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(57)【 要 約 】
【課題】安全且つ優れた血管新生抑制剤。
【解決手段】フコキサンチン及び／又はフコキサンチノールを含有する血管新生抑制剤及
び医薬組成物。ならびに、フコキサンチノールを含有する化粧料組成物。
【選択図】なし

(2)

JP 2008‑1623 A 2008.1.10

【特許請求の範囲】
【請求項１】
フコキサンチン及び／又はフコキサンチノールを含む、血管新生抑制剤。
【請求項２】
フコキサンチン及び／又はフコキサンチノールを含み、糖尿病性網膜症、アテローム性
動脈硬化症、肥満、ＩＩ型糖尿病、リウマチ様関節炎、バセドウ病、カポジ肉腫、アルツ
ハイマー病、歯周病、強皮症、緑内障、乾癬、加齢黄斑変性症からなる群より選択される
少なくとも１種の疾患を治療又は予防するための医薬組成物。
【請求項３】
フコキサンチノールを含有する化粧料組成物。
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【請求項４】
フコキサンチノールを０．０００００１〜１０重量％含有する、請求項３に記載の化粧
料組成物。
【請求項５】
しわ改善用である請求項３又は４に記載の化粧料組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、フコキサンチン及び／又はフコキサンチノールを含有する血管新生抑制剤、
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ならびにフコキサンチノールを含有する化粧料組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
既存の血管（毛細血管等）から新たな血管が生じ、伸長することを血管新生と呼ぶ。血
管新生は、糖尿病性網膜症、アテローム性動脈硬化症等の病態悪化と深く関わっており、
近年、血管新生抑制物質によるこれらの疾患の治療や予防が勧められてきた。血管新生抑
制を目的とした薬剤の開発は盛んに行われているものの、合成された薬剤では予期しない
副作用等が懸念され、安全性の点で問題が生じている（例えば、非特許文献１）。
【０００３】
この様な背景から、天然物由来であって、優れた血管新生抑制作用を有する物質が求め
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られている。
【非特許文献１】細胞工学

