
別紙様式（Ⅴ）-１ 

機能性の科学的根拠に関する点検表 

 

１．製品概要 

商品名 健脂サポート 

機能性関与成分名 モノグルコシルヘスペリジン 

表示しようとする

機能性 

本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。中

性脂肪を減らす作用のあるモノグルコシルヘスペリジン

は、中性脂肪が高めの方の健康に役立つことが報告され

ています。 

 

２．科学的根拠 

【臨床試験及び研究レビュー共通事項】 

☐（主観的な指標によってのみ評価可能な機能性を表示しようとする場合）当

該指標は日本人において妥当性が得られ、かつ、当該分野において学術的に

広くコンセンサスが得られたものである。 

☐（最終製品を用いた臨床試験又は研究レビューにおいて、実際に販売しよう

とする製品の試作品を用いて評価を行った場合）両者の間に同一性が失われ

ていないことについて、届出資料において考察されている。 

 

☐最終製品を用いた臨床試験 

（研究計画の事前登録） 

☐UMIN臨床試験登録システムに事前登録している注１。 

☐（海外で実施する臨床試験の場合であって UMIN臨床試験登録システムに事

前登録していないとき）WHO の臨床試験登録国際プラットフォームにリン

クされているデータベースへの登録をしている。 

（臨床試験の実施方法） 

☐「特定保健用食品の表示許可等について」（平成 26 年 10 月 30 日消食表第

259 号）の別添２「特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事項」

に示された試験方法に準拠している。 

☐科学的合理性が担保された別の試験方法を用いている。 

→☐別紙様式（Ⅴ）-２を添付 

（臨床試験の結果） 

☐国際的にコンセンサスの得られた指針に準拠した形式で査読付き論文とし

て公表されている論文を添付している注１。 

☐（英語以外の外国語で書かれた論文の場合）論文全体を誤りのない日本語

に適切に翻訳した資料を添付している。 

☐研究計画について事前に倫理審査委員会の承認を受けたこと、並びに当該

倫理審査委員会の名称について論文中に記載されている。 

☐（論文中に倫理審査委員会について記載されていない場合）別紙様式（Ⅴ）
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-３で補足説明している。 

☐掲載雑誌は、著者等との間に利益相反による問題が否定できる。 

 

☐最終製品に関する研究レビュー 

機能性関与成分に関する研究レビュー 

（サプリメント形状の加工食品の場合）摂取量を踏まえた臨床試験で肯定

的な結果が得られている。 

☐（その他加工食品及び生鮮食品の場合）摂取量を踏まえた臨床試験又は観

察研究で肯定的な結果が得られている。 

海外の文献データベースを用いた英語論文の検索のみではなく、国内の文

献データベースを用いた日本語論文の検索も行っている。 

（機能性関与成分に関する研究レビューの場合）当該研究レビューに係る

成分と最終成分の同等性について考察されている。 

（特定保健用食品の試験方法として記載された範囲内で軽症者等が含まれ

たデータを使用している場合）疾病に罹患していない者のデータのみを対

象とした研究レビューも併せて実施し、その結果を、研究レビュー報告書

及び別紙様式（Ⅰ）に報告している。 

 

☐表示しようとする機能性の科学的根拠として、査読付き論文として公表され

ている。 

☐当該論文を添付している。 

☐（英語以外の外国語で書かれた論文の場合）論文全体を誤りのない日本

語に適切に翻訳した資料を添付している。 

 

☐PRISMA声明（2009年）に準拠した形式で記載されている。 

☐（PRISMA 声明（2009 年）に照らして十分に記載できていない事項があ

る場合）別紙様式（Ⅴ）-３で補足説明している。 

☐（検索に用いた全ての検索式が文献データベースごとに整理された形で

当該論文に記載されていない場合）別紙様式（Ⅴ）-５その他の適切な

様式を用いて、全ての検索式を記載している。 

☐（研究登録データベースを用いて検索した未報告の研究情報についてそ

の記載が当該論文にない場合、任意の取組として）別紙様式（Ⅴ）-９

その他の適切な様式を用いて記載している。 

☐食品表示基準の施行前に査読付き論文として公表されている研究レ

ビュー論文を用いているため、上記の補足説明を省略している。 

 

☐各論文の質評価が記載されている注２。 

☐エビデンス総体の質評価が記載されている注２。 

☐研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価

が記載されている注２。 

 

表示しようとする機能性の科学的根拠として、査読付き論文として公表され

ていない。 
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研究レビューの方法や結果等について、 

別紙様式（Ⅴ）-４を添付している。 

データベース検索結果が記載されている注３。 

文献検索フローチャートが記載されている注３。 

文献検索リストが記載されている注３。 

☐任意の取組として、未報告研究リストが記載されている注３。 

参考文献リストが記載されている注３。 

各論文の質評価が記載されている注３。 

エビデンス総体の質評価が記載されている注３。 

全体サマリーが記載されている注３。 

 

各論文の質評価が記載されている注３。 

エビデンス総体の質評価が記載されている注３。 

研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価が

記載されている注３。 

 

注１ 食品表示基準の施行後１年を超えない日までに開始（参加者１例目の登録）された研

究については、必須としない。 

注２ 各種別紙様式又はその他の適切な様式を用いて記載（添付の研究レビュー論文におい

て、これらの様式と同等程度に詳しく整理されている場合は、記載を省略することが

できる。） 

注３ 各種別紙様式又はその他の適切な様式を用いて記載（別紙様式（Ⅴ）-４において、こ

れらの様式と同等程度に詳しく整理されている場合は、記載を省略することができる。） 
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表示しようとする機能性に関する説明資料（研究レビュー） 

 

標題： 
「最終製品 健脂サポートに含有する機能性関与成分モノグルコシルヘスペリジンに

よる血中中性脂肪値低下の機能性に関するシステマティック・レビュー」 

 

商品名：健脂サポート 

 

機能性関与成分名：モノグルコシルヘスペリジン 

 

表示しようとする機能性：「本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。中

性脂肪を減らす作用のあるモノグルコシルヘスペリジンは、中性脂肪が高めの方の健康

に役立つことが報告されています。」 

  

作成日：2015年 4月 13日 

 

届出者名：株式会社ファンケル 

 

抄 録 
目的：健常人(血中中性脂肪値が正常高値からやや高めの者を含む)に対するモノグルコ

シルヘスペリジン 350mg/日以下の摂取による血中中性脂肪値に対する効果について、

ヒト試験論文のシステマティック・レビューを実施し、検証することを目的とした。 

方法：採用する論文の研究デザインは、ランダム化並行比較試験(RCT)、ランダム化ク

ロスオーバー試験、準ランダム化比較試験、非ランダム化比較試験、コントロール群の

ない介入試験とした。文献検索に使用したデータベースは、医中誌 Web、JDream III、

PubMed 、Web of Science、Cochrane Central Register of Controlled Trial を用いた。適格

基準として、対象は健常人(血中中性脂肪値が正常高値からやや高めの者を含む)とし、

モノグルコシルヘスペリジンの摂取介入が、プラセボなどのコントロール、摂取前値と

の比較により血中中性脂肪値が低下するか評価していることとした。採用された論文に

ついて、バイアスリスク、非直接性、不精確性、非一貫性およびアウトカムを評価し、

総合的に機能性の根拠となるかを検証した。 

結果：適格基準に合致した 4 編において、バイアスリスクが中となった RCT2 編は、正

常高値からやや高めの血中中性脂肪値低下効果を示し、バイアスリスクが高いコントロ

ール群のない介入試験 2 編では、正常域での血中中性脂肪値を維持した。うち 1 編では

正常高値からやや高めにおいて介入による有意な低下は認められなかった。不精確性は

中、非直接性・非一貫性は低の評価となった。また、対象論文において安全性に問題が

ないことも確認した。 

結論：血中中性脂肪値が高めな人において、モノグルコシルヘスペリジン 340mg/日の

摂取は安全で、血中中性脂肪値を有効にコントロールすることが明らかになった。 
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はじめに 
 機能性関与成分のモノグルコシルヘスペリジンとは、柑橘類に多く含まれるフラボノイド

