2014年9月15日発行
発行人：関 泰一

通巻57号

岐阜大学生命科学総合研究支援センター
抗酸化研究部門／客員教授

酸化ストレス評価法、カラテッリ・パネル (d-ROMs・BAP テスト等 ) の
臨床的意義と予知・予防医学への貢献

酸化ストレス・抗酸化セミナー

2014 年 7 月 27 日（日）、野村コンファレンスプラザ日本橋大
ホールにおいて 200 名の先生方にご参加頂き、盛大に第 12 回酸
化ストレス・抗酸化セミナーが開催されました。
d-ROMs・BAP テストは酸化ストレスおよび治療効果の判定の
他、ライフスタイルの評価、健康度のモニターなど先制医療に、ま
たスポーツの分野にも貢献できる可能があります。本セミナーが先
生方の今後のご研究および治療に、ますますお役
立て頂けるものとご期待いたします。
今号のウイスマーニュースはダイジェスト版に
てセミナーの模様をお届けいたします。
株式会社ウイスマー 代表取締役

特別講演

Keynote Lecture
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予測医学ならびに予防医学に
Carratelli Panel を正しく用いるため
のガイドラインならびにプロトコル

関 泰一
特別講演

Keynote Lecture

2

生活習慣病は酸化ストレス病：酸化ストレス
度評価としての d-ROMs テスト、BAP テスト
は生活習慣病に対する先制医療への架け橋

特別講演

Keynote Lecture

3

酸化ストレスと老化：沖縄のケース
から

犬房 春彦 先生

アルコールによる酸化ストレスおよび
急性アルコール中毒モデルにおけるビタ
ミンとアミノ酸配合剤SUPALIVの影響
を検討したところ、アルコールによる酸
化ストレス上昇と抗酸化ポテンシャルの
低下をSUPALIVは抑制し、生存率改善
に繋がりました。SUPALIVは急性アル
コール中毒の予防効果が期待されます。
さらに、SUPALIVの配合比率を改善
した糖・脂質代謝を促進するTwendee
XはVitaminCの6倍程度の抗酸化力を
示し、すべての動物実験系で有意に酸化
ストレスd-ROMsの低減効果と抗酸化
ポテンシャルBAPの上昇が認められま
した。
また、Twendee Xはハイドロゲンぺ
ルオキシドの消去のみならず、ミトコン
ドリアの保護作用、SODの上昇などの
複合的な作用があり、強力な抗酸化力が
生じていると考えられ、現時点で生体に
副作用がない最も強力な抗酸化効果を持
つ配合物と考えられました。

Lecture

国際酸化ストレス研究機構（イタリア）会長

Eugenio Luigi Iorio

先生

Carratelli Panelは20年間にわたる研
究で1,000に及ぶ論文が発表され、予
防や治療に役立てる有用なツールとして
立証されています。酸化ストレスは生活
習慣病を中心とした100を超える疾患
の予測値となり、臨床症状を表さない先
行する疾患や、検出されない代謝異常を
シグナルとして捉え、一般的な病理でも
他の検査法では検出されない詳細かつ正
確な情報を得ることができます。
d-ROMs・BAPテストで酸化バラン
スを特定することで、酸化ストレスのリ
スクファクターがある患者、酸化ストレ
ス関連疾患の患者、化学療法などの酸化
ストレスに関連する治療を受けている患
者に対する、早期老化や疾患の予防にな
り、通常の薬理・外科的な治療のみなら
ず、抗酸化サプリメント等の判定も可能
になります。
酸化バランスの把握により、患者の
ＱＯＬを高めることができるのです。
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SUPALIV と Twendee X
の強力な抗酸化効果について
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三井記念病院総合健診センター／特任顧問
足利工業大学看護学部学部長／教授
昭和大学医学部衛生学教室／客員教授

山門 實

先生

人間ドック受診者2355名に対して、
汎用自動分析装置によりd-ROMs、
BAP、BAP／d-ROMs比を測定し、多
くの生活習慣病関連因子との相関を認め
ました。ことにBAP／d-ROMs比の低
下で空腹時血糖値、HOMA-R値、血清
脂質、好感度CRPのいずれもが上昇し、
OGTT糖尿病型でもBAP／d-ROMs比
は低下しました。
BAP／d-ROMs低値群ではIMTが有
意に上昇したことから、酸化ストレス度
の増大は耐糖能異常、動脈硬化の有力な
危険因子であると示唆されました。
また、生活習慣病は活性酸素病という
認識が必要であり、d-ROMs・BAP テ
ストは生活習慣病の総合的なリスクのサ
ロゲートマーカーとなり得るでしょう。
酸化バランス測定とその結果に基づく生
活習慣の修正は、抗加齢・健康長寿に向
けた先制医療への架け橋になるものと推
察されます。

先生

新しい加齢に関するパラダイムとして
健康な長寿者を研究するポジティブバイ
オロジーの分野において、2006年沖縄
の100歳を超える長寿者の研究に携わ
りました。加齢関連疾患の罹患率が非常
に低く、高齢になっても認知症の罹患率
が上がらない理由は食事と酸化ストレス
レベルにあるといえました。
沖縄の伝統食はローカロリーで栄養素
の密度が高く、クルクミン、紅イモ中の
アントシアニンといった植物性化学物質
（フィトケミカル）が、腸内細菌や酸化
ストレス防御機構の中心的制御因子であ
るNrf2を活性化させることが認められ
ました。植物性化学物質は活性酸素種の
産生を抑え、酸化的損傷に対抗できると
いえるでしょう。
このような背景から、酸化ストレスの
バランスを臨床の現場で評価できる
d-ROMs、BAPテストの有用性は明ら
かといえます。
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Lecture 3
救急医学領域における
oxidative stress の
biomarker としての活用

愛知医科大学 産婦人科／准教授

順天堂大学医学部付属浦安病院 救急診療科／先任准教授

篠原 康一 先生

子宮内膜症患者では血管内皮機能の低
下が認められますが、血管内皮機能は抗
酸化因子と有意の相関を示すことより、
抗酸化因子の減少が血管内皮機能の低下
の一因であることが示されました。
内膜症治療に有効とされるGnRHa療
法は酸化ストレスには影響がないことが
示され、DNGはエストロゲン濃度を低
下させるにも関わらず、長期投与におい
て抗酸化因子を改善することが明らかと
なったことにより、長期使用にはより適
していると考えられました。
EP配合剤の種類の変化では
d-ROMs、BAPに有意な変化は認めら
れず、他の治療前値に比較して
d-ROMsが高値であり、注意が必要と
考えられました。
産婦人科領域においても、酸化ストレ
スや抗酸化力のマーカーは子宮内膜症、
更年期障害、妊娠関連疾患に関しても基
本病態に対する解析と、治療による収束
を評価できる重要なパラメーターだと考
えられます。
Lecture
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井上 貴昭 先生

救急医学領域においては生命の危機的
状況に及ぶ病態の重症度評価や治療効果
判定に活用できる有効かつ簡便性と迅速
性、再現性を備えたバイオマーカーが必
要とされます。過去3年間、救命センタ
ーに救急搬送された患者の全血にて
d-ROMs、BAP値を測定し、代表的な
3つの病態における重症度・予後との相
関を検討しました。
START式トリアージによる緊急度判
定はBAPと有意な相関を示しました。
自己心拍再開が認められなかった群で有
意にBAPが高値で、d-ROMsも高値で
した。敗血症患者は搬入時、d-ROMs、
BAPは有意な低下を示し、治療の進行
に伴い、経日的に改善する傾向を認めま
した。
oxidative stressは救急外来における
トリアージの補正、心肺停止蘇生後脳症
の生命予後及び神経学的予後指標の他、
肺血症の重症度評価・治療評価判定に役
立つバイオマーカーとして有用と考えら
れました。
Lecture

メタボリックシンドローム
における酸化ストレスと動
脈硬化について

新しいキサンチンオキシ
ダーゼ阻害薬の抗酸化作用
の検討

岐阜大学医学部附属病院第一内科／臨床講師

大阪労災病院 糖尿病内科 健康診断部／部長

NTT 西日本高松診療所予防医療センタ／所長

根治治療をし得たステージⅠ、Ⅱの初
発肝細胞癌患者45例において、
d-ROMs値と再発期間に関して検討し
ました。
根治治療後の再発期間に影響を与える
因子をCox比例ハザードモデルを用いて
検討し、さらに抽出された因子に関して
はKaplan-Meier法を用いて検討しまし
た。
結果、d-ROMs高値患者ほど再発し
やすいことが示され、d-ROMsテスト
は肝細胞癌再発の高率患者の絞り込みに
有用であり、d-ROMs高値患者には、
インターフェロン治療等の抗酸化剤の投
与など、酸化ストレス低下治療が再発の
予防につながる可能性があり、さらなる
介入試験が望まれました。
この結果は酸化ストレスと肝癌再発を
示唆するこれまでの報告と一致するもの
であり、さらに、d-ROMsテストは肝
細胞癌再発を予測する有用な手段となり
え、また、予防を目的とした治療の効果
判定の指標として利用可能と思われます。

