水素水の研究～医療・健康分野の学術文献紹介～
5.7. 一酸化窒素と分子水素の併用によるマウスの急性肺障害治療効果
2016 年 5 月 24 日

学術雑誌名：Shock，2015，May:43(5):504-11
表題：Combination therapy with nitric oxide and molecular hydrogen in a murine model of acute Lung
injury（マウスの急性肺障害モデルにおけるＮＯと分子水素の併用治療）
著者：Lie H. etal（中国軍事医大他）
概要：分子水素は急性肺障害に対して治療効果を有することが知られており、一方一酸化窒素（ＮＯ）は
活性酸素種を誘導して悪化することも知られている。ＬＰＳ投与によって作成したマウス急性肺炎モデル
に対してＮＯと分子水素を吸引法によって投与して併用効果を検討した。疾患の分子レベル指数、病理
学的指数等諸因子について比較検討した結果、ＮＯと分子水素を単独で投与した場合に比べて両者を併
用した場合明らかな病態の改善が認められた。疾患部の細胞誘導、サイトカイン、ケモカイン、細胞のア
ポトーシス等を改善することによって両者の相乗効果が発現されることが分かった。肺の多病原菌感染
症に対してＮＯと分子水素水の併用が有効であることが示唆された。
カテゴリー: 5. 呼吸器疾患, Shock |

4.3.3 水素水は膀胱排尿閉塞障害を予防する
2016 年 4 月 20 日

学術雑誌名：Urology, 2015. Pii:S0022-5347(15)05137-X
表題：Preventive effect of hydrogen water on the development of detrusor overactivity in a rat model of
bladder outlet obstruction.（水素水は膀胱排尿開口部閉塞のラットモデルにおいて排尿筋過活動の進展
を予防する効果がある）
著者：N. Miyazaki et al（日大、福島医大）
背景：膀胱虚血や酸化ストレスは膀胱排尿障害によって起こる機能障害の病因となる。ラットモデルを用
いて水素水の予防効果を検討した。対照として用いた通常水の飲水では排尿間隔や排尿量は有意に減
少したが水素水摂取によって有意に増加した。閉塞障害ラットでは排尿後残尿量は増加したが水素水で
は減少した。閉塞障害によって膀胱重量、酸化ストレスマーカーおよび神経成長因子は有意に増加した。
水素水は膀胱重量には影響なくこれらの増加を抑制した。膀胱閉塞は水素水と通常水を与えたラット間
では病理学的には有意差はなかった。閉塞膀胱からの排尿筋細片のＫＣｌやカルバコールや電気刺激に
対する反応は減少したが水素水摂取によって回復した。
カテゴリー: 4.3 膀胱炎、排尿障害、その他の腎疾患, Urology |
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9.3 ラット網膜の光による傷害の防御作用は抗老化因子であるサーチュイン
１による
2016 年 4 月 5 日

学術雑誌名：Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 2015 Dec 1;56(13):3289-79
表題：Sirtuin type 1 mediates the retinal protective effect of hydrogen-rich saline against light-induced
damage in rats.（ラットの網膜の光による傷害の防御作用は抗老化因子であるサーチュイン１によってもた
らされる）
著者：Qi L S. et al.（第４軍事大宇宙医学研、中国）
概要：眼の網膜の光傷害の主たる原因は活性酸素による。前報でラットの光による網膜障害に対する水
素水の効果を報告した。ここではその作用機作を検討するため抗老化因子である Sirtuin type 1 に着目
し、この因子の活性化物質である resveratol と阻害物質である EX-527 を用いて検討した。その結果、水
素豊富生理食塩水を腹腔内投与することによって Sirtuin type 1 が活性化され、光照射によって起こる網
膜細胞のアポトーシスと酸化ストレスを阻害することによって網膜障害が緩和されることが明らかになっ
た。
カテゴリー: 9. 眼疾患, Investigative Ophthalmology & Visual Sci. |

3.2.4 水素豊富食塩水はラットの潰瘍性結腸炎に有効である
2016 年 4 月 5 日

学術雑誌名：J. Sur. Res., 2013 Nov.185(1):174-81
表題：Protective effects of hydrogen-rich saline on the ulcerative colitis rat model.（水素豊富食塩水はラッ
トの潰瘍性結腸炎モデルに対して効果がある）
著者：He J.et al.（上海軍医大ほか）
概要：潰瘍性結腸炎は活性酸素種の発生と関係している。ラットに酢酸を投与してモデル疾患を作成し、
水素豊富食塩水の効果を検討した。評価は便の硬さ、体重減少および及び内視鏡観察、さらに実験終了
時に結腸粘膜の損傷を免疫組織学的に観察しこれらの結果を点数化して比較した。その結果明らかに
水素水の効果が認められ、その効果は内皮細胞増殖因子の阻害作用が関与していると推察された。
カテゴリー: 3.2 腸疾患, J. Sur. Res |

14.6 水素豊富生理食塩水は顎の放射線骨壊死に対する新たな治療法であ
る
2

2016 年 4 月 4 日

学術雑誌名：The Clin Risk Manaq. 2015 Oct. 14;11:1581-5
表題：Hydrogen-rich saline may be an effective and specific nobel treatment for osteoradionecrosis of tha
jaw（水素豊富生理食塩水は顎の放射線骨壊死に対する新たな治療法となるであろう）
著者：Chen Y et al.(上海第 2 軍事大他）
概要：分子水素は細胞毒性の高い活性酸素種に対する抗酸化作用を介して多くの疾患に対する応用が
試みられている。顎の放射線骨壊死は頭頸部癌の治療の副作用として大きな問題となっている。水素豊
富水は放射線による水分子の分解によって生じる活性酸素、特にヒドロキシルラジカルを特異的に抑制
する作用があるので当該副作用に対する抑制効果が期待できる。本報では水素豊豊富生理食塩水の投
与が顎の放射線骨壊死に対して有意な効果があることを認め、頭頸部癌の放射線治療の併用治療法と
して骨壊死を防止する作用があることを示唆した。
カテゴリー: 14. 放射線に対する防御作用：動物試験、ヒト臨床試験, The Clin Risk Manaq. |

4.2.6 透析患者のアルブミン酸化還元状態に対する水素豊富水の効果
2016 年 4 月 4 日

学術雑誌名：Hemodial. Int. 2014 Apr;18(2):456-66
表題：Effect of hydrogen(H2)-enriched solution on the albumin redox of hemodialysis patients.（透析患者
のアルブミン酸化還元状態に対する水素豊富水の効果）
著者：H. Terawaki et al（福島医大）
概要：酸化ストレスは透析患者の心血管性疾患の原因となり透析患者では早期死を招く。酸化ストレスは
血液と透析膜の接触によって増強される。透析患者 8 人に対して①水素豊富水、②水素脱気水、③通常
水を与えて透析の流入液と流出液の血液サンプルを採取して酸化ストレス、総グルタチオン過酸化水
素、アルブミン酸化還元状態などの比較測定を行った。その結果水素豊富水投与によって透析流出液中
の酸化状態が改善され透析患者に水素豊富水を適用することが有用であることが示唆された。
カテゴリー: 4.2 腎透析, Hemodial. Int. |

10.2.9 分子水素の有益な生物学的効果と基本的作用機作：３２１の文献の
包括的紹介
2015 年 11 月 30 日

学術雑誌：Med. Gas Res. (2015)5:12；DOI 10.1186/s13618-15-0035-1
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表題： Beneficial biological effects and the underlying mechanisms of molecular hydrogen-comprehensive
review of 321 original articles著者：M. Ichihara (名古屋大他)
概要：２００７年以来広範な疾患動物モデルやヒトでの臨床試験において分子水素の治療効果が研究さ
れてきた。２００７年から２０１５年６月までに計３２１の原著論文が発表されている。主たる研究は日本、
中国、米国でなされた。約３/４の文献がマウスおよびラットで有効性が示されている。さらに、臨床試験の
数も毎年増加している。多くの疾患例において水素の効果は水素水あるいは水素ガスで報告され、水素
豊富生理食塩水でも確認されている。水素水は多くの場合任意に与えられ、水素ガスは４％以下のガス
吸引で投与されている。その効果は３１疾患に分類され、さらに１６６に細分類される疾患のモデル動物
およびヒト疾患、治療関連病理、および酸化ストレスに起因する病態および炎症症状の植物の病理生理
学的分析において基本的な有効性が報告されている。それらの作用は初期にはヒドロキシラジカルやペ
ルオキシ亜硝酸の特異的な消去が認められるがその顕著な効果は単に活性酸素分子の消去作用だけ
では説明できない。我々および他の研究者もその効果は Lyn, ERK, p38,JNK, ASK1 等のような多くの疾
患関連分子の活性や発現を調節することによって発揮されていることを示した。水素の主たる作用機作
はこのような分子の調節作用によると考えられるが、今後さらなる研究が必要であり、現在多くの研究者
により広く精力的な研究がおこなわれている。
カテゴリー: 10.2.医療応用に関する総説, Med. Gas Res |

11.3 水素水は大腸癌に対する 5-フルオロウラシルの抗がん作用を増強
2015 年 9 月 24 日

学術雑誌名：Peer J．3：ｅ859； Doi 16，7717/ Peer J.
表題：Hydrogen-water enhances 5-fluorouracil-induced inhibition of colon cancer（水素水は大腸がんに対
する抗がん剤５－フルオロウラシルの作用を増強する）
著者：J. Runtuwene et al（鹿児島大他）
概要：酸化ストレスは癌の発達に関わっている。分子水素(H2)は抗酸化作用、抗炎症作用、さらにはアポ
トーシス（プログラム細胞死）を活性化する作用がある。本報では大腸がん細胞 colon 26 を用いて水素水
との併用により抗がん剤５-フルオロウラシルのがん増殖抑制作用への効果を試験管内および動物試験
レベルで検討した。その結果、明らかにアポトーシス作用等の作用が顕著に発現し、癌細胞生存率の減
少、抗がん作用が認められ水素水は抗がん剤５-フルオロウラシルの作用を増強することが明らかになっ
た。
カテゴリー: 11. 癌関連, Peer J. |

2.5.1 分子水素は神経性疼痛を軽減
2015 年 7 月 6 日
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学術雑誌名：PLOS one 2014 ; 9(6) : e100352
表題：Molecular hydrogen attenuates neuropathic pain in mice（分子水素はマウスの神経障害性疼痛を軽
減する）
著者：Masato Kawaguchi et al.（防衛医大、テキサス医学部）
概要：神経障害性疼痛は難治性であり、新たな治療法が切望されている。その病因は過剰な酸化ストレ
スが要因となっている。しかしながら、抗酸化剤を腹腔内や髄腔内に継続的に投与することは臨床的に
は困難である。本報告では水素豊富水の飲水による効果を検討した。マウスの坐骨神経を部分的に結
紮して病態モデルを作成し結紮後 3 週間水素水を飲水させ機械的な異痛や熱性痛覚過敏痛を von Frey
法と plantar test により観察した。水素水は飽和濃度レベルの物を自由摂取させた結果症状は改善され
た。水素水投与により発症誘導期（結紮後０～4 日）では両症状とも改善されたが維持期（４～２１日）で
は熱性痛覚過敏痛は軽減したが機械的な異痛は軽減されなかった。また、免疫組織学的に酸化ストレス
マーカーを測定した結果結紮によって起こる酸化ストレスは減少することが明らかになった。これらの結
果から水素水の飲水は神経障害性疼痛に対し臨床的にも有用であることが示唆された。
カテゴリー: 2.5 神経障害性疼痛, PLoS one |

1５.4 水素豊富水投与によりマウスのアトピー性皮膚炎が改善される
2015 年 7 月 3 日

学術雑誌名：Biol.Pharm.Bull.37（９）1480-1485(2014)
表題 Positive effects of hydrogen-water on 2,4-Dinitrochrlorobenzene-induced Atopic Dermatitis in
NC/Nga Mice
(水素水 2,4-Dinitrochrlorobenzene で誘導したマウスのアトピー性皮膚炎に有効である）
著者 Yang-Suk Yoon et al.(Yonsei Univ. Korea)
概要
電気分解で作成した高濃度水素水(1.5 ppm）の飲水投与により精製水を対照として 2,4Dinitrochrlorobenzene で誘発した NC/Nga マウスのアトピー性皮膚炎に対する効果を検討した。この水
素水は抗酸化作用を示すとともに免疫系に作用し、Th2 系サイトカインや IL-5、TNF-α、IL-6 等のアトピ
ー関連サイトカインを低下せしめ臨床的症状も改善した。精製水投与群とは有意なさが認められた。水素
水はアトピー性皮膚炎の治療に有用であることが示唆された。
カテゴリー: 15. 皮膚、スキンケア, Biol. Pharm. Bull. |

2.2.5 水素水のパーキンソン病に対するパイロット臨床試験：無作為化平行
群間試験
5

2015 年 4 月 1 日

学術雑誌名：Movement Disorders, Vol. 28, No.6, 836(2013).
表題：Pilot Study of H2 Therapy in Parkinson’s Disease: A randomized Double-Blind Placebo-Controlled
Trial（パーキンソン病に対する水素療法のパイロット試験）
著者：Ａ．Ｙｏｒｉｔａｋｅ et al（順天堂大医学部）
概要：パーキンソン病の進行に酸化ストレスが関与していることが知られており、これまでに各種のモデ
ル動物試験において水素飲水が病状の悪化を抑制することが多く報告されている。本試験においては
L-dopa 治療を受けている男女患者（平均年齢:約６２歳）１７人を対象に水素水飲水群９人（溶存水素濃
度:0.8ｍM,１０００ｍｌ/日）とプラセボ群８人にわけて無作為化並行群間試験法により試験を実施した。臨
床評価は UPDRS スコア法に依った。患者は少人数のパイロット試験ではあったがスコアの減少度にお
いて両者間には有意な差が認められ水素飲水が動物実験で得られた結果と同じように病状の進行を抑
制する有効な作用があることが認められた。
カテゴリー: 2. 神経変性疾患、筋疾患： 認知症、パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー他, 2.2 パーキンソン病 |

12.7 水素分子は傷害を受けたヒト精子の運動性を刺激する
2015 年 3 月 17 日

学術雑誌名：Med. Gas Res.,(2015) 5:2 DOI 10.1186/s 13618-0023-x
表題：Stimulation of human damaged sperm motility with hydrogen molecule（水素分子は傷害を受けたヒ
ト精子の運動性を刺激する）
著者：K. Nakata et al(東京都老人研他)
概要：精子の運動性は受精率にとって重要である。低運動性は異常な精子形成、酸化ストレス、細胞内
ATP の欠乏等によって起こる。ヒト患者の射精によって採取した精子を用いて水素添加培地を用いて計
数用容器中での精子の運動性、運動速度、ミトコンドリアの染色性等を調べた。その結果、水素分子によ
って処理後の精子の運動性は有意に改善されたが遊泳速度には影響はなかった。このような効果は窒
素ガスでは認められなかった。患者精子の凍結融解後の低運動性は水素によって改善され、水素が低
運動性精子の受精不全の改善に有為な手段として期待されることが分かった。
カテゴリー: 12. その他の酸化ストレスに関連する疾患：延命作用、腸内細菌、視聴障害、精子機能等 |

1.3.2 水素豊富水に白金ナノコロイドを加えると相乗的に活性酸素除去作用
があり血液の流動性を改善する。
2015 年 3 月 17 日

学術雑誌名 J. Nanoscience and Nanotecnol., Vol.12.(5), 4019(2012)
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表題 Colloidal Platinum in Hydrogen-rich Water Exibits Radical-Scavenging Activity and Improves Blood
Fluidity
著者 S.Kato etal（広島県立大他）
概要 通常水と水素豊富水にそれぞれ白金ナノコロイドを加え水素豊富水活性酸素除去効果に対して白
金ナノコロイドの相乗効果があるか否かを検討した。試験は、馬の血液に活性酸素を発生する薬剤を加
え、血液が細孔を通過する時間を調べその速度を比較した。その結果水素豊富水、白金ナノコロイドとも
に血液の流動性を促進したがその効果は水素豊富水単独よりも白金ナノコロイドを加えた方がその作用
が強くなった。活性酸素による赤血球膜の形態変化が起こり血液の流れが悪くなるが水素豊富水、白金
ナノコロイドともに赤血球の形態的変化を軽減し、血液の流動性を改善することが示唆された。この改善
作用は水素豊富水単独よりも、水素水に白金ナノコロイドを加えた方がより効果があり、両者には相乗作
用があることが分かった。
カテゴリー: 1.3. 動脈硬化 |

2.3.10 水素豊富水は一酸化炭素中毒ラットの免疫学的作用による急性脳障
害を軽減
2015 年 1 月 28 日

学術雑誌名：Neurolog. Res. 2012, vol. 34, ｎｏ．１０， １００７
表題：Ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｒｉｃｈ ｓａｌｉｎｅ ｒｅｄｕｃｅｓ immune-mediated brain injury in rats with acute carbon
monoxide poisoning.（水素豊富水投与により免疫学的機作で起こるラットの一酸化炭素中毒による脳障
害が軽減される）
著者：Wang, W. et al.（第４軍医大、中国）
概要：ＳＤ系ラットを一酸化炭素暴露すると免疫学的作用を介して急性の脳神経障害が発症する。神経、
小グリア細胞、ミエリン鞘の変性が観察され、また、マクロファージ浸潤や免疫に関連する cytokain の
MP-1-α、ICAM-1 が変動し、あわせてミエリンタンパク（ＭＢＰ）が変化する。本症に対する水素豊富水の
投与効果を検討した。神経組織の変性を組織病理学的および免疫組織学的検査、抗酸化機能を抗酸化
酵素ＳＯＤおよび血清中マロンジアルデヒドの測定により評価した。水素豊富水は生理食塩水にＨ２ガス
を吹き込んで作成し、腹腔内投与した。水素豊富水投与により上記諸測定値は有意に改善され、分子水
素がラットの一酸化炭素暴露によって生じる免疫学的作用を介した脳神経障害を軽減することが分かっ
た。
カテゴリー: 2. 神経変性疾患、筋疾患： 認知症、パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー他, 2.3 その他の神経疾患 |

2.3.9 分子水素はマウスの神経性疼痛を軽減する
2015 年 1 月 27 日
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学術雑誌名：Ｐｌｏｓ Ｏｎｅ,June 2014,Vol. 9, I ssue 6, e100352（電子版）
表題：Molecular hydrogen Attenuate Neuropathic Pain in Mice.（分子水素はマウスの神経性疼痛を軽減
する）
著者：Kawaguchi M. et al.（防衛医大）
概要：神経性疼痛は難治性であり早急に新たな治療法の開発が望まれている。近年、酸化ストレスの過
剰生産がこの疾患の病因のキーとなっていることが明らかになってきた。しかしながら、不適切な抗酸化
物質を腹腔内やくも膜下に継続して投与することは実用上困難である。本研究ではマウスの坐骨神経結
紮によって起こる疼痛モデルを用いて飽和レベルの水素水を３週間自由に飲水させることによって分子
水素水の神経性疼痛に対する効果を検討した。機械的な異痛および痛覚過敏を指標として測定した結
果両指標は明らかに軽減された。結紮初期（０～４日）に水素水を与えた場合は両指標とも改善されたが
維持期（４～２１日）のみに与えた場合痛覚過敏は改善されたが異痛には効果はなかった。また、免疫学
的病理解析において酸化ストレスマーカーは低下した。これらの結果から水素水投与は臨床的にも神経
性疼痛に対する改善作用が期待されることが示唆された。
カテゴリー: 2.3 その他の神経疾患 |

15.3 水素豊富水飲水により家ダニ成分で誘導したアトピー性皮膚炎が改善
される
2014 年 11 月 20 日

学術雑誌名： Evidence-based Complimentary and Alternative Medicine
Vol.2013(2013), Article ID 538673, 5 pages
表題：The Drinking effect of Hydrogen water on Atopic Dermatitis Induced by Dermatophagoides farinae
Allergenin NC/Nga Mice
(水素水飲水はハウスダストのアレルゲンである家ダニ成分で誘導したマウスのアトピー性皮膚炎に有効
である）
著者：R.M.C.Ignacio et al.(Yonsei Univ., Korea)
概要：電気分解で作成した水素水は低酸化還元電位（ORP）と高い溶存水素水素濃度を有し、抗酸化作
用と抗炎症性があることが示された。この水素水を精製水を対照として家ダニのアレルゲンで誘導したア
トピー性皮膚炎マウスに対する効果を比較した。２５日間投与した結果、血清中の炎症性サイトカインや
免疫細胞の Th1 と Th2 のアレルギー・炎症に関連したサイトカインに有意な差が認められ皮膚炎の重篤
度と相関が認められた。水素水群では有意な低下が確認された。これらの結果は水素水飲水が Th1 と
Th2 細胞反応を改善することを示唆している。本報は水素水がアトピー性皮膚炎に有用であることを示し
た最初の論文である。
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カテゴリー: 15. 皮膚、スキンケア |

10.2.8 予防及び治療用医療ガスとしての分子水素：水素医学の始まり、発
展、そしてその有用性
2014 年 6 月 27 日

学術雑誌名：Pharmacology&Therapeutics(2014),http://dx.doi.org/10.1016/j.pharmathera.2014.04.006
表題：Molecular hydrogen as a preventive and therapeutic medical gas : initiation, development and
potential of hydrogen medicine（訳：予防及び治療用医療ガスとしての分子水素：水素医学の始まり、発
展、そしてその有用性）
著者：S. Ohta (日本医大)
概要:分子水素（H2）の医療応用研究の第一人者である著者が当該分野の研究、応用の最新状況につ
いてその歴史と現状について紹介している。分子水素は体内では不活性な分子と考えられていたが著者
らの研究により初めて生体内で・OH のような強い活性酸素と反応してその傷害作用を軽減することが発
見され、水素の予防医学、治療応用の研究が近年急速に発展してきた。水素は既存の抗酸化剤に比べ
て極めて特徴的な利点を有している。すなわち、水素は速やかに組織や細胞に入り、正常な酸化還元反
応に影響することなく傷害性の活性酸素種を還元するのでほとんど副作用がない。さらには、ガスとして
吸引、水素水として飲水、水素水―生理食塩水の注射、水素温浴、目の点眼剤等その投与法が広く優れ
た利点がある。また、活性酸素種と直接反応するとともに遺伝子発現への作用を介する間接的な作用も
報告されている。遺伝子制御を介して抗炎症作用、抗―アトポーシス作用、エネルギー代謝の促進作用
等が認められている。モデル動物を用いた試験、臨床研究等が広範囲に展開されている。この様に多く
の既存薬が標的分子に限って作用するのと比べて水素はそれらとは違って、優れた効果とともに副作用
がないことから多くの疾患に対して医療応用への可能性と期待が高まっている。
カテゴリー: 10.2.医療応用に関する総説, Pharmacology&Therapeutics |

10.2.7 分子水素は新たな抗酸化剤で、ミトコンドリア病の改善に有効
2014 年 5 月 29 日

学術雑誌名：Biochem. Biophys.Acta(2011), doi:10.1016/j.bbagen. 2011.05.006
表題： Molecular hydrogen is a novel antioxidant to efficiently reduce oxidative stress with potential for
improvement of mitochondrial diseases（訳：分子水素は新たな抗酸化剤として効率よく酸化ストレスを減
少し、ミトコンドリア病の改善能力を有する。）
著者：S. Ohta (日本医大)
概要:ミトコンドリアは酸化ストレスの主要源である。急性の酸化ストレスは組織障害を招きそれが続くと多
くの疾患、がん、老化などの引き金となる。しかしながら、これを制御する適切な抗酸化剤は知られていな
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かったが著者らは分子水素が効率的な抗酸化剤として医療応用できる可能性を報告してきた。本報では
著者らが初めて分子水素の機能を Nature Medicine に発表して以来３８を超える疾患に対して予防、治
療、臨床研究が多くの学術誌に報告されて来ておりこれらの文献について最近の進歩を概括する。
水素の摂取法は水素水飲水、水素ガス吸引、水素水含有生理食塩水の注射、入浴、目への点眼等その
利用性は多岐にわたっている。水素水は酸化ストレスのみならず抗炎症、抗アレルギー作用等が報告さ
れている。予備的な臨床試験ではミトコンドリア病の病態改善が認められた。このように分子水素は予防
医療、治療の両面において有用な抗酸化時としての機能がわかってきたが今後さらに分子レベルでの研
究によって少量の水素がなぜ有効かという点の解明が期待される。
カテゴリー: 10.2.医療応用に関する総説, BIochem.Biophys.Res.Comm. |

2.1.4 水素豊富水は敗血症ラットの酸化ストレス、認知能、生存率を回復する
2014 年 5 月 15 日

学術雑誌名：J. Surg. Res., 178(2012) 390-400
表題：Hydrogen-rich saline reverses oxidative stress, cognitive impairment, and mortality in rats submitted
to sepsis by cecal ligation and puncture(水素豊富水は盲腸結紮および穿刺で起こる敗血症ラットの酸化ス
トレス、認知能、および生存率を回復する）
著者：Zhou, J. et al （Luzhou 医科大他）
概要：敗血症は高い罹患率と致死率を伴い、生存者は認知機能低下を呈する。本報では水素豊富水の
脳における酸化ストレス、認知機能異常、および生存率に対する効果をラット敗血症モデルを用いて検討
した。敗血症は盲腸の結紮と穿刺によって作成し、生理食塩水または水素豊富生理食塩水を腹腔投与
によって与え、その効果を比較した。活性酸素生成物、生存率、および海馬における SOD 生成を測定し
た。認知能はモリス水迷路法によって判定した。さらに、アポトーシス能は関連酵素 Caspase-3 活性で調
べた。海馬の病理組織的変化については HE 染色法等によって検討した。
これらの結果から、水素豊富生理食塩水投与により敗血症で誘導された脳の酸化ストレスは抑制されて
記憶機能低下を改善し生存率も上昇することが明らかになった。
カテゴリー: 2.1 認知症・アルツハイマー病, J. Surg. Res. |

