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して進められており、健康保険組合で

も特定保健指導等、積極的なメタボ対

策が実施されている。

　日本トリムでは、大阪の大手病院と

の共同研究で、同社の電解還元水※の

飲用による中性脂肪値、血糖値の改善

効果を示すパイロットデータを取得し

ている。電解還元水を、日常生活水と

して一日摂取総量 2000ml 程度を目標

として連日飲用する群と

非飲用群に分け、電解還

元水飲用前と飲用開始か

ら60日以上経過後のデー

タを比較。その結果、電

解還元水飲用群は、飲用

前に中性脂肪の異常値を

示した 12 名の内、11 名

は値が低下し、その内

の 3 名は正常域まで改善

した。また、血糖値は異

常値を示した 11 名全て

の値が低下し、その内の

8 名は正常域まで改善し

た。非飲用群においては、

中性脂肪値と血糖値のい

ずれも飲用前後における

値には、有意差を示さな

かった。（図 1）

　また、トヨタ関連部品

健康保険組合との共同研

究では、同健康保険組合

が実施する「高血糖改善

プログラム（血糖測定を

通して、血糖コントロー

ルに有効な食事・運動な

どに自ら気づき、生活改

善をはかるプログラム）」

に参加しているメタボ対

象者に対し、３ヵ月間の

電解還元水の飲用前後に

おける数値データの変化

につき非飲用者との比較

試験を行った。その結果、

①最高血圧の低下 、②最

メタボリック症候群予防対策

　厚生労働省の「2007 年国民健康・栄

養調査」によれば、国内の糖尿病患者

は約 2,210 万人（予備軍含）、その前段

階にあるメタボリック症候群対象者数

は約 2,010 万人（予備軍含）にのぼる。

現在、メタボリック症候群に対して、

特定健診制度などの啓発活動が国策と
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※
日本トリムの電解還元水

「電解還元水」は、水を

電気分解したときに陰

極側にできる水素を豊

富に含むアルカリ性の

水。これを生成する家

庭用電解還元水整水器

は、飲用専用の水処理

機としては唯一、厚生

労働省所管の薬事法下

で「胃腸症状の改善」

に効能・効果の認証を

受けた管理医療機器で

ある。同社独自の技術

により生成される水素

を豊富に含む電解還元

水は、九州大学大学院

との共同研究において、

水素の作用により「抗

酸化力」即ち活性酸素

を抑制する機能を持つ

ことが解明され、国際

学術誌に掲載された。

また、欧州最大級の医

学大学であるカロリン

スカ研究所（スウェー

デン）とも電解還元水

の作用の機序の解明を

目的とした共同研究を

実施している。現在、

この抗酸化性を核とし

て、電解還元水の更な

る機能の解明及び医療、

予防医療、農産・工業

など、様々な分野への

応用を目指している。

日本では現在、急速な勢いで高齢化が進んでいる。
今後医療費が高騰することを考えれば、なおさら
高齢者がいつまでも健康でアクティブな生活を送ることが期待される。
特集では、水を使ったアンチエイジング、画期的なストレス測定手法、
快眠ベッド、高圧酸素を用いた疲労回復の機器をご紹介する。
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［株式会社日本トリム］

還元水でメタボ対策、
アンチエイジング！

整水器市場で売上シェア
No.1（矢野経済研究所調べ）の日本トリムは、
水の機能にいち早く着目し、
医療分野での機能水応用に向けた研究活動を
精力的に推進し、日本発の技術である「機能水」
による新規市場構築、世界進出を目指している。
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低血圧の低下（図 2）、 ③ 善玉コレステ

