
JP 6241956 B2 2017.12.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象の筋パワー出力の維持又は改善に用いるための組成物であって、(R)-3-ヒドロキシ
酪酸のブタンジオールエステル又は(R)-3-ヒドロキシ酪酸のグリセロールエステルを含有
するケトン体又はケトン体エステルを含んでなる組成物。
【請求項２】
　骨格筋パワー出力の維持又は改善に用いるための、請求項1に記載の組成物。
【請求項３】
　前記対象が健康人である、請求項1又は2に記載の組成物。
【請求項４】
　30分にわたって対照試験で測定すると、プラセボに対して少なくとも0.25%のパワー出
力の改善をもたらす、請求項1～3のいずれか1項に従って記載の組成物。
【請求項５】
　30分にわたって対照試験で測定すると、プラセボに対して少なくとも1ワットのパワー
出力の増加をもたらす、請求項1～4のいずれか1項に記載の組成物。
【請求項６】
　ヒドロキシ酪酸エステル又は部分エステルを含んでなり、前記対象の血液中のヒドロキ
シ酪酸エステル及びアセトアセテートの循環レベルが1mMより大きく5mMまでである、請求
項1～5のいずれか1項に記載の組成物。
【請求項７】
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　(R)-3-ヒドロキシ酪酸-R-1,3-ブタンジオールモノエステルを含んでなる、請求項1～6
のいずれか1項に記載の組成物。
【請求項８】
　さらに、水を含み、任意に調味料、タンパク質、炭水化物、糖、脂肪、繊維、ビタミン
及びミネラルの1種以上を含んでよい、請求項1～7のいずれか1項に記載の組成物。
【請求項９】
　前記ケトン体又はケトン体前駆物質が、さらに、中鎖トリグリセリドを含む、請求項8
に記載の組成物。
【請求項１０】
　式CH2R1-CH2R2-CH2R3（式中、R1、R2及びR3は、5～12個の炭素原子を有する脂肪酸であ
る）を有する中鎖トリグリセリドを含む、請求項9に記載の組成物。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか1項に記載の組成物を含有し、さらに、水と糖とを含有する
ことを特徴とする対象の筋パワー出力の維持又は改善に用いるためのエネルギー飲料。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筋パワー出力を維持又は改善するためのケトン体及びケトン体エステル並び
に筋パワー出力を維持又は改善するための組成物に関する。特に、本発明は、筋パワー出
力を維持又は改善するためのヒドロキシ酪酸(hydroxybutyrate)エステルであって、対象
の血漿内で循環するケトン体濃度を上昇させるヒドロキシ酪酸エステル、特に(R)-3-ヒド
ロキシ酪酸-R-1,3-ブタンジオールモノエステルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ケトン体は、体内で脂肪酸レベルが上昇すると産生され、エネルギーのため体によって
代謝される。ケトン体は対象の血漿内で循環する遊離脂肪酸のレベルを下げるのに適して
いると、またケトン体の摂取は、認知能力の増強並びに心血管状態、糖尿病の治療及びミ
トコンドリア機能不全障害の治療を含めた種々の臨床上の利点、並びに筋肉疲労及び筋肉
障害の治療における臨床上の利点をもたらし得ることが開示されている。
　WO2004/108740は、ケトン体の血中濃度の上昇に有効な(R)-3-ヒドロキシ酪酸誘導体を
含有する化合物及び組成物並びに該化合物、特に多量体及び組成物を栄養補助食品として
又は医学的状態を治療するために使用する方法を開示している。(R)-3-ヒドロキシ酪酸誘
導体及びこれらの誘導体を含む組成物は、アセト酢酸(acetoacetate)及び(R)-3-ヒドロキ
シ酪酸等のケトン体への前駆物質として働くことができ、対象に投与されると、ケトン体
の血中濃度上昇をもたらすと言われている。
　WO2004/105742は、筋肉、特に心筋又は骨格筋の障害若しくは疲労又はミトコンドリア
機能不全の治療又は予防のための、対象の血漿内で循環する遊離脂肪酸を減らす化合物、
例えばケトン体、サリチル酸、ニコチン酸、トリアゾリジンジオン及びフィブラートの使
用を開示している。水と、糖炭水化物と、血漿内で循環する遊離脂肪酸を減らす化合物と
を含んでなる、運動中又は運動後の水分補給のための液体組成物も開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ケトン体の特定の治療上その他の利点は知られており、ケトンは患者又は対象の遊離脂
肪酸レベルを下げることができる。我々は今や驚くべきことにケトン体及びケトン体エス
テルが筋パワー出力を維持又は改善できることを見い出した。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　第一態様では、本発明は、筋パワー出力の維持又は改善に用いるためのケトン体又はケ
トン体エステルを提供する。
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　本明細書で使用する場合、用語「ケトン」、「ケトン体」又は「ケトン体(複数)」は、
ケトン又はケトン体前駆物質である化合物又は種、すなわち、ケトンへの前駆物質であり
、変換又は代謝されてケトンになり得る化合物又は種を意味する。
　本発明は、骨格筋パワー出力を維持又は改善する。本発明は、他のタイプの筋肉、例え
ば心筋のパワー出力の維持又は改善をもたらすこともできる。筋肉のパワー出力は本明細
