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訂正

日本栄養・食糧学会誌第65巻第6号271-276ページ（2012）「ラットにおける玄米発酵食品の血糖値上昇

抑制およびインスリン節約効果J（山内有信）の論文において，「方法」の「2. 実験動物および経口投与試

験でんぷん液」の最後の文章について，下記のとおり訂正する。

訂正前：なお，本実験は，（中略）鈴峯女子短期大学実験動物委員会における倫理審査を経て実施した。

訂正後：なお，本実験は，（中略）鈴峯女子短期大学食物栄養学科における倫理的承認を得て，鈴峯女子短

期大学動物実験規程に則って実施した。



日本栄養・食糧学会誌第 65巻 第6号 271-276(2012) 
|研究ノート|

ラットにおける玄米発酵食品の血糖値上昇抑制および

インスリン節約効果

山内有信*，1 

(2012年7月31日受付;2012年10月2日受理)

要旨:核酸を多量に含む玄米発酵食品 (FBR)の血糖値上昇抑制効果を， 9週齢Wistar系雄性ラットで検討

した。対照 (BRC群)には，でんぷん 0.5gと通常玄米 0.5gに蒸留水4mLを加えて経口投与した。 FBR

群には，でんぷん 0.5gとFBRO.5gに蒸留水4mLを加えたでんぷん混合液を投与した。また，核酸添加群

(BRN群)には， BRC群のでんぷん混合液に FBRとほぼ同じ DNA・貯.J"A量 (DNA0.003 g， RNA 0.02 g) 

の核酸を添加したでんぷん混合液を投与した。その結果， FBR群と BRN群の血糖値とインスリン値上昇は，

BRC群に比べて有意に緩やかだ、った。以上から， FBR摂取は血糖値上昇抑制とインスリン節約に貢献でき

る可能性が示唆された。

キーワード:玄米発酵食品，血糖値上昇抑制，インスリン節約

糖尿病の予防では，運動や食習慣などの生活習慣が大

きく関係している。とくに，食後の血糖値上昇を緩慢に

したり，インスリン分泌を刺激しない物質あるいは食品

は，単に血糖コントロールに対する有効性だけでなく，

食品選択肢を広げることで QOLの向上においても有意

義であることが唱えられている1)。そのような中， αーグ

ルコシダーゼ阻害によって血糖値を上昇させない食品や

機能性成分の研究も精力的に行われている1-5)。

このような，血糖値の上昇抑制効果を有すると推察さ

れる食品のーっとして玄米発酵食品 (FermentedBrown 

Rice:以後“FBR" とする)があり，ラットに 4週間に

わたって FBRを摂取させた結果，空腹時血糖値，イン

スリン値， HOMA-R値 (homeostasismodel assessment 

insulin resistance) ， ならびにグリコアルブミンイ直治宝

FBR摂取群で、有意に低かったことを以前に報告した6)。

この FBRは，Aspergillus nigerに属する黒麹菌の一種で

あり核酸量を増幅させる特殊麹菌を種菌として玄米を発

酵させたものであり，実際，通常玄米 (NormalBrown 

Rice:以後“NBR" とする)と比較して一般的な成分に

違いはないものの DNAおよび悶.J"A量が増幅されてい

た。この核酸と糖代謝の関連について， Fukumori et 

al.は，スクロース液に核酸関連物質(イノシンあるい

はアデノシン)を添加した糖液による経口糖負荷試験の

結果，血糖値の上昇抑制とインスリンの節約効果が得ら

れ，これらの効果に αーグ、ルコシダーゼ活性の阻害が関与

している可能性を報告している7)8)o

*連絡者・別刷請求先 (E-mail:arinobu@suzugamine.ac.jp) 