ロールの増加といった有意な値の変化

を示し、④悪玉コレステロールは減少

傾向を示した（図 3）など、いずれも

有意な値の変化を示した。

　同組合とは、現在、よりエビデンス

レベルの高い臨床研究に向けて取り組

んでいる。

生活習慣病、腎疾患の

新たなマーカー解明への挑戦

　日本トリムと東北大学の産学共同ベ

ンチャー「㈱トリム メディカル イン

スティテュート」（TMI）では、糖分

解代謝の過程において体内で生成され

る物質メチルグリオキサール（ＭＧ

Ｏ）を測定する研究事業を実施してい

る。最新の研究では、東北大学から「血

中のＭＧＯ濃度が高い患者（2 型糖尿

病）ほど、『５年後の血圧上昇や動脈

硬化進展の危険性が増す』」という内

容の論文が米国心臓協会発行の医学誌

「Hypertension」に発表され、危険予測

因子としてＭＧＯの重要性が確認され

た。これまでにも、慢性腎臓病（ＣＫＤ）

や大動脈内皮細胞の細胞内酸化ストレ

スとの関連等の報告がされている。Ｍ

ＧＯは、将来の高血圧やＣＫＤを予測

するマーカーとなる可能性があり、更

なる研究が推進されている。

　高血圧は、動脈硬化を引き起こし、

悪化すると、脳卒中、心筋梗塞、心不全、

腎不全、眼底出血、動脈瘤 を発症する

危険性がある。

　同社では、電解還元水飲用による上

記リスクの軽減を検証するため、ＭＧ

Ｏに対する影響に関する研究を進めて

いる。ラット試験、細胞試験において、

電解還元水飲用がＭＧＯによる細胞障

害を抑制することを米国腎臓学会など

に報告している。

日本トリムの共同研究先機関一覧

①カロリンスカ研究所（スウェーデン）
　【電解還元水の機序解明】　　

②九州大学大学院農学研究院　
　【電解還元水の機序解明】　　

③京都大学ウィルス研究所
　【電解還元水の抗酸化能】　

④東北大学大学院医学系研究科
　【血液透析への応用（臨床）】 

⑤台湾大学医学院臨床医学研究所 
　【血液透析への応用（臨床）】 

⑥高知大学医学部
　【抗糖尿病効果の検証（臨床）】 

⑦北海道大学農学部生物資源科学科 
　【農作物への影響の検証】 

⑧東北大学大学院農学研究科
　【 家禽（鶏）への効果検証】　等

（過去の研究実施機関を含む） 

MGO 測定を実施している TMI の研究室

で紹介してきたように、活性酸素によ

る酸化ストレスを軽減することが必要

であると考えられている。

　健康寿命が長くなれば、医療費の削

減にも繋がり、その対策は一日でも早

く始める方がいい。具体策としては、

食事の栄養バランスや量のコントロー

ル、適度な運動、サプリメント等、様々

な方法があるが、どれも継続しなけれ

ば効果を維持できない。一方、水は毎

日必ず摂るものであり、その水により、

健康管理・維持、疾病予防、アンチエ

イジング対策ができれば、その社会的

意義は大きい。

　電解還元水の予防医療分野への応用

研究の更なる成果が期待される。

◇　　　　　　◇

　同社の電解還元水を生成する整水器

は、家庭のキッチンに簡単に設置可能

で、家族全員で好きなだけ飲める上、

料理にも使用でき、ミネラルウォーター

を購入し続けるよりも中長期的には遥

かに経済的である。また、ペットボト

ルの使用量（資源の消費量）が減るの

でエコへの貢献に繋がる。

　同社では、このような面から、今後、

整水器の需要が高まっていくものと見

込んでいる。

　『一家に一台』の整水器を設置する日

が近い将来やってくるかもしれない。

　抗酸化作用を持つ電解還元水の飲用

が、アンチエイジングにも有用である

可能性は十分にあり、今後、この分野

での研究に期待したい。

健康もアンチエイジングも

日々の貯蓄

　健康維持とアンチエイジングには、

日々の積み重ね、いわば「日々の貯蓄」

が重要である。そのためには、これま

アンチエイジング

　人間の身体の約 60％～ 65％が水だと

いうのは周知の事実だが、それは成人

の場合で、新生児のときには約 75％あ

った水が、老人になる頃には約 50％ま

で減少するといわれている。つまり、

老化とは、身体の中から水が涸れてい

くことだとも言える。

　例えば、皮膚のハリと弾力は、皮膚

の保水能力に関わる。肌は、涸れ具合

のバロメーターとも言える訳だが、水

は外から摂取していくしかなく、日々

の水分補給が大切である。

　さらに、ミクロで「肌の老化」を見

ると、シミやくすみなど肌の色彩的老

化や皮膚のたるみやシワなど形態的老

化は、活性酸素を原因として発生する。

その他の老化現象も活性酸素に起因す

るものが多く、日常の酸化ストレスを

軽減することで、老化を遅らせること

ができると考えられている。

　人は、35 歳をピークとして加齢とと

もに体内の活性酸素除去能力（SOD 活

性）が低下していくといわれており、

活性酸素対策が重要となってくる。

■図3　善玉・悪玉コレステロールの変化
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Figure3 High and Low-density Lipoprotein Cholesterol Change
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