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ノックアウトエキスを用いた食品成分の相乗効果に関する研究
Studies on combinatorial effects of food constituents by
knockout extract.
Licorice is the most important ingredient used in 70 % of traditional Chinese medicine
(TCM), and has been used to treat tuberculosis, peptic ulcers, inflammation of allergic
reactions, and liver injury in a number of clinical disorders. Glycyrrhizin (GC), a main saponin
component in licorice, and many bioactive compounds have been identified and reported to
possess numerous pharmacological effects. In this study, we investigated the synergistic
effect of GC and other constituents in licorice extract on the suppression of nitric oxide (NO)
production in the lipopolysaccharide (LPS)-stimulated RAW264 murine macrophage cell line
and the induction of apoptosis in HL-60 human promyelocytic leukemia cell line. Licorice
extract inhibited LPS-induced NO production and iNOS expression. However, treatment of
GC alone could not show the suppression of NO production and iNOS expression. To identify
the potential role of GC, we prepared GC-removed licorice extract [GC-knock-out (GC-KO)
extract] using immunoaffinity column conjugated with anti-GC specific monoclonal antibody
(MAb) , which could eliminate 99.5 % of GC from licorice extract. Interestingly, although GC
alone could not block NO production and iNOS expression, inhibitory effect of GC-KO extract
was significantly attenuated compared with licorice extract. Furthermore, the combined
treatment with GC-KO extract and GC could improve the attenuated inhibition. In a similar
fashion, addition of GC to GC-KO extract could increase the ability of the inhibition of cell
growth and activation of caspase-3 in HL-60. Taken together, we conclude that GC may exert
synergistic effects when coexisting with the other constituents contained in licorice extract.
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はじめに
現在、世界的な健康ブームの中で食品の多彩な機能が注目され、それに伴い天然化合物の機能
研究が盛んに行われている。一般に天然化合物の生理活性は、種々の疾患モデル動物や各種細胞
株を野菜や果物などの植物抽出エキスや単一の有効成分で処理し、それぞれの疾患マーカーの変
動を解析することで評価している。近年の食品成分の作用機構の解明に関する研究報告は著しい
が、食品成分は合成薬剤とは異なり作用機構が単一でなくブロードであることや、いくつかの成分
が相乗的に作用し合って一つの大きな効果を発揮していると考えられ、機能解析研究は難しく食品
中に含まれる複数有効成分の相乗効果を証明している研究は少ない。
「甘草」は全漢方処方の約70％に配合される重要な生薬で、抗腫瘍、抗炎症、抗アレルギーな
ど多くの効能が知られている。甘草の主要生理活性物質グリチルリチン（GC）
（図1）は抗炎症作用、
抗アレルギー及び抗ウイルス作用などの多彩な効能を持つことが確認されており、臨床医学的にも肝
炎治療薬として応用されている。また甘草にはGCを含め約360
種類の成分が確認されており、これらの成分のいくつかは強い
抗炎症や抗癌作用を持つことが報告されている。我々はこれま
でにGC特異的抗体を作製し、それを用いた様々なアッセイ系を
確立してきた。本研究では、はじめにGC特異的抗体を用いたア
フィニティーカラムをツールとして、甘草エキスからGCのみを除去
した甘草エキス（グリチルリチンノックアウトエキス；GC-KOエキ
ス）
を作製した。次に、甘草エキスによる（1）マウスマクロファー
ジ様RAW264細胞におけるLPS誘導性NO産生抑制能、
（2）ヒト
前骨髄性白血病細胞HL-60のアポトーシス誘導能に焦点を当て、
GC-KOエキスを用いて甘草エキス中でのGCの役割を検討した。