1.4.6 水素豊富電解水は塩分感受性ラットの老化による心臓・腎臓傷害を改
善
2014 年 5 月 15 日

学術雑誌名：Med. Gas Res. 2013, 3:26
表題：Amerioration of cardio-renal injury with aging in dahal salt-sennsitive
Rats by H2-enriched electroryzed water（訳：水素豊富電解水は塩分感受性ラットの老化による心臓・腎臓
傷害を改善する）
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著者：Wan-Jun Zha et al(東北大医、日本トリム)
概要：これまでを水素水投与により腎障害が抑制されることがわかってきている。Dahl-塩分感受性のラッ
トは老化により血圧上昇を伴った腎および心臓の障害を発症する。本報では高濃度水素水を老化経過に
沿って長期投与してその効果を検討した。試験は①通常水、②電解水素豊富水、③水素を脱気した電解
水の３群に分けて４８週間投与して比較検討した。３群の間に血圧変動に対する効果には差異がなかっ
たが心臓、腎臓の機能に関した病態の進行は②電解水素水群に明らかな改善が認められた。酸化スト
レスと炎症に起因する病態変化を改善したと推察された。
カテゴリー: 1.4. 高脂血症・心筋梗塞・脳梗塞・老化, Med. Gas Res |

1.4.5 急性脳梗塞患者に対する水素豊富水の静脈内投与の安全性：初期臨
床試験
2014 年 5 月 2 日

学術雑誌名：Med. Gas Res. 2013, 3:13
表題：Safety of intravenous administration of hydrogen-enriched fluid in patients with acute cerebral
ischemia: initial clinical studies
（訳：急性脳梗塞患者に対する水素豊富水の静脈内投与の安全性：初期臨床試験）
著者：K. Nagatani et al(防衛医大神経外科)
背景：これまで脳梗塞に対する水素療法のほとんどが数人の患者を対象とした試験的研究あるいは動物
試験であり、急性脳梗塞に対する水素水投与の有用性と危険性等に関する情報が不足している。本研
究は急性脳梗塞患者に対し水素水投与のメリットとリスクを試験的に調べることを目的とした。
方法：本研究では急性脳梗塞で入院した３８人の患者を対象に非盲検法、非無作為法により急性脳梗塞
の診断後直ちに edaravone に加えて水素豊富水を静脈内投与した。具体的には、発症後３時間以内に tPA 投与するか、t-PA 投与と同時に水素水と edaravone 投与を開始した。
結果：合併症は下痢が一人、心不全が一人見られたが生化学試験、尿試験、ECG、胸部Ｘ線等において
悪化は認められなかった。また、ＮＩＨ発作指標値（NIHSS）は試験開始時と７，３０、９０日に測定したが、
経時的に減少した。早期の再貫通は t-PA 投与した１１人中４人に見られた。出血性変化は２人に認めら
れた。t-PA 投与したどの患者にも頭蓋内出血兆候は観察されなかった。
結論：本試験の結果から水素豊富水の静脈内投与は t-PA 投与の有無にかかわらず急性脳梗塞患者に
対して安全であることが認められた。
カテゴリー: 1.4. 高脂血症・心筋梗塞・脳梗塞・老化, Med. Gas Res |

1.2.6 電気還元水は１型糖尿病モデルマウスの発症を予防
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2014 年 1 月 29 日

学術雑誌名：Cytotechnology, DOI 10.1007/s10616-9317-6(published 10 Nov. 2010)
表題：Suppresive effects of electrolyzed reduced water on alloxan-induced apoptosis and type 1 diabetes
mellitus（アロキサンで発症するアポトシスと１型糖尿病に対する電気還元水の抑制作用）
著者：Y. Li et al（九州大学他）
概要：電気還元水は活性酸素産物（ROS）の消去作用を介して糖尿病等の多くの疾患に対して改善作用
があることが知られている。アロキサンは ROS を産生してインスリン産生細胞に不可逆的に酸化障害を
与え実験動物において１型糖尿病を惹起する。電気還元水はすい臓 β 細胞の DNA 傷害を防ぎマウス
に投与すると１型糖尿病の血糖値を下げる。これらの作用は電気還元水が ROS 産生を改善して膵 β 細
胞のアポトーシス（細胞自然死）を防ぎ、その結果１型糖尿病の発症を抑えることを示唆している。
カテゴリー: 1.2. 糖尿病, Cytotechnology |

4.1.4 食塩感受性ラットの老化による心—腎傷害悪化に対する電気還元水の
投与効果
2014 年 1 月 29 日

学術雑誌名：Med. Gas Res., 2013,3:26
表題：Amelioration of cardio-renal injury with aging in dahl salt-sensitive rats by H2-enriched electrolyzed
water（高濃度水素電気還元水による食塩感受性ラットの老化による心—腎臓傷害の改善）
著者：Wan-Jun Zhu et al,(東北大医他）
概要：Dahl 水素感受性ラットは老化に伴って心臓の改悪（間質の線維化を伴った心筋細胞の肥大化）、
腎臓の尿細管線維化による糸球体硬化等の病理的変化が起こる。このラットに 48 週の長期間にわたっ
て、次の３群、すなわち①濾過水（FW、水素濃度 492.5 ppb）、②水素高濃度電気還元水(EW)、③電気還
元水から水素を除いた水（ＤＷ）を投与してその効果を比較検討した。
その結果３群共に血圧の上昇は抑制されなかったが病理的な解析の結果(EW)群だけが心筋繊維の肥
大、腎臓の糸球体硬化等の悪化が抑制され、更には、炎症反応や酸化ストレスのマーカーも低下軽減し
た。
これらの結果は食塩感受性ラットの老化によっておこる高血圧、それに伴う心臓、腎臓の病的悪化が水
素水摂取によって軽減されることを示唆している
カテゴリー: 4.1

腎炎、腎症, Med. Gas Res |

4.3.2 薬剤による腎障害に対する水素水の有効性をＭＲＩ法により評価
2013 年 12 月 16 日
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学術雑誌名：その１．Magn. Reson. Med. Sci., 2011; 10(3): 169-76
：その２．Jpn. J. Radiol., 2011 Aug; 29(7): 503-12. Epub 2011 Sep 1
表題：その１. Protective effect of hydrogen-rich water against gentamicin-induced nephrotoxicity in rats
using blood oxygenation level-dependent MR imaging（血液酸化度を指標としたＭＲＩ法によりラットのゲン
タマイシン発症腎毒性に対する水素豊富水の防御効果を確認）
：その２. Investigation of protective effect of hydrogen-rich water against cisplatin-induced
nephrotoxicity in rats using blood oxygenation level-dependent magnetic resonance imaging(血液酸化度を
指標としたＭＲＩ法によりラットのシスプラチン発症腎毒性に対する水素豊富水の防御効果を確認)
著者：T. Matsushita et al.(大阪大医）
目的：抗がん剤のシスプラチン及びグラム陰性菌に有効な抗菌剤ゲンタマイシンは両薬剤とも有効性は
高いがその腎毒性発症が臨床上のネックとなっている。水素豊富水投与により両薬剤の腎毒性発症の
軽減作用を血液の酸化度を指標としたＭＲＩ法により評価する。
方法：ラットを用い（１）通常水単独自由摂取群、（２）水素豊富水自由摂取群をシスプラチン（またはゲンタ
マイシン）投与または無投与の２群、の計３群に分けてＭＲＩ法により測定評価する
結果：ＭＲＩ測定法の有用性を確認し、この方法で評価した結果、水素豊富水投与によりシスプラチンまた
はゲンタマイシンの腎毒性が細胞毒性の高い活性酸素の産生抑制によって軽減される事が明らかにな
った。
カテゴリー: 4.3 膀胱炎、排尿障害、その他の腎疾患, Jpn. J. Radiol, Magn. Reson. Med |

15.2 水素水を経管栄養法で与えると寝たきりの床ずれに有効
2013 年 11 月 14 日

学術雑誌名： Med. Gas Res,2013, 3:20 doi:10.1186/2045-9912-3-20
表題: Hydrogen water intake via tube-feeding for patients with pressure ulcer and its reconstructive effecs
on normal skin cell in vitro.
(水素水の経管栄養投与による床ずれ患者に対する効果と正常皮膚細胞の培養法による再構成効果）
著者:Li Qiang et al.（Butsuryo 大、広島化成他）
概要:寝たきり老人の床ずれに有効な方法はない。水素水（ＨＷ）の抗酸化機能等を応用して寝たきりの
入院患者の老人２２人に対して水素水（0.8-1.3ppm 濃度）を経チューブで２ヶ月間投与してその効果を検
討した。その結果対象として用いた通常水（水素を含まない）に比較し損傷皮膚面積の縮小・回復効果と
入院期間の短縮等有意な効果が認められた。さらに、ヒトの皮膚繊維芽細胞及びケラチン生成細胞の培
養細胞にＵＶ照射による傷害に対する予防効果を水素を含まない通常水（ＲＷ）と比較検討した。その結
果ＨＷによって繊維芽細胞の１型コラーゲンの再構築、あるいはケラチン細胞のミトコンドリアの還元力の
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促進ならびに酸化産物（ＲＯＳ）蓄積が抑制された。これらの結果から水素水摂取は寝たき
り老人の床ずれの治療に有効である可能性が示唆された。
カテゴリー: 15. 皮膚、スキンケア, Med. Gas Res |

9.2 水素豊富生食水投与により網膜の光障害を予防・修復
2013 年 11 月 7 日

学術雑誌名：Med. Gas Res, 2013, 3:19 doi:10.1186/2045-9912-3-19
表題：Hydrogen-rich ameliorates the retina against light-induced damage in rats.
（水素豊富食塩水投与によってラット網膜の光傷害を予防する）
著者：L. Tian et al.（第４軍事大宇宙医学研、中国）
概要：眼の網膜の光傷害の主たる原因は活性酸素による。水素水の網膜障害に対する効果を検討する
ためラットを３群、すなわち①光傷害群（水素水を含まない生理食塩水投与）、②水素水予防投与群（光
傷害を与える前から水素水投与）、③水素水治療投与群（光傷害を与えたのちに水素水を投与）に分け
て比較試験を行った。ＬＥＤで右目に光を与え傷害を起こし、左目はカバーして対象とした。評価は５日後
に網膜電図測定とＨＥ染色後に外核層の厚さを病理学的に測定する２つの方法を用いた。水素豊富食塩
水②群では光照射３０分前、③群は光照射後からそれぞれ体重 1kg 当たり 5ml を毎日腹腔内投与した。
その結果、②群、③群ともに①群に比べて有意な予防と改善が認められ、水素豊富生理食塩水の投与
によってラットを用いた網膜の光傷害に対して予防・改善作用があることが分かった。
カテゴリー: 9. 眼疾患, Med. Gas Res |

18.2 水素水は卵巣切除ラットの骨減少を抑制する
2013 年 10 月 30 日

学術雑誌名：Blitish J. Pharcol,(2013) 168, 1412-1420
表題：Hydrogen water consumption prevents osteopenia in ovariectomized rats.（水素水摂取によって卵巣
摘除したラットの骨減少が抑制される）
著者：Ji-Dong Guo et al (北京人民自由病院骨粗鬆科)
概要：卵巣摘除によって骨減少がおこるがその原因の一つとして酸化ストレスが報告されている。本報で
は卵巣摘除したラットを骨粗鬆症のモデルとして用いて水素水投与による効果を検討した。卵巣切除ラッ
トに 1.3±0.2mg/リットルの水素水を３ヶ月間投与した。水素水は女性ホルモンのエストロゲンを上昇させる
ことはなく骨密度、並びに容積を増加した。また、酸化ストレスは諸種のマーカーで測定した結果改善さ
れた。これらの結果から、水素水投与によって卵巣切除によるエストロゲンの低下によって誘導された酸
化ストレスの軽減を介して骨減少を低減することが示唆された。水素水は閉経後の骨粗鬆症予防に有用
であることが期待される。
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カテゴリー: 18. 骨疾患、骨代謝に対する作用, Blitish J. Pharcol |

7.10 水素豊富水水槽を用いた心臓移植片の保存法
2013 年 10 月 9 日

学術雑誌名： J. Heart Lung Transplantation, 2013,Feb ; 32(2):241-50
表題：A novel method of preserving cardiac grafts using a hydrogen- rich water bath (水素豊富水水槽を用
いた心臓移植片の新たな保存方法)
著者： Noda, K. et al（ピツバーグ大、北里大）
概要：心移植時に移植片を損傷なく冷所保存する装置が必要である。分子水素は抗酸化、抗炎症、抗ア
ポトーシス作用を介して臓器の保全に有効であることが期待できる。本報ではラットの心移植片を新たに
開発した水素豊富水を加えた冷電解槽に保存することによって心臓の梗塞・再環流によって起こる心筋
傷害が効率的に抑制されることを明らかにした。この装置は今後心臓移植において臨床的にも応用でき
る可能性を有することが期待される。
カテゴリー: 7. 臓器移植、心、肺、腎、腸等, J. Heart and Lung Transplantation. |

5.6 水素豊富生理食塩水はラットの熱傷モデルにおいて急性肺傷害を軽減
2013 年 10 月 9 日

学術雑誌名：J. Burn. Care Res, 2011 May-Jun ;32(3): e82-91
表題：hydrogen-rich saline protects against acute lung injury induced by extensive burn in rat model.（水素
豊富食塩水はラットモデルにおいて広範囲の熱傷によって生じる急性肺障害を防ぐ）
著者：Fang Y．et al(上海交通大)
概要：分子水素は選択的な新規抗酸化物質として、とりわけヒドロキシラディカルを消去し、多くの疾患モ
デルにおいて有効な作用が報告されている。本報ではラットの熱傷モデルで発症する肺障害に対する水
素豊富水投与の効果を検討した。対象として偽手術＋正常生理食塩水群、熱傷＋正常食塩水群負荷、
熱傷＋治療薬 edaravone9mg/ｋｇ群を設定し、水素豊富水投与群（５ml/ｋｇ）と比較した。各群とも熱傷処
置６時間後に乳酸リンゲル液投与を行い、１２時間後に肺サンプルを採取した。蘇生処置が遅れると肺浮
腫と酸素供給の減少が生じた。水素豊富水群と edaravone 群では有意な改善が認められ、肺の活性酸
素による産物の生成も減少した。熱傷に伴う肺の酸化ストレスによる炎症は水素豊富食塩水の投与によ
って画期的に軽減されることがわかった。
カテゴリー: 5. 呼吸器疾患, J. Burn. Care Res |

4.3.1 間質性膀胱炎・疼痛性膀胱症候群に対する水素豊富水の臨床効果
2013 年 10 月 9 日
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学術雑誌名：Urology, 2013 Feb; 81(2):226-30. Doi:10.1016ｊ.urology.2012.10.02:14
表題：Effect of supplementation with hydrogen-rich water in patients with interstitial cystitis/painful bladder
syndrome.（間質性膀胱炎及び疼痛性膀胱症候群患者に水素豊富水を補てん投与の効果）
著者：S. Matsumoto et al（旭川医大）
背景：間質性膀胱炎及び疼痛性膀胱症候群患者（IC/PBS）に対して水素豊富水の効果を２重盲検法にて
臨床評価した。定法により臨床所見の評価と疼痛に対する効果を総合的に評価した。３０人の患者（女性
２９人、男性１人）を水素水群と偽薬群の２群に分けて検討した結果、水素水、偽薬両群ともに膀胱痛は
有意に減少した。しかしながら、臨床所見において水素水群は偽薬群と比べて有意差は認められなかっ
たが水素豊富水を補てん的に与えると患者の１１％において膀胱痛には極めて効果があった。
カテゴリー: 4.3 膀胱炎、排尿障害、その他の腎疾患, Urology |

7.7 ラットの腸移植時の移植片の保存液に水素を補強すると移植後の受容
側の胃腸機能が改善
2013 年 10 月 9 日

学術雑誌名： Transplantation,2011 Nov. 15:92(9):985-92
表題：Hydrogen-enriched preservation protects the isogenic intestinal graft and amends recipient gastric
function during transplantation（ラットの腸移植片保存液に水素を補充すると移植後の受容側の胃腸機能
が改良する）
著者： Buchholz BM. et al（ピーツバーグ大）
概要：
１.背景 水素ガス吸引は抗酸化と抗炎症作用によりラット腸の移植に有効である。本報ではドナーの組
織を水素水処理すると小腸移植片の傷害を防ぐか否か検討する。
２.方法 同系異種ラットを用いて小腸の同所移植を行った。臓器摘出後保存条件を窒素ガス吹き込み液
と水素ガス吹き込み液で冷温保存した後水素ガスの効果を窒素ガスと比較検討した。
３.結果 虚血—再環流傷害の初期相では水素補強液によって明らかに粘膜移植片の形態は保持され、
再環流移植片中の還元力を示すマロンジアルデヒド量の低下、さらには炎症関連分子の軽減が認めら
れた。再還流の後期相でも炎症性分子や関連酵素の低下、移植組織機能の改善が見られた。また、移
植片の生存率も４１％から８０％に上昇した。水素処理移植片筋層の抗炎症作用、抗アポトーシス酵素の
heme-oxigenase-1 は有意に上昇した。
４.結論 ラットの移植腸移植片を水素水処理することにより、形態的にも、機能的にも改善され移植片の
生存率も上昇した。水素の抗酸化作用と筋層の heme-oxygenase-1 の増加がその作用機作と考えられ
た。
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カテゴリー: 7. 臓器移植、心、肺、腎、腸等, Transplantation |

2.3.8 分子水素は神経変性疾患などの新規医療用ガスとして有用
2013 年 10 月 9 日

学術雑誌名：Oxid. Med. Cell Longev. 2012; 2012:353152. Doi: 1155/2012/353152. Equb 2012 Jun 8.
表題：Molecular hydrogen as an emerging therapeutic medical gas for neurodegenerative and other
diseases.（分子水素は神経変性疾患や他の疾患の新たな医療用ガス）
著者：Ohno K. et al.（名古屋大）
概要：この４年半の間に分子水素の多くの疾患に対する有効性が６３の疾患モデルとヒト疾患で報告され
ている。多くの報告が２つのパーキンソン病モデル及び３つのアルツハイマー病モデルで検討されてき
た。特に、酸化ストレスを起因とする疾患である新生児脳虚血、パーキンソン病、脳、心、肺、腎臓や腸の
虚血・再環流、臓器移植などで優れた効果が認められている。今日まで６つのヒト疾患に対する臨床効果
がが報告されている（２型糖尿病、メタボリック症候群、透析、炎症・ミトコンドリア筋炎、脳幹梗塞、放射線
副作用）。しかしながら、２つの解決されるべき重要な課題が残っている。１つは投与量依存性が認めら
れないこと、２つ目は腸内のバクテリアが大量の水素を産生しているにも拘わらず少量の水素投与によっ
て顕著な効果が認められることである。今後さらに分子レベルでの作用の解明と臨床レベルにおける最
適投与量を研究が期待される。
カテゴリー: 2.3 その他の神経疾患, Oxid. Med. Cell. Longev |

1.1.5 水素水飲水は潜在的なメタボリック患者のコレステロール代謝を改善
2013 年 9 月 18 日

学術雑誌名：J. Lipid Res. 2013 Apr 22.
表題：Hydrogen-rich water decreases serum low-density lipoprotein cholesterol levels and improves highdensity lipoprotein function in patients with potential metabolic syndrome(水素豊富水は潜在的なメタボリ
ックシンドローム患者の血清ＬＤＬ（悪玉コレステロール）を低下し、ＨＤＬ（善玉コレステロール）機能を改
善する
著者：Song G. etal（泰山医科大、中国）
概要：著者らはハムスターの実験で水素豊富水飲水によってコレステロールが低下することを報告した。
その結果を踏まえ、本報では潜在的なメタボリック症候群患者２０人に水素豊富水（㈱ＦＤＲフレンディア
製のスティックを使用して作成）を飲水で１０週間与え（0.9~1.0 リットル/日）コレステロール代謝に対する
効果を検討した。その結果血清ＬＤＬ（悪玉コレステロール）は有意に低下し、ＨＤＬ（善玉コレステロール）
機能に顕著な改善が認められた。血清ＨＤＬ（善玉コレステロール）機能は次の４つの機能が改善され
た。①ＬＤＬの酸化保護作用、②内皮細胞への単核細胞の吸着阻害作用、③マクロファージ泡沫からのコ
レステロールの流出促進作用④アポトーシス（細胞死）から内皮細胞を守る作用。さらに、抗酸化酵素で
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あるＳＯＤの上昇と活性酸素作用による酸化産物の低下も認められた。以上の結果から、水素豊富水摂
取によって潜在的メタボリック症候群患者の酸化ストレスが改善され病態の抑制に有用であることが認め
られた。
カテゴリー: 1.1. メタボリックシンドローム, J. Lipid Res |

2.3.7 水素豊富生理食塩水は敗血症の酸化ストレス、認知障害と死亡率を改
善
2013 年 9 月 6 日

学術雑誌名：J. Surg. Res. 2012 Nov; 178(1): 390-400
表題：Hydrogen-rich saline reverses oxidative stress, cognitive impairment, and mortality in rats submitted
to sepsis by cecal ligation and puncture.（水素豊富生理食塩盲腸結紮と穿刺で発症させたラットの酸化スト
レス、認知障害、死亡率を改善する）
著者：Zhou J. et al.（Luzhou Med. College）
概要：敗血症は高い罹患率と死亡率を招き、生存者は認知障害を起こす。ラットの敗血症モデルを用いて
水素豊富水が酸化ストレスの軽減を介してこのような傷害を防止できるか検討した。ラットの盲腸の結紮
と穿刺によって敗血症モデルを作成し、水素豊富食塩水を腹腔内投与した。酸化ストレスマーカーの測
定、病理組織学的評価、並びに認知能をモリス迷路法で調べた。その結果、酸化ストレスマーカーである
ＲＯＳ,ｍａｌｏｎｄｉａｌｄｅｈyｄｅ の低下の抑制、抗酸化酵素のＳＯＤの上昇等の有意な回復が認められ、水素
水が抗酸化能の改善を介して敗血症による認知障害を回復する作用があることがみとめられた。
カテゴリー: 2.3 その他の神経疾患, J. Surg. Res. |

4.2.5 腹膜透析患者に溶存水素水の経腹膜投与
2013 年 9 月 6 日

学術雑誌名：Med. Gas Res. 2013,3:14
表題：Transperitoneal administration of dissolved hydrogen for peritoneal dialysis patients: a novel
approach to suppress oxidative stress in the peritoneal cavity（腹膜透析患者に溶存水素水を経腹腔的に投
与：腹腔の酸化ストレス抑制の新たな試み）
著者：H. Terawaki et al（福島医大）
背景：Methylglyoxsal のような糖の分解物が腹膜透析患者における腹膜の劣化に関与していることが報
じられている。しかしながら、既存の抗酸化剤はその副作用の防御に限界がある。本報では新たな抗酸
化物質として分子状水素の腹膜酸化ストレスに対する効果アルブミンの酸化還元を指標として検討した。
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方法：６人の患者から得られた透析流液と血液について従来の透析液と水素補強透析液の比較を行っ
た。
結果：還元型アルブミン比は従来の透析液に比べて水素補強透析液では有意に高く、血清中においても
同様であった。これらの結果から、水素豊富透析液は経腹膜投与によって腹膜及び全身の酸化ストレス
を軽減することが明らかになった。
カテゴリー: 4.2 腎透析, Med. Gas Res |

10.1.10 水素水の飲水によって肝臓の酸化—還元に関連する遺伝子レベル
に変化
2013 年 9 月 6 日

学術雑誌名：Biosci. Biotechnol Biochem., 2011; 75(4) 774-6
表題：Hepatic oxidoreduction-related genes are upregulated by administration of hydrogen-saturated
drinking water(肝臓の酸化還元関連遺伝子が水素飽和水の飲水によって上昇する)
著者：Y. Nakai et al（東大・農）
概要：ラットを用いて肝臓の遺伝子発現に対する分子水素（Ｈ２）飽和水の飲水の影響を検討した。DNA
マイクロアレイ法により分析した結果、４週間の飲水で５４８の遺伝子が増幅され、６９５の遺伝子が減少
した。解析の結果、hydroxymethylglutaryl Co A reductase
を含む酸化還元—関連タンパク質の遺伝子が有意に増幅されていた。
カテゴリー: 10.1.作用メカニズムに関する研究, Biosci. Biotechnol Biochem |

10.2.6 分子水素の進化：臨床的に重要な特筆すべき治療法（総説）
2013 年 9 月 6 日

学術雑誌名：Med.Gas. Res. 2013, 3:10
表題：The evolution of molecular hydrogen: A noteworthy potential therapy with clinical significance（訳：
分子水素の進化：臨床的にも重要な水素の注目すべき治療法）
著者：B. J. Dixson (Loma Linda 大、ＵＳＡ)
概要：分子水素の研究はここ数年画期的な変化、進歩を遂げている。水素は細胞レベルで作用する点か
ら極めてユニークであり、水素は脳関門を通り、ミトコンドリア、さらには細胞核移行することができる。そ
の結果、細胞に対して抗酸化作用、抗—アポトーシス作用、細胞保護作用等の優れた作用を示す。ま
た、水素はガス、水溶液、生理食塩水溶液としても使用できるという多くの利点がある。副作用はほとん
どなくすぐれた医療用ガスとして心臓や、脳血管疾患、呼吸器疾患等多くの疾患に適用できる理想的な
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素材である。このように現時点で欠点は見当たらないがさらなる研究も必要であろう。
本総説では多くの文献を総括的に徹底的に調べて解析し、新たな治療法としての水素の有用性を概説
する。
カテゴリー: 10.2.医療応用に関する総説, Med. Gas Res |

1.5.2 分子水素は脂肪酸の吸収を抑制する
2013 年 8 月 12 日

学術雑誌名：Med. Gas. Res. 2013, 3:6
表題：Molecular Hydrogen attenuates fatty acid uptake and lipid accumulation through downregulating
CD36 expression in HepG2 cells
（訳：分子水素は HepG2 細胞において CD36 の下方制御を通して脂肪酸吸収と脂質蓄積を軽減する）
著者：A.Iio et al（東京都老人研他）
概要：著者らは分子水素が肥満を抑制すことを報告しているがその作用機作についてはまだ明らかにな
っていない。肝臓がん細胞である HepG2 の培養系を用いて脂肪酸の取り込みと蓄積に対する水素の影
響を検討した。その結果、分子水素は脂肪酸の転移酵素である CD36 のタンパク質レベルの発現を抑制
することによって脂肪酸の取り込みを阻害し、その結果脂質の蓄積を抑制することが明らかになった。こ
の作用機作を介して分子水素は個体レベルにおいても脂質異常症を改善することが示唆された。
カテゴリー: 1.5 肥満, Med. Gas Res |

