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令和３年度（第44回）

研究・調査助成について

　令和３年４月１日から５月31日にわたり公募を行い、選考委員会において慎重なる審議の結果下記の５編

が採用と決定された。（１編あたり50～80万円）

１．氏名　大澤　匡宏 　

　　所属　名古屋市立大学大学院薬学研究科神経薬理学　准教授

　　課題　「人参養栄湯による骨格筋量に対する影響とそのメカニズムの解明」

２．氏名　有馬　菜千枝　

　　所属　名古屋市立大学病院耳鼻いんこう科　病院助教

　　課題　「酸棗仁湯の不眠治療効果は客観的に評価できるか」

３．氏名　松井　卓哉　

　　所属　愛知医科大学医学部　講師

　　課題　 「ミカン科Murraya euchrestifolia Hayataから単離・構造決定した新規カルバゾール類の肺腺癌治

療に向けた基礎的検討」

４．氏名　Vu Quang Lam (ブ クワン ラム) 

　　所属　愛知医科大学内科学講座血液内科　研究員

　　課題　「ベトナム伝統的薬用植物由来化合物による抗酸化活性と抗腫瘍活性の増強」

５．氏名　松尾　洋一　　

　　所属　名古屋市立大学大学院医学研究科消化器外科　教授

　　課題　「抗炎症作用を有する生薬｛馬栗（セイヨウトチノキ）｝の抗腫瘍効果の検討」
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助成金対象研究報告①

〔助成金対象研究報告〕①
題目： 人参養栄湯による骨格筋量に対する影響とそのメカニ

ズムの解明
研究代表者：名古屋市立大学大学院薬学研究科神経薬理学 准教授　大　澤　匡　弘

緒　言
超高齢、少子化社会となった日本では、高齢者が

活動的に過ごせる社会を実現することが求められて

いる。高齢者の活動性は加齢により低下するが、そ

の主たる原因としてサルコペニアがある。サルコペ

ニアとは骨格筋量と筋力の低下とされ、運動障害、

転倒・骨折の危険性の増大だけではなく、これらの

結果による死亡の危険性の増大が問題となる（1）。

つまり、本研究課題の目的を達成すると、日本が直

面する社会問題の解決の一助になるといえる。

フレイルの他に骨格筋量の低下が問題になる状態

として、がんによる栄養不良にともなう骨格筋量の

低下である悪液質がある（２）。超高齢社会となり

がんにより亡くなる人の割合も増加している現在、

悪液質の制御は積極的ながん治療の継続や、末期が

ん患者の生活の質の向上につながる。もし、骨格筋

量低下を抑えることができたら、加齢や疾患による

生活の質の低下の回避につながると期待される。

骨格筋量の維持には、細胞内でのタンパク質合成

の促進や分解の抑制が戦略として考えられる。骨格

筋量の維持には、いくつかの細胞内情報伝達系が関

わることが明らかにされている。特に、インスリン

は、タンパク質合成系を活性化し、分解系を抑制す

ることから、骨格筋タンパク質量を増加させること

が報告されている。動物実験においても、インスリ

ンの反応を増強するペルオキソソーム増殖因子活性

化 受 容 体（Peroxisome Proliferation-Activated 

Receptor; PPAR）γ活性化薬により、骨格筋タンパ

ク質の分解が抑制されることが明らかにされている

（３）。また、PPARγの活性化によりインスリンの

反応を増強するアディポネクチンの産生増大が骨格

筋組織において見られることも報告されている。

これまでの研究結果より、生薬であるキクカには

インスリン抵抗性を改善するPPARγの活性化作用

が認められ、その有効成分として Tonghaosu を同

定した（４）。また、人参養栄湯にはインスリンの

作用を増強する効果があることを見出し（５）、実

験的糖尿病モデル動物の随時血糖を低下させること

を明らかにした。特に、人参養栄湯は、骨格筋周囲

の酸性度を正常化することでインスリンの作用を正

常化するという新規薬理作用を有することを明らか

にした。この発見をもとに、人参養栄湯にはインス

リン作用の増強を基礎とする骨格筋量の維持や増加

を促進する作用がある可能性を着想した。

そこで本研究課題では、人参養栄湯により骨格筋

量を維持・増加させることができるのかについて、

動物を用いた実験から明らかにし、その作用発現メ

カニズムを明らかにする。人参養栄湯による骨格筋

に対する作用メカニズムが明らかになることで、多

くの高齢者やがん患者を悩ませている骨格筋量の低

下を改善する方法を提供し、活動的な日常生活を過

ごす手助けとしたい。また、人参養栄湯の作用発現

メカニズムを明らかにすることで、骨格筋量の維

持・増加に対する新規標的を見出す可能性もあり、

サルコペニアや悪液質を改善する薬物や機能性食品

の開発に貢献できる。

実験方法
はじめに、本実験を遂行するにあたり、科学的に

はもとより、動物愛護の観点からも適正な動物実験

の実施を促すことを目的として制定された名古屋市

立大学動物実験指針に従い、同大学の動物実験実施

委員会で承認を得たうえで、動物に対する倫理面を

十分に考慮し、さらに使用動物数を最小限にするよ
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うに、努力して実験を行った。

【実験材料】

購入時４週齢の ICR 系雄性マウス（体重20～25 

g）を用いた。動物は温度24±1℃、湿度55±5％、

明暗サイクル12時間（点灯8:00、消灯20:00）の飼

育室で、飼料および水は自由摂取させて飼育した。

これらの条件に適応させるため、予備飼育を４～５

日間行った。

【がん悪液質モデル】

がん悪液質モデルは、雄性 C57BL/ ６J マウスの

側腹部へ B16F10メラノーマ細胞（American Type 

Culture Collection）を移植することで作成した。

２x106個の B16F10細胞を200μ L の PBS に拡散さ

せ、側 腹 部 皮 下 へ 投 与 し た。対 照 群 と し て PBS

（200μ L）のみを側腹部皮下へ処置したものを用

いた。

【ウェスタンブロット法】

腓腹筋をRIPAバッファー（50 mM Tris–HCl (pH 

7.4), 500 mM NaCl, ５ mM NaF, 2 mM NaVo3, １% 

NP-40, and １ mM phenylmethylsulfonyl fluoride 

plus 250 µg/mL leupeptin, and 250 µg/mL 

aprotinin）を 用 い て ホ モ ジ ネ ー ト 後、遠 心 分 離

（13,000gx20分、4℃）を行った。上清をサンプル

として用いた。BSA 法によりタンパク質量を測定

後、50μ g のタンパク質を SDS-PAGE により分離

し、ニトロセルロース膜へ転写した。ニトロセル

ロース膜を一次抗体（後述）とともにインキュベー

トした。ブロットはケミルミネッセンス法により可

視化した。検出には LAS －3000を用いた。内標準

コントロールとしてGAPDHを用い、ImageJソフト

ウェアによりバンド強度を半定量した。

【薬物と抗体】

人参養栄湯エキス（NYT）は、クラシエ製薬株式

会社より提供を受けた。NYT は、処置直前に精製

水へ溶解し、B16F10メラノーマ細胞の移植時から

NYT の処置を開始した。NYT の処置は14日間行っ

た。

抗体は、以下のものを使用した。anti-Akt (Cell 

Signaling Technology), anti-Phospho Akt Ser479 

図１ ．B16F6メラノーマ細胞を移植したマウス（がん
悪液質モデルマウス）の体重変化（Ａ）および腓
腹筋重量（Ｂ）の変化。腓腹筋は B16F6メラノー
マ細胞を移植後18日目に採取した。それぞれのカ
ラムは平均値±標準誤差（n=10）を示している。
**P<0.01 vs. Day0 または No Cancer 群。

