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研究目標
年中、特に春先から夏にかけて起こる日焼けや花粉症、ニキビなどには酸化ストレスが関連しており、生活の
質や見た目にも影響するため、精神的に大きなストレスになります。また年齢を重ねることで生じる加齢臭
や認知症も酸化ストレスが関連し、知らず知らずのうちに周囲の大切な方にも影響を及ぼしてしまいます。
また生活習慣である飲酒やタバコによっても、酸化ストレスは関与します。このように酸化ストレスは様々な
要因で発生し、多くの疾患に関連してきます。そのため、日頃から酸化ストレスを抑えることは、本人のみな
らず周りの人のためにもなります。
「ほとんどの疾患には酸化ストレスが関与する」とは、言いかえれば『日
々の酸化ストレスを抑えることは多くの疾患の予防や治療につながる』と言えます。
当研究室は様々な実験を通して、酸化ストレスを抑えることはいかに疾患の予防や治療に繋がるのか、そし
てそのメカニズムを解明することを研究目標とし、多くのエビデンスを持って 健康長寿社会 へ貢献して
いくことを最終目標としています。

酸 化スト レ ス と は ？
体を動かすために必要な活動エネルギーは、毎日の
食べ物と呼吸によって取り込んだ酸素を利用して、
細胞内にあるミトコンドリアという小器官で産生さ
れます。
しかし同時に副産物として活性酸素（ROS）という
反応性が高いものも産生されてしまいます。これは
エネルギー産生時以外にも紫外線や放射線、細菌や
ウイルスによる感染、大気汚染などの外的因子、喫
煙や大量のアルコールなどの生活習慣や病気、ストレスなどさまざまな要因でも産生されると言われています。
この活性酸素は生体内において DNA や脂質、タンパク質や酵素など健康維持に必要不可欠なものを傷つけ
る働きがあります。そのため、身体を守るためにはこの活性酸素を消去していかなくてはなりません。この
消去する力を『抗酸化力』と言い、実は私たちの体内に既に備わっているのです。しかし、活性酸素を完全に
消去することはできません。大切なことは、常に産生される活性酸素とそれから守る力、抗酸化力のバラン
スです。活性酸素が増加しこのバランスが不均衡になると身体は不調をきたしてしまうのです。この状態を
「酸化ストレス」と言います。
サビた釘やりんごの変色を見たことがあると思います。これは全て空気中の酸素に触れたことで起こる「酸
化現象」です。酸化ストレス状態では、まさにこのような現象が体内でも起きているのです。

●

りんごの変色

●
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サビた釘

活 性酸素 と は ？
酸化ストレスを与える活性酸素とは「大気中の酸素より
も活性化された酸素、つまり反応性が高い酸素」を言い

白血球（好中球）

ます。反応性が高いために体内では DNA や脂質、タンパ
ク質などを傷つけ、炎症をも起こしてしまいます。しか
し悪さしかしないわけではありません。この強力な力は
体の中に侵入した細菌やウイルスなどを退治するため
にも使用されるため、大切な免疫の働きをも担っている

飲み込んだ細菌を殺すのに
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

のです。身近なもので考えてみましょう。

洗濯によく使用される漂白剤がありますが、この原料は過酸化水素です。また日頃から使われる消臭や除菌
剤がありますが、この原料は次亜塩素酸です。実はどちらも活性酸素の一種であり、私たちの体の中でも作
られます。漂白剤や消臭、除菌剤はこの強力な細菌破壊力を利用して製品化されているわけですが、体内で
この性質を利用したのが免疫システムとして働く白血球なのです。体内に侵入した細菌を見つけると白血球
はそれらを包むようにして飲み込み、その後過酸化水素や次亜塩素酸を放出して退治します。傷口が出来る
と赤くなって腫れたり、痛みが出ませんか？これは修復するために白血球が集まり、その場所に多くの活性
酸素などが放出された結果起こる炎症反応なのです。沢山集まった白血球が一斉に血液中へ漂白剤や除菌剤
を放出すると考えますと、体のあちこちが前述のとおり「サビ」はじめてきますね。そうなると全身で疾患
をはじめとする恐ろしい事態となることはご想像いただけるかと思われます。

