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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 糖値サポートに含有する機能性関与成分バナバ葉由来コロソリン酸（バ

ナバエキス）による血糖値低下の機能性に関するシステマティック・レビュー」

商品名：糖値サポート

機能性関与成分名：バナバ葉由来コロソリン酸

表示しようとする機能性：「本品にはバナバ葉由来コロソリン酸が含まれます。バナバ

葉由来コロソリン酸は、血糖値が高めの方の血糖値を下げる機能が報告されています。」

作成日：2016 年 7 月 1日

届出者名：株式会社ファンケル

抄 録

目的：健常人（空腹時血糖値 または 75gOGTT が境界型の者を含む）に対するバナバエ

キス（コロソリン酸として 1 ㎎/日以下）の摂取による血糖値に対する効果について、

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

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

化クロスオーバー試験、準ランダム化比較試験、非ランダム化比較試験（非 RCT）、非

ランダム化クロスオーバー比較試験、単一群におけるウォッシュアウト期間を設けた介

入試験、コントロール群のない介入試験とした。文献検索に使用したデータベースは、

医中誌 Web、JDreamⅢ、PubMed 、The Cochrane Library 、EMBASE を用いた。適格基準

として、対象は健常人（空腹時血糖値 110～125 ㎎/dL 又は 75gOGTT2 時間値：140～199

㎎/dL を含む）とし、バナバエキス（コロソリン酸として 1㎎/日以下）の摂取介入が、

プラセボなどのコントロール、摂取前値との比較により血糖値について評価しているこ

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、非一貫性お

よびアウトカムを評価し、総合的に機能性の根拠となるかを検証した。

結果：適格基準に合致したのは 2 編で、RCT1 編とウォッシュアウト期間を設けた介入

試験 1 編であった。。RCT のバイアスリスクは中で、12 週間摂取後の空腹時血糖値の変

化率（空腹時血糖値：対照群 104%に対し、介入群 92% ただし、グラフからの読み取り）、

HbA1c の変化率（HbA1c：対照群 108%に対し、介入群 97% ただし、グラフからの読み

取り）がプラセボと比較してどちらも有意に低下（どちらも p<0.05)していた。ウォッ

シュアウト期間を設けた介入試験のバイアスリスクは中、空腹時血糖値 90mg/dL 以上群

の層別解析で介入したバナバエキス（コロソリン酸として 0.25 ㎎/日、0.50 ㎎/日、1

㎎/日）の範囲で食後血糖値の上昇抑制作用（コロソリン酸として 0 ㎎/日群 300.5

㎎/dL/hr、0.25 ㎎/日群 285.6 ㎎/dL/hr、0.50 ㎎/日群 281.1 ㎎/dL/hr、1 ㎎/日群

273.1 ㎎/dL/hr、プラセボ（0㎎/日群）比は 0.25 ㎎/日群と 0.50 ㎎/日群で p<0.05、1

㎎/日群で p<0.01）が確認された。2 編の不精確は高、非直接性はなし、非一貫性は高

であった。また、対象論文において安全性に問題がないことを確認した。

結論：血糖値が高めの人（空腹時血糖値 または75gOGTT が境界型の者、および空腹時

血糖値が 100～109mg/dL の者）において、バナバエキス（コロソリン酸として 0.25 ㎎/

日～1 ㎎/日）の摂取は安全で、血糖値を低下させる機能を有する可能性があると考え
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られた。ただし、今回の対象論文は RCT が 1編、ウォッシュアウト期間を設けた介入試

験が 1編と非常に限られた情報源であったことから、今後の研究に注視することが必要

と考える。

はじめに

機能性関与成分 バナバ葉由来コロソリン酸の由来であるバナバ（和名：オオサルス

ベリ 学名：Lagerstroemia speciosa L.（英）ミソハギ科[サルスベリ属]の落葉高木）

はインドネシアやタイなどの熱帯、亜熱帯地域に分布する常緑高木で、フィリピンでは

糖尿病を治療する民間薬として飲用されている（参考文献リスト No.1（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「バナバ（オオサルスベリ）」）)。

バナバの有効成分であるコロソリン酸は、トリテルペノイドの一種であり、糖尿病モ

デル動物および細胞試験から、グルコース輸送体 GLUT4（糖が組織に取り込まれる際に

働くグルコース輸送体）を細胞膜へ誘導する作用をもつことが報告されている（参考文

献リスト No.2（Miura T ら、2004）、No.3（Murakami C ら、1993）、No.4（Hayashi T ら、

2002））。

インスリン受容体のリン酸化を促進することで、糖の取り込みを促進する作用（参考

文献リスト No.5（Shi L ら、2008））、ラットを用いた試験にて、肝臓への投与によりフ

ルクトース-2,6-ビスリン酸を増加させる作用が報告されている（参考文献リスト No.6

（Yamada K ら、2008））。フルクトース-2,6-ビスリン酸は、フルクトース-1,6-ビスホス

ファターゼの活性を抑制し、解糖系を亢進し、一方で糖新生を抑制するとされる。これ

らの複合的な機能が血糖を下げる作用機序であると考えられる。（別紙様式（Ⅶ）－3 作

用機序に関する説明資料 参照)。

また、バナバエキスの血糖低下作用については、ヒトで行われた研究報告もあるが、

それらを総合的に評価した報告はみられなかったことから、当該システマティック・レ

ビュー（SR）を通じて効果の検証が必要と判断した。

そこで、本論は、成人で血糖値が高めの人に対する製品「糖値サポート」に含有する

機能性関与成分バナバ葉由来コロソリン酸 1mg/日以下の摂取が、プラセボ群または他の

コントロール群と比較した場合や、もしくは単独での前後比において、血糖値が高めの

人の血糖値の低下に有効であるかどうかを SRにより明らかにすることを目的とした。

なお、血糖値が高めの人とは、空腹時血糖値または 75gOGTT が境界型の者（空腹時血

糖値 110～125mg/dL または 75gOGTT2 時間値 140～199 ㎎/dL）、および空腹時血糖値が 100

～109mg/dL の者とした。

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。

機能性関与成

分
成分 1日 3粒あたり 単位

バナバ葉由来コロソリン酸 1.0 mg 
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（2）研究の適格基準

1）研究デザイン

採用する論文の研究デザインは、ランダム化並行群間比較試験（RCT）、ランダム化

クロスオーバー試験、準ランダム化比較試験、非ランダム化比較試験（非 RCT）、非ラ

ンダム化クロスオーバー比較試験、ウォッシュアウト期間を設けた介入試験とし、会

議録は除外した。

2）適格基準および PICO

適格基準となる PICO の設定は以下の通りとした。

P－Participant：参加者

対象は、健常人（空腹時血糖値 または 75gOGTTが境界型の者を含む）※とした。

※境界型 空腹時血糖値 110～125 ㎎/dL

又は 75gOGTT2 時間値：140～199 ㎎/dL

I－Intervention（Ｅ－Exposure）：介入（食品）特性

介入条件は、バナバエキス（コロソリン酸として 1㎎/日以下）の摂取とした。

C－Comparison：対照

プラセボまたは、コントロールまたは摂取前の値との比較とした。

O－Outcome：評価項目

アウトカムとして、血糖値（空腹時血糖値、食後血糖値曲線下面積（AUC））とヘ

モグロビン A1c（HbA1c）「ヘモグロビンの糖化産物であり、過去 1～2か月の平均血

糖値を反映する指標」、グルコアルブミン「糖化されたアルブミンで、1～2週間の

血糖コントロールの指標」、1,5-アンヒドログルシトール（1,5-AG）「食物中に含ま

れ、毎日 5～10 ㎎ほど経口摂取されほぼ同量が腎臓から排泄される成分。過去数日

間の血糖コントロールの指標」とした。（参考文献リスト No.7（標準臨床検査医学

P.134））

3）言語

日本語および英語で記載された論文を採用した。

  

（3）対象研究の検索方法

1）データベース・臨床試験登録

研究論文のデータベースとして、医中誌Web、JDreamⅢ、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。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。

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下の通りであった。
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【データベースにおける検索対象期間】

医中誌 Web：1977 年～2015 年 9 月 24 日

JDreamⅢ：1975 年（※医学情報は 1981）～2015 年 9 月 24 日

PubMed ：1946 年～2015 年 9 月 24日

The Cochrane Library：収録年不明～2015 年 9月 24 日

EMBASE：1947 年～2015 年 9 月 8日

UMIN-CTR：検索日 2015 年 11 月 2日

2）検索の具体的方法

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

検索対象期間、検索式についてまとめた。すべての検索作業は、データベース検索技

術者で、特定の成分に関する情報収集に熟練した社内担当者 Eが実施した。

a) 医中誌 Web

#1 "2α,3β-ジヒドロキシウルサ-12-エン-28-酸"/AL or "2α,3β-ジヒ

ドロキシ-19β-メチル-30-ノルオレアナ-12-エン-28-酸"/AL or 

"Corosolic Acid"/TH or "2α-ヒドロキシウルソール酸"/AL or "2α

-Hydroxyursolic acid"/AL or "2α,3β-Dihydroxyurs-12-en-28-oic 

acid"/AL or "Corosolic Acid"/TH or "コロソール酸"/AL or 

"Corosolic acid"/AL or "コロソリン酸"/AL or "Colosolic acid"/AL 

or "2α,3β-Dihydroxy-19β-methyl-30-noroleana-12-ene-28-oic 

acid"/AL

#2 オオバナサルスベリ/TH or バナバ/AL or 大花百日紅/AL or 

Lagerstroemiaspeciosa/AL or "Lagerstroemia speciosa"/AL or 

banaba/AL or "giant crape myrtle"/AL or (giant/AL and crape/AL 

and (ギンバイカ属/TH or myrtle/AL))

