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①がん抑制効果

1 ） 発がん抑制作用
椙山女学園大学

生活科学部

教授

中村

好志

がんの発生は、遺伝子の突然変異で始まり、がん細胞増殖・悪性化、がん転移などの過程
を経るが、茶カテキンはこれらのさまざまな過程で、がん発生を抑制するさまざまな作用を持
つ。また茶カテキン以外にもがんを抑制する茶成分が見つかっている。

緑茶のがん抑制作用
茶は古くから”養生の薬”として珍重されてきました［1］が、その効能について科学的実証が始ま
ったのはここ30年来のことです。Okuda（1984年）やKada（1985年）らによる緑茶カテキン類の抗
変異原性に関する報告［1,2］や、小國ら（1989年）が厚生省（当時）の人口動態統計をもとに静岡
県内の行政区毎のがん死亡率を比較検討し、茶産地では死亡率が低いことを初めて報告［3］した
ことに端を発し、がんとお茶の関係を明らかにするための実証研究に大きな関心が払われるよう
になりました。その後、お茶の研究は日本だけでなく世界中の科学者が参入して行われ、直近の10
年間は毎年200件以上の研究成果が公表されています［4］。食品でこれだけの研究が行われてき
たものは他には例がなく、お茶はそれほど魅力のある食材ということでしょう。
茶のがん予防に関する研究は、試験管内の実験から始まり、動物、ヒトへと進んできました。こ
れまで、カテキン類を中心とした緑茶研究からは、動物実験までの段階で、多くの有効事例が報告
されてきました［4,5］。現在は、ヒトのがん予防においても緑茶の飲用が有効であるかという疫学
的実証研究（調査研究や介入研究）に関心が向けられています。なかでも、ヒトの前立腺がん予防
に関する最近の研究［6］は貴重な有効事例となっています。
緑茶成分のがん抑制メカニズム
お茶の発がん抑制効果は、主にカテキン類の研究から、図1に示したように ①発がん開始段階

図１

茶カテキン類による発がん過程の抑制効果
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（突然変異）の抑制、②発がん促進・進展段階の抑制、③がん細胞のアポトーシス（自己死滅）促
進、④がん細胞の転移抑制、⑤がん組織での血管新生抑制など多岐に渡ることが明らかにされて
きました［4,5］。がん抑制のメカニズムに関しても、抗酸化作用だけでなく、細胞表面にあるタンパ
ク質への茶カテキンの結合を介したいくつかの作用が提案され、解明されつつあります
［4,5］。
発がん促進段階での茶成分の作用
健康なヒトに対するがん予防は、要因が多種多様で避けることができないなどの理由から、コン
トロールするのが難しい発がん開始段階（突然変異）よりも発がん促進段階（プロモーション段階）
を標的にする方が効果的であると考えられています。
緑茶、紅茶、烏龍茶、黒茶の4種の茶葉熱湯抽出物の発がんプロモーション抑制効果をマウスの
JB6細胞を用いて比較検討した研究から、緑茶抽出物に最も強い抑制効果があり、また、紅茶抽
出物にもほぼ同等な抑制効果があることがわかりました［7］。これらの熱湯抽出物を何種類かの
有機溶媒で順次抽出して、どの抽出物に活性があるのかを調べた結果、緑茶の場合は抑制効果
の2/3はカテキン類によることがわかりましたが、他の３種の発酵茶の場合は、水溶性の高分子成
分（TNDs）に主な効果が認められました。
これらの水溶性高分子画分（緑茶（GTND）、紅茶（BTND）、烏龍茶（OTND）、黒茶（PTND））
はカテキンと糖質を含む複合タンニンと考えられますが、構造はまだよくわかっていません。これら
のTNDsは、発がんプロモーションを促進するAP-1という因子の働きを阻害することがわかり、さ
らにその阻害作用は、主要緑茶カテキンのエピガロカテキンガレート（EGCG）と同等以上に強いこ
とが明らかになっています［8］
（図3）。
このようにお茶は、発がんプロモーション
過程を抑制してがん抑制効果を発揮する
ことがわかりましたが、この効果を示す成
分はカテキン類だけではありませんので、
生活の様々な場面に合わせてお茶の種類
を選び、保健効果を期待しつつ、楽しんで
飲むのがよいでしょう。

図3
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4種茶葉TNDSのAP-1転写活性抑制効果
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2 ） 突然変異予防効果（抗変異原性）
静岡県立大学

食品栄養科学部

准教授

増田

修一

茶カテキンは、突然変異を引き起こすさまざまな物質に反応し、その変異原性（突然変異を
引き起こす能力）に対して抑制的に働き、がんの発生を抑える。
発がんとその要因
遺伝子であるDNAは、アデニン、チミン、グアニン、シトシンの4つの塩基の組み合わせから、様々
な遺伝情報を調節しています。しかし、化学的（化学物質など）、物理的（物理的刺激、放射線、紫
外線など）、生物的（ウイルスなど）因子により、DNAに突然変異が起こります。これを発がんの第
一段階イニシエーション（開始反応）と呼び、次に細胞膜や細胞質の酵素の代謝を通して細胞を異
常増殖させる第二段階プロモーション（促進反応）が起こります。さらに第三段階のプログレッショ
ン（増殖反応）に至ると細胞は悪性化して、がん細胞へと変化します。この発がん過程のイニシエー
ションを誘導する物質をイニシエーター、プロモーションを誘導する物質をプロモーターと呼びます
が、われわれが日常生活の中で摂取したり、身に触れる可能性が高いものの多くはイニシエーター
です。
ヒトの発がん要因を調べると、環境中に存在する化学物質が大きく関与していることがわかり、
その発がん寄与率は80〜90％といわれています。実際に食事などにより、各種がんの発生率が国
・地域別に異なることが報告されており、生活環境中に存在する変異・発がん物質が、食品、水、
大気、喫煙などを通してヒト生体内に摂取されているといえます。したがって、ヒトの健康を考える
上でこれら化学物質による変異・発がん性を抑制することはとても重要で、これまでに化学物質な
どによる突然変異の誘発に対する茶の抑制効果が研究されてきました。
化学物質の変異原性に対する茶カテキンの作用
肉や魚を加熱調理した際に生成する焼き焦げ物質であるヘテロサイクリックアミン類は変異・
発がん物質であり、これらは生体内に存在する薬物代謝酵素により活性型となって、遺伝子に結
合して付加体を形成して変異原性を示します。日本緑茶、中国緑茶、紅茶、ウーロン茶、またそれ
らの成分が、種々のヘテロサイクリックアミン類が示す変異原性に対して強い抑制効果を示すこと
が明らかになっています[1,2]。
また、カビ毒であり、肝がんを引き起こすアフラトキシンB1の変異原性に対するプアール茶の抑
制効果が、エームス試験と呼ばれる遺伝毒性試験で明らかになりました[3]。さらに、チャイニーズ
ハムスターの細胞の培養液に、MNNGという変異・発がん物質を加えて誘導される染色体異常
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に対して、茶カテキン類が抑制効果を示すことがわかりました[4]。また、ジメチルベンズ［a］アント
ラセンという薬剤を投与したハムスターの骨髄細胞での染色体異常を紅茶ポリフェノールが抑制
することも報告されています[5]。タバコの煙に含まれる発がん物質であるベンゾ［a］ピレンによっ
て誘導された酸化的なDNAの損傷に対して、カテキン類が抑制効果を示すことも明らかになって
おり[6]、さらに、トリブチルスズを投与したマウス血中での酸化的DNA損傷に対しても緑茶カテキ
ンが抑制したことも報告されています[7]。
フライドポテトやポテトチップ中に含まれる発がん物質であるアクリルアミドと茶カテキンをマウ
スに投与して、DNAのアクリルアミド付加体形成に対する効果を調べたところ、茶カテキンがこの
付加体形成を強く抑制しました [8]。
以上のように、茶および茶成分の抗変異原性は、変異・発がん物質の活性型に直接結合したり、
薬物代謝酵素の活性を抑制したり、また変異原物質を体外に排出する解毒酵素（第Ⅱ相反応酵
素）を誘導することによって発揮されると考えられています[9, 10]。
また、茶はこれら変異原物質の生成に対しても抑制効果を示します。ヘテロサイクリックアミン
類やアクリルアミドは、メイラード反応と呼ばれるアミノ-カルボニル反応により生成します [11,12]。
また、強力な変異・発がん物質であるニトロソアミンは、魚介類中に含まれる二級アミンと、ほうれ
ん草や漬物に含まれる亜硝酸塩を同時に摂取すると、胃内の酸性条件下で反応して生成します。
これらの発がん物質の生成に対しても、茶は強い抑制効果を示します。二級アミンであるモルホリ
ンと亜硝酸ナトリウムを酸性条件で加えると、ニトロソアミンの一種であるニトロソモルホリンが
生成します。この時、高濃度の緑茶抽出物を添加すると、ニトロソモルホリンの生成は抑制されま
したが、低濃度の緑茶抽出物ではかえって促進されることがわかりました[13]。また、ラットやヒト
の生体内においても同様に濃い緑茶抽出物を摂取すると、生体内でのニトロソモルホリンの生成
量が減少しましたが、薄い緑茶抽出物では増加しました[13]（図1）。このように、高濃度の緑茶を
飲んだ場合に、発がん物質であるニトロソアミンの生成が抑制されるので、できるだけ濃い緑茶
を飲むことが望まれます。

図１

緑茶抽出液のラット生体内におけるニトロソモルホリン生成に対する影響
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放射線による突然変異に対する茶カテキンの作用
放射線の被曝や放射線に汚染された食品の摂取による生体影響が大きな社会問題となりまし
たが、これら放射線による生体への影響に対する茶の抑制効果も報告されています。カテキン類
を投与したマウスにγ線を照射し、血液細胞を用いてDNA損傷を調べたところ、カテキン類が抑
制効果を示すことが明らかになりました[14]。同様に、幼若赤血球における染色体異常誘発（小核
誘発）に対する緑茶、プアール茶、ルイボス茶およびカテキン等のポリフェノール類の阻害効果を検
討したところ、これらに強い抑制作用があることがわかりました [15]（図2）。さらに、γ線を照射し
た場合、肝臓などでの脂質の過酸化や細胞の障害が起こり、細胞死であるアポトーシスが進行しま
すが、エピカテキンなどの茶ポリフェノールを投与すると、これらの反応が抑制されることも報告さ
れています[16,17]。

図2

γ線照射により誘発される染色体異常に対する各茶葉抽出液の抑制効果

また、緑茶には紫外線被曝による皮膚などの障害に対する保護効果も報告されています[18,19]。
ヒトを含む生物がγ線や紫外線に被曝すると、生体内の水分子が活性酸素のひとつであるヒドロ
キシラジカルに変化して、DNAを損傷します。しかし、緑茶カテキン類は抗酸化性を発揮すること
で、このラジカルを消去し、放射線や紫外線による生体への影響を抑制すると考えられます[20]。
以上のように、茶は、食品中や環境中に存在する化学物質や放射線などにより誘導される突然
変異を抑制することから、発がんを抑制する上で重要な食品素材であるといえます。
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3 ） 抗菌、抗ウイルス効果
静岡理工科大学総合技術研究所客員教授・静岡県立大学 名誉教授
静岡県立大学

食品栄養科学部

助教

小國伊太郎
島村 裕子

・ピロリ菌が長期にわたって胃に感染すると、萎縮性胃炎を進行させ、胃がんの発症にも関
与する。茶カテキンはピロリ菌の増殖を抑える作用を持ち、胃がんを予防する。
・エピガロカテキンガレート（EGCG）はヒト免疫不全ウイルス（HIV）に対して、抗ウイルス作
用を示し、HIVへの感染を防ぐ。

緑茶カテキンの抗菌、抗毒素作用
緑茶に豊富に含まれているカテキン類に食中毒菌や腸内の悪玉菌を殺菌する作用のあることが
わかり、なかでもエピガロカテキンガレート（EGCG）の効果が最も高いことが報告されています
[1,2]。黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、ウェルシュ菌、セレウス菌、ボツリヌス菌などの食中毒菌やコ
レラ菌、病原性大腸菌O-157などの病原菌の増殖は、私たちが普通に飲む緑茶の10分の1から2分
の1程度のカテキン濃度で抑制されることが菌の培養実験で認められています[1,2]。
また、カテキンには抗菌作用だけでなく、細菌が産生する毒素に対して抗毒素（解毒）作用を示
すことがわかり、カテキンはコレラ毒素、百日咳毒素、腸炎ビブリオ耐熱溶血毒素、黄色ブドウ球
菌毒素、病原性大腸菌O-157のベロ毒素などを解毒することが明らかになりました[3,4]。このこと
から、お寿司屋で供される「あがり」は食中毒予防の観点から理にかなっているといえるでしょう。
虫歯や歯周病は口中の細菌によって発症しますが、カテキンの抗菌効果はこれら口中の細菌に
対しても有効であることが明らかになっています。さらに、カテキンは虫歯菌が虫歯を形成する過
程で産生し、虫歯の形成に関与する酵素の働きをも抑えて、虫歯を予防すると考えられています[5]。
ピロリ菌に対する作用
近年、慢性胃炎、胃潰瘍、胃がんの主な原因の1つとしてヘリコバクター・ピロリ（ピロリ菌）の感
染が注目されています。ピロリ菌の長期感染は、胃がんの前がん状態である萎縮性胃炎を進行さ
せ、胃がんの発症に関わっていると考えられています[6-8]。ピロリ菌の除菌は、抗生物質などの薬
剤の投与によって行われていますが、多種類、多量の薬剤の投与を必要とし、副作用や薬剤耐性
の問題を引き起こすため、より安全で確実な除菌法が模索されています。そこで、カテキンのがん
予防作用[9]と上述の抗菌作用に着目した、緑茶及びカテキンの抗ピロリ菌作用についての研究が
行われました。その結果、私たちが普通に飲んでいる緑茶のカテキン濃度を10倍に薄めた濃度で
も、種々の菌株のピロリ菌の増殖を阻止することが明らかになりました（表1）[10-12]。
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表１ カテキン類の最小発育阻止濃度（μg/mℓ）
（ppm）
ピロリ菌株

一方、カテキン入りのカプセル（700㎎/日：緑茶7杯に含まれるカテキン量）を医師の管理下でピ
ロリ菌感染者に1ヶ月間投与して、ピロリ菌の有無を呼気法で調べた臨床試験においても、カテキ
ンが抗ピロリ菌作用をもつことがわかりました[13-15]。さらに、静岡県下でよく緑茶を飲んでいて、
胃がんによる死亡率の低い地域の住民のピロリ菌抗体陽性率（感染の指標）及び胃粘膜萎縮度
を調べた結果、胃がん死亡率が標準的な地域の住民に比べ、両者とも低値であることが明らかに
なりました[10,11,13-15]。このことは、緑茶飲用がピロリ菌感染と胃粘膜萎縮を抑制し、ひいては
胃がん予防に寄与している可能性を示しています。
インフルエンザウイルスに対する作用
また、EGCGや紅茶成分であるテアフラビンジガレート（TF3）がインフルエンザウイルスの感染
抑制効果を有することがわかっています[16,17]。この抑制効果は、ウイルス粒子の表面に存在する
HAスパイクという糖タンパク質の先端にEGCGやTF3が結合することにより、細胞表面へのウイル
ス吸着を阻害することによるものです[17]。図1は、インフルエンザウイルスに特異的に結合する抗
体あるいはEGCGをインフルエンザウイルスと37°Cで反応させた時のウイルス感染性を50％抑制

図1

インフルエンザウィルス感染症を50％抑制するEGCGおよび抗体量（中山ら[18]）
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する抗体量およびEGCG量を示しています。この結果から、EGCGは、短時間でインフルエンザウイ
ルスの感染性を失活させ、その効果は抗体に匹敵することがわかります[18]。さらに最近、インフル
エンザウイルスの増殖に不可欠なタンパク質の働きを抑える効果をEGCGが示すこと[19]、紅茶より
抽出したテアフラビン（TF）およびTF誘導体がウイルス感染による炎症性サイトカイン（生体内に
おける様々な炎症症状を引き起こす原因因子）の産生を抑制することも明らかにされています[20]。
その他のウイルスに対する作用
また、EGCGは、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）に対しても抗ウイルス作用を示します[21]。EGCG
は、①ウイルス粒子に直接作用する、②ウイルスの細胞への吸着を抑制する、③細胞内でのウイル
スDNA合成を抑制する、④HIVに感染した患者の細胞内でウイルス産生を抑えるなど、様々な作
用を持っていることがわかっています。EGCGは、ウイルスを媒介する精液中のタンパク質を中和す
る能力を示すこともわかっており、HIVへの感染を防ぐ作用をもつことが示唆されています[22]。さ
らに、EGCGやTF3は、ポリオウイルスやその他の種々のウイルスに対しても抗ウイルス作用を発揮
することが報告されています[23]。
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①がん抑制効果

4 ） 抗腫瘍効果
静岡県立大学

名誉教授

伊勢村

護

茶カテキンEGCGは、不要な細胞が除かれていくときに起こる現象であるアポトーシス（細
胞自死）をがん細胞に誘導し、がん細胞を死滅させる。この他、EGCGは活性酸素を消去す
る作用を通して、活性酸素によるDNAの障害を防ぐなど、いろいろの作用メカニズムで抗腫
瘍効果をあらわす。

今から25年ほど前に、疫学調査研究により緑茶摂取ががんのリスクを低減させる可能性が指摘
され[1]、それ以来、一躍お茶の抗がん作用の研究が進みました。多くのマウスやラットを使った動
物実験では、発がん剤を投与した動物にお茶や茶カテキンを飲ませると、発がん率が減少すること
や、がん細胞を移植した場合もがんの増殖や転移が抑制されることが示されています[2-6]。一方、
動物実験で緑茶やカテキンの抗がん作用が認められなかったという報告もあります[3]。
緑茶成分のアポトーシス（自発的な細胞死）誘導作用
抗がん作用を示す主な成分は、緑茶ポリフェノールであるカテキンの中のエピガロカテキンガレ
ート（EGCG）です[6]が、エピカテキンガレートの方が強い活性を示す場合も知られています[7]。
緑茶が抗腫瘍作用を示す分子メカニズムを探るために、培養がん細胞を用いた実験が行われてき
ました。がん細胞の培養液にEGCGを加えると、細胞の増殖が抑制されたり細胞が死滅したりしま
す。EGCGがこの作用を示すメカニズムはいくつか考えられますが、主なものはアポトーシスを誘導
することです[6]。アポトーシスは、不要な細胞が除かれていく時に起こる生理的現象ですが、がん
細胞に誘導すればがん細胞自身を死滅させることができます（図１）。実際、このメカニズムで作用
する抗がん剤がいくつか知られています[6]。