(Cell Signaling Technology), anti-GSK- 3 β (Cell 

Signaling Technology), anti-Phospho GSK-3 β Ser

９ (Cell Signaling Technology), anti-STAT3 (Cell 

Signaling Technology), anti-Phospho STAT3 

Tyr705 (Cell Signaling Technology), anti- SOCS3 

(Abcam), anti-myosin heavy chain (R&B systems), 

anti-rabbit IgG HRP- l inked (Cell  Signaling 

Technology), and anti-mouse IgG HRP- linked (Cell 

Signaling Technology)。

【データ解析】

データはすべて平均±標準誤差で示した。二群間

比較には、Student’sのt-testを用いた。多重比較に

は、一元配置の分散分析を行ったあと、post hoc 

テストとして Welch 検定を行った。危険率５% 未

満(P<0.05)のものを有意な変化とした。

結　果
【B16F10メラノーマ細胞の移植による体重変化】

B16F10メラノーマ細胞を移植したマウスでは、

移植後10日目より体重が徐々に減少し、移植後18

日目には有意な体重減少が認められた（Fig. 1A）。

腓腹筋量も担がんマウスでは、対照群と比較して有

意に減少していた（Fig 1B）。精巣上体周囲の脂肪

量については、がん細胞移植後18日目において完

全に消失していた（Data not shown）。これらの身

体的変化より、B16F10メラノーマ細胞を移植した

マウスでは、がん悪液質が発症することが確認され

た。
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【担がんマウスの身体的変化に対する人参養栄湯の

効果】

担がんマウスの体重、骨格筋量、ならびに脂肪量

の変化に対する人参養栄湯エキス（NYT）の影響を

検討した。NYT（1g/kg）を１日１回経口投与によ

り与えた。NYTの処置期間であるB16F10メラノー

マ細胞を処置後14日目において担がんマウスにお

ける体重や腓腹筋量は、有意な変化は認められな

かった（Fig ３A,B）。一方、精巣上体周囲脂肪につ

いてはB16F10メラノーマ細胞接種後14日目におい

て有意な減少が認められた（Fig 3C）。NYT（1g/

kg）を１日１回経口投与により与えると、担がん

マウスで認められた精巣上体周囲脂肪量の減少が有

意に改善した（Fig ３C）。

【担がんマウスの腓腹筋細胞内情報伝達機構の変化

に対する人参養栄湯の効果】

NYT を１日１回14日間、経口投与により与える

と、担がんマウスで認められた腓腹筋におけるリン

【担がんマウスの骨格筋タンパク質発現の変化】

筋原線維タンパク質は骨格筋内の様々なタンパク

質と比べ、減少スピードが早いことが知られてい

る。ミオシン重鎖（MHC）は悪液質の表現系にお

いて選択的に減少することが示されている。そこ

で、担がんマウスの骨格筋萎縮を確認するため、腓

腹筋におけるMHCの発現を検討した結果、担がん

動物の腓腹筋において、B16F10メラノーマ細胞を

移植後14日目において、MHC発現の有意な減少が

認められた（Fig ２A）。そこで、骨格筋タンパク質

の維持に関わる細胞内伝達機構について検討を行っ

た。がん患者においては古くからインスリン抵抗性

状態にあることが知られていることから、インスリ

ンによりリン酸化されるAktタンパク質の発現につ

いて検討を行った。担がんマウスでは、腓腹筋にお

けるリン酸化Akt（pAkt）の発現に影響は見られな

かった（Fig ２B）。そこで、インスリンシグナルに

抑制的に影響を与えるSTAT３の発現について検討

を行った。腓腹筋におけるリン酸化STAT３（pSTAT

３）の発現は、担がんマウスにおいて有意に上昇し

ていた（Fig 2C）。     

図２ ．がん悪液質モデルマウスの腓腹筋におけるミオ
シン重鎖（MHC; Ａ）、リン酸化 Akt（Ｂ）、並びに
リン酸化 STAT3（Ｃ）の変化。腓腹筋サンプルは、
B16F6メラノーマ細胞を移植後10日または18日目
に採取した。それぞれのカラムは平均値±標準誤
差（n=6実験）を示している。**P<0.01 vs. Day0 
または No Cancer 群。

図３ ．がん悪液質モデルマウスの体重（Ａ）、腓腹筋重
量（Ｂ）、および精巣上体周囲脂肪重量（Ｃ）の変
化に対する人参養栄湯エキス（ＮＹＴ）の影響。
ＮＹＴ（1 g/kg）は B16F6メラノーマ細胞移植の
１時間前から14日間、1日1回経口投与した。それ
ぞれのカラムは平均値±標準誤差（n=10）を示し
て い る。*P<0.05 vs 精 製 水 処 置 no-cancer 群。
#P<0.05 vs 精製水処置 cancer 群。

助成金対象研究報告①
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酸化STAT３の上昇が抑制された（Fig 4A）。また、

STAT ３により転写が促進される SOCS ３について

も、同様に担がんマウスの腓腹筋で上昇していた

が、これは NYT を与えることで有意に抑制された

（Fig 4B）。一方、インスリンにより活性化される

Aktならびにその下流のGSK３βについては、担が

んマウスの腓腹筋において変化が認められず、NYT

を与えることでも変化は認められなかった（Fig 

4C,D）。

考　察
本研究の結果より、NYT はがん悪液質における

骨格筋量の減少を改善することが明らかになった。

このNYTによる改善作用は骨格筋のSTAT３シグナ

ルの活性化を抑制することにより発揮されることが

示唆された。

骨格筋は、アミノ酸を貯蔵する主要な臓器であ

り、全身の約50% のアミノ酸が貯蔵されている。

骨格筋量はタンパク質の同化と異化のバランスによ

り一定に調節されている。このうち、骨格筋タンパ

ク質の生成については、げっ歯類の悪液質モデルで

抑制されていることが報告されている（６）。本研

究でも、骨格筋を構成する主要タンパク質であるミ

オシン重鎖（MHC）の発現量が腓腹筋において減

少していることが確認できた。これらの結果は、担

がんマウスにおいて骨格筋の萎縮が生じていること

を示している。

骨格筋のタンパク質量は、さまざまな細胞内情報

伝達系により制御されているが、その中でもインス

リンによる調節がよく知られている。インスリン受

容体は刺激を受けると Akt タンパク質を活性化す

る。一方、イスリンシグナルを抑制するものとして

STAT ３シグナルが知られている（７）。STAT ３シ

グナルは、炎症性サイトカイン類により活性化さ

れ、タンパク質合成を負に制御することが知られて

いる。本研究において、担がんマウスの腓腹筋にお

ける STAT ３タンパク質のリン酸化が上昇してい

た。さらに興味深いことに、STAT ３タンパク質の

リン酸化は、担がんマウスの骨格筋量やMHC量の

減 少 よ り も 早 い 時 期 に 認 め ら れ た。STAT ３ は

GPR130の活性化によりリン酸化を受ける（８）。

GPR130はインターロイキン（IL）- ６、IL-11など

の受容体である。IL- ６は炎症時に遊離されるが、

糖尿病や肥満などのインスリン抵抗性に関与する

（９）。肥満や糖尿病の際には、脂肪細胞は肥大化

し、その結果による細胞死は脂肪組織への炎症性細

胞の侵入を誘導する（10）。脂肪組織へ侵入した炎

症性細胞は炎症性サイトカインを遊離する。この脂

肪組織における炎症性サイトカイン類の遊離は、脂

肪細胞の性質を変化させ、脂肪細胞からIL-６を遊

離させる。つまり、担がんマウスで見られた腓腹筋

におけるSTAT３のリン酸化上昇は、骨格筋に先行

して変化が生じていた脂肪組織から遊離されるIL-

６により引き起こされた可能性が高い。それゆえ、

担がんマウスの骨格筋萎縮は、機能変化した脂肪細

胞のIL-６遊離の上昇によるSTAT３シグナルの活性

化によると考えられる。

本研究の結果より、人参養栄湯エキス（NYT）を

日常的に与えることで、担がんマウスの骨格筋にお

図４ ．がん悪液質モデルマウスの腓腹筋におけるリン
酸 化 STAT3（Ａ）、SOCS3（Ｂ）、リ ン 酸 化 Akt

（Ｃ）、ならびに GSK-3β（Ｄ）の発現に対するＮ
ＹＴの影響。ＮＹＴ（1 g/kg）は B16F6メラノー
マ細胞移植の１時間前から14日間、1日1回経口投
与した。それぞれのカラムは平均値±標準誤差

（n=6実験）を示している。*P<0.05 vs 精製水処置
no-cancer 群。
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けるSTAT３シグナルが正常化することが明らかに

なった。一方、NYT を与えてもインスリンシグナ

ルである Akt シグナルには影響が認められなかっ

た。STAT ３シグナルはタンパク合成を抑制する

AMP キナーゼを活性化する。つまり、NYT による

骨格筋萎縮の改善は、STAT３シグナルの抑制によ

る AMP キナーゼ機能の正常化によるもの（６）と

考えられるが、さらなる検討が必要である。

一方、担がんマウスの骨格筋におけるSTAT３シ

グナルの NYT による抑制作用のメカニズムは明ら

かになっていない。今回の研究結果より NYT 処置

では担がんマウスの精巣上体周囲脂肪量の減少が改

善していた。つまり、NYT により腫瘍による脂肪

組織への影響が抑えられたと考えられる。前述の通

り、肥大化した脂肪細胞や活性化した炎症細胞は

IL-６を遊離するため、NYTがこれら細胞の機能を

正常化した可能性が考えられる（７）。がん悪液質

の他に、慢性腎不全の際の慢性炎症に対して NYT

が改善作用を示すことも報告されている（11）。こ

れらの結果は、NYT が担がんマウスの脂肪組織に

おける炎症反応を抑制するという本研究の仮説を支

持するものである。

結　論
•人参養栄湯エキス（NYT）により、担がんマウス

に見られる脂肪組織の減少が改善することが確認

された。

• NYT により、担がんマウスに見られる腓腹筋の

ミオシン重鎖（MHC）の低下が改善することが

明らかになった。

• NYT により、担がんマウスに見られる腓腹筋の

STAT３リン酸化の上昇が抑制されることが明ら

かになった。

• NYT による担がんマウスにおける骨格筋の萎縮

の改善作用には、骨格筋におけるタンパク質の同

化・異化のバランス異常の改善が関与することが

明らかになった。
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緒　言
不眠の症状には入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒、

