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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
米アルブミンを有効成分として含有する血糖降下剤。
【請求項２】
米アルブミンが単離された米アルブミンである請求項１記載の血糖降下剤。
【請求項３】
米アルブミンを含有する食後の血糖上昇を抑制するための健康食品（ただし、アミロース
を含まずアミロペクチン側鎖のグルコース重合度の分布ピークが１３〜１５に位置するア
ミロペクチンを含む難消化性である米穀であって野生種のうるち米からアミロース合成酵
素Ｉ（ＧＢＳＳＩ）及びアミロペクチン枝作り酵素ＩＩｂ（ＢＥＩＩｂ）を欠損したｗｘ
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／ａｅ米及びこれを含む食品；Ｎ−メチル−Ｎ−ニトロソウレアで処理して変異させたグ
ルコース重合度が６〜１２であるアミロペクチン側鎖の全アミロペクチン鎖に対する割合
が５〜２０％である突然変異米を原料とする粒食形態または粉食形態の米加工品及びこれ
を含む食品；アミロース含量が２５％以上である米及びこれを含む食品；金南風のＮ−メ
チル−Ｎ−ニトロソウレア処理により得られる突然変異米ＣＭ２１１及びＣＭ３４９を加
工して得られる加工米及びこれを含む食品；並びに北陸１６９号を食物繊維１．６〜４．
３質量％、ショ糖２〜５質量％含有するように搗精した米及びこれを含む食品を除く）。
【請求項４】
米アルブミンが単離された米アルブミンである請求項３記載の健康食品。
【請求項５】
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サプリメント、機能性食品または代替食品の形態である請求項３または４記載の健康食品
。
【請求項６】
米アルブミンを含有する、食後の血糖上昇を抑制するための製剤化された健康食品。
【請求項７】
糖尿病、糖尿病合併症及び／または肥満の予防及び／または改善のための請求項３〜６の
いずれか１項に記載の健康食品。
【請求項８】
一服用単位当たり１〜２００ｇの米アルブミンを含有することを特徴とする請求項３〜７
のいずれか１項に記載の健康食品。
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【請求項９】
一服用単位当たり５〜１００ｇの米アルブミンを含有することを特徴とする請求項３〜７
のいずれか１項に記載の健康食品。
【請求項１０】
米アルブミンを含有するヒト以外の動物用の血糖降下剤。
【請求項１１】
米アルブミンを含有する食後血糖の上昇を抑制するための飼料またはヒト以外の動物用の
サプリメント。
【請求項１２】
米アルブミンが単離された米アルブミンである請求項１１記載の飼料またはヒト以外の動
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物用サプリメント。
【請求項１３】
製剤化されていることを特徴とする請求項１１または１２の飼料またはヒト以外の動物用
サプリメント。
【請求項１４】
糖尿病、糖尿病合併症及び／または肥満の予防及び／または改善のための請求項１１〜１
３のいずれか１項に記載の飼料またはヒト以外の動物用サプリメント。
【請求項１５】
米アルブミンを含有する食後血糖上昇抑制作用を食品に付与するための食品添加物。
【請求項１６】
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米アルブミンを含有する糖尿病及び／または糖尿病合併症の予防、改善及び／または治療
に使用するための医薬組成物。
【請求項１７】
米アルブミンを含有する食後の血糖上昇を抑制するための医薬組成物。
【請求項１８】
米アルブミンを含有する食後の血糖上昇を抑制するためのヒト以外の動物用の医薬組成物
。
【請求項１９】
米アルブミンの有効量を摂取させることを含む糖尿病、糖尿病合併症及び／または肥満の
予防及び／または改善のために食後血糖上昇を抑制する方法(ヒトに対する治療行為は除
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く)。
【請求項２０】
米アルブミンの有効量をヒト以外の動物に投与することまたは摂取させることを含むヒト
以外の動物の糖尿病及び／または糖尿病合併症の予防、改善及び／または治療方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、米アルブミンを含有する血糖降下剤及び健康食品に関する。
【背景技術】
【０００２】
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現在、我が国では食生活の欧米化や人口の高齢化に伴い、高血圧や糖尿病といった生活
習慣病の増加が懸念されている。厚生労働省の調査によると国内における糖尿病患者とそ
の予備軍は１８７０万人にのぼり、これは成人の６人に１人が糖尿病とその予備軍である
ことを示している。糖尿病による血糖値の上昇は様々な合併症を起こすため、糖尿病患者
は血糖降下剤の服用や食事制限により血糖値をコントロールする必要がある。そして、糖
尿病の発症と進行に食後の血糖値上昇が密接に関係していることが知られており、糖尿病
の管理及び糖尿病の予防において、食後血糖値の上昇を穏やかにする食品の摂取が重要に
なっている。
【０００３】
なお、食後血糖の上昇を抑制する食品としては、難消化性デキストリン、小麦アルブミ
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ン、ポリフェノール（フラボノイド類）が知られており、これらは糖質分解酵素（例えば
、アミラーゼ、マルターゼ、スクラーゼ）の阻害剤あるいは酵素分解物の吸収経路の阻害
剤として機能することで、食後の血糖値上昇を穏やかにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０−２７９４９６号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Kodama, T., Miyazaki, T., Kitamura, I., Suzuki, Y., Namba, Y., S
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akurai, J., Torikai, Y., and Inoue, S., Effects of single and long‑term administ
ration of wheat albumin on blood glucose control: randomized controlled clinical
trials. European Journal of Clinical Nutrition, 59(3), 384‑392 (2005)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、これらの小麦アルブミンや難消化性デキストリンはアミラーゼ等の糖質
分解酵素の阻害あるいは酵素分解物の吸収経路の阻害により食後血糖の上昇を抑えるもの
であるため、必ずしも十分な食後血糖上昇抑制効果が得られず、特にグルコース、フルク
トース等の単糖類を摂取した場合には食後血糖の上昇を抑制することはできない。
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なお、特許文献１には、米の水、酸、アルカリ、有機溶媒のいずれかの抽出物、または
その抽出物にタンパク分解酵素、繊維分解酵素、脂肪分解酵素、デンプン分解酵素または
麹を作用させたものが糖尿病予防・治療薬に使用され得ることが記載されているが、特許
文献１に記載の発明は非常に漠然としており、米の種々の溶媒の抽出物中の多数の成分の
うちいずれの成分が有効であるのか一切記載されておらず、米アルブミンの作用について
