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Ageing 老化
Ageing is caused mainly
because cells are damaged
老化の主な原因は以下による細胞の損傷。
• by external and internal toxins
体内外の毒素
• by lack of essential nutritional components
必要な栄養素の欠如。
• by inability to renewal.
再生の不能。

Oxidative stress 酸化ストレス
Mitochondria the energy producer
エネルギーを生産するミトコンドリア

• Living demands production of energy.
生きるためにはエネルギーの生産が必要。
• Energy is produced mainly in mitochondria.
エネルギーは主にミトコンドリア内で生産される。
• Glucose is converted to
energy with the help of
oxygen. ﾌﾞﾄﾞｳ糖は酸素の
助けを借りてｴﾈﾙｷﾞｰに
変換される。
Mitochondria
ミトコンドリア

Oxidative stress 酸化ストレス
Free radicals (FR) and oxidative stress
活性酸素（フリーラジカル=FR）と酸化ストレス
• Free radicals are small molecules, made
unstable by the loss of one or a few electrons.
活性酸素は微分子で、電子の損失により不規則に
発生する。
• FR must get the missing electron back from
other molecules.
活性酸素は損失した電子を他の微分子から取り
返さなければならない。
• In the process the other molecules are
oxidized. その過程で他の微分子が酸化する。

Oxidative stress 酸化ストレス
Defence 対抗策
• All individuals have enzymes able to make FR
stable. すべての個体は活性酸素を安定させる
酵素を保有している。
• Components in food can stabilize FR.
食品に含まれる成分は活性酸素を安定させるこ
とが可能である。
• These enzymes and food components are
called antioxidants. これらの酵素や食品は抗
酸化物質と呼ばれる。

Antioxidants as defence
対抗策としての抗酸化物質
Enzymes and essential nutrition
酵素と必要な栄養素

• Enzyme Superoxide dismutase S.O.D.
超抗酸化酵素（S.O.D.酵素）
• Vitamin E and C ビタミンEとC
• Trace elements 微量元素
• Carotenoids カロチノイド
• Polyphenols ポリフェノール
• Bioflavonoids ビオフラボノイド

Antioxidants as defence
対抗策としての抗酸化物質
Controversy on the research of antioxidants
抗酸化物質の研究に関する議論
Drug industry: Can simple natural substances
prevent/treat disease and slow ageing?
製薬業界：純粋な自然の物質だけで疾病を予防・治癒し、
老化を遅らせることが可能か。

Science: Research on one single component
antioxidant does not always show effect, ex betacarotin (often used as model for conclusions)
科学：抗酸化物質単体の研究だけでは必ずしも効果は現
れない。例 ベータカロチン等

Methods for assay of FR activity
活性酸素活動の検査方法
Analysis of free radicals
活性酸素の分析
DNA-lesion
DNAの損傷
8-OH-deoxyguanosine
in urine or lymphocytes
尿またはリンパ球内の
8-OH-デオキシグアノシン

Methods for assay of FR activity
活性酸素活動の検査方法
Analysis of free radicals
活性酸素の分析
Lipid peroxidation
Malondialdehyde
過酸化脂質
ﾏﾛﾝｼﾞｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ化合物

Methods for assay of FR activity
活性酸素活動の検査方法
Simpler methods
for use in clinical practice
are highly needed.
臨床実践においてより容易な
検査方法が大いに必要とされる。

Methods for assay of FR activity
活性酸素活動の検査方法
Principle of the Erythrocyte fragility test
赤血球の脆性テストの原理
Excess of FR
peroxidises
cholesterol and
unsaturated
fatty acids in the
membrane of red
blood cells.
赤血球膜内の過剰
なフリーラジカル､
過酸化コレステロー
ルと不飽和化合物
脂肪酸

The degree of hemolysis is
measured and is seen as
white ”lakes”
溶血の度合いは白い「湖」状
に見え、測定される。
The cells become fragile
and are hemolysed when a
capillary blood sample is
exposed to air.
細胞がもろくなり、毛細血管内
の血液サンプルを外気にさら
すと溶血反応を起こす。

