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先制医療への架け橋

・MEDIA掲載
・ドクターズBAPミネラル®液状タイプ　新製品紹介
・カラテッリ先生・イオリオ先生が三井記念病院を訪問しました
・新機種FREE CARRIO DUOエクスチェンジのご案内

・第 88回日本産業衛生学会
・第50回日本理学療法学術大会

●世界の酸化ストレスに関する論文紹介

●TOPICS

●国内学会発表抄録紹介

WISMERLL 
Predictive and Preventive Medicine

J O U R N A L

「閉塞性睡眠時無呼吸症におけるミトコンドリア
DNA変異」

「ヒト血清癌マーカーの長期安定性：酸化ストレスと
酸化還元状態のバイオマーカー、ホモシステイン、
CRP及び酵素ALTとGGT」

「高齢ドイツ人における酸化ストレスと意志薄弱との
関係：ESTHERコホート研究からの結果」

「編集者へ：活性酸素代謝物の血清レベルが、結腸
切除手術を受けた患者の短期施術ストレスの評価法
として適しているか？」

伝統医学である漢方薬には、
患者さんの酸化ストレスバランスを
整える効果があると考えています。

●インタビュー1

野本真由美スキンケアクリニック院長　
皮膚科専門医　漢方専門医　抗加齢医学会専門医

野本 真由美 先生

酸素注入治療は、安全かつ簡便で
即効性のあるスポーツ治療の
ひとつとして期待できます。

●インタビュー2

スポーツ整形外科 かみもとスポーツクリニック院長

上本 宗忠 先生
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第2回スポーツと酸化ストレス・抗酸化セミナー
開催迫る

●日時：2015年11月1日（日） 12:30～17:00　●会場：秋葉原ダイビル2F

福島大学　人間発達文化学類／教授／医学博士
福島大学　陸上競技部／監督

川本 和久 先生

国際酸化ストレス研究機構 イタリア 会長

Eugenio Luigi Iorio 先生
外科医、スポーツ医学・美容医学専門医（イタリア）
Domenico Amuso 先生
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患者さんがリラ

ックスできるよ

うに間接照明で

ダウンライトに

した施術室。

野本真由美スキンケアクリニック
〒950-0088　新潟市中央区万代 1丁目 3-7 NDK万代ビル 2F
http://www.mayumi-beautifulskin.com/

リラクゼーション効果と東洋医学の尺度を酸化ストレ
ス値で置き換える

――d-ROMs、BAPテスト導入のきっかけをお聞かせくだ
さい。

　軽井沢プリンスホテルで、心と体のリラックスという

パンフレットを見たことがきっかけでした。森林浴とヨ

ガをしてスパに入った前後の酸化ストレスと抗酸化力の

変化をd-ROMs、BAPの数値で示していました。

　私が医療で目指しているのはまさにこれでした。なぜ

ディズニーランドはまた行きたくなるのでしょう？　そ

れはホスピタリティの力ですね。私はこれまでのように、

治療しますからお待ちくださいではなく、患者さんが満

足する治療をしたいと思ってきました。d-ROMs、BAP

は、私が行っている治療を酸化ストレスという現代医学

の物差しで測れるのだと思い、すぐに導入しました。

　また、「肌は全身を映す鏡」と言われますが、当院で

は患者さんの肌の状態と問診によって、漢方薬をフルオ

ーダーで処方しています。漢方医学は未病を治すことが

得意なのですが、現代医学的に予防医学の物差しはない

かと思っていたところ、酸化ストレスの測定に出会いま

した。

――未病の状態を現代医学の尺度で示せたというわけですね。

――9月に行われた酸化ストレス・抗酸化セミナーで講演い
ただき、大変反響がありました。その内容をお話しいただけ
ますか。

　近年、漢方薬はなぜ効くのかを解明する基礎研究が進

んできましたが、その注目すべき作用のひとつに高い抗

酸化力があります。

　今回は、痤瘡（ニキビ）患者に十味敗毒湯を投与し、そ

の影響を酸化ストレスと皮膚の画像解析で検討しました。

　従来の治療では改善が困難な尋常性痤瘡患者53例（全

て成人女性）に十味敗毒湯エキス細粒9.0g（常用量の

1.5倍）を3週間投与し、内服前後の顔面皮膚の画像解析

を行いました。

　十味敗毒湯投与により、炎症性皮疹数、非炎症性皮疹

数ともに有意な減少がみられ、副作用は認められません

でした（図1）。

　同患者の血中の酸化ストレス（d-ROMs）と抗酸化力

（BAP）を測ると、十味敗毒湯投与前にd-ROMs高値群

では、投与後に有意な低下がみられました。投与前に

d-ROMs健常値ないしボーダー値群では、有意な変化は

見られませんでした（図2）。

　投与前にBAP低値群では、投与後に有意な上昇がみら

れ、投与前にBAP健常値ないしボーダー値群では、有意

な変化は見られませんでした（図3）。

　十味敗毒湯投与後の本人の自覚的改善度により、「改

善群」「不変群」「悪化群」の3群に分け、投与前後の

d-ROMsの変化を評価しました。改善群のみ投与後に

d-ROMsに有意な低下が認められました（図4）。

　思春期を越えたニキビは治りにくいと言われますが、

実際に痤瘡患者さんのd-ROMsは350～400U.CARRと

高値でした。高値群とノーマル群で分けて解析したとこ

ろ、高値群で十味敗毒湯の影響が大きく出ました。十味

敗毒湯は数値の改善が必要な人に効いていて、ちょうど

いい酸化ストレスバランスに収束させていることがわか

りました。活性酸素・フリーラジカルは低ければ低いほ

どよく、抗酸化力は高ければ高いほどよいと考えてしま

いがちですが、漢方医学はちょうどよいバランスを目指

す「中庸」の医学なので、この結果をみてあらためて漢

方薬のおもしろさを感じました。

――患者さんが本来持つ治癒力を引き出すのですね。

　漢方医学はそこに行きつきますね。そもそも生体は常

に揺らいでいますし、心と体も分けては考えられません。

相手の治る力をお手伝いする日本の伝統医学はいろんな

分野に応用できるので、当院の美容治療にも積極的に取

り入れています。

　レーザー治療は、照射前に漢方薬で患者さんの生体リ

ズムを整えておくと、効果が高まり副作用を回避するこ

とができます。生体の揺らぎは常にあるので、それをう

まく整えれば、人が施す医療はベストの状態で届くので

はないでしょうか。

　漢方薬に含まれる生薬は、腸内細菌を利用して吸収す

るものが多いので、腸内環境が良くない方は漢方薬も効

きにくいですね。また、漢方薬は生薬の成分がそのまま

血中にでるわけではなく、吸収や代謝で変わるので、血

中にでた物質に対してd-ROMs、BAPで評価できるのは

とても信頼できると思います。

——患者さんの満足度に関しても、d-ROMsの変化とし

て示されましたね。

　自覚的満足度では、本人がすごく良くなったと思うだ

けでd-ROMsに有意な差が出ました。良くなったな、う

れしいな、ここに通って良かったなと思うだけで、全身

の酸化ストレスレベルが下がるというのは、医療者とし

て知っておきたいことですね。

　医療におけるホスピタリティをアメリカで学びました

が、それを応用して当院では、インテリアやライティン

グ、音楽、話しかけるタイミングにも気を配っています。

学生10名に１時間、クリニックの個室をダウンライトに

して、好きな雑誌を読むなどしてくつろいでもらった結

果、酸化ストレスが下がるというデータも取れています。

　クリニックを訪れたきっかけがニキビや肌荒れであっ

ても、悩みが解決したら自分に自信が持てて、こんなに

変われたと感じてもらえるような、皮膚から始まる予防

医学を広めていきたいですね。

――本日はありがとうございました。

新潟市中央区で野本真由美スキンケアクリニックを開業する野本真

由美先生に、痤瘡患者における漢方薬の酸化ストレス・抗酸化力と、

患者さんに喜ばれる医療の在り方についてお話を伺いました。

昨年 11 月 8 日、都内で開催された第 25 回日本臨床スポーツ医学会学術集会で、

かみもとスポーツクリニック院長、上本宗忠先生が「急性筋損傷に対する局所酸素注

入療法の治療経験」という演題で、オキシ・エクストラ・メッドを使用した皮膚から

の酸素注入療法がスポーツ選手の筋肉の急性損傷に有効かどうかを検証し、ご発表さ

れました。ご発表内容を要約しお届けします。

野本真由美スキンケアクリニック院長　
皮膚科専門医　漢方専門医　抗加齢医学会専門医

野本 真由美 先生

痤瘡患者への十味敗毒湯投与後の酸化ストレスと
抗酸化力

満足度によって酸化ストレスは変化する

酸化ストレスバランスを調整する漢方薬

ゆったりくつろげる待合室

「女性が医療で困ったものを形にするのが
ライフワーク」と語る野本先生。

全国の美容皮膚科で扱われている野本先生オリ
ジナルのミネラルメイク・スキンケアシリーズ。
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患者さんに喜ばれる「おもてなし医療」を目指して

じゅう みはいどくとう
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伝統医学である漢方薬には、患者
さんの酸化ストレスバランスを整え
る効果があると考えています。　

急性筋損傷に対する局所酸素注入療法の治療経験

新製品FREE Carrio Duo（2検体の同時測定が可能）

が３月２４日（火）放送の、NHK-BSプレミアム「関

口宏の“そもそも” 時間よ、止まれ！ アンチエイジン

グの秘密」にて紹介されました。

当社のスタッフが司会の

関口宏さん、壇密さん他、

出 演 者 の 方 全 員 の

d-ROMsとBAP測定を

行いました。

測定結果は東海大学医学

昨年１２月１４日に宮城県仙台市で開催された「クイ

ーンズ駅伝ｉｎ宮城　第３４回全日本実業団対抗女子

駅伝競走大会」は６区間４２.１９５キロで行われ、デ

ンソーが２時間１６分１２秒の大会新記録で２年連続

で２回目の優勝を果たしました。

デンソー陸上部は１９５５年に発足した伝統チームで

す。２０１４年４月から当社の扱う酸素注入機器OXY 

Xtra Med（オキシ・エクストラ・メッド）を正式導入

下さっています。
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急性の外傷では、受傷初期の対応はその後の復帰期間

を大きく左右する。特に急性期の浮腫と疼痛を軽減す

ることは早期復帰の鍵をにぎることになる。

目的は経皮的局所酸素注入療法により急性筋損傷の炎

症コントロールが可能かどうかを明らかにするため。

対象はサッカー、陸上、バレーボール、バスケットボ

ールなどで下肢の急性筋損傷をきたした42例42肢

（2014年4月～9月、男性29例、女性13例、受傷時

平均年齢16.7歳　12～65歳）。

受傷から治療開始までの期間は平均3.9日（０～19

日）。

受傷部位は大腿四頭筋20肢、ハムストリング10肢、

下腿三頭筋7肢、太腿内転筋3肢、下腿前脛骨筋2肢で

あった。

方法はイタリア製OXY Xtra Medを使用。最大96％

の高濃度酸素を約2気圧で患部に直接15分間、酸素注

入を行なった。

検討項目は①NRS（Numeric Rating Scale）の変化、

②超音波画像上の浮腫、出血の変化、③自覚症状の変

化、④副作用の有無。

結果は①の「NRSの変化」は81％が改善、②の「超

音波画像上の浮腫、出血の変化」は88％が改善、③の

「自覚症状の変化」は86％が改善、④の「副作用の有

無」では、注入時のちくちくする刺激通が1例あった

が、治療部位をずらすことで解消した。

まとめとしては、経皮的局所酸素注入療法は高圧酸素

療法や酸素カプセルと異なり、血流に頼らず局所的に

損傷個所に直接酸素を送り込むことができ、1日15分

の酸素注入で81％に疼痛の軽減、86％に自覚症状の

改善、超音波画像上も悪化例はなく、88％に出血や浮

腫の改善がみられた。

酸素注入により、損傷組織の低酸素環境が改善され、

急性期の疼痛と浮腫が消褪した。

今後の可能性としては、以上の結果から、OXY Xtra 

Medを用いた経皮的な酸素注入療法は、安全、簡便、

即効性があり、アスリートの早期復帰に大いに貢献す

るであろう。

【000写真】
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Information「酸素注入セラピー」体験コーナーが
ウイスマー本社６Fに設置されました

「酸素注入セラピーを体験したい！」という皆様の声にお応えし、

ウイスマー本社 6F に OXY Xtra Med と OXY Life Nova 体験

コーナーを設けました。「酸欠状態が万病の元」とも言われます。

酸素注入セラピーの魅力を是非ご体験ください。

■ 費　　用：　初回無料
■ 受　　付：　全予約制　平日１４：００～１７：００
■ お問合せ：　ＴＥＬ：０３-５８０２-７３３３
　　　　　　　 営業マーケティング部　関　妃呂子まで

6ｐ 7ｐ
1ｐ 2ｐ

オキシ・エクストラ・メッドによる研究が学会発表されました
25th Annual Meeting  Japanese Society of Clinical Sports Medicine

