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研究成果の概要（和文）：加齢により乱れた血液凝固系やその日内リズムを改善する健康食品を見出し、高齢者の血栓
症予防に応用することが本研究の目的である。血栓を予防するとされる食品を対象に探索を行い、応用の可能性のある
食品やその成分を見出した。これらの中で、明日葉の黄汁は、マウスに摂取させると老化に伴う血栓傾向が改善される
ことがわかった。また、明日葉に含まれるキサントアンゲロールのゲラニル基が効果の発現に重要あることを示した。
本研究の成果は、健康食を利用して高齢者の血栓性疾患を予防する機能性食品が開発できる可能性を示すものである。
日内リズムを考慮する部分については、今後の追加検討が必要である。

研究成果の概要（英文）：The study aimed to identify new health foods that improve thrombotic condition 
induced by aging. We explored antithrombotic substance and found some new candidates. We showed that 
Ashitaba have antithrombotic potential in aged mice. We also showed that the geranyl group in 
xanthoangelol from Ashitaba played an important role in this process. This study showed that the intake 
of health food might have potential for preventing thrombotic disorders by decreasing prothrombotic 
states in elderly. However, further investigation is needed with respect to considering circadian rhythm 
of blood coagulation.

研究分野： 血栓止血学
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１．研究開始当初の背景 
高齢になると発生頻度が高くなる虚血性

心疾患や脳血管疾患などの血栓性疾患は、加
齢による凝固系や血管の変化が原因になっ
ており、加齢によるこのような変化の正常化
は血栓性疾患予防のために有効であると考
えられている。 
血液凝固反応には日内リズムがあり、加齢

が原因で正常な日内リズムは変調するため、
血栓性疾患の予防や治療はリズムも考慮す
ると効果的になる可能性がある。 
一方、食品の摂取による血栓予防では、

様々な食品の有効性が示唆され、多くの高齢
者が効果を期待して摂取していると思われ
る。しかし、有効性の根拠のない食品も多く、
予防に役立てるためには、有効性を明らかに
するだけでなく、有効成分の特定と機能の解
明も必要である。また、日内リズムやその変
調を考慮して摂取する時間を工夫すれば、よ
り効果的な利用が可能になると思われる。 
 
２．研究の目的 
本研究の第一段階の目的は、抗血栓作用を

持つ食品成分の探索であるが、いくつかの候
補の中で、特に、あした葉、プロポリス、黒
酢とその醪に注目して研究を進めた。これら
が持つとされる抗血栓作用を実験で証明し、
作用する物質を特定すること、また、加齢に
より乱れた血液凝固系を改善するという発
想で、高齢者の血栓予防に利用できるかどう
かを、加齢マウスを用いて明らかにすること
を目指した。その成果は、日常の食生活から
高齢者の血栓性疾患を予防する新たな機能
性食品の開発に繋がる基礎データと考えら
れる。 
 
３．研究の方法 
 (1)健康食からの血栓予防成分の探索と特
定 
①培養細胞による評価系 
培 養 し た 血 管 内 皮 細 胞 (HUVEC 又 は

EA.hy926) に、被検物質を添加し DMEM 培地
でさらに 3 時間培養した後、腫瘍壊死因子
(TNFα) で刺激した。刺激により培地中に増
加するプラスミノーゲンアクチベーターイ
ンヒビター1 (PAI-1) を ELISA 法によって
測定した。TNFα刺激による PAI-1 産生増加
を被検物質の添加がどの程度抑制したか調
べ有効性を評価した。 
②血小板凝集による評価系 
ウシまたはマウスの全血に予め被検物質

を加えてインキュベーションし、コラーゲン
を加えて血小板を凝集させた。血小板の凝集
抑制効果はセルカウンターを用いて凝集し
ていない血小板を計測し、被検物質の非添加
血液と比較して評価した。 
③凝固反応による評価系 
血液凝固反応は、予め被検物質を添加した

血漿に外因系あるいは内因系凝固反応開始
剤とカルシウム溶液を加え、フィブリンが形

成されて流動性がなくなるのを捉えて検出
する方法(スチールボール法)で評価した。 
凝固抑制作用の強さは、被検物質を添加した
ときの凝固時間延長の程度により評価した。 
 
(2) 物質の単離と血栓予防機能の解明 
①物質の単離 
酢酸エチルやヘキサンなどの有機溶媒を

用いて抽出後、シリカゲルカラムを用いたオ
ープンカラムクロマトフィーやODSカラムを
用いた逆相 HPLC により成分を分画した。 
②PAI-1 産生抑制に必要な構造の検討 
培養細胞による評価系を利用し、TNFα刺

激による PAI-1 産生増加の低下作用を指標
に化合物の構造と抑制活性の相関を評価し
た。またリアルタイム PCR 法により HUVEC 
の PAI-1 mRNA 発現量への影響を調べた。 
③血小板凝集抑制に必要な構造の検討 
コラーゲン刺激後の血小板凝集の抑制を