Methods for assay of FR activity
活性酸素活動の検査方法
Erythrocyte fragility test 赤血球脆性テスト

Perfect
antioxidant control
完全な抗酸化ｺﾝﾄﾛｰﾙ
の状態

Excess of FR
活性酸素過剰の状態

Practical aspects on treatment with antioxidants
抗酸化物質による治療の実質的側面
• Each single antioxidant protects against one type of free
radical through one specific mechanism.
一つの抗酸化物質は、一つの活性酸素（フリーラジカル）のタイ
プのみに 対する保護効果がある。
• Increased dose of one single antioxidant does not give full
antioxidant effect.
一種類の抗酸化物質の投与量を増加しても、完全な抗酸化
効果は得られない。
• A broad spectrum of antioxidants gives greater effect that
there is a synergism between antioxidants.
広い範囲の抗酸化物質を用いることで、抗酸化物質同士の
より効果的なシナジー作用（相乗作用）をもたらす。

Practical aspects on treatment with antioxidants
抗酸化物質による治療の実質的側面
Extracts from pollen have a well documented
broad-spectrum antioxidants.
ポーレンエキスには広域かつ多様な抗酸化物質が含ま
れる。
Mainly the enzyme S.O.D. but also essential
substances
主にS.O.D.酵素を含むが、その他の必要物質も含まれ
る。

Interesting Swedish studies
興味深いスウェーデンの研究
Ageing 老化
“The effect of Pollen extract on
Lipofuscin accumulation in cultured
neonatal rat cardiac myocytes”
ポーレンエキスが、生まれたての養殖ラットの
心臓筋細胞のリポフスシンの蓄積に及ぼす
効果について
Professor Ulf T. Brunk and Dr Alexei Terman, Division of
Pathology II Faculty of Health Sciences, Linköping University,
Sweden

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ･ﾘﾝｺﾋﾟﾝ大学健康科学部病理学科二部、
ｱﾙﾌ・T・ﾌﾞﾗﾝｸ教授およびｱﾚｸｾｲ・ﾃﾙﾏﾝ医師

Interesting Swedish studies
興味深いスウェーデンの研究
Ageing 老化
• Accumulation of Lipofuscin in
postmitotic cells is the most consistent
manifestation of aging.
有糸分裂後の細胞におけるﾘﾎﾟﾌｽﾁﾝの蓄積は
老化現象で最も一貫して現れる現象である。
• Lipofuscin is a brown-yellow pigment that also
displays auto fluorescence
ﾘﾎﾟﾌｽﾁﾝは茶色がかった黄色の色素で、自発的に
蛍光発光する。
Dr Alexei Terman and Professor Ulf T. Brunk and Division of Pathology II Faculty of
Health Sciences Linköping University, Sweden ｽｳｪｰﾃﾞﾝ･ﾘﾝｺﾋﾟﾝ大学健康科学部病理学科、
二部ｱﾙﾌ・T・ﾌﾞﾗﾝｸ教授およびｱﾚｸｾｲ・ﾃﾙﾏﾝ医師

Interesting Swedish studies
興味深いスウェーデンの研究
Ageing 老化

Lipofuscin accumulation in neonatal rat
cardiac myocytes exposed to Polbax extract
during three weeks

Statistical significance
versus controls:
統計上の
有意性対抑制
*p = 0.0018;
**p = 0.0023;
***p = 0.0004:
Dr Alexei Terman and
Professor Ulf T. Brunk
アレクセイ・テルマン医師、アル
フ・T/ブランク教授
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Interesting Swedish studies
興味深いスウェーデンの研究
Decreased content of in Polbax treated cells
ﾎﾟｰﾚﾝｴｷｽ（ﾎﾟﾙﾊﾞｯｸｽ）治療を受けた細胞に見るﾘﾎﾟﾌｽﾁﾝ粒子の容積の減少

Lipofuscin
granules
ﾘﾎﾟﾌｽﾁﾝ粒子

Dr Alexei Terman and
Professor Ulf T. Brunk
アレクセイ・テルマン医師
、アルフ・T/ブランク教授

Control
標準

Exposed to Polbax
ﾎﾟｰﾚﾝｴｷｽ（ﾎﾟﾙﾊﾞｯｸｽ）投与

Chronic Fatigue Syndrome
慢性疲労症候群
Historic and epidemiology
歴史ある疫学
Tiredness is a common reason why people are
consulting a doctor.
疲労は医師の診察を受ける一般的な要因。
• more than 25 % of the patients are consulting the
primary care for fatigue symptoms
患者の２５％以上が、疲労症候群の一次医療の診察を受け
ている。

• at least 25 % in the society suffer from these
symptoms.

