
・・・・血中脂質上昇血中脂質上昇血中脂質上昇血中脂質上昇
・・・・インスリンインスリンインスリンインスリン抵抗性抵抗性抵抗性抵抗性
・・・・脂肪細胞肥大化脂肪細胞肥大化脂肪細胞肥大化脂肪細胞肥大化
・・・・インスリンインスリンインスリンインスリン分泌不全分泌不全分泌不全分泌不全

脂質代謝脂質代謝脂質代謝脂質代謝
異常異常異常異常

高脂肪食高脂肪食高脂肪食高脂肪食
高高高高カロリーカロリーカロリーカロリー摂取摂取摂取摂取

肥満肥満肥満肥満、、、、糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病、、、、
動脈硬化動脈硬化動脈硬化動脈硬化のののの
発症発症発症発症・・・・病態病態病態病態のののの進展進展進展進展

食事療法食事療法食事療法食事療法
薬物療法薬物療法薬物療法薬物療法

食品因子食品因子食品因子食品因子

環境因子環境因子環境因子環境因子によるによるによるによる生活習慣病発症生活習慣病発症生活習慣病発症生活習慣病発症とととと
食品因子食品因子食品因子食品因子によるによるによるによる改善改善改善改善のののの可能性可能性可能性可能性

環境因子環境因子環境因子環境因子

未病診断未病診断未病診断未病診断とととと食品因子食品因子食品因子食品因子によるによるによるによる抗肥満評価法抗肥満評価法抗肥満評価法抗肥満評価法にににに、、、、ニュートリゲノミクスニュートリゲノミクスニュートリゲノミクスニュートリゲノミクスとととと共共共共ににににプロテームプロテームプロテームプロテーム
解析解析解析解析、、、、特特特特にににに「「「「抗体抗体抗体抗体チップチップチップチップ」」」」によるによるによるによる評価法評価法評価法評価法がががが期待期待期待期待されているされているされているされている。。。。
（（（（例例例例：：：：アディポネクチンアディポネクチンアディポネクチンアディポネクチン、、、、レプチンレプチンレプチンレプチン、、、、mcp-1、、、、PAI-1、、、、IL-6、、、、UCP2、、、、ACOX1、、、、PLN などなどなどなど））））





中日新聞記事中日新聞記事中日新聞記事中日新聞記事

※※※※記事中記事中記事中記事中ののののセサミノールセサミノールセサミノールセサミノール
ははははセサミノールセサミノールセサミノールセサミノール配糖体配糖体配糖体配糖体をををを
示示示示していますしていますしていますしています。。。。

2006.5.13
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カカオカカオカカオカカオ製品製品製品製品とととと他他他他のののの食品食品食品食品とのとのとのとのポリフェノールポリフェノールポリフェノールポリフェノール含量含量含量含量のののの比較比較比較比較

Scalbert A. and Williamson G. J.Nutr. , 130, 2073-2085, 2000
Vinson, J. A.;Proch, J.;Zubik, L J Agric Food Chem 47:4821-4.; 1999.
Adamson, G. et al. J Agric Food Chem 47:4184-8.; 1999.
Natsume, M.;Osakabe, M., Osawa, T.,  et al., Biosci Biotechnol Biochem 64:2581-7.; 2000.



アポアポアポアポE欠損欠損欠損欠損マウスマウスマウスマウス

～～～～動脈硬化動脈硬化動脈硬化動脈硬化ののののモデルモデルモデルモデル～～～～
Science, 258, 468-471 (1992)

25wks Normal 25wks Apo E KO

BW 27 g
T-Cho 57 mg/dL
TG 59 mg/dL

BW 50 g
T-Cho 440 mg/dL
TG 225 mg/dL

カカオマスポリフェノールカカオマスポリフェノールカカオマスポリフェノールカカオマスポリフェノール（（（（CP））））投与投与投与投与によるによるによるによる動脈硬化抑制動脈硬化抑制動脈硬化抑制動脈硬化抑制
- 酸化酸化酸化酸化マーカーマーカーマーカーマーカーのののの陽性染色部位減少陽性染色部位減少陽性染色部位減少陽性染色部位減少 -

