
Doctor White Co.,Ltd.

Doctors Oil
-塗った翌日、赤ちゃんのようなもっちり肌-



商品概要

Asian and Pacific Coconut Community (APCC)で 
最高ランクVCO(Virgin Coconut Oil)に認定されたオイル

Doctors Oil ドクターズオイル　 販売価格　50ml     8,800円（税込） 
　　　　　100ml  16,500円（税込）

原材料：バージンココナッツオイル

成分名 母乳 Doctors oil
カプリル酸 0.3 5.5-9.5
カプリン酸 1.4 4.5-9.5
ラウリン酸 7 44.0-53.0
ミリスチン酸 8 13.0-19.0
パルミチン酸 19.8 7.5-10.5

パルミトレイン酸 3.2 0.0-1.3
ステアリン酸 5.9 1.0-3.0
オレイン酸 34.8 5.0-8.0
リノール酸 16 1.5-2.5

アルファ・リノレン酸 0.6 -
ジモホ-Y-リノレン酸 0.4 -
アラキドン酸 0.6 0.0-0.4

エイコサペンタエン酸 0 -
ドコサエン酸 0.1 -

ドコサペンタエン酸 0.3 -
ドコサヘキサエン酸 0.2 -
カプロン酸 - 0.0-0.8



ドクターズオイルを使った方からこんな声があります！

ドクターズオイルを使って年齢を感じさせない健康的な肌を

しっとりもっちり肌に。 きめが細かくなった。

化粧ノリが良い！ ハリが出て 
シミ・シワが薄くなった。

血流が良くなり 
ポカポカする。

細胞の活性化 
肌の代謝が高まる。

なぜそんなことが可能なのか？ 
原料であるVCO（バージンココナッツオイル）と人間には神秘的な共通点があります。

NEXT▷



人間の赤ちゃんは産まれると腸内にビフィズス菌という菌を持っています。 
ビフィズス菌は、乳酸、酢酸を作り出す菌です。 

実はココナッツはそもそも乳酸菌と酢酸菌を持っています。 

そんな人間と深いところで近しいココナッツから抽出したオイルに 
母乳と同じ成分が豊富に含まれていました。 

母乳は赤ちゃんが産まれて自らを守る為、成長する為の 
スーパーフードです。 

そんな人間が求めている成分である為、 
普通のオイルは浸透せずにベタベタしますが、 
ドクターズオイルは、 
ベタつかずサラサラな感じですーっと浸透していきます。 

細かい粒子はナノ・マイクロスケールで浸透しやすく 
とても肌馴染みが良いです。

人類と同じ菌を選んだ植物、ココナッツと同じ菌を選択した人類



バージンココナッツオイル（VCO）は、ココヤシ（Cocos nucifera L.）の新鮮な熟したカーネル（受粉から12か月齢まで）から得られるもので、 
オイルの性質を変えない程度の熱を利用するか、または、利用しないで、機械的または自然な方法で得られる。 
VCOは、化学的精製や漂白、脱臭を行わない。 
 更なる加工の必要なく、そのままの状態で摂取することができる。 
バージンココナッツオイルは、主に中鎖脂肪酸から構成されており、酸化に対して抵抗性がある。 
バージンココナッツオイルの脂肪酸は、長鎖飽和脂肪酸が主な動物性脂肪とは全く異なっている。 
バージンココナッツオイルは、色がなく、沈殿物がなく、自然で新鮮なココナッツの香りがある。腐敗した臭いや味がしない。