社会の少なくとも２５％が、この症候群に悩んでいる。
Source: LÄKARTIDNINGEN Volume 96, No 26-27 1999

Chronic Fatigue Syndrome
慢性疲労症候群
Clinical symptoms 臨床症状
• Myalgia 筋肉痛
• Neuro-psychiatric symptoms
神経精神症状
• Muscular weakens
筋肉の弱化
• Sore throat 喉の痛み
• Lymphadenopathy
ﾘﾝﾊﾟ節疾患
• Slight fever 微熱

Chronic Fatigue Syndrome
慢性疲労症候群
The symptoms sometimes
start after a period of stress or
after a viral diseases,
sometimes without any
obvious release mechanism
ストレスが続いたり、ウィルス性
疾患後に症状が始まることもあ
るが、時には明らかな回復のメ
メカニズムが無い場合もある。

Chronic Fatigue Syndrome
慢性疲労症候群
Study 1: 研究１
Study design: Randomized, double-blind, placebo-

研究形式：
Period:

期間：
Patients:

患者：
Material:

投与剤：

controlled and cross-over
ランダム、二重盲検、ﾌﾟﾗｾﾎﾞ（偽薬）検査、
対象標準集団と披験集団の交換
2 x 3 months
２×３ヶ月
22 active and 22 placebo
有効成分投与２２人、ﾌﾟﾗｾﾎﾞ（偽薬）２２人
7 Polbax tablets or placebo tablets per day
ﾎﾟﾙﾊﾞｯｸｽ錠剤またはﾌﾟﾗｾﾎﾞ錠剤（偽薬）を
１日7錠

Chronic Fatigue Syndrome
慢性疲労症候群
Results 結果

t = 3 months x 2; n = 22.
Dose: 7 tablets (Polbax or placebo).
Mean values for self-estimated symptom score and erythrocyte fragility before
and after three months of treatment.
自己判断で症状を点数化し求めた平均値。赤血球脆性は3ヶ月の治療後に測定。

症状
全体の症状

Symptom

Active p

Total well-being

7.14 – 5.48 **

6.66 – 6.45 n.s.

疲労
消耗
睡眠障害
鬱症
腸内障害
手先の冷え
臭気過敏

Fatigue
Exhaustion
Sleep disturbance
Depression
Intestinal disturb.
Cold hands
Odour sensitivity

7.95 – 7.52 *
6.90 – 6.60 *
6.56 – 6.32 **
5.90 – 5.16 ***
4.52 – 3.95 *
3.87 – 3.61 *
4.21 – 3.69 **

7.32 – 7.14 n.s.
7.59 – 7.45 n.s.
7.42 – 7.33 n.s.
6.70 – 6.60 n.s.
4.14 – 3.86 n.s.
3.91 – 3.81 n.s.
4.07 – 4.03 n.s.

赤血球脆性
（フリーラジカル）

Ery-fragility
(Free radicals)

19.5 – 17.3 ***

20.8 – 21.2 n.s.

その他6種類の症状（記憶、音過敏
症、頭痛、その他の痛み、感染症、
その他症状）を両方のグループで
調査。

（有効成分）

Placebo p

（プラセボ）

p denotes significance: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001.
pは有意性を表す
Six other symptoms (Memory, sound sensitivity, head-ache, ache/other, infections,
other symptom): n.s. in both groups.
Dose increased six times t = 1 month, n = 80:
Total
6.82 – 3.92 ***

Chronic Fatigue Syndrome
慢性疲労症候群
Study 2: 研究２
Study design:

Randomized, double-blind, placebocontrolled and cross-over

研究形式：
ﾗﾝﾀﾞﾑ､二重盲検、ﾌﾟﾗｾﾎﾞ（偽薬）検査済み、
対象標準集団と披験集団の交換
Patients:

15 active, 15 placebo

Material:

3 g pollen extract

患者：

投与剤：
Period:

期間：

有効成分投与15人、ﾌﾟﾗｾﾎﾞ（偽薬）15人
ﾎﾟｰﾚﾝｴｷｽ３ｇ

1 month – 2 weeks – 1 month
1ヶ月– 2週間– 1ヶ月

Reference method: direct assay of damage to DNA in cell

nuclei (micro nuclei), performed by
Prof. Harms-Ringdahl and Dr. Gravé
University of Stockholm

参照方法：
細胞核(ﾏｲｸﾛ核)内のDNA損傷の直接検 査。ｽﾄｯ
ｸﾎﾙﾑ大学ﾊﾙﾑｽ･ﾘﾝﾀﾞｰﾙ教授とｸﾞﾗｰｳﾞｪ医師が
実施。

Chronic Fatigue Syndrome
慢性疲労症候群
Results
結果

Symptom
症状
Time

Active
有効成分投与
0
1 month
1ヶ月

期間

Symptoms 症状
Mean 平均
6.63
5.25
S.D.
1.95
2.48
p
0.00197**
DNA damage
Mean 平均
S.D.
p

Placebo
ﾌﾟﾗｾﾎﾞ（偽薬）
0
1 month
1ヶ月
7.65
7.85
1.98
1.81
0.183 n.s.

