
のアルミニウムを、似た性質を持つアイ

ソトープで置き換えることがあります。そ

の手法はストリクト同型置換として知られ

ています。この方法でアルミニウムが人

間に何か役割を果たすかどうか、より確

かなレベルの知識を得ることができます。

人間のアルミニウムの代謝状況を知ると

いうのが質問だったと思いますが、これ

はきわめて難しいと思います。人間に重

大な悪影響を及ぼすアルミニウムの閾

値が、かなり高い数値であることが理由

です。またこの方が懸念されるような閾

値レベルに近い患者を、みいだすことが

できるかどうか疑わしいと思うからです。

それは実際には起こらないことと言えそ

うです。

武田　現時点では、通常の診療環境で人

の排泄機能が正常かどうかを評価するの

は難しいことでしょうか。　

ウィリアムズ　難しいと思います。飯塚先

生のご説明のとおり、アルミニウムはほと

んど大部分がトイレで腸から排泄されます。

ということは、全身からの排泄のパターン

を完全に把握するためには、これらの排

泄物を集めてアルミニウムの分析をしなく

てはならないということです。アルミニウム

が存在するトイレットペーパーの切れ端ま

で集めますが、アルミニウムの分析にわ

ずかでも影響をあたえないトイレで、分析

結果に影響なく排泄することはほとんど

不可能です。これはかなり非現実的で、

私の考えではこの分野の研究は科学的

に賢明な方法ではないと思います。

武田　アルミニウムの摂取、排泄に関連し

てまた別の質問がありました。高齢者や

子どもたちのアルミニウムの排泄機能は、

成人とは違うかどうかを知りたいということ

です。

ウィリアムズ　そのとおりです。非常には

っきりと違います。消化管からの吸収物の

生体利用能は、幼児と大人、50歳以上

ではこの点の詳細なメカニズムを明らか

にするのは困難です。しかし、ウィリアム

ズ先生が述べた化学形態について考え

るなら、アルミニウムが小さな錯体を形成

している場合は、非常に速やかに排泄さ

れるものもあります。そしてアルミニウムが

また別の結合で器官にくっつけば、排泄

はそれよりも遅くなります。

　二つ目の質問についてですが、6ｍｇと

いう摂取レベルのとき、10から20μgが排

泄されます。吸収されないアルミニウムが

どうなるか。おそらくは便のなかに排泄さ

れるのでしょう。

武田　他のパネリストの方々にも、それぞ

れの回答者による回答を補っていただき

たいと思いますが、つぎにウィリアムズ先

生への質問の内容を要約します。

　お話の中で、アルミニウムの代謝と人体

の排泄機能の重要性を説明されましたが、

それをチェックし、アルミニウムの代謝が

適切に機能しているかどうかを知る良い

方法はありますか。

ウィリアムズ　アルミニウムは人間の体内

では識別できないということが問題です。

ボランティアの人たちにお願いして調べ

るにしても、有用なアイソトープがありませ

ん。またアルミニウムは自然界に広く存在

するので、アルミニウムが生化学的に利

用されたのか、またはバックグラウンドの

汚染であるのかをはっきりつきとめること

ができません。人体中で識別のできない

元素として亜鉛があります。亜鉛は無色

で利用できるアイソトープもありません。

亜鉛は人体にとって必須元素で、私の教

室の研究員が傷が治癒するときの亜鉛と

銅の役割を調べていますが、この二つは

非常に重要な相互作用をします。この亜

鉛を調べるとき識別可能な元素であるコ

バルトと置き換えることがあります。コバル

トは使いやすいスペクトルを持ち、便利な

アイソトープもあります。このように人体中

武田　これからパネルディスカッションを

始めます。本日は400名の方々にご出席

いただき、手元には34枚の質問票が集ま

っています。それでは、各パネリストへの

質問をみていきましょう。

　最初は、飯塚先生への質問です。質問

は二つです。一つは先生の講義でふれ

