
別紙様式（Ⅴ）-２【添付ファイル用】 

特定保健用食品とは異なる臨床試験方法とした合理的理由に関する説明資料 

 

１. 製品概要 

商品名 

 

内脂サポート 

機能性関与成分名 

 

ビフィズス菌  BB536(B.longum) 、ビフィズス  菌

B-3(B.breve) 、N-アセチルグルコサミン 

表示しようとする

機能性 

 

本品には生きたビフィズス菌 BB536(B.longum)・

B-3(B.breve)、および N-アセチルグルコサミンが含まれ

るので、腸内環境を良好にし、体重・体脂肪を減らすこ

とで高めの BMI を改善する機能があります。肥満気味

で BMI が高めの方、お腹の脂肪が気になる方に適して

います。 

 

２. 特定保健用食品とは異なる臨床試験方法（科学的合理性が担保されたものに

限る。）とした合理的理由 

 

 当該製品は「腸内細菌叢のバランスを改善することにより人に有益な作用をもたらす生

きた微生物（またはそれを含む食品）」と定義されるプロバイオティクスの 1つであるとい

える。当該製品に含まれるビフィズス菌や N-アセチルグルコサミンが直接的にエネルギー

代謝や脂肪燃焼を促進する働きは報告されておらず、腸内細菌叢が変動する事によって、

その後、徐々に体組成に影響を与えると考えられた。また、当該製品の機能性関与成分で

あるビフィズス菌 B-3(B.breve) を 1日 500億個摂取することにより体脂肪量が減少する

と報告しているヒト臨床試験においても、12週間の摂取期間における摂取前後での体組

成の変動は体脂肪量で－0.7 kg，体脂肪率で－1.0％であり、緩徐なものであった 1)。その

ため、食事制限や運動指導を行わない条件においては、当該製品の摂取による体組成の変

化が差として検出されるまでにはある程度の期間が必要だと予想し、特定保健用食品での

臨床試験方法と異なり、摂取期間を 24週に変更した。 

 

1) Minami J et al, J Nutr Sci, 4, e17, doi, 10.1017, 2015 



別紙様式（Ⅴ）-３【添付ファイル用】 

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 
内脂サポート 

機能性関与成分名 
ビフィズス菌  BB536(B.longum) 、ビフィズス  菌

B-3(B.breve) 、N-アセチルグルコサミン 

表示しようとする

機能性 

本品には生きたビフィズス菌 BB536(B.longum)・

B-3(B.breve)、および N-アセチルグルコサミンが含まれ

るので、腸内環境を良好にし、体重・体脂肪を減らすこ

とで高めの BMI を改善する機能があります。肥満気味で

BMI が高めの方、お腹の脂肪が気になる方に適していま

す。 

 

２．補足説明 
 

【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、

当該製品では、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（ビフィズス菌末、N-アセチルグルコサミン）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、崩壊性についても違いがないことを確認している。 
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はじめに

　肥満は 2 型糖尿病，脂質異常症，高
血圧などに加え冠動脈疾患，脂肪肝，
インスリン抵抗性など様々な疾病や病
態のリスクファクターであることが知

られている1〜3）．肥満は「脂肪組織が
過 剰 に 蓄 積 し た 状 態 で，BMI が 25��
kg/m2 以上のもの」と定義されてい
る4）．日 本 人 の 肥 満 の 割 合 は 男 性
28.6％，女性 20.3％ となっており，男
性では 40 歳代が 34.9％ と最も高く，

次いで 50 歳代が 31.1％ となってい
る．一方，女性は年齢が上がるにつれ
て肥満者の割合が高くなり，70 歳以
上で 27.1％ と最も高くなっている5）．
また，メタボリックシンドロームおよ
びその予備群は，40〜74 歳で合わせ

ビフィズス菌 B-3 とビフィズス菌 BB536 および 
N-アセチルグルコサミンを含む製剤の軽度肥満者に 
おける体組成および腸内フローラに及ぼす影響
─ランダム化二重盲検並行群間比較試験─

石井　有理＊1，松岡小百合＊1，北野　嶺＊1，由井　慶＊1，細井　孝之＊2，折茂　肇＊2

＊1 株式会社ファンケル　総合研究所，＊2 医療法人財団健康院　健康院クリニック

索引用語：サプリメント，肥満，腸内フローラ，ビフィズス菌

　Bifidobacterium breve�B-3 株（ビフィズス菌 B-3），Bifidobacterium longum�BB536 株（ビフィ
ズス菌 BB536）および N-アセチルグルコサミンを含有する耐酸性カプセル（被験食品）またはプ
ラセボ食品を，年齢 50〜69 歳，body�mass�index（BMI）25 kg/m2 以上 30 kg/m2 未満の健常男女
に 24 週間摂取させ，2 群（被験食品群 n＝29，プラセボ食品群 n＝30）で体組成の変化と腸内フ
ローラの変動を比較した．その結果，摂取前値を基準とした変化量（⊿値）において，体重，
BMI，体脂肪率のいずれの検査項目も，摂取 24 週で被験食品群はプラセボ食品群より有意に低値
を示した．腹部脂肪面積については，被験食品群で皮下脂肪面積が 191.4±62.3 cm2 から 184.3±
58.7 cm2 へと有意に減少したのに対し，プラセボ食品群では総脂肪面積，内臓脂肪面積の有意な増
加と皮下脂肪面積の増加傾向が確認された．また，⊿腹部総脂肪面積は被験食品群，プラセボ食品
群の順に，−5.6±33.8 cm2，18.2±36.6 cm2，⊿皮下脂肪面積は−7.1±17.3 cm2，8.5±25.3 cm2 とい
ずれも被験食品群の方が有意に低値を示した．一方，腸内フローラ解析では，被験食品群で
Roseburia 属の増加と Prevotella 属の減少がみられた．酢酸産生菌であるビフィズス菌の摂取と酪
酸産生菌である Roseburia 属の増加が，短鎖脂肪酸を介した宿主のエネルギー収支バランスに影響
を与え，肥満の改善に寄与した可能性が推測された．本試験結果より，被験食品が腸内フローラを
介した肥満改善作用を有する機能性食品であることが示唆された．

