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現在に至る

慢性腎臓病の進展を防ぐ機能性食品に関する基礎的研究

日本における慢性腎臓病（ CKD ）の患者数は、1330 万人にのぼり、患者数減少への対応は急務
である。その発症初期には自覚症状がほとんどないことも罹患率の高さの要因となっており、症状が進
行すれば透析療法や厳しい食事制限が必要になるなど、患者の QOL を著しく損なう。CKD の発症
や進展の機序は複雑であるが、近年の研究により、腸管のバリアや腸管内環境が重要な役割を持つ
ことが報告されている。腸管バリア機能のなかで、上皮細胞のもつタイトジャンクション（ TJ ）構造は、
Occludin などの膜貫通型タンパク質とZO などの細胞内裏打ちタンパク質から構成される細胞接着装
置の 1 つであり、上皮細胞間の異物の通過を制御する役割をもつ。これまでに私たちは、複数のポリ
フェノール類が腸管 TJ バリアを増強・保護することを見出し、腸管恒常性の維持に役割をもつことを
提案している。そこで本研究は、CKD の進展を防ぐポリフェノール類を探索し、その分子機序を解明
することを目的とした。
まず、過去の研究において腸管バリアに正の効果を持つことを見出している 3 つのポリフェノール
（ケルセチン、ナリンゲニン、
レスベラトロール）に着目し、CKDマウスにおける病態軽減作用を探索した。
マウスに0.25％アデニン含有飼料を3 週間与えて CKDを誘導した。その後、マウスを4 群に分け、ポリ
フェノールを含まない標準飼料、あるいはケルセチン、ナリンゲニン、レスベラトロールを各 0.2 ％含む飼
料を3 週間与えた。また正常対照群として標準飼料を5 週間与えた群も設けた。結果として、アデニン
投与は血中尿素とクレアチニン濃度を上昇させ、CKD 様の症状を引き起こした。3 種のポリフェノール
はそれぞれこれらの上昇を抑制したが、なかでもケルセチンの抑制作用が顕著であった。そこで、ケル
セチンによるCKD 軽減作用に着目し、作用機序の探索を進めた。
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CKD マウスに、標準食、0.1 、0.2％ケルセチン添加食をそれぞれ 3 週間与えた。ケルセチン摂取は
用量依存的に血中尿素、クレアチニン濃度の上昇を抑えた。盲腸内の尿素やアンモニア濃度にも同様
の変動が観察された。またアデニン投与は、腎臓組織の炎症性分子（ TNF-α、IL-1βなど）と線維
化関連分子（ ColIα1 、TGF-βなど）の mRNA 発現を上昇させ、このとき結腸上皮の TJタンパク質
（ Occludin や Claudins など）の発現も低下しており、腸管バリア損傷も認められた。しかしながら、
ケルセチン摂取は腎臓や結腸におけるこれらの異常を軽減した。これらの結果から、ケルセチン摂取
は CKDによる腸管 TJ バリア損傷を抑制し、CKD 病態を軽減したことが提案された。
最後に、ヒト腸管上皮 Caco-2細胞を用いて、CKD 進展に関わる腸管バリア損傷に対するケルセチン
の保護作用を探索した。Caco-2 細胞に、腎機能低下時に腸管内で上昇する尿素とそれをアンモニア
に代謝する Urease を作用させたところ、経上皮電気抵抗値（ TER ）が大きく減少した。このとき、
TJタンパク質の Occludin や Claudins などの発現損傷が認められた。しかしながら、ケルセチンを前
もって作用させた Caco-2 細胞では、これらTJ バリアの損傷が明確に軽減され、腸管バリア保護効果
が観察された。
一連の研究から、ポリフェノール類、特にケルセチンの摂取は CKDを効果的に軽減し、その作用機
序の 1 つとして、腸管 TJ バリアの保護が提案された。ただし、ケルセチンの作用の全貌を明らかにす
るためには、腸管 TJ バリア保護効果の分子メカニズムとともに、ケルセチンによる腎臓への直接的な影
響、そのほかの作用機序についても検討を加える必要がある。

