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目　　　　　的

近年､アトピー性皮膚炎をはじめスギ花粉症､気管支嶋

息などのアレルギー性疾患が急増し､社会的にも大きな問

題となっている｡アレルギー性疾患が発症するには幾つか

の機序が考えられているが､その多くはⅠ型と呼ばれるも

ので､肥満細胞からヒスタミンなどのケミカルメディエー

ターが遊離されることにより症状が現れることが明らかに

されている1)｡　そこで､アレルギー性疾患を予防･治療す

る一つの有効な方法として､肥満細胞からヒスタミンの遊

離を抑制することが考えられ､さまざまな抗アレルギー薬

が開発されている｡

一方､植物性生薬の中には抗アレルギー作用を有するも

のがあり､その代表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黄今(コガネバナの根)が

知られている2-3)｡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)やトラニラストナな

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4)｡

北海道は亜寒帯気候に属しているため植生が本州とは異

なっており､また植物の宝庫でもある｡そのため､新たに

薬理活性を有する植物が発見できる可能性が高いと考えら

れ､これまで北海道産植物についてさまざまな調査が行わ

れてきた5-6)｡

そこで今回筆者らは､北海道に自生する北方系薬用植物

の薬理･免疫学的研究の一環として､道内で採取した48科

171種(204部位)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｡

方　　　　　法

1.植物試料

1995年5月1日から11月6日まで､札幌市､小樽市､千

歳市､名寄市､当別町､浦臼町､白老町,古平町､積丹町､

幌加内町において48科171種の植物を採取後､一部について

は部位別に分け204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を剪定バサミで適当な大きさに切った後､

70%アセトン約100mlを加え､一晩放置した｡濾過後､濾液

を減圧下で濃縮し､粗抽出物を得た｡得られた粗抽出物を

乾燥し､ジメチルスルホキシド(DMSO)を加え10mg/ml

の試験溶液を調製した｡

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㈱製生化学用を使用した｡有機溶媒等他の試薬は､和光

純薬工業㈱製およびナカライテスク㈱製の特級試薬を用い

た｡また､蛍光強度測定には日立F-2000型分光蛍光光度計

を用いた｡

4.肥満細胞の調製

体重250-400g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

クレブスリンガ一等張バッファー液(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

遠心分離を繰り返した後､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｡肥満細胞の一定量を同

量の0.5%トルイジンブルー含有生理食塩水と混和し､トー

マ氏血球計算盤で肥満細胞数を計測した｡



表1　北海道産植物のヒスタミン遊離抑制試験結果







5.ヒスタミン遊離抑制率の測定法

測定は久保らの方法7)を改変して行った｡

即ち､試験管(13×100mm)にKBBSをとり､試験溶液5

μl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0.5ml

を加え､ 37℃､ 15分間振とうした後､ Compound48/80溶

液(0.1mg/ml生理食塩液) 10μlを添加し､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｡その上活0.8mlを10mlのネジ栓付試験管に

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を加えて振とうし､ヒスタミン

をD-ブタノール層に抽出した｡そのD-ブタノール層1.6mlを

ネジ栓付試験管にとり､n-ヘキサン2ml､0. 1M塩酸1.25m l

を加えて振とうし､ヒスタミンを逆抽出した｡その後､0.1

M塩酸層1.0m lを試験管にとり､氷水中で､ 1 M水酸化ナト

リウム溶液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クエン酸溶液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

北海道産植物から抽出したエキス204試料について､50μ

g/mlの濃度におけるヒスタミン遊離抑制率を表1に/示した｡

抑制率が30%未満のものは抑制効果なし(-)と判定し､30

%以上のものは抑制効果あり(+)とした｡さらに50%以

上の抑制率を示したものは特に強い抑制効果ありと判定し

て､その抑制率を表中に示した｡

今回のスクリーニングテストでは48科204試料の植物エキ

スのうち､50%以上の抑制効果が認められたものは8科17

種であった｡特に､アカバナ科のアレチマツヨイグサが83

%､タデ科のミズヒキが91%､バラ科のキンミズヒキが85

%､ナガボノシロワレモコウが99% と非常に高い抑制活性

を示した｡科別でみると､バラ科が4種､アカバナ科,タ

デ科が3種,イチヤクソウ科､フウロソウ科が2種､スイ

レン科､ユキノシタ科およびユリ科が1種であり､高いヒ

スタミン遊離抑制活性の認められた植物はこれら特定の科

に集中していた｡

また､バラ科については採取した5種の植物のうち4種

に50%以上の抑制活性が認められた｡アカバナ科について

は3種中3種に､またイチヤクソウ科およびフウロソウ科

については2種中2種ともに50% 以上の活性が認められ､

タデ科(15種中3種にヒスタミン遊離抑制活性)､ユリ科

(12種中1種)を例外として､活性の認められた植物と同じ

科の植物は非常に高い確率で活性が認められる傾向があっ

た｡これらのことより､活性の認められた植物には､それ

ぞれが独白の活性物質を含有している可能性のほかに､科

ごとの植物に共通する活性物質を含有している可能性も考

えられた｡

今後はヒスタミン遊離抑制活性の高かった植物について､

分画を進め､活性成分の単雛を行う予定である｡また､作

用機序についても検討を加えたい｡



要　　　　　約

薬理活性を有する新たな北海道産植物の探索を目的に､

48科171種(204試料)の植物エキスについて､ラット腹腔

より調製した肥満細胞を用い､そのヒスタミン遊離抑制活

性をスクリーニングした｡

脱糊粒誘発剤としてCompound48/80を用い､エキス濃

度50μ l/ml で検討した｡

50% 以上の抑制活性を示した植物エキスは8科17種で､

そのうちアカバナ科のアレチマツヨイグサ､タデ科のミズ

ヒキ､バラ科のナガボノシロワレモコウ､キンミズヒキに

非常に高い活性が認められた｡

また､アカバナ科､イチヤクソウ科,バラ榊,フウロソ

ウ科の植物は採取したほぼ全ての試料に高い活性が認めら

れた｡

本報告は､北海道立衛生研究所において平成7年度より

開始された｢健康科学プロジェクト研究｣の一環として行

われたことを付記する｡
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英　文　要　約

To search for the plants with biological activity in

Hokkaido, we carried out a screening test for the inhibi-

tory effect of plant extracts (204 samples) on histamine

release from rat peritoneal mast cells m vitro.

The histamine release wasinduced by Compound 48/

80 and the all extracts were assayed at a concentration

of 50μg/ml.

The results indicated that seventeen plant extracts

were found to inhibit the histamine release at higher

rates than 50 per cents. Particularly, a highly inhibitory

effect was observed in the extracts of Oenothera bienms

L. (Onagraceae), Antenoron hhforme (Polygonaceae),

Sanguisorba tenuifoliavar. alba and Agrimonia pilosa

var. japomca (Rosaceae).

All plant extracts of Onagraceae, Pyrolaceae, Rosaceae

and Geraniaceae almost showed a highly inhibitory ef-

feet on the histamine release.

Key words: histamine release; mast cell;inhibitory

effect; plant extract; Hokkaido