#3 #1 or #2

#4 (#3) and (CK=ヒト)

#4 (#4) and (PT=会議録除く) 

b) JDreamⅢ

L1 J14.066J)/SN+("2α,3β-ジヒドロキシウルサ-12-エン-28-酸"+"2

α,3β-ジヒドロキシ-19β-メチル-30-ノルオレアナ-12-エン-28-酸

"+"2α-ヒドロキシウルソール酸"+"2α-Hydroxyursolic acid"+"2

α,3β-Dihydroxyurs-12-en-28-oic acid"+"コロソール酸

"+"Corosolic acid"+"コロソリン酸"+"Colosolic acid"+"2α,3β

-Dihydroxy-19β-methyl-30-noroleana-12-ene-28-oic acid")/CN+("

コロソール酸"+"Corosolic acid"+"コロソリン酸"+"Colosolic 

acid")/ale

L2 (バナバ+オオバナサルスベリ+大花百日紅+ 

(Lagerstroemia*speciosa) +banaba+(giant*crape*myrtle))/ALE

L3 L1 OR L2

L4 L3 and （(試験/CTS or 試験/AL or 被験者/AL or ボランティ

ア)+(比較試験/CTS or 二重盲検法/CTS or 偽薬/CTS or ランダム/AL 
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or 無作為/AL or 二重盲検/AL)+GX0603?/CC）

L5 L4 NOT (C/DT or d2/DT)

L6 L5 and ((ヒト/CTS or 人間/CTS or ヒト/AL or 被験者/AL or ボ

ランティア)+GX0603?/CC)

c) PubMed

#1 ("corosolic acid") OR (Lagerstroemia AND speciosa) OR banaba

#2 (#1) AND Humans[Mesh]

#3 #2 AND Clinical Trial[PT] OR Comparative Study[PT] OR 

Randomized Controlled Trial[PT] OR Randomized Controlled 

Trial[PT] OR systematic[SB] OR Meta-analysis[PT] OR 

Meta-analy*[All] OR metaanaly*[All] OR systematic[All])

#4 #2 AND Dietary Supplements[MeSH Major Topic]) NOT (letter[PT] OR 

comment[PT]))

#5 #3 OR #4

d) The Cochrane Library

#1 ("corosolic acid") OR (Lagerstroemia AND speciosa) OR banaba ／

ALL TEXT

e) ENBASE

#1 BANABA OR  LAGERSTROEMIA(W)SPECIOSA OR COROSOLIC(W)ACID

#2 #1 AND HUMAN+NT,PFT/CT

#3 #2 AND (CONTROLLED CLINICAL TRIAL/CT OR RANDOMIZED CONTROLLED 

TRIAL/CT OR CLINICAL TRIAL/CT))

f) UMIN-CTR

#1 Search バナバ

#2 Search banaba

#3 Search コロソリン酸

#4 Search コロソール酸

#5 Search Corosolic acid

#6 Search オオバナサルスベリ

#7 Search 大花百日紅

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

1）研究選択の方法

適格基準に基づき、社内担当者 A、B、Cが論文のスクリーニングを独立して実施し

た。その後、3人で照合して、一致していない論文については相談の上で決定した。

それでも、不一致である場合には、社内担当者 Dに判断を委ねた。
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2）研究の妥当性・信頼性の評価

a）バイアスリスクの評価

バイアスリスクの評価は、コクラン共同計画のレビュー・マニュアルのものを別

紙様式（V）－10 参考文献リスト No.8（van Tulder M ら、2003）がアレンジした

11項目からなるチェックリストを、研究協力者 Fである東京農業大学の上岡洋晴教

授が和訳・一部改変した評価シート（未発表資料）を用いた。具体的には、「ラン

ダム化」「割付の隠蔵（concealment）」「ベースラインにおける主要アウトカムの同

等性」「参加者の盲検化」「介入者の盲検化」「アウトカム評価者の盲検化」「追加介

入の共通性」「コンプライアンス」「ドロップアウト」「ITT（intention-to-treat）

または FAS（full analysis set）」「評価タイミングの一致度」で、さらにガイドラ

インと同様に、「その他のバイアス」を加えた12項目によって厳格に評価を行った。

明確に実施されていたり、問題を回避していた場合には、「0（バイアスなし）」、記

述がなかったり、不明確、不履行の場合には、「-1（バイアスあり）」とした。

なお、バイアスリスクの評価を正確に実施できるように、2015 年 3月 3日に研究

方法論（システマティック・レビュー）の専門家である研究協力者 Fを招聘し、本

レビューに関係する担当者全員に、トレーニング研修（90分間）を 1 回実施した。

全体のバイアスリスクの総括は、各項目の「バイアスリスクあり（-1）」の合計

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

項目の場合「バイアスリスク中」、7項目以上の場合、「バイアスリスク高」とした。

エビデンス総体におけるバイアスリスクの評価は、バイアスリスクが高いものが 1

報でもあれば、その評価に合わせた。

個々の論文ごとに別紙様式（V）－11 各論文の質評価シートに整理し、次にア

ウトカムごとに、別紙様式（V）－13 エビデンス総体の質評価シートに整理した。

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

で決定した。なお、両者の一致率とκ係数を算出した。

b）非直接性の評価

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

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

的である場合には（0）とした。非直接性のまとめは、-4～-2 を非直接性あり、-1

～0を非直接性なし、とした。

社内担当者AおよびBの2名で行い、不一致がある場合には相談の上で決定した。

c）非一貫性の評価

非一貫性は、各研究間における結果のバラつきを示すもので、本来はメタ分析に

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

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

なかったのかの相反する 2値、つまり Positive（P）または Negative（N）として

各アウトカムを取扱い、次のような明確な基準を設定して評価した。これは、上岡

氏（未発表資料）が考案した方法である。

報告数は無関係として、共通してあてはめ、各論文の中での一致度を百分率で算

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

で解釈するように定義した。一致率は、50%～100%の範囲となり、例えば、3 編中、

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

5/10 で、50%となる。7編中、4編が P、3編が Nの場合には 4/7 で、57%となる。4
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編中、3編が Pで、1編が Nの場合には 3/4 で 75%となる。前述の一致率から逆に不

一致の程度、つまり非一貫性を「高」（-2） 50.0%～59.9%、「中」（-1） 60.0%～

79.9%、「低」（0） 80.0%～100%と設定した。

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

d）不精確の評価

不精確は、本来的には、サンプルサイズやイベント数が小さい等により、効果推

定量の信頼区間の幅が広いことを示す。しかし、メタ分析を伴わない定性的な本 SR

としては、明確な評価指標がないため、各アウトカムのデータだけに着目して、次

のような定量化をもとに、不精確を判断した。これは、上岡氏（未発表資料）が考

案した方法である。

まず、すべての対象研究の介入群・コントロール群ともに、標準偏差と平均値か

ら変動係数（CV：Coefficient of Variation：標準偏差/平均値×100=CV）を算出

した。「別紙様式（V）－11,13」における「各群の前後の値」の各平均値の部分の

右側に追加のセルを加え、この CVを追加情報として記載した。例えば、9.2±0.5mg

であるならば、CVは 0.5/9.2×100=5.4%であり、5.4 と記述した。

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

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

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

るが、評価を厳格に行うために、対象研究すべてにおいて記載されている CV値の

高いものを前述の基準範囲から判断した。例えば、CVが 20%、34%、・・・43%とあ

った場合には、最も高い 43%として、「不精確は高」とする判断とした。

これらの評価は、社内担当者 Aおよび Bが行った。

3）研究の要約・データの抽出

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

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

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

－14 サマリーシートに SRのまとめを記載した。作業は、社内担当者 Aと Bで行い社

内担当者 Dが確認した。

4）メタ分析

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

場合にのみ、社内担当者 Aおよび Bがフリーソフト Rを用いて実施する。フォレスト

プロットとともに異質性の検定も実施する。統合におけるパブリケーション・バイア

スについて、Funnel plot ならびに Begg の方法により明らかにする。他の研究デザイ

ンにおいては、そもそもサンプリング・情報バイアスが大きいためメタ分析は実施し

ない。」であった。しかし、異質性により実際にはメタ分析は実施できなかった。

5）研究プロトコル登録

研究プロトコルの事前登録は実施しなかった。

倫理面への配慮

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

結果
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（1）対象となった研究

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

文献検索データベースにより検索された文献は、61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、対象研究は 2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は、その理由とと