10.3.1 水素豊富水摂取後のヒトでの分子水素の消費量
2013 年 3 月 12 日

学術雑誌名：Oxygen Transport to Tissue XXXIII, Advances in Experimental Medicine and Biology 737,
p245, eds. by M.Walf et al.
表題： Estimation of Molecular Hydrogen Consumption in the Human Whole Body After the Ingetion of
Hydrogen-rich Water
（訳：水素豊富水摂取後のヒト全身での分子水素の消費量の推定）
著者：A. Shimouchi (国立脳心血管研究所、中部大)
概要：市販のアルミパウチ入り水素豊富水を用いて飲水後の分子水素の吸収性と体内消費について調
べた。２３～５５歳の男性５人、女性２人のボランティアに 500ｍl の水素水を摂取させて呼気中に出てくる
分子水素を測定した。前報告において経口摂取した分子水素は大部分が呼気中に排泄され、皮膚から
の発散、大腸中の腸内細菌の産生する水素はこの測定には影響がないことを確認している。測定誤差を
最小化するために飲水はアルミパウチから直接１分以内に飲んだ。呼気中の分子水素の濃度は１０分で
ピークに達し、６０分で摂取前の値に戻った。得られた結果から、飲水によって摂取された分子水素は約
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５９％が呼気中に排泄され、残りの約４１％体内で消費されることが分かった。体内での消費は生体内の
活性酸素、とりわけヒドロキシラディカルの量と相関することが推察された。
カテゴリー: 10.3.水素水の吸収・代謝 |

7.9 水素補強した移植用ドナー臓器保存液は腎臓の虚血―再環流傷害を改
善
2013 年 1 月 30 日

学術雑誌名： Transplantation, 2012, Jul 15;94(1):14-21
表題：Hydrogen-Rich University of Wisconsin Solution Attenuate Renal Cold Ischemia-Reperfusion
injury(水素補強臓器保存液 University of Wisconsin Solution はドナー臓器の腎の虚血―再環流傷害を
改善する）
著者： Abe,T. et al（大阪大学他）
概要：腎移植時における虚血―再環流(I/R)傷害は避けがたく、移植腎の生存率低下の一因となる。I/R
の主たる原因は細胞毒性活性酸素の生成である。本報では水素を豊富に含む University of Wisconsin
溶液(HRUW)が腎の(I/R)傷害を抑制するか否かを検討した。HRUW は遠心分離管を用いて水素ガスを
吹き込む新規方法を開発して作成した。腎移植は同種ラットを用いて移植臓器を HRUW にて２４から４８
hr 間事前浸漬処理の有無で比較検討した。その結果、HRUW 処理によって、移植腎の酸化ストレス、ア
ポトーシス、間質性マクロファージ浸潤が改善され、腎機能、生存率等も向上した。さらに、病理学的所見
においても、腎管状傷害や間質性線維化も改善された。これらの結果から水素を飽和させた University
of Wisconsin 溶液(HRUW)に移植腎を簡易に冷所保存することにより University of Wisconsin 溶液だけ
に保存するよりも移植腎機能及び生着率が明らかに改善されることが分かった。
分子水素は炎症に関連する疾患に対して治療効果があることが示唆されている。本報ではラットの移植
手術後水素水を連日投与することにより臓器受容側ラットの移植片が保護されるとの仮説で研究を実施
した。ラットを用いタクロリムスによる短期間免疫抑制しながら異所性の心臓移植と同所性の動脈移植を
実施した。①水素ガスを水道水に吹き込んだ水の群（Bu-HW）、②水道水にＭｇスティックを加えて水素ガ
スを発生させた水の群(Mg-Hw)、③通常の水道水の群(RW)、④Ｍｇスティックで水素ガスを発生した後
水素ガスを脱気して除いた水の群(DW)の４群を設けて水素の効果を比較検討した。移植片の生存は毎
日心拍を触診することによって確認した。その結果、Bu-HW 群と Mg-Hw 群では RW と DW 群に比べて
明らかに移植心の生存率の延長並びに移植動脈の血管内膜過形成が抑制された。さらに、試験管内試
験ではＴ細胞増殖が抑制され結果としてインターロイキン-2、インターフェロン-γ 産生が減少した。水素処
理に寄りは移植片のＡＴＰレベルが上昇し、ミトコンドリアの呼吸鎖の酵素活性が上がる。以上の結果か
ら、水素水の飲水により心増殖片の生存率が上昇し動脈移植片の内膜過形成も抑制されることが明らか
になった。
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１. 背景 水素ガス吸引は抗酸化と抗炎症作用によりラット腸の移植に有効である。本報ではドナーの組
織を水素水処理すると小腸移植片の傷害を防ぐか否か検討する。
２. 方法 同系異種ラットを用いて小腸の同所移植を行った。臓器摘出後保存条件を窒素ガス吹き込み液
と水素ガス吹き込み液で冷温保存した後水素ガスの効果を窒素ガスと比較検討した。
３. 結果 虚血―再環流傷害の初期相では水素補強液によって明らかに粘膜移植片の形態は保持され、
再環流移植片中の還元力を示すマロンジアルデヒド量の低下、さらには炎症関連分子の軽減が認めら
れた。再還流の後期相でも炎症性分子や関連酵素の低下、移植組織機能の改善が見られた。また、移
植片の生存率も４１％から８０％に上昇した。水素処理移植片筋層の抗炎症作用、抗アポトーシス酵素の
heme-oxigenase-1 は有意に上昇した。
４. 結論 ラットの移植腸移植片を水素水処理することにより、形態的にも、機能的にも改善され移植片の
生存率も上昇した。水素の抗酸化作用と筋層の heme-oxygenase-1 の増加がその作用機作と考えられ
た。
カテゴリー: 7. 臓器移植、心、肺、腎、腸等, Transplantation |

2.3.6 水素豊富水は外傷性の脳障害の認知機能を防護する
2012 年 12 月 10 日

学術雑誌名：Brain Res. Bull., 2012 Sep 1; 88(6): 560-5
表題：Hydrogen –rich saline protects against oxidative damage and cognitive deficits after mild traumatic
brain injury（水素豊富水は軽度の外傷性脳傷害後の酸化障害と認知欠損を防護する）
著者：Hau Z. et al.（Beijing Neur. Inst., Capital Medical Univ.）
概要：
酸化ストレスは外傷性脳傷害（ＴＢI)で惹起される長期にわたる神経不全や再形成の主要な要因である。
抗酸化剤は酸化的障害から脳を守り、シナプス機能不全や認知障害から脳の回復機能を助成する作用
があることは重要である。しかしながら、水素豊富生理食塩水がＴＢＩ後の認知機能に対する効果に関す
る研究はこれまではなかった。本研究では、体液衝撃傷害（ＦＰI)を施したラットを用いて水素豊富生理食
塩水の防御効果を検討した。その結果水素豊富生理食塩水は酸化ストレスによって生じる
malondialdehyde(MDA)レベルを軽減し、silent information regulator 2(Sir 2)レベルを上昇させた。さらに、
水素豊富生理食塩水投与によって脳の神経増殖因子によって回復するシナプスの可塑性を上げ、さらに
モリス水迷路法による認知機能障害試験においても認知機能が改善した。これらの結果は、水素豊富生
理食塩水はラットの軽度のＴＢＩにおいて脳神経シナプスの可塑性や認知機能を防御することが明らかに
なり、ヒトの臨床においても有用な手段になりうることを示唆している。
カテゴリー: 2.3 その他の神経疾患, Brain Res. |

7.8 水素補強水の飲水はラットの心臓同種移植片の劣化を防ぐ
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2012 年 11 月 16 日

学術雑誌名：Transplant Int., Vol.25, No.12, P1213~1222, 2012, doi:10.1111/j.1432-2277.2012.01542.x.
表題：Hydrogen-supplemented drinking water protects cardiacallografts from inflammation-associated
deterioration（水素補強水の飲水により炎症に起因する心臓同種移植片の劣化が保護される）
著者： Noda,K. et al（ピーツバーグ大, 兵庫医大）
概要
分子水素は炎症に関連する疾患に対して治療効果があることが示唆されている。本報ではラットの移植
手術後水素水を連日投与することにより臓器受容側ラットの移植片が保護されるとの仮説で研究を実施
した。ラットを用いタクロリムスにより短期間免疫抑制しながら異所性の心臓移植と同所性の動脈移植を
実施した。①水素ガスを水道水に吹き込んだ水の群（Bu-HW）、②水道水にＭｇスティックを加えて水素ガ
スを発生させた水の群(Mg-Hw)、③通常の水道水の群(RW)、④Ｍｇスティックで水素ガスを発生した後
水素ガスを脱気して除いた水の群(DW)の４群を設けて水素の効果を比較検討した。移植片の生存は毎
日心拍を触診することによって確認した。その結果、Bu-HW 群と Mg-Hw 群では RW と DW 群に比べて
明らかに移植心の生存率の延長並びに移植動脈の血管内膜過形成が抑制された。さらに、試験管内試
験ではＴ細胞増殖が抑制され、結果としてインターロイキン-2、インターフェロン-γ 産生が減少した。水素
処理に寄りは移植片のＡＴＰレベルが上昇し、ミトコンドリアの呼吸鎖の酵素活性が上がる。以上の結果
から、水素水の飲水により心増殖片の生存率が上昇し動脈移植片の内膜過形成も抑制されることが明ら
かになった。
・背景 水素ガス吸引は抗酸化と抗炎症作用によりラット腸の移植に有効である。本報ではドナーの組織
を水素水処理すると小腸移植片 の傷害を防ぐか否か検討する。
・方法 同系異種ラットを用いて小腸の同所移植を行った。臓器摘出後保存条件を窒素ガス吹き込み液と
水素ガス吹き込み液で冷温保存した後水素ガスの効果を窒素ガスと比較検討した。
・結果 虚血―再環流傷害の初期相では水素補強液によって明らかに粘膜移植片の形態は保持され、
再環流移植片中の還元力を示すマロンジアルデヒド量の低下、さらには炎症関連分子の軽減が認めら
れた。再還流の後期相でも炎症性分子や関連酵素の低下、移植組織機能の改善が見られた。また、移
植片の生存率も４１％から８０％に上昇した。水素処理移植片筋層の抗炎症作用、抗アポトーシス酵素の
heme-oxigenase-1 は有意に上昇した。
・結論 ラットの移植腸移植片を水素水処理することにより、形態的にも、機能的にも改善され移植片の
生存率も上昇した。水素の抗酸化作用と筋層の heme-oxygenase-1 の増加がその作用機作と考えられ
た。
カテゴリー: 7. 臓器移植、心、肺、腎、腸等, Transplantation |

17.3 高濃度水素含有水はリウマチ患者の症状を改善
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2012 年 10 月 11 日

学術雑誌名：Med. Gas Res.2012, 2:27
表題：Consumption of water containing a high concentration of molecular hydrogen reduces oxidative stress
and disease activity in patients with rheumatoid arthritis: an open-label pilot study（高濃度分子水素含有水
投与によりリューマチ患者の酸化ストレスと疾患活動性が減少する：非盲検試験）
著者：T. Ishibashi et al(原土井病院、福岡)
概要
背景：リウマチ関節炎（ＲＡ）は骨や軟骨の崩壊を特徴とする慢性の炎症性疾患である。その病因につい
ては不明であるが活性酸素のヒドロキシルラジカル基（ＯＨ・）が関与していることが示唆されている。分子
水素（Ｈ２）はＯＨ・を選択的に消去することが報告されている。著者らは高濃度水素水の製法を開発し、
水素水がＲＡ患者の酸化ストレスを軽減することによってＲＡに対する従来の治療法の補充療法になると
の仮説のもとに本研究を行った。
方法：２０人のＲＡ患者に対して４～５ｐｐｍの高濃度水素水を５３０ ｍｌ/日を４週間与えたのち、４週間の
洗浄期間を置き、さらに４週間同じように水素水投与を行った。尿中の活性酸素産物である 8hydroxydeoxyguanine(８-ＯＨdG)および疾患活動性の血中マーカーであるＣ－反応性タンパク（CRP)を各
終了時に測定した。
結果：高濃度水素水飲水によって体内水素は飽和濃度である１．６ｐｐｍを超えた。最初の４週間摂取で
尿中の８-ＯＨdG および血清中ＣＲＰは有意に減少した。次の４週間摂取ではＣＲＰはさらに減少したが８ＯＨdG は更なる減少はなかったが基準値以下の低値を維持した。発症初期（１２か月以内）の５人の患
者では明らかな改善が認められ、そのうちの４人は試験終了時には完全に症状が無くなった。
結論：ヒドロキシルラジカル基（ＯＨ・）消去作用を持つ高濃度水素水はＲＡ患者の酸化ストレスを抑制し、
その症状を改善した。
カテゴリー: 17. 免疫、アレルギー、感染症, Med. Gas Res |

7.7 ラットの腸移植時の移植片の保存液に水素を補強すると移植後の受容
側の胃腸機能が改善
2012 年 9 月 20 日

学術雑誌名： Transplantation, 2011 Nov. 15:92(9):985-92
表題：Hydrogen-enriched preservation protects the isogenic intestinal graft and amends recipient gastric
function during transplantation
（ラットの腸移植片保存液に水素を補充すると移植後の受容側の胃腸機能が改良する）
著者： Buchholz BM. et al（ピーツバーグ大）
概要：
１． 背景 水素ガス吸引は抗酸化と抗炎症作用によりラット腸の移植に有効である。本報ではドナーの
組織を水素水処理すると小腸移植片 の傷害を防ぐか否か検討する。
２． 方法 同系異種ラットを用いて小腸の同所移植を行った。臓器摘出後保存条件を窒素ガス吹き込み
液と水素ガス吹き込み液で冷温保存した後水素ガスの効果を窒素ガスと比較検討した。
３． 結果 虚血―再環流傷害の初期相では水素補強液によって明らかに粘膜移植片の形態は保持さ
れ、再環流移植片中の還元力を示すマロンジアルデヒド量の低下、さらには炎症関連分子の軽減が認め
られた。再還流の後期相でも炎症性分子や関連酵素の低下、移植組織機能の改善が見られた。また、
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移植片の生存率も４１％から８０％に上昇した。水素処理移植片筋層の抗炎症作用、抗アポトーシス酵素
の heme-oxigenase-1 は有意に上昇した。
４． 結論 ラットの移植腸移植片を水素水処理することにより、形態的にも、機能的にも改善され移植片
の生存率も上昇した。水素の抗酸化作用と筋層の heme-oxygenase-1 の増加がその作用機作と考えられ
た。
カテゴリー: 1. 生活習慣病関連, Transplantation |

1.4.4 急性脳梗塞患者に対する水素ガス吸引療法の安全性に関する基礎的
研究
2012 年 9 月 15 日

学術雑誌名：Med. Gas Res. 2012, 2:21 doi:10.1186/2045-9912-2-21
表題：A basic study on molecular hydrogen (H2) inhalation in acute cerebral ischemia patients for safety
check with physiological parameters and measurement of blood H2 level（訳：急性脳梗塞患者に対する分
子水素吸引治療の安全性テェックのための生理的パラメーター及び血中水素濃度の測定に関する基礎
的研究）
著者：H. Ono et al（西嶋病院、ピッツバーグ大）
概要
１．背景：動物実験において分子水素は種々の臓器の虚血再環流障害、移植組織の保全性、外傷並び
に手術による傷害、腸や肺の炎症等多岐にわたる疾患の予防改善作用が報告されその安全性も確認さ
れている。しかしながら、臨床において脳虚血患者は老齢者が対象となり H2 処理に際して適応される患
者における安全性情報が必要である。本報ではこれらの患者に対する H2 吸引処理の可能性試験として
H2 吸入後の H2 の体内搬送及び血中濃度の測定を実施した。
２．方法：動脈血及び静脈血中の H2 濃度は３人の患者に対してそれぞれ４％及び３％H2 ガス吸引の
前、中、後にガスクロマト法で測定し同時に生理的パラメーターも測定した。データの一貫性を確認するた
め１０人の患者の静脈血中の水素濃度を吸引３０分終了直後に測定した。
３．結果：血中の水素ガス濃度は H2 吸引後２０分で平衡に達しそのレベルは動物実験で報告されている
濃度と同レベルであった。水素吸引を中断すると血中水素濃度は急速に減少し、動脈では６分、静脈で
は１８分で平衡値の１０％に下がった。３人の患者の生理的パラメーターは水素処理によっても変わらな
かった。１０人の患者での確認試験においては３０分吸引処理後の水素濃度はばらつきがあったがより
注意深く操作することにより改善が見られた。
４．結論：少なくとも３％濃度の水素ガスを吸引すると３０分後の血中には
動物実験で報告されている濃度と同等の十分な H2 が得られることがわかり安全性の点でも問題はなか
った。しかしながら、吸引による H2 の運送にはさらなる改善が必要であろう。
カテゴリー: 1. 生活習慣病関連, 1.4. 高脂血症・心筋梗塞・脳梗塞・老化 |
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7.6 ラットの肺移植においてドナーに前もって水素投与すると移植肺の機能
が改善
2012 年 9 月 15 日

学術雑誌名：Surgery,2011 Aug; 150(2):240-9
表題：The effect of donor treatment with hydrogen on lung allograft function in rats（ラット肺移植において
ドナーに前もって水素を与えると移植肺の機能が改善される）
著者：Kawamura T. et al（ピーツバーグ大）
概要
・背景 水素ガス吸引は急性肺傷害に対して抗炎症作用及び抗アポトーシス作用を示すことが知られて
いる。本研究ではラットの肺移植において臓器のドナー側に事前に水素吸引させることにより移植後の移
植臓器片の傷害が軽減されるか否か検討した。
・方法 同系異種ラットを用いて左肺の同所移植を行った。ドナーラットに肺摘出前に９８％酸素＋２％窒
素または水素ガスを機械的に換気した後に冷温保存した後水素ガスの効果を窒素ガスと比較検討した。
移植片の機能は組織形態学的変化及び炎症反応で調べた。
・結果 酸素/窒素＝９８/2＋冷却保存した場合炎症性サイトカインやアポト－シス促進分子の上昇を伴っ
て移植片の顕著な劣化が観察された。このような肺傷害は窒素を水素ガスに置き換えることにより有意
に改善された。水素吸引により移植前肺において抗酸化酵素である oxygenase-1 が誘導されており、水
素により移植肺の機能が保護されたと推察された。
・結論 ラットの移植肺の摘出前にドナーに水素ガスを吸引処置することにより移植後の移植肺が虚血再
環流による肺傷害から効果的に防御されることが明らかになった。
カテゴリー: 7. 臓器移植、心、肺、腎、腸等 |

3.2.3 水素溶解食塩水がラット小腸の虚血再灌流傷害で生じる小腸の構造的
変化を予防
2012 年 9 月 15 日

学術雑誌名：J. Sur. Res., Vol.167, 2, P316-322, 15May 2011
表題：The effects of hydrogen-rich saline on the contractile and structural changes of intestine induced by
ischemia-reperfusion in rat（水素溶解食塩水がラットの腸虚血再灌流によって生じる小腸の収縮性及び構
造的変化に対する効果）
著者：Han Chen et al.（上海第二軍医大ほか）
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概要
方法：分子水素が新たな抗酸化物質として種々の臓器において虚血再灌流(I/R)傷害を予防することが
報告されている。本研究では、KCl に対する小腸平滑筋収縮反応並びに小腸虚血再灌流傷害における
上皮細胞の増殖促進作用およびアポトーシスに対する水素溶解生理食塩水の作用を検討した。ＳＤラッ
トを用いて腸虚血再灌流傷害のモデルを作成した。ラットを次の４群に分けて水素の効果を検討した①偽
手術群、②虚血再環流群、③虚血再環流＋生理食塩水群、④虚血再環流＋水素豊富生理食塩水群。
虚血は 45 分行い、再環流の 30 分前に尾静脈より食塩水を投与処置した。水素豊富生理食塩水は（＞
0.6mM,6ml/kg）を生理食塩水は（5ml/kg）をそれぞれ投与した。虚血再環流後空腸のサンプルを切除し
KCl に対する平滑筋収縮反応を検討した。合わせて活性酸素産物であるマロンジアルデヒドと酵素の
myeloperoxidase 活性を測定した。小腸上皮細胞のアポトーシスは TUNEL 法によった。細胞増殖促進作
用は免疫法によって細胞核抗原のＰＣＮA を調べた。
結果：水素豊富生理食塩水処理によって小腸の虚血再灌流(I/R)傷害は有意に改善され、アポトシスの
阻害と腸細胞の増殖が認められた。合わせて好中球の浸潤や脂質酸化が抑えられ、KCl に対する小腸
平滑筋収縮反応も軽減した。これらの結果は水素豊富生理食塩水が小腸の虚血再環流による小腸の収
縮不全や障害を抑制する作用があることを示した。この水素の防御作用は虚血再環流による酸化ストレ
ス並びにアポトシスの抑制及び上皮細胞の増殖促進作用によるものと考えられる。
カテゴリー: 3. 消化器疾患関連：腸疾患、肝臓病、膵臓病等, 3.2 腸疾患 |

3.1.3 腸内細菌由来の水素は肝炎を防御する
2012 年 8 月 23 日

学術雑誌名：Biochem. Biophysi. Res. Commn., 386(2009), 316-３２１
表題：Hydrogen from intestinal bacteria is protective for Concanavalin-A induced hepatitis. （腸内細菌由
来の水素はコンカナバリン-A で誘発される肝炎を防御する）
著者：M. Kajiya et al（Forsyth 研究所、フロリダ大他）
概要
大腸菌の様な腸内細菌が大量の分子水素（Ｈ２）を産生することがよく知られている。Ｈ２が抗酸化効果を
示すことは多くの文献で報告されているが本研究では腸内細菌コロニーの細菌から放出された水素がコ
ンカナバリンーＡ（Con-A）で誘発されるマウスの肝炎に効果があるか否かを検討した。全身作用する抗
生物質を投与すると腸内細菌の抑制を伴って肝臓および腸の水素レベルが有意に減少する。血清中の
AST,ALT,TNF-α などの諸因子のレベルから調べると抗生物質による腸内細菌の抑制によって Con-A
で誘発されるマウスの肝炎の重篤度が上昇した。この作用は水素生産性の大腸菌によって抑制されるが
水素産生能のない変異大腸菌では抑制されなかった。さらに、in vitro での Con-A 刺激で上昇するすい
臓リンパ球の TNF-α およびＩＮＦ-γ はＨ２によって有意に阻害された。以上の結果は腸内細菌から放出さ
れるＨ２は Con-A で誘発される肝の炎症を抑制することを示唆している。
カテゴリー: 3. 消化器疾患関連：腸疾患、肝臓病、膵臓病等, 3.1 肝疾患 |
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2.3.5 水素水は自閉症に有効か？
2012 年 8 月 23 日

学術雑誌名：Med. Gas Res.., 2012, 2:19 doi:1186/2045-9912-2-19
表題：Physical exercise and intermittent administration of lactulose may improve autism symptoms through
hydrogen production.（運動と間欠的ラクツロースの投与により水素の産生を介して自閉症症状が改善さ
れる）
著者：A. Ghanizadeh.（Shiraz 大医科学、Iran）
概要
イランの学童のスクリーニング調査では約１.９％が自閉症の評価基準に該当する。自閉症は神経発達の
不全によるものである。自閉症に罹患している子どもには酸化ストレスが亢進している者が多くみられる。
分子水素は抗酸化作用を介して多くの疾患の治療や予防に有効であることが報告されている。人工的合
成糖であるラクツロースは腸内で代謝を受けず、腸内細菌に作用して水素ガスを産生することが知られ
ており、このラクツロースや水素水の投与によって自閉症の酸化ストレスを軽減する分子水素を供与でき
ることから本症に対する有用性が期待される。
カテゴリー: 2. 神経変性疾患、筋疾患： 認知症、パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー他, 2.3 その他の神経疾患 |

16.2 水素豊富水は歯周炎モデルラットの下行大動脈への脂肪蓄積を阻害す
る
2012 年 8 月 21 日

学術雑誌名：Arch. Oral Biol.. 2012 May16. In press
表題：Hydrogen-rich water prevents lipid deposition in the descending aorta in a rat periodontitis model.(水
素豊富水は歯周病ラットの下行大動脈への脂肪の蓄積を阻害する）
著者：Ekuni D. et al.（所属機関：岡山大医歯薬）
概要
１．目的：歯周炎は酸化ストレスを介して動脈硬化の原因になることが知られている。水素豊富水（ＨＷ）
は活性酸素種（ＲＯＳ）を除去することが知られているので歯周病によって動脈に脂肪が蓄積されることを
防ぐと期待された。本研究においては歯周病ラットにおける動脈硬化の発症に対するＨＷの効果を検討
した。
２.方法：８週齢ラットを１群６頭の３グループ、すなわち①歯周病群、②歯周病＋ＨＷ群、③正常群に分け
た。歯周病は既報の方法により４週間結紮法によって作成した。②群の水素水は結紮に合わせて４週間
800~1000ug/L 濃度の水素豊富水を与えた。
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３．結果：①群の歯周病群では③の正常群に比較して下行大動脈への脂肪の蓄積が観察され、血清中
の活性酸素種（ROS）および酸化-ＬＤＬは有意に上昇し、さらに nitrotyrosine および hexanoyl-lysine の大
動脈中の発現量が増加していた。②群の歯周病＋ＨＷ群ではこれらの数値は明らかに低下しており水素
水投与の効果がみとめられた。
４．結語：水素水摂取によりラットの歯周病で誘発される大動脈への脂肪の蓄積および血清中の酸化-Ｌ
ＤＬ並びに酸化ストレスが軽減された。
カテゴリー: 16. 歯科、歯周病他 |

18.1 分子水素は骨粗鬆症に有効か？
2012 年 8 月 21 日

学術雑誌名：Osteoporos Int. 2012 May 31
表題：Treatment of hydrogen molecule abates oxidative stress and alleviates bone loss induced by modeled
microgravity in rats.（分子状水素は酸化ストレスを軽減して微小重力環境モデルラットの骨減少を抑制す
る）
著者：Sun Y. et al（北京軍事病院救急科）
概要：分子水素投与により微小重力環境で生じる骨減少が酸化ストレスの軽減、骨芽細胞分化の増強、
及び破骨細胞分化の抑制作用を介して軽減した。この作用はヒトの宇宙旅行等で生じる骨減少に対する
栄養学的な解決策として期待される。
１．目的 水素ガスは選択的に活性酸素種（ＲＯＳ）の生成を抑制し抗酸物質として有用である。本研究の
目的はラットを用いて微小重力環境で起こる骨吸収（骨の減少）に対して水素ガス投与の効果を検討す
る。
２．方法 ラット後肢懸濁液と回転壁式反応器(HLS)を用いて in vitro 及び in vivo の微小重力負荷を行
った。６週間連続処理しその間水素水を与え骨吸収に対する水素水の効果を検討した。並行して骨以来
の MC3T3 及び RAW264.7 細胞を水素水添加培養液で培養して in vitro 試験を実施した。
３．結果 水素水投与によって HLS で誘導した大腿骨や腰椎の骨密度、最大負荷度、硬度、及びエネル
ギーの減少が軽減された。
カテゴリー: 18. 骨疾患、骨代謝に対する作用 |

