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最近、近畿大学東洋医学研究所、有地 ら
2)は

、

副腎皮質ホルモン剤 (glucOCOrticoids,以 下 GC

剤)を投与 している患者に柴胡 (ミ シマサイコ

B″ダタ″r″初ル″σ″″″L.の根を乾燥 したもの )

を主薬とするいわゆる柴胡剤 (小柴胡湯、大柴

胡湯をはじめとする7処方)を併用して、GC剤

による副作用症状の軽減化およびGC剤か らの

離脱に成功 している。このことは副作用発症に

悩む GC剤の現状を考えた場合、きわめて有益

な知見と思われる。

筆者 らは、有地ら
2)が

用いた柴胡剤の処方検

討を行ない、柴胡、甘車 (ナ ンキンカンゾウ

C″ Jσノ″r乃ガzα gどαう″α Lavar,g″α″あ″えだ夕″α Regal

et Herderの 根およびス トロンを乾燥 したもの)

以外に人参 (オ タネニンジン、物物打 gガ %s夕管

C,A.Meyerの根を乾燥 したもの)が 7処方中

柴胡サポエンおよびグリチルリチンとの比較

ギ
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4処方に配合されていること、および柴胡、甘

草と同様に、人参にもサポニン(ginsenOsides)

が含有されていることに注目し、柴胡剤の GC

剤による副作用の抑制作用は、有地ら
2)の

指摘

している柴胡サポエン(SaikO Saponins)、 また、

熊谷 ら
3,4)に

よってるC剤による副作用の抑制

作用が報告されている甘草の主サポニンである

グリチルリチン (glycyrrhizin)以 外に、人参サポ

ニンにもその可能性があるのではないかと考え

た。

筆者 らは、上記の推定を動物実験的に証明す

ることを意図として、種々の実験を行ない興味

ある成績を得ることができたので、ここではGC

剤の副作用について概説するとともに、
t片

側副

腎摘出ラットにおいて、人参サポニンが GC剤

の副作用に直結 した諸作用に対して、いかなる

作用を有 しているかを経口投与実験により検討

した筆者らの成績1)を紹介する。
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l GC剤 の副作用

GC剤は、副腎機能不全患者の補充療法に用

いられるのみならず、抗炎症、抗アレルギー、

抗ショックなどの優れた薬理作用に基づいて、

広 く臨床の場で繁用されている
5)。

〔表 1〕 に代

表的な適応症を示す。

このように、GC剤は現代医療において必要

不可欠な医薬品としてその評価が確立されてい

る。 しかしながら治療効果を得るためには、比

較的大量をしかも長期間にわたり投与すること

が多 く、GC剤本来の持 っている内分泌・代謝

作用などの生理作用に基づ く何 らかの副作用が

認められるのが常ネある.6ち GC剤の副作用は、

大別すると〔表2〕
。)に示すように、頻度は低い

が時に致命的な結果を招来するため症状発現後

には積極的な治療を必要とするmajor side effect

と、頻度は高いが比較的軽症な minOr side effect

がある。

このような GC剤の副作用に対 し、予防のた

めにどのような薬剤が使われているかを調べた

興味あるデータ 〔表 3〕 が矢野
7)に よって発表

されている。それによると、グリチルリチンを

除き、いずれも対症療法用の薬物に限られてお

り、 GC剤の有用性と副作用の頻度を考えた場

合、 GC剤の副作用を抑制する薬剤がいかに必

要とされているかは、この事実からも充分に理

解できるものである。

表 1 糖質コルチコイ ドの作用

〔細胞 レベル〕

DNA合成の抑待J

RNA合成の促進あるいは抑制

蛋白合成の促進あるいは抑制

糖新生、糖代謝に関する酵素の誘導

カテコールアミン合成に関する酵素の誘導

“permissive effect"(許 容作用)

脂肪の合成あるいは分解の促進

リソソームの安定化

膜の透過性の変化

ミトコンドリアの酸素消費、 リン酸化の抑制

ミトコンドリアの融合の促進

血中キニン類の活性化の抑制

リンパ細胞、胸腺細胞の崩壊

培養細胞の分化の促進

〔個体 レベル〕

抗炎症作用

抗体産生およびアレルギー反応の抑待」

血管収縮

血液成分の変化 (リ ンパ球、好酸球、好塩基

細胞の減少、血小板、ヘモグロビンの増加)

