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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】天然植物抽出物を含有する食事補助調合物のための組成物および方法を提供する
。
【解決手段】植物－由来ミネラル類の規格化された原料、１種もしくはそれ以上の天然ビ
タミン類またはプロビタミン類および１種もしくはそれ以上の天然植物抽出物を含有する
食事補助調合物を作成した。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
植物由来ミネラル類の規格化された原料、１種若しくはそれ以上の天然ビタミン類又はプ
ロビタミン類、及び１種若しくはそれ以上の植物抽出物を含む食事補助調合物であって、
前記１種若しくはそれ以上の天然ビタミン類が、ビタミンＡ、ベータ－カロテン単独、カ
ロテノイド類、リコペン、ルテイン、ゼアキサンチン、クリプトキサンチン、チアミン（
ビタミンＢ１）、リボフラビン（ビタミンＢ２）、ナイアシン（ビタミンＢ３）、パント
テン酸（ビタミンＢ５）、ピリドキシン（ビタミンＢ１）、葉酸塩（ビタミンＢ９）、シ
アノコバラミン（ビタミンＢ１２）、ビタミンＣ－複合体、ビタミンＤ、ビタミンＥ、ト
コフェロール類、トコトリエネオール類、及びそれらの組合せから選択される、食事補助
調合物。
【請求項２】
植物由来亜鉛の規格化された原料、ビタミンＡ、ベータ－カロテン、カロテノイド類、リ
コペン、ルテイン、ゼアキサンチン、クリプトキサンチン、チアミン（ビタミンＢ１）、
リボフラビン（ビタミンＢ２）、ナイアシン（ビタミンＢ３）、パントテン酸（ビタミン
Ｂ５）、ピリドキシン（ビタミンＢ１）、葉酸塩（ビタミンＢ９）、シアノコバラミン（
ビタミンＢ１２）、ビタミンＣ－複合体、ビタミンＤ、ビタミンＥ、トコフェロール類、
トコトリエネオール類を含む規格化された植物抽出物、並びにビタミンＤ、ビタミンＣ、
カルシウム、マグネシウム、ストロンチウム、及びホウ素を含む１種若しくはそれ以上の
追加栄養素を含む、骨の健康を維持するための食事補助調合物であって、組成物が、バル
ク散剤、咀嚼可能な形態を含むか又は子供による使用に適する、食事補助調合物。
【請求項３】
１種若しくはそれ以上の規格化された植物化学物質が、スルフォラファン類、イソチオシ
アネート類、グルコシノレート類、グルコラファニン、グルコナスツルチイン、グルコブ
ラシシン、グルコエルシン、Ｓ－メチルシステインスルホキシド、インドール－３－カル
ビノール、エルシン、キサントフィル類、カロテノイド類、リコペン、ルテイン、クリプ
トキサンチン、ベータ－カロテン、ポリフェノール類、フラボノイド類、アピゲニン、ル
チン、クエルセチン、クリシン、ヘスペリジン、ビオフラボノイド類、イソフラボン類、
アントシアニン類、クロロゲン酸、ＥＣＧＣ、エラグ酸、カテキン類、エスシン、レスベ
ラトロール、クルクミン、リグニン類、カルノシン酸（carnosic acid）、ロセマリン酸
（roesmarinic acid）、ギンゲロール、オレウロペイン、シリマリン、シニグリン、キナ
酸、及びそれらの組合せを含む、請求項２記載の食事補助調合物。
【請求項４】
植物由来ミネラル類がブラシカ・ナプス（Brassica napus）、ブラシカ・ラパ（Brassica
 rapa）、ブラシカ・ジュンセア（Brassica juncea）、メジカゴ・サチバ（Medicago sat
iva）、及びオリザエ・サチバ（Oryzae sativa）種子の実生よりなる群から選択され、前
記植物由来ミネラル類が、鉄、セレン、クロム、バナジウム、銅、マンガン、モリブデン
、ヨウ素、ホウ素、亜鉛、及びそれらの組合せからなる群から選択される１種若しくはそ
れ以上のミネラルをさらに含む、請求項１～３のいずれかに記載の食事補助調合物。
【請求項５】
カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、セレン、クロム、バナジウム、銅、マンガン、モ
リブデン、ホウ素、ヨウ素、及びストロンチウムを含む植物由来ミネラル類の規格化され
た原料；ビタミンＡ、カロテノイド類、リコペン、ルテイン、ゼアキサンチン、クリプト
キサンチン、チアミン（ビタミンＢ１）、リボフラビン（ビタミンＢ２）、ナイアシン（
ビタミンＢ３）、パントテン酸（ビタミンＢ５）、ピリドキシン（ビタミンＢ１）、葉酸
塩（ビタミンＢ９）、シアノコバラミン（ビタミンＢ１２）、ビタミンＣ、ビタミンＤ、
ビタミンＥ、トコフェロール類、トコトリエネオール類を含む１種若しくはそれ以上の天
然ビタミン類又はプロビタミン類；並びに植物フェノール系化合物、ポリフェノール類、
フラボノイド類、アピゲニン、ルチン、クエルセチン、クリシン、ヘスペリジン、ビオフ
ラボノイド類、イソフラボン類、アントシアニン類、クロロゲン酸、ＥＣＧＣ、エラグ酸
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、カテキン類、エスシン、レスベラトロール、クルクミン、リグニン類、タンニン類、タ
ンニン酸、ギンゲロール、及びオレウロペインを含む１種若しくはそれ以上の規格化され
た植物抽出物を含む、腸グルクロニド化の抑制により促進されるビタミン吸収用の食事補
助調合物。
【請求項６】
カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、セレン、クロム、バナジウム、銅、マンガン、モ
リブデン、ホウ素、ヨウ素、及びストロンチウムを含む植物由来ミネラル類の規格化され
た原料；ビタミンＡ、カロテノイド類、リコペン、ルテイン、ゼアキサンチン、クリプト
キサンチン、チアミン、リボフラビン、ナイアシン、ビタミンＢ－６、葉酸塩、ビタミン
Ｂ－１２、ビタミンＣ、ビタミンＤ、ビタミンＥ、トコフェロール類、トコトリエネオー
ル類を含む１種若しくはそれ以上の天然ビタミン類又はプロビタミン類；並びに植物フェ
ノール系化合物、ポリフェノール類、フラボノイド類、アピゲニン、ルチン、クエルセチ
ン、クリシン、ヘスペリジン、ビオフラボノイド類、イソフラボン類、アントシアニン類
、クロロゲン酸、ＥＣＧＣ、エラグ酸、カテキン類、エスシン、レスベラトロール、クル
クミン、リグニン類、タンニン類、タンニン酸、ギンゲロール、及びオレウロペインを含
む１種若しくはそれ以上の規格化された植物抽出物を含有する、調整されたミネラル吸収
用の食事補助調合物。
【請求項７】
カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、セレン、クロム、バナジウム、銅、マンガン、モ
リブデン、ホウ素、ヨウ素、及びストロンチウムを含む植物由来ミネラル類の規格化され
た原料；並びにビタミンＡ、カロテノイド類、リコペン、ルテイン、ゼアキサンチン、ク
リプトキサンチン、チアミン（ビタミンＢ１）、リボフラビン（ビタミンＢ２）、ナイア
シン（ビタミンＢ３）、パントテン酸（ビタミンＢ５）、ピリドキシン（ビタミンＢ１）
、葉酸塩（ビタミンＢ９）、シアノコバラミン（ビタミンＢ１２）、ビタミンＣ、ビタミ
ンＤ、ビタミンＥ、トコフェロール類、トコトリエネオール類を含む１種若しくはそれ以
上の天然ビタミン類又はプロビタミン類；並びにスルフォラファン類、イソチオシアネー
ト類、グルコシノレート類、グルコラファニン、グルコナスツルチイン、グルコブラシシ
ン、グルコエルシン、シニグリン、Ｓ－メチルシステインスルホキシド、インドール－３
－カルビノール、エルシン、及びそれらの組合せの１種若しくはそれ以上を含む１種若し
くはそれ以上の規格化された植物抽出物を含有する、ビタミンＡ又はＥによるグルタチオ
ン・トランスフェラーゼの抑制を克服するための食事補助調合物。
【請求項８】
植物多糖、藻多糖、菌・カビ多糖、細菌多糖、植物ゴム、アロエ多糖、及びそれらの組合
せを含む天然多糖成分をさらに含む、請求項１～７のいずれかに記載の食事補助調合物。
【請求項９】
補助剤が外側カプセル、植物カプセル又は硬質ゼラチンカプセルの内部に置かれている、
請求項１～８のいずれかに記載の食事補助調合物。
【請求項１０】
補助剤が２，０００ｐｓｉより大きい圧力で圧縮される、請求項１～９のいずれかに記載
の食事補助調合物。
【請求項１１】
栄養補助剤の８５％が１～８時間の間に放出される、請求項１～１０のいずれかに記載の
食事補助調合物。
【請求項１２】
栄養補助剤が液体、半固体、固体、ゴム状、ゴム、カプセル化された、又は平板形態であ
る、請求項１～１１のいずれかに記載の食事補助調合物。
【請求項１３】
補助剤が１種若しくはそれ以上の賦形剤をさらに含む、請求項１～１２のいずれか記載の
食事補助調合物。
【請求項１４】
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補助剤の１つ若しくはそれ以上の成分がバイオアベイラビリティーにより測定して相乗的
であるように、植物由来ミネラル類の１種若しくはそれ以上の規格化された原料、１種若
しくはそれ以上のビタミン類又はプロビタミン類、及び１種若しくはそれ以上の植物抽出
物を選択する段階を含む、バランスのとれた栄養補助剤を提供する方法。
【請求項１５】
組成物が、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、セレン、クロム、バナジウム、銅、マ
ンガン、モリブデン、ホウ素、ヨウ素、及びストロンチウムを含む植物由来ミネラル類の
規格化された原料；ビタミンＡ、カロテノイド類、リコペン、ルテイン、ゼアキサンチン
、クリプトキサンチン、チアミン（ビタミンＢ１）、リボフラビン（ビタミンＢ２）、ナ
イアシン（ビタミンＢ３）、パントテン酸（ビタミンＢ５）、ピリドキシン（ビタミンＢ

１）、葉酸塩（ビタミンＢ９）、シアノコバラミン（ビタミンＢ１２）、ビタミンＣ、ビ
タミンＤ、ビタミンＥ、トコフェロール類、トコトリエネオール類を含む１種若しくはそ
れ以上の天然ビタミン類又はプロビタミン類；並びに植物フェノール系化合物、ポリフェ
ノール類、フラボノイド類、アピゲニン、ルチン、クエルセチン、クリシン、ヘスペリジ
ン、ビオフラボノイド類、イソフラボン類、アントシアニン類、クロロゲン酸、ＥＣＧＣ
、エラグ酸、カテキン類、エスシン、レスベラトロール、クルクミン、リグニン類、タン
ニン類、タンニン酸、ギンゲロール、オレウロペイン、及びそれらの組合せを含む１種若
しくはそれ以上の規格化された植物抽出物を含む方法であって、補助剤が外側カプセル、
植物カプセル又は硬質ゼラチンカプセルの内部に置かれるか、補助剤が２，０００ｐｓｉ
より大きい圧力で圧縮されるか、栄養補助剤の８５％が１～８時間の間に放出されるか、
前記栄養補助剤が液体、半固体、固体、ゴム状、ゴム、カプセル化された、若しくは平板
形態であるか、又は前記補助剤が１種若しくはそれ以上の賦形剤をさらに含む、請求項１
４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
本発明は、一般的には人間および動物接取用の組成物、そしてより特に栄養素の促進され
る吸収および生物学的利用性を有する全てが天然の多種ビタミン、多種ミネラル食事補助
