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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラクトスクロース（β－Ｄ－ガラクトシル－（１，４）－α－Ｄ－グルコシル－（１，
２）－β－Ｄ－フラクトシド）を有効成分として含有するインフルエンザウイルス感染予
防・症状軽減作用を有することを特徴とする抗インフルエンザウイルス用医薬組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、抗インフルエンザウイルス用医薬組成物に関するものであり、更に詳しくは
、インフルエンザウイルス感染予防ならびにインフルエンザウイルス感染後の症状軽減作
用を有する新規抗インフルエンザウイルス用医薬組成物に関するものである。本発明は、
容易に入手可能で、日常的に経口摂取でき、安全性に優れたラクトスクロースを用いて、
インフルエンザウイルス感染予防あるいは感染後の症状を軽減することができる抗インフ
ルエンザウイルス用医薬組成物に関する新技術・新製品を提供するものである。
【背景技術】
【０００２】
　インフルエンザは、インフルエンザウイルス（Ａ型，Ｂ型，Ｃ型）の感染によって生ず
る急性炎症であり、上気道より更に気管支などの下気道の炎症に及ぶことが多く、また、
気道の症状と共に、高熱、倦怠感、頭痛、筋肉痛、関節痛などの全身症状が著明なことで
ある。
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【０００３】
　Ａ型インフルエンザは、他の型に比べ世界的大流行を惹起することで知られている。近
年は、型が異なるインフルエンザが混在して流行することも少なくないといわれ、Ａ型，
Ｂ型インフルエンザは、肺炎、気管支炎と合併することや、５才以下の年少者では、脳炎
・脳症を併発する例も報告されている。一方、わが国においては、老齢者の増加に伴い、
Ａ型，Ｂ型インフルエンザの流行の影響は大きく、心・肺疾患保有者も同様に重症化する
危険が高い。
【０００４】
　インフルエンザウイルス薬として、塩酸アマンタジンやオセルタミビルなどが承認され
ているが、副作用や耐性ウイルスの出現が危惧されており、効果的で安全性の高い予防薬
や治療薬は未だ開発されていない。その理由は、インフルエンザウイルスの多様な抗原性
変異にある。ヒトは、抗原特異的な抗体を生産することで生体防御を行っているが、イン
フルエンザウイルスの変異により特異的な抗体はその効力を失い、流行の原因となる。
【０００５】
　インフルエンザウイルス感染の予防は、ワクチンが主流であるが、ワクチンは、インフ
ルエンザの流行状況や流行前の健康なヒトが持っている免疫状況などから、インフルエン
ザウイルスの抗原性を予測し製造される。しかし、インフルエンザウイルスは、先述の通
り抗原性変異を起こしやすいため、ワクチンの抗原が流行しているウイルスと一致しない
ことが多く、ワクチンによる予防効果は満足のいくものではない場合がある。また、高齢
者や児童への予防接種は現在では義務付けられていない。
【０００６】
　近年、食品成分を有効成分とする様々なインフルエンザウイルス感染予防剤として、例
えば、タデ科植物由来の抗インフルエンザウイルス素材及びその用途、カシス果実由来の
ウイルス感染予防・治療剤、インフルエンザ感染予防のための医薬及び飲食品などが提案
されているが、何れも過剰摂取や長期摂取した場合の安全性評価はなされておらず、一般
的に入手困難な成分も多い（特許文献１，２，３）。
【０００７】
　一方、β－Ｄ－ガラクトシル－（１，４）－α－Ｄ－グルコシル－（１，２）－β－Ｄ
－フラクトシド、すなわち、ラクトスクロースは、例えば、先行文献に記載されているよ
うに、スクロースとラクトースとを含有する溶液に、微生物由来のβ－フラクトフラノシ
ダーゼを作用させ、このβ－フラクトフラノシダーゼの糖転移反応によって工業的に製造
されるオリゴ糖である（特許文献５）。
【０００８】
　近年、ラクトスクロースは、難消化性、ビフィズス菌増殖促進作用、難う蝕性、保湿性
、ミネラル吸収促進作用などの機能を有することが報告されている。また、ラクトスクロ
ースは、消費者庁が許可する特定保健用食品の関与成分としても利用されており、安全性
が高くかつ安価な食品素材である。他の先行文献には、乳果オリゴ糖（ラクトスクロース
