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食品関連事業者に関する基本情報 

 

 

届出者の氏名 

（法人にあっては名称及
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はごろもフーズ株式会社 

代表取締役社長 池田憲一 

届出者の住所 

（法人にあっては主たる

事務所所在地） 

静岡県静岡市清水区島崎町 151番地 

製造者の氏名（製造所又は

加工所の名称）及び所在地 

※複数ある場合、全てを記

載 

株式会社 AFC-HDアムスライフサイエンス 

 ・国吉田工場(カプセル化) 

  静岡県静岡市駿河区国吉田 2-6-7 

・第二工場（ボトル充填） 

  静岡県静岡市駿河区豊田 2-4-3 

消費者対応部局（お客様相

談室等）の連絡先 

（電話番号等） 

お客様相談室 電話番号 0120－123620 

情報開示するウェブサイ

トのＵＲＬ 
http://www.hagoromofoods.co.jp/ 

届出事項及び開示情報に

ついての問合せ担当部局 

部 局：バイオユニット 

電 話：054－623-4700  



別紙様式（Ⅶ）-２ 

 1 / 4 

 

届出食品に関する基本情報 

商品名 シーチキンⓇのまぐろから搾った D H A
ディーエイチーエー

＋
プラス

E P A
イーピーエー

 

名称 DHA・EPA含有精製まぐろ油加工食品 

食品の区分 
■加工食品（■サプリメント形状、☐その他）、 

☐生鮮食品 

錠剤、粉末剤、液剤で

あって、その他加工食

品として扱う場合は

その理由 

 

当該製品が想定する

主な対象者（疾病に罹

患している者、妊産婦

（妊娠を計画してい

る者を含む。）及び授

乳婦を除く。） 

健常者であって、血中中性脂肪が高めの方 

健康増進法施行規則

第 11条第２項で定め

る栄養素の過剰な摂

取につながらないと

する理由 

１．脂質 

（１）日本人の食事摂取基準(2015 年版)によると、

脂質の目標量（生活習慣病の予防のために現在

の日本人が当面の目標とすべき摂取量）は 20

～30％エネルギーです。 

（２）H25 国民健康・栄養調査によると、20 歳以

上の男女の脂質摂取量の平均値と摂取カロリ

ーの平均値から算出したエネルギー比率は、

25.9％エネルギーです。（摂取カロリー平均値

1,887kcal、脂質摂取量平均値 54.3g、脂質エネ

ルギー488.7kcal（54.3g×9）、エネルギー比率

488.7kcal/1,887kcal＝25.9％エネルギー） 
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（３）本品を一日摂取目安量摂取した場合、摂取カ

ロリーは 16.1kcal です。この時の脂質の摂取

量は 1.3g です。 

   通常の食事に加えて本品を摂取した場合、一

日当たりの脂質の総摂取重量は 55.6g（54.3g

＋ 1.3g）、脂質の総摂取エネルギー量は

500.4kcal（55.6g×9）になります。 

  総摂取カロリーは、1,887＋16.1kcal なので、

脂肪エネルギー比率は、（500.4/（1,887＋16.1）

＝26.3％エネルギーとなります。 

   よって、本品を一日摂取目安量摂取した場合

においては、日本人の食事摂取基準目標量範囲

内にあり、過剰摂取にはつながらないと考えま

す。 

 

２．飽和脂肪酸 

（１）日本人の食事摂取基準(2015 年版)によると、

飽和脂肪酸の目標量は、7％エネルギー以下で

す。 

（２）H25 国民健康・栄養調査によると、20 歳以

上の男女の飽和脂肪酸摂取量と摂取カロリー

の平均値から算出したエネルギー比率は、

6.9 ％エネルギーです。（摂取カロリー
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1,887kcal、飽和脂肪酸摂取量 14.5g(エネルギ

ー130.5kcal（14.5g×9）、エネルギー比率

130.5kcal/1,887kcal＝6.9％エネルギー) 

