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様々な機能性を秘めた素材
便秘改善からヘアケアまで

水素焼成サンゴパウダーの第一人者

研究者の立場から聞く

で活性水素の問題点を解
決できます。
――安全性については大
丈夫なのでしょうか？
川村 問題ありません。
ゼオライトや小麦粉など
は使用せず、サンゴパウ
ダー１００％にこだわっ
ています。もちろん安全
性についても試験をして
おり、重金属やヒ素は検
出されず、大腸菌群など
も陰性、アレルギー表示
も無しという結果が出て
います。それに加え、水素焼成サ
ンゴパウダーには生体組織に近い
ミネラルがバランス良く豊富に含
有しています。
――「水素焼成サンゴパウダー」
――活性水素と活性酸素の関係性 強力な抗酸化作用を示します。
と特徴について教えてください。 ――活性水素の問題点はあります の訴求ポイントとは？
川村 安全であることと、長時間
川村 活性水素はマイナスを帯び か？
た電子を持っています。さらに大 川村 活性水素は水素水などにも 体内で還元作用があることです。
きさも 分の１ナノメートルと最 含まれています。しかし、水素は また、 分の１ナノメートルと水
も小さ分子です。そのため他の抗 空気に触れればすぐに還元力を 素は非常に小さいため、体の隅々
酸化作用が期待されている成分で 失ってしまいます。体内に取り込 にまで届きます。体内で水素を放
は通過できない細胞膜にであって んでも短時間で消失してしまうと 出した後は、サンゴの多孔質とい
も通過します。そして、細胞内に いった課題点があります。そのた う特性で体内の余分な物を吸着
ある活性酸素を除去してくれま め活性水素を体内で長時間にわた し、体外に排出する働きがありま
す。特徴的なのが活性酸素には何 り発生させることが必要となって す。活性水素による力で老化をは
種類かあります。活性酸素は体を きます。
じめ、体の隅々まで活性酸素を還
守ってくれる働きもありますが、 ――その問題点を解決したのが川 元することで細胞が正常に働き、
過剰に発生することで生活習慣病 村先生が研究されている「水素焼 体内はもちろん体の末端部分にま
や老化などの原因となると考えら 成サンゴパウダー」だと聞きまし で効果が期待できます。
そのため、
れています。特に「ヒドロキシル たが。
髪や肌などに関してもアプローチ
ラジカル」と「スーパーオキサイ 川村 はい。サンゴ粒をナノテク できるのではないでしょうか。ま
ドアニオンラジカル」は過激とい 技術で親水性のあるパウダー状に た、活性酸素の異常発生の ％
う意味のラジカルがつくように体 して特殊な技法で多孔質構造の中 が腸内で発生すると言われてい
にとって有害な活性酸素です。一 に水素を焼成させて開発したのが ます。
「水素焼成サンゴパウダー」
方、
「一重酸素」
「過酸化水素」の 「水素焼成サンゴパウダー」です。 が長時間体内で還元作用が有する
活性酸素は病原性ウイルスや病原 水に溶けたときに抗酸化力の強い ことで、腸内での活性酸素の異常
菌を殺す優れたものです。
「水素 活性水素を発生します。また、酸 発生に対して活性水素が抗酸化力
焼成サンゴパウダー」はリアルタ 素が少ない環境では長時間にわ を発揮するすることが期待されま
イムに発生する過激的な活性酸素 たって持続し続ける性質を持って す。
に対し、持続的に還元することで います。８～ 時間持続しますの ――ありがとうございます。

﹁水素焼成サンゴパウダーの特徴﹂

水素市場の中で注目されているの
が「水素焼成サンゴパウダー」
（写
真）だ。
ヒト臨床試験によるエビデンス
データを揃えている点や実際に医
療現場で使用されている実績が
ある。
「水素焼成サンゴパウダー」
の魅力のひとつは水素最大のキー
ワードである抗酸化作用が長時間
体内で発生することがひとつめ。
二つ目にあげられるのが、サンゴ
の中に水素を閉じ込めている「水
素焼成サンゴパウダー」は、サン
ゴの多孔質の特徴も持つことで腸
内のデトックス効果も期待されて
いる点だ。三つ目が安全性が確保
されている点だ。
また、発表されたエビデンス
データによると便秘改善、ダイ
エット、排尿、むくみ、冷え性、
睡眠、疲労、寝起き、体力増強、
皮膚疾患、肌荒れなどの改善例が
報告されている他、育毛、白髪の
改善効果についても報告されてお
り、様々な訴求ポイントを有する
素材として脚光を浴びてきてい
る。
各専門家から、これらの機能性
と「水素焼成サンゴパウダー」に
ついて、さらには医療現場で使用
している先生からインタビューを
試みた。各専門家の見解について
レポートしていく。