これらの報告から， FBR摂取による血糖値上昇抑制

効果は，特殊麹菌によって増幅された核酸が関与してい

るのではないかと考えた。そこで，今回の実験では

FBR摂取による血糖値上昇抑制効果に核酸が関与して

いる可能性を考慮して，でんぷん液をラットに経口投与

した後の血糖値およびインスリン値の経時変化から，

FBR摂取あるいは核酸摂取に血糖値上昇抑制とインス

リン節約効果が認められるか検討・した。

方 法

1.被験食晶

被験食品である FBR(ヘルスゲン:亀岡酒造，愛媛)は，

Aspergillus nigerに属する黒麹菌の一種であり核酸量を

増幅させる特殊麹菌を種菌として，無農薬栽培玄米 10

kgあたり 5gを接種(種菌胞子数は 8X 108個々)して

3日間培養・発酵させた後に蒸気釜にて乾燥させて粉砕

後，乾熱釜にて倍煎して粉末化したものである。

なお，表 1に示した NBRおよびFBRの一般成分値お

よびDNA.RNA量の測定について， FBRの一般成分は，

FBRの一般成分の分析は外部機関(株式会社エスアー

ルエル，東京)に委託し(通常玄米の成分値は， r日本

食品標準成分表2010.1)， NBRおよびFBRのDNA.

m可A量は，分光法 (Schmidt-Thanhauser-Schneider

法的10))で測定したものである。

2. 実験動物および経口投与試験でんぷん液

体重 280-300gのWistar系 9週齢雄性ラット(紀和

1鈴峯女子短期大学・食物栄養学科 (733-8623広島県広島市西区井口 4-6-18)
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表 1 I日本食品標準成分表20l0Jによる玄米成分と被験食品の成分比較

(可食部 100gあたり)

成分 玄米* 被験食品T 分析法

エネルギー (kcal) 350 403 修正アトウォーター法主

水分 (g) 15.5 1.9 減圧加熱乾燥法主

たんぱく質 (g) 6.8 8 燃焼法(たんぱく質換算係数6.25)土

脂質 (g) 2.7 3.4 酸分解法±

炭水化物 (g) 73.8 85 100一(たんぱく質+脂質+水分+灰分)~ 
ナトリウム (mg) 1 32 原子吸光光度法±

カリウム (mg) 230 300 ICP発光分析法士

カルシウム (mg) 9 15 ICP発光分析法±

マグネシウム (mg) 110 160 ICP発光分析法土

リン (mg) 290 410 ICP発光分析法土

長失 (mg) 2.1 1.6 ICP発光分析法土

亜鉛 (mg) 1.8 3.0 ICP発光分析法士

主同 (mg) 0.27 5.47 ICP発光分析法土

レチノール (μg) 。 。 HPLC法±

カロテン α (μg) 。 。 HPLCi去土

カロテンβ (μg) I 3 HPLC法土

クリプトキサンチン (μg) 。 。 HPLC法士

βカロテン当量 (μg) 1 3 HPLC法土

レチノール当量 (μg) 。 。 HPLC法1

ビタミン Bj (mg) 0.41 0.06 HPLC法士

ビタミン B2 (mg) 0.04 0.16 HPLC法士

ナイアシン (mg) 6.3 5.7 微生物定量法±

ビタミン C (mg) 。 。 HPLC法主

食物繊維 (g) 3 4.4 ブロスキー法王

食塩相当量 (g) 。 0.1 ナトリウム換算値土

DNA (mg) 103.7 693.7 分光法 (Schmidt-Thanhauser-Schneider法)fi 

RNA (mg) 503.1 4，346.4 分光法 (Schmidt-Thanhauser-Schneider法)fi 

*こめ水稲穀粒玄米(日本食品標準成分表2010より)

十玄米発酵食品:ヘルスゲン(亀岡酒造，愛媛)