熟眠障害などがある。それらが１ヶ月以上続くと日

中傾眠、倦怠感、集中困難、抑うつや不安など多様

な精神・身体症状を呈することになる。成人の

30％以上が不眠症状をもち、６～10％が不眠症に

罹患しているとされる。不眠治療には、睡眠衛生指

導や薬物治療を行うが１）、薬物治療は漫然と継続す

るのではなく定期的に症状を評価し治療継続の必要

性を考慮すべきである。しかしながら治療効果は西

洋医学・東洋医学とも主観的な判断に任せられてい

るのが現状である。

客観的な睡眠評価は終夜睡眠ポリグラフ検査

（polysomnography：PSG）で あ る。PSG は 入 院 が

必要で体表面に多くのセンサを装着して行うため不

眠を抱える患者にとっては負担が大きく不眠治療の

効果判定に用いることは困難である。そこで今回、

在宅で睡眠の質を評価できる睡眠評価装置（製品名

Watch PAT 300以 下 WP300）を 用 い た。WP300

は従来のPSGと比べ装着センサが３箇所と少なく手

軽に睡眠評価できる装置である。本邦では2014年

に保険収載された装置で、末梢動脈の脈波を解析し

て睡眠と覚醒を判定し、睡眠時無呼吸をスクリーニ

ングする在宅睡眠評価装置である。この装置を用い

て不眠に対する代表的な漢方薬である酸棗仁湯の漢

方治療効果を客観的に評価できた症例について報告

をする。

症例１：40歳、男性。

主　訴：夜間中途覚醒。

既往歴：特記すべきことなし。

生活歴： 睡眠習慣は就床23時、入眠困難なし、起

床７時。

現病歴： １年半前より中途覚醒が毎晩出現した。日

中傾眠と倦怠感を自覚し睡眠医療センター

にてPSGを行ったところ、長い中途覚醒を

認めた。中途覚醒と倦怠感に対する漢方治

療を希望された。

一般症候： 食欲普通だが食後に眠気強い。下痢しや

すい。易疲労性あり。動悸・焦燥感・喉

のつかえ感・めまいはなし。手足が冷え

や腰痛もあり。尿は日中７回、夜間２

回。悪夢を見る。

全身所見： 身 長170cm 体 重80kg。 血 算 に 異 常 な

し。血液生化学検査では血清亜鉛が75

μg/dLと正常下限を下回っていた。

漢方医学的所見

全身所見： 肌は浅黒く、声に力なし。舌は白苔・瘀

斑あり、歯痕なし。舌下静脈怒張あり。

脈　診：沈、弱。

腹　診： 腹力やや軟、心下痞硬あり。腹直筋攣急・

胸脇苦満・臍上悸・小腹不仁はなし。振水

音わずかにあり。

臨床経過（図１）：
下痢・倦怠感・腹力などから気虚、冷えと心下痞

硬もあり人参湯7.5g／日（毎食前）、そして悪夢と

中途覚醒に対して酸棗仁湯2.5ｇ（眠前）を開始し
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た。就床・起床時刻、中途覚醒を記録するため睡眠

日誌を提案した。内服開始後２週間で中途覚醒が減

少した。倦怠感や下痢が軽減したので人参湯を廃薬

し、酸棗仁湯7.5g（毎食前）としたところ熟眠感を

自覚した。不眠アンケート（アテネ不眠スコア）や

日中傾眠アンケート（ESSスコア）からも改善が確

認された。血中亜鉛値は正常となった。

図１
ESS：Epworth sleepiness scale、 日中の眠気についての
アンケート。
カットオフ値は11点。本例では治療前14点から治療開
始後６点と減少した。
アテネ：アテネ不眠尺度、不眠についての質問。カッ
トオフ値10点。
本例では、16点から９点さらに６点へと減少した。中
途覚醒は睡眠日誌より算出した月ごとの平均値。

睡眠検査による睡眠評価（図２）：
診断時のPSG結果、人参湯と酸棗仁湯内服中、酸

棗仁湯のみ内服中のWP300による睡眠検査結果を

示す。PSGは睡眠センターに入院の上、米国レスピ

ロニクス社製の装置 Alice ５（製品名）を用いて行

われた。データ解析は、米国睡眠医学会のガイドラ

インに従って行った。また在宅睡眠検査は Itamar

社のWP300を用いて行った。WP300による睡眠覚

醒の推測と実際の PSG の脳波による睡眠覚醒判定

は、睡眠段階が89% の一致率、睡眠効率が78% の

一致率２）と報告がある。今回、睡眠構築について

は以下のように解析した。

上段： 診断時の PSG、長い中途覚醒（＊印）。深睡

眠なし。

中段： 人参湯と酸棗仁湯内服時、中途覚醒の消失。

深睡眠の出現。

下段：酸棗仁湯のみ、睡眠の割合が増加。

図２
横軸は時間経過 ( 左端が就床時 )，縦軸は睡眠深度である。

症例２：60歳、女性。 

主　訴：熟眠感低下。

既往歴： 高血圧症、糖尿病、腰部脊柱管狭窄症にて

腰椎前後方固定術後。

生活歴： 睡眠習慣は就床22時、入眠困難あり、起

床５時半。毎日２時から４時ごろに昼寝を

とる。

現病歴： コロナ禍で入眠困難と熟眠感不足を自覚す

るようになった。かかりつけの内科で処方

されたゾルピデムを内服していたが十分な

効果が得られず漢方治療を希望された。

一般症候： 食欲普通、下痢・便秘無し。倦怠感強

い。日中傾眠あり。これまで楽しめたこ

とができなくなった。腰痛はあるが風呂

で改善しない。手足の冷えを感じる。イ

ライラなし、焦りやすい。のどや胸の痞

えはない。

全身所見： 身長161cm体重68kg。血算では低色素

性貧血あり。血液生化学検査では特記所

見なし。

漢方医学的所見

全身所見： 色白、声に力なし。舌は舌尖が紅色。舌

下静脈怒張あり、歯痕軽度。腹部に冷え

なし、指先は荒れている。尿は日中６

回、夜間２回。

脈　診：沈、弱。

腹　診： 腹力軟、心下痞・胸脇苦満・腹直筋攣急・

振水音・臍上悸・腹部の圧痛点はなし。小

腹不仁は軽度あり。
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臨床経過（図３）：
術後の貧血が長く続いており手荒れや舌尖の赤み

