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現在に至る

動物使用数の減少と痛み軽減を目指した新たな非侵襲性食品評価系の作製
― 腎炎モデルから慢性炎症性疾患 ―

食品機能に関する動物評価では、実験動物の使用数や研究の実施内容において動物愛護の面か
ら大きな社会問題となっているが、近年、生体内の微弱発光や蛍光を高感度に分析するイメージング
機器が開発され、ルシフェラーゼや蛍光タンパク質を用いた非侵襲性（動物が生きた状態）の評価手
法の確立が進められている。特に従来の食品機能性に関する評価方法では、動物実験終了時に摘
出組織の解析を行うエンドポイント的な評価が主流であるが、非侵襲性の動物評価系によって、食品
素材の効果について同一個体での持続的な観察が可能となり、痛みが伴わず、使用する実験動物
数も大幅に縮小できる点は動物愛護の観点からも社会的意義は大きいと考えられる。肥満時の白色
脂肪組織内への単球・マクロファージ細胞の浸潤は白色脂肪組織の慢性炎症を惹起し、メタボリック
シンドロームの発症に関与することから、われわれはマクロファージが白色脂肪組織へ浸潤した際に鋭
敏に発現応答する serum amyloid A3（ Saa3 ）遺伝子を単離し、同遺伝子のプロモーター
（－314/
＋50 ）により制御される化学発光を指標に、白色脂肪組織の慢性炎症を体外から観察することで非
侵襲的にモニターするSaa3-luc マウスを作出に成功した。さらに、Saa3 遺伝子の急性炎症マーカーと
しての特質に着目し、各病態モデルでの試験を行う中で、腎臓内での結石形成による尿細管狭窄モ
デルであるアデニン腎炎や dextran sulphate sodium（ DSS ）を飲水投与させた大腸炎などの慢性
炎症疾患モデルにおいて Saa3 遺伝子の発現が著しく上昇していることから、Saa3-luc-Tg マウスの
非侵襲性の新規食品素材評価系として応用展開を試みた。
Saa3-luc マウスに adenine を含む食餌を 3 週間摂取させたところ、血中の尿素窒素（ BUN ）や
creatinine の上昇、および腎臓における炎症が観察された。本モデルでは、adenine 食を1 週間摂取
させた後、BUN や creatinine の上昇が認められない病態初期において in vivo imaging 解析に供
したところ、体外からの腎臓由来の化学発光が観察された。さらに腎臓ホモジネートの luciferase 活
性の有意な上昇が認められ、collagen 遺伝子などの組織線維化マーカーの発現量と正に相関してい
た。またアデニン腎炎モデルでは、食餌より摂取されたアデニンがキサンチンオキシダーゼ（ XO ）により

1

ヒドロキシアデニンへと変換され、腎臓に移行した後に、尿細管内で結晶化することから、Saa3-luc
マウスに対して XO 阻害薬である allopurinol を飲水投与した結果、背部からの化学発光は減弱し
た。さらに、他慢性炎症性疾患のモデルマウスへの応用を目的として、DSS 大腸炎モデルにおける非
侵襲性評価系としての可能性を検証した。8 週齢の Saa3-luc マウスに DSS 含有水を飲水により与え、
試験開始 7 日目に in vivo imaging 解析に供した結果、下腹部における化学発光を観察した。特に
大腸組織、および高用量の DSS の飲水投与においては肝臓における luciferase 活性の上昇を確認
したことから、大腸炎に起因した他組織の慢性炎症像も検出可能であると考えられた。
アデニン食を負荷した腎臓における luciferase 活性は、炎症性因子や線維化マーカーの遺伝子発
現と正に相関したことから、Saa3-luc マウスの背後からの化学発光の観察によって腎臓における炎症
反応、および線維化の病態の観察が可能であることが示唆された。さらに、xanthine oxidase などを
ターゲットとした抗尿酸血症（痛風）を指向した新たな食品評価系としても利用可能であることが示さ
れた。食品素材の探索への応用や他炎症性疾患の非侵襲モデルとしての応用展開を目指す研究内
容は、多様な炎症性疾患が社会問題となっている先進諸国において極めて重要であり、使用動物実
験数の削減、および動物実験の短期化などにも貢献できるものと考えられた。それに加えて、本研究
において炎症を体外から観察するのみならず、現在の評価方法では明確に示されなかった急性炎症
の開始部位や開始時期、さらに機能性素材による炎症抑制のリアルタイムな解析が可能となることは、
医学など基礎研究分野においても貢献できるものと期待される。

