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MGN-3/バイオブランのラットにおける腺胃発癌の化学的誘導に対する化学予防

作用およびその胃癌細胞におけるアポトーシス効果 

 

Nariman K. Badr El-Din, PhD
1
, Salma M. Abdel Fattah, PhD

2
, 

Deyu Pan, MS
3
, Lucilene Tolentino, MD

3
, and Mamdooh Ghoneum, PhD

3
 

1Department of Zoology, Faculty of Science, University of Mansoura,Mansoura, Egypt 

2National Center for Radiation and Technology, Cairo, Egypt 

3Charles Drew University of Medicine and Science, Los Angeles,CA, USA 

 

Submitted Date: 15 December 2015; Revised Date: February 13 2016; Acceptance Date: 19 February 2016 

 

要旨 

本研究では、我々はラットにおける腺胃発癌の化学的誘導に対する米ぬかアラビノキシラン

（MGN-3/バイオブラン）の化学予防作用について調べた。胃癌は発癌性物質であるメチルニトロ

ニトロソグアニジン (MNNG) によって誘発した。ラットは MNNG単独もしくは MNNG＋バイオブラ

ン（40 mg/kg 体重）を合計 8 ヵ月間投与された。2回の別個の診断の平均結果では、MNNGとバ

イオブランの併用投与によって、4.5/12 匹のラット（9/24回の診断、 37.5％）で胃異形成なら

びに胃癌（腺癌）、3.5/12 匹のラット（7/24回の診断、29.2%）で異形成、1/12匹のラット（8.3%）

で腺癌が見られた。対照的に、MNNG 単独投与のラットでは、8/10匹のラット（80%）が異形成な

らびに腺癌、6/10 匹のラット（60%）が異形成、2/10 匹のラット（20%）が腺癌を発症した。両

物質の併用による効果は、腫瘍マーカーKi-67 の発現の有意な抑制に関与し、p53 発現の増加、

Bax発現、Bcl-2 発現の抑制、Bax/Bcl-2比の増加、ならびにカスパーゼ-3 の活性化に示される

ミトコンドリア依存経路を介した胃癌細胞のアポトーシスの顕著な誘導にも関連していた。また、

バイオブラン投与は sub-G1 期での細胞周期の停止を誘導し、低二倍体細胞数が著明に増加させ

た。さらに、バイオブラン投与は、ラットを MNNG によるリンパ球レベルの有意な低下から防護

した。我々は、バイオブランがラットで腺胃発癌の化学的誘導に対する防護を提供し、ヒト胃癌

患者の治療に役立つ可能性があると結論付けた。 
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緒言 

2015年、アメリカ合衆国のみで約24,500件の胃癌が診断され、10,000人以上がこの種の癌で死亡

した1。胃癌は、世界中で2番目に多い癌関連死亡の原因であった。2012年には世界中で約723,000

人が胃癌で死亡し、新たに951,500例が胃癌と診断された。胃癌の死亡率は75%に近く、世界中で

4番目に多い悪性腫瘍である3。 
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治療方法の選択肢は増えたにもかかわらず、胃癌は進行期で発見されることが最も多く4、5年生

存率は27%と低い2。胃癌は、ヘリコバクター・ピロリによって引き起こされる慢性炎症から生じ

ると考えられている5。数十年間、胃癌の発症は以下の複数の段階を経ると理論づけられてきた: 