もに、別紙様式（V）－8 除外文献リストにまとめた。

（2）研究の特徴と有効性

別紙様式（V）－7 採用文献リストに研究内容の詳細を示した。対象論文 2編のうち

1編（採用文献リスト No.1（Choi ら、2014））は RCT で、空腹時血糖値 100-125mg/dL に

該当する健常人 45名にて韓国で行われた研究であった。バナバエキス（コロソリン酸

0.9 ㎎/日）あるいは大豆葉エキス投与による血糖上昇抑制効果の検証をプラセボとの比

較で行った研究で、12週間摂取後の空腹時血糖値、HbA1c を評価していた。

その結果であるが、空腹時血糖値について、介入前後の平均値は、対照群前値

119.43±6.49mg/dL、対照群後値 124.57±8.45mg/dL（平均値±標準誤差）、介入群前値

114.60±3.91mg/dL、介入群後値 106.60±4.31mg/dL（平均値±標準誤差）であり、平均

値では介入前後で有意差はみられなかった。しかし、空腹時血糖値の変化率は有意に低

値（p<0.05）であった。変化率については、結果の値の記載がなかったため、論文の著

者に数値の開示を依頼しているが、現時点で連絡はまだない。そこで、グラフから対照

群が 104%、介入群が 92%と読み取った。HbA1c について、介入前後の平均値は、対照群

前値 6.191±0.13%、対照群後値 6.73±0.20%（平均値±標準誤差）、介入群前値

6.32±0.13%、介入群後値 6.15±0.15%（平均値±標準誤差）であり、対照群と比較し

て有意に低値（p<0.05）であった。HbA1c は変化率でも有意な低値（p<0.05）で、グラ

フより、対照群が 108%、介入群が 97%と読み取った。なお、この論文では、他に、血漿

インスリン値と HOMA-IR（インスリン抵抗性）についても調査が行われていた。HOMA-IR

は、平均値で比較すると有意差は見られなかったが、変化率については、グラフから読

み取ると対照群 110%に対し、介入群 80%であり、有意に低値（P<0.05）であった。血漿

インスリン値は、平均値、変化率のどちらも有意差がなかった。

対象論文のもう 1編（採用文献リスト No.2（池田ら、2008））は、単回投与による単

盲検のウォッシュアウト期間を設けた介入研究であった。対象者 18名に、バナバエキス

（ コロソリン酸 1%含有）として 0㎎、25 ㎎、50 ㎎、100 ㎎を含有するタブレットで、

各摂取量を 1回ずつ摂取させた。空腹時に各量のバナバエキスを含むタブレットを摂取

した後、60分後に血糖値を測定、その後デンプン質食品を摂取、30分毎に 120 分後まで

の血糖値を測定、血糖値の経時変化および食後血糖値曲線下面積（AUC）を空腹時血糖

90mg/dL を境界とした層別解析にて評価が行われていた。この AUC の変化であるが、論

文中にはグラフのみで結果値の記載がなかったため、著者に確認をした。空腹時血糖値

90mg/dL 以上群（A群）では、バナバエキス 0㎎/日群 300.5±16.6 ㎎/dL/hr、25 ㎎/

日群 285.6±18.1 ㎎/dL/hr、50 ㎎/日群 281.1±17.1 ㎎/dL/hr、100 ㎎/日群

273.1±18.0 ㎎/dL/hr（平均値±標準誤差）であった。AUC の変化は、プラセボ群（バナ

バエキス 0㎎/日）と比較して、バナバエキス 25㎎/日群およびバナバエキス 50㎎/日群

で p<0.05、バナバエキス 100 ㎎/日群で p<0.01 と有意に低値かつ用量依存的であった。

一方、空腹時血糖値 90mg/dL 未満群（B群）では、プラセボと比較して有意な変動は確

認されなかった。著者に確認したところ、結果は、バナバエキス 0㎎/日群 232.4±14.2

㎎/dL/hr、25 ㎎/日群 229.7±9.9 ㎎/dL/hr、50㎎/日群 222.5±8.6 ㎎/dL/hr、100 ㎎/

日群 243.3±10.2 ㎎/dL/hr（平均値±標準誤差）であった。この空腹時血糖値を 90㎎

/dL を境界とした理由は、空腹時血糖値 90mg/dL を境界とする前例（難消化性デキスト
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リンの介入試験）が多かったからと記載されているのみであった。ただし、この群分け

について著者は、空腹時血糖値の平均値で群間差（A群 vs B 群 P<0.001）があり、さら

に、食後血糖値の上昇も B群と比べて A群は 1.8 倍（数値の記載なし）の有意な上昇を

示したことから、層別方法の正当性を示すものと考えると考察していた。

（3）安全性・有害事象

別紙様式（V）－7 採用文献リスト No.1（Choi ら、2014）では重篤な副作用は報告さ

れなかったと記載されていた。採用文献リスト No.2（池田ら、2008）においても、自覚

症状や他覚症状など体調について何ら有害事象は認められなかったと記載されていた。

採用文献リスト No2 は、空腹時にバナバエキスを摂取させた後、60分後の血糖値を測定

しているが、60分後の血糖値に変化がなかったことを確認し、その後も食後 2時間まで

低血糖が認められなかったと記載されていた。

（4）ドロップアウト・アドヒレンス

別紙様式（V）－7 採用文献リスト No.1（Choiら、2014）、No.2（池田ら、2008）の

いずれもドロップアウトはないと記載されていた。アドヒレンスについて、採用文献リ

スト No.1（Choi ら、2014）では、試験食の摂取について 2日に 1回、電話でモニターし

たとあるが具体的な記載はなかった。採用文献リスト No.2（池田ら、2008）では記載が

なかった。

（5）研究の妥当性・信頼性の評価

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

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

トにまとめ、定性的 SRのまとめを別紙様式（V）－14 サマリーシートに記述した。

1）バイアスリスクの評価

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

85.7%、κ係数は 0.715 で、高い一致であった。全体のバイアスリスクのまとめは、バ

イアスリスクあり（-1）の合計数で判断した。RCTの 1編（採用文献リスト No.1（Choi

ら、2014））の研究デザインは、ランダム化二重盲検との記載があるが、ランダム化の

方法に関する具体的な記載がなく、割付の隠蔵の記載もなかった。盲検バイアスにつ

いては二重盲検とあったが、介入者の盲検に関する記載がなかったため-1 と評価した。

症例減少バイアスではコンプライアンスについて定期的に確認したと記載されていた

が、具体的な数値がなかったため-1 と評価した。以上の評価から、エビデンス総体と

してのバイアスリスク評価は中であった。対象論文もう 1編の単盲検、ウォッシュア

ウト期間を設けた介入試験である、採用文献リスト No.2（池田ら、2008）では、バナ

バエキスの用量別に 4群で評価した論文であったが、ランダムに分けたとの記載は無

く、割付の隠蔵の記載もなかった。盲検バイアスについては、単盲検と書かれていた

こと、4群の被験食品のうち、バナバエキス 0㎎のタブレットについては着色したと

あり、ブラインドしたことが記載されていたことから、参加者を 0、介入者を-１、ア

ウトカム評価者を-1とした。他には、4群の被験食品を摂取したとあるが、摂取のタ

イミングについての記載なかったことから評価バイアスを-1、被験者を空腹時血糖値

90㎎/dL を境とした層別解析をしていたため、その他のバイアスを-1とした。以上の

ことよりエビデンス総体としてのバイアスリスクは中であった。

2）非直接性の評価

対象論文 2編の血糖値を確認した。RCT の対象者の空腹時血糖値は 100～125 ㎎/dL

であり、血糖値が高めの人に該当する。ウォッシュアウト期間を設けた介入試験の対

象者は空腹時血糖値が 126 ㎎/dL 未満で試験責任医師が健常人であると判定した成人
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男女としていたことから、対象者に血糖値が高めの人に該当する対象者を含むもので

あると捉えた。対象論文 2編の対象者は日本人と韓国人であったことから、人種間の

違いは少ないと判断した。対象論文 2編はコロソリン酸 0.9 ㎎/日、あるいは 1㎎/日

を含むバナバエキスで、剤型は、カプセル、タブレットと記載されていた。コロソリ

ン酸 1㎎以下を含むバナバエキスをサプリメント形状の製剤にて摂取させた研究で、

プラセボを対照とし、血糖低下の機能を調査した報告であった。これらのことから対

象論文 2編はどちらも非直接性はなし（0）とした。

3）非一貫性の評価

対象論文 2編はどちらも血糖低下という機能を評価した論文であったが、評価の指

標は一致していなかった。採用文献リスト No.1（Choi ら、2014）では、空腹時血糖値

と、HbA1c、採用文献リスト No.2（池田ら、2008）では食後血糖値曲線下面積（AUC）

を空腹時血糖 90mg/dL を境界とした層別解析にて評価が行われていた。対象論文 2編

のアウトカムは異なり、評価手法での評価に至らなかったことから、非一貫性の評価

を-2（高）とした。

4）不精確の評価

RCT の 1 編(採用文献リスト No.1(Choi ら、2014)は、空腹時血糖値と HbA1c につい

て、標準誤差が記載されていたため、下記計算式で CV 値を求めて評価した。得られ

た CV 値の中で最も高かった値は 40%以上（高）であった。また、この RCT1 編は空

腹時血糖値、HbA1c を変化率（％ of initial level）で評価していたが、この結果はグラ

フのみで平均値やばらつきに関する数値の記載がなかった。著者に連絡し、値の開示

を依頼しているが、現時点で連絡がなく、不精確の評価ができていない。単回投与の

1 編（採用文献リスト No.2（池田ら、2008））は、著者から AUC の平均値±標準誤差

の値を入手し、以下計算式で CV 値を求めたところ、最も高かったのは 20.8%（中）だ

った。不正確の評価ができていないアウトカムがあることと、求めた CV 値の中で最

も高かったのが 40%以上であったことから、不精確については-2（高）とした。

CV 値（%）＝（標準誤差×√ｎ）/平均値×100

（6）メタ分析

RCT は１編であったため、メタ分析は実施できなかった。

考察

（1）有効性について

1）全体

糖尿病治療ガイド 2014-2015（参考文献リスト No.9（一般財団法人 日本糖尿病学

会 HP糖尿病治療ガイド 2014-2015））によると、空腹時血糖値について 110～125 ㎎

/dL は境界型、110 ㎎/dL 未満は正常型とされ、さらに、空腹時血糖値が 110～109 ㎎/dL

は正常高値とすると記載されている。採用文献リスト No.1（Choi ら、2014）の対象者

の空腹時血糖値は 100～125 ㎎/dL であることから、前述の診断基準によると正常高値

～境界型で、血糖値が高めの人に該当する。採用文献リスト No.2（池田ら、2008）の

対象者は空腹時血糖値が126㎎/dL未満で試験責任医師が健常人であると判定した成人

男女としていたことから、境界型以下の血糖値が高めの人に該当すると捉えた。

バナバエキス（コロソリン酸として 1㎎以下）の摂取による血糖値に対する有効性

であるが、採用文献リスト No.1（Choi ら、2014）はエビデンス･グレーディングが高

いとされる RCT で、空腹時血糖値 100～125 ㎎/dL に該当する健常人にバナバエキス
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（コロソリン酸として 0.9 ㎎/日）を 12週間摂取させることによって、空腹時血糖値、

