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電解還元水研究報告 

１．慢性腎臓病（CKD)  

２．末期腎不全（血液透析治療） 
３．基礎研究（九州大学） 
４．今後の研究展開 

～2011年の研究結果～ 

2012年1月 

学会・研究会発表11演題。論文5報。  
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２０１１論文・学会研究会発表一覧 

研究名 学会名・共同研究者 

還元水の健康効果に関する先端研究 Trends in Food Science and Technology 電子版 白畑實隆等 

電解還元水と分子状水素とPtナノ粒子を含むそのモデル水の神経保護効果 BMC Proceedings 2011, 5(Suppl 8):P69 Hanxu Yan等 

水素分子とPtナノ粒子を含む水の抗糖尿病効果 BMC Proceedings 2011, 5(Suppl 8):P18 白畑實隆等 

Dahl 食塩感受性ラットの加齢に伴う心腎連関障害における高濃度水素含有電解水
の保護効果 

アメリカ腎臓学会 Kidney Week 2011 朱万君等 

水素含有電解水の飲用は慢性腎不全の加齢に伴う心腎連関障害を抑制する 第13回日中高血圧シンポジウム 朱万君等 

水素分子又は白金ナノコロイド粒子含有水による抗酸化効果の機構解析 第10回日本機能水学会学術大会 金城智也等 

電解還元水モデル水によるヒト白血病由来HL-60細胞死誘導効果の解析 第10回日本機能水学会学術大会 濱崎武記等 

水素含有電解水素水の飲用は慢性腎不全の加齢に伴う心腎連関障害を抑制する 第10回日本機能水学会学術大会 朱万君等 

電解水透析 ―多人数用水処理システム一体型の開発― 第20回日本次世代人工腎臓研究会 樺山繁等 

電解還元水による線虫の寿命延長機構 
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 75 (7), 110072-1–5, 2011(日
本農芸化学会学術誌) Hankxu Yan等 

電解水透析における血圧変動の検討 第56回日本透析医学会学術集会 森淑江等 

電解水透析における栄養評価 第56回日本透析医学会学術集会 植村進等 

水素含有腹膜透析液 第56回日本透析医学会学術集会 樺山繁等 

電解水透析液の溶存水素濃度の検討 第56回日本透析医学会学術集会 清水洋一等 

電気分解による高濃度水素水の飲用は慢性腎臓病（CKD)ラットの虚血再還流によ
る心腎連関障害を抑制する 

第54回日本腎臓学会学術総会 朱万君等 

水素含有電解水の飲用は慢性腎不全の加齢に伴う心腎連関障害を抑制する 第11回日本抗加齢医学会総会 朱万君等 

電気分解によって生成した高濃度水素水の飲用は、Dahl塩感受性ラットの虚血再
還流誘導による心腎連関障害を抑制する 

Nephrology Dialysis Transplantation  朱万君等 



3 

腎機能レベルと対策 

正常 低下 
腎機能 

レベル 

100％ 

停止 

病態 慢性腎臓病 末期腎不全 

現在対策 薬物療法 

患者数 

血液透析 

腹膜透析etc. 

1,300万人（推計値） 

（国民10人に1人） 
もはや国民病 

29万人 
（国民438人に1人） 

問題点 医療費負担増大 

対策研究 

0％ 

医療費負担増大 

副作用や合併症 

薬を使用しないで、 

電解還元水飲用 

による予防 

60％～15％ 15％未満 

電解水透析による抑制 

（NDT誌2010 12月電子版掲載） 

（NDT誌2010 9月掲載） 

糖尿病 

糸球体腎炎 

腎硬化症etc. 
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短期飲用試験  

急性腎障害に対する 



5 

低塩食: 餌の塩化ナトリウム含量は0.5%とした。日本の多くの動物機構で一般餌として使用されている 

コントロール：刺激なし 

虚血再灌流：左側腎臓を45分間クリッピングし、その後外す 

-1週 0週 6週 7週 

浄水 (n=17) 

浄水 

(n=35)  

虚血再還流 (n=11) 

電解還元水(n=18) 

コントロール (n=7) 

sham (n=5) 

