
当クリニック検診受診者様には無料で水素水を提供しております。 

当クリニックは、体内に生じる抗酸化物質を除去してくれる水素水に注目しました。 

天然水 
￥150（税込） 

さいたまセントラルクリニックの水素水 
ステーションは一般ラウンジにてご用意
しています。 
 
ご試飲などお気軽にスタッフまでお声掛け 
ください。 

飲みきりタイプ 

一般ラウンジ 

その効果は、すでに多くの医療機関で研究され、※様々な機能についての論文が発表されています。
※次ページにて紹介しています。 
 

複数回水素 
注入可能タイプ 

水素注入は無料です 

専用ボトル  
￥1,200（税込） 

お持ち帰り用ボトルも 

好評販売中です 

このようなポータブルな 
水素注入装置です。 
使い方も簡単です。 



 さいたまセントラルクリニック 

水素水ステーションプロジェクト 

株式会社ドクターズ・マン 



はじめに 

水素ってなに？ 

水素は、原子番号1の世界で最も軽い元素です。 
老化や病気の原因となる活性酸素を除去する 
抗酸化物質として注目されています。 

注目されたきっかけ。 

2007年、日本医科大学 太田成夫教授が、世界的医学雑誌 
ネイチャーメディシンに水素に関する論文を発表。 
 
⇒人体の防御に必要な善玉活性酸素とは反応せず、 
 悪玉活性酸素を選択的に除去する。 
 
この発表をきっかけに水素の優れた抗酸化効果が注目され、 
世界中の研究機関で基礎研究・臨床研究が開始されました。 

e 

水 素 

陽子 

電子 
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老化や病気の原因となる活性酸素 

活性酸素は、4種類あります。 
活性酸素の中でもヒドロキシラジカルはきわめて反応性が高く、 
活性酸素による生体損傷の多くはヒドロキシラジカルによるものです。 

スーパーオキシドアニオンラジカル 

ヒドロキシラジカル 一重項酵素 

過酸化水素 

カラダの防御に必要な活性酸素 細胞を傷つける悪玉活性酸素 

活性酸素は1日に約10億個発生し、細胞およびDNAを損傷します。 
DNA損傷の数は細胞あたり1日数万～数10万にもなります。 
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活性酸素の作用の具体例 

［白血球］ 
白血球は、体内に侵入したウイルス・病原菌を 
殺す際に活性酸素を利用しています。 
 
 
［漂白剤］ 
漂白剤の殺菌作用は、次亜塩素酸から発生する 
活性酸素の働きを一部利用しています。 
 
 
［抗がん剤］ 
抗がん剤を投与すると、体内に大量の活性酸素が発生します。 
この活性酸素が抗がん剤の副作用の大きな原因ともいわれており、 
その副作用は、吐き気・倦怠感・口内炎・抜け毛など非常にきついこ
とで知られています。 
 
［コレステロール］ 
体内の善玉コレステロールを酸化させ、 
LDLコレステロールに変化させます。 
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活性酸素がカラダに与える影響 

［脳組織］ 
脳卒中・アルツハイマーなど 

［皮膚］ 
シワ・シミなど 

［血管・心臓］ 
動脈硬化・心筋梗塞など 

［骨］ 
骨粗しょう症など 

［目］ 
白内障・緑内障・黄斑変性症など 

［内蔵］ 
ガン・潰瘍など 

［関節］ 
関節炎・リウマチなど 

４ 

酸化ストレスとは、体内で活性酸素が異常に産生され、 
体内の還元状態が乱された状態をいいます。 
タンパク質、脂質、DNAが活性酸素によって障害されることで、 
さまざな細胞器官が障害を受けます。 



活性酸素に対抗する抗酸化物質 

ヒトには体内で活性酸素を除去するSOD酵素が生成されていますが、 
年齢と共に生成量は減少し、それと同時にシミ・シワなど目に見える 
老化現象がおこってきます。 

そして老化現象に対抗するために抗酸化物質を摂取します。 

ビ タ ミ ン ： 

ミ ネ ラ ル ： 

酵         素 ：  

ポリフェノール ： 

カロチノイド  ： 

ビタミンC・ビタミンE・ビタミンQ（コエンザイムQ１０） 

亜鉛やセレンなど 

スーパーオキシドジスムターゼ、グルタチオンペルオキシダーゼなど 

カテキン・リコピンなど 

アントシアニン酸・アスタキサンチンなど 

【活性酸素を中和するといわれている代表的なもの】 

水素は、上記の抗酸化物質に次ぐ抗酸化物質として、 
そのおだやかな還元力が注目されています。 
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水素の特徴 