HbA1c の変化率が、どちらもプラセボと比較して有意に低値であった。採用文献リスト

No.2（池田ら、2008）では、単回投与による食後血糖値曲線下面積（AUC）の調査にお

いて、空腹時血糖値 90mg/dL 以上群（A群）で、バナバエキス 25㎎/日～100 ㎎/日（コ

ロソリン酸として 0.25 ㎎/日～1㎎/日）の範囲で食後血糖値の上昇抑制作用が用量依

存的かつ有意に確認されている。一方、空腹時血糖 90mg/dL 未満群（B群）では有意な

作用が確認されていない。B群の空腹時血糖値は正常型であり正常高値にも該当しない。

血糖値を下げる必要がない場合の血糖値には影響しないと考えられる。

今回採用された 2編のうち、採用文献リスト No.1（Choi ら、2014）では、血糖に関

連する指標である血漿インスリン値と HOMA-IR（インスリン抵抗性）についても評価を

行っていた。その結果、血漿インスリン値では有意差がみられなかったが、HOMA-IR の

変化率（％）では、介入前と比較してコロソリン酸 0.9 ㎎摂取により有意に低値であ

った。この結果について、著者は、インスリン抵抗性とある程度関連したことは、空

腹時血糖値や HbA1c の改善とつながると考察していた。

コロソリン酸の血糖低下の作用機序については、糖尿病モデル動物や細胞試験から、

グルコース輸送体 GLUT4（糖が組織に取り込まれる際に働くグルコース輸送体）を細胞

膜へ誘導する作用をもつことが報告されている（参考文献リスト No.2（Miura T ら、

2004）、No.3（Murakami C ら、1993）、No.4（Hayashi T ら、2002））。他には、インス

リン受容体のリン酸化を促進することで、糖の取り込みを促進する作用（参考文献リ

スト No.5（Shi L ら、2008））、ラットを用いた試験にて、肝臓への投与によりフルク

トース-2,6-ビスリン酸を増加させる作用が報告されている（参考文献リスト No.6

（Yamada K ら、2008））。フルクトース-2,6-ビスリン酸は、フルクトース-1,6-ビスホ

スファターゼの活性を抑制し、解糖系を亢進し、一方で糖新生を抑制するとされる。

これらの複合的な機能が血糖値を下げる作用機序であると考えられる。（別紙様式（Ⅶ）

－3 作用機序に関する説明資料 参照）。

以上から、バナバエキス（コロソリン酸として 0.25 ㎎/日～1㎎/日）の摂取は、

血糖値が高めの人の血糖値を低下させる機能を有する可能性が考えられた。

2）正常域での働きについて

糖尿病治療ガイド 2014-2015 では、随時血糖値は110 ㎎/dL 未満および、75gOGTT で

2 時間値 140 ㎎/dL 未満が確認された場合について正常型と判定される、空腹時血糖値

が 100～109mg/dL は正常高値とする、と記載されている。対象論文の 2編はどちらも

75gOGTT での値がなかったため、空腹時血糖値が 100 ㎎/dL 未満に該当する対象者の結

果について正常域として考察することにした。

採用文献リスト No.1（Choi ら、2014）の対象者は空腹時血糖値 100～125mg/dL で、

正常高値～境界型に該当するため、正常域の対象者を含んでいない。採用文献リスト

No.2（池田ら、2008）では、空腹時血糖値 90mg/dL を境に層別解析が行われており、

空腹時血糖値 90mg/dL 未満群（B群）が正常域に該当する。B群の結果であるが、食後

血糖値曲線下面積（AUC）は 投与された摂取量のすべて（コロソリン酸として 0.25 ㎎、

0.5 ㎎、1㎎）において有意な差がなかったことから、コロソリン酸 0.25 ㎎/日～1㎎/

日の摂取は正常域の対象者の血糖値には影響しないことが推察された。しかし、単回

投与試験 1編のみの、しかも層別解析の結果のみであることから、正常域での働きを

考察するには、さらなる研究が必要であると考える。

3）疾病域での働きについて

除外論文の中に血糖値（basal blood glucose）が 140～250 ㎎/dL のⅡ型糖尿病患者

に、バナバエキス（コロソリン酸 1%を含むバナバエキス)を試験食品とした試験があっ

た（参考文献リスト No.10（Judy WV ら、2003））。バナバエキスを 16㎎/日、32 ㎎/日、
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48 ㎎/日（コロソリン酸として 0.16 ㎎/日、0.32㎎/日、0.48 ㎎/日）を 15 日間、ソフ

トカプセル剤とハードカプセル剤とで摂取させたところ、48㎎/日（コロソリン酸とし

て 0.48 ㎎/日）摂取群では、試験前と比較してソフトカプセル剤では 30%（p<0.002）、

ハードカプセル剤では 20%（P<0.001）、血糖値が減少したと報告している。また、採用

文献リスト No.2（池田義雄ら、2002）では単回投与とは別に、バナバエキス 100 ㎎/

日（コロソリン酸として 1㎎/日）投与による 1年間の長期摂取試験が行われているが、

この対象者の試験開始時の空腹時血糖値（平均値±標準誤差）は 128.3±6.0 ㎎/dL

で、疾病域に該当する。半年後の対象者の空腹時血糖値は 114.2±2.9 ㎎/dL と有意

に低下（ｐ<0.05）していた。

これら 2論文の対象者について併用している医薬品の有無を確認したが、どちらも

医薬品との併用はなかった。当該商品は健常人（空腹時血糖値 または 75gOGTT が境

界型の者を含む）を対象に開発された商品ではあるが、疾病に罹患している人や医薬

品を服用中の人が当該商品を摂取する可能性は否定できない。よって、血糖降下薬と

バナバエキスとの相互作用については、次のように調査したので記載する（別紙様式

（Ⅱ） 安全性評価シート 機能性関与成分の相互作用に関する評価 参照）。

2次情報である国立研究開発法人 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には、「理論上、血糖低下作用のあるハーブや

サプリメント、糖尿病治療薬との併用で、相加作用が起こると考えられる。そのため、

糖尿病に罹患している人または糖尿病治療薬を服用している人が摂取することは危険

性が示唆されている」と記載されていた。また、同じく 2次情報である Natural 

Medicines Comprehensive Database には、「理論的に、バナバは血糖降下薬の血糖降下

作用を増強する可能性がある。血糖値を注意してモニターすること。」と記載されてい

た。これらの引用論文を確認したが、医薬品とバナバエキスを併用した報告はなかっ

た。さらに、PubMed で 1 次情報を調査したが、コロソリン酸が当該商品の 1日摂取目

安量（1mg/日）以上含有された被験物を用いた報告で、血糖降下薬とバナバエキスを

併用した報告はなかった。また、PubMed を調査して、バナバエキスの有効性や安全性

に関するヒト試験やレビューにて有害事象に関する記載を確認したところ、低血糖を

含む有害事象の発現はなかったというレビュー報告が 1編あった。これらのことから、

血糖降下薬と併用しても低血糖のリスクが上昇する可能性は低いと考えられるが、実

際に血糖降下薬と併用した報告がなかったことから、血糖降下薬とバナバエキスとの

併用には注意が必要であると判断した。

（2）研究の妥当性・信頼性  

対象論文 2編は、いずれも選択バイアス・盲検バイアスについての記載が少なかった。

対象論文の 1編は 12 週間の介入試験ではあるが、コンプライアンスに関する具体的な数

値の記載がなく、もう 1編の単回投与試験はウォッシュアウト期間を設けた介入試験で

あったことから、摂取タイミングや測定時期についての記載がなかった。また、この試

験は、空腹時血糖値を90㎎/dLを境とした層別解析が行われている。単盲検ではあるが、

アウトカムが血糖測定であり評価者の主観は入らないと判断した。これらのことから、

バイアスリスクのまとめとしては中と評価した。非直接性については、対象論文の 2編

はどちらも対象者を空腹時血糖値 126mg/dL 未満の健常人で、介入もサプリメント形状で

あり、プラセボを対照として血糖低下の機能性について調査した報告であったため、非

直接性はなし（0）と評価した。不精確については、採用論文はどちらも標準偏差ではな

く、標準誤差で書かれた論文であった。予定していた評価指標を使用して評価するため

標準誤差から標準偏差を算出し、評価した。その結果、不精確は高（-2）と評価した。

対象論文 2編のアウトカムは一致していなかったことから、非一貫性の評価手法で評価

をするには至らず、非一貫性を高とした。対象論文が 2編と限定的であったことから、
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パブリケーション・バイアスも考えられる。今後のさらなる研究蓄積により妥当性・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

