
緑茶生葉の薬理効果について 25

緑茶生葉の薬理効果について

一日本茶の薬理学的研究一

林 栄 一(静 岡女子短期大学学長)

1。 茶葉サポニンの実験研究

(1)茶 サポニ ンの分離研究

植物成分であるサポニ ンを抽出分離す る場合 の

常法 に従い行 った。

静岡産煎茶2kgを 材料 とし,97%メ タノールで

加温抽出 を繰 り返 し,抽 出液 にエーテルを加 えて

生 ずる沈殿にクロロホルムを加 えて洗灘後,水 を

加 え,n一 ブタノール と水 で分配,n一 ブタノール

層を濃縮する。 このエキスに水 を加えて溶解 後,

凍結乾燥 したものを粗サポニンとした。

茶種子か ら得 られ た純サポニンのTLCのRf値

と茶葉粗サポニンのRf値 はほぼ同 じ位置 に示 さ

れたので,サ ポニンと決定 した。なお種子サポニ

ンには強い溶血作用 が認め られたが茶葉サポニン

の溶血作用は微弱であった。

(2)茶 サポニンの薬理作用

1)D一 ガラク トサ ミン肝臓障害 に対す るサ ポ

ニンの影響

ウイスター系 ラット(体 重110～1309,♂)に

茶サポニン(100mg/㎏)と ガラ ク トサ ミン(400

mg/㎏)を 腹腔内に注射 し,血 液中に流 出 して く

る酵素の グルタメー ト・ビルヴェ ト・トランスァ

ミナーゼ活性(GPT活 性)の 消長 を測定 し,肝

機能 の障害の程度を推定 した。

サポニ ン注射後6,12,24,時 間のGTP活 性

値 は無処理 の対照のラッ トよ りいずれ も有意の低

下を示 した。茶サポニンはD一 ガラ ク トサ ミンで

障害 を受けた肝機能 を改善 させる方向に作用する

と考 えられる。(Fig.1)

Fig.1 EffectofcrudeteasaponinonD-galactosa-
mineinducedliverinjury.

2)カ ラゲニン足瞭浮腫に対す るサポニンの影

響

茶サポニ ン(100mg/㎏)を ウイター系 ラッ ト(体

重120～1309,♂)の 腹腔内に注射,つ いで1%

カラゲニン0.1酩 を足蹟皮下に注射,浮 腫 を生 じ

た足容積 の消長(浮 腫強,弱)を 測定する。サポ

ニ ン注射群では無処理の対照群 よ り有意の浮腫 抑

制率 を示 した。

これ らの結果か らサポニ ンはカラゲニ ン浮腫 を

抑制すること,す なわち抗炎症作用 を示すと考え

られ る。(Fig.2)

結 論

(1)と(2)の 実験結果か ら起炎物質に より生ず

る肝障害 とか足瞭浮腫を抑制 したことより,抗 炎

症作用を示す と考 えられ る。抗炎症作用 を示す茶
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Table1マ クロファー ジの食食能に及ぼす影響

Fig.2Effectofcrudeteasaponinoncarrageenin

pawedema.

の成分については今後検討する予定である。

2.茶 葉抽出物 の免疫能 に及ぼす影響

免疫能 と薬物 との関係 を調 べるにはい くつ もの

アプ ローチがあるが,今 回はマ クロファー ジの貧

食能 と抗体産生能 に及 ぼす影響 を検討 した。

(1)常 在性腹腔内マ ク・ファージ(Mφ)の

貧食能の及 ぼす影響

ddy系 マ ウス(209,♂)を18℃ の水中に1日

6時 間水浸ス トレス をかける。このス トレス を7

日間続 け,8日 目よ り茶 抽出物(凍 結乾燥物100

mg/kg)あ るいは粗サポニン(20mg/kg)を 水に溶

か したもの を1日2回,3日 間経 口投与 し,4日

目にMφ の貧食能 を測定 した。

ス トレス負荷 によ りMφ の貧食能は著 しく低下

したのであるが,こ の状態のマウスに,茶 抽出物

(100mg/kg)の3日 間経 口投与をした ところMφ

の貧食能は有意な回復 を示 した,一 方サポニ ンに

は回復作用は認 められなか った。

(2)抗 体産生能に及 ぼす影響

(1)の場合 と同様に水浸拘束 をかけたマ ウスに,

8日 目に羊赤血球(SRBC)を 静注,そ の後に茶抽

出物(100mg/kg)及 びサポニン(20皿g/㎏)を3日

間経 口投与,4日 目にSRBCに 対する抗体産生細

胞数 および抗体力価 を測定 した。

ス トレス負荷 したマウスの脾の抗体産生細胞数

は減少 し,血 清中の抗体力価 が低下 した。このス

トレス負荷マウスに茶抽出物(100mg/㎏)を1日

Table2抗 体産生に及ぼす影響
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2回,3日 間経 口投与 したとこの抗体産生細胞数