疾 患との 関 わ り
前述の通り私たちの体の中には、酸化ストレスと戦うための「抗酸化力」が備わっています。抗酸化力は生
まれた時から 20 歳代をピークに年齢と共に徐々にその働きが衰えてきます。これにより酸化ストレスが増
えると身体はサビつき、炎症や細胞が傷つけられることになります。身体のサビつきは、いわゆる「老化」で
もあり、更には様々な疾患にも繋がっていくのです。実に 150 種類以上もの疾患が酸化ストレスと関連して
いると報告されています。
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現在、世界中で多くの疾患に対しての抗酸化治療や研究が行われています。しかし、試験管内や動物実験で
は、その仕組みや予防効果が詳しく研究されているにも関わらず、未だに抗酸化作用によって予防あるいは
治療する薬剤はわずかしかありません。汎用性が見られ、副作用を示さず、多くの酸化ストレス病の予防や
治療に効果を表す抗酸化物質の登場が待たれておりました。抗酸化力を高め、酸化ストレスを下げることが
できれば、老化や様々な疾患の予防や改善が期待できるのです。
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開 発された 抗 酸 化 配 合 剤
配合物「SUPALIV（スパリブ）」
「アルコール代謝を和らげる、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」
（日本国特許庁 特許第5785581号）
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。

「SUPALIV」
の有効成分（製造原料）
全てが元々、私たちの体の中にあるもので全て天然成分です。
原材料名：麦芽糖（国内製造）、コエンザイムQ10／ビタミンC（砂糖）、L-グルタミン(米、トウモロコシ)、L-シスチン
(鶏)、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、フマル酸（芳香族炭
化水素）、コハク酸（フマル酸）、微粒二酸化ケイ素、ビタミンB2(ブドウ糖)、ナイアシン（アミノ酸）

「SUPALIV」の安全性
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。
実施試験
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）
ヒト臨床研究での副作用試験（イナリサーチ 試験番号:NRP07001）

いずれの試験においても安全性が確認されました。また、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。

取得特許について
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 5785581 号「アルコール代謝を和らげる、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」を日本をはじめ世界中（ドイツなど EU36 カ国、
アメリカ、カナダ、中国、オーストラリア、韓国、他ユーラシア各国）で配合特許を取得しています。
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「SUPALIV（スパリブ）」の働き
アルコール代謝は様々な酵素やビタミン、アミノ酸などが複雑に作用し合っている為、一つや二つの成分を摂
取してもアルコール代謝全体を早くすることは出来ません。SUPALIV は（１）アルコールとアセトアルデヒド
の代謝促進作用と（２）抗酸化作用を目的としてナイアシン、リボフラビン、CoQ10、ビタミン C、シスチン、グ
ルタミン、コハク酸、フマル酸 の 8 種類の有効成分が最適な割合で配合されています。

(１)アルコールとアルデヒドの代謝促進作用

(2)抗酸化作用

ナイアシン(NAD)

ビタミンC

リボフラビン, CoQ10

シスチン

フマル酸, コハク酸

グルタミン

アルコール分解酵素を助ける補酵素として働く

(アセトアルデヒドの毒性を中和）

直接的抗酸化作用

アルコール分解酵素を助ける補酵素として働く

直接的抗酸化作用

酢酸の分解

酸化を抑えるグルタチオンとして働く

グルタミン

補酵素をミトコンドリアへ送る

アルコールの代謝と酸化ストレスの関係
体内に入ったアルコールは、胃から２０％、小腸か
ら８０％吸収され、そのほとんどが肝臓で処理され
ます。肝臓内でアルコールは ADH（アルコール脱水
素酵素）と呼ばれる酵素や MEOS（ミクロゾームエ
タノール酸化系）によってただちにアセトアルデヒ
ドに分解されます。生成されたアセトアルデヒドは
非常に毒性が強く、長期間肝臓に残っていると肝臓
を傷めてしまいます。これは、アセトアルデヒドの
毒性に加え、アセトアルデヒドそのものが酸化スト
レスを引き起こすからです。
そのため、肝臓は速やかに無毒化するために細胞内のミトコンドリアで ALDH ２（アルデヒド脱水酵素２型）と
呼ばれる酵素によって酢酸に分解され、心臓や筋肉にも運ばれたのち最終的に二酸化酸素や水となって体外に
排出されます。
ミトコンドリアという小器官は、アルコールの代謝だけでなく、毎日の食べ物と呼吸によって取り込んだ酸素
を利用して私たちの毎日の活動エネルギーを産生している場所でもあります。これに伴いミトコンドリア自身
も活性酸素を産生するため、過剰な酸化ストレスを受けるとミトコンドリアはダメージを受け、本来の役割を
果たすことができなくなります。そのため、酸化ストレスからミトコンドリアを守ることは、私たちの健康維持
とアルコールの害を防ぐことにつながります。
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アルコール代謝能力の違い