対象論文の 2編はどちらも「有害事象が報告されなかった」記載されていた。また、

採用文献リスト No2（池田ら、2008）では、空腹時にバナバエキスを摂取させ、60分後

の血糖値を測定していたが、摂取 60分後の血糖値に変化が見られなかったこと、および

低血糖症状が認められなかったことを確認していた。また、同論文では、空腹時血糖値

90mg/dL を境にした層別解析が行われており、空腹時血糖値 90mg/dL 以上群（A群）では

有効性がみられていたのに対し、空腹時血糖 90mg/dL 未満群（B群・正常域群）での食

後血糖値 AUC に変化は見られていない。これらのことから、バナバエキス（コロソリン

酸として 1㎎/日以下）の摂取は、必要以上に血糖値を低下させる作用はないことが推察

された。

また、コロソリン酸が製品に含まれる量より多量のバナバエキス（コロソリン酸とし

て 10.08 ㎎/日)含有ソフトカプセルを 2週間摂取させた、健常人（空腹時血糖値が 126

㎎/dL 未満）を対象にした論文（参考文献リストNo.11（土部 聡ら、2006））から、安全

性について確認した。2週間の摂取期間中、血液検査（白血球数、赤血球数、ヘモグロ

ビン、ヘマトクリット、血小板）、血液生化学（総コレステロール、中性脂肪、HDL、LDL）、

血圧、問診による熱感、ほてりなどの他、食欲不振、下痢などの胃腸症状、および低血

糖症状などの有害事象は観察されなかった。

（4）研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性

対象論文 2編は、日本人、韓国人を対象として、バナバエキス（コロソリン酸として

0.25 ㎎/日～1㎎/日）の経口摂取による血糖低下の機能性について調査した報告であっ

た。バナバはフィリピンでは古くから民間薬として伝統的に使用されているようである

が、日本人、韓国人の伝統的な使用に関する報告等はみられなかった。対象者の韓国人

と日本人との生活環境が類似していること、バナバあるいはコロソリン酸摂取の違いに

関する報告等がみられなかったこと、どちらも黄色人種・アジア人であることから、韓

国人の報告を日本人に外挿することが可能であると判断した。

また、「糖値サポート」の摂取対象者として想定しているのは血糖値が高めの人である

ことから、対象論文 2編の対象者の血糖値について確認した。糖尿病治療ガイド

2014-2015 によると、空腹時血糖値が 110～125 ㎎/dL が境界型であり、110 未満は正常

型とされ、さらに、空腹時血糖値が 100～109 ㎎/dL は正常高値とされている。対象論文

の 1編（採用文献リスト No.1（Choi ら、2014））の対象者の空腹時血糖値は 100～125 ㎎

/dL であることから、前述の診断基準による正常高値～境界型に該当することから、血

糖値が高めの人に該当する。もう 1編 採用文献リスト No.2（池田義雄ら、2002）の対

象者は空腹時血糖値が 126 ㎎/dL 未満（境界型以下）で試験責任医師が健常人であると

判定した成人男女とし、空腹時血糖値 90mg/dL を境界とした層別解析をしている。空腹

時血糖 90㎎/dL 以上群（A群）は血糖値が高めの人を含むが、空腹時血糖値 90mg/dL

未満群（B群）は、正常高値でもないことから「糖値サポート」の摂取対象者には該当

しない。しかし、この群の結果は、食後血糖値曲線下面積（AUC）は 投与された摂取量

のすべて（バナバエキスコロソリン酸として 0.25 ㎎/日、0.5 ㎎/日、1㎎/日）において

有意差なしであり、正常域の対象者の血糖値には影響がないことが推察された。

製品中に含まれる成分との同等性であるが、対象論文 2編の介入食品はどちらもバナ

バ（和名：オオバナサルスベリ、学名：Lagerstroemia speciosa L）の葉を含水エタノ

ール抽出によって得られたエキス末を、カプセルもしくはタブレットで摂取させている。

届出商品「糖値サポート」の機能性関与成分バナバ葉由来コロソリン酸は、対象論文で
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使用した植物と同じ基原種であるバナバの含水エタノール抽出により得られている。ま

た、コロソリン酸はトリテルペノイドの一種で日本国内の分析機関において定量するこ

とが可能な物質であることから成分は同等であり、外挿性があると判断した。

研究の妥当性、信頼性に問題はあるが、Totality of Evidence の観点から以上のこと

を総括すると、バナバ葉由来コロソリン酸 0.25㎎/日～1㎎/日の摂取は安全であり、血

糖値が高めの人の血糖値の低下に有効である可能性があると考えられた。ただし、今回

の対象論文は RCT 1編、単回投与試験が1編と非常に限られた情報源であったことから、

今後の研究に注視することが必要と考えている。

（5）研究の限界

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

RCT が 1編、単回投与試験が 1編という限定的な情報源であった。また、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。国内外の複数の研究文献データベースを使用したが、英語と日本語のみ

をキーワードとした検索ということもあり、パブリケーション・バイアスがあることが

考えられる。対象論文中に、エビデンス・グレーディングが高いとされる RCT は 1編で

メタ分析を実施できなかったため、定性的なレビューとなった。関連して、メタ分析を

実施できなかったため「不精確」と「非一貫性」については、独自の評価基準による解

釈となっている。

さらに、バナバエキスの介入試験は全体的に限定的で、これは空腹時血糖値が正常域

である対象者に限定した１次研究、および、血糖低下薬剤との相互作用について考察す

るために必要な研究についても情報源は十分とは言えないと捉え、今後の研究が必要で

あると考えている。

上述のような研究の課題も残されていることから、バナバエキス（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

デミアに伝える努力を継続していく予定である。

結論  

血糖値が高めの人において、バナバエキス（コロソリン酸として0.25㎎/日～1㎎/日）

の摂取は安全で、血糖値を低下させる機能を有する可能性があると考えられた。ただし、

今回の対象論文は RCT 1 編、単回投与試験が 1編と非常に限られた情報源であったこと

から、今後の研究に注視することが必要と考えている。

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

研究協力者の東京農業大学 上岡洋晴教授へ、研究の指導料として謝金を支出した。

各レビューワーの役割

社内担当者 A スクリーニング、研究の妥当性・信頼性の評価、本文執

筆

社内担当者 B スクリーニング、研究の妥当性・信頼性の評価

社内担当者 C スクリーニング

社内担当者 D 研究の妥当性・信頼性の評価の判断、総括

社内担当者 E

(データベース検索技術者)
検索作業

外部協力者 F

(研究協力者、システマティ

ック・レビューの専門家)

研究の妥当性・信頼性の評価方法の指導
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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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＃ 検索式 文献数

医中誌Web

日付：1977年～2015年9月24日

#1

"2α,3β-ジヒドロキシウルサ-12-エン-28-酸"/AL or "2α,3β-ジヒド
ロキシ-19β-メチル-30-ノルオレアナ-12-エン-28-酸"/AL or
"Corosolic Acid"/TH or "2α-ヒドロキシウルソール酸"/AL or "2α-
Hydroxyursolic acid"/AL or "2α,3β-Dihydroxyurs-12-en-28-oic
acid"/AL or "Corosolic Acid"/TH or "コロソール酸"/AL or "Corosolic
acid"/AL or "コロソリン酸"/AL or "Colosolic acid"/AL or "2α,3β-
Dihydroxy-19β-methyl-30-noroleana-12-ene-28-oic acid"/AL

41

#2

オオバナサルスベリ/TH or バナバ/AL or 大花百日紅/AL or
Lagerstroemiaspeciosa/AL or "Lagerstroemia speciosa"/AL or
banaba/AL or "giant crape myrtle"/AL or (giant/AL and crape/AL
and (ギンバイカ属/TH or myrtle/AL))

54

#3 #1 or #2 83

#4 (#3) and (CK=ヒト) 24

#5 (#4) and (PT=会議録除く) 15

JDreamIII

日付：1975年（※医学情報は1981）～2015年9月24日

L1

(J14.066J)/SN+("2α,3β-ジヒドロキシウルサ-12-エン-28-酸"+"2
α,3β-ジヒドロキシ-19β-メチル-30-ノルオレアナ-12-エン-28-酸
"+"2α-ヒドロキシウルソール酸"+"2α-Hydroxyursolic acid"+"2α,3
β-Dihydroxyurs-12-en-28-oic acid"+"コロソール酸"+"Corosolic
acid"+"コロソリン酸"+"Colosolic acid"+"2α,3β-Dihydroxy-19β-
methyl-30-noroleana-12-ene-28-oic acid")/CN+("コロソール酸
"+"Corosolic acid"+"コロソリン酸"+"Colosolic acid")/ale

134

L2
(バナバ+オオバナサルスベリ+大花百日紅+ (Lagerstroemia*speciosa)
+banaba+(giant*crape*myrtle))/ALE

131

L3 L1 OR L2 245

L4
L3 and （(試験/CTS or 試験/AL or 被験者/AL　or　ボランティア)+(比
較試験/CTS or 二重盲検法/CTS or 偽薬/CTS or ランダム/AL or 無
作為/AL or 二重盲検/AL)+GX0603?/CC）

41

L5 L4　ＮＯＴ　 (C/DT or d2/DT) 33

L6
L5 and ((ヒト/CTS or 人間/CTS or ヒト/AL or 被験者/AL　or　ボラン
ティア)+GX0603?/CC)

10

データベース検索結果

商品名：糖値サポート 

タイトル： 最終製品 糖値サポートに含有する機能性関与成分バナバ葉由来コロソリン酸（バナ
バエキス）による血糖値低下の機能性に関するシステマティック・レビュー

リサーチクエスチョン：健常人（空腹時血糖値　または75gOGTTが境界型の者を含む)に対する
バナバエキス（コロソリン酸として　1㎎/日以下）の摂取による血糖値に対する効果

検索者：　社内担当者　E



PubMed

日付：1946年～2015年9月24日

#1 ("corosolic acid") OR (Lagerstroemia AND speciosa) OR banaba 178

#2 #1 AND Humans[Mesh] 58

#3

#2　AND　Clinical Trial[PT] OR Comparative Study[PT] OR
Randomized Controlled Trial[PT] OR Randomized Controlled Trial[PT]
OR systematic[SB] OR Meta-analysis[PT] OR Meta-analy*[All] OR
metaanaly*[All] OR systematic[All])