図１

EGCGによるアポトーシス誘導のメカニズム

EGCGが細胞表面のFasタンパク質に結合すると、その信号によりカスパーゼ８が活性化され、
最終的にDNAの分解、細胞の断片化が起こり、細胞が死ぬ。
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ヒト白血病細胞では、図１に示すように、EGCGががん細胞表面にあるFasと呼ばれるタンパク
質に結合すると、その信号によってカスパーゼ８というタンパク質分解酵素が活性化され、その後、
最終的にDNA分解酵素が働くようになり、その結果DNAが切断され、細胞が分断されて死滅す
ることがわかりました[6]。ヒト副腎癌細胞においても、そのアポトーシスにFasが関係していること
が示されています[8]。また、EGCGが別の細胞表面タンパク質に結合してアポトーシスを誘導する
こともわかっています[5]。一方、EGCGは正常細胞よりもがん細胞に強くアポトーシスを誘導しま
す[9]。すなわち、EGCGは正常細胞にはあまり影響を与えずにがん細胞に強く細胞死を誘導します。
ごく最近、新しい観点からのEGCGのアポトーシス誘導メカニズムが報告されるようになりまし
た[10]。EGCGは肝がん細胞にアポトーシスを誘導して死滅させますが、この時に長さ20から25塩
基ほどの1本鎖のRNAの一つが関係していることがわかりました。
アポトーシスが茶カテキンの抗腫瘍活性に関連していることは動物実験でも実証されています。
アゾキシメタンという薬剤をラットに投与すると、大腸がんの前がん病変が起こりますが、EGCGを
飲ませると、大腸でのアポトーシス頻度が上昇し、この前がん病変が抑制されました[11]。また遺伝
子改変によって生殖器のがんを発生し易くしたマウスに、緑茶カテキンを投与すると、アポトーシス
頻度が高くなり、がん発生が殆んど見られなくなりました[6]。
緑茶のカテキン以外の成分にも抗腫瘍活性があることが明らかになっています。緑茶や紅茶の
非透析性高分子物質は、発がん段階に作用したり、がん細胞のアポトーシスを誘導して抗がん作
用を発揮します[6,12]。EGCGと他の薬剤を組み合わせたり、EGCGに化学的変化を加えて、抗が
ん作用を増強させようとする試みも行われています[11,13,14]。マウスの腹腔内にがん細胞を注入す
ると２−３週間で増殖して腫瘍ができますが、この時スリンダクという抗炎症剤とEGCGを組み合わ
せて投与すると、それぞれ単独に用いた場合より効率的にアポトーシスが誘導され[11]、より強い腫
瘍増殖抑制効果が得られました(図２)。

図2
マウス肺がん細胞(106個)をマウスの腹腔内に投与すると、15日後には増殖して
腫瘍塊ができるが（左)、抗炎症剤スリンダク(腹腔内投与）とEGCG(経口投与）
の同時投与の場合は、腫瘍塊はあまり見られない(右）。
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アポトーシス誘導以外のEGCGの作用
アポトーシス誘導とは別の作用でEGCGががん細胞に死を導く例も知られています[15]。また、
細胞は細胞周期という過程により細胞分裂を繰り返して増殖しますが、EGCGはこの過程に関わ
る種々の因子に働いて細胞周期を止め、細胞増殖を阻害します[2,3]。また、生体内で発生した活
性酸素によりDNAに傷がつくことが、がんの原因のひとつですが、EGCGは活性酸素を消去する
力があり、それにより発がんを抑制することも考えられます[2-4]。
ヒトを対象とした研究
ヒトを対象とした疫学調査研究では緑茶摂取によるがんリスク軽減が認められたとする報告が
いくつかあり[6]、臨床介入試験で緑茶カテキンが前立腺がん予防に効果があったという論文もあ
ります[6]。一方で緑茶の抗がん作用に否定的な論文[6]もありますので、今後、臨床試験等で確か
めていくことが必要です。緑茶カテキンを軟膏とした製剤が2006年にアメリカ食品医薬品局の認可
を受け、現在、いくつかの臨床試験により治療効果があることが認められていることは注目に値し
ます[6,16]。
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5 ） 抗転移効果
静岡県立大学

名誉教授

伊勢村

護

茶カテキンは、がん細胞が血管へ出入りするために必要な酵素（マトリックスメタロプロテア
ーゼ）の活性を阻害することにより、がんの転移を抑制する。また、血管へのがん細胞の接着
を阻害したり、がんの栄養を養う新生血管ができるのを阻害して、がんの転移を抑制する。

がん転移
がんの恐ろしいところは、原発巣から離れてがんが転移することです。転移とは、腫瘍細胞が原
発病変部とは違う場所に到達し、そこで再び増殖して元と同じ種類の腫瘍を形成することです。転
移がなければ、手術などで腫瘍を切除することによって完治することも多くなります。転移には主
に血行性転移とリンパ行性転移の２種類があります。血行性転移では、がん細胞が原発巣から離
れて血管内に侵入し、血管内を移動し、血管の多い肺や肝臓などにおいて血管外へ浸出し、局所
で新たに増殖して転移巣を形成します[1]（図１）。

図１

血行性がん転移のモデル（引用文献[1]より改変）

原発巣から遊離したがん細胞はMMPを出して血管内へ侵入し、局所に接着してMMPを出して血
管外へ侵出し、転移巣を形成する。MMPは血管内皮基底膜の成分であるコラーゲン、ラミニン、
フィブロネクチンを分解する作用がある。
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がん細胞が血管に侵入したり、血管から浸出したりする場合には、
マトリックスメタロプロテアー
ゼ（MMP）と呼ばれる酵素が働くので（図１）、MMPを阻害する薬剤は転移を阻害する抗がん剤
となる可能性があります。また、がん細胞が増殖してある程度の大きさになると、新たな血管ができ
て腫瘍の増殖が促進されます。新たに血管ができることを血管新生と言いますが、抗がん剤アバス
チン（商品名）はこの血管新生を阻害するものです。動物実験では、緑茶や茶カテキンががん転移
を抑制することが明らかになっていますが、ヒトの場合にもあてはまるのかどうかは、今後の研究
に待たねばなりません。
茶カテキンのMMP阻害作用
1992年に、肺へ転移しやすいメラノーマ細胞をマウスの尾静脈に注入して肺への転移を調べる
実験で、エピガロカテキンガレート（EGCG）が主成分の茶カテキンを経口投与すると、転移が強く
抑えられることがわかりました[2]。この細胞をマウスの足の指に移植して腫瘍を形成させた実験
[2]でも、別の肺がん細胞を背中の皮下に移植して転移を調べた実験[3]でも、緑茶や茶カテキンが
肺転移を抑制することが示されました。がん転移にはMMPが深く関わっているので、茶カテキン
がMMPの活性を阻害するかどうかを検討したところ、EGCGやエピカテキンガレートが２種類の
MMPの酵素活性を阻害することがわかりました[1,4]。また、EGCGは種々のMMPの遺伝子発現
にも影響を与えて、MMPの産生を減少させる働きがあることがわかりました[5,6]。これらのことか
ら、EGCGは、がん細胞が侵入、浸出する時に必要で、血管の基底膜を構成しているコラーゲンを
分解するMMPの酵素活性や酵素量を減少させ、その結果、転移を抑制すると考えられます。
ヒト膵臓がん細胞をマウスに移植してできたがんを調べると、EGCGを投与したマウスでは、が
ん部分でのアポトーシス（自発的な細胞死）の頻度が上昇し、がんの増殖、MMPの酵素活性など
が減少していたので、EGCGは動物体内でもMMPの作用を阻害していることがわかりました[7]。
SAMP10マウスという加齢促進モデル動物では、がん細胞などを見つけて除去するリンパ球の一
つであるナチュラルキラー細胞の活性が加齢に伴って減少し、免疫機能が低下しますが、茶カテ
キンを投与すると、この細胞活性が維持されました[8]。このマウスでは、加齢に伴って転移が高頻
度に起こりますが、メラノーマ細胞を静脈へ注入した場合、茶カテキンを投与すると、この加齢に
伴う高頻度の転移が抑制されました。茶カテキンは免疫機能の低下を防ぐことにより、転移を抑
制する効果があると考えられます[8]。
茶カテキンの細胞接着阻害作用
がんの転移には、がん細胞が血管基底膜に接着する過程があります（図１）。血管基底膜にはコ
ラーゲンの他、ラミニンやフィブロネクチンと呼ばれる細胞接着タンパク質が含まれています。
EGCGはこれらのタンパク質へのがん細胞の接着を阻害することがわかりました[1,9-11]。また、
EGCGはがん細胞表面のインテグリンという接着因子に結合して、接着阻害作用をあらわすことも
明らかになっています[10,11]。このようなEGCGの作用も、転移を阻害するときに働いていると考え
られます。
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茶カテキンの血管新生阻害作用
がんは、自身が栄養を摂って増殖するために、活発に種々のタンパク質因子を出して血管を造ろ
うとします。この作用を茶カテキンが抑制するかどうかについては、1999年にマウスの角膜を血管
形成誘導因子で刺激して血管新生を誘導した場合、EGCGを含む緑茶を飲ませた時は、水を飲ま
せた時に比べて血管新生が抑制されることが報告されました[12]。その後も多くの実験で、茶カテ
キンが血管新生を阻害することが示されています[13,14]。種々の腸がん細胞を用いた実験では、
EGCGは血管新生に関わる種々の因子の遺伝子発現を抑制し、それらのタンパク質量を減少させ
ることによって血管内皮細胞の増殖を抑制し、血管新生を阻害することが示されています[15]。
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6）
a 人に対するがん予防効果（疫学調査・臨床試験研究）
静岡県立大学

名誉教授

伊勢村

護

これまでに人を対象に疫学調査や介入試験が行われ、肝がん、卵巣がん、前立腺がん、子
宮頸がんなど数多くのがんに対する、緑茶や茶カテキンの予防効果が示された。また、茶カテ
キンをベースとした薬剤が開発され、ある種のがんの予防や治療に効果があることが明らか
になった。

疫学調査研究と臨床介入試験
ヒトを対象とする疫学調査研究には、主なものとして前向きコホート研究と症例対照研究があり
ます。前向きコホート研究では、予め、ある集団の健康な人の生活習慣（喫煙・飲酒・食生活・運動）
などを調査しておき、数年後に、同じ集団において発生した病気を調べて、何がその病気の発症と
関係しているか、何がその病気のリスクを下げるのかを研究します。症例対照研究では、最初に病
気にかかった人を選び、その人達の過去の生活習慣などを調査し、その人達と性別や年齢などの
揃った健康な人を「対照」として選んで同様の調査をして病気と生活習慣などの関係を求める研
究です。
また、臨床介入試験では、研究対象となる集団を２群以上のグループに分け、それぞれに異なる
薬剤を投与したり、食事など健康に影響を与えると考えられる要因を与えたりして、本物と似てはい
るが、なんら影響を与えないと考えられるもの（偽薬あるいはプラセボという）の場合の結果と比較
します。
胃がんや大腸がんに関するヒトを対象とした研究
胃がんや大腸がんに関する疫学調査研究やヒト介入試験で、緑茶または茶カテキンに抗がん作
用があることが示される一方、抗がん作用が認められないとする報告もあります。他の部位のがん
に関しても、両方の結果が報告されています。Yangらが調べた2008年までの文献調査による研究
結果は、表１のようになります[1]。その後のヒトを対象とした研究でも、一定の結果は得られていま
せん(表１)。
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（件）

表１

がんと緑茶に関する疫学調査研究の結果

文献[1]の結果に、その後の、大腸がん[4]、肺がん[15]、食道がん[16]、乳がん[17]、卵巣がん[18]、すい臓
がん[19]、腎臓がん[20]、肝臓がん[2]、子宮内膜がん[21,22]、甲状腺がん[23]、血液がん[24]に関する結果
を＋の次にイタリック数字で記した。かっこ内の数字は合計件数。空欄および追加データの前に0の表示
がないものは文献[1]に記載がなかった項目。*非喫煙者、**喫煙者；$低温茶、$$高温茶（リスク上昇）； #閉
経後、##閉経前（リスク上昇）

肝臓がん
41,761人の40-79歳日本人を対象とした前向きコホート研究では、9年間の追跡調査の結果、247
件の肝がんの発症がみられました。男性では、1日1杯以下を基準（1.00）とした場合、1日1−2杯で、
相対的なリスクの指標となるオッズ比が0.83 (0.53-1.30)、1日3−4杯で1.11 (0.73-1.68)、1日5杯以上
で0.63(0.41-0.98)となり、緑茶摂取が肝がんリスクを減少させることがわかりました。特に、肝臓病
に罹ったことがない場合、肝がん発症は1日1杯以下の40人と比べて1日5杯以上では27人で、統計
的な有意差がありました。一方、女性では肝がんリスクの低下は認められませんでした[2]。
卵巣がん
卵巣がんに関する５件の疫学調査研究を含めて22論文をMEDLINEなどのネット上の文献検
索データベースで調べた結果、緑茶摂取は卵巣がんの発症や治療に対して有用な効果をもたら
すことがわかりました[3]。
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大腸がん、前立腺がん
40-74歳の中国人男性60,567人を対象とした前向きコホート研究では、5年間で243人の大腸がん
の発症が見られましたが、このうち、非喫煙者で6ヶ月以上の間、週3回以上緑茶を飲用した場合は、
全然飲まない場合に比べて約半分でした。1ティーバッグに相当する2ｇの緑茶を飲む毎に、12％の
リスク軽減がありました。一方、喫煙者にはこうした効果は認められませんでした[4]。前立腺がん
に関しては、PubMedなどのデータベースを基に13件の研究をまとめて分析した結果、アジア人の高
量飲用者は、非または低量飲用者に比べてリスク軽減が認められ、全体では、症例対照調査研究
で効果が認められる一方、コホート研究では効果が認められないことがわかりました[5]。
疫学調査研究の課題
疫学調査研究の弱点ともなる正確な摂取量の把握について、尿中や血中のカテキン濃度を指標
として用いた研究が行われ始めています[6-8]。また、緑茶による胃がん予防効果には、喫煙習慣が
影響することがわかり[7]、喫煙習慣の補正も今後の課題となっています。
臨床介入試験
臨床介入試験に関しても、これまでにいくつかの研究が行われて来ました[9,10]。2006年にイタ
リアで行われた研究では、前立腺がんの前がん病変を持つ患者60人を2群に分け、一方に1日600
mgの緑茶カテキンを経口投与した結果、1年後の前立腺がん発症率は3.3％で、プラセボ群の30％
に対して約90％の抑制率であったと報告されました[10]。この傾向は２年後も維持されていました
[10]。ヒトパピローマウイルス感染による子宮頸がん対しても、緑茶カテキンの軟膏やカプセルが治
療に有効であることを示す結果が得られています[11]。
緑茶カテキン含有薬剤
一方、緑茶カテキン（Polyphenon E）を軟膏とした製剤が良性扁平上皮腫瘍である性器いぼの
治療に有効であることがわかり[9,12]、2006年10月に薬剤としてアメリカ食品医薬品局の認可を受
けました[9]。さらに、この製剤が性感染症の一種である尖圭コンジローマや慢性リンパ球性白血病
にも有効であることを示すデータが得られています[13,14]。今後、緑茶カテキンの薬剤としての有
効性がさらに検証されていくとともに、緑茶をベースにした種々の薬剤の開発が進むものと予想さ
れます。
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①がん抑制効果

6）
b 人に対する胃がん予防効果（疫学調査研究）
国立がん研究センター

笹月

静

がん予防検診研究センター

津金昌一郎

茶の飲用による胃がん予防効果について、８件の前向きコホート研究（要因と将来の疾病
発生との関連を調査）では関連性が明確でないが、３件の症例対照研究（疾病に罹患した人
を対象に過去の要因との関連を調査）では、緑茶摂取者で胃がん発生が抑制される効果が
見出された。

多くの実験データにより緑茶によるがん予防効果が示唆されています。しかしながら、ヒトを対
象とした疫学研究の結果は必ずしもそれを支持するものばかりではありません。緑茶は日本で最も
親しまれている飲料であり、日本人に多い胃がんとの関連については日本人ならずとも興味のある
テーマでしょう。
「前向きコホート研究」と「症例対照研究」
緑茶と胃がんに関する研究を体系的に理解するために、日本人を対象とした研究を国内外の医
学論文データベースを基に検索すると、8件の「前向きコホート研究」および3件の「症例対照研究」
が見出されます[1-12](表１、表２)。
「前向きコホート研究」とは、まだ病気になっていない人達を対
象にして食生活や生活習慣などを調べておき、数年後の追跡調査で、その集団中の病気になった
人を確認して、研究スタート時点で調べた要因が病気の発症にどう結びついたかを調査する研究
です。
「症例対照研究」は、ある病気が発症した人を対象にして、その人達と性別や年齢が揃った
健康人集団を比べ、両者の生活習慣の違いなどを調査して、何がその病気の発症に関係している
かを調べる研究です。
「前向きコホート研究」の結果
「前向きコホート研究」
（表1）のうち文献[3]の研究では、男性において緑茶摂取により、胃がん
リスクが弱いながら高まることが示されました。表中に示した他の研究では、このような関連はみ
られていません。また、文献[5]の研究では、部位によって分けた場合に、女性において胃の下位の
がんでは緑茶摂取と胃がん予防との間にある程度の関連性があることが見出されました。
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表 1. 緑茶と胃がん

-日本人を対象とした「前向きコホート研究」のまとめ-

＊上向き矢印：リスクを上げる、下向き矢印：リスクを下げる。↑↑↑または↓↓↓：

[強い］関連性、リスク指

標が0.5未満または2.0より大(統計学的に有意）；↑↑または↓↓： [中程度］関連性、1) 0.5未満または2.0よ
り大(統計学的有意性なし）、または、2) 1.5より大きく2以下(統計学的に有意）、または、3) 0.5以上0.67未
満(統計学的に有意）；↑または↓：「弱い］関連性、1)