良本 佳代子 先生

人間ドックの受診者男性283名・女
性264名を対象にした酸化ストレスと
メタボリックファクターとの関連では、
BAPはHOMA-R、BMI、ウエスト周囲
径、血圧、中性脂肪と逆相関し、HDL
と正相関を認め、d-ROMsは
HbA1c 、CRPと相関しました。また、
食後高血糖、食後高脂血症が酸化ストレ
スに及ぼす影響では、d-ROMsは早期
の糖代謝異常および炎症所見と関連し、
BAPは早期のインスリン抵抗性、特に
肥満や高血圧と共に脂質代謝異常と関連
すると考えられました。
動脈硬化では、BAPは脈波伝播速度
と負の相関を認め、Adiponectinとは
正相関し、抗動脈硬化として抗酸化能の
関連が考えられました。
メタボリックドミノの上流から下流に
至るまで、生活習慣の乱れやメタボリッ
クファクター、動脈硬化疾患の病態と
d-ROMsおよびBAP値との関連が認め
られました。

Lecture
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酸化ストレスと
運動パフォーマンス

心停止後症候群の予後推測因子
としての相対的酸化ストレス度

川崎病と酸化ストレス

三重大学教育学部保健体育科／教授

山口大学大学院医学系研究科
生体情報検査学／教授

京都府立医科大学大学院医学系研究科
小児循環器・腎臓学／教授

杉田 正明 先生

野島 順三 先生

大学運動部の男子8名が常酸素条件、
低酸素条件、高酸素条件下で30秒間の
自転車エルゴメーター全力駆動を行い、
運動パフォーマンスと酸化ストレスおよ
び抗酸化力の関係を調べました。
高酸素環境下の運動は抗酸化力を高め、
酸化ストレス度を抑える機序が働く可能
性があり、低酸素環境下の運動は抗酸化
能の上昇が抑えられ、酸化ストレス度に
曝される可能性がありました。
酸化ストレス度が低いほど、また抗酸
化能が高いほど発揮パワーが高く、酸化
ストレス度や抗酸化能は運動パフォーマ
ンスに密接に関連することが明らかとな
りました。
アスリートのパフォーマンス向上を考
える上で、酸化ストレス度および抗酸化
力の継続的なモニタリングの重要性が示
され、それらのデータをもとに、食事や
栄養面のコンディショニング管理を行い、
競技力を高められる可能性が考えられま
した。

一般の臨床検査データにおいて、心停
止後症候群の予後推測に有用な検査項目
は確立されていません。そこで、心原性
心肺停止患者を対象に心肺停止蘇生後か
ら時系列的にd-ROMs、BAP、相対的
酸化ストレス度を測定し、予後不良群と
生存退院群とで各パラメーターの変動パ
ターンの違いを検討しました。
心停止後症候群では蘇生直後の生体反
応として抗酸化力値が急激に増加し、相
対的酸化ストレス度の上昇を制御してい
る可能性があり、多くの症例で経過途中
に急激な抗酸化力値の低下がみられます
が、抗酸化力値が回復し、相対的酸化ス
トレス度の制御できた症例では全身状態
が改善し予後が良好であると確認されま
した。
相対的酸化ストレス度は心停止後症候
群の予後推測因子として有用であると思
われ、今後は救命救急医療領域における
広い臨床の場での活用が十分に期待され
ます。

濱岡 建城 先生

乳幼児に好発する全身性汎血管炎であ
る川崎病の急性期病態形成から遠隔期動
脈硬化発症までの諸問題における酸化ス
トレスの関与をd-ROMsとBAPで測定
しました。川崎病急性期は酸化ストレス
亢進状態であり、d-ROMsとBAPの推
移の評価が治療効果の評価に有用であり、
特にBAPはγグロブリン静脈内投与初
期治療の効果を予測するバイオマーカー
として臨床上有用である可能性が示され
ました。
また川崎病で冠動脈障害を残した症例
では、抗血小板薬のみよりスタチンやワ
ーファリンの追加投与によりd-ROMs
の産生が抑制され、潜在的抗酸化力が高
められる可能性が示されました。さらに、
川崎病遠隔期における冠動脈石灰化は酸
化還元バランスを崩す要因となる可能性
が示唆され、冠動脈石灰化は血管イベン
ト発症のリスクとして、酸化ストレスの
検討がイベント発症予測に有用である可
能性が示されました。

福井 敏樹 先生

尿酸値と肥満関連因子において、最も
関連の強い因子が内臓脂肪であり、内臓
脂肪面積はd-ROMs値と正の相関にあ
ると報告してきました。尿酸はそれ自体
が内因性の抗酸化物質ですが、生成過程
で活性酸素が生成されて酸化ストレスが
惹起されることで相反する作用が示唆さ
れています。
新しいキサンチンオキシダーゼ阻害薬
であるフェブキソスタットの酸化ストレ
スへの影響を高尿酸血症患者43名で検
討しました。新規投与、切り替え投与群
共に、尿酸値もd-ROMs値も有意に低
下しましたが、BAP値も有意に低下さ
せることになり、BAP/d-ROMs比の変
化は認められませんでした。
切り替え投与群ではキサンチンオキシ
ダーゼ阻害薬のアロプリノール投与のた
め、尿酸値の低下は新規投与群より少な
いにもかかわらず、d-ROMs値の低下
が顕著であるなど、今後さらに検討が必
要であると思われました。
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Diacron International 社（イタリア）専務取締役

Filippo Carratelli

日本の多くの先生方にご愛用
いただき感謝申し上げます。
Carratelliパネルの開発者であ
る父Mauro Carratelliに代わり、
Diacron社を代表してご挨拶さ
せていただきます。
25年前の開発当時から、父は
d-ROMsテストは将来的に酸化
ストレスの代表的なバイオマー
カーとなるであろうと申してお
りました。今後も継続して多く
の先生方にご利用いただき、ま
た新しくCarratelliパネルのアプ
ローチを採用いただくことで、
d-ROMsテストが臨床の現場で
ルーティンな検査試験の１つと
して組み込まれる日も近いと期
待しています。
本日ご出席の皆さま、ご講演
頂きました先生方に心より御礼
申し上げます。

Protolight / B.E.A.T Light Rent 連載

Oxy Xtra Med の症例報告

プロトライト/ビートライトレント

高濃度酸素注入器
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肝癌再発ハイリスク患者の
スクリーニングにおける
d-ROMs テストの有用性
今井 健二 先生

モリーゼ大学医学健康科学部／教授
沖縄国際大学 総合文化学部 人間福祉学科

Giovanni Scapagnini
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産婦人科領域における酸化
ストレス・抗酸化因子測定
の有用性

Lecture

活発に行われた先生方の質疑応答。
弊社並びに協賛企業様の展示ブース
も盛況でした。

周波数プログラムの解説と組み合わせ 実践編

オキシ エクストラ メッド

DTS ローラーを用いた Oxygenated
needling 法と酸素注入法
緒 言
Needling 法 は、南 ア フ リ カ の 医 師 Desmond
Fernandes が発明した術式で、多数の小さな針を形成させたローラー
を使用し、顔面や身体の皮膚を治療するものである。このローラー
の針が表皮角質層を貫通し真皮乳頭層に到達することで、体内のコ
ラーゲンや弾性繊維の合成を賦活化させる効果を狙ったものである。
Oxygenated needling 法は、Maya Beauty Engineering が発明した
方法であり、滅菌されたローラを Oxy Xtra Med ユニットの酸素注入
ハンドピースに取り付けて行う。この滅菌されたローラーには、外
科用スチール微小ニードルが植え込まれており、ニードルの長さは、
0.5 mm から 2 mm である。
使用法
治療する患部の消毒を行い、局所麻酔薬
を投与した後、ローラーを皮膚に水平方向、垂直方向、
斜め方向にローリングさせ、密な溝のネットワークを
形成させる。同時に、Oxy Xtra Med ユニットから 2
気圧以上に加圧された酸素供給を患部に行う。