1. 研究背景と目的
日本における慢性腎臓病（ CKD ）の患者数は、1330 万人（ 20 歳以上の成人の 8 人に1 人）にのぼ
り
（社団法人 日本腎臓学会調べ）
、新たな国民病と呼ばれている。その発症初期には自覚症状がほ
とんどないことも罹患率の高さの要因となっており、症状が進行すれば透析療法や厳しい食事制限が
必要になるなど、患者の QOLを著しく損なう。さらに CKD 患者は、脳心血管疾患の発症リスクが 3 倍
以上になることも知られ、患者数減少への対応は急務である。CKD の発症や進展は複雑であるが、
近年の研究により、腸管のバリアや腸管内環境が重要な役割を持つことが報告されている（ 1 ）。これは、
腎臓の濾過機能が低下することにより血液中の尿素が上昇し、尿素やその腸内細菌による代謝物が
腸管バリアを損傷するためである。この腸管バリアの損傷が腸管由来の炎症性異物（エンドトキシンな
ど）の侵入を促し、腎臓の炎症を加速する。この腎臓―腸管の連関は悪循環するため、食品成分によ
り腸管のバリアを保護することは CKDを効果的に予防できると考えられる。
腸管バリア機能のなかで、上皮細胞間の異物の通過を制御するタイトジャンクション（ TJ ）構造
は、極めて重要な役割を持つ（ 2 ）。TJ 構造は、上皮細胞の側底膜に集積する接着装置の 1 つであり、
Occludin などの膜貫通型タンパク質とZO などの細胞内裏打ちタンパク質から構成される。食品成分
による TJ バリア機能の制御はいまだ十分解明されていないが、これまでに私たちは、複数のポリフェ
ノール類が消化管 TJ バリアを増強・保護することを見出し、腸管恒常性の維持に役割をもつことを提
案している（ 3, 4 ）。しかしながら、これらポリフェノール類によるCKD 軽減作用はほとんど研究されておら
ず、また腸管機能に着目した研究は皆無である。そこで本研究は、CKD の進展を防ぐポリフェノール
類を探索し、その分子機序を解明することを目的とした。
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2 . 研究方法
3種のポリフェノール類による CKD 軽減作用の探索
過去の研究において腸管バリアに正の効果を持つことを見出している 3 つのポリフェノール（ケルセ
チン、ナリンゲニン、レスベラトロール）に着目し、CKD マウスにおける病態軽減作用を探索した。マウス
（ ICR 、7 週齢、オス）に0.25％アデニン含有飼料（ AIN-93G 準拠）を3 週間与えて CKDを誘導した。
その後、マウスを 4 群に分け、ポリフェノールを含まない標準飼料、あるいはケルセチン、ナリンゲニン、
レスベラトロールを各 0.2 ％含む飼料を 3 週間与えた。また正常対照群として標準飼料を 5 週間与えた
群も設けた。試験終了後、解剖を実施し、腎臓および血液を採取した。腎臓機能の指標として血液中
の尿素とクレアチニン濃度、腸管バリアの指標として血液中のリポ多糖結合タンパク質（ LBP ）を測定
した。
ケルセチンによる CKD 軽減の作用機序の探索
前実験と同様に CKD マウスを作成した。マウスを 3 群に分け、標準食、0.1 、0.2 ％ケルセチン添加
食をそれぞれ3 週間与えた後、解剖を実施し、血液、腎臓、結腸組織、盲腸組織を採取した。前実験
の解析項目に加えて、腎臓組織の遺伝子発現解析（炎症と線維化関連分子）
、結腸組織の TJタンパ
ク質発現解析、結腸組織の遺伝子発現解析（炎症関連分子）
、盲腸内のアンモニアと尿素濃度を実
施した。
ケルセチンによる腸管上皮 TJ バリア保護作用の探索
ヒト腸管上皮 Caco-2 細胞を用いて、CKD 進展に関わる腸管バリア損傷に対するケルセチンの保
護作用を探索した。Caco-2 細胞に、腎機能低下時に腸管内で上昇する尿素（ 10mM ）とそれをアン
モニアに代謝するUrease（ 10U/mL ）を作用させた。3 時間後に TJ バリアの指標として経上皮電気
抵抗値（ TER ）と蛍光デキストラン（ FD4 ）透過速度を測定した。また、Caco-2 細胞の TJタンパク質
（ ZO-1, Occludin, JAM-A, Claudins ）の発現と局在を調べた。