APCC アジアパシフィックココナッツコミュニティー 
ココヤシ原産国18カ国が加盟する国連の外郭団体　に於いて最高ランクVCOの定義

インドネシア農業省 成分分析 製造プロセス



原材料のバージンココナッツオイルは普通のココナッツオイルとは全く違います。

ドクターズオイルに使用している 
Virgin Coconut Oil（VCO）

市販のCoconut Oil・ 
Extraバージンココナッツオイル

原生種 
太古から変わらないDNA 

インドネシアの山間部にある原生種ヤシからなる果実を使用
ヤシの木

ハイブリット種 
人間が大量生産しやすいように遺伝子組み換えを 

したヤシの木 
高さの低い木や実が大きくなるように 

DNAをいじっている
受粉後12ヶ月かけて完熟した果肉 
12ヶ月追熟することで、種子になる。 

発芽して幹を作るための栄養と自らを守るための免疫力が整
う。果肉も分厚くなる。 

そこにオイル成分が入っている。 
1年に1度の収穫 

使用する果実

受粉後3～4ヶ月の果実 
美味しく食べごろ、ココナッツジュースにしても 

飲みやすい。 
しかし栄養はまだ揃っていない。 

1年に3～4回収穫可能。

常温自然発酵分離 
熱を加えない。加水分解をしている。 

果肉にそもそも入っている 
乳酸菌・酢酸菌が脂肪酸を分解して48時間かけて抽出。 

微生物の力で限りなく全ての成分が抽出可能。 
添加物、化学精製、脱臭、脱色、香料など 

一切行っていない。

抽出方法

遠心分離機 
低温圧搾/コールドプレス 

60度以下の熱を加えながら絞り出すように圧搾 
残りかすにも成分が残るので、 

全ての成分を取り除くのは不可能。 
短時間で大量生産が可能。 

化学精製、添加剤、香料など化学の力で調整。

医療用クラス 
世界の医学会で論文3,000以上発表 用途 食べる用・飲む用 

ただのココナッツのオイル
母乳と同じ成分が豊富 

抗菌、抗ウイルス作用、皮膚再生、細胞活性化 
神経修復、ケトン体産生etc 

天然の抗生物質

効能 あまり期待できない。

100ml/15,000円 価格 100ml/1,000～2,000円

同じヤシ油というカテゴリーなだけで、何もかも違います。



How to
《塗る》 

○お風呂上がりの清潔な肌に直接塗り込みましょう。　 
○サラサラとした塗り心地です。 
ドクターズオイルにはブースター（後押し）の役割があります。 
お使いの化粧水と一緒に使うことで、さらなる潤いが期待できます。 

◆化粧水と一緒に保湿オイルとして 
基本的にフェイス、ボディどこにでも使えます。 
お肌の角質層は水と油の層が交互に積み重なっており良いものであっても 
中に入って行かないようにできています。 
しかし、ドクターズオイルは水と油どちらとも相性が良い成分でできているため 
効率よく浸透させることができます。 
優秀な成分が豊富に含まれているドクターズオイルが、あなたをエイジレスな肌へと導くことでしょう。 

◆痒み、肌荒れ、乾燥肌、アトピー性皮膚炎　 
◆デリケートゾーンのかゆみ、膣カンジダ　 
◆膣ケアオイル　膣内にも使える 
◆脇の臭いが気になる方　 
◆火傷、傷痕やその他肌トラブルに悩んでいる方



《飲む》 

○母乳にも含まれているラウリン酸やカプリン酸、 
　カプリル酸などが豊富に含まれています。 
○天然で中鎖脂肪酸(MCT）を60%以上含有しています。 

◆ドクターズオイルプリング 
ティースプーン１杯ほどをお口に含み15～20分間お口の中でグチュグチュして歯茎や歯間などに隠れている 
虫歯菌や汚れなどを引っ張り出しましょう。 
朝、昼、夜の歯磨きのタイミングでするのも良いですね。 
◎口臭・虫歯・歯槽膿漏の予防。　◎細かい汚れが取れて歯が白くなる。　 
◎口内を動かすことで、リフトアップや小顔にもつながる。 