1. 研究背景、および目的
動物実験は生体内における機能性素材の効果を確認できることから、薬効評価や食品の機能性
評価において不可欠な研究手法である。動物実験を用いた評価では、実験動物を屠殺して行う、
エンドポイントによる生化学的な解析が一般的となっているが、実験終了時点での限定的な情報しか
得られない。そこで、病態の発症から改善に至るまでの時間軸に沿って複数のエンドポイントを設定す
る実験系が組まれるため、数多くの実験動物を必要とし、動物愛護に関連した社会的問題が生じて
いる。また、同一個体を継時的に解析できないことから、病態の発症や機能性に関する個体差によっ
て正確な評価を行うことは困難である。一方、近年生体内の微弱な化学発光や蛍光を体外から観察
するイメージング技術が確立され、生体内の標識細胞を非侵襲的に観察する in vivo イメージングが
広く利用されるようになった。in vivo イメージングでは同一個体を継時的に観察することが可能である
ため、機能性評価においても多くの実験動物を必要とせず、また一個体内の蛍光量や化学発光量の
変化率を調べることで、機能性素材の効果を正確に評価できると考えられる。in vivo イメージングを利
用することを目的に、luciferase 遺伝子などを利用したレポーターマウスが作製され、種々の疾患モデ
ルへの応用が試みられている（ 1－3 ）。以前、当研究室において in vivo イメージングによって白色脂肪
組織の慢性炎症を体外から非侵襲的に観察することを目的に白色脂肪組織へのマクロファージの浸
潤に伴って発現が上昇するserum amyloid A3（ Saa3 ）遺伝子を単離した。そして、Saa3 遺伝子の
プロモーターの下流に luciferase 遺伝子を連結させたキメラ遺伝子を全身の細胞に有する遺伝子組
換えマウス（ Saa3-luc マウス）の作出を行い、in vivo イメージングによって白色脂肪組織の慢性炎症
像を非侵襲的に観察することに成功した（ 4－5 ）。Saa3 遺伝子プロモーターの炎症反応による活性化は
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肝臓や脾臓においても報告されており、白色脂肪組織以外の炎症像を化学発光によって評価を行う
可能性が考えられる。一方近年、慢性腎臓病の罹患者数は増加しており、低下した腎機能を回復さ
せる食品素材が求められている。現行での腎機能を評価する診断マーカーとして尿素窒素（ BUN ）
や creatinine の血中または尿中濃度の測定が行われているが、肝機能や筋肉量によって影響を受け
ることに加え、初期の腎機能障害を反映しにくい欠点があることから、実験動物を用いた腎機能の評
価において課題が指摘されている。一方、本研究において Saa3-luc マウスでは、他組織と比較して
腎臓におけるluciferase 活性が最も高かったことから、腎障害において luciferase 活性の上昇が認め
られた場合には、他組織の background の影響が少なく、in vivo イメージングによる評価に適している
と考えた。本実験ではアデニン腎炎モデルが臨床における腎障害での尿細管間質の線維化を特徴と
するモデルであること、また同腎炎モデルは施術が不要であり、食餌性の腎障害モデルとして食品の
機能性評価において広く利用されていることから、Saa3-lucマウスをアデニン腎炎モデルへ応用するこ
とで腎障害に関する検証に着手した。
一方、炎症性腸疾患は様々な要因が複雑に関係し、主に腸管粘膜が侵され、慢性的な炎症を伴う
病態であり、潰瘍性大腸炎とクローン病に大きく分類される。特に、潰瘍性大腸炎は食生活と大きく関
係し、その罹患者数は著しく増加している。しかし、大腸炎の発症、および寛解や再発を繰り返すメカ
ニズムの解明は大きく進んでおらず、根本的な治療法がないのが現状である。潰瘍性大腸炎の初期
症状としては便の軟化、大腸粘膜の炎症による腹痛や下血を伴う下痢などの症状が現れ、病態の悪
化に伴い発熱や貧血などの症状が現れる。しかし、現在の医療では症状の悪化を防ぐためにステロイ
ドなどの抗炎症剤や免疫抑制剤の経口投与、抗炎症薬の大腸への局所投与などの対処療法が治療
における限界であり、再発を完全に防ぐことはできない。大腸炎は遺伝的な要因をはじめとして、腸管
免疫機構、そして腸内細菌叢などの要因が複雑に相互作用することで形成される複合的な病態であ
ると想定されているが、大腸炎発症のメカニズムは未解明な部分が多く、治療によって完治させること
が難しく、食環境による大腸炎予防に注目が集まっている。dextran sulphate sodium（ DSS ）誘導
性大腸炎モデルは、大腸炎様症状を簡便、かつ短期間で誘導することが可能であり、遺伝子組換え
大腸炎モデルマウスよりも病態のコントロールが容易であるため広く利用されている（ 6 ）。DSS は、外来
抗原の侵入を防ぐ腸管上皮細胞間のタイトジャンクション（ TJ ）構造や粘膜層を破壊することで腸管の
膜透過性を上昇させ、生体内に侵入した DSS や腸内細菌が抗原提示細胞に貪食されることで過剰
な免疫細胞の活性化が惹起されるため、大腸炎様症状が形成されると考えられている。簡便かつ短
期間で大腸炎様症状を再現することができるため、大腸炎予防効果が期待される天然成分の機能性
評価などに広く利用されている。DSS 誘導性大腸炎モデルを用いた炎症評価は、体重の減少、糞便
の粘性、血便の程度を指標として算出される炎症スコア、および血中の TNF-αや IL-6などの炎症性
サイトカイン濃度や大腸の全長、大腸組織の損傷を組織化学的に解析することで行われている。DSS
誘導性大腸炎モデルの組織化学的な観察では、DSS 投与期間の前半で TJ の損傷が確認され（ 7 ）、
血中の TNF-αなどの炎症性サイトカイン濃度が増加することも報告されている（ 8 ）。しかし、DSS 投与
期間の前半は体重減少や糞便、血便の変化が小さく、個体差もあるため適切に観察することが困難
であり、スコア化による評価を行うにはノウハウが必要となる。さらに炎症スコアの上昇は、DSS 投与期
間の前半から確認できない場合が多い。従って、DSS 投与期間の前半においては特に、動物を殺す
ことなく、生体内の炎症状態を評価することが難しく、また炎症スコアによる評価法では、炎症初期の
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状態を評価することが難しい。また、スコア化の過程は観察者の主観に頼るため客観性に課題があり、
さらに継時的に組織化学的な炎症状態を評価するには多くの実験動物が必要である。以上のように、
大腸病変を生体外から簡便、かつ客観性のある評価系が求められていることから Saa3-luc マウスを
DSS 誘導性大腸炎モデルマウスへ応用することとした。

