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

カロリミット®

機能性関与成分名

ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとして)、
エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由来ファ
セオラミン

表示しようとする 本品にはギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミン
として)、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆
機能性
由来ファセオラミンが含まれます。
本品は、食事の糖と脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と血
中中性脂肪値の上昇を抑える機能があります。
本品は糖、脂肪が多い食事をとりがちな方に適しています。

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

別紙様式（Ⅴ）-１

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）
-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。
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☐
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。
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の科学的根拠に関する補足説明資料
１．製品概要
商品名

カロリミット®

ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとして)、
機能性関与成分名 エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由来ファ
セオラミン
本品にはギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミン
として)、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆
表示しようとする 由来ファセオラミンが含まれます。
本品は、食事の糖と脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と血
機能性
中中性脂肪値の上昇を抑える機能があります。
本品は糖、脂肪が多い食事をとりがちな方に適しています。

２．補足説明
【当該製品が想定する主な対象者について】
別紙様式(Ⅰ)において当該製品が想定する主な対象者を「糖、脂肪が多い食事をとり
がちな方」としている。表示しようとする機能性の科学的根拠として添付した 2 報の論
文では、糖質食として米飯とふりかけ、脂肪食としてバターとラードを溶かしたコーン
クリームスープを被験者に負荷している。当該製品と類似する製品には、摂取すること
により、これらの負荷食品摂取後の血糖値および血中中性脂肪値の上昇を抑える機能が
ある。よって当該製品においても同様の機能があり、糖、脂質を必要以上に食事で摂取
している方を対象に「糖、脂肪が多い食事をとりがちな方」と記載した。
【一日摂取目安量について】
販売しようとする当該製品と類似する製品は、別紙様式(Ⅱ)に記載の通り、摂取目安
量を 1 回 4 粒、1 日 3 回まで(12 粒まで)として販売を行ってきたが、当該製品と類似す
る製品が原因と考えられる健康被害の発生は確認されなかった。表示しようとする機能
性の科学的根拠として添付した 2 報の資料の通り、当該製品と類似する製品は糖や脂肪
の多い食事の際に単回摂取で機能性を発揮しうるため、お食事の際に 1 回 4 粒の摂取が
好ましい。よって、一般的に 1 日 3 食の食事を行うことを考慮し、当該製品は 1 日 1～3
回(4～12 粒)までの摂取を目安とした。
【科学的根拠に用いた試験食品と当該製品の同一性について】
科学的根拠資料に記載される試験食品は、試験用に製造された試作品を用いており、
当該製品は、品質の安定性、生産効率の改善のために、安全性を考慮した上で、機能性
関与成分の表示値の下限値を担保し、賦形剤の配合量を調整しております。
以下の理由により、科学的根拠に用いた試験食品と当該製品の同一性は失われていな
いと考えられます。
・機能性関与成分を含む原材料（桑の葉エキス末、緑茶エキス、キトサン、ギムネマシ
ルベスタエキス、インゲン豆エキス）の配合量は両品で同じであり、当該製品での分
析により、各機能性関与成分の表示値の下限値は担保できることを確認している。
・製造時および経時安定性の試験においても、機能性関与成分の変質等もなく品質への
影響がないことを確認している。
・同じ形状であり、崩壊性の違いがないことを確認している。
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複合サプリメント（ギムネマシルベスタエキス，
桑の葉エキス，緑茶エキス，キトサン，
インゲン豆エキス含有）摂取による
食後血糖値上昇抑制効果検証試験
―無作為化二重盲検クロスオーバー試験―
■

Effects of Multiple Dietary Supplement Containing Gymnemic Acid,
Mulberry Leaf Extract, Green Tea Extract, Chitosan, and Kidney Bean Extract
on the Postprandial Blood Glucose Level
―A Randomized, Double blind, Cross over Study―
■

清水
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ABSTRACT
Objective The study aimed to verify that ingestion of a multiple dietary supplement containing gymnemic acid, mulberry leaf extract, green tea extract, chitosan, and kidney bean extract
would reduce the postprandial blood glucose level of subjects.
Methods A randomized, double︱blind, cross︱over study was conducted for 20 participants
aged 30 to 59 years whose postprandial blood glucose levels increased more than 130 mg╱dL,
ingested the multiple dietary supplement containing 9.4 mg of gymnemic acid, 200 mg of mulberry leaf extract, 200 mg of green tea extract, 100 mg of chitosan, and 4.8 mg of kidney bean
extract or placebo with rice as a test meal. The blood glucose and insulin levels were measured
before and 30, 60, 90, and 120 minutes after the intake of a test meal, and compared with the
changes between placebo and the multiple dietary supplement.
Results Intake of the multiple dietary supplement was significantly suppressed the delta AUC
（area under the curve）values of postprandial blood glucose and insulin levels after ingestion of
a test meal（P＜0.05）. We also observed significant suppression of the elevation of postprandial
blood glucose and insulin levels at 30 min after ingestion of a test meal by intake of the multiple dietary supplement（P＜0.05）.
1）

2）
3）
株式会社ファンケル 総合研究所
チヨダパラメディカルケアクリニック
医療法人財団健康院 健康院クリニック
Yoshiki Shimizu, Tomohiro Ohno, Sayuri Matsuoka, and Kei Yui: FANCL Research Institute; Shukuko Ebihara: Chiyoda Paramedical Care
Clinic; Takayuki Hosoi and Hajime Orimo: Kenkoin Medical Corporation Foundation Kenkoin Clinic
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Conclusions These results suggest the multiple dietary supplement containing 9.4 mg of
gymnemic acid, 200 mg of mulberry leaf extract, 200 mg of green tea extract, 100 mg of chitosan, and 4.8 mg of kidney been extract suppresses the elevation of postprandial glucose level.

（Jpn Pharmacol Ther 2015；43：827 35）

KEY WORDS Postprandial blood glucose level, Multiple dietary supplement, Gymemic
acid, Mulberry leaf extract, Green tea extract, Chitosan, Kidney bean extract