Clinical trial to investigate the effect of Bifidobacterium breve B-3, Bifidobacterium longum BB536 and N-acetyl glucos-
amine on adiposity in adults with obese tendencies. A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group clinical 
trial 
Yuri ISHII＊1, Sayuri MATSUOKA＊1, Rei KITANO＊1, Kei YUI＊1, Takayuki HOSOI＊2, Hajime ORIMO＊2

＊1FANCL Research Institute, FANCL Corporation
＊2Kenkoin Medical Corporation Foundation Kenkoin Clinic

原 著
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て約 2,010 万人と推定されており，20
歳以上の男性の 2 人に 1 人，女性の 6
人に 1 人が「メタボリックシンドロー
ムが強く疑われる人」あるいはその予
備群に該当することが報告されてい
る6）．これらのことから，肥満は個人
の健康を害するだけではなく，我が国
の医療費を増大させる要因として経済
的にも迅速に対応すべき課題となって
いる．
　肥満は体脂肪が過剰蓄積した状態で
あり，摂取エネルギーと消費エネル
ギーのバランス崩壊が主たる要因であ
る．このようなエネルギー収支の不均
衡は，遺伝的な要因とともに食生活や
運動不足といった環境要因が最大の因
子として挙げられるが，近年，肥満マ
ウスと正常体重マウスの腸内細菌叢の
比較や無菌マウスへの腸内細菌の移植
実験，さらに，肥満患者への減量プロ
グラムによる体重変化と腸内細菌叢の
比較研究などから，腸内細菌が肥満と
深く関与していることが報告されてい
る7〜9）．腸内細菌と肥満（脂肪蓄積）
との関連を説明する 1 つの因子とし
て，腸内細菌が産生する酢酸，酪酸，
プロピオン酸などの短鎖脂肪酸がその
受 容 体 で あ る G�protein-coupled�re-
ceptors（GPR41，GPR43）を 介 し エ
ネルギー代謝を調節することが注目さ
れている10〜12）．また，高脂肪食摂取
によるグラム陰性細菌由来のリポ多糖

（LPS）の血中濃度の上昇は，メタボ
リックシンドロームにおける軽度慢性
炎症に関与することが動物やヒトにお
いて報告されている13〜17）．また，LPS
は TLR4/CD14 のリガンドとして自
然免疫系を介し，肥満やインスリン感
受性の増悪に関与する14,�18）．肥満者の
脂肪組織ではマクロファージの浸潤と
活性化が起こり全身で炎症性サイトカ
インが増加し，アディポサイトカイン
産生調節の破綻が生じ，インスリン抵

抗性を生じさせ疾病の発症へとつなが
る19,�20）．すなわち，腸内細菌は肥満と
メタボシックシンドロームの調整因子
であるといえる．
　これまでに述べた腸内細菌と肥満お
よびメタボリックシンドロームに関す
る知見は，腸内細菌のコントロールが
これらの疾患の予防・改善のターゲッ
トとなりうることを示唆している．そ
こでわれわれは肥満の改善を目的とし
た機能性食品として，N-アセチルグ
ルコサミンとその資化性菌であるビ
フィズス菌 B-3 およびビフィズス菌
BB536 の 2 種類のビフィズス菌原料
を組み合わせたカプセル製剤を開発し
た21）．N-アセチルグルコサミンは腸管
バリアの粘膜層を構成するムチン層の
成分であるとともに，動物実験におい
て腸管ムチン層を肥厚させることが報
告されている22）．一方，ビフィズス菌
B-3 は 1 日 500 億個，12 週間連続摂取
により軽度肥満者における体脂肪量の
減少が報告されており23），ビフィズス
菌 BB536 は免疫賦活作用，便秘改善
および便中アンモニア濃度の改善が報
告されている24,�25）．本試験では，上記
製剤における抗肥満作用を中高年の軽
度肥満者を対象に検討した．

試験方法

1．倫理

　本試験は，倫理的，科学的および医
学的妥当性の観点から，医療法人財団
健康院倫理委員会およびファンケル臨
床研究倫理委員会において審査され，
承認を得た試験計画書に従って実施し
た．本試験は，ヘルシンキ宣言に基づ
く倫理的原則，「疫学研究に関する倫
理指針（文部科学省・厚生労働省告
示）」を遵守して実施した．試験担当
者は試験責任者の指示のもと，対象者
に対して試験実施前に同意説明文書を
用いて十分に説明を行い，対象者本人

が説明内容を十分に理解したうえで，
本試験の参加について対象者本人の自
由意思に基づいた同意を文書により得
た後，被験者として試験に組み込ん
だ．本試験は健康院クリニックにて
2013 年 5 月から 11 月の期間に実施
した．
2．対象

　被験者は年齢 50 歳以上 69 歳以下，
BMI が 25 kg/m2 以上 30 kg/m2 未満の
男女とし，次の除外基準にあてはまる
者は除外した．1）ビフィズス菌を含
む医薬品または整腸作用のある医薬品
を摂取している者，2）ビフィズス菌
を含むサプリメント，一般食品（ヨー
グルトなど）を常用（週に 4 日以上，
6 カ月以上連続摂取）している者，
3）N-アセチルグルコサミンまたはグ
ルコサミン，ヒアルロン酸を含有する
サプリメント，医薬品を摂取している
者，4）10 年以内に大腸疾患（大腸ガ
ン，カルチノイド，非上皮性腫瘍，潰
瘍性大腸炎，クローン病，腸結核，虚
血性大腸炎，薬剤性腸炎，放射線性大
腸炎，大腸憩室炎，直腸粘膜脱症候
群，腸管囊胞様気腫症，過敏性腸症候
群，弛緩性便秘）を患った者（ただし
大腸ポリープ，感染性腸炎の方は除
く），5）肥満関連疾患のうち 1 つ以上
の疾患を罹患している者（耐糖能障
害，脂質異常症，高血圧，高尿酸血
症・痛風，冠動脈疾患，脳梗塞，脂肪
肝，月経異常および妊娠合併症，睡眠
時無呼吸症候群・肥満低換気症候群，
整形外科的疾患，肥満関連腎臓病），
6）被験食品以外のサプリメントの摂
取を試験期間中（エントリーから最終
検査日まで）中止できない者，7）乳
アレルギー，甲殻類アレルギー，ゼラ
チンアレルギーのある者，8）本試験
以外の臨床試験やモニター（食品，医
薬品，化粧品，塗布薬）に参加中の者
または参加予定の者，9）その他，試
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ビフィズス菌による腸内フローラ変動と肥満改善