られた吸収代謝についてです。アルミニ

ウムの代謝には二つの型があって、早く

代謝、吸収がおこなわれるものと、吸収が

ゆっくりのものがあると説明されましたが、

吸収速度をきめる仕組みはどのようなも

のでしょうか。これが最初の質問です。

　二番目の質問です。アルミニウムの摂

取と排泄についてで、アルミニウムを6mg

摂取すると、約20μgが排泄されます。残

りのアルミニウムはどうなるのでしょうか。

蓄積して体内に沈着するのですか、また

排泄されない残留アルミニウムはどうなる

のでしょうか。

飯塚　最初の質問についてです。速やか

に排泄されるものと、速やかに排泄されな

いものがあります。制酸薬を例に取りまし

ょう。もしその尿中への排泄を追跡すれば、

半減期は8時間であるといえます。これは

かなり速い代謝です。次に通常決まった

間隔で鎮痛薬を飲む人の場合を考えます。

月経の終わった女子学生について月経

の一週間後から、毎日アルミニウムの排

泄を測定しました。アルミニウムを含む鎮

痛薬を規則的に服用する人は、アルミニ

ウムを含む鎮痛薬を服用しない健康な人

に比べ、アルミニウムの排泄レベルは高

いのです。これはこの人たちの取った鎮

痛薬が体のどこかに蓄積して、尿中に排

泄され続けていることを示します。変化が

非常に速いために測るのが難しい血中

濃度レベル測定をおこなっても、体内に

非常に微量に存在しているアルミニウム

のために、体内のアルミニウムをトレース

することは難しいです。そのため現時点



のがわかると思います。それは、生命、死、

リスク、安全といった言葉です。難しい用

語を使って人々がテレビを消してお茶を

入れては何もなりません。たとえば、亜鉛

欠乏症は「腸性尖端皮膚炎」と言います。

もしテレビでこう言ったら誰も興味は持た

ないでしょう。亜鉛といえば興味をつなぐ

ことができます。スライドでお見せしたよう

に亜鉛は健康食品店で買えるからです。

小学校で安全な道路のわたり方とか、自

転車の乗り方とか、ナイフの扱い方を教

えるのと同様に、小さなこどもたちにリスク

について教えることはできると思います。

医学や病気、エネルギーのことを話す必

要はありません。きっと学校のおもしろい

学科にすることができます。ほかのテーマ

ももちろんあります。リスクを冒す必要は

なくても、アドレナリンのもたらすわくわく

した気分を求めてあえてリスクを冒す人が

います。有名な人物として、バージンエア

ラインやそのほかバージン系列会社のオ

ーナーであるサー・リチャード・ブランソン

氏の名をあげてよいかと思います。熱気

球で世界一周を試みて成功をおさめました。

高速ボートレースにも参加していますが、

こんな大金持ちがリスクを冒す必要はあり

ません。それなのに彼はあえてリスクを冒

すのです。これで私は別の見方ができる

ことに気づきました。自ら望んでおこなう

から冒険はリスクではないということです。

反対に、家の近所に工場を建てられたり、

いつかは放射能汚染をもたらす放射性

廃棄物を処理したり、政府があなたの暮

らしている場所に空港建設を決めたとい

うことは、強制されたものになります。つま

りリスクの程度には差があるのです。強制

されたか、自発的かによってリスクの受止

め方も変わります。またリスクの結果が直

接的でただちにあらわれるならば、10年、

20年先に結果があらわれるより問題は少

ないということも述べました。ガンに

された分野でした。私とほかの講演者が

明らかにしてきたように、なによりもまずア

ルツハイマー病では脳のアルミニウムの

増加はありません。第二に、私たちはア

ルツハイマー病の病因にかかわるさまざ

まな分子レベルでの神経変性のメカニズ

ムがどのようなものかをよく知っていますが、

アルミニウムの関与はどこにもまったくな

いのです。現在では、これは非常に陳腐

な科学分野となってしまいました。1998