）を有効成分とする甲殻類及び魚類のウイルス感染予防治療剤が報告されている（特許文
献４）。しかし、この文献のウイルス感染予防治療剤は、甲殻類及び魚類の特定の感染症
を対象とするものであり、この文献には、インフルエンザウイルスの感染予防作用や感染
時の症状軽減作用については記載も示唆もなされておらず、その他の先行文献を見てもラ
クトスクロースによる抗インフルエンザウイルス作用についての報告例は見あたらない。
これらの先行技術に鑑みて、当技術分野においては、日常的に経口摂取することでインフ
ルエンザ感染予防ならびに感染時の症状を軽微することが可能であり、安全かつ入手が容
易な新しい物質の開発が切望されているところであり、そのような物質を有効成分とする
インフルエンザ感染予防のための組成物、飲食品、飼料及び医薬などを開発することが強
く要請されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
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【特許文献１】特開２０１０－２７００９８号公報
【特許文献２】特開２００９－２６９８６１号公報
【特許文献３】特開２００７－１６９２００号公報
【特許文献４】特開平１０－４５６０５号公報
【特許文献５】特開平３－２７２８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　このような状況の中で、本発明者らは、上記従来技術に鑑みて、有効成分が安全かつ入
手が容易な物質であって、日常的に経口摂取することができ、インフルエンザ感染予防な
らびに感染時の症状を軽減することを可能にする、新しい抗インフルエンザウイルス組成
物を開発することを目標として鋭意研究を重ねた結果、ラクトスクロースがインフルエン
ザウイルス感染時の症状軽減作用を有し、ラクトスクロースを有効成分とする組成物によ
り所期の目的を達成することができることを見出した。すなわち、本発明者らは、鋭意研
究を行ったところ、ラクトスクロースがインフルエンザウイルス感染時の症状軽減作用を
有するとの知見を得て、本発明を完成するに至った。本発明は、容易に入手可能で、日常
的に経口摂取でき、安全性に優れた抗インフルエンザウイルス組成物を含む医薬品を提供
することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するための本発明は、以下の技術的手段から構成される。
（１）ラクトスクロース（β－Ｄ－ガラクトシル－（１，４）－α－Ｄ－グルコシル－（
１，２）－β－Ｄ－フラクトシド）を有効成分として含有するインフルエンザウイルス感
染予防・症状軽減作用を有することを特徴とする抗インフルエンザウイルス用医薬組成物
。
【００１２】
　次に、本発明について更に詳細に説明する。
　本発明の抗インフルエンザウイルス用医薬組成物は、有効成分としてラクトスクロース
を含有することを特徴とするものである。ラクトスクロースの使用形態としては、本発明
の効果を損ねない範囲で、通常、シラップ、含蜜結晶粉末、含水結晶、非晶質固体などか
ら適宜選択することができる。また、ラクトスクロースとして、市販品を利用することが
でき、例えば、塩水港精糖株式会社により販売されているラクトスクロース含有食品（商
品名「オリゴのおかげ」、商品名「オリゴのおかげダブルサポート」、商品名「ＬＳ－５
５Ｐ」など）を利用することが可能である。
【００１３】
　本発明の抗インフルエンザウイルス用組成物におけるラクトスクロースの含量としては
、ヒトを含む動物に摂取せしめてその作用が発揮されればよく、通常、固形物当たり、１
～１００％（ｗ／ｗ）、好ましくは１０～１００％（ｗ／ｗ）、更に好ましくは２０～１
００％（ｗ／ｗ）である。
【００１４】
　本発明の抗インフルエンザウイルス用組成物の投与又は摂取方法としては、いかなる方
法でも良いが、通常、経口経路が好ましい。投与又は摂取量としては、投与方法又は摂取
方法、適用する動物の種類などを考慮して適宜決定すればよく、有効成分としてのラクト
スクロースを、１日当たり、通常、０．００１～１０ｇ／ｋｇ体重の範囲内で投与又は摂
取すればよい。
【００１５】
　ヒトの場合、ラクトスクロースの最大無作用量は０．６～０．８ｇ／ｋｇ体重であるこ
とが確認されていることから、この範囲を超えた摂取は、下痢を起こす可能性があるので
注意が必要である。また、本発明の抗インフルエンザウイルス用組成物は、ヒトと同様の
