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(57)【要約】
レプチン抵抗性を改善および／または予防するための
薬学的組成物を提供する。本発明にかかる薬学的組成物
は、フルルビプロフェンを含有することを特徴としてい
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
フルルビプロフェンを含有することを特徴とする、レプチン抵抗性を改善および／また
は予防するための薬学的組成物。
【請求項２】
レプチン抵抗性を改善および／または予防するための薬学的組成物を製造するための、
フルルビプロフェンの使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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レプチン抵抗性を改善および／または予防するための薬学的組成物、並びにその使用に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
レプチンは、主に脂肪組織によって分泌されるホルモンである。循環血液中に分泌され
たレプチンは、視床下部および脳幹部に存在するレプチン受容体を介して摂食抑制作用や
エネルギー消費亢進をもたらすことで体重を減少させる。
【０００３】
近年、血中レプチン濃度が上昇するにもかかわらず、レプチンの作用が低下する、いわ
ゆる「レプチン抵抗性」となることが報告されている（非特許文献１の記載を参照）。
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【０００４】
レプチン抵抗性獲得のメカニズムとしては、様々な原因が考えられている。例えば、非
特許文献２、６および７には、レプチン抵抗性にはプロテインチロシンホスファターゼ１
Ｂ（protein tyrosine phosphatase 1B）が関与することが示されている。
【０００５】
また、非特許文献３および４には、視床下部におけるsuppressor of cytokine signali
ng 3（ＳＯＣＳ３）の発現増加によってレプチン抵抗性が誘発されることが示されている
。さらに、非特許文献５には、レプチン自体の反応性というよりむしろ、循環血液中のレ
プチンを血液脳関門を通って中枢系へと輸送する系に何らかの原因があってレプチン抵抗
性が誘発されることが示唆されている。
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【０００６】
最近では、レプチン抵抗性が、糖尿病、高血圧症、高脂血症、動脈硬化症等の発症要因
になっているとも考えられており、レプチン抵抗性を改善および／または予防することは
、レプチン抵抗性に起因する疾病を改善および／または予防するためにも重要である。
【０００７】
例えば、特許文献１には、中枢神経における小胞体ストレスを改善するための薬学的組
成物について開示されている。かかる薬学的組成物は、非ステロイド性抗炎症性化合物を
含有することを特徴としている。そして、上記非ステロイド性抗炎症性化合物として、フ
ルルビプロフェンが利用可能であることが示唆されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２００８−２０８０９１号公報（２００８年９
月１１日公開）」
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】H. Munzberg, M. G. Myers, Jr., Molecular and anatomical determin
ants of central leptin resistance. Nature Neuroscience, 2005, 8: 566‑570.
【非特許文献２】Bence KK, Delibegovic M, Xue B, Gorgun CZ, Hotamisligil GS, Neel
BG, and Kahn BB (2006) Neuronal PTP1B regulates body weight, adiposity and lept
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in action. Nature Med 12: 917‑924.
【非特許文献３】C. Bjorbaek, J. K. Elmquist, J. D. Frantz, S. E. Shoelson, J. S.
Flier, Identification of SOCS‑3 as a Potential Mediator of Central Leptin Resis
tance. Molecular Cell, 1998, 1: 619‑625.
【非特許文献４】C. Bjorbaek, K. El‑Haschimi, J. D. Frantz, J. S. Flier, The Role
of SOCS‑3 in Leptin Signaling and Leptin Resistance. THE JOURNAL OF BIOLOGICAL
CHEMISTRY, 1999, 274(42): 30059‑30065.
【非特許文献５】M. V. Heek, D. S. Compton, C. F. France, R. P. Tedesco, A. B. Fa
wzi, M. P. Graziano, E. J. Sybertz, C. D. Strader, H. R. Davis, Jr., Diet‑induce
d Obese Mice Develop Peripheral, but Not Central, Resistance to Leptin. J. Clin.
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Invest., 1997, 99(3): 385‑390.
【非特許文献６】Cheng A, Uetani N, Simoncic PD, Chaubey VP, Lee‑Loy A, McGlade C
J, Kennedy BP, and Tremblay ML (2002) Attenuation of leptin action and regulatio
n of obesity by protein tyrosine phosphatase 1B. Dev Cell 2: 497‑503.
【非特許文献７】Zabolotny JM, Bence‑Hanulec KK, Stricker‑Krongrad A, Haj F, Wang
Y, Minokoshi Y, Kim YB, Elmquist JK, Tartaglia LA, Kahn BB, et al. (2002) PTP1B
regulates leptin signal transduction in vivo. Dev Cell 2: 489‑495.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
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しかしながら、特許文献１に開示される薬学的組成物は、中枢神経における小胞体スト
レスを改善することを意図しており、レプチン抵抗性を改善および／または予防すること
を考慮して開発されたものはない。
【００１１】
上述したように、レプチン抵抗性は、様々な原因によって誘発されるものであり、レプ
チン抵抗性の根本的なメカニズムは未だ不明である。そのため、レプチン抵抗性を改善お
よび／または予防するための決定的な治療薬を得るには至っていない。
【００１２】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、レプチン抵抗性を
改善および／または予防するための薬学的組成物、および当該薬学的組成物の使用を提供
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することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本発明者は、上記課題に鑑み鋭意検討を行った結果、従来、非ステロイド性抗炎症薬と
して慢性関節リウマチ、腰痛症等の疾患に対して適用されてきたフルルビプロフェンが、
レプチン抵抗性を改善および／または予防する効果を有することを発見し、本発明を完成
させるに至った。
【００１４】
これまで、フルルビプロフェンにレプチン抵抗性を改善および／または予防する効果が
あるということは一切知られていない。したがって、フルルビプロフェンにレプチン抵抗
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性を改善および／または予防する効果があるということは、本発明者らが初めて見出し、
ここに開示するものである。
【００１５】
すなわち、本発明にかかるレプチン抵抗性を改善および／または予防するための薬学的
組成物は、フルルビプロフェンを含有することを特徴としている。
【００１６】
本発明は、レプチン抵抗性を改善および／または予防するための薬学的組成物を製造す
るための、フルルビプロフェンの使用を包含する。
【００１７】
なお、特許文献１には、小胞体ストレスによって誘導されるＧＲＰ７８およびＣＨＯＰ
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の発現がフルルビプロフェンによって抑制されることが示されている。これは、小胞体ス
トレスを改善するためにフルルビプロフェンを利用可能であることが示唆されているに過
ぎない。上述したように、レプチン抵抗性は、小胞体ストレス以外の原因によっても誘発
されるものである。よって、フルルビプロフェンがレプチン抵抗性獲得の一因である小胞
体ストレスを改善する効果があることが特許文献１に示唆されているからといって、フル
ルビプロフェンにレプチン抵抗性を改善する効果があることまでは予想できない。それゆ
え、本発明は特許文献１等の記載に基づいて容易に想到し得るものではない。
【００１８】
本発明のさらに他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分わか
るであろう。また、本発明の利益は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろう
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。
【発明の効果】
【００１９】
本発明にかかる薬学的組成物は、レプチン抵抗性を改善および／または予防し得るとい
う非常に優れた効果を奏するものである。
【００２０】
なお、本発明にかかる薬学的組成物に含有されるフルルビプロフェンは、既に非ステロ
イド性抗炎症薬として上市されている。そのため、投与による副作用（胃部不快感、食欲
不振、悪心等）も予想できるものであり、さらに、フルルビプロフェンに対する依存性及
び耐性発現が認められないことも確認されている。したがって、レプチン抵抗性を改善お
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よび／または予防するための長期投与可能な安全な薬剤となり得る点で非常に優れている
。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】高脂肪食または普通食が与えられたマウスにおける体重の変化を示すグラフであ
る。
【図２】高脂肪食を与えることによってレプチン抵抗性が誘発されることを示す図である
。
【図３】フルルビプロフェン投与後８週間における各グループのマウスの体重の変化を示
すグラフである。
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【図４】レプチン投与３０分後の各グループのマウスの視床下部におけるＳＴＡＴ３のリ
ン酸化をウエスタンブロットによって調べた結果を表す図である。
【図５】図４のウエスタンブロットの結果を数値化したグラフである。縦軸は、各グルー
プのマウスの視床下部におけるＳＴＡＴ３のリン酸化の強度を表す。
【図６】絶食前後における血漿中のレプチン濃度を測定した結果を表すグラフである。図
６の（ａ）は絶食前の血漿中のレプチン濃度を表し、（ｂ）は絶食後の血漿中のレプチン
濃度を表している。
【図７】血漿中のレプチン濃度と体重との相関を表すグラフである。図７の（ａ）は絶食
前の血漿中のレプチン濃度と体重との相関を表し、（ｂ）は絶食後の血漿中のレプチン濃
度と体重との相関を表している。
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【図８】グルコース負荷試験の結果を表すグラフである。
【図９】フルルビプロフェンを投与して８週目の各グループのマウスの脂肪量を示すグラ
フである。
【図１０】フルルビプロフェンを投与して８週目の各グループのマウスの行動量を示すグ
ラフである。
【図１１】実施例７の実験の手順を示す図である。
【図１２】レプチン投与後の各グループのマウスの摂食量変化率を示すグラフである。
【図１３】コントロール群およびフルルビプロフェン投与群のマウスの体重変化率を示す
グラフである。
【図１４】コントロール群およびフルルビプロフェン投与群のマウスにおける普通食投与
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３週間後の内蔵脂肪量を示すグラフである。
【図１５】コントロール群およびフルルビプロフェン投与群のマウスにおける普通食投与
３週間後の血中レプチン濃度を示すグラフである。
【図１６】コントロール群およびフルルビプロフェン投与群のマウスにおける普通食投与
３週間後の体長を示すグラフである。
【図１７】グルコース負荷試験の結果を表すグラフである。
【図１８】飲水量の測定結果を表すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
本発明の一実施形態について説明すると以下の通りである。ただし、本発明はこれに限
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定されるものではなく、記述した範囲内で種々の変形を加えた態様で実施できるものであ
る。また、本明細書中に記載された学術文献および特許文献の全てが、本明細書中におい
て参考として援用される。なお、本明細書において特記しない限り「Ａ〜Ｂ」は、「Ａ以
上、Ｂ以下」を意味する。
【００２３】
〔薬学的組成物〕
本発明にかかる薬学的組成物は、レプチン抵抗性を改善および／または予防するための
薬学的組成物であって、フルルビプロフェンを含有することを特徴としている。本明細書
において、「フルルビプロフェン」は、以下の一般式で表される化合物（Ｉ）およびその
鏡像異性体、並びにこれらの薬学的に許容される塩が包含される。
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【００２４】
【化１】