実験プロトコール 

慢性腎臓病モデルラット 

6週間自由に飲水 

朝夕に新鮮なものに交換 

開始 虚血 

再還流 

血液 

臓器 

摘出 

慢性腎臓病対策研究 

コントロール (n=5) 

虚血再還流 (n=12) 

（短期飲用 急性腎障害） 



6 

１．血漿MCP-1（炎症マーカー,pg/ml） 
２．メチルグリオキサール（尿毒素,nM） 
３．血中尿素窒素（腎機能障害レベル,mg/dl） 
 

１．糸球体癒着率(ろ過機能障害レベル,%） 
２．炎症細胞（ED1）数（炎症レベル,個） 
３．ニトロチロシン（酸化ストレスレベル,%） 
 

１．心筋線維化（心組織障害レベル,%） 
２．炎症細胞（ED1）数（炎症レベル,個） 
３．ニトロチロシン（酸化ストレスレベル,個） 
４．４HNE（脂質酸化レベル,%） 

22.1が28.4へ上昇      → 有意な上昇なし 

92.8が106.4へ上昇    → 有意な上昇なし 

19.0が23.0へ上昇   → 有意な上昇なし 

 

3.6が9.2へ上昇     →   4.7 上昇に留める 

64.7が75.3へ上昇傾向→   41.0へ逆に低下傾向 

1.46が5.51へ上昇   → 2.93上昇に留める 

 

3.0が3.9へ上昇     → 2.9へ逆に低下傾向 

60.4が99.9へ上昇   → 40.9へ逆に低下傾向 

41.3が70.3へ上昇   → 30.2へ逆に低下傾向 

46.1が63.0へ上昇   → 47.8上昇に留める 

左側腎への虚血再還流後の影響 電解水の効果 

血
液 

右 

腎 

臓 

試験項目 

心 

臓 

結果まとめ 

酸化ストレス 

炎症 
虚血再還流 

右腎臓障害 

心臓障害 

電解還元水 

抑制 

低下 

（短期飲用 急性腎障害） 
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欧州腎臓・透析移植学会の学会誌 

(Nephrology Dialysis Transplantation) 

の電子版に掲載  

東北大学よりプレスリリース 

飲み水で腎臓病の障害を防ぐ 
電気分解によって生成した高濃度水素水の飲用は、Dahl塩感受性ラットの虚血再還流誘導による心腎連関障害を抑制する 

短期急性腎障害 
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長期飲用試験  

長期（慢性）腎障害に対する 



9 

実験プロトコール 
慢性腎臓病モデルラット 

慢性腎臓病対策研究 長期飲用 

Dahl食塩感受性ラットは4週齢から用いられている。0.5％NaCl食にて飼育 

-1週 0週 24週 48週 

自由に飲水 朝夕に新鮮なものに交換 

開始 

FW 浄水 (n=30) 

浄水 
(n=90)  

DW 水素脱気水(n=30) 

EW 水素含有電解水(n=30) 

16週 

心エコー 
血液 
臓器 
摘出 

心エコー 
血液 
臓器 
摘出 

心エコー 
血液 
臓器 
摘出 
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「水素含有電解水の飲用は慢性腎不全の加齢に 

伴う心腎連関障害を抑制する」（東北大学） 

１）心臓・腎臓組織の障害軽度 

 

２）血圧上昇抑制 

 

３）心肥大軽度 

 

４）炎症と酸化ストレスマーカーの抑制 

 

５）Nrf2(抗酸化酵素誘導タンパク）の遺伝子発現上昇 

慢性腎臓病 

モデルラット 

48週間 

電解還元水 

飲用させ続けた。 

浄水や水素脱気水と比較して 

電解還元水中の溶存水素が主に効果を発揮していると考えられる 

長期飲用 結果 

第11回日本抗加齢医学会総会 
アメリカ腎臓学会2011 
第13回日中高血圧シンポジウム 
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短期飲用と長期飲用の研究結果のポイント 

１．自由飲水で比較した点。（強制的ではない）  

  ラットは健康に良いからたくさん飲もうとはしない。 

  浄水と電解還元水の飲水量は同じ。 

  日常的に飲む水を電解還元水に替えただけで効果が出ている。 

２．溶存水素濃度 350ｐｐｂ程度 

  TI-9000を使用し作成。特殊ではなく日常的に利用可能 

日常的に飲用することで腎臓・心臓障害を予防 
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従来 

システム 

電解水透析 

システム 

末期腎不全対策研究 
～電解水透析～ 
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現在導入施設 11施設 同時100床 