書の実施例で述べる方法に従って測定可能である。
　本発明は、健康人、例えば血液検査をしたときに身体能力に影響し得る医学的原因、例
えば鉄欠乏、ヘモグロビン(Hb)、電解質、白血球数(WCC)及び空腹時血糖を示さない人の
骨格筋パワー出力を維持又は改善するのに特に有用である。本発明は、身体が元気な対象
、特に高レベルのフィットネスを有する対象、例えばアスリート及び軍人、特に既に高レ
ベルのパワー出力からの改善をさらになし得るエリートアスリートの筋能力の維持又は改
善に特に有用である。
　本発明は好適には本明細書の実施例で述べるように対照試験で測定すると、プラセボに
対して少なくとも0.25%、好ましくは少なくとも0.5%、さらに好ましくは少なくとも1%の
パワー出力の改善をもたらす。
　好ましい実施形態の本発明は、本明細書の実施例で述べるように対照試験で測定すると
、プラセボに対して少なくとも1ワット、さらに好ましくは少なくとも2ワット、望ましく
は少なくとも5ワットのパワー出力の増加をもたらす。パワー出力の増加は好適には対照
試験の30分後、さらに好ましくは15分後に達成される。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】各試験日のプロトコルの概要を示す。
【図２】研究飲料の百分率組成を示す。
【図３】プラセボに対する個人の能力プロファイルを示す。
【図４】体重分類のサブグループ別の30分試験についてプラセボに対する能力効果を示す
。
【図５】30分試験にわたるパワー出力を示す。
【図６】30分試験中の時間試験の完了した1/3について統合したパワー出力を示す。
【図７】各運動試験の持続時間にわたるケトンの血中レベルの変化を示す。
【図８】0.5g/kg(体重)のケトンの摂取前及び摂取後90分間の15分毎の血漿遊離脂肪酸濃
度の変化を示す。
【図９】0.5g/kg(体重)のケトンの摂取前及び摂取後60分の血漿遊離脂肪酸濃度を示す。
【図１０】試験したケトンの構造を示す。
【図１１】各ケトンの投与に由来する(R)-3-ヒドロキシ酪酸の濃度を示す。
【図１２】(R)-3-ヒドロキシ酪酸-R-1,3-ブタンジオールモノエステルについての用量／
反応関係を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本発明では、いずれのケトン体若しくはケトン体エステル又は人体内でケトンを与える
いずれの化合物を利用してもよい。好ましくは、ケトンエステル、特にケトンモノエステ
ルを利用する。適切なケトン体又は生体内でケトン体を与える化合物の例としては、ヒド
ロキシ酪酸とその誘導体、例えば(R)-3-ヒドロキシ酪酸を含めたヒドロキシ酪酸のエステ
ルとその誘導体、アルコール及び1つ以上のフリーのヒドロキシル基を含む化合物から誘
導されるエステルを含めた(R)-3-ヒドロキシ酪酸及び(R)-3-ヒドロキシ酪酸の多量体のエ
ステルが挙げられる。適切なアルコールとしては、ブタンジオール、特に、ブタン-1,3-
ジオール、アルトロース、アラビノース、デキストロース、エリトロース、フルクトース
、ガラクトース、グルコース、グリセロール、グロース、イドース、ラクトース、リキソ
ース、マンノース、リビトール、リボース、リブロース、スクロース、タロース、トレオ
ース、キシリトール、キシロースが挙げられる。
　ケトン体の非経口投与は、例えばUS-A-6,136,862から知られているが、必要とされ得る
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塩又は酸の量のため非経口投与又は注射では実現できないであろう、循環するケトン体レ
ベルを迅速に上昇させるためには経口投与が望ましい。経口投与の他の利点には、非経口
投与又は注射器具を必要としない便利さ、投与計画への対象のコンプライアンス及び針へ
の嫌悪の可能性がある対象のコンプライアンス並びに特に比較的短い間隔内で複数用量の
ケトンを摂取すべきであり、かつ用量が消費されて運動能力の改善がもたらされる場合の
投与の容易さがある。
　摂取されると、ケトン体は、生理作用を与えるために腸から血液へ流れる必要がある。
血液中のケトンの濃度は腸から血液へのケトンの取り込みレベルによって決まる。比較的
低い取り込みのケトンでは、より高いレベルのケトンが腸内で必要であろう。これは同様
にケトンの所定の血中濃度を達成するために摂取すべきケトンの量を増やす必要がある。
　我々は、(R)-3-ヒドロキシ酪酸-R-1,3-ブタンジオールモノエステルが驚くべきことに
嫌悪感のない味がすることを見い出した。さらに、このモノエステルは驚くべきことに高
レベルの取り込みをもたらし、それによって経口用量を消費すると、ヒドロキシ酪酸の高
い血中濃度を達成することができる。
　さらなる態様では、本発明は、対象の筋パワー出力の維持又は改善に用いるための(R)-
3-ヒドロキシ酪酸-R-1,3-ブタンジオールモノエステルを提供する。
　特に好ましい実施形態では、ケトンは、特にエナンチオマー的に富化された形態の3-ヒ
ドロキシブチル-(R)-3-ヒドロキシ酪酸を含む。
【０００７】
　本発明は、0.5g/kg(対象の体重)で対象にモノエステルを経口投与した後に血中(R)-3-
ヒドロキシ酪酸濃度を少なくとも1mM、好ましくは少なくとも2mM、特に3mMに上昇させる
のに使用するためのケトン体又はケトン体エステル、好ましくは(R)-3-ヒドロキシ酪酸-R
-1,3-ブタンジオールモノエステルをも提供する。1g/kg(対象の体重)の用量のモノエステ
ルを経口投与すると、血中(R)-3-ヒドロキシ酪酸濃度は好適には少なくとも4mM、好まし