正常粘膜→慢性活動性胃炎→萎縮→腸上皮化生（I/II/III）→異形成→胃癌6。 

N-メチル-N’-ニトロ-N-ニトロソグアニジン（MNNG）は、発癌性物質や変異原として使用される

生化学的手法である。MNNGは、発癌性物質（IARC Group 2A）としてリストに記載されるヒト発

癌性の可能性がある物質として認識されている7。MNNGは染色体異常、姉妹染色分体交換、DNA

鎖切断を誘発する。MandellならびにGreenbergによる紹介8、およびSugimuraならびにFujimura

による初期研究9以来、MNNGは大腸癌誘導のための優れたモデルとされている。MNNGの臓器特異

性は、ラットへの経口投与後のDNAメチル化のレベルと相関する。初期の研究では、宿主および

環境的要因がMNNG誘導性胃発癌に有意に影響を与えることが示唆された10。さらなる研究では、

MNNGのホルモンの側面について胃上皮の発癌能力との関係から検討された。MNNGの作用は、糖質

コルチコイドとアンドロゲン受容体、ならびにマウスの腺胃におけるヒドロコルチゾンとジヒド

ロテストステロンのターンオーバーに関与することが明らかになっている11。本研究では、我々

はMNNGを使用して雄Wistar ラットに腺癌を誘発し、その増殖に対するMGN-3/バイオブラン（米

ぬかアラビノキシラン）の効果を検討した。 

手術、化学療法、ならびに抗炎症剤等の従来の治療方法には限界があるため12、13、科学者達は、

腺癌を治療するための他の方法を模索してきたが、胃癌と食事の関係同様に、食習慣の管理が腺

癌発症を減少させるために重要であることを発見した14。胃癌は進行期において発見されること

が最も多いため、天然食物繊維であるMGN-3/バイオブランがラットの化学物質誘発性胃癌の発症

を防止する能力を検討することは、特に興味深い。 

MGN-3/バイオブランは、米ぬかから抽出したアラビノキシランをシイタケ由来の加水分解酵素で

処理したものである15。MGN-3/バイオブランは、様々な生物学的作用が検討されてきた。MGN-3/

バイオブランは、γ線全身照射に対する放射線防護物質16、慢性C型肝炎患者のウィルス負荷を

有意に軽減することができる抗ウィルス物質17として特徴づけられる。さらに、バイオブランは

抗癌物質としての可能性も明らかになっている。MGN-3/バイオブランは、固形エールリッヒ癌 

（SEC）の腫瘍を有するマウスに対する抗腫瘍作用を示し18、肝細胞癌患者の治療において従来

療法と相乗効果を示した19。抗癌作用は、樹状細胞を活性化し20-22、ナチュラルキラー（NK）細

胞の活性を高め18、23-27、ヒトTおよびB細胞の分裂促進因子への反応を高め15、マクロファージの

貪食能を増強する28、強力な生物学的応答調節物質として機能する本物質の能力に起因する。さ

らなる研究によって、本物質がアポトーシス誘発に関与するヒト白血病細胞表面のCD95受容体の

感受性を高める能力を有することも明らかになった29。また、本物質は、ヒトおよびマウスの乳

癌細胞のダウノルビシンやパクリタキセルなどの化学療法剤に対する感受性を高める30、31。 

本研究の目的は、ラットの腺胃癌の化学的誘導に対するバイオブランの化学予防作用を検討し、

その作用の背景にあると考えられる機序を明らかにすることである。本研究の結果では、バイオ

ブランが癌細胞のアポトーシス誘導を介して、ラットの化学物質誘発性腺癌に対する防護効果を
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示したことが示唆された。 

 

材料と方法 

メチルニトロニトロソグアニジン 

ラットに合計200mg/kg（体重）のMNNG（Sigma-Chemical、St Louis、MO）を2週間、毎日経口投

与した。 

 

MGN-3/バイオブラン 

バイオブランは、シイタケ由来の加水分解酵素で処理した米ぬか由来アラビノキシランである。

バイオブランの主な化学構造は、主鎖にキシロース、側鎖にアラビノース重合体を有するアラビ

ノキシランである15。バイオブランは0.9%食塩水に溶解して新しく調製し、合計8ヵ月間、腹腔

内（IP；隔日で40mg/kg（体重））に投与した。バイオブランは、大和薬品㈱、東京、日本から

提供された。 

 

動物 

本研究では、生後4ヵ月の雄のWistarラット（～120g（体重））を使用した。動物は、眼科学研

究所（Giza、エジプト）から購入し、試験開始前に1週間順化させた。ラットは光度および温度

制御（20±2℃）下で個別にケージに入れ、標準実験用キューブ飼料を与えられた。 

 

