抽出・精製標品）、S 型 LPS であ
る Escherichia coli O55 LPS、Rc 型 LPS である E. 
coli J5 LPS （List Biological Lab.）、Re 型 LPS であ
る E. coli R515 由来の lipid A （Enzo Life Sciences）
を用いた。培養液に LPS （lipid A） （100 ng/ml）と
ともに米ペプチド CL（0.035 mM ～ 0.14 mM）を
加えヒト正常大動脈内皮細胞（HAEC）を培養し、
17 時間後の培養上清中の IL-6 量を ELISA キット
で測定した。口腔の感染防御にとって重要なはたら
きをしている唾液ペプチド（高プロリンペプチド、

ヒスタチン、ムチン）についても同様の解析を行
い、その機能を比較し、唾液の防御機能が減弱して
いる高齢者への米ペプチドの応用の可能性を検討し
た。
　（イ）　CL ぺプチドをヒトに応用する際の安全性
の確認のため、細胞毒性を XTT assay によって、
経口投与による毒性について BALB/c マウスを用
いて評価した。
　（ウ）　LPS のマウス致死毒性に対する CL ペプ
チドの阻害効果について BALB/c マウスを用い
て検討した。BALB/c マウスに E. coli O55 LPS 
0.5 mg/mouse 及び CL ペプチド　1、0.5、0.1 mg/
mouse を腹腔投与し、その後の致死率及び体重変
化を検討した。
　（エ）　歯周疾患の無い健常者において米ペプチド
を含有する洗口液で含嗽を行い、その前後でのプ
ラーク付着量を調査し、その有効性を検討した。本
試験は二重盲検法にて行い、被験者及び評価者には
含嗽剤の種類を知らせないで行った。なお、本研究
は東京歯科大学倫理委員会の承認（承認番号 386）
を受けて行った。
　　ａ　対象被験者
　全身疾患を有さず、口腔内臨床所見及び自覚症状
にて歯周組織に異常が認められない 24 ～ 60 歳の健
康な東京歯科大学保存科医局員及び千葉病院臨床研
修歯科医で、研究協力への同意能力を有し、同意書
に自署できる者とした。
　　ｂ　試験含嗽剤
　米ペプチド CL（14-25）含漱剤：CL（14-25）0.4 ％  

（4.0 mg/ml）、精製水　99.6％　プラセボ含嗽剤：精
製水　100 ％
　　ｃ　試験方法
　本研究への参加に同意を得られた被験者に対し、
プラーク評価、及びスケーリング、ポリッシングを
行った後、実施した。
　1 クール目として第 1 群（2 名）、第 2 群（6 名）
とも米ペプチド含有含嗽剤 20 mL で、3 日間朝晩
各 1 分間含嗽させ、3 日後のプラーク付着程度を評
価、及び問診・視診を行った。評価後スケーリン
グ、ポリッシングを行い、その後 7 日間 wash-out 
period として通常どおりの口腔ケアを行わせた。
再度プラーク評価及びスケーリング、ポリッシング
を行い、2 クール目としてプラセボ含嗽剤で、同様
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に 3 日間含嗽させ、3 日後のプラーク付着程度を評
価、問診・視診を行った。3 日ずつの試験含嗽剤使
用期間中は、ブラッシングを中止することとした。
本試験は二重盲検法にて行い、被験者及び評価者に
は含嗽剤の種類を知らせないで行った。
　　ｄ　評価項目
　　（ａ）　プラーク評価
　プラーク染色液を用い、代表 6 歯 16、 21、 24、 
36、 41、 44 の頬側及び舌側部の近遠心隅角部と中央
部の 6 点において、プラーク評価を行った。すな
わち、各点において、染色された付着プラークの
歯肉辺縁からの距離を、目盛付きプローブを用い
て 0.5 mm 単位で測定。各部位における測定値の平
均値を、当該部位のプラーク付着量とし、測定値を
1mm 単位で除した値をその部位のプラークスコア
とした。
　　（ｂ）　口腔内診査
　それぞれの含嗽剤を 3 日間使用後、口腔内診査を
行い、著しい歯肉の腫脹や出血などの有害事項の有
無を確認した。
　　（ｃ）　問診
　それぞれの含嗽剤を 3 日間使用後、プラーク除去
感をスコア化し評価させた。
　プラーク除去感スコア：非常によく除去されたと
感じた場合をスコア 5、まったく除去されなかった
と感じた場合をスコア 1 として、5 段階で評価させ
た。

　ウ　研究結果　
　（ア）　CL ペプチドは、共試したすべての LPS 及
び lipid A の IL-6 産生誘導能に対して濃度依存的に
抑制効果を示し、内毒素活性抑制物質としての有用
性が示唆された。
　（イ）　CL ペプチドの示した抗内毒素活性は、活
性中心である lipid A に結合することによって発揮
されることが示唆された。（図 5280-1）
　（ウ）　高プロリンペプチドなどの唾液由来ペプチ
ドにも、LPS の IL-6 産生誘導能に対して抑制効果
を示すものがあった。（図 5280-2）
　（エ）　CL ペプチドを HAEC に添加し、その 4
時間後及び 24 時間後の viability をペプチド無添加
細胞と比較したところ、CL ペプチドに顕著な細胞
毒性あるいは細胞増殖促進効果はみられなかった。

（図 5280-3）
　（オ）　CL ペプチド 0.2mg を、BALB/c マウスに
１週間経口投与し、2 週間にわたりマウスの状態及
び体重を調べたところ、対照マウスと差はみられ
ず、CL ペプチドの毒性は認められなかった。　 
　（カ）　E. coli O55 LPS 0.5 mg/mouse 腹腔投与
BALB/c マウスでは、2 日目までの生存率は 30％
だったが、同時に CL ペプチド 1mg/mouse を腹腔
投与したマウスでは、90％の生存率を示した。ま
た、CL ペプチドの量を、0.5 及び 0.1 mg/mouse で
投与したときも、LPS 致死活性に対して抑制効果
示し、CL ペプチドの LPS マウス致死活性に対する
阻害効果が確認できた。
　（キ）　小臼歯（上下 4 番）のみでの比較、大臼
歯及び小臼歯（上下 6 番、4 番）での比較で、米ペ
プチド含漱剤使用の方がプラセボ含漱剤使用より
も、有意にプラーク量が少なかった（paired t-test: 
p<0.05）。（図 5280-4）また大臼歯（上下 6 番）の
み、あるいは全体の平均を米ペプチドとプラセボで
比較すると、有意差はみられなかったものの米ペプ
チド含漱剤使用の方がプラーク量が少なかった。有
意にプラーク形成量が少なかっ大臼歯及び小臼歯に
ついて部位別でのプラークスコア減少率を求めた
結果、減少率は 2.5％～ 26.4％で、大臼歯の舌側面
が最も減少していた。（表 5280-1）しかし、前歯部

（上下 1 番）のみでの比較では、米ペプチド含漱剤
使用とプラセボ含漱剤使用とで、ほぼ同じプラーク
量だった。また、比較アンケートの結果、1 クール
目（米ペプチド CL）のほうが除去できたと思う者
が 3 名、2 クール目（プラセボ）のほうが除去でき
たと思う者は 0 名、1 クール目と 2 クール目で差が
なかったとした者が 5 名だった。
　以上のように、米ペプチド CL は、デンタルプ
ラーク形成抑制効果があり、口腔ケアに有効である
ことが明らかになった。

　エ　考　察
　 米 ペ プ チ ド CL は、Porphyromonas gingivalis
のジンジパイン活性を阻害するだけではなく、本
菌に対して抗菌活性を示す 9, 10）。歯周病は、P. 
gingivalis などの歯周病原細菌が原因で起きる感染
症である。その重要な病原因子となっているのが内
毒素である。内毒素の活性中心である lipid A は菌
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図 5280-1　Lipid A による HAEC からの IL-6 産生誘導に対する CL の抑制効果
　CL ペプチドをあらかじめ lipid A と反応させた後、細胞に添加すると強い抑制効果を示した。
CL を先に細胞に加え、１時間後に lipid A を加えた場合は、抑制効果を示さず、CL が lipid A に
直接結合していることが示唆された。＊: p<0.01,＊＊: p<0.05 （Bonferroni’s Multiple Comparison Test）

図 5280-2�　A. actinomycetemcomtans LPS 刺激によって HAEC から誘導される IL-6 産生
におよぼす唾液由来ペプチドの影響

　塩基性高プロリンペプチド P-B、ムチン、ヒスタチンなどの短鎖ペプチドにも抗内毒素
活性が確認された。

図 5280-3　HAEC に対する CL の細胞毒性
　CL ペプチドは、HAEC に対して 4 時間あるいは 24 時間培養では、顕著な細胞毒性も増殖
促進効果も示さなかった。
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種を超えてその構造が共通しているので、lipid A
に作用して抑制効果を示す米ペプチドは、同じタイ
プの lipid A をもつ多くの病原細菌の内毒素活性を
抑制することができるものと考えられる。唾液ペプ
チドも抗菌活性や抗内毒素活性を有していること
が、明らかになったが、これら唾液ペプチドの機能
は加齢とともに衰えてくる。本研究に用いた米ペプ
チド CL（14-25）は、抗菌活性と抗内毒素活性を合
わせもつなど多機能性のペプチドであり、唾液ペプ
チドによる防御能が衰退してくる高齢者への利用が
有効であろう。また、米ペプチド CL（14-25）は、
デンタルプラーク形成抑制効果があり、口腔ケア
に、更には歯周病予防、歯周病治療へと応用できる
ものと思われる。　

　オ　今後の課題
　米ペプチド CL（14-25）は、内毒素活性及びデン
タルプラーク形成を抑制するという結果が得られた
が、このペプチドよりも抗菌スペクトルが広く、抗

菌活性も強い別の米ペプチドが明らかになってい
る。それらの米ペプチドは、より効果的にデンタル
プラーク形成を抑制する可能性もあり、実際に臨床
応用することを考えると、それらのペプチドも評価
する必要がある。その結果から、より効果的な米ペ
プチドを明らかにし、臨床応用へと展開していく必
要があるであろう。　

　カ　要　約
　（ア）　歯周病は、歯周病原細菌が原因で起きる感
染症である。その重要な病原因子となっているのが
内毒素（lipopolysaccharide; LPS）である。内毒素
の活性中心である lipid A は菌種を超えてその構造
が共通しているので、lipid A に作用して抑制効果
を示す米ペプチドは、同じタイプの lipid A をもつ
多くの病原細菌の内毒素活性を抑制することができ
る。本研究では、米由来ペプチド CL（14-25）が、
歯周病原細菌や大腸菌の内毒素 LPS あるいはその
活性中心である lipid A に結合し、細胞からの炎症

図 5280-4　CL ペプチド含漱剤使用後のプラーク評価
　CL ペプチドによる含漱は、大臼歯及び小臼歯でプラークスコアを有意に減少させた。

（paired t-test: p<0.05）

表 5280-1　プラークスコア減少率（％）
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性サイトカイン産生を抑制すること、またマウス致
死活性を抑制することを示した。　
　（イ）　デンタルプラーク形成抑制試験の結果、小
臼歯（上下 4 番）のみでの比較、大臼歯及び小臼
歯（上下 6 番、4 番）での比較で、米ペプチド CL

（14-25）含漱剤使用の方がプラセボ含漱剤使用より
も、有意にプラーク量が少ないことが明らかになっ
た（paired t-test: p<0.05）。また大臼歯（上下 6 番）
のみ、あるいは全体の平均を米ペプチド CL とプラ
セボで比較すると、有意差はみられなかったものの
米ペプチド CL（14-25）含漱剤使用の方がプラーク
量が少なかった。
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　研究担当者（加藤哲男＊）

９　米アミラーゼインヒビタータンパク質の機
能性解明
　ア　研究目的
　本研究では、米に含まれる各種の酵素阻害タン
パク質のうち、アミラーゼインヒビターに注目
し、RASI1）（コメアミラーゼズブチリシンインヒビ
ター）及びその分解物を中心に、発芽時におけるそ
の消長及び高血圧抑制、抗酸化性、食後血糖上昇の
抑制などの新たな機能性について検討することを
目的とする。RASI 以外の新規アミラーゼインヒビ
ターについても探索を行う。

　イ　研究方法
　（ア）　米のアミラーゼ・ズブチリシンインヒビ
ター（RASI）の機能性に関する研究
　　ａ　脱脂米糠から、加熱処理、硫安沈殿、イオ
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ン交換・ゲル濾過・逆相の各種クロマトグラフィー
により、アミラーゼズブチリシンインヒビター

（RASI）を精製した。
　　ｂ　ウサギにより、RASI 及び RBTI のポリク
ローナル抗体を調製した。 
　　ｃ　Laemmlli の方法による SDS-PAGE と組織
転写により、RASI の分子量及び局在性を調べた。 
　　ｄ　RASI について、アミラーゼ阻害活性を調
べた。
　　ｅ　 大 腸 菌 に RASI の 遺 伝 子 を 組 み 込 み、
RASI を 大 量 に 調 製 し、Bacillus cereus 及 び
Bacillus subtilis に対する抗菌性を調べた。     
　（イ）　米のトリプシンインヒビターの機能性に関
する研究
　　ａ　脱脂米糠から、加熱処理、硫安沈殿、イオ
ン交換・ゲル濾過・逆相の各種クロマトグラフィー
により、トリプシンインヒビター（RBTI）を精製
した。
　　ｂ　ウサギにより、RASI 及び RBTI のポリク
ローナル抗体を調製した。
　　ｃ　5 品種の米試料について、ウエスタンブ
ロッティングによって RBTI の比較を行った。
　　ｄ　コシヒカリの発芽過程におけるアミラーゼ
インヒビターの変化をウエスタンブロッティングに
よって調べた。
　　ｅ　 大 腸 菌 に RBTI の 遺 伝 子 を 組 み 込 み、
RBTI を大量に調製し、大腸菌（Escherichia coli）
に対する抗菌性を調べた。
　（ウ）　米の新規アミラーゼインヒビターの探索に
関する研究

　　ａ　ヒト唾液アミラーゼ及びヒト膵臓アミラー
ゼに対して阻害作用を示す新規のアミラーゼインヒ
ビターの探索を、ブタ膵臓アミラーゼをリガンドと
するアフィニティー法によって行った。
　　ｂ　上記の吸着画分を溶性澱粉を練り込んだゲ
ルを用いて SDS 電気泳動を行い、SDS を除去した
後にヒト唾液アミラーゼでゲル中の澱粉を分解した
後にヨード染色することで活性染色を行った。
　　ｃ　新規アミラーゼインヒビターの高速液クロ
による精製方法を改良し、等電点電気泳動と SDS-
PAGE との 2 次元電気泳動によって各種の試料米
で比較した。
　
　ウ　研究結果�
　（ア）　米のアミラーゼ・ズブチリシンインヒビ
ター（RASI）の機能性に関する研究
　米糠から RASI をタンパク質として均一に精製
した （図 5290-1、図 5290-2）。分子量は 22kDa で
あり、抗体による組織転写の結果、胚芽とぬか層
に局在していることが明らかとなった。大腸菌に
よる生合成 RASI は、Bacillus cereus 及び Bacillus. 
subtilis に対して増殖抑制効果を示したが、大腸菌
に対しては増殖抑制効果を示さなかった （図 5290-
3）。
　また、RASI 抗体を用いたウエスタン分析による
イネ品種間差異及び発芽中の変動を調べた結果を図
5290-4 に示す。RASI はイネ品種に普遍的に損じし
ており、発芽中も 8 日間まで存在していることが明
らかになった（図 5290-4）。
　（イ）　米のトリプシンインヒビターの機能性に関

図 5290-1　精製工程 図 5290-2　電気泳動と分子量
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する研究
　米糠から RASI をタンパク質として均一に精製し
た （図 5290-5）。分子量は 14kDa であり、ウサギで
調製した抗体（図 5290-6）による組織転写の結果、
胚芽とぬか層に局在していることが明らかとなった

（図 5290-7）。
　遺伝子を大腸菌に導入して生合成した RBTI（図
5290-8）は、ウエスタンブロッティングの結果、分
子量約 14kDa の 2 量体と分子量 21kDa の 3 量体と
して存在することが明らかになった（図 5290-9）。
この RBTI のアミラーゼ阻害活性を調べた結果、貯
蔵害虫であるコクヌストモドキのアミラーゼを阻害
し、大麦内在性アミラーゼを阻害しないことから、
RASI とは異なるアミラーゼ阻害活性を有している

ことが明らかになった（図 5290-10）。また、RBTI
は、大腸菌の増殖を阻害しなかった（図 5290-11）。
5 種類の米品種について調べた結果、RBTI の量体
組成に品種間差異が認められ（図 5290-12 左）、発
芽期間中に高分子量型から低分子量型にシフトする
ことが明らかになった（図 5290-12 右）。
　（ウ）　新規のアミラーゼインヒビターの探索
　豚アミラーゼをリガンドとするアフィニティー法
で米糠タンパク質から吸着画分として得られたタン
パク質（図 5290-13）は、溶性デンプンを基質とす
る SDS 電気泳動活性染色の結果、分子量約 10kDa
の新規アミラーゼインヒビターであると推定された

（図 5290-14）。今回見出した新規アミラーゼインヒ
ビターは、ヒトの唾液アミラーゼ及びヒトの膵液ア

図 5290-4　ウエスタン分析による RASI の品種間差異（左）及び発芽中の変動（右）

図 5290-5　　精製工程 図 5290-6　　抗体の調製

図 5290-7　　組織転写での局在性検討

図 5290-3　枯草菌への抗菌性
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ミラーゼに対し、定量的な阻害活性を示した（図
5290-15）。
　この新規アミラーゼインヒビターの高速液クロに
よる精製方法を改良した結果、ジチオスレイトー
ルを添加して加熱した後にゲルろ過を行うことで、
共存していた内在性アミラーゼと分離できること
が示された（図 5290-16）。等電点電気泳動と SDS-
PAGE との 2 次元電気泳動によって各種の試料米
で比較した結果、新規アミラーゼインヒビターは九
州大学で開発された突然変異米である EM10 にお
いて、最も明瞭なスポットとなった（図 5290-17）。
　電気泳動から切り出したインヒビタータンパク質
を京都府立大の増村博士に MASCOT 解析してい
ただいた結果、一つのバンドは RAG22）（米アレル
ゲンタンパク質で、トリプシン・アミラーゼインヒ
ビターファミリー）とホモロジーが認められた（図

5290-18）。
　RAG2 の DNA 塩基配列に基づく PCR の結果、
品種間に変動が認められ、硬質米で強いバンドが検
出された。RAG 以外に、リピドトランスファープ
ロテインとのホモロジーが認められ、そのほかに微
量の他種タンパク質が共存していた。

　エ　考　察
　（ア）　米のアミラーゼズブチリシンインヒビター１）

をタンパク質化学的に均一に精製し、米の品種間差
異、部位局在性、発芽における消長を明らかにした。
Bacillus 属の食中毒菌に対し、増殖阻害効果が認めら
れ、食品の安全性向上に有用と考えられた。遺伝子
を大腸菌に組み込むことで RASI を大量に生合成する
ことが可能になった。
　（イ）　米ぬかトリプシンインヒビターをタンパク

図 5290-10　　RBTI のアミラーゼ阻害特性 図 5290-11　　RBTI の大腸菌阻害試験の結果

図 5290-8　　大腸菌による RBTI の生合成 図 5290-9　 生合成 RBTI の分子量
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質化学的に均一に精製し、抗体を調製した。ウエス
タンブロッティング等により、品種間差異、発芽時
の消長、部位局在性を明らかにし、貯蔵害虫コクヌ
ストモドキやヒトのアミラーゼを阻害することを見
いだした。

　（ウ）　アフィニティー法及び 2 次元電気泳動活性
染色によって米から新規なアミラーゼを見いだし
た。高速液体クロマトグラフィーや 2 次元電気泳動
によって精製し、京都府大の解析によって米のトリ
プシンアミラーゼインヒビター 2）（アレルゲンタン

図 5290-13　　豚アミラーゼによるアフィニティー法 図 5290-14　　電気泳動活性染色

図 5290-15　　新規アミラーゼインビターのヒトアミラーゼに対する阻害効果

図5290-12　　RBTI の品種間差異（左）及び RBTI の発芽過程での変化（右）
S: RBTI 1: 越のかおり精米 2: ホシユタカ精米 3: こがねもち精米 4: 春陽精米 5: 夢十色精米 6: コシ
ヒカリ玄米 7: コシヒカリ発芽玄米（6h） 8: コシヒカリ発芽玄米（12h） 9: コシヒカリ発芽玄米（24h）
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図 5290-16　　新規アミラーゼインビターの高速液クロ（左）と電気泳動（右）による分離精製

図 5290-17　　新規アミラーゼインヒビターのアミノ酸配列に基づく品種間差異の検出例

図 5290-18　　新規アミラーゼインヒビター（ARG2）のプライマーによる PCR の結果
1; EM10、 2; 北陸粉 243 号、 3; 越のかおり、 4; 夢十色、 5; コシヒカリ、 6; EM145、 7; EM72、 8; 
春陽、 9; 金南風、 10; こがねもち、 11; Wita 7
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パク質である RAG2）とのホモロジーを明らかにし
た。2 次元電気泳動及び PCR によって品種間差異
のあることを明らかにした。

　オ　今後の課題
　（ア）　RASI 及び RBTI の機能性、特にアミラー
ゼ阻害活性を明らかにした。RASI 及び RBTI の遺
伝子を大腸菌に組み込むことで大量合成が可能に
なった。今後は生合成した RASI あるいは RBTI を
飼料とする動物試験を行って in vivo での機能性解
明を行うことが必要である。
　（イ）　ヒト唾液アミラーゼ及びヒト膵液アミラー
ゼを阻害する新規なアミラーゼインヒビターの一
つがアミラーゼ・トリプシンインヒビターである
RAG2 とホモロジーを示したので、RAG2 の新規な
in vivo 機能（肥満防止機能や糖尿病発症予防機能）
として注目される。今後は、新規インヒビターのア
ミノ酸及び遺伝子の配列を決定し、大腸菌等による
大量合成と動物等による in vivo 試験に進むことが
期待される。　

　カ　要　約
　（ア）　米に含まれる RASI 及び RBTI のアミラー

ゼ阻害特性、品種間差異、発芽時の消長や食中毒菌
の増殖阻害効果を明らかにした。大腸菌によって大
量にタンパク質を合成することが可能になったの
で、今後、動物試験に進むことが期待される。　
　（イ）　新規インヒビターに関しては、RAG2 との
ホモロジーを見いだした。残る未知のタンパク質に
ついても、今後、その特徴やアミノ酸配列を解明し
ていくことが必要である。　

　キ　引用文献
 1） Ohtsubo K. and Richardson M. （1992） The 

amino acid sequence of a 20 kDa bifunctional 
subtilisin/alpha-amylase inhibitor from bran of 
rice （Oryza sativa L.） seeds. FEBS Lett. 309（1）: 
68-72.

 2） Kurokawa S. et al. （2013） MucoRice-colera 
Toxin B-subunit, a rice-based oral cholera 
vaccine, down-regulates the expression of 
α-amylase/trypsin inhibitor-like protein family as 
major rice allergens. J. Proteome Res. 12（7）: 
3372-3382.

