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(57)【要約】
　本発明は、概して、てんかんを含むミトコンドリア機
能不全に関連する障害を治療するための食事療法の分野
に関する。
【選択図】図１



(2) JP 2015-522256 A 2015.8.6

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒトによる消費に適した組成物であって、デカン酸及びオクタン酸を少なくとも２：１
ｗｔ／ｗｔの比で含み、又は実質的にオクタン酸を含まず、並びに任意選択で他の飽和脂
肪酸を実質的に含まない組成物。
【請求項２】
　デカン酸及びオクタン酸の比は少なくとも３：１ｗｔ／ｗｔである、請求項１に記載の
組成物。
【請求項３】
　デカン酸及びオクタン酸の比は少なくとも４：１ｗｔ／ｗｔである、請求項１に記載の
組成物。
【請求項４】
　デカン酸及びオクタン酸の比は少なくとも５：１ｗｔ／ｗｔである、請求項１に記載の
組成物。
【請求項５】
　デカン酸及びオクタン酸の比は少なくとも６：１ｗｔ／ｗｔである、請求項１に記載の
組成物。
【請求項６】
　デカン酸及びオクタン酸の比は少なくとも９：１ｗｔ／ｗｔである、請求項１に記載の
組成物。
【請求項７】
　デカン酸及びオクタン酸の比は少なくとも１０：１ｗｔ／ｗｔである、請求項１に記載
の組成物。
【請求項８】
　デカン酸及びオクタン酸の比は少なくとも２０：１ｗｔ／ｗｔである、請求項１に記載
の組成物。
【請求項９】
　オクタン酸を実質的に含まない、請求項１～８のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１０】
　デカン酸は重量ベースで総脂肪酸含有量の５０％より多い、請求項１～９のいずれか一
項に記載の組成物。
【請求項１１】
　デカン酸は重量ベースで総脂肪酸含有量の少なくとも６０％である、請求項１～１０の
いずれか一項に記載の組成物。
【請求項１２】
　デカン酸は重量ベースで総脂肪酸含有量の少なくとも７０％である、請求項１～１１の
いずれか一項に記載の組成物。
【請求項１３】
　デカン酸は重量ベースで総脂肪酸含有量の少なくとも８０％である、請求項１～１２の
いずれか一項に記載の組成物。
【請求項１４】
　デカン酸は重量ベースで総脂肪酸含有量の少なくとも９０％である、請求項１～１３の
いずれか一項に記載の組成物。
【請求項１５】
　デカン酸は重量ベースで総脂肪酸含有量の少なくとも９９％である、請求項１～１４の
いずれか一項に記載の組成物。
【請求項１６】
　一価不飽和又は多価不飽和脂肪酸を実質的に含まない、請求項１～１５のいずれか一項
に記載の組成物。
【請求項１７】
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　ヒトによる消費に適した組成物であって、０．２：１～５：１のケトン比を有し、脂肪
の大半がデカン酸である、組成物。
【請求項１８】
　１：１～４：１のケトン比を有する、請求項１７に記載の組成物。
【請求項１９】
　ヒトによる消費に適した組成物であって、タンパク質、脂肪及び炭水化物を含み、乾燥
重量１００ｇ当たり２５００～３１００ｋＪを提供し、前記脂肪の少なくとも５０％がデ
カン酸である、組成物。
【請求項２０】
　前記脂肪の少なくとも６０％、７０％、８０％、９０％又は１００％がデカン酸である
、請求項１７又は１８に記載の組成物。
【請求項２１】
　一価不飽和及び／又は多価不飽和脂肪酸を含まない、請求項１７～２０のいずれか一項
に記載の組成物。
【請求項２２】
　乾燥重量１００ｇ当たり２５２０～３７８０ｋＪを提供する、請求項１～２１のいずれ
か一項に記載の組成物。
【請求項２３】
　脂質の重量対タンパク質及び炭水化物の合計の重量が１．５～５．０対１である、請求
項１～２２のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項２４】
　脂質の重量対タンパク質及び炭水化物の合計の重量が２．０～３．８対１である、請求
項１～２３のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項２５】
　ヒト用食品の形態である、請求項１～２４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項２６】
　一日当たり少なくとも約５ｇ／ｌ～５００ｇ／ｌの用量のデカン酸を送達するための形
態である、請求項１～２５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項２７】
　完全栄養製品の形態である、請求項１～２６のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項２８】
　粉末化された形態である、請求項１～２７のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項２９】
　噴霧乾燥された形態である、請求項１～２７のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項３０】
　食品又は飲料の栄養を強化するための、請求項１～２９のいずれか一項に記載の組成物
。
【請求項３１】
　食品の形態である、請求項１～３０のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項３２】
　水中油型エマルションの形態である、請求項１～２６のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項３３】
　マヨネーズ、マーガリン、低脂肪スプレッド、乳製品（例えばヨーグルト）、チーズス
プレッド、プロセスチーズ、乳製品デザート、フレーバードミルク、クリーム、発酵乳製
品、チーズ、バター、練乳製品、アイスクリームミックス、大豆製品、低温殺菌液卵、ベ
ーカリー製品、菓子製品、菓子バー、チョコレートバー、高脂肪バー、液体エマルション
、噴霧乾燥粉末、凍結乾燥粉末、ＵＨＴプディング、低温殺菌プディング、ゲル、ゼリー
、ヨーグルト、又は脂肪ベースの若しくは水を含有するフィリングを有する食品の形態で
ある、請求項１～３２のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項３４】
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　ミトコンドリア機能不全に関連する疾患を治療するための医薬品を調製するための、デ