試験デザイン 

38匹のラットを以下の4群に分けた：（1）未処置対照群（7匹）、（2）バイオブラン投与群（9

匹）、（3）MNNG投与群（10匹）、および（4）MNNG+バイオブラン投与群（12匹）。胃癌誘発の

ための標準プロトコルを使用し、ラットに200mg/kg（体重）の発癌性物質（MNNG）を2週間、1

日1回経口投与し、続いて塩化ナトリウム（1mL/ラット）を4週間、3日に1回経口投与した。化学

物質による誘導と同時に、ラットに40mg/kg（体重）のバイオブラン単独（グループ2）を隔日投

与、もしくはMNNG+バイオブラン（グループ4）を合計8ヵ月間投与した。投与終了（8ヵ月後）ま

でにラットを屠殺し、胃組織の複数のパラメーターについて調べた。 

 

検体収集と胃の組織 

調製 

投与期間（8ヵ月）後、ヘパリン処理済みガラス毛細管を使用して、ラットの眼窩静脈叢を穿刺

し、容器に血液検体を採取した。組織を調製するために、ラットを頚椎脱臼によって屠殺し、大

弯に沿って胃を切開、切除し、丁寧に観察した。その後、胃を大弯と小弯に沿って対称的に2個

に分割した。片方の部分をフローサイトメトリー分析のため、懸濁液中で細胞を調製した；他方

の部分は、病理組織学的検査のために10%のホルムアルデヒドで固定した。 
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フローサイトメトリー解析 

細胞調製 異なる治療条件下のラットに生じた胃癌から腫瘍組織を切除、細断し、静かに細いナ

イロンガーゼ（40-50メッシュカウント/cm、HD140 Zuricher Buteltuch fabrik AG）に擦り通

した。その後、検体をpH7.5のトリス/EDTA（エチレンジアミン四酢酸）緩衝液（3.029gの0.1M

トリス-（ヒドロキシメチル）アミノメタンと1.022gの0.07M塩酸、および0.47gの0.005Mエチレ

ンジアミン四酢酸 ）でガーゼを通して洗浄した。細胞をリン酸緩衝生理食塩水（PBS）中で懸濁、 

200～300rpmで5分間遠心分離し、滅菌 PBS（セル密度約1×106細胞/mL）で再懸濁した後に氷冷

70%エタノール/PBSで固定し、使用するまで−20℃で保管した。 

 

ヨウ化プロピジウム（PI）による細胞周期解析 細胞周期は、細胞複製の過程で行われる一連の

事象であり、細胞周期の観察によって、病気の診断と治療の予後について多くの情報を得ること

ができる。腫瘍細胞懸濁液を遠心分離し、細胞ペレットを1mLのPI溶液中で暗室において30分間

再懸濁した後に、フローサイトメトリーで分析した。DNA解析プログラムMODFIT（Verity Software 

House、Inc、Topsham、ME）を使用してデータを解析した。コンピューターソフトウェアで、G0/G1

ピーク周辺の変動係数だけでなく、各検体についてDNA細胞周期の各期（G0/G1、S、G2/M）におけ

る細胞の割合を算出した。G1における二倍体のピークに加えて、明確なピークが二倍体の内部標

準より10%以上逸脱した場合、もしくはG1自体が対応するG2/Mピークから10%以上逸脱した場合に、

異数体細胞が存在すると考えられた。アポトーシス指数（AI）/増殖指数（PrI）を算出した。 

 

アネキシン-V/PI アネキシン-Vは、正常な細胞ではないアポトーシス細胞の表面に露出するホ

スファチジルセリン（ps）残基に結合するたんぱく質である。アポトーシスの際、ps残基は細胞

膜外層に露出する。PSのアネキシン-Vとの結合は、アポトーシスの生化学的マーカーとして確立

されている。胃癌細胞におけるバイオブラン投与によるアポトーシス誘導をアポトーシス検出キ

ット、アネキシンV結合Alexafluor 488を製造者（BD Biosciences, San Jose, CA）の指示に従

って使用し、フローサイトメトリーで定量分析した。Alexa488で染色された初期アポトーシス細

胞は緑の蛍光を発し、蛍光活性化細胞選別ヒストグラムの右下のクアドラントに位置し、

Alexa488とヨウ化プロピジウムで染色された後期アポトーシス細胞は赤―緑の蛍光を発して、蛍

光活性化細胞選別ヒストグラムの右上のクアドラントに位置する。 

 

