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研究成果の概要（和文）：1. 梅酢に含まれる各種ヒドロキシ桂皮酸の内、カフェ酸がインスリン抵抗性惹起因子レジ
スチン遺伝子発現を有意に、かつ濃度依存的に低下させることを明らかにした。またカフェ酸の濃度依存的にレジスチ
ン・レポーター遺伝子発現が抑制された。これをヌードマウス皮下に移植し、カフェ酸投与後数日間でレジスチン遺伝
子発現抑制傾向が見られた。
2. 県特産物由来機能性成分（特許出願中につき成分は未開示）について、高脂肪食に混餌しC57BL/6マウスを用いて検
討を行った。3％混餌群では、摂取後1週間で高脂肪食群に比し有意に体重増加抑制効果が見られ、1％、3％混餌群と濃
度依存的にUCP-1遺伝子発現が上昇した。

研究成果の概要（英文）：1. Examined the effects of hydroxycinnamic acids on gene expression of adipokines 
in 3T3-L1 adipocytes. . Among them, caffeic acid significantly reduced resistin, which causes insulin 
resistance state, gene expression dose dependently. In addition, caffeic acid also reduced 
resistin-reporter gene expression in stable adipocytes. After transplantation of these stable cells into 
inguinal fat pads of nude mice, administration of caffeic acid also reduced the reporter-gene expression 
in vivo.
2. We have examined effects of an another compound (patent pending) derived from regional goodies on high 
fat diet (HFD)-induced weight gain. C57BL/6 mice fed an HFD with this compound (3% w/w) significantly 
leaded to a reduced weight gain only after 1-week period compared with HFD-fed mice, and leaded to an 
induction of UCP-1 gene expression in inguinal fat pads.

研究分野： 分子病態生理学、脂肪細胞の分子イメージング

キーワード： 抗肥満効果　機能性食品成分　生体イメージング
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１．研究開始当初の背景 
   代表申請者 井原は、これまでメタボ

リック症候群発症の主な原因の１つと考
えられている脂肪組織における悪玉のア
ディポカイン遺伝子発現増強の分子機構
について、研究してきた。悪玉アディポカ
インのうち１）肥満と心血管系疾患発症を
結びつける血栓危険因子 PAI-1 が、脂肪細
胞分化に伴い核内受容体型転写因子
PPARによって発現増強すること２）赤
ワインに多く含まれる抗酸化ポリフェノ
ール・レスベラトロールが脂肪細胞分化を
抑制し、インスリン抵抗性惹起物質レジス
チン遺伝子発現を抑制することを明らか
にしてきた。また、３）培養蛍光顕微鏡を
用いてレスベラトロールの脂肪蓄積に与
える影響とアポトーシス誘導に関してラ
イブセルイメージング法で解析する研究
も行なってきた。これらの研究の経緯と背
景から、本研究課題の着想に至った。 

 
２．研究の目的 
   申請者らが明らかにしてきた県特産

果実由来梅酢ポリフェノールの構成成分
に関して、メタボリック症候群発症に深く
関与する悪玉のアディポカイン遺伝子発
現を指標に、生体イメージング可視化技術
を新しい切り口として､その発現抑制有効
成分について生体内で同定する事、及びそ
の有効成分の分子作用メカニズムについ
て解明する事により、機能性素材の有用性
の科学的エビデンスを検証しようとする
ものである。梅酢ポリフェノールだけでは
なく、その他の県特産果実（もも、柿、山
椒等）由来機能性素材についても、生体イ
メージング法により探索・同定し、その有
用性を明らかにする事を目的とする。 

 
３．研究の方法 
   生体イメージング可視化技術により、

県特産果実由来機能性成分の探索・同定が
できるかどうかを、ヌードマウスに悪玉ア
ディポカイン・レポーター導入細胞を移植
する系、を中心に検討を行った。また、そ
の生理機能の検証のため、成分投与前後に
おける血液生化学的解析及び分子作用機
序の解析を行った。 

 
４．研究成果 

1. 梅酢に含まれるヒドロキシ桂皮酸（クマ

ル酸、カフェ酸、フェルラ酸）の悪玉ア

ディポカイン遺伝子発現に与える影響の

解析： 
(1) ヒドロキシ桂皮酸の内在性悪玉アディ

ポカイン遺伝子発現に与える影響；   
各種ヒドロキシ桂皮酸を 100 M の濃度
で培養脂肪細胞 3T3-L1 細胞に添加した。
抽出した Total RNA を用いてリアルタイ
ムPCRにて種々のアディポカイン遺伝子
発現を検討した。血栓危険因子の PAI-1
遺伝子発現は、クマル酸（100 ）添
加群、レスベラトロール添加群共に、コ
ントロール群と差がなく、またアディポ
ネクチン遺伝子発現は、減少傾向が見ら
れるものの、顕著な減少は見られなかっ
た。インスリン抵抗性惹起因子レジスチ
ン遺伝子発現については、クマル酸添加
により低下傾向が見られた。さらにフェ
ルラ酸添加群では、コントロール群に比
し減少する傾向が見られたが、濃度依存
性が見られなかった。一方カフェ酸添加
群では、Day 3 においてインスリン抵抗
性惹起因子レジスチン遺伝子発現を有
意に、かつ濃度依存的に低下させること
が明らかとなった。  

