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アガリクス茸はがん患者の生活の質
︵ＱＯＬ︶を改善
厚生労働省がん研究助成金を用いた
﹁がんの代替療法の科学的検証と臨床応用に関する研究﹂班において
﹁がんの補完代替医療ガイドブック﹂の制作にかかわり︑研究班として公的予算による
アガリクス茸製品を用いたヒト臨床試験の実施に携わった
帝京大学医学部の大野先生に
今回発表されたアガリクス茸に関する論文についてお聞きしました

大野先生がアガリクス茸を研究しようと
思ったきっかけは？

私は１９９８年に医学部を卒業し︑消化
器外科の研修医として病棟に勤務していた
のですが︑がん患者さんが何か健康食品を
利用しているというのは感じていました︒
その後︑２００２年に金沢大学に移り︑が
んの補完代替医療︵医療機関での治療のほ
かに民間療法などで補完する医療のこと︶
を研究するグループのメンバーとしてかか
わり︑
﹁がんの補完代替医療ガイドブック﹂
を編集制作しました︒ここには補完代替医
療の実態調査が資料として載っています
が︑おおざっぱにいってがん患者さんの約
人に１人はなんらかの補完代替医療を利

さらに別の切り口で研究する必要があると

有効性を示唆する結果となっていたので︑

ト調査も学術論文として発表されていて︑

ける生活の質︵ＱＯＬ︶に関するアンケー

スを飲用しているがん患者800名弱にお

う研究結果がありました︒また︑アガリク

活性化と抗がん剤の副作用を軽減したとい

れ︑NK細胞︵ナチュラルキラー細胞︶の

試験が実施されており︑安全に投与が行わ

んに本物と偽者を飲ませるランダム化比較

ス茸に関しては︑抗がん剤治療中の患者さ

療の分野のみならず︑それをさまざまなア

になればＱＯＬは下がりますから︑西洋医

です︒どこかが痛い︑眠れないということ

ＯＬというのは重要なファクターになるの

そこで治療方針の決定の中に患者さんのＱ

観や意向なども含めて総合的に考えます︒

今は︑治療効果︑副作用︑患者さんの価値

む患者さんも少なくありませんでしたが︑

みが重要とされ︑その結果︑副作用に苦し

長く生きる︑つまり延命治療というものの

ざまな治療法があります︒以前は一日でも

在は︑がん患者さんの治療に関して︑さま

ス茸といっても産地︑作り方︑製造方法

ひとつ気を付けてほしいのは︑アガリク

のですね︒

アガリクス茸によってＱＯＬが改善される

して成果が得られたと考えています︒

今後の研究によりますが予備的な研究と

さらに︑どういった成分が有効なのかは

定 の 効 果 が あ る こ と が 確 認 で き ま し た︒

で す が︑ア ガ リ ク ス 茸 はＱＯＬ改 善 に 一

を取らないと正確なことはわからないの

ことをお勧めしたいですね︒

信頼のおけるものをご自身で選んで使う

今回の研究の際に仙生露を使用しました︒

す︒
私たちもデータや先行研究をあたって︑

れるものを使っていただきたいと思いま

較検討するという段階を経ます︒アガリク

用しています︒そして︑いちばん多く利用

思いました︒そこで西洋医学でがんの標準

プローチで緩和する必要があります︒です

で全く異なります︒お薬だと有効成分の

な ど で も 安 全 性︑有 効 性 が 変 わ り ま す︒

みられました︒今後︑アガリクス茸を飲

料や製造方法など品質管理を開示してい

考えてもらってもいいぐらいです︒原材

クス茸で︑約 パーセントの人が利用して

その中で一番多く使われていたのがアガリ

されていたのが健康食品・サプリメント︑

治療がいったん終わっている人たちを対象

から︑健康食品を含めた補完代替医療に

化学構造式が決まっていて︑どこの会社

帝京大学 特任講師医学部臨床研究医学講座
臨床研究センター 医学博士

とし︑手術や抗がん剤治療などで体力など

よってＱＯＬが改善するかどうかというこ

が作ろうと変わりが無いという前提で作

大野智

落ちている人たちがアガリクス茸を飲み続

とはとても大事な研究テーマになると私は

られています︒これが﹁ジェネリック医

全体として８項目の質問のうち５項目に

実際︑アガリクスという商品名がついて

ＱＯＬとはクォリティオブライフ︑つま

まなかったときや︑他の食品や医薬品と

るもの︑問い合わせにきちんと答えてく

いました︒あのとき病棟で飲んでいたのは
アガリクス茸だったのかと改めて思いなが
ら︑研究者としてきちんとした形で検証を
したいと思いました︒また︑これだけの人
が使っているということは患者さんが何か
しらの効果を感じているのではないかとい
う一臨床医としての好奇心も湧き上がりま
した︒
臨床研究のステップはまず︑安全性を確

