
p113~121	
	
アラキドン酸	
https://bsd.neuroinf.jp/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%AD%E3%83%89%E3%83
%B3%E9%85%B8	
	 アラキドン酸は4つのcis⼆重結合を有する20個の炭素鎖からなる脂肪酸である。アラキド
ン酸は様々な⾷品から吸収される他、必須脂肪酸のリノール酸からも産⽣される。体内のア

ラキドン酸は主に脂質⼆重膜に含まれ、刺激に応じて遊離アラキドン酸に代謝される。遊離

アラキドン酸はそれ⾃体でも⽣理作⽤を有するが、主にプロスタノイドやロイコトリエンな

どの様々な⽣理活性脂質に変換され⽣理的・病理的機能に関与する	
		
平滑筋収縮	
https://www.kango-roo.com/sn/k/view/2094	

● 興奮から平滑筋の収縮、弛緩までの過程は、	
	神経興奮、伸張、	ホルモン	あるいは電気刺激を受けると→Ｌ型Ca	2＋	チャネル（ジヒドロ

ピリジン受容体）を介してCa	2＋	流⼊→Ca	2＋	がカルモデュリンに結合→Ca	2＋	-カルモデュ
リン複合体がミオシン軽鎖キナーゼを活性化→ミオシンをリン酸化→ミオシンATPaseの
活性化→アクチンフィラメントとミオシンフィラメントの相互作⽤が起こり、平滑筋が
収縮する。	

● Ca	2＋	-カルモデュリン複合体の解離や細胞内Ca	2＋	濃度の低下が起こると、平滑筋は弛緩

する。	
		
⾎管透過性亢進	
https://oncolo.jp/link-it/?id=37239	
		
⾎管透過性	とは、⾎管とその周りの組織との間で起こる⽔分や栄養分などの移動の
ことです。正常な⾎管では、⽔分や糖、	アミノ酸	といった⼩さな物質は⾎管壁を透
過しますが、タンパク質などの⼤きな物質は⾎管壁を通過することができません。

しかし、がん組織の⾎管では、タンパク質などの⼤きな物質も通過しています。こ

のような状態を「⾎管透過性が亢進している」と呼びます。がん組織では、周りか

ら栄養や酸素を補給するために盛んに新しい⾎管を作っています。こうした急ごし

らえの⾎管では、⾎管壁の⼀番内側に存在する⾎管内⽪細胞同⼠の結び付きがゆる

くなっており、⼤きな物質も通過してしまうと考えられています。卵巣癌の治療で

使われる「ドキシル」という薬は、直径が100	nm（0.0001	mm）のカプセル（リポ
ソーム）に	ドキソルビシン	という	抗がん剤	を詰め込んだ薬です。このカプセルは、
正常な⾎管は透過できませんが、がん組織の⾎管は透過できる⼤きさなため、がん

組織に優先的に集まります。これにより、がん組織への抗がん剤の集積が増し、正

常組織への影響が軽減されています。	
臨床症状	
https://minds.jcqhc.or.jp/n/pub/10/pub0040/T0002832	
患者さんが訴える症状のほか、医師の診察による所⾒などをいいます。	
気管⽀喘息	
https://www.ncchd.go.jp/hospital/sickness/allergy/asthma.html	
気管⽀喘息	は、急に空気の通り道となる	気管⽀	が狭くなってしまい、「ヒューヒュー」
「ゼーゼー」し始めて呼吸が苦しくなる状態（いわゆる発作）を繰り返す病気です。			気
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管⽀喘息	では、	気管⽀	に慢性的な炎症が起こっていることが分かっています。	
		
抗ヒスタミン剤	
https://medical.nikkeibp.co.jp/inc/all/drugdic/article/556e7e5c83815011bdcf82ab.html	

● 神経伝達物質ヒスタミンの働きを抑えることでアレルギー反応を抑え蕁⿇疹、花粉

症、喘息などによる⽪膚の腫れや痒み、⿐づまり、咳などの症状を改善する薬	
○ 蕁⿇疹、⽪膚炎、アレルギー性⿐炎、喘息などでは何らかの原因によって体

内でアレルギー反応が起こり症状があらわれる	
○ 体内の神経伝達物質のヒスタミンはアレルギー反応を引き起こす物質のひと

つ	
○ 本剤はヒスタミンの働きを抑える作⽤（抗ヒスタミン作⽤）をあらわす	

● 抗ヒスタミン作⽤に加え、他の作⽤によってもアレルギー反応を抑える薬剤もある	
		
抗ロイコトリエン剤	
http://pha.medicalonline.jp/index/category?from=tmenu&catkind=0&catid=1-5-46-274	
●抗アレルギー薬	
		抗アレルギー薬には，メディエーター遊離抑制薬（	表1	 経⼝ケミカルメディエー
ター遊離抑制薬の特徴	）やヒスタミンH	1	受容体拮抗薬（	表2	 第2世代抗ヒスタミン
薬の特徴	），トロンボキサンA	2	阻害薬（	表3	 プロスタグランジンD	2	・トロンボキサ
ンA	2	受容体拮抗薬の特徴	），ロイコトリエンLT受容体拮抗薬（	表4	 ロイコトリエン
受容体拮抗薬の特徴	），Th2サイトカイン阻害薬がある。	
	
		アレルギー性⿐炎では，多彩な症状や重症度に応じた薬剤選択を⾏う（	表5	 通年性
アレルギー性⿐炎の治療	）とともに，副作⽤・相互作⽤にも注意が必要である（	表6
	 アレルギー性⿐炎治療薬の注意すべき副作⽤と適応禁忌疾患	,		表7	 アレルギー性
⿐炎治療薬の薬剤相互作⽤	）。	
	
		花粉症では，予測される花粉の⾶散量と，最も症状が強い時期における病型，重症
度を基に薬剤を選択する（	表8	 重傷度に応じた花粉症に対する治療法の選択	）。	
		
IgE受容体	
http://www.ohu-u.ac.jp/faculty/research/researchP5.html	
IgE受容体はIgEを結合するα鎖と細胞内シグナル伝達に関わるβ鎖とγ鎖から成ってい
ます。アレルゲン刺激に伴い、β鎖とγ鎖の細胞内領域に存在する2つのチロシン残基
はチロシンリン酸化酵素Lynによってリン酸化されます（図4）。リン酸化されたγ鎖
には、別のチロシンリン酸化酵素であるSykが結合して活性化します。Sykは様々な
シグナル伝達分⼦をリン酸化して多彩なシグナル伝達を始動させ、最終的にマスト