　研究担当者（大坪研一＊）
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１　米糠タンパク質高含有イネの開発
　ア　研究目的
　第 1 章及び第 2 章において同定された米中に含ま
れる機能性タンパク質・ペプチドを高含量に含むイ
ネ系統を選抜・開発する。

　イ　研究方法
　（ア）　α-globulin 高蓄積変異体の選抜
　材料には、九州大学農学研究院遺伝子資源開発
研究センター植物遺伝子開発分野に保存している
突然変異等約 500 系統を用いた。比較対象として
栽培品種コシヒカリを用いた。完熟種子をマルチ
ビーズショッカーによって粉砕し、全タンパク質
を抽出した。完熟種子より抽出した全タンパク質
を SDS-PAGE に供試した後、CBB 染色を行った。
染色されたポリアクリルアミドゲルの像を NIKON 
DIGITAL CAMERA D3200 で撮影し、得られた画
像をもとに 26 kDa α-globulin が野生型よりも多い
ものを選抜し一次選抜とした。一次選抜の結果得ら
れた突然変異系統から一次選抜と同様の方法で全タ
ンパク質を抽出し、SDS-PAGE に供試した後ニト
ロセルロース膜に転写した。抗 α-globulin 抗体を用
いた western-blot 分析に供試した。これらの処理
を系統当たり最低 3 反復行った。Western-blot 分析
により得られたシグナルをもとに α-globulin 高蓄積
変異体を選抜した。
　（イ）　α-globulin 含有量比の検討
　これまで行ったスクリーニングより得られた高蓄
積変異体の完熟種子を 96 穴のマルチビーズショッ
カーによって粉砕し、全タンパク質を抽出した。米
粉重量 75、 150、 225、 300、 375、 450、 600μg 当たり
のタンパク質となるように SDS-PAGE 後ニトロセ
ルロース膜に転写し、抗 α-globulin 抗体を用いた
western-blot 分析に供試した。Western-blot 分析に
より得られたシグナルを画像処理ソフト ImageJ に
よって数値化した。その値をもとにサンプル量とシ
グナル（濃さ×領域）の値のグラフから近似曲線を
引き、得られた直線の傾きを栽培品種であるコシヒ
カリにおける傾きと比較した。これらの処理を系統
当たり最低 3 反復行った。

　（ウ）　α-amylase1）高蓄積変異体の選抜
　上述した α-globulin 高蓄積変異体の選抜と同様の
材料を用いた。α-globulin 高蓄積変異体の選抜と同
様の方法で行った。
　（エ）　α-amylase 含有量比の検討
　上述した α-globulin 含有量比の検討法と同様の方
法で行った。
　（オ）　アミラーゼインヒビター（Rice Amylase 
Substilisn Inhibitor : RASHI） 2）高蓄積変異体選抜
法の検討
　材料には栽培品種であるコシヒカリの完熟種子

（玄米）を用いた。完熟種子（玄米）を小型精米機
パーレストにかけ、①玄米胚無し、②玄米胚付き、
③精米済み胚乳、④糠 + 胚、⑤胚に分けた。①～
⑤をマルチビーズショッカーによって粉砕し全タン
パク質を抽出した。その際、胚はアセトンによる脱
脂を行ってから全タンパク質を抽出した。抽出した
全タンパク質を、それぞれ重量 400μg 当たりのタ
ンパク質となるように SDS-PAGE 分析を行った後、
ニトロセルロース膜に転写し、抗 RASHI 抗体を用
いた western-blot 分析に供試した。

　ウ　研究結果
　（ア）　α-globulin 高蓄積変異体の選抜
　九州大学が保有する突然変異系統 500 系統から
SDS-PAGE 分析及び CBB 染色法による一次選抜に
供試した。その結果、26 kDa α-globulin を多く蓄積
することが予測される変異体 26 系統（g1 ～ g26）
を選抜した（図 5310-1）。一次選抜よって得られた
26 系統を抗 α-globulin 抗体を用いた western-blot
分析による二次選抜に供試した。その結果、WT よ
りも α-globulin を多く蓄積していることが予測され
る変異体 5 系統 g1、g2、g11、g13、g14 を選抜し
た（図 5310-2）。これら 5 系統をそれぞれ #1、#2、
#3、#4、#5 とした。
　（イ）　α-globulin 含有量比の検討
　突然変異系統 500 系統から選抜した α-globulin 高
蓄積変異体 5 系統 #1、#2、#3、#4、#5 における、
栽培品種コシヒカリとの α-globulin 含有量比を検討
した結果、それぞれコシヒカリの 1.33、1.42、1.42、

第3章�　機能性成分を高含有する農産物の開発
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1.20、1.29 倍の α-globulin を蓄積していることが明
らかになった（図 5310-3）。
　（ウ）　α-amylase 高蓄積変異体の選抜
　SDS-PAGE 及 び 抗 α-amylase 抗 体 を 用 い た
western-blot 分析法を用いて、突然変異系統 500 系
統から 12 系統の α-amylase 高蓄積変異体を選抜し
た（図 5310-4）。得られた 12 系統の変異体を am1
～ am12 とした。
　（エ）　α-amylase 含有量比の検討
　突然変異系統から選抜した α-amylase 高蓄積
変異体 12 系統において栽培品種コシヒカリとの
α-amylase 含有量比を検討した。その結果、5 系
統 の α-amylase 高 蓄 積 変 異 体 am2、am4、am6、
am11、am12 においてコシヒカリよりも有意に高く
α-amylase を蓄積しており、それぞれコシヒカリの
1.48，1.40，1.55，1.82，1.56 倍の α-amylase を蓄積
していることが明らかになった（図 5310-5）。
　（オ）　アミラーゼインヒビター（Rice Amylase 
Substilisn Inhibitor : RASHI）高蓄積変異体選抜法
の検討
　①玄米胚無し、②玄米胚付き、③精米済み胚乳、
④糠 + 胚、⑤胚における RASHI 蓄積量を比較した
結果、SDS-PAGE CBB 染色法のみでは、20 kD の
RASHI タンパクを確認することはできなかった（図
5310-6）。SDS-PAGE 後に抗 RASHI 抗体を用いた

western-blot 分析の結果、④ぬか + 胚、②玄米胚付
き、①玄米胚無し、③精米済み胚乳、⑤胚の順に強
いシグナルが得られた（図 5310-7）。その結果、ぬ
か及び胚に RASHI タンパク質が多く含まれている
と考えられた。

　エ　考　察
　（ア）　α-globulin 高蓄積変異体の選抜
　九州大学が保有する突然変異系統 500 系統の完
熟種子を 96 穴のマルチビーズショッカー等を用い
て効率的に大量分析するシステムを構築したこと
が本選抜の実施の進捗に繋がったと考えられる。
α-globulin 高蓄積変異体として、LGC-13）が栽培品
種コシヒカリの約 1.6 倍の α-globulin を蓄積してい
ることが、本プロジェクトの「米糠タンパク質の脂
質代謝の改善作用の研究開発」によって明らかに
なっている。今回選抜した高蓄積変異体における
α-globulin 蓄積量は LGC1 には及ばなかったが、今
後 LGC1 と今回選抜した高蓄積変異体を交配するこ
とによって、更なる高蓄積変異体の作出につながる
有効な遺伝子資源であると考えられた。
　（イ）　α-globulin 含有量比の検討
　抗 α-globulin 抗体を用いた western-blot 分析に
よってえられたシグナルをもとに、コシヒカリとの
α-globulin 含有量比の算出によって正確な含有量比

図 5310-1�　SDS-PAGE 分析 CBB 染色法によって選抜した変異体の電気泳動像
　突然変異系統 500 系統から SDS-PAGE 分析及び CBB 染色法による一次選
抜によって得られた α-globulin を多く蓄積すると予測される変異体 26 系統。

図 5310-2　抗 α-globulin 抗体を用いた western-blot 分析の結果
　一次選抜よって得られた 26 系統を、抗 α-globulin 抗体を用いた western-blot 分析に
よる二次選抜に供試し、WT よりも α-globulin を多く蓄積していることが予測される変
異体 5 系統 g1、g2、g11、g13、g14 を選抜した。
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図 5310-3�　western-blot 分析によるスクリーニングによって選抜した α-globulin 高
蓄積変異体とコシヒカリとの α-globulin 含有量比

　得られた α-globulin 高蓄積変異体の完熟種子表現型は様々であった。

図 5310-4　抗 α-globulin 抗体を用いた western-blot 分析の結果
　抗 α-globulin 抗体を用いた western-blot 分析による α-globulin を高蓄積しているこ
とが予測される変異体の選抜の抜粋。太文字で示したものが選抜された変異体。
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が得られたと考えられた。
　（ウ）　α-amylase 高蓄積変異体の選抜
　α-globulin 高蓄積変異体の選抜と同様に、九州大
学が保有する突然変異系統 500 系統の完熟種子を
96 穴のマルチビーズショッカー等を用いて効率的
に大量分析するシステムを構築したことが本選抜の
実施の進捗に繋がったと考えられる。また、今回得
られた α-amylase 高蓄積変異体を互いに交配するこ
とによって更なる高蓄積変異体の作出につながると

考えられ、有効な遺伝子資源の確保につながると考
えられた。
　（エ）　α-amylase 含有量比の検討
　抗 α-amylase 抗体を用いた western-blot 分析に
よってえられたシグナルをもとに、コシヒカリとの
α-amylase 含有量比の算出によって正確な含有量比
が得られたと考えられる。
　（オ）　アミラーゼインヒビター（Rice Amylase 
Subtilisin Inhibitor : RASHI）高蓄積変異体選抜法

図 5310-5�　western-blot 分析によるスクリーニングによって選抜した α-amylase
高蓄積変異体とコシヒカリとの α-amylase 含有量比

　得られた α-amylase 高蓄積変異体の完熟種子表現型は様々であった。

図 5310-6�　完熟種子の様々な画分由来
のタンパク質を使用した SDS-
PAGE CBB 染色

　SDS-PAGE CBB 染色法では、RASHI
タンパクを示すバンドを確認すること
はできなかった。

図 5310-7�　抗 RASHI 抗体を使用した
western-blot 分析

　ぬか + 胚画分において最も高いシグ
ナルを得られた。
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の検討
　SDS-PAGE 及び抗 RASHI 抗体を用いた western-
blot 分析法によって、RASHI が完熟種子のぬか及
び胚に多く含まれると考えられたが western-blot
分析法によって得られるシグナルが弱いために更な
る選抜法の改善が必要であると考えられた。

　オ　今後の課題
　（イ）　α-globulin 含有量比の検討
　抗 α-globulin 抗体を用いた western-blot 分析に
よって α-globulin 含有量比を栽培品種であるコシヒ
カリと比較したが、分析条件の検討に時間がかかっ
た。今後更に効率よく条件検討を行うことが必要で
あると考えられた。
　（エ）　α-amylase 含有量比の検討
　α-globulin 含 有 量 比 の 検 討 と 同 様 に、 抗
α-amylase 抗体を用いた western-blot 分析によって
α-α-amylase 含有量比を栽培品種であるコシヒカリ
と比較したが、分析条件の検討に時間がかかった。
今後更に効率よく条件検討を行うことが必要である
と考えられた。
　（オ）　アミラーゼインヒビター（Rice Amylase 
Substilisn Inhibitor : RASHI）高蓄積変異体選抜法
の検討
　western-blot 分析による RASHI 高蓄積変異体の
選抜は、現在行っている検出法では、得られるシグ
ナルが弱く安定した結果を得ることが困難であるた
めに更に検討の必要がある。また、完熟種子を組織
毎に分離する手間が煩雑であるため、効率良く分離
するシステムの構築が将来必要であると思われた。

　カ　要　約
　（ア）　α-globulin 高蓄積変異体の選抜
　九州大学が保有する突然変異系統 500 系統から
SDS-PAGE 分析及び CBB 染色法による一次選抜、
抗 α-globulin 抗体を用いた western-blot 分析による
二次選抜の結果、WT よりも α-globulin を多く蓄積
していることが予測される変異体 5 系統を選抜し
た。
　（イ）　α-globulin 含有量比の検討
　選抜した α-globulin 高蓄積変異体 5 系統 #1、#2、

#3、#4、#5 における、栽培品種コシヒカリとの
α-globulin 含有量比を検討した結果、それぞれコシ
ヒカリの 1.20 倍から 1.42 倍の α-globulin を蓄積し
ていることが明らかになった。
　（ウ）　α-amylase 高蓄積変異体の選抜
　SDS-PAGE 及 び 抗 α-amylase 抗 体 を 用 い た
western-blot 分析法を用いて、突然変異系統 500 系
統から 12 系統の α-amylase 高蓄積変異体を選抜し
た。
　（エ）　α-amylase 含有量比の検討
　突然変異系統から選抜した α-amylase 高蓄積変異
体 12 系統の内、5 系統の α-amylase 高蓄積変異体
においてそれぞれコシヒカリの 1.40 倍から 1.82 倍
の α-amylase を蓄積していることが明らかになっ
た。
　（オ）　アミラーゼインヒビター（Rice Amylase 
Subtilisin Inhibitor : RASHI）高蓄積変異体選抜法
の検討
　完熟種子のぬか及び胚に RASHI タンパク質が多
く含まれていると考えられ、これらの画分を用いた
選抜が有効であると考えられた。

　キ　引用文献
 1） Ito K., Yamaguchi J., Huang N., Rodriguez 

L.R., Akazawa T. and Shimamoto K. （1995） 
Development and hormonal regulation of rice 
α-amylase（RAmy1A）-gusA fusion genes in 
Transgenic rice seeds. Plant Physiol. 107（1）: 
25-31.

 2） Ohtsubo K. and Richardson M. （1992） The 
amino acid sequence of 20 kDa bifunctional 
subtilisin/α-amylase inhibitor from brain of rice 

（Oryza sativa L.） seeds. FEBS. Lett. 309（1）: 
68-72.

 3） Iida S., Amano E. and Nishio T. （1993） A rice 
（Oryza sativa L.） mutant having a low content of 
glutelin and a high content of prolamine. Theor. 
Appl. Genet. 87（3）: 374-378. 

　研究担当者（熊丸敏博＊、豊澤佳子）
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１　食習慣によるリンゴ摂取の生活習慣病予防
効果解明のためのコホート研究

（１）　サイトカイン測定
　ア　研究目的
　岩木プロジェクトにおいて、食習慣などの生活
習慣と生活習慣病との関係を解析する。具体的に
は、簡易型自記式食事歴法質問票（BDHQ）により
食習慣（食品摂取量）を把握し、食事パターン解析
により「日本食型」や「欧米型」などに分類する。
食習慣とリンゴ摂取頻度との関係に加え、生活習
慣病予防に関連するサイトカインなどのマーカー、
住民の健康状態との関係を明らかにする。本課題
では、岩木健康増進プロにおいて、採血した血中
サイトカイン測定し、本課題の役割を担う。

　イ　研究方法
　2013 年弘前大（院）医学研究科が実施したコホー
ト研究（岩木プロジェクト）の参加者 1035 名から
血液を採血、血清を分離した。血液は、測定までの
間、－80℃で保存した。解凍後、血液は 14,000rpm
× 10 分（4℃）で遠心分離し、上清を四つに分け、
随時使用した。
　血中サイトカインのうち、GLP–1、C- ペプタ
イ ド、 グ ル カ ゴ ン、IL-6、Visfatin、 レ プ チ ン、
TNF-α、PAI-1、IL-1β、MCP-1、IFN-γ はマルチプ
レックスアッセイ法（Bio-Rad）で、アディポネク
チンは ELISA 法で測定した。マルチプレックス
アッセイ法はキットマニュアルに従い実施した。

　ウ　研究結果と考察
　2013 年弘前大（院）医学研究科が実施したコホー
ト研究（岩木プロジェクト）の参加者 1035 名の血
中サイトカインのうち、GLP–1、C- ペプタイド、
グルカゴン、IL-6、Visfatin、レプチン、TNF-α、
PAI-1、IL-1β、MCP-1、IFN-γ は マ ル チ プ レ ッ ク
スアッセイ法で、アディポネクチンは ELISA で
測 定 し た（ 図 6011－1）。C-peptide、Adiponectin、
Leptin は正規分布しており、良好な結果が得られ
た。

　エ　今後の課題
　（ア）　GLP-1 は糖尿病との関係が指摘され、注目
されている成分であるが、血液の分解酵素の作用
があり、特別な採血管を用意する必要がある。岩
木プロジェクトでは、上記サイトカイン以外にも
多くの項目を測定しているため採血量が多く、被
験者への負担が問題となっている。
　（イ）　食事調査は BDHQ により行われたが、よ
り正確な食事量を推定する事が必要であり、海外
で適応され始めているメタボローム（代謝物）解
析が必要であると思われた。

　オ　要　約
　2013 年岩木プロジェクトにおいて、参加者 1035
名の血中サイトカイン（GLP–1、C- ペプタイド、
グルカゴン、IL-6、Visfatin、レプチン、TNF-α、
PAI-1、IL-1β、MCP-1、IFN-γ、アディポネクチン）
を測定した。リンゴ摂取などの食生活との関係に
ついて検討している。

　研究担当者（庄司俊彦＊）

（２）　統計解析
　ア　研究目的
　岩木プロジェクトにおいて、食習慣などの生活習
慣と生活習慣病との関係を解析する。具体的には、
簡易型自記式食事歴法質問票（BDHQ）により食習
慣を把握し、食事パターン解析により「日本食型」
や「欧米型」に分類する。食習慣とリンゴ摂取の
関係に加え、生活習慣病とリンゴ摂取の関係を調
査することにより、生活習慣病の予防におけるリ
ンゴ摂取の効果を住民レベルで明らかにする。
　現代日本では、高齢化や脂質の過剰摂取等によっ
て、生活習慣病等の拡大やそれに伴う国民生活の
低下、医療費の増加等が問題となっている。リン
ゴ摂取が食生活の乱れを改善し、生活習慣病予防
に有効であるかどうか検討する。

第6編�　個人に適した効果的な摂取条件等を特定する手法の開発及び
摂取条件等を普及するためのモデル体制の構築（リンゴ）
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　イ　研究方法
　（ア）　リンゴ摂取の生活習慣病予防に効果的な
条件を詳細に検討するため、青森県弘前市で毎年
開催している岩木健康増進プロジェクト・プロジェ
クト健診を研究フィールドとして、2011 年～ 2013
年のコホート研究より、西洋型の食事パターンと考
えられる「摂取カロリーが推定必要量以上」や「摂
取カロリー中の脂質割合（脂質エネルギー比率）が
30％以上」の者と、これに該当しない者を区分し、
リンゴ摂取と生活習慣病都の関係を明らかにする。
　（イ）　リンゴ摂取や食習慣、一般検診データを取
得する他、生活習慣病に関連する血中サイトカイ
ン（C- ペプタイド、IL-6、インスリン、レプチン、
TNF-α、PAI-1、アディポネクチン及び IL-1β など）
との関係を明らかにし、食事タイプごとにリンゴ
摂取と生活習慣病都の関係を明らかにする。

　ウ　研究結果
　（ア）　摂取カロリーが推定必要量より多い者及
び総カロリー中の脂質割合が 30％未満の者の方が
リンゴを食べる習慣を持つ割合が高い傾向がみら
れた。すなわち、食卓にリンゴがある家庭では脂
質摂取が抑えられる可能性が考えられた（表 6012-
1）。

　（イ）　リンゴ摂取習慣のある者は、摂取習慣のな
い者と比べて血圧・血糖・脂質・動脈硬化度など
のパラメーターが良い可能性が示された。この傾
向は高エネルギーで脂質摂取の過剰な食事パター
ンの者ではほとんどみられなかった。すなわち、
65 歳以上の男性では、リンゴ摂取する者の方が、
baPWV 値・血圧値が低く、動脈硬化は進んでいな
い可能性がみられた（表 6012-2）。この傾向は摂取
カロリーが推定必要エネルギー以上の者や全摂取
カロリー中の脂質割合が 30％以上を超える者では
みられず、摂取カロリーが推定必要量より少なく、
脂質割合が低い者にのみみられた。
　リンゴ摂取と血糖・HbA1c の関係では、65 歳未
満の女性において、リンゴ摂取する者の方が、血
糖と HbA1c は低値であった。この傾向は摂取カロ
リーが推定必要エネルギー以上の者や全摂取カロ
リー中の脂質割合が 30％以上を超える者ではみら
れず、その反対である摂取カロリーが推定必要量
より少なく、脂質割合が低い者にのみみられた（表
6012-3）。

　エ　考　察
　本調査よりリンゴを食べる習慣のある者は食事
における脂質摂取が少なく、血圧・血糖・血中脂

図 6011-1　2013 年度岩木健康増進プロジェクト参加者の血中サイトカインの分布
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質・動脈硬化度が良い可能性がみられた。この傾
向は高エネルギーで脂質摂取の過剰な食事パター
ンの者ではほとんどみられなかった。
　本研究の重要性は、生活習慣病である動脈硬化
の予防として、りんごのある生活が重要であるこ
とを示したことである。

　オ　今後の課題
　本研究フィールドにおいて、リンゴ摂取率は極
めて高く、5 人に中 4 人以上はリンゴを食べる習慣
があった。このため、リンゴを摂取しない者が非
常に少なく、コントロール群としては十分に適切
とは言えない状況であった。また、同様の理由に
より縦断的に調査・検討したかったが、困難であっ
た。したがって、今後、りんごを食べない地域な

表 6012-1　食生活とりんご摂取の関係

表 6012-2　動脈硬化度・血圧とリンゴ摂取の関係
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どと比較して研究をしていく必要があると考えら
れた。
　リンゴ摂取と血中脂質の関係では、総コレステ
ロール、HDL コレステロールとリンゴ摂取の間に
は男女にかかわらず、有意な関連はみられなかっ

た（データは示さず）。しかしながら、中性脂肪に
ついては 65 歳以上の男性において、リンゴ摂取す
る者の方が、中性脂肪は低値であった。この傾向
は、全摂取カロリー中の脂質割合が 30% 以上を超
える者ではみられず、脂質割合が低い者にのみみ

表 6012-3　血糖・HbA1c とリンゴ摂取の関係

表 6012-4　中性脂肪とリンゴ摂取の関係
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られた（表 6012-4）。

　カ　要　約
　リンゴを食べる習慣のある者は食事における脂
質摂取が少なく、血圧・血糖・血中脂質・動脈硬
化度が良い可能性がみられた。この傾向は高エネ
ルギーで脂質摂取の過剰な食事パターンの者では
ほとんどみられなかった。生活習慣病である動脈
硬化の予防として、りんごのある生活が重要であ
ることが示された。

　研究担当者（高橋一平＊、梅田　孝、中路重之）

（３）　コルチゾールおよび食事タイプ��
　ア　研究目的
　リンゴ摂取は脳卒中をはじめ、心疾患等を予防
する可能性が示唆され、また、介入試験や栄養疫
学研究の結果では、リンゴ摂取によって脂質代謝
制御などによる生活習慣病予防効果が確認されて
いる。そこで、本研究では生活習慣病予防に効果
的な条件の検証を検討することを目的とし、岩木
健康増進プロジェクトにおいて、リンゴ摂取や食
習慣などの生活習慣と生活習慣病との関係を解析
する。具体的には、簡易型自記式食事歴法質問票

（BDHQ）により食習慣（食品摂取量）を把握し、
食事パターン解析により「日本食型」や「欧米型」
などに分類する。食習慣とリンゴ摂取頻度との関
係に加え、生活習慣病予防に関連するサイトカイ
ンなどのマーカー、住民の健康状態との関係を明
らかにする。

　イ　研究方法
　（ア）　調査対象
　2013 年度岩木健康増進プロジェクト・プロジェ
クト健診に参加した弘前市岩木地区及び相馬地区
在住の一般成人 1035 名を対象に調査を実施した。
データの欠損等を除いた 992 名（男性 375 名、女
性 617 名）を解析対象とした。
　（イ）　測定項目等
　　ａ　アンケート調査
　対象者には予め自己記入式のアンケートを配布
し、健診受診当日に個人面接を行い、回答の確認後

に回収した。調査項目は年齢、性別、現病歴、既
往歴、服薬状況、喫煙習慣の有無、飲酒習慣の有
無、運動習慣の有無、食生活である。食事調査は
BDHQ 調査票を用いて、分析を BDHQ サポートセ
ンターに依頼し、得られた結果より、摂取カロリー
及び脂質エネルギー比率を算出した。
　　ｂ　血液生化学検査
　採血は早朝空腹時に上肢の皮静脈より採取され
た。血清血糖、HbA1c、総コレステロール、HDL
コレステロール、中性脂肪及びコルチゾールの測
定は採取された全血を速やかに遠心し血清分離を
行った後、三菱化学メディエンスへ外部委託し測
定した。
　（ウ）　分析方法
　一般成人 1035 名のうち、データの欠損等を除い
た 992 名（男性 375 名、女性 617 名）を解析対象と
し、男女別、リンゴ摂取頻度別に「ほとんど食べ
ない群」（ほとんど食べない～ 1 個未満 / 週）、「食
べる群」（1 個以上 6 個未満 / 週）、「よく食べる群」

（毎日 1 個以上）の 3 群に区分し、生活習慣、血液
検査、食事摂取状況について検討した。リンゴ摂取
頻度状況と血液検査、食事結果の関連については、
血液検査及び食事結果のそれぞれの項目を従属変
数とし、生活習慣等を独立変数とした共分散分析
を行った。
　　ａ　食習慣
　住民の食習慣を BDHQ により解析し、住民の食
習慣を「野菜・魚（健康食）型」、「伝統的日本食
型」、「欧米型」、「飲み物型」などに分類する。な
お、総エネルギー、栄養素等の摂取状況が日本国
民基準（本研究では、平成 24 年度国民健康・栄養
調査を基準とした）より、大幅にオーバーしてい
る項目が多かったことから、リンゴ摂取頻度状況
別と栄養素等の関係について検討した。

　ウ　研究結果
　（ア）　リンゴ摂取頻度状況別にみた対象者の基
本属性、生活習慣、食習慣、血液検査結果
　　ａ　基本属性、生活習慣
　対象者を男女別及びリンゴ摂取頻度状況別に区
分し、生活習慣とリンゴ摂取頻度状況について検
討した（表 6013-1）。リンゴ摂取頻度状況では、リ
ンゴを男女とも「ほとんど食べない群」では平均

─ 453 ─



年齢が低く、リンゴを「よく食べる群」では年齢
層が高い傾向を認めた。喫煙習慣では男女共に「ほ
とんど食べない群」で現在喫煙者の割合が高かっ
た。
　　ｂ　食事結果
　食事結果における栄養素等摂取量について、本
調査結果と平成 24 年度国民健康・栄養調査（以
下、H24 調査とする）について比較した結果を表
6013-2 に示す。男女とも多くの項目で、H24 調査
の基準を上回る値であった。特に、総エネルギー、
塩分相当量では、H24 調査の基準より摂取量が有
意に多かった。リンゴ摂取頻度状況別に検討した
結果を表 6013-3 に示す。男女とも、リンゴを「食
べる群」でエネルギー摂取量が多い傾向を認めた。
　　ｃ　血液検査結果
　血液検査の結果について、リンゴ摂取頻度状況
別に検討した結果を表 6013-4 に示した。男性では、
中性脂肪、総コレステロールの項目で、リンゴを

