
  
  表面加工玄米の食べやすさに関する探索的ランダム化クロ

スオーバー試験

  誌名 日本栄養・食糧学会誌
ISSN 02873516
著者名 荒木,理沙

松浦,文奈
藤江,敬子
中田,由夫
鈴木,浩明
橋本,幸一

発行元 日本栄養・食糧学会
巻/号 69巻5号
掲載ページ p. 249-255
発行年月 2016年10月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



日本栄養・食糧学会誌第 69巻第5号 249-255(2016) 
|研究ノート|

表面加工玄米の食べやすさに関する

探索的ランダム化クロスオーバー試験

荒木理沙*，l，松浦文奈 L2， 藤 江 敬 子 1

中田由夫 I，鈴木浩明 3，橋本幸一 1

(2016年4月5日受付;2016年5月 18日受理)

要旨:玄米には様々な微量栄養素や機能性成分が含まれ，肥満や生活習慣病の予防における有効性も示唆さ

れている。しかし玄米の普及率は低く，主な原因として食味の影響が考えられる。表面加工玄米は，玄米

の食味改善を目指して作られた玄米であり，その継続摂取可能期間や食べやすさを玄米と比較する各期4週

間の探索的なランダム化クロスオーバー試験を実施した。対象は 40-64歳の健常男女 10名(男性4名，女

性 6名)とし，期間中は試験食摂取状況等の記録を義務付けた。開始時と各期終了時に身体計測，早朝空腹

時採血，質問紙調査を行った。両試験食とも期間中の脱落はなかった。対象の 80%は玄米に比べて表面加

工玄米が食べやすいと評価した。また，表面加工玄米の「継続日数スコア」は，玄米に比べて高い傾向にあっ

た (p=0.068)。

キーワード:表面加工玄米，玄米，継続摂取，食味，クロスオーバー試験

玄米は精白米に比べて食物繊維や微量栄養素，y-オリ

ザノール，y-アミノ酪酸に富み，肥満や生活習慣病の予

防効果，整腸作用などを有することが報告されてい

る1-3)。近年，健康志向の高まりにより国内外で玄米食

が注目されているものの，農林水産省『食料品消費モニ

ター調査t)で「購入している米の種類」を玄米と回答

した人は全体の 18%に過ぎず，玄米食が普及していな

いのが現状である。

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構で

は，全粒粉を配合した製パンの風味向上を図るため，穀

粒の表面に微細な擦過傷をつける加工技術を開発し

た5)。また，この技術を玄米に適用し玄米の食味を改

善した揚精歩留 99.5%以上の表面加工玄米6)を新規に開

発した。揖精歩留 95-96%の半っき米は，微量栄養素や

食物繊維の含量が白米の約倍量であり，白米よりも玄米

に近いことが報告されている7)が，表面加工玄米はさら

に掲精歩留が高く，より玄米に近い栄養組成であると考

えられる。

玄米が主食として選択されにくい主な原因として，白

米に比べて玄米の外観，におい，歯触り，粘り気の官能

評価が低いこと8)の他，浸漬時聞を含めた炊飯時間の長

さ9)が影響していると考えられる。この点が改善された

表面加工玄米は，曙好性や利便性が高い健康志向型の食

品として普及する可能性がある。近年，わが国では米の

消費量および生産量が減少している10)ことから，表面加

工玄米の普及は，国産農作物の付加価値を高め，農林水

産業の活性化を目指す上で意義深いと考えられる。

表面加工玄米の普及拡大においては，表面加工玄米の

継続摂取可能期間や食べやすさの検証が不可欠である

が，表面加工玄米を用いた継続摂取試験に関する先行研

究はこれまでにない。そこで，本研究では，表面加工玄

米の継続摂取可能期間や食べやすさ，継続摂取に伴って

変動する因子について，玄米と比較する探索的なランダ

ム化クロスオーバー試験を実施した。

実験方法

1.対象

試験参加者は，地域情報誌，筑波大学内に貼付したポ

スター，および筑波大学医学医療系]A茨城県厚生連寄

附講座臨床研究地域イノベーション学のホームページに

より公募した。参加条件は 40-64歳の健常成人男女，空

腹時血糖値 126mg/dL未満， HbA1c 6.5%未満，服薬治

*連絡者・別刷請求先 (E-mail:risa.araki@mdぉukuba.ac.jp)
l筑波大学医学医療系]A茨城県厚生連寄附講座臨床研究地域イノベーション学 (305-8575茨城県つくば市天王台
1-1-1) 