がん患者の９５% 以上の方が健康食品・サプリメントを利用しており、
アガリクスの利用率は約６０％と際立って高いのがわかる。

かめ︑次に有効性︑更に︑他の治療法と比

出典：「厚生労働省がん研究助成金 がんの代替療法の科学的検証と臨床応用に関する研究」より

60.8％
96.2％

今回の研究ではそうなりました︒ただ︑

けることによってＱＯＬが改善するかを研
思っています︒

薬品﹂ですね︒ところがアガリクス茸な
ど食品の場合は︑栽培方法や生産地によっ

ようなＱＯＬの評価をする際に世界的に使

おいて改善が認められました︒さらに詳

いても︑アガリクスの菌糸体︵キノコに

研究の結果はいかがでしたか？

究することにしました︒仙生露を毎日飲ん
でもらい飲用前と飲用６か月後にそれぞれ
ＱＯＬに関しての８項目の質問票を渡し︑

われているもので︑大きく分けて身体的健

細に分析していくと︑男性は主に身体的

なる前の菌糸︶のみを使っているメーカー

て栄養も全く変わってくるし︑製造方法

康度︑精神的健康度についていくつかの質

健康度の改善︑女性は精神的健康度が改

と子実体︵キノコ︶を使っているメーカー

りその人が人間らしく生きられるかという

比較したときはどうなのかというデータ
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AHCC
漢方薬
キトサン
7.4％

アガリクス

プロポリス
28.8％

健康食品・サプリメント

サメ軟骨・霊芝・
ウコン他 3.0％

気功・鍼灸ほか
3.8％

表 B 健康食品・サプリメントの内訳
表 A がん患者さんが利用する補完代替医療

回答してもらいました︒この質問票はこの

問に答える形で評価してもらいます︒

善したという結果が得られました︒それ

があったり︑含有量も製品ごとにまちま
ちだったりすることが多いのです︒
同じ
﹁ア

から︑高齢︵

歳以上︶の方は身体的健

なぜＱＯＬの改善に関して研究をしたので

康 度︵身 体 機 能・痛 み︶が 改 善︑若 年

ガリクス茸﹂といっても違うものとして

ことを尺度としてとらえる考え方です︒現

すか？

︵ 歳以下︶の方は精神的健康度の改善が
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大野智インタビュー
帝京大学特任講師
大野智インタビュー
帝京大学特任講師

2
大野智（おおの さとし）
帝京大学医学部臨床研究医学講座 特任講師／早稲田大学先端科学・
健康医療融合研究機構 客員准教授 1971 年、静岡県浜松市生まれ。
1998 年島根医科大学（現島根大学医学部）卒業。
腫瘍免疫学、がん免疫
療法を主な研究テーマにしているが、補完代替医療や健康食品にも詳
しく、
「がんの補完代替医療ガイドブック」
の作成を担当した。
帝京大学
緩和ケア内科、東京女子医科大学消化器外科などで癌患者の診療に当
たっている。
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﹁アガリクス茸 仙生露﹂にはどん

