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体内には元々ROSを消去する働き（抗酸化力）が備わっていますが、年齢と共にその働きが衰え
ROSの産生が過剰になる（酸化ストレス）と細胞に障害を起こし、身体はどんどん錆びていきます。
この錆びこそが「老化」であり、更には150種類以上もの疾患と関連していると報告されています。
主な病態としてはガンや炎症性大腸炎、睡眠時無呼吸症候群、糖尿病、アルツハイマー病、慢性
疲労症候群、高血圧、筋萎縮性側索硬化症、肝硬変などがあげられます。 

生物は呼吸を通し大気中の酸素を使って、身体の中で栄養素を燃やしてエネルギーを作り出しますが、
同時に副産物として活性酸素種（ROS）も産生されます。このROSはエネルギー産生以外にも紫外線や
放射線、細菌やウイルス、大気汚染などの外的因子によるものと、喫煙や大量のアルコールなどの生活
習慣によるもの、そして病気やストレスによるものとさまざまな要因で産生されます。

酸化ストレスは生物には欠かせない呼吸をはじめ大気汚染、細菌やウイルス、紫外線や放射線などの
生活を取り巻く環境、そして喫煙や多量のアルコールなどの生活習慣の全てが要因となり、身体は常に
酸化ストレスと闘っています。体内の抗酸化力と酸化物質のバランスが崩れ酸化に傾けば、多くの病態を引き
起こすことが知られています。年齢を重ねるごとに抗酸化力が減少し、それに伴いシワや病気が増える
のもそのためです。いかに酸化ストレスを抑えて病気の予防をするのか、いかに病態が引き起こす酸化
ストレスを抑えることで治療につなげるのか、そしてそのメカニズムの解明が当研究室の研究目標です。

研 究 内 容

研究目標

酸化ストレスと疾患について
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Twendee X有効成分（製造原料）

配合物「Twendee X（トゥエンディ）」について

欧州T IMA財団のマーカス・マテューシカ理事長の依頼で
始まった、アルコール代謝促進やアルコールによる健康被害に
関する研究から開発された配合物が「SUPALIV（スパリブ）」
です。第三者機関による臨床試験、安全性試験を経て、全国の
コンビニエンスストア、ドラッグストア等で一般発売されて
います。

アルコールの代謝を和らげる、およびアルコール誘発性
疾患のリスクを減少させるための組成物

アルコールとその代謝産物であるアセトアルデヒドの低下
を目的に開発が開始された配合物「SUPAL IV（スパリブ）」
の抗酸化効果から、糖・脂質代謝の促進を目的として改良され
た配合物が「Twendee X（トゥエンディ）」です。
ドイツ・レーゲンスブルク大学 放射線物理学教室のヘルムート博士
が抗酸化活性に着目し、リゾチーム酵素の実験で抗酸化効果
が認められたことをきっかけに「Twendee X（トゥエンディ）」

に関係する抗酸化研究が本格的に開始されました。
その後、フランスの抗酸化物質研究機関「ICDD（International Centre for Diffraction Data）」より
副作用が無く世界で最高レベルの抗酸化力を誇る物質と認定されました。また現在、日本認知症予防
学会や臨床研究情報センター（公益財団法人先端医療振興財団）で「Twendee X（トゥエンディ）」の臨床
試験が開始しています。

全てが元々、我々の体の中にあるもので全て天然由来成分です。 
コエンザイムQ 1 0（天然酵母）、ビタミンB 2（ブドウ糖 ) 、ナイアシン（アミノ酸）、L -シスチン
（鶏 ) 、ビタミンC（砂糖）、コハク酸（フマル酸）、フマル酸（芳香族炭化水素）、グルタミン酸
（米、トウモロコシ）など

開 発 商 品

配合物「SUPALIV（スパリブ）」について

日本国特許庁 特許第5785581号

日本国特許庁　特許第5777821号
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細胞障害作用からの防御のための組成物



私はこれまで様々な抗酸化物質の研究をしてきました。
研究の中でTwendee Xの抗酸化活性に興味を持ち、私自身の研究
室で検証しTwendeeに関する有益なデータが確認できたことから
現在犬房医師の研究チームとの共同研究に至っています。

2005年、犬房春彦の研究チームはSUPAL IV（スパリブ）のプロトタイプの配合比率を変えると、糖や
脂質の代謝が進むことに気がつき、『Twe n d e e X（トゥエンディ）』の研究開発が開始しました。
2011年、抗酸化物質の研究をしていたドイツ・レーゲンスブルク大学 放射線物理学教室のヘルムート博士
が『Twende e X（トゥエンディ）』の抗酸化に関するデータを知り、「抗酸化活性が強そうなので､
私の研究室で調べてみたい」と犬房春彦の研究チームに提案しました。その後、活性酸素種試験で
抗酸化効果についてのデータを発表しました｡
『Twendee X（トゥエンディ）』は現在も岐阜大学 抗酸化研究部門を中心に、動物実験や臨床試験など
が続けられています。

