
�．緒言

ローヤルゼリーはミツバチの唾液腺から分

泌される物質１）で，高血圧症２）や糖尿病３）など

の病気の予防や治療，健康維持に対する効果

が期待され，健康食品や医薬品として広く利

用されている。ローヤルゼリーには８種類の

必須アミノ酸を含む１４種のアミノ酸やビタミ

ン類，カルシウムやマグネシウムなどのミネ

ラル，さらに他の食品には存在しないカルボ

ン酸の一種であるデセン酸（１０‐ハイドロキ

シ‐δ‐２‐デセン酸）や唾液腺ホルモンの類パ

ロチン，そしてタンパク質であるロイヤルシ

ンやアピシンなどを含む４）。ローヤルゼリー

に含まれるデセン酸は抗菌作用を示し５），類

パロチンはインスリンと似た構造と機能を持

つ物質で血糖値低下作用や細胞増殖促進作用

を持つ６）。タンパク質のロイヤルシンにはグ

ラム陽性菌に対する抗菌作用があり７），アピ

シンにはヒトの培養細胞などに対して増殖促

進作用を示すことが分かっている７）。

ローヤルゼリーの作用については，培養脂

肪細胞芽細胞の分化を促進する作用８）や抗菌

作用９），各種癌細胞に対する増殖抑制作用１０）

などが生体外の実験で明らかになっている

他，生体位の実験では血流量の増加および血

圧降下作用，成長促進作用１１），血清コレステ

ロールおよび血中脂質低下作用１２）など，数々

の作用が明らかになっている。

しかし，ローヤルゼリーの消化管に対する

作用は生体外でも生体位の実験でも調べられ

ていない。消化管は栄養素の消化・吸収を担

う器官であり，その機能の低下は我々の体の

維持・成長に大きな影響を及ぼすと考えられ

る。特に消化管粘膜は消化・吸収機能に重要

な影響をあたえる部分で，上皮細胞の増殖が

低下し粘膜量が減少すると潰瘍が起きるな

ど，消化・吸収機能が低下することが予想さ

れる。反対に，上皮細胞の増殖が正常ならば，

消化管の機能は正常に保たれる。ローヤルゼ

リーの数々の効用を期待して摂取する場合に

は，ほとんどが経口による摂取であると考え

られる。

そこで，本研究ではローヤルゼリーを経口

摂取させた時に，消化管組織の形態と粘膜上

皮細胞の増殖が変化するのかを調べることを

目的とした。
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�．実験方法

１．飼料

飼料組成を表１に示した。対照飼料には

AIN‐９３飼料を用い，ローヤルゼリー添加飼

料（RJ添加飼料）には対照飼料に乾燥ロー

ヤルゼリー（（株）秋田屋製）を１％添加した。

ローヤルゼリーの主成分が，タンパク質

３７．５％，炭水化物３１．３％であることから（表

２），対照飼料のカゼイン０．５５％とシューク

ロース０．４５％とを乾燥ローヤルゼリー１％で

置換した。

２．実験動物および飼育条件

５週齢のWistar系雄ラット（日本チャー

ルス・リバー（株））に一般飼育用粉末飼料（マ

ウス・ラット・ハムスター用MF，オリエン

タル酵母（株））を与えて３日間予備飼育した

後，平均体重がほぼ一致するように，対照区

とローヤルゼリー区の５匹ずつ２群に分け

た。飼育は個別式ステンレスケージにラット

を１匹ずついれて，室温２４℃，湿度６０％の飼

育室内で，１２時間の明暗交代（明期８：００～

２０：００）の環境下で行った。飼料と水は自由

摂取とした。

予備飼育後，各飼料区にそれぞれ試験飼料

を２８日間摂取させた。

３．測定項目および測定方法

（１）体重および飼料摂取量

体重は週１回，飼料摂取量は２または３日

分をまとめて週３回，いずれも９：００に測定

を行った。

（２）空体重と消化管組織の重量

試験開始２８日目の１０：００に，ネンブタール

（５０�／mL）を１mL／匹投与してラットを

屠殺し，正中線で開腹し，胃から直腸までの

消化管組織を取り出して，１０％緩衝ホルマリ

ンで固定した。

消化管組織を取り出した後に屠体の重量を

測定し，これを空体重とした。

固定した組織を胃，小腸，盲腸，結腸に分

離して，組織の周りについている腸間膜や脂

肪を取り除いた。組織から内容物を取り除き，

ろ紙で水分を拭き取った後，組織重量を測定

した。

（３）小腸および結腸組織における粘膜，粘

膜下層，筋層の重量

組織重量を測定した後，小腸組織からは回

腸‐盲腸接合部より口側５�の部分を，結腸
組織からは遠位結腸の中央部分を幅約５�に

成分 組成（％）
蛋白質 ３７．５
炭水化物 ３１．３
粗脂肪 ８
灰分 ３
