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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘマトコッカス藻を破砕し溶媒で抽出して得られるアスタキサンチン含有抽出物からな
る体脂肪率減少薬剤。
【請求項２】
　更に活性成分及び可溶剤のうち少なくとも１種を含有する請求項１記載の体脂肪率減少
薬剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘマトコッカス藻を破砕し溶媒で抽出して得られるアスタキサンチン含有抽
出物からなる体脂肪率減少薬剤に関する。これを薬剤として投与して摂取することにより
体脂肪減少や肥満やそれに伴う疾病の予防、改善及び治療に有効である。
【背景技術】
【０００２】
　近年、食事の高カロリー化や生活習慣の変化、運動不足、ストレスなどの原因によって
生活習慣病が増加しており、大きな社会問題となっている。特に体脂肪率が増加する肥満
や過体重は、日本人全体の２割以上を占める大きな問題である。肥満とは、消費エネルギ
ーよりも摂取エネルギーの方が過剰となり、脂肪組織が通常以上に蓄積した身体状況のこ
とをいい、日本人では体脂肪率が成人男性では２５％以上、女性では３０％以上を指す。
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肥満になると、体脂肪が多く蓄積することにより高血圧症、心血管障害、高脂血症、動脈
硬化、糖尿病等の種々の疾病を引き起こし、血管障害、視力障害、神経障害、抵抗力低下
等の合併症を併発する。生活習慣病の大きな要因を占める肥満を解消する手段について多
くの研究が行われており、食事療法、運動療法、薬物療法などさまざまな治療法が開発さ
れ実施されている。
【０００３】
　一般的には、肥満の治療として、食事療法や運動療法が行われているが、食事のエネル
ギー摂取の増大や労働環境の変化など現代社会においては継続的なカロリー摂取制限法（
ダイエット）や適当な運動を行うための時間や空間をとる運動療法は、実際に行うのが困
難である。
【０００４】
　肥満の薬物療法としては、脂肪組織での脂肪分解の亢進などによるエネルギー消費を促
進する方法と、脂質、糖質などの消化管からの吸収阻害や摂食抑制などのエネルギー摂取
を抑制する方法などが行われている。しかし、薬物療法は適切な投与が必要であり、過剰
摂取により必要な栄養の摂取を妨げることや吸収される栄養のバランスを崩すこと等の副
作用や医師の処方が必要であるため容易に使用できないという問題があった。
【０００５】
　天然由来で副作用がなく、食品として容易に摂取可能な体脂肪減少組成物が求められて
おり、ガルシニアカンボジア種皮抽出物とダイダイの果実からなる体脂肪減少剤（特許文
献１）、共役リノール酸を投与する方法（特許文献２）、ビタミンＤ３を投与する方法（
特許文献３）が知られている。
【０００６】
　アスタキサンチンはβ－カロテンと同じカロテノイドの一種で、エビ、カニ等の甲殻類
、サケ、タイ等の魚類、緑藻ヘマトコッカス等の藻類、赤色酵母ファフィア等の酵母類等
、天然、特に海洋に広く分布する食経験豊かな赤色色素であり、ビタミンＥの約１０００
倍、β－カロテンの約４０倍もの強力な抗酸化作用を有することが見いだされている。
【０００７】
　アスタキサンチンの有するその他の機能特性として、抗炎症作用、抗動脈硬化作用、糖
尿病に対する作用、光傷害からの網膜保護作用、日周リズム調節作用、免疫賦活作用、抗
ストレス作用、精子の質向上作用や膀胱がん誘発抑制等数多くの報告がなされている。ま
た、運動に対する作用としては、筋肉持続力向上作用（特許文献４）、運動中での血中乳
酸値上昇抑制効果（非特許文献１）、運動後の疲労回復効果（非特許文献２）が報告され
ている。
【０００８】
　しかし、ヘマトコッカス藻を破砕し溶媒で抽出したアスタキサンチン含有抽出物が体脂