3. 結

果

3種のポリフェノール類による CKD 軽減作用の探索
マウスへのアデニン投与は、腎臓重量の低下、血液中尿素とクレアチニン濃度の上昇を誘導し、CKD
様の症状を引き起こした（図 1 ）。またアデニン投与は、血液中の LBP 濃度を上昇させ、腸管バリア
を損傷させたことが示唆された。3 種のポリフェノール類の摂取は、腎臓重量に明確な影響を与えな
かったが、血液中尿素とクレアチン濃度を減少させ、なかでもケルセチンの作用が顕著であった。このと
き3 種のポリフェノール摂取は、血液中 LBP 濃度も低下させたが、ナリンゲニンやレスベラトロールの低
下作用に比べて、ケルセチンの作用はより顕著であった。
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図 1 . 慢性腎臓病モデルマウスの血液中尿素、クレアチニン、リポ多糖結合タンパク質濃度に対するポリフェノール
摂取の影響
結果は、平均値±標準誤差で示した。アルファベットを共有しない群間に有意差あり（Tukey-Kramer 検定、P <0.05）。

ケルセチンによる CKD 軽減の作用機序の探索
前実験と同様に、ケルセチン摂取は、アデニン投与が引き起こす血液中尿素、クレアチニン、LBP
濃度の上昇を用量依存的に抑制した。アデニン摂取は、腎臓組織の炎症関連分子（ TNF- α、
IL-1β、IL-6 、MCP-1 ）や線維化関連分子（ TGF-β1 、ColIα1 、ATCA-2 ）の発現を顕著に高
めたが、ケルセチンの摂取は用量依存的にこれらの発現を抑制した（図 2 ）。またアデニン摂取は、結
腸上皮の TJタンパク質（ ZO-1, ZO-2, Occludin, JAM-A, Claudin-3/4/7 ）の発現量を低下した
が、ケルセチン摂取はその低下を抑制し、その効果は摂取用量が高いほどに大きい傾向が認められ
た（図 3 ）。このときアデニン摂取は、結腸組織の炎症関連分子（ TNF-α、IL-6 、IL-17A 、IFNγ、
CXCL2 ）の遺伝子発現を高めたが、これら上昇はケルセチン摂取により抑制された。アデニンを摂取
したマウスでは、盲腸内の尿素およびアンモニア濃度が上昇したが、ケルセチン摂取はこれら上昇を
抑制した（図 4 ）。

図2 . 慢性腎臓病モデルマウスの腎臓組織の遺伝子発現量に対するケルセチン摂取の影響
結果は、平均値±標準誤差で示した。アルファベットを共有しない群間に有意差あり（Tukey-Kramer 検定、P <0.05）。
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図3 . 慢性腎臓病モデルマウスの結腸上皮タイトジャンクションタンパク質発現量に対するポリフェノール摂取の影響
結果は、平均値±標準誤差で示した。アルファベットを共有しない群間に有意差あり（Tukey-Kramer 検定、P <0.05）。