調合物、に関する。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
本発明の範囲を限定するものではないが、その背景を栄養補助剤に関連して記述する。
【０００３】
ビタミン類およびミネラル類、酸化防止剤、並びに植物抽出物は長年にわたり有益な健康
効果を有することが知られてきた。栄養物質が完全である食事は人間の身体にとって、身
体的能力および精神的健康の両方において、高い行動レベルを達成するために重要である
。多くの因子、例えば、環境露呈、遺伝的背景、運動、栄養など、が身体的および精神的
に影響する。長年にわたり、ある種のビタミン類、ミネラル類、金属類、共－因子、およ
び他の栄養素で補強された食事は、これらの栄養素の１つもしくはそれ以上がバランスの
とれた食事で供給されないかまたは利用され得ない時に、必要であることは知られてきた
。多くの影響補助剤の目的はバランスのとれた栄養素を毎日の運動と共に維持することで
あり、それは人間の身体の安寧にとって基本である。
【０００４】
ビタミン類の適切な供給が最適な健康維持において必須であることも知られている。ビタ
ミンＡ、Ｅ、Ｃおよびセレンの使用は、ある種の活性ペプチド類と組み合わせて使用され
る時に、人間の皮膚内のコラーゲン架橋結合を阻害または防止するための方法として、提
供されていた。それらの酸化防止活性の他に、ビタミンＡ、Ｃ、およびＥは他の有益な健
康効果を有することが知られており、例えば、ビタミンＥは適切な血糖レベルの維持を助
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けることが知られており、ビタミンＣは身体内の結合および構造組織の一体性における一
体化役割を演ずることが知られており、そしてビタミンＡは良好な視力の維持における並
びに成長および発達における役割を演ずることが知られている。
【０００５】
長年にわたり知られてきた酸化防止剤の有益な面は、ある種の生物学的系統を保護するた
めの例えばヒドロキシルラジカルの如きフリーラジカルとの反応を包含する。フリーラジ
カルのレベルにおける低下は細胞の寿命を増加させることが知られている。例えば、Ｋｌ
ａｔｚ他に発行された特許文献１は、例えばＡ、ＥおよびＣの如きビタミン類またはセレ
ンを用いて脳を蘇生させる方法により示されているように酸化防止剤がフリーラジカルに
よる治癒中の脳組織の破壊を制限することが知られていることを教示している。
【特許文献１】米国特許第５，１４９，３２１号明細書
【発明の開示】
【０００６】
求められているものは、ある種の栄養素の有益な効果を最大化することにより並びに既知
の阻害効果を最小にすることにより栄養素のバイオアベイラビリティーを増加させるのに
最適な防腐剤を含まない組成物の原料である。既知の阻害効果を最小にするためにも最適
化されるある種の栄養素の有益な効果を最大化するバイオアベイラブルな一般的に防腐剤
を含まない組成物も求められる。
【０００７】
ビタミン類およびミネラル類の健康的なバランスは健康な人間の身体を維持するために不
可欠であるが、ビタミン類およびミネラル類の多くの組み合わせは不利益であったり、
阻害的であることが現在までわかっていないかまたは吸収を負に調整する組み合わせを包
含するため、それらは逆効果がある。従って、消化問題を減じながら吸収を最大化し且つ
骨などの補強を与える毎日の食品補助剤に関する要望が当該技術にある。
【０００８】
発明の要旨
本発明は、一般的には天然ビタミン原料、植物－由来ミネラル原料、および植物をベース
とした組成物（例えば、抽出物、脱水された植物物質、ガム、など）と規格化された植物
化学物質との組み合わせを包含する人間および動物接取用の食事補助組成物に関する。こ
れらの組成物は特定栄養素の分配を最大化しおよび／または最適化し、そして広範囲の薬
用量形態で入手可能でありうる。
【０００９】
より特に、本発明は植物－由来ミネラル類の規格化された原料、１種もしくはそれ以上の
天然ビタミン類またはプロビタミン類、および１種もしくはそれ以上の植物抽出物を有す
る食事補助調合物を包含する。植物－由来ミネラル類の例は、カルシウム、マグネシウム
、鉄、亜鉛、セレン、クロム、バナジウム、銅、マンガン、モリブデン、ホウ素、ヨウ素
、ストロンチウムおよびそれらの組み合わせから選択されるミネラル類の１種もしくはそ
れ以上を包含する。植物－由来ミネラル類の組成物はブラシカ・ナプス（Ｂｒａｓｓｉｃ
ａ ｎａｐｕｓ）、ブラシカ・ラパ（Ｂｒａｓｓｉｃａ ｒａｐａ）、ブラシカ・ジュンセ
ア（Ｂｒａｓｓｉｃａ ｊｕｎｃｅａ）、メジカゴ・サチバ（Ｍｅｄｉｃａｇｏ ｓａｔｉ
ｖａ）、およびオリザエ・サチバ（Ｏｒｙｚａｅ ｓａｔｉｖａ）種子の実生から供給さ
れうる。
【００１０】
１種もしくはそれ以上の天然ビタミン類の例は、例えば、ビタミンＡ、カロテノイド類、
リコペン、ルテイン、ゼアキサンチン、クリプトキサンチン、チアミン、パントテン酸、
リボフラビン、ナイアシン、ビタミンＢ－６、葉酸塩、ビタミンＢ－１２、ビタミンＣ、
ビタミンＤ、ビタミンＥ、トコフェロール類、トコトリエネオール類およびそれらの組み
合わせを包含する。１種もしくはそれ以上の規格化された植物化学物質の例は、例えば、
スルフォラファン類、イソチオシアネート類、グルコシノレート類、グルコラファニン、
グルコナスツルチイン、グルコブラシシン、グルコエルシン、Ｓ－メチルシステインスル
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ホキシド、インドール－３－カルビノール、エルシン、キサントフィル類、カロテノイド
類、リコペン、ルテイン、クリプトキサンチン、ベータ－カロテン、ポリフェノール類、
フラボノイド類、アピゲニン、ルチン、クエルセチン、クリシン、ヘスペリジン、ビオフ
ラボノイド類、イソフラボン類、アントシアニン類、クロロゲン酸、ＥＣＧＣ、エラグ酸
、カテキン類、エスシン、レスベラトロール、クルクミン、リグニン類、カルノシン酸（
ｃａｒｎｏｓｉｃ ａｃｉｄ）、ロセマリン酸（ｒｏｅｓｍａｒｉｎｉｃ ａｃｉｄ）、ギ
ンゲロール、オレウロペイン、シリマリン、シニグリン、ルチン、キナ酸、および、それ
らの組み合わせを包含する。
【００１１】
補助剤は１種もしくはそれ以上の天然多糖成分、例えば、植物多糖、藻多糖、菌・カビ多
糖、細菌多糖、植物ゴム、アロエ多糖、およびそれらの組み合わせ、を包含する。ある種
の態様では、２、３、４、５、６、７または８種の必須糖類を供給するために単、オリゴ
－または多糖類が選択される。
【００１２】
本発明はまた、植物－由来亜鉛の規格化された原料、カロテノイド類、キサントフィル類
、ベータ－カロテン、リコペン、ルテイン、ゼアキサンチン、およびクリプトキサンチン
を包含する規格化された植物抽出物、並びにビタミンＤ、ビタミンＣ、カルシウム、マグ
ネシウム、ストロンチウム、およびホウ素を包含する１種もしくはそれ以上の追加栄養素
を包含する食事補助調合物も包含する。
【００１３】
骨の健康を維持するための植物－由来ミネラル類はブラシカ・ナプス、ブラシカ・ラパ
、ブラシカ・ジュンセア、メジカゴ・サチバ、およびオリザエ・サチバ種子などの実生よ
りなる群から選択されうる。当業者は植物をベースとしたミネラル類の同等なまたはより
良好な分配を与えうる他の植物を発見、開発または操作しうることを認識するであろうし
、それらの全ては同等物として本発明の内容となる。骨の健康を維持するための植物－由
来ミネラル類は、鉄、セレン、クロム、バナジウム、銅、マンガン、モリブデン、ヨウ素
、およびそれらの組み合わせから選択されるミネラル類の１種もしくはそれ以上を包含し
うる。骨の健康を維持するための１種もしくはそれ以上の天然ビタミンは、ビタミンＡ、
チアミン、リボフラビン、ナイアシン、ビタミンＢ－６、葉酸塩、ビタミンＢ－１２、パ
ントテン酸、ビタミンＣ、ビタミンＤ、ビタミンＥ、トコフェロール類、トコトリエネオ
ール類、およびそれらの組み合わせから選択されうる。
【００１４】
本発明の補助剤は、広範囲の薬用量形態、種々の濃度、比など、例えば外側カプセル、植
物カプセルまたは硬質ゼラチンカプセル、で提供されうる。錠剤形態における時には、補
助剤は２，０００ｐｓｉより大きい圧力で圧縮される。変更されたまたは延長された放出
の形態における時には、栄養補助剤の約８５％が約１～約８時間の間で放出され、そして
さらに、栄養補助剤の約８５％が約２～約６時間の間で放出される。補助剤はさらに１種
もしくはそれ以上の賦形剤も含んでなる。
【００１５】
人間または動物の食事条件および／または要望を満たすために、本発明の補助剤はバルク
散剤形態で、例えば、天然ビタミン原料、植物－由来ミネラル原料および植物をベースと
した組成物（例えば、抽出物、脱水された植物物質、ゴムなど）と規格化された植物化学
物質との組み合わせを包含する人間および動物接取用の食事補助組成物として、提供され
うる。１つの具体例では、バルク散剤はたとえ存在するとしてわずかな数の充填剤と共に
提供され、そして天然ビタミン原料、植物－由来ミネラル原料および植物をベースとした
組成物（例えば、抽出物、脱水された植物物質、ゴムなど）を規格化された植物化学物質
、例えば、亜鉛（０．０３～３．５ｍｇ）、鉄（０．０３～３．５ｍｇ）、マンガン（０
．０３～３．５ｍｇ）、クロム（０．０３～３．５ｍｇ）、銅（０．０３～３．５ｍｇ）
、セレン（０．０３～３．５ｍｇ）、バナジウム（０．０３～３．５ｍｇ）、モリブデン
（０．０３～３．５ｍｇ）、ホウ素（０．０３～３．５ｍｇ）、ヨウ素（０．０３～３．
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５ｍｇ）を包含するＩｎＢミネラル・ブレンド（ＩｎＢ Ｍｉｎｅｒａｌ Ｂｌｅｎｄ）（
１２５ｍｇ）；アクアミンズ（Ａｑｕａｍｉｎｓ）（１００ｍｇ）、例えば、３０％Ｃａ
（２．５～３０ｍｇ）および／または２．５％Ｍｇ（２．５～３０ｍｇ）；ブロッコシノ
レート（ＢｒｏｃｃｏＳｉｎｏｌａｔｅ）（２０～１６０ｍｇ）、例えば６％グルコシノ
レート類（１．２～２０ｍｇ）；ルチンＮＦ（Ｒｕｔｉｎ ＮＦ）（１．２～２０ｍｇ）
；クランベリー抽出物（３５％有機酸類）（１．２～２０ｍｇ）；グレープ・パミス（Ｇ
ｒａｐｅ ｐｏｍａｃｅ）抽出物（５０％ポリ）（１．２～２０ｍｇ）；およびアロエゲ
ル粉末（２００ｘ）（１．２～２０ｍｇ）、と共に包含する。さらに、バルク散剤は酵母
ビタミン複合体（０．０３８～４ｍｇ）、チアミン（０．０３８～４ｍｇ）、リボフラビ
ン（０．０３８～４ｍｇ）、ナイアシン（０．０３８～４ｍｇ）、ピリドキシン（０．０
３８～４ｍｇ）、パントテン酸（０．０３８～４ｍｇ）、葉酸（０．０３８～４ｍｇ）、
ビオチン（０．０３８～４ｍｇ）；並びに１種もしくはそれ以上のビタミン類：混合カロ
テノイド粉末（３５，０００ＩＵ／ｇ）、１％ビタミンＢ１２（酵母由来）（１５ｍｃｇ
）、アセロラ・チェリー（１５％ビタミンＣ）（０．１５～１００ｍｇ）、ビタミンＤ（
１００ＫＩＵ／ｇ）（０．１５～１００ｍｇ）、ビタミンＥ（３５０ＩＵ／ｇ）（０．１
５～１００ｍｇ）、またはそれらの組み合わせを包含しうる。
【００１６】