Ⅰ

背景と目的

2014 年現在，3 億 8000 万人の糖尿病罹患者が世
界中にいるとされている1）。日本については，2012
年度国民健康・栄養調査によると，糖尿病有病者と
その予備群は約 2050 万人と推計され2），糖尿病発症
前の対策は医療費を削減するうえでも重要である。
2 型糖尿病の発症は，インスリン抵抗性の増大と
インスリン分泌能の低下が特徴であり，明らかな糖
尿病の発症以前に，まず，食後血糖値の上昇が出現
する3,4）。つまり，食後血糖値のコントロールは，2
型糖尿病の発症リスクを低減させ，糖尿病に関連し
た合併症である動脈硬化症や心筋梗塞などの発症リ
スクを低減させることが期待される5）。実際に，食
後血糖値の大きな上昇を抑制するα︱グルコシダー
ゼ阻害薬アカルボースは，心血管イベントのリスク
低下させることがメタアナリシスで報告されてい
る6）。
食後高血糖対策としては，食品や食品成分が利用
されており，難消化性デキストリンや，小麦アルブ
ミンなどを含有する特定保健用食品が多数上市され
ていることからも7），日本の市場での血糖値対策の
サプリメントのニーズは高いといえる。
食品や食品成分による食後血糖値の上昇抑制効果
は，各機能成分による糖の物理的吸収阻害や，多糖
類や二糖類の分解阻害による吸収阻害によるものな
ど複数報告されており，特定保健用食品で認められ
ている関与成分以外にも，食後血糖値上昇抑制効果
が期待される糖の吸収抑制作用や，分解阻害活性を
もつ食品または食品成分（ギムネマ酸，桑の葉エキ
ス，緑茶カテキン，インゲン豆エキス，納豆，D︱プ
シコース，コーヒー豆エキス）が存在する8～14）。
ギムネマ酸はギムネマシルベスタ（Gymnema syl828

vestre）の葉中に多く存在し，甘味の抑制作用が知ら
れているが15），糖の吸収を抑制することが報告され
ている8,16）。桑の葉については，含有するイミノ
シ ュ ガ ー で あ る 1︱デ オ キ シ ノ ジ リ マ イ シ ン
（deoxynojirimycin; DNJ）などのα︱グルコシダーゼ
阻害効果による，糖類の分解を抑制することによ
り，糖の吸収抑制を行うことが知られている9）。緑
茶エキス中に含有するエピガロカテキンガレート
は，脂質吸収抑制作用が知られているが17），糖につ
いても，吸収抑制作用が報告されている10）。インゲ
ン豆エキス中には，α︱アミラーゼ活性阻害画分であ
るファセオラミンが存在し，ファセオラミンによる
アミラーゼ阻害を介した糖吸収阻害活性が知られて
いる11,18）。
筆者らは，これまでに上記（ギムネマ酸，桑の葉
エキス，緑茶エキス，インゲン豆エキス）の機能成
分を組み合わせることにより，糖吸収抑制効果が増
大することをラット系やヒト試験で確認してきた
（Ohno T, et al. unpublished data）。現在，上市されて
いる血糖値の上昇を穏やかにする旨を表示する特定
保健用食品は飲料形態が多数であり，飲料の風味な
どによる食事との相性や，飲料形態のため摂取容量
が増加する点が問題であるといえる。そこで，今回，
各種機能成分を組み合わせて，摂取容量が少なく，
食事の味を邪魔しない，錠剤形態の糖吸収抑制作用
を有するサプリメントを作製することとした。
本試験では，ギムネマシルベスタに含まれるギム
ネマ酸，イミノシュガーを含む桑の葉エキス，エピ
ガロカテキンガレートを含む緑茶エキス，キトサ
ン，およびファセオラミンを含むインゲン豆エキス
を配合した複合サプリメントを作製し，食後（米飯
およびふりかけ）の血糖値上昇抑制作用があるかを
検証するため，食後血糖値が上昇しやすい 30～59
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歳の男女を対象に無作為化二重盲検クロスオーバー

保健用食品，健康食品等を摂取している場合，試験

試験を実施した。

期間中も摂取習慣を変更しないようにできる者，⑤
事前に当該臨床試験の説明を受け，その内容が理解

Ⅱ

対象と試験方法

1 試験実施体制

でき趣旨に賛同し，本人による文書同意が得られる
者。
除外基準：①薬物による継続的な治療を行ってい

本試験は，試験に関与しない第三者で構成される

る者，②肝臓，腎臓，消化器等の重篤な疾患に罹患

医療法人財団健康院 健康院クリニック倫理審査委

している者，③妊娠中または妊娠している可能性の

員会での審査および承認（承認日：2014 年 11 月 17

ある者，および試験期間中に妊娠する可能性のある

日）された後，実施した。試験の実施はヘルシンキ

者，授乳中の者，④医薬品およびカニにアレルギー

宣言の精神にのっとり，つねに被験者の人権保護に

がある者，⑤他の医薬品または健康食品の臨床試験

配慮し，疫学研究に関する倫理指針（文部科学省，

に参加中の者，⑥その他，試験責任医師あるいは試

厚生労働省告示）に従って実施した。対象者には，

験分担医師が当該試験の対象として不適当と判断し

試験実施の前に説明文書を配布し，試験責任医師か

た者。

ら試験の趣旨および内容を十分説明し，自由意思に

3 試験食品および負荷食品

基づく同意を文書にて取得し，同意が得られた者の
みを被験者として実施した。
医療法人財団健康院 健康院クリニックおよび，
チヨダパラメディカルケアクリニックで身体所見の
判定および身体計測，理学検査，臨床検査を実施し，
被験者管理，試験実施体制を整備した。本試験では，
スクリーニング検査はチヨダパラメディカルケアク
リニックで，摂取Ⅰ期および摂取Ⅱ期検査を医療法
人財団健康院 健康院クリニックで実施した。試験
責任医師は試験に関わる業務の統括を行い，被験者
への指示，説明，同意の取得，問診および有害事象
の確認・判定，症例報告書の作成，検査実施体制の
管理を行った。また，有害事象について，必要に応
じて処置を行った。本試験は，2014 年 11 月から

2015 年 2 月に実施された。
2 対 象 者

同意を取得した被験者候補 68 名に，スクリーニ

ング検査として，喫煙習慣や飲酒習慣，食習慣など
の背景調査，体調確認，計測，空腹時臨床検査（血
液，尿）
，糖負荷試験（負荷食摂取後 30 分，60 分の
血糖値）の各検査を行った。スクリーニング検査の

1）試験食品
被験食品は 1 回摂取量 4 粒あたり，ギムネマシル
ベスタに含まれるギムネマ酸 9.4 mg，イミノシュ
ガーを含む桑の葉エキス 200 mg，エピガロカテキン
ガレートを含む緑茶エキス 200 mg，キトサン 100
mg，およびファセオラミンを含むインゲン豆エキ
ス 4.8 mg に，賦形剤などを含有する錠剤として，使
用した。なお，プラセボ食品は，被験食品からギム
ネマ酸，桑の葉エキス，緑茶エキス，キトサン，お
よびインゲン豆エキスを除いた物を使用した。プラ
セボ食品は外見上見分けがつかないように，色調も
被験食品とあわせた。試験食品の摂取は負荷食摂取
5 分前に 150 mL の水とともに摂取させた。
2）負荷食品
米飯 200 g（「サトウのごはん 200 g」，佐藤食品工
業㈱）を負荷食品とし，補助食品として，ふりかけ
（「ごましお」，丸美屋食品工業㈱）を使用した。負荷
食品および補助食品の総炭水化物量は 68.3 g であっ
た。
4 試験方法