12.6 水素ガス吸引は複数菌感染による敗血症を予防
2012 年 7 月 12 日

学術雑誌名：Shock , 2010 Jul.; 34(1), 90-97
表題：Protective effects of hydrogen gas on murine polymicrobial sepsis via reducing oxidative stress and
HMGB1 releaase（水素ガスは酸化ストレス並びに HMGB1 放出の抑制によりマウスの複数菌感染による
敗血症に対し予防効果を示す）
29

著者：Keliang Xie et al(天津医大他)
概要：最近の抗菌剤による治療法の進歩にもかかわらず敗血症は集中治療室での治療において最も普
遍的な死因である。敗血症の病因には過剰な活性酸素産物（ROS）が重要な役割をしている。近年、分
子水素（Ｈ2）が最も細胞毒性の高いヒドロキシラジカル（・ＯＨ）を選択的に還元して抗酸化作用による治
療効果をしめし、虚血再環流による臓器傷害を防止することも分かってきた。したがってＨ2 は敗血症に対
しても有効な治療法になることが期待できる。本研究ではマウスの盲腸結さつと穿刺（CLP）後１及び６時
間後にＨ2 吸引療法を施した結果敗血症による生存率が水素の濃度および処置時間に依存して有意に改
善することが分かった。さらに、適度なあるいは過酷なＣＬＰ処置２４時間後に発症する敗血症では肺の
酵素の myeloperoxidase 活性の増加、気管支肺胞の湿・乾燥比、及びたんぱく濃度、血清生化学マーカ
ー、病理組織スコアの増加等が認められ有意な多臓器障害が生じるが２％の水素ガス吸引処置によって
症状は有意に改善された。さらに水素ガス吸引による敗血症と多臓器障害に対する効果は血清や組織
中のＲＣＳの減少、抗酸化酵素の上昇及び HMBG1 レベルの減少に拠っていることが分かった。このよう
に水素ガス吸引法は敗血症患者の有効な治療法になることが期待される。
カテゴリー: 12. その他の酸化ストレスに関連する疾患：延命作用、腸内細菌、視聴障害、精子機能等 |

2.3.4 水素水は一酸化炭素中毒で起こる神経障害を軽減
2012 年 7 月 9 日

学術雑誌名：Crit. Care Med., 2011 Apr.; 39(4):765-9
表題：Hydrogen –rich saline reduces delayed neurologic sequence in experimental carbon monoxide
toxicity.（水素豊富水はラットの一酸化炭素中毒で起こる遅発型神経障害を軽減する）
著者：Q. Sun et al.（上海第二軍事大）
概要：本研究では重篤な急性一酸化炭素（ＣＯ）中毒による遅発性の脳神経障害に対する水素水（Ｈ2）の
腹腔内投与による効果を検討した。成獣ラットに 1000 ppm CO を含む空気を４０分間、さらに 3000 pppm
を２０分間与えて昏睡させた。水素豊富生理食塩水と通常の食塩水（10ml/kg）をそれぞれ蘇生後に 0,
12, 24, 36, 48, 60 時間後に計６回投与して２群間で水素の効果を比較した。脳組織の炎症度、細胞死、
認知機能障害を中毒処置１週間後に調べて評価した。その結果水素豊富食塩水は通常の生理食塩水に
比較して生化学的、組織化学的評価並びに水迷路法による認知行動機能を改善することが認められた。
これらの結果から水素含有生理食塩水は重篤なＣＯ中毒による遅発性の神経障害患者に対して新たな
代替療法となりうる可能性が示唆された。その効果は抗酸化、抗炎症作用によるものと推察される。
カテゴリー: 2. 神経変性疾患、筋疾患： 認知症、パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー他, 2.3 その他の神経疾患 |

10.1.9 水素の生理作用の化学反応機構に関する仮説
2012 年 7 月 2 日

学術雑誌名：Med. Gas Res.，2011,2:17 doi:10.1186/2045-9912-2-17
表題：A hypothesis on chemical mechanism of the effect of hydrogen（水素の生理的効果の化学反応機構
に関する仮説）
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著者：S. Penghui et al（甘粛農業大、中国）
概要：分子水素（Ｈ2）は抗酸化ストレス、抗炎症やその他の防御効果が多くの生理機能など報告されてい
る。大沢らによってＨ2 はＯＨ・ラジカルを選択的に直接除去する作用があることが報告されているが最近
の新たな試験結果の中にはこの作用だけでは説明できないものも報告されてきた。本報ではＨ2 がリガン
ド（配位子）として金属と結合するという仮説によって広範な生物反応が説明できることを提唱する。Ｈ2 は
Ｍ－Ｈ2 反応によって特定の金属たんぱく質を制御し、その結果活性酸素（ＲＯS）の代謝と情報伝達に影
響を与える。金属たんぱく質はＨ2 の標的分子の一つであり、金属イオンはＨ2 分子に対する適切な結合サ
イトとして機能していると考えられる。当該仮説は水素分子の機能を明らかにする新たな指針を示した。
カテゴリー: 10.1.作用メカニズムに関する研究 |

2.2.４ 分子水素は神経変性疾患などに対する新たな医療用ガスとして有用
2012 年 6 月 28 日

学術雑誌名：Oxid. Med. Cell. Longev. 2012;2012:353152. Epub 2012 Jun 8.
表題：Molecular hydrogen as an emerging therapeutic medical gas for neurodegenerative and other diseases
（分子水素は神経変性疾患などの疾患の新たな治療用医療ガス）
著者：K.Ohno et al（名古屋大学医学部）
概要：分子水素の種々の疾患に対する効果に関してここ４年半で６３の疾患モデル動物およびヒトの臨床
試験が報告されてきた。この中で、ネズミを用いた２つのパーキンソン病モデルと３つのアルツハイマー病
モデルに関する報告を含めて新生児脳低酸素症、パーキンソン病、脊髄や心、肺、腎、腸などの虚血再
環流を含む酸化ストレスに起因する疾患に対して著効が認められている。今日まで６つのヒト臨床試験と
して２型糖尿病、メタボリック症候群、血液透析、炎症およびミトコンドリア神経症、脳幹梗塞、放射線治療
の副作用に対する効果が検討されてきた。しかしながら、これらの効果には２つの未解決の課題がある。
１つは効果に濃度依存性が見られず、ネズミでもヒトでも低用量の水素で顕著な効果があることである。
２つ目はヒトでもネズミでも小腸の細菌が大量の水素を生成しているにもかかわらず少量の水素を投与
することにより明らかな効果が出ることである。このような水素の有用な作用を分子レベルで解明する研
究が必要であり、それぞれのヒト疾患で最適投与間隔、投与量、投与方法に関しても決定することが今後
の課題である。
カテゴリー: 2. 神経変性疾患、筋疾患： 認知症、パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー他, 2.2 パーキンソン病 |

12.5．水素水は騒音による聴覚障害を改善。
2012 年 6 月 25 日

学術雑誌名：Neurosci. Lett.,(2010), doi:10.1016/j.neulet.2010.09.064
表題：Hydrogen in drinking water attenuates noise-induced hearing loss in guinea pigs（水素水飲水によりモ
ルモットの騒音による聴力障害が改善される）
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著者：Y. Lin et al (西安・西京病院、東大)
概要：分子水素は最も有害な活性酸素種（ＲＯＳ）を選択的に還元することにより治療あるいは予防に有
用であることが知られている。本研究ではモルモットを通常水投与群と水素水投与群に分けてそれぞれ
の投与３時間前に 115dB SPL 4-kHz オクターブ帯の騒音をかけて両群を１４日間観察して水素水の効果
を検討した。各動物は聴覚脳幹反応（ABR）および歪成分耳音響放射(DPOAEs)を処置前とその直後お
よび１，３，７，１４日後に測定した。通常水投与群に比較して水素水飲水群では２、と４Hz における ABR
の閾値が騒音負荷後１，３，および１４日後に有意に改善された。さらに、通常水群に比べて水素水飲水
群では騒音負荷後３、及び７日後に回復期における DPOAEs の入出力成長機能が有意に増強された。
これらの結果から水素は聴覚有毛細胞の機能回復を促進し、騒音で誘発される一時的な聴力失調を改
善することが示唆された。
カテゴリー: 12. その他の酸化ストレスに関連する疾患：延命作用、腸内細菌、視聴障害、精子機能等 |

1.1.4 水素豊富水飲水により老化や諸疾患の原因となるＡＧＥ（糖化産物）生
成が抑制される
2012 年 6 月 11 日

学術雑誌名：①第２回分子状水素医学シンポジウム抄録（平成２４年２月１１日開催）及び ②Med. Gas
Res. 9 July 2012
表題：① 腎臓における糖とその代謝物に由来する酸化ストレスに対する水素豊富水による抑制効果
② Hydrogen-rich water inhibits glucose and α,β-dicarbonyl
compounds-induced reactive oxygen species production in the SHR.Cg-Leprcp/NDmcr rat kidney
著者：片倉賢紀他（島根大学医）
概要：糖尿病等の高血糖に伴いメイラード反応により糖がタンパク質と反応して有害な糖化産物である
AGEs(advanced glycation end products)が産生される。AGEs は老化や生活習慣病などの諸疾患の原因
物質として研究が進んでいる。メタボリックシンドロームモデルラット（SHR.Cg-Leprcp/NDmcr, SHR-cp）に
水素水を飲水投与すると AGEs の産生並びにそれに伴う酸化ストレスが抑制され腎機能も改善されるこ
とが示唆された。
背景：著者らはメタボリックシンドロームモデルラット（SHR.Cg-Leprcp/NDmcr,
SHR-cp）に水素豊富水を投与すると、病態の進行に伴う腎機能の低下が抑制されることを報告した
（Hashimoto et al., Med Gas Res. 2011）。この作用機序の一つに、水素豊富水による腎臓での酸化ストレ
スの抑制が関与していると考えられるが、その詳細については検討されていない。高血糖に伴う AGEs
の生成が糖尿病の進行に関与しており、メチルグリオキサール(MGO)、グリオキサール(GO) や 3-デオ
キシグルコソン(3-DG)など糖由来のジカルボニル化合物は、AGEs を生成する。これらジカルボニル化
合物や AGEs は活性酸素種 (ROS) を生成して腎障害を引き起こす。
目的：水素豊富水が糖由来のジカルボニル化合物による ROS 産生を抑制することにより、Ⅱ型糖尿病に
伴う腎障害を予防する機構を検討する。
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方法：ラットの腎臓のホモジナイズを用い、酸化ストレスを与えるために 5 mM 過酸化水素水と、各濃度
のブドウ糖およびジカルボニル化合物（MGO、GO、3-DG）を添加し加温した。水素豊富水の影響を検討
するために、過酸化水素を添加する前に㈱フレンディア社製マグネシウムスティックで作製した水素豊富
水を添加し経時的に ROS 活性を測定した。
結果：腎ホモジネートにグルコースと過酸化水素を添加・加温すると、ROS の生成量が約 1.3 倍に増加し
た。この増加は水素豊富水の添加により完全に抑制された。MGO、GO、3-DG の添加も ROS 生成量を
約 1.4 倍、1.5 倍、1.6 倍にそれぞれ増大させたが、水素豊富水の添加によりコントロールレベルにまで抑
制された。
考察：グルコースやジカルボニル化合物は腎ホモジネート中で ROS 産生を促進するが、水素豊富水はこ
れを抑制することによりⅡ型糖尿病に伴う腎障害を抑制することが示唆された。
結論：水素豊富水は、AGE の生成を抑制するとともに主要な AGE 中間体であるジカルボニル化合物に
より生成される ROS の産生を抑制することが見出された。
カテゴリー: 1. 生活習慣病関連, 1.1. メタボリックシンドローム |

4.1.5 水素豊富食塩水は腎臓の虚血―再環流障害を予防する
2012 年 5 月 29 日

学術雑誌名：J. Anesth.18 May 2010 doi: 10.1007/s00540-010-0942-1
表題：Hydrogen-rich saline solution attenuates renal ischemia-reperfusion injury（水素豊富水は腎臓の虚
血―再環流障害を改善する）
著者：C. Shingu et al（大分医大）
目的：急性腎障害の重要な原因である虚血―再環流障害は腎移植を含む種々の手術、腎動脈の血行
再建術、腎の部分摘出、副腎動脈瘤等において避けることができない要因である。分子水素（H2）は細
胞傷害性の活性酸素を抑制する作用が知られている。ラットを用いて水素水投与による腎臓の虚血―再
環流障害発症抑制を検討する。
方法：水素ガス吹き込み法によって作成した水素豊富水を静脈投与により腎臓の虚血―再環流後２４時
間与えて、対象に用いた水素を含まない精製水と比較した。電子顕微鏡による病理学的な評価並びに血
清中の 8-OHdG（活性酸素による産物）の測定を実施した。
結果：通常水を与えた群では虚血―再環流によって反対側の血漿単核球の化学誘因性 protein-1、メチ
ルグリオキサルや血中尿素体窒素等が有意に上昇し、病理解析においても糸球体吸着、心臓の線維
化、ED-1 陽性細胞、ニトロチロシン染色等が腎、心臓で認められた。一方、水素水投与群ではこれらの
変化は有意に抑制された。これらの結果から、電気分解によって精製する水素水を自由摂取させること
により、慢性腎臓病モデルラットの虚血―再環流による、腎・心臓障害が予防されることが示唆された。
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カテゴリー: 4.1

腎炎、腎症 |

4.1.3 食塩感受性慢性腎疾患ラットの虚血性心―腎障害に対する水素水投
与効果
2012 年 5 月 29 日

学術雑誌名：Nephrol. Dial. Transplant.,(2010) 1of 7 doi: 1.1093/ndt/gfq 727
表題：Intake of water with high levels of dissolved hydrogen (H2) suppresses ischemia-induced cardio-renal
injury in Dahl salt-sensitive rats（高濃度の水素溶存水の摂取により食塩感受性 Dahl ラットにおける虚血
誘発性の心―腎臓障害が抑制される）
著者：Wan-Jun Zhu et al,(東北大医他）
目的：分子水素（H2）は細胞傷害性の活性酸素を抑制する作用が知られている。水素水投与による食塩
感受性慢性腎臓病ラットの虚血性心―腎臓疾患の発症抑制を検討する。
方法：Dahl 食塩感受性ラット（高食塩摂取によって発症する）に食塩食を与え、これに通常水または水素
溶解電解水を自由摂取で投与し、６週間後に一方の腎臓を虚血―再環流した。その１週間後にもう一方
の腎臓および心臓の傷害の程度を比較検討した。
結果：通常水を与えた群では虚血―再環流によって反対側の血漿単核球の化学誘因性 protein-1、メチ
ルグリオキサルや血中尿素体窒素等が有意に上昇し、病理解析においても糸球体吸着、心臓の線維
化、ED-1 陽性細胞、ニトロチロシン染色等が腎、心臓で認められた。一方、水素水投与群ではこれらの
変化は有意に抑制された。これらの結果から、電気分解によって精製する水素水を自由摂取させること
により、慢性腎臓病モデルラットの虚血―再環流による、腎・心臓障害が予防されることが示唆された。
カテゴリー: 4.1

腎炎、腎症 |

2.2.3 水素水飲水と間欠的水素ガス吸引がラットパーキンソン病を予防
2012 年 5 月 21 日

学術雑誌名：Medical Gas Research 2012, 2:15 doi:10.1186/2045-9912-2-15
表題：Drinking hydrogen water and intermittent hydrogen gas exposure, but not lactulose or continuous
hydrogen gas exposure, prevent 6-hydorxydopamine-induced Parkinson’s disease in rats（水素水飲水と間
欠的な水素ガス吸引によって、ただし、ラクツロース摂取および連続吸引はしない、６-ハイドロキシイドロ
キシドーパミンで誘導したラットのパーキンソン病を予防する）
著者：M. Ito et al（名古屋大学）
概要
合成２糖のラクツロースは腸内細菌に働いて腸内水素ガス産生を促進する。著者らはすでに水素水飲水
によりラットパーキンソン病が予防されることを報告している。今回、健常成人、パーキンソン患者、及びラ
ットにおいてラクツロースによる水素ガス産生効果を比較検討し上昇効果を認めた。水素水飲水によって
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呼気中の水素濃度は上昇した。ラクツロース摂取によっても呼気中の水素ガスは一過性に上昇したが６
－ハイドロキシドーパミンによるパーキンソン病の予防効果は限られていた。水素の濃度依存性はない
が水素水と間欠的な水素ガス吸引によって好ましい予防効果が得られた。この結果は水素が情報伝達
系の修飾効果を介して疾患予防効果を発揮していることを示唆している
カテゴリー: 2. 神経変性疾患、筋疾患： 認知症、パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー他, 2.2 パーキンソン病 |

8.2 水素水飲水はトップアスリートの筋疲労に有効
2012 年 5 月 2 日

学術雑誌名：Med.Gas Res., 2012, in press
表題：Pilot study: Effects of Drinking Hydrogen-Rich Water on Muscle Fatigue Caused by Acute Exercise
in Elite Athletes :
（水素豊富水飲用が一流運動選手の筋疲労にあたえる影響に関する試験的研究）
著者：K. Aoki, T. Adachi1, Y.Matsui, Hiroshi Kondo, A. Nakao & S. Miyagawa（筑波大学大学院 兵庫医
大）
概要
背景：短時間の激しい運動に伴う筋収縮は、酸化ストレスを惹起し、これによって筋疲労や筋肉の損傷、
炎症などをひきおこすことがある。水素水は酸化ストレスを軽減することが報告されており、本試験におい
てはトップアスリートの急激な運動に対する水素水飲用の効果について検討した。
方法：筑波大学体育会蹴球部に属する 10 人の男性運動選手（平均年齢 20.9 才）を対象に飲水後、運動
負荷テストと血液検査を行った。試験は水素水精製用のスティックで製造した水素（H2）を豊富に含む水
素水（HW）と対照としてそれとは全く見分けがつかないプラセボスティックで製造した水（PW）を用いて１
週間の wash out（洗浄）期間をおいてクロスオーバー方式で二重盲検試験にて実施した。被験者には自
転車エルゴメータを使用し７０％最大酸素摂取量にて３０分の運動負荷をかけ、その直後最大等速性膝
伸展運動を１００回繰り返す際のピークトルクや筋電図の周波数解析を行った。酸化ストレスマーカーは、
血液を経時的に採取し評価した。
結果：急激な運動後、PW 群では血液中の乳酸が有意に上昇したが、HW 群ではその上昇は統計学的
に有意に軽減された。ピークトルクは最大等速性膝伸展運動の反復により減少し、筋疲労が示唆された
が、HW 群ではピークトルクの減少は軽度であった。血液中の酸化ストレスマーカーである Reactive
Oxygen Metabolites（d-ROMs）および Biological AntioxidantPotential（BAP）に差は見られなかった。
結語：これらの結果から、激しい運動の前の水素水による水分補給は、筋疲労を改善する効果があるこ
とが示唆された。その機序はいまだ明らかではなく、さらに大規模の追試験が必要と思われるが、今回の
試験的研究結果から水素豊富水は運動選手の飲料水として適切であると思われた。
カテゴリー: 8. スポーツ（運動負荷） |
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7.5 水素豊富水による動脈化静脈グラフトの内膜肥厚の軽減
2012 年 3 月 16 日

学術雑誌名：Cardiovasc. Res., Feb. 26, 2012 : doi:10.1093/cvr/cvs024
表題：Oral intake of hydrogen-rich water inhibits intimal hyperplasia in arterialized veingrafts in rats（水素
豊富水飲水によりラットにおける動脈化静脈移植片の内膜肥厚障害が阻害される）
著者：Q. Sun, A..Nakao et al（米ピーツバーグ大,上海軍事大他）
概要：静脈を用いた冠動脈バイパス手術において、内膜肥厚による移植片の狭窄は予後を左右する重
大な問題であるが現在有効な予防法はない。ラットの移植実験モデルを用いて水素豊富水（㈱フレンディ
アのドクター水素水スティックで製造）経口摂取による抗酸化作用を利用した治療効果について検討し
た。下大静脈を腹部大動脈に移植し、通常の水道水（RW）、水素豊富水から水素を除去した水（DW）、
及び水素豊富水（HW）の３群に分けて比較した。移植手術６週間後 RW,DW 群では著明な内膜肥厚が
認められたが HW 群では有意に減少していた。HW 群の移植片では、血小板・白血球の凝集が抑制さ
れており、血管内皮細胞の正常な構造も保たれていた。さらに、接着因子や炎症因子等の肥厚に関わる
マーカー因子も有意に抑制されていた。これらの結果は、水素豊富水の摂取により静脈移植片の内膜肥
厚が有意に抑制されることを示しており臨床応用も期待される。水素豊富水の経口投与は簡単であるた
め、日常生活に取り入れることもできるであろう。
カテゴリー: 7. 臓器移植、心、肺、腎、腸等, Cardiovasc. Res |

16.1 水素豊富水はラットの実験的歯周炎モデルを改善する
2011 年 12 月 2 日

学術雑誌名：J. Clin. Periodontol. 2011 Dec;38(12)1085-90. doi: 10.1111/j. 1600-051X.2011.01801.x. Epub
2011 Oct 9.
表題：Hydrogen-rich water attenuates experimental periodontitis in a rat model.
(水素豊富水はラットの歯周炎モデル実験において改善効果を示す）
著者：K. Kasuyama et al.（所属機関：岡山大医歯薬）
概要：歯周炎の発症に活性酸素種（ROS）が関与している事が知られている。分子水素（Ｈ2）は ROS 消去
作用があることからラットの歯周炎モデルを用いて水素豊富水飲水による効果を検討した。ラットの上顎
臼歯の周りに結紮糸を４週間置いて歯周炎を誘導し、そのラットに水素豊富水を含む純水と対照として水
素を含まない純水を飲ませて水素の効果を検討した。
続きを読む →
カテゴリー: 16. 歯科、歯周病他, J. Clin. Periodontol |

5.5 水素豊富生理食塩水は酸素過剰によって生じる急性肺傷害を軽減
2011 年 11 月 28 日
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学術雑誌名：J. of Surg. Res., 165, e43-e49(2011)
表題：hydrogen-rich saline provides protection against hyperoxic lung injury
（水素豊富食塩水は酸素過剰による肺傷害を防護する）
著者：Q. Sun et al （上海第２軍事大、上海病院）
概要：分子状水素は選択的な新規抗酸化物質として注目されている。本報ではラットを用いて過剰酸素
症（HALI）（酸素負荷 10ｍｌ/ｋｇ）によって発症する肺傷害に対する水素豊富生理食塩水の腹腔内投与の
効果を検討した。対照として窒素豊富生理食塩水を用い、評価は胸膜浸出液量、湿/乾燥重量比及び組
織分析によった。また、肺細胞のアポトシス（細胞自殺死）測定は TUNEL 法により、肺組織の炎症性サ
イトカインは IL-1b および TNF-α を測定した。
続きを読む →
カテゴリー: 5. 呼吸器疾患, J. of Surg. Res |

15.1 水素豊富水は紫外線から皮膚細胞を保護しシワの形成を抑制する
2011 年 11 月 28 日

学術雑誌名：J.of Photochem. and Photobiol.B:Biology, 2011.Oct.20
表題：Hydrogen-rich electrolyzed warm water represses wrinkle formation against UVA ray together with
type-1 collagen production and oxidative-stress diminishment in fibroblast and cell-injury prevention in
keratinocytes.
(水素豊富電解温水は繊維芽細胞の１型コラーゲンの産生と酸化ストレス抑制、ケラチン生成細胞の細
胞障害の抑制を伴って紫外線照射によるシワの形成を軽減する）
著者：S. Kato et al.（所属機関：広島県立大、中国電気工業）
概要：水素豊富電解温水（ＨＷ）（４１℃、水素濃度 1.13 ppm）を用いてヒトの皮膚繊維芽細胞及びケラチ
ン生成細胞のＵＶ照射による傷害に対する予防効果を水素を含まない通常水（ＲＷ）と比較検討した。
続きを読む →
カテゴリー: 15. 皮膚、スキンケア, J.of Photochem. and Photobiol.B:Biology, In press, 水素水, 水素豊富水 |

2.3.3 水素添加生理食塩水のラットの脳神経保護作用
2011 年 10 月 27 日

学術雑誌名：Medical Gas Research 2011,1:15
表題：Hydrogen saline offers neuroprotection by reducing oxidative stress in a focal cerebral ischemiareperfusion rat model（水素添加生理食塩水はラットの限局的脳虚血再還流モデルにおいて酸化ストレス
を抑制する事により神経保護作用を示す）
著者：Y. Liu et al.（上海軍事大学他）
概要：水素ガス(H2)は脳虚血モデルにおいて神経保護作用を示す事が報告されている。
本報では中央脳動脈閉塞モデル（MCAO）を用いて、臨床的に容易に且つ安全に使用できる水素添加生
理食塩水の脳神経保護作用について検討した。 続きを読む →
カテゴリー: 2. 神経変性疾患、筋疾患： 認知症、パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー他, 2.3 その他の神経疾患,Medical Gas
Research, 上海軍事大学, 水素, 研究機関, 虚血再還流障害 |
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4.2.4 電気分解で製造した水素水を透析液に加え腎透析患者に対する臨床
効果を検討
2011 年 10 月 27 日

学術雑誌名：Nephrol. Dial. Transplant., (2010) 1of 8 doi: 10.1093/ndt/gfq 196
表題：A novel bioactive haemodialysisi system using dissolved dihydrogen(H2) produced by water
electrolysis: a clinical trial（水電気分解によって製造した分子水素溶解水を用いた新たな生物活性透析
システム：臨床試験)
著者：Masaaki Nakayama et al.(東北大学医学部他）
目的：慢性炎症を持つ患者の透析の予後は芳しくない。分子水素は酸化ストレス及び炎症による障害を
軽減する事が報告されている。本報では高濃度の分子水素(H2)を加えた透析液の臨床効果を検討し新
たな透析システムを開発する事を目的とした。
方法：電気分解法により作成した高濃度の水素(H2)（平均 48ppb）を含む透析液を安定化している 21 人
の患者に対して通常の透析液から切り替えて週 3 回、6 ヶ月間実施した。 続きを読む →
カテゴリー: 4.2 腎透析, Nephrol. Dial. Transplant., 副作用, 慢性炎症, 東北大学, 水素, 水素水, 炎症, 研究機関, 腎透析 |

