
桜の香り物質を起源とする

クマリン系化合物の凄さ

― エコノミークラス症候群にご注意 ―



桜餅 (当地では9月下旬でも
店頭販売で買えます。桜の葉
は一般に裏返しになってます。
この角小皿は、自作品でやき
ものです。)

本物のソメイヨシノの花
(ただしドライフラワー)

ワーファリン

桜茶は結納やお見合いなどの祝い
の席で、よく使われている飲み物。
桜の花は、花びらが華やかな八重
桜が使われ、塩と梅酢で漬け込ん
だものを陰干しして作られます。



植物は酸化ストレスや動物・微生物による食害、傷害などから身を

守るために、自己防御物質として様々なものを作ります。

クマリンは、その前駆体がサクラの葉に含まれており、葉が傷付いた

り死んだりした時に生成し、桜餅の香りの成分であり、春の香りとも言え

る日本人には子供の時から慣れ親しんだ例の独特の芳香を呈します。

その類縁体・関連化合物は植物界に広く存在しています。これらの化

合物は抗酸化作用や抗菌作用を示します。

また、植物中のクマリンが微生物によって、さらに代謝を受けてジクマ

ロールができることが知られています。ジクマロールは脊椎動物の血液

凝固反応を阻害するために、これを食した家畜が出血死することが報

告されて、これをきっかけとしてクマリンが注目されるようになり、ジクマ

ロールをリード化合物として、ワーファリンが合成されました。



Coumarin                                   Dicoumarol                                   Warfarin

微生物の作用 人工的に



ワーファリンは現在、医薬品としての血液凝固阻害剤、および殺鼠剤

として広く使われています。

血液凝固の詳細なメカニズムは、非常に複雑で難解ですが、その一

部のみ紹介しますと、ビタミンKが関与しています。このKとは、ドイツ語

で凝固を意味するKoagulation (コアグラチオンと発音する女性名詞) の

頭文字に由来しており、まさに血液凝固に関係するビタミンです。ワー

ファリンは、構造的にビタミンKに似ている部分があり、拮抗するのでビ

タミンKの作用を抑制して血液凝固がしにくくなります。そこで血液が固

まりやすい人に予防の目的でワーファリンの投与が行われています。

血液がスムーズに流れないとか、脈拍が乱れていると血栓ができて、

命を落とすことがあるので十分に注意する必要があります。



天然のビタミンKは、下記のような２種類あります。このビタミンは結構
奥深いのですが、大学の講義ではありませんので、ごく簡潔にしておき
ます。実は私は大学院の5年間は、肝臓中の酵素などで、ビタミンに関
係するものの研究をして博士号を取得しました。現在は、実用ビタミン
学や応用ビタミン学の研究もしております。

ビタミンK1 (フィロキノン) 
特に緑葉野菜などに多く含まれています。

ビタミンK1の構造式

ビタミンK1を多く含む食品の例

食品 含量(μg/g)

青シソ 7.43
小松菜 5.68
ほうれん草 4.90
春菊 4.43
ブロッコリー 2.80
みつば 2.80
なばな 1.73
セロリ (葉) 0.70
セロリ (茎) 0.13

植物自身が作ります。



ビタミンK2 (メナキノン)
納豆菌が作りますので、特に納豆に多く含まれています。

ビタミンK2の構造式

なので、ワーファリンを服用している人は、主治医に『納豆や緑葉野菜は食べないように！』
と言われていると思います。とにかくビタミンK含量の高い食品は全てダメなのです。

ビタミンK1とK2の含量は、次の論文から引用しました➯ 近藤 正夫, 高木 里枝, 羽田野 早苗, 食品中のビタミンKに関する研究, 愛知県産業
技術研究所研究報告, 2, 120-123 (2003)

市販納豆のビタミンK2含量

製品 含量(μg/g)

Ａ社製 (1)        16.52
Ａ社製 (2)          9.22
Ｂ社製 7.21
Ｃ社製 3.45
Ｄ社製 2.93



納豆に関する補足事項

★ネバネバ物質は何か？
グルタミン酸が多数重合したポリグルタミン酸に糖の一種である

フラクタンが結合したもの。これが苦手で納豆嫌いの人がいます。
★納豆の匂い物質は何か？

納豆菌による発酵過程で生成する色々な物質、たとえばアンモニ
アや有機酸などの複合臭。これが苦手で納豆嫌いの人がいます。

★納豆キナーゼとは何か？
納豆に含まれている酵素で線維素溶解作用がある。つまり血栓を

溶解するとされているが、よくわかっていないことが多い。酵素が消
化管からそのまま吸収されて血流に乗って全身を巡り、血栓があれ
ばそれを溶解するとは、酵素の専門家にもなかなか理解されない。
この作用が強力に働くとしたら、ワーファリンを服用している人が納豆
を食べてもよいことになるが、現実にそんなことは決してない。続く↓