細胞増殖マーカー Ki-67 Ki-67は、癌細胞の早期予測因子として一般的に使用される腫瘍進行

の細胞増殖マーカーである。PBSで懸濁した胃癌細胞を1×106細胞/mLの濃度で調製し、マウス

Ki-67抗体たんぱく質（sc-7846 Per CP；Santa Cruz Biotechnology、Santa Cruz、CA） を製造

者の指示に従って使用してフローサイトメトリーによって分析した。 

 

アポトーシス調節物質（p53、Bax、およびBcl2）発現の分析 アポトーシス促進たんぱく質（p53、

Bax）、もしくは抗アポトーシスたんぱく質（Bcl2）発現の分析のため、バイオブランを投与／
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非投与のラットの胃細胞（1×106）を、マウス抗p53、抗Bax、もしくは抗Bcl2抗体と室温で1時

間反応させ、その後FITC結合ヤギ抗ウサギ抗体と反応させた。細胞を丁寧に洗浄し、フローサイ

トメーター（Becton Dickinson, San Jose,CA）で分析した。Cell Questソフトウェアを使用し

て合計20,000個の細胞を得て、FITC-蛍光（x軸）vs.細胞数（y軸）のヒストグラム・プロットを

対数蛍光強度で示した。 

 

カスパーゼ-3活性の定量 ab65613Caspase 3（活性型）FITC染色キット（Abcam）を用いて、カ

スパーゼ-3の活性を確認した。分析では、マーカーとしてFITCが結合したカスパーゼ-3阻害剤

DEVD-FMK（FITC-DEVD-FMK）を使用した。FITC-DEVD-FMKは細胞透過性で毒性がなく、アポトーシ

ス細胞において活性化されたカスパーゼ-3に不可逆的に結合する。FITC標識によって、アポトー

シス細胞の活性化カスパーゼ-3を直接フローサイトメトリーで検出することが可能になる。細胞

をFITC-DEVD-FMKと混合し、CO2が5%のインキュベーターにおいて、37℃で0.5〜1時間反応させた。

細胞を3000rpmで5分間遠心分離し、上清を除去した。細胞を300μLの洗浄バッファーで再懸濁し

た。検体は氷上で維持し、FL-1チャネルを使用してフローサイトメトリーで分析した。 

 

腫瘍組織の病理組織学的検査 

MNNG暴露の8ヵ月後、各群の胃組織の病理組織学的変化を調べた。組織を10%ホルマリン溶液で固

定し、カセットで一晩固定した。パラフィン包埋組織をミクロトームで4μmの厚さに切り、ヘマ

トキシリンとエオジン（H&E）で染色して、光学顕微鏡下で過形成、異形成、癌病変の兆候を観

察した。さらに、癌もしくは病変が見られるラットの数を同群のラット総数で割り、癌発症およ

び癌の病変の割合を算出した。最初にMNNG単独投与ラット（10匹）とMNNG+バイオブラン投与ラ

ット（12匹）の胃組織を、最初に異形成の存在について検討し、続いて癌の存在について再検討

した。異形成ならびに腺癌の発生数については、腫瘍組織を2回調べ、結果の平均値を算出した。 

 

リンパ球レベル 

MNNG暴露の8ヵ月後、ヘパリン処理したプラスチック製注射器を使用し、異なる治療条件下のラ

ットから心臓穿刺によって血液サンプルを採取した。血液は、リンパ球レベルを測定するために

凝固剤が入った試験管に即座に移した。 

 