肪率を減少又は体脂肪率の増加を抑制し、この結果として肥満の治療や予防効果を有する
旨の報告は未だなされていない。
【特許文献１】日本国特開第２００１－３２１１２６号公報
【特許文献２】日本国特表平第１０－５０８１８９号公報
【特許文献３】日本国特開平第３－３２１０１５６号公報
【特許文献４】日本国特表第２００１－５１４２１５号公報
【非特許文献１】臨床医薬、１８(９)、１０８５-１１００、２００２年
【非特許文献２】疲労と休養の科学、１８(１)、３５-４６、２００３年
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、体脂肪率減少薬剤を提供することを課題とする。その結果、体脂肪の過多に
よる肥満によって生じる各種の疾病を治療、改善又は予防し、並びに痩身効果による美的
体型の現出・維持を達成する。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　本発明者らは上記課題を解決するために鋭意研究した結果、ヘマトコッカス藻を破砕し
溶媒で抽出したアスタキサンチン含有抽出物による体脂肪率の減少、体脂肪率の増加抑制
効果を示すことを見出し、本発明を完成させた。
【００１１】
　　すなわち、本発明は、
（１）ヘマトコッカス藻を破砕し溶媒で抽出して得られるアスタキサンチン含有抽出物か
らなる体脂肪率減少薬剤（以下、「体脂肪率減少剤」と記す。）であり、
（２）更に活性成分及び可溶剤のうちの少なくとも１種を含有する請求項１記載の体脂肪
率減少剤である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明のヘマトコッカス藻を破砕し溶媒で抽出して得られるアスタキサンチン含有抽出
物からなる体脂肪率減少剤を、薬剤として投与又は摂取することにより、副作用がなく体
脂肪率を減少又は体脂肪率の増加を抑制することができ、体脂肪の過多すなわち肥満が原
因となっている疾病の治療、改善及び予防することができる。
【００１４】
　ヘマトコッカス藻として、培養や抽出のしやすさ、アスタキサンチンを最も高濃度で含
有することや生産性の高さから緑藻ヘマトコッカスが好ましい。
　ヘマトコッカス藻は、ボルボックス目クラミドモナス科に属する緑藻類である。通常は
緑藻藻であるためクロロフィル含量が高く緑色であり、２本の鞭毛によって水中を遊泳し
ている。しかし、栄養源欠乏や温度変化等の飢餓条件では休眠胞子を形成し、アスタキサ
ンチン含量が高くなり赤い球形となる。本発明においては、いづれの状態でのヘマトコッ
カスを用いることができるが、アスタキサンチンを多く含有した休眠胞子となったヘマト
コッカスを用いるのが好ましい。また、ヘマトコッカス属に属する緑藻類では、例えば、
ヘマトコッカス・プルビアリス（Haematococcus pluviaris）、ヘマトコッカス・ラキュ
ストリス（Haematococcus lacustris）、ヘマトコッカス・カペンシス（Haematococcus
capensis）、ヘマトコッカス・ドロエバケンシス（Haematococcus droebakensis）、ヘマ
トコッカス・ジンバビエンシス（Haematococcus
zimbabwiensis）などを用いることができ、ヘマトコッカス・プルビアリス（Haematococc
us pluviaris）が最も好ましい。
【００１５】
　ヘマトコッカス藻類の培養方法としては、異種微生物の混入・繁殖がなく、その他の夾
雑物の混入が少ない密閉型の培養方法が好ましく、例えば、一部解放型のドーム形状、円
錐形状又は円筒形状の培養装置と装置内で移動自在のガス吐出装置を有する培養基を用い
て培養する方法（国際公開第９９／５０３８４号公報）や、密閉型の培養槽内に光源を入
れ内部から光を照射して培養する方法、密閉型で円筒形状や平板状又はチューブ型の培養
層を用いる方法、ならびにピーク波長が約５４０ｎｍ以下の波長の光を照射することによ