試験管内 (in vitro) では、この酵素反応は容易に進行するであろう
が、この酵素や納豆を経口摂取して生体内 (in vivo) でその酵素反応
が普通に起こるとは、とても信じられない。私は長年、大学で『酵素化
学』という講義を担当し、さらに酵素の研究もずっと続けていますが。

それが納豆の経口摂取で普通によく効くのであれば、エコノミークラ
ス症候群対策として、航空会社は国際線のエコノミークラスの機内食
に納豆を毎回たっぷり出せばよいとなりますが、こんなのはダメです。

私はがんの治療薬の開発の研究もしておりましたが、試験管内で
がん細胞を殺す薬剤は、いくらでも見つかりますが、実際に動物に投
与してもよく効くようなものはほとんどないのです。ある学会の大会に
出席した時のことです。大阪市大医学部の有名な教授と話していた時
に、その先生から聞いた言葉は非常に示唆に富み、その後の研究方
針に大いに役に立ち、とても感謝しています。当然のこととは言え、改
めて大先生から聞くとインパクトがありました。すなわち、 『試験管内



で、がん細胞を殺すのはとても簡単です。その培養液に硫酸を一滴
加えただけですぐに全滅します。しかし、がん患者が硫酸を飲んでも
決してがんは治りません。』でした。

当時色々と研究をしましたが、たとえば『人の急性骨髄性白血病細
胞』のHL-60にアポトーシスを誘導し死滅させる生体成分を見付けて、
学会発表をしたところ非常に注目を浴びて、新聞の一面に大きく掲載
され、その後の一週間くらいは私の教官室の電話が鳴りっぱなしで大
変でした。『その薬をぜひ分けてください。いくらでも払います。』のよう
な内容でした。私が新聞社などにこの成果を発表してくれと頼んだの
ではありませんが、特効薬ができて臨床的にも使えるようになったとい
うものではなく、試験管内でよく効くだけなので、まだまだどうなるかわ
からないものなので、罪な新聞記事だったと、反省しております。研究
費に使ってくださいと言って現金を送ってこられた有名なある会社の
社長さんもおられましたが、丁寧にお断りして返金しました。がん治療



薬の開発は、in vitroとin vivoでの効き方の大差の問題と、実際に医
薬品として承認を受けるまでには、10億円は必要とのことと、とても
riskyなことなので、がん治療薬の開発の研究は、きっぱりと止めまし
た。その間に扱った人のがん細胞は、共同研究で、白血病、肺がん、
皮膚がんなどです。浮遊がんに比べて固型がん細胞の扱いは、とて
も難しいです。

まれにin vitroでは効果がなくてもin vivoで効果があることもあり、と
てもややこしくなります。つまりその薬剤が試験管内では効かなくても、
生体内に存在する酵素とかで他の構造体に変化してはじめて効果が
出ることがあるからです。実際にこのような例を聞いております。

上記の理由により、研究テーマを、多面的がん予防法の開発などに
転換して現在に至っております。すでに各種健康食品や化粧品など
を、いくつかの会社と共同研究で開発して市販しております。