±被験食品の成分分析法(分析機関:株式会社エスアールエル，東京)
5玄米および被験食品の DNA.町ぜA分析

実験動物，和歌山)18匹を次に記す経口投与試験に用

いたでんぷん液の種類で 3群に分類した。

コントロールに相当する NBR+でんぷん混合群

(Brown Rice-Control :以後“BRC群"とする)のでん

ぷん液は，可溶性でんぷん 0.5gと粉末化した NBRO.5

gを混合し蒸留水4.0mLを加えて撹拝しながら沸騰

水浴中で 5分間加温して作成した。実験群の lつである

FBR +でんぷん混合群(以後“FBR群"とする)ので

んぷん液は，可溶性でんぷん 0.5gとFBR0.5 gを混合

し蒸留水4.0mLを加えて撹#しながら沸騰水浴中で

5分間加温して作成した。もう一つの実験群である NBR

+でんぷん+核酸混合群 (BrownRice十 Nucleicac-

ids :以後‘'BRN群"とする)のでんぷん液は. FBRと

ほぼ同じ DNA・町-.TA量となるように，可溶性でんぷん

0.5g，粉末 NBR0.477 g， RNA(Ribonucleic Acid Sodium 

Salt for Yeast :東京化成工業，東京)0.02 gおよびDNA

(Deoxyribonucleic Acid Sodium Sait from Salmon tes-

tes :ナカライテスク，京都)0.003 gを混合し蒸留水4.0

mLを加えて撹枠しながら沸騰水浴中で 5分間加温して

作成した。

これらの経口投与用のでんぷん液を， 5mLのシリン

ジに 5gを秤量して，ゾンデを使用して経口投与した。

なお，本実験は， I実験動物の飼養及び保管に関する

基準J(昭和 55年3月総理府告示第6号)， I研究機関等

における動物実験等の実施に関する基本指針J(平成 18

年文部科学省告示第 71号)ならびに「実験動物の飼養

および保管ならびに苦痛の軽減に関する基準J(平成 18

年4月環境省告示第 88号)の道守を基本とし，鈴峯女

子短期大学実験動物委員会における倫理審査を経て実施

した。
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3. 採血および血液生化学検査

24時間の絶食後，エーテル麻酔下で右外頚静脈に採

血用のカニユレーション留置手術を行った。

採血は，ヘパリン処理を施したシリンジで 1mLとし，

経口投与前 (0分).投与後 30分. 60分. 90分. 120分

の5固とした。毎回の採血後は，血栓によるカニユレー

ションチュープの詰まりを予防するために，チューブ内

をヘパリン生理的食塩水(ヘパリン濃度 5.4mg/mL) 

で満たした。なお，カニュレーションチューブ内を満た

すためのヘパリン生理的食塩水の量は，カテーテル留置

手術時にチューブを満たす量 (0.3-0.5mL)を確認して

決定した。また，採血後の血液は. 3，000 rpmで遠心分

離して血襲を採取後，分析まで氷冷保存した。

血糖値測定は，ムタローゼ・ GOD法を用いた市販の

検査キット(グルコース CIIーテストワコー:和光純薬

工業，大阪)で、行った。また，血柴インスリン値は.ELISA 

サンドイツチ法を用いた市販キット(レピス申インスリ

ンラット-U-Eタイプ:シパヤギ，群馬)で、行った。

なお，測定した血糖値およびインスリン値を使用して，

経口投与 2時間の時間曲線下面積についても算出して比

較した。

4. 統計学的分析

群聞の母平均の差の検定は. Scheffeの多重比較検定

(全群比較，両側検定)を用い，同じアルファベットを

持たない群聞に，血糖値およびインスリン値の比較では

ρ< 0.05で有意な差が認められるとして表現した。これ

らの検定は. Excel統計Ver.6.05(エスミ，東京)を用

いて行った。
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1. 血糖値およびインスリン値の経時変化

図1に，でんぷん液経口投与後の血糖値および，イン

スリン値の経時変化を示した。

まず，でんぷん液経口投与前 (0分)の血糖値には群

聞の差がなかった。

経口投与後の血糖値の変化を比較したところ. FBR 

群の血糖値の上昇は. BRC群に比べて緩やかであり，

全ての投与後時間においてρ<0.05で有意に低かった。

また. BRN群も FBR群と同様に，経口投与後の血糖値

の上昇が BRC群に比べて緩やかであり，投与 30分後，

60分後. 120分後でρ<0.05の有意な低値が認められ

た。一方. FBR群と BRN群の血糖値変化は類似してお

り，すべての時間において両群の聞に有意な差はなかっ

た。

次に，血築インスリン値について，経口投与前 (0分)