Ｖｏｌ．１４，Ｎｏ．４，１９９５，第４２６〜４３１頁

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明は、安全かつ有効な血管新生抑制剤、ならびに該血管新生抑制剤を含有する医薬
組成物及び化粧料を提供することを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明者らは、鋭意検討を重ねた結果、フコキサンチン及びその代謝産物であるフコキ
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サンチノールに血管新生抑制作用があることを見出した。さらに、本発明者らは、フコキ
サンチノールは、極めて低濃度であっても優れた血管新生抑制効果を発揮し得ることを見
出した。本発明は、これらの知見に基づいて、さらに研究を重ねた結果、完成されたもの
である。
【０００６】
本発明は、以下の血管新生抑制剤、医薬組成物及び化粧料組成物を提供する。
項１．フコキサンチン及び／又はフコキサンチノールを含む、血管新生抑制剤。
項２．フコキサンチン及び／又はフコキサンチノールを含み、糖尿病性網膜症、アテロー
ム性動脈硬化症、肥満、ＩＩ型糖尿病、リウマチ様関節炎、バセドウ病、カポジ肉腫、ア
ルツハイマー病、歯周病、強皮症、緑内障、乾癬、加齢黄斑変性症からなる群より選択さ
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れる少なくとも１種の疾患を治療又は予防するための医薬組成物。
項３．フコキサンチノールを含有する化粧料組成物。
項４．フコキサンチノールを０．０００００１〜１０重量％含有する、項３に記載の化粧
料組成物。
項５．しわ改善用である項３又は４に記載の化粧料組成物。
【発明の効果】
【０００７】
本発明において有効成分として使用されるフコキサンチン及びフコキサンチノールは、
いずれも藻類等に含まれる成分である。すなわち、フコキサンチン及びフコキサンチノー
ルは、従来から食品として摂取されてきた天然成分の一種であり、人体に対する安全性が
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確認されている。従って、本発明によれば、安全且つ優れた血管新生抑制剤を提供するこ
とができる。
【０００８】
特に、フコキサンチノールは極めて低濃度であっても優れた血管新生抑制作用を発揮し
、皮膚のしわの改善に優れた効果が期待できる。従って、本発明のフコキサンチノールを
含有する化粧料組成物は、安全性が高く、且つしわの改善作用に優れものである。また、
化粧料組成物等にフコキサンチノールを大量に配合すると着色等の問題があったが、フコ
キサンチノールは極めて低濃度で前記優れた効果を発揮することができることから、この
様な問題を生じることがない。さらに、本発明のフコキサンチノールを含有する化粧料組
成物によれば、シワの改善のみならず、肌のハリやツヤを高める効果も期待できる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
以下、本発明の血管新生抑制剤及び化粧料組成物について説明する。
（１）血管新生抑制剤
本発明の血管新生抑制剤は、フコキサンチン及び／又はフコキサンチノールを有効成分
する。
【００１０】
本発明において使用されるフコキサンチンは、天然物由来のものであることが望ましく
、フコキサンチンを多く含む褐藻類、微細藻類等の藻類を用いることが好ましい。褐藻類
、微細藻類の種類は、その盤状体中もしくは糸状体中にフコキサンチンが含まれているも
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のであれば特に制限されず、このような藻類としては、例えば、コンブ科（Ｌａｍｉｎａ
ｒｉａｃｅａｅ）、チガイソ科（Ａｌａｒｉａｃｅａｅ）等のコンブ目（Ｌａｍｉｎａｒ
ｉａｌｅｓ）に属する褐藻類；ナガマツモ科（Ｃｈｏｒｄａｃｅａｅ）、モズク科（Ｓｐ
ｅｒｍａｔｏｃｈｎａｃｅａｅ）等のナガマツモ目（Ｃｈｏｒｄａｒｉａｌｅｓ）に属す
る褐藻類；珪藻等の微細藻類が挙げられ、これらの藻類の盤状体もしくは糸状体が好まし
い。前記褐藻類の盤状体もしくは糸状体の中でも、ナガマツモ科のオキナワモズク（Ｃｌ
ａｄｏｓｉｐｈｏｎ
ａｃｙｓｔｕｓ