って培養する方法（特開２００４－１４７６４１号公報）が適している。
。
【００１６】
　本発明のアスタキサンチンを含有するヘマトコッカス藻からの抽出物を得る方法として
は、（１）ヘマトコッカスを乾燥し破砕した後、二酸化炭素を抽出溶媒として超臨界抽出
を行い、二酸化炭素を除去して抽出物を得る方法〔超臨界抽出法〕、（２）ヘマトコッカ
ス藻を粉砕し溶媒で抽出し、溶媒を除去して抽出物を得る方法〔粉砕抽出法〕があげられ
る。
【００１７】
　超臨界抽出法を、以下に具体的に説明する。アスタキサンチンを含有したヘマトコッカ
ス藻を乾燥し破砕したのち、抽出層に充填し、超臨界状態の二酸化炭素を抽出剤として抽
出し、二酸化炭素を除去して抽出物を得る。超臨界状態の物質は、液体と同様の抽出能力
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を有しながら、気体に近い拡散能力を有し、抽出効率が高く、さらには、抽出溶媒である
抽剤を残さず容易に完全に分離することができる。例えば、特開２００４－４１１４７号
公報に記載の方法で超臨界抽出を行うことができる。
【００１８】
　抽剤として二酸化炭素の場合の超臨界抽出の条件としては、通常、温度が３１～８０℃
、好ましくは３１～５０℃、圧力が７．３８～４０ＭＰａ、好ましくは１０～３８ＭＰａ
である。ここで、二酸化炭素の超臨界流体には、超臨界状態すなわち温度および圧力が臨
界温度、臨界圧力を超過した状態の流体のみに限らず、温度、圧力の両者が臨界点の近傍
にあるものなど、いわゆる亜臨界状態の流体も含む。
【００１９】
　抽出能力を向上させるため、二酸化炭素の超臨界流体に補助溶剤を加えて、抽出能力を
向上させることができる。補助溶剤としては、グリセリン、エタノール、水などがあり、
グリセリンが好ましい。補助溶剤は、抽出速度の変化により、増減させることができる。
例えば、抽出時間が長くなると抽出速度が下がるため、超臨界流体への補助溶剤の添加量
を多くするとよい。
【００２０】
　抽出に用いることができるヘマトコッカスは、常法に従って、粉砕・乾燥したものを用
いることができ、例えば、ＷＯ２００２／０７７１０５号パンフレットに記載の方法で粉
砕・乾燥を行い粉末を得ることができる。粉末状のまま充填しても、あらかじめ湿式でペ
レット状、球状等の形状に形成してから充填してもよい。粉体および／または成形体に、
あらかじめ、上述の補助溶剤や抽出促進剤を混合しておくことにより、抽出性を高めるこ
とができる。
【００２１】
　抽出促進剤とは、ヘマトコッカス藻類に含まれる油脂類であり、同様の物質をあらかじ
め添加しておくことで、成形体の多孔質化を促進し超臨界流体との接触面積を多くするこ
とにより、抽出性能を向上させるものと考えられる。油脂類とは、例えば、炭素数が８個
ないし１２個の中鎖脂肪酸トリグリセリド、菜種油、コーン油、オリーブ油等からなる１
種以上であり、炭素数が８個ないし１２個の中鎖脂肪酸トリグリセリドが好ましい。
【００２２】
　粉砕抽出法を以下に具体的に説明する。粉砕抽出法は、ヘマトコッカス藻を粉砕し、内
容物を有機溶媒で抽出し、有機溶媒を除去して抽出物を得る方法である。ヘマトコッカス
藻の破砕は、水又は有機溶媒中で行うことができる。ヘマトコッカス藻を水で粉砕する場
合は、噴霧乾燥などの方法で乾燥を行い水を除去した後、有機溶媒で抽出する。特に、ヘ
マトコッカスを有機溶媒に懸濁した後、粉砕機に通して細胞を粉砕とともに抽出し、固形
物除去して、有機溶媒を除去して抽出物を得る方法が好ましい。この方法は、ヘマトコッ
カス藻に余分な加熱を行わず、また抽出経路で空気に曝されないため、脂質やアスタキサ
ンチンなど抽出物内物質の酸化が抑制され、製造途中で不純物の生成が極めて少ないとい
う特徴がある。例えば、本願出願人が、先に出願（特願２００４－２５３５２５）した方
法をあげることができる。
【００２３】
　ここで用いるヘマトコッカスは、湿末または乾燥物を用いることができる。必要に応じ
