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現在に至る

母乳分泌に影響を及ぼす生理活性物質の
探索と作用メカニズムに関する研究

母乳育児は乳幼児の死亡率を低下させ、糖尿病やアトピー性皮膚炎などの将来的な発症リスクを
低下させる。また、母乳育児は母体の骨粗鬆症や乳がん発症率を低下させる効果もある。しかし、母
乳育児は母乳分泌不全や乳腺炎などにより行えない場合がある。そのような場合、西洋や中東では母
乳分泌の改善効果がある食品 “Galactogogue”を摂取する民間療法がある。例えば、母乳分泌不全
の際にはレモングラス、母乳分泌過多症の際にはペパーミントを摂取し、母乳分泌をそれぞれ促進・抑
制する。その効果は臨床研究でも示されているが、Galactogogue の有効成分とその作用機構は未だ
明らかにされていない。
近年、母乳分泌メカニズムが細胞生理学的に明らかになりつつある。母乳とは泌乳期の乳腺上皮
細胞が産生する分泌液であり、ホルモンや成長因子などの内因性成分が乳腺上皮細胞の特定のシグ
ナル経路を活性化し、乳産生を調節している。例えば、プロラクチンや EGF が活性化するSTAT5 は
乳産生を促進的に、TNF-αや LIF が活性化するSTAT3は乳産生を抑制的に調節する。すなわち、
STAT5/STAT3 の活性化バランスが母乳量とその成分組成を決定しているとも言える。そこで本研
究では、食品由来の生理活性物質による母乳分泌改善を目的として、乳腺上皮細胞による乳分泌培
養モデルを作製し、乳分泌調節性の転写因子 STAT5 、STAT3 の活性比率を調べることにより、乳
分泌調節性の生理活性物質の同定を試みた。
その結果、レモングラスとペパーミントの精油がそれぞれ STAT5/STAT3 比を上昇、低下させる
ことがわかった。また、レモングラスとペパーミントの精油は乳タンパク質であるβ- カゼインの産生も促
進、抑制していた。そして同様の効果はレモングラス含有のシトラール、およびペパーミント含有のメン
トールでも認められ、これらの成分が量精油の有効成分であることがわかった。そこで、シトラールと
メントールの作用メカニズムを調べるため、乳タンパク質、乳糖、乳脂質の合成経路に及ぼす影響を
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調べたところ、メントールはカゼイン産生と乳脂肪合成を抑制する作用を示した。続いて、メントールの
受容体ついて調べた結果、泌乳期の乳腺上皮細胞には、メントール受容体であり、なおかつ低温度
域の温度受容体でもあるTRPM8 が発現していることがわかった。TRPM8 特異的なアゴニストを用い
た実験においてもSTAT5 活性の低下やβ- カゼイン分泌量の減少が認められたことから、ペパーミン
ト精油はメントール/TRPM8 経路を介してカゼインや乳脂肪の産生を抑制すると考えられた。
乳腺炎の原因として、母乳分泌過多症や母乳中の脂肪滴拡大がある。これらのことより、ペパーミン
ト精油には乳腺炎の予防効果があることが示唆される。私たちのこれまでの研究により、イソフラボン
類や非糖質系甘味料にも乳分泌調節作用を見出されている。今後、本研究で確立した方法論に基づ
き、食品機能学と細胞生理学に基づく母乳分泌調節性の生理活性物質の体系的を進めていく。将来
的に、母乳分泌の改善によって、母子の生涯にわたる健康を世界的に増進させる。

