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(57)【要約】
本発明は、ジオウの含有成分、サンシュユの含有成分
、サンヤクの含有成分、タクシャの含有成分、ブクリョ
ウの含有成分、ボタンピの含有成分、ケイヒの含有成分
、ブシの含有成分、ゴシツの含有成分およびシャゼンシ
の含有成分からなる群より選択される一種または二種以
上の成分を含有する筋の老化防止用組成物を提供する。
当該組成物は、筋の老化防止、特に老化に伴う筋の委縮
を改善することによりサルコペニアの予防または改善に
有用である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ジオウの含有成分、サンシュユの含有成分、サンヤクの含有成分、タクシャの含有成分
、ブクリョウの含有成分、ボタンピの含有成分、ケイヒの含有成分、ブシの含有成分、ゴ
シツの含有成分およびシャゼンシの含有成分からなる群より選択される一種または二種以
上の成分を含有することを特徴とする筋の老化防止用組成物。
【請求項２】
ジオウの含有成分、ボタンピの含有成分、ケイヒの含有成分、ブシの含有成分、ゴシツ
の含有成分およびシャゼンシの含有成分からなる群より選択される一種または二種以上の
成分を含有することを特徴とする請求項１に記載の組成物。
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【請求項３】
ジオウ、サンシュユ、サンヤク、タクシャ、ブクリョウ、ボタンピ、ケイヒ、ブシ、ゴ
シツおよびシャゼンシからなる群より選択される一種または二種以上の生薬を含有するこ
とを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
ジオウ、ボタンピ、ケイヒ、ブシ、ゴシツおよびシャゼンシからなる群より選択される
一種または二種以上の生薬を含有することを特徴とする請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
筋の萎縮を改善する請求項１〜４のいずれかに記載の組成物。
【請求項６】
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サルコペニアの予防および／または改善用である請求項１〜５のいずれかに記載の組成
物。
【請求項７】
請求項１〜６のいずれかに記載の組成物を含有する医薬。
【請求項８】
請求項１〜６のいずれかに記載の組成物を含有する飲食品。
【請求項９】
請求項１〜６のいずれかに記載の組成物を含有するサプリメント。
【請求項１０】
牛車腎気丸、八味丸または六味丸である請求項７に記載の医薬。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、筋の老化防止用組成物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
近年、加齢に伴う筋力の低下および筋肉量の減少を「サルコペニア」とよび、寝たきり
に関与するものとして非常に注目されている。サルコペニアには加齢に伴って変化する身
体活動の低下の他、栄養摂取量、ホルモン、炎症反応など様々な要因が関与すると言われ
ており、８０歳以上では５０％以上が罹患していると推計される。サルコペニアが生じる
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と、易転倒・転落、骨折、体動制限そしてサルコペニアの進行という悪循環を呈し、寝た
きり状態を誘発する。７０歳以上でサルコペニアを合併している場合、合併していない場
合と比べて死亡率は２．３倍になるという報告もある。厚生白書によると、日本では２０
２５年には寝たきりの高齢者が２３０万人に達すると推計されており、サルコペニアの予
防や治療は重要な課題である。
【０００３】
現在、サルコペニアの予防および治療において、最も有効な手段は筋力トレーニングで
あるが（非特許文献１、２）、関節や循環器などの合併症を持つ高齢者や、既に体動制限
を余儀なくされたりしている高齢者に対して、必要十分な強度の運動介入は困難である。
サルコペニアの予防および治療薬として、必須アミノ酸、ホルモン剤（テストステロン、
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エストロゲン、成長ホルモン）、ＡＣＥ阻害剤の臨床研究がなされているが、アミノ酸は
治療効果がなく（非特許文献３）、ホルモン剤は乳がんや前立腺がん等のリスクが上がり
、ＡＣＥ阻害剤は症例が少なくエビデンス構築に至らないと報告されている（非特許文献
４）。つまり、現在のところサルコペニアに対して十分な対策が行われていない状況であ
り、その治療薬として承認されている薬剤は皆無である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Liu CJ, Latham NK. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jul 8(3): CD
002759.
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【非特許文献２】Wilkes EA et al., Am J Clin Nutr. 2009 Nov; 90(5): 1343‑50.
【非特許文献３】Ferrando AA et al., Clin Nutr. 2010 Feb; 29(1): 18‑23.
【非特許文献４】Burton LA et al., Clin Interv Aging. 2010 Sep 7; 5: 217‑28.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は、筋の老化防止に有用な組成物、特に老化に伴う筋の委縮を改善することによ
りサルコペニアの予防または改善に有用な組成物を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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本発明は、上記課題を解決するために、以下の各発明を包含する。
［１］ジオウの含有成分、サンシュユの含有成分、サンヤクの含有成分、タクシャの含有
成分、ブクリョウの含有成分、ボタンピの含有成分、ケイヒの含有成分、ブシの含有成分
、ゴシツの含有成分およびシャゼンシの含有成分からなる群より選択される一種または二
種以上の成分を含有することを特徴とする筋の老化防止用組成物。
［２］ジオウの含有成分、ボタンピの含有成分、ケイヒの含有成分、ブシの含有成分、ゴ
シツの含有成分およびシャゼンシの含有成分からなる群より選択される一種または二種以
上の成分を含有することを特徴とする前記［１］に記載の組成物。
［３］ジオウ、サンシュユ、サンヤク、タクシャ、ブクリョウ、ボタンピ、ケイヒ、ブシ
、ゴシツおよびシャゼンシからなる群より選択される一種または二種以上の生薬を含有す
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ることを特徴とする前記［１］に記載の組成物。
［４］ジオウ、ボタンピ、ケイヒ、ブシ、ゴシツおよびシャゼンシからなる群より選択さ