カン酸の使用。
【請求項３５】
　ミトコンドリア機能不全に関連する疾患を治療するためのデカン酸。
【請求項３６】
　前記疾患は、てんかん、糖尿病、パーキンソン病、認知症（例えばアルツハイマー病）
、又はミトコンドリア機能の先天性異常である、請求項３４又は３５に記載のデカン酸の
使用。
【請求項３７】
　てんかんの治療は発作の制御を含む、請求項３６に記載のデカン酸の使用。
【請求項３８】
　ミトコンドリア機能不全に関連する疾患の治療又は予防のための方法であって、該治療
又は予防を必要とする患者に有効量のデカン酸を投与するステップを含む方法。
【請求項３９】
　細胞のミトコンドリア含有量に影響を及ぼす方法であって、細胞にデカン酸を投与する
ステップを含む方法。
【請求項４０】
　細胞のミトコンドリア機能に影響を及ぼす方法であって、細胞にデカン酸を投与するス
テップを含む方法。
【請求項４１】
　細胞のミトコンドリア利用可能性に影響を及ぼす方法であって、細胞にデカン酸を投与
するステップを含む方法。
【請求項４２】
　細胞のエネルギー供給を調節する方法であって、細胞にデカン酸を投与するステップを
含む方法。
【請求項４３】
　前記疾患は、てんかん、糖尿病、パーキンソン病、認知症（例えばアルツハイマー病）
、又はミトコンドリア機能の先天性異常である、請求項３８～４２のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項４４】
　てんかんの治療は発作の制御を含む、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　デカン酸は、請求項１～３３のいずれか一項に記載の組成物の形態で投与される、請求
項３４～４４のいずれか一項に記載のデカン酸、方法又は使用。
【請求項４６】
　一日当たり少なくとも約５ｇ／ｌ～５００ｇ／ｌの用量のデカン酸が投与される、請求
項３４～４５のいずれか一項に記載のデカン酸、方法又は使用。
【請求項４７】
　バー、プディング又は飲料の形態の請求項１～３３のいずれか一項に記載の組成物を製
造する方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　本発明は、概して、てんかんを含むミトコンドリア機能不全に関連する障害を治療する
ための食事療法の分野に関する。
【発明の背景】
【０００２】
　てんかんは、発作によって特徴付けられる広範な神経学的障害を包含する。発作は異常
な神経活動によって生じ、けいれん及び意識の喪失を含む種々の様式で現れる。多くの場
合、てんかんは抗けいれん薬物療法を使用することによって管理することができる。しか
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し、てんかんを有する一部の患者には、従来の薬物を用いた治療では発作活動に最小限の
効果しか与えることができない。手術はある種の発作を患う患者を治療する１つの選択肢
であるが、多くの人では、ケトン食を用いてより非侵襲的に良好な管理を実現することが
できる。
【０００３】
　ケトン食は、成長及び修復に十分なタンパク質を含む高脂肪及び低炭水化物食である。
ビタミン及びミネラルのレベルは通常不十分であり、栄養補助食品として与えられること
が必要となり得る。ケトン食は、身体にそのエネルギー源として炭水化物の代わりに脂肪
を代謝させることによって機能する。食事性炭水化物が低い状態では、脂肪は肝臓で脂肪
酸及びケトン体に分解され、これらの化合物は、化学エネルギー源としてのアデノシン三
リン酸（ＡＴＰ）を生成させるためにさらなる代謝経路で利用される。
【０００４】
　研究により、小児及び成人の難治性てんかんの治療におけるケトン食の明らかな利益が
示されている。短期の治験において、被験者のおよそ半分は６か月後に発作が少なくとも
５０％減少し、およそ３分の１は少なくとも９０％の減少に至ったことが実証されている
。ある場合には、ケトン食は、処方される抗てんかん薬物療法のレベルを低減することを
可能とし、さらに生活の質を向上させるのに十分な程度有効である。
【０００５】
　ケトン食は、十分な栄養価を維持しつつ有効な発作防止を確実に行うために、厳密に制
御される必要がある。この食事は、医学的監視下、ケースバイケースで開発され、最適化
される。また、食品はすべて慎重に測定され、調理される必要がある。この食事から逸脱
すると、短期間のうちに患者の発作が再発する可能性がある。
【０００６】
　ケトン食は明らかに有効であるものの、小児及び成人のいずれにおいても管理が困難で
ある。ケトン食に対する現在のアプローチは極めて制限的であり得、そのため、コンプラ
イアンス、特に成人におけるコンプライアンスが悪くなり得る。さらに、そのような食事
は種々の副作用（消化器系、血清脂質レベルの増加、眠気、成長不良、及び骨折の危険性
の増大の問題を含む。）をもたらし得、一部の患者には全く適さない。したがって、発作
活動の抑制に関与するケトン食の有効成分を同定すれば、てんかんを有する相当な数の患
者の治療を劇的に単純化し、生活の質を向上させる可能性がある。
【０００７】
　食事がどのように作用するのかは誰にも分からない。体内で、脳化学に影響を及ぼす代
謝の変化が起こる。ある理論は、食事の抗けいれん効果は、ケトン食が産生するケトンに
起因するものとしている。ケトンは脂肪分解の産物である。身体は通常、エネルギーのた
めにグルコースを燃焼する。身体は、グルコースの代わりにケトンをエネルギー源として
使用することができる。
【０００８】
　ケトン食の有効性の生化学的根拠は不明であるが、多くの研究は、ミトコンドリア機能
の変化及びミトコンドリア生合成の増加との関連性を強調している［Ｂｏｕｇｈ，Ｋ．Ｊ
．ら，Ａｎｎ．Ｎｅｕｒｏｌ．６０，２２３～２３５（２００６）］。
【０００９】
　ミトコンドリアは、体内のほとんどすべての細胞に存在する小器官である。ミトコンド
リアは多くの細胞プロセスにおいて中心的役割を果たし、エネルギー代謝において最も顕
著である。エネルギーの供給は、主要代謝経路（例えば、トリカルボン酸（ＴＣＡ）回路
及び脂肪酸β酸化）から還元当量を受け取る電子伝達鎖（ＥＴＣ）の統合機能によって実
現される。
【００１０】
　ミトコンドリア機能の弱体化は、核ＤＮＡ及びミトコンドリアＤＮＡの両方における先
天性又は後天性の変異を通じて生じることも、また、環境要因に暴露された結果としても
たらされることもあり得る。ミトコンドリア機能不全は広範な臨床状態に関連し、一般に
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、エネルギー必要量の高い器官、例えば、筋肉、肝臓、腎臓及び脳に影響を及ぼす。ＡＴ