統計解析 

値は平均値±SEで報告し、平均値間の差の有意性は、一元配置分散分析 (ANOVA) とニューマン-

クールズ多重比較検定の組合せ、もしくは必要に応じてStudent’s t検定によって決定した。異

なる病理学的病変をフィッシャー直接確立法、もしくは必要に応じてχ 2検定によって評価した。

P<.05を統計学的に有意とした。 

 

結果 
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異なる治療条件下のラットを以下のパラメーターについて調べた：胃癌の病理組織学、Ki-67発

現、細胞周期解析、アポトーシス、アポトーシス調節因子、およびリンパ球レベル。 

 

病理組織学 

異形成および癌の割合 8ヵ月後の胃粘膜のH&Eで染色した病理組織における異形成や癌の割合

を調べた。MNNG単独投与ラット（10匹）の胃組織およびMNNG＋バイオブラン投与のラット（12

匹）の胃組織を異形成の存在について検討し、癌の有無について再検討した。報告する結果は、

2種類の独立した診断の平均値である。図1は、MNNG単独投与によって、胃異形成ならびに腺癌が

8/10匹のラット（80%）において発生したことを示す：6/10匹のラット（60%）は異形成を示し、

2/10ラット（20%）が腺癌を発症した。対照的に、バイオブラン存在下でMNNGを投与したラット

では、異形成および腺癌の発症率は有意に低く、合計4.5/12匹のラット（9/24回の診断、37.5%、

P<.01）においていずれかの症状が認められた：3.5/12匹のラット（7/24回の診断、29.2%；P<.01）

において異形成が見られ、腺癌を発症したのは1/12匹（8.3%）のラットのみであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

胃組織の病理組織学的検査 発癌性物質処置の7週間後におけるH/Eで染色したラット胃粘膜組

織の病理組織学的変化では、再生性異型を伴う慢性表層性胃炎を有する胃組織が見られた。16

週間後に胃組織において、粘膜と粘膜下層に軽度から中等度の慢性炎症性細胞浸潤、および局所

的な粘膜内リンパ球凝集が見られた。16週間後、異形成および悪性腫瘍のいずれも検出されなか

った。 

8ヵ月後、異なる治療条件下（対照、発癌性物質MNNG、およびMNNG＋バイオブラン）のラットの

胃粘膜を調べた。7匹の対照未処置ラットの胃粘膜を調べたところ、体部および前庭部は正常範

囲内であった。対照群の組織において過形成、異形成および発癌は検出されなかった（図2A～D）。

MNNG投与ラットの胃の粘膜において、粘液腺の過形成と低度および高度の腺異形成が見られた

（図2E～H）。さらに、浸潤性高分化型の角化細胞発癌も検出された（図2I）。対照的に、MNNG

＋バイオブランを投与したラットでは、斑状で小領域の上皮内の高度異形成／癌が1/12匹（8.3％）

のラットのみで見られ、斑状で小領域の軽度異形成は、3.5/12匹の組織（7/24検体、29.2%）の

 

図 1. MNNG+バイオブラン投与後の異形成もしくは

腺癌の動物の割合 動物は、異なる条件下の処置を

受けた:未処置対照群、バイオブラン単独群、と MNNG

単独群、MNNG+バイオブラン群。投与 8ヵ月後、異形

成ならびに腺癌の割合を検討した。異形成もしくは

腺癌は未処置対照群もしくはバイオブラン単独投与

群で検出しなかった。各群は、7～12匹のラットが含

まれる。*P<.01 MNNG+バイオブラン群との比較 
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みで見られた。これは、バイオブラン投与によって胃異形成および腺癌の程度が軽減することを

示唆している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ki-67発現 

腫瘍増殖マーカーKi-67の発現に対するMNNGとバイオブラン投与の効果を検討した。MNNG単独投

与ラットでは、胃腫瘍におけるKi-67発現が50.8%見られたが、MNNG+バイオブラン投与ラットで

は39.8%で、21.6%減少した（図3）。 

 

 