水代謝の変動

抗発熱作用

抗ショック作用

成長抑制

脳波および情感に対する作用

大脳水腫発生の抑制

傷治癒の遅延

胃液分泌の促進

他のホルモン分泌に対する作用

腫瘍ウイルスの誘導
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表 2 副腎ステロイ ドの副作用

A.Major side effect               興奮、不眠、頭痛、不安感

1.感 染 症               6.水 電解質代謝障害

2.消化性潰瘍                 浮腫、ナ トリウムの貯溜、カリウム

3.精 神 病   
｀
             の喪失

4`糖 尿 病               7.脂 質代謝障害

5,骨 多 孔 症                 満月様顔貌、皮下脂肪沈着、肝機能

6.副腎皮質不全              ,障 害         
つ

B.Minor side effect               8.尿  変 化

1.消化器症状                 多尿、頻尿、尿糖

食欲克進、食欲不振、胃部不快感、    9.出 血 傾 向

腹痛、悪心、嘔吐              皮膚粘膜の出血、血尿、性器出血

2.皮 膚 症 状            10.疼   痛

痙磨、発汗異常、多毛、色素沈着、      関節痛、腰痛、筋肉痛

皮膚線条               11.そ  の 他

3.循環器症状                 倦怠感、易疲労感、月経異常、体重

血圧上昇、心摩克進             増加、発熱、筋萎縮、末梢神経炎、

4.塞 栓 症 状               性欲減退、白内障、緑内障、末梢血

血栓性静脈炎                液変動

5.精神神経症状

(文献6)ょ り引用 )

表 3 副腎皮質ホルモン剤の副作

用予防のために使用されて

いる薬剤

昭和49年 6月 、大阪内分泌同好会アンケート

より (18機 関、45名 )(文 献7)ょ り引用)

r
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2 人参サポエンの作用   ヽ

漢方薬は、煎剤、散剤、丸剤など剤型は異な

るものの、通常は服用されている。したがって、

その構成生薬の成分の有効性を検討するには、

動物実験においても、経回投与法を用いるのが

妥当であると考えられる。

そこで、筆者 らは SD系の雄性ラットに、常

法の右側副腎摘出術を施 し、その後かられる残

存左側副腎の代償性肥大 (COmpensatory adre―

nal hypertrophy)を GC剤 の一種である酢酸コ

ルチゾン (cortisone acetate)で 抑制 した場合、

経日投与 した人参サポニンがいかなる作用を及

制   酸   剤  1  28
抗 生 物 質 123
ACTH       1  15

ビ タ ミ ン 112

グ リ チ ル リ チ ン  1 9

蛋白同化ステロイ ド  1  2

修09)



表 4 検体投与スケジュール

名群
7日 間の投与内容

a)

(後肢筋肉内投与)十 (経口投与 )

I正  常

工 酢酸 コルチゾン (CS)

皿 人参サポニン (GS)

IV 柴胡サポエ ン (SS)

V グ リテル リチ ン (GL)

VI CSttGS

WII  CSttSS

Ⅷ  CSttGL

0.9%生理食塩液十蒸留水

酢酸コルチゾン 十蒸留水

0.9%生理食塩液十人参サポエン

0.9%生理食塩液十柴胡サポニン

0.9%生理食塩液十グリチル リチン

酢酸コルチゾン 十人参サポエン

酢酸コルチゾン 十柴胡サポニン

酢酸コルチゾン 十グリテル リチン
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ぼすかを喚討した。なお、対照薬には、前述の