Ｐの形態のエネルギーが脳内で不足すると、発作を含み得る神経学的機能障害に至る。実
際、ミトコンドリア機能不全はある種の先天的及び後天的なてんかんと関連しており、ま
た、糖尿病、認知症（例えばアルツハイマー病）、及びパーキンソン病を含む多くの他の
病状にも関連している。
【００１１】
　したがって、ケトン食の効果と、ミトコンドリア機能及び生合成の増大と、てんかん発
作の軽減と、の間には複数の直接的な関連が存在する。ケトン食の実施が種々の課題を提
示することから、同じ生物学的機序を標的とする製品が非常に望ましいことは明らかであ
る。
【発明の概要】
【００１２】
　ケトン食は、ケトン体形成の増加及び中鎖脂肪酸の血漿中レベルの上昇を含む、種々の
特徴的な代謝的効果を有する。ケトン体レベルと発作制御との相関関係は知られておらず
、脂肪酸濃度の増加の効果については比較的僅かな調査しかなされていない。
【００１３】
　本発明者らは、ＭＣＴが一部を形成するケトン食の結果として血漿中濃度が増加する中
鎖脂肪酸であるデカン酸が、ｉｎ　ｖｉｔｒｏの細胞においてミトコンドリアの機能及び
利用可能性に直接的な効果を及ぼすことを決定した。
【００１４】
　すなわち、デカン酸は、てんかん、特に現在ケトン食を必要としている患者におけるて
んかん；先天性のミトコンドリア機能不全に関連する疾患；並びに、糖尿病、パーキンソ
ン病及び認知症（例えばアルツハイマー病）を含む後天性のミトコンドリア障害を有する
患者の治療に有益であり得る。
【発明の記述】
【００１５】
　本発明の第１の態様によれば、ヒトによる消費に適した組成物であって、デカン酸及び
オクタン酸を２：１ｗｔ／ｗｔの比で含み、又は実質的にオクタン酸を含まず、並びに任
意選択で他の飽和脂肪酸を実質的に含まない組成物が提供される。
【００１６】
　他の実施形態では、デカン酸及びオクタン酸の比は、少なくとも２：１ｗｔ／ｗｔ、少
なくとも３：１ｗｔ／ｗｔ、少なくとも４：１ｗｔ／ｗｔ、少なくとも５：１ｗｔ／ｗｔ
、少なくとも６：１ｗｔ／ｗｔ、少なくとも９：１ｗｔ／ｗｔ、少なくとも１０：１ｗｔ
／ｗｔ、少なくとも１５：１ｗｔ／ｗｔ、少なくとも２０：１ｗｔ／ｗｔ、少なくとも３
０：１ｗｔ／ｗｔ、少なくとも４０：１ｗｔ／ｗｔ、少なくとも５０：１ｗｔ／ｗｔ、少
なくとも６０：１ｗｔ／ｗｔ、少なくとも７０：１ｗｔ／ｗｔ、少なくとも８０：１ｗｔ
／ｗｔ、少なくとも８５：１ｗｔ／ｗｔ、少なくとも９０：１ｗｔ／ｗｔ、少なくとも９
５：１ｗｔ／ｗｔ、少なくとも９８：１ｗｔ／ｗｔ、又は少なくとも９９：１ｗｔ／ｗｔ
である。したがって、一実施形態では、組成物はオクタン酸を含まない又は実質的に含ま
ない。
【００１７】
　一実施形態では、デカン酸は、重量ベースで総脂肪酸含有量の５０％、５１％、５２％
、５３％、５４％、５５％、５６％、５７％、５８％若しくは５９％より多く、重量ベー
スで総脂肪酸含有量の少なくとも６０％、総脂肪酸含有量の少なくとも６５％、総脂肪酸
含有量の少なくとも７０％、総脂肪酸含有量の少なくとも８０％、総脂肪酸含有量の少な
くとも９０％、又は脂肪酸含有量の少なくとも９９％若しくは１００％である。すなわち
、本発明は、純粋な又は実質的に純粋なデカン酸を含む製品を使用し得る。
【００１８】
　すなわち、本発明は、一価不飽和又は多価不飽和脂肪酸を含まない又は実質的に含まな
い組成物も包含する。
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【００１９】
　本発明の第２の態様によれば、ヒトによる消費に適した組成物であって、０．２～０．
３：１のケトン比（ｋｅｔｏｇｅｎｉｃ　ｒａｔｉｏ）を有する組成物が提供される。他
の実施形態では、これらに限られないが、０．５：１、１：１～５：１、好ましくは４：
１以下の比率が含まれ、脂肪の大半がデカン酸である。一実施形態では、この組成物は２
：１～４：１のケトン比を有する。「ケトン比」とは、炭水化物及びタンパク質の重量の
合計に対する脂質の重量の比率を指す。
【００２０】
　本発明の第３の態様によれば、ヒトによる消費に適した組成物であって、タンパク質、
脂肪及び炭水化物を含み、乾燥重量１００ｇ当たり２５００～３１００ｋＪを提供し、脂
肪の少なくとも５０％がデカン酸である、組成物が提供される。
【００２１】
　本発明の第３の態様の組成物の一実施形態では、脂肪の少なくとも５５％、６０％、６
５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、９８％、９９％又は１００％
はデカン酸である。
【００２２】
　本発明の第３の態様の組成物の一実施形態では、組成物は一価不飽和及び／又は多価不
飽和脂肪酸を含まない。
【００２３】
　本発明の組成物の一実施形態では、組成物は乾燥重量１００ｇ当たり２５２０～３７８
０ｋＪを提供する。本発明の組成物の別の実施形態では、組成物は乾燥重量１００ｇ当た
り２５２０～３１８０ｋＪを提供する。
【００２４】
　本発明の組成物の一実施形態では、脂質の重量対タンパク質及び炭水化物の合計の重量
は、１．０対１、２．０対１、５．０対１、又は例えば、２．０～５．０対１、若しくは
２．４～４．０対１、若しくは２．６～３．８対１である。
【００２５】
　本発明の組成物の一実施形態では、組成物はヒト用食品の形態である。
【００２６】
　本発明の組成物の一実施形態では、組成物は、一日当たり少なくとも約５ｇ／ｌ～１５
０ｇ／ｌの用量のデカン酸を送達するための形態である。他の実施形態では、用量は、一
日当たりデカン酸約５ｇ／ｌ、１０ｇ／ｌ、１５ｇ／ｌ、２０ｇ／ｌ、３０ｇ／ｌ、４０
ｇ／ｌ、５０ｇ／ｌ、６０ｇ／ｌ、７０ｇ／ｌ、８０ｇ／ｌ、９０ｇ／ｌ、１００ｇ／ｌ
、１１０ｇ／ｌ、１２０ｇ／ｌ、１３０ｇ／ｌ、１４０ｇ／ｌ、１５０ｇ／ｌ、１７５ｇ
／ｌ、２００ｇ／ｌ、２２５ｇ／ｌ、２５０ｇ／ｌ、又は５００ｇ／ｌである。
【００２７】
　本発明の組成物の一実施形態では、組成物は完全栄養製品の形態である。
【００２８】
　本発明の組成物の一実施形態では、組成物は粉末化された形態である。
【００２９】
　本発明の組成物の一実施形態では、組成物は噴霧乾燥された形態である。
【００３０】
　本発明の組成物の一実施形態では、組成物は、食品又は飲料の栄養を強化するのに適し
た形態である。
【００３１】
　本発明の組成物の一実施形態では、組成物は食品の形態である。
【００３２】
　本発明の組成物の一実施形態では、組成物は水中油型エマルションの形態である。
【００３３】
　本発明による組成物は、油、マヨネーズ、マーガリン、低脂肪スプレッド、乳製品（例
