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現在に至る

脂肪細胞のベージュ化を標的とした食品成分の探索研究
Screening of the food components targeting for the induction
of beige adipocytes
Obesity and life style diseases are one of the major causes of factors that abuse quality of life
and anti-obesity function of food components is becoming the focus of scientific attention. Obesity
is a hypertrophy of the adipocytes in terms of adipose tissue histology, therefore inhibition of lipid
accumulation and manipulation of adipokines are putative target for the prevention and alleviation
of obesity related diseases. Adipocytes are categorized into white and brown adipocytes and
former store excess energy as lipid droplets whereas latter is a theremogenic cells accompanied
with rich mitochondria. Recently, a novel adipocyte population was found that was differentiated
from the same origin of the white adipocytes. This population is called “beige cells” because of
similar phenotype with brown adipocytes. In this study, we tried to evaluate the effect of hypoxic
stress on the differentiation of beige adipocytes and to explore the food component that is capable
of inducing differentiation into beige adipocytes.
In hypoxic study, hypoxic condition (1% O2) was accomplished by nitrogen gas blowing. Hypoxic
stress was evaluated as hypoxia-responsible factor-α stabilization. As a result, hypoxic condition
induced hypoxia-responsible factor-α stabilization and promoted accumulation of lipid droplets
in adipocytes. In addition, hypoxia reduced uncoupling protein (UCP) -1 expression accompanied
with induction of endoplasmic reticulum stress and repression of adiponectin production.
Screening study showed that 5 medical herbs promoted UCP-1 expression (more than twice)
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in the adipocytes. In previous study, we found that blueberry leaf extract promoted adiponectin
production and was promising candidate for the differentiation of preadipocyte into beige cells. As
a result, blueberry leaf extract induced stabilization of perxosome proliferator activated receptor-g
and reduced intracellular lipids accompanied with induction of marker protein of the beige cells,
UCP-1 and PRDM16. Interestingly, these effects were abolished at high concentration (100μM)
treatment. In vivo study in which mice fed high fat, high sucrose diet, dietary blueberry leaf
extract reduced the weight of adipose tissue with increase of UCP-1 expression. As conclusion,
it is considered that hypoxic stress is a negative regulator for the differentiation of preadipocyte
into beige cells and some medical harbs are promising material that are capable to increase
beige cells. Moreover, blueberry leaf extract is expected as anti-obesity material based on the
manipulation of adipocyte differentiation.

はじめに
高齢化社会化に伴い、健康寿命の延伸方策が食品の機能性に求められてされて久しい。健康寿
命を損なう要因の一つは紛れもなく多様な生活習慣病であり、その背景には肥満の存在がある。機能
性食品を通じた肥満の改善に関する研究は多く、それぞれの抗肥満作用が標的とする細胞や分子も
様々である。
肥満とは細胞レベルでは脂肪細胞の肥大化によるところが大きく、脂肪細胞への脂肪蓄積の抑制
と、アディポカイン産生バランスの是正が生活習慣病予防・改善に有効であると考えられる。脂肪細胞
は古典的には白色脂肪細胞、褐色脂肪細胞の 2 種に分類され、前者は過剰なエネルギーを油滴とし
て蓄積する組織、後者は熱産生をする組織として肥満に対しては抑制的に働くと考えられてきた。近
年、この 2 種の中間に存在する細胞集団の存在が示され、ベージュ細胞と名付けられた。ベージュ細
胞は白色脂肪細胞と同一期源の起源を持つ細胞でありながら、豊富なミトコンドリアを有し、熱産生に
働く細胞と考えられている。このような背景から、ベージュ脂肪細胞への分化誘導を促進できる因子
は、抗肥満的に働くことが期待される。本研究では脂肪細胞のベージュ化に及ぼす細胞の環境要因と
して低酸素ストレスの影響を検討するとともに、食品成分によるベージュ化誘導を目指したスクリーニン
グ試験と、ブルーベリー葉のベージュ化誘導効果に関する評価を実施した。