ｏｋａｍｕｒａｎｕｓ）の盤状体またはモズク科のモズク（Ｎｅｍ

ｄｅｃｉｐｉｅｎｓ）の糸状体、コンブ科のコンブの盤状体もしくは糸

状体、チガイソ科のワカメの盤状体もしくは糸状体、珪藻等が好ましい。本発明において
、これらの植物を１種単独で、又は２種以上組み合わせて用いることができる。また、フ
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コキサンチンを含有するこれらの植物をそのまま使用することもできるが、抽出物を本発
明の有効成分として用いることができる。フコキサンチンを含む植物は乾燥、細切、破砕
、粉砕等の処理に供されたものであってもよい。
【００１１】
フコキサンチンを含む抽出物は、前記する植物（又は動物）を抽出原料として、これを
、そのまま或いは必要に応じて、乾燥、細切、破砕、粉砕、圧搾、煮沸或いは発酵処理し
たものを溶媒で抽出処理することにより取得することができる。
【００１２】
フコキサンチンを含む植物（又は動物）の抽出物の抽出処理に使用される溶媒としては
、例えば、極性有機溶媒、水と極性有機溶媒の混合液等の極性溶媒を挙げることができる
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。また、当該極性有機溶媒としては、例えばメタノール、エタノール、ブタノール、イソ
プロパノール等の炭素数１〜５の低級アルコール；プロピレングリコール；アセトン；酢
酸エチル；ヘキサン；ジクロロメタン；クロロホルム等の単独或いは２種以上の組み合わ
せを挙げることができる。上記極性溶媒の中で、人体への安全性と取扱性の観点から、好
ましくはエタノール、プロパノール、ブタノール等の炭素数２〜４の低級アルコール；ア
セトン；ヘキサン；又はこれらの混合物が挙げられる。さらに好ましくはエタノール、ア
セトン、ヘキサン、又はこれらの混合物が挙げられる。
【００１３】
フコキサンチンは脂溶性である。従って、例えば、抽出溶媒として炭素数１〜５の低級
アルコールと水を混合して用いる場合、該混合溶液の総重量に対する炭素数１〜５の低級
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アルコールの含有割合は、５０〜９９．９重量％程度、好ましくは７０〜９９．９重量％
程度、より好ましくは９０〜９９．９重量％程度が望ましいが、フコキサンチンが抽出さ
れる限り特に限定されない。
【００１４】
抽出処理は、例えば、褐藻類等の抽出原料１重量部に対して、約５〜１００重量部の抽
出溶媒を用いて行われる。また、当該抽出処理方法としては、通常用いられている植物抽
出物の抽出処理方法を採用することができ、具体的には、冷浸、温浸等の浸漬法；低温、
室温又は高温下で攪拌する方法；パーコレーション法等が例示される。フコキサンチンを
含む植物の抽出物の抽出処理の具体例として、例えば、乾燥した褐藻類の抽出原料を粉砕
し、当該乾燥粉砕物１重量部に対して約５〜１００重量部の抽出溶媒を添加し、室温で撹
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拌しながら１〜５時間抽出を行った後、濾過や遠心分離等の常法の固液分離手段により固
形分を取り除き、溶液画分を収得する方法を例示することができる。
【００１５】
上記方法で得られるフコキサンチンを含有する抽出物は液状であり、本発明には該抽出
物をそのままの状態で用いることもできるが、有機溶媒が含まれている場合には減圧蒸留
等により有機溶媒を取り除くことが好ましい。また必要に応じて、更に、減圧乾燥、凍結
乾燥、噴霧乾燥等の乾燥処理に供することにより水分を取り除き、乾燥品として用いるこ
ともできる。また、簡便には、上記フコキサンチンを含む抽出物として、商業的に入手で
きるものを使用することもできる。
【００１６】
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フコキサンチノールは、フコキサンチンが加水分解されたものである。従って、本発明
において使用されるフコキサンチノールは、前記の方法によって得られたフコキサンチン
を従来公知の方法に従って、加水分解して得ることができる。例えば、リパーゼ（Ｊ．Ｎ
ｕｔｒ．１３２，９４６−９５１，２００２）やコレステロールエステラーゼ（Ｄｒｕｇ
Ｍｅｔａｂ．Ｄｉｓｐｏｓ．３２，２０５−２１１，２００４）などの脂質分解酵素に
よってフコキサンチノールをフコキサンチンに分解することができる。
【００１７】
フコキサンチン及びフコキサンチノールは、ホヤ等の原索動物；貝類等の軟体動物；ナ
マコ等の棘皮動物にも存在する。本発明においては、これらの動物を原料として前記抽出
方法で得られたフコキサンチン又はフコキサンチノールを用いることもできる。
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【００１８】
本発明の血管新生抑制剤の有効成分として、フコキサンチン又はフコキサンチノールの
いずれか一方を使用することもでき、またこれらを併用することもできる。
【００１９】
本発明の血管新生抑制剤は、上記有効成分からなるものであっても良いが、薬学的に許
容される従来公知の担体、希釈剤、賦形剤等と組み合わせて各種剤型に調製することもで
きる。
【００２０】
本発明の血管新生抑制剤における有効成分の総量は、０．０１〜９９重量％程度、好ま
しくは０．１〜９９重量％程度、より好ましくは１〜９９重量％程度である。
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【００２１】
本発明の血管新生抑制剤は、血管新生に起因する疾患の治療又は予防に用いることがで
き、その投与量は、患者の年齢、性別、疾患の種類、症状の程度等によって異なり、成人
１人１日あたり、有効成分総量として０．００１〜１，０００ｍｇ／ｋｇ程度、好ましく
は０．０１〜１，０００ｍｇ／ｋｇ、より好ましくは０．１〜１，０００ｍｇ／ｋｇの範
囲で適宜設定され得る。
【００２２】
本発明の血管新生抑制剤は、優れた血管新生抑制作用を有することから、血管新生によ
って引き起こされる疾患又は血管新生によって状態が悪化する疾患に対する治療又は予防
のための医薬組成物としても使用できる。例えば、糖尿病性網膜症では、網膜虚血により
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血管新生が惹起されることが知られている。また、リウマチ様関節炎、カポジ肉腫、乾癬
、バセドウ病においても、血管新生がこれらの疾患の発症あるいは病態悪化に重要な役割
を担っているとされている（高木均，細胞工学
白質

