
これはニュースキンの研究に関する発表です。

ニュースキンの科学的なイノベーション研究は、
エイジングの表に現れる変化だけでなく、その根源もターゲットにしています。
それを可能としたのは、健康的に年齢を重ねるうえで鍵となる要素に関する深い
理解です。
本日は、私たちがどのようにしてこれらの理解を培ったのか、その例をご紹介し
たいと思います。
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ニュースキン の研究に関する発表



このサイエンスは3つのRによる確固たる基盤から始まります。
レスベラトロールと２つのリサーチです。

- 科学文献に基づく、レスベラトロールやその他の成分の研究

- 遺伝子発現研究（リサーチ）

- 臨床研究（リサーチ）
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つの「 」：健康的に年齢を重ねるための鍵
（ ・ ・ ）

ニュースキンの
臨床研究

（リサーチ）

ニュースキンの
遺伝子発現研究

（リサーチ）

科学文献
（レスベラトロール

その他の成分）



まずは、科学文献におけるレスベラトロールやその他の成分の研究について

見てみましょう。
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科学文献
（レスベラトロール そ

の他の成分）

つの「 」：健康的に年齢を重ねるための鍵
（ ・ ・ ）

科学文献
（レスベラトロール

その他の成分）



研究につながった主な成分のひとつ、それがレスベラトロールです。

2000年代初頭、科学者のデイヴィッド シンクレア氏は、健康的に年を重ねるため
のカロリー制限を実施した場合と同様のメリットを、植物性成分、
特にレスベラトロールでも実現できないものかと考えました。
そのカロリー制限とは、カロリーを減らしつつもビタミンやミネラルといった
微量栄養素は十分な量を維持するという手法です。

しかし、カロリーを一生減らしたままにすることは難しく、⾧期間に渡って
実践することは人間にとって現実的ではありません。そのため、カロリー制限に
よる健康的に年を重ねる効果を再現できる成分はないものかと、研究者らは探し
求めていたのです。

シンクレア氏は、マウス等のいくつかの生物種において、レスベラトロールが
そのカロリー制限と同様の形で、寿命や生活の質によい効果をもたらし得ること
を示す基礎研究を発表しました。
これがこの分野におけるその後の研究の礎を築きました。
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レスベラトロールに関する基礎研究

植物性成分は健康寿命に影響する！



2000年にライフジェン テクノロジーズ社を設立した科学者のリチャード
ウェインドルック 博士とトーマス A. プロラ 博士。
彼らは、遺伝子発現プロファイリングを用いて遺伝子レベルでエイジングの
メカニズムを調べるため、同社を設立する以前からすでにカロリー制限と
遺伝学についていくつかの研究を行っていました。
そしてシンクレア氏の研究をきっかけにレスベラトロールの研究も開始しました。
彼らが2008年に発表したこの論文では、レスベラトロールがマウスを使った
カロリー制限による健康的なエイジングモデルの一部を再現することが示されて
います。

ニュースキンの科学者らはこの論文に非常に興味をもち、ジョセフ チャン博士は
ウェインドルック博士に連絡を取りました。
チャン 博士らはエイジングの根源に働きかける方法を模索しており、
ウェインドルック博士に研究内容について話をするためにニュースキンに来て
欲しいと頼んだのです。

これをきっかけに、ニュースキンは2009年にライフジェン テクノロジーズ社と
パートナーシップを結び、2011年には同社を傘下におさめました。
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心躍るレスベラトロールの研究

「レスベラトロールは、適切に摂取できる量で体内でカロリー制限のいくつかの効果を再現できる食物成分と言える」



ニュースキンの
遺伝子発現研究
(GENE EXPRESSION 

RESEARCH)

つの「 」：健康的に年齢を重ねるための鍵
（ ・ ・ ）

科学文献
（レスベラトロール

その他の成分）

ニュースキンの
遺伝子発現研究

（リサーチ）

ニュースキンは、ライフジェン テクノロジーズ社を傘下におさめたことで、
「どのような食物の成分が遺伝子発現に影響し、また健康的なエイジングを再現でき
るのか」について、さまざまな栄養成分をスクリーニングをするための知的財産、
遺伝子データベース情報、および専門知識を得ることができました。

一方、ニュースキンの科学者たちは「どのような栄養成分が効果を有する可能性が
高いか」ということに関して深い知識を有しており、その専門知識を提供しました。

そこで、健康的なエイジングを実現するうえでの次なる鍵は、ニュースキンの遺伝子
発現研究です。
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それまでの概念：