試験は無作為化二重盲検クロスオーバー比較試験

結果から，以下の選択基準に該当し，除外基準に該

とした。すなわち，試験に関与しない担当者によっ

当しない被験者 20 名を選択した。

て，乱数表を用いて無作為に被験者を X 群と Y 群の

選択基準：①同意取得時の年齢が 20 歳以上 60 歳
未満の男女，②食後（米飯 200 g 摂取 30 分後または
食後 60 分後の）血糖が 160 mg╱dL 以上の者を優先
的に選定する，③HbA1c が 6.5％以下の者，④特定

2 群に分け，摂取Ⅰ期では X 群は被験食品を，Y 群
にプラセボ食品を摂取させた。休止期間を 4 日間
とった後，摂取Ⅱ期として X 群はプラセボ食品を，
Y 群は被験食品を摂取させた。なお，盲検化の対象
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図 1 本試験参加者のフローチャート

は，試験に関係する者（被験者，介入実施者，評価

により測定した。

者など）すべてであり，解析対象被験者が固定され

5 評価項目

るまで，割付け表は開封しないこととした。
試験期間中は，日誌に自覚症状および暴飲・暴食

評価項目は，血糖値，インスリン値の継時的変化

と血中濃度曲線下面積（area under the curve; AUC）

や医薬品・健康食品摂取などの指導内容逸脱の有無

とした。AUC は台形法により算出した。主要評価項

について記録させた。なお，検査来院日前 3 日間に

目は負荷食品摂取前から摂取後の変化量の血糖値

ついては，食事内容を記録させた。

AUC とした。

スクリーニング検査では，身長・体重測定，血
圧・脈拍測定，採血，問診を行った後，負荷食品を

10 分以内に摂取させ，摂取後 30 分，60 分に採血を
行った。摂取Ⅰ期およびⅡ期検査当日は，体重測定，
血圧・脈拍測定，採血，問診を行った後，試験食品
を摂取した 5 分後に負荷食品を 10 分以内に摂取さ
せ，摂取後 30 分，60 分，90 分，120 分に採血を行っ
た。また，臨床検査は㈱エスアールエルにて，定法
830

6 統計解析

負荷食品摂取後の血糖値 AUC について，持ち越

し効果を検定し，クロスオーバーデザインが適切で
あったことを確認し，各評価項目について，対応の
ある t 検定を用いて評価した。なお，被験者背景の

X 群と Y 群の群間比較は，対応のない t 検定と，性
別については，χ2 検定を用いた。各検査値について
は，平均値±標準誤差で表記し，有意水準は両側
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表 1 解析対象者の背景情報
検査項目

単位

全体

X群

Y群

P値

人数（男╱女）

名

歳
cm
kg
kg╱m2
mg╱dL

20（6╱14）
45.7±1.8
161.44±2.22
60.45±2.22
23.14±0.60
86.7±1.2

10（3╱7）
45.4±2.9
159.52±1.96
59.47±2.46
23.35±0.82
86.1±2.3

10（3╱7）
46.0±2.4
163.35±4.02
61.42±3.83
22.93±0.93
87.2±0.9

1.0
0.88
0.40
0.67
0.74
0.67

mg╱dL

150.6±2.8

151.0±4.4

150.1±3.9

0.88

mg╱dL

149.6±5.7

151.1±8.7

148.0±7.8

0.79

年齢
身長

体重
BMI
空腹時血糖値
負荷後 30 分
血糖値
負荷後 60 分
血糖値

数値は平均値±標準誤差

図 3 試験食品摂取後の食後血糖値 AUC

平均値±標準誤差
図 2 試験食品摂取後の食後血糖値の推移
平均値±標準誤差

＊＊

P＜0.01

解析対象被験者の背景情報を表 1 に示す。いずれ
の項目についても，群間で有意ではなかった。
次に，負荷食品摂取前から摂取後 120 分までの変

5％とした。

化量の血糖値 AUC について，持ち越し効果の検定
Ⅲ

結

果

を行ったところ，時期効果（P＝0.87）と順序効果
（P＝0.88）のいずれも有意ではなく，本試験はクロ

1 被験者背景

スオーバー法に基づき適切に評価できるものと判断

リーニング検査を実施し，20 名の被験者を選択し，

2 解析結果

同意を取得した被験者候補 68 名に対して，スク

この 20 名をそれぞれ X 群，Y 群に群分けした。こ

された。
負荷食品摂取前から摂取後 120 分までの血糖値の

の被験者 20 名は，所定の試験スケジュールを完了

推移および AUC を図 2 から図 5 までに示す。また，

した。試験を完了した被験者のうち，事前に設定し

インスリン値の推移を図 6 および図 7 に示す。

ていた解析対象除外基準に該当する被験者はいな

血糖値は負荷食品摂取後に，被験食品およびプラ

かったため，すべての被験者を解析対象者とするこ

セボ食品摂取時ともに上昇し，被験食品摂取時は負

ととして，割付け表を開封した（図 1）
。

荷後 60 分，プラセボ摂取時は負荷後 30 分で頂値に
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図 5 試験食品摂取後の食後血糖値の変化量の
図 4 試験食品摂取後の食後血糖値の変化
量の推移
平均値±標準誤差

AUC
平均値±標準誤差
＊

P＜0.05

＊＊

P＜0.01

図 6 試験食品摂取後の食後インスリン値
の推移
平均値±標準誤差
＊

＊＊

P＜0.01

P＜0.05

達した後，120 分まで徐々に減少した。測定値の比
較を行ったところ，負荷後 30 分値で被験食品摂取
時（142.3±3.7 mg╱dL） は， プ ラ セ ボ 食 品 摂 取 時
（157.5±5.1 mg╱dL）と比較して有意に低値（P＝

0.001）を示した（図 2）。その他の時点では，試験
食品摂取時のあいだで有意ではなかった。一方，血
糖値の AUC については，被験食品摂取時（270.1±
10.4 mg・h╱dL）は，プラセボ食品摂取時（282.1±
832

図 7 試験食品摂取後の食後インスリン値
の変化量の推移
平均値±標準誤差

9.4 mg・h╱dL）と比較して有意ではないものの低値
（P＝0.09）を示した（図 3）。また，変化量について
は，負荷後 30 分値の負荷前からの変化量で被験食
品摂取時（44.0±3.2 mg╱dL）は，プラセボ食品摂取
時（60.7±4.9 mg╱dL）と比較して有意に低値（P＝
0.001）を示した（図 4）。その AUC についても，被
験食品摂取時（73.6±8.9 mg・h╱dL）は，プラセボ
食品摂取時（88.7±8.8 mg・h╱dL）と比較して有意
に低値（P＝0.04）を示した（図 5）。
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インスリン値については，測定値を比較したとこ