1. 研究背景と目的
母乳育児には、母子の健康増進に繋がる様々なメリットがある。まず、乳幼児の死亡率を低下させ、
糖尿病やアトピー性皮膚炎などの将来的な発症リスクを低下させる［ 1 ］。また、母乳育児には、母体の
オキシトシン値を上げることにより、骨粗鬆症や乳がんの発症率を低下させる効果もある。しかし、母乳
育児は母乳分泌不全や乳腺炎などにより行えない場合がある。さらに、母乳成分の異常は乳児の下
痢や肌荒れを引き起し、アトピー性皮膚炎の発症率を上昇させる問題もある［ 2 ］。
西洋や中東では母乳分泌の改善効果がある食品を “Galactogogue”と総称し、授乳期に母体が摂
取する民間療法がある。例えば、母乳分泌不全の際にはレモングラス、母乳分泌過多症の際にはペ
パーミントを摂取し、母乳分泌をそれぞれ促進・抑制する。その効果は臨床研究でも示されているが、
Galactogogue の有効成分とその作用機構は未だ明らかにされていない。
近年の生命科学の発展により、母乳分泌メカニズムが細胞生理学的に明らかになりつつある。母
乳とは泌乳期の乳腺上皮細胞が産生する分泌液であり、乳腺上皮細胞が母乳分泌を適切に行う
ためには、① 側底部細胞膜の膜タンパク質を介した栄養素の取り込み、②ゴルジ体や小胞体におけ
る乳成分合成、③ 細胞内輸送経路と頭頂部細胞膜を経ての乳成分の選択的分泌、④ 細胞間隙
のタイトジャンクション（ TJ ）による血液と乳成分の漏出防止、が必要不可欠である（図 1 ）。これらの

図 1 Galactogogue（乳分泌調整性食品）による乳腺上皮細胞の母乳分泌改善とその健康増進効果
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生理作用に関わる分子群の発現パターンは、プロラクチンや EGF が活性化するSTAT5により促進的
に、TNF-αや LIF が活性化する STAT3 により抑制的に制御されており、STAT5/STAT3 の活性
化バランスが母乳量とその成分組成を決定している［ 3 ］。
最近の私たちの研究から、マメ科植物に含まれる多種多様なイソフラボン類がそれぞれ異なる作用
機構で乳腺上皮細胞の STAT5/STAT3に作用し、乳成分産生や TJ バリアを調節していることが細
胞生理学的に証明された［ 4, 5 ］。また、炎症性サイトカインや大腸菌由来のリポポリサッカライドが乳腺上
皮細胞の乳分泌に対して抑制的に作用することも明らかになった［ 6－8 ］。これらの研究成果から泌乳期
の乳腺上皮細胞は多様な生理活性物質に反応し、その乳分泌能力を変化させることがわかった。そ
のような乳分泌性の生理活性物質は、Galactogogueとして知られる食品、そしてイソフラボン類を含
む大豆製品のように私たちの身近な食物中にも含まれることが予想される。そのような成分を体系的に
把握し、母乳分泌改善による母子の健康増進を図るため、現代の食生活に対応した Galactogogue
に関する研究が求められる。
そこで本研究では、食と母乳の因果関係を明らかにするため、乳分泌を抑制、促進すると伝承され
ているレモングラスとペパーミントに着目し、母乳分泌に影響する食品含有の生理活性物質の同定とそ
の生理作用を調べる方法論の構築を試みた。

