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１．  はじめに 

 

 1984 年 3 月、文部省科学研究費・国際学術研究・がん特別調査研究の設立準

備のため、愛知県がんセンター青木國雄総長をリーダーとして、同センター研

究所富永祐民所長、東京大学医科学研究所黒木登志夫教授、文部省の職員と国

立がんセンター研究所に勤務していた私の５名が、中国北京市のがんセンター

病院を視察したことがあった。その後、日本のがん疫学研究者が主体となりが

ん特別調査研究のプロジェクトを発足させた中で、青木先生は中国と二国間の

共同研究を始められ、私はタイ・チェンマイ大学医学部生化学教室との共同研

究を担当した。その時以来、青木先生の暖かいご指導・ご支援を戴き、私は国

立がんセンター研究所、埼玉県立がんセンター研究所、さらには、徳島文理大

学薬学部に於いて、がん研究に従事することが出来た。後期高齢者になったの

で、徳島文理大学を辞したが、研究仲間が勤務する教育・研究機関の客員研究

員として、自分のがん研究に集中する自由と熱意を楽しんでいる。その間もい

ろいろと青木先生にご指導を戴き有り難いと感謝している。 

 

 青木先生からこの文部省のがん特別調査研究が始まった経緯を伺ったことが

ある。Reagan 大統領が中曽根首相にお会いになられた時、「日本のがん研究者

はアジア諸国のがん研究に、もっと積極的なリーダーシップを発揮して戴きた

い」と云われた。中曽根首相からそのコメントをお聞きになられた癌研究所菅

野晴夫所長は、いろいろと検討され「先ずは、疫学研究から始めては」と青木

先生にご指示なさったと記憶している。 

 

 青木先生は結核病の研究に造詣が深く、その予防医学を土台に、がん予防医 

学の日本のリーダーとして活躍されている。従って、先生に戴くアイデアは独 

   特の味があり非常に勉強になった。例えば、結核菌のコードファクターは炎症 

 を引き起こし、肺がんを生じるとの独創的なお考えを基に、私共は先生に戴い

たコードファクターを用いて実験を始めた。コードファクターは protein kinase C

を活性化して、炎症性サイトカインである TNF（内因性発がんプロモーター）

を遊離することを証明した。肺結核の既往によるコードファクターと TNFの

結びつきは、肺がんの誘因として理解できたので、「Activation of protein kinase C 

by mycobacterial cord factor, trehalose 6-monomycolate, resulting in tumor necrosis 

factor- release in mouse lung tissue」のタイトルで、先生と共著の 論文を日本癌

学会誌 Jpn. J. Cancer Res. 1995 に発表した。 
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 さらに、日本でがん予防の研究が始まった頃から、私共は緑茶によるがん予

防の研究を始めているが、埼玉県立がんセンター研究所で疫学部の中地敬博士、

今井一枝博士が埼玉県民の「前向きコホート研究」から、緑茶の飲用はがん発

症を予防すると云うデータを発表した時、青木先生に喜んで頂いた。 

 

 昨年、青木先生は長兄の青木平八郎氏のご遺志を尊重し、青木平八郎記念予

防医学広報事業団を設立された。青木先生のお手紙によると、予防医学に関す

る一般啓蒙書、卒後教育用の参考資料等を電子書籍として発刊しているので、

それに協力をと、暖かいご依頼を戴いた。自分の論文リストを見直してみると、

青木先生にご指導を戴いた国際学術研究に関する、日-タイ、日米、日韓のセミ

ナーやシンポジウムの meeting report が発刊されただけで、充分に利用されてい

ないことに気がついた。その点をお伺いすると、二国間共同研究の総説を最初

に記述して、次に meeting report を添付するようにご指示を戴いた。 

 

 日-タイのがん特別調査研究に掲げた３つのプロジェクトはタイの重要な研究

課題である。例えば、1）代替燃料としての利用が推奨された Jatropha curcas の

種子油に含まれる発がんプロモーターの研究、2) チェンマイ番傘村の職人が使

用するシナ桐油による皮膚がん発症の研究、3) Sarapee地区における女性肺がん

の発症と家屋内の環境因子に関する疫学研究等である。チェンマイ大学医学部

生化学教室と共同で、私共は調査研究を進め、11編の英文論文を発表した(3.1)。

札幌医科大学和田武雄学長は私財から支援金を準備され、チェンマイ大学医学

部生化学教室の研究費と若い学生の教育費を支援された。1999 年１月、和田先

生がチェンマイで逝去されたので、チェンマイ大学医学部生化学教室の全スタ

ッフと日本のがん研究者有志がご家族を囲み、尊敬する和田先生への感謝の気

持を込めて、追悼の Takeo Wada Cancer Research Symposium を開催した（3.2）。 

 

 日米がんセミナーは、ハワイ大学理学部化学教室 Richard E. Moore 教授のリー

ダーシップを得て、海洋天然物由来の発がんプロモーター、がん予防薬、抗が

ん剤、抗 AIDS 剤等をテーマに充実した討議が進められた。その全体的な研究活

動を総説にまとめた(4.1)。ハワイ大学理学部化学教室には海洋天然物化学の父

であるPaul J. Scheuer教授が活躍しておられたので、日本やアメリカだけでなく、

世界の天然物化学の研究者がハワイに集まり、非常に活発な U.S. - Japan seminar 

を開催することが出来た (4.2, 4.3)。アメリカ癌研究所で長年活躍していた角永

武夫博士がアメリカで逝去されたため、通常の U.S. - Japan seminar に加え、角永

博士を知る日米のがん研究者、知人、友人が集まり、追悼シンポジウムが大阪
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で一日盛大に開催された（4.4）。 

 

 日韓がん・老化研究シンポジウムは 1996 年から、韓国のソウル国立大学医学

部生化学教室、Ajou 大学医学部生化学教室と埼玉県立がんセンター研究所の 3

つの研究機関が軸となり一年半毎に開催している。特色として、若手研究者の

育成と研究者間の学術交流を目的に、両国の担当世話人は各自が研究費を獲得

してシンポジウムを開催している。従って、政府二国間の枠内で開催されてい

るシンポジウムとは異なる雰囲気のなかで、自由に討論できる親しさがある。

2014 年 6 月、第 12 回のシンポジウムは新装の埼玉県立がんセンター新病院で開

催された。このシンポジウムは発足以来 18 年を経過しているので、教室のスタ

ッフは昇格し、新しい若い世代がシンポジウムを世話するようになり、両国の

研究者間には、さらに、増幅した信頼関係が生まれている(5.1)。この日韓がん・

老化研究シンポジアには 6 編の meeting report（5.2-5.7）と 2 編の総説（ii、iv）

を添付した。 

 

 最後に私共が 1983 年から始めている「緑茶によるがん予防の研究」をエッセ

イにまとめた。緑茶は 4 種類のカテキンを含むが、カテキンの一つを薬とする

よりも、カテキンの mixture である「煎じた緑茶」そのものの方が、がん予防に

有効であることを最初に見出した。埼玉県民の「前向きコホート研究」の結果、

1 日 10 杯以上の緑茶の飲用は、女性のがん罹患平均年齢を 7.3 歳遅らせ、がん

予防効果を示した。さらに、日常の緑茶飲用と緑茶抽出物の錠剤（G.T.E）を合

わせた 1 日 10 杯の緑茶飲用は、大腸ポリープの再発率を 51.6%予防した。最近、

緑茶カテキンと抗がん剤の併用は、新しいがん治療法として世界で注目されて

いるので、新展開のデータも含め紹介する(6.1)。 

 

 ここに添付した meeting report は外国と日本の共同研究によるものであり、そ

の為、このタイトルの副題を、「世界の研究者と学ぶ発がんプロモーションと緑

茶によるがん予防の研究」とした。一般啓蒙書というよりは、卒後教育用の参

考資料として活用戴ければ、世界の研究仲間も非常に喜ぶと思う。この機会を

与えて戴いた青木國雄先生に深甚の謝意を表する。 

 

 

 

 

 



2．目次 

4 
 

目次           
 
1  はじめに              1 

 
2  目次                4 

 

3  日-タイ・シンポジア           9 

3.1  文部省の支援による海外学術調査タイ・チェンマイ大学  

    医学部生化学教室との共同研究       9 

  3.1.1  がん特別調査研究の発足          9 

  3.1.2  Jatropha curcas の種子油に含まれる発がんプロモーターの研究 10 

  3.1.3  がんの地域特性についての会議        11 

  3.1.4  和田武雄先生ご夫妻と Dr. Maitree との交流     11   

3.1.5  研究成果            12 

 3.1.6  番傘村の職人と皮膚がんの発症       13 

  3.1.7  名古屋で開催された国際シンポジウム      14 

  3.1.8  タイ環境変異原学会          15 

  3.1.9  Sarapee 地区における女性肺がんの疫学研究     15 

  3.1.10 第 1 回タイ—日本がん研究シンポジウム      17 

  3.1.11    The Takeo Wada Cancer Research Symposium     17 

  3.1.12    Royal Project への緑茶種子の献上       18 

  3.1.13  追記             20 

  3.1.14  文献             20 

ⅺ Fujiki H, Imai K, Nakachi K, Shimizu M, Moriwaki H, Suganuma M 

(2012) Challenging the effectiveness of green tea in primary and tertiary 

cancer prevention. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 138: 1259-1270  23 

  3.1.15    タイ国での藤木の招待講演           35  

3.2       Meeting report 

Suttajit M, Morakote N, Imai K, Nakachi K, Fujiki H (2001) 

Takeo Wada Cancer Research Symposium in Chiang Mai.  

Jpn. J. Cancer Res. 92: 582-585         36 

     

4   日米がんセミナー            40 

4.1  日米がんの支援による海洋天然物由来の発がん 

プロモーターの研究          40 



2．目次 

5 
 

  4.1.1  海洋天然物由来の発がんプロモーター      40 

  4.1.2  Lyngbyatoxin A の研究          42 

4.1.3  Aplysiatoxin と debromoaplysiatoxin の研究     43 

4.1.4  藍藻由来発がんプロモーターの大量精製     44 

4.1.5  TPA-type 発がんプロモーターと protein kinase C の活性化  44 

4.1.6  第 14 回高松宮妃癌研究基金・国際シンポジウム    45 

4.1.7  Teleocidin と lyngbyatoxin A の生合成経路     47 

4.1.8  [3H]Lyngbyatoxin A と[3H]debromoaplysiatoxin の receptor 

   への結合            48 

4.1.9  U.S. - Japan Seminar at East-West Center      48 

4.1.10  Gordon Research Conference         52 

4.1.11  オーストラリアの海洋天然物に関するがん特別調査研究  53 

4.1.12  U.S. - Japan Seminar at Sheraton Makaha      54 

4.1.13  U.S. - Japan Seminar in Osaka        57 

4.1.14  IARC が開催した人に対する発がん性リスク評価会議   58 

4.1.15  ヒトの発がんプロモーション        60 

4.1.16  追記             61 

4.1.17  文献             62 

x iv   Fujiki H, Sueoka E, Suganuma M (2013) Tumor promoters:   

   from chemicals to inflammatory proteins. J. Cancer Res. Clin.  

Oncol. 139: 1603-1614          64 

4.2   Meeting report 

Fujiki H, Moore RE (1987) U. S. - Japan seminar on Marine 

            Natural Products and Cancer Chemoprevention. Jpn. J. Cancer  

            Res. 78: 875-878           76 

4.3   Meeting report 

Adamson HR, Chabner B, Fujiki H (1989) U. S. - Japan  

            seminar on Marine Natural Products and Cancer. Jpn. J. Cancer 

            Res. 80: 1141-1144           80 

4.4   Meeting report 

Benedict WF, Harris CC, Fujiki H, Toyoshima K (1990)  

            U. S. – Japan seminar on Molecular Mechanisms of Initiation,  

            Promotion and Progression. Cancer Res. 50: 7085-7088   84 

  

 



2．目次 

6 
 

5  日韓がん・老化研究シンポジア         88 

5.1  二国間共同研究から日韓がん・老化研究シンポジウムの誕生 88 

5.1.1  韓国癌センター竣工式と国際癌研究シンポジウム   88 

5.1.2  二国間共同研究           89 

5.1.3     ドイツの癌学会誌 Journal of Cancer Research and Clinical  

Oncology を支える日韓がん・老化研究シンポジウムと 

Meeting Reports           90 

5.1.4  両国の研究と伝統          93 

5.1.5  日韓がん・老化研究シンポジウムの発展に向けて   96 

  5.1.6  Translational cancer research を含めた第 12 回シンポジウム  98 

5.1.7  京城帝国大学医学部医化学教室の研究活動       101 

5.1.8  謝辞               101 

5.1.9  文献               101 

ii          藤木博太 (2012) 両国の研究と伝統が支える日韓がん・老化 

シンポジウム。徳島文理大学研究紀要 83: 1-9      102 

ⅳ  Fujiki H (2012) Prof. Kaichiro Kuroda and scientific activity at the 

Department of  Medical Chemistry of Keijo Imperial University in 

Korea (1930-1941). Research Bulletin of Tokushima Bunri University 

83:11-17               111 

5.2  Meeting report 

Lim IK, Park SC, Fujiiki H (2000) The Seoul Symposium of  

            the Journal of Cancer Research and Clinical Oncology  

            Regulation of aging and carcinogenesis. J. Cancer Res. Clin.  

            Oncol. 126: 418-423            118 

5.3  Meeting report 

Park SC, Lim IK, Paik NS, Yamamoto T, Yuasa Y, Nakachi K,  

            Fujiki H (2001) Japan–Korea Cancer Research Symposium: 

            Investigation on the balanced cooperation of cancer cells with  

            the human body. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 127: 692-695     124 

5.4  Meeting report 

Park SC, Yuasa Y, Lim IK, Yamamoto T, Goto S, Nakachi K  

          (2003) Korea-Japan, JCRCO and UICC joint symposium on  

          cancer and aging research: molecular epidemiological and  

          translational studies. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 129: 252-257    128 

5.5  Meeting report 



2．目次 

7 
 

   Park SC, Lim IK, Koh GY, Surh YJ, Lee YS, Fujiki H,  

            Yamamoto T, Yuasa Y, Maruyama N, Goto S (2006) The  

            seventh Korea-Japan joint symposium on cancer and  

            ageing research: molecular targets in cancer and ageing  

            research. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 132: 339-342        134 

5.6  Meeting report 

Fujiki H, Park SC, Kim IK, Yuasa Y (2008) Friendship in  

research: the Japan-Korea symposia on cancer and ageing.  

            J. Cancer Res. Clin. Oncol. 134: 813-817          138 

5.7  Meeting report 

    Kim EG, Seimiya H, Chung J, Hoheisel J, Lim IK, Fujiki H,  

            Park SC (2013) The eleventh Korea-Japan-Germany joint  

            symposium on cancer and ageing research. J. Cancer Res.  

            Clin. Oncol. 139: 901-904             143 

 

6  エッセイ               147 

6.1  緑茶による癌予防と長寿・健康         147 

6.1.1  癌予防研究の必要性            147 

6.1.2  各臓器の癌について予防すべき特色        148 

6.1.3  Tamoxifen による乳癌の予防          148 

6.1.4  緑茶の飲用による癌予防の基礎研究        149 

6.1.5  緑茶頻回飲用の重要性           150 

6.1.6  一日 10 杯の緑茶飲用による癌発症の予防       151 

6.1.7  実学の癌予防に向けて           153 

6.1.8  Jim Watson 先生の激励            154 

6.1.9  G.T.E の前臨床試験            154 

6.1.10  大腸ポリープ再発予防と前立腺癌予防の臨床第 II 相試験    155 

6.1.11  緑茶カテキンと抗癌剤との併用         156 

6.1.12  併用の新しい作用機構と癌治療         157 

6.1.13  In vivo xenograft mouse model を用いた癌治療の研究     158 

6.1.14  癌患者が癌細胞と共存して生きること        161 

6.1.15  栄西禅師と緑茶の新しい薬効          162 

6.1.16  世界の人々が求める長寿・健康         162 

6.1.17  謝辞               163 

6.1.18     文献               163 



2．目次 

8 
 

 

7  おわりに               166 

 

8  著者略歴               168 

 

9  編集後記               170 

 

10  青木平八郎記念予防医学事業団について        173 

 



3. 日-タイ・シンポジア 

 9 

3. 日-タイ・シンポジア 

 

3.1   文部省の支援による海外学術調査 タイ・チェンマイ大学医学部生化学教室 

     との共同研究 

             

3.1.1  がん特別調査研究の発足 

 

  愛知県がんセンター青木國雄総長の指導の基、日本のがん疫学研究者がアジア諸

国のがん疫学的研究課題について、アジアの研究者と共同研究を始める文部省科学

研究費・国際学術研究・がん特別調査研究が 1984 年に発足した。当時国立がんセ

ンター研究所で発がんプロモーションの研究に従事していた私は、この研究班に参

加するよう依頼を戴いた。1984 年 1 月、二つの理由からタイ国を訪問した。一つ

は、日本の国立がんセンターとタイ国立がんセンターとは友好関係にあるので表敬

訪問をすること、二つ目は、タイに生育している Euphorbiaceae に属する Jatropha 

curcas の種子油について学ぶことであった。タイ政府は、その種子油を代替燃料と

して利用するプロジェクトを推奨しているが、種子油は発がんプロモーターphorbol 

ester を含むので、がんの発症が増加すると心配され、種子油についての研究が求

められた。 

 

 タイ国立がんセンター総長を訪問し、Jatropha curcas の種子油に含まれる phorbol 

ester と人の発がんの関連を尋ねると、タイで一番の問題はがんでは無く、むしろ、

コレラ患者が多いことだと、がんセンター総長から伺い、環境の違いに大きく驚い

た。続いて、チェンマイ大学医学部生化学教室Vichai Wongchai所長とMaitree Suttajit

教授に面会し、Jatropha curcas の種子油の話を尋ねると、政府が代替燃料として推

奨しているプロジェクトだと聞いた。確かに、Jatropha curcas の苗を増産し、栽培

に力を入れている現場を見学した。 
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図 3.1.1-1. 日-タイ共同研究の開始にあたり、医学部長に支援・協力依頼の挨拶（左

から Dr. Vichai, 医学部長、右端は Dr. Maitree） 

 

3.1.2  Jatropha curcas の種子油に含まれる発がんプロモーターの研究 

 

  がん特別調査研究の研究プロジェクトを進めるため、1985 年 2 月、チェンマイ

大学医学部生化学教室を再び訪問し、「Jatropha curcas の種子油に含まれる発がん

プロモーターの研究」の課題につき、所長の Dr. Vichai、Dr. Maitree と共同研究の

打ち合わせを行った。直ちに、Jatropha curcas の種子を国立がんセンター研究所の

私共の研究部に運び、発がんプロモーターの精製を始めた。研究部の堀内孝彦博士

は種子油のメタノール抽出物の中に活性物質が含まれていることを見出し、その発

がんプロモーション活性をマウス皮膚の発がん二段階実験で証明した。1987 年、

Dr. Vichai と Dr. Maitree と共に、最初の論文を Jpn. J. Cancer Res. (Gann) に発表した 

(ⅰ)。 
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図 3.1.2-1.  Jatropha curcas の種子,これを搾った油を代替燃料として使用 

 

3.1.3  がんの地域特性についての会議 

 

   1986 年、和田武雄、青木國雄、谷内昭先生らが、札幌で開催された UICC（国 

際対がん連合）と日本癌学会共催の「がんの地域特性についての会議」で、Jatropha

の種子油に見出された発がんプロモーターと、放線菌、藻類に存在する新しい化学

構造の発がんプロモーターについて私が口頭発表を行い、Dr. Vichai、Dr. Maitree と

共著の論文は、この会議の報告集に掲載された(ⅱ)。 

 

3.1.4  和田武雄先生ご夫妻と Dr. Maitree との交流 

 

 Dr. Maitree は第１次対がん 10 ヵ年総合戦略の招聘研究者として、国立がんセン

ター研究所の私共の研究部で研究に参加していた。この滞在中に Dr. Maitree は札

幌で開催された「がんの地域特性についての会議」に参加し、会議の主催者である

札幌医科大学和田武雄学長と親しくお話をする機会に恵まれた。Dr. Maitree の知識、

教養、人柄に深く感銘された和田先生と奥様は、その後、Dr. Maitree の家族とも親

しく交流を重ねられた。さらに、チェンマイ大学医学部生化学教室の Dr. Vichai、

スタッフや学生の真摯な態度・礼節さにも深く感激され、生化学教室の研究費や若

い学生の教育費を支援する為、ご自分の私財から支援金を Dr. Maitree に度々手渡

された。ある日、和田先生は「いや、本当に小額です、私の講演料や原稿料を貯め

てお渡ししているだけです。しかし、その分、家内にも贅沢をさせていませんので」
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と私に語られた言葉が強く印象に残った。 

 

図 3.1.4−1. 和田武雄札幌医科大学学長 

 

3.1.5  研究成果 

 

