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皮膚における紫外線損傷応答に対するスピルリナの影響
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Abstract
Reactive oxygen species produced in response to UV radiation are important in skin tumor development. We have
previously reported that deficiency of the Ogg1 gene, encoding the repair enzyme for 8-oxo-7,8-dihydroguanine (8-oxoG),
increases skin tumor incidence in mice upon repetitive UVB exposure and modulation of UVB-induced inflammatory
response. Spirulina platensis (S. platensis) is used as a human food supplement because it contains abundant nutritional and
antioxidant components. Therefore, we investigated the inhibitory effects of S. platensis on UVB-induced skin tumor
development in Ogg1 knockout-(KO) mice and the wild-type (WT) counterpart. Dietary S. platensis suppressed tumor
induction and development in both genotypes. Induction of erythema and ear swelling, one of the hallmarks of UVBinduced inflammatory responses, were suppressed in the skin of Ogg1-KO mice and albino hairless mice fed with dietary S.
platensis. Compared with untreated mice, S. platensis-administered mice showed significantly reduced 8-oxoG formation in
the skin after UVB exposure. Moreover, we found that S. platensis effectively down-regulated the signal proteins p38
MAPK, SAPK/JNK, and ERK after UVB exposure especially in Ogg1-KO mice. Our results suggest that S. platensis exerts
anti-tumor effects against UVB irradiation in the skin through its anti-inflammatory and antioxidant effects.

背景および目的
紫外線、特に中波長紫外線（UVB）においては他の長波長 UVA と比較して格段に強い皮膚腫瘍形成効果を示す。
その原因として UVB によるピリミジン二量体などの直接的 DNA 損傷が主たるものとして考えられてきた。一
方で紫外線により皮膚に活性酸素(Reactive oxygen species;ROS)が生じるがそれにより 8-oxo-7,8-dihydroguanine
(8-oxoG)という活性酸素で生じる代表的な DNA 損傷が皮膚の細胞に生じるといういわば間接的に生じる損傷も
明らかになっていた。またその 8-oxoG を DNA から切り出し損傷を修復する酵素として Ogg1 がありその遺伝
子を欠損した Ogg1 ノックアウトマウスを用いて紫外線を長期間慢性的に照射すると有意に野生型と比較して皮
膚腫瘍が早くまた多く発生することがわかり UVB による紫外線発癌においては直接的な DNA 損傷はもとより
活性酸素を介した間接的な経路も重要であることを我々は以前発見した 1)。またその間接的経路の途中ではいか
なる遺伝子が Ogg1 ノックアウトマウスにて変動しているかを網羅的に検索した結果、炎症反応関連遺伝子が重
要で実際 UVB 照射後のノックアウトマウスの皮膚では有意に炎症反応が起きていた 2)。一方、スピルリナ・プラ
テンシス(Spirulina. platensis)という東南アジア、中米、アフリカなどに原生する藻類は以前より抗酸化作用があ
るとされてきた。これらの抗酸化作用が UVB による紫外線腫瘍発生皮膚誘導効果に対して抑制的な効果がある
かどうか、もし効果が認められるとすれば作用点はどこにありまたそのメカニズムはいかなるものかといったこ
とについて今回我々は検討を行った。
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方法
1.スピルリナ 10%を含有する飼料を作成しそれをマウスに与えながら UVB を 250mJ/cm2 週３回、４０週マウス
の背中に照射し形成する皮膚腫瘍を観察した。コントロールとして通常飼料で同じ実験を行い、またそれぞれで
野生型と Ogg1 ノックアウトマウスで比較した。
２．腫瘍抑制効果がスピルリナ投与によってマウスに対して認められた場合、その効果の作用点として UVB 照
射による炎症反応が抑制されているところにあるのかをスピルリナを４週間投与したものと通常飼料を投与し
たマウスを用意し UVB を照射しその後の耳介における炎症反応に伴う厚さおよび背部の赤み（紅斑反応）を時
系列的に観察比較検討した。さらに炎症反応においてはサイトカイン関連蛋白などを免疫組織化学染色にて発
現差を検討した。
３．炎症反応の比較の指標として炎症関連遺伝子を比較するため２．の方法で得られたマウスより RNA を抽出
しその発現差をリアルタイム RT-PCR 法にて比較検討を行った。
４．スピルリナ投与における UVB 照射後の皮膚の細胞における DNA 障害、特に ROS によって生じる 8-oxoG を
２．３．方法に準じて４週間スピルリナ投与後に UVB 照射を行い、3 時間後および２４時間後に皮膚を採取し免
疫組織化学法にて皮膚における 8-oxoG 産生量を比較検討した。
５．最後に抗腫瘍効果が認められた際のメカニズムを詳細に検討するためマウス胎児線維芽細胞(MEFs)を樹立
し培養系でもって UVB 照射後の紫外線で誘導されると報告されているシグナル蛋白に着目しそれらがスピルリ
ナの成分であるフィコシアニン、あるいはフィコシアニンの実効成分とされるフィコシアノビリンを添加し、
Ogg1 ノックアウトマウス MEFs と野生型 MEFs で発現の差をウエスタンブロット法にて検討、同時に免疫組織化
学染色法にてマウス組織にての発現を MEFs の結果との整合性などについても確認検討を行った。