ひ ろ こ

祝　デンソー女子陸上長距離部が大会新で２連覇

OXY Xtra Med

新製品FREE Carrio Duoがテレビで紹介されました！

MEDIA 紹介

ＧＭＰとは「Good Manufacturing Practice」の略

で、製造所における製造管理、品質管理の基準のこと

です。原材料の入荷から製造、最終製品の出荷にいた

るすべての過程において、製品が「安全」に作られ

「一定の品質」が保たれるよう定められている国際基

準です。

韓国では２０１３年から適応した新薬事法により、

d-ROMsテスト・BAPテストはClass２の体外診断薬

として扱われ、両テストは昨年２月に酸化ストレスマ

ーカーとしては韓国で初めての承認を得ておりました。

これに伴い、製造・輸出元の当社が医薬品ＧＭＰ工場

の認証を受ける必要があり、厳しい審査を経て本年２

ウイスマー社が韓国の医療器機
・対外診断薬GMP工場の認証を受けました

製造 ・品質管理

部付属東京病院副院長の西崎泰弘先生が酸化・抗酸化

マトリックス（横軸を酸化ストレス・縦軸を抗酸化

力）を使い、分かりやすく解説されました。

予想に反して意外な結果がスタジオで話題になり、出

演者の皆さんはご自身の結果に一喜一憂されていまし

た。酸化ストレス・抗酸化力測定が今後の食生活や生

活習慣改善への指針となったようです。

今回の放送によって、短時間で測定可能な新装置が今

後のアンチエイジングへ一層貢献することが期待され

ます。

月にＧＭＰ工場としての認証

を得ることが出来ました。ち

なみに韓国のＧＭＰ基準は米

国のＦＤＡ並みに大変に厳し

いことで有名です。

ウイスマー社がこのＧＭＰの

認証を受けたことは、当社の

製造管理・品質管理が客観的

に評価されたことになり、よ

り一層、先生方に安心して使

って頂けるように努力してま

いる所存です。

次号のウイスマージャーナルではOXY Xtra Medによ

る選手のコンディショニング法等について、若松誠監

督へのインタビュー記事を掲載予定です。

＊イメージ画像　記事とは直接関係ありません。

Wilcoxon’ s signed rank test, ＊p<0.05, 　＊＊p<0.01 vs Before treatment
十味敗毒湯 投与前後の炎症性皮疹および非炎症性皮疹の個数の変化を評価した。

炎症性皮疹数（n=45）
非炎症性皮疹数（n=27）

（中央値 ± 四分位範囲）
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図 1.  十味敗毒湯 投与による皮疹数への影響

Wilcoxon’ s signed rank test, ＊p<0.05 vs Before treatment
d-ROM high と d-ROM normal の二群に分けて、十味敗毒湯 投与前後の d-ROM 値の変化を評価した。

d-ROM high（n=29）
d-ROM normal（n=24）

（中央値 ± 四分位範囲）
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図 2.  十味敗毒湯 投与による d-ROM（酸化ストレス）値への影響

Wilcoxon’ s signed rank test, ＊p<0.05 vs Before treatment
BAP low と BAP normal の二群に分けて、十味敗毒湯 投与前後の BAP 値の変化を評価した。

全症例（n=53）
BAP low（n=14）
BAP normal（n=39）

（中央値 ± 四分位範囲）

↓ 抗酸化力低値
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図 3.  十味敗毒湯 投与による BAP（抗酸化力）への影響

Wilcoxon’ s signed rank test, ＊＊p<0.01 vs Before treatment
十味敗毒湯 投与後の患者本人の自覚的改善度により「改善群」「不変群」「悪化群」の三群に分け、
投与前後の d-ROM 値の変化を評価した。

改善群（n=29）
不変群（n=10）
悪化群（n=9

（中央値 ± 四分位範囲）
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図 4.  十味敗毒湯 投与後の自覚的改善度と d-ROM 値との関係

↑ 酸化ストレス高値



患者さんがリラ

ックスできるよ

うに間接照明で

ダウンライトに

した施術室。

野本真由美スキンケアクリニック
〒950-0088　新潟市中央区万代 1丁目 3-7 NDK万代ビル 2F
http://www.mayumi-beautifulskin.com/

リラクゼーション効果と東洋医学の尺度を酸化ストレ
ス値で置き換える

――d-ROMs、BAPテスト導入のきっかけをお聞かせくだ
さい。

　軽井沢プリンスホテルで、心と体のリラックスという

パンフレットを見たことがきっかけでした。森林浴とヨ

ガをしてスパに入った前後の酸化ストレスと抗酸化力の

変化をd-ROMs、BAPの数値で示していました。

　私が医療で目指しているのはまさにこれでした。なぜ

ディズニーランドはまた行きたくなるのでしょう？　そ

れはホスピタリティの力ですね。私はこれまでのように、

治療しますからお待ちくださいではなく、患者さんが満

足する治療をしたいと思ってきました。d-ROMs、BAP

は、私が行っている治療を酸化ストレスという現代医学

の物差しで測れるのだと思い、すぐに導入しました。

　また、「肌は全身を映す鏡」と言われますが、当院で

は患者さんの肌の状態と問診によって、漢方薬をフルオ

ーダーで処方しています。漢方医学は未病を治すことが

得意なのですが、現代医学的に予防医学の物差しはない

かと思っていたところ、酸化ストレスの測定に出会いま

した。

――未病の状態を現代医学の尺度で示せたというわけですね。

――9月に行われた酸化ストレス・抗酸化セミナーで講演い
ただき、大変反響がありました。その内容をお話しいただけ
ますか。

　近年、漢方薬はなぜ効くのかを解明する基礎研究が進

んできましたが、その注目すべき作用のひとつに高い抗

酸化力があります。

　今回は、痤瘡（ニキビ）患者に十味敗毒湯を投与し、そ

の影響を酸化ストレスと皮膚の画像解析で検討しました。

　従来の治療では改善が困難な尋常性痤瘡患者53例（全

て成人女性）に十味敗毒湯エキス細粒9.0g（常用量の

1.5倍）を3週間投与し、内服前後の顔面皮膚の画像解析

を行いました。

　十味敗毒湯投与により、炎症性皮疹数、非炎症性皮疹

数ともに有意な減少がみられ、副作用は認められません

でした（図1）。

　同患者の血中の酸化ストレス（d-ROMs）と抗酸化力

（BAP）を測ると、十味敗毒湯投与前にd-ROMs高値群

では、投与後に有意な低下がみられました。投与前に

d-ROMs健常値ないしボーダー値群では、有意な変化は

見られませんでした（図2）。

　投与前にBAP低値群では、投与後に有意な上昇がみら

れ、投与前にBAP健常値ないしボーダー値群では、有意

な変化は見られませんでした（図3）。

　十味敗毒湯投与後の本人の自覚的改善度により、「改

善群」「不変群」「悪化群」の3群に分け、投与前後の

d-ROMsの変化を評価しました。改善群のみ投与後に

d-ROMsに有意な低下が認められました（図4）。

　思春期を越えたニキビは治りにくいと言われますが、

実際に痤瘡患者さんのd-ROMsは350～400U.CARRと

高値でした。高値群とノーマル群で分けて解析したとこ

ろ、高値群で十味敗毒湯の影響が大きく出ました。十味

敗毒湯は数値の改善が必要な人に効いていて、ちょうど

いい酸化ストレスバランスに収束させていることがわか

りました。活性酸素・フリーラジカルは低ければ低いほ

どよく、抗酸化力は高ければ高いほどよいと考えてしま

いがちですが、漢方医学はちょうどよいバランスを目指

す「中庸」の医学なので、この結果をみてあらためて漢

方薬のおもしろさを感じました。

――患者さんが本来持つ治癒力を引き出すのですね。

　漢方医学はそこに行きつきますね。そもそも生体は常

に揺らいでいますし、心と体も分けては考えられません。

相手の治る力をお手伝いする日本の伝統医学はいろんな

分野に応用できるので、当院の美容治療にも積極的に取

り入れています。

　レーザー治療は、照射前に漢方薬で患者さんの生体リ

ズムを整えておくと、効果が高まり副作用を回避するこ

とができます。生体の揺らぎは常にあるので、それをう

まく整えれば、人が施す医療はベストの状態で届くので

はないでしょうか。

　漢方薬に含まれる生薬は、腸内細菌を利用して吸収す

るものが多いので、腸内環境が良くない方は漢方薬も効

きにくいですね。また、漢方薬は生薬の成分がそのまま

血中にでるわけではなく、吸収や代謝で変わるので、血

中にでた物質に対してd-ROMs、BAPで評価できるのは

とても信頼できると思います。

——患者さんの満足度に関しても、d-ROMsの変化とし

て示されましたね。

　自覚的満足度では、本人がすごく良くなったと思うだ

けでd-ROMsに有意な差が出ました。良くなったな、う

れしいな、ここに通って良かったなと思うだけで、全身

の酸化ストレスレベルが下がるというのは、医療者とし

て知っておきたいことですね。

　医療におけるホスピタリティをアメリカで学びました

が、それを応用して当院では、インテリアやライティン

グ、音楽、話しかけるタイミングにも気を配っています。

学生10名に１時間、クリニックの個室をダウンライトに

して、好きな雑誌を読むなどしてくつろいでもらった結

果、酸化ストレスが下がるというデータも取れています。

　クリニックを訪れたきっかけがニキビや肌荒れであっ

ても、悩みが解決したら自分に自信が持てて、こんなに

変われたと感じてもらえるような、皮膚から始まる予防

医学を広めていきたいですね。

――本日はありがとうございました。

新潟市中央区で野本真由美スキンケアクリニックを開業する野本真

由美先生に、痤瘡患者における漢方薬の酸化ストレス・抗酸化力と、

患者さんに喜ばれる医療の在り方についてお話を伺いました。

昨年 11 月 8 日、都内で開催された第 25 回日本臨床スポーツ医学会学術集会で、

かみもとスポーツクリニック院長、上本宗忠先生が「急性筋損傷に対する局所酸素注

入療法の治療経験」という演題で、オキシ・エクストラ・メッドを使用した皮膚から

の酸素注入療法がスポーツ選手の筋肉の急性損傷に有効かどうかを検証し、ご発表さ

れました。ご発表内容を要約しお届けします。

野本真由美スキンケアクリニック院長　
皮膚科専門医　漢方専門医　抗加齢医学会専門医

野本 真由美 先生

痤瘡患者への十味敗毒湯投与後の酸化ストレスと
抗酸化力

満足度によって酸化ストレスは変化する

酸化ストレスバランスを調整する漢方薬

ゆったりくつろげる待合室

「女性が医療で困ったものを形にするのが
ライフワーク」と語る野本先生。

全国の美容皮膚科で扱われている野本先生オリ
ジナルのミネラルメイク・スキンケアシリーズ。

Vol.60 -7Vol.60 -6

患者さんに喜ばれる「おもてなし医療」を目指して

じゅう みはいどくとう

Vol.63 -1 Vol.63 -2

伝統医学である漢方薬には、患者
さんの酸化ストレスバランスを整え
る効果があると考えています。　

急性筋損傷に対する局所酸素注入療法の治療経験

新製品FREE Carrio Duo（2検体の同時測定が可能）

が３月２４日（火）放送の、NHK-BSプレミアム「関

口宏の“そもそも” 時間よ、止まれ！ アンチエイジン

グの秘密」にて紹介されました。

当社のスタッフが司会の

関口宏さん、壇密さん他、

出 演 者 の 方 全 員 の

d-ROMsとBAP測定を

行いました。

測定結果は東海大学医学

昨年１２月１４日に宮城県仙台市で開催された「クイ

ーンズ駅伝ｉｎ宮城　第３４回全日本実業団対抗女子

駅伝競走大会」は６区間４２.１９５キロで行われ、デ

ンソーが２時間１６分１２秒の大会新記録で２年連続

で２回目の優勝を果たしました。

デンソー陸上部は１９５５年に発足した伝統チームで

す。２０１４年４月から当社の扱う酸素注入機器OXY 

Xtra Med（オキシ・エクストラ・メッド）を正式導入

下さっています。

TOPICSWISMERLL JOURNALインタビュー　Interview WISMERLL JOURNAL インタビュー　InterviewWISMERLL JOURNAL

急性の外傷では、受傷初期の対応はその後の復帰期間

を大きく左右する。特に急性期の浮腫と疼痛を軽減す

ることは早期復帰の鍵をにぎることになる。

目的は経皮的局所酸素注入療法により急性筋損傷の炎

症コントロールが可能かどうかを明らかにするため。

対象はサッカー、陸上、バレーボール、バスケットボ

ールなどで下肢の急性筋損傷をきたした42例42肢

（2014年4月～9月、男性29例、女性13例、受傷時

平均年齢16.7歳　12～65歳）。

受傷から治療開始までの期間は平均3.9日（０～19

日）。

受傷部位は大腿四頭筋20肢、ハムストリング10肢、

下腿三頭筋7肢、太腿内転筋3肢、下腿前脛骨筋2肢で

あった。

方法はイタリア製OXY Xtra Medを使用。最大96％

の高濃度酸素を約2気圧で患部に直接15分間、酸素注

入を行なった。

検討項目は①NRS（Numeric Rating Scale）の変化、

②超音波画像上の浮腫、出血の変化、③自覚症状の変

化、④副作用の有無。

結果は①の「NRSの変化」は81％が改善、②の「超

音波画像上の浮腫、出血の変化」は88％が改善、③の

「自覚症状の変化」は86％が改善、④の「副作用の有

無」では、注入時のちくちくする刺激通が1例あった

が、治療部位をずらすことで解消した。

まとめとしては、経皮的局所酸素注入療法は高圧酸素

療法や酸素カプセルと異なり、血流に頼らず局所的に

損傷個所に直接酸素を送り込むことができ、1日15分

の酸素注入で81％に疼痛の軽減、86％に自覚症状の

改善、超音波画像上も悪化例はなく、88％に出血や浮

腫の改善がみられた。

酸素注入により、損傷組織の低酸素環境が改善され、

急性期の疼痛と浮腫が消褪した。

今後の可能性としては、以上の結果から、OXY Xtra 

Medを用いた経皮的な酸素注入療法は、安全、簡便、

即効性があり、アスリートの早期復帰に大いに貢献す

るであろう。

【000写真】

OXY Xtra Med NEWSWISMERLL JOURNAL

Information「酸素注入セラピー」体験コーナーが
ウイスマー本社６Fに設置されました

「酸素注入セラピーを体験したい！」という皆様の声にお応えし、

ウイスマー本社 6F に OXY Xtra Med と OXY Life Nova 体験

コーナーを設けました。「酸欠状態が万病の元」とも言われます。

酸素注入セラピーの魅力を是非ご体験ください。

■ 費　　用：　初回無料
■ 受　　付：　全予約制　平日１４：００～１７：００
■ お問合せ：　ＴＥＬ：０３-５８０２-７３３３
　　　　　　　 営業マーケティング部　関　妃呂子まで