 1988 年、研究室の廣田満博士が Jatropha の種子油に含まれる phorbol ester を精製

したが、ドイツ癌研究センター (DKFZ) に勤務する phorbol ester の専門家である

Prof. Hecker が悩まれた程、その構造解析は容易ではなかった。東京大学薬学部薬

化学講座の首藤紘一教授の協力を得て、廣田博士は新規な phorbol ester の構造解析

に成功した。この phorbol ester の発がんプロモーション活性はマウスの皮膚で証明

できた。新規な phorbol ester は、 an intramolecular diester of 12-deoxy-16- 

hydroxyphorbol (DHPB) と命名され、学術的にも素晴らしい内容であったので、ア

メリカ癌学会誌 Cancer Res. にDr. Vichai、Dr. Maitreeと共著で論文を発表した (iii)。 
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図 3.1.5−1. 特異な phorbol ester の構造をもつ新規発がんプロモーターDHPB 

 

 対がん 10 ヵ年総合戦略の招聘研究者として滞在した Dr. Maitree は、研究室の菅

沼雅美博士と一緒に新しい発がんプロモーターokadaic acid の作用機構について研

究し、okadaic acid が結合する新規レセプターの存在を細胞膜と細胞質に見出し、

1989 年、菅沼博士と共著の論文を発表した (iv)。  

 

3.1.6  番傘村の職人と皮膚がんの発症 

 

  文部省科学研究費・がん特別調査研究の 2 期目の研究テーマ として 「チェンマ

イ番傘村の職人と皮膚がんの発症」に関する研究を、Dr. Vichai と Dr. Maitree の支

援を得て、1987 年に立ち上げた。番傘村(Samkampeng district, 別名 Borsang)の職人

は、シナ桐油を濡らした布を番傘の紙の上に素手で塗っている。シナ桐油は

Euphorbiaceae に属する Aleurites fordii の種子油で、 12-O-hexadecanoyl-16- 

hydroxyphorbol-13-acetate (HHPA)を含むことが分かっていた。HHPA は発がんプロ

モーターであるので、職人が素手でシナ桐油を毎日塗ることは、皮膚がんの原因に

なるのではと推測された。 
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図 3.1.6−1. 番傘村の通りに面した店頭にはカラフルな番傘が陳列（左）、シナ桐油

を入れた壷と桐油がまだ塗ってない傘（右） 

 

 チェンマイ大学 Nimit Martin 博士が調査した疫学データによると、タイの皮膚が

んは第 10 位を占める程頻度が高いので、愛媛大学医学部皮膚科三木吉治教授のご

指導を得て、番傘村の職人の皮膚がんの調査を 3 回 (1988 年 10 月、1989 年 4 月と

6 月−7 月) 行った。番傘村で 20-40 年勤務している職人の皮膚には皮膚がんはなく、

むしろ皮膚がんは農夫に多く見出された。この調査の結果、シナ桐油の塗布と皮膚

がんの発症には直接的関連は無いと結論した。 

 

3.1.7  名古屋で開催された国際シンポジウム 

  

 1989 年 11 月、愛知県がんセンター青木総長と愛知医科大学佐々木隆一郎教授が

名古屋で開催された「Comparative Study on Etiology & Prevention of Cancer」のシン

ポジウムで、Dr. Vichai は「Epidemiological Survey on Skin Cancer in the Umbrella 

Village」のタイトルで、シナ桐油の塗布は人の皮膚がんの発症に直接結びつかない

との調査結果を発表した (ⅴ)。さらに、Dr. Maitree は Jatropha の種子油に含まれ

る発がんプロモーターの新規構造と活性の研究を総括した (ⅵ)。当時、対がん 10

ヵ年総合戦略の招聘研究者としてチェンマイ大学医学部生化学教室の Boonsong 

Winyar 助手が、1989 年から国立がんセンター研究所の私共の研究部で研究に従事

していたので、Mr. Boonsong も名古屋でのシンポジウムに参加し、がん特別調査研

究を通じて進められているアジア諸国との共同研究の成果を学んだ。この講演の論

文は、青木國雄・佐々木隆一郎編集の「Epidemiology & Prevention of Cancer」に出

版された (v,vi)。私は「緑茶によるがん予防の研究」をこの国際シンポジウムで初

めて発表した (vii)。アメリカでは緑茶よりがん予防効果が低い紅茶を飲用している

ので、アメリカでのお茶によるがん予防効果は全般的に低い可能性があるとアメリ
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カの研究者がコメントした。 

 

3.1.8  タイ環境変異原学会 

 

 1991 年、タイ環境変異原学会誌の編集局から総説論文の依頼を受けたので、Dr. 

Vichai と Dr. Maitree と共著で論文を発表した(viii)。 

 

 

図 3.1.8−1. 1993 年 11 月、Bangkok で開催された  The 11th Asia-Pacific Cancer 

Conference に出席された青木先生を囲む Dr. Vichai と Dr. Maitree. 

 

3.1.9  Sarapee 地区における女性肺がんの疫学研究 

 

 1993 年、私共の研究部は国立がんセンター研究所から埼玉県立がんセンター研

究所へ招聘された。日本の分子疫学をリードしている研究所疫学部の中地敬博士と

今井一枝博士は、タイのがん疫学調査を文献で詳細に検討した結果、Sarapee 地区

の女性はChom Tong地区の女性より、肺がんの発症が非常に高いことを見出した。
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1995 年、中地博士と Dr. Maitree は「Sarapee 地区における女性肺がんの疫学研究」

と題するがん特別調査研究を発足させた。 

 

図 3.1.9−1. タイの地域別肺がん発症頻度の比較、女性（黒）、男性（白） 

 

 中地博士は度々チェンマイ大学医学部を訪問し、生化学教室の Dr. Porn-Ngam 

Limtrakul や医師の Samrerng Rangdang 博士らと共同で、現地調査を進めた。調査

の結果明らかになったことは、Sarapee 地区の女性は慢性呼吸器疾患の既往が多く、

血中の TNF-(内因性発がんプロモーター)のレベルも高かった。次に、環境因子と

して家屋内の空気を測定すると、Sarapee 地区の家屋内では Microsporum canis 等の

fungus が Chom Tong 地区より多く見出された。この結果は犬の生活環境とヒト肺

がんとの関連を示唆した最初のデータである。この重要な結果は、Jpn. J. Cancer Res. 

1999 に発表された (ⅸ)。 

 

図 3.1.9−2. 現地調査で積極的に協力した Dr. Porn-Ngam とパーティーで歓談中の

和田武雄先生 
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3.1.10   第 1 回タイ—日本がん研究シンポジウム 

 

 1998 年、Dr. Maitree は心から尊敬する和田先生の貴重な財政的支援をチェンマ

イ大学で有効に役立てる為、Dr. Wada Cancer Research Fund at Chiang Mai University 

を設立した。次に、Dr. Wada Memorial Symposium の名称でシンポジウムの開催を

計画したが、和田先生のたってのご希望で、その名称では無く、第 1 回タイ—日本

がん研究シンポジウムとして、1998 年 11 月 5 日、6 日チェンマイ大学医学部で開

催された。和田先生の開会の辞は歴史的な重要性を指摘され、特に、若い研究者は

ヒューマニズムに基づく科学的志向を備えるように述べられた。それに続いて私は、

和田先生と奥様のチェンマイ大学医学部生化学教室に対する博愛の精神に満ちた

支援に対し、スタッフの皆さんは感謝の気持ちを忘れないようにと、中国の古い言

葉「井戸を堀った人の恩を忘れず」を引用した。日本から青木先生、北川知行癌研

究所長の他に、埼玉県立がんセンター研究所の中地、今井、菅沼博士らが参加し、

盛大なシンポジウムとなった。2000 年に第 2 回タイ—日本がん研究シンポジウムの

開催を計画していたが、1999 年 1 月 30 日、和田先生はチェンマイのホテルで深夜、

心筋梗塞の発作に苦しまれ、翌朝、大学病院で病院医師の熱心な治療の甲斐もなく、

ホテルでご逝去された。 

 

3.1.11   The Takeo Wada Cancer Research Symposium 

 

  タイ・日本がん研究者の有志は、第 2 回タイ—日本がん研究シンポジウムを「The 

Takeo Wada Cancer Research Symposium」の名称に変更して、2000 年 11 月 30 日-12

月1日の3日間、チェンマイ大学医学部で開催した。このシンポジウムではDr. Wada 

Cancer Research Fund から第１回 Prof. Wada Award (30,000 bahts, about $1000)が、タ

イの若い研究者 Associate Professor of Genetic Unit, Department of Anatomy, Faculty of 

Medicine, Chulalongkorn University の Dr. Apiwat Mutirangra に、和田先生の奥様、和

田百合子様より授与された。尚、シンポジウムでは和田先生のお嬢様である北海道

大学医学部生理学講座本間さと教授が、生前の和田先生のご活躍について話された。

特に、第二次世界大戦のさなか、和田先生は若い海軍軍医として軍艦「飛竜」に乗

船中、真珠湾とミッドウェーの間で戦闘に会われ、幸いにも生存できたが、軍医と

しての使命感から、多くの人々を助けるお気持ちになられたとのお話に深く感銘し

た。尚、和田百合子様と本間さと教授より Dr. Wada Cancer Research Fund に、更な

る支援があったと Dr. Maitree より伺った。このシンポジウムの meeting report は、

2001 年、Dr. Maitree, Nimit Morakote 助手、札幌医科大学今井浩三学長、中地博士
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と私が執筆し、日本癌学会誌(Jpn. J. Cancer Res.)に発表した (x)。この章の最後に

meeting report を添付した(3.2) 

 

図 3.1.11-1. The Takeo Wada Cancer Research Symposium のグループ写真  

(和田武雄先生のご令室様とお嬢様を中央に)       

 

3.1.12   Royal Project への緑茶種子の献上 

 

 1999 年 11 月、埼玉県立がんセンター研究所を訪問した Dr. Maitree は、緑茶によ

るがん予防の研究が着実に進んでいることに深く感銘した（ⅺ）。緑茶カテキンの

作用機構から考えて、緑茶はがんだけでなくアルツハイマー病や AIDS を予防でき

るとの私共のアイデアに賛同して、彼はタイで緑茶による AIDS の予防を実施した

いと申し出た。それは Dr. Vichai の大きな希望があったと思われる。実は、Dr. Vichai

は大学を退職し、タイの衆議院議員として国会で新しい活躍を始めた。Dr. Vichai

を国会に尋ねた折、彼は AIDS 対策の担当なのだと話してくれた。当時タイでは緑

茶の栽培や飲用もなされてなかったので、Dr. Maitee は緑茶の種子をタイに持ち帰

り、タイの気候でも緑茶が繁殖できるかテストした。 

 

 12 月、タイでも緑茶の苗が育ったことを、Dr. Maitree は埼玉県農林総合研究セ

ンター茶業特産研究所の北岡美明所長に伝えた。幸い埼玉県土屋義彦知事、埼玉・

タイ王国友好協会原宏会長のご尽力により、茶業特産研究所から 5,000 個 (約 3 kg)

の種子が分与されたので、原会長は狭山茶の種子をタイ王国 Royal Project 財団に献

上した。 Royal Project 財団の総裁は His Serene Highness Prince (Mom Chao) Bhisadej 

Rajani で、Suebsakd Navachinda 部長から感謝の言葉が伝えられた。 
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図 3.1.12−1. Royal Project 財団の Prince Bhisadej Rajani（左）と Suebsakd 部長（右）  

 

 2000 年 2 月、埼玉県立がんセンター研究所と埼玉県農林総合研究センター茶業

特産研究所の職員が、狭山茶種子の生育状況をタイ高地の農場に視察に行った時、

Prince Bhisadej Rajani, Suebsakd部長とDr. Maitreeを囲んで楽しい夕食会を持つこと

ができた。2001 年 7 月、タイ王国 Royal Project 財団、緑茶 Project の Suebsakd 部長

と Dr. Maitree は、埼玉県で緑茶の生産加工技術の研修を済ませ、土屋県知事に謝意

をもって表敬訪問をした。 
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図 3.1.12−2. 土屋知事を表敬訪問した時の記念写真（左２番目から原会長、Suebsakd

部長、土屋知事、Dr. Maitree） 

 

3.1.13   追記 

 

  Dr. Maitree はチェンマイの郊外に広大な土地を所有していたが、その土地を財団

に無償で提供し、財団は仏教寺院と修行者の施設を建築した。2008 年、その仏教

寺院にスリランカから仏舎利が到着した日、多数の信者と共に、Dr. Maitree と奥様、

二人のお嬢様は、楽しそうにお祝いに参加していた。数年後、再び寺院を尋ねた際、

仏陀の大きな像は二つに増え、境内には修行する人々の宿泊施設も完備していた。

チェンマイで逝去された尊敬する和田武雄先生を思い、Dr. Maitree と彼の家族は、

彼の仏教寺院で仏陀に敬虔なお祈りを捧げていると思う。 
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3.1.15   タイ国での藤木の招待講演 

 

    1989 (Feb)   Southeast Asian Workshop on Short-Term Assays for Detecting 

               Environmental Mutagens, Carcinogens and Teratogens (Bangkok,  

               Thailand).Tumor promoters and anti-tumor promoters 

    1990 (Dec)  Second National Cancer Conference (Bangkok, Thailand).Tumor 

                promotion and human cancer 

    1993 (Nov)  The 11th Asia-Pacific Cancer Conference (Bangkok, Thailand). Basic 

               study of cancer chemoprevention 

    1995 (Oct)   The 3rd National Cancer Conference (Bangkok, Thailand). Cancer 

                chemoprevention 

    1998 (Nov)  International Symposium - Workshop on Epidemiology and Prevention 

               of Cancer (Bangkok, Thailand). Green tea as cancer preventive in 

               humans based on the study with the polyphenols 

    2001 (Dec)  Chiang Mai Green tea Meeting, Health Benefits of Green Tea and 

               Recent Development for Cancer and AIDS (Chiang Mai, Thailand).  

               Green tea study: past, present and future 

    2004 (Jul)   Symposium on Green Tea (Bangkok, Thailand). Green tea: the beverage 

               for health 

    2008 (Mar)  The 2nd International Conference on Research & Development, 

               Innovation and Design University of the Thai Chamber of Commerce 

               (UTCC) (Bangkok, Thailand). Green tea: Cancer preventive and 

               synergist with anti-cancer drugs 

    2011 (Jun)   The 7
th

 Asia Pacific Conference on Clinical Nutrition (Bangkok,  

            Thailand). Cancer prevention with green tea  

    2012 (Nov)  The 4
th

 International Conference on Natural Products for Health and 

               Beauty (Chiang Mai, Thailand). Tertiary cancer prevention by 

               combination of anticancer drugs with green tea catechins 
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Dr. Maitree Suttajit, who established the Dr. Wada Can-
cer Research Fund at Chiang Mai University, recalled
happy days of academic visits with his mentor Prof. Wada
and Mrs. Yuriko Wada in Thailand, Laos, Indonesia, Viet-
nam and Japan. Drawing on his personal experience, Dr.
Suttajit eloquently spoke of Prof. Wada as a real doctor
and kind teacher for people in different countries, showing
how deeply one person can influence and educater stu-
dents, and how greatly he devoted himself to helping oth-
ers throughout his life. Dr. Suttajit’s lecture, entitled “In
Memoriam: Professor Dr. Takeo Wada,” is included in the
abstract of this Symposium. It is a beautiful story of
mutual respect between two families and between mentor
and pupil.

Award lecture
This year, the Dr. Wada Cancer Research Fund and the

Faculty of Medicine, Chiang Mai University, established
the Prof. Wada Award, consisting of a plaque and 30 000
bahts (about $1000), for young Thai scientists who have
made a substantial contribution to cancer research. The
first Award was presented to Dr. Apiwat Mutirangra,
Associate Professor of Genetics Unit, Department of Anat-
omy, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, by
Mrs. Wada and Dr. Piya Netrawichien, Dean, Faculty of
Medicine, Chiang Mai University.

Dr. Apiwat’s Award lecture, entitled “Molecular Mecha-
nisms of Nasopharyngeal Carcinoma Development,” was
another highlight of the morning. He raised the question of
why nasopharyngeal carcinoma (NPC) is found most fre-
quently in Chinese individuals—especially in the southern
part of China, while infection of Epstein-Barr virus (EBV)
as an etiologic factor is distributed world-wide. Based on
molecular studies with EBV, Dr. Apiwat reported many
new findings: involvement of EBV in lymphoma in Thai-
land, detection of EBV DNA in serum of NPC patients
and its clinical application as a promising tumor marker,
and genetic alterations and loss of heterozygosity in NPC.
All participants congratulated Prof. Apiwat as the first
awardee, and his lecture demonstrated that he is a highly
competent young scientist with a well-deserved interna-
tional reputation. We also felt that Prof. Wada, looking
down from heaven, smiled on Prof. Apiwat’s superb pre-
sentation.

Cancer prevention
Participants were aware from the Abstract that the goal

of the symposium was to disseminate news on advance-
ments of cancer research in such areas as carcinogenesis,
diagnosis, prevention and treatment. The Symposium pro-
vided an excellent opportunity to exchange knowledge and
experience, and also to create friendships in an academic
atmosphere. Sixteen oral presentations on three themes—

cancer prevention, cancer treatment and molecular mecha-
nisms of cancer—were given by scientists from 13 institu-
tions (9 Japanese, 3 Thai, 2 US, 1 Czech Republic and 1
UK), along with 17 poster presentations. More than 200
people took part during the 2 days.

Among the most notable speakers was Dr. Floyd W.
Dunn, Visiting Professor, Department of Biochemistry,
Chiang Mai University. Dr. Dunn has created a long and
valuable friendship with Thai scientists in Chiang Mai
University, a friendship that goes back to Dr. Dunn’s work
as a member of the University of Illinois College of
Medicine—Chiang Mai Project, 1965–1968. In his pre-
sentation, Dr. Dunn, as a Visiting Professor, strongly rec-
ommended introducing cancer prevention into medical
education, based on his world-wide knowledge and exten-
sive study on the latest cancer research. He noted that
“putting cancer prevention into medical education” was
accepted as a new project at Baylor College of Medicine
in Houston last year. 

Dr. Hisataka Moriwaki, First Department of Internal
Medicine, Gifu University School of Medicine, clearly
demonstrated that the development of second primary can-
cer after curative treatment for preceding hepatocellular
carcinoma could be prevented by one year administration
of a synthetic analog of vitamin A, acyclic retinoid, or 4,5-
dehydro-geranylgeranoic acid, and that this sustained pre-
ventive activity provided a good prognosis for cancer
patients five years after its administration. Dr. Moriwaki
discussed the preventive mechanism using the concept of
clonal deletion of premalignant and latent malignant cells.
Since liver cancer is common in Asian countries, Thai sci-
entists showed strong interest in the cancer preventive
effects of the compound, acyclic retinoid.

Dr. Kei Nakachi, Saitama Cancer Center Research Insti-
tute, reported on the cancer preventive activity of green
tea among breast cancer patients. Epidemiological studies
with 472 breast cancer patients revealed that increased
consumption of green tea was closely associated with
decreased numbers of axillary lymph node metastases
among premenopausal breast cancer patients in stage I and
II, and with increased expression of progesterone receptor
and estrogen receptor among postmenopausal ones, result-
ing in improvement of prognosis with decreased recur-
rence.

Dr. Masami Suganuma, Saitama Cancer Center
Research Institute, revealed a new function of tumor
necrosis factor-α (TNF-α) as an endogenous tumor pro-
moter and a central mediator of chronic inflammatory dis-
eases (although TNF-α was originally identified as an
anticancer factor). It is increasingly clear that understand-
ing the role of TNF-α in tumor promotion is essential in
determining a new strategy of cancer prevention. Dr.
Suganuma demonstrated that tumor promotion in TNF-α-
deficient mice is refractory to the tumor promoters
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okadaic acid and 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate
(TPA), suggesting that TNF-α is the key cytokine in tumor
promotion. She also presented various results showing
that other inflammatory cytokines, such as interleukin
(IL)-1 and IL-6, play a part in tumor promotion.

Dr. Naoko Sueoka, Saga Medical School, revealed a
new preventive effect of green tea on life-style related dis-
eases. This idea was the result of long-running experi-
ments in tumor promotion which proved that TNF-α, an
endogenous tumor promoter, is a central mediator in
chronic inflammatory diseases (see the paragraph on Dr.
Suganuma’s remarks). Since green tea inhibits TNF-α
expression in the cells and TNF-α release from the cells, it
was thought that green tea might be a preventive agent for
chronic inflammatory diseases. Experiments showed that
drinking green tea inhibited expression of TNF-α and IL-6
in the lungs of TNF-α transgenic mice, and the results of a
prospective cohort study in Saitama Prefecture, Japan,
clearly demonstrated a decreased relative risk of death
from cardiovascular disease and life-prolonging effects on
cumulative survival among those drinking at least 10 cups
per day.

Dr. Porntipa Picha, Research Division, National Cancer
Institute, Bangkok, reported on utilization of Thai herbs in
cancer prevention, treatment and palliative care. Using the
cytotoxic activity of various cell lines, Dr. Porntipa found
that curcusone A, curcusone C and curculathyrane B—all
isolated from the roots of Jatropha curcas, a local tea
(processed and non-processed)—along with extract of
Ganoderma lucidum and royal jelly were possible antican-
cer agents. A well-known Thai folk remedy for cancer
patients consists of ingredients from five species of plants
and five species of animals, and, in collaboration with
the National Cancer Institute in the United States, the
cytotoxic activities of this remedy are now under investi-
gation.