細胞は活性化します。	
		
メチル化	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E5%8C%96	
メチル化	（	メチル	か、英	:	methylation	）は、さまざまな基質に	メチル	基が置換または結
合することを意味する化学⽤語である。			この⽤語は⼀般に、化学、⽣化学、⽣物科学で
使われる。			⽣化学では、	メチル化	はとりわけ⽔素原⼦と	メチル	基の置換に⽤いられる。	
⽣物の機構では、	メチル化	は酵素によって触媒される	
		
⼤脳⽪質	
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%84%B3%E7%9A%AE%E8%B3%AA	
⼤脳⽪質	（だいのうひしつ、英	:	Cerebral	cortex	）は、	⼤脳	の表⾯に広がる、神経細胞の
灰⽩質の薄い層。			その厚さは場所によって違うが、	1.5	〜	4.0mm	ほど。			⼤脳	基底核と呼
ばれる灰⽩質の周りを覆っている。			知覚、随意運動、思考、推理、記憶など、脳の⾼次
機能を司る。	
		
延髄	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%B6%E9%AB%84	
延髄	（えんずい、羅	:		英	:	medulla	oblongata	）は、脳の⼀部であり、中脳や橋と共に脳幹
を構成する。			脳幹のうちもっとも尾側の部分であって、吻側に橋、尾側に脊髄がある。	
後頭⾻に開いた⼤後頭孔という⽳を通る。			背側には下髄帆を挟んで⼩脳がある。	
		
脊髄	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%8A%E9%AB%84	
腰仙髄は第九胸椎から第⼆腰椎の間にあり、例えば第四仙髄の神経根は胸腰椎移⾏部の

あたりで	脊髄	から出て脊柱管内を下⾏し、第四仙椎の下から出る。			脊髄	円錐より下は⾺
尾と呼ばれる。	
		
中枢神経	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9E%A2%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%B
3%BB	
中枢神経	系（ちゅうすうしんけいけい、	Central	nervous	system	）とは、	神経	系の中で多
数の	神経	細胞が集まって⼤きなまとまりになっている領域である。			逆に、全⾝に分散し
ている部分は末梢	神経	系という。			脊椎動物では脳と脊髄が	中枢神経	となる。			脊髄は背側
の体腔に位置し、脳は頭蓋腔の中にある。	
		

cAMP	
https://ja.wikipedia.org/wiki/CAMP	

● 環状アデノシン⼀リン酸	（Cyclic	adenosine	monophosphate、	cAMP	）の略。	
● カチオン性抗菌ペプチド	（Cathelicidin	antimicrobial	peptide）の略	
● CAMP試験		-		細菌	の	溶⾎	性を調べる検	査	

		
セロトニン	
http://www.japanclinic.co.jp/counseling/detail.php?id=61	
セロトニン	とは、脳内で働く神経伝達物質のひとつで、感情や気分のコントロール、精
神の安定に深く関わっています。			セロトニン	が不⾜すると脳の機能の低下が⾒られた
り、⼼のバランスを保つことが難しくなります。			セロトニン	不⾜は、ストレス障害やう
つ、睡眠障害などの原因になりうることも知られています。	
		
カテコースアミン（カテコールアミン）	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%
AB%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%B3	
カテコールアミン		(Catecholamine)		とは、⼀般にチロシンから誘導された、カテコール
とアミンを有する化学種である。			レボドパや多くの神経伝達物質等（ドーパミン、ノル
アドレナリン、アドレナリン）及び関連薬物の基本⾻格になっている。	
		

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%84%B3%E7%9A%AE%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%B6%E9%AB%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%8A%E9%AB%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9E%A2%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%B3%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9E%A2%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%B3%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/CAMP
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E7%8A%B6%E3%82%A2%E3%83%87%E3%83%8E%E3%82%B7%E3%83%B3%E4%B8%80%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%AB%E3%83%81%E3%82%AA%E3%83%B3%E6%80%A7%E6%8A%97%E8%8F%8C%E3%83%9A%E3%83%97%E3%83%81%E3%83%89&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=CAMP%E8%A9%A6%E9%A8%93&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%8F%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%B6%E8%A1%80
http://www.japanclinic.co.jp/counseling/detail.php?id=61
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%B3


ドーパミン	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%9F%E3%83%
B3	
ドーパミン	（英	:	dopamine	）は、中枢神経系に存在する神経伝達物質で、アドレナリ
ン、ノルアドレナリンの前駆体でもある。			運動調節、ホルモン調節、快の感情、意欲、
学習などに関わる。	
		
⽼化モデルマウス（SAMP10）	
https://www.jstage.jst.go.jp/article/yakushi/130/1/130_1_11/_pdf	
⽼化促進モデルマウスは（senescence	accelerated	mouse,SAM）は、1968年アメリカ・
ジャクソン研究所より導⼊されたAKR/Jマウスをもとにして京都⼤学結核胸部疾患研
究所病理部⾨（現京都⼤学再⽣医療研究所）において⽵⽥俊男（元SAM研究協議会
会⻑）らにより開発された早期に⽼化兆候を⽰す近交系マウスである。	
		
アルツハイマー病	
http://adinfo.tri-kobe.org/worldwide-alzheimers-information/alzheimers-basics.html	
アルツハイマー病	は、不可逆的な進⾏性の脳疾患で、記憶や思考能⼒がゆっくりと障害
され、最終的には⽇常⽣活の最も単純な作業を⾏う能⼒さえも失われる病気です。			ほと
んどの	アルツハイマー病	の患者では、	60	歳以降に初めて症状が現れます。			アルツハイ
マー病	は、⾼齢者における認知症の最も⼀般的な原因です。	
		
β-アミロイド	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83
%89%CE%B2	
アミロイド	β	（	アミロイドベータ	、英	:		Amyloid	beta	、略称	:	Aβ	）は、アルツハイマー病
患者の脳に⾒られる	アミロイド	斑の主成分として、アルツハイマー病に重⼤な関与を⾏
う	36–43	アミノ酸のペプチドである。	
		
⼀過性脳虚⾎	
https://www.hospital.japanpost.jp/tokyo/shinryo/nouge/tia.html	
⼀過性脳虚⾎発作（以下TIA）は⽂字通り、⼀時的に脳に⾎流が流れなくなり、神経
脱落症状が現れる発作をいいます。以前は24時間以内に症状が消えるというのがTIA
の定義でしたが、最近では持続時間は問われていません。画像診断の進歩により、

24時間以内に症状が消えてもMRI拡散強調画像（DWI）を撮ると脳梗塞が⾒つかる
ことが増えてきたからです。	
2009年の⽶国⼼臓協会、脳卒中協会（AHA/ASA）の論⽂では、	
	「TIAとは脳、脊髄または網膜の局所的虚⾎による⼀時的な神経学的機能障害で急
性梗塞を伴わないもの」と定義されています。	
	つまり、症状の持続時間とは関係なく、梗塞とTIAを別のものとして区別している
わけです。機能障害が短時間で回復したとしても、画像診断で梗塞巣が⾒つかった