〜アルコール代謝遺伝子について〜

アルコールの代謝能力は、既述のアセトアルデヒドを分解する酵素 ALDH ２の違いによって３つのタイプに分
かれます。ALDH ２が完全に機能する正常型ホモとこの酵素の働きが弱いヘテロ型、そして全く機能しない異
常型ホモがあります。欧州やアフリカの人々はほとんどが正常型ホモである一方、日本人の半数はヘテロもし
くは異常型ホモです。そのため日本人の半数はお酒に弱いといわれています。よく「飲むほどお酒に強くなる」
という話を聞きますが、これはアルコール分解経路の一つである MEOS（ミクロゾームエタノール酸化系）の働
きによるものです。この酵素はアルコール量が増えると活性化する特性があるので、飲酒の頻度が多いとある
程度お酒が強くなるように感じます。しかし、飲酒によって出来たアセトアルデヒドの分解能力は変わらない
ため、お酒の弱い人（特に異常型ホモの人）は、いくら訓練してもお酒が飲めるようになるわけではありません
ので、注意が必要です。

アルコールと疾患との関わり
アルコールによる健康被害はアルコ
ールそのものもありますが、ほとん
どが毒性の強い中間代謝産物のアセ
トアルデヒドに起因します。常に過
量の飲酒を続けることは肝臓のアル
コール代謝も活性するため、この過
程で遊離脂肪酸の増加や肝臓内のト
リグリセリドが増加し、肥満や脂肪
肝を誘導します。また代謝能力より

飲酒量が多いと、代謝が追いつかなくなり、体内にアセトアルデヒドが長時間滞在することになります。そのた
め肝臓のミトコンドリアはその毒性やそれによる酸化ストレスによってダメージを受けてしまいます。これに
よりミトコンドリアの機能も正常に働かなくなるため、代謝機能は低下し酸化ストレスはさらに上昇する悪循
環に陥り、細胞障害や炎症が起こり、疾患へと繋がってしまうのです。ALDH ２の機能が弱いヘテロの場合、も
ともとアセトアルデヒドを分解する速度が遅いですので、無理な飲酒は肝臓障害リスクが高まるのです。
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これまでの 研 究 成 果
アルコール代謝効果
飲酒の機会が増たこともあり、様々な種類のアルコール対策サプリメントが市販されています。そこで SUPALIV
のアルコール代謝能を代表的なサプリメントと比較検討しました。

試験対象 : サプリメント非投与、SUPALIV、ウコン製品、アミノ酸製品。全て各製品が推奨する一回分に服用する量。
試験方法 : 各アルコール対策サプリメントを水200mlで服用し、その20分後に400mlの赤ワインを30分かけて飲用
する。採血はワイン飲用前０分と、飲用後３０、６０、９０分の計4回実施し、株式会社BMLに測定依頼した。
各々の効果は、サプリメント非服用時の血中濃度をコントロールとして比較した。
被験者 : 男女計６人
評価方法 : 血液中のエタノール濃度およびアセトアルデヒド濃度。

サプリメントなし

ウコン製品

ウコン製品

サプリメントなし

アミノ酸製品

アミノ酸製品

スパリブ

スパリブ

引用：
「日経トレンディ」2014年2月号

【結果】ウコン製品やアミノ酸の製品はコントロールより低減するも効果的なデータは得られませんでした。一
方 SUPALIV は、血中アルコール濃度およびアセトアルデヒド濃度のいずれにおいても効果的に低減しました。(
有意差あり．P<0.05, t-Test)
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アルコール投与後のアセトアルデヒドと酸化ストレス変化
飲酒によって酸化ストレスは上がると言われています。そこで実際にアルコールを過量投与し、血中のアセト
アルデヒド濃度と酸化ストレスの変化を、それぞれマウスを使用して検証しました。

試験対象 : 非投与、SUPALIV（30~60 mg/kg）強制経口投与.
アルコール（EtOH）濃度 : ７g/kg（比重計算5.６g/kg）. 蒸留水で500μl に希釈して腹腔内投与.
実験方法A血液中アセトアルデヒド濃度変化 : マウスにSUPALIV（60mg/kg）を投与し、その30分後にEtOHを投
与した。採血はEtOH投与２時間と２４時間後の計２回実施し、株式会
社BMLに測定依頼した。
実験方法B酸化ストレス度変化 : マウスにSUPALIV（30mg/kg）を２４時間間隔で４日間投与した。
EtOHはSUPALIV投与３日目と４日目の２回、SUPALIV投与１時間後に
投与した。採血は２日目のアルコール投与後３日目と５日目の計２回実
施し、ウィスマー社のFREE Carrio Duo（d-ROMsテスト）にて測定し
た。試験A、BいずれもSUPALIVの効果は、非服用時の血中濃度をコン
トロールとして比較した。
評価方法 : 血液中のエタノール濃度およびアセトアルデヒド濃度。