くは少なくとも5mM、特に6mMである。1.5g/kg(対象の体重)の用量のモノエステルを経口
投与すると、血中(R)-3-ヒドロキシ酪酸濃度は好適には少なくとも7mM、好ましくは少な
くとも8mM、特に少なくとも9mMである。経口投与は複数用量で行なってよいが、単一用量
で行なうのが好ましい。
　3-ヒドロキシブチル-(R)-3-ヒドロキシ酪酸は他のケトン及び他の送達形態、例えば非
経口を用いるよりずっと少ない量の物質の経口摂取で血中ヒドロキシ酪酸濃度の大きな上
昇を達成できるので特に有利である。従って身体運動前又は身体運動中に該物質を摂取す
る対象は、大量又は苦味若しくは別の嫌悪風味に起因する身体的不快感のリスクなしで生
理学的に有益な反応を与えるために十分なケトンをずっと容易に摂取することができる。
また高レベルの血中(R)-3-ヒドロキシ酪酸濃度は、上昇した濃度を他のケトンより長い時
間維持し、それによって、上昇したレベルを維持するために必要とされるさらなる用量の
投与頻度が他のケトンより少ない。
　グリセロールモノエステル及びジエステルも嫌悪感のない味がし、血中(R)-3-ヒドロキ
シ酪酸の上昇をもたらす。本発明は、対象の筋パワー出力の維持又は改善に用いるための
(R)-3-ヒドロキシ酪酸グリセロールモノエステル又はジエステルを提供する。モノエステ
ルは好適には1位でエステル化している。ジエステルは好適には1位及び3位でエステル化
している。(R)-3-ヒドロキシ酪酸は単量体である。
　(R)-3-ヒドロキシ酪酸-R-1,3-ブタンジオールモノエステル、(R)-3-ヒドロキシ酪酸グ
リセロールモノエステル又はジエステルは単独で、又は互いに組み合わせて利用可能であ
り、或いは他のケトン体又はケトン体前駆物質をいずれの他の該ケトン体より少ない量で
、好ましくはいずれの該他のケトン体より多い量で含んでよい。特に好ましい実施形態で
は、(R)-3-ヒドロキシ酪酸-R-1,3-ブタンジオールモノエステルが本発明の組成物に存在
する唯一のケトン体又はケトン体前駆物質である。
【０００８】
　さらなる実施形態では、本発明は、対象の筋パワー出力の維持又は改善に用いるための
、ケトン体又はケトン体エステルを含んでなる組成物を提供する。



(5) JP 6241956 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

　好適には、組成物は、水と、ケトン体又はケトン体エステルとを含む。好ましくは、組
成物は、ケトン体又はケトン体前駆物質と、調味料とを含み、任意にタンパク質、炭水化
物、糖、脂肪、繊維、ビタミン及びミネラルの1種以上を含んでよい。
　異なるケトン体又はケトン体エステルは異なるレベルの取り込みを有する。我々は、ケ
トンエステルはケトンの他の形態、例えばトリオリド及び多量体より効率的に消化される
ことを見い出した。消化の相対的容易さから利益を得るため、ケトン体は好ましくはケト
ンエステルを含む。実益として、血漿ケトンの所定レベルを達成するため、組成物は、別
のケトン体を使用する予定の場合より低いレベルのケトンエステルを含有し得るので、運
動しながらの物質の摂取において対象が不安又は不快感なしで確実に筋パワー送達を改善
できるように運動前又は運動中の素早い摂取と快適さを可能にする。これは運動レベルが
激しいか又は長期に及ぶ場合に特に有益である。有利には、このことは対象が運動の直前
又は運動中にケトン体又はケトン体エステルの用量を摂取して筋パワー送達を維持又は改
善できるようにする。
　好ましくは、ケトン体エステルは部分エステル、すなわちヒドロキシル基の一部のみが
エステル化しているポリオールを含む。モノエステルが特に好ましく、2つ以上のヒドロ
キシル基がエステル化しているが、エステル化したヒドロキシル基は「β関係」でない、
すなわちこれらのヒドロキシル基は隣接炭素原子に結合していないエステルが好ましい。
　ヒドロキシ酪酸エステル、特に部分エステル、例えばヒドロキシ酪酸ブタン-1,3-ジオ
ールモノエステルは驚くべきレベルの取り込みをもたらし、そのため筋パワー出力の維持
又は改善を対象に与えるのに特に適している。
　好適にはケトン体又はケトン体エステルは1日に体重1kg当たり少なくとも100mgのケト
ンのレベルで摂取される。ケトンの血漿レベルは個体の体重によって決まるであろう。我
々は、体重1kg当たり少なくとも300mgのケトンのケトン用量が約1.5mMのケトンの血漿濃
度を与えることを見い出した。望ましくは、ケトン体又はケトン体エステルは、少なくと
も0.1mM、好ましくは少なくとも0.2mM、さらに好ましくは少なくとも1mM、最適には少な
くとも2mMの血漿ケトンレベルを与えるのに十分なレベルで摂取される。好適にはケトン
体又はケトン体エステルは、血漿ケトンレベルが20mMを超えない、好適には10mM又は8mM
を超えない、また5mMを超えないかもしれないようなレベルで摂取される。
　ケトンの血漿レベルは市販の試験キット、例えばBayer, Inc.から入手可能なKetostix
で測定可能である。
【０００９】
　従って好ましい実施形態では、本発明は、対象の筋パワー出力の維持又は改善に用いる
ためのヒドロキシ酪酸エステル又は部分エステル、例えば(R)-3-ヒドロキシ酪酸ブタン-1
,3-ジオールモノエステルを提供する。
　さらに好ましい実施形態は、対象の筋パワー出力の維持又は改善に用いるためのヒドロ
キシ酪酸エステル又は部分エステル、例えば(R)-3-ヒドロキシ酪酸ブタン-1,3-ジオール
モノエステルであって、対象の血液中のヒドロキシ酪酸及びアセト酢酸の循環レベルが0.