エイジングは避けられない
―受け継いだ遺伝子に

影響を与える術はない。

新しい概念：

エイジングに関連した

遺伝子発現に影響を与えて、
若々しい状態を保つことが

できる。

まずは「遺伝子発現の研究」についてご説明します。

かつては、エイジングは避けられないものであり、受け継がれてきた遺伝子に影響を
与える術はないと考えられていました。
しかし、ライフジェン テクノロジーズ社の研究で、ニュースキンの科学者たちは
遺伝子は一生変わらないが、遺伝子が使用され、発現する状態は固定されていない
ということに気がつきました。

遺伝子とは設計図、またはレシピのようなものであり、ただ遺伝子が存在するだけでは
何も起こりません。遺伝子の発現とは、この「設計図」を読み取って、
さまざまな働きをするタンパク質をつくり出すことです。

今では、各細胞内の遺伝子が環境から信号を受け取って、その信号によって遺伝子発現
が変化することも分かっています。この発見は科学的に非常に意味があり重要なこと
なのです。

ニュースキンの独自のサイエンスとは、エイジングのプロセスを理解し、全身の
さまざまな組織において年齢と共に発現が変化する遺伝子を特定して、そして、
それらの遺伝子の発現をより若々しく健康な状態へとリセットできる信号となる栄養や
成分が何なのかを知ることなのです。
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最終的な配合処方

ニュースキン
が適切と

考える
ブレンド

ニュースキンの
研究開発
プロセス

成
分

の
候

補

ニュースキンの科学者たちは、安全性が高く、しっかりとした科学的根拠があり、
さらにエイジングに対する働きが期待できる成分として、数百種類から百種類、
さらに五十種類程度に絞り込んで、遺伝子発現をよい方向に変化させる能力について
研究しました。

この研究はニュースキンの、エイジングに関する遺伝子発現の膨大なデータベースを構築
することに貢献しました。ライフジェン テクノロジーズ社を得てから、このデータベース
は拡大を続けており、今では3億3千3百万を超える遺伝子発現のデータポイントを有して
います。

これにより、どの遺伝子がエイジングに関わる重要な遺伝子なのか、さまざまな体の組織
で成分がどのようにそれらの遺伝子の発現に影響するのかについてより深く調べていく
ことができます。

この研究により、ニュースキンが適切と考える成分ブレンドが誕生しました。
ここで、なぜブレンドであることが重要なのか強調しておきたいと思います。

それは1つの成分で、全身のあらゆる組織を健康的なエイジングの状態と同じように保つ
ことはできないからです。そのため、このブレンドが健康的なエイジングのための強力な
武器となるのです。
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Serna, E.; Mastaloudis, A.; Martorell, P.; Wood, S.M.; Hester, S.N.; Bartlett, M.; Prolla, T.A.; Viña, J. A Novel Micronutrient Blend Mimics Calorie Restriction Transcriptomics in Multiple Tissues of Mice and 
Increases Lifespan and Mobility in C. elegans. Nutrients 2020, 12, 486.

低い遺伝子発現 高い遺伝子発現

各組織における遺伝子発現研究

ニュースキンが適切と考える成分ブレンド健康的なエイジング典型的なエイジング遺伝子発現

大脳皮質 骨格筋 心臓

私たちが適切と考える成分ブレンドが、さまざまな組織での遺伝子発現に影響を与え、
体全体に効果があることを確認するため、3種類の組織、脳、骨格筋、心臓でテスト
しました。

ここでは、3つの異なるグループで遺伝子発現パターンを比較しています。
1つめは典型的なエイジング、つまり普通に老化するグループ。
2つめは健康的なエイジング、つまり十分なビタミンとミネラルを摂取しつつカロリー
制限を行って健康的に老化するグループ。
そして3つめが、ニュースキンが適切と考える成分ブレンドを摂取したグループです。

典型的なエイジングによる遺伝子発現パターンが、健康的なエイジングとは全く異なる
ことは分かっていました。しかし、私たちが適切と考える成分ブレンドを摂取することで、
これら3つの異なる組織での遺伝子発現にどのように影響するかを見たかったのです。