配糖体であるヘスペリジンの水溶性を高めたものである。血中中性脂肪が低下する作用機序

は、モノグルコシルヘスペリジンが腸管内でヘスペリジンのアグリコンであるヘスペレチン

に代謝されて吸収され(別紙様式(V)－10 参考文献リスト No.1(Yamada ら、2006))、肝臓に

おける脂質代謝関連遺伝子の発現調節によりトリグリセリド(中性脂肪)の合成を抑制するこ

と(No.2(Miwa ら、2006)、No.3(Wilcox LJ ら、2001))、そして肝臓由来の中性脂肪を多く含む

VLDL の過剰な分泌を抑制することと推察されている(No.3(Wilcox LJ ら、2001))(別紙様式 

(Ⅶ)－3 作用機序に関する説明資料 参照)。 

また、特定保健用食品の血中中性脂肪値が高めの方に対する中性脂肪値を調整する関与成

分とされており(No.4)、個々の製品における有効性の報告はされているが、それらの研究を

総合的に評価した報告がないことより、当該システマティック・レビュー(SR)を通じて効果

の検証が必要と考えた。 

そこで、本論は、成人で血中中性脂肪値が正常および高めな人に対する製品『健脂サポー

ト』に含有する機能性関与成分モノグルコシルヘスペリジンの摂取が、プラセボ群または他

のコントロール群と比較した場合や、もしくは単独での前後比において、正常な血中中性脂

肪値の維持(コントロール)に有効であるかどうかをSRにより明らかにすることを目的とした。 

 

方法 
(1)最終製品について 

別紙様式(Ⅵ)－２ 食品に関する表示の内容に詳細は記載したが、主たる機能性関与成分

は以下の通りである。 

 

 
(2)研究の適格基準 

1)研究デザイン 

採用する論文の研究デザインは、ランダム化並行比較試験(RCT)、ランダム化クロスオ

ーバー試験、準ランダム化比較試験、非ランダム化比較試験、コントロール群のない介入

試験とし、会議録は除外した。 

 

  2)適格基準及び PICO 

適格基準となる PICO の設定は以下の通りとした。 

P－Participant：参加者 

対象は、健常人(血中中性脂肪値が正常高値からやや高めの者を含む)※とした。 

※血中中性脂肪値正常高値域：120～149mg/dL、やや高め：150～199mg/dL 

 

I－Intervention(Ｅ－Exposure)：介入(食品)特性 

介入条件は、モノグルコシルヘスペリジン 350mg/日以下の摂取とした。 

 

C－Comparison：対照 

プラセボまたは、コントロールまたは摂取前の値との比較とした。 

 
O－Outcome：評価項目 

血中中性脂肪値として血中トリグリセリドの低下機能を評価している研究とした。 

機能性関与成分 成分 1 日 4 粒あたり 単位 

モノグルコシルヘスペリジン 350 mg  
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3)言語 

日本語および英語で記載された論文を採用した。 

   

(3)対象研究の検索方法 

1)データベース・臨床試験登録 

研究論文のデータベースとして、医中誌 Web、JDream III、PubMed、Web of Science、 

Cochrane Central Register of Controlled Trial を用いて、網羅的に収集した。期間は、各デー

タベースともに、開設あるいは搭載されている最初の時点から検索日時までに公表された

研究を対象とした。ただし、詳細な照合作業が不可能となる会議録(学会抄録など)や未発

表資料は除外し、原著論文あるいは研究内容を十分に反映した研究報告を採用した。 

国内外の臨床試験登録プラットホームは、検索しなかった。 

 

【データベースにおける検索対象期間】 

医中誌 Web：1977 年～2015 年 2 月 4 日 

JDream III：1975 年(※医学情報は 1981)～2015 年 2 月 3 日 

PubMed ：1946 年～2015 年 2 月 4 日 

Web of Science：1970 年～2015 年 2 月 4 日 

Cochrane Central Register of Controlled Trial：収録年不明～2015 年 2 月 4 日 

 

2)検索の具体的方法 

別紙様式(V)-５ データベース検索結果に、文献検索に使用したデータベースの検索対

象期間、検索式についてまとめた。すべての検索作業は、臨床研究や SR に関する検索経

験を有する図書館司書である外部協力者 E が実施した。 

 

a) 医中誌 Web 

#1 ((糖転移/AL or 酵素処理/AL) and (Hesperidin/TH or ヘスペリジン

/AL)) or "Glucosyl Hesperidin"/TH or グルコシルヘスペリジン/AL or 

"Glucosyl Hesperidin"/AL or 糖転移ビタミン P/AL or G ヘスペリジン

/AL  

#2 (#1) and (CK=ヒト)  

#3 (#2) and (PT=会議録除く)  

 

b) JDreamIII 

L1 糖転移ヘスペリジン/STS or 糖転移ヘスペリジン/AL or 酵素処理ヘスペ

リジン/AL or "Glucosyl Hesperidin"/AL or グルコシルヘスペリジン/AL 

or 糖転移ビタミン P/AL or G ヘスペリジン/AL or G-ヘスペリジン/AL 

L2 (L1) and (人間/CTS or ヒト/CTS or 臨床試験/CTS or 比較試験/CTS or 

二重盲検法/CTS or 偽薬/CTS or ランダム/AL or 無作為/AL or 二重盲

検/AL) 

L3 L2 Not (C/DT or d2/DT) 

 

c) PubMed 

#1 "glucosyl hesperidin"[Supplementary Concept] or "glucosyl 

hesperidin"[All] or glucosylhesperidin[All] or G-Hesperidin[All] or 

("Glucosides"[Mesh] AND "Hesperidin"[Mesh]) 

#2 (#1) AND Humans[Mesh] 
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d) Web of Science 

#1 トピック: ("glucosyl hesperidin" or g-hesperidiNor glucosylhesperidin)  

索引=SCI-EXPANDED タイムスパン=全範囲 

 

e) The Cochrane Library 

#1 glucosyl hesperidin" or glucosylhesperidin (Word variations have been 

searched) 

  

3)ハンドリサーチとその他の検索 

  複数のデータベースによる検索結果を重視したため、ハンドサーチは実施しなかった。 

 

(4)レビュー方法 

1)研究選択の方法 

適格基準に基づき、A、B、C で論文のスクリーニングを独立して実施した。その後、3

人で照合して、一致していない論文については相談の上で決定した。それでも、不一致で

ある場合には、D に判断を委ねた。 

 

2)研究の妥当性・信頼性の評価 

a)バイアスリスクの評価 

バイアスリスクの評価は、コクラン共同計画のレビュー・マニュアルのものを別紙様

式(V)－10 参考文献リスト No.5(van Tulder M ら、2003)がアレンジした 11 項目からな

るチェックリストを、研究協力者 F である上岡が本レビューのために和訳・一部改変し

た評価シート(未発表資料)を用いた。具体的には、「ランダム化」「割付の隠蔵

(concealment)」「ベースラインにおける主要アウトカムの同等性」「参加者の盲検化」「介

入者の盲検化」「アウトカム評価者の盲検化」「追加介入の共通性」「コンプライアンス」

「ドロップアウト」「ITT(intention-to-treat)または FAS(full analysis set)」「評価タイミン

グの一致度」で、さらにガイドラインと同様に、「その他のバイアス」を加えた 12 項目

によって厳格に評価を行った。明確に実施されていたり、問題を回避していた場合には、

「0(バイアスなし)」、記述がなかったり、不明確、不履行の場合には、「-1(バイアスあ

り)」とした。 

なお、バイアスリスクの評価を正確に実施できるように、事前に研究方法論(システ

マティック・レビュー)の専門家である研究協力者Ｆを招聘し、本レビューに関係する

担当者全員に、トレーニング研修(90 分間)を 1 回実施した。 

全体のバイアスリスクの総括は、各項目の「バイアスリスクあり(-1)」の合計数で次

のように判断した。0～3 項目が該当する場合、「バイアスリスク低」、4～6 項目の場合

「バイアスリスク中」、7 項目以上の場合、「バイアスリスク高」とした。エビデンス総

体におけるバイアスリスクの評価は、バイアスリスクが高いものが 1 編でもあれば、そ

の評価に合わせた。 

個々の論文ごとに別紙様式(V)－11 各論文の質評価シートに整理し、次にアウトカ

ムごとに、別紙様式(V)－13 エビデンス総体の質評価シートに整理した。 

いずれも、社内担当者 A および B の 2 名で行い、不一致がある場合には相談の上で

決定した。なお、両者の一致率とκ係数を算出した。 

 