果を検証した。

ろ，負荷前では，被験食品摂取時（4.72±0.60μU╱

その結果，被験食品摂取による，負荷食摂取 30 分

mL）にプラセボ食品摂取時（3.91±0.47μU╱mL）と
比較して有意に高値（P＝0.01）を示した（図 6）。
一方，負荷後各時点の測定値では，負荷後 30 分で，
被験食品摂取時（27.58±2.65μU╱mL）はプラセボ
食品摂取時（33.43±3.81μU╱mL）と比較して，有
意に低値（P＝0.01）を示した（図 6）
。AUC につい
ては，被験食品摂取時（55.71±5.51μU・h╱mL）は，
プラセボ食品摂取時（60.95±7.09μU・h╱mL）と比
較して有意ではないものの低値（P＝0.09）を示し
た。また，変化量については，負荷後 30 分値の負
荷前からの変化量で被験食品摂取時（22.86±2.26
μU╱mL）は，プラセボ食品摂取時（29.52±3.49μU╱
mL）と比較して有意に低値（P＝0.008）を示した
（ 図 7）
。 そ の AUC に つ い て も， 被 験 食 品 摂 取 時
（46.27±4.68μU・h╱mL）に，プラセボ食品摂取時
（53.13±6.41μU・h╱mL）と比較して有意に低値を
示した（P＝0.04）。その他の時点では，試験食品摂
取時のあいだで有意ではなかった。
以上より，被験食品摂取による，食後血糖値およ
びインスリン値の上昇抑制効果が確認された。

後の血糖値の上昇と，血糖 AUC の低下が確認され，
食後血糖値上昇抑制効果が確認された。この効果の
メカニズムを考察していくと，被験食品の各関与成
分の機能として，ギムネマシルベスタに由来するギ
ムネマ酸が小腸での糖の吸収の抑制作用をもつこ
と，桑の葉エキスについては，1︱DNJ を含むイミノ
シュガーのα︱グルコシターゼ阻害効果による，糖質
の分解阻害活性がそれぞれ報告されている8,9）。緑茶
エキスはエキス中に含まれるエピガロカテキンガ
レート，およびインゲン豆エキス中のファセオラミ
ンについては，α︱アミラーゼ阻害活性をもつことが
報告されている10,11,18）。このため，本試験の被験食
品による食後血糖値上昇抑制効果の推定されるメカ
ニズムとしては，まず，摂取されたでんぷんのα︱ア
ミラーゼによる分解が緑茶エキス中のエピガロカテ
キンガレート，およびインゲン豆エキスにより阻害
されることが考えられる。また，低分子糖類やα︱ア
ミラーゼによる分解を受けた糖類などについては，
桑の葉エキス中のイミノシュガーによるα︱グルコ
シダーゼ阻害によって，腸管からの血中への吸収が

3 安 全 性

抑制される。次いで，ファセオラミンや桑の葉エキ

品の安全性に問題はなかった。

や低分子糖類，消化の過程で生じた低分子糖類につ

本試験期間中に，有害事象は認められず，試験食

スによって阻害を受けなかった酵素によるでんぷん
いては，ギムネマ酸が，腸管からの吸収を抑制する

Ⅳ

考

察

2012 年度国民健康・栄養調査によると，日本にお
ける糖尿病有病者とその予備群は約 2050 万人と推
計されており2），日本国内で，糖尿病は大きな問題
であり，その対策の重要性は高いと考えられる。
血糖値の上昇を穏やかにする旨で認可されている
特定保健用食品の機能成分は糖質の物理的な排泄に
よる吸収阻害や，α︱グルコシダーゼの阻害による糖
類の分解を抑制することのいずれかによる食後の血
糖上昇抑制作用である7）。本試験では，糖質の吸収
や分解の抑制の両方の作用をもつ，機能性食品を作
製するためにギムネマ酸，桑の葉エキス，緑茶エキ
ス，キトサン，およびインゲン豆エキスを配合した
複合サプリメントを作製し，食後の血糖値が上昇し
やすい男女 20 名に対して，食後血糖値上昇抑制効

ことで，血糖値の上昇を抑制していると考えられ
る。キトサンについては，ヒトでの糖吸収抑制作用
は報告されていないものの，ラットモデルで，α︱ア
ミラーゼおよびα︱グルコシダーゼ阻害効果を介し
た食後血糖値上昇抑制作用が報告されていることか
ら19），ヒトでも同様に吸収抑制作用を有する可能性
が考えられ，上記の機能成分の作用を高めている可
能性が示唆される。
本試験では，被験食品摂取によって，負荷食品摂
取後のインスリン値の上昇が，血糖値と同様に抑制
された。これは，被験食品摂取による糖の吸収阻害
によるものと推察された。
近年，日本国内で上市されている食後血糖対策の
食品（とくに特定保健用食品）については，飲料形
態が多く，食事内容との相性や嗜好性が問われるこ
とや，飲料形態のために摂取容量が増加することが
833
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欠点ともいえる。今回，試験で使用したギムネマ酸，
桑の葉エキス，緑茶エキス，キトサン，インゲン豆
エキス配合複合サプリメントは摂取量が 4 粒と少な
く，少量の水などで簡単に摂取ができ，摂取容量や，
食事との相性についても飲料形態のものと比較して
問題がないことから，消費者の食事の嗜好性を妨げ
ない点で，本サプリメントは優位であるといえよう。
また，本試験では，有害事象は発生せず，本試験
条件下で被験食品の安全性に問題はなかった。
結

論

1 回摂取量 4 粒あたり，機能成分として，ギムネ
マシルベスタに含まれるギムネマ酸 9.4 mg，イミノ
シュガーを含む桑の葉エキス 200 mg，エピガロカテ
キンガレートを含む緑茶エキス 200 mg，キトサン
100 mg，およびファセオラミンを含むインゲン豆エ
キス 4.8 mg を含有する複合サプリメントについて，
単回摂取による食後血糖値上昇抑制効果を無作為化
二重盲検クロスオーバー試験で評価した。
その結果，血糖値については，負荷食摂取 30 分
後における測定値および負荷前からの変化量と，そ
の AUC において複合サプリメント摂取時にプラセ
ボ食品摂取時と比較して，有意な低値を示した。イ
ンスリン値については，負荷食摂取 30 分後におけ
る測定値および負荷前からの変化量と，その AUC
において複合サプリメント摂取時にプラセボ食品摂
取時と比較して，有意な低値を示した。
以上より，ギムネマ酸 9.4 mg，イミノシュガーを
含む桑の葉エキス 200 mg，エピガロカテキンガレー
トを含む緑茶エキス 200 mg，キトサン 100 mg，お
よびファセオラミンを含むインゲン豆エキス 4.8 mg
を含有する複合サプリメントは食後血糖値上昇抑制
効果を有することが示された。
【利益相反】 本試験の実施にかかる費用は㈱ファンケル
が負担した。
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複合サプリメント（ギムネマ酸，キトサン，
緑茶エキス，桑の葉エキス，インゲン豆エキス含有）
摂取による食後血中中性脂肪値上昇抑制効果検証試験
―無作為化二重盲検クロスオーバー試験―
■

