
別紙様式（Ⅴ）-１【添付ファイル用】 ※複数の機能性に関する表示を行う等、必要な場合使用する。

機能性の科学的根拠に関する点検表

１．製品概要

商品名 モイストバリア W

機能性関与成分名 アスタキサンチン

パイナップル由来グルコシルセラミド

表示しようとする

機能性

本品にはアスタキサンチン・パイナップル由来グルコシ

ルセラミドが含まれます。アスタキサンチンは、肌のう

るおいを保ち、乾燥を和らげる機能が報告されています。

パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の水分を逃

がしにくくする機能が報告されています。肌の乾燥が気

になる方に適しています。

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論文を添付している注１。

☐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。

☐（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。
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☐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

成分と最終製品に含有されている機能性関与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

に報告している。

□（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、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
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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。

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。

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 モイストバリアWに含有する機能性関与成分「アスタキサン

チン」による肌のうるおいを保ち、乾燥を和らげる機能に関する研究レビュー

商品名：モイストバリアW

機能性関与成分名：アスタキサンチン

  パイナップル由来グルコシルセラミド

表示しようとする機能性：本品にはアスタキサンチン・パイナップル由来グル

コシルセラミドが含まれます。アスタキサンチンは、肌のうるおいを保ち、乾

燥を和らげる機能が報告されています。パイナップル由来グルコシルセラミド

は、肌の水分を逃がしにくくする機能が報告されています。肌の乾燥が気にな

る方に適しています。

作成日：2018 年 5月 14 日

届出者名：株式会社ファンケル

抄 録

「背景・目的」

アスタキサンチンは、甲殻類（エビ、カニ）、魚類（サケ、マス）などに含ま

れるカロテノイドの一種であり、サプリメントの形態としても一般的に摂取さ

れている。

健常人において、アスタキサンチンの継続的な摂取は、肌のうるおいを保ち、

乾燥を和らげる機能を発現するか検証するため、定性的研究レビューを実施し

た。

「方法」

レビューワーAが富士化学工業株式会社の社内で、5つのデータベース（JDream

Ⅲ、PubMed、reaxys、J-Stage及びUMIN-CTR）より文献検索を実施して特定され

た文献のうち、健常な日本人を対象としたアスタキサンチの経口摂取により、

プラセボ摂取に比べて肌の水分保持機能（角層水分量（皮膚水分量）・経皮水分

蒸散量（皮膚水分蒸散量））が改善されるかを検証したランダム化並行群間比較

試験（RCT）の文献を選抜した。

「結果」

3報の RCT 文献が採用された。角層水分量を評価した 3報のうち 2報では、3mg

または 3.57mg/日のアスタキサンチンを経口摂取することにより、プラセボの摂

取と比較して有意な改善効果が示された。経皮水分蒸散量を評価した 2 報では、

3mg または 6mg/日のアスタキサンチンを経口摂取することにより、プラセボの摂

取と比較して有意な改善効果が示された。アウトカムの質評価は、高(-2)、中(-1)、
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低(0)で行った。角層水分量において、非直接性およびその他出版バイアス等は 0、

バイアスリスク、不精確および非一貫性は-1であった。経皮水分蒸散量において、

非直接性、非一貫性およびその他出版バイアス等は 0、バイアスリスクおよび不

精確は-1であった。

「結論」

日本人を対象とした 3報の肯定的な文献により、健常者がアスタキサンチン

3mg～6mg/日を経口摂取することにより、肌のうるおいを保ち、乾燥を和らげる

機能について、明確で十分な科学的根拠を有すると考えられた。ただし、対象と

なった研究は方法の異なる 3編に限定されたため、有効性に関する情報が必ずし

も十分とは言えず、今後の研究に注目することが必要と考える。

はじめに （PRISMA 声明チェックリスト項目#3: 論拠 、項目#4: 目的）

アスタキサンチンは、甲殻類（エビ、カニ）、魚類（サケ、マス）など天然に

広く分布するカロテノイドの一種であり、非常に強い一重項酸素消去作用と抗脂

質過酸化作用を有することが報告されている（参考文献 1、2）。UVA や UVB など

の紫外線によって直接的に皮膚障害を生じること、また UVA が発生させた一重項

酸素によって間接的に皮膚障害を生じることが知られている。アスタキサンチン

の紫外線障害に対する作用として、ヒト角化細胞を用いた実験でアスタキサンチ

ンが UVB で誘発される PGE2 と IL-8 の分泌を抑制すること、培養ヒト線維芽細胞

にUVAを照射した試験でアスタキサンチンの添加によりアポトーシスや活性酸素

などの増加が抑制されることが報告されている（参考文献 3～6）。皮膚は外部環

境からの保護機能の一つとして、生体内の水分蒸散を防ぐ皮膚バリア機能を有し

ており、アスタキサンチンのヒトの皮膚に対する作用としては、ヒトアトピー性

皮膚炎に対する効果を有すること、紫外線による成人女性の肌の暗色化を抑制す

ること、紫外線照射後の色素沈着を抑制すること、シワ、肌の保湿性及び皮膚粘

弾性に効果があったこと、シワやメラニン生成抑制といった美白効果を有するこ

と、保水性などの美肌効果を有することが報告されている（参考文献 6～10）。

しかし、肌の水分保持に対して、疾病に罹患していない日本人を対象とした研

究レビューは報告されていない。そこで、アスタキサンチンの継続的な摂取が、

肌の水分保持を改善することで、肌のうるおいを保ち、乾燥を和らげる機能があ

るかを検証するため、定性的研究レビューを実施した。

方法

(1)プロトコール設定と登録（項目#5）

2012 年 4月の消費者庁による「食品の機能性評価モデル事業」の結果報告（参

考文献 11)のデータ抽出方法を参考にした。UMIN-CTR や PROSPERO などへの研究

計画の事前登録は行っていない。

日本語または英語で記載され、査読付き文献として投稿された臨床試験を対象

とし、上記 PICO に適合する文献を選択した。

(2)適格基準（項目#6）

リサーチクエスチョン：健常者において、アスタキサンチンの継続摂取は、対照

と比較して、肌のうるおいを保ち、乾燥を和らげる機能があるか。
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Ｐ（参加者）：成人健常者

Ｉ（介入）：アスタキサンチンの経口摂取

Ｃ（比較)：プラセボ

Ｏ（アウトカム) ：肌の水分保持（角層水分量（皮膚水分量）、経皮水分蒸散量

（皮膚水分蒸散量））

Ｓ（研究デザイン) ：ランダム化並行群間比較試験（RCT）

(3)情報源・検索（項目#7・項目#8）

5つのデータベースを情報源として用いた。すなわち、JDreamⅢ（最終検索日：

2016 年 10 月 26 日）、PubMed（最終検索日：2016 年 10 月 26日）、reaxys（最終

検索日：2016 年 11 月 14 日）及び J-Stage（最終検索日：2016 年 10 月 26 日）を

用いてレビューワーAが検索した。日本補完代替医療学会誌をハンドサーチした。

各データベースとも検索期間は限定せずに、最終検索日までの全範囲を対象とし

て検索を行った。また、未報告研究については UMIN 臨床試験登録システム

（UMIN-CTR、最終検索日：2016 年 11 月 14 日）を用いて検索した。

上記 PICO に従い、各データベースにおいて別紙様式（Ｖ）-5に示した検索式

で検索した。

(4)研究の選択（研究の選択（項目#9）、データ収集のプロセス（項目#10））

JDreamIII、PubMed、reaxys、J-Stage 及び UMIN-CTR のデータベースから検索

された文献について、レビューワーAと Bが、適格基準に基づき、アスタキサン

チンの経口摂取により角層水分量、経皮水分蒸散量が改善されたヒト介入試験

（ランダム化並行群間比較試験（RCT））について、リサーチクエスチョンの PICO

に合致した文献を抽出した（別紙様式（Ｖ）-6）。

(5)データ項目（項目#11）

採用された文献の著者名、掲載雑誌、タイトル、研究デザイン、PICO、セッテ

ィング、対象者特性、介入、対照、解析方法、アウトカム、害、査読の有無を別

紙様式（Ⅴ）-7に記載した。除外文献リストを別紙様式（Ⅴ）-8に記載した。

各文献における角層水分量、経皮水分蒸散量の改善に関する効果指標は、別紙様

式（Ⅴ）-11a に記載した。

(6)個別の研究のバイアスリスク（項目#12）

別紙様式（Ⅴ）-11a および-13a に記載した。各アウトカムの別紙様式（Ⅴ）

-11a には採用文献毎にバイアスリスクおよび非直接性の各項目評価を記載した。

別紙様式（Ⅴ）-13a にはアウトカム毎にエビデンス総体としてのバイアスリスク、

非直接性、不精確、非一貫性、その他（出版バイアスなど）について高(-2)、中

／疑い(-1)、低(0)の評価を記載した。評価は、レビューワーAと Bがそれぞれ別

個に行い、評価結果に不一致がある場合は、レビューワーCを交え相談の上で評

価を決定した。各項目の評価基準を以下に示す。

a）バイアスリスクの評価

別紙様式（Ⅴ）-11a に文献ごとに各項目①から⑥は、バイアスが「ある」、「不

明」、「記述なし」の場合には-1点、「ない」の場合には 0点と評価した。各文

献のバイアスリスクのまとめは、①から⑥の 8項目の合計とし、-8点から-6点
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を高バイアス、-5点から-3点を中バイアス、-2点から 0点を低バイアスとした。

次いでアウトカムごとに別紙様式(Ⅴ)-13a のエビデンス総体の質評価シートに

は、全体のバイアスリスクのまとめとして、上記のバイアスリスクの高いものを

選び、高(-2)、中／疑い(-1)、低(0)の評価を記入した。

b）非直接性の評価

採用文献が本研究レビューのPICOと合致していないかどうか（非直接性）を

評価した。別紙様式（Ⅴ）-11aに文献ごとに内容と本研究レビュー のPICO 各

項目との関係が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。

文献全体の非直接性については、各項目の「直接的でない(-1)」の合計数で次

のように評価した。0～2項目が該当する場合「非直接性なし」、3～4項目の場

合「非直接性あり」とした。これらをアウトカムおよび文献ごとにそれぞれ“ま

とめ”に記した。次いでアウトカムごとに別紙様式(Ⅴ)-13aのエビデンス総体

の質評価シートには、全体の非直接性のまとめとして、上記の非直接性の高い

ものを選び、高(-2)、中／疑い(-1)、低(0)の評価を記入した。

c）不精確の評価

不精確は、メタ解析において効果推定値の信頼区間の幅で評価するものである

が、本研究レビューは、メタ解析は実施していないため、以下のような基準で評

価した。

採用文献の各群において、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）を算出し、採用文献の各群の最大 CV 値を

記入した（別紙様式（Ⅴ）-11a）。CV 値が 19.9％以下を低(0)、20.0～39.9％を

中(-1)、40.0％以上を高(-2)として、不精確の評価とした。次いでアウトカムご

とに別紙様式(Ⅴ)-13a のエビデンス総体の質評価シートには、上記の不精確の高

いものを選び、例えば、文献 2報で高(-2)と中(-1)があれば高(-2)として記入し

た。

d）非一貫性の評価

非一貫性は、メタ解析において異質性の検定で評価するものであるが、本研究

レビューは、メタ解析は実施していないため、以下のような基準で評価した。

一致率（群間有意差がある文献数／（群間有意差がある文献数＋群間有意差が

ない文献数）×100）を算出し、その一致率が 50～59.9％を「高(-2)」、60.0％～

79.9％を「中(-1)」、80.0％～100％を「低(0)」と設定して不一致の程度、すな

わち非一貫性の評価をアウトカム毎に行った（別紙様式(Ⅴ)-13a）。

(7)要約尺度（項目#13）

アウトカム毎に対照群と介入群の平均値差を別紙様式（Ⅴ)-11a と別紙様式

（Ⅴ)-13a にまとめ、本文中の結果にも示した。

(8)結果の統合（項目#14）

要約尺度のアウトカムの各群の前後の値・平均値差、介入群と対照群の平均

値差を評価し、別紙様式（Ⅴ)-13a エビデンス総体の質評価シートに記載した。
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(9)全研究のバイアスリスク（項目#15）