水素は非常に小さく、軽い原子です。 
 
 
①通過力が非常に強く、水溶性でもあり脂溶性でもあるため 
 細胞の奥までカンタンに浸透するチカラをもっています。 

②水素は細胞の約２５０万分の一という小ささで 
 細胞に浸透し、カラダの酸化を防ぎます。 

６ 

脂質二重膜 細 胞 

親水性 親水性 

疎水性 

H 

H 

H 

C 

C 

細 胞 



水素の特徴 

④ビタミン・ポリフェノールなどが通過できない 
 血液脳関門をも通過でき脳内の酸化防止にも有効です。 

③1.6ppmの水素水200mlには、 
 約19.2兆ｘ1000万個（19.2垓個）の水素が含まれています。 
 飲用すると約20分で１つの細胞に対して約500万個の水素が 
 行きわたる計算になります。 

脳内にも行きわたる。 

1.6ppmの水素水200mlには、 
約19.2兆ｘ1000万個の水素。 

1つの細胞に約500万個の水素が 
行き渡る計算になります。 

悪玉活性酸素と反応して 
おだやかにカラダを還元。 

 
酸化から守ります。 
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水素 
分子量２ 

ビタミンC 
分子量１７６ 

イソフラボン 
分子量２２２ 

カテキン 
分子量２９０ 

コエンザイムQ１０ 
分子量８６３ 

コラーゲン 
分子量約10万～30万 

アスタキサンチン 
分子量596.82 

*参考 

ヒアルロン酸 
分子量約100万～800万 

水素の特徴 

代表的な抗酸化物資との分子量比較イメージ 

水素の直径は１Å（0.0000001mm）。 
他の抗酸化物質と比べても極めて小さいことが分かります。 
細胞の250万分の一という小ささが浸透力の秘密です。 
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世界中で研究される水素水 

研究機関 論文内容 

慶應義塾大学再生医学 
日本医大加齢科学 

水素ガスの吸入によって、心筋梗塞、虚血再灌流障害
を軽減したことを示した。 

ピッツバーグ大学 小腸移植についてのラットを用いたモデル実験で供与
側と受容側の両方のラットに水素ガスを吸引させたと
ころ、術後の障害が有意に軽減された。この時、酸化
ストレスの減少に伴う炎症性サイトカインの抑制を認
めた。 

上海第二軍事医科大 ラット新生仔の低酸素による脳細胞死を水素ガスの吸
引が抑制できることを示した。 

京都府立医大 
 

水素水を２型糖尿病患者に与え、その効果を調べた．
脂質と糖代謝が改善され、耐糖能障害が抑制されるこ
とを示した。臨床試験で水素分子の効果を報告した最
初の論文。 

日本医大加齢科学 水素水を飲用することで、疾患防御に効果があること
を実験的に示した最初の論文．拘束することで長期間
身体的ストレスを与えたマウスは、学習・記憶能力が 
低下する．このマウスに水素水を与えるとその低下を
予防することができた．拘束により脳における酸化ス
トレスの蓄積と歯状回神経前駆細胞の増殖低下が観察 
されるが、そのいずれも水素水によって抑制された。 

日本医大加齢科学 動脈硬化が生じやすいマウスに水素水を４ヶ月間飲ま
せると動脈硬化が抑制された。同じ条件で比べると他
の抗酸化物質よりも水素水が効果的であった。 
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世界中で研究される水素水 

研究機関 論文内容 

日本医大加齢科学 
慶應義塾大再生医学 
 

腸内細菌を増加させて体内の水素分子量を増加させ、
酸化ストレスを軽減させ、心筋血管障害や高血圧症が
軽減させることを示唆した。 

日本医科大眼科 
 

水素分子を含む生理的食塩水の点眼によって、眼の酸
化ストレスが軽減することを示した。水素分子が眼球
の中まで到達する事を示した。 

ピッツバーグ大学 腎臓移植における水素水の飲用効果を示し、その分子
機構を解明した。この論文の図が表紙になり、
Hydrogen Waterとして紹介された。 

ピッツバーグ大学 メタボリック症候群の予備軍に水素水を飲ませ、酸化
状態を軽減させた。盲検試験ではない臨床試験。 

日本医大加齢科学 水素ガスの吸入と水素水の飲用が抗ガン剤のひとつの
シスプラチンの副作用を軽減することをマウスを用い
て明らかにした。シスプラチンにより腎臓に与えられ
た酸化ストレスを水素が軽減した。また、他の抗酸化
物質よりも水素水の効果は大であった。 