て界面活性剤、抗酸化剤を添加することができる。界面活性剤としては、例えば、ポリグ
リセリン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタ
ン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステルがあげられる。抗酸化剤として
はビタミンＥ（トコフェロール）、ビタミンＥ誘導体、トコトリエノール、ローズマリー
抽出物、ビタミンＣ、ビタミンＣ誘導体、グルタチオン、フィチン酸、カテキン類、フラ
ボノイド類、β－カロチン等が挙げられる。
【００２４】
　抽出に用いることができる有機溶媒は、例えばエタノール、メタノールなどのアルコー
ル類、アセトン、エーテル、酢酸エチル、ヘキサン、ベンゼン、クロロホルム、塩化メチ
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レンであり、好ましくはエタノール、メタノール、アセトン、ヘキサンであり、特に好ま
しくはアセトン、エタノール、ヘキサンである。
【００２５】
　ヘマトコッカス藻の破砕方法としては、これを有機溶媒中に懸濁させ、有機溶媒を使用
可能な破砕機、例えば、高圧ホモジナイザー、超音波破砕機、ビーズミルなどを用いて湿
式破砕することができ、好ましくはビーズミルで湿式破砕である。
【００２６】
　ビーズミルの破砕条件としては、抽出物の劣化を押さえるため短時間で行うのがよく、
滞留時間としては１～３０分、周速は２～３０ｍ／ｓｅｃ、用いられるビーズ径は０．２
～５ｍｍ、破砕時の温度としては－１０～５０℃である。
【００２７】
　固形物除去処理方法としては、常法に従って、例えば、加圧濾過、減圧濾過、自然濾過
などで行うことができる。
【００２８】
　溶媒の除去方法としては、常法に従って行えばよく、例えば減圧濃縮機などで濾液から
有機溶媒を除去する。抽出物の劣化を押さえるため過剰な加温をしない方が良く、０～２
００℃、好ましくは２０～８０℃で行い、１回の処理時間は短い方が良く、０．５～２０
時間、好ましくは０．５～１０時間で処理できる量で溶媒を除去する。有機溶媒を更に除
去したい場合は、分子蒸留機や薄膜式遠心エバポレーターなどでさらに有機溶媒の濃度を
減少させることができる。
【００３１】
　アスタキサンチンは突然変異原性が観察されず、安全性が高い化合物であることが知ら
れて、食品添加物として広く用いられている（高橋二郎ほか：ヘマトコッカス藻アスタキ
サンチンの毒性試験―Ａｍｅｓ試験、ラット単回投与毒性試験、ラット９０日反復経口投
与性毒性試験―，臨床医薬，２０：８６７－８８１，２００４．）。
【００３７】
　本発明のヘマトコッカス藻抽出物の体脂肪率減少効果を高めるために、ヘマトコッカス
藻抽出物に、活性成分、吸着剤及び可溶剤のうちの一種以上を配合することができる。活
性成分としては、例えば、ビタミンＡ類、カロテノイド類、ビタミンＢ類、ビタミンＣ類
、ビタミンＤ類、ビタミンＥ類、トコトリエノール、グルタチオン及びこれらの誘導体並
びにこれらの塩；α－リポ酸、デオキシリボ核酸、リボ核酸、アデノシン三リン酸、アデ
ノシン一リン酸、グリチルリチン酸、グリチルレチン酸、グアニン、キサンチン、α－ま
たはγ－リノレイン酸、エイコサペンタエン酸、コハク酸、エストラジオール及びその誘
導体並びにそれらの塩；アスパラグン酸、グリコール酸、乳酸、リンゴ酸、クエン酸、サ
リチル酸などのα－ヒドロキシ酸及びそれらの誘導体並びにそれらの塩；血清除蛋白抽出
物、脾臓抽出物、胎盤抽出物、鶏冠抽出物、ローヤルゼリー；酵母抽出物、乳酸菌抽出物
、ビフィズス菌抽出物、霊芝抽出物；ニンジン抽出物、センブリ抽出物、ローズマリー抽
出物、オウバク抽出物、ニンニク抽出物、ヒノキチオール、セファランチン、アロエ抽出
物、サルビア抽出物、アルニカ抽出物、カミツレ抽出物、シラカバ抽出物、オトギリソウ
抽出物、ユーカリ抽出物、ムクロジ抽出物、センプクカ抽出物、ケイケットウ抽出物、サ