b)非直接性の評価 

非直接性を評価するために、対象となった論文が適格基準の PICO に合致しているか

どうかを社内担当者 A および B が調べた。直接的でない場合には(-1)、直接的である場

合には(0)とした。非直接性のまとめは、-4～-2 を非直接性あり、-1～0 を非直接性なし、

とした。 
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社内担当者 A および B の 2 名で行い、不一致がある場合には相談の上で決定した。 

 

c)非一貫性の評価 

非一貫性は、各研究間における結果のバラつきを示すもので、本来はメタ分析におい

て効果推定値に基づき、異質性の検定や I2で求めるものである。しかし、メタ分析を伴

わない定性的な本 SR としては、各論文において有意な効果があったのか、なかったの

かの相反する 2 値、つまり Positive(P)または Negative(N)として各アウトカムを取扱い、

次のような明確な基準を設定して評価した。これは、上岡(未発表資料)が考案した方法

である。 

報告数は無関係として、共通してあてはめ、各論文の中での一致度を百分率で算出し

た。有効性としての P に着目し、その一致度の検出から逆に不一致度を 3 段階で解釈す

るように定義した。一致率は、50%～100%の範囲となり、例えば、3 編中、3 編 P で、N

が 0 編ならば 3/3 で 100%、10 編中、5 編が P、5 編 N のような場合には 5/10 で、50%

となる。7 編中、4 編が P、3 編が N の場合には 4/7 で、57%となる。4 編中、3 編が P

で、1 編が N の場合には 3/4 で 75%となる。前述の一致率から逆に不一致の程度、つま

り非一貫性を「高」(-2) 50.0%～59.9%、「中」(-1) 60.0%～79.9%、「低」(0) 80.0%～100%

と設定した。 

   社内担当者 A および B の 2 名で行い、不一致がある場合には相談の上で決定した。 

 

d)不精確性の評価 

不精確性は、本来的には、サンプルサイズが小さかったり、イベント数が小さい等に

より、効果推定量の信頼区間の幅が広いことを示す。しかし、メタ分析を伴わない定性

的な本 SR としては、明確な評価指標がないため、各アウトカムのデータだけに着目し

て、次のような定量化をもとに、不精確性を判断した。これは、上岡(未発表資料)が考

案した方法である。 

まず、すべての対象研究の介入群・コントロール群ともに、標準偏差と平均値から変

動係数(CV：Coefficient of Variation：標準偏差/平均値×100=CV)を算出した。「別紙様式

(V)－11,13」における「各群の前後の値」の各平均値の部分の右側に追加のセルを加え、

この CV を追加情報として記載した。例えば、9.2±0.5mg であるならば、CV は 0.5/9.2

×100=5.4%であり、5.4 と記述した。 

そして、対象となったすべての論文のデータに基づいて、不精確性を、CV が 19.9%

以下なら「低」(0)、20.0%～39.9%を「中」(-1)、40.0%以上を「高」(-2)、と設定した。

対象研究における個々の平均値・標準偏差において、CV は当然バラつきがあるが、評

価を厳格に行うために、対象研究すべてにおいて記載されている CV 値の高いものを前

述の基準範囲から判断した。例えば、CV が 20%、34%、・・・43%とあった場合には、最

も高い 43%として、「不精確性は高」とする判断とした。 

これらの評価は、社内担当者 A および B が行った。 

 

3)研究の要約・データの抽出 

別紙様式 (V)－7 採用文献リストに、採用した研究をまとめた。さらに、別紙様式 (V)

－11 各論文の質評価シートにアウトカムごとにデータの抽出を行った。別紙様式 (V)

－13 エビデンス総体の質評価シートに全体の質評価を行い、別紙様式 (V)－14 サマリ

ーシートに SR のまとめを記載した。作業は、A と B が行い D が確認した。 

 

4)メタ分析 

研究実施前に次のような計画を立案した。「RCT で異質性(heterogeneity)がない場合にの

み、社内担当者 A および B がフリーソフト R を用いて実施する。フォレストプロットと

ともに異質性の検定も実施する。統合におけるパブリケーション・バイアスについて、 
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funnel plot ならびに Begg の方法により明らかにする。他の研究デザインにおいては、そも

そもサンプリング・情報バイアスが大きいためメタ分析は実施しない。」であった。  

  

5)研究プロトコル登録 

研究プロトコルの事前登録は実施しなかった。 

 

倫理面への配慮 

 公表された文献についての 2 次研究であるため、倫理面の配慮は特に行わなかった。

 

結果 
(1)対象となった研究 

対象論文の抽出までの流れを別紙様式(V)－6 文献検索フローチャートに示した。文献検

索データベースにより検索された文献は、114 編であった。1 次スクリーニングにて 6 件に

絞り込まれ、さらに 2 次スクリーニングを実施し、前述の条件に合致する論文を選択した結

果、対象研究は 4 編となった。採択した研究は、別紙様式(V)－7 採用文献リストにまとめ

た。なお、2 次スクリーニングにて除外した研究については、その理由とともに、別紙様式

(V)－8 除外文献リストにまとめた。 

 

(2)研究の特徴と有効性 

別紙様式(V)－7 採用文献リストに研究内容の詳細を示した。No.1(田中ら、2010)、No.2(中

川ら、2008)の RCT2 編は、どちらも日本における研究で、血中中性脂肪値が正常高値からや

や高めの被験者対象で 12 週間の継続摂取の結果、中性脂肪値低下効果を示した。No.3(MIWA

ら、2005)、No.4(MIWA ら、2004)のコントロール群のない介入試験 2 編では、正常域で中性

脂肪値維持効果を示した。No.3(MIWA ら、2005)では、正常高値からやや高めの境界域の群に

おいても、24 週間の継続摂取の結果、介入による有意な変化は認められなかった。正常高値

のみでの層別解析などの報告はなかったため、血中中性脂肪値の高めな健常者域での報告は

されていなかった。 

なお、No.3(MIWA ら、2005)、No.4(MIWA ら、2004)のコントロール群のない介入試験 2 編

では、本制度の対象ではないが、疾病域の高い中性脂肪値においても低下効果を示した。 

 

(3)安全性・有害事象 

別紙様式(V)－7 採用文献リスト No.1(田中ら、2010)、 No.2(中川ら、2008)では、以下の

有害事象の報告があったが、試験担当医師により、介入内容との因果関係はないと判断され

ていた。No.3(MIWA ら、2005)、No.4(MIWA ら、2004)では、有害事象の関する記載はなかっ

た。 

文献 No.  報告のあった有害事象 

No.1(田中ら、2010) 感冒(被験食 11 例、プラセボ 5 例)、インフルエンザ(プラセボ 1 例)、

発熱(被験食 1 例、プラセボ 1 例)、腹痛(被験食 1 例、プラセボ 1

例)、下痢(被験食 2 例)、胃痛(被験食 1 例、プラセボ 3 例)、急性胃

腸炎(プラセボ 1 例)、ウィルス性大腸炎(プラセボ 1 例)、頭痛(被験

食 1 例、プラセボ 1 例)、歯痛(被験食 1 例、プラセボ 1 例)、手首の

痛み(被験食 1 例)、脚のむくみ・腫れ(プラセボ 1 例)、椎間板ヘル

ニア(プラセボ 1 例)、口内炎(プラセボ 1 例)、湿疹(プラセボ 1 例) 