一例では、本発明の食事補助剤は、例えば硬質錠剤の飲み込みを望まないかまたは可能で
ない子供および成人の如き使用者に特に口当たりのよい、本発明の組成物を包含する液体
、ゲル、ゲルキャップ、ゼラチンまたは他の形態で提供される。一つのそのような形態は
、例えば亜鉛（０．０３～３．５ｍｇ）、鉄（０．０３～３．５ｍｇ）、マンガン（０
．０３～３．５ｍｇ）、クロム（０．０３～３．５ｍｇ）、銅（０．０３～３．５ｍｇ）
、セレン（０．０３～３．５ｍｇ）、バナジウム（０．０３～３．５ｍｇ）、モリブデン
（０．０３～３．５ｍｇ）、ホウ素（０．０３～３．５ｍｇ）、ヨウ素（０．０３～３．
５ｍｇ）を包含するＩｎＢミネラル・ブレンド（１２５ｍｇ）；アクアミンズ（１００ｍ
ｇ）、例えば、３０％Ｃａ（２．５～３０ｍｇ）および／または２．５％Ｍｇ（２．５～
３０ｍｇ）；ブロッコシノレート（２０～１６０ｍｇ）、例えば６％グルコシノレート類
（１．２～２０ｍｇ）；ルチンＮＦ（１．２～２０ｍｇ）；クランベリー抽出物（３５％
有機酸類）（１．２～２０ｍｇ）；グレープ・パミス抽出物（５０％ポリ）（１．２～２
０ｍｇ）；およびアロエゲル粉末（２００ｘ）（１．２～２０ｍｇ）を包含する植物ペク
チン調合物のものである。さらに、組成物は酵母ビタミン複合体（０．０３８～４ｍｇ）
、チアミン（０．０３８～４ｍｇ）、リボフラビン（０．０３８～４ｍｇ）、ナイアシン
（０．０３８～４ｍｇ）、ピリドキシン（０．０３８～４ｍｇ）、パントテン酸（０．０
３８～４ｍｇ）、葉酸（０．０３８～４ｍｇ）、ビオチン（０．０３８～４ｍｇ）；並び
に以下のビタミン類：混合カロテノイド粉末（３５，０００ＩＵ／ｇのビタミンＡ同等物
）、１％ビタミンＢ１２（酵母由来）（１５ｍｃｇ）、アセロラ・チェリー（１５％ビタ
ミンＣ）（０．１５～１００ｍｇ）、ビタミンＤ（１００ＫＩＵ／ｇ）（０．１５～１０
０ｍｇ）、ビタミンＥ（３５０ＩＵ／ｇ）（０．１５～１００ｍｇ）、またはそれらの組
み合わせの１種もしくはそれ以上を包含しうる。小児形態用に提供される時には、組成物
は以上で挙げられた合計量の半分以下を、または調合物が小児用途に許容可能である寸法
および形態で提供される限り挙げられた範囲により生ずる重量対重量比を基準として、包
含することができる。患者がここに記述された天然ビタミン類およびミネラル類のあるも
のを多少とも必要とする場合には、具体的な調合物は当業者に既知であるようにして製造
することができる。
【００１７】
本発明はまた、補助剤の１つもしくはそれ以上の成分がバイオアベイラビリティーにより
測定して相乗的であるように、植物－由来ミネラル類の１種もしくはそれ以上の規格化さ
れた原料、１種もしくはそれ以上のビタミン類またはプロビタミン類、および１種もしく
はそれ以上の植物抽出物を選択することを含んでなるバランスのとれた栄養補助剤を提供
する方法も包含する。組成物は、例えば、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、セレン
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、クロム、バナジウム、銅、マンガン、モリブデン、ホウ素、ヨウ素、およびストロンチ
ウムを包含する植物－由来ミネラル類の規格化された原料；ビタミンＡ、カロテノイド類
、リコペン、ルテイン、ゼアキサンチン、クリプトキサンチン、チアミン、リボフラビン
、ナイアシン、ビタミンＢ６、パントテン酸、葉酸塩、ビタミンＢ１２、ビタミンＣ、ビ
タミンＤ、ビタミンＥ、トコフェロール類、トコトリエネオール類を包含する１種もしく
はそれ以上の天然ビタミン類またはプロビタミン類；並びに植物フェノール系化合物、ポ
リフェノール類、フラボノイド類、アピゲニン、ルチン、クエルセチン、クリシン、ヘス
ペリジン、ビオフラボノイド類、イソフラボン類、アントシアニン類、クロロゲン酸、Ｅ
ＣＧＣ、エラグ酸、カテキン類、エスシン、レスベラトロール、クルクミン、リグニン類
、タンニン類、タンニン酸、ギンゲロール、シニグリン、オレウロペイン、およびそれら
の組み合わせを包含する１種もしくはそれ以上の規格化された植物抽出物を包含しうる。
【００１８】
発明の詳細な記述
本発明の種々の態様の製造および使用を以下で詳細に論ずるが、本発明は広範囲の具体的
な概念で具体化されうる多くの適用可能な発明概念を提供することを認識すべきである。
ここで論じられる具体的な態様は本発明を製造しそして使用するための具体的な方法の単
なる説明でありそして発明の範囲を限定するものではない。
【００１９】
本発明の理解を助けるために、多くの用語を以下で定義する。ここで定義される用語は本
発明が関連する分野における当業者により普遍的に理解されている意味を有する。例え
ば「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」の如き用語は単数物体だけをさすが、具体例が説
明用に使用できるものの全般的な種類を包含する。ここで使用される用語法は本発明の具
体的な態様を記述するために使用されるが、それらの用法は特許請求の範囲に概略記述さ
れることを除いて、本発明を制限するものではない。
【００２０】
本発明は単独でまたは栄養素の放出を遅延させるための１種もしくはそれ以上の方法、技
術、機械的、化学的および他の変更、カプセル化、包装など、例えば、カプセル、ゲルキ
ャップまたはコーティング、と組み合わせて使用することができる。カプセルの例は動物
性、植物性、重合体状、混合物、およびそれらの組み合わせを包含する。コーティング（
タイプ、厚さなど）を、一部のまたは全部のコーティングが約５より低いｐＨにおいては
胃腸流体の中に溶解しないが約５およびそれ以上では溶解するのに充分な厚さで適用する
ことができる。
【００２１】
ここで使用される用語「栄養的に有効な量」は、哺乳動物における有益な栄養効果または
応答を与えるであろう量を定義するために使用される。例えば、ビタミン－およびミネラ
ル－含有食事補助剤に対する栄養応答は哺乳動物毎に変動するため、ビタミン類およびミ
ネラル類の栄養的に有効な量はそれぞれ変動するであろうことを理解すべきである。同様
に、必須アミノ酸、ビタミン－Ｃ、鉄、ヨウ素、ビタミン類、ミネラル類、炭水化物、脂
質などの欠如も生理学的および細胞機能に影響を与えることが知られている。ここに開示
される酸化防止剤および糖類の栄養的に有効な量は、これらの栄養補助剤に関して彼らの
食事を維持または強化するために求められている例えば人間の食事内のこれらの重要な栄
養素のレベルを維持および／または上昇させるために機能する。それ故、１種の哺乳動物
は規定された量で存在するビタミン類およびミネラル類の特定の特徴を必要とするが、別
の哺乳動物は異なる規定された量で存在するビタミン類およびミネラル類の同じ特定の特
徴を必要とすることがある。
【００２２】
ここで使用される際には、「酸化防止剤」は酸化可能な標的分子の酸化を遅延または防止
するいずれかの分子をさす。酸化防止剤は、生物学的に重要な反応性フリーラジカルもし
くは他の反応性酸素種（例えば、Ｏ２－、Ｈ２Ｏ２、ＨＯＣｌ、フェリル、ペロキシル、
ペリオキシナイトライト、およびアルコキシル）を捕獲し、酸素ラジカル生成を防止し、
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またはフリーラジカルもしくは他の反応性酸素種をそれより反応性が低い種に触媒的に転
化させることにより作用する。酸化防止剤は一般的に２つの種類：（１）脂質（親油性ま
たは疎水性）酸化防止剤、および（２）水性（疎油性または親水性）酸化防止剤、に分類
される。脂質酸化防止剤の例は、芯脂質区画内にあるカロテノイド類（例えば、ルテイン
、ゼアキサンチン、β－クリプトキサンチン、リコペン、α－カロテン、およびβ－カロ
テン）、脂質区画の界面にあるトコフェロール類（例えば、ビタミンＥ、α－トコフェロ
ール、γ－トコフェロール、およびδ－トコフェロール）、レチノイド類（例えば、ビタ
ミンＡ、レチノール、およびパルミチン酸レチニル）、並びに脂肪－可溶性ポリフェノー
ル類、例えば、クエルセチン、ルチンなどを包含するが、それらに限定されない。水性酸
化防止剤の例はアスコルビン酸およびその酸化された形態である「デヒドロアスコルビン
酸」、尿酸およびその酸化された形態である「アラントイン」、ビリルビン、アルブミン
、ビタミンＣ、並びに水溶性ポリフェノール類、例えばイソフラボン類、プロシアニジン
類、およびカテキン類を包含するがそれらに限定されず、それらは燐脂質膜に対する高い
親和力を有する。
【００２３】
ここで使用される際には、栄養素の「許容可能な塩」の用語は、過度の毒性、刺激、アレ
ルギー応答などのない、安全医学判定の範囲内で、人間および下等動物の組織の中での、
上でのまたはそれと接しての使用に適しておりそして妥当な利点／危険性比に均衡してい
る塩類を記述するために使用される。許容可能な塩類は当該技術で既知であり（例えば、
関連する部分が引用することにより本発明の内容となるＳ．Ｍ．Ｂｅｒｇｅ，ｅｔ ａｌ
．，Ｊ．Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，１９７７を参照のこと）、
そして本発明の化合物の製造および精製中にまたは別個に遊離塩基官能基を適当な有機酸
と反応させることにより製造することができる。代表的な酸付加塩類は酢酸塩、アジピン
酸塩、アルギン酸塩、クエン酸塩、アスパラギン酸塩、安息香酸塩、ベンゼンスルホン酸
塩、硫酸水素塩、酪酸塩、樟脳酸塩、樟脳スルホン酸塩、ジグルコン酸塩、グリセロ燐酸
塩、半硫酸塩、ヘプタン酸塩、ヘキサン酸塩、フマル酸塩、塩酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ
化水素酸塩、２－ヒドロキシエタンスルホン酸塩（イソチオン酸塩）、乳酸塩、マレイン
酸塩、メタンスルホン酸塩、ニコチン酸塩、２－ナフタレンスルホン酸塩、シュウ酸塩、
パルミチン酸塩、ペクチン酸塩、過硫酸塩、３－フェニルプロピオン酸塩、ピクリン酸塩
、ピバル酸塩、プロピオン酸塩、琥珀酸塩、酒石酸塩、チオシアン酸塩、燐酸塩、グルタ
ミン酸塩、炭酸水素塩、ｐ－トルエンスルホン酸塩およびウンデカン酸塩を包含するが、
それらに限定されない。第四級化剤として使用される塩基性窒素－含有基の例は、ハロゲ
ン化低級アルキル類（塩化、臭化およびヨウ化メチル、エチル、プロピル、およびブチル
）、硫酸ジアルキル類（硫酸ジメチル、ジエチル、ジブチルおよびジアミル）、長鎖ハロ
ゲン化物（塩化、臭化およびヨウ化デシル、ラウリル、ミリスチルおよびステアリル）、
ハロゲン化アリールアルキル類（臭化ベンジルおよびフェネチル）などを包含する。製薬
学的に許容可能な酸付加塩類を生成するために使用できる酸類の例は、無機酸類、例えば
、塩酸、臭化水素酸、硫酸、および燐酸、並びに例えばシュウ酸、マレイン酸、琥珀酸お
よびクエン酸の如き有機酸類を包含する。塩基性付加塩類はその場でここに開示された酸
化防止剤化合物の最終的な単離および精製中に製薬学的に許容可能な金属カチオンの水酸
化物、炭酸塩または炭酸水素塩の如き適当な塩基を用いて或いはアンモニアまたは有機第