験責任医師が被験者として不適当と判
断した者．
3．方法

3.1 スクリーニング
　被験者募集は，2013 年 3 月に株式
会社ヒューマ R ＆ D のボランティア
バンク登録者に年齢と BMI を条件提
示し自由意思による応募を行った．被
験者の参加条件に合致し，文書による
同意が得られた被験者に ID を IB01-
001 から順に付与し，スクリーニング
検査（4 月 7 日から 4 月 22 日の期間
で実施）として年齢，既往歴，通院の
有無，服薬状況，喫煙習慣，飲酒習
慣，運動習慣，アレルギー有無（食
品，医薬品），サプリメント・健康食
品の利用状況の調査と BMI，腹部脂
肪面積として腹部総脂肪面積，内臓脂
肪面積，皮下脂肪面積の測定および糞
便中 DNA における Firmicutes 門と
Bacteroidetes 門の全菌叢に占める割
合をリアルタイム PCR 法により測定
した．腹部脂肪面積の測定は第 4 腰椎
部を X 線 CT 撮影した画像を解析し
数値化した（（株）フィリップ製�Bril-
liance�iCT�SP，解 析 ソ フ ト：富 士
フィルム（株）　3 次元画像解析シス
テムボリュームアナライザー�SYN-
APSE�VINCENT）．被 験 者 の 選 定
は，スクリーニングにおける内臓脂肪
面積が男性 115.9 cm2 以上，女性 74.2�
cm2 以上（Vacation-J の内臓脂肪面積
中央値26））の者の内，Firmicutes 門/
Bacteroidetes 門（腸内フローラバラ
ンス）の比率が高い者を優先的に本試
験に組み入れた．
3.2 本試験
a．試験デザイン
　プラセボを対照としたランダム化二
重盲検並行群間比較試験とした．割付
は，試験とは関係のない割付担当者
が，乱数表を元に作成した割付表に
従って，試験 ID 順に割振りしランダ

ムに 2 群に分けた．割付比は 1：1 と
し，群間でスクリーニング時の年齢，
BMI，内臓脂肪面積および腸内フロー
ラバランスに差がないことを確認

（p＞0.2）した．割付担当者は，ID を
記したラベルを試験食品を詰めた箱に
貼付け後，試験食品管理者の下に移し
た．試験食品の摂取期間は 24 週間と
し，摂取期間中は毎日，試験食品を摂
取すると共に摂取の有無と体調変化に
つ い て web 日 誌 に 記 録 さ せ た．な
お，試験期間中は，食事内容や運動習
慣など生活習慣を変更せず，ビフィズ
ス菌や乳酸菌を含むサプリメント，
ヨーグルトの摂取を禁止した．
b．検査
　摂取期間中は 0 週検査（5 月 20 日
から 27 日），8 週検査（7 月 14 日から
22 日），16 週 検 査（9 月 8 日 か ら 16
日），24 週 検 査（11 月 10 日 か ら 18
日）と 8 週間おきに計 4 回来院させ，
体重，BMI，体脂肪率および血中の高
感 度 CRP 濃 度，IL-6 濃 度，高 感 度
TNF-α 濃度を測定した．体脂肪率は
二 重 エ ネ ル ギ ー X 線 吸 収 測 定 法

（DXA 法）により測定した（GE�Health�
Care 社，PRODIGY）．血中サイトカ
インの測定は（株）エス・アール・エ
ルに委託した．また，24 週検査では
CT 法による腹部脂肪面積を測定した．
c．腸内フローラ
　スクリーニング時の凍結糞便 DNA
と 24 週検査で採取した糞便 DNA に
ついて，次世代シークエンス法による
腸内フローラの解析を行った．腸内フ
ローラ解析は門レベル解析と属レベル
解析を行った．便の採取は採便キット

（（株）テクノスルガ・ラボ　ブラシ型
採便キット）を検査事前に配布し，検
査前 10 日以内に採便・提出させた．
便検体からの DNA 抽出はいずれも

（株）テクノスルガ・ラボにて行い，
16S リボソーマル RNA 遺伝子の V3-4

領域を対象とした次世代シークエンス
解析（イルミナ社，Miseq）は森永乳
業（株）に委託した．試験終了後，全
データを集積とデータ固定を実施後，
試験責任者が割付情報をキーオープン
し解析を行った．
d．評価
　主要評価項目は内臓脂肪面積，BMI
とし，副評価項目は体重，体脂肪率，
腹部総脂肪面積，皮下脂肪面積および
腸内フローラとした．
4．試験食品

　試験食品は被験食品とプラセボ食品
の 2 種類とした．被験食品は 1 日摂取
量 4 カプセル中に，ビフィズス菌 B-3
を 50 億 個，ビ フ ィ ズ ス 菌 BB536 を
100 億個および N-アセチルグルコサ
ミン末を 250 mg 含有し，さらに硬化
油脂，炭酸カルシウム，乳蛋白混合物
を補助成分として含み耐酸性カプセル
に充填することによりビフィズス菌の
生残性（腸内到達率）を高めた製剤と
した27）．プラセボ食品は有効成分を含
まず，被験食品に使用した賦形剤のみ
を使用し重量・外観ともに被験食品と
区別のつかない製剤とした．なお，各
試験食品は 1 日分をアルミ個包装に詰
め，0 週，8 週，16 週の検査時に 8 週
間分ずつ配布した．摂取方法は 1 日 1
回 1 包（4 カプセル）を朝食後に水と
共に摂取させた．
5．統計解析

　摂取前値として，腹部脂肪面積と腸
内フローラはスクリーニング検査の値
を，それ以外の項目は 0 週検査の値を
採用し，以降これらをベース値と示し
た．背景因子は全体と男女それぞれに
ついて平均値±標準偏差および最小値
―最大値を示した．体重，BMI，体脂
肪率および腹部脂肪面積については，
実測値およびベース値からの変化量

