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代表

最近の食品機能研究の目覚ましい発展によって、食品機能因子の生体作用メカニズムが分子レベルで解明され、
数多くの研究データ・知識が集積されてきました。食品機能は疾病予防やアンチエージングだけでなく、がん治療
などの治療医学と組み合わせることで治療効率の向上や副作用抑制を図る補完医療への応用など新しい食品機能応
用分野の開拓も可能となってきました。このような食薬融合的な医療の推進には、今後益々、機能性食品因子その
ものの研究のみならず、食品因子と医薬品の相互作用、作用の類似性、相違性などを明らかにして行くことが重要
です。本シンポジウムは食品機能の予防医療、治療補完医療への応用を目標に、その基礎となる酸化ストレスと食
品因子、がん、生活習慣病および認知症と食品因子、食品因子の抗老化作用とその分子作用機構、さらに食品機能
のサプリメント、機能性食品への応用などのテーマをとりあげ、国内外の第一線研究者による最新の研究成果の発
表と総合討論を行う場として開催されます。
この興味深い研究分野、研究テーマに興味を持たれる多くの方々が本シンポジウムに御参加いただき、この美し
く食の豊かな新潟で世界各地からの研究者と科学的、文化的交流を深められることを祈念しております。
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Topics :

大会会長

小西

徹也

医食同源の分子背景
疾病予防戦略としての抗酸化とアンチエイジング
補完医療用食品作用の分子機構
可食植物の抗がん性とその食品応用
カロリー制限類似作用をもつ食品因子

詳細については、WEB サイトをご覧下さい。

http://www.shinsen.biz/INS6TH/
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●閉会式
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Establishment of the new treatment and preventive method for
lifestyle-related disease using Bio-Activating Advanced Nutrients
(BAANs)
1)

Susumu Satoh1),2)
Japan Advanced Institute of Science and Technology Ishikawa Japan
2)
Y’s Corporation Co. Ltd. Tokyo Japan

Recently lifestyle-related diseases such as diabetes, hypertension, fatty liver,
hyperlipidemia, and obesity is increasing in not only the developed country but also the
developing countries, and the mortality rate by the obstacle of cerebral blood vessel and
cardiovascular diseases derived from lifestyle-related diseases is becoming almost
equivalent to the mortality rate by cancer. These diseases cause are considered as
change of the life style and westernization of the meal. Periodical exercise and dietary
instruction are carried out for treatment, however, it is difficult to continue both
methods and therefore cannot but depend on the symptomatic therapy by the drug. In
this case, patients have to be taking medicine throughout life, and that it will bicome a
big problem in respect of medical economics and QOL.
The treatment and prevention had been accomplished like words of "Isyoku Dogen
(mean : medicine and one's daily diet are equally important for a healthy body) " in the
oriental medicine from ancient times by taking in natural foods.
Since visceral fat is known to cause lifestyle-related diseases, we aimed at
consuming visceral fat as an energy source, and aimed at activating a cell. We have
researched to select active ingredients out of natural food compositions, and have
examined whether the combination could improve lifestyle-related disease.
Finally, L-arginine, ω-3 unsaturated fatty acid and ribonucleoteides (RNA) were
selected as ingredients which decompose visceral fat and then activate cells, and those
combination was named "Bio-Activating Advanced Nutrients (BAANs)". To evaluated
the effects of BAANs, the clinical trial by patients of lifestyle-related diseases was done
by treating the substituted food containing “BAANs” for three months.
Even if carried out neither diet nor exercises, our purpose was that lifestyle-related
disease can improve in the usual life style. So, in this clinical trial, intervention in all
diets or exercises was not carried out, but the effect of only having substituted food
taken in once per day in the usual life has been discerned.
After treatment, a high effect was seen in liver function, abnormality of blood
pressure, serum triglyceride and glucose level from after one month. It is suggested that
this treatment was effective for treatment / the improvement of lifestyle-related diseases
significantly.
Notable points is that the expression of adipocytokines (up-regulated adiponection
expression and down regulated PAI-1 expression) and visceral fat become to be
normalized after treatment. The unfavorable symptoms such as the physical condition
change with being seen in Low Calorie Diet (fall of physical strength and the
physiology, hypoalimentation-related fatty liver, rebound, etc) were not recognized for
during the period and convalescence.
In this symposium I present detail of these clinical results and I would like to also
introduce future.
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Bio-Activating Advanced Nutrients （BAANs）を用いた
新しい生活習慣病の治療および予防方法の確立
1)

佐藤 晋 1),2)
北陸先端科学技術大学院大学
2)
株式会社ワイ’ズ

近年、先進国のみならず発展途上国でも糖尿病、高血圧、脂肪肝、脂質異常症、
肥満などの生活習慣病が増加してきており、国内では生活習慣病由来の心臓お
よび脳血管障害による死亡率が癌による死亡率とほぼ同等になってきている。
これらの生活習慣病は夜型のライフスタイルへの変化と食事の西洋化のより引
き起こされているといわれている。治療法として定期的な運動や食事の指導が
行われているが、いずれの方法も継続するのが難しく、薬剤による対症療法に
頼らざるを得ないのが現状である。しかしながら、薬物療法は一生薬を飲み続
けなければならず、QOL の面でも医療経済学的にも大きな問題になりつつある。
古来より東洋医学では「医食同源」の言葉のように、天然の食材を摂取するこ
とで病気の治療や予防が行われてきた。内臓脂肪は生活習慣病を引き起こす原
因であることが知られており、我々は「内臓脂肪を消費させ、細胞を活性化さ
せるエネルギー源として用いる。」ことを目標に研究を開始した。
先ず、天然の食品成分の中から生体を活性化させる成分を選び出す検討を始め、
どのような組合せが生活習慣病の改善に効果があるのかの検討をおこなった。
最終的に L-アルギニン、ω-3 多価不飽和脂肪酸およびリボ核酸（RNA）の組
合せが内臓脂肪を分解し、細胞を活性化する成分として選び出され、これらの
成分の組合せを『Bio-Activating Advanced Nutrients （BAANs）』と名付けた。
BAANs の効果を検証するために、BAANs 成分を含む代替食による三ヶ月の臨
床試験を主に生活習慣病患者を対象に行った。運動や食事の指導などない通常
の生活で生活習慣病を改善することを目標とし、運動および食事への介入は一
切せずに、１日一回代替食を服用するのみのシンプルな臨床試験で効果の確認
を行った。
その結果、肝機能、血圧、血清脂質、血中グルコースなどの測定値において１
ヶ月後から高い効果が見られ、３ヶ月後にかけて低下した。この結果は、BAANs
が生活習慣病の治療および改善に対して有意に効果があることを示唆した。
特に注目される点は、肝機能の改善、アディポサイトカインの発現の正常化（ア
ディポネクチンの発現の上昇、PAI-1 の発現の減少）、および内臓脂肪量が大幅
に減少したことであった。
一方、低カロリーダイエットで見うけられる好ましくない事象（体力や生理機
能の低下、低栄養性の脂肪肝、リバウンドなどの副作用）は試験期間中および
試験後においても全ての被験者で見られなかった。
本シンポジウムでは、これまでに実施された臨床試験の結果について報告する
とともに、今後の進め方についても紹介したい。