ものは脳梗塞と診断する、ということです。	
	ではTIAがなぜそれほど問題にされているかというと、それがしばしば早い時期に
脳梗塞に移⾏するからです。	
	
	いくつかの臨床研究の結果、TIAを起こした⼈の10-15％が3カ⽉以内に脳梗塞にな
り、その半数は2⽇以内に発症していることが明らかになりました。従来考えられて
いたよりも、はるかに早い時期に脳梗塞を発症することがしばしばある、というこ
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とです。	
	そのようなデータをふまえて、⽇本脳卒中学会では2009年発⾏の「脳卒中治療ガイ
ドライン」で「TIAが疑われた場合にはただちに予防的治療を開始すること」を推奨
しています（表1）。つまり、TIAを起こしたということは患者さんが脳梗塞の崖っ
ぷちのところに⽴っているという認識です。これは脳卒中発症予防のためには重要

な進歩といえるでしょう。	
		
グルタミン酸	
https://www.ajinomoto.co.jp/amino/manabou/glutamic_acid.html	
昆布やトマト、チーズなどには遊離の形で含まれ、うま味のもとになります。			⽣体内で
は多くのアミノ酸が	グルタミン酸	をもとに合成されます。			昆布だしの成分です。			様々な
⾷品に含まれています。	
		
中枢神経興奮作⽤	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9E%A2%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%88
%BA%E6%BF%80%E8%96%AC	
中枢神経刺激薬		(	ちゅうすうしんけいしげきやく、	英	:	central	nervous	system	
stimulants	:CNS	stimulants)		は、	中枢神経系	に作⽤し、その機能を活発化させる
薬物	の総称である	[1]	。	世界保健機関	による精神医学の⽤語集において、	アンフェ
タミン	や	コカイン	のような交感神経様作⽤アミンと、	ストリキニーネ	や	ピクロト
キシン	のような中枢神経興奮剤とを含むとしている	[2]	。⽇本の薬効分類から⾒れ
ば、	興奮剤	、	覚醒剤	の分類名の横に、	central	nervous	system	stimulants	の英名が
書かれている	[3]	。これでは、ストリキニーネなども下位に分類される	
		
ホスホジエステラーゼ（リン酸化酵素の⼀つ）	
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%82%B8%E3%82%A8
%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC-772696	
ホスファターゼ	の⼀つで，リン酸のジエステルを加⽔分解する反応を触媒する．⽣
理的に重要な意義のある多くの酵素が知られている	。	
		
cAMP（環状アデノシン3'，5'-⼀リン酸）	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E7%8A%B6%E3%82%A2%E3%83%87%E3%83%
8E%E3%82%B7%E3%83%B3%E4%B8%80%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8	
環状アデノシン⼀リン酸	（かんじょう	アデノシン	いち	リン	さん	;	cyclic	AMP,		cAMP		(	サイ
クリックエーエムピー	),		環状	AMP,		3	'-	5	'-	アデノシン⼀リン酸	）は、	アデノシン三リン酸	
(ATP)		から合成され、リボースの			3	',		5	'		と	リン酸	が	環状	になっている分⼦。	
		
⼼筋	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E7%AD%8B	
⼼筋	（しんきん、英語：	Cardiac	muscle	、	heart	muscle		、	myocardium	）は、⼼臓を構成
する筋⾁のことをいう。			⼼筋	は、⾻格筋と同じ横紋筋であるが、⾻格筋は随意筋で多核
の細胞でできているのに対して、	⼼筋	は単核（稀に	2	核）の細胞でできており、不随意筋
である。	
		
冠動脈	
http://www.jpats.org/modules/general/index.php?content_id=12	

https://www.ajinomoto.co.jp/amino/manabou/glutamic_acid.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9E%A2%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%88%BA%E6%BF%80%E8%96%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9E%A2%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%88%BA%E6%BF%80%E8%96%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9E%A2%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%B3%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9E%A2%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%88%BA%E6%BF%80%E8%96%AC#cite_note-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B0-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%A9%9F%E9%96%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%88%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%88%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9E%A2%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%88%BA%E6%BF%80%E8%96%AC#cite_note-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%88%E5%A5%AE%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%9A%E9%86%92%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9E%A2%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E5%88%BA%E6%BF%80%E8%96%AC#cite_note-%E4%B8%AD%E5%88%86%E9%A1%9E87-3
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%82%B8%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC-772696
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%82%B8%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC-772696
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BC-630177
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E7%8A%B6%E3%82%A2%E3%83%87%E3%83%8E%E3%82%B7%E3%83%B3%E4%B8%80%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E7%8A%B6%E3%82%A2%E3%83%87%E3%83%8E%E3%82%B7%E3%83%B3%E4%B8%80%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E7%AD%8B
http://www.jpats.org/modules/general/index.php?content_id=12


⼼臓には⼼筋に酸素や栄養素を供給するため、	冠動脈	という⾎管が表⾯に張り巡らされ
ています。			冠動脈	は左	冠動脈	、右	冠動脈	があり、左	冠動脈	はさらに前下⾏枝、回旋枝に
分かれるため⼤きく	3	本の枝に分かれます（図	1	）。			動脈硬化などが原因で	冠動脈	に狭
窄、または閉塞を⽣じると、⼼筋に⼗分な⾎液が供給できなくなります。	
		
腎⽷球体	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%B8%E7%90%83%E4%BD%93	
⽷球体	（しきゅうたい、Glomerulus）は、脊椎動物の	腎臓	のネフロンでボーマン嚢に
囲まれた⽑細⾎管の塊であり、	腎臓	循環の輸⼊細動脈から⾎液が流れ込んでいる。	
		
尿細管	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BF%E7%B4%B0%E7%AE%A1	
細	尿	管（さいにょうかん、renal	tubule：	尿細管	、腎	細管	）は、腎臓における⽷球体よ
り集合管にいたるまでの、原	尿	が通り再吸収・分泌などを受ける組織のこと。	

1. メチルキサンチン	
https://www.weblio.jp/content/%EF%BC%91%E2%80%90%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83
%AB%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%B3	
		

分⼦式	：	 C	6	H	6	N	4	O	2	

その他の名称

：	

1-Methylxanthine、3,7-Dihydro-1-methyl-1H-purine-2,6-dione、

1-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione、

1-Methyl-7H-purine-2,6(	1H	,	3H	)-	dione	

体系	名：	 1-メチルキサンチン、1-	メチル	-7H-	プリン	-2,6(	1H	,	3H	)-	ジオン	、1-	メチル

-3,7-ジヒドロ-	1H	-	プリン	-2,6-	ジオン	、3,7-ジヒドロ-1-	メチル	-	1H	-	プリン

-2,6-	ジオン	

		

