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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】アトピー性皮膚炎患者、肥満症患者、過体重患
者及び糖尿病患者を副作用の少ない方法で、簡単に治療
する飲料を提供する。
【解決手段】野菜類汁、果実類汁、茶、穀物エキス、植
物根エキス、植物茎エキス、植物葉エキス、海藻エキス
、茸エキス、動物部位汁、水、二酸化炭素、酸素、水素
、ビタミン類、ミネラル類、水溶性食物繊維、糖類、エ
チルアルコール、アルコール飲料、乳製品、コーヒー、
ココア、香辛料、ハーブ、澱粉、蜂蜜、塩類、ジャム類
、から選ばれる１種又は２種以上と、ムチン及び／又は
ミューシンとを撹拌した飲料。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ムチン及び／又はミューシンを多く含むムチン含有食品及び／又はミューシン含有食品
のゴミや汚れを洗浄し、ムチン含有食品及び／又はミューシン含有食品を刻んで小片にし
、刻んだムチン含有食品及び／又はミューシン含有食品を水中に沈没させ、水中のムチン
含有食品及び／又はミューシン含有食品からムチン及び／又はミューシン水溶液を抽出し
て、野菜類汁、果実類汁、茶、穀物エキス、植物根エキス、植物茎エキス、植物葉エキス
、海藻エキス、茸エキス、動物部位汁、水、二酸化炭素、酸素、水素、ビタミン類、ミネ
ラル類、水溶性食物繊維、糖類、エチルアルコール、アルコール飲料、乳製品、コーヒー
、ココア、香辛料、ハーブ、澱粉、蜂蜜、塩類、ジャム類、から選ばれる１種又は２種以
上と、ムチン及び／又はミューシン水溶液とを撹拌した、以上のことを特徴とするムチン
及び／又はミューシン含有飲料。
【請求項２】
　野菜類汁、果実類汁、茶、穀物エキス、植物根エキス、植物茎エキス、植物葉エキス、
海藻エキス、茸エキス、動物部位汁、水、二酸化炭素、酸素、水素、ビタミン類、ミネラ
ル類、水溶性食物繊維、糖類、エチルアルコール、アルコール飲料、乳製品、コーヒー、
ココア、香辛料、ハーブ、澱粉、蜂蜜、塩類、ジャム類、から選ばれる１種又は２種以上
と、ムチン及び／又はミューシンとを撹拌した、以上のことを特徴とするムチン及び／又
はミューシン含有飲料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ムチン及び／又はミューシン含有飲料に関する技術分野である。
【背景技術】
【０００２】
　従来の技術として、天然のムチンを含有する里芋下ろし、八つ頭下ろしを加工食品に加
えたがある（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
【特許文献１】　特開第２００６－１０１８５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　アトピー性皮膚炎患者は内皮及び外皮の皮膚が薄く、ひび割れしやすい。
【０００５】
　アトピー性皮膚炎患者においては、皮膚のひび割れを防ぐ事が最良の治療方法である。
しかし、その治療にステロイドを用いる事は非常に危険であるので、厚生労働省から通達
（アトピー性皮膚炎治療ガイドライン）が出ている。
【０００６】
　肥満症患者、過体重患者及び糖尿病患者では、その患者の治療法において体内に吸収す
るカロリーを少なくする必要がある。
【０００７】
　これらの患者を副作用の少ない方法で、簡単に飲んで治療する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実例として、ムチンを多く含むオクラ１本のゴミや汚れを洗浄し、オクラを刻んで小片
にし、刻んだオクラを約１５０グラムの水の中に沈没させ、オクラ１本分のムチン水溶液