からも血虚、倦怠感・日中傾眠は気虚であり気血両

虚と考えた。人参養栄湯9.0g（食前）をレンボレキ

サント５mgとともに内服開始した。また昼寝の記

録も含めて睡眠日誌を提案した。３週間後、 入眠困

難の自覚的な改善がなく、日誌では昼寝が連日認め

られた。改めて「寝る元気すらない」ことから虚煩

と考え酸棗仁湯7.5g（昼夕食前、就寝前）に変更し

たところ、２日後には朝までぐっすり眠ることがで

き寝つきもよくなったと自覚あり。日誌によると昼

寝の回数が減少した。現在はレンボレキサントを減

量中である。

図３
ESS は治療前14点から治療開始後9点と減少した。アテ
ネは、16点から5点へと減少した。昼寝と中途覚醒は睡
眠日誌より算出した週ごとの平均値。

睡眠検査による睡眠評価（図４）：
人参養栄湯内服中、酸棗仁湯内服中のWP300に

よる睡眠段階を比較した。

上段：人参養栄湯内服時、中途覚醒は認めない。 

下段： 酸棗仁湯内服時、深睡眠の割合が増加。入眠

時の深睡眠が出現。

考　察
酸棗仁湯が今回の２症例にとって有用だったかを

検討するために睡眠日誌という主観的であるが経時

的な評価と、睡眠検査という客観的であるが横断的

な評価を用いた。不眠について気血水の概念では気

虚・気うつ・気逆など気の異常や血虚によって生じ

るとされ、五臓の概念では肝や心の陽気が過剰であ

る場合によって生じる３）と考えられている。

症例１は気虚と冷えと血虚があり、温薬である人

参湯を選択した。人参湯の構成生薬は人参・甘草・

朮・乾姜で太陰病、裏（胃腸）が虚し寒えて水のあ

るものを治す虚寒の証に用いる４）。大塚敬節は胃腸

の虚弱な冷え症の不眠に対して人参湯を用いたとそ

の著書で述べている５）。今回人参湯に加えて血虚に

対する酸棗仁湯を用いた。酸棗仁湯は酸棗仁・知

母・川芎・茯苓・甘草からなり、心身がつかれ弱っ

て眠れないものに使用する６）。人参湯と酸棗仁湯内

服中、酸棗仁湯内服中に睡眠検査を行ったところ漢

方治療前にあった中途覚醒が消失した。症状経過と

検査結果から症例１において人参湯も酸棗仁湯いず

れも有用であったと考えた。酸棗仁湯の鑑別処方と

して帰脾湯が挙げられる。帰脾湯は十全大補湯のう

ちの六味の生薬に鎮静・精神症状改善作用のある酸

棗仁・竜眼肉・遠志・木香を加え補血として当帰・

人参を加味しており、心脾両虚に対して用いる７）。

今回は冷えがあるため人参湯を選択した。

　症例２では、西洋医学的な貧血があり術後の衰弱

もありと考え人参養栄湯を選択した。人参養栄湯は

十全大補湯から川芎を除き、遠志・五味子・陳皮を

加えた内容である。安神作用である遠志は人参養栄

湯の他、帰脾湯や加味帰脾湯にも含まれ、心腎を補

い、志を強くし、智を益し、健忘、驚悸を治すとさ

れる８）。一方、酸棗仁湯の君薬である酸棗仁は心を

寧んじ汗を斂め胆が虚して眠れないものを治すとさ

れる９）。いずれも心血を補うとともに遠志は腎を補

い酸棗仁は肝を補うことになる。気血両虚の薬剤と

して十全大補湯、帰脾湯も挙げられる。津田玄仙は

「人参養栄湯は津液の枯渇を目的にとるべし、十全

大補湯は気血の虚寒を目的にとるべし、帰脾湯は心

脾の血虚を目的にとるべし」と述べている10）。十

全大補湯と人参養栄湯は非常によく似ていて鑑別は

難しいともいわれ、皮膚枯燥や不眠、物忘れが強け

れば人参養栄湯をまず用いるとされる11）。症例２

において４週間が効果判定時期として短い可能性は

図４
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あるが酸棗仁湯に変えて２日後には自覚的な改善が

あり、酸棗仁湯がより効果的であったと考える。

不眠に対する漢方治療効果の報告は Ozone らが

抑肝散の効果についてPSGを用いて報告し、抑肝散

は睡眠深度に影響を与えず他の睡眠パラメータに改

善があったと述べている12）。酸棗仁湯単独または

酸棗仁湯との合法で不眠に効果的であったことを睡

眠検査で確認したのは今回の報告が初めてである。

自覚症状だけでなく睡眠深度に改善があったことを

客観的に評価しえた。しかしながら大塚敬節らが述

べるように酸棗仁湯の有効例は多くはない６）とい

う見解もあり、今後も症例を積み重ね、慎重な検討

が必要と考える。

結　語
不眠に対して酸棗仁湯もしくは人参湯と酸棗仁湯

を処方したところ改善がみられた。酸棗仁湯が不眠

に有効であることは成書にも記されているが、今回

その治療効果を睡眠検査で客観的に確認しえた。深

睡眠の増加や中途覚醒の減少が確認され、酸棗仁湯

の中途覚醒や熟眠感低下に対する効果が睡眠医学的

にも客観的に確認された。

附　記
本症例における医療用漢方エキス製剤について、

ツムラ（株）を用いた。

利益相反（COI）に関して開示すべきものはなし。

今後の展望
今回は酸棗仁湯が著効した症例を症例報告として

第72回東洋医学会にて報告予定である。これまで

に治療効果を睡眠検査などの客観的な評価をした報

告はほとんどないため、今後も症例を積み重ねて検

討する予定である。
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緒　言
ミカン科植物は、交雑種を含め900種以上からな

り温帯から熱帯に分布する。柑橘類は果樹として、

サンショウなどは香辛料として、キハダなどは薬用

として用いられている。日本において生薬として

「陳皮」、「青皮」、「枳実」、「橙皮」などがあり、中

国では「橘紅」や「橘核」などが知られている。西

洋医学では芳香性健胃薬に分類されるが、漢方医学

では駆風、鎮咳、排膿などに用いられている。近

年、シークヮーサーに含まれるポリメトキシフラボ

ノイドのノビレチンが抗認知機能を有することが報

告されている（1）。また固有種であるジャバラの抽

出物が花粉症抑制効果を有することが報告され（2）、

ミカン科植物が注目され続けている。

我々もまたミカン科植物を中心にマメ科やオトギ

リソウ科からフラボノイド類、キサントン類、クマ

リン類など多数の新規化合物を単離しており、ミカ

ン科 C. madurensis Loulreiro から単離したポリメト

キシフラボノイドのnatsudaidainが抗アレルギー効

果を有することを報告（3）している。抗腫瘍効果を

有するものとしてマメ科 Derris scandens （Roxb.） 

Benth からイソフラボノイドの derriscadenon A~G

を報告している（4, 5）。

本研究のミカン科Murraya euchrestifolia Hayata

は、中国では三黄皮、豆葉九里香、過山香などと呼

ばれ台湾、雲南、東アジアなどに分布し、食用とし

ては調味料として使われている。また枝や葉は、舒

風解表、活血散瘀、治瘧疾、感冒、咳嗽、頭痛、跌

打損傷、風濕骨痛の漢方薬として使われている（6）。

我々は、本植物から既知カルバゾールとともに、新

規カルバゾールアルカロイド murramine A、D、E

を単離し、種々の腫瘍細胞株に対して抗腫瘍効果を

検 討 し て い る（図 -1）。図 -1 で 示 す よ う に

murramine A、D、Eは、肺がん細胞株A549細胞に

細胞毒性を示した。

肺がんは日本人の部位別癌死亡で最も多く、遺伝

的要因以外に PM2.5やタバコ煙など生活・環境要

因が発症原因である。肺がんの薬物療法は細胞傷害

性抗がん薬とEGFR、ALKなどの遺伝子変異に基づ

く分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬が使わ

れており構造的には低分子化合物と抗体に分けられ

る。細胞傷害性抗がん薬にはニチニチソウから単離

されたビノレルビンが微小管重合阻害薬として肺が

ん治療に用いられている。天然植物資源はシード化

合物として肺がんも含め様々な腫瘍に対して抗腫瘍

助成金対象研究報告③

〔助成金対象研究報告〕③
題目： ミカン科Murraya euchrestifolia Hayataから単離・構造

決定した新規カルバゾール類の肺腺癌治療に向けた基
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図 -1 murramine A, D, E の構造と抗腫瘍効果



－24－

効果をしめす未知なる成分を含んでいる。本研究で

は、活性の強い murramine A について抗腫瘍効果

を検討し、更にマイクロアレイを用いmurramine A

によって影響される細胞内分子を明らかにする。

研究方法
Murramine A、D、Eの単離と同定

台湾産M. euchrestifolia Hayataの果実部（500g）

をエーテルにて冷浸後、減圧下で溶媒を留去し、

エーテルエキス（7.2 g）を得た。エーテルエキス

をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（hexane-

acetone系）で大きく12フラクションに分け、各フ

ラクションについて、さらにシリカゲルカラムクロ

マトグラフィーおよびPTLCにより繰り返し分離・

精製した。単離した化合物は、MS、NMR、UV、IR

の各種スペクトルデータからで構造を決定した（図

-１）。

細胞増殖および細胞毒性試験

ヒト肺腺がん細胞（A549細胞）に murramine A

を添加し48時間後にMTSアッセイを実施した。対

象としてヒト正常皮膚由来線維芽細胞を用いた。更

にmurramine Aを添加したA549細胞をハイスール

プット生細胞解析システムincucyteで経時的な細胞

増殖の変化を測定し、IC50を求めそれ以後の実験

の濃度を定めた。

細胞浸潤および遊走抑制試験

　アテロコラーゲンをコートした培養器にA549細

胞を播種し、細胞がコンフルエントであることを確

認し、スクラッチングを実施した。遊走試験では、

murramine Aを添加、浸潤実験ではスクラッチング

後にアテロコラーゲンを添加し、次に化合物を添加

した。両実験とも化合物添加後、incucyteを使って

経時的な細胞の変化を撮影、スクラッチングの面積

変化を解析した。

アポトーシス

A549 細 胞 に murramine A 添 加 し Mito-ID 

membrane potential cytotoxicity kit を用いて24時

間 後 の ミ ト コ ン ド リ ア 膜 電 位 を、MEBCYTO 

Apoptosis kit を用いて24,48,72時間後のアネキシ

ンV陽性細胞をフロサイトメーターで測定した。そ

してCaspase-Glo ３/７ Assayを用いて24,48時間後

のカスパーゼ３/７活性を測定した。

マイクロアレイ解析

　A549細胞をmurramine Aで６時間、12時間培養

し た。培 養 後 各 細 胞 を Qiagen で キ ッ ト を 使 い

mRNA を抽出し、Clariom S assay を用いたマイク

ロアレイを行い、未処置の細胞と比較して増減に有

効性を示す遺伝子をピックアップし、STRING解析

およびPanther解析を実施した。

SGK1,CYP１A１のPCR

Murramine Aで3,6,12時間処置したA549細胞か

らmRNAを抽出し、PCRを行った。

結果・考察
⑴　Murramine AのA549細胞に対する細胞増殖効果

Murramine AをA549細胞に添加し細胞毒性を検

討 し た。正 常 皮 膚 由 来 線 維 芽 細 胞 に お け る

murramine A の IC50は20uM を示した一方、A549

細胞では容量依存的に細胞毒性を示しIC50は15uM

で正常細胞よりも腫瘍細胞に対して有効であること

図 -2 　murramine A 添加したA549細胞の細胞毒性 (A)，
細胞増殖抑制 (B)
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を 示 唆 し た（図 -2A）。次 に 細 胞 増 殖 に 関 し て