小紙調べで推定２００億円規模の「水素市場」
。抗酸化、還元をキーワードに健康・美容関
連商材に訴求している。エビデンスデータも徐々に拡充してきており、その機能性が明らかに
なってきている。水素市場の中でも地位を確立してきたのが
「水素焼成サンゴパウダー」
だ。
「水
素焼成サンゴパウダー」について、そして各専門家から水素と抗酸化の関係、近年揃ってきた
エビデンスデータをもとに「水素焼成サンゴパウダー」の魅力と可能性に迫ってみる。

水素焼成サンゴパウダーに迫る

小学生でも知っている元素のひ
とつが水素。最も軽く小さい元素
であり、宇宙の元素の４分の３は
水素である。この水素について、
近年注目を浴びてきている。水素
単体のことを水素分子（水素ガ
ス）であるが、この水素が健康・
美容関連での重要キーワードであ
る「抗酸化作用」を有しているこ
とが分かってきたためだ。
水素関連商材の中では
「水素水」
と呼ばれる飲料水が主流となって
おり、
「水素水」に関する論文も
出てきていることも後押しとなっ
て、ここ２、３年で「水素水」の
市場が伸びてきている。しかし、
水素水の課題としてあげられてい
るのが水素が揮発してしまうこと
だ。水素ガスは空気中にも含まれ
ているが、
「水素水」の特徴は水
素ガスが多く水の中に溶存してい
るかどうかだ。この水素ガスが水
から抜けてしまっては普通の水と
変わらないのだが、すぐに水素ガ
スは揮発しや
すい。
さらに、
飲んでも体内
で長時間水素
ガスが保たれ
ているのかが
重要となって
くる。
また、論文
などのエビデ
ンスが出てき
ているが、ま
だヒト臨床試
験など十分な
エビデンス
データが揃っ
ているわけで
はない。
そのような
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ヘアケアについて 月６日～ 日にかけて
歳以上の男女を対象にモバイルアンケート
を行った︵有効回答数８０３人︶
。
その結果、左のグラフ３のようの髪に関し
ての悩みやトラブルを抱えていること人が
８０３人中、
「はい」と答えたのが５８８人
で全体の ％と非常に多いことが分かった。
そこで、実際にどのような悩みやトラブル
なのかを把握することを目的に訊ねた結果を

10

先生

賢司

示したのがグラフ２。１位にランクインした
のが「抜け毛」で２８５ポイント、次いで２
位に「薄毛」が２３０ポイントと続いており、
「抜け毛」
、
「薄毛」
、
「細髪」などの発毛、育毛、
養毛に関する悩み、トラブルが計６７２ポイ
ントとなっていることが確認され、多くの人
が悩みを抱えているようだ。
そこで注目して欲しいのがグラフ３であ
る。髪に良いとされる成分の第６位に
「水素」
がランクインしており、ヘアケアサプリメン
ト素材として有望な成分であることが推測さ
れる。一般消費者からも認知されつつあり、
徐々にその機能性が認知されつつあることが
示された。