免疫系を有する脊椎動物全般に適用することができ、例えば、カモ類、鶏、豚などの飼料
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や餌料に配合することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明により、次のような格別の作用効果が奏される。
（１）容易に入手可能で、日常的に経口摂取でき、安全性に優れたラクトスクロースを有
効成分とする新しい抗インフルエンザウイルス用医薬組成物を提供することができる。
（２）本発明の、抗インフルエンザウイルス用医薬組成物を利用することにより、インフ
ルエンザウイルス感染予防あるいは感染後の症状を軽減することができる。
（３）ラクトスクロースを有効成分として含有する抗インフルエンザウイルス組成物を含
む医薬品を提供することができる。
（４）本発明の、抗インフルエンザウイルス用医薬組成物によるウイルス感染予防効果は
、あらかじめ該医薬組成物を摂取しておくことで発揮されるため、本発明の抗インフルエ
ンザウイルス用医薬組成物は、インフルエンザの型を問わない利点がある。
（５）本発明の、抗インフルエンザウイルス組成物を含む医薬品により、季節性インフル
エンザに罹患する可能性を低くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、ラクトスクロースの致死量インフルエンザ感染時における体重減少抑制
作用を示す。
【図２】図２は、ラクトスクロースの致死量インフルエンザ感染時における生存率上昇作
用を示す。
【図３】図３は、ラクトスクロースの軽微なインフルエンザ感染時における体重減少抑制
作用を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に実施例を示して本発明を具体的に説明するが、本発明は、それらによって何ら限
定されるものではない。
【実施例１】
【００１９】
　本実施例では、致死量感染における抗インフルエンザウイルス作用試験（ｉｎ　ｖｉｖ
ｏ試験）を行った。
（１）被験試料の投与とインフルエンザウイルス感染
　ラクトスクロースを用いて、致死量のインフルエンザウイルス感染マウスに対するイン
フルエンザウイルス感染予防作用を調べた。用いたインフルエンザウイルス株は、インフ
ルエンザウイルスＡ（ＰＲ８株：Ｈ１Ｎ１、以下ＰＲ８）である。このインフルエンザウ
イルス価は、ＭＤＣＫ細胞（イヌ腎由来細胞）を用いてプラーク法にて測定し、３．８×
１０７ＰＦＵ／ｍＬであった。
【００２０】
　具体的には、ＢＡＬＢ／ｃマウス（５週齢、メス）を下記の２群（２１匹ずつ）に分け
、各群のマウスに致死量のＰＲ８（３００ＰＦＵ／１０μＬ／匹）を麻酔下で経鼻接種（
経鼻感染）させ、感染の４週間前から感染後１６日後の計４０日間、第１群には対照とし
てＡＩＮ－９３Ｇ飼料を、第２群には５％ラクトスクロース飼料を自由摂取させた。
【００２１】
＜マウス被験群＞
第１群：対照群［ＡＩＮ－９３Ｇ飼料］
第２群：ラクトスクロース群
【００２２】
（２）インフルエンザウイルス感染予防作用の評価
　各被験群のマウスは、感染直前（感染日）から１６日後まで、体重と死亡数を記録した
。体重推移は、感染日の体重を１００％として感染日の体重に対する割合で表した。また
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、感染から１６日後に生存したマウスの肺は、摘出し、重量を測定後、病理組織解析を行
い、炎症スコアを５段階評価、すなわち、５：炎症面積８割以上、４：炎症面積６割以上
～８割未満、３：炎症面積３割以上～６割未満、２：炎症面積１割以上～３割未満、１：
炎症面積１割未満、０：炎症面積なし、の５段階で評価した。
【００２３】
　体重推移の対照群とラクトスクロース群間の違いについては、ＳＰＳＳ　ｓｔａｔｉｃ
ｓ（ＳＰＳＳ　Ｊａｐａｎ、統計解析ソフト）を使用し、繰り返しのある分散分析にて評
価した。なお、体重推移は体重減少率が最も低下した１０日後までで統計処理を行った。
生存率の対照群とラクトスクロース群間の違いについては、ＳＰＳＳ　ｓｔａｔｉｃｓを
用いてロングランク検定にて評価した。肺病理組織炎症スコアについては、ＳＰＳＳ　ｓ
ｔａｔｉｃｓ用いて対応のないｔ検定にて評価した。
【００２４】
（体重推移）
　感染時から経時的に体重を測定し、感染日の体重に対する割合を求めた結果、図１に示