2筑波大学大学院人間総合科学研究科 (305-8575茨城県つくば市天王台 1-1-1)
3筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科 (305-8575茨城県つくば市天王台 1-1-1)
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療中の疾患および喫煙習慣がないこととし文書による

同意の得られた 10名を対象とした。

なお，本研究は筑波大学附属病院臨床研究倫理審査委

員会の承認(承認番号:H26・151)を得て， UMIN臨床試

験登録システムに登録のうえ実施した (UMIN000014276)。

2.試験食

試験食として表面加工玄米6)(揖精歩留 99.8%) と玄

米を用いた。いずれも原料玄米は平成 26年度茨城県産

コシヒカリとし，大和産業(株) (愛知県名古屋市)にて

調製の後， 2週間ごとに生米の状態で 3食x2週間分相

当量ずつを対象者に提供した。

試験食の栄養成分分析は日本食品分析センター(東京

都渋谷区)に委託した。水分を常圧加熱乾燥法，たんぱ

く質をケルダール法，脂質を酸分解法，灰分を直接灰化

法で測定し水分，たんぱく質，脂質，灰分の合計量を

100gから除したものを炭水化物とした。また，酵素一

重量法(プロスキー変法)で水溶性食物繊維と不溶性食

物繊維を分別定量し合計値を総食物繊維とした。試験

食生可食部 100g中の総エネルギー量は，表面加工玄米

352 kcal，玄米 354kcal，水溶性食物繊維は表面加工玄米，

玄米とも 0.6g，不溶性食物繊維は表面加工玄米 2.6g， 

玄米 2.7gであった(表1)。

日本食品標準成分表において，精白米の生可食部 100

g中の総エネルギー量怯356kcal，水溶性食物繊維は微

量，不溶性食物蛾維は 0.5gとされている7)。今回の試

験食は，どちらもエネルギー量は白米とほぼ同じであっ

たが，糠層や匪芽が除去されていないため，これらの主

成分である食物繊維の総量は白米の 6倍以上で、あった。

3.試験デザインおよび試験実施方法

試験デザインは 2期2群ランダム化クロスオーバー試

験とし各試験食の摂取期間は 4週間とした。対象者を

5名ずつ 2群に割り付け，加工玄米一玄米群には 1期目

に表面加工玄米， 2期日に玄米を，玄米一加工玄米群に

はI期目に玄米， 2期目に表面加工玄米を提供した。対

象者には各期の試験食の種類を伏せ， 1期日と 2期目の

聞は空けずに連続して実施した。なお，表面加工玄米と

玄米は目視での判別は困難である。ただし表面加工玄

米は穀粒表面に擦過傷があり，未処理の玄米よりも吸水

性が高い。そのため，通常，玄米は浸漬時間を含めて白

米よりも長時間の炊飯時間を必要とする9)のに対 し表

表 1 試験食栄養組成

玄米 表面加工玄米

総エネルギー (kcal) 354 352 
たんぱく質 (g) 6.4 5.6 
脂質 (g) 3.3 3.1 
炭水化物 (g) 74.6 75.5 
食物繊維総量 (g) 3.3 3.2 
水溶性食物繊維 (g) 0.6 0.6 
不溶性食物繊維 (g) 2.7 2.6 