30
さらに、本明細書において、上記「フルルビプロフェン」には、上記化合物（Ｉ）の骨
格を有した誘導体も包含される。
【００２５】
上記「誘導体」としては、誘導体の形態において、上記化合物（Ｉ）と同等の活性を有
するものであってもよく、誘導体の形態においては不活性であるが、生体内における生理
的条件下において酵素等による反応により、上記化合物（Ｉ）に変換されて活性を再獲得
する、いわゆる「プロドラッグ」の形態であってもよい。このような「誘導体」としては
、例えば、上記化合物（Ｉ）におけるカルボン酸がエステル化された誘導体；上記化合物
（Ｉ）におけるカルボン酸がアキセチル化された誘導体；等を挙げることができる。
【００２６】
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上記化合物（Ｉ）におけるカルボン酸がエステル化された誘導体としては、例えば、上
記化合物（Ｉ）におけるカルボン酸が、メチルエステル化、エチルエステル化、またはフ
ェニルエステル化された誘導体等を挙げることができる。
【００２７】
中でも、上記化合物（Ｉ）におけるカルボン酸をメチルエステル化した誘導体は、上記
化合物（Ｉ）と比較して、脳への移行性が向上することが報告されている（http://www.r
iken.go.jp/r‑world/research/results/2010/100309/index.html）〔２０１０年４月５日
検索〕。これらの「誘導体」は、従来公知の方法によって上記化合物（Ｉ）から製造する
ことができる。
【００２８】
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本発明にかかる薬学的組成物は、製薬分野における公知の方法によって製造することが
できる。本発明にかかる薬学的組成物におけるフルルビプロフェンの含有量としては、薬
学的組成物の製剤形態、投与方法、使用目的および当該医薬の投与対象である患者の年齢
、体重、症状等を考慮し、当該薬学的組成物を用いて後述する投与量の範囲内でフルルビ
プロフェンを投与できるような量であれば特に限定されない。フルルビプロフェンの投与
量の下限としては、成人（体重６０ｋｇ）１日あたり、好ましくは、０．０１３〜４０１
ｍｇ／ｋｇ、より好ましくは、０．１３〜４０ｍｇ／ｋｇ、さらにより好ましくは、０．
４４〜１２ｍｇ／ｋｇである。
【００２９】
但し、好ましい投与量の範囲は、種々の条件によって変動するため、上述した投与量よ
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りも少ない量でも十分な場合もあれば、上述した範囲以上の量を投与することが必要な場
合もある。
【００３０】
ここで、上記「レプチン抵抗性」について以下に説明する。本明細書において「レプチ
ン抵抗性」とは、血中にレプチンが存在するが、視床下部におけるレプチンシグナルが抑
制されている状態を意味している。
【００３１】
ここで、上記「レプチンシグナル」について簡単に説明する。レプチンは、サイトカイ
ンレセプターのファミリーに属するレプチン受容体に作用してＪａｋ２を活性化する。そ
の結果として、転写因子であるＳＴＡＴ３がリン酸化される。リン酸化されたＳＴＡＴ３
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は核内に移行し、プロ−オピオメラノコルチン（ＰＯＭＣ）等の転写を活性化する（H. M
unzberg, M. G. Myers, Jr., Molecular and anatomical determinants of central lept
in resistance. Nature Neuroscience, 2005, 8: 566‑570）。そのため、レプチン投与後
の、レプチン受容体が発現している組織におけるＳＴＡＴ３のリン酸化の状態を指標とし
て、レプチンシグナルが抑制されているか否かを確認することができる。
【００３２】
したがって、本明細書において「レプチン抵抗性の予防」とは、例えば、レプチン抵抗
性が誘発される条件下（例えば、後述する高脂肪食を長期間与える等）であっても、視床
下部においてレプチンによるＳＴＡＴ３のリン酸化状態が維持されることを意図している
。また、「レプチン抵抗性の改善」とは、例えば、レプチン抵抗性が誘発されて視床下部
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においてレプチンによるＳＴＡＴ３のリン酸化が抑制された状態から、ＳＴＡＴ３が再び
リン酸化されるようになることを意図している。
【００３３】
尚、後述する実施例に示すように、「レプチン抵抗性の予防」または「レプチン抵抗性
の改善」は、ＳＴＡＴ３のリン酸化状態のみならず、体重、血糖値および血中レプチン濃
度を指標としても評価することができる。具体的には、例えば、レプチン抵抗性が誘発さ
れる条件下（例えば、後述する高脂肪食を長期間与える等）であっても、血中レプチン濃
度が有意に増加しない状態が維持されればレプチン抵抗性が予防されたと評価することが
できる。また、レプチン抵抗性が誘発された状態（例えば、後述する高脂肪食を与えるこ
とによってレプチン抵抗性が誘発されて血中レプチン濃度が増加した状態等）から、血中
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レプチン濃度が有意に減少した状態になればレプチン抵抗性が改善したと評価することが
できる。
【００３４】
本発明にかかる薬学的組成物は、フルルビプロフェンの効果を阻害しない、フルルビプ
ロフェン以外の他の成分（例えば、薬学的に受容可能なキャリア等）をさらに含有しても
よい。
【００３５】
ここで、上記「薬学的に受容可能なキャリア」について以下に説明する。本明細書にお
いて「薬学的に受容可能なキャリア」（以下、単に「キャリア」ともいう）とは、医薬、
または動物薬のような農薬を製造するときに、処方を補助することを目的として用いられ
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る物質であって、有効成分に有害な影響を与えないものをいう。さらに、本発明にかかる
薬学的組成物を受容した個体において毒性が無く、且つキャリア自体は有害な抗体の産生
を誘導しないものが意図される。
【００３６】
上記キャリアとしては、製剤素材として使用可能な各種有機または無機のキャリア物質
が用いられ、後述する薬学的組成物の投与形態および剤型に応じて適宜選択することがで
きる。例えば、固形製剤における賦形剤、滑沢剤、結合剤、崩壊剤等；液状製剤における
溶剤、溶解補助剤、懸濁剤、等張化剤、緩衝剤、無痛化剤等；防腐剤；抗酸化剤；安定剤
；矯味矯臭剤等として配合されるが、本発明はこれらに限定されない。
【００３７】
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上記「賦形剤」としては、例えば、乳糖、白糖、Ｄ‑マンニトール、キシリトール、ソ
ルビトール、エリスリトール、デンプン、結晶セルロース等を挙げることができるが、製
薬分野において通常用いられるものであれば特に限定されるものではない。
【００３８】
上記「滑沢剤」としては、例えば、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウ
ム、ワックス、タルク、コロイドシリカ等を挙げることができるが、製薬分野において通
常用いられるものであれば特に限定されるものではない。
【００３９】
上記「結合剤」としては、例えば、α化デンプン、メチルセルロース、結晶セルロース
、白糖、Ｄ‑マンニトール、トレハロース、デキストリン、ヒドロキシプロピルセルロー