2 . 研究方法
2-1. 乳分泌培養モデルの作製
未経産の ICR マウスから単離した乳腺上皮細胞を増殖培地（ EGF 、insulin 、FBS を含
む RPMI1640 培地）で 6 日間培養し、コンフルエントの細胞層を形成させた。続いて分化培地
（ prolactin 、hydrocortisone 、EGF 、insulin を含む RPMI1640 培地）に培地交換してから 2日間
37 ℃で培養した後、さらに 39 ℃で 1日間培養した。その後、新しい分化培地にレモングラス精油（イン
ド産、Cymbogon flexuosus 、株式会社 ease ）やペパーミント精油（インド産、Mentha piperita 、
株式会社 ease ）
、あるいは両精油の含有成分（シトラール、ファルネオール、ゲラニオール、メントール、
メンチルアセテート、ユーカリプトール；Sigma-Aldrich ）を添加し、24 時間培養した後、細胞層と培地
をそれぞれ回収し、以下の実験に供試した。
2-2 . 乳分泌産生能力の評価
ウエスタンブロットにより培地中と細胞内のβ- カゼインを検出し、β- アクチンを内因性コントロールと
してデンジトメトリー解析を行った。また、乳分泌調節性の転写因子（ STAT5/STAT3 ）の活性化レ
ベルも同方法により測定した。乳タンパク質、乳糖・乳脂質の合成に関与する分子群の mRNA 量は、
定量 PCRにより調べた［ 8 ］。
2-3 . 温度受容体 TRPM8の検出
乳腺上皮細胞における温度受容体 TRP ファミリーの発現パターンを RT-PCR で調べた。また、マ
ウス泌乳期乳腺のパラフィン切片と乳分泌培養モデルの免疫染色を行い、TRPM8 の局在を調べた。
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メントールの効果が TRPM8 を介していることを確認するため、TRPM8 特異的なアゴニストである
WS12とメントールの存在下で乳腺上皮細胞を培養し、ウエスタンブロットによりSTAT5 活性とβ-カゼ
イン産生への影響を調べた。

3. 結

果

3-1. STAT5とSTAT3の活性化比率による乳分泌調節性バーブ精油の同定
乳分泌モデルの培地にレモングラス、ペパーミント、およびラベンダーの各精油を添加し、1日間培養
した。その後、細胞層を回収し、リン酸化 STAT5（ pSTAT5 ）とpSTAT3 のウエスタンブロットを行
い、検出されたバンドをデンシトメトリー解析し、pSTAT5/pSTAT3 比を算出することにより、乳分泌調
節性成分のスクリーニングとした。なお、各ハーブ精油の濃度は細胞毒性を示さない濃度域に設定した
（データ示さず）。
乳分泌促進性の Galactogogueとして知られるレモングラス精油の存在下において、pSTAT3 値
が未処理のコントロール群よりも濃度依存的に低下する傾向を示した（図 2A ）。一方、pSTAT5 は
0.3ppm で処理した場合ではコントロールよりも高い値を示したが、1.0 、3.0ppm 処理群ではコントロー
ルよりも低い値を示した。いずれの濃度においてもSTAT3 活性の低下幅が STAT5 値よりも大きく、
pSTAT5/pSTAT3 比も各濃度で1 以上の値を示した。
乳分泌抑制性の Galactogogueとして知られるペパーミントの精油存在下において、pSTAT5 値
とpSTAT5/pSTAT3 比は濃度依存的に低下していた（図 2B ）。pSTAT3 値は、ペパーミント精油
3ppm 存在下では量が増加傾向を示したが、10、30ppm では減少傾向を示した。
Galactogogueとしての作用が伝承されていないラベンダー精油が及ぼす影響も調べた。pSTAT3
値、pSTAT5 値、および pSTAT5/pSTAT3 比のいずれもコントロール群と同レベルであり、レモング
ラスやペパーミントのような濃度依存的な影響は認められなかった（図 2C ）

図 2 レモングラスとペパーミント精油が STAT5/STAT3 活性に及ぼす影響
各グラフは、レモングラス（A）、ペパーミント（B）およびラベンダー（C）の各精油存在下で 1 日間培養した乳分泌培養
モデルにおけるpSTAT3とpSTAT5のコントロールに対する相対値、および pSTAT5/pSTAT3比を示す（n＝3）。
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3-2 . レモングラスとペパーミントの精油がβ- カゼイン産生に及ぼす影響
pSTAT5/pSTAT3 比の結果に基づき、レモングラスとペパーミントの精油には乳分泌調節作用が
あると判定した。続いて、これらの精油が代表的な乳成分であるβ-カゼインの産生に及ぼす影響を調
べた。細胞内β- カゼイン（ Intracellular ）は、各濃度のレモングラス存在下において有意に減少して
いたが、培地中に分泌されたβ-カゼイン（ Secreted ）は有意に増加していた（図 3A 、C ）。
ペパーミント精油存在下において、細胞内β- カゼイン量はコントロールと同レベルであった（図 3B 、
D ）。一方、培地中のβ-カゼイン量はいずれの濃度においてもコントロールよりも低い値を示し、10 およ
び 30ppm 処理群ではコントロールに対して有意に減少していた。

