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Ⅰ．温故知新︓チャボトケイソウ Passiﬂora incarnata L.

トケイソウ科トケイソウ属の安心と安眠のハーブ

1993 臨床医薬 ヒト RCT 試験 パッシフローラエキス︓
心身症の 4 大疾患（自律神経失調症、
本態性高血圧症、
消化性潰瘍、
過敏性腸症候群）患者 166 名が 4 週間摂取したところ、
抗不安薬メキサゾラムとの比較で、症状別改善度、全般改善度、総括安全度、有用度、副作用発生頻度に群間差が認めら
れなかった。心身症 4 大疾患の身体的症状、不安・緊張・抑うつ等の精神症状と睡眠障害に対する有効性が示唆された。
2011 Phytother. Res. in vitro 試験 乾燥エキス︓
ラット皮質シナプトソーム画分において、GABA 取り込み阻害（IC50 95.7 µg/mL）と GABA 受容体への濃度依存的な
親和性が確認された（IC50︓GABAA 受容体 101 µg/mL、GABAB 受容体 120 µg/mL）
。GABA システムの調整作用
を有する可能性が示唆された。
2011 Phytother. Res. ヒト RCT 試験 お茶（乾燥生薬 2 g を熱湯 250 mL で 10 分間抽出）
︓
健常者 41 名が、就寝 1 時間前に 7 日間飲用。プラセボと比較して睡眠の質が有意に改善された（P<0.01）
。
2017 Med. Oral. Patol. Oral.Cir. Bucal. ヒト RCT 試験︓
抜歯治療を受ける 40 名が、治療 30 分前にチャボトケイソウ（260 mg）または鎮静薬ミダゾラム（15 mg）を摂取。
両群とも被験者の 70％で気分の落ち着き、または不安が軽減された。ミダゾラム群の 20％で記憶喪失が報告されたが、
チャボトケイソウ群では認められなかった。
2020 Nutrients ヒト RCT 試験 9 件のシステマティックレビュー︓
精神神経系障害への効果を検証した 9 件のヒト試験は、摂取期間や評価方法が異なるが、多くの試験でチャボトケイソウ
摂取が不安を軽減したと報告。精神神経系に起因する症状の幾つかを軽減する可能性が示唆された。記憶喪失など副作用
の発症は認められず、ストレス反応や不眠、不安などを軽減する安全な医薬品であることが示唆された。

Ⅱ．学術、海外のハーブ医薬品・食品についての情報

文献情報アップデート︓ マリアアザミ 2 報
1) シリマリンの抗酸化作用︓多発性硬化症 (MS) および同治療薬フィンゴリモドによる肝機能の異常を低減

“Antioxidative effects of silymarin on the reduction of liver complications of fingolimod in patients with relapsing-remitting multiple
sclerosis: A clinical trial study” J. Biochem. Mol. Toxicol. ,2021 May 2; e22800.

2) COVID-19 関連︓コンピューター内および in vitro 試験で、 シリビンおよびシリマリンともに Mpro を阻害することを証明。
COVID-19 に対する治療戦略に有効な食品由来かつ天然素材の可能性を呈した。

◇変えます「仕事の質」
◇

Vitexin
Orientin
Isovitexin
Homoorientin

本

伝承利用︓
【1569】スペイン人医師 N. Monarde の報告︓ 【1590 年頃】渡来︓
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“SARS-CoV-2 Main Protease Active Site Ligands in the Human Metabolome” Molcule, 2021, 26, 1409
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詳細につきましては、弊社営業担当までご連絡ください。

ロット A ロット B ロット C

2) HP 製品別ページ訪問数

TOP10

(2021 年 5 月集計 )

1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
7位
7位
10 位

チャボトケイソウ (144) →
西洋ヤナギ (63) →
ロディオラロゼア (51) →
マンゴー葉 Zynamite®(49)↑
トンカットアリ Physta®(47)↑
エキナセア (41)↑
赤ブドウ葉 (38)↑
バレリアナ根 (38) →
マリアアザミ (38)↓
アグニ (31)↑

★5 月動向︓
睡眠系に続き、関節系、滋養強壮系が上位に浮上。
① Vitexin

日

ロット間の同等性

HPTLC 成分パターンの分析 （品質保証部門 丸山 )

③ Isovitexin
② Orientin

州

2021.06.11
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1) チャボトケイソウ乾燥エキス

原産地は中央アメリカ、南アメリカの熱帯・亜熱帯地域
トケイソウ属は約 550 種あると言われており、果物や鑑賞用に栽培。
トケイソウは、狭義でトケイソウ（P. caerulea）を指し、チャボトケイソウ
（P. incarnata）とは品種が異なる。パッションフルーツは、別品種のクダモ
ノトケイソウ（P. edulis）の果実である。チャボトケイソウの果実は小さく、
パッションフルーツとは異なる。
「Passiﬂora︓Passion Flower︓受難の花」の名称は、花の形が十字架上のキリ
ストを連想させることに由来する。16 世紀、中南米に派遣された宣教師が名付け、
布教に利用した。
チャボトケイソウは、アメリカ大陸において鎮静薬として長い伝承利用の歴史を有する。
また、医薬、サプリメントおよび化粧品の原料としてトケイソウ属の中で最も研究された品種である。

