緑茶カテキンと薬の併用による
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相乗的がん予防効果
』人影叫ソ離蛸
はじめに
日常特別気にとめることもなく飲用している緑茶カテキンと
薬を一緒に併用すると、がん予防効果が相乗的に元進する。こ
の実験結果は1999年のアメリカ癌学会誌に発表し、外国の研
究者の注目を集めた1）。2006年10月大阪大学銀否会館で日
本薬学会生薬天然物部会主催の第1回食品薬学シンポジウムが
開催され、最近の新しい研究成果を発表する機会に恵まれた。
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緑茶カテキンは動物発がんを予防し、ヒトがんの再発を予防す
ることが証明されている2−4）ので、緑茶を飲用する日本人はす
でにがん予防状態にあると考えることができる。その際、日本
人がシクロオキシゲナーゼ（COX）阻害剤などのがん予防薬を
服用した場合、そのがん予防効果は増強すると考えられる。私
どもは緑茶カテキンといろいろな薬との併用効果について研究
を進めた。本稿では特に、緑茶カテキンとCOX−2阻害剤との併
用は、相加効果ではなく、相乗的ながん予防効果を誘導する5）
ので、その相乗効果の発現機構について紹介する。

がん予防薬について
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現在に至る

1976年、アメリカ癌研究所のMichaelSpornは「Cancer

Chemop「eventl0n二がんの化学予防」という言葉を導入した

6）。その意味は「化合物を用いてがんの増殖を抑制、阻止する」
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ことであり、その化合物はがん予防薬となる2）。現在、アメリ
カ食品医薬品局（FDA）はがん予防薬としてタモキシフエンと
セレコキシブを認可しているが、その予防薬について簡単に紹

介し、本稿の糸口とする。
タモキシフ工ンはステロイド骨格をもたない抗エストロゲン
薬であり、国内では乳がんの治療薬として使用されている。一
方、タモキシフ工ンを20mg／日5年間、13，388名の乳がん
の高危険群に授与したアメリカでの臨床介入試験は、浸潤性乳
がんに対して49％の予防効果、非浸潤性乳がんに対して50％
の予防効果を示し7）、1998年、タモキシフエンは最初のがん
予防薬として認可された。しかし、子宮体がんの土削口という副
作用が認められたため、現在は副作用のない乳がんの予防薬が
求められている。その後、ノタモキシフ工ンは早期乳がんDCIS
（ductalcarclnOmain sftu）を持つ前がん病変の患者に対し

て同等な予防効果を示し、更には、乳がん術後の対側乳がん発
症と二次原発がんにも予防効果が認められた。
セレコキシブはシクロオキシゲナーゼ2（COX−2）の選択

的阻害剤であり、非ステロイド性抗炎症薬（NSA】D）に属す
る。COXにはCOXTlとCOX−2があり、COX−1は恒常的に発

現し生理的に重要な働きをしている。しかし、COX−2は大腸
がん、肺がん、乳がんなどのいろいろな臓器のがんでその発
現が冗進しているので、COX−2はがんの進展に深く関与して
いると推測される。アスピリンの常用が大腸がんを予防する
J〟