20

ス、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリビニルピロリドン等を挙げることができ
るが、製薬分野において通常用いられるものであれば特に限定されるものではない。
【００４０】
上記「崩壊剤」としては、例えば、デンプン、カルボキシメチルセルロース、低置換度
ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロースカルシウム、クロスカルメ
ロースナトリウム、カルボキシメチルスターチナトリウム等を挙げることができるが、製
薬分野において通常用いられるものであれば特に限定されるものではない。
【００４１】
上記「溶剤」としては、例えば、注射用水、アルコール、プロピレングリコール、マク
ロゴール、ゴマ油、トウモロコシ油、トリカプリリン等を挙げることができるが、製薬分
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野において通常用いられるものであれば特に限定されるものではない。
【００４２】
上記「溶解補助剤」としては、例えば、ポリエチレングリコール、プロピレングリコー
ル、Ｄ‑マンニトール、トレハロース、安息香酸ベンジル、エタノール、トリスアミノメ
タン、コレステロール、トリエタノールアミン、炭酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム等
を挙げることができるが、製薬分野において通常用いられるものであれば特に限定される
ものではない。
【００４３】
上記「懸濁剤」としては、例えば、ステアリルトリエタノールアミン、ラウリル硫酸ナ
トリウム、ラウリルアミノプロピオン酸、レシチン、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼ
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トニウム、モノステアリン酸グリセリン等の界面活性剤、あるいは、ポリビニルアルコー
ル、ポリビニルピロリドン、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メチルセルロース
、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセル
ロース等の親水性高分子等を挙げることができるが、製薬分野において通常用いられるも
のであれば特に限定されるものではない。
【００４４】
上記「等張化剤」としては、例えば、塩化ナトリウム、グリセリン、Ｄ‑マンニトール
等を挙げることができるが、製薬分野において通常用いられるものであれば特に限定され
るものではない。
【００４５】
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上記「緩衝剤」としては、例えば、リン酸塩、酢酸塩、炭酸塩、クエン酸塩等の緩衝液
等を挙げることができるが、製薬分野において通常用いられるものであれば特に限定され
るものではない。
【００４６】
上記「無痛化剤」としては、例えば、ベンジルアルコール等を挙げることができるが、
製薬分野において通常用いられるものであれば特に限定されるものではない。
【００４７】
上記「防腐剤」としては、例えば、パラオキシ安息香酸エステル類、クロロブタノール
、ベンジルアルコール、フェネチルアルコール、デヒドロ酢酸、ソルビン酸等を挙げるこ
とができるが、製薬分野において通常用いられるものであれば特に限定されるものではな
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い。
【００４８】
上記「抗酸化剤」としては、例えば、亜硫酸塩、アスコルビン酸等を挙げることができ
るが、製薬分野において通常用いられるものであれば特に限定されるものではない。
【００４９】
また、上記安定剤、矯味矯臭剤としては、製薬分野において通常用いられるものであれ
ば特に限定されるものではない。
【００５０】
本発明にかかる薬学的組成物の投与形態としては、経口的に投与するものであっても、
非経口的に、静脈内、直腸内、腹腔内、筋肉内、または皮下に投与するものであってもよ
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く、製剤形態に応じた適当な投与経路で投与することができる。中でも、投与が容易であ
るとの理由から、本発明にかかる組成物は、経口的に投与されることが好ましい。
なお、本明細書中において、上記「非経口」とは、脳室内、静脈内、筋肉内、腹腔内、胸
骨内、皮下、および関節内の注射および注入を含む投与の様式をいう。
【００５１】
本発明にかかる薬学的組成物を経口的に投与する場合、かかる薬学的組成物（以下、「
経口剤」ともいう）の剤型としては、例えば、粉剤、顆粒剤、錠剤、リポソーム、カプセ
ル剤（ソフトカプセル、マイクロカプセルを含む）、散剤等の固形製剤や、シロップ剤等
の液状製剤とすることができる。
【００５２】
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上記「液状製剤」は、上記キャリアとして、例えば、水；グリセロール、グリコール、
ポリエチレングリコール等の有機溶媒；これらの有機溶媒と水との混合物等を用いて、製
薬分野において通常用いられる方法で製造することができる。また、上記液状製剤は、さ
らに、溶解補助剤、緩衝剤、等張化剤、安定剤等を含んでいてもよい。
【００５３】
上記「固形製剤」は、上記キャリアとして、例えば、賦形剤、滑沢剤、結合剤、崩壊剤
、安定剤、矯味矯臭剤等を用いて、製薬分野において通常用いられる方法で製造すること
ができる。
【００５４】
かかる経口剤を調製する際には、目的に応じて、潤滑剤、流動性促進剤、着色剤、香料
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等をさらに配合してもよい。
【００５５】
また、本発明にかかる薬学的組成物を非経口的に投与する場合、かかる薬学的組成物（
以下、「非経口剤」ともいう）の剤型としては、例えば、注射剤、坐剤、ペレット、点滴
剤等とすることができる。かかる非経口剤は、製薬分野において公知の方法に従って、本
発明にかかる薬学的組成物を、希釈剤（例えば、注射用蒸留水、生理食塩水、ブドウ糖水
溶液、注射用植物油、ゴマ油、ラッカセイ油、ダイズ油、トウモロコシ油、プロピレング
リコール、ポリエチレングリコール等）に溶解または懸濁させ、目的に応じて、殺菌剤、
安定剤、等張化剤、無痛化剤等をさらに加えることにより調製することができる。
【００５６】
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また、本発明にかかる薬学的組成物の一実施形態として、製薬分野において通常用いら
れる技術により、徐放性製剤とすることもできる。
【００５７】
本発明にかかる薬学的組成物は、単独で投与されてもよいし、他の薬剤と併用して投与
されてもよい。併用して投与される方法としては、例えば、他の薬剤との混合物として同
時に投与されてもよいし、他の薬剤とは別の薬剤として同時にもしくは並行して投与され
てもよいし、あるいは経時的に投与されてもよいが、本発明はこれに限定されない。
【００５８】
また、本発明にかかる薬学的組成物が１日あたりに投与される回数は特に限定されるも
のではない。フルルビプロフェンの投与量が、１日あたりの所要の投与量範囲内であれば
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、１日あたり１回の投与であってもよいし、複数回に分けて投与を行ってもよい。
【００５９】
なお、本発明にかかる薬学的組成物は、ヒト以外の哺乳動物（例えば、マウス、ラット
、ウサギ、イヌ、ネコ、ウシ、ウマ、ブタ、およびサル等）に対しても適用可能であるこ
とは、当業者であれば容易に理解する。
【００６０】
以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は
上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能で
ある。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせて得られる
実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
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【実施例】
【００６１】
以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明は実施例によって限定される
ものではない。
【００６２】
本実施例では、実験動物として、４週齢の雄のマウス（C57BL/6 Cr Slc、清水実験材料
株式会社）を用いた。また、本実施例における全ての動物実験は、実験動物の飼育と使用
のためのＮＩＨ指針（NIH Guide for Care and Use of Laboratory Animals）に従って行
った。
【００６３】
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〔実施例１〕
＜レプチン抵抗性に対するフルルビプロフェンの効果１＞
（レプチン抵抗性の誘発方法および確認方法）
まず、本実施例で用いたレプチン抵抗性の誘発方法およびレプチン抵抗性の確認方法に
ついて以下に説明する。
【００６４】
図１は、高脂肪食または普通食が与えられたマウスにおける体重の変化を示すグラフで
ある。図１のグラフに示す値は、各グループにおけるマウスの体重を、それぞれのマウス
の体重の平均値±標準偏差として示した（グループあたりｎ＝７〜８）。また、ｔ検定を
用いて統計解析を行った。なお、図１中に記載される「＊＊」は、危険率１％未満におい
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て、高脂肪食が与えられたグループの体重と普通食が与えられたグループの体重との間に
有意差があることを表す。また、「＊＊＊」は、危険率０．１％未満において、高脂肪食
が与えられたグループの体重と普通食が与えられたグループの体重との間に有意差がある
ことを表す。
【００６５】
図１に示すように、高脂肪食（６０ｋｃａｌ％ｆａｔ、Ｄ１２４９２、Reserch DIET社
製）を与えられたマウスは、普通食（１０ｋｃａｌ％ｆａｔ、Ｄ１２４５０Ｂ、Reserch
DIET社製）を与えられたマウスと比較して、有意に体重が増加した。
【００６６】
次いで、高脂肪食または普通食を与えて１６週目のマウスに、マウス由来のレプチン（
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４５０−３１、PeproTech社製または４９８−ＯＢ、ｒｍＬｅｐｔｉｎ、Ｒ＆Ｄ社製）を
生理食塩水に溶解して調製したものを、投与量が５ｍｌ／ｋｇ（１ｍｇ／ｋｇ）になるよ
うに、非経口的に尾静脈内投与した。レプチン投与のコントロールとしては、等量の生理
食塩水を尾静脈内投与した。
【００６７】
レプチン投与３０分後のマウスの視床下部におけるＳＴＡＴ３のリン酸化を、リン酸化
ＳＴＡＴ３を認識する抗体（９１３１Ｓ、Cell Signaling製）を用いたウエスタンブロッ
トによって調べた結果を図２に示す。図２に示すように、高脂肪食を与えて１６週目のマ
ウスでは、レプチン投与後であっても視床下部におけるＳＴＡＴ３のリン酸化が抑制され
ていた。これは、レプチン投与後であっても視床下部におけるレプチンシグナルが抑制さ
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れている、すなわちレプチン抵抗性が誘発されていることを示す結果である。
【００６８】
図１および図２の結果から、高脂肪食を長期間に渡って与えることによってレプチン抵
抗性を誘発可能であることが確認できた。さらに、マウスの体重増加と、視床下部におけ
るＳＴＡＴ３のリン酸化の抑制とが相関していることが確認できた。これは、レプチン抵
抗性の有無をマウスの体重増加によっても評価できることを示している。よって、本実施
例では、高脂肪食を長期間に渡って与えることによってレプチン抵抗性を誘発し、フルル
ビプロフェン投与によってレプチン抵抗性が改善および／または予防されたことをマウス
の体重の変化を指標として確認した。
【００６９】
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（実験）
マウスを７〜８匹ずつ計４つのグループに分け、各グループのマウスには以下の食事を
与えた。
グループ１：普通食（１０ｋｃａｌ％ｆａｔ、Ｄ１２４５０Ｂ、Reserch DIET社製）のみ
グループ２：高脂肪食（６０ｋｃａｌ％ｆａｔ、Ｄ１２４９２、Reserch DIET社製）のみ
グループ３：普通食＋フルルビプロフェン（Ｆ８５１４、ＳＩＧＭＡ社製）
グループ４：高脂肪食＋フルルビプロフェン（Ｆ８５１４、ＳＩＧＭＡ社製）
なお、フルルビプロフェンは、１日当たりおよそ１０ｍｇ／ｋｇの投与量になるように飲
用水を用いて希釈して、飲用水として経口投与した。その後、７日ごとにマウスの体重を
測定した。
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【００７０】
（結果）
結果を図３に示す。図３は、フルルビプロフェン投与後８週間における各グループのマ
ウスの体重の変化を示すグラフである。図３のグラフに示す値は、各グループにおけるマ
ウスの体重を、それぞれのマウスの体重の平均値±標準偏差として示した（グループあた
りｎ＝７〜８）。また、ｔ検定を用いて統計解析を行った。なお、グラフ中に示す「＊」
は、危険率５％未満において、グループ２の体重とグループ４の体重との間に有意差があ
ることを表す。
【００７１】
図３に示すように、フルルビプロフェン投与後８週目において、グループ２の体重とグ
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ループ４の体重との間に有意な差異が認められた。これは、フルルビプロフェン投与によ
ってグループ４の体重の増加が抑制されたことを示している。前出の「レプチン抵抗性の
誘発方法および確認方法」の項において、図２の結果を引用して、高脂肪食をマウスに与
えることによってレプチン抵抗性を誘発することができるということを示した。そして、
レプチン抵抗性の有無をマウスの体重増加によっても評価できることを同項において示し
た。図３に示すように、グループ２は高脂肪食が与えられることによって普通食が与えら
れたグループ１に対して体重が増加していることから、当然のことながらレプチン抵抗性
が誘発されたと認められる。一方、グループ４は、同様に高脂肪食が与えられているにも
関わらず普通食が与えられたグループ１に対して体重が増加していないことから、高脂肪
食が与えられることによって本来ならばレプチン抵抗性が誘発されるところ、フルルビプ
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ロフェン投与によって、そのレプチン抵抗性の誘発が予防されたものと推察される。
【００７２】
一方、普通食を与えたグループ１の体重とグループ３の体重との間には有意な差異が認
められなかった。このことから、フルルビプロフェン投与によって毒性もしくは副作用が
誘発された結果、体重減少が惹起されるわけではないことを確認できた。
【００７３】
〔実施例２〕
＜レプチン抵抗性に対するフルルビプロフェンの効果２＞
（レプチン抵抗性の誘発方法および確認方法）
４週齢の雄のマウス（C57BL/6 Cr Slc）に普通食（１０ｋｃａｌ％ｆａｔ、Ｄ１２４５
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０Ｂ、Reserch DIET社製）または高脂肪食（６０ｋｃａｌ％ｆａｔ、Ｄ１２４９２、Rese
rch DIET社製）を与えた。フルルビプロフェンは、１日当たりおよそ１０ｍｇ／ｋｇの投
与量になるように飲用水を用いて希釈して、飲用水として経口投与した。
【００７４】
具体的には、マウスを７〜８匹ずつ計４つのグループに分け、各グループのマウスには
以下の食事を与えた。
グループ１：普通食（１０ｋｃａｌ％ｆａｔ）のみ
グループ２：高脂肪食（６０ｋｃａｌ％ｆａｔ）のみ
グループ３：普通食＋フルルビプロフェン
グループ４：高脂肪食＋フルルビプロフェン
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高脂肪食または普通食を与えて８週目のマウスに、マウス由来のレプチン（４５０−３
１、PeproTech社製または４９８−ＯＢ、ｒｍＬｅｐｔｉｎ、Ｒ＆Ｄ社製）を生理食塩水
に溶解して調製したものを、投与量が１ｍｇ／ｋｇになるように、非経口的に尾静脈内投
与した。レプチン投与のコントロールとしては、等量の生理食塩水を尾静脈内投与した。
【００７５】
レプチン投与３０分後のマウスの視床下部におけるＳＴＡＴ３のリン酸化を、リン酸化
ＳＴＡＴ３を認識する抗体（９１３１Ｓ、Cell Signaling製）を用いたウエスタンブロッ
トによって調べた結果を図４および図５に示す。図４は、レプチン投与３０分後の各グル
ープのマウスの視床下部におけるＳＴＡＴ３のリン酸化をウエスタンブロットによって調
べた結果を表す図である。図５は、図４のウエスタンブロットの結果を数値化したグラフ
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である。図５中の縦軸は各グループのマウスの視床下部におけるＳＴＡＴ３のリン酸化の
強度を表す。図５のグラフに示す値は、各グループのマウスの視床下部におけるＳＴＡＴ
３のリン酸化の強度を、それぞれのマウスの視床下部におけるＳＴＡＴ３のリン酸化の強
度±標準偏差として示した（グループあたりｎ＝７〜８）。また、ｔ検定を用いて統計解
析を行った。なお、図５中に記載される「＊＊」は、危険率１％未満において、高脂肪食
を与えて８週目にレプチンを投与したグループ２のマウスの視床下部におけるＳＴＡＴ３
のリン酸化の強度と、高脂肪食＋フルルビプロフェン投与後８週目にレプチンを投与した
グループ４のマウスの視床下部におけるＳＴＡＴ３のリン酸化の強度との間に有意差があ
ることを表す。
【００７６】