1.5より大きく2以下(統計学的有意性なし）、または

、2) 0.5以上0.67未満（統計学的有意性なし）、または、3) 0.67以上1.5以下（統計学的に有意）；-：［無関
連］、0.67以上1.5以下

(統計学的有意性なし）の 4群に分類した。

「症例対照研究」の結果
「症例対照研究」
（表2）では、緑茶摂取が胃がんに予防的に働くという関連性が弱いながら
も一貫して示されています。特に、文献[11]の研究では、一般住民を対照とした場合に強い予防
的関連があることが示唆されました。
注目すべき項目
注目される点として男女による結果の違いが挙げられます。男女別に解析した研究では、緑茶摂
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取者が胃がんリスクが低いという傾向は、一貫して男性より女性の方にみられました[1,13]。さらに、
部位による結果の違いも注目に値します。部位別に検討を行った研究では胃の入り口側の噴門部で
はなく、より下位のがんにおいて、予防効果がはっきりしています[5]。これら詳細な分析結果は「前
向きコホート研究」を複数集めた統合解析でも確かめられました[13]。
上記のような考察に統合解析[13]の結果を加えて、科学的根拠としての信頼性について評価す
ると、女性において緑茶は胃がんに対して予防的である可能性があるといえます。男性においては
関連があるとする証拠は不十分です。今後、性差や部位別の効果の差を解明していくことが、緑茶
による胃がん予防効果のメカニズムを明らかにすることに繋がると考えられます。

表 2. 緑茶と胃がん

Tajima
Kono

-日本人を対象とした「症例対照研究」のまとめ-

1985

1981-1983

40-70

1988

1979-1982

20-75

93

186
2547

139
278
Inoue

1998

1990-1995

40+

20

893

21,128

①がん抑制効果

6）
c 人に対する大腸腺腫の再発予防効果（介入試験研究）
岐阜大学

医学部

助教

岐阜大学

医学部

教授

清水
森脇

雅仁
久隆

大腸がんの前がん病変である大腸ポリープは、内視鏡切除しても再発しやすいことが知られ
ているが、緑茶の摂取によりその再発を抑制することができる。

大腸がんは、日本人にとって身近ながんの一つであり、より有効な予防・診断・治療法の開発が
求められています。大腸がんを予防するためには、食生活・生活習慣に気をつけること、喫煙や過
度の飲酒を控えること、そして適度な運動を心がけることで、
「大腸がんになりにくい体質」をめざ
すことが大切です。近年、緑茶カテキンをはじめとするポリフェノールによる発がん抑制効果（がん
を予防する効果）や抗腫瘍効果（がん組織の増大を防ぐ効果）が注目されています[1-3]。また大腸
がんの危険因子である肥満や糖尿病などのメタボリック症候群を、緑茶カテキンが改善するという
研究結果も報告されています[4-7]。
大腸がんに対する緑茶カテキンの作用
これまでに、がん細胞や実験動物を用いた基礎研究で、緑茶カテキンが
①ヒト大腸がん細胞の増殖を抑制すること
②腸管の炎症によって起こる大腸発がんを抑制すること
③肥満によって起こる大腸発がんを抑制すること
が報告されています[8-12]。これらの研究結果は、緑茶カテキンを用いた大腸がん予防の可能性を
強く期待させるものです。
この可能性を検証するために、緑茶カテキンの補充投与（サプリメント）が、内視鏡的切除後の
大腸ポリープ（腺腫）の再発を抑制するかどうかを調べる臨床介入試験が行われました。大腸腺
腫は大腸がんの前がん病変であり、大腸腺腫の切除は、大腸がんのリスクを減少させると考えられ
ています。また大腸腺腫は、内視鏡的に切除したあとも数年のうちに再発しやすいことが知られて
おり、定期的な経過観察が必要です。この臨床試験研究では、大腸腺腫の内視鏡的切除術が行
われた患者が、普段通り緑茶を含むお茶類を飲みながら、さらに緑茶抽出物（1日1.5g）をサプリメ
ントとして1年間摂取することで、大腸腺腫の再発が予防できるかどうかが検討されました[13]。
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緑茶サプリメントの効果
上述の試験の結果、緑茶サプリメントを飲んだ患者のポリープの再発率は15％であり、飲まなか
った患者の31％に比べ明らかに低下していることがわかりました。また再発した腺腫のサイズも、
緑茶サプリメントを内服した患者で小さくなる傾向が認められました（図１）。次に、日常の緑茶摂
取量と大腸腺腫の再発に関連があるかどうかを調べた結果では、1日に平均10杯以上の緑茶を摂
取した患者では、腺腫が再発しにくいことがわかりました[13]。計算すると、大腸腺腫の再発を予
防するためには、1日に約2.5gから3.0g以上の緑茶抽出物の摂取が必要と考えられます。たくさん
の緑茶を飲むことが難しい場合は、今回のようにサプリメントを上手に用いることも一つの有効な
方法です。
こうした研究によって、緑茶をよく飲むという生活習慣で、大腸腺腫やがんが予防できる可能性
が明らかになりました。日常生活において緑茶や緑茶カテキンを積極的に摂取することで、大腸腫
瘍の予防をめざしましょう。

大腸腺腫の再発率（％）

再発した腺腫の大きさ
（mm）

緑茶サプリメント 緑茶サプリメント
あり
なし

図1

緑茶サプリメント 緑茶サプリメント
あり
なし

緑茶抽出物サプリメントの投与による内視鏡的切除後における大腸腺腫の再発予防
文献[13]から改訂。* 5％の危険率で統計学的に有意な抑制効果

22

②メタボ関連疾患予防効果

1 ） 血圧調整効果
九州大学大学院農学研究院

生命機能科学部門

（独）農研機構

食品総合研究所

立花 宏文
山本
（前田）
万里
教授

・茶カテキンEGCGとメチル化カテキンは、血圧上昇に関与する物質（アンジオテンシンII）を生
成する酵素（アンジオテンシンI転換酵素）の活性を阻害することにより、血圧上昇を抑制する。
・ギャバロン茶に多く含まれるアミノ酸の一種であるγ-アミノ酪酸(GABA)や紅茶に含まれるテ
アフラビンジガレートは血圧上昇を抑制する。

高血圧などの生活習慣病は増加の一途をたどっており、いまや国民病とされています。高血圧は
腎臓病・内分泌疾患・血管系疾患など原因となる疾患のはっきりしている二次性高血圧と、はっきり
した原因を特定出来ない本態性高血圧の二つに分けられますが、大部分は原因の分かっていない
本態性高血圧です。本態性高血圧は遺伝的素因と生活習慣が複雑に絡み合って発症すると考えら
れていますが、その詳細は不明です。
血圧に対する緑茶カテキンの効果
動物試験では、緑茶カテキンの投与が血圧を低下させるとする報告があります[1-6]。例えば、高
血圧を発症しやすいラットを用いた実験では、湯のみ約10杯に含まれる量に相当する緑茶カテキン
を与えることで拡張期ならびに収縮期の血圧の上昇がともに抑制されることがわかりました[1]。ま
た、腎性高血圧ラットにおいても緑茶カテキン摂取による降圧作用が確認されています[4]。
茶成分の作用メカニズム
生体内での血圧調節には神経系や内分泌系（ホルモン）、腎臓などが関係していますが、この中、
ホルモンが関わる系では、昇圧系のレニン-アンジオテンシン系と降圧系と呼ばれるカリクレイン-キ
ニン系が重要な役割を果たしています。昇圧系において強い昇圧作用を示すアンジオテンシンIIを
産生する酵素であるアンジオテンシンI転換酵素（ACE）の阻害活性を示すものは高血圧症を改善
する医薬品になっています。試験管内の実験では、緑茶カテキンの一種であるエピガロカテキンガ
レート（EGCG）やメチル化カテキンがACEの酵素活性を阻害することが確認されています[6,7]。
また、緑茶カテキンの作用には、血管平滑筋を弛緩して血圧を降下させる働きがあるカリクレイン
が関与していることも示されています[4]。
お茶の中で血圧を調節する成分としては、緑茶のカテキン類の他にγ-アミノ酪酸（GABA）や紅
茶のテアフラビンジガレートなどが知られています。高血圧ラットを用いて行った実験で、GABA
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含量の高い緑茶として開発されたギャバロン茶を与えると、血圧が低下することが報告されていま
す[8]。ギャバロン茶は、生茶葉を窒素ガスやCO２ガスの中に置いて酸素のない状態にして保存す
ることにより、GABAの含量が20〜30倍になること[9]を利用して、緑茶用の茶葉を低酸素、低温で
貯蔵したあと製茶して生産されるものです。食塩摂取で血圧が上昇する食塩感受性ラットに、4%
食塩を含む食餌を与え、水投与群、緑茶投与群、GABA投与群に分けて4週間飼育した実験では、
GABA投与群では血中GABA濃度が他の群より高くなり、血圧は他の群より低くなっていました
[10]。
一方、紅茶も高血圧モデルラットを使った実験で、血圧上昇を抑える作用があることがわかってい
ます[1]。試験管内実験では、テアフラビンジガレートがACEを阻害することがわかっています[7]。
まとめ
ヒトを対象としたいくつかの研究[11,12]でも、お茶が高血圧を低下させる効果があることがわか
ってきていますので、高血圧と関連する疾患である血性心疾患、脳卒中、腎不全など予防にも、お
茶の飲用は効果があるものと思われます。

図１

レニン−アンジオテンシン系とEGCG・メチル化カテキンのACE活性阻害
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2 ） 血圧調節作用（人に対する効果）
（独）農研機構
九州大学大学院農学研究院

食品総合研究所
生命機能科学部門

山本
（前田）
万里
教授 立花
宏文

臨床介入試験において、緑茶や茶カテキンの摂取は高血圧を改善する効果が認められて
いる。軽症高血圧の成人を対象とした臨床介入試験では、メチル化カテキンを含む緑茶の摂
取により、通常の緑茶より強い高血圧改善効果が得られた。

茶カテキンの介入臨床試験
人間ドックで健康診断を受けた２，
３１８人を対象として緑茶飲用と高血圧の関係を調べた研究で
は、飲用杯数が多いほど高血圧者が少ないことが報告されています[1]。また、茶カテキンを投与す
る介入臨床試験では、１日600mg、１２週間の投与で高血圧が改善されることが示されました[1]。台
湾での疫学研究では、毎日湯のみ１杯程度の緑茶やウーロン茶を１年以上飲み続けている群では、
高血圧発症のリスクが低いことが指摘されています[2]。ポーランドの研究では、高血圧患者に三ヶ
月間、緑茶抽出物を約400mg摂取させることで血圧が低下することが示されています[3]。さらに、
イギリスでの研究では、メタボ男性88人を２群に振り分け、その１群に400mgのエピガロカテキンガ
レート（EGCG）入りカプセルを１日２回８週間飲用させたところ、拡張期血圧が2.6mmHg下がり、
対照群と有意な差が認められたと報告されています[4]。
メチル化カテキン含有緑茶の臨床試験
最近、抗アレルギー作用を示す緑茶ポリフェノールの一種メチル化カテキン[5,6]を高含有する緑
茶を軽症高血圧患者へ投与した結果、
「べにふうき」緑茶葉2gを熱湯抽出したもの（メチル化カテ
キン量は25 mg）を8週間飲用することで、収縮期血圧が降下することが明らかになりました[7]。
また、血圧が少し高めの成人男性10人を対象として、
「べにふうき」緑茶（メチル化カテキン
（EGCG3”Me）34mg、EGCG 126mg含有）ティーバッグの熱湯抽出物を１日２回ずつ飲用する試
験を行ったところ、飲用４週間後から血圧が低下し、８週間後では収縮期で有意な低下（平均
8.65mmHg）が認められました（図１）[7]。さらに、軽症高血圧の成人男性20人を無作為に2群に
分け、片方に「べにふうき」緑茶カプセル（EGCG3”Me :25mg、EGCG:122mg含有）、もう一方に
「やぶきた」緑茶カプセル（EGCG:151mg含有）を１日２回ずつ摂取させた試験では、摂取８週間
後の「べにふうき」群において、スタート時に比べて収縮期血圧で平均6.2mmHg、拡張期血圧で
平均3.2mmHg低下していました。この効果は、メチル化カテキンをほとんど含まない「やぶきた」
群よりも高かったことがわかりました（図２）[7]。
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図１ 「べにふうき」緑茶連続飲用の血圧に対する効果

図2 「べにふうき」緑茶連続摂取の効果

●：収縮期血圧、●：拡張期血圧、値はそれぞれ週のス
コアの平均値±SDで表す。統計処理はStudent t-test。
*:スタート時と有意差あり（P<0.05）

（群間比較二重盲検試験）
●：べにふうき緑茶、□：やぶきた緑茶、
上側（赤）が収縮期血圧、下側（青）が拡張期血圧
を示す。統計処理はStudent t-test。#:やぶきた群に
対する差あり（P<0.1）

茶成分の作用メカニズム
EGCG3”MeやEGCGは、血圧上昇に関係する酵素であるACEの活性を抑制し、その強さは
EGCG3”Me＞EGCGであり、0.1mM以上の濃度でこれら両者間に有意差が認められました（図３）
[7]。また、筋肉収縮に関係するミオシン軽鎖のリン酸化が本態性高血圧（原因不明の高血圧）を引
き起こすと考えられていますが、EGCG3”MeおよびEGCGは、このリン酸化を抑制する活性があり、
その強さはEGCG＞EGCG3”Meであることがわかりました[8]。しかし、ヒトを含めた動物が肝臓中
でEGCGから作り出すメチル化カテキンの１種であるEGCG4”Meには、このリン酸化抑制作用は認
められませんでした（図４）[8]。従って、化学構造の違いによって血圧に対する作用の仕方が異な
るものと考えられます。
最近、知的作業の負荷をかけた場合の高ストレス下に起こる血圧上昇を、テアニンやカフェイン
が抑制することが明らかになっています[9]。お茶は、様々な成分が関与して、高血圧予防の作用を
発揮するものと考えられます。
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図4

リン酸化ミオシン軽鎖レベルに及ぼす
茶葉中カテキンの影響

図3

アンジオテンシンI転換酵素（ACE）活性に

KU812細胞に各成分50µMを添加後、カルシウムイ
オノフォアA23187（5µM）で刺激後の状態をリン酸

及ぼすカテキンの影響
●：EGCG3”Me、□：EGCG、値は平均値(n=3)±SDで
表す。統計処理は、Dunnettʼs test。 *:EGCGと有意差
あり(P<0.05)。

化ミオシン軽 鎖に対 する抗 体を用いて 調 べた。
EGCG4”Me：エピガロカテキン-3-O-（4-O-メチル）
ガレート。β-Actinをコントロールとした。EGCGお
よびEGCG3”Meはリン酸化ミオシン軽鎖の量を減
少させた。
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3 ） 血中コレステロール調節効果
岐阜大学

応用生物科学部 シニア教授・教授

長岡

利

・コレステロールは、そのままの状態では腸管から吸収できないため、消化液の働きによりミ
セルと呼ばれるコロイド粒子（懸濁液）となって吸収される。茶カテキンのEGCGはコレステロ
ールのミセル化を阻害するため、コレステロールは腸管から吸収されずに排出される。
・血中のLDL濃度が高まると動脈硬化の原因となる。LDLは肝臓の細胞表面にあるLDL受
容体に結合して肝臓に取り込まれ、分解される。EGCGはLDL受容体の新規生成を促す作
用があるため、LDLの分解が進み、血中LDL濃度の上昇を抑制する。

世界の死因の第一位は心臓脳血管疾患です。血中コレステロール値や中性脂肪値の高いヒトは
心臓脳血管疾患死亡リスクが高まることがよく知られています。お茶にはさまざまな健康に良い働
きをする成分が含まれており、血中コレステロール値に影響を与える成分もあります[1]。
コレステロール、中性脂肪低下作用
実験動物において、お茶に含まれるポリフェノールであるカテキンが血中脂質（コレステロールや
中性脂肪）濃度を低下させることが知られています[2、3]。また、茶カテキン摂取により、腸管でコ
レステロールや中性脂肪の吸収が抑制されることが明らかになっています[4,5]。茶カテキンにはさ
まざまな種類がありますが、コレステロールや中性脂肪の吸収を抑制する作用が最も強力なのはエ
ピガロカテキンガレート（EGCG）です。EGCGを高コレステロール血症のラットに摂取させると、血
中コレステロール値の低下が観察されます。EGCGは腸管でコレステロールや中性脂肪の吸収を抑
制し、血中コレステロール値や中性脂肪値が低下するわけです[2-6]。コレステロールは、腸管でコ
レステロールミセルと呼ばれる微細粒子となって吸収されますが、EGCGはこのミセルができるの
を阻害し、結果としてコレステロール吸収を抑制します（図１）[4,6]。

28

図１ EGCGは、中性脂肪の腸管での吸収阻害や、コレステロールのミセル化の阻害作用を通して、
これらの脂質の血中濃度上昇を抑える。青色：阻害作用

LDL受容体に対する作用
それではEGCGは腸管のみで作用するのでしょうか？

実は、EGCG摂取により私たちの血液中

にEGCGが検出されます[7]。すなわち、脂質代謝の中心臓器である肝臓を含め、私たちの全身に
EGCGが運ばれているわけです。そこで、EGCGをヒト培養肝がん細胞の培養液に加えて細胞に対
する影響を分子・遺伝子のレベルから詳細に検討した結果、EGCGがLDL受容体（低比重リポタ
ンパク質受容体）の遺伝子発現を上昇させることがわかりました[8]。すなわち、EGCG はLDL受容
体を作るための遺伝子の働きを高めることによって、細胞表面にあるLDL受容体の量を増やすも
のと考えられます。LDL受容体は、動脈硬化を促進する作用のあるLDL（悪玉コレステロールと呼
ばれることもある）を細胞内で分解するときに、細胞がLDLを中へ取り込む段階で重要な働きをし
ています。EGCGはLDL受容体の量を増やすことによって、LDLの細胞内への取り込みや分解を
促進させ、その結果、血中コレステロール濃度が低下すると考えられます（図２）。また、EGCGは
LDLを体内で合成する際に必須であるアポリポタンパク質Bを減少させることもわかり（図２）、
EGCGはLDL受容体の量を増やし、アポリポタンパク質B量を減らすという両面の働きによって抗
動脈硬化作用を示すことが 明らかになりました[8]。
ヒトにおいて、緑茶摂取と心臓脳血管疾患を含む循環器疾患死亡リスクとの関連などが検討さ
れ、緑茶を多く摂取するほど循環器疾患死亡リスクなどが低下することが知られている点は注目に
値します[9-11]。