ンペンズ抽出物、ソウハクヒ抽出物、トウキ抽出物、イブキトラノオ抽出物、クララ抽出
物、サンザシ抽出物、シラユリ抽出物、ホップ抽出物、ノイバラ抽出物、ヨクイニン抽出
物；Ｄ－フラクション、グリコーゲン、オクタコサノール、アリシン、コエンザイムＱ１
０、カテキン；システイン及びその誘導体並びにその塩、ペプチド；リジン、硫化アリル
、ビオチン、パントテン酸、コラーゲン、エラスチン、ケラチン及びこれらの誘導体並び
にその塩類；ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸、デルマタン硫酸、ヘパラン硫酸、ヘパ
リン、ケラタン硫酸；乳酸菌；鉄、モリブデン、カルシウム、亜鉛、セレン、マンガン、
銅、ヨウ素などのミネラル類等があげられる。
トコフェロール、トコトリエノール、α－リポ酸、コエンザイムＱ１０、及びこれらの誘
導体が好ましい。
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【００３９】
　本発明の体脂肪率減少剤に配合できる可溶剤としては、中鎖脂肪酸トリグリセライド、
食用油脂類、脂肪酸エステル、グリセリン、エチレングリコールなどがあげられる。本発
明の体脂肪率減少剤は、ヘマトコッカス藻抽出物に活性剤及び／又は可溶剤を常法によっ
て混合すればよい。これらの可溶剤は、アスタキサンチンが空気に接触する面積を減少さ
せることによって、アスタキサンチンの酸化を防止することに有効である。また腸などの
吸収部位まで保護するのに有効である。
【００４０】
　本発明の体脂肪率減少剤において、ヘマトコッカス藻抽出物をアスタキサンチン遊離体
換算で０．０１％～９９．９％、好ましくは０．１％～８０％、より好ましくは１％～５
０％含有することができる。
【００４１】
　アスタキサンチンを含むヘマトコッカス抽出物１重量部に対して、活性成分は０．０１
～１重量部、好ましくは０．０２～０．５重量部であり、可溶剤は０．２～２０重量部、
好ましくは０．５～１０重量部含まれる。
【００４２】
　本発明の体脂肪率減少剤の投与又は摂取量は、アスタキサンチン遊離体換算量を基準に
成人では１日あたり、０．２mg～１００mg、好ましくは０．５mg～２０mgの服用量であり
、経口投与または非経口投与で行う。投与量は、投与されるヒトの年齢、体重、状態の程
度、投与形態によって異なる。
【００４３】
　本発明での体脂肪減少効果とは、体重の変化がないにもかかわらず、体脂肪を減少させ
体脂肪率が減少する効果、並びに体脂肪の増加を抑制し体脂肪率の増加を抑制する効果で
ある。本発明の体脂肪率減少剤を投与又は摂取している期間中に定期的に軽い運動を行う
ことによってさらに体脂肪の減少効果を高めることができる。本発明での体脂肪率減少剤
を投与又は摂取することにより体脂肪の増加を抑止し、その結果肥満を防止する効果も有
する。
【００４４】
　過剰な体脂肪を減少させることにより、肥満や過体重が原因であると言われている疾患
、例えば、糖尿病、動脈硬化、高血圧、ガン、高脂血症、リュウマチ、高尿酸血症、変形
性関節症、痛風、脳卒中、虚血性心疾患、呼吸障害、膵炎、腎炎、白内障、アルツハイマ
ー病、アレルギー性疾患、老化、多汗症、虚血疾患、糖尿病の合併症である腎症や神経障
害や網膜障害に関する疾病の治療・改善・予防効果も有している。神経障害においては、
突発性の難聴、眼や顔面の異常（麻痺や痛み）、起立性低血圧、発汗の異常、下痢や便秘
（消化器症状）、排尿障害、四肢の痛み、知覚の異常、筋肉の委縮、壊疽の治療・改善・
予防に効果がある。眼の障害においては、白内障、単純網膜症、前増殖網膜症および増殖
網膜症に効果がある。また、虚血性疾患においては脳梗塞・心筋梗塞の治療・改善・予防
にも効果がある。
【００４５】
　本発明の体脂肪減少効果を高める運動としては、ウォーキング、バイクリング、クラミ
ング、エアロビクス、マシントレーニング、水中エアロビクス、水中ウォーキングなどの