9

#4
#2 AND Dietary Supplements[MeSH Major Topic]) NOT (letter[PT] OR
comment[PT]))

3

#5 #3 OR #4 11

The Cochrane Library

日付：収録年不明～2015年9月24日

#1
("corosolic acid") OR (Lagerstroemia AND speciosa) OR banaba　／
ALL　TEXT

6

ＥＭＢＡＳＥ

日付：1947年～ 2015　年9月8日

#1
BANABA　OR  LAGERSTROEMIA(W)SPECIOSA OR
COROSOLIC(W)ACID

310

#2 #1 AND HUMAN+NT,PFT/CT 122

#3
#2 AND (CONTROLLED CLINICAL TRIAL/CT OR RANDOMIZED
CONTROLLED TRIAL/CT OR CLINICAL TRIAL/CT)

19

UMIN-CTR

検索日：2015年11月2日

#1 Search　バナバ 0

#2 Search　banaba 0

#3 Search　コロソリン酸 0

#4 Search　コロソール酸 0

#5 Search　Corosolic acid 0

#6 Search　オオバナサルスベリ 0

#7 Search　大花百日紅 0



別紙様式（Ⅴ）-６

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

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

Cochrane (n=6)

文献検索フローチャート

商品名：糖値サポート

医中誌Web (n=15)

JDreamⅢ(n=10)

PubMed (n=11)

メタアナリシスを行った文献数（n=0 ）

ＥＭＢＡＳＥ (n=19)

UMIN-CTR (n=0)

データベース検索により
特定された文献(n=61)

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 =61) (n =58)

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= 1)

データの統合に用いた文献数(n= 2)



別紙様式（Ⅴ）-7

No.

著者名（海外
の機関に属
する者につ
いては、当該
機関が存在
する国名も
記載する。）

掲載雑誌 タイトル
研究デザ
イン

PICO又は
PECO

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

対象者特性

介入（食品や
機能性関与
成分の種類、
摂取量、介入
（摂取）期間
等）

対照（プ
ラセボ、
何もしな
い等）

解析方法
（ITT、FAS、
PPS等）

主要アウトカム 副次アウトカム 害
査読の有
無

1

Choi MS et 
al.(Center for 
Food and 
Nutritional 
Genomics 
Research, 
Kyungpook 
National 
University, 
Daegu, 
Republic of 
Korea.

Food Funct. 
2014;5(7):16
21-30

The beneficial 
effect of soybean 
(Glycine max (L.) 
Merr.) leaf 
extracts in adults
with prediabetes: 
a randomized 
placebo 
controlled trial

ランダム化
二重盲検
プラセボコ
ントロール
試験

健常成人を対
象としたプラセ
ボ対照のバナ
バあるいは大
豆葉エキス投
与による血糖抑
制効果の検証

 Kyungpook 
National　
University　in 
Korea

20～70歳の韓国
人ボランティア45
名。空腹時血糖値
100-125mg/dLに
該当する健常者。

バナバ含有カ
プセル　
150mg×朝夕
2回/日、12週
間　0.3％コロ
ソリン酸(総摂
取量コロソリ
ン酸0.9mg/
日)

プラセ
ボ、大豆
葉エキス

ITT

12週間後の空腹時血糖値は、介入前後の平均値は、対照
群前値119.43±6.49㎎/dL、後値124.57±8.45mg/dL（平均
値±標準誤差）、介入群前値114.60±3.91mg/dL、介入群
後値 106.60±4.31mg/dL（平均値±標準誤差）であり、平均
値では介入前後で有意差はみられなかったが、変化率で
は有意な低値(p<0.05)だった（数値の記載がないため、グラ
フから読み取ると、対照群が104%、介入群が92%。）HbA1c
は、介入前後の平均値は、対照群前値6.191±0.13%、後値
6.73±0.20%（平均値±標準誤差）、介入群前値6.32±
0.13%、介入群後値　6.15±0.15%（平均値±標準誤差）であ
り、対照群と比較して有意に低値 （p<0.05）であった。変化
率も、有意な低値（p<0.05）だった（グラフからの読み取りる
と、対照群が108%、介入群が97%）。

ベースラインか
らの変化率での
HOMA-IRが有意
な改善(p<0.05)、
血漿インスリン
値については有
意差は見られな
かった。

プラセボ、バナバあるいは
大豆エキス投与による重篤
な副作用は報告されなかっ
た。

査読有

2 池田義雄ら

健康・栄養
食品研究. 
2002; 
5(2):41-53

バナバ抽出エキ
ス含有タブレット
の単回摂取およ
び長期摂取によ
る血糖調節作用
と安全性

①単盲検
クロスオー
バー
②コント
ロール群
のない長
期摂取試
験

①健常成人（空
腹時血糖値126
㎎/ｄL未満）を
対象としたプラ
セボ対照のバ
ナバ投与による
血糖抑制効果
の検証
②血糖値が気
になる人を対象
長期摂取による
血糖調整と安
全性

浩邦会　日比
谷病院　岸外
科医院　増田
内科医院　サ
ントリー㈱研
究所　日本

①空腹時血糖
126mg/dL未満の
健常者。平均年齢
48.6歳（40歳から
63歳）の男女18名
（男性14名、女性4
名）
②対象者に空腹
時血糖値が境界
以上の疾病者を
含む（対象者の空
腹時血糖値　
128.3±6.0ｍｇ/dL
（平均値±標準誤
差））

①バナバ含
有タブレット
(コロソリン酸
1%) 　25mg、
50mg、100mg
を単回摂取
②バナバ抽
出物　100㎎/
日

①プラセ
ボ
②対照群
なし

①ITT
②対照群な
し。試験を完
了した11名で
解析

①空腹時血糖90mg/ｄL以上群(A群）のAUCが、25㎎、50
㎎、100㎎のいずれの摂取についてもプラセボ群と比べて
有意な低値(p<0.05)だった（バナバエキス　0㎎群　300.5±
16.6㎎/ｄL/hｒ、25㎎群　285.6±18.1㎎/ｄL/hr、50㎎群　
281.1±17.1㎎/ｄL/hr、100㎎群　273.1±18.0㎎/ｄL/hr）。
空腹時血糖90mg/ｄL未満群（B群）では、いずれの摂取量
についても有意な変動はなかった（バナバエキス　0㎎群　
232.4±14.2㎎/ｄL/hr、25㎎群　229.7±9.9ｍｇ/ｄL/hr、50
㎎群　222.5±8.6㎎/ｄL/hr、100㎎群　243.3±10.2㎎/ｄL/ｈ
r)。
②被験者全体(11名）では糖化アルブミン値が摂取開始前
と比較し有意（p<0.001）に減少（開始前　16.8±0.6g/dL、摂
取1年後　15.8±0.4g/dL(平均値±標準誤差))。空腹時血糖
値が、110㎎/ｄLを境とした層別解析で、空腹時血糖値110
㎎/ｄL 以上群の空腹時血糖値（p<0.05）、HbA1ｃ(p<0.05)、
糖化アルブミン(p<0.01)、75g経口ブドウ糖負荷試験時
AUC(p<0.01)が摂取開始前と比較して有意に低値だった。
（空腹時血糖値：開始前　131.0±　6.4㎎/dL、摂取1年後　
118.6±5.9mg/dL、HbA1c：開始前　5.7±0.2%、摂取1年後 
5.5±0.2%、糖化アルブミン：開始前　17.4±0.8g/dL、摂取1
年後　16.0±0.6g/dL、75g経口ブドウ糖負荷試験時のAUC：
開始前 495.2±26.6㎎/dL/hr、摂取1年後　422.7±
30.5mg/dL/hr、(すべて平均値±標準誤差))。

（なし）

①空腹時にバナバエキス
を摂取しても60分後の血糖
値に変化はなく、食後2時
間まで低血糖症状は認め
られなかった。その他、自
覚症状や他覚症状など体
調の変化等についても何ら
有害事象は認められな
かった。
②1年間を通じてバナバタ
ブレット摂取によると考えら
れる有害事象は何ら認めら
れなかった。

査読有

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

採用文献リスト

商品名：糖値サポート 

他の様式を用いる場合は、この表と同等以上に詳細なものであること。



別紙様式（Ⅴ）-８

No. 著者名 掲載雑誌 タイトル 除外理由

1

Belcaro G,Cesarone
M,Silvia E,Ledda
A,Stuard S,G
V,Dougall M,Cornelli
U,Hastings
C,Schonlau F

Phytother Res.
2009;23(12):1673-7

Daily consumption of Reliv
Glucaffect for 8 weeks
significantly lowered blood
glucose and body weight in 50
subjects.

複数の製剤を介入させている試
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。

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

除外文献リスト

商品名：糖値サポート



別紙様式（Ⅴ）-９

商品名：糖値サポート

該当の未報告研究は無かった

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。

未報告研究リスト



別紙様式（Ⅴ）-１０

No. 著者名、タイトル、掲載雑誌等

1
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　「バナバ（オオサルスベリ）」

2
Miura T, Itoh Y, Kaneko T, Ueda N, Ishida T, Fukushima M, Matsuyama F, Seino Y.　Corosolic
acid induces GLUT4 translocation in genetically type 2 diabetic mice.　Biol Pharm Bull. 2004
Jul;27(7):1103-5.

3
Murakami C, Myoga K, Kasai R, Ohtani K, Kurokawa T, Ishibashi S, Dayrit F, Padolina WG,
Yamasaki K.　Screening of plant constituents for effect on glucose transport activity in Ehrlich
ascites tumour cells.Chem Pharm Bull (Tokyo). 1993;41(12):2129-31.