アメリカ大陸
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Ⅳ．ワークライフバランス︓リレー de ウォーク 古代ハス巡り 4,479 ㎞
1) 5 月末時点︓ 到達距離 4,182.9 km (94%) 、なると島田島 ( 徳島県 ) 付近を歩行中。( 詳細裏面参照 )
アスクの歩きを繋ぐオオガハス（古代ハス）について︓
ハス科ハス属のハス（Nelumbo nucifera) で紅い花（紅蓮華）を付けます。
大賀博士が検見川で発掘したハスの種は、3 粒あり、炭素分析で凡そ三千年前
のハスであると同定されました。種は大賀博士の手で蘇り、オオガハスとして
今日まで国内外に広く移植されています。その最初の 1 粒から千葉公園の古代
ハスの池ができ、平成 5 年 4 月 29 日、千葉市はオオガハスを市の花に制定し
ました。今年は、大賀ハス発掘 70 周年です。
千葉市の大賀ハス祭りは有名です。https://bit.ly/3fQ0yqm
今年度の大賀ハス祭りは 6 月 19 日（土）～ 6 月 27 日 ( 日 ) に予定されてい
ましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となりました。

2) 2021 年 5 月 30 日午前の千葉公園にて 大賀ハス 三本の花芽を賞める︓
「ハスは花の君子なるものなり」と愛蓮説、
「淤泥よりいでて染まらず、清漣に濯って妖ならず」の花を見せ、
「匂い遠くしてますます清く」の香りを見せ、
「亭々として清くたち、遠く見るべくして、褻翫すべからざる」の姿を見せて、
花は散り、葉は枯れ、花床は淤泥に沈むとも其の実は三千年後の未来を生きる。
昨日今日明日と咲くハスの花、おおさかびとも声高に・・・隣の池で舟遊び、
古代現在未来を結ぶ千葉公園のハスの糸、必見の価値があります。
尚、三千年を土中に生きるハスの実は、「レンニク (Nelumbis Semen)」
として日本薬局方に収載されています。神農本草経の上品、苦味健胃薬、
食欲増進薬として消化器に働くとされます。

写真︓千葉公園の池（上）
、ハスの花芽三連（下）

◇変えません「変化を視る秤」◇

「古人の跡を求めず古人の求めし所を求めよ」芭蕉と弘法大使に倣い歩き、気づき・楽しみを見つける︓（2020 年 5 月～ 2021 年 4 月）
リレー de ウォーク 古代ハス巡り 4,479 ㎞
1．東京大学附属緑地植物実験所 ( スタート )
◇
◇
◇

期間︓2020 年 5 月 7 日～ 2021 年 4 月 30 日
2021 年 8 月 31 日まで延長︕決定︕
目的︓夏に開花する古代ハスを楽しみに、千葉市の花 古代ハス（大賀ハス）を起点に全国へと拡がった、大賀ハスの生育地点を 1 年かけて巡る。
共有︓「古人の跡を求めず古人の求めし所を求めよ」に倣い、見つけた「気づき」や「楽しみ」

常夜灯（経由）
2．野田市関宿総合公園夕日ヶ池
3．天平の丘公園
4．常陸風土記の丘

5 月末時点 4,182.9 km

高知県立牧野植物園（高知県）4,153 ㎞を通過し、なると島田島（徳島県）4,322 ㎞を目指して歩行中

5．称名寺

高知県立牧野植物園（高知県）︓

なると島田島（徳島県）︓

7．千秋公園

古代のハスとして知られる「大賀ハス」の花を咲かせるため、県内の
地域おこしボランティアの人たちが中心となり、2014 年に鳴門市瀬
戸町大島田の水田に植えつけました。

9．十日町市弁天池

高知が生んだ「日本の植物分類学の父」牧野富太郎博士の業績を顕彰
するため、博士逝去の翌年、1958 年 4 月に高知市の五台山に開園。
50 周年記念庭園は、南園が持つ独特な谷地形を最大限に活かした回
遊式庭園で、大小 6 つの池を配し、水景庭園としても親しまれていま
す。池に設置された「水上観察路」から、ハスの園芸品種や熱帯性ス
イレンなどの水生植物を近くでご覧になれます。
( 牧野植物園ウェブサイトより )

6．弘前市前公園
8．御薬園
10．善光寺三門南大勧進放生池

島田島では、古代ハスの花を鑑賞するだけでなく、
「植え付け体験」「観
蓮祭」「レンコン堀り（収穫体験）」など、様々なイベントを通して、
一般の方も古代ハスに親しんでいただけます。

11．吉井いしぶみの里公園
12．古代蓮の里

( なると島田島ウェブサイトより）

社員による大賀ハス情報︓

13．府中市郷土の森公園
14．小田原城址公園

千葉公園︓5 月 23 日に 16 本の花芽を確認し、6 月 5 日に 9 本、同 6 日に 16 本の開花を確認しました。
大賀ハス園・東京大学検見川総合運動場・水元公園︓ 5 月 29 日、花芽は確認できませんでした。

15．文化財展示会
16．三ツ又ふれあい公園
17．大賀ハス園
18．白圭山蓮蔵寺
19．花はす公園

岐阜県羽島市

東京大学検見川総合運動場

20．京都府立植物園

水元公園 ( 東京都葛飾区 )
のハス池

21．春日大社萬葉植物園
22．大賀池
今日の花数
6/6 16

23．大阪市立長居植物園
24．姫路城西御屋敷跡庭園好古園
25．伯耆古代の丘公園
26．縄文の森公園
27．広島平和祈念資料館
28．土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム
29．歴代古代の森・鹿央物産館

千葉公園 開花
千葉公園
開花

30．雑児ヶ池地区公園
31．宇佐神宮
32．南楽園
33．高知県立牧野植物園
34．なると島田島
35．四国村

®

36．後楽園（ゴール）
大賀博士生誕の地
今日の花数
6/5 9
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岡山

お問合せ先︓ アスク薬品株式会社
6 月 5 日撮影

6 月 6 日撮影

TEL: 047-399-7598

E-mail: info@askic.co.jp
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