6ｐ 7ｐ
1ｐ 2ｐ

オキシ・エクストラ・メッドによる研究が学会発表されました
25th Annual Meeting  Japanese Society of Clinical Sports Medicine

ひ ろ こ

祝　デンソー女子陸上長距離部が大会新で２連覇

OXY Xtra Med

新製品FREE Carrio Duoがテレビで紹介されました！

MEDIA 紹介

ＧＭＰとは「Good Manufacturing Practice」の略

で、製造所における製造管理、品質管理の基準のこと

です。原材料の入荷から製造、最終製品の出荷にいた

るすべての過程において、製品が「安全」に作られ

「一定の品質」が保たれるよう定められている国際基

準です。

韓国では２０１３年から適応した新薬事法により、

d-ROMsテスト・BAPテストはClass２の体外診断薬

として扱われ、両テストは昨年２月に酸化ストレスマ

ーカーとしては韓国で初めての承認を得ておりました。

これに伴い、製造・輸出元の当社が医薬品ＧＭＰ工場

の認証を受ける必要があり、厳しい審査を経て本年２

ウイスマー社が韓国の医療器機
・対外診断薬GMP工場の認証を受けました

製造 ・ 品質管理

部付属東京病院副院長の西崎泰弘先生が酸化・抗酸化

マトリックス（横軸を酸化ストレス・縦軸を抗酸化

力）を使い、分かりやすく解説されました。

予想に反して意外な結果がスタジオで話題になり、出

演者の皆さんはご自身の結果に一喜一憂されていまし

た。酸化ストレス・抗酸化力測定が今後の食生活や生

活習慣改善への指針となったようです。

今回の放送によって、短時間で測定可能な新装置が今

後のアンチエイジングへ一層貢献することが期待され

ます。

月にＧＭＰ工場としての認証

を得ることが出来ました。ち

なみに韓国のＧＭＰ基準は米

国のＦＤＡ並みに大変に厳し

いことで有名です。

ウイスマー社がこのＧＭＰの

認証を受けたことは、当社の

製造管理・品質管理が客観的

に評価されたことになり、よ

り一層、先生方に安心して使

って頂けるように努力してま

いる所存です。

次号のウイスマージャーナルではOXY Xtra Medによ

る選手のコンディショニング法等について、若松誠監

督へのインタビュー記事を掲載予定です。

＊イメージ画像　記事とは直接関係ありません。

Wilcoxon’ s signed rank test, ＊p<0.05, 　＊＊p<0.01 vs Before treatment
十味敗毒湯 投与前後の炎症性皮疹および非炎症性皮疹の個数の変化を評価した。

炎症性皮疹数（n=45）
非炎症性皮疹数（n=27）

（中央値 ± 四分位範囲）
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図 1.  十味敗毒湯 投与による皮疹数への影響

Wilcoxon’ s signed rank test, ＊p<0.05 vs Before treatment
d-ROM high と d-ROM normal の二群に分けて、十味敗毒湯 投与前後の d-ROM 値の変化を評価した。

d-ROM high（n=29）
d-ROM normal（n=24）

（中央値 ± 四分位範囲）

↑ 酸化ストレス高値
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図 2.  十味敗毒湯 投与による d-ROM（酸化ストレス）値への影響

Wilcoxon’ s signed rank test, ＊p<0.05 vs Before treatment
BAP low と BAP normal の二群に分けて、十味敗毒湯 投与前後の BAP 値の変化を評価した。

全症例（n=53）
BAP low（n=14）
BAP normal（n=39）

（中央値 ± 四分位範囲）

↓ 抗酸化力低値
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図 3.  十味敗毒湯 投与による BAP（抗酸化力）への影響

Wilcoxon’ s signed rank test, ＊＊p<0.01 vs Before treatment
十味敗毒湯 投与後の患者本人の自覚的改善度により「改善群」「不変群」「悪化群」の三群に分け、
投与前後の d-ROM 値の変化を評価した。

改善群（n=29）
不変群（n=10）
悪化群（n=9

（中央値 ± 四分位範囲）
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図 4.  十味敗毒湯 投与後の自覚的改善度と d-ROM 値との関係

↑ 酸化ストレス高値
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リラクゼーション効果と東洋医学の尺度を酸化ストレ
ス値で置き換える

――d-ROMs、BAPテスト導入のきっかけをお聞かせくだ
さい。

　軽井沢プリンスホテルで、心と体のリラックスという

パンフレットを見たことがきっかけでした。森林浴とヨ

ガをしてスパに入った前後の酸化ストレスと抗酸化力の

変化をd-ROMs、BAPの数値で示していました。

　私が医療で目指しているのはまさにこれでした。なぜ

ディズニーランドはまた行きたくなるのでしょう？　そ

れはホスピタリティの力ですね。私はこれまでのように、

治療しますからお待ちくださいではなく、患者さんが満

足する治療をしたいと思ってきました。d-ROMs、BAP

は、私が行っている治療を酸化ストレスという現代医学

の物差しで測れるのだと思い、すぐに導入しました。

　また、「肌は全身を映す鏡」と言われますが、当院で

は患者さんの肌の状態と問診によって、漢方薬をフルオ

ーダーで処方しています。漢方医学は未病を治すことが

得意なのですが、現代医学的に予防医学の物差しはない

かと思っていたところ、酸化ストレスの測定に出会いま

した。

――未病の状態を現代医学の尺度で示せたというわけですね。

――9月に行われた酸化ストレス・抗酸化セミナーで講演い
ただき、大変反響がありました。その内容をお話しいただけ
ますか。

　近年、漢方薬はなぜ効くのかを解明する基礎研究が進

んできましたが、その注目すべき作用のひとつに高い抗

酸化力があります。

　今回は、痤瘡（ニキビ）患者に十味敗毒湯を投与し、そ

の影響を酸化ストレスと皮膚の画像解析で検討しました。

　従来の治療では改善が困難な尋常性痤瘡患者53例（全

て成人女性）に十味敗毒湯エキス細粒9.0g（常用量の

1.5倍）を3週間投与し、内服前後の顔面皮膚の画像解析

を行いました。

　十味敗毒湯投与により、炎症性皮疹数、非炎症性皮疹

数ともに有意な減少がみられ、副作用は認められません

でした（図1）。

　同患者の血中の酸化ストレス（d-ROMs）と抗酸化力

（BAP）を測ると、十味敗毒湯投与前にd-ROMs高値群

では、投与後に有意な低下がみられました。投与前に

d-ROMs健常値ないしボーダー値群では、有意な変化は

見られませんでした（図2）。

　投与前にBAP低値群では、投与後に有意な上昇がみら

れ、投与前にBAP健常値ないしボーダー値群では、有意

な変化は見られませんでした（図3）。

　十味敗毒湯投与後の本人の自覚的改善度により、「改

善群」「不変群」「悪化群」の3群に分け、投与前後の

d-ROMsの変化を評価しました。改善群のみ投与後に

d-ROMsに有意な低下が認められました（図4）。

　思春期を越えたニキビは治りにくいと言われますが、

実際に痤瘡患者さんのd-ROMsは350～400U.CARRと

高値でした。高値群とノーマル群で分けて解析したとこ

ろ、高値群で十味敗毒湯の影響が大きく出ました。十味

敗毒湯は数値の改善が必要な人に効いていて、ちょうど

いい酸化ストレスバランスに収束させていることがわか

りました。活性酸素・フリーラジカルは低ければ低いほ

どよく、抗酸化力は高ければ高いほどよいと考えてしま

いがちですが、漢方医学はちょうどよいバランスを目指

す「中庸」の医学なので、この結果をみてあらためて漢

方薬のおもしろさを感じました。

――患者さんが本来持つ治癒力を引き出すのですね。

　漢方医学はそこに行きつきますね。そもそも生体は常

に揺らいでいますし、心と体も分けては考えられません。

相手の治る力をお手伝いする日本の伝統医学はいろんな

分野に応用できるので、当院の美容治療にも積極的に取

り入れています。

　レーザー治療は、照射前に漢方薬で患者さんの生体リ

ズムを整えておくと、効果が高まり副作用を回避するこ

とができます。生体の揺らぎは常にあるので、それをう

まく整えれば、人が施す医療はベストの状態で届くので

はないでしょうか。

　漢方薬に含まれる生薬は、腸内細菌を利用して吸収す

るものが多いので、腸内環境が良くない方は漢方薬も効

きにくいですね。また、漢方薬は生薬の成分がそのまま

血中にでるわけではなく、吸収や代謝で変わるので、血

中にでた物質に対してd-ROMs、BAPで評価できるのは

とても信頼できると思います。

——患者さんの満足度に関しても、d-ROMsの変化とし

て示されましたね。

　自覚的満足度では、本人がすごく良くなったと思うだ

けでd-ROMsに有意な差が出ました。良くなったな、う

れしいな、ここに通って良かったなと思うだけで、全身

の酸化ストレスレベルが下がるというのは、医療者とし

て知っておきたいことですね。

　医療におけるホスピタリティをアメリカで学びました

が、それを応用して当院では、インテリアやライティン

グ、音楽、話しかけるタイミングにも気を配っています。

学生10名に１時間、クリニックの個室をダウンライトに

して、好きな雑誌を読むなどしてくつろいでもらった結

果、酸化ストレスが下がるというデータも取れています。

　クリニックを訪れたきっかけがニキビや肌荒れであっ

ても、悩みが解決したら自分に自信が持てて、こんなに

変われたと感じてもらえるような、皮膚から始まる予防

医学を広めていきたいですね。

――本日はありがとうございました。

新潟市中央区で野本真由美スキンケアクリニックを開業する野本真

由美先生に、痤瘡患者における漢方薬の酸化ストレス・抗酸化力と、

患者さんに喜ばれる医療の在り方についてお話を伺いました。

野本真由美スキンケアクリニック院長　
皮膚科専門医　漢方専門医　抗加齢医学会専門医

野本 真由美 先生

痤瘡患者への十味敗毒湯投与後の酸化ストレスと
抗酸化力

満足度によって酸化ストレスは変化する

酸化ストレスバランスを調整する漢方薬

ゆったりくつろげる待合室

「女性が医療で困ったものを形にするのが
ライフワーク」と語る野本先生。

全国の美容皮膚科で扱われている野本先生オリ
ジナルのミネラルメイク・スキンケアシリーズ。

患者さんに喜ばれる「おもてなし医療」を目指して

じゅう みはいどくとう

オキシ・エクストラ・メッド導入の経緯

――高濃度酸素注入機器オキシ・エクストラ・メッド導入の経
緯をお聞かせください。

　懇意にしている接骨院の先生からおもしろい機械があ

るからデータを出して効果を聞かせてほしいと言われた

のがきっかけでした。

　先ず急性期の筋損傷の患者さんに使用してデータを取

り始めました。現在は、靭帯損傷、慢性期のアキレス筋

炎、足底筋膜炎、シンスプリントなど、いわゆる血流が

低下し低酸素状態となっている思われる部位に使用した

データを取っています。超音波画像とペインスコアで解

析したデータは１００例を超えました。

――結果を学会でも発表されていますね。

　超音波画像はリアルタイムで何枚も撮れて、治療前後

の評価が忙しい診療の合間にでもできます。今回、日本

整形外科超音波学会で発表しましたが、酸素注入療法の

超音波画像は反響が大きかったですね。

――内容をご説明いただけますか？

日本整形外科超音波学会での発表

　スポーツ選手にとって、受傷後の急性期の疼痛と浮腫

のコントロールは早期復帰のカギとなります。今回は、

「経皮的酸素注入療法の有用性の検討」というテーマで、

急性筋損傷の炎症コントロールが酸素注入療法によって

可能かどうかを検証しました。

　対象は急性筋損傷42例（男性29例、女性13例）、平

均年齢18.6歳、受傷後から治療開始まで3.9日。

　受傷したスポーツは、ランニング20例、その他サッカー、

陸上、バレーボール等です。　

　受傷部位は大腿四頭筋20例、大腿ハムストリング10例、

下腿三頭筋7例、大腿内転筋3例、

下腿前脛骨筋2例です。

　治療方法として、オキシ・エ

クストラ・メッドを使い、約2気

圧の高濃度酸素を直接患部に15

分間注入しました。

　4つの検討項目で以下の結果が

出ました。

　① NRS　81％で疼痛が軽減
　　 ＊NRS:患者自身が示した痛みのレベル評価

　② 超音波画像　88％で浮腫・出血の改善
　　 ＊悪化はありませんでした。

　③ 自覚症状　86％が荷重しやすくなった、歩行しやすく
                     なったなど自覚症状の改善の答え
　④ 副作用の有無　1例で刺激痛
　　 ＊治療部位をずらすと解消しました。

　9割近い方から、足の張りやツッパリ感が減って足が軽

くなり、体重がかけやすくなったという報告を受けてい

ます。超音波画像では浮腫が消褪し細かい線維が出てく

るようになり、15分後では全く違ってきていますね。

　経皮からの酸素注入療法は、損傷箇所に直接酸素を送

り込むことで、炎症を起こしている部位の低酸素環境を

改善させます。適切な酸素を必要な箇所に、局所的直接

的に送ってあげることが重要だと言えます。

――酸素注入で大きな変化が出ていますね。

　超音波は血流も見られるのですが、血流は大きくは変

わっていません。１～２週間たてば、血管新生によって

血管が修復されますが、１５分で血流が上がるとは考え

にくいので、むしろ酸素はリンパに働きかけるのではな

いでしょうか。リンパ浮腫による血管外への漏出液が代

謝されるのではないかと考えています。

――細胞がダメージを受けると、出血や組織液の浸出によっ
て、その部位が腫れるわけですね。

　酸素を充てると腫れが引くということは、低酸素環境

の改善により、細胞が再活性化され、組織浸出液の再灌

流が加速化されると考えています。

――酸化ストレスは体調の改善や、痛みの軽減によって低下
することが予想されます。今回のデータからすると、酸素注
入療法は酸化ストレス改善のための１つのソリューションに
もなり得ると考えられますね。