10.1.7 分子水素は酸化ストレス抑制と合わせて新たな機作により軟骨細胞を
守る
2011 年 10 月 20 日

学術雑誌名：Medical Gas Research，2011,1:18
表題：Molecular hydrogen protects chondrocytes from oxidative stress and indirectly alters gene expressions
through reducing peroxynitrite derived from nitric oxide
著者：T. Hanaoka et al（日本医科大学）
概要：分子水素（H2）は酸化ストレス、炎症、アレルギー等の動物モデル及びヒトの臨床において多彩な
防御機能があることが報告されている。本研究では分子水素（H2）の抗酸化作用に加えて新たな生理機
能を解明する目的で水素が NO･（酸化窒素）からできる ONOO-の減少を介して間接的に遺伝子発現制
御に関わっている可能性を検討した。 続きを読む →
カテゴリー: 10. 水素の医療応用, 10.1.作用メカニズムに関する研究, Medical Gas Research, 抗酸化作用, 日本医科大学, 水素, 炎症, 研
究機関 |

2.4.1 水素豊富水はヒト臨床試験で進行性筋ジストロフィ等の筋疾患に有効
2011 年 10 月 12 日

学術雑誌名：Medical Gas Res., 2011, 1:24 doi:10.1186/2045-9912-1-24
表題：Open-label trial and randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover trial of hydrogenenriched water for mitochondrial and inflammatory myopathies
（水素豊富水のミトコンドリア性及び炎症性筋疾患に対する臨床効果を非盲検試験及び無作為二重盲検
試験をプラセボを対照としてクロスオーバー試験により実施）
著者：Mikako Ito et al.（名古屋大学医学部、愛知医科大学、中部大学）
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概要：分子水素は酸化ストレスに起因する多くの疾患に有効である事が報告されており、その医療応用
の有用性が認められている。本報では進行性筋ジストロフィー症（ＰＭＤ）12 人、多発性筋炎･皮膚筋炎
（ＰＭ/ＤＭ）4 人、ミトコンドリア性筋炎（ＭＭ）5 人の患者を対象に 1ℓ/日の水素豊富水を 12 週間摂取さ
せ、１８の血清パラメータ及び酸化マーカーである 8-isoprostane を 4 週毎に測定した。
さらに、プラセボを対照として 0.5ℓ/日摂取で 8 週間 10 人のＤＭ，12 人のＭＭ患者に対して 2 重盲検試
験をクロスオーバー法で実施した。
非盲検試験では臨床症状の客観的な改善あるいは悪化は見られなかった。しかしながら、乳酸/ピルビン
酸比がＰＭＤとＭＭ患者で、空腹時血糖値がＰＭＤ患者で、血清酵素の metalloproteinase-3(MMP3)と血
清トリグリセリドがＰＭ/ＤＭ患者で有意に改善された。 続きを読む →
カテゴリー: 2. 神経変性疾患、筋疾患： 認知症、パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー他, 2.4 筋疾患, Medical Gas Research, 中部
大学, 名古屋大学医学部, 愛知医科大学, 水素, 研究機関 |

12.3 ヒトの腸内における水素ガスの産生は腸内細菌の環境が大切
2011 年 9 月 22 日

学術雑誌名：The New England J. Med., Vol. 281, No.3, p122-127(1969)
表題：Production and Excretion of Hydrogen Gas in Man（人における水素ガスの産生と排泄)
著者：M.D. Levitt ( ボストン医科大学、ミネソタ大学医学部)
概要：腸内に注入したガスの濃度を測定する技術を利用してヒトの腸内で産生される水素ガス（H2）量の
研究を実施した。
10 人の健常被検者を対象として腸内の水素ガス（H2）産生を調べた結果 0.06～29ｍｌのばらつきがあっ
た。空腹状態では水素ガス（H2）産生は平均 0.24ｍｌ/分であったが腸に乳糖を注入すると平均ピーク速度
は 1.6ｍｌ/分に急増した。 続きを読む →
カテゴリー: 12. その他の酸化ストレスに関連する疾患：延命作用、腸内細菌、視聴障害、精子機能等, The New England J. Med., ボスト
ン医科大学, ミネソタ大学医学部, 水素, 研究機関 |

10.1.6 水素の新たな標的分子：水素（H2）は情報伝達系の分子の作用を調整
して新たな作用を発現する
2011 年 9 月 5 日

学術雑誌名：Biochem. Biophys. Res. Comm., 411(2011) 143-149
表題：Molecular hydrogen inhibits lipopolysaccaride/interferon γ-induced nitric oxide production through
modulation of signal transduction in macrophages（訳：分子水素はマクロファージの情報伝達系を調整す
る事によって LPS/インターフェロン γ で誘導される一酸化窒素（NO）産生を阻害）
著者：T.Itoh et al.(岐阜国際バイオ研究所、近畿大学、中部大学、名古屋大学他)
概要：これまで分子水素（H2）が多くの疾患に有用である事が報告されている。その作用機作としては多く
は酸化ストレスの抑制作用として説明されてきたがそれだけでは説明できない事例も認められてい
る。 続きを読む →
カテゴリー: 10. 水素の医療応用, 10.1.作用メカニズムに関する研究, BIochem.Biophys.Res.Comm., 中部大学, 名古屋大学医学部, 岐
阜国際バイオテク研究所, 抑制作用, 水素, 研究機関, 近畿大学 |

5.4 水素水は急性肺障害を軽減
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2011 年 9 月 5 日

学術雑誌名：J. Biomed. Biotechnol. 2011:305086. Epub 2011 Jan 24
表題：Consumption of hydrogen water reduces paraquat-induced acute lung injuly in rats（水素水投与によ
りパラコートで誘発されるラットの急性肺障害が軽減される）
著者：S. Liu et al(上海第 2 軍事大学)
概要：除草剤のパラコートはその副作用として活性酸素、とりわけヒドロキシラジカル（OH・）、及び過酸化
亜硝酸（ONOO－）を産生する事が知られている。
また、分子状水素（H2）は活性酸素による酸化ストレスを抑制する事が多々報告されており、本報ではパ
ラコート処理によって発症するラットの急性肺障害に対する水素水の作用を検討した。
胸膜浸出液の分析、肺重量の測定、細胞数、たんぱく量、LDH などの酵素活性の測定、HE 染色による
病理所見、DNA 染色によるアポトーシスの解析、マロンジアルデヒド等の酸化ストレス産物の測定等々
の評価により通常水と水素水投与の比較を行った。
その結果、水素水投与により急性肺障害が軽減され、水素水の作用はパラコートによって発生する活性
酸素によるダメージを抑制する事によることが示唆された。
カテゴリー: 5. 呼吸器疾患 |

1.4.3 水素水はヒト脳梗塞において既存薬との併用効果がある
2011 年 8 月 11 日

学術雑誌名：Med. Gas Res. 7 June (2011)
表題：Improved brain MRI in the acute brain stem infarct sites treated with hydroxyl radical scavengers,
Edaravone and hydrogen, as compared to Evalavone alone. A non-controled study.（訳：ヒト急性脳梗塞の臨
床試験においてヒドロキシラジカル捕捉剤である脳保護薬 Edaravone 単独と Edaravone+ 水素併用の効
果をＭＲＩ指標で比較した。
著者：H. Ohno et al（西島病院、防衛医科大学）
概要：急性脳梗塞をＭＩＲ指標で評価する場合、初期の山波（rDWI）と谷波(rADC)及び治癒日数（梗塞は
あるが擬似的な自然治癒日数）により治療効果を判定する。
急性脳梗塞に対する薬物療法として臨床的には活性酸素のヒドロキシラジカル（OH・）捕捉剤である脳保
護薬の Edaravone が用いられるが本試験においては Edaravone 単独投与群（Ｅ群）と Edaravone＋水素
豊富水投与群（ＥＨ群）を上述の評価法によって比較した。 続きを読む →
カテゴリー: 1. 生活習慣病関連, 1.4. 高脂血症・心筋梗塞・脳梗塞・老化 |

1.4.2 ラット心臓の虚血/再還流障害の改善作用
2011 年 8 月 10 日

J. Heart and Lung Transplantation
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学術雑誌名：J. Heart and Lung Transplantation.,
表題：Amelioration of rat cardiac cold ischemia/reperfusion injury with inhaled hydrogen or carbon
monoxide , or both（水素ガスまたは一酸化炭素、或いは両者の吸引によってラットの心筋の冷却虚血―
再還流による障害が改善される）
著者：Ａｔsｕｎｏｒｉ Ｎａｋａｏ et al. （ピッツバーグ大学、クリーブランドクリニック他）
概要：同種ラットを用いて異所性に移殖した心臓に、冷却虚血/再還流を施して生じる心筋障害について、
生存率、形態観察、アポトーシス（プログラム細胞死）、マーカー遺伝子の変動等を指標として、水素ガ
ス、一酸化炭素、または両者を一緒に吸引 する事により障害に対する影響を検討した。 続きを読む →
カテゴリー: 1. 生活習慣病関連, 1.4. 高脂血症・心筋梗塞・脳梗塞・老化, J. Heart and Lung Transplantation., クリーブランドクリニック, ピ
ッツバーグ大医療センター, 水素, 研究機関, 虚血再還流障害 |

10.2.5 水素医学の最近の進歩
2011 年 8 月 1 日

学術雑誌名：Current. Pharm. Design, 2011, 17, in press
表題：Recent Progress Toward Hydrogen Medicine: Potential of Molecular Hydrogen for Preventive and
Therapeutic Application（訳：水素医学の最近の進歩：分子水素の予防及び治療応用の将来性）
著者：S. Ohta (日本医科大学)
概要：持続的な酸化ストレスは多くの生活習慣病や、ガン、老化の主因の一つである。また、急性の酸化
ストレスは組織に重篤な障害を与える。酸化障害は臨床的にも重要であるにもかかわらず抗酸化剤の臨
床応用は限られていた。
筆者らは分子水素（H2）が新たな抗酸化剤として予防、治療用途として有用である事を始めて提唱した
（Osawa et al., Nature Med., 2007: 13,688-94）。 続きを読む →
カテゴリー: 10. 水素の医療応用, 10.2.医療応用に関する総説 |

10.2.4 水素は選択的な抗酸化剤：動物実験と臨床試験の現状
2011 年 8 月 1 日

学術雑誌名：J. Int. Med. Res., 2010; 38:1893-1903
表題：Hydrogen as a selective Antioxidant: a Review of Clinical and Experimental Studies（訳：水素は選択
的な抗酸化剤：動物実験、及び臨床試験の現状）
著者：Y. Hong et al, (Zhejiang Univ.:浙江大学、中国)
概要：酸化ストレスは多くの疾患の原因となっている。しかしながら、現在使用されている抗酸化剤は毒
性が高くその投与法が限られており、より安全でより効果的な抗酸化剤が要望されている。
分子水素（H2）は選択的に高毒性の反応性酸素種（ROS）レベルを低減する抗酸化剤として注目され、最
近の多くの研究によれば、H2 はガス吸引、経口投与で水へのほぼ飽和濃度の 0.8mM で虚血再還流障
害や炎症、神経障害等の多様な動物モデルにおいて有効な作用が明らかになってきた。 続きを読む →
カテゴリー: 10. 水素の医療応用, 10.2.医療応用に関する総説, J. Int. Med. Res., 水素, 浙江大学, 神経障害, 糖尿病, 虚血再還流障害 |

10.1.5 水素（H2）は酸化ストレスを抑制してミトコンドリア病を改善
2011 年 7 月 11 日

学術雑誌名：Biochim. Biophys. Acta, doi:10.1016/j.bbagen.2011.05.006
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表題：Molecular hydrogen is a novel antioxidant to efficiently reduce oxidative stress with potential for the
improvement of mitochondrial diseases（訳：分子水素は酸化ストレスを効率的に抑制する新たな抗酸化剤
としてミトコンドリア病を改善する）
著者：太田成男（日本医科大学老化科学研究所）
概要：ミトコンドリアは主たる酸化ストレスの起源であり、酸化ストレスは組織障害を起こし多くの疾患や、
ガン、老化の引き金となる。 続きを読む →
カテゴリー: 10. 水素の医療応用, 10.1.作用メカニズムに関する研究, BIochem.Biophys.Res.Comm., ガン, 副作用, 抗炎症作用, 日本医
科大学, 水素, 研究機関, 組織障害 |

2.2.2 水素水はパーキンソン病モデルラットの発症と悪化を抑制
2011 年 7 月 11 日

学術雑誌名：Neuroscience Letter, Vol.. 453, issue 2, April 2009, page 81-85
表題：Molecular hydrogen is protective against 6-hydroxydopamine-induced nigrostriatal degeneration in a
rat model of Parkinson’s disease（分子状水素は 6-ハイドロキシドーパミンで誘導したラットのパーキンソン
病モデルにおいて黒質線条体変性を防護する）
著者：Yuan Fu et al（名古屋大学、岐阜国際バイオテクノロジー研究所、中部大学、名古屋中央病院、日
本医科大学）
概要：分子水素はヒドロキシラジカルを選択的に阻害する抗酸化作用を有する。パーキンソン病はミトコ
ンドリアの機能障害と酸化ストレスによりドーパミン神経の消失が主因である。 続きを読む→
カテゴリー: 2. 神経変性疾患、筋疾患： 認知症、パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー他, 2.2 パーキンソン病, ドーパミン,パーキンソン
病, ヒドロキシラジカル, 中部大学, 名古屋中央病院, 岐阜国際バイオテク研究所, 抗酸化作用, 日本医科大学, 水素, 活性酸素, 研究機関 |

10.2.1 水素の臨床応用（総説）
2011 年 6 月 28 日

日本医事新報

学術雑誌名：日本医事新報、No.4548, 2011.6.25, p86~91
表題：治療薬としての水素、その臨床応用に向けて
著者：中尾篤典（所属機関 ピッツバーグ大学医学部外科）
概要：近年、水素分子（H2）が虚血再還流障害を始めとする種々の疾患モデル、更には 2 型糖尿病、メタ
ボリックシンドローム等ヒトの生活習慣病等の臨床試験においてその有用性が示され水素の医療応用の
研究が急速に進み、注目されている。 続きを読む →
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カテゴリー: 10. 水素の医療応用, 10.2.医療応用に関する総説, 2 型糖尿病, ピッツバーグ大医療センター, メタボリックシンドローム, 日本
医事新報, 水素, 生活習慣病, 研究機関, 糖尿病, 虚血再還流障害 |

13.3 ドクター・水素水の安全性試験（第 2 報）
2011 年 6 月 20 日

医学と生物学

学術雑誌名：医学と生物学、第 155 巻、第 6 号、ｐ396～406（平成 23 年）
表題：Single and repeated oral dose toxicity study of hydrogen-rich water in mice（マウスを利用した水素水
（HRW）の経口投与による単回及び反復投与毒性試験）
著者：具然和 他（鈴鹿医療科学大学、株式会社 FDR・フレンディア）
概要：株式会社 FDR・フレンディア製マグネシウム（Mg）スティックで作成した水素豊富水（HRW）の予防
医療への応用を目的として第 1 報に引き続き、マウスに対する安全性試験を実施した。 続きを読む →
カテゴリー: 13. 水素水の安全性試験, 医学と生物学, 水素水, 水素豊富水, 研究機関, 鈴鹿医療科学大学大学院保健衛生学研究科 |

10.1.4 水素水投与によりラットの肝臓の酸化還元に関係する遺伝子が増
加
2011 年 6 月 13 日

学術雑誌名：Biosci. Biotechnol.Biochem., 75 (4), 100819-1-3, 2011
表題：Hepatic Oxidoreduction-Related Genes Are Upregulated by Administration of Hydrogen-saturated
Drinking Water(水素飽和水投与により肝臓の酸化還元関連遺伝子が上昇する)
著者：Y. Nakai et al（東京大学、神奈川科学アカデミー）
概要：分子状水素（H2）飽和水投与による肝臓の遺伝子発現に対する効果についてラットを用いて検討し
た。DNA マイクロアレイ法により水素水投与 4 週間後の肝臓の遺伝子変化を調べた結果、548 の遺伝
子が上昇し、695 の遺伝子が低下した。
上昇した遺伝子を解析した結果、hydroxymethylglutaryl CoA 還元酵素を含む酸化還元に関与するたん
ぱく質をつくる遺伝子が有意に増えている事がわかり、水素水の抗酸化作用との相関性が示唆された。
カテゴリー: 10. 水素の医療応用, 10.1.作用メカニズムに関する研究, Biosci. Biotechnol, 抗酸化作用, 東京大学, 水素, 水素水, 研究
機関, 神奈川科学アカデミー パーマリンク
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2.3.2 水素は外科手術に起因する脳障害に対して神経保護作用
2011 年 6 月 2 日

学術雑誌名：Medical Gas Res., 2011, 1:7 doi:10.1186/2045-9912-1-7
表題：Hydrogen is Neuroprotective against Surgically Induced Brain Injuly(水素は脳外科手術でおこる正
常神経の障害を防護する)
著者：J．M．Eckermann et al（Loma Linda 大、米国）
概要：神経外科手術では手術による酸化ストレスに加えて健常な脳組織を傷つける事が起こり脳浮腫の
原因となる。本研究では外科手術脳障害モデルラット（SBI）を用いて分子状水素（H2）の脳神経保護作用
を検討した。成獣雄性 SD ラット（SBI）に対して H22.9%処理と無処理群に分けて比較した。 続きを読
む→
カテゴリー: 2. 神経変性疾患、筋疾患：

認知症、パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー他, 2.3

その他の神経疾患,Medical

Gas Research, 水素, 脳浮腫, 脳障害 |

14.5 水素は放射線照射によるマウスの心筋障害を予防
2011 年 5 月 23 日

学術雑誌名：J. Radial Res., 51, 741-747(2010)
表題：The Potential Cardioprotective Effects of Hydrogen in Irradiated Mice（分子状水素による放射線照
射したマウスの強い心臓保護作用）
著者：Qian Liren et al.(所属機関：上海第 2 軍事大他）
概要：放射線照射によって心臓のポンプ機能が傷害され慢性の心疾患が惹起される事が知られている。
分子状水素はヒドロキシラジカルを選択的に還元することが報告されており、分子状水素を含む水を与え
る事により放射線照射による心疾患が予防されることが期待される。 続きを読む →
カテゴリー: 14. 放射線に対する防御作用：動物試験、ヒト臨床試験 |

12.4 水素水（電気還元水）の延命効果
2011 年 5 月 11 日

学術雑誌名：Biosci. Biotechnol, Biochem., 74(1０), 2011－2015（2010）
表題：Extension of the Lifespan of Caenorhabditis elegans by the Use of Electrolyzed Reduced Water(電気
還元水の使用により線虫 C.elegans の寿命が延びる)
著者：H. Yan et al. (九州大学、日本トリム)
概要：電気還元水（水素水）については多くの医療用途の報告があるが本研究では線虫の C. elegans を
用いてその延命効果について検討した。
電気還元水を含む培地で線虫を培養すると超純水培地に比べて 11～41%の延命効果が認められ
た。 続きを読む →
カテゴリー: 12. その他の酸化ストレスに関連する疾患：延命作用、腸内細菌、視聴障害、精子機能等, Biochem., Biosci. Biotechnol, 九
州大学, 水素水, 活性酸素, 研究機関, 線虫 |
注目記事

14.4 放射線治療の副作用を予防

2011 年 4 月 18 日
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ドクター・水素水で製造した水素豊富水の放射線に対するヒトでの防御効果について

論文掲載雑誌名：Medical Gas Research 2011, 1:11

doi:10.1186/2045-9912-1-11

表題：Effects of Drinking Hydrogen-Rich Water for Quality of Life of the Patients with Radiotherapy for
Liver（訳：ドクター・水素水の飲水により放射線治療をしたガン患者の副作用が軽減）
著者：崔逸峰（韓国カソリック大学病院治療放射線科）、中尾篤典（米国ピッツバーグ大医療センター）
他
概要：放射線による人体への副作用として放射線照射によって発生する活性酸素が引き起こす酸化作用
及び炎症によることが広く知られている。株式会社 FDR・フレンディアでは、韓国ソウルにあるカソリック
大学病院治療放射線科において同科主任教授の崔逸峰教授を責任者として放射線治療を受けた肝臓
ガン患者 49 人を対象に放射線治療の副作用に対する水素水の飲水効果について臨床的に検討し
た。 続きを読む →
カテゴリー: 14. 放射線に対する防御作用：動物試験、ヒト臨床試験, Medical Gas Research, ガン, ピッツバーグ大医療センター, プ
ラセボ, 副作用, 放射線, 水素水, 活性酸素, 炎症, 研究機関, 肝臓ガン, 韓国カソリック大学病院治療放射線科 |

14.3 急性放射線症を予防
2011 年 4 月 11 日

水素療法は急性放射線症候群の新たな治療法となるか

学術雑誌名：Medical Hypothesis. 2009, doi:101016/mehy.2009.07.017
表題：Hydrogen therapy may be an effective and specific novel treatment for acute radiation syndrome.（訳：
水素療法は急性放射線症候群に対する有効な且つ特異的な治療法となるだろう）
著者：C. Liu, J. Cui, Q. Sun and J. Cai （所属機関：上海第 2 軍事大学放射線医学）
概要：水素は地球上で最も多い化学物質であるがこれまで治療用ガスとしてはほとんど認められなかっ
た。
ところが、最近の研究により、水素ガス（H2）は抗酸化作用、抗アポトーシス作用を有し、そのガス吸引に
よって活性酸素の中でヒドロキシラジカルを選択的に抑制して、脳を虚血再還流障害や発作から守ること
が明らかになっている。 続きを読む →
カテゴリー: 14. 放射線に対する防御作用：動物試験、ヒト臨床試験, Medical Hypothesis., ヒドロキシラジカル, 上海第 2 軍事大学
放射線医学, 抗アポトーシス作用, 抗酸化作用, 放射線症候群, 水素, 虚血再還流障害 |

14.2 宇宙飛行士の被曝を防ぐ
2011 年 4 月 11 日

水素は宇宙飛行士の放射線被曝（ひばく）障害を予防できるか

学術雑誌名：Proceeding of Nuclear and Emerging Technologies for Space 2011,Feb. 7-10
表題：A Hypothesis on Biological Protection from Space Radiation Through the use of New Therapeutic
Gases.（新たな治療用ガスを用いて宇宙での被曝（ひばく）から宇宙飛行士を守る事が期待される）
著者：M.P. Schoenfeld, R.R. Ansari, A. Nakao, D. Wink.（所属機関：NASA 宇宙飛行センター、ピッツバー
グ大学）
概要：宇宙飛行士が長期滞在する場合放射線被曝（ひばく）は大きな障害となる。宇宙放射線を遮蔽する
技術は現状ではまだ課題が多く被曝（ひばく）による飛行士の障害は問題である。 続きを読む →
カテゴリー: 14. 放射線に対する防御作用：動物試験、ヒト臨床試験, NASA 宇宙飛行センター, Proceeding of Nuclear and Emerging
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Technologies for Space, ガン, パーキンソン病, ピッツバーグ大医療センター, 呼吸器疾患, 宇宙飛行士, 慢性炎症,放射線, 水素, 研究
機関, 虚血再還流障害 |

14.1 リンパ球障害を予防
2011 年 4 月 4 日

水素水は抗酸化作用を介して放射線を防御する

学術雑誌名：Free Radical Res. 2010; 44:275-82
表題：Radioprotective effect of hydrogen in cultured cells and mice.（培養細胞及びマウスにおける水素の
放射線防御効果）
著者：Qian L, Cao F, Cui J, Huang Y, Zhou X, Liu S, Cai J.（所属機関：上海第 2 軍事大他）
概要：分子水素を飽和した生理食塩水はヒトリンパ球の細胞(AHH-1)培養系において放射線照射による
細胞死を軽減した。この作用は分子水素の選択的な抗酸化作用によっている。 続きを読む →
カテゴリー: 14. 放射線に対する防御作用：動物試験、ヒト臨床試験, Free Radical Res., ガンマ線（γ 線）, 上海第 2 軍事大学放射
線医学, 抗酸化作用, 放射線, 水素, 水素水, 研究機関 |

1.5.1 水素水は肥満に有効
2011 年 3 月 7 日

学術雑誌名：Obesity (2011)doi:10, 1038/oby. 2011.6
表題：Molecular Hydrogen Improves Obesity and Diabetes by inducing Hepatic FGF21 and Stimulating
Energy Metabolism in db/db Mice（訳：分子水素は糖尿病マウスにおいて肝臓の FGF21 の誘導およびエ
ネルギー代謝を促進することにより肥満および糖尿病を改善する
著者：N. Kamimura, K. Nishimaki, I. Ohsawa and S. Ohta（日本医科大学、東京都健康長寿医療センター）
概要：分子水素は酸化ストレスで起こる疾患に有効である事が知られているが生体内における水素の挙
動の詳細は不明であった。
本研究においてはまず初めに肝臓のグリコーゲンが水素水投与後の水素を蓄積することによって、短期
に少量ずつ水素を与えたときに諸疾患モデルにおいてなぜ有効な作用が得られるかを示し、ついでレプ
チン受容体が欠損した db/db 肥満マウスを用いて自由摂取させた水素水の抗 2 型糖尿病効果を示し
た。 続きを読む →
カテゴリー: 1. 生活習慣病関連, 1.5 肥満, 2 型糖尿病, Obesity, インスリン, エネルギー代謝, グリコーゲン, ダイエット, ホルモン,
メタボリックシンドローム, レプチン, 中性脂肪, 受容体, 抑制効果, 日本医科大学, 東京都健康長寿医療センター, 水素, 水素水,糖尿
病, 肥満, 脂肪肝, 血清グルコース |

4.1.2 水素水は移植腎症を予防
2011 年 3 月 4 日
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Kidney-Internatonal

学術雑誌名：Kidney Internatonal, (2009), p1～9
表題：Oral hydrogen water prevents chronic allograft nephropathy in rats.（飲用水素水は、ラットの腎移植
後の慢性移植腎症を予防する）
著者：中尾篤典、他（所属機関 ピッツバーグ大学外科スターツル研究所他）
概要：活性酸素種がひきおこす組織障害は、腎移植後におこる慢性移植腎症の原因のひとつに数えられ
ている。 水素は活性酸素種を取り除く働きをすることから、われわれは水素水の飲用が慢性移植腎症の
諸症状を改善すると仮説をたて、実験を行った。 続きを読む →
カテゴリー: 4.1

腎炎、腎症, Kidney Internatonal, クレアチニンクリアランス, タンパク尿, ピッツバーグ大医療センター, リン酸

化, レシピエント, 抗炎症作用, 抗酸化作用, 水素, 水素水, 活性酸素, 炎症, 研究機関, 移植腎症, 組織障害, 経口摂取 |

2.3.1 水素豊富水は神経障害を防止
2011 年 2 月 14 日

学術雑誌名：Neurochem . Res.(2010)35:1111-1118
表題：Hydrogen-rich saline protects against spinal cord injury in rats（水素豊富生理食塩水は脊髄障害を
防止する）
著者：C. Chen et al,（上海軍事大他）
概要：Sprague-Dowley 系雄性ラットの脊髄に加重打撲を与えて急性神経障害を発症させた。このラットに
障害直後、２４時間後、及び４８時間後に水素豊富生理食塩水を腹腔内注射した。
障害後７２時間後に殺戮して、アポトーシス細胞死、酸化ストレス、脳由来の神経因子(ＢＤＮＦ)レベルを
調べた。加えて運動機能も評価した。
その結果、評価した全ての項目において水素豊富生理食塩水による改善効果が認められた。
これらの結果から、水素水は脊髄の急性打撲障害に対する防止効果があることがラットの障害モデル試
験において確認された。
カテゴリー: 2. 神経変性疾患、筋疾患： 認知症、パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー他, 2.3

その他の神経疾患,Neurochem .