面加工玄米は，浸漬時聞を設けず白米と同程度の時間で

炊飯することが可能である。したがって，浸漬時間，加

水量，炊飯モードを同ーとした条件で炊飯した場合の表

面加工玄米の炊き上がりは玄米に比べてやわらかくな

る。玄米モードでは玄米も比較的やわらかく炊飯できる

ため，摂取者によっては表面加工玄米と玄米を判別しに

くい場合もあるが，白米モードで炊飯した場合には両者

の差は顕著となる。

介入期間中の炊飯は，試験用に貸出したマイコン炊飯

器(JBU-A550，タイガー(株))を用いて各自が行った。

なお，炊飯条件は加水量2倍，玄米モードを基本としつ

つも，自由に変更可能とした。試験食は 1週間あたり最

低 7食かっ可能な限り 1日l食以上摂取すること，炊飯

田数や炊飯量，炊飯条件， 1食あたりの摂取量を毎日記録

することを義務付け，摂取回数の上限は規定しなかった。

また，試験期間中の生活習慣や運動習慣は，介入前と

変えないように指示した。

試験開始から 1週間ごとに電話連絡をし体調や試験

食摂取状況について聞き取り確認を行った。

4.測定項目および方法

試験開始時および各期終了時に，身体計測，血液生化

学検査，質問紙調査を実施した。

4.1 身体計測，血液生化学検査

身長と体重を測定し， body mass index (BMI) =体重

(kg)/身長(m)2を算出した。腹聞は立位，軽呼気時，臓

高位で測定した。検査前夜から 12時間以上の絶食後，

早朝空腹時に採血を行い，血清を用いてトリグリセラ

イド (triglycerides: TG)，総コレステロール (total

cholesterol : TC)， HDLコレステロール (high-density

lipoprotein cholesterol : HDL-C)を酵素法， LDLコレス

テロール(low-densitylipoprotein cholesterol : 1一DL-C)

を直接法で測定した。空腹時血糖値 (fastingplasma glu-

cose : FPG)はヘキソナーゼ・ G-6-PDH法，インスリン

(immunoreactive insulin : IRI)は化学発光免疫酵素法に

て測定し，インスリン抵抗性の指標となる homeostasis

model assessment-insulin resistance (HOMA-IR) を

HOMA-IR= !FPG(mg/dL) xl阻 (μU/mL)I /405の式か

ら算出した。また，得られた EDTA加血を用いて HbA1c

をラテックス凝集法で測定した。血液生化学検査は江東

微生物研究所(茨城県つくば市)に委託した。

4.2 質問紙調査

4.2.1 食習慣調査妥当性が確認されている簡易型

自記式食事歴法質問票11)を用い，各測定日前 1カ月間に

おける 58食品の食品群別食物摂取頻度を調査した。調

査結果をもとに，栄養解析ツール DHQBOXにより算出

されたエネルギーおよび栄養素摂取量のうち， 1日あた

りの総エネルギーと三大栄養素のエネルギー比率を解析

に用いた。

4.2.2 試験食に関する質問紙調査試験開始時に，

「これまでに玄米を食べたことがあるかJに関する質問
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紙調査を行った。この設問に対し. 1ある」と回答した

場合には. 1玄米の摂取頻度」について「毎日J.1ほと

んど毎日J.1週に 3-4回J.1週に 1-2回J.1月に 1-2回J.

「月に l回未満J.1以前食べていたがやめた」の中から，

「玄米の好き嫌い」について「好きJ.1どちらでもないJ.
「嫌い」の中から選択させた。

試験終了時には，各期の試験食の食味等について調査

を行った。設問 1として. 1かたさJ. 1においJ. 1味付

けの必要性J.1胃もたれ感J.1美味しさJ.1食べやすさ」

の6項目につき.11期目と 2期日の試験食のどちらで

強く感じたか」を調査した。回答として. 11期J. 1ど

ちらかといえば I期J.I同じJ.1どちらかといえば2期J.