incucyteを用いて経時的な細胞動態を測定したとこ

ろ、細胞毒性と同様に容量依存的に細胞増殖抑制を

示した（図-２B）。

⑵　Murramine Aの細胞遊走・浸潤に対する効果

　10uM の murramine A を A549細胞に添加し、細

胞遊走能と浸潤能を検討した。未処置の細胞に対し

て murramine A 処置した細胞の細胞遊走能は約

13% 低下した。一方、細胞浸潤は未処置の細胞に

対してmurramine A処置細胞は約50%低下させた。

肺腺がん細胞は上皮―間葉転換による細胞浸潤・遊

走が報告されているが、murramine Aは肺がんの転

移を抑制する可能性を示唆した（図-３）。

⑶　Murramine Aによるアポトーシス誘導

Murramine A による細胞増殖抑制の機構を検討

するため、ミトコンドリアの膜電位を測定した。

15uMのmurramine Aで処置した細胞内ミトコンド

リア膜電位は、未処置の細胞に比べて有意に低下さ

せた（図-４A）。アネキシンVの発現について検討

するとアネキシンV発現細胞が時間依存的に増加し

た（図 - ４B）。カスパーゼ３/ ７活性について検討

したところ24時間,48時間と未処置の細胞に比べて

murramine A 処 置 細 胞 が 有 意 に 増 加 し た（図

-4C）。ミトコンドリア膜電位低下、カスパーゼ３/

７活性の増加は、murramine AがA549細胞のアポ

トーシスを誘導する可能性を示した。

⑷　Murramine A処置した細胞のマイクロアレイ解析

　Murramine A で６時間 ,12時間処置した A549細

胞のマイクロアレイ解析を行った。６時間,12時間

と時間とともに有意に増加した遺伝子としてはCYP

１A1,CYP１B１やFAM129Aが認められた。反対に

経時的に有意に低下した遺伝子としては SGK １が

認められた。これらの遺伝子中でCYP１A1,SGK１

の PCR を行ったところ、マイクロアレイの結果を

反映する結果であった（図-5）。

図 -5 　murramine A 処置した A549細胞のマイクロアレイ
解析と SGK1，CYP1A1mRNA 発現

助成金対象研究報告③

図 -3 　murramine A 添加した A549細胞の細胞遊走能と
細胞浸潤

図 -4 　murramine AによるA549細胞のアポトーシス誘導
ミトコンドリア膜電位 (A)，アネキシン V 発現 
(B)，カスパーゼ3/7活性 (C)
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結　語
Murramine Aは、SGK１およびCYP１A１遺伝子

を調節する経路を介してA549細胞の増殖、遊走、

浸潤を抑制した。今後、プロテオーム解析を行い

murramine Aが関与する細胞内分子を明らかにする

予定である。
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１．紹介
C. speciosa は、マメ科の Magnoliopsida クラスに

属しています。C. speciosaは、ベトナム北部と中国

南部のいくつかの州で広く見られています。民間伝

承では、この植物は、咳、関節炎、肝炎、不規則な

月経、手首 や膝のしびれ、血流量が少ない、貧血、

結核、慢性気管支炎、慢性肝炎などのいくつかの病

気を治療する能力で知られています[2]。さらに、
C. speciosaの根は料理の材料であり、栄養価が高い

と考えられているいくつかの郷土料理で重要な役割

を果たしています。ただし、これまでのところ、 イ

ンビ トロと インビボ の両方 でC. speciosaの根の生

物活性の影響を評価した研究はほとんど発表 され

て いま せん。この 論文の主な目的 は、この植物

からのさまざまな生物活性成分の抗酸化能力、並び

にいくつかの血液病腫瘍細胞株の増殖に対するそれ

らの影響を調査することです。

前述の理論的根拠により、私たちは、U266、

KMS11、およびMinoに対する C. speciosa 抽出物の

細胞毒性活性を評価するよう促されました。さら

に、この貴重な植物からの関連する植物由来の化学

物質は、液体クロマトグラフィー・エレクトロスプ

レーイオン化・タンデム質量分析法（LC-ESI-MS /

MS）を使用して識別さ れていました。調査結果

は、将来の食品や代替医療の開発に重要な貢献をす

ることが期待されています。

2．結　果
2.1 ．C. speciosa の根からの抽出物の収量と総フェ

ノール性化合物の含有量（TPC）と抗酸化活性
C. speciosa からの抽出物の収量を表１に示しま

す。合 計 1.284kg の C. speciosa 乾 燥 根 か ら、

223.87g（17.44％）のメタノール性抽出物（SM）

が得られます。異なる溶媒による分画後、ヘキサン

（SH）、酢酸エチル（SE）、ブタノール（SB）、およ

び 水（SW）抽 出 物 の 収 量 は、そ れ ぞ れ 5.4 g

（0.42 ％）、4.84g（0.38 ％）、13.6g（1.06 ％）、お

よび114.11g（8.89％）。

データは平均値 ± 標準偏差（SD）として表され

ます。それに異なる上付き文字（a、b、c、d、e）

サンプル TPC
(mg GAE/g DW)

DPPH
IC50 (mg/mL)

ABTS
IC50 (mg/mL)

SM 1.77 ± 0.29a 0.79 ± 0.06c 1.75 ± 0.14c

SH 0.06 ± 0.01c 0.82 ± 0.04c 1.84 ± 0.05c

SE 0.09 ± 0.02c 0.20 ± 0.01c 0.39 ± 0.01d

SB 0.18 ± 0.01b 2.43 ± 0.08b 3.98 ± 0.06b

SW 0.84 ± 0.05b 15.20 ± 0.76a 5.41 ± 0.25a

BHT ― 0.02 ± 0.00d 0.08 ± 0.00e

表1．C. speciosaからの抽出物の総フェノール含有量（TPC）と抗酸化活性。

助成金対象研究報告③

〔助成金対象研究報告〕④
題目： ベトナム伝統的薬用植物由来化合物による抗酸化活性と

抗腫瘍活性の増強

研究代表者：愛知医科大学内科学講座血液内科 研究員　ブ クワン ラム
研究協力者：愛知医科大学内科学講座血液内科 教　授　高　見　昭　良



－28－

が続く列の平均値  は、 p<0.05で有意義に異なりま

す。TPC（総フェノール含有量）、 GAE（没食子酸同

等物） DW（乾燥重量）、SM（総メタノール性抽出

物）、SH （ヘキサン抽出物）、SE（酢酸エチル抽出

物）、SB（ブタノール抽出物）、SW（水抽出物）、 

BHT（ブチル化ヒドロキシトルエン） など量が マイ

ナス で、 決まっていない。

最 高 の TPC（1.77mg GAE/g DW）は、SM 抽 出

物 に 見 ら れ ま す。SW サ ン プ ル は TPC が 0.84 

mgGAE/g DW で２位になり、続いて TPC がそれぞ

れ 0.18、0.09、0.06mg GAE/g DW の SB、SE、SH

フラクショナル抽出物になります。

DPPH 試 験 法 で は、SE 抽 出 物 は IC50値 は0.20 

mg/mL で最強抽出物である。SM、SH、SB、およ

び SW を含む残りの抽出物の IC50値は、それぞれ

0.79、0.82、2.43、15.20mg/mL で す。ポ ジ テ ィ

ブコントロールのBHTは、0.02mg/mLのIC50値で

DPPHに対して有意な清掃があります。   

ABTS 試験法では、抽出物の IC50値は0.39 mg/ 

mL（SE）か ら5.41 mg/mL（SW）の 範 囲 で す。

SM、SH、SB を 含 む 抽 出 物 の IC50は、そ れ ぞ れ

1.75、1.84、3.98、5.41 mg/mL で す。BHT の

IC50値は0.08mg/mLです。

インビトロ抗ラジカル試験法の結果に基づいて、

SE 抽出物は最も強い抑制性能力を示します。した

がって、このサンプルは、抗酸化および抗腫瘍特性

に関与する生物活性成分をさらに分離するために選

択されました。

2.2．生物活性成分の分離    

SE 抽出物（3.29g）をシリカゲル上のカラムクロ

マトグラフィーによって分画した。TLCの結果に基

づいて、F１～F20、F21～F37、F38～F59、およ

びF60~F139を含む同様のフラクションを組み合わ

せて、それぞれ SE1、SE2、SE3、および SE4とし

てエンコードされた合計４つのサンプルを取得しま

した（表２）。最高の収量はSE4（0.14 g、4.25％）

で見られ、次に SE2、SE3、SE1があり、それぞれ

0.07g（2.12 ％）、0.04g（1.21 ％）、0.01g

（0.30％）の収量です。

2.3．SE抽出物からの画分の抗酸化能力

DPPHラジカル捕捉の試験法の結果（図１）によ

ると、SE ４は DPPH ラジカルに対して最も強力な

捕捉能力を持ち、IC50値は0.05mg/mLであり、こ

れはポジティブコントロール BHT（IC50 = 0.02 

mg/mL）に近い値です。２番目に強い分画は SE3

（IC50 = 0.09mg/mL）で、次 に SE2（IC50 = 0.21 

mg/mL）が続きます。SE1は、IC50が1.30mg/mL

のDPPHラジカルを抑制する最も弱いサンプルです。

図１ ．SE 抽出物から分離された画分の抗ラジカル活性。 
列（同じ色）とそれに続く同様の文字（a、b、c、
d、e）で囲まれた値は、p<0.05でのごくわずかな
違いを示します。
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ABTS カチオン清掃の結果（図１）の場合、SE4