図 3 レモングラスとペパーミントの精油が乳腺上皮細胞のβ- カゼイン産生に及ぼす影響
レモングラス精油（A, C）、ペパーミント精油（B, D）を含む培地で1日間培養した乳腺上皮細胞における細胞内および
培地中β- カゼインのウエスタンブロッティング像（ A, B ）、およびそのデンシトメトリー解析したグラフを示す（ C, D ）。
*：p＜0.05（S.D. n=4 ）

3-3 . レモングラスとペパーミントの有効成分がβ- カゼイン産生に及ぼす影響
レモングラスの有効成分を同定するため、レモングラスの主要成分であるシトラール、ファルネオール
およびゲラニオールがβ- カゼイン産生に及ぼす影響を調べた。その結果、シトラールが 25 μM で細
胞内と培地中のβ- カゼイン量を有意に増加させ、100 μM で有意に減少させた（図 4A ）。一方、
β- カゼイン分泌量は 30 μM ファルネオールおよび 100 μM ゲラニオールで増加傾向を示した（データ
示さず）。
ペパーミントの主要成分であるメントール、メンチルアセテート、ユーカリプトールがβ- カゼイン産生に
及ぼす影響を調べた。メントール処理した場合の細胞内β-カゼイン量は 1mM で有意に減少し、培地
中のβ- カゼイン量は 0.3mM 以上で有意に減少しており、1mM メントールは培地中のβ- カゼイン量を
40％ほど減少させていた（図 4B ）メンチルアセテートとユーカリプトールにおいても細胞内および培地中
β-カゼイン量は0.3mM 以上の濃度で減少傾向を示した（データ示さず）。
β- カゼイン産生を促進した 25 μM シトラールおよび抑制した 1mM メントールにおけるβ- カゼイン
の局在を免疫染色により調べた。どちらの処理においても乳腺上皮細胞の形態は変化していなかっ
たが、β- カゼインに対する陽性反応はシトラール処理した細胞層で多く観察され、メントール処理した
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細胞層で少ない様子であった（図 4C ）。また、シトラール処理した細胞では GM130 で示されるゴルジ
に存在するβ-カゼインも明瞭であったが、メントール処理した細胞ではゴルジ体におけるβ-カゼインの
局在はほとんど観察されなかった。

図 4 シトラールとメントールが乳腺上皮細胞のβ- カゼイン産生に及ぼす影響
シトラール（ A ）、あるいはメントール（ B ）を含む培地で 1 日間培養した乳腺上皮細胞における細胞内および培地中
β- カゼインのウエスタンブロッティング像（ A, B ）、およびそのデンシトメトリー解析したグラフを示す。*：p ＜ 0.05
（S.D. n ＝ 6）（C）写真は 25μM シトラールあるいは 1mM メントール存在下で培養した乳腺上皮細胞の位相差顕微
鏡像、およびβ- カゼイン（緑）とゴルジ体マーカー（ GM130；赤）で 2 重染色した免疫染色像を示す。Scale Bar ＝
50μm

3-4 . シトラールとメントールが各乳成分の産生能に及ぼす影響
乳中には、多様な乳タンパク質とともに乳糖やトリグリセリドも豊富に存在する。そこで 25μM シトラー
ルと1mMメントールがこれらの乳成分合成に及ぼす影響を定量 PCRによりmRNAレベルで調べた。
乳タンパク質であるβ- カゼイン（Csn2 ）、ラクトフェリン、およびホエイ酸性タンパク質（Wap ）の
mRNA 発現量はシトラール処理によりほとんど変化していなかった（図 5A ）。メントール処理の場合、
ラ