れる一種または二種以上の生薬を含有することを特徴とする前記［３］に記載の組成物。
［５］筋の萎縮を改善する前記［１］〜［４］のいずれかに記載の組成物。
［６］サルコペニアの予防および／または改善用である前記［１］〜［５］のいずれかに
記載の組成物。
［７］前記［１］〜［６］のいずれかに記載の組成物を含有する医薬。
［８］前記［１］〜［６］のいずれかに記載の組成物を含有する飲食品。
［９］前記［１］〜［６］のいずれかに記載の組成物を含有するサプリメント。
［１０］牛車腎気丸、八味丸または六味丸である前記［７］に記載の医薬。
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【発明の効果】
【０００７】
本発明により、筋の老化防止に有用な組成物を提供することができる。本発明の組成物
は、老化に伴う筋の委縮を改善することができ、サルコペニアの予防または改善用の医薬
、飲食品、サプリメント等として非常に有用である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】老化促進モデルマウス（ＳＡＭＰ８）を用いた牛車腎気丸投与試験における、試
験開始時（８週齢）の平均体重と試験終了時（３８週齢）の平均体重の変化を示す図であ
る。
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【図２】老化促進モデルマウス（ＳＡＭＰ８）を用いた牛車腎気丸投与試験における、１
３週齢〜１４週齢時の１週間の１日１匹当たりの食事摂取量を示す図である。
【図３】老化促進モデルマウス（ＳＡＭＰ８）を用いた牛車腎気丸投与試験終了時（３８
週齢）のマウスのヒラメ筋をヘマトキシリン・エオジン染色して観察した結果を示すであ
る。
【図４】老化促進モデルマウス（ＳＡＭＰ８）を用いた牛車腎気丸投与試験終了時（３８
週齢）のマウスのヒラメ筋の筋線維面積を測定した結果を示す図である。
【図５】老化促進モデルマウス（ＳＡＭＰ８）を用いた牛車腎気丸投与試験終了時（３８
週齢）のマウスのヒラメ筋の遅筋（トロポニンＩ陽性）および速筋（トロポニンＴ陽性）
を免疫染色により染め分けて観察した結果を示す図である。
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【図６】老化促進モデルマウス（ＳＡＭＰ８）を用いた牛車腎気丸投与試験終了時（３８
週齢）のマウス筋肉中のトロポニンＩおよびトロポニンＴの発現量をウエスタンブロッテ
ィングで解析した結果を示す図である。
【図７】老化促進モデルマウス（ＳＡＭＰ８）を用いた牛車腎気丸投与試験終了時（３８
週齢）のマウス筋肉中のＰＧＣ−１αの発現量をウエスタンブロッティングで解析した結
果を示す図である。
【図８】老化促進モデルマウス（ＳＡＭＰ８）を用いた牛車腎気丸投与試験終了時（３８
週齢）のマウス筋肉中のＡｋｔのリン酸化をウエスタンブロッティングで解析した結果を
示す図である。
【図９】老化促進モデルマウス（ＳＡＭＰ８）を用いた牛車腎気丸投与試験終了時（３８
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週齢）のマウス筋肉中のＧＳＫ３βのリン酸化をウエスタンブロッティングで解析した結
果を示す図である。
【図１０】老化促進モデルマウス（ＳＡＭＰ８）を用いた牛車腎気丸投与試験終了時（３
８週齢）のマウスのヒラメ筋をＰＡＳ染色して観察した結果を示す図である。
【図１１】老化促進モデルマウス（ＳＡＭＰ８）を用いた牛車腎気丸投与試験終了時（３
８週齢）のマウス筋肉中のＦｏｘＯファミリーのリン酸化をウエスタンブロッティングで
解析した結果を示す図である。
【図１２】老化促進モデルマウス（ＳＡＭＰ８）を用いた牛車腎気丸投与試験終了時（３
８週齢）のマウスの筋肉中のＭＡＦｂｘおよびＭｕＲＦ１の発現量をウエスタンブロッテ
ィングで解析した結果を示す図である。
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【図１３】老化促進モデルマウス（ＳＡＭＰ８）に各漢方補腎剤を６週間摂取させた後の
マウスのヒラメ筋をヘマトキシリン・エオジン染色して顕微鏡観察した結果を示す図であ
る。
【図１４】老化促進モデルマウス（ＳＡＭＰ８）に各漢方補腎剤を６週間摂取させた後の
マウスのヒラメ筋の筋線維面積を測定した結果を示す図である。
【図１５】牛車腎気丸の抗サルコペニア効果の臨床的検討における対象患者の背景を示す
図である。
【図１６】牛車腎気丸の抗サルコペニア効果の臨床的検討における牛車腎気丸治療前後の
体重、ＢＭＩ、脂肪量、筋肉量の評価結果を示す図である。
【図１７】牛車腎気丸の抗サルコペニア効果の臨床的検討における牛車腎気丸治療前後の
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握力（左右）、２ステップ値、ロコモ２５の評価結果を示す図である。
【図１８】牛車腎気丸の抗サルコペニア効果の臨床的検討における著効患者の握力の推移
を示す図である。
【図１９】牛車腎気丸の抗サルコペニア効果の臨床的検討における著効患者の立ち上がり
テストの推移を示す図である。
【図２０】牛車腎気丸の抗サルコペニア効果の臨床的検討における著効患者の２ステップ
値の推移を示す図である。
【図２１】牛車腎気丸の抗サルコペニア効果の臨床的検討における著効患者のロコモ２５
の推移を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【０００９】
漢方では、生長・発育・生殖をつかさどる生命エネルギーを腎気と呼び、腎気が加齢に
よって減少した状態を腎虚と呼ぶ。腎虚になると、関節痛、下肢のしびれ、耳鳴り、夜間
の頻尿などのいわゆる老化の症状を示す。腎虚の諸症状を改善する漢方薬は補腎剤と呼ば
れ、牛車腎気丸、八味丸（八味地黄丸、八味腎気丸とも称される）、六味丸（六味地黄丸
とも称される）などが知られている。
【００１０】
牛車腎気丸は、疲れやすい、四肢が冷えやすい、尿量減少または多尿、口渇等の症状を
伴う下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ等に効果
がある。八味丸は、疲労・倦怠感、尿量減少または多尿、口渇、手足に交互に冷感と熱感
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がある等の症状を伴う腎炎、糖尿病、陰萎、坐骨神経痛、腰痛、脚気、膀胱カタル、前立
腺肥大、高血圧等に効果がある。六味丸は、疲れやすい、尿量減少または多尿、口渇等の
症状を伴う排尿困難、頻尿、むくみ、かゆみ等に効果がある。しかし、これらの補腎剤が
加齢に伴う筋力の低下や筋肉量の減少にどのような効果を奏するかについては知られてい
ない。本発明者は、補腎剤と呼ばれる漢方薬の成分が老化による筋の委縮を改善すること
を見出し、本発明を完成した。
【００１１】
本発明は、ジオウの含有成分、サンシュユの含有成分、サンヤクの含有成分、タクシャ
の含有成分、ブクリョウの含有成分、ボタンピの含有成分、ケイヒの含有成分、ブシの含
有成分、ゴシツの含有成分およびシャゼンシの含有成分からなる群より選択される一種ま
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たは二種以上の成分を含有する筋の老化防止用組成物を提供する。
【００１２】