（３）本品を一日摂取目安量摂取した場合、摂取カ

ロリーは 16.1kcal です。この時の飽和脂肪酸

の摂取量は 0.36g です。 

   一日当たりの飽和脂肪酸の総摂取重量は、

14.5+0.36g、飽和脂肪酸の総摂取エネルギー量

は(14.5＋0.36)×9kcal です。 

   総摂取カロリーは、1,887＋16.1kcal なので、

飽和脂肪酸エネルギー比率は(14.5＋0.36)×

9/(1,887＋16.1)＝7.0％エネルギーになりま

す。 

よって、本品を一日摂取目安量摂取した場合

においては、日本人の食事摂取基準目標量範囲

を超えず、過剰摂取にはつながらないと考えま

す。 

３．コレステロール 

（１）日本人の食事摂取基準(2015 年版)では、コレ

ステロールの目標量は設定されていませんが、

摂取量を低めに抑えることが好ましいとされ

ています。 

（２）H25 国民健康・栄養調査によると、20 歳以
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上の男女のコレステロール摂取量の平均値は、

308 ㎎です。 

（３）本品を一日摂取目安量摂取した場合に含まれ

るコレステロールは 4mg です。これは、20 歳

以上の男女のコレステロール摂取量の平均値

の 1.3%に過ぎず、過剰摂取につながるもので

はありません。 

 

４．糖類 

（１）本品を一日摂取目安量摂取した場合に含まれ

る炭水化物は 0.25g しか含まれず、糖類の過

剰摂取につながるものではありません。 

 

５．ナトリウム 

（１）本品を一日摂取目安量摂取した場合に含まれ

るナトリウムは、0.76mg なので、過剰摂取に

つながるものではありません。 

 

 

 

 

販売開始予定日 平成 28年 4月 1日 



別紙様式（Ⅶ）-３ 

 1 / 6 

 

作用機序に関する説明資料 

１．製品概要 

商品名 
シーチキンⓇのまぐろから搾った D H A

ディーエイチーエー

＋
プラス

E P A
イーピーエー

 

機能性関与成分名 DHA、EPA 

表示しようとする

機能性 

 本品には DHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには、

血中中性脂肪を下げる機能があることが報告されていま

す。 

 

２．作用機序 

DHA・EPA含有魚油による血中中性脂肪濃度減少作用機序 

 

 DHA・EPA を含む魚油に血中中性脂肪(以下、TG という)濃度を下げる効果

があることは、古くから知られており、15%(w/w)魚油を食べさせたラット（♂、

Wistar）の肝臓の解析から、（１）肝臓における脂質合成の低下、（２）肝臓に

おける脂肪酸酸化の増加、（３）肝臓からの TG分泌の減少という３つのメカニ

ズムが想定されました[1]。その後、普通食を食べさせたラット（♂、SD）の

hepatocyteに 2 mM EPAや DHAを添加すると培養液中や細胞内の TGが減少

し、魚油中のEPAやDHAが効果を有することが報告されました[2]。本稿では、

前述の３つのメカニズムに加え、最近明らかになった（４）小腸におけるキロ

ミクロン TG の減少というメカニズムについても言及します。以下に、DHA・

EPAを含有する魚油による血中 TG濃度減少作用機序について解説します。 

 

（１）DHA・EPA含有魚油による肝臓における脂質合成系低下作用機序 

 SD ラット（♂）に 10 日間 10％魚油食（Fat-free）を投与すると、肝臓で脂

肪酸合成酵素(Fatty acid synthase; FAS)の mRNA 発現が減少すること[3]、

Wistar ラット（♂）に２週間 15％（w/w）魚油食を投与すると、肝臓で FAS

の他 DGAT (Diacylglycerol acyltransferase)の活性が減少すること、肝臓 TG

量が plasma TG量と相関すること（r=0.60、P<0.001）[4]が報告され、魚油を

摂取すると肝臓で脂質合成に関わる酵素類の遺伝子発現が減少することが明ら

かにされました。さらに、SDラット（♂）に 10%魚油食（その他の Fat-free）

を投与した研究から、肝臓で FAS の mRNA は 1 日で 70％減少、２-５日で

80-90％減少、ME (Malic enzyme)や PK (Pyruvate kinase)、GK (Glucokinase)