ヘキサノイルリジンヘキサノイルリジンヘキサノイルリジンヘキサノイルリジン (過酸化脂質由来過酸化脂質由来過酸化脂質由来過酸化脂質由来ののののモノクローナルモノクローナルモノクローナルモノクローナル抗体抗体抗体抗体)

ジチロシン（過剰な炎症反応由来のモノクローナル抗体）

明治製菓明治製菓明治製菓明治製菓とのとのとのとの共同研究共同研究共同研究共同研究

アポアポアポアポE欠損欠損欠損欠損 +0.25% CP        +0.40% CP 野生型野生型野生型野生型



アスタキサンチンアスタキサンチンアスタキサンチンアスタキサンチンをををを含含含含むむむむ天然資源天然資源天然資源天然資源とととと含量含量含量含量

ハワイハワイハワイハワイにおけるにおけるにおけるにおけるアスタキサンチンアスタキサンチンアスタキサンチンアスタキサンチン製造製造製造製造プラントプラントプラントプラント
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◎◎◎◎ 抗酸化作用抗酸化作用抗酸化作用抗酸化作用
W.Miki Pure&Appl.Chem., 63, 1991
N.Shimizu et al., Fisheries Science, 62, 1996

◎◎◎◎ 血液脳関門血液脳関門血液脳関門血液脳関門・・・・網膜関門網膜関門網膜関門網膜関門をををを通過通過通過通過
Nagaki,Y. et al.,J. Trad. Med., 19, 2002
Coral-Hinostroza, G.N. et al., Comp.Biochem.Physi ol.C Toxicol.Pharmacol., 139, 2004

◎◎◎◎ がんにがんにがんにがんに関連関連関連関連するするするする作用作用作用作用
Chew,B.P. et al,  Anticancer Res., 19, 1999
Jyonouchi,H. et al., Nutr.Cancer, 36, 2000

◎◎◎◎ 抗炎症作用抗炎症作用抗炎症作用抗炎症作用
Kurashige,M. et al., Physiol. Chem. Phys., 22, 1990
Lee,S.J. et al., Mol.Cells, 16, 2003

HO

O

O

OH
アスタキサンチンアスタキサンチンアスタキサンチンアスタキサンチンのののの生理機能生理機能生理機能生理機能

◎◎◎◎ 神経細胞神経細胞神経細胞神経細胞のののの酸化障害酸化障害酸化障害酸化障害をををを抑制抑制抑制抑制
Liu, X and Osawa, T., BBRC, 357, 187-193, 2007

エリオシトリンエリオシトリンエリオシトリンエリオシトリン；；；； レモンフラボノイドレモンフラボノイドレモンフラボノイドレモンフラボノイド

レモンレモンレモンレモン果実内果実内果実内果実内のののの含量含量含量含量 （（（（１１１１00g00g00g00g中中中中））））

果皮果皮果皮果皮 171  mg171  mg171  mg171  mg

果汁果汁果汁果汁 17.4  mg17.4  mg17.4  mg17.4  mg

種種種種 微量微量微量微量

OOOO

OOOOOOOO

CHCHCHCH3333
OOOO

OHOHOHOHOHOHOHOH

OOOOCHCHCHCH2222

OOOO

OHOHOHOH

OHOHOHOH

HOHOHOHO

HOHOHOHO HOHOHOHO

OHOHOHOH
OHOHOHOH

レモン果実から単離された抗酸化成分

ビタミンビタミンビタミンビタミンCCCC （（（（果汁果汁果汁果汁）））） 40404040 mgmgmgmg

ポッカコーポレーションポッカコーポレーションポッカコーポレーションポッカコーポレーション（（（（株株株株））））とのとのとのとの共同研究共同研究共同研究共同研究



250 mg

5 grams

150 grams

MARKET STAGE 
BROCCOLI 3-DAY SPROUTS

FREEZE-DRIED
SPROUT EXTRACT

All preparations contain the same quantity 
of detoxication enzyme inducer activity

成熟ブロッコリー

発芽後３日の新芽

フリーズドライの新芽の抽出物

これらすべての試料に含まれる解毒酵素の誘導活性は同等

パパイアパパイアパパイアパパイアととととワサビワサビワサビワサビからからからから単離単離単離単離したしたしたした強力強力強力強力なななな解毒酵素誘導物質解毒酵素誘導物質解毒酵素誘導物質解毒酵素誘導物質




