
hon p.1 [100%]

399

静岡県立大学食品栄養科学部（〒4228526 静岡市駿河

区谷田 521）
e-mail: kinae＠smail.u-shizuoka-ken.ac.jp
本総説は，日本薬学会第 126 年会シンポジウム S3 で発

表したものを中心に記述したものである．

399YAKUGAKU ZASSHI 127(3) 399―406 (2007)  2007 The Pharmaceutical Society of Japan

―Reviews―

食品と健康長寿

木 苗 直 秀

Food and Health Longevity

Naohide KINAE

School of Food and Nutritional Sciences, University of Shizuoka, 521 Yada, Suruga-ku,
Shizuoka City 4228526, Japan

(Received October 24, 2006)

Japan has the longest life expectancy in the world. It was an average 85.59 years for women and 78.64 years for men
and 77.2 years for women and 71.9 years for men in average health expectancy in 2004. As the diet becomes more western-
ized, the number of patients with diabetic, cardiovascular, and cerebrovascular diseases due to the metabolic syndrome
is increasing. In 2002, our university was selected as a COE21st century participant by the Ministry of Education, Cul-
ture, Sports, Science and Technology. Our program is entitled ``Center of Excellence for Evolutionary Human Health
Sciences''. The aim of this program is to obtain and provide signiˆcant information for maintaining human health
through research/education on food and medicine. The combined use of specialized foods and medicines will enhance
the eŠectiveness and decrease the adverse eŠects of medicines. Safety evaluation methods will be developed for the com-
bined use, thus establishing a novel academic ˆeld for human health sciences. We call this ``borderless sciences of food
and medicine'' (yaku-shoku dogen).
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1. はじめに

わが国は男女とも世界で 1, 2 位を争う長寿国で

ある．平成 16 年の平均寿命は女性が 85.59 才，男

性が 78.64 才となり，5 年連続して過去最高を更新

している．また，平均寿命から病気により床に臥せ

っている期間を差し引いた健康寿命は女子が 77.2

才，男子は 71.9 才といずれも世界 1 位であること

は喜ばしいことである．しかし，他の国々と比べて

急速に進む高齢化及び少子化は医療制度や経済的発

展に支障を来していることも事実である．戦後の食

糧難の時代から 60 年あまりの間に経済復興や高度

経済成長に伴い，食事内容は米，魚，漬物，味噌汁

を食するいわゆる和風から，パン，獣肉，乳製品を

食する洋風に変化したこと，衛生環境が整備された

こと，医療技術が向上したことなどにより，疾病形

態に大きな変化が起こった．それまで多発していた

結核による死亡者数はストレプトマイシン等の抗生

物質の服用により急激に減少し，脳血管疾患は食塩

の使用量の減少や，治療技術の向上により減少傾向

にある（Fig. 1）．これに対してがんによる死亡者

数は昭和 55 年以降，全死亡原因の第 1 位を占めて

おり，胃がんや子宮がんによる死亡者数は減少して

いるものの，肺がん，肝臓がん，大腸がん，前立腺

がん，乳がんなどによる死亡者数は年々増加傾向に

ある．1)

最近，食事の欧米化，運動不足，ストレスの過多

などにより，内臓脂肪型肥満，いわゆるメタボリッ

クシンドロームを持つ人々の割合が増加しているこ

とが大きな社会問題となっている（Fig. 2）．その

結果，インスリン抵抗性，アディポネクチン低下，

レプチン抵抗性がみられ，糖尿病，脳卒中，心臓

病，がん，歯周病を含む生活習慣病に進行していく

ものと考えられる．実際に，予備軍を含めると高血

圧は 3261 万人，糖尿病は 1620 万人，高脂血症は

2000 万人が罹患しているとされており，1 人で 2―

3 種のこれら疾病を併発していることを考えると，

生活習慣病対策は緊急対策を必要とする極めて重要
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Fig. 1. Changes of Cause-speciˆc Death Rate

Fig. 2. The Metabolic Syndrome
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な課題である．

ところで，中国では周の時代に著された「周礼」

に現在の栄養士に相当する食医の存在が記されてい

る．中国の医食同源の基本となっている四気（寒

気，温気，熱気，涼気）や，五味（酸味，苦味，甘

味，辛味，鹹味）では，それぞれの疾病の発症状況

に応じて，自然からの恵みである食品素材を適格に

治療に用いていたことはすばらしいことである

（Fig. 3）．それゆえ，「医食同源」，「薬食一如」と

いう言葉が生まれてきたものと考えられる．2)わが

国では江戸時代に貝原益軒が「養生訓」を著し，疾

病予防，健康維持に日常食品が有効であることを説
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Fig. 3. Four-qualities and Five-tastes, the Basis of a Common Origin of Medicines and Foods