図4 . 慢性腎臓病モデルマウスの盲腸内容物中の尿素、アンモニア濃度に対するケルセチン摂取の影響
結果は、平均値±標準誤差で示した。アルファベットを共有しない群間に有意差あり（Tukey-Kramer 検定、P <0.05）。
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ケルセチンによる腸管上皮 TJ バリア保護作用の探索
尿素とウレアーゼを作用させた Caco-2 細胞は、顕著な TER の減少とFD4 透過速度の上昇を引
き起こし、TJ バリアが損傷した（図 5 ）。ケルセチンを作用させた Caco-2 細胞では、これらの変化が
抑制された。このとき尿素とウレアーゼは、Caco-2 細胞の TJタンパク質（ ZO-1, ZO-2, Occludin,
Claudin-1/3）の発現を低下させたが、ケルセチンはこれら発現の低下を抑制し、TJ 構造を保護した。

図5 . ヒト腸管上皮 Caco-2 細胞のバリア機能に対するケルセチンの影響
結果は、平均値±標準誤差で示した。アルファベットを共有しない群間に有意差あり（Tukey-Kramer 検定、P <0.05）。

4. 考

察

本研究で使用した CKD モデルマウスは、血液中尿素とクレアチニンの上昇、腎臓の萎縮を引き起
こし、ヒトの CKDと類似した症状を示した。CKD の病因は複雑であるが、近年の研究により、腸管の
バリア機能の損傷による炎症性物質の流入が、その進展に関与することが報告されている（ 5 ）。本研
究でも、CKD マウスは、血液中の LBP 濃度の上昇、そして結腸の TJ 構造の損傷を引き起こし、腸管
バリアの損傷も観察された。3 種のポリフェノール、ナリンゲニン、レスベラトロール、ケルセチンは、腎
臓機能と腸管バリアの損傷を抑制したが、なかでもケルセチンの効果がより顕著であったため、本研
究はケルセチンによる CKD 軽減作用の分子機序をさらに探索した。ケルセチンは、腎臓機能の改善
とともに、結腸の TJ バリア構造を保護したこと、さらに Caco-2 細胞において、尿素 / ウレアーゼによる
TJ 損傷を明確に抑制したことから、腸管バリアを保護することにより、腸腎連関の悪循環を抑え、CKD
を顕現したことが考えられた。尿素 /ウレアーゼによるTJ 損傷の作用機序は明らかにはできなかったが、
腸管 TJ 構造とその機能は様々な細胞内シグナルによる制御を受けることが知られている。よって、尿
素 / ウレアーゼによって産生されるアンモニアが、TJ 構造を負に制御するシグナルを活性化したことが
推測される。TJ バリアの制御に関わるシグナルとして、MAPK 、NFκB 、PKC 、PI3K など多数の報
告がある（ 6－8 ）。ケルセチンは、これらシグナル分子と相互作用して、その活性化を抑えることが報告さ
れていることから、アンモニアによる細胞内シグナルの活性化を抑制し、バリア保護効果を発揮したと考
えられた。
一方で、摂取されたポリフェノール類の一部は、腸管で吸収され血液を循環する。よって、ケルセチン
の作用機序の 1 つとして、吸収されたのちに腎臓に直接的に作用して、その炎症や線維化を抑制した
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ことも考えられる。本研究の Caco-2 細胞を用いた試験は、ケルセチンが確かに腸管 TJ バリアを保護
することを示すものであるが、ポリフェノール類の腎臓組織への直接的な作用についても今後検討す
る必要があると考えられる。また、ポリフェノール摂取は、腸内細菌叢に影響することも知られている。
CKDと腸内細菌叢のつながりは完全には明らかにはされていないものの、CKD 患者の腸内細菌叢の
組成が健常人とは異なることが知られること、尿毒素の一部が腸内細菌による代謝によって産生される
こと、リポ多糖が腸内細菌由来であることなどから、ケルセチンが腸内細菌への影響を介して CKD を
軽減した可能性も考えられた。
現代社会では、先進国を中心に CKD 罹患率が非常に高く、また CKD が進行すれば、透析治療
や腎臓移植が必要となり、患者の QOL は大きく損なわれる。このような観点からも、ポリフェノール類に
CKD 軽減作用があることを確認した本研究の意義は大きいと考えられるが、今後はさらにその分子機
序の解明を目指し、サラン研究を進める必要がある。
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