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１．緒言

海産資源に豊富に含まれるカンタキサンチ
ン（canthaxanthin, Cx）や ア ス タ キ サ ン チ ン

（astaxanthin, Ax）といった天然キサントフィ
ルは、ヒトの耐糖能障害や高脂血症を改善する
作用を有するが、各種の癌に対して抗腫瘍効
果を発揮することも報告されている。本稿では
N -methyl -N -nitorosourea（MNU）誘発ラット乳
癌モデルを用いて、発癌のイニシエーション期/
早期プロモーション期におけるCxやAxの摂取
が乳癌の発生に影響を及ぼすか否かを実験病理
学的に評価するとともに、その作用機序につい
ても検証した。

２．材料と方法

実験に用いたキサントフィル（Cx・Ax）はLKT 
laboratoriesならびにSequoia Researchより購入
した。3週齢雌Sprague-Dawleyラット90匹を各
群18匹ずつ、基礎食群（AIN-76A）、低・高用量
Cx・Ax食群の5群に分け、低用量食群には0.04%、
高用量食群には0.4%のCxあるいはAxを混合し
たAIN-76A食を3週齢時から5週間摂取させた。
試験食期間が終了した8週齢以降は、すべての
ラットに基礎食を摂取させた。全実験期間を通じ
てラットは一定の環境のもとで飼育し、試験食摂
取期間中は、7日おきにすべてのラットの体重を
測定するとともに、1日あたりの試験食摂取量を
記録した。6週齢時に各群15匹ずつのラットに対
して、60㎎/㎏ MNUを単回腹腔内投与すること

により乳腺発癌を促した。MNU投与後は触診
により乳腺腫瘍の発生を同定し、最大径が 1㎝
以上の乳腺腫瘍が発生するまでに要した期間を
記録した。なお、実験期間中に腫瘍死したラッ
トは評価の対象から除外した。MNU投与14週
後（20週齢時）に実験を終了し、生存している
ラットを麻酔薬過吸入法により屠殺し、すべて
の触知可能な大きさの乳腺腫瘍を摘出し、腫瘍
湿重量を測定した後、組織診断ならびに抗アディ
ポネクチン受容体抗体-1, -2（ADIPO R-1・R-2 
antibodies, いずれもSanta Cruz Biotechnology）
の免疫組織学を行った（図1A）。

MNUを投与しなかった各群3匹ずつのラット
は試験食摂取中の7週齢時に屠殺し、全身臓器
の肉眼観察を行うことにより試験食摂取の毒性
を評価するとともに、腹部乳腺組織を摘出し凍
結保存した。摘出したラットの乳腺脂肪織から
タンパクを抽出し、タンパク量を測定した後、
アディポネクチン（anti-adiponectin C-terminal 
antibody, ab181699, Abcam） の 発 現 をSDS-
PAGE・Western-blotting法により同定し、キサ
ントフィル摂取中の乳腺組織におけるアディポ
ネクチンの発現強度を測定した（図1B）。

実験で得られた結果はt 検定（対応なし）ある
いはMann-WhitneyのU 検定を用いて統計解析
を行い、p 値が0.05以下で有意差ありとした。

３．結果

ラットの試験食摂取量と体重変化
1日あたりの食餌摂取量は、基礎食群とCxあ
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るいはAx食群で差をみなかった。1日あたりの
キサントフィル摂取量は低用量CxとAx食群で
それぞれ3.9±0.3と4.2±0.5㎎であったのに対し
て、高用量のCxとAx食群では各の41.8±0.7と
45.5±0.6㎎であり、高用量食群のラットは低用
量食群のおよそ10倍のキサントフィルを摂取し
ていた。試験食終了時のラットの体重は各群で
差を認めず、試験食摂取期間中（7週齢時）に行っ
た解剖では、キサントフィル摂取群のラットの諸
臓器に明らかな変化はみなかった。