40

図４に示すように、高脂肪食を与えて８週目のマウスでは、レプチン投与後であっても
視床下部におけるＳＴＡＴ３のリン酸化が抑制されていた。これは、レプチン投与後であ
っても視床下部におけるレプチンシグナルが抑制されている、すなわちレプチン抵抗性が
誘発されていることを示す結果である。一方、高脂肪食＋フルルビプロフェン投与後８週
目のマウスでは、レプチン投与後に視床下部におけるＳＴＡＴ３がリン酸化されていた。
また、図５に示すように、高脂肪食＋フルルビプロフェンが与えられたグループ４のマウ
スの視床下部におけるＳＴＡＴ３のリン酸化の強度は、高脂肪食が与えられたグループ２
のマウスの視床下部におけるＳＴＡＴ３のリン酸化の強度と比較して有意に強い。これら
の結果から、高脂肪食とフルルビプロフェンとを同時に投与することにより、高脂肪食を
長期間に渡って与えることによるＳＴＡＴ３のリン酸化の抑制、すなわちレプチン抵抗性
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の誘発、を抑制することができることが明らかになった。
【００７７】
〔実施例３〕
＜血中レプチン濃度の上昇に対するフルルビプロフェンの効果＞
（血中レプチン濃度を上昇させる方法および血中レプチン濃度の確認方法）
４週齢の雄のマウス（C57BL/6 Cr Slc）に普通食（１０ｋｃａｌ％ｆａｔ、Ｄ１２４５
０Ｂ、Reserch DIET社製）または高脂肪食（６０ｋｃａｌ％ｆａｔ、Ｄ１２４９２、Rese
rch DIET社製）を与えた。フルルビプロフェン（Ｆ８５１４、ＳＩＧＭＡ社製）は、１日
当たりおよそ１０ｍｇ／ｋｇの投与量になるように飲用水を用いて希釈して、飲用水とし
て経口投与した。