　必要とされる低酸素部位に対して酸素供給によりその

アンバランスを調整できたために良い結果となったので

しょう。

　我々は、診断、手術、メディカルリハビリ、アスレチ

ックリハビリと、選手の現場復帰までをトータルにサポ

ートしています。短期間で高いレベルのサポートを行う

ために、酸素注入療法は、安全かつ簡便で即効性がある

強力なツールとしてアスリートの早期復帰に大いに貢献

することが期待されます。

——上本先生には11月1日のスポーツセミナーでもご講演
頂きます。本日はありがとうございました。

栃木県佐野市でスポーツ整形外科を開業するかみもとスポーツクリ

ニック院長上本宗忠先生に、前回の内容（Vol.60）に加えて高濃

度酸素注入機器オキシ・エクストラ・メッドの超音波画像診断につ

いてお話しを伺いました。

スポーツ整形外科　かみもとスポーツクリニック院長

上本 宗忠 先生

低酸素環境の改善による変化

現場復帰直前までコンディションづくりができる全天候型のトレ
ーニングセンター。

オキシ・エクストラ・メッドでの酸素注入治療

治療風景。

Vol.63 -1 Vol.63 -2 Vol.63 -3 Vol.63 -4

酸素注入療法の方法
オキシ・エクストラ・メッドに装

填されたハンドピース上に設置し

た特殊なヘッドを用いて、患部に 

直接酸素注入を15分間行った。

伝統医学である漢方薬には、患者
さんの酸化ストレスバランスを整え
る効果があると考えています。　

酸素注入治療は、安全かつ簡便で
即効性のあるスポーツ治療のひとつ
として期待できます。

Oxy Xtra Med－オキシ・エクストラ・メッド
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Wilcoxon’ s signed rank test, ＊p<0.05, 　＊＊p<0.01 vs Before treatment
十味敗毒湯 投与前後の炎症性皮疹および非炎症性皮疹の個数の変化を評価した。

炎症性皮疹数（n=45）
非炎症性皮疹数（n=27）

（中央値 ± 四分位範囲）
Before
treatment
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図 1.  十味敗毒湯 投与による皮疹数への影響

Wilcoxon’ s signed rank test, ＊p<0.05 vs Before treatment
d-ROM high と d-ROM normal の二群に分けて、十味敗毒湯 投与前後の d-ROM 値の変化を評価した。

d-ROM high（n=29）
d-ROM normal（n=24）

（中央値 ± 四分位範囲）

↑ 酸化ストレス高値
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図 2.  十味敗毒湯 投与による d-ROM（酸化ストレス）値への影響

Wilcoxon’ s signed rank test, ＊p<0.05 vs Before treatment
BAP low と BAP normal の二群に分けて、十味敗毒湯 投与前後の BAP 値の変化を評価した。

全症例（n=53）
BAP low（n=14）
BAP normal（n=39）

（中央値 ± 四分位範囲）

↓ 抗酸化力低値
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図 3.  十味敗毒湯 投与による BAP（抗酸化力）への影響

Wilcoxon’ s signed rank test, ＊＊p<0.01 vs Before treatment
十味敗毒湯 投与後の患者本人の自覚的改善度により「改善群」「不変群」「悪化群」の三群に分け、
投与前後の d-ROM 値の変化を評価した。

改善群（n=29）
不変群（n=10）
悪化群（n=9

（中央値 ± 四分位範囲）
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図 4.  十味敗毒湯 投与後の自覚的改善度と d-ROM 値との関係

↑ 酸化ストレス高値

スポーツ整形外科 かみもとスポーツクリニック
〒327-0821 栃木県佐野市高萩町 1315－8
http://www.kamimotosportsclinic.com/

右下腿三頭筋　
（受傷 1日目、中 2男子）

NRS　  ：５⇒２に改善　
自覚症状：足が軽くなり荷
重しやすくなった。

Before

After

右大腿四頭筋　
（受傷 7日目、中 3男子）

NRS　  ：３⇒０に改善　
自覚症状：4日後にはラン
ニングを開始。

Before

After

右大腿四頭筋　
（受傷 7日目、高 2男子）

NRS　　：５⇒３に改善　
自覚症状：荷重しやすくな
り、2週間後に復帰。
※酸素注入直後より、出血およ
び浮腫の範囲の縮小傾向がみら
れた。

Before

After

超音波画像での浮腫・出血の変化



患者さんがリラ

ックスできるよ

うに間接照明で

ダウンライトに

した施術室。

野本真由美スキンケアクリニック
〒950-0088　新潟市中央区万代 1丁目 3-7 NDK万代ビル 2F
http://www.mayumi-beautifulskin.com/

リラクゼーション効果と東洋医学の尺度を酸化ストレ
ス値で置き換える

――d-ROMs、BAPテスト導入のきっかけをお聞かせくだ
さい。

　軽井沢プリンスホテルで、心と体のリラックスという

パンフレットを見たことがきっかけでした。森林浴とヨ

ガをしてスパに入った前後の酸化ストレスと抗酸化力の

変化をd-ROMs、BAPの数値で示していました。

　私が医療で目指しているのはまさにこれでした。なぜ

ディズニーランドはまた行きたくなるのでしょう？　そ

れはホスピタリティの力ですね。私はこれまでのように、

治療しますからお待ちくださいではなく、患者さんが満

足する治療をしたいと思ってきました。d-ROMs、BAP

は、私が行っている治療を酸化ストレスという現代医学

の物差しで測れるのだと思い、すぐに導入しました。

　また、「肌は全身を映す鏡」と言われますが、当院で

は患者さんの肌の状態と問診によって、漢方薬をフルオ

ーダーで処方しています。漢方医学は未病を治すことが

得意なのですが、現代医学的に予防医学の物差しはない

かと思っていたところ、酸化ストレスの測定に出会いま

した。

――未病の状態を現代医学の尺度で示せたというわけですね。

――9月に行われた酸化ストレス・抗酸化セミナーで講演い
ただき、大変反響がありました。その内容をお話しいただけ
ますか。

　近年、漢方薬はなぜ効くのかを解明する基礎研究が進

んできましたが、その注目すべき作用のひとつに高い抗

酸化力があります。

　今回は、痤瘡（ニキビ）患者に十味敗毒湯を投与し、そ

の影響を酸化ストレスと皮膚の画像解析で検討しました。

　従来の治療では改善が困難な尋常性痤瘡患者53例（全

て成人女性）に十味敗毒湯エキス細粒9.0g（常用量の

1.5倍）を3週間投与し、内服前後の顔面皮膚の画像解析

を行いました。

　十味敗毒湯投与により、炎症性皮疹数、非炎症性皮疹

数ともに有意な減少がみられ、副作用は認められません

でした（図1）。

　同患者の血中の酸化ストレス（d-ROMs）と抗酸化力

（BAP）を測ると、十味敗毒湯投与前にd-ROMs高値群

では、投与後に有意な低下がみられました。投与前に

d-ROMs健常値ないしボーダー値群では、有意な変化は

見られませんでした（図2）。

　投与前にBAP低値群では、投与後に有意な上昇がみら

れ、投与前にBAP健常値ないしボーダー値群では、有意

な変化は見られませんでした（図3）。

　十味敗毒湯投与後の本人の自覚的改善度により、「改

善群」「不変群」「悪化群」の3群に分け、投与前後の

d-ROMsの変化を評価しました。改善群のみ投与後に

d-ROMsに有意な低下が認められました（図4）。

　思春期を越えたニキビは治りにくいと言われますが、

実際に痤瘡患者さんのd-ROMsは350～400U.CARRと

高値でした。高値群とノーマル群で分けて解析したとこ

ろ、高値群で十味敗毒湯の影響が大きく出ました。十味

敗毒湯は数値の改善が必要な人に効いていて、ちょうど

いい酸化ストレスバランスに収束させていることがわか

りました。活性酸素・フリーラジカルは低ければ低いほ

どよく、抗酸化力は高ければ高いほどよいと考えてしま

いがちですが、漢方医学はちょうどよいバランスを目指

す「中庸」の医学なので、この結果をみてあらためて漢

方薬のおもしろさを感じました。

――患者さんが本来持つ治癒力を引き出すのですね。

　漢方医学はそこに行きつきますね。そもそも生体は常

に揺らいでいますし、心と体も分けては考えられません。

相手の治る力をお手伝いする日本の伝統医学はいろんな

分野に応用できるので、当院の美容治療にも積極的に取

り入れています。

　レーザー治療は、照射前に漢方薬で患者さんの生体リ

ズムを整えておくと、効果が高まり副作用を回避するこ

とができます。生体の揺らぎは常にあるので、それをう

まく整えれば、人が施す医療はベストの状態で届くので

はないでしょうか。

　漢方薬に含まれる生薬は、腸内細菌を利用して吸収す

るものが多いので、腸内環境が良くない方は漢方薬も効

きにくいですね。また、漢方薬は生薬の成分がそのまま

血中にでるわけではなく、吸収や代謝で変わるので、血

中にでた物質に対してd-ROMs、BAPで評価できるのは

とても信頼できると思います。

——患者さんの満足度に関しても、d-ROMsの変化とし

て示されましたね。

　自覚的満足度では、本人がすごく良くなったと思うだ

けでd-ROMsに有意な差が出ました。良くなったな、う

れしいな、ここに通って良かったなと思うだけで、全身

の酸化ストレスレベルが下がるというのは、医療者とし

て知っておきたいことですね。

　医療におけるホスピタリティをアメリカで学びました

が、それを応用して当院では、インテリアやライティン

グ、音楽、話しかけるタイミングにも気を配っています。

学生10名に１時間、クリニックの個室をダウンライトに

して、好きな雑誌を読むなどしてくつろいでもらった結

果、酸化ストレスが下がるというデータも取れています。

　クリニックを訪れたきっかけがニキビや肌荒れであっ

ても、悩みが解決したら自分に自信が持てて、こんなに

変われたと感じてもらえるような、皮膚から始まる予防

医学を広めていきたいですね。

――本日はありがとうございました。

新潟市中央区で野本真由美スキンケアクリニックを開業する野本真

由美先生に、痤瘡患者における漢方薬の酸化ストレス・抗酸化力と、

患者さんに喜ばれる医療の在り方についてお話を伺いました。

野本真由美スキンケアクリニック院長　
皮膚科専門医　漢方専門医　抗加齢医学会専門医

野本 真由美 先生

痤瘡患者への十味敗毒湯投与後の酸化ストレスと
抗酸化力

満足度によって酸化ストレスは変化する

酸化ストレスバランスを調整する漢方薬

ゆったりくつろげる待合室

「女性が医療で困ったものを形にするのが
ライフワーク」と語る野本先生。

全国の美容皮膚科で扱われている野本先生オリ
ジナルのミネラルメイク・スキンケアシリーズ。

患者さんに喜ばれる「おもてなし医療」を目指して

じゅう みはいどくとう

オキシ・エクストラ・メッド導入の経緯

――高濃度酸素注入機器オキシ・エクストラ・メッド導入の経
緯をお聞かせください。

　懇意にしている接骨院の先生からおもしろい機械があ

るからデータを出して効果を聞かせてほしいと言われた

のがきっかけでした。

　先ず急性期の筋損傷の患者さんに使用してデータを取

り始めました。現在は、靭帯損傷、慢性期のアキレス筋

炎、足底筋膜炎、シンスプリントなど、いわゆる血流が

低下し低酸素状態となっている思われる部位に使用した

データを取っています。超音波画像とペインスコアで解

析したデータは１００例を超えました。

――結果を学会でも発表されていますね。

　超音波画像はリアルタイムで何枚も撮れて、治療前後

の評価が忙しい診療の合間にでもできます。今回、日本

整形外科超音波学会で発表しましたが、酸素注入療法の

超音波画像は反響が大きかったですね。

――内容をご説明いただけますか？

日本整形外科超音波学会での発表

　スポーツ選手にとって、受傷後の急性期の疼痛と浮腫

のコントロールは早期復帰のカギとなります。今回は、

「経皮的酸素注入療法の有用性の検討」というテーマで、

急性筋損傷の炎症コントロールが酸素注入療法によって

可能かどうかを検証しました。

　対象は急性筋損傷42例（男性29例、女性13例）、平

均年齢18.6歳、受傷後から治療開始まで3.9日。

　受傷したスポーツは、ランニング20例、その他サッカー、

陸上、バレーボール等です。　

　受傷部位は大腿四頭筋20例、大腿ハムストリング10例、

下腿三頭筋7例、大腿内転筋3例、

下腿前脛骨筋2例です。

　治療方法として、オキシ・エ

クストラ・メッドを使い、約2気

圧の高濃度酸素を直接患部に15

分間注入しました。

　4つの検討項目で以下の結果が

出ました。

　① NRS　81％で疼痛が軽減
　　 ＊NRS:患者自身が示した痛みのレベル評価

　② 超音波画像　88％で浮腫・出血の改善
　　 ＊悪化はありませんでした。

　③ 自覚症状　86％が荷重しやすくなった、歩行しやすく
                     なったなど自覚症状の改善の答え
　④ 副作用の有無　1例で刺激痛
　　 ＊治療部位をずらすと解消しました。