核酸

酵素

Ｖｏｌ．１９，Ｎｏ．８，２０００；蛋

Ｖｏｌ．４５，Ｎｏ．６ｐ．１１８２−１１８７）。

【００２３】
動脈内皮の血管新生（ｐｌａｑｕｅ

ａｎｇｉｏｇｅｎｅｓｉｓ）はアテローマ形成を

促進し、アテローム性動脈硬化症を引き起こす一因と考えられており、血管新生抑制がア
テローム性動脈硬化症の治療に有効であることが示されている（Ｋ．Ｓ．Ｍｏｕｌｔｏｎ
ｅｔ

ａｌ．，ＰＮＡＳ，Ｖｏｌ．１００，Ｎｏ．８，ｐ．４７３６−４７４１）。

【００２４】
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また、脂肪組織の成長が血管新生に依存することが示されており、血管新生を抑制する
ことによって肥満等の防止に効果があることが知られている（Ｅ．Ｂｒａｋｅｎｈｉｅｌ
ｍ

ｅｔ

ａｌ．，Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ，Ｊｕｎｅ

２５，２０

０４）。
【００２５】
アルツハイマー病においては、血管新生によって脳内皮細胞が活性化され、βアミロイ
ドの前駆物質及び神経毒ペプチドを分泌して選択的に皮質ニューロンの細胞死を招くとさ
れており、血管新生の抑制がアルツハイマー病の予防及び治療に有効であるとされている
（Ａ．Ｈ．Ｖａｇｎｕｃｃｉ

Ｊｒ．

ｅｔ

ａｌ．，Ｔｈｅ

Ｌａｎｃｅｔ，Ｖｏｌ．

３６１，Ｆｅｂ．１５，２００３）。
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【００２６】
従って、優れた血管新生抑制作用を有する本発明の医薬組成物は、これらの疾患の予防
又は治療を目的として好適に使用され得る。
【００２７】
上記以外にも、本発明の医薬組成物は、歯周病、強皮症、緑内障、加齢黄斑変性症、Ｉ
Ｉ型糖尿病等の血管新生を伴う疾患の治療又は予防に有効であると期待される。
【００２８】
本発明の医薬組成物は、経口又は非経口の別を問わず各種の製剤剤型に調製され得るが
好ましくは経口製剤である。本発明の医薬組成物の剤型としては、例えば、液剤（シロッ
プ等を含む）、点滴剤、注射剤、点眼剤等の液状製剤；錠剤、丸剤、散剤、顆粒剤、カプ
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セル剤（ソフトカプセルを含む）等の固形製剤が挙げられる。
【００２９】
本発明の医薬組成物が液状製剤である場合は、凍結保存することもでき、また凍結乾燥
等により水分を除去して保存してもよい。凍結乾燥製剤やドライシロップ等は、使用時に
注射用蒸留水、滅菌水等を加え、再度溶解して使用される。
【００３０】
例えば、本発明の医薬組成物が注射剤、点滴等として調製される場合、これらは殺菌さ
れ且つ血液と等張であるのが好ましい。このような剤型に調製するに際しては、希釈剤と
して例えば水、エチルアルコール、マクロゴール、プロピレングリコール、エトキシ化イ
ソステアリルアルコール、ポリオキシ化イソステアリルアルコール、ポリオキシエチレン
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ソルビタン脂肪酸エステル類等を使用することができる。なお、この場合、体液と等張な
溶液を調整するに充分な量の食塩、ブドウ糖あるいはグリセリンを本発明の医薬組成物中
に含有させてもよい。また、当分野において一般的に使用されている溶解補助剤、緩衝剤
、無痛化剤等を添加してもよい。
【００３１】
固形剤として本発明の医薬組成物を調製する場合、例えば、錠剤の場合であれば、担体
としてこの分野で従来よりよく知られている各種のものを広く使用することができる。そ
の例としては、例えば乳糖、白糖、塩化ナトリウム、ブドウ糖、尿素、デンプン、炭酸カ
シウム、カオリン、結晶セルロース、ケイ酸等の賦形剤、水、エタノール、プロパノール
、単シロップ、ブドウ糖液、デンプン液、ゼラチン溶液、カルボキシメチルセルロース、