MNU誘発ラット乳癌に及ぼすキサントフィルの
効果

試験食が終了した8週齢以降も、各群のラット
の体重増加に差をみなかった。MNU投与により
発生した触知可能な大きさの乳腺腫瘍は、いず

れも乳頭状・篩状腺癌であり、線維腺腫などの
他の組織型の腫瘍は発生しなかった。MNU投与
から触知可能な大きさの乳癌が同定されるまで
に用した日数（潜伏期間）は、基礎食群が68±3
日であったのに対して、高用量Ax食群では73±
5日と多少延長傾向をみた。実験終了時（20週齢
時・MNU投与14週後）、触知可能な大きさの乳
癌の発生率は基礎食群が92%であったのに対し
て、高用量Cx食群は77%と低下傾向を認めたが、
高用量Ax食群では42%であり、基礎食群と比
較して発生率の有意な低下をみた（p 値＝0.02）。
発生した乳癌1個あたりの湿重量は、基礎食群が
3.9±0.6gであったのに対して、0.4%Ax食群で
は2.8±0.8gと低下傾向にあったが、両群間の測
定値に有意差はみなかった（表1）。

第25号 乳癌基礎研究 図・表

図 1

A

B
3               6      8                                               20

MNU ip

////////////////////

3               7

X

X
////////////////

(週齢)

//////  : 基礎食あるいはキサントフィル含有食の摂餌

I I: 基礎食の摂餌

X : 解剖, 乳腺組織と発生した乳癌の摘出

第25号 乳癌基礎研究 図・表

表 1

試験食の種類* 1群あたりの
ラットの匹数

>1cm 乳癌の
発生率 (%)

>1cm 乳癌の
潜伏期間 (日)

>1cm 乳癌の
多発率 (個/匹)

乳癌1個あたり
の湿重量 (g)

基礎食

0.04% Cx食

0.4% Cx食

0.04% Ax食

0.4% Ax食

12

11

13

11

12

92

91

77

73

42**

68±3

71±4

72±4

66±4

73±5

3.3±0.5

3.8±0.7

2.4±0.3

2.6±0.4

1.8±0.3

3.9±0.6

4.3±1.0

3.5±0.4

3.4±0.4

2.8±0.8

*Cx: カンタキサンチン, Ax: アスタキサンチン
**p 値 < 0.05

MNU誘発ラット乳癌に対するカンタキサンチン・アスタキサンチン摂取の抗腫瘍効果

図１　A： 発癌のイニシエーション/早期プロモーション期におけるキサントフィルの摂取が
MNU誘発ラット乳腺発癌に及ぼす影響

　　　B： キサントフィル摂取中の全身状態の評価と乳腺脂肪織のサンプリング

表１　MNU誘発ラット乳癌に対するカンタキサンチン・アスタキサンチン摂取の抗腫瘍効果
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アディポネクチンの産生変動と乳癌における
アディポネクチン受容体の発現

7週齢時、試験食摂取期間中にMNUを投与し
ていないラットの乳腺組織からタンパクを抽出
し、Western-blotting法でアディポネクチンの発
現を同定したところ、基礎食群の発現（loading 
controlとして用いたアクチンと比較した発現
強度 : 0.32±0.02）に対して、高用量Ax食群
では有意な発現の上昇をみた（0.51±0.01, p 値
=0.01）（図2A）。また、発生した乳癌のアディ
ポネクチン受容体-1と-2の免疫組織化学では、
Jeongらが報告した免疫染色に対する評価法1）を
用いて染色強度を比較したところ、高用量Ax食
群に発生した乳癌では基礎食群の乳癌と比較し
て、アディポネクチン受容体-1, -2ともに、強く
発現する傾向がみられた（図2B）。したがって、
高用量のAx摂取はラットの乳腺脂肪織で産生・
分泌されるアディポネクチンを増加させることに
より、アディポネクチン受容体陽性の乳癌の発
生を抑制したと推察された。