出版バイアスを避けるため UMIN-CTR 検索実施した、必要に応じて著者への問

合せを行った。

(10)追加的解析（項目#16）

設定しなかった。

結果

(1)研究の選択（項目#17）

JDreamⅢ、PubMed、reaxys、J-Stage 及び UMIN-CTR の 5つのデータベースにお

ける検索の結果、JDreamⅢから 246 報、PubMed から 38 報、reaxys から 125 報、

J-Stage から 23 報、UMIN-CTR から 10 報、ハンドサーチにより 1報の文献が選定

され、1次スクリーニングの対象となったのは 443 報であった。ハンドサーチの

1報とは、日本補完代替医療学会誌第 13巻第 2号 p57-62（2016 年 9月発刊）は

上記検索時点ではデータベース未登録のためか外れたが、当文献の著者からの情

報により知り得た。タイトル及び抄録の内容から適格基準に合致しない文献、査

読のない文献及び重複文献を確認した結果、436 報が除外された。7報について

は、該当文献を入手した上で、本文の内容を精査し、適格基準に合致しているか

確認を行った。メタアナリシスは実施せず、3報の文献により定性的な研究レビ

ューを実施した。

なお、未報告研究については UMIN-CTR を検索したが、登録されている関連す

る試験は確認されなかった。

(2) 研究の特性（項目#18）

採用文献 3報を別紙様式（V）-7 のリストに示した。全て健常な日本人成人を

対象とし、試験デザインは二重盲検 RCT であった。 採用文献 No.1 は、肌の衰

え（肌の乾燥など）が気になる日本人女性 20名（介入群 10名（平均 41.1±5.0

歳）、対照群 10名（平均 42.1±5.3 歳））を参加者とした研究であった。介入群

はアスタキサンチン 3mg/日を含有した 350ml の飲料を、対照群は色調および味を

同一にした 350ml の飲料を 8週間摂取した際の、肌状態について報告していた。

採用文献 No.2 は、30 歳以上 65歳以下の日本人男性 15名（介入群 8名（平均

50.3±3.8 歳）、対照群 7名（平均 47.9±9.0 歳））を参加者とした研究であった。

介入群はアスタキサンチン 1.19mg を含有したソフトカプセル 1日 3個（アスタ

キサンチン 3.57mg/日）を、対照群は赤色 102 号を含有したソフトカプセル 1日

3個を 4週間摂取させた際の、肌状態について報告していた。

採用文献 No.3 は、2つの研究報告が 1報の論文で行われており、Study-1 は対

照群を設けておらず適格基準外であったため、Study-2 のみ評価の対象とした。

20-60 歳の日本人男性 36名（介入群 18名、対照群 18名）を参加者とした研究で

あった。介入群はアスタキサンチン 3mg を含有したソフトカプセル、対照群はキ

ャノーラオイルを含有したソフトカプセル 1 日 2個を 6週間摂取した際の、肌状

態について報告していた。

(3)研究内のバイアスリスク（項目#19）

a)バイアスリスク
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別紙様式(V)-11a に記した様に、角層水分量の採用文献 3報についてバイアス

リスク各項目の評価をまとめたところ、中(-1)が 2報、低(0)が 1報であった。

また、経皮水分蒸散量の採用文献 2報については中(-1)が 2報であった。エビデ

ンス総体としては、別紙様式(V)-13a に記した様に、角層水分量および経皮水分

蒸散量とも中／疑い(-1)とした。

b) 非直接性

非直接性は、角層水分量及び経皮水分蒸散量において設定した PICO に合致し

ており、非直接性は低(0)とした（別紙様式(V)-11a、13a）。

c）不精確

角層水分量については、採用文献 No.1 の最大変動係数は 13.7%と低(0)であり、

採用文献 No.2 は 29.2%と中(-1)、採用文献 No.3 は 29.7%と中(-1)であった（別

紙様式(V)-11a）。以上から、エビデンス総体は中(-1)とした（別紙様式(V)- 13a）。

経皮水分蒸散量については、採用文献 No.1 の最大変動係数は 23.9%と中(-1)

であり、採用文献 No.3）は 28.5%と中(-1)であった（別紙様式(V)-11a）。以上か

ら、エビデンス総体では中(-1)とした（別紙様式(V)- 13a）。

d）非一貫性

角層水分量について測定されている採用文献3報中 2報で群間有意差が認めら

れ、一致率は 66.6%であった。したがって非一貫性（不一致の程度）は中(-1)と

した。経皮水分蒸散量について測定されている 2報の文献とも群間で有意差が認

められ、一致率が 100%であった。したがって非一貫性（不一致の程度）は低(0)

とした。

(4)個別の研究の結果（項目#20）

採用文献 3報で皮膚の水分保持の改善など肌状態の向上に有効性が示された。

a）角層水分量

採用文献 3報とも角層水分量について評価していた。採用文献 No.1 では、摂

取前から摂取 8週間後の左顔の頬骨頂点部の角層水分量の変化率において、群間

平均値差は 13.7%となり、介入群は対照群と比較して有意に増加した（p<0.01）。

採用文献 No.2 では、摂取前と摂取 4週間後の角層水分量の変化量において、群

間平均値差は14.3auとなり、介入群は対照群に対して有意に増加した（p=0.0010）。

採用文献 No.3 では、角層水分量について、目尻は摂取前後で有意な変化を示さ

なかった。しかし、左頬部は、介入群における試験開始時の角層水分量が 17μS

以下の乾燥肌の被験者における層別解析においては、角層水分量が摂取前後の比

較で増加傾向を示した（p<0.08）。

b）経皮水分蒸散量

採用文献 3報のうち 2報で経皮水分蒸散量について評価していた。採用文献

No.1 では、摂取前から摂取 8週間後の左顔の頬骨頂点部の経皮水分蒸散量の変化

率において、群間平均値差は-24.7%となり、介入群は対照群に対して有意に低い

値を示した（p<0.05）。採用文献 No.3 では摂取前と摂取 6週間後の経皮水分蒸散

量の比において、介入群は対照群に比べて有意に低下した(p<0.01)。
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(5)結果の統合（項目#21）

採用文献 3報は、アスタキサンチンの介入量や摂取期間が異なっていた。その

ため、異質性が高いと判断し、メタアナリシスは実施しなかった。評価対象 3報

の各群内の前後の平均値および平均値差、介入群とプラセボ群間の平均値差につ

いて評価した（別紙様式（Ⅴ）-13）。

(6)全研究のバイアスリスク（項目#22）

別紙様式（Ⅴ）-13a に記した様に、角層水分量における非直接性およびその他

は低(0)で、バイアスリスク、不精確および非一貫性は中／疑い(-1)であった。

経皮水分蒸散量における非直接性、非一貫性およびその他は低(0)、バイアス

リスクおよび不精確は中／疑い(-1)であった。

(7)追加的解析（項目#23）

実施しなかった。

考察

(1)エビデンスの要約（項目#24）

日本人の成人健常者が、アスタキサンチンを経口で摂取することにより、プラ

セボの経口摂取と比較して肌の水分を保持する効果があるか検証することを目

的として、研究レビューを行った。

採用文献は二重盲検 RCT 文献 3報であり、2報で介入群は対照群に比べて角層

水分量が、2報で介入群は対照群に比べて経皮水分蒸散量が有意に改善され、皮

膚の水分保持改善が示された。特に、経皮水分蒸散量は、皮膚の保湿力を示し、

また皮膚の外部環境からの保護機能の指標の一つである皮膚バリア機能の評価

とされている（参考文献 12、13）。別紙様式(Ⅴ)-13a に記した様に、診療ガイド

ライン作成の手引き 2014 を下記の基準で“エビデンスの強さ”を評価した。す

なわち、A（強）：効果の推定値に強く確信がある、B（中）：効果の推定値に中

程度の確信がある、C（弱）：効果の推定値に対する確信は限定的である、D（と

ても弱い）：効果の推定値がほとんど確信できない、の 4段階である。その結果、

角層水分量および経皮水分蒸散量とも A（強）であった。

加えて、本研究レビューの効果指標「角層水分量、経皮水分蒸散量」は、客観

的な指標で、これらの測定は、「肌の水分保持」の評価に広く用いられている（参

考文献 14）。したがって、アスタキサンチンの継続的な摂取は、「肌のうるおいを

保ち、乾燥を和らげる機能」に対して、明確で十分な根拠を有すると考えられた。

本研究レビューで有効性が認められた部位は体の一部であったものの、保湿機能

に関連する肌の構造は全身に共通していることから、本結果を全身に外挿するこ

とは可能と考えられる。

採用された文献の被験者は、健常な日本人（20～65 歳）で、このうち採用文献

No.1 では、肌の衰え（加齢による肌のたるみ、肌の乾燥など）が気になる者を対

象とし、当該製品と同等の介入量である 1日当たりアスタキサンチン 3mg 摂取し

ていた。このことから、日本人への外挿性に問題は認められず、当該製品の対象

者（肌の乾燥が気になる方）は適切であると考えられる。

採用文献No.1における食品は飲料形態であり、また、採用文献No.2およびNo.3



別紙様式（Ⅴ）-４【添付ファイル用】

はカプセル形態であり、いずれの食品形態でも効果を有すると考えられる。3文

献ともヘマトコッカス藻抽出物由来のアスタキサンチンが用いられていた。採用

文献 No.1 ではサンプル由来が未記載であったが、著者へ問い合わせたところヘ

マトコッカス藻抽出物由来のアスタキサンチンであることが判明した。ヘマトコ

ッカス藻抽出物はヘマトコッカス藻色素として既存添加物名簿収載品目リスト

に収載されている。また、ヘマトコッカス藻色素は、食品添加物の成分の規格や、

製造の基準、品質確保の方法について定めた第 8版食品添加物公定書に記載され

ている。安全性については、急性毒性試験、亜慢性毒性試験、変異原性試験にお

いて問題なしとされ、健常人を対象とした長期摂取試験および過剰量摂取試験に

おいても問題なしとされている。また、食品安全委員会により1日許容摂取量（ADI）

設定の必要なしと厚労大臣および農水大臣に答申されている（参考文献 15）。当

該製品の機能性関与成分であるアスタキサンチンの摂取量は1日あたり3mgであ

り、有効性を示した研究における介入食品のアスタキサンチン摂取量は 3mg～6mg

であった。したがって、当該製品の機能性関与成分との定性的、定量的同等性は

高いと考えられた。

以上の結果、当該製品の表示しようとする機能「本品にはアスタキサンチン・

パイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。アスタキサンチンは、肌の

うるおいを保ち、乾燥を和らげる機能が報告されています。パイナップル由来グ

ルコシルセラミドは、肌の水分を逃がしにくくする機能が報告されています。肌

の乾燥が気になる方に適しています。」の下線部を、本研究レビューは支持する

と考える。

(2)限界（項目#25）

本研究レビューは、健常者を対象としたため、採用された文献は 3報に限られ

た。「肌の水分保持」に対する効果をより広く検証するためにも、今後の研究に

おいて、その有効性が検証されることが期待される。

(3)結論（項目#26）

アスタキサンチン 3mg～6mg/日の継続的な摂取は、「肌の水分保持」に対して明

確で十分な科学的根拠を有しており、本研究レビューから、当該製品の表示しよ

うとする機能「本品にはアスタキサンチン・パイナップル由来グルコシルセラミ

ドが含まれます。アスタキサンチンは、肌のうるおいを保ち、乾燥を和らげる機

能が報告されています。パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の水分を逃

がしにくくする機能が報告されています。肌の乾燥が気になる方に適していま

す。」の下線部について、適切であると考えられた。ただし、対象となった研究

は方法の異なる 3編に限定されたため、有効性に関する情報が必ずしも十分とは

言えず、今後の研究に注目することが必要と考える。
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文献検索の検索キーワード選定、検索の実施、検索結果からの一次選定、二次選

定、レビューの作成を行った。

・レビューワーＢは、医薬・食品分野の研究・開発に従事して 35年以上の実務

経験を有し、検索結果からの一次選定、二次選定、レビューの作成を行った。

・レビューワーＣは、医薬・食品分野の研究・開発に従事して 45年以上の実務

経験を有し、レビューの統括を行った。

なお、3者は、10-15 年にわたるアスタキサンチンに関する特許出願、文献探

索、安全性および効能に関する基礎・臨床研究の実施、論文執筆の業務経験を有

している。

PRISMA 声明チェックリスト（2009 年）の準拠

■おおむね準拠している。

注意

本レビューは、閲覧のみを目的とするものであり、改変するなど不適正な利用

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して下さい。



別紙様式（Ⅴ）-５　【様式例　添付ファイル用】

商品名：モイストバリアW

（１）JDreamⅢ（JSTPlus+JST7580+JMEDPlus）（検索日：2016年10月26日)

