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

大人のカロリミット®

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、ペンタメトキシフラボン

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
機能性
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、ペンタメトキシフラボン
が含まれます。
本品は、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を
代謝する力を高める機能があります。
また、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は、
食事の糖の吸収を抑えて、食後の血糖値の上昇を抑える
ことが報告されております。
さらに、ギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キト
サンは、食事の脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂
肪値の上昇を抑えることが報告されております。
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
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※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。

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。
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。
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※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。

☐PRISMA 声明（2009 年）に準拠した形式で記載されている。
☐（PRISMA 声明（2009 年）に照らして十分に記載できていない事項があ
る場合）別紙様式（Ⅴ）-３で補足説明している。
☐（検索に用いた全ての検索式が文献データベースごとに整理された形で
当該論文に記載されていない場合）別紙様式（Ⅴ）-５その他の適切な
様式を用いて、全ての検索式を記載している。
☐（研究登録データベースを用いて検索した未報告の研究情報についてそ
の記載が当該論文にない場合、任意の取組として）別紙様式（Ⅴ）-９
その他の適切な様式を用いて記載している。
☐食品表示基準の施行前に査読付き論文として公表されている研究レ
ビュー論文を用いているため、上記の補足説明を省略している。
☐各論文の質評価が記載されている注２。
☐エビデンス総体の質評価が記載されている注２。
☐研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価
が記載されている注２。
☐表示しようとする機能性の科学的根拠として、査読付き論文として公表され
ていない。
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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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

大人のカロリミット®

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、ペンタメトキシフラボン

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
機能性
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、ペンタメトキシフラボン
が含まれます。
本品は、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を
を代謝する力を高める機能があります。
また、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は、
食事の糖の吸収を抑えて、食後の血糖値の上昇を抑える
ことが報告されています。
さらに、ギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キト
サンは、食事の脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂
肪値の上昇を抑えることが報告されています。
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
当該製品の表示しようとする機能性「活動時のエネルギー代謝において、脂
肪を消費しやすくする機能」の科学的根拠として添付した文献では、特定保健
用食品とは異なる臨床試験方法で行っている。しかし、下記の理由により科学
的合理性が担保されていると判断している。
①試験方法(評価系)
茶カテキンを関与成分とする特定保健用食品(許可表示：本品は茶カテキンを
豊富に含んでおり、エネルギーとして脂肪を消費しやすくするので、体脂肪が
気になる方に適しています。)では、試験食品摂取後、安静時および 30 分間の 5
km/時のトレッドミル歩行(活動)時に呼気分析を行い、脂肪酸化量を測定してい
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る 1)。当該製品での試験では、安静時および 30 分間の 30 Watt、60 rpm のペダ
リング運動時の呼気分析を行っているが、両試験系で用いた運動は、いずれも
3.5 メッツの運動強度であり 2)、呼気分析による評価を実施している。
②対象者
当該製品での試験では、運動習慣のない 20～35 歳の健康な日本人男性で、BMI
が 20 以上 23 未満かつ体脂肪率 10.0 以上 20.0%以下の者を対象に試験を行った
が、いずれの条件も病者等を含まない。
また、当該製品の試験では、月経周期の影響を除外するため女性は対象とし
なかった。一般的に、運動負荷の有無に関わらず、呼気分析にて脂肪酸化量等
を評価する試験では、ホルモンの影響を受けやすいため、女性を被験者とする
場合には月経周期を考慮する必要があると考えられる 3)。呼気分析を行った多く
の試験では、上記の理由から対象者として女性を除くことが多く 1,4,5)、そのた
め当該製品の対象者については妥当と考えられる。一方で、当該製品の機能性
関与成分と同様のメカニズムを有すると考えられる赤トウガラシを女性に摂取
させた試験にて、脂肪酸化量が増加していることより、機能性に関しては男女
問わずに発揮できるものと考える 3)。
③試験期間
当該製品の機能性関与成分であるペンタメトキシフラボンを含むブラックジン
ジャーエキスを用いた臨床試験では単回摂取により運動負荷時の脂肪酸化量の
増加を確認した。また、機能性関与成分の Transient receptor potential（TRP）
チャネルの活性化および交感神経活動の活性化させるメカニズムであることと
摂取直後の機能を評価が目的であることから、単回摂取での機能性をクロスオ
ーバー試験で実施した。

【参考文献】
1) Ota N et al, J Health Sci, 51(2), 233-236, 2005
2) 独立行政法人国立健康・栄養研究所「改訂版『身体活動のメッツ（METｓ）
3)
4)
5)
6)

表』」, 2012
Yoshioka M et al, Br J Nutr, 80(6), 503-10, 1998
Ki Ok Shin et al, J Nutr Sci Vitaminol, 53, 124-132, 2007
Noriyasu Ota et al, J Health Sci 56(6), 745-51, 2010
吉野進 他, 薬理と治療(Jpn Pharmacol Ther), 43(10), 1433-1440, 2015
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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

大人のカロリミット®

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、ペンタメトキシフラボン
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
由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボンが含まれます。
本品は、日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を代謝
する力を高める機能があります。
また、ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンと
表示しようとする
して)、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由
機能性
来ファセオラミンは、
食事の糖の吸収を抑えて、食後の血糖値の上昇を抑えること
が報告されています。
さらに、ギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キトサンは、
食事の脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑
えることが報告されています。

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実施した研究レビ
ューの採用文献では、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。当該製品に含まれるギムネマ酸、
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を摂取することにより、これらの負荷食品摂取後の血糖
および血中中性脂肪の上昇を抑える機能の報告がある。よって当該製品においても同様
の機能があると推測され、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。

【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いる。
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
いと考えられる。
・当該製品での分析により、各機能の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
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影響がないことを確認している。
・同じ形状であり、崩壊性に大きな差がないことを確認している。
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複合サプリメント（ブラックジンジャーエキス，
桑の葉エキス，緑茶エキス，キトサン，ギムネマ酸，
インゲン豆エキス配合食品）単回摂取による
エネルギー消費量，脂肪酸化量への影響
―無作為化二重盲検プラセボ対照クロスオーバー試験―
■

Effect of Dietary Supplement Containing Kaempferia parviflora Extract,
Mulberry Leaf Extract, Green Tea Extract, Chitosan, Gymnemic Acid
and Kidney Bean Extract on Energy Expenditure and Fat Oxidation
by the Single Oral Intake
―A Randomized, Double blind, Placebo controlled, Cross over Study―
■

山本光太郎1）

北野

嶺1）

慶1）

梶本

修身2）

由井

松岡小百合1）

ABSTRACT
Objective The study aimed to verify that ingestion of dietary supplement containing Kaempferia parviflora extract, mulberry leaf extract, green tea extract, chitosan, gymnemic acid and
kidney bean extract would increase energy expenditure and fat oxidation of subjects.
Methods A randomized, double︱blind, placebo︱controlled, cross︱over study was conducted
for 34 participants who ingested the dietary supplement containing 150 mg of Kaempferia parviflora extract（2.25 mg of 3,5,7,3′,4′︱pentamethoxyflavone）, 200 mg of mulberry leaf extract,
200 mg of green tea extract（14 mg of epigallocatechin gallate）, 100 mg of chitosan, 9.4 mg of
gymnemic acid and 4.8 mg of kidney bean extract or placebo. The test foods（dietary supplement or placebo）were ingested to subjects 60 minutes before starting of the exercise. The respiratory metabolism was measured at rest（10 minutes）and followed by low intensity exercise
（30 minutes）
.
Results The energy expenditure was not significantly different between dietary supplement
and placebo during exercise（mean±SE：3469.50±36.21 cal╱min for the dietary supplement
intake vs. 3475.37±35.58 cal╱min for the placebo intake；P＝0.78）. Whereas, intake of
dietary supplement significantly increased the fat oxidation compared to that of placebo during
exercise（122.93±9.41 mg╱min for the dietary supplement intake vs. 104.78±9.68 mg╱min
1）

2）
株式会社ファンケル 総合研究所
大阪市立大学大学院 医学研究科
Kotaro Yamamoto, Rei Kitano, Sayuri Matsuoka, and Kei Yui: FANCL Research Institute; Osami Kajimoto: Osaka City University Graduate
School of Medicine
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for the placebo intake；P＜0.05）.
Conclusions These results suggest that the dietary supplement increased fat utilization for
energy expenditure under low intensity exercise condition.

（Jpn Pharmacol Ther 2016；44：443 51）

KEY WORDS Fat oxidation, Respiratory metabolism, Kaempferia parviflora, 3,5,7,3 ,4
pentamethoxyflavone, Epigallocatechin gallate

はじめに
肥満とは BMI（body mass index：体重（kg）/身長
（m）2）が 25 以上1）または，脂肪組織が過剰に蓄積し
ている（一般的に男性は体脂肪率 20％以上，女性は
2〜4）

体脂肪率 30％以上

プサイシン15〜17）などが報告されている。またこれ
らの機能成分を使用した食品の一部は，脂肪酸化促
進作用を有する食品として特定保健用食品の認可を
受け販売されている。
ブラックジンジャー（Kaempferia parviflora）は

）状態である。脂肪蓄積の要

ショウガ科バンウコン属の植物である。原産国のタ

因は過剰なカロリー摂取，老化や運動不足によるエ

イではクラチャイダムとよばれ，膝や腰の関節痛時

ネルギー消費量（energy expenditure，以下 EE）お

に根茎部を煎じて飲むなど，古くから健康食として

よび基礎代謝量の低下などがあげられる。平成 25

利用されている。In vitro ではブラックジンジャーに

年国民健康・栄養調査報告によると肥満者の年次推

含有されているポリメトキシフラボンの一種である

移は増加傾向をたどっており，平成 25 年時の成人

3,5,7,3 ,4 pentamethoxyflavone（以下，PMF）につ

肥満者は男性 28.6％，女性 20.3％を占めている5）。

いてサイクリック AMP ホスホジエステラーゼ（以

肥満の割合は高齢者になるほど増え，加齢による身

下，cAMP PDE）阻害作用が確認されており，細胞

体活動量の低下や，筋肉量減少による基礎代謝量の

内の cAMP 濃度を高めることでホルモン感受性リ

低下など複数の要因が影響していると考えられる。

パーゼを活性化させ，熱産生および脂肪酸化の促進

また近年では若年者において，BMI が 18.5 以上

作用による脂肪蓄積を抑制する可能性が示唆されて

25 未満の標準体格内にもかかわらず，体脂肪率が高
いため肥満に分類される「隠れ肥満」が問題視され
ている6,7）。おもな原因は過剰なダイエットおよび
偏った食習慣と考えられており，20 代女性において
は，約 30％もの頻度で「隠れ肥満」および「隠れ肥
満予備群」の該当者がいる。
肥満は糖尿病や動脈硬化，高血圧，虚血性心疾患，
脂肪肝，睡眠時無呼吸症候群，変形性関節炎など多
様な合併症を引き起こす要因となり2〜4），肥満対策
は重要な課題である。おもな対策は栄養療法および
運動療法である。運動療法においては EE や筋肉量
を増やし，基礎代謝量を上げることが重要である
が，近年では EE や脂肪酸化量を高める機能をもっ
た食品の利用が広がっている。EE 増加や脂肪酸化
量増加などの作用を有する食品成分として，カフェ
イン8,9），L カルニチン10），コエンザイム Q1011），エ
）
ピガロカテキンガレート8,9,12〜14（以下，
EGCG），カ

いる18）。また in vivo では高脂肪負荷食とあわせてブ
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ラックジンジャーエキスを摂取することで体重増加
軽減作用，脂肪蓄積低減作用が報告されており19），
ヒトにおいてもブラックジンジャーエキス摂取後，

EE 増加作用20）や，運動時での酸素消費量（volume
of oxygen consumption，以下 VO2）の増加および呼
吸商（respiratory quotient，以下 RQ）低下21）の作用
が示されている。
われわれは，桑の葉エキス，緑茶エキス，キトサ
ン，ギムネマ酸およびインゲン豆エキスを配合した
糖 質 お よ び 脂 質 吸 収 抑 制 作 用 を も つ サ プ リメン
ト22,23）に，ブラックジンジャーエキスを加えた錠剤
形態の複合サプリメントを開発した。この複合サプ
リメントは EE および脂肪酸化量増加作用が期待さ
れる PMF と EGCG を含有している。そこで，本試
験ではこの複合サプリメント摂取による EE および
脂肪酸化量増加に対する作用を検証するため，運動
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習慣のない健常男性を対象に無作為化二重盲検プラ
セボ対照クロスオーバー試験を実施した。
Ⅰ

対象と方法

1 試験実施体制

本試験は，試験に関与しない第三者で構成される

医療法人弘正会ふくだ内科クリニック倫理審査委員
会で審査および承認（承認日：2015 年 10 月 17 日）

表 1 試験食品の組成（4 粒あたり）
成分

被験食品

ブラックジンジャーエキス
150 mg
（PMF）
（2.25 mg）
桑の葉エキス
200 mg
緑茶エキス
（EGCG）
キトサン
ギムネマ酸

インゲン豆エキス

200 mg
（14 mg）
100 mg
9.4 mg
4.8 mg

プラセボ食品

0 mg

（0 mg）

0 mg
0 mg
（0 mg）
0 mg
0 mg
0 mg

された後，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，被験者の人権保護を配慮し，刑

⑥消化器官に併存疾患および既往歴のある者，⑦

法および人を対象とする医学系研究に関する倫理指

験実施体制の管理を行った。また有害事象につい

HbA1c（NGSP）が基準値上限以上の者，⑧安静時
の収縮期血圧が 140 mmHg 以上または拡張期血圧が
90 mmHg 以上の者，⑨アルコールを過度（アルコー
ル換算 60 g 以上/日）に摂取している者，⑩過去 1 ヵ
月間において 200 mL，または 3 ヵ月以内に 400 mL
を超える献血等をした者，⑪喫煙習慣のある者，⑫
現在，他ヒト臨床試験に参加している者，⑬他ヒト
臨床試験参加後 3 ヵ月間が経過していない者とし
た。なお本試験では，月経周期の影響を除外するた
め女性は対象としなかった。

て，必要に応じて処置を行った。本試験は 2015 年

3 試験食品

針（文部科学省，厚生労働省告示）に従って実施し
た。
㈱総合医科学研究所江坂リサーチセンターで身体
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，文書による同意の取得，問診お
よび有害事象の確認・判定，症例報告書の作成，試

10 月から 2015 年 12 月に実施された。
2 対 象 者

被験者候補に対しスクリーニング検査を実施し，

試験に参加する被験者を選定した。被験者の選択条

被験食品は 1 回摂取量 4 粒あたりブラックジン

ジャーエキス 150 mg（PMF を 2.25 mg 含有），桑の
葉エキス 200 mg，緑茶エキス 200 mg（EGCG を 14

医師により試験参加が妥当と判断された者とし，以

mg 含有），キトサン 100 mg，ギムネマ酸 9.4 mg，
インゲン豆エキス 4.8 mg を主要含有物とした錠剤
である。プラセボ食品は被験食品の主要含有物を含
まず，セルロースを主要含有物とし，被験食品と外
観の区別がつかないようにした。4 粒あたりの被験
食品およびプラセボ食品の成分組成を表 1 に示した。

下の除外基準に該当しない被験者を選択した。除外

4 試験デザイン

件は，①年齢 20 歳以上 35 歳以下の健康な日本人男
性，②過去 2 年以内において週 1 回以上の定期的な
運動習慣がない者，③BMI が 20 以上 23 未満の者，
④体脂肪率 10.0％以上 20.0％以下の者，⑤試験責任

基準は，①現在，なんらかの疾患を患い薬物治療を

試験は無作為化二重盲検クロスオーバー試験とし

受けている者，②高度の貧血症状を有する者，③試

た。試験に関与しない担当者が割付け表を作成し，

験食品および規定食にアレルギー症状を起こすおそ

無作為に被験者を A 群，B 群の 2 種類に分け，摂取

れのある者，また，その他食品，医薬品に重篤なア

Ⅰ期では A 群は被験食品を，B 群はプラセボ食品を

レルギー症状を起こすおそれのある者，④現在，な

摂取させた。2 日間のウォッシュアウト期間を経て

らびに過去 3 ヵ月以内において，医薬品，医薬部外

摂取Ⅱ期として，A 群はプラセボ食品を，B 群は被

品，保健機能食品（特定保健用食品），健康食品，サ

験食品を摂取させた。なお，盲検化の対象は試験に

プリメント類の継続的な摂取習慣のある者，また，

関係する者（被験者，介入実施者，評価者など）す

試験期間中に摂取予定のある者，⑤循環器疾患，腎

べてとした。

炎，肝炎，膵炎などの疾患既往歴・現病歴のある者，

試験期間中（試験エントリーから摂取Ⅱ期終了ま
445
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図 1 呼気代謝測定概要

で）は不規則な生活を避け，食事，睡眠，運動など

続いて 30 分間の運動負荷時における呼気代謝測定

の生活習慣を試験開始前と大きく変化させないよう

を行った。呼気代謝測定は肺運動負荷モニタリング

指導した。さらに食事についてはカフェインを多量

シ ス テ ム（ エ ア ロ モ ニ タ AE︱300S ま た は AE︱

に含む料理および食品の多量摂取を禁止した。ま

310SRC，ミナト医科学㈱）のブレスバイブレス法
を用いた。スクリーニング検査，摂取Ⅰ期，Ⅱ期と
もに，運動負荷は自転車エルゴメーター（エアロバ
イク 75XL︱II，㈱コナミスポーツライフ）を用いた
ペダリング運動で 30 watt，60 rpm の一定負荷とし
た。さらに電子メトロノームを用いて呼気代謝マス
ク装着後から運動負荷終了まで，被験者に呼吸数が
15 回╱分を維持するよう指導した。なお，全被験者
において，a. m. 7：40～p. m. 12：30，室温 23.3～
25.6℃，湿度 34～42％の環境下で呼気代謝測定が実
施された。図 1 に摂取Ⅰ期，Ⅱ期における呼気代謝
測定の概要を示した。呼気代謝測定の測定項目とし
ては，VO2，二酸化炭素排泄量（volume of carbon
dioxide output，以下 VCO2），RQ（VCO2╱VO2）と
し，EE および脂肪酸化量は以下の式24,25）より算出
した。
EE（cal╱min）＝3.9⊠VO2＋1.1⊠VCO2
脂肪酸化量（mg╱min）＝1.689（VO2－VCO2）
2 ）血圧，体組成測定
スクリーニング検査時および摂取Ⅰ期，Ⅱ期にお
いて収縮期血圧，拡張期血圧，脈拍，体温，体組成
（身長，体重，BMI，体脂肪率，推定筋肉量）を測定
した。体組成計は BC︱118D（㈱タニタ）を用いて，
右腕・右脚・左腕・左脚・体幹部での推定筋肉量の
合計を，体重で除した値を筋肉率として算出した。
3 ）血液検査および尿検査
スクリーニング検査時に血液学的検査として白血
球数，赤血球数，血色素量，ヘマトクリット値，平
均赤血球容積，平均赤血球血色素量，平均赤血球色
素濃度，血小板数を測定した。血液生化学検査とし
て，総タンパク，アルブミン，総ビリルビン，尿素
窒素，クレアチニン，尿酸，アスパラギン酸アミノ

た，医薬品・医薬部外品・保健機能食品（特定保健
用食品）
・健康食品・サプリメント等は原則摂取しな
いように指示し，やむを得ず摂取した場合は摂取し
た商品名およびメーカー名を日誌に記録させた。ま
た試験期間中は本試験以外での 200 mL を超える採
血（献血など）を禁止した。
各摂取期 3 日前から前日までの朝食，昼食，夕食
ならびに間食については，支給された規定食（各摂
取期 3 日前：総摂取カロリー＝2525 kcal╱日，PFC
比＝12.5：23.7：63.8。各摂取期 2 日前：総摂取カロ
リー＝2417 kcal╱日，PFC 比＝12.4：20.5：67.2。各
摂取期前日：総摂取カロリー＝2500 kcal╱日，PFC
比＝11.9：22.3：65.8）と水のみ摂取可とし，摂取時
刻についても朝食を 7：00～8：00，昼食を 12：00～

13：00，夕食を 19：00～20：00 を目安に摂取する
よう指導した。また各摂取期前日は日常生活以外の
自発的な運動を禁止とし，指定の宿泊施設に宿泊さ
せた。
5 検査項目・評価項目

1 ）呼気代謝測定
スクリーニング検査では呼気代謝測定用マスクを
装着し，20 分間坐位安静後，10 分間の坐位安静時，
続いて 30 分間の運動負荷時における呼気代謝測定
を行った。
摂取Ⅰ期，Ⅱ期では被験者へ運動負荷開始 60 分
前に被験食品またはプラセボ食品を 100 mL の水と
ともに摂取させ，さらに運動負荷開始 30 分前に朝
食（新潟コシヒカリシリーズ 塩にぎり，197 kcal，
㈱ローソン）および 100 mL の水を摂取させた。被
験者は朝食摂取後に呼気代謝測定用マスクを装着
し，20 分間の坐位安静の後，10 分間の坐位安静時，
446
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図 2 本試験参加者のフローチャート

トランスフェラーゼ，アラニンアミノトランスフェ
ラーゼ，γ︱グルタミルトランスペプチターゼ，アル
カリホスファターゼ，クレアチンホスホキナーゼ，
乳酸脱水素酵素，総コレステロール，トリグリセラ
イド，LDL︱コレステロール，HDL︱コレステロー
ル，ナトリウム，カリウム，クロール，カルシウム，
マグネシウム，リン，グルコース，HbA1c を測定し
た。尿検査についてはウロビリノーゲン，潜血反応，
ビリルビン，ケトン体定性，ブドウ糖定性，タンパ
ク定性，比重，pH，クレアチニン，ナトリウム，カ
リウム，クロールを測定した。血液検査と尿検査は
㈱ビー・エム・エルに委託して測定した。

表 2 有効性解析対象者の背景情報
検査項目
年齢
身長
体重

BMI

体脂肪率
筋肉率

単位

A群
（n＝17）

B群
（n＝17）

P値

歳
cm
kg
kg╱m2
％
％

26.9±6.0
172.6±5.1
62.7±3.7
21.1±0.9
16.5±2.5
78.8±2.3

27.1±5.2
170.8±7.2
60.9±5.2
20.9±1.0
16.3±2.0
79.1±1.9

0.93
0.42
0.24
0.59
0.74
0.73

平均値±標準偏差

4 ）診察・問診
スクリーニング検査および摂取Ⅰ期，Ⅱ期では試
験責任医師による問診を行い，自覚症状および他覚
症状の発現状況の確認および有害事象と試験食品と
447
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図 3 試験食品摂取後の安静時および運動負荷時の呼気代謝
（A）VO2，
（B）VCO2，（C）RQ，（D）EE，（E）脂肪酸化量
平均値±標準誤差

＊

P＜0.05

の因果関係の判定を行った。

化量の平均値を用いて，順序効果，時期効果の検定

5 ）評価項目
主要評価項目を EE および脂肪酸化量，副次評価
項目を VO2，VCO2，RQ とした

を行い，クロスオーバー法の妥当性について検証し

6 統計解析

ソフトは SPSS Ver. 22（日本アイ・ビー・エム㈱）を

VO2，VCO2，RQ，EE，脂肪酸化量の測定結果は

平均値±標準誤差で示し，被験者背景は平均値±標
準偏差で示した。運動負荷 30 分間における脂肪酸
448

た後，被験食品の効果について検討した。試験食品
間の比較は対応のある t 検定を実施した。統計処理
使用し，有意水準は両側検定で 5％とした。
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Ⅱ

結

果

1 被験者背景

摂取Ⅰ期（被験食品摂取）の夜に口内炎が認められ
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。

被験者候補 139 名に対してスクリーニング検査を

実施し，被験者 40 名を選択した。この 40 名をそれ

Ⅲ

ぞれ A 群，B 群に群分けし，全被験者が試験を完了

考

察

した。有害事象の確認は 40 名全員を対象とした。

本試験の結果より，被験食品の単回摂取によって

試験を完了した被験者のうち，摂取Ⅱ期において機

運動負荷時における RQ がプラセボ食品摂取時と比

器トラブルによるデータ欠損となった 1 名，摂取Ⅰ

較して有意に低値を示した。RQ は通常 0.7～1.0 を

期，Ⅱ期での換気量が著しく異なり同一の試技が行

推移し，ヒトの体内において酸化基質として利用さ

えていないと推察される 5 名の計 6 名を有効性の解

れる栄養素の割合を反映することから，RQ の低下

析対象から除外し，計 34 名の被験者を有効性の解

はエネルギーの供給源として脂質への依存が高まっ

析対象とした（図 2）。解析対象の背景は表 2 に示し

ていることを示す。さらに被験食品摂取時の VCO2

た。

がプラセボ食品摂取時と比較して低値傾向，また被

2 クロスオーバー法の妥当性

験食品摂取時の脂肪酸化量がプラセボ食品摂取時と

30 分間の運動負荷時の平均脂肪酸化量について
順序効果および時期効果の検定を行ったところ，順
序効果（P＝0.29），時期効果（P＝0.053）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。

比較して有意に高値を示していることから，被験食

3 呼気代謝測定

高まったメカニズムとして，外界からの刺激を受け

れの，安静 10 分間の平均および運動負荷 30 分間の

TRP）チャネルへの影響が考えられる。TRP チャネ
ルは感覚神経や皮膚，消化管での発現が確認されて
おり，温度だけでなく，唐辛子に含まれるカプサイ
シンなどの食品成分でも活性化することが報告され
ている26）。カプサイシンの類縁体によって活性化さ
れた TRP チャネルの一種である TRP vanilloid receptor 1（TRPV1）は，交感神経活動を刺激し神経末端
からノルアドレナリンを放出させる27）。血中に放出
されたノルアドレナリンは，白色脂肪組織でホルモ
ン感受性リパーゼを活性化し脂肪酸を血中に放出さ
せると同時に，筋肉組織あるいは褐色脂肪組織では
脂肪酸の利用を亢進させる。その結果，VO2の増加
とともにエネルギーとして脂肪の利用が高まってい
ると示唆されている27,28）。
被験食品中の緑茶エキスに含まれる EGCG も，
TRP チャネルの一種である TRP ankyrin 1（TRPA1）
の活性化作用があり，EGCG の摂取により RQ が有
意に低下することが報告されている29,30）。一方，ブ
ラックジンジャーエキスについては TRP チャネル
への作用は報告されていないが，Yoneshiro らはカ