Dr. Hideki Arimochi, Department of Biochemistry,
Tokushima University, reported the results of a collabora-
tion with Thai scientists: a study with gut microflora found
that a culture of Lactobacillus acidophilus and Clostridium
perfringens inhibited the number of aberrant crypt foci
(ACF) in rats; a cell suspension of a new Escherichia coli
strain carrying a plasmid with lycopene biosynthetic genes
led to a decrease in ACF formation, and a new Bacteroi-
des uniformis strain carrying a plasmid with human lacto-
ferrin gene showed similar inhibitory effects; and intestinal
bacteria that were genetically modified to produce chemo-
preventive agents inhibited colon carcinogenesis in animal
experiments.

Cancer therapy
This session included four presentations. Dr. Sumitra

Thongprasert, Division of Medical Oncology, Chiang Mai
University reported on the present status and treatment of

lung cancer in Thailand, where lung cancer ranked among
the first ten leading sites of cancer for both sexes in 1997.
Unfortunately, most lung cancer patients are in the inoper-
able stage III or the metastatic stage IV, and in the hospital
they are usually treated with paclitaxel and carboplatin.
Based on reports that megestrol acetate stimulates appetite
and body weight gain in cancer patients with cachexia, Dr.
Sumitra administered it to 40 patients, along with pacli-
taxel and carboplatin. The addition of megestrol acetate to
chemotherapy resulted in an increase of body weight and
serum albumin, but the results were statistically not signif-
icant, although partial remission was found in 30.7% of
patients. Thus, an early detection method for lung cancer
is urgently needed (see Dr. E. Sueoka’s presentation).

Dr. Suresh V. Ambudkar, Division of Basic Sciences,
National Cancer Institute, USA, reported on the mecha-
nism of action of the multidrug resistance-linked ATP
binding cassette (ABC) transporters, which include P-gly-
coprotein (Pgp), a multidrug resistance-associated protein
and a mitoxiantrone-resistance protein, all of which func-
tion as ATP-dependent efflux pumps. In his presentation,
the drug-binding sites and ATP binding site of Pgp, along
with the kinetics of ATP hydrolysis, were analyzed.

Dr. B. Rohova, Academy of Sciences of the Czech
Republic, reported three results, as follows: 1. Polymer-
bound drugs (mitomycin C and doxorubicin)—non-tar-
geted or targeted with monoclonal antibodies—do not
induce expression of FasL on selected cancer cells, thus
protecting effector cells of the immune system against
Fas-counterattack; 2. Pre-treatment with polymer-bound
doxorubicin not only protects, but also mobilizes the
defense mechanisms of the tumor-bearing hosts; 3. Treat-
ment with selected monoclonal antibody-targeted polymer-
bound doxorubicin causes a rapid and complete rejection
of established tumors and generates prolonged systemic
anti-tumor immunity.

Dr. Nisa Chawapun, Department of Radiology, Chiang
Mai University, gave a comprehensive review on the role
of p53 in human carcinogenesis and emphasized that p53
gene therapy can be integrated with existing therapies for
better local tumor control.

Molecular mechanisms of cancer
Dr. Eisaburo Sueoka, Saga Medical School, spoke on

the overexpression of heterogeneous nuclear ribonucleopro-
tein B1 (hnRNP B1) as a new diagnostic biomarker for
human lung cancer. As Dr. Sumitra had previously indi-
cated, early detection of lung cancer in humans is the most
urgently needed step toward extending survival of patients.
Dr. Sueoka reported that hnRNP B1 protein was strongly
expressed in 100% of stage I lung cancer cases, and eleva-
tion of hnRNP B1 was further confirmed in both roentgen-
ographically occult lung cancers and bronchial dysplasia.
Anti-hnRNP B1 antibody was also useful for detection of
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squamous cell carcinomas of oral and esophageal tissues,
and even in oral leukoplakia, suggesting that hnRNP B1
will be a useful diagnostic biomarker for the early stages
of lung cancer and various squamous cell carcinomas in
humans.

Dr. Yasuhito Yuasa, Department of Molecular Oncol-
ogy, Tokyo Medical and Dental University, identified
molecular risks of gastric cancer by analyzing the meth-
ylation status of hMLH1 and expression of development-
related genes. Methylation of the mismatch repair gene
hMLH1 was observed in 9 of 100 gastric cancers, but it
was not found in normal intestinal metaplastic tissues
adjacent to cancers, indicating that this condition may be
specific to gastric cancers. The expression of CDX2 gene
appeared to decrease progressively with the transition
from well to poorly differentiated cancer cell lines; the
expression of GATA4 and GATA5 genes was undetectable
in several cell lines. Dr. Yuasa concluded that these gene
aberrations may be related to gastric cancer and may play
a role as risk factors.

In Africa, higher aflatoxin-albumin adduct levels were
observed in hepatitis B virus (HBV) infection compared
with those in uninfected children. Dr. Christopher P. Wild,
Epidemiology and Health Services Research, School of
Medicine, University of Leeds, UK, observed that, in
Gambia, the strongest determinants of aflatoxin-albumin
adducts were season and place of residence rather than
HBV status or interindividual variations in aflatoxin
metabolizing enzymes. Furthermore, exposure to HBV and
aflatoxins occurs early in life, with evidence of transpla-
cental aflatoxin exposure in Gambian children. Reduction
of aflatoxin exposure and introduction of HBV vaccination
were discussed.

Dr. Kazuhiko Uchida, Institute of Basic Medical Sci-
ences, University of Tsukuba, presented the results of joint
work with Kohn Kaen University and National Cancer
Institute, Bangkok. Comparative genomic hybridization
with quantitative polymerase chain reaction was per-
formed on fresh frozen tissue from over 50 gallbladder
cancers and intrahepatic biliary cancers in order to identify
abnormality patterns of genomic copy number and onco-
genes and tumor suppressor genes involved in the devel-
opment and progression of these cancers. In Thailand,
most intrahepatic biliary cancers examined were liver
fluke-infected cases with chronic inflammation. Recurrent
chromosomal gains were more prominent in gallbladder
cancer than were chromosomal losses. Dr. Uchida dis-
cussed the usefulness of genomic phenotyping for classifi-
cation of cancer types.

Dr. Sunro Sonoda, Department of Virology, Kagoshima
University, reported on the prevention and control of
human T-cell leukemia virus (HTLV) infection. Both
HTLV and human immunodeficiency virus (HIV) are
members of a family of retroviridae which are causatively
associated with T-cell leukemia and acquired immunodefi-
ciency syndrome (AIDS). The host immune response to
HTLV or HIV is initiated by the recognition of viral pep-
tides for human leukocyte antigen (HLA) molecules. Thus,
HLA molecules play a key role in the prevention of HTLV
and HIV infections and related diseases. Dr. Sonoda found
an anti-HTLV effect of green tea, which induces apoptosis
in HTLV-infected T-cells. Consequently, the prevention
and control of chronic HTLV infection by drinking green
tea is under investigation. Furthermore, in Chiang Mai a
study on the possibility of preventing AIDS by drinking
green tea is now under way, a project supported by the
Royal Project Foundation and the Saitama-Thailand
Friendship Association.

We Japanese scientists very much thank the members of
the Program Committee led by Dr. Usanee Vinitketkum-
nuen, Head of Department of Biochemistry, Faculty of
Medicine, Chiang Mai University and Dr. Somyos
Deerasamee, Director of National Cancer Institute,
Bangkok for their arrangements in organizing this superb
Symposium—and especially for including the Memorial
Lectures for Prof. Wada. Prof. Wada also contributed to
the development of cancer research in Japan by serving in
numerous respected positions, such as President of the
Japanese Cancer Association (1986), Chairman of the
Council of the Comprehensive 10-year Strategy for Cancer
Control from the Ministry of Health and Welfare, Japan,
and Chairman of the Board of Directors of the Princess
Takamatsu Cancer Research Fund, to name a few. For his
outstanding contributions in clinical cancer research, Prof.
Wada was awarded the first Nagayo-Mataro Prize of the
Japanese Cancer Association in 1997.

This Symposium provided us with new insights and per-
spectives, further fruits of Prof. Wada’s cosmopolitan can-
cer research. In this success, the collaboration between
Drs. Maitree Suttajit and Kei Nakachi supported by the
Ministry of Education, Science, Sports and Culture, Japan,
played an important role. Finally, all participants agreed
that this Symposium was useful in strengthening the firm
friendship and scientific bridge between our two nations.

(Received January 26, 2001/Revised March 16, 2001/Accepted
March 22, 2001)
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4  日米がんセミナー 

 

4.1 日米がんの支援による海洋天然物由来の発がんプロモーターの研究 

                 

4.1.1  海洋天然物由来の発がんプロモーター 

 

 1977 年、ノーベル医学生理学賞を受賞された Prof. Jim Watson が所長を勤められ

る New York の Cold Spring Harbor Laboratory で、「Origin of Human Cancer」のシン

ポジウムが開催された。このシンポジウムでは、発がんプロモーター 

12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA)が主なテーマとして討論されて以来、国立

がんセンター研究所でも発がんプロモーターの研究に関心が集まった。TPA の化学

構造を解析したドイツ癌研究センターの Erich Hecker 所長と私は、

Max-Planck-Institute for Biochemistry の所長、ノーベル化学賞受賞者である Prof. 

Adolf Butenandt の兄弟弟子に当たるとのご縁と、内科医としてがん患者の臨床に携

わった経験から、私は発がんプロモーションの研究に強い関心を持っていた。 

 

 

図 4.1.1-1. Prof. Jim Watson、当時 The Biological Laboratories, Harvard University の教

授と Cold Spring Harbor Laboratory の所長を兼務されていた。この写真は 1992 年の

撮影で、Head of the Human Genome Project を勤めておられた(The Wikimedia 

Commons の資料による) 
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図 4.1.1-2. Prof. Adolf Butenandt、当時 Max-Planck-Institute for Biochemistry の所長

と Max-Planck Society の総裁を兼務されていた。写真には“The Work of One’s Life”

と題する論文集４巻が示されている（左）、TPA の構図決定に成功した Dr. Hecker

（右） 

 

 1978 年、国立がんセンター研究所で私は、杉村隆所長の依頼を受け、「TPA と

化学構造が異なる発がんプロモーターの検索」に従事した。1979 年、teleocidin の

還元物質である dihydroteleocidin Bは、TPAと化学構造が異なるにもかかわらず、

同等に強力な発がんプロモーターであるとの結果を得たので、私共は速報論文

を発表した (ⅰ)。 

 

 Teleocidin と dihydroteleocidin B は、日本で研究された有名な化合物であるの

で、少し説明を加える。1960 年、teleocidin は放線菌 Streptomyces mediocidicus

の菌糸体に含まれる皮膚刺激性物質として、藤沢薬品工業株式会社東京研究所

の高島又夫博士が分離・生物活性を解明した。続いて、高島博士は東京大学農

学部有馬教授の研究室と共同でdihydroteleocidin Bの部分構造を解析し、1966年、

名古屋大学理学部化学教室の平田義正教授は、dihydroteleocidin B のＸ線構造解

析を日本で最初に成功させた。ある日、高島博士が国立がんセンター研究所に

お見えになり、日本が誇る化合物 dihydroteleocidin B が入った小さい瓶を私に渡

しながら、自由にがん研究に使用してくださいと素晴らしい言葉と有り難い激

励を戴いた。その時以来、dihydroteleocidin B を用いたがん研究が始まり、日本

の化学者は teleocidin 化学のリバイバルを喜んだ。その縁で、平田教授及び門下

生の先生方から、その後、暖かい研究支援を戴いた。 
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 放線菌に含まれる teleocidin は teleocidin A と B からなり、精製を進めると、

teleocidin AはA-1とA-2の異性体の混合物であり、さらに、teleocidin BはB-1, B-2, 

B-3, B-4 の異性体からなることを見出した (ⅱ)。 

 

4.1.2  Lyngbyatoxin A の研究 

 

  1979 年、ハワイ大学理学部化学教室の Richard E. Moore 教授は、藍藻から

dihydroteleocidin B と化学構造が良く類似した新規化合物を分離精製し、

lyngbyatoxin A と命名した論文を Science に発表した。Dr. Moore が lyngbyatoxin A

に注目した理由は、Oahu 島のある海岸で海水浴をした人々が藍藻による海水浴

性皮膚炎(swimmer’s itch)を患った為で、Dr. Moore は海岸で藍藻を集め、刺激性

物質を分離し、lyngbyatoxin A と命名した。後に、lyngbyatoxin A は放線菌に含ま

れる teleocidin A-1 と同一の化合物であることが明らかになったが、この Dr. 

Moore の論文が私共に海洋天然物との出会いを作ってくれたのである。 

 

 

図 4.1.2−１. 海洋天然物由来の発がんプロモーターを研究した Dr. Moore  

 

  その論文発表に続いて、杉村先生は日米がんの打ち合わせでアメリカ本土に

向かう途中、ハワイで Dr. Moore に面会し、私共の teleocidin の研究を説明され

た。Dr. Moore は lyngbyatoxin A と teleocidin との化学構造の類似性に強い関心を
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示された。その後、Dr. Moore に分与頂いた少量の lyngbyatoxin A を用いて実験

を進めると、lyngbyatoxin Aは teleocidinや TPAと全く同等に強い活性を示した。

この新しい実験結果と共に、dihydroteleocidin B の発癌プロモーション活性の証

明を加え、Dr. Moore と共著の論文をアメリカ学士院の Proceedings に発表した 

(ⅲ)。 

 

 

図 4.1.2−2. マウス皮膚の発がん二段階実験（イニシエーションとプロモーショ

ン）のモデル 

 

4.1.3  Aplysiatoxin と debromoaplysiatoxin の研究 

 

 次に、杉村先生がハワイに立ち寄られた時、lyngbyatoxin A を含んだ藍藻を採

集した場所と異なる Oahu 島の別な海岸で、現地の人々が再び swimmer’s itch に

罹患したので、Dr. Moore はその海岸で集めた藍藻から aplysiatoxin と

debromoaplysiatoxin を分離したと話された。これらの化合物は 1974 年、海洋天

然物化学の父であるハワイ大学理学部化学教室のPaul J. Scheuer教授と日本から

の留学生加藤喜規博士が、アメフラシの腸管から分離した化合物と同一であっ

た。Dr. Moore に分与頂いた aplysiatoxin と debromoaplysiatoxin を用いて研究を

始めると、これらは、TPA, teleocidin, lyngbyatoxin A とは化学構造が大きく異な

る に も関 わら ず、 同 等に 強い 活性 を 示し たの で、 aplysiatoxin と

debromoaplysiatoxin は、TPA, teleocidin, lyngbyatoxin A と同様に、マウス皮膚に発
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がんプロモーション活性を誘導する新規な発がんプロモーターであるとの結果

をまとめ、1982年、Dr. Mooreと共著の論文を日本癌学会誌Gannに発表した (ⅳ)。 

 

4.1.4  藍藻由来発がんプロモーターの大量精製 

 

 In vitro の実験には Dr. Moore に分与頂いた量の化合物で間に合ったが、発がん

プロモーション活性をマウス皮膚で証明するには不十分であり、1981 年、ハワ

イ大学 Dr. Moore の研究室に滞在して、藍藻から lyngbyatoxin A の大量精製(目標

約 20 mg)を行った。研究室の滞在は一週間と限られていたので、精製にゆっく

り時間をかける余裕が無く、化学教室にマウスを持ち込み、30 分で活性を判定

できるマウス耳の発赤テストを指標に、昼夜、活性物質を精製した。最後は Dr. 

Moore が NMR を用いて正しい化合物であると同定した 20 mg を東京に持ち帰

った。それ以来ハワイ大学の研究室では、活性物質を一週間で大量精製したの

は東京から来た医者だったと語られている。 

 

 一方、aplysiatoxin と debromoaplysiatoxin は、沖縄県うるま市具志川の藍藻が、

swimmer’s itch を起こしたとの報告を頼りに、この海岸で採集した藍藻から、

lyngbyatoxin A ではなく、aplysiatoxin と debromoaplysiatoxin を大量に精製した。

これらの新規発がんプロモーターを用いた研究を論文に発表すると、がん研究

は勿論、細胞生物学、生化学、分子生物学等色々な領域の研究者から、これら

の新規化合物を自分の研究に使いたいと希望が寄せられたので、貴重な化合物

と発表論文を添えて発送し、期待に答えた。 

 

4.1.5  TPA-type 発がんプロモーターと protein kinase C の活性化 

 

  TPA, teleocidin A と B、さらには、aplysiatoxin と debromoaplysiatoxin は、何

れも、細胞膜に存在する TPA の receptor に同様に強く結合することが分かり、

receptor との結合様式は同様であると考えられた。1982 年、神戸大学医学部生化

学教室の西塚泰美教授の研究室は、TPA が Ca
++

 activated, phospholipid-dependent 

protein kinase C (PKC)を直接活性化することを発表した。続いて、西塚教授研究

室の吉川潮博士と私は、西塚研究室で teleocidin と debromoaplysiatoxin による

PKC の活性化について実験をすると、同様に強い PKC の活性化が得られた。従

って、推察されていた作用機構は、確かに TPA と同じ signal transduction を経て

発がんを促進することが分かり、1984 年、西塚教授、吉川博士と共著の論文を

発表した (ⅴ)。 同年、大量に精製した lyngbyatoxin A を用いて、発がんプロモ
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ーション活性をマウス皮膚で証明できたので、lyngbyatoxin A の精製を手伝って

戴いた Mr. G. Bartolini を含め、Dr. Moore と共著で論文を発表した (ⅵ)。 

 

 

図 4.1.5-1. TPA、teleocidin と debromoaplysiatoxin が PKC を活性化することを

証明した西塚泰美神戸大学学長 

 

4.1.6  第 14 回高松宮妃癌研究基金・国際シンポジウム 

 

 海洋天然物から発見された色々な新規発がんプロモーターは、発がんプロモーシ

ョン機構の解明に大きな進歩をもたらしたとの理由から、高松宮妃癌研究基金の第

14 回国際シンポジウムが、「Cellular Interactions by Environmental Tumor Promoters」

のタイトルで開催された。組織委員は新規発がんプロモーターの研究に直接たずさ

わった Dr. Moore、 コロンビア大学癌研究所 I. Bernard Weinstein 所長、 杉村先生

と私に加え、先駆者の Dr. Hecker で構成した。発がんプロモーションの研究は丁

度ルネッサンスの時期を迎えたので、この国際シンポジウムでは、世界の若い研究

者が活発な研究成果を発表した。中には 2008 年、ノーベル医学生理学賞の栄誉に

輝いたドイツ癌研究センターの Harald zur Hausen 総長も参加していた。私は

Nakahara Memorial Lecture を勤める名誉を授かった。第 14 回国際シンポジウムの

Proceedings は 1984 年に発刊された (ⅶ)。 
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図 4.1.6−1. 第 14 回高松宮妃癌研究基金・国際シンポジウム出席者のグループ写

真（中央に高松宮宣仁親王殿下と高松宮妃喜久子殿下、高松宮殿下の左隣に Dr. 

Moore夫妻、高松宮妃殿下の右隣はDr. Hecker 夫妻、両殿下の後方にDr. Weinstein, 

その右隣は Dr. zur Hausen） 
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図 4.1.6−2. 第 14 回高松宮妃癌研究基金・国際シンポジウム“Cellular Interactions 

by Environmental Tumor Promoters”の Proceedings の表紙  

 

4.1.7  Teleocidin と lyngbyatoxin A の生合成経路 

  

  東京大学薬学部薬化学講座の首藤紘一教授は、teleocidin A と B に共通する

部分構造の (-)-indolactam-V が合成中間産物であると考えた。(-)-Indolactam-V の

組成は L−tryptophan、lactam ring、と L−valine から構成されている。首藤教授と
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遠藤泰之博士は (-)-indolactam-V の構造活性相関を研究するために

(-)-indolactam-V, (+)-indolactam-V, (-)-epi-indolactam-V, (+)-epi-indolactam-V を合

成した。興味あることに、phorbol ester の受容体には (-)-indolactam-V だけが結

合し、teleocidin に比較すると 230 倍弱い結合であった。次に、京都大学農学部

の小清水弘一教授と入江一浩博士は、Streptoverticillium blastmyceticum の培養ろ

液中に、(-)-indolactam-V が大量に含まれていることを見出し、teleocidin B の前

駆体であると推察した。この結果は lyngbyatoxin A の合成にも重要であると考え、

1985 年、首藤教授、小清水教授、さらに、私共と共同で日本学士院の Proceedings

に論文を発表した (ⅷ )。 

 

4.1.8   [
3
H]Lyngbyatoxin A と[

3
H]debromoaplysiatoxin の receptor への結合 

 

 有機化学が専門の Dr. Moore は、lyngbyatoxin A や debromoaplysiatoxin の化学

構造が、互いに大きく異なるにもかかわらず、同一の receptor に結合し、PKC

を同様に活性化することに強い関心を持たれた。Dr. Moore は自分で[
3
H]ラベル

の化合物を合成したので、研究室の菅沼雅美博士と私は、発がんプロモーター

と receptor との結合を測定するセット一式を準備し、ハワイ大学化学教室で実験

を行った。Dr. Moore はがん研究者との共同研究を楽しまれ、成果は共著の論文

として発表した (ⅸ)。 

 

 4.1.9  U.S. - Japan Seminar at East-West Center 

 

  海洋天然物から発がんプロモーターが見出されただけでなく、がん予防薬や

抗がん剤のリード化合物も同定され、海洋天然物を薬の宝庫とする時代となっ

たので、海洋天然物化学はがん研究で一段と注目される魅力的な研究領域とな

った。1987 年 2 月 11 日-13 日、ハワイ大学の East-West Center で「U.S. - Japan 

Seminar on Marine Natural Products and Cancer Chemoprevention」が開催され、Dr. 