10

セラック、メチルセルロース、リン酸カリウム、ポリビニルピロリドン等の結合剤、乾燥
デンプン、アルギン酸ナトリウム、カンテン末、ラミナラン末、炭酸水素ナトリウム、炭
酸カルシウム、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類、ラウリル硫酸ナトリウ
ム、ステアリン酸モノグリセリド、デンプン、乳糖等の崩壊剤、白糖、ステアリン、カカ
オバター、水素添加油等の崩壊抑制剤、第４級アンモニウム塩基、ラウリル硫酸ナトリウ
ム等の吸収促進剤、グリセリン、デンプン等の保湿剤、デンプン、乳糖、カオリン、ベン
トナイト、コロイド状ケイ酸等の吸着剤、精製タルク、ステアリン酸塩、ホウ酸末、ポリ
エチレングリコール等の滑沢剤等を使用できる。更に錠剤は必要に応じ通常の剤皮を施し
た錠剤、例えば糖衣錠、ゼラチン被包錠、腸溶被錠、フィルムコーティング錠あるいは二
重錠、多層錠とすることができる。

20

【００３２】
また、丸剤の形態に調製する場合は、担体としてこの分野で従来公知のものを広く使用
できる。その例としては、例えばブドウ糖、乳糖、デンプン、カカオ脂、硬化植物油、カ
オリン、タルク等の賦形剤、アラビアゴム末、トラガント末、ゼラチン、エタノール等の
結合剤、ラミナラン、カンテン等の崩壊剤等を使用できる。
【００３３】
上記以外に、添加剤として、例えば、結合剤、界面活性剤、吸収促進剤、保湿剤、吸着
剤、滑沢剤、充填剤、増量剤、付湿剤、防腐剤、安定剤、乳化剤、可溶化剤、浸透圧を調
節する塩を、得られる製剤の投与単位形態に応じて適宜選択し使用することができる。ま
た、他の活性成分（例えば、ビタミン類、無機塩類等）を含有させてもよい。さらに、他
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の薬効成分と組み合わせて用いてもよい。また、本発明の医薬組成物中には、必要に応じ
て着色剤、保存剤、香料、風味剤、甘味剤等を配合し、調製することもできる。
【００３４】
本発明の医薬組成物におけるフコキサンチン及び／又はフコキサンチノールの配合量、
及び投与量は、前記血管新生抑制剤における配合量に基づいて適宜設定することができる
。
【００３５】
（２）化粧料組成物
紫外線照射等による刺激によって皮膚（真皮）において血管新生が惹起されることが、
しわが発生する１つの原因であると報告されている（日本化粧品技術者会第２３回ＩＦＳ
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Ｃ Ｃ オ ー ラ ン ド 大 会 論 文 報 告 会 講 演 要 旨 集 ） 。 ま た 、 Yano et al., The Journal of Inve
stigative Dermatology, Vol 118, No 5, May 2002に お い て は 、 内 因 性 の 血 管 新 生 阻 害 物
質 （ Thrombospondin‑1） が 、 Ｕ Ｖ − Ｂ 照 射 に よ っ て 引 き 起 こ さ れ る 皮 膚 の 脈 管 化 （ vascul
arization） 、 及 び し わ 形 成 を 抑 制 す る こ と が 確 認 さ れ た 。 こ の よ う な 知 見 か ら 、 血 管 新
生の抑制がしわ等の皮膚老化を予防するうえで重要であることが知られている。
【００３６】
フコキサンチノールは、経皮適用した場合に格段に優れた血管新生抑制作用を発揮し得
ることから、しわの改善等の効果が期待できる。従って、フコキサンチノールを、香粧学
上許容される従来公知の基材や担体と共に混合して化粧料組成物として調製し、これをし
わの改善等を目的として好適に使用することができる。すなわち、本発明の化粧料組成物
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を、しわ改善用化粧料として用いることができる。フコキサンチノールは、前記（１）に
おいて述べたものを使用すればよい。また、本発明の化粧料組成物におけるフコキサンチ
ノールの配合量は、剤型によって異なるが、例えば、０．０００００１〜１０重量％程度
、好ましくは０．００００１〜５重量％程度、より好ましくは０．００００１〜２重量％
程度、より好ましくは０．００００１〜０．１重量％程度、より好ましくは０．００００
１〜０．０００５重量％程度である。あるいは、本発明の化粧料組成物には、フコキサン
チノールを０．０１〜２４μＭ程度、好ましくは０．０１〜２０μＭ程度、好ましくは０
．０１〜１５μＭ程度、好ましくは０．０１〜１０μＭ程度、好ましくは０．０１〜５μ
Ｍ程度、より好ましくは０．０１〜２μＭ程度配合することが望ましい。フコキサンチノ
ールは、極めて低濃度でも優れた血管新生抑制作用を発揮し得ることから、０．０１〜２
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μＭ程度であっても優れたしわ改善効果が期待される。
【００３７】
当該化粧料の形態については、特に制限されないが、例えば、クレンジング剤、皮膚洗
浄料、マッサージ剤、軟膏、クリーム、ローション、オイル、パック、洗顔料、化粧水、
乳液、ゼリー等が挙げられる。
【００３８】
上記の剤型に調製する際の調製方法は特に限定されず、本発明の効果を損なわない限り
、当該分野において公知の方法に従えばよい。
【００３９】
本発明の化粧料組成物の適用量は特に限定されず、前記（１）において述べたフコキサ