図 3 に VO2，VCO2，RQ，EE，脂肪酸化量それぞ

平均を示した。安静時はいずれも被験食品摂取時と
プラセボ食品摂取時のあいだに有意な差はなかっ
た。次に運動負荷時の結果を示す。EE は被験食品摂
取時（3469.50±36.21 cal╱min）とプラセボ摂取時
（3475.37±35.58 cal╱min）のあいだに有意な差は認
められなかった（P＝0.78）
（図 3 D）
。脂肪酸化量
は，被験食品摂取時（122.93±9.41 mg╱min）がプラ
セボ摂取時（104.78±9.68 mg╱min）にくらべ有意に
高値を示した（P＝0.041）
（図 3 E）
。VO2は被験食
品摂取時（709.85±7.56 mL╱min）とプラセボ摂取時
（708.74±7.53 mL╱min）のあいだに有意な差は認め
られなかった（P＝0.80）
（図 3 A）
。VCO2は被験食
品摂取時（637.12±7.78 mL╱min）がプラセボ摂取時
（646.67±7.39 mL╱min）にくらべ低値傾向を示した
（P＝0.060）
（図 3 B）
。RQ は被験食品摂取時（0.899
±0.0075）がプラセボ摂取時（0.913±0.0075）にく
らべ有意に低値を示した（P＝0.043）
（図 3 C）。
4 有害事象

試験期間中に観察された有害事象は，1 名に 1 件

品摂取によって運動時の脂質代謝が亢進され，脂肪
が優先的にエネルギー供給源として利用されたとい
える。
被験食品の単回摂取によって運動時の脂質代謝が
る受容体である transient receptor potential（以下，
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プサイシン単回摂取後数時間における EE 増加を報

課題である。

告しており17），また Matsushita らは PMF を含むブ

今回被験食品として用いた，ブラックジンジャー

ラックジンジャー単回摂取後数時間における EE 増

エキス，桑の葉エキス，緑茶エキス，キトサン，ギ

20）

ことから，カプサイシンとブ

ムネマ酸，インゲン豆エキスを配合した複合サプリ

ラックジンジャーは似た作用をもつ可能性がある。

メントは摂取量が 4 粒と少なく，小量の水などで簡

加えて，PMF を含むブラックジンジャーエキスを単

単に摂取ができるため，消費者の嗜好性を妨げにく

回摂取後，運動負荷時において VO2が有意に増加，

い。また，非常に楽な低強度での運動時に，エネル

ま た RQ が 有 意 に 低 下 す る こ と が 報 告 さ れ て い

ギー供給源として脂肪が優先的に消費されることが

加を報告している

21）

る

。また，3T3 L1 脂肪前駆細胞を使用した研究

では，ブラックジンジャーエキス中の PMF および

5,7,4' trimethoxyflavone がホルモン感受性リパーゼ
の mRNA 発現量を高め，脂肪の蓄積を抑制すること
が報告されており31），また C57BL6J マウスへ高脂
肪食とともにブラックジンジャーエキスを 7 週間摂
取させることにより，ノルアドレナリン分泌量の増
加および VO2の増加が報告されている19）。これらの
報告より，ブラックジンジャーにおいても TRP チャ
ネルを介して交感神経活動の働きを活性化し，エネ
ルギー供給源として脂肪の利用を亢進させる作用が
あると期待できる。
一方，本試験では VO2および EE には被験食品摂
取時とプラセボ摂取時のあいだに有意差および有意
傾向は認められず，平均値もほぼ同様な値を示し
た。吉野らは PMF を含むブラックジンジャーエキ
スを単回で摂取することにより，中強度（無酸素性
作業閾値 70％負荷）の運動負荷時において VO2が増
加することを報告している21）。一般的に低強度の運
動は有酸素運動とよばれ，脂質が優先的にエネル
ギー供給源として利用される。また低強度な運動で
あるほど VO2および EE は低値を示す。本試験では
運 動 負 荷 量 が 30 watt と，
「 非 常 に 楽 な 労 力（3.5
32）
METs）」 とされる低強度の運動負荷であったた
め，糖質酸化より脂質酸化が強く亢進されたことで
十分なエネルギー供給が得られたため，VO2および
EE は被験食品摂取時とプラセボ食品摂取時で同様
な値を示したと考えられる。Zheng らはコエンザイ
ム Q1011），Shin らはカプサイシン15）について，単回
摂取後の呼気代謝測定試験を行っており，プラセボ
と比較して低強度運動時の EE 増加が認められな
かったと報告しており，本試験と同様の結果が示さ
れている。今後は中強度以上の運動負荷時におい
て，VO2および EE への作用を検証していくことが
450

示唆された。これらのことから本サプリメントは
ユーザビリティが高いといえよう。
結

論

1 回摂取量 4 粒あたり，ブラックジンジャーエキ
ス 150 mg
（PMF を 2.25 mg 含有），桑の葉エキス 200
mg，緑茶エキス 200 mg（EGCG を 14 mg 含有），キ
トサン 100 mg，ギムネマ酸 9.4 mg，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
回摂取による安静時および運動負荷時のエネルギー
消費量，脂肪酸化量への影響を無作為化二重盲検プ
ラセボ対照クロスオーバー試験で評価した。その結
果，本複合サプリメント摂取は，食後低強度の運動
時における呼吸商の低下および脂肪酸化量の増加を
示し，脂質代謝を亢進させることが確認された。
【利益相反】 本試験実施に関わる費用は㈱ファンケルが
負担した。
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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

大人のカロリミット®

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
機能性
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、ペンタメトキシフラボン
が含まれます。本品は日常活動時のエネルギー代謝にお
いて、脂肪を代謝する力を高める機能があります。また
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は、食事の糖の吸収を抑え、食後の
血糖値の上昇を抑えることが報告されています。さらに
ギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キトサンは、
食事の脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇
を抑えることが報告されています。
２．科学的根拠
【臨床試験及び研究レビュー共通事項】
☐（主観的な指標によってのみ評価可能な機能性を表示しようとする場合）当
該指標は日本人において妥当性が得られ、かつ、当該分野において学術的に
広くコンセンサスが得られたものである。
☐（最終製品を用いた臨床試験又は研究レビューにおいて、実際に販売しよう
とする製品の試作品を用いて評価を行った場合）両者の間に同一性が失われ
ていないことについて、届出資料において考察されている。
☐最終製品を用いた臨床試験
（研究計画の事前登録）
☐UMIN 臨床試験登録システムに事前登録している注１。
☐（海外で実施する臨床試験の場合であって UMIN 臨床試験登録システムに事
前登録していないとき）WHO の臨床試験登録国際プラットフォームにリン
クされているデータベースへの登録をしている。
（臨床試験の実施方法）
☐「特定保健用食品の表示許可等について」（平成 26 年 10 月 30 日消食表第
259 号）の別添２「特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事項」
に示された試験方法に準拠している。

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。

☐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。
☐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。
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※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。

☐（検索に用いた全ての検索式が文献データベースごとに整理された形で
当該論文に記載されていない場合）別紙様式（Ⅴ）-５その他の適切な
様式を用いて、全ての検索式を記載している。
☐（研究登録データベースを用いて検索した未報告の研究情報についてそ
の記載が当該論文にない場合、任意の取組として）別紙様式（Ⅴ）-９
その他の適切な様式を用いて記載している。
☐食品表示基準の施行前に査読付き論文として公表されている研究レ
ビュー論文を用いているため、上記の補足説明を省略している。
☐各論文の質評価が記載されている注２。
☐エビデンス総体の質評価が記載されている注２。
☐研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価
が記載されている注２。
表示しようとする機能性の科学的根拠として、査読付き論文として公表され
ていない。
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 大人のカロリミット®に含有する機能性関与成分『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』による食後の血糖値の上昇を抑える機能性に関するシ
ステマティック・レビュー（定性的システマティック・レビュー）
」
商品名：大人のカロリミット®
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
表示しようとする機能性：「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、インゲン豆由来ファセオラミン、
ペンタメトキシフラボンが含まれます。本品は日常活動時のエネルギー代謝において、
脂肪を代謝する力を高める機能があります。またギムネマ酸、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
オラミンは、食事の糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇を抑えることが報告されてい
ます。さらにギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キトサンは、食事の脂肪の吸収
を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑えることが報告されています。
」
（本資料は下
線部についてのみ記載）
作成日：2016 年 10 月 24 日
届出者名：株式会社ファンケル
抄 録
目的：健常者に対するギムネマ酸 9.4mg/日、桑の葉由来イミノシュガー（ファゴミン
として）0.2mg/日、エピガロカテキンガレート 14mg/日、キトサン 100mg/日、インゲン
豆由来ファセオラミン 0.29mg/日以下の摂取による食後の血糖値の上昇を抑える機能
について、ヒト試験論文のシステマティック・レビューを実施し、検証することを目的
とした。
方法：採用する論文の研究デザインは、ランダム化並行群間比較試験、ランダム化クロ
スオーバー試験、準ランダム化比較試験、非ランダム化比較試験とした。文献検索に使
用したデータベースは、医中誌 Web、JDream Ⅲ、PubMed、The Cochrane Library、EMBASE、
UMIN-CTR を用いた。適格基準として、対象は健常者とし、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の摂取介入が、プラセボなどのコントロール、摂取前値との比較
により、食後の血糖値の上昇を抑える機能を評価していることとした。採用された論文
について、バイアス・リスク、非直接性、不精確、非一貫性及びアウトカムを評価し、
総合的に機能性の根拠となるかを検証した。
結果：適格基準に合致したのはランダム化クロスオーバー試験 1 編であった。食後の血
糖値について、介入食品摂取時はプラセボ食品摂取時に対して、食後 30 分の血糖値（介
入食品摂取 vs プラセボ食品摂取：142.3±3.7 vs 157.5±5.1（平均値 mg/dL±標準誤
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差）、p=0.001）、食後の血糖値の食前からの変化量の血中濃度曲線下面積（介入食品摂
取 vs プラセボ食品摂取：73.6±8.9 vs 88.7±8.8 （平均値 mg・h/dL±標準誤差）、
p=0.04）で有意な低下が見られた。主要アウトカムである食後の血糖値、副次アウトカ
ムである食後のインスリン値より、食後の血糖値の上昇を抑える機能を有する可能性が
示唆された。採用文献のバイアス・リスクは低 、非直接性はなし、不精確は中、非一
貫性は高の評価となった。また、採用文献において安全性に問題がないことも確認した。
結論：健常者において、ギムネマ酸 9.4mg/日、桑の葉由来イミノシュガー（ファゴミ
ンとして）0.2mg/日、エピガロカテキンガレート 14mg/日、キトサン 100mg/日、インゲ
ン豆由来ファセオラミン 0.29mg/日の摂取は安全で、食後の血糖値の上昇を抑える機能
を有する可能性が示唆された。ただし、採用文献は対象人数が少数の 1 編に限定された
ことから、有効性に関する情報が十分ではなかったと捉え、今後の研究に注視すること
が必要であると考える。
はじめに （項目#3: 論拠 、項目#4: 目的）
現在、
4 億 1500 万人の糖尿病罹患者が世界中にいるとされている（参考文献リスト No.1
（国際糖尿病連合、2015）
）。日本については、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（参考文献リスト No.2（厚生労働省、平成
24 年国民健康・栄養調査、調査報告書））、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
（参考文献リスト No.3（Weyer C ら、1999）
、No.4（Pratley RE ら、2001））
。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
（参考文献リスト No.5（Hanefeld M ら、1996）
）
。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を低下させ
ることがメタアナリシスで報告されている（参考文献リスト No.6（Hanefeld M ら、
2004）
）。
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（参考文献リスト
No.7（林浩孝ら、2008）
）
。このような食品成分の摂取を通じた健康意識の向上が、体重
コントロール、生活習慣病予防など、健康な生活の維持に役立つと期待される。食品や
食品成分による食後血糖値の上昇抑制効果は、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いる。それらは、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（参考文献リスト No.8（平田成正ら、1992）
、No.9（Chung HI ら、2013）
、No.10（Park
JH ら、2009）、No.11（Barrett ML ら、2011）
、No.12（石川篤志ら、2009）
、No.13（Hayashi
N ら、
2010）、
No.14
（Iwai K ら、2012））
。ギムネマシルベスタ（Gymnema sylvestre sylvestre）
は、インド、インドネシアなどに広く分布するガガイモ科の植物である。インドのアー
ユルヴェーダでは、糖尿病の治療薬として使用されていた。ギムネマ酸はギムネマシル
ベスタの葉中に多く存在し、甘味の抑制作用が知られているが、小腸上皮細胞での糖輸
送担体を阻害することで、糖の吸収を抑制することが報告されている（参考文献リスト
No.15（Sanematsu K ら、2014）、No.8（平田成正ら、1992）
、No.16（Pothuraju R ら、2014）
）
。
クワ科の植物である桑の葉は、蚕の餌として古来より用いられ、お茶として飲む習慣も
ある。イミノシュガーを含有する桑の葉は、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報告されている（参考文献リス
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ト No.9（Chung HI ら、2013））。ツバキ科植物の緑茶には、ポリフェノールの一種である
カテキン類が多く含まれる。中でも代表的なエピガロカテキンガレートは糖吸収抑制作
用が確認されており、作用機序としては、α-アミラーゼの酵素活性を阻害することが挙
げられる（参考文献リスト No.17（Forester SC ら、2012）
）
。さらに、エピガロカテキン
ガレートを含有する緑茶エキスがマルターゼの酵素活性を阻害し、でんぷん負荷後の血
糖値の上昇を抑制することを確認している（参考文献リスト No.18（落合優ら、2010）
）
。
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（参考文
献リスト No.11（Barrett ML ら、2001）
、No.19（Marhall JJ ら、1975）
）。キトサンは、
かにやえびなどの甲殻に含まれるキチンを脱アセチル化して得られるもので、ヒトの消
化酵素では分解されない食物繊維である。キトサンは、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-アミラーゼ及び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（参考文献リスト No.20（Jo SH ら、
2013）
）。既に、食後血糖値上昇抑制効果が期待される食品成分の中には、難消化性デキ
ストリンの食事の血糖応答に関するメタアナリシスが発表されているように、総合的に
評価した報告も存在する（参考文献リスト No.21（Livesey G ら、2009）
）
。加えて、緑茶
カテキンの空腹時血糖の減少効果に対するメタアナリシス、キトサンの体重減少に関す
るレビュー、及びインゲン豆由来ファセオラミンの体脂肪減少に関するメタアナリシス
など、糖質食の摂取と関連性のあるアウトカムについて、単一成分のシステマティック・
レビュー（以下、SR と記す）で有効性が示されている（参考文献リスト No.22（Zheng XX
ら、2013）
、No.23（Ni MC ら、2008）
、No.24（Onakpoya I ら、2011）
）
。その一方で、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）の食品成
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
確認されている（Ohno T ら、未発表データ）。このように複数の食品成分を組み合わせ
た製品においては、各成分の相加的または相乗的な機能発現が期待される。そのため、
配合されている成分毎に行う単一成分の SR では、適切にその機能を評価できない可能性
がある。複数の食品成分を組み合わせた SR も報告されている（参考文献リスト No.25
（Millán J ら、2016）
）が、その組み合わせは限られている。
そこで、本 SR は、健常者（疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦、授乳婦は除
く）
）に対する製品「大人のカロリミット®」に含有する機能性関与成分「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（以下、GIECP と記す）」の摂取が、プラセボ群または他
のコントロール群と比較した場合や、単独での前後比において、食事の糖の吸収を抑え
て、食後の血糖値の上昇を抑える機能を有するかどうかを明らかにすることを目的とし
た。
方法
（1）最終製品について
別紙様式（Ⅵ）-2 食品に関する表示の内容に詳細は記載したが、主たる機能性関与
成分は以下の通りである。
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機能性関与成分

成分
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

1 日 4 粒当たり
9.4

単位
mg

0.2

mg

14
100
0.29

mg
mg
mg

（2）研究の適格基準（項目#6:適格基準）
1）適格基準及び PICOS
リサーチクエスチョンを「健常者（疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦、
授乳婦は除く）
）において、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の経口摂
取は、食後の血糖値の上昇を抑える機能があるか」とし、適格基準となる PICOS の設
定は以下の通りとした。
P－Participant：参加者
対象は、健常者（疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦、授乳婦は除く））と
した。
I－Intervention：介入（食品）特性
介入条件は、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、インゲン豆由来ファセオラミンの経口摂取※とし、
介入期間は無制限とした。
※ ただし、当該製品には上記に加え、ペンタメトキシフラボン（原材料名ブラック
ジンジャーエキス末）を含む。したがって、これと同等性が認められ、機能性関
与成分と一緒に介入をしている研究も、本 SR の評価対象とした。
C－Comparison：対照
プラセボ、またはコントロール、または摂取前の値との比較とした。
O－Outcome：評価項目
主要アウトカム：食後の血糖値
時点ごとの食後の測定値と食前からのその変化量、食前から食後の血中濃度
曲線下面積（Area under the curve；AUC）、変化量の AUC 等
副次アウトカム：食後のインスリン値
時点ごとの食後の測定値と食前からのその変化量、食前から食後の血中濃度
曲線下面積（Area under the curve；AUC）、変化量の AUC 等
S－Study design：研究デザイン
採用する論文の研究デザインは、ランダム化並行群間比較試験、ランダム化クロス
オーバー試験、準ランダム化比較試験、非ランダム化比較試験とした。ただし、詳細
な照合作業が不可能となる会議録（学会抄録など）や未発表資料は除外し、原著論文
あるいは研究内容を十分に反映した研究報告を採用した。
2）言語
日本語及び英語で記載された論文を採用した。

4 / 17

別紙様式（Ⅴ）-４
（3）対象研究の検索方法（項目#7:情報源）
1）データベース・臨床試験登録
研究論文のデータベースとして、医中誌 Web、JDream Ⅲ、PubMed、The Cochrane
Library、EMBASE を用いて、網羅的に収集した。期間は、各データベースともに、開
設あるいは搭載されている最初の時点から検索日時までに公表された研究を対象と
した。
臨床試験登録の登録データベースは、UMIN-CTR（University hospital Medical
Information Network Clinical Trials Registry ）、を用いて収集した。
使用したデータベースと検索対象期間は以下の通りである。
【データベースにおける検索対象期間】
医中誌 Web：1977 年～2016 年 6 月 7 日
JDream Ⅲ：1975 年（※医学情報は 1981 年）～2016 年 6 月 7 日
PubMed ：1946 年～2016 年 6 月 7 日
The Cochrane Library：収録年不明～2016 年 6 月 7 日
EMBASE ：1947 年～ 2016 年 6 月 9 日
UMIN－CTR：検索日 2016 年 6 月 9 日
2）検索の具体的方法（項目#8:検索）
別紙様式（Ⅴ）-5 データベース検索結果に、文献検索に使用したデータベースの
検索対象期間、検索式についてまとめた。すべての検索作業は、データベース検索技
術者認定 2 級の資格を有し、化学・食品化学・臨床栄養学のデータベースを中心とし
た検索業務を 20 年間実施してきた社内担当者 D が実施した。
a) 医中誌 Web
"ギムネマ・シルベスタ"/TH or "ギムネマシルベスタ"/AL or "ギムネマ・
#1
シルベスタ"/AL or "Gymnema sylvestre"/AL or "Gymnemic Acid"/TH or "
ギムネマ酸"/AL or "gymnemic acid"/AL
クワ属/TH or "桑の葉"/AL or "くわの葉"/AL or "クワの葉"/AL or "桑葉
#2
"/AL or "くわ葉"/AL or "クワ葉"/AL or "Mulberry Leaf"/AL or "Morus alba
Leaf "/AL or "ファゴミン"/AL or "イミノシュガー"/AL
茶/TH or 緑茶/AL or グリーンティ/AL or "green tea"/AL or Catechin/TH
#3
or カテキン/AL or エピガロカテキンガレード/AL
Chitosan/TH or キトサン/AL or chitosan/AL or "β‐
#4
1,4-poly-N-glucosamine"/AL or "β‐1,4-poly-N-glucosamine"/AL
インゲンマメ属/TH or インゲン豆/AL or インゲンマメ/AL or いんげんま
め/AL or サンドマメ/AL or ピントビーン/AL or "common bean"/AL or
#5
"phaseolus vulgaris"/AL or "Kidney Bean"/AL or "Phaseolus vulgaris
Alpha-Amylase Inhibitor"/TH or ファセオラミン/AL or Phaseolamin/AL
#6
#1AND #2 AND #3 AND #4 AND #5
b) JDream Ⅲ
"ギムネマシルベスタ"/AL OR "ギムネマ・シルベスタ"/AL OR "ギムネマ酸
L1
"/AL OR "Gymnema sylvestre"/ALE OR "gymnemic acid"/ALE
"桑の葉"/AL OR "くわの葉"/AL OR "クワの葉"/AL OR "桑葉"/AL OR "くわ
L2
葉"/AL OR "クワ葉"/AL OR "Mulberry Leaf"/AL OR "Morus alba Leaf "/AL
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OR "ファゴミン"/AL OR "J265.072J"/SN OR "イミノシュガー"/AL

L3

L4

L5
L6

"緑茶"/AL OR "グリーンティ"/AL OR "green tea"/ALE OR "カテキン"/AL OR
"カテキン"/AL OR "カテキン【フラバン】"/AL OR "カテキン酸"/AL OR "
カテクン酸"/AL OR "カテク酸"/AL OR "カテコール【フラボン】"/AL OR "
カテチン"/AL OR "カテルゲン"/AL OR "シアニダノール"/AL OR "シアニド
ール"/AL OR "スンカトールＮｏ．１"/AL OR "ティフラン３０Ａ"/AL OR "
ティフラン３０Ｅ"/AL OR "デクスシアニダノール"/AL OR "バイオカテキン
"/AL OR "（＋）‐カテキン"/AL OR "（＋）‐カテコール"/AL OR "（＋）
‐カテシン"/AL OR "（＋）‐シアニダノール‐３"/AL OR "（＋）‐３‐シ
アニダノール"/AL OR "（＋）‐３，３′，４′，５，７‐フラバンペンタ
オール"/AL OR "Ｄ‐カテキン"/AL OR "Ｄ‐カテコール"/AL OR "Ｄ‐（＋）
‐カテキン"/AL OR "ＫＢ‐５３"/AL OR "ＮＳＣ‐２８１９"/AL OR "ｄ‐
カテキン"/AL OR "J9.391B"/SN OR "J134.058A"/SN OR "（－）‐エピガロ
カテキンガラート"/AL OR "エピガロカテキンガラート"/AL OR "エピガロカ
テキンガレート"/AL OR "エピガロカテキン３‐ガラート"/AL OR "エピガロ
カテキン３‐Ｏ‐ガラート"/AL OR "（－）‐エピガロカテキン‐３‐ガラ
ート"/AL OR "（－）‐エピガロカテキン‐３‐Ｏ‐ガラート"/AL OR "（－）
‐エピガロカテキンガラート"/AL OR "（－）‐エピガロカテキン３‐ガラ
ート"/AL OR "（－）‐エピガロカテキン３‐Ｏ‐ガラート"/AL OR "（－）
‐エピガロカテコールガラート"/AL OR "３‐Ｏ‐ガロイルエピガロカテキ
ン"/AL OR "ＥＧＣＧ"/AL OR "ＮＶＰ‐ＸＡＡ７２３"/AL
"キトサン"/AL OR "ｃｈｉｔｏｓａｎ"/ALE OR J203.725D/SN OR "β‐
1,4-poly-N-glucosamine"/AL OR "beta-1,4-poly-N-glucosamine"/AL
"インゲン豆"/AL OR "インゲンマメ"/AL OR "いんげんまめ"/AL OR "サンド
マメ"/AL OR "ピントビーン"/AL OR "Ｐｈａｓｅｏｌｕｓ ｖｕｌｇａｒｉ
ｓ"/ALE OR "Kidney Bean"/ALE OR "common bean"/ALE OR ファセオラミン
/AL OR Phaseolamin/ALE
L1 AND L2 AND L3 AND L4 AND L5

c） PubMed
#1
"Gymnema sylvestre"[Mesh] OR "gymnemic acid" [Supplementary Concept]
#2

"Morus"[Mesh] OR iminosuger OR fagomine

#3

#5

"Tea"[Mesh] OR "Catechin"[Mesh] OR "Epigallocatechol gallate"
"Chitosan"[Mesh] OR "β‐1,4-poly-N-glucosamine" OR
"beta-1,4-poly-N-glucosamine"
"Phaseolus"[Mesh] OR Phaseolamin

#6

#1 AND #2 AND #3 AND #4 AND #5

#4

d） The Cochrane Library
"gymnemic acid" OR "Gymnema sylvestre" /ALL TEXT
#1
"Mulberry Leaf"OR "Morus alba Leaf " OR iminosuger OR fagomine /ALL TEXT
#2
#3
#4

("green tea" OR "Epigallocatechol gallate" OR "Catechin"/ALL TEXT )
OR (MeSH descriptor: [Tea] explode all trees)
"chitosan" OR "β‐1,4-poly-N-glucosamine" OR
"beta-1,4-poly-N-glucosamine" /ALL TEXT
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#5
#6

"Phaseolus vulgaris" OR "kidney bean" OR "common bean" OR
"Phaseolamin"/ALL TEXT
#1 and #2 and #3 and #4 and #5

e） EMBASE
#1
122168-40-5
#2

OR GYMNEMA OR GYMNEMIC ACID

#4

53185-12-9 OR MORUS OR IMINOSUGAR OR FAGOMINE
7295-85-4 OR 154-23-4 OR 18829-70-4 OR 989-51-5 OR TEA OR CATECHIN OR
EPIGALLOCATECHIN GALLATE
9012-76-4 OR CHITOSAN

#5

56996-83-9 OR PHASEOLUS OR PHASEOLAMIN

#6

#1 AND #2 AND #3 AND #4 AND #5

#3

f） UMIN-CTR
Search ギムネマ
#1
Search ギムネマ酸
#2
#3

Search ギムネマシルベスタ

#4

Search

gymnema

#5

Search

gymnemic acid

#6

Search 緑茶

#7

Search カテキン

#8

Search グリーンティ

#9

Search

green tea

#10 Search エピガロカテキンガレード
#11 Search キトサン
#12 Search chitosan
#13 Search ベータ‐1,4-poly-N-glucosamine
#14 Search β‐1,4-poly-N-glucosamine
#15 Search 桑の葉
#16 Search くわの葉
#17 Search クワの葉
#18 Search 桑葉
#19 Search くわ葉・クワ葉
#20 Search
#21 Search

