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研究成果の概要（和文）
：メタボリック症候群における慢性炎症が全身のインスリン抵抗性を
引き起こしている。Interferon regulatory factor 4 (IRF4)は、高脂肪食負荷で誘導される慢性
炎症に対して抑制的に働く転写因子であり、その発現低下がメタボリック症候群における慢
性炎症の発症に関与している可能性が示唆された。IRF4は、メタボリック症候群に対する新
たな治療法に結びつく可能性のある分子である。
研究成果の概要（英文）：The enormous burden of metabolic disease in our society requires
that we seek novel therapeutic strategies. Chronic inflammation in metabolic syndrome
leads to reduced systemic insulin sensitivity. In this study, we found that IRF4 is a negative
regulator of inflammation in metabolic syndrome. IRF4 might be a novel therapeutic target
for insulin resistance.
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