図1

GCの化学構造

実験方法
1．GC-KOエキスの作製
抗GCアフィニティーカラムは、精製したGC特異的抗体（50mg）
をAffi-Gel Hz gel（25 ml, BioRad）にカップリングさせ、ゲルをカラムに充填し作製した。GC-KOエキスは、甘草エキス粉末12
mgを5%MeOHに溶解しカラムに付し循環させ（4℃、over night）
、5%MeOH で抗体非結合化合
物を完全に溶出後、濃 縮することで調整した。GC除去の確認はTLCとGC特異的抗体を用いた
。
On-membrane quantitative 解析で確認した1〜2）
2．細胞培養
マウスマクロファージ様 細胞RAW264及びヒト前骨髄性白血病細胞HL-60は、それぞれ10％
FBS含有DMEM及びRPMIにおいて5% CO2条件下で培養した。
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3．NO測定
24 well plateにRAW264を4×10 5 cells/wellで一晩培養し、サンプルを添加した30分後にLPS
。
（50ng/ml）で処理した。12時間後、培地中のNO産生量をGriess反応にて測定した3）
4．ウエスタンブロッティング
RAW264（1×10 6 cells）を6cmプレートに播 種し一晩 培養した。 サンプル 添 加30分後にLPS
（50ng/ml）
で処理した。12時間後、RIPA bufferで細胞溶解後、Protein Assay Dye Reagent
Concentrate（Bio-Rad）にてタンパク量を定量した。SDS-PAGEはLaemmli法を用い、等量の細胞
タンパクを10% polyacrylamide gelにて分離し、PVDFメンブランに転写した。ブロッキング後、各
種一次抗体中で４℃下一晩培養し、HRP結合二次抗体で１時間反応させた。検出はECL-Plus（GE
Healthcare）を用いてLAS-1000
（Fujifilm）にて行った3〜4）
。
5．RT-PCR
RAW264（1×10 6 cells）を6cmプレートに播種し一晩培養した。サンプル添加30分後にLPS（50
ng/ml）で処理した。6時間後、TRIzol Reagent（Invitrogen）を用い、添付のプロトコールに従い
total RNAを抽出した。逆転写はPrimeScript 1st strand cDNA Synthesis Kit
（TAKARA）を用い
て行い、各種プライマーにてRT-PCRに供した3, 5）
。反応後、アガロース電気泳動を行い、UVトラ
ンスイルミネーター（ATTO）にてバンドを検出した。
6．ELISAによるGC測定
GC-HSA（1μg/ml）を96wellイムノプレートに固相化し、測定サンプル及びGC標準品を分注し、
GC特異的抗体と1時間インキュベートした。洗浄後、二次抗体液を加え1時間インキュベートし、再
び洗浄した。基質溶液（ABTS）を添加し、15分間インキュベートし、405nmにおける吸光度をプ
レートリーダーにて測定した6）
。
7．細胞生存率及びDNA断片化測定
細胞生存率はMTT法を用いた。HL-60を96well plateに2×10 4cells/wellで一晩培養し、サン
プルを添加した。24時間後、MTT（5mg/ml）を10μlずつ各ウェルに添加し、さらに4時間培養し
た。沈殿したMTT-formazanを100μlの0.04 N HCl‒isopropanolにて溶解し、マイクロプレートリー
ダー（595nm）で吸光度を測定した。DNA断片化は、細胞回収後、Lysis bufferにて細胞を溶解し、
RNase及びProteinase K処理を行いアガロース電気泳動にて行った7）
。
実験結果
1．GC-KOエキスの作製とGC除去の確認
甘草粉末12mg（GC含量1275.0μg）を5% MeOHに溶かし、抗GCアフィニティーカラムに添加した。
このカラムに甘草エキスを流し込むと、エキス中のGCはカラム内部に固定されているGC特異的抗体
に結合し、GCが除去された甘草エキス
（GC-KOエキス）がはじめ流出し、洗浄後GCのみを含むエキ
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スを溶出することが出来る（図２）
。各エキスのGC含量を測定したところ、はじめにカラムから流出
したエキス中のGC含量は3.50μg、GC溶出エキス中のGC含量は1269.3μgとなり、元の甘草エキス
から99.6%のGCを除去したGC-KOエキスを得ることが出来た（表１）。さらにGCのみが甘草エキス
から除去されているかを確認するために、TLCによる確認試験を行った。TLC展開後のUV照射及
び希硫酸噴霧によるGC確認の結果、GC-KOエキスではGCのスポットのみが消失した（図３Ａ）。同
様にOn-membrane quantitative解析においても、GC-KOエキスではGCは検出することが出来な
かった（図３Ｂ）。以上の結果よりGCアフィニティーカラムを用いて甘草エキスからGCのみを除去した
GC-KOエキスを作製することが出来た。

