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II. 成果の概要（総括研究報告）

 研究開発代表者による報告の場合

糖尿病や肥満症など生活習慣病の発症には、過食や食事バランスの偏りといった環境要因が大きく関

与しており栄養指導の果たす役割は大きい。簡便な食事記録に依存しない食事の摂取状況を把握するバ

イオマーカーがあれば、栄養指導に生かすことによって国民の栄養・食生活習慣の改善が期待できる。メ

タボロミクスはマクロ栄養素摂取量に関するバイオマーカーの開発に好適な手法と考えられるが、パラ

メータが多くかつこれらの要因が複雑にかかわっており実用化が困難であった。

本研究では、基礎的研究として試験食(テルミールⓇ)の摂取前後の経時的なメタボローム解析を行った。

テルミールⓇ摂取により血漿・尿サンプルにおいて増減するピークが検出され、アノテーション解析によ
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りフルーツ含有成分や貝・紅藻含有成分などの血漿・尿中への出現が認められた。テルミールⓇ自体のメ

タボロームデータとの相関解析を行った結果、テルミールⓇに含まれる多くの物質が血漿および尿のメタ

ボローム解析でも検出され、経時的に増減していることが確認された。バイオマーカーの開発のために、

本研究班が実施したメタボローム解析を用いた手法が有用であることが示された。 
 

 Environmental factors such as excessive or imbalanced dietary intake have a critical role in the 
pathogenesis of life style-related diseases including diabetes and obesity. Nutrition education 
contributes to the prevention of these diseases by improving dietary habits. However, it is difficult to 
obtain accurate data from individual dietary records. Novel biomarkers of dietary intake are required 
to accurately assess nutrition and nutrition education. Metabolomics is the ideal approach for 
development of biomarkers of macronutrient intake. However, it is difficult to be realized clinically 
because multiple factors intricately participate in the changes of exogenous as well as endogenous 
metabolites after dietary intake.  
  In the present study, our group performed metabolomic analysis using human samples after test 
meal (terumealⓇ) as a pilot study. After intake of the test meal, increases and/or decreases in peaks 
detected by LC/MS analysis were distinguished in human plasma and urine samples. By annotation 
analysis, indicators of food composition including fruits and shellfish emerged in the human samples. 
Correlation analysis of the metabolomic data of the test meal itself and the human samples revealed 
that many components derived from terumealⓇ could be detected and that the values were altered 
time-dependently after meal in human samples. Based on findings from this pilot study, we will 
develop biomarkers of macronutrient intake by integrated analysis of metabolome data both in 
human samples and various food compositions. 
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