4
Hayashi T, Maruyama H, Kasai R, Hattori K, Takasuga S, Hazeki O, Yamasaki K, Tanaka T.
Ellagitannins from Lagerstroemia speciosa as activators of glucose transport in fat cells.
Planta Med. 2002;68(2):173-5.

5
Shi L, Zhang W, Zhou YY, Zhang YN, Li JY, Hu LH, Li J.　Corosolic acid stimulates glucose
uptake via enhancing insulin receptor phosphorylation.　Eur J Pharmacol. 2008;584(1):21-9

6
Yamada K, Hosokawa M, Fujimoto S, Fujiwara H, Fujita Y, Harada N, Yamada C, Fukushima M,
Ueda N, Kaneko T, Matsuyama F, Yamada Y, Seino Y, Inagaki N.　Effect of corosolic acid on
gluconeogenesis in rat liver.　Diabetes Res Clin Pract. 2008;80(1):48-55

7 ＜標準医学＞標準臨床検査医学（第4版）　発行：株式会社　医学書院

8
van Tulder M, Furlan A, Bombardier C, Bouter L, and the Editorial Board of the Cochrane
Collaboration Back Review Group. Updated method guidelines for systematic reviews in the
Cochrane Collaboration Back Review Group. Spine 2003;28:1290-1299.

9
一般財団法人　日本糖尿病学会　HP
糖尿病治療ガイド2014-2015(抜粋）
http://www.jds.or.jp/modules/education/index.php?content_id=11

10
Judy WV, Hari SP, Stogsdill WW, Judy JS, Naguib YM, Passwater R.　Antidiabetic activity of a
standardized extract (Glucosol) from Lagerstroemia speciosa leaves in Type II diabetics. A
dose-dependence study. J Ethnopharmacol. 2003 ; 87(1):115-7.

11
土部 聡福.片海 晟五.森 正樹.森 治樹. コロソリン酸高含有バナバ抽出物カプセル剤による食後
血糖値の上昇に対する抑制効果. 日本食生活学会誌. 2006;17(3):255-259

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

参考文献リスト

商品名：糖値サポート 



別紙様式（Ⅴ）-11a　（連続変数を指標とした場合）

商品名：糖値サポート 

＊各項目バイアスの評価は、バイアスが、「ある」「不明」「記載なし」「該当しない」の場合、（−1）、「ない場合」、（0）の2 段階　

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

＊非直接性は、直接的でない場合には、(-1）、直接的である場合には、（0）とした。
　　非直接性のまとめは、-5から-2を非直接性あり、-1から0を非直接性なし、とした。
各アウトカムごとに別紙にまとめる

追加介
入バイ
アス

評価バイ
アス

平均値
±標準
誤差

変動
係数
CV

平均値±
標準誤差

変動
係数
CV

平均値
±標準
誤差

変動
係数
CV

平均値±
標準誤差

変動
係数
CV

空腹時血糖値　(mg/ｄL）
119.43
±6.49

36.5
124.57
±8.45

45.5
114.6
±3.91

22.9
106.6
±4.31

27.1 介入前後で有意差なし

空腹時血糖値
(％ of initial level）

(104%)
*1

(92%)
*1

＜0.05
コロソリン酸0.9㎎でプラ
セボと比較し有意に低値

HbA1c （％）
6.191
±0.13

14.1
6.73

±0.20
19.9 ＜0.05

6.32
±0.13

13.8
6.15

±0.10
10.9 ＜0.05

コロソリン酸0.9㎎でプラ
セボと比較し有意に低値

HbA1c (％ of initial level）
(108%)

*1
(97%)
*１

＜0.05
コロソリン酸0.9㎎でプラ
セボと比較し有意に低値

食後血糖値曲線下面積
(AUC)  25mg/日
【A群：空腹時血糖90mg/
ｄL以上】
（mg/dlL/ hr）

300.5
±16.6

17.5
285.6
±18.1

20.0 ＜0.05
バナバ25mg（コロソリン
酸0.25㎎）摂取で有意に
血糖上昇抑制

食後血糖値曲線下面積
(AUC)  25mg/日
【B群：空腹時血糖90mg/
ｄL未満】
（mg/dL / hr）

232.4
±14.2

17.3
229.7
±9.9

12.2 有意差なし

食後血糖値曲線下面積
(AUC)  50mg/日
【A群：空腹時血糖90mg/
ｄL以上】
（mg/dL / hr）

300.5
±16.6

17.5
281.1
±17.1

19.2 ＜0.05
バナバ50mg（コロソリン
酸0.5㎎）,摂取で有意に
血糖上昇抑制

食後血糖値曲線下面積
(AUC)  50mg/日
【B群：空腹時血糖90mg/
ｄL未満】
（mg/dL / hr）

232.4
±14.2

17.3
222.5
±8.6

10.9 有意差なし

食後血糖値曲線下面積
(AUC)  100mg/日
【A群：空腹時血糖90mg/
ｄL以上】
（mg/dL/ hr）

300.5
±16.6

17.5
273.1
±18.0

20.8 ＜0.01
バナバ100mg（コロソリン
酸1㎎）摂取で有意に血
糖上昇抑制

食後血糖値曲線下面積
(AUC) 100mg/日
【B群：空腹時血糖90mg/
ｄL未満】
（mg/dL / hr）

232.4
±14.2

17.3
243.3
±10.2

11.9 有意差なし

*1 数字の記載がなかったため、グラフから読み取った数値
福井次矢, 山口直人監修．Minds診療ガイドライン作成の手引き2014．医学書院．2014．を一部改変

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

介入 バナバエキス（コロソリン酸として　1㎎/日以下）の摂取

各論文の質評価シート（臨床試験）

表示しようとする機能性
本品にはバナバ葉由来コロソリン酸が含まれます。バナバ葉由来コロソリン酸は、血糖
値が高めの方の血糖値を下げる機能が報告されています。

対象 健常人（空腹時血糖値　または75gOGTTが境界型の者を含む)

対照 プラセボまたはコントロール

アウトカム 空腹時血糖値、ＨｂＡ１ｃ、食後血糖値曲線下面積(AUC)

個別研究

バイアスリスク*

選択バイアス 盲検性バイアス
症例減少
バイアス

⑫その他
の

バイアス⑪全群、
同タイミン
グ・時期で

の評価

まとめ

非直接性* 各群の前後の値

研究
コード

研究
デザイ

ン

①ラン
ダム
化

②割付
の

隠蔵

➂ベースラ
インにおけ
る主要アウ
トカムの同

等性

④参加
者

⑤介入
者

⑥アウト
カム

評価者

⑦追加
介入は
なされて
いない、
または
全群で
同じ追
加介入

⑧コン
プライ
アンス

⑨ド
ロップ
アウト

⑩ITT
解析

介入群
（後値）

対象 介入 対照
アウト
カム

まとめ 効果指標

対照群
（前値）

対照群
（後値）

対照
群

平均
差

p値

介入群
（前値）

No.1 RCT -1 -1 0

介入
群

平均
差

p値

介入
群
vs

対照
群

平均
差

p値 コメント

00 -1 0 0 -1 0

-1

0 0
非直接
性なし

No.2

ウォッ
シュア
ウト期
間を設
けた介
入試験

-1 -1 0 0 -1

0 0 0 中 0

-1 0 0 0 0
非直接
性なし

-1 中 0 0 0 0



別紙様式（Ⅴ）-13a（連続変数を指標とした場合）

商品名：糖値サポート 

＊各項目は“高（−2）”，“中/ 疑い（−1）”，“低（0）”の3 段階

エビデンス総体

平均値±標
準誤差

変動
係数
CV

平均値±標
準誤差

変動
係数
CV

平均値±標
準誤差

変動
係数
CV

平均値±標
準誤差

変動
係数
CV

空腹時血糖値　(mg/ｄL） 119.43±6.49 36.5 124.57±8.45 45.5 114.6±3.91 22.9 106.6±4.31 27.1 介入前後で有意差なし

空腹時血糖値　(％ of initial level） (104%)*1 (92%)*1 ＜0.05
コロリン酸0.9㎎でプラセボと比較し
有意に低値

HbA1c （％） 6.191±0.13 14.1 6.73±0.20 19.9 ＜0.05 6.32±0.13 13.8 6.15±0.10 10.9 ＜0.05
コロリン酸0.9㎎で　プラセボと比較し
有意に低値

HbA1c (％ of initial level） (108%)*1 (97%)*１ ＜0.05
コロリン酸0.9㎎でプラセボと比較し
有意に低値

食後血糖値曲線下面積(AUC)  25mg/日
【A群：空腹時血糖90mg/ｄL以上】
（mg/dlL/ hr）

300.5±16.6 17.5 285.6±18.1 20.0 ＜0.05 25mg,摂取で有意に血糖上昇抑制

食後血糖値曲線下面積(AUC)  25mg/日
【B群：空腹時血糖90mg/ｄL未満】
（mg/dL / hr）

232.4±14.2 17.3 229.7±9.9 12.2 有意差なし

食後血糖値曲線下面積(AUC)  50mg/日
【A群：空腹時血糖90mg/ｄL以上】
（mg/dL / hr）

300.5±16.6 17.5 281.1±17.1 19.2 ＜0.05 50mg,摂取で有意に血糖上昇抑制

食後血糖値曲線下面積(AUC)  50mg/日
【B群：空腹時血糖90mg/ｄL未満】
（mg/dL / hr）

232.4±14.2 17.3 222.5±8.6 10.9 有意差なし

食後血糖値曲線下面積(AUC)  100mg/日
【A群：空腹時血糖90mg/ｄL以上】
（mg/dL/ hr）

300.5±16.6 17.5 273.1±18.0 20.8 ＜0.01 100mg摂取で有意に血糖上昇抑制

食後血糖値曲線下面積(AUC) 100mg/日
【B群：空腹時血糖90mg/ｄL未満】
（mg/dL / hr）

232.4±14.2 17.3 243.3±10.2 11.9 有意差なし

*1 数字の記載がなかったため、グラフから読み取った数値

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

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

-2

血糖値
(空腹時血糖
値、ＨｂＡ１ｃ、
食後血糖値曲
線下面積
(AUC))

