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研究成果の概要（和文）：紫外線によって生じる活性酸素によるDNA損傷における修復機構が破綻すると皮膚発癌を生
じやすくなり炎症関連遺伝子が上昇することが知られている。その仕組みについてOgg1ノックアウトマウス胎児から樹
立した線維芽細胞を用いて検討し炎症関連の遺伝子の中でもバーシカンおよびケモカインであるCxcl1が著しく上昇し
お互いの上昇を調節していることが確認できた。また珪藻類であるスピルリナが如何に紫外線発癌抑制効果を来すかに
ついて紫外線照射後の炎症反応の抑制作用が強く関連することがOgg1マウスを用いて示され、紫外線により上昇する細
胞内シグナル蛋白のリン酸化の抑制もスピルリナ添加により抑制されることが示された。

研究成果の概要（英文）：We have previously shown that Ogg1 enzyme, repair DNA damage caused by reactive 
oxygen species by UVB has an important role for developing UV-induced skin cancers. Among up-regulated 
genes in Ogg1 knock-out mice by UVB, inflammatory response pathway genes are key gene group in highly 
susceptible to skin tumors. We this time studied precise mechanism using isolated fibroblasts from Ogg1 
mice and found that Cxcl1, chemokine gene and Versican, proteoglycan sulfate coding gene dramatically 
up-regulated in Ogg1 knock-out mice derived fibroblasts after UVB exposure. Furthermore, those two genes 
were regulating each other with validation using siRNA system. Another study was about the 
anti-photo-carcinogenesis effects on mice by algae Spirulina administration. Spirulina showed 
anti-inflammatory response after UVB exposure and inhibit of phosphorylation of signal protein regarding 
UVB irradiation-associated protein of Ogg1 mice as well as wild type counterpart mice.

研究分野： 皮膚科学
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１．研究開始当初の背景 
(a) 本研究前に明らかにしていた紫外線によ
る活性酸素から生じる DNA 損傷を修復でき
ない系において動物実験では有意に発癌が
生じること１）、およびそれら関わる重要な遺
伝子として炎症関連遺伝子が上昇している
こと２）などが基となりそれらの具体的なメカ
ニズム解明が次の重要なテーマとなってい
た。 
(b) スピルリナという珪藻類が抗酸化作用を
有し、その紫外線皮膚癌抑制作用をも有して
いることを予備実験にて確認していたので
それらについても具体的な抗発癌の仕組み
の解明を目指していた。 
 
２．研究の目的 
(a) 紫外線/活性酸素/DNA 損傷を修復できな
い Ogg1 ノックアウトマウス、またそれらか
ら単離した線維芽細胞を用いて紫外線 UVB
照射後の反応における遺伝子での調節機構
を明らかにする。 
(b) スピルリナを Ogg1 ノックアウトマウス
および野生型に投与し、UVB の単回照射に
ての遺伝子発現の変化、および(a)の実験結果
で関連があると思われる遺伝子および蛋白
の発現などを検討する。 
 
３．研究の方法 
(a-1) まず Ogg1-線維芽細胞(MEFs)にて野生
型と比較して動物実験で認められたと同じ
遺伝子の強発現が認められるかと確認する。 
(a-2) 強発現が認められた遺伝子について
リアルタイム PCR 法にて確認する。 
(a-3) 確認できた遺伝子についての相互関
係を siRNA 系の系にて検証する。 
(b-1) 実際マウスでの結果を基に特に発癌
に寄与しているかもしれない炎症反応に着
目し紫外線照射後の反応をスピルリナ投与
群と通常飼料投与群とでマウスの耳介の腫
脹などで評価する。 
(b-2) 炎症関連遺伝子あるいは紫外線で重
要とされる細胞内シグナル蛋白に着目し、そ
れぞれリアルタイム RT-PCR 法、ウエスタン
ブロット法にて検証する。 
(b-3) 実際マウスに対してスピルリナを投
与して紫外線発がんが抑制されるかを野生
型マウスと Ogg1 マウスにて検討した。 
 
４．研究成果 
(a-1) 野生型 MEFs(WT-MEFs)と Ogg1KO-MEFs
とで発現比較するとマウスで得られたよう
な炎症関連遺伝子が Ogg1KO-MEF で発現上昇
が認められた。個々の遺伝子に着目するとサ
イトカインの遺伝子が軒並み上昇し特に
Cxcl1というケモカインが上昇していた。 

（表） 
 
 
 
 
 
 
(a-2) それらをリアムタイム RT-PCR 法で検
討するとUVB照射後時間を追うごとに強発現

が見られた。さらに前回の検証にてバーシカ
ンという遺伝子が動物実験にても Ogg1 マウ
スにて上昇できていることが確認できてい
たが、この遺伝子についても UVB 照射後にお
いて同様の強発現が認められた（図） 
 

 
(a-3) バーシカンは紫外線により皮膚にお
いて発現が上昇することが確認できていた
ので次ぎにバーシカンとケモカインであり
強発現が見られたCxcl1が如何に関与し合っ
ているかを検討した。さらに Cxcl1 はシグナ
ルとして NF-kappa B の系で動いているとさ
えるが、それらの各種シグナル抑制因子を加
えてバーシカンやCxcl1の発現上昇が抑えら
れるかを検討した。結果バーシカンと Cxcl1
は互いに発現が関連し合っていることが確
認され、抑制因子での NF-kappa B のシグナ
ルだけでなく他の経路にても制御されてい
ることが分かった（図）。 



 

 
(b-1) UVB による皮膚発癌が Ogg1マウスにて
スピルリナ投与により抑えられるが、その抑
制作用が抗炎症反応によるかものかを検討
した。その結果スピルリナ+Ogg1 マウスにて
UVB 照射後の紅斑反応や耳介腫脹反応が有意
に抑制されることが分かった（図）。 

 
(b-2)  

炎症反応関連遺伝子については Il1-βや
Cxcl1、TLR4 などがリアルタイム RT-PCR 法や
免疫染色法で主に UVB 照射 24 時間以降の反
応で野生型および Ogg1 マウスいずれにおい
てもスピルリナ投与群にて有意な発現抑制
が認められた。さらにマウス胎児より単離し
た線維芽細胞を用いて細胞の系にてウエス
タンブロット法にて紫外線照射に関連する
といわれるシグナル蛋白のリン酸化につい
て以下に変化するかを検討し、結果p38, JNK, 
ERK などすべての検討した蛋白のリン酸化が
スピルリナ投与において抑制されることが
確認できた（図）。 
 

 
 
特にシグナル蛋白においてp38においてはス
ピルリナ添加に於いて強い抑制効果が認め
られた。これは紫外線によるシグナルに関与
するとされているシグナルの中でも特に重
要とされるp38にスピルリナが抑制効果を来
すことを証明している（図）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
(b-3) 
実際にスピルリナを野生型マウスと Ogg1 マ
ウスに投与し紫外線発がんの抑制が認めら
れるかと検討した。その結果、スピルリナ投
与群では野生型、Ogg1マウスともに皮膚腫瘍
発生時期が遅くなることが確認できた。これ
らはスピルリナが抗炎症作用を介して抗発
がん作用を来す証明となった（図）。 
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