有酸素運動が挙げられ、１週間に２～４回で、１回当たり３０分～２時間の運動を行えば
よい。
【００４６】
　本発明の体脂肪率減少剤は、これを医薬品に配合することができ、常法により、例えば
、錠剤、舌下錠、丸剤、坐剤、散剤、粉剤、細粒剤、顆粒剤、カプセル剤、マイクロカプ
セル剤、注射剤、乳剤、貼付剤などの形態に製剤化することができる。例えば、錠剤は薬
理的に受容しうる担体と均一に混合して打錠することにより、また、散剤、粉剤、顆粒剤
は薬剤と担体とを乾式造粒または湿式造粒して製造することができ、湿式造粒としては、
常法により、例えば、噴霧乾燥法、流動層造粒法、混練造粒法又は凍結乾燥法などにより
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乾燥することにより製造できる。また、必要に応じて、常法によりチュアブル錠や口腔内
速崩壊錠とすることができる。
【００４７】
　散剤、粉剤、細粒剤、顆粒剤、錠剤はラクトース、グルコース、スクロース、マンニト
ール、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、合成ハイドロタルサイト、無水リン水素酸カ
ルシウムなどの賦形剤、でんぷん、アルギン酸ソーダなどの崩壊剤、マグネシウムステア
レート、タルクなどの滑沢剤、ポリビニルアルコール、ヒドロキシプロピルセルロース、
ゼラチンなどの結合剤、脂肪酸エステルなどの表面活性剤、グリセリンなどの可塑剤など
を用いて製造できる。
【００４８】
　本発明の体脂肪率減少剤は、常法に従って、適宜なソルビトール、マンニトール、キシ
リトール、エリスリトール、マルチトールなどの糖アルコール、乳糖、ショ糖、マルチト
ールなどの糖類、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ハイドロタルサイト、マガルトレ
ート、無水リン酸カルシウム、炭酸カルシウムなどの無機賦形剤、デンプン、ゼラチン、
メチルセルロース、ポリビニルピロリドンなどの結合剤、またはデンプン、寒天、クロス
ボビドン、結晶セルロースなどの崩壊剤、或いは二酸化珪素、タルク、ステアリン酸マグ
ネシウム、ポリエチレングリコールなどの滑剤、フレーバ剤、甘味料を配合し、各種製剤
の形態にすることができる。例えば、錠剤、口腔内速崩壊錠、カプセル、顆粒、細粒など
の固形投薬形態、エリキシール、シロップおよび懸濁液のような液体投薬形態で投与され
る。
【００４９】
　ヘマトコッカス藻抽出物中の遊離アスタキサンチンまたはそのエステルの分解や酸化を
抑えるため、必要ならば、安定剤として抗酸化能を持つ物質を添加することができる。例
えば、ビタミンＡ、ビタミンＢ、ビタミンＣ、ビタミンＥまたはこれらのビタミン誘導体
、トコトリエノール、システイン、グルタチオン、グルタチオンペルオキシターゼ、クエ
ン酸類、リン酸類、ポリフェノール類、核酸類、漢方薬類、海草類、無機物などの既存の
抗酸化剤から選ばれる一種または二種以上の混合物を添加することもできる。
【００５０】
　本発明の体脂肪率減少剤には必要ならばさらに他の抗酸化剤を添加してもよい。抗酸化
剤は特に限定されるものでなく、抗酸化作用を有するものであれば適用可能である。例え
ば、レチノール、３，４－ジデヒドロレチノールなどのビタミンＡ類、ビタミンＢ、Ｄ－
アスコルビン酸、Ｌ－アスコルビン酸などのビタミンＣ類、トコフェロール、トコトリエ
ノール、酢酸ビタミンＥ、コハク酸ビタミンＥなどのビタミンＥ類、リン酸ビタミンＥ類
、コエンザイムＱ、フラボノイド、タンニン、エラグ酸、ポリフェノール類、ラジカル阻
止剤、ヒドロペルオキシド分解剤、金属キレート剤、活性酸素除去剤、α－カロチン、β
－カロチン、γ－カロチン、及びδ－カロチンを含むカロチン類、トコキノン、及びこれ
らの薬学的に許容できる塩、並びにそれらの混合物からなる群から１種または２種以上選
択することができる。
【００５１】
　注射剤は、有効成分を必要に応じてｐＨ調製剤、緩衝剤、溶解剤、懸濁剤等、張化剤、