20

ンチノールの投与量を参考に、しわの気になる部分及びしわのできやすい部分に、適量を
剤型に従って適用すればよい。また、本発明の化粧料組成物を肌に適用することによって
、しわの改善以外にも、肌のはり、ツヤ等を良くする効果が期待される。
【実施例】
【００４０】
以下、実施例及び試験例を用いて本発明をより詳細に説明するが、本発明は、これらに
限定されない。
（１）ワカメからのフコキサンチン及びフコキサンチノールの抽出
市販の乾燥ワカメをブレンダーで粉砕したもの２ｇにエタノール１００ｍＬを加え、３
時間スターラーで攪拌した。ろ過して得られたエタノール抽出物をＨＰＬＣで分析したと

30

ころ、フコキサンチン３９０μｇとフコキサンチノール９μｇが含まれていた。
【００４１】
（２）フコキサンチンとフコキサンチノールの精製
Ｊ．Ｎｕｔｒ．１３１，２９２１−２９２７，２００１の方法に従ってフコキサンチン
を得た。
【００４２】
粉砕機で粉末状にした市販の乾燥ワカメ（乾燥重量約１００ｇ）に、アセトン：メタノ
ール（７：３，ｖ／ｖ）１Ｌを数回に分けて加え、襞濾紙を用いて濾過し、粗抽出画分を
得た。エバポレーターで溶媒を除去し、メタノール１００ｍＬに溶解した後、ヘキサン１
００ｍＬと水１０ｍＬを加えて分液ろうとを用いて液々分配した。

40

【００４３】
得られた溶液の上層を除去し、下層をヘキサン１００ｍＬで２回洗浄した。その後、下
層に水３１ｍＬを加えてメタノールの割合を７０％にした後、ヘキサン１００ｍＬを加え
て分配した。さらに、下層をエバポレータ−でボリュームが１／３になるまで濃縮した後
、ジエチルエーテル１５０ｍＬと水１００ｍＬを加えて分配した。
【００４４】
上層（エーテル層）を集めてエバポレータ−で溶媒を除去し、得られた抽出物を薄層ク
ロマトグラフィー（展開溶媒＝ヘキサン：アセトン（６：４，ｖ／ｖ）；ＰＬＣプレート
（１５