29

図2

EGCGは肝臓でLDLの取り込みを行うLDL受容体の量を増加させることによって肝臓細胞
内でのLDLの分解を促進し、肝臓におけるアポリポタンパク質Bの産生を抑制して、アポリポ
タンパク質B、コレステロール、中性脂肪などが成分となってできるLDLの血中濃度を下げる。
青色：阻害作用、緑色矢印：促進作用
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4 ） 動脈硬化予防効果
富士常葉大学大学院

環境防災研究科

教授

池田

雅彦

・血液中に必要以上のコレステロールがあると、これを運ぶLDL濃度も高まる。LDL濃度が
高まると、一部のLDLは酸化LDLに変化して動脈硬化巣（プラーク）形成の基となる。茶カ
テキンは、LDLの酸化を抑制することによりプラーク形成を予防する。
・プラークが大きくなり破裂すると、そこに血小板が凝集して血栓ができ、心筋梗塞や脳梗塞
の原因となる。EGCGやECGは、血小板凝集を抑制する作用を通して血栓ができるのを抑え、
動脈硬化の進展を予防する。

動脈効果の成り立ち
私たちの身体は60兆個の細胞からできています。コレステロールは細胞膜の構成成分であり、ス
テロイドホルモンや胆汁酸、ビタミンDの材料となる重要な物質です。悪玉コレステロールと呼ばれ
ることもある低比重リポタンパク質（LDL）は、このコレステロールを肝臓から血管を通り末梢組織
へ運ぶ重要な役割をしています。末梢組織は、コレステロールを十分取り込むとそれ以上コレステロ
ールを取り込みません。そのため、必要以上のコレステロールがあると血液中のLDL濃度が上がっ
てきます。長期間LDLが血液中にあると、LDLは内皮下に浸潤し酸化されて酸化LDLとなります。
この酸化LDLは血管の一番内側にある内皮細胞を傷害し、血小板の凝集を促進し、血栓ができ
やすい状態にします。そこで血液中の白血球の一種の単球が酸化LDLを見つけるとそこへ集まり、
マクロファージに分化し酸化LDLを食べて除去します。マクロファージは、生体内に侵入した細菌
やウイルスなどを捕食する細胞です。マクロファージは酸化LDLがなくなるまで食べ続けるため、食
べきれないと泡沫化細胞となり最終的には死んでしまいます。このとき中膜平滑筋細胞も内膜に遊
走してきて酸化LDLを食べますが、これらも泡沫化細胞となり、最終的には死んでしまいます。つま
りコレステロールをたくさん食べたマクロファージの死骸が血管内（内皮下）に残るのです。これが
動脈硬化巣（プラーク）形成の始まりです。プラークが大きくなり破裂すると内皮細胞が傷害され、
そこに血小板が凝集し血栓ができます。そして血管内腔が非常に狭くなったり、完全に閉塞される
と、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞などが発症します［1,2］
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茶カテキンのLDL酸化抑制作用
動脈硬化の発症・進展の抑制には、血中LDLの濃度を下げることはもちろんですが、LDLの酸
化を抑制することや血小板の凝集を抑制することが重要であると考えられます。緑茶に含まれるカ
テキン類は強い抗酸化活性をもつことが知られています［3］。ブタ血液よりLDLを調製し、銅イオ
ンがある状態でLDLを酸化する実験を行った結果、カテキン類、特にエピガロカテキンガレート
（EGCG）やエピカテキンガレート（ECG）がLDLの酸化を強く抑制することがわかりました［4,5］。
また血栓の形成に重要な働きをする血小板をウサギ血漿から分離し、血小板の凝集反応を引き起
こす薬剤であるトロンビンを加えて調べると、EGCGやECGを加えることによってこの血小板凝集
を強く抑制することがわかりました［6］。次に、緑茶より抽出したカテキン類（ポリフェノンE、
EGCGを約60%含む）300mgをヒトに朝夕1日2回、1週間与え、ポリフェノンEを与える前後に採血
して、“LDLの酸化され易さ”を調べたところ、ポリフェノンEを摂取する前に比べて、摂取後では
LDLが酸化されにくくなっていることがわかりました。このとき血中にEGCGが検出され、また抗酸
化作用を持つβ-カロテン濃度が有意に上昇することもわかりました［7］。
大動脈中のコレステロールや脂肪に対する茶カテキンの効果
さらに、動脈硬化を発症するマウス（アポリポプロテインE欠損マウス）にポリフェノンEの0.08%
水溶液を14週間飲ませると、大動脈の動脈硬化巣の面積が小さくなり、ポリフェノンEにより動脈
硬化の進展が抑制されることがわかりました［8］。この時、動脈硬化に関連する大動脈中のコレス
テロール含量や脂肪含量も低下することが認められ、緑茶カテキン摂取が動脈硬化進展予防に有
効であることが示されました。
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まとめ
上述のことから、緑茶を飲用すると、カテキン類が消化管から吸収されて血中に入り、LDLの酸
化や血小板の凝集を抑制する結果、動脈硬化の発症・進展を予防する効果があると期待できます。
体内に吸収されたカテキン類は、比較的速やかに腎臓から尿中に、または肝臓から糞中に排出さ
れてしまいます［9,10］。カテキン類の血中濃度を維持するためには、なるべく間隔を短く、一日に複
数回、緑茶を飲用することが必要です。
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5 ） 肥満予防効果
静岡大学

農学部

准教授

茶山

和敏

緑茶には脂肪細胞が増殖するのを抑えたり、脂肪の分解を促す作用があり、体内への脂
肪の蓄積を抑制する。緑茶の主要成分であるカテキンとカフェインの２つの成分を組み合わ
せて摂取すると、これらの効果が効率よく得られる。

肥満はメタボリックシンドロームの主な原因
近年、日本でも脂肪が多い西洋型の食生活が一般的になっており、その結果、社会問題にもなっ
ているメタボリックシンドロームの患者が増えています[1]。このメタボリックシンドロームの主な原
因は肥満です。肥満になると高脂血症や高血圧などになり、糖尿病へと進展します。さらに、動脈
硬化症にもつながり、その結果、死につながる心筋梗塞や脳卒中などの疾患が引き起こされます。
日本でも、すでに成人の５人に１人が肥満であると言われていますので、健康な生活を送るのに、
肥満の予防が大変重要であることは言うまでもありません。
緑茶とその成分であるカテキンとカフェインは肥満抑制効果を持つ
緑茶には肥満抑制作用（脂肪蓄積
抑制作用）があることがマウスを用い
た実験で確認されています。緑茶粉末
を２％混ぜた餌をマウスに４ヶ月間与
えたところ、餌を食べる量が変わらな
いのにも関わらず、普通の餌を与えた
マウスと比べて、お腹の中の脂肪の量
が約60％も少なくなっていました。そし
て、血液中や肝臓中の脂肪の量も顕著
に減少していました[2]。その後、さらに
、緑茶の主要成分であるカテキンとカ
フェインの２つの成分を組み合わせる
ことによって、緑茶と同様の顕著な脂
肪蓄積抑制作用を示すことがわかりま
した[3]。
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この抑制メカニズムとして、カテキンとカフェインの両方の組み合わせが、体内での主要な脂質の
代謝器官である肝臓において、脂肪酸の合成を行う酵素の作用を弱めて脂肪合成を抑制し、また、
脂肪分解に関わる酵素の作用を高めることにより脂肪の分解を促進するという両面の作用が関係
していることがわかっています[4]。
一方、脂肪組織に対しては、カテキンとカフェインの組み合わせによって、脂肪細胞の増殖が抑え
られ、また脂肪分解の促進や脂肪細胞内の熱産生機能が促進されることが判明しています[5]。さ
らに、緑茶成分の摂取と運動を併用することによって、効率よく脂肪が消費され、肥満が抑制され
ることもわかりました[6]。これらの結果は、普段の生活の中で緑茶を積極的に飲み、且つ適度な
運動を行うことによって、無理な食事制限を行わなくても適切な体重維持が可能であることを示し
ています。
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6 ） 人に対する肥満予防効果
花王株式会社

研究開発部門

研究主幹

時光

一郎

人を対象とした茶カテキンの摂取による体脂肪率低減効果の検証は、これまで延べ1,000
人以上の被験者を対象に実施されており、多くの研究でその有効性が確認されている。

近年、高濃度茶カテキンを継続して摂取すると、体内の脂質代謝活性が高まり、エネルギーとし
て脂肪を消費しやすくして、体脂肪を低減させる効果があることがわかってきました。
茶カテキンの体脂肪低減効果の検証
茶カテキンの継続摂取により体脂肪低減効果が認められるかどうかの検証に関しては、多くの
報告があり[1-13]、現在までに、
①有効摂取量は500〜600mg／ヒト／日であること
②（内臓脂肪の多い）肥満気味のヒトで有効であること
③男女とも有効性を確認していること
④摂取中止後もリバウンドは起こらないこと
⑤身体所見・血液所見において問題となる所見は認められないこと
が報告されており、被験者数が延べ1,000名以上に及ぶ検証が行われています。
具体的なヒト介入実験の1つとして、肥満気味の男女80名を2群に分け、食生活および運動量を
日常生活そのままに維持した状態で、普通の緑茶飲料（コントロール飲料）
または高濃度茶カテキン
を含む緑茶飲料のどちらかを1日1本、12週間継続して飲用して比較する研究が行なわれました。
その結果、高濃度茶カテキン飲料を継続して飲んだ群は、普通の緑茶飲料を飲んだ群に比べて、
体重、BMI（体格指数）、腹部脂肪量（内臓脂肪量、皮下脂肪量）が減少することが明らかになり
ました[4]。
茶カテキンの働き
茶カテキンの作用メカニズムについての研究としては、
①高濃度の茶カテキンを継続して摂取することによって、日常活動時の脂肪燃焼量や食事から摂
った脂肪の燃焼量が増大すること[14,15]
②肝臓や筋肉での脂質代謝が活発になること[16]
が確認されています。こうしたことから、茶カテキンの働きにより脂肪がエネルギーとして消費され

36

やすくなるため、体脂肪が減少すると考えられます。肥満、メタボリックシンドロームの予防・改善
には、運動習慣や食生活等の生活習慣の改善が重要ですが、その実践が難しいことも事実です。
お茶は毎日無理なく摂取できるので、生活習慣改善の一つのきっかけとして役立つことが期待さ
れます。
以上のように、肥満の予防・改善効果に関して、科学的検証が積み重ねられてきたお茶には大き
な可能性が秘められています。緑茶中の生理活性成分、中でも茶カテキンの日常的な継続摂取が、
体脂肪の低減を通して、高血糖、高脂血症、高血圧といった各種の生活習慣病リスクを低減し、更
には動脈硬化性疾患の予防に寄与することが期待されます。
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②メタボ関連疾患予防効果

7 ） 糖尿病予防効果
静岡県立大学

食品栄養科学部

助教

三好

規之

糖尿病は慢性的に血糖値が高くなる病気で、網膜症、腎症、神経障害などの原因となる。
緑茶には血糖値の上昇を防ぐ効果がある。これは、茶カテキンのEGCGに、①消化液に含ま
れるでんぷんから糖を作る酵素（α−アミラーゼなど）を阻害し、グルコースの生成を抑制す
ることで小腸からの糖吸収を抑えて血糖値の上昇を防ぐ、②骨格筋や脂肪組織における血液
中の糖の取り込みを促して血糖値を低下させる、③インスリン（血糖値を下げるホルモン）を
産生する膵臓β細胞を保護してインスリンの分泌を促進する、④肝臓での新たな糖の生成
（糖新生）を抑制して血糖値の上昇を抑える、などの作用があることによる。

糖尿病は、食後の高血糖や高血糖状態の慢性化など血糖値が病的に高い値を示す病態です。
糖尿病にはいくつかのタイプがありますが、わが国の糖尿病の約9割が食事や運動など様々な生活
習慣に起因する2型糖尿病です。高血糖状態を治療せずに長期間放置すると、毛細血管の障害が
起こり、網膜症、腎症、神経障害などの糖尿病合併症の起こる頻度が高くなります。緑茶の飲用は
一般的に健康に良いとされており、生活習慣病の“代表格”である糖尿病に対する効果も例外では
ないようです。
試験管内試験および動物実験
緑茶抽出物や緑茶成分のエピガ
ロカテキンガレート（EGCG）など
は、α−アミラーゼやα−グリコシダ
ーゼの活性阻害、小腸でのグルコ
ース吸収阻害、膵β細胞からのイン
スリン分泌促進、末梢組織のインス
リン感受性改善、肝臓における糖
新生（アミノ酸などの糖以外の物質
から体内でグルコースを作ること）
の抑制などを通して抗糖尿病作用
を示すことが培養細胞や実験動物
を用いた解析から明らかになってき

図１

抗糖尿病作用に関する種々の臓器への緑茶成分の作用

ています（図1）。
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α−アミラーゼやα−グリコシダーゼは食事中のでんぷんや砂糖などからグルコースを体内で産
生するのに必要な酵素なので、これらを阻害すると、グルコースの産生が抑制され、血糖値の上昇
も抑制されるので、糖尿病の進行を抑えることになります[1, 2]。小腸でのグルコース吸収阻害も血
糖値上昇抑制につながります[3]。
インスリン分泌を促進したり、インスリン感受性を上げることは、組織へのグルコースの取り込み
を促す結果、食後上昇する血糖値を素早く下げることになります。ラットから摘出した脂肪細胞を
培養し、そこへ緑茶、紅茶、ウーロン茶成分を添加すると、脂肪細胞が細胞内にグルコースを取り込
む作用が高くなり、インスリン様の活性を示しました[4]。この活性を示す主要な成分が緑茶とウー
ロン茶の場合はEGCGであり、紅茶ではEGCGに加えてタンニン、テアフラビンであることが詳細
な分析より明らかとなっています[4]。また、糖尿病ではインスリンを分泌する膵臓のβ細胞が様々
な要因により損傷を受け、最悪の場合死滅していきますが、EGCGはこの膵β細胞の損傷に対して
保護作用を示すことがわかってきました[5]。さらに、ラットにEGCGを長期間（8週間）飲ませた後
に、薬剤投与で膵β細胞を破壊し、強制的に糖尿病を発症させた場合も、EGCG非投与ラットに比
べて血糖値の上昇が抑えられたことから、日常的な緑茶の飲用が糖尿病予防効果を示す可能性が
あります[6]。
緑茶やEGCGの糖新生抑制作用に関しても、多くの報告があります。ラット正常肝細胞や肝がん
細胞の培養系にEGCGを添加すると、糖新生に関わる酵素を作るための遺伝子の反応が抑制され、
酵素量が減少することが明らかになりました[7,8]。これはインスリンに似た作用と言えます。動物
実験においても、
マウスに緑茶粉末やEGCGを与えると、細胞を使った実験と同じような結果が得
られました[9]。この分子メカニズムとして、EGCGなどの緑茶成分が、糖新生に関係する特定の転
写因子（遺伝子の情報を伝えるときに調節的に働くタンパク質）の量を抑える結果、糖新生酵素の
量が減り、グルコースの産生量が減少する、ということが考えられます[10]。
ヒトを対象とした研究
ヒトを対象とした緑茶の抗糖尿病作用に関する研究も、いくつか報告されています[11-15]。日本
人を対象とした疫学調査研究において、緑茶摂取が2型糖尿病発症リスクを減らすという結果が出
ています[12]。また、静岡県に住む血糖値が高めの60人（年齢32-73歳、男49人、女11人）が緑茶抽
出物を摂取したところ、糖尿病診断の指標の一つである血中ヘモグロビンA1c（HbA1c）値が有意
に低下したという結果もあります[14]。一方、アメリカにおける研究では、6カ月以上の糖尿病の病
歴のある患者にカテキンやテアフラビンを含むカプセルを3ヵ月間摂取させても、HbA1c値に対す
る有意な抑制効果は認められませんでした[15]。
このようにヒト試験では、扱う集団の人種や性差、年齢、生活習慣など様々な遺伝的要因・環境
要因や、茶の成分、濃度、飲用期間、頻度などが複雑に影響しているため、緑茶の有効な作用が
認められない場合があります。こうしたことを考慮して、今後、茶の抗糖尿病作用に関する科学的
証拠を積み重ね、ヒトに対する緑茶の抗糖尿病効果を検証していく必要があります。糖尿病は肥
満症や動脈硬化症などの他、肝臓がんや大腸がんなどのリスクを高めるので、習慣的な緑茶の飲
用は様々な疾患の一次予防に役立つことも期待できます。
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②メタボ関連疾患予防効果

8 ） 人のメタボ予防効果
静岡県立大学

名誉教授

伊勢村

護

臨床介入試験において、緑茶または茶カテキンの摂取により、体重、BMI、腹囲、腹部脂肪
などの減少が認められている。

メタボリック症候群（メタボ）
2005年に作られたわが国のメタボリック症候群（メタボ）の診断基準では、へその高さの腹囲が
男性で85ｃｍ以上、女性では90ｃｍ以上で、さらに次の3つの症状のうち2つ以上が当てはまる場
合にメタボと診断されます。
①中性脂肪150mg/dl以上、ＨＤＬコレステロール40mg/dl未満のいずれかまたは両方。
②血圧が上で130mmHg以上、下で85mmHg以上のいずれかまたは両方。
③空腹時血糖が110mg/dl以上。
メタボは肥満を基礎とした上に生活習慣病が重なり、心筋梗塞や脳梗塞など、動脈硬化による
病気の進行を著しく高めるものです。
メタボに関する臨床介入試験
メタボ診断基準に含まれる各々の疾病の予防がメタボ予防につながりますので、
「脂を洩らす」
と貝原益軒の養生訓にも記された緑茶が、これらにどのような効果をもたらすのかが検討されて来
ました[1]。緑茶や緑茶カテキンの肥満抑制効果については、動物実験で効果あることがわかって
いますが[1-4]、ヒトに対する臨床介入試験においても、その効果が実証されてきています[3-8]。
例えば、肥満指数BMIが高めの20〜65歳の男女 195人を対象として行われた介入試験では、試
験開始後12週で、カテキン配合飲料群の体重、BMI、腹囲腹部総脂肪面積、内臓脂肪面積が試
験開始時より低下し、プラセボ（偽薬）飲料群（コントロール群）と比較しても低値であることが明
らかになっています[4,5]。アメリカにおけるメタボ患者を対象とした研究で、緑茶飲料摂取群（13
人）と緑茶カテキン摂取群（10人）において、8週間後の体重、BMIが水摂取群に比べて減少し、さ
らに緑茶飲料摂取群では、血中脂質酸化指数の減少も認められました[7](表１)。高齢のメタボ患
者を対象としたブラジルにおける研究では、60日間緑茶飲用した場合に、体重、BMI、腹囲の減少
が認められています[8]。
一方、イギリスにおける研究では、40〜65歳の肥満男性に400 mgのエピガロカテキンガレート
（EGCG）を含むカプセルを1日2回、8週間摂取させた場合、拡張期血圧が低下したが、インスリン
抵抗性など他のメタボ関連指数には影響がなかったとの結果が出ています[9]。疫学調査研究にお
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いては、1,902 人の40歳以上の日本人男女を対象とした研究で、緑茶飲用は血圧、腹囲、空腹時血
糖値、脂質指標などに影響がなく、メタボ罹患との間には相関関係が見られませんでした[10]。また、
554人の成人を対象とした徳島県におけるコホート研究でも、同様の結果が出ています[11]。これ
らの研究では、コーヒーの飲用はメタボ罹患リスクを下げることが認められました。
まとめ
疫学調査研究では、緑茶飲用がメタボを予防したり、改善したりするという結果が出ていません
が、臨床介入試験では、緑茶の効果がかなり明確になって来たと言えます。今後の更なる臨床介入
試験の結果が待たれます。

