


First, a review of lesson 3

• We learned: 習った事は：

• There are several types of sensors (receptors) through which the body senses 
“danger.”  TLRs are one type.

身体が”危険“を感知する受容体には数種類ある。トル様受容体はその1種。
• The TLR sense patterns that are part of bacterial or viral surface molecules.
トル様受容体は細菌またはウイルスの表面分子の一部のパターンを感知する。
• The TLR4 has been shown also to react to SFA.
トル様受容体４（TLR4)は飽和脂肪酸とも反応することが示された。
• We speculated that saturated FAs released from damaged adipose tissue (AT) 

may react with TLR4, and start a cascade that produces inflammatory 
cytokines.

損傷脂肪組織から放出された飽和脂肪酸はTLR4と反応して炎症性サイトカイ
ンを産生する反応の連鎖を起こすと推定した。



We discussed a new paper (Lancet, 2017) ランセット誌の新論文の討議

We speculated based on this paper— この論文について推測した。

• Very high CHO diets might not be the best (based on these 
epidemiological data)

極度な高炭水化物食は（この疫学データから）一番良いとは言えない。

• Restricting saturated fat to <7% might not be necessary
飽和脂肪酸を総エネルギーの7%に制限する必要はないと思われる。

• We speculated there may be important differences between DIETARY 
FAT and ”free” FAs released from damaged adipose tissue (AT).

食事中の脂肪と損傷脂肪組織から放出された“遊離”飽和脂肪酸とは
重要な相違があると推測した。



Review of quiz クイズの復習

• (in class)



Today, we discuss different kinds of adipose tissue (AT), and lipid and glucose 
metabolism in AT and muscle
今日は異なる種類の脂肪組織、そして脂肪組織と筋肉の脂質、糖質代謝を討議
する。

• WAT 白色脂肪組織

• BAT 褐色脂肪組織

• “beige” AT – differs from WAT and BAT
“ベージュ”脂肪組織ー白色脂肪組織とも褐色脂肪組織とも異なる。
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The proposed hypothesis for limited adipose tissue expandability. 
Charlotte Brøns, and Louise Groth Grunnet Eur J 
Endocrinol 2017;176:R67-R78

正常拡張性

拡張性の減少

正のエネルギー平衡
脂肪組織拡張性の限界仮説の提唱

遊離脂肪酸の筋肉、
肝臓、膵β細胞への流

入増加。異所性脂肪
蓄積

グルコース取込減少

グルコース産生増加

インスリン産生減少

代謝疾患･
2型糖尿病
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Enzymes that hydrolyze TGs  -- different locations, different enzymes
脂肪を水解する酵素類ー 異なる部位、異なる酵素

Lipolysis in the GI tract:   works on dietary TG 消化管の脂肪分解 食事性脂肪に作用
lingual lipase 舌リパーゼ
gastric lipase 胃リパーゼ
pancreatic lipase 膵リパーゼ
pancreatic lipase-related proteins 1, 2, and 3 膵リパーゼ関連蛋白質1,2,3

Lipolysis in the vascular system:  works on lipoprotein TG 血管系の脂肪分解 ﾘﾎﾟﾀﾝﾊﾟｸ脂肪に作用
lipoprotein lipase (LPL) リポタンパクリパーゼ
hepatic TG lipase (HL) 肝臓脂肪リパーゼ
Lipolysis in cells (adipocytes):  works on stored TG 細胞内脂肪分解（脂肪細胞）貯蔵脂肪に作用する。
Neutral lipases (pH-optimum around pH 7) and acid lipases present in lysosomes
リソソーム内の中性（至適pH7付近）酸性リパーゼがある。
Neutral TG hydrolases include adipose triglyceride lipase (ATGL)and hormone-sensitive lipase (HSL);
中性脂肪水解酵素は脂肪細胞脂肪リパーゼ（ATGL)とホルモン感受性リパーゼ（HSL)を含む。
lysosomal acid lipase (LAL) is the most important lipase in lysosomes. 
酸性リソソームリパーゼ（LAL)はリソソーム内では最も重要なリパーゼである。















Fatty Acid and Heat From Adipocytes   脂肪細胞から脂肪酸と熱の供給
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