および抗 体力価が回復 した。一方茶サポニン(20

mg/kg)の 経口投与 による影響はみられなかった。

結 論

(1)お よび(2)の 実験か ら免疫能(抵 抗力)が

低下 した状態 のマ ウスに対 し,茶 は回復 力を示す

ことが明 らかとなった。茶葉 中の免疫能回復 力 を

示す成分については検討中である。

またこの問題は茶 の効力 を価値づけるため非常

に重要であるから,更 に実験項 目を加 えて,今 後

も検討 して行 きたい。

3.茶 葉抽出物の抗ア レルギー作用

免疫反 応には生 命を維持す るための防衛反 応的

なもの と、逆 に生体 に有害に働 くア レルギー反応

とがある。アレルギー反応の うちで も,1型 ア レ

ルギー反応 は生体 内に抗原 が侵入すると種々の免

疫細胞 の協 力作用によりIgE抗 体が産出 され る。

このIgE抗 体は肥満細胞や好塩基球の表面膜 に存

在す るレセプター と結合 した状態で存在する。こ

の状態 にある動物 に同 じ抗原が侵入す ると,レ セ

プター と結合 しているIgE抗 体に結合 し,肥 満細

胞に脱穎粒反応をひきおこす。その結果穎粒 中の

内容物 が放出 され,ア レルギー反応 を引 きお こす

場で種 々の作用たとえば平滑筋の収縮,血 管 透過

性のn進,白 血球遊走な どをひ きおこす。本研究

では茶抽出物が脱穎粒反応 を抑制す るか否かにつ

いて検討 した。

実験結果

ウイスター系ラ ット(体 重120～130,♂)の 腹

水か ら肥満細胞 を分離(5×105細 胞/mの,こ の細

胞の浮遊液20ulに 茶抽出物の溶液の各種濃度溶

液20μ1を 加え,37℃10分 間イ ンキュベー ト後,

コンパウン ド48/80(5μ9/mの を10μ1加 え,

更に37℃,5分 間イ ンキュベー トし.茶 溶液 が脱

穎粒 を抑制するか否か を顕微鏡 下で観察 した。結

Table3茶 葉抽出物の抗ア レルギー作用

果は試料の脱穎粒 を抑制す る最 小有効 濃度 で表示

した。対照薬には トラニラス トを用いた。

日本 の煎茶 と中 国の ウーロン茶(半 発酵茶),

釜妙茶(不 発酵緑茶),碑 茶(後 発酵茶)に ついて

脱穎粒 の有無 を検討 した ところ表の如 くで.日 本

製の緑茶は脱穎粒抑制作用はあるが中国産 の茶よ

り稻弱 かった。中国産の茶は現 在臨床 に用 いられ

ている トラニ ラス トよりも強力なもの もあった。

これらの結果から抗ア レルギー作用 を茶 が示す

か もそれない と考 えられる。

(なおモルモ ットの回腸 を用いた実験 でヒスタ

ミンによ り引 きおこされる収縮 を茶抽出物 の溶液

が抑制す るこ とを我 々は明 らかにしている。)

4.静 岡県における胃癌死亡比の地域差 と食生

活要因に関する調査研究

静岡県における胃癌 の市町村 別標準化 死 亡率

(SMR)に は著 しい地域差がある。その要因を探 る

1つ の試み として静岡県中西部 の胃癌SMR(女)

の低いS市 および胃癌SMR(女)の 高 い0町 にお

いて,食 生活 と胃癌SMRの 地域差 との相関 につ

いて検討 した。

S市 お よび0町 の35才 以上の世帯主および主婦

を対象 とし,緑 茶摂 取 状況 を含 む生活 栄養調 査

を実施,「 緑茶の飲みかた」 「緑茶 をとりかえる回

数」「茶煎出液の濃度」な どについて調 べ てみ る

と,S市 の方 が0市 に くらべて茶葉 を頻繁 に取 り

換え,や や濃い目の ものを飲んでいる傾向が認 め
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られた。 また食習慣の関係 では.S市 では野菜,

芋類,果 物の摂取量が多 く.O町 では牛乳,乳 製

品,卵 な どの摂取量が多かった。また食事の所要

時間はS市 が稻長 い傾向がみ られた。

茶の飲用量 とその他の摂取す る食品の種類 が胃

癌 による死亡率の大小に影響す ることが推定 され

た。


