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有機マグネシウムは、炎症関連大腸がんを抑制する。
岐阜大学医学部久野壽也准教授・東海細胞研究所
田中卓二所長の共同研究で実証された効果。
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影響をみる実験である︒その結果︑
明確に大腸がんの増殖を抑制する
効果が確認されたのである︒
今後︑国内外での主要専門学会
でこの成果は発表されることにな
り︑マグネシウム︑有機マグネシ
ウムのがん抑制効果について世界
的に注目されることは確実である︒
実は︑既にマグネシウムに対する
関心は高まっている︒今年︵２０
１１年１月︑国立がんセンター予
防研究部が﹁マグネシウム摂取は
日本人男性の大腸がん発症を抑制
する可能性がある﹂という疫学の
論文を発表したのは︑その証左の
ひとつである︒
そこで︑東海細胞研究所の田中
卓二所長・医学博士に︑今回の成
果についてインタビューすること
にした︒
︵取材日２０１１年４月 日︶
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マグネシウム投与量とがん
組織縮小傾向が一致

︱実験の内容をお聞かせくださ
い︒
田中・昨年︵２０１０ 年︶春か
らマウスを使った実験を開始しま
した︒この実験は有機マグネシウ
ムを与え︑一定の期間で結果を調
べることを目的にしています︒最
終的にマウスを解剖して大腸内部
の病変を確認した後︑病理標本を
マグネシア・ミュー
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2010年 2月 岐阜大学大学院医学系研究科腫瘍病理学
准教授

所長の研究チームにタテホ化学工
業が協力して︑
﹁マグネシウム
︵ ︶の炎症関連大腸発がんへの影
響に関する研究﹂が実施された︒
具体的には︑マウスに有機マグネ
シウムを飲ませ︑大腸発がんへの

田中卓二氏プロフィール

有機マグネシウムが大腸がん細
胞の増殖に対して抑制効果がある
ことが明らかになった︒
昨年春から︑岐阜大学大学院医
学研究科腫瘍病理学の久野壽也准
教授と東海細胞研究所の田中卓二
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つくるという手順です︒これは︑
こうした実験研究では一般的な方
法です︒
今回︑がん細胞の増殖能にマグ
ネシウムは抑制作用があるのでは
ないかという新たな考え方に立っ
て実験研究に入りました︒がん細
胞︑悪性腫瘍は分裂するときに
色々な形で増えます︒それは遺伝
子の不安定性が原因と考えられて
います︒わかりやすく言えば︑通
常細胞は均等に２分割︑４分割と
等分に分割していくが︑悪性腫瘍
は著しく不均等なのです︒おそら
く遺伝子の不安定性が関与してい
ると考えられます︒二つになるべ
きところが三つや四つになる︒一

気にわっと増える︒大変︑増殖能︑
分裂能が高い︒そこに目を付けま
した︒４〜５ 年前︑ネイチャーに
掲載された実験手法を採用しまし
た︒
通常細胞分裂の際︑染色体も均
等に２ 分割します︒しかし︑ブ
リッジングと言いますが︑がん細
胞では分裂能が高く︑分裂時に染
色体が不均一に分布し︑その数も
違ってきます︒こんな変な結果が
不安定性を示しているのです︒こ
ういう異常分裂している細胞を勘
定しました︒このような遺伝子の
不安定性は︑炎症性腸炎を背景と
する大腸がんの発生に深く関わっ
ています︒そうすると有機マグネ
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シウムを投与したマウスは︑がん
はがんとして発症していますが︑
そのブリッジングを示す異常細胞
数が少ないという結論が得られま
した︒
︱がん細胞の分裂を抑制してい
るわけですか︒
田中・ 染 色 体 の 不 安 定 性 を 阻 止
していると考えられます︒
︱がん細胞をマウスの大腸内に
植え付けて実験するわけですか︒
田中・ 実 験 プ ロ ト コ ル ︵ 表 ︶ に
ありますように︑この黒矢印が発
がん物質です︒これを最初に投与
して︑その一週間後にデキストラ
ン硫酸ナトリウム︵ＤＳＳ ︶とい
う大腸に炎症を起こす物質を投与
します︒これを投与すると一気に
がんができる︒その一週間後から
有機マグネシウムを十二週間投与
した結果が今回︑出たわけです︒
ちなみに︑実験は発癌物質とＤ
ＳＳ だけを投与したＧ１︑発癌物
質とＤＳＳ に有機マグネシウムを
投与したＧ２︲Ｇ４︑有機マグネ
シウムだけ投与したＧ５ ︑何も投
与しないＧ６ です︒Ｇ２は７ｐｐ
ｍ ︑Ｇ３ は ｐｐ ｍ ︑Ｇ４は１７
５ｐｐ ｍ の有機マグネシウムを投
与しました︒ちなみに有機マグネ
シウムは水溶性なので飲料水に溶
かしました︒以前︑水酸化マグネ
シウムを餌に混ぜて実験した時よ
35

