池田 そうです。
池脇 先生のお考えとしてはどちら
がいいのでしょうか。

池脇 その点に関して、高齢の小柄
な方でクレアチニンがすごく低い方が
いらっしゃるとすると、そういう数字

池田 今回の質問はまさにそのとお
りで、正解になるのだと思うのですけ
れども、Cockcroft-Gaultの式で計算し
た推定クレアチニンクリアランスは、

はこういった推定式について、eGFRも

酵素法で測定した日本の場合、血清ク
レアチニンを投入すると、実際のGFR
より高めに出てしまう。酵素法の血清
クレアチニンに0.2を加えて補正して、
実質的にヤッフェ法に近似した補正値
で、そういう計算をした推定クレアチ
ニンクリアランスのほうが、本来の
GFRに近似した値が得られる、という
ことになると思います。
池脇 酵素法で測定したクレアチニ
ン値に0.2を加えたほうが、患者さんの
GFRに近似する可能性が高いのですね。
池田 そうです。

水素水の飲料効果

そうでしょうけれども、気をつけなけ
ればいけないのでしょうか。
池田 先生がご指摘のとおり、筋肉
量が多い少ない、そういうのが著しい
患者さんについては、クレアチニンク
リアランスは、どうしても感度という
点で少し劣るのです。そういうケース
では、シスタチンCという、比較的最
近測られるようになったタンパクがあ
りまして、それをもとにした推定GFR
が比較的汎用されています。
池脇 シスタチンCでもそういう推
定のGFRが計算できるのですね。
池田 そうです。
池脇 シスタチンCだと早期の腎障

頼

高

（聞き手

朝

子

山内俊一）

現在、水素水は、スポーツ選手の間や健康目的で広く愛飲されています。以
下の点についてご教示ください。
１．水素水の習慣的飲料がなぜよいのか。
２．水素は飲料水の中に長期間、溶存させることは可能か。
３．コップに入っている飲料水の中へ水素発生装置（電極棒）を挿入して水
素を発生させて水素水を作って飲むことは可能か。
＜石川県開業医＞

山内

頼高先生、水素水はいろいろ

ました。二重盲検試験をしたところ、

なところで話題になりましたが、先生
は神経内科の立場で、こういったもの
に関する二重盲検試験をなさっている
ということで、専門外の部分もあるか
もしれませんが、うかがいます。

水素水を飲んでいただいた患者さんの
ほうが有意差を持ってよい結果が得ら
れたのです。
山内 改善度の程度からいうと、軽
度ということですか……。

過大評価というのか、そういう欠点が
血清のシスタチンCは食事や炎症、年
あるかと思うのですけれども、臨床上、 齢、性差、筋肉量などの影響を受けに
問題になることはあるのでしょうか。
くいために、筋肉量の増減が著しい症

まず、先生が行われているスタディ
の概要はどういったものなのでしょう
か。

頼高 軽度です。見ていてわかる程
度ではなくて、スケールを取ってみな
いとわからないぐらいの感じで、震え

池田 体格が大きく異なる患者さん、
やせていたり、肥満の方、そういう方
はGFRを過大に評価したり、過小に評
価したりすることになるので、その場
合はそれぞれ少し補正を加えていく必

例、先生がご指摘のとおり、るいそう
などを認めるがん患者さんなどで非常
に有用と考えられています。
池脇 腎機能で薬の投与量を調整す
るという意味では、非常に重要な問題

頼高 まずパイロット試験としまし
て、パーキンソン病の患者さんで、比
較的軽い方ではなくて、ちょっと進ん
だ方で、水素水を１日１L、48週間飲
んでいただきました。UPDRSという臨

によかったとか、歩きによかったとか、
個別の症状に対して具体的によかった
ということはありませんでした。
山内 そうしますと、単独での治療
薬までには至らないけれども、何らか

要があるかと思います。

ですね。ありがとうございました。

床評価スケールがあり、これを比較し

のメジャーな薬と併用する意義はあり

池脇 もう１点、このクレアチニン
クリアランスのCockcroft-Gault法の式
を見ると、分子のほうに体重が入って
いますね。そうすると、肥満の方だと
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害を反映するということも聞きますけ
れども、そういった長所はあるのでし
ょうか。
池田 血清クレアチニンは食事や筋
肉量、運動の影響を受けるのですが、
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そうだということでしょうか。
けれども、ふたを開ければ抜けてしま
頼高 本来の治療は続けていただき、 いますので、ふたの部分の作り方であ
こういう治療でさらに改善できれば、
るとか、入れるときの問題などもある