原料
過酸化水素

洗濯用
漂白剤

原料
次亜塩素酸

消臭
滅菌

酸化ストレス物質をわかりやすく説明します。
洗濯に使う漂白剤の原料は過酸化水素、消臭や除菌剤として使われているのは次亜塩素酸で、どち
らも強力に細菌を破壊できます。 実は我々の体の中で過酸化水素も次亜塩素酸も作られているのです。これ
らは白血球が細菌などの異物を飲み込んだ後にやっつけるのに使います。ですから、炎症がある場所には
白血球が集まり、その場所で体をサビさせる物質が発生するわけです。過酸化水素を血液中で測定出来る
装置が開発されており、欧米や韓国では体外診断薬として認定されています。でも考えてみてください。
” からだがサビる＝血液中に漂白剤成分が増える ” ことなのです。炎症は全身で起こりますから、いろんな
病気が増えるのも当たり前ですね。漂白剤を製造販売している会社に聞いてみますと、漂白剤はいろいろ
なものを分子レベルで破壊すると説明していました。破壊力とはよく言ったもので、「酸化ストレス＝体を
破壊するもの」と言っても良いかもしれませんね。

開発の経緯

開 発 商 品

酸化ストレスとは？？

ヘルムート・デュルシュラーグ
レーゲンスブルグ大学 生物物理学・物理生化学研究所　教授
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飲み込んだ細菌をやっつけるのに
過酸化水素と次亜塩素酸を使います

炎症があるところには漂白剤成分がある

➡

白血球 (好中球)



脳浮腫、脳梗塞、脳出血、パーキンソン病、自律神経障害、認知症

世界中で多くの疾患や症状に対しての抗酸化治療や研究が多数行われています。しかし、ヒトが長期間
内服しても副作用がなく、かつ強力な抗酸化効果のあるものは「Twendee X（トゥエンディ）」が開発
される以前にはありませんでした。

Twendee X（トゥエンディ）は、動物実験やヒト臨床試験にて多くの実証データを取得しており、日本
機能性食品医用学会、米国癌学会などで発表してきました。また現在も研究開発が続けられており、
日本認知症予防学会や先端医療振興財団などで臨床試験が開始しました。今後さらに信頼性を
高める研究結果が期待されています。

美白効果、日焼け防止効果、体の中の炎症から起こるいびきの軽減効果（睡眠時無呼吸症候群）、
全身の毛細血管血流の改善（運動時の筋力や持久力の改善・白髪の抑制・男性機能の回復など）、
炎症性腸疾患（関節リュウマチなど）、酸化による代謝性疾患（アルツハイマー病などの予防）、
酸化による変性疾患（パーキンソン病の症状改善）、酸化が原因の全身疾患（慢性疲労症候群
の症状改善）、癌による悪液質（癌末期の痩せや疲労倦怠感の改善）、糖尿病性末端神経の改善、
体内時計の調整（時差ぼけの防止）、妊娠性高血圧症候群、悪阻（強度のつわり）、妊娠性
皮膚掻痒症の改善、疲労回復など多岐に渡ります。

心筋梗塞、不整脈、動脈硬化
障害組織

医原性疾患

「Twendee X（トゥエンディ）」は多数の特許で下記のような項目の効果を申請してあります。

酸化ストレス低減による可能性

抗酸化効果について

開 発 商 品 3

循環器

環境汚染性疾患 重金属障害、喘息、排気ガス性肺障害
薬物障害、制癌剤副作用

腫瘍 喫煙による発癌、化学発癌、放射線障害
眼科 網膜編成、白内障、角膜潰瘍
支持組織系 関節リウマチ、自己免疫疾患、膠原病
皮膚 日光皮膚炎、アトピー性炎症、火傷、皮膚潰瘍
泌尿器 糸球体腎炎、溶血性腎障害
内分泌系 糖尿病、ストレス反応
血液系 高脂血症、白血病、慢性肉芽腫症、エイズ、異常ヘモグロビン症、敗血症
消化器系 胃潰癌、潰癌性大腸菌、ベーテェット病、肝炎、肝硬変、膵炎
脳神経系
呼吸器 肺炎、感染症、ARDS、喫煙障害、肺気腫、インフルエンザ