RCT/1

ウォッ
シュア
ウト期
間を設
けた介
入試験
/1

-1 0 -2 -2

対照群
平均差

p値

介入群
（前値）

介入群
（後値）

介入群
平均差

p値

介入
群
vs

対照
群

平均
差

p値 コメント

対照群
（後値）

対照 プラセボまたはコントロール

各群の前後の値

アウトカム
研究デ
ザイン/
研究数

バイア
ス

リスク
*

非直接

性
* 不精確

* 非一貫

性
*

その他
（出版バイア

スなど
*
）

上昇要因

（観察研究
*
）

効果指標

対照群
（前値）

介入 バナバエキス（コロソリン酸として　1㎎/日以下）の摂取

エビデンス総体の評価シート

表示しようとする機能性
本品にはバナバ葉由来コロソリン酸が含まれます。バナバ葉由
来コロソリン酸は、血糖値が高めの方の血糖値を下げる機能が
報告されています。

対象 健常人（空腹時血糖値　または75gOGTTが境界型の者を含む)
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P

I（E）

C

臨床的文脈

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

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

コロソリン酸1㎎/日以下を含むバナバエキスの摂取

コメント

サマリーシート（定性的研究レビュー）

商品名：糖値サポート

リサーチ
クエスチョン

健常人（空腹時血糖値　または75gOGTTが境界型の者を含む)に対するバナバエキス
（コロソリン酸として　1㎎/日以下）の摂取による血糖値に対する効果

健常人（空腹時血糖値　または75gOGTTが境界型の者を含む)
　　境界型：空腹時血糖値　110～125　㎎/ｄL又は75gOGTT2時間値：140～199㎎/ｄL

プラセボまたはコントロールまたは別の類似成分の介入または介入前後との比較

バナバエキス（コロソリン酸1㎎/日以下）の摂取が血糖値が高めの人（空腹時血糖値　
または75gOGTTが境界型の者、および空腹時血糖値が100～109mg/ｄLの者）の血糖
低下に役立つことを検証する

０１ 血糖値(空腹時血糖値、ＨｂＡ１ｃ、食後血糖値曲線下面積(AUC))

バイアスリスク
のまとめ

対象論文2編はいずれもランダム化の方法や、割付の隠蔵の記載などの選択バイアスに関す
る記載、盲検バイアスについての記載が少なかった。対象論文の1編RCTは12週間の介入試
験ではあるが、コンプライアンスに関する具体的な数値の記載がなく、もう1編の単回投与試験
はウォッシュアウト期間を設けた介入試験で、摂取タイミングや測定時期についての記載はな
かった。この単回投与試験では被験者を空腹時血糖値90㎎/dLを境とした層別解析が行われ
ていた。単回投与試験は単盲検ではあるが、アウトカムが血糖測定であることから、評価者の
主観が入らないと考えた。これらのことから、バイアスリスクのまとめとしては中と評価した。

非直接性の
まとめ

対象論文2編について対象者の血糖値を確認した。RCTの対象者の空腹時血糖値は100～
125㎎/dLであり、血糖値が高めに該当する。もう1編の対象者は空腹時血糖値が126㎎/dL未
満で試験責任医師が健常人であると判定した成人男女としていたことから、対象者に血糖値が
高めに該当する対象者を含むものであると考えられた。対象論文はコロソリン酸を含むバナバ
エキスで、剤型は、カプセル、タブレットと記載されていた。コロソリン酸1㎎以下を含むバナバ
エキスをサプリメント形状の製剤にて摂取させた研究で、プラセボを対照とし、血糖値の低下作
用を調査した報告であったため、対象論文2編はどちらも非直接性はなし（0）と評価した。

非一貫性、その
他のまとめ

対象論文2編はどちらも血糖低下という機能を評価した論文であったが、評価の指標は一致し
ていなかった。空腹時血糖値と、HbA1cを評価していたのが1編、食後血糖値曲線下面積
(AUC)を空腹時血糖90mg/dLを境界とした層別解析にて評価していたのがもう1編だった。対象
論文2編のアウトカムは異なり、評価手法を用いた評価に至らなかったことから、非一貫性の評
価を-2(高)とした。不精確性については、評価ができないアウトカムがあること、得られたCV値
の最高値は40%以上だったことから不精確性は-2（高）と評価した。

今回の調査で対象となったのはRCTが1編、単回投与試験が１編とかなり限定的であるという
問題点がある。有効性については、RCTでは、空腹時血糖値とHbA1c値の変化率について、プ
ラセボと比較したところ有意な低値であったことが確認され、もう1編の単回投与によるウォッ
シュアウト期間を設けた介入試験で、食後血糖値曲線下面積(AUC)の評価にて、空腹時血糖
値90mg/ｄL以上群で、バナバエキス　25㎎/日～100㎎/日（コロソリン酸として0.25㎎/日～1㎎
/日）の範囲で食後血糖値上昇抑制作用が有意にかつ用量依存的に確認されている。しかし、
研究の妥当性・信頼性の評価において、非直接性についてはなしと評価したが、バイアスリス
クは中、両報告のアウトカムが異なっていたことから非一貫性を高、不精確性についても高と
評価した。今回の調査で対象となったのはRCTが1編、単回投与試験が１編とかなり限定的で
あったことから、パブリケーション・バイアスも考えられた。
　バナバエキスの介入試験は全体的に限定的で、空腹時血糖値が正常域である対象者に限
定すると血糖値への効果は見られなかったが、この報告は単回投与試験1編のみであり、層別
解析の結果のみであった。血糖低下作用のある医薬品との相互作用についても調査を行った
が、実際に血糖降下薬と併用した報告はなかった。いずれも情報源は不足していると捉え、今
後の研究が必要であると考えている。
　コロソリン酸の血糖低下作用は、動物や細胞実験により作用機序が確認されているが、ヒト
による介入試験は少なく、Totality of Evidenceの観点から以上のことを総括すると、血糖値が
高めの人において、バナバエキス(コロソリン酸として0.25㎎/日～1㎎/日)の摂取は安全で、血
糖値を低下させる機能を有する可能性があると考えられるが、今後の研究に注視することが
必要であると考えている。
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商品名：糖値サポート 

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

研究レビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価シート

　対象論文2編は、日本人、韓国人を対象として、バナバエキス(コロソリン酸として0.25㎎/日～1㎎/日)
の経口摂取による血糖低下の機能性について調査した報告であった。バナバはフィリピンでは古くから
民間薬として伝統的に使用されているようであるが、日本人、韓国人の伝統的な使用に関する報告等
はみられなかった。対象者の日本人と韓国人との生活環境が類似していること、バナバエキスあるい
はコロソリン酸摂取の違いに関する報告等がみられなかったこと、どちらも黄色人種・アジア人であるこ
とから、韓国人の報告を日本人に外挿することが可能であると判断した。
　また、「糖値サポート」の摂取対象者として想定しているのは血糖値が高めの人であることから、対象
論文2編の対象者の血糖値について確認した。糖尿病治療ガイド2014-2015によると、空腹時血糖値
が110～125㎎/dLが境界型であり、110㎎/dL未満は正常型とされ、さらに、空腹時血糖値が100～109
㎎/dLは正常高値とされている。対象論文の1編(採用文献リストNo.1(Choiら、2014))の対象者の空腹時
血糖値は100～125㎎/dLであることから、前述の診断基準による正常高値～境界型に該当し、血糖値
が高めの人に該当する。もう1編　採用文献リストNo.2(池田義雄ら、2002)の対象者は空腹時血糖値が
126㎎/dL未満（境界型以下）で試験責任医師が健常人であると判定した成人男女とし、空腹時血糖
90mg/dLを境界とした層別解析をしている。空腹時血糖　90㎎/dL以上群（A群）は血糖値が高めの人を
含むが、空腹時血糖90mg/dL未満群(B群)は、正常高値でもないことから「糖値サポート」の摂取対象
者には該当しない。しかし、この群の結果は食後血糖値曲線下面積(AUC) は 投与された摂取量のす
べて(バナバエキス(コロソリン酸として0.25㎎/日、0.5㎎/日、1㎎/日))において有意差なしと報告されて
おり、正常域の対象者の血糖値には影響がないことが推察された。
　製品中に含まれる成分との同等性であるが、対象論文2編の介入食品はどちらもバナバ(和名：オオ
バナサルスベリ、学名：Lagerstroemia speciosa  L)の葉を含水エタノール抽出によって得られたエキス
末を、カプセルもしくは錠剤で摂取させている。届出商品「糖値サポート」の機能性関与成分バナバ葉
由来コロソリン酸は、対象論文で使用した植物と同じ基原種であるバナバの含水エタノール抽出により
得られている。また、コロソリン酸はトリテルペノイドの一種で日本国内の分析機関において定量するこ
とが可能な物質であることから成分は同等であり、外挿性があると判断した。
　研究の妥当性、信頼性に問題はあるが、Totality of Evidenceの観点から以上のことを総括すると、バ
ナバ葉由来コロソリン酸 0.25㎎/日～1㎎/日の摂取は安全であり、血糖値が高めの人の血糖値の低
下に有効である可能性があると考えられた。ただし、今回の対象論文はRCT 1編、単回投与試験が1編
と非常に限られた情報源であったことから、今後の研究に注視することが必要と考えている。