L 検索式 文献数

1 アスタキサンチン/ALE 3019

2
L1 AND ("臨床試験"/ALE OR "臨床"/ALE OR "クリニカル"/ALE OR "
ヒト"/ALE OR "human"/ALE OR "人"/ALE)

562

3 L2 AND (a1/DT OR a2/DT) 246

（２）PubMed（検索日：2016年10月26日)

＃ 検索式 文献数

1 "astaxanthin"[All Fields] 1454

2 #1 AND (Clinical Trial[ptyp] AND "humans"[MeSH Terms]) 38

（３）Reaxys（検索日：2016年11月14日)

＃ 検索式 文献数

1 (IDE.RN='472-61-7') 152

2 filtered by articles/Document Type 150

3 filtered by Pharmacological Data 125

（４）J-Stage（検索日：2016年10月26日)

＃ 検索式 文献数

1 "アスタキサンチン"/キーワード AND ジャーナル/資料種別 23

（５）UMIN-CTR（検索日：2016年11月14日)

＃ 検索式 文献数

1 "アスタキサンチン"/自由記載語 OR "Astaxanthin"/自由記載語 10

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

【閲覧に当たっての注意】
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　モイストバリアWに含有する機能性関与成分「アスタキサンチン」による肌のうるお
いを保ち、乾燥を和らげる機能に関する研究レビュー

リサーチクエスチョン：健常者において、アスタキサンチンの継続摂取は、対照と比較して、肌のうるお
いを保ち、乾燥を和らげる機能があるか
Ｐ（参加者）：成人健常者
Ｉ（介入）：アスタキサンチンの経口摂取
Ｃ（比較)：プラセボ
Ｏ（アウトカム) ：肌の水分保持（角層水分量（皮膚水分量）、経皮水分蒸散量（皮膚水分蒸散量））
Ｓ（研究デザイン) ：ランダム化並行群間比較試験（RCT）

日付：2016年10月26日、11月14日

検索者：レビューワーA



別紙様式（Ⅴ）-６　　【様式例　添付ファイル用】

商品名：モイストバリアW

JDreamIII　（ ｎ ＝　246　）

PubMed　（ ｎ ＝　38　）

Reaxys　（ ｎ ＝　125　）

J-Stage　（ ｎ ＝　23　）

UMIN-CTR　（ ｎ ＝　10　）

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

【閲覧に当たっての注意】
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。

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 = 7 ）

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 = 4 ）

データの統合に用いた文献数（ n = 3 ）

メタアナリシスを行った文献数（ n = 0 ）

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 =　442　)

他の情報源から特定された文献（ n = 1 ）

１次スクリーニングの対象文献 除外文献

（ n = 443 ） （ n = 436 ）



別紙様式（Ⅴ）-７　【様式例　添付ファイル用】

商品名：モイストバリアW

No. 著者名（海外の機
関に属する者に
ついては、当該機
関が存在する国
名も記載する。）

掲載雑誌 タイトル 研究デザイン PICO又はPECO セッティング（研究
が実施された場
所等。海外で行わ
れた研究につい
ては、当該国名も
記載する。）

対象者特性 介入（食品や機能性関
与成分の種類、摂取
量、介入（摂取）期間
等）

対照（プラセ
ボ、何もしな
い等）

解析方法
（ITT、
FAS、PPS
等）

アウトカム 害 査読の
有無

1

塚原寛樹, 松山明
正, 阿部哲朗, 許鳳
浩, 太田富久, 鈴木
信孝

日本補完代替医療
学会誌
2016; 13(2), 57-62

アスタキサンチン含
有飲料の肌におよ
ぼす影響

RCT
（プラセボ対照ラ
ンダム化二重盲
検群間比較試
験）

【P】
肌の衰え(肌の乾燥
など)が気になる健
常成人日本人女性
20名
【I】
アスタキサンチンの
摂取
【C】
プラセボ
【O】
肌状態の評価

医療法人社団穆心
会 白金エクゼクリ
ニック
（日本）

30歳以上50歳未満の健常

日本人女性
※

20名
・アスタキサンチン群10名
（脱落なし）
・プラセボ群10名（脱落な
し）

※適格基準に「肌の衰え
（加齢による肌のたるみ、
肌の乾燥など）が気になる
者」とある。

・アスタキサンチン3mg/日
を8週間摂取※
（350mlの飲料を1日1本適
宜摂取）

※著者よりヘマトコッカス
抽出物（アスタリールオイ
ル 50F,富士化学工業
(株）.製）であったことを確
認

プラセボ：外観
上、介入食品と
識別不可能な
パプリカ色素を
8週間摂取（1日
1本350mlを適
宜摂取）

PPS

・摂取8週間後に左顔の頬骨頂点部の角層
水分量（皮膚水分量）、経皮水分蒸発量（皮
膚水分蒸散量）および左耳朶下と唇端を結
んだ中心部の膚粘弾性R7（弾力性）が有意
に改善した。摂取4、8週間後に皮膚におけ
る紅班およびキメ（画像解析）が有意に改善
した。
・メラニン、皮膚粘弾性R2（再変形能）、茶色
のシミ、毛穴、ポルフィリン、赤い部分、シミ、
紫外線シミ、シワ、キメレプリカ解析（キメ体
積率、キメ個数）では群間に有意差は認めら
れなかった。

・認められ
なかった

有

2

今井綾乃, 小田由
里子, 関忍, 阪口博
之, 小池田崇史, 増
田康, 齋藤正実

Jpn pharmacol Ther
2016, 44(8), 1209-
1216

アスタキサンチン含
有カプセル摂取が
健常成人の肌に与
える作用　－無作為
二重盲検プラセボ
対照並行群間比較
－

RCT
（プラセボ対照ラ
ンダム化二重盲
検群間比較試
験）

【P】
健常日本人成人男
性
【I】
アスタキサンチンの
摂取
【C】
プラセボ
【O】
肌状態の評価

芝パレスクリニック
（日本）

健常日本人男性（30歳以上
65歳以下）15名
・アスタキサンチン群8名
（脱落なし）
・プラセボ群7名（脱落なし）

・アスタキサンチン
(ASTOTS、富士フイルム
(株)製)3.57mg/日を4週間
摂取
（アスタキサンチン1.19mg
カプセルを1日3個夕食後
に摂取）

プラセボ：外観
上、介入食品と
識別不可能な
ように赤色102
号色素含有ソフ
トカプセルを4
週間摂取。

PPS

・摂取4週間後において、右頬部の角層水分
量（皮膚水分量）でアスタキサンチン群はプ
ラセボ群より有意に高値であった(P=0.001)。
肌解析において、アスタキサンチン群はプラ
セボ群よりキメが有意に改善した(P=0.01)。
シミ、シワ、毛穴、紫外線シミ、茶色のシミ、
赤い部分においては両群に有意な差はな
かった。

・認められ
なかった

有

3
Tominaga K, Hongo
K, Karato M and
Yamashita E

Acta Biochimica
Polonica 2012,
59(1), 43-47.

Cosmetic benefits
of astaxanthin on
humans subjects.

RCT
（プラセボ対照ラ
ンダム化二重盲
検群間比較試
験）

【P】
健常日本人男性
（20-60歳）
【I】
アスタキサンチンの
摂取
【C】
プラセボ
【O】
肌状態の評価

施設の記載なし
（日本）

健常日本人男性（20-60歳）
36名
・アスタキサンチン群18名
（脱落なし）
・プラセボ群18名（脱落な
し）

・アスタキサンチン6mg相
当量のヘマトコッカス抽出
物(アスタリールオイル
50F,富士化学工業(株）製)
を6週間摂取
（ソフトカプセルを1日2粒
(１粒アスタキサンチン3mg
含有)）

プラセボ：外観
上、介入食品と
識別不可能な
キャノーラ油含
有ソフトカプセ
ルを6週間摂
取。

PPS

・摂取6週間後の皮膚検査において、アスタ
キサンチン群はプラセボ群より下記の項目、
弾力(P<0.05)、左頬部の経皮水分蒸散量
（皮膚水蒸散量）(P<0.01)、シワ面積
(P<0.05)、シワ容量(P<0.05)で有意な改善が
みられた。
・皮膚の湿潤度および皮脂で改善傾向、最
深シワ最深度、最深シワ平均深度、最深シ
ワ最大幅、全シワ平均深度では群間に有意
差を認めなかった。

・記載なし 有

【閲覧に当たっての注意】
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。

採用文献リスト

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。



別紙様式（Ⅴ）-８　【様式例　添付ファイル用】

商品名：モイストバリアW

No. 著者名 掲載雑誌 タイトル 除外理由

1
佐藤朗, 御手洗
篤, 菅野忠臣, 堀
祐輔, 竹田竜嗣

応用薬理 2011;
80 (1), 7-11.

紫外線による成人女性の肌の暗
色化に対する内服アスタキサンチ
ンの軽減効果.

角層水分量、経
皮水分蒸散量の
測定をしていない

2

Suganuma K,
Shiobara M, Sato
Y, Nakanuma C,
Maekawa T,
Ohtsuki M,
Yazawa K,
Imokawa G

Jichi Medical
University
Journal 2012; 35,
25-33.

Anti-aging and functional
improvement effects for the skin
by functional foods intakes:
clinical effects on skin by oral
ingestion of preparations
containing Astaxanthin and
Vitamins C and E.

複合製剤（ビタミ
ンＣとビタミンＥと
の併用）のため

3
Phetcharat L,
Wongsuphasawat
K, Winther K.

Clin Interv Aging.
2015; 10: 1849–
1856.

The effectiveness of a
standardized rose hip powder,
containing seeds and shells of
Rosa canina, on cell longevity,
skin wrinkles, moisture, and
elasticity.

対照がプラセボで
ない

4

Yoon HS, Cho
HH, Cho S, Lee
SR, Shin MH,
Chung JH.

J Med Food.
2014 ;17(7):810-6

Supplementating with dietary
astaxanthin combined with
collagen hydrolysate improves
facial elasticity and decreases
matrix metalloproteinase-1 and -
12 expression: a comparative
study with placebo.

複合製剤（コラー
ゲンとの併用）の
ため

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。

【閲覧に当たっての注意】
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



別紙様式（Ⅴ）-10　【様式例　添付ファイル用】

商品名：モイストバリアW

No. 著者名、タイトル、掲載雑誌等

1
Shimidzu N. et al.
Carotenoids as Singlet Oxygen Quenchers in Marine Organisms.
Fisheries Science 1996; 62(1), 134-137.

2

Goto S, et al.
Efficient radical trapping at the surface and inside the phospholipid membrane is
responsible for highly potent antiperoxidative activity of the carotenoid astaxanthin.
Biochimica et Biophysica Acta  2001; 1512, 251-258.

3

Terazawa S, et al.
Astaxanthin attenuates the UVB-induced secretion of prostaglandin E2 and interleukin-8
in human keratinocytes by interrupting MSK1 phosphorylation in a ROS
depletionindependent manner.
Experimental Dermatology 2012; 21（Suppl.1）, 11-17.

4

Suganuma K, et al.
Astaxanthin attenuates the UVA-induced up-regulation of matrixmetalloproteinase-1 and
skin fibroblast elastase in human dermal fibroblasts. Journal of Dermatological.
Science 2010; 58: 136-142.

5
佐藤朗ら.
紫外線による成人女性の肌の暗色化に対する内服アスタキサンチンの軽減効果.
応用薬理　2011; 80（1/2）, 7-11.

6
山下栄次.
オキアミ由来アスタキサンチンの色素沈着抑制効果.
Fragrence J, 臨時増刊 No14(1995), 180-185.

7
佐藤朗ら．
アトピー性皮膚炎に及ぼす内服アスタキサンチンの効果.
J Environ Dermatol Cutan Allergol 2009; 3（5）, 429-438.

8

Phetcharat L, et al.
The effectiveness of a standardized rose hip powder, containing seeds and shells of Rosa
canina, on cell longevity, skin wrinkles，moisture，and elasticity.
Clinical Interventions in Aging  2015; 10: 1849-1856.

9
市橋正光.
特集：食品と疾病　―アスタキサンチン：8．アスタキサンチンと皮膚疾患.
Functional Food 2012; 5(4): 313-323.

10

山下栄次ら.
皮膚老化と機能性食品：11. アスタキサンチンの抗皮膚老化：機能性食品としての可能
性.
Functional Food 2009; 2(4): 416-24.