Mulberry Leaf
Morus alba Leaf

#22 Search イミノシュガー
#23 Search ファゴミン
#24 Search インゲン豆
#25 Search インゲン
#26 Search サンドマメ
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#27 Search ファセオラミン
#28 Search common bean
#29 Search
#30 Search

phaseolus
Kidney Bean

#30 Search Phaseolamin
#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12
#31 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22
OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30
3）ハンドサーチとその他の検索
複数のデータベースによる検索結果を重視したため、ハンドサーチは実施しなかっ
た。
（4）レビュー方法（項目#9:研究の選択、項目#10:データの収集プロセス）
1）研究選択の方法
適格基準に基づき、社内担当者 A 及び B が論文のスクリーニングを独立して実施し
た。必要に応じて著者に確認をすることとした。結果について 2 人で照合し、一致し
ていない論文については協議の上で決定した。それでも、不一致である場合には、社
内担当者 C に判断を委ねた。
2）1 次スクリーニング
重複した論文を除き、書誌情報、アブストラクトを用いた 1 次スクリーニングでは、
動物実験や in vitro 試験、食後の血糖値の上昇を抑える機能の評価に関係ない目的
で実施された臨床試験などの論文を除外した。なお、書誌情報、アブストラクトに記
載された情報では適格性（（2）研究の適格基準（項目#6:適格基準）
）が判断できない
場合は、本文情報を確認することとした。
3）2 次スクリーニング
書誌情報、アブストラクトでは判断できない論文について、本文情報を用いてスク
リーニングを行い、除外理由を別紙様式（Ⅴ）-8 除外文献リストに記載した。バイ
アス・リスクが中程度よりも低い論文を採用することとした。（後述の 5)研究の妥当
性・信頼性の評価（項目#12:個別研究のバイアス・リスク）参照）
4）研究の要約・データの抽出
別紙様式（Ⅴ）-7 採用文献リストに、採用した研究をまとめた。さらに、別紙様
式（Ⅴ）-11 各論文の質評価シートにアウトカムごとにデータの抽出を行った。
作業は、社内担当者 A 及び B が独立して実施し、不一致がある場合には協議して決
定した。さらに、社内担当者 C が確認した。
5）研究の妥当性・信頼性の評価（項目#12:個別研究のバイアス・リスク）
採用文献について、Minds 診療ガイドライン作成の手引き（参考文献リスト No.26
（Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2014）
）を参考に以下のように評価を行った。
a）バイアス・リスクの評価
1 次スクリーニング及び 2 次スクリーニングにより対象論文について、以下の 8
つの項目において研究の質を評価した。評価方法としては、深刻なバイアスがある
場合には（-2）
、バイアスがある場合、または不明な場合には（-1）、バイアスがな

8 / 17

別紙様式（Ⅴ）-４
い場合には（0）の 3 段階に分けて評価した。
・選択バイアス 1：ランダム化の方法によるリスク
・選択バイアス 2：割り付けの隠蔵の方法によるリスク
・盲検性バイアス 1：参加者に対する盲検性の維持方法によるリスク
・盲検性バイアス 2：アウトカム評価者に対する盲検性の維持方法によるリスク
・症例減少バイアス 1：ITT、FAS、PPS などの解析方針によるリスク
・症例減少バイアス 2：不完全アウトカムデータによるリスク
・選択的アウトカム報告: 有効データの検索リスク
・その他のバイアス
また、各論文のバイアス・リスクのまとめは、評価したポイントの合計を用いて、
-3 ポイント以上を「バイアス・リスク低」、-4～-6 ポイントを「バイアス・リスク
中」
、-7 ポイント以下を「バイアス・リスク高」とした。
「バイアス・リスク高」の
研究については、信頼性の低いデータである可能性が高いことより、本 SR の対象
としないこととした。エビデンス総体におけるバイアス・リスクの評価は、バイア
ス・リスクが高いものが 1 編でもあれば、その評価に合わせた。
個々の論文ごとに別紙様式（Ⅴ）-11 各論文の質評価シートに整理し、次にア
ウトカムごとに、別紙様式（Ⅴ）-13 エビデンス総体の質評価シートに反映した。
いずれも、社内担当者 A 及び B の 2 名が独立して行い、不一致がある場合には協
議の上で決定した。
b）非直接性の評価
非直接性は、適格基準の参加者(P)、介入特性(I)、対照(C)、及び評価項目(O)に
ついて採用文献との差異を評価した。非直接性は、深刻な非直接性がある場合には
(-2)、非直接性がある場合には（-1）、非直接性がない場合には（0）とした。非直
接性のまとめは、-1 以下を非直接性あり、0 を非直接性なし、とした。
社内担当者 A 及び B の 2 名が独立して行い、不一致がある場合には協議の上で決
定した。
c）不精確の評価
不精確は、サンプルサイズやイベント数が小さい等により、効果推定値の信頼区
間の幅が広いことを示す。しかし、メタ分析を伴わない定性的な SR としては、明確
な評価指標がない。そのため、個々の研究の予定症例数が達成されたかどうかで、
最適情報量を満たしているか推測して判断した。ほぼすべての研究で予定症例数が
達成されていれば「不精確：低」
（0）
、半数程度の研究で予定症例数が達成されてい
れば「不精確：中」
（-1）
、ほぼすべての研究で予定症例数が達成されていなければ
「不精確：高」
（-2）とする。ただし、予定症例数や、例数設定根拠が不明確な研究
を含む場合、有意差が検出できているなど症例数が十分であると判断されれば、最
適情報量を満たしているとみなす。
これらの評価は、社内担当者 A 及び B が独立して行い、不一致がある場合には協
議の上で決定した。
d）非一貫性の評価
非一貫性は、各研究間における結果のバラつきを示すもので、メタ分析において
は、効果推定値に基づき、異質性の検定や I2 で求めるものである。しかし、メタ分
析を伴わない定性的な SR としては、個々の研究の効果の程度を有意差の有無より
「効果あり」または「効果なし」の二値的基準で判断した。
「効果あり」または「効
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果なし」の研究が多数を占め、ほぼ一貫している場合は「非一貫性：低」
（0）
、
「効
果あり」または「効果なし」のどちらか一方の研究が他方に優れる場合は「非一貫
性：中」（-1）、
「効果あり」と「効果なし」の研究がほぼ同数であれば非一貫性は
「非一貫性：高」
（-2）とする。
もし、報告数が 1 編のみの場合には、「非一貫性：高」（-2）と予め設定した。
社内担当者 A 及び B の 2 名が独立して行い、不一致がある場合には協議の上で決
定した。

6）研究の要約・データの抽出（項目#11:データ項目）
別紙様式（Ⅴ）-7 採用文献リストに採用した研究をまとめた。さらに、別紙様式
（Ⅴ）-11 各論文の質評価シートにアウトカムごとにデータの抽出を行った。別紙様
式（Ⅴ）-13 エビデンス総体の質評価シートに全体の質評価を行い、別紙様式（Ⅴ）
-14 サマリーシートに SR のまとめを記載した。作業は社内担当者 A 及び B が行い、C
が確認した。
7）要約尺度（項目#13:要約尺度）
主要アウトカム：食後の血糖値
時点ごとの食後の測定値と食前からのその変化量、食前から食後の血中濃
度曲線下面積（Area under the curve；AUC）、変化量の AUC 等
副次アウトカム：食後のインスリン値
時点ごとの食後の測定値と食前からのその変化量、食前から食後の血中濃
度曲線下面積（Area under the curve；AUC）、変化量の AUC 等
上記のアウトカムの各群の前後の値・平均値差・p 値、介入群と対照群の平均値差・
p 値を評価し、別紙様式（Ⅴ）-11 各論文の質評価シート、別紙様式（Ⅴ）-13 エ
ビデンス総体の質評価シートに記載した。
8）結果の統合・メタ分析（項目#14:結果の統合、項目#16:追加的解析）
定性的な SR の場合は、結果の統合はせず、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）-13 エビデンス
総体の質評価シートに記載した。
採用された研究が 2 つ以上で、異質性（heterogeneity）がない場合にのみ、社内担
当者 A 及び B がフリーソフト RevMan5 を用いて実施する。フォレストプロットととも
に異質性の検定も実施する。統合における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。また、メタ分析を実施した際は追加的解析を検討することとし
た。
9）研究プロトコール登録（項目#5:プロトコールと登録）
本研究プロトコール（上述）は 2016 年 6 月 6 日に決定し、そのとおりに研究を実施
した。研究プロトコールの事前登録は実施しなかった。
10）全研究のバイアス・リスク（項目#15: 全研究のバイアス・リスク)
臨床試験登録の検索（UMIN-CTR）を行った。また、論文の未報告データについて、
可能な限り著者に連絡を取り入手した。大学の博士学位論文や政府関係機関の資料等、
グレー論文の検索等は実施しなかった。また、潜在的な出版バイアスについて検討し
た。
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倫理面への配慮
公表された文献についての 2 次研究であるため、倫理面の配慮は特に行わなかった。
結果
（1）対象となった研究（項目#17:研究の選択）
採用文献の抽出までの流れを別紙様式（Ⅴ）-6 文献検索フローチャートに示した。
研究論文データベースにより検索された文献は、55 編であった。1 次スクリーニングに
て 3 編に絞り込まれ、さらに 2 次スクリーニングを実施し、前述の条件に合致する論文
を選択した結果、採用文献は 1 編となった。採択した研究は、別紙様式（Ⅴ）-7 採用
文献リストにまとめた。なお、2 次スクリーニングにて除外した研究については、その
理由とともに、別紙様式（Ⅴ）-8 除外文献リストにまとめた。論文中の未記載データ
について、著者に問い合わせを行い、入手可能なデータを含めて SR を実施した。
（2）研究の特徴と有効性（項目#18:研究の特性、項目#20:個別研究の結果）
別紙様式（Ⅴ）-7 採用文献リストに研究内容の詳細を示した。また、機能性関与成
分の有効性を別紙様式（Ⅴ）-11 各論文の質評価シートに示した。採用文献は 1 編（採
用文献リスト No.1（清水良樹ら、2015）
）であり、その研究デザインは、エビデンス・
グレーディングの高いランダム化二重盲検クロスオーバー試験で、日本人成人を対象と
していた。
採用文献は、30～59 歳（平均年齢 45.7 歳）の健康な成人男女 20 名を対象に、複合サ
プリメント（介入食品）を単回摂取した際の、食後の血糖値の上昇を抑える機能を評価
していた。介入食品は、 1 回 4 粒当たり、ギムネマシルベスタに含まれるギムネマ酸
9.4mg、イミノシュガーを含む桑の葉エキス 200mg、エピガロカテキンガレートを含む緑
茶エキス 200mg、キトサン 100mg、及びファセオラミンを含むインゲン豆エキス 4.8mg に
賦形剤を含有する錠剤※であった。プラセボ食品は、介入食品からギムネマ酸、桑の葉
エキス、緑茶エキス、キトサン、及びインゲン豆エキスを除いた物で、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ていた。試験食品（介入食品またはプラセボ
食品）の摂取は、負荷食品（糖質食）摂取 5 分前に 150 mL の水とともに摂取させた。
糖質食は米飯 200g を使用し、総炭水化物量は 68.3g であった。
※ この介入食品の GIECP について、1 回 4 粒当たり、緑茶エキス中にエピガロカテキン
ガレート 14mg、桑の葉エキス中に桑の葉由来イミノシュガー（ファゴミンとして）
0.2mg、インゲン豆エキス中にインゲン豆由来ファセオラミン 0.29mg が含まれるこ
とを確認している。
・主要アウトカムによる評価：食後の血糖値
採用文献の結果は、試験食品を摂取した 5 分後に糖質食を摂取した際の摂取前（食前）
から摂取後（食後）120 分までの血糖値とその変化量、血糖値 AUC と変化量の AUC を評
価していた。
血糖値の測定値は、食後 30 分値で介入食品摂取時は、プラセボ食品摂取時と比較し
て有意に低値を示した（介入食品摂取 vs プラセボ食品摂取：142.3±3.7 vs 157.5±5.1
（平均値 mg╱dL ±標準誤差）
、p=0.001）
（以下、介入食品摂取 vs プラセボ食品摂取で値
を記載する）
。その変化量については、介入食品摂取時は、プラセボ食品摂取時と比較し
て有意に低値を示した（44.0±3.2 vs 60.7±4.9（平均値 mg╱dL ±標準誤差）、p=0.001）
。
その他の時点では、介入食品摂取時は、プラセボ食品摂取時と比較して有意な差はなか
った。
血糖値 AUC については、介入食品摂取時は、プラセボ食品摂取時と比較して有意では
ないものの低値傾向を示した（270.1±10.4 vs 282.1±9.4（平均値 mg・h╱dL ±標準誤
差）、p=0.09）。変化量の AUC については、介入食品摂取時は、プラセボ食品摂取時と比
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較して有意に低値を示した（73.6±8.9 vs 88.7±8.8（平均値 mg・h╱dL ±標準誤差）、
p=0.04）。
・副次アウトカムによる評価：食後のインスリン値
採用文献の結果は、試験食品を摂取した 5 分後に糖質食を摂取した際の、摂取前（食
前）から摂取後（食後）120 分までのインスリン値とその変化量、インスリン値 AUC、変
化量の AUC を評価していた。
インスリン値の測定値は、食前は、介入食品摂取時にプラセボ食品摂取時と比較して
有意に高値を示した（4.72±0.60 vs 3.91±0.47（平均値 μU╱mL ±標準誤差）、p=0.01）
。
一方、食後の各時点の測定値では、食後 30 分で、介入食品摂取時はプラセボ食品摂取
時と比較して、有意に低値を示した（27.58±2.65 vs 33.43±3.81（平均値 μU╱mL ±
標準誤差）
、p=0.01）。その変化量については、介入食品摂取時は、プラセボ食品摂取時
と比較して有意に低値を示した（22.86±2.26 vs 29.52±3.49（平均値 μU╱mL ±標準
誤差）、p=0.008）
。その他の時点では、介入食品摂取時は、プラセボ食品摂取時と比較し
て有意な差はなかった。
インスリン値 AUC については、介入食品摂取時は、プラセボ食品摂取時と比較して有
意ではないものの低値傾向を示した（55.71±5.51 vs 60.95±7.09（平均値 μU・h╱mL ±
標準誤差）
、p=0.09）。変化量の AUC については、介入食品摂取時に、プラセボ食品摂取
時と比較して有意に低値を示した（46.27±4.68 vs 53.13±6.41（平均値 μU・h╱mL ±
標準誤差）
、p=0.04）。
（3）安全性・有害事象
採用文献では、試験登録者全員計 20 人を対象に、試験責任医師により有害事象の確
認・判定、症例報告書の作成管理を行っていた。その結果、有害事象は認められず、試
験食品の安全性に問題はなかったと報告されていた。
（4）ドロップアウト
採用文献では、割り付け後の被験者全員が試験を完了したと報告されていた。
（5）研究の妥当性・信頼性の評価（項目#19:研究内のバイアス・リスク、項目#22:全研
究のバイアス・リスク）
）
別紙様式（Ⅴ）-11 各論文の質評価シートに各研究の質評価結果を示した。次に、エ
ビデンス総体としてアウトカムごとに別紙様式（Ⅴ）-13 エビデンス総体の質評価シー
トにまとめ、定性的 SR のまとめを別紙様式（Ⅴ）-14 サマリーシートに記述した。
1）バイアス・リスクの評価
バイアス・リスク 8 項目の評価を独立した 2 名で行い、不一致がある場合には協議
の上で決定した。全体のバイアス・リスクのまとめは、評価したポイントの合計を用
いて判断した。
採用文献の研究デザインはランダム化二重盲検クロスオーバー試験であった。バイ
アス・リスクは、選択的アウトカム報告では、臨床試験登録がされていないため不明
であり、
（-1）と評価した。採用文献は 1 編であり、これらの評価から、エビデンス総
体としてのバイアス・リスクは、低（0）と評価した。
2）非直接性の評価
採用文献の試験は日本で行われ、対象者の年齢は 30～59 歳であった。使用された介
入食品の機能性関与成分は、製品「大人のカロリミット®」に使用する原材料と同等で
あることが確認できた。プラセボを対照とし、GIECP の摂取による食後の血糖値の上
昇を抑える機能について評価した文献であった。このことから非直接性はなし（0）と
した。
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3）不精確の評価
採用文献は 1 編で、主要アウトカムと副次アウトカムは、それぞれ予定症例数を達
成していた。しかし、例数設定根拠の記載がなく、被験者数の少ない研究であった。
このことから、最適情報量を満たしているとは判断できず、不精確は中（-1）とした。
4）非一貫性の評価
採用文献は食後の血糖値の上昇を抑える機能を評価していたが、主要アウトカムと
副次アウトカムそれぞれ 1 編しかなかったことから、それぞれの非一貫性を高（-2）
とした。
5）その他のバイアス、出版バイアス
出版バイアスについては臨床試験登録が不完全であることから、否定できないと判
断した。
（6）メタ分析（項目#21:結果の統合、項目#23:追加的解析）
採用文献は 1 編であったためメタ分析は実施しなかった。そのため、追加的解析も実
施しなかった。
考察
（1）有効性について（項目#24:エビデンスの要約）
GIECP の摂取による食後の血糖値の上昇を抑える機能を検証した結果、エビデンス･
グレーディングが高いとされるランダム化二重盲検クロスオーバー試験 1 編で、介入食
品の摂取後に糖質食として米飯を被験者に負荷し、食後の血糖値の変化を評価していた。
当該製品の機能性関与成分は、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、インゲン豆由来ファセオラミンであ
り、本 SR の採用文献は、GIECP のいずれも規格化された原料を、当該製品と同量配合
した介入食品を摂取した試験であることを確認できた。
主要アウトカムである、食後の血糖値を考察すると、食後 30 分の血糖値の低下が確
認され、食後血糖値上昇抑制効果が確認された。2 型糖尿病は、明らかな病状の発症以
前に、まず、食後血糖値の上昇が出現する（参考文献リスト No.3（Weyer C ら、1999）
、
No.4（Pratley RE ら、2001）。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（参考文献リスト No.6（Hanefeld M ら、2004）
）
。このように、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（参考文献
リスト No.5（Hanefeld M ら、1996）
）
。
副次アウトカムである食後のインスリン値では、食後 30 分と変化量のインスリン値
AUC で低下が確認された。これは、介入食品摂取による糖の吸収阻害によるものと推察
されたと報告されていた。インスリンは、血糖値の調節に関与するホルモンで、筋肉や
脂肪細胞にグルコースの取り込みを亢進させる作用がある。健常であれば、食事直後に
血糖値が上昇すると、膵臓のβ細胞よりインスリンの分泌が高まり、血糖値は速やかに
正常値に戻る。したがって、本 SR で認められたインスリン値の上昇抑制は、食事の糖
の吸収を抑えることによる、血糖値の上昇抑制を反映していると示唆される。
このことから、食事の糖の吸収を抑えて、食後の血糖値の上昇を抑える機能がある可
能性が示唆された。
GIECP の摂取による食事からの糖の吸収を抑えて、食後の血糖値の上昇を抑える作用
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機序は、以下が考えられる。ギムネマシルベスタに含まれるギムネマ酸が、小腸上皮細
胞での糖輸送担体を阻害し、血糖値やインスリン分泌に影響を与えることがヒトや動物
試験で報告されている（参考文献リスト No.8（平田成正ら、1992）
、No.27（吉岡伸一
ら、1986）
）
。イミノシュガーを含む桑の葉エキスがα-グルコシダーゼと結合すること
により、酵素の働きを阻害して、糖質の分解・吸収を抑えると報告されている（参考文
献リスト No.9（Chung HI ら、2013）
）。エピガロカテキンガレートは、α-アミラーゼの
酵素活性を阻害することが報告されている（参考文献リスト No.17（Forester SC ら、
2012）
）
。また、エピガロカテキンガレートを含む緑茶エキスが、マルターゼの酵素活性
を阻害し、でんぷん負荷後の血糖値の上昇を抑制することを確認している（参考文献リ
スト No.18（落合優ら、2010）
）
。キトサンは、α-アミラーゼ、α-グルコシダーゼの酵
素阻害による血糖値の上昇抑制作用が報告されている（参考文献リスト No.20（Jo SH
ら、2013）
）
。インゲン豆には、α-アミラーゼ活性を阻害するファセオラミンが含有さ
れており、これによる糖質の吸収抑制作用が確認されている（参考文献リスト No.11
（Barrett M ら、2011）
、No.28（Marshall JJ ら、1975）
）。
以上より、食事からの糖の吸収を抑えて、食後の血糖値の上昇を抑える機能について
は、桑の葉エキス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、
インゲン豆由来ファセオラミン、キトサンによる糖を分解する酵素の活性阻害作用、及
びギムネマ酸による糖輸送単体での糖吸収の抑制の 2 点がメカニズムとして考えられ
る。
（別紙様式（Ⅶ）-1 作用機序に関する説明資料 参照）
（2）研究の妥当性・信頼性
バイアス・リスクの評価では、臨床試験登録がされていないことから選択的アウトカ
ム報告のリスクが考えられたが、全体的な評価は低（0）とした。非直接性について、採
用文献は、日本で行われた研究で、対象者の年齢は、30～59 歳と比較的幅広い年齢層に
よる試験であり、摂取した成分は、いずれも当該製品に使用する原料と同等性が確認で
きたことから、非直接性はなし（0）と考えた。不精確について、採用文献はプロトコー
ルの予定症例数を達成していたが、被験者数の少ない研究 1 編であり、十分な最適情報
量であると判断できなかったため、中（-1）とした。非一貫性については、主要アウト
カム、副次アウトカムとも 1 編しかなかったことから、高（-2）とし、限定的な評価に
とどまった。また、1 編に限定されていたことから、出版バイアスも考えられた。さら
に、採用文献は少人数で行われていた試験であったことも有効性についての考察を難し
くしている。
各成分を組み合わせた複合製品においては、各成分の相加的または相乗的な機能発現
が期待される。そのため、配合されている成分毎に行う単一成分の SR では適切な機能評
価はできない可能性がある。そこで、機能性関与成分の組み合わせと配合量の同等性が
認められたているものに限定した臨床試験を対象として SR を実施した。採用文献から、
食後の血糖値の上昇を抑える機能を有する可能性が示唆されたが、採用文献が 1 編に限
られていたことから、今後さらなる研究の蓄積により妥当性・信頼性が高まることを期
待する。
（3）安全性・有害事象について
採用文献においては、有害事象は認められず、安全性に問題ないことが確認できた。
また、GIECP の安全性・有害事象の報告について、国立研究開発法人 医薬基盤・健康・
栄養研究所 「健康食品」の安全性・有効性情報 素材情報データベース、Natural
Medicines Comprehensive Database、PubMed 等において、それぞれの機能性関与成分を
調査し、対象となった報告を精査した。その結果、それぞれの機能性関与成分の安全性
は高く、重篤な健康被害が生じる可能性は低いと判断した。
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（別紙様式（Ⅱ）-1 安全性評価シート 参照）
・医薬品との相互作用について、
医薬品と GIECP の相互作用の報告について、国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養
研究所 「健康食品」の安全性・有効性情報 素材情報データベース、Natural Medicines
Comprehensive Database、PubMed において、それぞれの機能性関与成分を調査し、対
象となった報告を精査した。その結果、医薬品とそれぞれの機能性関与成分との相互作
用により、重篤な健康被害が生じる可能性は低いと判断した。
（別紙様式（Ⅱ）-1 安全性評価シート 参照）
・機能性関与成分同士の相互作用について
機能性関与成分同士の相互作用の報告について、国立研究開発法人 医薬基盤・健康・
栄養研究所 「健康食品」の安全性・有効性情報 素材情報データベース、Natural
Medicines Comprehensive Database、PubMed において、それぞれの機能性関与成分を
調査し、対象となった報告を精査した。その結果、機能性関与成分同士の相互作用によ
り、重篤な健康被害が生じる可能性は低いと判断した。
（別紙様式（Ⅱ）-1 安全性評価シート 参照）
（4）研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性
本 SR では、健常者が GIECP を摂取することで、食後の血糖値の上昇を抑えるかを検証
した。その結果、日本人の成人男女で GIECP をそれぞれ 1 回当たり、ギムネマ酸 9.4mg、
桑の葉由来イミノシュガー
（ファゴミンとして）0.2mg、エピガロカテキンガレート 14mg、
キトサン 100mg、インゲン豆由来ファセオラミン 0.29mg 摂取後に、糖質を主体とする負
荷食品を摂取した際における食後の血糖値の上昇を抑える機能が認められた。また、食
後インスリン値の上昇抑制は、食事による血糖値の上昇抑制を反映していると示唆され
る。食後の血糖値の上昇を抑える機能は、GIECP の糖質分解酵素の活性阻害作用、及び
糖輸送担体での糖吸収の抑制により、食事の糖の吸収を抑える働きによると考えられた。
これらを総合的に判断すると、表示しようとする機能「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
ゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボンが含まれます。本品は日常活動時
のエネルギー代謝において、脂肪を代謝する力を高める機能があります。またギムネマ
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は、食事の糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇
を抑えることが報告されています。さらにギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キ
トサンは、食事の脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑えることが報告
されています。
」の下線部の科学的根拠を、本 SR の結果は支持していると考える。
本 SR における採用文献の介入食品と当該製品の同等性について、以下の通り考察した。
本 SR における介入食品の GIECP は、当該製品に配合される機能性関与成分と、それぞれ
同じ基原生物を用いた原料を使用し、同量配合されていることを確認している。当該製
品は、本 SR における採用文献の介入食品以外に、ペンタメトキシフラボン（原材料名ブ
ラックジンジャーエキス末）を含むが、ペンタメトキシフラボンには、α-アミラーゼ、
α-グルコシダーゼの糖質分解酵素に対する阻害活性がないことを in vitro の試験にて
確認している。また当該製品の目安量から体表面積換算した用量を用いた in vivo の試
験においても、ペンタメトキシフラボンが糖質の吸収抑制作用を示さず、さらにその他
機能性関与成分の機能を阻害しないことを確認している。
当該製品と採用文献の介入食品は錠剤で、その崩壊性に大きな差がないことも確認し
ている。したがって、本 SR の採用文献における GIECP と当該製品の機能性関与成分の同
等性は高く、当該機能における、GIECP と当該製品の血糖値の上昇を抑える機能性関与
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成分の効果も同等であると考える。
本 SR における採用文献の介入食品の、摂取方法及び摂取対象者の当該製品への外挿性
について、以下の通り考察した。
摂取方法については、本 SR における採用文献では、糖質食を摂取する 5 分前に介入食
品を摂取していた。このことから、当該製品の 1 日摂取量を食事の時にまとめて摂取す
ることで、当該機能が発現すると考える。
摂取対象者について、
本 SR における被験者は 30～59 歳と比較的幅広い年齢層であり、
日本で行われた研究であった。また、当該機能の発現に年齢差の報告は見当たらないこ
とから、当該機能は、幅広い年代で発現すると考える。介入食品の摂取後に糖質を主体
とした負荷食品として米飯を被験者に負荷し、食後の血糖値を評価していた。したがっ
て、糖質を必要以上に食事で摂取している方として「糖が多い食事をとりがちな方」を
当該製品が想定する主な対象者とした。
これらのことから、最終製品「大人のカロリミット®」の摂取方法及び摂取対象者にお
いて、外挿性があると考える。
改めて Totality of Evidence の観点から、以上のことを総括すると、ギムネマ酸
9.4mg/日、桑の葉由来イミノシュガー（ファゴミンとして）0.2mg/日、エピガロカテキ
ンガレート 14mg/日、キトサン 100mg/日、インゲン豆由来ファセオラミン 0.29mg/日を
摂取することは安全であり、食事の糖の吸収を抑えて、食後の血糖値の上昇を抑える機
能を有する可能性が示唆された。ただし、今回の採用文献は 1 編のみで対象者人数が限
られていたことから、今後の研究に注視することが必要であると考える。
（5）研究の限界（項目#25:限界）
本研究には、いくつかの限界と問題点がある。まず、対象となった 1 次研究において、
そこで招集された参加者に潜在的なサンプリング・バイアスがある可能性があり、これ
は SR に共通する限界である。また、国内外の複数の研究文献データベースを使用したが、
英語と日本語のみをキーワードとした検索ということもあり、出版バイアスの存在が考
えられる。採用文献は 1 編のみのため、メタ分析を実施できず、定性的なレビューとな
った。
さらに、レビューレベルの限界として、当該製品に配合する GIECP との同等性に注視
し、複数の機能性関与成分を組み合わせた SR のため、採用文献が 1 編に限定された。被
験者は、30 歳未満、高齢者に対する評価を行った論文は見当たらなかったため、採用論
文の被験者年齢に該当しない人では、当該機能を発揮しない可能性がある。
また、対象人数が少人数であったことからも、有効性に関する情報が十分ではなかっ
たと捉え、今後の研究が必要であると考える。
GIECP に関する SR の実施企業の社会的責任・倫理として、今後も、定期的に SR を行
い、正しい情報を国民やアカデミアにつたえる努力を継続していく予定である。
結論（項目#26:結論）
GIECP は、食事の糖の吸収を抑えて、食後の血糖値の上昇を抑える機能を有する可能
性が示唆された。ただし、評価対象とした採用文献は 1 編と非常に限られていたことか
ら、今後の研究を注視することが必要だと考えている。
スポンサー・共同スポンサー及び利益相反に関して申告すべき事項（項目#27:資金源）
評価対象とした一次研究の著者に㈱ファンケルの社員が含まれていたが、研究レビュ
ーは対象文献の著者を除いた社員により当社で公正に実施した。
本 SR は、当社の自己資金によりすべて実施した。
各レビューワーの役割
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社内担当者 A
社内担当者 B
社内担当者 C（社内研究
員、生物学等の査読付き
学術論文の筆頭著者とし
ての執筆経験を持つ。
）
社内担当者 D（データベ
ース検索技術者）