を抽出した。アトピー性皮膚炎患者が今年８月１１日から、そのムチン水溶液約１５０グ
ラムを毎日、一カ月間飲んだら、その患者の皮膚の状態が非常に改善された。
【０００９】
　ムチンは、タンパク質とガラクタンやマンナンなどが結合したもので、ムチン水溶液は
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滑らかで高い粘性が有り、粘り気（接着力）が強い。ムチンの粘り気が患者の皮膚を改善
したと考えられる。
【００１０】
　ガラクタンは、粘性多糖類の水溶性の食物繊維である。ガラクタンも粘り気が強い。
【００１１】
　マンナンは、マンノースを主成分とする多糖類で水溶性の食物繊維である。マンナンも
粘り気が強い。
【００１２】
　ムチンは、オクラ、モロヘイヤ、ヤマノイモ（ヤマイモ）、サトイモ、ツクネイモ、ナ
メコ、アシタバ、レンコン、ツルムラサキ、納豆などに多く含まれている。
【００１３】
　ムチン含有食品とは、オクラ、モロヘイヤ、ヤマノイモ、サトイモ、ツクネイモ、ナメ
コ、アシタバ、レンコン、ツルムラサキ、納豆などである。
【００１４】
　オクラ、モロヘイヤ、ヤマノイモ、サトイモ、ツクネイモ、ナメコ、アシタバ、レンコ
ン、ツルムラサキ、納豆などのムチンを多く含むムチン含有食品の１種又は２種以上を水
に入れて、ムチンの粘液を抽出する。このムチンの粘液には、少量のガラクタンとマンナ
ンが含まれている。
【００１５】
　ムチン水溶液は、大多数の人にとっては無味無臭である。よって、このムチン水溶液を
飲料などの加工食品に入れても、飲料などの加工食品の味や香りが変わることはない。
【００１６】
　ミューシンがムチンと性質がにている。ミューシンはタンパク質とマンナンが結合した
もので、ミューシン水溶液は滑らかで高い粘性が有り、粘り気が強い。
【００１７】
　同様に、アトピー性皮膚炎患者がミューシン水溶液を一カ月間飲んで試してみた。
【００１８】
　ミューシンを多く含むネギ長さ約５センチメートルのゴミや汚れを洗浄し、ネギを刻ん
で小片にし、刻んだネギを約１５０グラムの水の中に沈没させ、水中のネギからミューシ
ン水溶液を約１５０グラム抽出した。このミューシン水溶液には、悪臭がある硫化アリル
が溶けている。硫化アリルは揮発性であるので、硫化アリルを加熱などで取り除いた。
【００１９】
　アトピー性皮膚炎患者が今年９月１２日から、そのミューシン水溶液約１５０グラムを
毎日飲んだら、その患者の皮膚の状態が非常に改善された。
【００２０】
　ミューシンは、ネギ、タマネギ、ニラ、ラッキョウ、ニンニク、ヤマノイモ（ヤマイモ
）などに多く含まれている。
【００２１】
　ネギ、タマネギ、ニラ、ラッキョウ、ニンニク、ヤマノイモなどのミューシンを多く含
むミューシン含有食品の一種類以上を水に入れて、ミューシンの粘液を抽出する。
【００２２】
　ミューシン含有食品とは、ネギ、タマネギ、ニラ、ラッキョウ、ニンニク、ヤマノイモ
などである。
【００２３】
　ネギ、タマネギ、ニラ、ラッキョウ、ニンニクを刻んで小片にし水に入れて、粘液を抽
出すると、ミューシンと硫化アリルが溶けて水溶液になる。硫化アリルは揮発性であるの
で、加熱などで取り除くこともできる。硫化アリルは動脈硬化の予防、高血圧の予防、疲
労回復、消化促進、精神安定、殺菌効果など大変によい効用があるので、必要に応じて残
すこともできる。よって、ミューシン水溶液、又はミューシンと硫化アリルの混合水溶液
を得ることができる。
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【００２４】
　ヤマノイモを刻んで小片にし水に入れて粘液を抽出すると、ミューシンが溶けて水溶液
になる。このミューシン水溶液には少量のムチンを含んでいる。
【００２５】