個人用設置例 

多人数用設置例 
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電解水透析のまとめ 

１．透析液の酸化性を低く出来る。 

２．酸化ストレスや炎症を抑える 

３．患者の血圧の安定化 

４．副作用の軽減効果が見られる 

５．安全に安定的に且つ副作用特になし 

Nephrology Dialysis Transplantation 2010:April 12,18 

第54回日本透析医学会（2009年） 

Nephrology Dialysis Transplantation 2010:April 12,18 

Hemodialysis International 2007;11:322-327 

Nephrology Dialysis Transplantation 2010:April 12,18 

第56回日本透析医学会（2011年） 

１．電解水透析による栄養改善 

  栄養取り込みがアップし理想的体重を維持しやすくなった。 

 

２．電解水透析による透析中の血圧低下の改善と足の血流改善 

  透析中に血圧が異常に低下する副作用があるが、その低下を抑制し、 

  透析中の血圧が安定した。（6例中3例、他3例は変化なし） 
  また、足の血流低下を防いだ（2例）。 
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基礎研究（九州大学） 
論文発表 

１）還元水の健康効果に関する先端研究 
 Trends in Food Science and Technology 電子版 

２）電解還元水と分子状水素とPtナノ粒子を含むそのモデル水の神経保護効果 
  BMC Proceedings 2011, 5(Suppl 8):P69 

３）水素分子とPtナノ粒子を含む水の抗糖尿病効果 
  BMC Proceedings 2011, 5(Suppl 8):P18 

電解還元水の総説 

細胞内の活性酸素種を消去。 

酸化ストレス関連疾患（糖尿病、癌、動脈硬化、神経変性疾患、血液透
析の副作用）に対して予防的また直接的効果を持つことが期待される。 

還元水中の活性物質は水素（原子と分子）、ミネラルナノ粒子、ミネラル
ナノ粒子水素化物であると示唆されている。 

神経細胞（培養細胞）の活性酸素（過酸化水素）による細胞死を抑制 

アルツハイマー病やパーキンソン病等に効果が期待される。  

糖尿病モデルラットに水素ガスと白金ナノコロイドが入っている水
を6週間の飲ませ続けたところ、空腹時の血糖値が下がり、また
糖の取り込み能力が上昇しました。  糖尿病になりにくくする効果が期待される。 
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１）「電解還元水モデル水によるヒト白血病由来HL-60細胞死誘導効果の解析」 

２）「水素分子又は白金ナノコロイド粒子含有水による抗酸化効果の機構解析」 

ヒト白血病由来 

HL-60細胞 

水素分子＋Ptナノ粒子 

存在下で培養 
細胞増殖を抑制 

アポトーシス誘導 
（がん細胞抑制） 

ヒト白血病由来 

HL-60細胞 

ヒト線維肉腫由来 

HT-1080細胞 

水素分子存在下で培養 

Ptナノ粒子存在下で培養 

共通して 

酸化ストレス指標 

8-OHdG が減少 

Nrf2上昇し 

抗酸化酵素量(SOD,CA, 

GPx)がUPしH2O2減少 

Nrf2へは影響なし 

基礎研究（九州大学） 
第10回日本機能水学会報告 

基礎研究（カロリンスカ研究所） 

細胞毒性学教室で共同研究中 
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電解還元水の抗酸化性 
－活性酸素種を減らし、酸化ストレスを軽減－ 

直接的作用 

水素分子とPtナノ粒子→原子状水素 

→活性酸素種と結合→最終的に水 

間接的作用 

水素分子→生体内抗酸化酵素発現機構刺激 

→抗酸化酵素の量を増やす→ 

活性酸素種が最終的に水 

電解還元水は直接的且つ間接的に活性酸素種を減らし、 

酸化ストレスを軽減していると考えられる。 

水素分子 

Nrf2 

（生体内抗酸化 

酵素発現機構 

の大元） 

刺激 

抗酸化酵素 

SOD 

H H カタラーゼ 

グルタチオン 

ペルオキシダーゼ 

量
を
増
や
す 

新しく分かった機構 