スクリーニング、研究の妥当性・信頼性の評価、本文執筆
スクリーニング、研究の妥当性・信頼性の評価
研究の妥当性・信頼性の評価の判断、総括

検索作業

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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別紙様式（Ⅴ）-５ 【様式例 添付ファイル用】
データベース検索結果
商品名：大人のカロリミット®

タイトル：最終製品 大人のカロリミット®に含有する機能性関与成分「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」による食後の
血糖値の上昇を抑える機能性に関するシステマティック・レビュー（定性的システマティック・レビュー）
リサーチクエスチョン：健常者（疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦、授乳婦は除く））において、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
来ファセオラミンの経口摂取は、食後の血糖値の上昇を抑える機能があるか
日付：2016年6月7日、6月9日
検索者： 社内担当者D
＃

検索式

文献数

#1

"ギムネマ・シルベスタ"/TH or "ギムネマシルベスタ"/AL or "ギムネマ・シルベスタ
"/AL or "Gymnema sylvestre"/AL or "Gymnemic Acid"/TH or "ギムネマ酸"/AL or
"gymnemic acid"/AL

115

#2

クワ属/TH or "桑の葉"/AL or "くわの葉"/AL or "クワの葉"/AL or "桑葉"/AL or "
くわ葉"/AL or "クワ葉"/AL or "Mulberry Leaf"/AL or "Morus alba Leaf "/AL or "
ファゴミン"/AL or "イミノシュガー"/AL

370

#3

茶/TH or 緑茶/AL or グリーンティ/AL or "green tea"/AL or Catechin/TH or カテキ
ン/AL or エピガロカテキンガレード/AL

5,780

#4

Chitosan/TH or キトサン/AL or chitosan/AL or "β ‐1,4-poly-N-glucosamine"/AL or
"β ‐1,4-poly-N-glucosamine"/AL

1,541

#5

インゲンマメ属/TH or インゲン豆/AL or インゲンマメ/AL or いんげんまめ/AL or サ
ンドマメ/AL or ピントビーン/AL or "common bean"/AL or "phaseolus vulgaris"/AL
or "Kidney Bean"/AL or "Phaseolus vulgaris Alpha-Amylase Inhibitor"/TH or ファセ
オラミン/AL or Phaseolamin/AL

124

#6

#1 AND #2 AND #3 AND #4 AND #5

医中誌Web
日付：1977年～2016年6月7日

2

JDreamIII
日付：1975年（※医学情報は1981）～2016年6月7日
L1

"ギムネマシルベスタ"/AL OR "ギムネマ・シルベスタ"/AL OR "ギムネマ酸"/AL OR
"Gymnema sylvestre"/ALE OR "gymnemic acid"/ALE

L2

"桑の葉"/AL OR "くわの葉"/AL OR "クワの葉"/AL OR "桑葉"/AL OR "くわ葉
"/AL OR "クワ葉"/AL OR "Mulberry Leaf"/AL OR "Morus alba Leaf "/AL OR "
ファゴミン"/AL OR "J265.072J"/SN OR "イミノシュガー"/AL

334

2,002

L3

"緑茶"/AL OR "グリーンティ"/AL OR "green tea"/ALE OR "カテキン"/AL OR "カ
テキン"/AL OR "カテキン【フラバン】"/AL OR "カテキン酸"/AL OR "カテクン酸"/AL
OR "カテク酸"/AL OR "カテコール【フラボン】"/AL OR "カテチン"/AL OR "カテルゲ
ン"/AL OR "シアニダノール"/AL OR "シアニドール"/AL OR "スンカトールＮｏ．１
"/AL OR "ティフラン３０Ａ"/AL OR "ティフラン３０Ｅ"/AL OR "デクスシアニダノール
"/AL OR "バイオカテキン"/AL OR "（＋）‐カテキン"/AL OR "（＋）‐カテコール"/AL
OR "（＋）‐カテシン"/AL OR "（＋）‐シアニダノール‐３"/AL OR "（＋）‐３‐シアニダ
ノール"/AL OR "（＋）‐３，３′，４′，５，７‐フラバンペンタオール"/AL OR "Ｄ‐カテ
キン"/AL OR "Ｄ‐カテコール"/AL OR "Ｄ‐（＋）‐カテキン"/AL OR "ＫＢ‐５３"/AL
OR "ＮＳＣ‐２８１９"/AL OR "ｄ‐カテキン"/AL OR "J9.391B"/SN OR
"J134.058A"/SN OR "（－）‐エピガロカテキンガラート"/AL OR "エピガロカテキンガ
ラート"/AL OR "エピガロカテキンガレート"/AL OR "エピガロカテキン３‐ガラート
"/AL OR "エピガロカテキン３‐Ｏ‐ガラート"/AL OR "（－）‐エピガロカテキン‐３‐ガ
ラート"/AL OR "（－）‐エピガロカテキン‐３‐Ｏ‐ガラート"/AL OR "（－）‐エピガロカテ
キンガラート"/AL OR "（－）‐エピガロカテキン３‐ガラート"/AL OR "（－）‐エピガロカ
テキン３‐Ｏ‐ガラート"/AL OR "（－）‐エピガロカテコールガラート"/AL OR "３‐Ｏ‐ガ
ロイルエピガロカテキン"/AL OR "ＥＧＣＧ"/AL OR "ＮＶＰ‐ＸＡＡ７２３"/AL

24,812

L4

"キトサン"/AL OR "ｃｈｉｔｏｓａｎ"/ALE OR J203.725D/SN OR "β ‐1,4-poly-Nglucosamine"/AL OR "beta-1,4-poly-N-glucosamine"/AL

28,000

L5

"インゲン豆"/AL OR "インゲンマメ"/AL OR "いんげんまめ"/AL OR "サンドマメ
"/AL OR "ピントビーン"/AL OR "Ｐｈａｓｅｏｌｕｓ ｖｕｌｇａｒｉｓ"/ALE OR "Kidney
Bean"/ALE OR "common bean"/ALE OR ファセオラミン/AL OR Phaseolamin/ALE

10,925

L6

L1 AND L2 AND L3 AND L4 AND L5

3

PubMed
日付：1946年～2016年6月7日
#1

"Gymnema sylvestre"[Mesh] OR "gymnemic acid" [Supplementary Concept]

111

#2

"Morus"[Mesh] OR iminosuger OR fagomine

756

#3

#5

"Tea"[Mesh] OR "Catechin"[Mesh] OR "Epigallocatechol gallate"
"Chitosan"[Mesh] OR "β ‐1,4-poly-N-glucosamine" OR "beta-1,4-poly-Nglucosamine"
"Phaseolus"[Mesh] OR Phaseolamin

#6

#1 AND #2 AND #3 AND #4 AND #5

#4

13,023
57,506
1,929
0

The Cochrane Library
日付：収録年不明～2016年6月7日
#1

"gymnemic acid" OR "Gymnema sylvestre" /ALL TEXT

19

#2

"Mulberry Leaf"OR "Morus alba Leaf " OR iminosuger OR fagomine /ALL TEXT

17

#3

("green tea" OR "Epigallocatechol gallate" OR "Catechin"/ALL TEXT ) OR
(MeSH descriptor: [Tea] explode all trees)

861

#4

"chitosan" OR "β ‐1,4-poly-N-glucosamine" OR "beta-1,4-poly-Nglucosamine" /ALL TEXT

175

#5

"Phaseolus vulgaris" OR "kidney bean" OR "common bean" OR
"Phaseolamin"/ALL TEXT

49

#6

#1 and #2 and #3 and #4 and #5

2

ＥＭＢＡＳＥ
日付：1947年～ 2016年6月9日
#1

122168-40-5 OR GYMNEMA OR GYMNEMIC ACID

#2

53185-12-9 OR MORUS OR IMINOSUGAR OR FAGOMINE

736
2,195

#3

7295-85-4 OR 154-23-4 OR 18829-70-4 OR 989-51-5
OR TEA OR CATECHIN OR EPIGALLOCATECHIN GALLATE

46,392

#4

9012-76-4 OR CHITOSAN

24,625

#5

56996-83-9 OR PHASEOLUS OR PHASEOLAMIN

6,390

#6

#1 AND #2 AND #3 AND #4 AND #5

0

UMIN-CTR
検索日

2016年6月9日

#1

Search ギムネマ

0

#2

Search ギムネマ酸

0

#3

Search ギムネマシルベスタ

0

#4

Search gymnema

0

#5

Search gymnemic acid

0

#6

Search 緑茶

30

#7

Search カテキン

24

#8

Search グリーンティ

0

#9

Search green tea

35

#10

Search エピガロカテキンガレード

0

#11

Search キトサン

2

#12

Search chitosan

2

#13

Search ベータ‐1,4-poly-N-glucosamine

0

#14

Search β ‐1,4-poly-N-glucosamine

0

#15

Search 桑の葉

3

#16

Search くわの葉

0

#17

Search クワの葉

0

#18

Search 桑葉

4

#19

Search くわ葉・クワ葉

0

#20

Search Mulberry Leaf

4

#21

Search Morus alba Leaf

0

#22

Search イミノシュガー

0

#23

Search ファゴミン

0

#24

Search インゲン豆

0

#25

Search インゲン

0

#26

Search サンドマメ

0

#27

Search ファセオラミン

0

#28

Search common bean

0

#29

Search phaseolus

1

#30

Search Kidney Bean

0

#30

Search Phaseolamin

0

#31

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR
#12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21
OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30

48

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。

別紙様式（Ⅴ）-６ 【様式例 添付ファイル用】
文献検索フローチャート
商品名：大人のカロリミット®
検索結果
医中誌Web （n=2）
JdreamⅢ （n=3）
PubMed （n=0）
The Cochrane Library （n=2）
EMBASE （n=0）
UMIN-CTR（n=48）

データベース検索により
特定された文献（n=55)

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=55）

（n=52）

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=3）

本文を精査した結果、
除外すべき理由があり
除外した文献（n=2）

データの統合に用いた文献数（n=1）

メタアナリシスを行った文献数（n=0）

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。

別紙様式（Ⅴ）-７ 【様式例 添付ファイル用】
採用文献リスト
商品名：大人のカロリミット®

No.

1

著者名

掲載雑誌

清水良樹 (㈱ファ 薬理と治療.
ンケル 総合研究 2015;43(6):827所) ら
835

タイトル

研究デザイン

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
ランダム化二重
トサン，インゲン豆エキス
盲検クロスオー
含有）摂取による食後血
バー試験
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―

PICO又はPECO

P:男女健常者
I: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）の経口摂取
C:プラセボ
O:食後血糖値上
昇抑制に有効

セッティング

チヨダパラメディ
カルケアクリニッ
ク（スクリーニング
検査）、医療法人
財団健康院 健康
院クリニック（摂
取Ⅰ期および摂
取Ⅱ期検査）

対象者特性

介入（食品や機能性関与成分の種類、摂取量、
対照
解析方法（ITT、
介入（摂取）期間等）
（プラセボ、何もしない等） FAS、PPS等）

●介入食品
1 回摂取量4 粒当たり、ギムネマシルベスタ
に含まれるギムネマ酸9.4mg、イミノシュガー
を含む桑の葉エキス200mg、エピガロカテキ
ンガレートを含む緑茶エキス200mg、キトサ
ン100mg、およびファセオラミンを含むインゲ
ン豆エキス4.8mg に賦形剤を含有する錠剤
（1 回4 粒当たり、ギムネマ酸 9.4mg、桑の葉
由来イミノシュガー（ファゴミンとして）0.2mg、
30-59歳の男女 エピガロカテキンガレート14mg、キトサン
20名（男性6名、 100mg、インゲン豆由来ファセオラミン0.29mg
女性14名）、平均 の摂取）
年齢45.7±1.8歳
●負荷食品（糖質食）
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
総炭水化物量は68.3g
※介入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。

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。

●プラセボ食品
介入食品からギムネマ
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。外見上見分け
がつかないように、色調
も介入食品とあわせた。
※プラセボ食品の摂取
は負荷食摂取5分前に
150mLの水とともに摂取
させた。

ITT

主要アウトカム

負荷食品摂取
前から摂取後
の変化量の血
糖値AUC

副次アウトカム

害

査読の
有無

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）

有害事象は認
められず、試験
食品の安全性
に問題はな
かった。

有

別紙様式（Ⅴ）-８ 【様式例 添付ファイル用】
除外文献リスト
商品名：大人のカロリミット®
No.

1

2

著者名

山本光太郎 ら

清水良樹 ら

掲載雑誌

タイトル

薬理と治療.
2016; 44(3): 443-451

複合サプリメント(ブラックジンジャーエキス,
桑の葉エキス,緑茶エキス,キトサン,ギムネマ
酸,インゲン豆エキス配合食品)単回摂取によ 糖吸収抑制の直接的なエビデンスを
るエネルギー消費量,脂肪酸化量への影響 検討していない論文
―無作為化二重盲検プラセボ対照クロス
オーバー試験―

薬理と治療.
2015;43(9):1329-1338

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
糖吸収抑制の直接的なエビデンスを
含有）摂取による食後血中中性脂肪値上昇
検討していない論文
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―

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。

除外理由

別紙様式（Ⅴ）-９ 【様式例 添付ファイル用】
未報告研究リスト
商品名：大人のカロリミット®
該当の未報告研究は確認できなかった。

No.

研究実施者

臨床研究登録データベース
名

タイトル

状態（研究実施中等）

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）-10 【様式例 添付ファイル用】
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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）
各論文の質評価シート（臨床試験）
商品名：大人のカロリミット®

表示しようとする機能性

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
ンゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボンが含まれます。本品は日常活動時のエネルギー代謝に
おいて、脂肪を代謝する力を高める機能があります。またギムネマ酸、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は、食事の糖の吸収を抑え、食
後の血糖値の上昇を抑えることが報告されています。さらにギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キトサ
ンは、食事の脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑えることが報告されています。

対象

健常者（疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦、授乳婦は除く））

介入

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の経口摂取

対照

プラセボまたはコントロールまたは摂取前値との比較

アウトカム

*1：各項目の評価は“高（−2）”，“中/ 疑い（−1）”，“低（0）”の3 段階
*2：非直接性は、直接的でない場合には、(-1）、直接的である場合には、（0）とした。
非直接性のまとめは、-4から-1を非直接性あり、0を非直接性なし、とした。
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。

食後の血糖値
*1

個別研究

研究
コード

①選択バイアス

研究
ランダム
デザイン
化

割り付け
の
隠蔵

バイアス・リスク
④症例減少
②盲検性 ③盲検性
バイアス
バイアス バイアス

参加者

アウトカ
ム
評価者

ＩＴＴ、
FAS、
PPS

非直接性

⑤選択的
⑥その他
アウトカ
の
不完全
ム
バイアス
アウトカ
報告
ムデータ

まとめ
対象

介入

対照

*2

各群の前後の値

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

p値

コメント

平均差

1

RCT

0

0

0

0

0

0

-1

0

低

0

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。

0

0

0

負荷食品摂取前から摂取後の
血糖値AUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし

282.1±9.4

算出不可

算出不可

該当なし

270.1±10.4

算出不可

算出不可

-12.0±6.7

有意傾向
p=0.09

負荷食品摂取前から摂取後の変化量の
血糖値AUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし

88.7±8.8

算出不可

算出不可

該当なし

73.6±8.9

算出不可

算出不可

-15.1±6.9

p=0.04

血糖値（負荷後30分）
平均値±SE(mg/dL)

96.9±1.1

157.5±5.1

98.3±1.5

142.3±3.7

-15.3±3.7

p=0.001

血糖値（負荷後60分）
平均値±SE(mg/dL)

96.9±1.1

153.8±7.1

98.3±1.5

147.6±6.0

-6.3±4.7

有意差なし
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照
p=0.20

血糖値（負荷後90分）
平均値±SE(mg/dL)

96.9±1.1

141.7±6.3

98.3±1.5

138.9±9.0

-2.8±6.3

有意差なし
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照
p=0.67

血糖値（負荷後120分）
平均値±SE(mg/dL)

96.9±1.1

125.5±4.2

98.3±1.5

124.7±6.6

-0.8±4.6

有意差なし
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照
p=0.86

血糖値変化量（負荷後30分）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

60.7±4.9

算出不可

算出不可

該当なし

44.0±3.2

算出不可

算出不可

-16.7±4.2

p=0.001

血糖値変化量（負荷後60分）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

57.6±6.6

算出不可

算出不可

該当なし

49.3±5.3

算出不可

算出不可

-8.3±4.7

低下傾向
p=0.09

血糖値変化量（負荷後90分）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

44.8±6.2

算出不可

算出不可

該当なし

40.7±8.3

算出不可

算出不可

-4.2±6.3

有意差なし
p=0.52

血糖値変化量（負荷後120分）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

28.6±4.0

算出不可

算出不可

該当なし

26.5±5.8

算出不可

算出不可

-2.1±4.2

有意差なし
p=0.63

前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

非直接性
なし

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）
各論文の質評価シート（臨床試験）
商品名：大人のカロリミット®

表示しようとする機能性

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
ンゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボンが含まれます。本品は日常活動時のエネルギー代謝に
おいて、脂肪を代謝する力を高める機能があります。またギムネマ酸、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は、食事の糖の吸収を抑え、食
後の血糖値の上昇を抑えることが報告されています。さらにギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キトサ
ンは、食事の脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑えることが報告されています。

対象

健常者（疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦、授乳婦は除く））

介入

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の経口摂取

対照

プラセボまたはコントロールまたは摂取前値との比較

アウトカム

*1：各項目の評価は“高（−2）”，“中/ 疑い（−1）”，“低（0）”の3 段階
*2：非直接性は、直接的でない場合には、(-1）、直接的である場合には、（0）とした。
非直接性のまとめは、-4から-1を非直接性あり、0を非直接性なし、とした。
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。

食後のインスリン値
*1

個別研究

研究
コード

①選択バイアス

割り付け
研究
ランダム
の
デザイン
化
隠蔵

バイアス・リスク
④症例減少
②盲検性 ③盲検性
バイアス
バイアス バイアス

参加者

アウトカ
ム
評価者

ＩＴＴ、
FAS、
PPS

非直接性*2

⑤選択的
⑥その他
アウトカ
の
不完全
ム
バイアス
アウトカ
報告
ムデータ

まとめ
対象

介入

対照

各群の前後の値

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

p値

コメント

平均差

1

RCT

0

0

0

0

0

0

-1

0

低

0

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。

0

0

0

負荷食品摂取前から摂取後の
インスリン値AUC
平均値±SE（μ U・h/mL）

該当なし

60.95±7.09

算出不可

算出不可

該当なし

55.71±5.51

算出不可

算出不可

-5.23±2.93

低下傾向
p=0.09

負荷食品摂取前から摂取後の変化量の
インスリン値AUC
平均値±SE（μ U・h/mL）

該当なし

53.13±6.41

算出不可

算出不可

該当なし

46.27±4.68

算出不可

算出不可

-6.89±3.09

p=0.04

p=0.01

インスリン値（負荷後30分）
平均値±SE(μ U/mL)

3.91±0.47 33.43±3.81

4.72±0.60 27.58±2.65

-5.84±2.15

インスリン値（負荷後60分）
平均値±SE(μ U/mL)

3.91±0.47 35.59±4.57

4.72±0.60 33.56±3.23

-2.03±3.27

有意差なし
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照
p=0.54

インスリン値（負荷後90分）
平均値±SE(μ U/mL)

3.91±0.47 35.67±4.61

4.72±0.60 34.63±4.56

-1.05±3.14

有意差なし
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照
p=0.74

インスリン値（負荷後120分）
平均値±SE(μ U/mL)

3.91±0.47 30.51±4.83

4.72±0.60 26.60±3.49

-3.91±2.57

有意差なし
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照
p=0.14

前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

非直接性
なし

インスリン値変化量（負荷後30分）
平均値±SE(μ U/mL)

該当なし

29.52±3.49

算出不可

算出不可

該当なし

22.86±2.26

算出不可

算出不可

-6.66±2.25

p=0.008

インスリン値変化量（負荷後60分）
平均値±SE(μ U/mL)

該当なし

31.7±4.3

算出不可

算出不可

該当なし

28.8±2.9

算出不可

算出不可

-2.85±3.26

有意差なし
p=0.39

インスリン値変化量（負荷後90分）
平均値±SE(μ U/mL)

該当なし

31.8±4.3

算出不可

算出不可

該当なし

29.9±4.3

算出不可

算出不可

-1.86±3.22

有意差なし
p=0.57

インスリン値変化量（負荷後120分）
平均値±SE(μ U/mL)

該当なし

26.6±4.6

算出不可

算出不可

該当なし

21.9±3.1

算出不可

算出不可

-4.72±2.60

有意傾向
p=0.09

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）
エビデンス総体の質評価シート
商品名：大人のカロリミット®

表示しようとする機能性

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、インゲン豆由来ファセオラミン、ペ
ンタメトキシフラボンが含まれます。本品は日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を代謝する力を高める機能があります。またギム
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は、食事の糖の吸
収を抑え、食後の血糖値の上昇を抑えることが報告されています。さらにギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キトサンは、食事の脂肪
の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑えることが報告されています。

対象

健常者（疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦、授乳婦は除く））

介入

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の経口摂取

対照

プラセボまたはコントロールまたは摂取前値との比較

＊各項目は“高（−2）”，“中/ 疑い（−1）”，“低（0）”の3 段階

各群の前後の値

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*

その他
上昇要因
* （出版バイ
非一貫性
（観察研究*）
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

コメント

平均差

食後血糖値

食後インスリン値

RCT/1

RCT/1

0

0

0

0

-1

-1

-2

-2

-1

-1

負荷食品摂取前から摂取後の血糖値AUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし

282.1±9.4

算出不可

該当なし

270.1±10.4

算出不可

-12.0±6.7

負荷食品摂取前から摂取後の変化量の血糖値AUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし

88.7±8.8

算出不可

該当なし

73.6±8.9

算出不可

-15.1±6.9

血糖値（負荷後30分）
平均値±SE(mg/dL)

96.9±1.1

157.5±5.1

98.3±1.5

142.3±3.7

-15.3±3.7

前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

血糖値（負荷後60分）
平均値±SE(mg/dL)

96.9±1.1

153.8±7.1

98.3±1.5

147.6±6.0

-6.3±4.7

前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

血糖値（負荷後90分）
平均値±SE(mg/dL)

96.9±1.1

141.7±6.3

98.3±1.5

138.9±9.0

-2.8±6.3

前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

血糖値（負荷後120分）
平均値±SE(mg/dL)

96.9±1.1

125.5±4.2

98.3±1.5

124.7±6.6

-0.8±4.6

前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

血糖値変化量（負荷後30分）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

60.7±4.9

算出不可

該当なし

44.0±3.2

算出不可

-16.7±4.2

血糖値変化量（負荷後60分）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

57.6±6.6

算出不可

該当なし

49.3±5.3

算出不可

-8.3±4.7

血糖値変化量（負荷後90分）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

44.8±6.2

算出不可

該当なし

40.7±8.3

算出不可

-4.2±6.3

血糖値変化量（負荷後120分）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

28.6±4.0

算出不可

該当なし

26.5±5.8

算出不可

-2.1±4.2

負荷食品摂取前から摂取後のインスリン値AUC
平均値±SE（μ U・h/dL）

該当なし

60.95±7.09

算出不可

該当なし

55.71±5.51

算出不可

-5.23±2.93

負荷食品摂取前から摂取後の変化量のインスリン値AUC
平均値±SE（μ U・h/dL）

該当なし

53.13±6.41

算出不可

該当なし

46.27±4.68

算出不可

-6.89±3.09

インスリン値（負荷後30分）
平均値±SE(μ U/mL)