水分 ３．２
デセン酸 ５．７
その他 １１．３

原料 対照飼料 RJ添加飼料
α－コーンスターチ １３．２ １３．２
β－コーンスターチ ３９．７ ３９．７
乾燥ローヤルゼリー２） ０．０ １．０
シュークロース １０．０ ９．５５
カゼイン ２０．０ １９．４５
セルロースパウダー ５．０ ５．０
L－シスチン ０．３ ０．３
大豆油 ７．０ ７．０
ミネラル混合 ３．５ ３．５
ビタミン混合 １．０ １．０
重酒石酸ナトリウム ０．３ ０．３
第三ブチルヒドロキノン ０．００１４ ０．００１４
合計 １００．０ １００．０

表１ 飼料組成１）
（％）

１）飼料は AIN‐９３文献配合飼料にもとづいて調製した。
２）RJ添加飼料は乾燥ローヤルゼリー中に含まれるタンパク
質と糖質を対照飼料中のカゼインとシュークロースに置
き換えて調製した。

表２ 乾燥ローヤルゼリーの一般分析結果１）

１）（株）秋田屋の分析結果による．
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管状に切り出した。切り出した組織をパラ

フィンで包埋した後，ミクロトームで５�の
横断切片を作成し，ヘマトキシリン・エオジ

ン染色をした。染色標本の画像を光学顕微鏡

（PC－８１X，稲畑産業（株））で撮影し，コン

ピューター（Personal Computer３００GL, IBM）に

取り込み，画像処理ソフト（Photoshop Version

５，Adobe）を用いて，粘膜と粘膜下層，筋

層それぞれのピクセル数を求めた。ピクセル

数の比から各層の断面積比を求めた１３）。この

面積比に小腸または結腸の組織重量を乗じて

粘膜，粘膜下層および筋層の各重量を求めた。

（４）小腸と結腸粘膜上皮における増殖細胞

数

（３）と同様の方法で小腸と結腸の切片を

用意し，PCNA染色法（Proliferation Cell Nu-

clear Antigen）により，増殖周期にある粘膜

上皮細胞を染色した１４）。

染色標本を光学顕微鏡で観察し，陰窩一側

断面中の上皮細胞の陽性細胞と陰性細胞の数

を計測し，陰窩一側断面の上皮細胞数に占め

る増殖細胞の割合を以下の式に当てはめて算

出した。

増殖細胞の割合（％）

＝陰窩一側断面中の陽性細胞（個）

÷（陰窩一側断面中の陽性細胞

＋陰窩一側断面中の陰性細胞）（個）

×１００

４．統計処理

飼料摂取量については飼料へのローヤルゼ

リー添加の有無と飼育期間（週）を要因とす

る２元の分散分析を行い，体重，空体重，組

織重量，粘膜，粘膜下層，筋層の重量，増殖

細胞の割合については飼料へのローヤルゼ

リー添加の有無を要因とする t検定を行っ

た。なお，危険率が５％以下の時，有意であ

ると判断した。

�．実験結果

１．飼料摂取量，体重，空体重

飼料摂取量は飼育期間による影響がみら

れ，飼育日数が経過するに従って摂取量が増

加したが（p＜０．０５），飼料へのローヤルゼリー

添加の有無による違いはなかった（表３）。

試験終了時の体重はローヤルゼリー区

（３３９．５±８．３�）と対照区（３３９．８±１１．６�）
で，飼料区間に有意な差はなかった（表４）。

空体重についてもローヤルゼリー区（２８１．１

±８．３�）と対照区（２８４．８±６．３�）との間
にも違いはなかった（表４）。

以上の結果よりローヤルゼリーの飼料への

添加がラットの飼料摂取量に影響を与えず，

また，ローヤルゼリーの摂取によるラットの

体重や空体重への影響も無いことが分かっ

た。

実験区
飼育期間（週間）

１ ２ ３ ４
対照 １１９．０１）１３１．３ １４５．６ １４１．９
ローヤルゼリー １２０．９ １３４．２ １４７．７ １４７．７

２元の分散分析の要因
ローヤルゼリー摂取の有無 n.s２）

飼育期間 p＜０．０５ １＜２＜４＝３
実験区×飼育期間 n.s

実験区 体重 空体重
対照 ３３９．８±１１．６１） ２８４．８±６．３
ローヤルゼリー ３３９．５±８．３ ２８１．１±８．３
t検定 n.s２） n.s

表３ 実験期間中の飼料摂取量
（�／７日間）

１）値は平均値で表した（n＝５）。
２）n.s：有意差なし

表４ ローヤルゼリーの摂取がラットの
体重および空体重に与える影響

（�）

１）値は平均値±標準偏差で表した（n＝５）。
２）n.s：有意差なし
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２．組織重量