Moore と私が組織委員を勤めた。 
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図 4.1.9-1. 放線菌と藍藻に見出された新しい化学構造の発がんプロモーターと 

研究者を掲載した Cancer Research, December 1, 1987 の表紙 

 

  このセミナーで、Dr. Moore はアオコに含まれる microcystin と nodularin の新

規化合物の構造と肝臓毒性について報告した。この Dr. Moore の研究は、その後、

私共の肝臓がんの発がんプロモーションの研究に大きなヒントを与えてくれた。

私はハワイ大学化学教室で見出されたユニークな化合物、 lyngbyatoxin A, 

aplysiatoxin, debromoaplysiatoxin, palytoxin, okadaic acid の発がんプロモーション

活性について報告した。研究室の廣田満博士は(-)-indolactam-V 関連の化合物に
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ついて、菅沼博士はハワイ大学で構造決定された okadaic acid の発がんプロモー

ション活性について発表した。Okadaic acid は PKC を介さない全く新しい作用

機構をもつ強力な発がんプロモーターであり、画期的な発がんプロモーターの

発見として注目された。Meeting report は Jpn. J. Cancer Res. 1987 に Dr. Moore と

共著で発表した。この meeting report はこの原稿の最後に添付した (4.2)。 

 

図 4.1.9-2. 長野県の諏訪湖で採集中の microcystin を含むアオコ、湖水の富栄養

化のために夏期には大量に繁殖（渡辺真利代教授・原田健一教授撮影） 

 

 発がんプロモーターの研究において、okadaic acid は TPA に匹敵する画期的な

発見であるので、少し okadaic acid について記述する。Okadaic acid は黒磯海綿

(Halichondria okadai)から分離された化合物で、ハワイ大学化学教室の Prof. 

Scheuer の研究室で、1981 年、 橘和夫博士が構造決定に成功した。その時、 Prof. 

Scheuer は黒磯海綿のラテン語名 Halichondria okadai が岡田弥一郎博士に献名さ

れた名称であることに敬意を表し、この化合物を okadaic acid と命名した。しか

し、親日家の Prof. Scheuer は okadaic acid を日本語に訳すと「岡田さん」になる

からと気になさっていた。その後、Prof. Scheuer は、構造を決めたときは特徴が

無い単なるポリエーテルの脂肪酸だと思ったけれど、これほど有名になるとは

思わなかったと喜ばれた。 

 

 私共の okadaic acid の研究は僥倖な出来事から始まった。平田先生（当時名城
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大学教授）と名古屋大学理学部山田静之教授から、同じ日に、okadaic acid は非

常に面白い化合物だから、発がんプロモーションの研究に用いてはとの有り難

いメッセージと okadaic acid を拝受した。同じ化合物を同時に郵便で戴いたこと

に驚き、お二人の先生が云われる「面白い」の意味を文献で調べた。1982 年に

発表されたハワイ大学薬理学教室の柴田章次教授の論文によると、okadaic acid

は細胞外 Ca
++が無くても平滑筋収縮を起こすと発表されていた。この論文を読

んで、私はタンパク質のリン酸化が関連しているとすると、発がんプロモータ

ーであるかも知れないと思い研究を進めた。1988 年、私共は okadaic acid を

non-TPA-type 発がんプロモーターとして論文を執筆し、Proc. Natl. Acad. Sci. USA

に発表した (ⅹ)。 

 

 勿論、マウスの皮膚で発がんプロモーション活性を証明するには okadaic acid

を大量に必要とした。私共が購入した黒磯海綿には okadaic acid が全く含まれて

いないことを経験したので、okadaic acid を最初にお送りいただいた山田教授に

お願いし、山田先生の採集場所に私共のグループを案内して戴いた。その採集

旅行には、私共の研究部に在席していた第１次対がん 10 ヵ年総合戦略のアメリ

カとドイツの招聘研究者にも協力をお願いしたが、珍しい経験を味わったと感

謝された。その黒磯海綿から okadaic acid を大量に精製することが出来たので、

海洋天然物化学者は化合物の存在について秘蔵の場所を持っていると知った。

Okadaic acid はその後、protein phosphatase１と２A の強力な阻害剤であることが

分かり、発がんプロモーターと protein phosphatase の新時代を迎え、世界の研究

者から okadaic acid の供給依頼が増えてきた。 

 

図 4.1.9-3. 黒磯海綿に含まれる okadaic acid, protein phosphatase 1 と 2A の強力な

阻害剤 
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図 4.1.9-4. Okadaic acid を含む黒磯海綿の採集に参加したアメリカとドイツの招

聘研究者と家族、並びに、研究部の仲間達 

 

4.1.10  Gordon Research Conference 

 

  1988 年、アメリカの Oxnard で開催された海洋天然物学会の祭典である

「Gordon Research Conference on Marine Natural Products」で、私は特別講演を勤

めた。Dr. Moore や Dr. Scheuer が見出した化合物が、発がんプロモーターとして

がん学会の話題となっているので、多くの海洋天然物学者が実際の実験データ

ーを学びたいとの理由からこの講演は企画された。私は「Tumor promoters and 

anti-tumor promoters from marine sources」のタイトルで、teleocidin A, teleocidin B, 

lyngbyatoxin A, aplysiatoxin, debromoaplysiatoxin 等が、TPA と同様に PKC を活性

化し、phorbol ester の receptor に同様に結合する結果をまとめて発表した。講演

が終わると会場では standing ovation が続いた。海洋天然物の世界に新風を吹き

込んだ功績を評価して頂いたと感じた。 

 

 翌日の朝、朝食に行く途中、海洋天然物化学の父である、顔なじみの Prof. 

Scheuer に会ったので挨拶をすると、Prof. Scheuer は次のように云われた。「若い

研究者は昨日の貴方の講演に対し素晴らしいと云って褒め讃えているが、実は

あれだけ構造が異なる化合物が、どのようにして同じ receptor に結合するのか私

は理解できない。それでも、お目出度う」とコメントを戴いた。この問題は何

時か証明しなければと考えていた時、この Gordon Research Conference で私の講
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演を聞いたオーストラリア Griffith 大学の Ronald J. Quinn 教授から、Chemistry 

International の学会で基調講演をする様に招待された。この講演が終わった後、

Dr. Quinn も Prof. Scheuer を尊敬する一人であるので、私は率直に Prof. Scheuer

のコメントを Dr. Quinn に話した。 

 

 

図4.1.10-1. 海洋天然物化学の父と尊敬されるProf. Scheuer（左）とDr. Quinn（右） 

 

4.1.11  オーストラリアの海洋天然物に関するがん特別調査研究 

 

  Dr. Quinn はそのコメントに対し、「それは computer graphics を用いて、それぞ

れの化学構造式を描くと、receptor に結合する類似した部分構造が見えてくる、

貴方の考えが正しいことは直に証明できる」と答えられた。この有り難い説明

に感謝し、「オーストラリアの海洋天然物に由来する発がん剤と抗がん剤の研究」

の課題を文部省科学研究費・がん特別調査研究に Dr. Quinn、オーストラリア海

洋科学研究所（AIMS）の Sir Joe Baker 所長と私の 3 名で申請した。幸い申請は

採択されたので、日本側の共同研究者として東京大学農学部伏谷伸宏教授に参

加いただいた。次に、okadaic acid, calyculin A, microcystin-LR, nodularin が同一の

receptor である protein phosphatase１と２A に結合し、強力な阻害活性を示すこと

について、Dr. Quinn と研究を進めた。Prof. Scheuer のコメントに対する結果を

得たので、論文に発表した (ⅺ)。その後、世界の研究者が protein phosphatase１
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と２Aの catalytic subunitに okadaic acid, calyculin A, microcystin-LR, nodularinがそ

れぞれ結合した X 線結晶構造解析へと研究を進めた。構造が異なる化合物が酵

素の同じ部位に結合することが証明され、研究の一時代を作った。  

 

 

図 4.1.11-1. Computer graphics を用いて解明した構造類似性、okadaic acid（赤）、

calyculin A（青）と microcystin-LA（黒） 

 

4.1.12  U.S. - Japan Seminar at Sheraton Makaha 

 

   1989 年 3 月、ハワイ・オアフ島 Sheraton Makaha で、「U.S. - Japan Seminar on 

Marine Natural Products and Cancer」が開催された。アメリカ癌研究所の Richard. H. 

Adamson 部長、Bruce Chabner 部長と日本から私が組織委員を勤めた。発表のテ

ーマは主として、海洋天然物に由来する発がんプロモーター、がん予防薬、新

規抗がん剤、抗 AIDS 薬の情報とそれに対する討論であった。私共の研究部から、

菅沼博士が okadaic acid の作用機構は protein phosphatase１と２A の阻害による

signal transduction であることを初めて報告し、吉澤滋博士は okadaic acid と同様、

protein phosphatase１と２A の阻害剤である microcystin や nodularin が、肝臓の強

力な発がんプロモーターあることを発表し、注目された。さらに、海洋天然物

から色々な抗がん剤のリード化合物が見出され、非常に活気に満ちた seminar で

あった。最後に杉村先生が両国の共同研究が益々必要だと closing remarks で述べ

http://www.opposingviews.com/users/dr-richard-adamson
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られた。Dr. Adamson, Dr. Chabner と私が共著で執筆した meeting report は Jpn. J. 

Cancer Res. 1989 に発表された。この meeting report は、この原稿の最後に添付し

た（4.3）。 

 

 

図 4.1.12-1. U.S.-Japan Seminar の組織委員を勤めた Dr. Adamson（左）と Dr. 

Chabner（右） 
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図 4.1.12-2. U.S.-Japan Seminar on Marine Natural Products and Cancer で討議され

た著名な化合物の構造とグループ写真、Jpn. J. Cancer Res. 80, No. 7, July 1989 の

表紙 
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4.1.13  U.S. - Japan Seminar in Osaka 

 

  1990 年 3 月 28 日と 29 日、「U.S. - Japan Seminar on Molecular Mechanisms of 

Initiation, Promotion and Progression」 のタイトルで、通常の U.S. - Japan Seminar

が大阪で開催された。さらに、30 日は、アメリカ癌研究所の Section chief とし

て活躍された角永武夫博士が、1988 年 9 月 21 日にアメリカで逝去されたため、

日米のがん研究者や知人・友人が集まり、追悼の「The Takeo Kakunaga Memorial 

Lectures」を企画した。Seminar の開催にあたり、角永先生と親しい研究仲間で

あった Baylor College の William. F. Benedict 教授とアメリカ癌研究所の Curtis C. 

Harris 部長、日本側として私が組織委員を勤めた。追悼の Memorial Lectures は東

京大学医化学研究所 豊島久真男所長が担当された。杉村先生が opening remarks

の中で、「The Takeo Kakunaga Memorial Lectures」の企画は、角永博士と親しい

研究者、さらに、友人として交流が有ったアメリカと日本の研究者の希望で企

画されたと述べられた。 

 

 

図 4.1.13-1. 組織委員を勤めた Dr. Benedict（左）と Dr. Harris （右） 

 

 Molecular Carcinogenesis１, 213-215,1989 には「Takeo Kakunaga in Memorial」が

編集部の論文として掲載された。アメリカ癌研究所の Dr. Adamson は、この 3

日間のセミナーを振り返り、世界各国からの研究者が集まり、通常の U.S. - Japan 

Seminar に比べ非常に実り多いセミナーとなったことに感謝すると述べられた。

Meeting report は組織委員が執筆し、Cancer Res. 1990 に発表し、この原稿の最後

に添付した(4.4)。 
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図 4.1.13-2. アメリカ癌研究所で活躍された角永武夫博士 

 

 

図 4.1.13-3. The Takeo Kakunaga Memorial Lectures に参加された世界の研究者 

 

4.1.14    IARC が開催した人に対する発がん性リスク評価会議 

 

 1987年のU.S. - Japan Seminarで、Dr. Mooreはアオコに含まれるmicrocystin と

nodularin は強力な肝臓毒であると報告した。その後、私共は microcystin-LR と

nodularin が強力な肝臓の発がんプロモーターであり、その発がんプロモーショ
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ン機構は、okadaic acid と同様に protein phosphatase１と２A の阻害により誘導さ

れる signal transduction であると発表した。アオコは世界中に広く繁殖し、その

毒性が環境問題になっているので、この論文は海洋天然物学者の注目を集めた。 

 

 2006 年 6 月 France・Lyon にある International Agency for Research on Cancer 

(IARC)は、 microcystin-LR と nodularin の人に対する発がん性リスク評価会議を、

nitrate と nitrite を含めて開催した。Nitrate と nitrite の発がん性リスク評価は長年

の研究業績が蓄積していたので、豊富な内容を基に討議が進められた。しかし、

microcystin-LR と nodularin の方は、発がんプロモーション活性を証明した私共

の論文発表があるだけで、人に対する発がん性リスクを評価するには時期早々

と云う感じがあった。IARC のスタッフを含めた 9 カ国から集まった 19 名の研

究者は、microcystin-LR は “possibly carcinogenic to humans” (group 2B)、nodularin

は “not classifiable as to their carcinogenicity” (group 3)と、人に対する発がん性リ

スクを評価した(xⅱ)。U.S. - Japan Seminar で発表された海洋天然物が、IARC の

発がん性リスク評価会議で討議される程の重要性を持っていたことを嬉しく思

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.14-1. IARC が開催した“人に対する発がん性リスク評価会議”の資料、

Lancet Oncol 2006 (左)と IARC Monographs 2010 (右) 
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4.1.15   ヒトの発がんプロモーター 

 

 発がんプロモーターTPAはPKCを活性化して発がんを促進するが、発がんプ

ロモーション活性はマウスの皮膚だけに証明されている。しかし、protein 

phosphatase１と2Aの阻害剤であるokadaic acidは、マウスの皮膚、ラットの腺

胃に発がんプロモーション活性を誘導し、同様の阻害剤であるmicrocystin-LR, 

nodularinはラットの肝臓で発がんを促進した。従って、PKCの活性化による遺

伝子発現とprotein phosphatase１と2Aの阻害により誘導される遺伝子発現を

一緒に考えると、共通して誘導される遺伝子として、炎症性プロサイトカイン

であるTNF-が見出された。さらに、TNF-は細胞の形質転換を促進しただけ

でなく、TNF-遺伝子欠損マウスでは、TPAやokadaic acidの発がんプロモーシ

ョン活性は著しく低かった。この実験はVirchowの“刺激説”に結びつくと感激

した。 

 

 この実験結果を基に、臨床に結び付ける新しい実験を考えていた時に、かつ

て、Annual Meeting of American Association for Cancer Researchで、Dr. 

Palayo CorreaとHelicobacter pylori (H. pylori)の病因について話し合ったこと

を思い出した。Dr. Correaは、当時既に数個の発がん因子がH. pyloriに見出さ

れているが、ヒトの胃がん発症を世界の地域で考えると、H. pyloriには必ず他

の発がん因子が関与している、他の発がん因子を見出さなければならないと強

調された。そこで、私共は内因性発がんプロモーターTNF-の立場から、H. 

pyloriのgenomeにTNF-を誘導する遺伝子 TNF-inducing protein gene 

(Tip)を発見した(ⅹⅲ)。 

 

 H. pyloriの研究は菅沼博士がリーターシップを持って進めたが、私が埼玉県

立がんセンターで定年を迎え、徳島文理大学薬学部生化学教室に異動してから

は、埼玉県立がんセンター臨床腫瘍研究所菅沼主席主幹の研究グループ(現在埼

玉大学大学院理工学研究科戦略的研究部門教授)との共同研究として進んだ。ま

とめると、化学発がんプロモーターの研究から、内因性の炎症性タンパク質、

例えば、TNF-、種々のサイトカイン、ケモカイン、さらには、H. pyloriのTip

のような炎症性タンパク質等によるヒトの発がんプロモーションへと発展する

ことが出来た。 

  

 2013 年アメリカ癌学会の特別セッションとして、Prof. Jim Watson の 80 歳
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を祝う講演会が開催された。Watson 先生は老いても矍鑠として、熱意を持って

最近自分が勉強したことを話された。講演は 30 分以上であったが直立の良い姿

勢で話された。1970 年の頃、私は Harvard 大学生物学研究所で Watson 先生のポ

スドクだったので、1992 年頃、Head of the Human Genome Project を勤められた

ご活躍を素晴らしいと思った。Watson 先生は講演の中で、最近論文を執筆して

学術雑誌に投稿したが reject された。しかし、やっと採択されたのでと新しい論

文を示された。帰国後、論文に目を通すと、DNA 関連の内容とは違った新しい

テーマであった。私はこの講演に刺激を受け、私共の長年にわたる発がんプロ

モーションの研究が、マウスからヒトの臨床レベルへと発展できたことを嬉し

く思い、”Tumor promoters: from chemicals to inflammatory proteins”のタイトルで、

J. Cancer Res. Clin. Oncol. 2013 に投稿・採択された。幸いなことに、良く引用さ

れていると聞く(ⅹⅳ) 

 

4.1.16    追記 

  

 私共の発がんプロモーターの研究が、海洋天然物から内因性発がんプロモー

ターTNF-へと進んだので、Dr. Moore との連絡は暫く途絶えた。その後、アメ

リカ癌学会に出席した時、Dr. Moore が突然私共のポスターを見におみえになっ

た。私はポスターを示しながら、TNF-による発がんプロモーション活性につい

て最近の結果を簡単に説明すると、非常に喜んで頂いた。2007 年 12 月 12 日、

Moore 先生がハワイでご逝去なさったとの悲報を日本の海洋天然物学者から知

らせて頂いた。 

 

  2012年6月21日、兵庫県淡路島の夢舞台で「海洋天然物の生合成」のシンポジ

ウムが開催された時、Moore先生のご子息、California大学Scripps Institution of 

OceanographyのBradley S. Moore教授とご家族に、お会いした。当時、ハワイで

Moore先生のご自宅を度々訪問させて戴いた頃、幼いお子さんであったBradley

さんが、現在は大変立派な海洋天然物学者として名声を博しておられる。特に、

父親が発見したlyngbyatoxin Aの生合成遺伝子群を現在のmolecular biologyを用

いて解析し、「海洋天然物の生合成」をテーマとする世界的リーダーとなった。

素晴らしい快挙だと嬉しく思う。 
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      inflammatory proteins. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 139: 1603-1614  
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5. 日韓がん・老化研究シンポジア 

 

5.1    二国間共同研究から日韓がん・老化研究シンポジウムの誕生 

            

5.1.1  韓国癌センター竣工式と国際癌研究シンポジウム 

  

  1984年 10月、韓国癌センター尹鐸求 (Taik Koo Yun) 総長は、韓国原子力病院

を韓国癌センターとしてソウル郊外に発展・新築し、その竣工式を兼ねて国際癌研

究シンポジウムを開催された。日本から国立がんセンター研究所杉村隆所長の代理

として私が基調講演を勤め、国立がんセンター病院から末舛恵一院長が参列された。

その席にご出席の社団法人大韓癌協会金暢槿 (Chang Keun Kim) 会長は、吉田富三

先生が長崎大学の教授の折、吉田肉腫の発見に立ち会ったと話された。吉田直哉氏

が執筆した「私伝・吉田富三、癌細胞はこう語った」によると、吉田肉腫が発見さ

れた 6月 26日の日記に、「金暢槿君の仕事につき相談」と記してある (i)。 

 

 

図 5.1.1-1. 韓国癌センターで開催された国際癌研究シンポジウムの会場と参加者 

 

 そのシンポジウムの会場で、私は韓国の若い研究者と気軽に親しく会話を交わす

ことが出来た。なかでも凄く優秀な若い研究者が多いことに気づいた。例えば、シ

ンポジウムで活発な研究活動を発表した原子力病院研究所生化学部の林仁京 (In 

Kyoung Lim) 部長と、原子力病院外科の白南善 (Nam Sun Paik) 部長である。さら

に、Seoul 国立大学医学部生化学講座 朴相哲（Sang Chul Park）助教授からアメリ

カ NIHでの留学の話を伺った。Dr. Paik は 1984 年に始まった第 1次対がん 10ヵ年

総合戦略の支援により、国立がんセンター研究所の私共のがん予防研究部で、一年

間「がんの化学予防」の研究に従事した。Dr. Paik の滞在中、生化学の Dr. Parkが

私共の研究部を訪問され、Dr. Lim らと共に、学術論文や情報の交換を行い、韓国

の学会に招待される機会も増えた (ii)。 
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5.1.2  二国間共同研究 