す通り、ラクトスクロース群の体重減少は対照群と比較して有意に緩やかであった。
【００２５】
（生存率）
　生存率は、図２に示す通り、対照群が感染１６日後で約１４％であったのに対し、ラク
トスクロース群では約５７％の生存率を示し、有意に生存率が上昇した。
【００２６】
（肺の重量、及び炎症スコア）
　感染から１６日後に生存したマウスにおける、肺の重量及び炎症スコアを表１に示す。
肺重量は、対照群に対して、ラクトスクロース群は低値であった。肺の病理組織解析の結
果、生存マウスの肺はいずれも間質性肺炎であり、炎症スコアは対照群が４．３に対して
、ラクトスクロースは３．４であり、炎症スコアの低下が認められた。
【００２７】
【表１】

【実施例２】
【００２８】
　本実施例では、軽微感染における抗インフルエンザウイルス作用試験（ｉｎ　ｖｉｖｏ
　試験）を行った。
（１）被験試料の投与とインフルエンザウイルス感染
　ラクトスクロースを用いて、軽微なインフルエンザウイルス感染マウスに対するインフ
ルエンザウイルス感染予防作用を調べた。
【００２９】
　具体的には、ＢＡＬＢ／ｃマウス（５週齢、メス）を、下記の２群（９匹ずつ）に分け
、各群のマウスに致死量の４分の１にあたるＰＲ８（７５ＰＦＵ／１０μＬ／匹）を麻酔
下で経鼻接種（経鼻感染）させ、感染の２週間前から感染後７日後の計２１日間、１群に
は対照としてＡＩＮ－９３Ｇ飼料を、２群には５％ラクトスクロース飼料を自由摂取させ
た。
【００３０】
＜マウス被験群＞
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第１群：対照群［ＡＩＮ－９３Ｇ飼料］
第２群：ラクトスクロース群
【００３１】
（２）インフルエンザウイルス感染予防作用の評価
　すべてのマウスは、感染直前（感染日）から７日後まで体重と死亡数を記録した。体重
推移は、感染日の体重を１００％として感染日の体重に対する割合で表わした。また、感
染７日後に生存したすべてのマウスの肺を採取して、重量測定ならびに肺のインフルエン
ザウイルス価をプラーク法にて定量した。
【００３２】
（肺のウイルス価）
　ＭＤＣＫ細胞を０．５×１０６　ｃｅｌｌｓ／ｗｅｌｌで１２ｗｅｌｌ　ｐｌａｔｅへ
播種し１晩培養した後、培地を除き、ＰＢＳ（－）で細胞を３回洗浄した。その後、ウイ
ルスを含む肺ホモジネートを添加し、３７℃で１時間培養することでウイルスを細胞へ吸
着させ、余剰のウイルス液を除き、０．８％　ａｇａｒｏｓｅ、２μｇ／ｍＬ　ａｃｅｔ
ｙｌｔｒｙｐｓｉｎを含むＥ－ＭＥＭ培地を添加した。
【００３３】
　次いで、ａｇａｒｏｓｅ固化後、３５℃の５％炭酸インキュベーター内で２～３日間培
養した。形成されたプラークをクリスタルバイオレット液で染色して白く抜けたプラーク
を観察し、プラーク数を求めた。プラーク数はマウス１匹（個体）あたりに換算した。
【００３４】
　体重推移の対照群とラクトスクロース群間の違いについては、ＳＰＳＳ　ｓｔａｔｉｃ
ｓを使用し、群と感染後日数を因子とする二元配置分散分析にて評価し、有意差が認めら
れた場合は、群間差を多重比較（Ｄｕｎｎｅｔｔテスト）により評価した。肺重量は、Ｓ
ＰＳＳ　ｓｔａｔｉｃｓを用いて対応のないｔ検定にて、インフルエンザウイルス価につ
いては、ＳＰＳＳ　ｓｔａｔｉｃｓを用いてマン・ホイットニーのＵ検定にて評価した。
【００３５】
（死亡数）
　感染から５日後に対照群のマウスは１匹死亡したのに対して、ラクトスクロース群は死
亡するマウスはなかった。
【００３６】
（体重推移）
　感染時から経時的に体重を測定し、感染日の体重に対する割合を求めた結果、図３に示
す通り、ラクトスクロース群の体重減少は、対照群と比較して、感染４日後から７日後ま
で有意に高値を示し、すなわち体重減少が有意に抑制されたことが示された。
【００３７】
（肺重量ならびにウイルス価）
　感染７日後における肺の重量ならびにウイルス価を表２に示す。肺重量は、対照群に対
してラクトスクロース群は低値であった。肺のウイルス価は、対照群に対してラクトスク
ロース群は有意に低値を示した。
【００３８】
【表２】

【実施例３】
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【００３９】
　本実施例では、成人におけるインフルエンザウイルス感染予防作用試験（ヒト試験）を
行った。
　ラクトスクロース含有食品を日常的に継続摂取することを推奨している企業Ａにおける