DTS ローラー
による施術

Oxygenated needling 法を実施することで、成長因子
結 果
の産生を賦活化させることができ、それらの因子が増加することで、
血管新生やマクロファージの化学走性、線維芽細胞の増殖と移動、
コラーゲン新生など、組織増殖に関連する様々な細胞内機序が活性
化される。
再生には、再生プロセスに関与している細胞が産生する “メッセン
ジャー”（成長因子）を使って、生化学情報を交換し、皮膚細胞が互
いに “コミュニケーション” をとることが必要であり、酸素注入法に
よる Oxygenated needling 法には多くの成長因子が関与している：
◆ 血 小 板 由 来 成 長 因 子（PDGFaa、PDGFbb、PDGFab）：こ れ ら の
成長因子は、組織内の幹細胞の有糸分裂をトリガーし、細胞外マト
リックスの合成を促進させる：（血管）内皮細胞の複製のトリガーと
もなり、血管新生（新しい血管の形成）を促進させる。
◆ トランスフォーミング成長因子（TGF-α、IGF-β）：DNA 合成、
結合組織の増殖、間葉系幹細胞の増殖のトリガーとなる。コラーゲ
ン合成を促進させる。
◆ インスリン様成長因子（IGF-I、IGF-II）：創傷治癒に重要。
◆ 上皮成長因子（EGF）：上皮細胞の増殖と分化のトリガーとなり、
血管新生、上皮再形成、コラーゲン活性も高める。
◆ 血管内皮成長因子 (VEGF)：炎症や血管新生に関与している。毛細
血管の透過性を高め、浮腫を形成させる。
◆ 線維芽細胞成長因子：線維芽細胞の増殖のトリガーとなる。
結 論
この画期的な方法により、治療を受けた患者は、アク
ネ瘢痕や妊娠線に外見上明らかな改善を認め、妊娠線や加齢に関連
して生じる皺などが大きく是正された。
また顔面や頚部、デコルテ（首筋から胸元）部の皮膚のたるみやし
わを治療すると、組織のたるみが改善され、日光加齢に関連した損
傷も改善された。
Needling 法と比較して、Oxy Xtra Med を使って行う Oxygenated
needling 法により、効果はさらに
高まる：DTS ローラーによる治療
を行うことで III 型コラーゲンとエ
ラスチンの合成が賦活化され、そ
こに酸素注入法が血管新生のトリ
施術前
施術後
ガーとなり、良好な細胞変態が維
持され、ヒアルロン酸の品質が向
上し、コラーゲンおよび弾性繊維
の再構築が生じると考えられた。
よって、この方法は長期持続的な
効果を維持するために理想的であ
施術前
施術後
ると言える。

講演をされた先生方を交えての懇親会。
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ハンズ・ストーマー先生によるプロ
ト ラ イ ト・ビ ー ト ラ イ ト レ ン ト の
応用法を連載でお届けします。

プログラム19

Dr.Hans Stormer
オランダ在住の自然療法医
オランダで自然療法医養成学校の校
長を務める傍ら、エネルギー医療の
講演活動は医学知識とともに高い評
価を受けている。QXCI や L.I.F.E. シス
テム、AMSAT、バイオモニターなど
の診断システムにも精通し、プロト
ライト治療の実績では第一人者。

多発性神経障害の軽減

多発性神経障害の場合では、腕や脚の
末梢神経に症状が生じます。患者は体の
不調や、筋力低下を感じています。さらに
は、チクチクするような感じ、くすぐるよう
な感じ、物を喋れない感じ、あるいは眠
気を感じます。多発性神経障害の人々は、
綿の上を歩いているような状態だと表現す
ることがしばしばあります。歩く際や立っている時に安定感がなく、
坂などでそのように感じる傾向が強くなります。多発性神経障害
の原因は多数あり、お酒の飲み過ぎやある種の癌治療薬を服用
して生じる場合があります。
臨床を通して、薬剤や放射線照射により腸の粘膜に損傷が生
じている症例が多数見つかっています。また膵臓も適切に機能し
ていません。最終的にはビタミン（B12 と B16）やミネラルが不
足していることが推察されます。神経はビタミン B12 とビタミン
B16 を多量に必要とします。
プログラム 19 をプログラム 17（再生能力を高める）、31（胆嚢）、
32（腎臓）と組み合わせることで神経の再生が可能ですが、必
要なビタミンやミネラルを摂取することを忘れてはいけません。
胃や腸の粘膜が良好な状態ではありませんので、ビタミンスプ
レーの使用を強くお勧めします。ビタミンが口内粘膜を通じて容
易に吸収されます。

プログラム20

セロトニン産生の刺激

トリプトファンが酵素反応によりセロトニ
ンに変換します。トリプトファンは、ヒヨコ
マメや牛乳、バナナ、チョコレート（72%
以上のココア含有量の場合）などの食品
に含まれています。加熱された牛乳はトリ
プトファンが放出されるので、眠気を催す
ことになります。セロトニンは睡眠や感情、性生活、自信、食欲
に影響を及ぼします。エンドルフィンと同様に “人の気分をよく
するホルモン” です。多くの教科書に、セロトニンは脳でしか産
生できないと書かれていますが、ドイツ、アメリカ、その他の多
くの国でなされた最近の研究で、脳と腸とはつながりがあること
が示されています。セロトニンの前駆体が腸や肝臓で作られてい
ることが明らかとなってきまし
た。セロトニンプログラムを実
行 さ せ る 際 に は、胸 骨、臍、
頭部に Beat Light を用います
（頭部のイメージについては左
の図を参照）。
プログラム 20 は、
プログラム 8（入眠）- 13（睡眠障害）‒ 36（学
習過程）‒ 27（急性的依存症）および 28（慢性的依存症）と組
み合わせることができます（プログラム 20 は、睡眠プログラム
8 もしくは 13 の 1 時間以上前に使用します）。
Vol.57 -4

2014年9月15日発行
発行人：関 泰一

通巻57号

岐阜大学生命科学総合研究支援センター
抗酸化研究部門／客員教授

酸化ストレス評価法、カラテッリ・パネル (d-ROMs・BAP テスト等 ) の
臨床的意義と予知・予防医学への貢献

酸化ストレス・抗酸化セミナー

2014 年 7 月 27 日（日）、野村コンファレンスプラザ日本橋大
ホールにおいて 200 名の先生方にご参加頂き、盛大に第 12 回酸
化ストレス・抗酸化セミナーが開催されました。
d-ROMs・BAP テストは酸化ストレスおよび治療効果の判定の
他、ライフスタイルの評価、健康度のモニターなど先制医療に、ま
たスポーツの分野にも貢献できる可能があります。本セミナーが先
生方の今後のご研究および治療に、ますますお役
立て頂けるものとご期待いたします。
今号のウイスマーニュースはダイジェスト版に
てセミナーの模様をお届けいたします。
株式会社ウイスマー 代表取締役

特別講演

Keynote Lecture

関 泰一

1

予測医学ならびに予防医学に
Carratelli Panel を正しく用いるため
のガイドラインならびにプロトコル

特別講演

Keynote Lecture

2

生活習慣病は酸化ストレス病：酸化ストレス
度評価としての d-ROMs テスト、BAP テスト
は生活習慣病に対する先制医療への架け橋

特別講演

Keynote Lecture

3

酸化ストレスと老化：沖縄のケース
から

犬房 春彦 先生

アルコールによる酸化ストレスおよび
急性アルコール中毒モデルにおけるビタ
ミンとアミノ酸配合剤SUPALIVの影響
を検討したところ、アルコールによる酸
化ストレス上昇と抗酸化ポテンシャルの
低下をSUPALIVは抑制し、生存率改善
に繋がりました。SUPALIVは急性アル
コール中毒の予防効果が期待されます。
さらに、SUPALIVの配合比率を改善
した糖・脂質代謝を促進するTwendee
XはVitaminCの6倍程度の抗酸化力を
示し、すべての動物実験系で有意に酸化
ストレスd-ROMsの低減効果と抗酸化
ポテンシャルBAPの上昇が認められま
した。
また、Twendee Xはハイドロゲンぺ
ルオキシドの消去のみならず、ミトコン
ドリアの保護作用、SODの上昇などの
複合的な作用があり、強力な抗酸化力が
生じていると考えられ、現時点で生体に
副作用がない最も強力な抗酸化効果を持
つ配合物と考えられました。