◆コーヒーなどに入れて飲む 
まろやかな味わいになります。 
直接飲むことに抵抗のある方は、コーヒーなどに入れると飲みやすくなります。 

◆ドクターズオイルの母乳に含まれる優秀な成分が、胃や腸内環境を整え、免疫力アップに繋がります。 

◆MCTは脳と心臓の即時的エネルギーとなる為、ダイエットや認知症、糖尿病の方にも 
補助食品としてオススメです。 

How to



VCO 常温自然分離型/ ココナッツオ
イルを使用、約2 ヶ月で完治。
皮膚の損傷や瘢痕（ケロイド）が確認
されず、自然分離型オイルに含まれる
ゼアチンの効果と推測されます。

はるかなクリニック　医学博士 井上隆人
〒810-0022 福岡市中央区薬院2-4-15-603

VCO のもつ高い抗菌性は、紫外線や火傷による皮膚疾患の治療にも、安全で高い
治癒効果があることが確認されています。

Doctors Oilを使った火傷の症例



Doctors Oilを使った火傷の症例

期間　２週間



手と膝裏にできたイボ ヒトパピローマウイルス（Human papillomavirus：HPV） 
期間　1ヶ月

Doctors Oilを使ったイボの症例



Doctors Oilを使ったアトピーの症例

塗って1日での変化 
28歳　女性



再生医療博士　監修
小城 絢一朗 博士 監修 
(Dr Kojou) 
慶應義塾大学 
神経医科学研究所理事長 

Blu-ray・しみとりレーザー 
レーシックレーザー 
脱毛レーザーの開発者 

がん・再生医療・抗加齢医学 
神経医学・感染症など 
幅広い分野で活躍



注目すべき成分　ラウリン酸
バージンココナッツオイル中に44～53%含有。ヒトの母乳中には7%含有。 

受粉後10ヶ月を過ぎたあたりから成分が揃うと言われている。※12ヶ月完熟させる理由はこの為である。 

ラウリン酸は飽和脂肪酸であり中鎖脂肪酸（トリグリセリド） 
ラウリン酸は、他の多くの脂肪酸よりも総血清リポタンパク質を増加させますが、ほとんどが高密度リポタンパク質(HDL)です。 

その結果、ラウリン酸は「飽和または不飽和の他のどの脂肪酸よりも総HDLに有利な効果をもたらす。 
HDLコレステロール（善玉菌）を上昇させLDLコレステロール（悪玉菌）を減少させる。 

ラウリン酸は唾液のリパーゼもしくは汗腺のリパーゼによってモノラウリンへ変換される。 
モノラウリンがすごく優秀で抗菌、抗ウイルス、およびその他の抗菌作用があります。 

モノラウリンは、ウイルスの脂質タンパク質エンベロープに結合することによって脂質コーティングされたウイルスを不活性化し、 
それによって宿主細胞の付着や侵入を防ぎ、感染や複製を不可能にすることが知られています。 

他の研究は、モノラウリンが保護ウイルスエンベロープを崩壊させ、ウイルスを殺すことを示しています。  

モノラウリンは、単純ヘルペスウイルスやクラミジアトラコマチスを含む多くの病原体を不活性化するために研究されている。 
モノラウリンはまた、細菌(グラム陽性とグラム陰性の両方)、酵母、真菌、原生動物に対する有望な効果を示しています。 
大腸菌を含む細菌、カンジダ・アルビカンスを含む酵母、ヘリコバクター・ピロリ(H.ピロリ)、ジャルディア・ランブリア、 
黄色ブドウ球菌(ブドウ球菌)、、およびその他の微生物はすべて科学研究でモノラウリンによって中和されています。 
モノラウリンはまた、人間にライム病を引き起こす細菌であるボレリア・ブルドルフェリとボレリア・ガリニに対して 

抗菌および抗バイオフィルム特性を示した。 
さらに、モノラウリンは薬剤耐性に寄与していないようです。 

"https://en.wikipedia.org/wiki/Monolaurin" 