12期」の 5つの選択肢を設けた。得られた回答について，

両群で統ーしたスコア化を行うために「期」を「試験食」

に置き換え. 1玄米期J=-2点. 1どちらかといえば玄

米期J=一l点. 1同じJ=O点. 1どちらかといえば加工

玄米期J=l点. 1加工玄米期J=2点の「食味スコア」と

した。設問 2として. 1介入終了後に各試験食を継続摂

食可能だと思う日数」を調査し得られた回答は10-7日」

=1点.18-30日J=2点.131-60日J=3点.161日以上j

=4点の「継続日数スコア」とした。

4.3 統計解析

データは平均値±標準偏差 (mean:tSD)で示した。

各群における男女比は. Fisherの直接確率法にて比較し

た。試験食およびエネルギー摂取状況について，同一群

内における各期開始時と終了時との比較には対応のある

t検定を，各測定時点における両群聞の比較には対応の

ない t検定を用いた。体格，血液生化学検査成績の試験

食間の比較には，対応のない t検定を用いた。質問紙調

査におけるスコア得点の試験食間の比較には. Mann-

WhitneyU ~食定を用いた。

統計解析には IBMSPSS Statistics 22 (IBM (株))を

用い，両側検定でp< 0.05を統計学的有意水準とした。

結 果

1.対象者の背景

対象者の年齢は 50.1:t7.4歳. BM1は22.2:t3.0 kg/m2 

で，糖・脂質代謝指標はいずれも正常範囲内であった。

対象者のうち.BM1 25 kg/m2以上の肥満者は各群 2名

であった。男女比および試験開始時における年齢，体格，

糖・脂質代謝指標は，両群間で有意差がなかった(表 2)。

本試験に参加した 10名全員が研究参加以前に玄米を

食べたことがあったが，摂取頻度は最も多い対象者でも

「月 1-2回」であった。玄米の好き嫌いについて. 1好き」

と回答したのは加工玄米一玄米群 1名，玄米一加工玄米群

2名の計3名 (30%)で，残りの 7名は「どちらでもない」

と回答した。玄米の摂取頻度および玄米の好き嫌いは両

群で、有意差がなかった。

2. 試験食摂取状況

介入期間中における各試験食の総摂取回数. 1日あた

表 2 対象背景a

加工玄米一玄米群 玄米一加工玄米群

(n=5) (n=5) 

男/女(人) 2/3 2/3 
年齢(歳) 50.4:t 7.8 49.8:t7.9 
体重 (kg) 59.1:t 12.2 59.9:t 13.1 
BM1 (kg/m2) 22.1:t 3.4 22.2 :t3.0 
腹囲 (kg) 79.6:t 10.9 82.5:t8.6 

FPG (mg/dL) 88.8:t8.9 90.8:t4.3 
HbA1c (%) 5.7:t0.2 5.4:t 0.2 
I阻 (μU/mL) 4.2 :t2.3 2.9:t 1.2 

HOMA-1R 1.0:t 0.6 0.6:t 0.3 

TG (mg/dL) 84.8:t33.8 67.0:t 34.1 

TC (mg/dL) 198.0:t 25.6 189.4:t48.7 

LDL-C (mg/dL) 113.6土23.8 107.0:t 38.9 

HDL-C (mg/dL) 62.2:t 15.3 69.6:t20.0 

amean:tSD. 

BM1， body mass index; FPG， fasting plasma glucose; 
1RI， immunoreactive insulin; HOMA-1R， homeostasis 

model assessment-insulin resistance; TG， triglycerides; 
TC， total cholesterol; HDL-C， high-density lipoprotein 
cholesterol; LDL-C， low-density lipoprotein cholesterol. 

表 3 試験食摂取状況a

玄米期 加工玄米期

総摂取回数(回)

加工玄米一玄米群 (n=5) 54.8:t11.4 52.6:t 12.7 

玄米一加工玄米群 (n=5) 46.8:t7.3 47.8:t 7.0 

1日あたりの摂取回数(回)

加工玄米一玄米群 (n=5) 1.9土0.4 1.9:t0.4 

玄米一加工玄米群 (n=5) 1.7:t 0.2 1.7:t 0.2 
1回あたりの摂取重量 (g)

加工玄米一玄米群 (n=5) 147.0:t21.2 144.4:t17.7 

玄米一加工玄米群 (n=5) 144.9 :t 22.2 138.8:t 17.8 

amean:tSD. 