(2) インスリン抵抗性惹起因子遺伝子プロ
モーター領域/ルシフェラーゼレポータ
ーベクターの作成と安定発現株の構築： 
マウスインスリン抵抗性惹起因子レジスチ
ン遺伝子の①-1912bp から+232bp、②
-1478bp から+232bp、③-997bp から
+232bp、3 種類の転写調節領域を PCR 法
により増幅し、ルシフェラーゼレポーターベ
クターpGL4.20 に連結した。このうち転写
活性が一番高かった、③の pResistin 
-997 ベクターを用いて以下の安定発現株
作成を行った。pResistin -997 ベクターを
トランスフェクション後に、ピューロマイシ
ン耐性株の安定発現株を得た。選別され
た安定発現株においても、内在性のレジ
スチンmRNA発現抑制が見られたように、
カフェ酸の濃度依存的にレジスチン・レ
ポーター遺伝子発現が抑制された。 

(3) レポーター安定発現株移植による In 
vivo イメージングによる検討： 前年
度作成したレジスチン/ルシフェラーゼ
レポーター安定発現株のうち、発現の強
いものを選びヌードマウスの腹側皮下
脂肪に 106 cells 移植した。移植後 24 時
間目から、5 日間にわたって、カフェ酸
を腹腔内投与し、時間経過に伴うレジス
チン遺伝子の発現をモニターした。撮像
の条件等や、また安定発現株の成着とレ



ポーター遺伝子発現の減少等の問題点
が見られ、正確な定量的評価はできない
ものの、カフェ酸投与により発現抑制傾
向が見られた。 

(4) Gene Chip を用いたアディポカイン関
連遺伝子発現の網羅的解析： Gene 
Chip を用いてカフェ酸 100M 投与群 
vs. コントロール群で比較検討を行った。
脂肪細胞分化に関連する転写因子
PPARや C/EBP等の発現は抑制傾向に
あった。また、各種アディポカイン（レ
ジスチン、アディポネクチン、Rbp4、レ
プチン、Sfrp5、IL-6、TNF）遺伝子に
ついて検討したところ、既に分かってい
るレジスチンは発現抑制されたが、善玉
であるアディポネクチン、Rbp4 は抑制
傾向であり、むしろ分化抑制に伴うアデ
ィポカイン分泌の低下を示唆している
可能性が考えられた。他のアディポカイ
ンについても発現解析を行ったが、レプ
チン、sfrp5、IL-6、TNFなどは発現が
弱く、Gene Chip を用いた結果からはハ
ッ キ リ と し た こ と は 言 え な い 。
Real-Time PCR 法で解析する必要があ
ると思われた。 

 
2.  県特産物由来機能性成分の検討：    
     和歌山県特産物に含まれる機能性成分

についても検討し、高脂肪食負荷による肥
満に対して抑制効果があることを見出し
た。 

(1) 新たな機能性成分（特許出願中につき成
分 の 詳 細 は 未 開 示 ） の 検 討 ：         
肥満を誘導する高脂肪食に新規機能生
成分を混合し、高脂肪食及び普通食を対
照として、体重増加に与える影響につい
て検討したところ、高脂肪食+1％機能性
成分混餌群では高脂肪食群に比し、摂取
後6週目から有意に体重抑制効果が見ら
れた。さらに 3％混餌群では、摂取開始
ご1週間で高脂肪食群に比し有意に体重
増加抑制効果が見られた。摂取カロリー
は 3％混餌群で若干減少したが、他の各
群では差がなかった。 

(2)  ベージュ化を示唆する遺伝子発現：この
体重減少の背景にあるメカニズムとし
て、①食欲抑制によるもの、②脂質の吸
収阻害によるもの、③脂肪組織における
余剰エネルギーの燃焼、が考えられるが、
摂取カロリーがほぼ差がないことから、
①の可能性はあまりなく、②と③が考え
られた。そこで、③の可能性を検討する

ため、機能性成分の鼠頚部皮下組織にお
ける遺伝子発現に与える影響を検証し
た。白色脂肪組織中に褐色脂肪様細胞が
誘導されるベージュ化において、蓄積脂
肪を熱産生によって消費する熱産生タ
ンパク質 UCP-1 遺伝子発現が上昇する
事が知られている。この遺伝子発現上昇
を検討したところ、1％、3％混餌群と濃
度依存的に UCP-1 遺伝子発現が上昇し
た。この事から、少なくともこの機能性
成分は熱産生タンパク質発現を促進し
蓄積脂肪を熱産生によって消費するこ
とで、体重増加抑制作用を示すものと考
えられた。 
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