 

 1993 年、私共の研究部は国立がんセンター研究所から埼玉県立がんセンター研

究所に招聘された。1996年、Dr. Lim は Ajou 大学医学部生化学講座の主任教授に、

さらに、Dr. Parkが Seoul 国立大学医学部生化学講座の主任教授に就任された。1996

年、この就任を契機に、Prof. Lim の講座と埼玉県立がんセンター研究所の私共の

研究部との間に「肝臓がん促進機構の研究」を課題とする日韓共同研究が日本学術

振興会と Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF)の間で採択された。二国

間共同研究の研究費は支給額の 50%以上を旅費に使用することと記されていた。そ

の為、私の研究部のスタッフだけでなく、埼玉県立がんセンター研究所の向学心に

燃えた若い研究者と共にソウルに行き、Prof. Lim の研究員、大学院生、学生と Seoul

国立大学 Prof. Park のスタッフを含め、３つの研究機関による「肝臓がん促進機構

の研究」の合同シンポジウムを開催する計画を立てた。Prof. Park の配慮で、1996

年 2月、第 1回日韓シンポジウム Kang-nung Symposium on Chemoprevention between 

Japan and Koreaが、Kang-nung国立大学歯学部大講堂で開催された。日韓の研究者、

大学院生、学生が合宿しながらのシンポジウムは、いろいろな意味において大きな

成果を各参加者にもたらした。日本学術振興会と KOSEFの支援を受けた日韓共同

研究は２年継続できたので、1997年、第 2回 シンポジウム The Second Korea-Japan 

Scientific Meeting on Carcinogenesis を韓国済州島で開催した。第 1回のシンポジウ

ムの経験から、韓国の研究者と類似したテーマに携わっている日本の研究者にも参

加をお願いした。 
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図 5.1.2-1. 第 1回日韓シンポジウムを主催した世話人、Prof. Park（左）, Prof. Lim (中

央)と Kang-nung Symposium on Chemoprevention between Japan and Korea の抄録集 

（右）   

 

 2 回にわたる日韓シンポジウムが立派な成果をもたらした理由として上げられ

ることは、Prof. Park と Prof. Lim らが、最初から明確な二つの目的を立てたからで

ある。それは、1）若い研究者が躊躇なく英語で自分の研究成果を発表できるよう

に支援・激励すること、2）シンポジウムの期間は、互いの国の歴史を学べる施設・

寺院等の見学を含め、この間にお互いが会話を交わし、知り合いになることを掲げ、

英語が母国語でない両国の若手研究者を育成することとした。実際には、教授クラ

スの基調講演は両国から数名とし、その他の教授クラスは討論者として参加する。

准教授や助手クラスが主に口頭発表を行い、大学院生・学生はポスター発表並びに

スライドを使用し、要点を英語で数分間発表することとした。このシンポジウムを

通じて、両国の参加者の間に信頼が芽生えてきた (ii)。 

  

5.1.3  ドイツの癌学会誌 Journal of Cancer Research and Clinical Oncologyを支える 

      日韓がん・老化研究シンポジウムとMeeting Reports  

 

 1985年から、私は国立がんセンター研究所で、ドイツの癌学会誌 Journal of Cancer 

Research and Clinical Oncology (J. Cancer Res. Clin. Oncol.)のアジア・太平洋編集長を

務めていた。豊かな世界観を持つ Prof. Park や Prof. Lim は、アジアの国にとって素
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晴らしい人材だと思い、1997年、Prof. Park の Seoul 国立大学に J. Cancer Res. Clin. 

Oncol.の韓国編集部を設置し、Prof. Parkに編集委員長としての協力をお願いした。

1999年、Seoul国立大学で開催された第 3回日韓がん・老化研究シンポジウムでは、

韓国から論文投稿を勧める為に、J. Cancer Res. Clin. Oncol.の特別セッションを企画

した。Editor in Chief の Ekkehard Grundmann 教授の論文「On the 85
th

 birthday of this 

journal」を参照して、1903 年に創立されたこの学術雑誌は、世界最初の癌学術雑誌

Zeitschrift für Krebsforschungであることを学んだ (iii)。2000年、第 3回日韓がん・

老化研究シンポジウムは、meeting report「The Seoul Symposium of the Journal of 

Cancer Research and Clinical Oncology Regulation of ageing and carcinogenesis」を初め

て発表した (5.2)。 
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図 5.1.3-1. 最初の meeting report が J. Cancer Res. Clin. Oncol.に掲載 

  

 第 4 回は吉田富三先生と金暢槿会長とのご縁を尊重し、吉田先生の有名な言葉

「がん細胞との共存」をテーマに埼玉で開催した (5.3)。それ以来、埼玉県立がん

センター研究所では、Ajou大学の Tae Jun Park 助手が末岡榮三朗博士と一緒に研究

を始め、Seoul 国立大学の若い女性研究者が菅沼雅美博士と楽しく研究する姿が見

られるようになった。日本のがん分子疫学で活躍した埼玉県立がんセンター研究所

疫学部の中地敬博士が、Union for International Cancer Control (UICC)と交渉し、がん

の基礎研究を社会に還元する目的を持って UICC と合同の第 5 回シンポジウム
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「Korea-Japan, JCRCO and UICC Joint Symposium on cancer and ageing research: 

molecular epidemiological and translational studies」を Seoul 国立大学で開催し、この

成果は meeting report に発表した (5.4)。 

 

5.1.4  両国の研究と伝統 

 

 埼玉県立がんセンターで私が定年を迎えるにあたり、J. Cancer Res. Clin. Oncol.

の編集長を、東京医科歯科大学分子腫瘍学講座湯浅保仁教授に交代し、私は名誉編

集長を勤めている。徳島文理大学に招聘されたため、第 6回は徳島文理大学での開

催となった。その上、徳島は Seoul 国立大学医学部生化学講座と密接な学術的な縁

があった。それは、文献 (ii, iv)に記したように、徳島文理大学第 2代黒田嘉一郎学

長（前徳島大学医学部生化学教授）は、戦前の京城帝国大学医学部の第一回卒業生

で、医化学講座に入り基礎研究に従事され、帰国まで助教授を勤められた。この医

化学講座は戦後改組され Seoul 国立大学医学部生化学講座となったが、黒田先生の

人徳は戦後の教室にも伝わり、Prof. Park は先輩から聞いた黒田先生の熱心な研究

態度を私に度々話してくれた。徳島文理大学での懇親会で、Seoul 国立大学生化学

講座の Prof. Park やスタッフは、黒田嘉一郎先生のご子息、徳島大学黒田泰弘副学

長に会えて非常に感激し、深く暖かいご縁を感じた。 

 

図 5.1.4-1. 黒田嘉一郎徳島文理大学学長、戦前の京城帝国大学医学部の第一回卒業

生、基礎医学の研究に従事 
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 第 7回は韓国の Muju で開催され、The seventh Korea-Japan joint symposium on 

cancer and ageing research: molecular targets in cancer and ageing research のタイトルで

meeting report を発表した (5.5)。第 8回は岐阜で開催された。岐阜大学医学部第一

内科森脇久隆教授（現在岐阜大学学長）は、臨床医として興味ある企画を計画され

ただけでなく、暖かいホスピタリティーにも配慮された。このシンポジウムでの文

化施設の見学は特別で、長良川の鵜飼を楽しんだ。鵜飼は日本書記に記された文化

であると日本の研究者も改めて認識した。 

  

 癌研究所の北川知行研究所長に毎回私共の meeting report をお送りすると暖かい

激励のコメントを戴く。ある日、北川所長から、次の様なメッセージを戴いた。こ

の日韓がん・老化研究シンポジウムが 20 年も継続できたことは、両国の科学にと

って賞賛すべきことである、しかも、この学問的活動はアジア諸国のプロトタイプ

であるから、このシンポジウムの歴史、発展、その特色をまとめて発表するように

と依頼された。そこで、meeting report の特別編として J. Cancer Res. Clin. Oncol.に

発表した (5.6)。第 9 回は韓国の Damyang Resort で開催された。シンポジウムのテ

ーマは Beyond Borders for Friendship in Cancer and Aging Research で、Prof. Parkの還

暦を祝った。老化を予防するものとして韓国のコチジャンを取り上げ、コチジャン

研究所を見学し、各自がコチジャンの制作に腕をふるった。Prof. Parkには J. Cancer 

Res. Clin. Oncol.の韓国編集長として長年ご尽力頂いたが、老化研究に集中したいと

のご意向により、編集長は Seoul 国立大学医学部病院 Junho Chung教授に引き継が

れた。 

 

 第 9 回シンポジウムが成功裏に終了した最後の夜、第 10 回が東京の癌研究所で

開催出来ることも決まり、中堅クラスとシニアの研究者がホテルのロビーに寛ぎな

がら、この日韓がん・老化研究シンポジウムの意義と継続について談笑する機会が

あった。その理由は政府二国間の枠内で日韓がんシンポジウムが開催されているか

らである。私共の日韓がん・老化研究シンポジウムは、政府支援のシンポジウムよ

り早く 1996年に始まり、しかも、研究者間の学術交流は、既に 1984年より活発に

始まっており、その間、長い交流・信頼・伝統が築かれている。参加者の意見で注

目したコメントは、1）このシンポジウムは二つの目的を掲げており、非常にユニ

ークな、しかも、familiarな雰囲気に包まれている (ii, 5.6)。2）日韓の二国間には

形式的なシンポジウムの必要は無く、一歩進んだ学術交流が、学生、中堅、シニア

の各レベルで推進されることが重要である。3）両国の癌研究者はアメリカ癌学会

（AACR）にも出席しているので、アメリカの学会で補充できない学術交流がこの
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シンポジウムで得られる。 4)このシンポジウムは自分の為になるとの若い研究者

の言葉に、皆喜びを感じた。さらに、世話人の世代交代も話し合った。 

 

 第 10回を迎えるにあたり、韓国の研究者は 10回もシンポジウムが継続できた祝

いとして、吉田富三先生が所長を勤められた癌研究所で開催したいとの意向が表明

された。癌研究所の方々のご理解とご支援を戴き、第 10 回シンポジウムが東京江

東区有明の癌研究所吉田富三記念講堂で開催できたことは、日韓のがん研究の強い

絆を確認できただけでなく、このシンポジウムに息づいている長年の日韓学術交流

が評価されたと受け止めることが出来た。特に、がん研究会がん化学療法センター

分子生物治療研究部清宮啓之部長のご理解・協力は、癌研究所での開催を有意義な

ものにした。その上、癌研究所の近くにある大江戸温泉での懇親会と施設見学は、

日韓の研究者が同じ柄の浴衣を着て、気軽に談笑できる雰囲気を共に楽しめる幸せ

な時代にいることを感謝しながら、隣国との友好の重要性を皆が強く感じた。 
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図 5.1.4-2.  癌研究所、吉田富三記念講堂で開催された第 10 回日韓がん・老化研

究シンポジウムの記念すべき抄録集  

 

5.1.5  日韓がん・老化研究シンポジウムの発展に向けて 

 

 1996年に始まった日韓がん・老化研究シンポジウムが 16年を経過し、11回を迎

えるにあたり、新たなる発展を考える必要があった。このシンポジウムは、既に記

したように、ドイツ癌学会誌（J. Cancer Res. Clin. Oncol.）の日韓編集委員により進

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%94%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%90%E5%AE%AE%E9%A0%B8%E7%99%8C
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められているユニークな企画であるので、ドイツ癌研究センター  (DKFZ) の

Harald zur Hausen 総長に meeting report をお送りし、私共の活動をお知らせしていた。

2008年 Prof. zur Hausenは「ヒトパピローマウイルスは子宮頸がんの根源」の発見

でノーベル医学生理学賞の栄誉に輝かれたので、後日お祝いを申し上げた際、「日

韓の歴史を考える中、あなた方の日韓共同シンポジウムは重要な活動です」と高い

評価を戴いた。さらに、Prof. zur Hausenの後継者である DKFZの Otmar D. Wiestler

議長にも、私共のシンポジウムについて説明をする機会に恵まれた。Prof. Wiestler

はフライブルク大学の Hermann Druckrey教授の講座出身であり、Prof. Druckreyが

非常に親日家であったことも良くご存知であった。第 11回の開催にあたり、DKFZ

から 4名の研究者を派遣して下さった程、有り難いご協力を頂いた。 

 

 

図 5.1.5-1. Prof. zur Hausen（上左）、Prof. Wiestler（下左）と DKFZ の建物（下右） 

 

  第 11 回のシンポジウムは、韓日独三ヵ国共同と拡大・発展できたので、Chungbuk

国立大学医学部生化学・分子生物学講座 Eung-Gook Kim 教授は The eleventh 

Korea-Japan-Germany joint symposium on cancer and ageing research を韓国の古都、慶

州で開催され、学術的に大きな刺激・成果をもたらした。第 11 回の meeting report

は J. Cancer Res. Clin. Oncol. 2013に発表された(5.7)。 
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図 5.1.5-2. 韓日独三ヵ国共同で開催された第 11 回日韓がん・老化研究シンポジウ

ムのグループ写真、古都慶州で開催  

 

5.1.6  Translational cancer research を含めた第 12回シンポジウム 

 

 2014年 6月、第 12回日韓がん・老化研究シンポジウムが、埼玉県立がんセンタ

ー新病院の Auditorium で開催された。今回は初日から、新病院の再開院を祝う慶

びと、この日韓シンポジウムで毎回活発な発表に努め、その上、運営を大きく支え

た埼玉県立がんセンター臨床腫瘍研究所の菅沼雅美主席主幹が、4月、埼玉大学大

学院理工学研究科戦略的研究部門の教授に就任したことを祝福する暖かい雰囲気

に会場は包まれた。組織委員を勤めた埼玉県立がんセンター 田中洋一病院長は、

胃がん末期患者の治療に関する Japan Clinical Oncology Group 0705/Korean Gastric 

Cancer Association 01studyの成果を発表する臨床研究のセッションを、このシンポ

ジウムに初めて加え translational cancer research の重要性を示した。 
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図 5.1.6-1. 韓国の Prof. Park, Prof. Lim 並びに Prof. Paik より教授昇進を祝福される

菅沼教授。左３人目から Prof.Park, 菅沼教授、Prof.Lim, 田中病院長、Prof.Paik。 

 

 特に、EWHA 女子大学校医病院女性癌病院の外科医 Prof. Paik は、1984年、第 1

次対がん 10 ヵ年総合戦略の支援により国立がんセンター研究所私共のがん予防研

究部で、がんの化学予防の研究に従事した経験があった。基礎研究と臨床研究に通

じた彼の流暢な日本語のコメントは、translational cancer research を目指す若い医

師・研究者に素晴らしい刺激を与えた。その上、このシンポジウムで新たに企画さ

れたセッションでは、韓国から２名、日本から２名の教授に、Special lectures thinking 

about scientific philosophyをお願いした。教育・研究・人生等に豊な経験を持つ良き

指導者が醸し出す深い思想を伺った若い学生・研究者は、研究に対する強い原動力

を感じた。第 12回の meeting report は J. Cancer Res. Clin. Oncol. に発表される。 

 

図 5.1.6-2. Prof. Paik, 世界で活躍する乳癌外科医 
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図 5.1.6-3. 第 12 回日韓がん・老化研究シンポジウムの抄録集の表紙と会場の埼玉

県立がんセンター新病院 



5. 日韓がん・老化研究シンポジア 

 101 

 

5.1.7  京城帝国大学医学部医化学講座の研究活動 

 

 徳島文理大学第２代黒田嘉一郎学長が京城帝国大学医学部第１回生であること

や、卒業後直ちに医化学講座に所属され、素晴らしい研究活動を進められたことを、 

ご子息の黒田泰弘副学長がお持ちの資料から調べ、京城帝国大学医学部医化学講座

での黒田先生の研究活動を邦文で (ii)、京城帝国大学医学部の戦前の歴史を英文で

纏め発表した (iv)。それが以下に添付した徳島文理大学研究紀要の総説論文である。

現在は、京城帝国大学医学部の存在すら知らない人が多いが、医学部は 21 年の短

い活動で終わった。しかし、この 21 年の間に日本や当時の朝鮮から多くの医師が

育ったことを知ると、両国の間に強い絆があると理解できる。なお、当時は京城帝

国大学医学部だけでなく、多くの医学専門学校で医学を学び育って行った医師も多

い。これらの医師がその後、二国間の医療に貢献したことを考えると、この短い歴

史は両国の友好を発展させる上で、学ぶべき重要な財産である。 

 

5.1.8  謝辞 

 

  論文の精読と協力に対し、埼玉大学菅沼雅美教授、佐賀大学末岡榮三朗教授及び

渡邉達郎博士に感謝する。 

 

5.1.9  文献 

 

  ⅰ          吉田直哉 (平成 4 年 11 月 30 日) 私伝・吉田富三「癌細胞はこう語った」。 

            株式会社 文芸春秋、148頁 

 ⅰi         藤木博太 (2012) 両国の研究と伝統が支える日韓がん・老化シンポジウム。 

        徳島文理大学研究紀要 83: 1-9        

ⅲ            Grundmann E (1988) Editorial, On the 85
th

 birthday of this journal. J. Cancer Res. 

              Clin. Oncol. 114: 443-446     

ⅳ             Fujiki H (2012) Prof. Kaichiro Kuroda and scientific activity at the Department of 

     Medical Chemistry of Keijo Imperial University in Korea (1930-1941). Research 

     Bulletin of Tokushima Bunri University 83:11-17                                                            
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6. エッセイ 

 

6.1  緑茶による癌予防と長寿・健康 

  

          徳島文理大学名誉教授               

          佐賀大学医学部臨床検査医学講座客員研究員 

                               藤木 博太 

 

6.1.1  癌予防研究の必要性 

 

 日本人の年齢階級別癌死亡率を見ると、40 歳から癌に罹患する人が増加し、高齢

になると、男性も女性も癌で死亡する傾向が強くなる。例えば、80 歳の人が癌で亡

くなったとして、その人に最初の癌細胞が１個出来たのは何歳頃かと考えると、20

年前〜30 年前の 50 歳〜60 歳の頃となる。言い換えると、癌細胞の芽が一個現れて、

次に本格的な癌細胞となり、癌細胞が増殖して癌腫を作ると、その時に初めて医師

から癌と診断を受ける。要するに、臨床症状が出始めるまでに、20 年から 30 年の

長い年月を要する。 

 

  癌の発症に長い年月を要する理由は、次のように説明される。例えば、正常な細

胞が障害を受け、組織が破壊されると、炎症性サイトカイン、ケモカインが遊離す

る。これらの炎症性物質は炎症が持続すると生じ、細胞の遺伝子に突然変異を繰り

返し起こし、その結果、遺伝子の異常が蓄積する。この様な環境を cancer 

microenvironment (癌微小環境)と呼び、癌化特有の反応が生じている。人の大腸癌の

増殖を遺伝子のレベルで分かりやすく解析した報告によると、遺伝子異常は次から

次と起こり、それにつれて病理組織学的にも進行する過程を「多段階発癌」と呼ぶ。

しかも、他の臓器の癌化の過程でも、大腸癌と同様に多段階発癌である(ⅰ)。しかし、

患者は症状が現れるまでの期間、その変化に気づかず健康だと思っている。   

  

 最近の論文によると、例えば、癌に見られる最初の遺伝子の異常は、何年か経過

して再発した癌には、半数しか残っていない。初めの遺伝子異常が減少することは、

癌の進行中、絶えず遺伝子異常が生じ、癌細胞が変化していることを意味している。

しかも、早期の癌細胞が、既に、再発の有無を決めることも分かり、結局、癌細胞

の遺伝子突然変異は、継続的に増加、蓄積し、益々、悪性の癌細胞となり、転移へ

と進む。その結果、抗癌剤に耐性の癌細胞が常に生じ、治療中に癌細胞が完全に死

滅しないまま生き延びること等が悪性の証である (ⅱ)。 
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 この長い間に起こる遺伝子異常の蓄積を、薬やサプリメントで、発癌過程を緩や

かに 50 年〜60 年と長引かせることが出来ると、人は癌を発症しない。この考え方

が癌の予防である。その際、癌の予防は、麻疹の予防や伝染病の予防の様に、一度

ワクチンを注射すると、一生発症が防げるとは行かないことを、先ず始めに理解す

る必要がある (ⅲ)。 

 

6.1.2  各臓器の癌について予防すべき特色 

 

 前もって、いろいろな癌の特色を知っておくと、予防に必要な対策を講じること

が出来る。気管支・肺癌の原因は喫煙であり、タバコの煙の中に強力な発癌剤が含

まれている。吸引した発癌剤は気管支・肺に触れるだけでなく血中を廻って膀胱癌

を生じることもあり、禁煙が薦められる理由である。今話題の微小粒子状物質 PM2.5

も注意することが大切である。胃癌の原因はピロリ菌で、ピロリ菌を薬で除菌した

人からは、胃癌の患者は出ていない。ピロリ菌の有無は、病院で簡単に検査できる

ので、慢性の胃炎で悩んでいる人には先ず検査が薦められる。食道癌はウイスキー

やウオッカ等のアルコールの度数が高い酒を好んで飲む人に多い。食道癌は field 

cancerization（癌の場）の例として知られ、大きな癌の周囲には小さな癌が沢山生じ

ているので、手術で原発巣を摘出した後でも再発が起こり易い。膵臓癌は後腹膜下

に生じるので診断が難しい。症状が出たときには既に遅いことが多い。 

 