の言及もない。また、実施例においても、水抽出物または有機溶媒抽出物の水溶液、また
はその酵素処理物が水溶液または水溶液の凍結乾燥品として提示されているのみであり、
医薬としての品質を確保するには不十分であり、また、食品として利用する場合でも利用
可能性が限定される。
本発明の発明者は、食後血糖の上昇を抑制することができる成分を研究し、米アルブミ
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ンが高い食後血糖上昇抑制効果を有し、グルコース等の単糖類を摂取した場合でも食後血
糖の上昇を抑制し得ることを見出して、本発明を完成した。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明は、米アルブミンを有効成分として含有する血糖降下剤に関する。該血糖降下剤
において、好ましくは米アルブミンは単離された米アルブミンである。
上記血糖降下剤は、特に食後血糖上昇を抑制するための血糖降下剤である。
【０００８】
また、本発明は米アルブミンを含有する健康食品に関する。
該健康食品は、サプリメントの形態、機能性食品の形態または代替食品の形態であり得
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る。
上記健康食品において、米アルブミンは単離された米アルブミンであり得る。
また、上記健康食品は、特に糖尿病、糖尿病合併症及び／または肥満の予防及び／また
は改善のため、また食後血糖の上昇の抑制のための健康食品であり得る。
【０００９】
上記血糖降下剤、健康食品は、動物用のものであってもよい。即ち、本発明は、米アル
ブミンを含有するヒト以外の動物用血糖降下剤、飼料またはヒト以外の動物用のサプリメ
ントにも関する。
また、本発明は、米アルブミンを含有する食後血糖上昇抑制作用を食品に付与するため
の食品添加物に関する。
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【００１０】
さらに、本発明は、医薬として使用するための米アルブミン、糖尿病、糖尿病合併症及
び／または肥満の予防、改善及び／または治療に使用するための米アルブミン、及び食後
の血糖上昇を抑制するための米アルブミンに関する。
【００１１】
これらの米アルブミンは、動物用のものであってもよい。
また、これらの米アルブミンは、好ましくは単離された米アルブミンである。
【００１２】
さらに、本発明は米アルブミンを含有する医薬組成物、米アルブミンを含有する糖尿病
、糖尿病合併症及び／または肥満の予防、改善及び／または治療用の医薬組成物、並びに
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米アルブミンを含有する食後の血糖上昇を抑制するための医薬組成物に関する。
【００１３】
上記医薬組成物は、ヒト以外の動物用のものであってもよい。即ち、本発明は、米アル
ブミンを含有するヒト以外の動物用の医薬組成物にも関する。
【００１４】
さらに、本発明は、米アルブミンの有効量を投与することまたは摂取させることを含む
糖尿病、糖尿病合併症及び／または肥満の予防、改善及び／または治療方法、米アルブミ
ンの有効量を投与することまたは摂取させることを含む食後の血糖上昇を抑制する方法に
関する。
これらの方法において、米アルブミンは好ましくは単離された米アルブミンである。
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【００１５】
これらの方法は、ヒト以外の動物に行われる方法であってもよく、本発明は、米アルブ
ミンの有効量をヒト以外の動物に投与することまたは摂取させることを含むヒト以外の動
物の糖尿病、糖尿病合併症及び／または肥満の予防、改善及び／または治療方法にも関す
る。
【発明の効果】
【００１６】
本発明において使用される米アルブミンは、食用として長年摂取されている米を原料と
するものであるため、安全性が高い。また、本発明の米アルブミンによる血糖上昇抑制作
用はアミラーゼ阻害によるものではないため、高い血糖上昇抑制効果が得られ、しかもグ
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ルコース等の単糖類含有食品を摂取した場合でも有効に血糖の上昇を抑制できる。さらに
、インスリン分泌促進系の血糖降下剤ではないとは考えられるため、広い範囲の病態に対
して使用することができる。
【００１７】
また、本発明の米アルブミンは原料が米であるため入手しやすく、原料の安定供給の点
でも好ましい。さらに、生米重量当たりの成分収率が難消化性デキストリン等に比べて高
く、製造コストの低減の観点でも好ましい。
【００１８】
また、米アルブミンは水溶性で無味無臭であり、しかも加熱耐性であるため、加工しや
すく種々の機能性食品に利用することができる。
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【００１９】
さらに、本発明で使用される米アルブミンは、精白米の表面近傍に多く含まれ、水溶性
であるため、日本酒製造において米を削った際に出る削り粉、米加工品を製造する際の洗
米廃液の再利用により入手することが可能であり、資源再利用の観点からも好ましい。
また、本発明において、米アルブミンにより食後血糖の上昇を抑制することにより、体
重の減量、肥満の予防、改善及び治療を図ることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の米アルブミンのＳＤＳ−ＰＡＧＥの結果を示す電気泳動写真である。
【図２】本発明の米アルブミンの消化耐性を示す電気泳動写真である。
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【図３】デンプン負荷試験によるマウスの食後血糖値の変化を示すグラフである。
【図４】グルコース負荷試験におけるマウスの食後血糖値の変化を示すグラフである。
【図５】米アルブミン及び小麦アルブミンのα−アミラーゼ阻害活性を示すグラフである
。
【図６】米アルブミン及び小麦アルブミンのα−アミラーゼ阻害活性を示すグラフである
。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
（米アルブミン）
本発明で使用される米アルブミンは、好ましくは原料米、米の削り粉または洗米液等（
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以下、原料米等と記す）から単離されたものであり得る。例えば、米アルブミンは、原料
米等を水または水性緩衝液、好ましくは水性緩衝液で抽出し、得られた抽出液を、塩析し
、得られた沈殿を所望により透析することにより単離される。塩析は、好ましくは飽和度
４０％以上の硫酸アンモニウム水溶液を用いて行われる。本発明の米アルブミンは、特に
１４〜１６ｋＤａの米アルブミン（難消化性米アルブミン）である。
【００２２】
原料米としては、玄米または精白米、好ましくは精白米を破砕したものを使用すること
ができる。また原料米の代わりに、米加工品の製造において生じる洗米廃液を使用するこ
ともできる。１４〜１６ｋＤａの米アルブミンは、精白米の表層部に多く存在し、しかも
水溶性であるため、洗米廃液にも多く含まれるからである。また、原料米の代わりに日本
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酒の製造において精白米を磨く際に生じる米の切削粉を使用することもできる。
【００２３】
本発明の米アルブミンの抽出に使用する水性緩衝液は、好ましくはｐＨ４〜６またはｐ
Ｈ８〜９の水性緩衝液、好ましくはクエン酸緩衝液である。
塩析により得られた沈殿は、透析、限外濾過、ゲル濾過クロマトグラフィー等の方法か
ら選択される精製方法、またはそれらの組み合わせにより精製するのが好ましい。
【００２４】
例えば、塩析して得られた沈殿を純水に溶解して透析を行うことにより精製することが
できる。
【００２５】

