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研究成果の概要（和文）：植物性色素成分であるルチンの消化管粘膜に対する抗酸化機能発現を検討することを目的と
した。デキストラン硫酸ナトリウム誘導大腸炎モデルマウスの大腸粘膜を用い、酸化ストレスマーカーを解析した。食
事性ルチンは大腸炎モデルマウスの大腸粘膜酸化傷害を抑制した。ルチンの作用は直接的な抗酸化作用ではなく、抗酸
化系酵素活性化やタンパク質発現調節である可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：This study was aimed to　elucidate the antioxidant function of rutin, which is a 
plant pigment, .for the gastrointestinal mucosa Oxidative stress markers of large intestinal mucosa was 
measured in dextran sodium sulphate -induced ulcerative colitis mice model. Dietary rutin suppressed 
oxidative injury of the mouse large intestine. It is implied that the effect of rutin cannot be fully 
explained by its direct antioxidant activity An alternative mechanism, such as induction of antioxidant 
enzyme expression may be involved in the antioxidative effect of ruin in the colonic mucosa.

研究分野： 食品科学

キーワード： ポリフェノール　酸化ストレス
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１．研究開始当初の背景 
 
生体内において過酸化脂質はさまざまな組
織障害を引き起こすことが報告されており、
その中でも特に、消化管粘膜は酸化障害の影
響を受けやすい部位である。消化管粘膜は生
体内に起因する酸化ストレスと、食事由来な
ど外的要因による酸化ストレスの両方向か
らのストレスに常に曝されている。近年、炎
症の再発や寛解を繰り返す難治性かつ慢性
疾患である潰瘍性大腸炎やクローン病に代
表される炎症性腸疾患の患者数が増加の一
途をたどっている。しかし、その発症機構は
不明な点が多く、この発症メカニズムを解明
することは急務である。 
一方、本発生機序に関する注目すべき点とし
て活性酸素種やフリーラジカル(ROS)の過剰
産生による酸化ストレスの増大が深く関与
することが指摘されており（内藤ら：炎症性
腸疾患と酸化ストレス、別冊医学のあゆみ
「酸化ストレス」Ver2:2006:286）、本大腸粘
膜障害を改善する酵素としてペルオキシレ
ドキシン 6 (Prx6) の重要性が指摘された。  
Prx6 は他の Prx1～5 までの Prx ファミリー
の有するグルタチオンペルオキシダーゼ活
性（GPx）に加え、ホスホリパーゼ A2 活性
（PLA2）を合わせもつことが知られている。
また、Prx1～5 までがチオレドキシンを反応
の電子供与体するのに対して、Prx6 はチオレ
ドキシンを電子供与体とはせず、抗酸化性を
有した水溶性低分子化合物であるアスコル
ビン酸が Prx6 反応の電子供与体として働く
ことが報告されている（Monterio et al 
PNAS 2007:104:4886-4891）。また、Prx6 遺
伝子発現は Nrf2/Keap1 経路を介することが
明らかにされている（ Chouwdhury et 
al.Free Radic.Biol.Med.2009:46:146-153）。 
これまでに申請者は DSS 誘導大腸炎モデル
マウスにおいてルチンが大腸粘膜の酸化ス
トレス上昇を抑制することを報告してきた。
そして、その作用が消化吸収を受けず排出さ
れるポリフェノールの直接的抗酸化作用で
はなく、Prx6 の発現調節を介したものである
ことを示唆した。 
以上より、Prx6 の酵素反応にアスコルビン酸
のような水溶性の抗酸化物質が関わってい
るとの報告があることから、申請者は、食品
由来の還元力を有するポリフェノールが直
接的に Prx6 電子供与体として作用し、さら
に 遺 伝 子 発 現 を 上 昇 さ せ る と い う
bifunctional 仮説を立てた。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２．研究の目的 
 
現在までに提唱されているポリフェノー

ルによる酸化ストレス抑制作用は直接的な
ROS 産生抑制および ROS 補捉消去、リポキ
シゲナーゼ等の酸化酵素の阻害、NF-B活 
 
性化抑制による COX-2 などの酸化酵素誘導
抑制、Nrf2 活性化によるヘムオキシゲナーゼ
-1（HO-1）、キノンレダクターゼ誘導などで
説明されている。しかし、本研究で対象とす
る Peroxiredoxin6 (Prx6)に対する電子供与
体としての報告はない。ただし、すでにアス
コルビン酸が Prx6 の電子供与体として作用
する報告がなされていることから、同様の水
溶性還元物質である各種ポリフェノール（フ
ラボノイド配糖体等）やその腸内細菌分解物
において大腸粘膜細胞で電子供与体として
反応性を有するのではないかと予想される。  
ま た 、 あ る 種 の ポ リ フ ェ ノ ー ル が
Nrf2/Keap1 活性を有すること、さらに Prx6
遺伝子発現は Nrf2/Keap1 経路を介すること
から、ポリフェノールが Prx6 発現調節作用
を有する可能性がある。 
本研究は 2つの視点からポリフェノールの