11
消費者庁
「食品の機能性評価モデル事業」の結果報告, 2012, 39-45,
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin915.pdf

参考文献リスト



12

Werner Y., et al.
Transepidermal water loss in dry and clinically normal skin in patients with atopic
dermatitis.
Acta Derm Venereol 1985;65(2): 102-105.

13
Nilsson G.
Measurement of water exchange through skin.
Med Biol Eng Comput 1977; 15(3): 209-218.

14
新 化粧品ハンドブック  Ⅳ 化粧品原料および製剤の評価　1.有用性評価法
日光ケミカルズ株式会社  2006: 730-742.

15
髙橋二郎ら
ヘマトコッカス藻由来アスタキサンチン：アスタリールの安全性．
日本補完代替医療学会誌　2015:12(1), 9-17

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。

【閲覧に当たっての注意】
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。



別紙様式（Ⅴ）-11a　【様式例　添付ファイル用】（連続変数を指標とした場合）

商品名：モイストバリアW

②盲検
性バイア

ス

③盲検
性

バイアス

文
献
番
号

掲載雑誌
研究

デザイン
ランダム化

割り付け
の

隠蔵
参加者

アウトカ
ム

評価者

ＩＴＴ、
FAS、
PPS

不完全
アウトカム

データ
対象 介入 対照

アウト
カム

まとめ 効果指標
対照群
（前値）

対照群
（後値）

群内
最大
CV

対照群
平均差

介入群
（前値）

介入群
（後値）

群内
最大
CV

介入群
平均差

介入群
vs

対照群

平均差

p値 コメント

1
日本補完代替医
療学会誌,
2016, 13(2), 57-62

RCT -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 中 0 0 -1 0
非直

接性な
し

皮膚水分量（左顔の頬骨頂点
部）[％(摂取前値に対する摂
取8週後の変化率)]

100 89.2±12.2 13.7 [10.8] 100 102.9±4.5 4.4 [2.9] [13.7] p<0.01
群間有意差あ
り

2
Jpn pharmacol
Ther 2016, 44(8),
1209-1216

RCT -1 0 0 0 -1 0 -1 0 低 0 0 0 0
非直

接性な
し

皮膚水分量（右頬部）[au] 50.5±10.0 46.1±12.4 26.9 -4.44±6.76 39.1±11.4 49.0±9.1 29.2 9.85±6.73 [14.29] P=0.0010
群間有意差あ
り

皮膚水分量(左目尻） NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
前後有意差な
し

皮膚水分量(左頬部）[μS] NR NR NR NR 13.9±2.6 17.5±5.2 29.7 [3.6] NR NR

17μS以下の
乾燥肌は群内
有意傾向
（p=0.08）

NR：no report（報告なし）　の略

コメント（該当するセルに記入）

1
日本補完代替医
療学会誌,
2016, 13(2), 57-62

具体的な記
載なく、対
照群と介入
群の初期値
は比較でき
ない。

コント
ローラー
により割
付けられ
た

二重盲
検

二重盲
検

記載なく
不明

脱落なし 記載なし

プラセ
ボに美
肌素
材：パ
プリカ
色素
が含
有

2
Jpn pharmacol
Ther 2016, 44(8),
1209-1216

コンピュータ
による乱数
表による無
作為化と具
体的な記載
あるが、対
照群と介入
群の初期値
に差があ
る。

割り付け
者は試
験終了
後の解
析対象
者が固
定するま
で、割り
付け結果
を開示し
なかった

二重盲
検

二重盲
検

記載なく
不明

脱落なし 記載なし

3
Acta Biochimica
Polonica, 2012,
59(1), 43-47.

記載なし 記載なし
二重盲
検

二重盲
検

記載なく
不明

脱落なし 記載なし

検定の記述のみで数値の記
載なし。著者に連絡して傾向
差ありの17μS以下の介入群
被験者のみの平均値と標準
偏差を入手

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

【閲覧に当たっての注意】
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

各論文の質評価シート（臨床試験）

対象 成人健常者

アスタキサンチンの経口摂取

まとめ

非直接性
* 各群の前後の値

対照

アウトカム

個別研究

バイアスリスク
*

①選択バイアス
④症例減少

バイアス
⑤選択

的
アウトカ

ム
報告

⑥その他
の

バイアス

プラセボ

角層水分量（皮膚水分量）

3
Acta Biochimica
Polonica, 2012,
59(1), 43-47.

RCT -1 -1 0 0 0 中 0 0 0 0
非直

接性な
し

-1 0 -1

１）バイアスリスク：各項目で、バイアスが「ある」、「不明」、「記述なし」の場合には-1点、「ない」の場合には0 点と評価

し、該当しない項目には、セルに斜線を施した。

”まとめ”は、8 項目の合計とし、-8点から-6点を高バイアス、-5点から-3点を中バイアス、-2点から0点を低バイアスと

した。

２）非直接性：各項目と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。”まとめ”は、各項目の「直接的で

ない(-1)」の合計数で次のように評価した。

0～2項目の場合「非直接性なし」、3～4項目の場合「非直接性あり」とした。



別紙様式（Ⅴ）-11a　【様式例　添付ファイル用】（連続変数を指標とした場合）

商品名：モイストバリアW

②盲検
性バイア

ス

③盲検
性

バイアス

文
献
番
号

掲載雑誌
研究

デザイン
ランダム

化

割り付け
の

隠蔵
参加者

アウトカ
ム

評価者

ＩＴＴ、
FAS、
PPS

不完全
アウトカ
ムデータ

対象 介入 対照
アウト
カム

まとめ 効果指標

対照
群
（前
値）

対照
群
（後
値）

群内
最大
CV

対照
群

平均
差

介入
群
（前
値）

介入
群
（後
値）

群内
最大
CV

介入
群

平均
差

介入群
vs

対照群

平均差

p値 コメント

1
日本補完代替医
療学会誌,
2016, 13(2), 57-62

RCT -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 中 0 0 -1 0
非直

接性な
し

皮膚水分蒸散量（左顔の頬骨頂
点部）[％(摂取前値に対する摂取
8週後の変化率)]

100
120±
28.7

23.9 [20] 100
95.3±

9.6
10.1 [-4.7] [-24.7]

p<0.05
群間有意
差あり

3
Acta Biochimica
Polonica, 2012,
59(1), 43-47.

RCT -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 中 0 0 0 0
非直

接性な
し

経皮水分蒸散量(左頬部)[摂取前
値に対する変化比]

1.00±
0.00

1.05±
0.30

28.5 [0.05]
1.00±
0.00

0.88±
0.19

21.6 [0.12] [0.17] p<0.01
群間有意
差あり

コメント（該当するセルに記入）

1
日本補完代替医
療学会誌,
2016, 13(2), 57-62

具体的な
記載な
く、対照
群と介入
群の初
期値は
比較でき
ない。

コント
ローラー
により割
付けられ
た

二重盲
検

二重盲
検

記載なく
不明

脱落なし 記載なし

プラセ
ボに美
肌素
材：パ
プリカ
色素
が含
有

3
Acta Biochimica
Polonica, 2012,
59(1), 43-47.

記載なし 記載なし
二重盲
検

二重盲
検

記載なく
不明

脱落なし 記載なし
グラフのみで数値の記載なし。著
者に連絡して平均値と標準偏差
を入手

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

【閲覧に当たっての注意】
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

各論文の質評価シート（臨床試験）

対象 成人健常者

アスタキサンチンの経口摂取

まとめ

非直接性
* 各群の前後の値

対照

アウトカム

個別研究

バイアスリスク
*

①選択バイアス
④症例減少

バイアス
⑤選択

的
アウトカ

ム
報告

⑥その他
の

バイアス

プラセボ

経皮水分蒸散量（皮膚水分蒸散量）

１）バイアスリスク：各項目で、バイアスが「ある」、「不明」、「記述なし」の場合には-1点、「ない」の場合には0 点と評価し、

該当しない項目には、セルに斜線を施した。

”まとめ”は、8 項目の合計とし、-8点から-6点を高バイアス、-5点から-3点を中バイアス、-2点から0点を低バイアスとした。

２）非直接性：各項目と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。”まとめ”は、各項目の「直接的でない

(-1)」の合計数で次のように評価した。

0～2項目の場合「非直接性なし」、3～4項目の場合「非直接性あり」とした。

[ ]内の値は、前後または各群のデータからの計算値（文献に平均値差の記載がないもの）。



別紙様式（Ⅴ）-13a　【様式例　添付ファイル用】（連続変数を指標とした場合）

商品名：モイストバリアW

エビデンス総体

アウトカム
研究デザ
イン/研

究数

バイアス

リスク
*

非直接性
* 不精確

* 非一貫性
*

その他
（出版バ
イアスな

ど）*

効果指標
対照群
（前値）

対照群
（後値）

対照群
平均差

介入群
（前値）

介入群
（後値）

介入群
平均差

介入群
vs

対照群

平均差

p値
エビデン
スの強さ

＊＊
コメント

①皮膚水分量（左顔の頬骨頂
点部）[％(摂取前値に対する
摂取8週後の変化率)]

100 89.2±12.2 [10.8] 100 102.9±4.5 [2.9] [13.7] p<0.01

②皮膚水分量（左頬部）[au] 50.5±10.0 46.1±12.4 -4.44±6.76 39.1±11.4 49.0±9.1 9.85±6.73 [14.29] p=0.0010

③皮膚水分量(目尻） NR NR NR NR NR NR NR NR

④皮膚水分量(左頬部）[μS] NR NR NR 13.9±2.6 17.5±5.2 -3.6 NR
NR（17μS以下の乾
燥肌は群内有意傾
向（p=0.08））

⑤皮膚水分蒸散量（左顔の頬
骨頂点部）[％(摂取前値に対
する摂取8週後の変化率)]

100 120±28.7 [20] 100 95.3±9.6 [-4.7] [-24.7] p<0.05

⑥経皮水分蒸散量(左頬部）
(TWEL)[摂取前値に対する変
化比]

1.00 1.05±0.30 [0.05] 1.00 0.88±0.19 [-0.12]  [-0.17] p<0.01

NR：no report（報告なし）　の略

コメント（該当するセルに記入）

角層水分量
（皮膚水分量）

低が1報、
中が2報
により中
(-1)と判
断

3報とも直
接性あり

最大CVより
低(0)1報、
中(-1)2報

群間有意差
ありの文献
が2/3
（66.7%）で
中(-1)

なし

④は、記述のみで数値の記載なし。
著者に連絡して傾向差ありの17μS
以下の介入群被験者のみの平均値と
標準偏差を入手

経皮水分蒸散量
（皮膚水分蒸散量）

2報とも中
であり、
中(-1）と
判断

2報とも直
接性あり

最大CVより
2報とも中(-
1)

群間有意差
ありの文献
が2/2
（1007%）で
低(0)

なし
⑥は、グラフのみで数値の記載なし。
著者に連絡して平均値と標準偏差を
入手

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

【閲覧に当たっての注意】
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。

A
RCT論文2報
中2報で群間
有意差あり

0 A
RCT論文3報
中2報で群間
有意差あり

0 0

対照

経皮水分蒸散量
（皮膚水分蒸散量）

RCT/2 -1 0 -1

プラセボ

各群の前後の値

角層水分量
（皮膚水分量）

RCT/3 -1 0 -1 -1

介入

エビデンス総体の質評価シート

対象 成人健常者

アスタキサンチンの経口摂取

＊各項目は“高（−2）”，“中/ 疑い（−1）”，“低（0）”の3 段階で評価した。

＊＊エビデンスの強さは“強（A）”からスタートし、評価結果を参考にして、評価を下げる必要の有無や程度に応じて、

“強（A）”，“中（B）”，“弱（C）”，“非常に弱（D）”を決定した。



別紙様式（Ⅴ）-14　【様式例　添付ファイル用】

商品名：モイストバリアW

P
日本人の成人健常者

I（E）
アスタキサンチンの経口摂取

C
プラセボの経口摂取

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．を一部改変

【閲覧に当たっての注意】
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。

採用文献の全てにおいていずれかの事業者が関与していることから利益相反の疑い
やUMIN-CTR等への臨床試験登録がされていなかったことから、出版バイアスを有す
る可能性は否定できなかった。