40

所望により、殺菌のため、透析後に６０〜１００℃、好ましくは７０〜９０℃の温度で
、１〜６０分間、好ましくは１０〜３０分間の加熱を行う。
【００２６】
また、透析により精製された米アルブミンを、限外濾過またはゲル濾過クロマトグラフ
ィーによりかけることにより、さらに精製された１４〜１６ｋＤａの米アルブミンを得る
ことができる。
【００２７】
本発明の米アルブミンは、上記方法により単離され、所望により精製された米アルブミ
ン粉末を乾燥したものでも、該米アルブミン粉末の水溶液を凍結乾燥したものでも良い。
【００２８】
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（血糖降下剤、医薬組成物、医薬として使用される米アルブミン）
本発明は、米アルブミンを有効成分とする血糖降下剤、医薬組成物、医薬として使用さ
れる米アルブミン、好ましくは経口血糖降下剤、特に食後血糖上昇抑制剤に関する。
本発明の血糖降下剤、医薬組成物、医薬として使用される米アルブミンは、糖尿病、境
界型、糖尿病合併症、肥満等の予防及び／または治療に使用することができる。
なお、糖尿病には、１型糖尿病及び２型糖尿病が含まれる。
【００２９】
本発明の血糖降下剤、医薬組成物、医薬として使用される米アルブミンは、食品由来の
米アルブミンを有効成分とするものであるので、安全に摂取でき、糖尿病の長期にわたる
治療、並びに予防に適している。
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【００３０】
本発明の血糖降下剤、医薬組成物、医薬として使用される米アルブミンは、米アルブミ
ンに、賦形剤、結合剤、希釈剤、添加剤、香料、緩衝剤、増粘剤、着色剤、安定剤、乳化
剤、分散剤、懸濁化剤、防腐剤等の薬理学的に許容される補助剤を配合し、製剤技術分野
で一般的な方法により製剤化することができる。
【００３１】
固形の経口製剤は、例えば、錠剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、丸剤、フィルム剤、トロー
チ剤、カプセル剤、チュアブル剤、糖衣錠等であり、有効成分としての米アルブミンに、
剤形に応じて、賦形剤（例えば乳糖、デキストロース、ショ糖、セルロース、コーンスタ
ーチ、デンプン類、部分アルファー化デンプン、結晶セルロース、Ｄ−マンニトール、ブ
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ドウ糖、炭酸カルシウムおよびリン酸カルシウム等）、滑沢剤（例えばシリカ、タルク、
ステアリン酸、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、ポリエチレングリ
コール、ショ糖脂肪酸エステル、含水二酸化ケイ素等）、結合剤（例えばデンプン類、ア
ラビアゴム、ゼラチン、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、カルボキシ
メチルセルロース、ポリビニルピロリドン等）、崩壊剤（例えばデンプン類、アルギン酸
、アルギン酸塩、クロスカルメロースナトリウム、炭酸カルシウム、カルボキシメチルセ
ルロース等）、飽和剤、着色料、矯味剤、湿潤剤（例えばレシチン、ポリソルベート、硫
酸ラウリル塩等）等を配合して製造することができる。散剤、顆粒剤及び細粒剤は、水、
湯等に溶解して服用される製剤であってもよい。
【００３２】
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液状の経口製剤は、例えば溶液、乳濁液及び懸濁液の形態とすることができる。懸濁液
及び乳濁液は、担体として、例えば天然ゴム、寒天、アルギン酸ナトリウム、ペクチン、
メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ポリビニルアルコール等を使用して製
造することができる。
【００３３】
本発明の血糖降下剤、医薬組成物、医薬として使用される米アルブミンの投与量は、患
者の年齢、体重、症状及び投与経路によるが、例えば成人に経口的に投与する場合の投与
量は、一日に例えば１〜５回、一回当り有効成分量が米アルブミンの量として例えば１ｇ
〜５０ｇ、好ましくは５ｇ〜２０ｇとなる量である。本発明の血糖降下剤、医薬組成物、
医薬として使用される米アルブミンは、例えば食前または食後に投与される。