10

【００７８】
具体的には、マウスを７〜８匹ずつ計４つのグループに分け、各グループのマウスには
以下の食事を与えた。
グループ１：普通食（１０ｋｃａｌ％ｆａｔ）のみ
グループ２：高脂肪食（６０ｋｃａｌ％ｆａｔ）のみ
グループ３：普通食＋フルルビプロフェン
グループ４：高脂肪食＋フルルビプロフェン
高脂肪食または普通食を与えて８週目のマウスから、絶食前または２８〜２９．５時間
絶食後の血液をそれぞれ２０〜２５μＬ、尾部から採取した。採取した血液は、０．５Ｍ
ＥＤＴＡを１μＬ加えて遠心分離（３０００ｒｐｍ、１５分）を行った。遠心分離によ

20

って得られた上清の血漿を用いて、ＥＬＩＳＡ法により血漿中のレプチン濃度を測定した
。
【００７９】
結果を図６および図７に示す。図６は絶食前後における血漿中のレプチン濃度を測定し
た結果を表すグラフである。図６の（ａ）は絶食前の血漿中のレプチン濃度を表し、（ｂ
）は絶食後の血漿中のレプチン濃度を表している。図６の（ａ）のグラフに示す値は、各
グループのマウスにおける絶食前の血漿中のレプチン濃度を、それぞれのマウスにおける
絶食前の血漿中のレプチン濃度±標準偏差として示した（グループあたりｎ＝７〜８）。
これと同様に、図６の（ｂ）のグラフに示す値は、各グループのマウスにおける絶食後の
血漿中のレプチン濃度を、それぞれのマウスにおける絶食後の血漿中のレプチン濃度±標
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準偏差として示した（グループあたりｎ＝７〜８）。また、ｔ検定を用いて統計解析を行
った。なお、図６中に記載される「＊＊＊」は、危険率０．１％未満において、高脂肪食
が８週間与えられたグループ２のマウスにおける絶食前の血漿中のレプチン濃度と、普通
食が与えられたグループ１のマウスにおける絶食前の血漿中のレプチン濃度との間に有意
差があることを表し、「＊＊」は、危険率１％未満において、高脂肪食が８週間与えられ
たグループ２のマウスにおける絶食後の血漿中のレプチン濃度と、普通食が与えられたグ
ループ１のマウスにおける絶食後の血漿中のレプチン濃度との間に有意差があることを表
す。また、図６中に記載される「＃＃＃」は、危険率０．１％未満において、高脂肪食＋
フルルビプロフェンを８週間投与したグループ４のマウスにおける絶食前の血漿中のレプ
チン濃度と、高脂肪食が与えられたグループ２のマウスにおける絶食前の血漿中のレプチ

40

ン濃度との間に有意差があることを表し、「＃＃」は、危険率１％未満において、高脂肪
食＋フルルビプロフェンを８週間投与したグループ４のマウスにおける絶食後の血漿中の
レプチン濃度と、高脂肪食が与えられたグループ２のマウスにおける絶食後の血漿中のレ
プチン濃度との間に有意差があることを表す。
【００８０】
図７は血漿中のレプチン濃度と体重との相関を表すグラフである。図７の（ａ）は絶食
前の血漿中のレプチン濃度と体重との相関を表し、（ｂ）は絶食後の血漿中のレプチン濃
度と体重との相関を表している。なお、図７中に記載される「Ｒ」は相関係数を表す。
【００８１】
図６に示すように、絶食前および絶食後において、高脂肪食が８週間与えられたグルー
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プ２のマウスでは、普通食が与えられたグループ１のマウスと比較して、血漿中のレプチ
ン濃度が有意に高かった。これに対し、高脂肪食＋フルルビプロフェンを８週間投与した
グループ４のマウスでは、高脂肪食が与えられたグループ２のマウスと比較して、血漿中
のレプチン濃度が有意に低かった。さらに図７に示すように、絶食前および絶食後におい
て、マウスの体重と血漿中のレプチン濃度との間には相関が認められた。これらの結果か
ら、高脂肪食とフルルビプロフェンとを同時に投与することにより、血漿中のレプチン濃
度の上昇を抑制することができることが明らかになった。
【００８２】
レプチン抵抗性が誘発された個体ではレプチンが機能しないため、生体の恒常性の維持
機構が働いて、より多くレプチンが分泌される。その結果、レプチン抵抗性が誘発された

10

個体では、血中レプチン値は高くなる。高脂肪食＋フルルビプロフェンを８週間投与した
グループ４のマウスでは、レプチン抵抗性が予防されたことにより、レプチンは正常に機
能しているため、より多くレプチンを分泌する必要がない。このため、高脂肪食＋フルル
ビプロフェンを８週間投与したグループ４のマウスでは、血中レプチン値は正常値に維持
されていると考えられた。
【００８３】
〔実施例４〕
＜フルルビプロフェンによる血糖値減少効果＞
レプチン抵抗性が糖尿病の発症に関与することが報告されている（例えば、Gwo‑Hwa Le
e et al, Abnormal splicing of the leptin receptor in diabetic mice, Nature 1996,

20

379(15):632‑635; Hong Chen et al, Evidence That the Diabetes Gene Encodes the L
eptin Receptor: Identification of a Mutation in the Leptin Receptor Gene in db/d
b Mice, Cell 1996, 84: 491‑495等を参照）。具体的には、レプチン高親和性受容体（OB
‑R）に変異を有し、レプチンシグナル伝達に欠陥があるdb/dbマウスは、糖尿病を発症す
る。このため、グルコース負荷試験における血糖値の変化を１つの指標として、レプチン
抵抗性が誘発されているか否かを確認することができると考えられる。
【００８４】
そこで、実施例４では、グルコース負荷試験における血糖値の変化を１つの指標として
レプチン抵抗性の誘発を評価しえるか検討した。同時に、グルコース負荷試験における血
糖値の変化を１つの指標として、フルルビプロフェン投与によって、レプチン抵抗性の誘

30

発を予防しえるかについて検討した。具体的には、４週齢の雄マウス（C57BL/6 Cr Slc）
を１４〜１６匹ずつ計４つのグループに分け、実施例３と同様に、各グループのマウスに
以下の食事を８週間与えた。
グループ１：普通食（１０ｋｃａｌ％ｆａｔ）のみ
グループ２：高脂肪食（High Fat Diet：ＨＦＤ）（６０ｋｃａｌ％ｆａｔ）のみ
グループ３：普通食＋フルルビプロフェン
グループ４：高脂肪食＋フルルビプロフェン
なお、フルルビプロフェン（Ｆ８５１４、ＳＩＧＭＡ社製）は、１日当たり１０ｍｇ／
ｋｇの投与量になるように飲用水を用いて希釈して、飲用水として経口投与した。
40

【００８５】
高脂肪食または普通食を与えて８週間後に、各グループのマウスに対し、グルコース負
荷試験を行った。
【００８６】
（グルコース負荷試験）
グルコース負荷試験は、耐糖能とインスリン分泌能を評価する最も基本的な方法である
。実施例４では、グルコース負荷試験の前日の夜からマウスを１７時間絶食させ、翌日午
前１０時から空腹時血糖値（ｐｒｅ）をFreestyle freedom（ニプロ株式会社

血糖自己

測定システム）によって測定した。その後、２ｇ／ｋｇの投与量になるようにグルコース
を腹腔内（i.p.）投与し、３０分後、１時間後および２時間後の血糖値をFreestyle free
dom（ニプロ株式会社