Effects of Multiple Dietary Supplement Containing Gymnemic Acid, Chitosan,
Green Tea Extract, Mulberry Leaf Extract, and Kidney Bean Extract
on the Postprandial Serum Triglyceride Level
―A Randomized, Double blind, Cross over Study―
■

清水

良樹1）

北野

嶺1）

由井

慶1）

髙野

和彦2）

松岡小百合1）

ABSTRACT
Objective The study aimed to verify that ingestion of a multiple dietary supplement containing gymnemic acid, chitosan, green tea extract, mulberry leaf extract, and kidney bean extract
would reduce the postprandial serum triglyceride level of subjects.
Methods A randomized, double︱blind, cross︱over study was conducted for 36 participants
whose fasting serum triglyceride levels were 102 mg╱dL to 191 mg╱dL, ingested the multiple
dietary supplement containing 9.4 mg of gymnemic acid, 100 mg of chitosan, 200 mg of green
tea extract, 200 mg of mulberry leaf extract, and 4.8 mg of kidney bean extract or placebo with
high fat meal（40.0 g fat）. The serum triglyceride and remnant︱like lipoprotein particle cholesterol（RLP︱C）were determined before and 2, 3, 4, 6 hours（hr）after high fat meal ingestion.
Results Intake of the multiple dietary supplement was significantly suppressed the postprandial increase in the serum triglyceride level compared to that in the placebo group. The difference was significant at 2 and 4 hr following ingestion（P＜0.01）. This change was accompanied
by the difference in the delta area under the curve（AUC）for serum triglyceride levels（mean
±SE：423.9±35.0 mg・h╱dL for the multiple dietary supplement intake vs. 533.3±32.2 mg・
h╱dL for the placebo intake；P＜0.001）. We also observed significant suppression of the elevation of postprandial RLP︱C level（delta RLP︱C AUC：22.02±1.89 mg╱dL for the multiple
dietary supplement intake vs. 28.99±1.78 mg╱dL for the placebo intake；P＜0.001）.
Conclusions These results suggest the multiple dietary supplement containing 9.4 mg of
gymnemic acid, 100 mg of chitosan, 200 mg of green tea extract, 200 mg of mulberry leaf
1）

2）
株式会社ファンケル 総合研究所
医療法人北武会 美しが丘病院
Yoshiki Shimizu, Rei Kitano, Sayuri Matsuoka, and Kei Yui: FANCL Research Institute; Kazuhiko Takano: Medical Corporation Hokubu︱kai
Utsukushigaoka Hospital
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extract, and 4.8 mg of kidney been extract suppresses the elevation of postprandial serum triglyceride level and RLP︱C in healthy subjects or subjects with moderately high fasting triglyceride levels.

（Jpn Pharmacol Ther 2015；43：1329 38）

KEY WORDS Postprandial serum triglyceride level, Remnant︱like lipoprotein particle cholesterol, Multiple dietary supplement, Gymnemic acid, Chitosan, Green tea extract

はじめに

キトサンは，胆汁酸排出を促進し，体内のコレス
テロールプールを低下させることにより，血中コレ

平成 25 年度国民健康・栄養調査では，高トリグ

ステロール濃度を低下させる作用があり，キトサン

リセリド血症と診断される血中中性脂肪値が 150

を関与成分とするコレステロールが気になる方への

mg╱dL 以上の割合が男性で 39.7％，女性で 25.9％で
あった1）。血中中性脂肪値の上昇に伴い，冠動脈疾
患の発症率が上昇することが報告されているよう
に，高トリグリセリド血症をはじめとする脂質異常
症は，心血管イベントのリスク因子となることが知
られている2,3）。脂質異常症は，日本動脈硬化学会の
診断基準により，高コレステロール血症，高 LDL コ
レステロール血症，低 HDL コレステロール血症，
高トリグリセリド血症に分類されている4）。この分
類に含まれていないものの，脂質異常症の一種とし
て，食後高トリグリセリド血症が近年，注目されて
おり，食後血中中性脂肪レベルの上昇が心血管イベ
ントのリスク因子であることが明らかとなってき
た2,5～9）。
食後高トリグリセリド血症の対策として，食品ま
たは，食品成分の研究が行われており，これまでに，
グロビンタンパク分解物10,11），難消化性デキストリ
ン12～16），ウーロン茶ポリフェノール17），マンノオリ
ゴ糖18），リンゴポリフェノール19），紅茶ポリフェ
ノール20），茶カテキン21,22）などが，食後血中中性脂
肪上昇抑制作用を有することが報告されている。ま
た，現在，こういった機能成分を使用した血中中性
脂肪が高めな方に適した食品として，複数の特定保
健用食品が認可を受け，食後血中中性脂肪の上昇抑
制作用を有する食品として多数上市23）されている
こともあり，市場ニーズは高いと考えられる。
前述した食後血中中性脂肪の上昇抑制作用を有す
る食品成分以外にも，同様に食後血中中性脂肪の上
昇抑制作用が期待される食品成分は存在する。

旨を表示した特定保健用食品が複数上市されてい
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る24）。一方，キトサンの血中中性脂肪値への影響は
ほとんど報告されていない。キトサンは，膵リパー
ゼの阻害作用が報告されており25），この阻害作用に
より，脂肪の分解を抑制することによって，食後血
中中性脂肪の上昇抑制作用が期待される。
ギムネマシルベスタ（Gymnema sylvestre）の葉中
に多く存在し，甘味の抑制作用が知られているギム
ネマ酸26）は，ラットでの遊離オレイン酸の吸収を抑
制することが報告されている27）。また，ギムネマシ
ルベスタの葉の水抽出物は，膵リパーゼの活性を阻
害することが報告されている28）。すなわち，ギムネ
マ酸は，腸管からの遊離脂肪酸の吸収抑制作用と，
膵リパーゼの阻害作用による脂肪の分解抑制による
食後血中中性脂肪の上昇抑制作用が期待される。
キトサンおよびギムネマ酸のヒトでの食後血中中
性脂肪値への影響については，報告はなされていな
かったが，最近，松岡らはキトサンとギムネマ酸の
組合わせによる食後血中中性脂肪の上昇抑制作用を
オープン試験で報告した29）。この報告は，複数成分
の組合わせによって，食後血中中性脂肪上昇抑制作
用を増強できることを示唆する。
われわれは，ギムネマ酸，キトサン，緑茶エキス，
桑の葉エキス，インゲン豆エキスを含有する錠剤形
態の複合サプリメントを開発し，その食後血糖値上
昇抑制効果を確認している30）。この複合サプリメン
トには，脂肪の吸収の抑制が期待されるギムネマ
酸，キトサン，緑茶エキス（エピガロカテキンガレー
トを含む）を含有していることから，本試験では，
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この複合サプリメントの高脂肪食負荷後の血中中性