「食べない群」より「食べる群」で有意に値が低
かった。
　（イ）　リンゴ摂取頻度状況と血液検査、食事結
果との関連

　　ａ　リンゴ摂取状況と食事結果
　リンゴ摂取状況と食事結果の関連について、共
分散分析により検討した結果を表 6013-5 に示す。
男女ともに、総エネルギーの項目で、リンゴを「よ
く食べる群」では「食べる群」よりも有意に値が
高かった。また、女性において、食塩相当量の項
目で、リンゴを「よく食べる群」では「食べる群」
よりも有意に値が高かった。
　　ｂ　リンゴ摂取状況と血液検査
　リンゴ摂取状況と血液検査の関連について、共
分散分析により検討した結果を表 6013-6 に示す。
男性では中性脂肪、総コレステロールの項目では、
リンゴを「よく食べる群」では「食べる群」より
も有意に値が低かった。女性では、総コレステロー
ルの項目で、「よく食べる群」では「食べない群」
よりも有意に値が低かった。

　エ　考　察
　（ア）　本調査における対象集団の特徴
　本研究の結果から、リンゴ摂取頻度状況には年
代差がみられた。男女ともリンゴを「ほとんど食
べない群」より、「食べる群」は平均年齢が高く、

表 6013-1　リンゴ摂取頻度状況別にみた基本属性、生活習慣等
男性n=375 女性n=617 

食べない群

n=116（30.9）
普通に食べる群

n=158（41.2）
食べる群

n=101（26.9）
食べない群

n=112（18.2）
普通に食べる群

n=260（42.1）
食べる群

n=245（39.7）
平均年齢 46.89±14.57 52.84±16.41 †† 62.61±13.30 ††, ‡‡ 48.41±13.93 52.86±14.79 † 61.70±12.64 ††, ‡‡

喫煙：非喫煙者 30（25.9） ** 56（35.7） 46（45.5） 66（58.9） ** 218（83.8） 219（89.4）
現在喫煙者 52（44.8） 41（26.1） 22（21.8） 20（17.9） 17（6.5） 9（3.7）
過去喫煙者 34（29.3） 60（38.2） 33（32.7） 26（23.2） 25（9.6） 17（6.8）

飲酒：非飲酒者 30（25.9） 45（28.5） 18（17.8） 58（52.3） ** 170（65.4） 191（78.0）
現在飲酒者 84（72.4） 105（66.5） 78（77.2） 47（42.3） 75（28.8） 46（18.8）
過去飲酒者 2（1.7） 8（5.1） 5（5.0） 6（5.4） 15（5.8） 8（3.3）

運動習慣：あり 27（23.3） * 59（37.3） 36（35.6） 21（18.8） ** 75（28.8） 97（39.6）
なし 89（76.7） 99（62.7） 65（64.4） 91（81.2） 185（71.2） 148（60.4）

睡眠時間 7.27±1.28 7.33±1.26 7.67±1.33 6.81±1.24 6.87±1.08 6.89±1.13 
6時間未満 12（10.4） 13（8.2） 7（6.9） 18（16.1） 31（11.9） 34（13.9）
6時間以上8時間未満 62（53.9） 88（55.7） 51（50.5） 77（68.8） 178（68.5） 160（65.3）
8時間以上 41（35.7） 57（36.1） 43（42.6） 17（15.2） 51（19.6） 51（20.8）

体重：BMI 22.94±3.17 23.86±3.43 † 23.39±2.74 22.27±4.20 22.16±3.33 22.41±3.15 

体脂肪率 18.3±5.80 19.62±5.93 19.37±5.77 29.30±7.67 28.93±7.06 28.67±6.95 

n（％）または平均値±標準偏差
リンゴ摂取頻度：「ほとんど食べない群」；ほとんど食べない～ 1 個未満 / 週、「食べる群」；1 個以上 6 個未満 / 週、

「よく食べる群」；毎日 1 個以上
喫煙習慣、飲酒習慣、睡眠時間は n=991（喫煙習慣：男性 n=374、飲酒習慣：女性 n=616、睡眠時間：男性 n=374）
リンゴ摂取別の群間の比較：χ 2 検定　　*：P <0.05、**：P <0.01
一元配置分散分析（事後検定：Tukey 法）「ほとんど食べない群」との比較　†：P <0.05、††：P <0.01、「食
べる群」との比較　‡：P <0.05、‡‡：P <0.01
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若い人程、リンゴ摂取量が少ないことが示唆され、
喫煙習慣についても年齢による影響が推測された。
　また、BDHQ を用いた食事調査の結果では、男
女ともほとんどの項目において、国民健康・栄養調
査の値を上回る値であり、特に総エネルギー、食塩
相当量の項目では、本調査の対象集団の値が高く、

摂取量が過剰である状態であった。BDHQ による
食事調査では総エネルギー量等の詳細な解析が困
難なため、他の調査法に比べて高値を示す傾向が
ある。したがって、他の方法で実施した国民健康・
栄養調査との直接的比較は正確性に欠く可能性は
否めない。しかしながら、リンゴ摂取頻度状況別に

表 6013-2　対象者の食事結果

全体n=992 
男性n=375 女性n=617 

摂取量 *H24調査 P値 摂取量 *H24調査 P値

総エネルギー 1930.74±595.25 2243.22±637.81 2089 0.000 1740.82±479.92 1683 0.003 
たんぱく質 72.46±27.09 79.89±29.92 74.3 0.000 67.95±24.14 62.4 0.000 
脂質 52.36±19.37 56.63±21.67 59.6 0.008 49.77±17.34 51.0 0.078 
炭水化物 266.97±85.57 306.42±92.86 286.9 0.000 243.00±70.85 235.6 0.010 
カリウム 2454.98±965.84 2556.57±1073.24 2317 0.000 2393.24±889.54 2155 0.000 
カルシウム 524.37±236.33 548.60±260.75 513 0.009 509.65±219.08 487 0.010 
ビタミンD 15.81±11.93 17.10±13.29 7.8 0.000 15.04±11.00 6.9 0.000 
ビタミンC 94.25±54.69 90.62±58.37 93 0.000 96.45±52.25 98 0.462
コレステロール 367.18±175.89 407.87±200.19 333 0.000 342.45±154.34 279 0.000 
総食物繊維 11.98±4.92 12.25±5.20 14.5 0.000 11.81±4.73 14.0 0.000 
食塩相当量 11.40±3.84 12.94±4.06 10.8 0.00 10.46±3.37 9.3 0.000 

n（％）または平均値±標準偏差
*H24 調査：平成 24 年度国民健康・栄養調査の結果
H24 年度国民健康栄養調査との比較：t 検定
赤：H24 調査より高値である項目、青：H24 調査より低値である項目

表 6013-3　リンゴ摂取頻度状況別にみた食事結果
男性n=375 女性n=617 

食べない群

n=116（30.9）
普通に食べる群

n=158（41.2）
食べる群

n=101（26.9）
食べない群

n=112（18.2）
普通に食べる群

n=260（42.1）
食べる群

n=245（39.7）
総エネルギー 2143.47±580.38 2181.14±669.23 2454.91±605.96 ††, ‡‡ 1621.16±467.62 1700.54±425.56 1838.25±513.60 ††, ‡‡ 

たんぱく質 72.39±25.91 79.01±30.60 89.85±30.65 ††, ‡ 61.57±25.71 65.87±21.65 73.06±24.98 ††, ‡‡ 

脂質 53.49±19.06 56.45±23.48 60.52±21.13 † 46.75±17.90 49.43±15.63 51.51±18.62 † 

炭水化物 291.17±90.25 297.47±96.01 337.93±83.76 ††, ‡‡ 220.78±62.94 235.28±64.63 261.34±76.23 ††, ‡‡ 

カリウム 2232.75±860.14 2489.51±977.63 3033.40±1264.18 ††, ‡‡ 2036.22±786.01 2298.86±787.99 † 2656.61±959.09 ††, ‡‡ 

カルシウム 472.02±236.31 534.27±236.82 658.95±287.38 ††, ‡‡ 436.45±217.90 485.17±190.78 569.10±233.01 ††, ‡‡ 

ビタミンD 14.07±12.04 16.70±12.85 21.20±14.39 ††, ‡ 13.41±12.93 13.68±9.00 17.22±11.56 ††, ‡‡ 

ビタミンC 72.86±44.99 87.69±53.81 115.61±69.71 ††, ‡‡ 74.68±41.57 90.97±44.75 † 112.22±59.00 ††, ‡‡ 

コレステロール 383.28±170.59 408.45±217.99 436.36±200.57 315.62±154.27 336.19±143.71 361.36±163.26 †

総食物繊維 10.50±4.13 11.64±4.35 15.22±6.24 ††, ‡‡ 9.34±3.55 11.12±4.19 †† 13.67±5.04 ††, ‡‡ 

食塩相当量 12.19±3.67 12.69±3.98 14.20±4.35 ††, ‡‡ 9.58±3.46 10.00±3.02 11.36±3.48 ††, ‡‡ 

n（％）または平均値±標準偏差
リンゴ摂取別の群間の比較：χ 2 検定　　*：P <0.05、**：P <0.01
一元配置分散分析（事後検定：Tukey 法）　　「ほとんど食べない群」との比較、†：P <0.05、††：P <0.01

「食べる群」との比較　‡：P <0.05　　‡‡：P <0.01
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みた結果では、リンゴを「食べる群」で「食べな
い群」よりも、高値を示す項目が多かったことは、
リンゴ摂取頻度が高い青森県弘前市岩木地区住民
の健康管理において、総エネルギーの側面から食

事内容を見直す必要が示唆された。
　（イ）　リンゴ摂取頻度状況と食事結果、血液検
査結果との関連
　リンゴ摂取頻度状況と食事結果の関連では、男

表 6013-4　リンゴ摂取頻度状況別にみた血液検査結果
男性n=375 女性n=617 

食べない群

n=116（30.9）
普通に食べる群

n=158（41.2）
食べる群

n=101（26.9）
食べない群

n=112（18.2）
普通に食べる群

n=260（42.1）
食べる群

n=245（39.7）
血清血糖 88.83±11.98 92.94±14.11 96.79±20.43 †† 89.77±25.12 88.49±14.84 89.31±13.10

中性脂肪 144.70±132.78 134.94±96.89 95.26±45.71 ††, ‡‡ 83.61±46.68 78.53±36.15 78.63±35.60

総コレステロール 198.80±36.63 204.20±32.52 193.22±30.28 ‡ 203.38±30.76 198.68±33.22 204.13±32.55

HDLコレステロール 56.79±12.54 58.54±18.85 60.99±15.50 71.37±16.71 67.92±15.98 66.11±13.77 †† 

LDLコレステロール 111.44±28.99 116.14±28.21 109.15±26.62 11.17±26.71 110.65±28.66 117.20±27.28 ‡ 

コルチゾール 11.77±3.93 11.56±3.65 10.35±3.52 †, ‡ 9.45±4.31 6.24±3.69 8.94±3.01 

表 6013-5　リンゴ摂取頻度状況と食事結果の関連
男性n=375 女性n=617 

食べない群

n=116（30.9）
普通に食べる群

n=158（41.2）
食べる群

n=101（26.9）
P値

食べない群

n=112（18.2）
普通に食べる群

n=260（42.1）
食べる群

n=245（39.7）
P値

総エネルギー 2168.22±59.84 2178.04±49.65 2436.66±64.57 0.003 1640.37±46.63 1709.71±29.46 1821.15±31.37 0.004 

脂質 53.84±2.07 55.68±1.72 60.99±2.24 0.064 47.31±1.71 49.40±1.08 51.30±1.15 0.163 
食塩相当量 12.65±0.38 12.70±0.31 13.64±0.41 0.141 10.04±0.32 10.15±0.20 11.01±0.21 0.007 

P=0.012

P=0.010

P=0.047 

P=0.005 P=0.006 P=0.033

表 6013-6　リンゴ摂取頻度状況と血液検査結果の関連
男性n=375 女性n=617 

食べない群

n=116（30.9）
普通に食べる群

n=158（41.2）
食べる群

n=101（26.9）
P値

食べない群

n=112（18.2）
普通に食べる群

n=260（42.1）
食べる群

n=245（39.7）
P値

血清血糖 91.87±1.37 92.93±1.14 93.41±1.48 0.739 91.27±1.48 89.29±0.94 87.80±0.99 0.166 
中性脂肪 148.98±9.23 132.01±7.71 96.50±10.04 0.001 84.23±3.58 80.03±2.27 76.66±2.41 0.229 

総コレステロール 200.93±3.10 203.39±2.58 192.76±3.36 0.044 208.42±3.07 200.84±1.95 199.52±2.07 0.054 

HDLコレステロール 56.52±1.53 59.13±1.27 60.56±1.66 0.202 71.25±1.42 67.92±0.90 66.15±0.95 0.016 

LDLコレステロール 112.93±2.63 115.24±2.89 109.11±2.85 0.239 115.64±2.60 112.34±1.65 113.37±1.75 0.558 
コルチゾール 11.42±0.35 11.56±0.29 10.71±0.38 0.205 9.39±0.35 9.19±0.22 9.03±0.24 0.701 

P=0.060

P=0.012

P=0.001 P=0.017

P=0.040

n（％）または平均値±標準偏差
リンゴ摂取別の群間の比較：χ 2 検定　　*：P <0.05　　**：P <0.01
一元配置分散分析（事後検定：Tukey 法）　　「食べない群」との比較　†：P <0.05　　††：P <0.01　　

「普通に食べる群」との比較　‡：P <0.05　　‡‡：P <0.01

補正平均±標準誤差
共分散分析
補正項目：年齢、BMI、飲酒習慣、喫煙習慣、運動習慣、睡眠時間

補正平均±標準誤差
共分散分析
補正項目：年齢、BMI、飲酒習慣、喫煙習慣、睡眠時間
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女ともに、リンゴを「食べる群」では総エネルギー
の値が有意に高く、すなわち、リンゴを食べている
人程、カロリー摂取量が多い結果となった。また、
女性では、食塩相当量の項目で同様の結果であっ
た。本研究では、リンゴ摂取頻度をメインとした
検討であることから、一概には言えないが、リン
ゴ摂取が効果的にされていないことが推察された。
摂取方法、摂取時間等も加えた検討が必要である。
また、総エネルギー量自体が多いことから、まず
は普段の食事量を見直すこともまた、必要である。
その上で、食事内容の傾向を踏まえた解析、具体
的なリンゴ摂取の方法等に関する検討の必要性が
示唆された。
　副腎皮質ホルモンの一種であるコルチゾールは
過度のストレスが起因となり分泌が促進すること
が知られている 1）。ストレスは生活習慣病の一因で
あり、コルチゾールの分泌が上昇した状態が続く
と糖尿病や高血圧などの生活習慣病を合併するこ
とが報告されている 2）。本課題においてリンゴ摂取
頻度と血中コルチゾールの有意な関連は認められ
なかったことから、コルチゾールの分泌調節に対し
てリンゴ成分は直接的に関与していないと考えら
れる。一方で、男性の場合、リンゴを「食べる群」
で中性脂肪、総コレステロールが有意に低地を示
した。女性では総コレステロールの項目のみ、同
様の結果であった。リンゴポリフェノールの脂質
改善効果が報告されており 3-5）、更に、2（2）リン
ゴおよびプロシアニジン類摂取ヒト試験によって
実施されたリンゴプロシアニジン単回摂取試験に
おいて摂取 24 時間後に中性脂肪の減少が確認され
ている。今回の一般住民を対象としたコホート研
究においても脂質改善効果が認められ、リンゴ長
期摂取が健康指標の改善にもたらす効果が示唆さ
れた。また、脂質改善効果に男女差が認められた
ことから、ホルモンバランスの影響等が推測され、
ホルモンバランスなどの他の要因との関連を詳細
に検討する必要がある。
　本課題はリンゴ生産地である青森県弘前市の一
般住民を対象として行った研究であるため、リン
ゴ摂取頻度が少ない住民の数が少ないことからリ
ンゴ摂取頻度と栄養摂取量や血液生化学測定値と
の比較が制限されたことが課題として挙げられる。

　オ　今後の課題
　（ア）　本調査における研究フィールドは、地域特
性、産業等の関係から、リンゴ摂取率は非常に高
く、また食品等にも含まれている場合が多い。よっ
て、リンゴ摂取をしない者は少ないことが予測さ
れる。これより、今後はリンゴ摂取が日常的でない
地域等と比較して検討する必要あると考えられた。
　（イ）　食事結果について、食事分類以前に栄養
素自体の摂取が過剰であり、その点に関する更な
る調査が必要である。その上で、BDHQ をもとに
食事分類を行うこと、また、食品等へ含まれるリ
ンゴ成分等も加味した分類を検討する必要がある
と考えられた。

　カ　要　約
　本調査より、リンゴ摂取頻度状況は日頃の食事
全般、また、血液検査結果に関連することが示唆
された。日頃の食事全般では、リンゴ摂取頻度が
多い者は総エネルギー、食塩摂取等を含めて、食事
全体の摂取量が多いことから、摂取方法及び摂取時
間等の検討が必要であることが推測された。また、
血液検査の結果では、リンゴ摂取頻度が多い者で
は、少ない者より脂質関連の項目で値が低いこと
が示され、リンゴ摂取は脂質関連の項目を低下さ
せる可能性が推測された。

　キ　引用文献
 1） Livanou T, et al. （1965） The response to stress 

after corticosteroid therapy. Proc. R. Soc. Med, 58
（12）: 1013-1015.

 2） Reynolds RM,et al. （2010） Elevated fasting 
plasma cortisol is associated with ischemic heart 
disease and its risk factors in people with type 2 
diabetes: the Edinburgh type 2 diabetes study. J. 
Clin. Endocrinol. Metab. 95（4）: 1602-1608.

 3） Osada K, et al . （2006） Dose-dependent 
hypocholesterolemic actions of dietary apple 
polyphenol in rats fed cholesterol. Lipids. 41（2）: 
133-139.

 4） Ohta Y, et al. （2006） Gene expression analysis 
of the anti-obesity effect by apple polyphenols in 
rats fed a high fat diet or a normal diet. J. Oleo 
Sci. 55（6）: 305-314.
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 5） Sugiyama H, et al .  （2007） Oligomeric 
procyanidins in apple polyphenol are main active 
components for inhibition of pancreatic lipase and 
triglyceride absorption. J. Agric. Food Chem. 55

（11）: 4604-4609.

　研究担当者（西村美八＊）

２　リンゴやプロシアニジン摂取によるヒト代
謝物の解析

（１）　ヒト代謝物のメタボロミクス解析
　ア　研究目的
　リンゴプロシアニジン類（APC）は脂質代謝制
御や肥満予防などの機能性が報告され、動脈硬化
や糖尿病などの生活習慣病予防が期待されている。
プロシアニジン類は、分子量の比較的小さい低分
子プロシアニジン類（1 ～ 4 量体）はラットやヒト
で体内へ吸収されることが報告されているが、代
謝物についての研究はほとんど行われていない。
　リンゴの機能性を検討するヒト臨床試験や栄養
疫学研究が行われるようになってきたが、リンゴ
など食事による食品成分の摂取量の推定は記述式
のアンケート調査法は用いられている。しかしなが
ら、アンケートによる調査では正確性が低いこと
や、情報が膨大であるため解析が煩雑であるなど
の問題がある。メタボローム解析によって見出さ
れた代謝物はリンゴ摂取のマーカーとしてヒト臨
床試験や栄養疫学研究に応用することが考えられ、
その可能性について検討する。

　イ　研究方法
　弘前大学医学研究科倫理委員会へ臨床試験課題

「リンゴポリフェノールの生活習慣病予防効果の
検証とポリフェノール代謝物（低分子化合物マー
カー）の解析」を申請し、医学研究科倫理委員会
の規定を順守し、ヒト試験を実施した。
　（ア）　リンゴ及びプロシアニジン類（APC）単
回投与による血液及び尿中代謝物の解析
　リンゴ摂取群（n ＝ 8）は、生果１個（約 300g）、
APC 摂取群（n ＝ 8）は 600 mg をそれぞれ被験者
に投与し、リンゴや APC 摂取前後の末梢血及び尿
を経時的に採取し、単回摂取による人体への影響

やプロシアニジン類摂取マーカー候補物質を解析
した。
　（イ）　リンゴ連続摂取による血液及び尿中代謝
物の解析
　青森産リンゴ 1 個（約 300 g）を一日一回摂取し、
4 週間連続摂取を行い、血液及び尿を採取し、単回
摂取による人体への影響やプロシアニジン類摂取
マーカー候補物質を解析した。
　（ウ）　代謝物解析
　上記、（ア）及び（イ）の試験で得られた試料
は HPLC/Q-TOF/MS に よ る 分 析 は Triple TOF 
5600® （AB Sciex 社）を用いて分析した。すなわち、
分析によるバイアスをなくすため、試料はランダム
に 3 回分析し、カラムは、ACQUITY UPLC® BEH 
C18 （Waters Co., Milford, MA, USA） column （i.d. 
2.1 × 50 mm; 1.7 µm）を使用した。
　得られたピークデータ（保持時間と m/z）は
Marker View®（AB Sciex 社）による主成分分析

（PCA）によって解析を行った。スコアープロット
によって、各投与群間をグルーピングし、ローディ
ングプロットによって、各投与群のグルーピング
に寄与する代謝物を精密質量や MS/MS によるプロ
ダクトイオンのピークリストから構造を推定した。

　ウ　研究結果と考察
　（ア）　リンゴ及び APC 単回投与による尿中代
謝物の経時的な変化を HPLC-QTOF/MS を用い
て分析した。リンゴ摂取群の尿代謝物を主成分
分析し、経時的な変化を検討した（図 6021-1）。
摂取 2 ～ 8 時間後では、カテキン硫酸抱合体や
Dihydroxyphenyl valerolactone 硫酸抱合体が特定
された。しかしながら、24 時間後に特徴的な代謝
物は全て未知成分であった（表 6021-1）。フラボ
ノールの代謝物が含まれていると思われ、今後検
討する必要がある。一方、APC 摂取群では（図
6021-2）、リンゴ摂取群でも観られたカテキン硫酸
抱 合 体 や Dihydroxyphenyl valerolactone sulfate
の他に、プロシアニジン 2 量体の硫酸抱合体、
Hydroxyphenyl propionic acid sulfate などが特定さ
れた（図 6021-3）。表 6021-1 に示した代謝物はリ
ンゴ摂取群と APC 摂取群で共通に見出されたもの
であり、リンゴ摂取の推定量を求める際の指標代謝
物になる可能性が示された。また、Hydroxyphenyl 
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図 6021-1　リンゴ摂取群の尿中代謝物の経時的な変化
　PCA-DA 解析によって明確に分離された（Scores Plot 左図）。Loadings Plot（右図）
で摂取後の経過時間に伴って特徴的な代謝物は表 6021-1 に示した。

表 6021-1　リンゴ摂取群及び APC 摂取群の代表的な代謝物リスト

図 6021-2　APC 摂取群の尿中代謝物の経時的な変化
PCA-DA 解析によって明確に分離された（Scores Plot 左図）。Loadings Plot（右図）で
摂取後の経過時間に伴って特徴的な代謝物は表 6021-1 に示した。
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propionic acid sulfate はラットでの APC の単回及
び連続摂取試験においても見出されており、ヒト
においても特徴的な代謝物であると思われた。
　（イ）　リンゴ連続摂取による代謝物解析を行う
ため、ヒト試験を実施している。単回摂取試験と
同様に解析を行い、ヒト臨床試験や栄養疫学研究
においてリンゴ摂取量推定のためのマーカーとな
る代謝物を特定する予定。

　エ　今後の課題
　リンゴやプロシアニジンの単回摂取によるメタ
ボロームを解析し、いくつかの特徴的な代謝物を
見出した。今後は、長期摂取によるメタボローム
を特定するとともに、摂取量を推定することが可
能か検証する必要があると思われる。

　オ　要　約
　リンゴやプロシアニジンの単回摂取によっ
て、 カ テ キ ン 硫 酸 抱 合 体 や Dihydroxyphenyl 
valerolactone 硫 酸 抱 合 体、Hydroxyphenyl 
propionic acid sulfate などが見出された。

　研究担当者（庄司俊彦＊、三浦富智）

（２）　リンゴおよびプロシアニジン類摂取ヒト
試験
　ア　研究目的
　リンゴプロシアニジン類（APCs）は脂質代謝
制御や肥満予防などの機能性が報告され 1-3）、動脈
硬化や糖尿病などの生活習慣病予防が期待されて
いる。そこで、リンゴ生果及び 600mg APC を摂
取後の血糖値などの血液生化学的な変化をヒト試
験で検討した。また、リンゴ及び APCs 摂取によ
る代謝物を四重極・飛行時間型質量分析計（HPLC-