ちなみに、水素というのは飲んで腸
から吸収されるものなのでしょうか。
頼高 胃のグレリンを介して吸収の

頼高 そうですね。ほかにスープだ
ったり、お味噌汁だったり、飲まれる
と思うので、沸かしてしまうと当然消

というかたちになると思います。
山内 効果に関してはまだこれから
さらに検証が必要としても、先生のな

と思います。私どもが試験で使ったも
のは、器械で、患者さんのご自宅で飲
んでいただくものなので、水素分子の

効率が上がるらしいのです。吸収され
ると、飲んだらすぐ呼気から水素分子
が出てくることがわかっていて、血中

えてしまうので、水として飲んでいた
だく量としてはそのぐらいかなと考え
ました。

されたスタディ自体は医学的なメソッ
ドにのっとったということで、これを
軸に少しお話をうかがいます。まず水
素水というのは、水の中に水素を入れ
たものと考えてよいのですね。

濃度が、作った時点でも、飲む時点で
も、ほぼ一定の飽和の状態、1.6ppmと
いう状態で飲んでいただくことができ
ました。
山内 この質問の中にありますが、

にも当然行くのです。ただ、水素は吸
入もできるのですけれども、吸入が終
われば、濃度は急激に下がってきます
し、水素を飲んでしばらくは上がって
いますが、すぐ下がってきますので、

山内 この水素水が効くというメカ
ニズムのバックグラウンドとしては、
抗酸化かと思いますが、それでよいの
でしょうか。
頼高 抗酸化から始まっているので

水素発生装置を使って作製した水素水
を飲むのは可能でしょうかという、そ

体の中から出ていってしまっています。
山内 変換もされるでしょうから、

す。もともと2007年の大澤先生の虚血
の実験から抗酸化がメインであろうと

ぐ水素は抜けてしまうのではないかと
か、そういった問題があるのですが、
このあたりはいかがなのでしょうか。
頼高 普通にコップに入れて放置し
ておけば、あっという間に、３時間し

れに当たるのですね。
頼高 いろいろな水素発生装置があ
りまして、すごく簡単な、ただ棒を入
れるだけのものから、非常に大がかり
なものまであります。簡単な棒のもの

血中の半減期は非常に短いと考えてよ
いのですが、一応腸から吸収されて呼
気に出てくる。呼気試験では確認済み
ということで、全く怪しげなものとも
言えないのですね。

いわれています。最近はいろいろなデ
ータが出てきまして、抗酸化だけでは
なく、抗炎症作用であるとか、そうい
うところに働きかけていて、効果を発
揮しているのではないかとか、いろい

ないぐらいで半分以下に減っていきま
すので、長期間溶かしておくことは不
可能ですし、特殊な保存方法が必要に

ではどのぐらいの濃度になっているか、
かなり低いのではないかと思いますが、
ある程度の濃度はあるのだと思います。

頼高 そうですね。脳内にどれぐら
い行っているかはわかっていないので
すけれども。

ろ実験されています。
山内 メカニズムに関しても、いろ
いろと検証されているところですね。

なると思います。世の中でよく売られ
ているのがアルミパウチのものですけ
れども、それはおそらく入れたときは
書いてある濃度が入っていると思うの

臨床、研究などで使われている濃度に
は至っていないと思います。
山内 そのあたりに関しては、現時
点ではまだ玉石混淆のレベルというこ

山内 また元に戻りますが、先ほど
１日１Lという話がありましたが、こ
の量の根拠はあるのでしょうか。
頼高 根拠は特にないのですけれど

頼高 そうですね。いろいろ検証さ
れています。
山内 抗酸化ということだけに絞る
と、普通は運動後や食後といったあた

ですが、徐々に少なくなってくるので
はないかと思います。
山内 そうしますと、買ったアルミ
パウチの例えば製造上の技術レベルと
か、あるいはどれだけ保存されていた
かによって、効果は相当差があるので
しょうか。
頼高 企業努力になると思うのです

とですね。
頼高 そうですね。いろいろありま
す。水素は食品に当たるのですが、そ
の濃度の基準が特別ないので、規制さ
れていないことになります。
山内 そうすると、質の悪いものを
飲んでしまったら、全然効かないとい
う話も出てきてしまいますね。

も、だいたいマウス、ラットの実験か
ら始まって、パーキンソン病のモデル
マウスがいまして、これでこのぐらい
飲んでと計算していって、１Lぐらい
かと。飲める上限も１Lぐらいかと。
山内 そうしますと、普通に１日飲
んでいる水の半分ぐらいを、これで飲
むという感じになりますね。