代表的な疾患代表的な疾患



ICDDには世界中の医薬、化学、食品、化粧品会社から酸化ストレス
に関する測定の依頼がきています。ある意味、抗酸化物質を世界の
どの会社よりもよく研究している会社だと言えます。我々の細胞を
使った実験で、ヒトに副作用が無く抗酸化効果がTwendee Xを
超えるものはありません。

ICDDはフランスの酸化ストレス測定会社です。
ICDDがHepG2というヒト肝癌細胞株を用いた抗酸化効果測定では、60μg/mlの量でミトコンドリア
の酸化ストレスを63％低下し、抗酸化力を表すSODを147％上昇させています。ICDDの社長Nathal ie
Compagnone女史によると、ヒトに副作用が無いものでTwendee Xほどの抗酸化力がある物質や
配合物は存在しないそうです。すなわち、Twendee Xが世界で最も強力な抗酸化物質であると証明
されています。

第三者機関 ICDD による抗酸化物質認定

ナタリー・コンパニョーネ

開 発 商 品 4

ICDD (Innovative Concepts in Drug Development) CEO



今まで「体がサビるのを防ぐ＝抗酸化効果が
ある」と言われているビタミンやサプリメント
の本当の効果を見てみましょう。左のグラフは
マウスに3日間サプリメントなどを投与して、
4日目に放射線を6Gy照射して7日目に血液中
の酸化物質を測定したデータです。アスタキ
サンチンとプロタンディムは通常量では効果
がないのでヒトが飲む100倍の量、レスベラト
ロールとピクノジェノールはヒトが飲む量の 
4 - 5倍を投与しています。

この実験で用いたビタミン C やサプリメントは試験管の中では確かに抗酸化効果があるのですが、動物
（マウス）に与えた場合には効果が認められませんでした(統計的に有意差がない)。

当研究室でマウスの酸化ストレス実験を行い
ました。
サプリメントを3日間飲ませた後に、強い活性
酸素種を生じさせる放射線照射(6Gy)を行い、
その3日後に血液中の酸化物の量を測定しま
した。酸化を起こさせるものは化学薬品やアル
コールなどでも良いのですが、動物実験で短時
間で安定した酸化を生じることの出来る放射線
を用いました。
体重60kgの方で9gに相当する多量のビタミ
ンCを飲ませても酸化度の低下はわずかです。
(青：統計的有意差なし)

抗酸化物質「ビタミンC」、「レスベラトロール」と「TwendeeX」の効果比較

抗酸化物質の比較

開 発 商 品 5

赤ワインに含まれているポリフェノールの一種で抗酸化効果があると言われているレスベラトロール大量
投与では反対に酸化度が上がってしまいました(赤)。Twendee XはビタミンCの1/10の量で酸化度
が1/3に大きく減っていることが分かります(緑：p<0.05，t-test)。同じ実験で放射線照射の前後7日間
続けてTwendee Xを飲ませたマウスでは酸化度は－15％にまで下がってしまいます。
Twendee Xは長期使用することで、放射線照射で上昇した酸化だけでなく、常日頃自然に起こっている
酸化も抑制することが証明されました。マウスに使ったTwendee X 15mg/kgは体重60kgの方なら
Twendee X３粒に相当する量です。
世界中の論文や文献の検索を行いましたが、人体に副作用がまったくなく、動物実験でこのような強い
抗酸化効果が認められるのはTwendee Xだけです。



過去に実施した臨床試験及び非臨床試験、モニター試験結果

糖尿病-PGTT後の血糖値とインスリン値の変化 2015年日本機能性食品医用学会で発表

癌転移 -肺転移とナチュラルキラー活性 2016 年米国癌学会（AACR）で発表

1

マウス27週齢、実験開始から5ヶ月、Twendee X投与開始1ヶ月後。
高脂肪食の継続、測定1週間前に角砂糖を与えた。
16時間絶食後体重測定し、0.3g/kgのブドウ糖をi.v.。その15分後の血糖値及びインスリン値を測定した。

コントロール　Twendee X コントロール　Twendee X

Mouse: BALB/cSlc nu/nu, ♂, 6W, n=30 per group.　Cell: RPMI4788 (4×104 cells /0.2 ml) injected into the tail vein.
Control: Sterilized water for drink. 
Twendee X: Twendee X (37mg/kg/day/mouse) dissolved in sterilized water for drink. 
Six weeks after cell injection, metastatic nodules on lung surface was counted. 