ジオウ（地黄）はゴマノハグサ科ジオウ属植物の根茎である。ジオウの含有成分として
は、カタルポール等のイリドイド配糖体、マンニノトリオース、ラフィノース、スタキオ
ース等の糖類、マンニトール等の糖アルコール、アルギニン等のアミノ酸、リン酸類など
が挙げられる。
サンシュユ（山茱萸）は、ミズキ科サンシュユの種子を除いた果実を乾燥したものであ
る。サンシュユの含有成分としては、モロニサイド、ロガニン、スウェロサイド等のイリ
ドイド配糖体、没食子酸、リンゴ酸などが挙げられる。
サンヤク（山薬）は、ヤマノイモ科ヤマノイモの皮を薄く剥いて乾燥したものである。
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サンヤクの含有成分としては、デンプン、糖蛋白質、アミノ酸、コリン、アラントイン、
ジアスターゼ、カタラーゼ、ムチンなどが挙げられる。
タクシャ（沢瀉）はオモダカ科サジオモダカの根茎を乾燥したものである。タクシャの
含有成分としては、四環性トリテルペノイドのアリソールＡ、Ｂ、Ｃ、それらのアセチル
化合物などが挙げられる。
【００１３】
ブクリョウ（茯苓）は、サルノコシカケ科のマツホド菌の菌核を乾燥し外皮を除いたも
のである。ブクリョウの含有成分としては、パキマン等の多糖類、パキマ酸、エブリコ酸
、デハイドロエブリコ酸、ツムロース酸等の四環性トリテルペンカルボン酸、エルゴステ
ロールなどが挙げられる。
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ボタンピ（牡丹皮）は、ボタン科ボタンの根の皮を乾燥したものである。ボタンピの含
有成分としては、ペオニフロリン、ペオノール、ペオノサイド、ペオノライド、安息香酸
、ベンゾイルオキシペオニフロリン、カンペステロールなどが挙げられる。
ケイヒ（桂皮）は、クスノキ科、ニッケイの樹皮、または周皮の一部を除いたものであ
る。ケイヒの含有成分としては、精油、ケイヒアルデヒド、ジテルペノイド、カテキン類
、タンニンなどが挙げられる。
【００１４】
ブシ（附子）は、キンポウゲ科トリカブトの塊根を減毒加工したものである。ブシの含
有成分としては、強毒性のブシジエステルアルカロイドとしてアコニチン、ジェサコニチ
ン、ヒバコニチン、メサコニチン、低毒性のアチシン系としてアチシン、コブシン、イグ
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ナビン、ソンゴリン、強心成分としてハイゲナミン、コリネインなどが挙げられる。
ゴシツ（牛膝）は、ヒユ科ヒナタイノコズチまたはトウイノコズチの根である。ゴシツ
の含有成分としては、オレアノン酸、エクジソン、イノコステロンなどが挙げられる。
シャゼンシ（車前子）は、オオバコ科オオバコの種子である。シャゼンシの含有成分と
してはイリドイド、粘液性多糖であるプランタサン、プランタゴームシラーゲＡ、フラバ
ノン配糖体であるプランタゴシドなどが挙げられる。
【００１５】
本発明の組成物は、ジオウの含有成分、ボタンピの含有成分、ケイヒの含有成分、ブシ
の含有成分、ゴシツの含有成分およびシャゼンシの含有成分からなる群より選択される一
種または二種以上の成分を含有することが好ましく、ケイヒの含有成分、ブシの含有成分

10

、ゴシツの含有成分およびシャゼンシの含有成分からなる群より選択される一種または二
種以上の成分を含有することがより好ましい。
【００１６】
本発明の組成物は、ジオウ、サンシュユ、サンヤク、タクシャ、ブクリョウ、ボタンピ
、ケイヒ、ブシ、ゴシツおよびシャゼンシからなる群より選択される一種または二種以上
の生薬を含有するものであってもよい。本発明の組成物は、ジオウ、ボタンピ、ケイヒ、
ブシ、ゴシツおよびシャゼンシからなる群より選択される一種または二種以上の生薬を含
有することが好ましく、ケイヒ、ブシ、ゴシツおよびシャゼンシからなる群より選択され
る一種または二種以上の生薬を含有することがより好ましい。
【００１７】
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生薬は生薬の粉砕物または生薬の抽出エキスであることが好ましい。生薬の抽出エキス
は、例えば原料生薬を単独または混合し、生薬の合計質量に対して約５〜約２５倍量の水
を加えて、通常約８０〜約１００℃で約３０分間〜約２時間加熱してエキスを煎出し、濾
過等を行って固形成分を除去することにより製造することができる。得られた抽出エキス
を、例えばスプレードライ、減圧濃縮乾燥、凍結乾燥等により乾燥し、乾燥エキス粉末と
してもよい。
【００１８】
本発明の組成物は、筋の老化を有効に防止することができる。特に、老化に伴う筋の委
縮を顕著に改善することができるので、サルコペニア（加齢に伴う筋力の低下および筋肉
量の減少）の予防および／または改善用の組成物としてとして非常に有用である。本発明
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の組成物は、医薬、飲食品、サプリメント、食品添加物、飼料、飼料添加物等の形態で実
施することができる。本発明の組成物に含有される生薬またはその含有成分は、漢方薬と
して広く使用されているので、ヒトや他の哺乳動物（例えば、ラット、マウス、ウサギ、
ヒツジ、ブタ、ウシ、ネコ、イヌ、サルなど）に対して、安全に長期間摂取させることが
できる。
【００１９】
老化防止の対象となる筋は特に限定されないが、骨格筋が好ましい。骨格筋としては、
例えば、胸鎖乳突筋、大胸筋、小胸筋、前鋸筋、鎖骨下筋、腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋
、腹横筋、腰方形筋、僧帽筋、広背筋、脊柱起立筋、肩甲挙筋、菱形筋、三角筋、小円筋
、棘上筋、棘下筋、肩甲下筋、大円筋、烏口腕筋、上腕二頭筋、上腕筋、腕橈骨筋、上腕
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三頭筋、肘筋、円回内筋、方形回内筋、回外筋、尺側手根屈筋、橈側手根屈筋、長掌筋、
浅指屈筋、深指屈筋、長母指屈筋、長橈側手根伸筋、短橈側手根伸筋、尺側手根伸筋、指
伸筋、示指伸筋、小指伸筋、長母指伸筋、短拇指伸筋、長母指外転筋、中様筋（４筋）、
掌側骨間筋（３筋）、背側骨間筋（４筋）、小指外転筋、短小指屈筋、小指対立筋、短掌
筋、母指内転筋、短拇指屈筋、母指対立筋、短拇指外転筋、大腿直筋、外側公筋、中間公
筋、内側広筋、腸骨筋、大腰筋、小腰筋、縫工筋、恥骨筋、大腿筋膜張筋、大殿筋、大腿
二頭筋、半腱様筋、半膜様筋、中殿筋、小殿筋、薄筋、長内転筋、短内転筋、大内転筋、
深層外旋六筋、腓腹筋、ヒラメ筋、膝窩筋、後脛骨筋、長趾屈筋、長母趾屈筋、足底筋、
前脛骨筋、長腓骨筋、短腓骨筋、第３腓骨筋、長母趾伸筋、長趾伸筋などが挙げられる。
好ましくはヒラメ筋、大腿直筋、脊柱起立筋である。
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【００２０】
本発明は、上記本発明の組成物を含有する医薬を提供する。本発明の医薬は、筋の委縮
改善用の医薬、サルコペニアの予防および／または改善（治療）用の医薬として好適であ
る。本発明の医薬は、上記本発明の組成物に、薬学的に許容される担体、さらに添加剤を
適宜配合して製剤化することができる。具体的には錠剤、被覆錠剤、丸剤、散剤、顆粒剤