（％）
（inch）
（mmHg）

（mmHg）

表１

緑茶または緑茶抽出物摂取者の健康指標の変化 [文献7より抜粋]

緑茶飲料摂取群（11人）および緑茶抽出物摂取群（7人）の測定値を水摂取群（コントロール）
とペアを作って比較した。体重、BMIで統計的に有意な減少が認められ、また、他の多くの項
目でも、減少傾向が認められた。*p<0.05, **p<0.01
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③肝機能保護効果

1 ） 肝炎・肝繊維化抑制作用
山形大学

地域教育文化学部

助教

鈴木

拓史

・肝臓に強い炎症が起こったり、炎症が持続したりすると、肝硬変や肝がんの前段階である
肝繊維化が始まる。緑茶カテキンは炎症に関わるタンパク質やコラーゲンの生成を抑制して、
肝炎や肝繊維化を抑制する作用があり、肝炎の進行を抑える。
・肝臓での活性酸素の増大は細胞に障害を引き起こして肝炎の原因となる。EGCGは活性
酸素を除去する抗酸化作用を持ち、肝炎を予防する。

肝

炎
私たちが耳にする肝炎のほとんどがウィルス性肝炎です。その他にはアルコール性肝炎、非アル

コール性肝炎などがあります。ウィルス性肝炎には感染したウィルス別にいくつかの種類が存在し、
特にわが国ではA型、B型、C型肝炎の罹患者数が大半を占めています。すべての肝炎で共通する
症状は肝臓における急性あるいは慢性的な炎症です。この炎症状態が長期間持続した場合、ある
いは短期間でも高度な炎症が起こった場合に、肝細胞が障害を受け、障害を受けた箇所にコラー
ゲンが蓄積されて肝臓の繊維化が始まります。その後、肝硬変へと進行し、最終的に肝がんへと
進行します。それゆえ、いかに炎症を予防するか、炎症状態を早期に緩和させるかが肝炎予防・治
療の鍵となっています。
緑茶の肝炎予防作用
緑茶成分による肝炎予防効果を証明するための研究として、ウィルス性肝炎の病態に類似した
肝炎を人為的に誘発させたモデル動物を用いた研究が行われてきました[1-7]。これらの研究では、
水を自由摂取させた動物と、予め緑茶抽出物を含む飲料を自由摂取させた動物を比較し、薬剤誘
発性肝炎の発症にどのような影響があるかについて検証されています。例えば、緑茶抽出物飲料
を摂取したラットでは腫瘍壊死因子（TNFα）やインターロイキン-1β (IL-1β)といった炎症を促進
するタンパク質の肝臓における遺伝子発現が低下し、その結果、それらの血中タンパク質濃度も低
下することが明らかになっています[3]。また、病理組織化学的観察においても、肝障害が顕著に
抑制されていることがわかりました（図1）[3]。同様の実験系を用いて長期間の緑茶摂飲の影響を
調べた研究では、緑茶抽出物飲料を摂取することにより慢性的な肝炎から進行する肝繊維化が
顕著に抑制されることが明らかになりました。このとき、組織の繊維化を促進する因子であるコラ
ーゲンやTGF-βというタンパク質の遺伝子発現が有意に減少していることから、緑茶がこれらの
肝繊維化を促すタンパク質の遺伝子の働きを抑制することによって肝繊維化を抑えると考えられま
した [5]。
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図１

緑茶成分摂取の薬剤誘発性肝炎発症予防効果

肝臓切片を病理組織学染色法（HE染色法）により染色した組織像。正常（コントロール）動物
[Group I ]、ガラクトサミン（GalN）を投与した動物

[Group II ]、緑茶成分摂取+GalN投与動物

[Group III]、緑茶成分摂取動物 [Group IV]。肝炎を引き起こすGalNを投与した動物では肝細胞
の壊死ならびに炎症細胞（炎症を引き起こしたり悪化させる細胞）の浸潤が観察された（中上、右
上）。図中の矢印は炎症細胞の浸潤箇所を示す。一方、予め緑茶成分を摂取させた動物では軽度
の炎症細胞の浸潤が観察されたが、その状態はGroup IIと比較して顕著に緩和された（左下）。
緑茶摂取そのものの影響は見られなかった（右下）。[引用文献3より]

茶カテキンの抗酸化作用
カテキン類の中でも特にエピガロカテキンガレート（EGCG）は強力な抗酸化作用を有していま
す。抗酸化作用とは体内で生成される活性酸素種（ROS）を速やかに除去する作用で、ROSが体
内で大量に発生した場合、酸化ストレスによって種々の細胞に重篤な障害が引き起こされることが
わかっています。とくに肝臓におけるROS量の顕著な増加による酸化ストレス障害が肝炎の原因で
あると考えられています。この酸化ストレスを強い抗酸化能を有するカテキン類が緩和することによ
り肝炎の予防や病態進行を抑制することも証明されています[8, 9]。これらの研究結果から、緑茶
摂取は肝炎の発症予防ならびに肝硬変への進展予防効果を持つと考えられます。
緑茶成分の過剰摂取による弊害
緑茶成分を含むポリフェノール類の過剰摂取は肝臓の解毒機構に負担をかけるだけではなく、
炎症を促進するタンパク質の量を増加させ、逆に肝機能障害を引き起こす可能性が示唆されてい
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ます[10, 11]。例えば、高濃度のEGCG（1500 mg/kg）を摂取させた動物では、肝障害の指標のひ
とつとなるアラニンアミノトランスフェラーゼと呼ばれる酵素の血中濃度が著しく増加し、さらに酸
化ストレス障害の指標も増加しました[10]。それゆえ、緑茶成分の過剰摂取には十分注意を払う必
要があります。
最後に、近年、多種類の食品由来のサプリメントが販売されています。それらのほとんどは有効
成分を濃縮した形となっており、由来となっている食品から摂取するよりも簡便に有効摂取量を補
うことが可能です。このような製品は健康寿命の延長に繋がると期待されますが、場合によっては
健康を害する作用が出る可能性もあるので、正しい情報、正しい知識を持って有効的に活用し、
過剰摂取しないように心がけることが必要です。
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③肝機能保護効果

2 ） C型慢性肝炎治療効果
掛川市立総合病院

消化器内科

医監

鮫島

庸一

・C型慢性肝炎になると体内に鉄が貯まりやすくなる。鉄過剰はインスリン抵抗性（糖尿病状
態）や肝臓の脂肪化をもたらし、これらが進行すると肝炎の治療に用いるインターフェロンの
治療効果を低下させる。緑茶は、鉄の吸収を阻害し、肝脂肪化を改善する作用があり、鉄過
剰が招く肝炎治療効果の低下を防ぐ。
・茶カテキンは、抗ウイルス作用を持ち、C型肝炎ウイルスの肝細胞への侵入を防ぐとともに、
肝細胞内での増殖を抑制することにより、C型慢性肝炎の発症や悪化を予防する可能性が
ある。

C型慢性肝炎と鉄過剰
C型慢性肝炎にかかると、体内に鉄が貯まりやすくなります[1]。鉄過剰になると、酸化ストレス
状態が進み、治療を加えても反応しにくくなり、また発がんに至る病変が促進されます[2]。C型慢
性肝炎を患うと、肝臓に脂肪が貯まったり、インスリン抵抗性（糖尿病状態）になります[3]。C型慢
性肝炎の原因療法は、現在のところインターフェロンだけですが、鉄過剰の状態になると、インター
フェロン抵抗性となって治療効果が低下します[4]。血液を除去する治療（瀉血しゃけつ）を行うと、鉄
分を取り除くことができるので、この治療法はインターフェロンが効果のないC型慢性肝炎に対する
安全で有効な治療法となっています[5]。また鉄制限食も有用です。鉄の吸収阻害として緑茶の積
極的な摂取が推奨されています[6]。
茶カテキンの効果
非A非B肝炎（現在のC型肝炎に相当）において、カテキンが有効だったとの報告があります[7]。
日本人に多いがんの一つである肝がんの主要な原因はＣ型肝炎ウイルス感染です。厚生労働省の
統計では、静岡県西部は肝がんの標準化死亡比が低値です[8]。この地域は緑茶の大生産地であ
り、緑茶は住民に普段から多く飲まれ、また、安全です。最近、カテキンがC型肝炎ウイルスの肝細
胞への侵入を防ぎ[9]、肝細胞内での増殖を抑制する[10]ことが報告されました。緑茶は、抗ウイル
ス性を発揮すると共に、C型慢性肝炎における鉄毒性・酸化ストレスなどの肝病変増悪因子を軽減
し、インターフェロン抵抗性を改善し、治療効果を高める可能性があります。
茶カテキンの臨床試験
1型超高ウイルス量（>850KIU/mL）で、肝生検によって組織学的に証明された難治性Ｃ型慢性
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肝炎を対象とし、通常のインターフェロン／リバビリン療法に、
「やぶきた」緑茶粉末6ｇを同期間併
用する治療法が考案されました。インターフェロン療法は、貧血・食欲不振・全身倦怠感など副作
用が強く、しばしば治療の中止・減量に追い込まれるほど大変つらい、かつ医療費が高額となる治
療です。
緑茶を併用した症例では、重篤な副作用はなく、全ての患者が治療を完遂し、服薬順守率も保
たれていました。開発治験時の完治率は16%でしたが、これと比較して本療法では9例中5例、
56%と有意に高い完治率でした。緑茶費用は総治療費の0.5%以下であり、費用対効果に優れてい
ました[11]。
その後、治療効果を高める製剤上の工夫として、ポリエチレングリコールを組み込んだペグインタ
ーフェロンが登場しました。難治性Ｃ型慢性肝炎に対し、ペグインターフェロン／リバビリン／緑茶
併用療法が行われました。患者は、治療開始4週前より緑茶粉末6ｇ内服を始め、これを治療終了
まで続けました（図1）。4週間の緑茶粉末の投与により、抗メタボリックシンドローム・長寿ホルモ
ンといわれるアディポネクチンの産生が上昇しました。濃度が15μg/mL未満の患者では、緑茶投
与により有意に上昇しました。上昇しなかった群においては、完治率が低いことが判明しました
（図2）[12]。また、肝臓の組織学的検査を行った結果、肝細胞核の酸化ストレスマーカーの染色
性が高いほど、インターフェロン治療抵抗性であることが判明し、酸化ストレスの程度が治療効果
に関係していることがわかりました[13]。

図１

治療スケジュール

図2

緑茶粉末服用は、アディポネクチン濃度を高め、
インターフェロン治療効果を高める。

以上の結果、緑茶の併用が、C型慢性肝炎のインターフェロン／リバビリン療法の安全性と有効
性を高めることがわかりました。緑茶の併用は、①鉄毒性・酸化ストレスを緩和する、②アディポネ
クチンを増加させる、③脂質代謝を改善する、④インスリン抵抗性を減らす、⑤C型肝炎ウイルスの
侵入・増殖を抑制するなどの作用などを通じてインターフェロン抵抗性を改善する、と推定されます。
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今後の展望
最近、欧米の研究でコーヒーの摂取が、肝がんのリスクを減らす、インターフェロン治療効果を高
める、さらには全死亡リスクを改善することが報告されました[14-16]。世界に先駆けて少子超高齢
化社会に突入し、財政破綻寸前のわが国において、緑茶の摂取が①C型慢性肝炎などの治療に有
効である、②肥満に伴う脂肪肝・メタボリックシンドローム・非アルコール性脂肪性肝炎などの生活
習慣に関連した肝疾患を予防する費用対効果に優れた生活習慣である、さらに③お金をかけずに
健康寿命を得るのに寄与することなどを証明するために、ランダム化無作為試験や大規模な栄養
疫学研究を早急に構築する必要があります。
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④

老化抑制効果
静岡県立大学

薬学部

准教授

海野けい子

・体内ではさまざまな活動に伴って活性酸素が発生するが、通常は抗酸化酵素によって速や
かに分解される。このバランスが崩れて活性酸素が蓄積するとその酸化傷害により脳の萎縮
や記憶能の低下など老化が促進される。茶カテキンには抗酸化作用があり、この作用によっ
て酸化傷害が抑えられ、老化の進行が抑制される。
・精神的なストレスは老化を促進する。茶に含まれるテアニンは、脳内で興奮を伝達するグルタ
ミン酸の過剰放出を抑制することによってストレスを低減させる作用があり、老化を抑制する。

老化の制御と健康長寿
日本人の健康寿命（日常的に介護を必要としないで、自立した生活ができる生存期間）は、2010
年の時点で男性が70.4歳、女性が73.6歳であることが厚生労働省より報告されました。日本人の平
均寿命は男性が79.4歳、女性が85.9歳であることから（2011年、厚生労働省）、この平均寿命と健
康寿命との差（9〜12年）をいかにして短くするか、ということが超高齢化社会となったわが国にお
いて重要な課題です。
「老化」は病気とは考えられていませんが、がんや生活習慣病、心血管疾患、認知症など加齢に
伴い患者数が増大する加齢関連疾患において、
「老化」はその危険率を増大させる促進因子であ
ることから、
「老化を抑制すること」は、健康寿命の延長に大きく寄与すると考えられます。老化の
原因は主に生体の機能低下によりますが、様々な環境要因や栄養条件などが老化の進行に影響を
及ぼすと考えられています。例えば、
「腹八分目」が健康に良いことは昔から言われていたことです
が、サルを用いた実験で、食事量を減らすことにより寿命が延長し、がん、心血管疾患、糖尿病など
が減少することがわかりました[1]。摂取カロリーを制限することによる老化予防のメカニズムの一
つとして、長寿遺伝子と呼ばれる遺伝子が活性化されることが考えられています[2, 3]。
緑茶カテキンの老化予防作用
老化を促進させる一因として、活性酸素(ROS)による酸化傷害の蓄積が重要であることが指摘さ
れています。細胞がエネルギーを産生する過程でミトコンドリアからわずかにROSが出てきますが、
通常これらは抗酸化酵素によって速やかに処理されます。しかしこのバランスが崩れると、酸化傷害
が蓄積し細胞に傷害を及ぼすようになります。緑茶に含まれているカテキンは強い抗酸化作用を有
することから、生体における酸化傷害の蓄積を抑制する作用があると期待されます。
実際、脳の老化に焦点を当て、緑茶カテキンの老化予防効果を検討したところ、加齢に伴う脳の
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図１

緑茶カテキン摂取による記憶力の低下抑制

老化促進モデルマウスは、加齢とともに記憶力が衰える。マウスが暗いところを好む
性質を利用し、暗室に入ったら電気ショックを与えて、マウスに「暗室は危険」を学習さ
せた。その１ヶ月後に同じ試験を行い、
「暗室は危険」を覚えているかどうか検査した。
緑茶カテキンを含む水を毎日自由摂取させたマウス群（緑色）では、通常の水を摂取さ
せた同月齢のマウス群（灰色）に比べ、記憶能の低下が抑えられた。

萎縮や、学習・記憶能の低下が抑制されることが動物実験で明らかとなりました(図１)[4-6]。脳だけ
でなく、肝臓や腎臓においても緑茶カテキンの摂取により酸化傷害が抑制されることが見いだされて
いますので、緑茶カテキンの摂取は身体全体の酸化還元のバランス改善に有益だと考えられます。身
体の中でROSは常に発生していますので、食後や休憩時にこまめに緑茶を飲むことは、酸化傷害の
蓄積予防に有効だと思われます。
緑茶成分テアニンの抗ストレス作用
現代はストレス社会と言われ、多くの人が何らかのストレスを抱えています。適度なストレスは良
い効果を及ぼしたりもしますが、長期にわたるストレスは「うつ」や心血管疾患の引き金となるだけ
でなく、老化にも促進的に作用すると考えられています。対人関係に由来するような社会心理的スト
レスを、実験動物に長期にわたり与えたところ、寿命が顕著に短縮し、また脳の萎縮や学習能の
低下など、脳の老化が促進されました[7]。このことから、精神的なストレスも老化を促進すること
がわかりました。しかし、緑茶や紅茶に含まれているテアニンというアミノ酸を摂取していると、スト
レスが与えられても寿命の短縮や脳機能の低下が抑制されました[7]。このことからテアニンは、ス
トレスを軽減することにより老化を抑制する作用があることが明らかとなりました。テアニンは細胞
表面にあるグルタミン受容体と呼ばれるタンパク質に結合して、興奮性神経伝達物質であるグルタ
ミン酸の脳内における濃度を減少させることが報告されていることから[8]、グルタミン酸の過剰放
出を抑制することにより、抗ストレス作用を発揮するのでないかと考えられます。
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ヒトを対象とした研究
上に述べたテアニンの作用は、緑茶カテキンやカフェインによってある程度打ち消されてしまうの
で[9]、テアニンの効果を期待する場合は、テアニンを多く含むお茶や、テアニンのサプリメントの利用
なども有効だと考えられます。実際、テアニンを多く含む緑茶粉末のカプセルを服用した高齢者で、
認知機能に改善が見られたことが報告されており[10]、今後の研究の進展に期待が持たれます。
「老化」には様々な因子が関与していることから、そのメカニズムはまだ完全には解明されていま
せん。また、組織により老化の進行や原因も異なることが考えられますが、少なくとも緑茶に含まれ
ているカテキンやテアニンには、脳の老化を抑制する作用があるといえます。
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⑤脳機能調整効果

