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Abstract: Aging is becoming one of a big problem in advanced countries, thus development of medicine treating or 

preventing dementia is carried out since incidence of the disease is raised higher along with aging. We tried to find the 

components inducing neuronal differentiation from 57 kinds of traditional medicinal plants in Myanmar. From the results of 

evaluation of cytotoxicity and induction of phosphorylation of extracellular signal-regulated kinase 1/2 (ERK1/2) in PC12 

cells by 171 extracts from 57 species of traditional medicinal plants in Myanmar, only three kinds of Croton tiglium L. 

extracts and ethyl acetate extract of Oroxylum indicum (L.) Benth. ex kurz, showed both of low-cytotoxicity and 

phosphorylation of ERK1/2. It was deduced that neuronal differentiation was induced by C. tiglium methanol extract, 

because it up-regulated both neurite outgrowth and expression of neurofilament-M (NFM). On the other hand, from the 

results using three mitogen-activated protein kinase (MAPK) inhibitors, it was considered that phosphorylation of five 

kinases (ERK1/2, p38MAPK c-jun N-terminal kinas (JNK), ERK5, and Akt) and three kinases (ERK1/2, p38MAPK, and 

JNK) were necessary for neuronal differentiation by NGF and C. tiglium methanol extract, respectively. Water soluble 

polymer such as proteins is not contained in C. tiglium methanol extract, though the neuronal differentiation induction was 

shown by it. Therefore, there is a possibility that the taken active components from C. tiglium are carried by blood flow 

followed by transportation to the brain. 

 

１．目的  

周知のとおり，我が国の平均寿命は世界のトップであり，少子化に伴い，人口全体に占める高齢者の割合は，

増加の一途をたどっている．平均寿命の伸長に対し，脳が正常に活動できる年数は変わらないので，高齢者が

増加するにしたがって，認知症患者または認知症予備軍が増加し，調査によれば７５歳以上の約３割が認知症

の診断を受けている．一方，天然素材起源の新しい認知症予防物質（リード化合物）の発見が望まれるが，多

くの天然素材の成分研究がすでに実施されており，研究に値する新しい素材を入手することが困難になりつつ

ある． 

ミャンマーにはユニークな伝統医薬が存在し，同国国民に広く利用されているが，最近まで抑圧的な軍事政

権を擁したため，西側諸国から経済制裁を受け，事実上鎖国状態であったことから，研究スタッフや研究機材

が不足しており，研究未着手の生薬素材が多数存在する．我々は，研究未着手のミャンマー生薬から認知症予

防物質を探索し，新規な生薬シーズの検出を目指すこととした．すなわち，本研究では，ミャンマー生薬市場

で流通する多数の生薬をミャンマー政府の許可を得て入手し，抽出物を作製後それぞれの神経活性化作用を測

定し，生理活性が認められた抽出物から有効成分の単離と化学構造の同定を試みた．さらに，得られた神経活

性化物質の作用機構の解明を目指した． 

 

２．方法  

ミャンマーのパセイン大学より供与された 57種のミャンマー産生薬を用いて，n-ヘキサン抽出物，クロロホル

ム抽出物，メタノール抽出物を調製した．次に各抽出物について，PC12細胞を用いて細胞毒性試験，神経突起

伸長試験を行った． 細胞毒性が低く，神経突起伸長作用が認められた抽出物から，各種クロマトグラフィーを

用いて，活性成分の単離を行った．単離化合物の化学構造は，1
H-NMR，13

C-NMR，MSスペクトルデータの解

析と文献値との比較により行った． 
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細胞毒性が低く，神経突起伸長作用が認め

られた抽出物の作用機構は，ウエスタンブ

ロット法により，当該抽出物の PC12細胞

中の MAPキナーゼリン酸化作用を測定す

ることにより求めた 

 

３．結果 

・研究に供したミャンマー生薬 

本研究に用いた 57種のミャンマー生薬を

Table 1に示した． 

・各抽出物の細胞毒性と神経突起伸長作用 

全抽出物の細胞毒性の IC50の平均は

56.9μg/ml（ヘキサン），67.3μg/ml（クロロ

ホルム），91.9μg/ml（メタノール）であり

極性が低いほど毒性が強い傾向が認められ

た．生薬個別には，G. sperbaと O. indicum

は 3抽出物のすべてで IC50が 20μg/mlで顕

著な細胞毒性をしめすことが分かった．ま

た，A. paniculata (stem)，A. indica，F. 

vulgare，J. arborescens，M. oleifera，P. emblica，P. nigrum，P. zeylanica，S. japonicum，T. cordifoliaはヘキサン抽

出物と酢酸エチル抽出物に顕著な毒性が認められた．一方，C. bonducella（酢酸エチル），C. tiglium（すべての

抽出物），J. arborescens（ヘキサン），M. bontioides（ヘキサン），O. indicum（酢酸エチル），P. santalinus（ヘキ

サン，酢酸エチル）で ERK1/2リン酸化促進作用が認められた．一方，C. tiglium（すべての抽出物）と O. 

indicum（酢酸エチル）以外には毒性が認められた．以上の結果から，特に C. tiglium抽出物の神経分化誘導作用

に着目することとした． 

・C. tiglium抽出物の神経分化誘導作用 

C. tiglium抽出物の ERK1/2（代表的 MAP キナーゼ）リン酸化促進作用の強さはメタノール抽出物＞酢酸エチル

抽出物＞ヘキサン抽出物であった．また，C. tiglium メタノール抽出物を 10μg/ml以上添加することにより，濃

度依存的に神経突起伸長が認められた．一方，C. tiglium メタノール抽出物を 30μg/ml 以上添加することにより，

濃度依存的に neurofilament-M（神経突起伸長の指標）の発現が有意に増加したことから，C. tiglium メタノール

抽出物は PC12細胞の神経分化を誘導すると判断した． 

・C. tigliumメタノール抽出物による神経分化誘導機構の解明 

C. tigliumメタノール抽出物による神経分化誘導機構の解明を目的として，同抽出物の MAPキナーゼと Aktの

リン酸化作用を測定した結果，C. tigliumメタノール抽出物は，ERK1/2，p38MAPK，JNK2のリン酸化を促進し

た．よって，C. tigliumメタノール抽出物は ERK1/2，p38MAPK，JNK2のいずれかまたは複数を活性化すること

により PC12細胞の神経分化を誘導している可能性が示された． 

所定の濃度の各種阻害剤で PC12細胞を処理した後，NGF（陽性対照）または C. tigliumメタノール抽出物を添

加して 6日間培養した時の neurofilament-Mの発現を測定した．NGFによる神経分化は ERK1/2，p38MAPK，

JNKのすべての阻害剤によって濃度依存的に阻害された．すなわち，NGFによる神経分化には ERK1/2，

p38MAPK，JNKのすべての活性化が必要と判断した．一方，p38MAPK阻害剤は C. tigliumメタノール抽出物に

よる神経分化誘導を阻害しなかったことから，p38MAPKの活性化は同抽出物による神経分化誘導に必要ないと

判断した．すなわち，C. tigliumメタノール抽出物には神経分化誘導作用が認められたが，作用機構は陽性対照

として用いた NGFと異なることが推定された． 

 

４．考察 

以上の結果から，ミャンマー生薬の１アイテムである C. tigliumのメタノール抽出物に神経分化誘導作用が認め

られた．今後，C. tiglium メタノール抽出物中の活性成分の単離・同定を行い，単離化合物が神経分化を誘導す

るメカニズムを明らかにすることにより，新しい創薬シーズが得られる可能性がある 1)． 
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