一級、第二級もしくは第三級アミンを用いて製造することができる。製薬学的に許容可能
な塩類はアルカリ金属もしくはアルカリ土類金属をベースとしたカチオン、例えばリチウ
ム、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムおよびアルミニウム塩類、並びに
無毒の第四級アンモニア、およびアンモニウム、テトラメチルアンモニウム、テトラエチ
ルアンモニウム、メチルアンモニウム、ジメチルアンモニウム、トリメチルアンモニウム
、トリエチルアンモニウム、ジエチルアンモニウム、およびエチルアンモニウムをとりわ
け包含するアミンカチオンを包含するが、それらに限定されない。塩基付加塩類の生成に
有用な他の代表的な有機アミン類はエチレンジアミン、エタノールアミン、ジエタノール
アミン、ピペリジン、ピペラジンなどを包含する。
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【００２４】
ここで使用される際には、「糖栄養性」または「糖栄養素」の用語は天然に合成されそし
て間質細胞流体内で自由流動性であり、細胞対細胞伝達物質（すなわち、サイトカイン類
、成長因子など）内で活性であり、または細胞膜の高度に特異的な分子活動座（すなわち
、受容体部位、イオン－移送経路、抗原同定など）を含んでなる分子配置を構成すること
ができる種々の種類の伝達および信号分子の生化学的合成にとって必要である複合炭水化
物類または単純糖類をさす。
【００２５】
ここで使用される際には、「単離された」の用語は種々の他の成分を除去するための分別
にかけられそしてその発現された生物学的活性を実質的に保有する有機分子または同様な
分子の基をさす。「実質的に精製された」の用語が使用される場合には、この表示は組成
物の栄養素の活性形態が組成物中の全分子の約１０％、２０％、３０％、４０％、５０％
、６０％、７０％、８０％、９０％、９５％またはそれより多くを構成する組成物をさす
であろう。ある場合には、栄養素の活性形態がその活性に影響を与えずにその正常な細胞
環境から成功裡に除去することができない。実際に、本発明は活性な栄養化合物の最高の
質および量を分配するために可能な程度まで局部的環境を利用する。しかしながら、ある
場合には処理または「単離」のレベル、化合物の有効性および全体的な費用と環境に対す
る影響との間のバランスが得られる。当業者は、同時に環境義務管理をしながら化合物の
効果を最大化することが可能であることを認識するであろう。植物、例えば、天然植物、
の場合には、本発明での使用のために単離される栄養化合物を包含する植物の生産の影
響を最少にするために局部的栽培および地域とのバランスも維持すべきである。
【００２６】
ここで使用される際には、「植物栄養性」または「植物栄養素」の用語は植物の細胞を保
護するために製造される植物内でのみ見られる自然に合成される分子をさす。植物栄養素
は主として酸化防止剤、フリー－ラジカルスカベンジャーおよび生存用微栄養素活性を有
する。食事補充により供給されるこれらの分子は成熟植物組織内で見られ、そして種子コ
ートおよび種子を取り囲む果実組織内で最も濃縮されている。哺乳動物組織内で、食事で
供給されるこれらの分子は細胞微細環境における生化学性、免疫性および生理学性を最適
化する際に作用する。
【００２７】
ここで使用される際には、「植物－由来」、「植物粉末」、「植物抽出物」、「脱水され
た植物粉末」、「脱水された植物抽出物」、および「草抽出物」の用語は、植物組織内で
製造されそして植物または草から植物の少なくとも一部をその自然状態から単離すること
により、例えば、水を除去する（例えば、ジュースおよび／またはパルプを抽出する）こ
とにより、１種もしくはそれ以上の成分を化学的に、機械的に、熱的に抽出することによ
り、極性、非－極性、鉱物性、石油性もしくは他の溶媒を用いて寸法分離もしくは別の方
法で分離することにより、得ることができ、そしてある程度の有益な健康または治療活性
を有する「植物化学物質」をさすために互換的に使用される。植物からの活性剤の単離は
、活性剤の性質、例えば、水溶性、不溶性、混和性など、分解に対する敏感性（例えば、
熱、ｐＨ、酸素、光などによる変性）に依存するであろう。植物抽出物は、植物または草
の中のバイオアベイラブルな固体を濃縮するためにバルク液体が除去される脱水された植
物物質も包含する。ほとんどの草剤は、特に濃縮された時には、有毒でありうるが、茶お
よびパップ剤中で「疾病の処置および良好な健康促進用の民間薬」としてそれらの伝統的
な方法で利用される時には一般的に安全である。
【００２８】
本発明の食事補助剤中に含まれる炭水化物類は広範囲の天然および合成原料、例えば灌木
、樹木、植物、酵母、菌・カビ、黴、ゴム、樹脂、澱粉およびセルロース誘導体並びに天
然ムチン原料、から入手可能である。具体的には、ある種の天然原料は（ａ）アカシア、
カラヤ、トラガカント、またはグハッティを含有する灌木または樹木滲出液、（ｂ）寒天
、アルギン、またはカラゲナンを包含する海洋ゴム類、（ｃ）グアー、イナゴ豆、または
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シリウム（ｐｓｙｌｌｉｕｍ）を包含する種子ゴム類、（ｄ）ペクチン類またはアセチル
化されたポリマンノースを含有する植物抽出物、（ｅ）澱粉およびセルロース誘導体、例
えばカルボキシメチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロ
ース、メチルセルロース、酸化されたセルロース、並びにデキストラン類およびキサンタ
ンを含有する微生物性ゴム類を包含する。しかしながら、本発明の組成物はそれぞれの炭
水化物がそこから得られる原料により制限されることは意図しないことを認識すべきであ
る。
【００２９】
ここで使用される際には、「天然ビタミン」および「天然ミネラル」の用語はそれらが天
然状態で見出される、例えば、ビタミンまたはミネラルと通常は会合している他の栄養素
と共に含まれるもの並びに植物の一部として合成ビタミン類またはミネラル類からは入手
不能であるものと同様なまたは同等な状態から由来しそしてできるだけその状態に保たれ
ているビタミン類およびミネラル類をさす。天然ビタミン類およびミネラル類の例は、植
物並びに細胞構造の中でまたは周りでビタミン類およびミネラル類を濃縮する他の細胞の
中で成長するものである。例えば、水耕植物および培養物中で成長する細胞でも、交配、
組み換え遺伝操作を通してまたは植物もしくは細胞内で通常量のビタミン類およびミネラ
ル類を増加させるある種の栄養素への露呈により改質することができる。これらの植物ま
たは細胞を次に収穫しそして天然ビタミン類または天然ミネラル類が植物から本発明で得
られる。植物または細胞原料から天然ビタミン類または天然ミネラル類を分離する際にあ
る種の抽出工程が含むこともできるが、処理段階は天然ビタミン類または天然ミネラル類
をできるだけ天然状態を維持するように限定される。
【００３０】
ここで使用される際には、「炭水化物」の用語は「糖」、「多糖」、「オリゴ糖」および
「砂糖」の用語と互換的に使用され、それらの定義は炭水化物化学における当業者に既知
である。本発明の組成物は少なくとも２種もしくはそれ以上の必須糖類を包含することが
意図されるが、糖類は単－、オリゴ－および／または多糖類の形態であることができ、例
えば、トラガカントゴムおよびグアーゴムを含有する組成物はガラクツロン酸、シアル酸
、マンノースおよびガラクトースを含有すると考えられるであろう。
【００３１】
従って、特定食事補助剤中の特定ゴム類の量を調節することにより、食事補助剤中の各々
の糖類の量を調節することができる。
【００３２】
本発明の糖類は単－、オリゴ－および／または多糖類として天然に見出すことができる。
それ故、本発明の組成物は糖類をそれらの単量体、オリゴマーおよび／または重合体形態
で含有しうる。糖類およびそれらの使用に関する既知の天然原料のリストに関しては、関
連する部分が引用することにより本発明の内容となる米国特許出願第２００３０７２７７
０号明細書を参照すること。
【００３３】
ある種の態様では、本発明の活性剤は変更されたまたは遅延された放出形態での分配用に
製造することができる。例えば、剤が酸敏感性である時には、剤を腸コーティングと共に
分配して放出前に腸管に到達させることができる。ここで使用される際には、「変更され
た放出」、「延長された放出」および「調節された放出」の用語は、本発明の調合物を用
いて約６０分間～約２、４、６、８もしくはそれ以上の時間の間であるとしてここでは定
義される長期間にわたって栄養的に有効な量の栄養素の分配を行うための１種もしくはそ
れ以上の放出特徴を記述する。変更された放出は約６０分間および約２、４、６、もしく
は８時間後に栄養素の８０～９０パーセント（％）以上の放出として機能的に定義するこ
ともできる。ある種の活性物質は動物により決して吸収され得ないため、吸収にもかかわ
らず天然ビタミン類または天然ミネラル類を使用者に利用可能にすることによっても放出
は評価されうる。種々の変更された放出薬用量形態は、コーティング物質および／または
コーティング厚さの選択によって、小腸および大腸の両方、小腸だけ、または大腸だけへ
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の分配を行うためにここに開示されているように当業者により容易に設計することができ
る。長鎖多糖類に行うことができる変更の例は、例えば、長鎖多糖類中の糖類のタイプも
しくは組成を変えることにより、糖類の側鎖を化学的に（有機的にもしくは化学的に）変
更すること（例えば、アセチル化）、長鎖多糖類を加水分解すること、長鎖多糖類をサイ
ジング処理すること、より長い長鎖多糖類を重合すること、より短いおよびより長い長鎖
多糖類の組み合わせを選択すること、長鎖多糖類を例えば電気穿孔（ｅｌｅｃｔｒｏｐｏ
ｒａｔｉｏｎ）、ＦＰＬＣ、ＨＰＬＣ、サイズ－排除、サイズ－排除クロマトグラフィー
、沈澱などにより分離することを包含する。延長された放出調合物は、変更された放出選
択肢がなかった場合には得られないであろう位置により離された下方腸管内のどこかの一
般的に予測可能な位置で放出が行われるように製造および分配することができる。
【００３４】
本発明を使用する有用な薬用量形態を製造するための技術および組成物は関連する部分が
引用することにより本発明の内容となる以下の参考文献の１つもしくはそれ以上に記述さ
れている：Ａｎｓｅｌ，Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｔｏ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ
 Ｄｏｓａｇｅ Ｆｏｒｍｓ ２ｎｄ Ｅｄｉｔｉｏｎ（１９７６）；Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’
ｓ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，１７ｔｈ ｅｄ．（Ｍａｃｋ Ｐｕ