りの平均摂取回数. 1回あたりの平均摂取量について，

群別に表3に示した。両群とも玄米と表面加工玄米の摂

取回数および量には有意差がなく，各試験食摂取状況の

群間差も認めなかった。また，試験期間を通して脱落者

はなかった。

3.試験開始時および介入期間中の工ネルギー摂取状況

試験開始時における対象者全体の総エネルギー摂取量

は2，009:t661 kcal. たんぱく質エネルギー比率は 16.2:t 

2.5%. 脂肪エネルギー比率は 27.9:t3.5%. 炭水化物エ

ネルギー比率は 55.8土5.6%であった。標準体重 1kgあ

たりの総エネルギー摂取量および三大栄養素のエネル

ギー比率は，両群とも試験開始時と終了時，玄米期と加

工玄米期の間で、差がなかった。また，対象者のエネルギー

摂取状況は，いずれの測定時点においても群間差を認め

なかった(表4)。なお，男女別に検討した場合も，男

女とも各期のエネルギー摂取状況に差はなく，各測定時

点における男女差も認めなかった。
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表 4 試験開始時および介入期間中のエネルギー摂取状況a

開始時 玄米期 加工玄米期

総エネルギー (kcal/kg)

加工玄米一玄米群 (n= 5) 32.2 :t 9.4 
玄米一加工玄米群 (n= 5) 35.3:t 7.7 

たんぱく質エネルギー比率(%)

加工玄米一玄米群 (n= 5) 16.5:t 2.1 

玄米一加工玄米群 (n= 5) 16.0:t 3.0 

脂肪エネルギー比率(%)

加工玄米一玄米群 (n= 5) 27.7:t 2.4 
玄米加工玄米群 (n=5) 28.2:t4.7 

炭水化物エネルギー比率(%)

加工玄米一玄米群 (n= 5) 55.8:t 4.2 

玄米一加工玄米群 (n= 5) 55.0:t 7.2 

amean:tSD. 