バイアスリスクのま
とめ 角層水分量のバイアスリスクのまとめは、1報が低、2報が中と判断された。エビデンス

総体としては、結果に影響を及ぼすバイアスリスクは中程度と考えられた。
経皮水分蒸散量のバイアスリスクのまとめは、全2報が中と判断された。エビデンス総
体としては、結果に影響を及ぼすバイアスリスクは中程度と考えられた。

非直接性の
まとめ 角層水分量 について、採用文献3報全てにおいて、設定されたPICOに対して、リサー

チクエスチョンとの乖離はないと考えられた。
経皮水分蒸散量について、採用文献2報全てにおいて、設定されたPICOに対して、リ
サーチクエスチョンとの乖離はないと考えられた。

非一貫性その他の
まとめ 採用文献中、角層水分量 について測定されている3報中2報で群間有意差が認めら

れ、一致率は66.6%であった。したがって非一貫性は「中」とした。
経皮水分蒸散量について測定されている2報の文献とも群間で有意差が認められ、一
致率が100%であった。したがって非一貫性は「低」とした。

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

健常者において、アスタキサンチンの継続摂取は、対照と比較して、肌のうるおいを保
ち、乾燥を和らげる機能があるか

０１
肌の水分保持（角層水分量（皮膚水分量）、経皮水分蒸散量（皮膚水分蒸散量））



別紙様式（Ⅴ）-16　【様式例　添付ファイル用】

商品名：モイストバリアW

【閲覧に当たっての注意】
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。

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シート

　本研究レビューの結果、成人健常者がアスタキサンチンを１日に3mg～6mg摂取することによ
り、肌の乾燥を防ぎ、肌の水分を保持（バリア機能）する効果を有すると考えられる。

[研究レビューの結果]
　研究レビューには3報の文献が採用された。角層水分量については、塚原らの文献[1]及び今
井らの文献[2]において有意に改善されていた。経皮水分蒸散量については、塚原らの文献[1]
及びTominagaらの文献[3]において有意に改善されていた。角層水分量と経皮水分蒸散量は、
それぞれ皮膚自体の水分量を測定、皮膚から蒸発する水分を測定（バリア機能）により、水分保
持・乾燥抑制効果を示す。3報全てにおいて皮膚の水分保持・乾燥抑制が有意に改善されてお
り、一貫性は高いものと考えられる。

[食品性状]
　塚原らの文献[1]は飲料形態であり、今井らの文献[2]及びTominagaらの文献[3]はカプセル形
態であり、どちらの食品形態でも効果を有すると考えられる。3文献ともヘマトコッカス藻抽出物由
来のアスタキサンチンが使用されていた。ヘマトコッカス藻抽出物はヘマトコッカス藻色素として
既存添加物名簿収載品目リストおよび第8版食品添加物公定書に収載されており、また食品安
全委員会により摂取量に上限はないとされている。文献で使用されている富士化学工業（株）製
のヘマトコッカス藻由来のアスタキサンチン含量は同社のサイトで開示されているアスタキサンチ
ン定量試験法[4]に従い日本食品分析センターなどで測定することができる。当該製品の機能性
関与成分であるアスタキサンチンの摂取量は1日あたり3mgであり、有効性を示した研究におけ
る介入食品のアスタキサンチン摂取量は3mg～6mgであった。したがって、当該製品の機能性関
与成分との定性的、定量的同等性は高いと考えられた。

[アウトカム指標と表示しようとする機能性の関連性]
　本研究レビューの効果指標「角層水分量、経皮水分蒸散量」は、客観的な指標で、これらの測
定は「肌の水分保持」の評価に広く用いられている[5]。したがって、アスタキサンチンの継続的な
摂取は、「肌のうるおいを保ち、乾燥を和らげる機能」に対して、明確で十分な根拠を有すると考
えられた。また、有効性が認められた部位は体の一部であったものの、水分保持に関連する肌
の構造は全身に共通していることから、本結果を全身に外挿することは可能と考えられる。
　採用された文献の被験者は、健常な日本人（20～65歳）で、このうち塚原らの文献[1]では、肌
の衰え（加齢による肌のたるみ、肌の乾燥など）が気になる者を対象とし、当該製品と同等の介
入量である1日当たりアスタキサンチン3mg摂取していた。このことから、日本人への外挿性に問
題は認められず、当該製品の対象者（肌の乾燥が気になる方）は適切であると考えられる。
　以上の結果、当該製品の表示しようとする機能「本品にはアスタキサンチン・パイナップル由来
グルコシルセラミドが含まれます。アスタキサンチンは、肌のうるおいを保ち、乾燥を和らげる機
能が報告されています。パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の水分を逃がしにくくする機
能が報告されています。肌の乾燥が気になる方に適しています。」の下線部を、本研究レビュー
は支持すると考える。

参考文献
[1]塚原ら, 日本補完代替医療学会誌,2016, 13(2), 57-62
[2]今井ら, Jpn pharmacol Ther 2016, 44(8), 1209-1216
[3]Tominaga et al, Acta Biochimica Polonica, 2012, 59(1), 43-47.
[4]富士化学工業株式会社,  アスタリールオイル５０Ｆ　アスタキサンチン定量試験法,
http://www.fujichemical.co.jp/life_science/introduction/pdf/astareal_astaxanthin.pdf
[5]新 化粧品ハンドブック 日光ケミカルズ株式会社  2006: 730-742.



別紙様式（Ⅴ）-１【添付ファイル用】 ※複数の機能性に関する表示を行う等、必要な場合使用する。

機能性の科学的根拠に関する点検表

１．製品概要

商品名 モイストバリア W

機能性関与成分名 アスタキサンチン

パイナップル由来グルコシルセラミド

表示しようとする

機能性

本品にはアスタキサンチン・パイナップル由来グルコシ

ルセラミドが含まれます。アスタキサンチンは、肌のう

るおいを保ち、乾燥を和らげる機能が報告されています。

パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の水分を逃

がしにくくする機能が報告されています。肌の乾燥が気

になる方に適しています。

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論文を添付している注１。

☐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。

☐（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。
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☐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

成分と最終製品に含有されている機能性関与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

に報告している。

□（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、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



別紙様式（Ⅴ）-１【添付ファイル用】 ※複数の機能性に関する表示を行う等、必要な場合使用する。

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。

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。

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『モイストバリア W』に含有する機能性関与成分『パイナップル由

来グルコシルセラミド』による肌の水分蒸散量への機能性に関する研究レビュ

ー

商品名：モイストバリア W

機能性関与成分名：アスタキサンチン

パイナップル由来グルコシルセラミド

表示しようとする機能性：本品にはアスタキサンチン・パイナップル由来グルコシル

セラミドが含まれます。アスタキサンチンは、肌のうるおいを保ち、乾燥を和らげる機能

が報告されています。パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の水分を逃がしにく

くする機能が報告されています。肌の乾燥が気になる方に適しています。

作成日：2018 年 1 月 24 日

届出者名：株式会社ファンケル

抄 録

【目的】健康な日本人がパイナップル由来グルコシルセラミド（以下、PGC）を

経口摂取した際の、肌の水分蒸散量に及ぼす有効性を検証する。

【方法】臨床試験や学術論文のデータベース検索（PubMed、Cochrane Library、
J-Dream III）にて、国内外の PGC を用いた臨床試験の文献を調査した。

【結果】文献検索とスクリーニングによって、2 報の文献を採択した。個々の文

献において報告された結果をまとめ、バイアスリスクについて評価した後に、

これらを統合した。その結果、PGC（0.6 または 1.2 mg/日）の連続経口摂取によ

り、経皮水分蒸散量（TEWL 値）の低下が認められた。PGC（0.6 または 1.2 mg/
日）の連続摂取により皮膚の構造が整えられることで、肌の水分蒸散量を抑え

る機能の改善に繋がることが示された。2 報の文献は、日本人への外挿性に問題

は認められず、個々の研究において有害事象も確認されていないため、PGC 経

口摂取は肌の健康維持に有用であることが確認された。限界として、バイアス

リスクの可能性は否定できないと考えられた。

【結論】今回の検証の結果から、PGC の連続経口摂取によって、「肌の水分を逃

がしにくくする」機能が期待できるものと考えられた。
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はじめに

1；論拠 [項目 3]
肌は外部刺激から体内器官を保護し、水分の蒸散を防ぎ保持する機能を担って

いる。健康な肌は、一般的に経皮水分蒸散量が低くて角層水分量が多く参1)、皮

膚構造が整った状態である。肌の健康は、生活環境や生活習慣、季節変化や、

食生活などの影響を受ける。肌の健康状態が崩れ、経皮水分蒸散量が増加する

と、肌が乾燥した状態になる要因となる。よって、肌の健康維持には、水分の

蒸散を抑え、乾燥した状態にならないよう保つことが重要である。

近年、パイナップルをはじめ、こんにゃく、小麦など、様々な植物由来のグル

コシルセラミドが健康食品原料、化粧品原料として商品化されており、肌のバ

リア機能を改善するなどの各種機能性に注目が集まっている。

パイナップル（英：pineapple、学名：Ananas comosus）は、熱帯アメリカ原産の

パイナップル科の多年草で、世界各地で大量に栽培され、食用にされている果

実の一つである。本邦においては、1845年にオランダ船によって伝えられたと

され参2)、国内の主要産地である沖縄県での生産量は6,500 トン（平成25年）参3)、

輸入量は16.6万トン（平成26年）参4)にのぼる。生食あるいは缶詰、ジャム、ジ

ュースなどに加工されて盛んに消費されている。

本レビューでは、パイナップル由来グルコシルセラミド（以下、PGC）摂取に

よる肌に対する機能性について、科学的エビデンスの検証を行った。

2；目的 [項目 4]
リサーチクエスチョンおよび PICOS を以下のとおり設定し、レビューを行った。

[リサーチクエスチョン]
PGC を健康な方が経口摂取した際、肌の水分蒸散量にどのような影響を与え

るか
[PICOS]

P（Participant、対象者）；未成年者、妊産婦、授乳婦を除く、疾患に罹患し

ていない健康な方。

I（Intervention、介入）；PGC の経口摂取

C（Comparison、比較）；プラセボ摂取群との比較

O（Outcome、アウトカム）；経皮水分蒸散量（TEWL 値）に与える効果

S（Study design、研究デザイン）；ランダム化二重盲検比較試験

方法

1；プロトコールと登録 [項目 5]
本レビューは機能性表示食品の届出等に関するガイドラインに従い、PRISMA 声

明チェックリスト（2009 年）に準じて、研究レビューを実施することとした。各

データベースにおける文献の検索キーワードについては、「セラミド」と「グル

コシルセラミド」と言う用語が明確に使い分けられていない可能性を考慮し、ま

ず「セラミドまたはグルコシルセラミド」にて検索した後に、続いて「臨床試験」、

に関連するキーワードにて絞り込み、最後に「パイナップル」を合わせて検索す

る方法で実施した。なお、レビュー実施に際し、本プロトコールの事前登録は行

っていない。
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2；適格基準 [項目 6]
適格性の基準として用いた研究の特性は、本レビューの PICOS を基に「5；研究

の選択」の除外規定に該当しないものとした。対象者は、海外での試験実施の場

合を考慮し、国籍は限定しないこととした。

[PICOS]
P（Participant、対象者）；未成年者、妊産婦、授乳婦を除く、疾患に罹患し

ていない健康な方。

I（Intervention、介入）；PGC の経口摂取

C（Comparison、比較）；プラセボ摂取群との比較

O（Outcome、アウトカム）；経皮水分蒸散量（TEWL 値）に与える効果

S（Study design、研究デザイン）；ランダム化二重盲検比較試験

また、報告の特性については、機能性表示食品の届出等に関するガイドラインに

従い、2017 年 12 月 5 日に「3；情報源」に示した文献検索データベースで検索可

能であった、日本語および英語の査読付き論文とした。

3；情報源 [項目 7]
情報源として文献検索に用いたデータベースは、言語バイアスを避け、国内外の

文献を広く調査するため、主に海外論文を対象にしたPubMedとCochrane Library、
主に国内論文を対象にした J-Dream III を用いた。データベース検索は 2017 年 12
月 5 日に実施した。

4；検索 [項目 8]
事前に定めたプロトコールに従って、検索キーワードは「セラミドまたはグルコ

シルセラミド」、「臨床試験」に関連するキーワードにて絞り込み、最後に「パイ

ナップル」を合わせて検索する方法で実施することとした。J-Dream III について

はノイズ除去のため、「原著論文」を指定する検索式も追加した。各データベー

スにおける検索式を下記に示す。

[PubMed；検索日 2017 年 12 月 5 日]
# 検索式

1 ceramide or glucosylceramide
2 (#1) AND clinical trial
3 (#2) AND (pineapple or "Ananas comosus")