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えばヨーグルト）、チーズスプレッド、プロセスチーズ、乳製品デザート、フレーバード
ミルク、クリーム、発酵乳製品、チーズ、バター、練乳製品、アイスクリームミックス、
大豆製品、低温殺菌液卵、ベーカリー製品、菓子製品、菓子バー、チョコレートバー、高
脂肪バー、液体エマルション、噴霧乾燥粉末、凍結乾燥粉末、ＵＨＴプディング、低温殺
菌プディング、ゲル、ゼリー、ヨーグルト、又は脂肪ベースの若しくは水を含有するフィ
リングを有する食品の形態であり得る。
【００３４】
　本発明の第４の態様によれば、ミトコンドリア機能不全に関連する疾患を治療するため
の薬剤を調製するための、デカン酸の使用が提供される。誤解を避けるために述べると、
「薬剤」は、栄養補助食品又は完全栄養製品を含む本発明の組成物のいずれかを含む。
【００３５】
　本発明の第５の態様によれば、ミトコンドリア機能不全に関連する疾患を治療するため
のデカン酸が提供される。
【００３６】
　また、疾患がてんかん、糖尿病、パーキンソン病、認知症（例えばアルツハイマー病）
、又はミトコンドリア機能の先天性異常である、本発明によるデカン酸の使用が提供され
る。
【００３７】
　また、てんかんの治療が発作の制御を含む、本発明によるデカン酸の使用も提供される
。
【００３８】
　本発明の第６の態様によれば、ミトコンドリア機能不全に関連する疾患の治療又は予防
のための方法であって、該治療又は予防を必要とする患者に有効量のデカン酸を投与する
ステップを含む方法が提供される。
【００３９】
　本発明の第７の態様によれば、細胞のミトコンドリア含有量に影響を及ぼす方法であっ
て、細胞にデカン酸を投与するステップを含む方法が提供される。
【００４０】
　本発明の第８の態様によれば、細胞のミトコンドリア機能に影響を及ぼす方法であって
、細胞にデカン酸を投与するステップを含む方法が提供される。
【００４１】
　本発明の第９の態様によれば、細胞のミトコンドリア利用可能性に影響を及ぼす方法で
あって、細胞にデカン酸を投与するステップを含む方法が提供される。
【００４２】
　本発明の第１０の態様によれば、細胞のエネルギー供給を調節する方法であって、細胞
にデカン酸を投与するステップを含む方法が提供される。
【００４３】
　疾患がてんかん、糖尿病、パーキンソン病、認知症（例えばアルツハイマー病）、又は
ミトコンドリア機能の先天性異常である、本発明の第６～第１０の態様のいずれか一つに
よる方法。
【００４４】
　一実施形態では、てんかんの治療は発作の制御を含む。
【００４５】
　本発明の第１１の態様によれば、デカン酸が、本発明の第１～第３の態様のいずれか一
つによる組成物の形態で投与される、本発明の第４～第１０の態様のいずれか一つによる
デカン酸、方法又は使用が提供される。
【００４６】
　本発明の第１２の態様によれば、一日当たり少なくとも約５ｇ／ｌ～２５０ｇ／ｌ又は
少なくとも約５ｇ／ｌ～５００ｇ／ｌの用量のデカン酸が投与される、本発明の第４～第
１０の態様のいずれか一つによるデカン酸、方法又は使用が提供される。
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【００４７】
　したがって、概括的に述べると、本発明は、ミトコンドリア機能不全に関連する疾患の
治療に使用するためのデカン酸に関するものと要約することができる。
【００４８】
　デカン酸はカプリン酸としても知られ、式ＣＨ３（ＣＨ２）８ＣＯＯＨの飽和脂肪酸で
ある。本明細書において、デカン酸は「Ｃ１０」とも称される。
【詳細な説明】
【００４９】
　ケトン食の利益に関連する機序を解明することによって、本発明者らは、製品のおいし
さを増加させ、特定のレベルのＣ１０を送達するように処方することができる非常に有効
な製品を提供することによって、従来の組成物に伴う問題の一部を克服する。さらに、該
製品は、古典的なケトン食の厳格な制限の及ばないＣ１０の使用によって疾患を治療する
ことができる。
【００５０】
　簡潔に述べると、古典型のケトン食は、脂肪含有量を決定・記述するのに比率を使用す
る。ケトン比は、脂肪のグラム数とタンパク質及び炭水化物の合計グラム数との関係を表
す。４：１の比率では、タンパク質及び炭水化物の合計１グラム毎に４倍のグラム数の脂
肪が存在する。この比率は、伝統的にケトーシスの程度を制御することを意図したもので
あり、理論上、比率を上げるとより大きなケトーシスが促進される。ＭＣＴ型のケトン食
は、脂肪含有量を決定・記述するのに脂肪由来のエネルギーの割合（％）を使用する。他
の２つの型のケトン食はいわゆる修正アトキンス食及び低グリセミックインデックス（Ｇ
Ｉ）食であり、これらは人々に多くの脂肪を摂取するように促す。これらの後者の２つの
食事は、脂肪の比率も割合（％）も公式には算出されていないが、典型的にはケトン比は
約１：１である。４つの型のケトン食のすべてにおいて、脂肪由来のエネルギーの割合（
％）は約５０～９２％の範囲であるが、典型的には７０～９０％である。いずれにしても
、どのような形態の食事を取ろうと、効力を発揮するためには多くの脂肪を摂取する必要
があり、これは患者のコンプライアンスに重大な影響を及ぼし得る。しかし、本発明の教
示に従えば、脂肪中に本発明による適切なレベルのデカン酸が含まれている限り、上記の
伝統的な比率の範囲外の食事で臨床的利益に到達することが可能である。
【００５１】
　本発明がケトン食の一部として送達されるのであれば、栄養上の目的を達成し、臨床的
利益を最適化するために、比率又は総脂肪含有量を療法実施中に変更することができる。
比率は、１．０：１、１．５：１、２．０：１、２．５：１、３．０：１、３．５：１、
４．０：１、４．５：１、又は５．０：１の範囲内であり得る。
【００５２】
　一実施形態では、比率は２．２５：１～３．９：１である。別の実施形態では、比率は
２．２６～３．８：１又は２．７～３．４：１である。さらなる実施形態では、比率は、
３．２１：１、３．２３：１、３．２４：１、３．２５：１、３．２６：１、３．２７：
１、３．２８：１、又は３．２９：１である。
【００５３】
　年齢及び体重が同一の二人の異なる人が同じ比率又は量の脂肪で受ける臨床的利益のレ
ベルは異なり得ることが留意されるべきである。したがって、臨床医は、最適な臨床的利
益を実現するために比率を変更すべき場合もある。すなわち、例えばコンプライアンスを
上げるために、療法の最初若しくは最後又は療法の途中で比率又は総脂肪含有量を微調整
及び変更することは本発明の範囲内である。
【００５４】
