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A/Jマ ウ ス を 交 配 し て ， WATで の

白色脂肪組織でのUCP１の異所性発現と脂肪細胞

UCP １mRNA発現量が100倍以上も異
なる様々な系統を作出し，肥満との関
係を調べた．それによるとWAT中の
UCP１は高カロリー摂取による肥満
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UCP 1の発現
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