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緑茶抽出物におけるヒト肝ガン細胞の増殖抑制効果に
およぼす ROS 産生の役割
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Summary
Epidemiological and animal studies have indicated that consumption of green tea is associated with
a reduced risk of developing certain forms of cancer. However, the inhibitory mechanism of green tea
in carcinogenesis has not been well established. In this study, the involvement of intracellular reactive
oxygen species (ROS) in green tea extract (GTE)-induced inhibition of cell growth in human hepatoma
HepG2 (HepG2) cells was tested. We found that GTE decreased cell viability and inhibited cell proliferation in HepG2 cells but not in NIH3T3 cells and primary cultured rat hepatocytes used as normal cells.
Furthermore, our results demonstrated rapid increase of intracellular ROS and loss of mitochondrial
membrane potential. We also showed that HepG2 cells have very low activities of antioxidative enzymes
and therefore not able to scavenge ROS formed by GTE. These results suggest that the rapid increase
of intracellular ROS levels after addition of GTE triggers oﬀ inhibition of cell growth in HepG2 cells.
ROS
ROS）
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Ⅰ．緒言

らかにされている10‑12）。また，当研究室ではすでに，緑

緑茶は古くから日本人に親しまれている嗜好品であ

茶抽出物および緑茶ポリフェノールによるガン細胞増殖

ると同時に，抗酸化作用，抗菌・抗ウィルス作用，血

抑制効果の作用メカニズムについて，細胞内ＳＨ化合物

圧上昇抑制効果，肝傷害保護効果など生体調節作用を有

量が減少すること13），シトクロム c の放出とカスパーゼ

する食品であることが知られている 1 ）。さらに，緑茶の

活性を亢進させることによってアポトーシスを誘導する

生理作用のなかで，特に注目されているのが抗ガン作用

こと，アポトーシスの誘導には MAP キナーゼおよびカ

である。緑茶のガン予防効果が疫学的に報告されて以来

スパーゼカスケードが関係すること14, 15），さらに，細胞

2‑9）

増殖を制御する Retinoblastoma（Rb）タンパクのリン酸

多く報告されている。すなわち，緑茶の主要構成成分で

化を抑制すること16）を明らかにしている。

，緑茶の抗ガン作用メカニズムについての研究が数

ある緑茶ポリフェノールは，ガン化の第一段階である遺

発 ガ ン に 深 く 関 与 す る 物 質 と し て， 活 性 酸 素 種

伝子突然変異（イニシエーション）を抑制することが明

（reactive oxygen species; ROS）があげられる。ROS には

（1）
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スーパーオキシド（O 2 ・‑），ヒドロキシルラジカル（・