1 ） 認知症予防効果
静岡県立大学

薬学部

准教授

海野けい子

アルツハイマー型認知症は、脳内でのタンパク質の代謝において、正常時とは異なる酵素
（βセクレターゼ）が活性化されてアミロイドβと呼ばれるタンパク質が蓄積する。EGCGは
正常時に働く酵素（αセクレターゼ）を活性化させる効果があるため、アミロイドβの蓄積を
抑制して認知症を予防する。

認知症
わが国においては急速に高齢者が増加しつつあり、2012年の時点で認知症の高齢者が300万人
を越えたことが厚生労働省の推計により示されました。また、2020年には400万人を越えると見込
まれており、認知症対策は急務の課題です。認知症は、一旦正常に発達した認知機能が、脳の萎
縮や脳血管障害によって著しく低下し、新しい体験を覚える能力に障害が起こり、人、時間、場所
など回りの状況を正しく認識できなくなったり、精神障害などが認められる進行性疾患であり、大
きく脳血管型および変性型などに分類できます。変性型にはアルツハイマー型やパーキンソン病、
レビー小体病などが含まれます。現在、わが国の認知症の約６割がアルツハイマー型認知症である
と考えられています。
アルツハイマー病
アルツハイマー病では、脳内にアミ
ロイドβ（Aβ）とよばれるタンパク質
が蓄積します[1]。Aβは、APPと呼ば
れるアミロイド前駆体タンパク質が切
断されて生じた断片の一部であり、高
濃度になると凝集してアミロイド線維
を形成し、細胞毒性を示します[2]。正
常時にはAPPはまずαセクレターゼと
いう分解酵素によって切断され、水に
可溶性のsAPPαが産生され、続いて
γセクレターゼの働きによりp３とよば

図１

アミロイド前駆体タンパク質(APP)の
プロセシング経路

れる断片が生じます（図１）。
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一方、病態時にはAPPはβセクレターゼとγセクレターゼという２種の分解酵素により順次切断さ
れ、その結果Aβが生じます[3,4]。アルツハイマー病患者ではこの切り出しが正常時より増加していて
、その結果Aβが多く生成します。AβにはAβ40と、Aβ42の２種類があり、Aβ42はAβ40より凝集
性が高いので、Aβ42の蓄積が病気発症に深くかかわっていると考えられています。従って、Aβの産
生を抑制することがこの病気の治療に役立つと考えられ、APPを切断するβセクレターゼやγセクレ
ターゼの作用を阻害する物質や、Aβの分解を高める物質などがこの病気の予防や治療に役立つも
のとして研究対象となっています。
茶カテキンの作用
緑茶カテキンの中では、量的に最も多いエピガロカテキンガレート(EGCG)について、動物等を
使った実験が行われています。例えば、EGCGにはアルツハイマー病モデルマウスに対しAβの蓄
積を減少させる作用があり、EGCGがαセクレターゼの経路を活性化して、Aβの産生を抑制する
ことがそのメカニズムとして考えられました[5]。αセクレターゼの作用を高めることは、APPの代謝
を正常方向に導くことになるので、大変重要な作用だと考えられます。
一方、マウスで得られた成果をヒトに適用する場合、効果が期待される投与量には安全面等で
問題があります。そこで、EGCGをナノ粒子（超微粒子）とすることで生体への取り込み率を高める
方法 [6] や、疫学的に認知症の危険率を低下させることが示唆されている魚油を併用することで、
EGCG単独より効果を高めること[7]などが考えられています。また、EGCGのアルツハイマー病やパ
ーキンソン病に対する作用として、EGCGが有する鉄に対するキレート作用や、神経新生作用、ミト
コンドリアに対する安定化作用などの多様な作用が関与している、との考えもあります[8]。
アルツハイマー病治療薬
現在、アルツハイマー病患者に使用されている薬の主なものとして「ドネペジル」
（商品名アリセ
プト）があります。これは記憶の形成に深く関与しているアセチルコリンを分解する酵素の作用を
阻害して、記憶力低下を防ごうとするものです。この他にも種々の作用メカニズムの違う薬剤があり
ますが、EGCGは、これら薬剤とは別の作用メカニズムによりアルツハイマー病に効果を発揮する
可能性があります。また、茶カテキン以外の茶成分にも有用な作用がある可能性もあり、今後の研
究の発展が期待されます。
ヒトに対する作用
70歳以上の日本人を対象とした疫学調査研究では、緑茶を週3杯以下の飲用群を基準とすると、
1日2杯以上飲用する群では認知症の有病率が1/2となり、緑茶摂取が認知症予防に役立つ可能性
が示されました[9]。また、シンガポール在住の55歳以上の中国人716人を対象とした研究でも、認
知力、記憶力、実行力、情報処理力において、緑茶および紅茶・ウーロン茶の飲用者の方が優れて
いることがわかりました[10]。今後のさらに詳しい研究によって、緑茶摂取が認知症予防に有効で
あるかどうかが明らかになると思われます。
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⑤脳機能調整効果

2 ） 脳卒中
（脳血管障害）
予防効果
近畿大学

医学部

講師

田渕

正樹

・動脈の一時的閉塞（虚血）とその後の再開通によって脳梗塞が起こって脳障害が発生する
が、茶カテキンの摂取は脳梗塞を軽減するとともに脳障害に由来する神経症状も軽減する。
・茶カテキンの摂取は、脳出血の発生を抑制したり、脳外傷後に生じる脳機能障害の発生を
軽減する効果がある。

脳卒中の特徴
脳卒中とは、脳の血管が詰まったり（脳梗塞）、破れたり（脳出血、
くも膜下出血）することにより、
脳内の細胞の一部が壊死したり、働きが悪くなってしまい、手足の麻痺や意識障害などの神経症状
が現れた状態をいいます。脳卒中はかつては死因の第1位でしたが、治療法の進歩や血圧の管理
により死亡数は減っており、現在では、悪性新生物（がん）、心疾患、肺炎に次いで、第4位となって
います。しかし、脳卒中の患者数は、高齢化に伴い今後も増加することが推測されています。
脳卒中の特徴は、後遺症として身体機能障害や精神機能障害が残ることで、介護が必要となっ
た原因の第1位ともなっています。すなわち、脳卒中になると、患者さんはもちろんのこと、その家族
にとっても、大きな負担がかかることにつながりますので、その予防や脳卒中発症時の脳障害を軽
減することは大変重要です。
緑茶と脳卒中発症リスク
疫学調査研究では、緑茶摂取量が多い人ほど、脳卒中発症リスクが低いことが明らかとなってい
ます[1,2]。40〜79歳の日本人40,530人を対象とした7年間の前向きコホート研究では、脳卒中による
死亡は、緑茶飲用が1日1杯以下のときを1.00とした場合、男性では1日1〜2杯 で0.85 、3〜4杯 で0.97、
5杯以上0.65となり、女性では、1日1〜2杯 で0.79 、3〜4杯 で0.61、5杯以上で0.58 となって、緑茶を
よく飲めば、脳卒中で死ぬ割合が減ることがわかりました。
脳卒中モデル動物
脳梗塞の研究では、ラットの中大脳動脈を一時的に結束して血液が流れない状態（虚血）にした
後、結束を解いて血流を回復させる方法がよく用いられます[3,4]。脳梗塞を起こした患者さんが病院
に搬送されますと、急性期の治療では脳梗塞の拡がりを抑えるために、血栓の溶解や除去などによ
って血流を再開させる処置が行われることがあります。したがって、この脳梗塞モデルラットは、ヒト
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の脳梗塞を再現するのに適していると考えられます。
この脳梗塞モデルラットの研究では、虚血2時間―再開通22時間後に、脳梗塞（神経細胞の壊死）
が観察されます。また、前肢の麻痺、自発運動の消失などの神経症状も観察されますが、これら、虚
血―再開通によって脳障害が増悪するメカニズムの１つとして、一酸化窒素やスーパーオキシドなどの
活性酸素種の過剰な産生による酸化ストレスの増加が関与していることが明らかとなりました[5]。
茶カテキンの作用
緑茶には様々な成分が含まれていますが、脳卒中発症を予防する成分としてカテキン類、特に
エピガロカテキンガレート（EGCG）が注目されています。緑茶より抽出したカテキン類（ポリフェノ
ンE®、EGCG58.4％含有）の0.5％水溶液を5日間飲用させたラットを用いて、虚血―再開通による
脳梗塞を起こさせたところ、水だけを飲用したラットに比べて、脳梗塞の体積が約40％小さく、酸
化ストレスも軽減され、神経症状も軽くなり、茶カテキンが脳梗塞防止に有効であることが明らか
となりました[6]。
脳卒中に類似した脳障害を示すラット脳外傷モデルを用いた最近の研究では、緑茶より抽出し
たカテキン（テアビゴ®、EGCG94%含有）の0.1%水溶液を若い頃から4週間飲用させたラットでは、
水だけを飲用したラットに比べて、脳外傷後に誘導される酸化ストレスが軽減され、神経細胞のア
ポトーシス（細胞死）が減少し、脳機能障害が軽減されることが明らかとなりました[7,8]。さらに、
傷害を受けた脳組織における神経細胞の再生が促進されることも明らかとなっています[9]。
脳出血に対する茶カテキンの作用
脳出血の研究では、遺伝的に高血圧症を発症し、生後3か月以降に脳出血を発症する脳卒中易
発症性高血圧自然発症ラット（SHRSP）がよく用いられます[10]。さらに、血圧上昇がより大きく、脳
出血を早期に発症する悪性SHRSP（M-SHRSP）ラットが開発されました[11]。このM-SHRSPラッ
トにおいても、脳梗塞モデルの場合と同様、脳出血の発症に一酸化窒素やスーパーオキシドなどの
活性酸素種が関与していることがわかりました[12]。そこで、M-SHRSPラットにポリフェノンE®の
0.5％水溶液を若い頃から飲用させたところ、水だけを飲用したラットに比べて血圧の上昇が穏や
かとなり、脳出血が起こりにくくなることが明らかとなりました[13]。茶カテキンの脳出血予防効果
についての詳細なメカニズムは現在わかっていませんが、EGCGが持つ、血圧を上昇させるホルモ
ンの生成を抑える作用や、脳卒中が起きたときに生成される活性酸素を除去する作用が関係して
いると考えられます。
上述のことから、若い頃から緑茶摂取を心がけることで、脳卒中の予防や脳卒中発症後の脳障
害を軽減することができると考えられます。
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⑤脳機能調整効果

3 ）脳機能改善・増強効果
静岡県立大学

名誉教授

横越

英彦

・緑茶にはビタミンA,C,Eなどの抗酸化ビタミンが含まれる。これらの効果により酸化ストレ
スが軽減され、血管の機能維持や脳障害の軽減に働く。茶カテキンは、一酸化窒素の生成を
阻害して一酸化窒素による酸化ストレスを抑え、脳神経細胞を保護する。
・日常の低濃度のカフェイン摂取は、癲癇（てんかん）による障害を軽減する。
・テアニンは、脳神経細胞死を引き起こすさまざまな要因に対し、細胞死を抑制する作用を
示す。

動物の行動や反応は、脳の神経細胞による情報伝達に支配されています。この情報伝達を担う
物質として、アセチルコリン、グルタミン酸、ドーパミンなどいくつかの物質が知られており、それら
は神経伝達物質とよばれています。脳機能の低下で顕著な例は、認知症や統合失調症です。例え
ば、アセチルコリンによって情報伝達が行われる神経を遮断する薬剤をラットに投与すると、アルツ
ハイマー病に似た認知障害を起こしますが、緑茶カテキンを飲ませた場合には、この行動障害が
改善されることがわかりました（図１）[1]。緑茶に含まれる成分の中で、抗酸化ビタミン、カテキン、
カフェイン、テアニンなどが脳機能と関連の深いものです。現在、これら脳障害の予防に対する緑
茶の影響についての研究が進められています。

図1

お茶粉末摂取による記憶学習行動の回復効果

縦軸はY迷路試験での正解率。Y字形に3方に分かれた通路（目印付き）の中心
にマウスを置き、一定の時間内に各通路へ侵入した順序を記録する。一度入った
通路とは別の通路に入る習性を利用して、一定時間内に3回とも異なった通路に
入った回数を全体の組み合わせで割って％を求めた。
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抗酸化ビタミン
緑茶には、ビタミンA、C、Eなどの抗酸化作用があるビタミンが豊富に含まれており、これらのビ
タミンが脳機能障害や脳疾患の予防に有効であると考えられています。アルツハイマー病の重要な
誘導因子の１つに酸化ストレスがあり、実際にアルツハイマー病患者では、脳脊髄液中のビタミンC
とEの濃度の低下が観察されています[2]。ビタミンEとCまたは、ビタミンEのみを1ヶ月間毎日摂取し
たアルツハイマー病患者では、脳脊髄液中のこれらのビタミン量が有意に増加し、アルツハイマー
病の進行を遅らせる可能性が示されました[2]。また、高齢の脳卒中自然発症ラットに、ビタミンCと
Eを投与した結果、高血圧の進行が抑えられ、活性酸素の産生量が減少して酸化ストレスが軽減
し、その結果、血管の機能や構造が良く保たれていることがわかりました[3]。さらに、中大脳動脈
閉塞モデルマウスにビタミンEを投与した実験では、中大脳動脈梗塞部位が軽減しており、ビタミン
Eが脳障害の軽減に有効であることが明らかになりました[4]。
茶カテキン
一酸化窒素による酸化ストレスが神経細胞障害を引き起こす可能性があります。一酸化窒素産生
に対するエピガロカテキンガレート（EGCG）の影響をラットを用いて調べた実験で、脳の血流を人
工的に止めて虚血状態にすると、記憶や空間認識などに関わる大脳部位である海馬の神経細胞にお
いて一酸化窒素の濃度が増加しましたが、EGCGの腹腔内投与によりその濃度が減少し[5]、また、
虚血による脳神経細胞障害が減少することがわかりました。EGCGによる脳神経保護作用について
もいくつか報告されています[6,7]。また、パーキンソン病モデルラットを用いて、EGCGの神経障害へ
の影響について検討した報告もあります[8]。
カフェイン
カフェインは多量摂取すると、急性の痙攣（けいれん）が誘発され、虚血性の神経障害や癲癇（
てんかん）が悪化すると言われています。一方、長期間のカフェイン摂取では、これらの脳疾患に対
して異なる効果を示すことも報告されています[9]。ラットに水道水またはカフェイン含有水を１５日
間自由摂取させ、その後、癲癇を発症させた時、低濃度のカフェインを摂取させた場合には、細胞
障害が記憶などに関わる脳の部位である海馬で有意に抑えられ、臭いを識別する脳部位である梨
状皮質においても、その傾向が観察されました。従って、日常の低濃度のカフェイン摂取は、癲癇
による障害を軽減させる可能性があります。また、カフェインはパーキンソン病に対して有効である
ことが以前から指摘されており、男性のパーキンソン病患者のカフェイン摂取とパーキンソン病の
症状との関連を調べた６年間の疫学調査では、カフェインの摂取によりパーキンソン病の症状が
軽減することがわかりました[10]。また、カフェインがドーパミン作動性神経の神経伝達効率を改善
することもわかっています[11]。
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テアニン
ラットの大脳神経細胞の培養培地に大量のグルタミン酸を添加すると、その神経毒性により、約
50%の細胞が細胞死を起こすのに対し、この場合にテアニンを同時に添加すると、細胞死が有意
に抑えられました。また、スナネズミの側脳室に直接テアニンを投与し、その30分後に頚動脈をクリ
ップで結束して血流を止めて3分間虚血状態にし、虚血7日後に海馬における神経組織障害の程度
を観察した結果、テアニン投与により、海馬の脳神経細胞死が抑制されていました[12]。
ヒトに対しては、テアニン摂取後にα波（脳波）がより多く出ることから（図2）、テアニンにはリラ
ックス効果があり、また、神経細胞保護作用もあると考えられます[13]

図２

テアニン摂取後の脳波検査

おわりに
緑茶には、ここで紹介した主要な成分以外にも色々な成分が含まれており、脳・神経機能を改善
する成分は、他にもあるかも知れません。しかしながら、限られた研究結果からだけでも、緑茶は、
脳の健全性を保つのに大きく貢献しているように思われます。日本人に長い間親しまれてきた緑茶
は、それを飲むことにより、ホッとした安らぎが得られ、脳の神経細胞が保護され、脳機能が維持
されるという観点から見ても、高齢化と高ストレス化が進んでいる日本において、特に必要とされ
る必須の嗜好飲料と思われます。
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⑥

アレルギー緩和効果
（独）農研機構

食品総合研究所

山本
（前田）
万里

・メチル化カテキンは、アレルギー症状の原因となるヒスタミンの放出を阻害して、アレルギー
緩和効果を示す。
・茶ポリフェノールの一種であるストリクチニン類やテオガリンは、免疫グロブリンIgEの生
成を抑制することによって、ヒスタミンの放出を抑制する。

茶カテキンのアレルギー緩和作用
アレルギーは、ヒトの粘膜にあるマスト細胞や血液中にある好塩基球上にIgEという免疫グロブ
リン（抗体の一種）とアレルゲン（アレルギーを引き起こす花粉、タンパク質、ダニなど）が結合し、
アレルギー反応を引き起こすヒスタミンが放出されることで始まる過剰な免疫反応です。この過剰
反応を抑えてアレルギーを緩和する作用を持つもので、お茶に含まれる物質としては、メチル化カ
テキン[1,2]とエピガロカテキンガレート（EGCG）[3]があります。メチル化カテキンは、EGCGやエピ
カテキンガレート（ECG）のガレートの一部がメチルエーテル化されたカテキンで、
「べにふうき」、
「べにほまれ」などの品種に多く含まれています[4]。メチル化カテキンは、
マスト細胞や好塩基球で
のヒスタミン放出を強く阻害することで、アレルギー緩和効果を発揮することがわかっています
[5,6]。
メチル化カテキンの臨床試験
メチル化カテキンを乾物重量で1.5-2.5％含んでいる「べにふうき」緑茶を、１日あたりメチル化カ
テキン量が34mg以上になるように飲用したスギ花粉症の症状を持つ被験者は、メチル化カテキン
を含んでいない「やぶきた」緑茶を飲んだ人と比べると、花粉飛散後の鼻かみ回数や目のかゆみの
項目において、有意な症状の軽減が見られました（図１左）[7]。
また、
「べにふうき」緑茶を花粉飛散1.5ヶ月前から飲んでいた人は、花粉飛散後から飲み始め
た人と比べると、鼻かみ回数、涙量、鼻、咽頭痛などの項目で有意に症状の軽減が見られました
（図１右）[8]。通年性アレルギー性鼻炎の場合でも同じような効果が得られています[9]。
さらに、
「べにふうき」緑茶エキスを混ぜたクリームを、アトピー性皮膚炎を持つ小児に８週間塗
布したところ、ステロイドホルモン剤の使用量が、メチル化カテキンを含まない「やぶきた」緑茶ク
リームのみに比べて、有意に少なくなったことも報告されています[12]。
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図１