がある者（虫垂切除を除く），②試験に影響する可能

脂肪上昇抑制作用を検証するため，空腹時血中中性

性のある医薬品，特定保健用食品，健康食品等を常

脂肪値が正常値および正常高値からやや高めの男女

用している者，③試験食品ならびに負荷食品に関連

を対象に無作為化二重盲検クロスオーバー試験を実

して，各種ハーブ系植物やカニ，桑の葉，乳などに

施した。

アレルギーがある者，極度の乳糖不耐症および下痢
症の者，④試験期間中に妊娠を希望する者，妊婦（妊
Ⅰ

対象と試験方法

娠している可能性のある場合を含む）あるいは授乳
中の者，⑤アルコール多飲者および過度の喫煙者，

1 試験実施体制

⑥その他，試験責任医師により本試験参加に不適切

医療法人北武会 美しが丘病院 治験審査委員会での

3 試験食品および負荷食品

本試験は，試験に関与しない第三者で構成される

審査および承認（承認日：2015 年 5 月 7 日）された

と判断された者

ング検査として，喫煙習慣や飲酒習慣，食習慣など

1 ）試験食品
被験食品は 1 回摂取量 4 粒あたり，ギムネマシル
ベスタエキスに含まれるギムネマ酸 9.4 mg（総ギム
ネマ酸として），キトサン 100 mg，エピガロカテキ
ンガレートを含む緑茶エキス 200 mg，桑の葉エキス
200 mg，およびインゲン豆エキス 4.8 mg に，賦形剤
を含有する錠剤として使用した。なお，プラセボ食
品は，被験食品からギムネマ酸，桑の葉エキス，緑
茶エキス，キトサン，およびインゲン豆エキスを除
いた物を使用した。プラセボ食品は外見上見分けが
つかないように，色調も被験食品とあわせた。試験
食品の摂取は，負荷食品摂取 15 分前に 150 mL の水
とともに摂取させた。
2 ）負荷食品
負荷食品は，コーンクリームスープ〈バター（よ
つ葉バター 食塩不使用，よつ葉乳業㈱）20.0 g と
ラード（ラード，雪印メグミルク㈱）13.9 g をコー
ンポタージュ（コーンクリームポタージュ，名古屋
製酪㈱）200.0 g に溶かし，混合した物〉を使用し
た。なお，負荷食品全体の総脂質量は 40.0 g であっ
た。

の背景調査，体調確認，計測，空腹時臨床検査（血

4 試験方法

後，実施した。試験の実施はヘルシンキ宣言の精神
にのっとり，つねに被験者の人権保護に配慮し，人
を対象とする医学系研究に関する倫理指針（文部科
学省，厚生労働省告示）に従って実施した。対象者
には，試験実施のまえに説明文書を配布し，試験責
任医師から試験の趣旨および内容を十分説明し，自
由意思に基づく同意を文書にて取得し，同意が得ら
れた者のみを被験者として実施した。
医療法人北武会 美しが丘病院で身体所見の判定
および身体計測，理学検査，臨床検査を実施し，被
験者管理，試験実施体制を整備した。試験責任医師
は試験に関わる業務の統括を行い，被験者への指
示，説明，同意の取得，問診および有害事象の確
認・判定，症例報告書の作成，検査実施体制の管理
を行った。また，有害事象について，必要に応じて
処置を行った。本試験は，2015 年 5 月から 2015 年

7 月に実施された。
2 対 象 者

同意を取得した被験者候補 128 名に，スクリーニ

液，尿）
，脂肪負荷試験の各検査を実施した。

試験は無作為化二重盲検クロスオーバー試験とし

被験者の選択は，①満 20 歳以上 65 歳未満の男

た。すなわち，試験に関与しない担当者が割付け表

女，②空腹時血中中性脂肪値が正常高値からやや高

を作成し，無作為に被験者を A 群と B 群の 2 群に分

めな 120 mg╱dL 以上 200 mg╱dL 未満に近い者，③

け，摂取Ⅰ期では A 群は被験食品を，B 群にプラセ

試験日程に対応できて，会場に通院可能な者，④本

ボ食品を摂取させた。休止期間を 7 日間とった後，

試験参加を自分の意思で同意し，同意書を提出した

摂取Ⅱ期として A 群はプラセボ食品を，B 群は被験

者で，以下の除外基準に該当しない被験者 40 名を

食品を摂取させた。なお，盲検化の対象は，試験に

選択した。

関係する者（被験者，介入実施者，評価者など）す

除外基準：①重篤な既往歴および消化管の手術歴

べてであり，解析対象被験者が固定されるまで，割
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付け表は開封しないこととした。
試験期間中は，日誌に自覚症状および暴飲・暴食
や医薬品・健康食品摂取などの指導内容逸脱の有無
について記録させた。なお，検査来院日前 3 日間に
ついては，食事内容を記録させた。

A 群と B 群を 2 標本 t 検定で比較し，性別について
は，χ2検定を行った。
数値は平均値±標準偏差または標準誤差で示し，
検定の有意水準は両側 5％とした。統計解析ソフト
には，JMP11.0（SAS Institute Japan㈱）を用いた。

スクリーニング検査では，身長・体重測定，血
圧・脈拍測定，空腹時採血，問診を行った後，負荷

Ⅱ

食品を 5 分以内に摂取させ，摂取後 2 時間，3 時間，

結

果

4 時間に採血を行った。摂取Ⅰ期およびⅡ期検査当
日は，体重測定，血圧・脈拍測定，空腹時採血，問
診を行った後，試験食品を摂取した 15 分後に負荷
食品を 5 分以内に摂取させ，摂取後 2 時間，3 時間，
4 時間，6 時間に採血を行った。また，臨床検査は
札幌臨床検査センター㈱にて，定法により測定した。

続困難を理由に辞退を申し出たため，脱落した。

5 評価項目

よって，A 群は 20 名，B 群は 19 名，計 39 名が所

1 ）主要評価項目
負荷食品摂取後の血中中性脂肪値の負荷前からの
変化量の血中濃度曲線下面積（area under the curve;
AUC）とした。
2 ）副次評価項目
空腹時（負荷食品摂取前）
，負荷食品摂取後 2 時
間，3 時間，4 時間，6 時間の血中中性脂肪値および
レムナント様リポタンパクコレステロール（remnant︱like lipoprotein particle cholesterol; RLP コレス
テロール）とした。また，RLP コレステロールの
AUC，血中中性脂肪値および RLP コレステロール
の負荷前からの変化量についても同様に評価した。
3 ）安全性評価
医師による自覚症状および有害事象についての慣
例的な診察を基に評価した。
6 統計解析