[Cochrane Library；検索日 2017 年 12 月 5 日]
# 検索式

1 ceramide or glucosylceramide
2 (#1) AND clinical trial
3 (#2) AND (pineapple or "Ananas comosus")
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[J-Dream III；検索日 2017 年 12 月 5 日]
L 検索式

1 " セラミド "/AL or "グルコシルセラミド "/AL or ceramide or 
glucosylceramide

2 L1 and (a1/DT)

3 L2 AND ("臨床試験"/AL OR "クリニカル・リサーチ"/AL OR "治験

"/AL OR "臨床テスト"/AL OR "臨床治療試験"/AL OR "臨床治験"/AL)
4 L3 AND "パイナップル"/AL
※ L2 は「原著論文」の指定。

5；研究の選択 [項目 9]
検索した文献は、標題、書誌情報、抄録を確認し、以下の除外基準に該当すると

判断されたものは 1 次スクリーニングとして除外することとした。1 次スクリー

ニングを通過した文献については、2 次スクリーニングとして内容を確認し、採

択の可否を判断した。

[除外基準]
1) 総説・学会要旨集・本など論文形式で無いもの

2) 査読が無い論文（商業誌など）

3) ヒト臨床試験ではない論文

4) 有効性を検討していない論文

5) 未成年者、妊産婦、授乳婦を対象にした論文

6) PGC以外の有効成分を含む試験品を用いている論文

6；データの収集プロセス [項目 10]
文献検索は、レビューワーA が、10 年以上の経験を有する文献調査担当者 B と

検索キーワードを協議した上で実施し、博士号取得者であるレビューワーC が内

容の確認を行った。検索された文献のスクリーニングは、レビューワーA と C が

独立して実施し、統合された結果を採択文献とした。続いて、レビューワーA、

C が採択文献の内容と質を評価し、博士号取得者であるレビューワーD と協議の

上で文献からエビデンスを採択した。採択されたエビデンスを基に、レビューワ

ーA がレビュー本文を作成し、レビューワーC、D が内容を精査した。

7；データ項目 [項目 11]
採択した文献について、文献番号、著者名、掲載雑誌、タイトル、研究デザイン、

PICO、セッティング、対象者特性、介入、対照、解析方法、アウトカム、害、査

読の有無について確認した。

8；個別の研究のバイアスリスク [項目 12]
採択した個々の文献のバイアスリスクについて、①選択バイアス（ランダム化、

割付の隠蔵）、②③盲検性バイアス（参加者、アウトカム評価者）、④症例減少バ

イアス（ITT 解析の実施、不完全アウトカムデータ）、⑤選択的アウトカム報告、

⑥その他の観点から、「高（-2）」、「中／疑い（-1）」、「低（0）」の 3 段階で評価し
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た。また、個々の項目を踏まえたバイアスリスクのまとめとして「高（-2）」、「中

（-1）」、「低（0）」の 3 段階で評価し、エビデンス総体に反映させた。

非直接性については、研究対象集団の違い、介入の違い、比較の違い、アウトカ

ム測定の違いの観点から、それぞれの報告内容が本レビューの適格基準（PICOS）
に合致しているかを確認し、個々の文献を評価した。評価の方法は、非直接性に

重大な問題がある場合「高（-2）」、やや問題がある場合「中／疑い（-1）」、問題

ない場合「低（0）」の 3 段階で実施した。更に、個々の項目を踏まえた非直接性

のまとめとして「高（-2）」、「中（-1）」、「低（0）」の 3 段階で評価し、エビデン

ス総体に反映させた。

9；要約尺度 [項目 13]
採択した個々の文献について、アウトカムごとに、効果指標、対照群・介入群の

前後平均値と平均値差、p 値、介入群と対照群間の平均値差、p 値をまとめた。

10；結果の統合 [項目 14]
定性的な SR の場合は、結果の統合はせず、個々の文献の結果をアウトカム毎に

まとめて定性的に考察し、エビデンス総体の強さについて、強く確信がある場合

「強（A）」、中程度の確信がある場合「中（B）」、確信は限定的である場合「弱

（C）」、ほとんど確信できない場合「非常に弱（D）」の 4 段階で評価した。

採用された研究が 2 報以上で異質性がない場合にのみ、レビューワーA と C がメ

タアナリシスを実施すると計画した。フォレストプロットとともに異質性の検定

をし、統合における出版バイアスについて、ファンネルプロットより明らかにす

ることとした。

11；全研究のバイアスリスク [項目 15]
個々の文献の質の評価の結果を基に、バイアスリスク、非直接性、不精確、非一

貫性、その他（出版バイアスなど）の観点から、全研究のバイアスリスクについ

て評価した。評価の方法は、それぞれの評価項目について重大な問題がある場合

「強（-2）」、やや問題がある場合「中／疑い（-1）」、問題ない場合「低（0）」の

3 段階で実施した。

12；追加的解析 [項目 16]
定性的レビューを実施した際は追加的解析を実施せず、メタアナリシスを実施し

た際は次の追加的解析を行うこととした。感度分析として、ランダム化並行群間

比較試験以外の試験デザインを含む場合は、ランダム化並行群間比較試験のみの

メタアナリシス、例数が突出して多い研究がある場合は、それを除外したメタア

ナリシス、機能性関与成分の用量の多い介入と少ない介入に分割したメタアナリ

シスを計画した。

結果

1；研究の選択 [項目 17]
複数の検索キーワードを用いて、3 つのデータベースにおける検索を実施したと

ころ、文献 4 報に絞り込まれた。そのうち 2 報は、[5；研究の選択]で定めた除外

基準に該当したため 1 次スクリーニングにおいて除外した除 1～除 2)。残る 2 報 1, 2)
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は、健康な成人を対象としたランダム化二重盲検プラセボ対照並行群間比較試験

によるヒト臨床試験の査読付き論文であり、1 次スクリーニングの除外基準に該

当しないことから、2 次スクリーニングの対象として内容を精査した。文献 1)に

ついては、本文中に記載がなかったため、試験責任医師により試験対象者が健常

者であると判断されていることの確認を行った。その上で、レビューワーA、C
の 2 名が個別に内容を確認し、本レビューの適格基準（PICOS）に合致するかど

うか確認したため、これら 2 報を採択した。

以上の文献検索の結果は「別紙様式(V)-5」に記し、スクリーニングについては「別

紙様式(V)-6」に記載した。また、除外対象とした文献は「別紙様式 V-8」に示し、

除外理由を記載した。

2；研究の特性 [項目 18]
採択された文献は下記の 2 報である。文献 1)については、訂正が同一の雑誌(応用

薬理, 2015, 88(3/4); 67-8.)に掲載されていたことから、これを反映してレビューを

実施することとした。本レビューにおいて、これ以降、「文献 1)」と記載した時は、

訂正内容を反映させたものを記載している。

1) 野嶋潤ら, パイナップル由来セラミド経口摂取による日本人女性の皮膚機

能改善効果 [訂正. 応用薬理, 2015, 88(3/4); 67-8.]. 応用薬理 2014; 87(3/4): 
81-5. 

2) 吉野進ら, パイナップル由来グルコシルセラミド摂取による肌のくすみお

よび乾燥を感じる健常日本人男女に対する皮膚機能改善効果―ランダム化

二重盲検プラセボ対照並行群間比較試験―. 薬理と治療 2015; 43(11):
1593-600.

採択された文献 2 報に報告された試験データは、研究デザイン、PICO、セッテ

ィング、対象者特性、介入、対照、解析方法、アウトカム、害、査読の有無な

どについて個別に確認して、「別紙様式(V)-7」に記載した。いずれも日本人を対

象とした試験で、経皮水分蒸散量（TEWL 値）を指標とした肌のバリア機能改

善の検討において、肯定的な結果であった。

3；研究内のバイアスリスク [項目 19]
方法に述べたバイアスリスクの評価項目について、採択した 2 報の文献の評価

を行い、「別紙様式(V)-11a」に記載した。

文献 1)では、ランダム化やダブルブラインド法、脱落例に関する具体的な記載が

無かった。また、UMIN などの事前登録システムの利用も記載されていないた

め、事前設定と評価項目が同一であるか確認できなかった。以上より、選択バ

イアス、盲検性バイアス、症例減少バイアス、選択的アウトカム報告について、

バイアスリスクが不明確であるため「中／疑い（-1）」と判定し、これらの結果

を踏まえてバイアスリスクのまとめを「中（-1）」とした。また、文献 1)の試験

内容は本研究レビューの適格基準（PICOS）に合致していることから、非直接

性はいずれの項目も問題ないものと評価し「低（0）」と判定し、まとめについ

ても「低（0）」とした。
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文献 2)では、選択バイアス、盲検性バイアス、症例減少バイアスの点について、

試験で実施された内容が記載されていることが確認された。選択的アウトカム

報告については、論文記載内容と UMIN 登録の内容を比較し、一致している事

を確認した。症例減少バイアスの点において、PPS のためバイアスリスクが考

えられた。以上より、症例減少バイアスのみバイアスリスクを「高（-2）」と判

定し、それ以外のバイアスリスクは「低（0）」と判定した。バイアスリスクの

まとめとしては、個々の項目の判定結果が概ね問題無いことを踏まえ、「低（0）」
と評価した。また、試験内容は本レビューの適格基準（PICOS）に合致してお

り、文献 2)の非直接性はいずれの項目も問題ないため「低（0）」と判定し、まと

めについても「低（0）」とした。

4；個別の研究の結果 [項目 20]
文献 1)では、皮膚のバリア機能について、PGC（0.6 または 1.2mg/日）を含有す

るソフトカプセルあるいはプラセボカプセルを 4 週間連続摂取させたランダム

化二重盲検プラセボ対照並行群間比較試験の結果が報告されていた。

対象者は 40 歳以上 50 歳未満の乾燥などの肌の不調に関する自覚症状を有する

日本人女性で、各群の平均年齢は PGC（0.6mg/日）群；43.8 歳、PGC（1.2mg/
日）群；43.4 歳、プラセボ群 45.5 歳であった。摂取の方法は「ソフトカプセル

を就寝前に、水またはぬるま湯にて飲用」とし、他の食物による影響を抑える

方法で実施されていた。皮膚のバリア機能に関する試験において、PGC（0.6 ま

たは 1.2mg/日）連続摂取で、プラセボ群と比較して、摂取開始 4 週間後の頬の

経皮水分蒸散量（TEWL 値）の減少が確認され、皮膚のバリア機能を改善する

作用があることが明らかとなった。試験責任医師の問診にて、PGC 摂取による

有害事象は認められていなかった。なお、レビューにあたり、当該試験におけ

る試験対象者は、試験責任医師により健常者であると判断されている事を確認

している。

文献 2)は、文献 1)の結果をさらに詳細に検証するために、健常な日本人男女を対

象に PGC（1.2mg/日）を含有する錠剤あるいはプラセボ錠剤を 12 週間連続摂取

させたランダム化二重盲検プラセボ対照並行群間比較試験の報告で、文献 1)と同

様に皮膚のバリア機能に与える改善効果について検討されていた。対象者は年

齢が 20 歳以上 60 歳未満の肌のくすみや乾燥を自覚する健常な日本人男女で、

医師の問診にて、疾病に罹患していないことを確認した者であった。また、各

群の平均年齢は PGC（1.2mg/日）群；45.3 歳、プラセボ群 45.1 歳であった。摂

取法は、「PGC（1.2 mg）配合錠剤 1 粒を 1 日 1 回、夜、就寝前に水またはぬる

ま湯と共に 12 週間摂取する」というもので、剤形は異なるが文献 1)の摂取方法

と同様であった。試験の結果、PGC（1.2 mg/日）の 12 週間連続摂取により、プ

ラセボ群と比較して右頬骨部の経皮水分蒸散量（TEWL 値）の有意な低下が認

められた。安全性については、文献 2)においても、試験責任医師による問診の結

果、PGC 摂取による有害事象は認められていなかった。

以上の採択した 2 報の文献のアウトカムである経皮水分蒸散量（TEWL 値）に

ついて「別紙様式(V)-11a」を作成し、要約尺度を記載した。
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5；結果の統合 [項目 21]
本研究レビューは、採用文献 2 報において、それぞれ摂取期間が異なるなど異

