
第１３回 日本補完代替医療学会学術集会① 
■２０１０年１２月１１日～１２日　東京都 

｢Medicinal Plants as Complementary and Alternative Cancer Drugs: A clinical examination 
of "NQ801" extracted from "Tabebuia avellanedae" (commonly known as "Taheebo")」 
「がんの補完代替医療における薬用植物タベブイア・アベラネダエ（通称:タヒボ） から抽出された「NQ801」の臨床的検討」 

The 13th Annual Meeting of the japanese Soceity for Complementary and Alternative Medicine

Shoji Hirata (Hirata Clinic for Oral and Maxillofacial Surgery and Medical Oncology, Cancer Care Village Sapporo)

近年、がん治療において、西洋医学のみならず、サプリメントや補完代替
医療を併用したがん治療が注目されている。なかでも、南米ブラジル・マゾ
ン川流域に生育する薬用植物タベブイア・アベラネダエ（通称:タヒボ）から
分離・抽出された機能性成分「NQ801」は、癌や生活習慣病に対しての有
用性を示す数多くの研究結果が報告されている。 
「NQ801」は、タベブイア・アベラネダエ（以降TAと記述）の樹皮（靭皮部）
に含有される天然の植物色素ナフトキノン類の一種で、とくに抗がん作用
が注目されており、がん細胞に対する①直接作用（アポトーシス作用）と②
間接作用（免疫賦活作用）、そして③補助作用（抗酸化作用、鎮痛・鎮静
作用）が研究・報告されている。 
そこで今回、当院で「NQ801」成分を含有するTAエキス末（樹皮を熱水
抽出したエキスのスプレードライ加工品）を使用する機会を得たので、「NQ801」
が補完代替医療にもたらす意義と役割について、臨床的な検討を行った。
方法は、がんの補完代替医療を目的に、①術前、②術後、そして③進行が
ん患者（緩和医療）に、TAエキス末と最近開発されたTA強化エキス末を
飲用させ、その臨床効果を調べた。TA強化エキス末は、TAエキスに「NQ801」
フラクション分画を添加し、「NQ801」の含有量が６倍となるよう強化したエ
キス末品である。 
その結果、TAエキス末の術前（抗腫瘍効果：病理学的検索）、術後（免
疫増加による再発転移予防）の使用意義は大きいと思われた。進行がん
患者においても緩和医療やPalliative Therapyの一つとして、副作用を軽
減しながら長期間の抗がん剤治療を可能にする役割も示唆された（腫瘍と
の共存）。また、今回使用した両エキス末を比べると、TA強化エキス末の方
がより抗腫瘍効果が見られ、Dose dependence性も確認された。 
以上より、有用成分「NQ801」のがんの補完代替医療における使用意
義は大きく、その役割も臨床研究が進めばさらに増えるものと思われる。今
後各方面で同様の臨床研究が実施されることを期待したい。 
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第１３回 日本補完代替医療学会学術集会② 
■２０１０年１２月１１日～１２日　東京都 

｢Fundamental studies of TAHEEBO(Tabebuia avellanedae)against Advanced glycation 
endproducts induced carcinogenesis」 
タヒボ（タベブイア・アベラネダエ）の生体内発がん因子に対する基礎検討 

The 13th Annual Meeting of the japanese Soceity for Complementary and Alternative Medicine

Harukuni Tokuda and Nobutaka suzuki (Kanazawa University , Graduate School of Medical Science), Masafumi Kaneko and Mitsuaki 
Yamashita (Faculty of Pharmacy, Takasaki University of Health and Welfare) , Akira Iida (Faculty of Agriculture, Kinki University)

【目的】 
現在、疾病対策として問題視されている糖尿病疾患において、その主
要な合併症である、がん発症における発がん因子、後期段階生成物質に
対するタベブイア・アベラネダエ（TA）の作用についてその基礎検討を行っ
たので報告する。糖尿病の顕著な症状である高血糖状態で、血中たんぱ
く質と非酵素的反応し、生理体温状態で有意に産生される物質は後期段
階生成物と定義され、これまでに様々な生物作用を示すことが報告されて
いる。その発がん因子に関しては、われわれが報告し、糖尿病でのがん疾
患罹患の危険性を指摘したことから、今回その基礎試験とともに、TAによる
有用作用についても検討を進めた。 
 

【材料と方法】 
グルコースとヒト血清アルブミンを生食塩溶液に混合し、38度で放置する

ことで後期段階生成物を作成した。この試料を発がんイニシエーションとし
て用いて、その操作の前後の1週間、都合、2週間に亘って市販のタヒボ、
“TAHEEBO NFD ESSENCE”を自由飲水させその効果を観察した。イニ
シエーション作用、1週間後、通常の飲料水に加え、TPAをもちいて、プロモ
ーション作用を20週間進めて、とくにイニシエーション過程での効果を検討
した。試験開始後、21週間目において、それぞれ、使用した15匹のマウスの
腫瘍発現状態を観察した。 
 

【結果】 
無処理の陽性コントロールと比較して腫瘍発生率で約20％、発生腫瘍
数において約40％の抑制を示し、市販の“TAHEEBO NFD ESSENCE”
にこのような、生体内発がん因子に対しても抑制作用を示すことが認めら
れた。同時に検討したこの後期段階生成物の産生過程での抑制に関して
も、同様にこの発がん因子の発生過程を阻害する作用が認められ、この化
合物の幅広い性質が示唆された。 
　 

【考察】 
これまで“TAHEEBO NFD ESSENCE”を使用された糖尿病患者の経
験で、糖尿病疾患においても有用な報告を多くの方々からいただいている
ことから、今回の知見はその作用を裏付けるとともに、がん予防作用に加え、
さらなる健康維持に向けての、この製品の有用性が評価されたと考えている。 
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