　硫化アリルは悪臭を有する。硫化アリルは摂取し過ぎると下痢をすることもある。硫化
アリルは揮発性であるので、加熱などで取り除く事ができる。
【００２６】
　ミューシン水溶液は、大多数の人にとっては無味無臭である。よって、このミューシン
水溶液を飲料に入れても、飲料の味や香りが変わることはない。
【００２７】
　ムチン水溶液とミューシン水溶液は、大多数の人にとっては無味無臭である。よって、
飲料、ジャム類、ヨーグルト類、パン類、麺類、菓子、炊飯などの加工食品に加えても、
その加工食品の味や香りが変わることはない。
【００２８】
　ムチン含有食品のオクラ、モロヘイヤ、ヤマノイモ、サトイモ、ツクネイモ、ナメコ、
アシタバ、レンコン、ツルムラサキ及び納豆は非常に個性の強い食品で味や香りを嫌う人
が多い。また、ミューシン含有食品のネギ、タマネギ、ニラ、ラッキョウ、ニンニク及び
ヤマノイモ（ヤマイモ）も、非常に個性の強い食品で味や香りを嫌う人が多い。
【００２９】
　よって、特開第２００６－１０１８５１号公報のように、天然のムチンを含有する里芋
下ろし、八つ頭下ろしを加工食品に加えたら、その加工食品は里芋や八つ頭の味や香りに
なってしまう。これでは、その加工食品の味や香りを嫌う人が少なくない。
【００３０】
　本特許願の課題の一つは、肥満症患者、過体重患者及び糖尿病患者の治療法において体
内に吸収するカロリーを少なくする事である。特開第２００６－１０１８５１号公報のよ
うに、里芋下ろし、八つ頭下ろしを加工食品に加えたら、その芋の澱粉が加工食品に含ま
れてしまうので、加工食品のカロリーが増えてしまう。よって、本特許願の課題に相反す
る。本特許願では、ムチン及び／又はミューシンを水溶液で抽出し、カロリーの高い澱粉
は取り出さない。
【００３１】
　ムチンとミューシンは、マンナンが非常に多く含まれている。肥満症患者、過体重患者
及び糖尿病患者がマンナンを摂取すると、食物のカロリーの吸収率が下がることが知られ
ている。
【００３２】
　同様に、ガラクタンも粘性多糖類の水溶性の食物繊維であるので、肥満症患者、過体重
患者及び糖尿病患者がガラクタンを摂取すると、食物のカロリーの吸収率が下がることが
知られている。
【００３３】
　ムチン水溶液とミューシン水溶液は、大多数の人にとっては無味無臭で、粘り気が非常
に強いので、そのまま飲むと、少々飲みにくい。
【００３４】
　ムチン水溶液及び／又はミューシン水溶液を飲む場合は、ムチン水溶液及び／又はミュ
ーシン水溶液に、ジュース、コーヒー、ココア、牛乳、水、茶、穀物エキス、植物根エキ
ス、植物茎エキス、植物葉エキス、海藻エキス、茸エキスなどを加えて撹拌すると、飲み
やすく美味しくなる。
【００３５】
　また、糖類、蜂蜜、ジャム類、ハーブ、香辛料、塩類などを、ムチン水溶液及び／又は
ミューシン水溶液に加えて撹拌すると、飲みやすく美味しくなる。
【００３６】
　就寝前に飲む場合には、ムチン水溶液及び／又はミューシン水溶液に、エチルアルコー
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ルと、水と、氷とを加えて、更に、ジュース、コーヒー、ココア、牛乳、茶、笹茎エキス
、葛根エキス、麦葉エキス、蕎麦エキスなどを加えて撹拌すると、飲みやすく美味しく、
寝付きが良くなる。
【００３７】
　就寝前に飲む場合には、ムチン水溶液及び／又はミューシン水溶液に、焼酎、ウオッカ
、テキーラ、老酒、紹興酒、ウイスキー、ラム酒などと、水と、氷とを加えて撹拌すると
、飲みやすく美味しく、寝付きが良くなる。
【００３８】
　就寝前に飲料する場合には、ムチン水溶液及び／又はミューシン水溶液に、ワイン、日
本酒、ビール、発泡酒などを加えて撹拌すると、飲みやすく美味しく、寝付きが良くなる
。
【００３９】