ＰＬＣ

ｐｌａｔｅｓ２０×２０ｃｍ，Ｓｉｌｉｃａ

１ｍｍ，Ｍｅｒｃｋ

Ｌｔｄ．，Ｊａｐａｎ））で展開した。

ｇｅｌ６０

Ｆ２５４，
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分離されたカロテノイド画分をプレートより掻き取り、再度抽出し、カロテノイド抽出物
を得た。
【００４５】
上記で得られたカロテノイド抽出物をＨＰＬＣに供し、測定波長４４４ｎｍにて保持時
間８．７分に現れるフコキサンチンのピーク部分の画分を分取し、分取した画分に対して
をジクロロメタンと水を加えて抽出して精製した。ＨＰＬＣの条件は下記に示すとおりで
ある。フコキサンチンをアセトンに溶解し、比吸光度（Ｅ１％１ｃｍ＝１６６０，Ａｃｅ
ｔｏｎｅ）を濃度として用いて算出したところ、１１．３ｍｇのフコキサンチンが得られ
た。
（ＨＰＬＣ分取条件）
・流速
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１．０ｍＬ／ｍｉｎ

・カラム温度

４０℃

・移動相
（Ａ）アセトニトリル：メタノール：水＝７５：１５：１０（ｖ／ｖ／ｖ，０．１％酢酸
アンモニウムを含む）と
（Ｂ）酢酸エチル：メタノール＝３０：７０（ｖ／ｖ，０．１％酢酸アンモニウムを含む
）を用いた２液グラジエント
【００４６】
上記のようにして得られたフコキサンチンを、Ａ．Ａｓａｉ
Ｍｅｔａｂｏｌｉｓｍ

ａｎｄ

ｅｔ

ａｌ．，Ｄｒｕｇ

Ｄｉｐｏｓｉｔｉｏ，Ｖｏｌ．３２，Ｎｏ．２，ｐ．
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２０５−２１１に記載の方法に従って、コレステロールエステラーゼを用いて酵素分解し
、フコキサンチノールを得た。
【００４７】
以下の試験例１〜３においては、上記（２）に記載の方法によって得られたフコキサン
チン及びフコキサンチノールを用いた。
【００４８】
試験例１．血管新生抑制実験
Ｗｉｓｔａｒ系の雄性ラット（６−８週齢、日本クレア株式会社製）をジエチルエーテ
ルにより麻酔し、右大腿動脈切断により出血死させた後、胸部大動脈を取り出し１〜１．
５ｍｍの長さに切断した。この動脈片を６ウェル培養プレートに移し、コラーゲンゲル溶
液（Ｃｅｌｌｍａｔｒｉｘ

ｔｙｐｅ
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Ｉａ、新田ゼラチン株式会社製）で包埋した後、

３７℃でゲル化させた。
【００４９】
その後、１％ＩＴＳ＋（Ｂｅｃｔｏｎ
を含むＲＰＭＩ

Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ

Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ）

１６４０培地を２ｍｌ加えた後、フコキサンチノールを１μＭ又は２５

μＭの濃度になるように加えてＣＯ２ インキュベーター中で培養を行った。また、何も添
加せずに培養した動脈片をｃｏｎｔｒｏｌとして用いた。
【００５０】
培養７日目に動脈片より生じる微小血管毛を倒立顕微鏡下で撮影し、画像をコンピュー
ターに取り込んだ後、微小血管の長さを測定した。なお、コラーゲンゲル溶液は、コラー
ゲン原液（Ｃｅｌｌｍａｔｒｉｘ
Ｅａｇｌｅ