結果
1.スピルリナ経口投与群においては投与なし群と比較して形成される腫瘍時期を遅らせることが確認できた。ま
たそれぞれの投与群、非投与群において野生型および Ogg1 ノックアウトマウスで比較すると非投与群において
は Ogg1 ノックアウトマウス群で明らかな腫瘍形成時期が早まる傾向が見られたが投与群においては野生型とノ
ックアウトでは有意な差は認められなかった（図１）。
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図 1．スピルリナ投与によりマウス腫瘍発生時期を遅らせ発症率も低下させた。
実線はスピルリナ非投与群、点線はスピルリナ投与群、丸が Ogg1 ノックアウト、四角が野生型を表す。
スピルリナ投与群にて非投与群と比して腫瘍発生時期が遅れまた投与群ではどちらの遺伝子型マウスに
おいてもすべてのマウスに皮膚腫瘍を生じることがなかった。

2.UVB 照射後のマウスの耳介腫脹を経時的に比較すると野生型、Ogg1 ノックアウトマウスともにスピルリナ投
与群で耳介の腫脹、つまり炎症反応の抑制が観察された（図２ A）。またマウスの系統を変えてエアレスマウス
（野生型）同じ検討を行ったが同様の結果でスピルリナ投与群は通常餌コントロール群と比較して耳介腫脹が抑
制された（図２ B）。耳介腫脹だけでなく UVB 照射後のマウスの背中の紅斑、つまり炎症反応による赤みも比較
したがスピルリナを投与することにより紅斑反応の減弱化が見られ、これらによりスピルリナは皮膚における
UVB 照射による炎症反応を抑えることが示された(図２ C,D）。
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図 2．スピルリナは皮膚における紫外線による炎症を抑制する。
A.左：野生型、右：Ogg1 ノックアウトマウスにおける耳介腫脹変化。スピルリナ投与群：SP(+), コント
ロール群：SP(-) B.ヘアレスマウスでの紫外線照射後の耳介腫脹の経時的変化。C.紫外線照射後のヘアレ
スマウスの背部皮膚の反応の様子。左；スピルリナ投与群

右；コントロール群 D.紅斑反応を数値化し

グラフ化したもの。

3.UVB 照射後皮膚より抽出した RNA を用いて Il1-β および Cxcl1 をリアルタイムで検討を行った。UVB 照射後
24 時間後においては特に Ogg1 ノックアウトマウスにおいてスピルリナ投与群で有意な抑制を認めた（図３ A お
よび B）。また Il1-β において 24 時間後の抑制について免疫組織化学法にて検討したところ A と同様に、スピル
リナ投与により Ogg1 ノックアウトマウスにて著明な同サイトカインの発現抑制が観察された（図３ C）
。さらに
炎症が癌に結びつくうえで重要といわれる炎症因子のひとつである toll like receptor4 (TLR4)においても免疫組織
化学法（図３ D）およびリアルタイム RT-PCR 法（図３ D）で検討したところやはり Ogg1 ノックアウトマウス
にて 24 時間後にて有意な抑制が観察された（図３ E）。
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図 3．紫外線照射後の炎症反応関連因子のスピルリナによる影響。
A:Il-1β,B:Cxcl1 における mRNA レベルでの野生型、、Ogg1 ノックアウトマウスでのスピルリナの抑制効果
C:Il1-β のスピルリナによる発現抑制。矢印は Il1-β 陽性細胞を示す。TLR4 における D：免疫組織化学
法および E:リアルタイム RT-PCR 法におけるスピルリナによる発現抑制効果。矢印は TLR4 陽性細胞。