に群聞の差はなかった。

経口投与後の血紫インスリン値の変化を比較したとこ

ろ，血糖値の変化と同様に FBR群の血紫インスリン値

の上昇は. BRC群に比べて穏やかであり，全ての投与

後時間においてρ<0.05で有意に低かった。また，

BRN群も FBR群と同様に，経口投与後の血襲インスリ

ン値の上昇がBRC群に比べて緩やかであり，すべての

投与後時間でt< 0.05で有意に低かった。さらに，

FBR群と B町可群の血築インスリン値の変化は類似して

おり，すべての時間において両群の聞に有意な差はな

かった。
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図 1 経口でんぷ・ん負荷試験における血糖値および血柴インスリン値の
比較

データは，平均値±標準誤差(各群 n= 6)0 BRC群には，可溶性でん

ぷん 0.5g + NBRO.5 gを.FBR群には，可i容性でんぷん 0.5g + FBR 0.5 
gを. BRN群には，可溶性でんぷん 0.5g + NBR 0.477 g + RNA 0.02 g 
+ DNA 0.003 gを経口投与した。母平均の差の検定は. Scheffeの多重
比較検定(全群比較，両側検定)を用い，同じアルファベットを持たな
い群聞にρ<0.05で有意として表現した。
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2. 血糖値上昇およびインスリン値上昇の時間曲線下

面積の比較

糖液の経口投与前 (0分)からの 30分毎. 120分間の

血糖値上昇およびインスリン値上昇の時間曲線下面積を

比較した結果，図 2左に示すように， BRC群の血糖値

上昇時間曲線下面積は， 156.7::!:: 9.8 mg/dL/2h(平均値

土標準誤差)であったのに対して， FBR群は 112.7::!:: 2.3 

mg/dL/2h， BRN群は 11l.2::!:: 4.1 mg/dL/2hと， BRC 

群に比べて FBR群， BRN群の両群とも ρ<0.05で有意

に低く， FBR群と B即4群の聞に有意な差はなかった。

また，インスリン値上昇の時間曲線下面積(図 2右)

も，血糖値と同様に， BRC群の 3，902::!:: 79 pg/mL/2h 

に対して， FBR群は 2，162::!:: 90 pg/mL/2h， BRN群は

【血糖値】 【インスリン】
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図2 経口でんぷん負荷後 120分間の血糖値およびイン

スリン値の時間曲線下面積

データは，平均値±標準誤差(各群 n= 6)0 BRC群には，

可溶性でんぷん 0.5g + NBR 0.5 gを， FBR群には，可

溶性でんぷん O.5 g + FBR 0.5 gを， BRN群には，可溶

性でんぷん 0.5g + NBR 0.477 g + RNA 0.02 g + DNA 
0.003 gを経口投与した。母平均の差の検定は， Scheffe 
の多重比較検定(全群比較，両側検定)を用い，同じア

ルファベットを持たない群聞にp< 0.05で有意として

表現した。
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図 3 血糖値時間曲線下面積あたりのインスリン値時間

曲線下面積の比較

データは，平均値±標準誤差(各群 n= 6)oBRC群には，

可溶性でんぷん 0.5g + NBR 0.5 gを， FBR群には，可

溶性でんぷん 0.5g + FBR 0.5 gを， BRN群には，可溶

性でんぷん 0.5g + NBR 0.477 g + RNA 0.02 g + DNA 
0.003 gを経口投与した。母平均の差の検定は， Scheffe 
の多重比較検定(全群比較，両側検定)を用い，同じア