　更に、ジュース、焼酎、ウオッカなどをムチン水溶液及び／又はミューシン水溶液に加
えた時には、二酸化炭素（二酸化炭素ガス）、酸素（酸素ガス）、水素（水素ガス）を加
えると、非常に美味しくなる。
【００４０】
　日常不足しがちな、ビタミン類、ミネラル類、水溶性食物繊維、茸エキス、肝汁などと
、水と、糖類とをムチン水溶液及び／又はミューシン水溶液に加え、二酸化炭素、酸素、
水素などを加えると、非常に美味しくなる。
【発明の実施するための最良の形態】
【００４１】
　発明の実施するための最良の形態を図面を参照して説明する。
　図１において、ムチン及び／又はミューシン抽出工程において、ムチン及び／又はミュ
ーシンを多く含むムチン含有食品及び／又はミューシン含有食品のゴミや汚れを洗浄する
、ムチン及び／又はミューシン含有食品洗浄工程。
【００４２】
　図１において、ムチン含有食品及び／又はミューシン含有食品を刻んで小片にする、ム
チン及び／又はミューシン含有食品刻み工程。
【００４３】
　図１において、刻んだムチン含有食品及び／又はミューシン含有食品を水中に沈没させ
る、ムチン及び／又はミューシン含有食品沈水工程。
【００４４】
　図１において、水中のムチン含有食品及び／又はミューシン含有食品からムチン及び／
又はミューシン水溶液を抽出する、抽出工程。
【００４５】
　また、市販のムチン及び／又はミューシンを水に溶かしてもムチン及び／又はミューシ
ン水溶液を得ることができる。
【００４６】
　図１において、飲料の製造工程において、ムチン及び／又はミューシン水溶液を使う。
【００４７】
　図１において、野菜類汁、果実類汁、茶、穀物エキス、植物根エキス、植物茎エキス、
植物葉エキス、海藻エキス、茸エキス、動物部位汁、水、二酸化炭素、酸素、水素、ビタ
ミン類、ミネラル類、水溶性食物繊維、糖類、エチルアルコール、アルコール飲料、乳製
品、コーヒー、ココア、香辛料、ハーブ、澱粉、蜂蜜、塩類、ジャム類、から選ばれる１
種又は２種以上と、ムチン及び／又はミューシン水溶液とを撹拌した、以上のことを特徴
とするムチン及び／又はミューシン含有飲料である。
【００４８】
　図１において、ムチン及び／又はミューシンを多く含むムチン含有食品及び／又はミュ
ーシン含有食品のゴミや汚れを洗浄し、ムチン含有食品及び／又はミューシン含有食品を
刻んで小片にし、刻んだムチン含有食品及び／又はミューシン含有食品を水中に沈没させ
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、水中のムチン含有食品及び／又はミューシン含有食品からムチン及び／又はミューシン
水溶液を抽出して、野菜類汁、果実類汁、茶、穀物エキス、植物根エキス、植物茎エキス
、植物葉エキス、海藻エキス、茸エキス、動物部位汁、水、二酸化炭素、酸素、水素、ビ
タミン類、ミネラル類、水溶性食物繊維、糖類、エチルアルコール、アルコール飲料、乳
製品、コーヒー、ココア、香辛料、ハーブ、澱粉、蜂蜜、塩類、ジャム類、から選ばれる
１種又は２種以上と、ムチン及び／又はミューシン水溶液とを撹拌した、以上のことを特
徴とするムチン及び／又はミューシン含有飲料である。
【００４９】
　図１において、野菜類汁、果実類汁、茶、穀物エキス、植物根エキス、植物茎エキス、
植物葉エキス、海藻エキス、茸エキス、動物部位汁、水、二酸化炭素、酸素、水素、ビタ
ミン類、ミネラル類、水溶性食物繊維、糖類、エチルアルコール、アルコール飲料、乳製
品、コーヒー、ココア、香辛料、ハーブ、澱粉、蜂蜜、塩類、ジャム類、から選ばれる１
種又は２種以上と、ムチン及び／又はミューシンとを撹拌した、以上のことを特徴とする
ムチン及び／又はミューシン含有飲料である。
【００５０】
　野菜類汁とは、キャベツ汁、高菜汁、白菜汁、人参汁、牛蒡汁、大根汁などである。
【００５１】
