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免疫サイ トカインは感染や担癌状態で作動 し,

体温上昇,摂食抑制などを引き起こす。一時的

には生体の維持延命効果をもたらすこの作用は ,

免疫サイ トカインの中枢作用である。 しかしこ

うした作用はエネルギー消費克進につなかり,

長期にわたると生体に不利な状況 となる 1と
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薬用人家の消耗性疾患への効果を調ぺるにあ

たり,免疫サイ トカインによる中枢作用 との関

連 につ い て検 討 した。 特 に今 回 は , in‐

砥 岐 lβ (Iい lβ ),腫 瘍 壊 死 因 子

(□剛比 ), および prostaglandin E2(PGE2)

といった免疫サイ トカインの中枢作用が,神経

ヒスタミンを介しているか否か,こ の系に対す 章

る狂募の作用メカニズムは何か,な どについて

田 じた、

大分医科大学医学部第一内科*

Central homeostatic lnaintenance of energy IIletabolism modulated by

cytokines and buttered actibn of pa12axコ 挽Seng against them
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Abstract
Homeostatic effects of panax glnse12g On energy metabolism,modulated by cytokines,

were investigated in rats,Infusion of interleukin-lβ (IL-lβ),tumOr necrosis factor α

(TNFα )intO the perttoneum or the third cerebroventride,reduced both daily food intake

and body weightin a dose dependent manner.Administration of IL-lβ  orrNFα  elevated

body temperature.Pretreatment with ginse■oside Rgl(Rgl)did■ Ot affect the suppress市 e

effect on food intake induced by IL-lβ  and TNFα .When rats were pretrecated with

p口naxginseng,the suppressive effect by TNFα  was attenuated.IL-lβ  induced hyperttter‐

■lia was attenuated by Rgl pretreatment,showlng the same mechanisln with neuronal

histamhe.Histamine tur■ over in the hypothalamus,however,was hcreased by the infu‐

sion of IL-lβ ,but■Otby TNFα .The results suggest that energy metabolism modulated

by cytokines may be regulated partly through the histaminergic systemそ md partly

through the no■ ■histaminergic system in the hypothalamus.PaI盟 区gれ se12gmay have buff白

ered potency both on these systems,
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暴着

Rglの脳室内投与は IL―中 によって生 じる

摂食抑綱作用に影響 しなかったが,体温上昇を

減弱させた く目 2)。 TNFa―
―

用も

Rglの投与で変化がなかった。I募含有飼料

で飼育 したラットは,TNFaの 長食抑ヨ作用

を有意に減弱させた。 IL lFに よる視床下部

ヒスタミンおよび IIDC活性は有意に増加 して

いた (表 1)。 TN陀 投与ではいずれも変化を

認めなかった。 PGE2の踏室内投与により視床

下部ヒスタミン濃度は増加 し (表 2)量依存性

であった。

0.    20    40    60    80    100   120

経過時間 (分 )

図 2 interleuttn-lβ (lL-lp誘発性の発熱に対する
ginsenoSde R91(R01)脳 室内持続注入による

緩衝作用
●――●リン酸緩衝液 (BPS)十 1L-lβ群。
■十 ■Rgl+IL-lβ tt。

―
PBSttPBS

群。□
―

□Rgl+PBStt。 *ヽ 三p<o.o5,
**=p<0.01対 各対照群。
Rglの脳室内投与はIL-lβ によって生じる摂食
抑制作用に影響しなかったが,本図で示すよ

うに体温上昇を減弱させている。
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表 1 lnterleukin-lβ (lL-lβ)で賦活化されるラット視床下部histamine(HA)と
を勧労methylhに tamine(←HM)に対するindOmethadnに の阻書作用

アミン濃度

(■mo1/g tissue)

PBSttPBS
(0.40nmo1/kg)

(n=5)

PBSttIL-lβ

(0.07mmoレ為皓)

(n三 5)

レ
TT  

丁
＼
＼k

PBS投与前

(n=20)
HA
t■ 在ヽH

パージ リン前投与

(n=20)
HA
r、江H

4.170=LO。 207

2.596=LO。 289

4.216=生 0.237

3.260=LO。 274

4.103=LO。 122

2.664E生 0,184

4.106=LO。 233

4.284=LO。 193*

0。 659 rO,063*

26.896=Ll.567*

酵素活性 (pmO1/min/mg蛋 白)

HDC               o.326± 0.082

HAttT                     14.070=生 1.708

薬液の投与はすべて腹腔内注射。
平均値土標準誤差。ni使用ラッ
照群。

パージリン投与量 :0,30mmo1/L。 各ull定値 :

卜数c PBS:リ ン憾輝筆瑞魅 ネ :p<0.01 vs各 対
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表 2 ラット第 3脳室内へprOstagiandin E2(PGE2)を 注入した際の視床下部
histamin(HA)速 度及びrer_ethylhistamine(十 MH)濃度に及ぼす影響

アミン濃度           PBs
(nmo1/g tissue)(1.5thmoレ

″
唯)

(n=5)

PGE2

(n=5)

PBS前投与

(n=10)_
HA
t WIH

パージ リン前投与

(n=10)
HA
t WIH

4.734こ上0.225

2.685EL O.213

4.878=LO.423

3.806=LO.278

4.995=LO.263

2.794=LO。 142

5.032=LO.397*

3.509こ 生0.170

パージリン投与量 :0.30mmo1/kg。 各測定値 :=平均値土標準誤差。n:使用ラ
ット数。PBS:リ ツ酸緩衝液。*:P<0,05 vs PBS群 。

r今回の実験結果から IL lβ の中枢作用が ,

視床下部ヒスタミンを介 しているのに対 し,

TNFα では視床下部ヒスタミンを介さずに作

用発現 していることが半J明 した。 Rglの 中枢

作用は, IL-lβ の摂食抑制作用に影響を与え

ないものの,その体温上昇作用を減弱させてい

る。これらの結果, Rglが ヒスタミンの体温

低下作用2)に 協調的に作用 し,体温の恒常性

維持3)に 効果があることを示 している。これ

に対 し紅参含有成分は, TNFα の摂食抑制作

用を有意に減弱した。この減弱効果の有効成分

は , Rgl以 外 の紅参成分 と考 え られ る。

TNFα が視床下部ヒスタミンの代謝回転に影

響を与えないことから,こ の紅参成分の薬理効

果は PGE炉 ヒスタミン系以外の経路で作用 し

ていることを示唆 している。免疫サイ トカイン

による消耗性疾患モデルでは,視床下部ヒスタ

ミンを介 した経路 と介さない経路が存在 し,そ

の い ず れ に対 して も紅 参 成 分 (Rglを含 む )

が予 防 的 に作 用 す る こ とが判 明 した。
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