　9割近い方から、足の張りやツッパリ感が減って足が軽

くなり、体重がかけやすくなったという報告を受けてい

ます。超音波画像では浮腫が消褪し細かい線維が出てく

るようになり、15分後では全く違ってきていますね。

　経皮からの酸素注入療法は、損傷箇所に直接酸素を送

り込むことで、炎症を起こしている部位の低酸素環境を

改善させます。適切な酸素を必要な箇所に、局所的直接

的に送ってあげることが重要だと言えます。

――酸素注入で大きな変化が出ていますね。

　超音波は血流も見られるのですが、血流は大きくは変

わっていません。１～２週間たてば、血管新生によって

血管が修復されますが、１５分で血流が上がるとは考え

にくいので、むしろ酸素はリンパに働きかけるのではな

いでしょうか。リンパ浮腫による血管外への漏出液が代

謝されるのではないかと考えています。

――細胞がダメージを受けると、出血や組織液の浸出によっ
て、その部位が腫れるわけですね。

　酸素を充てると腫れが引くということは、低酸素環境

の改善により、細胞が再活性化され、組織浸出液の再灌

流が加速化されると考えています。

――酸化ストレスは体調の改善や、痛みの軽減によって低下
することが予想されます。今回のデータからすると、酸素注
入療法は酸化ストレス改善のための１つのソリューションに
もなり得ると考えられますね。

　必要とされる低酸素部位に対して酸素供給によりその

アンバランスを調整できたために良い結果となったので

しょう。

　我々は、診断、手術、メディカルリハビリ、アスレチ

ックリハビリと、選手の現場復帰までをトータルにサポ

ートしています。短期間で高いレベルのサポートを行う

ために、酸素注入療法は、安全かつ簡便で即効性がある

強力なツールとしてアスリートの早期復帰に大いに貢献

することが期待されます。

——上本先生には11月1日のスポーツセミナーでもご講演
頂きます。本日はありがとうございました。

栃木県佐野市でスポーツ整形外科を開業するかみもとスポーツクリ

ニック院長上本宗忠先生に、前回の内容（Vol.60）に加えて高濃

度酸素注入機器オキシ・エクストラ・メッドの超音波画像診断につ

いてお話しを伺いました。

スポーツ整形外科　かみもとスポーツクリニック院長

上本 宗忠 先生

低酸素環境の改善による変化

現場復帰直前までコンディションづくりができる全天候型のト
レーニングセンター

オキシ・エクストラ・メッドでの酸素注入治療

治療風景

上本先生とスタッフのみなさん
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酸素注入療法の方法
オキシ・エクストラ・メッドに装

填されたハンドピース上に設置し

た特殊なヘッドを用いて、患部に 

直接酸素注入を15分間行った。

伝統医学である漢方薬には、患者
さんの酸化ストレスバランスを整え
る効果があると考えています。　

酸素注入治療は、安全かつ簡便で
即効性のあるスポーツ治療のひとつ
として期待できます。

Oxy Xtra Med－オキシ・エクストラ・メッド
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Wilcoxon’ s signed rank test, ＊p<0.05, 　＊＊p<0.01 vs Before treatment
十味敗毒湯 投与前後の炎症性皮疹および非炎症性皮疹の個数の変化を評価した。

炎症性皮疹数（n=45）
非炎症性皮疹数（n=27）

（中央値 ± 四分位範囲）
Before
treatment

After
treatment
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図 1.  十味敗毒湯 投与による皮疹数への影響

Wilcoxon’ s signed rank test, ＊p<0.05 vs Before treatment
d-ROM high と d-ROM normal の二群に分けて、十味敗毒湯 投与前後の d-ROM 値の変化を評価した。

d-ROM high（n=29）
d-ROM normal（n=24）

（中央値 ± 四分位範囲）

↑ 酸化ストレス高値
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図 2.  十味敗毒湯 投与による d-ROM（酸化ストレス）値への影響

Wilcoxon’ s signed rank test, ＊p<0.05 vs Before treatment
BAP low と BAP normal の二群に分けて、十味敗毒湯 投与前後の BAP 値の変化を評価した。

全症例（n=53）
BAP low（n=14）
BAP normal（n=39）

（中央値 ± 四分位範囲）

↓ 抗酸化力低値
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図 3.  十味敗毒湯 投与による BAP（抗酸化力）への影響

Wilcoxon’ s signed rank test, ＊＊p<0.01 vs Before treatment
十味敗毒湯 投与後の患者本人の自覚的改善度により「改善群」「不変群」「悪化群」の三群に分け、
投与前後の d-ROM 値の変化を評価した。

改善群（n=29）
不変群（n=10）
悪化群（n=9

（中央値 ± 四分位範囲）
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図 4.  十味敗毒湯 投与後の自覚的改善度と d-ROM 値との関係

↑ 酸化ストレス高値

スポーツ整形外科 かみもとスポーツクリニック
〒327-0821 栃木県佐野市高萩町 1315－8
http://www.kamimotosportsclinic.com/

右下腿三頭筋　
（受傷 1日目、中 2男子）

NRS　  ：５⇒２に改善　
自覚症状：足が軽くなり荷
重しやすくなった。

Before

After

右大腿四頭筋　
（受傷 7日目、中 3男子）

NRS　  ：３⇒０に改善　
自覚症状：4日後にはラン
ニングを開始。

Before

After

右大腿四頭筋　
（受傷 7日目、高 2男子）

NRS　　：５⇒３に改善　
自覚症状：荷重しやすくな
り、2週間後に復帰。
※酸素注入直後より、出血およ
び浮腫の範囲の縮小傾向がみら
れた。

Before

After

超音波画像での浮腫・出血の変化



Mitochondrial DNA alteration in obstructive sleep apnea.
閉塞性睡眠時無呼吸症におけるミトコンドリアDNA変異

To the editor: is the serum level of reactive oxygen metabolites appropriate for 
evaluating short-term surgical stress of patients undergoing colectomy ?

Long-term stability of cancer biomarkers in human serum: biomarkers of oxidative stress 
and redox status, homocysteine, CRP and the enzymes ALT and GGT.
ヒト血清癌マーカーの長期安定性：酸化ストレスと酸化還元状態のバイオマーカー、
ホモシステイン、CRP及び酵素ALTとGGT
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酸化ストレスに関して多岐にわたる分野で研究が行われています。
発表された論文の一部をご紹介します。

世界の酸化ストレスに関する論文紹介
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◆発表者　Saum KU et al.（ドイツ）

◆掲　載　Gerontology. (2015)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub

med/25924722

背景　酸化ストレス（OS）と炎症性

マーカーは、高齢者疾患の進展にお

ける重要な因子であると考えられて

いる。意志薄弱の原因は複雑で、遺

伝的、生物学的、物理的、環境的な

要因の相互作用に起因する多次元的

なものであり、その発現機序につい

ては、明らかになっていない。

目的　本研究の目的は、意志薄弱と

酸化ストレス / 炎症マーカーとの関

連性について解析することであった。

方法　ドイツで実施された加齢に関

する大規模コホート研究の参加者

2,518 名を対象として、この横断的

研究解析を行った。意志薄弱の程度

は Fried et al. [J Gerontol A Biol 

Sci Med Sci 2001;56:M146

-M156] の方法に従って評価した。

酸化ストレス（OS）バイオマーカー

と し て、biological antioxidant 

potent ia l  (BAP) ,  der ivate of 

Association between Oxidative Stress and Frailty in an Elderly German Population: 
Results from the ESTHER Cohort Study.
高齢ドイツ人における酸化ストレスと意志薄弱との関係：ESTHERコホート研究からの結果

react ive oxygen metabol i tes 

(d-ROM) and total thiol levels 

(TTL) を分光光度法で、炎症マーカー

として C-reactive protein (CRP) を

免疫沈降法で測定した。OS バイオ

マーカーと意志薄弱状態との間の関係

をロジスティック回帰分析法にて解析

し た。相 関 性 の オ ッ ズ 比（OR）と

95％信頼区間（CI）も算出した。

結果　意志薄弱者と非薄弱者との間

で、d-ROM, TTL 及び CRP の各平

均 値 は 有 意 に 異 な っ て い た（p 

<0.0001）。四分位法で各バイオマー

カ ー を 解 析 す る と、意 志 薄 弱 度 と

◆発表者　Jansen E et al.（オランダ）

◆掲　載　Biomark Med 9: 

425-432 (2015)

http://www.futuremedicine.com/

doi/abs/10.2217/bmm.15.14?jo

urnalCode=bmm

目的　癌研究と疫学研究で汎用されて

いる５種の血清バイオマーカーについ

て、検査値安定性（-20°C と -70/

-80°C での 12 ヵ月間保存）を調べ

た。

材料と方法　対象バイオマーカーとし

て、活性酸素代謝物（ROM）、総チオー

ルレベル（TTL）、ホモシ

ステイン（HCy）、C- 反応

性 蛋 白 質 (HS-CRP)、及

び、2 種の肝酵素、アラニ

ンアミノトランスフェラー

ゼ（ALT）とγ- グルタミ

ルアミノトランスフェラー

ゼ（GGT）を選んだ。

結果　12 ヵ月間 -20 と -70

/-80°C で保存したヒト血

清 試 料 の ROM, HCy, 

HS-CRP 及 び GGT 活 性

はいずれも安定であった。

d-ROM 及び CRP との間に、年齢と

性の要因を考慮しても、統計学的に有

意な正の相関が認められた（それぞれ、

OR: 2.02, 95% CI: 1.25-3.25 と

OR: 3.15, 95% CI: 2.00-4.96）。

意志薄弱と TTL の間には、有意な負

の 相 関 も 認 め ら れ た（OR: 0.42, 

95% CI: 0.25-0.69）。

結論　酸化ストレス（OS）バイオマー

カー及び CRP との高い相関性から、

意志薄弱の進展において、OS と炎症

が大きな役割を演じていることが示唆

された。更なる長期的なフォローアッ

プ研究が待たれる。

◆発表者　Fujita F.（日本）

◆掲　載　 Int Surg. 100 : 770-

772 (2015)

http://www.internationalsurgery.

org/doi/abs/10.9738/INTSURG

-D-14-00171.1

要旨　腹腔鏡結腸切除手術後の短期

施術ストレスを評価するのに、活性

酸素 / フリーラジカル測定が適して

いるかどうかを調べることを目的と

した。結腸がんで手術を受けた 22

症例（腹腔鏡手術 16 例と開腹手術

◆発 表 者　 Lacedonia D et al.

（Foggia 大学　イタリア）

◆掲　載　  Respir Res. 16 : 47 (2015)

http://www.respiratory-research.

com/content/16/1/47

背景　閉 塞 性 睡 眠 時 無 呼 吸 症

（OSAS）は、心血管系リスクの増大

と関係する疾患であり、酸化ストレス

と炎症を惹き起す間欠性低酸素症

（IH）症状を繰り返す特徴がある。ミ

トコンドリアは細胞呼吸に関わる小器

官であり、独自の DNA（ミトコンド

リア DNA（MtDNA））を持っている。

本研究の目的は OSAS 患者での酸化

ストレスの増大が MtDNA の変異を

惹き起すのかを調べることであった。

方法　OSAS 患者 46 名（年齢 59.27

±11.38; BMI 30.84±3.64; AHI 

36.63±24.18）を対照群 36 名（年

齢 54.42±6.63；BMI 29.06±

4.7; AHI 3.8±1.10）と 比 較 し た。

血 球 細 胞 中 の MtDNA と 核 DNA

（nDNA）含 有 量 を Real time PCR

法にて測定し、MtDNA/nDNA 比を

算出した。酸化ストレスは、diacron 

reactive oxygen metabolite test 

(d-ROM test) を用いて活性酸素代謝

物（ROMs）を測定した。

結果　OSAS 患者群での MtDNA/

nDNA 比は対照群よりも有意に高く

（150.94±49.14 vs 128.96±

45.8; p = 0.04）、ROMs レベルも高

くて（329.71±70.17 vs 226±

36.76; p = 0.04)）、両者の間には有

意な正相関が見られた（R = 0.50, p 

< 0.01）。

結論　OSAS 患者では、酸化ストレ

スの増大によるミトコンドリア DNA

の損傷が見られる。間欠性の低酸素症

が酸化ストレス増大の主な原因となっ

ているようである。

6 例）を対象とした。血中の活性酸

素代謝物（ROM）値を手術前後に測

定した。手術直前、直後、及び 1 日

後 の ROM 平 均 値 は、そ れ ぞ れ 

360.1 ,  316 .0 及 び 346.7 

U.CARR であり、ROM 値が手術の

直後に低下し（P < 0.05）、1 日後

には元に戻る傾向が見られた。手術

1 日後の痛みコントロールを比較す

ると、硬膜外麻酔群（n = 12）の方が、

フェンタニル静注群（n = 10）より

も、有意に低値であった。なお、患

者背景（年齢・性・腹腔鏡手術・開

Males (%)
Age (years)
BMI (Kg/m2)
pH
PaO2 (mmHg)
PaCO2 (mmHg)
FVC (%)
FEV1 (%)
FEV1/FVC
Polygraphic Data
AHI (events/h)
ODI (events /h)
T90 (%)
SaO2 Mean (%)
ESS
Biological Data
MtDNA/nDNA
Ct MtDNA/nDNA
Log MtDNA
ROMs

76
59.27 ± 11.38
30.84 ± 3.64
7.40 ± 0.02
80.78 ± 11.65
40.95 ± 4.45
104.89 ± 18.55
97.60 ± 25.02
75.37 ± 4.2

36.63 ± 24.18
28.51 ± 25.31
16.98 ± 22.98
91.51 ± 5.65
11.35 ± 3.68

150.94 ± 49.14
0.67 ± 0.02
2.16 ± 0.14
329.71 ± 70.17

73
54.42 ± 6.63
29.06 ± 4.7
7.40 ± 0.01
71.90 ± 18.00
40.42 ± 5.51
103.25 ± 14.05
96.58 ± 11.65
78.2 ± 6.1

3.8 ± 1.10
3,1 ± 1.00
1,5 ± 0.31
95,1 ± 2.42
4.3 ± 2.15

128.96 ± 45.80
0.69 ± 0.03
2.08 ± 0.19
226.00 ± 36.76

0.67
0.08
0.07
0.60
0.13
0.80
0.37
0.85
0.30

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
< 0,001

0.04
0.01
0.04
0.04

Abbreviations: BMI Body Mass Index, AHI Apnea Hypopnea Index, 
ODI Oxygen Desaturation Index, T90 Total time with SaO2 under 
90%, ESS Epworth Sleepiness Scale.