はフラクションの中でABTSカチオンに対して最も

強い清掃活性を示します（IC50=0.17mg/mL）。そ

の間、SE3、SE2、および SE1の IC50値は、それぞ

れ0.26、0.37、および1.55mg/mLです。

No. 抽　出 可動溶媒 名前 額（g） 収率（％）

1 F1-F20 C 100%; CM 0.1% SE1 0.01 0.3

2 F21-F37 C 100%; CM 0.1% SE2 0.07 2.12

3 F38-F59 CM 0.2% SE3 0.04 1.21

4 F60-F139 CM 0.2%; CM 0.5%; CM1% SE4 0.14 4.25

表２．SE抽出物のカラムクロマトグラフィープロセスと得られた分画の収量
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一般に、SE4は、DPPH および ABTS 試験法の両

方で最も強い抗酸化活性を示す画分です。

2.4．SE抽出物からの画分の抗腫瘍活性

SE抽出物からの画分の多発性骨髄腫（U266およ

び KMS11）および B 細胞リンパ腫（Mino）を含む

腫瘍細胞株に対するインビ トロ細胞毒性活性を表

３に IC50値として表しています。リンパ芽球様細

胞株LCLは、非癌性コントロールとしてテストされ

て い ま す。 さ ら に、ド キ ソ ル ビ シ ン は、LCL、

U266、KMS11、および Mino 細胞株に対してそれ

ぞ れ 5.56、0.13、0.46、3.09 µg/mL の IC50値 を

示す標準阻害剤として適用されています。

データは平均値 ± 標準偏差（SD）として表され

ます。それに異なる上付き文字（a、b、c、d、e）

が続く列の平均値  は、 p<0.05で有意義に異なり、

否定的な結果、無視できる影響です。

LCL の場合、SE1の効果はわずかです。 500 µg / 

mL の 濃 度 で は、LCL に 対 す る SE1の 阻 害 率 は

23.20％です。その間、SE2、SE3、SE4のサンプル

は、高濃度でLCL細胞の増殖を阻害し始めます（そ

れぞれIC50 = 398.58、324.40、205.42 µg / mL）。

U266の場合、U266細胞の拡大は、テストされ

たすべてのサンプルによって防止されています。あ

そこで、IC50値は87.86～383.25 µg/mL の範囲で

す。特に、SE３はU266細胞に対して最も強力な細

胞 毒 性 を 示 し（IC50 = 87.83 µg/mL）、次 に SE4

（IC50 = 112.93 µg/mL）が続きます。SE1および

SE2を含むフラクションは、平均レベルでの抑制を

示 し て い ま す（IC50 =353.55お よ び383.25µg/ 

mL）。

KMS11に対する試験された画分の細胞毒性効果

は、すべての画分が細胞増殖に対して有意な阻害を

示すことを示しています。その中で最も強い画分は

SE2（IC50 = 94.93µg/mL）です。SE1、SE3、およ

びSE4を含む残りのサンプルは、それぞれ179.04、

169.06、および152.91µg/mLのIC50値があるとそ

のわずかな違いがあります。

Mino 阻害試験法の場合、SE1はわずかな阻害を

示します（IC50 = 335.54 µg/mL）。それどころか、

他の画分はMino細胞の生存率に対して強い抑制を

持っています。特に、SE2が最も高い抑制を示しま

す（IC50 = 76.65 µg/mL）。SE3と SE4を含む次の

サンプルの IC50値は、それぞれ159.82と151.69 

µg/mLです。

さらに、血液がん細胞に対するすべての画分の用

量応答曲線を図２に示します。

サンプル
細胞毒性IC50 (µg/mL)

LCL U266 KMS11 Mino
SE１ ne 353.55 ± 9.82b 179.04 ± 35.26a 335.54 ± 11.12a

SE２ 398.58 ± 9.06a 383.25 ± 6.65a 94.93 ± 3.78b 76.65 ± 0.84c

SE３ 324.40 ± 11.67b 87.86 ± 4.52d 169.06 ± 11.54a 159.82 ± 5.24b

SE４ 205.42 ± 6.52c 112.93 ± 5.06c 152.91 ± 6.28a 151.69 ± 0.83b

表３．SE抽出物からの画分の細胞毒性活性
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図２では、SE1フラクションは62.5μ g/mL の濃

度から KMS11に対して抑制を始まります。ただ

し、500μg/ mLの濃度になるまで、LCLに対する

軽度の細胞毒性が記録されます。同様に、SE2は、

62.5μg/ mLの低濃度でMinoおよびKMS11に対し

て強力な抗腫瘍（最大50％の阻害）を示します。

SE2は、62.5～250μ g/mL から LCL の発生をわず

かに抑制します。500μ g/mL の濃度では、LCL の

強力な抑制が認められています。興味深いことに、

250μ g/mL 以降の濃度から、SE2の抗腫瘍活性は

わずかに増加しますが、LCLに対する毒性が観察さ

れ始めます。したがって、SE2の適切な濃度は250

μ g/mL を超えてはなりません。さらに、SE3は腫

瘍細胞株、特に U266に対して62.5μ g/mL で実質

的な抑制を発揮します。ただし、SE3は、250μg/ 

mL にて SE1と SE2よりも LCL に対して毒性が高い

（最大50％の抑制）と報告されています。SE4はま

た、腫瘍細胞株を62.5～125μg/mLから強力に阻
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害しましたが、この画分は125～250μ g/mL から

大幅に抑制していることが観察されています。特

に、SE3および SE4は、62.5～125μ g/mL の濃度

範囲で腫瘍細胞株を実質的に防止しますが、125μ

g/ mL以降、阻害効果はわずかに増加し、LCL細胞

毒性を引き起こし始めます。

2.5．SE抽出物からの画分のアポトーシス誘導活性

細胞毒性活性の結果から、SE2、SE3、および

SE4 画 分（125 µg / mL）を 選 択 し て、Mino、

U266、およびKMS11でアポトーシスを誘導する能

力を評価しました。 LCLはコントロールとして使用

されます。 培地に画分を加えてから24時間後、フ

ローサイトメーターで結果を調べます（図３）。

すべての画分が24時間後に3つの細胞株に対する

細胞アポトーシスの原因を示していることは明らか

です（図３）。LCL 細胞は、SE2、SE3、SE4画分の

影響を最も少ない受け、細胞アポトーシスの割合

は、それぞれ12.4％、17.5％、23.5％になってり

ます。

SE2を使用したテストを詳しく調べると、それぞ

れ36.6％と32.0％にて、Mino と U266に対してア

ポトーシスを誘導するという劇的な効果が示されま

す。SE3の場合には、Mino細胞はSE2と同様の反応

を示しますが、U266細胞は、53.0％までの増加の

この画分と驚くほど敏感です。

興味深いことに、SE4画分は、ミノ細胞に対する

影響が非常に少ないことを示しています。認識され

るアポトーシス細胞は22.0％のみであり、LCL細胞

の割合よりもさらに低くなっています。U266細胞

はSE4との強い反応を維持し、その間細胞の半分以

上がアポトーシスの過程にあります

2.6 ．LC-ESI-MS/MS による SE 抽出物からの活性画

分の植物化学成分の確認

LC-ESI-MS/MSの結果は、さまざまなグループに

属するテスト済みフラクションで合計26の暫定化

合物が検出されたことを示しています。最も豊富な

グループは、６つの化合物が検出されたイソフラボ

ンであり、３つの化合物が検出されたトリターペン

ズがそれに続きます。化合物の他のグループは、ケ

図２ ．LCL、U266、KMS11、および Mino 細胞株に対す
る細胞毒性活性についての SE 抽出物からの画分の
用量応答曲線。
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ト酸、ラクトン、エーテル、レゾルシノール、イン