Table 1. Major Vegetables and Their EŠects for Folk
Remedy
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発熱 ○ ○ ○ ○ ○ ○

風邪 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

気管支喘息 ○ ○ ○ ○

肺炎 ○ ○ ○

便秘 ○ ○ ○ ○ ○ ○

胃潰瘍 ○ ○ ○ ○

高血圧 ○ ○ ○ ○ ○ ○

動脈硬化 ○ ○ ○ ○ ○ ○

脳卒中 ○ ○ ○

糖尿病 ○ ○ ○ ○

胆石症 ○ ○ ○ ○ ○

腎臓病 ○ ○ ○ ○

疲労・強精 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

リウマチ ○ ○ ○ ○

痛風 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（大手利公編「食べて治す医学大辞典」主婦と生活社（1993）より作成）．

Table 2. Comparison of Physiologically Active Substances
With Wasabi and Green Tea

生理活性 わさび 緑茶

抗菌作用 ○ ○

抗ピロリ菌作用 ○ ○

抗ウィルス作用 ○

抗酸化作用 ○ ○

抗変異原性 ○ ○

抗発がん性 ○ ○

コレステロール低下作用 ○

血小板凝集抑制作用 ○ ○

血圧上昇抑制作用 ○

抗アレルギー作用 ○ ○

メイラード反応抑制作用 ○ ○

ビタミン B1 合成増強作用 ○

骨増強作用 ○

食欲増進作用 ○
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いている．また，現在までに民間療法で用いられて

いる野菜の健康維持のための効用について Table 1

に示した．現在，それらのいくつかは科学的なエビ

デンスを与えられつつある．われわれは緑茶とわさ

びを含む静岡県の特産物について生理活性を比較検

討している．他の文献のデータを含めて両者を比較

すると有効成分がカテキン類とイソチオシアネート

類と全く異なるものの，類似した生理活性を有する

ことは興味深い（Table 2)．3)

平成 14 年度に文部科学省より採択された静岡県

立大学 21 世紀 COE プログラムでは「先導的健康

長寿学術研究推進拠点」と呼称し，「健康長寿は人
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Fig. 4. Four Categories of Center of Excellence for Evolutionary Human Health Sciences
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類の願望である」という共通認識の下，本学の生活

健康科学研究科と薬学研究科が「薬食同源」を基盤

とする新たな学問領域の創成と，「薬食融合」を理

解した国際的に通用する若手科学者の育成，さらに

基礎研究の成果を企業との協同により実用化，製品

化をめざす産学連携活動を鋭意進めている．本プロ

グラムには 4 つの領域，1) 食品と医薬品の相互作

用の解明，2) 高次機能性食品・創薬シーズの開発

への取り組み，3) 人体評価系構築のための技術基

盤の確立，4) 地域保健・医療スタッフとの連携に

よる食品・医薬品臨床応用システムの構築と展開に

ついて 20 名の事業推進担当者がそれぞれ分担して

精力的に研究を展開している（Fig. 4）．本事業で

は食品と医薬品の相互作用を解析するモデル系の作

成，食品素材を利用した創薬，現在問題となってい

る感染症やアレルギー疾患予防のための分子基盤の

整備，人体評価のためのバイオマーカーの検索と評

価システムの構築，実際に患者を用いた臨床データ

集積システムの構築，健康増進プロジェクトの推進

と遺伝子多型の解析などが中心研究課題となってい

る．既に得られた研究成果は，各研究者により専門

誌に掲載されており，静岡県が毎年開催している静

岡健康・長寿学術フォーラムにおいても公表してい

る．2006 年 10 月 20 日(金)，21 日(土)に静岡市の

グランシップで開催される第 11 回同フォーラムで

は，5 年間の総括とも言うべき各テーマ毎の研究成

果の発表を予定しており，国内外の専門家を招聘し

て意見交換が行われることになっている．

筆者は本拠点のリーダーとして，日常食品等の新

しい安全性評価法の構築と医薬品との複合作用につ

いて検討している．ここでは食物によるがん予防を

めざして，当研究室で行っている緑茶粗抽出物及び

カテキン類のニトロソアミン生成に対する抑制効果

を in vitro, in vivo で検討した結果を述べる．

二級アミンと亜硝酸塩（又は硝酸塩）を pH2―4

の酸性条件で反応させるとニトロソアミン類を生成

することはよく知られている．二級アミンは魚類や

医薬品に由来し，亜硝酸塩及び硝酸塩は植物，特に

葉菜類に多く含まれており，生成するニトロソアミ

ン類はメダカなどの水生生物から，マウス，ラット

など哺乳動物に肺がん，胃がん，肝がんなどを誘発

することから，発がん及びがん予防のモデル試験系

として，これらげっ歯類がしばしば用いられてい

る．試験管内で二級アミンとしてモルホリンを用い

た場合，80°C で 1 分間加温した緑茶浸出液は，使

用した緑茶及び，それらの中に含まれる epigallo-

catechin gallate (EGCg), epicatechin gallate (EGC),

epicatechin (EC), epicatechin gallate(ECg）などの

カテキンの総和に比例してニトロソモルホリンの生

成を抑制することを明らかにした（Fig. 5)．4)