1. メチル尿酸	

https://www.weblio.jp/content/%EF%BC%91%E2%80%90%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83
%AB%E5%B0%BF%E9%85%B8	

分⼦式	：	 C	6	H	6	N	4	O	3	

その他の名称

：	

1-メチル尿酸、1-Methyluric		acid	、

7,9-Dihydro-1-methyl-1H-purine-2,6,8(	3H	)-trione、

1-Methyl-7H-purine-2,6,8(	1H	,	3H	,	9H	)-trione、1-Methyl-8-hydroxyxanthine	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%B8%E7%90%83%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BF%E7%B4%B0%E7%AE%A1
https://www.weblio.jp/content/%EF%BC%91%E2%80%90%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%B3
https://www.weblio.jp/content/%EF%BC%91%E2%80%90%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%B3
https://www.weblio.jp/content/%E5%88%86%E5%AD%90%E5%BC%8F
https://www.weblio.jp/content/1H
https://www.weblio.jp/content/3H
https://www.weblio.jp/content/dione
https://www.weblio.jp/content/%E4%BD%93%E7%B3%BB
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3
https://www.weblio.jp/content/1H
https://www.weblio.jp/content/3H
https://www.weblio.jp/content/%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%B3
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB
https://www.weblio.jp/content/1H
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3
https://www.weblio.jp/content/%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%B3
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB
https://www.weblio.jp/content/1H
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3
https://www.weblio.jp/content/%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%B3
https://www.weblio.jp/content/%EF%BC%91%E2%80%90%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E5%B0%BF%E9%85%B8
https://www.weblio.jp/content/%EF%BC%91%E2%80%90%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E5%B0%BF%E9%85%B8
https://www.weblio.jp/content/%E5%88%86%E5%AD%90%E5%BC%8F
https://www.weblio.jp/content/acid
https://www.weblio.jp/content/3H
https://www.weblio.jp/content/1H
https://www.weblio.jp/content/3H
https://www.weblio.jp/content/9H


体系	名：	 1-	メチル	-1,7-ジヒドロ-2-	ヒドロキシ	-6H-	プリン	-6,8(	9H	)-	ジオン	、8-	ヒド

ロキシ	-	1-メチルキサンチン	、7,9-ジヒドロ-1-	メチル	-	1H	-	プリン

-2,6,8(	3H	)-トリオン、1-	メチル	-7H-	プリン	-2,6,8(	1H	,	3H	,	9H	)-トリオン、1-

メチル	-8-ヒドロキシキサンチン	

		
肝機能障害	
https://kankinou.net/	
肝臓	の病気、検査値（	ALT	等）の意味がわかるサイト			よくわかる！	肝機能	ナビ			監修：帝京⼤学	
医療技術学部			学部⻑			滝川			⼀			先⽣	...		肝機能	が異常な⽅や⾎液検査の数値が基準値を超えた⽅、
肝臓	に関して関⼼や不安のある⽅に役⽴つ情報をお届けします	
		
アミン類	
https://ja.wikipedia.org/wiki/	アミン	

アミン	(amine)とは、	アンモニア	の	⽔素原⼦	を	炭化⽔素	基または	芳⾹族	原⼦団で	置換	した
化合物	の総称である。	

置換した数が1つであれば	第⼀級アミン	、2つであれば	第⼆級アミン	、3つであれば	第三
級アミン	という。また、	アルキル基	が第三級アミンに結合して	第四級アンモニウムカチ
オン	となる。⼀⽅アンモニアもアミンに属する。	

		

トリメチルアミン	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%A
B%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%B3	

トリメチルアミン		(trimethylamine)	は有機化合物の⼀種で、最も基本的な第三級アミンであ
る。	⿂の臭い。	特定悪臭物質として、悪臭防⽌法の規制対象である。	

		

硫⻩化合物	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E7%A1%AB%E9%BB%84%E5%8C%
96%E5%90%88%E7%89%A9	
有機	硫⻩化合物	（ゆうきいおうかごうぶつ）とは	硫⻩	原⼦を含む有機	化合物	の総称である。			有
機	硫⻩化合物	に分類されるものは多岐にわたるが、⼀般的に不快な臭気を持ち、糖鎖（炭⽔化物
の鎖）や	硫⻩	の	化合物	を含む⽣物が⽣⻑するときの⽼廃物として、あるいは腐敗する際に⾃然に
⽣成する。	
		
ジアリルジスルフィド	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E7%A1%AB%E5%8C%96%E3%82%A2%E3%83%
AA%E3%83%AB	
⼆硫化	アリル	または	ジアリルジスルフィド		(diallyl	disulfide)		はネギ属の植物にみられる有機硫⻩
化合物である。			硫化	アリル	や	ジアリル	テトラスルフィドとともに、ニンニクの精油の主成分を
なしている。			⻩⾊みを帯びた液体で、⽔には溶けず、強いニンニク臭を持つ。	
		

https://www.weblio.jp/content/%E4%BD%93%E7%B3%BB
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3
https://www.weblio.jp/content/9H
https://www.weblio.jp/content/%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%B3
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7
https://www.weblio.jp/content/1-%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%B3
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB
https://www.weblio.jp/content/1H
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3
https://www.weblio.jp/content/3H
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3
https://www.weblio.jp/content/1H
https://www.weblio.jp/content/3H
https://www.weblio.jp/content/9H
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB
https://kankinou.net/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E5%8E%9F%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E5%8C%96%E6%B0%B4%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B3%E9%A6%99%E6%97%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%AE%E6%8F%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%AB%E5%9F%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%B4%9A%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%83%81%E3%82%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%B4%9A%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%83%81%E3%82%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E7%A1%AB%E9%BB%84%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E7%A1%AB%E9%BB%84%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E7%A1%AB%E5%8C%96%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E7%A1%AB%E5%8C%96%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%AB


硫化⽔素	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E5%8C%96%E6%B0%B4%E7%B4%A0	

硫化⽔素	（りゅうかすいそ、英	:	hydrogen	sulfide	）は化学式		H	2	S		をもつ硫⻩と	⽔素	の無機化合
物。			無⾊の気体で、腐卵臭を持つ。			空気に対する⽐重は	1.1905	である。	
		
