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II. 成果の概要（総括研究報告） 
我々は、これまでの研究においてブラジル産グリーンプロポリスの成分の一つであるアルテピリ

ン C が、PPARγ の活性化を介して脂肪細胞分化を促進するとともに、2 型糖尿病モデルマウスにお

いて血糖値の上昇を改善する.ことを見出していた。 
本プロジェクト研究によって、ブラジル産グリーンプロポリス由来の別の成分でケイ皮酸誘導体

化合物であるバッカリンが、PPARγ 依存的な転写活性を増加させることと脂肪細胞分化を促進する

ことを見出した。また、プロポリス及びプロポリス成分のいくつかが、インスリン分泌促進物質とし

て知られるアルギニンの標的因子である ATIS1 との結合を介してインスリンの分泌を促進すること

を明らかにしている。さらに 2 型糖尿病モデルマウスを用いた検討によって、バッカリンは動物レ

ベルにおいても抗糖尿病作用を示すことを見出した。プロポリスの生体利用率を改善するために、

プロポリスをナノパーティクル化してそのナノ化プロポリスの物理化学的性状について解析した。

これらの結果は科学的根拠に裏付けられた糖尿病改善用の機能性プロポリス含有食品の開発に有用

な知見である。 
 
 
We have previously reported that artepillin C, an ingredient of Brazilian green propolis, promotes adipocyte 
differentiation via PPARγ activation and improves blood glucose level in type 2 diabetic model mice. In this 
project research, we found that baccharin, another cinnamic acid derivative compound from Brazilian green 
propolis, also activates PPARγ-dependent transcription and adipocyte differentiation. We revealed that propolis 
extracts and some of its ingredients promote insulin secretion through the binding to ATIS1 (Arginine Target 
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for Insulin Secretion 1). Baccarin was shown to have anti-diabetic activity in type2 diabetes model mice. To 
improve the bioavailability of propolis content, nano-particulated propolis was made and then its physical and 
chemical properties were determined. These results lead to the development of anti-diabetic functional food 
using propolis extract, which is supported by scientific evidence. 
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