血糖自己測定システム）によって測定した。
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【００８７】
結果を図８に示す。図８はグルコース負荷試験の結果を表すグラフである。図８のグラ
フに示す値は、各グループのマウスにおける血糖値（ｍｇ/ｄＬ）をそれぞれのマウスに
おける血糖値±標準偏差として示した（グループあたりｎ＝１４〜１６）。また、ｔ検定
を用いて統計解析を行った。なお、図８中の「＊」は、高脂肪食が８週間与えられたグル
ープ２のマウスにおける血糖値と、普通食が与えられたグループ１のマウスにおける血糖
値との間に危険率５％未満において有意差があることを示し、「＊＊＊」は、危険率０．
１％未満において有意差があることを示している。
【００８８】
また、図８中の「＃」は、高脂肪食＋フルルビプロフェンを８週間投与したグループ４

10

のマウスにおける血糖値と、高脂肪食が与えられたグループ２のマウスにおける血糖値と
の間に危険率５％未満において有意差があることを示し、「＃＃」は、危険率１％未満に
おいて有意差があることを示し、「＃＃＃」は、危険率０．１％未満において有意差があ
ることを示している。
【００８９】
図８に示すように、高脂肪食が与えられたグループ２のマウスでは、普通食が与えられ
たグループ１のマウスと比較して、グルコース投与２時間後の血糖値が有意に高くなって
いた。実施例１〜３で示したように、高脂肪食を８週間与えることによってレプチン抵抗
性が誘発されることが明らかになっているので、図８の結果は、レプチン抵抗性の有無を
グルコース負荷試験における血糖値の変化を確認することによっても評価できることを示

20

している。
【００９０】
さらに、レプチン抵抗性が誘発されないコントロール群であるグループ１およびグルー
プ３のマウスと同様、グループ４のマウスではグルコース投与１時間後には速やかに血糖
値が減少していた。また、グルコース投与１時間後におけるグループ２の血糖値とグルー
プ４の血糖値との間には有意な差異が認められた。このことから、フルルビプロフェン投
与によってレプチン抵抗性の誘発が予防されたことを、グルコース負荷試験における血糖
値の変化を指標として確認することができた。
【００９１】
一方、普通食を与えたグループ１の血糖値とグループ３の血糖値との間には有意な差異

30

が認められなかった。このことから、フルルビプロフェンによって直接的に血糖値が低下
させられているわけではないことを確認できた。
【００９２】
〔実施例５〕
＜高脂肪食およびフルルビプロフェン投与によるマウス脂肪量への影響＞
４週齢の雄マウス（C57BL/6 Cr Slc）を７〜８匹ずつ計４つのグループに分け、実施例
４と同様に、各グループのマウスには以下の食事を８週間与えた。
グループ１：普通食（１０ｋｃａｌ％ｆａｔ）のみ
グループ２：高脂肪食（６０ｋｃａｌ％ｆａｔ）のみ
グループ３：普通食＋フルルビプロフェン
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グループ４：高脂肪食＋フルルビプロフェン
なお、フルルビプロフェン（Ｆ８５１４、ＳＩＧＭＡ社製）は、１日当たり１０ｍｇ／
ｋｇの投与量になるように飲用水を用いて希釈して、飲用水として経口投与した。
【００９３】
高脂肪食または普通食を与えて８週間飼育したマウスを正中線に沿って切開し、脂肪組
織の量（内蔵脂肪）を測定した。内蔵脂肪は、マウス腹部より摘出し、その重さ（wet we
ight）を測定した。
【００９４】
結果を図９に示す。図９はフルルビプロフェンを投与して８週目の各グループのマウス
の脂肪量を示すグラフである。図９のグラフに示す値は、各グループのマウスにおける脂
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肪量（ｇ）をそれぞれのマウスにおける脂肪量±標準偏差として示した（グループあたり
ｎ＝７〜８）。また、ｔ検定を用いて統計解析を行った。なお、図９中の「＊＊＊」は、
高脂肪食が８週間与えられたグループ２のマウスにおける脂肪量と、普通食が与えられた
グループ１のマウスにおける脂肪量との間に危険率０．１％未満において有意差があるこ
とを示している。また、「＃」は、高脂肪食＋フルルビプロフェンを８週間投与したグル
ープ４のマウスにおける脂肪量と、高脂肪食が与えられたグループ２のマウスにおける脂
肪量との間に危険率５％未満において有意差があることを示している。
【００９５】
図９に示すように、普通食が与えられたグループ１のマウスに対して、高脂肪食が８週
間与えられたグループ２のマウスでは、脂肪量の有意な増加が認められた。さらに、高脂

10

肪食が８週間与えられたグループ２のマウスに対して、高脂肪食＋フルルビプロフェンを
８週間投与したグループ４のマウスでは、脂肪量の有意な減少が認められた。
【００９６】
〔実施例６〕
＜マウス行動量に対する高脂肪食、フルルビプロフェンの影響＞
マウスの行動量を測定するために、Open Field Testを行った。具体的には、４週齢の
雄マウス（C57BL/6 Cr Slc）を１５〜１６匹ずつ計４つのグループに分け、実施例５と同
様に、各グループのマウスには以下の食事を８週間与えた。
グループ１：普通食（１０ｋｃａｌ％ｆａｔ）のみ
グループ２：高脂肪食（６０ｋｃａｌ％ｆａｔ）のみ
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グループ３：普通食＋フルルビプロフェン
グループ４：高脂肪食＋フルルビプロフェン
なお、フルルビプロフェン（Ｆ８５１４、ＳＩＧＭＡ社製）は、１日当たり１０ｍｇ／
ｋｇの投与量になるように飲用水を用いて希釈して、飲用水として経口投与した。
【００９７】
高脂肪食または普通食を与えて８週間飼育したマウスについて、Open Field Testを行
った。
【００９８】
（Open Field Test）
Open Field Testは、マウスを正方形のフィールド（４８×４８ｃｍ）の中央に静置し
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、新規環境でのマウスの行動量を数値化して測定する方法である。具体的には、自発運動
測定装置（SCANET MV‑10MT，東洋産業株式会社製）を用いて、マウスの摂食行動が活発化
する前の１６：３０〜１７：３０の間に、一匹あたり５分間の行動量を測定した。
【００９９】
結果を図１０に示す。図１０はフルルビプロフェンを投与して８週目の各グループのマ
ウスの行動量を示すグラフである。図１０のグラフに示す値は、各グループのマウスにお
ける行動量（自発運動：locomotor activity（counts／５分））をそれぞれのマウスにお
ける行動量±標準偏差として示した（グループあたりｎ＝１５〜１６）。また、ｔ検定を
用いて統計解析を行った。
【０１００】
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図１０に示すように、高脂肪食が与えられたグループ２のマウスと、普通食が与えられ
たグループ１のマウスとの間には、行動量に有意な差は認められなかった。また、フルル
ビプロフェンが投与されていないグループ１またはグループ２のマウスと、フルルビプロ
フェンが投与されたグループ３または４のマウスとの間には、行動量に有意な差は認めら
れなかった。
【０１０１】
このことから、高脂肪食またはフルルビプロフェンの投与は、マウスの行動量に影響を
与えないことを確認することができた。
【０１０２】
〔実施例７〕
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＜フルルビプロフェンによるレプチン抵抗性の予防〜摂食量の検討〜＞
レプチン抵抗性が誘発されると、血中レプチン濃度が上昇するにもかかわらず、レプチ
ンによる摂食抑制作用やエネルギー消費亢進作用が低下する。このことから、レプチンに
よる摂食抑制作用の有無を指標として、レプチン抵抗性の有無を確認することができる。
そこで、実施例７では、レプチンによる摂食抑制作用の有無を指標として、フルルビプロ
フェンによってレプチン抵抗性の誘発が予防されることをさらに確認した。
【０１０３】
具体的には、４週齢の雄マウス（C57BL/6 Cr Slc）を６〜８匹ずつ計４つのグループに
分け、実施例５と同様に、各グループのマウスには以下の食事を８週間与えた。
グループ１：普通食（１０ｋｃａｌ％ｆａｔ）のみ
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グループ２：高脂肪食（６０ｋｃａｌ％ｆａｔ）のみ
グループ３：普通食＋フルルビプロフェン
グループ４：高脂肪食＋フルルビプロフェン
なお、フルルビプロフェン（Ｆ８５１４、ＳＩＧＭＡ社製）は、１日当たり１０ｍｇ／
ｋｇの投与量になるように飲用水を用いて希釈して、飲用水として経口投与した。
【０１０４】
図１１は、実施例７の実験の手順を示す図である。図１１に示すように、高脂肪食また
は普通食を与えて８週間飼育したマウスを１匹／ケージとなるように隔離（isolation）
した日を０日目（Day 0）とし、３日間馴化（habituation）させた。また、注射による摂
食行動への影響を除去するために、３日目（Day 3）および４日目（Day 4）に、ダミーと
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して５ｍＬ／ｋｇとなるように生理食塩水（saline）の腹腔内（i.p.）投与を行った。さ
らに、５日目（Day 5）に５ｍＬ／ｋｇとなるように生理食塩水を腹腔内（i.p.）投与し
、６日目（Day 6）において生理食塩水投与後２４時間までの摂食量をコントロールとし
た。
【０１０５】
次に、６日目（Day 6）に０．５ｍｇ／ｋｇとなるようにレプチン（型番：４９８−Ｏ
Ｂ、ｒｍＬｅｐｔｉｎ、Ｒ＆Ｄ社製）を腹腔内（i.p.）投与し、７日目（Day 7）におい
てレプチン投与後２４時間までの摂食量を測定した。５日目（Day 5）〜６日目（Day 6）
の摂食量に対する６日目（Day 6）〜７日目（Day 7）の摂食量の割合を指標に、レプチン
による摂食量に与える影響（摂食量変化率）を検討した。摂食量変化率は、以下の式（１
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）で表される。
摂食量変化率（％）＝（６日目〜７日目の摂食量／５日目〜６日目の摂食量）×１００
…