メチルメルカプタン	
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83
%AB%E3%82%AB%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%B3	
アルコール分	⼦中	の	酸素原⼦	の	代り	に，	硫⻩原⼦	の⼊った	化合物	で	⽰性式	Ｒ・ＳＨ	（Ｒは	ア
ルキル基	）の	チオアルコール	類で，	⼀般に	揮発	しやすい	不快臭	のある	液体	です。	⼤根	たくわ
ん	，	きりぼし	⼤根	のにおい，	漬物	や	たまねぎ	の	腐った	ような	においが	します。	 	
悪臭防⽌法	による	規制	物質	の	１つ	。	 	
⼤気汚染防⽌法	の	特定物質	。	
		
短鎖脂肪酸	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%AD%E9%8E%96%E8%84%82%E8%82%AA%E9%85%B
8	
短鎖脂肪酸	（たんさしぼうさん、	英	:	SCFA	、	Short-chain	fatty	acid	）は	脂肪酸	の⼀部
で、炭素数	6	以下のもので、具体的には	酢酸	、	プロピオン酸	、	イソ酪酸	、	酪酸	、	イソ吉
草酸	、	吉草酸	、	カプロン酸	、	乳酸	、	コハク酸	を指す。但し、乳酸、コハク酸は短鎖脂肪
酸に含めないとする⾒解もある	
		

カプロン酸

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%B3%E9%85%B
8	
カプロン酸	（	カプロン	さん、	caproic	acid	）は直鎖飽和カルボン	酸	である。		IUPAC	系統名ではヘ
キサン	酸	(hexanoic	acid)		となる。			消防法に定める第	4	類危険物			第	3	⽯油類に該当する。	
		

トリプトファン誘導体	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%9
F%E3%83%B3	
トリプタミン	は	インドール	誘導体で、	トリプトファン	から脱炭酸した構造を持つ	有機化
合物	である。様々な⽣理活性物質の⺟⾻格となっており、この⾻格を持つ分⼦は	トリプ
タミン類	として知られている。	
		
上⽪	
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8A%E7%9A%AE%E7%B5%84%E7%B9%94-79760	
	
体の	表⾯	，あるいは中空	器官	の	内⾯	をおおう細胞層で，	上⽪細胞	から成る。	上⽪	には	⾎管	は
なく，各細胞が集団になって連なっている。上⽪細胞の働きは，表⾯の保護，栄養分の吸収

，	消化液	などの分泌，感覚作⽤などである。上⽪細胞の形態や配列の仕⽅によって機能が異
なり，各器官に特有の上⽪	組織	がみられる。	
		
結合組織	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%90%88%E7%B5%84%E7%B9%94	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E5%8C%96%E6%B0%B4%E7%B4%A0
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%B3
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%B3
https://www.weblio.jp/content/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%88%86
https://www.weblio.jp/content/%E5%AD%90%E4%B8%AD
https://www.weblio.jp/content/%E9%85%B8%E7%B4%A0%E5%8E%9F%E5%AD%90
https://www.weblio.jp/content/%E4%BB%A3%E3%82%8A
https://www.weblio.jp/content/%E7%A1%AB%E9%BB%84%E5%8E%9F%E5%AD%90
https://www.weblio.jp/content/%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://www.weblio.jp/content/%E7%A4%BA%E6%80%A7%E5%BC%8F
https://www.weblio.jp/content/%EF%BC%B2%E3%83%BB%EF%BC%B3%EF%BC%A8
https://www.weblio.jp/content/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%AB%E5%9F%BA
https://www.weblio.jp/content/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%AB%E5%9F%BA
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%81%E3%82%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB
https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%80%E8%88%AC%E3%81%AB
https://www.weblio.jp/content/%E6%8F%AE%E7%99%BA
https://www.weblio.jp/content/%E3%81%97%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%84
https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8D%E5%BF%AB%E8%87%AD
https://www.weblio.jp/content/%E6%B6%B2%E4%BD%93
https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E6%A0%B9
https://www.weblio.jp/content/%E3%81%9F%E3%81%8F%E3%82%8F%E3%82%93
https://www.weblio.jp/content/%E3%81%9F%E3%81%8F%E3%82%8F%E3%82%93
https://www.weblio.jp/content/%E3%81%8D%E3%82%8A%E3%81%BC%E3%81%97
https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E6%A0%B9
https://www.weblio.jp/content/%E6%BC%AC%E7%89%A9
https://www.weblio.jp/content/%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%81%AD%E3%81%8E
https://www.weblio.jp/content/%E8%85%90%E3%81%A3%E3%81%9F
https://www.weblio.jp/content/%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%8C
https://www.weblio.jp/content/%E6%82%AA%E8%87%AD%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95
https://www.weblio.jp/content/%E8%A6%8F%E5%88%B6
https://www.weblio.jp/content/%E7%89%A9%E8%B3%AA
https://www.weblio.jp/content/%EF%BC%91%E3%81%A4
https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E6%B0%97%E6%B1%9A%E6%9F%93%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95
https://www.weblio.jp/content/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E7%89%A9%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%AD%E9%8E%96%E8%84%82%E8%82%AA%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%AD%E9%8E%96%E8%84%82%E8%82%AA%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%82%E8%82%AA%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%A2%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%94%E3%82%AA%E3%83%B3%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BD%E9%85%AA%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%AA%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BD%E5%90%89%E8%8D%89%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%BD%E5%90%89%E8%8D%89%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E8%8D%89%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%B3%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%B3%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%8F%E3%82%AF%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%B3%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%B3%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8A%E7%9A%AE%E7%B5%84%E7%B9%94-79760
https://kotobank.jp/word/%E8%A1%A8%E9%9D%A2-613581
https://kotobank.jp/word/%E5%99%A8%E5%AE%98-50048
https://kotobank.jp/word/%E5%86%85%E9%9D%A2-440452
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8A%E7%9A%AE%E7%B4%B0%E8%83%9E-671751
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8A%E7%9A%AE-442375
https://kotobank.jp/word/%E8%A1%80%E7%AE%A1-59544
https://kotobank.jp/word/%E6%B6%88%E5%8C%96%E6%B6%B2-530815
https://kotobank.jp/word/%E7%B5%84%E7%B9%94-5375
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%90%88%E7%B5%84%E7%B9%94


結合組織	（けつごうそしき、英	:	connective	tissue	）は、伝統的な分類における	組織	の	4	種のうち
の	1	種（他に上⽪	組織	、筋	組織	、神経	組織	がある）。	
		
⾷物残渣	
http://www.care-mane.com/glossary/word/%E9%A3%9F%E7%89%A9%E6%AE%8B%E6%B8%
A3	
⾷物残渣	（しょくもつざんさ）			⼝腔（⼝の中）内に残された⾷べ物などのかすのことを⾔いま
す。			略して⾷渣（しょくさ）ということもあります。			⾷物残渣	は⾼齢者に良く⾒受けられ、咀
嚼（そしゃく）⼒の低下や、嚥下（えんげ）⼒の低下が原因となる。	
		

