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るいそう状態,担癌状態,ウイルス感染状態

においては,摂食抑待Jと 体脂肪分解の促進が認

められ,こ れが患者の栄養状態,予後を不良に

している。その意味で,摂食調節や脂質代謝は ,

エネルギー代謝に関与する中枢,および末梢性

の予後修飾因子 となる。

担癌状態,ウイルス感染状態では,内因性発

熱物質,内因性インターフェコン,その他のサ

イ トカインが活性化され,それらか。発熱,食

思不振,やせ等,生体に有害な作用を誘導 して

いる。薬用ノ、家は悪性疾産、.消耗室長善i達 者つ

栄養状態改善作用浮想をきたて ,る モ1,そ う作

用の詳細な機序は不明であるこ
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エネルギー代謝変動に及ぼす紅参の恒常性維持作用
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Homeostatic effects of pa12axど■2Seng On energy lnetabolism in rats
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Abstruct
Effects of par22Xginseng on changes in ingestive behavior induced by cytokines such as

interleukin-lβ (IL-lβ )and tumor necrosis factor一 α(TNF―α)were investigated in rats.

Intraperitoneal(lp)iniectiOn Of O.06 nmolIL-lβ or2 μg TNF一 α was confirmed to reduce

both food and、 vater intake.Continuous intracerebro一 ventricular(iCV)infusiOn of 4.OInA/1

ginsenoside Rgl(Rgl),a maiOr COmponent of p2,2x gfnsena did■ Ot affect this feeding

suppression produced by those cytokines.To certify the ineffectiveness,paコ 2x ginsc12gP

but■ ot Rgl,was oral137 infused.Then,the feeding suppression by icv infusion of TNF一 α

was attenuated after oral administration of 4,OmM pantt gII,scng.These results indicate

that some component(s)Of panと 西 ginsc12g eXCept Rgl lnay i■ lprove homeostatic regula‐

tion of food intake disrupted by cytokines,                             、

本研究では IL lβ や TNF一αなどのサイ トカ

インによる,摂食抑制作用および飲水抑制作

用 1)に対 し,紅参および紅参成分の投与が ,

有効な阻害作用を持ちうるかを検討 した。

方  法

実験動物は,体重 290-340gの WiStar

King A雄性成熟ラッ
‐
卜を使用 した。ギ飼育環境

は明暗 12時間周期 (Light period 0800-2000)

の恒温恒湿条件 とし飼料は CE 2通常回形飼料

で個別飼育 とした。

IL-lf3腹腔内投与による摂食抑制作用

通常粉末飼料に移行 し,一週間飼育 したラッ

ト12匹 を用い,晴期前 1900時 より燐酸緩衝液

および, IL lβ  O.03 nmol, 0,06■molを腹

墜内に注入 し,注入前後連続 6日 間の一 日摂食
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図2 TN卜α2Ffg/ratで 脳室内投与による摂食抑制に対する,Ginsenottde Rgl脳 室内慢性注入の効果
TNF一α2μg//ratの 中枢性投与に対して,Ginsenoside Rgl慢 性中枢性投与処理を行って、も摂食抑制効果
に対する予防効果は認められなかった。
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図3 コウジン末慢性経回投与による予防効果
紅参含有率0.08%の飼料飼育群においては,TNF a2μ g/rat脳室内投与後の摂食抑制効果は有意に抑
制されている。                            `      だ

摂 食 抑 制 作 用 は ,浸 透 圧 ミニ ポ ン プ で  コウジン末慢性経口投与の影響

ginsenoside Rgl溶 解液を第三脳室に慢性注入   紅参含有率 0.08%の 飼料移行群では ,

処理したA群と, PBSを慢性注入処理したB  即 =α 2μg/ratの第三脳室内注入後の,摂

群 とで有意差を認めなかった。         食抑制は有意に減弱 した (図 2)。 TN]卜α中

Iい lβ O,06 tlll101腹腔内投与による摂食抑  枢投与による飲水量,体重の減少効果も同様に予

制作用 も, Rgl脳室内慢性注入によって変化  減爵 した。

しなかった。

TNF一α 2に/rat(icv)

o panax ginseng(p.O.)

889



The GINSENG REヽ ■EW No.20-1995

IL-lβ や TNF αの投与によって,摂食抑

制・飲水抑制が生じる1ち われわれはこれらサ

イ トカインの行動調節作用や体温調節作用に祝

床下部神経ヒスタミンが関与していることを既

に明らかにしてきた2と したがってIL-lβ ゃ
TN]卜αの最終的な作用部位は中枢神経系に存

在すると考えられる。

今回, IL■ βや TNF―αの投与による摂食抑

制 に対 し,人参サポエンである ginsenOside

Rglの中枢性投与は,阻害作用を認めなかった

が,紅参その ものは,そ の経 甲投与 により

TN]卜α中枢投与による摂食飲水抑制,体重減

少効果を減弱させた。

担癌状態や炎症時には,内因性の Interferon

や TN]卜αが各種免疫ネットワークに生理活性

を発揮 し生体防御的に作用 している。この際 ,

病態のJ隈
性化や生理活性の過剰による副作用が

食思不振,発熱,消耗状態 として問題 となって

いる。

この中で発熱作用に関 しては, Rglが発熱

減弱作用を有することを既に明らかに してい

る3、 今回の実験結果から紅家には,消耗性

疾患状態での食欲低下に関しても,有効な成分

が含有していることが示唆された。紅家の薬理

作用 として,従来か ら想定されていた,消耗性

疾患時の栄養状態改善作用が,一部明確になっ

た といえる。

担癌状態や慢性炎症時に起 こる,上記の副作

用にとって,サイ トヵィンな どの生理活性物質

のうち, どの液性因子が主作用をもた らしてい

るかは,不明である。また今回,紅家の経 口投

与により,サイ トヵインによる食欲抑制が減弱

阻害されたが,紅参有効成分のうち どの特定成

分が,作用をもた らしたか も不明である。今後

はさらに, ginsenoside Rgl以 外の特定成分で

の検討 と,その中枢性機序および生化学的メカ

ニズムを解明 してい くことが不可欠 となる。
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