ｂｌｉｓｈｉｎｇ Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｅａｓｔｏｎ，Ｐａ．，１９８５）；Ａｄｖａｎｃ
ｅｓ ｉｎ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ（Ｄａｖｉｄ Ｇａｎｄｅｒ
ｔｏｎ，Ｔｒｅｖｏｒ Ｊｏｎｅｓ，Ｅｄｓ．，１９９２）；Ａｄｖａｎｃｅｓ ｉｎ Ｐ
ｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ Ｖｏｌ ７．（Ｄ
ａｖｉｄ Ｇａｎｄｅｒｔｏｎ，Ｔｒｅｖｏｒ Ｊｏｎｅｓ，Ｊａｍｅｓ ＭｃＧｉｎｉｔ
ｙ，Ｅｄｓ．，１９９５）；Ａｑｕｅｏｕｓ Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃ Ｃｏａｔｉｎｇｓ
ｆｏｒ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｄｏｓａｇｅ Ｆｏｒｍｓ（Ｄｒｕｇｓ ａｎｄ 
ｔｈｅ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｓｅｒｉｅｓ ３６（Ｊａｍ
ｅｓ ＭｃＧｉｎｉｔｙ，Ｅｄ．，１９８９）；Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ
Ｐａｒｔｉｃｕｌａｔｅ Ｃａｒｒｉｅｒｓ：Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ Ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎｓ：Ｄｒｕｇｓ ａｎｄ ｔｈｅ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ
，Ｖｏｌ ６１（Ａｌａｉｎ Ｒｏｌｌａｎｄ，Ｅｄ．，１９９３）；Ｄｒｕｇ
Ｄｅｌｉｖｅｒｙ ｔｏ ｔｈｅ Ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ Ｔｒａｃｔ（Ｅｌｌ
ｉｓ Ｈｏｒｗｏｏｄ Ｂｏｏｋｓ ｉｎ ｔｈｅ Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ Ｓｃｉｎｅｃｅｓ
．Ｓｅｒｉｅｓ ｉｎ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ；Ｊ．Ｇ．
Ｈａｒｄｙ，Ｓ．Ｓ．Ｄａｖｉｓ，Ｃｌｉｖｅ Ｇ．Ｗｉｌｓｏｎ，Ｅｄｓ．）；Ｍｏｄ
ｅｒｎ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃｓ Ｄｒｕｇｓ ａｎｄ ｔｈｅ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔ
ｉｃａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｖｏｌ ４０（Ｇｉｌｂｅｒｔ Ｓ．Ｂａｎｋｅｒ，Ｃｈｒ
ｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｔ．Ｒｈｏｄｅｓ，Ｅｄｓ．）など。
【００３５】
例えば、本発明の組成物は錠剤中に包含されうる。錠剤は、例えば、適当な結合剤、潤滑
剤、崩壊剤、着色剤、香味剤、流動－誘発剤、ゴム剤、咀嚼剤および／または融剤を含有
しうる。例えば、経口投与は活性薬品成分が無毒の製薬学的に許容可能な不活性担体、例
えばラクトース、ゼラチン、寒天、澱粉、スクロース、グルコース、メチルセルロース、
ステアリン酸マグネシウム、燐酸二カルシウム、硫酸カルシウム、マンニトール、ソルビ
トール、それらの混合物など、と組み合わされている錠剤、ゲルキャップ剤、カプレット
剤またはカプセル剤の薬用量単位形態でありうる。本発明での使用に適する結合剤は澱粉
、ゼラチン、天然砂糖類（例えば、グルコースまたはベータ－ラクトース）、コーン甘味
剤、天然および合成ゴム類（例えば、アカシア、トラガカントまたはアルギン酸ナトリウ
ム）、カルボキシメチルセルロース、ポリエチレングリコール、ワックス類などを包含す
る。本発明での使用に適する潤滑剤はオレイン酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム、
ステアリン酸マグネシウム、安息香酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム、塩化ナトリ
ウム、燐酸二カルシウム、およびそれらの混合物などを包含する。崩壊剤は澱粉、メチル
セルロース、寒天、ベントナイト、キサンタンゴム、それらの混合物などを包含する。
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【００３６】
ここに記述される組成物、すなわち、植物－由来ミネラル類の規格化された原料、１種も
しくはそれ以上の天然ビタミン類またはプロビタミン類および１種もしくはそれ以上の植
物抽出物、は充填されたまたは充填されていないリポソーム分配システム、例えば小型単
層小胞、大型単層小胞、および多層小胞、の形態で投与することができる。
【００３７】
リポソームは１種もしくはそれ以上の燐脂質類（例えば、コレステロール）、ステアリル
アミンおよび／またはホスファチジルコリン類、それらの混合物などを包含しうる。
【００３８】
植物－由来ミネラル類の規格化された原料、１種もしくはそれ以上の天然ビタミン類また
はプロビタミン類および１種もしくはそれ以上の植物抽出物を、薬品担体としてまたはプ
ロドラッグとしての１種もしくはそれ以上の可溶性の、生分解可能な、生許容可能な重合
体と結合させることもできる。そのような重合体はポリビニルピロリドン、ピラン共重合
体、ポリヒドロキシルプロピルメタクリルアミド－フェノール、ポリヒドロキシエチルア
スパルタミドフェノール、またはポリエチレンオキシド－パルミトイル基で置換されたポ
リリシン、それらの混合物などを包含しうる。さらに、植物－由来ミネラル類の規格化さ
れた原料、１種もしくはそれ以上の天然ビタミン類またはプロビタミン類および／または
１種もしくはそれ以上の植物抽出物の調節された放出を得るために組成物を１種もしくは
それ以上の生分解可能な重合体に結合させることもでき、本発明での使用のための生分解
可能な重合体はポリ乳酸、ポリグリコール酸、ポリ乳酸およびポリグリコール酸の共重
合体、ポリエプシロンカプロラクトン、ポリヒドロキシ酪酸、ポリオルトエステル類、ポ
リアセタール類、ポリジヒドロピラン類、ポリシアノアシレート類、並びにヒドロゲル類
の架橋結合されたまたは両親媒性ブロック共重合体を包含する。
【００３９】
１つの態様では、ゼラチンカプセル剤（ゲルキャップ剤）は植物－由来ミネラル類の規格
化された原料、１種もしくはそれ以上の天然ビタミン類またはプロビタミン類および１種
もしくはそれ以上の植物抽出物並びに粉末化された担体、例えばラクトース、澱粉、セル
ロース誘導体、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸、燐酸二カルシウムなどを包含
しうる。同様に希釈剤を使用して圧縮された錠剤を製造することもできる。錠剤およびカ
プセル剤の両者は即時－放出、混合－放出または持続－放出調合物として製造して数分間
ないし数時間にわたる範囲の薬品放出を与えることができる。圧縮錠剤を砂糖コーティン
グまたはフィルムコーティングして不快な味を遮断しそして錠剤を大気から保護すること
ができる。腸コーティングを使用して例えば胃腸管内での選択的崩壊を与えることができ
る。
【００４０】
液体薬用量形態での経口投与のためには、経口薬品成分を経口用の無毒な製薬学的に許容
可能な不活性担体、例えばエタノール、グリセロール、水など、と組み合わせることがで
きる。適する液体薬用量形態の例は、水、製薬学的に許容可能な脂肪類および油類、アル
コール類またはエステル類を包含する他の有機溶媒中の液剤もしくは懸濁剤、乳剤、シロ
ップ剤またはエリキシル剤、非－発泡性粒剤から再構成される懸濁剤、液剤および／また
は懸濁剤、並びに発泡性粒剤から再構成される発泡性調合物を包含する。そのような液体
薬用量形態は、例えば、適当な溶媒、防腐剤、乳化剤、懸濁化剤、希釈剤、甘味剤、濃稠
化剤、および融剤、それらの混合物などを含有しうる。
【００４１】
経口投与用の液体薬用量形態は、患者の許容性およびその結果として投薬レジメンに伴う
コンプライアンスを高める着色および香味剤も包含しうる。一般的に、水、適当な油、食
塩水、水性デキストロース（例えば、グルコース、ラクトースおよび関連する砂糖溶液）
並びにグリコール類（例えば、プロピレングリコールまたはポリエチレングリコール類）
を非経口液剤用に適する担体として使用することができる。非経口投与用の液剤は一般的
に、活性成分の水溶性塩、適当な安定化剤、および必要なら、緩衝塩類を包含する。単独
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でまたは組み合わされて、酸化防止剤、例えば硫酸水素ナトリウム、亜硫酸ナトリウムお
よび／またはアスコルビン酸、が適当な安定化剤である。クエン酸およびその塩類並びに
ナトリウムＥＤＴＡも安定性を増加させるために包含されうる。さらに、非経口液剤は製
薬学的に許容可能な防腐剤、例えば塩化ベンズアルコニウム、メチル－もしくはプロピル
－パラベン、および／またはクロロブタノール、を包含しうる。適する製薬学的担体は、
この分野における標準的な参考文献である関連する部分が引用することにより本発明の内
容となるＲｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｍ
ａｃｋ Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ Ｃｏｍｐａｎｙに記述されている。
【００４２】
カプセル剤。標準的な二部分硬質ゼラチンカプセルに各々１～１０００ミリグラムの粉末
化された活性成分、０．５～１５０ミリグラムのラクトース、０．１～５００ミリグラム
のセルロースおよび０．１～６０ミリグラムのステアリン酸マグネシウムを充填すること
により、カプセル剤を製造することができる。
【００４３】
軟質ゼラチンカプセル剤。活性成分の混合物を消化可能な油、例えば大豆油、綿実油、オ
リーブ油など、の中に溶解させる。活性成分を製造しそして正置換ポンプを用いることに
よりゼラチンの中に注入して例えば１００－５００ミリグラムの活性成分を含有する軟質
ゼラチンカプセル剤を形成する。カプセル剤を洗浄しそして乾燥する。
【００４４】
錠剤。薬用量単位が１００－５００ミリグラムの活性成分、０．２ミリグラムのコロイ
ド状二酸化珪素、５ミリグラムのステアリン酸マグネシウム、５０－２７５ミリグラムの
微結晶性セルロース、１１ミリグラムの澱粉および９８．８ミリグラムのラクトースであ
るような多数の錠剤を普遍的工程により製造する。適するコーティングを適用して飲み易
さを高めそして吸収を遅延させることができる。
【００４５】
発泡性錠剤を提供するためには、適量の例えばクエン酸一ナトリウムおよび炭酸水素ナト
リウムを一緒に配合しそして次に水の不存在下でローラー圧縮して片を形成し、それらを