安定化剤、防腐剤などの存在下、常法により製剤化することができる。
【００５２】
　懸濁剤としては、例えば、ポリソルベート８０、メチルセルロース、ヒドロキシエチル
セルロース、ナトリウムカルボキシルメチルセルロース、ポリオキシエチレンソルビタン
モノラウレート、アラビアガム、粉末トラガントなどを挙げることができる。溶解剤とし
ては、例えば、ポリソルベート８０、水添ポリオキシエチレンヒマシ油、ニコチン酸アミ
ド、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、マクロゴール、ヒマシ油脂肪酸エチ
ルエステルなどを挙げることができる。安定化剤としては、例えば亜硫酸ナトリウム、メ
タ亜硫酸ナトリウムなどを挙げることができる。防腐剤としては、例えば、ｐ－ヒドロキ
シ安息香酸メチル、ｐ－ヒドロキシ安息香酸エチル、ソルビン酸、フェノール、クレゾー
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【００５３】
　医薬品中の本発明の体脂肪率減少剤の配合量に関しては０．０１～９９．９重量％、好
ましくは０．１～９０重量％の量で含有させることができる。１日の投与量に応じて適宜
、決めることができる。
【実施例１】
【００５９】
　本発明をさらに詳細に説明にするために以下に実施例をあげるが、本発明がこの実施例
のみに限定されないことはいうまでもない。
【００６０】
［ヘマトコッカス抽出物の製法］
　乾燥未破砕ヘマトコッカス藻粉末８０ｋｇ（AstaReal AB社製　アスタキサンチン含量
３．７％）とミックスビタミンＥ（理研ビタミン、Ｅ７００）２ｋｇをアセトン１２０ｋ
ｇに分散させ、１ｍｍ径のガラスビーズを８５％充填した防爆型のビーズミル試験機［ダ
イノミルKDL-25BC、ＷＡＢ製］を用いて、適時冷却しながら室温で、ディスク周束１０ｍ
／ｓ、流速１００ｋｇ/ｈｒ．で破砕処理を２回行い、同時にカロテノイドを含む脂質画
分を抽出した。破砕懸濁液全量を吸引濾過により抽出濾液を回収、さらに濾過残渣を４０
ｋｇのアセトンでリンス３回行い、カロテノイドを含む脂質成分を完全に抽出した。得ら
れた抽出濾液全量から減圧下（１００ｔｏｒｒ、４５℃）でアセトンを留去して、フリー
体換算でアスタキサンチン５．０％を含有するヘマトコッカス抽出物を得た。ここで用い
たヘマトコッカス藻を密閉系の培養装置で培養したものである。
このアヘマトコッカス濃縮物をフリー体換算でアスタキサンチンとして６ｍｇ含有するカ
プセル（実薬カプセル）に製剤し試験に供した。プラセボカプセル（対照カプセル）とし
て同形のアスタキサンチン０ｍｇ含有カプセルを試験に供した。
【００６１】
　［被験者及び摂取法］
２３～５７歳の健常な女性である被験者３２名を無作為に一群１６名の二群に分け試験群
と対照群とした。試験群と対照群への割付は二重盲検法で行い被験者及び試験実施者に試
験終了まで各被験者がどちらの群に属するかわからないようにした。試験群は実薬カプセ
ル、対照群はプラセボカプセルをそれぞれ１日２カプセル夕食後に服用させた。服用期間
（試験期間）は６週間とした。全ての被験者について試験開始時（０週）、服用終了時（
６週）に体脂肪率と体重を測定した。体脂肪率は体重計〔ＴＢＦ－５１１、（株）タニタ
製〕にて測定した。
【００６２】
　［試験期間中の運動負荷］
被験者に試験期間中に負荷する運動はウォーキングとし、運動量は試験開始前に最大心拍
数法にて決定した。最大酸素摂取量４０ｍｌ/ｋｇ体重/分以上の被験者に対しては最大心
拍数の６０～７０%で、最大酸素摂取量４０ｍｌ/ｋｇ体重/分未満の被験者に対しては最
大心拍数の５０～６０%で連続４０分間のウォーキングを行い、ウォーキングは１週間に
３回実施した。
得られた測定値の比較は、各群の試験開始時と試験終了時は対応あるｔ検定にて、また群
間の比較については対応のないｔ検定にて行った。
【００６３】
　［表１］　平均体脂肪率（％）の変化