Lecture

国際酸化ストレス研究機構（イタリア）会長

Eugenio Luigi Iorio

先生

Carratelli Panelは20年間にわたる研
究で1,000に及ぶ論文が発表され、予
防や治療に役立てる有用なツールとして
立証されています。酸化ストレスは
100を超える生活習慣病疾患の予測値
となり、臨床症状を表さない先行する疾
患や、検出されない代謝異常をシグナル
として捉え、一般的な病理でも他の検査
法では検出されない詳細かつ正確な情報
を得ることができます。
酸化ストレスのリスクファクターがあ
る患者、酸化ストレス関連疾患の患者、
化学療法などの酸化ストレスに関連する
治療を受けている患者は、全身と局所の
酸化バランスを特定することで、早期老
化や疾患の予防になり、通常の薬理・外
科的な治療のみならず、抗酸化サプリメ
ント等の治療も可能になります。
酸化バランスの至適化に有用なアドバ
イスは患者のＱＯＬを高めることができ
るのです。

1

SUPALIV と Twendee X
の強力な抗酸化効果について
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Lecture

三井記念病院総合健診センター／特任顧問
足利工業大学看護学部学部長／教授／特任顧問
昭和大学医学部衛生学教室／客員教授

山門 實

先生

人間ドック受診者2355名に対して、
汎用自動分析装置によりd-ROMs、
BAP、BAP／d-ROMs比を測定し、多
くの生活習慣病関連因子との相関を認め
ました。ことにBAP／d-ROMs比の低
下で空腹時血糖値、HOMA-R値、血清
脂質、好感度CRPのいずれもが上昇し、
OGTT糖尿病型でもBAP／d-ROMs比
は低下しました。
BAP／d-ROMs低値群ではIMTが有
意に上昇したことから、酸化ストレス度
の増大は耐糖能異常、動脈硬化の有力な
危険因子であると示唆されました。
また、生活習慣病は活性酸素病という
認識が必要であり、d-ROMs・BAP テ
ストは生活習慣病の総合的なリスクのサ
ロゲートマーカーとなり得るでしょう。
酸化バランス測定とその結果に基づく生
活習慣の修正は、抗加齢・健康長寿に向
けた先制医療への架け橋になるものと推
察されます。

先生

新しい加齢に関するパラダイムとして
健康な長寿者を研究するポジティブバイ
オロジーの分野において、2006年沖縄
の100歳を超える長寿者の研究に携わ
りました。加齢関連疾患の罹患率が非常
に低く、高齢になっても認知症の罹患率
が上がらない理由は食事と酸化ストレス
レベルにあるといえました。
沖縄の伝統食はローカロリーで栄養素
の密度が高く、クルクミン、紅イモ中の
アントシアニンといった植物性化学物質
（フィトケミカル）が、腸内細菌や酸化
ストレス防御機構の中心的制御因子であ
るNrf2を活性化させることが認められ
ました。植物性化学物質は活性酸素種の
産生を抑え、酸化的損傷に対抗できると
いえるでしょう。
このような背景から、酸化ストレスの
バランスを臨床の現場で評価できる
d-ROMs、BAPテストの有用性は明ら
かといえます。
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Lecture 3
救急医学領域における
oxidative stress の
biomarker としての活用

愛知医科大学 産婦人科／准教授

順天堂大学医学部付属浦安病院 救急診療科／先任准教授

篠原 康一 先生

子宮内膜症患者では血管内皮機能の低
下が認められますが、血管内皮機能は抗
酸化因子と有意の相関を示すことより、
抗酸化因子の減少が血管内皮機能の低下
の一因であることが示されました。
内膜症治療に有効とされるGnRHa療
法は酸化ストレスには影響がないことが
示され、DNGはエストロゲン濃度を低
下させるにも関わらず、長期投与におい
て抗酸化因子を改善することが明らかと
なったことにより、長期使用にはより適
していると考えられました。
EP配合剤の種類の変化では
d-ROMs、BAPに有意な変化は認めら
れず、他の治療前値に比較して
d-ROMsが高値であり、注意が必要と
考えられました。
産婦人科領域においても、酸化ストレ
スや抗酸化力のマーカーは子宮内膜症、
更年期障害、妊娠関連疾患に関しても基
本病態に対する解析と、治療による収束
を評価できる重要なパラメーターだと考
えられます。
Lecture

5

井上 貴昭 先生

救急医学領域においては生命の危機的
状況に及ぶ病態の重症度評価や治療効果
判定に活用できる有効かつ簡便性と迅速
性、再現性を備えたバイオマーカーが必
要とされます。過去3年間、救命センタ
ーに救急搬送された患者の全血にて
d-ROMs、BAP値を測定し、代表的な
3つの病態における重症度・予後との相
関を検討しました。
START式トリアージによる緊急度判
定はBAPと有意な相関を示しました。
自己心拍再開が認められなかった群で有
意にBAPが高値で、d-ROMsも高値で
した。敗血症患者は搬入時、d-ROMs、
BAPは有意な低下を示し、治療の進行
に伴い、経日的に改善する傾向を認めま
した。
oxidative stressは救急外来における
トリアージの補正、心肺停止蘇生後脳症
の生命予後及び神経学的予後指標の他、
肺血症の重症度評価・治療評価判定に役
立つバイオマーカーとして有用と考えら
れました。
Lecture

メタボリックシンドローム
における酸化ストレスと動
脈硬化について

新しいキサンチンオキシ
ダーゼ阻害薬の抗酸化作用
の検討

岐阜大学医学部附属病院第一内科／臨床講師

大阪労災病院 糖尿病内科 健康診断部／部長

NTT 西日本高松診療所予防医療センタ／所長

根治治療をし得たステージⅠ、Ⅱの初
発肝細胞癌患者45例において、
d-ROMs値と再発期間に関して検討し
ました。
根治治療後の再発期間に影響を与える
因子をCox比例ハザードモデルを用いて
検討し、さらに抽出された因子に関して
はKaplan-Meier法を用いて検討しまし
た。
結果、d-ROMs高値患者ほど再発し
やすいことが示され、d-ROMsテスト
は肝細胞癌再発の高率患者の絞り込みに
有用であり、d-ROMs高値患者には、
インターフェロン治療等の抗酸化剤の投
与など、酸化ストレス低下治療が再発の
予防につながる可能性があり、さらなる
介入試験が望まれました。
この結果は酸化ストレスと肝癌再発を
示唆するこれまでの報告と一致するもの
であり、さらに、d-ROMsテストは肝
細胞癌再発を予測する有用な手段となり
え、また、予防を目的とした治療の効果
判定の指標として利用可能と思われます。

良本 佳代子 先生

人間ドックの受診者男性283名・女
性264名を対象にした酸化ストレスと
メタボリックファクターとの関連では、
BAPはHOMA-R、BMI、ウエスト周囲
径、血圧、中性脂肪と逆相関し、HDL
と正相関を認め、d-ROMsは
HbA1c 、CRPと相関しました。また、
食後高血糖、食後高脂血症が酸化ストレ
スに及ぼす影響では、d-ROMsは早期
の糖代謝異常および炎症所見と関連し、
BAPは早期のインスリン抵抗性、特に
肥満や高血圧と共に脂質代謝異常と関連
すると考えられました。
動脈硬化では、BAPは脈波伝播速度
と負の相関を認め、Adiponectinとは
正相関し、抗動脈硬化として抗酸化能の
関連が考えられました。
メタボリックドミノの上流から下流に
至るまで、生活習慣の乱れやメタボリッ
クファクター、動脈硬化疾患の病態と
d-ROMsおよびBAP値との関連が認め
られました。

Lecture
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Lecture

8

Lecture

9

酸化ストレスと
運動パフォーマンス

心停止後症候群の予後推測因子
としての相対的酸化ストレス度

川崎病と酸化ストレス

三重大学教育学部／教授

山口大学大学院医学系研究科
生体情報検査学／教授

京都府立医科大学大学院医学系研究科
小児循環器・腎臓学／教授

杉田 正明 先生

野島 順三 先生

大学運動部の男子8名が常酸素条件、
低酸素条件、高酸素条件下で30秒間の
自転車エルゴメーター全力駆動を行い、
運動パフォーマンスと酸化ストレスおよ
び抗酸化力の関係を調べました。
高酸素環境下の運動は抗酸化力を高め、
酸化ストレス度を抑える機序が働く可能
性があり、低酸素環境下の運動は抗酸化
能の上昇が抑えられ、酸化ストレス度に
曝される可能性がありました。
酸化ストレス度が低いほど、また抗酸
化能が高いほど発揮パワーが高く、酸化
ストレス度や抗酸化能は運動パフォーマ
ンスに密接に関連することが明らかとな
りました。
アスリートのパフォーマンス向上を考
える上で、酸化ストレス度および抗酸化
力の継続的なモニタリングの重要性が示
され、それらのデータをもとに、食事や
栄養面のコンディショニング管理を行い、
競技力を高められる可能性が考えられま
した。