すると、この成分ブレンドを摂取したグループの遺伝子発現パターンが、健康的な
エイジンググループと非常によく似た遺伝子発現パターンであることが分かりました。
実際、私たちが適切と考える成分ブレンドと、健康的なエイジングの遺伝子発現プロ
ファイルは非常に似ているため、テストに使用したソフトウェアはこの2つを区別できな
いほどでした。

一方で典型的なエイジングのプロファイルは、簡単に別のものとして識別されていました。
これは、テストした3つの組織、脳、骨格筋、心臓のすべてに当てはまりました。
つまり、私たちが適切と考える成分ブレンドはさまざまな組織で変化をもたらし、
体全体で働くことを示唆しています。
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遺伝子発現パターン解析

大脳皮質

遺伝子発現

典型的なエイジング

健康的なエイジング

ニュースキンが適切と
考える成分ブレンド

一般的な若い状態

この図は先ほどの遺伝子発現のパターンを、「主成分分析」という別の手法で表わした
ものです。この手法では、多くの種類がある遺伝子発現のデータを、統計的に正しく単純
なグラフにして見やすくすることができます。

若い状態の遺伝子発現分析を行った結果が紫色の球体で表わされています。
そのうえで、典型的なエイジングの遺伝子発現（青色）、
カロリー制限をしながらビタミンやミネラルなどの健康に必要な栄養素を十分に摂取した
健康的なエイジングの遺伝子発現（緑色）、
ニュースキンが適切と考える成分ブレンドを摂取した場合の遺伝子発現パターン（赤色）
を比較して違いを調べました。

このグラフではそれぞれ4つのグループの大脳での遺伝子発現を見ることができますが、
この分析結果でもっとも印象的なのは、健康的なエイジング（緑色）と私たちが適切と
考える成分ブレンド（赤色）のモデルとのパターンの重複です。

これにより、私たちが適切と考える成分ブレンドと健康的なエイジングとの間に多くの
類似点があることをさらに確認することができました。
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つの「 」：健康的に年齢を重ねるための鍵
（ ・ ・ ）

科学文献
（レスベラトロール

その他の成分）

ニュースキンの
遺伝子発現研究

（リサーチ）

ニュースキンの
臨床研究

（リサーチ）

健康的なエイジングの最後の鍵は、「このブレンドが、測定可能で具体的な変化を与えて
くれるのか」ということについての臨床研究です。

私たちはこれまで、肌と脳について研究を行いました。
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なぜ肌と脳を

研究するのか？

まずは研究の主な対象をなぜ肌と脳にしたのかについてお話ししたいと思います。
ニュースキンが適切と考える成分ブレンドは体全体に働きかけるのですが、肌と脳の領域
を代表して研究することで、体全体の働きが分かるからです。

人は皆、見た目も気持ちも若くありたい、つまり体の内側も外見もどちらも若く、全身が
冴えた状態でありたいものです。そういった点で、全身の状態を表す肌と脳はどちらも鍵
となる領域だと私たちは考えました。

若々しい見た目は肌の輝きのみ、シワの有無のみといったひとつの要素だけで判断される
ものではありません。
たるみ、シミ、くすみといったさまざまな要素を総合的に判断して若々しいかどうかを
感じています。
実際、皮膚はたくさんの異なる種類の細胞から成り立つ複雑な構造をしています。

脳にもまた多くの異なる種類の細胞が存在します。
さらに、思考、言葉、体の動きなどは脳の一部分だけで行っているわけではありません。
脳のあらゆる部分が適切に機能し、相互にコミュニケーションを取り合う必要があります。

肌と脳はどちらも、私たちがどのように老化しているのか知るうえで重要な情報を示して
くれるのです。
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内から外へのエイジング

臨床研究：肌健康の研究設計

8週間
（2ヵ月間）

36名の健康な女性 ニュースキンが適切と
考える成分ブレンド

私たちが特に肌の研究を目指したのは、体内でエイジングがどのように進んでいるの
かを肌の健康状態で見ることができるからです。

ライフスタイルが肌の健康に大きく影響することは広く知られています。
何を食べたか、どれくらい日光に当たったかが肌に影響を与えています。

そこで「私たちが適切と考える成分ブレンドを摂取することが、カラダにどのような
影響を与えるかを、観察しやすい肌で測定することができないだろうか」という疑問
をもちました。
それを明らかにするため、私たちは36名の健康な女性にこのニュースキンが適切と

考える成分ブレンドを8週間（2ヵ月間）に渡って摂取してもらいました。
そしてこのブレンドが肌の健康状態にどのような影響を与えるのか、肌の健康状態に
関わるいくつかの項目で測定しました。

2つの資料でその結果をご紹介しましょう。
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Wood SM, Gray R, Hester SN, Mastaloudis AF, Kern D, Namkoong J, Draelos Z. Novel nutritional formula 
protects against cellular damage. Experimental Biology, San Diego, CA. FASEB J 2016; 692.5.