りが一番酸化度が高まると思います。
そこに合わせて飲んでいったらという
感じもしますが、先生のスタディでは
そこまで絞ってはいないのですね。
頼高 いつ飲んでもいいとして飲ん
でいただきました。
山内 １Lですから、完全に時間を
設定しては難しい……。

頼高
山内

はい、そうです。
普通、素人的に考えると、す
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そうだということでしょうか。
けれども、ふたを開ければ抜けてしま
頼高 本来の治療は続けていただき、 いますので、ふたの部分の作り方であ
こういう治療でさらに改善できれば、
るとか、入れるときの問題などもある

ちなみに、水素というのは飲んで腸
から吸収されるものなのでしょうか。
頼高 胃のグレリンを介して吸収の

頼高 そうですね。ほかにスープだ
ったり、お味噌汁だったり、飲まれる
と思うので、沸かしてしまうと当然消

というかたちになると思います。
山内 効果に関してはまだこれから
さらに検証が必要としても、先生のな

と思います。私どもが試験で使ったも
のは、器械で、患者さんのご自宅で飲
んでいただくものなので、水素分子の

効率が上がるらしいのです。吸収され
ると、飲んだらすぐ呼気から水素分子
が出てくることがわかっていて、血中

えてしまうので、水として飲んでいた
だく量としてはそのぐらいかなと考え
ました。

されたスタディ自体は医学的なメソッ
ドにのっとったということで、これを
軸に少しお話をうかがいます。まず水
素水というのは、水の中に水素を入れ
たものと考えてよいのですね。

濃度が、作った時点でも、飲む時点で
も、ほぼ一定の飽和の状態、1.6ppmと
いう状態で飲んでいただくことができ
ました。
山内 この質問の中にありますが、

にも当然行くのです。ただ、水素は吸
入もできるのですけれども、吸入が終
われば、濃度は急激に下がってきます
し、水素を飲んでしばらくは上がって
いますが、すぐ下がってきますので、

山内 この水素水が効くというメカ
ニズムのバックグラウンドとしては、
抗酸化かと思いますが、それでよいの
でしょうか。
頼高 抗酸化から始まっているので

水素発生装置を使って作製した水素水
を飲むのは可能でしょうかという、そ

体の中から出ていってしまっています。
山内 変換もされるでしょうから、

す。もともと2007年の大澤先生の虚血
の実験から抗酸化がメインであろうと

ぐ水素は抜けてしまうのではないかと
か、そういった問題があるのですが、
このあたりはいかがなのでしょうか。
頼高 普通にコップに入れて放置し
ておけば、あっという間に、３時間し

れに当たるのですね。
頼高 いろいろな水素発生装置があ
りまして、すごく簡単な、ただ棒を入
れるだけのものから、非常に大がかり
なものまであります。簡単な棒のもの

血中の半減期は非常に短いと考えてよ
いのですが、一応腸から吸収されて呼
気に出てくる。呼気試験では確認済み
ということで、全く怪しげなものとも
言えないのですね。

いわれています。最近はいろいろなデ
ータが出てきまして、抗酸化だけでは
なく、抗炎症作用であるとか、そうい
うところに働きかけていて、効果を発
揮しているのではないかとか、いろい

ないぐらいで半分以下に減っていきま
すので、長期間溶かしておくことは不
可能ですし、特殊な保存方法が必要に

ではどのぐらいの濃度になっているか、
かなり低いのではないかと思いますが、
ある程度の濃度はあるのだと思います。

頼高 そうですね。脳内にどれぐら
い行っているかはわかっていないので
すけれども。

ろ実験されています。
山内 メカニズムに関しても、いろ
いろと検証されているところですね。

なると思います。世の中でよく売られ
ているのがアルミパウチのものですけ
れども、それはおそらく入れたときは
書いてある濃度が入っていると思うの

臨床、研究などで使われている濃度に
は至っていないと思います。
山内 そのあたりに関しては、現時
点ではまだ玉石混淆のレベルというこ

山内 また元に戻りますが、先ほど
１日１Lという話がありましたが、こ
の量の根拠はあるのでしょうか。
頼高 根拠は特にないのですけれど

頼高 そうですね。いろいろ検証さ
れています。
山内 抗酸化ということだけに絞る
と、普通は運動後や食後といったあた

ですが、徐々に少なくなってくるので
はないかと思います。
山内 そうしますと、買ったアルミ
パウチの例えば製造上の技術レベルと
か、あるいはどれだけ保存されていた
かによって、効果は相当差があるので
しょうか。
頼高 企業努力になると思うのです