次に粉砕して顆粒を与える。顆粒を次に活性成分、薬品および／またはその塩、普遍的な
配合または充填剤、並びに、場合により、甘味剤、香味剤および潤滑剤と組み合わせる。
【００４６】
注射液剤。１．５重量％の活性成分を脱イオン水の中で撹拌することにより注射による投
与に適する非経口組成物を製造しそして例えば１０容量％までのポリエチレングリコール
および水と混合する。液剤を塩化ナトリウムで等張性にしそして例えば限外濾過を用いて
殺菌する。
【００４７】
懸濁剤。各５ｍｌが１００ｍｇの微細分割された活性成分、２００ｍｇのナトリウムカル
ボキシメチルセルロース、５ｍｇの安息香酸ナトリウム、１．０ｇのソルビトール溶液、
Ｕ．Ｓ．Ｐ．、および０．０２５ｍｌのバニリンを含有するような経口投与用の水性懸濁
剤を製造する。
【００４８】
微小錠剤用には、活性成分を６～１２Ｋｐの範囲内の硬度に圧縮する。最終錠剤の硬度は
顆粒の製造で使用される線状ローラー圧縮により影響され、それらは例えば炭酸水素一ナ
トリウムおよび炭酸水素ナトリウムの粒子寸法により影響される。比較的小さい粒子寸法
に関しては、約１５～２０ＫＮ／ｃｍの線状ローラー圧縮強度を使用することができる。
【００４９】
ゴム状消耗製品用には、本発明は関連する部分が引用することにより本発明の内容となる
例えばＹａｎｇ他に発行された米国特許第５，９２８，６６４号明細書の教示と組み合わ
せることができる。簡単に述べると、ゼラチンおよびグリセリンの水溶液を最初の水溶液
の水分含有量の一部を除去するのに充分な温度にそして時間にわたり加熱することにより
製造されるグリセリル化されたゼラチンマトリックスと混合された活性成分を包含するゴ
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ム状分配システムの中に本発明を組み合わせる消耗性ゴム状分配システムが教示されてい
る。ここで教示されている活性成分は剪断形態マトリックス担体から分配されうる。ゴム
状コンシステンシーを与えるための植物をベースとした調合物用には、本発明は関連する
部分が引用することにより本発明の内容となる例えばＧｒａｚｅｌａ他に発行された米国
特許第６，５８６，０３２号明細書に教示された組成物および方法を使用することができ
る。簡単に述べると、ゼラチンゴムおよびカラゲナンを用いるゼラチンを含まないゴム状
舐剤であり、それはゼラチンを含まないゴム状舐剤の中でしっかりした柔軟性のゼラチン
類似感触を与える。
【００５０】
キット。本発明は、１個もしくはそれ以上の容器が治療的に有効な量の植物－由来ミネラ
ル類の規格化された原料、１種もしくはそれ以上の天然ビタミン類またはプロビタミン類
、および１種もしくはそれ以上の植物抽出物を含んでなる組成物を包含する、例えば、栄
養不足の処置に有用なキットも包含する。そのようなキットはさらに、所望するなら、当
業者に容易に明らかになるように、種々の普遍的な製薬学的キット部品、例えば、１種も
しくはそれ以上の製薬学的に許容可能な担体を有する容器、追加の容器など、も包含しう
る。投与される成分の量、投与に関する指針、および／または成分の混合に関する指針を
指示する、挿入品としてまたはラベルとしてのいずれかの、印刷された指示書もキットに
包含されうる。本発明の実施においては特定の物質および条件が重要であるが、特定さ
れない物質および条件もそれらが本発明の利点が実現するのを妨げない限り除外されない
ことを理解すべきである。
【００５１】
錠剤は適当な結合剤、潤滑剤、希釈剤、崩壊剤、着色剤、香味剤、流動－誘発剤、および
融剤を含有しうる。適当な液体薬用量形態の例は、水、製薬学的に許容可能な脂肪類およ
び油類、アルコール類またはエステル類を包含する他の有機溶媒中の液剤もしくは懸濁剤
、乳剤、シロップ剤またはエリキシル剤、非－発泡性粒剤から再構成される懸濁剤、液剤
および／または懸濁剤、並びに発泡性粒剤から再構成される発泡性調合物を包含する。そ
のような液体薬用量形態は、例えば、適当な溶媒、防腐剤、乳化剤、懸濁化剤、希釈剤、
甘味剤、濃稠化剤、および融剤などを含有しうる。経口薬用量形態は場合により香味剤お
よび着色剤を含有する。非経口および静脈形態は、それらを選択される注射または分配シ
ステムのタイプと相容性にするために、ミネラル類および他の物質も包含しうる。
【００５２】
本発明は一般的に、天然ビタミン原料、植物－由来ミネラル原料および植物抽出物と規格
化された植物化学物質との組み合わせを包含する食事補助組成物に関する。これらの調合
物は重要な栄養素の分配に関する高められた消費者の要請および効果を有する栄養製品の
製造における用途を有しており、すなわち、これらの天然ビタミン原料がそれらの天然環
境から精製された合成相手より大きい栄養効果を有することが見出された。研究は、これ
らの重要な栄養素の少なくとも一部が多くの人間の食事において不充分なレベルであるこ
とを示唆している。利用可能なデータの種々の断片情報を合わせることにより、これらの
成分を同時に投与する時に起きる複合性のそして時には反直観的な相互作用を利用する新
規なビタミン、ミネラルおよび植物化学的食事補助剤を調合することは納得のいくもので
あると思わせるようである。これらの調合物は、補助剤の摂取の前、最中または後に摂取
される調合物中のある種の成分の増加した吸収、改良された栄養利用および化学保護代謝
の促進を包含する人間栄養素に関する有意で且つ予期せぬ利点を有する。ある場合には、
本発明は食品と共にそれらの消化（すなわち、補充剤、食品または両方の消化）を助ける
ための使用に関する指示書を包含しうる。
【００５３】
増加したバイオアベイラビリティーを有する植物－由来ミネラル類。適切なミネラル栄養
は健康の重要な成分である。現在市販されている莫大な数のビタミンおよびミネラル補助
剤はＵ．Ｓ．Ｐ．ミネラル類を単独ミネラル源として使用する。胃腸管内のＵ．Ｓ．Ｐ．
ミネラル類の溶解およびそれらのその後のバイオアベイラビリティーがますます問題とな



(16) JP 2012-5501 A 2012.1.12

10

20

30

40

50

ってきた。アミノ酸キレート類、有機酸塩類など、緩衝された塩類を包含する多くのミネ
ラル類の代替形態を使用してミネラル溶解の問題を解決するための混合された結果を得た
。ミネラル溶解およびバイオアベイラビリティーの事象に対する１つの独特な可能性のあ
る解決法はミネラル類を過剰蓄積しうる植物種から由来する植物－由来ミネラルの使用を
包含する。意図する開発の主題であった１つの植物はブラシカ・ジュンセア（Ｂｒａｓｓ
ｉｃａ ｊｕｎｃｅａ）（インディアン・マスタード）である。発表された研究では、こ
の植物種はクロム、鉄、マンガン、セレンおよび亜鉛を包含する数種のミネラル栄養素の
濃縮されたレベルを過剰蓄積しうる。食事補助調合物中への単独原料としての導入のため
に、植物物質を次に収穫し、乾燥しそして粉末に粉砕することができる。Ｏｒｓｅｒ，ｅ
ｔ ａｌ．（１９９８／１９９９）およびＥｌｌｅｓｓ，ｅｔ ａｌ．（２０００）。
【００５４】
本発明での使用のための、全てが天然の植物原料中へのミネラル類の導入は、栄養補助剤
としての使用に適する食用植物組織バイオマスを製造するための組成物および方法を包含
するある種の栄養補助剤を教示しているＥｎｓｌｅｙ他に発行された米国特許第６，２７
０，８０９号に教示されているものでありうる。簡単に述べると、実生を少なくとも１種
の金属に露呈しそして正常な実生成長を発芽後１１日前に中断して金属に富んだ植物実生
組織バイオマスを製造する。金属－含有食用植物組織バイオマスも提供される。
【００５５】
この開示に詳述されている他の栄養および植物化学技術との良く設計された組み合わせで
は、種々の栄養製品調合物中の植物フェノール系化合物、ポリフェノール類、多糖類、お
よびカロテノイド類を包含する他の成分と同時に投与される時に、植物－由来ミネラル技
術が人間の健康に関して優れた結果を与えることが可能なようである。
【００５６】
栄養素の吸収およびバイオアベイラビリティーを調整するためのビタミン類、ミネラル類
および植物化学物質の間の相互作用の利用。植物化学物質とある種のビタミンおよびミネ
ラル栄養素との間の物理的および化学的相互作用は栄養素のバイオアベイラビリティーお
よび／または生物学的最終結果に劇的な影響を与えうる。これらの相互作用を調節して増
加したバイオアベイラビリティーおよび／または持続する放出特性を有する新規でそして
商業的に優れた栄養製品を製造することができる。
【００５７】
本発明者は、これらの相互作用を最適に調節するためには、代謝行動の最適化に関する情
報を用いて植物化学物質と栄養素との間で起きる可能性のある相互作用に関する情報を分
析すべきである。相互作用する成分類の最適な組み合わせを選択することにより、高めら
れた効果が実現される。別の重要な考慮点は、植物化学剤を規格化して予期されそして所
望される相互作用が再現可能な基準で確実に起きるようにさせうることである。
【００５８】
植物化学物質とビタミン類との間の有利な相互作用の一例はアロエベラゲルとビタミンＣ
およびＥとの間の相互作用により示される。水溶性ビタミンであるビタミンＣおよび脂肪
可溶性ビタミンであるビタミンＥの投与と同時に与えられるアロエベラゲルが両方のビタ
ミン類の吸収を劇的に遅らせそして血漿内のビタミン類の持続したレベルをもたらしたこ
とが最近示された。全体的な結果は、アロエゲルが両方のビタミン類であるＣおよびＥの
吸収特徴を改良することである。Ｖｉｎｓｏｎ，ｅｔ ａｌ．（２００５）。
【００５９】
植物化学物質と栄養素との間の他の相互作用は、非－ヘム鉄の吸収に関する植物フェノー
ル系成分が有する拮抗作用関係を包含する。例えばタンニン類および他のポリフェノール
類の如き植物フェノール系化合物は鉄の腸吸収を減少させる。この拮抗作用関係は一般的
に科学文献中では鉄吸収を遮断するための植物フェノール系成分を含有するある種の食品
の望ましくない効果として述べられている。Ｌｏｐｅｚ ａｎｄ Ｍａｒｔｏｎｓ（２００
４）およびＲｏｎｃａ，ｅｔ ａｌ．（２００３）。拮抗作用効果は一般的に鉄吸収を遮
断するための植物フェノール系成分を含有するある種の食品の望ましくない効果として述
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べられているが、この効果を正の方法で、すなわち、ポリフェノール類の正しいタイプお
よび濃度を使用することにより、利用して、鉄および可能なら他のミネラル類の吸収を示
し、それにより天然の長期－放出ミネラル補助剤を作成することができる。
【００６０】
植物化学物質－ミネラル栄養素相互作用のさらに別の例では、ホップ類（Ｈｕｍｕｌｕｓ
 ｌｕｐｕｌｕｓ Ｌ．）から由来するプレニル化されたカルコンであるキサントヒュモル
（ｘａｎｔｈｏｈｕｍｏｌ）はラットの甲状腺内でヨウ素の吸収を刺激する。Ｒａｄｏｖ
ｉｃ，ｅｔ ａｌ．（２００５）。鉄の吸収を低下させる植物フェノール類のこれまでの
場合とは異なり、キサントヒュモルの場合には、植物フェノール系化合物の相互作用は別
のミネラル栄養素であるヨウ素の吸収を実際に増加させる。これらの観察は植物化学物質