 肝臓癌は肝炎ウイルス感染が最初の原因であり、或は、過度な飲酒により肝炎を

患い、その後肝硬変を経て、20 年後肝臓癌になる。大腸癌は、脂肪分が多い欧米化

の食餌を摂取するようになり増加している。特に、糞便の固まりの 1/3 は腸内細菌

が死んだ残渣であり、そのため、便秘は大腸粘膜を障害するので、便秘をしない習

慣が望ましい。若い女性に増加している子宮癌の原因はパピローマウイルス感染で

ある。最近はパピローマウイルスに対するワクチンが出来たので、ワクチンによる

子宮癌の予防が 16 歳以下の女性に試みられている。乳癌の原因には女性ホルモン

estrogen が関与している。特に最近は遺伝子診断で突然変異が見つかると、癌になる

可能性が高いと注意するようになった。全般的に、少々おかしいと感じる臓器があ

る時は、早期に受診し、癌に罹患しないように個人個人が気をつけることが先ず大

切である(ⅲ)。 

 

6.1.3  Tamoxifen による乳癌の予防 
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 乳癌の頻度はアメリカの女性に非常に高く、また、遺伝子異常があると、必ず癌

になると考えられる。2013 年の 5 月、アメリカの女優、アンジェリーナ・ジョリー

が「予防的乳房切除手術」を受けたことが大きなニュースとして取り上げられた。

実は彼女の母親は乳癌を罹患していた。さらに、アンジェリーナ自身が遺伝子診断

を受けた結果、遺伝子に突然変異が見つかり、遺伝的に乳癌になる可能性が高いと

彼女は判断して、両側の乳房を予防的に切除した。 

  

 予防的切除術ではなく、薬で乳癌の予防を試みたアメリカの臨床試験の結果があ

る。乳癌の原因には女性ホルモン estrogen が関与しているので、その作用をブロッ

クする薬 tamoxifen を与えた群と、プラセボ（偽薬）を与えたコントロール群の乳癌

発症率を比較すると、tamoxifen投与群は浸潤性乳癌と非浸潤性乳癌の発症を、共に、

50％予防した。この結果は 1998 年の論文発表時、センセショナルなニュースとなっ

た(ⅳ)。しかし、この乳癌予防の臨床試験では、子宮体癌や脈管系の疾患が増加する

ことが見出され、やはり副作用が無い薬の開発が望まれた。 

 

6.1.4  緑茶の飲用による癌予防の基礎研究 

 

  癌予防薬は一生続けて服用するので、副作用や有害事象があるのは好ましくない。

1983 年、国立がんセンター研究所で発癌プロモーションの研究をしていた私共は、

時代の要求により癌予防の研究に着手した。癌予防の研究を始めるにあたり、私共

はアメリカで研究されている薬について同じ研究はしない、日本オリジナルな薬の

研究開発をすると決めた。その頃、岡山大学薬学部の奥田拓男教授から、幸いにも、

タンニン、或は、ポリフェノールと呼ばれている化合物を 30 種類程研究に供与して

戴いた。いろいろと検討した結果、お茶の渋味成分のカテキンに注目した (ⅴ)。 

 

 しかし当時の文献によると、タンニンには発癌性があると報告されていた。日本

では歴史的にもカテキンを含む緑茶を常時飲用しているので、タンニンに発癌性が

あると云う報告に配慮して、緑茶カテキンに突然変異原性が無いことを文献で見出

し、さらに発癌プロモーション活性が無いことを私共の実験で確認しながら、癌予

防の研究を始めた。 

 

 緑茶に含まれる４種類のカテキンについてヒト肺癌細胞 PC-9 の増殖抑制を検討

す る と 、 (-)-epicatechin gallate (ECG) 、 (-)-epigallocatechin gallate (EGCG) 、

(-)-epigallocatechin (EGC)の３種類のカテキンは細胞増殖を抑制したが、(-)-epicatechin 

(EC) は抑制しなかった。しかし、活性が無い EC と活性がある ECG、さらに、EC
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と EGCG、EC と EGC の 3 通りの組み合わせで癌細胞を処理すると、単独の場合に

比べ、癌予防効果は相乗的に亢進した。この結果はカテキンの一つである EGCG を

薬として開発するよりは、カテキンの mixture である、お茶そのものの方が癌予防に

より有効であると考えた (ⅲ, ⅵ)。 

 

 緑茶は茶葉を摘んだ後、直に蒸気で蒸すので、茶葉に含まれる酵素が失活し、そ

の結果、緑茶カテキンは変性せずに存在する。しかし、紅茶はしばらく茶葉を室温

に放置するので、酵素が作用して緑茶に見られたカテキン量は減少する。緑茶抽出

物と紅茶抽出物についてカテキン量を HPLC のカラムで分析すると、緑茶も紅茶も

茶葉は同じ Camelia sinensis であるから、共に、カフェインを含むが、緑茶に含まれ

ている EGC、EGCG、ECG と EC は、紅茶には少量しか含まれておらず、紅茶の組

成は緑茶と明らかに異なる。 

 

 EGCG は高価な化合物なので in vitro の実験に用い、一方 in vivo の発癌予防実験に

は、緑茶を煎じた後、水分を蒸発させて乾燥した粉末（緑茶抽出物、或いは、green 

tea extract）を動物に与えた。国内・国外の研究者の結果をまとめると、飲用したカ

テキンが通過する食道、胃、十二指腸、大腸の消化器癌は予防できた。その上、カ

テキンが直接触れない肝臓、膵臓、肺、乳腺、膀胱、前立腺、皮膚等の遠隔臓器の

癌に対しても、緑茶抽出物は予防効果を示した (ⅲ, ⅶ)。 

 

 さらに、皮膚に生じる転移性の強いメラノーマ細胞を、マウスの足底に注入した

後、緑茶抽出物を経口投与すると肺への転移が予防できた(ⅷ)。埼玉県立がんセンタ

ー臨床腫瘍研究所の菅沼雅美主席主幹と渡邉達郎博士は、マウスメラノーマ細胞を

EGCG で処理すると、細胞の弾性が増加し、細胞が固くなり、その結果細胞の運動

能が抑制されることを原子間力顕微鏡(atomic force microscope AFM)を用いて見出し

た (ⅸ)。確かに、転移性のヒト肺癌細胞を EGCG で処理した場合も同様な結果が得

られ、再現性を確認した (ⅹ)。この結果、EGCG によるマウスでの肺転移の予防は

細胞レベルでも証明できた。通常、薬は一つの臓器に有効であるが、緑茶抽出物は

全身の臓器の癌化を予防したので、この全身に及ぼす緑茶カテキンの効果に驚き、

緑茶は神様からの贈り物だと思う(ⅲ)。 

 

6.1.5  緑茶頻回飲用の重要性  

 

 日本人が一日に煎茶・緑茶を飲用する回数は、外国人が紅茶を飲用する回数より

かなり多い。緑茶カテキンは臓器や細胞への取り込み(bioavailability)が悪いと良く云
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われている。しかし、日本人の煎茶頻回飲用が、癌予防効果をもたらすと考え実験

を始めた。放射活性の３H−EGCG をマウスの胃の中に 1 回注入して 6 時間後、各臓

器の放射能を測定すると、放射能は全ての臓器に見出された。次に、6 時間後、再

び３H−EGCGをマウスの胃の中に注入して、6 時間後 2 回目の放射能を測定した。例

えば、1 回目と 2 回目の放射能を、肺、肝臓、脳、血液、尿で比較すると、2 回目の

放射能は、肺 (4.1 倍)、肝臓 (5.7 倍)、脳 (9.5 倍)、血液 (4.1 倍)、尿 (11.8 倍)とな

り、単に 2 倍になるのではなく、4 倍から 12 倍にも増加することを見出した(ⅺ)。こ

の結果に自信を得て、飲用回数を増やすと、緑茶カテキンは細胞の中に沢山取り込

まれることも明らかになり、日本人のお茶の頻回飲用は癌予防にとって非常に重要

な意味を持つと考えた。 

 

6.1.6  一日 10 杯の緑茶飲用による癌発症の予防 

 

 1993 年 8 月、国立がんセンター研究所の私共の研究部が埼玉県立がんセンター研

究所に招聘された時、研究所の疫学部に勤務していた中地敬博士と今井一枝博士の

二人の疫学者は面白い研究を始めていた。彼等は 1986 年から、埼玉県の或る町で、

40 歳以上の一般地域住民 8,552 名について、90 項目からなる生活習慣の調査を始め

ていた。例えば、質問の一つを上げると、タバコを吸いますか？答えは、はい、い

いえのどちらかに○をつけると云う調査である。この研究方法は調査した対象者の

中で、癌や心疾患などの病気を発症した人としなかった人とを比較して、原因とな

る生活習慣を見つけ出すという地道な研究で、正式には「前向きコホート研究」と

呼ばれる (ⅻ)。 

 

 当時は、緑黄色野菜が癌を予防すると云われていたので、中地・今井両博士は、

先ず、緑黄色野菜で検索した。ある日、彼等は「実は緑黄色野菜には全く癌予防効

果がありません」と報告してきた。8,552 名を対象に研究を進めた彼等の努力は大変

なものだと思い、簡単に「そうですか」と答えることは出来なかった。そこで、そ

の 90 項目の質問の中に「緑茶の飲用が入っていますか」と私は尋ねた。「実は、私

共は緑茶による癌予防の研究をしていますので」と続けた。彼等が生活習慣の 90 項

目の中に緑茶の飲用項目を加えていた理由は、奈良県の朝粥と食道癌の発症が疫学

的に注目されていたからであった。後日彼等は素晴らしい結果を伝えてくれた。 

 

 10 年が経過した 1996 年には、8,552 名の地域住民から、女性癌患者 175 名、男性

癌患者 244 名、合計 419 名が見出された。次に、その 419 名について、90 項目の中

にある緑茶を飲みますか？の質問に、はいと答えた人について、緑茶一日の平均飲
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用量の中で、3 杯以下、4〜9 杯、10 杯以上のどれに○を付けたかを調べた。一方、

癌と診断がついた年齢を、病院のカルテから調べ、癌罹患平均年齢を求め、まとめ

たのが表 1 である (ⅻ)。 

 

 緑茶を一日 10 杯以上飲用している女性の癌罹患平均年齢は、74.3 歳であるのに対

して、3 杯以下の女性は 67.0 歳で、一日 10 杯以上の緑茶の飲用は、癌の発症を平均 

7.3 歳遅らせた。即ち、癌の発症を予防した。男性の場合は 3.2 歳遅らせた。お茶を 

 

沢山飲用する男性には喫煙者が多く、非喫煙者だけで調べると女性の場合と同様に、 

はっきりと癌予防効果を証明することができた。これは「緑茶によるがん予防効果」

を人で証明できた最初の結果である (ⅻ)。注目すべきことは、4〜9 杯の飲用では癌

予防効果は認められていない。ここで少し考える必要があるのは、60 歳後半の人の

寿命を、緑茶が 7 歳も延長させることは大きな力だと思う。私共は緑茶の飲用 1 日

10 杯を「癌予防有効量」と決めた。  

 

  中地・今井両博士の研究結果は、緑茶の飲用が癌を予防した世界で最初のデータ

であるので、その後、国内は勿論、国外の研究者も同様な疫学調査研究から、お茶

は癌を予防する、或いは、予防しないと、新聞に発表する研究者が増えた。では、

疫学データはどうして不確かな結果となるのかと考えると、多くの研究者は、お茶

の飲用杯数だけを比較しただけで、飲用している緑茶カテキン量を考えていないこ

とが分かった。緑茶・煎茶はかなり高価であるから、私共は茶葉を何度も使用し、

薄いお茶を飲用する。しかし、狭山茶の産地である埼玉県では、身近に緑茶がある

ので、絶えず、新しい茶葉を使用し、美味しい煎茶を飲用する習慣がある (ⅻ)。 
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として、「癌予防有効量、一日 10 杯の緑茶カテキン」を全ての県民が飲用できる方

法を検討することから始めた。即ち、日常の緑茶飲用が 10 杯に不足する分を、緑茶

抽出物の錠剤で補う方策を考え、茶業特産研究所北岡美明所長に緑茶抽出物を錠剤

化するようにお願いした(ⅹⅳ)。 

 

 緑茶抽出物の錠剤が出来ると、一日 10 杯の緑茶飲用に不足する杯数を、緑茶抽出

物の錠剤で補うことができる。茶業特産研究所が生産した緑茶抽出物の錠剤を Green 

tea extract、略して、G.T.E と呼んだ。茶業特産研究所は流石に専門家であると感心

したのは、錠剤に用いる茶葉は 5 月に摘む新茶では無く、8 月に摘んだカテキンを

多く含む 2 番茶であった。勿論、2 番茶の茶摘みの期間に農薬の使用を禁じる等、

茶業特産研究所は錠剤の高い安全性を維持するため生産管理の指導にも努めた。 

 

6.1.8  Jim Watson 先生の激励 

 

 2002 年、私共が臨床試験の準備に集中していた頃、DNA 二重らせんの発見でノー

ベル医学生理学賞の栄誉に輝かれた Jim Watson 先生が、当時所長を勤めておられた

ニューヨークの Cold Spring Harbor Laboratory にある Banbury Center で、Green tea and 

cancer と題する専門家だけのシンポジウムが開催された。1970 年の頃、私は Harvard 

大学生物学研究所で Watson 先生のポスドクをしていたので、あの分子生物学の神様

が、まさか、緑茶の癌予防に関心をお持ちになるとは思わなかった。 

 

 シンポジウムが終わって遅い昼食をとっていると、Watson 先生がお見えになられ、

シンポジウムはどうだったと尋ねられた。組織委員の一人が、動物実験は綺麗に癌

予防効果を示すのですが、人での疫学データはばらついておりましてと答えると、

Watson 先生は直ぐ「マウスと人のゲノム（遺伝情報全体）は殆ど同じなのだから、

人でも癌予防効果は証明できる」とキッパリ答えられた。その当時は、まだ、人で

の癌予防効果を臨床的に証明できる前であったが、分子生物学の神様が、ここまで、

緑茶による癌予防を理解してくれるとは、驚きであり嬉しく思った。私共が緑茶に

よる癌予防の研究を始めて、これ程強力な激励を戴いたのは Watson 先生が始めて

で、正に、賢者という印象を強く感じ、有り難い師匠に恵まれていることを感謝し

た。その後、Watson 先生の言葉に激励を受け、臨床研究の成功を迎えることになる 

(ⅲ)。 

 

6.1.9  G.T.E の前臨床試験 
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 錠剤が完成したところで患者への投与を始める前に、人は皆一日 10 杯、約 2.5 g

の緑茶抽出物を飲用できるか検討を始めた。埼玉県庁に出かけ一日 10 杯の緑茶飲用

に不足する杯数を、茶業特産研究所が生産した緑茶抽出物の錠剤 (G.T.E)で補う調査

に参加して戴きたいと説明会を、期日を変えて 3 回開催した。同意して戴いた職員

から、先ずインフォームドコンセントを貰い、102 名を A グループ 51 名と B グルー

プ 51 名に分けた。血液検査の後、A グループの一人一人に、錠剤の飲用方法を説明

して錠剤の瓶を手渡した。３ヶ月後、飲用した錠剤の瓶と血液検査を確認し、アン

ケート調査を行い、A グループは錠剤の飲用を終了した。一方、B グループはこれ

から３ヶ月間錠剤の飲用を始めた。同じく、３ヶ月後、採血とアンケート調査をす

ませ、クロスオーバー方式の調査を終了した (ⅲ)。 

 

 血液検査の結果は全く正常で、むしろ肝臓疾患のマーカーである GOT や GPT が

減少する傾向が見られた。沢山な項目があるアンケート調査の中で、ここに重要な

二つの質問と回答を示す。最初の問いは「緑茶一日 10 杯の飲用は無理なく継続出来

たか」には 継続できたが 75％、減量したが 11％、さらに増量したが 4.5％であり、

中止した人は風邪薬を服用したからの理由であった。結局多くの人が、10 杯の緑茶

カテキン量を飲用し続けることが出来た。次に、10 杯の緑茶カテキンの飲用は、食

生活や生活習慣（緑茶の飲用量、喫煙量、飲酒量、食事）に変化をもたらしたかの

問いには、食生活に全く影響を及ぼさなかったとの回答を得た。この調査結果から、

一日 10 杯の緑茶の飲用は安心して薦めることが出来る、安全な癌予防法であると、

私共は自信を持ち次の臨床試験に進んだ (ⅲ)。 

 

6.1.10   大腸ポリープ再発予防と前立腺癌予防の臨床第 II 相試験 

 

 癌予防の臨床試験が出来る岐阜大学第一内科講座と共同で、大腸ポリープ再発予

防の臨床第 II 相試験を始めた。先ず、内視鏡検査で大腸ポリープと診断がついた患

者は、直ちに、ポリープの切除を受けた。切除後一年間経過を観察して、ポリープ

の再発が見られないクリーンコロンの患者を対象に説明会を行い、G.T.E 投与群は日

常の緑茶飲用に加え 10 杯に不足する分を錠剤 (G.T.E)で一年間飲用し、コントロー

ル群は日常の緑茶飲用だけとした。この臨床試験はダブルブラインドで進めた。し

かも、ヒューマニズムの立場からプラセボ (偽薬) は使用しなかった。一年後、それ

でもはっきりとした癌予防効果が得られた。例えば、G.T.E 投与群の再発率は 9 名/60

名（15%）と低く、コントロールの G.T.E 非投与群は 20 名/65 名(31%)で、G.T.E 投

与群の再発率は 51.6% の減少を示し、統計学的にも有意であった。さらに、G.T.E

投与群の再発したポリープはコントロール群のポリープより小さかった (ⅹⅴ)。 
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 九州大学第一内科の同僚に、山口県の診療所に長年勤務している臨床医がいる。

この寒村の診療所には 50 年前、私も一時期勤務したことがあるので、数年前、彼の

勤務医としての立派な態度に尊敬の念を持って訪問した。彼は大腸ポリープを持っ

ているので定期的に大腸の内視鏡検査をして、ポリープが見つかると切除をしてい

るのだが、或る時、切除したポリープの中に癌細胞が見つかり、それ以来、ポリー

プの再発が気になるのだと話してくれた。私共の「緑茶による大腸ポリープ再発予

防の臨床試験」の論文(ⅹⅴ)を彼に渡すと、G.T.E を購入し飲用を始めた。或る日、

彼から突然電話があり、「実は今日定期的な大腸内視鏡検査を済ましたのだけど、

G.T.E を服用して以来、ポリープの再発は無かった」と大きな喜びの電話を戴いた。

同僚の癌予防がこれからも続くようにと願っている。 

 

 前立腺癌は早期から骨に転移する癌で、悪性度が高い癌への進行を防ぐことが重

要である。イタリアの研究者は緑茶カテキンを用いて臨床試験を行った。前立腺癌

の悪性化予防臨床試験では、プラセボを与えたコントロール群では 30 名中 9 名に、

緑茶カテキン群は 30 名中 1 名だけに悪性の前立腺癌が認められ、90%の予防効果を

証明した(ⅹⅵ)。癌の悪性化がはっきりとカテキンで予防できた例である。 

 

 緑茶による癌予防をまとめると、緑茶一日 10 杯の飲用は癌の発症を遅延した。こ

れを癌の一次予防と呼ぶ。次に、何か症状を感じた場合、患者は早期に診断を受け、

早期に治療を受けることを癌の二次予防と云い、これは医療である。次に、治療を

受けて快復した後も大腸ポリープが再発するように、治療中の患者は、癌の再発、

別な臓器に新しい癌が生じる二次原発癌、さらには、他臓器への転移等を予防する

ことが必要になる。これを癌の三次予防と呼ぶが、緑茶の飲用は癌の一次予防と三

次予防に有効である(ⅲ)。 

 

6.1.11   緑茶カテキンと抗癌剤との併用 

 

 ここまで研究が進展した時、私共は緑茶カテキンと抗癌剤との併用について考え

た。例えば、日常緑茶を飲用する日本人の癌患者は、治療に抗癌剤を服用している。

抗癌作用がある緑茶カテキンと抗癌剤との併用は癌治療効果を亢進し、抗癌剤の副

作用・有害事象を減じることが可能だろうかと、研究室で話し合った (ⅲ)。 

 

 すぐに二つの実験に着手した。一つの実験は Min マウスを用いた。このマウスの

Apc 癌抑制遺伝子は突然変異を持ち、機能が失活しているので、ヒトの家族性大腸
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腺腫症と同様、生後数週から腸に腫瘍が生じる。腸をメチレンブルーで染色すると、