、カプセル剤、液剤、懸濁剤、乳剤等の経口剤；注射剤、輸液、坐剤、軟膏、パッチ剤等
の非経口剤とすることができる。担体または添加剤の配合割合については、医薬品分野に
おいて通常採用されている範囲に基づいて適宜設定すればよい。配合できる担体または添
加剤は特に制限されないが、例えば、水、生理食塩水、その他の水性溶媒、水性または油
性基剤等の各種担体；賦形剤、結合剤、ｐＨ調整剤、崩壊剤、吸収促進剤、滑沢剤、着色
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剤、矯味剤、香料等の各種添加剤が挙げられる。
【００２１】
錠剤、カプセル剤などに混和することができる添加剤としては、例えば、ゼラチン、コ
ーンスターチ、トラガント、アラビアゴムのような結合剤、結晶性セルロースのような賦
形剤、コーンスターチ、ゼラチン、アルギン酸などのような膨化剤、ステアリン酸マグネ
シウムのような潤滑剤、ショ糖、乳糖またはサッカリンのような甘味剤、ペパーミント、
アカモノ油またはチェリーのような香味剤などが用いられる。調剤単位形態がカプセルで
ある場合には、上記タイプの材料にさらに油脂のような液状担体を含有することができる
。注射のための無菌組成物は通常の製剤手順（例えば有効成分を注射用水、天然植物油等
の溶媒に溶解または懸濁させる等）に従って調製することができる。注射用の水性液とし
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ては、例えば、生理食塩水、ブドウ糖やその他の補助薬を含む等張液（例えば、Ｄ−ソル
ビトール、Ｄ−マンニトール、塩化ナトリウムなど）などが用いられ、適当な溶解補助剤
、例えば、アルコール（例、エタノール）、ポリアルコール（例、プロピレングリコール
、ポリエチレングリコール）、非イオン性界面活性剤（例、ポリソルベート８０ＴＭ、Ｈ
ＣＯ−５０）などと併用してもよい。油性液としては、例えば、ゴマ油、大豆油などが用
いられ、溶解補助剤である安息香酸ベンジル、ベンジルアルコールなどと併用してもよい
。また、緩衝剤（例えば、リン酸塩緩衝液、酢酸ナトリウム緩衝液）、無痛化剤（例えば
、塩化ベンザルコニウム、塩酸プロカインなど）、安定剤（例えば、ヒト血清アルブミン
、ポリエチレングリコールなど）、保存剤（例えば、ベンジルアルコール、フェノールな
ど）、酸化防止剤などと配合してもよい。
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【００２２】
本発明の医薬は、牛車腎気丸、八味丸または六味丸であることが好ましい。本発明の医
薬の１日当たりの投与量は、筋の老化防止に有効な量であって副作用の少ない量であれば
特に限定されない。本発明の組成物の１日当たりの投与量は、市販の牛車腎気丸、八味丸
または六味丸の１日当たりの投与量に準じて設定することが好ましい。
【００２３】
牛車腎気丸は、例えば通常質量比で、ジオウ５．０、サンシュユ３．０、サンヤク３．
０、タクシャ３．０、ブクリョウ３．０、ボタンピ３．０、ケイヒ（桂皮）１．０、ブシ
（附子）１．０、ゴシツ（牛膝）３．０、シャゼンシ（車前子）３．０からなる混合生薬
から得られる濃縮エキスまたは乾燥エキス粉末が挙げられる。牛車腎気丸は、市販の漢方
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製剤（例えば、株式会社ツムラの「ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）」など）を好
適に用いることができる。
【００２４】
八味丸は、例えば通常質量比で、ジオウ６．０、サンシュユ３．０、サンヤク３．０、
タクシャ３．０、ブクリョウ３．０、ボタンピ２．５、ケイヒ１．０、ブシ０．５からな
る混合生薬から得られる濃縮エキスまたは乾燥エキス粉末が挙げられる。八味丸は、市販
の漢方製剤（例えば、株式会社ツムラの「ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）」など
）を好適に用いることができる。
【００２５】
六味丸は、例えば通常質量比で、ジオウ５．０、サンシュユ３．０、サンヤク３．０、
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タクシャ３．０、ブクリョウ３．０、ボタンピ３．０からなる混合生薬から得られる濃縮
エキスまたは乾燥エキス粉末が挙げられる。六味丸は、市販の漢方製剤（例えば、株式会
社ツムラの「ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）」など）を好適に用いることができる。
【００２６】
本発明は、上記本発明の組成物を含有する飲食品を提供する。本発明の飲食品は、筋の
委縮改善用の飲食品、サルコペニアの予防および／または改善用の飲食品として好適であ
る。飲食品には、健康食品、機能性食品、特定保健用食品、病者用食品等が含まれる。飲
食品の形態は特に限定されない。例えば茶飲料、清涼飲料、炭酸飲料、栄養飲料、果実飲
料、乳酸飲料等の飲料、そば、うどん、中華麺、即席麺等の麺類、飴、キャンディー、ガ
ム、チョコレート、スナック菓子、ビスケット、ゼリー、ジャム、クリーム、焼き菓子、
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パン等の菓子およびパン類、かまぼこ、ハム、ソーセージ等の水産・畜産加工食品、加工
乳、発酵乳等の乳製品、サラダ油、てんぷら油、マーガリン、マヨネーズ、ショートニン
グ、ホイップクリーム、ドレッシング等の油脂および油脂加工食品、ソース、たれ等の調
味料、カレー、シチュー、丼、お粥、雑炊等のレトルトパウチ食品、アイスクリーム、シ
ャーベット、かき氷等の冷菓などを挙げることができる。
【００２７】
本発明は、上記本発明の組成物を含有するサプリメントを提供する。本発明のサプリメ
ントは、筋の委縮改善用のサプリメント、サルコペニアの予防および／または改善用のサ
プリメントとして好適である。サプリメントは、例えば錠剤、顆粒剤、散剤、ドリンク剤
等の形態で提供することができる。
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さらに本発明は、上記本発明の組成物を含有する食品添加物、飼料、飼料添加物等とし
ても好適に実施することができる。
【００２８】
本発明には、以下の各発明が含まれる。
哺乳動物に対してジオウの含有成分、サンシュユの含有成分、サンヤクの含有成分、タ
クシャの含有成分、ブクリョウの含有成分、ボタンピの含有成分、ケイヒの含有成分、ブ
シの含有成分、ゴシツの含有成分およびシャゼンシの含有成分からなる群より選択される
一種または二種以上の成分の有効量を投与することを特徴とする筋の老化防止方法。
筋の老化防止用組成物を製造するための、ジオウの含有成分、サンシュユの含有成分、
サンヤクの含有成分、タクシャの含有成分、ブクリョウの含有成分、ボタンピの含有成分
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、ケイヒの含有成分、ブシの含有成分、ゴシツの含有成分およびシャゼンシの含有成分か
らなる群より選択される一種または二種以上の成分の使用。
筋の老化防止に使用するための、ジオウの含有成分、サンシュユの含有成分、サンヤク
