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【内部資料】

メラニン色素吸着成分でシミ肌を改善する

天然物由来の素材で肌本来の美白バランスを実現するために

●20年を経て新たな Dr.COSMETICの開発経緯とヒストリー
●美白を阻害するシミのメカニズム（メラニンとシミの関係）
●新発売 新メラニン色素・吸着の新タイプの化粧
●メラニン色素の吸着・排出のメカニズム
●「ABP-21」配合成分
●「ABP-21」の主原料
● Dr. 高橋開発のシミ専用化粧品の使用例
● 「地球・地表からの恵み」鉱物から発見・メラニン色素イオン吸着不思議な化粧品

補完代替医療
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故高橋日出彦・慶大医学部卒の医師と当NPO法人理事
長・山本英夫（元田辺製薬ＯＢ）が当医師の開発したシミ
専用「メラニンバランス化粧法」を世に広げようと1978年に
(株)ビタボナメディカルを設立・代表取締役に就任、「ビタ
ボナ化粧品」が生まれました。
研究・開発は高橋医師、販売戦略は私が行いました。
14年間活動し、ピークの売上高は34億円でした。

（ビタボナ化粧品・8品目）終盤に高橋医師と今田主任研
究員（薬学博士・京大医学部薬学卒）と私で、当シミ専用

■新商品開発の経緯

■シミ取りの重要ポイントは
常にシミ患部に擦りこみ吸着成分が存在すること。

高橋先生は開発後、小ビンに乳液を入れ持ち歩いて
常にシミ患部に擦りこみを何度も行っていました。
出来れば、このように実践して頂ければ、シミも早く消
えていきます。常にシミ部分に塗布を意識。

毛生え薬で有名な「カロヤン」

の開発者です。その他多数特許
取得の素材もありました。

ビタボナ化粧品のシミ専用素材・

アンチポロンもその一つです。
私は15年間一緒に活動しました。

■在りし日の高橋日出彦医師（医学博士）

■ 20年を経て新たな Dr.COSMETICの開発経緯とヒストリー■ 20年を経て新たな Dr.COSMETICの開発経緯

アンチポロン特許が20年で
切れるということで、今田先
生を中心に新素材の開発に
着手していました。
吸着能の強い天然物を探し
製品化しようと、それが今回
の特許申請中の素材です。
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皮膚のターンオーバーは、およそ28日のサイクルで行わ

れる。紫外線を浴びてつくられたメラニン色素も通常は

細胞とともにアカとなってはがれ落ちていく。一時的な日

焼けなら約1ヶ月後には消えるしくみになっている。

1 紫外線を浴びるとメラニンが生成される

■肌の色素沈着シミの正体はメラニン

皮膚の色を決めるメラニン色素はごく薄い表皮（0.1～0.3mmの中に角質層、

顆粒層、有棘層、基底層の４層からなる）の基底層に散在するメラノサイト

（メラニン色素細胞）で造られる。皮膚は紫外線に当たると肌（細胞内の核）

を守るため、通常以上の紫外線の刺激によってメラノサイトが活発化する。

メラノサイト内のメラノソーム内にメラニン色素が大量に造られて有棘層（ケ

ラチノサイト）に放出され、皮膚細胞を守ってくれる。

しかし、メラニン色素が過剰に顆粒層、有棘層に滞留するとシミのもとになる。

■表皮を構成する皮膚層

■美白を阻害するシミのメカニズム（メラニンとシミの関係）■美白を阻害するシミのメカニズム（メラニンとシミ

■角質層のバリア機能

ケラチサイトから変化した核の無い細胞で、

ターンオーバーでアカとなって剥がれ落ちる。

①皮膚表面からほこりや菌などの外部刺激が

体内に入るのを防ぐ。（防御機能）②体の水分

が体外に過剰に蒸散するのを防ぎ乾燥から

守る。（皮膚の保湿機能）

■メラノソームは成熟しステージⅣになるとメラノサ

イトの樹状突起から隣接するケラチノサイトに放出

されメラニン粒子となり、紫外線から核を守る。

2 皮膚のターンオーバー

3 大量のメラニンの滞留がシミに

長時間または強い紫外線を浴びると、メラノサイトの数が

増えメラニンの生成が活発化してできるシミを「日光性色

素斑」と言う。

一方、加齢や紫外線の浴びすぎ・肌への過度の刺激・ス

トレスや肉体的疾患などによるターンオーバーの乱れに

よる新陳代謝の衰えによってできるシミが「肝班」である。

細胞核を守るために多く生成されても、なかなか消えて

いかないメラニン色素。これがシミの正体である。

■ターンオーバーが追いつかなくなると、メラニンが溜
まりシミになる
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●肌の色が明るくなり、白くなる。