ポイント

用の心配もなく、安心して
患者様にオススメできると
ころに惹かれたからです。
――どのように利用されて
いますか？
二木 薬と併用して水素焼
成サンゴパウダーを使用し
ています。例えば、副作用
の少ない薬と「水素焼成サ
ンゴパウダー」を併用して
もらっています。そうする
ことで、強い薬を使用する
ことによる副作用の心配が
減り、患者様も安心感を抱
いてくれます。あとは、薬
で治療した後の治療後の
フォローとしても利用して
いだいていますね。治療し
て健康になっても、また発
二木 「水素焼成サンゴパウダー」
の試験結果を見て驚きました。抜け
毛、白髪、皮膚疾患、肌荒れなどの
改善例があって私も一層より安心し
て患者様におすすめできます。それ
以外にもこんなにも改善例が報告さ
れるとは想定していませんでした。
――「水素焼成サンゴパウダー」今
後の可能性について考えを教えくだ
さい。
二木 抗酸化作用が期待されるとい
うことは老化に関する多くの問題の
改善が期待されると思います。そし
て、薬と違って副作用といった危険
性も無く、安心して利用できること
は、医療関係をはじめ様々な場面で
活躍するのではないでしょうか。活
性酸素によって起こる疾患や問題の
改善によって、健康や美容関連の多
くの面で活躍する可能性を秘めてい
ると思います。患者様からも好評で
すし、これから、さらにエビデンス
の拡充、そして医療現場での実績を
積んでいくことを期待しています。
――ありがとうございました。
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︻問い合わせ先︼
株式会社ヘアーインベスト
☎０３︱５４２２︱９６７４
︻原料販売代理店︼
株式会社エース・トレーディング
☎０３︱６２２５︱２５１６
担当：日高

設問２：設問１で「はい」と答えた方にお聞きします。どのよう
な悩みやトラブルですか？当てはまるものを３つ選んで
ください。

注目素材の「水素焼成サンゴパウダー」

医学博士 川村

グラフ２
グラフ２
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はい
73％

先生

昇平
医学博士 二木

＜プロフィール＞
東京理科大学卒業。 元北里大学薬学部准教授。
医学博士（東京医科大学）。
1940 年、青森県生。
現在、
（株）東京理科学技術研究所所長、
（学）
産業技術学園理事、淅江中医大学客座教授、日
本バイオ技術教育学会専務理事、日本薬理学会
学術評議員、日本トキシコロジー学会評議員、
株式会社ヘアーインベスト学術顧問
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いいえ
27％

＜プロフィール＞
医学博士、皮膚科専門医。
1946 年生まれ。
77 年東京慈恵医大大学院医学研究所（皮膚科学科）
終了。 79 年東京都久留米市にて二木皮膚科を開
業。 虎ノ門診療所副院長も兼任。 日本皮膚科学会
会員（皮膚科専門医認定）
。 日本東洋医学会会員 ( 専
門医認定 )、日本泌尿器科学会会員他。

症しないためにも健康維持をサポー
トするのに優れていると思います
よ。特に、好評なのが髪の毛で悩ん
でいる人ですね。薬と併用している
患者様からは人気です。
――「水素焼成サンゴパウダー」の
エビデンスデータを見た感想を教え
てください。

73

専門家も注目素材「水素焼成サンゴパウダー」の魅力
完全
Report

果が高いということはその分副作用
も強いということです。皮膚疾患の
患者や抜け毛などのＡＧＡに対して
の薬を使っての治療は可能であって
も、副作用によって他の疾患にか
かったり、寿命を縮めてしまっては
元も子もないと考えています。その
点、水素焼成サンゴパウダーは副作

設問１：現在、髪に関して悩みやトラブルを抱え
ていますか？

抗酸化作用をキーワードに盛り上がる水素市場

副作用の心配がないため安心
薬との併用で患者からも好評
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グラフ３
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――水素焼成サンゴパウダーを使用
した理由は？
二木 医者として、早く治療し完治
するためには強い薬を使用するのが
効果的です。特に重傷な疾患を持っ
ている患者さんには、どうしてもス
テロイドなどの効果が高い薬を使用
しなくてはなりません。しかし、効

グラフ２

実際に医療現場で「水素焼成サンゴパウダー」を使用し
ている二木皮膚科の二木昇平先生に「水素焼成サンゴパウ
ダー」
の使用方法とその魅力についてインタビューをした。
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グラフ１

１部：410円（税、送料込）
注目素材
2013年4月25日発行号

Special Report ～ 医療現場から～
水素について、２月４日 次いで「疲労回復」で、僅
から 日にかけて、 歳以 差で３位になった「エイジ
上の男女を対象にしたモバ ングケア」と続いている。
水素の特徴的機能性であ
イルアンケート「水素に関
「抗
する意識調査」を実施︵有 る抗酸化作用が１位、
効回答数１８６４件︶
。そ 酸化作用」と関連した機能
「エイジングケア」
の結果、グラフ１のように 性である
認知度は ％となってい が３位にランクインしてい
る。この中で特徴的なのが
る。
この設問１において「は 「整腸作用」が１２０ポイ
い」と答えた人に水素に関 ントで４位に「ヘアケア予
する効果を知っているかを 防」が ポイントと６位に
訊ねたのがグラフ２にな ランクインしている点が興
る。１位は「抗酸化作用」
、 味深い結果となった。