QTOF/MS）を用いて検討し、ヒト臨床試験や栄養
疫学研究においてリンゴ摂取量の推定のマーカー
物質を探索する。

　イ　研究方法
　（ア）　倫理委員会への申請及びボランティアの
リクルート
　リンゴ生果 1 個または 600mg APCs を被験者に
摂取していただくヒト試験を実施した。弘前大学大
学院医学研究科倫理委員会へ「リンゴポリフェノー
ルの生活習慣病予防効果の検証とポリフェノール
代謝物（低分子化合物マーカー）の解析」（整理番
号 2013-303）を申請し、承認後にヒト試験を実施
した。弘前大学保健学研究科を中心として本試験者
への参加ボランティアを募集し、インフォームド
コンセントが得られたボランティア 16 名をリンゴ
生果 1 個（約 300 g）摂取群（n=8）、600mg APCs
摂取群（n=8）の 2 群に分け、単回摂取試験を行っ
た（図 6022-1）。なお、糖尿病、脂質代謝異常、悪
性新生物、その他医師の指示により投薬治療中の
方は対照より除外した。本試験の参加者には、当
方で提供したリンゴ以外の摂取を控えていただく
ように依頼した。本試験は弘前大学大学院医学研
究科倫理委員会の臨床試験指針に則って実施した。
　（イ）　検体採取及び血液生化学測定
　試験開始前（0h）、リンゴ生果または APCs 摂取
から 1、2、4、8、及び 24 時間後に末梢血を及び中
間尿を採取し、血液生化学検査（血糖、総コレステ
ロール、HDL コレステロール、中性脂肪、GOT、
GTP、アルカリフォスファターゼ、血中尿素窒素、
総タンパク質、アルブミン、及び電解質）を解析
した。血液生化学測定には生化学自動分析装置 Dri-
Chem4000（富士フィルムメディカル）を用いた。
なお、LDL コレステロールについては以下の式に
より算出した。

図 6021-3　リンゴ及び APC 摂取群に共通に見出された尿中代謝物の構造
Dihydroxyphenyl valerolactone sulfate、Methyl （epi）catechin sulfate、

（Epi）catechin sulfate
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LDL コレステロール値 =（総コレステロール値）–
（HDL コレステロール値）–（中性脂肪 /5）
　リンゴ摂取群及び APCs 摂取群間における摂
取前（0h）の血液生化学測定値を Mann-Whitney 
Rank Sum Test により比較した。また、リンゴ摂
取群及び APCs 摂取群それぞれで 0h と 24h 間に
おける血液生化学測定値の変化を Wilcoxon Signed 
Rank Test により解析した。有意水準 5％以下を有
意差有と判定した。
　（ウ）　APC 摂取によるヒト尿中代謝物の探索
　継時的に採取した中間尿を 1500rpm で 5 分間遠
心後、上清を回収し、測定時まで－80℃で保存し
た。保存尿を解凍後、同一条件で遠心し、ミリポア
フィルター（0.2μm）でろ過後のろ液をメタボロー
ム解析用試料とした。なお、四重極・飛行時間型質
量分析計（HPLC-QTOF/MS）を用いたメタボロー
ム解析は別小課題で行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　リンゴ生果単回摂取試験
　本試験に参加した被験者構成を表 6022-1 に示
す。リンゴ生果摂取群で女性の割合が多くなった。
リンゴまたは 600mg APCs 接種前のボランティア
の血液マーカーを比較した結果、両群間で血中 Na
濃度に有意な差が認められたが、基準値内での差

であることから特に問題はないと判断される（表
6022-2）。リンゴ生果 1 個（約 300g）接種前後の
各血液マーカーの変化を比較した結果（図 6022-2
～ 12、左）、リンゴ摂取 24 時間後では HDL コレス
テロールの有意な増加が認められた（図 6022-10、
P<0.05）。血糖値や他の脂質関連マーカーに有意な
変化は認められなかった。
　（イ）　600mg APCs 単回摂取試験
　600mg APCs 単回摂取による安全性を確認する
た め、GOT（ 図 6022-2、 右 ）、GTP（ 図 6022-3、
右）、アルカリフォスファターゼ（図 6022-4、右）、
血中尿素窒素（図 6022-5、右）、総タンパク質（図
6022-6、右）及びアルブミン（図 6022-7、右）を
測定した。600mg APCs 単回摂取 24 時間後では、
600mg APCs 投与による肝機能等への急性影響は
確認されなかった。
　リンゴポリフェノールの脂質改善効果が報告さ
れている 1-3）。そこで、600mg APCs 単回摂取前後
の血糖値及び脂質マーカーを比較した（図 6022-8
～ 12、右）。コレステロール値及び血糖値には有
意な変化は認められなかったが、600mg APCs 単
回摂取 24 時間後に中性脂肪が有意に低下した（図
6022-9、右、P<0.05）。

図 6022-1　リンゴ及び APC 単回摂取ヒト試験の概要

表 6022-1　単回摂取試験におけるボランティア構成

─ 461 ─



　エ　考　察
　（ア）　リンゴ生果単回摂取試験　　　　
　リンゴポリフェノールの主成分である APCs の
生活習慣病予防効果を検証するプロジェクトの一
環としてのリンゴ生果 1 個後の生態影響を解析し
た。本試験で用いたリンゴ生果（フジ）には１個当
たり約 150mg の APCs が含有されていた。リンゴ
生果 1 個摂取前後の血液生化学測定値を比較した
結果、摂取 24 時間後に HDL コレステロールの有
意な増加が認められた（P<0.05）。これまで、リン
ゴポリフェノールの脂肪蓄積抑制作用が報告され
ている 1-3）。また、リンゴペクチンも血中コレステ
ロールを低下させると考えられており 4）、リンゴに

含まれる機能性物質が総合的にコレステロールバ
ランスの改善に寄与している可能性が示唆される。
　（イ）　600mg APCs 単回摂取試験　　　
　リンゴポリフェノールの脂質改善効果が報告さ
れている 1-3）。また、稲垣らはプロシアニジンを連
続投与した糖尿病マウスにおいて血糖値の上昇抑
制並びにインスリン抵抗性の改善作用があること
を報告している（タンニンプロジェクト課題）。更
に、庄司らはヒト連続摂取試験により、600mg リ
ンゴポリフェノール連続投与群において血糖値の
上昇を抑制することを明らかにした（タンニンプロ
ジェクト課題）。そこで、本課題では 600mg APCs
単回摂取後の急性的人体影響を解析した。600mg 

表 6022-2　単回摂取試験開始前の血液生化学測定結果

＊ Mann-Whitney Rank Sum Test による有意差検定において有意差あり（P<0.05）

図 6022-2　GOT の変化 図 6022-3　GPT の変化
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図 6022-4　アルカリフォスファターゼの変化 図 6022-5　血中尿素窒素の変化

図 6022-6　総タンパク質の変化 図 6022-7　アルブミンの変化

図 6022-8　血糖値の変化 図 6022-9　中性脂肪の変化

図 6022-10　総コレステロールの変化 図 6022-11　HDL コレステロールの変化
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APCs 単回摂取前後の血液生化学測定値を比較し
た。肝機能や傷害マーカー（GOT、GPT、アルカ
リフォスファターゼ、血中尿素窒素、総タンパク
質及びアルブミン）を測定した結果、摂取後 24 時
間における急性毒性は認められなかった。三浦ら
はタンニンプロジェクトにおいてマウスモデルを
用いた単回急性毒性試験及び長期連続投与試験を
行い、APCs の安全性を確認した。本課題により、
急性期ではあるが APCs 摂取の安全性の一端が明
らかになったと考えられる。
　更に、600mg APCs 単回摂取 24 時間後に中性脂
肪が有意に低下したことは特筆すべき事項である

（図 6022-9、右、P<0.05）。このことから、リンゴ
ポリフェノールの脂質改善効果としての APCs の
役割が再確認されたと考えられる。今回はリンゴや
ワインの摂取制限を除く食事制限は行っていない。
このようは一般的条件下において中性脂肪が低下
した事実は APCs の有用性の検証において非常に
重要である。今後、大規模での試験や長期摂取試
験、更には摂取カロリーや食事をコントロールす
る試験を行い、APCs の効果を詳細に検証する必要
があるであろう。

　オ　今後の課題
　（ア）　有効作用量の検討
　本試験において 600mg APCs 単回投与により 24
時間後に中性脂肪の減少が認められた。APCs の中
性脂肪減少作用における有効量を決定する。また、
同等の APCs 量をリンゴ生果摂取に摂取し、APCs
接種との比較を行う。
　（イ）　APCs 連続摂取の効果

　600mg APCs 単回投与により中性脂肪の減少が
認められたため、長期連続投与による効果を検証
する。

　カ　要　約
　（ア） リンゴ生果単回摂取試験
　リンゴ生果 1 個（約 300g）接種前後の各血液マー
カーの変化を比較した結果、リンゴ摂取 24 時間後
では HDL コレステロールの有意な増加が認められ
た。血糖値や他の脂質関連マーカーに有意な変化
は認められなかった。
　（イ） 600mg APCs 単回摂取試験　　　
　600mg APCs 単回摂取による急性影響を確認し
た結果、肝機能等への急性影響は確認されなかっ
た。また、600mg APCs 単回摂取 24 時間後に中性
脂肪が有意に低下した。

　キ　引用文献
 1） Osada K, Suzuki T, Kawakami Y, Senda M, 

Kasai A, Sami M, et al. （2006）　 Dose-dependent 
hypocholesterolemic actions of dietary apple 
polyphenol in rats fed cholesterol. Lipids. 41（2）: 
133-139.

 2） Ohta Y, Sami M, Kanda T, Saito K, Osada K, 
Kato H. （2006） Gene expression analysis of the 
anti-obesity effect by apple polyphenols in rats 
fed a high fat diet or a normal diet. J. Oleo. Sci. 55

（6）: 305-314.
 3） Sugiyama H, Akazome Y, Shoji T, Yamaguchi 

A, Yasue M, Kanda T, et al. （2007） Oligomeric 
procyanidins in apple polyphenol are main active 
components for inhibition of pancreatic lipase and 
triglyceride absorption. J. Agric. Food. Chem. 55

（11）: 4604-4609.
 4） Hertog, M.G. et al. （1993） Dietary antioxidant 

flavonoids and risk of coronary heart disease: the 
Zutphen Elderly Study. Lancet 342（8878）: 1007-
1011.

　研究担当者（三浦富智＊、庄司俊彦）

図 6022-12　LDL コレステロールの変化
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３　リンゴを使ったメニューレシピ開発と生活
習慣病予防効果の検証

（１）　メニューレシピ開発
　ア　研究目的
　介入試験や栄養疫学研究の結果からリンゴ摂取に
よって糖・脂質代謝制御などによる生活習慣病予防
効果が確認されている。本研究では、リンゴの調理
加工に伴うプロシアニジン類などの機能性成分の変
化を調べ、リンゴのメニューレシピを新たに提案す
る。また、他の食事との組み合わせや脂肪摂取量な
どの摂取エネルギーを考慮したリンゴを使った栄養
バランスの良い食事メニューを考案する。

　イ　研究方法
　（ア）　リンゴの調理加工（生、蒸す、焼く、煮
る等）による、機能性成分含有量及びプロシアニ
ジン重合度の変化を調べる。本解析結果を食育及
び普及支援を目的として作成する冊子に掲載する。
　他の食事との組み合わせや脂肪摂取量などの摂
取エネルギーを考慮したリンゴを使った栄養バラ
ンスの良い食事メニューを考案するとともに、プ
ロシアニジン類含有量を解析する。また、機能性成
分を保持したリンゴメニューを広く普及するため、
弘前市で開催する「リンゴフォーラム」で試食を実
施するとともに、食育及び普及支援を目的として作
成する「リンゴ機能性ハンドブック」に掲載する。
　（イ）　調理による抗酸化能の変化を DPPH 法を
用いて測定した。すなわち、400 µM の DPPH エタ

ノール溶液 100μL と 200 mM MES 緩衝液（pH = 
6.0）50 μL をマイクロプレートに分注し、各試料の
15 倍希釈液 50 μL を加えて混合した。遮光下で 20
分静置後の吸光度（530 nm）から抗酸化能を評価
した。抗酸化活性は次式（1）より算出し、コント
ロールには蒸留水を用いた。DPPH ラジカル消去
活性 （％） = 100－（試料の吸光度 / コントロールの
吸光度× 100）

　ウ　研究結果
　（ア）　一般に、ポリフェノールは熱に弱いとさ
れているが、リンゴの調理加工工程における「加
熱」に注目し、「蒸す」、「煮る」、「焼く」の視点か
らプロシアニジン総量の変化を検討した。その結
果、蒸した場合は 60 分まで比較的安定であること、
煮た場合は 20-40 分で約 3 割減少し、60 分で約 5
割減少すること、焼いた場合は 20-30 分で約 3 割減
少し、40 分で約 8 割減少することがわかった（図
6031-1）。更に、「蒸し」の際の加熱温度条件の違
いについても検討したところ、「100℃蒸し」の方
が「低温蒸し（60-80℃）」よりもプロシアニジンの
残存率が高いことがわかった（図 6031-2）。
　そこで、リンゴの大きさが加熱による熱の伝わ
りに影響を与えると考え、大きさの影響について
も検討した。10 分の調理時間では、「煮る」操作の
場合、大きさにかかわらずプロシアニジンの減少
が見られ、「焼く」、「蒸す」では比較的プロシアニ
ジン類は残存していた（図 6031-3）。

図 6031-1�　加熱操作がプロシアニジンの残存量に及
ぼす影響

　リンゴ可食部を焼く、煮る、蒸す、の３種の加熱方
法で処理し経時的（0 ～ 60 分）にプロシアニジン含
量を測定した。

図 6031-2�　蒸し調理時の加熱温度条件と総プロシア
ニジン量の変化

　リンゴ可食部を 100℃及び 60-80℃で蒸し、経時的
（0 ～ 60 分）にプロシアニジン含量を測定した。
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　（イ）　プロシアニジンとリンゴペクチンを使用
し加熱時間変化と抗酸化能変化を調べたところ、加
熱時間 60 分までは抗酸化能には影響を与えないこ
とがわかった（図 6031-4）。
　（ウ）　以上の結果をもとに、蒸しリンゴを使用
したレシピ 4 種、リンゴのスープ、リンゴデザー
トマリネ、リンゴきんとん、リンゴジュレの制作
を行った（図 6031-5）。また、調理後のプロシアニ
ジン総量を重合度（1 ～ 7）別に HPLC 法を用いて
測定したところ、プロシアニジン量は 100g 生重量
当たりマリネが一番多く、次いでジュレ、スープ、
きんとんの順であった（図 6031-6）。
　（エ）　「煮る」、「焼く」については加熱時間を調
整すればプロシアニジン量の減衰を抑えられるこ
とから、その点を考慮し、リンゴと鮪の南蛮漬け、
リンゴと大豆のカレー、リンゴとほうれん草のパ

スタ、豚肉のリンゴはさみパン粉焼き、リンゴと
白身魚の春巻き、リンゴと鶏肉のトマト煮、ふん
わり親子とじ、豚肉の生姜焼き、リンゴ入り煮込
みハンバーグ（リンゴのソテー添え）、あんかけ焼
きそばの 10 種類の料理を制作した（図 6031-7）。

　エ　考　察
　（ア）　リンゴ生果を加熱した際、プロシアニジ
ンが一番減少するのは煮た場合であったが、これ
は果肉組織からの溶出が大きな要因である。また、
調理の際のリンゴ果実の大きさとも大きく関係し
ていることからもわかる。焼いた場合の方が蒸した
場合に比べ、また、蒸しでも低温（60 から 80℃）
の方が高温に比べ、損失が多いのは、加熱による
リンゴ果実表面の組織変化が関係していると思わ
れる。これはリンゴサイズに関係なくプロシアニ

図 6031-3�　リンゴ可食部のサイズが蒸し調理（100℃、
10 分）におけるプロシアニジン残存量に与
える影響

　リンゴ可食部を 1/4、1/8、1/16、1/32 に切り、そ
れぞれのプロシアニジン含量を測定した。

図 6031-4�　リンゴプロシアニジン及びリンゴペクチ
ンの抗酸化能に及ぼす加熱の影響

　リンゴプロシアニジン（APC）、リンゴペクチン、
リンゴプロシアニジン＋リンゴペクチンの 3 種の試料
について加熱（100℃、0 分、30 分、60 分）後、抗酸
化能（ラジカル補足能）を測定した。

図 6031-5　リンゴフォーラムで提供した蒸しリンゴを使用したレシピ
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ジンの損失がないことからもわかる。
　（イ）　リンゴ果実の調理でプロシアニジンの損
失を抑えることを考えれば、蒸しが一番好ましい
が、蒸しリンゴを活用した料理となるとかなり制
限されてしまう。若干の損失はあるが、広くリンゴ
料理を楽しむことを考えると、今回提案した主菜
料理は子供から大人まで日常の食生活で摂取でき、
また、家庭でリンゴを特別な処理をしなくても調
理できるものばかりである。今後学校現場での家
庭科の調理授業に組み込むことも可能な素材であ
ると思われる。

　オ　今後の課題
　リンゴの蒸し料理（4 種）をはじめリンゴを活用
した主菜料理 10 種を考案した。加熱操作方法、加
熱時間の違いがあるが、いずれも機能性成分プロ
シアニジンを維持している。今後これらのメニュー
をどのような方法で普及させるかが課題である。教
育機関、各自治体関連部署との連携が重要となる
であろう。

　カ　要　約
　（ア）　分離精製したリンゴプロシアニジンその
ものは熱に対して安定で、ラジカル補足能による
抗酸化能も維持された。リンゴ生果の蒸す、煮る、
焼く操作のなかで、蒸す操作が果実中のプロシア

ニジンの損失を一番抑えた。
　（イ）　プロシアニンジンを維持した蒸しリンゴ
を素材として簡単にできる料理レシピを提案した。
また、若干のプロシアニジンの損失はあるものの
リンゴ 0.5 ～１個分を含み子供から大人まで日常的
に摂取できる主菜料理レシピを提案した。

　研究担当者（加藤陽治＊、三浦絢子、三浦富智）

（２）　メニュー摂取後のGI 値および中性脂肪測
定
　ア　研究目的
　リンゴポリフェノールの主要成分として、リン
ゴ縮合型タンニン（プロシアニジン類）が豊富に
含まれ、その様々な機能性が報告されている。こ
れまで、栄養疫学研究の結果からリンゴ摂取によっ
て脂質代謝制御などによる生活習慣病予防効果が
確認されている 1-3）。これまで、プロシアニジン類

図 6031-6�　蒸しリンゴ使用料理、リンゴのスープ、
リンゴデザートマリネ、リンゴきんとん、
リンゴジュレ中のプロシアニジン量

　蒸しリンゴを用いて作成したリンゴのスープ、リン
ゴデザートマリネ、リンゴきんとん、リンゴジュレ中
のプロシアニジン総量及び、重合度別プロシアニジン
量を測定した。

図 6031-7　リンゴを活用した主菜料理
　1：りんごと鮪の南蛮漬、2：りんごと大豆のカレー、
3：りんごとほうれん草のパスタ、4：豚肉のりんごは
さみパン粉焼き、5：りんごと白身魚の春巻き　りん
ごソテー添え、6：りんごと鶏肉のトマト煮、7：ふん
わり親子とじ、8：豚肉の生姜焼き、9：りんご入り煮
込みハンバーグ　りんごのソテー添え、10：あんかけ
焼きそば
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の機能に関する科学的根拠が示されているが、機
能性評価に関しては精製ポリフェノールを用いた
研究であり、リンゴ料理に関する研究事例はない。
また、プロシアニジン類は加熱調理で変化するこ
とが別課題により明らかとなったことから、調理
後のリンゴ摂取による生体調節機能についての検
証が必要となる。そこで、本研究ではリンゴの調
理加工に伴う機能性成分の変化を調べ、リンゴの
メニューレシピを新たに提案する。また、他の食
事との組み合わせや脂肪摂取量などの摂取エネル
ギーを考慮したリンゴを使った栄養バランスの良
い食事メニューを考案するとともに、血糖値や血
中トリグリセリド濃度を指標として予防効果をヒ
ト試験で検証する。

　イ　研究方法
　（ア）　倫理委員会への申請及びボランティアの
リクルート
　リンゴ生果 1 個または弘前大学教育学部食物学
研究室加藤教授によって開発されたリンゴ機能性
料理（リンゴ生果１個相当使用）を被験者に摂取
していただくヒト試験を実施した。なお、リンゴま
たはリンゴ含有料理非摂取群を対照とした。弘前
大学大学院医学研究科倫理委員会へ「リンゴ料理
の生活習慣病予防効果の検証とポリフェノール代
謝物（低分子化合物マーカー）の解析」（整理番号
2013-304）を申請し、承認後にヒト試験を実施した。
弘前大学保健学研究科を中心として本試験者への
参加ボランティアを募集し、インフォームドコン
セントが得られたボランティア 20 名をリンゴ・リ
ンゴ料理非摂取群（6 名）、リンゴ生果 1 個摂取群

（8 名）、リンゴ機能性料理摂取群（6 名）の 3 群に
分け、リンゴまたはリンゴ料理を 2 週間連続摂取
していただいた（図 6032-1）。なお、本試験の参加
者には、当方で提供したリンゴ以外の摂取を控え
ていただくように依頼した。なお、ヒト試験は弘
前大学大学院医学研究科倫理委員会の臨床試験指
針に則って実施した。
　（イ）　検体採取及び血液生化学測定
　試験開始前（0 週）、試験開始１及び２週後に末
梢血を採取し、血液生化学検査（血糖、総コレステ
ロール、HDL コレステロール、中性脂肪、GOT、
GTP、アルカリフォスファターゼ、血中尿素窒素、

総タンパク質、アルブミン、及び電解質）を解析
した。血液生化学測定には生化学自動分析装置 Dri-
Chem4000（富士フィルムメディカル）を用いた。
なお、LDL コレステロールについては以下の式に
より算出した。
LDL コレステロール値 =（総コレステロール値）–

（HDL コレステロール値）–（中性脂肪 /5）
　各血液生化学測定値の変化を二次元配置分散
分 析 法（Two-way repeated Measures ANOVA, 
Tukey Test）により解析後、有意水準 5％以下を
有意差有と判定した。

　ウ　研究結果
　（ア）　リンゴまたはリンゴ料理摂取後の安全性
　 安 全 性 評 価 指 標 と し て、GOT（ 図 6032-2）、
GTP（図 6032-3）、アルカリフォスファターゼ（図
6032-4）、血中尿素窒素（図 6032-5）、総タンパク
質（図 6032-6）、アルブミン（図 6032-7）及び電解
質（Na、K、Cl、Ca、表 6032-1）を測定した。摂
取期間中、リンゴ生果 1 個摂取群及びリンゴ料理
摂取群は非摂取群に比べて有意な差は認められな
かった。
　（イ）　リンゴ摂取またはリンゴ料理摂取が血糖
値及び血中脂質に及ぼす影響
　リンゴポリフェノールの脂質改善効果が報告さ
れている 1-3）。また、稲垣らはプロシアニジンを連
続投与した糖尿病マウスにおいて血糖値の上昇抑
制並びにインスリン抵抗性の改善作用があること
を報告している（タンニンプロジェクト課題）。更
に、庄司らはヒト連続摂取試験により、600mg リ
ンゴポリフェノール連続投与群において血糖値の
上昇を抑制することを明らかにした（タンニンプ
ロジェクト課題）。そこで、リンゴ生果 1 個または
リンゴ可食部 1 個を使用したリンゴ機能性料理摂
取による生活習慣病予防効果をヒト試験において
検証した。
　リンゴ生果摂取群またはリンゴ料理摂取群と非
摂取群間で経時的な変化を比較した結果、血糖（図
6032-8）、中性脂肪（図 6032-9）、総コレステロー
ル（図 6032-10）、HDL コレステロール（図 6032-
11）、及び LDL コレステロール（図 6032-12）の濃
度に有意な変化は認められなかった。
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　エ　考　察
　（ア）　リンゴまたはリンゴ料理摂取後の安全性
　青森県弘前市岩木地区におけるリンゴ摂取量調
査においてリンゴ摂取量は多い人で 1 日当たり数個
のリンゴを摂取していた（コホート研究報告参照）。
リンゴは食経験豊かで本試験での摂取量は通常食さ
れている量であり、肝機能等を解析した結果、血清

マーカーの異常は認められなかった。同様に、リン
ゴ 1 個相当を使用して開発した 10 品目のリンゴ機
能性主菜摂取による健康被害は認められなかった。
　（イ）　リンゴ摂取またはリンゴ料理摂取が血糖
値及び血中脂質に及ぼす影響
　今回、試験規模が小さかったため、コレステロー
ルや生活習慣病の改善効果を検証する十分なデー

図 6032-1　リンゴ及びリンゴ料理連続摂取試験の概要

図 6032-2　GOT の変化 図 6032-3　連続摂取後の GPT の変化

図 6032-4　アルカリフォスファターゼの変化 図 6032-5　血中尿素窒素の変化

図 6032-6　総タンパク質の変化 図 6032-7　アルブミンの変化
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タを集めることができなかったが、本研究におい
てリンゴ摂取群及びリンゴ料理摂取群において有
意な血糖値上昇は認められず、リンゴの連続摂取
による健康状態の悪化は認められないことが明ら
かとなった。また、本研究により、リンゴに含ま
れる糖分が血糖値を上昇させるのではないかとい
う不安が払拭された。

表 6032-1　リンゴ及びりんご料理連続摂による血液生化学測定結果一覧

数値は平均値± SD で示す。　※ LDL 値は間接法で算出した（LDL-TCHO-HDL-c-TG/5）。

図 6032-8　血糖値の変化 図 6032-9　中性脂肪の変化

図 6032-10　総コレステロールの変化 図 6032-11　HDL コレステロールの変化

図 6032-12　LDL コレステロールの変化
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　オ　今後の課題
　（ア）　ヒト長期連続摂取試験の再デザイン
　生活習慣病改善効果の検証についてはカロリー
コントロールや、被験者の食事コントロールなど
の詳細な設定が重要となるため、試験のコントロー
ル法を再検討する。更に、より長期（2 ～ 3 か月）
にわたる経過観察が必要となるであろう。
　（イ）　安全性試験データの取得
　リンゴ過剰摂取試験を行い、血糖値の変化やそ
の他健康影響のデータを取得する。

　カ　要　約
　リンゴ摂取群及びリンゴ料理摂取群において有
意な血糖値上昇は認められず、リンゴの連続摂取
による健康状態の悪化は認められないことが明ら
かとなった。また、本研究により、リンゴに含ま
れる糖分が血糖値を上昇させるのではないかとい
う不安が払拭された。

　キ　引用文献
 1） Osada K, Suzuki T, Kawakami Y, Senda M, 

Kasai A, Sami M, et al. （2006） Dose-dependent 
hypocholesterolemic actions of dietary apple 
polyphenol in rats fed cholesterol. Lipids. 41（2）: 
133-139.