メチル化カテキンを多く含む「べにふうき」緑茶のスギ花粉症状軽減効果

他の茶成分の作用
アレルギーを引き起こす原因となるIgEを作るのを抑制する効果をもつ物質も、お茶の中から見
つかっています。タンニン類のストリクチニン類（ストリクチニン、ガロイルストリクチニン）やテオガ
リンです[10,11]。IgEは、IgMという免疫グロブリンを組み換えて出来ますが、タンニン類は、その
組み換え（クラススイッチ）を抑制して、血液中のIgE量を減少させることが動物実験でわかりまし
た[10]。今後はヒトに対する作用を明らかにすることが必要です。
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⑦

自己免疫疾患予防効果
高知大学

医学部歯科口腔外科学講座

教授

山本

哲也

自己免疫疾患とは、免疫系が本来は反応しない正常な細胞を誤って攻撃することによって
生じる病気の総称で、関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、シェーグレン症候群などの疾
患がある。EGCGは①自己免疫疾患の原因となる自己抗体（自分自身の組織などを抗原とす
る抗体）の産生を抑制する、②炎症にも関わっている活性酸素を消去し、活性酸素による傷
害を軽減する、③炎症に関わるタンパク質（TNF-αなど）の産生を抑えて、炎症による障害か
ら保護する、などの作用によって自己免疫疾患を予防する。

シェーグレン症候群
自己免疫疾患は、体外から侵入した病原体や自分自身の身体の中でがん化した細胞に反応して、
これらを排除する役割を有する免疫系が、本来であれば反応しないはずの自分自身の正常な細胞
に誤って反応し、攻撃することによって生じる病気の総称で、関節リウマチ、全身性エリテマトーデ
ス、シェーグレン症候群などが代表的な疾患です。これらの中で、シェーグレン症候群は唾液腺や
涙腺などの外分泌腺が免疫系によって障害を受けることにより、口腔の乾燥（ドライマウス）や眼
の乾燥（ドライアイ）などが起こる病気です[1]。この病気の男女比は約1：15と圧倒的に女性に多く、
50歳代の更年期前後の女性に起こりやすいという特徴を有し、日本には約50〜100万人の患者が
いると推定されています。シェーグレン症候群がどのようなメカニズムで起こるかは十分には解明さ
れていませんが、免疫系を担っているリンパ球や自己抗体が、自分自身の唾液腺や涙腺の細胞を
傷害するのではないかと考えられています [2-4]。シェーグレン症候群に対する治療法は、原因が明
らかにされていないこともあって、根本的なものはなく、ドライマウスやドライアイに対する対症療法
しかないのが実状です。
シェーグレン症候群モデルマウスに対する茶カテキンの作用
近年、緑茶に含まれるポリフェノールがシェーグレン症候群に対して予防効果を発揮する可能性
が指摘されています[5、6]。これらの報告では、緑茶ポリフェノールであるカテキンの中で最も生理
活性の強いエピガロカテキンガレート（EGCG）をシェーグレン症候群のモデルマウスとされる
NODマウスに飲ませると、唾液腺障害が軽減されることが示されています（図1）。NODマウスに
おける唾液腺障害には自己抗体、活性酸素、リンパ球などの免疫担当細胞から分泌されて炎症に
関わるタンパク質であるTNF-αなどが関与していることが示されており、EGCGは自己抗体の発現
を抑制すること[7]、活性酸素による唾液腺由来細胞の傷害を軽減すること[8]、さらに、唾液腺細
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胞をTNF-αによる傷害から守ること[9]が明らかにされています。
また、NODマウスでは活性酸素の分解・除去に関わる酵素であるペルオキシレドキシン6やカタ
ラーゼが加齢に伴って量的に低下しますが、最近になり、NODマウスEGCGを飲ませるとその低下
が抑制されることも報告されています[10]。今後の研究によって、EGCGはヒトの自己免疫疾患の予
防にも効果があることが明らかになる可能性があります。

図１

EGCGによるシェーグレン症候群発症の抑制(文献[6]より引用)

白線で囲まれた範囲がシェーグレン症候群の初期像である顎下腺におけるリン
パ球浸潤の範囲。水を飲ませたマウス（A）に比べEGCGを飲ませたマウス（B）
ではその範囲が明らかに狭くなっている。
（A）では唾液腺障害の後に生じる線
維化が認められる（矢印）。
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1 ） インフルエンザ予防効果
静岡県立大学

薬学部

教授

鈴木

隆

・インフルエンザウイルス粒子の表面にはヘマグルチニン（HA）とノイラミニダーゼ（NA）と
呼ばれる2種類のタンパク質がスパイク状に突き出しており、鼻やのどの粘膜細胞への感染や
増殖したウイルスの遊離に関与する。茶カテキンのEGCGはHAやNAに直接作用して、ヒトの
粘膜細胞へのインフルエンザウイルスの吸着や遊離を抑える。
・茶ポリフェノールの一種であるストリクチニンは、インフルエンザウイルスが細胞内に進入す
る際のウイルス膜と細胞膜の融合を阻害して、インフルエンザウイルスの増殖を抑制する。

インフルエンザウイルスの感染と増殖
インフルエンザは、鼻、のど、気管などの呼吸器にインフルエンザウイルスが感染して起こる病気で
す。インフルエンザウイルスはA型、B型、C型の三種類に分類され、A型とB型のウイルスに感染する
と、高熱、筋肉痛、悪寒、咳などを伴う症状が現れます[１]。A型やB型のウイルスの場合とは異なり、
C型のウイルス感染では、強い症状はほとんどみられません。A型とB型のインフルエンザウイルスは、
ウイルス粒子の表面からスパイク状に突き出したヘマグルチニン（HA）とノイラミニダーゼ（NA）と呼
ばれている２種類のタンパク質を利用して鼻やのどの粘膜細胞に感染します。図１に示すように、イン
フルエンザウイルスの感染は、HAが細胞表面へ吸着することから始まります[２]。その後、ウイルスの
RNAは細胞の核内へ移動し、RNAが複製されます。さらに、ウイルスタンパク質が合成されたのち、
これらが集合して、細胞膜の表面で新しいウイルスが作られます。NAはシアリダーゼと呼ばれる酵
素活性をもっており、この酵素の働きにより新しいウイルスは感染細胞から遊離します[３]。またNA
はウイルスの侵入時においても働くことが知られています[４, ５]。
緑茶成分のインフルエンザウイルスに対する作用
緑茶にはインフルエンザウイルスに直接作用して、ウイルスの感染を無力化する成分が含まれてい
ます。緑茶ポリフェノールであるエピガロカテキンガレート（EGCG）などのカテキン類やストリクチニ
ンはその代表です。EGCGやエピカテキンガレート（ECG）はHAやNAに作用してウイルスの吸着や
遊離を抑えます[6]。さらに、EGCGとECGは、ウイルスのRNA合成酵素に作用して、ウイルスのRNA
合成も阻害し、その結果ウイルスの増殖を抑えます [7,8]。
一方、ストリクチニンの作用はカテキン類とは異なります。ストリクチニンはインフルエンザウイルス
のHAやNAの働きを阻害しません。ストリクチニンは、ウイルスが細胞内に侵入する際のウイルス膜と
細胞膜の融合を抑制します[９]（図１）。動物実験においても、ニワトリの餌や給水に緑茶成分を加
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ることでインフルエンザウイルスの増殖が抑えられることが報告されています[10]。このように、インフ
ルエンザウイルスに関する緑茶成分の働きが明らかになってきています。

図１

インフルエンザウイルスの複製と緑茶成分の作用部位
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2 ）人の風邪、インフルエンザ予防効果

（介入試験研究）

静岡県立大学

薬学部

教授

山田

浩

緑茶を飲用する習慣があると、インフルエンザの発症が少なくなる。また、緑茶カテキン抽
出物による「うがい」や、緑茶成分（カテキン＋テアニン）の摂取によってもインフルエンザや
風邪の予防効果が得られる。

風邪、インフルエンザの予防対策
風邪（普通感冒）は鼻やのどに対する急性の感染症で、その原因の多くはウイルスによります。イン
フルエンザ（流行性感冒）はインフルエンザウイルスによって起こる重症の感染症で、感染力が非常
に強く、重症化すると肺炎、脳症に進展することもあります。風邪、インフルエンザ共に、飛沫や接触
により感染が拡がることから、その予防は非常に重要です。予防対策としては、
（インフルエンザでは
ワクチンの接種に加えて）手洗い、
マスクの着用、
うがいの励行などがありますが、どの１つの方法を
取ってみても万全ではありません。このような予防対策に加え、最近、茶カテキンのうがいや、緑茶の
飲用による風邪やインフルエンザ予防効果が注目されています。
茶カテキンのうがいによるインフルエンザ予防効果
茶カテキンは、インフルエンザウイルスの表面にある突起（スパイク）に結合し、宿主細胞表面への
ウイルスの吸着を阻止し感染を防ぎます[1,2]（図１）。また、インフルエンザウイルスの増殖を抑える
作用もあります[3-5]。インフルエンザウイルス以外の風邪ウイルスに対しても、基礎研究において同
様の効果があることが報告されています[6]。

図１

インフルエンザウイルスの感染と緑茶成分の作用部位
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茶カテキンのうがいによるインフルエンザ予防効果については、特別養護老人ホームの入所者を
対象とした介入試験において、緑茶カテキン抽出物（総カテキン濃度200μg/mLで、この濃度は市販
されている通常の緑茶ペットボトル飲料の約半分の濃度に相当する）のうがいを1日3回、3ヶ月間行
った結果、水のうがいと比べて、インフルエンザの発症が減少したことがわかりました[7]（図２）。

図２

茶カテキンのうがいによるインフルエンザ発症者数の比較

緑茶の摂取によるインフルエンザ予防効果
緑茶にはカテキン以外にも、テアニン、ビタミンＣといった感染に対する免疫力を高める成分が含ま
れていますので、緑茶の摂取によるインフルエンザ予防効果が十分期待できます。緑茶摂取によるイ
ンフルエンザ予防効果については、成人ボランティアを対象とした介入試験において、緑茶成分（1日
総カテキン量378 mg、テアニン量210 mg）を5ヶ月間摂取した場合、緑茶成分を摂取しなかったグル
ープと比べ、インフルエンザの発症が減少したことが報告されています[8]。また、静岡県茶産地の菊
川市全小学校児童を対象とした疫学調査において、1日1〜5杯の緑茶飲用習慣をもつ児童は、1日1
杯以下の児童と比べてインフルエンザの発症が少ないことが示されています[9]。風邪に関しては海
外の介入試験において、緑茶成分の3ヶ月間の摂取により、発症者数および症状が軽減したことが報
告されています[10]。
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3 ）虫歯予防、口臭改善効果
太陽化学㈱

ニュートリション事業部

主席研究員

大久保

勉

・緑茶カテキンは、虫歯菌や歯周病菌に対して抗菌性を示すとともに、歯垢の形成に関係す
るような酵素の働きを抑えることにより虫歯を予防する。
・お茶に含まれるフッ素は、歯を強くする成分であることが知られており、虫歯を予防する。

茶カテキンの虫歯予防作用
普段から良くお茶を飲む日本人、特に食後には必ずお茶をすすぎ飲み込みます。すると、口の中
がサッパリし、食べ物の臭いなども消えてしまいます。また、緑茶に含まれるカテキンは、虫歯や歯
周病などの菌に対して抗菌作用を発揮することが、試験管実験[1-3]や動物実験[4]、さらにはヒトを
対象とした研究で確かめられてきました[5]。実際に、ラットを用いた実験で、砂糖入り飼料で起こ
る虫歯がカテキン投与で防げることがわかりました（図１）。
虫歯菌は、口の中に砂糖があると不溶性の粘々したグルカンを作り、他の微生物とともに歯に付
着し歯垢を作ります。この歯垢の中で酸が作られ、この酸によって歯のエナメル質が溶け、虫歯に
なります。緑茶カテキンは、虫歯菌に対して抗菌性を示し、またグルカンを作る酵素（グルコシルト
ランスフェラーゼ）の働きを抑えて歯垢の形成を抑制し[6]、虫歯菌が歯に付着することを抑えます
（図２）。カテキンはこうした色々な作用を通して虫歯を予防・改善することがわかってきました。ま
た動物試験では、甘いお菓子（キャラメル、チョコレート、キャンディなど）にカテキンを配合すると
虫歯になりにくいこともわかっています[7]。

図1

緑茶カテキンの虫歯予防効果（ラット試験）

56％ショ糖入り飼料に、緑茶カテキンを添加（下段）して40日間飼育
したラットの歯の断面、上段は無添加。
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図2

緑茶カテキンの歯垢付着抑制効果（ヒト試験）

0.05％緑茶カテキン配合の洗口液で、3日間、1日3回、食後に洗口（下
段）、上段は水で洗口。

茶カテキンの歯周病予防作用
一方、歯周病も虫歯と並んで歯を失う口の疾病で、中高年層にとってその予防治療は老後の健
全な食生活に重要です。歯周病は、歯と歯茎の間の歯周ポケットに歯垢が溜まり、細菌が繁殖して
歯周炎を起こし、歯槽骨が吸収されていくとともに、歯茎が退行して、最後には歯が抜けてしまう
病気です。カテキンは、歯周病の原因菌に対し抗菌性[3]を示し、歯槽骨の吸収に関係するコラーゲ
ン分解酵素の働きを抑えます。歯周炎患者を対象とした研究により、カテキンは、試験管内の実験
や動物試験の結果と同様の効果を発揮して、歯周病を改善することが確かめられています[8]。
茶カテキンの口臭改善作用
カテキンには、口臭を改善する効果もあります[9]。口臭には、生理的や病的な口臭、飲食品や嗜好
品からの口臭があります。前者は、体の代謝や分泌物の質や量が原因になったり、虫歯や歯槽膿漏
などの口腔疾患が原因となります。後者は、喫煙、飲酒、ニンニクなどが原因となったり、口の中に残
った食べ物の粕が腐敗したり酸化したりして臭いを発する場合もあります。カテキンは、直接臭いの
成分と化学的に結合したり、虫歯菌や歯周病菌の繁殖を抑制し、また油脂などの酸化を抑えることに
よって口臭改善効果を発揮します。
フッ素の作用
一方、緑茶に含まれるフッ素は、歯を強くする成分であることがわかっています。牛の歯を使った
実験やヒトを対象とした試験で、あらかじめ茶フッ素を塗布した歯は、酸による脱灰（カルシウム
塩の結晶が溶け出す現象）が抑制されることがわかりました[10]。
以上のように、緑茶はカテキンのように、虫歯、歯周病、口臭などのオーラルケアに効果を発揮す
る（図３）成分や、茶フッ素のように、歯を強くし、虫歯になりにくくする効果を持つ成分を含んでい
ます。このような緑茶の効果を活かし、今では様々なお菓子や歯磨き剤、赤ちゃん用のウエットティ
ッシュなどにも緑茶抽出物が使われています。
「日常茶飯事」という言葉にあるように、何気ない日
々のお茶は私たちの口の健康にも大いに役立っていると言えます。
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図3

緑茶カテキンの虫歯予防

歯の欠失の疫学調査研究
2006年に発表された、40〜64歳の男性12,019人、女性13,059人を対象として行われた症例対照
研究では、男性の場合は、1日1杯以下の緑茶飲用者を1.00とした時の相対的な危険度の指標とな
るオッズ比は、1日2−3杯で0.82、3−4杯で0.82、5杯以上で0.77でした[11]。女性の場合も同様の
結果が得られました。緑茶をよく飲めば、歯を失う危険率が低くなるという結果です。今後のさらに
詳しい研究によって、緑茶が歯の欠失を防ぐのに役立つことが明らかになると思われます。
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⑨

抗乾癬
（かんせん）
効果
高知大学

医学部歯科口腔外科学講座

教授

山本

哲也

乾癬は、皮膚の表面がカサカサになって出血やかゆみとともに剥がれ落ちる皮膚の病気で、
免疫系の異常により発症する。緑茶カテキンは、表皮の形成に必要なタンパク質（カスパーゼ
14と呼ばれる）の産生を促して、乾癬の症状を改善させる。

乾癬の治療
乾癬（かんせん）は、皮膚に周囲より少し盛り上がった赤い紅斑ができ、その後、次第にその表面
が白くてカサカサした厚い垢（鱗屑；りんせつ）で覆われ、やがてその垢がボロボロとはがれ落ちる
（落屑；らくせつ）皮膚の病気です[1、2]。鱗屑を無理に剥がすと点状の出血が見られ、皮疹がひどく
なると強いかゆみを伴うようになります。乾癬はもともと欧米人に多く、日本人には少ないとされてい
ましたが、最近は日本人にも多く見られるようになっており、現在、約10〜20万人の患者がいると言わ
れています。この病気の性差は約2：1と男性に多く、発病しやすい年齢は男性では50歳代、女性では
20歳代と50歳代とされています。
乾癬の原因はまだ明らかにされていませんが、遺伝的な要因（体質）に加えて、精神的ストレスや薬
剤などの外的要因、糖尿病や脂質異常症、肥満などの内的要因が加わることによって免疫系に異常
を来し、発病するのではないかと考えられています[1、3]。現在、治療の必要がなくなるまで根本的に
治すような乾癬に対する治療法はなく、塗り薬や飲み薬、光線療法、生物学的製剤などの方法を症
状や患者の生活様式に合わせて単独で用いたり、これらを組み合わせて用いるなどの治療法が行わ
れています。
緑茶カテキンの有用性
近年、乾癬の発症に活性酸素が関与していることが報告され[4、5]、抗酸化作用を有する緑茶カ
テキンの乾癬治療に対する有用性が注目されるようになりました[6-9]。乾癬の病変部の上皮細胞
ではカスパーゼ14という上皮細胞の分化（上皮細胞としての形態と機能を持つようになること）に
関わる酵素のタンパク質量が低下しています[10]。緑茶抽出液は上皮細胞におけるカスパーゼ14の
タンパク質の産生量を上昇させることにより、乾癬の症状を改善させることがマウスを用いた動物
実験により明らかになりました [11]。
ヒトの乾癬に対する緑茶抽出物の効果は今後の検討課題ですが、動物実験の結果は、ヒトの場
合にも有望であることを示唆しています。