3.91±0.47

33.43±3.81

4.72±0.60

27.58±2.65

-5.84±2.15

前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

インスリン値（負荷後60分）
平均値±SE(μ U/mL)

3.91±0.47

35.59±4.57

4.72±0.60

33.56±3.23

-2.03±3.27

前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

インスリン値（負荷後90分）
平均値±SE(μ U/mL)

3.91±0.47

35.67±4.61

4.72±0.60

34.63±4.56

-1.05±3.14

前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

インスリン値（負荷後120分）
平均値±SE(μ U/mL)

3.91±0.47

30.51±4.83

4.72±0.60

26.60±3.49

-3.91±2.57

前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

インスリン値変化量（負荷後30分）
平均値±SE(μ U/mL)

該当なし

29.52±3.49

算出不可

該当なし

22.86±2.26

算出不可

-6.66±2.25

インスリン値変化量（負荷後60分）
平均値±SE(μ U/mL)

該当なし

31.7±4.3

算出不可

該当なし

28.8±2.9

算出不可

-2.85±3.26

インスリン値変化量（負荷後90分）
平均値±SE(μ U/mL)

該当なし

31.8±4.3

算出不可

該当なし

29.9±4.3

算出不可

-1.86±3.22

インスリン値変化量（負荷後120分）
平均値±SE(μ U/mL)

該当なし

26.6±4.6

算出不可

該当なし

21.9±3.1

算出不可

-4.72±2.60

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。

別紙様式（Ⅴ）-14 【様式例 添付ファイル用】
サマリーシート（定性的研究レビュー）
商品名：大人のカロリミット®

リサーチ
クエスチョン

健常者（疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦、授乳婦は除く））において、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の経口摂取は、食後の血糖値の上昇を抑える機
能があるか

P
健常者（疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦、授乳婦は除く））
I（E）

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の経口摂取

C
プラセボまたはコントロールまたは摂取前値との比較

０１

主要アウトカム：食後の血糖値
副次アウトカム：食後のインスリン値

バイアスリスクの
採用文献の研究デザインはランダム化二重盲検クロスオーバー試験であった。選択
まとめ
的アウトカム報告では、臨床登録されていないため不明であり、評価できなかった。こ
の評価から、採用文献のエビデンス総体としてのバイアスリスクは低と評価した。
非直接性の
まとめ

採用文献は日本で行われ、対象者の年齢は30～59歳であった。使用された介入食品
の機能性関与成分は、当該製品に使用する原材料と同等であることが確認できた。プ
ラセボを対照とし、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0.29mgの摂取による食事の
糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇を抑える機能について評価した文献であっ
た。このことから非直接性はなしとした。

非一貫性その他
採用文献は食事の糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇を抑える機能を評価してい
のまとめ
たが、主要アウトカムと副次アウトカムそれぞれ1編しかなかったことから、それぞれの
非一貫性を高とした。
コメント
各成分を組み合わせた複合製品においては、各成分の相加的または相乗的な機能
発現が期待される。そのため、配合されている成分毎に行う単一成分のシステマ
ティック・レビュー（以下、SRと記す）では適切な機能評価はできない可能性がある。そ
こで、機能性関与成分の組み合わせと配合量の同等性が認められたているものに限
定した臨床試験を対象としてSRを実施した。採用文献から、食後の血糖値の上昇を
抑える機能を有する可能性が示唆されたが、採用文献が1編に限られていたことか
ら、今後さらなる研究の蓄積により妥当性・信頼性が高まることを期待する。

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。

別紙様式（Ⅴ）-16 【様式例 添付ファイル用】
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
商品名：大人のカロリミット®
本システマティック・レビュー（以下SRと記す）では、健常者がギムネマ酸、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（以下、GIECPと記す）を摂
取することで、食後の血糖値の上昇を抑えるかを検証した。その結果、日本人の成人男女でGIECPをそれ
ぞれ1回当たり、ギムネマ酸 9.4mg、桑の葉由来イミノシュガー（ファゴミンとして）0.2mg、エピガロカテキンガ
レート14mg、キトサン100mg、インゲン豆由来ファセオラミン0.29mg摂取後に、糖質を主体とする負荷食品
（糖質食）を摂取した際における、食後の血糖値の上昇を抑える機能が認められた。また、食後インスリン値
の上昇抑制は、食事による血糖値の上昇抑制を反映していると示唆された。食後の血糖値の上昇を抑える
機能は、GIECPの糖質分解酵素の活性阻害作用、及び糖輸送担体での糖吸収の抑制により、食事の糖の
吸収を抑える働きによると考えられる。
これらを総合的に判断すると、表示しようとする機能「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、インゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボ
ンが含まれます。本品は日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を代謝する力を高める機能がありま
す。またギムネマ酸、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は、食事の糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇を抑えることが報告されていま
す。さらにギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キトサンは、食事の脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性
脂肪値の上昇を抑えることが報告されています。」の下線部の科学的根拠を、本SRの結果は支持している
と考える。
本SRにおける採用文献の介入食品と当該製品の同等性について、以下の通り考察した。本SRにおける
介入食品のGIECPは、当該製品に配合される機能性関与成分と、それぞれ同じ基原生物を用いた原料を
使用し、同量配合されていることを確認している。当該製品は、本SRにおける採用文献の介入食品以外
に、ペンタメトキシフラボン（原材料名ブラックジンジャーエキス末）を含むが、ペンタメトキシフラボンには、α
-アミラーゼ、α -グルコシダーゼの糖質分解酵素に対する阻害活性がないことをin vitro の試験にて確認し
ている。また当該製品の目安量から体表面積換算した用量を用いたin vivo の試験においても、ペンタメトキ
シフラボンが糖質の吸収抑制作用を示さず、さらにその他機能性関与成分の機能を阻害しないことを確認
している。
当該製品と採用文献の介入食品は錠剤で、その崩壊性に大きな差がないことも確認している。したがっ
て、本SRの採用文献におけるGIECPと当該製品の機能性関与成分の同等性は高く、当該機能における、
GIECPと当該製品の血糖値の上昇を抑える機能性関与成分の効果も同等であると考える。
本SRにおける採用文献の介入食品の、摂取方法及び摂取対象者の当該製品への外挿性について、以下
の通り考察した。
摂取方法については、本SRにおける採用文献では、糖質食を摂取する5分前に介入食品を摂取してい
た。このことから、当該製品の1日摂取量を食事の時にまとめて摂取することで、当該機能が発現すると考
える。
摂取対象者について、本SRにおける被験者は30～59歳と比較的幅広い年齢層であり、日本で行われた
研究であった。また、当該機能の発現に年齢差の報告は見当たらないことから、当該機能は、幅広い年代
で発現すると考える。介入食品の摂取後に糖質を主体とした負荷食品として米飯を被験者に負荷し、食後
の血糖値を評価していた。したがって、糖質を必要以上に食事で摂取している方として「糖が多い食事をとり
がちな方」を当該製品が想定する主な対象者とした。
これらのことから、最終製品「大人のカロリミット®」の摂取方法及び摂取対象者において、外挿性があると
考える。
改めてTotality of Evidenceの観点から、以上のことを総括すると、ギムネマ酸 9.4mg/日、桑の葉由来イミ
ノシュガー（ファゴミンとして）0.2mg/日、エピガロカテキンガレート14mg/日、キトサン100mg/日、インゲン豆
由来ファセオラミン0.29mg/日を摂取することは安全であり、食事の糖の吸収を抑えて、食後の血糖値の上
昇を抑える機能を有する可能性が示唆された。ただし、今回の採用文献は1編のみで対象者人数が限られ
ていたことから、今後の研究に注視することが必要であると考える。
【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）-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

大人のカロリミット®

機能性関与成分名

ギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キトサン

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
機能性
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、ペンタメトキシフラボン
が含まれます。本品は日常活動時のエネルギー代謝にお
いて、脂肪を代謝する力を高める機能があります。また
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は、食事の糖の吸収を抑え、食後の
血糖値の上昇を抑えることが報告されています。さらに
ギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キトサンは、
食事の脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇
を抑えることが報告されています。
２．科学的根拠
【臨床試験及び研究レビュー共通事項】
☐（主観的な指標によってのみ評価可能な機能性を表示しようとする場合）当
該指標は日本人において妥当性が得られ、かつ、当該分野において学術的に
広くコンセンサスが得られたものである。
☐（最終製品を用いた臨床試験又は研究レビューにおいて、実際に販売しよう
とする製品の試作品を用いて評価を行った場合）両者の間に同一性が失われ
ていないことについて、届出資料において考察されている。
☐最終製品を用いた臨床試験
（研究計画の事前登録）
☐UMIN 臨床試験登録システムに事前登録している注１。
☐（海外で実施する臨床試験の場合であって UMIN 臨床試験登録システムに事
前登録していないとき）WHO の臨床試験登録国際プラットフォームにリン
クされているデータベースへの登録をしている。
（臨床試験の実施方法）
☐「特定保健用食品の表示許可等について」（平成 26 年 10 月 30 日消食表第
259 号）の別添２「特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事項」
に示された試験方法に準拠している。
☐科学的合理性が担保された別の試験方法を用いている。
→☐別紙様式（Ⅴ）-２を添付

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。

（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。
☐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

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。

様式を用いて、全ての検索式を記載している。
☐（研究登録データベースを用いて検索した未報告の研究情報についてそ
の記載が当該論文にない場合、任意の取組として）別紙様式（Ⅴ）-９
その他の適切な様式を用いて記載している。
☐食品表示基準の施行前に査読付き論文として公表されている研究レ
ビュー論文を用いているため、上記の補足説明を省略している。
☐各論文の質評価が記載されている注２。
☐エビデンス総体の質評価が記載されている注２。
☐研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価
が記載されている注２。
表示しようとする機能性の科学的根拠として、査読付き論文として公表され
ていない。
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 大人のカロリミット®に含有する機能性関与成分『ギムネマ酸、エピ
ガロカテキンガレート、キトサン』による食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能性
に関するシステマティック・レビュー（定性的システマティック・レビュー）」
商品名：大人のカロリミット®
機能性関与成分名：ギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キトサン
表示しようとする機能性：「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、インゲン豆由来ファセオラミン、
ペンタメトキシフラボンが含まれます。本品は日常活動時のエネルギー代謝において、
脂肪を代謝する力を高める機能があります。またギムネマ酸、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
オラミンは、食事の糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇を抑えることが報告されてい
ます。さらにギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キトサンは、食事の脂肪の吸収
を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑えることが報告されています。
」
（本資料は下
線部についてのみ記載）
作成日：2016 年 10 月 24 日
届出者名：株式会社ファンケル
抄 録
目的：健常者または血中中性脂肪値がやや高めの者に対するギムネマ酸 9.4mg/日、エ
ピガロカテキンガレート 14mg/日、キトサン 100mg/日の摂取による食後の血中中性脂肪
値の上昇を抑える機能について、ヒト試験論文のシステマティック・レビューを実施し、
検証することを目的とした。
方法：採用する論文の研究デザインは、ランダム化並行群間比較試験、ランダム化クロ
スオーバー試験、準ランダム化比較試験、非ランダム化比較試験とした。文献検索に使
用したデータベースは、医中誌 Web、JDream Ⅲ、PubMed、The Cochrane Library、EMBASE、
UMIN-CTR を用いた。適格基準として、対象は健常者または血中中性脂肪がやや高めの
者とし、ギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キトサンの摂取介入が、プラセボな
どのコントロール、摂取前値との比較により、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機
能を評価していることとした。採用された論文について、バイアス・リスク、非直接性、
不精確、非一貫性及びアウトカムを評価し、総合的に機能性の根拠となるかを検証した。
結果：適格基準に合致したのはランダム化クロスオーバー試験 1 編であった。血中中性
脂肪値については、介入食品摂取時はプラセボ食品摂取時に対して、食後 2 時間値（介
入食品摂取 vs プラセボ食品摂取：213.7±11.6 vs 232.9±11.1、
（平均値 mg/dL±標
準誤差）、p=0.01）（以下、介入食品摂取 vs プラセボ食品摂取で値を記載する）、食後
4 時間値（234.7±16.9 vs 277.3±13.5（平均値 mg/dL±標準誤差）
、p<0.001）
、食後の
血中中性脂肪値の血中濃度曲線下面積（1244.5±75.6 vs 1383.9±63.1 （平均値 mg・
h/dL±標準誤差）
、p=0.001）で有意な低下が見られた。さらに、血中中性脂肪値 150 mg╱dL
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未満の健常者のみにおいても有意な低下が見られた。この結果より、食後の血中中性脂
肪値の上昇を抑える機能を有する可能性が示唆された。採用文献のバイアス・リスクは
中 、非直接性はなし、不精確は中、非一貫性は高の評価となった。また、採用文献に
おいて安全性に問題がないことも確認した。
結論：健常者または血中中性脂肪値がやや高めの者において、ギムネマ酸 9.4mg/日、
エピガロカテキンガレート 14mg/日、キトサン 100mg/日の摂取は安全で、食後の血中中
性脂肪値の上昇を抑える機能を有することが示唆された。血中中性脂肪値が正常な 150
mg╱dL 未満の健常者のみで評価した場合においても、当該機能を発揮する可能性が示唆
された。ただし、採用文献は対象人数が少数の 1 編に限定されたことから、有効性に関
する情報が十分ではなかったと捉え、今後の研究に注視することが必要であると考える。
はじめに （項目#3: 論拠 、項目#4: 目的）
国民健康・栄養調査では、高トリグリセリド血症と診断される血中中性脂肪値が 150
mg/dL 以上の割合が男性で 38.4 %、女性で 24.8 %であった（参考文献リスト No.1（平
成 26 年国民健康・栄養調査報告書））。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（参考文献リスト
No.2（Iso H ら、2001）
、No.3(Satoh H ら、2006)）
。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（参考文献リスト No.4（動脈
硬化性疾患予防ガイドライン、2012）
。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、食後高中性脂肪血症が近年注目されており、食後血中中性脂肪値の上昇
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（参考文献リスト
No.2（Iso H ら、2001）
、No.5 （Nordestgaard BG ら、2007)、No.6（Patsch JR ら、1992)、
No.7（Harchaoui KE ら、2009）、No.8（Bansal S ら、2007）
、No.9（Karpe F ら、1996）
）。
2015 年の日本人の食事摂取基準では、脂質の総エネルギーに占める割合（脂肪エネル
ギー比率）の目標量は、成人男女において 20～30%とされている（参考文献リスト No.10
（厚生労働省、日本人の食事摂取基準（2015 年版））
）。しかし、国民健康・栄養調査で
は、20～69 歳の者で、脂肪エネルギー比率が 30%以上であった者の割合は、年々増加し
ている。その割合は平成 26 年の調査で、男性 27.9%、女性 38.1%となり、目標量より多
い脂肪を摂取している者は、約 3 割にのぼる結果となった（参考文献リスト No.1（厚
生労働省、平成 26 年国民健康・栄養調査、調査報告書））
。このような状況を受けて、
食事からの脂肪摂取量を減らすために低脂肪食品や油脂を極力使用しない調理法が開
発されている。また、食事の脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑え
る食品または、食品成分の研究もおこなわれている。これまでに、グロビンタンパク分
解物（参考文献リスト No.11（亀井優徳ら、2001）
、No.12（稲垣宏之ら、2002））
、難消
化性デキストリン（参考文献リスト No.13（廣中貴宏ら、2008）
、No.14（小林多美恵ら、
2013）
、No.15（鈴木深保子ら、2010）
、No.16（田中高生ら、2011）
、No.17（金平努ら、
2014））
、ウーロン茶ポリフェノール（参考文献リスト No.18（原祐司ら、2004）
）、マン
ノオリゴ糖（参考文献リスト No.19（熊王俊男ら、2005）
）
、リンゴポリフェノール（参
考文献リスト No.20（赤染陽子ら、2007）
）、紅茶ポリフェノール（参考文献リスト No.21
（有馬昌広ら、2009）
）
、茶カテキン（参考文献リスト No.22（Unno T ら、2005）
、No.23
（海野知紀ら、2005）
）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、現在このような食品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、食事の脂肪の吸収を抑えて、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されている（参考文献リスト
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No.24（林浩孝ら、2008）
）
。このような食品成分の摂取を通じた健康意識の向上が、体
重コントロール、生活習慣病予防など、健康な生活の維持に役立つと期待される。
前述した食品成分以外にも、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。キトサンは、かにやえびなどの甲殻に含まれるキチンを脱アセチル化して
得られるもので、ヒトの消化酵素では分解されない食物繊維である。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、血中コレステ
ロール濃度を低下させる作用があり、コレステロールが気になる方への旨を表示した特
定保健用食品が複数上市されている（参考文献リスト No.25（林浩孝ら、2008）
）。また、
キトサンは、膵リパーゼの阻害作用が報告されており（参考文献リスト No.26（Tsujita
T ら、2007））
、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）は、
インド、インドネシアなどに広く分布するガガイモ科の植物である。ギムネマシルベス
タ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（参考文献リスト
No.27（Sanematsu ら、2014））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（参考文献リスト No.28（Wang LF ら、1998）
）
。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（参考文献
リスト No.29（Reddy RM ら、2012）
）
。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って、食後血中中
性脂肪の上昇抑制作用が期待される。ツバキ科植物の緑茶には、ポリフェノールの一種
であるカテキン類が多く含まれる。中でも代表的なエピガロカテキンガレートは、脂質
代謝への影響に関して、リパーゼ阻害作用を有することが報告されている（参考文献リ
スト No.36（Grove KA ら、2012）
）
。加えて、緑茶の脂質プロファイルに関するメタアナ
リシスや、キトサンの体重減少に関するレビューなど、脂肪食の摂取と関連のあるアウ
トカムについて、単一成分のシステマティック・レビュー（以下、SR と記す）で有効
性が示されている（参考文献リスト No.30（Zheng XX ら、2011）
、No.31（Ni Mhurchu C
ら、2005）
）
。その一方で、キトサンとギムネマ酸の組み合わせによる食後血中中性脂肪
値の上昇抑制作用も報告されており（参考文献リスト No.32（松岡小百合ら、2015）
）、
複数成分の組み合わせによって、食後血中中性脂肪上昇抑制作用を増強できることが示
唆されている。このように複数の成分を組み合わせた製品においては、各成分の相加的
または相乗的な機能発現が期待される。そのため、配合されている成分毎に行う単一成
分の SR では、適切な機能評価をできない可能性がある。複数の食品成分を組み合わせ
た SR も報告されているが（参考文献リスト No.33（Millán J ら、2016）
）
、その組み合
わせは限られている。
そこで、本 SR は、健常者または血中中性脂肪値がやや高めの者に対する最終製品「大
人のカロリミット®」に含有する機能性関与成分「ギムネマ酸、エピガロカテキンガレ
ート、キトサン（以下、GEC と記す）
」の摂取が、プラセボ群または他のコントロール
群と比較した場合や、単独での前後比において、食事の脂肪の吸収を抑えて、食後の血
中中性脂肪値の上昇を抑える機能を有するかどうかを SR により明らかにすることを
目的とした。
方法
（1）最終製品について
別紙様式（Ⅵ）-2 食品に関する表示の内容に詳細は記載したが、主たる機能性関与
成分は以下の通りである。
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成分
機能性関与成分

ギムネマ酸
エピガロカテキンガレート
キトサン

1 日 4 粒当たり
9.4
14
100

単位
mg
mg
mg

（2）研究の適格基準（項目#6:適格基準）
1）適格基準及び PICOS
リサーチクエスチョンを「健常者（疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦、
授乳婦は除く）
）または血中中性脂肪値がやや高めの者において、ギムネマ酸、エピガ
ロカテキンガレート、キトサンの経口摂取は、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える
機能があるか」とし、適格基準となる PICOS の設定は以下の通りとした。
P－Participant：参加者
対象は、健常者（疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦、授乳婦は除く））ま
たは血中中性脂肪値がやや高めの者※とした。
※ 血中中性脂肪値 やや高め 150mg/dL～199mg/dL
I－Intervention：介入（食品）特性
介入条件は、ギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キトサンの経口摂取※とし、
介入期間は無制限とした。
※ ただし、当該製品には上記に加え、桑の葉由来イミノシュガー（ファゴミンと
して）
、インゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボン（原材料名
ブラックジンジャーエキス末）を含む。したがって、これらと同等性が認めら
れ、機能性関与成分と一緒に介入をしている研究も、本 SR の評価対象とした。
C－Comparison：対照
プラセボ、またはコントロール、または摂取前の値との比較とした。
O－Outcome：評価項目
主要アウトカム：食後の血中中性脂肪値
時点ごとの食後の測定値と食前からのその変化量、食前から食後の血中濃度
曲線下面積（Area under the curve；AUC）、変化量の AUC 等
副次アウトカム：
食後の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）値
時点ごとの食後の測定値と食前からのその変化量、食前から食後の血中濃度
曲線下面積（Area under the curve；AUC）、変化量の AUC 等
S－Study design：研究デザイン
採用する論文の研究デザインは、ランダム化並行群間比較試験、ランダム化クロス
オーバー試験、準ランダム化比較試験、非ランダム化比較試験とした。ただし、詳細
な照合作業が不可能となる会議録（学会抄録など）や未発表資料は除外し、原著論文
あるいは研究内容を十分に反映した研究報告を採用した。
2）言語
日本語及び英語で記載された論文を採用した。
（3）対象研究の検索方法（項目#7:情報源）
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1）データベース・臨床試験登録
研究論文のデータベースとして、医中誌 Web、JDream Ⅲ、PubMed、The Cochrane
Library、EMBASE を用いて、網羅的に収集した。期間は、各データベースともに、開
設あるいは搭載されている最初の時点から検索日時までに公表された研究を対象と
した。
臨床試験登録の登録データベースは、UMIN-CTR（University hospital Medical
Information Network Clinical Trials Registry ）、を用いて収集した。
使用したデータベースと検索対象期間は以下の通りである。
【データベースにおける検索対象期間】
医中誌 Web：1977 年～2016 年 6 月 7 日
JDream Ⅲ：1975 年（※医学情報は 1981 年）～2016 年 6 月 7 日
PubMed ：1946 年～2016 年 6 月 7 日
The Cochrane Library：収録年不明～2016 年 6 月 7 日
EMBASE ：1947 年～ 2016 年 6 月 9 日
UMIN－CTR：検索日 2016 年 6 月 9 日
2）検索の具体的方法（項目#8:検索）
別紙様式（Ⅴ）-5 データベース検索結果に、文献検索に使用したデータベースの
検索対象期間、検索式についてまとめた。すべての検索作業は、データベース検索技
術者認定 2 級の資格を有し、化学・食品化学・臨床栄養学のデータベースを中心とし
た検索業務を 20 年間実施してきた社内担当者 D が実施した。
a) 医中誌 Web
"ギムネマ・シルベスタ"/TH or "ギムネマシルベスタ"/AL or "ギムネマ・
#1
シルベスタ"/AL or "Gymnema sylvestre"/AL or "Gymnemic Acid"/TH or "
ギムネマ酸"/AL or "gymnemic acid"/AL
茶/TH or 緑茶/AL or グリーンティ/AL or "green tea"/AL or Catechin/TH
#2
or カテキン/AL or エピガロカテキンガレード/AL
Chitosan/TH or キトサン/AL or chitosan/AL or "β‐
#3
1,4-poly-N-glucosamine"/AL or "β‐1,4-poly-N-glucosamine"/AL
#4
#1 AND #2 AND #3
b) JDream Ⅲ
"ギムネマシルベスタ"/AL OR "ギムネマ・シルベスタ"/AL OR "ギムネマ酸
L1
"/AL OR "Gymnema sylvestre"/ALE OR "gymnemic acid"/ALE
"緑茶"/AL OR "グリーンティ"/AL OR "green tea"/ALE OR "カテキン"/AL OR
"カテキン"/AL OR "カテキン【フラバン】"/AL OR "カテキン酸"/AL OR "
カテクン酸"/AL OR "カテク酸"/AL OR "カテコール【フラボン】"/AL OR "
カテチン"/AL OR "カテルゲン"/AL OR "シアニダノール"/AL OR "シアニド
ール"/AL OR "スンカトールＮｏ．１"/AL OR "ティフラン３０Ａ"/AL OR "
ティフラン３０Ｅ"/AL OR "デクスシアニダノール"/AL OR "バイオカテキン
L2
"/AL OR "（＋）‐カテキン"/AL OR "（＋）‐カテコール"/AL OR "（＋）
‐カテシン"/AL OR "（＋）‐シアニダノール‐３"/AL OR "（＋）‐３‐シ
アニダノール"/AL OR "（＋）‐３，３′，４′，５，７‐フラバンペンタ
オール"/AL OR "Ｄ‐カテキン"/AL OR "Ｄ‐カテコール"/AL OR "Ｄ‐（＋）
‐カテキン"/AL OR "ＫＢ‐５３"/AL OR "ＮＳＣ‐２８１９"/AL OR "ｄ‐
カテキン"/AL OR "J9.391B"/SN OR "J134.058A"/SN OR "（－）‐エピガロ
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L3
L4

カテキンガラート"/AL OR "エピガロカテキンガラート"/AL OR "エピガロカ
テキンガレート"/AL OR "エピガロカテキン３‐ガラート"/AL OR "エピガロ
カテキン３‐Ｏ‐ガラート"/AL OR "（－）‐エピガロカテキン‐３‐ガラ
ート"/AL OR "（－）‐エピガロカテキン‐３‐Ｏ‐ガラート"/AL OR "（－）
‐エピガロカテキンガラート"/AL OR "（－）‐エピガロカテキン３‐ガラ
ート"/AL OR "（－）‐エピガロカテキン３‐Ｏ‐ガラート"/AL OR "（－）
‐エピガロカテコールガラート"/AL OR "３‐Ｏ‐ガロイルエピガロカテキ
ン"/AL OR "ＥＧＣＧ"/AL OR "ＮＶＰ‐ＸＡＡ７２３"/AL
"キトサン"/AL OR "ｃｈｉｔｏｓａｎ"/ALE OR J203.725D/SN OR "β‐
1,4-poly-N-glucosamine"/AL OR "beta-1,4-poly-N-glucosamine"/AL
L1 AND L2 AND L3

c） PubMed
#1
"Gymnema sylvestre"[Mesh] OR "gymnemic acid" [Supplementary Concept]
#2
#3
#4

