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バクテリオファージ研究から生まれた新発想アクネケア
イスクラファージ Skin Balance シリーズ 
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バクテリオファージは、皮膚微生物叢のバランスを
調節する役割があり、近年注目が高まりつつあります。
そんなバクテリオファージを日本で初めて
アクネケアに活用したのが『イスクラファージ』です。



植物エキスとファージのダブル使いでニキビに根本的アプローチ。

イスクラファージ Skin Balance 洗顔料
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イスクラファージ Skin Balance 美容液

植物由来の弱酸性石鹸素地を使った
アミノ酸系洗顔料。

洗浄力や泡立ちがマイルドなので、肌を
いたわりながら、しっとり感を残して

洗い上げることができます。
また、ニキビ肌に配慮して、イスクラが
独自に厳選した和漢植物エキスを配合。
しっかりと潤いをチャージし、ニキビの

できにくい肌へと導きます。

日本で初めてアクネケアに
バクテリオファージを活用。

製品中のバクテリオファージは、
アクネ菌や黄色ブドウ球菌といった
ニキビ原因菌のみに選択的に作用。
正常な菌バランスに戻すことで、

健やかな肌へと導きます。

◀使いやすいアクアジェル
タイプ。肌にすっと馴染む

テクスチャー。

◀トロッとしたテクス
チャー。キメの細かい泡が
優しく汚れを落とします。

容量：30ml、200ml
希望小売価格（税込み）：1,650 円（30ml）、3,080 円（200ml）
抗炎症成分：アラントイン , グリチルリチン酸２Ｋ
洗浄成分：ココイルグルタミン酸ＴＥＡ, コカミドプロピルベタイン , ココイルサルコシ
ンＮａ, コカミドＤＥＡ 
保湿成分：ヒアルロン酸 Na、ジグリセリン , ＢＧ, セラミドＮＰ, ペンタステアリン酸ポ
リグリセリル -１０, ステアロイルラクチレートＮａ, ベヘニルアルコール ,ＰＥＧ-３２, 
ポリクオタニウム -５２, クララ根エキス , ワレモコウエキス , ムラサキ根エキス , カミ
ツレ花エキス , セージ葉エキス , トウキンセンカ花エキス , トウキ根エキス , オトギリソ
ウエキス , ベタイン , ＰＣＡ-Ｎａ
防腐剤：メチルパラベン , フェノキシエタノール
その他成分：水、クエン酸 , セテアレス -６０ミリスチルグリコール , ＥＤＴＡ-２Ｎａ, 
エタノール

容量：15ml、50ml
希望小売価格（税込み）：2,200 円（15ml）、4,400 円（50ml）
皮膚コンディショニング剤：DNA（バクテリオファージ由来）
保湿成分：グリセリン、トウキンセンカ花エキス
防腐剤：メチルパラペン、プロピルパラペン
その他成分：水、（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（C10-30））クロスポリマー、
水酸化ナトリウム
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バクテリオファージ（ファージ）
人の体表には多くの種類の微生物が存在し皮膚微生物叢（マイクロバイ
オソーム）を形成しています。皮膚のマイクロバイオソームは皮膚免疫
システムの調節に影響していることが判明しており、いわゆる健康な微
生物叢を維持することが皮膚疾患の発症抑制に重要と考えられています。
中でもバクテリオファージ（ファージ）は、宿主とする細菌に特異的に
感染するウイルスですが、溶菌的に働くことでマイクロバイオソームの
バランスを調節する役割があり、近年注目が高まっています。（図１）

イスクラファージSkin Balance 美容液

図１　ファージの感染プロセス

①ファージが細菌に遺伝子を
注入します。

②ファージの遺伝子が複製さ
れます。

④娘ファージが細菌を溶かし
て、外に出ます。

③ファージの構成成分が合成
されます。

耐性菌の出現抑制

それぞれのファージは特定の範囲の細菌しか退治することができま
せん。幅広い範囲の細菌に対応できるように複数の種類のファージ
を組み合わせたファージ混合液（ファージカクテル）を作成する必
要があります。
複数の種類のファージを組み合わせることで、幅広い範囲の細菌に
対応できるようになるだけではなく、耐性菌の出現を抑えることが
できます。
イスクラファージには、異なるレセプターを用いる 60 種類のバクテ
リオファージが含まれており、アクネ菌や黄色ブドウ球菌をはじめ
とするさまざまなニキビ原因菌に対応しております。

図２　複数のファージによる大腸菌O157:H7 の増殖抑制1

LB 培地 5 ml に菌体前培養液
を 1/100 播種し、波長 600 
nm における吸光度（OD600）
が 0.1 に達した時、ファージ
を感染多重度（MOI）が 10 
となるように添加。その後、
培養液の OD600 経時変化を
測定。