4.UVB による DNA 損傷で活性酸素で誘導される 8oxoG を 3 時間後および 24 時間後で免疫組織化学法にて観察
すると 3 時間後で Ogg1 ノックアウトマウス/スピルリナ投与群では 8oxoG の蓄積は認められなかったのに対し
て Ogg1 ノックアウトマウス/コントロール投与群では 8oxoG の蓄積は著明に 3 時間後で表皮内に認め、それらは
24 時間後に至っても多数陽性細胞の残存を認めた(図 4B)。UVB が均等に皮膚に照射される確認実験をするとシ
クロブタンピリミジンダイマー（CPD)はどの群、マウスの遺伝子型でも強く蓄積される様子が観察された（図４
B）。
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図 4．スピルリナは UVB 照射後の酸化的 DNA 損傷を減弱させる。
A:8oxoG に対するモノクローナル抗体を用いて免疫組織化学法にて UVB 照射後の表皮における 8oxoG
蓄積。矢印は 8oxoG 陽性細胞を示す。スケールは 50μm を表す。B:DNA 損傷の CPD における検討。

５ ． 紫 外 線 、 特 に UVB に よ る 照 射 応 答 に 関 連 す る と い わ れ る 細 胞 内 応 答 と し て の シ グ ナ ル 蛋 白 で は
p38MAPK,SAPK/JNK,MAPK/ERK などが重要とされているがそれらの蛋白レベルでの検討（図 5A～C）を免疫組
織化学法にて行った。どのリン酸化されたシグナル蛋白においても共通して見られた現象は Ogg1 ノックアウト
マウス/コントロール投与群にて比較的早い時間帯（30 分後）で強い発現が認められるものの、スピルリナを投
与されるとノックアウトでは著明にそれらが抑制されるというものであった。またそれらが細胞実験でも再現
性があるかを確認するためにマウス胎児より線維芽細胞を樹立し、スピルリナの実行成分とされるフィコシアノ
ビリン（PCB)を添加することにより蛋白レベルでいかに変化するかをウエスタンブロット法にて確認すると野生
型（図５ E),Ogg1 ノックアウト（図５ F）と比較すると Ogg1 ノックアウトマウスにて顕著にそれぞれのリン酸
化蛋白は p-p38MAPK(30 分),p-JNK(30 分),p-ERK(6 時間)の時点でのスピルリナによる抑制効果が認められた。
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図 5．スピルリナは紫外線誘導シグナル蛋白のリン酸化を抑制する。
UVB 後の野生型および Ogg1 ノックアウトマウスにおけるスピルリナ投与群とコントロール群における
A:p38MAPK B:JNK/SAPK C:MAPK/ERK のリン酸化蛋白発現。矢印はそれぞれの陽性細胞を示す。スケ
ールは 50μm を表す。D:スピルリナの主な有効成分であるフィコシアニン（左）およびその実行成分であ
るフィコシアノビリン（右）の化学構造式。マウス胎児線維芽細胞におけるフィコシアノビリンにおける
シグナル蛋白リン酸化に対する効果。ウエスタンブロット法（E:野生型、F:Ogg1 ノックアウト）

考察
今回の研究にての重要な発見の第一点はスピルリナが表皮の活性酸素由来の DNA 損傷である 8oxoG を減少させ
ることにある。以前の報告ではサプリメントとしてのスピルリナは抗酸化作用の酵素である還元型グルタチオ
ンを増加させるとある 3)｡ これらの報告などと照らし合わせると今回の実験結果はスピルリナは皮膚において活
性酸素のスカベンジャーとして働いていく可能性が示唆される。またもう一点の発見はスピルリナが皮膚での
UVB 照射後の炎症反応を有意に抑制する働きがあるということである。皮膚における紫外線照射後に誘導され
る炎症サイトカインとしては Il1β がよく知られているがそれとともに Cxcl1 という好中球を遊走因子もメッセ
ンジャー RNA レベルで抑制するという今回の結果はあるひとつの推察が考えられる。皮膚に炎症の場があると
好中球やマクロファージなどにより一重項酸素や酸化窒素などの活性酸素が作り出されそれらが反応すること
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により peroxynitrite が生成される 4)。さらにこれらによって DNA 損傷や新たな炎症反応が形成される。つまり
スピルリナは活性酸素でもこの peroxynitrite をスカベンジする働きを持っている可能性が示唆される。
我々は紫外線により応答するシグナル蛋白についても検討した。Kim らは UVB で誘導される Cxcl1 や Il-6、
cyclooxynenase(COX)-2 などの炎症関連因子の増加は p38MAPK を介していると報告している 5)。今回の我々の
p38MAPK の リ ン 酸 化 が ス ピ ル リ ナ 添 加 に よ り UVB 照 射 後 の 比 較 的 早 い 段 階 で 抑 制 さ れ て い る こ と は
SAPK/JNK のリン酸化が抑えられることとともに活性酸素をスカベンジし炎症を抑制していることと関連して
いるのかもしれない。
以上の研究の内容は英雑誌に投稿し、査読を受けたうえで採択された 6)。
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