クトフェリンとWap は減少傾向、Csn2 は有意に半減していた。乳糖合成に関わるUGP2 、PGM2 およ
び HK1 について調べると、Ugp2 はメントール処理により半減し、Pgm2 はシトラール処理により有意に
増加していたが、他の mRNA 量はシトラールとメントールのどちらの処理でもほとんど変化していなかっ
た（図 5B ）。乳脂質の大部分を占めるトリグリセリドの合成と分泌に関わるFABP3 、SREBP1 およびア
ディポフィリン（ ADPH ）では、メントール処理によりいずれの mRNA 量も半分ほどに減少していた。シト
ラール処理においてもFabp3 とSrebp1 は減少傾向を示したが、有意差は認められなかった（図 5C ）。
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図 5 シトラールとメントールが乳腺上皮細胞の乳成分合成能に及ぼす影響
シトラール（ A ）、あるいはメントール（ B ）を含む培地で 1 日間培養した乳腺上皮細胞における細胞内および培地中
β- カゼインのウエスタンブロッティング像（ A, B ）、およびそのデンシトメトリー解析したグラフを示す。*：p ＜ 0.05
（ S.D. n ＝ 6 ）（ C ）グラフは、25uM シトラールあるいは 1mM メントール存在下で 1 日間培養した乳腺上皮細胞にお
ける乳タンパク質（Csn2, Lactoferrin, Wap ）、乳糖合成（Ugp2, Pgm2, Hk1 ）、およびトリグリセリド合成（Fabp3,
Srebp1, Adph ）に関わる遺伝子の mRNAを定量 PCR により測定した値を示す。*：p＜0.05（ S.D. n＝4 ）

3-5 . メントールの作用機構に関する検証
メントールは低温度域の温度受容体であるTRPM8 に結合するリガンドであることがわかっている［ 9 ］。
しかし、乳腺上皮細胞に TRPM8 が発現していることは未だ報告されていない。そこで免疫染色に
より泌乳期乳腺における TRPM8 の局在を調べた。その結果、乳腺胞上皮細胞の内腔側細胞膜に
TRPM8 の陽性反応が観察された（図 6A ）。TRPM8 の陽性反応は、乳分泌培養モデルにおいても
一部の乳腺上皮細胞で細胞膜上に観察された（図 6B ）。
ペパーミントによる乳分泌抑制が TRPM8 を介したメントールによる作用であるかを検証するため、
メントールおよび TRPM8 の特異的アゴニストであるWS12 存在下で乳腺上皮細胞を 1日および 3日間
培養し、pSTAT5とSTAT5への影響をウエスタンブロットにより調べた。メントールおよび WS12 処理群
におけるpSTAT5 のバンドは、コントロールに対して薄くなっていた（図 6C ）。同様の結果はとSTAT5
においても確認された。WS12 がメントールと同様にβ-カゼイン産生を低下させるかを調べた結果、

図 6 乳腺上皮細胞におけるメントール受容体の発現パターンとそのアゴニストによる影響
（ A, B ）写真は、泌乳期乳腺（ A ）および乳分泌培養モデル（ B ）における TRPM8 の免疫染色像を示す。Scale
Bar ＝ 100μm（ C ）1mM メントールあるいは 10μM WS12 存在下で 1 、3 日間培養した乳腺上皮細胞における
pSTAT5 、STAT5 およびβ- アクチンのウエスタンブロット像を示す。
（ D ）WS12 存在下で 1 日間培養した乳腺上皮
細胞における細胞内および培地中β- カゼインのウエスタンブロッティング像を示す。
（ E ）RT-PCR で検出した温度感
受性の TRP チャネルの発現パターンを示す。
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細胞内β-カゼインのバンドは 1 、20μM で薄くなっており、培地中のβ-カゼインのバンドも20μM で薄
くなっていた（図 6D ）。
メントールは TRPA1 のリガンドとしても知られている［ 10 ］。また、温度受容体の TRP ファミリーは他に
もTRPM2や TRPV4など7 種類が報告されている［ 11 ］。そこで乳腺上皮細胞におけるこれらの温度受
容体の発現をRT-PCR により調べた。その結果、乳腺上皮細胞には TRPM2 、TRPM4 、TRPM8 、
および TRPV4が発現していることがわかった（図 6E ）。