年7月、アムステルダムで開かれたアルツ

ハイマー病と関連疾患についての国際

会議で報告された1,300余件の論文のうち、

アルミニウムに関するものはわずか1件で、

しかもそれはアルツハイマー病とは無関

係な組織培養細胞へのアルミニウムの影

響についてというものでした。

武田　ウィリアムズ先生へ別の質問です。

先生の、英国におけるリスクの定義につ

いてのご講演は、よく理解でき同意できる

ものですが、しかしある方が、こういったリ

スクに関する理解、あるいはリスクの定義は、

英国の一般の人々に十分理解されてい

るいるものかどうかを質問しています。

ウィリアムズ　答えはやや気が重くなるよ

うなものです。というのは、英国の人々は

科学やリスクという事を議論するのが、あ

まり好きではないからです。ジョン・クリー

ズという有名な俳優がいて、今はフォー

ルティタワーズという続き物のコメディ番

組に出演していますが、彼がこう言いまし

た。テレビで化学の話でもしようものなら、

何百万人かの人が即座に立ってお茶を

入れに行くだろう、と。私が思うのは、テレ

ビでリスクについて話したら、今度は一人

残らず席を立ってお茶を入れに行ってし

まうでしょう。私たちは関心を持ってもらう

よう努めなくてはなりません。私がリスクと

は何かについて最近書いた本の、最初

の数ページを読んでいただければ私が

専門用語を簡単な言葉で表現している

の成人、60歳以上の成人とでは異なって

います。たとえば60歳以上では、消化管

の機能が衰えるため栄養不良気味の人

がたくさんいます。40歳のときほどにはビ

タミン類や微量元素を吸収することができ

ません。最近は私のような高齢者に対して、

体重を落とすためのダイエットはあまり気

にしなくてもよいから、たっぷり食物を取

るようすすめる傾向がありますが、これは

そのためです。さて、ヒトにはそれぞれの

食事、摂取物についての特徴的なパター

ンというものがありますが、これが異常の

分布の調査に影響を与えます。つまり、

正確な平均的な調査対象を選ばなくては

なりません。たとえば私が調べた集団で、

アスベスト作業従事者というグループは、

この点で比較のできる群として、同一の

年齢分布、性別分布、および体重分布、

などを持たなくてはなりません。それから

さまざまな薬理学的視点から、十分な対

照群との比較は非常に難しいものです。

こんにち私たちは皆異なったライフスタイ

ルを持ち、食べるものも多岐にわたって

います。

武田　次の質問は毒性や人間の健康へ

害をあたえる化学種に関連することです。

このような質問です。お客さまからアルミ

ニウムの鍋を使うと、アルツハイマー病に

なる危険が増すのではないかと聞かれま

すが、こうした質問にはどう答えればよい

のでしょう。同様の質問で、アルミニウム

の金属片を飲み込んだら有毒でしょうか、

それとも何ともありませんか、というものです。

ウィリアムズ　私の意見は、この二つの質

問に対する答えは二つとも「ノー」です。

イクバル　付け加えさせていただくと、私

が講演中に述べたとおり、実際、アルツ

ハイマー病の病因としてアルミニウムがな

んらかの役割を果たしているという証拠は

どこにもないのです。この問題は一昔前

の60年代から70年代には、さかんに研究



量1gに対し4μgであると報告されています。

そしてこのレベルで神経毒性を持つとい

う報告はありません。アルツハイマー病の

研究者たちは、アルツハイマー病の病因

にアルミニウムが果たす役割について意

味をなすような証拠があるとは考えていま

せん。私は今年の7月にワシントンDCで

開かれる次のアルツハイマー病およびそ

の関連疾患の国際会議の準備をしてい

ますが、アルツハイマー病に関してアルミ

ニウムが関与するというアブストラクトは、

まだ一通も受け取っていません。故ヘンリ

ー・ヴィスニスキー先生の研究は、高濃度

のアルミニウムをウサギに直接注入して、