一般の臨床検査データにおいて、心停
止後症候群の予後推測に有用な検査項目
は確立されていません。そこで、心原性
心肺停止患者を対象に心肺停止蘇生後か
ら時系列的にd-ROMs、BAP、相対的
酸化ストレス度を測定し、予後不良群と
生存退院群とで各パラメーターの変動パ
ターンの違いを検討しました。
心停止後症候群では蘇生直後の生体反
応として抗酸化力値が急激に増加し、相
対的酸化ストレス度の上昇を制御してい
る可能性があり、多くの症例で経過途中
に急激な抗酸化力値の低下がみられます
が、抗酸化力値が回復し、相対的酸化ス
トレス度の制御できた症例では全身状態
が改善し予後が良好であると推測されま
した。
相対的酸化ストレス度は心停止後症候
群の予後推測因子として有用であると思
われ、今後は救命救急医療領域における
広い臨床の場での活用が十分に期待され
ます。

濱岡 建城 先生

乳幼児に好発する全身性汎血管炎であ
る川崎病の急性期病態形成から遠隔期動
脈硬化発症までの諸問題における酸化ス
トレスの関与をd-ROMsとBAPで測定
しました。川崎病急性期は酸化ストレス
亢進状態であり、d-ROMsとBAPの推
移の評価が治療効果の評価に有用であり、
特にBAPはγグロブリン静脈内投与初
期治療の効果を予測するバイオマーカー
として臨床上有用である可能性が示され
ました。
また川崎病で冠動脈障害を残した症例
では、抗血小板薬のみよりスタチンやワ
ーファリンの追加投与によりd-ROMs
の産生が抑制され、潜在的抗酸化力が高
められる可能性が示されました。さらに、
川崎病遠隔期における冠動脈石灰化は酸
化還元バランスを崩す要因となる可能性
が示唆され、冠動脈石灰化は血管イベン
ト発症のリスクとして、酸化ストレスの
検討がイベント発症予測に有用である可
能性が示されました。

福井 敏樹 先生

尿酸値と肥満関連因子において、最も
関連の強い因子が内臓脂肪であり、内臓
脂肪面積はd-ROMs値と正の相関にあ
ると報告してきました。尿酸はそれ自体
が内因性の抗酸化物質ですが、生成過程
で活性酸素が生成されて酸化ストレスが
惹起されることで相反する作用が示唆さ
れています。
新しいキサンチンオキシダーゼ阻害薬
であるフェブキソスタットの酸化ストレ
スへの影響を高尿酸血症患者43名で検
討しました。新規投与、切り替え投与群
共に、尿酸値もd-ROMs値も有意に低
下しましたが、BAP値も有意に低下さ
せることになり、BAP/d-ROMs比の変
化は認められませんでした。
切り替え投与群ではキサンチンオキシ
ダーゼ阻害薬のアロプリノール投与のた
め、尿酸値の低下は新規投与群より少な
いにもかかわらず、d-ROMs値の低下
が顕著であるなど、今後さらに検討が必
要であると思われました。
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Diacron International 社（イタリア）専務取締役

Filippo Carratelli

日本の多くの先生方にご愛用
いただき感謝申し上げます。
Carratelliパネルの開発者であ
る父Mauro Carratelliに代わり、
Diacron社を代表してご挨拶さ
せていただきます。
25年前の開発当時から、父は
d-ROMsテストは将来的に酸化
ストレスの代表的なバイオマー
カーとなるであろうと申してお
りました。今後も継続して多く
の先生方にご利用いただき、ま
た新しくCarratelliパネルのアプ
ローチを採用いただくことで、
d-ROMsテストが臨床の現場で
ルーティンな検査試験の１つと
して組み込まれる日も近いと期
待しています。
本日ご出席の皆さま、ご講演
頂きました先生方に心より御礼
申し上げます。

Protolight / B.E.A.T Light Rent 連載

Oxy Xtra Med の症例報告

プロトライト/ビートライトレント

高濃度酸素注入器

6

肝癌再発ハイリスク患者の
スクリーニングにおける
d-ROMs テストの有用性
今井 健二 先生

モリーゼ大学医学健康科学部／教授
沖縄国際大学 総合文化学部 人間福祉学科

Giovanni Scapagnini

4

2

産婦人科領域における酸化
ストレス・抗酸化因子測定
の有用性

Lecture

活発に行われた先生方の質疑応答。
弊社並びに協賛企業様の展示ブース
も盛況でした。

周波数プログラムの解説と組み合わせ 実践編

オキシ エクストラ メッド

DTS ローラーを用いた Oxygenated
needling 法と酸素注入法
緒 言
Needling 法 は、南 ア フ リ カ の 医 師 Desmond
Fernandes が発明した術式で、多数の小さな針を形成させたローラー
を使用し、顔面や身体の皮膚を治療するものである。このローラー
の針が表皮角質層を貫通し真皮乳頭層に到達することで、体内のコ
ラーゲンや弾性繊維の合成を賦活化させる効果を狙ったものである。
Oxygenated needling 法は、Maya Beauty Engineering が発明した
方法であり、滅菌されたローラを Oxy Xtra Med ユニットの酸素注入
ハンドピースに取り付けて行う。この滅菌されたローラーには、外
科用スチール微小ニードルが植え込まれており、ニードルの長さは、
0.5 mm から 2 mm である。
使用法
治療する患部の消毒を行い、局所麻酔薬
を投与した後、ローラーを皮膚に水平方向、垂直方向、
斜め方向にローリングさせ、密な溝のネットワークを
形成させる。同時に、Oxy Xtra Med ユニットから 2
気圧以上に加圧された酸素供給を患部に行う。

DTS ローラー
による施術

Oxygenated needling 法を実施することで、成長因子
結 果
の産生を賦活化させることができ、それらの因子が増加することで、
血管新生やマクロファージの化学走性、線維芽細胞の増殖と移動、
コラーゲン新生など、組織増殖に関連する様々な細胞内機序が活性
化される。
再生には、再生プロセスに関与している細胞が産生する “メッセン
ジャー”（成長因子）を使って、生化学情報を交換し、皮膚細胞が互
いに “コミュニケーション” をとることが必要であり、酸素注入法に
よる Oxygenated needling 法には多くの成長因子が関与している：
◆ 血 小 板 由 来 成 長 因 子（PDGFaa、PDGFbb、PDGFab）：こ れ ら の
成長因子は、組織内の幹細胞の有糸分裂をトリガーし、細胞外マト
リックスの合成を促進させる：（血管）内皮細胞の複製のトリガーと
もなり、血管新生（新しい血管の形成）を促進させる。
◆ トランスフォーミング成長因子（TGF-α、IGF-β）：DNA 合成、
結合組織の増殖、間葉系幹細胞の増殖のトリガーとなる。コラーゲ
ン合成を促進させる。
◆ インスリン様成長因子（IGF-I、IGF-II）：創傷治癒に重要。
◆ 上皮成長因子（EGF）：上皮細胞の増殖と分化のトリガーとなり、
血管新生、上皮再形成、コラーゲン活性も高める。
◆ 血管内皮成長因子 (VEGF)：炎症や血管新生に関与している。毛細
血管の透過性を高め、浮腫を形成させる。
◆ 線維芽細胞成長因子：線維芽細胞の増殖のトリガーとなる。
結 論
この画期的な方法により、治療を受けた患者は、アク
ネ瘢痕や妊娠線に外見上明らかな改善を認め、妊娠線や加齢に関連
して生じる皺などが大きく是正された。
また顔面や頚部、デコルテ（首筋から胸元）部の皮膚のたるみやし
わを治療すると、組織のたるみが改善され、日光加齢に関連した損
傷も改善された。
Needling 法と比較して、Oxy Xtra Med を使って行う Oxygenated
needling 法により、効果はさらに
高まる：DTS ローラーによる治療
を行うことで III 型コラーゲンとエ
ラスチンの合成が賦活化され、そ
こに酸素注入法が血管新生のトリ
施術前
施術後
ガーとなり、良好な細胞変態が維
持され、ヒアルロン酸の品質が向
上し、コラーゲンおよび弾性繊維
の再構築が生じると考えられた。
よって、この方法は長期持続的な
効果を維持するために理想的であ
施術前
施術後
ると言える。