（⊿値）を平均値±標準偏差で示し，
被験食品の群間比較は Student�t-検定
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を，実測値の群内比較はベース値を基
準とした paired�t-検定を用い，必要
に応じ Bonferroni による補正を行っ
た．さらに，24 週値からベース値を
減算しこれをベース値で除することで
算出した変化率の群間比較を，Mann�
Whitney�U-検定にて行った．腸内フ
ローラと血中炎症性サイトカインにつ
いては，実測値とベース値からの変化
量を平均値±標準偏差で示し，さらに
実測値について中央値および四分位範
囲を示した．群間比較は Mann-Whit-
ney�U-検定，群内比較は Wilcoxon の
符号付順位検定を行い，必要に応じ
Bonferroni による補正を行った．統
計解析ソフトは JMPⓇ�11�（SAS�Insti-
tute�Inc.,�Cary,�NC,�USA）を用いた．
有意水準は両側 5％ とした．

結　果

　同意取得者 116 名の内，7 名が同意
説明取得後に自己都合（スケジュール
不 可：4 名，体 調 不 良：1 名，CT 検
査拒否：1 名，連絡不通：1 名）によ
り辞退・中止したため，それらを除く
109 名に対しスクリーニング検査を実
施した．スクリーニング実施者の内
37 名（59 件）を次の理由により除外
した；BMI が条件範囲から逸脱（8
件），内臓脂肪面積値がカットオフ値
未満（16 件），腸内フローラのデータ
取得できず（3 件），除外基準に抵触

（12 件；肥満関連疾患あり（2 件），
ヨーグルト常用（3 件），薬剤治療中

（1 件），CT 検査拒否（1 件），体内金
属有のため CT 検査不可（1 件），そ
の他医師判断（4 件））．最終的に，本
試験の登録条件に合致する 72 名か
ら，男性 39 名，女性 25 名を選定し計
64 名を本試験にエントリーした．摂
取期間中，高血圧の薬物治療を開始し
た者が 1 名，高コレステロール血症の
薬物治療を開始した者が 1 名，椎間板

ヘルニアの治療で入院する者が 1 名，
元々あった大腿の腫瘤について検査入
院する者が 1 名の計 4 名が脱落し，残
り 60 名が摂取終了時検査まで完遂し
た．内 1 名は，摂取期間中に抗生物質
の摂取が最終医療面談時に判明したた
め，解析から除外した．したがって，
最終解析対象者は被験食品群 29 名

（男性 18 名，女性 11 名），プラセボ食
品 群 30 名（男 性 18 名，女 性 12 名）
の計 59 名であった．全体の平均年齢
は 54.7 歳，平 均 BMI は 27.1 kg/m2，
平均内臓脂肪面積は 161.4±54.8 cm2

であった．その他の被験者背景を表 1
に示した．
1．体組成

　体重，BMI，体脂肪率の実測値およ
び変化量の結果を表 2に示した．体
重，BMI，体脂肪率の実測値では，い
ずれの項目も群間差は見られなかった
が，群内比較では体脂肪率において 0

週と比較して被験食品群の 24 週で有
意な減少が，プラセボ食品群の 16 週
で有意な増加が確認された．一方，変
化量については，体重，BMI，体脂肪
率のいずれの項目も摂取 24 週でプラ
セボ食品群と比較して被験食品群は有
意な低下を示した．体重は 24 週検査
に お い て プ ラ セ ボ 食 品 群 が 0.45±
1.89 kg の増加であったのに対し，被
験食品群では−0.60±2.10 kg と減少し
そ の 差 は 1.05 kg で あ っ た．同 様 に
BMI，体 脂 肪 率 の 変 化 量 の 差 は
0.43 kg/m2 と 1.0％ であった．
　次に腹部総脂肪面積，内臓脂肪面
積，皮下脂肪面積について実測値およ
びベース値からの変化量の結果を表 3
に示した．被験食品群では皮下脂肪面
積 が 191.4±62.3 cm2 か ら 184.3±
58.7 cm2 へと有意に減少したのに対
し，プラセボ食品群では腹部総脂肪面
積 が 323.7±54.9 cm2 か ら 341.9±

表 1　被験者背景

項目 集団 ｎ数

年齢（歳）	 全体 59 54.7±4.6 （50-68）
男性 36 55.1±4.6 （50-68）
女性 23 54.2±4.7 （50-66）

体重（kg）	 全体 59 73.2±7.3 （58.1-93.3）
男性 36 76.6±5.9 （67.3-93.3）
女性 23 67.8±5.9 （58.1-84.0）

BMI（kg/m2）	 全体 59 27.1±1.4 （25.0-29.8）
男性 36 26.9±1.4 （25.0-29.8）
女性 23 27.4±1.3 （25.2-29.5）

体脂肪率（%） 全体 59 34.8±7.9 （22.5-50.1）
男性 36 29.2±3.8 （22.5-37.6）
女性 23 43.5±3.7 （38.0-50.1）

腹部総脂肪面積
（cm2）	

全体 59 339.3±64.8 （232.4-535.7）
男性 36 340.4±66.6 （236.8-535.7）
女性 23 337.6±63.3 （232.4-461.0）

内臓脂肪面積
（cm2）	

全体 59 161.4±54.8 　（77.5-356.6）
男性 36 186.6±50.0 　（120.1-356.6）
女性 23 121.9±35.5 　（77.5-209.2）

皮下脂肪面積	
（cm2）	

全体 59 177.9±54.2 　（91.8-323.0）
男性 36 150.8±40.5 　（91.8-254.1）
女性 23 215.7±52.0 （127.6-323.0）

数値は平均値±標準偏差（最小値—最大値）
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表 2　体重，BMI，体脂肪率の実測値および変化量

項目 群
実測値 P値	（vs	0 週）

0週 8週 16週 24週 8週 16週 24週

体重
（kg）

被験食品 74.0±7.8 73.9±7.5 73.5±7.8 73.4±7.7 1.0　 0.20　 0.42　
プラセボ食品 72.3±6.8 72.1±6.8 72.1±7.0 72.8±7.3 0.72 1.0　　 0.60　
P 値	
（vs	プラセボ） 0.38 0.35 0.49 0.74

BMI	
（kg/m2）

被験食品 27.0±1.5 27.0±1.5 26.9±1.7 26.9±1.6 0.51 0.27　 0.51　
プラセボ食品 26.6±1.2 26.5±1.3 26.5±1.3 26.8±1.4 0.39 1.0　　 0.24　
P 値	
（vs	プラセボ） 0.20 0.20 0.42 0.91