"Tea"[Mesh] OR "Catechin"[Mesh] OR "Epigallocatechol gallate"
"Chitosan"[Mesh] OR "β‐1,4-poly-N-glucosamine" OR
"beta-1,4-poly-N-glucosamine"
#1 AND #2 AND #3

d） The Cochrane Library
#1
"gymnemic acid" OR "Gymnema sylvestre" /ALL TEXT
("green tea" OR "Epigallocatechol gallate" OR "Catechin"/ALL TEXT )
#2
OR (MeSH descriptor: [Tea] explode all trees)
"chitosan"
OR
"
β
‐
1,4-poly-N-glucosamine"
OR
#3
"beta-1,4-poly-N-glucosamine" /ALL TEXT
#4
#1 and #2 and #3
e） EMBASE
#1
122168-40-5 OR GYMNEMA OR GYMNEMIC ACID
7295-85-4 OR 154-23-4 OR 18829-70-4 OR 989-51-5 OR TEA OR CATECHIN OR
#2
EPIGALLOCATECHIN GALLATE
#3
9012-76-4 OR CHITOSAN
#4

#1 AND #2 AND #3

f） UMIN-CTR
#1
Search ギムネマ
#2

Search ギムネマ酸

#3

Search ギムネマシルベスタ

#4

Search

gymnema

#5

Search

gymnemic acid

#6

Search 緑茶

#7

Search カテキン

#8

Search グリーンティ
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#9

Search

#10

Search エピガロカテキンガレード

#11

Search キトサン

#12

Search

#13

Search ベータ‐1,4-poly-N-glucosamine

#14

Search β‐1,4-poly-N-glucosamine
#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12
OR #13 OR #14

#15

green tea

chitosan

3）ハンドサーチとその他の検索
複数のデータベースによる検索結果を重視したため、ハンドサーチは実施しなかっ
た。
（4）レビュー方法（項目#9:研究の選択、項目#10:データの収集プロセス）
1）研究選択の方法
適格基準に基づき、社内担当者 A 及び B が論文のスクリーニングを独立して実施し
た。必要に応じて著者に確認をすることとした。結果について 2 人で照合し、一致し
ていない論文については協議の上で決定した。それでも、不一致である場合には、社
内担当者 C に判断を委ねた。
2）1 次スクリーニング
重複した論文を除き、書誌情報、アブストラクトを用いた 1 次スクリーニングでは、
動物実験や in vitro 試験、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能の評価に関係
ない目的で実施された臨床試験などの論文を除外した。なお、書誌情報、アブストラ
クトに記載された情報では適格性（
（2）研究の適格基準（項目#6:適格基準）
）が判断
できない場合は、本文情報を確認することとした。
3）2 次スクリーニング
書誌情報、アブストラクトでは判断できない論文について、本文情報を用いてスク
リーニングを行い、除外理由を別紙様式（Ⅴ）-8 除外文献リストに記載した。バイ
アス・リスクが中程度よりも低い論文を採用することとした。（後述の 5)研究の妥当
性・信頼性の評価（項目#12:個別研究のバイアス・リスク）参照）
4）研究の要約・データの抽出
別紙様式（Ⅴ）-7 採用文献リストに、採用した研究をまとめた。さらに、別紙様
式（Ⅴ）-11 各論文の質評価シートにアウトカムごとにデータの抽出を行った。
作業は、社内担当者 A 及び B が独立して実施し、不一致がある場合には協議して決
定した。さらに、社内担当者 C が確認した。
5）研究の妥当性・信頼性の評価（項目#12:個別研究のバイアス・リスク）
採用文献について、Minds 診療ガイドライン作成の手引き（参考文献リスト No.34
（Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2014）
）を参考に以下のように評価を行った。
a）バイアス・リスクの評価
1 次スクリーニング及び 2 次スクリーニングにより対象論文について、以下の 8
つの項目において研究の質を評価した。評価方法としては、深刻なバイアスがある
場合には（-2）
、バイアスがある場合、または不明な場合には（-1）、バイアスがな
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い場合には（0）の 3 段階に分けて評価した。
・選択バイアス 1：ランダム化の方法によるリスク
・選択バイアス 2：割り付けの隠蔵の方法によるリスク
・盲検性バイアス 1：参加者に対する盲検性の維持方法によるリスク
・盲検性バイアス 2：アウトカム評価者に対する盲検性の維持方法によるリスク
・症例減少バイアス 1：ITT、FAS、PPS などの解析方針によるリスク
・症例減少バイアス 2：不完全アウトカムデータによるリスク
・選択的アウトカム報告: 有効データの検索リスク
・その他のバイアス
また、各論文のバイアス・リスクのまとめは、評価したポイントの合計を用いて、
-3 ポイント以上を「バイアス・リスク低」、-4～-6 ポイントを「バイアス・リスク
中」
、-7 ポイント以下を「バイアス・リスク高」とした。
「バイアス・リスク高」の
研究については、信頼性の低いデータである可能性が高いことより、本 SR の対象
としないこととした。エビデンス総体におけるバイアス・リスクの評価は、バイア
ス・リスクが高いものが 1 編でもあれば、その評価に合わせた。
個々の論文ごとに別紙様式（Ⅴ）-11 各論文の質評価シートに整理し、次にア
ウトカムごとに、別紙様式（Ⅴ）-13 エビデンス総体の質評価シートに反映した。
いずれも、社内担当者 A 及び B の 2 名が独立して行い、不一致がある場合には協
議の上で決定した。
b）非直接性の評価
非直接性は、適格基準の参加者(P)、介入特性(I)、対照(C)、及び評価項目(O)に
ついて採用文献との差異を評価した。非直接性は、深刻な非直接性がある場合には
(-2)、非直接性がある場合には（-1）、非直接性がない場合には（0）とした。非直
接性のまとめは、-1 以下を非直接性あり、0 を非直接性なし、とした。
社内担当者 A 及び B の 2 名が独立して行い、不一致がある場合には協議の上で決
定した。
c）不精確の評価
不精確は、サンプルサイズやイベント数が小さい等により、効果推定値の信頼区
間の幅が広いことを示す。しかし、メタ分析を伴わない定性的な SR としては、明確
な評価指標がない。そのため、個々の研究の予定症例数が達成されたかどうかで、
最適情報量を満たしているか推測して判断した。ほぼすべての研究で予定症例数が
達成されていれば「不精確：低」
（0）
、半数程度の研究で予定症例数が達成されてい
れば「不精確：中」
（-1）
、ほぼすべての研究で予定症例数が達成されていなければ
「不精確：高」
（-2）とする。ただし、予定症例数や、例数設定根拠が不明確な研究
を含む場合、有意差が検出できているなど症例数が十分であると判断されれば、最
適情報量を満たしているとみなす。
これらの評価は、社内担当者 A 及び B が独立して行い、不一致がある場合には協
議の上で決定した。
d）非一貫性の評価
非一貫性は、各研究間における結果のバラつきを示すもので、メタ分析において
は、効果推定値に基づき、異質性の検定や I2 で求めるものである。しかし、メタ分
析を伴わない定性的な SR としては、個々の研究の効果の程度を有意差の有無より
「効果あり」または「効果なし」の二値的基準で判断した。
「効果あり」または「効
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果なし」の研究が多数を占め、ほぼ一貫している場合は「非一貫性：低」
（0）、
「効
果あり」または「効果なし」のどちらか一方の研究が他方に優れる場合は「非一貫
性：中」（-1）、
「効果あり」と「効果なし」の研究がほぼ同数であれば非一貫性は
「非一貫性：高」
（-2）とする。
もし、報告数が 1 編のみの場合には、「非一貫性：高」（-2）と予め設定した。
社内担当者 A 及び B の 2 名が独立して行い、不一致がある場合には協議の上で決
定した。
6）研究の要約・データの抽出（項目#11:データ項目）
別紙様式（Ⅴ）-7 採用文献リストに採用した研究をまとめた。さらに、別紙様式
（Ⅴ）-11 各論文の質評価シートにアウトカムごとにデータの抽出を行った。別紙様
式（Ⅴ）-13 エビデンス総体の質評価シートに全体の質評価を行い、別紙様式（Ⅴ）
－14 サマリーシートに SR のまとめを記載した。作業は社内担当者 A 及び B が行い、
社内担当者 C が確認した。
7）要約尺度（項目#13:要約尺度）
主要アウトカム：食後の血中中性脂肪値
時点ごとの食後の測定値と食前からのその変化量、食前から食後の血中濃
度曲線下面積（Area under the curve；AUC）、変化量の AUC 等
副次アウトカム：
食後の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）値
時点ごとの食後の測定値と食前からのその変化量、食前から食後の血中濃
度曲線下面積（Area under the curve；AUC）、変化量の AUC 等
上記のアウトカムの各群の前後の値・平均値差・p 値、介入群と対照群の平均値差・
p 値を評価し、別紙様式（Ⅴ）-11 各論文の質評価シート、別紙様式（Ⅴ）-13 エ
ビデンス総体の質評価シートに記載した。
8）結果の統合・メタ分析（項目#14:結果の統合、項目#16:追加的解析）
定性的な SR の場合は、結果の統合はせず、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）-13 エビデンス
総体の質評価シートに記載した。
採用された研究が 2 つ以上で、異質性（heterogeneity）がない場合にのみ、社内担
当者 A 及び B がフリーソフト RevMan5 を用いて実施する。フォレストプロットととも
に異質性の検定も実施する。統合における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。また、メタ分析を実施した際は追加的解析を検討することとし
た。
9）層別解析（項目#16:追加的解析）
採用論文に血中中性脂肪値がやや高めの被験者を含む場合には、疾病に罹患してい
ない者のデータにおける有効性についても評価することとした。
10）研究プロトコール登録（項目#5:プロトコールと登録）
本研究プロトコール（上述）は 2016 年 6 月 6 日に決定し、そのとおりに研究を実施
した。研究プロトコールの事前登録は実施しなかった。
11）全研究のバイアス・リスク（項目#15: 全研究のバイアス・リスク)
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臨床試験登録の検索（UMIN-CTR）を行った。また、論文の未報告データについて、
可能な限り著者に連絡を取り入手した。大学の博士学位論文や政府関係機関の資料等、
グレー論文の検索等は実施しなかった。また、潜在的な出版バイアスについて検討し
た。
倫理面への配慮
公表された文献についての 2 次研究であるため、倫理面の配慮は特に行わなかった。
結果
（1）対象となった研究（項目#17:研究の選択）
採用文献の抽出までの流れを別紙様式（Ⅴ）-6 文献検索フローチャートに示した。
研究論文データベースにより検索された論文は、58 編であった。1 次スクリーニングに
て 3 編に絞り込まれ、さらに 2 次スクリーニングを実施し、前述の条件に合致する論文
を選択した結果、採用文献は 1 編となった。採択した研究は、別紙様式（Ⅴ）-7 採用
文献リストにまとめた。なお、2 次スクリーニングにて除外した研究については、その
理由とともに、別紙様式（Ⅴ）-8 除外文献リストにまとめた。論文中の未記載データ
について、著者に問い合わせを行い、入手可能なデータを含めて SR を実施した。
（2）研究の特徴と有効性（項目#18:研究の特性、項目#20:個別研究の結果）
別紙様式（Ⅴ）-7 採用文献リストに研究内容の詳細を示した。採用文献（採用文献
リスト No.1（清水良樹ら、2015）
）の研究デザインは、エビデンス・グレーディングの
高いランダム化二重盲検クロスオーバー試験で、日本人成人を対象としていた。また、
機能性関与成分の有効性を別紙様式（Ⅴ）-11 各論文の質評価シートに示した。
採用文献は、満 20 歳以上 65 歳未満（平均年齢 50.3 歳）の成人男女（空腹時血中中性
脂肪値 102mg╱dL～191mg╱dL）36 名を対象に複合サプリメント（介入食品）を単回摂取し
た際の、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能を評価していた。介入食品は、 1 回
4 粒当たり、ギムネマシルベスタエキスに含まれるギムネマ酸 9.4mg、エピガロカテキ
ンガレートを含む緑茶エキス 200mg、キトサン 100mg に、イミノシュガーを含む桑の葉
エキス 200mg、ファセオラミンを含むインゲン豆エキス 4.8mg、及び賦形剤などを含有す
る錠剤※であった。プラセボ食品は、介入食品からギムネマ酸、桑の葉エキス、緑茶エ
キス、キトサン、及びインゲン豆エキスを除いた物で、外見上見分けがつかないように、
色調も介入食品とあわせていた。試験食品（介入食品またはプラセボ食品）の摂取は、
負荷食品（脂肪食）摂取 15 分前に 150 mL の水とともに摂取させた。脂肪食は、コーン
ポタージュにバターとラードを添加したコーンクリームスープを使用し、総脂質量は
40.0g であった。
※ この介入食品に含まれる GEC について、1 回 4 粒当たり、緑茶エキス中にエピガロ
カテキンガレート 14mg が含まれることを確認している。また、GEC 以外に桑の葉エ
キスとインゲン豆エキスを含み、それらには、1 回 4 粒当たり、桑の葉由来イミノシ
ュガー（ファゴミンとして）0.2mg、インゲン豆エキス由来ファセオラミン 0.29mg
を含んでいた。これらは当該製品にも同量含まれていることを確認している。
・主要アウトカムによる評価：食後の血中中性脂肪値
採用文献の結果は、試験食品を摂取した 15 分後に脂肪食を摂取した際の摂取前（食前）
から摂取後（食後）6 時間までの血中中性脂肪値とその変化量、血中中性脂肪値 AUC と
変化量の AUC を評価していた。
血中中性脂肪値の測定値は、介入食品及びプラセボ食品摂取時ともに脂肪食負荷後に
上昇し、介入食品摂取時は食後 3 時間、プラセボ食品摂取時は食後 4 時間で頂値に達し
た。介入食品摂取時は、すべての時点でプラセボ食品摂取時より低値であり、食後 2 時
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間（介入食品摂取 vs プラセボ食品摂取：213.7±11.6 vs 232.9±11.1（平均値 mg/dL
±標準誤差）
、p=0.01）
（以下、介入食品摂取 vs プラセボ食品摂取で値を記載する）、食
後 4 時間（234.7±16.9 vs 277.3±13.5（平均値 mg/dL±標準誤差）
、p<0.001）につい
ては、有意に低値であった。その変化量についても、プラセボ食品摂取時と比較して、
介入食品摂取時にすべての時点で低値であり、食後 2 時間(76.9±5.7 vs 91.1±6.8 mg/dL
（平均値 mg/dL±標準誤差）、p<0.001)、食後 4 時間(97.9±11.2 vs 135.5±11.0 （平
均値 mg/dL±標準誤差）
、p< 0.001)については、有意に低値であった。
血中中性脂肪値 AUC は、介入食品摂取時に、プラセボ食品摂取時より有意に低値であ
った（1244.5±75.6 vs 1383.9±63.1（平均値 mg・h/dL±標準誤差）
、p=0.001）
。変化
量の AUC においても、介入食品摂取時に、プラセボ食品摂取時より有意に低値であり
（423.9±35.0 vs 533.3±32.2（平均値 mg・h/dL±標準誤差）、p<0.001）
、クロスオー
バー解析における介入食品の効果は有意であった。
・副次アウトカムによる評価：食後の RLP コレステロール値
採用文献の結果は、試験食品を摂取した 15 分後に脂肪食を摂取した際の摂取前（食前）
から摂取後（食後）6 時間までの RLP コレステロール値とその変化量、RLP コレステロー
ル値 AUC と変化量の AUC を評価していた。
RLP コレステロールの測定値は、介入食品及びプラセボ食品摂取時ともに脂肪食負荷
後に上昇し、食後 4 時間で頂値に達したが、すべての時点で介入食品摂取時が低値であ
り、食後 2 時間（介入食品摂取 vs プラセボ食品摂取：9.24±0.61 vs 10.21±0.58 （平
均値 mg/dL±標準誤差）
、p= 0.02) （以下、介入食品摂取 vs プラセボ食品摂取で値を
記載する）
、食後 4 時間(10.34±0.83 vs 12.37±0.64（平均値 mg/dL±標準誤差）
、
p<0.001)で、有意に低値であった。また、その変化量については、食後 2 時間( 3.91±
0.31 vs 4.87±0.37 （平均値 mg/dL±標準誤差）
、p=0.005)、食後 3 時間(4.97±0.49 vs
6.73±0.60（平均値 mg/dL±標準誤差）
、p= 0.007)、食後 4 時間(5.01±0.59 mg/dL vs 7.03
±0.47（平均値 mg/dL±標準誤差）
、p<0.001)で、有意に低値であった。
RLP コレステロール値 AUC は、介入食品摂取時に、プラセボ食品摂取時よりも有意に
低値であった（54.00±3.74 vs 61.02±3.30（平均値 mg・h/dL±標準誤差）、p=0.002）
。
変化量の AUC についても、介入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
であった(22.02±1.89 vs 28.99±1.78（平均値 mg・h/dL±標準誤差）、p<0.001)。
（3）安全性・有害事象
採用文献では、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
れたと報告されていた。
（4）ドロップアウト
採用文献では、ドロップアウトに関して、組み入れ被験者 40 名のうち、1 名が試験継
続困難により脱落した。さらに試験完了した被験者のうち、食後血中中性脂肪値の推移
が異常と判断された 3 名を、事前に設定していた解析対象除外基準に該当したため、有
効性解析対象から除外し、計 36 名を解析対象としたと報告されていた。
（5）研究の妥当性・信頼性の評価（項目#19:研究内のバイアス・リスク、項目#22:全研
究のバイアス・リスク）
）
別紙様式（Ⅴ）-11 各論文の質評価シートに各研究の質評価結果を示した。次に、エ
ビデンス総体としてアウトカムごとに別紙様式（Ⅴ）-13 エビデンス総体の質評価シー
トにまとめ、定性的 SR のまとめを別紙様式（Ⅴ）-14 サマリーシートに記述した。
1）バイアス・リスクの評価
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バイアス・リスク 8 項目の評価を独立した 2 名で行い、不一致がある場合には相談
の上で決定した。全体のバイアス・リスクのまとめは、評価したポイントの合計を用
いて判断した。
採用文献の研究デザインはランダム化二重盲検クロスオーバー試験であった。その
バイアス・リスクについて、リスクありもしくは不明（-1 もしくは-2）と評価した項
目を記載する。選択的アウトカム報告では、臨床試験登録がされていないため不明で
あり、
（-1）と評価した。症例減少バイアスでは、PPS 解析であるが、脱落理由が明記
され群間差も認められなかったことから（-1）と評価した。また、その脱落率が 10%
以上であったことから不完全アウトカムデータについて（-2）と評価した。その他の
バイアスとして、空腹時血中中性脂肪値がやや高めな 150mg/dL～199mg/dL の被験者を
含むため、
（-1）と評価した。採用文献は 1 編であり、これらの評価から、エビデンス
総体としてのバイアス・リスクは、中（-1）と評価した。
2）非直接性の評価
採用文献の試験は日本で行われ、対象者の年齢は満 20 歳以上 65 歳未満であった。
使用された介入食品の機能性関与成分は、最終製品「大人のカロリミット®」に使用す
る原材料と同等であることが確認できた。プラセボを対照とし、GEC の摂取による食
後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能について評価した文献であった。このことか
ら非直接性はなし（0）とした。
3）不精確の評価
主要アウトカムと副次アウトカムそれぞれの採用文献は、被験者数の少ない研究 1
編のみであり、組み入れ被験者に対して 10%減少していた。このことから、最適情報
量を満たしているとは判断できず、不精確は中（-1）とした。
4）非一貫性の評価
採用文献は食事の脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能を
評価していたが、主要アウトカムと副次アウトカムそれぞれ 1 編しかなかったことか
ら、非一貫性を高（-2）とした。
5）出版バイアス
出版バイアスについては、臨床試験登録が不完全であることから否定できないため、
中（-1）と判断した。
（6）メタ分析（項目#21:結果の統合、項目#23:追加的解析）
採用文献は 1 編であったためメタ分析は実施しなかった。そのため、メタ分析による
追加的解析も実施しなかった。
（7）健常者における有効性（項目#23:追加的解析）
採用文献の被験者は、空腹時血中中性脂肪値が 102～191mg╱dL であった。そこで、こ
の文献の著者に確認し、空腹時血中中性脂肪値 150 mg╱dL 未満の健常者 22 名（男性 10
名、女性 12 名）を対象とした解析結果を入手した。
食後の血中中性脂肪値について、介入食品摂取時は、プラセボ食品摂取時に対して、
食後 2、3、4 時間において、血中中性脂肪値とその変化量は有意に低値を示した（血中
中性脂肪値において、食後 2 時間（介入食品摂取 vs プラセボ食品摂取：205.0±16.0 vs
223.4±16.2（平均値 mg/dL±標準誤差）
、p=0.014）（以下、介入食品摂取 vs プラセボ
食品摂取で値を記載する）、食後 3 時間（222.8±17.9 vs 258.3±19.9（平均値 mg/dL±
標準誤差）
、p=0.020）
、食後 4 時間（209.5±16.8 vs 260.7±13.6（平均値 mg/dL±標準
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誤差）
、p<0.001）
）
。
血中中性脂肪値 AUC は、介入食品摂取時に、プラセボ食品摂取時より有意に低値であ
った（1145.9±86.4 vs 1303.8±80.9（平均値 mg・h/dL±標準誤差）
、p=0.001）。変化
量の AUC についても、介入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であ
った（409.0±41.6 vs 537.2±35.9（平均値 mg・h/dL±標準誤差）、p<0.001）
。
考察
（1）有効性について（項目#24:エビデンスの要約）
GEC の摂取による食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能を検証した結果、エビデ
ンス･グレーディングが高いとされるランダム化二重盲検クロスオーバー試験 1 編で、介
入食品の摂取後に脂肪食としてコーンクリームスープを被験者に負荷し、食後の血中中
性脂肪値の変化を評価していた。
当該製品の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能性関与成分は、ギムネマ酸、エピガロ
カテキンガレート、キトサンであり、本 SR の採用文献は、GEC のいずれも規格化された
原料を、当該製品と同量配合した介入食品を摂取させた試験であることを確認できた。
主要アウトカムである、食後の血中中性脂肪値を考察すると、食後 2、4 時間後の血中
中性脂肪値の低下が確認され、食後血中中性脂肪値の上昇抑制効果が確認された。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（参
考文献リスト No.4（動脈硬化性疾患予防ガイドライン、2012）。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、食後血中中性脂肪値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
なってきている（参考文献リスト No.2（Iso H ら、2001）
、No.5 （Nordestgaard BG ら、
2007)、No.6 （Patsch JR ら、1992)、No.7 （Harchaoui KE ら、2009）
、No.8 （Bansal
S ら、2007）、No.9（Karpe F ら、1996）
）
。
副次アウトカムである食後の RLP コレステロール値では、食後 2、4 時間と RLP コレス
テロール値 AUC で低下が確認された。レムナントリポタンパクは、腸管から吸収された
脂質に由来するカイロミクロンや、肝臓で再構成・分泌される VLDL が、血中でリポタン
パクリパーゼにより分解を受け生じる中間代謝産物であり、血中 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
食後 6 時間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値が高い場合などは、食後の血中中性脂肪及び RLP
コレステロールの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（参考文献リスト No.35（MC Namara JR ら、2001）
）
。したがって、食後
RLP コレステロール値の上昇が有意に抑制されたことは、GEC の摂取により、脂肪の多い
食事をした際に、食後の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。
このことから、食事の脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機
能がある可能性が示唆された。
本 SR の採用文献には、空腹時血中中性脂肪値が正常からやや高めの被験者を含んでい
た。しかし、著者から得た層別解析の結果から、空腹時血中中性脂肪値 150mg/dL 未満の
健常者に限定しても、食後の食後血中中性脂肪値の上昇抑制効果は確認された。
GEC の摂取による食事からの脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑
える作用機序は、以下が考えられる。ギムネマシルベスタに含まれるギムネマ酸は、試
験管レベルで膵リパーゼを阻害することが報告されており、動物試験では遊離脂肪酸で
あるオレイン酸の腸管吸収を抑制することも報告されている（参考文献リスト No.30
（Reddy RM ら、2012）
、No.29（Wang LF ら、1998）
）。緑茶エキスに含まれるエピガロカ
テキンガレートの脂質代謝への影響に関して、リパーゼ阻害作用を有することが報告さ
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れている（参考文献リスト No.36（Grove KA ら、2012）
）
。食物繊維であるキトサンは、
体内で凝集作用により取り込んだ脂質を吸着して体外に排泄することが動物試験で確認
されており、さらには膵リパーゼ阻害作用も報告されている（参考文献リスト No.37
（Deuchi K ら、2012）
、No. 27（Tsujita T ら、2007）
）。
以上より、食事からの脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機
能については、キトサンによる脂質の吸着作用、キトサン、ギムネマ酸、エピガロカテ
キンガレートによる脂質を分解する酵素リパーゼの活性阻害作用及びギムネマ酸による
遊離脂肪酸の吸収抑制の 3 点がメカニズムとして考えられる。
（別紙様式（Ⅶ）-1 作用機序に関する説明資料 参照）
（2）研究の妥当性・信頼性
バイアス・リスクの評価では、臨床試験登録がされていないこと、脱落率が 10%以上
の PPS 解析であること、空腹時血中中性脂肪値がやや高めな被験者を含むことから、全
体的な評価は中（-1）とした。非直接性について、採用文献は、日本で行われた研究で、
対象者の年齢は、満 20 歳以上 65 歳未満と比較的幅広い年齢層による試験であり、摂取
した成分は、いずれも当該製品に使用する原料と同等性が確認できたことから、非直接
性はなし（0）と考えた。不精確について、採用文献はプロトコールの予定症例数を達成
しておらず、被験者数の少ない研究 1 編であった。このことから、十分な最適情報量で
あると判断できなかったため、中（-1）とした。非一貫性については、主要アウトカム、
副次アウトカムとも 1 編しかなかったことから、高（-2）とし、限定的な評価にとどま
った。また、1 編に限定されていたことから、出版バイアスも考えられた。さらに、採
用文献は少人数で行われていた試験であったことも有効性についての考察を難しくして
いる。
各成分を組み合わせた製品においては、各成分の相加的または相乗的な機能発現が期
待される。そのため、配合されている成分毎に行う単一成分の SR では適切な機能評価は
できない可能性がある。そこで、機能性関与成分の組み合わせと配合量の同等性が認め
られたているものに限定した臨床試験を対象として SR を実施した。それにより、採用文
献が 1 編に限られていたこと、空腹時血中中性脂肪値がやや高めな被験者を含むことか
ら、今後さらなる研究の蓄積により妥当性・信頼性が高まることを期待する。
（3）安全性・有害事象について
採用文献においては、有害事象は認められず、安全性に問題ないことが確認できた。
また、GIECP の安全性・有害事象の報告について、国立研究開発法人 医薬基盤・健康・
栄養研究所 「健康食品」の安全性・有効性情報 素材情報データベース、Natural
Medicines Comprehensive Database、PubMed 等において、それぞれの機能性関与成分を
調査し、対象となった報告を精査した。その結果、それぞれの機能性関与成分の安全性
は高く、重篤な健康被害が生じる可能性は低いと判断した。
（別紙様式（Ⅱ）-1 安全性評価シート 参照）
・医薬品との相互作用について、
医薬品と GIECP の相互作用の報告について、国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養
研究所 「健康食品」の安全性・有効性情報 素材情報データベース、Natural Medicines
Comprehensive Database、PubMed において、それぞれの機能性関与成分を調査し、対
象となった報告を精査した。その結果、医薬品とそれぞれの機能性関与成分との相互作
用により、重篤な健康被害が生じる可能性は低いと判断した。
（別紙様式（Ⅱ）-1 安全性評価シート 参照）
・機能性関与成分同士の相互作用について
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機能性関与成分同士の相互作用の報告について、国立研究開発法人 医薬基盤・健康・
栄養研究所 「健康食品」の安全性・有効性情報 素材情報データベース、Natural
Medicines Comprehensive Database、PubMed において、それぞれの機能性関与成分を
調査し、対象となった報告を精査した。その結果、機能性関与成分同士の相互作用によ
り、重篤な健康被害が生じる可能性は低いと判断した。
（別紙様式（Ⅱ）-1 安全性評価シート 参照）
（4）研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性
本 SR では、健常者または血中中性脂肪値がやや高めの者が GEC を摂取することで、食
後の血中中性脂肪値の上昇を抑えるかを検証した。その結果、日本人の成人男女で GEC
をそれぞれ 1 回当たり、ギムネマ酸 9.4mg、エピガロカテキンガレート 14mg、キトサン
100mg 摂取後に、脂肪を主体とする負荷食品を摂取した際における食後の血中中性脂肪
値の上昇を抑える機能が認められた。また、食後の RLP コレステロールは、腸管から吸
収された脂質に由来する中間代謝産物を反映する。このことから、食後の RLP コレステ
ロール値の上昇が有意に抑制されたことは、脂肪の多い食事をした際に、食後の血中中
性脂肪値の上昇抑制を示したと考えられる。食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能
は、GEC の脂質の吸着作用、脂質分解酵素リパーゼの活性阻害作用、及び遊離脂肪酸の
吸収抑制により、食事の脂肪の吸収を抑える働きによると考えられる。
これらを総合的に判断すると、表示しようとする機能「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
ゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボンが含まれます。本品は日常活動時
のエネルギー代謝において、脂肪を代謝する力を高める機能があります。またギムネマ
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は、食事の糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇
を抑えることが報告されています。さらにギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キ
トサンは、食事の脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑えることが報告
されています。
」の下線部分の科学的根拠を、本 SR の結果は支持していると考える。
本 SR における採用文献の介入食品と当該製品の同等性について、以下の通り考察した。
本 SR における介入食品の GEC は、当該製品に配合される機能性関与成分と、それぞれ同
じ基原生物を用いた原料を使用し、同量配合されていることを確認している。また、本
SR の介入食品には、GEC 以外に 1 回 4 粒当たり、桑の葉由来イミノシュガー（ファゴミ
ンとして）0.2mg、インゲン豆由来ファセオラミン 0.29mg が含有されていた。これらは、
当該製品に配合されている桑の葉由来イミノシュガー（ファゴミンとして）、インゲン豆
由来ファセオラミンと同等性が認められ、同量配合されていることも確認している。桑
の葉由来イミノシュガー（ファゴミンとして）及びインゲン豆由来ファセオラミンは、
食後血中中性脂肪の上昇抑制作用については、効果を発揮していないものと考えられる
と採用文献に記載されていた。
当該製品は、本 SR における採用文献の介入食品以外に、ペンタメトキシフラボン（原
材料名ブラックジンジャーエキス末）を含むが、ペンタメトキシフラボンには、リパー
ゼの脂質分解酵素に対する阻害活性がないことを in vitro 試験にて確認している。また
当該製品の目安量から体表面積換算した用量を用いた in vivo 試験においても、ペンタ
メトキシフラボンが脂肪の吸収抑制作用を示さず、さらにその他機能性関与成分の機能
を阻害しないことを確認している。
当該製品と採用文献の介入食品は錠剤で、その崩壊性に大きな差がないことも確認し
ている。したがって、本 SR の採用文献における GEC と当該製品の機能性関与成分の同等
性は高く、当該機能における、GEC と当該製品の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能性
関与成分の効果も同等であると考える。
本 SR における採用文献の介入食品の、摂取方法及び摂取対象者の当該製品への外挿性
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について、以下の通り考察した。
摂取方法については、本 SR における採用文献では、脂肪食を摂取する 15 分前に介入
食品を摂取していた。このことから、当該製品の 1 日摂取量を食事の時にまとめて摂取
することで、当該機能が発現すると考える。
摂取対象者について、本 SR における被験者は満 20 歳以上 65 歳未満と比較的幅広い年
齢層であり、日本で行われた研究であった。血中中性脂肪値が正常高値からやや高めの
被験者を含んでいたが、層別解析により、健常域の被験者のみでも当該機能が認められ
た。介入食品の摂取後に脂肪を主体とした負荷食品として、コーンポタージュにバター
とラードを添加したコーンクリームスープを被験者に負荷し、食後の血中中性脂肪値を
評価していた。したがって、脂肪を必要以上に食事で摂取している方として「脂肪が多
い食事をとりがちな方」を当該製品が想定する主な対象者とした。
これらのことから、最終製品「大人のカロリミット®」の摂取方法及び摂取対象者にお
いて、外挿性があると考える。
改めて Totality of Evidence の観点から、以上のことを総括すると、ギムネマ酸
9.4mg/日、エピガロカテキンガレート 14mg/日、キトサン 100mg/日を摂取することは安
全であり、食事の脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能を有
する可能性が示唆された。ただし、今回の採用文献は 1 編のみで対象者人数は限られて
いたことから、今後の研究に注視することが必要と考える。
（5）研究の限界（項目#25:限界）
本研究には、いくつかの限界と問題点がある。まず、対象となった 1 次研究において、
そこで招集された参加者に潜在的なサンプリング・バイアスがある可能性があり、これ
は SR に共通する限界である。また、国内外の複数の研究文献データベースを使用したが、
英語と日本語のみをキーワードとした検索ということもあり、出版バイアスの存在が考
えられる。採用文献は 1 編のみのため、メタ分析を実施できず、定性的なレビューとな
った。
さらに、レビューレベルの限界として、当該製品中に配合する GEC との同等性に注視
し、複数の機能性関与成分を組み合わせた SR のため、採用文献が 1 編に限定された。ま
た、対象人数が少人数であったことからも、有効性に関する情報が十分ではなかったと
捉え、今後の研究が必要であると考える。
GEC に関する SR の実施企業の社会的責任・倫理として、今後も、定期的に SR を行い、
正しい情報を国民やアカデミアにつたえる努力を継続していく予定である。
結論（項目#26:結論）
GEC は、食事の脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能を有
する可能性が示唆された。ただし、評価対象とした採用文献は 1 編と非常に限られてい
たことから、今後の研究を注視することが必要だと考えている。
スポンサー・共同スポンサー及び利益相反に関して申告すべき事項（項目#27:資金源）
評価対象とした一次研究の著者に㈱ファンケルの社員が含まれていたが、研究レビュ
ーは対象文献の著者を除いた社員により当社で公正に実施した。
本 SR は、当社の自己資金によりすべて実施した。
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各レビューワーの役割
社内担当者 A
社内担当者 B
社内担当者 C（社内研究
員、生物学等の査読付き
学術論文の筆頭著者とし
ての執筆経験を持つ。
）
社内担当者 D（データベ
ース検索技術者）