1～20、好ましくは0.5～10、最適には1より大きく5mMまでである場合のものを提供する。
　本発明は、対象の筋パワー出力の維持又は改善におけるケトン体若しくはケトン体エス
テル又はケトン体若しくはケトン体エステルを含有する組成物の使用をも提供する。好ま
しくは対象の血液中のヒドロキシ酪酸及びアセト酢酸のレベルは0.1～20、好ましくは0.5
～10、最適には1より大きく5mMまでである。
　ケトン体及びケトン体エステルは相対的にまずい。我々は、(R)-3-ヒドロキシ酪酸のエ
ステル、特に部分エステルは他のケトン体エステルよりまずくなく、所望効果を与えるの
に十分に高いレベルでの対象への所望ケトン体の適正な送達を実現するのに役立つことを
見い出した。
　ヒドロキシ酪酸エステルを含有するケトン体と、調味料、特に苦味調味料とを含む成分
の特定の組み合わせを選択することによって、ケトンを所望レベルで血漿に通せるように
する感覚刺激的に許容できる(organoleptically acceptable)組成物を得ることができ、
この組成物は筋パワー出力の改善をもたらす。



(6) JP 6241956 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

　「感覚刺激的に許容できる」とは、組成物が味、色、感じ及び匂いの許容できる感覚特
性を持たなければならないことを意味する。組成物が感覚刺激的に許容性かそうでないか
は、個人的嗜好を含めた外部要因を考慮する、使用者による主観的評価であり、盲検試験
により決定可能である。
【００１０】
　本発明はさらに、用量レジメでのケトン体又はケトン体エステルの投与によって筋パワ
ー出力を維持又は改善する方法を含む。この方法では、レジメは、少なくとも1つの用量
でケトン体又はケトン体エステルを投与して血液中のヒドロキシ酪酸及びアセト酢酸の循
環レベルを0.1又は1～20、好ましくは0.5又は1～10、最適には1より大きく8mMまで又は1
～5mMにする工程を含み、少なくとも1つの用量は、対象の体重1kg当たり少なくとも100mg
、好ましくは少なくとも300～750mg/kgの量のケトン体又はケトン体エステルを含む。
　ケトン体又はケトン体エステルを固体形態の組成物として与える場合、組成物中のケト
ン体又はケトン体エステルのレベルは好適には、ヒドロキシ酪酸エステルを含めたケトン
体を組成物の少なくとも5質量%、さらに好ましくは少なくとも10質量%かつ95質量%まで含
む。例えば組成物が液体組成物を作製するために液体と共に使用することを意図した乾燥
粉末である場合、乾燥組成物の15～30質量%のレベルが適切であり得るが、固体棒又は製
品形態は好適には組成物の30～95%、特に50～95質量%含む。組成物が液体形態の場合、組
成物は好適には液体組成物の少なくとも1質量%、例えば3～40質量%のレベルでケトン体を
含むが、所望の血中ケトンレベルに到達するために組成物が単一用量としてか又は複数の
少用量で摂取することを意図されるかどうかによっては、組成物の例えば50質量%までの
より高いレベルであってもよい。
　液体形態の組成物は、好適には適切な液体、例えば水、果汁又はミルクで希釈される乾
燥組成物を好ましくは1:1～1:10、さらに好ましくは1:3～1:7の乾燥組成物対液体の比で
含む。感覚刺激的に許容できるケトン体のレベルは、組成物の正確な組成及びその形態並
びに他成分のマスキング効果に応じて異なるであろう。
　組成物は固体、例えば、粉末、錠剤、棒、菓子製品又は顆粒であってよく、固体経口投
与形として用いることを意図してよい。別の実施形態では、固体組成物を使用前に液体、
好ましくは水、果実ベース液体又は乳製品、例えばミルク及びヨーグルトと混合して使用
者に液体飲料を与えてよい。組成物の担体としてはミルク、果汁及び水が特に好ましい。
所望により、組成物をすぐに消費できる形態の液体製品として又は使用時に希釈するのに
適した濃縮物若しくはペーストとして提供してよい。液体組成物と共に使用するための希
釈剤はミルク、果汁又は水が好ましい。
【００１１】
　組成物が固体形態の場合、組成物はさらに下記成分の1種以上を含んでよい：
－希釈剤、例えばラクトース、デキストロース、サッカロース、セルロース、トウモロコ
シデンプン又はジャガイモデンプン；
－潤沢剤、例えばシリカ、タルク、ステアリン酸、ステアリン酸マグネシウム若しくはス
テアリン酸カルシウム及び／又はポリエチレングリコール；
－結合剤、例えばデンプン、アラビアガム、ゼラチン、メチルセルロース、カルボキシメ
チルセルロース、又はポリビニルピロリドン；
－崩壊剤、例えばデンプン、アルギン酸、アルギン酸塩又はデンプングリコール酸ナトリ
ウム；
－起泡剤；
－染料；
－甘味料；
－湿潤剤、例えばレシチン、ポリソルベート、硫酸ラウリル。
　被包材料及びその使用量がヒトの安全な消費に適しているという条件で、組成物を被包
形態で提供してもよい。しかしながら、被包は好ましくない。
　本発明の組成物は、中鎖トリグリセリド(MCT)及び任意にそれらの関連脂肪酸を含有し
得る。MCTは、炭素原子が5～12の鎖長の脂肪酸を含む。MCTに富む食事が高い血中ケトン
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レベルをもたらすことは知られている。適切な中鎖トリグリセリドは、次式CH2R1-CH2R2-
CH2R3（式中、R1、R2及びR3は、5～12個の炭素原子を有する脂肪酸である）で表される。
好ましくは、R1、R2及びR3が6炭素骨格(トリ-C6:0)を含有する脂肪酸であるMCTを利用す
る。これはトリ-C6:0 MCTは胃腸管によって非常に迅速に吸収されると報告されているか
らである。
　MCTを利用する場合、好適には本発明の組成物は、i)ケトン体、好ましくはケトンモノ
エステル、さらに好ましくは(R)-3-ヒドロキシ酪酸モノエステル及びii)MCT、好ましくは
トリ-C6:0 MCTを含む。
【００１２】