　デカン酸は、例えばヤシ油及びパーム核油に天然に存在する。ヤシ油及びパーム核油が
食事の重要なベースを形成し得ることは想定できる。概括的に述べると、デカン酸はヤシ
油の脂肪酸組成の約５～８％を形成する。すなわち、脂肪酸組成中のデカン酸の割合が約
５～８％である食品組成物を想定することができる。他方、オクタン酸はヤシ油の脂肪酸
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組成の約４．６～１０％を構成する。Ｃ８はＣ１０より有益でないことが本発明により確
認されていることから、脂肪酸組成中のオクタン酸の割合が１０％未満、理想的には４．
６％未満である食品組成物を想定することができる。
【００５５】
　本発明において有用な脂質画分は、トリグリセリド、ジアシルグリセリド、モノアシル
グリセリド、リン脂質、リゾリン脂質、コレステロール及び糖脂質の形態であり得、トリ
グリセリドが概して好ましいことが理解されよう。
【００５６】
　Ｃ１０がブレンド製品として患者に送達される状況を想定することができる。この場合
、本発明によれば、利用される飽和脂肪酸の量が比較的多いことが理解されよう。特に、
飽和脂肪酸の量は、脂肪酸ベースで脂質１００ｇ当たり好ましくは２３～５０ｇ、より好
ましくは２５～４５ｇ、さらに好ましくは３３～４４ｇである。飽和脂肪酸は８～２４個
の炭素原子を有する。飽和脂肪酸の大部分がデカン酸（Ｃ１０：０）であることが好まし
い。すなわち、デカン酸は、例えば、脂質１００ｇ当たり１５～５０ｇ、好ましくは１８
～４５ｇ、より好ましくは２３～４４ｇとなる。特定の実施形態は、脂質１００ｇ当たり
３０～３７ｇのデカン酸を含む。ヤシ油又はパーム油は、脂質画分の少なくとも５０％、
好ましくは７０～９０％のための好ましい供給源である。脂質画分の残部は、例えば、中
鎖トリグリセリド供給源、例えば、分留ヤシ油、マカダミア油、パーム油若しくはパーム
核油、又は長鎖トリグリセリド供給源、例えば、紅花油、ゴマ油、大豆油（大豆から得ら
れる）、ヒマワリ油、高オレイン酸ヒマワリ油、トウモロコシ油、キャノーラ油、クルミ
油、月見草油、ピーナッツ油、綿実油、ナタネ油、オリーブ油、魚油、パームオレイン若
しくは藻類油、或いはそれらの混合物から選択することができ、好ましくは、大豆油（好
ましくは２～３０）、中鎖トリグリセリド（８～１２個の炭素原子を有する脂肪酸を有す
る；０～１４）、海産油（ｍａｒｉｎｅ　ｏｉｌ）（好ましくは０～１４ｗｔ％、より好
ましくは２～１２ｗｔ％）、並びにリン脂質、モノ及びジグリセリドである。
【００５７】
　本発明は、一価不飽和及び／又は多価不飽和脂肪酸を含まないことが好ましい。しかし
、含まれるとすれば、一価不飽和脂肪酸の量は、（脂肪酸ベースで）脂質１００ｇ当たり
２５～４８ｇ、好ましくは２８～４３ｇ、より好ましくは３０～４０ｇが適切である。含
まれるとすれば、多価不飽和脂肪酸（すなわち、２個以上の不飽和結合を有する脂肪酸）
の量は、トランス脂肪酸を除いて、脂質１００ｇ当たり１６～４０ｇ、好ましくは２０～
３０ｇである。脂質画分はω３多価不飽和脂肪酸も含むことが好ましい。特に、多価不飽
和脂肪酸は、０．５ｗｔ％超、好ましくは１．０～１０ｗｔ％を構成する。トランス脂肪
酸の量は、脂質１００ｇ当たり２０ｇ未満、好ましくは０～１０ｇ、より好ましくは０．
２～４ｇである。
【００５８】
　ＭＣＴ油は、一般に９０ｗｔ％より多い脂肪酸を含む食品グレードの油である。伝統的
に、そのような脂肪酸は、８、１０又は１２個の炭素原子を有する飽和脂肪酸から構成さ
れている。ＭＣＴ油は本発明に適用され得るが、飽和脂肪酸の大半がデカン酸であるＭＣ
Ｔベースの油を使用することが好ましい。
【００５９】
　デカン酸は、本発明において有用な組成物の脂肪酸含有量の少なくとも５１％、５５、
６０、６５、７０、７５、８０、８５、９０、９５又は１００ｗｔ％に相当することが好
ましい。
【００６０】
　本発明において有用な組成物の一実施形態では、Ｃ１０対Ｃ８の飽和脂肪酸の比率は、
６０：４０、６５：３５、７０：３０、７５：２５、８０：２０、８５：１５、９０：１
０、９５：５、又は１００：０である。
【００６１】
　ＬＣＴ油は、２０個以上の炭素原子を有する脂肪酸を１５％含む食品グレードの油とし
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て定義される。本発明はＬＣＴ油を利用し得るが、１００ｇ当たり１％、０．５％又は０
．１％以下のレベルで利用することが好ましい。
【００６２】
　概括的に述べれば、本発明のＣ１０の組成物の投与は、経口経路によるものであっても
、若しくは胃腸管への別の経路によるものであっても、又は非経口経路によるものであっ
てもよい。そのような投与様式の形態には、従来の形態、例えば、液体の溶液若しくは懸
濁液、注射前に液体に溶解若しくは懸濁させるのに適した固体形態、又はエマルションが
含まれ得る。
【００６３】
　すなわち、本発明のＣ１０の組成物は適切な形態（剤形であり得る。）に調製すること
ができる。その形態は概して経口投与に適したものであるが、本発明は経胃管栄養法にも
適用可能である。適切な形態には、本発明のＣ１０の組成物と任意選択で１種又は複数の
薬学的に許容される適切な担体とを含有する、錠剤、糖衣錠、カプセル、ゲルカプセル、
粉末、顆粒、溶液、エマルション、懸濁液、被覆粒子、噴霧乾燥粒子及び丸剤が含まれ得
る。いくつかの実施形態では、Ｃ１０の組成物は食物に挿入又は混合することができる。
いくつかの実施形態では、本発明のＣ１０の組成物は栄養製品の形態である。栄養製品と
いう場合、概して該物質は食事を補足することが意図されたものであるが、本発明では、
組成物は、それが唯一の品目又は食べ物若しくは食事、すなわちいわゆる「完全」栄養製
品であることが意図されているような形態であり得る。すなわち、本発明は、栄養補助食
品、食品又は飲料の形態で対象に投与され得る。好ましいタイプの食品は、医療用食品、
例えば、（上述のケトン食のように、）医学的監視下で消費される処方物の形態をとり、
ある疾患又は状態の特別な食事管理を目的とする食品である。
【００６４】
　上述のように、本発明は、ヒトの完全な栄養に適した製品の形態で、或いは油エマルシ
ョン若しくは栄養補助食品又は他の任意の適当な製品の形態として実現され得る。製品は
、乳幼児、小児及び成人に適したものであり得る。製品は、本発明の教示に従う脂質画分
を含み、さらに任意選択で、栄養補助食品又は完全栄養製品を提供するように、タンパク
質画分、消化可能な炭水化物、利用可能及び／又は利用不可能な炭水化物の画分、窒素画