DNA損傷
1.55
1.11
0.67
0.55
0.020*

1.43
1.38
0.53
0.47
0.25 n.s.

p denotes significance: * p<0.05; ** p<0.01;
Pは有意性を表す
Symptoms on a scale from 0(no symptoms) – 10 (very serious
symptoms).
症状は０（症状なし）から１０（非常に重症）までの段階
DNA damage given as number of micro-nuclei.
DNAの損傷はマイクロ核の数として表す。

Chronic Fatigue Syndrome
慢性疲労症候群
High-dose treatment with pollen extract
ﾎﾟｰﾚﾝｴｷｽ多量投与療法
184 patients
3.2 g pollen extract

患者数184名
ﾎﾟｰﾚﾝｴｷｽ３．２ｇ
0

1 month

P

Symptom score 症状ｽｺｱ

6.80

3.82

<0.001

Erythrocyte fragility score

23.0

10.8

<0.001

Time 期間

赤血球脆性スコア

Other studies on the effect of antioxidants on
ageing 抗酸化物質が老化に与える影響に関するその他の研究
• Professor Bruce Ames - strong effect of alpha-lipoic acid in
old rats on the ability of the liver to neutralise free radicals. At
the same time the rats got more active and behaved like
younger rats.
ﾌﾞﾙｰｽ･ｱﾒｽ教授 － 強いαﾘﾎﾟ酸効果により、年とったラットの
活性酸素を中性化する肝臓の能力が向上。同時にラットはより
活発になり、若いラットのような行動を示した。
• Dr. James A. Joseph - extracts from berries - similar results
in rats, including improvement of memory and coordination,
decrease of damage by free radicals to cell membranes.
ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･A･ｼﾞｮｾﾌ医師 － ﾍﾞﾘｰ類のｴｷｽがラットに同様の効果
を及ぼし、記憶力と筋肉運動の協調機能が向上、活性酸素によ
る細胞膜への損傷が減少。
• Dr. John A. Wise, - extracts from vegetables and berries, a
decrease in lipid peroxidation in blood in humans.
ｼﾞｮﾝ･A･ﾜｲｽﾞ医師 － 野菜やベリー類のエキスにより、人間の
血液中の過酸化脂質が減少。

Other factors influencing ageing
老化に影響を与えるその他の要因
Eating less will slow ageing.
This has been demonstrated in many species and is probably true also for men.
控えめな食事は老化を遅くする。
多くの生物で証明されており、おそらくヒトにも当てはまる。

Cell division
At the end of the chromosomes is a part, called telomer.
The telomers decide how many times a cell may divide.
They thereby influence the life time of cells.
This is of importance in research on longevity as well as in cancer.
細胞分裂
染色体は分裂後、テロメアと呼ばれ、テロメアが細胞分裂の回数を決定する。結果細胞の寿命
を決定する。これは、長寿の研究及び、ガンの研究に重要である。

Stem cells
Stem cells are cells, who have retained their ability to develop into various kinds of cells.
Research in this field may have an enormous importance on treatment possibilities in
many diseases and on renewal of function in aged organs.
幹細胞
幹細胞は様々な種類の細胞に発達する能力を持っている。この分野の研究は多くの疾患の治
療や老化した臓器機能の再生に関して大変重要である。

Conclusion 結論
My recommendations: 推奨
1.

2.

3.

to assay free radical activity in every individual at
least once every year, and more often if there is a
problem of excess free radical activity,
各個人の活性酸素活動を最低でも年一回検査すること。
活性酸素活動が過剰な場合はより頻繁に検査を行うこと。
to give a mixture of antioxidants, such as described
here, to everybody as a preventive measure, and
本文中に説明したような抗酸化物質の混合物を予防策とし
て、すべての人に与えること。
to treat individuals with a demonstrated problem of
excess free radical activity with a mixture of
antioxidants in higher dose
各個人に対し、過剰な活性酸素活動の問題点を示し、抗酸
化物質の混合物をより多く投与すること。