　本発明の組成物は、L-カルニチン又はL-カルニチンの誘導体を含んでもよい。L-カルニ
チンの誘導体の例としては、デカノイルカルニチン、ヘキサノイルカルニチン、カプロイ
ルカルニチン、ラウロイルカルニチン、オクタノイルカルニチン、ステアロイルカルニチ
ン、ミリストイルカルニチン、アセチル-L-カルニチン、O-アセチル-L-カルニチン、及び
パルミトイル-L-カルニチンが挙げられる。カルニチンを利用する場合、好適には本発明
の組成物は、i)ケトン体、好ましくはケトンモノエステル、さらに好ましくは(R)-3-ヒド
ロキシ酪酸モノエステル及びii)L-カルニチン又はL-カルニチンの誘導体を含む。
　さらなる実施形態では、組成物は、i)ケトン体、好ましくはケトンモノエステル、さら
に好ましくは(R)-3-ヒドロキシ酪酸モノエステル、ii)MCT、好ましくはトリ-C6:0 MCT又
はトリ-C8:0 MCT及びiii) L-カルニチン又はL-カルニチンの誘導体を含む。
　MCT及びL-カルニチン又はその誘導体を利用する場合、好適にはMCTをカルニチンと乳化
させる。好ましくは10～500gの乳化MCTを10～2000mgのカルニチンと併用する。例えば50g
のモノグリセリド及びジグリセリドと乳化した50gのMCT(95%トリC8:0)を500mgのL-カルニ
チンと併用する。
　MCTは、ケトン体より多い量で存在してよいが、好ましくはケトン体のレベルはMCTのレ
ベルより大きい。
【００１３】
　組成物は固体組成物の形態又は液体組成物若しくはゲルの形態であってよい。組成物の
適切な固体形態としては、棒又は使用時に液体、例えば水、ミルク若しくは果汁と混合す
るのに適した粉末が挙げられる。液体組成物の適切な形態としては、例えばシロップ、エ
マルション及び懸濁液が挙げられる。好適には、シロップの形態では、組成物はさらに担
体として、例えば、サッカロース又はサッカロースとグリセリン及び／又はマンニトール
及び／又はソルビトールを含有し得る。懸濁液又はエマルションの形態では、組成物は担
体として、例えば、天然ガム、寒天、アルギン酸ナトリウム、ペクチン、メチルセルロー
ス、カルボキシメチルセルロース又はポリビニルアルコールを含有し得る。
　組成物は、食物製品、食物サプリメント、食事性サプリメント、機能性食品又は栄養補
助食品又はその成分であり得る。
　食物製品は、生物の体内で用いられて成長を持続し、損傷を修復し、生命プロセスを援
助するか又はエネルギーを供給する1種以上の多量栄養素タンパク質、炭水化物及び脂肪
で主に構成される食用物質である。食物製品は、ビタミン若しくはミネラル等の1種以上
の微量栄養素、又は調味料及び着色料等の追加の食事性成分をも含有し得る。食物製品と
いう用語は、本明細書で使用する場合、飲料をも包含する。
　添加物として組成物を組み込める食物製品の例としては、スナック棒、シリアル、菓子
及び生菌配合物、例えばヨーグルトが挙げられる。飲料の例としては、ソフト飲料、アル
コール飲料、エネルギー飲料、乾燥飲料ミックス、栄養飲料及び注入用の薬草茶又は水で
煎じて飲む薬草ブレンドが挙げられる。
【００１４】
　栄養補助食品は、疾患の予防と治療を含めた医学的又は健康的利益を与えるとみなされ
る食物成分、食物サプリメント又は食物製品である。一般に栄養補助食品は消費者に特定
の健康的利益を与えるように明確に適応している。栄養補助食品は典型的にビタミン、ミ
ネラル、薬草又は植物化学物質等の微量栄養素を対応する普通の食物製品で見られるであ
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て又は栄養療法の食事計画若しくは過程の一部として摂取したときに意図した健康上の利
益を最適化するように選択される。
　機能性食品は、消費者に純粋な栄養素を供給するという利益を超えて健康上の利益を与
えるとして市販されている食品である。機能性食品は典型的に、栄養学的効果以外の特定
の医学的又は生理学的利益を与える上記微量栄養素等の成分を組み入れる。機能性食品は
典型的に包装に健康強調表示を有している。
【００１５】
　本発明はさらなる態様で本発明のケトン体、ケトン体エステル及び組成物から選択され
る製品と、ケトンモニターと、任意的であるが所定レベルの血漿ケトンを達成するために
単位体重当たり消費する製品のレベル及び血漿ケトンを所定レベルで維持して筋パワー出
力を維持又は改善するための投与計画に関する説明書とを含んでなるキットを提供する。
使用者は適切に製品を消費してから定期的に自らの血漿ケトンレベルを検査して、所望の
血漿ケトンレベルを達成又は維持するためにケトンのさらなる摂取が必要かどうかを判断
することができる。
　好適にはケトン体若しくはケトン体エステル又はそれを含む組成物は消費についての説
明書と共に提供される。適宜説明書により、1日当たり1以上の用量の本発明のケトン体若
しくはケトン体エステル又はそれを含む組成物を消費するか或いは運動前、好ましくは運
動の少なくとも10分、さらに好ましくは少なくとも30分、最適には少なくとも1時間前に
用量を消費する。
　例えば20分を超える持続性運動では、2以上の用量、さらに好ましくは2～8用量、例え
ば3～6用量を定期的に消費して血漿ケトンレベルを上昇させるか又は上昇した血漿ケトン
レベルを維持することができる。使用者は血液をケトンで「刺激する」ようにパワー出力
を維持又は改善するための用量を消費してよいが、規則的間隔で用量を消費するとさらに
高いレベルの血中ケトン含量を維持するので適している。
　以下の非限定例を参照することにより本発明を説明する。
【実施例】
【００１６】
実施例1
方法：
対象及び募集
　国家試験のGB漕艇により定義される資格基準によりアスリートを募集した。全ての体重
分類の男女の両アスリートを試験に含め、サブエリート又はエリート力量のアスリートを
募集するためにあらゆる努力をした。全てのアスリートは医学的疾患の前歴がなく、健康
であった。アスリートは試験前に少なくとも12週間持続的に訓練し、全てのアスリートは