細胞周期分析 

胃腫瘍細胞の細胞周期の異なるフェーズにおけるMNNG+バイオブラン投与の効果を検討した。図

 

図 2. 8 ヵ月後の H&E で染色した胃組織の病理組織学的検査 A-D は、未処置対照群ラットの胃組織が正常範囲

内であることを示す。（A）正常な胃体部（4×）（B）胃体部粘膜（10×）（C）正常胃前庭部（4×）（D）胃前庭

部粘膜（10×）（E）胃腺異形成を示す切片（2×）（F）軽度の腺異形成および粘液腺過形成（10×）（G）胃の高

度腺異形成を示す切片（画像は小型病巣のみ）；（40×）（H）高分化型胃腺癌（4×）;（I）正常範囲内の胃食道粘

膜（2×） 

図 3. フローサイトメトリー分析によるラットの

胃腫瘍細胞における Ki-67 発現に対する MNNG+

バイオブラン投与の効果。各値は、ラット 6 匹/群

の平均値±SE を示す。* .01 レベルで MNNG 群

と有意差がある（MNNG 群の%変化） 
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4Aのデータでは、MNNG存在下でのバイオブラン投与はsubG1期の細胞周期停止を引き起こし、MNNG

単独投与群に比べて低二倍体の細胞数が115.8%（p<0.1）まで顕著に増加したことが示されてい

る。さらに、MNNG+バイオブラン投与後にAI/PrI比率が顕著に（66.65%）上昇し、MNNG単独投与

と比べて1.67倍の上昇だった（図4B）。 

 

 

 

アネキシンV/PI染色によるアポトーシスの定量 

アポトーシス（初期、後期、および合計）のレベルを分析するために、アネキシンV/PIを使用し

た。表１の結果は、高いレベルの癌細胞のアポトーシス（63.7%）を誘導する能力に示されるよ

うに、バイオブランが強力なアポトーシス物質であることを示している。また、バイオブランは、

発癌性物質投与ラットと比較すると、初期アポトーシスを230.1%、後期アポトーシスを20.2%そ

れぞれ誘導する効果があった。 

 

 

アポトーシス調節因子の割合 

フローサイトメトリーを用いて、MNNGおよびバイオブランが胃腫瘍細胞のアポトーシス調節因子

図4.（A）フローサイトメトリー分析によるMNNG+

バイオブラン投与のラット胃腫瘍細胞の細胞周

期分析に対する効果。各値は、ラット6匹/群の平

均値±SEを示す。* .01レベル（MNNG群の%変化）

でMNNG値と有意差がある（B）AI/PrI比は、アポ

トーシス指数（AI=アポトーシス細胞/4期の総細

胞数）の増殖指数（PrI=（S細胞+G2M）/（G0細胞

数／G1+S+G2／M））に対する割合。 

 

表1. アネキシンV/PI細胞二重染色で測定した腫瘍細胞

のアポトーシスに対するバイオブラン投与の効果 

略語： PI、ヨウ化プロピジウム；MNNG、メチルニトロ

ニトロソグアニジン。a各値は、ラット6匹/群の平均を示

す（MNNG群の%変化）。* P< .01 
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の割合に及ぼす影響を調べた。表2の結果は、p-53発現の37.3%増加、Bax発現の49.3%増加、Bcl-2

発現の15.1%減少、Bax／Bcl-2比の75.7%増加、およびカスパーゼ-3活性の34.8%増加に示される

ように、MNNG投与ラットに比べて、バイオブランがミトコンドリア依存性の経路を介して、in 

vivoにおける胃癌細胞のアポトーシスを誘導することを示している。 

 

 

 

リンパ球レベル 

MNNGおよびバイオブランがリンパ球の割合に及ぼす効果を調べた。図5に示すように、MNNG単独

投与のラットでは、リンパ球の割合の有意な減少が見られた（未処置対照ラットの−23.3%；P<.01）。

一方、バイオブラン摂取によってリンパ球が回復し、通常レベルの範囲内にとどまった（P<.05）。 

 

 

 