150

2013年 4月25日号
毎月第1・第3火曜日発行
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b

先生

素は発生し、活性酸素を除去
するための成分が重要視され
ています。
――抗酸化作用を持つ成分や
素材について教えてくださ
い。
千葉 広く知られているのが
ポリフェノール、コエンザイ
ムＱ 、ビタミンＣ、Ｅなど
があげられます。また、近年
ですと活性水素が注目され
ています。
（水素についても）
ヒト臨床試験により、活性水
素を飲むことにより、活性酸
燃やすために使われます。そ 素が消去されているという
の過程で酸素のほとんどは水 データが多くてくると、健康
になって安定化します。しか 維持・増進の役立つ素材とし
し、酸素の一部は活性酸素に て、さらに注目されてくると
なってしまうのです。また、 思います。また、近年では、
ストレスを感じたとき、放射 水素は他の機能性も示されて
線や紫外線を浴びたとき、白 きていることも聞いており、
血球が細菌を殺すとき、タバ 今後が楽しみです。
コの煙を吸ったときにも発生 ――ありがとうございまし
します。様々な場面で活性酸 た。
10

エビデンスからみる専門家による
水素焼成サンゴパウダーへの可能性

a

一敏

＜プロフィール＞
健康栄養食品協会 理事
NR( 栄養情報担当者 ) 協会  副理事長
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰｽﾀｯﾌ研究会 代表世話人

薬剤師・ＮＲ 千葉

まず、
私が強調したいのは、
安心・安全であるということ
です。それが大前提で、もち
ろんその検査もしています。
その結果、安全であると確信
がありましたから、今回、臨
床試験を行う運びになったわ
けです。
そしてその結果は、各先生
様方がお話して頂いたように
様々な可能性を秘めている魅
力ある素材であるということ
です。このほど発表した臨床
試験によっても機能性の幅広
さを裏付ける結果となったと
思います。
多くの病気の元となる活性
酸素、これを除去する「水素
焼成サンゴパウダー」
。さら
にサンゴの持つ力、この二つ
が合わさって体の中から、そ
して体の末端にまで改善され
ている臨床例が今回出まし
た。
腸内にまで水素焼成サンゴ
パウダーが届き、そこで強力
な抗酸化作用をもつ活性水素
を長時間発生、
体の中を巡り、
最後は多孔質のサンゴで腸内

の余分なものをデトックスし
ていると推測されます。
そのために、便秘の改善例
やそして体の末端組織である
髪の毛に関する改善例が報告
されたと考えております。
もちろん、まだ課題点はあ
ります。これからもさらにエ
ビデンスデータを取得してい
く必要がありますし、機能性
やメカニズムの解明なども研
究していく必要があります。
しかし、安心・安全である素
材であるということは、デー
タからもはっきり分かってい
ます。
今回の臨床試験においても
副作用といった報告はされま
せんでした。一方で改善例に
ついてはたくさん報告されて
います。
安心・安全である水素焼成
サンゴパウダーは、様々な健
康食品、美容商材にも採用さ
れております。さらに、医療
現場でもヘアケアの治療に使
われている実績もあります。
様々な場面で活躍できる可能
性を秘めた素材です。

安心で安全であることが第一
体の末端部分の髪にまで期待

活性酸素と髪の関係性について表
したのが左の図になる。活性酸素が
毛母細胞に影響を与えることで、毛

除去するというのは非常に興
味深いと思います。そして、
ミトコンドリアにまで抗酸化
作用が期待できるという点は
素晴らしいです。
――それでは、今回のエビデ
ンスの結果は田澤先生の考え
を裏付ける結果になったとい
えるのではないでしょうか？
田澤 私もこのエビデンス
データの結果を見て驚きまし
た。疲労回復や体力増強の結
果を見て私がやってきたこと
は間違っていなかったと自信
を持って言えますね。さら
に、水素焼成サンゴパウダー
は長時間にわたり水素を発生
させるのですね。私がオリン
ピック選手の体調管理をして
いた当時、水素焼成サンゴパ
ウダーを知っていたらもしか
したら使っていたかもしれま
せん。それほど期待と可能性
を持った素材だと思います。
――ありがとうございまし
た。