2

OH），アルコキシラジカル（LOOH），過酸化水素（H 2 O 2 ）

a ) ガン細胞

細胞の調製

などの種類がある。ROS はその反応性の高さから，レ

ガ ン 細 胞 と し て ヒ ト 肝 ガ ン 細 胞（HepG2細 胞 ） を

ドックスバランスすなわち生体内における分子の酸化還

用 い た。HepG2細 胞 は10% 牛 胎 児 血 清（FBS）を 含 む

元状態を変化させることが知られている。薬物，金属，

Dulbecco's Modified Eagle's Medium（DMEM）培 地 で

虚血，ストレス，喫煙などによって生じた過剰な ROS は，

37℃， 5 % CO 2 インキュベーター内で 3 〜 4 日間培養

連鎖反応を引き起こし，生体に悪性腫瘍をはじめとした

後，細胞数を2.5x105 cells/ml になるように調整した。

様々な疾病や老化などを誘発させる。

本培養として，10% FBS を含む DMEM 培地に試料を添

一方，好気性生物は生体防御機能として ROS 消去シ

加して 0 〜 24時間培養後，実験に供した。

ステム（抗酸化作用）を有する17）。生体内の主な抗酸化

試料には GTE を99% エタノールに溶解したものを用

系酵素として，細胞質，ミトコンドリアに多く存在する

いた。添加濃度は 0 〜 100 µg/ml とした。また，コン

スーパーオキシドジスムターゼ（SOD）やグルタチオン

トロール群には99% エタノールを添加した。

ペルオキシダーゼ（GSH‑Px），ペルオキシソームに存在
するカタラーゼなどが挙げられる。さらに，GSH‑Px に

b ) 正常細胞

よる H 2 O 2 の解毒作用に関与するグルタチオンやチオレ
ドキシンなどの SH 化合物は，レドックスバランスに関

正常細胞として，ラット初代分離肝細胞およびマウス
線維芽細胞（NIH3T3細胞）を用いた。

18）

与する重要な化合物である 。

肝細胞は， 7 〜 8 週齢の Sprague‑Dawrey 系雄性ラッ

近年，ROS は組織や細胞内に対して傷害的に作用す

トの肝臓をコラゲナーゼ液で灌流した後，低速遠心に

るだけでなく，増殖・分化へのシグナル伝達として作用

よって分離した21）。分離肝細胞は10% FBS およびインス

するなどの生理的機能を有すると報告されている19, 20）。

リン，デキサメサゾンを含む William's E 培地に2.5x105

ROS に関する文献は数多く存在するが，ROS 産生およ

cells/ml になるように調整して一晩培養した。本培養と

び生体内に対する作用メカニズムについてはいまだ明ら

して10% FBS およびインスリン，デキサメサゾンを含

かにされていない。

む William's E 培地に試料を添加して 0 〜 24時間培養後，

そこで本研究は，緑茶抽出物のヒト肝ガン細胞に対す

実験に供した。

る増殖抑制作用におよぼす細胞内 ROS 産生の関与につ
いて検討した。

NIH3T3細 胞 は10% FBS を 含 む DMEM 培 地 で37 ℃，
5 % CO2 インキュベーター内で 3 〜 4 日間培養後，細
胞数を5.0x105 cells/ml になるように調整した。本培養

Ⅱ．実験方法
1

として，10% FBS を含む DMEM 培地に試料を添加して

試料

0 〜 24時間培養後，実験に供した。

試料として緑茶熱水抽出物（GTE; 太陽化学（株）よ
り提供）を用いた。GTE の組成を Table 1 に示す。

試料には GTE を99% エタノールに溶解したものを用
いた。添加濃度は 0 〜 100 µg/ml とした。また，コン
トロール群には99% エタノールを添加した。

Table 1 . Qualitative and quantitative analysis of green tea extract（GTE）

3

細胞生存率の測定
細胞生存率の測定は Neutral Red 法を用いた22）。本培養

終了後，Neutral Red 色素液を添加して， 2 時間培養し
た。 1 % ホルムアルデヒド ‑ 1 % 塩化カルシウム溶液で
洗浄した後，脱色液として 1 % 酢酸 ‑50% エタノール溶
液を添加した。室温で30分放置後，吸光光度計 （JASCO
V‑530）によって波長540nm における吸光度を測定した。
細胞生存率はコントロール群の値を100% とし，コン
トロールに対する割合で求めた。

4

DNA 合成能の測定
細胞増殖能の指標として，酸不溶性画分に取り込まれ
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た [3H]‑ チミジンの放射活性を測定した23, 24）。
本培養終了 1 時間前に [ 3 H]‑ チミジン（37 kBq/dish）
を添加して培養後，細胞内に取り込まれた [3H]‑ チミ
ジンの放射活性を液体シンチレーションカウンター
（Beckman LS6500）によって測定した。

5

ミトコンドリア膜電位の測定
ミトコンドリア膜電位の測定は Imberti らの方法25） に

一部改良を加えて行った。
本培養終了30分前に rhodamine‑123溶液を添加して培
養 後，Krebs‑Ringer‑HEPES buffer で 細 胞 を 回 収 し た。

Fig. 1. Eﬀect of GTE on cell viability in HepG2 cells

遠心分離した後，上清を蛍光光度計（Shimazu RF‑540）

Cell viability was measured by the Neutral Red method. HepG2
cells were incubated with various concentrations of GTE for 24 hrs.
Each bar is the mean（± S.D. ）of three experiments（** P < 0.01
compared with Control; non‑GTE‑treated cultures）.