単独のファージでは遅くても 10 時間後には耐性菌の出現に
よる OD600 の増加が確認された一方、異なる耐性機構を獲
得するファージを混合すると、単独で用いた時に比べ長時間
抑制することができたと報告されています（図２）
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in vitro 抗菌力試験

■概要
黄色ブドウ球菌（NBRC 13732）、アクネ菌（GAI5419）をそれぞれ塗抹
した寒天培地を試験平板とし、イスクラファージ Skin Balance 美容液を
試験平板中央に滴下。黄色ブドウ球菌を塗消した試験平板は 37℃±1℃
で 24 時間好気培養し、アクネ菌を塗消した試験平板は 37℃±1℃で２日
間嫌気培養。試験菌の生育の有無を判定した。

■実施機関
 （一財）日本食品分析センター

写真１　検体（黄色ブドウ球菌） 写真２　対照（黄色ブドウ球菌）

■培養終了時の試験平板

5 6写真３　検体（アクネ菌） 写真４　対照（アクネ菌）

対象：赤ニキビを有する 20-39 歳の男女 80 症例（平均年齢：25.79 歳）
試験方法：試験開始日より終了日までの７日間、イスクラファージ
Skin Balance 美容液を１日２回朝晩に使用。観察項目は、使用期間
中の写真による改善度判定、被験者の印象評価。
実施機関：株式会社マクロミル、イスクラ産業株式会社
■被験者の印象評価
＜7 日間使用後の赤ニキビの状態＞

＜症状が改善するまでにかかった日数＞

日本国内の症例

1 日目 ３日目 ５日目

■代表症例（28 歳女性）

＜製品使用による効果実感の有無＞
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海外の症例（ロシア）2 パッチテスト（日本国内で実施）

被験者：女性 21 人（年齢：42.5 ± 9.4）
概要：皮膚にイスクラファージ Skin Balance 美容液を 24 時間接触
させた後、1 時間後および 24 時間後の皮膚状態を目視判定し、被験
品の皮膚一次刺激性を評価。
実施機関：株式会社きれいテストラボ

■判定集計表

症例２
16～29 歳の座瘡患者 20 人を対象に、イスクラファージ美容液を 1
日 2 回、 1 ヶ月間塗布した。ジェル使用後、体全体若しくは一部分に
おける痤瘡の数は開始時点と比較して 26.1％減少した。

症例１
対象：レーザー処置を受けた 31～64 歳の患者 20 人
概要：レーザー処置の後、実験群はイスクラファージ Skin Balance 美容
液、対照群はパンテノールを用いたスプレーを使用。レーザー処置の前、
2 時間後および 1 週間後に色素評価※1 とドップラー測定※2 を実施。
結果：実験群は色素評価指標、ドップラー指標のいずれも変化せず、炎
症反応は見られなかった一方、対照群では初期値より色素評価指標は
31.6％、ドップラー指標は 36.7％増加した。

参考文献
1 島田拓哉 , et al. " 複数のファージによる大腸菌 O157: H7 の増殖制御 ." 化学工学会 研究発
表講演要旨集 化学工学会第 36 回秋季大会 . 公益社団法人 化学工学会 , 2003.
2 А.Ю.Зурабов, et al. "Фаговый препарат" Фагодерм" и перспективы его 
использования в дерматологии и косметологии." Вестник эстетической медицины 
11.3 (2012): 56-63.

※1　Glossymeter GL200® を用いてジェル使用前後の皮膚表面光沢度を比較した。
※2　レーザー光を生体組織中に照射したときに赤血球で散乱される光のドップラーシフト周波
数の広がりから組織血流量を推定するレーザードップラーフローメトリー (LDF) 法を利用。

日本国内の症例

被験者：座瘡患者 24 人（年齢：20.8 ± 10.06）
概要：イスクラファージ洗顔料および美容液を 1 日 2 回、７日間使用。
使用後、顔における痤瘡の数は開始時点と比較して 49.57％減少した。
実施機関：茅ヶ崎 mama クリニック

実験群 対照群

使用前 2 時間後 １週間後 使用前 2 時間後 １週間後
指標 / 群

色素評価
（充血）

ドップラー
（微小循環）

54,1±2,1 55,3±1,5 51,7±2,5 50,7±6,8
66,7±4,1
(↑31,6%)

55,2±4,0

24,5±2,7 24,6±2,5 24,0±3,0 14,7±2,0 20,1±1,1
(↑36,7%)

17,8±1,4

海外の症例（ロシア）2
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