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研究成果の概要（和文）：分子状水素（H2）は、様々な細胞内情報伝達調節と遺伝子発現制御によって、健康増
進・疾患の予防に寄与する。本研究では、H2がどのように遺伝子発現を制御するメカニズムを解明することを目
的とする。
　フリーラジカル連鎖反応にH2は介入して、酸化リン脂質を改変し、Ca（2+）シグナリングを通して遺伝子発現
を制御することを明らかにした。これに加えて、H2は、PGC-1α遺伝子発現増加を促し、脂肪酸とステロイド代
謝を亢進する。メカニズムとして、H2が4-ヒドロキシ-2-ノネナールを減少させ、Akt/FoxO1シグナリングとその
一連のシグナリングを通して、PGC-1αは間接的に制御される。

研究成果の概要（英文）：We previously reported that molecular hydrogen (H2) acts as a novel 
antioxidant to exhibit multiple functions. H2 regulates various signal transduction pathways and the
 expression of many genes for health-care and the prevention of life style related diseases. 
However, the primary targets of H2 in the signal transduction pathways are unknown. Here, we 
attempted to determine how H2 regulates gene expression. 
 We found that H2 regulates gene expression via the Ca(2+) signal transduction pathway by modifying 
the free radical-dependent generation of oxidized phospholipid mediators. This mechanism explains 
the decrease in inflammatory cytokines. In addition, to suppress metabolic syndrome,H2 induces 
expression of the PGC-1α gene, followed by stimulation of the PPARα pathway that regulates FGF21, 
and the fatty acid and steroid metabolism. The expression of PGC-1α might be regulated indirectly 
through sequential regulation by H2, 4-hydroxy-2-nonenal, and Akt/FoxO1 signaling. 

研究分野： 分子細胞生物学
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１．研究開始当初の背景	
	
	 本来、分子状水素（以下、「水素」という）
は、不活性ガスとして認識されており、ほ乳
類細胞では機能がないと信じられてきた。
2007 年に私たちは、水素は酸化力の強い活性
酸素のみを消去し、酸化ストレスから細胞を
保護し、虚血再灌流障害から組織を護ること
を示し、Nature	Medicine(2007;	13:	688-694)
に論文を発表した。	
	 その後、水素には抗酸化作用に留まらず、
炎症抑制効果、アレルギー抑制効果、細胞死
抑制効果、エネルギー代謝促進効果があるこ
とが示された。その効果を発揮するためには、
水素は、細胞内情報伝達機構を変化させ、遺
伝子発現制御をすることも明らかにされた。	
	 そのような多彩な機能を水素はもち、さら
に非常に効果的に疾患モデル動物を改善す
ることが示され、現在は人を対象とした臨床
試験が精力的に行われている。	
	 現在までに、動物実験では 450 報程度、人
を対象とした臨床試験の論文が 20 報以上報
告され、水素の効果はゆるぎないものとなっ
ている。また、最近は動物のみならず、植物
への効果も明らかにされ、農業革命にも貢献
しそうである。	
	 水素は、水素ガスを吸引したり、水素を溶
かした水（水素水）を飲んだり、水素を含む
点滴液を注入するなど、用途に応じた摂取方
が可能である。	
	 しかし、水素は基本的には触媒がないと反
応を示さない分子であり、いかにして細胞内
情報伝達機構を制御するのか、遺伝子発現を
制御するのかは、全く未知の課題であった。
また、水素ガスの吸引においては、1.3％程
度の低い濃度で効果を発揮し、水素水に含ま
れる少ない量の水素で効果を発揮するのも
不明であった。	
	 そこで、水素が多機能を発揮する分子メカ
ニズムの解明が必要である。	
	
２．研究の目的	
	
	 本研究の目的は、水素(H2)が示す多様な機
能を発揮するメカニズムを解明することで
ある。ここでは、特に健康維持に必要な長期
における抗炎症作用とエネルギー代謝促進
作用に注目した。	
	とりわけ、水素が最初に結合したり反応し
たりする直接的な標的を明らかにし、シグナ
ル伝達を介して、具体的な転写因子を活性化
するメカニズムを解明することを目的とし
た。	
	