も 1日で 50％以上減少することが報告され[5]、その効果は短期間で発揮される

ことが明らかになりました。 

 さらに、C57BL/6マウス（♂）に７日間５％EPA、あるいは 20%魚油（EPA

が多いサケ油あるいは DHAが多いツナ油）を７日間投与した結果、肝臓におけ
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る脂質合成系酵素（ FAS 、 SCD (Stearoyl-CoA desaturase)1 、 GPAT 

(Glycerol-3-phosphate acyltransferase)、ACL (ATP citrate lyase)、ME、G6PD 

(Glucose-6-phosphate dehydrogenase)、PK）の遺伝子発現の低下とともに、転

写因子 Sterol regulatory element-binding protein (SREBP)-1のmature form

の減少が観察されたが、ヒト SREBP-1c mature formを過剰発現する Tgマウ

スではみられなかったことから、これら脂質合成酵素遺伝子発現の減少は、

SREBP-1 前駆体の mature form へのプロセッシングの減少によることが推察

されました[6]。また、肝臓には SREBP-1a、1c、2が発現しているが、C57BL/6J

マウス（♀）に５ヶ月間高脂肪食としてサフラワー油あるいは魚油を投与した

場合、魚油投与では、肝臓 TG量とコレステロール量が減少し、SREBP-1前駆

体が 90％も減少し、mature SREBP-1も 57％減少すること、一方、SREBP-2

の前駆体は 65％減少したがmature formに変化がみられなかったこと、そして、

mRNA 発現は SREBP-1c が 86％減少したが、SREBP-1a に変化がなかったこ

とが報告され、SREBP-1c が関与していることが明らかになりました[7]。さら

に、60％高脂肪食で 10％魚油-50％サフラワー油食を 1 週間投与すると

SREBP-1前駆体は減少しないにもかかわらずmature formが 50％になり、脂

質合成系の遺伝子の発現も減少すること、魚油の割合が高くなるにしたがい、

SREBP-1 mRNAの発現が減少することから、低濃度の魚油は SREBP-1のプロ

セッシングを阻害し、魚油の濃度が高くなると転写レベルで SREBP-1遺伝子発

現を抑制することが明らかになりました[8]。また、HEK293 細胞を用いた in 

vitro系の研究から、EPAやDHAはSREBP-1cのプロモーター活性を減少させ、

そのためには SREBP-1cのプロモーター領域にある LXR (Liver X receptor)結

合部位(LXRE)が必要であり、LXR は oxysterol が結合することによって RXR 

(Retinoid X receptor)とヘテロダーマーを形成し LXREヘ結合するが、EPAや

DHAは oxysterolの LXRへの結合と競合することで、LXR-RXR へテロダイマ

ーの LXRE への結合を妨げ、SREBP-1c のプロモーター活性を減少させると考

えられました[9]。 

 

（２）DHA・EPA含有魚油による肝臓における脂肪酸酸化増加作用機序 

 Wistarラット（♂）に 12週間 1000mg/day/kg BWの EPAあるいは DHAを

投与すると、EPA は血中 TG 濃度を減少させること、肝臓ではペルオキシソー

ムではなくミトコンドリアに作用し、ミトコンドリアにおけるβ-酸化を活性化

させることで TG合成と分泌を減少させること、そして、DHAにはこれらの作

用はみられないことが報告されました[10]。さらに、Wistar ラットからの

hepatocyteを用いた in vitro系の研究から、100あるいは 200μM EPAがミ

トコンドリアにおける脂肪酸酸化を増加させ、脂質合成と TG 分泌を減少させ

ること、機序の一部は転写因子 PPAR (Peroxisome-proliferator-activated 

receptor)αが関与していること、DHAにはこれらの効果がみられなかったこと
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が報告されました[11]。SDラットから得られた hepatocyteを用いた in vitro系