分、並びにビタミン画分、ミネラル／微量元素画分、又は他の構成成分を適宜含む。
【００６５】
　タンパク質画分はアミノ酸８個よりも大きいペプチドを含むことが好ましいが、そうす
ると、アレルギー反応の可能性のために製品が非経口投与に適さなくなり得る。ある種の
カゼインなどの強い乳化特性（ｅｍｕｌｇａｔｉｎｇ　ｐｒｏｐｅｒｔｙ）を有するタン
パク質を選択することが好ましい。しかし、水又は液体フォーミュラ（ｌｉｑｕｉｄ　ｆ
ｏｒｍｕｌａ）での再構成に使用可能な製品は、飲用に適した製品を得るために、好まし
くは、リゾレシチン、酒石酸エステル又はそれらの組み合わせを安定化系として含有する
べきである。
【００６６】
　製品は、好ましくは、固体又は半固体、例えば粉末、バー、プディングなどであり得る
。半固体の製品は、レディトゥユーズの製品１００ｇ当たり４０ｇより多い固形分を有す
る製品であると理解される。半固体品は、水で再構成して単一の完全な食品として使用可
能な粉末として供給されることがより好ましい。粉末は、一次粒子、凝集した一次粒子又
は種々のサイズの粒子の混合物からなるものであり得る。そのような粉末は、噴霧乾燥な
どの当技術分野で既知の方法を用いて製造することができる。噴霧乾燥は、流れ特性を向
上させるための補助剤が使用される場合に好ましい。また、製品は、揚げ物などに使用可
能な油の形態であり得る。
【００６７】
　乾燥製品は、所望に応じて容易に液体食品を調製できるように、少なくとも部分的に水
溶性であり得る。２０℃の水に１０％（ｗ／ｖ）として溶解させる場合、好ましくは乾燥
重量の少なくとも５０ｗｔ％、より好ましくは少なくとも７５ｗｔ％が可溶である。
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【００６８】
　消化可能な炭水化物の量は、乾燥重量１００ｇ当たり０～９ｇ、好ましくは３．２～９
ｇ、より好ましくは４～８．６ｇ、さらに好ましくは５～８．２ｇである。タンパク質の
量は、乾燥重量１００ｇ当たり５～２０ｇ、好ましくは１３～２０ｇ、より好ましくは１
３～１８ｇ、より好ましくは１３．８～１７ｇ、さらに好ましくは１４．２～１６．２ｇ
である。脂質の量は乾燥重量１００ｇ当たり０ｇ、０．１～１００ｇであるが、乾燥重量
１００ｇ当たり６０～８０ｇ、６３～７５ｇ、又は６５～７２ｇであり得る。
【００６９】
　α－ラクトアルブミン又は多量のタンパク質を含む成分を含めることが特に適している
。製品のタンパク質画分に２０ｗｔ％より多くのα－ラクトアルブミンが存在すると、ロ
イシン、リジン、メチオニン及びシステインに関する要求を満たしやすくなり、優れたお
いしさ及び消化特性をもたらす。タンパク質画分の好ましくは２０％超、より好ましくは
４０～８０ｗｔ％がα－ラクトアルブミンからなる。
【００７０】
　消化可能な炭水化物画分は、食品グレードの成分、例えば、グルコースシロップ、マル
トデキストリン、ラクトース、スクロース、ガラクトース、リボースなどを含むことがで
きる。本説明で開示した他の技術的特徴のいくつかを適用すると効力の点で優れた製品を
得ることができるが、消化可能な炭水化物画分が特定の形態をとれば、副作用の回避及び
効力の点で最良の結果が得られる。消化可能な炭水化物画分の少なくとも２０％、好まし
くは３０～９０％がガラクトース又はリボースの供給源によって形成されれば有益と思わ
れる。ラクトースはこの目的に適した成分と考えられる。特に、そのような消化可能な非
グルコース炭水化物を含むそのようなケトンフォーミュラ（ｋｅｔｏｇｅｎｉｃ　ｆｏｒ
ｍｕｌａ）が消費されると、酸化ストレスは減少する。消化性は、Ｅｎｇｌｙｓｔの１９
９９年の方法を適用することによって決定される。
【００７１】
　タンパク質、脂質、及び炭水化物は、少なくとも２つの異なる供給源に由来することが
好ましく、例えば、タンパク質は、少なくとも部分的に動物、とりわけ牛乳源に由来する
が、任意選択で部分的に植物源にも由来し、脂質は、少なくとも部分的に植物源に由来し
、炭水化物は、少なくとも部分的に牛乳源に由来し、又は牛乳（ラクトース）及び植物（
グルコース、マルトデキストリン等）の組み合わせに由来する。
【００７２】
　微量成分の量は推奨に従う。しかし、いくつかの特定の成分の量を推奨より多くすると
、小児てんかんにおいて効力が向上し、副作用が防止される。
【００７３】
　正常な発育及び成長を維持するために、エネルギー必要量は個体のエネルギー必要量に
従って算出され得る。患者、特に小児てんかん患者に摂食させるのに有用な製品は、エネ
ルギー密度が３．８～１２．６ｋＪ／ｍｌ、好ましくは４．６～８．４ｋＪ／ｍｌ、より
好ましくは５．０～７．２ｋＪ／ｍｌである。製品で完全に栄養を与える場合は、５．４
～６．７ｋＪ／ｍｌのエネルギー密度が特に有用であると思われる。液体フォーミュラの
エネルギー密度が８．４～１２．６ｋＪ／ｍｌである場合、製品は患者の中程度の栄養強
化にも有用であり得る。
【００７４】
　製品は比較的エネルギー密度が高いと有用である。いくつかの実施形態では、製品は、
乾物１００グラム当たり２５２０～３７８０ｋＪ、又は例えば２５２０～３０８０ｋＪ、
好ましくは２８００～３０４０ｋＪを提供する。食事は、乾物１００グラム当たり２５０
０～３１００ｋＪ、例えば、１００ｇ当たり２５０５、２５１０、２５１５、２５２０、
２５２５、２５３０、２５３５、又は２５４０～３１００、３０９５、３０９０、３０８
５若しくは３０８０ｋＪを提供し得る。特に好ましい実施形態では、食事は、１００ｇ当
たり２９８４、２９８５、２９８６、２９８７、２９８８、２９８９又は２９９０ｋＪを
含む。
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【００７５】
　製品は、液体製品への再構成後が適当であるが、一般的なエネルギー消費推奨値（例え
ば、保健機関のガイドラインに記載のもの）に従って、１２か月より若い乳幼児の場合は
、乾燥重量で算出して一日当たり５０～２００ｇ、好ましくは７５～１５０ｇの量で投与
することができる。より大きい小児の場合、乾燥重量で算出した好ましい一日量は、１０
０～３６０ｇ、とりわけ１５０～３００ｇである。成人の場合、最も高いケトン産生能（
ｋｅｔｏｇｅｎｉｃ　ｐｏｔｅｎｔｉａｌ）並びに十分な量の必須アミノ酸、炭水化物骨
格、及び他の栄養素が提供され、かつ忍容性が良好で、安全であることから、乾燥重量で
算出した好ましい一日量は１００～５００ｇ、最も好ましくは１５０～３４０ｇである。
【００７６】
　本発明での使用に適した製品の例を以下に示す。
【００７７】
　噴霧乾燥粉末製剤：
【表１】