てんかんを引き起こしました。ウサギはて

んかんになり、細胞骨格の蛋白質にある

種の変化を起こしますが、そのほとんどが

運動性の神経です。ウサギでアルミニウ

ムが誘発する脳症はアルツハイマー病と

は関係がありません。ウサギにはアルミニ

ウムで引き起こされる病気がありますが、

ヒトにそれに相当するものはありません。

今までのところアルミニウムによる神経毒

性の事例はヒトにはありません。わかって

いることはここまでだと考えています。

　透析脳症にアルミニウム製剤がなんら

かの影響を与えたかという、質問二に関

してですが、これを明らかにするのは難し

いと思います。透析脳症の症例では血液

の透析のため、大量のアルミニウムが直

接静脈に入りました。透析脳症では大量

のアルミニウムが血液中にあったにもか

かわらず、アルツハイマー病にはなりませ

ん。透析脳症には完全に別の病理があり

ます。アルツハイマー病の病理とは関係

がありません。このようにアルミニウムはア

ルツハイマー病の病因に関与しないことが、

はっきりと証明されました。

　最後に、アルツハイマー病の遺伝的因

子についてですが、これにもとづいた治

療法があるとすれば、皆さんがご承知の

一時は非常に有力であった分野の発展

をいかに阻むかを示しています。何年も

前のことですが、貴国の東海村の核廃棄

物再処理工場をじっくり見せてもらうという

機会がありました。そして今の東海村の発

展を、このあいだの事故も含めてみると、

リスク認識の様相が完全に変わりました。

過去の過ちからいかに学んできたか、ま

たいかに技術の発展を減速させるかにつ

いて多くの研究があります。

武田　ここからの四つの質問はイクバル

先生にお答えいただくのがよいと思います。

この質問者の方は、2年前に故ヘンリー・

ヴィスニスキー先生がこのフォーラムで話

されたことを正確に覚えておられて、質問

を下さいました。「ヴィスニスキー先生は、

アルミニウムの摂取は脳の機能不全ある

いは障害を引き起こす可能性があると言

われました。それはアルツハイマー病の

病理とは違うものですが、このフォーラム

はアルミニウムと健康に関したものなので、

このアルミニウムによる脳の機能不全に

ついてなにかコメントをいただけますか」

との質問です。関連する次の質問ですが、

科学的にみて透析脳症はアルミニウム製

剤による治療が原因ではないとはっきり

言えるのでしょうか。三番目の質問です。

アルツハイマー病の遺伝因子がわかって

きたと聞きましたが、アルツハイマー病の

遺伝子解明は治療法へなにか影響はあ

るのでしょうか。

イクバル　第一の質問ですが、アルミニウ

ムがなんらかの脳の機能不全を引き起こ

すかどうかについては、本日の先生たち

が非常にすぐれた発表をされたと思います。

彼らはアルミニウムは実際には体内に蓄

積しないということを明らかにしました。毎

日のアルミニウムの摂取に比べ血清中の

アルミニウムのレベルは、それもとくに脳

においてはきわめて低いものです。脳内

のアルミニウムの最大値は、脳の乾燥重

かかったら、これは徐々に進む慢性的な

問題です。これには多くの見方がありま

すが、こうしたことは、簡単な一般の人の

言葉で語ることができます。私たちは大

学の職員や企業で働く人たちに、こうした

専門家ではない人々の言葉に耳を傾け、

ビデオを制作するよう奨めています。自

分の家族、友人、近隣の人々との科学や

リスクについて対話できるようにです。

武田　これは非常に重要な課題で、ウィリ

アムズ先生が説明された内容は私たち

の社会でも論じられなければならないと

思います。安全とリスクとは｢0｣か｢1｣かで

はなく、複合的な視点で捉えるべきという、

ウィリアムズ先生のお考えに深い感銘を

受けました。このような考え方がこの国で

も議論されることを願いたいと思います。

あるいは私たち日本の社会は潔癖で単

純なのかも知れません。ドイツもそうかも