根周辺皮脂が過酸化脂質になったり、
薄毛の原因、活性酸素が色素細胞の働
きを弱めてメラニン色素が作れなくな
り白髪の原因のひとつとされている。
また、活性酸素は毛母細胞を攻撃する
ことで毛髪の生成を抑制してしまうこ
とで薄毛の原因としてもあげられてい
る。
さらに、活性酸素が血管壁細胞の脂
質やコレステロールを酸化させること
で血流障害が引き起こされ、血流障害
の弊害として起こる薄毛などにも関与
していると言われている。

活性酸素と髪の関係性

――活性酸素はどのように発
生するのでしょうか。
千葉 呼吸によって取り込ま
れた酸素のほとんどは、細胞
のミトコンドリアで栄養素を

水素が注目される理由
活性酸素の特徴について
――水素が注目されているの
は何故でしょうか。
千葉 水素が注目されてきた
要因のひとつとして活性酸素
を除去する力があげられま
す。活性酸素は病気に大きく
関わっていると言われていま
す。活性酸素は体にとって身
体を守ってくれる有益な働き
をしますが、一方で正常な細
胞を傷つけ、ガン、動脈硬
化、糖尿病、炎症などの生活
習慣病や花粉症などの様々な
疾病の発症に関与していると
考えられています。また、老
化の原因のひとつとして活性
酸素が関係しているという説
もあります。そして、この活
性酸素には何種類かあります
が、その中でも「ヒドロキシ
ルラジカル」は酸化力が強い
活性酸素です。
水素はこの
「ヒ
ドロキシルラジカル」に反応
して酸化力を消滅させる作用
の還元力、つまり抗酸化作用
があることで注目されていま
す。

――水素が良いと考えられて
いるのはどのような点なのか
を教えてください。
田澤 活性酸素を除去するこ
とだと思います。特に運動す
る人は呼吸することが多くな
り必然的に酸素を多く吸って
しまいます。そして活性酸素
が発生してしまいます。です
から私はスポーツ選手は短命
だと言われているのもそれが
所以なのではないかと考えて
います。
――水素焼成サンゴパウダー
に着目した点は？
田澤 長時間作用する還元力
です。長期間にわたり水素が
発生することは魅力的です。
特に
「ヒドロキシルラジカル」
を還元してくれる「水素焼成
サンゴパウダー」には非常に
期待しています。酵素などで
「ヒドロキシルラジカル」以
外の活性酸素を除去するもの
がありますが、除去酵素のな
い「ヒドロキシラジカル」を

先生

賢次

田澤

先生

後においても還元が認められ
ているのが左下の図だ。水道
水２００㏄に「水素焼成サン
ゴパウダー」を１ｇ
混入し、
測定した結果、混入したすぐ
直後から還元力を示してお
り、さらに 時間後において
も、還元力が持続しているこ
とが認められた。
この結果から、長時間にわ
たり、還元作用を有すること
が示され、体内においても還
元力を有することが示唆され
た。
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オリンピック選手の体調管理がきっかけ
スポーツ面や疲労回復への展望を語る
――水素のよさに気づかれた
のはいつでしょうか？
田澤 ＪＯＣ強化スタッフと
してオリンピック選手の体調
管理をしていたことがあるの
ですが、そのときに水素水を
選手に飲ませていたことが
きっかけです。選手たちも水
素水の良さに気づいていて積
極的に飲んでいましたよ。そ
のおかげで 年前のソルトレ
イク冬季オリンピックのクロ
スカントリースキーの ㎞耐
久レースで初めて 位に入賞
できました。このときに水素
水は素晴らしいと思いまし
た。
――具体的にどのような声が
選手からありましたか？
田澤 私が聞いたところで
は、疲れにくくなった、疲労
回復が早くなったと声があり
ました。私の目から見てもそ
のように選手たちの体調管理
にとても役立ったと感じてい
ます。
6

賢司

Pick up
＜プロフィール＞
富山医科薬科大学名誉教授（現 富山大学）。
青森県生
JOC 強化スタッフ委員。 日本アーユルヴェー
ダ学会前理事長。 富山県スポーツ医科学的ト
レーニング推進委員会委員長。水の科学研究会
代表。