　果実類汁とは、リンゴ汁、オレンジ汁、ブドウ汁、グレイプフルーツ汁、桃汁、蜜柑汁
、夏蜜柑汁、レモン汁、果実皮汁などである。
【００５２】
　茶とは、緑茶、焙じ茶、番茶、抹茶、紅茶、烏龍茶、ハブ茶、甘茶蔓、杜仲茶、プーア
ル茶、麦茶などである。
【００５３】
　穀物エキスとは、米エキス、小麦エキス、大麦エキス、燕麦エキス、ハト麦エキス、大
豆エキス、小豆エキス、蕎麦エキス、胡麻エキス、粟エキス、黍エキス、稗エキス、キヌ
アエキスなどである。
【００５４】
　植物根エキスとは、朝鮮人参エキス、葛根エキス、牛蒡エキスなどである。
【００５５】
　植物茎エキスとは、植物皮エキス、植物幹エキスである。
【００５６】
　植物葉エキスとは、クコ葉エキス、麦葉エキス、柿葉エキス、笹葉エキス、桑葉エキス
、シソ葉エキス、ドクダミエキスなどである。
【００５７】
　海藻エキスとは、海苔エキス、昆布エキス、ワカメエキス、ヒジキエキス、モズクエキ
ス、馬尾藻エキス、水雲エキスなどである。
【００５８】
　茸エキスとは、松茸エキス、初茸エキス、椎茸エキス、サルノコシカケエキスなどであ
る。
【００５９】
　動物部位汁とは、肝汁、血液、食用肉汁、食用魚汁などである。
【００６０】
　ビタミン類とは、ビタミンＡ、ビタミンＢ群、ビタミンＣ、ビタミンＤ，ビタミンＥ、
ビタミンＫ、ビタミンＦ、ビタミンＰ、ビタミンＱ、ビタミンＵなどである。
【００６１】
　ミネラル類とは、鉄、カルシウム、亜鉛、カリウムなどである。
【００６２】
　水溶性食物繊維とは、ペクチン、アラビアガム、グアーガム、キサンタンガム、アルギ
ン酸、カルボキシメチルセルロース、カラギナン、フコイダンなどである。
【００６３】
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　糖類とは、葡萄糖、果糖、砂糖、トレハロースなどである。
【００６４】
　アルコール飲料とは、焼酎、ウオッカ、老酒、紹興酒、ブランデー、ラム、ウイスキー
、テキーラ、葡萄酒、シードル、日本酒、ビール、発泡酒、馬乳酒、アルヒなどである。
【００６５】
　乳製品とは、牛乳、ヨーグルト、練乳、粉乳、脱脂粉乳などである。
【００６６】
　香辛料とは、コショウ、シナモン、トウガラシ、ケシ、ショウガ、サンショウなどであ
る。
【００６７】
　ハーブとは、薬草、香味料とする草。
【００６８】
　澱粉とは、馬鈴薯澱粉、トウモロコシ澱粉、薩摩芋澱粉、里芋澱粉、黍粉、粟粉、稗粉
、蕎麦粉、米粉、麦粉などである。
【００６９】
　塩類とは、塩化ナトリウム、塩化カリウムなどである。
【００７０】
　ジャム類とはジャム、フィリング、ソースである。
【実施例１】
【００７１】
　発明の実施例を図面参照して説明する。
　図１において、ムチン抽出工程において、ムチン含有食品はオクラを１０グラム使用す
る。最初に、オクラのゴミや汚れを水で洗浄する、洗浄工程。
【００７２】
　図１において、オクラを刻んで小片にする、刻み工程。
【００７３】
　図１において、刻んだオクラを４２０グラムの水の中に２４時間沈没させる、沈水工程
。
【００７４】
　図１において、水中のオクラからムチン水溶液を抽出する、抽出工程。
【００７５】
　図１において、４００グラムのムチン水溶液と、キャベツ汁８０グラムと、オレンジ汁
１００グラムと、ニンジン汁１０グラムと、ヨーグルト２０グラム、イチゴジャム１０グ
ラムとを撹拌した、以上のことを特徴とするムチン含有飲料である。
【実施例２】
【００７６】
　図１において、ムチン抽出工程において、ムチン含有食品はアシタバを１５グラム使用
する。最初に、アシタバのゴミや汚れを水で洗浄する、洗浄工程。
【００７７】
　図１において、アシタバを刻んで小片にする、刻み工程。
【００７８】
　図１において、刻んだアシタバを２００グラムの水の中に２４時間沈没させる、沈水工