スクリーニング、研究の妥当性・信頼性の評価、本文執筆
スクリーニング、研究の妥当性・信頼性の評価
研究の妥当性・信頼性の評価の判断、総括

検索作業

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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別紙様式（Ⅴ）-５ 【様式例 添付ファイル用】
データベース検索結果
商品名：大人のカロリミット®

タイトル：最終製品 大人のカロリミット®に含有する機能性関与成分「ギムネマ酸、エピガロカテキンガレー
ト、キトサン」による食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能性に関するシステマティック・レビュー（定
性的システマティック・レビュー）
リサーチクエスチョン：健常者（疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦、授乳婦は除く））または血中
中性脂肪値がやや高めの者において、ギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キトサンの経口摂取は、食
後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能があるか
日付：2016年6月7日、6月9日
検索者： 社内担当者D
＃

検索式

文献数

#1

"ギムネマ・シルベスタ"/TH or "ギムネマシルベスタ"/AL or "ギムネマ・シルベスタ
"/AL or "Gymnema sylvestre"/AL or "Gymnemic Acid"/TH or "ギムネマ酸"/AL or
"gymnemic acid"/AL

115

#2

茶/TH or 緑茶/AL or グリーンティ/AL or "green tea"/AL or Catechin/TH or カテキ
ン/AL or エピガロカテキンガレード/AL

5,780

#3

Chitosan/TH or キトサン/AL or chitosan/AL or "β ‐1,4-poly-N-glucosamine"/AL or
"β ‐1,4-poly-N-glucosamine"/AL

1,541

#4

#1AND #2 AND #3

医中誌Web
日付：1977年～2016年6月7日

2

JDreamIII
日付：1975年（※医学情報は1981）～2016年6月7日
L1

"ギムネマ・シルベスタ"/TH or "ギムネマシルベスタ"/AL or "ギムネマ・シルベスタ
"/AL or "Gymnema sylvestre"/AL or "Gymnemic Acid"/TH or "ギムネマ酸"/AL or
"gymnemic acid"/AL

334

L2

"緑茶"/AL OR "グリーンティ"/AL OR "green tea"/ALE OR "カテキン"/AL OR "カ
テキン"/AL OR "カテキン【フラバン】"/AL OR "カテキン酸"/AL OR "カテクン酸"/AL
OR "カテク酸"/AL OR "カテコール【フラボン】"/AL OR "カテチン"/AL OR "カテルゲ
ン"/AL OR "シアニダノール"/AL OR "シアニドール"/AL OR "スンカトールＮｏ．１
"/AL OR "ティフラン３０Ａ"/AL OR "ティフラン３０Ｅ"/AL OR "デクスシアニダノール
"/AL OR "バイオカテキン"/AL OR "（＋）‐カテキン"/AL OR "（＋）‐カテコール"/AL
OR "（＋）‐カテシン"/AL OR "（＋）‐シアニダノール‐３"/AL OR "（＋）‐３‐シアニダ
ノール"/AL OR "（＋）‐３，３′，４′，５，７‐フラバンペンタオール"/AL OR "Ｄ‐カテ
キン"/AL OR "Ｄ‐カテコール"/AL OR "Ｄ‐（＋）‐カテキン"/AL OR "ＫＢ‐５３"/AL
OR "ＮＳＣ‐２８１９"/AL OR "ｄ‐カテキン"/AL OR "J9.391B"/SN OR
"J134.058A"/SN OR "（－）‐エピガロカテキンガラート"/AL OR "エピガロカテキンガ
ラート"/AL OR "エピガロカテキンガレート"/AL OR "エピガロカテキン３‐ガラート
"/AL OR "エピガロカテキン３‐Ｏ‐ガラート"/AL OR "（－）‐エピガロカテキン‐３‐ガ
ラート"/AL OR "（－）‐エピガロカテキン‐３‐Ｏ‐ガラート"/AL OR "（－）‐エピガロカテ
キンガラート"/AL OR "（－）‐エピガロカテキン３‐ガラート"/AL OR "（－）‐エピガロカ
テキン３‐Ｏ‐ガラート"/AL OR "（－）‐エピガロカテコールガラート"/AL OR "３‐Ｏ‐ガ
ロイルエピガロカテキン"/AL OR "ＥＧＣＧ"/AL OR "ＮＶＰ‐ＸＡＡ７２３"/AL

24,812

L3

"キトサン"/AL OR "ｃｈｉｔｏｓａｎ"/ALE OR J203.725D/SN OR "β ‐1,4-poly-Nglucosamine"/AL OR "beta-1,4-poly-N-glucosamine"/AL

28,000

L4

L1 AND L2 AND L3

4

PubMed
日付：1946年～2016年6月7日
#1

"Gymnema sylvestre"[Mesh] OR "gymnemic acid" [Supplementary Concept]

111

#2

"Tea"[Mesh] OR "Catechin"[Mesh] OR "Epigallocatechol gallate"

13023

#3

"Chitosan"[Mesh] OR "β ‐1,4-poly-N-glucosamine" OR "beta-1,4-poly-Nglucosamine"

57506

#4

#1 AND #2 AND #3

0

The Cochrane Library
日付：収録年不明～2016年6月7日
#1

"gymnemic acid" OR "Gymnema sylvestre" /ALL TEXT

19

#2

("green tea" OR "Epigallocatechol gallate" OR "Catechin"/ALL TEXT ) OR
(MeSH descriptor: [Catechin] explode all trees) OR (MeSH descriptor: [Tea]
explode all trees)

861

#3

"chitosan" OR "β ‐1,4-poly-N-glucosamine" OR "beta-1,4-poly-Nglucosamine" /ALL TEXT

175

#4

#1 and #2 and #3

2

ＥＭＢＡＳＥ
日付：1947年～ 2016年6月7日
#1

122168-40-5 OR GYMNEMA OR GYMNEMIC ACID

736

#2

7295-85-4 OR 154-23-4 OR 18829-70-4 OR 989-51-5
OR TEA OR CATECHIN OR EPIGALLOCATECHIN GALLATE

46,392

#3

9012-76-4 OR CHITOSAN

24,625

#4

#1 AND #2 AND #3

6

UMIN-CTR
検索日
#1

Search ギムネマ

0

#2

Search ギムネマ酸

0

#3

Search ギムネマシルベスタ

0

#4

Search gymnema

0

#5

Search gymnemic acid

0

#6

Search 緑茶

30

#7

Search カテキン

24

#8

Search グリーンティ

0

#9

Search green tea

35

#10

Search エピガロカテキンガレード

0

#11

Search キトサン

2

#12

Search chitosan

2

#13

Search ベータ‐1,4-poly-N-glucosamine

0

#14

Search β ‐1,4-poly-N-glucosamine

0

#9

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR
#12 OR #13 OR #14

44

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。

別紙様式（Ⅴ）-６ 【様式例 添付ファイル用】
文献検索フローチャート
商品名：大人のカロリミット®
検索結果
医中誌Web （n=2）
JdreamⅢ （n=4）
PubMed （n=0）
The Cochrane Library （n=2）
EMBASE （n=6）
UMIN-CTR（n=44）

データベース検索により
特定された文献（n=58)

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=58）

（n=55）

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=3）

本文を精査した結果、
除外すべき理由があり
除外した文献（n=2）

データの統合に用いた文献数（n=1）

メタアナリシスを行った文献数（n=0）

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。

別紙様式（Ⅴ）-７ 【様式例 添付ファイル用】
採用文献リスト
商品名：大人のカロリミット®

No.

著者名

掲載雑誌

タイトル

研究デザイン PICO又はPECO

セッティング

対象者特性

解析方法
介入（食品や機能性関与成分の種類、摂取量、
対照
（ITT、FAS、
介入（摂取）期間等）
（プラセボ、何もしない等）
PPS等）

●介入食品
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9.4mg（総ギム
ネマ酸として）、キトサン100mg、エピガロカ
テキンガレートを含む緑茶エキス200mg、桑
の葉エキス200mg、およびインゲン豆エキス
4.8mg に賦形剤を含有する錠剤
（1回4粒当たり、ギムネマ酸 9.4mg、エピガ
ロカテキンガレート14mg、キトサン100mgの
摂取）

1

P:成人男女
満20歳以上65歳
複合サプリメント（ギ
I:複合サプリメント
未満の男女40名
ムネマ酸，キトサン，
（ギムネマ酸、キ
（解析対象者は
緑茶エキス，桑の葉
トサン、緑茶エキ
36名（男性20名、
エキス，インゲン豆エ ランダム化 ス、桑の葉エキ
女性16名）、平均
清水良樹 (㈱ファ 薬理と治療.
医療法人北武
キス含有）摂取による 二重盲検ク ス、インゲン豆エ
年齢50.3±11.4歳
ンケル 総合研究 2015;43(9):13
会 美しが丘病
食後血中中性脂肪値 ロスオー
キス含有）の経口
（空腹時血中中
所) ら
29-1338
院
●負荷食品（脂肪食）
上昇抑制効果検証試 バー試験
摂取
性脂肪値102～
コーンクリームスープ〈バター（よつ葉バター
験―無作為化二重盲
C:プラセボ
191mg╱dL、うち
食塩不使用，よつ葉乳業㈱）20.0gとラード
検クロスオーバー試
O:食後血中中性
150mg/dL未満の
（ラード，雪印メグミルク㈱）13.9gをコーンポ
験―
脂肪値上昇抑制
健常者22名（男
タージュ（コーンクリームポタージュ、名古屋
に有効
性10名、女性12
製酪㈱）200.0gに溶かし、混合した物〉
名））
負荷食品全体の総脂質量は40.0g
※介入食品の摂取は負荷食摂取15分前に
150mL の水とともに摂取させた。

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。

●プラセボ食品
介入食品からギムネマ
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。外見上見分け
がつかないように、色調
も介入食品とあわせた。
※プラセボ食品の摂取
は負荷食摂取15分前に
150mLの水とともに摂取
させた。

PPS

主要アウトカム

副次アウトカム

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）

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）
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

害

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。

査読の
有無

有

別紙様式（Ⅴ）-８ 【様式例 添付ファイル用】
除外文献リスト
商品名：大人のカロリミット®
No.

1

2

著者名

山本光太郎 ら

清水良樹 ら

掲載雑誌

タイトル

薬理と治療. 2016; 44(3):
443-451

複合サプリメント(ブラックジンジャーエキス,
桑の葉エキス,緑茶エキス,キトサン,ギムネマ
酸,インゲン豆エキス配合食品)単回摂取によ 食後血中中性脂肪値の直接的なエ
るエネルギー消費量,脂肪酸化量への影響 ビデンスを検討していない論文
―無作為化二重盲検プラセボ対照クロス
オーバー試験―

薬理と治療.
2015;43(6):827-835

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
食後血中中性脂肪値の直接的なエ
ンゲン豆エキス含有）摂取による食後血糖値
ビデンスを検討していない論文
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―

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。

除外理由

別紙様式（Ⅴ）-９ 【様式例 添付ファイル用】
未報告研究リスト
商品名：大人のカロリミット®
該当の未報告研究は確認できなかった。

No.

研究実施者

臨床研究登録データベース
名

タイトル

状態（研究実施中等）

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）-10 【様式例 添付ファイル用】
参考文献リスト
商品名：大人のカロリミット®
No.

著者名、タイトル、掲載雑誌等

1

厚生労働省. 平成26年国民健康・栄養調査報告書.

2

Iso H ら. Serum triglycerides and risk of coronary heart disease among Japanese men and
women.
Am J Epidemiol. 2001; 153 (5): 490-9.

3

Satoh H ら. Fasting triglyseride is a significant risk factor for coronary artery disease in
middle- aged Japanese men.
Circ J. 2006; 70 (3): 227-31.

4

日本動脈硬化学会編. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012年版

5

Nordestgaard BG ら. Nonfasting triglycerides and risk of myocardial infarction, ischemic heart
disease, and death in men and women.
JAMA. 2007; 298 (3): 299-308.

6

Patsch JR ら. Relation of triglyceride metabolism and coronary artery disease. Studies in the
postprandial state.
Arterioscler Thromb. 1992; 12 (11): 1336-45.

7

Harchaoui KE ら. Triglycerides and cardiovascular risk.
Curr Cardiiol Rev. 2009; 5 (3): 216-22.

8

Bansal S ら. Fasting compared with nonfasting triglycerides and risk of cardiovascular events
in women.
JAMA. 2007; 298 (3): 309-16.

9

Karpe F ら. Postprandial lipoprotein metabolism and atherosclerosis.
J Intern Med. 1996; 6 (4): 341-55.

10

厚生労働省. 日本人の食事摂取基準（2015年版）.

11

亀井優徳 ら. グロビン蛋白分解物を含有するゼリー飲料摂取による食後血清トリグリセリド濃
度の上昇抑制効果.
健康・栄養食品研. 2001; 4 (1):1-11.

12

稲垣宏之 ら. グロビン蛋白分解含有の茶飲料摂取による脂肪摂取後血清トリグリセリド濃度の
上昇抑制効果.
健康・栄養食品研. 2002; 5 (3): 131-44.

13

廣中貴宏 ら. 難消化性デキストリン配合茶飲料の脂質摂取後の血清中性脂肪上昇抑制効果
薬理と治療. 2008; 36 (5): 445-51.

14

小林多美恵 ら. 難消化性デキストリン配合炭酸飲料の食後中性脂肪値上昇抑制効果および
長期摂取, 過剰摂取における安全性の検討.
薬理と治療. 2013; 41 (9): 863-75.

15

鈴木深保子 ら. 難消化性デキストリン配合炭酸飲料の食後中性脂肪上昇抑制効果の検討
薬理と治療. 2010; 38 (7): 637-643.

16

田中高生 ら. 難消化性デキストリン配合炭酸飲料摂取による食後中性脂肪上昇抑制効果—プ
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薬理と治療. 2011; 39 (9): 813-321.

17
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18
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薬理と治療. 2004; 32 (6): 335-42.

19
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日食工会誌. 2005; 6 (4): 301-4.

20

赤染陽子 ら. リンゴポリフェノール含有飲料の高脂肪食負荷における中性脂肪抑制作用の検
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日本食品化学学会誌. 2007; 14 (2): 82-6.

21

有馬昌広 ら. 紅茶ポリフェのノール高含有紅茶飲料の高脂肪食負荷における血中中性脂上昇
抑制作用: 二重盲検ランダム化クロスオーバー試験.
薬理と治療. 2009; 37 (6): 529-36.

22

Unno T ら. Effect of tea catechins on postprandial plasma lipid responses in human subjects.
Br J Nutr. 2005; 93 (4): 543-7.

23

海野知紀 ら. 茶カテキンによる脂肪摂取後の血中中性脂肪上昇抑制効果.
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24

林浩孝 ら. 特定保健用食品「食後の血中中性脂肪が上昇しにくいまたは身体に脂肪がつきに
くい」表示をした食品について.
日本補完代替医療学会誌. 2008; 5 (3): 197-208.

25

林浩孝 ら. 特定保健用食品「コレステロールが高めの方に適する」表示をした食品について.
日本補完代替医療学会誌 2008; 5 (3): 186-96.

26

Tsujita T ら. Inhibition of lipase activities by basic polysaccharide.
J Lipid Res. 2007; 48 (2): 358-65.

27

Sanematsu K ら. Molecula mechanisms for sweet-suppressing effect of gymnemic acids.
J Biol Chem. 2014; 289 (37): 25711-20.

28

Wang LF ら. Inhibitory effect of gymnemic acid on intestinal absorption of oleic acid in rats.
Can J Physiol Pharmacol. 1998; 76 (10-11): 1017-23.

29

Reddy RM ら. The saponin-rich fraction of a Gymnema sylvestre R. Br. Aqueous leaf extract
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30

Zheng XX ら. Green tea intake lowers fasting serum total and LDL cholesterol in adults: a
meta-analysis of 14 randomized controlled trials.
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31

Ni Mhurchu C ら. Chitosan for overweight or obesity.
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32

松岡小百合 ら. ギムネマ酸およびキトサン摂取による食後血中中性脂肪上昇抑制効果検証試
験: 非盲検クロスオーバー試験.
薬理と治療. 2015; 43 (7): 1025-30.