３．研究の方法	
	

(1)化学反応への水素の効果は、無細胞系で

直接的な水素による反応を測定した。	

(2)培養細胞に対し無細胞系で得られた試料
の効果を測定する。過酸化脂質の変動などを

測定した。	
(3)	培養細胞系におけるシグナル伝達変化
を細胞内 Ca2+の変化、タンパク質のリン酸化
などを測定した。	
(4)網羅的遺伝子発現制御への水素の直接的
間接的効果を総合的に調べた。	
	
４．研究成果	
	
Ａ．抗炎症作用の分子機構の解明	
	
(1)水素が機能を発揮する部位	
	 水素が酸化力の強いヒドロキシルラジカ
ルを消去する場合でも、水溶液中では非常に
遅いことが報告されている。水素は、水溶液
に比べ、相対的に脂質に溶解することが判明
した。飽和脂肪酸を含む脂質からは相対的に
離れにくいことを明らかにした。	
(2)	水素の多価不飽和脂肪酸のフリーラジ
カル連鎖反応への介入	
	 もっとも小さい多価不飽和脂肪酸である
リノール酸は空気酸化によって過酸化物を
生じる。水素が 1%程度存在するだけで、リノ
ール酸の過酸化反応は体温レベルでも触媒
なしに低下した。	
(3)	水素のリン脂質のフリーラジカル連鎖
反応への介入と脂質メディエーターの改変	
	 生体膜で多く含まれる多価脂肪酸を含む
リン脂質に 1-パルミトイル-2-アラキドノイ
ル-sn-グリセロ-3-ホスファチジルコリン
（PAPC）がある。そこで、水素存在下で、PAPC
を空気酸化させ、酸化させた PAPC を培養細
胞（モノサイト系）に加えて、細胞内のカル
シウムの上昇を測定した。すると、酸化 PAPC
では、カルシウムの細胞内上昇が見られたが、
水素 1.3%以上の存在下で酸化した PAPC では
カルシウムの細胞内上昇が抑えた。	
(4)	酸化 PAPC による遺伝子発現制御	
	 空気酸化した PAPC と水素存在下で空気酸
化した PAPC を培養細胞に加えることによっ
て、変化する遺伝子発現変化をすべての遺伝
子において網羅的に解析した。すなわち、酸
化 PAPC によって発現が上昇し、水素存在下
で酸化した PAPC によって発現が下降した遺
伝子を 86 遺伝子選択すると、細胞内情報伝
達に関与する遺伝子が多数含まれていた。な
かでも、カルシウムによって活性化する NFAT
と CREB という転写因子によって発現制御さ
れる遺伝子が含まれていました。	
	 また、実際に酸化 PAPC によって、NFAT が
活性化し、水素存在下の酸化 PAPC では NFAT
の活性が抑制することを確認した。なかでも、
TNF や IL-8 などの炎症性サイトカイン、炎症
に関与する PTGS2（COXII）が水素によって低
下したので、水素によって炎症を抑制するメ
カニズムが理解できた。	
(5)	培養細胞における水素の効果	
	 培養細胞において同様の効果を示すため
に、ヒト培養細胞（THP-1）を使って、水素
の効果を調べた。人為的にフリーラジカル連
鎖反応を起こすために AAPH 加えフリーラジ



カル連鎖反応を引こすと、水素が 1.3%以上存
在するときに、フリーラジカル連鎖反応は抑
制された。また、AAPH 存在下では、カルシウ
ムの細胞内に上昇し、水素の存在下で抑制さ
れた。同時に NFAT の活性も水素によって抑
制された。また、NFAT により転写される遺伝
子の発現も AAPH によって上昇し、水素のよ
って下降した。	
(6)水素による遺伝子制御機構	
	 以上の結果より、基本的な概念としての下
図のようなメカニズムを提唱した。	
	 水素が存在すると、細胞内で何らかの異常
が生じて発生した活性酸素による脂質フリ
ーラジカル連鎖反応を変化させる。何らかの
メディエーターが G−タンパク共役レセプタ
ーなどに結合し、逆にカルシウムチャンネル
の開くのを抑制する。そのため、炎症性因子
など遺伝子の転写を停止して、過剰な炎症を
鎮める。	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Ｂ.	エネルギー代謝促進機構の解明	
	