の研究から、100μM の EPA が PPARαを介した系で UCP (Uncoupling 

protein) -2の発現を 50倍増加させることが示され、フリーラジカルの生成を抑

制していることが示唆された[12]。EPAもDHAもPPAR αに結合することは、

Coactivator-dependent receptor ligand Assay (CARLA)と呼ばれる in vitro試

験系で確認されました（DHA＜EPA）[13]。 

 ところで、脂肪酸酸化は肝臓のみならず筋肉でも行われるが、Wistar ラット

（♂）に 28％(w/w)脂肪食（18％サフラワー油-10％魚油）を 21 日間投与した

場合、肝臓における脂肪酸酸化は顕著に増加したが、筋肉での脂肪酸酸化はコ

ントロール（28％サフラワー油食）を投与した場合より増加するものの肝臓ほ

ど顕著ではなく、やはり肝臓における脂肪酸酸化が主であることが報告されま

した[14]。 

 

（３）DHA・EPA含有魚油による肝臓からの TG分泌抑制作用機序 

 ヒトにおいても DHA・EPA含有魚油の血中 TG濃度減少効果は古くから知ら

れており、15%魚油、10%タンパク質、75%炭水化物食を食べると、２〜３日で

血中TG、VLDL-TG、VLDL-Chol濃度が減少することが明らかになりました[15]。

SDラットから得られた hepatocyte を用いた in vitro系の研究から、EPA、DHA

（ともに 1 mM）処理後２時間で分泌される TG 量、ApoB-48、-100 はいずれ

も減少することが明らかにされ[16]、さらに 5％サケ油を３週間投与したWistar

ラット（♂）の肝臓では、TG 合成、TG 分泌、TG/DG 比が減少し、脂肪酸β-

酸化が増加すること、また、mRNA にほとんど変化はないが分泌される apoB

が 減 少 し 分 解 さ れ た apoB が 増 加 す る こ と か ら 、 apoB 合 成 は

post-transcriptional レベルで減少していることが報告されました[17]。そして、

Wistar ラット（♂）から得られた hepatocyte を、飽和脂肪酸が豊富なパーム

油あるいは n-3 PUFA が豊富な魚油から作製したキロミクロンレムナント様粒

子と 24 時間インキューベーションした結果、VLDL 代謝に関わる HNF 

(Hepatic nuclear factor) -4αのタンパク質量とmRNA発現が n-3 PUFAで減

少し、標的遺伝子である ApoBやMTP (Microsomal TG transfer protein) の

mRNA 発現も減少することが報告され、DHA・EPA 含有魚油が VLDL 分泌抑

制に関わる機序の一端が明らかにされました[18]。 

 

（４）DHA・EPA含有魚油の小腸における作用とその機序 

 ヒトを対象とした研究から、４週間 1 日 4g のサフラワー油、EPA、DHA を

摂取した場合、EPAや DHAでは、食後 TGや apoB-48、apoB-100の減少の他、

キロミクロン TG の半減期、キロミクロンサイズの減少、pre-heparin LPL 活

性減少が見られ、n-3 PUFAは LPL活性を上昇させることでキロミクロンクリ

アランスを増加させることが明らかにされました[19]。PPARα null マウスと
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コントロールマウス（♂）に 400μl EPA あるいは DHA、あるいは WY14643

を投与して６時間後の小腸においては、いずれの場合も共通して脂肪酸酸化、

コレステロール・グルコース・アミノ酸輸送と代謝、小腸運動、酸化ストレス

に対する防御に関する遺伝子の発現が変化することが報告されました[20]。小腸

における魚油の作用機序として、Caco-2細胞及びマウス（♂、C57BL/6）、PPAR

α nullマウスを使った研究が行われ、細胞に関しては DHA処理した場合、マ

ウスに関しては最終en%1.9％あるいは3.7％DHAを含む高脂肪食を投与した場

合、小腸で脂肪酸酸化が増加し、小腸上皮細胞からの TG分泌及び apoB分泌が

減少すること、そして、これらの現象は PPARαを介していることが報告され

ました[21]。 
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