ドール、リグナン、エステル、フラバノン、フラボ

ン、プテロカルパン、アミン、脂肪酸エステル、脂

肪アシル、トリテルペノイド、カルボキシイミド

酸、エルゴスタンステロイドとしてリストすること

ができます。詳細情報を表４に示します。

表４によると、SE1では、ケト酸、イソフラボ

ン、フラボン、プテロカルパン、脂肪酸エステル、

脂肪アシルを含む６つの化合物が同定されていま

す。 SE2では、７つの化合物が検出されています。

それらの中で、リグナンとイソフラボンは２つの検

出された化合物を持つ最も支配的なグループであ

り、他のグループはインドール、アミン、および脂

肪アシルを含みます。SE3の結果は、このフラク

ションが４つの同定された化合物を含むイソフラボ

ンに富んでいることを示しています。SE3で２番目

に豊富な化合物グループは、２つの化合物が検出さ

れたトリテルペンです。SE3の他の化合物は、ラク

トン、レゾルシノール、および脂肪アシルのグルー

プに分類されます。SE4の場合には、10グループに

属する合計12の化合物が検出されています。その

中で、イソフラボンとトリテルペンが最も豊富な化

合物です。他のグループには、エーテル、エステ

ル、フラバノン、アミン、脂肪アシル、トリテルペ

ノイド、カルボキシイミド酸、およびエルゴスタン

ステロイドが含まれます。

３．材　料
植物材料

C. speciosaの根は、ベトナムのバクジャン県のダ

ン山で収集されました。 サンプルの識別は、2019

年にAgricultural Genetics Instituteによって認証さ

れました。

細胞株

U266、KMS11、および Mino を含む細胞株は、

ATCC（Manassas、Virginia、USA）か ら 購 入 し ま

した。 ヒトB細胞由来のLCL細胞株は、ソンタシン

イチ博士（愛知県胎児生命科学センター）から寄贈

されました[2]。

４．結　論 
C. speciosaからの酢酸エチル抽出物のバイオガイ

図3．24時間後の LCL、Mino、と U266細胞株に対する SE2、SE3、SE4画分のアポトーシス誘導効果。

助成金対象研究報告④
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ド分画は、強力な抗酸化および抗腫瘍特性を備えた

有望な部分を効率的にもたらします。 得られた画分

のうち、SE4が最も顕著な抗酸化活性を示し、SE3

がそれに続いた。 加えて、すべての画分は潜在的な

細 胞 毒 性 を 示 し た。 注 目 す べ き こ と に、SE2、

SE3、お よ び SE4 は、テ ス ト さ れ た 癌 細 胞 株

U266、KMS11、および Mino で有意なアポトーシ

ス活性を示しました。 SE2、SE3、SE4、およびイソ

フラボン、トリテルペン、リグナンなどの主要な化

合物は、多発性骨髄腫およびマントル細胞リンパ腫

に対する天然ベースの抗がん剤を製造するための将

来的な供給を提供する可能性があります。 血液がん

の治療法の開発における製品の効率とバイオアベイ

ラビリティを確認するには、さらにinvivoおよび臨

床試験が不可欠です。

5．参考文献
1．Ding, P.; Qiu, J.; Ying, G.; Dai, L．Chemical 

constituents of Millettia speciosa．Chinese 

Herb．Med．2014, 6, 332–334.

２．Karnan, S.; Hanamura, I.; Ota, A.; Takasugi, S.; 

Nakamura, A. ;  Takahashi ,  M. ;  Uchino, K. ; 

Murakami, S.; Wahiduzzaman, M.; Vu, Q.L.; 

Rahman, M.L.; Hasan, M.N.; Hyodo, T.; Konishi, H.; 

Tsuzuki, S.; Yoshikawa, K.; Suzuki, S.; Ueda, R.; 

Ejiri, M.; Hosokawa, Y.; Takami, A．CD52 is a 

novel target for the treatment of FLT3-ITD-

mutated myeloid leukemia．Cell Death Discov．

2021, 7, 121.

表４．LC-ESI-MS/MS による C．speciosa の根の酢酸エチル抽出物からの活性画分の植物化学成分。

No． RT （分） 検出された
フラクション 名　　　　　前 前駆体

（m/z） 質量 構造式 分　類

1 4.34 SE1 4,6-Dioxoheptanoic acid 159.1 158.1 C7H10O4 Keto acids 
2 4.41 SE3 5-（1-Hydroxyethyl）oxolan-2-one 113.1 130.1 C6H10O3 Lactones
3 4.65 SE4 Tri（propylene glycol） methyl ether 207.2 206.2 C10H22O4 Ethers
4 4.69 SE3 5-（4-Hydroxypentyl）benzene-1,3-diol 197.1 196.1 C11H16O3 Resorcinols
5 4.78 SE2 Indole-7-carboxaldehyde 146.1 145.1 C9H7NO Indoles
6 5.16 SE4 Calycosin 285.1 284.1 C16H12O5 Isoflavones
7 5.22 SE2 Syringaresinol 401.2 418.2 C22H26O8 Lignans
8 5.24 SE3, SE4 Odoratin 315.1 314.1 C17H14O6 Isoflavones
9 5.33 SE2 Pinoresinol 341.1 358.1 C20H22O6 Lignans

10 5.43 SE3 Barpisoflavone A 301.1 300.1 C16H12O6 Isoflavones
11 5.64 SE4 Sebacic acid 185.1 202.1 C10H18O4 Esters
12 5.78 SE4 Liquiritigenin 257.1 256.1 C15H12O4 Flavanones
13 5.8 SE2, SE3 Pseudo-baptigenin 283.1 282.1 C16H10O5 Isoflavones

14 5.87 SE3 7-Hydroxy-3-（2-methoxyphenyl）
-4H-chromen-4-one 269.1 268.1 C16H12O4 Isoflavones

15 5.97 SE1, SE2 7-hydroxy-6,4′-dimethoxyisoflavone 299.1 298.1 C17H14O5 Isoflavones
16 6.14 SE1 Maackiain 285.1 284.1 C16H12O5 Flavones
17 6.25 SE1 （±）-Medicarpin 271.1 270.1 C16H14O4 Pterocarpans
18 6.51 SE2, SE4 2S-Amino-4E-pentadecene-1,3R-diol 258.3 257.3 C15H31NO2 Amines
19 6.6 SE1 Dimethyl azelate 217.1 216.1 C11H20O4 Fatty acid esters
20 7.48 SE4 9Z,11E,13E-Octadecatrienoic acid 279.2 278.2 C18H30O2 Fatty acyls
21 7.64 SE1, SE2, SE3 13-Keto-9Z,11E-octadecadienoic acid 295.2 294.2 C18H30O3 Fatty acyls
22 7.96 SE4  Friedelin 427.4 426.4 C30H50O Triterpenoids
23 8.18 SE4 Linoleoyl ethanolamide 324.3 323.3 C20H37NO2 Carboximidic acids
24 8.64 SE3, SE4 Bacosine 439.4 456.4 C30H48O3 Triterpenes
25 8.84 SE3, SE4 Betulin 425.4 442.4 C30H50O2 Triterpenes
26 8.89 SE4 Ergosterol peroxide 429.4 428.3 C28H44O3 Ergostane steroids
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研究・調査の目的　
炎症が発癌や癌の進行に関与することは広く知ら