Table 2　General characteristics of 
population and results of mitochondrial and 
nucluear DNA analysis

General Characteristics

Patients (N = 46)
Mean   ±  DS

Controls (N = 36)
Mean   ±  DS P

腹手術など）の比較においては、手

術ストレスレベルに有意な変化は見

られなかった。腹腔鏡手術の低侵襲

性については、手術 1 日後の ROM

値には反映されなかった。その理由

としては、痛みのコントロールが施

術ストレスのレベルを相殺している

のではと推測される。

編集者へ：活性酸素代謝物の血清レベルが、結腸切除手術を
受けた患者の短期施術ストレスの評価法として適しているか ？
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◆発表者　Saum KU et al.（ドイツ）

◆掲　載　Gerontology. (2015)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub

med/25924722

背景　酸化ストレス（OS）と炎症性

マーカーは、高齢者疾患の進展にお

ける重要な因子であると考えられて

いる。意志薄弱の原因は複雑で、遺

伝的、生物学的、物理的、環境的な

要因の相互作用に起因する多次元的

なものであり、その発現機序につい

ては、明らかになっていない。

目的　本研究の目的は、意志薄弱と

酸化ストレス / 炎症マーカーとの関

連性について解析することであった。

方法　ドイツで実施された加齢に関

する大規模コホート研究の参加者

2,518 名を対象として、この横断的

研究解析を行った。意志薄弱の程度

は Fried et al. [J Gerontol A Biol 

Sci Med Sci 2001;56:M146

-M156] の方法に従って評価した。

酸化ストレス（OS）バイオマーカー

と し て、biological antioxidant 

potent ia l  (BAP) ,  der ivate of 

Association between Oxidative Stress and Frailty in an Elderly German Population: 
Results from the ESTHER Cohort Study.
高齢ドイツ人における酸化ストレスと意志薄弱との関係：ESTHERコホート研究からの結果

react ive oxygen metabol i tes 

(d-ROM) and total thiol levels 

(TTL) を分光光度法で、炎症マーカー

として C-reactive protein (CRP) を

免疫沈降法で測定した。OS バイオ

マーカーと意志薄弱状態との間の関係

をロジスティック回帰分析法にて解析

し た。相 関 性 の オ ッ ズ 比（OR）と

95％信頼区間（CI）も算出した。

結果　意志薄弱者と非薄弱者との間

で、d-ROM, TTL 及び CRP の各平

均 値 は 有 意 に 異 な っ て い た（p 

<0.0001）。四分位法で各バイオマー

カ ー を 解 析 す る と、意 志 薄 弱 度 と

◆発表者　Jansen E et al.（オランダ）

◆掲　載　Biomark Med 9: 

425-432 (2015)

http://www.futuremedicine.com/

doi/abs/10.2217/bmm.15.14?jo

urnalCode=bmm

目的　癌研究と疫学研究で汎用されて

いる５種の血清バイオマーカーについ

て、検査値安定性（-20°C と -70/

-80°C での 12 ヵ月間保存）を調べ

た。

材料と方法　対象バイオマーカーとし

て、活性酸素代謝物（ROM）、総チオー

ルレベル（TTL）、ホモシ

ステイン（HCy）、C- 反応

性 蛋 白 質 (HS-CRP)、及

び、2 種の肝酵素、アラニ

ンアミノトランスフェラー

ゼ（ALT）とγ- グルタミ

ルアミノトランスフェラー

ゼ（GGT）を選んだ。

結果　12 ヵ月間 -20 と -70

/-80°C で保存したヒト血

清 試 料 の ROM, HCy, 

HS-CRP 及 び GGT 活 性

はいずれも安定であった。

d-ROM 及び CRP との間に、年齢と

性の要因を考慮しても、統計学的に有

意な正の相関が認められた（それぞれ、

OR: 2.02, 95% CI: 1.25-3.25 と

OR: 3.15, 95% CI: 2.00-4.96）。

意志薄弱と TTL の間には、有意な負

の 相 関 も 認 め ら れ た（OR: 0.42, 

95% CI: 0.25-0.69）。

結論　酸化ストレス（OS）バイオマー

カー及び CRP との高い相関性から、

意志薄弱の進展において、OS と炎症

が大きな役割を演じていることが示唆

された。更なる長期的なフォローアッ

プ研究が待たれる。

◆発表者　Fujita F.（日本）

◆掲　載　 Int Surg. 100 : 770-

772 (2015)

http://www.internationalsurgery.

org/doi/abs/10.9738/INTSURG

-D-14-00171.1

要旨　腹腔鏡結腸切除手術後の短期

施術ストレスを評価するのに、活性

酸素 / フリーラジカル測定が適して

いるかどうかを調べることを目的と

した。結腸がんで手術を受けた 22

症例（腹腔鏡手術 16 例と開腹手術

◆発 表 者　 Lacedonia D et al.

（Foggia 大学　イタリア）

◆掲　載　  Respir Res. 16 : 47 (2015)

http://www.respiratory-research.

com/content/16/1/47

背景　閉 塞 性 睡 眠 時 無 呼 吸 症

（OSAS）は、心血管系リスクの増大

と関係する疾患であり、酸化ストレス

と炎症を惹き起す間欠性低酸素症

（IH）症状を繰り返す特徴がある。ミ

トコンドリアは細胞呼吸に関わる小器

官であり、独自の DNA（ミトコンド

リア DNA（MtDNA））を持っている。

本研究の目的は OSAS 患者での酸化

ストレスの増大が MtDNA の変異を

惹き起すのかを調べることであった。

方法　OSAS 患者 46 名（年齢 59.27

±11.38; BMI 30.84±3.64; AHI 

36.63±24.18）を対照群 36 名（年

齢 54.42±6.63；BMI 29.06±

4.7; AHI 3.8±1.10）と 比 較 し た。

血 球 細 胞 中 の MtDNA と 核 DNA

（nDNA）含 有 量 を Real time PCR

法にて測定し、MtDNA/nDNA 比を

算出した。酸化ストレスは、diacron 

reactive oxygen metabolite test 

(d-ROM test) を用いて活性酸素代謝

物（ROMs）を測定した。

結果　OSAS 患者群での MtDNA/

nDNA 比は対照群よりも有意に高く

（150.94±49.14 vs 128.96±

45.8; p = 0.04）、ROMs レベルも高

くて（329.71±70.17 vs 226±

36.76; p = 0.04)）、両者の間には有

意な正相関が見られた（R = 0.50, p 

< 0.01）。

結論　OSAS 患者では、酸化ストレ

スの増大によるミトコンドリア DNA

の損傷が見られる。間欠性の低酸素症

が酸化ストレス増大の主な原因となっ

ているようである。

6 例）を対象とした。血中の活性酸

素代謝物（ROM）値を手術前後に測

定した。手術直前、直後、及び 1 日

後 の ROM 平 均 値 は、そ れ ぞ れ 

360.1 ,  316 .0 及 び 346.7 

U.CARR であり、ROM 値が手術の

直後に低下し（P < 0.05）、1 日後

には元に戻る傾向が見られた。手術

1 日後の痛みコントロールを比較す

ると、硬膜外麻酔群（n = 12）の方が、

フェンタニル静注群（n = 10）より

も、有意に低値であった。なお、患

者背景（年齢・性・腹腔鏡手術・開

Males (%)
Age (years)
BMI (Kg/m2)
pH
PaO2 (mmHg)
PaCO2 (mmHg)
FVC (%)
FEV1 (%)
FEV1/FVC
Polygraphic Data
AHI (events/h)
ODI (events /h)
T90 (%)
SaO2 Mean (%)
ESS
Biological Data
MtDNA/nDNA
Ct MtDNA/nDNA
Log MtDNA
ROMs

76
59.27 ± 11.38
30.84 ± 3.64
7.40 ± 0.02
80.78 ± 11.65
40.95 ± 4.45
104.89 ± 18.55
97.60 ± 25.02
75.37 ± 4.2

36.63 ± 24.18
28.51 ± 25.31
16.98 ± 22.98
91.51 ± 5.65
11.35 ± 3.68

150.94 ± 49.14
0.67 ± 0.02
2.16 ± 0.14
329.71 ± 70.17

73
54.42 ± 6.63
29.06 ± 4.7
7.40 ± 0.01
71.90 ± 18.00
40.42 ± 5.51
103.25 ± 14.05
96.58 ± 11.65
78.2 ± 6.1

3.8 ± 1.10
3,1 ± 1.00
1,5 ± 0.31
95,1 ± 2.42
4.3 ± 2.15

128.96 ± 45.80
0.69 ± 0.03
2.08 ± 0.19
226.00 ± 36.76

0.67
0.08
0.07
0.60
0.13
0.80
0.37
0.85
0.30

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
< 0,001

0.04
0.01
0.04
0.04

Abbreviations: BMI Body Mass Index, AHI Apnea Hypopnea Index, 
ODI Oxygen Desaturation Index, T90 Total time with SaO2 under 
90%, ESS Epworth Sleepiness Scale.

Table 2　General characteristics of 
population and results of mitochondrial and 
nucluear DNA analysis

General Characteristics

Patients (N = 46)
Mean   ±  DS

Controls (N = 36)
Mean   ±  DS P

腹手術など）の比較においては、手

術ストレスレベルに有意な変化は見

られなかった。腹腔鏡手術の低侵襲

性については、手術 1 日後の ROM

値には反映されなかった。その理由

としては、痛みのコントロールが施

術ストレスのレベルを相殺している

のではと推測される。

編集者へ：活性酸素代謝物の血清レベルが、結腸切除手術を
受けた患者の短期施術ストレスの評価法として適しているか ？
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○江畑智恵1　辰田仁美2　野原理子3

1 江畑労働衛生研究所　2 和歌山労災病院呼吸器内科　
3 東京女子医科大学公衆衛生学（一）

背景　労働者の 6 割が疲労感を感じ、とりわけ女性の疲労感は複
雑かつ深刻である。労災病院女性外来における調査等では女性の
疾病発症や増悪には疲労感やストレスが関与していることが示されて
いる。

方法　正規雇用されている常勤女性労働者 54 名に自記入式質問
紙調査（生活習慣、VAS スケール）および酸化ストレスマーカーと
してd-ROMテスト、BAPテストを実施して比較検討した。

結果　全対象者の d-ROM 値は平均値 329（中央値 328）と一
般に使用されている標準値より高く、BAP 値は平均値 2008（中
央値 1992）と低い結果であった。日勤者 39 名と交代制勤務者
15名では年齢、BMI、血圧、喫煙者の割合、飲酒習慣、睡眠時間、
運動習慣、食事回数、VDT時間、VAS（Visual Analog Scale）
に差はみられなかった。d-ROM は日勤者で優位に高く、BAP には
有意差はみられなかった。VASスケールとd-ROM、BAPに相間は
みられなかった。d-ROM が 301 以上の 34 名は 300 以下の 20
名に比べて VDT 時間が優位に長く（4.8vs3.8 時間）、運動習慣
のある人が少なかった。BAPが 2199 以下の 41 名は2200 以上
の 13 名に比べて VDT 時間が優位に短く（3.9vs6.2 時間）、運
動習慣のある人が少なく、喫煙者が多かった。BAP が 2200 以上
の13名は全員が非喫煙者で食事回数は3回であった。

考察とまとめ　①正規雇用されている常勤女性労働者 54 名につ
いて酸化ストレスマーカーを測定したところ異常者が多かった。②
d-ROM と BAP は勤務状況の中の VDT 時間（座位時間）や、
睡眠時間、食事回数、喫煙の関与が示唆された。③自覚症状や自
己判断の申告のみで疲労判定をしてきた従来の過重労働面接など
の産業現場において、酸化ストレスマーカーの測定結果を加えること
で就労スタイル、ライフスタイルといった生活習慣への介入のツール
として可能性が期待される。④日勤と交代制勤務の比較や性差につ
いての検討は症例数を増やし、比較検討してゆく必要がある。

○丸岡弘1  金村尚彦1　木戸聡史1  井上和久1　 松本純一2

石神昭人3   関貴之4   金子幸輝4  
1 埼玉県立大学保健医療福祉学部  2 春日部中央総合病院
3 東京都健康長寿医療センター研究所　4（株）ウイスマー

目的　閉塞性動脈硬化症（PAD）は、動脈閉塞により血管新生
や酸化ストレスなどへの影響を引き起こす。また、ビタミン C（VC）
などの摂取は血管新生を抑制する。本研究は、PAD の生理的な病
態に近いとされる下肢虚血モデルマウスを用い、VC 摂取が酸化スト
レスや血管新生因子におよぼす影響について検討する。