体脂肪率
（%）

被験食品 35.3±7.4 35.8±7.1 35.7±7.1 34.4±7.2 0.12 0.28　 0.039
プラセボ食品 34.2±8.5 34.6±8.7 34.9±8.4 34.2±8.5 0.19 0.036 1.0　　
P 値
（vs	プラセボ） 0.61 0.59 0.67 0.94

項目 群
変化量

⊿8週 ⊿16週 ⊿24週

体重
（kg）

被験食品 −0.16±0.96 −0.57±1.60 −0.60±2.10
プラセボ食品 −0.22±1.02 −0.20±1.27 　0.45±1.89
P 値	
（vs	プラセボ） 0.80 0.33 0.048

BMI	
（kg/m2）

被験食品 −0.09±0.36 −0.19±0.59 −0.19±0.74
プラセボ食品 −0.11±0.37 −0.05±0.50 　0.23±0.68
P 値	
（vs	プラセボ） 0.88 0.30 0.028

体脂肪率
（%）

被験食品 　0.45±1.14 　0.44±1.36 −0.93±1.90
プラセボ食品 　0.37±1.04 　0.62±1.26 −0.04±1.29
P 値
（vs	プラセボ） 0.77 0.60 0.037

数値は平均値±標準偏差，P値	（vs	プラセボ食品）：Student	t-検定，P値	（vs	0 週）：paired	t-検定	（Bonferroni 補正），P値の下線は有意差あり

表 3　摂取前後の腹部総脂肪面積，内臓脂肪面積，皮下脂肪面積の実測値および変化量

項目 群
実測値 P値	

（vs スクリーニング）
変化量
⊿24週スクリーニング 24週

腹部総脂肪面積
（cm2）

被験食品 355.4±71.0 349.8±68.0 0.38　 −5.6±33.8
プラセボ食品 323.7±54.9 341.9±51.5 0.011 18.2±36.6
P 値	
（vs プラセボ） 0.060 0.62 0.012

内臓脂肪面積
（cm2）

被験食品 164.0±59.1	 165.5±61.0 0.72　 1.4±21.3
プラセボ食品 158.8±51.0 168.5±50.3 0.020 9.7±21.5
P 値	
（vs プラセボ） 0.72　 0.84 0.14　

皮下脂肪面積	
（cm2）

被験食品 191.4±62.3 184.3±58.7	 0.036 −7.1±17.3
プラセボ食品 164.9±42.3 173.4±50.1 0.076 8.5±25.3
P 値	
（vs プラセボ） 0.060 0.45 0.008

数値は平均値±標準偏差
P値	（vs	プラセボ食品）：Student	t- 検定，P値	（vs	スクリーニング）：paired	t- 検定，P値の下線は有意差あり
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51.5 cm2，内 臓 脂 肪 面 積 が 158.8±
51.0 cm2 か ら 168.5±50.3 cm2 へ と 有
意に増加し，皮下脂肪面積は有意では
な い が 164.9±42.3 cm2 か ら 173.4±
50.1 cm2 へと増加傾向を示した．ま
た，変化量については，被験食品群で
皮下脂肪面積が−7.1±17.3 cm2 の有
意な減少を示したのに対し，プラセボ
食品群では腹部総脂肪面積が 18.2±
36.6 cm2，内 臓 脂 肪 面 積 が 9.7±21.5�
cm2，それぞれ有意に増加した．ま
た，24 週検査時の変化量について
は，腹部総脂肪面積と皮下脂肪面積で
群間差が確認され，その差は腹部総脂
肪面積で 24 cm2，皮下脂肪面積で 16�
cm2 であった．
　摂取前後の体組成（体重，BMI，体
脂肪率，腹部総脂肪面積，内臓脂肪面
積および皮下脂肪面積）の変化率につ
いて，平均値と 95％ 信頼区間を図 1
に示した．プラセボ食品群では全検査
項目で平均値がプラス値であるのに対
し，被験食品群では内臓脂肪面積を除

いた項目でマイナスの数値を示した．
さらに，体重，BMI，腹部総脂肪面
積，皮下脂肪面積については群間で有
意差が確認され，内臓脂肪面積は有意
ではないが p＝0.06 と有意差傾向が認
められた．
2．腸内フローラ

　門レベル解析では，Firmicutes 門，
Bacteroidetes 門，Actinobacteria 門，
Fusobacteria 門 および Proteobacteria
門の 5 つの門で全体の 99％ 以上の占
有率を占めた（表 4）．被験食品群で
Firmicutes 門 の 有 意 な 増 加 と Fuso-
bacteria 門の有意な減少が見られた．
一方，プラセボ食品群ではいずれの門
についても有意な変動は見られなかっ
た．また，各門について摂取前，摂取
後のいずれにおいても群間差は確認さ
れなかった．
　属レベル解析では，占有率が 0.1％
以上かつ群内比較または群間比較にお
いて有意な変動を示した菌について表
5に示した．被験食品群では，Lach-

nospiraceae�sp.，Roseburia 属 の 有 意
な増加と Fusobacterium 属，Prevotel-
la 属，Enterobacteriaceae�sp. の 有 意
な減少が確認され，プラセボ食品群で
は Bacteroides 属 の 有 意 な 減 少 と
Lachnospiraceae�sp. の有意な増加が
見られた．Prevotella 属と Enterobac-
teriaceae�sp. は摂取後で群間差がみら
れ，いずれも被験食品群の方が有意な
低値を示した．
3．炎症性サイトカイン

　炎症性サイトカインの推移を表 6に
示した．血中 CRP 値は両群ともに有
意な変化を示さなかった．血中 IL-6
値は両群ともに 8 w，16 w，24 w の
いずれも摂取前と比較して有意な低下
が確認されたが，いずれの検査ポイン
トでも群間差は見られなかった．血中
TNF-α 値は 24 w に両群で有意な低下
が確認されたが，群間差はなかった．

考　察

　本試験では，N-アセチルグルコサ

図 1　摂取前後における体組成の変化率
●および○は平均値，−は 95％信頼区間，（　）内はP値（Mann	Whitney の U- 検定，下線は有意差あり）
変化率は	（24週−摂取前値）/摂取前値×100により算出

