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現在に至る

食を通じた亜鉛栄養改善による健康な超高齢社会の実現
Study of the promotion of good health in the super-aged
society by improvement of zinc nutrition
Zinc is an essential nutrient, which plays a pivotal role as a structural, catalytic, and signaling
component within protein functions in a variety of biological processes. Thus, adequate intake of
zinc from daily diets is indispensable for maintaining human health. However, recent studies have
revealed people, especially women and elders, with marginal zinc deficiency and a suboptimal
zinc status. Zinc deficiency causes a broad range of defects such as diarrhea, skin lesions,
taste dysfunction and immune system dysfunctions. Given that Japan is facing an super-aged
society,increased attention is required to improve zinc nutrition and to overcome zinc deficiency.
The efficiency of zinc absorption in the small intestine from a diet is estimated to be about 30%
and it is known to become much less in aging and in zinc supplementation. So, improvement of
the efficiency is likely more promising than simple zinc supplementation, and thus a food-based
strategy enabling efficient zinc absorption should be extensively explored.
In the small intestine, the zinc transporter ZIP4 functions as an essential component for
zinc absorption, and thus food components with the activity of increasing ZIP4 expression may
be a potential enhancer of zinc absorption. We previously reported that soyasaponin Bb is the
potential to improve zinc nutrition, because it has the activity to increase mouse ZIP4 expression.
Here, we investigated how soyasaponin Bb increases mouse ZIP4 expression at a molecular
level and whether soyasaponin Bb increases human ZIP4 expression. Moreover, we examined
ZIP4 expression property in response to zinc deficiency in rat small intestine. We found that
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ZIP4 accumulation is more rapid in response to zinc deficiency than previously thought, which
suggest that components such as soyasaponin Bb have the efficacy to increase zinc absorption
rate by ZIP4-targeting in the small intestine. These studies may lead to a better understanding of
preventing zinc deficiency in the super-aged society.

1. 研究背景と目的
亜鉛は、体内では、鉄に次いで多量に存在する必須微量栄養素である。成人での体内亜鉛量は
約 2～3gと微量であるが、創傷治療や味覚・免疫・神経機能の制御などその機能は多岐にわたる1）。
亜鉛と相互作用すると考えられるタンパク質は、全タンパク質の約 10 ％にも及ぶと試算されており、
亜鉛はこれらタンパク質の構造因子や酵素の補因子、シグナル調節因子として重要な役割を果たす 2）。
したがって、亜鉛は健康の維持・増進に不可欠な要素となり、欠乏すると様々な欠乏症を引き起こす。
近年、十分な栄養素が摂取できる状況にある先進国においても、高齢者や乳幼児を中心に亜鉛欠乏
者の数が増加しており、日本においては、国民の 20 ～ 30％が亜鉛欠乏傾向にあるとの試算もなされて
いる 3 ）。この値は先進国で最も高い値となっており、超高齢社会を迎えた日本においては、日々の食事
により亜鉛を充足する意義は大きい。
亜鉛欠乏の症状として、味覚障害がよく知られているが、高齢者においては、免疫機能低下、褥瘡、
舌痛、慢性疾患の悪化などにより、Quality of Life（ QOL ）が大きく低下する1, 4 ）。一般的に、亜鉛欠
乏は、サプリメントの摂取により改善できると考えられているが、消化管での亜鉛吸収効率は 30 ％程度
と低く、摂取量の増加や高齢化に伴って低下する 5, 6 ）。そのため、単に亜鉛摂取量を増加させるだけ
でなく、吸収効率を改善させることが肝要となる。食事由来の亜鉛の吸収には、消化管上皮細胞の
頂端膜に発現する亜鉛トランスポーター ZIP4 が機能する 7, 8 ）。ZIP4 の変異は先天性亜鉛欠乏症・腸
性肢端皮膚炎を引き起こし、その発現は亜鉛十分時には極めて低く、亜鉛が欠乏すると増加する。
また、消化管特異的に ZIP4 の発現を消失させたマウスは、ZIP4 の発現消失後、2 ～ 3 週間以内に
亜鉛欠乏で死に至ることが示されており、哺乳類における亜鉛吸収において、ZIP4 は必須分子として
機能する。そこで、我々は、ZIP4の発現を増強させる食品因子は、亜鉛吸収効率を改善することがで
きると考え、培養細胞を用いたスクリーニング系を構築し、様々な食品抽出物の効果について検証して
きた。これまでの解析で、大豆に含有されるソヤサポニンBbにZIP4の発現を増強する活性があること
を見出しており9 ）、本研究ではその効果の詳細な検討、作用機序の解明を目的に解析を実施した。