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Ａ：ｐ＜０．０５（ｔ－ｔｅｓｔ、対照群ｖｓ試験群）
【００６４】
　［表２］　平均体重（ｋｇ）の変化

Ａ：ｐ＜０．０５（ｔ－ｔｅｓｔ、対照群ｖｓ試験群）
【００６５】
　表１は平均体脂肪率の変化、表２は平均体重の変化を示す。試験群、対照群共に体重の
有意な変化はみられなかった。体脂肪率において、試験群は２７.６％から２６.６％へと
体脂肪の３.６%の低下を示し、対照群は２６．６％から２６．８％へと変化したのみで有
意な差は見られなかった。この結果より、アスタキサンチンを摂取することによって、体
脂肪率が減少することは明かである。
【００６６】
　［製剤例１］　錠剤
下記成分を下記組成比（重量％）で均一に乾式法で混合して粉末化したのち、１粒３００
ｍｇの錠剤とした。
ヘマトコッカス抽出物　　　　　　　　　３０ｍｇ
乳糖　　　　　　　　　　　　　　　　　７０ｍｇ
でんぷん　　　　　　　　　　　　　　　７０ｍｇ
カゼンナトリウム　　　　　　　　　　　　６ｍｇ
ゼラチン　　　　　　　　　　　　　　　　６ｍｇ
セルロース　　　　　　　　　　　　　１０９ｍｇ
二酸化ケイ素　　　　　　　　　　　　　　３ｍｇ
ショ糖脂肪酸エステル　　　　　　　　　　６ｍｇ
ヘマトコッカス抽出物はアスタキサンチンをフリー体換算で５重量％を含む。
【００６７】
　［製剤例２］　軟カプセル剤
ヘマトコッカス抽出物（アスタキサンチンを５重量％含有）と食用油脂を混合し、常法に
より下記成分からなるソフトカプセル剤皮の中に充填し、１粒３００ｍｇのソフトカプセ
ルを得た。
内容物
　ヘマトコッカス抽出物　　　　　　　　２０ｍｇ
　食用油脂　　　　　　　　　　　　　１５０ｍｇ
剤皮
　ゼラチン　　　　　　　　　　　　　１００ｍｇ
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　３０ｍｇ
【００６８】
　［製剤例３］　ドリンク剤
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ヘマトコッカス抽出物水溶液＊　　　　　２５ｇ
液糖　　　　　　　　　　　　　　　４０００ｇ
ＤＬ－酒石酸ナトリウム　　　　　　　　　１ｇ
クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　５０ｇ
ビタミンＣ　　　　　　　　　　　　　　５０ｇ
ビタミンＥ　　　　　　　　　　　　　１５０ｇ
シクロデキストリン　　　　　　　　　　２５ｇ
塩化カリウム　　　　　　　　　　　　　　５ｇ
硫酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　２ｇ
＊特開２００１－３１６６０１の実施例の方法で調整したヘマトコッカス抽出物水溶液（
アスタキサンチン１％含有）
【００６９】
　［製剤例４］　スティック顆粒
下記成分を配合し、常法に従って造粒し、５ｇ入りスティック顆粒を製造した。
アスタリールパウダー＊　　　　　　　　５％
ビタミンＢミックス　　　　　　　　　　１％
ニコチン酸　　　　　　　　　　　　　　０．１％
パントテン酸　　　　　　　　　　　　　０．１％
タウリン　　　　　　　　　　　　　　　１０％
グルタミン酸　　　　　　　　　　　　　１％
ＧＡＢＡ　　　　　　　　　　　　　　　０．０１％
アスパラギン酸　　　　　　　　　　　　０．０５％
ＢＣＡＡ　　　　　　　　　　　　　　　０．５％
クエン酸　　　　　　　　　　　　　　１０％
ビタミンＣ　　　　　　　　　　　　　１０％
γ－オリザノール粉末　　　　　　　　　０．１５％
ＣＭＣＮａ　　　　　　　　　　　　　　適宜
デキストリン　　　　　　　　　　　　　適宜
　　＊アスタキサンチン１重量％含有ヘマトコッカス抽出物の粉末
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