講演をされた先生方を交えての懇親会。
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連載—7

ハンズ・ストーマー先生によるプロ
ト ラ イ ト・ビ ー ト ラ イ ト レ ン ト の
応用法を連載でお届けします。

プログラム19

Dr.Hans Stormer
オランダ在住の自然療法医
オランダで自然療法医養成学校の校
長を務める傍ら、エネルギー医療の
講演活動は医学知識とともに高い評
価を受けている。QXCI や L.I.F.E. シス
テム、AMSAT、バイオモニターなど
の診断システムにも精通し、プロト
ライト治療の実績では第一人者。

多発性神経障害の軽減

多発性神経障害の場合では、腕や脚の
末梢神経に症状が生じます。患者は体の
不調や、筋力低下を感じています。さらに
は、チクチクするような感じ、くすぐるよう
な感じ、物を喋れない感じ、あるいは眠
気を感じます。多発性神経障害の人々は、
綿の上を歩いているような状態だと表現す
ることがしばしばあります。歩く際や立っている時に安定感がなく、
坂などでそのように感じる傾向が強くなります。多発性神経障害
の原因は多数あり、お酒の飲み過ぎやある種の癌治療薬を服用
して生じる場合があります。
臨床を通して、薬剤や放射線照射により腸の粘膜に損傷が生
じている症例が多数見つかっています。また膵臓も適切に機能し
ていません。最終的にはビタミン（B12 と B16）やミネラルが不
足していることが推察されます。神経はビタミン B12 とビタミン
B16 を多量に必要とします。
プログラム 19 をプログラム 17（再生能力を高める）、31（胆嚢）、
32（腎臓）と組み合わせることで神経の再生が可能ですが、必
要なビタミンやミネラルを摂取することを忘れてはいけません。
胃や腸の粘膜が良好な状態ではありませんので、ビタミンスプ
レーの使用を強くお勧めします。ビタミンが口内粘膜を通じて容
易に吸収されます。

プログラム20

セロトニン産生の刺激

トリプトファンが酵素反応によりセロトニ
ンに変換します。トリプトファンは、ヒヨコ
マメや牛乳、バナナ、チョコレート（72%
以上のココア含有量の場合）などの食品
に含まれています。加熱された牛乳はトリ
プトファンが放出されるので、眠気を催す
ことになります。セロトニンは睡眠や感情、性生活、自信、食欲
に影響を及ぼします。エンドルフィンと同様に “人の気分をよく
するホルモン” です。多くの教科書に、セロトニンは脳でしか産
生できないと書かれていますが、ドイツ、アメリカ、その他の多
くの国でなされた最近の研究で、脳と腸とはつながりがあること
が示されています。セロトニンの前駆体が腸や肝臓で作られてい
ることが明らかとなってきまし
た。セロトニンプログラムを実
行 さ せ る 際 に は、胸 骨、臍、
頭部に Beat Light を用います
（頭部のイメージについては左
の図を参照）。
プログラム 20 は、
プログラム 8（入眠）- 13（睡眠障害）‒ 36（学
習過程）‒ 27（急性的依存症）および 28（慢性的依存症）と組
み合わせることができます（プログラム 20 は、睡眠プログラム
8 もしくは 13 の 1 時間以上前に使用します）。
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岐阜大学生命科学総合研究支援センター
抗酸化研究部門／客員教授

酸化ストレス評価法、カラテッリ・パネル (d-ROMs・BAP テスト等 ) の
臨床的意義と予知・予防医学への貢献

酸化ストレス・抗酸化セミナー

2014 年 7 月 27 日（日）、野村コンファレンスプラザ日本橋大
ホールにおいて 200 名の先生方にご参加頂き、盛大に第 12 回酸
化ストレス・抗酸化セミナーが開催されました。
d-ROMs・BAP テストは酸化ストレスおよび治療効果の判定の
他、ライフスタイルの評価、健康度のモニターなど先制医療に、ま
たスポーツの分野にも貢献できる可能があります。本セミナーが先
生方の今後のご研究および治療に、ますますお役
立て頂けるものとご期待いたします。
今号のウイスマーニュースはダイジェスト版に
てセミナーの模様をお届けいたします。
株式会社ウイスマー 代表取締役

特別講演

Keynote Lecture

1

予測医学ならびに予防医学に
Carratelli Panel を正しく用いるため
のガイドラインならびにプロトコル

関 泰一
特別講演

Keynote Lecture

2

生活習慣病は酸化ストレス病：酸化ストレス
度評価としての d-ROMs テスト、BAP テスト
は生活習慣病に対する先制医療への架け橋

特別講演

Keynote Lecture

3

酸化ストレスと老化：沖縄のケース
から

犬房 春彦 先生

アルコールによる酸化ストレスおよび
急性アルコール中毒モデルにおけるビタ
ミンとアミノ酸配合剤SUPALIVの影響
を検討したところ、アルコールによる酸
化ストレス上昇と抗酸化ポテンシャルの
低下をSUPALIVは抑制し、生存率改善
に繋がりました。SUPALIVは急性アル
コール中毒の予防効果が期待されます。
さらに、SUPALIVの配合比率を改善
した糖・脂質代謝を促進するTwendee
XはVitaminCの6倍程度の抗酸化力を
示し、すべての動物実験系で有意に酸化
ストレスd-ROMsの低減効果と抗酸化
ポテンシャルBAPの上昇が認められま
した。
また、Twendee Xはハイドロゲンぺ
ルオキシドの消去のみならず、ミトコン
ドリアの保護作用、SODの上昇などの
複合的な作用があり、強力な抗酸化力が
生じていると考えられ、現時点で生体に
副作用がない最も強力な抗酸化効果を持
つ配合物と考えられました。

Lecture

国際酸化ストレス研究機構（イタリア）会長

Eugenio Luigi Iorio

先生

Carratelli Panelは20年間にわたる研
究で1,000に及ぶ論文が発表され、予
防や治療に役立てる有用なツールとして
立証されています。酸化ストレスは生活
習慣病を中心とした100を超える疾患
の予測値となり、臨床症状を表さない先
行する疾患や、検出されない代謝異常を
シグナルとして捉え、一般的な病理でも
他の検査法では検出されない詳細かつ正
確な情報を得ることができます。
d-ROMs・BAPテストで酸化バラン
スを特定することで、酸化ストレスのリ
スクファクターがある患者、酸化ストレ
ス関連疾患の患者、化学療法などの酸化
ストレスに関連する治療を受けている患
者に対する、早期老化や疾患の予防にな
り、通常の薬理・外科的な治療のみなら
ず、抗酸化サプリメント等の判定も可能
になります。
酸化バランスの把握により、患者の
ＱＯＬを高めることができるのです。

1

SUPALIV と Twendee X
の強力な抗酸化効果について
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Lecture

三井記念病院総合健診センター／特任顧問
足利工業大学看護学部学部長／教授
昭和大学医学部衛生学教室／客員教授

山門 實

先生

人間ドック受診者2355名に対して、
汎用自動分析装置によりd-ROMs、
BAP、BAP／d-ROMs比を測定し、多
くの生活習慣病関連因子との相関を認め
ました。ことにBAP／d-ROMs比の低
下で空腹時血糖値、HOMA-R値、血清
脂質、好感度CRPのいずれもが上昇し、
OGTT糖尿病型でもBAP／d-ROMs比
は低下しました。
BAP／d-ROMs低値群ではIMTが有
意に上昇したことから、酸化ストレス度
の増大は耐糖能異常、動脈硬化の有力な
危険因子であると示唆されました。
また、生活習慣病は活性酸素病という
認識が必要であり、d-ROMs・BAP テ
ストは生活習慣病の総合的なリスクのサ
ロゲートマーカーとなり得るでしょう。
酸化バランス測定とその結果に基づく生
活習慣の修正は、抗加齢・健康長寿に向
けた先制医療への架け橋になるものと推
察されます。

先生

新しい加齢に関するパラダイムとして
健康な長寿者を研究するポジティブバイ
オロジーの分野において、2006年沖縄
の100歳を超える長寿者の研究に携わ
りました。加齢関連疾患の罹患率が非常
に低く、高齢になっても認知症の罹患率
が上がらない理由は食事と酸化ストレス
レベルにあるといえました。
沖縄の伝統食はローカロリーで栄養素
の密度が高く、クルクミン、紅イモ中の
アントシアニンといった植物性化学物質
（フィトケミカル）が、腸内細菌や酸化
ストレス防御機構の中心的制御因子であ
るNrf2を活性化させることが認められ
ました。植物性化学物質は活性酸素種の
産生を抑え、酸化的損傷に対抗できると
いえるでしょう。
このような背景から、酸化ストレスの
バランスを臨床の現場で評価できる
d-ROMs、BAPテストの有用性は明ら
かといえます。
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Lecture 3
救急医学領域における
oxidative stress の
biomarker としての活用