40

(健康食品)
【００３４】
本発明の健康食品は、たとえば糖尿病、糖尿病合併症、糖尿病関連疾患、肥満、体重
の減量等の予防または改善に使用することができる。
本発明の健康食品は、上記で経口投与用の血糖降下剤について記載したような錠剤、散
剤、顆粒剤、カプセル剤、糖衣錠、フィルム剤、トローチ剤、チュアブル剤、溶液、乳濁
液、懸濁液等の任意の形態のサプリメントとして提供される食品であり得る。その場合、
本発明の健康食品は、米アルブミンを上記で例示した補助剤と配合して一般的な製剤方法
により製剤化したものであり得る。また、本発明の健康食品は米アルブミンに加えて、健
康増進のための他の成分を含んでいてもよい。
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【００３５】
そのような成分としては、例えば、アミノ酸，ペプチド；ビタミンＥ、ビタミンＣ、ビ
タミンＡ、ビタミンＢ、葉酸等のビタミン類；ミネラル類；糖類；無機塩類；クエン酸ま
たはその塩；茶エキス；油脂；プロポリス、ローヤルゼリー、タウリン等の滋養強壮成分
；ショウガエキス、高麗人参エキス等の生薬エキス；ハーブ類：コラーゲン等が挙げられ
る。
【００３６】
例えば、米アルブミン、液糖、クエン酸、クエン酸ナトリウム、ビタミンＣを混合し、
水を加えてドリンク剤の形態の本発明の健康食品を製造することができる。
【００３７】

10

本発明の健康食品は、機能性食品の形態であってもよい。好ましい例としては、緑茶、
麦茶、ウーロン茶、紅茶、コーヒー、ココア、スポーツドリンク、水、清涼飲料、乳酸飲
料、乳飲料、果汁飲料、ゼリー状飲料、アルコール飲料、薬用酒等の飲料；ビスケット、
クッキー、ケーキ、ゼリー、チョコレート等の洋菓子、饅頭、最中、羊羹、煎餅、練切等
の和菓子；キャンデー；チューインガム；アイスクリーム、シャーベット等の冷菓；パン
、麺類、ごはん、味噌汁、豆腐もしくはその加工品等の食品；みりん、食酢、甘味料、醤
油、味噌、ドレッシング、マヨネーズなどの調味料；ヨーグルト、ハム、ベーコン、ソー
セージなどの畜農食品；かまぼこ、揚げ天、はんぺんなどの水産加工品；インスタント食
品、レトルト食品等の加工食品等が挙げられる。
【００３８】