上海第二軍事医科大 急性放射線障害に水素ガスが効果的であることを示唆
し、今後の治療法の可能性を示した。 

岐阜国際バイオ研究所 水素分子に抗アレルギー作用があることを示した最初
の論文。さらに、水素分子が生体内シグナルとして機
能する事を示唆した。 

Chinese People‘s 
Liberation Army 
General Hospital 

骨粗鬆症の根本原因として研究されはじめた『骨芽細
胞のTNFα誘導性細胞障害』に対する水素の作用を研究。
水素が炎症および細胞障害を軽減していることを示し
た。 
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世界中で研究される水素水 

研究機関 論文内容 

原土井病院 ＜高濃度水素含有水はリウマチ患者の症状を改善＞ 
最初の4週間摂取で尿中の8-OHdGおよび血清中CRP
は有意に減少した。次の4週間摂取ではCRPはさらに
減少したが8-OHdGは更なる減少はなかったが基準値
以下の低値を維持した。発症初期（12か月以内）の5
人の患者では明らかな改善が認められ、そのうちの4
人は試験終了時には完全に症状が無くなった。ヒドロ
キシルラジカル基消去作用を持つ高濃度水素水はRA
患者の酸化ストレスを抑制し、その症状を改善した。 

梶山内科クリニック 
京都府立大学  
 

＜水素豊富水の２型糖尿病に対する臨床試験＞ 
純水に水素ガスを加えて作成した水素豊富水900ｍl
（300mlを1日3回）を8週間摂取させて、その効果を
プラセボ群と比較した。水素水群において、血中のＬ
ＤＬ及び酸化マーカーの一つであるイソプラスタンの
有意な低下が認められた。また、動脈硬化の原因とな
る酸化ＬＤＬ及び遊離脂肪酸の低下傾向と抗酸化酵素
であるSOD（スーパーオキシドディスムターゼ）の上
昇傾向が見られた。さらに、耐糖能異常患者の6人中
4人が正常化した。 

日本医科大学 酸化ストレスは、動脈硬化の成因と関係している。著
者らは、分子状水素H2が酸化ストレスを減少する、
有用な抗酸化作用を示すことを明らかにしてきた。本
報告では、動脈硬化自然発症モデルであるマウスに、
任意に水素飽和水を飲ませ、動脈硬化発症を抑制する
か否かを検討した。動脈硬化部位を測定した結果、動
脈硬化形成は有意に減少した。水素水には、動脈硬化
の抑制作用があることが分かった。  

鈴鹿医療科学大学 
ピッツバーグ大学 

水素豊富水を老化促進マウスに自由摂取させると、 
認知症発症が軽減されることが示唆された。 
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世界中で研究される水素水 
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2013年10月30日 骨粗しょう症に対する水素水の論文発表 

卵巣摘出による閉経後骨粗鬆症モデルのラットに
水素水を投与した結果、女性ホルモンであるエス
トロゲンが上昇することもなく、骨密度ならびに
骨容積が増加した。 



2014年11月24日 NHKニュース 



研究論文で発表された水素の特徴 

さまざまな研究論文により、水素の３大特徴がわかってきました。 

水素 

抗酸化 

抗炎症 

抗アレルギー 

シミ・しわなどの老化予防に。 
動脈硬化・ガン・認知症・糖尿病などの疾病予防に。 
酸化ストレスによる精神疾患予防に。 

リウマチ・骨粗鬆症などの症状改善・予防に。 

アトピー性皮膚炎などアレルギー症状改善に。 

働く世代の皆様の酸化ストレスによる健康リスクの予防のために。 

成人病・メタボ・その他疾患の予防・改善のために。 

老化防止・美容のために。 

こまめな水素水の飲用をおススメいたします。 
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