腫瘍は青い点として見えるので数えることが出来る。無処理のコントロール群、緑

茶抽出物単独群、sulindac単独群、さらに緑茶抽出物と sulindacとの併用群について、

マウス一匹当たりの腫瘍平均個数 (%) を比較すると、72.3 (100%)から、56.7 (78.4%)、

49.0 (67.7%)、32.0 (44.3%)と減少し、併用群は癌抑制効果を相乗的に亢進した(ⅹⅶ, 

ⅹⅷ)。 

 

 次 の 肺 腫 瘍 の 実 験 で 、 タ バ コ の 発 が ん 物 質 4-(methylnitrosamino)-1- 

(3-pyridyl)-1-butanone (NNK)を A/J マウスに与えると、肺腫瘍が 100%生じた。この

系に緑茶抽出物単独群、celecoxib 単独群、更には緑茶抽出物と celecoxib との併用群

について、腫瘍をもつマウスの%を比較すると、100%、90.0%に対し併用群は 73.3%

であった。以上、二つの動物実験に於いて、緑茶抽出物と抗癌剤との併用は癌治療

効果を相乗的に亢進した (ⅹⅶ,ⅹⅷ)。 

  

   2006 年 9 月、アメリカで開催された国際学会で、私は初めてこの２つの実験デー

タを示して、緑茶抽出物と抗癌剤との併用は、癌治療効果を著しく亢進すると発表

した。一ヶ月後、ジュネーブでの国際学会に出席した時、アメリカの研究者が、緑

茶カテキンと抗癌剤との併用は非常に有効だと、もう既に私の結果を述べたことに

対し関心の強さに驚いた。 

 

6.1.12   併用の新しい作用機構と癌治療 

 

 緑茶抽出物と抗癌剤との併用について、私共はその作用機構の解明に着手した。 

一般に癌細胞は apoptosis を逃れて生き延びた細胞であり、apoptosis に抵抗性がある 

と云われている。例えば、ヒト肺癌細胞 PC-9 を、sulindac 単独、或は、celecoxib 単 

独で処理した場合、誘導される apoptosis の細胞は 4.1%と 3.0%であった。それに対 

し、sulindac と EGCG との併用、 及び、celecoxib と EGCG との併用は、apoptosis

の誘導を 11 倍と 15 倍に亢進した。したがって、緑茶抽出物と抗癌剤との併用は、

癌細胞を apoptosis へ誘導し消滅させたと考える(ⅹⅶ,ⅹⅷ)。 

   

 緑茶抽出物と抗癌剤との併用による相乗的癌治療効果の亢進を遺伝子の発現レベ 

ルで検討した。ヒト肺癌細胞 PC-9 を、EGCG 単独、sulindac 単独、EGCG と sulindac 

との併用で処理した細胞から DNA を分離して、588 癌関連遺伝子について遺伝子発 

現を検討すると、発現が亢進した遺伝子と、減少した遺伝子に分けることが出来た。 

発現が亢進した growth arrest and DNA damage-inducible gene 153（GADD153, CHOP） 
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は 12 倍、p21 は 3 倍の発現亢進が得られた (ⅹⅳ)。遺伝子発現の亢進はそれぞれの 

タンパク質の生産が増加したと解釈する。なお、GADD153 タンパク質は apoptosis 

に関連しており、death receptor 5 のプロモーターに結合し、TRAIL の受容体である 

death receptor 5 の生産を促進するので、apoptotic pathway が亢進されていると考え 

る(ⅹⅸ)。p21 は細胞周期に関連するサイクリン依存性キナーゼの阻害タンパク質で 

ある。一方、遺伝子発現が減少した 4 種類（T-plasminogen activator, TIMP3, IL-1, 

Integrin 4）の遺伝子は説明を省略する(ⅹⅳ)。 

 

 ここで示した実験結果は、私共が世界で最初に見出したものであるから、それぞ

れ論文にして発表した。さらに、緑茶抽出物と抗癌剤との併用による癌治療効果の

亢進が、新しい概念としてまとまった時点で、私共は日本癌学会誌 Cancer Science

に総説論文を投稿した。総説論文のタイトルは、New cancer treatment strategy using 

combination of green tea catechins and anticancer drugs で、論文は 2011 年に発表された

(ⅹⅶ)。出版社の Wiley-Blackwell は翌年の日本癌学会で各論文の引用回数を報告し

た際、私共のこの総説論文は、最も多く読まれた論文第一位、最も多く引用された

論文第二位であった。この素晴らしい引用回数は、癌研究者が併用効果の重要性に

強い関心を持ったと感じた。 

 

6.1.13   In vivo xenograft mouse model を用いた癌治療の研究 

 

 この章では、外国の研究者がin vivo xenograft mouse modelを用いて緑茶カテキンと

抗癌剤との併用による癌治療効果の亢進を証明した結果をまとめて紹介する。いろ

いろなヒト癌、例えば、肺癌、 乳癌、前立腺癌、肝癌、胃癌由来の癌細胞を培養し、

SCIDマウスの皮下に移植する。次に、EGCG単独、抗癌剤単独、EGCGと抗癌剤と

の併用で処理したマウスについて、皮下癌細胞の増殖がどの程度抑制されるか、無

処理のコントロール群の腫瘤の大きさと比較し、治療効果を判定する実験である。

表３は、肺癌細胞 (Tu212とH460)に対しEGCGとerlotinib, さらに、(Tu212とA549)に

対しEGCGとluteolin, および、EGCGとcurcumin, ヒト乳癌細胞 (エストロゲン受容

体マイナスMDA‐MB‐231)に対しEGCG とtamoxifen、および、EGCG とcurcumin、

ヒト前立腺癌細胞 (アンドロゲン依存性CWR22Rv1)に対し緑茶抽出物とcelecoxib、

(PC‐3ML)に対しEGCGとpaclitaxel, および EGCGとdocetaxel, CWR22Rに対し

EGCGとbortezomib,ヒト肝癌細胞 (doxorubicin抵抗性BEL‐7404/DOX)に対しEGCG

とdoxorubicin, ヒト胃癌細胞 (BGC‐823)に対しEGCGとdocetaxel等の併用で処理し

た実験結果を纏めた (ⅹⅸ)。 
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表 ３.  EGCG と抗癌剤との併用による移植ヒト癌細胞腫瘤に 

     対する治療効果の亢進  

  

癌細胞系                      腫瘤の体積（コントロール の%）   

抗癌剤    コントロール    EGCG   抗癌剤    併用 

                                         単独     単独 

肺癌細胞 

Tu212       Erlotinib       100        48.3       41.7       15.8 

H460        Erlotinib       100        86.6       75.0       46.6 

Tu212       Luteolin        100       100        86.5       15.4 

A549        Luteolin        100        72.3       67.9       45.5 

A549        Curcumin      100                            41.8  

乳癌細胞 

 MDA-MB-231 

               Tamoxifen      100        69.4      100        29.0          

               Curcumin      100        73.2      109        49.1 

前立腺癌細胞 

  CWR22Rnv1  Celecoxib       100        62.6*      58.6       26.3 

PC-3ML      Paclitaxel      100        40.9       44.3        0 

               Docetaxel      100        54.1       42.4        0 

  CWR22      Bortezomib     100        96.0      46.5       40.0 

肝細胞癌   

  BEL-7404/DOX 

               Doxorubicin    100       104.2      74.5       39.4 

胃癌細胞 

  BGC-823     Docetaxel      100        73.9       49.6       37.0 

 

抑制の平均%                     0        26.5       33.7       70.3      

 

*緑茶抽出物 

 

 無処理の場合の腫瘤の大きさを 100%として表し、それを基準に各群の腫瘤の大き

さを比較すると、EGCG 単独、抗癌剤単独の腫瘤の増殖は少し抑制されている。し

かし、併用群の腫瘤の大きさは、単独群の腫瘤よりも遥かに小さく、EGCG および、

緑茶抽出物が抗癌剤の効果を相乗的に亢進したことは明らかである。相乗効果の強
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さを抑制の平均%で表すと、70.3%の抑制効果がえられ、大きな期待が持てる。この

結果は、どのような臓器の癌細胞であれ、どのような抗癌剤を用いても、EGCG 並

びに緑茶抽出物は明らかに抗癌剤の効果を相乗的に亢進して、癌腫をより強く縮小

することが証明された。 

 

 表３に示したように、EGCG と paclitaxel、及び、EGCG と docetaxel の併用投与は、

ヒト前立腺癌細胞(PC‐3ML) の腫瘤を完全に退縮させた (ⅹⅸ、ⅹⅹ)。表４には、 

EGCG と paclitaxel との併用による腫瘤の完全退縮を、コントロール、EGCG 

単独、paclitaxel 単独と比較して示した (ⅹⅹ)。 

 

 

 

 In vivo xenograft mouse model を用いた動物実験の期間中、併用投与群のマウスは毒

性で死ぬこともなく全部生存したので、ヒトに応用しても有害事象は生じないと考

える。ヒト前立腺癌細胞で腫瘍の完全退縮をもたらした EGCG の飲用量は 4.56 mg

〜6.84 mg/日/マウスであるから、この量をヒトの量に換算すると、ヒトの投与量は

マウスの1/10として、EGCGは27.4〜410.0 mg/日/人60 kg、緑茶抽出物 (EGCG 19.5%)

では 1.37〜2.10 g/日/人 60 kg となる。この量は約６〜9 杯の緑茶に相当するので、先

ほど示した癌予防有効量の一日 10 杯、緑茶抽出物で 2.5 g の範囲内である(ⅹⅸ)。そ

こでこれからは、医師がこの実験結果を見て自分の治療中の患者に一日 6〜9 杯の緑

茶の飲用を薦めるか、或は、患者自身がその有効性を理解し、緑茶の飲用量を自分

で増量するかの二つの可能性がある。 

 

 さらに、最近の研究によると、EGCGは癌幹細胞の自己複製を抑制することや、

多能性に関与する転写因子Nanog, Sox, C-Myc , Oct-4等の発現を抑制する報告もあり、
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益々カテキンの抗癌相乗効果は注目されてくる。2014年4月、San Diegoで開催された

アメリカ癌学会で、AtlantaのEmory 大学癌研究所が、EGCGとerlotinibとの併用によ

る臨床介入試験を始めたと報告した。一方、企業に所属する研究者の報告は、3種類

の抗がん剤の併用や、モノクロナール抗体の併用により、腫瘍の完全退縮を目標に

しているが、癌患者の立場から考えると、平均70.3%の抑制効果がえられている

EGCGと抗癌剤一種類、或いは、緑茶抽出物と抗癌剤一種類の併用の方が、生体に

とって大きな負担を軽減し、良好なQOLが得られ、癌患者のための実際の治療にな

ると感じる。 

 

6.1.14   癌患者が癌細胞と共存して生きること 

 50 年前、私は九州大学医学部第一内科講座の若い医師として、当時の癌治療薬の

乏しさを嘆いていた。当時の第一内科講座の山岡憲二教授は、学識豊かな先生であ

ったので、私が癌治療薬の乏しさを訴えた時、山岡教授は「病理学の吉田富三先生

は癌細胞との共存と云う言葉を云われたことがある」とヒントを下さった。吉田富

三先生のご子息吉田直哉氏が執筆した私伝「吉田富三」の本の中に、忘れ得ぬ言葉

として、「癌の治療も、最終のところで癌細胞との共存なのだ」と書いてある(ⅹⅹⅰ)。

私が現在の癌治療を考えると、山岡教授が「究極の癌治療は、癌患者が癌細胞と共

存して生きることだ」と云われた言葉を正しいと思う。緑茶カテキンと抗癌剤との

併用が、平均 70.3%の抑制と腫瘍の縮小をもたらすのであるから、この方法を用い

ると、癌患者は癌細胞と共存し、有意義な quality of life を持って生きることが出来

ると信じる。従って、緑茶の飲用と抗癌剤の併用は、患者の立場にたった新しい癌

治療法である。 

 

 癌予防の臨床試験に参加された方々から、試験が終了しても、まだ継続して G.T.E

を服用したいと熱心な申し出があったので、茶業特産研究所の支援を得て、錠剤

G.T.E を市販品として販売している。しかも、緑茶にはカフェインが含まれているの

で、沢山飲用すると眠れない等と云われる方々の為に、茶業特産研究所はカフェイ

ン量を減じた低カフェイン G.T.E の生産に成功した。現在、埼玉県川越市にある小

松医療商会が茶業特産研究所と連携して、低カフェイン G.T.E を販売している。 

 

  1983 年、国立がんセンター研究所で始めた緑茶による癌予防の研究は、埼玉県の

色々な協力・支援を得て、人での癌予防効果を臨床的に証明できた。さらに、国際

的にも高く評価されるまでに発展している。この業績は、埼玉県の協力の基、県の
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予算を戴き得られたもので、これは埼玉県の素晴らしい成果だと思い「埼玉県の研

究成果を振り返る、狭山茶とがん予防」と題した寄稿文を埼玉新聞に送り、感謝の

気持ちを表した (ⅹⅹⅱ)。なお、企業の支援を戴いていないこと、特許を申請してい

ないことを参考までに付け加えておく。 

 

6.1.15   栄西禅師と緑茶の新しい薬効 

 

 佐賀県の霊仙寺は、宋から帰国した栄西が、緑茶の種子を日本で最初に植えた場

所として有名である。栄西禅師は霊仙寺から博多に移り、日本で最初の禅宗の聖福

寺を建立した。13 世紀の鎌倉時代、約 800 年前、3 代将軍源実朝卿が病気になった

折、栄西は喫茶養生記を草して、緑茶と一緒に献上した。その後、実朝卿の病気が

全快したということから、緑茶の薬効が日本で最初に証明された例としてとり上げ

られている。 

 

 私は医者の経験があるので、栄西が執筆した喫茶養生記を読みながら、当時の病

気を診断してみた。当時は冷蔵庫も無く、食餌はいたみやすく、それを食べての腹

痛とか下痢とかの消化器の症状が主だったと推察する。緑茶タンニンは渋み成分で

収斂剤でもあるので、お茶は胃腸を穏やかにしたと考えられる。緑茶が病気に効果

があることは栄西の時代に分かったとしても、当時の日本人の平均寿命は 40 歳頃だ

ったと思う。しかし、緑茶による癌予防効果は、日本が高齢社会になって初めて証

明された研究成果であり、世界一の長寿国で、緑茶の飲用が癌を始め、生活習慣病

を予防することは、全く新しい学問である。 

 

 栄西禅師がこのことをお知りになられると、どうお考えになるか関心がある。と

云うのは、栄西は 71 歳で執筆した喫茶養生記の最後を、「願わくば、末代の良医、

之をつまびらかにせよ」の文章で締め括っている。これは彼が緑茶カテキンの作用

機構の解明を、次世代の医師に託した熱い願いである。医師の私はこの研究を栄西

禅師に戴いたテーマと思い日々研究に励んでいる。 

 

6.1.16   世界の人々が求める長寿・健康  

 

 ここで少し、目を転じて外国のお話を追加して終わりとする。トルコのイズミル

には世界遺産で有名なエフェソスの古代遺跡がある。その山の中腹に、聖母マリア

が使徒ヨハネと一緒に余生を過ごした場所があり、現在はそこに小さな教会が建っ

ている。聖母マリアが住んでいた１世紀の頃の人の寿命は、多分 30 歳頃だったと推

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Redmond%20CK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9747868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kavanah%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9747868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vogel%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9747868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Robidoux%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9747868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dimitrov%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9747868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Atkins%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9747868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Daly%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9747868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wieand%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9747868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tan-Chiu%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9747868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ford%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9747868
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wolmark%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9747868
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察する。昔の生活を考えるとそんなに長くは生きられなかったであろうが、聖母マ

リアは 90 歳以上の天寿を全うしたそうである。 

 

 教会の庭に、3 つの聖なる泉があり、最初の泉は長寿・健康を願う、2 つ目の泉は

金運・名誉を願う、3 つ目は幸福・愛情を願ってお水を戴くのだそうであるが、世

界の信者及び旅行者が長い行列をなして戴いている泉は、長寿・健康をかなえる泉

の水である。ここに集う世界の人々が同様に求めるものは、長寿・健康なのだと大

きな感銘を受け、研究の重要性を新たに認識した。一日 10 杯の緑茶を飲用し長命を

祈る。 

 

6.1.17   謝辞  

 

  論文の精読と討論に対し、埼玉大学菅沼雅美教授、佐賀大学末岡榮三朗教授及び

渡邉達郎博士に感謝する。緑茶抽出物 (G.T.E)の生産に対し熱意ある協力を戴き、埼

玉県の農林総合研究センター茶業特産研究所北岡美明元所長、中島健太部長、高橋

淳博士に深甚の謝意を表す。 
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７. おわりに 

 

 国立がんセンター研究所で私は 40歳(昭和 52年)から癌研究を始めた。長年の

癌研究を通じて、タイ、アメリカ、韓国、中国、オーストラリア、西欧ではド

イツ、イタリア、スイス、フランスの研究者と緊密な共同研究を進めることが

出来た。有り難いと思う。ここでは初め３ヵ国の研究成果を示す meeting report

を紹介させて戴いた。 

 

 外国の癌研究者と学術交流を進めている時に、「山極勝三郎」先生のお名前に

守られていると感じることがある。それは、1915年、東京大学医学部一般病理・

病理解剖学講座 山極勝三郎教授と市川厚一助手がコールタールをウサギの耳

に何度も塗ってパピロームや癌を作った世界で最初の有名な発癌実験を発表し

たドイツ語論文のお陰だと思う。山極先生は、師 Rudolf Virchow の刺激説に基

づき、炎症は重要な発癌因子であることを実験的に証明された。これは私が繰

り返し読んだ有り難い論文である。 

 

 山極先生は同じタイトルで、研究の進展を 6 編（I~VI reports）の論文に発表

されている。これらは 100 年前のドイツ語の論文であるが、今でも山極先生の

実験哲学から学ぶものが多いと信じ、論文を英訳、その要旨を総説として日本

癌学会誌 Cancer Science 105：143−149、2014 に、山極先生のご業績に対する私

の感謝と尊敬の気持ちから発表した。幸い、癌研究所名誉所長 菅野晴夫先生の

ご理解とご支援を戴いたことを嬉しく思う。 

 

 若い世代の研究者は山極先生の実験の深さに感激を覚えると思う。日本のこ

れからの癌研究者は、日本オリジナルな研究成果を糧に、自由な発想の基、新

しいアイデアに満ちた自分の研究を構築し、世界の研究者と仲良く人類の健康

と福祉について格調ある研究に励んで戴きたい。日本は癌研究に強い国である。 
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図７-1. 山極先生の論文 6編を紹介する Cancer Science 2014 
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付記： 

中表紙写真の説明 

 

右上：タイ国のアユタヤ県バンパーイン地区を流れるチャオプラヤ川に浮かぶ

夏の宮殿 Aisawan Dhiphya-Asana Pavilion. 日-タイ癌共同研究は埼玉県の協力の

基、癌・エイズの予防を目的に狭山茶の種子をロイヤルプロジェクトに献上し

た。この活動は日-タイ・シンポジアの「Royal Project への緑茶種子の献上」の

項に記している。タイ国が緑茶の生産を始める契機となったこともあり、記念

として美しい宮殿を取り上げた。 

 

左上：アメリカ合衆国首都ワシントン D.C.を流れるポトマック河を飾る河畔の

桜並木。この桜は明治の終わり頃、アメリカのタフト大統領夫人の希望により、

当時の尾崎行雄東京市長がプレゼントしたものと伝えられている。日米友好の

シンボルとして 100年近くの歳月を経て今も多くの人々に親しまれているので、

日米癌セミナーの継続・発展を祈り由緒ある桜を示した。 

 

右下：韓国李氏朝鮮時代、第 14代国王宣祖に仕えた柳成龍氏は、秀吉の朝鮮出

兵時、文禄・慶長の役に宰相として活躍した。引退後安東河回村にある生家の

近くに「屏山書院」を建て、儒学者として後進の育成に勤めた。「屏山書院」

の入り口にあるこの建物は、子供の教育の場「寺小屋」として教育目的に使用

された。教育の根源を感じ、日韓癌共同研究の記念とした。 

 

左下：栄西は宋から 2 度目の帰国をした際、九州平戸の漁村に着いた。佐賀の

霊仙寺に緑茶の種子を最初に植えたと云われている。宋に滞在している間に、

禅と緑茶の薬効を学び、日本で活動を始めた。博多では、日本で最初の禅宗の

お寺「聖福寺」を建立し、後鳥羽天皇により「扶桑最初禅窟」の名称が贈られ

た。鎌倉の「寿福寺」では、源実朝卿が病気の折、71歳（1211 年）で執筆した

「喫茶養生記」と緑茶を献上し病気が平癒したといわれている。「緑茶による

癌予防と長寿・健康」のエッセイを執筆した機会に、栄西の緑茶にかける熱意

を尊重し、帰国後最初に建立した聖福寺の境内の写真を添付した。本堂に通じ

る小道の右側には緑茶の木が植えてあり、晩秋には白い花が咲く。 
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8.  著者略歴 

 

藤木 博太 昭和 11年 11月 7日生 

〒812-0895 福岡市博多区竹下二丁目１番 56-908号                 

 

学歴 

昭和 36年     3  月           九州大学 医学部 医学科 卒業 

昭和 37年     3  月           国立東京第一病院にて インターン終了、医師免許取得 

昭和 37年     4  月           九州大学 医学部 大学院博士課程に於いて内科学専攻 

昭和 40年   10月          ドイツ、マックス・プランク生化学研究所に於いてアレキ 

                    サンダー・フォン・フンボルト並びにマックス・プランク 

協会の奨学生 

 

職歴 

昭和 44年     7月    ドイツ、マックス・プランク生化学研究所 研究職助手 

昭和 45年     5月     米国ハーバード大学 生物学研究所 ポスドク 

昭和 46年     9月    ドイツ、マックス・プランク生化学研究所 研究職室長 

昭和 52年     1月     国立がんセンター研究所 がん転移研究室長、集団検診 

                    研究部長、がん予防研究部長 

平成    5年     8月       埼玉県立がんセンター研究所 副所長、所長、参事 

平成 14年   4月           徳島文理大学 薬学部 生化学教室 教授 

平成 15年   2月           徳島文理大学・徳島文理大学短期大学部 副学長 

平成 20年   4月           徳島文理大学 薬学部 教授を辞し、副学長職 

平成 24年   3月   徳島文理大学・徳島文理大学短期大学部 副学長を退職 

平成 24年   4月   埼玉県立がんセンター臨床腫瘍研究所 客員研究員、 

               佐賀大学医学部内科教室 客員研究員 

平成 25年   4月   徳島文理大学 名誉教授 

平成 26年   4月   佐賀大学医学部内科教室 客員研究員 

 

取得資格・賞与・招待講演・座長 

昭和 52年     7月           医学博士を授与 

昭和 57年     2月           高松宮妃癌研究基金 学術賞受賞 

昭和 58年   11月            Nakahara Memorial Lecture 

昭和 61年     8月           座長、講演 The 14
th

 International Cancer Congress 

                        (Budapest, Hungary) 
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昭和 63年     3  月          基調講演 Gordon Research Conference on Marine Natural 

                    Products (Oxnard, U.S.A.)  