含硫化合物	
https://www.dohidc.jp/blog/2015/07/post-47-449769.html	
ポリフェノール類とカロテノイドの他に注⽬されている三次機能を持つファイトケミカル

に、含硫化合物(イオウ化合物)があります。	
含硫化合物はイオウを含む化合物の総称でガーリックなどのユリ科植物の刺激臭である芳⾹

成分や、ブロッコリーなどのアブラナ科植物の⾟み成分が、⾎⼩板凝集を抑制(⾎液をサラ
サラに)したり、肝解毒酵素の働きを⾼めたり、発ガン物質を無毒化して体外に排出する抗
がん作⽤をもたらします。	
ガーリックや⽟ねぎ、ニラに含まれる硫化アリルのアリシンや、ブロッコリー、カリフラ

ワー、ケール、キャベツ、⼤根、わさびに含まれるグルコシレート、ブロッコリースプラウ

トに多く含まれるイソチオネートのスルフォラファンなどがあります。	
		
ケンフェロール	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%AD%E3%83%B
C%E3%83%AB	
ケンペロール（	ケンフェロール	、	kaempferol	）は、フラボノイドの⼀種である天然フラボノール
の⼀つである。	
		
クエルセチン	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%8
1%E3%83%B3	
クェルセチン（または	クエルセチン	、ケルセチン、英	:	quercetin	）は、フラボノイドの⼀種でフ
ラボノールを⾻格に持つ物質。			配糖体（ルチン、クエルシトリンなど）または遊離した形で柑
橘類、タマネギやソバをはじめ多くの植物に含まれる。			⻩⾊い⾊素で、古くから染料としても
⽤いられてきた。	
クェルセチン（または	クエルセチン	、ケルセチン、英	:	quercetin	）は、フラボノイドの⼀種でフ
ラボノールを⾻格に持つ物質。			配糖体（ルチン、クエルシトリンなど）または遊離した形で柑
橘類、タマネギやソバをはじめ多くの植物に含まれる。			⻩⾊い⾊素で、古くから染料としても
⽤いられてきた。	
		
ミリセチン	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%B
3	
ミリセチン		(myricetin)		は、多くの	ブドウ	、	ベリー	、	果物	、	野菜	、	ハーブ	、その他の植物
に含まれている	フラボノイド	である天然	フラボノール	の⼀種である。⾷品の中では	クル

http://www.care-mane.com/glossary/word/%E9%A3%9F%E7%89%A9%E6%AE%8B%E6%B8%A3
http://www.care-mane.com/glossary/word/%E9%A3%9F%E7%89%A9%E6%AE%8B%E6%B8%A3
https://www.dohidc.jp/blog/2015/07/post-47-449769.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%89%E3%82%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AA%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%9C%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E8%8F%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%9F


ミ	の豊富に含まれている。配糖体の形でも微量に含まれている	[1]	。ミリセチンは⾚	ワイ

ン中のフェノール性化合物	（	英語版	）	の⼀つである	[2]	。	
		
フラボノール類	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%8E%E3%83%B
C%E3%83%AB	
フラボノール	（	flavonol	）	類	は、	3-	ヒドロキシフラボン（	IUPAC	名	:	3-	ヒドロキシ	-2-	フェニルクロ
メン	-4-	オン）⾻格を有する	フラボノイド	の⼀群である。			フェノール性	OH	基の位置により様々な
バリエーションがある。	
		
クロロフィル（aおよびb）	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A
3%E3%83%AB	

クロロフィル		(Chlorophyll)	は、	光合成	の	明反応	で光エネルギーを吸収する役割をもつ	化
学物質	。	葉緑素	（ようりょくそ）ともいう。	

4つの	ピロール	が環を巻いた構造である	テトラピロール	に、	フィトール		(phytol)	と呼ば
れる⻑鎖	アルコール	が	エステル結合	した基本構造をもつ。環構造や置換基が異なる数種
類が知られ、ひとつの⽣物が複数種類をもつことも珍しくない。	植物	では	葉緑体	の	チラ
コイド	に多く存在する。	

		

⾍⻭菌	

https://www.mascat.nihon-u.ac.jp/hospital/feature/02_q03.html	

⻭周病と免疫	

症状としては，⻭⾁が⾚く腫れ⻭の周囲組織がこわれ，⻭が抜けてしまう病気ですが，痛み

を伴わないため知らないうちに症状が進みます。炎症が続くと⾻を溶かす細胞（破⾻細胞）

が活性化されて⻭を⽀えている⾻を溶かしてしまいます。⻭周病原菌は誰の⼝にも棲息する

常在菌ですが，強い病原性を持つわけではなく，⻭周病原菌が存在していても⻭周病になら

ない⼈もいます。	

	

⼝腔清掃が不⼗分でプラーク量が増え，加齢などにより免疫⼒が低下すると発症すると考え

られています。⼝腔には700種類を越す細菌種が常在しています。これらの細菌は本来⼝腔
粘膜の免疫担当細胞を刺激し，外来性の病原菌やウイルスの侵⼊を防いでくれます。		

	

しかし，免疫⼒が衰え，特定の細菌種が増えてくると容赦なく組織内に⼊り込み，⻭周病な

どの⼝腔疾患を発症します。⻭周病は細菌だけが原因ではなく，免疫⼒の低下が問題となり

ます。	

ミュータンス菌	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%B3#cite_note-1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%AD%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%80%A7%E6%88%90%E5%88%86&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%B8%AD%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%80%A7%E6%88%90%E5%88%86&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Phenolic_content_in_wine
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%B3#cite_note-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%90%88%E6%88%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E5%8F%8D%E5%BF%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%89%A9%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB%E7%B5%90%E5%90%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8D%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%89%E7%B7%91%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%89
https://www.mascat.nihon-u.ac.jp/hospital/feature/02_q03.html


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%97%E3%83%8
8%E3%82%B3%E3%83%83%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%
A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B9	

ストレプトコッカス・	ミュータンス	（Streptococcus	mutans）は、グラム陽性で通性嫌気性
のレンサ球菌の⼀種である。	ヒトの⼝腔内にも存在し、う蝕（⾍⻭）の原因	菌	のひとつで
ある。1924年にJ	Kilian	Clarkeによって発⾒された。	

		

ショ糖	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%
B9	

スクロース	(sucrose)、または	ショ糖	（蔗糖、しょとう）は、	糖	の1種であり、砂糖の主成分
である。	テンサイやサトウキビなどから得られる。	

		
グルカン	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%B3	
		
グルカン		(glucan)		は、	D-	グルコースがグリコシド結合で繋がったポリマーである。			⼀つの	グル
カン	の中に⼆つの結合様式が混在することはあるが、α	型と	β	型が混在することはなく、それぞ
れ	α	グルカン	、	β	グルカン	と⾔われる。			天然に最も多く存在する多糖である。	
		