【００７８】
　粉末製剤：
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【表２】

【００７９】
　ケトン食：
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【表３】

【００８０】
　エマルション：
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【表４】

【００８１】
　５０％エマルション：
【表５】

【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】６日のインキュベーション期間のＣ１０の用量反応曲線。
【図２】複合体Ｉの活性に対する６日間の２５０μＭ　Ｃ１０の効果。
【図３】複合体Ｉの活性に対する６日間の２５０μＭ　Ｃ１０の効果。
【図４】電子顕微鏡検査。
【図５】電子顕微鏡検査データ。
【実験例】
【００８３】
実験方法の概要：
　ミトコンドリア富化を、クエン酸シンターゼ（ｃｉｔｒａｔｅ　ｓｙｎｔｈａｓｅ）の
活性を評価することによって推定した（総細胞タンパク質含有量に対して補正した）。ク
エン酸シンターゼはミトコンドリアに局在し、ＴＣＡ回路の一部をなすものであり、ミト
コンドリア富化のマーカーとして一般に使用される。
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【００８４】
　ミトコンドリア機能についてさらに別個に考察するために、呼吸鎖酵素、複合体Ｉの活
性も評価した。
【００８５】
　特に断らない限り、本試験を通じてヒト神経芽細胞腫細胞株（ＳＨ－ＳＹ５Ｙ）を利用
した。簡潔に述べると、細胞を、一連の濃度（５０～３００μＭ；０．５％ＤＭＳＯに溶
解）のオクタン酸又はデカン酸のいずれかに暴露した。６日後に細胞を回収し、クエン酸
シンターゼの活性を決定した。活性をｎｍｏｌ／分／ｍｇ細胞タンパク質として表した。
【００８６】
　第２の実験では、細胞を、デカン酸（２５０μＭ；０．５％ＤＭＳＯに溶解）に６日間
暴露した。続いて細胞を回収し、複合体Ｉの活性を決定した。各実験を５回繰り返し、活
性をｎｍｏｌ／分／ｍｇ細胞タンパク質として表した。
【００８７】
　さらに、ＳＨ－ＳＹ５Ｙ細胞を電子顕微鏡（ＥＭ）分析用に調製して、デカン酸で処理
した後のミトコンドリアの密度及び形態を判断した。
【００８８】
　最後に、デカン酸の効果を別個の細胞株で確認した。ヒト線維芽細胞の初代培養物を、
２５０μＭの濃度のデカン酸に６日間暴露した。インキュベーション後にクエン酸シンタ
ーゼの活性を再び評価した。
【００８９】
結果：
　オクタン酸は、試験対象のパラメーターについて効果がなかった。しかし、ＳＨ－ＳＹ
５Ｙ細胞をオクタン酸ではなくデカン酸に暴露すると、対照細胞（ビヒクルのみでインキ
ュベートしたもの）と比較してクエン酸シンターゼの活性が増大した。この効果は用量依
存的であり（図１）、２５０μＭの濃度で最大３０％の増大（高度に有意（ｐ＜０．００
１））が生じた（ｎｍｏｌ／分／ｍｇ細胞タンパク質として表される）。
【表６】