質性が高いことから定性的研究レビューとし、個別の研究の結果の統合は実施

しなかった。採択した 2 報の文献の試験内容は、試験期間と試験に用いた製剤

の剤形が異なるのみで、概ね同等と考えられた。PGC（0.6mg 及び 1.2 mg/日）

の結果について、「別紙様式(V)-13a」にまとめを記載した。採択した 2 報の文献

では、いずれの報告においても PGC の連続摂取により、経皮水分蒸散量（TEWL
値）の低下が認められていた。また、試験責任医師による問診では、2 報の報告

ともに PGC 摂取による有害事象は認められていなかった。

以上の結果について、それぞれのエビデンスの強さについて評価した。経皮水

分蒸散量（TEWL 値）の結果については、2 報の臨床試験において、同等の結果

が得られており、再現性も認められることから、「強（A）」と判定した。

6；全研究のバイアスリスク [項目 22]
方法に述べた評価項目について、全研究のバイアスリスク評価を行い、「別紙様

式(V)-13a」に記載した。

バイアスリスクについては、「3；研究内のバイアスリスク」に記載したとおり、

まとめの判定において文献 2)では「低（0）」と判定されたものの、文献 1)では「中

（-1）」と判定された。これにより、全研究のバイアスリスクについて、完全に

否定できないことから「中／疑い（-1）」と判定した。

非直接性の観点では、今回採択した文献 2 報のいずれの報告も、本レビューの

適格基準（PICOS）に合致しており、未成年者、妊産婦、授乳婦を除く健常な

日本人への使用に関して外挿性は高いものと考えられた。よって、非直接性に

ついては問題ないものとして「低（0）」と判定した。

不精確ならびに非一貫性の観点については、文献 1)の報告では、皮膚バリア機能

に関する検討；PGC（0.6 mg）群 11 名、PGC（1.2 mg）群 8 名、プラセボ群 11
名にて試験されており、文献 2)の報告では PGC（1.2mg）群 30 名、プラセボ群

31 名を解析対象としていた。文献 2)の被験者数設定の根拠として、前報にあた

る文献 1)の試験結果を基に統計解析に必要な人数を設定しているとの記載があ

り、文献 1,2) ともに PGC 摂取で経皮水分蒸散量（TEWL 値）について同様の結

果が得られていることから、総合的に判断して不精確、非一貫性について問題

ないものとして「低（0）」と判定した。

出版バイアスについては報告が 2 報のみで、バイアスリスクが完全に否定でき

ないことから、「中／疑い（-1）」の評価とした。

7；追加的解析 [項目 23]
本レビューについては、メタアナリシスを実施しなかったため、追加的解析は

実施していない。
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考察

1；エビデンスの要約 [項目 24]
今回の調査において PGC の皮膚バリア機能に関する臨床研究の報告は、2 報確

認され、両報告において、PGC の連続摂取により、経皮水分蒸散量（TEWL 値）

の低下が認められた。

文献 2)では、これらの結果について詳しく考察されている。それによると、PGC
摂取によって、皮膚のセラミド合成参 5, 参 6)や、コーニファイドエンベロープ形

成参 7, 参 8)が促され、タイトジャンクションの機能も亢進される参 8, 参 9)ことで皮膚

の構造が整ったことによるものとしている。

さらにアウトカムについての考察では、経皮水分蒸散量は体内から角層を通じ

て揮散する水分量のことであり、バリア機能の指標として用いられるため、PGC
の経口摂取はバリア機能改善に有用であると結論づけている。

本研究レビューの対象となる文献は 2 報のみであったが、日本人健常者への外

挿性にも問題は確認されず、いずれの報告においても安全性に問題となるよう

な事象も確認されていないため、PGC 経口摂取は皮膚の健康維持に有用である

ものと考えられる。

本研究レビューの結果から、PGC を連続経口摂取することにより皮膚の水分蒸

散量を抑える効果（肌の水分を逃がしにくくする効果）が示された。

本研究レビューで有効性が認められた部位は体の一部であったものの、保湿機

能に関連する肌の構造は全身に共通であることから、本結果を全身に外挿する

ことは可能と考えられる。

2；限界 [項目 25]
PGC について調査したところ、臨床試験の報告が非常に少なく、本研究レビュー

では 2 報のみが採択された。その内 1 報は研究内のバイアスリスクに、やや問題

があると認められ、総合的に判断してもバイアスリスクに若干問題があることが

考えられた。また、報告が 2 報のみであり、出版バイアスリスクについても充分

な精査には至らなかった。今後、PGC に関して、更なる臨床研究が進むことが期

待される。

3；結論 [項目 26]
PGC を連続して経口摂取することにより、経皮水分蒸散量の減少が確認された。

経皮水分蒸散量は体内から角層を通じて揮散する水分量のことであるため、今回

の検証の結果から、PGC は、「肌の水分を逃がしにくくする」機能を有する食品

成分であると考えられた。

参考文献

研究レビュー作成にあたり、参考にした資料・文献は「別紙様式(V)-10」に記載

した。

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

[項目 27：資金源]
本研究レビューは、丸善製薬株式会社社員 4 名により実施された。採用文献の著

者に丸善製薬株式会社社員が含まれているが、本研究レビューの実施にあたって
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は、公正を期すため文献の著者を除いた社員にて行った。なお、丸善製薬株式会

社は、機能性関与成分である PGC の原料供給元である。

各レビューワーの役割

レビューワーA 文献調査、文献の内容・質の確認、結果の統合、

エビデンスの採択、レビュー本文作成

文献調査担当者 B 文献調査

レビューワーC
（博士号取得者）

文献調査結果の確認、文献の内容・質の確認、

結果の統合、エビデンスの採択、

レビューの内容確認

レビューワーD
（博士号取得者）

統合された結果の確認、エビデンスの採択、

レビュー全体の確認

PRISMA声明チェックリスト（2009年）の準拠

☑ おおむね準拠している。
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商品名：モイストバリアW

日付： ①PubMed
②Cochrane Library
③J-DreamⅢ

；2017年12月5日
；2017年12月5日
；2017年12月5日

＃ 検索式 文献数
1 (ceramide or glucosylceramide) 19,696
2 (#1) AND clinical trial 266
3 (#2) AND (pineapple or "Ananas comosus") 0

＃ 検索式 文献数
1 (ceramide or glucosylceramide) 166
2 (#1) AND clinical trial 120
3 (#2) AND (pineapple or "Ananas comosus") 2

L 検索式 文献数

1
("セラミド"/AL or "グルコシルセラミド"/AL or
ceramide or glucosylceramide)

5,819

2 L1 and (a1/DT) 1,092

3

L2 AND ("臨床試験"/AL OR "クリニカル・リ
サーチ"/AL OR "治験"/AL OR "臨床テスト
"/AL OR "臨床治療試験"/AL OR "臨床治験
"/AL)

36

4 L3 AND "パイナップル"/AL 4

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

【閲覧に当たっての注意】
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。

PGC：パイナップル由来グルコシルセラミド

J-DreamⅢ

なお、使用した論文には訂正(応用薬理, 88(3/4), 67-68(2015))が追掲載されていたので、
訂正内容を反映させた上で、研究レビューを実施した

データベース検索結果

タイトル：最終製品『モイストバリアW』に含有する機能性関与成分『パイナップル由来グルコシルセラ
ミド』による肌の水分蒸散量への機能性に関する研究レビュー

リサーチクエスチョン：PGCを健康な方が経口摂取した際、肌の水分蒸散量にどのような影響を与え
るか

検索者：A、B

PubMed

Cochrane Library
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商品名：モイストバリアW

個別のデータベース検索結果

PubMed (n=0)

Cochrane Library (n=2)

J-DreamⅢ (n=4)

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

【閲覧に当たっての注意】
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。

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=2）

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=0）

データの統合に用いた文献数（n=2）

メタアナリシスを行った文献数（n=0）

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=4)

他の情報源から特定された文献（n=0）

１次スクリーニングの対象文献 除外文献

（n=4） （n=2）

重複除外(n=2)
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商品名：モイストバリアW

No. 著者名（海外
の機関に属す
る者について
は、当該機関
が存在する国
名も記載す
る。）

掲載雑誌 タイトル 研究
デザイン

PICO又はPECO セッティング
（研究が実施
された場所
等。海外で行
われた研究に
ついては、当
該国名も記載
する。）

対象者特性 介入（食品や機能性関与
成分の種類、摂取量、介
入（摂取）期間等）

対照（プラ
セボ、何も
しない等）

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 野嶋ら 応用薬理, 2014;
87(3/4): 81-5.
[訂正. 応用薬理,
2015; 88(3/4); 67-
8.]

パイナップル由来セラミ
ド経口摂取による日本
人女性の皮膚機能改善
効果

RCT
4週間

(P)肌の不調に関する自覚
症状を有する日本人の中年
女性。
(I)パイナップル由来グルコ
シルセラミド(0.6 mgまたは
1.2 mg)含有ソフトカプセルを
就寝前に水またはぬるま湯
にて、4週間飲用する。
(C)プラセボ
(O)(主)角層水分量、経皮水
分蒸散量（TEWL値）、医師
の問診

※上記のほか、皮膚の色調
に対する効果の検討が報告
されていたが、本研究レ
ビューのPICOSに合致しな
いため除外した。

記載なし 年齢が40歳以上50歳未満の日本人の
女性で, 肌荒れ, 肌のくすみ, 肌の乾燥,
化粧のノリ, 肌のたるみなどが気にな
る者。
パイナップル由来グルコシルセラミド
(0.6 mg)群11名（平均43.8歳）、パイ
ナップル由来グルコシルセラミド(1.2
mg)群8名（平均43.4歳）、プラセボ群11
名（平均45.5歳）。

※レビューにあたり、当該試験におけ
る試験対象者は、試験責任医師により
健常者であると判断されていることを
確認している。

パイナップル由来グルコ
シルセラミド(0.6 mgまた
は1.2 mg)含有ソフトカプ
セルを就寝前に水または
ぬるま湯にて、4週間飲
用する。

プラセボ 記載なし 角層水分量、経皮
水分蒸散量（TEWL
値）、医師の問診

なし 試験責任医師によ
る問診にて試験品
の摂取に起因する
有害事象は認めら
れず、摂取に問題
の無いことが示され
た。

有

2 吉野ら 薬理と治療, 2015;
43(11):　1593-600.

パイナップル由来グルコ
シルセラミド摂取による
肌のくすみおよび
乾燥を感じる健常日本
人男女に対する皮膚機
能改善効果
－ランダム化二重盲検
プラセボ対照並行群間
比較試験－

RCT
12週間

(P)年齢が20歳以上60歳未
満の肌のくすみや乾燥を自
覚する健常な日本人男性お
よび女性で、医師の問診に
て、疾病に罹患していない
ことを確認した者が対象。
(I)1粒あたりパイナップル由
来グルコシルセラミド1.2 mg
を含むパイナップル果実抽
出物製剤を配合した錠剤を
試験食品として使用。1粒を
1日1回、夜、就寝前に水ま
たはぬるま湯と共に、12週
間摂取する。
(C)プラセボ
(O)(主)経皮水分蒸散量
（TEWL値）、皮膚水分量、色
差（L*値、a*値、b*値）、キメ
レプリカ（キメ個数）
(副)医師の問診による有害
事象の判定。

㈱TESホール
ディングス肌
関連試験用
検査施設

年齢が20歳以上60歳未満の肌のくす
みや乾燥を自覚する健常な日本人男
性および女性で、医師の問診にて、疾
病に罹患していないことを確認した者。

文献1)の試験の結果をもとに、統計解
析に必要な人数を設定し、33名を得た
が、中止・脱落を考慮して、試験食品
群（パイナップル由来グルコシルセラミ
ド1.2 mg）35名、プラセボ食品群35名に
て割付けして試験を実施した。自己都
合による脱落・中止により、両群32名
にて本試験を終了した。更に、試験終
了の後、新たに除外基準に抵触してい
ることが判明したため、キーオープン前
の症例検討会において協議のうえ除
外し、試験食品群30名（平均45.3歳、
男性3名、女性27名）、プラセボ食品群
31名（平均45.1歳、男性4名、女性27
名）を解析対象者とした。

1粒あたりパイナップル由
来グルコシルセラミド1.2
mgを含むパイナップル果
実抽出物製剤を配合した
錠剤1粒を1日1回、夜、
就寝前に水またはぬるま
湯と共に、12週間摂取す
る。

プラセボ PPS 経皮水分蒸散量
（TEWL値）、皮膚水
分量、色差（L*値、
a*値、b*値）、キメレ
プリカ（キメ個数）

医師の問診による
有害事象の判定

試験責任医師によ
る診察・問診から、
試験食と因果関係
があると考えられる
被験者への有害な
影響は認められず，
安全性に問題はな
いと考えられた。

有

【閲覧に当たっての注意】
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。

採用文献リスト

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。



別紙様式（Ⅴ）-８　【様式例　添付ファイル用】

商品名：モイストバリアW

No. 著者名 掲載雑誌 タイトル 除外理由

除1) NAJIMA et al. 診療と新薬, 2016,
53(4); 353-360.