の含有成分、タクシャの含有成分、ブクリョウの含有成分、ボタンピの含有成分、ケイヒ
の含有成分、ブシの含有成分、ゴシツの含有成分およびシャゼンシの含有成分からなる群
より選択される一種または二種以上の成分。
【実施例】
【００２９】
以下、実施例により本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものでは
ない。
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【００３０】
〔実施例１：老化促進モデルマウスの骨格筋に対する牛車腎気丸の効果〕
（１）使用動物
老化促進モデルマウスであるＳＡＭＰ８（７週齢、雄）および正常老化マウスであるＳ
ＡＭＲ（７週齢、雄）を日本エスエルシーから入手し、１週間の馴化後に試験に供した。
動物は１２時間明暗周期を持つ特定の病原体フリーの条件下で飼育した。
【００３１】
（２）実験方法
（2‑1）飼育および投与
実験プロトコールと飼育条件は大阪大学動物実験委員会によって承認され、「実験動物
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の管理と使用のための国立衛生研究所・ガイド」に従って、実験を実施した。
ＳＡＭＰ８およびＳＡＭＲを、それぞれ普通食（ＭＦ、オリエンタル酵母工業株式会社
）のみを与える群（普通食群、ｎ＝６）および普通食に４質量％の牛車腎気丸（ツムラ牛
車腎気丸；株式会社ツムラ）を加えた混合食を与える群（牛車腎気丸群、ｎ＝６）の２群
に分け、３８週齢まで給餌を行った。給餌期間中２週間に１回、全てのマウスについて全
身状態を観察した。１３週齢〜１４週齢時に１週間の食事摂取量を測定した。体重測定は
、試験開始時（８週齢）および試験終了時（３８週齢）に行った。
【００３２】
（2‑2）サンプル採取
３８週齢時にマウスを安楽死させ、下肢（大腿骨および脛骨を含む）を摘出した。大腿
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骨および脛骨を組織標本作製に供した。また、ヒラメ筋および大腿直筋を摘出し、直ちに
液体窒素で凍結させ、その後−８０℃で保存した。凍結保存したヒラメ筋および大腿直筋
は、後日融解し、ホモジナイズしてウエスタンブロッティングに供した。
【００３３】
（2‑3）組織標本
ヒラメ筋を観察するために、定法に従い脛骨の組織標本を作製してヘマトキシリン・エ
オジン染色を施した。また、遅筋（トロポニンＩ陽性）および速筋（トロポニンＴ陽性）
を染色するために、抗トロポニンＩ抗体（TrponinI Rabbit polyclonal Ab (Novus Biolo
gicals)）および抗トロポニンＴ抗体（TrponinT (TT‑98) Mouse monoclonal Ab (Abbiote
c)）を用いて、定法に従い免疫染色を行った。さらに、筋肉中のグリコーゲンを染色する
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ためにＰＡＳ染色（Periodic acid‑Schiff stain）を行った。
【００３４】
（2‑4）筋線維面積測定
ヒラメ筋のヘマトキシリン・エオジン染色標本を用いて、１標本当たり１６か所の任意
の領域を選択し、二次元画像解析ソフトＷｉｎＲＯＯＦ（三谷商事）を用いて筋線維面積
を測定した。解析は、一元配置分散分析で行った。
【００３５】
（2‑5）ウエスタンブロッティングによる筋肉中のトロポニンＩおよびトロポニンＴ発現
量の解析
凍結保存した筋肉を、ＲＩＰＡバッファーにプロテアーゼ阻害薬のカクテル（ナカライ
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テスク）を追加したものでホモジナイズした。４℃で１４０００回転×５分間遠心分離し
、上清を採取した。ＢＣＡプロテインアッセイキット（Thermo Fisher Scientific Inc.
）を使って、タンパク質の定量を行った。等量のたんぱく質を用い、９５℃で５分間熱し
、ＳＤＳ−ＰＡＧＥに供した。ＳＤＳ−ＰＡＧＥには、１５％ポリアクリルアミドゲルを
用いた。ＰＶＤＦ膜に転写後、抗トロポニンＩ抗体（TrponinI Rabbit polyclonal Ab (N
ovus Biologicals)）および抗トロポニンＴ抗体（TrponinT (TT‑98) Mouse monoclonal A
b (Abbiotec)）を、それぞれ４０００倍に希釈し、４℃で１６時間インキュベーションし
、ホースラディッシュペルオキシダーゼ標識二次抗体（GE Healthcare Bio‑Sciences Cor
p.）を用い、イムノスターゼータ（和光純薬）を使い発色させ、ＲＸ−Ｕフィルム（フジ
フィルム）で撮影し、ＧＴ−Ｘ９７０で画像を取り込み、評価を行った。
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【００３６】
（2‑6）ウエスタンブロッティングによる筋肉中のＰＧＣ−１α発現量の解析
ＳＤＳ−ＰＡＧＥに１２．５％ポリアクリルアミドゲルを用い、抗体として、PGC1‑alp
ha (4C1.3) Mouse monoclonal Ab（Calbiochem, Billerica）を１０００倍希釈で、GAPDH
(14C10) Rabbit monoclonal Ab （Cell Signaling Technology）を１００００倍希釈で
、それぞれ用いたこと以外は、上記（2‑5）と同様にウエスタンブロッティングを行った
。
【００３７】
（2‑7）ウエスタンブロッティングによる筋肉中のＡｋｔのリン酸化の解析
ＳＤＳ−ＰＡＧＥに１２．５％ポリアクリルアミドゲルを用い、抗体として、phospho‑
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Akt (Thr308) (244F9) Rabbit monoclonal Ab（Cell Signaling Technology）を２０００
倍希釈で、phospho‑Akt (Ser473) Rabbit polyclonal Ab （Cell Signaling Technology
）を２０００倍希釈で、Akt Rabbit polyclonal Ab（Cell Signaling Technology）を４
０００倍希釈で、それぞれ用いたこと以外は、上記（2‑5）と同様にウエスタンブロッテ
ィングを行った。
【００３８】
（2‑8）ウエスタンブロッティングによる筋肉中のＧＳＫ３βのリン酸化の解析
ＳＤＳ−ＰＡＧＥに１２．５％ポリアクリルアミドゲルを用い、抗体として、phospho‑
GSK3‑beta (5B3) Rabbit monoclonal Ab（Cell Signaling Technology）を２０００倍希
釈で、GSK3‑beta (27C10) Rabbit monoclonal Ab （Cell Signaling Technology）を４０
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００倍希釈で、それぞれ用いたこと以外は、上記（2‑5）と同様にウエスタンブロッティ
ングを行った。
【００３９】
（2‑9）ウエスタンブロッティングによる筋肉中のＦｏｘＯファミリーのリン酸化の解析