考察 

MGN-3／バイオブランは米ぬか由来の天然物質であり、様々な種類の腫瘍を有する動物モデルお

よびヒトにおいて、癌治療での有効性が広く検討されてきた。本研究の結果は、動物の胃の異形

成や腺癌の発生率の有意な低下に示されるように、バイオブラン投与によってラットの腺胃発癌

の化学的誘導が顕著に抑制されたことを示している。発癌性物質MNNG単独投与ラットでは80％の

ラットで胃の異形成および腺癌が見られたが、これと比較して、MNNG+バイオブランへの暴露で

は37.5%のラットで見られた。 

病理組織学的検査は、さらに腫瘍マーカー Ki-67発現の有意な減少で確認された。本試験におけ

るバイオブランの抗胃腫瘍効果は、異なる動物モデルでバイオブランの抗腫瘍効果を示した我々

表2. フローサイトメトリー分析によるバイオブランが胃

腫瘍細胞のアポトーシス調節物質の割合に及ぼす影響a 

略語： MNNG、メチルニトロニトロソグアニジン、aデータ

は、ラット6匹/群およびMNNG群%変化の平均値±SEを示す。 

*P< .05、**P =<.01; 未処置MNNG群と比較して（MNNG群の%

変化） 

図5.リンパ球の割合それぞれの値は、ラット6

匹/群の平均値±SEを示す。*対照群と比較し

て.01レベルの有意差。#バイオブラン群と比

較して.01レベルの有意差。†MNNG群と比較し

て.05レベルの有意差。 
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および他の研究者による過去の研究と一致する。これらの研究では、SEC腫瘍18、32、神経芽細胞