No.2(中川ら、2008) 胃もたれ(被験食 1 例)、下痢(被験食 1 例)、感冒(被験食 8 例、プラ

セボ 7 例)、頭痛(被験食 2 例、プラセボ 2 例)、歯痛(被験食 2 例)、

胃痛(被験食 1 例、プラセボ 3 例)、腹痛(被験食 1 例、プラセボ 1

例)、口唇ヘルペス(被験食 1 例)、鼻炎(プラセボ 1 例) 
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(4)ドロップアウト・アドヒレンス 

別紙様式(V)－7 採用文献リスト No.1(田中ら、2010)では、112 名を割り付け後、9 名(被験

食群 4 名、対照食群 5 名)が摂取開始から 4 週間後の期間で、3 名(被験食群 2 名、対照食群 1

名)が摂取 8 週間後から摂取 12 週間後の期間で、1 名(被験食群 1 名)が摂取 12 週間後から後

観察終了までの期間において、個人的な都合により継続を辞退したため、脱落とした。試験

担当医師の検討の結果、すべて試験食と無関係な理由であった。試験食の摂取状況について

は、観察日記を記録する記載があったが、最終的な摂取の有無などの報告はなかった。 

No.2(中川ら、2008)では、エントリー後 2 名が自己都合により摂取開始前の前観察期間に

おいて試験参加を辞退、また、1 名が摂取 4 週後の来院時に以降の来院が困難であるとの申

し出があったため脱落した。試験食の摂取状況については、日誌による摂取状況の有無を記

録させていた。 

No.3(MIWA ら、2005)、No.4(MIWA ら、2004)のコントロール群のない介入試験の報告では、

ドロップアウトおよびアドヒレンスに関する記載はなかった。 

 

(5)研究の妥当性・信頼性の評価 

別紙様式(V)－11 各論文の質評価シートに各研究の質評価結果を示した。次に、エビデン

ス総体としてアウトカムごとに別紙様式(V)－13 エビデンス総体の質評価シートにまとめ、

定性的 SR のまとめを別紙様式(V)－14 サマリーシートに記述した。 

1)バイアスリスクの評価 

バイアスリスク 12項目の評価を 2名で行い、一致率を算出した。単純な一致率は 97.9%、

κ係数は 0.957 で、かなり高い一致度であった。全体のバイアスリスクのまとめは、バイ

アスリスクあり(-1)の合計数で判断した。正常高値からやや高めの血中中性脂肪値者を対

象としたプラセボを対照とした RCT は 2 編あり、どちらも二重盲検の記載があり、アウ

トカムの評価手法も血液検査によるもののため、各バイアスは比較的低いと評価されたが、

どのような手法によりバイアスの低減に努めたかの記載事項が乏しく、-4～-6 であったこ

とから、エビデンス総体としてのバイアスリスクは中程度とした。 

コントロール群のない介入試験 2 編は、その試験デザイン特性からも、バイアスリスク

は高いと評価した。 

 

2)非直接性の評価 

有効性がみられたプラセボを対照とした RCT2 編は、どちらも日本で行われた研究であ

り、対象も特定保健用食品の「血中中性脂肪を減らす作用」の試験方法として示されてい

る、血中中性脂肪値が正常高値からやや高め(120～200mg/dL)の日本人成人男性を対象と

していた。摂取形態が飲料形態であったため、介入に関しては-1 と評価し、非直接性のま

とめは、非直接性なしと判断した。 

正常域および境界域(正常高値からやや高め)で変化のみられなかったコントロール群の

ない介入試験も日本で実施された研究であり、製品形態も本製品と同様の形態である錠剤

タイプで、非直接性はないという評価となった。 

 

3)非一貫性の評価 

RCT2 編は、どちらもモノグルコシルヘスペリジンの継続摂取により血中中性脂肪値が

正常高値からやや高めの対象において一貫した血中中性脂肪値低下効果が示され、コント

ロール群のない介入試験 2 編は、正常域、境界域では有意な変化がない(過度な低下がない)、

正常な血中中性脂肪値維持の一貫した結果が示された。総合的には、正常高値からやや高

め(境界域)における試験は、RCT2 編、コントロール群のない介入試験 1 編の計 3 編あり、

プラセボと比較し有意な低下の認められた RCT2 編と、介入前と比較し有意な変化が認め

られなかったコントロール群のない介入試験 1 編があったが、コントロール群のない介入

試験はバイアスリスクも高いことから、総合的に判断し、正常高値からやや高め(境界域)

において、血中中性脂肪値の低下効果があると判断した。 
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4)不精確性の評価 

対象となった研究の介入群・コントロール群の CV を算出した結果、2%～32%であった

ため、最も高かった CV 値 32%として、不精確性は中と評価した。また、正常域でのコン

トロール群のない介入試験の CV を算出した結果、不精確性は中と評価した。 

 

(6)メタ分析 

RCT は 2 編あったが、異質性の問題のために、メタ分析は実施しなかった。 

 

考察 
(1)有効性について 

1)全体 

機能性関与成分のモノグルコシルヘスペリジンとは、柑橘類に多く含まれるフラボノイ

ド配糖体であるヘスペリジンの水溶性を高めたものである。モノグルコシルヘスペリジン

摂取による血中中性脂肪値に対する機能を検証した結果、エビデンスグレードが高いとさ

れる RCT で、モノグルコシルヘスペリジン(340mg/日)の摂取が高めの血中中性脂肪値を低

下させる機能を有することが示唆された。また、コントロール群のない介入試験では、血

中中性脂肪値が高めの疾病域では介入による血中中性脂肪値の低下、正常域では過度の低

下がみられない、正常な血中中性脂肪値の維持の働きが示された。コントロール群のない

介入試験の 1 編では血中中性脂肪値が正常高値からやや高めの層でも、モノグルコシルヘ

スペリジンの摂取介入の結果、介入前との比較で有意な低下が認められなかった。一方、

RCT2 編では、血中中性脂肪値が正常高値からやや高めの層でプラセボとの比較によりモ

ノグルコシルヘスペリジンの摂取介入による血中中性脂肪値低下効果がみられた。 

血中中性脂肪値を低下させる作用機序は、モノグルコシルヘスペリジンが腸管内でヘス

ペリジンのアグリコンであるヘスペレチンに代謝されて吸収され(別紙様式(V)－10 参考

文献リスト No.1(Yamada ら、2006))、肝臓における脂質代謝関連遺伝子の発現調節によ

りトリグリセリド(中性脂肪)の合成を抑制すること(No.2(Miwa ら、2006)、No.3(Wilcox LJ

ら、2001))、そして肝臓由来の中性脂肪を多く含む VLDL の過剰な分泌を抑制する

(No.3(Wilcox LJ ら,2001))ことと推察されている(別紙様式(Ⅶ)－3 作用機序に関する説明

資料 参照)。 

 

2)正常域での働きについて 

健常者のみを対象とした研究報告は、別紙様式(V)－7 採用文献リスト No.3(MIWA ら、

2005)、No.4(MIWA ら、2004)のコントロール群のない介入試験 2 編で、正常域で過度の低

下がなく、血中中性脂肪値維持効果を示した。正常高値の層で解析された報告がなかった

ため、疾病域ではない、正常高値の層における血中中性脂肪値の低下効果の検証は課題と

して残っている。 

   