 2） Ohta Y, Sami M, Kanda T, Saito K, Osada K, 
Kato H. （2006）　 Gene expression analysis of the 
anti-obesity effect by apple polyphenols in rats 
fed a high fat diet or a normal diet. J. Oleo. Sci. 55

（6）: 305-314.
 3） Sugiyama H, Akazome Y, Shoji T, Yamaguchi 

A, Yasue M, Kanda T, et al. （2007） Oligomeric 
procyanidins in apple polyphenol are main active 
components for inhibition of pancreatic lipase and 
triglyceride absorption. J. Agric. Food. Chem. 55

（11）: 4604-4609.

　研究担当者（三浦富智＊、西村美八、加藤陽治、
三浦絢子）

４　リンゴ健康機能性の普及のための体制作り
と食育活動

（１）　リンゴフォーラム
　ア　研究目的
　農林水産省委託プロジェクト「タンニン類に着
目したリンゴ・茶の生体調節作用の医学的検証と
高含有品種育成など活用に関する研究開発」では、
リンゴプロシアニジン類の糖／脂質代謝における
生活習慣病予防機能に関する新たな知見や、リン
ゴ摂取などの食生活と生活習慣病に関する知見が
得られた。しかしながら、これらリンゴの生理機
能性に関する研究成果が広く伝わり、活用されて
いるとは言いがたい。
　リンゴなどの農産物の機能性を広く普及するこ
とは、生産地をはじめとする国民の健康増進に寄
与するばかりでなく、リンゴ生産地の産業発展に
貢献しうると考えられる。そのため、リンゴの機
能性に関する研究成果を広く普及するための地方
自治体や大学、研究機関などとの連携体制が重要
である。そこで、本課題では、青森県をモデルケー
スとし、青森県産業技術センターや青森県栄養士
会、県庁などと連携し、普及活動を行った。

　イ　研究方法
　（ア） リンゴフォーラムの開催
　リンゴ機能性の普及のため「リンゴ機能性フォー
ラム」を青森県弘前市内で開催した。医食同源プロ
ジェクト「タンニン」や本プロジェクトで得られ
た知見をもとに、リンゴの機能性に関する研究成
果の紹介、及び日本一のリンゴ生産県におけるリン
ゴの普及体制・食育活動についてディスカッション
した。なお、農研機構の機能性研究に関する取り組
みや茶の機能性（野菜茶業研究所）についても同
フォーラムにおいて周知した。また、リンゴの機能
性レシピを開発し、参加者の試食を行った。
　（イ）　リンゴ機能性ハンドブックの作成 
　リンゴの機能性に関するこれまでの研究事例、生
活習慣病予防効果に関するタンニンプロジェクトの
研究成果、及びリンゴの機能性を効果的に摂取する
メニューを掲載した冊子（ハンドブック）を編集・
作成し、栄養士会、教育機関、リンゴ生産団体、リ
ンゴ流通団体、並びに自治体等に配布し、普及促進
を図るとともに、食育体制の整備に活用する。
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　ウ　研究結果
　（ア）　リンゴ機能性フォーラム
　農林水産省委託プロジェクト「タンニン類に着目
したリンゴ・茶の生体調節作用の医学的検証と高含
有品種育成など活用に関する研究開発」で得られた
知見から、リンゴの機能性に関する研究成果の紹
介、及び青森県の健康向上と食生活改善の提案を目
的とした「リンゴ機能性フォーラム（2012 年 11 月
25 日、ホテルニューキャッスル、青森県弘前市）」
を主催した（図 6041-1）。
　農研機構果樹研究所栽培・流通利用研究領域長　
樫村芳記先生と農林水産省農林水産技術会議事務局
研究調整官　前田 秀一先生の開会あいさつの後（図
6041-2）、一般講演として、「機能性食品の活用法に
ついて（神奈川県立保健福祉大学講師　倉貫早智先
生）」、「リンゴポリフェノールの機能性（農研機構
果樹研究所主任研究員　庄司俊彦先生）」、「青い森
の機能性食品素材（弘前大学教育学部教授　加藤陽
治先生）」、「機能性農産物について（農研機構食品
総合研究所機能性研究領域長　山本（前田）万里先
生）」による 4 題の講演を行った。更に、特別講演
として「青森県の健康向上と食生活改善（弘前大
学医学研究科教授　中路重之先生）」があった（図
6041-3）。総参加者総数は 120 名（内訳：農業者 3
名、栄養士 1 名、大学関係者 28 名、研究機関 3 名、
行政等 47 名、企業等 27 名、一般 11 名）であった。
　また、本フォーラムにおいて、特別講演終了後、
静岡県掛川市と連携して開発した機能性料理レシ
ピを当日配布資料により紹介した（図 6041-4、 図

6041-5）。更に、特別企画としてリンゴ及びお茶機
能性料理の試食会を実施した（図 6041-6）。試食会
用としてリンゴ料理 9 品（りんごのスープ、りん
ごのデザートマリネ、りんごきんとん、りんごジュ
レ、りんごドライカレー、りんご入りがっぱら餅、
あっぷる春巻、りんごとかぼちゃのカッテージチー
ズ和え、あっぷる豚シチュー、図 6041-4）、及びお
茶料理 3 品（お茶のクリーミーリゾット、豆乳く
ず餅、チキンソーセージ、図 6041-5）を提供した。
　（イ）　リンゴの機能性に関する研究成果を公開
　これまでの研究成果を踏まえてリンゴ機能性ハ
ンドブックを発行した。本ハンドブックを青森県
栄養士会、青森県庁、弘前市、弘前大学を通じて
県内に配布し、リンゴ機能性の理解や健康増進へ
の利用、食育への利用を図る。

　エ　考　察
　（ア）　リンゴ機能性フォーラム　　　　
　リンゴ機能性フォーラムを開催し、リンゴ生産
値及びリンゴ消費地における食品機能性に関する
情報発信を実施した。弘前大学では、リンゴのミ
ネラルや食物繊維（ペクチン）の健康増進効果な
どを研究してきた歴史があり、ポリフェノール、
特にプロシアニジン類の機能性に関する認知度が
低かった。本課題においてリンゴ機能性フォーラ
ムを開催することによって、新たな機能性成分と
してのプロシアニジン類の機能性に関する情報を
発信できたことは非常に重要な意味を持つ。また、
リンゴの機能性だけではなく、お茶の機能性に関

図 6041-1　フォーラムの案内ポスター及び当日配布資料の抜粋（講師紹介）
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図 6041-3　リンゴ機能性フォーラムでの講師

図 6041-4　リンゴ機能性フォーラムでのリンゴ機能性レシピの紹介（抜粋）

図 6041-2　リンゴ機能性フォーラムの様子
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する情報を合わせて提供（山本先生）したことや、
食品機能性成分の普及の実際（倉貫先生）を紹介
していただいたことは、今後の青森県内の取り組
みにおいて大いに参考となった。更に、寿命や健
康寿命の増加に対する戦略や地域連携の重要性に
関する特別講演（中路先生）は、平均寿命最下位
県である青森県における将来の指針を啓示したと
いう意味において貴重な情報であったと思われる。
更に、本フォーラムではリンゴ及びお茶を使用し
た機能性料理の試食会を合わせて実施した。試食
会の実施は機能性食品（成分）への興味・関心を
高めるうえで重要な取り組みとなった。
　本フォーラムは様々な職種に周知したため、広
く一般的内容となったが、今後、対象者を限定し
た情報発信が必要となるであろう。実際、本フォー

ラムに参加した行政機関職員が、青森県弘前市岩
木地区で同様のイベントを企画・実施し、地元の
生産者や消費者が多数参加していた。本フォーラ
ムがこれらの普及活動の先行事例となったことは
特筆すべき事項である。また、栄養士の参加が少
なかったことは、青森県内において食品機能性に
着目した栄養指導が浸透していないという問題点
を顕在化させたと考えられる。先行事例である神
奈川県では、神奈川県立保健福祉大学が中心となっ
て新たな取り組みを展開している。今後、管理栄
養士及び栄養士が機能性食品に対する理解と関心
を深める方策が必要となるであろう。
　（イ）　リンゴの機能性に関する研究成果を公開
　本課題においてリンゴ機能性ハンドブックを発
行した。リンゴ機能性フォーラムで明らかとなっ

図 6041-5　リンゴ機能性フォーラムでの茶機能性レシピの紹介（抜粋）

図 6041-6　リンゴ機能性フォーラム特別企画リンゴ・緑茶機能性料理試食会風景
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た課題を解決する手段として本ハンドブックの活
用が必須となる。別小課題において試食会用に提
供した料理に加えてリンゴ機能性レシピを開発し
ており、リンゴ機能性に着目したリンゴの普及拡
大を目指し、リンゴ機能性料理の一般提供につい
て大学生協や行政等との協議を行う予定である。

　オ　今後の課題
　（ア）　継続的情報発信
　本事業での取り組みを単年度で終了するのでは
なく、継続的に情報発信し、かつ多様な対象へ教
授することで、機能性に着目したリンゴの普及各
隊を目指す。
　（イ）　保健師、栄養士会並びに食育団体との連
携強化
　健康増進は幼少期からの一貫した取り組みが必
要となり、食品の機能性についても例外ではない。
幼少期での食育、更には栄養士や保健師による食
事指導など他業種体との連携を強化し、健康寿命
の増加を目指す必要がある。　

　カ　要　約
　（ア）　リンゴ機能性フォーラム
　リンゴ機能性フォーラムを開催し、リンゴ生産
値及びリンゴ消費地における食品機能性に関する
情報発信を実施した。更に、本フォーラムでは特
別企画としてリンゴ及びお茶を使用した機能性料
理の試食会を合わせて実施した。本フォーラムで
の情報発信により、機能性食品（成分）に着目し
た農産物の普及拡大が期待される。　
　（イ）　リンゴの機能性に関する研究成果を公開
　これまでの研究成果を踏まえてリンゴ機能性ハ
ンドブック「リンゴの機能性とその活用法」を発
行した。本ハンドブックを県内に配布し、リンゴ
機能性の理解や健康増進への利用、食育への利用
を図る。

　研究担当者（三浦富智＊、市田淳治、上野　桂）

（２）　青森県内普及体制構築
　ア　研究目的
　疫学研究や介入試験から得られた研究成果や、リ

ンゴ摂取による生体調節機能、リンゴ摂取の健康
維持上の意義などを広く一般消費者に普及すると
ともに、医師や管理栄養士と連携した食育体制を
構築し、高機能性食品素材としてのリンゴの活用
を広める手法を開発する。本目的を達成するため
に以下の活動を実践する。

　イ　研究方法
　（ア） 青森県内を対象とした普及体制の構築
　弘前大学医学研究科、同大保健学研究科の協力
の下、青森県栄養士会等と連携して、リンゴなど
果実の摂取の重要性や農産物が持つ健康機能性に
ついて理解を深めてもらうための研修会を実施す
るとともに、メニューレシピ集や食育等に活用で
きる教材を作成し、リンゴによる生活習慣病予防
効果を効果的に得るためのレシピ作りや栄養士教
育のためのプランニング作りを行う。
　特に、（地独）青森県産業技術センターは、八戸
地域研究所が事務局となって、青森県新需要創出

（リンゴ）ワーキングチームを組織し、年３回程度
のミーティングを開催して、産技センターの関連
部署（本部企画経営室、弘前地域研究所及びりん
ご研究所等）、青森県庁の担当部署（新産業創造課、
りんご果樹課、総合販売戦略課、あおもり食品産
業振興チーム及びがん・生活習慣病対策課等）、支
援機関（21 あおもり産業総合支援センター等）及
び青森県りんご対策協議会などの生産及び加工産
業に係る各種協会等との連絡調整を担当する。　
　（イ）　『りんごフォーラム』の開催
　医農連携プロ及び本プロジェクトで得られた成
果を広く普及するため『りんごフォーラム』を弘
前市で開催する。消費者や生産者を対象に、シン
ポジウム等によりリンゴを使った栄養バランスの
とれたメニューやリンゴの機能性に関する情報を
広く発信する。農水省の機能性研究に関する取り
組みや茶の機能性（独立行政法人農業・食品産業
技術総合研究機構野菜茶業研究所、掛川市）につ
いても合わせて同フォーラムにおいて周知する。

　ウ　研究結果
　青森県内を対象とした普及体制の構築のため、青
森県庁内関係各課から選出されたメンバーによる
青森県庁内ワーキングチームを設置し、部局横断に
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よる情報交換及び連絡調整を行った（表 6042-1）。
　◎ワーキングチームの構成（コアメンバー：10
機関 10 名）
健康福祉部 がん・生活習慣病対策課
農林水産部 総合販売戦略課、食の安全・安心推進
課、りんご果樹課、あおもり食品産業振興チーム
商工労働部 新産業創造課、公益財団法人 21 あおも
り産業総合支援センター（以上、ワーキングメン
バー）
地方独立行政法人青森県産業技術センター 弘前地
域研究所、りんご研究所、本部企画経営室（以上、
アドバイザー）、八戸地域研究所（事務局）
農研機構果樹研究所、弘前大学保健学研究科（以
上、外部参画機関）
　◎会議開催実績
第 1 回（2013.7.30、青森県庁）
農研機構果樹研及び弘前大学の本事業取組概要説
明

県庁内各課における今年度関連施策及び実施事業
の紹介等
第 2 回（2013.10.29、青森国際ホテル）
リンゴ機能性フォーラム（11/25 開催予定）の概要
説明及び関係機関への周知等開催協力
本事業成果の県内普及等に関する意見交換等
第 3 回（2014.1.27、ラ・プラス青い森）
リンゴ機能性フォーラム（11/25 開催）の結果報告
関係各課による関連事業進捗結果報告
本事業成果の取りまとめと県内普及に関する意見
交換等
　また、リンゴの機能性に関する研究成果の青森
県民への情報発信として「リンゴ機能性フォーラ
ム」（2013.11.25、弘前市内、参加者総数約 100 名）
を弘前大学とともに開催し、リンゴの機能性成分
の活用法や機能性を活かした料理レシピの紹介等、
幅広く周知を図った。

表 6042-1　新需要創出（リンゴ）プロに係る庁内ワーキング名簿
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　エ　今後の課題
　本事業におけるリンゴの機能性に関する研究成果
が取りまとめられた段階で、青森県庁内ワーキング
メンバーを通じて庁内関係各課に情報提供し、各課
の今後の事業（例：栄養士等の食育を担う人材育成

及び食育活動など）を通じて、広く青森県民に普及
啓蒙を図る（図 6042-1）。

　研究担当者（市田淳治＊、上野桂、三浦富智）

図 6042-1　青森県関係部署とのワーキングチーム体制
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１　個人に適した茶の効果的な摂取条件等を特
定する手法の開発��
　ア　研究目的
　緑茶は、抗がん作用、抗炎症作用、脂質代謝改
善作用などさまざまな生理作用を有することが報
告されている。緑茶の主要成分の一つであるエピ
ガロカテキンガレート（EGCG）のがん細胞増殖抑
制作用を仲介する「緑茶カテキン感知レセプター」
として 67 kDa ラミニンレセプター（67LR）とい
うタンパク質が同定された 1）。また、EGCG-67LR
シグナリングの下流を担う伝達物質も同定され、
EGCG の感知システムが明らかになりつつある 2,3）。
これまでに、種々の食品因子において、その生理作
用を仲介する分子（生体内感知分子）が同定され、
食品因子を感知するシステムが生体に備わってい
ることが想定される。この感知システムの働き（感
知力）に影響を及ぼす生活因子を明らかにするこ
とは、食品因子の機能性をより効果的に享受でき
る条件を特定するために重要である。九州大学大
学院農学研究院ではこれまでに、静岡県掛川市の市
民を対象としたコホート研究の血液サンプルにお
いて、緑茶カテキンを含む機能性食品因子の感知に
関わる遺伝子（食品因子感知関連遺伝子）の発現
量の測定法を開発してきた。そこで、本研究では、
個人の食品因子感知関連遺伝子発現量と食生活ス
タイル等の条件との関係を解析し、緑茶とともに
摂取することで効果的に機能性を享受することが
期待できる食品及び食品因子を明らかにする。

　イ　研究方法
　（ア）　静岡県掛川市の市民より採取した血液よ
り、末梢血単核球における食品因子感知遺伝子の発
現量を食品感受性評価チップにより測定する。緑
茶カテキンの感知関連遺伝子発現量と種々の食品
成分摂取量との関係並びに緑茶カテキン摂取量と
種々の食品成分の感知関連遺伝子発現量との関係

を解析し、緑茶をともに摂取することで効果的な機
能性の享受が期待できる食品成分を明らかにする。
　（イ）　緑茶カテキンの感知関連遺伝子発現量と
個人の条件（年齢・性別・健康状況・食品・生活
スタイル等）との相関解析を行い、緑茶カテキン
の感知力を高める摂取条件等を解明する。

　ウ　研究結果
　（ア）　ヒト末梢血単核球の食品因子感知遺伝子
の発現量を食品感受性評価チップにより測定した。
葉からいれた緑茶の摂取頻度と食品成分の感知分
子の遺伝子発現量との関係について線形傾向分析
を行った。その結果、緑茶を多く飲む人ほど EGCG
の感知に関わる遺伝子の発現量が高いこと、脂肪
酸、フラボノイド並びに大豆脂質の感知分子の遺
伝子発現量が高いことが明らかとなった（図 7110-
1）。
　（イ）　緑茶カテキン EGCG の感知力に影響を及
ぼす食事形態を明らかにするため、EGCG 感知分
子の遺伝子発現量と栄養摂取量との関係について
相関分析を行った。両者の間には強い相関関係は
認められなかったが、男女間で相関性の傾向が異
なり、EGCG 感知分子の遺伝子発現量に及ぼす栄
養摂取量の影響は性別により異なることが示唆さ
れた（図 7110-2）。また、品目ごとの一日食物摂取
量と EGCG 感知分子の遺伝子発現量との関係につ
いて層別傾向分析を行った。卵の摂取量と EGCG
感知遺伝子 i の発現量間（図 7110-3）、パパイヤの
摂取量と EGCG 感知遺伝子 c の発現量間（図 7110-
4）、柿の摂取量と EGCG 感知遺伝子 f の遺伝子発現
量間（図 7110-4）、さば・さんまあるいはしらす干
しの摂取量と EGCG 感知遺伝子 d の遺伝子発現量
間（図 7110-5）、しいたけの摂取量と EGCG 感知
遺伝子 i の遺伝子発現量間（図 7110-6）、油揚げと
EGCG 感知遺伝子 b の遺伝子発現量間（図 7110-6）
にいずれも中程度の相関が認められ、これらの食

第7編�　個人に適した効果的な摂取条件等を特定する手法の開発及び
摂取条件等を普及するためのモデル体制の構築（茶）

第1章�　緑茶の機能性感知調節作用の研究開発
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品を摂取することで EGCG の生理作用を享受しや
すくなる可能性が期待される。

　エ　考　察
　緑茶を多く飲む人ほど EGCG、脂肪酸、フラボノ
イド、大豆リン脂質の感知遺伝子の発現量が高い可
能性が示された。したがって、緑茶を飲むことで

脂肪酸やフラボノイド、大豆リン脂質の生理作用
をより効果的に享受できることが期待される。卵、
パパイヤ、柿、さば・さんま、しらす干し、しい
たけ並びに油揚げの摂取量と EGCG 感知遺伝子の
発現量との間にいずれも中程度の相関が認められ
たことから、これらの食品を摂取することで EGCG
の生理作用を享受しやすくなることが期待される。

図 7110-1　緑茶の摂取頻度と食品因子感知遺伝子の発現量との相関解析
　緑茶の摂取頻度と正の相関のある食品因子感知遺伝子として緑茶カテキ
ン EGCG、脂肪酸・フラボノイド、大豆リン脂質の感知遺伝子を見出した。

図 7110-2　EGCG 感知遺伝子の発現量と栄養摂取量との相関関係
　EGCG 感知遺伝子の発現量と栄養摂取量との相関性は男女間で異なり、
EGCG 感知分子の遺伝子発現量に及ぼす栄養摂取量の影響は性別により
異なることが示唆された。
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　オ　今後の課題
　緑茶摂取頻度と感知遺伝子発現量との間に正の
相関が認められた食品因子に関して、緑茶によりそ
の感知力が向上するかを検討する必要がある。緑
茶カテキン EGCG の感知遺伝子発現量と摂取量と
の間に正の相関が認められた食品に関して、それ
ら食品の摂取により EGCG の感知力が向上するか
を検討する必要がある。

　カ　要　約
　緑茶摂取頻度と遺伝子発現量との間に統計学的
に有意な正の相関を有する食品因子感知遺伝子と
してフラボノイド及び脂肪酸の感知遺伝子並びに
大豆脂質の感知遺伝子を見出した。緑茶カテキン
EGCG の感知遺伝子の発現量と食品摂取量との間に
統計学的に中程度の正の相関を有する食品として、
卵、パパイヤ、柿、さば・さんま、しらす干し、し
いたけ、油揚げを見出した。

図 7110-3　EGCG 感知遺伝子の発現量と食物摂取量（肉・卵・乳類）との相関関係
　卵の摂取量と EGCG 感知遺伝子 i の発現量との間に中程度の相関が認められた。

図 7110-4　EGCG 感知遺伝子の発現量と一日の食物摂取量（野菜・果実類）との相関関係
　パパイヤの摂取量と EGCG 感知遺伝子 c の発現量との間に、柿の摂取量と EGCG 感知遺伝子 f の発現量と
の間にいずれも中程度の相関が認められた。
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　キ　引用文献
 1） Tachibana H., Koga K., Fujimura Y. and 

Yamada K. （2004） A receptor for green tea 
polyphenol EGCG. Nat. Struct. Mol. Biol. 11（4）: 
380-381．

 2） Umeda D., Yano S., Yamada K. and Tachibana 
H. （2008） Green tea polyphenol epigallocatechin-
3-gallate signaling pathway through 67-kDa 
laminin receptor. J. Biol. Chem. 283（6）: 3050-3058.