4.試験食の食昧評価

対象全体における試験食の食味スコアは， Iかたさ」

が-1.2:t0.9点， Iにおい」が-0.3土0.7点， I味付けの

必要性」および「胃もたれ感」が-0.6:t0.9点と負の値

を示した。一方， I美味しさjと「食べやすさ」は，ど

ちらも1.1:t 1.2点と正の値を示した。この 2項目につい

て， I表面加工玄米Jまたは「どちらかといえば表面加

工玄米」で強く感じたと評価した対象者はそれぞれ7名

(70%に8名 (80%)であった。

なお，加工玄米一玄米群では 5名全員が「かたさ」と「味

付けの必要性」で負の得点， I食べやすさ」で正の得点

を選択していた(図1)。

5.試験食の継続摂取可能予測期間

各試験食を継続摂取可能だと思う期間である「継続日

数スコア」を図 2に示した。

継続日数スコアは，玄米の 2.4:t1.1点に対し表面加

工玄米では 3.4:t1.0点と高い傾向を示した(p=0.068)。

なお，表面加工玄米については，加工玄米一玄米群の 5

名を含む 7名 (70%)が， 61日以上継続摂取可能と回

答していた。

6.介入期間中の生体指標の変化

玄米期と加工玄米期における血液検査成績の変化量を

表5に示した。試験食間で各期間中の変化量に有意差を

認めた項目はなかった。

なお，図 3に示したように，玄米期には 6名 (60%)，

加工玄米期には 8名 (80%)で体重が減少していた。ま

た体重変化量は玄米期が0.0:t1.0 kg，加工玄米期が

0.7:t0.9 kgと加工玄米期でのみ負の値を示したが，

対象全体では試験食間で有意な差を認めるにはいたらな

かった。ただし女性では，玄米期の体重変化量が0.6

:t0.9 kgであったのに対し，加工玄米期では 0.6 :t0.8 

kgと玄米期に比べて有意に減少していた(P< 0.05)。
腹囲変化量については，試験食による違いがみられな

かった。

また，いずれの生体指標についても各試験食摂取前後

35.7:t 10.8 32.7 :t4.2 

34.6:t 5.9 35.4土4.1

16.4:t 2.2 16.5:t 1.6 

16.0:t 3.3 16.0:t 3.3 

27.5:t 1.8 28.5:t2.7 

26.4:t 5.2 27.7:t5.2 

56.1:t 3.2 55.8:t3.5 

57.6:t 8.1 56.1 :t 8.1 

および介入前後で有意な変化を認めるにはいたらなかった。

考 察

本研究では，新たに開発された表面加工玄米を用い，

その継続摂取可能期間や食べやすきを玄米と比較する探

索的なランダム化クロスオーバー試験を実施した。対象

とした健常成人男女は，玄米を食べ慣れていない状態で

試験に参加していたが，試験期間を通して脱落者はなく，

玄米，表面加工玄米とも同様の摂取状況で4週間継続的

に摂取し得ることが示された(表3)。また，両群とも

試験期間を通してエネルギー摂取状況に変化がなく，試

験食の摂取以外は介入前の食習慣が継続されていたもの

と思われた(表4)。

一方，試験食の食味については，玄米に比べて表面加

工玄米の「かたさ」を低く評価していた対象が9割， I食
べやすさ」を高く評価していた対象が8割と大半を占め

ており，表面加工玄米のほうが玄米よりもやわらかくて

食べやすいと評価されることが確認された(図1)。こ

れまでに，掲精歩留の低下とともに米の吸水率や食味評

価が高くなることが報告されている12)。本試験で用いた

表面加工玄米も，玄米よりも揚精歩留が低いことで吸水

率や食味評価が向上していたものと考えられる。また，

表面加工玄米の継続日数スコアは，玄米に比べて対象者

全体で高値傾向を示した(図 2)。これらのことから，

表面加工玄米を玄米よりも長期的に摂取できる可能性が

示唆された。

ただし加工玄米一玄米群は玄米一加工玄米群に比べ，

表面加工玄米の食味(図1)や継続可能日数(図 2) を

高く評価する傾向にあった。官能検査においては，二つ

以上の刺激を前後して提示した場合，それらの刺激の差

を実際より大きく感じるという心理的効果や，先に評価

したものが後の評価に影響を与える効果があることが報

告されている13)。今回は，食味や継続可能日数に関する

質問紙調査は全試験終了時に実施した。クロスオーバー

試験を用いたことで、試験食摂取順序のバイアスを軽減で
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図 1 各試験食の食味評価

「かたさj. Iにおいj. I味付けの必要性j. I胃もたれ感j. I美味しさj. I食べやすさ」の各項目に

ついて，どちらの試験食期でより強く感じたかを. I玄米期j=-2点. Iどちらかといえば玄米期J
=一 l点.I同じj= 0点.Iどちらかといえば加工玄米期j=l点. I加工玄米期j=2点とした食味

スコアで群別に示した。Oは玄米一加工玄米群._は加工玄米一玄米群の個々のスコア，ーは全体

の平均スコアである。

-3 

2 

が健常で非肥満者が多く 糖 ・脂質代謝指標や体重の変

動が小さかったこと等が考えられる。また，糖・脂質代

謝指標の変化に試験食間で差がみられなかったことにつ

いては，両試験食の栄養組成がほぼ同じであったことが

関与している可能性もある。

なお，統計学的な差は認めなかったものの，試験食摂

取順序にかかわらず，加工玄米期にはほぼ全員の体重が

減少し玄米期に比べて体重が減少した人が多かった。

各期の前後で有意な体重減少を認めるにはいたらなかっ

たものの，女性においては，玄米期に比べて加工玄米期

の体重が有意に減少していた。男女とも玄米期と加工玄

米期のエネルギー摂取量に差がなく，両試験食の栄養組

成にも差はなかったが，加工玄米は穀粒表面に擦過傷が

きたと考えられるものの，より正確な評価のためには，

各期終了時における両検査食の比較検討もあわせて行う

べきであった。しかしながら，今回の調査方法であって

も，玄米一加工玄米群のほぼ全員が表面加工玄米の「か

たさ」を低く評価し半数以上が「食べやすさ」と「お

いしさjを高く評価していたことから，表面加工玄米の

評価は高いと考えられた (図 1)。

先行研究において，玄米の継続摂取による糖 ・脂質代

謝指標や体重，腹囲の低下効果が報告されている14-16)。

本研究では，各試験食摂取前後および介入前後における

各指標の有意な変化を認めるにはいたらなかったが，こ

の理由として，本研究は先行研究lト 16)に比べて対象人数

が少なく ，介入期間が短い設定となっていたこと，対象
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ある分，玄米より成分が溶出しやすいと推測される。ま

