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目　　　　　的

ヒスタミンは､生体内において肥満細胞より放出され､

アレルギー反応や炎症反応を引き起こすケミカルメデイエー

ターのひとつとしてよく知られており1)､ラットの肥滴細

胞を用いるヒスタミンの遊離抑制試験は､抗アレルギー物

質探索の一次スクリーニングとしてよく行われている2,3)

抗アレルギー作用を有する植物の代表例として､フラボ

ノイドの一種であるバイカレイン等を主成分として含むコ

ガネバナの根(生薬名:黄今)が挙げられ､これはⅠ型

(即時型)アレルギー反応を抑制することで知られてい

る4,5)｡

また､代表的な抗アレルギー薬であるクロモグリク酸ナ

トリウム(DSCG)やトラニラストなどは､植物成分がヒ

ントとなって開発されたといわれている6)｡

そこで､著者らは今回､アイヌ民族により伝承されてき

た薬用植物および食用植物を現代の生活に生かすための調

査研究7,8)の一環として､北海道内で採取した47種(88試

料)の植物から調製したエキスについて､ラット腹腔より

調製した肥満細胞を用いてヒスタミン遊離抑制作用を検討

したので､その結果について報告する｡

方　　　　　法

1.植物試料

1994年8月8日から10月24日まで､白老町および札幌市に

おいて27科44種の植物を採取後､一部については部位別に

わけ75試料とした｡他に､ (財)アイヌ民族博物館保存の11

科13種の乾燥品を入手し､試料とした｡

2. エキスおよび試験溶液の調製法

生試料約10g　乾燥品は約5g)を細切し､ 70%アセトン

約100mlを加え､室温に一晩放置した｡膿過後､濾液を減

圧下で濃縮し､租抽出物を得た｡租抽出物約20mgを精秤し､

ジメチルスルホキシド(DMSO)で10,000ppm 溶液となる

ように調製したものを試験溶液とした｡

3. 試薬および使用機器

Compound48/80 (C-4257)､ BSA (A-3350)はシグマ

社製を､ o-フタルアルデヒド(167-09263)は和光純薬工

業 ㈱ 製生化学用を使周した｡有機溶媒等他の試薬は､

和光純薬工業 ㈱ およびナカライテスク ㈱ )の特級試

薬を用いた｡また､分光蛍光光度計は日立F-3000型を用

いた｡

4.肥満細胞の調製

体重250-350gのWistar系雄性ラットを､エーテルで

軽麻酔下､断頭放血し､開腹後､腹腔内に20mlの0.1%

BSA含有クレブスリンガー等張バッファー液(KRBS)を

注入し､ 2回腹腔のマッサージを行い､肥満細胞懸濁液を

採取した｡これを4℃､ 250×g ､ 5分間遠心分離を行い､

肥満細胞を集めた｡肥満細胞にさらに2回､ KRBSを加え

て､浮遊と遠心分離をくりかえした後､肥満細胞を集め､

KRBSで10mlにメスアップし肥満細胞液とした｡肥満細胞

液の一定量を同量の0.5%トルイジンブルー含有生理食塩

液と混和し､トーマ氏血球計算盤で肥満細胞数を計測した｡

5.ヒスタミン遊離抑制率の測定法

測定は久保らの方法9)を改変して行った｡



表1アイヌ民族の薬用および食用植物のヒスタミン遊離抑制作用試験結果



即ち､試験管(13×100mm)にKRBSをとり､試験溶液

5μlを添加して､ 0.49mlとした｡その後､あらかじめ0･5

-1.0×105個/mlとなるように調製した肥満細胞浮遊液を

0.5ml加えて37℃､ 15分間振とうしたのち､ Compound48/

80溶液(0.1mg/ml生理食塩液)を10μl添加し､ヒスタミ

ンを遊離させた｡  37℃､ 15分間振とう後､試験管を氷水中

に移してヒスタミンの放出を停止させ､ 4℃､ 800×g､ 10

分間遠心分離を行った｡その上清0.8mlを10mlのネジロ試

験管にとり､塩化ナトリウム0.3g､ 5M水酸化ナトリウム

溶液0.05ml､  n-ブタノール2mlを加えて振とう抽出し､ヒ

スタミンを n-ブタノール層に抽出した｡その n-ブタノー

ル層1.6mlをネジ日試験管にとり､  n-ヘキサン2ml ､ 0.1M

塩酸1.25mlを加えて振とうし､ヒスタミンを逆紬1日/た｡

その後､ 0.1M塩酸層1.0mlを試験管に取り､氷水中で､ 1



M水酸化ナトリウム0.2ml､o-フタルアルデヒドメタノー

ル溶液(10mg/ml) 50μ lを加えて混和し､ 45分間氷水中で

反応させた｡その後､ 2Mクエン酸0.1mlを添加して反応

を停止させ､反応液を室温まで戻した後､分光蛍光光度計

で励起波長360nm､蛍光波長450nmにて蛍光強度を測定した｡

このほかにDMSOのみ添加し同様に操作したものをコン