20

上記本発明の機能食品としての健康食品は、上記米アルブミンを、一般食品の原料とと
もに配合し、通常の方法により加工して製造することができる。
【００３９】
例えば、茶飲料の形態の本発明の健康食品を下記の方法により製造することができる：
穀物茶、ウーロン茶、緑茶、紅茶等の茶葉を単独で又は混合して抽出液を得る。抽出液に
、米アルブミンと、アスコルビン酸、炭酸水素ナトリウムを添加してｐＨ約６．０〜６．
５に調製し、純水を加えて茶飲料とする。
【００４０】
また、米アルブミン、グラニュー糖、ゼラチン、オレンジ果汁を加熱して溶解し、冷却
してゼリーの形態の本発明の健康食品を製造することができる。
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さらに、米アルブミン粉末または凍結乾燥品と、所望により緑茶抽出物、紅茶抽出物、
ウーロン茶抽出物、コーヒー抽出物などの飲料成分抽出物の顆粒もしくは粉末、酸化防止
剤（例えばビタミンＣ）、矯味剤、着色料及び／または香料からなる組成物を１回摂取量
毎にスティック包装またはピロー包装に充填して湯に溶かして飲用できる食品として提供
してもよい。
【００４１】
さらに、本発明の健康食品は栄養補助食品または代替食品の形態であってもよい。栄養
補助食品は、食事による栄養摂取を補うための食品である。代替食品は、１日あたり１回
または複数の通常の食事に替えて使用するための製品を指し、例えばダイエットや肥満治
療の目的で使用されるものを意味する。
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【００４２】
ダイエットまたは肥満治療目的の代替食品は、一定の範囲のカロリー含有量、例えば好
ましくは５０〜１０００カロリー、より好ましくは１００〜７００カロリー、最も好まし
くは２００〜５００カロリーのカロリー含有量を有する。
【００４３】
栄養補助食品または代替食品は、液体、粉末、固体、半固体の形態の製品であり得る。
例えば、バー、スープ、水やミルクなどに溶解または懸濁して摂取される可溶性粉末、シ
リアル、麺、パスタ製品、ライスプディング、ゼリー等のデザートの形態であり得る。
【００４４】
本発明の栄養補助食品または代替食品は、米アルブミンに加え、炭水化物（スクロース
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、ラクトース、グルコース、フルクトース等の糖類、コーンシロップ、マルトデキストリ
ン、デンプン、加工デンプン等）、タンパク質（乳性タンパク質、乳性ペプチド、大豆タ
ンパク質等）を含有し得る。さらに、所望によりビタミン類；ミネラル類；ハーブ類；ア
ミノ酸；甘味料；調味料；香料；香辛料；酸化防止剤；保存料；着色料；乳化剤、例えば
レシチン、卵黄または卵由来乳化剤等；安定剤；果物もしくは野菜またはそれらの小片、
乾燥物、濃縮物、ジュースもしくはピューレ；任意の食用塩、例えば塩化ナトリウム、塩
化カリウム；クエン酸、乳酸、安息香酸、アスコルビン酸のアルカリ金属塩もしくはアル
カリ土類金属塩；コレステロール低下剤、たとえば、イソフラボン、フィトステロール、
大豆抽出物または魚油抽出物；茶葉抽出物等を含有していてもよい。
【００４５】

10

なお、本発明の健康食品に対する本発明の米アルブミンの添加量は、１回の食事に対し
て摂取される米アルブミンが１ｇ〜２００ｇ、より好ましくは５ｇ〜１００ｇとなるよう
に添加するのが好ましい。
【００４６】
（飼料または動物用サプリメント）
本発明の健康食品は、米アルブミンを含有する飼料または動物用サプリメントであって
も良い。本明細書において、飼料にはペットフードも含まれる。
【００４７】
飼料または動物用のサプリメントも、上記健康食品の製造方法に準じて製造され得る。
【００４８】

20

飼料または動物用のサプリメントにおいて、米アルブミンの添加量は、１食当たり５０
ｍｇ／ｋｇ体重〜１０００ｍｇ／ｋｇ体重、好ましくは１００ｍｇ／ｋｇ体重〜５００ｍ
ｇ／ｋｇ体重となる量である。
【００４９】
飼料として製造される場合、通常の飼料の原料に米アルブミンを配合して製造すること
ができる。
【００５０】
サプリメントとして製造される場合、そのまま、または飼料に混ぜて摂取される粉末、
顆粒、細粒、液体、錠剤などの形態で製造することができる。
【００５１】
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(食品添加物)
本発明の米アルブミンからなる食品添加物は、たとえば米アルブミン粉末または米アル
ブミン水溶液の凍結乾燥品の形態で提供することができ、食品加工における食品添加物、
特に食後血糖上昇抑制作用を付与するための食品添加物として使用することができる。
（予防、改善及び治療方法）
本発明による米アルブミンの有効量を投与することまたは摂取させることを含む糖尿病
、糖尿病合併症及び／または肥満の予防、改善及び／または治療方法、米アルブミンの有
効量を投与することまたは摂取させることを含む食後血糖の上昇を抑制する方法において
、米アルブミンの投与量は、患者の年齢、体重、症状及び投与経路によるが、例えば成人
に経口的に投与する場合の投与量は、一日に例えば１〜５回、一回当り有効成分量が米ア
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ルブミンの量として例えば１ｇ〜５０ｇ、好ましくは５ｇ〜２０ｇとなる量である。また
、米アルブミンは、例えば食前または食後に投与され得る。
【実施例】
【００５２】
以下、実施例及び試験例により本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらに限
定されるものではない。
【００５３】
製造実施例１：
精白生米（滋賀県産日本晴れ）３００gをミルにて破砕し、そこに生米重量に対して５
倍量（w／v）の２５ｍＭのＴｒｉｓ−ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ８．６）を加え、４℃で一昼夜
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撹拌した。遠心分離にて上清を回収し、そこに硫酸アンモニウムを７０％飽和となるよう
穏やかに加え、４℃で一晩撹拌した。次に、遠心分離にて沈殿を回収し少量の純水に溶解
した後、純水に対して２４時間以上透析を行った。透析後に溶液を回収し、８０℃２０分
間の加熱処理を行い、加熱後室温になるまで氷中で冷却した。遠心分離にて不溶性の夾雑
タンパク質を除去後、上清を凍結真空乾燥し、粗米アルブミン粉末を得た。
【００５４】
この粗米アルブミン粉末を３０ｍｇ／ｍｌとなるように純水に溶解し、ゲル濾過クロマ
トグラフィー（Ｓｅｐｈａｄｅｘ