 3） Tachibana H. （2011） Green tea polyphenol 

図 7110-5�　EGCG 感知遺伝子の発現量と一日の食物摂取量（魚介類・かまぼこ
類）との相関関係

　さんま・さば並びにしらす干しの摂取量と EGCG 感知遺伝子 d の発現量との
間に中程度の相関が認められた。

図 7110-6�　EGCG 感知分子の遺伝子発現量と一日の食物摂取量（芋類・きのこ類、
大豆製品類）との相関関係

　しいたけの摂取量と EGCG 感知分子 i の遺伝子発現量間に中程度の正の相関が認
められた。油揚げの摂取量と EGCG 感知分子 b の遺伝子発現量との間に中程度の正
の相関が認められた。
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sensing. Proc. Jpn. Acad. Ser. B Phys. Biol. Sci. 87
（3）: 66-80．

　研究担当者（立花宏文＊、山下修矢、中原佳奈美）

２　緑茶カテキンEGCGの感知・機能性発現の
指標となる血清バイオマーカーの同定
　ア　研究目的
　茶に関して従来から行われてきたヒト試験、特
にコホート研究では、緑茶飲用杯数と疾病リスク
の関係についての研究が行われてきた。本プロジェ
クトでは、緑茶飲用杯数とともに、飲用されてい
る緑茶に含まれるカテキン量を推定し、2011 年度
までに掛川スタディで収集した約 1500 名の血液サ
ンプルを解析（食品成分感知関連遺伝子解析並び
に緑茶カテキン応答性血清バイオマーカー）、緑茶
カテキン摂取による疾病リスク低減への影響を解
析するとともに、効果的な機能性の享受が期待で
きる食品成分を明らかにする。

　イ　研究方法
　EGCG の感知レセプターである 67 kDa ラミニン
レセプター（67LR）1）の発現量を変化させた細胞
を EGCG で処理し、DNA マイクロアレイ解析によ
り EGCG が 67LR 依存的に発現量を増加させる遺
伝子を特定する。また、コホート試験において採
取した血球 RNA 及び血清サンプルを用い、遺伝子
レベル及びタンパク質レベルでバイオマーカー量
を測定し、その発現量との相関を解析することで、
効果的な緑茶摂取のバイオマーカーとしてのエビ
デンスを得る。

　ウ　研究結果
　ヒト肝細胞株及びヒト肺細胞株に 67LR 発現ベク
ター及び 67LR-shRNA 発現ベクターをそれぞれ導
入後、EGCG で処理し、DNA マイクロアレイ解析

に供した。EGCG で処理した 67LR を過剰発現させ
た肝細胞株は、コントロール細胞と比較して、587
種類の遺伝子の発現量が高値を示した。EGCG で
処理した 67LR 発現をノックダウンさせた肺細胞株
は、コントロール細胞と比べて 212 遺伝子の発現
量が低値を示した。これらの遺伝子うち、22 種類
の遺伝子が重複しており、67LR 依存的 EGCG 応答
性バイオマーカー遺伝子として特定された。
　
　エ　考　察
　緑茶カテキン EGCG センサー分子 67LR 依存的
な EGCG の応答性バイオマーカーとして 22 種類の
遺伝子を特定した。これらの遺伝子はがん細胞を用
いてスクリーニングされた遺伝子であるが、これら
の遺伝子から翻訳されるタンパク質にはヒトの血
液中に存在するものも含まれており、今後、コホー
ト研究の血漿サンプルを用い緑茶摂取との関係を
解析することが可能である。

　オ　今後の課題
　特定した緑茶カテキン EGCG の応答性バイオ
マーカー遺伝子候補に関して、コホート研究及び
緑茶介入試験により、ヒトレベルで EGCG に応答
する可能性を検討する必要がある。　

　カ　要　約
　緑茶カテキン EGCG センサー分子 67LR 依存的
な EGCG の応答性バイオマーカーとして 22 種類の
遺伝子を特定した。　

　キ　引用文献
 1） Tachibana H., Koga K., Fujimura Y. and 

Yamada K. （2004） A receptor for green tea 
polyphenol EGCG. Nat. Struct. Mol. Biol. 11（4）: 
380-381．

　研究担当者（立花宏文＊、山下修矢、熊添基文）
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１　コホート集団によるベースライン調査デー
タと疾患羅患等との関連検討
　ア　研究目的
　緑茶はカテキン、フラボノイドなどの抗酸化物質
を含んでおり、緑茶摂取頻度の高い者で脳卒中の
死亡・発症が少ないことが前向きコホート研究に
おいて明らかにされてきている 1-3）

。しかしながら、
緑茶は抽出方法により各種成分の含有量が異なる
ことから緑茶の詳細な飲用方法を考慮の上、動脈
硬化性指標との関連を検討する必要がある。また、
緑茶成分の摂取量と動脈硬化関連因子との関連を
ヒトを対象として量的に検討した報告はない。
　（ア）　これまでに農水省実用技術開発事業「緑
茶のもつ生活習慣病改善効果の検証と効果的な摂
取を可能にする新商品の開発」にて収集したコホー
トデータを用いて、緑茶の摂取量・飲み方と循環
器疾患リスクファクターに関する横断研究を行う。
　（イ）　緑茶の摂取量・飲み方を含むベースライ
ン調査データと疾患羅患等との関連を検討するた
めにコホート集団の追跡調査を行う。

　イ　研究方法
　（ア）　これまでに農水省実用技術開発事業「緑
茶のもつ生活習慣病改善効果の検証と効果的な摂
取を可能にする新商品の開発」にて収集したコホー

トデータを用いて、緑茶の摂取量・飲み方と循環
器疾患リスクファクターに関する横断研究を行う。
　（イ）　緑茶の摂取量・飲み方を含むベースライ
ン調査データと疾患羅患等との関連を検討するた
めにコホート集団の追跡調査を行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　これまでに農水省実用技術開発事業「緑
茶のもつ生活習慣病改善効果の検証と効果的な摂
取を可能にする新商品の開発」にて収集したコホー
トデータを用いて、緑茶の摂取量・飲み方と循環
器疾患リスクファクターに関する横断研究を行い、
循環器疾患リスクファクター（脂質、血圧、血糖、
尿酸、腹囲、body mass index、中性脂肪）との関
連を性別・年齢・総エネルギー摂取量で補正した
上で検討した（表 7210-1）。その結果、総カテキン
摂取量及びエピガロカテキンガレート摂取量と血
清総コレステロール濃度との間には負の関連が認
められ（all P<0.05）、総カテキン摂取量及びエピガ
ロカテキンガレート摂取量と LDL コレステロール
濃度、HDL コレステロール濃度、空腹時血糖濃度、
尿酸濃度、収縮期血圧、拡張期血圧、腹囲、Body 
mass index、中性脂肪濃度との間には有意な関連
は認められなかった（all P>0.05）。
　（イ） 　コホート集団 1,524 名に対して郵送によ

第2章�　緑茶の摂取量・飲み方と循環器疾患リスクファクターに関す
る横断研究及び追跡調査

表7210-1　カテキン摂取量と動脈硬化指標との関連

─ 483 ─



る追跡調査票の送付及びホームページへの掲載（図
7210-1）を行い、2014 年 2 月 28 日現在で 1,303 名
の追跡調査を完了した（追跡率 85.5％）。その結果、
ベースライン調査以降の胃がん、大腸がん、肺が
ん、肝がん、乳がん、子宮がん、その他のがん、脳
卒中、心筋梗塞、糖尿病の新規発症者数はそれぞ
れ 3 名、5 名、4 名、0 名、6 名、1 名、17 名、9 名、
1 名、9 名であった。

　エ　考　察
　（ア）　本研究では、総コレステロールとカテキン
類及び EGCG との間に有意な関連が見られた。ま
た、ポーランドにおける先行研究では、ランダム
化比較試験において、緑茶サプリメントを摂取し
た群で、肥満、高血圧患者において総コレステロー
ルが低下したことが報告されている 4）。しかしなが
ら各種カテキン成分が総コレステロールを低下さ
せるかどうかに関する報告はなく、本研究結果は
EGCG の総コレステロール低下作用を示唆する結果
である。今後 RCT による検証が必要である。
　（イ）　緑茶はヒトの健康のために有益な可能性
がある。30 もの試験管と生体内の臨床研究が行わ
れており、緑茶ポリフェノールがいくつかの慢性
疾患の発病やリスクに予防的関与の役割を果たす
かもしれない 5）

。緑茶摂取頻度と予後との関連に関

しては多数報告がある 1,2）。しかしながら、総カテ
キン、EGCG 摂取量と予後との関係は不明である。
今後、本研究対象者の追跡調査によって総カテキ
ン及び EGCG 摂取量とメタボリックシンドローム
発症を含む予後との関連が明らかになることが期
待される。

　オ　今後の課題
　（ア）　本研究は横断研究であり、原因と結果の
関係は不明であること、追跡調査で予後を確認す
る必要性があること、食物摂取頻度調査法は、対
象者の記憶に依存され、思いだし期間が漠然とし
ており、食物摂取量が厳密には算出されないこと、
カテキン摂取量 mg/ 日の評価方法について論文化
されていないことなどがあげられる。本研究対象
者は、公募に対して自主的に参加意思を表明して
きた人の集団であり、BMI が低値で、合併症が少
ないことから、健康に対する意識の高い集団であ
る可能性があり、選択バイアスの可能性が否定で
きない。
　（イ）　緑茶の摂取量・飲み方と疾患羅患等との
関連をより精度よく検討するためには、コホート
集団のより長期間の追跡が必要である。また、報
告された疾患発症に関して、疾患登録情報の閲覧
等を通した精査が必要である。

図 7210-1　掛川 2013 コホートホームページトップページ
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　カ　要　約
　（ア）　緑茶の摂取量・飲み方と循環器疾患リスク
ファクターに関する横断研究を行った結果、総カ
テキン摂取量及び ECGC 摂取量は総コレステロー
ル濃度と関連していた。
　（イ）　掛川コホート集団に対する追跡調査の結
果、非常に高い追跡率の元、各種疾患の新規発症
を捉えることができた。今後、更に長期の追跡調
査によって、緑茶摂取方法に基づくカテキン摂取
量と将来の疾患発症との関連が明らかにされるこ
とが期待される。

　キ　引用文献
 1） Kuriyama S., Shimazu T., Ohmori K., Kikuchi 

N., Nakaya N., Nishino Y., Tsubono Y. and Tsuji I. 
（2006） Green tea consumption and mortality due 
to cardiovascular disease, cancer, and all causes 
in Japan: the Ohsaki study. JAMA. 296（10）: 1255-
1265.

 2） Tanabe N.,Suzuki H., Aizawa Y. and Seki N. 
（2008） Consumption of green and reasted teas 
and the risk of stroke incidence: results from the 
Tokamachi-Nakasato cohort study in Japan. Int. J. 
Epidemiol. 37（5）: 1030-1040.

 3） Nakagawa K. and Miyazawa T.（1997） 
Absorption and distribution of tea catechin, （-）
-epigallocatechin-3-gallate, in the rat. J. Nutr. Sci. 
Vitaminol. 43（6）: 679-684.

 4） Bogdanski P., Suliburska J., Szulinska M., 
Pupek-Musialik D. and Jablecka A.（2012） Green 
tea extract reduces blood pressure, inflammatory 
biomarkers, and oxidative stress and improves 
parameters associated with insulin resistance in 
obese, hypertensive patients. Nutr. Res. 32（6）: 
421-427.

 5） Cabrera C., Artacho R. and Gimenez R. （2006） 
Beneficial effects of green tea-a review. J. Am. 
Coll. Nutr. 25（2）: 79-99.

　研究担当者（栗山進一＊、小原　拓、都田桂子、
鴫原美智子、五十嵐祐子）

２　コホート集団におけるヒトの循環器疾患リ
スクファクターの測定
　ア　研究目的
　緑茶はカテキン、フラボノイドなどの抗酸化物
質を含んでおり、緑茶摂取頻度の高い者で脳卒中
の死亡・発症が少ないことが前向きコホート研究
において明らかにされてきている 1-3）

。しかしながら、
緑茶は抽出方法により各種成分の含有量が異なる
ことから緑茶の詳細な飲用方法を考慮の上、動脈
硬化性指標との関連を検討する必要がある。また、
緑茶成分の摂取量と動脈硬化関連因子との関連に
ついてヒトを対象として量的に検討した報告はな
い。
　（ア）　これまでに農水省実用技術開発事業「緑
茶のもつ生活習慣病改善効果の検証と効果的な摂
取を可能にする新商品の開発」にて収集したコホー
ト（掛川コホート）データを用いて、コホート集
団のベースライン調査データ確立及び疾患羅患等
との関連を検討する上で、循環器疾患リスクファ
クターや糖尿病などの生活習慣病に関連するマー
カを測定する。
　（イ）　（ア）で測定されたマーカと緑茶の摂取量・
飲み方に基づくカテキン摂取量との関連を検討す
る。

　イ　研究方法
　（ア）　コホート集団のベースライン調査データ
確立及び疾患羅患等との関連を検討する上で、循
環器疾患リスクファクターや糖尿病などの生活習
慣病に関連するマーカを測定する。
　（イ）　（ア）で測定されたマーカと緑茶の摂取量・
飲み方に基づく総カテキン摂取量及びエピガロカ
テキンガレート摂取量との関連を性別・年齢・総
エネルギー摂取量で補正した上で検討する。

　ウ　研究結果
　（ア）　コホート集団のベースライン調査データ
確立及び疾患羅患等との関連を検討する上で、循
環器疾患リスクファクターや糖尿病などの生活習
慣病に関連するマーカ（血清中：シスタチン C、葉
酸、酸化 LDL コレステロール、総 IgE、尿中：微
量アルブミン）を測定し、923 名分の血清葉酸濃
度（9.5 ± 4.5 ng/ml、2.5 － 22.0 ng/ml）、血清酸化
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LDL コレステロール濃度（154.0 ± 50.5U/L、49 －
358 U/L）、血清シスタチン C 濃度（0.81 ± 0.15mg/
L、0.46 － 2.01 mg/L）、血漿 IgE（非特異的 IgE）
濃 度（181.4 ± 506.7 IU/mL、5 － 8540 IU/mL）、
及び 922 名分の尿中微量アルブミン濃度（クレア
チニン換算値）（11.6 ± 66.7 mg/g･Cre、0.4 － 939 
mg/g･Cre）を得た。
　（イ）　（ア）で測定されたマーカ（血清中：シ
スタチン C、葉酸、酸化 LDL コレステロール、総
IgE、尿中：微量アルブミン）と緑茶の摂取量・飲
み方に基づく総カテキン摂取量及びエピガロカテ
キンガレート摂取量との関連を性別・年齢・総エ
ネルギー摂取量で補正した上で検討した（表 7220-
1）。その結果、総カテキン摂取量及びエピガロカテ
キンガレート摂取量とシスタチン C に基づく推定
糸球体ろ過量、葉酸、酸化 LDL コレステロール、
総 IgE、尿中微量アルブミンとの間には有意な関連
は認められなかった（all P>0.05）。

　エ　考　察
　本研究においては、特に関連が予想された MDA-
LDL コレステロールとカテキン摂取量に関連は認
められなかった。これまでに、本邦の縦断研究で
ある大崎コホートにおいて 5 万人を 11 年間追跡調
査した結果、緑茶摂取が 1 日 1 杯未満の群に比べ
て 1 日 5 杯以上の者において、総死亡、循環器疾
患死亡、脳卒中死亡が有意に少なかったことを報
告している 1）。また、タナベらは、十日町中里スタ
ディにおいて 6400 人を 5 年間追跡調査した結果に
おいても緑茶の摂取頻度が高いほど脳卒中の発症
リスクが低いことが報告されている 2）。更に、中国
のテンらは 2010 年 8 月までを対象に三つのデータ
ベースで検索した無作為化較試験 14 報について検
討したメタアナリシスにおいて、緑茶 （緑茶もしく
は緑茶抽出物） の摂取は、総コレステロール、LDL

コレステロールの低下と関連が認められたことが
報告されている 4）。したがって、横断研究であると
いう研究デザイン上の限界が本解析結果に影響し
ている可能性も考えられる。今後、コホート集団
の長期の追跡によって、より詳細な検討を行うこ
とが可能である。

　オ　今後の課題
　今回測定した各種マーカとカテキン摂取量との
間に横断的な関連は認められなかったが、今後、コ
ホート集団のより長期にわたる追跡調査を行うこ
とによって、今回測定した各種マーカと将来の疾
患発症との関連を明らかにする必要がある。

　カ　要　約
　掛川コホートにおける保存検体を用いて循環器
疾患リスクファクターや糖尿病などの生活習慣病
に関連するマーカの測定を行うと同時に、横断的
にカテキン摂取量との関連を検討した結果、いず
れのマーカについてもカテキン摂取量との間に有
意な関連は認められなかった。

　キ　引用文献
 1） Kuriyama S., Shimazu T., Ohmori K., Kikuchi 

N., Nakaya N., Nishino Y., Tsubono Y. and Tsuji I. 
（2006） Green tea consumption and mortality due 
to cardiovascular disease, cancer, and all causes 
in Japan: the Ohsaki study. JAMA. 296（10）: 1255-
1265.

 2） Tanabe N.,Suzuki H., Aizawa Y. and Seki N. 
（2008） Consumption of green and reasted teas 
and the risk of stroke incidence: results from the 
Tokamachi-Nakasato cohort study in Japan. Int. J. 
Epidemiol. 37（5）: 1030-1040.

 3） Nakagawa K. and Miyazawa T.（1997） 

表 7220-1　カテキン摂取量と各種マーカとの関連
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Absorption and distribution of tea catechin, （-）
-epigallocatechin-3-gallate, in the rat. J. Nutr. Sci. 
Vitaminol.43（6）: 679-684.

 4） Zheng X. X., Xu Y. L., Li S. H. Liu X. X., Hui R. 
and Huang X. H. （2011） Green tea intake lowers 
fasting serum total and LDL cholesterol in adults: 

a meta-analysis of 14 randomized controlled 
trials. Am. J. Clin. Nutr. 94（2）: 601-610.

　研究担当者（栗山進一＊、小原　拓、都田桂子、
鴫原美智子、五十嵐祐子）
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　ア　研究目的
　緑茶の健康機能性を活用してもらうために、栄
養士会に所属する管理栄養士に対し、健康機能性
に関する教育プログラム（テキストを作成）を実
施する。緑茶に関する健康機能性とそれを利用す
るための茶葉特性についての講義を行った後、グ
ループミーティングにて緑茶を個人の食生活に取
り入れるためのブレインストーミングを行う。意
見を集約して、健康メニューを作成するとともに、
健康メニューや活用法などをまとめて冊子を作成
する。また、リンゴコホートと連携して弘前市で
のリンゴフォーラムに参加し、緑茶の健康機能性
に関する講演を行って、弘前市での緑茶の健康機
能性の啓蒙を行う。

　イ　研究方法
　（ア）　管理栄養士に対する健康機能性に関する
教育プログラムの実施とテキスト作成
　緑茶の健康機能性を活用してもらうために、栄養
士会に所属する管理栄養士（静岡県、千葉県、神
奈川県）に対し、健康機能性に関する教育プログ
ラム（テキストを作成）を実施する。
　（イ）　研究成果シンポジウム等での緑茶健康機
能性情報の普及
　弘前リンゴフォーラムや医農連携プロ研究成果
シンポジウム「タンニン類に着目したリンゴ・茶
の調節作用の医学的検証」を開催し、緑茶の健康
機能性に関する講演を行って啓蒙を行う。

　ウ　研究結果
　（ア）　管理栄養士に対する健康機能性に関する
教育プログラムの実施とテキスト作成
　管理栄養士、栄養士、食生活改善員に対する緑
茶の健康機能性に関する教育プログラムを静岡県

（2013.12.7、講演後、栄養士間のフリーディスカッ
ション、発表を行った）（表 7300-1）、神奈川県、
千葉県で実施した。また、緑茶の健康機能性を活
かすための活用法のテキストを作成して栄養士に
配布した（図 7300-1）。

　（イ）　研究成果シンポジウム等での緑茶健康機
能性情報の普及
　弘前リンゴフォーラム（2013.11.25）にて緑茶の
健康機能性を啓蒙した。医農連携プロ（タンニンプ
ロ）と連携して、研究成果シンポジウム「タンニン
類に着目したリンゴ・茶の調節作用の医学的検証」

（2014.2.14）を開催し、緑茶、リンゴの機能性研究
の普及を行った。シンポジウムでは、講演要旨集

（図 7300-2）を作成し、一般消費者に配布した。

　エ　考　察
　（ア）　栄養士に対する講演を行った後、栄養士間
のグループミーティングを実施した。緑茶の健康機
能性を理解し、消費者に伝えていく方の養成という
意味を持った講演、グループミーティングだった
が、それぞれがどのように伝えていったら良いかと
いうことも含めて討議できたのではないかと思う。
　（イ）　シンポジウムにて、緑茶の健康機能性につ
いての講演を行い、消費者への啓蒙を行った。弘
前リンゴフォーラムでは、講演とともに、健康レ
シピの試食もあり、緑茶への感心が高まったもの
と期待される。
　
　オ　今後の課題
　緑茶の健康機能性を普及するため、栄養士への
エデュケーションをこれからも続けていく必要が
ある。

　カ　要　約
　（ア）　緑茶の健康機能性を活用してもらうため
に、栄養士会に所属する管理栄養士（静岡県、千
葉県、神奈川県）に対し、健康機能性に関する教
育プログラム（テキストを作成）を実施した。
　（イ）　弘前リンゴフォーラムや医農連携プロ研
究成果シンポジウム「タンニン類に着目したリン
ゴ・茶の調節作用の医学的検証」を開催し、緑茶
の健康機能性に関する講演を行って啓蒙を行った。

　研究担当者（山本（前田）万里＊）

第３章�　緑茶の健康機能性を個人の食生活に活かすための管理栄養士
とタイアップした普及モデルの構築
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表 7300-1　機能性農産物を利用するための医農連携フォーラムでのグループミーティングでの意見集約

─ 489 ─



図 7300-1　緑茶、リンゴの健康機能性に関するテキスト（全 97 ページ）

図 7300-2　シンポジウム講演要旨集（全 63 ページ）
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　ア　研究目的
　緑茶の健康機能を多くの人に活用してもらうた
めに掛川市において緑茶の健康機能性の普及活動
を行う。また、弘前で開催されるリンゴフォーラ
ムへ参画し、茶の健康機能性を情報発信すること
により、緑茶をあまり飲用しない東北地方の住民
を対象とした啓蒙活動を行う。

　イ　研究方法
　（ア）　緑茶の健康機能性に関するリーフレット
の作成及び緑茶健康メニューのレシピカード等を
作成、配布する。
　（イ）　緑茶健康メニューの提供、PR などを行う
モデルケースの提案、実践を行う。
　（ウ）　緑茶の健康機能性普及にあたり、市民参
加型の協働事業を展開する。　

　ウ　研究結果
　（ア）　緑茶の健康機能性に関するリーフレット
等の作成、配布
　中心街地活性化事業「けっとら市」（毎月第三土
曜日開催）や市保健予防課の事業のなかで、緑茶
の健康機能性に関するリーフレットや緑茶健康メ
ニューのレシピカードを配布した。また、弘前リ

ンゴ機能性フォーラム（2013.11.25）では、緑茶の
機能性メニューを提供するとともに、レシピ配布
や緑茶の機能性に関する PR を実施し（図 7400-
1）、日常あまり緑茶を飲用しない東北地方の住民を
啓蒙した。
　（イ）　緑茶健康メニューを提供するモデルケー
スの提案、実践
　　ａ　中心市街地活性化イベント「けっトラ市」

（毎月第 3 土曜日開催）に緑茶効能ブースを設置し、
緑茶健康メニューの試食、レシピの配布などを行
うとともに、「栄養士によるミニ栄養相談コーナー」
を設置した（図 7400-2）。
　　ｂ　市内の割烹旅館において、民間事業者と協
働で健康講座を開催（10 月 26 日）した。ピラティ
スインストラクターの橋山恵美氏が企画したもの
で、ピラティス、ボディコンディショニング、坐
禅、写経など盛りだくさんの内容で実施した。掛
川市は、食事メニューの提案で連携し、市の栄養
士が考案したお茶づくしのヘルシーメニューを提
供するとともに担当栄養士が緑茶効能の PR やヘル
シーメニューの解説を行った。本取り組みは新聞
記事（2013.10.29 中日新聞）としても取り上げられ
た。
　　ｃ　市内温泉施設「大東温泉シートピア」に

第4章�　緑茶の持つ健康機能性の地域への普及

図7400-1　レシピカードの一例
図 7400-2�　中心市街地活性化イベント「けっトラ市」

での啓蒙活動
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て、緑茶健康メニューフェアを 2 月に開催し、お茶
づくしのセットメニューや単品メニューで粉砕茶
を食材として使用した。また、2 月 28 日には、同
施設にて「栄養士による食事・栄養よろず相談コー
ナー」を設置し、40 名の来館者の相談に対応した。
本取り組みは新聞記事（2014.2.11 静岡新聞）とし
ても取り上げられた。
　（ウ）　住民参加型の普及事業として「かけがわお
茶レシピグランプリ」を開催した。49 点の応募が
あり。つま恋調理部長ら有識者による審査により
表彰レシピを選定し、2 月 9 日に開催した食育講演
会で表彰した。最優秀レシピについては、2 月 23
日に開催した「かけがわ食育・健康フェア」でボ
ランティア（市健康づくり食生活推進協議会）が
調理し、来場者へ提供した。また、優秀作品につ
いては市ホームページに掲示した。

　エ　考　察
　茶の健康機能性を普及するため、いくつかの手
法やモデルケースについて検討することができた。
栄養管理士の元、市民参加型で緑茶のヘルシーメ

ニューが作成され、今後の緑茶普及に役立つこと
が期待される。また、緑茶の健康機能性について
多くの人に聞いていただくとともに、様々な立場
の関係者ともネットワークを築くことができ、今
後の取組に有用なものとなった。　