変化率

被験食品 プラセボ食品

体重

体脂肪率

腹部総脂肪面積

内臓脂肪面積

皮下脂肪面積
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ミンと 2 種類のビフィズス菌を含有す
る耐酸性カプセルの体組成および腸内
フローラに対する影響を検討した．対
象は 50 代，60 代の軽度肥満者（BMI�
25 kg/m2 以上 30 kg/m2 未満）とし，
ビフィズス菌や乳酸菌などの食品（サ
プリメント，ヨーグルトなど）を継続
的かつ頻繁に利用する習慣がない者と
した．体重において摂取後 24 週で群
間差が見られたが，摂取後 8 週，16
週では両群ともに体重減少が見られ，
群間差が確認されなかった．日本にお

ける季節変動による体組成変動に関す
る既報28,�29）では春から夏にかけて体
重，体脂肪率は減少傾向にあり，夏か
ら冬にかけては増加傾向にあることが
報告されている．本試験の実施時期

（0 週：5 月，8 週：7 月，16 週：9
月，24 週：11 月）を考慮すると，前
半に体重減少，後半に体重増加が観察
されることが予測され，実際，プラセ
ボ群では摂取期間の前半から中盤にか
けては，体重の維持・減少が見られ，
24 週で体重増加が観察された．一

方，被験食品群では摂取前半はプラセ
ボ群と同様の変動であったが，24 週
においても体重の増加がみられず最終
的に両群の体重の増減量の差は 1 kg
を超えた．本試験では摂取後 24 週で
腸内フローラの変動が観察されてお
り，その変動が体組成に影響を与えた
と推測される．すなわち，本被験食品
は「腸内フローラのバランスを改善す
ることにより人に有益な作用をもたら
す生きた微生物（またはそれを含む食
品）」と定義されるプロバイオティク

表 4　腸内フローラの門レベル解析（次世代シークエンス）

菌 群
占有率（実測値） P値

（vs	スクリーニング）
変化量

⊿24週（％）スクリーニング（％） 24週（％）

Firmicutes 被験食品 53.3±11.9 59.5±12.1 0.038 　　6.0±14.4
［55.4,	45.3-61.8］ ［60.8,	51.1-65.4］

プラセボ食品 53.7±12.5 55.2±15.9 0.23　 　　1.5±15.3
［55.5,	45.7-61.5］ ［55.4,	50.6-65.2］

P値
（vs	プラセボ） 0.95　 0.42 0.55

Bacteroides 被験食品 34.6±9.2　 31.9±11.3 0.30　 　−2.7±12.1
［33.7,	28.7-39.9］ ［30.9,	23.8-41.2］

プラセボ食品 36.1±10.1 33.8±12.8 0.15　 −2.3±9.8
［37.7,	31.1-41.5］ ［37.3,	23.4-42.6］

P値
（vs	プラセボ） 0.38　 0.48 0.96

Antinobacteria 被験食品 6.0±6.5 3.4±3.0 0.067 −2.6±6.4
［4.0,	1.5-7.9］ ［2.8,	1.4-4.2］

プラセボ食品 4.0±4.0 3.7±4.0 0.36　 −0.3±3.8
［2.6,	0.8-6.4］ ［2.5,	1.1-5.0］

P値
（vs	プラセボ） 0.18　 0.76 0.49

Fusobacteria 被験食品 2.4±4.0 1.1±2.1 0.002 −1.3±2.8
［0.2,	0.0-3.1］ ［0.0,	0.0-0.6］

プラセボ食品 3.6±7.7 1.9±4.1 0.075 −1.8±5.4
［0.2,	0.0-3.0］ ［0.1,	0.0-1.2］

P値
（vs	プラセボ） 0.95　 0.19 0.65

Proteobacteria 被験食品 3.4±3.4 3.8±5.6 0.66　 　　0.4±4.3
［2.7,	1.2-4.2］ ［1.8,	1.3-3.3］

プラセボ食品 2.4±3.6 　5.3±16.4 0.16　 　　2.8±16.9
［1.8,	0.8-2.7］ ［2.3,	1.3-3.1］

P値
（vs	プラセボ） 0.090 0.65 0.26

数値は平均値±標準偏差	［中央値，四分位範囲］
P値	（vs	プラセボ）：Mann	Whitney の U- 検定，P値	（vs	スクリーニング）：Wilcoxon 符号付順位検定，P値の下線は有意差あり
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スの 1 つであるといえる．被験食品に
含まれるビフィズス菌が直接的にエネ
ルギー代謝や脂肪燃焼を促進するので
はなく，腸内フローラを変動すること
によって，その後，徐々に体組成に影
響を与えると考えられ，そのため，体
組成の変化が差として検出されるまで
はある程度の期間が必要だと予想され

る．本試験において，摂取後 16 週ま
では群間で有意差が見られなかったこ
と や 24 週 摂 取 に お け る 減 少 量 が
−0.6 kg と微少であることに関して
は，本被験食品の上述した特徴による
ところではないかと推察される．ビ
フ ィ ズ ス 菌 B-3�を 1 日 500 億，12 週
間摂取させた試験においても，摂取前

後の体組成の変動は体脂肪量で−0.7�
kg，体脂肪率で−1.0％ であり，食事
制限や運動指導などをせずビフィズス
菌の摂取のみでは，体組成の変動は緩
徐なものになると考えられる．しか
し，腸内フローラを改善することで獲
得した体質は，緩徐ではあっても継続
して効果を生み出すのではないか，と

表 5　腸内フローラの属レベル解析（次世代シークエンス）

菌 群
占有率（実測値） P値

（vs	スクリーニング）
変化量

⊿24週（％）スクリーニング（％） 24週（％）

Bacteroides 被験食品 22.3±10.7 21.7±13.2 0.67　 −0.59±11.0
［23.5,	15.7-26.8］ ［22.2,	15.1-27.8］

プラセボ食品 27.6±12.2 24.4±13.6 0.027 −3.4±8.7
［28.9,	17.1-34.9］ ［23.4,	12.8-34.5］

P値
（vs プラセボ） 0.069 0.52 0.30　

Lachnospiraceae	
sp.