2. 実験方法、および結果
本研究内容は広島大学組換え DNA 実験委員会の承認を既に得ており（承認番号：30-5-5 ）、
また広島大学動物実験委員会において実験の手順、および方法について承諾を得た後、関連する法
令等を遵守しながら実施した（承認番号：C20-30 ）。
Saa3-luc マウスにアデニン食を負荷した際の in vivo イメージング解析
マウスは水道水と固形試料を自由摂取させ、12 時間明暗サイクル、恒温（ 24±1 ℃）で飼育を
行った。アデニン腎炎誘導には AIN93G に準じた正常食にアデニン（富士フィルム和光純薬社製）
を重量比 0.2 ％で混合した食餌を負荷して腎炎を誘導した。雄性 ICR マウスにアデニン食（アデニ
ン群）と正常食（コントロール群）を 3 週間負荷した。血清自動分析装置（ Beckman Coulter ）を
用いて、血漿中の尿素窒素（ BUN ）、および creatinine の濃度を測定した。アデニン群において
BUN 、および creatinine の血中濃度の上昇が認められ、腎機能の低下が観察された（図 1a, b ）。
さらに腎臓由来の mRNA を用いて遺伝子発現解析を行った。RNeasy Mini kit（ Qiagen ）を用
いて total RNA の調製し、RevaTra Ace RT（ TOYOBO 社製）を用いて cDNA 合成を行った。
THUNDERBIRDTM SYBR qPCR Mix（ TOYOBO 社製）、および StepOne リアルタイム
PCR システム（ Applied biosystems ）を用いて qPCR 解析を行った。その結果、アデニン群では