Res., 上海第 2 軍事大学放射線医学, 打撲障害, 水素豊富水, 研究機関, 神経障害, 脊髄障害 パーマリンク

7.4 水素ガス吸引により肺移植で誘導される虚血･再還流障害を予防
2011 年 2 月 14 日

学術雑誌名 Transplantation,2010 DOI:10.97/TP.0b013e3181fe1357
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表題 Inhaled Hydrogen Gas Therapy for Prevention of Lung Transplant-induced Ischemia/Reperfusion
Injury in Rats.（水素ガス吸引によりラットにおける肺移植で誘導される虚血/再還流障害が防止される）
著者 T.Kawamura and A.Nakao et al（大阪大学胸部外科、ピッツバーグ大学心臓外科他）
概要ルイス系ラットの左肺を同種ラットに移植して生ずる虚血/再還流傷害は活性酸素や血管内皮細胞
のアポトーシスによって誘導される。肺移植後の通気を水素ガス２％含むガスに切り替える事により短期
及び長期にわたって移殖組織障害が軽減される。同時に諸種の炎症性因子が減少し内皮細胞のアポト
ーシスによる細胞死も有意に抑制された。
水素ガス吸引により移殖肺臓器の機能は保持され水素ガスがラットの肺移植治療に有効利用できること
が明らかになった。
カテゴリー: 7. 臓器移植、心、肺、腎、腸等, Transplantation, ピッツバーグ大医療センター, 大阪大学胸部外科, 水素, 活性酸素, 研
究機関, 組織障害, 肺移植, 虚血再還流障害 パーマリンク

17.1 分子状水素は情報伝達系を介してアレルギーを抑制
2011 年 1 月 20 日

学術雑誌名：Biochem.Biophys.Res.Comm., DOI : 10.1016/j.bbrc.2009.09.047
表題：Molecular hydrogen suppresses Fcε RI-mediated signal transduction and prevents degranulation of
mast cells(分子状水素は免疫系の Fcε-RI を介する情報伝達系を抑制して肥満細胞の脱顆粒を阻害す
る)
著者：Itoh,T et al(岐阜国際バイオテク研究所、名古屋大学医学部他)
概要：分子水素は酸化ストレスによって起こる疾患を防止する事が知られている。
著者らは分子水素を含む水素豊富水摂取によってマウスの急性アレルギー反応を抑制する事を明らか
にした。
マウスの肥満細胞を用いて水素が FcεRI に関連した Lyn のリン酸化とその下流の情報伝達を押さえ、結
果として過酸化水素の生成を抑制することを示した。
水素は活性酸素の除去作用を介して作用する事が知られているが今回分子水素が一酸化窒素（NO）と
同じようにガス状情報伝達系に作用するという新たな作用メカニズムを有する情報伝達分子である事が
明らかになった。
関連資料：Biochem.Biophys.Res.Comm., DOI : 10.1016/j.bbrc.2009.09.047
カテゴリー: 17. 免疫、アレルギー、感染症, BIochem.Biophys.Res.Comm., 一酸化窒素, 名古屋大学医学部, 岐阜国際バイオテク研
究所, 水素, 水素水, 水素豊富水, 肥満, 脱顆粒 パーマリンク

10.2.2 水素の最先端の医療応用研究が学会で注目される
2010 年 12 月 24 日

学会名：「第 33 回日本分子生物学会年会」と「第 83 回日本生化学会大会」の合同大会
学会プログラム：４Ｗ14-ｐ 水素医学の展開（Development of Hydrogen Medicine）
オーガナイザー：太田成男（日本医科大学）、大野欣司（名古屋大学）
概要：水素研究が学会のトピックスとして取り上げられ、水素医学の現状、酸化ストレス抑制作用に加え
て水素の新たな作用機作として細胞内シグナル伝達機構、パーキンソン病や筋疾患、心筋梗塞に対する
予防効果、医療ガスとしての水素の６演題が発表され多くの研究者の関心を集めた。
生物学、医学、農学、薬学等の領域を広く網羅する「第 33 回日本分子生物学会年会」と「第 83 回日本生
化学会大会」が合同会議として 2010 年 12 月 7 日～10 日神戸ポートアイランドで開催された。その中で
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「水素医学の展開」と題するワークショップが開催され、水素の最新医学研究がこの分野の代表的研究
者によって発表された。
演題及び発表者：
１．水素医学の展開への概観 太田成男（日本医科大）
２．一酸化窒素と水素の同時吸入によるマウス心筋の虚血・再潅流障害時の梗塞サイズの減少 小林弘
祐他（北里大学医学部）
３．水素水投与後の血中・臓器濃度と肝臓内酸化ストレス軽減効果の検討 市原正智他（中部大、名工
大）
４．分子状水素による細胞内シグナル伝達の調節 伊藤雅文他（岐阜県国際バイオ研、名古屋大・医）
５．分子状水素はパーキンソン病モデルラットの発症を抑制し、ヒト筋疾患の各種マーカーを改善する（伊
藤美佳子他（名古屋大・医、愛知医大）
６．新しい治療的ガスとしての水素-その臨床応用に向けて 中尾篤典（ピッツバーグ大学）
カテゴリー: 10. 水素の医療応用, 10.2.医療応用に関する総説, 水素, 研究機関 パーマリンク

5.3 水素ガス吸引により肺移植で生じる虚血-再還流障害を予防
2010 年 12 月 6 日

学術雑誌名：Transplantation, Vol, xx, Num. x, Month xx,
2010(www.transplantation journal.com,Doi:10.1097/TP.0b013e3181 fel 357)
表題：Inhaled Hydrogen Gas Therapy for Prevention of Lung Transplant-Induced Ischemia/Reperfusion
Injury in Rats．（訳：水素吸引によりラットの肺移植によって起こる虚血-再還流障害を予防）
著者：kawamura T, C. S. Huang, A.Nakao et al（米国ピッツバーグ大学外科部門心臓・肺・食道外科研究
所）
概要：水素は強い抗酸化作用、抗-アポトーシス（自然細胞死）作用があることが多くの研究報告で明らか
にされてきた。本研究は水素ガス吸引により肺移植後の虚血-再還流障害を防御できるか否かを検討し
た。
ルイス系ラットで同種肺移植後を施し、1 時間後に再還流して水素ガスの効果を肺機能、病理及び分子
レベルで調べた。術中は O2，N2，He2 の混合ガスを与えたが術後２％水素ガスを吸引させた結果再還流 2
時間後には抗酸化作用により顕著な改善が認められた。
再還流によってできる炎症前駆物質や免疫Ｂ細胞の作る抗アポトーシス遺伝子の誘導作用によるアポト
ーシス等の抑制作用が観察された。水素ガス吸引により移植肺の機能が大幅に改善される事が明らか
になった。
カテゴリー: 5. 呼吸器疾患, Transplantation, ピッツバーグ大医療センター, 抗アポトーシス作用, 抗酸化作用, 水素, 炎症, 研究機関, 虚血
再還流障害 |

10.1.3 NASA（アメリカ航空宇宙局）が水素水に注目
2010 年 11 月 8 日
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Medical Hypothesis,(2010),doi : 10,1016/j.mehy.2010.08.046

学術雑誌名：Medical Hypothesis,(2010),doi : 10,1016/j.mehy.2010.08.046
表題：Hydrogen therapy may reduce the risks related to radiation-induced oxidative stress in space flight(宇
宙飛行において放射線でおこる酸化ストレスのリスクを水素療法で軽減できるかもしれない)
著者：Ｍ．P. Schoenfeld, A.Nakao ｅｔ ａｌ. （NASA（アメリカ航空宇宙局） & ピッツバーグ大）
概要：宇宙の放射線は 酸化ストレスを誘発してＤＮＡや脂質に障害を起こすことが知られており宇宙飛行
における重大な未解決課題である。
水素は生物医学の領域で最近新たな治療用医療ガスとして発見され、優れた抗酸化作用と抗炎症活性
を有することが明らかになってきた。
今後宇宙飛行ミッションは回数及びその期間ともに増加する事が期待されており、宇宙飛行士が疾患の
兆候が起こる前に酸化ストレスを計測してそれを防ぐ事がきわめて重要である。
著者は宇宙飛行士が放射線で受ける酸化ストレスによる副作用を水素ガスとして吸引するか或いは水素
豊富水として飲水する事によって防止する目的で水素を新たな可能性の高い予防・治療戦略として研究
する価値があることを提唱している。

関連資料：

144 KB (2010, Medical hypothesis) Hydrogen and space.pdf

カテゴリー: 10. 水素の医療応用, 10.1.作用メカニズムに関する研究, Medical Hypothesis., NASA 宇宙飛行センター, 宇宙飛行
士, 抗酸化作用, 水素水, 研究機関 パーマリンク

7.3 水素水飲用はラットの腎移植後の慢性移植腎症を予防する
2010 年 9 月 29 日

Kidney-Internatonal
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学術雑誌名 Kidney Internatonal., (2009), p1~9
表題 Oral hydrogen water prevents chronic allograft nephropathy in rats
著者 中尾篤典他（所属機関 ピッツバーグ大学外科スターツル研究所他）
概要 活性酸素種がひきおこす組織障害は、腎移植後におこる慢性移植腎症の原因のひとつに数えられ
ている。
水素は活性酸素種を取り除く働きをすることから、われわれは水素水の飲用が慢性移植腎症の諸症状を
改善すると仮説をたて、実験を行った。
ラット腎移植モデルとして、LEW ラットから BN ラットへの同種異型(アロ)の同所性の移植を行った。レシ
ピエントの腎臓は両側とも摘出した。
水素水（>0.8 mM）または通常水をレシピエントに手術当日から１５０日間、飲用水として与えた。通常水
を与えた動物では、慢性移植腎症の結果として、クレアチニンクリアランスの低下とタンパク尿がみられ、
徐々に腎機能が低下した。
一方、水素水を与えた群では、慢性移植腎症の進行は緩やかで、移植腎機能は良好に保たれ、生存率
も改善した。
水素水は酸化ストレスによる組織障害を軽減し、炎症反応も抑制した。さらに、水素水を与えた動物で
は、炎症に関与する MAPK カスケードのリン酸化が通常水にくらべ抑制されていた。
これらのデータから、水素水の経口摂取は、抗酸化作用と抗炎症作用を有し、ラット腎移植後の慢性移
植腎症に効果的であった。水素水は、臨床腎移植においての実用的な治療法となりうるであろう。
カテゴリー: 7. 臓器移植、心、肺、腎、腸等, Kidney Internatonal, クレアチニンクリアランス, ピッツバーグ大医療センター, レシピ
エント, 抗炎症作用, 抗酸化作用, 水素水, 活性酸素, 炎症, 研究機関, 移植腎症, 組織障害, 経口摂取 パーマリンク

3.1.2 水素ガスは肝障害を抑制
2010 年 9 月 29 日

BBRC

学術雑誌名：Biochem. Biophysi. Res. Commn., 361(2007), 670~674
表題：Inhalation of hydrogen gas suppresses hepatic injury caused by ischemic/reperfusion through reducing
oxidative stress（水素ガスの吸引により酸化ストレスの軽減作用を介して虚血・再潅流によって起こる肝障
害を抑制する）
著者：Kei-ichi Fukuda et al（日本医科大学）
概要：著者らはこれまでに、分子状水素は選択的に細胞障害性の有害な活性酸素を削減する作用を有
し、脳梗塞の梗塞量を減少する事を明らかにしてきた。
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本研究では水素ガス吸引により、肝臓の虚血・再潅流によって発症する肝障害も同様に抑制する事を明
らかにした。
肝細胞死の減少、血清中の alanine aminotransferase の減少、酸化ストレスの指標である肝臓の
marlondialdehyde の低下も認められた。
カテゴリー: 3. 消化器疾患関連：腸疾患、肝臓病、膵臓病等, 3.1

肝疾患, BIochem.Biophys.Res.Comm., 日本医科大学, 水素, 水素

水, 活性酸素, 研究機関, 肝障害, 脳梗塞, 虚血再還流障害 パーマリンク

10.1.2 治療用途の抗酸化作用を有する医学ガス
2010 年 9 月 26 日

JCBN

学術雑誌名：J.Clin. Biochem. Nutr., 1-13,January 2009
表題：Therapeutic Antioxidant Medical Gas
著者：中尾篤典他（所属機関 ピッツバーグ大学外科スターツル研究所他）
概要 ：医学ガスは、医療用として新たな用途に用いられる薬用ガス分子であり、 O2, N2O のようなこれ
まで使用されてきたものに加えて、最近新たに生物的情報伝達分子としての役割が発見された。
CO, NO, H2S 等を含む医学ガス療法は、比較的未開拓の領域であるが、最近急速にこれに関する文献
発表が増えており、いろいろな疾患に対する用途が注目されてきた。
本報告では、水素ガス（H2）を含む抗酸化作用を有する医学ガスの研究の進歩についてレビューし、H2 の
生理機能についても言及する。
カテゴリー: 10. 水素の医療応用, 10.1.作用メカニズムに関する研究, J.Clin. Biochem. Nutr., ピッツバーグ大医療センター, 医学ガ
ス, 抗酸化作用, 水素, 研究機関 パーマリンク

10.1.1 水素（H2）の抗酸化治療物質としての有用性
2010 年 9 月 25 日

Nature Medicine
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学術雑誌名：Nature Medicine（電子版）、2007 年 5 月 7 日にオンライン発行
表題：Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals （水素
は、酸素ラジカルの細胞毒性を選択的に還元することにより、治療用抗酸化物質として作用する）
著者：太田成男 他 （日本医科大学老人病研他）
概要：急性の酸化ストレスは、深刻な組織損傷を引き起こし、持続性の酸化ストレスは癌など、 多くの一
般的な疾患の原因の一つであることが認められている。
水素（H2）には抗酸化物質として、予防と治療への応用の可能性が有ることを以下の方法で示した。
先ず培養細胞レベルでは、3 つの方法により急性酸化ストレスを誘導し、H2 は最も細胞毒性が強い、活
性酸素種（ROS）であるヒドロキシラジカルを、選択的に 還元し効果的に細胞を保護したが、生理的に大
切なその他の ROS とは、反応しないことを示した。
さらに動物個体レベルでは、局所的な虚血-再潅流により 脳で誘導された、酸化ストレス損傷の急性ラッ
トモデルを用い、H2 ガスの吸引により顕著に脳の損傷が抑制されることを明らかにした。
H2 ガスの吸引は選択的で効果的な抗酸化治療として、利用できることを初めて実証した。
原典： http://www.nature.com/nm/journal/v13/n6/full/nm1577.html

10.2.3 水素による抗酸化治療と予防
2010 年 9 月 24 日

実験医学

学術雑誌名：実験医学、Vol.26,No.13,（8 月号）, Ｐ2074～2080, 2008／日老医誌、2008:45:355-362
表題：水素分子による新しい概念の抗酸化治療法と予防医学
著者：太田成男、大沢郁朗（日本医科大学）
概要：水素分子（H2）の有する治療剤及び予防剤としての有用性に関して、著者らのこれまでの研究成果
を紹介した。
水素分子（H2）は適度な還元力をもち、有害な活性酸素種を選択的に還元消去し、細胞培養系で酸化スト
レスによる細胞障害を軽減する。
動物個体レベルにおいても、虚血再還灌流により急激な酸化ストレスを与えた時、水素ガス吸引によって
動物組織は保護された。
さらに、水に溶かした H2 を与えると、病態モデルマウスの動脈硬化や認知機能低下は抑制された。
これらにより、水素分子の治療・予防効果が示唆された。
カテゴリー: 10. 水素の医療応用, 10.2.医療応用に関する総説, 実験医学, 日本医科大学, 日老医誌, 水素, 活性酸素, 研究機関, 虚血再
還流障害 |
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11.2 水素水は白金ナノコロイドの抗がん作用を発現する
2010 年 9 月 22 日

Exp. Oncology, 2009

学術雑誌名：Exp. Oncology, 2009, 31, p156-162
表題：Platinum nanocolloid-supplemented hydrogen-dissolved water inhibits growth of human tongue
carcinoma cells preferentially over normal cellsr （水素水を補充した白金ナノコロイドは、ヒト舌癌（ガン）
細胞の増殖を阻害するが、正常細胞には作用しない）
著者：Y. Saitoh（広島県立大）
概要：水素水及び白金ナノコロイドは、それぞれに酸化ストレス抑制作用を示すが、両者を併用した場合
の効果については報告がない。
抗酸化活性は DPPH 補足法によって測定し、殺細胞活性はヒト舌癌細胞 HSC-4、及び正常細胞培養系
を用いて評価した。
水素水は、白金コロイドの抗酸化ストレス作用を増強するとともに、白金コロイドとの併用により、HSC-4
細胞のコロニー形成とサイズの増加を抑制したが、同系の正常細胞 DOK には作用しなかった。
がん細胞に対しては、コンフルエント（高濃度細胞状）での細胞数と、ミトコンドリア機能を低下させた。水
素水単独では、その作用は無かった。
水素水補充白金コロイドは、癌促進作用の抑制を介して、抗がん剤としての可能性が期待される
カテゴリー: 11. 癌関連, Exp. Oncology, 広島県立大学, 抑制作用, 抗がん剤, 水素水, 白金ナノコロイド, 研究機関 |

13.2 ドクター・水素水の安全性試験（第 1 報）
2010 年 9 月 22 日

医学と生物学
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学術雑誌名：医学と生物学、第 154 巻、第 8 号、P387～395（平成 22 年）
表題：水素水の急性・亜急性毒性試験及び遺伝毒性評価 ―マウスに９０日間水素水の経口投与による
急性・亜急性の毒性試験及び Ames 試験―
著者：具然和他；鈴鹿医療科学大学大学院保健衛生学研究科、三重大学大学院医学系研究科、他
概要：医薬品毒性試験法ガイドラインに準じ、ドクター・水素水のマウスに対する単回投与及び反復投与
毒性試験を経口投与により、さらに遺伝毒性試験を Ames 法により実施した。
１．単回及び反復投与試験
1. 供試水素水：蒸留水 2 リットルを入れたボトルに、ドクター・水素水スティック２本を入れ、２時間以上経
過した後、供試した。
溶存水素量は 0.67ppm 以上。対照には蒸留水を使用。
2. 使用動物：雌雄の４週齢 ICR マウス
3. 投与量：自由摂取に加え、2,000mg / kg 体重 / 日を 2 回に分け強制経口投与：単回及び 3 ヶ月間の反復投与
4. 検査項目：一般症状及び死亡の有無、体重、解剖所見他

２．Ames 試験：常法により実施結果： 単回投与、反復投与とも水素水投与により、雌雄いずれの群にお
いても、対照に用いた蒸留水群と全く同様に、異常所見は得られず、水素水 2,000mg / kg 体重 / 日以
上の投与による、マウスに対する毒性的な影響はなかった。また、細菌を用いた Ames 試験においても、
変異原性は認められず、発がん性等の遺伝毒性は陰性と判定された。
カテゴリー: 13. 水素水の安全性試験, 医学と生物学, 水素水, 発がん性, 研究機関, 鈴鹿医療科学大学大学院保健衛生学研究科 |

11.1 癌（ガン）の高圧水素ガス治療
2010 年 9 月 22 日

Science, New Series

学術雑誌名：Science, New Series，190, 4210(Oct. 10, 1975), pp152-154
表題：Hyperbaric Hydrogen Therapy：Ａ possible Treatment for cancer（癌（ガン）の高圧水素ガス治療：そ
の可能性）
著者：M.Dole（Baylor 大学、米国）
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概要：2.5％酸素と 97.5％水素の混合ガスで、高圧化に活性酸素抑制を指標として、マウス皮膚癌（ガン）
に対する治療効果を検討した。
高圧チェンバー内で、2 週間治療した結果、顕著な癌（ガン）増殖抑制効果が認められた。
その作用機構に関しては、更なる検討を要するが、活性酸素の抑制との関連性も示唆された。
カテゴリー: 11. 癌関連, Baylor 大学, New Series, Science, ガン, 抑制効果, 水素, 活性酸素 |

13.1 水素豊富電解水の安全性試験
2010 年 9 月 22 日

Toxicology and Industrial Health

学術雑誌名： Toxicology and Industrial Health: March 4, DOI : 2010. 1177/0748233710362989
表題：Biological safety of neutral-pH hydrogen-enriched electrolyzed water upon mutagenesity ,
genotoxicity and subchronic oral toxicity（中性 pH の水素豊富化電解水の変異原性、遺伝毒性、中期反
復経口投与の生物学的安全性)
著者：Y. Saitoh et al（ 広島県立大他）
概要：水素水は、酸化ストレス改善効果が報告されている。
中性 pH の水素濃度増強電解水（水素濃度：0.90-1.14ppm、酸化還元電位：－150～－80mV）は、細菌
変異試験（Ames test）において肝臓 S9 の有無に関わらず変異原性及び遺伝毒性を示さなかった。
さらに、常法の動物細胞のチャイニーズハムスター肺細胞を用いた試験においても同様の結果であっ
た。
ついで、無菌ラット（SPF ラット）を用いた中期反復経口投与による、安全性試験を 20ｍｌ/kg/day、28 日間
実施した結果、臨床症状、体重変化、尿・血液分析、臓器重、病理解析等の分析においていかなる副作
用も観察されず、安全性が高いことが認められた。因みにラットにおける投与量は、60kg のヒトに換算す
ると 1.2 リットル/day に相当する。
カテゴリー: 13. 水素水の安全性試験, Toxicology and Industrial Health, 広島県立大学, 水素水, 水素豊富水, 研究機関 |

7.1 小腸移植後障害の予防効果
2010 年 9 月 22 日
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American J. of Transplantation

学術雑誌名：American J. of Transplantation, 2008, 8: 1-10
表題：Hydrogen Inhalation Ameliorates Oxidative Stress in transplantation Induced Intestinal Graft Injury
（水素吸引により小腸移植障害で生じる移殖による酸化ストレス障害を改善する）
著者：B.M.Buchholz et.al（所属機関 ピッツバーグ大学外科スターツル研究所、他）
概要：小腸移植後時に、虚血再還流により運動不全、炎症、臓器不全等が起こる。
水素吸引により、活性酸素種の高毒性・OH が排除され事から、上記移殖障害が水素吸引によって改善
される事が期待される。
ルイスラットに同種移植した後、2%水素ガス吸引により上記組織障害は、有意に改善された。同時に
CCL2 等の炎症性サイトカインが減少し、脂質過酸化及びその産物のマロンジアルデヒドも低下した。
この事は、移殖による障害は酸化ストレスに多く起因する事示唆した。
水素吸引は酸化ストレスによる腸の移殖障害を抑制するとともに抗酸化作用を介する抗炎症作用により
遠位の臓器の障害も予防する事が明らかになった。
これらの結果は、小腸移植障害に対して、水素吸引が臨床的に有用であることを示唆している。
カテゴリー: 7. 臓器移植、心、肺、腎、腸等, American J. of Transplantation, サイトカイン, ピッツバーグ大医療センター, 抗炎症作
用, 水素, 活性酸素, 炎症, 研究機関, 虚血再還流障害 |

3.1.1 水素は肝炎に有効
2010 年 9 月 22 日

Life Science

学術雑誌名：Life Sci. 324(2001) p729-714
表題：Anti-inflammatory properties of molecular hydrogen: Investigation on parasite-induced liver
inflammation（分子状水素の抗炎症作用：寄生虫で誘起した肝炎に関する研究）
著者：B.Gharib et al （所属機関：Mediterranee 大学、フランス）
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概要：分子状水素は、炎症組織で産生される殺細胞作用の強い・OH ラジカルと反応するので、抗炎症作
用が期待される。
本研究では、酸素・水素の混合ガスを、潜水からの回復に応用する経験豊富なグループによって実施し
た。
寄生虫で誘引した慢性肝炎マウスモデルを、0.7ＭPa の水素を補充した常圧チェンバーに入れて、水素ガ
ス吸引による抗炎症作用を検討した。
その結果、肝炎の諸症状が抑制され、抗酸化酵素の上昇、過酸化脂質及び血液中 TNFα の低下が観察
された。
また、同条件で He ガスもある程度の抑制作用を示し、必ずしも・OH の除去作用のみが全てではないこ
とを示し、水素の抗肝炎作用について更なる検討が期待されている。
カテゴリー: 3. 消化器疾患関連：腸疾患、肝臓病、膵臓病等, 3.1