被験食品 10.4±4.7　 14.5±6.4　 0.004 　4.0±7.1
［9.50,	6.70-14.8］ ［13.1,	10.6-17.6］

プラセボ食品 11.2±5.9　 13.3±7.0　 0.024 　2.1±5.7
［11.7,	5.80-16.3］ ［12.7,	6.60-19.3］

P値
（vs	プラセボ） 0.65　 0.53 0.47　

Fusobacterium 被験食品 2.4±4.0 1.1±2.1 0.002 −1.3±2.8
［0.25,	0.03-2.80］ ［0.03,	0.00-0.40］

プラセボ食品 3.6±7.7 1.9±4.1 0.075 −1.8±5.4
［0.19,	0.03-2.44］ ［0.13,	0.02-0.65］

P値
（vs	プラセボ） 0.95　 0.19 0.65　

Prevotella 被験食品 5.4±8.7 4.6±7.7 0.003 −0.87±5.2　
［0.13,	0.04-11.6］ ［0.03,	0.00-10.5］

プラセボ食品 4.2±7.8 4.7±7.9 0.41　 　0.48±6.8　
［0.07,	0.02-5.04］ ［0.05,	0.00-7.37］

P値
（vs	プラセボ） 0.28　 0.59 0.008

Enterobacteriaceae	
sp.

被験食品 0.96±0.25 0.20±0.24 0.045 −0.76±2.4　
［0.12,	0.03-0.59］ ［0.09,	0.02-0.36］

プラセボ食品 0.15±0.15 0.36±0.61 0.25　 　0.21±0.63
［0.08,	0.05-0.21］ ［0.13,	0.04-0.32］

P値
（vs	プラセボ） 0.56　 0.28 0.026

Roseburia 被験食品 0.11±0.11 0.23±0.25 ＜0.001　 　0.12±0.20
［0.09,	0.01-0.19］ ［0.16,	0.03-0.35］

プラセボ食品 0.15±0.18 0.17±0.20 0.42　 　0.02±0.16
［0.06,	0.00-0.27］ ［0.11,	0.00-0.31］

P値
（vs	プラセボ） 0.91　 0.31 0.057

数値は平均値±標準偏差	［中央値，四分位範囲］
P値（vs プラセボ）：Mann	Whitney の U- 検定，P値（vs スクリーニング）：Wilcoxon 符号付順位検定，P値の下線は有意差あり
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も期待される．プロバイオティクス摂
取による腸内フローラの変動が生じる
までの期間については , 摂取したプロ
バイオティクスの質や量，腸内到達率
など様々な条件によって異なると思わ
れる．本試験においては，摂取後 24
週の変化しか確認しておらず，今後，
腸内フローラ変動の時期と効果との関
連性，長期摂取した場合，摂取中止後

の変化など検討が必要である．
　体脂肪率については，両群ともに 8
週，16 週で維持または微増してお
り，夏場の減少は得られなかったが，
最終測定時にプラセボ食品群では初期
値からの変動量がほぼゼロであったの
に 対 し，被 験 食 品 群 で は マ イ ナ ス
0.93％ と有意な減少がみられ，群間差
が生じた．また，腹部脂肪面積につい

ても，プラセボ食品群では内臓脂肪と
皮下脂肪のいずれも有意に増加したの
に対し，被験食品群では皮下脂肪の有
意な減少がみられた．本試験の対象者
は肥満 1 度にカテゴライズされる中高
年層であり，生活習慣や運動習慣など
の環境因子を意識的に変更しない限
り，肥満は増長されやすい性質である
といえ，現行の生活習慣を継続する限

表 6　摂取前後の炎症性サイトカイン

項目 群
実測値

0週 8週 16週 24週

CRP
（mg/l）

被験食品 0.94±1.01 0.97±0.83 1.33±2.24 1.52±2.34
［0.63,	0.26-1.37］ 	［0.62,	0.34-1.79］ ［0.57,	0.31-1.20］ ［0.68,	0.29-1.71］

プラセボ食品 1.10±1.94	 0.98±1.51 1.02±1.21 1.04±1.55
［0.47,	0.33-0.98］ ［0.50,	0.31-1.05 ［0.57,	0.29-1.44］ ［0.61,	0.36-1.08］	

P 値	
（vs	プラセボ） 0.53 0.42 0.77 0.58

IL-6
（pg/ml）

被験食品 2.7±1.2	 2.2±1.4 2.2±1.9 1.6±0.6
［2.4,	2.0-2.9］ ［1.9,	1.4-2.5］ ［1.6,	1.1-2.3］ ［1.6,	1.2-2.0］

プラセボ食品 2.6±1.6 1.9±0.8 1.6±0.6 1.5±0.7
［2.2,	1.9-2.6］ ［1.8,	1.2-2.5］ ［1.4,	1.2-2.1］ ［1.5,	1.0-1.7］

P値	
（vs	プラセボ） 0.19 0.37 0.39 0.23

TNF-α
（pg/ml）

被験食品 1.2±0.3 1.2±0.3 1.1±0.3 0.8±0.2
［1.2,	1.0-1.4］ ［1.2,	1.0-1.4］ ［1.0,	0.9-1.3］ ［0.8,	0.6-1.0］

プラセボ食品 1.2±0.4 1.2±0.3 1.0±0.3 0.8±0.2
［1.0,	0.9-1.2］ ［1.1,	0.9-1.3］	 ［0.9,	0.8-1.2］ ［0.5,	0.7-1.0］

P値	
（vs	プラセボ） 0.22 0.24 0.28 0.80

項目 群
P値	（vs	0 週） 変化量

8週 16週 24週 ⊿8週 ⊿16週 ⊿24週

CRP
（mg/l）

被験食品 1.0 0.20 0.51 　0.02±1.08 　0.38±1.34 　0.57±2.39
プラセボ食品 1.0 1.0　 1.0　 −0.11±2.08 −0.07±1.64 −0.05±1.47
P 値	
（vs	プラセボ） 0.44 0.40 0.50

IL-6
（pg/ml）

被験食品 　0.011 　0.008 ＜0.001 −0.5±1.8 −0.6±1.9 −1.1±1.0
プラセボ食品 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 −0.7±1.7 −1.0±1.5 −1.1±1.5
P 値	
（vs	プラセボ） 0.85 0.75 0.61