愛知医科大学 産婦人科／准教授

順天堂大学医学部付属浦安病院 救急診療科／先任准教授

篠原 康一 先生

子宮内膜症患者では血管内皮機能の低
下が認められますが、血管内皮機能は抗
酸化因子と有意の相関を示すことより、
抗酸化因子の減少が血管内皮機能の低下
の一因であることが示されました。
内膜症治療に有効とされるGnRHa療
法は酸化ストレスには影響がないことが
示され、DNGはエストロゲン濃度を低
下させるにも関わらず、長期投与におい
て抗酸化因子を改善することが明らかと
なったことにより、長期使用にはより適
していると考えられました。
EP配合剤の種類の変化では
d-ROMs、BAPに有意な変化は認めら
れず、他の治療前値に比較して
d-ROMsが高値であり、注意が必要と
考えられました。
産婦人科領域においても、酸化ストレ
スや抗酸化力のマーカーは子宮内膜症、
更年期障害、妊娠関連疾患に関しても基
本病態に対する解析と、治療による収束
を評価できる重要なパラメーターだと考
えられます。
Lecture

5

井上 貴昭 先生

救急医学領域においては生命の危機的
状況に及ぶ病態の重症度評価や治療効果
判定に活用できる有効かつ簡便性と迅速
性、再現性を備えたバイオマーカーが必
要とされます。過去3年間、救命センタ
ーに救急搬送された患者の全血にて
d-ROMs、BAP値を測定し、代表的な
3つの病態における重症度・予後との相
関を検討しました。
START式トリアージによる緊急度判
定はBAPと有意な相関を示しました。
自己心拍再開が認められなかった群で有
意にBAPが高値で、d-ROMsも高値で
した。敗血症患者は搬入時、d-ROMs、
BAPは有意な低下を示し、治療の進行
に伴い、経日的に改善する傾向を認めま
した。
oxidative stressは救急外来における
トリアージの補正、心肺停止蘇生後脳症
の生命予後及び神経学的予後指標の他、
肺血症の重症度評価・治療評価判定に役
立つバイオマーカーとして有用と考えら
れました。
Lecture

メタボリックシンドローム
における酸化ストレスと動
脈硬化について

新しいキサンチンオキシ
ダーゼ阻害薬の抗酸化作用
の検討

岐阜大学医学部附属病院第一内科／臨床講師

大阪労災病院 糖尿病内科 健康診断部／部長

NTT 西日本高松診療所予防医療センタ／所長

根治治療をし得たステージⅠ、Ⅱの初
発肝細胞癌患者45例において、
d-ROMs値と再発期間に関して検討し
ました。
根治治療後の再発期間に影響を与える
因子をCox比例ハザードモデルを用いて
検討し、さらに抽出された因子に関して
はKaplan-Meier法を用いて検討しまし
た。
結果、d-ROMs高値患者ほど再発し
やすいことが示され、d-ROMsテスト
は肝細胞癌再発の高率患者の絞り込みに
有用であり、d-ROMs高値患者には、
インターフェロン治療等の抗酸化剤の投
与など、酸化ストレス低下治療が再発の
予防につながる可能性があり、さらなる
介入試験が望まれました。
この結果は酸化ストレスと肝癌再発を
示唆するこれまでの報告と一致するもの
であり、さらに、d-ROMsテストは肝
細胞癌再発を予測する有用な手段となり
え、また、予防を目的とした治療の効果
判定の指標として利用可能と思われます。

良本 佳代子 先生

人間ドックの受診者男性283名・女
性264名を対象にした酸化ストレスと
メタボリックファクターとの関連では、
BAPはHOMA-R、BMI、ウエスト周囲
径、血圧、中性脂肪と逆相関し、HDL
と正相関を認め、d-ROMsは
HbA1c 、CRPと相関しました。また、
食後高血糖、食後高脂血症が酸化ストレ
スに及ぼす影響では、d-ROMsは早期
の糖代謝異常および炎症所見と関連し、
BAPは早期のインスリン抵抗性、特に
肥満や高血圧と共に脂質代謝異常と関連
すると考えられました。
動脈硬化では、BAPは脈波伝播速度
と負の相関を認め、Adiponectinとは
正相関し、抗動脈硬化として抗酸化能の
関連が考えられました。
メタボリックドミノの上流から下流に
至るまで、生活習慣の乱れやメタボリッ
クファクター、動脈硬化疾患の病態と
d-ROMsおよびBAP値との関連が認め
られました。
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酸化ストレスと
運動パフォーマンス

心停止後症候群の予後推測因子
としての相対的酸化ストレス度

川崎病と酸化ストレス

三重大学教育学部保健体育科／教授

山口大学大学院医学系研究科
生体情報検査学／教授

京都府立医科大学大学院医学系研究科
小児循環器・腎臓学／教授

杉田 正明 先生

野島 順三 先生

大学運動部の男子8名が常酸素条件、
低酸素条件、高酸素条件下で30秒間の
自転車エルゴメーター全力駆動を行い、
運動パフォーマンスと酸化ストレスおよ
び抗酸化力の関係を調べました。
高酸素環境下の運動は抗酸化力を高め、
酸化ストレス度を抑える機序が働く可能
性があり、低酸素環境下の運動は抗酸化
能の上昇が抑えられ、酸化ストレス度に
曝される可能性がありました。
酸化ストレス度が低いほど、また抗酸
化能が高いほど発揮パワーが高く、酸化
ストレス度や抗酸化能は運動パフォーマ
ンスに密接に関連することが明らかとな
りました。
アスリートのパフォーマンス向上を考
える上で、酸化ストレス度および抗酸化
力の継続的なモニタリングの重要性が示
され、それらのデータをもとに、食事や
栄養面のコンディショニング管理を行い、
競技力を高められる可能性が考えられま
した。

一般の臨床検査データにおいて、心停
止後症候群の予後推測に有用な検査項目
は確立されていません。そこで、心原性
心肺停止患者を対象に心肺停止蘇生後か
ら時系列的にd-ROMs、BAP、相対的
酸化ストレス度を測定し、予後不良群と
生存退院群とで各パラメーターの変動パ
ターンの違いを検討しました。
心停止後症候群では蘇生直後の生体反
応として抗酸化力値が急激に増加し、相
対的酸化ストレス度の上昇を制御してい
る可能性があり、多くの症例で経過途中
に急激な抗酸化力値の低下がみられます
が、抗酸化力値が回復し、相対的酸化ス
トレス度の制御できた症例では全身状態
が改善し予後が良好であると確認されま
した。
相対的酸化ストレス度は心停止後症候
群の予後推測因子として有用であると思
われ、今後は救命救急医療領域における
広い臨床の場での活用が十分に期待され
ます。

濱岡 建城 先生

乳幼児に好発する全身性汎血管炎であ
る川崎病の急性期病態形成から遠隔期動
脈硬化発症までの諸問題における酸化ス
トレスの関与をd-ROMsとBAPで測定
しました。川崎病急性期は酸化ストレス
亢進状態であり、d-ROMsとBAPの推
移の評価が治療効果の評価に有用であり、
特にBAPはγグロブリン静脈内投与初
期治療の効果を予測するバイオマーカー
として臨床上有用である可能性が示され
ました。
また川崎病で冠動脈障害を残した症例
では、抗血小板薬のみよりスタチンやワ
ーファリンの追加投与によりd-ROMs
の産生が抑制され、潜在的抗酸化力が高
められる可能性が示されました。さらに、
川崎病遠隔期における冠動脈石灰化は酸
化還元バランスを崩す要因となる可能性
が示唆され、冠動脈石灰化は血管イベン
ト発症のリスクとして、酸化ストレスの
検討がイベント発症予測に有用である可
能性が示されました。

福井 敏樹 先生

尿酸値と肥満関連因子において、最も
関連の強い因子が内臓脂肪であり、内臓
脂肪面積はd-ROMs値と正の相関にあ
ると報告してきました。尿酸はそれ自体
が内因性の抗酸化物質ですが、生成過程
で活性酸素が生成されて酸化ストレスが
惹起されることで相反する作用が示唆さ
れています。
新しいキサンチンオキシダーゼ阻害薬
であるフェブキソスタットの酸化ストレ
スへの影響を高尿酸血症患者43名で検
討しました。新規投与、切り替え投与群
共に、尿酸値もd-ROMs値も有意に低
下しましたが、BAP値も有意に低下さ
せることになり、BAP/d-ROMs比の変
化は認められませんでした。
切り替え投与群ではキサンチンオキシ
ダーゼ阻害薬のアロプリノール投与のた
め、尿酸値の低下は新規投与群より少な
いにもかかわらず、d-ROMs値の低下
が顕著であるなど、今後さらに検討が必
要であると思われました。
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Diacron International 社（イタリア）専務取締役