－ミネラル相互作用が吸収の促進において正または負の両者でありうることだけでなく、
これらの場合には、同種の植物化学物質である植物フェノール類が当該ミネラルにより逆
の効果を有しうることも示している。本発明はこの対立論を最初に利用して、選択された
植物原料からの特定化合物とのそれらの相互作用に基づきある種のミネラル類の標的調節
された吸収を与える。
【００６１】
異なるタイプの植物化学物質－ミネラル栄養素相互作用が植物多糖類と共に起きる。多く
の植物多糖類、特に、しばしば硫酸処理されている藻－由来多糖類、は人間のミネラル
栄養素にとって重要であるイオンを包含するある種のイオンとの選択的な結合および放出
特徴を示す。このイオン交換機構の例は、カルシウム、亜鉛、銅およびカリウムイオンと
緑藻であるＭｏｕｇｅｏｔｉａ ｓｃａｌａｒｉｓの多糖マトリックスとの選択的結合で
示される。Ｔｒｅｔｙｎ，ｅｔ ａｌ．（１９９６）。イオン交換マトリックスとして機
能する天然多糖類の使用による食事補助調合物からのミネラルイオンの選択的なおよび／
または延長された放出が本発明で特に有用である。
【００６２】
本発明は、植物化学物質、ビタミン類およびミネラル類のある種の組み合わせの選択並び
に分配のためのそれらの方法または原料を用いて多くの望ましい効果、例えば栄養素の放
出およびバイオアベイラビリティー特徴の増加、を最大化することができる。
【００６３】
共役および排除を抑制するための植物－由来フェノール系化合物の使用によるビタミン類
の吸収増加。ある種の食事化合物は栄養素および／または薬品の吸収を増加させうる。１
つの研究では、植物－由来フェノール系化合物、例えばエピカテキン、没食子酸エピガロ
カテキン（ＥＣＧＣ）、クリシンおよびクエルセチン、が腸グルクロニド化の工程を低下
または排除することによりモデル薬品であるアルファ－ナフトールの吸収を増加させるこ
とが示された。Ｍｉｚｕｍａ ａｎｄ Ａｗａｚｕ（２００４）。別の研究では、カチオン
系有機分子の吸収に対する赤および白ワインの効果が研究された。結果は、植物－由来フ
ェノール系成分に富んでいる赤ワインが試験カチオン系化合物であるＭＰＰ＋の吸収を増
加させたことを示唆した。著者は、ある種の薬品並びにビタミン類、例えばチアミンおよ
びリボフラビン、を包含する有機カチオン類の腸吸収を赤ワインが増加させそして白ワイ
ンが減少させうることを示唆した。Ｍｏｎｔｅｉｒｏ，ｅｔ ａｌ．（２００５）。植物
－由来フェノール系化合物、例えばフラボノイド類、アピゲニン、ルチン、クエルセチン
、クリシン、ヘスペリジン、ビオフラボノイド類、イソフラボン類、アントシアニン類、
クロロゲン酸、ＥＣＧＣ、リグニン類、エラグ酸、カテキン類、エスシン、レスベラトロ
ール、クルクミン、ギンゲロール、ピグノゲノール、およびオレウロペイン、をバイオア
ベイラビルなミネラル類、栄養素、および他の活性剤を包含する組成物に導入することに
よる腸グルクロニド化の抑制により食事補助剤中のビタミン類および他の栄養素のバイオ
アベイラビリティーを増加させうることがここで認識される。
【００６４】
解毒代謝に対するビタミン類および植物化学物質の補充および競合効果の利用。環境的課
題、例えば空気および水汚染、紫外線並びに薬品療法を包含する異質生物性（ｘｅｎｏｂ
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ｉｏｔｉｃ）化学物質の摂取が人間身体の解毒および回復機構に歪みを与える。同時に存
在する課題が大きければ大きいほど、身体の解毒への過剰負担の危険性が多くなる。個体
が劣悪な栄養状態である場合には、シトクロムＰ－４５０混合機構オキシダーゼ類、スル
ホトランスフェラーゼ、グルクロニル・トランスフェラーゼおよびグルタチオン・トラン
スフェラーゼを包含する解毒機構が損傷され始めうる。共因子として機能するビタミン類
、リボフラビン、アスコルビン酸、並びにビタミンＡおよびＥを包含する栄養因子、並び
に鉄、銅、亜鉛およびマグネシウムを包含するミネラル類がこれまでに完全には理解され
ていない独特な方法で解毒反応の効果を増加しうる。Ｂｉｄｌａｃｋ，ｅｔ ａｌ．（１
９８６）。
【００６５】
重要な解毒酵素である人間のサイトゾル性のグルタチオン・Ｓ－トランスフェラーゼ類（
ＧＳＴ類）の活性はアルファ－トコフェロール（合成ビタミンＥ）、トコフェロール類（
天然ビタミンＥ）およびトコトリエネオール類を包含するある種の酸化防止剤であるビタ
ミン類により抑制される。ｖａｎ Ｈａｆｔｅｎ，ｅｔ ａｌ．（２００２）およびｖａｎ
 Ｈａｆｔｅｎ，ｅｔ ａｌ．（２００３）。さらに、ビタミンＡおよびビタミンＡ代謝産
物を包含するレチノイド化合物が低濃度で哺乳動物のグルタチオン・トランスフェラーゼ
類を抑制することも見出された。Ｋｕｌｋａｒｎｉ ａｎｄ Ｋｕｌｋａｒｎｉ（１９９５
）。食事補助剤中で普遍的に見られるある種のビタミン類、特にビタミンＡおよびＥ、が
例えばグルタチオン・Ｓ－トランスフェラーゼ機構により解毒機構を抑制しうることもさ
らにここで認識される。
【００６６】
逆に、ある種の植物化学剤、特にアブラナ科植物から由来するもの、例えばスルフォラフ
ァン類およびグルコシノレート類、並びにグルコラファニンおよびグルコエルシンを包含
するもの、はフェーズＩＩ解毒酵素の有効な誘発剤である。フェーズＩＩ解毒酵素はグル
タチオン・トランスフェラーゼ類、ＮＡＤ（Ｐ）Ｈ：キノン・レダクターゼ類、およびエ
ポキシド・ヒドロラーゼ類を包含する。Ｂａｓｔｅｎ，ｅｔ ａｌ．（２００２）、Ｍｃ
Ｗａｌｔｅｒ，ｅｔ ａｌ．（２００４）、Ｂａｒｉｌｌａｒｉ，ｅｔ ａｌ．（２００５
）およびＰｅｒｏｃｃｏ，ｅｔ ａｌ．（２００６）。従って、本発明はビタミンＡおよ
びビタミンＥ化合物により引き起こされるグルタチオン・トランスフェラーゼ類の報告さ
れた抑制を相殺するための食事補助調合物中でのブラシカ－由来植物化学物質の使用を包
含する。これらの化合物を組み合わせることにより、バイオアベイラブルな剤の栄養分配
を最大化して人間の健康を改良することが可能である。
【００６７】
本発明の別の例は、ビタミン類およびミネラル類を含有する食事補助調合物の代謝効果を
促進するための他のフェーズＩＩ解毒酵素および栄養因子の補充的相互作用の利用である
。例えば、ＮＡＤ（Ｐ）Ｈ：キノン・レダクターゼ酵素であるＤＴ－ジアフォラーゼは酸
化防止性栄養素ＣｏＱの活性な還元された形態を維持するために重要である。Ｂｅｙｅｒ
，ｅｔ ａｌ．（１９９６）およびＢｅｙｅｒ，ｅｔ ａｌ．（１９９６）。これまでの例
で示されているように、このフェーズＩＩ酵素はブラシカ－由来植物化学物質により誘発
されうる。しかし、他の栄養素もこの酵素に対する実質的な補充効果を有しうる。Ｂビタ
ミンであるニコチネート（ナイアシン）は、ＤＴ－ジアフォラーゼの機能にとって重要で
ある酵素共因子であるＮＡＤへの前駆体である。補充量のニコチネート代謝産物がＤＴ－
ジアフォラーゼの酵素活性を大きく増加させることが示された。Ｆｒｉｅｄｌｏｓ，ｅｔ
 ａｌ．（１９９２）。この情報を統合すると、ニコチネートおよびブラシカ－由来植物
化学物質の組み合わせを含有する調合物がＤＴ－ジアフォラーゼの量および活性を増加さ
せるための補充的なそして多分相乗的な役割を有することを納得させる。この組み合わせ
効果は細胞内のＣｏＱおよび多分ビタミンＥの還元された形態の量を増加させることがで
きた。細胞内の還元されたＣｏＱおよび／またはビタミンＥのレベルの増加が酸化性スト
レスに対する細胞の保護を増加させるであろう。
【００６８】
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微量ミネラル栄養素であるバナジウムも癌の進行に対する保護効果を示す。このミネラル
の作用機構は少なくとも一部は解毒酵素であるグルタチオン・Ｓ－トランスフェラーゼお
よびシトクロムＰ－４５０混合機構オキシダーゼ類のレベルの増加によるようである。Ｋ
ａｎｎａ，ｅｔ ａｌ．（２００５）。従って、バナジウムとブラシカ－由来植物化学物
質およびニコチネートとの同時投与が少なくとも３種の顕著な、多分相乗的な、活性によ
り解毒機構における望ましい増加をもたらし得た。増加する解毒能力に固有な価値の他に
、ビタミン、ミネラルおよび植物化学物質のこの新規な組み合わせはトコトリエネオール
類、ビタミンＡおよびビタミンＥにより引き起こされるある種の解毒経路の抑制を効果的
に相殺して、新規なそして改良された多種ビタミン補助剤を作成しうる。
【００６９】
骨の健康に関するミネラル類と植物化学物質との間の相乗性の最大化。ベータ－カロテン
、リコペン、ルテインおよびゼアキサンチンを包含するカロテノイド類として知られる種
類内のある種の植物化学物質の食事摂取は増加する骨ミネラル密度と正に関連していた。
Ｗａｔｔａｎａｐｅｎｐａｉｂｏｏｎ，ｅｔ ａｌ．（２００３）。さらに、リコペンお
よびベータ－クリプトキサンチンが通常はオステオポローシスの危険性減少を伴うカルシ
ウムおよび他のミネラル栄養素の補充により生ずるものとは区別される抗－オステオポロ
ーシス効果を示すことも最近示された。１つの研究では、リコペンは破骨の発生および破
骨性ミネラル吸収を防止した。別の研究では、ベータ－クリプトキサンチンはミネラルで
ある亜鉛と組み合わされる時にインビトロで骨成分に対する相乗的な同化効果を示した。
Ｒａｏ，ｅｔ ａｌ．（２００３）およびＵｃｈｉｙａｍａ，ｅｔ ａｌ．（２００５）。
従って、カロテノイド類、例えばリコペンまたはベータ－クリプトキサンチン、を包含す
る食事補助調合物を相乗的成分、例えば亜鉛、並びに骨の健康に関連する他のビタミンお
よびミネラル成分、例えばビタミンＤ、ビタミンＣ、カルシウム、マグネシウム、および
ホウ素、と組み合わせて骨健康増加を促進させうることも認識された。
【００７０】
本発明は１）ある種の栄養成分の吸収を促進させ、２）ある種のミネラル栄養素の利用性
を調整し、そして３）栄養素の吸収および処理に関係するので解毒、共役および排除の効
果を調整するために相乗的に機能する、１種もしくはそれ以上の植物－由来ミネラル類、
１種もしくはそれ以上の天然ビタミン類および１種もしくはそれ以上の規格化された植物
化学物質を包含する食事補助調合物中での栄養素およびミネラル類の促進放出および吸収
の使用および製造のための組成物および方法を包含する。
【００７１】
より特に、本発明は植物化学物質、天然ビタミン類および植物－由来ミネラル類の必要な
相互作用がこれらの成分の同時投与により得られうるような簡便な薬用量形態、例えば単
一薬用量形態、例えば錠剤、カプセル剤、微小錠剤、カプレット剤、ゲルキャップ剤、ゲ
ルタブ剤、散剤、液剤およびそれらの組み合わせ、中への選択された成分の導入により上
記の要望を満たすための経済的なそして商業的に実行可能な調合物を包含する。本発明は
また、固体錠剤調合物やじゃりじゃりする液体などを好まない使用者にとって特に魅力的
な咀嚼可能調合物も包含する。咀嚼可能なそして咀嚼可能で消化可能な調合物はとりわけ
子供にとって、特に砂糖または砂糖類似剤の天然原料と共に与えられる時には、特別魅力
的である。
【実施例】
【００７２】