方

法

In vitroの試験においては、3T3-L1マウス前駆脂肪細胞を用い、脂肪細胞への分化は常法に従っ
た。低酸素ストレスの誘導においては、CO2 インキュベーター内に窒素を送り込むことによって空気を置
換し、酸素濃度 1％とすることで低酸素環境を再現した。脂肪細胞内の脂質蓄積は、Oil Red O 染色
により定量化し、Bodipy PL dye により可視化した。ベージュ化誘導の指標として、UCP-1 および
PRDM16 の発現をウエスタンブロット（ WB ）により検証した。その他のシグナル伝達分子、小胞体
ストレスタンパク質発現もWB により定量し、アディポカイン類の産生は ELISA 法で定量化した。また、
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細胞内ミトコンドリアを MitoTraker により蛍光染色した。ベージュ化誘導能を持つ食品素材の探索と
して、南九州地区で栽培される薬草に着目してサンプルを収集した。薬草は 1g / 100mL の割合で熱
水抽出を行った。
In vivo 試験においては高脂肪、高ショ糖食を給餌した、肥満モデルマウスを用いて、ブルーベリー
葉抽出物の効果を検証した。食餌は AIN-93G 組成に基づき調製し、30 ％脂肪、20 ％ショ糖とするこ
とで、高脂肪高ショ糖食とした。ブルーベリー葉抽出物は餌の1および 3％添加し、高脂肪、高ショ糖食
を4 週間給餌した後、抽出物投与を開始した。
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図 1 脂肪細胞の低酸素ストレスに対する影響

図 2 脂肪細胞のベージュ化に及ぼす低酸素の影響

最初に、脂肪細胞のベージュ化に及ぼす環境要因について検証するため、低酸素ストレスとベー
ジュ化の関連性について検討した。1 ％酸素の低酸素環境下において、3T3-L1 成熟脂肪細胞は
2 時間後には hypoxia-inducible factor（ HIF ）-1αの安定化を指標とした低酸素応答が誘導され
た。また、これに伴って、具体的な表現型として低酸素処理後 24 時間で細胞内脂質蓄積が有意に
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亢進することが明らかとなった。また、低酸素により細胞内に蓄積される新たな油滴は通常酸素に見ら
れる油滴に比べて微細であることが観察された。また、低酸素ストレスに伴って、顕著な akt のリン酸
化と、ERK 経路のリン酸化抑制作用が認められ、特に前者に関しては低酸素下で akt 阻害剤である
LY294002 処理することにより、脂肪蓄積の亢進抑制作用が認められた。一方で、ERK 経路と脂質
蓄積の関連性に関して MEK 阻害剤である PD98059 を用いて検証を進めたが、本経路は脂肪蓄積
に関与する根拠は得られなかった。このような低酸素ストレス下でのベージュ化への影響を検討したと
ころ、PGE2 および rosiglitazone 併用によるベージュ化誘導刺激下で UCP-1 発現およびミトコンドリア
量の低下傾向が認められた。このことから、低酸素ストレスはベージュ化誘導に抑制的に働く環境因子
と推定された。

図 3 低酸素ストレスによる線維化関連因子発現と小胞体ストレスに対する影響

低酸素ストレスによって細胞にどのような応答が認められるか検証したところ、thapsigargin 処理に
おいて認められるような小胞体ストレスが、GADD153 の発現誘導を指標として確認することができた。
また、低酸素ストレスにより安定化された HIF-1αは HIF-1βとして二量体を形成して転写因子として
働く、その標的因子の一つとして vascular endothelial growth factor（ VEGF ）が存在するが、本
試験においてもVEGF 産生は低酸素下で顕著に亢進していた。また、アディポネクチン産生は低下し
ており、炎症性サイトカインの一種である monocyte chemoattractant protein-1 の産生には影響
が認められなかった。興味深いことに低酸素ストレスは、collagen I および collagen 架橋酵素である
lysyl oxidase の発現を亢進することが示され、低酸素ストレスは脂肪組織線維化を増強する要因で
あることも示唆された。
次に 36 種類の薬草抽出物の効果を検討した。これらはいずれも日本薬局方に集録されている植
物である。UCP-1 の発現亢進効果を指標に各サンプルの効果を検証したところ、2 倍以上に発現亢
進作用が認められたものが 5 種類確認され、最も高い発現誘導能の認められた月見草抽出物は 5 倍
近い増強効果が認められた。また、in vitro の試験においては、薬草に加えてブルーベリー葉抽出物
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（ BLEx ）の効果についても検証した。これまでの先行研究から、BLEx は脂肪細胞からのアディポネ
クチン産生を亢進させることを著者らは示しており、上述の低酸素ストレスにおいてアディポネクチン産
生が低下することを考慮すると、BLEx がベージュ化の誘導にも影響を与える可能性があるのではな
いかと考えた。ベージュ化の誘導因子として、PPARγの活性化因子が知られているため、BLEx が
PPARγ発現に及ぼす影響を検証したところ、6.25μg /mL をピークとして PPARγ発現の増加を認め
た。レポーターアッセイによる PPARγ活性化能を評価したが、BLEx は PPARγリガンドとしての作用
はないようであった。また、ほぼ同程度の濃度領域において脂肪細胞における脂肪蓄積の抑制効果
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図 4 脂肪細胞のベージュ化に対する薬草抽出物の影響