Saa3 遺伝子の発現上昇が認められた（図 1c ）。雄性 Saa3-luc マウスに 0.2 ％アデニン食を 3 週間

図1. アデニン食を3 週間負荷した際の腎機能マーカーの測定、および腎臓におけるSaa3の遺伝子発現解析
8 週齢雄性 ICR マウスを用いて、コントロール群には通常食を 3 週間、アデニン群にはアデニン食を 3 週間負荷した際
の尿素窒素（ BUN ）、creatinine の血中濃度を測定した。アデニン群において BUN 、creatinine の血中濃度が有
意に上昇しており、アデニン食負荷によって腎機能の低下が認められた（ a, b ）
（ *,p<0.05 ）。さらに、腎臓における
Saa3 遺伝子の発現解析を行ったところ、アデニン群において Saa3 の遺伝子発現が約 40 倍増加することが示された
（c ）
（*,p<0.05）。
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負荷した際の腎臓における luciferase 活性を測定したところ、アデニン食を負荷した群において
腎臓由来の luciferase 活性が上昇することが確認された。Saa3-luc マウスに 0.2 ％アデニン食を
1 週間負荷した際の in vivo イメージング解析、および各臓器の luciferase 活性を測定した。in vivo
イメージング解析は Night OWLⅡ（ Berthold 社製）を用いて行った。イメージングを行う15 分前に
D-Luciferin（富士フイルム和光純薬社製）溶液を 2mg/head でマウスに腹腔内投与し、麻酔下で

in vivo イメージング解析を行った。in vivo イメージング解析の結果、アデニン食を負荷したマウスの
背部における luciferase 活性の上昇が認められ、開腹することで腎臓由来の化学発光を確認した
（図 2a, b ）。また、luciferase 活性の測定の結果、腎臓におけるluciferase 活性の上昇、および Saa3
mRNAの発現量との正の相関が確認された（図2c, d）。以上の結果からin vivoイメージングによってア
デニン群の背部から観察された化学発光は腎臓由来であることが示唆された。雌性 Saa3-lucマウスに
アデニン食を1-2 週間（n＝8）負荷し、腎臓由来のluciferase 活性、および腎臓における病態マーカー
の mRNA 発現との比較解析を行った。luciferase 活性は炎症性サイトカインである TNFαや線維化
因子 Col1a1 やαSMA の mRNA 発現量と有意な正の相関が認められ（図 3a-d ）
、腎臓における化学
発光が炎症反応や組織線維化を反映していることが強く示唆された。さらに、雄性 C57BL/6 マウスを