TNF-α
（pg/ml）

被験食品 1.0 0.45 ＜0.001 　0.03±0.27 −0.10±0.38 −0.38±0.40
プラセボ食品 1.0 0.19 ＜0.001 　0.02±0.27 −0.11±0.33 −0.32±0.35
P 値	
（vs	プラセボ） 0.88 0.80 0.60

数値は平均値±標準偏差	［中央値，四分位範囲］
P値	（vs	プラセボ食品）：Mann	Whitney の U- 検定，P値	（vs	0 週）：Wilcoxon 符号付順位検定	（Bonferroni 補正），P値の下線は有意差あり
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り体重は徐々に増加し，肥満が改善さ
れることはないと推測される．すなわ
ち，本試験において肥満の助長が抑制
された要因として，被験食品の連続摂
取が寄与していると考えられた．表 1
でも見られるように，腹部総脂肪面積
に占める内臓脂肪面積の割合は一般的
に男性の方が高く，体組成には性差が
あることが知られている．そこで，24
週における体重，BMI，体脂肪率，腹
部総脂肪面積，内臓脂肪面積，皮下脂
肪面積のベースラインからの各変化量
について，性別を共変量に加えて共分
散分析を実施した．その結果，BMI

（p＝0.03），体脂肪率（p＝0.04），腹部
総脂肪面積（p＝0.01），皮下脂肪面積

（p＜0.01）において試験食品間で有意
差が確認されため，男女差を考慮して
も被験食品が有用であると考えられる．
　また，被験食品の肥満改善作用のメ
カニズムについては，短鎖脂肪酸の関
与が考えられる．摂取したビフィズス
菌が産生する酢酸と，腸内フローラ解
析で増加が確認された酪酸産生菌の一
種である Rosuburia 属が産生する酪
酸により，体内の短鎖脂肪酸濃度が上
昇 し，こ れ ら の 短 鎖 脂 肪 酸 が
GRP41，GRP43 に作用し脂肪細胞へ
のエネルギーの取り込みを抑制し肥大
化を防ぐとともに，交感神経系を介し
てエネルギー消費を促しエネルギー収
支バランスを改善したことによると推
察される．また，エネルギー収支以外
の部分でも，Roseburia 属の増加と
Prevotella 属の減少によるムチン量の
増加（腸管バリア機能の上昇）や血中
グルコース濃度の改善30），さらに炎症
を誘導する菌として知られる Entero-
bacteriaceae の減少による慢性炎症の
改善が期待されるが，本試験において
はこれらの知見は得られていない．本
試験において炎症性サイトカインの有
用な結果が得られなかった原因として

は，被験者が健常な軽度肥満者であり
炎症レベルが基準値内であったことか
ら，摂取前後の改善の比較が困難で
あったことが挙げられる．なお，被験
食品摂取によって Roseburia 属が増加
した要因は，ビフィズス菌投与により
腸内の酢酸濃度が上昇し，酢酸を栄養
源として酪酸を産生する酪酸産生菌が
増殖したと推察される．
　なお，肥満を調節する腸内フローラ
バランスに関する研究報告の結果は一
貫しておらず，その理由として腸内フ
ローラ解析の手法の違いが影響を及ぼ
しているといわれている31）．近年，細
菌のリボソームを構成する小型のサブ
ユ ニ ッ ト の RNA（16S�rRNA）の 塩
基配列を指標とした菌の検出・同定・
定量方法が開発され，それを利用した
系統分類学の発展と腸内細菌の網羅的
解析が可能となった．本試験において
は，同一の凍結糞便 DNA を用いてリ
アルタイム PCR 法と次世代シークエ
ンス法の 2 つの方法で Firmicutes 門
と Bacteroidetes 門の比率変動を比較
した（リアルタイム PCR 法のデータ
は未掲載）．その結果，全菌叢に占め
る各門の比率は 2 法で差が見られ，た
とえば，被験食品群の Firmicutes 門
については，摂取前後の平均値の変化
がリアルタイム PCR 法では 20.6％ か
ら 24.1％ に，次世代シークエンス法
では 53.3％ から 59.5％ であった．両
解析法によるパーセンテージには隔た
りがあるが，摂取前後の挙動は一致し
結果の解釈に相違はなかった．
　本試験で用いたビフィズス菌 B-3
は，1 日 500 億個の連続摂取による肥
満改善効果が報告されているが32），本
試験で用いた 50 億個でその効果が確
認されたのは本報告が初めてである．
より少ない量で肥満改善効果が得られ
た要因として，1 つは同じく酢酸産生
菌であるビフィズス菌 BB536 菌を併

用したこと，もう 1 つはビフィズス菌
B-3 および BB536�の栄養源となる N-
アセチルグルコサミンを併用したこ
と，さらに，製剤加工によりビフィズ
ス菌の生残性（腸内到達率）を上昇さ
せたことがプラスの影響を及ぼしたと
推察された．なお，ビフィズス菌 BB536
については当該菌 20 億個を含むヨー
グルトを 2 週間，便秘傾向の女性に摂
取させた結果，排便回数が増加した報
告25）がある．本試験においては被験者
集団の性質として，便秘・硬便，頻
便・軟便および両性質を併せ持つ者を
含んでおり，一概に排便回数の増加や
減少で効果の判定が困難と考えられ
た．したがって，摂取前後における排
便に関する改善度を 4 段階（改善し
た，やや改善した，不変，悪化）でア
ンケート調査した結果 , 改善とやや改
善と回答した率は両群間で差が見られ
なかった．被験食品における排便に対
する影響については，別途，評価が必
要性である．

まとめ

　本試験では，2 種のビフィズス菌と
N-アセチルグルコサミンを含有する
食品を，50 代，60 代の軽度肥満男女
に 24 週間連続摂取させ，体組成の変
動をプラセボを対照に比較検討した．
その結果，24 週検査において，プラ
セボ食品群と比較して本食品を摂取し
た群では，体重，BMI，体脂肪率，腹
部総脂肪面積および皮下脂肪面積の変
化量が有意に低値を示した．また，本
食品の摂取によって酪酸産生菌の占有
率が上昇するなど，腸内フローラの変
動がみられた．以上のことから，本食
品の長期摂取により腸内フローラの修
飾が行われ，その結果，肥満の改善に
繋がったことが示唆された．本食品
は，被験者の食生活や運動習慣を変え
ることなく，肥満を改善する作用を持
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つ機能性食品として有用であることが
示された．
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