程。
【００７９】
　図１において、水中のアシタバからムチン水溶液を抽出する、抽出工程。
【００８０】
　図１において、ムチン水溶液１９０グラムと、エチルアルコール４０グラムと、松皮エ
キス１グラムと、クコ葉エキス１グラムと、朝鮮人参粉４グラムと、鼈肝汁３グラムと、
サルノコシカケエキス１グラム、昆布エキス１グラム、酸素０．３グラムと、ビタミンＡ
０．１グラムと、ビタミンＣ０．１グラムと、カリウム０．１グラムと、蜂蜜１０グラム
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と、ブルーベリージャム１０グラムと、ミント０．３グラムと、氷８０グラムとを撹拌し
た、以上のことを特徴とするムチン含有飲料である。
【実施例３】
【００８１】
　図１において、ミューシン抽出工程において、ミューシン含有食品はヤマノイモを１０
グラム使用する。最初に、ヤマノイモのゴミや汚れを水で洗浄する、洗浄工程。
【００８２】
　図１において、ヤマノイモを刻んで小片にする、刻み工程。
【００８３】
　図１において、刻んだヤマノイモを２００グラムの水の中に２４時間沈没させる、沈水
工程。
【００８４】
　図１において、水中のヤマノイモからミューシン水溶液（少量のムチン水溶液も含む）
を抽出する、抽出工程。
【００８５】
　図１において、１９０グラムのミューシン水溶液と、烏龍茶１００グラムと、焼酎８０
グラム、セージ０．３グラムと、塩１グラムと、二酸化炭素０．３グラムとを撹拌した、
以上のことを特徴とするミューシン含有飲料である。
【実施例４】
【００８６】
　図１において、ミューシン抽出工程において、ミューシン含有食品はヤマノイモを１０
グラム使用する。最初に、ヤマノイモのゴミや汚れを水で洗浄する、洗浄工程。
【００８７】
　図１において、ヤマノイモを刻んで小片にする、刻み工程。
【００８８】
　図１において、刻んだヤマノイモを３２０グラムの水の中に２４時間沈没させる、沈水
工程。
【００８９】
　図１において、水中のヤマノイモからミューシン水溶液（少量のムチン水溶液も含む）
を抽出する、抽出工程。
【００９０】
　図１において、３００グラムのミューシン水溶液と、牛乳１００グラムと、コーヒー飲
料７０グラムと、蜂蜜３０グラムと、水素０．３グラムとを撹拌した、以上のことを特徴
とするミューシン含有飲料である。
【実施例５】
【００９１】
　図１において、ミューシン抽出工程において、ミューシン含有食品はネギを１０グラム
使用する。最初に、ネギのゴミや汚れを水で洗浄する、洗浄工程。
【００９２】
　図１において、ネギを刻んで小片にする、刻み工程。
【００９３】
　図１において、刻んだネギを２８０グラムの水の中に２４時間沈没させる、沈水工程。
【００９４】
　図１において、水中のネギからミューシン水溶液を抽出し、含まれる硫化アリルを加熱
処理で揮発させる、抽出工程。
【００９５】
　図１において、２５０グラムのミューシン水溶液と、馬鈴薯澱粉溶液１５０グラムと、
ココア飲料５０グラムと、脱脂粉乳１０グラムと、ペクチン水溶液３０グラムと、サプリ
メント亜鉛粉０．３グラムと、ビタミンＢ群粉０．１グラムと、グラニュー糖２０グラム
とを撹拌した、以上のことを特徴とするミューシン含有飲料である。
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【実施例６】
【００９６】
　図１において、ミューシン抽出工程において、ミューシン含有食品はネギ５グラムとニ
ラ５グラムを使用する。最初に、ネギとニラのゴミや汚れを水で洗浄する、洗浄工程。
【００９７】
　図１において、ネギとニラを刻んで小片にする、刻み工程。
【００９８】
　図１において、刻んだネギとニラを１５０グラムの水の中に２４時間沈没させる、沈水
工程。