胃，小腸，盲腸，結腸の各組織重量を表５

に示した。いずれの部位においてもローヤル

ゼリー区と対照区間の組織重量に有意な差は

なかった。

小腸と結腸組織の粘膜，粘膜下層，筋層の

重量にもローヤルゼリー区と対照区の間に違

いはみられなかった（表６，表７）。

以上の結果より，ローヤルゼリーの摂取は

消化管組織の重量や各層（粘膜，粘膜下層，

筋層）の重量に影響を与えないということが

分かった。

３．粘膜上皮における増殖細胞の割合

小腸での粘膜上皮における増殖細胞の割合

はローヤルゼリー区で３４．２％，対照区で

３２．６％となり，有意な違いはなかった。

結腸においても，ローヤルゼリー区１１．７％，

対照区１２．７％となり，小腸粘膜上皮と同様に

ローヤルゼリーの摂取による影響はなかった

（表８）。

実験区
部位

胃 小腸 盲腸 結腸
対照 １．２４±０．１１１） ３．１７±０．３５ ０．５５±０．１５ ０．６５±０．１６
ローヤルゼリー １．２９±０．０９ ３．５９±０．１９ ０．６０±０．２１ ０．５８±０．１２
t検定 n.s２） n.s n.s n.s

実験区
組織

粘膜 粘膜下層 筋層
対照 ２．３０±０．４８１） ０．３６±０．３２ ０．５２±０．１０
ローヤルゼリー ２．３５±０．１６ ０．３５±０．０６ ０．７０±０．１１
t検定 n.s２） n.s n.s

実験区
組織

粘膜 粘膜下層 筋層
対照 ０．３６±０．０８１） ０．１３±０．０２ ０．１６±０．０７
ローヤルゼリー ０．２７±０．１２ ０．１６±０．０３ ０．１５±０．０８
t検定 n.s２） n.s n.s

実験区
部位

小腸 結腸
対照 ３２．６±８．１１） １２．７±３．７
ローヤルゼリー ３４．２±６．３ １１．７±２．８
t検定 n.s２） n.s

表５ ラットの消化管組織重量
（�）

１）値は平均値±標準偏差で表した（n＝５）。
２）n.s：有意差なし

表６ ラット小腸における粘膜，粘膜下層，筋層の重量
（�）

１）値は平均値±標準偏差で表した（n＝５）。
２）n.s：有意差なし

表７ ラット結腸における粘膜，粘膜下層，筋層の重量
（�）

１）値は平均値±標準偏差で表した（n＝５）。
２）n.s：有意差なし

表８ ラット小腸および結腸粘膜における増殖細胞割合
（％）

１）値は平均値±標準偏差で表した（n＝５）。
２）n.s：有意差なし
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�．考察

ローヤルゼリーの経口摂取により飼料摂取

量，体重，空体重および消化管の組織重量と

粘膜上皮における増殖細胞の割合に影響はみ

られなかった。これらの結果は，ローヤルゼ

リーが生体に害を及ぼすことのない安全な物

質であるということを示す結果であったと考

える。

今回実験に用いたラットは健康な状態であ

り，消化管粘膜の上皮細胞の増殖が正常に行

われ，消化管組織の構造が個体の消化・吸収

機能を維持するのに十分な状態だったため，

ローヤルゼリーの摂取による消化管組織への

影響が現れなかったと考える。

ローヤルゼリーは表皮の創傷治癒促進作用

があることから９），同じ上皮細胞から成る消

化管粘膜の傷害に対しても効果がある可能性

がある。今後は消化管に炎症や潰瘍を起こし

た状態でローヤルゼリーを摂取した場合に，

消化管に対する影響をしらべ，ローヤルゼ

リーが損傷した消化管粘膜の構造を回復する

作用があるかどうかを検討することが望まれ

る。

乾燥ローヤルゼリーを提供下さいました

（株）秋田屋本店に深く感謝いたします。
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１０）田村豊之，越後健：日本薬理学雑誌．

８９，７３－８０（１９８６）

１１）石黒伊三雄：薬理学研究．３７，１３２－１４０

（１９８８）

１２）Fujii Akira: Honeybee Science.１６，９７－１０４

（１９９５）

１３）大場君枝，稲垣明子，山中なつみ，小川

宣子「消化管組織における構造変化の評

価」：岐阜女子大学紀要．３３（印刷中）

１４）村上知之，木村由香，小賀厚徳，辻龍雄，

佐々木功典：臨床検査 ３９，１２２－１２６

（１９９５）

（稲垣明子，山中なつみ，小川宣子）
ローヤルゼリーの摂取がラット消化管組織に与える影響

― ―９７
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