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（様式５） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成２１年４月１日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局   九州大学・大学院薬学研究院       

職・氏
ふり

 名
がな

  准教授・田中
た な か

 宏幸
ひろゆき

      
 
 

1. 事 業 名 相手国（  タイ  ）との共同研究  振興会対応機関（ ＮＲＣＴ ） 

 

2. 研 究 課 題 名  生理活性サポニン高含有 Bacopa monniera の育種研究                   

 

3. 全 採 用 期 間 

 

平成 １９ 年 ６ 月 １ 日 ～ 平成 ２１ 年 ３ 月 ３１ 日 （ １ 年 １０ ヶ月） 

 

4. 研究経費総額 

 

（1）本事業により交付された研究経費総額  ５，０００千円 

 

初年度経費２，５００千円、 ２年度経費２，５００千円 

 

（2）本事業による経費以外の国内研究経費総額   ０ 千円 
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5．研究組織 

（1）日本側参加者 

氏 名
（ふりがな）

 所 属・職 名 研 究 協 力 テ ー マ 

田中
た な か

 宏幸
ひろゆき

 

 

 

坂元
さかもと

 政一
せいいち

 

 

九州大学大学院薬学研究院・准教

授 

 

九州大学大学院薬学府博士課程 

 

・研究統括、抗 bacopaside I antibody、抗

bacoside A3 antibody の作製とその応用研

究 

・抗 bacopaside I antibody、抗 bacoside A3 

antibody の作製とその応用研究 

 

 

 

 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名         Naresuan 大学薬学部・准教授・Kornkanok Ingkaninan      

 

（3）相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付すこと） 

氏  名 所属・職名（国名） 研 究 協 力 テ ー マ 

○Kornkanok Ingkaninan  

Waraporn Putalun  

 

Watoo Phrompittayarat 

 

Charinrat Totium 

Suchaya Wiriyakarun 

Natnapa Imsungnoen 

 

Winida Wongwicha 

 

Latiporn Udomsuk 

 

Benyakarn Pongkittwitoon 

Naresuan 大学薬学部・准教授 

Khon Kaen 大学薬学部・准教授 

 

Naresuan 大学 Cosmetics and Natural 

Products リサーチセンター・研究員 

Naresuan 大学・大学院修士課程学生 

Naresuan 大学・大学院修士課程学生 

Khon Kaen 大学・大学院修士課程学生 

 

Khon Kaen 大学・大学院修士課程学生 

 

Khon Kaen 大学・大学院修士課程学生 

 

Khon Kaen 大学・大学院修士課程学生 

・タイ王国側研究統括、Brahmi の栽培研究 

・組織培養による Brahmi 大量育苗システムの構築と生

理活性成分生産法の確立 

・抗 bacopaside I antibody の作製と ELISA の確立、

効率的な Brahmi エキス調製法の確立 

・抗 bacoside A3 antibody 作製と ELISA の確立 

・抗 bacoside A3 antibody 作製と ELISA の確立 

・抗 bacopaside I antibody を活用した Eastern 

blotting の確立 

・抗 bacoside A3 antibody を活用した Eastern blotting

の確立 

・抗 bacopaside I、bacoside A3 antibody を活用した

immmunochromatographic strip の作製 

・組織培養による Brahmi 大量育苗システムの構築と生

理活性成分生産法の確立 
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6．研究概要（研究の目的・内容・成果等の概要を簡潔に記載してください。 

【研究の目的】 

ゴマノハグサ科の Bacopa monniera (Brahmi)は、インドの伝統医学アーユルヴェーダにおいて精神安定

剤、鎮痛剤、利尿剤又は血流をよくするために使用されてきた歴史を持ち、近年記憶力の増進・抗うつ作用

についての報告がなされたことから、国際的に注目を集めている薬用植物である。記憶力の増進・抗うつ作

用以外にも抗酸化作用、抗潰瘍作用、降圧作用等多彩な機能が報告されている Brahmi には多種多様な植物

二次代謝産物が含まれているが、とりわけ特有成分である bacopaside（pseudojujubogenin glycoside）, 

bacoside （jujubogenin glycoside）と称されるサポニンが Brahmi の品質を評価する上でのマーカーと一

般に考えられている。本研究では、上記マーカーとされる生理活性サポニンを指標とした免疫化学的分析手

法を開発し、Brahmi の品質を評価する手法へと展開した。本課題の最終的な目標の一つは、今回確立した

免疫化学的分析手法を活用することで効率良く生理活性サポニン高含有品種を選抜育種することである。 

【内容・成果】 

免疫化学的分析手法を開発するためには、必須のツールである特異的な反応性を持つ抗体を作製する必

要がある。主 pseudojujubogenin glycoside である bacopaside I をハプテンとして牛血清アルブミン(BSA)

との複合体（BacoI-BSA）を作製し、これを免疫原としてウサギに感作することで、抗 bacopaside I ポリク

ローナル抗体（anti-BacoI PAb）を作製した。作製した anti-BacoI PAb を一次抗体とした enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA)を構築し、その分析手法を評価した結果、62.5 から 1.95 ng/ml の濃度領域で

良好な直線関係が得られ、十分な感度を有していることが確認できた。   

また、抗 bacopaside I モノクローナル抗体(anti-BacoI MAb)の作製も行った。作製した抗体を用いて

ELISA を構築した結果、anti-BacoI PAb を用いた ELISA と同様に 62.5 から 1.95 ng/ml の濃度領域で良好な

直線関係が得られ、十分な感度を有していることが確認できた。続いて、B.monnieri を材料として本 ELISA

による定量を行い、同時に同じサンプルに含まれる各種 pseudojujubogenin glycoside の含量を HPLC 法にて

測定し、両定量値を比較した。6 サンプルを測定した結果、HPLC 法により定量した測定値と ELISA による定

量値は良く近似しており、相関係数は 0.987 であった。即ち、本法も pseudojujubogenin の総量を算出しう

る手法であることが明らかとなった。さらに、予定通り各種免疫化学的分析手法の開発を行い、その結果と

して迅速、簡便な immunochromaographic strip の作製に成功した。さらに、pseudojujubogenin glycoside

を特異的に検出し得る Eastern blotting の構築にも成功し、現在確立した手法を用いた育種研究並びに資源

探索研究を実施している。 

平成 20 年度には同様の手法を活用して抗 bacoside A3 抗体を作製し、本化合物を含め jujubogenin 

glycoside を対象とした免疫化学的分析手法の開発を完結した。加えて、jujubogenin glycoside を特異的に

認識する抗体を活用した新規免疫染色法、Eastern blotting を開発し、その信頼性、有用性を多面的に検証

している。 

タイ側研究者は、特に Brahmi の栽培研究を中心に研究を精力的に進めた。圃場における研究に加え、植

物組織培養を用いたアプローチも行い、その結果として大量培養法の確立や培養組織による生理活性配糖体

の効率的生産システムに関する成果を上げている。それらの実験において今回開発した各種免疫化学的な分

析手法が Brahmi の品質評価に威力を発揮した。 

Brahmi は先にも述べたように、タイにおいてその抗老化作用が注目されていることから、その使用が増

加すると目されており、今回の成果は優良な商品や個体の評価・選抜に大いに役立つものと考えられ、今後

国際共同研究として継続して進めていく計画である。 