【００９９】
　図１において、水中のネギとニラからミューシン水溶液を１２０グラム抽出する、抽出
工程。
【０１００】
　図１において、ムチン抽出工程において、ムチン含有食品はオクラ５グラムと、モロヘ
イヤ５グラムを使用する。最初に、オクラとモロヘイヤのゴミや汚れを水で洗浄する、洗
浄工程。
【０１０１】
　図１において、オクラとモロヘイヤを刻んで小片にする、刻み工程。
【０１０２】
　図１において、刻んだオクラとモロヘイヤを１５０グラムの水の中に２４時間沈没させ
る、沈水工程。
【０１０３】
　図１において、水中のオクラとモロヘイヤからムチン水溶液を１２０グラム抽出する、
抽出工程。
【０１０４】
　図１において、ミューシン水溶液を１２０グラムと、ムチン水溶液１２０グラムと、白
菜汁６０グラムと、グレープフルーツ汁６０グラムと、豚肝汁１０グラムと、胡椒粉２グ
ラムと、カルシュウム粉３グラムと、食塩２グラムとを撹拌した、以上のことを特徴とす
るムチン及びミューシン含有飲料である。
【実施例７】
【０１０５】
　図１において、ムチン抽出工程において、ムチン含有食品はアロエ５グラムと、ツルム
ラサキ５グラムを使用する。最初に、アロエとツルムラサキのゴミや汚れを水で洗浄する
、洗浄工程。
【０１０６】
　図１において、アロエとツルムラサキを刻んで小片にする、刻み工程。
【０１０７】
　図１において、刻んだアロエとツルムラサキを１５０グラムの水の中に２４時間沈没さ
せる、沈水工程。
【０１０８】
　図１において、水中のアロエとツルムラサキからムチン水溶液を１２０グラム抽出する
、抽出工程。
【０１０９】
　図１において、ミューシン抽出工程において、ミューシン含有食品はヤマノイモを３０
グラム使用する。最初に、ヤマノイモのゴミや汚れを水で洗浄する、洗浄工程。
【０１１０】
　図１において、ヤマノイモを刻んで小片にする、刻み工程。
【０１１１】
　図１において、刻んだヤマノイモを１５０グラムの水の中に２４時間沈没させる、沈水
工程。
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【０１１２】
　図１において、水中のヤマノイモからミューシン水溶液を１２０グラム抽出する、抽出
工程。
【０１１３】
　図１において、カラギナン０．４グラムとグアーガム０．４グラムを水に溶かして、カ
ラギナン・グアーガム水溶液６０グラムを作る。
【０１１４】
　図１において、ムチン水溶液１２０グラムと、ミューシン水溶液１２０グラムと、カラ
キナン・グアーガム水溶液６０グラムと、桜葉エキス２グラムと、葛根エキス２グラムと
、笹茎エキス２グラムと、レモン汁１０グラムと、トマト汁３０グラムと、牛肉汁１０グ
ラムと、豚肉汁１０グラムと、水雲エキス３グラムと、胡椒粉１グラムと、塩３グラムと
、テキーラ１２０グラムとを撹拌した、以上のことを特徴とするムチン及びミューシン含
有飲料である。
【実施例８】
【０１１５】
　図１において、ムチン抽出工程において、ムチン含有食品はオクラ１０グラムを使用す
る。最初に、オクラのゴミや汚れを水で洗浄する、洗浄工程。
【０１１６】
　図１において、オクラを刻んで小片にする、刻み工程。
【０１１７】
　図１において、刻んだオクラを２５０グラムの水の中に２４時間沈没させる、沈水工程
。
【０１１８】
　図１において、水中のオクラからムチン水溶液を２３０グラム抽出する、抽出工程。
【０１１９】
　図１において、ムチン水溶液２３０グラムと、蜂蜜２０グラムと、二酸化炭素０．３グ
ラムとを撹拌した、以上のことを特徴とするムチン含有飲料である。
【産業上の利用可能性】
【０１２０】
　水溶性食物繊維は、動脈硬化、高血圧、心筋梗塞、糖尿病、虫歯、虚血性心疾患、コレ
ステロール胆石症、十二指腸潰瘍、肥満、高コレステロール血症、虫垂炎、憩室病、大腸