血栓ができるのは、血液の流れが悪いとか、脈拍の乱れ(心房粗動・

心室細動)などによる血栓の発生など色々とあり、もしも血栓ができて

血流に乗って脳、心臓、肺などに到達したら、脳梗塞、心筋梗塞、肺塞

栓などが発症し、突然に命が奪われることもある非常に怖い病気です。

それを予防するのが、このクマリン系の医薬品であるワーファリンであ

るのは実に素晴らしいことです。しかし、これはビタミンKの拮抗剤なの

で、ビタミンKを特に多く含む食品は、食べてはいけません。このような

厳しい食事制限の欠点がありますが、安価なのが長所です。さらに厄

介なのは、内服する薬の適量を決めるのがなかなか難しく、毎回採血し

て血液凝固能を測定して内服量を決めないといけません。その後に開

発されたワーファリンに代わる新しい薬品として『エリキュース』があり、

この薬剤の効くメカニズムにはビタミンKが関係してないので、納豆や



緑色野菜などを食べても問題ないし、内服量は一定でよいのは楽で嬉
しいのですが、薬価がワーファリンよりも約5.7倍くらい高価なのが難点
かも。ワーファリンは、それぞれの人の状態によって服用量は色々であ
り、その量は時々変わりますが、エリキュースは通常は誰でも朝晩に
5mgずつ服用するだけですので、単純に比較できませんが、単に10mg
の薬価で比較した時の倍率が上記の数値です。エリキュースは、まだ
まだジェネリックは出ませんし、ずっと飲み続けないといけないので、高
価なのは大変です。ワーファリンやエリキュースを服用している人は、
出血したら止まりにくいので、事故での多い出血などに十分に注意しな
いといけません。また抜歯などの出血を伴う医療行為の際にも、それな
りの対応が必要です。こらの薬剤は血栓の生成を予防するものであり、
一旦できてしまった血栓を溶かす作用はありません。そのような目的に
は、臨床的にも使われている『ウロキナーゼ』という酵素があります。



Warfarin (Eisai)                   Eliquis (Pfizer)



心筋梗塞について

心筋梗塞とは、心筋（心臓の筋肉）に血流を送る冠動脈が血栓など

で閉塞することによって血流が途絶え、心筋が酸素不足の状態に陥り、

やがて心筋の細胞が壊死して人が死に至る恐ろしいものです。発症す

ると冷や汗や吐き気などを伴う強い胸の痛みや圧迫感が生じます。国

立循環器病研究センターの情報によると、日本での急性心筋梗塞症数

は年間約15万人で、そのうちの30%くらいが死亡しているとのことです。

次に私のとても親しい人で、いろんな幸運が重なって、心筋梗塞から
生還した実例を紹介しますので、この貴重な体験談を大いに参考にし
て、今後に活かしてください。明日は我が身かもわかりませんので。す
なわちその人を仮にＡ氏としておきます。彼はド田舎に住んでおり、近く
に大きな病院はありません。自覚症状として、左の肩が異様に凝るし、



心臓付近が痛かったとのこと。まさか心筋梗塞だなんて全く思い浮か
ばず、2, 3日前にあった村のドブ掃除でがんばったためと気楽に思って
いたそうです。そして電車に1時間くらい乗り、町へ用事で行きました。
体調が次第に悪くなっていくのがわかったそうです。そしてついに大学
病院の前の道で倒れて、意識がもうろうとしてきたそうです。幸いにも
大学病院の前だったので、すぐに病院に運ばれました。さらに幸いだっ
たのは、ちょうどその時に心筋梗塞などの専門医のグループ数人が
ミーティングをしている最中でしたので、すぐに手術をしてもらいました。
太ももの付け根の太い血管からカテーテルを挿入して、X線画像を見な
がら心臓の外側の血管まで送り、閉塞部位の血栓をウロキナーゼで溶
かすのです。また、コレステロールが溜まって血管が狭くなって血流が
スムーズでない部分がある時は、その狭くなった部分でバルーンを膨
らませて広げます。私の教え子の大学院修了者がテルモの研究員でし



たので、特別に頼んでそのカテーテル(ただし開封品)を参考までに入

手したことがあります。細長い透明のチューブ状で使い捨てであり、新

品なら確か1本25万円するとか言ってました。

以上のように、このＡ氏は、幸運がいくつも重なり、心筋梗塞の崖っ

ぷちからめでたく無事に帰還できました。このケースでもやはり人の病

気や命における運命・宿命を感じます。そしてＡ氏から実体験に基ずく

心筋梗塞の色々を詳細に教えてもらい、今後に向けて非常に参考に

なりました。皆さんも大いに参考にして助かってください。心筋梗塞の

場合にも、早期発見・早期治療が重要です。このＡ氏に限らず、他にも

何人かの経験者に聞きましたが、左肩の凝りや胸部に違和感があるの

は共通のようです。



エリキュースの作用メカニズム
血液凝固は、非常に複雑な多数のステップ・因子で行われています。

本剤は、血液凝固に関与する活性型血液凝固第Xa因子を選択的に阻
害する作用があります。Xa因子を直接阻害することでプロトロンビンか
らトロンビンの生成が阻害され、最終的にはフィブリンの生成が阻害さ
れることで血栓の発生を抑制します。なので、ワーファリンとは作用メカ
ニズムが異なりますので、服用者が納豆や緑色野菜を食べてはいけな
いということはありません。血液凝固だけの専門書も手元にあります。

血液凝固因子の一つにカルシウムイオンがあります。つまり凝固には
カルシウムイオンが必要なのです。ところが、クエン酸ナトリウムは、カ
ルシウムイオンと強く結合するキレート剤なので、研究での血液凝固防
止用によく使われます。たとえばラットから採血して何かの研究に使お
うとします。そして採血した注射器から血液を小型試験管などに移しま