図2. アデニン食を負荷した際の in vivo イメージング解析、および腎臓におけるluciferase 活性の測定
5 週齢雄性 Saa3-luc マウスにアデニン食を 1 週間負荷し、in vivo イメージング解析に供した。マウス腹腔に
D-Luciferin を 2mg/head で投与し、麻酔下で背部における化学発光を観察したところ、アデニン食を負荷した
マウスにおいて化学発光が観察され、開腹において腎臓における化学発光を確認した（ a, b ）。
（ A ）8 週齢雄性
Saa3-luc マウスを用いてコントロール群には通常食を 3 週間、アデニン群にはアデニン食を 3 週間負荷した際の腎臓
における luciferase 活性を測定した。腎臓における luciferase 活性はアデニン群において約 3 倍上昇しており（c ）、
各個体の化学発光は Saa3 mRNA の発現量と正に相関した（d ）。
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3 群に分け、コントロール群には正常食を 6 週間、アデニン群には 0.2 ％アデニン食を 6 週間、
allopurinol 群にはアデニン食を2 週間負荷した後にアデニン食とallopurinol 飲水投与を4 週間行い、
アデニン腎炎を解析した。6 週間後に血清分析を行ったところ、アデニン群と比較して allopurinol 群
では BUN 、および creatinine の血中濃度が有意に低く、腎機能低下が抑制された。Saa3-luc マウ
スを用いて同様の検討を行ったところ、実験開始 4 週間後に in vivo イメージング解析に供した際に
allopurinol 群では背部における化学発光が抑制されていた（図 3e-g ）。

図3. 腎炎誘導時の腎臓 luciferase 活性と病態マーカーの遺伝子発現量の比較、および allopurinol 飲水投与の
アデニン腎炎、および化学発光への影響
5 週齢雌性 Saa3-luc マウスを用いてアデニン食を 1 週間（ n=4 ）、および 2 週間（ n=4 ）負荷し、腎臓における
luciferase 活性と病態因子の遺伝子発現量の比較を行った。腎臓における luciferase 活性は炎症性因子の TNFαや
線維化因子のαSMA 、Col1a1 の発現量と正の相関を示した（a-ｄ ）。5 週齢雄性 Saa3-luc マウスを用いて、通常
食を 4 週間負荷したコントロール群、アデニン食を 4 週間負荷したアデニン群、アデニン食を 2 週間負荷した後にアデ
ニン食と allopurinol を 2 週間投与したアデニン＋allopurinol 群の 3 群を設定した。実験開始 4 週間後に in vivo イ
メージング解析を行ったところ、allopurinol 投与群において化学発光の上昇が抑制されていた（ e ）。血中の尿素窒素
（ BUN ）、および creatinine の濃度を測定した結果、allopurinol 飲水投与群では血中の腎機能マーカーの上昇が抑
制されており、アデニン腎炎の進行が抑制された（ f, g ）
（ *,p<0.05 ）。

Saa3-luc マウスに片側尿管結紮を誘導した際の in vivo イメージング解析
アデニン腎炎モデルは尿細管の障害を起点とする腎臓病モデルであることから、アデニン腎炎にお
ける luciferase 活性の上昇は尿細管の障害が原因であると予想した。そこで、尿細管の障害をもた
らす片側尿管結紮モデルを雌性 Saa3-luc マウスを用いて作製したところ、in vivo イメージング解析
によって背部における化学発光が観察され、腎臓由来の luciferase 活性の上昇が認められ（図 4 ）、
尿細管上皮障害が Saa3 遺伝子のプロモーター活性を誘導した可能性が強く示唆された。
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図 4. 片側尿管結紮モデルにおける
in vivo イメージング解析
8 週齢雌性 Saa3-luc マウスを用いて片側尿管結
紮モデルを作製し、施術後 3日目に in vivo イメー
ジング解析に供した。施術を行った群において背
部における化学発光が観察された。