腫33、肝臓癌34について検討された。また、肝細胞癌患者の治療における従来の治療法（CT）と

バイオブランの相乗効果によって、CT単独で治療した患者と比較して、腫瘍容積の減少、癌再発

率の低下および生存率の上昇が見られることが明らかになった19。Markusらは、バイオブランの

投与後の転移性血管外皮腫患者の完全な回復と治療の成功についても明らかにした。35 

バイオブランのアポトーシス誘導能力は、本物質が胃腫瘍の退縮を誘導するメカニズムを示して

いると考えられる。MNNG投与ラットと比較して、バイオブラン投与によって胃癌細胞のアポトー

シスが有意に増加した。バイオブランの高いアポトーシス効果は、in vivoにおけるSEC細胞のフ

ローサイトメトリー分析ならびに病理組織学的検査によっても明らかにされている18。胃癌細胞

のバイオブラン誘導性アポトーシスは、低二倍体細胞数が顕著に増加するsub-G1期における胃癌

細胞の細胞周期停止、ならびにp-53の増加、Baxの発現、Bcl-2発現、ならびにBax/Bcl-2比の上

昇に示されるミトコンドリア依存性経路を介して引き起こされる。前述のアポトーシス分子の変

化は、ミトコンドリア外膜の破壊ならびに最終的にカスパーゼ-3を活性化するシトクロムCの放

出を誘発する可能性がある。従って、バイオブラン投与によってカスパーゼ-3の活性も増強する

はずであり、実際に我々はMNNG投与ラットと比較してさらに34.8%の増加を計測した。バイオブ

ラン投与がカスパーゼ-8、-9、および-3の活性化を介して、ヒト乳癌細胞のアポトーシスを誘導

することを示している36。さらに、我々はバイオブラン投与後の胃癌細胞における初期および後

期アポトーシスレベルの上昇も観察し、さらにバイオブランがミトコンドリア介在性アポトーシ

スを惹起する能力も確認した。複数の薬草が、ミトコンドリア依存性経路を介して様々な種類の

癌細胞のアポトーシスを誘導することが明らかになっている；Dryopteris fragrans（L.）Schott

から抽出したAspidin PBのヒト骨肉腫細胞に対する効果37;天然クマリン化合物であるエスクレ

チンのヒト乳癌細胞ZR-75-1に対する効果；天然五環性トリテルペン酸であるオレアノール酸の

大腸癌に対する効果39。 

バイオブランによる胃腫瘍の退縮は、Ki-67発現の減少およびアポトーシス／増殖比の最大化、

ならびに胃組織の病理組織診断によって観察された。 前述の結果は、バイオブラン投与後のSEC

腫瘍の退縮40、ならびに薬草のセイヨウヤマハッカによる腫瘍容積抑制41の研究と一致する。バ

イオブラン投与後の胃癌細胞のアポトーシス誘導は、生細胞数の有意な抑制ならびに初期および

後期のアポトーシス胃癌細胞の増加に関連していた。これらのデータは、バイオブランによるEAC

癌細胞の初期および後期アポトーシス誘導についての我々の近年の研究と一致する40。バイオブ

ランがアポトーシス誘導作用を発揮する正確なメカニズムは十分に明らかにされていないが、バ

イオブランがアポトーシスの誘導に関与する細胞膜表面のCD95受容体の感受性を高める能力29

と関連している可能性がある。 

バイオブランの免疫調節効果は、本物質が腺癌の増殖を抑制する他のメカニズムを示しているの

かもしれない。発癌性化学物質は、強力な免疫抑制剤として知られている。我々ならびに他の研

究者による先行研究では、発癌性物質への曝露によって、免疫細胞の活動が機能不全になること

が明らかになっている。42-44 
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本研究では、MNNGおよびバイオブランがリンパ球レベルに及ぼす影響を検討した。リンパ球は、

身体の免役能細胞とその前駆細胞を構成する白血球の一種である。MNNGを単独投与したラットで

は、リンパ球の割合に有意な減少が見られた；しかし、バイオブランを併用投与した結果、MNNG

によるリンパ球減少を防護した。他の研究において、バイオブランは樹状細胞22-22、NK細胞23-27、

CD8+T細胞22、ならびにインターフェロン産生21、22、24を含む抗腫瘍作用を有する免疫細胞を活性化

する強力な生物学的応答調節物質であることが明らかになった。バイオブランがin vivoにおい

て神経芽細胞腫の増殖を抑制する能力は、NK細胞の細胞傷害活性の亢進およびNK細胞活性化マー

カーの上昇と強く関連している33。 

本研究の結果では、MNNGへの曝露によって赤血球（RBC）指数が低下し（RBC数およびHbならびに

Hctレベルの低下）、血小板レベルが上昇した。しかし、MNNG+バイオブランを投与したラットで

は、赤血球指数レベルと白血球レベルが8ヵ月間安定していた（データ非掲載）。つまり、これ

らの研究結果は、バイオブランが発癌性物質から白血球数と造血組織全体の安定性を保護するこ

とを示している。また、我々は、バイオブランがMNNGによる脾臓と肝臓の重量の低下を防ぐこと

を確認した（データ非公開）。 

本研究のデータでは、バイオブランが癌細胞のアポトーシスを特異的に誘導した。バイオブラン

は、安全で無毒性の物質であることが以前に明らかにされている。本物質の生物学的安全性は、

以下の通り立証されている：LD50＞36g/kg；変異原性Ames試験は陰性；ラットにおける亜慢性毒

性試験、抗原性試験、および遺伝毒性試験のすべてにおいてバイオブランは無毒性であった45、46。

肝臓の酵素（SGOT、SGPT）を含む血液化学分析を使用したヒト試験においても、安全であること

明らかになっている23。また、CTとバイオブランを併用した肝細胞患者は、CT単独で治療した患

者と比較して、α-フェトプロテインおよびアラニントランスアミナーゼのレベルが低いことが

明らかになった19。本研究において、バイオブランを8ヵ月間投与したラットでは、行動、体重

（非掲載）、および生存率に変化は見られなかった。 

我々は、バイオブランがラットの腺胃発癌の化学的誘導に対する防護効果を発揮すると結論付け

た。本研究では、胃癌の予防と治療において効果的なアジュバントとして使用できる可能性のあ

る悪性細胞の強力なアポトーシス誘導物質としてのバイオブランの役割を強調する。 
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