ｔｙｐｅ

Ｉａ、新田ゼラチン株式会社製）、１０×

ｓＭＥＭ培地（Ｇｉｂｃｏ）、及び再構成緩衝液（新田ゼラチン株式会社製

）を体積比８：１：１で混合し、４℃で保存したものを使用した。
【００５１】
測定された微小血管の長さに基づき、ｃｏｎｔｒｏｌを１００％とした場合の各濃度に
おける血管長の相対値を求めた。結果を、表１に示す。また、フコキサンチノール２５μ
Ｍを培地に添加した場合、又はフコキサンチノールを添加しなかった場合（ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）に動脈片より生じた微小血管毛の画像を図１に示す。
【００５２】

40

(9)

JP 2008‑1623 A 2008.1.10

【表１】

10
【００５３】
表１に示す結果より、フコキサンチノールは、極めて低い濃度でも血管新生抑制効果が
認められた。
【００５４】
試験例２．ヒト臍帯静脈血管内皮細胞（ＨＵＶＥＣ）の増殖抑制実験
ＨＵＶＥＣを専用培地（ＨｕＭｅｄｉａ

ＥＧ−２、クラボウ）中で１．５×１０

４

ｃ

ｅｌｌｓ／ｍｌになるように調製し、１００μｌずつ９６ｗｅｌｌ培養プレートに播種し
た。ＣＯ２ インキュベーター中で一晩培養してＨＵＶＥＣをプレートに付着させた後、フ
コキサンチンを１０〜１００μＭの濃度含む専用培地に交換し、ＣＯ２ インキュベーター
中で３日間培養した。フコキサンチンを添加していない専用培地１００μｌに交換した２
時間後、Ｃｅｌｌ

Ｃｏｕｎｔｉｎｇ

20

Ｋｉｔ試薬（同仁化学研究所製）１０μｌを加え

て４５０ｎｍの吸光度をマイクロプレートリーダーで測定することによって、細胞増殖に
与える影響を検討した。また、何も添加せずに培養した細胞をｃｏｎｔｒｏｌとして用い
た。測定された細胞数に基づき、ｃｏｎｔｒｏｌを１００％とした場合の各濃度における
細胞数の相対値を求めた。結果を表２に示す。
【００５５】
【表２】
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【００５６】
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表２に示す結果より、フコキサンチンが血管内皮細胞の増殖抑制作用を有することが認
められた。
【００５７】
試験例３．ヒト臍帯静脈血管内皮細胞（ＨＵＶＥＣ）の管腔形成抑制実験
９６ｗｅｌｌ培養プレートに５０μｌのＭａｔｒｉｇｅｌ（Ｂｅｃｔｏｎ
ｎｓｏｎ

Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ）を加え、３７℃のＣＯ２ インキュベーター中に１時間

置きゲル化させた。ＨＵＶＥＣを専用培地（ＨｕＭｅｄｉａ
．５×１０

Ｄｉｃｋｉ

５

ＥＧ−２、クラボウ）に１

ｃｅｌｌｓ／ｍｌになるように懸濁した。ゲル化したＭａｔｒｉｇｅｌ上に

１００μｌ（１．５×１０

４

ｃｅｌｌｓ）のＨＵＶＥＣ懸濁液を加えた。そして、フコキ

サンチンが１０又は２５μＭの濃度になるように加えた後、ＣＯ２ インキュベーター中で
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１２時間培養した。形成した管腔構造を倒立顕微鏡下で撮影し、画像をコンピューターに
取り込み、管腔構造の長さを測定した。また、何も添加せずに培養した細胞をｃｏｎｔｒ
ｏｌとして用いた。得られた血管腔の長さに基づき、ｃｏｎｔｒｏｌを１００％とした場
合の各濃度における管腔長（相対値）を求めた。結果を表３に示す。
【００５８】
【表３】
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【００５９】
表３に示す結果より、フコキサンチンが管腔形成抑制作用を有することが認められた。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】試験例１における結果を示す。すなわち、ラット動脈片を用いた血管新生抑制実
験の結果（ｃｏｎｔｒｏｌ又はフコキサンチノール２５μＭ添加）を写真で示す。

【図１】
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