紫外線 (UV A & UV B) 照射

11.6†

5.7†

= 照射エリアのサイズ

臨床研究：肌健康の研究

ニュースキンが
適切と考える

ブレンドの
摂取前*

ニュースキンが
適切と考える

ブレンドの
2ヵ月間摂取後*

無し

0 MED
低線量

1 MED
中線量

2 MED

高線量

3 MED

ダメージを受けた
細胞平均数

／mm2

MED：最小紅斑線量
*単回試験のとある被験者の写真。
†被験者36名の平均値。 p < 0.05 

これらの写真は、紫外線にさらされた肌に対して、私たちが適切と考える成分ブレンドが
もたらす効果を示しています。

この研究では、肌に赤味や炎症、ダメージを起こすUV AとUV Bの両方を、
いくつか異なる強さで照射しました。

ご覧のとおり、摂取期間の前後で肌に照射された紫外線量は同じですが、2ヵ月間の摂取
後は赤味やその広がりが軽減しています。これは肌細胞が元に戻ろうとする力が改善して
いることを示しています。

ダメージを受けた細胞の平均数も低下しており、この成分ブレンド摂取が、肌の細胞保護
にも働いていることを示しています。



明るさ§

キメ§

全体的な見た目§

明るさ*

ハリ*

弾力性†
機器による測定

（ ）

Wood SM, Gray R, Hester SN, Mastaloudis AF, Kern D, Namkoong J, Draelos Z. Protective effects 
of a novel nutritional and phytonutrient blend on ultraviolet radiation-induced skin damage and 
inflammatory response through aging defense mechanisms. J Cosmet Dermatol. 2016 Nov 24.

ゾーイ ドレイロス 医学士

皮膚科医による評価

自己評価

臨床研究：肌健康の研究

さらにこの研究では、2ヵ月の私たちが適切と考える成分ブレンド摂取期間の前後に、
被験者の肌の健康に関わるさまざまな事項について、
皮膚科医のゾーイ ドレイロス 医学士による評価を実施しました。

皮膚科医は、肌の明るさ、キメ、そして全体的な見た目に改善が見られたと評価して
おり、被験者本人からも肌の明るさやハリの改善が報告されています。

また、機器を用いて弾力性の測定も行ったところ、2ヵ月の摂取期間後に弾力性が
大きく向上しました。

この研究で、栄養によって体の内側から美しさをサポートができるということが
明らかになりました。

つまり、私たちは皆、肌を外側からケアすることの大切さは知っていますが、
外見の若々しさを保つには、体の内側もケアすることが重要であるということです。
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知的にエイジング

臨床研究：脳健康の研究設計

ニュースキンが適切と考える
成分ブレンドを含むカプセルを摂取

6週間

30名の健康な男女 30名の健康な男女

ニュースキンが適切と考える
成分ブレンドを実際には含まない

カプセルを摂取

エイジングにおいて大変重要なもうひとつの要素が脳です。
脳は、言語、認知、記憶、集中、知的健康等の要因を司っています。

私たちは、この私たちが適切と考える成分ブレンドが、認知機能障害のない健康な人の脳
の健康に関わるさまざまな要素にどのように影響するのかを見るため、臨床 研究を行いま
した。

この研究では約60名の被験者を2つのグループに分けました。
そして、被験者には伝えずに、一方のグループには私たちが適切と考える成分ブレンドを
含むカプセルを、もう一方には含まないカプセルを摂取してもらいました。
どちらのグループも6週間摂取し、その前後における脳の代謝、接続性、および活動を
測定しました。

ではその結果の一部をご紹介しましょう。
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臨床研究：脳の健康に関する研究