な栄養成分が含まれていますか？

ビタミンが八種類︑ミネラルが九

種類︑必須アミノ酸が九種類全て︑準
必須アミノ酸が三種類︑核酸が六種類︑
その他アミノ酸が八種類︒三種類のそ
の他栄養成分も含まれています︒さら
に︑ABMK

−
などの低分子有用成

分も確認されています︒

どんな種類がありますか？
﹁アガリクス茸 仙生露﹂は大きく分
けて︑顆粒タイプとエキスタイプの二種類
があります︒顆粒タイプはスティック袋に

も気軽にできるファーマシーカネコ、金
子道彦さんにお話をうかがった

かけがえの無い人生において
「健康」
こそもっとも大切なもの。
そんな健康をサポートする仙生露の様々なご質問にお答えします。

すればいいでしょうか？

てもなかなかできないと思います︒どう

がガンになった場合︑何かしたいと思っ

とても身近になっています︒例えば家族

いかもしれませんが︑ガンという病気が

香月 最近︑公表する方が増えて来たせ

やっと自分に合うものに巡り合ったという

す︒健康食品をいろいろ試してみたけど︑

の社長時代から２０年近いおつきあいで

品だからです︒さらに私どもの薬局は先代

され︑様々な安全性試験も行われている商

専用施設での栽培︑さらに２０年以上販売

香月 薬局というとやはり薬を買う場所

いでしょうか？

薬局に相談するという手もあるのではな

いんですよ︒術後の体力面などの不安は

すというよりは︑ご家族と話す機会が多

作り気軽に相談できる場所を作っておくこ

不安はあると思います︒かかりつけ薬局を

はないのですが︑術後などは在宅ケアで︑

金子 はい︒ガンは昔のように不治の病で

薬局に相談ですね︒

香月 まずは病院でしっかり治療︒そして︑

お客さんが多いのも仙生露の特徴です︒

というイメージですが︑こういった相談
とが大事です︒その為に薬剤師も日々勉強

薬局は︑患者さんご本人に直接話

もできるんですね︒
を積み重ねていますので︑安心してお気軽

金子

金子 健康食品やサプリメントに関する
にご相談下さい︒
香月の取材後記
年齢︑性別問わず一番人気
は仙生露だそうです︒先代
の社長さんのときからのお
つきあいという仙生露︒祖父母の代から
お客さんとして薬局に通っている方もい
るそうですから︑信頼できるものしかす
すめられませんよね︒

相談もできます︒お医者さんだとなかな
か聞けないことを聞く場所でありながら
最新の情報を提供する場所であることを
心がけています︒
香月 健康食品というと︑アガリクス茸や
プロポリスなどの様々な商品があって︑ど
れを選択していいのか︑難しいですよね︒
金子 そうですね︒最近は有名スポーツ

基本的に食品ですので問題ありませ

ませんか？

薬と併用して飲んでも問題あり

創業 140 年の調剤薬局で、金子さんは
4 代目にあたるそうです。店内は明る
い雰囲気で薬剤師さんたちも聞けば何
でも相談に乗ってくれそう。相談コー
ナーもあるのでじっくり話もできます。

選手が使っているということで︑
﹁アガリ
クス茸﹂に興味を持ち︑相談に来る方も
多いです︒
香月 では︑アガリクス茸の中では︑ど
れがいいでしょうか？
金子 もちろん﹁仙生露﹂です︒私たち
も安心して勧めることができます︒使用
しているアガリクス茸は国産で︑しかも

ルトパックになっていますので︑グラスに
移してそのままお飲みください︒
どんな味がするのですか？

キノコの味です︒キノコの味が苦手

な方は︑オレンジジュースで割ったり︑
お味噌汁に混ぜたり︑スダチを２〜３滴
入れるだけで︑とても飲みやすくなりま

ファーマシーカネコ

ん︒治療などでキノコを制限されている場
合やご心配な方は医師にご相談ください︒
人工栽培のメリットは何ですか？
健康食品は︑常に高品質な原料を安

など味が苦手な方にもお召し上がりいた

いただければ︑風味も増す上に︑お子様

によって大きな影響を受けます︒常に高

リクス茸は生育環境︵土・水・気候など︶

定的に確保しなければなりません︒アガ

品質のアガリクス茸を生産し続けるため
には︑アガリク

が︑１日１袋〜３袋が目安です︒様子を

食品ですので特に指定はありません

人工栽培が必要

的に実現できる

環境だけを継続

いい状態で育つ

ス茸がもっとも

見ながら︑ご自分にあった量をお飲みく

となります︒
他社の製品と比べて吸収力に違
いはありますか？
キノコは細胞壁が硬く︑そのまま食べ
ありません︒ご自身の体調とご相談の上︑

好みもありますので︑食後でも全く問題

スの商品はキノコから有用成分を熱水抽出

こで︑
﹁アガリクス茸 仙生露﹂ではエキ

ても栄養のほとんどを吸収できません︒そ

れるように工夫されています︒

に摂れるだけでなく︑植物繊維も同時に摂

凍結乾燥しているので︑有用成分が効果的

水抽出した後︑キノコと有用成分を一緒に

まま粉末にするのではなく︑有用成分を熱

しています︒顆粒の商品については︑その

ご飲用ください︒

されている方が多いようです︒味などの

ありません︒朝食前などの空腹時に飲用

医薬品ではないので︑特別に定めは

いつ飲んだらいいですか？

ださい︒

飲む量はどれくらいですか？

だけます︒

す︒カレーなどの味の濃い料理に入れて

千葉県市川市市川 1-6-14
カネコビル 2F
TEL:047-322-2420

気軽に薬剤師さんにも相談できます。
香月よう子
（かつき ようこ）
フリーアナウンサー、きてきて先生プロジェクト代表として社会
人講師と子供たちの出会いを演出。現在ラジオ NIKKEI「グ
ローバルヘルスカフェ」にて国際医療協力の番組出演中。

入っていますので︑そのままお水などと一
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ガン患者を抱える家族は不安なことも多

い。そんなときに頼りになるのがかかり

つけ薬局。薬だけでなく健康食品の相談

Q＆A
アガリクス茸仙生露

仙生露生活のススメ
アガリクス茸仙生露 Q＆A
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アガリクス茸の情報は、
なんでも相談できる薬局で

もっと知りたい！

A

Q
A

仙生露生活の
ススメ