マウスに高脂肪食や砂糖を自由に食べさせることで糖尿病になってもらいました。Twendee Xを1ヶ月間、
飲料水に入れて飲ませました。Twendee Xを飲ませた群では血糖値もインシュリン値も下がっています。
Twendee Xを継続して飲むことで代謝が上がり、血糖値が下がると考えられます。そして、この代謝は
インシュリンを使わないので､インシュリン値も下がっています。インシュリンが少ないと言うことは
”膵臓にとても優しい”と言うことです。そのため、この糖尿病のマウスモデルからは糖尿病予備軍の方が
Twendee Xを継続して飲むと、糖尿病の進行を予防できると言えるでしょう。

ヌードマウスはヒトのがん細胞を植えることができます。ヒト大腸がん細胞を静脈に打ち込んで、肺転移を
作りました。一群はTwendee Xを飲料水に入れて飲ませました。がんの肺転移数は1/6に減少しています。
がん細胞を殺す働きをするナチュラルキラー細胞は、細胞の作り出す酸化ストレス物質でダメージを受けて
ナチュラルキラー(NK)活性が下がります。その下がったNK活性をTwendee Xが倍近くに上げることに
より免疫能が上がり、がん転移が減ったと考えられます。



・ひどい花粉症の症状が出ることなく、この春は快適に過ごすことができました。

・今年は花粉が多いのに去年よりかなり楽になって驚いている。もう少しお値段が安いとありがたい。

・すごく身体の調子がいいです。ぜひ、パッケージにも花粉症を改善することを書いてほしいです。
　素敵な出会いに感謝しています。

・花粉が軽度のときは問題なかったが、ピーク時になると市販薬が必要だった。

・こちらを使ってみて去年と比べると市販薬を飲む回数が圧倒的に減りました。 

・花粉症に効果がある、というのが実感できました。毎年の悩みである目の症状が緩和されたのが、
　何よりうれしいです。 

・この２ヶ月間は風邪もひいていないし、くしゃみや鼻水、鼻の周りのかゆみ、目のかゆみなどが
　ほとんどなかった。

・花粉症以外にも肌荒れが軽減したり、疲れにくくなったような気がしました。

花粉症モニター

モニターからのアンケート結果

株式会社アイズ　2017年 2月 8日～ 5月 7日 調査実施

過去に実施した臨床試験及び非臨床試験、モニター試験結果 2

10名どちらでもない

66名そう思う

24名少し思う

2名思わない

2％

Q.Twendee Xは花粉症の方におすすめできる

　 サプリメントでしょうか？

65％

23％

10％

14名あまり変わらない

52名かなり良くなった

36名少し良くなった

Q .約2ヶ月間Twendee Xを飲んで花粉症の症状は

　 良くなりましたか？

35％

51％

14％

0名悪くなった

Q.Twendee X以外の飲み薬や点鼻・点眼薬を

　 使っていた方は使用量が変わりましたか？

13％
36％

19％

12％

20％

他の薬は使っていない

薬が要らなくなった

減った

少し減った

変わらない

増えた

19名

37名

13名

12名

0名

21名

19名
花粉症の症状が
ほとんど出なかった

花粉症の症状は出たが
とても軽かった

45名

花粉症の症状は出たが
例年よりやや軽かった

29名

花粉症の症状が出て
例年と同じであった

8名

花粉症の症状が出て
例年より悪かった

1名

Q.Twendee Xを飲んで花粉症の症状はでましたか？

28％

44％

19％

8％

1％

20代～50代以上の女性102名が参加したTwendee Xの約２ヶ月連続使用モニターアンケート調査
（株式会社アイズ「レビューブログ」で実施）では実に91％の方が症状の改善を体感しています。
またTwe n d e e X 以外の薬が要らなくなったモニターは約２割、来年も花粉症の症状が出たら
使用したいと答えたモニターも９割ありました。花粉症対策に副作用のないTwendee Xは最適です。



ラットにおける1週間反復投与における影響（イナリサーチ 試験番号：GL43080）
ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験（イナリサーチ 試験番号：BV07158）
ラットにおける4週間反復経口投与毒性試験（イナリサーチ 試験番号：BV07156）
細菌を用いる復帰突然変異試験（シスチンを除外）（イナリサーチ 試験番号：BV07352）

「Twendee X（トゥエンディ）」は、実証データを元に世界各国で特許申請を行い、日本国特許庁 特許
第5777821号「細胞障害作用からの防御のための組成物」をはじめ世界各国(アメリカ、カナダ、中国、
オーストラリア、ドイツ、韓国、他ユーラシア9カ国、欧州36カ国 )で配合特許を取得しています。