40歳からの

ガン︑胃潰瘍︑心臓病を
予防する﹁緑茶﹂
雨の日が続くと胃腸の調子が悪くて︑という
があります︒たしかに雨が続くと自律神経が乱れ

がち︒そのため免疫力が低下し︑胃痛や胃潰瘍の
主原因であるピロリ菌にも感染しやすくなるので
す︒でも︑こく身近にこのピロリ菌を抑える有効

なものがありました︒それは緑茶︒緑茶の渋味成

分︵タンニンの一部︶であるカテキンの除菌・殺菌
作用はピロリ菌だけでなく0157菌でも確認さ

れており︑食中毒が増えるこの時期の心強い味方
といえるでしょう︒カテキンには他にも﹁虫歯・口

昇抑制﹂﹁高血圧予防﹂などの効果があることが

臭予防﹂や﹁血中コレステロール低下﹂﹁血糖値上
実証されています︒
また︑いま最も注目を集めているのがカテキン

の﹁ガン抑制作用﹂です︒80年代半ばから埼玉県

立がんセンター研究所が進めている一万人規模の
追跡研究では︑一日に緑茶を10杯︵カテキン1g︶

以上飲むとガンや心臓病死の危険が減ることを実

一度湯を通した煎茶の葉を野菜と一緒に

㊨緑茶を料理に使ってみよう

つけて︑やきとりや串カツに添えても︒食

い風味です︒すり鉢ですった煎茶に塩味を
物繊維・βカロチン・クロロフィル・タン

かき揚げや三杯酢あえなどに︒すがすがし

手軽に飲めて︑生活習慣病やガンを予防できる

県中川根町の人は一日2リットルもの緑茶を飲ん

緑茶︒ただし牛乳と飲みあわせるとカテキン効果

分が緑茶にはたくさんあります︒

パク質など︑飲むだけでは摂れない有効成

でいるのだそうです︒

低い︵全国平均の20〜29％︶ことで知られる静岡

証しました︒ちなみに︑胃ガン死亡率が極端に
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牛乳の時間差を3時間ほどあけるとよいでしょう︒

ひとりでできる

日常運動⑨

洋服を着替えるとき︑片足立ちに
なって体のバランスをとる練習を︒
日々の積み重ねが大切︑
転倒防止のトレーニングにもなります︒

嘗ぜ背すじを伸ばして︑バランス立ち

㊧背すじを伸ばして立ちましょう︒

容ゆっくり片足立ちになりま

車5つ数える問︑バランスを

保ちましょう︒

⑳足を替えて繰り返します︒

バランスはよい姿勢が決め手︒起立筋や

感電警曲折

腹筋力によって︑背すじの伸びた正しい

姿勢が保てます︒

容片足立ちになります︒

片足立ちで︑膝の屈伸運動

2〜3回膝を軽く曲げ伸ばししましょう︒

容前かがみにならないようにして︑

容足を替えて繰り返します︒

靴下をはくとき︑片足立ちになることが

ありますが︑脚筋力の有無が影響します︒

その力を保つためにも必要な練習です︒

腰が悪い方︑自信のない方は無理をせず

靴下は座ってはいてください︒

5

抗ウィルス 抗酸化 口臭防止

は消えてしまいます︒それを避けるには︑お茶と

置詔［二憂遜二］

お茶のうま味をつくる l
24．0g
アミノ酸

血圧・血糖上昇抑制
13．0g コレステロール低下
発ガン抑制 抗腫瘍
抗菌 整腸
タンニン

＋十 ∵
登載煎飲殺嘉撞出
蒜箆雲こき
滋

（注）上記については、静岡県茶業会議所や静岡県中川根町のホームページを参考にしました。
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はじめに
がん予防に関して、緑茶の主成分であるカテキンの重要性が
ますます認識されている。
カテキンには強い抗酸化活性のほか、突然変異抑制作用もあ
る。また、発がんの原因のひとつであるDNAの酸化障害を減少

させることも明らかにされており、現在世界中で緑茶によるが
ん予防が爆発的に浸透し、緑茶が広く飲まれるようになってき
ている。
しかし、緑茶を飲用する程度の量で、なぜがん予防効果が見
られるのか、どのような生体反応によるものかなど、そのメカ
ニズムは、いまだに解明されていない。
今回我々は、カテキン処理された細胞からDNAやRNAを抽
出するときに、そのDNAやRNAは、カテキンが酸化した色で
ある「茶色」に染まっていることを見出し、そのことから、カ
テキンのターゲットの一つが核酸であると考えた。
その結果、カテキンがDNAやRNAと相互作用することを見
出し、さらに相互作用に対する構造活性相関についても検証を
行った。これまでカテキンは、タンパク質や脂質に作用すると
考えられてきたが、このように核酸が直接ターゲットになると
いう新たな知見は、植物に含まれるポリフェノールの作用機構

を考える上で、今後ますます重要になると思われる。
カテキンには遺伝子発現の変化や、DNAダメージを防止する
という働きがあるが、DNA切断活性やDNA複製阻害、転写阻
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平成 3年 3月 東京大学大学院薬学系研究科修士課程修了
平成 5年 9月 東京大学大学院薬学系研究科博士課程中途退学
（後に論文博士）
平成 5年 9月 東京大学・分子細胞生物学研究所助手
平成17年 4月 徳島文理大学・薬学部助教授（生化学）

害など、以前からDNAやRNAに直接作用するというよりは、
DNAやRNAの代謝酵素に作用すると報告されていた。

しかし今回、このようにカテキンがDNAやRNAに直接作用
することが分かり、カテキンの作用機構の解明に新たな展開を
もたらし、明確化されうると考える。

カテキンとl〕NAの相互作川の検証
我々は、原理が全く異なる2種類の方法を用いて、カテキ
ンとDNAの相互作用を検証した。
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