オイル抽出の過程で発酵することで、ラウリン酸からモノラウリンへの変換率が90%以上上がります。

モノラウリンのその他の効果：神経の修復・再生、皮膚再生、細胞活性化、線維芽細胞に働きかける。 
　　　　　　　　　　脳内のアミロイドベータ毒素の分解（アルツハイマーの原因）

https://en.wikipedia.org/wiki/Monolaurin


自然界最高峰の天然の抗生物質であり、万能薬

インフルエンザウイルス 
コロナウイルス 

ヒトパピローマウイルス(HPV) 
ヒト免疫不全ウイルス(HIV) 

C型肝炎ウイルス 
麻疹ウイルス 
ヘルペスウイルス 
白血病ウイルス 
肉腫ウイルス 
口内炎ウイルス 

エプスタインバーウイルス 
鳥インフルエンザ 

Etc

黄色ブドウ球菌 
MRSA(薬剤耐性黄色ブドウ球菌) 

肺炎球菌 
ヘリコバクター・ピロリ菌 
劇症型連鎖球菌、A,B,F,G 

クラミジア 
アクネ菌 

リステリア菌 
結核菌 
Etc

カンジダ 
白癬菌 

原虫 
ランヴル鞭毛虫

すでに世界の医学会で発表されている薬としての効果 
（論文・エビデンスは3,000を超えています。）

肌トラブル 
ニキビ肌・アトピー性皮膚炎・ヘルペス 
イボ・乾癬・蕁麻疹・水虫・口内炎・喘息 

火傷・日焼け 
擦り傷・切り傷・虫刺され・傷跡

女性 
膣カンジダ・生理痛・性感染症 
HIV/エイズ・子宮頸がん・乳がん 

冷え症・更年期障害・ホルモンバランス

口腔カンジダ・歯周病・虫歯菌 
糖尿病・認知症・大腸がん 

脳梗塞・肺炎・歯槽膿漏・食中毒 
結核・骨粗鬆症・リウマチ 
膠原病/自己免疫疾患・褥瘡

ダイエット・ケトン体体質 
HDLコレステロール/善玉菌 
内臓脂肪分解・ケトン体産生 

便秘・腰痛

シミ・シワ・肌荒れ・乾燥肌 
毛穴のつまり・たるみ 
肌のきめ細やかさ 

口のねばつき・口臭・ワキガ 
髪のパサつき・頭皮の乾燥・ハゲ 

歯のホワイトニング

医療分野 健康分野 美容分野

真菌細菌ウイルス



口唇ヘルペスにドクターズオイルを使った方の声
口唇ヘルペスが出来やすく、処方薬、市販薬でもなかなか治りが遅く 
何か良いアイテムはないかと考えていた時に 
ドクターズオイルに出会いました。 
個人差はあるとは思いますが、私が使用した感想ですが、 
処方薬、市販薬よりもドクターズオイルの方が 
炎症のおさまりがかなり早かったです。 
発症初期の痒みが出始めた段階でドクターズオイルを 
塗布してみたところチリチリとした痒みは数時間でおさまり 
数日で元の状態に戻りました。 
処方薬、市販薬の場合は初期段階で塗布したとしても 
痒み・痛み・出血・カサブタのサイクルを繰り返し 
治るまで３週間近くの時間を要するのが常なので 
これにはとても驚きました。 
先日は起床したら発症していて鏡を見た時に 
唇に梅干しがついているのか？と思えるくらいにまで腫れ上がり 
今にも皮膚が破れて出血しそうな状態になっていました。 
すぐにドクターズオイルを塗ったのですが、 
痛みも痒みも腫れもMAX状態。 
さすがにここまで悪化してしまったら短期間では治らないだろうな 
と諦めていたのですが、 
初期段階の時と同様に数時間で痒みを伴う炎症がおさまり、 
小さなカサブタは出来ましたが１週間ちょっとで 
キレイな唇に戻ることが出来ました。 
ドクターズオイルはロールオンボトルに詰め替えれば 
持ち運びもしやすく普段はリップクリームとしても使えるので 
薬を持ち運ぶよりも楽で良いですネ。 
いざと言う時には鏡を見ないでサッと塗れるし 
私にとっては良いことづくしのアイテムです。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０才　主婦）