Ｇ−５０）を行い、各フラクションの２８０ｎｍへの

吸光度を測定し、二つ目のピークを回収した。これを凍結真空乾燥し、約３００ｍｇの難
消化性米アルブミン（ＩＤＲＡ）粉末（生米重量に対して０．１％）を得た。ＳＤＳ−Ｐ

10

ＡＧＥを行った結果、ＩＤＲＡは分子量約１４〜１６ｋＤａのタンパク質であった（図１
、Ｍは分子量マーカー、Ａは得られた米アルブミン（１ｍｇ／ｍｌ）である。）。
【００５５】
得られたＩＤＲＡの熱安定性を調べたところ、１００℃、２０分間の加熱によっても変
性することがなく、可溶性を保っていた。
【００５６】
また、ＩＤＲＡの米の部位別の含有量を調べたところ、精白米の表層部に多く含有され
ていることがわかった。
【００５７】
試験例１：ｉｎ

ｖｉｔｒｏタンパク質消化実験

20

実施例で得られた難消化性米アルブミン（ＩＤＲＡ）１００ｍｇを、１ｍｇペプシン（
ブタ由来）含有０．０１Ｎ

ＨＣｌ（ｐＨ２．０）１０ｍｌに溶解し、３７℃で２時間イ

ンキュベーションした。次に、重炭酸ナトリウムを加えてｐＨを８．０に調整し、さらに
パンクレアチン（ブタ由来）を１０ｍｇ加え、３７℃で２〜６時間インキュベーションし
た。インキュベーションの２時間毎に溶液を５０μｌ回収し、純水で１０倍希釈後、等量
のＳＤＳサンプルバッファーに溶解してＳＤＳ−ＰＡＧＥを行った。泳動終了後、ＣＢＢ
染色にて消化の有無を確認した。
【００５８】
比較のために、上記難消化性米アルブミンの代わりにウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）粉
末を用いて同様の試験を行った。
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【００５９】
結果を図２の電気泳動写真で示す。
【００６０】
図２において、Ｍは分子量マーカー、Ａは未処理の試料、Ｂはペプシン処理２時間の試
料、Ｃはペプシン処理後パンクレアチン処理２時間の試料、Ｄはペプシン処理後パンクレ
アチン処理４時間の試料、Ｅはペプシン処理後パンクレアチン処理６時間の試料である。
【００６１】
電気泳動写真に示されるように、ＩＤＲＡは、ペプシン２時間、パンクレアチン６時間
の処理においても１４ｋＤａ付近に鮮明なバンドが存在し、胃や膵臓由来のタンパク質分
解酵素に対して消化耐性を有していることが明らかである。
試験例２：ｉｎ

40

ｖｉｖｏマウスデンプン負荷試験・グルコース負荷試験

【００６２】
８週齢の雄のＩＣＲマウス（ｎ＝７群）を１週間の予備飼育を行い、１４時間の絶食の
後、２ｇ／ｋｇ体重となるよう可溶性デンプンまたはグルコースを生理食塩水と共に、無
麻酔下でゾンデにより経口胃内投与した。サンプル群は、生理食塩水の中にＩＤＲＡが１
００または５０ｍｇ／ｋｇ体重（デンプン負荷試験時）、２００ｍｇ／ｋｇ体重（グルコ
ース負荷試験時）となるように添加したものを投与した。試験開始前と試験開始後３０、
６０、１２０分（デンプン負荷試験時）、または試験開始後１５、４５、９０分（グルコ
ース負荷試験時）に尾静脈採血を行い、血液中のグルコース量を血糖測定機器（バイエル
社製デキスターＺＩＩ）を用いて測定した。
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【００６３】
結果を図３（デンプン負荷試験）及び図４（グルコース負荷試験）のグラフに示す。図
中、＊は、コントロール群（ＰＢＳ投与）に対して有意差があることを示す（Ｐ＜０．０
５）。
【００６４】
グラフより、ＩＤＲＡは、デンプン負荷試験／グルコース負荷試験のどちらにおいても
、コントロール群と比べ食後の血糖値上昇を有意に低下させることがわかる。
【００６５】
試験例３：α‑アミラーゼ阻害活性の測定
マウスより膵臓を摘出し、９倍量（ｗ／ｖ）の５０ｍＭ
２含有２０ｍＭ

ＮａＣｌ、３ｍＭ

ＣａＣｌ

10

ＨＥＰＥＳ緩衝液（ｐＨ６．９）を加え、ホモジナイザーで均一化した

後、遠心分離にて上清を回収し、これを粗マウス膵臓αアミラーゼ溶液とした。この粗酵
素溶液を緩衝液で２倍希釈し、そこへ、同じ緩衝液で各濃度に希釈されたＩＤＲＡを加え
３７℃でプレインキュベーションした。次に２ｍＭ

Ｇ３−ＣＮＰ（合成基質）を加え３

７℃で酵素反応させ、４０５ｎｍの吸光度を測定し、α−アミラーゼ阻害活性の有無を確
認した。ポジティブコントロールには小麦アルブミンを用いた。
【００６６】
結果を図５のグラフに示す。
【００６７】
グラフより明らかなように、ＩＤＲＡにはα−アミラーゼ阻害活性は確認されず、米ア