しれません。精神医学的に言えば、ドイ

ツの言葉で「Zwanghaft（強迫的）」という

表現ができそうですね。もしかすると私た

ちは潔癖すぎ、実際には、何がより安全

で何がリスクであるか、またリスクでないか

を気にしすぎるのかもしれませんね。

ウィリアムズ　一つ補足させていただきた

いのですが。最後に述べられたことに私

はまったく同意見です。たとえば、核分

裂や核エネルギーは1939年に発見され

ました。そして本格的な電気をつくりだす

最初の原子炉は、17年後にイングランド

のカルダーホールに建設されました。核

分裂の発見から原子炉を作り出すまでに

17年です。今は2000年ですが、私たちは

原子炉から出る大量の廃棄物をいまだ処

理できずにいます。それは廃棄物処理の

リスクをあまりに重大に考えすぎていると

私には思える社会の認識のためです。廃

棄物はバックグラウンドのレベルを越えな

いこともしばしばあります。社会の認識と

低いリスクに対しても厳格であることが、



チール缶入りです。もし手に入ればデー

タを取るのですが、入手できないのです。

武田　アルミニウムの摂取量が高ければ、

尿中に多量のアルミニウムが出ます。し

かし本当はこれは問題ではないのです。

ご存じのように何を摂取した場合であれ、

一部は吸収され、それ以上のものがなん

らかの方法で排泄されるのです。問題に

されなければいけないのは、アルミニウム

が私たちの健康に長い目でみて有害な

作用をするかどうかです。アルミニウムは

健康上有害でしょうか。

イクバル　これはキーポイントになる質問

ですが、私たちが現代の生活の中でさらさ

れるレベルのアルミニウムが、健康上有害

であるという証拠はまったくありません。私

たちが飲み物をアルミ缶から飲もうと、スチ

ール缶から飲もうと、ボトルやガラスのビン

から飲もうと問題はありません。アルミニウ

ムの吸収量に対して、なんらかの神経疾

患を生じたという証拠はみつかっていま

せん。缶の種類についてほかをやめて一

つにするべきだとは思わないので、これ

は重要なことだと思います。つまり、そう

する意味がないのです。もちろんたくさん

摂取すれば、吸収量が多くなるのが自然

です。しかし、ウィリアムズ先生のデータ

で見事に説明されたと思うのですが、吸

収される量は毒性を及ぼす可能性のある

量に対し、非常に低いものになっています。

ここに目を向けなくてはならないと思います。

そうではないでしょうか。ウィリアムズ先生、

何か補足はありませんか。

ウィリアムズ　ここでは総量を問題にしても

意味がない二つの例として、バリウムと砒

素をあげましょう。健康診断や消化器に

問題があることが疑われたら、200gの硫

酸バリウムを飲むことになります。硫酸バ

リウムは、ミルクのようなＸ線造影剤でまっ

たく害はありません。もし塩化バリウムや

制酸剤に問題があることを意味するわけ

ではありません。より直接的、効果的な医

薬品の開発が常になされています。こうし

てみなさんは今、生まれたときの予期寿

命の40年ではなく、80年も生きられるの

です。

武田　さて、飯塚先生への質問をお読み

します。これはやや細かな質問です。飯

塚先生は、鎮痛剤や、ヒジキや、お茶に

ついて話され、尿中アルミニウム濃度を

測定したそうですが、そのとき、非摂取グ

ループおよび摂取グループの学生は、ど

こでどのようなものを食べ、また食物を制

限したのでしょうか。二番目の質問は、男

性と女性でアルミニウムの吸収に差はあり

ましたか。また、オレンジジュースのアルミ

ニウム濃度のデータでは、スチール缶と

アルミ缶を比較し、スチール缶のデータを

示しました。アルミ缶のデータはありますか。

このような質問をもらっております。

飯塚　私はヒジキと鎮痛剤とお茶で実験

をおこないました。学生たちのヒジキの実

験ではボート部の合宿で寮にいたので、