昨年末の大掃除をしている時のこと。 
キッチンでスプレー缶のガスを抜こうとして、誤って引火させ 
火傷をしてしまいました。 
”ボンッ！”という音とともに大きな炎が上がり、 
一時はどうなることかと思いましたが、 
幸い何事もなく収まり、火を消し止めたと安堵したら 
顔と腕にヒリヒリと激痛が、、、。 
慌てて流水で冷やすと、前髪も眉毛もまつ毛も一瞬で焼け、 
焦げ臭いにおいと熱くて焼けるような痛みに襲われました。 
どうしよう、、、腕はともかく、顔に跡が残ったら 
もう美容の仕事ができなくなる、、、。 
そんな時に、たまたま私のインスタを見て下さって 
『良かったら、このサンプル使って下さい』と 
この奇跡のオイルDoctors Oil（ドクターズオイル）と 
運命的に出会いました。 
病院でも炎症止のような薬はもらいましたが、 
火傷後のつっぱりと保湿に効くわけもなく、 
わらにもすがる思いでこのオイルを使ってみました。 
すると、５日後、１週間後、２週間後と驚くほどの変化でした。 
今では、顔も腕も火傷したことなど跡形もないくらいキレイになりました。 
あの時、このDoctors Oilに出会えていなかったら、 
今ごろきっとスプレー缶のガスを抜いたことを 
ずっと悔やんでいたと思います。 
あんなに焼けただれて、水ぶくれだらけだったのに、 
まるで嘘のように消え去りました。 
この奇跡のオイル,Doctors Oilは最高です！ 
この感動を１人でも多くの方に知ってもらえたら～と思います。 

火傷にドクターズオイルを使った方の声



販売元：ドクターホワイト株式会社 
福岡県早良区荒江2-8-1 
092-846-1212 

製造販売元：The Abram Aroma Shop 
福岡県福岡市博多区古門戸町4-12 
092-409-9500

その他エビデンスをまとめたサイト 
https://www.baobabvco.com

▼CM動画はこちら▼

公式ホームページ　https://doctorsoil.jp

https://www.baobabvco.com


黄色ブドウ球菌に対するバージンココナッツオイル(VCO)の抗菌および免疫調節剤活性
デジ・カヒヤ・ウィディアニングラム 1、チュク・トリ・ノビアンディ 2、シティ・イシュリーナ・オクタヴィア・サラシア 3


所属
• 	 1  

ジェンバー大学農学部動物科学科Kalimantan 37, Jember 68121, インドネシア。

• 	 2  

動物栄養飼料科学科、動物科学部、ガジャ・マダ大学、Jl.Fauna 3, Karangmalang, ジョグジャカルタ 55281, インドネシア.

• 	 3  

獣医学部臨床病理学科、Universitas Gadjah Mada, Jl.Fauna 2, Karangmalang, ジョグジャカルタ 55281, インドネシア.

• 	 PMID:31673647 PMCID:PMC6817632 DOI: 10.1016/j.heliyon.2019.e02612


アブストラクト

抗生物質には黄色ブドウ球菌に対する感染を阻害する成分がありますが、耐性形態の発生率を最小限に抑えるために賢明な使
用に依存しています。現在の状況を改善するための戦略には、バージンココナッツオイル(VCO)から新しい抗菌剤を見つけるための研究が
含まれます。VCOに含まれる飽和脂肪酸ラウリン酸(LA)(C12)は、抗菌活性を有すると報告された。この研究では、抗菌剤および免
疫調節剤としてVCOの抗菌剤を開発しました。この研究で使用された黄色ブドウ球菌は、インドネシアのリアウの乳房炎ミルク交配エタワヤ
ギから単離され、同定されていた。VCOに対するS.アウレウスの感受性は、スープ希釈法を使用してテストされた。S. aureusの阻害メカニズ
ムは、VCOによる治療後の走査電子顕微鏡(SEM)と、ファゴサイトーシスマクロファージで知られているVCOの可能性によって研究されてい
た。体外検査では、200μl(0.102 % LAに等しい)の濃度でS.アウレウスの成長に対するVCOの抑制効果が確認された。ファゴサイトー化アッセ
イの結果に基づいて、VCOは200μL(0.102%LAに等しい)の濃度で、マクロファージ細胞がファゴサイトS.アウレウスに有意に増加させること
ができる。