、自らの訓練及び競技スケジュール内で規則的にこれらの試験を行なった。参加に伴うリ
スクの説明後に全てのアスリートから書面によるインフォームドコンセントを得た。全て
の試験はヘルシンキ宣言で概説された倫理綱領の基準に従った。
　いずれの運動試験前にもベースラインの医学的アンケート、身体検査、体組成分析及び
ECGを行なった。ベースラインの血液検査を行なって、能力に影響し得る鉄欠乏、Hb、電
解質、WCC及び空腹時血糖等の他の可能性のある医学的原因を排除した。
【００１７】
表1：身体的特徴
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HWM：重量男性；LWMN：軽量男性；HWW：重量女性；LWW：軽量女性
【００１８】
実験設計及び能力試験：
　対象は少なくとも8時間の夜間絶食後にOxfordのJohn Radcliffe病院のOCMR部門に現れ
た。能力に及ぼす日周パターンの影響を減らすため日の同一時刻に試験を行なった。主要
競技会前に消費するであろうように、前夜に同一の試験前食事を消費し、かつ毎来診前に
これを繰り返すようにアスリートに頼んだ。各試験の前48時間は激しい運動を行なわず、
かつ24時間はアルコールを控えるようにアスリートに頼んだ。同じ3カ月以上(macrocycle
)の訓練内でアスリートを確実に試験し、かつ訓練週内の試験のタイミングを統一するよ
うにあらゆる努力をした。
【００１９】
　図1は、各試験日のプロトコルの概要を示し、飲料摂取、採血及び能力試験の時点を示
している。プラセボ及び活性飲料についてこのプロトコルを繰り返した。
　到着したら対象の体重を量り、対象の体組成を記録した後に試験施設の個室に対象を案
内した。参加者は、体重調整した用量の飲料を5分にわたって摂取し、摂取後30分及び1時
間の毛細管採血以外は60分間平静のままにした。
　コンセプトIIローイングエルゴメーター(Model D, Nottingham, UK)を用いて全ての能
力試験を行なった。参加者は全て毎日の訓練の一部としてこの試験装置を使用し、この装
置の習熟を必要としなかった。注意散漫することなく、自由な空気の流れを受けやすいプ
ライベートな領域で試験を行なった。全ての試験を17～22℃の周囲条件で行ない、床置き
型ファンでさらに冷やして熱的ストレスを最小限にした。各機会に同じ治験担当医師の存
在下で個々にアスリートを試験した。要請があれば言葉による激励を行ない、そうでなけ
れば無言で試験を行なった。アスリートが音楽を要求した場合、両試験で同一のプレイリ
ストを確保した。運動完了の30秒以内に全ての毛細管血液サンプルを得た。
　能力データを自動収集し、コンセプトIIエルゴメーター(PM3デバイス)に保管し、30分
の試験中に5分間隔で、又は2km試験中に500m間隔でオフロードした。データをデータチッ
プに保管し、解析のため研究用ノートパソコンに移した。残りの時間又は距離と共にリア
ルタイムデータをアスリート前のスクリーンに表示してストローク速度の順守を確実にし
、500mのスプリットタイムをも表示した。アスリートがペーシングボート機能を用いるこ
とを禁止した。
【００２０】
飲料の調製と投与：
　各アスリートは、フードブレンダー内で2分間1:1.5部の比で水と混合した2.083g/kg(体
重)の生飲料粉末を受けた。この活性ケトン飲料は、数日の総絶食に等価な、3mMのβ-ヒ
ドロキシ酪酸のピークケトン血を達成するように計算した用量で生ケトンエステルを含む
(R)-3-ヒドロキシ酪酸(R)-1,3-ブタンジオールモノエステルを含有した。プラセボ飲料は
ケトンと味、粘度及び色が同一であり、プラセボ製剤ではケトンの発熱当量を長鎖トリグ
リセリドで置き換えた。粉末としてのミルクセーキの(%乾燥質量)組成は以下のとおりだ
った：炭水化物45%、ケトン30%、タンパク質20%、及び脂肪(活性飲料では5%、プラセボで
は35%)。全ての対象に盲検法で飲料を割り当て、5分の時間間隔で飲料を消費させ、その



(10) JP 6241956 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

後対象を60分間安静にして消化させ、胃部不快感を最小限にした。
　図2は、研究飲料の百分率組成を示す。活性飲料はケトンモノエステルを含有し、プラ
セボは同一組成の炭水化物とタンパク質を含有した。プラセボ飲料ではケトンモノエステ
ル由来のカロリーを脂肪で置き換えた。
採血：1

　動脈血化フィンガープリック(arterialised finger prick)(Accu-chekTM)によって毛細
管血液サンプル(10～50μL)を得、即座にハンドヘルド(handheld)モニター(Optium Xceed
(登録商標), Abbott, UK and lactate Pro, Arkray, Japan)を用いてグルコース、ケトン
及びラクトースについて分析した。
安静時ケトンのキネティクス：
　血中ケトン濃度のプロファイルに及ぼす運動の効果を評価するため、血中ケトン濃度の
安静時対運動時の変化を比較できるようにn=7の代表的年齢及び性別対応アスリート対照(
n=6の男性及びn=1の女性)を選択して安静坐位状態中にケトン含有飲料の同一の投与及び
吸収レジメを受けさせた。
【００２１】
統計：
　対応スチューデントt検定(両側)を利用して能力結果(mでの距離、及び2km試験を完了す
るための秒数)を解析した。運動対対照の血中ケトンキネティクスの比較を二元配置反復
測定ANOVAで行ない、ボンフェローニポストホック補正(Bonferroni Post hoc correction
)を用いて有意な効果を解析した。
　SPSS(Version 17, Chicago, IL)を用いてデータ評価を行ない、統計的有意性をp<0.05
レベルに設定した。全てのデータを平均±平均の標準誤差として表し、30分試験ではn=22
の統合平均、2km時間試験ではn=13の統合平均を示す。
　全部で2名の対象を全解析から除外した。介入性疾患に基づいて1名の参加者を排除し、