3)疾病域での働きについて 

適格基準に合わなかったが、疾病者を含む研究は、不採用文献となった RCT2 編(別紙様

式(V)－10 参考文献リスト No.6、No.7)と、前述のコントロール群のない介入試験 2 編

あった。 

参考文献リスト No.6(湯浅ら、2005)は、中性脂肪値 120～300mg/dL の疾病者域を含む対

象者において、モノグルコシルへスペリジン 340mg/日を含む飲料を 12 週間継続摂取させ

た結果、有意に血中中性脂肪値が低下した。 

No.7(塙ら、2008)は、正常あるいはやや肥満かつ血中中性脂肪値が高めの者を対象とし

たプラセボ対照 RCT でモノグルコシルヘスペリジン配合錠剤摂取による体重および血中

中性脂肪低減効果を検証した。その結果、糖転移ヘスペリジン 250mg または 500mg、

1000mg/日の 4 週間の継続摂取により、各群ともに有意ではないものの、摂取 2 週間後に

おいて糖転移ヘスペリジンの摂取が用量依存的に⊿血中中性脂肪値を低下する傾向が認

められた。しかし、摂取 4 週間後においては試験食群間で有意な差は認められなかった。
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血中中性脂肪値低減効果が明確でなかった背景として、この試験の被験者の血中中性脂肪

値が 181.4±60.5mg/dL と他の臨床試験の被験者に比し、低かったことが関係していると

考察されていた。モノグルコシルヘスペリジン量の記載がなかったため、原料メーカーに

確認した結果、論文中の糖転移ヘスペリジン 500mg がモノグルコシルヘスペリジン 340mg

に相当することを確認した。    

コントロール群のない介入試験の別紙様式(V)－7 採用文献リストNo.3(MIWAら、2005)

は、中性脂肪値 150mg/dL より高い、平均 226.5±89.9mg/dL でやや高めを超えた疾病者域

で、さらに、採用文献リスト No.4(MIWA ら、2004)は、中性脂肪値 150mg/dL より高い、

平均 206.8±55.9 でやや高めを超えた疾病者域で、糖転移ヘスペリジン 500mg/日(著者であ

るメーカーより、モノグルコシルヘスペリジン 340mg/日に相当と確認した。)の継続摂取

の結果、有意に血中中性脂肪値が低下した。 

以上のように、健常成人におけるアウトカムの一貫性や疾病者における結果との一貫性、

また作用機序を踏まえ、Totality of Evidence の観点から総括すると、モノグルコシルヘス

ペリジンの摂取は、高めの血中中性脂肪値を低下させ、また平均への回帰として、正常な

血中中性脂肪値の維持(コローントル)することに有効であると考えられた。 

 

(2)研究の妥当性・信頼性    

 RCT 研究のバイアスリスクは、バイアス項目についての明確な記載が少なかったため、バ

イアスリスクは中程度の評価となった。また、アウトカムについては、評価者の主観の入ら

ない血液検査による中性脂肪値が指標であるため、結果に影響を及ぼすバイアスとはならな

かった。一方、コントロール群のない介入試験については、バイアスリスクは高(-2)の評価

となった。 

結果は、一貫してプラセボとの比較において、正常な血中中性脂肪値の維持(コントロール)

に有効性を示した。コントロール群のない介入試験 2 編は、やや高め以上も含む疾病者域で

は、血中中性脂肪値を低下させる効果がみられており、正常域では過度に低下させることな

く、正常な血中中性脂肪値の維持に働いていることが検証されていた。コントロール群のな

い介入試験では、正常高値からやや高めの層で介入前値と比較し有意な変化が認められなか

った 1 編があるが、バイアスリスクのより低い RCT2 編で、プラセボとの比較で有意な低下

がみられたことから、総合的にみて、正常高値からやや高めの層では血中中性脂肪値の低下、

正常域においては正常な血中中性脂肪値の維持への効果が示された。 

 不精確性は、本来は、サンプルサイズが小さいことやイベント数が少ない等により、効果

推定量の信頼区間の幅が広くなっていないか評価するが、メタ分析を伴わない本 SR では、

明確な評価指標がないため、各アウトカムのデータに着目し標準偏差と平均値から変動係数

を算出することで評価した。その結果、中程度の不精確性であった。 

 

(3)安全性・有害事象について 

 対象論文において実施期間中に発生した有害事象は、試験担当の医師により、いずれも試

験食との因果関係はないと判断されており、モノグルコシルヘスペリジンの安全性には問題

がないことが確認された。 

 

(4)研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性 

最終製品「健脂サポート」における、摂取対象者として想定される健常者(やや高めの者を

含む)による、製品での最終製品おける外挿性としては、報告されたRCT2編の摂取対象者は、

どちらも血中中性脂肪値が正常高値「やや高めの日本人成人男女」を対象にし、モノグルコ

シルヘスペリジン 340mg/日を継続して 12 週間摂取した群とプラセボを摂取した群を比較し

た結果を示しており、対象、摂取した機能性関与成分量とも、外挿性があると考えられる。

コントロール群のない介入試験 2 編については、正常者において、24 週間、6 週間の継続摂

取により健康な血中中性脂肪値を維持した。モノグルコシルヘスペリジンとしての量は記載

がなかったため、当該研究を実施したメーカーに確認した結果、モノグルコシルヘスペリジ

ン 340mg/日と確認され、対象、摂取した機能性関与成分量とも外挿性があると考えられた。 
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一方、製品形態は、最終製品は錠剤形態であるのに対し、RCT 報告では、粉末茶と清涼飲

料で、どちらも飲料としての摂取形態で異なっていた。しかし、摂取タイミングの指定につ

いての記載はどちらの報告もなく、食事時間などに関わらず自由に摂取していたことが推察

され、最終製品のサプリメント形状として摂取した場合でも、機能性関与成分のモノグルコ

シルヘスペリジンの作用としては外挿性が担保されていると考えられた。前述した作用機序

からしても、水溶性の高いモノグルコシルヘスペリジンが小腸でアグリコンになって吸収さ

れ、作用することから、摂取剤形が異なっていても外挿性があると示唆された。なお、コン

トロール群のない介入試験では、最終製品と同様の錠剤形態であった。 

 改めて Totality of Evidence の観点から以上のことを総括すると、モノグルコシルヘスペリ

ジンの 1 日当たり 340mg/日の摂取は安全であり、高めの血中中性脂肪値を低下させ、また平

均への回帰として、正常な血中中性脂肪値の維持(コントロール)することに有効であること

が示された。 

 

(5)研究の限界 

本研究には、いくつかの限界と問題点がある。まず、対象となった 1 次研究において、そ

こで招集された参加者に潜在的なサンプリング・バイアスがある可能性があり、これはシス

テマティック・レビューに共通する限界である。また、国内外の複数の研究文献データベー

スを使用したが、英語と日本語のみをキーワードとした検索ということもあり、パブリケー

ション・バイアスがあることが考えられる。対象論文中に、エビデンス・グレーディングが

高いとされる RCT は 2 編あったが、異質性の問題などにより、メタ分析を実施できず、定性

的なレビューとなった。関連して、メタ分析を伴わないため、「不精確性」と「非一貫性」

については、独自の評価基準による解釈となっている。 

今後、質の高い RCT のさらなる蓄積が望まれるところだが、Totality of Evidence の観点か

ら正常な血中中性脂肪値の維持に有効であるという機能性について考えると、本研究におけ

る結論は、後発の 1 次研究によって大きく変更される可能性は低いと考察する。 

 ただし、上述のような研究の課題も残されていることから、モノグルコシルヘスペリジン

に関する SR の実施企業の社会的責任・倫理として、今後も、定期的に SR を行い、正しい情

報を国民やアカデミアにつたえる努力を継続していく所存である。  

 

スポンサー・共同スポンサー及び利益相反に関して申告すべき事項 
 研究協力者の東京農業大学上岡洋晴教授へ、研究の指導・監修料として謝金を支出した。 

また、東邦大学佐山暁子司書(平成 27 年 3 月 31 日まで在職)へ、検索業務への謝金を支出し

た。 

 