本発明の１つの態様は、植物－由来ミネラル原料、天然ビタミン類および規格化された植
物化学物質を有する全てが天然の食事補助調合物を包含する単一薬用量形態である。
【００７３】
植物－由来ミネラル原料：１２ｍｇ／ｇの鉄、４００ｍｃｇ／グラムのセレン、６００ｍ
ｃｇ／グラムのクロム、３５ｍｇ／ｇの亜鉛、４ｍｇ／ｇの銅、６ｍｇ／ｇのマンガン、
２００ｍｃｇ／ｇのバナジウム、２００ｍｃｇ／ｇのモリブデン、２ｍｇ／ｇのホウ素、
３００ｍｃｇ／ｇのヨウ素、および２ｍｇ／ｇのストロンチウムを含有する１個のカプセ
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ル剤当たり１２５ミリグラムのブラシカ・ジュンセア（インディアン・マスタード）。カ
プセル剤はさらに
１個の薬用量形態当たり１日値の～２５％（％ＤＶ）のビタミン類、例えば、天然原料ビ
タミンＢ複合体（チアミン、リボフラビン、ナイアシン、ビタミンＢ６、パントテン酸、
葉酸塩、ビタミンＢ１２）；天然原料ビタミンＡ（レチノール、ベータ－カロテン、混合
カロテノイド類）；天然ビタミンＣ（アスコルビン酸、ビタミン－Ｃ複合体）、天然ビタ
ミンＤ；および／または天然ビタミンＥ（混合トコフェロール類）；
規格化された植物化学物質である６．０％グルコシノレート類に規格化されたブロッコリ
（Ｂｒｏｃｃｏｌｉ）抽出物－２０ｍｇ／カプセル；１０％に規格化されたリコペン－２
０ｍｇ／カプセル；３または１０％に規格化されたベータ－カロテン（混合カロテノイド
類）－４０ｍｇ／カプセル；１０％に規格化されたルテイン－２５ｍｇ／カプセル；５０
％ポリフェノール類に規格化されたブドウ搾り滓抽出物－２０ｍｇ／カプセル；３５％有
機酸に規格化されたクランベリー抽出物－２０ｍｇ／カプセル；９５％ポリフェノール類
および５０％ＥＣＧＣに規格化された緑茶抽出物；ルチンＮＦ１０ｍｇ／カプセル；アロ
エゲル２００ｘ２０ｍｇおよび／またはアクアミン類並びに他のミネラル類、例えば、Ｃ
ａおよびＭｇ
も包含する。
【００７４】
本発明のさらに別の態様は、植物－由来ミネラル原料、１種もしくはそれ以上のビタミン
類および１種もしくはそれ以上の規格化された植物化学物質を包含する骨の健康を維持す
るための食事補助調合物を包含する。植物－由来ミネラル原料の例は３０ｍｇ／ｇの亜鉛
、２ｍｇ／ｇのホウ素、２ｍｇ／ｇのストロンチウムを含有する１個のカプセル剤当たり
１２５ミリグラムのブラシカ・ジュンセア（インディアン・マスタード）；１個の薬用量
形態当たり１日値の～２５％（％ＤＶ）のビタミン類、例えば、天然ビタミンＣ（アスコ
ルビン酸、ビタミン－Ｃ複合体）および／または天然ビタミンＤ；並びに規格化された植
物化学物質、例えば１０％に規格化されたリコペン－２０ｍｇ／カプセル；３－１０％に
規格化されたベータ－カロテン－４０ｍｇ／カプセル；１０％に規格化されたルテイン－
２５ｍｇ／カプセル；アロエゲル２００ｘ２０ｍｇ；および／またはアクアミン類並びに
他のミネラル類、例えば、ＣａおよびＭｇを包含する。
【００７５】
さらに別の例は、植物－由来ミネラル原料、例えば１２ｍｇ／ｇの鉄、４００ｍｃｇ／グ
ラムのセレン、６００ｍｃｇ／グラムのクロム、３５ｍｇ／ｇの亜鉛、４ｍｇ／ｇの銅、
６ｍｇ／ｇのマンガン、２００ｍｃｇ／ｇのバナジウム、２００ｍｃｇ／ｇのモリブデン
、２ｍｇ／ｇのホウ素、３００ｍｃｇ／ｇのヨウ素、および２ｍｇ／ｇのストロンチウム
を含有する１個のカプセル剤当たり１２５ミリグラムのブラシカ・ジュンセア（インディ
アン・マスタード）；並びに天然原料ビタミンＢ複合体（チアミン、リボフラビン、ナイ
アシン、ビタミンＢ６、パントテン酸、葉酸塩、ビタミンＢ１２）；天然原料ビタミンＡ
（レチノール、混合カロテノイド類、ベータ－カロテン）；天然ビタミンＣ（アスコルビ
ン酸、ビタミンＣ複合体）、天然ビタミンＤ；および／または天然ビタミンＥ（混合トコ
フェロール類）；並びに規格化された植物化学物質、例えば、５０％ポリフェノール類に
規格化されたブドウ搾り滓抽出物－２０ｍｇ／カプセル；３５％有機酸に規格化されたク
ランベリー抽出物－２０ｍｇ／カプセル；９５％ポリフェノール類および５０％ＥＣＧＣ
に規格化された緑茶抽出物；ルチンＮＦ－２０ｍｇ／カプセル；９５％に規格化されたク
エルセチン－２０ｍｇ／カプセル；アロエゲル２００ｘ２０ｍｇおよび／またはアクアミ
ン類並びに他のミネラル類、例えば、ＣａおよびＭｇを有する１個の薬用量形態当たり１
日値の～２５％（％ＤＶ）のビタミン類を包含する腸グルクロニド化の抑制によるビタミ
ン吸収増加用のカプセル化されたまたは圧縮された全てが天然の食事補助剤を包含する。
【００７６】
別の例は、植物フェノール系化合物により調整されるミネラル吸収用のカプセル化された
全てが天然の食事補助剤、すなわち、１２ｍｇ／ｇの鉄、４００ｍｃｇ／グラムのセレン
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、６００ｍｃｇ／グラムのクロム、３５ｍｇ／ｇの亜鉛、４ｍｇ／ｇの銅、６ｍｇ／ｇの
マンガン、２００ｍｃｇ／ｇのバナジウム、２００ｍｃｇ／ｇのモリブデン、２ｍｇ／ｇ
のホウ素、３００ｍｃｇ／ｇのヨウ素、および２ｍｇ／ｇのストロンチウムを含有する１
個のカプセル剤当たり１２５ミリグラムのブラシカ・ジュンセア（インディアン・マスタ
ード）；並びに１個の薬用量形態当たり１日値の～２５％（％ＤＶ）のビタミン類、例え
ば、天然原料ビタミンＢ複合体（チアミン、リボフラビン、ナイアシン、ビタミンＢ６、
パントテン酸、葉酸塩、ビタミンＢ１２）；天然原料ビタミンＡ（レチノール、混合カロ
テノイド類）；天然ビタミンＣ（アスコルビン酸、ビタミンＣ複合体）、天然ビタミンＤ
；天然ビタミンＥ（混合トコフェロール類）；並びに規格化された植物化学物質、例えば
、３－１０％に規格化されたベータ－カロテン－４０ｍｇ／カプセル；５０％ポリフェノ
ール類に規格化されたブドウ搾り滓抽出物－２０ｍｇ／カプセル；３５％有機酸に規格化
されたクランベリー抽出物－２０ｍｇ／カプセル；並びに／または９５％ポリフェノール
類および５０％ＥＣＧＣに規格化された緑茶抽出物；アロエゲル２００ｘ２０ｍｇおよび
／またはアクアミン類並びに他のミネラル類、例えば、ＣａおよびＭｇ、である。
【００７７】
別の例は、ビタミンＡまたはＥによるグルタチオン・トランスフェラーゼの抑制を克服す
るための全てが天然の食事補助剤、例えば、１２ｍｇ／ｇの鉄、４００ｍｃｇ／グラムの
セレン、６００ｍｃｇ／グラムのクロム、３５ｍｇ／ｇの亜鉛、４ｍｇ／ｇの銅、６ｍ
ｇ／ｇのマンガン、２００ｍｃｇ／ｇのバナジウム、２００ｍｃｇ／ｇのモリブデン、２
ｍｇ／ｇのホウ素、３００ｍｃｇ／ｇのヨウ素、および２ｍｇ／ｇのストロンチウムを含
有する１個のカプセル剤当たり１２５ミリグラムのブラシカ・ジュンセア（インディアン
・マスタード）；並びに１個の薬用量形態当たり１日値の～２５％（％ＤＶ）のビタミン
類、例えば、天然原料ビタミンＢ複合体（チアミン、リボフラビン、ナイアシン、ビタミ
ンＢ６、パントテン酸、葉酸塩、ビタミンＢ１２）；天然原料ビタミンＡ（レチノール、
混合カロテノイド類）；天然ビタミンＣ（アスコルビン酸、ビタミンＣ複合体）、天然ビ
タミンＤ；および／または天然ビタミンＥ（混合トコフェロール類）；並びに／または１
種もしくはそれ以上の規格化された植物化学物質、例えば、６．０％グルコシノレート類
に規格化されたブロッコリ抽出物－２０ｍｇ／カプセル；および／または３－１０％に規
格化されたベータ－カロテン－４０ｍｇ／カプセル；アロエゲル２００ｘ２０ｍｇおよび
／またはアクアミン類並びに他のミネラル類、例えば、ＣａおよびＭｇ、を包含する丸剤
、散剤、カプセル剤、カプレット剤、ゲルキャップ剤、微小錠剤およびそれらの組み合わ
せである。
【００７８】
本発明のさらに別の態様は表１の組成物を包含する。当業者は、この場合に錠剤の合計量
は使用者の薬用量条件、服用量の数および他の条件に応じて変動しうることを認識するで
あろう。ある種の態様では、薬用量形態は液剤、例えば組成物の固体の包装された形態の
摂取ができないかまたは望まない個体に対する静脈内または経口分配される液剤、であり
うる。組成物は乾燥形態で供給することもできそして使用のために希釈される液体または
濃縮形態に加えることができる。乾燥または濃縮された形態を水または他の溶液、例えば
、等張性溶液または最終使用のための他の溶液、に加えることができる。
【００７９】
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【表１】

【００８０】
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【表２】

【００８１】
当業者は、以上の表に挙げられた成分の百分率は、調合条件により、０から８０または９
０％まで変動しうることも認識するであろう。
【００８２】
ここに記述された特定の態様は説明用に示されており本発明を限定するものではないこと
は理解されよう。本発明の主要な特徴は本発明の範囲から逸脱せずに種々の態様で使用す
ることができる。当業者は、常習的な実験だけを用いてここに記述された具体的な工程の
多くの同等物を認識するかまたは確認できるであろう。そのような同等物は本発明の範囲
内に入るとみなされそして特許請求の範囲により包括される。
【００８３】
明細書に挙げられた全ての文献および特許出願は本発明が関与する当業者の水準を示す。
全ての文献および特許出願は、それぞれの文献および特許出願が具体的にそして個別に引
用することにより本発明の内容となるのと同程度に引用することにより本発明の内容とな
る。
【００８４】
特許請求の範囲において、全ての他動詞句（ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎａｌ ｐｈｒａｓｅｓ
）、例えば「含んでなる」、「包含する」、「担持する」、「有する」、「含有する」、
「包括する」などは無制限であること、すなわち、包含するが限定されないことを意味す
る、と理解すべきである。他動詞句である「よりなる」および「本質的によりなる」は、
それぞれ、限定的または半－限定的な他動詞句であろう。
【００８５】
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ここに開示されそして特許請求された組成物および／または方法の全てはこの開示に照ら
して過度の実験なしに行いそして得ることができる。本発明の組成物および方法を好まし
い態様に関して記述されてきたが、本発明の概念、精神および範囲から逸脱せずに組成物
および／または方法に並びに段階にもしくは段階の順序に変更を行えることは当業者に明
らかであろう。さらに具体的には、化学的および生理学的の両方で関連するある種の剤を
ここに記述された剤と代替しても同一のまたは同様な結果が得られるであろうことは明ら
かであろう。当業者に明らかな全てのそのような同様な代替法および改変は添付されてい
る特許請求の範囲により規定されている本発明の精神、範囲および概念内であるとみなさ
れる。
【００８６】
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