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特許
褐色脂肪組織の測定方法及び測定装置 (公開番号 2015-077387)
※褐色脂肪組織を簡易に評価する方法の考案を行った。従来の方法と異なり被曝を伴わな
い方法である。
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現在の研究の紹介
・機能性食品摂取による褐色脂肪活性化・増量の検討
食事を摂取すると白色脂肪は大きくなり肥満の原因となる。一方で、褐色脂肪はエネル
ギーを消費する機能を有するため、褐色脂肪の活性化や増量による抗肥満効果が期待され
ている。機能性食品摂取による褐色脂肪の活性化や増量を目標としている。
・褐色脂肪の描出化や定量化の検討
褐色脂肪は抗肥満効果が期待されているものの現在の評価法である 18FDG-PET/CT は被
曝を伴う問題があるなど制限があるため、エビデンスの蓄積は不十分である。そこで、近
赤外線分光法や超音波法を用いて非侵襲かつ簡便な褐色脂肪の描出・定量化法の考案を目
的としている。考案された方法は、褐色脂肪活性化・増量による肥満対策に応用する。
・認知機能改善を目指した食品摂取法の検討
アルツハイマーなどで知られている認知機能の低下は社会的にも大きく取り上げられて
いる。現在、アルツハイマー病や軽度認知障害を対象に基礎研究を行っている。今後、基
礎研究の結果を踏まえて、食品摂取による認知機能改善を目指す。
・脂質異常症を対象とした生活習慣病の予防法・治療法の考案
国立病院機構京都医療センターに設置されている脂質異常症外来の患者を対象に、自律
神経機能、遺伝子多型(個人差)、生活リズムを評価し、個人に適した生活習慣病改善のため
の食生活リズムの提案を行っている。
・機能性食品についての検討
機能性食品の安全性の確認や介入による評価を行っている。
・アスリートに対する食事の提案
アスリートの競技力向上には健康的な食事が不可欠である。アスリートへの食事提供は
種目毎に適した量・組成に設定する必要なことはよく知られている。しかし競技種目や個
人の体質による食事に関するエビデンスは限られている。そこで、個人の生活環境や体質
を評価し、個人に適したアスリート食「量・質・タイミング」の開発を行うことを目的と
している。
（平成 29 年 5 月現在）