ＳＤＳ−ＰＡＧＥに１２．５％ポリアクリルアミドゲルを用い、抗体として、phospho‑
FoxO1 (Ser256) Rabbit polyclonal Ab（Cell Signaling Technology）を２０００倍希釈
で、FoxO1 (C29H4) Rabbit monoclonal Ab（Cell Signaling Technology）を５０００倍
希釈で、phospho‑FoxO3a (Ser253) Rabbit polyclonal Ab（Cell Signaling Technology
）を１０００倍希釈で、FoxO3a (75D8) Rabbit monoclonal Ab（Cell Signaling Technol
ogy）を５０００倍希釈で、phospho‑FoxO4 (Ser193) Rabbit pAb（Cell Signaling Techn
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ology）を１０００倍希釈で、FoxO4 (EPR5442) Rabbit mAb（Abcam）を１０００倍希釈で
、それぞれ用いたこと以外は、上記（2‑5）と同様にウエスタンブロッティングを行った
。
【００４０】
（2‑10）ウエスタンブロッティングによる筋肉中のＭＡＦｂｘおよびＭｕＲＦ１発現量の
解析
抗体として、MAFbx (H‑300) Rabbit polyclonal Ab（Santa Cruz）を１０００倍希釈で
、MuRF1 (H‑145) Rabbit polyclonal Ab（Santa Cruz）を１０００倍希釈で、GAPDH (14C
10) Rabbit monoclonal Ab（Cell Signaling Technology）を１００００倍希釈で、それ
ぞれ用いたこと以外は、上記（2‑5）と同様にウエスタンブロッティングを行った。
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【００４１】
（３）結果
（3‑1）体重
８週齢時の各群の平均体重と３８週齢時の各群の平均体重の変化を図１に示した。ＳＡ
ＭＲの体重増加量と比較してＳＡＭＰ８の体重増加量は著しく低かった。しかし、３８週
齢時において、ＳＡＭＲおよびＳＡＭＰ８ともに、牛車腎気丸群の方が普通食群より平均
体重が重い傾向が認められたが、牛車腎気丸群と普通食群との間に有意差はなかった。
（3‑2）食事摂取量
１週間の食事摂取量を測定し、各群の１日１匹当たりの食事摂取量を算出した。結果を
図２に示した。ＳＡＭＲとＳＡＭＰ８との間に食事摂取量の差は認められなかった。また
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、ＳＡＭＲおよびＳＡＭＰ８ともに、牛車腎気丸群の方が普通食群より食事摂取量が少な
い傾向が認められたが、牛車腎気丸群と普通食群との間に有意差はなかった。
【００４２】
（3‑3）ヒラメ筋のヘマトキシリン・エオジン染色像
ヒラメ筋のヘマトキシリン・エオジン染色像を図３に示した。上段のＳＡＭＲ、下段Ｓ
ＡＭＰ８であり、左が普通食群、右が牛車腎気丸群である。左下のＳＡＭＰ８普通食群の
マウスのヒラメ筋は、上段のＳＡＭＲのヒラメ筋と比較して筋委縮の進行が認められた。
一方、右下のＳＡＭＰ８牛車腎気丸群のマウスのヒラメ筋は、筋委縮が明らかに改善して
いることが認められた。
（3‑4）筋線維面積
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各群のヒラメ筋の筋線維面積の測定結果を図４に示した。図中、＊はＰ＜０．０００１
で有意差があることを表す。図４から明らかなように、ＳＡＭＰ８普通食群は筋線維面積
が顕著に減少していたが、ＳＡＭＰ８牛車腎気丸群は筋線維面積が普通食群より有意に大
きく、ＳＡＭＲと同等であることが示された。
【００４３】
（3‑5）小括
ＳＡＭＰ８普通食群においてヒラメ筋の筋萎縮の進行が観察されたことから、従来老化
促進モデルマウスとして使用されてきたＳＡＭＰ８は、サルコペニアモデルマウスとして
適切であることが明らかとなった。ＳＡＭＰ８牛車腎気丸群では、ヒラメ筋の筋萎縮が抑
制されることが観察された。一方、ＳＡＭＰ８の普通食群と牛車腎気丸群の体重および食
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事摂取量に差がなかったことから、牛車腎気丸の薬効が直接的に筋肉の委縮を改善させた
ものと考えられた。すなわち、以上の結果から、牛車腎気丸投与に起因して食事摂取量が
増加し、活動量が上がり、筋肉量が増加（体重が増加）した結果、筋萎縮が抑制されたの
ではないことが示された。
【００４４】
（3‑6）遅筋（トロポニンＩ）および速筋（トロポニンＴ）の解析
サルコペニアでは速筋が減少し遅筋が増加することが知られている。そこで、免疫染色
によりヒラメ筋標本の遅筋（トロポニンＩ陽性）および速筋（トロポニンＴ陽性）を染め
分けた。結果を図５に示した。図中濃く染まっているのが遅筋、薄く染まっているのが速
筋である。図５から明らかなように、ＳＡＭＰ８普通食群では遅筋の量が増加していたが
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、ＳＡＭＰ８牛車腎気丸群では遅筋の量が減少しており、ＳＡＭＲと同等であった。
各群のマウスの筋肉中のトロポニンＩおよびトロポニンＴの発現量をウエスタンブロッ
ティングで解析した結果を図６に示した。図６から明らかなように、ＳＡＭＰ８普通食群
ではトロポニンＩの発現量が増加し、トロポニンＴの発現量が減少していたが、ＳＡＭＰ
８牛車腎気丸群では普通食群よりトロポニンＩの発現量が減少し、ロポニンＴの発現量が
増加していた。この結果は、上記の免疫染色の結果と一致した。
【００４５】
（3‑7）筋肉中のＰＧＣ−１α発現量の解析
筋線維の強さは、生理範囲内におけるＰＧＣ−１α発現量に依存することが知られてい
る（参考文献：Lin J et al. Transcriptional co‑activator PGC‑1 alpha drives the f
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ormation of slow‑twitch muscle fibers. Nature. 2002 Aug 15;418(6899):797‑801.）
。そこで、各群のマウスの筋肉中のＰＧＣ−１αの発現量をウエスタンブロッティングで
解析した。結果を図７に示した。図７から明らかなように、ＳＡＭＰ８普通食群ではＰＧ
Ｃ−１αの発現量が減少していたが、ＳＡＭＰ８牛車腎気丸群ではＰＧＣ−１αの発現量
が増加しており、ＳＡＭＲと同等であった。
【００４６】
（3‑8）筋肉中のＡｋｔのリン酸化の解析
セリン・スレオニンキナーゼであるＡｋｔは、Ｔｈｒ３０８およびＳｅｒ４７３の２つ
のアミノ酸がリン酸化されることにより活性化され、このＡｋｔのシグナルが筋肉の量と
質量を規定することが知れている（参考文献：Baumgartner RN et al.Predictors of ske