各レビューワーの役割 
社内担当者 A スクリーニング、研究の妥当性・信頼性の評価、本文執筆 

社内担当者 B スクリーニング、研究の妥当性・信頼性の評価 

社内担当者 C スクリーニング 

社内担当者 D 研究の妥当性・信頼性の評価の判断、総括 

外部協力者 E 

(研究協力者、臨床研究の

検索に熟練した図書館司

書、修士学位取得者) 

検索作業 

外部協力者 F 

(研究協力者、システマテ

ィック・レビューの専門

家、博士学位取得者) 

研究の妥当性・信頼性の評価方法の指導、全体の監修 
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PRISMA 声明チェックリスト（2009 年）の準拠《いずれかにチェックを入れる》 
 おおむね準拠している。 

☐ あまり準拠できていない項目もある。（食品表示基準の施行後１年を超えない日まで

に、PRISMA声明チェックリストに準拠した資料との差し替えが必要） 
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＃ 検索式 文献数

医中誌Web

日付：1977年～2015年2月4日

#1
((糖転移/AL or 酵素処理/AL) and (Hesperidin/TH or ヘスペリジン/AL)) or
"Glucosyl Hesperidin"/TH or グルコシルヘスペリジン/AL or "Glucosyl
Hesperidin"/AL or 糖転移ビタミンP/AL or Gヘスペリジン/AL

84

#2 (#1) and (CK=ヒト) 40

#3 (#2) and (PT=会議録除く) 24

JDreamIII

日付：1975年（※医学情報は1981）～2015年2月3日

1
糖転移ヘスペリジン/STS or 糖転移ヘスペリジン/AL or 酵素処理ヘスペリジン
/AL or "Glucosyl Hesperidin"/AL or グルコシルヘスペリジン/AL or 糖転移ビタミ
ンP/AL or Gヘスペリジン/AL or G-ヘスペリジン/AL

164

2
(L1) and (人間/CTS or ヒト/CTS or 臨床試験/CTS or 比較試験/CTS or 二重盲
検法/CTS or 偽薬/CTS or ランダム/AL or 無作為/AL or 二重盲検/AL)

43

3 L2 not (C/DT or d2/DT) 25

PubMed
日付：1946年～2015年2月4日

#1
"glucosyl hesperidin"[Supplementary Concept] or "glucosyl hesperidin"[All] or
glucosylhesperidin[All] or G-Hesperidin[All] or ("Glucosides"[Mesh] AND
"Hesperidin"[Mesh])

59

#2 (#1) AND Humans[Mesh] 13

Web of Science
日付：1970年～2015年2月4日

#1
トピック: ("glucosyl hesperidin" or g-hesperidin or glucosylhesperidin)
索引=SCI-EXPANDED タイムスパン=全範囲

46

The Cochrane Library
日付：収録年不明～2015年2月4日

#1 glucosyl hesperidin" or glucosylhesperidin (Word variations have been searched) 6

【注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。

データベース検索結果

タイトル：「最終製品『健脂サポート』に含有する機能性関与成分　モノグルコシルヘスぺリジンによる血中
中性脂肪値の低下に関するシステマティックレビュー」

リサーチクエスチョン：健常者（血中中性脂肪がやや高めの者含む）対象に
モノグルコシルヘスペリジン　340mg/日の摂取が血中中性脂肪値を下げる効果があるか

検索者：外部協力者　E
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福井次矢, 山口直人監修．Minds診療ガイドライン作成の手引き2014．医学書院．2014．を一部改変

【注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。

文献検索フローチャート

データベース検索により
特定された文献（n=114)

他の情報源から特定された文献（n= 0)

メタアナリシスを行った文献数（n= 0)

除外文献１次スクリーニングの対象文献

（n  =114) （n  =108)

本文を入手し、適格基準に合致しているかを
精査した文献（n= 6）

本文を精査した結果、
除外すべき理由があり
除外した文献（n= 2)

データの統合に用いた文献数（n=4）

Cochrane (n=6)

医中誌Web (n=24)

JDreamⅢ(n=25)

PubMed  (n=13)

Web of Science (n=46)
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No. 著者名 掲載雑誌 タイトル 研究デザイ
ン

PICO又はPECO セッティング 対象者特性 介入 対照 解析方法（ITT、
FAS、PPS等）

主要アウトカム 副次アウトカム 害 査読の
有無

1
田中泰史(株式会社
伊藤園　開発部）ら

薬理と治療,
2010 ; 38(6):
553-568

糖転移ヘスペリジン配合飲料の血清トリ
グリセリドに与える影響と安全性の評価

二重盲検並行
群間比較試験

血清TGが正常高値からやや高め
(12～200mg/dL)の日本人男女を対
象にモノグルコシルヘスペリジンとし
て340mg配合した飲料摂取によるプ
ラセボ対照とした血清TG低下効果
の検証

医療法人北武会北都内科
クリニック

血清TGが正常高値からやや高め
(120-200mg/dL)
の20-65歳の日本人男女

モノグルコシルヘスペリジン340mg
配合の飲料(500mL) 1本/日、12
週間

プラセボ

PPS：試験食と無関係
な個人的な都合で①
有効性試験では13名
脱落後の結果で解析

血清トリグリセリドがプ
ラセボ群と比較して、有
意に低下(4W:p<0.01、
8W:p<0.05、12W:p<0.01)

VLDLコレステロール、
RLPトリグリセリドが有
意に改善(p<0.05)

診察、問診の結果、試験
期間中における有害事象
は、試験担当の医師によ
り、いずれも試験食との因
果関係はないとされた。

査読あり

2
中川致之（株式会社
佐藤園）ら

健康・栄養食品
研究, 2008;
11(2): 15-28

糖転移ヘスペリジンを配合した粉末緑茶
の血清トリグリセライドに及ぼす影響と
安全性の検討

二重盲検並行
群間比較試験

血清TGが正常高値からやや高め
(12～200mg/dL)の日本人男女を対
象にモノグルコシルヘスペリジンとし
て340mg配合した粉末緑茶摂取に
よるプラセボ対照とした血清TG低下
効果の検証

有効性試験：医療法人北
武会北都内科クリニック

①有効性試験：血清TGが正常高
値からやや高め(120-200mg/dL)
の20-65歳の日本人男女

糖転移ヘスペリジン(モノグルコシ
ルヘスペリジンとして340mg)含む
粉末緑茶を1日1回、12週間

プラセボ
(糖転移ヘスペリジン
を含有しない粉末緑
茶)

PPS；前観察期間にお
いて自己都合で2名、
辞退。1名が来院困難
で脱落。辞退者・脱落
者を除き解析

血清TGの0週からの変
化量は、プラセボ群と比
較して、4週、8週、12週
後で有意に低値を示し
た(p<0.05)

RLPコレステロール、
VLDLコレステロール、
遊離脂肪酸などが有
意に改善

試験期間中における有害
事象は、試験担当の医師
により、いずれも試験食と
の因果関係はないと判断
された。

査読あり

3
MIWA Y（Hayashibara
Biochemical Lab., Inc.,
Okayama, JPN）ら

J Nutr Sci
Vitaminol
.2005；51（6）：
460-470

Glucosyl Hesperidin Lowers Serum
Triglyceride Level in
Hypertriglyceridemic Subjects through
the Improvement of Very Low-Density
Lipoprotein Metabolic Abnormality

記載なし
(コントロール
群のない介入
試験)

高TG(TG>150mg/dL)、境界域
TG(110-150mg/dL)、通常
TG(TG<110mg/dL)の日本人男性を
対象とした糖転移ヘスペリジン
500mg（モノグルコシルヘスペリジン
340mg）摂取による血清TG低下効
果の検証

実施場所不明(林原(株)の
倫理委員会で承認)

日本人男性
・高TG(TG>150mg/dL)：平均226.5
±89.9mg/dLでやや高めを超えた
疾病者域
・境界域TG(110-150mg/dL)
・通常TG(TG<110mg/dL)

G-ヘスペリジン250mg配合の錠剤
を2粒/日、24週間。
※G-ヘスペリジン500mg中にモノ
グルコシルヘスペリジン含量は
340mgであることを著者のメーカー
より確認