トロールとして､エキス溶液のヒスタミン遊離抑制率を算

出した｡

結果および考察

アイヌ民族が伝統的に薬用あるいは食用として利用して

きた植物29科47種(88試料)､およびそのエキス50μg/ml

の濃度におけるヒスタミン遊離抑制率を衣1に示した｡ 20

%以上の抑制率を示したものを抑制効果有りと判定し､そ

の値を表中に示した｡

表に示したように､ 88種類の植物エキス中､ ヒスタミン

の遊離を20%以上抑制したものは13種類であった｡今回の

スクリーニングテストでは､クリ(枝､果実乾燥品:ブ

ナ科)､ハマナス(枝:バラ科)､ヤマブドウ(蔓:ブドウ

料)およびオオヨモギ(若葉乾燥品:キク科)が50%以

上の高い遊離抑制率を示した｡一方､サトイモ科､ユリ科､

モクレン科､セリ科等には､ 20%以上の遊離抑制率を示す

柄物は認めら朮なかった｡

今回の実験で強い活性を示した植物のうち､アイヌ民族

は多くの植物を薬用としており､クリの魅を咳止めに､果

皮を痔疾に用い､また､ハマナスのつぼみを下痢止め､疲

労回復に用いていた10)｡

植物成分で､ヒスタミンの遊離抑制作用を有する代表的

なものに､すでに述べたバイカレイン(シソ科コガネバナ

含有成分)がある｡また､カフェオイルキナ酸= (キク科

オオヨモギ含有成分)､ヘスペリジン3)  (ミカン科ウンシュ

ミカン含有成分)などが､さらに､シュウジヤノサイド

D1 (ウコギ科エゾウコギ含有成分)という上りテルペノ

イドがIgE抗体による肥満細胞よりのヒスタミン遊離を非

常に強く抑制し､その値は現在抗アレルギー薬として繁用

されているDSCGの450倍の抑制を示した他､多数の報告

がある12)

今回のスクリーニングテストの結果からは､どのような

成分がヒスタミンの遊離抑制に寄与しているか不明である｡

今後は､今回の結果をもとに､高い抑制値を示したエキ

スを中心に分画を進めたい｡

要　　　　　約

アイヌ民族が薬用あるいは食用に用いた北海道産の植物

エキス88種類について､ラット腹腔より調製した肥満細胞

を用い､そのヒスタミン遊離抑制作用をスクリーニングした｡

ヒスタミンはCompound48/80で遊離させ､エキス濃度

は50μg/mlで検討した｡

その結果､ 13種類の植物エキスが20%以上の活性値を示

した｡

活性を示した植物のうち､クリ(枝､果実､ブナ科)､

ハマナス(枝､バラ科)､ヤマブドウ(蔓､ブドウ科)お

よびオオヨモギ(若葉､キク科)のエキスに特に､高い抑

制活性を認めた｡

終りに臨み､本報告は厚生省地域保健推進特別事業の一

環として行われたことを付記し､試料採取にご協力頂いた

(財)アイヌ民族博物館および白老町の関係各位に深謝いた

します｡
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英　文　要　約

We carried out a screening test for the inhibitory effect

of wild plants extracts on histamine release from rat

peritoneal mast cells in vitro.

Eighty eight extracts were prepared from the medici-

nal and edible plants which were traditionally used by

the Ainu people in Hokkaido.

The histamine release was induced by compound 48/80

and the all extracts were assayed at 50 μg/ml.

The results indicates thirteen plant extracts were

found to inhibit the histamine release at higher rates



than 20 per cents.

Particularly, strong inhibitory effects were observed in

the extracts of Castanea crenata (stem, fruit; Fagaceae),

Rosa rugosa (stem ; Rosaceae), Vitis coignetiae (vine ;

Vitaceae) and Artemisia montana (young leaf ; Com-

positae).

Key words: Ainu people; histamine release; medicinal

plants; edible plants; Hokkaido