グリチル リチン、柴胡サポエンを用いた。

実験方法の概略を〔表 4〕 に示 した。すなわち、

体重 150～ 160gの ラットに、ペントバルビタ

ール麻酔 (30 mg/kg,腹 腔内投与)R右 側副

腎摘出術を施 し、手術より回復 した動物を 1群

7匹 として、当日より〔表 4〕 の投与スケジュー

ルで各検体を 7日 間連続投与 し、 8日 目に動物

を麻酔下、放血致死させ、以下の検査を行なっ

た。なお、このような実験では、ス トレスの影

響が大きいので、正常群でも、検体投与群と同

様の注射によるス トレスを 0。 9%生理食塩液投

与を行なうことによって与えた。また、検体投

与時刻は毎日一定時刻 (12:00～ 13:00)と し、

動物飼育室の騒音、照明、温度などをできるだ

け一定条件となるよう細心の注意を払って実験

を行なった。

2.1 サポエン調製法

実験に使用 した人参サポエンおよび柴胡サポ

ニンは、以下に記す林 ら
8)の

方法で調製 し、グ

a)炉調達室i CS… ……10 mg/kg/日 、 GS、  SS、 GL………200 mg/kg/日

0。 9%生理食塩液…… lmと /kg/日 )蒸留水…… 5mと /kg/日

リチル リチンは市販製剤用の製品を用いた。

人参サポエンおよび柴胡サポニンの調製法は、

化学的調製法
9)が ほぼ確立されており筆者 らも

当初そのような方法で調製 していたが、林ら
8)

の見い出した合成吸着樹脂を用いる方法が、大

量を扱うには簡便で、効率も良いことを知った

ので以後は本法によった。すなわち、人参サポ

ニンを例にとると、日韓高麗人参株式会社より

提供を受けた大韓民国専売庁製造の高麗紅参粉

2 kgに 10ι の99%メ タノールを力日え、60° Cで

1時間加熱抽出し、この操作を 3回行ない、集

めた力液を 60° C以下の温度で減圧濃縮を行な

い、蒸発残留物 48gを得、これを20%メ タノー

ル水溶液 100m開こ溶解 し、内径 10 cmの 吸着樹

】旨カラム (servachrOm XAD type2樹 1旨 500mと

を水 7と に分散させて調製したもの)に、流速 20

mと /分で流 し、サポニン類を吸着させ、ついで、

流下液の着色がなくなるまで、水洗を行なった

後、99%メ タノールを流下速度 10mみ /分で流 し、

サポニンの溶離を行なった。溶離の完了を薄層

クロマ トグラフィーで確認後、溶離液を 60° C

修10)



以下で蒸発乾固 し、さらに残留物をデシケータ

ー中で乾燥 して、黄褐白色の人参サポエン35g

を得た。なお柴胡サポエンは該当生薬について

上記の方法を準用 した。

2.2 投与量の選定

酢酸コルチゾンの投与量を定めるため、右側

副腎摘出ラットに、 5、 10、 20 mg/kgの 用量を、

後肢筋肉内に 7日 間連続投与する予備試験を行

ない、同容量の 0.9%生理食塩液投与の対照群

に比べ、副腎重量、胸腺重量が有意に減少 し、

体重に有意の変化のない10 mg/kgを実験に用い

る用量とした。また、人参サポエンなどの検体

は、Kumagaiら 3,4)の グリテルリチンに関する

報告を参考にして、200 mg/kgを 7日 間経回投

与することとした。

f
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2.3 体重に対する作用

各検体投与群の 8日 間における平均体重増加

量を比較 してみると、酢酸コルチゾ/単独投与

群では 27.5± 5。 14gと E常群 (32.8± 4,37蒼 )

に比べ、若干低い傾向が認められたが、有意差

はなかった。また人参サポエン、柴胡サポエン、

グリテル リチン各単独投与群およびこれらと酢

酸コルチゾンとの各併用群とも、正常群との間

に有意な体重変化は認められなかった。

なお、各検体投与群の肝臓、心臓および腎臓

重量を測定 した結果を〔表 5〕 に示 した。正常群

と酢酸コルチゾン単独投与群との間‐に、各臓器

の相対重量 (体重 100gあ たりの臓器重量)に

も差は認められなかった。また、人参サポエン、

柴胡サポエンおよびグリチル リチンの各単独投

与群ないし、酢酸コルチゾンとの併用群でも、

正常群ないし酢酸コルチゾン単独投与群との間

に差は認められなかった。

表 5 人参サポエンなどのラッ ト相対
―
臓器重量に及ぼす影響

名群

相対臓器重量 (g/材ミ[轟 100g)a)