この研究は、VCOは細菌細胞壁の破壊メカニズムで黄色ブドウ球菌の成長を阻害し、


食細胞免疫細胞の能力を高めることができると結論付けた。

簡単に言うと、細菌の細胞壁を破壊して免疫細胞がやっつけやすいようにしてあげた。
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バージンココナッツオイルのin vitro抗炎症および皮膚保護特性
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アブストラクト
バージンココナッツオイル(VCO)は、熱帯地域の人々によって何世紀にもわたって伝統的に保湿剤として使用されてきました。臨床研究で
は、VCOは肌に潤いを与え、落ち着かせることで皮膚疾患の症状を改善することが明らかになった。しかし、VCOの機械的作用
と皮膚への利点はin vitroで解明されていない。VCOの細胞毒性(CTC50)は、THP-1(ヒト単球)およびHaCaT(ヒトケラチノサイト)細胞でそれぞ
れ706.53±2.1および787.15±1.1μg/mLであった。VCOは、THP-1細胞でそれぞれTNF-α(62.34±3.2%)、IFN-γ(42.66±2.9%)、IL-
6(52.07±2.0%)、IL-8(53.98±1.8%)、IL-5(51.57±2.6%)を阻害した。HaCaT細胞では、インボルクリン(INV)とフィラグリン(FLG)含有量がそれ
ぞれ47.53±2.1%と40.45±1.2%増加した。VCOはアクアポリン-3(AQP3)、インボルクリン(INV)、フィラグリン(FLG)の発現を増加させ、
HaCaT細胞に適度なUV保護を示した。再建されたヒト表皮(RHE)およびNIH3T3細胞における体外皮膚刺激研究では、VCOは非皮膚刺激剤
(IC50 > 1000 μg/mL)であり、非光毒性(PIF < 2)であることが示された。私たちの研究では、炎症マーカーを抑制し、皮膚バリア機能を高め
ることによって皮膚を保護することによって、VCOの抗炎症活性を実証しました。これは、VCO in vitroの抗炎症および皮膚保護の

利点に関する最初のレポートです。全体として、結果はスキンケア製剤におけるVCOの使用を保証します。

簡単に言うと、UVカット、皮膚バリア、抗炎症作用、スキンケアとして保証する。
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乳がん患者の生活の質(QOL)に対するサプリメントとしての

バージンココナッツオイル(VCO)の影響
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アブストラクト

背景:乳がんはマレーシアの女性の間で最も一般的な癌です。病気とその治療の両方が女性の生活を混乱させ、生活のあらゆる側面に悪影響を
及ぼす可能性があるため、女性の生活の質を変える可能性があります。この研究の目的は、バージンココナッツオイル(VCO)が乳がんと診断
された患者の生活の質(QOL)に及ぼす影響を調べることでした。


方法:これは、マレーシアのクバンケリアン、クランタン、マレーシアのサイン大学病院の腫瘍学ユニットに入院した乳がん患者の将来の研究
でした。サンプルは、単純なランダムテーブルを使用して介入群(n = 30)または対照群(n = 30)のいずれかに割り当てられたIII期およびIV期の乳
がん患者60人で構成されていた。QOLは化学療法の第1サイクルから第6サイクルまで評価され、検証済みのマレーシア語版の欧州がん質調査
治療機関アンケート乳がんモジュール(EORTC QLQ-C30)とその乳房特異的モジュール(QLQ-BR 23)を使用してデータを収集しました。