20

ルブミンの血糖値低下作用は、アミラーゼ活性阻害以外の要因によるものであることがわ
かる。
【００６８】
上記試験例から明らかなように、ＩＤＲＡはデンプン負荷試験・グルコース負荷試験の
いずれにおいてもコントロール群と比べて食後の血糖値上昇を有意に低下させた。また、
ＩＤＲＡはα−アミラーゼ阻害活性やマルターゼ阻害活性を有していないため、糖の吸着
・排出促進といった、これまでに報告されている糖質分解酵素の阻害とは異なる機能を有
している可能性が示唆された。
【００６９】
30

製造実施例２
精白生米（滋賀県産日本晴れ）３００ｇをミルにて破砕し、そこへ生米重量に対して５
倍量（ｗ／ｖ）の１００ｍＭ

クエン酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ

６．０）を加え、４℃

で一昼夜撹拌した。遠心分離にて上清を回収し、そこへ硫酸アンモニウムを４０％飽和と
なるよう穏やかに加え、４℃で一昼夜撹拌した。次に、遠心分離にて沈殿を回収し少量の
純水に溶解後、純水に対して２４時間以上透析を行った。透析後に溶液を回収し、８０℃
２０分間の加熱処理を行い、加熱後室温になるまで氷中で冷却した。遠心分離にて不溶性
の夾雑タンパク質を除去後、上清を凍結真空乾燥し、粗米アルブミン粉末を得た。この粗
米アルブミン粉末を３０ｍｇ／ｍｌとなるよう純水に溶解し、ゲル濾過クロマトグラフィ
ー（Ｓｅｐｈａｄｅｘ

Ｇ−５０）を行い、各フラクションの２８０ｎｍへの吸光度を測

定し、二つ目のピークを回収した。これを凍結真空乾燥し、約３００ｍｇの難消化性米ア

40

ルブミン（ＩＤＲＡ）粉末（生米重量に対して０．１％）を得た。ＳＤＳ−ＰＡＧＥを行
った結果、ＩＤＲＡは分子量約１４〜１６ｋＤａのタンパク質であった。
【００７０】
製造実施例３：
抽出を２５ｍＭのＴｒｉｓ−ＨＣｌ緩衝液（ｐＨ８．６）で行うこと以外は実施例２と
同じ方法により米アルブミンを製造した。収率は生米重量に対して０．０７％であった。
【００７１】
試験例４：ｉｎ

ｖｉｖｏラットデンプン負荷試験・グルコース負荷試験

７週齢の雄のＷｉｓｔａｒ系ラット（ｎ＝７／群）を１週間の予備飼育を行い、１５時
間の絶食の後、１ｇ／ｋｇ体重となるよう可溶性デンプンまたはグルコースを生理食塩水
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（ＰＢＳ）と共に、無麻酔下でゾンデにより経口胃内投与した。サンプル群は、ＰＢＳの
中にＩＤＲＡが５０、１００または２００ｍｇ／ｋｇ体重（５０、１００ｍｇ／ｋｇ体重
はグルコース負荷試験時のみ）となるよう添加したものを投与した。ＩＤＲＡを添加しな
いＰＢＳのみを投与したものをコントロール群とした。試験開始前と試験開始後１５・３
０・４５・９０分に尾静脈採血を行い、血液中のグルコース量を血糖値自動測定装置（バ
イエル社製デキスターＺＩＩ）を用いて測定した。また、血液中のインスリン量をＥＬＩ
ＳＡ法にて測定した。さらに、試験時間内での総吸収グルコース量を示すグルコース変動
曲線下面積（ＡＵＣ）と総分泌インスリン量を示すインスリンＡＵＣは、Ｗｏｌｅｖｅｒ
，

Ｔ．Ｍ．

ａｎｄ

ｇｌｙｃｅｍｉｃ

Ｊｅｎｋｉｎｓ，

ｇｌｕｃｏｓｅ

ｏｆ

Ｔｈｅ

ｕｓｅ

ｏｆ

ｐｒｅｄｉｃｔｉｎｇ

ｔｈｅ

ｂｌｏｏｄ

ｉｎ

ｒｅｓｐｏｎｓｅ

Ｊｏｕｒｎａｌ
−１７２

ｉｎｄｅｘ

Ｄ．Ｊ．，

ｔｏ

ｍｉｘｅｄ

Ｃｌｉｎｉｃａｌ

ｔｈｅ
10

ｍｅａｌｓ．Ａｍｅｒｉｃａｎ

Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ，４３（１），１６７

（１９８６）に記載の方法に従って算出した。

【００７２】
結果を表１〜表４に示す。各値は７回の実験の平均値である。表中、ＡＵＣは変動曲線
下面積であり、ｂ，ｃの文字は、コントロール群（ＰＢＳ投与）に対して有意差があるこ
とを示す（Ｐ＜０．０５）。
表より、ＩＤＲＡ投与群はコントロール群と比べ、デンプン負荷試験・グルコース負荷
試験のどちらにおいても食後の血糖値、インスリン上昇を有意に低下することが明らかで
ある。また、ＩＤＲＡ投与群はコントロール群と比べ、グルコースＡＵＣ、インスリンＡ
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ＵＣが共に減少した。
【００７３】
【表１】