すと、ごく短時間のうちに凝固してしまい、その試験管を逆さまにしても
血液は流れ出ないほどになって、研究に使えません。そこで凝固を防止
するためにクエン酸ナトリウムを少量あらかじめ入れた試験管に採血し
た血液を移して軽く攪拌すると凝固が防げて、その血液を何かの研究
に使うことができます。このようなことは実際によくやりました。ヘパリン
は、メカニズムは異なるものの同様の効果がありますが、高価ですし普
段は使いませんでした。



『エコノミークラス症候群』について

この名称は俗称であり、正式には『静脈血栓塞栓症』と言います。海
外旅行の往復で国際線の飛行機に乗る時に、エコノミークラスしか乗っ
たことのない人もおれば、逆にエコノミークラスには乗ったことのない人
もおり、人生まちまちですので、問題のある差別用語です。私は全ての
クラスに乗ったことがあるので相互比較が容易ですが、まずは占有ス
ペースが、それぞれのクラスでかなり違いますし、さらにサービス内容
などからすると価格に大差があっても仕方ありません。エコノミークラス
の座席は、確かにかなり窮屈ですし、太ももが当たる椅子の角の部分
が固くて、太ももの膝近くを圧迫しますので、こんな状態で15時間も座っ
てニューヨークへ行ったら、下肢の血流が悪くて血栓ができてもおかしく
ありません。時々立って軽い体操をして血栓予防をしないといけません。
関空の係員に実際に聞いたところによると、海外旅行から帰って来て関
空へ到着した人で、年間に数人はエコノミークラス症候群で入国時に空



港で倒れるとのこととです。『エコノミークラス症候群』という名称からす
ると、エコノミークラスの飛行機に搭乗した時だけに起こるようにも思え
ますが、そうではなくて、血流が悪くなるような状態であれば、どこでも
起こりますので要注意です。日本では特に正座がいけません。以前に
伊勢神宮でお神楽をお願いしたのですが、いくつかあるうちで最長のお
神楽を頼んでしまい、まさか板の間の板の上に座布団も敷物も無しで、
かなりの時間正座をさせられるなんて予想ができず、終わっても足がし
びれて立てず、しばらくは歩けませんでした。このような状態は、最悪の
エコノミークラス症候群源です。場所が場所なので、足を崩したくても崩
すことができず、ずっと我慢してましたが、足には最悪です。板の間に
長い時間の正座とは知りませんでした。

その他に、日本独特の行事やお稽古事などにも、エコノミークラス症
候群源が色々とあります。たとえば、茶道、華道、法事などでは、正座
せざるを得ません。もっとも最近の法事では、お寺に小さな簡易腰掛が



用意してあり、それに座れば大丈夫です。さらに最近のお茶会では、足
の悪い人のために小型の椅子が用意してあることが多く、助かります。

とにかく血流が悪くなるようなことや一時的に止まるようなことは、一
切してはいけません。正座もその一例です。血栓ができて、脳や心臓
や肺の血管を詰まらせて死ぬことがあります。『お行儀』と『死』、どちら
が重要ですか。いくらお行儀が良くても死んだら話になりません。



注目

殺鼠剤にワーファリンを使うのは、ネズミがエサと共に食べると、血液

凝固が阻害されて、全身が出血傾向となり、腹腔内出血などが起こり

死に至るのだそうです。ネズミを殺す薬と人のエコノ

ミークラス症候群予防の薬とが同じ成分とは不思議

な因縁ですねー。しかも桜の香り成分が、分子構造

的にワーファリンの始祖とは、どういうことでしょうか。

桜の香りは、外国の人たちも好きなようです。

『桜の香り』と『エコノミークラス症候群予防の薬』と

『殺鼠剤』が分子構造的に直接関係していることを

知っている人は、ほとんどいないでしょうね。



終りに

納豆や緑色野菜は健康食品なので、全ての人に無条件に大いに食

べてくださいとは決して言えず、前原稿に書いた発がん物質のニトロソ

アミンの生成や、今回のワーファリンの効力無力化の問題もあり、該当

者は食べてはいけないとか要注意なのです。健康長寿法も一筋縄には

いかず、ケース・バイ・ケースであり、専門的な知識がないと、納得して

正しく実行するのはかなり難しいのではないかと思います。

今回で特に言いたいのは、『正座とかの血流が悪くなるようなことは、

決してしないでください。 』 です。



終り

とにかく皆様の健康長寿をお祈りします！