医学博士 川村

16
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b

16

機能性と安全性明らかに

・ストレス

頭痛感、眠気、めまいなど）
と副作用 （身体症状、
動悸、
息切れ、口渇、発汗、性欲減
退、嘔吐、下痢、食欲不振な
ど）の安全性項目についても
確認された。その結果、副作
用 、副作用 ともに確認さ
れた対象者はいなかった。こ
のことから安全性についても
副作用などがないことが示唆
される結果となった。
これらの結果から「水素焼
成サンゴパウダー」には、幅
広い機能性を有することが示
唆され、安全性につ
いても担保されてい
ることが示された。
また、還元電位測
定結果により 時間

老廃物

a

のが左の表になる。
表から見てわかるように便
秘改善、ダイエット効果、排
尿改善、むくみ改善、睡眠改
善、疲労回復、寝起き改善、
育毛効果、白髪改善、肌荒れ
改善、皮膚疾患改善など様々
な改善例が報告された。特に
顕著にだったのが寝起き改善
で、単純有効率 ・１％と最
も高い数値を示した。肌荒れ
も ・２％と非常に高い数値
を示す結果となった。
また、同試験ではこれらの
機能性の他に副作用 （精神、
神経症状、気分高揚、頭痛、

（恒常性）

医学博士・薬学博士

「 水素焼成サンゴパウダー」
の最新のエビデンスデータと
して「モニターによる水素焼
成サンゴ飲用の臨床評価」が
２０１３年３月に発表され
た。
同試験の対象は 人（男性
人、女性 人）に対象者の
既往歴の把握と試験前の健康
状態（カウンセリングによる
聞き取り調査）と試験後の一
般体感の記録で比較した。そ
の結果、
「水素焼成サンゴパ
ウダー」を飲用し始めてから
２週間以内で体感を感じた人
数とその単純有効率を表した

ホメオスターシス維持

しがちなカルシウムをはじめ
マグネシウム、カリウムなど
の豊富なミネラルがとてもバ
ランスよく入っています。こ
れらのミネラルは生きていく
うえで欠かせない成分です。
日本人に不足しがちな栄養素
を補給し、さらに栄養と腸内
環境の改善が期待できそうで
すね。
――エビデンスデータを見た
感想は？
田口 面白い結果ですね。便
秘改善例があることは腸内環
境も良くなったと推測できま
す。他にも多くの結果が出て
て今後が楽しみです。
――ありがとうございまし
た。

体内毒物

58

などの体内の余分なものを吸
着し、体外に排出する働きが
期待できます。こうした機能
性は、腸のデトックス効果に
も活かされるのではないで
しょうか。

腸内をキレイにすることが健康のカギ

＜プロフィール＞
東京薬科大学大学院修了。薬理研究のため数々
の留学を経て、昭和 56 に東京薬科大学にて薬
学博士号取得、平成 14 年には東京医科大学に
て現代病のアレルギー研究で医学博士号を取
得。現在、有限会社カンズ研究開発研究所長。
健康栄養補助食品協会理事などをつとめる。
有害菌

31

カルシウムやミネラルが豊富
多孔質のサンゴで腸内浄化へ

40

田口茂先生
・老化
腸内有用菌

45

活性酸素異常発生の 90％は腸内 !?

多孔質のサンゴが腸内
——
をきれいにするということで
すね。
田口 サンゴが腸の中をキレ
イにするだけでなく、水素の
力による還元作用も期待でき
るのではないでしょうか。ま
た、サンゴには日本人が不足

・偏食

14

――腸の重要性について教え
てください。
田口 近年の食生活の欧米化
などの理由によって、動物性
の脂肪やタンパク質などの過
剰摂取によって腸内環境の悪
化が指摘されています。この
腸内環境と健康や美容は大き
く関係しています。例えば日
本食特有の善玉腸内細菌のエ
サになる食物繊維を多く含む
穀物や野菜、果物などの摂取
量が減少したことを反映して
いるのか 歳代での大腸ガン
が増加しています。これらの
腸内環境を整えるのに腸内の
毒物を除去することが重要に
なってくると思います。
──注目素材として「水素焼
成サンゴパウダー」がありま
すが、期待できることを教え
てください。
田口 この素材は、多くの穴
が開いている多孔質構造をし
ていると聞いています。多孔
質構造素材の特徴として、余
分な脂質、老廃物、化学物質
・化学部室

17

モニターによる水素焼成サンゴ飲用の臨床評価
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