【結果】血中アセトアルデヒド濃度は EtOH 投与 2 時間後には増えますが 24 時間経過すると測定限界以下を提示
し殆ど消失することがわかりました。一方酸化ストレス値は血液中にアセトアルデヒドが存在していた１日目
と消失した次の日までは大きな変化はありませんでしたが、３日目（７２時間後）から酸化ストレスが上昇し、
５日目も酸化ストレスは高い状態でした。これに対し SUPALIV は、アセトアルデヒドの代謝だけではなく、酸
化ストレスも非投与群より抑えました。
この実験結果からアルコールを大量に飲酒すると、アルコールは代謝されても酸化ストレスは１週間程度高い
状態が続くことがわかります。
「飲みすぎた後に体調を崩すことが多い」とよく耳にしますが、酸化ストレスが
これだけ高い状態が続くのですから、免疫機能が低下してもおかしくはありませんね。
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急性アルコール中毒のモデルマウス生存率
歓送迎会や忘年会、新年会シーズンになると急性アルコール中毒を引き起こすケースが見受けられます。これ
は短時間に大量のアルコールが体内に入ることで代謝が追いつかなくなり、急性アルコール中毒を引き起こす
ためです。アルコール中毒の症状は血液中のアルコール濃度に比例して誰もが陥り、意識を喪失し死に至る可
能性もあります。急性アルコール中毒の治療は、胃の洗浄や点滴、血液透析などに限られます。透析開始が遅れ
たり、出来なかったりした場合は救命が出来ません。そこで急性アルコール中毒のモデルマウスを作り
SUPALIV の急性アルコール中毒に対する効果を検証しました。

試験対象
アルコール（EtOH）濃度
実験方法

:

非投与、５％グルコース液の腹腔内投与、SUPALIV（60 mg/kg）強制経口投与.

: 8g/kg（比重計算6.4g/kg）. 蒸留水で500μl に希釈して腹腔内投与.
: マウスに500μlの５％グルコース液もしくはSUPALIVを投与し、その30分後にEtOHを投
与した。SUPALIVはEtOH投与１２、２４、３６時間後にも投与し、その後全てのマウスの生
存を観察した。SUPALIVの効果は、非投与群および５％グルコース液投与群との生存率の
差によって比較した。

評価方法

: 生存率。

【結果】非投与マウスは 12 時間以内に全て死亡 ( 赤線 )、点滴と同効果を示す５％グルコース液の腹腔内投与マ
ウスでは非投与マウスと比べて生存時間は延びましたが、最終的に 48 時間で全て死亡しました ( 緑線 )。一方、
SUPALIV を計 4 回経口投与したマウスでは、すべてのマウスが生存しました ( 青線 )。
この実験結果から、アルコールやアセトアルデヒドの代謝を促進し、酸化ストレスを抑えることは急性アルコー
ル中毒の予防にもなることがわかります。しかし、何よりも大切なことは適切な量の飲酒を心がけることです。
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ヒトにおけるアルコール代謝効果（臨床試験）
2008 年、SUPALIV のアルコール代謝に関する臨床試験を株式会社アレグロに委託しました。

被験者 :
アルコール :

ALDH２遺伝子正常および部分的欠損男性各１０名。
種類は赤ワイン（アルコール度数：１３.５度）とし、負荷量は含有するエチルアルコール換算でALDH２正
常者には０.７０mg/kg、部分的欠損者には、0.３５mg/kgとした。

試験方法 :

赤ワイン負荷開始２０分前に水１００mlと共にSUPALIVを摂取し、その後赤ワインを３０分間に規定量
の３分の１量を１０分ごとに摂取する。採血は赤ワイン摂取開始３０分、６０分、９０分、
１２０分後の計4
回行った。当日の飲食は前日夜２１時から全て統一している。第１期にSUPALIV投与下での赤ワイン負
荷試験を実施し他の地、
１週間の間隔をあけて第２期のSUPALIV非投与下での赤ワイン負荷試験を実
施した。

【結論】アルコールの代謝を妨げる不純物が多く含まれるとされるワインを飲用した場合、SUPALIV を服用しな
い時には、血中アセトアルデヒド濃度は飲酒 120 分後であっても上昇傾向が認められ、アルコールの代謝は促進
されないが、SUPALIV を服用した時には、アルコールの代謝が促進されていることが Cmax、Tmax の解析により
確認された。時に ALDH2 部分的欠損者において効果が高いと考えられる。
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学会発表
国外学会
1. October 2020, The 22nd World Conference on Oxidative
Stress Reduction, Redox Homeostasis & Antioxidants.
“COVID-19 infection is oxidative stress disease.
Twendee will be best solution to prevent and avoid
severe symptoms.”
2. October 2020, The 22nd World Conference on Oxidative
Stress Reduction, Redox Homeostasis & Antioxidants.
“Does continuous OS reduction prevent and ameliorate through species diversity of intestinal bacteria? ”