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letal muscle mass in elderly men and women.Mech Ageing Dev. 1999 Mar 1;107(2):12
3‑36.、Roubenoff R, Hughes VA.Sarcopenia: current concepts.J Gerontol A Biol Sci
Med Sci. 2000 Dec;55(12):M716‑24.）。そこで、各群のマウスの筋肉中のＡｋｔのリン
酸化をウエスタンブロッティングで解析した。結果を図８に示した。図８から明らかなよ
うに、ＳＡＭＰ８普通食群では、Ａｋｔの発現量は他の群と同等であるが、Ｔｈｒ３０８
のリン酸化とＳｅｒ４７３のリン酸化が減弱していた。一方、ＳＡＭＰ８牛車腎気丸群で
はＴｈｒ３０８およびＳｅｒ４７３のリン酸化がＳＡＭＲと同等レベルに回復していた。
【００４７】
（3‑9）筋肉中のＧＳＫ３βのリン酸化の解析
筋肉においては、Ａｋｔシグナルの下流に、グリコーゲン合成を促進するＧＳＫ３βが
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存在する。そこで、各群のマウスの筋肉中のＧＳＫ３βのリン酸化をウエスタンブロッテ
ィングで解析した。結果を図９に示した。図９から明らかなように、ＳＡＭＰ８普通食群
では、ＧＳＫ３βの発現量は他の群と同等であるが、Ｓｅｒ９のリン酸化が減弱していた
。一方、ＳＡＭＰ８牛車腎気丸群ではＳｅｒ９のリン酸化がＳＡＭＲと同等レベルに回復
していた。
【００４８】
（3‑10）ＰＡＳ染色による筋肉中のグリコーゲン染色
各群のマウスのヒラメ筋の組織標本をＰＡＳ染色した結果を図１０に示した。図中、濃
く染まっているのがグリコーゲンである。図１０から明らかなように、ＳＡＭＰ８普通食
群ではグリコーゲンがほとんど染まっていないが、ＳＡＭＰ８牛車腎気丸群では劇的にグ
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リコーゲン量が改善しており、加齢による筋肉のグリコーゲン貯蔵機能の低下が改善して
いることが示された。
【００４９】
（3‑11）筋肉中のＦｏｘＯファミリーのリン酸化の解析
Ａｋｔシグナルのもう一つの下流にＦｏｘＯファミリーが存在する。Ａｋｔシグナルに
より、ＦｏｘＯファミリーのリン酸化が減弱されると、筋萎縮につながることが報告され
ている（参考文献：Machida S et al. Forkhead transcription factor FoxO1 transduce
s insulin‑like growth factor's signal to p27Kip1 in primary skeletal muscle sate
llite cells. J Cell Physiol. 2003 Sep;196(3):523‑31.、Kamei Y et al. Skeletal mu
scle FOXO1 (FKHR) transgenic mice have less skeletal muscle mass, down‑regulated
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Type I (slow twitch/red muscle) fiber genes, and impaired glycemic control. J B
iol Chem. 2004 Sep 24;279(39):41114‑23.）。そこで、各群のマウスの筋肉中のＦｏｘ
Ｏファミリーのリン酸化をウエスタンブロッティングで解析した。
結果を図１１に示した。図１１から明らかなように、ＳＡＭＰ８普通食群では、Ｆｏｘ
Ｏ１のＳｅｒ２５６およびＦｏｘＯ３ａＳｅｒ２５３のリン酸化は、他の群とほぼ同等の
レベルであったが、ＦｏｘＯ４のＳｅｒ１９３のリン酸化が減弱していた。一方、ＳＡＭ
Ｐ８牛車腎気丸群ではＳｅｒ１９３のリン酸化がＳＡＭＲと同等レベルに回復していた。
【００５０】
（3‑12）筋肉中のＭＡＦｂｘおよびＭｕＲＦ１発現量の解析
ＦｏｘＯファミリーは、さらに下流のＡｔｒｏｇｉｎ−１／ＭＡＦｂｘとＭｕＲＦ１を

30

増加させ、筋萎縮を進行させると報告されている（参考文献：Clavel S et al.Atrophy‑r
elated ubiquitin ligases, atrogin‑1 and MuRF1 are up‑regulated in aged rat Tibia
lis Anterior muscle. Mech Ageing Dev. 2006 Oct;127(10):794‑801.、Bodine SC et al
.Identification of ubiquitin ligases required for skeletal muscle atrophy.Scienc
e. 2001 Nov 23;294(5547):1704‑8. Epub 2001 Oct 25.）。そこで、各群のマウスの筋肉
中のＭＡＦｂｘおよびＭｕＲＦ１の発現量をウエスタンブロッティングで解析した。結果
を図１２に示した。図１２から明らかなように、ＳＡＭＰ８普通食群ではＭｕＲＦ１の発
現量が増強されていたが、ＳＡＭＰ８牛車腎気丸群ではＭｕＲＦ１の発現量が、ＳＡＭＲ
と同等レベルに正常化されていた。
【００５１】
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（４）考察
以上より、牛車腎気丸に含まれるいずれかの成分が老化によるＡｋｔの細胞内シグナル
の減弱を正常化し、その下流であるグリコーゲン合成に関わるＧＳＫ３βのリン酸化を改
善する。同時に筋萎縮に関わるＦｏｘＯファミリーの中で、ＦｏｘＯ４のＳｅｒ１９３の
リン酸化を改善し、ＭｕＲＦ１の発現量を正常化し、サルコペニアを予防または治療でき
ると考えられた。また、ＰＧＣ−１α発現量を正常化することも、サルコペニアの予防ま
たは治療につながると考えられた。
【００５２】
〔実施例２：老化促進モデルマウスのサルコペニア進行に対する漢方補腎剤の効果〕
（１）使用動物
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老化促進モデルマウスであるＳＡＭＰ８（７週齢、雄）および正常老化マウスであるＳ
ＡＭＲ（７週齢、雄）を日本エスエルシーから入手し、１週間の馴化後に試験に供した。
動物は１２時間明暗周期を持つ特定の病原体フリーの条件下で飼育した。
【００５３】
（２）実験方法
実験プロトコールと飼育条件は大阪大学動物実験委員会によって承認され、「実験動物
の管理と使用のための国立衛生研究所・ガイド」に従って、実験を実施した。
粉末飼料（ＭＦ、オリエンタル酵母工業株式会社）に４質量％の牛車腎気丸（乾地黄5.
0 g, 山薬3.0 g, 山茱萸3.0 g, 茯苓3.0 g, 沢瀉3.0 g, 牡丹皮3.0 g,
桂皮1.0 g, 附子1.0 g, 牛膝3.0 g, 車前子3.0 g）、４質量％の八味丸（乾地黄5.0 g,
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山薬3.0 g, 山茱萸3.0 g, 茯苓3.0 g, 沢瀉3.0 g, 牡丹皮3.0 g, 桂皮1.0 g, 附子1.0 g
）または４質量％の六味丸（乾地黄5.0 g, 山薬3.0 g, 山茱萸3.0 g, 茯苓3.0 g, 沢瀉3.