Filippo Carratelli

日本の多くの先生方にご愛用
いただき感謝申し上げます。
Carratelliパネルの開発者であ
る父Mauro Carratelliに代わり、
Diacron社を代表してご挨拶さ
せていただきます。
25年前の開発当時から、父は
d-ROMsテストは将来的に酸化
ストレスの代表的なバイオマー
カーとなるであろうと申してお
りました。今後も継続して多く
の先生方にご利用いただき、ま
た新しくCarratelliパネルのアプ
ローチを採用いただくことで、
d-ROMsテストが臨床の現場で
ルーティンな検査試験の１つと
して組み込まれる日も近いと期
待しています。
本日ご出席の皆さま、ご講演
頂きました先生方に心より御礼
申し上げます。

Protolight / B.E.A.T Light Rent 連載

Oxy Xtra Med の症例報告

プロトライト/ビートライトレント

高濃度酸素注入器

6

肝癌再発ハイリスク患者の
スクリーニングにおける
d-ROMs テストの有用性
今井 健二 先生

モリーゼ大学医学健康科学部／教授
沖縄国際大学 総合文化学部 人間福祉学科

Giovanni Scapagnini

4

2

産婦人科領域における酸化
ストレス・抗酸化因子測定
の有用性

Lecture

活発に行われた先生方の質疑応答。
弊社並びに協賛企業様の展示ブース
も盛況でした。

周波数プログラムの解説と組み合わせ 実践編

オキシ エクストラ メッド

DTS ローラーを用いた Oxygenated
needling 法と酸素注入法
緒 言
Needling 法 は、南 ア フ リ カ の 医 師 Desmond
Fernandes が発明した術式で、多数の小さな針を形成させたローラー
を使用し、顔面や身体の皮膚を治療するものである。このローラー
の針が表皮角質層を貫通し真皮乳頭層に到達することで、体内のコ
ラーゲンや弾性繊維の合成を賦活化させる効果を狙ったものである。
Oxygenated needling 法は、Maya Beauty Engineering が発明した
方法であり、滅菌されたローラを Oxy Xtra Med ユニットの酸素注入
ハンドピースに取り付けて行う。この滅菌されたローラーには、外
科用スチール微小ニードルが植え込まれており、ニードルの長さは、
0.5 mm から 2 mm である。
使用法
治療する患部の消毒を行い、局所麻酔薬
を投与した後、ローラーを皮膚に水平方向、垂直方向、
斜め方向にローリングさせ、密な溝のネットワークを
形成させる。同時に、Oxy Xtra Med ユニットから 2
気圧以上に加圧された酸素供給を患部に行う。

DTS ローラー
による施術

Oxygenated needling 法を実施することで、成長因子
結 果
の産生を賦活化させることができ、それらの因子が増加することで、
血管新生やマクロファージの化学走性、線維芽細胞の増殖と移動、
コラーゲン新生など、組織増殖に関連する様々な細胞内機序が活性
化される。
再生には、再生プロセスに関与している細胞が産生する “メッセン
ジャー”（成長因子）を使って、生化学情報を交換し、皮膚細胞が互
いに “コミュニケーション” をとることが必要であり、酸素注入法に
よる Oxygenated needling 法には多くの成長因子が関与している：
◆ 血 小 板 由 来 成 長 因 子（PDGFaa、PDGFbb、PDGFab）：こ れ ら の
成長因子は、組織内の幹細胞の有糸分裂をトリガーし、細胞外マト
リックスの合成を促進させる：（血管）内皮細胞の複製のトリガーと
もなり、血管新生（新しい血管の形成）を促進させる。
◆ トランスフォーミング成長因子（TGF-α、IGF-β）：DNA 合成、
結合組織の増殖、間葉系幹細胞の増殖のトリガーとなる。コラーゲ
ン合成を促進させる。
◆ インスリン様成長因子（IGF-I、IGF-II）：創傷治癒に重要。
◆ 上皮成長因子（EGF）：上皮細胞の増殖と分化のトリガーとなり、
血管新生、上皮再形成、コラーゲン活性も高める。
◆ 血管内皮成長因子 (VEGF)：炎症や血管新生に関与している。毛細
血管の透過性を高め、浮腫を形成させる。
◆ 線維芽細胞成長因子：線維芽細胞の増殖のトリガーとなる。
結 論
この画期的な方法により、治療を受けた患者は、アク
ネ瘢痕や妊娠線に外見上明らかな改善を認め、妊娠線や加齢に関連
して生じる皺などが大きく是正された。
また顔面や頚部、デコルテ（首筋から胸元）部の皮膚のたるみやし
わを治療すると、組織のたるみが改善され、日光加齢に関連した損
傷も改善された。
Needling 法と比較して、Oxy Xtra Med を使って行う Oxygenated
needling 法により、効果はさらに
高まる：DTS ローラーによる治療
を行うことで III 型コラーゲンとエ
ラスチンの合成が賦活化され、そ
こに酸素注入法が血管新生のトリ
施術前
施術後
ガーとなり、良好な細胞変態が維
持され、ヒアルロン酸の品質が向
上し、コラーゲンおよび弾性繊維
の再構築が生じると考えられた。
よって、この方法は長期持続的な
効果を維持するために理想的であ
施術前
施術後
ると言える。

講演をされた先生方を交えての懇親会。
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ハンズ・ストーマー先生によるプロ
ト ラ イ ト・ビ ー ト ラ イ ト レ ン ト の
応用法を連載でお届けします。

プログラム19

Dr.Hans Stormer
オランダ在住の自然療法医
オランダで自然療法医養成学校の校
長を務める傍ら、エネルギー医療の
講演活動は医学知識とともに高い評
価を受けている。QXCI や L.I.F.E. シス
テム、AMSAT、バイオモニターなど
の診断システムにも精通し、プロト
ライト治療の実績では第一人者。

多発性神経障害の軽減

多発性神経障害の場合では、腕や脚の
末梢神経に症状が生じます。患者は体の
不調や、筋力低下を感じています。さらに
は、チクチクするような感じ、くすぐるよう
な感じ、物を喋れない感じ、あるいは眠
気を感じます。多発性神経障害の人々は、
綿の上を歩いているような状態だと表現す
ることがしばしばあります。歩く際や立っている時に安定感がなく、
坂などでそのように感じる傾向が強くなります。多発性神経障害
の原因は多数あり、お酒の飲み過ぎやある種の癌治療薬を服用
して生じる場合があります。
臨床を通して、薬剤や放射線照射により腸の粘膜に損傷が生
じている症例が多数見つかっています。また膵臓も適切に機能し
ていません。最終的にはビタミン（B12 と B16）やミネラルが不
足していることが推察されます。神経はビタミン B12 とビタミン
B16 を多量に必要とします。
プログラム 19 をプログラム 17（再生能力を高める）、31（胆嚢）、
32（腎臓）と組み合わせることで神経の再生が可能ですが、必
要なビタミンやミネラルを摂取することを忘れてはいけません。
胃や腸の粘膜が良好な状態ではありませんので、ビタミンスプ
レーの使用を強くお勧めします。ビタミンが口内粘膜を通じて容
易に吸収されます。

プログラム20

セロトニン産生の刺激

トリプトファンが酵素反応によりセロトニ
ンに変換します。トリプトファンは、ヒヨコ
マメや牛乳、バナナ、チョコレート（72%
以上のココア含有量の場合）などの食品
に含まれています。加熱された牛乳はトリ
プトファンが放出されるので、眠気を催す
ことになります。セロトニンは睡眠や感情、性生活、自信、食欲
に影響を及ぼします。エンドルフィンと同様に “人の気分をよく
するホルモン” です。多くの教科書に、セロトニンは脳でしか産
生できないと書かれていますが、ドイツ、アメリカ、その他の多
くの国でなされた最近の研究で、脳と腸とはつながりがあること
が示されています。セロトニンの前駆体が腸や肝臓で作られてい
ることが明らかとなってきまし
た。セロトニンプログラムを実
行 さ せ る 際 に は、胸 骨、臍、
頭部に Beat Light を用います
（頭部のイメージについては左
の図を参照）。
プログラム 20 は、
プログラム 8（入眠）- 13（睡眠障害）‒ 36（学
習過程）‒ 27（急性的依存症）および 28（慢性的依存症）と組
み合わせることができます（プログラム 20 は、睡眠プログラム
8 もしくは 13 の 1 時間以上前に使用します）。
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