　オ　今後の課題
　茶をはじめとした農産物の健康機能性や食材と
しての可能性を広げていくため、更に専門職、一般
市民、企業、行政、学校などが緊密に連携し、ネッ
トワークを充実させていく必要がある。　

　カ　要　約
　本研究を通じて、茶の健康機能性を普及するた
め、いくつかの手法やモデルケースについて、検
討することができた。また、様々な立場の関係者
ともネットワークを築くことができ、今後の取組
に有用なものとなった。

　研究担当者（山田光宏＊、松下きみ子、松浦香織、
前川沙野佳、松下美奈子）
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１　北海道の地域一般住民におけるタマネギの
効果的な摂取方法の指導・普及に関する検討
　ア　研究目的
　タマネギ等の野菜類に含まれる主要なフラボノ
イドであるケルセチンについて、健診受診者を対
象とした食事調査を行うことで地域一般住民にお
けるケルセチン摂取量の実態を把握するとともに、
地域の管理栄養士から保健指導該当者に対して個
人の嗜好や生活環境などに合わせた摂取方法を含
めた栄養指導を行うこと、料理教室等の場を活用
することにより地域住民への普及体制モデルを構
築することを目的とする。

　イ　研究方法
　北海道有珠郡壮瞥町において、2013 年度の特定
健診受診者を対象としてタマネギをはじめとする
複数のケルセチン含有食品の摂取量や頻度を含む
食事調査を実施した。調査品目は、先行研究でケ
ルセチン含有量が多いとされるものの中から、6 ～
7 月の健診時期に町民がよく摂取すると思われる

ものを選択した。選択した項目は、たまねぎ、ほ
うれん草、ブロッコリー、じゃがいも、ピーマン・
ししとう、グリーンアスパラ、トマト、ミニトマ
ト、キャベツ、なす、サニーレタス、しそ、しそ
ジュース、青汁、サクランボ、そばの 17 品目であ
る。これらについて摂取頻度、1 回量（目安と比較
して同じか多いか少ないか）を回答してもらった

（図 8010-1）。頻度と 1 回の摂取量から、各品目の
1 日当たりの摂取量を計算し、共同研究機関である
食品総合研究所にて実際の食材中のケルセチン含
有量を測定した結果とかけ合わせて、個人の 1 日
当たりのケルセチン摂取量を推定した。
　健診にては、腹囲径、血圧値、血糖値、中性脂肪
値、HDL コレステロール値、LDL コレステロール
値、肝機能指標などの特定健診に含まれる項目に加
えて、インスリン、高感度 CRP、酸化ストレスマー
カー（過酸化脂質、尿中 8-OHdG,sLOX-1,LAB）、
アディポネクチンを測定した。また BioPlex を使
用して、他のアディポサイトカイン（IL-1b、 IL-6、 
MCP-1、 TNF-α、 レプチン、 レジスチン、 PAI-1）も

第8編�　個人に適した効果的な摂取条件等を特定する手法の開発及び
摂取条件等を普及するためのモデル体制の構築（タマネギ）

図8010-1　ケルセチン摂取量調査質問票　
　6 ～ 7 月の期間に流通するケルセチン含有量が多い食品 17 品目について、
摂取頻度と 1 回量を質問票で調査した。
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測定した。個人の推定ケルセチン摂取量をもとに
男女別・65 歳未満・以上別に 4 分位に分けて、第
一 4 分位～第四 4 分位毎にまとめて全体の 4 分位
とし、各群間で上記の測定項目を比較検討した。

　ウ　研究結果
　（ア）　2013 年 7 月 26 日～ 8 月 3 日の 9 日間にわ
たり、有珠郡壮瞥町における特定健診を行った。受
診者総数 603 名であり、そのうち食事調査を施行
できたのは 595 名であった。食総研で測定した食
材中のケルセチン量をもとに食事調査と合わせて
個人レベルでの推定ケルセチン摂取量を算出した
ところ、平均値 17.3mg、中央値 16.3mg であった。

（図 8010-2）。
　（イ）　男女別に摂取量を検討すると、男性で平均
値 14.9mg、中央値 13.2mg、女性で平均値 19.1mg、

中央値 18.2mg であり、Mann-Whitney の U 検定を
用いて中央値の比較を行うと、女性が男性よりも
有意に摂取量が多い結果であった（p<0.001）（図
8010-3）。
　（ウ）　ケルセチン摂取量は正規分布をしていな
いため平方根変換を行って、年齢との相関を検討す
ると男女とも有意な正相関（男性 r=0.27、p<0.001、
女性 r=0.32、p<0.001）を示していた（図 8010-4）。
　（エ）　推定ケルセチン摂取量には男女差、年齢
による影響が考えられるため、摂取量と測定項目
との関連の検討においては、男女別・65 歳未満・
以上別の 4 分位基準で分割し、それぞれの第一 4
分位～第 4 四分位を合わせて Q1 ～ Q4 とした。（表
8010-1）。
　（オ）　推定ケルセチン摂取量 4 分位間での測定項
目の比較を行ったところ、平均推定ケルセチン摂

図 8010-2　壮瞥町特定健診受診者における 1 日当たりの推定ケルセチン摂取量
全対象での推定摂取量の平均値は 17.3mg/ 日、中央値は 16.3mg/ 日であった。

図 8010-3　男女の推定ケルセチン摂取量の比較
女性の摂取量中央値は男性よりも有意に高値であった。
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取量については、Q1 で 7.1mg、Q2 で 13.6mg、Q3
で 19.2mg、Q4 で 29.4mg であった。この 4 群間で
測定項目を比較したが、腹囲径、血圧値、脂質値、
血糖値、高血圧・糖尿病・脂質異常症・心血管疾
患のいずれかにて治療中の者の頻度、各種酸化ス
トレスマーカー、アディポネクチンに有意な差は
認めなかった（表 8010-2）。

　エ　考　察
　（ア）　日本人のケルセチン摂取量に関する過去
のいくつかの報告においては 10～30mg という報告
があり 1-3）、それと比してほぼ同程度の摂取量であっ
た。実際の食材中のケルセチン量に基づくことで、
食品の摂取頻度・１回量を質問票で調査するのみ
であっても、比較的妥当な摂取量が推定できる可
能性が考えられた。農作物に含まれる機能性成分
の摂取量の地域差を比較検討するような場合には、
今回のような多人数の集団を対象とした摂取量調
査が必要となるが、実際に多人数に詳細な栄養調
査を行うことは困難と考えられ、簡便な調査票に
よる摂取量の推定は有用であると考えられる。

　（イ）　男女間で比較すると女性の推定摂取量が
有意に高く、また年齢との関連では年齢が高くな
るほど摂取量が多い関連であった。今回のケルセ
チン推定摂取量は、特定の食品の摂取頻度と 1 回
量を問う調査票に基づくものであり、野菜の摂取
量が多い者では摂取量が多く推定されることから、
男女差や年齢による影響は野菜の摂取量が大きく
影響していると考えられる。
　（ウ）　推定ケルセチン摂取量 4 分位間で健診項
目の比較を行ったが、血圧、血糖、脂質、酸化ス
トレスマーカー、アディポサイトカインなど有意
な差は認められなかった。一般的に摂取している
量の範囲での多寡では、健康指標の明かな差とし
ては検出できない可能性が考えられた。

　オ　今後の課題
　（ア）　今回は健診に近い季節が旬の食材を中心
に検討を行ったが、時期によって産地もことなる
ことから、季節による摂取量の検討を行うことも
重要であると考える。そのためにも各食品において
産地や時期によるケルセチン含有量のデータベー

図 8010-4　年齢と推定ケルセチン摂取量との相関
年齢と推定ケルセチン摂取量との間には正の相関が認められた。

表 8010-1　推定ケルセチン摂取量の男女別・高齢別 4 分位の範囲

男女間・年齢で摂取量に差が認められることから、それぞれ別に 4 分位とした。
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スが重要になる。
　（イ）　また地域によって摂取量の差異を認める
ことも予想されることから、同じ調査票を用いて
複数の地域で同様の調査を行うことにより、機能
性成分摂取の地域差やその要因についての検討を
行うことも重要であると考えられた。
　（ウ）　今回の調査においては集団全体でのケル

セチン血中濃度については検討できていないが、摂
取量のみならず、血中濃度と健康指標との関連に
ついての検討も重要になると考えられる。
　（エ）　今回は断面調査による検討であったが、個
人レベルあるいは地域レベルでの摂取量を増やす
ことに介入前後での変化など縦断的な検討も必要
であると考えられる。

表 8010-2　推定ケルセチン摂取量 4 分位における群間の対象特性の比較

推定ケルセチン摂取量の 4 分位間でそれぞれの項目で有意差は認められなかった。
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　カ　要　約
　（ア）　地域住民に機能性成分を有する農林水産
物を効果的に摂取する方法を普及する上でも、そ
の地域における機能性成分の摂取状況の実態把握
が重要であり、今回の簡便な食事調査票と食材デー
タベースによって比較的妥当な摂取量の推定が可
能となった。
　（イ）　今回の北海道地域一般住民を対象とした
断面調査では、６～７月の通常の食事からの推定
ケルセチン摂取量と健康指標との間に明かな差は
認められなかった。

　キ　引用文献
 1） 井奥加奈・奥田豊子・樋口　寿・小切間美保・

竹井瑤子 （2008） 関西在住の中高年女性における
食事由来フラボノイドの摂取量及びイソフラボ
ン摂取量の推定、大阪教育大学紀要　第Ⅱ部門 . 
56（2）: 1-19.

 2） 渡辺昌・卓興鋼 （2005） ファンクショナル・フー
ド・ファクター・データベースと食品の安全性 . 
日本補完代替医療学会誌 2（2）: 101-110.

 3） Arai, Y., Watanabe S., Kimira M., Shimoi K. and 
Mochizuki R. （2000） Dietary intakes of flavonols, 
flavones and isoflavones by Japanese women 
and the inverse correlation between quercetin 
intake and plasma LDL cholesterol concentration. 
J. Nutr. 130（9）: 2243-2250.

　研究担当者（大西浩文＊、赤坂　憲、斎藤重幸、
島本和明）

２　壮瞥町住民に適したタマネギの効果的な摂
取方法の検討と普及
　ア　研究目的
　2008 年度から始まった特定健診・特定保健指導
においては、メタボリックシンドローム該当者及び
その予備群に対しては、将来の生活習慣病及び心
血管疾患予防目的に生活習慣の介入を行うことに
なっている。メタボリックシンドローム該当者は野
菜の摂取が少ないことが報告されており 1-4）、生活
習慣改善とくに食習慣においては野菜の摂取量増
加が進められる。栄養指導で野菜摂取を進める上

で、ケルセチンのような機能性成分に着目した指
導を行うことも重要であると考えられるが、これ
までに機能性成分まで念頭においた栄養指導は行
われていないのが現状である。今回は、北海道有
珠郡壮瞥町住民を対象として、地域の管理栄養士・
保健師が主体となって、タマネギの効果的な摂取
方法を地域住民に広く普及・指導を行うことを目
的とする。

　イ　研究方法
　壮瞥町保健センターの管理栄養士・保健師を中心
に、特定健診において栄養指導が必要と考えられる
対象者に対して、個人の嗜好や生活状況に合わせ
たタマネギの効果的な摂取方法を含めた栄養指導
を行った。またその際、共同研究機関である食品
総合研究所の協力を得て作成したタマネギを食材
としたレシピ集を保健指導対象者に配布して説明
することで、効果的な摂取方法について指導を行っ
た。また健康講演・健康教室の場や料理教室の場を
利用して、タマネギの健康効果に関する知識の普
及、及び、タマネギの効果的な摂取方法について、
町民に広く啓発活動を行い、また参加者には前述
のレシピを配布して広く啓発活動を行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　2013 年 7 月 26 日～ 8 月 3 日の 9 日間で
行った特定健診の結果にて、異常なしあるいは治療
継続となる「情報提供」該当者については、9 月 5
日に健康講話を行った。その際に脂質異常症をテー
マの一つとして、参加者約 120 名に対して今回行っ
た調査の概要やケルセチンの効果や多く含まれる
品目の紹介、今回作成したレシピの配布を行った

（図 8020-1）。
　（イ）　メタボリックシンドローム予防目的に壮
瞥町で行っている「かろやかクラブ」において、
2014 年 2 月 7 日に特定保健指導該当者と参加希望
者の計 21 名について、ケルセチンを多く含む食品
や期待される効果についての知識の普及を行った。

（図 8020-2）
　（ウ）　2014 年 2 月 28 日にかろやかクラブの活動
の一つとして料理教室を行い、その中でタマネギ
を使ったメニューも取り入れて、ケルセチン摂取
も考慮した摂取方法の指導・普及も行った。参加
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者は 21 名であり、低脂質を目標とした調理実習メ
ニューとして、「豆腐ハンバーグきのこあん」、「お
くらのスープ」、「ごぼうとしいたけの煮物」に加
え、タマネギをドレッシングに用いたオニオンサ
ラダである「Ｗタマネギのサラダ」を取り入れて、
日常生活においてタマネギ摂取を増やせるような
取り組みを行った。（図 8020-3）

　エ　考　察
　具体的な疾患との関連や健康維持・増進の話に
結びつけてケルセチンやタマネギ摂取の話をする
ことにより、参加者に興味をもって聞いてもらう
ことができた。またタマネギレシピも好評であり、
簡単にできるレシピを作成・配布することは広く普
及させる手段として有効であることが確認できた。

　オ　今後の課題
　（ア）　機能性成分を念頭においた効果的なタマ
ネギの摂取方法について、地域の住民に広く普及し
ていくためには、より多くの機会を利用して、多
くの人に情報を伝える必要があると考えられる。
　（イ）　今回は健康講話や調理実習といった直接
対面による方法が主体であったが、より広く普及
することを考えると、今後は町の広報に掲載する
ことやホームページなどの他の媒体を利用した知
識の普及を行うことも重要であると考えられる。

　カ　要　約
　地域の管理栄養士・保健師が主体となって、特
定健診対象者への健康講話や調理実習の場を活用
することにより、タマネギを効果的に摂取する方

図 8020-1�　特定健診「情報提供」該当者に対する健康
講話

　脂質異常症の食事の話の中で、ケルセチンを多く含
む食品の紹介やレシピの紹介・配布を行った。

図 8020-2�　かろやかクラブ健康講話でのケルセチンと
タマネギについての知識の普及

　健康講話では脂質異常症の予防・改善をテーマに、
食生活改善の一つの方法として、ケルセチン摂取を念
頭に置いた食材やレシピの選択などについて知識の普
及を行った。

図 8020-3　調理実習でのタマネギ摂取の推奨と調理方法の指導
1）調理実習前のメニュー紹介においてケルセチンの効果について紹介した。
2）メニューの中に「Ｗタマネギのサラダ」を取り入れて調理実習を行った。
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法を地域住民へ普及することができた。その際、効
果的な摂取方法についての簡単レシピ集を作成し、
配布することが有効であった。地域一般住民に機
能性成分を含む農作物の効果的な摂取方法に関し
ての指導・普及をしていく一つのモデルケースに
なると考えられた。

　キ　引用文献
 1） Baxter AJ., Coyne T. and McClintock C. （2006） 

Dietary patterns and metabolic syndrome- a 
review of epidemiologic evidence. Asia Pac. J. 
Clin. Nutr. 15: 134-142.  

 2） Berkow SE. and Barnard N. （2007） Vegetarian 
diets and weight status. Nutr. Rev. 64: 175-188.

 3） Fogli-Cawley, JJ., Dwyer JT., Saltzman E., 
McCullough ML., Troy LM., Meigs JB. and 
Jacques PF. （2007） The 2005 Dietary Guidelines 
for Americans and risk of the metabolic 
syndrome. Am. J. Clin. Nutr. 86: 1193-1201. 

 4） Tamers SL., Agurs-Collins T., Dodd KW. and 
Nebeling L. （2008） Us and France adult fruit and 
vegetable consumption patterns: an international 
comparison: Eur. J. Clin. Nutr. 63: 11-17. 

　研究担当者（佐藤　緑＊、阿部正一、大西浩文、
赤坂　憲、斎藤重幸、島本和明）

３　非アルコール性脂肪肝疾患患者におけるタ
マネギの摂取調査と医師・管理栄養士連携モ
デルの確立
　ア　研究目的
　タマネギは明治時代に日本に伝わって以来、なじ
みのある食材として広く使用されている。タマネ
ギ、かんきつ類、ソバ等に含まれるケルセチンは主
要なフラボノイドであり、メタボリックシンドロー
ムや糖尿病等の生活習慣病の予防・軽減に寄与す
ることが期待されている。メタボリックシンドロー
ムに高頻度で合併する脂肪肝患者 1）を対象に、タ
マネギ等野菜を摂取する介入研究を行うための予
備調査を行い、医師・管理栄養士連携モデルを確
立することを目的とする。

　イ　研究方法
　（ア）　非アルコール性脂肪肝疾患（nonalcoholic 
fatty liver disease; NAFLD）患者コホートを利用
したタマネギ・ケルセチンの摂取調査
　　ａ　NAFLD 患者及び健常ボランティアのケル
セチン摂取量の推定
　外来通院中の NAFLD 患者でアンケートに同意
の得られた者に対し、簡易型自記式食事歴法質問票
による食事調査（BDHQ）＊1を実施し、習慣的な食
品摂取量を算出する。これを用いて、日本人が日
常的に摂取する食品で、ケルセチン含有量の多い
タマネギ等の摂取量を患者ごとに評価する。更に、
日本で食品中のケルセチン含有量を評価した Arai
らのデータ 2）及びアメリカ農水省のデータ 3）等を
参考にして、ケルセチン摂取量を推定する。
　　ｂ　ケルセチン摂取量と NAFLD の病期、検
査データの相関関係の解析
　日常的なケルセチン摂取量、一日摂取エネルギー
量、PFC 比（栄養素別エネルギー摂取構成比。す
なわち、たんぱく質（Protein）、脂質（Fat）、炭水
化物（Carbohydrate）のエネルギー構成比率を指
す。）等と IV 型コラーゲン、ヒアルロン酸などの
患者の血液生化学データ、及びフィブロスキャン
による脂肪肝、線維化の無侵襲定量的評価、病期
評価を実施し、各種栄養パラメーターとの相関関
係を評価する。
　（イ）　NAFLD 患者を対象とした医師・管理栄養
士連携モデルの確立
　　ａ　外来における NAFLD 患者を対象とした
医師・管理栄養士連携モデルの確立
　医師の指示のもと、管理栄養士が中心となり、
NAFLD 患者の食事調査を行う。得られた結果を管
理栄養士から医師にフィードバックすることによ
り、NAFLD 患者の食習慣上の問題点を個人及び集
団的な両方の観点からアセスメントし、栄養指導
に活用する。正常肝、単純性脂肪肝から非アルコー
ル性脂肪肝炎への進展は、1st  hit の要因であるメ
タボリックシンドロームや過食・運動不足と 2nd 
hit の要因である酸化ストレスや遺伝的素因が関与
していると考えられている 4）。また、1st hit、2nd 
hit ともにインスリン抵抗性が関与しているとされ
ている。現在のところ、NAFLD の治療に病理学的
に最も有効な方法は減量であるとされている 5）。栄
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養指導の介入により、減量だけではなく、抗酸化作
用が期待されるケルセチンの摂取による効果、及
び高インスリン血症を予防するための食事摂取指
導などにより、多アプローチでの NAFLD のコン
トロールを医師、管理栄養士の連携のもと目指し、
医師・管理栄養士連携モデルを確立する。また、食
生活の改善には患者が正しい知識を持ったうえで、
モチベーションを向上、維持させるシステムが必
要である。e-learning で患者が自発的に学習できる
NAFLD に関するウェブを作成する。

　ウ　研究結果
　（ア）　NAFLD 患者コホートを利用したタマネ
ギ・ケルセチンの摂取調査
　　ａ　NAFLD 患者及び健常ボランティアのケル
セチン摂取量の推定
　外来通院中の NAFLD 患者 8 名（男 : 女 =4：4、 
平均年齢：47.8 ± 20.0 year）に対し食事調査を実
施し、習慣的な１日のケルセチン摂取量、栄養摂
取量（エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、
ミネラル類、ビタミン類等）、及び食品群別摂取量

（穀類、いも類、砂糖、豆類、種実類、野菜類、果
実類、魚介類、肉類、卵類、乳類、油脂類、菓子
類、嗜好飲料類等）の解析を行った。また、健常
ボランティア 10 名（男 : 女 =5：5、 平均年齢：38.3
± 5.3 year）に対しても食事調査を実施し、同様に
ケルセチン摂取量や栄養摂取量を算出し、患者と健
常ボランティア間での相違を解析した。結果は健
常者に比して NAFLD 患者では有意にケルセチン
摂取量が少なかった（p=0.0059）。なお、摂取カロ
リー当たりのケルセチン摂取量を評価しても、健
常ボランティアが平均 20.5 mg/1000 kcal に対して、
NAFLD 患者では平均 6.1 mg/1000 kcal と有意に
低値であった。
　　ｂ　ケルセチン摂取量と NAFLD の病期、検
査データの相関関係の解析
　患者と健常ボランティアで、ケルセチン摂取量
と ALT 値は有意な負の相関を示した （r=－0.710、
p=0.002）。NAFLD 患者のみで臨床検査値との相関
を検討すると、血清 ferritin 値のみ有意な正の相関
を示した （r=0.8286、 p=0.042）。フィブロスキャン
との関連を検討すると、ケルセチン摂取量は肝脂
肪化の程度を反映する CAP （controlled attenuation 

parameter）と有意な負の相関（r=－0.710、 p=0.002）
を示したが、肝硬度 （Elasticity）とは有意な関連を
認めなかった（図 8030-1）。以上よりケルセチン摂
取量の低下は肝脂肪化を来す一因となることが示唆
された。
　（イ）　NAFLD 患者を対象とした医師・管理栄養
士連携モデルの確立
　管理栄養士を中心とした連携モデル確立に向け
て、NAFLD の外来患者専用の栄養指導枠を患者の
外来受診時間に合わせて設置し、次の①～③の連
携プロトコルを構築し試行した。①医師による患
者への BDHQ 実施と次回診療時の栄養指導予約が
指示されるシステムを作成した。②管理栄養士は
患者に食事記録表とデジタルカメラを渡し、次回
診察時までに 2 日間食事を記録するよう指示し、3
か月ごとの診察の栄養指導時に BDHQ による栄養
食品摂取量等の結果や食事記録をもとに患者個人
の食習慣上の問題点等を分析して栄養指導に活用
できるようにした。③管理栄養士は患者の食事調
査結果、栄養アセスメント結果や行動変容ステー
ジ等を医師にフィードバックするシステムを作成
した（図 8030-2）。この連携プロトコルによって多
アプローチでの疾患コントロールの一助となるこ
とを目指し、実際に 8 名に対し試行開始した。
　また、医師と管理栄養士が連携して、患者が非
アルコール性脂肪肝についての病態と栄養療法に
ついて能動的に学べるウェブ媒体を作成した。 医
師による非アルコール性脂肪肝の疫学、原因、病
態、治療法の解説、及び管理栄養士によるエネル
ギー、脂質等の摂取量や実践的な食事療法について
の解説からなり、サイトの最後には e-learning をつ
け、学んだことを問題形式で復習することにより
患者がより深い理解を得られるよう工夫をした（図
8030-3）。

　エ　考　察
　（ア）　NAFLD 患者コホートを利用したタマネ
ギ・ケルセチンの摂取調査
　日本人のケルセチン平均摂取量については、
9.3mg/ 日 2）、34.6mg/ 日 8）等の調査結果があるが、
NAFLD 患者のケルセチン摂取量に関する報告は
ない。今回の食事調査から推定された NAFLD 患
者におけるケルセチン摂取量は、健常者と比べ有
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意に少ない結果であった。この結果は興味深く、
NAFLD 患者に対しケルセチン摂取による介入の可
能性を期待するものである。一方、現症例数が少
ない点、健常ボランティアと NAFLD 患者間の平
均年齢で約 10 歳の差がある点など、更なる症例の
蓄積が必要と考えられる。
　ケルセチン摂取量と NAFLD の検査データの相関
関係については、症例数が少ないものの、今回興味
深い結果が得られた。これまで NAFLD の動物モデ

ルにおいて、ケルセチンによる脂肪肝改善効果 9-11）

や、肝線維化の抑制効果 12）が報告されており、ヒ
トでの検討が期待されている。今回の検討では、ケ
ルセチン摂取量は ALT 値と負の相関、フェリチン
値と正の相関を認めた。ファイブロスキャンでの検
討では、ケルセチン摂取量は、肝脂肪化値と負の相
関傾向を認めたが、肝硬度との相関は認めなかっ
た。これらの結果は、ケルセチン摂取量の多い人は
脂肪肝になりにくいことを示唆しているかもしれな

図 8030-1　ケルセチン摂取量と肝疾患マーカーの相関
1） NAFLD 患者と健常ボランティア間でのケルセチン摂取量の比較
2） NAFLD 患者におけるケルセチン摂取量と肝疾患マーカーの相関