腎尿細管上皮細胞における C/EBPβタンパク質の発現、および病態解析

Saa3 遺伝子のプロモーター領域には 3 つの C/EBPβの結合サイトが存在する。アデニン腎炎
モデル、および片側尿管結紮モデルを作製し、腎臓由来の総タンパク質を調製し、抗 C/EBPβ抗体
（ Santa Cruz Biotechnology ）を用いて Western blot 解析を行ったところ、C/EBPβタンパク質
の発現量の増加が認められた（図 5a ）。そこで、雄性 C57BL/6 マウスにアデニン食を 2 週間負荷し
たマウスの腎臓をパラフィン包埋後、連続切片を作製し、抗 C/EBPβ抗体、および抗 E-cadherin
抗体（ Santa Cruz Biotechnology ）を用いた免疫染色を行った。Anti-mouse IgG FITCと
Anti- rabbit IgG Cy3 の蛍光標識抗体を用いて、二次抗体反応を行い、洗浄後、蛍光観察を
行った。C/EBPβとE-cadherin の共局在が確認され（図 5b ）
、尿細管上皮細胞での luciferaseタン
パク質の発現が強く示唆された。

図5. 腎炎誘導時の腎臓におけるC/EBPβの発現解析
8 週齢雄性 C57BL/6 マウスに 0.2% アデニン食を 2 週間負荷した際の腎臓における C/EBPβタンパク質の発現量
の解析を行ったところ、アデニン食を負荷した群において C/EBPβタンパク質の発現上昇が認められた（a ）。また
8 週齢雌性 C57BL/6 マウスを用いて片側尿管結紮モデルを作製し、腎臓における C/EBPβタンパク質の発現量
の解析を行ったところ、結紮を施した群において C/EBP βタンパク質の発現上昇が認められた（ a ）。8 週齢雄性
C57BL/6 マウスにアデニン食を 2 週間負荷し、腎臓をパラフィン包埋し、連続切片を作製した。抗 C/EBPβ抗体、
および抗 E-cadherin 抗体を用いて免疫染色を行ったところ、C/EBPβタンパク質の局在は E-cadherin タンパク質
の局在と一致した（b ）。
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DSS 誘導性大腸炎モデルでの化学発光を指標とした評価法の検討
DSS は MP Biomedicals 社製を用いた。8-10 週齢雄性 Saa3-Luc マウスに 2.5 ％ DSS 含有水、
あるいは 3％ DSS 含有水を与え、対象群には水道水を与えた。試験開始 7日目に in vivo イメージング
解析を行った結果、2.5 ％ DSS あるいは 3 ％ DSS 含有水を与えたマウス腹部において化学発光が観
察された。また、両マウスを麻酔下で開腹し、イメージング解析を行った際、腸管で化学発光が認めら
れた（図 6a, b ）。さらに、DSS 誘導性大腸炎における生体外から確認できる luciferase 由来の化学
発光が大腸に由来することを、肝臓、腎臓、大腸近位部、および遠位部の各組織をホモジネートし、
luciferase 活性を測定して確認した。大腸組織由来の luciferase 活性は DSS 大腸炎において有意
に上昇し、特に DSS 誘導性大腸炎において大腸近位部において、luciferase 活性の上昇が大きいこ
とを確認した（図 6c ）。また、3％ DSS 含有水の飲水投与においては、大腸組織以外の肝臓における
luciferase 活性が DSS 群で有意に上昇することを確認した（図 6d ）。以上の結果より、DSS 大腸炎を