30分試験中の嘔吐とその後の試験装置による機械的干渉のため別の参加者を排除した。含
めても結果は研究のいずれのポジティブ又はネガティブな知見をも変えないであろう。
　これらの試験の結果を図3～9に示す。
　図3は、プラセボに対する個人の能力プロファイルを示す(%として表す)。WRは世界記録
能力、PBはパーソナルベスト能力、SBはシーズンベスト能力である。
　図4は、体重分類のサブグループ別の30分試験についてプラセボに対する能力効果を示
す(%として表す)。**統合効果p<0.001。データは平均±SEとして表してある。
　図5は、30分試験にわたるパワー出力と、プラセボに比べて骨格筋パワー出力を改善す
る際のケトンの有利な効果とを示す。
　図6は、30分試験中の、時間試験の完了した1/3について統合したパワー出力を示す。試
験の最初の10分後にプラセボ飲料に対してケトン群に有意差が観察された。データは平均
±SEとして表してある。
　図7は、各運動試験の持続時間にわたるケトンの血中レベルの変化を示す。ケトンの摂
取は、プラセボに比べて血中β-OH酪酸濃度の顕著な上昇をもたらした(*全ての時点につ
いてp<0.0001)。ケトン濃度は、運動前値に比べて運動試験の最後に顕著に低下した(# p<
0.0001)。運動中、運動を行なわない安静対照対象と比べてケトン濃度は有意に低下した(
α p<0.001)。
　図8は、0.5g/kg(体重)のケトンの摂取前及び摂取後90分間の15分毎の血漿遊離脂肪酸濃
度の変化を示す(n=4の対象)。
　図9は、0.5g/kg(体重)のケトンの摂取前及び摂取後60分の血漿遊離脂肪酸濃度を示す(4
名の対象)。
【００２２】
実施例2
　多量体ケトンの血液中への取り込みを測定するための手順を行なった。0.1～0.2mMの(R
)-3-ヒドロキシ酪酸の血中レベルが観察され、生理学的に重大な関わりのある反応をもた
らさないようであった。R-1,3-ブタンジオール-トリオリドジエステルは約1.5mMのピーク
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レベルをもたらした。R-1,3ブタンジオール(R)-3-ヒドロキシ酪酸モノエステルは6mMのピ
ーク血中レベルをもたらした。
　これらの試験から下記結論を導き出すことができた。
1)　6～7量体範囲の水溶性直鎖多量体は血中bHBの最小限の上昇しかもたらさない。
2)　8～9量体範囲の固体の水不溶性直鎖多量体は6時間にわたって血中bHBを0.18mMに上昇
させた。
3)　どの直鎖多量体も血中ケトンの生理学的に重大な関わりのある上昇を引き起さないよ
うであり、短鎖多量体は胃毒性と関連する。
4)　R-1,3-ブタンジオールジトリオリドエステルは機能的に7量体単位長であり、嫌悪を
感じる味がする血中レベルをもたらす。
【００２３】
実施例3
　種々のケトン体の風味を試験した。8名のテイスターのテイスティングパネルによって
約100マイクロリットルの体積のケトン体を試験した。ケトンの風味を定性的基礎に基づ
いて評価してそれらの苦味を評価した。下表2は、試験したケトン体を示し、これらのケ
トンの構造を図10に示す。
【００２４】
表2－試験したケトン

【００２５】
　試験の結果を下表3に示す。
【００２６】
　　　表3－結果

【００２７】
　結果は以下のことを示す。
・それぞれ2及び3個の(R)-3-ヒドロキシ酪酸を有する多量体(ケトン1、3及び4)は全て苦
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・特定単量体(ケトン2及び5)は苦いとみなされ、別の単量体(ケトン7)は苦くないが非常
に不快であるとみなされた。これらの単量体はそれぞれテトラエステル、トリエステル及
びジエステルであり；
・(R)-1,3-ブタンジオールのエステル(ケトン1及び4)は苦いとみなされ、(R)-1,3-ブタン
ジオールの別のエステル(ケトン7)は苦くないが非常に不快であるとみなされ、別のエス
テル(ケトン11)は許容できる風味を有し；
・(R)-1,3-ブタンジオールのモノエステル(ケトン4)は苦いと認知され；
・許容できる風味を有するケトンはケトン6及び8のみであり、それぞれグリセロールモノ
エステル及び(R)-1,3-ブタンジオールのモノエステルであった。
　これらの試験を行なう前には多数の変量(酪酸基の数、アルコールのタイプ、エステル
結合の数、特定アルコールの様々なエステル)の考慮に基づいてエステルの苦味の欠如は
予測できなかった。結果でさえ、これらの要因の影響が混ざっている。試験したエステル
の多量体は全て苦く(より長い鎖のヒドロキシ酪酸は苦味が低減し得るが)、苦いモノエス
テルもあるが、苦くないモノエステルもあり、(R)-1,3-ブタンジオールのエステルには苦
いものがあり、1種のエステルは許容性であり、異なるアルコールのエステルは許容でき
る風味を有した。
【００２８】
実施例4
　種々のケトンの投与後にラット内の血中(R)-3-ヒドロキシ酪酸濃度を決定するための実
験を行なった。試験したケトンを下表4に示す。ケトンは上記ケトン1～8と同様の味がし
た。
　10mlの水に表3に示す2gのケトンを含むサワークリームミックスをそれぞれラットに与
えた。餌を与える直前、餌を与えた後1時間、3時間及び6時間に各ラットから血液サンプ
ルを取って(R)-3-ヒドロキシ酪酸の血中濃度を測定した。ケトンを添加しない同一ミック
スを与えることによって2匹の対照(対照A及び対照B)をも試験した。人道的にラットを殺
し、目視検査のため解剖して幽門狭窄又は他の可視変化が起こったかどうかを判断した。
　血液を抽出し、0.1mlの全血を0.4mlの3.6%過塩素酸に加えてボルテックスに供してから
氷内で30分間静止させてから回転させた。次に350ulの酸性上清を新たなチューブに移し
、5ulのフェノールレッド(0.05%)、20ulの1MイミダゾールpH7及び3M KHCO3を加えて溶液
を中和し、氷内に30分間放置してから回転させた。次に中和血液抽出物のサンプルを(R)-