とですね。
頼高 そうですね。いろいろありま
す。水素は食品に当たるのですが、そ
の濃度の基準が特別ないので、規制さ
れていないことになります。
山内 そうすると、質の悪いものを
飲んでしまったら、全然効かないとい
う話も出てきてしまいますね。

も、だいたいマウス、ラットの実験か
ら始まって、パーキンソン病のモデル
マウスがいまして、これでこのぐらい
飲んでと計算していって、１Lぐらい
かと。飲める上限も１Lぐらいかと。
山内 そうしますと、普通に１日飲
んでいる水の半分ぐらいを、これで飲
むという感じになりますね。

りが一番酸化度が高まると思います。
そこに合わせて飲んでいったらという
感じもしますが、先生のスタディでは
そこまで絞ってはいないのですね。
頼高 いつ飲んでもいいとして飲ん
でいただきました。
山内 １Lですから、完全に時間を
設定しては難しい……。

頼高
山内

はい、そうです。
普通、素人的に考えると、す
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頼高 設定してしまうと飲めなくな
ってしまうので。
山内 先生のスタディでは有意な効

が、それでは残念ながら抗酸化マーカ
ーに関しては有意差は出なかったとい
う結果でした。症状はわかりませんけ

果が出たということで、今後はより長
れども、酸化的ストレスのマーカーに
期のスタディのほうに向かわれますか。 関していうと、健常人に関しては差は
頼高 今、多施設共同試験の二重盲
出なかったという結果でした。
検試験をやっていまして、今度は１年
半、患者さんに同じ１Lを飲んでいた
だき、行っています。
山内 その長期スタディの結果が待
たれるところですね。
頼高
山内

そうですね。
最後に、質問の中に、スポー

山内 そのあたりは若干話題先行か
もしれないですね。
頼高 そうだと思います。
山内 また医学のほうに戻りますが、
パーキンソン病以外で今トライアルが
進行中というのにはどのような疾患が
あるのでしょうか。

味覚の異常

東京歯科大学臨床検査病理学講座主任教授

井

上

（聞き手

孝

池脇克則）

65歳の女性、約１年半前から味覚の異常があります。甘い、しょっぱいをわ
ずかに感じる以外、ほとんど味覚を感じないと訴えています。他に疾患はほと
んどありません。誘因となる病態、治療についてご教示ください。
＜福岡県開業医＞

ツ選手の間、あるいは健康目的で広く
愛飲されているというのがありまして、
一般的には病気以外にも、むしろいろ
いろな目的、特に美容関係で使用され
ているのかという印象がありますが、

頼高 心筋梗塞であるとか、心停止
であるとか、くも膜下出血、糖尿病の
脂質代謝異常などできちんとしたRCT、
ダブルブラインドの試験が計画、また
は現在なされていると聞いています。

池脇 今回は、味覚についてという、 その中で、今先生がおっしゃったよう
比較的珍しい質問をいただきました。
に甘味と苦味に対しては受容体が、塩
65歳の女性で、約１年半前から味覚が
味と酸味に対してはイオンチャンネル

このあたりに関する研究はいかがでし
ょうか。
頼高 いわゆるダブルブラインドで

山内 今、かなりの数の試験が進行
中ということでしょうか。
頼高 20近い試験が、一部は終わっ

異常だとのことです。味も、甘い、塩
辛い等々、いろいろありますが、基本
的なところから教えてください。

といった２種類があると考えられてい
ます。
池脇 このあたりは最近わかってき

あるとか、RCTで行ったものはなく、
オープン試験でしかないのと、健常人
でRCTでやっている試験がありました

ていると思いますけれども、進行して
いると思います。
山内 ありがとうございました。

井上 味に関しては、まず塩辛い、
酸っぱい、甘味、苦味、それからうま
味といったものがあります。最近では、
脂肪味といったようなものも遺伝子的

たところで、新しい領域なのだろうと
思いますけれども、味覚異常の分類は
どうでしょうか。
井上 今回の患者さんは、甘味と塩

に解明が進んで、脂肪味を感じない人
は肥満と関係があるというアメリカの
データも出てきていますが、塩味・酸
味・甘味・苦味が４基本味です。
池脇 これは味蕾細胞にそれぞれの
味を感じる受容体があるのでしょうか。
井上 そのとおりで、味蕾は舌の側
縁、ないしは軟口蓋に存在しています。

味をわずかに感じるとおっしゃってい
ますが、いろいろな患者さんがいまし
て、口の中が常に何らかの味を感じて
いる自発性味覚異常。それから特定の
味が識別できないという解離性味覚異
常、さらには味が識別しにくい味覚減
退があり、これがこの患者さんに相当
するかもしれません。もう一つは本来
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