によって励起波長505 nm，蛍光波長525 nm における蛍光
強度を測定した。

6

細胞内 ROS の測定
細 胞 内 ROS の 測 定 と し て， 非 蛍 光 の DCFH‑DA

（ 2 , 7 '‑dichloro fluorescein diacetate）が H2O2に反応して
蛍光の DCF に変化することから，その蛍光を測定する
ことによって生成された H2O2量を求めた26）。
本培養終了15分前に，DCFH‑DA 溶液（最終濃度 8
µM）を添加して培養後，HANKS buffer で細胞を回収し
た。細胞懸濁液をマルチラベルカウンター（Amersham
Pharmacia Biotech, ARVOsx 1420）で励起波長485 nm，蛍
Fig. 2. Eﬀect of GTE on cell viability in NIH3T3 cells

光波長505 nm における蛍光強度を測定した。

7

Cell viability was measured by the Neutral Red method. NIH3T3
cells were incubated with various concentrations of GTE for 24 hrs.
Each bar is the mean（± S.D. ）of three experiments.

細胞内抗酸化系酵素活性の測定
細胞内に存在する主要な ROS 消去酵素であるグルタ

チオンペルオキシダーゼ活性27），カタラーゼ活性28）およ
びスーパーオキシドジスムターゼ（SOD）活性29）の測定
を行った。

8

有意差検定
有意差検定には分散分析およびポストホックテストと

して Fisher の PLSD 法を使用し，有意水準は 5 % および
1 % とした。また，同一のアルファベット表示は各群間
に有意差がないことを示す。

Fig. 3. Eﬀect of GTE on DNA synthesis in HepG2 cells
Cells were incubated with various concentrations of GTE for 24 hrs.
Each bar is the mean（± S.D. ）of three experiments（** P < 0.01
compared with Control; non‑GTE‑treated cultures）.

