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Abstract
The effects of Ginsenoside Rblに 卜Rbl),Rb2に卜Rb2),Rc(卜Rc),Rd(G Rd),Reに 卜Re),

Rglに■Rgl)and Ro(C卜 Ro)on DNA synthesis of vascular smooth muscle cells(SA/1C)in―

duced by fetal bovine serum (FBS)or platelet derived growth factor(PDGF)were

studied.The SMICs were obtained froln the aortas of streptozotocininduced diabetic rats

(DttI),Spontaneous hypertensive rats(HT)and hypertensive rats with diabetes(D帥 正一HT).

Rates of DNA synthesis of DttI,HT and DttI― HT SttICs were greater than that of■ ormal

SttIC.In norェ lal SttIC,FBSinduced DNA synthesis was suppressed only by G Ro,where‐

as PDGF一induced DNA synthesis was suppressed not only by G― Ro but also by C一 Rb2

and G Rc.Simllarけ ,different suppression patterlls by Ginsenosides were fbund between

FBS and PDGF stimulations in DMI,HT and D酌正一HT SA/1Cs.Inhibitory effects by C卜 Ro
or C‐ Rc、vere observed both by FBS and PDGF stimulations.However,G一 Rbl inhibited

the proliferation by FBS stilnulation lnore than that by PDGF,and conversely,C単 一Rb2 in―

hibited the proliferation by PDGF stirnulation lnore than that by FBS.These results sug―

gest that the suppresslon lnechanisms for the Sヽ IC prottferation may be different in each

Ginsenoside.Attorcover,in Dい /1Sい江C,the e、tent of the suppresslon by Ginsenosides、 vas

different fro■l that in IIT S心 ノIC. These resdlモ S alSO suggest that different mechanism

、vould prevail in the proliferation of Sヽ ICs ber、ten]Dヽ I and]■ T.

スをヤ1と ヽヽ状態で中膜平滑筋細胞の増殖能が

i壇 ャて、ることを明らかにしている。一方,

動脈硬化巣の形成には,血管平滑宰電毛 1幸

能の変化が密接に関与 している。格子京え

=二
圧症は,動脈硬化の危険困子 としてti■て

るが,高血糖や高血圧状態では正盲童電花
´■

能的変化を起こすため,動脈硬イヒを■三 ャ書

状態にあるとされている。われを在 百そ■
‐ '

病態モデル動物を用いた検討によ√.=長 :二 享

裏
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、グ `ま 定来から動脈硬化の症状を改善する

緒
官
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二二.き ら4二 実験的動脈硬化を抑制することな

二十子き7Lて 、ヽる。その作用機構解明の研究に

11｀ て。子71わ れは人参サポエン Ginsenoside

二[■ 二三■=莫および動脈硬化病変部の内膜由

=工 号ヨ
=電

毛 つ増殖を抑制することを示 し
′こ :そ 二て今回,人参の抗動脈硬化作用を

三二十 ‐こすをことを目的として増殖能の元進 し〒990-23 山形市飯 田西 2-2-2
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た平滑筋細胞に対する人参サポエン (7種)の
増殖抑制作用を検討 した。

実験材料および実験方法

1,材 料

ス トレプ トゾ トシン (STZ)は シグマ製 ,

牛胎児血清 (FBS:、 fetal bOvine serum)は

GIBCO製 , DME (Dalbecco′ s modified

Eagle medium)は 日本水産製の ものを用い ,

血小板 出来増殖因子 (PDG『]B:platelet

derived growh factOttBB)は フナコシより購

入 した。人参サポエンは薬用人参研究会 より供

与 された Ginsenoside Rbl(G Rbl), Gin‐

senoside一Rb2  ( G― Rb2 ),  GinsenOside一

Rc (律Rc), GinsenOside一 Rd (← Rd),

Ginsenoside一Re (G― Re), Ginsenoside一 Rgl

(←Rgl), GinsenOside一 Ro(G Ro)の 7

種を用いた。

2.動物病態モデル

正常血糖および正常血圧動物 (Normal)と

して雄性 WistarKyoto(WKY)ラ ッ トを用

い,糖尿病動物 (DM:Diabetes Mellitus)ャ ょ,

WKYラ ットにSTZを 60 mg/kg尾静脈内投与
して作製 した。高血圧動物 (HT:Hyperten―
slo■ )と しては自然発症高血圧ラット (SHR)
を用い,糖尿病 と高血圧合併症 (DM一HT)
は, SHRに STZを 60 mg/kg尾 静脈内投与し