血中中性脂肪の負荷前からの変化量の AUC につ

いては，持ち越し効果の有無，食品効果を評価した。
また，空腹時（負荷食摂取前）
，負荷食摂取後 2 時
間，3 時間，4 時間，6 時間の血中中性脂肪値および

RLP コレステロール，また，その負荷前からの変化
量については，クロスオーバー法に基づき，2 標本
t 検定を用いて評価した。なお，各採血時点における
多重性は Holm の方法を用いて考慮し，P 値の調整
を行った。
解析対象被験者の背景情報（性別，年齢，身長，
体重，BMI，空腹時血中中性脂肪値）については，
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1 被験者背景

同意を取得した被験者候補 128 名に対して，スク

リーニング検査を実施し，40 名の被験者を選択し，
この 40 名をそれぞれ A 群，B 群に群分けした。こ
のうち B 群の被験者 1 名は，Ⅰ期検査中に，試験継

定の試験スケジュールを完了した。
試験を完了した被験者のうち，A 群の 2 名および

B 群の 1 名は，摂取Ⅰ期およびⅡ期の負荷食摂取後
の中性脂肪値の推移が異常と判断されたため，事前
に設定していた解析対象除外基準に該当した。その
結果，合計 3 名を有効性解析対象から除外し，計 36
名（A 群：18 名，B 群 18 名）の被験者が解析対象
者となり，割付け表を開封した（図 1）。
解析対象被験者の背景情報（性別，年齢，身長，
体重，BMI，空腹時血中中性脂肪値；各数値はいず
れもスクリーニング検査時）を表 1 に示す。なお，
有効性解析対象者の空腹時血中中性脂肪値は 102～
191 mg╱dL であった。いずれの項目についても，A
群と B 群のあいだで有意な差は認められなかった。
また，空腹時血中中性脂肪値が正常高値からやや高
め（120 mg╱dL 以上 200 mg╱dL 未満）の者は，両群
あわせて計 25 名であり，血中中性脂肪値が正常高
値からやや高めの者と正常値（120 mg╱dL 未満）者
の人数について，A 群と B 群で有意ではなかった
（χ2検定の P 値＝0.28）。
2 クロスオーバー法の妥当性

負荷食品摂取前から摂取後 6 時間までの変化量の

血中中性脂肪値 AUC（Δ 血中中性脂肪値 AUC）に
ついて，順序効果および時期効果の検定を行ったと
ころ，時期効果（P＝0.41）と順序効果（P＝0.74）
のいずれも有意ではなく，本試験はクロスオーバー
法に基づき適切に評価できるものと判断された。
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図 1 本試験参加者のフローチャート
表 1 解析対象者の背景情報
検査項目

単位

人数（男╱女）

名

年齢
身長
体重

BMI
空腹時血中中性脂肪値

歳

cm
kg
kg╱m2
mg╱dL

全体

A群

B群

36（20╱16）
18（11╱7）
18（9╱9）
50.3±11.4
50.1±12.4
50.4±10.5
164.29±8.02 164.38±7.73 164.21±8.53
71.36±14.34 71.28±14.82 71.45±14.27
26.26±3.90
26.23±4.12
26.28±3.78
142.2±29.3
143.2±28.4
141.1±30.9

P値
0.50
0.93
0.95
0.97
0.97
0.83

数値は平均値±標準偏差

3 有効性の評価

時間で頂値に達したが，被験食品摂取時にすべての

負荷食品摂取前から摂取後 6 時間までの血中中性

時点でプラセボ食品摂取時より低値であり，負荷後

脂肪値と RLP コレステロールの推移および AUC を

2 時間（被験食品摂取時：213.7±11.6 mg╱dL，プラ
セボ食品摂取時：232.9±11.1 mg╱dL，P＝0.01），負
荷後 4 時間（被験食品摂取時：234.7±16.9 mg╱dL，
プ ラ セ ボ 食 品 摂 取 時：277.3±13.5 mg╱dL，P＜
0.001）については，有意であった（図 2（A））。負

図 2 から図 5 までに示す。

血中中性脂肪値は被験食品およびプラセボ食品摂

取時ともに負荷食品摂取後に上昇し，被験食品摂取
時は負荷後 3 時間，プラセボ食品摂取時は負荷後 4
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図 2

負荷食品摂取後の食後血中中性脂肪値の推
移とその AUC

（A）負荷食品摂取後の食後血中中性脂肪値の推移
（B）負荷食品摂取後の食後血中中性脂肪値 AUC
平均値±標準誤差
＊

P＜0.05，＊＊P＜0.01

図 3

負荷食品摂取後の食後血中中性脂肪値の変
化量の推移とその AUC

（A）負荷食品摂取後の負荷前からの食後血中中性
脂肪値の変化量の推移
（B）負荷食品摂取後の負荷前からの変化量の食後
血中中性脂肪値 AUC

平均値±標準誤差

荷食品摂取後の血中中性脂肪値 AUC は，被験食品

＊

P＜0.05，＊＊P＜0.01

摂取時においては 1244.5±75.6 mg・h╱dL，プラセ
ボ食品摂取時は 1383.9±63.1 mg・h╱dL で，被験食

品摂取時：91.1±6.8 mg╱dL，P＜0.001），負荷後 4

品摂取時に有意に低値（P＝0.001）であった（図 2

時間（被験食品摂取時：97.9±11.2 mg╱dL，プラセ

（B）
）
。

血中中性脂肪値の変化量（Δ 血中中性脂肪値）に

ついては，プラセボ食品摂取時と比較して，被験食

ボ食品摂取時：135.5±11.0 mg╱dL，P＜0.001）につ
いては，有意であった（図 3（A））。主要評価項目で
ある負荷食品摂取後の負荷前からの変化量の血中中

品摂取時にすべての時点で低値であり，負荷後 2 時

性脂肪値 AUC は，被験食品摂取時においては 423.9

間（被験食品摂取時：76.9±5.7 mg╱dL，プラセボ食

±35.0 mg・h╱dL，プラセボ食品摂取時は 533.3±
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図 4 負荷食品摂取後の食後 RLP コレステロール
の推移とその AUC

（A）負荷食品摂取後の食後 RLP コレステロールの
推移
（B）負荷食品摂取後の食後 RLP コレステロール

AUC
平均値±標準誤差
＊

P＜0.05，＊＊P＜0.01

32.2 mg・h╱dL と被験食品摂取時に低値であり，ク
ロスオーバー解析における食品効果は有意（P＜
0.001）であった（図 3（B））。
RLP コレステロールについては，被験食品および
プラセボ食品摂取時ともに負荷食品摂取後に上昇
し，負荷食品摂取後 4 時間で頂値に達したが，すべ
ての時点で被験食品摂取時が低値であり，負荷後 2