Ⅲ．実験結果
1

細胞生存率におよぼす GTE の影響

ガン細胞（HepG2細胞）および正常細胞（NIH3T3細胞）

て特異的に細胞生存率を低下させることが示唆された。

の細胞生存率におよぼす GTE の影響を検討したところ，
が（Fig. 1），NIH3T3細胞の細胞生存率に影響を与えな

HepG2細胞の細胞増殖能におよぼす GTE
の影響

かった（Fig. 2）。このことから，GTE はガン細胞に対し

ガン細胞の細胞増殖能におよぼす GTE の影響を調べ

GTE は HepG2細胞の生存率を濃度依存的に低下させた

2

（3）

生活科学研究誌・Vol. 2（2003）

るために DNA 合成能を測定したところ，GTE は HepG2

しており，細胞の機能に対して重要な役割を果たす。

細胞の DNA 合成能を濃度依存的に抑制した（Fig. 3）。

GTE は，ガン細胞に対して培養開始初期からすでに不
可逆的な細胞増殖能の低下を引き起こしたため，同様に

3

HepG2細胞の細胞増殖能におよぼす GTE
曝露時間の影響
GTE によるガン細胞増殖抑制効果は，培養開始後い

ミトコンドリアにも影響をおよぼしていることが推察さ
れる。そこで，GTE のミトコンドリア膜電位におよぼ
す影響を調べた。

つから誘導されるのかを検討した。HepG2細胞に GTE

GTE（100 µg/ml）添加群のミトコンドリア膜電位は，

（100 µg/ml）を添加し 0 〜 24時間培養後，GTE を含ま

時間依存的に低下した。また，培養開始30分後における

ない DMEM 培地に交換した。また，培養時間はすべて

ミトコンドリア膜電位は，すでにコントロール群に比べ

24時間とし，その後 DNA 合成能を測定した。

て有意に低下した（Fig. 5）。

GTE を30分間曝露させることにより，HepG2細胞の
DNA 合成能は有意に抑制された（Fig. 4）。このことか

5

ら，GTE 添加後30分以内に細胞増殖能抑制のスイッチ
が入ったことが示唆された。

細胞内活性酸素種（ROS）におよぼす GTE
の影響
GTE によるガン細胞増殖抑制効果に ROS が関与する

かを検討したところ，GTE（100 µg/ml）添加群では培
養開始15分後に細胞内 ROS の顕著な増加が認められた
（Fig. 6）。さらに，この ROS の増加が正常細胞において
も認められるかどうかを検討するため，初代分離肝細
胞を用いて同様の実験を行った。その結果，肝細胞に
GTE を添加すると ROS がコントロール群に比べて増加

Fig. 4. Eﬀect of exposure period to GTE on HepG2 cells
Cells were exposed to 100 µg/ml GTE for 15, 30, 60 mins and 24
hrs and incubated again in fresh medium without GTE. Each bar is
the mean（ ± S.D. ）of three experiments（** P < 0.01 compared
with Control; non‑GTE‑treated cultures）.

4

HepG2細胞のミトコンドリア膜電位におよ
ぼす GTE の影響
ミトコンドリアはエネルギー物質である ATP を産生

Fig. 6. Eﬀect of GTE on intracellular reactive oxygen
species（ROS）levels in HepG2 cells
Cells were incubated with or without GTE（100 µg/ml）. Each bar
is the mean（± S.D. ）of three experiments（** P < 0.01 compared
with Control; non‑GTE‑treated cultures）.

Fig. 5. Eﬀect of GTE on mitochondrial membrane
potential in HepG2 cells
Cells were incubated with or without GTE（100 µg/ml）. Each bar
is the mean（± S.D. ）of three experiments（* P < 0.05, ** P < 0.01
compared with Control; non‑GTE‑treated cultures）.

Fig. 7. Eﬀect of GTE on intracellular reactive oxygen
species（ROS）levels in hepatocytes
Cells were incubated with or without GTE（100 µg/ml）. Each bar
is the mean（± S.D. ）of three experiments.

（4）
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したが，有意な差は認められなかった（Fig. 7）。

に対してカタラーゼが影響するかを検討するため，カタ
ラーゼ（50 U/ml）を本培養開始 5 分前に添加した群と

6

ガン細胞と正常細胞における抗酸化系酵素
活性の比較

本培養開始30分後に添加した群における DNA 合成能を
測定した。

ガン化した細胞における抗酸化系酵素活性は，正常細

本培養開始 5 分前にカタラーゼを添加した群は，GTE

胞に比べて低値を示すことが報告されている30）。そこで，

による DNA 合成能抑制が有意に軽減されたが，本培養

HepG2細胞と初代分離肝細胞の主要な抗酸化系酵素活性

開始30分後にカタラーゼを添加した群は，GTE による

を比較した。その結果，HepG2細胞における SOD 活性，

DNA 合成能抑制効果に影響をおよぼさなかった（Fig.

カタラーゼ活性およびグルタチオンペルオキシダーゼ活

10）。

性は，肝細胞と比較して有意に低値を示した（Fig. 8）。

Fig. 9. Eﬀect of exogenous catalase on GTE‑induced
generation of intracellular ROS in HepG2 cells
Catalase（50 U/ml）was added at 5 mins after the addition of GTE
（100 µg/ml）. Cells were harvested at 30mins after the addition of
GTE and measured intracellular ROS.
Data not sharing common alphabet are significantly different（P <
0.01）using Fisher's test.

Fig. 8. Activites of antioxidative enzymes of hepatocytes
and HepG2 cells
Each bar is the mean（± S.D. ）of three experiments（** P < 0.01
compared with hepatocytes）.

7

細胞内活性酸素種（ROS）および細胞増殖
抑制効果におよぼすカタラーゼの影響

Fig. 10. Eﬀect of exogenous catalase on GTE‑induced
DNA synthesis in HepG2 cells.