(1)遺伝子発現の網羅的解析によって、水素
水の長期飲用によって、脂質代謝とコレステ
ロール代謝系の酵素遺伝子発現がやや上昇
することを明らかにした。	
(2)遺伝子発現の時間経過を測定すると最初
に PGC-1αが上昇することを見いだした。	
(3)培養細胞で、PGC-1αが上昇する機構を解
明すると、水素はフリーラジカル連鎖反応を
低下され、その結果生じる 4-HNE を減少させ
る。4-HNE は Akt をリン酸化し、FoXO1 のリ
ン酸化を促す。そこで、4-HNE の低下によっ
て PGC-1αの転写が促進される。PGC-1αは、
転写因子 PPARαを介して、FGF21 ホルモンや
脂質代謝、ステロイド代謝を増加させる。	
(4)まとめると、右図のような機構を経て、
水素はエネルギー代謝を促進することを明
らかにした。	
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somatic	 of	 Mitochondrial	 DNA	 confers	
resistance	against	an	Anti-cancer	drug.	
International	 Symposium	 on	 Mitochondria	
2013	Tokyo	 2013.11.6-7.	
(8)Ohta	 Shigeo:	 Multi	 functional	
molecular	 hydrogen	 acting	 as	 an	 anti	
oxidant,	anti	inflammation	and			energy	
metabolism-Stimulator.	The	International	
Conference	and	Exhibition	on	Biochemical	
&	 Molecular	 Engineering	Texas	 USA.	
2013.10.7-9	
	
<特別講演>	
(9)太田成男：水素医学研究 update:2013	 第
４回分子状水素医学シンポジウム	 東京	
2014.2.1	-	2.	
(10)太田成男：医療への水素利用	 第 33 回
水素エネルギー協会大会	 東京 2013.12	-	
13.	
(11)太田成男：水素療法の神経系疾患に対す
る効果：基礎医学から治療および予防への臨
床適用へ向かって	 第 31 回日本神経治療学

会総会	東京	 2013.11.21	-	23.		
(12)太田成男：水素医学の展開：基礎医学か
ら臨床実施へ	 第 41 回日本救急医学会総会	
東京国際フォーラム	 2013.10.21.		
＜一般演題＞	
(13)上村尚美、金丸拓也、横田隆、井内勝哉、	
西槙貴代美、高見新也、赤芝洋紀、志鷹義嗣、
片山泰朗、太田成男：Effect	of	Intravenous	
Transplantation	 of	 Bone	 Marrow-Derived	
Mononuclear	Cells	in	the	Prevention	and	
Treatment	of	Transgenic	Mouse	Models	of	
Alzheimer's	Disease.	 第 36 回日本分子生
物学会	 神戸	2013.12.3	-	6.	
	
2015 年	
＜国外講演＞	
(1) Naomi	 Kamimura,	 Harumi	 Ichimiya,	
Shigeo	Ohta:	Molecular	hydrogen	induces	
hepatic	 PGC-1a	 expression	 and	 reduces	
oxidative	 stress,	 improves	 obesity	 in	
db/db	 mice.	 International	 meeting	 of	
mitochondrial	pathology(EUROMIT)	Tampere	
Finland	2014,15-19	June.	
(2) Kiyomi	Nishimaki,	Alexander	M	Wolf	,	
Takashi	Yokota,	Naomi	Kamimura	and	Shigeo	
Ohta:	 Trancegenic	 mice	 expressing	 the	
redox-sensitive	green	fluorescent	protein	
in	 the	 cytosol	 and	 mitochondria.	
International	 meeting	 of	 mitochondrial	
pathology(EUROMIT)	 Tampere	 Finland	
2014;15-19	June.	
(3) Takashi	 Yokota,	 Hideaki	 Oharazawa,	
Naomi	Kamimura,	Tsutomu	Igarashi,	Hiroshi	
Takahashi,	 Shigeo	 Ohta	 :	 Molecular	
hydrogen	protects	retina	from	oxidative	
stress	and	mitochondrial	damage	through	
reducing	 peroxynitrite	 derived	 from	
nitric	 oxide.	 International	 meeting	 of	
mitochondrial	pathology(EUROMIT)	Tampere	
Finland	2014;15-19	June.	
(4) Taku	 Amo,	 Tetsuya	 Miyamoto,	 Naomi	
Kamimura,	Sadamitsu	Asoh	and	Shigeo	Ohta:	
A	somatic	mutation	of	mitochondrial	DNA	
confers	resistance	against	an	anti-cancer	
drug.	 International	 meeting	 of	
mitochondrial	pathology(EUROMIT)	Tampere,	
Finland	2014;15-19	June.	
	