ルファベットを持たない群聞にρ<0.05で有意として

表現した。

2，235土98pg/mL/2hとBRC群に比べて FBR群， BRN 

群の両群とも ρ<0.05で有意な低値を示し， FBR群と

BRN群の聞に有意な差はなかった。

さらに，血糖値の時間曲線下面積あたりの血築インス

リン値の時間曲線下面積の比を計算したところ， BRC 

群の 26.2::!:: 2.0に対して， FBR群は 19.3::!:: l.0， BRN 

群は 20.3::!:: 0.9とBRC群に比べて FBR群， BRN群の

両群とも p< 0.05で有意な低値を示し， FBR群と B即ぜ

群の聞に有意な差はなかった(図 3)。

考 察

以前，今回の被験食品である玄米発酵食品 (FBR)を

4週間にわたってラットに摂取させた結果， FBR摂取群

の空腹時血糖値，インスリン値，インスリン抵抗性の指

標である HOMA-R値およびグリコアルブミン濃度は，

通常の 20%カゼイン食摂取群および20%カゼイン食を

ベースに通常玄米の粉末を添加した群に比べて有意な低

値を示したことから， FBRは血糖値の上昇抑制効果を

有する食品であると推察されることを報告した6)o

この FBRは， 日本酒を醸造するための玄米を As-

ρerg抑制 nigerに属する黒麹菌によって発酵させた後，

乾燥させて粉砕し乾熱釜にて倍煎して粉末化した以外に

何も手を加えていないものであり，通常の玄米と一般成

分の含有量には顕著な差はない。しかしこの FBRの

DNAおよびRNA量は，通常の玄米に比べて DNA量は

約7倍， RNA量は約 8倍と増幅されている。このこと

から， FBR摂取で認められた血糖値低減効果には，経

口摂取した核酸関連物質が関与している可能性が推察さ

れた。実際，核酸が血糖値およびインスリン値に及ぼす

効果として， Fukumori et al.によって，シトシン，アデ

ノシン，イノシンといったヌクレオシドの単回投与によ

るスクロース負荷試験の結果，血糖値の上昇抑制とイン

スリンの節約作用が認められたことが報告されてい

るのへそこで，今回の実験では， FBRあるいは核酸(DNA

および腔~A) の単回摂取において血糖値の上昇抑制が

認められるか，そしてインスリン節約効果が期待できる

かについて検討を試みた。

まず， FBRを混合したでんぷん液を経口投与した群

(FBR群)の血糖値および血紫インスリン値の上昇は，

対照である通常の粉末化玄米を混合したでんぷん液を経

口投与した群 (BRC群)のそれと比較して，いずれも

有意に低かった。また， FBR群の血糖値上昇およびイ

ンスリン値上昇の時間曲線下面積は， BRC群に比べて

有意に低く，血糖値の時間曲線下面積あたりの血紫イン

スリン値の時間曲線下面積の比も有意な低値を示した。

この結果と， 4週間にわたる FBRの摂取において，空

腹時血糖値およびインスリン抵抗性を評価する HOMA-R

値，および過去 1-2週間の血糖値の状態を反映するグリ

コアルブミン値が低かったという以前の報告6) から，

FBRが血糖値上昇抑制およびインスリン節約効果を有
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する食品であるとともに，この効果は単回摂取でも得ら