図2

表1

GC-KOエキスの作製

GC-KOエキス作製時の各フラクションのGC含量と回収効率

図3 TLC
（Ａ）及びOn-membrane quantitative解析
（Ｂ）によるGC-KOエキスからGC特異的除去の確認
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2．マウスマクロファージ様RAW264細胞におけるGCと甘草内他成分間のNO産生抑制相乗効果
甘草エキスのNO産生抑制能を調べるために、RAW264細胞を用いてLPS誘導性NO産生への甘
草エキスの影響を調べた。細胞を25 〜 100μg/ml甘草エキスで30分間前処理し、LPS（50ng/ml）
を添加後１２時間培養した。図４Ａに示すようにLPSにより顕著に誘導されたNOを甘草エキスは濃
度依存的に抑制した。MTT assayによりこれらの条件下で甘草エキスは細胞毒性を示さなかったこ
とから、NO産生抑制効果は細胞毒性によるものではない（data not shown）。さらにNO合成酵素
である誘導型一酸化窒素合成酵素（iNOS）のタンパク質及びmRNA発現を調べたところ、甘草エキ
スはこれらを強く抑制したことから、甘草エキスはiNOS発現を転写レベルで抑えることでNO産生を
抑制していることが判明した
（図4B・C）
。

図4

甘草エキスによるNO産生抑制
（Ａ）及びiNOSタンパク
（Ｂ）及びmRNA
（Ｂ）発現抑制

次に、甘草エキスによるNO産生及びiNOS発現抑制にGCが直接的に関与しているかを調べた。
ELISAによるGC含量測定の結果、iNOS発現を十分に抑制する甘草エキス濃度100μg/mlに含まれ
るGC濃度は10.6±6.18μg/ml（≒13μM）であった。そこでGC10.6μg/ml周辺でNO及びiNOS発現
抑制能を調べたが、GC単独処理はNO産生及びiNOSタンパク発現抑制能は全く示さなかった
（data
not shown）。これらの結果から、甘草エキスによるNO産生抑制において、GCは直接的な抑制作
用を持たないことが示唆された。
甘草エキスによるNO産生及びiNOS発現抑制におけるGCの役割を解析するために、GC-KOエ
キスあるいはGC及びGC-KOエキス共処理でのNO産生抑制能を調べた。甘草エキス100μg/ml処
理、GC-KOエキス89.4μg/ml処理（甘草エキス100μg/ml−GC含量10.6μg/ml）、及びGC-KOエキ
ス89.4μg/mlとGC10.6μg/mlの共処理後、LPSを添加し、12時間培養した後、NO産生量を測定
した。甘草エキス（100μg/ml）はLPS誘導性NO産生を抑制した（阻害率=57.7％）。興味深いことに
GC単独処理はNO産生抑制能を全く示さなかったのにも関わらず、GC-KOエキス（89.4μg/ml）処理
ではNO産生抑制能が弱まった（阻害率=17.8％）。さらに、GC-KOエキスとGCの共処理では、NO
抑制能は有意に回復した
（阻害率=33.5％）
（図５Ａ）。同様にiNOSタンパク発現においても甘草エキ
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スは強くiNOS発現を抑制するが、GC-KOエキスでは抑制効果が弱まり、さらにGCとの同時添加に
よりその抑制効果は回復した
（図５Ｂ）
。

図5

NO産生
（Ａ）及びiNOSタンパク発現
（Ｂ）に対するGC-KOエキス及びGC-KOエキスとGC共処理の影響

3．ヒト前骨髄性白血病細胞HL-60におけるGCと甘草内他成分間のアポトーシス誘導能相乗効果
次に、HL-60細胞を用いて甘草エキスによるアポトーシス誘導におけるGCの影 響を検 討した。
MTT assayにより甘草エキス処理細胞の細胞生存率を調べたところ、甘草エキスは時間及び濃度
依存的に細胞生存率を抑制し、さらにヘキスト33342染色による形態観察により、アポトーシスの形
態的指標である核クロマチンの凝縮が観察された（図６）。また他のアポトーシスの指標であるDNA

図6

甘草エキスによるHL-60細胞の細胞生存率
（Ａ）及び核の形態変化
（Ｂ）
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断片化を調べたところ、甘草エキスは時間及び濃度依存的にDNA断片化を誘導した。加えて、甘
草エキスはPARP開裂及びカスパーゼ3活性化も誘導したことから、甘草エキスはアポトーシスによ
りHL-60細胞の細胞死を引き起こすことが示唆された
（図７）。