方法　対象は VC ノックアウトマウス（SMP30/GNL、雄、以下
VC マウス）9 匹と野生マウス（C57BL/6NCr、雄、以下野生）
12 匹とし、週齢 11 週の時点で外科的処置（右大腿動脈結紮、
切開のみを行うsham）を実施し、無作為に A 群：VCマウス・大
腿動脈結紮（n=5）、B群：VCマウス・sham（n=4）、C群：野生・
大腿動脈結紮（n=6）、D群：野生・sham（n=6）の4群に区分した。
処置 10日後にはと殺を行い、右ヒラメ筋を採取しリアルタイム PCR
法にて血管内皮成長因子（VEGF）と線維芽細胞増殖因子
（bFGF）を分析した。酸化ストレス防御系は、活性酸素・フリーラ
ジカル分析装置（H＆D 社製 FRAS4、FREE）を使用し、酸化ス
トレス度（d-ROM）と抗酸化力（BAP）を測定し、BAP/d-ROM比（潜
在的抗酸化能）を算出した。d-ROM などの測定には尾静脈を一部
切開の上、採血を行い遠心分離後の血漿を用い、開始時（処置前）
と処置 24 時間後（処置後）、処置 10 日後（と殺時）の計 3 回
実施した。処置前後にはサーモグラフィ（FLIR 社製 E60）による
下肢の表面皮膚温の測定、と殺時には血漿より酸化ストレスマーカー
である 8-OHdG とヘキサノイルリジン（HEL）、プロパノイルリジン
（PRL）、LP Cholox test（LP）を測定した。全てのマウスは室温
20±1℃、12 時間（7-19 時）の明暗周期の環境下で飼育し、
固形飼料を自由摂取させ、行動に制限を設けなかった。なお、VC
マウスは処置当日までVC 100% 含有水を摂取させ、処置後に VC 
0％含有水へと変更した。統計ソフトは SPSS（Ver21.0 for win）
を用い、有意差の検定は分散分析や Kruskal Wallis 検定、多重
比較、Mann-Whitney U 検定を用いて行った。

結果　表面皮膚温の処置前後の比較では A 群とB 群、および C
群とD 群をそれぞれ比較すると、A 群とC 群が有意な低下を認めた
（共に p＜0.05）。d-ROM 値などの酸化ストレス防御系の推移は、
処置後の BAP 値と潜在的抗酸化能、と殺時の d-ROM 値と潜在
的抗酸化能において4群間に有意差を認めた（p＜0.01～ 0.05）。
なお、処置前においては 4 群間に有意差を認めなかった。と殺時に
おいて 8-OHdG と LP、VEGF、bFGF の比較は、8-OHdG と
bFGF のみ 4 群間に有意差を認め（p＜0.01～ 0.05）、B 群とD
群を比較するとD 群が有意な低値を認めた（p＜0.05）。ただし、A
群とB 群、および C 群とD 群を比較すると、両群間に有意差を認
めなかった。

考察　今回、表面皮膚温において A 群と C 群が有意な低下を認
めたことから、大腿動脈の結紮により下肢虚血モデルの作製が考え
られた。一般的に動脈閉塞は、骨格筋組織の酸素不足や虚血が惹
起され、酸化ストレス防御系などに影響をおよぼす。今回、と殺時と
処置後の潜在的抗酸化能においては 4 群間に有意差を認めたこと
から、動脈結紮による虚血や VC 摂取が酸化ストレス度などに影響
をおよぼした可能性が考えられた。また、処置前においてd-ROM 値
などは4 群間において有意差を認めなかった。これは、対象とした異
なったマウスにおいて酸化ストレス防御系に相違がないことが示され
た。野生マウスは生体内で VCを合成することができるが、VC マウ

d-ROMs・BAPに関する国内学会発表をご紹介します。国内学会発表抄録紹介
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スでは VC の合成ができないため、経口摂取により VC を摂取する
ことで生体の恒常性を保つことが可能であると考えられた。今回、と
殺時には8-OHdGとbFGFのみ4群間に有意差を認めた。つまり、
B 群は生体内の VC 量に変化を生じ、DNAが酸化ストレスにより障
害を受けて生成される 8-OHdG に影響をおよぼした可能性が考えら
れた。しかし、体内の VC の wash-out には 4 週間程度の期間が
必要であることから、A群とB群などの比較において変化を認めなかっ

た可能性が推察された。また、血管の形成には多くの促進因子と抑
制因子が関与し、段階的に調整をされていることから、酸化ストレス
マーカーと共に経時的な分析を検討する必要が考えられた。

理学療法学研究としての意義　本研究は、動脈閉塞に対する介
入を検討するための基礎データとなる。

トピックス　TopicsTOPICS

■血管傷つけ脳・心筋梗塞リスク　
　～メタボは体内の「酸化」～
　足利工業大看護学部学部長、三井記念病院総合健診

センター特任顧問の山門實先生は同センターの人間ド

ック受診者を対象に体内の酸化度を調べた結果、「男

女とも、内臓脂肪量と酸化度が比例している」として、

内臓脂肪の蓄積により活性酸素の除

去能力が低下することを具体的に証

明しているとされました。また、酸

化度の検査を定期的に行うことで、

早期の診断や予防につなげられるの

ではないかと語られました

■疲労の正体は「生体酸化」　　

　日本疲労学会渡辺恭良理事長は

疲労の主な原因は生体の酸化→修

復エネルギーの低下→慢性炎症と

いうメカニズムにあるとして、疲

労に的確に対処するには、その度

合 い を 客 観 的 に 測 定 す る こ と が 重 要 で あ り 、

d-ROMs、BAPの相対的な酸化ストレス度は「生体

の酸化が測定できるもので、信頼できる指標の１つ」

と話されました。

　　

■抗酸化力値の低下こそ病的疲労の重要なファクター
　山口大学大学院教授野島順三先生は、疲労と酸化ス

トレスに関して、急性疲労では相対的酸化ストレス度

（OSI）は基準範囲内で、亜急性

疲労ではOSIは上昇、抗酸化力が

正常である限り、休息で改善し

たとされました。慢性疲労では、

酸化ストレス値は一般と変わら

ず、抗酸化力値は明らかに低く、

抗酸化力値の低下こそ病的疲労

の重要なファクターと示されま

した。

■サプリメントの抗酸化力をBAPで測定
　同志社大学大学院教授米井嘉一先生は、更年期の女

性に対するアスタキサンチンの効果と安全性について

の臨床実験で、d-ROMS・BAP検査で酸化ストレス

が強い人を20名選び、12グラムのアスタキサンチン

を8週間投与した結果を発表されました。血圧が有意

に下がり、血糖値も低下、BAPは（2276→

2350）と抗酸化力が高まったとされました。

■抗酸化力の低下が更年期障害の症状悪化に関連
　陳瑞東クリニック院長陳瑞東先生は女性ホルモンの

減少は酸化ストレス値を上げると

考 え ら れ て き た が 、 実 際 に

d-ROMS・BAP検査では変わら

なかった。また、更年期の様々な

症状と酸化ストレスとの関係では、

簡易更年期指数は抗酸化力とは逆

相関し、抗酸化力の低下が更年期

障害の症状悪化に関連していると

考えられるとされました。

■アスタキサンチンによる肌質改善と抗酸化力
　青山エルクリニック院長杉野宏子先生は、アスタキ

サンチンのサプリメント服用と美容液の使用で、顔の

見た目、抗酸化力、QOL指標の変化を調べたところ、

有意差まではつかなかったが、抗酸化力は改善してい

たと話されました。QOL指標もいくつかの項目で優

位さをもって改善傾向があり、肌の状態では皮膚画像

解析装置で肌質の改善が見られたと話されました。

酸化ストレス・抗酸化測定に関して、新聞・雑誌メディア
で取り上げられた内容をご紹介します。
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3 東京女子医科大学公衆衛生学（一）

背景　労働者の 6 割が疲労感を感じ、とりわけ女性の疲労感は複
雑かつ深刻である。労災病院女性外来における調査等では女性の
疾病発症や増悪には疲労感やストレスが関与していることが示されて
いる。

方法　正規雇用されている常勤女性労働者 54 名に自記入式質問
紙調査（生活習慣、VAS スケール）および酸化ストレスマーカーと
してd-ROMテスト、BAPテストを実施して比較検討した。

結果　全対象者の d-ROM 値は平均値 329（中央値 328）と一
般に使用されている標準値より高く、BAP 値は平均値 2008（中
央値 1992）と低い結果であった。日勤者 39 名と交代制勤務者
15名では年齢、BMI、血圧、喫煙者の割合、飲酒習慣、睡眠時間、
運動習慣、食事回数、VDT時間、VAS（Visual Analog Scale）
に差はみられなかった。d-ROM は日勤者で優位に高く、BAP には
有意差はみられなかった。VASスケールとd-ROM、BAPに相間は
みられなかった。d-ROM が 301 以上の 34 名は 300 以下の 20
名に比べて VDT 時間が優位に長く（4.8vs3.8 時間）、運動習慣
のある人が少なかった。BAPが 2199 以下の 41 名は2200 以上
の 13 名に比べて VDT 時間が優位に短く（3.9vs6.2 時間）、運
動習慣のある人が少なく、喫煙者が多かった。BAP が 2200 以上
の13名は全員が非喫煙者で食事回数は3回であった。

考察とまとめ　①正規雇用されている常勤女性労働者 54 名につ
いて酸化ストレスマーカーを測定したところ異常者が多かった。②
d-ROM と BAP は勤務状況の中の VDT 時間（座位時間）や、
睡眠時間、食事回数、喫煙の関与が示唆された。③自覚症状や自
己判断の申告のみで疲労判定をしてきた従来の過重労働面接など
の産業現場において、酸化ストレスマーカーの測定結果を加えること
で就労スタイル、ライフスタイルといった生活習慣への介入のツール
として可能性が期待される。④日勤と交代制勤務の比較や性差につ
いての検討は症例数を増やし、比較検討してゆく必要がある。
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目的　閉塞性動脈硬化症（PAD）は、動脈閉塞により血管新生
や酸化ストレスなどへの影響を引き起こす。また、ビタミン C（VC）
などの摂取は血管新生を抑制する。本研究は、PAD の生理的な病
態に近いとされる下肢虚血モデルマウスを用い、VC 摂取が酸化スト
レスや血管新生因子におよぼす影響について検討する。

方法　対象は VC ノックアウトマウス（SMP30/GNL、雄、以下
VC マウス）9 匹と野生マウス（C57BL/6NCr、雄、以下野生）
12 匹とし、週齢 11 週の時点で外科的処置（右大腿動脈結紮、
切開のみを行うsham）を実施し、無作為に A 群：VCマウス・大
腿動脈結紮（n=5）、B群：VCマウス・sham（n=4）、C群：野生・
大腿動脈結紮（n=6）、D群：野生・sham（n=6）の4群に区分した。
処置 10日後にはと殺を行い、右ヒラメ筋を採取しリアルタイム PCR
法にて血管内皮成長因子（VEGF）と線維芽細胞増殖因子
（bFGF）を分析した。酸化ストレス防御系は、活性酸素・フリーラ
ジカル分析装置（H＆D 社製 FRAS4、FREE）を使用し、酸化ス
トレス度（d-ROM）と抗酸化力（BAP）を測定し、BAP/d-ROM比（潜
在的抗酸化能）を算出した。d-ROM などの測定には尾静脈を一部
切開の上、採血を行い遠心分離後の血漿を用い、開始時（処置前）
と処置 24 時間後（処置後）、処置 10 日後（と殺時）の計 3 回
実施した。処置前後にはサーモグラフィ（FLIR 社製 E60）による
下肢の表面皮膚温の測定、と殺時には血漿より酸化ストレスマーカー
である 8-OHdG とヘキサノイルリジン（HEL）、プロパノイルリジン
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群とB 群、および C 群とD 群を比較すると、両群間に有意差を認
めなかった。

考察　今回、表面皮膚温において A 群と C 群が有意な低下を認
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られた。一般的に動脈閉塞は、骨格筋組織の酸素不足や虚血が惹
起され、酸化ストレス防御系などに影響をおよぼす。今回、と殺時と
処置後の潜在的抗酸化能においては 4 群間に有意差を認めたこと
から、動脈結紮による虚血や VC 摂取が酸化ストレス度などに影響
をおよぼした可能性が考えられた。また、処置前においてd-ROM 値
などは4 群間において有意差を認めなかった。これは、対象とした異
なったマウスにおいて酸化ストレス防御系に相違がないことが示され
た。野生マウスは生体内で VCを合成することができるが、VC マウ
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　  同時測定
     

　  測定時間短縮　

　  高精度の実現

　  OXY吸着テストの追加

　  計量コンパクト化

測定部を２ヵ所設置。d-ROMs（酸化度）・

BAP （抗酸化力）テスト同時測定可能

d-ROMs・BAPの測定時間が従来の半分以下に

インキュベートスペースを設置し、FRAS4

以上の高い精度を実現

血液サンプルだけでなく、果汁などの有機溶液

の抗酸化能（次亜塩素酸消去能）を測定でき

るOXYテストが可能に

FREE carpe diemの約半分の重量に

フリーラジカル解析装置新製品のご案内！

新機種の特徴

［イタリア：Diacron International社製］
■販売名：フリーラジカル解析装置　FREE Carrio Duo
■医療機器届出番号：13Ｂ2Ｘ10066Ｗ00007

新機種「デュオ」　
定価 1,780,000円（税別）
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5

　上記、新機種をユーザーの皆様を対象に随時エクスチェン

ジのご案内をしております。

　現在お持ちの FRAS4・FREEシリーズ から新機種「デュオ」

へのエクスチェンジ（交換）は、特別価格にて対応させていた

だきお見積もりをいたします。

　ドクターズ BAP ミネラル® は海や山など自然界でたくましく自生
している野生植物を特殊高温処理して無機元素化した還元性の高
い植物ミネラルです。理想的な自然植物の元素バランス（ミネラル
バランス）を持っています。
　新発売の液状タイプはカプセル状の中身のミネラル原末から水溶
性のミネラルを抽出したものです。

新機種FREE CARRIO DUO （デュオ）への
下取りエクスチェンジ（交換）のご案内

機種交換のご案内

〈新機種デュオへの交換価格のお見積りについて〉　　

金子幸輝・関貴之・竹内貴比功

TEL 03-5802-7333　E-mail info@wismerll.co.jp

●営業マーケティング部　

2検体を同時に短時間で簡単測定！！
「酸化ストレス度」「抗酸化力」を高精度で測定
2検体を同時に短時間で簡単測定！！
「酸化ストレス度」「抗酸化力」を高精度で測定