この全ての試験で配合物の安全性が確認されました。一日の最大摂取安全量は体重 1 キロあたり 2 グラム
以上と報告されています。

「SUPALIV（スパリブ）」、「Twendee X（トゥエンディ）」の安全性と有効性

取得特許について

実施試験

過去に実施した臨床試験及び非臨床試験、モニター試験結果 3

当研究室で研究している配合物「SUPALIV（スパリブ）」、「Twendee X（トゥエンディ）」は基礎研究や
動物実験、ヒト臨床治験などを行い、第14回日本抗加齢医学会や第12回日本機能性食品医用学会などで
発表してきました。 
安全性を確認した「安全性試験」、有効性を確認した「臨床試験」の結果についてご紹介します。
安全性試験は2007年に株式会社イナリサーチ(http://www.ina-research.co.jp/)に委託して実施しました。



学会発表

学会発表

欧州 TIMA 財団の方針で、これらの研究結果は 2014 年まで特許申請のみに使われていました。 
しかし、相当数の特許が取得出来たことから、2014 年から学会報告を開始しました。

2016年10月
第 7回ミトコンドリア標的世界会議
 "Twendee X の酸化ストレスからの細胞保護の特性 "

2017年09月
第 7回日本認知症予防学会学術集会
"抗酸化剤 Twendee X の脳神経系における作用の基盤的
検討 "

2017年12月
第 15回日本機能性食品医用学会総会
"抗酸化配合剤 Twendee X の癌に対する作用 "

第 72回 日本酸化ストレス学会学術集会
“抗酸化配合剤 Twendee X の酸化ストレス低減効果 ”

2018年06月

2019年6月

20TH ISANH International Conference on 
Oxidative Stress Reduction, Redox Homeostasis 
& Antioxidants.
"What happens ROS reduced in various disease?"

2018年11月
The 8th Sustainable Industrial Processing 
Summit and Exhibition 2018.
“ 多数の疾患で酸化ストレスを下げる事が出来るか？ ”
※ノーベル賞受賞者AndreGeim博士の名を冠した学会特別賞
GeimInternationalInnovation Award を受賞

2016年08月
第 69回日本酸化ストレス学会
"マウス放射線照射を用いた Twendee X の抗酸化効果と他配合物
の比較検討 "

2016年04月
第 102回 日本消化器病学会総会
「酸化ストレスをターゲットにした炎症性腸疾患治療の基礎研究」

2016年04月
米国癌学会 2016年次総会
"ヌードマウスにおける酸化ストレスをターゲットにしたヒト癌細
胞の増殖と肺転移 "

2015年11月
第 70回日本大腸肛門病学会 
" 新しい酸化ストレス低減配合剤 Twendee X による潰瘍性大腸炎
治療の基礎実験 "

2015年12月 
第 13回日本機能性食品医用学会 
"Twendee X の抗酸化活性測定 "

4過去に実施した臨床試験及び非臨床試験、モニター試験結果



研究室について About our laboratory

研究室メンバー

共同研究者

特任教授： 犬房 春彦（M.D. , M.PhD.）
特任准教授：平良 眞規
特任助教： 岡田 直美
技能補佐員 : 原川 義哲

局 博一（東京大学 名誉教授）
吉川 敏一 (ルイ・パストゥール医学研究センター 理事長／日本酸化ストレス学会 名誉理事長／抗加齢医学学会 名誉理事長)
阿部 康二（岡山大学大学院 脳神経内科学 教授）
ヘルムート・デュルシュラーグ （ドイツ：レーゲンスブルグ大学 生物物理学・物理生化学研究所 教授）
クリスチャン・アマトーレ（フランス：パスツール研究所 フランス科学アカデミー 会員）
ナタリー・コンパニョーネ（ICDD (Innovative Concepts in Drug Development)  CEO）

岐阜大学 科学研究基盤センター 共同研究講座 抗酸化研究部門
〒501-1194  岐阜県岐阜市柳戸 1-1 医学部棟 7階 7S33
TEL 058-230-6548　FAX 058-230-6549
HP：https://www.antioxidantres.jp/

連絡先 Contact

kousanka@antioxidantres.jp

当研究室への共同研究・就職・取材等のお問い合わせは、メールにてお問い合わせください。 
また一般の方々からの抗酸化研究に関するご質問も受付しております。

岐阜大学 科学研究基盤センター 共同研究講座 抗酸化研究部門 部門長
特任教授　犬房 春彦
医師、医学博士
日本認知症予防学会エビデンス創出委員会実行委員
日本消化器病学会専門医評議員 (近畿地方 )
日本内視鏡外科学会評議員

YouTubeで動画配信中
岐阜大学 抗酸化研究部門 検 索