インフルエンザウイルス罹患者数、予防接種の有無を調査した。調査は、過去５年間を対
象に行い、厚生労働省公表資料、「２０１０年度及び２００８年度インフルエンザ予防接
種需要予測」３基礎的な分析　表１：接種率・罹患率に記載されている成人のインフルエ
ンザ罹患率（診断）、と比較した。
【００４０】
１）被験食品
　日常的に入手可能なラクトスクロース含有食品（商品名「オリゴのおかげ」）を被験食
品とした。本食品は、ラクトスクロースを固形分あたり４２～４７％含む。
【００４１】
２）試験方法
　ラクトスクロース含有食品を日常的に継続摂取することを推奨している企業Ａに在席す
る社員と家族を対象とし、アンケート調査の内容を説明し、同意の得られたボランティア
１０１名（男性６９名、女性３２名）に、以下のアンケート調査を行った。
【００４２】
　なお、調査対象は健常成人（２０歳以上６５歳未満）とした。また、アンケートは、調
査年を含む５シーズンとし、季節性インフルエンザ発症の定義は、医療機関を受診し、医
師により季節性インフルエンザであると診断された場合を発症とした。なお、インフルエ
ンザのシーズンとは、毎年第３６週（８月末～９月はじめ）からの１年間を示す。
【００４３】
（アンケート調査の内容）
　Ａ　オリゴのおかげ摂取状況（毎日、週４～６日、週２～３日、週１日、摂取なし）
　Ｂ　予防接種の有無
　Ｃ　季節性インフルエンザ発症の有無
【００４４】
（結果の解析方法）
　回収したアンケートで、Ａ、Ｂ、Ｃ、いずれかが未記入のものは削除したところ、有効
回答数は１００名となった。１００名のうち、５シーズンにおける季節性インフルエンザ
発症総数は９例であった。５シーズンにおける、オリゴのおかげ摂取状況、季節性インフ
ルエンザ発症数、予防接種率をまとめたところ、表３のようになった。
【００４５】
【表３】

【００４６】
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　得られたデータから、オリゴのおかげ未摂取のデータを除いた、すなわち、１週間のう
ち１日以上、オリゴのおかげを摂取している標本について、各シーズンにおけるインフル
エンザ出現率を求め、厚生労働省公表資料、「２０１０年度及び２００８年度インフルエ
ンザ予防接種需要予測」３基礎的な分析　表１：接種率・罹患率に記載されている成人の
季節性インフルエンザ罹患率（診断）、を用いて、出現率の比較検定を行った。その結果
を表４に示した。
【００４７】
【表４】

【００４８】
　シーズン２００９～２０１０、２００７～２００８、２００６～２００７の出現率を厚
生労働省データと比較したところ、２００９～２０１０、２００６～２００７シーズンに
おいて、危険率５％で有意な差が認められた。
【００４９】
　なお、厚生労働省公表資料における予防接種率は、２００９～２０１０シーズンが３５
．５５％、２００７～２００８シーズンが２６．１９％、２００６～２００７シーズンが
２０．９５％であり、企業Ａの予防接種率と大きな差はないことから、予防接種の影響は
小さいものと考えられた。
【００５０】
　これらの結果より、オリゴ糖を週１回以上摂取している成人では、インフルエンザに罹
患する可能性が低いことが示された。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　以上詳述した通り、本発明は、抗インフルエンザウイルス用医薬組成物に係るものであ
り、本発明により、容易に入手可能で、日常的に経口摂取でき、安全性に優れたラクトス
クロースを用いて、インフルエンザウイルス感染予防あるいは感染後の症状を軽減するこ
とができる。また、本発明により、ラクトスクロースを有効成分として含有する抗インフ
ルエンザウイルス用組成物を含む医薬品を調製し、提供することができる。なお、本発明
の、抗インフルエンザウイルス用組成物によるウイルス感染予防効果は、あらかじめ該組
成物を摂取しておくことで発揮されるため、インフルエンザの型を問わない利点がある。
本発明は、インフルエンザウイルス感染時の症状軽減作用を有する抗インフルエンザウイ
ルス用組成物を含む医薬品を提供するものとして有用である。
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【図３】
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