同じ場所にいて同じ食事を摂り同じ運動

をしており、摂取グループと非摂取グル

ープの基本条件は同一でした。お茶につ

いては医学部の学生でおこないました。

彼らは寮に三泊し同じ食事をとりました。

ときどきビールを飲む者がいて、そのデ

ータは削除しました。

　女性と男性の違いを比較する研究はお

こなっていません。ヒジキについては、女

性についてのみ調べました。お茶の調査

は、女性も男性とともに含まれていますが、

大部分は男性です。鎮痛剤については

女性のみです。その理由は実験の実施

を月経時に定めたからです。現在すべて

のオレンジジュースはスチール缶入りです。

以前はアルミ缶入りのジュースもありまし

たが、現在市場ではジュースはすべてス

とおり、それは私たちが遺伝子治療と呼

んでいる将来の治療法です。残念なことに、

遺伝子治療は現段階では未熟です。私

はこの数ヶ月内に完了すると思われるヒト

ゲノム計画に伴い、多くの革新的なアプ

ローチがなされると思います。いつの日

か遺伝子治療は可能となると思いますが、

現在は家族性アルツハイマー病の遺伝

子治療法はありません。

ウィリアムズ　補足を述べたいのですが。

こうした質疑応答の場でよく受ける真剣な

質問に、アルツハイマー病にならないた

めに自身で何ができるか、というものがあ

ります。私の答えはいつも次の三つです。

子どもの立場から一番重要なことは、両

親の選択です。もし遺伝的因子を受継い

でいたら、アルツハイマー病への一定の

傾向があることを認識することが大切だと

考えています。実行できる二つ目は、質

の良い教育を受けることです。脳を刺激

し続け可能なかぎり伸ばしていくことは、

若年性アルツハイマー病にかかりにくく

するでしょう。三つ目にお勧めするのは、

50年前に私の祖母が勧めてくれたことです。

「よく食べ、お皿の野菜を残さず食べ、外

へ出て新鮮な空気を吸い、楽しむこと」こ

れを皆さまにもお勧めします。化学者として、

制酸剤がなにかを引き起こすことがある

かというご質問について話せば、制酸剤

は常に研究の対象となってきて孤発性ア

ルツハイマー病とは因果関係がないことで、

健康上問題はないことが証明されました。

胃酸の形成と消化管の炎症の治療薬は、

生化学者、化学者、製薬会社により開発

が進められ、今は確かに潰瘍の治療には

抗生物質が、アルミニウムがベースの制

酸剤による古い方法よりはるかに用いら

れるようになりました。よりすぐれた医薬品

の開発によって制酸剤の使用が減ってい

るのがわかると思います。しかしこれは、



は手をつけません。体に貯えられた金属

を換金したいときには、定期預金を当座

預金に移す必要があります。これは生化

学的に簡単にできます。汚染物質を体内

に取り込んだ場合、それは溶出金属イオン、

低分子錯体、蛋白質との結合という形態

で循環系に入っていきます。これは病気

の治療に薬理学的に用いられる場合が

多いです。たばこを吸うと、煙の中のカド

ミウムを摂取することになります。肺から速

やかに吸収され、三つの形態がすべて形

成されます。その関係でカドミウムが株式

や預金にあらわれるまでには長い時間、

ときとして数日かかります。そして、生化

学者や薬理学者はこの低分子化合物に

注目しています。活性と言う場合、有益

性と毒性の両方あり有益か毒かは化学種

の種類によります。毒性化学種を放置す

ると危険ですが、循環バッファーが捕捉

するので、放置されることはあまりないで

しょう。

武田　こうした活性な化学種、アルミニウ

ムが特定の化学形態でもつ活性は、アル

ミニウムと銅、アルミニウムとマグネシウム、

シリコンの合金では変わるのでしょうか。

ウィリアムズ　はい、そのとおりです。どの

合金も化学的に異なった性質を持ってい

ますし、どの化学種もまた化学的に異な

った性質を持っています。それゆえそれ

ぞれが異なった影響を生化学的組織に

及ぼします。もちろんそれぞれの化学種