国内学会
1. 2021 年 6 月

第 10 回日本認知症予防学会学術集会 “認知症予防の最先端”

2. 2020 年 9 月

第 61 回日本神経学会学術大会 “脳神経疾患の抗酸化治療 Twendee X 無限大の可能性”

3. 2019 年 10 月

第 1 回日本脳サプリメント学会 “抗酸化サプリメントTwendee Xの臨床効果”

4. 2019 年 10 月

第 1 回日本脳サプリメント学会 “抗酸化サプリメントTewndee Xは身体調整役として働く？”

5. 2019 年 10 月

第 9 回日本認知症予防学会学術集会 “Twendee Xの脳神経における作用”

教育/セミナー等
2020年10月

第 2 回日本脳サプリメント学会学術集会 “抗酸化サプリメント TwendeeX の認知症予防効果”

2019年11月

アンチエイジングフェア in Okayama “酸化ストレスを抑えて健康長寿を目指そう”

2019年9月

第 2 回抗酸化サミット 〜認知症と健康長寿〜 . 公開セミナー、東京

2019年9月

酸化ストレスと疾患 . 特別講演会 .

2019年8月

第 2 回抗酸化サミット 〜認知症と健康長寿〜 . 公開セミナー、大阪

2019年1月

寿命と酸化ストレス. 抗酸化研究公開セミナー

〜健康長寿とアレルギー疾患〜

論文発表
・楊 馥華、田中 翔、マーカス・マチューシカ・グライフェンクラウ、吉川 敏一、岡田 直美、犬房 春彦. 世界初の抗酸化剤の
認知症予防の達成 抗酸化剤Twendee Xが超高齢社会に挑む. BIO Clinica Vol.35 No.10 Sep. 2020.

・Koh Tadokoro, Yasuyuki Ohta, Haruhiko Inufusa, Alan Foo Nyuk Loon, Koji Abe. Prevention of Cognitive Decline
in Alzheimer's Disease by Novel Antioxidative Supplements. Int J Mol Sci. 2020 Mar; 21(6)

・楊 馥華、田中 翔、マーカス・マチューシカ・グライフェンクラウ、吉川 敏一、岡田 直美、犬房 春彦. 世界初の認知症予
防の達成（抗酸化研究部門配合剤Twendee Xによる認知症予防達成までの経緯）. Medical Science Digest, Vol
45(13), 2019.11.

・楊 馥華、田中 翔、マーカス・マチューシカ・グライフェンクラウ、吉川 敏一、岡田 直美、犬房 春彦. 世界初の認知症予
防の達成 -酸化ストレス・炎症・免疫との関連. BIO Clinica Vol.35 No.4 Apr. 2020.
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研究室につ い て A b o u t o u r lab o rato ry
研究室メンバー
主席研究員：犬房 春彦（M.D. 、M.PhD.）
1957 年、岡山県出身。近畿大学医学部卒業後、近畿大学 医学部大学院外科学系専
攻 修了（近畿大学博士（医学））
その後、近畿大学医学部臨床医学部門 教授、ストラスブール大学欧州テレサージェリー
研究所 客員教授、スペインバルセロナ大学外科学教室 客員教授などを歴任し、2013
年から現職。
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 特任教授／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 評議員（東海地区）
／日本内視鏡外科学会 評議員／日本脳サプリメント学会 理事
主任研究員：楊 馥華 (Ph. 、M.PhD.）

アドバイザー
局 博一 ( 東京大学 名誉教授 ) ／吉川 敏一 ( 公益財団法人 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 ) ／田中 香お里 ( 岐阜大学 嫌気性菌研究分野 教授 )

／平野 滋 ( 京都府立医科大学 耳鼻咽喉科 教授 ) ／中島 拓 ( 広島大学大学院 分子内科学 助教 ) ／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 博士 ) ／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 ) ／岡田 直美（ナオミクリニック院長）

連絡先
当研究室との共同研究や取材等は、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け付
けております。
kousanka@antioxidantres.jp
公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター
抗酸化研究室
〒606-8225 京都市左京区田中門前町 103-5

HP

http://www.antioxidantres.jp/

YouTube『抗酸化チャンネル』で
動画配信中
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