作用機構に迫るものであり、経口摂取した化
合物の標的部位への到達を in vivo のレベル
で分析確認することでより説得力のある研
究となる可能性が高い。 
本研究は食品因子としてのポリフェノール
の新規標的として大腸粘膜の抗酸化酵素
Prx6を提唱する。さらに、他のPeroxiredoxin
ファミリ－に比べて酵素学的性質や生理機
能が不明である Prx6 の生理的意義を明らか
し 、 体 内 抗 酸 化 防 御 系 に お け る
Peroxiredoxin ファミリーの位置づけをより
明確にするものである。消化管の酸化ストレ
ス制御における食品由来のポリフェノール
の重要性に科学的根拠が賦与されることに
より、食品因子による炎症性腸疾患予防改善
を目指した研究が促進されると考えられる。
また、有用なポリフェノール構造が明らかに
し、リード化合物おして創薬における炎症性
腸疾患治療薬への期待が高まる。 
植物性色素成分であるポリフェノールに

はさまざまな生理作用が報告されている。し
かし、その生体利用性は低く、摂取した大部
分は吸収されることなく消化管を通過して
排出される。すなわち、ポリフェノールの主
な生理作用発揮部位は消化管内腔であると
推察される。そこで、ポリフェノールの 1 種
で抗酸化活性を有するルチンを用いて、消化
管管腔における作用を検討し、消化管酸化ス
トレス制御における食品因子の重要性を示
すことを目的とした。 
 
 
 
 



 
３．研究の方法 
 
(1)DSS (dextran sulfate sodium)を一定期間
飲水させたマウスおよび対照マウスの大腸
粘膜ホモジネートを TLC (thin layer 
chromatography)法にて脂質組成分析した。
また、DSS 投与前からルチン摂食させた大腸
粘膜についても同様の解析を行った。 
DSS 誘導腸炎 は潰瘍性大腸炎のモデルと
して広く用いられている。 
 
(2)大腸粘膜の有する脂質ヒドロペルオキシ
ド消去作用を大腸粘膜ホモジネートに遊離
脂肪酸ヒドロペルオキシド (FFAOOH:Free 
fatty acid hydroperoxides)を添加し、 
ヒドロキシ遊離脂肪酸（FFAOH:free fatty 
acid hydroxides）への還元作用を 
逆 相 HPLC  (high performance liquid 
chromatography)にて解析した。 
今 回 は FFAOOH と し て  13-HpODE 
(13-hydroperoxyoctadeca-9Z,11E-dienoic 
acid) 、 FFAOH と し て 13-HODE 
(13-hydroxyoctadeca-9Z,11E-dienoic acid)
を使用した。 
 
(3)対照マウス大腸粘膜と比較して DSS 投与
マウスの大腸粘膜の酸化ストレスの変化を
測定した。酸化ストレスのマーカーとして脂
質 過 酸 化 の 指 標 で あ る TBARS 値
(2-thiobarbituric acid reactive substances)
を、タンパク質過酸化物の指標としてカルボ
ニル化タンパク質を検出した。 
 
(4)マウス大腸粘膜の主要な抗酸化酵素であ
る 1-Cys peroxiredoxin(Prx6:peroxireoxin6)
に着目し、Western blot にてタンパク質発現
量を解析した。Peroxiredoxin は Gpx 活性お
よび PLA2活性を有する酵素である。 
 
 
４．研究成果 
 
(1)対照マウス大腸粘膜にはトリグリセリド
(TG:triacylglycerol)、遊離脂肪酸(FFA:free 
fatty acid)及びリン脂質(PL:phospholipid)が
多く含まれていた。また、DSS 投与によって
マウス大腸粘膜では FFA が減少した。ルチ
ン摂食は DSS 投与による FFA 低下を抑制し
た。一方で TG および PL はどの群において
も変化は見られなかった。大腸粘膜が障害を
受けるとまず、FFA が酸化されることで PL
などの極性脂質が酸化されるのを防いでお
り、ルチン摂食が大腸粘膜において抗酸化的
に作用する可能性が示唆された。 
 
 
 
 
 

 
(2)対照マウス大腸粘膜は 13-HpODE から
13-HODE への還元作用を有することが示さ
れた。さらに DSS 投与マウス腸粘膜ではこ
の 13-HpODE から 13-HODEH への還元作
用が低下した。このことから DSS 投与によ
る大腸粘膜炎症反応の惹起は、大腸粘膜の抗
酸化防御システムの低下を引き起こすこと
が明らかとなった。また、ルチン摂食が DSS
投与による 13-HpODE 還元作用の低下を抑
制した。 
 
(3)対照群と比較して、DSS 投与マウス大腸
粘膜では TBARA 値は上昇した。また、カル
ボニル化タンパク質も DSS 投与により上昇
した。一方で、ルチン摂食は DSS 投与によ
るこれらの酸化ストレスマーカー（TBARS
値、カルボニル化タンパク質） の上昇を抑
制した。 
 
(4)対照マウス大腸粘膜と比較して DSS 投与
マウスでは Prx6 のタンパク質発現が低下し
た。また、このタンパク質発現の低下をルチ
ン摂食が抑える傾向が示された。ルチン摂食
は DSS 投与による酸化ストレスに対して抗
酸化防御的に作用するだけではなく、Prx6
のタンパク質発現そのものを増強する可能
性が示唆された。 
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