図 5 負荷食品摂取後の食後 RLP コレステロール
の変化量の推移とその AUC

（A）負荷食品摂取後の負荷前からの食後 RLP コレ
ステロールの変化量の推移
（B）負荷食品摂取後の負荷前からの変化量の食後

RLP コレステロール AUC

平均値±標準誤差
＊

P＜0.05，＊＊P＜0.01

時間（被験食品摂取時：9.24±0.61 mg╱dL，プラセ
ボ食品摂取時：10.21±0.58 mg╱dL，P＝0.02），負荷
後 4 時間（被験食品摂取時：10.34±0.83 mg╱dL，プ
ラセボ食品摂取時：12.37±0.64 mg╱dL，P＜0.001）
で，有意であった（図 4（A））。また，RLP コレス

テロール AUC についても，被験食品摂取時におい
ては 54.00±3.74 mg・h╱dL，プラセボ食品摂取時は
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61.02±3.30 mg・h/dL と被験食品摂取時に有意に低

レムナントリポタンパクは，腸管から吸収された

値（P＝0.002）であった（図 4（B）
）
。

脂質に由来するカイロミクロンや，肝臓で再構成・

また，RLP コレステロールの負荷食品摂取前から

分泌される VLDL が，血中でリポタンパクリパーゼ

の各時点の変化量（ΔRLP コレステロール）につい

により分解を受け生じる中間代謝産物であり，血中

ては，負荷後 2 時間（被験食品摂取時：3.91±0.31

RLP コレステロール値は，レムナントリポタンパク
値を反映する。血中 RLP コレステロールと血中中性
脂肪は食事後，6 時間後には空腹時のレベルに戻る
といわれている。しかしながら，脂質を大量に摂取
した場合や空腹時の血中中性脂肪レベルが高い場合
などは，食後の血中中性脂肪および RLP コレステ
ロールレベルが高い状態が長時間続き，このことが
動脈硬化の一因となると考えられている31）。本試験
で使用した複合サプリメント摂取により，食後 RLP
コレステロールレベルの上昇も有意に抑制された
が，この結果は，血中中性脂肪値の上昇抑制作用を
反映しているといえる。
複合サプリメント摂取による，食後血中中性脂肪
値上昇抑制作用のメカニズムについては，次のよう
に考えられる。まず，食事として摂取された脂質に
複合サプリメント中に含有するキトサンが結合し，
膵リパーゼによる分解を阻害する。また，ギムネマ
酸，緑茶エキスに含有するエピガロカテキンガレー
トについても，膵リパーゼ活性を阻害し，脂肪の分
解を抑制し，脂肪の吸収を抑える。次いで，膵リ
パーゼの分解を受け生じた，遊離脂肪酸の腸管から
の吸収をギムネマ酸により抑制する。すなわち，本
複合サプリメントは，脂肪の分解の抑制と，腸管か
らの吸収抑制の二つの作用により，血中中性脂肪の
上昇を抑制しているものと考えられる。

mg/dL，プラセボ食品摂取時：4.87±0.37 mg/dL，
P＝0.005），負荷後 3 時間（被験食品摂取時：4.97±
0.49 mg/dL，プラセボ食品摂取時：6.73±0.60 mg/dL，
P＝0.007），負荷後 4 時間（被験食品摂取時：5.01±
0.59 mg/dL，
プラセボ食品摂取時：7.03±0.47 mg/dL，
P＜0.001）で，有意に低値であり（図 5（A）），その
AUC（ΔRLP コレステロール AUC）についても被験
食品摂取時にプラセボ食品摂取時と比較して有意に
低値（被験食品摂取時：22.02±1.89 mg/dL，プラセ
ボ 食 品 摂 取 時：28.99±1.78 mg/dL，P＜0.001） で
あった（図 5（B）
）
。
以上より，被験食品摂取による食後の血中中性脂
肪上昇抑制効果および RLP コレステロール上昇抑
制効果が確認された。
4 安 全 性

試験期間中に観察された有害事象は胃部不快感が

1 名に 1 件発現（プラセボ食品摂取時）したが，試
験責任医師により，試験食品との関連性はないと判
断され，副作用に該当する事象はなかった。
Ⅲ

考

察

今回の無作為化二重盲検クロスオーバー試験にお
いて，ギムネマシルベスタに含まれるギムネマ酸
（総ギムネマ酸として）9.4 mg，キトサン 100 mg，

一方で，今回使用した複合サプリメント中に含ま

エピガロカテキンガレートを含む緑茶エキス 200

れている，桑の葉エキスおよびインゲン豆エキスに

mg，桑の葉エキス 200 mg，およびインゲン豆エキ
ス 4.8 mg を含有する複合サプリメントの単回摂取
により，高脂肪食摂取後の血中中性脂肪および RLP
コレステロールの上昇が有意に抑制されることが示
された。食事に由来する脂質は，膵リパーゼからの
消化を受けた後，小腸から吸収され，小腸粘膜中で
カイロミクロンとして再構成される。このカイロミ
クロンは，リンパを経て血中に移行し，血中中性脂
肪の上昇をもたらす。すなわち，本複合サプリメン
トの食後血中中性脂肪上昇抑制作用は，食事に由来
する中性脂肪の吸収が抑制されたためと考えられる。

ついては，食後血糖値の上昇抑制作用は報告されて
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いるものの32〜34），脂質の吸収抑制作用については，
報告されていない。このことから，桑の葉エキスお
よびインゲン豆エキスは，今回の試験で確認された
食後血中中性脂肪上昇抑制作用については効果の発
揮に寄与していないものと考えられる。
近年，日本国内で上市されている食後血中中性脂
肪対策の食品（とくに特定保健用食品）については，
飲料形態が多く，食事内容との相性や嗜好性が問わ
れること，飲料形態であることからの摂取容量が増
加することが欠点ともいえる。今回，試験で使用し
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たギムネマ酸，キトサン，緑茶エキス，桑の葉エキ
ス，インゲン豆エキス配合複合サプリメントは摂取
量が 4 粒と少なく，少量の水などで簡単に摂取がで
き，摂取容量や，食事との相性についても飲料形態
のものと比較して問題が生じないことが考えられる
ため，消費者の食事の嗜好性を妨げない点で，本サ
プリメントは優位であるといえよう。
また，本試験では，試験食品に起因する有害事象
は発生せず，本試験条件下で被験食品の安全性に問
題はなかった。
結

論

1 回摂取量 4 粒あたり，ギムネマシルベスタエキ
スに含まれるギムネマ酸 9.4 mg（総ギムネマ酸とし
て）
，キトサン 100 mg，エピガロカテキンガレート
を含む緑茶エキス 200 mg，桑の葉エキス 200 mg，
およびインゲン豆エキス 4.8 mg を含有する複合サ
プリメントについて，単回摂取による食後血中中性
脂肪値上昇抑制効果を無作為化二重盲検クロスオー
バー試験で評価した。
その結果，複合サプリメント摂取は，食後の血中
中性脂肪および RLP コレステロールの上昇を有意
に抑制することが確認された。
【利益相反】 本試験の実施にかかる費用は㈱ファンケル
が負担した。
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