2. 研究方法
ZIP4 発現増強活性の評価
内在的に ZIP4 を発現するマウス Hepa 細胞とヒトAsPC1 細胞、また導入遺伝子を発現誘導できる
MDCK 細胞（ FLp-In T-Rex MDCK 細胞、イリノイ大学の Jack H. Kaplan 先生より供与）を常法
にしたがって培養した。ZIP4 発現増強活性評価には、両細胞の培養液にソヤサポニン Bb を添加し
て一定時間培養した後、細胞抽出液を調整して、ウェスタンブロット法にて定量することで実施した。
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ZIP4 変異体については、PCR を用いて変異を導入したプラスミドを導入した MDCK 細胞を樹立し、
解析に用いた。亜鉛欠乏培養液は、血清をChelex-100 樹脂（ Bio-Rad Laboratories ）を用いて亜
鉛を除去した血清を用いて作成した。
細胞表面ビオチン化アッセイ
ソヤサポニンBb 存在下及び非存在下で培養したHepa 細胞を、細胞膜非透過性のビオチン化試薬
（ PIERCE, EZ-Link, a Sulfo-NHS-SS-Biotin reagent ）で処理し、細胞表面に発現するタンパク
質をビオチンで標識した。細胞を溶解後、標識されたタンパク質をストレプトアビジン固定化ビーズを用
いて精製し、ウェスタンブロット法にて発現量の比較を行った。ZIP4 の検出には抗 ZIP4 モノクローナル
抗体を600 倍に希釈して使用した。
蛍光標識タンパク質を使用した細胞観察
ソヤサポニンBb 存在下及び非存在下で培養した Hepa 細胞の培養液に、Texas Red 標識トランス
フェリン（ Rockland Immunochemicals ）や Alexa488 標識コレラトキシンB（ Invitrogen ）を添加し、
37 ℃で 30 分処理した。細胞を固定後、蛍光標識タンパク質を観察して細胞内への取り込みを検証し、
エンドサイトーシス経路に対する影響を解析した。コントロールには、標識タンパク処理後、氷上（ 4 ℃）
で処理した細胞を用いた。
ZIP4 発現の亜鉛応答性に関する解析
亜鉛十分食（ 33.7mg / kg ）
、及び、亜鉛欠乏食（ 2.2mg / kg ）を給餌したラットから空腸を摘出し、
Multi-beads shockerを用いて破砕後、細胞膜画分を調製した。調整した膜画分をウェスタンブロット
に供し、抗 ZIP4 モノクローナル抗体（採取した腹水を 600 倍に希釈）を用いて検出した。ローディング
コントロールには、抗 ZnT4 抗体（ 2000 倍希釈）を使用した。