結果:乳がん患者の平均年齢は50.2歳(SD = 13.5歳)でした。グループ間で機能とグローバルQOLに有意な平均スコア差がありました(α < 0.01)。
介入グループはまた、対照群と比較して、疲労、呼吸困難、睡眠障害、食欲不振などの症状のスコアも高かった。性的楽しみには悪化があり
ますが、介入グループは、身体イメージ、性的機能、将来の視点、乳房症状、全身療法の副作用のための乳房機能と症状スコアの改善を示し
ました。


結論:化学療法中のVCO摂取は、乳がん患者の機能的状態と世界的なQOLを改善するのに役立ちました。
さらに、化学療法の副作用に関連する症状を軽減しました。

簡単に言うと、抗がん剤の能力は生かしつつ、正常な細胞への副作用はVCOが止める。 
高いポリフェノール（抗酸化作用）を有している。
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創傷治癒プロセスにおけるNIH 3T3細胞株に対する増殖とシクロオキシゲナーゼ-2発現
を増加させる加水分解バージンココナッツオイルの活性
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アブストラクト

目的:この研究は、加水分解バージンココナッツオイル(HVCO)が細胞増殖、NIH 3T3のCOX-2発現を増加させる効果を判断することを目的とし
ています。


方法:使用されたサンプルはバージンココナッツオイル(VCO)でした。VCOは、Rhizomucor miehei(sn-1,3位置で活性)のリパーゼを使用して部
分的に加水分解され、遊離脂肪酸、2-モノグリセリドで構成される加水分解VCO(HVCO)を製造した。その後、酸価が決定されました。HVCO
が増殖に及ぼす影響は、MTT法を使用して評価された。創傷治癒アッセイは細胞移動法によって確立され、COX-2発現はRT-PCRを使用して
決定された。


結果:酸価は135.89±0.12mgのNaOH/gオイルで、遊離脂肪酸(FFA)は48.50±0.06%です。生存細胞として見つかった24時間、48時間、および
72時間のインキュベーション後の細胞増殖に対するHVCO 62.5 μg/mLの影響は109.24±0.52%、118.26±0.91%および106.59±0.74%である。
24時間および48時間の潜伏後に閉じた創傷の割合は69.94±0.54%と100.00±0.00%であり、COX-2の発現は1(コントロール)から1.83(HVCO)に
増加した。


結論:結果は、HVCOが細胞の増殖、したがって創傷治癒プロセスを増加させるのに効果的である


ことを示唆している。

簡単に言うと、細胞の活性化を促し皮膚の再生を加速させて傷を治した。 
肌の新陳代謝を加速させるので美容にも効果期待できる。
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肌の保湿のためのバージンココナッツオイルの空のナノおよび微細構造の脂質キャリア
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アブストラクト

バージンココナッツオイル(VCO)は、フェノール含有量、抗酸化活性が豊富で、中鎖トリグリセリド(MCT)を含む最高級のココ
ナッツオイルです。この作業製剤では、VCO固体脂質粒子(VCO-SLP)の特性評価と浸透が研究されている。VCO-SLPは、水溶液中の
溶融ステアリン酸とVCOの超音波処理を使用して調製された。電子顕微鏡画像法は、VCO-SLPが固体で球状の形状であることを明ら
かにした。超音波処理はいくつかの電力強度で行われ、その結果、VCO-SLPの粒径は0.608±0.002μmから44.265±1.870μmの範囲でし
た。粒度は超音波処理の印加電力強度に正比例した。粒子のゼータ電位値は-43.2±0.28mVから-47.5±0.42mVで、良好な安定性を示し
た。最小サイズのVCO-SLP(0.608μm)の累積浸透は3.83±0.01μg/cm(2)でしたが、より大きなキャリアでは減少しました(3.59±0.02μg/

cm(2))。SLPは、VCOの皮膚送達を改善するためのマイクロ/ナノスケールの薬用化粧品運搬
媒体として利用される可能性があると結論付けられています。
→　これは、再生医療の世界で注目されているDDS（ドラッグデリバリーシステム）を有しています。 
DDS とは必要最低限のものを必要な時間、必要な場所へ狙い通りに届けるシステムで必要以上のものは届けな
いため副作用の心配もありません。　※これほどまでの能力が天然で備わっています。

