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健常な糖代謝維持に関わる栄養素選択と摂取バランス
十分かつ適切なバランスの栄養摂取は、良好な健康

糖尿病と亜鉛代謝の関連性

状態の維持だけでなく、身体構造の栄養的管理ととも

インスリンを分泌する膵β細胞は、生体内でも特に

に消化器系等、様々なシステムの最適な機能にとても

豊富に亜鉛を含有している。亜鉛は、膵β細胞において

重要である。

インスリン結晶の形成に必要であり、様々な研究から、

健常な糖代謝の維持に対しては、身体全般の健やかな

糖尿病と亜鉛代謝異常の関与が示唆されている。

機能をサポートするビタミンやミネラル、その他微量

亜鉛の吸収は腸管上皮に発現する亜鉛輸送担体によっ

元素に加え、ハーブなどの付加的サポートをもたらす

て調節され、吸収後は血中でアルブミンやトランス

栄養素が注目を集めている。

フェリンなどと結合して輸送される。亜鉛はさまざま
なタンパク質と結合し、タンパク質の構造形成には重

糖代謝の変動は、体内における糖化の程度に影響す

要である。過剰な亜鉛は細胞にとって有害となり得る

る。糖化最終産物(AGE)は、糖への曝露後に糖化され

が、亜鉛輸送担体は、細胞内の亜鉛濃度を高度に調節し

たタンパク質や脂質で、通常の加齢過程においても生

ている。

成することがあり、各種細胞におけるAGEの存在は、

亜鉛欠乏状態では、膵β細胞のインスリン顆粒が減少

細胞内・外の構造や機能に影響する。AGE形成の阻害

し、インスリン分泌に影響を与える。膵β細胞の活発な

には、正常な血糖レベルの維持が必要である。クロム

ATP合成ではフリーラジカルが蓄積しやすいが、亜鉛

は耐糖因子(GTF)に不可欠な構成成分であり、適切な

が酸化ストレスの除去に関与することにより、膵β細

糖代謝に重要とされる。GTFの形成および健常な糖代

胞を保護しているとも考えられている。また、亜鉛欠乏

謝に対しては、十分なクロムの補給が必要である。

はインスリン分泌だけでなくインスリン抵抗性にも影
響を与えるという報告がある。

ギムネマ抽出物は、アーユルヴェーダ植物由来の成分

糖尿病患者における血清亜鉛濃度の低下は軽微なこと

で、膵臓ランゲルハンス島β細胞(以下、膵β細胞)を助

が多いともいわれるが、米国での前向きコホート研究

けることが知られている。
また、
健常な腸での糖吸収の

では、亜鉛摂取不足がヒトの糖尿病発症リスクになり

維持をサポートするとも考えられており、ヒトや動物

得ることを示唆している。

の研究により、すでに健常な糖代謝のサポートに有用
なことが示されている。
研究から、
微量元素のバナジウ
ムが、脂質および炭水化物代謝を含む多くの生理系に
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Product on the Paper
Gluco-Support Formula™

品
番 ：84075-120
価
格 ：8,800円(税別)
内 容 量 ：120粒入 1日4粒／30日分

グルコ-サポート フォーミュラ™

血糖値の低下、維持を目的としたフォーミュラ
ハイドーズ、ファインバランスのビタミン・ミネラルに、目的に合わせたブレンドパッケージを加えるとい
う、独特な方法で作られたマルチビタミン・ミネラルで目的に合わせた最善の栄養補給が可能です。
【グルコ-サ
ポート フォーミュラ™】は、血糖値の低めの維持に貢献すると言われる成分をハイドーズでバランスよく配合
した、血糖値の低下・維持を目的としたフォーミュラです。
主成分含有量（4粒あたり）
成分名

含有量

ビタミンＡ....................................................................1,500
β-カロテン ..................................................................9,000
ビタミンＣ....................................................................1,000
ビタミンＤ3 .................................................................... 1.25
ビタミンＥ....................................................................134.0
ビタミンＢ1..................................................................... 50.0
ビタミンＢ2..................................................................... 25.0
ナイアシン....................................................................... 120
パントテン酸................................................................150.0
ビタミンＢ6..................................................................... 25.0
ビタミンＢ12 .................................................................100.0
葉酸 ................................................................................. 800
ビオチン .......................................................................... 300
カルシウム....................................................................... 300
マグネシウム................................................................... 300
亜鉛 ................................................................................ 20.0
セレン .............................................................................. 200

μg
μg
mg
μg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
μg
μg
μg
mg
mg
mg
μg

成分名

含有量

銅 ....................................................................................... 2.0
マンガン ......................................................................... 15.0
クロム .............................................................................. 200
カリウム.............................................................................. 75
モリブデン.......................................................................... 50
ボロン....................................................................................1
バナジウム ......................................................................... 25
トレースミネラル............................................................ 100
イノシトール ...................................................................... 75
コリン.................................................................................. 20
シトラスバイオフラボノイドコンプレックス.......................... 100

mg
mg
μg
mg
μg
mg
μg
μg
mg
mg
mg

特別ブレンド................................................................... 500 mg
（以下１０種含む）
ニガウリ抽出物、
ギムネマ抽出物、
ハコベ加工品、
タンポポ加工
品、
キンポウゲ抽出物、
アセチル-L-カルニチン、
レモンバイオフ
ラボノイド、
プロアントシア二ジン、
リポ酸、
コエンザイムQ10

Zinc

品
番 ：200061-90
価
格 ：2,600円(税別)
内 容 量 ：90粒入 1日1粒／90日分

ジンク

抗酸化作用と免疫力強化
亜鉛は皮膚の生成や免疫力維持に不可欠なミネラルです。また、亜鉛は血
糖調整ホルモンであるインスリンの構成成分でもあり、味覚や嗅覚を正常
に保つ働きにもかかわっています。また、男性では、前立腺と精液に比較的
多くの量の亜鉛が存在します。体内のどの部分よりも前立腺内の組識に亜
鉛が濃縮されて存在しています。適量の亜鉛の摂取は、良性前立腺肥大症を
予防すると言われています。

主成分含有量（1粒あたり）
成分名

含有量

亜鉛 ........................................ 30.0 mg

●患者様に合わせた指示箋ができる、

オーダーメイド分包サービスです。
患者様の満足度がより高くなります。
●在庫負担がありません。
●商品のお届けは、クリニック様お届けと
患者様直送からお選び頂けます。
●ラベルデザインや容器も
色々お選び頂けます。

03-5530-2212