記載なし 記載なし

高TG群で4週以降血清
TG値が前後酸で有意に
低下(p<0.05、12週のみ
除く)

高TG群で、RLP-C、
apo B、apo C-Ⅱ、apo
C-Ⅲ、apo Eが前後差
で有意に低下

記載なし 査読あり

4
MIWA Y（Hayashibara
Biochemical Lab., Inc.,
Okayama, JPN)ら

J Nutr Sci
Vitaminol.2004；
50（3）：211-218

Effects of Glucosyl Hesperidin on
Serum Lipids in Hyperlipidemic Subjects:
Preferential Reduction in Elevated
Serum Triglyceride Level

記載なし(2用
量での比較試
験)

高TG(TG>150)、高TC型(TC>230、
TG<150)、通常(TC<230mg/dL、
TG<150mg/dL)の日本人男性を対
象とした糖転移ヘスペリジン
500mg（モノグルコシルヘスペリジン
340mg）摂取による血清TG低下効
果の検証

実施場所不明(林原(株)の
倫理委員会で承認)

日本人男性
・通常(TC<230mg/dL、
TG<150mg/dL)
・高TC型(TC>230、TG<150)※上限
なく疾病者含む：TC　250.2±19.5
・高TG型(TG>150)※上限なく疾病
者含む　TG　206.8±55.9

就寝前にG-ヘスペリジン100mg/
日あるいは500mg/日配合の錠剤
を、就寝時に6週間摂取。
※G-ヘスペリジン500mg中にモノ
グルコシルヘスペリジン含量は
340mgであることを著者のメーカー
より確認

記載なし 記載なし

高TG型でG-ヘスペリジ
ン500mg摂取をすると、
6週後、前後比で有意に
血清TGが低下(p<0.05)

高TG型でG-ヘスペリ
ジン500mg摂取群で
は、、apo C-Ⅱ、apo
E、LDL-C/apo B比も
有意に改善

記載なし 査読あり

【注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。

他の様式を用いる場合は、この表と同等以上に詳細なものであること。

採用文献リスト
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No. 著者名 掲載雑誌 タイトル 除外理由

1
塙雅明（第一三共ヘ
ルスケア株式会社
研究開発部）ら

薬理と治療, 2008;
36(12): 1141-1158

糖転移ヘスペリジン配合食品の
摂取による体重および血清中性
脂肪低減効果―有効用量確認
試験―

対象者のTGに上限基準設けてなく、や
や高め（～199mg/dL)の値も超えてい
るため疾病者対象の試験であり、健常
者～やや高めの層での解析もしてない
ため適格基準外で除外

2

湯浅麻奈美（アサヒ
ビール株式会社
R&D本部　未来技術
研究所）ら

日本食品新素材研究
会誌, 2005; 8(2): 125-
143

糖転移ヘスペリジン配合無糖茶
の血清脂質に与える影響および
安全性の評価

高TGの試験は疾病者含みやや高め以
下で層別解析していないため適格基準
外で除外

他の様式を用いる場合は、この表と同等以上に詳細なものであること。

【注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。

除外文献リスト
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No.

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

他の様式を用いる場合は、この表と同等以上に詳細なものであること。

【注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。

著者名、タイトル、掲載雑誌等

参考文献リスト

特定保健用食品許可（承認）品目一覧（随時更新）
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1414.xls

塙ら、糖転移ヘスペリジン配合食品の摂取による体重および血清中性脂肪低減効果―有効用量確認
試験―、薬理と治療, 2008; 36(12): 1141-1158

Yamada ら,Bioavailability of glucosyl hesperidin in rats.,Biosci. Biotechnol. Biochem., 2006;70(6):1386-94

Miwa ら,Suppression of apolipoprotein B secretion from HepG2 cells by glucosyl hesperidin.,J. Nutr. Sci.
Vitaminol.,2006; 52: 223-31

湯浅ら、糖転移ヘスペリジン配合無糖茶の血清脂質に与える影響および安全性の評価、日本食品新
素材研究会誌, 2005; 8(2): 125-143

van Tulder M, Furlan A, Bombardier C, Bouter L, and the Editorial Board of the Cochrane Collaboration Back
Review Group. Updated method guidelines for systematic reviews in the Cochrane Collaboration Back Review
Group. Spine 2003;28:1290-1299.

Wilcox LJら,Secretion of hepatocyte apoB is inhibited by the flavonoids, naringenin and hesperetin, via reduced
activity and expression of ACAT2 and MTP.,J Lipid Res. 2001 May;42(5):725-34.
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＊各項目バイアスの評価は、バイアスが、「ある」「不明」「記載なし」「該当しない」の場合、（−1）、「ない場合」、（0）の2 段階　

　　バイアスリスクのまとめは、12項目において、-7以上を高バイアス、-4から-6を中バイアス、-3から0を低バイアスとした。

＊非直接性は、直接的でない場合には、(-1）、直接的である場合には、（0）とした。

　　非直接性のまとめは、-4から-2を非直接性あり、-1から0を非直接性なし、とした。

各アウトカムごとに別紙にまとめる

追加介入バイ
アス

評価バイアス

平均値±
標準偏差

変動係数
CV

平均値±
標準偏差

変動係数
CV

平均値±
標準偏差

変動係数
CV

平均値±
標準偏差

変動係数
CV

No.1 RCT -1 -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 中 0 -1 0 0
非直接
性なし

血中中性脂
肪(mg/dL)
（正常高値か
らやや高め）

159±27 17 157±50 32 157±22 14 130±38 29 <0.01
正常高値からやや高めで有
意に改善

No.2 RCT -1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 中 0 -1 0 0
非直接
性なし

血中中性脂
肪(mg/dL)
（正常高値か
らやや高め）

159±3 2 157±7 5 161±4 3 133±6 5 <0.001 <0.05
正常高値からやや高めで有
意に改善

血中中性脂
肪(mg/dL)
（正常）

82.5±19.8 24 (約120)a 差なし 介入前値と比較し変化なし

血中中性脂
肪(mg/dL)
（正常高値か
らやや高め）

128.8±13.8 11 (約128)
a 差なし 介入前値と比較し変化なし

血中中性脂
肪(mg/dL)
（高TG）

226.5±89.9
40 147.0±53.8 37 p<0.05

前値比で有意に改善したが、
疾病者域で使用できない

血中中性脂
肪
(mg/dL)
（正常）

77.0±26.2 34 （約88)
a 差なし 85.0±18.0 21 （約85)

a 差なし 介入前値と比較し変化なし

血中中性脂
肪
(mg/dL)
（高コレステ
ロール）

88.5±19.7 22 （約77)
a 差なし 85.4±28.8 34 （約85)

a 差なし 疾病者域で使用できない

血中中性脂
肪
(mg/dL)
（高TG）

188.1±67.5 36 （約140)
a 差なし 206.8±55.9 27 （約120)

a p<0.05
前値比で有意に改善したが、
疾病者域で使用できない

a:実数値は示されておらず、グラフからの読み取り

福井次矢, 山口直人監修．Minds診療ガイドライン作成の手引き2014．医学書院．2014．を一部改変

【注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。

介入

表示しようとする機能性

対象

モノグルコシルヘスペリジン　350mg/日以下の摂取

本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。中性脂肪を減らす作用のあるモノグルコシルヘスペリジン
は、中性脂肪が高めの方の健康に役立つことが報告されています。