図7

図8

甘草エキスによるＤＮＡ断片化誘導
（Ａ）及びＰＡＲＰ開裂とカスパーゼ３活性化
（Ｂ）

細胞生存率
（Ａ）及びカスパーゼ３活性化
（Ｂ）に対するGC-KOエキス及びGC-KOエキスとGC共処理の影響
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細胞増殖を顕著に抑制した甘草エキス濃度200μg/mlに含まれるGC濃度21.2μg/mlであること
から、GC単独処理で細胞生存率を観察したところGC単独処理は全く細胞生存率に影響しなかっ
た。さらにGC-KOエキス（178.8μg/ml）処理では細胞増殖抑制能は弱まり、GC-KOエキス（178.8μ
g/ml）とGC（21.2g/ml）の共処理により抑制能は回復した（図８Ａ）
。またこの現象はカスパーゼ３に
おいても同様で、GC単独ではカスパーゼ3の活性化は全く観察されないが、甘草エキスにより誘導
されるカスパーゼ３の活性化はGC-KOエキスでは弱まり、GC添加により活性化が強まった
（図８Ｂ）
。
考

察

食品機能研究分野において、各食品成分間の相互作用及び相乗効果は常に議論される問題であ
る。これまでの食品成分の相乗効果に関する研究は、全く異なる食品由来の単一有効成分の組み
合わせ（１成分対１成分の相互作用）
、もしくは異なる食品から抽出されたエキスの組み合わせ（多成
分対多成分の相互作用）を用いた機能解析が主であり、ひとつの食品中で主有効成分が他成分とど
のような相互作用（１成分対他の複数成分の相互作用）を発揮しているかを解析している研究は皆無
である。本研究では、天然化合物に対する特異的モノクローナル抗体を利用したアフィニティーカラ
ムにより、粗エキスからターゲット化合物のみを特異的に除去するシステムを構築した。ターゲット
化合物のみが除去されたエキス（ノックアウトエキス）を用いることで、これまで不可能であった粗エ
キスに含まれる１成分と他の成分間の相互作用の解析が可能になった。
本研究では、全漢方処方の約70％に配合される重要な生薬である甘草とその主有効成分のGC
に着目し、抗GCアフィニティーカラムにて甘草エキスからGCのみを除去したGC-KOエキスの作製
を行った。GC-KOエキスの解析結果より、GC特異的抗体固定アフィニティーカラムは99.6％の高効
率でGCを除去しており、さらにTLCの結果よりGC-KOエキスにはGC以外の他成分は残存している
ことが判明した。次に、甘草エキスの持つRAW264細胞におけるLPS誘導性NO産生抑制および
HL-60細胞のアポトーシス誘導能に着目しGCの機能解析を進めた。興味深いことにGC単独処理
ではNO産生抑制及びアポトーシス誘導能は示さないが、GC-KOエキスではそれらの効果は弱まり、
さらにGC-KOエキスにGCを添加すると有意に回復した。これらの結果により、甘草エキス中におい
てGCは直接的なiNOS抑制及びアポトーシス誘導は引き起こさないが、甘草エキス中の他成分の効
果を増強する作用を持つことが示唆された。甘草にはGCを含め約360種類の成分が確認されており、
甘草フラボノイド類をはじめ強い抗炎症や抗癌作用を持つ化合物が報告されていることから、GCは
直接的なNO抑制及びアポトーシス誘導能は発揮しないが、甘草に含まれる他の有効成分の作用を
補助していると考えられる。現在我々は、その作用メカニズムのひとつとして、薬剤排出トランスポー
タータンパク質であるMultidrug Resistance-related Protein（MRP）
の関与に着目している。GC処
理RAW264細胞におけるMRP-1、-2及び-3のmRNA発現を解析したところ、MRP-3はGC処理後
１〜４時間で時間依存的に発現が抑制した。この結果から、GCはMRP-3の発現を抑制することで、
甘草エキスに含まれる他の有効成分の細胞外排出を抑えることで抗炎症及び抗癌作用を増強してい
ることが推定されるが、その詳細なメカニズムは今後の検討課題である。
今回、抗GCアフィニティーカラムを用いて甘草エキスからGCのみを除去したGC-KOエキスを作製
し機能解析を行った。我々の研究室では約30種類の天然化合物特異的抗体をすでに作成済みであ
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り、今後、薬用人参から主薬効成分であるジンセノシド類を除去したKOエキスを用いた機能解析
や、漢方薬の機能解析を目的として芍薬甘草湯から芍薬の主薬効成分であるペオニフロリンとGCを
除去したダブルノックアウトエキスなどの作製を行う予定である。加えて、天然化合物特異的抗体を
用いた天然化合物の細胞及び組織内局在を解析することで、天然化合物の生体内での挙動やター
ゲット分子の特定など、これまで困難であった食品機能研究のブレークスルーとなるように発展させ
たい。天然化合物特異的抗体をツールとした様々な機能解析研究の発展を期待する。
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