図 5 脂肪細胞の分化に対するブルーベリー葉抽出物（ BLEx ）
の影響
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図 6 脂脂肪細胞のベージュ化に対するブルー
ベリー葉抽出物（ BLEx ）の影響

図 7 In vivo における脂肪細胞のベージュ化に対するブルーベリー葉抽出物（ BLEx ）の影響

が認められた。そこで、ベージュ化マーカーの発現を検討したところ、PPARγ発現亢進と細胞内脂
質レベルの低下作用を示した濃度と同程度の領域で PRDM16 および UCP-1 の亢進が認められた。
UCP-1の発現に関して in vivo で評価するため、高脂肪高ショ糖食を給餌したマウスにBLExを投与
した。その結果、ブルーベリー葉抽出物は脂肪組織重量の低下傾向が認められ、精巣周囲白色脂肪
組織での UCP-1 発現亢進傾向が認められた。

考

察

脂肪細胞のベージュ化誘導を標的とした抗肥満作用を目指す食品素材探索に関する研究が推進さ
れている。食品以外のベージュ化誘導因子として、本編で述べた PPARγリガンドやトリヨードチロニン、
ノルアドレナリンなどがあり、食品でもこれらのホルモンや生理活性物質と同一の細胞内シグナル活性
化能を有するものはベージュ化誘導能が期待できる 1 ）。また一方で、魚油で近年報告されたように、交
感神経を刺激することによって間接的にベージュ化を誘導する作用機序も報告されており2 ）、食品成
分が直接的に脂肪細胞との相互作用を必要とせず効果を発揮する場合も想定される。本試験では、
脂肪細胞を用いた評価系であるため、脂肪細胞と直接的な相互作用によって機能性が発揮される物
質のスクリーニングと位置づけられる。前述のように、ベージュ化を誘導する因子はすでに報告が蓄積
されつつあるが、積極的なベージュ化阻害因子として低酸素ストレスが位置づけられる可能性が示さ
れた。低酸素ストレスはベージュ化抑制作用に伴って小胞体ストレス誘導や組織線維化に関与する
コラーゲン関連分子群の発現亢進、Akt 経路を介した脂質合成の促進が誘導されており、これらの並
行的に起こる現象とベージュ化との関連性について検証を進める必要がある。
本試験でのスクリーニングでは、ベージュ化誘導能が期待できるいくつかの素材を見いだすことが
できた。UCP-1 発現を指標として 2 倍以上の発現亢進作用を認めたものは 5 種類見いだされたが、
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これらの素材に共通的に含まれる物質については少なくとも現時点では見いだせない。特に高い活性
の認められた月見草はエラグ酸、ペンタガロイルグルコース、プロアントシアニジン類が機能性成分とし
て知られるが、これらの物質とベージュ化誘導との関連性については現時点では報告がない。ポリフェ
ノール類を代表する化合物として、レスベラトロールに脂肪細胞の褐色化誘導能があるとする報告が
あり3 ）、ポリフェノールのどのような構造や化学的性質が機能性発現に関与するか、構造活性相関的
な解析が今後待たれるところである。同じく、ベージュ化誘導能が期待されたブルーベリー葉抽出物に
関してもプロアントシアニジンは高濃度に見いだされるが 4）、カテキン重合体である本物質は3 , 4 量体程
度の大きさが腸管吸収可能な分子サイズとしては最大であり、十分量が腸管吸収され脂肪組織まで
送達する可能性は低いと思われる 5 ）。今後の課題として、ベージュ化誘導に関わる物質の同定を目指
した研究が必要と考えられる。
低酸素ストレスは抑制因子として働くことが示唆されると同時に、いくつかの食品成分にベージュ化
誘導能が期待された。また、ブルーベリー葉抽出物はベージュ化誘導能を持つ食品としての利用価値
が期待されるが、ベージュ化誘導と脂質及び糖代謝改善作用との直接的な因果関係を示すことが今
後の課題となった。
最後に本研究の遂行にご援助賜りました、公益財団法人アサヒグループ学術振興財団に厚く御礼
申し上げます。
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