ROS のなかでも H 2 O 2 は膜透過性が高く，かつ易移動
性であること，さらに・OH に変化しやすいため，細胞
に多くの作用を誘導することが報告されている31）。そこ
で，H 2 O 2 を特異的に分解するカタラーゼを用いて GTE

Catalase（50 U/ml）was added at 5 mins before or 30 mins after
the addition of GTE（100 µg/ml）. Data not sharing common
alphabet are significantly different（P < 0.01）using Fisher's test.

添加によって産生される ROS の消去を検討するため，
HepG2細胞の培地にカタラーゼ（50 U/ml）を添加して
5 分間前培養後，本培養として GTE（100 µg/ml）を添

Ⅳ．考察

細胞内活性酸素種（ROS）は，ガン，動脈硬化などの

加し，本培養開始30分後の細胞内 ROS 量を測定した。

生活習慣病や老化に関与することが明らかにされてお

その結果，カタラーゼは GTE によって引き起こされた

り，そのメカニズムとして，ROS は細胞内レドックス

細胞内 ROS の増加を有意に抑制した（Fig. 9）。

バランスを変化させ，細胞内の構造や機能に対して様々

さらに，GTE による HepG2細胞の細胞増殖抑制効果

な現象を誘導する引き金として作用することが示唆され

（5）

生活科学研究誌・Vol. 2（2003）

ている。特に ROS のアポトーシスへの関与についての

ルは，条件によって抗酸化と酸化促進の両方の作用を

研究は，数多く報告されている32‑36）。近年，ROS がポリ

およぼすと考えられる。このことから，本実験において

フェノールなどの植物中成分の生理作用に深く関与して

GTE によって生成された H 2 O 2 は，SOD によって生成さ

いることが報告されているが，ROS 産生および生体内

れたものではなく，プロオキシダント作用によるもので

に対する作用メカニズムについてはいまだ明らかにされ

あると推察される。

ていない。

さらに，GTE によって生成された細胞内 H 2 O 2 がアポ

緑茶抽出物および緑茶ポリフェノールは，ガン細胞

トーシスを誘導するメカニズムとして，レドックスバラ

増殖抑制効果を有することがすでに明らかにされている

ンスの変化を受けてチオレドキシンから遊離した ASK

が，ROS との関係についての報告はほとんど見当たら

（apoptosis regulating kinase） 1 がシグナル伝達の重要な

ない。そこで本研究は，緑茶抽出物のヒト肝ガン細胞に

役割を果たす MAP キナーゼカスケードを活性化し14），

対する増殖抑制作用におよぼす細胞内 ROS 産生の関与

細胞増殖にかかわるタンパクのチロシン残基のリン酸化

について検討した。

13）

ガン細胞に GTE を添加すると，培養初期よりミトコ

や，細胞増殖抑制に関与する Rb タンパクの脱リン酸

化の誘導16）が挙げられる。

ンドリア膜電位の低下と培養開始15分後に細胞内 ROS

以上の結果から，ガン細胞はミトコンドリアなどに存

量の顕著な増加が認められた。これらの現象はガン細胞

在する抗酸化系酵素の活性が低いために，GTE によっ

に特異的であったことから，GTE のガン細胞増殖抑制

て生じた H 2 O 2 を消去できず，レドックスバランスに変

作用には，ROS が関与していることが示唆された。

化を生じ，さらに細胞の重要な部位であるミトコンド

ミトコンドリア内膜には電子伝達系が存在し，ATP 産
‑

リアの機能の低下とそれに引き続くシグナル伝達によっ

生の際に常にスーパーオキシド（O 2 ･ ）が生成してい

て，細胞死および増殖抑制へと誘導されることが示唆さ

る。さらに過酸化水素（H 2 O 2 ）が生じると， 2 価鉄イ

れた。

オンが豊富に存在するために，フェントン反応により容

欧米でも緑茶はガン予防の可能性のある食品の 1 つに