りはるかに摂取しやすい効果があ
りました︒
その結果︑解剖した大腸内壁に
がんの発生に目視によっても明ら
かな差が生じました︒有機マグネ
シウムを投与したマウスはがん︑
腫瘍の数が明らかに少ない︒完全
になくなってはいませんがかなり
少ない︒
︱マウスにとって水に溶かした
有機マグネシウムは飲みやすいの
でしょうか︒
田中・ 飲 み や す い み た い で す ね
︵笑︶︒美味しいようです︒
※実験に使われた有機マグネシウ
ムは商品になる前の有機マグネシ
ウムで︑ビタミンやクエン酸は抜
いてある︒
︱効果はブリッジングでも確認
されたわけですね︒
田中・７ｐｐ ｍ ︲０ ・０３２９ ︑
ｐｐ ｍ ︲０・００７ １︑１７５
ｐｐ ｍ ︲０ ・００５ ４︑ですから︑
１７５ｐｐ ｍ での効果が明確です︒
実は︑実験を始める前の段階では
有機マグネシウムの投与量は ｐ
ｐ ｍ 程度で十分と考えていました︒
こうした実験ではドーズレスポン
ス︵ Dose Response 用量相関︶
を見ないといけませんので︑もう
ひとつドーズを増す︑それには量
を落とすか︑上げるかですが︑落
としたらまず効果はないだろう︒
35
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ちょっと多いかもしれないが投入
量を上げておこうとなった︒７ｐ
ｐ ｍ か ｐｐ ｍ のどちらかで効果
がでればよい︑１７５ｐｐ ｍ は
ｐｐ ｍ と同等の結果でよいと推定
していました︒ところが︑有機マ
グネシウムの投与量とがん細胞が
縮小する傾向が完全に一致しまし
た︒これは嬉しい誤算でした︒
︱もっと有機マグネシウムの投
与量を濃くすればどうでしょうか︒
田中・多分１７５ｐｐ ｍ が限界
ではないかと見ています︒もちろ
ん︑それも実際にやってみないと
わかりません︒ちなみに︑１７５
ｐ ｐ ｍ は有機マグネシウム製品と
して人間がとる場合の許容範囲に
収まります︒
ちょうど商品一本分にあたりま
す︒

次はメカニズムの解明
︱次の研究テーマは︒
田中・ 現 時 点 で は ︑ 大 腸 が ん で
の研究を完成させることを最優先
に取り組んでいます︒結果はでま
したので︑今年は学会発表を積極
的に行っていきます︒次はメカニ
ズムの解明です︒マグネシウムの
がん細胞増殖抑制のメカニズムで
すね︒
︱メカニズムはどうなっている
と考えられますか︒

田中・ マ グ ネ シ ウ ム は お そ ら く
細胞増殖に関与しています︒また︑
アポトーシス︵細胞死︶を誘導し
ている可能性がある︒もう一つは
がん細胞︑前がん性病変の分裂能
をより正常に近づけている︒何故
なら︑前がん性病変も減っている
からです︒病変があっても増えな
ければいい︒細胞増殖については
抑制効果があるという︑ＯＫ がで
たので︑アポトーシスに対してイ
ンダクション︑誘導しているかど
うか見る︒それはあってもなくて
も︑どちらでも構わないと思いま
す︒但し︑マグネシウムはおそら
く全てに関わっているとみていま
す︒