多糖体	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E7%B3%96	
多糖	（たとう、	英語	:	polysaccharide,		ポリサッカロイド、ポリサッカライド）は、	グリ
コシド結合	によって	単糖	分⼦が多数	重合	した物質の総称である。	デンプン	などのように
構成単位となる単糖とは異なる性質を⽰すようになる。広義としては、	単糖	に対し、複
数個	(2	分⼦以上	)	の単糖が結合した	糖	も含むこともある。	
		
プラーク	
https://www.lion-dent-health.or.jp/labo/article/knowledge/03.htm	
プラーク	とは、⻭の表⾯に付着している細菌のかたまりです。	
⽩⾊または⻩⽩⾊をしているので⽬では確認しにくいのですが、⾆でさわるとザラザラとし

た感触があります。	
プラークはネバネバと粘着性が強いため、⻭の表⾯にしっかりと付着し、強くうがいしても取れ

ません。	
プラーク中には細菌が約600種類も存在しており、プラーク1mg当たりに細菌が約1〜2億個存在
していると⾔われています。	
		
⻭垢	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%AF%E5%9E%A2	
⻭垢	（しこう）とは⼀般に⻭⽛表⾯に付着した⻩⽩⾊を帯びた粘着性の物体のことを指す。			⾷
事の後	8	時間で⾷べかすの中で細菌が増殖して	⻭垢	になる。			厳密には⻭⽛との接触⾯は獲得被膜
（ペリクル）と呼ばれる被膜で覆われており、その上に形成されたものが	⻭垢	である。	
		
乳酸	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%97%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%83%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%97%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%83%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%97%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%83%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E7%B3%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%82%B7%E3%83%89%E7%B5%90%E5%90%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%82%B7%E3%83%89%E7%B5%90%E5%90%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%98%E7%B3%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E5%90%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%98%E7%B3%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%96
https://www.lion-dent-health.or.jp/labo/article/knowledge/03.htm
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%AF%E5%9E%A2


http://www.jafanet.jp/hnblog/column/2019/04/post-37.html	
乳酸	は無酸素状態になると作られる不要な物質で、溜まると筋⾁が酸性になることで、筋⾁が動
きづらくなったり、疲れたりする原因になる」と考えられていたのは	1900	年代のこと。			現在
は、その説を覆す報告が多数あり「	乳酸	は疲労物質ではない」という考えが定着しています。	
運動のメインエネルギー源は糖質です。	
		
グルコシルトランスフェラーゼ	
https://www.quint-j.co.jp/web/keyword/keyword.php?no=40254	

ミュータンスレンサ球菌は、スクロース（砂糖）をグルコース（ぶどう糖）とフル

クトース（果糖）に加⽔分解し、得られたグルコースを鎖状につなげ、粘着性の不

溶性グルカンを菌体外に合成する。この合成のカギとなるのが、ミュータンスレン

サ球菌が産⽣する特殊な酵素「グルコシルトランスフェラーゼ」（glucosyltransferase

：GTF）である。不溶性グルカンが菌体外にできると、ミュータンスレンサ球菌は

⻭の表⾯に定着しやすくなる。	

		

Leenen,R	

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?cmd=search&term=Leenen%20R%5Bau%5D&dis

pmax=50	

		

Serafini.M	

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15327744	

		

Leenen,R	 Serafini.M	

茶カテキンの機能と調理時における構造的変化	

https://ci.nii.ac.jp/naid/110006367124	

		

⾎漿抗酸化活性（TRAP）	

1. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jshowaunivsoc/74/4/74_403/_pdf/-char/ja	

		

http://www.jafanet.jp/hnblog/column/2019/04/post-37.html
https://www.quint-j.co.jp/web/keyword/keyword.php?no=40254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?cmd=search&term=Leenen%20R%5Bau%5D&dispmax=50
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?cmd=search&term=Leenen%20R%5Bau%5D&dispmax=50
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15327744
https://ci.nii.ac.jp/naid/110006367124
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jshowaunivsoc/74/4/74_403/_pdf/-char/ja


②	https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%89%A9%

E8%B3%AA	

		

抗酸化物質	（こうさんかぶっしつ、	antioxidant	）とは、	抗酸化剤	とも呼ばれ、⽣

体内、⾷品、⽇⽤品、⼯業原料において	酸素	が関与する有害な反応を減弱もしく

は除去する物質の総称である。特に	⽣物化学	あるいは	栄養学	において、狭義には

脂質の過酸化反応を抑制する物質を指し、広義にはさらに⽣体の	酸化ストレス	あ

るいは⾷品の変質の原因となる活性酸素種（酸素フリーラジカル、	ヒドロキシル

ラジカル	、	スーパーオキシドアニオン	、	過酸化⽔素	など）を捕捉することによって

無害化する反応に寄与する物質を含む	[4]	。この反応において、抗酸化物質⾃体は酸化

されるため、抗酸化物質である	チオール	、	アスコルビン酸	または	ポリフェノール	類

は、しばしば	還元剤	として作⽤する	[5]	。	

		

ガロカテキンガレート（GCg）	

https://www.an.shimadzu.co.jp/apl/food/catechin1.htm	

緑茶の健康への効果は早い段階から注⽬されてきました。特に，緑茶葉中約10〜

15%と多く含まれる渋味成分であるカテキン類については，⾎中コレステロールや

体脂肪低下，ガン予防効果，抗酸化作⽤等々があることが報告され，数多くの研究

がおこなわれています。最新の研究では，カテキン類で認知症を予防できる可能性

があるということも報告されており，ますます注⽬されています。	

緑茶の葉には化学構造の異なる4種類のカテキン類，エピカテキン(EC)，エピガロカテ

キン(EGC)，エピカテキンガレート(ECG)，エピガロカテキンガレート(EGCG)が多く含

まれています。また，お茶飲料を製造する過程の加熱処理で構造が変化し，⼀部がそれ

ぞれ，カテキン(C)，ガロカテキン(GC)，カテキンガレート(CG)，ガロカテキンガレー

ト(GCG)となります。カテキン類は植物に数千種類あるといわれているポリフェノール

の⼀種です。⽔に溶けているカテキン類の分離・検出には	HPLC(液体クロマログラフ)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%89%A9%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%89%A9%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97%E9%85%B8%E5%8C%96%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%8C%96%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%84%E9%A4%8A%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E5%8C%96%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%89%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E9%85%B8%E5%8C%96%E6%B0%B4%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%89%A9%E8%B3%AA#cite_note-%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%90%8C%E4%BA%BA%E7%94%9F%E5%8C%96%E5%AD%A6%E8%BE%9E%E5%85%B8-4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%AB%E3%83%93%E3%83%B3%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%84%E5%85%83%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%89%A9%E8%B3%AA#cite_note-Sies-5
https://www.an.shimadzu.co.jp/apl/food/catechin1.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/hplc/hplc.htm