3. 結

果

ソヤサポニン Bb の ZIP4 発現増強効果を検討するために、ソヤサポニン Bb 存在下で培養した
Hepa 細胞からtotal RNAを調整し、ZIP4 mRNA の発現量の変化をリアルタイムPCRにて定量した
が、mRNA の発現には全く増加しないことが判明した（結果省略）。すなわち、ソヤサポニンBb による
ZIP4 発現増強効果は、ZIP4 遺伝子の転写量の促進を介して生じていないことが確認された。そこで、
ソヤサポニン Bb の効果は、ZIP4タンパク質に対する影響であることが予想された。亜鉛欠乏状態で
培養することで ZIP4 の発現を増加させた Hepa 細胞を、ソヤサポニン Bb 存在下・非存在下で亜鉛
を添加し、ZIP4 の分解過程を経時的に評価したところ、ZIP4 の分解はソヤサポニンBb で抑制される
ことが判明した（図 1A ）。ZIP4 の分解は、細胞内にエンドサイトーシスされた後に起こることが明らか
にされたため、ソヤサポニンBb が ZIP4 のエンドサイトーシスを抑制している可能性を考え、細胞表面
ビオチン化アッセイにてこの可能性を検証したところ、ソヤサポニンBbは、亜鉛により誘導されるZIP4の
エンドサイトーシスを抑制することを見出した（図 1B ）。この抑制効果が ZIP4 特異的に起こることを確
認するため、細胞表面の受容体に結合して恒常的にエンドサイトーシスされるトランスフェリンとコレラト
キシンB のエンドサイトーシスについて解析したが、両分子のエンドサイトーシスに対しては抑制効果が
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観察されなかった。したがって、ソヤサポニンBb の ZIP4 エンドサイトーシス抑制は、ZIP4 特異的に作
用する可能性が高いことが明らかとなった。
図 1. 細胞膜に発現するマウス ZIP4 の亜
鉛依存的な分解はソヤサポニン Bb で抑制
される .
（ A ）ソヤサポニン Bb を含有する二種類の
大豆抽出物（ A と B ）は、亜鉛欠乏に
より増加したマウス ZIP4 の亜鉛依存
的な分解を抑制する .
（ B ）ソヤサポニン Bb を含有する二種類
の大豆抽出物（ A と B ）は、細胞膜に
局在するマウス ZIP4 の発現を増加さ
せる. 細胞表面ビオチン化アッセイに
よる解析結果 .

ソヤサポニンBb の ZIP4 発現増強活性については、マウス ZIP4 に対する効果を中心に検証してき
たが、マウスとヒトにおけるZIP4 間のアミノ酸配列の相同性は70％程度と高くない。したがって、ソヤサ
ポニン Bb の亜鉛吸収促進効果を期待するには、ヒトZIP4 においても同様に発現増強効果を確認す
ることが重要となる。そこで、種々のヒト培養細胞株からヒトZIP4 発現細胞株を探索し、ヒト膵がん細
胞株 AsPC1 が ZIP4 を内在的に発現することを見出した。AsPC1 細胞においてビオチン化アッセイな
どを用いて検証した結果、ソヤサポニンBb は、ヒトZIP4 に対しても発現増強活性を有することが判明
した（図 2 ）。
図 2. 細胞膜に発現するヒト ZIP4 の亜鉛依存
的な分解はソヤサポニン Bb で抑制される .
（ A ）ソヤサポニン Bb は、亜鉛欠乏と同様にヒ
トZIP4 の発現を増加させる .
（ B ）ソヤサポニン Bb は、亜鉛欠乏により増加
したヒト ZIP4 の亜鉛依存的な分解を抑制
する .
（ C ）ソヤサポニン Bb は、細胞膜に局在するヒ
ト ZIP4 の発現を増加させる . 細胞表面ビ
オチン化アッセイによる解析結果 . hZIP4,
ヒトZIP4.
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最後に、ソヤサポニン Bb の活性の有用性を確認するために、腸性肢端皮膚炎を引き起こす ZIP4
遺伝子の変異として同定された P200L 変異体（膜表面の発現量が低下する変異体で、結果、亜鉛
吸収量が低下する）をMDCK 細胞に導入し、ソヤサポニンBb によるP200L 変異体の膜表面発現量
に及ぼす影響を解析した。その結果、野生型 ZIP4と同様、P200L 変異体の発現量を増加させる効
果が確認され、本解析からもソヤサポニンBb の効果の有用性が確認された（図 3 ）。
図 3. ソヤサポニン Bb による ZIP4 変異体
（ P200L ）の細胞膜での発現を増加させる .
（ A ）ソヤサポニン Bb 、及びソヤサポニン Bb
を含有する二種類の大豆抽出物（ A と B ）
は、亜鉛欠乏により増加した ZIP4 の亜鉛
依存的な分解を抑制する .
（ B ）ソヤサポニン Bb 、及びソヤサポニン Bb
を含有する二種類の大豆抽出物（ A と B ）
は、亜鉛欠乏により増加した ZIP4 変異体
（ P200L ）の亜鉛依存的な分解を抑制
する . 細胞表面ビオチン化アッセイによる
解析結果 .