図6. DSS 飲水投与した際の in vivo イメージング解析、および各組織におけるluciferase 活性の測定
6週齢雄性 Saa3-luc マウスに DSS 飲水投与を1 週間行い、in vivo イメージング解析に供した。マウス腹部に化学発
光が観察され、開腹において大腸、および周辺組織における化学発光を確認した（a, b ）。
（ A ）マウスより各組織を摘
出し、luciferase 活性を測定した結果、大腸近位での有意な化学発光量の増加（c, d ）、さらに 3%DSS の飲水投与
群では、肝臓などの周辺組織での化学発光量の増加が認められた（d ）（ *,p<0.05 ）。
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誘導した Saa3-Luc マウスの大腸組織由来の luciferase 活性は炎症の憎悪期に上昇し、大腸組織に
おける損傷の重症度を反映している可能性が示された。また、3 ％ DSS 含有水の飲水投与において
は、DSS 大腸炎に由来する他組織の炎症に伴って luciferase 活性が上昇し、DSS 大腸炎による全身
性の炎症を可視化している可能性が示唆された。

3. 考察
アデニン食を負荷した腎臓における luciferase 活性は、炎症性因子や線維化マーカーの遺伝子
発現と正に相関したことから、Saa3-luc マウスの背後からの化学発光の観察によって腎臓における
炎症反応、および線維化の病態の観察が可能であることが示唆された。加えて、使用動物実験数の
削減、および動物実験の短期化などにも貢献できるものと考えられるとともに、xanthine oxidase など
をターゲットとした抗尿酸血症（痛風）を指向した新たな食品評価系としても利用可能であることが示さ
れた。腎臓における luciferase 活性の上昇は尿細管上皮細胞の障害に基づくC/EBPβの発現量の
増加に起因することが示唆された。C/EBPβはマクロファージ細胞などの炎症性細胞の浸潤や組織
線維化に関与することから、尿路結石のみならず、尿細管障害についても報告されている糖尿病性
腎症や糸球体腎炎の発症におけるC/EBPβの病態的関与が考えられ、C/EBPβは腎臓疾患に対す
る新たな治療標的となると考えられた。一方、C/EBPβは炎症性疾患のみならず、種々の疾患の病態
形成への関与が指摘されている（ 9－10 ）。C/EBPβは骨格筋萎縮の病態形成においても重要な役割を
担うことが報告されており（ 11 ）、骨格筋萎縮は高齢者の QOL を低下させる大きな要因であり、筋萎縮
を予防、または改善する機能性素材の探索が盛んに行われている現在において、本トランスジェニック
マウスの利用が可能となれば、大きな社会的意義を持つと考えられた。
他慢性炎症性疾患のモデルマウスへの応用を目的として、DSS 大腸炎モデルにおける非侵襲性評
価系としての可能性を検証した。8 週齢の Saa3-Luc マウスに DSS 含有水を飲水により与え、試験開
始 7日目に in vivo イメージング解析に供した結果、下腹部における化学発光を観察した。特に大腸組
織、および肝臓におけるluciferase 活性の上昇を確認したことから、大腸炎に起因した他組織の慢性
炎症像も検出可能であると考えられた。Saa3-Luc マウスに DSS 大腸炎を誘導した際にも、肥大化し
た脾臓由来の luciferase 活性は炎症の慢性期で有意に上昇した（データ非掲載）。以上より、炎症
性疾患における脾臓由来 luciferase の化学発光は全身性の炎症状態を鋭敏に反映すると考えられ
た。今後、他炎症モデルマウスに利用することや、生体外から直接的に luciferase 活性を観察するこ
とが困難な病態では、脾臓由来の luciferase 活性を指標として病態の重症度を評価可能かは今後の
検討課題ではあるが、本研究での Saa3 遺伝子プロモーターを利用したトランスジェニックマウスの大き
な特徴付け、あるいは利用展開の一助となるものである。
本研究成果によって機能性評価に用いる実験動物数の削減も可能であり、Saa3-Luc マウスを炎症
モデルマウスとして様々な炎症性疾患を可視化できる非侵襲モデルとして提案するとともに、Saa3 遺伝
子プロモーターの活性化を指標とした新規な抗炎症作用を有する機能性成分の探索などに応用され
ることを将来期待したい。
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