4. 考

察

細胞生理学的に捉えると、母乳とは泌乳期乳腺における乳腺上皮細胞が産生さる分泌液である。
そして、乳腺上皮細胞の乳産生能力は、グルココルチコイドやプロラクチンなどの内分泌ホルモン、
TNF-αや IL-1βなどの炎症性サイトカイン、EGF や IGF などの成長因子、そして、リポポリサッカライ
ドやイソフラボン類などの外因性の生理活性物質によって変化する［ 4, 6, 12, 13 ］。これらの内因性および
外因性の生理活性物質は乳腺上皮細胞に発現する特定の受容体に結合し、その下流のシグナル経
路を介して乳産生能力を変化させる。そして、乳産生能力に最も影響を与えるシグナル経路として、
乳産生促進性の STAT5 経路と乳産生抑制性の STAT3 経路がある［ 3 ］。本研究ではこの発想に基
づき、乳分泌培養モデルにおける STAT5とSTAT3 の活性化レベルを測定することにより、乳分泌
調節性のハーブを同定することを試みた。その結果、STAT5/STAT3 比は、レモングラス精油により
上昇、ペパーミント精油により低下することがわかった。さらに、β- カゼイン産生能を調べることにより、
レモングラスの有効成分がシトラールであること、ペパーミントの有効成分がメントールであることもわかっ
た。これらの結果より、STAT5/STAT3 比による乳分泌調節性食品のスクリーニングが有効でると考
えられる。
メントールの乳産生抑制作用はβ- カゼインとトリグリセリド合成経路に対して mRNAレベルで作用し
ていた。メントールの受容体であるTRPM8 は乳腺上皮細胞に発現しており、TRPM8 の特異的リガン
ドである WS12 はメントールと同様に STAT5 活性やβ- カゼイン産生を抑制していた。また、メントール
のもう一種類の受容体である TRPA1 は乳腺上皮細胞に発現していなかった。これらの結果より、母
乳分泌を抑制する Galactogogueとして伝承されてきたペパーミントは、メントール / TRPM8 経路を介
して STAT5 活性を低下させ、β- カゼインや乳脂肪の産生能力を低下させると考えられた。母乳分
泌過多症や母乳中の脂肪滴拡大は、乳腺炎の原因となる［ 14 ］。また、母乳分泌過多症の対処療法と
して乳房の冷却が行われている。これらのことより、TRPM8 を介したメントールによる乳産生抑制作用
は、過剰な母乳分泌を抑え、乳腺炎の発症リスクを低下せることが示唆される。
本研究により、古来より伝承されてきた乳分泌調節性食品、Galactogogue の作用を細胞生理学的
に示すことに成功した。現時点における母乳分泌の改善に向けた研究は、栄養学と内分泌学に基づ
く内容に限定されており、食品中に含まれる生理活性物質と乳腺上皮細胞の母乳分泌に着目した研
究例は少ない。さらに、近年の食品素材の多様化と食品添加物の普及は、新たな生理活性物質を摂
取する機会を増加させ、母乳分泌と食品中の生理活性物質の因果関係をより複雑にしている。これま
での研究により、イソフラボン類や非糖質系甘味料もGalactogogue であることも見出されている。今
後、本研究で確立した方法論に基づき、食品機能学と細胞生理学に基づくGalactogogue に関する
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知見の体系的を今後も進めていく。将来的に、母乳分泌の改善によって、母子の生涯にわたる健康を
世界的に増進させる。
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