臓 左   腎 右 腎′苫臓月干

I正  常

正 酢酸 コルチゾン (CS)

Ⅲ 人参サポニ ン (GS)

IV 柴胡サポエ ン (SS)

V グ リチル リチ ン (GL)

VI CSttGS

WII CSttSS

Mll CSttGL

4.15± 0.076

4,26± 0.073

4.13± 0.073

3,83± 0,096

4.20=と 0.064

4.30こと0.050

4,25± 0。 032

4.19± 0.103

0。 306± 0,007

0。 328± 0.012

0。 305=LO.009

0。 336± 0.010

0。 356± 0.003

0.347=上 0.006

0。 345=LO.004

0.339± 0.009

0.374こと0,006

0。 411± 0.008

0。 395± 0.012

0。 392± 0.016

0。 411± 0.006

0,394=上 0.003

0.415± 0.014

0.391± 0,011

0。 381=と 0,008

0。 410± 0.015

0。 384こと0.004

0.385圭 o.o20

0。 408± 0.006

0。 414± 0。 006

0。 389=Lo,o13

0,389こと0.016

a)平均値士標準偏差 (■ =7)
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2.4 副腎重量に対する作用

糖質コルチコイ ドの分泌は、下垂体前葉から

分泌される ACTHに より調節されている。こ

の経路は下垂体―副腎皮質系と呼ばれ、血中の

糖質コルチコイ ド濃度が上昇すると、negative

feedback機構により ACTHの分泌も減少する。

この際、
｀
GC剤を長期にわたって投与すると、

ときわめて低い値、すなわち、副腎の萎縮が見

られたもラットでの副腎萎縮は、 GC剤の臨床

での副作用である副腎不全および離脱 (困難)

症候群と密接な関係にあり、これに対 し、人参

サポニン、柴胡サポエンおよびグリチルリチン

の各併用群では、いずれも酢酸コルチゾン単独

群より高い増加率を示し、これら三者に QC剤

による副作用の抑制作用の可能性が示唆された。

一方、人参サポエンおよびグリチルリチン単独

投与群では正常群 (73.5± 6.32%)と の間に、

増加率に差が認められなかったが、柴胡サポニ

ン単独投与群では93.0± 5,02%と 高い増加率を

示した。これらの成績は、柴胡サポエンのみが

negative feedback機 構によって糖質コルチコ

イドの濃度が低下 し、これとともに副腎の萎縮

(atrophy)が 見られる。

筆者 らの実験でも、副腎重量の増加率(%)を

(左側副腎重量―右側副腎重量)■ 右側副腎重量

×100で求めてみると、(図 1)に示 したように、

酢酸コルチゾン単独投与群では 14.9± 1.53%

副腎に stressorと して作用 していることを示 し

ており、日合 ら10)の
柴胡サポニンによるラッ

ト血清中のコルチコステロン上昇作用の報告と

も一致するものである。柴胡サポエンに比 し、

人参サポエンとグリチル リチンは単独では副腎

重量を増加させなかったことより、両者は酢酸

コルチゾンの代謝を促進 したり、酢酸コルチゾ

ンの作用の場で結抗作用を有 している可能性が

考えられる。なお、酢酸コルチゾンの作用の場

としては、抗炎症作用の場 も考えられるが、グ

リテル リチンでは、酢酸コルチゾンの抗炎症作

用にむしろ協力的な作用を示すことが知られて

いる3,4)こ
とょり、酢酸コルチゾンがnegative

<群名>
I正  常

正 酢酸 コルチゾン (CS)

皿 人参サポエ ン (GS)

IV 柴胡サポニ ン(SS)

V グ リテル リチ ン(GL)
VE CSttGS

■ヽ CSttSS

Ⅷ  CS+GL  ざ

75         1000         25         50

増 加 率 (%)a)