ソヤサポニンBb のヒトZIP4に対する効果が確認できたことから、ラットを用いたin vivo での効果の
検証を試みた 10 ）。これまで、ラットZIP4の発現についてはほとんど解析が進展していなかったため、本
解析では、まず、消化管におけるラットZIP4の発現、さらにその発現の亜鉛応答性について解析した。
亜鉛欠乏食を給餌したラットの消化管では、給餌 2 日目には発現増加が観察され、この増加は給餌
1日後でも弱いながら確認された（図 4 ）。一方、亜鉛十分食ラットの消化管では、ZIP4 の発現を確認
することができなかった。本解析結果から、ZIP4 を発現増強させる活性を有する食品因子であれば、
図 4. ラット消化管におけるZIP4の亜鉛
欠乏依存的な発現増加に関する解析 .
亜鉛十分食、及び、欠乏食を0〜4日間
給 餌し た ラットから 空 腸 を 摘 出し 、
ZIP4 の発現を検出した . ZIP4 は全長
と N 末端領域の 2 本のバンドで検出さ
れている .
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亜鉛十分時のラット消化管においても亜鉛吸収促進活性を有することが期待できるため、現在、これを
指標に、ソヤサポニンBb の効果について検証している。

4. 考

察

亜鉛吸収効率は 30 ％程度と低く、摂取亜鉛量の増加や加齢に伴いその吸収率は低下する。その
ため、抜本的な解決のためには、亜鉛吸収効率を上昇させる何らかの手法を確立することが重要であ
る。本研究では、消化管において食事由来の亜鉛の吸収に必須の役割を果たす亜鉛トランスポーター
ZIP4 に着目し、その発現増強因子として同定したソヤサポニン Bb の効果について解析を実施した。
今回の解析から、ソヤサポニンBb は、細胞膜上に発現するZIP4の分解を抑制することで、その発現
を増大させていることが明らかにされた。このエンドサイトーシス抑制効果は、細胞内に恒常的にエンド
サイトーシスされるトランスフェリンとコレラトキシンBには、ほとんど影響を与えなかったことから、ZIP4 特
異的な影響であると考えている。また、ソヤサポニンBb の ZIP4の発現に及ぼす影響を解析した結果、
細胞外のアミノ末端領域を欠損させた ZIP4 に対しては、その発現増強活性が観察されなかった（結
果省略）。したがって、ソヤサポニンBb は ZIP4 の細胞外の N 末端領域に対して作用し、その発現を
増加させる可能性があると考えている。
亜鉛は、健康の維持に極めて重要な必須微量栄養素であり、欠乏すると、様々な症状を引き起こ
す。また、最近、味覚障害や免疫機能低下との関連だけではなく、様々な健康機能との関連することが
明らかにされており、認知症などの脳機能との関連には高い注目が集まっている11）。従来、亜鉛は脳内
では海馬や大脳皮質に多量に存在するが、高齢者やアルツハイマー病患者では、その存在量が低下
していることが明らかにされている。したがって、健康な高齢期を過ごすためには、日常の食事から亜
鉛を充足させ、記憶力改善をはじめとする健康増進を図ることが非常に重要になる。ソヤサポニン Bb
を処理した Hepa 細胞では細胞内亜鉛含量が増加することが確認されているため 9 ）、本解析で
ヒトZIP4 に対する発現増強効果が確認できた意義は非常に大きい。高齢者に対するソヤサポニン
Bb 、さらに他の食品由来因子の ZIP4 発現促進効果は、今後、さらに詳細に解析すべき課題となる。
今後、ソヤサポニンBb 添加食に対する個体レベルでの効果の検証が重要となるため、現在、その研
究を進めている。
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