を個別に考えてください。

武田　わかりました。次はイクバル先生に

質問します。新聞か雑誌か何かで、市販

の鉄剤が痴呆症あるいはアルツハイマー

病に良いということを読んだのですが、鉄

がアルツハイマー病の病理に関わりがあ

るという理論的説明はあるのでしょうか。

そして次の質問です。ある方が質問して

います。アルツハイマー病の脳ではアルミ

ニウムが沈着しているのでしょうか。これ

武田　ウィリアムズ先生はご講演で、生体

中のアルミニウムには四つの異なる存在

形態があると言われました。低分子金属

錯体が一番活性が高いということでした。

その意味で、活性は生物の機能にとって

何か良くないことを意味するのでしょうか。

ウィリアムズ　まず最初にお金の例で考

えてみたいと思います。自分の資産につ

いて考えると、資産の分配には四つの方

法があります。私たちはポケットに小銭を

持っていますが、レストランでの食事や車

に燃料を入れるために小銭は使いません。

それでは足りないからです。当座預金の

小切手やクレジットカードを使うことが多

いでしょう。でも現金と小切手を相互に交

換するのは簡単です。しかし私たちは株

式や定期預金という違う形のお金も持っ

ています。そこで、私が急にガソリンを入

れたり、レストランの食事代を支払う必要

ができて、払えなかったらこのように言い

ます。「銀行口座にお金はありませんが、

三菱の株を持っています」 レストランでは

三菱に興味はないでしょうし、ガレージで

はガソリンを入れてくれないでしょう。

　体内にある金属について考えると、いく

つかの金属は骨にカルシウムがあるのと

同様に、骨に蓄えられています。もし私が

事故で動脈が損傷を受けショック症状に

陥ったら、これに対処するために、すなわ

ち血液を凝固させる過程には、三つの形

態からのカルシウムを必要とします。その

主なものは預金でいえば当座にあたる低

分子化合物のカルシウムです。これは血

塊を形成して血液が体から出るのを防ぎ、

治癒を助け、体のシステムでショックを和

らげる働きをします。同様に貧血につい

て考えた場合、鉄の一部は低分子化合

物を形成しています。当面の支払いに使

う費用のほとんどが、当座預金からクレジ

ットカードで支払われるのに似て、体の中

にある物質の長期的な預金には実際に

炭酸バリウムを200mg飲むと、人は死んで

しまいます。事実硫酸バリウムは殺鼠剤と

して売られています。バリウムについて考

える場合、安全な服用量や危険な服用

量は論じられません。硫酸を炭酸に変え

るだけで、ファクターは最低1000になります。

ある元素を有機化合物にすると、毒性と

健康を決めるうえで、100万というファクタ

ーを導入できます。砒素、元素記号Asを

例にとってみてみましょう。

　アメリカからおいでの皆さまに親しみを

感じていただけるよう、アメリカ東海岸から

一つの例を借ります。一匹のニューイン

グランドロブスターには、もし砒素酸化物

の形で存在したならばヒト一人を殺せるだ

けの砒素が含まれますが、アルセノベタ

インという有機砒素として存在するので、

まったく安全ですし、見た目も美しくおい

しい食べものです。しかし、酸化物の形で

存在していたなら致死量です。水銀も同

じことが言えます。水俣では惨事が起こり

ました。私たちのほとんどがアマルガムと

して歯に詰めている無機水銀は何も害は

ないのですが、水俣では水俣湾のバクテ

リアの作用で有機水銀に変わり、多くの

人を死に至らしめました。したがって元素

について一般化して、安全なレベルだと

か安全でないレベルだとかは言えないの

です。個々の元素には多くの化学種があ

ります。その化学種がそれ自身に特有の

生化学的特性と毒性を持っています。そ

して本日の講演で私が皆さまに伝えようと

したことは、正常で健康な体になんかの

脅威が懸念されるような毒性のアルミニウ

ム化学種は、その総量にかかわらず存在