健康な成人における重要な脳内化合物の測定数値の改善

グルタチオン（GSH）

・神経保護とダメージ物質の排出に重要

グルタミン酸／グルタミンの比率
（神経伝達物質）
・脳と神経保護におけるエネルギー量の指標

測定前の基準値

6週間後の値

測定前の基準値

6週間後の値

最初のデータは脳の代謝に関するものです。私たちは脳内の複数の物質を測定し、
6週間後にそれらがどのように変化したのかを調べました。

左側のグラフでは、私たちが適切と考える成分ブレンドを摂取したグループの
グルタチオン量が増加していることが分かります。

グルタチオンは脳内に見られる抗酸化物質で、神経の保護とダメージ物質の排出において
重要な役割を果たしています。
グルタチオン量が高いということは、脳細胞が酸化ストレスからより保護されているうえ
に、脳細胞にダメージを与える可能性がある物質がより多く排出できていることを表して
います。

右側のグラフは、測定前と6週間後の脳内におけるグルタミン酸とグルタミンの比率を
表わしています。ご覧のとおり、私たちが適切と考える成分ブレンドを摂取したグループ
は大幅に増加しています。

グルタミン酸とグルタミンは脳内の神経伝達物質で、これら2つの比率は脳内の
エネルギー量の指標となります。この比率が高いほど、脳内エネルギー量が高くなって
いることを示しています。
また、この比率は脳内の神経保護作用の指標でもあります。

神経保護とは、脳細胞が保護され、全体的に機能しやすくなることを意味します。
つまり、これら2つのグラフは、私たちが適切と考える成分ブレンドが脳における
神経保護に効果があることを示しています。
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臨床研究：脳の健康に関する研究

眼窩前頭皮質(OFC)

物事を決定するときの
認知処理に関係する脳領域

が ん か ぜ ん と う ひ し つ

さらにこの測定テストの際に、脳のさまざまな領域間の接続性も調べました。
特に、眼窩前頭皮質（OFC）と呼ばれる脳の領域に焦点を当てています。

OFCは、この脳の立体モデルで赤く表示されている領域で、意思決定のプロセスに関与
しています。意思決定には多くの情報が必要であるため、OFCはその情報を収集する
ために常に脳のほかの多くの領域と通信する必要があります。

OFCが脳のほかの領域とどの程度効率的に通信しているかを測定した結果が、この図に
矢印で示されています。特に赤い箇所は、OFCが脳のほかの領域と通信する際に改善が
見られた箇所となります。

脳の接続性は非常に複雑なので、分かりやすく例えて説明します。
インターネットの通信速度をイメージしてください。場所によっては、インターネット
の接続スピードが非常に速いこともあれば、非常に遅いこともあります。

この図の赤い領域は、インターネットの接続スピードがアップしたエリアを示して
います。これらの領域では、OFCへのデータ送信がより効率的になっていると言えます。
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fMRIで安静時に活動が認められた
脳の領域
• 注意
• 記憶
• 間違いの認識

認知力テストでの改善
• 記憶
• 言語流暢性
• 気分

臨床研究：脳の健康に関する研究

この研究ではfMRIによる安静時の脳活動の計測も行っています。

ここにあるfMRIの画像では、脳の活動レベルを、色分けされた血流の変化で見ることが
できます。脳のある領域が使用されると、その部分の血流量が増え、明るい色で表示
されます。
この計測で、注意、記憶、および間違いの認識活動が改善していることが分かりました。

また、一連の認知力テストも実施しました。
このテストは、対象の能力等をしっかりと測定できるように設計されています。テスト
内容としては、特定のカテゴリの単語を時間内に可能な限り挙げるといったものや、
話を聞いた直後に記憶だけを頼りにその話をしてもらう、などになります。

その結果、私たちが適切と考える成分ブレンドを摂取したグループでは、6週間で記憶、
言語の流暢性、気分に関連するテスト項目において改善が見られました。
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つの「 」：健康的に年齢を重ねるための鍵
（ ・ ・ ）

ニュースキンの
臨床研究

（リサーチ）

ニュースキンの
遺伝子発現研究

（リサーチ）

科学文献
（レスベラトロール

その他の成分）

最後に、「3つのR」に基づく健康的なエイジングの鍵についてまとめたいと思います。

「3つのRとは」：レスベラトロールと2つのリサーチです。

ー レスベラトロールやその他の成分の研究

ー 遺伝子発現研究リサーチ

ー 臨床研究リサーチ

ニュースキンの独自のエイジング ケア サイエンスの科学的基盤は、これら3つの柱を
組み合わせることで誕生しました。

ご紹介した内容が、皆様のご理解を深めるうえで、お役に立てば幸いです。
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この内容はニュースキンの研究発表を紹介するものです。
製品の販売促進活動に使用することはできません。
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