69

図１

緑茶抽出液による乾癬様皮膚病巣の改善(文献11より引用)

乾癬様皮膚病巣を持つマウスを5回/週、A群では温水で、B群では緑茶抽出液
を含む温水で入浴させ、2週後に皮膚の病理組織像を検査した。B群ではA群に
比べ明らかに乾癬様症状が軽減していた。
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⑩

骨粗鬆症予防効果

昭和大学 薬学部社会健康薬学講座医薬品評価薬学部門 教授

岩井

信市

骨粗鬆症は、骨の代謝において、骨を溶かす機能（骨吸収）と新しい骨を作る機能（骨形成）
のバランスが崩れることで発症する。EGCGは、①骨吸収に関与する細胞（破骨細胞）の生成
と活性を阻害する、②骨の支持組織であるコラーゲン繊維等を分解する酵素（マトリックスメ
タロプロテアーゼ）の活性を阻害する、ことなどにより骨粗鬆症を予防する。

骨粗鬆症とは、骨密度が低下し骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気で、閉経後の女性に多い病
気です[1]。骨密度の低下には、破骨細胞が骨を溶かす骨吸収と骨芽細胞が新しい骨をつくる骨形成
のバランスが崩れ、骨吸収が多くなることによって生じます。破骨細胞は、骨髄細胞から破骨前駆細
胞となり、この破骨前駆細胞が融合することにより巨大な破骨細胞となります（図１A）。巨大になっ
た破骨細胞が活性化されると骨吸収が起こります[2]。特に、破骨細胞による骨吸収を抑制すること
が、骨粗鬆症の予防につながると考えられ、この目的に沿ったビスフォスフォネートなどの薬が開発さ
れています[3]。骨密度は骨にカルシウムやマグネシウムなどのミネラルがどれくらい含まれているかの
指標で、骨密度の低下が骨粗鬆症の原因となります。
お茶の摂取と骨密度
お茶（主に紅茶）の摂取と骨密度の関係について閉経後の高齢の女性を対象として調べた症例
対照研究では、多くの場合、お茶が骨密度を上昇させることが示されていますが、逆に骨密度を減
らしたり、あるいは骨密度に変化を与えなかったとする結果も報告されています[4-6]。632人の60
歳以上の日本人女性を対象とした症例対照研究では、緑茶飲用が骨密度を高めることがわかりま
した[7]。171 人の閉経後の女性を対象としたアメリカでの臨床介入試験では、１日500 mg の緑茶
カテキンの飲用群において、４週間後に骨形成の指標である血清アルカリホスファターゼの値が非
飲用群と比べて高いことがわかりました[6]。一方、骨吸収の指標には変化がありませんでした。骨
密度にも変化が認められませんでしたが、もっと長期間の研究などによって緑茶飲用の良い効果が
認められる可能性があります。
細胞や動物を用いた実験におけるEGCGの効果
お茶には、様々な成分が含まれていますが、特に作用が強いとされるものはカテキンの１つであ
るエピガロカテキンガレート（EGCG）です。紅茶には、EGCGが重合したテアフラビンジガレート
（TFDG）が含まれており、これも同じような作用を示します[8、9]。
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マウスの細胞を用いた研究では、骨髄細胞〜破骨前駆細胞〜破骨細胞〜破骨細胞活性化に至
る過程において、EGCGがその過程を抑制することが示されました[10,11]（図２）。図1Bは、10μM
の濃度のEGCGを細胞培養培地に添加したものですが、図１Aに示した対照群と比較して、小さな
破骨細胞は認められますが、大きなものはほとんど認められませんでした。ラットの破骨前駆細胞
を用いた研究では、EGCGとTFDGは、ほぼ同等に破骨細胞への融合や活性化を抑制しました[8]。
緑茶を1杯（カテキン含有400mg）飲むと、血漿中の最高濃度が2μM程度になるという報告があり
ます[12]。最新の研究では、EGCGの濃度が1μMでも効果があることがわかっていますので、生
体内でも十分効果があると思われます。
EGCGやTFDGには、破骨細胞や軟骨細胞のマトリックスメタロプロテアーゼ（MMP）という酵
素を阻害する作用もあります[8,13]。MMPは、骨の支持組織であるコラーゲン線維等を分解する
酵素です。近年、骨粗鬆症に対して支持組織の保護も重要であることがわかってきました。MMP
を阻害するという観点からも、お茶の骨粗鬆症予防効果が期待できます。
緑茶とその他の紅茶や烏龍茶では、どれを飲めば骨粗鬆症予防効果が強いでしょうか。EGCG
とTFDGの効果は、ほぼ同等なので、それらの茶に含まれるEGCGやTFDGの量から緑茶が強い
と考えられます。緑茶のなかでも、カテキンの血中濃度が高くなる「べにふうき茶」は、より効果的
であると思われます。今後の研究に期待がもたれます。

図１A.

巨大破骨細胞

図1B. 10μM EGCGで抑制された破骨細胞

培養6日目の巨大化した破骨細胞

培養6日目、巨大な破骨細胞は認められない

図2. 破骨細胞成熟過程
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歯周病予防効果
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歯肉組織の基本的な細胞である歯肉線維芽細胞は、生体内での作用を媒介するタンパク質
因子（サイトカイン）を放出して様々な代謝に関与する。EGCGは、線維芽細胞における炎症に
関与するサイトカインの産生を抑制して、歯周病を予防する。

歯周病と炎症
日本人の約80%が罹患しているといわれる歯周病は、歯と歯肉の間に蓄積した歯垢（プラーク）が
原因で起きる病気です。このプラーク1ｇ中には実に1億個以上の細菌が含まれています。この中に有
名なジンジバリス菌もいます。これらの細菌が歯肉に持続的な炎症を引き起こし、その結果、歯槽骨
（歯を支える骨）など歯周組織が破壊されます（図１）。このように歯周病の病態は細菌による慢性
炎症ですが、これには体の免疫機構が深く関わっています。Ｔ細胞、Ｂ細胞、
マクロファージなどの免
疫細胞は、細菌の侵入を防ぐのがその役割りですが、これらは諸刃の剣で、働きが過剰になると組
織を破壊してしまいます。
茶カテキンの抗炎症作用
常飲されるお茶に含まれ、安全性が高いと考えられるエピガロカテキンガレート（EGCG）など
のカテキンには、抗炎症作用や[1,2]、抗菌作用[3,4]があることが知られています。従って、ジンジバ
リス菌などの細菌により引き起こされる歯周病変部の慢性炎症を制御するのにカテキンが有用で
はないかと考えられます。歯肉の慢性炎症の発症･進展に免疫細胞が重要な働きをしておりますが、
歯周組織の再生・修復は線維芽細胞が担っています。そこで、歯肉組織の基本的な細胞である線
維芽細胞に注目した研究が行われました。
線維芽細胞はただ単にコラーゲンなどの細胞外マトリックス成分(細胞と細胞の間、あるいは細
胞集団と細胞集団の間を満たしている物質)の産生・代謝に関わっているだけでなく、様々なサイト
カイン（主に免疫に関わる細胞から放出され、種々の細胞間相互作用を媒介するタンパク質因子）
を出して免疫細胞の働きにも関与しています。例えば、歯肉線維芽細胞は様々な刺激によりIL-6と
いうサイトカインを産生し、炎症の進展に関わっています。
実験の結果、EGCGなどのカテキンがこのIL-6の産生を抑制することがわかりました[5]。また、
IL-17というサイトカインで刺激された歯肉の線維芽細胞は、ケモカイン（サイトカインの一種で白血
球の遊走を誘導する活性を持つタンパク質の総称）の１つであるCCL20を産生し、リンパ球を呼び
寄せますが、この線維芽細胞の働きもカテキンは抑制しました[6]。さらに、カテキンは歯肉線維芽
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細胞から産生される別のケモカインCXCL10も抑制することがわかりました[7]。こうしたEGCGの
作用は、いずれも炎症反応を抑制することにつながりますので、茶カテキンは歯肉線維芽細胞に作
用して炎症反応を抑え、歯周病の進行を押さえ込む働きがあると言えます。
また、紅茶ポリフェノールのテアフラビンにも同様な作用があることがわかりました[8]。歯周病
の予防や治療には歯磨き（ブラッシング）によるプラーク除去は欠かせませんが、ブラッシングでは
取り切れない残存細菌の滅菌や歯肉の消炎にカテキンなどの局所投与が有効ではないかと考えら
れます。
虫歯と歯髄炎
歯周病と並ぶ歯科の2大疾患に虫歯があります。虫歯に続発する歯髄炎にもカテキンが有効で
はないかと考えられます。歯髄の線維芽細胞も細菌刺激されるとIL-6やケモカインIL-8産生が上昇
し、また、ICAM-1やVCAM-1と呼ばれる細胞接着タンパク質の産生が上昇しますが、カテキンはこ
れらを抑制しました[9,10]。これらの細胞接着タンパク質は歯髄炎の発症や進展に深く関係してい
ます。さらに、カテキンが炎症性サイトカインの産生を抑制するメカニズムとして、MAPKと呼ばれ
る酵素のリン酸化を抑制してその活性を弱めることにより、遺伝子の情報を調節する転写因子
NF-κBの活性化を抑制することが明らかになりました[11]。NF-κBの活性化を抑制すると、IL-6、
IL-8、ICAM-1、VCAM-1などの遺伝子発現を抑制し、結果的にこれらのタンパク質の産生が抑制
されると考えられます。
以上のように、カテキンを始めとする茶ポリフェノールが線維芽細胞に作用して抗炎症作用を発
揮することが明らかになりました。カテキンは安全性が高く、抗菌性もあることより、抗炎症薬とし
て歯科疾患にも臨床応用できるものと期待されます。
歯周ポケットのプラーク（細菌）は歯
肉に炎症を起こし、そこに多数の免疫細
胞が浸潤してきます。浸潤した免疫細胞
による免疫応答で、徐々に歯槽骨（歯を
支えている骨）が吸収され、最終的には
歯の喪失を招きます。カテキンなど茶ポ
リフェノールは、抗菌作用を持つととも
に、歯肉の線維芽細胞に作用して抗炎
症作用を発揮することから、歯周病進行
抑制への応用に期待されます。

図１

歯周病に罹患した前歯の断面
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⑫

腸内細菌叢調整効果

（おなかの調子をよくする効果）
茶研究・原事務所（株）

原
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ヒトの腸内には100種以上の細菌が生息するが、茶カテキンはこのうち腸内善玉菌とされる
乳酸桿菌やビフィズス菌を増加させて、クロストリジウムなど悪玉菌を減少させる。その結果、
糞便悪臭の原因であるアンモニア、硫化物、インドールなどの物質が減少する。

腸内細菌叢
ヒトの腸内には100兆個、100種以上の細菌が生息し、小腸の末端部から大腸にかけては腸内
細菌がびっしりと敷き詰められています。この腸内細菌叢（フローラ）の状態がヒトの健康や各種
成人病、老化、免疫機能などと密接に関わっています。健康成人の糞便内の優勢菌はバクテロイデ
ス、ユーバクテリウム、ペプトコッカス、クロストリジウム、ビフィズス菌などですが、老化に伴いビ
フィズス菌が減少し、悪臭を発する腸内球菌やウエルシュ菌(Clostridium perfringens)などが増加し
ます。茶カテキンは食中毒細菌や悪臭菌に対しては抗菌的に働き、乳酸菌系の善玉菌には作用し
ないこと、茶カテキン投与により動物実験で顕著な糞臭軽減がみられたこと、などから茶カテキン
のヒト糞便臭に対する作用が大きな関心事となりました。しかし、健康な一般人を対象とした研究
では、食事内容や運動など日常生活自体のバラツキが大きく、腸内細菌叢の変動が大きいため、茶
カテキンの効果を調べることが困難です。この目的のためには、厳密に一定の栄養条件下にあるヒ
ト集団において調査研究する必要があります。
ヒトに対する茶カテキンの効果
上記のような研究条件に合う施設として、介護施設があります。介護施設では糞便臭は大きな問題
であり、その軽減は介護者にとっても切実な関心事です。
（社会福祉法人）聖隷三方原病院・栄養科
の全面的な協力の下、(社会福祉法人）十字の園・診療所の医師が中心となり、チューブで液体栄養
を摂取する状態にある寝たきり老人を対象として、茶カテキンが糞便臭軽減に役立つかどうかが検
討されました[1]。
被験者は上記施設を含む6施設の15名の寝たきり患者であり、1日3度の栄養源は鼻孔チューブあ
るいは胃瘻チューブを通しての液体栄養のみです。患者は女性10名、男性5名で、年令は51才から93
才（平均70.3才）、体重は28kgから56kg（平均41kg）でした。基礎疾患としては脳卒中10名、クモ膜
下出血2名、パーキンソン病、脳挫傷、脊髄小脳変性症各1名でした。これら患者には液体栄養であ
るエンシュア・リキッド（ダイナボット社製）を1日当たり1,000Kcal投与されるほか、醤油30mlと水
1,300ml〜1,600mlが補給されました。これらの被験者に対し、茶カテキン100mgを毎食分の栄養液
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に溶解したものが1日3度投与されました（カテキン類を60％以上含有する「ポリフェノン60」粉末160
mg）。すなわち1日分の茶カテキン投与量は300 mgであり、これは普通の煎茶5〜6杯分のカテキン量
に相当します。このような茶カテキン添加栄養液を被験者に3週間投与し、投与前、投与7日目、14日目、
21日目および終了7日後の5回にわたり、糞便を採取し、分析しました。糞便は排便後速やかに採便用
スクリューコップに各10g以上採取し、その際介護士らによる観察を記し、さらに専用の運搬容器に
入れ4℃で嫌気状態を保ち、分析研究室へと運ばれました。微生物分析および水分分析は排便後48
時間以内に、また、臭気成分などの理化学検査はその後−80℃に凍結保存したサンプルを解凍して
行われました。その結果、以下に記すような極めて良好な結果が得られました。
① 腸内善玉菌とされる乳酸桿菌やビフィズス菌が茶カテキン投与中に増加し、悪玉菌とされるクロス
トリジウムや他の菌が減少しました（図１）。
② その結果、糞便中の有機酸類が増加し、ｐHが低下しました。
③ アンモニア、硫化物、インドール、スカトールなど糞便悪臭が著しく減少しました。
④ これらの効果は茶カテキン投与を止めることにより元に戻る傾向を示しました。
⑤ 茶カテキン投与中は明らかに糞便臭軽減が認められました。
以上の経過および結果を踏まえ、同上施設では試験終了後も茶カテキン剤を継続使用し、さらに
流動食摂取の被験者35人を対象として上記と同様の茶カテキン投与試験、糞便分析を続け、良好な
結果を得ております。また、毎日5カプセルの茶カテキンを摂取した健康な成人20名余において、3ケ
月後の問診で著しい整腸作用、排便の好調化という結果(図２)が得られています。

図１ 寝た切り老人１５名に対する茶カテキン投与（３００ｍｇ/日、3週間）と投与停止
１週間後の糞便 腸内菌の変化（善玉乳酸菌類の増加と悪玉菌類の減少。茶カテ
キン投与中止で元に戻る。
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（N=37）
図2 茶カテキン摂取（５００ｍｇ/日、３か月）による排便好調者の増加（５１％から８１％へ）

まとめ
習慣的なお茶の飲用やカテキンカプセルの摂取は、腸内の乳酸菌類を増やし、悪玉菌を減らし、
おなかの調子を整え、糞便悪臭を軽減するということがわかりました[2,3]。結論として、健康的な
体調を保つ方法の１つとして、食事中や食後にお茶を飲んだり、茶カテキンを摂取するという習慣
が大切であるといえます。
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緑茶や緑茶成分は多くの場合、人の健康に良い効果を与えるが、有用性が認められない場
合があったり、感受性の高い人や大量に摂取した場合などにおいては健康に弊害を生ずるとい
う報告もあるので、十分な注意が必要である。

緑茶や緑茶成分は多くの場合、疾病予防や治療に役立つ可能性が高いのですが、一方で、大量摂
取がかえって健康に弊害を及ぼすという報告もあるので、十分な注意が必要です。また、疫学調査研
究で緑茶の有用性が認められなかったケースもかなりあり、カフェインのために睡眠障害が起こるな
ど、個人個人の感受性の違いにも気をつける必要があります。
疫学調査研究
わが国での疫学調査研究において、男性では緑茶飲用により胃がんのリスクがむしろ高くなる傾
向があったとする報告があります[1]。甲状腺がんの場合、女性の甲状腺がんの発症リスクは、閉経後
の場合は1日1杯以下を飲む人を1.00として比べると、5杯以上飲む人のリスクは0.47と低かったのに対
し、閉経前の場合は、1.66倍リスクが高いことがわかりました[2]。また、熱いお茶を飲むと食道がん
のリスクが高くなる可能性があります[3]。大腸がんの場合も、喫煙者ではリスクが増大したという報
告があります[4]。
緑茶サプリメントと肝障害
緑茶サプリメント摂取が肝障害に関係していると考えられる症例に関しては、イタリアの
Mazzantiらの調査では、1999-2008年の間に男性6件（27-45歳）、女性28件（19-69歳）の症例報
告があり、このうち15人が緑茶抽出物のみを含むサプリメントを摂取しており、さらにこのうちの9人
が商品名Exolise（フランス製）を摂っていました[5]。この商品は2003年4月に市場から撤去されて
います。その後も、緑茶サプリメントによる急性肝臓障害の症例が報告されています[6,7]。カテキン
を高濃度に含むサプリメントの摂取には、十分注意することが必要です。
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喘

息
1994年に、製茶工場で働く3人の喘息患者が報告されました。これらの患者はEGCGに対する皮

膚反応、気管支反応を示しましたが、5人の健常者や緑茶粉末に対する暴露の履歴のない5人の喘
息患者にはこうした反応がなく、原因物質はEGCGであると判断されました[8]。喘息患者の中には、
採取血液にEGCGを加えることにより、アレルギー症状を引き起こすヒスタミンの遊離が観察され、
また、EGCGに対する皮内反応陽性となる場合があり、抗体の１種であるIgEが関係して喘息を誘
発しているものと考えられます[9]。こうした緑茶が原因と考えられる喘息患者がこれまでに少なく
とも21人報告されています[10]。また、カテキンの吸入を1ヶ月続け、結核治療を3.5ヶ月受けた51歳
の男性が、過敏性肺包隔炎であると診断された例もあります[11]。
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