しないということです。長年制酸剤で多量

のアルミニウムを飲んだ摂取者でみた極

端な場合でさえ、測定された総量は、有

害なレベルを示すものではないのです。

というわけで私はこの点についてイクバル

先生とまったく同じ考えです。　　　　　　　



病の病理にアルミニウムが関与するという

根拠は何もありません。

武田　受け取った質問の中で、イクバル

先生はご自身の実験室でおこなわれた研

究にもふれられました。彼の回答は今聞

いたとおりです。現実にアルツハイマー病

患者の脳内アルミニウム濃度レベルは増

加していません。さて、限られた時間で34

の質問のすべてにお答えしなくてはなりま

せので、私は似た内容の質問も包含する

代表的質問を選択してきました。もしかす

ると質問のいくつかを誤解しているかもし

れません。質問の中で意を汲めないもの

がありましたらお詫びします。質議応答に

ついては将来なんらかの形でフィードバッ

クしたいと思います。

　私たちは、アルミニウムの分子形態と摂取、

尿中へのアルミニウム排泄、体内でのア

ルミニウムの動態について、本日の講義

でたくさんのことを学びました。またリスク

と安全の問題や、安全の概念についても

うかがいました。リスクに対する安全は、

私たちが使ってきたとても単純な捉え方

です。しかし私たちはこれからこの問題に

ついて、もっと幅広い考え方をしていか

ねばならないと思います。イクバル先生に

は、アルツハイマー病に関する最新の理

解を示していただきました。タウのリン酸

化は不可逆ではないということは、アルツ

ハイマー病の治療に関し一般にアルツハ

イマー病は治らないと考えられていました

が、研究が進めば治療と回復に希望を持

つことができるかもしれません。

　時間が来ましたので、フォーラムを閉会

させていただきたいと思います。もう一度、

飯塚、ウィリアムズ、イクバルの先生方に、

とてもわかりやすい講演をしていただきま

したことに、心からの感謝を述べたいと思

います。本当にありがとうございました。

が二番目の質問です。

イクバル　最初の質問、鉄剤に痴呆症あ

るいはアルツハイマー病に対する治療的

価値があるかどうかについては、答えはノ

ーです。いまのところ科学的根拠はありま

せん。ご存知のように健康食品店には多

くのミネラルや、ビタミンや、サプリメントが

売られています。私はこれらはビジネスに

なるからだと思います。鉄を使ってアルツ

ハイマー病やほかの私の知っているかぎ

りの痴呆症を治療することには、科学的根

拠はありません。第二にアルツハイマー病

の脳内アルミニウムレベルについてですが、

講演のとおり60年代後半にマクラクラン博

士の研究が発表されています。博士らは

剖検されたアルツハイマー病脳からの顕

微標本を分析し、分析したサンプルの23

％は、乾燥脳蛋白質1gあたり4μg以上の

アルミニウムがあることを明らかにしました。

一方対照の脳は8％でした。後に私の研

究室で、故ヘンリー・ヴィスニスキー博士と、

ニューカッスルからおいでのマクダーモッ

ト博士との共同研究により、分析を繰り返

しましたが、再現性のないことが明らかに

なりました。アルツハイマー病患者の脳の

顕微標本を使用してさえ増加をみること

はできませんでした。この研究は1979年

Lancet誌に後にAnnals of Neurology誌

に掲載されました。それからレーザー吸

光分析を用いた研究があります。この研

究は、アルツハイマー病脳の組織切片に

おける神経原線維変化近くの病変域での

アルミニウムの増加を報告していますが、

これは実験上の人為的産物です。どうい

うことかというと、神経原線維変化のある

組織には多くの蛋白質があり蛋白質の凝

集がありますので、分析をおこなっている

蛋白質の塊はその顕微標本の中により多

くあるということです。これは方法論の人

為産物です。したがってアルツハイマー