た，男性は女性に比べて最大舌圧や岐交力等の岨鴫能力

が高いことが報告されている17)。本研究では，被験者の

岨鴫能力と各試験食の成分溶出の関連については検討で

きなかったが，岨噌能力が高い男性では両試験食の成分

溶出の差が小さく，岨鴫能力の低い女性では，成分が溶

出しやすい加工玄米でのみ体重減少効果が得られた可能

性も考えられる。ただし今回は介入前後の運動量を調

査しておらず，人数も少ないことから，体重の変化につ

いては単に個人の運動量の差を反映している可能性もあ

る。しかしながら，試験期間中の生活習慣や運動習慣に

ついては，介入前と変えないように指示していた。今後，

人数を増やし試験食の成分溶出と岨唱の関連や運動量

等の交絡因子も確認した上で，有効成分の特定も含めて

さらなる検討を行う必要はあるが，表面加工玄米の継続

摂取が体重減少に有効となる可能性も示唆された(図 3)。

本研究は，少人数かつ短期間の試験ではあるが，表面

加工玄米の継続摂取による影響を検討した初めての研究

である。本研究により，表面加工玄米は玄米を食べ慣れ

ていない人にも食べやすく，玄米に比べて長い期間継続

して摂取できる可能性が示された。また，表面加工玄米

の継続摂取に伴って，体重が減少する可能性が示唆され

た。今後，対象者数を増やし より長期間の試験によっ

て，表面加工玄米の継続摂取による影響を検討する予定

である。
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表面加工玄米 玄米

図2 介入終了後に各試験食を継続摂食可能だと思う日数

介入終了後に各試験食を継続摂食可能だと思う日数につ

いて， 10-7日J= 1点， 18-30日J=2点， 131-60日」

=3点，161日以上J=4点とした継続日数スコアで示し

た。Oは玄米加工玄米群，・は加工玄米一玄米群の個々

のスコア，ーは各試験食の平均スコアである。試験食聞

のスコアの比較には Mann-WhitneyU検定を用い， ρ値

を図中に示した。
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本研究は，農研機構:機能性を持つ農林水産物・食品
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An Exploratory Randomized Crossover Trial to Investigate the Palatability of 

Partially Abraded Brown Rice 
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Summαry: Brown rice (BR) contains various micronutrients and functional components， and is thought ωbe 
effective for prevention of obesity and 1江'estyle-relateddiseases. However， BR is not widely consumed， possibly 
due to its poor taste qualities. Therefore， we performed an exploratory randomized crossover trial involving two 
4-week periods to compare the eating duration and palatability of partially abraded BR (PABR)， which is a form 
血athas been processed to improve its taste， with those of BR. Ten healthy subjects (4 men and 6 women) aged 

40-64 years were recruited， and were asked to keep a record of their food intake during the study. At the base-
line and end of the study， anthropometric measurements， sampling of fasting blood and a questionnaire survey 
were performed. None of the participants dropped out of the study in either of the two periods. PABR was 
judged to be more palatable than BR by 80% of the subjects.τne predicted continuous eating duration score 
for PABR tended to be higher than伽 tfor BR (p = 0.068) . 

Key words: partially abraded brown rice， brown rice， continuous intake， palatability， crossover trial 

* Corresponding au白or(E-mail: risa.araki@md.tsukuba.ac必)
1 Course of Clinical Research and Regional Innovation Donated by the J apanese Agriculture Ibaraki Public Wel-
fare Federation， Faculty of Medicine， University ofTsukuba， 1-1-1 Tennodai， Tsukuba， Ibaraki 305-8575， Ja-
pan 

2 Graduate School of Comprehensive Human Science， University of Tsukuba， 1-1-1 Tennodai， Tsukuba， Ibara-
ki 305-8575， Japan 

3 Department of International Medicine， Metabolism and Endocrinology， Faculty of Medicine， University of 
Tsukuba， 1-1-1 Tennodai， Tsukuba， Ibaraki 305-8575， J apan 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