癌、便秘、痔疾、動脈留などの予防に効果がある。
【０１２１】
　よって、本発明の飲料は非常に良い健康食品である。
【０１２２】
　ムチンとミューシンは、飲料するとアトピー性皮膚炎患者の皮膚の状態を改善すること
ができ、アトピー性皮膚炎患者に対して大変に良い治療飲料であると考えられる。
【０１２３】
　本発明の飲料は、水溶性の食物繊維が非常に多いので、食物の体内での吸収率が悪い。
よって、飲料すると、体内に吸収するカロリーが低くなる効果がある飲料である。
【０１２４】
　日本肥満学会の発表によると、現在、過体重と肥満の出現率は約２０％～２４％である
。今後もこの数字は増え続けるものと予想している。３３００万人の高血圧患者、２００
０万人の高脂血症患者、６９０万人の糖尿病患者など、代表的な生活習慣病の３割から６
割が肥満や過体重に起因していると言われている。
【０１２５】
　世界中に肥満症患者が約十億人いると言われ、その肥満症患者予備軍が約三十億人いる
と言われている。約四十億人が食事を制限する必要がある。
【図面の簡単な説明】
【０１２６】
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【図１】本発明の、加工食品の製造方法の実施例を説明するためのフローチャートである
。

【図１】
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【手続補正書】
【提出日】平成19年2月9日(2007.2.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ムチンを多く含むオクラ、ヤマノイモ、サトイモ、ツクネイモ、ナメコ、アシタバ、レン
コン、ツルムラサキ又は納豆のムチン含有食品及び／又はミューシンを多く含むネギ、タ
マネギ、ニラ、ラッキョウ、ニンニク又はヤマノイモのミューシン含有食品のゴミや汚れ
を洗浄し、ムチン含有食品及び／又はミューシン含有食品を刻んで小片にし、刻んだムチ
ン含有食品及び／又はミューシン含有食品を水中に沈没させ、水中のムチン含有食品及び
／又はミューシン含有食品からムチン及び／又はミューシン水溶液を抽出して、野菜類汁
、果実類汁、茶、穀物エキス、植物根エキス、植物茎エキス、植物葉エキス、海藻エキス
、茸エキス、動物部位汁、水、二酸化炭素、酸素、水素、ビタミン類、ミネラル類、水溶
性食物繊維、糖類、エチルアルコール、アルコール飲料、乳製品、コーヒー、ココア、香
辛料、ハーブ、澱粉、蜂蜜、塩類、ジャム類、から選ばれる１種又は２種以上と、ムチン
及び／又はミューシン水溶液とを撹拌した、以上のことを特徴とするムチン及び／又はミ
ューシン含有飲料。
【手続補正書】
【提出日】平成19年3月26日(2007.3.26)
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
オクラ、サトイモ、ツクネイモ、レンコン、ツルムラサキ、納豆から選ばれるムチン含有
食品のゴミや汚れを洗浄し、オクラ、サトイモ、ツクネイモ、レンコン、ツルムラサキ、
納豆から選ばれるムチン含有食品を刻んで小片にし、刻んだムチン含有食品を水中に沈没
させ、水中のムチン含有食品からムチン水溶液を抽出して、野菜類汁、果実類汁、茶、穀
物エキス、植物根エキス、植物茎エキス、植物葉エキス、海藻エキス、茸エキス、動物部
位汁、水、二酸化炭素、酸素、水素、ビタミン類、ミネラル類、水溶性食物繊維、糖類、
エチルアルコール、アルコール飲料、乳製品、コーヒー、ココア、香辛料、ハーブ、澱粉
、蜂蜜、塩類、ジャム類、から選ばれる１種又は２種以上と、ムチン水溶液とを撹拌した
、以上のことを特徴とするムチン含有飲料。
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