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ヨウジン末による実験的糖尿病発症予防の試み
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Abstract
The present study was conducted in order to see the protect市 e efflct of red ginseig

powder on a■ oxall diabetes in rats.The powder was administered(1.5%in Oriental MF)

to Male Wistar rats.Twoweeks later theywere made diabeticby intravenbusimjectibn of

30 or 50 Dg/Fg of alloxan.All the rats(including control rats fed a standard diet without

ginseng powder)beCame diabetic after 50 mg/kg of alloxan,Whereas,the rats fed

ginseng powder(grOup G,■ =10)and the cOntrol rats fed a standard diet(grOup C,■ 圭

10)did nOt show singniicant rise in plasma glucose leve1 2 days after 30 mg/kg of alloxan

mJection,Pttthough there was no singnificant difference in average blood glucose level bet‐

ween thelwo groups and allthe rats from group G were normoglycemic,one rat showed

prominent hyperglycemia and two rats showed hypoglycemia in group C after iniectiOn

O/10 vs 3/10,p<0,05 by Quaisquare test),Shce hypoglycettia after ttediOn in rtts

of group C may indicate transient hyperinsulinemia induced by some β cell.damage by
alloxan,it is possible that pretreatment with the red ginseng powder protected the rats

from alloxan diabetes,
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インスリン依存性糖尿病 (IDDM)の 病因

論についてはすでに多くの研究がなされている

が未だ不朔な点が多い。そのうちで膵 B細胞

の損傷についてはフリーラジカルの関与が想定

されている。われわれは既に抗酸化作用を持つ

とされているプロブコールがアロキサン糖尿病

ラットの発症を抑待Jlち また,ラ ットにおける

ス トレプ トゾトシン糖尿病からの回復を促すこ

とを報告してきた 2ち しかしながら,本薬剤は

臨床的には血中コレステロールを低下せしめる

作用は十分認められているが,抗酸化作用に基

づく臨床効果については確立された報告は認め

られない。またプロブコールは正脂血症症例に

投与 した場合に低コレステロール血症を引き起

こすおそれがある。そこで今回われわれは上記

の効果を待たないが抗酸化作用を待つことが知

られているコウジン末を用いて本薬剤もプロブ

コールと同様あるいはそれ以上の抗糖尿病作用

を持つか否かを検討 してみた。

方  法

実験動物 として Wisiar系雄ラット (日 本ク

レア)を用い, 2群に分け, 1群 にはコウジン

末を投与 (1.5%と して回形飼料オリエンタル

MFに混入),他の 1群には通常の回形飼料を 学

投与 し,コン トロール群 とした。 2週間後,両

群にエーテル麻酔下にて,アロキサン 30お よ
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・ び 50 mg/kgを尾静脈より投与 し, 48時間後に

尾静脈より採血 し,血糖,イ ンスリン,コ レス

テロール, トリグリセライ ド,お よびリン脂質 ,

を測定 した。さらに同一の餌料を与えたまま,

2週間後各ラットを代謝ケージに収容 し,尿糖

および尿中クレアチエン, NAGを測定 した。

結
~果

まずアロキサン50 mg/kg投 与の場合,両群

(各 10匹 )と もすべて著明な高血糖を示し,両

群間で平均血糖値の有意差は認められなかった。

次にアロキサン30 mg/kgを 投与した場合,コ

ウジン末投与群 (10匹)はいずれも高血糖を

示さなかったが,コン トロール群は 2匹が高血

糖を示 し, 1匹が著明な低血糖を示 した (0/
10 vs 3//10,p<0,05 by Chis quare test)。

な々お,両群の平均血糖値はそれぞれ 52.2土

16.2, 78.7± 86.3 mg/d2で両群間で有意差

は認められなかった (図 1)。 同様に血中 トリ

グリセライ ドも両群間で有意差を認めなかった

が,コン トロール群では 2匹が高値を示 し, 1

匹が著明な低値を示 した (図 2)。 血中インス

リン (図 1)お よびコレステロールについては

いずれも両群間で有意差なく,また異常な値を

示すラットも存在 しなかった。尿蛋自,尿糖 ,

および尿中クレアチエン, NAGに ついても両

群間で有意差を認めなかった (表 1)。

考  案

インスリン依存性糖尿病 (IDDM)の 病因

としては遺伝的なものと環境によるもの,両方

が考えられている。前者の例 としては IDDM
に対する感受性 (IDDMに なりやすい度合い)

