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Water is a vital source and we have to drink fresh water every day to live, however, how the difference 
of quality of drinking water affects functions of our body has not attracted much attention so far. 
Physiological functions of water in the body can mainly be classified to three: 1. Functions of water 
molecule itself. Flow of water, hydration, Brownian movement play important roles in our body. 
According to Dr. Nakada’s hypothesis, water molecule may be related to our consciousness. 2. 
Functions of materials derived from water; hydrogen and oxygen. 3. Functions of materials dissolved in 
water: minerals like metal nanoparticles, inorganic and organic compounds. In this seminar, I will focus 
on the topics relating to second and third functions of water. 
 
 水は生命の源であり、我々は毎日新鮮な水を摂取しないと生きていけない。しかし、飲用水の質の
違いがどのように我々の体に影響を与えるかについてはこれまであまり関心を引くことはなかった。
生体における水の生理機能は主に３つに分類できる。すなわち、１．水分子そのものの機能：水の流
れ、水和、ブラウン運動は生体に重要な役割を果たしている。中田力教授（新潟大学統合脳機能研究
センター）の仮説によれば、水分子は我々の意識と関係している可能性がある。２．水に由来する物
質の機能：水素と酸素。３．水に溶解した物質の機能：ナノ粒子のようなミネラル、無機及び有機化
合物。このセミナーでは、演者は水の第２及び第３の機能に関連した話題に話しを絞りたいと思う。 
 
Electrolyzed reduced water (ERW) is hydrogen-rich alkaline water produced nearby cathode during 
electrolysis of water. Electron on the platinum-coated titanium electrode binds to hydronium ion (H3O+), 
producing hydrogen atom (H) and then hydrogen molecule (H2). ERW is very popular as 
health-beneficial water in Japan and about 10 million people are estimated to drink ERW every day. 
The Ministry of Health, Labor and Welfare recognize ERW as water for therapy based on randomized 
double blind clinical tests: the clinical effects are improvement of gastroenteric abnormality. Besides, 
we noted some reports that in hospitals many patients recovered from oxidative stress-related 
diseases by drinking ERW in a short period. We proposed active hydrogen reduced water hypothesis 
that H2 is activated to H by catalysis action of metal nanoparticles like platinum nanopariticles (Pt nps) 
produced from metal ions by electrolysis to scavenge excess amount of reactive oxygen stress (ROS) 
in the body (Shirahata et al., Biochem. Bioph. Res. Com., 234, 269, 1997; Ye et al., Biol. Pham. Bull., 
31, 19, 2008). 
 
 電解還元水(ERW)は水の電気分解の際に陰極付近で生成される水素豊富なアルカリ性の水である。
白金で被覆したチタン電極表面の電子はヒドロニウムイオン(H3O+)と結合して、水素原子(H)を生成さ
せ、ついで、水素分子(H2)を発生させる。ERWは日本においては健康に良い水として大変普及してお
り、毎日1000万人の人がERWを飲用していると推定される。日本の厚生労働省は二重盲検臨床試験の
結果に基づき、ERWを医療用の水として認定している。その効能は胃腸症状の改善である。一方、我々
は病院において、多くの患者がERWの飲用により酸化ストレス関連疾患から短期間で回復したという
報告に注目した。我々は電解によって生成する白金ナノ粒子のような金属ナノ粒子の触媒活性によっ
てH2がHに活性化され、生体内の過剰な活性酸素種(ROS)を消去するという活性水素還元水説を提唱し
た (Shirahata et al., Biochem. Bioph. Res. Com., 234, 269, 1997; Ye et al., Biol. Pham. Bull., 31, 19, 
2008)。 
 
We reported anti-cancer, anti-diabetes, anti-hyperlipidemia, anti-brain disease effects of ERW by using 
a model water of ERW. We demonstrated that drinkable ERW derived from tap water as well as the 



model water elongated the lifespan of nematode (C. elegans) by scavenging ROS in the nematode. 
Recently, Ohsawa et al. reported that H2 scavenged •OH and ONOO• radicals but not O2•- and H2O2 
and prevented the oxidative damage of cerebral infarction model rat (Ohsawa et al., Nature Med., 13, 
693, 2007). H2 is an abundant gas in blood, following to O2 and CO2 gases, but the physiological 
functions of H2 are largely unknown. We confirmed that the reducing ability of H2 was very weak in vitro 
but activation of H2 by Pt nps was more effective to stimulate glucose uptake into myotubes via 
activation of insulin signal transduction pathway and induce apoptosis of cancer cells. Interestingly, H2 
was effective to suppress the blood sugar levels and improve impaired sugar tolerance as well as H2/Pt 
nps in type 2 diabetes model mice, suggesting that activation mechanisms of H2 may exist in vivo. We 
suggest that H2 may be a new gaseous chemical mediator as well as NO, because H2 regulated gene 
expression relating to antioxidant enzymes. I will also discuss about the preventive effect of H2 and Pt 
nps in oxidative damage in brain. 
 
 我々は ERWのモデル水を用いて、ERWが抗腫瘍、抗糖尿病、抗高脂血症、高脳疾患効果を示すこ
とを報告した。我々はモデル水と同様に水道水由来の飲用可能な ERWが線虫個体内の ROSを消去す
ることにより、線虫の寿命を延ばすことを証明した。最近、Ohsawa らは H2が•OH や ONOO•ラジカ
ルを消去するが、O2•-や H2O2は消去しないこと、そして脳梗塞モデルラットの損傷を軽減することを
報告した(Ohsawa et al., Nature Med., 13, 693, 2007)。H2は O2および CO2に次いで、血中に豊富に存
在するガスであるが、H2の生理機能についてはよく分かっていない。我々は H2のインビトロでの還元
活性は弱いものであり、白金ナノ粒子による H2の活性化がインスリンシグナル経路の活性化による筋
管細胞への糖取込の促進により効果的であり、ガン細胞にアポトーシスを誘導することを確認した。
興味深いことに、H2は 2 型糖尿病モデルマウスにおいて H2/白金ナノ粒子と同様に、耐糖能障害を改
善したことから、インビボでは H2を活性化する機構が存在する可能性が示唆された。我々は H2が抗
酸化酵素の遺伝子発現を制御したことから、H2が NO と同様な新しいガス性の化学メディエーターで
あるかもしれないということを示唆した。演者は脳の酸化ストレス障害に及ぼす H2及び白金ナノ粒子
の抑制効果についても議論したい。 
 