４．考察

今回行った乳腺発癌試験では、キサントフィ
ル摂取群のラットにはMNU投与3週前から5週
間、0.04あるいは0.4%のキサントフィルを混合
した試験食を摂取させ、試験食終了後は基礎食
を摂取させた。したがって、本実験モデルにお
けるキサントフィルの摂取は、MNUによる乳腺
発癌のイニシエーション期から早期プロモーショ
ン期に影響を及ぼしたと推察される。この発癌
段階で雌ラットに高用量のAxを摂取させると、
その後のMNU誘発乳癌の発生を有意に抑制し
たが、マウスの線維肉腫細胞株を移植する1から
3週間前にAxを摂取させた報告においても、Ax
は同様に抗腫瘍効果を発揮することが示されて
いる2）。

乳腺発癌のイニシエーション期／早期プロ
モーション期における高用量のAxの摂取は、基
礎食群と比較して有意に乳癌の発生率を抑制し、
ラット 1 匹あたりの乳癌の発生個数（多発率）も
減少傾向をみたが、Cxを摂取させた群では高用
量を摂取させても有意な抑制効果をみなかった。
マウス乳癌細胞移植モデルを用いて、同じ期間・
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図２　A： 各キサントフィル摂取による乳腺脂肪織中のアディポネクチンの発現変動
　　　B： MNU投与により発生した乳癌におけるアディポネクチン受容体-1, -2（Adipo R-1, -2）の

免疫組織学的発現強度の比較
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等量のCxあるいはAxをマウスに摂取させた報
告では、Cx摂取群と比較してAx摂取群でより
強力に移植腫瘍細胞の増殖を抑制することが示
されているが3）、MNU誘発乳癌においても、Cx
と比較してAxの摂取は、より強力な抗腫瘍効果
を発揮することが証明された。

Axをマウスに摂取させると、脂肪織中のグル
タチオンペルオキシダーゼ-1といった抗酸化作
用に関わる酵素を増加させることが報告されて
いる4）。Axは臓器の酸化ストレスを軽減するは
たらき以外にも、様々な機序で抗腫瘍効果をあ
らわすことが報告されている。Axの摂取は宿主
の免疫反応を活性化させ、血清中の免疫グロブ
リンやNatural-killer細胞を増加させることによ
り、マウスに移植した乳癌細胞の増殖を抑制す
る5）。さらに、Axを添加した培地でヒト肝臓癌
や大腸癌の細胞株を培養すると、癌細胞に細胞
死を誘導したり、細胞回転を抑制することも報
告されており6），7）、Axの腫瘍に及ぼす増殖抑制
機序は実験モデルや対象とする腫瘍細胞の種類
により異なる。

アディポネクチンは脂肪細胞で産生され、肥
満・高脂血症や耐糖能障害といったメタボリッ
クシンドロームの改善に寄与するホルモンであ
るが、Axを経口摂取すると血中のアディポネク
チンが増加することが臨床試験で証明されてい
る8）。今回の動物実験で示されたAxによる乳腺
発癌の抑制機序には、乳腺脂肪織からのアディ
ポネクチンの分泌変動が関与していると仮定し、
乳腺脂肪織中のアディポネクチンの発現を免疫
泳動法で評価したところ、基礎食群の発現と比
較し、乳癌の発生が抑制された高用量Ax食群で
は発現が有意に亢進していた。アディポネクチ
ンはG0/G1期細胞周期回転因子であるcyclin D1
の発現を抑制することにより、ヒト乳癌細胞株の
増殖を抑制することが報告されており9）、乳腺脂
肪細胞のアディポネクチンの分泌を亢進させる
ことにより、発癌刺激を受けた乳管上皮の細胞
回転を抑制することが、Ax摂取による乳癌抑制
機序の1つとして推察された。

５．結語

発癌のイニシエーション期／早期プロモー
ション期に0.4%のAxを摂取すると、MNU誘発
ラット乳癌の発生を抑制した。しかし、0.04%の
AxならびにCxには有意な抑制効果はみなかっ
た。0.4%のAx摂取による乳癌発生率の抑制機
序として、乳腺脂肪細胞からのアディポネクチ
ンの分泌亢進が関与していることが推察された
が、詳細なメカニズムを同定するためには、今
後さらなる検討を必要とする。
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