れてきた。例えば、肝炎ウイルスによる慢性肝炎は

肝癌を発生しやすく、慢性膵炎は膵癌のリスクファ

クターとされ、慢性膵炎患者の発癌率は正常よりも

13～18倍高い。Farrow らが提唱した、炎症が癌 -

間質相互作用を介して発癌を誘導する「Landscape 

Theory」の概念では、炎症によって産生されるサ

イトカインが、炎症性転写因子NF-κBを活性化す

ることで発癌に関与するとされている（図１）。

NF-κBは消化器癌の悪性度を規定する転写因子の

ひとつである。我々は、膵癌細胞株のNF-κBの活

性を比較し、膵癌血管新生および肝転移能とNF-κ

B活性が相関していることを、世界に先駆けて報告

した。 以上より、NF- κ B は膵癌の治療標的になり

うると思われ、実際に我々は、 NF- κ B 阻害薬が膵

癌に対し有効な抗腫瘍効果をもつことを見出した。

しかしながら既存の NF- κ B 阻害薬は副作用が強

く、臨床応用に至っていない。そこで私たちは副作

用の少ない漢方薬に着目した。

東洋医学で使われる生薬の中には、高い抗炎症作

用を有する成分が含まれているものが存在する。

生薬 “ 馬栗（セイヨウトチノキ）” も、古くから

抗炎症作用や抗酸化作用を目的に使われてきたが、

その薬理学的なメカニズムの解明には至っていな

い。我々は、馬栗に含まれる成分のなかでもエスシ

ンに着目して研究を重ねてきた。エスシン（図２）

は分子量1131,26で馬栗の主要成分とされ、これ自

体による抗炎症性効果が報告されている。実際に

我々も、膵癌においてエスシンが炎症性転写因子で

あるNF-κB活性を低用量で抑制することを見出し

た（図３）。本研究では、今までの教室の研究成果

をふまえ、エスシンのNF-κB活性の抑制を介した

抗腫瘍メカニズムの解明を目的とした。

助成金対象研究報告⑤

〔助成金対象研究報告〕⑤
題目： 抗炎症作用を有する生薬｛馬栗（セイヨウトチノキ）｝

の抗腫瘍効果の検討
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方　法
⑴　細胞毒性の評価

エ ス シ ン の 膵 癌 細 胞 株 （AsPC-1、 SW 1990、 

BxPC-3） に対する効果をWST-1 アッセイで評価し

た。

各膵癌細胞株に対して、0~30 µM のエスシンを

投与し、72時間後にその細胞毒性を確認した。

⑵　NF-κBの評価

エスシンが膵癌細胞（AsPC-1、 SW 1990、 BxPC-

3）のNF-κB活性を抑制することを免疫染色、NF-

κ B -ELISA で確認した。予備実験では、エスシン

が一部の膵癌のNF-κB活性を抑制することを認め

ており、複数の膵癌細胞株で検討した。各細胞株に

対してエスシン（10µM）を２時間曝露させ、曝露

時間の最後15分間に TNF- α（５ng/ml）で刺激を

し、核内タンパクを抽出し、NF- κ B ELISA を行っ

た。また、同様の条件で BxPC-3を用いて NF- κ B

活性の変化に対するエスシンの作用（核内および細

胞質内）をwestern blottingで確認した。

 ⑶　ｍRNAの評価

血管新生因子である IL-8、 VEGF の各膵癌細胞株

（AsPC-1、 SW 1990、 BxPC-3）におけるｍRNAの発

現増加に対するエスシンの作用をRT-PCRで確認し

た。5％ FBS 含有培地で各膵癌細胞株にエスシン

（10 µM）を投与し、その１時間後にTNF-α（1ng/

ml）で15分間刺激をした。

⑷　タンパク産生の評価

膵癌由来の血管新生因子のうち、VEGF および

IL-8に着目し、ELISAで定量した。予備実験では、

膵癌に対してNF-κB阻害薬のMG132がVEGFおよ

び IL-8の産生を低下することを確認しており（図

4）、今 回 は10％ FBS 含 有 培 地 に お い て TNF- α

（1ng/ml）刺 激 下 に 各 膵 癌 細 胞 株（SW 1990、 

BxPC-3）にエスシンを投与し、48時間後にその上

清を用いてELISAを行った。 

⑸　血管新生の評価

従来のin vitro tube formation assayはon Matrigel

法がよく使われてきたが、我々は Bishop ET，et 

al. が提案した線維芽細胞（FB）と血管内皮細胞

（VEC）の 共 培 養 法 を さ ら に 改 良 し た tube 

formation assay で VEC の管腔形成を定量的に評価

した。 膵癌細胞株（BxPC-３、 SW1990）、10% FBS

を添加した培地にて37˚Cで一晩インキュベートし

た後に、エスシン（10 µM）を2％FBSに添加した

もの、または添加しないものと共に、さらに48時

間培養を行った。その後、細胞上清を回収し、マト

リゲル上で EA.hy 926細胞を混合培地（2% FBS 含

有培地と前述の上清）と共に16時間インキュベー

ト し、管 腔 形 成 を 促 し た。な お、2%FBS を 含 む

RPMI培地のみでインキュベートした細胞をコント

ロールとした。

結　果
⑴　エスシンは膵癌細胞株の増殖を有意に抑制する。

膵癌細胞（BxPC-3、AsPC-1、SW1990）をさま

ざまな濃度のエスシンと72時間インキュベートし

た後、WST-1アッセイを用いて増殖能を調べたとこ

ろ、すべての膵癌細胞株の増殖は10 µM 以上のエ

スシンにより有意に抑制された（図５A）。WST-1

アッセイの結果から半値阻害濃度（IC50）を算出

したところ、BxPC-3、AsPC-1、SW1990細胞では
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そ れ ぞ れ17.2、15.9、14.1 µM（図 ５B）で あ っ

た。エスシンによる細胞毒性の影響を避けるため、

以降の実験ではエスシンの濃度を IC50値未満に設

定した。

⑵ 　エスシンはTNF-αによるNF-κBの核内移行を

抑制する

免疫染色で、TNF-α単独で処理した細胞ではNF-

κBは核内に移動したが（図6）、エスシン処理した

細胞ではNF-κBは細胞質内にとどまった。次に、

核内に移行したNF-κBの活性をELISA法で測定し

た（図7）。その結果、エスシンは TNF- αによって

誘導される核内のNF-κBの活性を有意に低下させ

ることが示された。NF-κBの活性は、エスシンお

よびTNF-αの両方で処理した細胞では、未処理の

細胞と比較して高かったが、TNF-α刺激によるNF-

κBの活性化は、エスシンによる抑制の範囲を超え

ていたと考えられる。また、エスシンがNF-κBを

不活性化したという結果をさらに裏付けるために、

免疫染色でエスシンに対して最も感受性が高いと思

われたBxPC-3細胞を用いて細胞質および核におけ

るNF-κBおよびp- NF-κBのタンパク質発現量を

測定するためにウェスタンブロット分析を行った。

エスシンは、細胞質および核における総NF-κB お

よび p- NF-κBの両方の TNF-α誘発活性化を顕著

に減少させた（図８）。

⑶ 　エスシンは TNF- α誘導の IL-8および VEGF の

mRNA発現レベルを低下させる。　　　　

RT-qPCRにより、エスシン（10µM）は、膵癌細

胞において TNF- αによって誘導された IL-8および

VEGFのmRNA発現レベルを有意に低下させた（図

9）。

⑷ 　エスシンは膵癌細胞におけるIL-8とVEGFの産

生量を低下させる。

ELISAで、エスシン（10µM）はTNF-α誘導によ

る膵癌細胞のIL-8およびVEGFのタンパク産生を有

意に抑制した（図10）。また、これらのタンパク産

生をエスシンは用量依存的に抑制した（図11）。

助成金対象研究報告⑤
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IL-8産生の抑制に関しては、統計的に有意な差が認

められたが、エスシンによる SW1990細胞株の

TNF-α誘導IL-8産生の抑制は、VEGF産生の抑制と

比較して若干低いものであった。

⑸ 　エスシンはヒト内皮細胞の管腔形成能を低下さ

せる

最後に、ヒト内皮細胞における管腔形成に対する

エスシンの効果を測定した。管腔形成は、細胞を

IL-8およびVEGFと培養した場合に促進された（図

12）。また、管腔形成は、エスシン未処理の膵癌細

胞の上清と培養した場合にも促進された。しかし、

エスシンで処理した膵癌細胞の上清と培養すると、

管腔形成は著しく減少した（図13）。

考　察
膵癌は悪性度がもっとも高い固形癌の一つとさ

れ、化学療法や放射線療法を用いた集学的治療によ

り徐々にその予後は改善してきているが未だにその

５年生存率は20％に満たない。新規の治療薬の開

発は急務である。我々はこれまでに、NF-κBの活

性を抑制することにより、血管新生因子であるIL-8

やVEGFの産生が低下し、膵癌細胞の増殖抑制が実

現されうることを報告してきている。しかし、既存

のボルテゾミブなどのNF-κB阻害薬は臨床適応さ

れていない。そこで我々は、NF-κB抑制作用を持

つとされる天然化合物に着目した。本研究の目的

は、セイヨウトチノキから抽出した天然化合物であ

るエスシンが、NF-κBの活性化を阻害することに

よって膵癌細胞の血管新生を抑制するかどうかを明

らかにすることであった。エスシンとNF-κB活性

阻害によるVEGFやIL-8などの血管新生因子の産生

抑制を関連付けた報告はこれまでにない。本研究で

は、エスシンがIL-8とVEGFの産生を有意に抑制す

ることがわかったが、部分的な抑制である可能性は

ある。例えば AP-1を介した経路も IL-8を制御して

いるからである。しかし、今回の研究の結果からエ

スシンはいくつかのヒト膵癌細胞株において、細胞

増殖および NF- κ B 活性化を抑制し、VEGF および

IL-8の分泌を減少させることが示された。さらに、

エスシンは、膵癌細胞の培養上清によって誘導され

るヒト内皮細胞の管腔形成を抑制した。したがっ

て、この結果から、エスシンはNF-κBを不活性化

することにより、VEGF および IL-8産生を低下さ

せ、膵癌細胞による血管新生に影響を与えたと結論

づけることができると考える。低濃度のエスシンは

細胞の正常な増殖能に影響を与えなかったことか

ら、より安全で毒性の低い化合物である可能性があ

り、ゲムシタビンやS-1との併用などにより、その

抗癌作用を高めるような使用方法も考慮されると思

われる。このように、エスシンは膵癌の有効な治療

薬として重要な役割を果たすことが期待されるが、

臨床応用するためには、in vivo 実験などさらなる

検討が必要であり、ヌードマウスを用いた動物実験

を今後行っていく方針である。