れることが示唆された。

つぎに，通常玄米を混合したでんぷん液に，さらに

FBRとほぼ同量になるように DNAおよび町ぜAを添加

して経口投与した群 (B貯4群)の血糖値および血襲イ

ンスリン値についても調べた結果， BRC群のそれと比

較して，いずれも有意に低く 血糖値上昇の時間曲線下

面積，インスリン値上昇の時間曲線下面積，および血糖

値の時間曲線下面積あたりの血襲インスリン値の時間曲

線下面積の比のいずれも有意な低値を示した。さらに興

味深いことに， BRN群におけるこれらの値は， FBR群

の値と有意な差がなかった。このことから， FBRの血

糖値上昇抑制ならびにインスリン節約効果は，増幅され

た核酸による可能性が高いことに加え，スクロース液に

核酸関連物質(イノシンあるいはアデノシン)を添加し

た糖液による経口糖負荷試験の結果，血糖値の上昇抑制

とインスリンの節約効果が得られたという Fukumoriet 

al.の報告7)8) を支持するものであった。

今回の実験では， FBR摂取による血糖値上昇抑制お

よびインスリン節約効果のメカニズムを考察することは

できない。しかし Fukumoriet al.は，核酸関連物質の

摂取は，アカルボース lH3)やボグリボース 14) あるいは

グァパ葉抽出液3)4)のように αーグ、ルコシダーゼ活性を阻

害することで，血糖値の上昇を抑制することを報告して

いる7)へその一方で，ラットの副皐丸脂肪細胞を用い

た実験によって，アデニンとリボースからなるヌクレオ

シドであるアデノシンが，糖代謝においてインスリンと

同様に GLUT4の細胞膜への移行を介して糖の取り込み

を促進させることを示唆する報告15) ウリジンとイノシ

ンが単離ラット横隔膜筋肉においてグルコースの取り込

みを刺激し16) ラットの骨格筋およびウサギの心筋にお

いて，ウリジンへの暴露はグルコースの取り込みとグリ

コーゲンの合成を増大させる 17) といったようないくつ

かの実験において，核酸関連物質摂取の糖代謝に及ぼす

影響として，糖類分解酵素活性の阻害以外のものも報告

されている。このような，採取組織を用いたインスリン

非存在下での核酸あるいは核酸関連物質の添加による採

取組織へのグルコースの取り込みを調べたいくつかの実

験においても，核酸あるいは核酸関連物質がインスリン

様作用を示し，血糖値上昇の抑制ひいては抗糖尿病効果

が推察されている。

これらのことから，以前の報告で認められた継続摂取

での血糖値の低減効果6)や，今回の FBRあるいは核酸

の単回投与における血糖値上昇抑制ならびにインスリン

分泌の節約効果のメカニズムとして，核酸関連物質によ

る糖類分解酵素活性の阻害はもちろんのこと，糖類分解

酵素への影響といった消化管レベルだけでなく，核酸関

連物質吸収後でのメカニズムも並行して関与していると

考えられる。

いずれにしても，今回の結果からも FBRが，糖尿病

予防に寄与する食品素材となる可能性が示唆された。そ

こで，今後，糖尿病モデルを使用した実験なども加えて，

FBRの糖尿病予防あるいは血糖コントロールに対する

効果についても検討を重ねていく必要がある。

本研究を行うにあたり，被験食品である玄米発酵食品

を無償提供して下さった株式会社核酸ならびに亀岡酒造

に心より厚く御礼申し上げます。また，本研究において

ご助言を賜りました名古屋経済大学の稲井玲子教授，香

川大学農学部の松尾達博教授，ならびに和洋女子大学の

多賀昌樹准教授に深謝いたします。
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Dietary Fermented Brown Rice Attenuates the Level of Blood Sugar 

and Minimizes Insulin Secretion in Rats 
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Summαη: The effect of fermented brown rice (FBR) containing high levels of nuc1eic acids on glycemic con-
trol was examined in rats. Male Wistar rats aged 9 weeks were used. Rats in a control group (BRC) were orally 
administered a solution containing 0.5 g of starch， 0.5 g of normal brown rice， and 4 mL of distil1ed water. Rats 
in the FBR group were administered a solution containing 0.5 g of starch， 0.5 g of fermented brown rice， and 4 

mL of distil1ed water. Rats in a nuc1eic acid group (BRN) were administered a solution consisting of the starch 
mixture given to BRC group with an addition of nuc1eic acid containing DNA (0.003 g) and RNA (0.02 g) levels 
equivalent to those in FBR.τbe increases in the blood sugar and insulin levels in the FBR and BRN groups 
were significantly slower than in the BRC group. From these results， it is suggested that intake of fermented 
brown rice would minimize insulin secretion， thus attenuating any subsequent rise in the level of blood sugar. 

Key words: fermented brown rice， attenuation of blood sugar level increase， insulin sparing 

* Corresponding author (E-mai1: arinobu@suzugamine.ac必)
1 Department of Food & Nutrition， Suzugamine Women's College， 4-6-18 Inokuchi， Nishi-ku， Hiroshima 
733-8623，]apan 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

