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はじめに

乳癌罹患率は本邦において増加の一途をたど

り,21世紀には癌罹患率 トップに躍 りでるも

のと予想される。一方欧米諸国との比較ではま

だその罹患率に開きがあり,その原因として食

生活の欧米化が進んだとはいえ,や はり我々の

食生活に関連 しているものと考えられる。近年

本邦においても癌化学予防 (chemoprevention)

に関する研究機運が高 まっているが,我々は

1988年 頃よりmisOの生理機能について研究を

開始 した。それは広島,長崎の原爆後障害が

misOを よく摂取 していた人たちには軽かった

という証言から始まり,チ ェルノブイリ原発事

故で被災地を含むヨーロ ッパ諸国より日本の中

央味噌研究所(東京)に misoに 関する問い合わ

せ,注文が殺到するに至ったことによる。我々

はまず misoに よる放射性物質排泄促進作用
1),

放射性小腸粘膜障害からの回復促進作用
2)を

明

らかにし,1続いてマウス肝腫瘍
3)4),ラ ット胃

5),

大腸癌
6)モ デルを用いて発癌抑制効果のあるこ

とを報告 してきた。一方′れッ′″οではsoybean,

misOの 成分であるgenistein,biOchanin A,

daizen etc.に 種々の癌細胞に対 して増殖抑制

効果のあることが当研究所の柳原 ら
7)の

報告を

含め多方面から報告が相次いでいる。ノれ,ソοに

おいては我 々の報告 のほか最近 soybean,

genisteinの ラット乳癌発生抑制効果が報告 さ

れてきた 8)9)。
そこで今回これらの報告に注 目

し実験 1を 計画 した。実験 1では前述の柳原 ら

によるヒト胃,大腸,食道癌培養細胞株に対す

る抑制効果でbiOchanin A,genisteinが 最も効

率よく抑制効果を示したことにより,こ れらの

うちでbiOchanin Aを 実験に用いた。

方法と結果

[実 験 1]

方法 :雌 SDラ ッ トを使用 , 7週齢 で N―

Methyl― Ⅳ―nitrOsourea(MNU)50mg/kg Of

body weight,静 月iて投与 (エ ーテル麻酔下,右

内径静脈をcut dOwn methodに より露出し直接

穿 刺 注 入 す る )し た 直 後 よ り,通 常 食

(cOntrol:MF,Oriental Co.), 2%,10%
soybean食 (粉末 MF飼料に粉末大豆を 2%,

10%混ぜ固形化),10%miso食 (粉末MF飼料

に乾燥赤味噌を10%混ぜ固形化),biochanin

A10mg/kg,50mg/kg含 有食 (粉末MF飼料に

BCAを 10mg/kg, 50mg/kgと なるように混 じ

固形化)の 6群 に分類 し各群 18-22匹 づつとし

た。観察期間はMNU投与後 より18週 間とし
,

2週おきに体重測定,乳腺腫瘍の経時観察を行

った。

結果 :屠殺時の腫瘍発生率,平均腫瘍経,平

均腫瘍体積に各群間で差は認められなかった

が,平均腫瘍個数で通常食群に比 し治療食群全

てが有意に抑制され,こ れらはいずれも乳癌顕

性化を抑制 し化学予防としての有用性が明らか

となった。なかで も10%miso投与群はP<
0.01を もってその抑制効果が優れていることが

明らかとなった (表 1)。 実験期間中の体重変

化を図 1に示すがcOntrol群 はMNU投与後 12

週以降でその増加はプラ トーに達するのに対
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し,治療食群では12週以降も緩ゃかな上昇傾

向を示 した。

[実験 2]