30

40

【００７４】
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【表２】

10

20

【００７５】
【表３】

30

40
【００７６】
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【表４】

10

【００７７】
20

試験例５：α−アミラーゼ阻害活性の測定
Ｗｉｓｔａｒ系ラットより膵臓を摘出し、９倍量（ｗ／ｖ）の５０ｍＭ
ｍＭ

ＣａＣｌ２含有２０ｍＭ

ＮａＣｌ，３

ＨＥＰＥＳ緩衝液（ｐＨ６．９）を加え、ホモジナイザ

ーで均一化した後、遠心分離にて上清を回収し、これを粗ラット膵臓α−アミラーゼ溶液
とした。この粗酵素液を緩衝液で２倍希釈し、そこへ、同じ緩衝液で各濃度に希釈された
ＩＤＲＡを加え３７℃でプレインキュベーションした。次に２ｍＭ

Ｇ３−ＣＮＰ（合成

基質）を加え３７℃で酵素反応させ、４０５ｎｍの吸光度を測定しα−アミラーゼ阻害活
性の有無を確認した。ポジティブコントロールには小麦アルブミンを用いた。結果を図６
のグラフに示す。グラフにおいて、各値は３回の実験の平均値であり、ｎ．ｄ．は検出さ
れなかったことを示す。
グラフより明らかなように、ＩＤＲＡにはα−アミラーゼ阻害活性は確認されず、米ア

30

ルブミンによる血糖値低下作用には、糖質分解酵素の活性阻害以外の要因が考えられる。
【００７８】
試験例６：ＩＤＲＡの熱安定性
ＩＤＲＡを１ｍｇ／ｍＬの濃度となるように超純水に溶解し、６０〜１２１℃の温度で
１０〜１２０分間加熱した。加熱後、試料を氷冷して遠心分離を行い、上清の２８０ｎｍ
における吸光度を測定した。加熱後の可溶性タンパク質の割合は、未加熱状態での上清の
タンパク質濃度を１００としたときの相対値として算出した。ネガティブコントロールに
は卵白アルブミンを用いた。結果を表５及び表６に示す。各値は３回の実験の平均値であ
る。
【００７９】

40
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【表５】

10

【００８０】
【表６】

20

30

【００８１】
表５及び表６より明らかなように、卵白アルブミンは、８０℃での加熱により６８％の
タンパク質が変性不溶化したのに対し、ＩＤＲＡは、１００℃、１２０分間の加熱におい
ても９７％のタンパク質が可溶性を保持し、１２１℃、２０分間の加熱においても、タン
パク質の溶解性に変化は見られなかった。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
本発明の血糖降下剤は、糖尿病及び／または糖尿病合併症の予防及び／または治療のた
めの医薬として利用することができる。本発明の健康食品は、糖尿病及び／または糖尿病
合併症の予防及び／または改善のための食品として利用することができる。
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【図３】

【図６】

【図４】

【図１】

【図５】

【図２】

JP 6061270 B2 2017.1.18

(16)

JP 6061270 B2 2017.1.18

フロントページの続き
(51)Int.Cl.

ＦＩ

Ａ２３Ｋ 20/147

(2016.01)

Ａ２３Ｋ

20/147

審査官 上村 直子
(56)参考文献 特開２００９−２５４２６５（ＪＰ，Ａ）
特開２００６−２１７８１３（ＪＰ，Ａ）
特開２００５−３２８７７６（ＪＰ，Ａ）

10

特開２００９−２４７２７１（ＪＰ，Ａ）
特開２００７−１５１４４６（ＪＰ，Ａ）
特開２００７−０６８４５４（ＪＰ，Ａ）
特開２００１−０６４１９７（ＪＰ，Ａ）
特開昭６１−２０５４６４（ＪＰ，Ａ）
特表２００７−５０８８０３（ＪＰ，Ａ）
特表２０１０−５０８８１２（ＪＰ，Ａ）
特開２００５−０８０５３８（ＪＰ，Ａ）
特開２００５−２４５２２１（ＪＰ，Ａ）
特開２０１１−１５７３４１（ＪＰ，Ａ）

20

平成１６年度 OECDの環境・健康・安全に関する文書 新規食品および新規飼料の安全性シリーズ
：No10 「コメ（Oryza sativa）新品種の成分検討に関する合意文書：食品・飼料の主要な栄養
成分・抗栄養成分」日本語訳 ，２００４年，p.1‑39，http://www.oecd.org/env/ehs/biotrack/
Rice%20Compo%20Consid%20CS%20N%C2%B010%202004‑Japanese%20transl%202004.pdf
吉川正明，穀類タンパク質から派生する生理活性ペプチドに関する研究，飯島記念食品科学振興
財団年報，１９９８年 ８月，Vol.1996，pp.55‑58
TAKAHASHI, M et al，Peptide，１９９６年，Vol.17, No.1，pp5‑12
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ａ２３Ｌ

２／００−３５／００

Ａ６１Ｐ

１／１０−４３／００

ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）
ＣＡｐｌｕｓ／ＭＥＤＬＩＮＥ／ＥＭＢＡＳＥ／ＢＩＯＳＩＳ（ＳＴＮ）

30