EFFECTS OF SUPPLEMENT
CONTAINING GLUCOSYLCERAMIDE
EXTRACTED FROM PINEAPPLE WITH
HYALURONIC ACID ON SKIN
CONDITIONS IN HEALTHY JAPANESE
WITH DRY SKIN AND ITCHY
SENSATION

除外基準6)

除2) YOSHINO et
al.

薬理と治療, 2016,
44(2), 247-253.

Long-term Intake of Glucosylceramide
Extracted from Pineapple―Safety
Evaluation in Healthy Adults―

除外基準4)

[除外基準]
1) 総説・学会要旨集・本など論文形式で無いもの
2) 査読が無い論文（商業誌など）
3) ヒト臨床試験ではない論文
4) 有効性を検討していない論文
5) 未成年者、妊産婦、授乳婦を対象にした論文
6) PGC以外の有効成分を含む試験品を用いている論文

【閲覧に当たっての注意】

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

PGC：パイナップル由来グルコシルセラミド



別紙様式（Ⅴ）-10　【様式例　添付ファイル用】

商品名：モイストバリアW

No. 著者名、タイトル、掲載雑誌等

参1) 技術情報協会. ～高機能・付加価値・差別化～ 化粧品の開発プロセス全集 2007. p.55.

参2) 小学館. 食材図典 1995. p.279.

参3) 農林水産省. 平成25年産パインアップルの収穫面積、収穫量及び出荷量（沖縄県）.
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kazyu/pdf/syukaku_pineapp_13.pdf

参4) 財務省貿易統計（輸入）. パイナップル生鮮(2014).
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001132154

参5) Shirakura Y, et al ., 4,8-Sphingadienine and 4-hydroxy-8-sphingenine activate ceramide production
in the skin. Lipids Health Dis. 2012; 11: 108.

参6) Duan J, et al ., Dietary sphingolipids improve skin barrier functions via the upregulation of ceramide
synthases in the epidermis. Exp Dermatol. 2012; 21(6): 448-52.

参7) Hasegawa T, et al ., Dietary glucosylceramide enhances cornified envelope formation via
transglutaminase expression and involucrin production. Lipids. 2011; 46(6): 529-35.

参8) Ideta R, et al ., Orally administered glucosylceramide improves the skin barrier function by
upregulating genes associated with the tight junction and cornified envelope formation. Biosci
Biotechnol Biochem. 2011; 75(8): 1516-23.

参9) Kawada C, et al ., Dietary glucosylceramide enhances tight junction function in skin epidermis via
induction of claudin-1. Biosci Biotechnol Biochem. 2013; 77(4): 867-9.

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。

【閲覧に当たっての注意】
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。

参考文献リスト



別紙様式（Ⅴ）-11a　【様式例　添付ファイル用】（連続変数を指標とした場合）

商品名：モイストバリアW

＊各項目の評価は“高（−2）”，“中/ 疑い（−1）”，“低（0）”の3 段階

まとめは“高（−2）”，“中（−1）”，“低（0）”の3 段階でエビデンス総体に反映させる。

各アウトカムごとに別紙にまとめる。

②盲検性バ

イアス

③盲検性

バイアス

研究
コード

研究
デザイン

ランダム
化

割り付けの
隠蔵

参加者
アウトカム

評価者

ＩＴＴ、
FAS、
PPS

不完全
アウトカ
ムデータ

対象 介入 対照
アウトカ

ム
まとめ 効果指標

対照群
（前値）

対照群
（後値）

対照群
平均差

p値
介入群
（前値）

介入群
（後値）

介入群
平均差

p値

介入群

vs
対照群

平均差

p値 コメント

野嶋(1)

TEWL
RCT -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0

TEWL値（g/m
2
/hr)

頬部1.2mg/日
前腕部1.2mg/日
頬部0.6mg/日

前腕部0.6mg/日

13.0
5.4
13.0

5.4

14.8
5.3
14.8

5.3

1.8
-0.1
1.8

-0.1

NS
NS
NS

NS

15.5
5.0
15.7

4.8

12.3
5.3
14.2

5.1

-3.2
0.3
-1.5

0.3

p=0.055
NS

p<0.05

NS

-5.0
0.2
-3.3

0.2

p<0.05
NS

p<0.05

NS

吉野(2)
TEWL

RCT 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEWL値（g/m

2
/hr)

右頬骨部
1.2mg/日

18.18 17.5 -0.68 NS 18.22 15.18 -3.05 p<0.01 -2.37 p<0.05

コメント（該当するセルに記入）

野嶋(1)
TEWL

ランダム
化の詳細

な方法の
記載なし

割り付けの
隠蔵の詳細

な方法の記
載なし

ダブルブラ
インド法の

詳細な方法
の記載なし

ダブルブライ
ンド法の詳

細な方法の
記載なし

脱落に関
する記載

なし

脱落に関
する記載

なし

UMINなどの事
前登録システ

ムの利用が記
載されておら
ず、事前設定と
評価項目が同
一であるか確

認できない

吉野(2)
TEWL

割付責任
者が、試

験食品の
識別不能
性を確認
し、両群
で偏りの

無いよう
に層別無
作為化法
にて割付
けた

解析のため
のデータが

固定される
まで割付
キーを厳重
に保管し、
何人にも開

示しなかっ
た

プラセボ食
品は試験食

品と栄養成
分には差が
なく、外観上
見分けがつ
かないよう

に調製され
たものを用
いた

プラセボ食
品は試験食

品と栄養成
分には差が
なく、外観上
見分けがつ
かないように

調製された
ものを用い
た

PPS 本試験参
加者のフ

ロー
チャート
が記載
（試験食
品群30

名、プラ
セボ食品
群31名に
て解析）

UMIN登録
ID000016504と

の内容比較に
て問題ないこと
を確認

PGC：パイナップル由来グルコシルセラミド

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

【閲覧に当たっての注意】

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。

まとめ

非直接性
* 各群の前後の値

対照 プラセボ摂取群との比較

アウトカム 経皮水分蒸散量（TEWL値）

個別研究
バイアスリスク

*

①選択バイアス
④症例減少

バイアス

⑤選択的
アウトカム

報告

⑥その他の
バイアス

介入 PGCの経口摂取

各論文の質評価シート（臨床試験）

対象 未成年者、妊産婦、授乳婦を除く、疾患に罹患していない健康な方。



別紙様式（Ⅴ）-13a　【様式例　添付ファイル用】（連続変数を指標とした場合）

商品名：モイストバリアW

エビデンス総体

アウトカム
研究デザイ
ン/研究数

バイアス

リスク
* 非直接性

*
不精確

*
非一貫性

*
その他

（出版バイア

スなど
*
）

上昇要因

（観察研究
*
）

効果指標
対照群
（前値）

対照群
（後値）

対照群
平均差

介入群
（前値）

介入群
（後値）

介入群
平均差

介入群
vs

対照群

平均差

コメント
エビデンス

の強さ

TEWL RCT/2 -1 0 0 0 -1 該当しない - - - - - - - -

文献
1)
での試験結果

は、対象者人数を増

やした文献
2)
でも同

様の結果が認めら
れており、再現性が
確認された。

A

コメント（該当するセルに記入）

1報の個別の
評価が「やや
問題がある」
と判定された
ため

2報とも、対
象者が本レ
ビューの適
格基準
（PICOS）に
合致している
ため

続報となる

文献
2)
で統計

的側面を考
慮して募集
人数を設定
し、同様の結
果が得られ
ているため

2報の報告で
同様の結果
が得られて
いるため

報告が2報の
みでバイア
スの可能性
を否定できな
い

PGC：パイナップル由来グルコシルセラミド

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

【閲覧に当たっての注意】
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。

エビデンス総体の質評価シート

対象 未成年者、妊産婦、授乳婦を除く、疾患に罹患していない健康な方。
エビデンスの強さはRCT は“強（A）”からスタート，観察研究は弱（C）からス
タート

各群の前後の値

介入 PGCの経口摂取

対照 プラセボ摂取群との比較

＊各項目は“高（−2）”，“中/ 疑い（−1）”，“低（0）”の3 段階
＊＊エビデンスの強さは“強（A）”，“中（B）”，“弱（C）”，“非常に弱（D）”の4
段階



別紙様式（Ⅴ）-14　【様式例　添付ファイル用】

商品名：モイストバリアW

P

I（E）

C

PGC：パイナップル由来グルコシルセラミド

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

【閲覧に当たっての注意】
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。

プラセボ摂取群との比較

経皮水分蒸散量（TEWL値）に与える効果

全研究のバイアスリスクについて、やや問題が認められ、また、出版バイアスについ
ても否定できない。

本レビューの適格基準（PICOS）に合致しており、未成年者、妊産婦、授乳婦を除く健
常な日本人への使用に関して外挿性は高いものと考えられた。

概ね同様の試験を実施している2報の報告で、同様の結果が得られているため問題な
いと考えられた。

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

PGCを健康な方が経口摂取した際、肌の水分蒸散量にどのような影響を与えるか

未成年者、妊産婦、授乳婦を除く、疾患に罹患していない健康な方。

PGCの経口摂取

コメント

非一貫性その他
のまとめ

非直接性の
まとめ

０１

バイアスリスクの
まとめ



別紙様式（Ⅴ）-16　【様式例　添付ファイル用】

商品名：モイストバリアW

【閲覧に当たっての注意】
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。

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シート

1;表示しようとする機能性
本品にはアスタキサンチン・パイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。アスタキサンチ
ンは、肌のうるおいを保ち、乾燥を和らげる機能が報告されています。パイナップル由来グルコシ
ルセラミドは、肌の水分を逃がしにくくする機能が報告されています。肌の乾燥が気になる方に適
しています。

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
肌は外部刺激から体内器官を保護し、水分の蒸散を防ぐバリア機能を担っている。健康な肌は、
一般的に経皮水分蒸散量が低くて角層水分量が多く、皮膚構造が整っていて明度が保たれた状
態である。しかし、各種外的・内的要因によって肌の調子が悪化した状態では、バリア機能が低
下（経皮水分蒸散量が増加）し、それに伴い肌が荒れ、乾燥した状態となる。つまり、肌の保湿力
を高め、水分の蒸散を抑えることは、肌の健康を維持するのに重要であると考えられる。
研究レビューの結果、パイナップル由来グルコシルセラミドの連続摂取による経皮水分蒸散量の
改善、すなわち肌から水分を逃がしにくくすることに、肯定的な科学的根拠があると判断された。
これは、肌においてセラミド合成、コーニファイドエンベロープ形成の促進やタイトジャンクションの
機能亢進によりバリア機能が高められた結果と考えられる。本研究レビューで有効性が認められ
た部位は体の一部であったものの、保湿機能に関連する肌の構造は全身に共通であることか
ら、本結果を全身に外挿することは可能と考えられる。よって、本届出商品の表示しようとする機
能性を「肌の水分を逃がしにくくする機能が報告されています」とすることが妥当と考えられた。
また、採択された文献における臨床試験の対象者は、肌の乾燥を自覚する健常な日本人であ
り、医師の問診によって疾病に罹患していないことが確認されていた。日本人への外挿性につい
ても問題は認められないため、本届出商品の対象者を「肌の乾燥が気になる方」として差し支え
ないと考えられた。
なお、研究レビューで採択された文献にて使用されているパイナップル由来グルコシルセラミド
と、本商品に配合されているパイナップル由来グルコシルセラミドは同等であり、配合量も文献中
の使用量と同量の1.2 mgである。また、本研究レビューで採択された文献における試験食の形態
は、ソフトカプセルまたは錠剤であり、当該製品はソフトカプセルのため、消化・吸収過程におい
て大きな違いはないものと考えられる。以上のことから、本研究レビューによって示された効果と
同等の作用が届出商品でも問題なく期待できるものと考える。