●メラニン色素を過剰生産するシロチナーゼの働きを抑制する。

●皮膚の新陳代謝を活発化し、メラニン色素の排出を促進する。

●余分なメラニン色素の吸着・排出をおこなう。

●紫外線をカットして、シミくすみの発症を防ぎ、シミの沈着を抑

制する。

■「ABP-21」の作用反応

メラニン色素吸着排出理論とは・・・・

高橋医師の「メラニン色素吸着排出の理論」は、電解質中で当製品の主成

分はプラスイオンに帯電するため、マイナスイオンに帯電している角質層に

存在するシミのメラニン色素にイオン吸着し、体外へ排出という理論です。

今までにない理論のシミ専用の化粧品です。

＜高橋医師の吸着・排出理論図＞

■新発売 新メラニン色素・吸着の新タイプの化粧■新発売 新メラニン色素・吸着の新タイプの

■美白化粧料「ABP-21」を開発

■特許出願申請中内容

■メラニン吸着・排出化粧料「ABP-21」の配合成分

①水（純水）

②グリセリン

③BG（ブチレングリコール）

④エタノール

⑤加水分解アナツバメ巣エキス

⑥マグワ根皮エキス(桑白皮）

⑦カンゾウ根エキス

⑧白金（プラチナ）

⑨スクワラン

⑩ケイ酸アルミニウム

⑪コポリマー（アクリル酸ヒドロキシエチ

ル/ アクリロイルジメチルタウリンNa）

⑫ベントナイト（アロフェン）

⑬ポリソルベート60

⑭ポリソルベート80

⑮フェノキシエタノール

⑯メチルパラペン

【発明の名称】 アロフェンに糖鎖栄養素を配合してなる美白化粧料

（要約・課題）アロフェン並びに糖鎖構成単糖類を主成分とする、糖鎖栄養素を含

む美白化粧料を提供することを目的とする。

【解決手段】アロフェンおよび／又はマイナスイオン吸着能を有する合成ケイ酸ア

ルミニウムに、糖鎖構成単糖類（N-ｱｾﾁﾙﾉｲﾗﾐﾝ：燕窩）に桑白皮エキスを含むこと

を特徴とする美白化粧料による。
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①水に溶けない無機質を皮膚に塗る
（当製品）ことで人体に極めて安全に
メラニン色素を吸着し体外に排泄します。

■ メラニン色素の吸着・排出のメカニズム

②シミ年齢10年でも3カ月後に当シミ専
用化粧品利用である程度は隠せる

シミ（肝斑）の原因は、紫外線や皮膚への刺激といった快適要因と、精
神的、肉体的疾患による内的要因があります。さらに、その人個人の持
つ皮膚の性質も大きく作用しますから十人十色と言えます。しかも、数
日前の日焼けによってできたごく薄いシミと色素沈着期間10年の人では
おのずと治療日数が異なってきます。

シミはメラニン色素の沈着によって出来るのですから治療法は、メラニ
ン色素の排出、が主とります。そこでメラニン色素を吸着して体外に排
出する吸着剤を配合したシミ専用の乳液を開発しました。

天然の鉱物で粘土質：ベントナイトから精製したアロフェンを吸着剤とし
てさらに配合し、メラニン色素・吸着能を強化しました。その上にメラニン
色素をを異物化することで身体のメカニズムに基き、体外に排出を促進
させます。

シミ年齢 数か月 5年以内 10年以内 10年以上

治療日数 2～3週間 3～4ヶ月 6～8ヶ月 8～10ヶ
月

③生薬抽出物：桑白皮エキスの働
き・・・チロシナーゼ阻害作用がありま
す。

「ABP-21」のメラニン色素への作用メカニズム



■「ABP-21」の主原料
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⑩ 化粧品原料としての
ケイ酸アルミニウム（aluminum silicate）：

■「ABP-21」の主原

表示名称：ケイ酸ＡＩ 成分番号：551165

■アロフェンとは・・
（当社の特許申請記載成分）

火山灰土壌に存在する特有の粘土鉱物。
構造はシート状のアルミニウム（アルミナ）
とケイ素（シリカ）の層で構成されていて、
大きさは3.5～5.0nmの中空の球状。
1つの球に対して約10個の吸着用の細孔
（0.3～5.0nm）が存在していている多孔質
物質です。
高いイオン交換能と有機酸吸着能力を持
つため、様々な有機酸（リン酸）、塩基、水
分、放射性セシウムなどを吸着し、保持す
る性能有しています。ｐＨは弱酸性～中性
（5～7）で、ｐＨの変化に対する緩衝作用が
あり酸性化に強いという特徴もあります。
無臭・無害で、熱に強い特徴。

⑧コロイド白金（プラチナ）成分（Platinum）

⑫ ベントナイト（Bentonite）：

ケイ酸アルミニウムを含む粘土の総称、。
層状のフィロケイ酸アルミニウムを多く含
むため、吸水性とイオン交換性が高い。
陽イオンとしてアルミニウムのほかにナト
リウム、カルシウム、カリウムなどを含む
ものがあり、これらの陽イオン種によって
分類される。