詳しくは当社営業マーケティング部までお問い合わせください。

　自然界の植物で一番多いミネラルはカルシウムですが、私たちが
食している農作物は化学肥料のミネラルバランスになり、カルシウム
の比率は極端に低くなり、野菜のミネラルバランスが大きく崩れてい
ることがわかります。（左図参照）これでは必要量のミネラルを取る
のも難しくなっています。
　また、水溶性のドクターズ BAPミネラル®の主要なミネラルバラン
スは、体液のミネラルバランスと近似しています（下図参照）。

　強力な還元能（酸化還元電位値はマイナス 300～ 600mv）だ
けではなく、当社の 3 種類の抗酸化能テストでの結果でも大変
に高い数値が出ています。
　特に、細胞内で最も重要な抗酸化物質であるグルタチオン
（GSH）の状態の指標となり、アンチエイジングの研究分野では
老化度の指標になる可能性で注目されているチオールレベルを測
る「SHpテスト」でも予想以上の高数値を記録しています。
　これはドクターズ BAP ミネラル® は細胞外の抗酸化力を上げ
るだけではなく、細胞内の抗酸化力を高める可能性を示唆してい
ます。

水溶性ＢＡＰミネラルと人の体液の主なミネラルバランス

水溶性ドクターズBAPミネラル®の抗酸化能データ

ドクターズBAPミネラル®（カプセルタイプ）と栽培作物のミネラルバランスの差異

各種植物の指数の計算式：
各ミネラルの含有量
カルシウムの含有量

カルシウム
カリウム
ナトリウム
リン

マグネシウム
塩素
イオウ
鉄
ケイ素

アルミニウム
亜鉛
銅

1.0000
0.6900
0.0880
0.0550
0.1400
0.2200
0.0670
0.0660
0.8500

0.0010
0.0003

1.0000
0.8600
0.1060

0.2210
0.3400

0.0007

0.0710
0.0030
0.0060

1.0000
14.0810
0.3260
0.9590
1.4080

0.0408

0.0140
0.0022

1.0000
38.6860

微量
3.3330
1.0000

微量

微量
0.0133

元素名 BAPミネラル原末
※1

陸上植物
※2

1.0000
25.0000
0.2000
30.0000

0.1100

玄米
※3

りんご
※3

ほうれん草
※3

データ出典 :※1開発者
               ※2 環境省国立環境研究所
　　　　　※3女子栄養大学『食品成分表』

還元植物ミネラルサプリメント還元植物ミネラルサプリメント

◆ 理想的なミネラルバランス

◆ 細胞外と細胞内の抗酸化力を上げる可能性

テスト名 *標準値
BAPミネラル

（水溶性15％濃度）

BAPテスト
（鉄イオンの還元力）

OXY吸着テスト
（次亜塩素酸消去能）

SHpテスト 450
（チオール基の抗酸化力）

2,200
μmol/L 以上

350
μmol/mL 以上

450
μmol/L 以上

32,580
μmol/L

460
μmol/mL

3,340
μmol/L

新製品紹介新製品紹介
* 血清・血漿の場合の標準値
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　第 13 回酸化ストレス抗酸化セミナーのためイタリア

より来日された、カラテッリ先生とイオリオ先生が三

井記念病院を訪問しました。

　同病院の特任顧問・山門實先生と検査部・矢野正生

先生のご好意の元、自動分析装置での d-ROMs/BAP

測定を実際に見学しました。その後、山門先生から院

内の人間ドック施設をご案内いただき、イタリアチー

ムも最新の検査システムに関心を持たれていました。

　今後、国内の他の人間ドックの施設においても同様
左から山門先生、カラテッリ先生、矢野先生、イオリオ先生

自動分析装置での

d-ROMs/BAP 測定と人間

ドック施設を見学されました。

医療機関限定 カラテッリ先生・イオリオ先生が三井記念病院を訪問しました
に d-ROMs/BAP が受診できるよう、開発者のカラ

テッリ先生も期待を大きくされていました。ドクターズBAPミネラル®液状タイプ ドクターズBAPミネラル®液状タイプ 
細胞内の抗酸化力を高める可能性が示唆される細胞内の抗酸化力を高める可能性が示唆される細胞内の抗酸化力を高める可能性が示唆される

本年 7月より発売されたドクターズ BAPミネラル® C-120（カプセルタイプ）に加え、新たに
9月より液状タイプのドクターズBAPミネラル® L15-80（15％濃度液体）が発売されます。
毎日の摂取で体内の抗酸化力を上げ、酸化ストレスを軽減することが期待され、日々の健康ライ
フ実現のために、用途に応じてお使いいただけます。

ドクターズBAPミネラル® 
C-120
（カプセルタイプ）

定価：20,000 円税別

[お召し上がり方 ]
1包（8g）は2日～4日分です。水やジュー
ス、お茶、アルコール類などに数滴、何に
でも混ぜてお飲みください。

ドクターズBAPミネラル® 
L15-80
（15％濃度液状タイプ）

定価：30,000 円税別

[お召し上がり方 ]
1日1包（4粒）程度を目安（例：朝１粒、
昼１粒、夕 2 粒／食後）に飲料水と共に
お召し上がりください。

新製品紹介新製品紹介

※グラフは上記 4元素で100％として含有量を比較

ＢＡＰミネラル
液状タイプ
体内水分

ミネラルウォーター

にがり

海洋深層水

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

ナトリウム カリウム マグネシウム カルシウム

maco487
ハイライト表示

maco487
ノート注釈
写真を下にします。



　  同時測定
     

　  測定時間短縮　

　  高精度の実現

　  OXY吸着テストの追加

　  計量コンパクト化

測定部を２ヵ所設置。d-ROMs（酸化度）・

BAP （抗酸化力）テスト同時測定可能

d-ROMs・BAPの測定時間が従来の半分以下に

インキュベートスペースを設置し、FRAS4

以上の高い精度を実現

血液サンプルだけでなく、果汁などの有機溶液

の抗酸化能（次亜塩素酸消去能）を測定でき

るOXYテストが可能に

FREE carpe diemの約半分の重量に

フリーラジカル解析装置新製品のご案内！

新機種の特徴

［イタリア：Diacron International社製］
■販売名：フリーラジカル解析装置　FREE Carrio Duo
■医療機器届出番号：13Ｂ2Ｘ10066Ｗ00007

新機種「デュオ」　
定価 1,780,000円（税別）
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　上記、新機種をユーザーの皆様を対象に随時エクスチェン

ジのご案内をしております。

　現在お持ちの FRAS4・FREEシリーズ から新機種「デュオ」

へのエクスチェンジ（交換）は、特別価格にて対応させていた

だきお見積もりをいたします。

　ドクターズ BAP ミネラル® は海や山など自然界でたくましく自生
している野生植物を特殊高温処理して無機元素化した還元性の高
い植物ミネラルです。理想的な自然植物の元素バランス（ミネラル
バランス）を持っています。
　新発売の液状タイプはカプセル状の中身のミネラル原末から水溶
性のミネラルを抽出したものです。

新機種FREE CARRIO DUO （デュオ）への
下取りエクスチェンジ（交換）のご案内

機種交換のご案内

〈新機種デュオへの交換価格のお見積りについて〉　　

金子幸輝・関貴之・竹内貴比功

TEL 03-5802-7333　E-mail info@wismerll.co.jp

●営業マーケティング部　

2検体を同時に短時間で簡単測定！！
「酸化ストレス度」「抗酸化力」を高精度で測定
2検体を同時に短時間で簡単測定！！
「酸化ストレス度」「抗酸化力」を高精度で測定

詳しくは当社営業マーケティング部までお問い合わせください。

　自然界の植物で一番多いミネラルはカルシウムですが、私たちが
食している農作物は化学肥料のミネラルバランスになり、カルシウム
の比率は極端に低くなり、野菜のミネラルバランスが大きく崩れてい
ることがわかります。（左図参照）これでは必要量のミネラルを取る
のも難しくなっています。
　また、水溶性のドクターズ BAPミネラル®の主要なミネラルバラン
スは、体液のミネラルバランスと近似しています（下図参照）。

　強力な還元能（酸化還元電位値はマイナス 300～ 600mv）だ
けではなく、当社の 3 種類の抗酸化能テストでの結果でも大変
に高い数値が出ています。
　特に、細胞内で最も重要な抗酸化物質であるグルタチオン
（GSH）の状態の指標となり、アンチエイジングの研究分野では
老化度の指標になる可能性で注目されているチオールレベルを測
る「SHpテスト」でも予想以上の高数値を記録しています。
　これはドクターズ BAP ミネラル® は細胞外の抗酸化力を上げ
るだけではなく、細胞内の抗酸化力を高める可能性を示唆してい
ます。

水溶性ＢＡＰミネラルと人の体液の主なミネラルバランス

水溶性ドクターズBAPミネラル®の抗酸化能データ

ドクターズBAPミネラル®（カプセルタイプ）と栽培作物のミネラルバランスの差異

各種植物の指数の計算式：
各ミネラルの含有量
カルシウムの含有量
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◆ 理想的なミネラルバランス

◆ 細胞外と細胞内の抗酸化力を上げる可能性

テスト名 *標準値
BAPミネラル

（水溶性15％濃度）

BAPテスト
（鉄イオンの還元力）

OXY吸着テスト
（次亜塩素酸消去能）

SHpテスト 450
（チオール基の抗酸化力）

2,200
μmol/L 以上

350
μmol/mL 以上

450
μmol/L 以上

32,580
μmol/L

460
μmol/mL

3,340
μmol/L
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より来日された、カラテッリ先生とイオリオ先生が三

井記念病院を訪問しました。

　同病院の特任顧問・山門實先生と検査部・矢野正生

先生のご好意の元、自動分析装置での d-ROMs/BAP

測定を実際に見学しました。その後、山門先生から院

内の人間ドック施設をご案内いただき、イタリアチー

ムも最新の検査システムに関心を持たれていました。

　今後、国内の他の人間ドックの施設においても同様
左から山門先生、カラテッリ先生、矢野先生、イオリオ先生

自動分析装置での

d-ROMs/BAP 測定と人間

ドック施設を見学されました。

医療機関限定 カラテッリ先生・イオリオ先生が三井記念病院を訪問しました
に d-ROMs/BAP が受診できるよう、開発者のカラ

テッリ先生も期待を大きくされていました。ドクターズBAPミネラル®液状タイプ ドクターズBAPミネラル®液状タイプ 
細胞内の抗酸化力を高める可能性が示唆される細胞内の抗酸化力を高める可能性が示唆される細胞内の抗酸化力を高める可能性が示唆される

本年 7月より発売されたドクターズ BAPミネラル® C-120（カプセルタイプ）に加え、新たに
9月より液状タイプのドクターズBAPミネラル® L15-80（15％濃度液体）が発売されます。
毎日の摂取で体内の抗酸化力を上げ、酸化ストレスを軽減することが期待され、日々の健康ライ
フ実現のために、用途に応じてお使いいただけます。

ドクターズBAPミネラル® 
C-120
（カプセルタイプ）

定価：20,000 円税別

[お召し上がり方 ]
1包（8g）は2日～4日分です。水やジュー
ス、お茶、アルコール類などに数滴、何に
でも混ぜてお飲みください。

ドクターズBAPミネラル® 
L15-80
（15％濃度液状タイプ）

定価：30,000 円税別

[お召し上がり方 ]
1日1包（4粒）程度を目安（例：朝１粒、
昼１粒、夕 2 粒／食後）に飲料水と共に
お召し上がりください。
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※グラフは上記 4元素で100％として含有量を比較
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先制医療への架け橋

・MEDIA掲載
・ドクターズBAPミネラル®液状タイプ　新製品紹介
・カラテッリ先生・イオリオ先生が三井記念病院を訪問しました
・新機種FREE CARRIO DUOエクスチェンジのご案内

・第 88回日本産業衛生学会
・第50回日本理学療法学術大会

●世界の酸化ストレスに関する論文紹介

●TOPICS

●国内学会発表抄録紹介

WISMERLL 
Predictive and Preventive Medicine

J O U R N A L

「閉塞性睡眠時無呼吸症におけるミトコンドリア
DNA変異」

「ヒト血清癌マーカーの長期安定性：酸化ストレスと
酸化還元状態のバイオマーカー、ホモシステイン、
CRP及び酵素ALTとGGT」

「高齢ドイツ人における酸化ストレスと意志薄弱との
関係：ESTHERコホート研究からの結果」

「編集者へ：活性酸素代謝物の血清レベルが、結腸
切除手術を受けた患者の短期施術ストレスの評価法
として適しているか？」

伝統医学である漢方薬には、
患者さんの酸化ストレスバランスを
整える効果があると考えています。

●インタビュー1

野本真由美スキンケアクリニック院長　
皮膚科専門医　漢方専門医　抗加齢医学会専門医

野本 真由美 先生

酸素注入治療は、安全かつ簡便で
即効性のあるスポーツ治療の
ひとつとして期待できます。

●インタビュー2

スポーツ整形外科 かみもとスポーツクリニック院長

上本 宗忠 先生

特別講演

Wismerll Company Limited
K’s Building 7F, 3-3-12 Hongo, 
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 JAPAN
Phone: +81-3-5802-7333
FAX:+81-3-5802-7332
e-mail: info@wismerll.co.jp

株式会社ウイスマー
〒113-0033
東京都文京区本郷 3-3-12　ケイズビルディング７階
TEL:03-5802-7333
FAX:03-5802-7332
e-mail:info@wismerll.co.jp

ht tp : / /www.wismer l l .co . jp

第2回スポーツと酸化ストレス・抗酸化セミナー
開催迫る

●日時：2015年11月1日（日） 12:30～17:00　●会場：秋葉原ダイビル2F

福島大学　人間発達文化学類／教授／医学博士
福島大学　陸上競技部／監督

川本 和久 先生

国際酸化ストレス研究機構 イタリア 会長

Eugenio Luigi Iorio 先生
外科医、スポーツ医学・美容医学専門医（イタリア）
Domenico Amuso 先生

特別講演

教育講演1 教育講演２

特別講演

教育講演1 教育講演２
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