て作製した。STZ投与 7～ 8週後に実験に供

した。             |'1
3.大動脈中膜平滑筋細胞 (SMC:smOOth
muscle cell)の培養        “

各病態ラットの胸部大動脈を無菌的に摘出し,

中膜平滑筋層を剥離 した。それを l llllll角 の切片

に再切 して培養フラスコに播種 し, 10%FBS
を含む DME培地にて培養 した (Explant法 )。

その後, 1/2の希釈で継代培養 した。

4.SMC増 殖能の検討

細胞増殖は 3H_チ ミジンの取 り込みによる

DNA合成を指標に検討 した。すなわち, con―

■uent状態の細胞を 24時間無血清培地にて培

養後, 0～ 10%FBSあ るいは 0～ 20 ng/
m2PDGF―BBと o.5 μ Ciの 3H_チ ミジンを含

む 0。 1%BSA―DMEで 24時間培養 し, DNA
合成を測定 した。人参サポエンの細胞増殖に対

する影響は, 3%FBSあ るいは10 ng/m2
PDG]卜BBと 同時に300 μg/m2添加して検討
した。

実験結果

大動脈摘出時の血糖値は, Normal, DM,
HTお よび DM―HTそれぞれ 150。 0± 4.9,

423.8± 62.2,131.2± 8.4お よび 438.3±

75.8 mg/d2であ り,その時の収縮期血圧は ,

それぞれ 160。 1± 4.0,159,0± 3.0,209.2土

2.3お よび 186.3± 4.3 mmHgで あ り,糖尿

病および高血圧が発症 していることを確認 した。

データは示さないが, DM, HTの 血管平滑

筋細胞は, Normalに 比べて DNA合成能が元

進 してお り, DM一HTの 合併では相加的な

DNA合成元進が認められた。

3%FBS刺 激に対する人参サポエンの作用

を図 1に 示 した。 Normal SMCに おいて

G Roの み DNA合 成抑制作用を示 したが ,

DM SMCで はぃずれの人参サポエンも抑待J作

用を示 した。このうち G Roが約 60%の最も

強い抑制を示 し, G Rbl, G Rb2,(卜 Rcが

約 40%以上の抑制を示 した。 G Rd, G Re,
G一Rglの作用は比較的弱 く約 25%の 抑制で

あった。 HT SMCでは, DM SMCの 場合 と

同様には Roが最も強い抑制を示 したが,その

抑制は約 40%であ りDM一SMCの場合よりも

弱い作用であった。 この傾向は他の人参サポ

エンについても同様であり, G Rd, G Re,
G Rglに はほとんど作用が認められなかった。

DM一HT SMcの場合は HT SMCと 同様の結

果を示 した。

PDGF―BB lo ng 口〔刺激に対する人参サ

ポエンの作用は,3%FBS刺 激の場合と異なっ

たパ ターンを示 した 図 2c全 般的には ,

Normalと DM Sヽ ICに おいて HTと DM一HT
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Effects of Ginsenosides on DNA Synthesis lnduced by 30/。 FBS

■ GttRbl 目  G―Rb2 ■  G― Rc  2 G―Rd  □  G―Re  ■  G― Rgl  目  G― Ro

Normal DM口HT

図 l Effects of Ginsenosides on DNA synthesis of SMCsinduced by FBS.Confluent SMC in 48-well plates

were synchronized to Go stage by serum depletion for 24 hours.Then the ce‖ s were treated with

3%FBS in the presence of Ginsenosides t300,電 //m2)′ and 3H_thymidine incorporatiOn into DNA dur―

ing 24-hour incubation was rneasured.Bar graph indicates the mean ratio of DNA synthesis to corl―

troli Each column represents mean tt SEM of independent 3 to 5 experirnents.

Effects of Ginsenosides on DNA Synthesis lnduced by PDGF‐ BB

■ G―Rbl ■ GLRb2 目 G― Rc  Z2 G… Rd  □ G"Re  ■ G―Rgl 怪翼 G― Ro

0.0
Normal DM W DM"IIT

図 2 Effects of Ginsenosides on DNA synthesis of SMCs induced by PDGFロ ーConfluent SMC「 in 48-well

plates were synchronized to Go stage by se「 urn depletion for 24 hours.Then the ce‖ s were treated

wkh 10 ng/m2PDGttBB in the presence of Ginsenottdes(300 Ffg/紐 }′ and 3Htthymidine incorpora‐

tion into DNA during 24-hourincubation was measured.Bar graph indicating the mean ratio of DNA

synthesis to controli Each column「epresents mean = SEM ofindependent 3 to 5 experiments.
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SMCに比べて強い抑制が認められた3 `

ポエン個別では特に G Rblの病態 SヽIC

いて認められた 3%FBS刺 激に対する

合成抑制が, PDG]卜BB刺激で |ま 衰ri

ま ,T場 合よ i｀ も強い抑制を示 した。 G択oと

G Rcゃ ま,刊激の種類に依存 しない抑制作用を

子 _t= G Rd, C Re, G Rglに よる抑制

〔_i●]FBS刺激の場合 と同様に弱い作用で

声オ■_
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かった。これに対 して G―Rb2は・ ]・ 〕FBS面
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本研究により,人蓼サポエンは高血糖や高血

圧により増殖能の元進 した平滑筋細胞に対 して

も正常細胞に対 してと同様,増殖抑制を示すこ

とが明らかとなった。その抑制は,特に FBS

刺激において病態細単に対 して顕著だった。こ

のことは,人参サポニンが病態による増殖能の

元進状態に sensitiveで あることを意味するた

め,人家の抗動脈硬化作用が裏付けられた。ま

た,各人参サポエンによる増殖抑制は, FBS

刺激 とPDGF―BB刺激 との間で異なった作用

パターンを示 した。即ち,刺激物質に依存 しな

い抑制作用を示 したもの
'(G Roと

G Rc),

FBS刺激に対 して比較的作用の強いもの (←
Rbl)と 反対に PDGF刺激に対 して比較的作

用の強いもの (G Rb2)に 分けられる。今回

の結果は,人参サポエンそれぞれの増殖抑制機

序解明の手掛かりになると思われる。さらに,

各病態間で人参サポエンによる増殖抑制に対す

る感受性が異なったことから,両病態間で平滑

筋細胞の増殖能元進の機構が異なる可能性が示

唆された。

今後,人参サポエンの増殖抑制機序をさらに

詳細に検討するため, PDGF以外の増殖因子

に対する作用や増殖因子それぞれの受容体に対

する親和性,受容体以降のシグナル伝達機構に

およぼす影響などを調べることが必要である。

また, DMや HTに おける平滑筋細胞の増殖

能元進機構を解明することもその一助 となるも

のと思われる。
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