方法 :実験 1よ りmiso,新 たにTamoxifen

(TAM),さ らにmisOと TAM併用投与による

発癌抑制実験 を実験 1と 同様 に行った。TAM

は2.5mg Ch01eSter01含 有ペ レットを作製 し

MNU投与時に背部皮下に挿入, 5週 間後に新

規のペレットと1度交換を行った。

結果 :実験期間中lo%misO+TAM群 では

腫瘍発生自体がほぼ完全に抑制された。10%

miso投与群ではMNU投与後 12週,TAM投 与

群では 14週 より腫瘍発生率の増加がみ られ

TAM群でlatency periOdの 延長がみられたもの

の最終 periOdで ほぼ同等の発生率 となった

(図 2)。 各群の総腫瘍発生個数はcontr01 99,

lo%miso 53,TAM 31,10%miSO+TAM群
4個であつた (表 1)。 なおこの実験 2は 追試

を行い再現性

'う

確ゞかめられた。

考 察

sOybean,misoに は前述の genistein,

biOchanin A等 の非ステロイド系植物性エスト

ロジェン (phytoestrOgen)を 含んでいる。こ

れらは動物性のものと比較するとエス トロジェ

ン作用は非常に弱いが比較的大量に存在 してお

り,冒頭に述べたごとく′″両″οにおいて種々

の癌細胞に対 して抗腫瘍効果が認め られてい

る。Fukutakeら
10)は soybean,お よびsoybean

prOducts(soy powder, SOy lnilk, tOfu),

fermented soybean produCtS(miso, natto,

sOy source)中 のgenistein含 量の測定をHPLC

法で行いmisoで 最も高かったことを報告 したc

ν′νθにおける我々の検討でもsoybean,miSO,

biOchanin Aは ,いずれも乳癌顕性化を抑制 し,

化学予防としての有用性が示唆され,なかでも

misOの抑制効果が勝っていたことは前述の結

果 を裏付 けた ともいえる。 またこの効果は

phytOestrOgenに 加え,発酵の過程で生み出さ

れる種々の副産物も加わって,相加的に作用し

た と も考 え られ る。 さ ら に実 験 2で は

tamOxifenと の併用で驚異的な抑制効果を示 し

た。我々はこの結果を受け現在,治療実験を行

っている。その概要とpreliminary dataを 紹介

すると,10-25mmま で発育さしたMNU誘発ラ

ット乳癌に対 し無処置,TAM,TAM+2%,
5%,10%miSO併 用群の 5群を作製,治療開

始後の観察期間は 7週で,毎週腫瘍径を計測 ,

表 l Mammary tumors data at sacrifice in each group

\llammary tumors

Effective

no. of rat Incidence' o/o

Total no.

o{ tumors Nrtultiplicity' Size'b, mm Volume,, mm3

Total tumor

weight, g
Group

22       20/22 91      99      4.5士11.7      15.1+1.5    1663:± 519       228.1
Control
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31
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a , Tumor incidencei Number of rats with tumor per total number of rats'

b , Tumor multiplicity was calculated as the number of tumors per rat'

width, and volume was calculated as (3/4 tr )x length x depth x height'

t aod d ', P{.05 and P(.01 decrease versus control by Welch's t-test'

e andf i P(.001 and P(.0001 decrease versus control by Welch's r-test'

s I P<.0001 decrease versus control by Chi-squared test'

16

tumor size was expressed at maximum tumor

Values:means I standard error
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効果判定は治療開始前の腫瘍径を100%と しそ

の変化率で求めた。その結果, 2%, 5%
miso併 用群ではTAM単独群に比 し腫瘍縮小効

果に有意差は認めなかったが,10%miso併用

群では 3週で有意差を認め 4週で平均 20%と

最大の縮小効果を示 し,以後 7週まで有意差を

持ってこの効果が持続 した。つまり我々が最初

に用いた10%miso含有食がtamoxifenと の併

用においても発癌抑制においても至適濃度であ

ると考えられる(ヒ トに換算すればJapanese

style cookingの miso soup 3杯 位)。

以上ここまでソブッοを中心に紹介 してきたが現

在動物実験と並行 して生化学的な解明にも取 り

組んでいる。従って科学的な裏付けはまだこれ

からであるが,科学的に証明できないからとい

ってこれを捨てて省みないのは逆の順である。

秋月医師
11)の

言葉で「五穀,味噌類,こ れら食

品は日本人の血であり肉である。言い替えると
,

この五穀味噌を尊重して生命の親として,今ま

で伝えてきたからこそ, 日本人はこの島国に数

千年繁栄してきたのである。」
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