─ 501 ─



いが、今後ケルセチンによる介入試験などヒトで
のさらなる検討に期待される。
　（イ）　NAFLD 患者を対象とした医師・管理栄養
士連携モデルの確立
　本研究課題において、NAFLD 患者に対する管理
栄養士を中心とした医師との連携プロトコルを作
成し、8 名に対し試行開始した。NAFLD の発症は
肥満やメタボリックシンドロームとの関連性が極
めて強く、脂肪肝の改善には食事療法が有効であ
ること 13）や、非アルコール性脂肪肝炎の改善には
体重減少が有効であること 5）が明らかにされてい
る。一方、栄養指導の内容としては、摂取エネル
ギー 25 ～ 35kcal/kg 標準体重、摂取たんぱく質 1.0
～ 1.5g/kg 標準体重及び飽和脂肪酸摂取を抑え脂質
エネルギー比率 20％以下を目指すといった指針が
日本肝臓学会より示されており 14）、臨床現場では
肥満や糖尿病に準ずる栄養指導が実施されている
のが一般的である。本研究の連携プロトコルを作成
するにあたっては、患者個々人のライフスタイル
や年齢、性別等に合わせ、かつ実現可能な行動変
容を促すことを可能とするために、継続したモニ

タリングを取り入れることとした。その結果、① 3
か月に 1 回の頻度での診察と栄養指導をセットで受
診できるような予約システムの構築、②対象患者
の行動変容の推移を把握するための食事記録の依
頼とフィードバック、③医師・管理栄養士間の情
報共有の 3 点を重視した連携プロトコルを作成し、
更に試行開始することができた。また、現段階で脱
落者はゼロであることから、患者にとって継続し
やすいシステムとなることが予想される。本研究
課題のように専門外来において患者個々人に対応
した医師と管理栄養士が連携した介入は、糖尿病
外来等での実施は全国的に見受けられる施設もあ
るものの、脂肪肝外来での実施例はわずかであり、
今後継続していくことで患者にとって有益な栄養
介入プロトコルのひとつとなると推察するととも
に、継続効果について検証していく必要がある。
　一方、NAFLD 患者の教育推進を狙いとし、ウェ
ブ媒体を作成した。患者の受診周期が 3 か月に 1
回であり、その間に患者が能動的に自身の疾患に
ついて学ぶことでより治療効果をあげることが推
察される。そのために、本研究課題で作成した内

図 8030-2　医師・管理栄養士が連携して NAFLD 患者の栄養指導を行うモデルの構築
　①食事調査の実施：医師による患者への BDHQ 実施と次回診療時の栄養指導予約の指示、
管理栄養士は患者に食事記録表とデジタルカメラを渡し、次回診察時までに２日間食事を記
録するよう指示、②管理栄養士は 3 か月ごとの診察の栄養指導時に BDHQ による栄養食品摂
取量等の結果や食事記録をもとに患者個人の食習慣上の問題点等を分析して栄養指導に活用、
③管理栄養士は患者の食事調査結果、栄養アセスメント結果や行動変容ステージ等を医師に
フィードバック。実際に 8 名に対し試行開始した。
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1）

図 8030-3　医師・管理栄養士が連携し、NAFLD 患者が能動的に学習するウェブ媒体
1 ） NAFLD 患者に対する情報提供のウェブサイトの作成。医師による病態の解説及び管
理栄養士から食事に対する情報提供を行った。

2 ） NAFLD 患者の理解度を確認するための e-learning：NAFLD 患者に対する情報提供
のウェブサイトウェブで学習後、e-learning により理解度を確認できるようにした。

2）
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容は、医学的知識と栄養学的知識のバランスを考
慮されている。また、自身の疾患について楽しく
学ぶための工夫として、媒体内で学んだことを問
題形式で問うページも作成した。患者はそれらを
日常的に確認し、診察時に医師や管理栄養士に疑
問点について問うこともでき、より深く理解でき
ると考えられる。今後はこの媒体が、実際に使用
した患者のQOL向上に貢献できているかを検証し、
フィードバックを重ねていくべきであると考える。

　オ　今後の課題
　（ア）　NAFLD 患者コホートを利用したタマネ
ギ・ケルセチンの摂取調査
　対象者である非アルコール性脂肪肝患者の食事
聞き取りが 8 名と少数であるため、調査対象を更
に増やしていく必要がある。更に、健常ボランティ
アとの比較では 2 群間で平均年齢に約 10 歳の差が
あったため、ベースラインをそろえるためにさら
なる調査が必要である。
　ケルセチン摂取量と NAFLD の検査データの相
関関係についても今回の結果は 8 名での結果であ
り、相関関係が示唆された ALT や肝脂肪化値との
相関についてもさらなる対象者数での検討が必要
と考えられる。
　これらにより、ケルセチン摂取と病態改善の因
果関係を明らかにし、臨床介入試験を導入するた
めのデータとすることを目標にする。
　（イ）　NAFLD 患者を対象とした医師・管理栄養
士連携モデルの確立
　医師と管理栄養士が連携し、適切な栄養管理を行
うための連携モデルを確立することができ稼働し
始めたが、栄養介入による症状改善の効果が明ら
かとなるためには時間を要するため今後継続的に
介入を行っていく必要がある。また、食生活は個々
の患者ごとにバラエティに富んでいるため、介入
の効果を評価するためにはある程度の症例数が必
要である。疾病治療に有用となるような栄養介入
には専門家の適切な指導と時間が必要である。し
たがって、外来での栄養指導にはマンパワーを要
するが、十分な人員が投入されているとは言えな
いため、外部資金等を得ながら今後プロジェクト
を継続して行く必要がある。

　カ　要　約
　（ア）　NAFLD 患者コホートを利用したタマネ
ギ・ケルセチンの摂取調査
　外来通院中の NAFLD 患者 8 名及び健常ボランティ
ア 10 名に対しても食事調査を実施したところ、健常
者に比して NAFLD 患者では有意にケルセチン摂取量
が少なかった（p=0.0059）。また、摂取カロリー当た
りのケルセチン摂取量を評価しても、健常ボランティ
アが平均 20.5 mg/1000 kcal に対して、NAFLD 患者で
は平均 6.1 mg/1000 kcal と有意に低値であった。
　患者、健常ボランティアの両群において、ケル
セチン摂取量とALT値は有意な負の相関を示した。
NAFLD 患者でケルセチン摂取量と臨床検査値の
相関を検討すると、血清 ferritin 値のみ有意な正の
相関を示した。フィブロスキャンとの関連を検討
すると、ケルセチン摂取量は肝脂肪化の程度を反
映する CAP と有意な負の相関を示したが、肝硬度
とは有意な関連を認めなかった。以上の結果より、
ケルセチン摂取量の低下は肝脂肪化を来す一因と
なることが示唆された。
　（イ）　NAFLD 患者を対象とした医師・管理栄養
士連携モデルの確立
　NAFLD の外来患者専用の栄養指導枠を患者の外
来受診時間に合わせて設置し、連携プロトコルを構
築し試行した。プロトコルは、①医師による患者へ
の BDHQ 実施と次回診療時の栄養指導予約が指示
されるシステム、②管理栄養士による患者への食事
記録の指示、及び BDHQ や食事記録をもとにした
患者個人の食習慣上の問題点等の分析・栄養指導へ
の活用、③管理栄養士による患者の栄養アセスメン
ト結果等を医師にフィードバックするシステムから
なる。この連携プロトコルによって多アプローチで
の疾患コントロールの一助となることを目指し、実
際に 8 名に対し試行開始した。
　また、医師と管理栄養士が連携して、患者が非ア
ルコール性脂肪肝についての病態と栄養療法につい
て能動的に学べるウェブ媒体を作成し、学んだこと
を問題形式で復習するための e-learning を設けた。
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MJ. （2012） Quercetin treatment ameliorates 
inf lammation and f ibros is  in mice with 
nonalcoholic steatohepatitis. J. Nutr. 142（10）: 
1821-8.

13） Ueno T. Sugawara H. Sujaku K. Hashimoto O. 
Tsuji R. Tamaki S. Torimura T. Inuzuka S. Sata 
M. and Tanikawa K. （1997） Therapeutic effects 
of restricted diet and exercise in obese patients 
with fatty liver. J. Hepatol. 27（1）: 103-7.

14） 日本肝臓学会 （2010） NASH・NAFLD の診療ガ
イド . 文光堂 , 東京 . p. 45.

　研究担当者（和田小依里＊、吉川敏一、内藤裕二、
角田圭雄、小林ゆき子、練谷弘子）

４　食品中のケルセチン含量の評価及びタマネ
ギの機能性成分を効果的に摂取するためのメ
ニュー開発
　ア　研究目的
　主要なフラボノイドであり、生活習慣病予防効
果が期待されるケルセチンについて、地域一般住
民における摂取量の実態を把握するため、調査地
域における農作物等のケルセチン含量を明らかに
する。また、ケルセチンを多く含むタマネギの効
果的な摂取方法を明らかにして、栄養指導、個人
の嗜好や生活環境などに合わせた摂取方法の保健
指導・栄養指導等による地域住民への普及体制の
構築に貢献する。

＊1：簡易型自記式食事歴法質問票（BDHQ）とは、
1 か月にどれくらいの頻度（毎日、週に 2 回等）
でそれぞれの食品を摂取するかを答えることによ
り習慣的な食品や栄養素の摂取量を推定する自記
式食事歴法質問票（DHQ）の特徴を保ちつつ、構
造を簡略化したものである。妥当性に関する研究
も報告されている 6,7)。
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　イ　研究方法
　（ア）　札幌医科大学がケルセチン含有食品の摂
取量や頻度を含む食事調査を実施する壮瞥町では、
多くの野菜類が生産・販売されている。そこで、食
事調査を実施する 6 ～ 7 月に壮瞥町等で生産・販売
されている食品及びスーパーマーケットで市販さ
れている食品の調査を行い、タマネギ、緑黄食野菜
等のケルセチンを含むことが報告されている食品
のケルセチン含量を測定した。測定には第 3 編「ケ
ルセチン・イソフラボンの生活習慣病予防機能の科
学的エビデンス強化と高含有農作物の作出」で標
準化した方法を用いた（Watanabe J. et al）1）。ま
た、札幌医科大学が実施した食事調査と合わせて、
各食品からのケルセチン摂取量等を明らかにした。
　（イ）　壮瞥町住民 8 名について、秤量法による 2
日間の食事調査を実施し、日常的に摂取するケル
セチン含量の多い食品を明らかにすると共に、1 日
当たりのケルセチン摂取量、野菜摂取量等を明ら
かにして、ケルセチン含有食品の摂取量・頻度調
査の結果を比較、ケルセチン含有食品の摂取量・
頻度調査の有用性を検討した。
　（ウ）　加熱によりケルセチン含量は殆ど変化しな
いことから、主として炒めることにより一皿で 75-

100g のタマネギを摂取可能なメニューを開発し、壮
瞥町における普及活動に利用可能なレシピ集を作成
した。

　ウ　研究結果
　（ア）　食品中のケルセチン含量の測定及び食品
からのケルセチン摂取量の推定
　6 月及び 7 月に壮瞥町等で生産・販売されている
食品及びスーパーマーケットで市販されている食
品のうち、文献等でケルセチン及びケルセチンに代
謝されるルチンの含量が高いことが報告されてい
る食品を中心に購入してケルセチン含量を測定し
た。その結果、アスパラ、サニーレタス、タマネ
ギ、ピーマン、ロメインレタスのケルセチン含量が
高いことが明らかになった（図 8040-1）。このうち
アスパラにはルチンが含まれていることが報告さ
れている。また、市販の煎茶のケルセチン含量は
約 2.4mg/100mL であった。またソバにはルチンが
含まれているが、市販の干しそばのケルセチン含
量は低かった。また、それぞれ、茹でる、炒める
等の一般的な調理後のケルセチン含量を測定した
が、ケルセチン含量の大幅な減少は認められなかっ
た。更に、12 月に購入した北海道産タマネギのケ

図 8040-1　食品中のケルセチン含量 
　野菜は壮瞥町近隣の直売所及びスーパーマーケット
で入手し、可食部のケルセチン含量（アグリコン相当
量）を測定した。グラフは 3 回の測定の平均値±標準
偏差で示した。
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ルセチン含量は約 50mg/100g 及び約 30mg/100g で
あり、第 3 編「ケルセチン・イソフラボンの生活
習慣病予防機能の科学的エビデンス強化と高含有
農作物の作出」第４項において測定した北海道産
タマネギのケルセチン含量に近かった。
　札幌医科大学で実施した食品の摂取量・頻度調査の
結果、ケルセチンは夏期において主に茶、タマネギ、
グリーンアスパラ等から摂取されていることが明らか
になった。また、1 日当たりのケルセチン摂取量の中
央値は 16.3mg であり、平均値は 17.3mg であった。
　（イ）　秤量法を用いた食事調査によるケルセチ
ン摂取量の推定
　壮瞥町の住民 8 名（女性、食生活改善推進員）に
ついて 2 日間の秤量法による食事調査を実施した結
果、ケルセチンは主に茶、たまねぎ、緑黄食野菜
より摂取していること、及び 1 日当たりのケルセ
チン摂取量は 12-48mg であることが明らかになり、
摂取量・頻度調査の結果とほぼ一致した（図 8040-
2）。また、1 日当たりの野菜摂取量は 180-580g であ
り、8 人中 5 人が推奨される 1 日当たり 350g の摂
取量を上回っていた（図 8040-2）。
　（ウ）　タマネギ料理レシピ集の作成
　第 3 編「ケルセチン・イソフラボンの生活習慣
病予防機能の科学的エビデンス強化と高含有農作
物の作出」において、加熱を含めた調理によりタ
マネギのケルセチン含量は殆ど変化しないことが
報告されている。そこで、主として炒めることによ
り一皿で 75-100g のタマネギを摂取可能なメニュー
13 種を開発し、レシピとした（図 8040-3）。作成
に当たっては簡単に調理でき、栄養バランス、食
塩摂取量、エネルギー摂取量等に配慮した。また、

和風の料理を多くし、前菜・サラダ、汁物、おか
ず、ご飯もの、一品料理等を含めて広く作成した。
更に、北海道のタマネギ基幹品種のケルセチン含量
の平均値が 30mg/100g であることから、これを用
いて、一皿当たりのケルセチン含量を記載した（渡
辺ら）2）。これらのレシピは冊子として、札幌医科
大学及び壮瞥町が実施する普及活動に利用した。

　エ　考　察
　（ア）　6、7 月の調査では、ケルセチン主に茶、
タマネギ、グリーンアスパラ等から摂取されると
推定されたが、12 月に測定したタマネギのケルセ
チン含量は 7 月に測定したタマネギの 3-5 倍であり、
冬期においてはタマネギから摂取するケルセチン
の割合が更に高くなると考えられた。これらのこ
とからタマネギは主たるケルセチンの摂取源であ
ることが示された。
　（イ）　秤量法を用いた食事調査によるケルセチ
ンの摂取源及び推定ケルセチン摂取量は、摂取量・
頻度の調査票を用いた食事調査の結果とほぼ一致
しており、ケルセチン摂取量を推定に適切な調査
票が作成できたと考えられる。
　（ウ）　ケルセチン含有量の表記には北海道産タ
マネギの基幹品種の測定値を用いたが、第 3 編で検
討されているように、ケルセチンの含有量は、栽培
地域、品種、栽培法等により大きく変動すること
から、実際のケルセチン含量は主に 10-50mg/100g
新鮮重の範囲内で変化すると考えられる。

　オ　今後の課題
　（ア）　食品中のケルセチン含量及びケルセチン

図 8040-2　壮瞥町住民のケルセチン摂取量の推定（調査時期 2013 年 7 月）
壮瞥町住民 8 名（女性）を対象とした 2 日間の秤量法による調査結果に基づく野菜摂取量とケルセチン摂取量。
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摂取量の季節等による違いを明らかにする必要が
ある。
　（イ）　レシピ集は主として壮瞥町で配布したが、
その他の地域での活用、普及を検討する必要があ
る。

　カ　要　約
　（ア）　北海道有珠郡壮瞥町において、6 及び 7 月
に食品中のケルセチン含量を測定した結果、ケル
セチンはアスパラ、サニーレタス、ホウレンソウ、
タマネギ等に多く含まれることが明らかになった。
また食事調査の結果から、夏期においてケルセチ
ンは主に茶、タマネギ、グリーンアスパラ等から
摂取されていることが明らかになった。また、1 日
当たりの推定ケルセチン摂取量が明らかになった。
　（イ）　秤量法を用いた 2 日間の食事調査から明
らかになったケルセチンの摂取源及び推定ケルセ
チン摂取量は、調査票を用いた食事調査の結果と
ほぼ一致した。

　（ウ）　一皿で 75-100g のタマネギが摂取でき、栄
養バランス、エネルギー量、食塩摂取量等に配慮
したメニューを考案し、レシピ集を作成した。

　キ　引用文献
 1） Watanabe J., Oki T., Takebayashi J., Yamasaki 

K., Takano-Ishikawa Y., Hino A., Yasui A. （2012） 
Method validation by interlaboratory studies of 
improved hydrophilic oxygen radical absorbance 
capacity methods for the determination of 
antioxidant capacities of antioxidant solutions and 
food extracts. Anal. Sci. 28（2）: 159-166.

 2） 渡辺純・室崇人・柳田大介・山岸喬・石川（高
野）祐子 （2013） 北海道産タマネギ品種のケルセ
チン含有量と抗酸化能の差異 . 日本食品科学工学
会 . 60（10）: 563-566.

　研究担当者（小堀真珠子＊）

図 8040-3　開発したタマネギレシピの例
　調理が簡単で、一皿で 75-100g のタマネギが摂取でき、栄養バランス、エネルギー量、食
塩摂取量等に配慮したメニューとした。一皿で摂取可能なケルセチン量の推定値を記載した。

─ 508 ─



既刊行抜粋（最新号より70号）

459．生物機能の革新的利用のためのナノテクノロジー・材料技術の開発 （20年 2月）
460．DNAマーカーによる効率的な新品種育成システムの開発 （20年 3月）
461．海洋生物資源の変動要因の解明と高精度変動予測技術の開発 （　　〃　）
462．流域圏における水循環・農林水産生態系の自然共生型管理技術の開発 （　　〃　）
463．農林水産バイオリサイクル研究　－畜産エコチーム－ 2005年度～ 2006年度 （　　〃　）
464．農林水産バイオリサイクル研究　－農水産エコチーム－ （　　〃　）
465．農林水産バイオリサイクル研究　－林産エコチーム－ 2005年度～ 2006年度 （　　〃　）
466．農林水産バイオリサイクル研究　－施設・システム化チーム－ （　　〃　）
467．沖縄県北部地域における特産果実の機能性に着目した高付加価値化のための利用技術

の開発 （　　〃　）
468．BSE等動物プリオン病の制圧のための技術開発 （21年 3月）
469．人獣共通感染症の制圧のための技術開発 （　　〃　）
470．安全・安心な畜産物生産技術の開発 

－抗生物質に依存しない減投薬飼養管理システムの構築－ （　　〃　）
471．農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発 （　　〃　）
472．ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発 －ゲノム育種技術の開発と実証－ （21年 2月）
473．ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発 －QTL遺伝子解析の推進－ （　　〃　）
474．ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発 －多様性ゲノム解析研究－ （　　〃　）
475．有用遺伝子活用のための植物（イネ）・動物ゲノム研究

－イネ・ゲノムの重要形質関連遺伝子の機能解明－ （　　〃　）
476．有用遺伝子活用のための植物（イネ）・動物ゲノム研究

－遺伝地図とミュータントパネル利用型－ （　　〃　）
477．有用遺伝子活用のための植物（イネ）・動物ゲノム研究

－イネ・ゲノムリソースセンターの整備－ （　　〃　）
478．バイオマス生活創造構想事業に係る技術開発 （　　〃　）
479．生物機能を活用した環境負荷低減技術の開発 （21年12月）
480．イセエビの種苗生産技術の開発 （22年 2月）
481．アグリバイオ実用化・産業化研究 2007 ～ 2008年度 （24年10月）
482．沖縄北部における農業・食品産業の振興に必要な果樹等の安定生産・高付加価値利用

技術の確立 （23年 7月）
483．地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評価と緩和及び適応技術の開発 （　　〃　）
484．低コストで質の良い加工・業務用農産物の安定供給技術の開発　1系　野菜 （25年 1月）
485．低コストで質の良い加工・業務用農産物の安定供給技術の開発　2系  大豆，3系  畑作

物，4系 稲，5系 モデルコンソーシアム （　　〃　）
486．粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発　1系　自給飼料の生産量・質の画期的な

向上によるTDN増産技術の開発 （　　〃　）
487．粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発　2系　自給飼料多給を基本とした効率的

な畜産物生産のための給与技術の開発 （　　〃　）
488．粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発　3系　飼料自給率向上のための放牧技術

の開発 （　　〃　）
489．粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発　4系　地域先導技術の実証・解析 （　　〃　）
490．粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発　5系　

飼料用米の低コスト生産・調製・給与技術の開発 （　　〃　）
491．安全で信頼性、機能性が高い食品・農産物供給のための評価・管理技術の開発安全性 （　　〃　）
492．安全で信頼性、機能性が高い食品・農産物供給のための評価・管理技術の開発信頼性 （　　〃　）
493．安全で信頼性、機能性が高い食品・農産物供給のための評価・管理技術の開発機能性 （　　〃　）
494．土壌微生物相の解明による土壌生物性の解析技術の開発（eDNAプロジェクト） （　　〃　）
495．食品素材のナノスケール加工及び評価技術の開発 （25年 3月）
496．動物ゲノムを活用した新市場創出のための技術開発

－動物ゲノム情報を活用した新需要創造のための研究－ （　　〃　）
497．動物ゲノムを活用した新市場創出のための技術開発

－昆虫ゲノム情報を活用した新需要創造のための研究－ （　　〃　）
498．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発①

（国産バイオマス燃料への利用に向けた資源作物の育成と低コスト栽培技術の開発） （26年 3月）
499．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発②

（稲わら等の作物の未利用部分や資源作物・木質バイオマスを効率的にエタノール
等に変換する技術の開発） （　　〃　）

500．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発③
（バイオマス利用モデルの構築・実証・評価）　　 （　　〃　）
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501．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発④
（バイオマス・マテリアルの製造技術の開発） （26年 3月）

502．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発⑤
（革新的なCO2高吸収バイオマスの利用技術、バイオ炭化水素製造技術及びバイオ
オイルの製造技術の開発） （　　〃　）

503．担い手の育成に資するIT等を活用した新しい生産システムの開発 （　　〃　）
504．水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発

超低コスト作物生産技術の開発 （　　〃　）
505．農作業の軽労化に向けた農業自動化・アシストシステムの開発 （　　〃　）
506．農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開発 （　　〃　）
507．ウナギの種苗生産技術の開発 （　　〃　）
508．環境変動に伴う海洋生物大発生の予測・制御技術の開発

－魚種交替の予測・利用技術の開発－ （　　〃　）
509．環境変動に伴う海洋生物大発生の予測・制御技術の開発

－クラゲ類の大発生予測・抑制技術の開発－ （　　〃　）
510．新農業展開ゲノムプロジェクト－GMO領域－ （　　〃　）
511．新農業展開ゲノムプロジェクト－重要性質領域－ （　　〃　）
512．新農業展開ゲノムプロジェクト－QTL領域－ （　　〃　）
513．新農業展開ゲノムプロジェクト－多様性領域－ （　　〃　）
514．新農業展開ゲノムプロジェクト－他作物マーカー領域－ （　　〃　）
515．新農業展開ゲノムプロジェクト－リソース領域－ （　　〃　）
516．新農業展開ゲノムプロジェクト－マーカー育種領域－ （　　〃　）
517．新農業展開ゲノムプロジェクト－GMO評価・管理領域－ （　　〃　）
518．新農業展開ゲノムプロジェクト

－DREB遺伝子等を活用した環境ストレスに強い作物の開発－ （　　〃　）
519．鳥インフルエンザ、口蹄疫等の効率的なリスク低減技術の開発 （　　〃　）
520．牛海綿状脳症（BSE）の効率的なリスク低減技術の開発 （　　〃　）
521．生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解明とリスク低減技術の開発

［化学物質（第1編）］ （　　〃　）
522．生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解明とリスク低減技術の開発

［かび毒・病原微生物（第2編）］ （　　〃　）
523．自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発

－自給飼料の簡易・迅速品質評価技術の確立－ （　　〃　）
524．自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発

－広域流通に向けた自給飼料の高品質化及び安定化技術の開発－ （　　〃　）
525．農地・森林等の放射性物質の除去・低減技術の開発 （　　〃　）
526．気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のための技術開発

－有機農業の生産技術体系の確立－ （　　〃　）
527．水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発

－冬作物の高品質化に資する基盤技術の開発－ （　　〃　）
528．水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発

－土壌養水分制御技術を活用した水田高度化技術の開発－ （　　〃　）

　AgriKnowledgeのホームページ（http://agriknowledge.affrc.go.jp/search/article/orglist/maff/project_2010）
において、研究成果（全文）をご覧いただけます。
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