また，緑茶の抽出回数がニトロソモルホリンの生

成抑制に深く関連しており，1 煎目，2 煎目のみ抑

制活性が極めて高く，3 煎目以降はむしろニトロソ

モルホリンの生成を促進するという全く逆の作用を

確認した（Fig. 6）．

そこで，Wistar ラットにモルホリンと亜硝酸
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Fig. 5. EŠect of the Weight of Green Tea Leaves on the Concentration of Catechins and the Formation of Nitrosomorpholine in the
Brewed Green Tea

Fig. 6. EŠect of Green Tea Brewed Repeatedly on the Formation of Nitrosomorpholine in the Presence of Morpholine and Nitrite
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Fig. 7. EŠect of Brewed Green Tea on the Formation of Nitrosomorpholine in Rats
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塩，及び緑茶抽出物を同時に投与して，ニトロソモ

ルホリンの生成量を GC-MS 法で定量した．その結

果，胃内ニトロソモルホリン生成量はラット体重 1

kg 当たり緑茶抽出物量 10 mg まで増加し，25 mg

以上では減少することが明らかとなった（Fig. 7）．

このことは先の in vitro の系と一致した結果とな

った．そこで，被験者に 240 mg の硝酸塩（生体内

に摂取されると唾液酵素で亜硝酸に変化する）相当

量を含む茹でた小松菜，二級アミンを含む乾燥スル

メ，カテキン総量 30 mg 又は 300 mg を含む緑茶浸

出液 200 ml を摂取してもらい，18 時間以内の尿中

のニトロソジメチルアミン量を分析した（Fig. 8）．

実験前と比べて水投与 A 群及びカテキン 30 mg

摂取 B 群と比べて，カテキン 300 mg 摂取 C 群では

ニトロソジメチルアミン量が有意に減少しているこ

とを確認した．このことはヒトの体内においても緑

茶カテキンの摂取がニトロソアミンの生成を抑制し

ている可能性を強く示唆するものであった．

本プログラムでは医薬品と食品との複合作用に関

する研究も進んでいる．本学の山田らはトルブタミ

ドの血糖降下作用に対するイチョウ葉エキス摂取の

影響について検討している．19 ヵ月齢の老齢ラッ

トにイチョウ葉エキスを単回投与した場合と 5 日間

連続投与した場合で血糖値に対する効果が異なるこ

とを明らかにしている（Fig. 9）．すなわち単回投

与では，トリブタミドとイチョウ葉エキスとの併用

により血糖値が相乗的に低下したのに対して，連続

投与ではむしろ血糖上昇作用がみられることを観察

し，それが酵素誘導に起因すると推定した．現在ま

でに他のいくつかの医薬品と食物を併用した実験系

で同様の相反する結果を得ている．5)

2. おわりに

また，平成 14 年に本学を中心とした静岡県中部

地域では文部科学省より「都市エリア産学官連携促

進事業」に採択され，「心身ストレスに起因する生

活習慣病の克服をめざしたフーズサイエンスビジネ

スの創出」をテーマとして産学官民連携事業を進め

ており，拠点フーズ・サイエンスヒルズを構築した．

21 世紀 COE プログラムとの複合的な活動により既

にいくつかの抗ストレス食品を世の中に送り出して

いる．それゆえ，基礎研究と応用研究の連動が効率

的に行われており，大学院生を含む若手研究者が積
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Fig. 8. Nitrosodimethylamine (NDMA) Excreted in Human Urine before and after Ingestion of Test Diet

Fig. 9. EŠect of Ginkgo Biloba Extract on Antihyperglycemic Action of Tolbutamide in Aged Rats

405No. 3

極的に国内外の学会で研究成果を発表する体制が整

備された．世の中にはばたいていく彼らの後姿は頼

もしくさえ感じている．歴史的には食と薬という異

なる研究分野が実際のライフスタイルを考慮して融

合的かつ発展的に連動していることは「食と健康長

寿」を考える上で極めて有用なものである．
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