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研究成果の概要（和文）
：

遅い時刻の夕食や朝食欠食などの食習慣は２４時間のエネルギー消費量に影響しないが、
２４時間の平均血糖値を上昇させた（研究発表論文１）。朝食前の運動は朝食後の運動に比
べて２４時間で脂肪される酸化の量が多く、体脂肪増加の抑制に有効である可能性が示唆
された（研究発表論文２）
。また非運動性身体活動によるエネルギー消費の有無が血糖調節
に影響することを明らかにした（研究発表論文３）
。睡眠時無呼吸が重症化するに従ってエ
ネルギー消費は高い傾向となり、脂肪酸化が抑制されていた（投稿準備中）
。
研究成果の概要（英文）
：

Late evening meal delays onset of sleep, enhances average blood glucose over 24 h,
but does not support that late evening meal reduces 24 h energy expenditure.
Compared with exercise performed in the postprandial state, exercise performed in the
post-absorptive state oxidized more fat and saved more carbohydrate in the body,
without affecting 24 h energy expenditure. Nonexercise activity thermogenesis plays
an important role in long-range negative correlation and hence long-term blood glucose
control in healthy young adults. Thus difference in life style affect 24 h energy
metabolism and sleep. Patients with sleep apnea syndrome oxidized less fat during
sleep, and their energy expenditure was slightly higher than that of control subjects.
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