図 1 人参サポエンなどのラット片側副腎摘出後における残存副腎の代償性肥大に及ぼす影響
a)平均値土標準偏差 (■ =7)

Il  .I, ***夕 <o.o01 vs..I, **夕 <0.001 vs.
*少 <0.05 vs

修12)



島edbackを行なう経路での作用の場における措

抗のほうがより可能性が大きいものと思われる。

また日合 ら
11'12)は

、人参サポエンがラット

腹腔内投与時、血清中のACTHおよびコルチコ

ステロン (ラ ットでの主糖質コルチコイ ド)の

濃度が上昇することを報告 しているが、筆者 ら

の実験で、人参サポニンが単独で副腎を肥大さ

せなかったことより、人参サポエンの作用は、

下垂体一副腎皮質系への刺激作用よりも、酢酸

コルチゾンの同系に対する negative feedback

<群名>
I正  常

正 酢酸 コルチゾン (CS)

皿 人参サポエ ン (GS)

IV 柴胡サポエ ン(SS)

V グ リチル リチ ン(GL)

Ⅵ  CSttGS
WII  CSttSS

ull csttGL

a)平均値土標準偏差 (n=7)
*ク <0.001 vs.I, **ク <0,01

胸腺重量に対する成績を(図 2)に 示 した。酢

酸コルチゾン単独投与群では、正常群に比べ著

明な重量減少が認められたのに対 し、人参サポ

エンおよびグリテル リチンの各併用群では、い

ずれも酢酸コルチゾンに比べ高い増加率を示 し

た。 しか し、柴胡サポエン併用群では酢酸コル

チゾン群との間に増加率に差が認められなかっ

た。一方、人参サポニン、柴胡サポエンおよび

グリチル リチンの各単独投与群では、いずれも

正常群との間に差が認められなかった。すなわ

ち、胸腺重量においても人参サポエン、グリチ

f
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による副腎の萎縮に対する措抗作用のほうが強

いことが示唆される。

2.5 胸腺重量に対す る作用  ャ

免疫機構において大きな役害Jを荷なっている

胸腺は GC剤の作用を受 けやす く、 GC剤 投与

時に細菌感染症が増加する一因になっているこ

とは良く知られている。また逆に、その胸腺萎

縮作用や免疫低下作用を利用して、 GC剤が免

疫抑制剤として使用されることもある。

0。 20    0。 25

vs.I, ***少 <0.001 vs,I

ル リチンは酢酸コルチゾンの作用に抑制的な作

用を有 していることが判明したわけで、グリチ

ル リチンで知 られていた作用が人参サポニンに

もあることが証明されたことは興味ある知見 と

いえよう。

2,6 血清 K十 濃度に対する作用 卓

最近開発されている GC剤には、鉱質コルチ

コイ ド様の作用が極めて少なくなっているとは

いえ、 GC剤 は一般的には鉱質コルチコイ ド様

活性を併せもっているといえる。そのため、 GC

剤使用中には、 Nぶ 貯留作用に基づ く低 K十 血

0     0.05 0,10    0.15     0。 20     0。 25

胸腺重量 (g/100g体 重 )●
)

図 2 人参サポニンなどのラット片側副腎摘出後における胸腺重量に及ぼす影響
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<群名>
正  常

酢酸 コルチゾン (CS)

人参サポエ ン (GS)

柴胡サポエ ン(SS)

グ リチル リチ ン(GL)