肝疾患, 抑制効果, 抗炎症作用, 水素, 肝炎 |

12.1 市販水素水飲水と吸収速度
2010 年 9 月 13 日

Biomarker Insights

学術雑誌名： Biomaker Insights 2009 : 4 , 27-32
表題：Breath Hydrogen Produced by Ingestion of Commercial Hydrogen water and Milk （市販水素水及び
ミルク摂取によって生じる呼気中の水素)
著者：A.Shimouchi et al ( 国立循環器病センター、名古屋大)
概要：成人が蒸留水、市販水素水、ミルクを摂取したときの呼気中の水素濃度を測定した。
水素水摂取によって、呼気中の水素濃度は 10～15 分でピークの 40ppm に達し、その後急速に減少し
た。水素濃度は飲水中の濃度に比例した。
蒸留水飲水では、呼気水素濃度に変化は無かった。
ミルク不耐性の被験者がミルクを摂取した場合では、呼気中の水素濃度は遅れて徐々に検出され、540
分後に 164ppm に上昇した。水素濃度は、腸内の非吸収性炭水化物発酵を反映する事を確認した。
カテゴリー: 12. その他の酸化ストレスに関連する疾患：延命作用、腸内細菌、視聴障害、精子機能等, Biomaker Insights, 名古屋大
学医学部, 国立循環器病センター, 水素水, 研究機関 |

9.1 水素水点滴により眼の障害を予防
2010 年 9 月 6 日
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IOVS

学術雑誌名 ：Investigative Ophthalmology & Visual Sci. 2010;51:487-492
表題 ：Rapid Diffusion of Hydrogen Protects the Retina: Administration to the Eye of Hydrogen-containing
Saline in Retinal Ischemia-Reperfusion Injury（水素は急速に拡散して網膜を保護する：網膜の虚血―再
還流障害において水素含有生理食塩水を眼に投与）
著者 ：Hideaki Oharazawa et al（所属機関：日本医科大学）
概要：眼圧の一過性上昇(IOP)による網膜の虚血―再還流障害は活性酸素種（ROS）の生成によって、神
経障害を招く事が知られている。
分子水素（Ｈ ）は・ＯＨラジカルを選択的に抑える。
飽和レベルまで水素を溶解した水素水を、IPO で惹起した網膜の虚血―再還流障害を起こしたマウスの
２

眼の表面に連続的に滴下した。
酸化ストレスマーカーの測定、並びに網膜厚を測定し、7 日後の障害度を評価した。水素水滴下によっ
て、硝子体内の水素濃度は直ちに上昇し、・ＯＨラジカルは減少した。
更に、組織中の酸化ストレスマーカー陽性細胞は、減少し網膜が薄くなるのを防止した。水素はヒトには
無害であり、本研究の結果は急性の網膜虚血―再還流障害による神経防護剤として、治療に有用であ
る事を示唆している。
カテゴリー: 9. 眼疾患, Investigative Ophthalmology & Visual Sci., 日本医科大学, 水素, 水素水, 活性酸素, 研究機関, 神経障害, 網
膜, 虚血再還流障害 |

12.2 水素水は活性酸素から聴覚有毛細胞を守る
2010 年 9 月 6 日

NeuroReport20
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学術雑誌名：NeuroReport 20:689-694
表題：Hydrogen protects auditory hair cells from free radicals（水素水は活性酸素による聴覚有毛細胞の
障害を防止する）
著者：Keliang Xie et al(天津医大他)
概要：活性酸素種（ROS）は、老化、騒音傷害、或いは耳毒性薬によって生じる、聴覚有毛細胞の崩壊に
重要な役割を有する。
水素添加反応は、生物の基本的な酸化/還元反応である。
本研究では、水素がＲＯＳによって惹起される、聴覚有毛細胞の障害を防止するか否かを検討した。
マウスの聴覚上皮細胞を培養し、アンチマイシン A で ROS を産生させて、水素飽和培地を用いて溶存
水素がＲＯＳ傷害を防止する事を確認した。
ROS の低下とともに、ROS で誘導される脂質の過酸化も減少し、細胞の生存率が上昇した。これらの結
果は、水素が聴覚有毛細胞を ROS から守る事を示している。
カテゴリー: 12. その他の酸化ストレスに関連する疾患：延命作用、腸内細菌、視聴障害、精子機能等 |

17.2 水素ガスがマウスの多菌性敗血症に対して有効
2010 年 9 月 6 日

SHOCK

学術雑誌名：Ｓｈｏｃｋ，2010 Jul; 34(1):90-97
表題：Protective effect of Hydrogen gas on murine polymicrobial sepsis via reducing oxidative stress and
HMGB1 release（マウス多菌性敗血症に対して水素ガスは酸化ストレスの軽減及び HMGB1 放出を介し
て防御作用を示す）
著者：Keliang Xie et al(天津医大他)
概要：重症敗血症は抗生物質の進歩にも拘わらず死因の多くを占めている。敗血症の病原性には反応
性酸素分子（ROS）が重要な役割をしている。
水素分子（Ｈ2）は・OH ラジカルを選択的に軽減して抗酸化作用を示す事が報告されている。本研究では
盲腸結札と穿刺法（CLP）によって作成したマウス敗血症の生存率に対して水素吸引が有効であるか検
討した。
CLP による敗血症は多臓器障害を起こすが水素ガス吸引により濃度及び処理時間依存的にこれらの障
害が改善 （ 肺 myeloperoxidase、気管支肺胞症、酸化ストレス産物、病理所見、血清マーカー、抗酸化
酵素の上昇、高移動性 BOX1(HMBG1)の減少等）し、有意に生存率が上昇した。
水素ガスは敗血症患者に応用できる事が示唆された。
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カテゴリー: 17. 免疫、アレルギー、感染症 |

4.2.2 電解還元水は終末腎透析患者の血液透析によって生じる赤血球障害
を減少した
2010 年 8 月 30 日

Kidney-Internatonal

学術雑誌名：Kidney International advance online publication, 7 June 2006; doi:10,1038/sj.ki.5001576
表題：Electrolyzed-reduced water reduced hemodialysis-induced erythrocyte impairment in end-stage renal
disease patients
著者：Kuo-chin Huang, C-C Yang, S-P Hsu, K-T Lee, H-W Liu, S. Morisawa, K. Otsubo, and C-T Chien
（台湾国立医科大学研究所及び同病院, 日本トリム他）
目的：終末期の腎疾患患者（ESRD）では、血液透析による酸化ストレスにより、赤血球が障害を受けるこ
とが問題となる。電解還元水（ERW）は、活性酸素種（ROS）を除去することを前報で報告したが、その結
果として赤血球の減少が抑制されるか否かを検討する。
方法：43 人の ESRD 患者を ERW 群、ビタミン C 群、ビタミン E 塗布透析器、および無処置群に群分けし
て ERW の効果を比較検討した。
結果：赤血球障害抑制効果は、ビタミン C→電解還元水→ビタミン E 処置透析器の順で、電解還元水の
明らかな効果が確認された。
電解還元水飲用により、ＲＯＳ、取り分け H2O2、ＨＯＣＬ が有意に減少し、溶血作用、脂質の過酸化等の
障害が軽減された。
その結果としてヘマトクリット値の改善、エリスロポエチンに対する反応性の向上、炎症性サイトカインの
低下作用等、慢性腎透析患者における赤血球の障害が有意に抑制された。
電解還元水はビタミン C で認められるような、シュウ酸塩の蓄積による副作用はなく、長期使用に適して
いる。
カテゴリー: 4.2 腎透析, Kidney Internatonal, エリスロポエチン, サイトカイン, ビタミン C, ヘマトクリット, 副作用, 台湾国立医科大学研究
所, 抑制効果, 活性酸素, 腎透析, 血液透析 |

3.2.1 水素は結腸の炎症を予防
2010 年 8 月 30 日
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BBRC

学術雑誌名： Biochem. Biophys. Res. Comm.(2009),doi:10.1016/j.bbrc.2009.05.117
表題： Hydrogen mediates suppression of colon inflammation induced by dextran sodium sulfate（水素はデ
キストラン硫酸で起こした結腸の炎症を抑制）
著者： Mikihito Kajiya et al （所属機関 The Forsyth Institute, Boston)
概要：分子状水素が、その抗酸化作用によって虚血―再還流による障害を予防する事が知られている。
本報告では、水素の抗炎症作用を調べる為に、ヒトの炎症性腸疾患のモデルマウス、即ち、（１）5％デキ
ストラン（DSS）群、（２）DSS＋水素群、（３）水素群の 3 群を設けて、水素溶解水の効果を検討した。
病理所見、体重減少、大腸炎指数、患部の炎症性サイトカイン等の指標が、水素水飲水により有意に改
善し、DSS によって起こるマクロファージ浸潤を伴う、腸組織の障害も明らかに抑制され、水素水の有効
性が認められた。
カテゴリー: 3. 消化器疾患関連：腸疾患、肝臓病、膵臓病等, 3.2 腸疾患, BIochem.Biophys.Res.Comm., The Forsyth Institute, サイトカ
イン, マクロファージ, 抗酸化作用, 水素, 炎症, 研究機関, 結腸, 虚血再還流障害 |

4.1.1 分子水素（H2）は抗がん剤シスプラチンによって起こる腎毒性を軽減す
る
2010 年 8 月 30 日

Cancer Chemotherapy and Pharmacology

学術雑誌名：Cancer Chemothe.Phamacol., (2009) 64: 753-761
表題：Molecular hydrogen alleviates nephrotoxicity induced by an anti-cancer drug cisplatin without
compromising anti-tumor activity in mice（分子水素（H2）はマウスで抗がん剤のシスプラチンによって起こ
る腎毒性をその抗がん作用を抑えることなく軽減する）
著者：Naomi Nakashima-Kamimura et al（日本医科大学）
概要：シスプラチンは汎用されている抗がん剤であるが酸化ストレスによる腎毒性が強いため その使用
が限られる。
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著者らはこれまでに、分子状水素（H2）が酸化ストレスを削減することを報告してきたが、本研究ではマウ
スを用いて、水素がシスプラチンの抗がん剤としての効力に影響することなく、腎に対する副作用を緩和
する事を明らかにした。
カテゴリー: 4.1

腎炎、腎症, Cancer Chemothe.Phamacol., シスプラチン, 副作用, 抗がん剤, 日本医科大学, 水素, 研究機関, 腎毒性 |

3.3.1 水素は急性膵炎を予防
2010 年 8 月 30 日

BBRC

学術雑誌名： Biochem. Biophys. Res. Comm.(2010),doi:10.1016/j.bbrc.2010.02.005
表題： Hydrogen-rich saline ameliorates the severity of Ｌ-arginine-induced acute pancreatitis in rats（水素
豊富水はアルギニンで起こるラットの急性膵炎の重篤化を改善する）
著者： Han Chen et al（所属機関 上海軍事大学他）
概要：SD 系ラットに腹腔内に１時間間隔で Ｌ-arginine を投与して惹起される急性膵炎に対し、 Ｌarginine 投与後 15 分後ごとに尾静脈より、水素豊富食塩水（＞0.6ｍＭ，6ml/kg）を投与して膵炎抑制効
果を検討した。
血清アミラーゼ、すい臓の水含有量、並びに病理的所見により評価した。
水素豊富食塩水は、有意に膵炎の発症を抑制した。
その作用は、酸化ストレスの抑制、アポトーシスおよび NF-κＢの抑制による事が明らかになった。
カテゴリー: 3. 消化器疾患関連：腸疾患、肝臓病、膵臓病等, 3.3 膵疾患, BIochem.Biophys.Res.Comm., 上海軍事大学, 急性膵炎, 抑
制効果, 水素水, 水素豊富水, 研究機関 |

4.2.1 電気分解水の血液透析における効果
2010 年 8 月 30 日

Ｎｅｐｈｒｏｎ

学術雑誌名：Nephron. Clin. Prct. 2009，112；ｃ9-ｃ15
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表題：Biological Effects of Electrolyzed Water in Hemodialysis
（電解水の血液透析における効果 ）
著者： M.Nakayama et al.（東北大学）（日本トリム㈱）他
概要：血液透析において酸化ストレスは障害となる。本研究では抗酸化力を有する電気還元水の多形核
白血球の維持作用に対する生物学的効果を指標として当該水の血液透析に対する臨床応用の可能性
を検討した。
その結果、電気還元水は多形核白血球の生存維持作用を示し、血液透析に対する臨床応用の可能性
があることがわかった。
カテゴリー: 4.2 腎透析, Nephron. Clin. Prct., 東北大学, 白血球, 研究機関, 血液透析 |

4.2.3 電解還元水による腎透析患者の血液透析によって生じる酸化ストレス
の低減効果
2010 年 8 月 30 日

Kidney-Internatonal

学術雑誌名：Kidney International, vol.64(2003), pp.704-714
表題：Reduced hemodialysis-induced oxidative stress in end-stage renal disease patients by electrolyzed
reduced water
著者：Kuo-chin Huang, Chih-Ching Yang, Kun-tai Lee, and Chiang-Ting Chien（台湾国立医科大学研究所
及び同病院他）
目的：終末期の腎疾患患者（ESRD）では血液透析により酸化ストレスが問題となる。電解還元水により活
性酸素種（ＲＯＳ）を除去することが出来るか検討する。
方法：10 人の健常ボランティアと３７人の ESRD 患者に対して日本トリム社製の電解還元水を 3 ヶ月間
飲用させ、酸化マーカー、炎症マーカー、CRP 等の変動を測定した。
結果：電解還元水飲用により ROS、取り分け H2O2 、HOCL が有意に減少 し、白血球や内皮細胞の障
害が軽減され、透析によって生じる酸化ストレスを改善した。
カテゴリー: 4.2 腎透析, Kidney Internatonal, 台湾国立医科大学研究所, 活性酸素, 炎症, 白血球, 研究機関, 腎疾患, 腎透析, 血液透析
|

8.1 水素溶解アルカリイオン水が急激な運動に有効
2010 年 8 月 30 日
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anti-aging-medicine

学術雑誌名：アンチ・エイジング医学―日本抗加齢医学会雑誌、vol.4, No.1,p117-122
表題：急性運動負荷に伴う尿中酸化ストレスマーカーの変動に対する水素溶解アルカリイオン水の飲用
効果
著者：小山勝弘他（山梨大学教育人間科学部及び医学工学総合研究部、松下電工（株）電器Ｒ＆Ｄセン
ター）
概要：本研究では、運動に伴い惹起される酸化ストレスを水素溶解アルカリイオン水が抑制するか否かを
若い健常男性を対象に通常水との比較試験を実施。一日当たり 0.9 リットルを２週間連続飲用後、急性
高強度運動負荷を与え酸化ストレスを 誘発させて尿中の酸化ストレスマーカーを測定。その結果、水素
溶解アルカリイオン水は急性運動で生じる活性酸素を抑制し尿中酸化ストレスマーカーを低減させた。
カテゴリー: 8. スポーツ（運動負荷）, アンチ・エイジング医学―日本抗加齢医学会雑誌, 山梨大学医学工学総合研究部, 山梨大学教育人間
科学部, 松下電工株式会社電器Ｒ＆Ｄセンター, 活性酸素, 研究機関 |

3.2.2 水素水は腸虚血に有効
2010 年 8 月 20 日

Free Radical Ressearch

学術雑誌名：Free Rad. Res.,May 2009;43(5):478-484
表題：Hydrogen-rich saline protects against intestinal ischemia/reperfusion injury in rats（水素溶解食塩水
がラットの腸虚血再潅流障害を防止する。）
著者：Zheng X, Mao Y, Cai J, Li Y, Liu W, Sun P, Zhang JH, Sun X, Yuan H（中国人民解放軍火傷外科
手術研究所、及び中華人民共和国上海第二軍医大学上海病院火傷外科手術科）
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概要：水素ガスが活性酸素種を減少させ、脳、心筋、及び肝臓虚血再潅流(I/R) 障害を緩和するという報
告がある。
本研究では、腸虚血再潅流障害に対して臨床応用が容易な水素溶解生理食塩水の作用を検討した。雄
の SD ラットを用いて腸虚血再潅流障害のモデルを作成した。生理食塩水、水素豊富生理食塩水、窒素
豊富生理食塩水（5ml/kg）をそれぞれ再潅流 10 分前に静脈内投与した。
鏡検的に腸障害が観察され、腸虚血再潅流(I/R)障害後、Chiu 採点システムにて評価した。加えて、腸虚
血再潅流（I/R）障害によって、血清 DAO 活性、TNF-α、IL-1β、IL-６レベル、細胞 MDA、たんぱくカルボ
ニル、MPO 活性が著しく増加した。
窒素豊富生理食塩水で処置した動物では顕著な減少は認められなかったのに対し、水素溶解食塩水は
これらのマーカーを著しく抑制し、形態学的にも腸障害を減少した。
本研究において、水素溶解食塩水は、炎症や酸化ストレスを減少させることにより、小腸を虚血再潅流障
害から保護することが示唆された。
カテゴリー: 3. 消化器疾患関連：腸疾患、肝臓病、膵臓病等, 3.2 腸疾患, Free Radical Res., 上海第二軍医大学上海病院火傷外科手術
科, 水素, 水素水, 研究機関, 虚血再還流障害 |

6.1 新生児低酸素虚血ラットモデルにおける水素溶解生理食塩水の神経
保護作用
2010 年 8 月 20 日

Brain Resesearch

学術雑誌名：Brain Res., 1256(2009), 129-137
表題：Neuroprotective effects of hydrogen saline in neonatal hypoxia-ischemia rat model.
著者：Cai J, Kang Z, Liu K, Liu W, Li R, Zhang JH, Luo X, Sun X（潜水医学部、海軍医学部、第二陸軍
医科大学、上海 中国）
概要：脳低酸素虚血（HI）は新生児期における脳障害の主な原因である。本研究では既存の新生児低酸
素虚血ラットモデルを用いて水素溶解生理食塩水の神経保護作用を短期間および長期間検討した。
生後 7 日のラットの左総頸動脈結紮後 90 分間（摂氏 37 度で 8%酸素）酸欠状態にし、分子水素飽和食
塩水を虚血直後および 8 時間後に腹腔内投与（5ml/kg）。低酸素虚血の 24 時間後に、ラットを断頭して
脳組織形態学的損傷を 2,3,5-塩化トリフェニルテトラゾリウムクロリド(TTC)、Nissl および TUNEL 染色に
よって評価した。
急性細胞死、炎症と酸化ストレスは Caspase3 活性の測定、脳に於ける Iba1 免疫化学及び MDA 測定に
よって 24 時間経過後に診断した。低酸素虚血後 5 週間目に自発活動とモリス水迷路検査（行動試験）を
実施した。
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その結果、分子水素(H2)生理食塩水治療により Caspase 活性、MDA、Iba1 レベル、梗塞率を減少させ、
神経学的ならびに神経行動学的機能が長期的に改善されたことを認めた。分子水素(H2)食塩水は低酸
素虚血や他の虚血関連の脳疾患の臨床治療手段として有用性があることを認めた。
カテゴリー: 6. 新生児疾患, Brain Res., 水素, 炎症 パーマリンク

7.2 水素は心臓移植後の障害を軽減し、移植心臓の維持効率を上げる
2010 年 8 月 18 日

ISHLT

学術雑誌名：心臓・肺移植国際学会３０回記念集会抄録集 No.490、2010 年 4 月 21～24、シカゴ（米国）
International Society for Heart and Lung Transplantation, 30th Anniversary Meeting and Scientific Session,
Apr. 21-24, 2010, Chicago
表題：Adding a Hydrogen-Producing Magnesium Stick to the Drinking Water Protects Cardiac Allografts
and Reduces Allograft Vasculopathy in Rats．（飲料水に水素を発生するマグネシウムスティック入れると
同種移植心臓を保護する作用がある）
著者：A.. Nakao., S. Lee, C-S.Huang, Z. Wang N.. Shigemura, and Y. Toyoda（米国ピッツバーグ大学外科
部門心臓・肺・食道外科研究所）
概要：同種ラットに異所性に移植した心臓の移植後の維持効率に関して、水素水飲水の効果を検 討し
た。
水素水は、飲水に水素ガスを吹き込んだ水（Ａ群）とマグネシウムスティックを入れて水素を発生した水
（Ｂ群）を用いた（水素濃度：0.5ｍＭ）。
対照としては、飲料水のみの群（Ｃ群）、及び水素を含む水から水素ガスを脱気して除いた水（Ｄ群）を用
いた。
移植した心臓の機能は、触診による心拍数で評価した。
移植し た心臓の平均寿命は、Ｃ群：49.5 日、Ｄ群：51.5 日であったのに対して、Ａ群、Ｂ群ともに 100 日以
上であった。
また、摂取 15 分後の血中の水素ガス 濃度は、Ａ群、Ｂ群が平均 28.6μＭであったのに対して、C 群およ
び D 群では 8.1μＭであった。
心臓移植により、組織に炎症細胞の浸潤の増加、動脈内膜の増殖等が病理的に観察されたが、水素水
群ではこれらの所見は顕著に減少した。
飲水水素水中の水素ガスは速やかに吸収され、抗酸化作用を介して移植細胞の保護・保持に寄与して
いることが示唆された。
カテゴリー: 7. 臓器移植、心、肺、腎、腸等, ピッツバーグ大医療センター, マグネシウム, 心臓・肺移植国際学会３０回記念集会抄録集, 抗
酸化作用, 水素, 水素水, 炎症, 研究機関 |
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6.2 水素療法は新生児低酸素虚血ラットモデルのアポトーシス（細胞自然死）
を減少する
2010 年 8 月 18 日

Neurosci.Lett.

学術雑誌名：Neurosci.Lett. 2008 Aug 22, 441(2):167-72
表題：Hydrogen therapy reduces apoptosis in neonatal hypoxia-ischemia rat model（水素療法は新生児低
酸素虚血ラットモデルのアポトーシス（細胞自然死）を減少する。）
著者：Cai J, Kang Z, Liu WW, Luo X, Qiang S, Zhang JH, Ohta S, Sun X, Xu W, Tao H, Li R (潜水医学
部、海軍医学部、第二陸軍医科大学 上海 中国)
概要：低酸素虚血脳障害は主として神経細胞の死によって起こり、特に新生児期ではアポトー シス（細
胞自然死）による。
本研究は既存の新生児低酸素虚（HI）ラットモデルのアポトーシスに対する水素療法の効果を検討した。
生後 7 日のラットの左総頸動脈結紮後 90 分間（摂氏 37 度で 8％酸素）虚血した後直ちに、2％の分子水
素が充満した容器にそれぞれ 30 分、60 分および 120 分留置した。
治療 24 時間後、斬頭により殺し、脳障害を皮質部と海馬の Caspase-3 と-12 活性測定、ならびに 2,3,5 塩
化トリフェニルテトラゾリウムクロリド （TTC）、Nissl および TUNEL 染色によって評価した。
分子水素 H2 処理により、虚血処理時間依存的に TUNEL 陽性細胞数を減少させ、カスパーゼ-3 とカス
パーゼ-12 活性も抑制した。
低酸素虚血（HI）処理後に分子水素（H2）を投与した結果、神経細胞アポトーシス（細胞自然死）の抑制を
介して脳の保護作用が発現されることが示唆された。
カテゴリー: 6. 新生児疾患, Neurosci.Lett., 水素, 神経細胞, 脳障害 |

5.1 水素吸引により人工呼吸器による肺障害が軽減
2010 年 8 月 18 日

学術雑誌名：Critical Care, (2011) in press
表題：Hydrogen Inhalation Ameliorates Ventilator-induced Lung Injury.（水素吸引により人工呼吸器によ
って生じる肺障害が軽減される）
著者：C. S. Huang, A.. Nakao. S. Lee, Z. Wang N.. Shigemura, T. R. Billar, and Y. Toyoda （米国ピッツバ
ーグ大学外科部門心臓・肺・食道外科研究所）
概要：機械的な肺換気により遠位気道や肺細胞に炎症反応や酸化ストレスを誘発し、人工呼吸 器誘発
性の肺障害（VILI）が起こり、更には全身性の炎症、気道細胞死、ついには多臓器不全を招くことが知ら
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れている。マウスに 3 時間人工呼吸を行い、 生じたＶＩＬＩに対して気管支肺胞洗浄を行い好中球浸潤、
炎症サイトカインの遺伝子レベルの解析等の肺・気道機能の変化を分析した。人工換気によって増悪 し
た炎症性諸因子の変化は水素ガス吸引処置によって有意に改善された。水素吸引療法は臨床的に有用
性が高いことを強く示唆した。
カテゴリー: 5. 呼吸器疾患, Critical Care, サイトカイン, ピッツバーグ大医療センター, 人工呼吸器, 水素, 炎症, 研究機関, 肺障害 |

1.2.1

２型糖尿病に対する臨床試験

2010 年 8 月 15 日

Nutrition Research

学術雑誌名：Nutrition Research,28（2008）p137～143
表題：Supplementation of hydrogen-rich water improves lipid and glucose metabolism in patients with type
2 diabetes or impaired glucose tolerance
（訳：水素豊富水投与により 2 型糖尿病患者の脂質、糖代謝の改善、または耐糖能が改善）
著者：梶山静夫他（梶山内科クリニック、京都府立医大、他）
概要：酸化ストレスは糖尿病、高血圧症、動脈硬化症等多くの疾患の原因となる事が広く認められてい
る。本研究では 2 型糖尿病或いは耐糖能異常を有する患者の脂質及びブドウ糖の代謝に対する水素豊
富水の効果を臨床的に検討した。
試験はダイエット及び運動療法で揃えた 30 人の 2 型糖尿病患者と 6 人の耐糖能異常患者を対象として
2 重盲検でクロスオーバー法により実施した。純水に水素ガスを加えて作成した水素豊富水 900ｍｌ（300
ｍｌを 1 日 3 回）を 8 週間摂取させて、その効果をプラセボ群と比較した。水素水群において、血中のＬＤＬ
及び酸化マーカーの一つであるイソプラスタンの有意な低下が認められた。
また、動脈硬化の原因となる酸化ＬＤＬ及び遊離脂肪酸の低下傾向と抗酸化酵素である SOD（スーパー
オキシドディスムターゼ）の上昇傾向が見られた。
さらに、耐糖能異常患者の 6 人中 4 人が正常化した。
これらの結果から水素豊富水は 2 型糖尿病及びインスリン耐性の予防に有用であることが臨床的に認
められた。
カテゴリー: 1. 生活習慣病関連, 1.2. 糖尿病, 2 型糖尿病, Nutrition Research, イソプラスタン, インスリン, コレステロール, ダイエ
ット, プラセボ, 京都府立医科大学, 動脈硬化, 善玉コレステロール（HDL）, 悪玉コレステロール（LDL）, 水素, 水素水, 水素豊富水, 研
究機関, 糖尿病 パーマリンク