とHLA―DQβ 鎖の 57番 目のアスパラギン酸の

欠失 との高度な相関,後者の例 としては母乳で

育てられた場合にIDDMに なる危険率が高い
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Effect  of  Red  Cinseng  Powder

On  Alloxan  Diabetes  in  Rats
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図2 アロキサン (30mg/kg)投与ラットの血中トリグリセライド値に対するコウジン末 (1.5%)投与の効果
G:コ ウジン末投与

表 1 アロキサン (30mg/kg)投与ラットの尿蛋由,尿中クレアチエン,尿糖,および尿中NAdこ対するコウ

ジン末 (1口 5%)の効果
Ginseng:コ ウジン末投与                    ・

Effect  Of  Red  Ginseng  Powder  on  A‖ oxan  Diabetes  in  Rats

urine      urine       urine      urine
protein   creatinine   glucose      NAG

Ginseng    (mg/day)   (mg/day)    (mg/day)    (U/1)

(十 )      15_7±4.0   11.5±3.0    9.7± 4.1  、  15.6±5.2  、

(一 )     17.3± 2.3   12.5± 1.6    8.5±2.9    14.6± 7.7

ことが知られている3ち しかしながらいずれも  ものと理解される。

IDDMの発症を直接防止する方法へのアプ   緒言に述べたごとく著者らはすでに抗酸化作

ローチの第一歩に過ぎない。一方,膵 B細胞  用を持つと考えられているプロブコールがアロ

は過酸化反応に敏感で,その損傷には過酸化反  キサン糖尿病の発症を部分的に抑制し1ち かつ

応が深 く関わっていることが知られている。し  ス トレプ トゾトシン糖尿病からの回復をも促す〕

たがって,過酸化反応阻止剤は陣 B組胞の政  ことを報告してきた 2ち しかしながら元来本薬

壊,すなわち, IDDMの発症の防止に役立つ  剤は高脂血症に対する薬剤で,長期服用は低コ

十
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【レステロール血症をもたらすため,臨床応用に

は問題が残っていた。そこで今回は過酸化反応

阻止作用を持つとされるコウジン末を用い,本
薬剤がその過酸化反応阻止作用で実験的糖尿病

の発生を抑制するか否かを観察 してみた。

今回,ア ロキサンの 50 mg/始投与ではコウ

ジン末投与群においてはすべてのラットが糖尿

病を発症 したことより,コ ウジン末の糖尿病発

症阻止作用は認められなかった。 しかるにアロ

キサンの 30 mg/kg投 与の場合,平均血糖値に

ついては両群間で有意差は認められなかったが,

コン トロール群では 2匹が高血糖, 1匹が著明

な低血糖を示 した。一般に化学薬品による実験

糖尿病の発症過程では膵 B細胞の破壊により,

細胞内に貯蔵:さ れていたインスリンが大量に放

出され低血糖を示す時期が存在することが知 ら

れている。すなわち,今回の実験ではコン トロー

ル群 は 10匹中 3匹 にア ロキサンに よるなん ら

かの膵 B細胞 の障害 が発生 した こ とが推 定 さ

れ る。一方 ,こ の ような変化 は コウジン末投与

群 では 1匹 も確認 されず。 したが って コゥジン

末 のなん らかの膵 B細胞保護作用 の存在 が推

定 された。
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