（１）
なお、レプチンおよび生理食塩水の投与は全て、１日２回、定刻（９：００および１９

：００）に行った。
【０１０６】
結果を図１２に示す。図１２は、レプチン投与後の各グループのマウスの摂食量の変化
を示すグラフである。図１２のグラフに示す値は、各グループのマウスにおける摂食量変
化率（％）をそれぞれのマウスにおける摂食量変化率±標準偏差として示した（グループ
あたりｎ＝６〜８）。また、ｔ検定を用いて統計解析を行った。なお、図１２中の「＊」
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は、高脂肪食が８週間与えられたグループ２のマウスにおける摂食量変化率と、普通食が
与えられたグループ１のマウスにおける摂食量変化率との間に危険率５％未満において有
意差があることを示している。
【０１０７】
図１２に示すように、高脂肪食が８週間与えられたグループ２のマウスでは、レプチン
による摂食抑制が起こらず、摂食量はむしろ増加した。これに対し、高脂肪食＋フルルビ
プロフェンを８週間投与したグループ４では、フルルビプロフェンの投与によってレプチ
ンによる摂食抑制が起こった。高脂肪食＋フルルビプロフェンを８週間投与したグループ
４のマウスにおける摂食量変化率と、普通食が与えられたグループ１のマウスにおける摂
食量変化率との間には有意な差が認められなかった。このことはすなわち、高脂肪食＋フ
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ルルビプロフェンを投与されたマウスは、普通食を投与されたマウスと比較して摂食量変
化率に違いがないことを示しておいる。従って、高脂肪食＋フルルビプロフェンを投与さ
れたマウスでは、レプチン抵抗性が予防されたと考えられる。
【０１０８】
以上よりこれらの結果は、グループ４のマウスでは、レプチンシグナルが正常に機能し
ている、すなわち、グループ４のマウスでは、フルルビプロフェンによって、高脂肪食の
摂取によるレプチン抵抗性が予防されていることを示すものである。
【０１０９】
以上の結果から、フルルビプロフェンは、レプチン抵抗性の予防に有用であると結論付
けられる。

10

【０１１０】
〔実施例８〕
＜フルルビプロフェンの体重減少効果（治療効果）＞
実施例８では、レプチン抵抗性の改善においてもフルルビプロフェンが有用であること
を、マウスの体重の変化を指標として確認した。具体的には、４週齢の雄マウス（C57BL/
6 Cr Slc）を高脂肪食（High Fat Diet；ＨＦＤ）を６ヶ月間与えてレプチン抵抗性を誘
発した。その後、これらのマウスを２つのグループ（各１４匹ずつ）に分け、各グループ
のマウスには以下の食事を３週間与えた。
コントロール群（Ｃｏｎｔ）：普通食（１０ｋｃａｌ％ｆａｔ）のみ
フルルビプロフェン投与群（Ｆｕｌ）：普通食＋フルルビプロフェン
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なお、フルルビプロフェン（Ｆ８５１４、ＳＩＧＭＡ社製）は、１日当たり３ｍｇ／ｋ
ｇの投与量になるように飲用水を用いて希釈して、飲用水として経口投与した。
【０１１１】
フルルビプロフェン投与開始日（０週）を基準とし、各グループのマウスの体重変化率
を測定した。また、３週目の内蔵脂肪量（ｇ）を測定した。内蔵脂肪は、マウス腹部より
摘出し、その重さ（wet weight）を測定した。
【０１１２】
結果を図１３および図１４に示す。図１３は、コントロール群およびフルルビプロフェ
ン投与群のマウスの体重変化率を示すグラフである。図１３のグラフに示す値は、各グル
ープのマウスにおける体重変化率（％）をそれぞれのマウスにおける体重変化率±標準偏
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差として示した（グループあたりｎ＝１４）。また、ｔ検定を用いて統計解析を行った。
なお、図１３中の「＊」は、コントロール群のマウスにおける体重変化率と、フルルビプ
ロフェン投与群のマウスにおける体重変化率との間に危険率５％未満において有意差があ
ることを示している。
【０１１３】
また、図１４は、コントロール群およびフルルビプロフェン投与群のマウスにおける普
通食３週間後の内蔵脂肪量（ｇ）を示すグラフである。図１４のグラフに示す値は、各グ
ループのマウスにおける内蔵脂肪量（ｇ）をそれぞれのマウスにおける内蔵脂肪量±標準
偏差として示した（グループあたりｎ＝１４）。また、ｔ検定を用いて統計解析を行った
。なお、図１４中の「＊＊」は、コントロール群のマウスにおける内蔵脂肪量と、フルル
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ビプロフェン投与群のマウスにおける内蔵脂肪量との間に危険率１％未満において有意差
があることを示している。
【０１１４】
図１３に示すように、フルルビプロフェン投与前の平均体重は、コントロール群が５３
．８７９±０．６２９９ｇ、フルルビプロフェン投与群が５３．４７９±０．７８０４ｇ
であった。これに対し、フルルビプロフェン投与３週間後の平均体重は、コントロール群
が４８．３７１±０．６３８７ｇ、フルルビプロフェン投与群が４５．５４３±１．１１
０３ｇとなり、有意な体重減少効果があることが観察された（Ｐ＜０．０５）。この結果
は、臨床レベルの投与量（１日当たり３ｍｇ／ｋｇ）のフルルビプロフェンを投与するこ
とによってレプチン抵抗性を改善し得ることを示している。また、フルルビプロフェン投
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与１週間後にはフルルビプロフェンによるレプチン抵抗性改善効果が現れることを確認す
ることができた。
【０１１５】
さらに、図１４に示すように、フルルビプロフェン投与３週間後のフルルビプロフェン
投与群のマウスの内臓脂肪量は、コントロール群のマウスの内臓脂肪量に対して有意に減
少していることが確認された（Ｐ＜０．０１）。
【０１１６】
〔実施例９〕
＜フルルビプロフェン投与による血中レプチン濃度の減少＞
実施例８と同様に、４週齢の雄マウス（C57BL/6 Cr Slc）を高脂肪食（High Fat Diet
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；ＨＦＤ）を６ヶ月間与えてレプチン抵抗性を誘発した。その後、これらのマウスを２つ
のグループ（各８匹ずつ）に分け、各グループのマウスには以下の食事を３週間与えた。
コントロール群（Ｃｏｎｔ）：普通食（１０ｋｃａｌ％ｆａｔ）のみ
フルルビプロフェン投与群（Ｆｕｌ）：普通食＋フルルビプロフェン
なお、フルルビプロフェン（Ｆ８５１４、ＳＩＧＭＡ社製）は、１日当たり３ｍｇ／ｋ
ｇの投与量になるように飲用水を用いて希釈して、飲用水として経口投与した。
【０１１７】
フルルビプロフェン投与３週間後の血中レプチン濃度を測定した結果を図１５に示す。
図１５は、コントロール群およびフルルビプロフェン投与群のマウスにおける普通食投与
３週間後の血中レプチン濃度（ｎｇ／ｍｌ）を示すグラフである。図１５のグラフに示す
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値は、各グループのマウスにおける血中レプチン濃度（ｎｇ／ｍｌ）をそれぞれのマウス
における血中レプチン濃度±標準偏差として示した（グループあたりｎ＝８）。また、ｔ
検定を用いて統計解析を行った。なお、図１５中の「＊」は、コントロール群のマウスに
おける血中レプチン濃度と、フルルビプロフェン投与群のマウスにおける血中レプチン濃
度との間に危険率５％未満において有意差があることを示している。
【０１１８】
図１５に示すように、コントロール群のマウスの血中レプチン濃度は、１０６．５１±
３．７１２２（ｎｇ／ｍｌ）であった。これに対して、フルルビプロフェン投与群のマウ
スの血中レプチン濃度は、８７．１０５±５．４４１５（ｎｇ／ｍｌ）であり、フルルビ
プロフェン投与によって血中レプチン濃度が有意に減少することが確認された（Ｐ＜０．
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０５）。
【０１１９】
レプチン抵抗性が誘発された個体ではレプチンが機能しないため、生体の恒常性の維持
機構が働いて、より多くレプチンが分泌される。その結果、レプチン抵抗性が誘発された
個体では、血中レプチン濃度は高くなる。フルルビプロフェンを３週間投与したフルルビ
プロフェン投与群（Ｆｕｌ）のマウスでは、レプチン抵抗性が改善されたことにより、レ
プチンの機能が改善されたため、より多くレプチンを分泌する必要がない。このため、フ
ルルビプロフェン投与群（Ｆｕｌ）のマウスでは、コントロール群（Ｃｏｎｔ）と比較し
て血中レプチン濃度が有意に減少したと考えられた。これらの結果は、フルルビプロフェ
ンによるレプチン抵抗性の改善を、血中レプチン濃度の減少を確認することによっても評
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価することができることを示している。
【０１２０】
〔実施例１０〕
＜フルルビプロプェン投与による体長の変化＞
実施例８と同様に、４週齢の雄マウス（C57BL/6 Cr Slc）を高脂肪食（High Fat Diet
；ＨＦＤ）を６ヶ月間与えてレプチン抵抗性を誘発した。その後、これらのマウスを２つ
のグループ（各８匹ずつ）に分け、各グループのマウスには以下の食事を３週間与えた。
コントロール群（Ｃｏｎｔ）：普通食（１０ｋｃａｌ％ｆａｔ）のみ
フルルビプロフェン投与群（Ｆｕｌ）：普通食＋フルルビプロフェン
なお、フルルビプロフェン（Ｆ８５１４、ＳＩＧＭＡ社製）は、１日当たり３ｍｇ／ｋ
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ｇの投与量になるように飲用水を用いて希釈して、飲用水として経口投与した。
【０１２１】
フルルビプロフェン投与３週間後のマウスの体長を測定した結果を図１６に示す。図１
６は、コントロール群およびフルルビプロフェン投与群のマウスにおける普通食投与３週
間後の体長（ｃｍ）を示すグラフである。図１６のグラフに示す値は、各グループのマウ
スにおける体長（ｃｍ）をそれぞれのマウスにおける体長±標準偏差として示した（グル
ープあたりｎ＝８）。また、ｔ検定を用いて統計解析を行った。
【０１２２】
図１６に示すように、コントロール群のマウスの体長と、フルルビプロフェン投与群の
マウスの体長との間に有意な差は認められなかった。このことから、実施例８では、フル
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ルビプロフェン投与によって毒性もしくは副作用が誘発され成長が阻害された結果、体重
減少が惹起されたわけではないことを確認できた。
【０１２３】
〔実施例１１〕
＜フルルビプロフェンによる血糖値改善効果＞
実施例８と同様に、４週齢の雄マウス（C57BL/6 Cr Slc）を高脂肪食（High Fat Diet
；ＨＦＤ）を６ヶ月間与えてレプチン抵抗性を誘発した。その後、これらのマウスを２つ
のグループ（各８匹ずつ）に分け、各グループのマウスには以下の食事を３週間与えた。
コントロール群：普通食（１０ｋｃａｌ％ｆａｔ）のみ
20