0 g, 牡丹皮3.0 g）を混ぜ、ＳＡＭＰ８に６週間摂取させた。対照として、粉末飼料に４
質量％のバレイショデンプンを混ぜ、ＳＡＭＲおよびＳＡＭＰ８にそれぞれ６週間摂取さ
せた。
サンプル採取および組織標本作製は、実施例１と同じ方法で行った。筋線維面積測定は
、１標本当たり約１００か所の領域を測定したこと以外、実施例１と同じ方法で行った。
【００５４】
（３）結果
各群のマウスのヒラメ筋のヘマトキシリン・エオジン染色像を図１３に示した。また、
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各群のヒラメ筋の筋線維面積の測定結果を図１４に示した。図１４中、＊はＰ＜０．０５
で有意差があることを表す。図１３および図１４から明らかなように、いずれの漢方補腎
剤も老化促進モデルマウスのサルコペニア進行を抑制することが示された。抑制の程度は
、牛車腎気丸＞八味丸＞六味丸であった。実施例１の結果と同様に、牛車腎気丸群の筋線
維面積は、ＳＡＭＲと同等であった。
【００５５】
〔実施例３：牛車腎気丸の抗サルコペニア効果の臨床的検討〕
（１）対象
大阪府内のクリニックにおいて２０１３年８月から１２月までに、筋力低下を自覚し、
牛車腎気丸内服を希望し、ロコモ度テストにボランティアとして協力した８名の患者を対
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象とした。
【００５６】
（２）方法
平成２５年５月２７日に公益社団法人日本整形外科学会ロコモチャレンジ！推進協議会
が発表した「ロコモ度テスト」（将来ロコモティブシンドロームになり得る可能性を判定
する方法）をベースに、以下の６項目の評価を行った。牛車腎気丸投与開始前に最初の評
価を行い、外来受診の状況に応じて２〜３か月目に再評価を行った。牛車腎気丸投与開始
前および牛車腎気丸治療後の各項目について平均値および標準偏差を算出し、ｐａｉｒｅ
ｄ ｔ−ｔｅｓｔにより統計評価を行った。なお、ロコモチャレンジではロコモーション
トレーニングを推奨しているが、今回は薬剤の効果を判定することが目的であるため、運
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動の指導は行わなかった。
【００５７】
（３）評価項目
１．身長、体重、ＢＭＩ
２．筋量、脂肪量（いずれもＴＡＮＩＴＡ製マルチ周波数体組成計ＭＣ−９８０Ａを用い
て測定）
３．両手の握力測定
４．立ち上がりテスト（下肢筋力の強さを判定）
５．２ステップテスト（歩幅を図ることで歩行能力を判定）
６．ロコモ２５（２５の質問により身体状態、生活状況を評価する。身体における痛みや
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動かしにくさに加え、生活積極度についてもチェックし、運動器の身体状態と生活状態に
不自由なことが生じる可能性を点数化し、将来ロコモになる危険度を判定する。）
【００５８】
「立ち上がりテスト」の方法は以下のとおりである。１０、２０、３０および４０ｃｍ
の台を用意する。まず４０ｃｍの台に両腕を組んで腰かけ、両脚を肩幅くらいに広げ、床
に対して脛がおよそ７０度になるようにして、反動をつけずに立ち上がり、そのまま３秒
間保持する。４０ｃｍの台から両脚で立ち上がれた場合、次に片脚でテストをする。初め
の姿勢に戻り、左右どちらかの脚を上げ、反動をつけずに立ち上がり、３秒間保持できれ
ば成功とする。左右ともに片脚で立ち上がることができれば成功とする。次に、１０ｃｍ
ずつ低い台に移り、同様のテストを繰り返す。
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【００５９】
「２ステップテスト」の方法は以下のとおりである。スタートラインを決め、両足のつ
ま先を合わせ、できる限り大股で２歩歩き、両足を揃える。バランスをくずした場合は失
敗とする。最初に立ったラインから、着地点のつま先までを測定する。２回行ってよかっ
たほうの記録を採用する。以下の計算式で２ステップ値を算出する。
２ステップ値＝２歩幅（ｃｍ）÷身長（ｃｍ）
【００６０】
（３）評価結果
（3‑1）患者背景
患者背景を図１５に示した。女性８人、各項目の平均値および標準偏差は、年齢６２．

20

３±１０．３歳、身長１５９．０±５．６ｃｍ、体重５４．６±７．３ｋｇ、ＢＭＩ２１
．５±１．８４、牛車腎気丸の平均投与期間は７７．３±２９．７日であった。
【００６１】
（3‑2）開始時の評価
握力は、右が２０．３±６．５ｋｇ、左が２０．６±５．７ｋｇであった。立ち上がり
テストは、片足ができなかった患者が３人、４０ｃｍが可能であった患者が４人、１０ｃ
ｍが１人であった。４０〜６０代の女性は、目安として４０ｃｍを片足で立ちあがれると
されていることから、対象患者は脚力がやや低下していると考えられた。２ステップ値は
１．２８±０．２であり、４０〜６０代の女性の平均値が１．４５〜１．４９であること
から、対象患者は移動能力がやや低下していると考えられた。ロコモ２５は１０．３±１
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０．８点であり、個人差が大きかった。
【００６２】
（3‑3）牛車腎気丸治療後の評価（全体）
図１６に牛車腎気丸治療前後の体重、ＢＭＩ、脂肪量、筋肉量の評価結果を示した。い
ずれの項目も有意な変化は認められなかった。
図１７に牛車腎気丸治療前後の握力（左右）、２ステップ値、ロコモ２５の評価結果を
示した。右握力および２ステップ値の有意な改善が認められた。左握力も改善傾向が認め
られた。一方、ロコモ２５については、明確な改善が認められなかった。
【００６３】
（3‑4）牛車腎気丸治療後の評価（著効例）

40

８例の対象患者中、著効を示した患者（第４症例、７４歳女性）の評価結果について以
下に説明する。この患者は、来院の２年前から甲状腺機能低下症としてチラージンの投与
を受けていたが、甲状腺ホルモンは内服により問題ないにもかかわらず、筋肉痛が継続し
改善しないため、漢方治療を希望して２０１３年１０月３１日に来院した。多発性筋炎な
どの膠原病の可能性を否定するために採血を行い、抗Ｊｏ−１抗体陰性であることを確認
した。そこで、１１月１４日からツムラ牛車腎気丸エキス顆粒７．５ｇの内服を開始した
ところ、筋肉痛改善の自覚があったため内服を継続した。
図１８に握力の推移を示した。図１９に立ち上がりテストの推移を示した。図２０に２
ステップ値の推移を示した。図２１にロコモ２５の点数の推移を示した。図１８から明ら
かなように、握力は右（１３．１→１８．５→２４．２ｋｇ）、左（１２．３→１５．９
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→２２．９ｋｇ）とも劇的な改善を示した。図１９に示したように、投与開始前は不可能
であった４０ｃｍの台から片足で立ち上がることが可能になった。２ステップ値は変化が
認められなかったが（図２０）、ロコモ２５は順調な改善（２３→１８→１４点）を示し
た（図２１）。
【００６４】
なお本発明は上述した各実施形態および実施例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り、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を
適宜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。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
10

援用される。
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【図３】

【図２】
【図４】
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【図９】

【図６】
【図１０】

【図７】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１５】

【図１７】

【図１６】
【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年9月24日(2014.9.24)
【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
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（削除）
【請求項２】
（削除）
【請求項３】
ジオウ、サンシュユ、サンヤク、タクシャ、ブクリョウ、ボタンピ、ケイヒ、ブシ、ゴ
シツおよびシャゼンシからなる群より選択される二種以上の生薬を含有することを特徴と
する筋の老化防止用組成物。
【請求項４】
牛車腎気丸、八味丸または六味丸を含有することを特徴とする請求項３に記載の組成物
。
【請求項５】
筋の萎縮を改善する請求項３または４に記載の組成物。
【請求項６】
サルコペニアの予防および／または改善用である請求項３〜５のいずれかに記載の組成
物。
【請求項７】
請求項３〜６のいずれかに記載の組成物を含有する、サルコペニアまたはロコモティブ
シンドロームの予防および／または改善用医薬。
【請求項８】
請求項３〜６のいずれかに記載の組成物を含有する、サルコペニアまたはロコモティブ
シンドロームの予防および／または改善用飲食品。
【請求項９】
請求項３〜６のいずれかに記載の組成物を含有する、サルコペニアまたはロコモティブ
シンドロームの予防および／または改善用サプリメント。
【請求項１０】
（削除）
【請求項１１】
ロコモティブシンドロームの予防および／または改善用である請求項３〜５のいずれか
に記載の組成物。
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【国際調査報告】
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