1.1.1 水素水はメタボリック症候群を予防
2010 年 8 月 15 日
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JCBN

学術雑誌名：J. Clin. Biochem. Nutr., 46, p1～10, March 2010
表題：Effectiveness of Hydrogen Rich Water on Antioxidant Status of Subjects with Potetial Metabolic
Syndrome- An Open Label Pilot Study
（潜在的にメタボリック症候群を有する被験者の酸化状態に対する水素豊富水の効果：Open label パイロ
ット試験）（注：Open label study とは試験対象者に検体の中身を開示して実施する臨床試験）
著者：Atsunori Nakao et al（所属機関 ピッツバーグ大医療センター、KGK Synergize, Inc.）
概要：メタボリック症候群は、肥満、インスリン抵抗性、高血圧、異脂肪症等を含む、心臓代謝危険因子を
有することを特徴とする。
また、酸化ストレスは、このメタボリック症候群の発症に、重要な役割をしていることが知られている。
本試験は、潜在的メタボリック症候群被検者を対象に、open 試験で水素豊富水を 1.5-2 リットル／日、８
週間与えて、その効果を検討する目的で実施した。
水素豊富水は、金属マグネシウムスティック（F 社製）を飲料水に入れて作成した（水素濃度：0.55～0.65
ｍＭ）。その化学反応式は Mg + 2H2O → Mg(OH)2+H2 である。
水素豊富水を８週間飲水した結果、抗酸化酵素のスーパーオキサイドディスムターゼ（SOD）は 39％上昇
し、尿中のチオバルビツール酸反応性物質（TBARS：活性酸素によって生成する物質の１種）は 43%減
少した。
更に、4 週目の血中の HDL-コレステロール（善玉コレステロール）は８％上昇し、総コレステロール/HDLコレステロール比は 13%減少した。8 週を通して空腹時血糖値に変化は無かった。
結論として、水素豊富水の飲水は、メタボリック症候群の治療及び予防に有用な新たな方法となりうるこ
とが分かった。
携帯用のマグネシウムスティックは安全で、手軽な持ち運びが可能な水素豊富水として本試験の被検者
が毎日飲水する事が可能な有用な方法であった。
カテゴリー: 1. 生活習慣病関連, 1.1. メタボリックシンドローム, J.Clin. Biochem. Nutr., インスリン, コレステロール, ピッツバーグ大医療セ
ンター, マグネシウム, メタボリックシンドローム, 善玉コレステロール（HDL）, 水素水, 水素豊富水, 活性酸素, 研究機関, 肥満 |

1.2.2 糖尿病モデルマウスを用いた発症予防作用
2010 年 8 月 15 日
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医学と生物学

学術雑誌名：医学と生物学、No.11, P1～9 (2006)
表題：Anti-oxidation Effect and Anti -Type 2 Diabetic Effect in Active Hydrogen Water （水素水の抗酸化
作用および２型糖尿病に対する効果）
著者：具然和 他 （ 鈴鹿医療科学大学大学院保健衛生学研究科、Hi-tech 研究所 ）
概要：２型糖尿病のモデルマウスである、KK-AY と正常マウスを用いて、水素豊富水と水素を含まない
水道水とで、発症予防及び軽減作用を比較検討した。
３ヶ月間の連続投与により、水素豊富水には抗酸化作用及び、血糖値の低下作用が認められ、２型糖尿
病の発症を軽減することが示唆された。
カテゴリー: 1. 生活習慣病関連, 1.2. 糖尿病, 2 型糖尿病, 医学と生物学, 抗酸化作用, 水素水, 研究機関, 糖尿病, 鈴鹿医療科学大学大
学院保健衛生学研究科 |

1.4.1 水素ガス吸引により心筋梗塞-再潅流による梗塞部位の傷害が軽減す
る
2010 年 8 月 11 日

BBRC

学術雑誌名：Biochem. Biophys. Res. Commun., 373(2008), p30-35
表題：Inhalation of hydrogen gas reduces infarct size in the rat model of myocardial Ischemia-reperfusion
injuly（水素ガス吸引によってラットの心筋虚血―再還流傷害による梗塞サイズが減少する）
著者：Kentaro Hayashi et al（所属機関 慶応大学医学部、日本医科大学）
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概要：水素（Ｈ2） ガス吸引によって、脳や肝臓の虚血―再還流傷害による梗塞量が減少する事が、齧歯
類（げっしるい）で明らかにされてきた。
医療応用を考える時、冠動脈の血管形成による再貫通は、日常的に行われているので、水素ガスの併
用を検討する意義は大きい。
分離した心臓を用いて検討した結果、水素ガスは虚血―再貫通による左心室通気機能の 回復を増強し
た。吸引した水素ガスは、結紮虚血部位に速やかに運ばれ、血流の回復に利用される。
水素ガスは、燃焼する危険以下の安全な濃度で吸引することによ り、血行動態を変えることなく、有害な
左心室再構築を防ぐことによって、虚血―再還流による梗塞サイズを減少した。
すなわち水素ガスは、冠動脈再開通に合わせて用いることにより、虚血―再還流傷害を軽減する有用な
治療法として期待できる。
カテゴリー: 1. 生活習慣病関連, 1.4. 高脂血症・心筋梗塞・脳梗塞・老化, BIochem.Biophys.Res.Comm., 冠動脈, 慶応大学医学部, 日本
医科大学, 水素, 研究機関, 虚血再還流障害, 血流 |

1.2.4 ノルデナウ現象―天然還元水の治療への応用
2010 年 8 月 11 日

Animal Cell Technology

学術雑誌名：Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects, Volume15, 279-285 (2008)
表題：”Nordenau Phenomenon” – Application of Natural Reduced Water to Theraphy”
著者：Z. Gadek, T. Hamasaki and S. Shirahata (Nordenau 医学研究所及び九州大学）
目的：ドイツ・ノルデナウの泉水は、水素を多く含む天然の還元水として、ヨーロッパ及び世界から、当地
に逗留して種々の病気の治療に供されている。
逗留する糖尿病患者に飲水により、血中活性酸素種（ＲＯＳ）及び、糖尿病の臨床マーカー（血糖値、
HbA1c, コレステロール、HDL（善玉コレステロール）、LDL（悪玉コレステロール）等）に対する作用を検
討する。
結果：主として２型糖尿病患者を対象に、1 日 2 リットルの泉水を与え、逗留前後の上記マーカーの変動
を調べた。
その結果、96 患者中 76.6％で ROS が有意に減少した。
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糖尿病マーカーでは、45％の患者で血糖値、HbA1c が取り分け顕著に減少し、そのほかにも、コレステ
ロール（総コレステロール、LDL（悪玉コレステロール）、HDL（善玉コレステロール））及びクレアチニン等
の改善が認められ、動脈硬化、循環器疾患等への応用が示唆された。
総括：ノルデナウ泉水は、1 日 2 リットルの飲水で活性酸素種を減少させる抗酸化作用とあわせて、２型
糖尿病に対する改善効果、循環器系への有用性があることが認められ、この作用はアルカリ還元水（水
素豊富水）と同様の作用であった。
大きな地図で見る
カテゴリー: 1. 生活習慣病関連, 1.2. 糖尿病, Animal Cell Technology, Nordenau(ノルデナウ)医学研究所, コレステロール, ノルデナ
ウ, 九州大学, 動脈硬化, 善玉コレステロール（HDL）, 悪玉コレステロール（LDL）, 抗酸化作用, 水素, 活性酸素, 糖尿病 |

1.1.2 メタボリックシンドロームモデルラットに対する水素水スティックで製造し
た水素豊富水の飲水効果
2010 年 8 月 11 日

SHR

学術雑誌名：第 45 回高血圧関連疾患モデル学会学術集会
Med. Gas. Res., 2011, 1:26 (3 November 2011)
表題：メタボリックシンドロームモデルラット(SHR.CG-Leprcp/NDmer)を用いた水素の機能性の検討
(Effects of Hydrogen-Rich Water on Abnormalities in SHR.CG-Leprcp/NDmer Rat- A Metabolic Syndrome
Model Rat)
著者：橋本道男（島根大学医学部環境生理）他
概要：分子水素（H2）はフリーラジカルの有効な消去作用が知られており、しかも活性酸素種（ROS）の中
でも細胞毒性の高い OH・に選択的に作用する事が報告されている。
メタボリックシンドロームはその発症の過程で酸化ストレスが関与しており、本研究ではヒトのメタボリック
シンドロームの病態モデルとして開発されたラット(SHR.CG-Leprcp/NDmer)に対して水素水スティックで
作成した水素水がその症状の進展に対して効果があるか否かを検討した。
この雌ラットに浄水器ろ過水を自由に摂取させる群（対照群）とフレンディア社製スティックをろ過水に入
れて作成した水素豊富水群を自由に摂取させる群（水素水群）の 2 群に分け比較した。
経時的に尿・血液検査を行い 16 週後に屠殺して腎臓を摘出し、糸球体硬化度ならびに病理検査を行っ
た。
その結果、尿中のアルブミンの低下と腎機能指標のクレアチン浄化値の上昇が水素水群で認められた。
また、水素群の血漿中の抗酸化能は対照群に比べて有意に上昇していた。
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さらに、水素群に於いて病理観察による糸球体硬化度は有意に低く、腎臓障害の進展に対する抑制効果
が認められ、この効果と血漿中の尿素体窒素量との間に正の相関性があることが明らかになった。
以上の結果から、水素水はメタボリック症候群モデルラットに対してその病態の進展に対して予防的な効
果があることが示唆された。
カテゴリー: 1. 生活習慣病関連, 1.1. メタボリックシンドローム, コレステロール, メタボリックシンドローム, 島根大学医学部, 悪玉コレステロ
ール（LDL）, 水素, 水素水, 水素豊富水, 研究機関, 第 45 回高血圧関連疾患モデル学会学術集会, 肝障害 |

1.2.3 電気還元水の糖尿病マウスの膵 β 細胞に対する保護効果
2010 年 8 月 11 日

PHARMACEUTICAL BULLETIN

学術雑誌名：Biol. Pharm. Bull., 30(2) 234-236(2007)
表題：Preservative Effect of Electrolyzed Reduced Water on Pancreatic β-Cell Mass in Diabetic db/db Mice
(糖尿病 db/db マウス膵 β 細胞容積に対する電気還元水の保存効果)
著者：Mi-Kim et al. (同徳女子大学肥満管理科、韓国他)
概要：糖尿病では、酸化ストレスにより膵 β 細胞の機能低下が起こる。
活性酸素種（ROS）の増加と、抗酸化防御能の低下に伴い、糖尿病の酸化ストレスは増大する。
従って、ROS 消去能を有する電気還元水は、酸化ストレス状態にある糖尿病モデルマウスに対して潜在
的効果が期待できる。
本報では遺伝的糖尿病マウス C57BL/6J-db/db に対する抗糖尿病効果を検討した結果、電気還元水は
血糖値低下作用、血中インスリン濃度上昇作用、耐糖能の改善作用、膵 β 細胞容積の保持作用等が認
められた。
これらの結果は、電気還元水が β-細胞の障害を保護し、抗糖尿病剤として有用であることを示唆してい
る。
カテゴリー: 1. 生活習慣病関連, 1.2. 糖尿病, Biol. Pharm. Bull., インスリン, 同徳女子大学肥満管理科, 活性酸素, 研究機関,糖尿病 |

1.1.3 水素水のメタボリックシンドロームに対する臨床試験
2010 年 8 月 11 日
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医学と生物学

学術雑誌名：医学と生物学、No.10, P377～383(2006)
表題：Research on the Improved Effect on Lifestyle-related Diseases through Clinical Study with Active
Hydrogen Water（水素豊富水の生活習慣病の改善効果に関する臨床試験）
著者：李海宣（韓国医学研究所、延世大学）、具然和（鈴鹿医療科学大学大学院保健衛生学研究科）
概要：上記 韓国研究施設において、２型糖尿病、高血圧、 肥満等の男女メタボリックシンドローム患者を
対象に水素豊富水群 23 名、 プラセボ（偽薬）群２０名に分け、毎日 1.5～２リットルを摂取して、水素水の
臨床効果を検討した。
2 型糖尿病では、プラセボ群に比べて経時的に有意に空腹時及び食後血糖値の低下が認められ、 高脂
血症患者では、ＨＤＬコレステロール（善玉）の上昇とＬＤＬコレステロール（悪玉）の減少、 中性脂肪の低
下等糖尿病、高脂血症に対する改善効果が期待される結果が得られた。
カテゴリー: 1. 生活習慣病関連, 1.1. メタボリックシンドローム, 2 型糖尿病, コレステロール, プラセボ, 医学と生物学, 善玉コレステロール
（HDL）, 延世大学, 悪玉コレステロール（LDL）, 水素水, 水素豊富水, 生活習慣病, 研究機関, 糖尿病, 肥満, 鈴鹿医療科学大学大学院保健
衛生学研究科, 韓国医学研究所 |

2.2.1 水素水によるパーキンソン病モデルマウスの発症予防効果
2010 年 8 月 11 日

PLoS one

1. 学術雑誌名：PLoS one, September 2009, vol.4, issue 9, e7247
表題：Hydrogen in Drinking Water Reduces Dopaminergic Neuronal Loss in the 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6tetrahydropyridine Mouse Model of Parkinson’s Disease(飲水中の水素は 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6tetrahydropyridine で発症したパーキンソン病のモデルマウスにおいてドーパミン神経消失を減少する)
著者：Kyota Fujita et al（九州大学薬学大学院他）
概要：分子水素（Ｈ2）には酸化ストレス抑制作用を介して脳神経障害を軽減する作用が知られてきた。著
者らはＨ2- 含有水を 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinede (MTPT) で発症させたパーキンソ
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ン病モデルマウスに与えその効果を検討した。
その結果水素水投与により、MTPT 処置によって起こるドーパミン神経の減少は有意に減少した。その
抑制効果は飽和水素水(濃度 1.5 ppm)と同程度に 0.08 ppm の低濃度水素水でも認められた。
MTPT 処理によりニグロイド体ドーパミン回路で上昇したＤＮＡ傷害のマーカーである 8-OHdG、及び脂質
過酸化 マーカーである 4HNE も有意に減少したが superoxide(Ｏ2・-)の減少は有意ではなかった。
Ｈ2-含有水の作用は低濃度でも有効であり、脳神経における抗酸化作用によるものである。 これらの結
果は生活習慣による酸化ストレスによって起こるパーキンソン病のような神経変性疾患の予防或いはリ
スクの軽減に有効であることを示している。
原典：http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0007247
カテゴリー: 2. 神経変性疾患、筋疾患： 認知症、パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー他, 2.2 パーキンソン病, PLoS one,ドーパミ
ン, パーキンソン病, 九州大学, 抑制効果, 抗酸化作用, 水素, 水素水, 研究機関, 脳障害 |

10.1.8 水素水のマウス脳における抗酸化作用
2010 年 8 月 11 日

FOOD STYLE 21

学術雑誌名：Food Style21, Vol.13, No.1, p36～39(2009)
表題：水素水の飲用は脳の活性酸素を除去
著者：石神昭人（東邦大学薬学部）オリジナル文献：Sato.,et al,: Biochem.Biophys.Res.Commun., 375,
346(2008)
概要：マウスはヒトと違って、ビタミン C を体内で作ることができ、脳で活性酸素処理に活用している。
遺伝子操作により、ビタミン C 合成不全マウス（SMP30/GNL 遺伝子破壊マウス）を作製し、脳を酸化スト
レス状態にして、水素の脳における活性酸素抑制機能を検討した。
高濃度水素溶解精製水を開発し、飲水により 1 カ月間摂取させ、ビタミン C 水、水のみの群とリアルタイ
ムに比較した。
この結果、水素水は水のみの群に比べて、ビタミン C 欠乏による脳内の活性酸素の増加を約 27％抑制
することがわかった。
本研究に用いた高濃度水素溶解水は、活性酸素が一因である糖尿病、動脈硬化などの生活習慣病
や、 アルツハイマー病などの神経変性疾患の予防に、手軽に飲める飲用水としてその効果が期待でき
る。
カテゴリー: 10. 水素の医療応用, 10.1.作用メカニズムに関する研究, Food Style21, 動脈硬化, 東邦大学薬学部, 水素水, 活性酸素, 生活
習慣病, 研究機関, 糖尿病 |
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2.1.3 ラットアルツハイマー病の改善作用
2010 年 8 月 10 日

学術雑誌名：Brain Res.(2010), doi:;10.1016/j.brainres.2010.02.046
表題：Hydrogen-rich saline improves memory function in a rat model of amyloid-induced Alzheimer
disease by reduction of oxidative stress（水素豊富生理食塩水投与によってアミロイドで誘発したラットのア
ルツハイマー病モデルにおいて酸化ストレスを軽減して記憶機能が改善される）
著者：J. Li et al （中国医科大学、米国 Loma Linda 大、上海第２海軍医科大学）
概要：β-アミロイドはヒトのアルツハイマー病の主要原因因子として知られている。この β-アミロイド（Aβ142）を S-D 系ラットの脳血管弁内投与により神経炎症、学習力・記憶能低下等を伴うアルツハイマー病モ
デルを作成した。
Aβ1-42 投与後 14 日間水素豊富生理食塩水を 5ｍｇ/ｋｇ体重を腹腔内に連投してその効果を検討した。
生化学検査により酸化ストレスの産物であるマロンジアルデヒド（MDA）、IL-6 およびＴＮＦ－α をそれぞ
れ測定した。さらに、Morris 水迷路試験により記憶並びに運動機能を、LTP により電気生理学的機能を、
ＨＮＥとＧＦＡＰを免疫組織化学的に測定して酸化ストレスとグリア細胞活性をそれぞれ評価した。
Aβ1-42 投与後、脳組織中の MDA、ＩＬ-6、TNF－α は上昇したが水素豊富生理食塩水投与によりその濃
度は抑制された。さらに、水素豊富生理食塩水投与により Morris 水迷路試験による記憶能・運動機能は
改善され、海馬中の LTP は促進され、あわせて HNE と GFAP は免疫組織化学的測定した結果それぞ
れ低下した。
これらの結果から、水素豊富生理食塩水投与により Aβ1-42 で誘導された神経炎症と酸化ストレスは抑
制されて記憶機能低下を改善する事が明らかになった。
カテゴリー: 2. 神経変性疾患、筋疾患： 認知症、パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー他, 2.1 認知症・アルツハイマー病 パ
ーマリンク

2.1.2 水素水のマウスにおける認知機能の低下予防作用
2010 年 8 月 10 日

Neuropsychopharmacology

学術雑誌名：Neuropsychopharmacology,(2008), 1-8（電子版）
表題：Consumption of Molecular Hydrogen Prevents the Stress-Induced Impairments in HippocampusDependent Learning Tasks during Chronic Physical Restraint in Mice（分子水素摂取がマウスの慢性的身
体拘束によって誘発される海馬依存性の学習能の障害を予防する）
著者：太田成男他（日本医科大学老人病研他）
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概要：マウスに長期間身体拘束を与えると、脳内の酸化ストレスが亢進し、学習・記憶の認知機能が低下
した。
水素分子を飽和させた水素水を当該マウスに自由摂取させ、脳内酸化ストレスマーカーおよび認知機能
（３つの評価法）により検討した結果、 いずれも水素を含まない水を与たマウスに対して改善効果が認め
られた。
水素水により脳内の酸化ストレスが軽減され、その結果、学習・記憶に関与する神経の海馬細胞の傷害
が低減し、学習能力や記憶力低下が防がれたことが示唆された。
カテゴリー: 2. 神経変性疾患、筋疾患： 認知症、パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー他, 2.1 認知症・アルツハイマー
病,Neuropsychopharmacology, 日本医科大学, 水素, 水素水, 研究機関 |

2.1.1 水素豊富水のマウス認知症に対する発症予防効果
2010 年 8 月 10 日

JCBN

1. 学術雑誌名： J. Clin. Biochem. Nutr., 46,1-8, May 2010
表題：Drinking hydrogen water ameliorated cognitive impairment in senescence-accelerated mice
著者：具然和他（鈴鹿医療科学大学大学院保健衛生学研究科、Hi-tech 研究所）,中尾篤典 （ピッツバー
グ大）他
概要：老化促進マウス（SAM マウス）を用いて、水素豊富水を自由摂取させ、脳に与える影響及び認知
症発症に対する予防効果を検討。
水素豊富水群では、水素を含まない対照群に比べて、抗酸化酵素 SOD（スーパーオキシドディスムター
ゼ）様酵素の上昇による抗酸化作用、Morris 水迷路試験における、学習・記憶能（空間認知能）の改善
傾向、脳内セロトニンの上昇、さらには、記憶・学習等に関与する脳神経の海馬組織である CA1，CA3
細胞密度の低下が減少していること等が認められ、水素豊富水投与により、老化促進マウスの認知症発
症が軽減されることが示唆された。
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医学と生物学

2. 学術雑誌名：医学と生物学、第 152 巻、第 9 号、ｐ351～367（2008）
表題：マウス認知能に対する水素豊富水の効果に関する研究： 脳内ホルモン分泌量、記憶改善、過酸
化脂質、海馬の組織学的変化等について
著者：具然和他（鈴鹿医療科学大学大学院保健衛生学研究科、Hi-tech 研究所）
カテゴリー: 2. 神経変性疾患、筋疾患： 認知症、パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー他, 2.1 認知症・アルツハイマー病,J.Clin.
Biochem. Nutr., セロトニン, ピッツバーグ大医療センター, 抗酸化作用, 水素水, 水素豊富水, 研究機関, 鈴鹿医療科学大学大学院保健衛
生学研究科 |

1.3.1 動脈硬化モデルマウスを用いた水素水の予防作用
2010 年 8 月 4 日

BBRC

学術雑誌名：Biochem. Biophys. Res. Commun., 377(2008), p1195-1198
表題：Consumption of hydrogen water prevents atherosclerosis in apolipoprotein E knockout mice（水素水
はアポリポ蛋白 E ノックアウトマウスで発症する動脈硬化を防ぐ）
著者：Ikuroh Ohsawa 他（所属研究機関 日本医科大学発生及び老化研究所他）
概要：酸化ストレスは、動脈硬化の成因と関係している。
しかしながら、食品由来の抗酸化物質が、動脈硬化を防止するという明確な証左はない。著者らは、分子
状水素 H2 が酸化ストレスを減少する、有用な抗酸化作用を示すことを明らかにしてきた。
本報告では、動脈硬化自然発症モデルである、アポリポ蛋白Ｅを遺伝子操作によって欠損させたマウス
（ノックアウトマウス）に、任意に水素飽和水を飲ませ、動脈硬化発症を抑制するか否かを検討した。
2～6 ヶ月齢の間任意に飲水させ、動脈を Oil-Red-O で染色して動脈硬化部位を測定した結果、動脈硬
化形成は有意に減少した。水素水には、動脈硬化の抑制作用があることが分かった。
カテゴリー: 1. 生活習慣病関連, 1.3. 動脈硬化, BIochem.Biophys.Res.Comm., 動脈硬化, 抑制効果, 抗酸化作用, 日本医科大学, 水
素, 水素水, 研究機関 |

5.2 水素溶解食塩水がラットの腸虚血再潅流における肺損傷を防止
2010 年 8 月 4 日
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BBRC

学術雑誌名：Biochem. And Biophys. Res. Comm. (2009), doi: 10.1016/bbrc.2009.02.105, in press
表題：Hydrogen-rich saline reduces lung injury induced by intestinal ischemia/reperfusion in rats.
著者：Mao YF, Zheng XF, Cai JM, You XM, Deng XM, Zhang JH, Jiang L, Sun XJ.(上海交通大学医学部
シンホワ病院外来集中治療ユニット科、中国)
目的：水素が活性酸素群の中で最も細胞毒性の強いヒドロキシルラジカルを選択的に減少させるという
報告がある。本研究では、水素溶解生理食塩水のラットの腸虚血再潅流によって引き起こされる肺損傷
に対する効果を検討した。
方法：雄の SD ラット 30 匹（200-220g）を無差別に 3 つの実験群に振り分けた。
（1）偽手術、（2）腸虚血再潅流プラス食塩水（5mg/kg, ιυ.）、（3）腸虚血再潅流プラス水素溶解食塩水
（5mg/kg, ιυ.）。腸虚血再潅流は、90 分の腸虚血後、4 時間後の再潅流によって行った。
結果：（2）群の生理食塩水投与に比べ、（3）水素溶解食塩水群によって処置では、肺組織の好中球浸
潤、脂質膜過酸化、NF-κ-B 活性化、及び炎症性サイトカインの IL-1β、TNF-α が減少した。
結論：水素溶解食塩水は、腸虚血再潅流によって起こる肺損傷を軽減した。
カテゴリー: 5. 呼吸器疾患, BIochem.Biophys.Res.Comm., ヒドロキシラジカル, 上海交通大学医学部, 水素, 活性酸素, 炎症,研究機
関, 虚血再還流障害 |

1.2.5 電解還元水のストレプトゾトシン誘導および遺伝性糖尿病マウスに対す
る抗糖尿病作用
2010 年 8 月 4 日

Life Science

学術雑誌名：Life Science, 79(2006), 2288-2292
表題：Anti-diabetic effects of electrolyzed reduced water in streptozotocin-induced and genetic diabetic
mice
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著者：Mi-ja Kim, Hye Kyung Kim Dongduk (Women’s University, South Korea）
目的：糖尿病に於いて明らかにされた酸化ストレスによる膵 β 細胞の機能障害に対して電解還元水の効
果を検討する。
方法：遺伝的糖尿病マウス c57BL/6J-db/db を１型糖尿病マウスもデルとして、ストレプトゾトシン誘導糖
尿病マウスをインスリン抵抗性 2 型糖尿病モデルとして用いて、電解還元水の抗糖尿病作用を検討し
た。
概要：電解還元水飲水により、両マウスとも有意な血糖値の低下と、耐糖能の改善が認められた。
しかしながら遺伝的糖尿病マウスでは、インスリンレベルは顕著に上昇したが、ストレプトゾトシン糖尿病
マウスではその作用はなかった。
この改善効果は、イン スリンの放出が増加すると同時に、インスリン感受性が上昇して血糖値が制御さ
れたものと推察された。
これらの結果は、電解還元水が抗糖尿病剤としての有用性 を支持するものであろう。
カテゴリー: 1. 生活習慣病関連, 1.2. 糖尿病, Life Science, Women’s University(South Korea), インスリン, 糖尿病 |
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