【００９０】
　ＳＨ－ＳＹ５Ｙ細胞における複合体Ｉの活性の決定も、デカン酸で処理した後に、対照
実験に対して有意な（ｐ＜０．００２）増大を示した（図２）。データをクエン酸シンタ
ーゼの活性に対して標準化した場合でも、複合体Ｉの活性の有意な（ｐ＜０．０５）増大
は依然として明白であった（図３）。標準化は、デカン酸の投与後のミトコンドリア富化
を考慮に入れる。したがって、複合体Ｉ：クエン酸シンターゼの活性比により、ミトコン
ドリアの含有量とは独立にミトコンドリアの機能がより正確に実証される。
【００９１】
　すべての場合において、０．５％ＤＭＳＯを添加しても（非処理細胞と比較して）試験
対象のパラメーターに影響を与えないことが示された。
【００９２】
　電子顕微鏡試験により、２５０μＭのデカン酸で処理された細胞中のミトコンドリアの
数が増加したことが示された（図４）。ミトコンドリアは、両方の画像において、細胞質
に存在する濃い円形の又は細長い小器官としてはっきりと見える。デカン酸で処理すると
、ミトコンドリアの形態も変わり、より濃く染色されたように見えるが、小器官内のクリ
ステの密度が高くなったことに起因している可能性がある。これらの観察は、細胞当たり
のミトコンドリアの数の有意な（ｐ＜０．００２）増加を示すＥＭデータの定量分析によ
って裏付けられる（図５）。
【００９３】
　最後に、データは、デカン酸（２５０μＭ）に暴露された初代ヒト線維芽細胞もクエン
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【００９４】
結論：
　ケトン食を実施中の患者によって血漿中に実現されたものに相当する濃度のデカン酸に
暴露すると、処理されたＳＨ－ＳＹ５Ｙ神経芽細胞腫細胞におけるクエン酸シンターゼの
活性が顕著に増加した。クエン酸シンターゼの活性は細胞のミトコンドリアレベルと相関
することが知られており、したがって、そのような知見は、デカン酸への暴露が、おそら
くミトコンドリアの含有量を増加させることによって、細胞のミトコンドリア機能の変化
をもたらしている可能性を高くする。この結論は、ＥＭに基づく細胞のミトコンドリア含
有量の直接的な観察に由来する別個のデータによってさらに裏付けられる。さらに、複合
体Ｉの活性が、デカン酸の投与後に増大したことが観察された。このミトコンドリアの呼
吸酵素はミトコンドリア機能の直接的なマーカーであり、したがって、このデータは、デ
カン酸とともにインキュベートするとミトコンドリア機能が増加することを独立に示唆し
ている。注目すべきことに、クエン酸シンターゼの活性の増大に関して同様の現象がデカ
ン酸に暴露された初代ヒト線維芽細胞において明白であったことから、そのような知見は
１つの細胞型に限定されないと思われる。
【００９５】
　したがって、そのようなデカン酸の作用は、ケトン食に応答するてんかんを有する患者
にとって治療上有益であり得る。同様に、先天性又は後天性のミトコンドリア障害を有す
る患者にもデカン酸は有益であり得る。後天性障害に関しては、これには、糖尿病、神経
変性状態（例えばパーキンソン病）、及び認知症（例えばアルツハイマー病）が含まれ得
る。
【００９６】
　本明細書で開示された範囲はいずれも適宜組み合わせて使用され得ることは理解されよ
う。
【図１】 【図２】
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【図５】



(20) JP 2015-522256 A 2015.8.6

10

20

30

40

【国際調査報告】



(21) JP 2015-522256 A 2015.8.6

10

20

30

40



(22) JP 2015-522256 A 2015.8.6

10

20

30

40



(23) JP 2015-522256 A 2015.8.6

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ａ６１Ｐ   3/10     (2006.01)           Ａ６１Ｐ    3/10     　　　　        　　　　　
   Ｃ０７Ｃ  53/126    (2006.01)           Ｃ０７Ｃ   53/126    ＣＳＰ　        　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,
US,UZ,VC

(71)出願人  510133975
            ユーシーエル　ビジネス　パブリック　リミティド　カンパニー
            イギリス国，ロンドン　ダブリュ１ティー　４ティーピー，トッテナム　コート　ロード　９７，
            ザ　ネットワーク　ビルディング
(74)代理人  100107456
            弁理士　池田　成人
(74)代理人  100162352
            弁理士　酒巻　順一郎
(74)代理人  100123995
            弁理士　野田　雅一
(74)代理人  100148596
            弁理士　山口　和弘
(72)発明者  オドネル，　モーラ
            イギリス，　エル３８　３アールティー　ハイタウン，　セント　ジョージズ　ロード　アボッツ
            ミード
(72)発明者  ランバート，　ブリジット
            イギリス，　エル１７　６ディーエヌ　リバプール，　ベントフィールド　アルマ　ロード　１８
(72)発明者  ウォリス，　パトリシア
            イギリス，　エル３７　４イーキュー　リバプール，　ディッチフィールド　２１
(72)発明者  ラザフォード，　パトリシア
            イギリス，　エル１８　６ジェイジー　リバプール，　バラントレ　ロード　２３
(72)発明者  ヒールズ，　シモン
            イギリス，　ロンドン　ダブリュー１ティー　４ティーピー，　トットナム　コート　ロード　９
            ７，　ザ　ネットワーク　ビルディング，　ケア　オブ　ユーシーエル　ビジネス　パブリック　
            リミティド　カンパニー
(72)発明者  ヒューズ，　ショーン－デイヴィッド
            イギリス，　ロンドン　ダブリュー１ティー　４ティーピー，　トットナム　コート　ロード　９
            ７，　ザ　ネットワーク　ビルディング，　ケア　オブ　ユーシーエル　ビジネス　パブリック　
            リミティド　カンパニー
(72)発明者  クロス，　ヘレン
            イギリス，　ロンドン　ダブリュー１ティー　４ティーピー，　トットナム　コート　ロード　９
            ７，　ザ　ネットワーク　ビルディング，　ケア　オブ　ユーシーエル　ビジネス　パブリック　
            リミティド　カンパニー
(72)発明者  イートン，　シモン
            イギリス，　ロンドン　ダブリュー１ティー　４ティーピー，　トットナム　コート　ロード　９
            ７，　ザ　ネットワーク　ビルディング，　ケア　オブ　ユーシーエル　ビジネス　パブリック　



(24) JP 2015-522256 A 2015.8.6

            リミティド　カンパニー
Ｆターム(参考) 4B018 MD09  MD10  MD14  MD20  MD27  ME03  ME14  MF06 
　　　　 　　  4C206 AA01  AA02  DA03  MA02  MA04  MA72  NA14  ZA06  ZA16  ZC35 
　　　　 　　  4H006 AA01  AA03  AB10  AB20  AB21  BS10 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