3-ヒドロキシ酪酸についてアッセイした。試験したケトンを下表4に示す。
【００２９】
表4-ケトン

【００３０】
　これらの実験の結果を下表5に示す。
【００３１】
表5－結果
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【００３２】
　各ケトンの投与に由来する(R)-3-ヒドロキシ酪酸の濃度をプロットし、図11に示す。
　これらの実験の結果は以下のことを示している。
・3～8、5～7及び8～10量体範囲の多量体(ケトン9、11及び12)は、0.1～0.2mMの(R)-3-ヒ
ドロキシ酪酸血中レベルをもたらし、生理学的に重大な関わりのある反応を引き起こさな
いようであり；
・ケトン10(R-1,3-ブタンジオールトリオリドジエステル)は約1.5mMのピークレベルを生
じさせたが、嫌悪風味を有し；
・本発明のケトン13(上記ケトン8と同じ)は6mMのピーク血中レベルをもたらし；
・ケトン9(8～10量体)では、生じたラット糞が黄色であり、これはケトンが分解されずに
腸を横断したか又は重大な程度まで血液中に取り込まれたことを示唆しており；
・より短い鎖の多量体は有意な急性胃毒性に関連する。
　ケトン9～13の構造の考慮に基づくと、ケトンの取り込みは予測できなかった。長鎖多
量体は無味であり、急性胃毒性の徴候を示さなかったが、生理学的に重大な関わりのある
程度には血中に取り込まれなかった。短鎖多量体も重大な程度まで取り込まれず、嫌悪を
感じる味がし、急性胃毒性を引き起こした。(R)-1,3-ブタンジオールのトリオリドジエス
テル(ケトン10)は、生理学的反応をもたらし得る取り込みレベルを示し、この取り込みレ
ベルは試験した他の多量体のレベルの約10倍であった。しかしながら、このケトンは嫌悪
を感じる味がした。
　ケトン8/13((R)-3-ヒドロキシ酪酸-(R)-1,3-ブタンジオール)は、試験した直鎖多量体(
ケトン9、11及び12)の血液への取り込みレベルの30～40倍及びトリオリドジエステル多量
体(ケトン10)の約4倍である血液への取り込みレベルを示す。図11には、この取り込みレ
ベルの非常に大きな差異をグラフにより示してあり、ケトン13の濃度は6mMに上昇する。
【００３３】
実施例5
　(R)-3-ヒドロキシ酪酸-R-1,3ブタンジオールモノエステルを数名の対象に対象の体重1k
g当たり固定量に基づいて単一用量で投与した。一定期間にわたって血中(R)-3-ヒドロキ
シ酪酸濃度を測定して、経口単一用量と(R)-3-ヒドロキシ酪酸の血中濃度との間の用量／
反応関係を決定した。この手順を様々な量の(R)-3-ヒドロキシ酪酸-R-1,3-ブタンジオモ
ノエステルで繰り返して、192mg/kg、291mg/kg、395mg/kg及び573mg/kgで投与したときの
(R)-3-ヒドロキシ酪酸-R-1,3-ブタンジオールモノエステルについての用量／反応関係に
ついてのデータを提供した。
　結果を図12にグラフを使って示してあり、単一用量の少量の(R)-3-ヒドロキシ酪酸-R-1
,3-ブタンジオールモノエステルが血中(R)-3-ヒドロキシ酪酸濃度を以前に他のケトンで
は報告されていないレベルに上昇させることを実証しており、これはR-1,3-ブタンジオー
ルの(R)-3-ヒドロキシ酪酸多量体で一般的に達成できるより桁違いに大きい。
　次に、本発明の態様を示す。
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1.　対象の筋パワー出力の維持又は改善に用いるためのケトン体又はケトン体エステル。
2.　骨格筋パワー出力の維持又は改善に用いるための、上記1に従って用いるケトン体又
はケトン体エステル。
3.　前記対象が健康人である、上記1又は2に従って用いるケトン体又はケトン体エステル
。
4.　本明細書の実施例で述べるように30分にわたって対照試験で測定すると、プラセボに
対して少なくとも0.25%のパワー出力の改善をもたらす、上記1～3のいずれか1項に従って
用いるケトン体又はケトン体エステル。
5.　本明細書の実施例で述べるように30分にわたって対照試験で測定すると、プラセボに
対して少なくとも1ワットのパワー出力の増加をもたらす、上記1～4のいずれか1項に従っ
て用いるケトン体又はケトン体エステル。
6.　ケトンエステルである、上記1～5のいずれか1項に従って用いるケトン体又はケトン
体エステル。
7.　ヒドロキシ酪酸及びその誘導体を含んでなる、上記1～6のいずれか1項に従って用い
るケトン体又はケトン体エステル。
8.　ヒドロキシ酪酸エステル又は部分エステルを含んでなり、前記対象の血液中のヒドロ
キシ酪酸及びアセト酢酸の循環レベルが0mMから1mMより大きく5mMまでである、上記1～7
のいずれか1項に従って用いるケトン体又はケトン体エステル。
9.　(R)-3-ヒドロキシ酪酸-R-1,3-ブタンジオールモノエステルを含んでなる、上記1～8
のいずれか1項に従って用いるケトン体又はケトン体エステル。
10.　対象の筋パワー出力の維持又は改善に用いるためのケトン体又はケトン体エステル
を含んでなる組成物。
11.　水と、ケトン体又はケトン体エステルとを含み、任意に調味料、タンパク質、炭水
化物、糖、脂肪、繊維、ビタミン及びミネラルの1種以上を含んでよい、上記10に記載の
組成物。
12.　前記ケトン体又はケトン体前駆物質がケトンエステル及び／又は中鎖トリグリセリ
ドを含む、上記10又は11に記載の組成物。
13.　前記組成物が、式CH2R1-CH2R2-CH2R3（式中、R1、R2及びR3は、5～12個の炭素原子
を有する脂肪酸である）を有する中鎖トリグリセリドを含む、上記12に記載の組成物。
14.　ケトン体若しくはケトン体エステル又はケトン体若しくはケトン体エステルを含有
する上記10又は11に記載の組成物の、対象の筋パワー出力の維持又は改善における使用。
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