血中中性脂肪が正常からやや高め(120～200mg/dL)の方

対照

アウトカム

No.3

コントロー
ル群のな
い介入試

験

プラセボまたはコントロールまたは摂取前値との比較

-1 -1 0 0 -1

血中中性脂肪値

個別研究

バイアスリスク
*

選択バイアス 盲検性バイアス
症例減少
バイアス

0 高

0 -1No.4

コントロー
ル群のな
い介入試

験

-1 -1 -1

-1 -1 0 -1

-1 -1

0-1 -1 -1 -1
非直接
性なし

高 0 0 0 00

0 0 0 0
非直接
性なし

-1

研究
デザイン

①ランダ
ム化

②割付
の

隠蔵

➂ベースライ
ンにおける主
要アウトカム

の同等性

④参加者 ⑤介入者
⑥アウトカ

ム
評価者

⑦追加介入
はなされてい
ない、または
全」群で同じ
追加介入

⑧コン
プライ
アンス

介入群
（後値）

介入群
平均差

p値効果指標

対照群
（前値）

⑫その
他の

バイア
ス

まとめ
⑨ドロップ

アウト
⑩ITT
解析

⑪全群、同タイ
ミング・時期で

の評価

対照群
（後値）

各論文の質評価シート（臨床試験）

研究
コード

介入群
vs

対照群

平均差

p値 コメント

非直接性* 各群の前後の値

対象 介入 対照

介入群
（前値）

対照群
平均差

p値
アウト
カム

まとめ
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＊各項目は“高（−2）”，“中/ 疑い（−1）”，“低（0）”の3 段階

エビデンス総体

平均値±
標準偏差

変動係数
CV

平均値±
標準偏差

変動係数
CV

平均値±標
準偏差

変動係数
CV

平均値±
標準偏差

変動係数
CV

血中中性脂肪(mg/dL)
（正常高値からやや高
め）

159±27 17 157±50 32 157±22 14 130±38 29 <0.01 プラセボに比し有意に改善

血中中性脂肪(mg/dL)
（正常高値からやや高
め）

159±3 2 157±7 5 161±4 3 133±6 5 <0.001 <0.05 プラセボに比し有意に改善

血中中性脂肪(mg/dL)
（正常高値からやや高
め）

128.8±13.8 11 (約128)a 差なし 差なし 介入前値と比較し変化なし

血中中性脂肪(mg/dL)
（正常域）

82.5±19.8 24 (約120)a 差なし 差なし 介入前値と比較し変化なし

血中中性脂肪(mg/dL)
（正常域）

77.0±26.2 34 （約88)
a 差なし 85.0±18.0 21 （約85)

a 差なし 差なし 介入前値と比較し変化なし

a:実数値は示されておらず、グラフからの読み取り

福井次矢, 山口直人監修．Minds診療ガイドライン作成の手引き2014．医学書院．2014．を一部改変

【注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる可能性があるので注意すること。

バイアス

リスク*

研究デザ
イン/研
究数

アウトカム
介入群
平均差

p値
上昇要因

（観察研究*）

その他
（出版バ
イアスな

ど*）

非一貫性
*不精確

*非直接性
* 効果指標

対照群
（前値）

介入群
vs

対照群

平均差

p値 コメント

対照群
（後値） 対照群

平均差

介入群
（前値）

介入群
（後値）

p値

0 -1 0 0 -

0 -1 0 0 -RCT/2

コントロー
ル群のな
い介入試

験/2

-1

-2

血中中性脂肪値

エビデンス総体の質評価シート

対照

表示しようとする機能性

対象

介入

プラセボまたはコントロールまたは摂取前値との比較

本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれます。中性脂肪を減らす作用のあるモノグ
ルコシルヘスペリジンは、中性脂肪が高めの方の健康に役立つことが報告されていま
す。

血中中性脂肪が正常からやや高め(120-200mg/dL)の方

モノグルコシルヘスペリジン　350mg/日以下の摂取

各群の前後の値
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P
血中中性脂肪が正常高値からやや高めの方(120-200mg/dL)

I（E）
モノグルコシルヘスペリジン　350mg/日以下の摂取

C
プラセボまたはコントロール、介入前値との比較

臨床的文脈

コメント

福井次矢, 山口直人監修．Minds診療ガイドライン作成の手引き2014．医学書院．2014．を引用

【注意】
本シートは閲覧のみを目的とするものであり、不適正な利用は著作権法などの法令違反となる
可能性があるので注意すること。

０１

バイアスリスクの
まとめ

サマリーシート（定性的研究レビュー）

リサーチ
クエスチョン

健常者（血中中性脂肪がやや高めの者含む）対象に
モノグルコシルヘスペリジン　340mg/日の摂取が血中中性脂肪値を下げる効果があるか

モノグルコシルヘスペリジンの摂取が正常な血中中性脂肪値の維持に役立つことを検証する。

血中中性脂肪値

採用された4編の論文では、正常高値～やや高めの層では、プラセボを対照としたRCT2編では、
一貫して高めの中性脂肪値の低下効果を示し、正常域でのコントロール群のない介入試験2編で
は、より中性脂肪値の高い疾病域では中性脂肪を低下させるが、正常域では過度な低下はなく、
正常な血中中性脂肪値の維持を保つことの効果が示された。1編は境界域群も介入後の変化は
認められなかった。Totality of Evidenceの考え方から以上のことを総括すると、モノグルコシルヘ
スペリジン340mg/日の摂取は安全であり、高めの血中中性脂肪値を低下させ、また平均への回
帰として、正常な中性脂肪値の維持（コントロール）することに有効であることが示された。

血中中性脂肪が正常高値～やや高めの対象においてプラセボを対照としたRCT2編は、どちらも
モノグルコシルヘスペリジンの継続摂取により血中中性脂肪値が低下し、正常な血中中性脂肪値
の維持に役立つことが一貫した結果として認められた。正常域で変化のみられなかった、コント
ロール群のない介入試験2編は、やや高め以上も含む疾病者域では、血中中性脂肪値を低下させ
る効果がみられており、正常域では過度に低下させることなく、正常な血中中性脂肪値の維持に
働いていることが検証されていた。コントロール群のない介入試験では、正常高値～やや高めの
層で介入前値と比較し有意な変化が認められなかった1編があるが、バイアスリスクのより低い
RCT2編で、プラセボとの比較で有意な低下がみられたことから、総合的にみて、正常高値～やや
高めの層では、中性脂肪値の低下、正常域においては正常な中性脂肪値の維持への効果が示さ
れた。

アウトカムは血中中性脂肪値で、試験対象者において層別にエビデンス総体をまとめた。正常高
値～やや高めの層で解析された研究は、RCTが2編あり、どちらも二重盲検の記載があった。、ア
ウトカムの評価手法も血液検査であるため、結果に影響を及ぼすバイアスとはなっていなかった。
しかしどのような手法によってバイアスの低減に努めたかの記載事項が乏しかった。そのため、バ
イアスリスクは中程度（-1）と評価した。
コントロール群のない介入試験は2編あり、正常高値～やや高めの層、正常域の層で解析されて
いた。コントロール群のない介入試験のためバイアスリスクは高（-2)の評価となった。

有効性のみられたプラセボを対照としたRCT2編は、どちらも日本で行われた研究であり、対象も
特定保健用食品の「血中中性脂肪を減らす作用」の試験方法として示されている、血清中性脂肪
値が正常高値～やや高め（120～200mg/dL）の日本人成人男女を対象にしたもので、本製品の実
際の対象のお客様と合致している。また、報告のあった2編は飲料として摂取する製品形態であ
り、機能性関与成分であるモノグルコシルヘスペリジンの体内での働きは、本製品と差異がほとん
どないと考えられる。血中中性脂肪の変動をみる指標としては、検査日前日の21時以降は絶飲食
とした上で、翌朝の指定した時間で採血による検査値としており、1編では前夜も指定食としている
ことから、導き出された結果は各被験者の食事の影響は少なく、モノグルコシルヘスペリジンの継
続摂取による生体における血液中の中性脂肪値の低下を示していると考えられた。正常域および
正常高値～やや高めの層で変化のみられなかったコントロール群のない介入試験も日本で実施さ
れた研究であり、製品形態も本製品と同様の形態である錠剤タイプで、対象、アウトカムとも非直
接性はないと評価した。

非一貫性その他
のまとめ

非直接性の
まとめ
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