最近の研究では、プラチナのコロイド粒子

はその他の抗酸化剤の抗酸化力を引き上

げる作用があることが明らかにされていま

す。白金の『触媒作用』自分自身は他と反

応しにくいが，自分自身は変化しないで他

のものを反応させる不思議な力をもつ金属

表示名称：：ケイ酸ＡＩ ＩＮＣＬ：Aluminum Silicate

定義：本品は、ケイ酸のアルミニウム塩である。

[化粧品成分表示名称]：ケイ酸(Al/Mg)

[医薬部外品名]：ケイ酸アルミニウムマグネシウム

⑤ 加水分解アナツバメ巣エキス：

「糖鎖」とは60兆個ある細胞の周囲に存在

する産毛のような細胞小器官で細胞のア

ンテナと言われています。燕の巣には、人

の免疫機能と深く関わるシアル酸を有する

良質の糖たんぱく質（シアリル糖たんぱく

質）が豊富に含まれています。燕の巣に含

まれるE.G.F.様物質（Epidermal Growth 

Factor＝表皮成長因子）は、表皮細胞に働

いてその成長を促し、効率よく確実に表皮

を再生させることがわかってきております。

⑥ 桑白皮：

「桑白皮」は『本草綱目』の「桑」の条に「桑

根白皮」の名で収載されています。クワを

原料として作った桑椹酒は不老長寿の効

があるとして現在でも飲まれています。

https://planet-scope.info/rocks/andesite.html
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「MENKENヴィータ・メラスマミルク（シミ専用化粧品）」新発売講演会

鉱
石
が
メ
ラ
ニ
ン
色
素

を
吸
着
す
る
の
？

◆講演：山本英夫理事長・開発者「イオン
吸着・排出鉱物利用のシミ専用化粧品の
開発・研究について」・・メラニン色素吸着
排出理論とは・・20数年前設立した会社の
共同経営者：高橋医師（慶大医学部卒医
師）が提唱した「メラニン色素粒子吸着排
出の理論」。

プロフィール：芦屋JINクリニック院長 奈良県立医科大学卒業
美容皮膚科/美容内科/心療内科/精神科/アンチエイジング科
精神保健指定医師 松竹芸能株式会社所属。
メディア掲載実績 関西テレビ「よーいどん！」、TBS「アッコにお
まかせ」、フジテレビ「直撃LIVEグッディ！」、「女性セブン」「日
刊ゲンダイ」など監修。

◆講演：神三矢先生（美容精神科
医）
「女性の悩み解決！シミ・美白に
ついての基礎知識」 医学的な
見地からの講演。 シミは30才
ごろから増えます。シミ（肝斑）は
紫外線が最も問題。女性ホルモン
も関与。皮膚は28日にて入れ替
わる。原因は活性酸素、タバコ、
ストレス大気汚染。食事が大切。
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〜「地球・地層からの恵み」鉱物から発見～

メラニン色素イオン吸着不思議な化粧品
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『わたしも綺麗・美白に
なりたいのよ！嬉しい・・』

世界の淑女へ日本からのプレゼント！！

鉱
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■シミ専用乳液の使用法

火山活動から地表に堆積した
鉱石には不思議な力を持っています。
人間にも恩恵あり

■地球・地表からの恵み」鉱物から発見・メラニン色素イオン吸着不思議な化粧品■地球・地表からの恵み」鉱物から発見・メラ

■新発売・免研「ヴィータ」メラスマミルク

【配合成分】

①化粧品原料の合成ケイ酸アルミニウム。

メラニン吸着「シミ専用」化粧品として

売り出された製品です。

②ベントナイト（アロフェン類）

③コロイドナノプラチナ

④燕の巣 ⑤桑白皮 ⑥その他

30ml ¥9,000 (税別)
100ml ￥25,000（税別）

◆使用前によく振ってからお使いください。

メラニン色素を吸着して体外に排出する吸着剤：天然の鉱物で粘土質のベントナイ

トから精製したアロフェン等を吸着剤として配合していますので、使用前に拡散する

ため、よく振って分散させ、適量、手の平に出し、シミの部を指先で軽くマッサージし

てから塗布下さい。皮膚に吸収されることなく、皮膚表面に留まり吸着効果を発揮し

ます。◆最もお奨めの美容法

就寝前にクレンジング、洗顔フォームで汚れを落とします。暖かいタオルをシミ部分

中心にして覆い10数秒して、気になるシミの部分に軽く刷り込むように塗布、その後、

シミ部分を中心にマッサージにて再度、吸着成分の導入を促します。

◆短期間でシミ改善をしたい方は、上記の顔面やシミの部分をケア後、シミ
専用乳液を塗布。市販の絆創膏などでシミ部分をカバーし表面を乾燥しない
ように約5時間(就寝中)貼ったままにすることが最良の短期間改善法です。

ここがポイント



一般社団法人免研アソシエイツ協会
TEL:06-6945-3520
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