指標に化合物の構造と抑制活性の相関を評
価した。 
④凝固反応への作用点の評価 
外因系凝固反応、内因系凝固反応のどちら

に作用しているかを明らかにした後、どの凝
固系因子による反応に作用しているかを、凝
固法や合成基質法により評価した。 
 
(3) マウスを用いた検討 
加齢マウスでの検討では、0.5～0.75％の

被検物質を含んだ固型飼料を5～7週齢のICR
マウス摂取させ15ヶ月齢まで飼育した後に、
血液を肝臓や心臓などの臓器を採取した。血
液からは血漿を調製して血中の凝固関連因
子の活性や抗原量を測定し、臓器からは RNA
を抽出してリアルタイムPCR法により凝固関
連因子の mRNA を定量した。 
in vivo の血小板凝集の抑制活性は、tail 

bleeding 法によって評価した。 
動物実験は、帝京大学動物実験に関する倫

理委員会の承認後、同委員会が定めるガイド
ラインに基づいて行った。 
 
４．研究成果 
(1)健康食からの血栓予防成分の探索と基礎
検討 
明日葉の黄汁から精製した複数のカルコ

ンを用いて検討し、その中のキサントアンゲ
ロールに血小板凝集抑制作用と線溶系の阻
害物質であるプラスミノーゲンアクチベー
ターインヒビター(PAI-1)の産生を抑制する
作用の2つの血栓症の予防に繋がる活性があ
ることを明らかにした。また、明日葉黄汁か
ら精製した構造が異なるカルコンの阻害活
性と比較することにより、キサントアンゲロ
ールのゲラニル基が活性発現に重要である
ことを明らかにした(Ohkura et al. J 
Intercult  Ethnopharmacol. 4(4):355-7. 
2015)。   
さらに、プロポリスに含まれる天然物から

PAI-1 産生抑制を指標に見出したフラボノイ



ドの一種のクリシンについて、クリシンの誘
導体を用いて構造と活性の関連を調べた。そ
の結果、5 位と 7 位に 2 つの水酸基が結合し
ていることが重要であることがわかった(投
稿中)。 
凝固反応による評価系を用いて、黒酢と黒

酢醪の分画物について、抗凝固作用があるか
どうかを調べたが、今回の検討で抗凝固物質
は見いだせなかった。一方、生薬抽出物を対
象に抗凝固物質の探索を行ったところ、凝固
反応を促進する生薬抽出物が複数見つかっ
た。本テーマの目的とは異なるものが見出さ
れたわけであるが、本研究の一つの成果とし
て長年使われてきた生薬から、これまでに知
られていなかった新たな止血物質開発の可
能性が見出されたと考えている(J Intercult 
Ethnopharmacol.4(1):19-23.2015)。 
 
 (2)マウスを用いた検討 
マウスによる検討では、明日葉の黄汁の経

口投与がマウスの体内で血小板凝集を抑制
する可能性があることを示した。また血小板
凝集の抑制を、全血を用いた血小板凝集測定
とマウスを用いた in vitro での評価系で検
討し、黄汁から精製したキサントアンゲロー
ルが血小板凝集を抑制すること、キサントア
ンゲロールのゲラニル基が活性発現に重要
であることなどを明らかにした(投稿中)。ま
た、プロポリスを混餌投与したマウスでは、
炎症性刺激によって血栓傾向を誘導したマ
ウスの血中PAI-1上昇が抑制されることを示
した(投稿中)。黒酢のマウスの血栓傾向モデ
ルでの有効性については、今後の追加検討が
必要である。 
 

 (3) 加齢による血栓傾向への効果の検討 
明日葉の黄汁を摂取したマウスでは、老化

に伴う血栓形成傾向が抑制されることを示
した(第 38回日本血栓止血学会学術集会 発
表予定)。 
また、加齢による凝固関連因子の日内リズ

ムへの影響を効率的に調べる目的で加齢促
進マウス(SAM マウス)を用いた検討を行い、
SAM マウスが血栓傾向を改善する食品の評価
に有効である可能性を示した。 
明日葉の以外の健康食品については、研究

期間内に加齢マウスでの有効性を示すこと
はできなかった。また、凝固系の日内リズム
の改善効果については、明日葉と上記の SAM
マウスを用いて解明を試みたが、研究期間内
に有効性を明らかにすることは出来なかっ
た。 
本研究では、明日葉やプロポリスなどの抗

血栓作用の機序の一端を明らかにすると共
に、加齢マウスモデルでの有効性も示すこと
ができた。本研究の成果は健康食を利用して
高齢者の血栓性疾患を予防する機能性食品
の開発に繋がるものであると考えている。 
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