CSttGS

せCSttSS     、

CSttGL

a)平均値土標準偏差 (n=7)
*少 <0.001 vs.I, **少 <o.o01

症、浮腫さらには高血圧症に注意する必要があ

る。

筆者らは、酢酸コルチゾン投与時の低 K+血

症に注目して原子吸光法で血清中の K十 濃度を

測定する実験を行ない、(図 3)の成績を得た。

酢酸コルチゾン単独投与群では著明なK+濃度

の低下が認められた。人参サポエンは単独では

血清 K十 濃度に影響を与えないのに、酢酸コル

チゾンと併用 した場合には、酢酸コルチゾンの

血清 K十 濃度低下作用に明らかな抑制作用を有

することが示された。一方、柴胡サポニンおよ

びグリテル リチンの単独ないし酢酸コルチゾン

との併用投与群では、いずれも酢酸コルチゾン

単独投与群とほぼ同程度の著明な血清 K十 濃度

低下が認められた。

グリテル リチンおよび甘車は、甘草誘引偽ア

ル ドステロン症
13)(licorice induced pseudo―

aldosteronism:血 清中のアル ドステロン量は

上昇しなぃのに、血清 K十 濃度が低下し、血圧

が上昇する)に基づく副作用のため、その使用

に法的規制
14)が行なわれている。筆者らの実

験でも、グリチルリチンが単独投与時に、著明

Ｉ

Ｉ

皿

Ⅳ

Ｖ

Ⅵ

Ⅶ

Ⅷ

血清 K十 濃度
a)

図3 人参サポエンなどのラット片側副腎摘出後における血清K十 濃度に及ばす影響

vs. lI

な血清 K+濃度低下作用を有 していることが示

されたことは、そのことを裏づけるものといえ

よう。

2口 7 組織像

8日 目に摘出した各動物の主要臓器をホルマ

リン固定後、通常のように処理 し、hematoxylin―

eosin染色、または脂肪染色 (sudan― Ⅲ染色 )

を施 し、組織学的検索を行なった。

組織像は、いずれも前述までの成績を裏づけ

るものであった。すなわち、いずれの投与群で

も、心臓、腎臓、胸腺には著明な変化が認めら

れなかったが、副腎と肝臓には変化が認められ

た。酢酸コルチゾン (図 4A)お よび、柴胡サ

ポエン単独投与群では、副腎皮質球状層 (主 と

して鉱質コルチコイ ドの分泌を行なっている)

の肥大および束状層 (主 として糖質コルチコイ

ドの分泌を行なっている)の萎縮ならびに、肝

細胞の脂肪変性が認められたが、人参サポエン

の単独投与群では、これらの変化が認められな

かった。また、グリチル リチン単独投与群では

肝臓の軽度変性のみが認められた。一方、酢酸

(214)
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ものの、その他の変化は人参サポニン併用群と

同様であった。また、酢酸コルチゾンと柴胡サ

ポエン併用群では、酢酸コルチゾン群に比べ、

改善傾向は認められなかった。

コルチゾンと人参サポエンの併用群では、酢酸

コルチゾン群でみられた副腎皮質の変化が正常

化する傾向が認め られた (図 4B)。 しかし、

肝臓のl旨肪変性は、酢酸コルチゾン群に比べ、

改善する傾向は認められなかった。なお、酢酸

コルチゾンとグリテル リチン併用群では副腎皮

質球状層の肥大傾向は改善が認められなかった

図 4 片側副腎摘出後のラット残存副腎皮質の組織写真

A:酢酸コルチゾン投与群 (I,H― E染色、160倍 )

B:酢酸コルチゾン十人参サポエン投与群 (VI,H― E染色、160倍 )

以上の成績をまとめてみると、〔表 6〕 に示 し

表 6 片側副腎摘出ラ ッ トでの人参サポエンなどの経口投与成績

人参サ ポニ ン グ リチル リチ ン 柴胡サポエン

副腎重量 ↑

酢酸コルチゾンの目1腎委縮作用 台 台 台

胸腺重量

酢酸コルチゾンの胸腺萎縮作用 台 合

血清 K+濃度 ↓ ↓

酢酸コルチゾンの血清 K+濃度低下作用 合

:減少、合:搭抗

(215)
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たように、副腎皮質ホルモン剤のもつ種々の薬

理作用のうち、副作用につながると考えられる

副腎、胸腺の各萎縮作用を、人参サポニンはグ

リチル リチンと同様に明らかに抑待Jす るととも

に、血清 K+濃度に対する作用においては、グ

リテルリチンにはない好ましい生理作用を有し

ているととが判明しだ。

これらの成績は、有地ら2)の
臨床知見を裏づ

けるとともに、人参サポエンが副腎皮質ホルモ

ン剤による副作用を抑制する可能性がきわめて

大なることを示しており、今後、より詳細な研

究が必要と思われる。
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