Millán J ら. Effects of a nutraceutical combination containing berberine (BRB), policosanol, and
red yeast rice (RYR), on lipid profile in hypercholesterolemic patients: A meta-analysis of
33
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34
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36

Grove KA ら. (-)-Epigallocatechin-3-gallate inhibits pancreatic lipase and reduces body weight
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Deuchi K ら. Decreasing Effect of Chitosan on the Apparent Fat Digestibility by Rats Fed on a
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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）
各論文の質評価シート（臨床試験）
商品名：大人のカロリミット®

表示しようとする機能性

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
ンゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボンが含まれます。本品は日常活動時のエネルギー代謝
において、脂肪を代謝する力を高める機能があります。またギムネマ酸、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は、食事の糖の吸収を抑
え、食後の血糖値の上昇を抑えることが報告されています。さらにギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、
キトサンは、食事の脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑えることが報告されています。

*1：各項目の評価は“高（−2）”，“中/ 疑い（−1）”，“低（0）”の3 段階
*2：非直接性は、直接的でない場合には、(-1）、直接的である場合には、（0）とした。
非直接性のまとめは、-4から-1を非直接性あり、0を非直接性なし、とした。
*3：血中中性脂肪値150mg/dL未満層

健常者（疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦、授乳婦は除く））または血中中性脂肪値がやや高
めの者

対象

介入

ギムネマ酸 、エピガロカテキンガレート、キトサンの経口摂取

対照

プラセボまたはコントロールまたは摂取前値との比較

アウトカム

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。

食後の血中中性脂肪値
*1

個別研究

①選択バイアス

割り付け
研究
研究
ランダム
の
コード デザイン
化
隠蔵

バイアス・リスク
④症例減少
②盲検性 ③盲検性
バイアス
バイアス バイアス

参加者

アウトカ
ム
評価者

ＩＴＴ、
FAS、
PPS

非直接性

⑤選択的
⑥その他
アウトカ
の
不完全
ム
バイアス
アウトカ
報告
ムデータ

まとめ
対象

介入

対照

*2

各群の前後の値

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

p値

コメント

平均差

1

RCT

0

0

0

0

-1

-2

-1

-1

中

0

0

0

0

1
層別解
析*3

RCT

0

0

0

0

-1

-2

-1

-1

中

0

0

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。

0

0

負荷食品摂取前から摂取後の血中中性脂肪値AUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし 1383.9±63.1 算出不可

算出不可

該当なし

1244.5±75.6 算出不可

算出不可 -139.4±39.0

p=0.001

負荷食品摂取前から摂取後の変化量の血中中性脂肪値AUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし

算出不可

該当なし

423.9±35.0

算出不可 -109.4±16.0

p<0.001

533.3±32.2

算出不可

算出不可

血中中性脂肪値（負荷後2時間）
平均値±SE(mg/dL)

141.8±8.3 232.9±11.1

136.8±8.7 213.7±11.6

-19.3±6.0

p=0.01

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

血中中性脂肪値（負荷後3時間）
平均値±SE(mg/dL)

141.8±8.3 267.1±14.6

136.8±8.7 239.3±15.6

-27.8±12.0

p=0.07

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

141.8±8.3 277.3±13.5

136.8±8.7 234.7±16.9

-42.6±7.6

p<0.001

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

141.8±8.3 209.8±15.0

136.8±8.7 195.9±15.0

-13.9±11.7

血中中性脂肪値（負荷後4時間）
非直接性 平均値±SE(mg/dL)
なし
血中中性脂肪値（負荷後6時間）
平均値±SE(mg/dL)

有意差なし Holm法により多重性を考慮
p=0.49
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

血中中性脂肪値変化量（負荷後2時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

91.1±6.8

算出不可

算出不可

該当なし

76.9±5.7

算出不可

算出不可

-14.3±3.3

血中中性脂肪値変化量（負荷後3時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

125.3±11.0

算出不可

算出不可

記載なし

102.5±9.1

算出不可

算出不可

-22.8±10.1

血中中性脂肪値変化量（負荷後4時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

135.5±11.0

算出不可

算出不可

該当なし

97.9±11.2

算出不可

算出不可

-37.6±7.0

血中中性脂肪値変化量（負荷後6時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

68.0±10.2

算出不可

算出不可

記載なし

59.1±10.4

算出不可

算出不可

-8.9±7.1

負荷食品摂取前から摂取後の血中中性脂肪値AUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし 1303.8±80.9 算出不可

算出不可

該当なし

1145.9±86.4 算出不可

算出不可 -158.0±41.8

p=0.001

負荷食品摂取前から摂取後の変化量の血中中性脂肪値AUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし

算出不可

該当なし

409.0±41.6

算出不可 -128.2±21.2

p<0.001

537.2±35.9

算出不可

算出不可

p<0.001

Holm法により多重性を考慮

低下傾向
Holm法により多重性を考慮
p=0.06
p<0.001

Holm法により多重性を考慮

有意差なし
Holm法により多重性を考慮
p=0.23

血中中性脂肪値（負荷後2時間）
平均値±SE(mg/dL)

127.8±11.2 223.4±16.2

122.8±10.6 205.0±16.0

-18.5±6.9

p=0.014

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

血中中性脂肪値（負荷後3時間）
平均値±SE(mg/dL)

127.8±11.2 258.3±19.9

122.8±10.6 222.8±17.9

-35.5±15.2

p=0.020

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

127.8±11.2 260.7±13.6

122.8±10.6 209.5±16.8

-51.3±9.9

p<0.001

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

127.8±11.2 191.5±20.1

122.8±10.6 178.7±17.7

-12.9±13.7

血中中性脂肪値（負荷後4時間）
非直接性 平均値±SE(mg/dL)
なし
血中中性脂肪値（負荷後6時間）
平均値±SE(mg/dL)

有意差なし Holm法により多重性を考慮
p=0.351 前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

血中中性脂肪値変化量（負荷後2時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

95.6±8.9

算出不可

算出不可

該当なし

82.1±8.0

算出不可

算出不可

-13.5±3.6

p=0.002

Holm法により多重性を考慮

血中中性脂肪値変化量（負荷後3時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

130.5±14.7

算出不可

算出不可

記載なし

100.0±10.2

算出不可

算出不可

-30.6±13.6

p=0.029

Holm法により多重性を考慮

血中中性脂肪値変化量（負荷後4時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

133.0±11.2

算出不可

算出不可

該当なし

86.6±11.6

算出不可

算出不可

-46.3±9.9

p<0.001

Holm法により多重性を考慮

血中中性脂肪値変化量（負荷後6時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

63.8±13.9

算出不可

算出不可

記載なし

55.9±14.0

算出不可

算出不可

-7.9±9.9

有意差なし
Holm法により多重性を考慮
p=0.430

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）
各論文の質評価シート（臨床試験）
商品名：大人のカロリミット®

表示しようとする機能性

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
ンゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボンが含まれます。本品は日常活動時のエネルギー代謝に
おいて、脂肪を代謝する力を高める機能があります。またギムネマ酸、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は、食事の糖の吸収を抑え、食
後の血糖値の上昇を抑えることが報告されています。さらにギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キトサ
ンは、食事の脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑えることが報告されています。

*2：非直接性は、直接的でない場合には、(-1）、直接的である場合には、（0）とした。
非直接性のまとめは、-4から-1を非直接性あり、0を非直接性なし、とした。
*3：血中中性脂肪値150mg/dL未満層

健常者（疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦、授乳婦は除く））または血中中性脂肪値がやや高め
の者

対象

介入

ギムネマ酸 、エピガロカテキンガレート、キトサンの経口摂取

対照

プラセボまたはコントロールまたは摂取前値との比較

アウトカム

個別研究

研究
コード

*1：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。

食後の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 ）

①選択バイアス

割り付け
研究
ランダム
の
デザイン
化
隠蔵

バイアス・リスク*1
④症例減少
②盲検性 ③盲検性
バイアス
バイアス バイアス

参加者

アウトカ
ム
評価者

ＩＴＴ、
FAS、
PPS

非直接性*2

⑤選択的
⑥その他
アウトカ
の
不完全
ム
バイアス
アウトカ
報告
ムデータ

まとめ
対象

介入

対照

各群の前後の値

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

p値

コメント

平均差

1

RCT

0

0

0

0

-1

-2

-1

-1

中

0

0

0

0

1
層別解
析*3

RCT

0

0

0

0

-1

-2

-1

-1

中

0

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。

0

0

0

負荷食品摂取前から摂取後のRLPコレステロールAUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし

61.02±3.30

算出不可

算出不可

該当なし

54.00±3.74

算出不可

算出不可

-7.02±2.12

p=0.002

負荷食品摂取前から摂取後の変化量のRLPコレステロールAUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし

28.99±1.78

算出不可

算出不可

該当なし

22.02±1.89

算出不可

算出不可

-6.97±1.28

p<0.001

RLPコレステロール（負荷後2時間）
平均値±SE(mg/dL)

5.34±0.35 10.21±0.58

5.33±0.43

9.24±0.61

-0.97±0.33

p=0.02

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

RLPコレステロール（負荷後3時間）
平均値±SE(mg/dL)

5.34±0.35 12.13±1.18

5.33±0.43 10.30±0.77

-1.77±0.63

低下傾向
p=0.09

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

5.34±0.35 12.37±0.64

5.33±0.43 10.34±0.83

-2.02±0.52

p<0.001

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

5.34±0.35

9.74±0.91

5.33±0.43

9.00±0.82

-0.75±0.66

RLPコレステロール変化量（負荷後2時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

4.87±0.37

算出不可

算出不可

該当なし

3.91±0.31

算出不可

算出不可

-0.96±0.28

p=0.005

Holm法により多重性を考慮

RLPコレステロール変化量（負荷後3時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

6.73±0.60

算出不可

算出不可

該当なし

4.97±0.49

算出不可

算出不可

-1.76±0.56

p=0.007

Holm法により多重性を考慮

RLPコレステロール変化量（負荷後4時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

7.03±0.47

算出不可

算出不可

該当なし

5.01±0.59

算出不可

算出不可

-2.01±0.45

p<0.001

Holm法により多重性を考慮

RLPコレステロール変化量（負荷後6時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

4.41±0.71

算出不可

算出不可

記載なし

3.67±0.62

算出不可

算出不可

-0.74±0.52

負荷食品摂取前から摂取後のRLPコレステロールAUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし

57.20±4.00

算出不可

算出不可

該当なし

49.32±4.14

算出不可

算出不可 -7.88±1.45

p<0.001

負荷食品摂取前から摂取後の変化量のRLPコレステロールAUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし

28.04±2.37

算出不可

算出不可

該当なし

21.39±2.35

算出不可

算出不可

-6.65±1.32

p<0.001

RLPコレステロール（負荷後2時間）
平均値±SE(mg/dL)

4.86±0.42

9.77±0.76

4.65±0.48

8.73±0.81

-1.04±0.34

p=0.005

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

RLPコレステロール（負荷後3時間）
平均値±SE(mg/dL)

4.86±0.42 11.53±0.70

4.65±0.48

9.60±0.91

-2.00±0.63

p=0.029

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

4.86±0.42

8.79±1.20

4.65±0.48

8.14±0.93

-2.31±0.49

p<0.001

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

4.86±0.42

8.79±1.20

4.65±0.48

8.14±0.93

-0.65±0.67

RLPコレステロール変化量（負荷後2時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

4.91±0.51

算出不可

算出不可

該当なし

4.08±0.44

算出不可

算出不可

-0.83±0.30

p=0.010

Holm法により多重性を考慮

RLPコレステロール変化量（負荷後3時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

6.75±0.83

算出不可

算出不可

該当なし

4.95±0.58

算出不可

算出不可

-1.80±0.62

p=0.009

Holm法により多重性を考慮

RLPコレステロール変化量（負荷後4時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

6.67±0.58

算出不可

算出不可

該当なし

4.56±0.68

算出不可

算出不可

-2.11±0.56

p=0.001

Holm法により多重性を考慮

RLPコレステロール変化量（負荷後6時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

3.93±0.98

算出不可

算出不可

記載なし

3.49±0.86

算出不可

算出不可

-0.45±0.62

RLPコレステロール（負荷後4時間）
非直接性 平均値±SE(mg/dL)
なし
RLPコレステロール（負荷後6時間）
平均値±SE(mg/dL)

RLPコレステロール（負荷後4時間）
非直接性 平均値±SE(mg/dL)
なし
RLPコレステロール（負荷後6時間）
平均値±SE(mg/dL)

有意差なし Holm法により多重性を考慮
p=0.51
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

有意差なし
Holm法により多重性を考慮
p=0.15

有意差なし Holm法により多重性を考慮
p=0.353 前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

有意差なし
Holm法により多重性を考慮
p=0.490

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）
エビデンス総体の質評価シート
商品名：大人のカロリミット®

表示しようとする機能性

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、インゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキ
シフラボンが含まれます。本品は日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を代謝する力を高める機能があります。またギムネマ酸、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は、食事の糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上
昇を抑えることが報告されています。さらにギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キトサンは、食事の脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪値
の上昇を抑えることが報告されています。

対象

健常者（疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦、授乳婦は除く））または血中中性脂肪値がやや高めの者

介入

ギムネマ酸 、エピガロカテキンガレート、キトサンの経口摂取

対照

プラセボまたはコントロールまたは摂取前値との比較

食後
血中中性脂肪値

食後
血中中性脂肪値
層別解析

*2

*2：血中中性脂肪値150mg/dL未満層

各群の前後の値

エビデンス総体

アウトカム

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

研究
デザイン
/研究数

RCT/1

RCT/1

バイアス
・リスク*1

-1

-1

非直接性
*1

0

0

不精確*1

-1

-1

その他
上昇要因
非一貫性 （出版バイ
（観察研究
*1
アスなど
*1
）
*1
）

-2

-2

-1

-1

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

コメント

平均差
負荷食品摂取前から摂取後の血中中性脂肪値AUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし

1383.9±63.1 算出不可

該当なし

1244.5±75.6 算出不可

-139.4±39.0

負荷食品摂取前から摂取後の変化量の血中中性脂肪値AUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし

533.3±32.2

該当なし

423.9±35.0

-109.4±16.0

算出不可

算出不可

血中中性脂肪値（負荷後2時間）
平均値±SE(mg/dL)

141.8±8.3 232.9±11.1

136.8±8.7 213.7±11.6

-19.3±6.0

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

血中中性脂肪値（負荷後3時間）
平均値±SE(mg/dL)

141.8±8.3 267.1±14.6

136.8±8.7 239.3±15.6

-27.8±12.0

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

血中中性脂肪値（負荷後4時間）
平均値±SE(mg/dL)

141.8±8.3 277.3±13.5

136.8±8.7 234.7±16.9

-42.6±7.6

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

血中中性脂肪値（負荷後6時間）
平均値±SE(mg/dL)

141.8±8.3 209.8±15.0

136.8±8.7 195.9±15.0

-13.9±11.7

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

血中中性脂肪値変化量（負荷後2時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

91.1±6.8

算出不可

該当なし

76.9±5.7

算出不可

-14.3±3.3

Holm法により多重性を考慮

血中中性脂肪値変化量（負荷後3時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

125.3±11.0

算出不可

記載なし

102.5±9.1

算出不可

-22.8±10.1

Holm法により多重性を考慮

血中中性脂肪値変化量（負荷後4時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

135.5±11.0

算出不可

該当なし

97.9±11.2

算出不可

-37.6±7.0

Holm法により多重性を考慮

血中中性脂肪値変化量（負荷後6時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

68.0±10.2

算出不可

記載なし

59.1±10.4

算出不可

-8.9±7.1

Holm法により多重性を考慮

負荷食品摂取前から摂取後の血中中性脂肪値AUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし

1303.8±80.9 算出不可

該当なし

1145.9±86.4 算出不可

-158.0±41.8

負荷食品摂取前から摂取後の変化量の血中中性脂肪値AUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし

537.2±35.9

該当なし

409.0±41.6

-128.2±21.2

算出不可

算出不可

血中中性脂肪値（負荷後2時間）
平均値±SE(mg/dL)

127.8±11.2 223.4±16.2

122.8±10.6 205.0±16.0

-18.5±6.9

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

血中中性脂肪値（負荷後3時間）
平均値±SE(mg/dL)

127.8±11.2 258.3±19.9

122.8±10.6 222.8±17.9

-35.5±15.2

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

血中中性脂肪値（負荷後4時間）
平均値±SE(mg/dL)

127.8±11.2 260.7±13.6

122.8±10.6 209.5±16.8

-51.3±9.9

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

血中中性脂肪値（負荷後6時間）
平均値±SE(mg/dL)

127.8±11.2 191.5±20.1

122.8±10.6 178.7±17.7

-12.9±13.7

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

血中中性脂肪値変化量（負荷後2時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

95.6±8.9

算出不可

該当なし

82.1±8.0

算出不可

-13.5±3.6

Holm法により多重性を考慮

血中中性脂肪値変化量（負荷後3時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

130.5±14.7

算出不可

記載なし

100.0±10.2

算出不可

-30.6±13.6

Holm法により多重性を考慮

血中中性脂肪値変化量（負荷後4時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

133.0±11.2

算出不可

該当なし

86.6±11.6

算出不可

-46.3±9.9

Holm法により多重性を考慮

血中中性脂肪値変化量（負荷後6時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

63.8±13.9

算出不可

記載なし

55.9±14.0

算出不可

-7.9±9.9

Holm法により多重性を考慮

食後
RLPコレステロール

食後
RLPコレステロール

RCT/1

RCT/1

-1

-1

0

0

-1

-1

*2

層別解析

-2

-2

-1

-1

負荷食品摂取前から摂取後のRLPコレステロールAUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし

61.02±3.30

算出不可

該当なし

54.00±3.74

算出不可

-7.02±2.12

負荷食品摂取前から摂取後の変化量のRLPコレステロールAUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし

28.99±1.78

算出不可

該当なし

22.02±1.89

算出不可

-6.97±1.28

RLPコレステロール（負荷後2時間）
平均値±SE(mg/dL)

5.34±0.35 10.21±0.58

5.33±0.43

9.24±0.61

-0.97±0.33

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

RLPコレステロール（負荷後3時間）
平均値±SE(mg/dL)

5.34±0.35 12.13±1.18

5.33±0.43 10.30±0.77

-1.77±0.63

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

RLPコレステロール（負荷後4時間）
平均値±SE(mg/dL)

5.34±0.35 12.37±0.64

5.33±0.43 10.34±0.83

-2.02±0.52

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

RLPコレステロール（負荷後6時間）
平均値±SE(mg/dL)

5.34±0.35

9.74±0.91

5.33±0.43

9.00±0.82

-0.75±0.66

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

RLPコレステロール変化量（負荷後2時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

4.87±0.37

算出不可

該当なし

3.91±0.31

算出不可

-0.96±0.28

Holm法により多重性を考慮

RLPコレステロール変化量（負荷後3時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

6.73±0.60

算出不可

該当なし

4.97±0.49

算出不可

-1.76±0.56

Holm法により多重性を考慮

RLPコレステロール変化量（負荷後4時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

7.03±0.47

算出不可

該当なし

5.01±0.59

算出不可

-2.01±0.45

Holm法により多重性を考慮

RLPコレステロール変化量（負荷後6時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

4.41±0.71

算出不可

記載なし

3.67±0.62

算出不可

-0.74±0.52

Holm法により多重性を考慮

負荷食品摂取前から摂取後のRLPコレステロールAUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし

57.20±4.00

算出不可

該当なし

49.32±4.14

算出不可 -7.88±1.45

負荷食品摂取前から摂取後の変化量のRLPコレステロールAUC
平均値±SE（mg・h/dL）

該当なし

28.04±2.37

算出不可

該当なし

21.39±2.35

算出不可

RLPコレステロール（負荷後2時間）
平均値±SE(mg/dL)

4.86±0.42

9.77±0.76

4.65±0.48

8.73±0.81

-1.04±0.34

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

RLPコレステロール（負荷後3時間）
平均値±SE(mg/dL)

4.86±0.42 11.53±0.70

4.65±0.48

9.60±0.91

-2.00±0.63

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

RLPコレステロール（負荷後4時間）
平均値±SE(mg/dL)

4.86±0.42

8.79±1.20

4.65±0.48

8.14±0.93

-2.31±0.49

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

RLPコレステロール（負荷後6時間）
平均値±SE(mg/dL)

4.86±0.42

8.79±1.20

4.65±0.48

8.14±0.93

-0.65±0.67

Holm法により多重性を考慮
前後値の平均差は変化量の効果指標を参照

RLPコレステロール変化量（負荷後2時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

4.91±0.51

算出不可

該当なし

4.08±0.44

算出不可

-0.83±0.30

Holm法により多重性を考慮

RLPコレステロール変化量（負荷後3時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

6.75±0.83

算出不可

該当なし

4.95±0.58

算出不可

-1.80±0.62

Holm法により多重性を考慮

RLPコレステロール変化量（負荷後4時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

6.67±0.58

算出不可

該当なし

4.56±0.68

算出不可

-2.11±0.56

Holm法により多重性を考慮

RLPコレステロール変化量（負荷後6時間）
平均値±SE(mg/dL)

該当なし

3.93±0.98

算出不可

記載なし

3.49±0.86

算出不可

-0.45±0.62

Holm法により多重性を考慮

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
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-6.65±1.32

別紙様式（Ⅴ）-14 【様式例 添付ファイル用】
サマリーシート（定性的研究レビュー）
商品名：大人のカロリミット®

リサーチ
クエスチョン
P

健常者（疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦、授乳婦は除く））または血中中
性脂肪値がやや高めの者において、ギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キトサン
の経口摂取は、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能があるか

健常者（疾病に罹患していない者（未成年者、妊産婦、授乳婦は除く））または血中中性脂肪値が
やや高めの者

I（E）
ギムネマ酸 、エピガロカテキンガレート、キトサンの経口摂取
C
プラセボまたはコントロールまたは摂取前値との比較

０１

主要 アウトカム：食後の血中中性脂肪値
副次アウトカム：食後の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 ）

バイアスリスクの
採用文献の研究デザインは、ランダム化二重盲検クロスオーバー試験であった。選択
まとめ
的アウトカム報告では、臨床登録されていないため不明であり、評価できなかった。症
例減少バイアスでは、脱落率が10%であった。その他のバイアスとして空腹時血中中
性脂肪値がやや高めな被験者を含んだ。これらの評価から、採用文献のエビデンス
総体としてのバイアスリスクは、中と評価した。
非直接性の
まとめ

採用文献は日本で行われ、対象者の年齢は20～65歳であった。使用された介入食品
の機能性関与成分は、当該製品に使用する原材料と同じであることが確認できた。プ
ラセボを対照とし、食事の脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑え
る機能について評価した論文だったことから非直接性はなしとした。

非一貫性その他
採用文献は食事の脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能
のまとめ
を評価していたが、主要アウトカムと副次アウトカムそれぞれ1編しかなかったことか
ら、非一貫性を高とした。
コメント

各成分を組み合わせた製品においては、各成分の相加的または相乗的な機能発現
が期待される。そのため、配合されている成分毎に行う単一成分のシステマティック・
レビュー（以下、SRと記す）では適切な機能評価はできない可能性がある。そこで、機
能性関与成分の組み合わせと配合量の同等性が認められたているものに限定した臨
床試験を対象としてSRを実施した。採用文献から、食事の脂肪の吸収を抑え、食後の
血中中性脂肪値の上昇を抑える機能を有する可能性が示唆されたが、それにより、
採用文献が1編に限られていたこと、空腹時血中中性脂肪値がやや高めな被験者を
含むことから、今後さらなる研究の蓄積により妥当性・信頼性が高まることを期待す
る。

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
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別紙様式（Ⅴ）-16 【様式例 添付ファイル用】
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
商品名：大人のカロリミット®
本システマティック・レビュー（以下、SRと記す）では、健常者または血中中性脂肪値がやや高めの者が
GECを摂取することで、食後の血中中性脂肪値の上昇を抑えるかを検証した。その結果、日本人の成人男
女でギムネマ酸 、エピガロカテキンガレート、キトサン（以下、GECと記す）をそれぞれ1回当たり、ギムネマ
酸 9.4mg、エピガロカテキンガレート14mg、キトサン100mg摂取後に、脂肪を主体とする負荷食品を摂取した
際における食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能が認められた。また、食後のRLPコレステロール
は、腸管から吸収された脂質に由来する中間代謝産物を反映する。このことより、食後のRLPコレステロー
ルの上昇が有意に抑制されたことは、脂肪の多い食事をした際に、食後の血中中性脂肪値の上昇抑制を
示したと考えられる。食後の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能は、GECの脂質の吸着作用、脂質分解酵
素リパーゼの活性阻害作用、及び遊離脂肪酸の吸収抑制により、食事の脂肪の吸収を抑える働きによると
考えられる。
これらを総合的に判断すると、表示しようとする機能「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、インゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボ
ンが含まれます。本品は日常活動時のエネルギー代謝において、脂肪を代謝する力を高める機能がありま
す。またギムネマ酸、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は、食事の糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇を抑えることが報告されていま
す。さらにギムネマ酸、エピガロカテキンガレート、キトサンは、食事の脂肪の吸収を抑え、食後の血中中性
脂肪値の上昇を抑えることが報告されています。」の下線部分の科学的根拠を、本SRの結果は支持してい
ると考える。
本SRにおける採用文献の介入食品と当該製品の同等性について、以下の通り考察した。本SRにおける
介入食品のGECは、当該製品に配合される機能性関与成分と、それぞれ同じ基原生物を用いた原料を使
用し、同量配合されていることを確認している。また、本SRの介入食品には、GEC以外に1回4粒当たり、桑
の葉由来イミノシュガー（ファゴミンとして）0.2mg、インゲン豆由来ファセオラミン0.29mgが含有されていた。こ
れらは、当該製品に配合されている桑の葉由来イミノシュガー（ファゴミンとして）、インゲン豆由来ファセオラ
ミンと同等性が認められ、同量配合されていることも確認している。桑の葉由来イミノシュガー（ファゴミンとし
て）及びインゲン豆由来ファセオラミンは、食後血中中性脂肪の上昇抑制作用については、効果を発揮して
いないものと考えられると採用文献に記載されていた。
当該製品は、本SRにおける採用文献の介入食品以外に、ペンタメトキシフラボン（原材料名ブラックジン
ジャーエキス末）を含むが、ペンタメトキシフラボンには、リパーゼの脂質分解酵素に対する阻害活性がない
ことをin vitro 試験にて確認している。また当該製品の目安量から体表面積換算した用量を用いたin vivo 試
験においても、ペンタメトキシフラボンが脂肪の吸収抑制作用を示さず、さらにその他機能性関与成分の機
能を阻害しないことを確認している。
当該製品と採用文献の介入食品は錠剤で、その崩壊性に大きな差がないことも確認している。したがっ
て、本SRの採用文献におけるGECと当該製品の機能性関与成分の同等性は高く、当該機能における、
GECと当該製品の血中中性脂肪値の上昇を抑える機能性関与成分の効果も同等であると考える。
本SRにおける採用文献の介入食品の、摂取方法及び摂取対象者の当該製品への外挿性について、以下
の通り考察した。
摂取方法については、本SRにおける採用文献では、脂肪食を摂取する15分前に介入食品を摂取してい
た。このことから、当該製品の1日摂取量を食事の時にまとめて摂取することで、当該機能が発現すると考
える。
摂取対象者について、本SRにおける被験者は満20歳以上65歳未満と比較的幅広い年齢層であり、日本
で行われた研究であった。血中中性脂肪値が正常高値からやや高めの被験者を含んでいたが、層別解析
により、健常域の被験者のみでも当該機能が認められた。介入食品の摂取後に脂肪を主体とした負荷食品
として、コーンポタージュにバターとラードを添加したコーンクリームスープを被験者に負荷し、食後の血中中
性脂肪値を評価していた。したがって、脂肪を必要以上に食事で摂取している方として「脂肪が多い食事を
とりがちな方」を当該製品が想定する主な対象者とした。
これらのことから、最終製品「大人のカロリミット®」の摂取方法及び摂取対象者において、外挿性があると
考える。
改めてTotality of Evidenceの観点から、以上のことを総括すると、ギムネマ酸 9.4mg/日、エピガロカテキ
ンガレート14mg/日、キトサン100mg/日を摂取することは安全であり、食事の脂肪の吸収を抑えて、食後の
血中中性脂肪値の上昇を抑える機能を有する可能性が示唆された。ただし、今回の採用文献は1編のみで
対象者人数は限られていたことから、今後の研究に注視することが必要と考える。

【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。