簡単に言うと、VCOと化粧水などを一緒に使うと必要なものはVCO-SLPが送達してくれる。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Noor+NM&cauthor_id=27463789
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Khan+AA&cauthor_id=27463789
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hasham+R&cauthor_id=27463789
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Talib+A&cauthor_id=27463789
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sarmidi+MR&cauthor_id=27463789
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sarmidi+MR&cauthor_id=27463789
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Aziz+R&cauthor_id=27463789
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Aziz+AA&cauthor_id=27463789
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc8676212/
https://doi.org/10.1049/iet-nbt.2015.0041


モノラウリン酸グリセロールはカンジダとガルドネレラのヴァギナリスをin vitroとin 
vivoで阻害するが、ラクトバチルスは阻害しない
クリスティ・L・ストランドバーグ 1、マーニー・L・ピーターソン、インチー・リン、メリンダCパック、デビッド・J・チェイス、パトリッ
ク・M・シュリーベルト
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	 PMID:20008774 PMCID:PMC2812150 DOI: 10.1128/AAC.01151-09

アブストラクト
モノラウリン酸グリセロール(GML)がLactobacillus、Candida、Gardnerella vaginalisヒト膣微生物叢に及ぼす影響を調査しました。以前の研
究では、6ヶ月間のGML治療は、サルの乳酸菌数を変えないことを実証しました。カンジダとG.ヴァギナリスは一般的に女性の膣感染症に関
連しており、多くは慢性または再発しています。体外成長阻害研究では、複数のカンジダ種とG.ヴァギナリスに対するGML(0～500マイクロg/
ml)の影響を決定しました。無作為化二重盲検では、植民地化または感染した女性の膣内細菌叢ラクトバチルス、カンジダ、およびG.ヴァギナ
リスに対するGMLの影響を調査しました(n=36)。女性の自己投与トラバジナルゲルは、2日間12時間ごとに0%(n=14)、0.5%(n=13)、または
5%(n=9)GMLを含む。プッシー綿棒は、最初のゲル投与の前と直後に収集され、最終的なゲル投与の12時間後に収集された。綿棒は
Lactobacillus、Candida、G. vaginalis、およびGMLについてテストされた。500マイクロg/mlのin vitro GML濃度は、テストされたすべての種
で殺虫であり、10マイクロg/mlの濃度はG.ヴァギナリスの殺菌剤であった。女性に膣に適用されるコントロールゲルとGMLゲルは、膣pHま
たは乳酸菌の数を変更しませんでした。コントロールゲルはG.ヴァギナリス数を減らしたが、カンジダ数は減少しなかったが、GMLゲルはカ
ンジダとG.ヴァギナリスの両方を減らした。参加している女性から有害事象は報告されなかった。


GMLは、カンジダとG.ヴァギナリスの抗菌剤です。女性の膣GMLゲルはラクトバチルスに悪影響を及ぼさな
いが、カンジダとG.ヴァギナリスを著しく減少させる。
乳酸桿菌（ラクトバチルス）はヒトの腸内に生息する腸内細菌である乳酸菌の一種で、約30種類ほど知られてお
り、ヒトの免疫の活性化や腸内細菌叢のバランスの改善や整腸などヒトに有益に働いています。 腸内細菌はヒト
の体内に約1000種類、100兆個から1000兆個あると言われており、ヒトの健康に大きくかかわっています。

簡単に言うと、人体にとって有益な細菌は生かし、必要のない細菌は破壊する。
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