平成    1年    8  月          基調講演 Chemistry International (Brisbane, Australia) 

平成  2年    8  月          座長、講演 The 15
th

 International Cancer Congress 

                   (Hamburg, Germany) 

平成  3年    6  月          基調講演 Gordon Research Conference (New Hampshire, 

                    U.S.A.) 

平成  3年    8  月          基調講演 The Fourth Chemical Congress of North America 

                    (New York, U.S.A.) 

平成  4年    7  月          基調講演 The 7
th

 International Symposium on Marine Natural 

                    Products (Capri, Italy) 

平成  5年   11  月          基調講演 The 11
th

 Asia-Pacific Cancer Conference 

                    (Bangkok, Thailand) 

平成 10年  9  月  基調講演 Second International Scientific Symposium on Tea & 

                    Human Health (Washington, U.S.A.) 

平成 11年    9  月   基調講演 International Conference on Food and Cancer 

                    Prevention III (Norwich, England) 

平成   13年  11  月           基調講演 UICC Symposium on Molecular Basis for Cancer 

                    Chemo- and Immune-Prevention (Shanghai, People’s Republic 

                    of China) 

平成   14年    5  月           基調講演 International Workshop on Green Tea and Cancer 

                    (Cold Spring Harbor Laboratory, New York, U.S.A.) 

平成   15  年   １ 月           招待講演 Research Grand Rounds (H. Lee Moffitt Cancer 

            Center & Research Institute, Tampa, Florida, U.S.A.) 

平成   18  年    6  月    評価委員 Carcinogenicity of Nitrate, Nitrite, and 

                   Cyanobacterial Peptide Toxins (IARC, Lyon, France) 

 

客員教授 

韓国 Ajou大学  Adjunct Professor of Biochemistry and     1996−2009 

                Molecular Biology 

名古屋大学大学院理学研究科                           2000−2001 

 

学術論文（平成 26 年 5月） 

    英文論文 356 編 

    邦文論文 112 編 
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編集後記 

      編集幹事： 青木國雄・田島和雄 

 

 藤木博太先生は、この３０年間世界をリードした癌分子生物学者であり、し

かもその基礎医学的な成果を直接人のがん予防に発展させるという偉業を成し

遂げられた学究である。 

特に先生の緑茶による人がんの予防は世界的に非常に注目されているが、我

が国ではまだそれほどでもない。現在この緑茶によるがん対策は重要と思われ

るので、このシリーズで何とか全国的にお知らせしたいと考えていた。この度

先生にお願いすると、緑茶についてはエッセイで一般にもわかりやすく説明し

たいと新しく起草された。その上、先生のがん予防に関する研究やその国際貢

献などについてもわかりやすく解説していただけることになった。もっとも専

門的な内容が多いので、専門家にも誤解を招かないように原著論文もつけてい

ただいた。これらの内容は専門研究者の卒後教育にも極めて有用であり、その

意味でもありがたいことであった。編集書はかなりの量になり、「癌に学び癌と

共存、そして生きる －世界の研究者と学ぶ発がんプロモーションと緑茶によ

るがん予防の研究」というタイトルの大著となった。 

最初は文部省学術研究、がん特別調査での国際共同研究による成果で、生活

環境中の発がんプロモータを発見、その予防対策を研究し、解決の方向をしめ

し、社会に貢献した研究であり、政府にも行政にも貢献し、タイ国でのがん予

防研究を推進した研究である。 第２は、先生が若い時代から取り組まれた海

洋天然産物{海藻など}の発がんプロモータとその発癌機序の解明を載せられた。

この内容は、主に日米がんセミナーで討論され注目を集めた高度に科学的な内

容であり、がん研究に大きな影響を与えた。海藻も地域で毒性が大きく異なる

のも興味深い。藤木博士のきわめてすぐれた能力が如実に示された研究である。 

最後は隣国韓国とのがん・老化の研究についての高度の研究交換であり、討

議の場であった。これを通して両国の研究が発展したが、特に韓国への影響が

大きかった。両国の若い研究者の育成の成果があったのも将来を考えて重要で

ある。しかも２０年にわたり継続されていることは藤木先生の並々ならぬアイ

デイアとご努力、韓国側の疲れをしらない成長力に支えられている。今後の成

果が期待されるところである。しかし、この内容は限られた人々だけにしか伝

わっていない。そこでここに取り上げさせていただいたわけである。 

なお、この報告書の随所に挿入してある世界の有名な研究者の写真や、会議

の記念写真に注目してほしい。これは容易に見られるものではない。藤木先生

のご厚意の賜物である。おそらく若い研究者には非常にアトラクティブと思わ
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れる。 

全体的に見て、内容は難解なものが多いが、優しく解説してあるので、非専

門の方々にも容易に読み続けていただけるものと考えている。最後のエッセイ

などはがん予防を考える参考書になるのではないかと思う。特に、緑茶の有効

成分問題、緑茶は茶葉を食べるのではなく、煎茶として飲用することが基本で

あることです。普通に飲めばよいのです。ただ１日１０杯飲めない方は錠剤も

作られている。煎茶を作り、その水分を蒸発させた錠剤である。そして疫学調

査で錠剤でもがん予防の効果が認められている。なお、緑茶はがん予防だけで

はなく、がんの化学療法をより有効にするという成績が明らかになりました。

これは患者に極めて大きな希望を与えております。紅茶や番茶はこうしたがん

抑制効果は少ないようです。 

なお、文中にも紹介されているが、筆者の一人、青木も先生のチェンマイで

のがんシンポジアムに参加し、そのすぐれた成果と見事な運営を体験している。

その研究成果が直ちに行政や政治家が利用して対策を練っていることにも驚か

された。最近はさらに緑茶をタイ国内で栽培することを決め、藤木先生がその

あっせんの労をとられ、埼玉県の協力や篤志家の援助をあおいで、チェンマイ

郊外に大きな茶畑が誕生し、製茶を始めているとのことである。がん予防のた

めである。 

日米がんセミナーで発表された先生のがんプロモータの研究は極めて重要な

もので、がんの２段階発がん説（initiation, promotion）,あるいは３段階発がん

説、initiation, promotion,progression 説よりも、initiation後、promoterが関

与すると、そのために分泌される cytokaines, chemokaines などによる炎性反

応が起き、長く続いてその炎症状態が発がんにつながるという知見を強調され

た。この考えはピロリ菌と胃がんの発生の研究からきめ細かい観察によって確

認し、公表、高い評価を得たのである。つまり、発がんには２段階目にサイト

カインなどによる潜在的な炎症しかも継続する炎症が決定的な結果をもたらす

というわけである。炎症がなければ発がんはないという。 これは熊本大学の

前田浩先生も別の研究から同様な見解に到着され、発がん炎症説は、欧米で高

い評価を受けておられる。なお、このなかに原著英文があるのは、正確を期す

ることと、このシリーズの一部は外国に送られることを考えられてのことです。 

最後の日韓がん・老化研究のシンポジアム記録は、藤木先生指導の下、現在

重要なテーマを選ばれ、両国で討論する場を作ったもので、定期的に開催され、

日進月歩の歩みがみられた。研究者間の切磋琢磨の場でもありました。日韓両

国の関係者にとっても極めて有意義な会合であり、長く継続していることも高

く評価されなばなりません。外交面で冷え切っている両国の親善に何かの役に

立つものと信じている。このシンポジウムにはドイツ癌研究センターの zur 
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Hausen 教授（ノーベル賞受賞者）の協力も得て、３国間の論議になっており、

将来の発展が楽しみである。これもほとんど藤木先生とそのグループの献身的

なサービスで支えられているものである。 

こうして国内共同研究、国際共同研究に成果を上げられ、さらに国際交流に

大きく貢献されたのは、単に先生の研究指導力ばかりでなく、常に相手方の立

場を尊重し、社会的な背景を十分考慮され、自分の利益を無視して、研究や会

議を進行させ、つねに適切なアイデイアと援助を提供されたからであり、それ

には先生のお人柄によるところが大きい。先生は大変な努力をされながら、そ

れを苦労と感ぜずに行動された。藤木先生のお人柄、努力と外国での成果を見

られ、札幌医科大学和田学長も援助を続けられたと思われる。藤木先生なくし

てはできなかったことである。 

この素晴らしいがん学者の業績を上梓させていただいたことは非常に幸運だ

ったと感謝申し上げている。末筆ながら、先生に深甚なる感謝と敬意を表する

ものである。 
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青木平八郎記念予防医学広報事業団について 
 

青木國雄名大名誉教授・愛知県がんセンター名誉総長は、長兄の故青木平八郎氏の遺

産の一部をもとに、予防医学教育のための広報事業を企画し、記念予防医学広報事業団

を創設しました。これは故平八郎氏の生前からのご希望にそった企画事業であります。本

事業団の役員構成は別表のように、中部東海地域の疫学研究会の会員で、青木國雄名誉

教授のかつての共同研究者でもあり、それぞれに依頼して了承を得たものです。故青木平

八郎氏は長年三重県に居住されていたので、この事業は三重県において実施することとし、

編集発行責任者は編集発行委員会委員長の三重大学医学部附属病院病院長顧問の田島

和雄氏、および本事業団理事長の青木國雄氏がその任に当たることとなりました。 

本事業団の主な目的は予防医学に関する一般啓蒙書、卒後教育用の参考資料などの

出版でありますが、従来の書籍発刊ではなく、電子ブックとして発刊するものであります。今

や書籍は保存が難しい時代になりつつあり、また啓蒙書や参考書などは頒布数が限られ

ており、貴重な資料も人目に触れる機会は多くありません。一方、医学関連領域において

は未だ電子ブックは十分に普及しておりませんが、読みやすさ、保存性、情報交換など機

能的に極めて優れており、やがて日本でも主流の情報伝達メディアになるものと予想されま

す。 

また、この電子ブックはホームページでの公開も予定しており、幅広い読者層を得られる

ものと期待しております。現在の予定では田島氏が所属している三重大学医学部の疫学セ

ンターのホームページの中で公開することにしております。疫学センターは三重大学医学

部附属病院において疫学研究を幅広く推進していくことを目的とし、平成 23 年度に大学病

院内に設置され、現在はいくつかの企画が進展しつつあります。本事業団による電子ブッ

クの出版活動が疫学センターの発展に少しでも貢献できることを祈っております。 

 

平成 25年夏 発行責任者  

青木平八郎記念予防医学広報事業団 

  編集発行委員会委員長 田島和雄  

      理事長 青木國雄 
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青木平八郎記念予防医学広報事業団 

 

役員（編集員） 

理事長（兼事業責任者） 

青木國雄： 愛知県がんセンター名誉総長 

編集委員長 

田島和雄：  三重大学医学部附属病院、病院長顧問 

伊藤宜則：  藤田保健衛生大学元教授 

黒石哲生：  名古屋公衆医学研究所 

佐々木隆一郎：  長野県飯田保健所長、全国保健所長会長（愛知医科大学元教授） 

徳留信寛：  国立健康栄養研究所前理事長 

浜島信之：  名古屋大学医学系研究科 社会生命科学講座教授 

藤原奈佳子：  愛知県立大学教授（看護管理学） 

  



青木平八郎記念予防医学広報事業団について

176

青木平八郎記念予防医学広報事業団

疫学・予防情報

第４巻

癌に学び癌と共存、そして生きる

－世界の研究者と学ぶ発がんプロモーション

と緑茶によるがん予防の研究－

2014 年 12 月 1 日　第４巻発行

著者： 藤木　博太

発行所：

編集・発行者： 田島和雄、青木國雄

事務所： 三重大学大学院医学系研究科公衆衛生

　・産業医学分野内

〒514-8507 津市江戸橋 2-174

印刷所： 伊藤印刷株式会社

青木平八郎記念予防医学広報事業団

059-231-5472TEL


	中表紙
	1. はじめに
	2．目次
	3. 日-タイ・シンポジア
	3.1 文部省の支援による海外学術調査 タイ・チェンマイ大学医学部生化学教室との共同研究
	3.1.1 がん特別調査研究の発足
	3.1.2 Jatropha curcas の種子油に含まれる発がんプロモーターの研究
	3.1.3 がんの地域特性についての会議
	3.1.4 和田武雄先生ご夫妻とDr. Maitree との交流
	3.1.5 研究成果
	3.1.6 番傘村の職人と皮膚がんの発症
	3.1.7 名古屋で開催された国際シンポジウム
	3.1.8 タイ環境変異原学会
	3.1.9 Sarapee 地区における女性肺がんの疫学研究
	3.1.10 第1 回タイ—日本がん研究シンポジウム
	3.1.11 The Takeo Wada Cancer Research Symposium
	3.1.12 Royal Project への緑茶種子の献上
	3.1.13 追記
	3.1.14 文献
	ⅺ Fujiki H, Imai K, Nakachi K, Shimizu M, Moriwaki H, Suganuma M (2012) Challenging the effectiveness of green tea in primary and tertiary cancer prevention. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 138: 1259-1270    23
	3.1.15 タイ国での藤木の招待講演
	3.2      	Meeting reportSuttajit M, Morakote N, Imai K, Nakachi K, Fujiki H (2001)Takeo Wada Cancer Research Symposium in Chiang Mai. Jpn. J. Cancer Res. 92: 582-585    36
	4. 日米がんセミナー
	4.1 日米がんの支援による海洋天然物由来の発がんプロモーターの研究
	4.1.1 海洋天然物由来の発がんプロモーター
	4.1.2 Lyngbyatoxin A の研究
	4.1.3 Aplysiatoxin とdebromoaplysiatoxin の研究
	4.1.4 藍藻由来発がんプロモーターの大量精製
	4.1.5 TPA-type 発がんプロモーターとprotein kinase C の活性化
	4.1.6 第14 回高松宮妃癌研究基金・国際シンポジウム
	4.1.7 Teleocidin とlyngbyatoxin A の生合成経路
	4.1.8 [3H]Lyngbyatoxin A と[3H]debromoaplysiatoxin のreceptor への結合
	4.1.9 U.S. - Japan Seminar at East-West Center
	4.1.10 Gordon Research Conference
	4.1.11 オーストラリアの海洋天然物に関するがん特別調査研究
	4.1.12 U.S. - Japan Seminar at Sheraton Makaha
	4.1.13 U.S. - Japan Seminar in Osaka
	4.1.14 IARC が開催した人に対する発がん性リスク評価会議
	4.1.15 ヒトの発がんプロモーション
	4.1.16 追記
	4.1.17 文献
	x iv　  Fujiki H, Sueoka E, Suganuma M (2013) Tumor promoters:      from chemicals to inflammatory proteins. J. Cancer Res. Clin.  Oncol. 139: 1603-1614    64
	4.2	　	Meeting reportFujiki H, Moore RE (1987) U. S. - Japan seminar on Marine            Natural Products and Cancer Chemoprevention. Jpn. J. Cancer             Res. 78: 875-878    76
	4.3	　	Meeting reportAdamson HR, Chabner B, Fujiki H (1989) U. S. - Japan             seminar on Marine Natural Products and Cancer. Jpn. J. Cancer            Res. 80: 1141-1144     80
	4.4	　	Meeting reportBenedict WF, Harris CC, Fujiki H, Toyoshima K (1990)             U. S. – Japan seminar on Molecular Mechanisms of Initiation,             Promotion and Progression. Cancer Res. 50: 7085-7088     84
	5. 日韓がん・老化研究シンポジア
	5.1 二国間共同研究から日韓がん・老化研究シンポジウムの誕生
	5.1.1 韓国癌センター竣工式と国際癌研究シンポジウム
	5.1.2 二国間共同研究
	5.1.3 ドイツの癌学会誌Journal of Cancer Research and Clinical Oncology を支える日韓がん・老化研究シンポジウムとMeeting Reports
	5.1.4 両国の研究と伝統
	5.1.5 日韓がん・老化研究シンポジウムの発展に向けて
	5.1.6 Translational cancer research を含めた第12 回シンポジウム
	5.1.7 京城帝国大学医学部医化学教室の研究活動
	5.1.8 謝辞
	5.1.9 文献
	ⅰi   藤木博太 (2012) 両国の研究と伝統が支える日韓がん・老化 シンポジウム。徳島文理大学研究紀要83: 1-9     102
	ⅳ		Fujiki H (2012) Prof. Kaichiro Kuroda and scientific activity at the Department of	 Medical Chemistry of Keijo Imperial University in Korea (1930-1941). Research	Bulletin of Tokushima Bunri University 83:11-17	    111
	5.2		Meeting reportLim IK, Park SC, Fujiiki H (2000) The Seoul Symposium of             the Journal of Cancer Research and Clinical Oncology             Regulation of aging and carcinogenesis. J. Cancer Res. Clin.             Oncol. 126: 418-423    118
	5.3  Meeting report Park SC, Lim IK, Paik NS, Yamamoto T, Yuasa Y, Nakachi K,              Fujiki H (2001) Japan–Korea Cancer Research Symposium:             Investigation on the balanced cooperation of cancer cells with              the human body. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 127: 692-695    124
	5.4		Meeting reportPark SC, Yuasa Y, Lim IK, Yamamoto T, Goto S, Nakachi K           (2003) Korea-Japan, JCRCO and UICC joint symposium on           cancer and aging research: molecular epidemiological and           translational studies. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 129: 252-257     128
	5.5		Meeting report			Park SC, Lim IK, Koh GY, Surh YJ, Lee YS, Fujiki H,             Yamamoto T, Yuasa Y, Maruyama N, Goto S (2006) The             seventh Korea-Japan joint symposium on cancer and            	ageing research: molecular targets in cancer and ageing             research. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 132: 339-342    134
	5.6		Meeting reportFujiki H, Park SC, Kim IK, Yuasa Y (2008) Friendship in research: the Japan-Korea symposia on cancer and ageing.             J. Cancer Res. Clin. Oncol. 134: 813-817    138
	5.7		Meeting report				Kim EG, Seimiya H, Chung J, Hoheisel J, Lim IK, Fujiki H,             Park SC (2013) The eleventh Korea-Japan-Germany joint             symposium on cancer and ageing research. J. Cancer Res.             Clin. Oncol. 139: 901-904    143
	6. エッセイ
	6.1 緑茶による癌予防と長寿・健康
	6.1.1 癌予防研究の必要性
	6.1.2 各臓器の癌について予防すべき特色
	6.1.3 Tamoxifen による乳癌の予防
	6.1.4 緑茶の飲用による癌予防の基礎研究
	6.1.5 緑茶頻回飲用の重要性
	6.1.6 一日10 杯の緑茶飲用による癌発症の予防
	6.1.7 実学の癌予防に向けて
	6.1.8 Jim Watson 先生の激励
	6.1.9 G.T.E の前臨床試験
	6.1.10 大腸ポリープ再発予防と前立腺癌予防の臨床第II 相試験
	6.1.11 緑茶カテキンと抗癌剤との併用
	6.1.12 併用の新しい作用機構と癌治療
	6.1.13 In vivo xenograft mouse model を用いた癌治療の研究
	6.1.14 癌患者が癌細胞と共存して生きること
	6.1.15 栄西禅師と緑茶の新しい薬効
	6.1.16 世界の人々が求める長寿・健康
	6.1.17 謝辞
	6.1.18 文献
	７. おわりに
	8. 著者略歴
	編集後記
	青木平八郎記念予防医学広報事業団について
	奥付