フルルビプロフェン投与群：普通食＋フルルビプロフェン
なお、フルルビプロフェン（Ｆ８５１４、ＳＩＧＭＡ社製）は、１日当たり３ｍｇ／ｋ
ｇの投与量になるように飲用水を用いて希釈して、飲用水として経口投与した。
【０１２４】
フルルビプロフェン投与３週間後のマウスについて、グルコース負荷試験を行った。
【０１２５】
（グルコース負荷試験）
実施例１１では、グルコース負荷試験の前日の夜（１７時から１８時）からマウスを１
７時間絶食させ、翌日午前（１０時から１１時）から空腹時血糖値（ｐｒｅ）をFreestyl
e freedom（ニプロ株式会社

血糖自己測定システム）によって測定した。その後、２ｇ

／ｋｇの投与量になるようにグルコースを腹腔内（i.p.）投与し、３０分後、１時間後、
２時間後、３時間後および４時間後の血糖値をFreestyle freedom（ニプロ株式会社
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血

糖自己測定システム）によって測定した。
【０１２６】
血糖値を測定した結果を図１７に示す。図１７は、グルコース負荷試験の結果を表すグ
ラフである。図１７では、グルコース投与後の各時間における血糖値を、空腹時血糖値を
１００％としたときの割合（％）として表した。図１７のグラフに示す値は、各グループ
のマウスにおける血糖値（％）をそれぞれのマウスにおける血糖値（％）±標準偏差とし
て示した（グループあたりｎ＝８）。また、ｔ検定を用いて統計解析を行った。
【０１２７】
図１７に示すように、フルルビプロフェン投与群のマウスの血糖値は、グルコース投与

40

２時間〜４時間後に低下することが確認できた。特にグルコース投与３時間後では、フル
ルビプロフェン投与群のマウスでは、コントロール群のマウスと比較して、血糖値が抑制
されることが確認できた（ｔ検定でＰ＜０．０７）。
【０１２８】
これらの結果は、フルルビプロフェンによるレプチン抵抗性の改善を、グルコース負荷
試験における血糖値の変化を確認することによっても評価できることを示している。
【０１２９】
以上の結果から、フルルビプロフェンは、レプチン抵抗性の改善においても有用である
と結論付けられる。
【０１３０】
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〔実施例１２〕
＜マウスの飲水量に対する高脂肪食、フルルビプロフェンの影響＞
マウスの飲水量を測定するために、４週齢の雄マウス（C57BL/6 Cr Slc）を７〜８匹ず
つ計４つのグループに分け、マウスを１ケージ１匹となるように隔離（isolation）し、
２日間馴化させた。馴化２日目の午前から２４時間おきに４日間飲水量を測定し、４日間
の合計量を集計した。
グループ１：普通食（１０ｋｃａｌ％ｆａｔ）のみ
グループ２：高脂肪食（６０ｋｃａｌ％ｆａｔ）のみ
グループ３：普通食＋フルルビプロフェン
グループ４：高脂肪食＋フルルビプロフェン
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なお、フルルビプロフェン（Ｆ８５１４、ＳＩＧＭＡ社製）は、１日当たり１０ｍｇ／
ｋｇの投与量になるように飲用水を用いて希釈して、飲用水として経口投与した。
【０１３１】
飲水量を測定した結果を図１８に示す。図１８は、飲水量の測定結果を表すグラフであ
る。図１８のグラフに示す値は、各グループのマウスにおける４日間の飲水量の累計（ｇ
）をそれぞれのマウスにおける４日間の飲水量の累計（ｇ）±標準偏差として示した（グ
ループあたりｎ＝７〜８）。また、ｔ検定を用いて統計解析を行った。
【０１３２】
その結果、図１８に示すように、４日間の飲水量の累計は、フルルビプロフェン投与の
有無に関わらず一定であることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【０１３３】
本発明にかかる薬学的組成物を用いれば、レプチン抵抗性を改善および／または予防す
ることができる。さらに、本発明にかかる薬学的組成物を用いれば、レプチン抵抗性に付
随した関連疾患、例えば、糖尿病、高血圧、高脂血症、動脈硬化等の疾病を改善および／
または予防に有効であると考えられる。したがって、本発明にかかる発明は、医薬品産業
において利用可能である。
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【手続補正書】
【提出日】平成22年10月1日(2010.10.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文

【図１８】
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
フルルビプロフェンを含有することを特徴とする、生体におけるレプチン抵抗性を改善
および／または予防するための薬学的組成物。
【請求項２】
生体におけるレプチン抵抗性を改善および／または予防するための薬学的組成物を製造
するための、フルルビプロフェンの使用。
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