拡がるマグネシウムの可能
性
︱有機マグネシウムの持つ治癒
の可能性は︒
田中・ 今 ︑ 流 行 っ て い る 分 子 標
的治療のように︑ここ一点だけに
絞ってやる治療法よりも︑いろい
ろなマルチな作用で治療するほう
がいいと思います︒分子標的治療
では絶対︑正常細胞もやられます
からね︒必ず副作用がある︒その
点︑マグネシウムの効果は魅力が
あります︒がんの増殖及び前がん
性病変の進展を止めるか︑もしく
は抑える︒大変︑面白い︒
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︱マグネシウムについて医療分
野では関心は高まっているので
しょうか︒
田中・例えば︑日本の国立がん
センター予防研究部︵津金昌一郎
部長︶が﹁マグネシウム摂取は日
本人男性の大腸癌発症を抑制する
可能性がある﹂との疫学の論文を
今年︵２０１１年︶１月に発表し
ました︒男性だけで女性には効果
がなかったというデータです︒食
事の聞き取り調査と血液中のマグ
ネシウムの量を調べ︑がん発症と
の関連性をまとめたものだろうと
思います︒
しかし︑最初にタテホ化学工業
がマグネシウムとがんの関係を論
文に発表してから間を置いて︑
アメリカで発表されたデータ
は女性の大腸癌を抑えると︑
性別が逆転しています︒これ
は人種的な差や生活習慣によ
る違いなのかは判りません︒
いずれにしろ医学の分野で
は︑世界的にマグネシウムに
対する関心は高まってきてい
ます︒そして︑そのきっかけ
はタテホ化学工業からです︒
全ての論文でタテホ化学工業
の論文が引用されています︒
先駆者であったのです︒じわ
じわと世界的に拡がり︑疫学
的にはもう結論が出たと考え
ていいでしょう︒
︱男女の違いは︒
これは人種や生活習慣︑あるい
はホルモン環境などの違いなどに
よるものと見られます︒しかし︑
いずれにしろ抑制に働いていると
ころが重要です︒悪いほうには行
かない︒
︱昨年︑お話を聞いた際︑メタ
ボ対策にもマグネシウムは関与し
ている可能性があるとのことでし
たが︒
田中・ 実 は ︑ 糖 尿 病 と マ グ ネ シ
ウムに関する論文はすでにありま
す︒また︑がんと糖尿病の関連性
でみると︑インシュリンの抵抗性
は︑大腸をはじめ多くの臓器での
発がんに大きく関わっ
てきていることがわ
かっています︒それだ
けに︑糖尿病や肥満な
どにもマグネシウムは
関わっていると考えら
れます︒マグネシウム
は非常に面白い存在で
すね︒細胞代謝にマグ
ネシウムは必要不可欠
であることは間違いあ
りません︒医療分野で
の様々な可能性を秘め
ています︒

国立がんセンター予防研究部が 1 月に発表した論文

Organic magnesium suppresses inflammation-associated
intestinal cancer.
Dr. Toshiya Kuno, Associate Professor at Gifu University.
Dr. Takuji Tanaka, Head of the Tokai Cytopathology Institute.
It has been found that organic magnesium suppresses the progression of intestinal cancer cells. Last year
Tateho Chemicals in conjunction with Dr. Toshiya Kuno, Associate Professor of Gifu University and the
research team of Dr. Takuji Tanaka, Head of the Tokai Cytopathology Institute began research the eﬀects
of magnesium on the suppression of inﬂammation-associated intestinal cancer. The results showed that the
amount of organic magnesium administered and the tendency of the cancer cells to shrink were completely
in accord. When the amounts administered is increased by 7 mg, 35 mg, and 175 mg, the cancer cells
proportionately decrease. These results will be announced at academic conferences both in and outside Japan.
The next subject to be researched involves discovering the mechanism behind this. Why does magnesium
suppress the progression of cancer cells? It is thought that perhaps magnesium is involved in the metabolism
of the cells. Magnesium is really of interest in the medical area.
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