や	LC/MS(液体クロマトグラフ質量分析計)	が有効です(LC/MSによる分析例は	こち

ら	)。	

市販の緑茶飲料⽔を	超⾼速LC	で測定した例を⽰します。精製⽔で４倍に希釈後，メ

ンブランフィルタ(孔径0.22μm)でろ過しました。	

超⾼速LC	で測定することで分析時間を⼤幅に短縮することができます。	

		

抱合体	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B1%E5%90%88	

抱合	（ほうごう）はおもに次の	2	つの意味で⽤いられる。			⽣化学、⽣理学の	抱合	。			⽣物

における代謝の⼀型式で、薬物などの外来物質（異物）や体内由来の⼀部物質（ホルモ

ン、胆汁酸、ビリルビンなど）に他の親⽔性分⼦（硫酸、グルクロン酸、グルタチオン

など）が付加される反応をいう。	

		

硫酸エステル	

https://www.chem-station.com/odos/2019/01/synthesis-of-organosulfate.html	

硫酸エステル	（	organosulfate	）は様々な⽣物活性化合物に存在する官能基である。			また

加⽔分解によりアルコールを放出するため、⽔溶性を⾼める⽬的でのプロドラッグとし

ても活⽤される。			古典的には	硫酸	やスルファミン酸などが	硫酸	化剤として使⽤されてき

た。	

		

グロクロン酸エステル	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3

%83%B3%E9%85%B8	

グルクロン酸	（グルクロンさん、	glucuronic	acid	）は炭素数	6	個の	グルコース	の

⾻格構造と	C6	位の	カルボキシ基	をもつ	糖	であり、代表的な	ウロン酸	である。	分

⼦式	は		C	6	H	10	O	7			で、分⼦量		194.1408		である。			光学異性体	のうち、天然には		D

https://www.an.shimadzu.co.jp/lcms/lcms2020/lcms1.htm
https://www.an.shimadzu.co.jp/apl/food/catechin2.htm
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B1%E5%90%88
https://www.chem-station.com/odos/2019/01/synthesis-of-organosulfate.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%B3%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%B3%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%82%AD%E3%82%B7%E5%9F%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%AD%E3%83%B3%E9%85%B8
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%AD%A6%E7%95%B0%E6%80%A7%E4%BD%93


体のみが知られる。	共役塩基	の陰イオン、グルクロン酸イオン		(glucuronate	ion)	

は	グルクロネート		(glucuronates)		と呼ばれる塩を形成する。グルクロン酸の名称

はギリシアの	γλυκός	「⽢い」に由来する。	

		

重合体	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8D%E5%90%88%E4%BD%93	

重合体	（じゅうごうたい）またはポリマー（英	:	polymer	）とは、複数のモノマー（単量

体）が	重合	する（結合して鎖状や網状になる）ことによってできた化合物のこと。			この

ため、⼀般的には⾼分⼦の有機化合物である。			現在では、⾼分⼦と同義で⽤いられるこ

とが多くなっている。	

		

メチル化体	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB%E5%8C%96	

メチル化	（メチルか、	英	:	methylation）は、さまざまな基質に	メチル基	が	置換	または	結
合	することを意味する	化学	⽤語である。この⽤語は⼀般に、化学、	⽣化学	、	⽣物科学	で
使われる。	

⽣化学では、メチル化はとりわけ	⽔素	原⼦とメチル基の置換に⽤いられる。	

⽣物の機構では、メチル化は	酵素	によって	触媒	される。メチル化は	重⾦属	の修飾、	遺伝
⼦	発現の調節、	タンパク質	の機能調節、	RNA代謝	に深く関わっている。また、	重⾦属	の
メチル化は⽣物機構の外部でも起こることができる。さらに、メチル化は	組織標本	の	染
⾊	における	アーティファクト	を減らすのに⽤いることができる。	

		

バレロラクトン体	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%B3	

ラクトン		(lactone)		は、環状	エステル	のことで	[1]	、同分⼦内の	ヒドロキシル基	（	-OH	）と
カルボキシル基	（	-COOH	）が	脱⽔縮合	することにより⽣成する。	炭素	原⼦	が	2	個以上、
酸素	原⼦が	1	個からなる	複素環式化合物	で、環を形成する酸素原⼦に隣接した炭素原⼦
に	カルボニル基	（	=O	）が置換した構造をとる。若い⼥性の体臭にのみ含まれ、若い⼥
性特有の良い匂いの原因となる。濃度は	10	代後半をピークに減少する。含有の⾹料をつ

けることで加齢後も嗅覚で⼥性らしさや若々しい印象を向上させる	[2]	[3]	。	
		
肝臓	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%9D%E8%87%93	
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臓	は、腹部の右上に位置して、ほぼ右肋⾻の下に収まっており、頭側（上⽅）には横隔膜が存在
する。			ある種の動物では体内で最⼤の内臓である。			⾮常に機能が多いことで知られ、代謝、排
出、胎児の造⾎、解毒、体液の恒常性の維持などの役割を担っている。			また、⼗⼆指腸に胆汁
を分泌して消化にも⼀定の役割を持っている。	
		
胆汁	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%86%E6%B1%81	
胆汁	（たんじゅう）は、	肝臓	で⽣成される⻩褐⾊で	アルカリ性	の液体である。	肝細胞	で
絶えず⽣成され、	総肝管	を通って	胆のう	に⼀時貯蔵・濃縮される。⾷事時に胆のうが収
縮され、総胆管の	⼗⼆指腸	開⼝部である	オッディ括約筋	が弛緩し	⼗⼆指腸	に排出されて
働く。			胆汁は	3	つに分類される。	
腎臓	
http://www.byouin.metro.tokyo.jp/eiyou/jinzou.html	
腎臓	は、⽷球体という⼩さな⾎管がたくさん集まっている場所です。			腎臓	の主な働きは、たん
ぱく質の代謝により⽣じた⾎液中の⽼廃物や毒素を尿中に排泄します。			その他、体内に含まれ
る電解質の濃度を⼀定に保つ、⾚⾎球を作るホルモンや⾎圧調整、⾻の代謝に関わるホルモンを

作るなどの重要な役割を担っています。	
		
⾺尿酸	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%AC%E5%B0%BF%E9%85%B8	
⾺尿酸	（ばにょうさん、英	:	Hippuric	acid	）は、	⾺	などの草⾷動物の尿から発⾒された有機酸で
ある。	
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