＜国内講演＞	
(9)太田成男：ミトコンドリア活性酸素の実
時間計測、酸化ストレス亢進マウスの作製、
新概念の抗酸化物質としての水素	 第 36 回
日本基礎老化学会シンポジウム	 東京	
2014.10.25.	
(10)太田成男：水素医学の展開：基礎医学か
ら臨床応用へ向かって	 日本性機能学会	
第 25 回学術総会	仙台 2014.9.5.	
	
＜一般演題＞	
(11)上村尚美：水素分子は糖尿病モデルマウ
スにおいて肝臓での脂質代謝関連遺伝子発



現を誘導し酸化ストレスを抑制し肥満を改
善する	 第 88 回日本薬理学会年会	 名古屋	
2015.3.	20.（18-20）	
	
2016 年	
〈海外講演〉	
(1)Shigeo	Ohta:	The	molecular	mechanism	by	
which	H2	regulates	gene	expression.	What	
is	the	primary	target	of	H2?	 （招待講演）	
3rd	 Symposium	 of	 Chinese	 Hydrogen	
Biomedical	Association.	Taian	City(China),	
2016.09.25-26.	
(2)Shigeo	Ohta:	Introduction	of	Japanese	
of	 Hydrogen	 and	 current	 situation	 of	
hydrogen	 in	 Japan.	 （ 招 待 講 演 ）	
Seoul(KOREA),	 2016	 KORIA	 International	
Symposiun	on	Hydrogen.	2016.11.25.	
	
〈国内講演〉	
(3)太田成男：分子状水素による遺伝子発現
制御.	(招待講演)日本分子状水素医学生物学
会設立記念大会（第 6 回年会）.ワークピア
横浜（神奈川）	 2016.5.28-29.	
(4)太田成男：水素研究の up-to-date.	(招待
講演)	 第 16 回日本抗加齢医学会総会.	パシ
フィコ横浜（神奈川）	 2016.6.10-12.	
(5)太田成男：分子状水素による酸化ストレ
ス軽減と遺伝子発現制御.	(招待講演)	日本
臨床検査自動化学会第 48 回大会.	パシフィ
コ横浜（神奈川）.	2016.9.22-24.	
(6)太田成男：分子状水素の可能性.	(招待講
演)	第 33 回スパズム・シンポジウム.大阪国
際会議場（大阪）.	2017.3.16.	
〈一般学会講演〉	
(7)Naomi	 Kamimura,	 Harumi	 Ichimiya,	
Katsuya	 Iuchi,	 Shigeo	 Ohta:	 Molecular	
hydrogen	induces	expression	of	the	PGC-1α	
gene,	 followed	 by	 stimulation	 of	 the	
PPARα	pathway	that	regulates	FGF21,	and	
the	fatty	acid	and	steroid	metabolism.	第
90 回	日本薬理学会年会.	長崎ブリックホー
ル（長崎県・長崎市）	2017.3.15-17.	
(8)Katsuya	 Iuchi,	 Hyunjin	 Lee,	 Kiyomi	
Nishimaki,	 Harumi	 Ichimiya,	 Takashi	
Yokota,	 Naomi	 Kamimura	 &	 Shigeo	 Ohta:	
Anti-inflammatory	 and	 pro-cell	 death	
effects	of	oxidized	arachidonic	acid	in	
RAW264.7	cells.	第 90 回	日本薬理学会年会.	
長崎ブリックホール（長崎県・長崎市）	
2017.3.15-17.	
	
〔図書〕（計	 3	 件）	
	
(1)太田成男：ここまでわかった水素水最新
Q&A	 小学館 2017	
(2)国際タウリン研究会日本部会太田成男分
担『読んで効くタウリンのはなし』成山堂書
店	 2016	
(3)太田成男・安保徹『老いない人の健康術』
産学社	 2016	
	

〔産業財産権〕	
	
出願特許名	
水素分子を有効成分として含む細胞内カル
シウムシグナル伝達制御剤）	
特開 2016-060732）	
2014.9.19 出願	 	
国内のみ	
出願人	 太田成男（職務発明）	
発明人	 太田成男	
	
〔その他〕	
ホームページ等	
http://www2.nms.ac.jp/ig/biocell/index.
html６．	
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日本医科大学・先端医学研究所・その他	
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一宮	 治美（ICHIMIYA,Harumi）	 	

日本医科大学・先端医学研究所・その他	
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