易にヒドロキシルラジカル（･ OH）が生成し，脂質過酸

取り上げられており，緑茶によるガン予防の臨床試験が

化物，リン脂質ヒドロペルオキシドを生成する。これら

期待されている。ガン予防の臨床を行う上で重要なこと

のことから，ミトコンドリアは ROS の発生源であると

は，そのメカニズムや代謝経路が明確に示される必要が

同時に最も ROS の影響を受けやすい部位であると考え

ある。実際に緑茶を飲用した時の血中濃度は正確には測

られる。

定されておらず，また各臓器への蓄積量についても明ら

次に，GTE を添加した時に生成された ROS がカタラー

かにされていない。そのため GTE の抗ガン作用につい

ゼなどの抗酸化系酵素によって消去されると，ガン細胞

てヒトに対する臨床応用する場合には，さらなる検討が

に対する GTE の効果は軽減された。しかし，GTE を30

必要であると考えられる。

分間曝露させることにより，HepG2細胞の DNA 合成能
は有意に抑制されたことから，GTE 添加後30分以内に
細胞増殖能抑制のスイッチが入ったことが示唆された。

Ⅴ．要約

緑茶抽出物（GTE）のヒト肝ガン細胞に対する増殖抑

これに引き続いて，細胞内 ROS の増加と不可逆的なミ

制作用におよぼす細胞内 ROS 産生の関与について検討

トコンドリア膜電位の低下が誘導されたことから，ガン

した結果，以下のことが明らかになった。

細胞の増殖が抑制されたことが明らかとなった。

1 . GTE はガン細胞に対して特異的に細胞生存率および

そこで，GTE が ROS（H 2 O 2 ）の増加を引き起こした

細胞増殖能を抑制した。

理由として，次のようなことが推察される。植物成分の

2 . GTE を30分間曝露させることによって，ガン細胞の

各種ポリフェノールは，一般的にオキシダント作用を有

DNA 合成能は有意に抑制されたことから，GTE 添加

することが知られているが，一方，プロオキシダント作

後30分以内に細胞増殖能抑制のスイッチが入ったこと

37）

用も有するという報告がなされている 。 3 価鉄，O 2
とポリフェノールを反応させると，ヒドロキシル（OH）

が示唆された。
3 . これに引き続いて，細胞内 ROS の増加と不可逆的な

基が金属イオンをキレートすることにより，ポリフェ

ミトコンドリア膜電位の低下が誘導されたことから，

‑

ノール自身は酸化され，スーパーオキシド（O 2 ･ ）を産

ガン細胞の増殖が抑制されたことが明らかとなった。

生し，さらにヒドロキシルラジカル（・OH）が生成さ

4 . ガン細胞の抗酸化系酵素の活性は正常細胞と比較し

38）

れる 。これらのことより，反応性の高いポリフェノー
（6）

て低値であった。
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緑茶抽出物におけるヒト肝ガン細胞の増殖抑制効果に
およぼす ROS 産生の役割
久保田

芳美、湯浅（小島） 明子、湯浅

勲

要旨：緑茶抽出物（GTE）のヒト肝ガン細胞に対する増殖抑制作用におよぼす細胞内 ROS 産生の関与について検討
した。その結果，GTE はガン細胞に対して特異的に細胞生存率および細胞増殖能を抑制したこと，さらに，GTE を
30分間曝露させることによって，ガン細胞における DNA 合成能の有意な抑制とこれに引き続いて細胞内 ROS の増加
（8）
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と不可逆的なミトコンドリア膜電位の低下が誘導されたことから，GTE 添加後30分以内に細胞増殖能抑制のスイッ
チが入り，ガン細胞の増殖が抑制されたことが明らかとなった。また，ガン細胞の抗酸化系酵素の活性は正常細胞
と比較して低値であった。これらのことから，ガン細胞はミトコンドリアなどに存在する抗酸化系酵素の活性が低
いために，GTE によって生じた ROS を消去できず，レドックスバランスに変化を生じ，さらに細胞の重要な部位で
あるミトコンドリアの機能の

（9）

