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(57)【要約】
【課題】乳児における社会脳の発達を効果的に促進し、精神遅滞又は自閉症の発症を予防
可能な栄養組成物を提供する。
【解決手段】乳児の社会脳発達促進用栄養組成物は、オキシトシンを有効成分として含有
し、経口投与されるものである。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
オキシトシン若しくはその類縁体、又はそれらの薬学的に許容できる塩を有効成分とし
て含有し、経口投与されることを特徴とする乳児の社会脳発達促進用栄養組成物。
【請求項２】
腸の分解消化機能を有しない前記乳児に経口投与される請求項１に記載の乳児の社会脳
発達促進用栄養組成物。
【請求項３】
腸管バリア機能を有する前記乳児に経口投与される請求項２に記載の乳児の社会脳発達
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促進用栄養組成物。
【請求項４】
生後２ヵ月以上１０ヵ月以下の前記乳児に経口投与される請求項３に記載の乳児の社会
脳発達促進用栄養組成物。
【請求項５】
前記栄養組成物が育児用調製乳である請求項１〜４のいずれか一項に記載の乳児の社会
脳発達促進用栄養組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、乳児の社会脳発達促進用栄養組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
未熟児は、早産等で身体機能の発育が未熟のまま出生した子である。未熟児は、予定通
りに生まれる新生児と比較して、生後の数日及び数週間における死亡率及び重病率が非常
に高く、精神遅滞又は自閉症の発症リスクも高いことが知られている。世界保健機関（Ｗ
ｏｒｌｄ

Ｈｅａｌｔｈ

Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ；ＷＨＯ）の報告によると、毎年１

５００万人もの未熟児が産まれており、そのうちの１００万人以上が死亡している。
【０００３】
未熟児を含む乳児は、母親の血液に含まれるホルモン、栄養、及び微生物群等を得るた
めに、母乳の摂取が推奨されている。母乳に含まれるホルモンであるオキシトシンは、陣
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痛促進剤として発見された９個のアミノ酸からなる環状ペプチドであり、主として脳視床
下部のオキシトシン作動性ニューロンで合成され、下垂体後葉の神経末端から循環中に放
出される。オキシトシンの生理的機能としては、分娩時の子宮収縮、乳汁分泌の促進等の
生殖関連ホルモンとしての作用と、中枢神経系における神経伝達物質及び神経モジュレー
ター（変調物質）としての作用とが知られている。近年では、脳内オキシトシンは、社会
性行動において重要な作用を有することで注目されている（例えば、非特許文献１参照。
）。
また、近年、自閉症スペクトラム障害及び統合失調症等の精神疾患を有するヒト及び健
常なヒトの双方に多量のオキシトシンを鼻内投与した場合に血液脳関門（Ｂｌｏｏｄ
ｒａｉｎ

ｂ

ｂａｒｒｉｅｒ；ＢＢＢ）を通過したとの報告がされている（例えば、非特許
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文献２参照。）。
【０００４】
本発明者らは、これまで、オキシトシンと後期糖化反応生成物受容体（Ｒｅｃｅｐｔｏ
ｒ

ｆｏｒ

ａｄｖａｎｃｅｄ

ｇｙｌｃａｔｉｏｎ

ｅｎｄ−ｐｒｏｄｕｃｔｓ；ＲＡ

ＧＥ）とが結合し、複合体を形成することを明らかにした（例えば、特許文献１参照。）
。さらに、本発明者らは、ＲＡＧＥが、ＢＢＢを通過させ、オキシトシンの脳内への移行
を促進するための「トランスポーター」としての機能、及び血中でのオキシトシンを安定
させるための「保護剤」としての機能を有することを明らかにした。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開２０１６−１１３４３３号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Insel, T. R.,

The Challenge of Translation in Social Neuroscie

nce: A Review of Oxytocin, Vasopressin, and Affiliative Behavior

, Neuron, vol.

65, p768‑779, 2010.
【非特許文献２】Kanat, M., et al.,

Oxytocin and the social brain: Neural mecha

nisms and perspectives in human research

, Brain Research, 2013,

http://dx.doi

.org/10.1016/j.brainres.2013.11.003.
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
従来、鼻内投与及び静脈内投与されたオキシトシンは、ＢＢＢを通過して脳内に到達す
ることが明らかとなっていた。しかしながら、通常小腸等の消化管から吸収されるのは、
平均分子量５００以下の低分子ポリペプチドや遊離アミノ酸であり、オキシトシンの分子
量は約１０００程度であることから、経口投与しても分解され、吸収されないと考えられ
ていた。そのため、これまで、経口投与により消化管から吸収されるという知見はなかっ
た。
また、これまで、自閉症スペクトラム障害及び統合失調症等の精神疾患を有する成人に
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おけるオキシトシンの作用機序及び治療剤としての効果については検討されてきた。一方
、精神遅滞又は自閉症の発症リスクの高い、未熟児を含む乳児に対する検討はなされてお
らず、精神遅滞又は自閉症の発症リスクを低減できる予防方法、又は効果的な治療方法が
求められていた。
【０００８】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、乳児における社会脳の発達を効果
的に促進し、精神遅滞又は自閉症の発症を予防可能な栄養組成物を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、オキシトシン若しくはそ
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の類縁体、又はそれらの薬学的に許容できる塩を経口投与した場合において、乳児の腸管
においてＲＡＧＥを介してオキシトシンが選択的に吸収されることを見出し、本発明を完
成するに至った。
【００１０】
すなわち、本発明の第１態様に係る乳児の社会脳発達促進用栄養組成物は、オキシトシ
ンを有効成分として含有し、経口投与されるものである。
前記乳児の社会脳発達促進用栄養組成物は、腸の分解消化機能を有しない前記乳児に経
口投与されてもよい。
前記乳児の社会脳発達促進用栄養組成物は、腸管バリア機能を有する前記乳児に経口投
与されてもよい。
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前記乳児の社会脳発達促進用栄養組成物は、生後２ヵ月以上１０ヵ月以下の乳児に経口
投与されてもよい。
前記栄養組成物が育児用調製乳であってもよい。
【発明の効果】
【００１１】
本発明の上記態様によれば、乳児における社会脳の発達を効果的に促進し、精神遅滞又
は自閉症の発症を予防可能な栄養組成物を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１Ａ】実施例１におけるオキシトシン又はＰＢＳを経口投与した生後１〜１５日目の
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野生型仔マウスでの血漿オキシトシン濃度の推移を示すグラフである。
【図１Ｂ】実施例１におけるオキシトシンを経口投与した生後６日目の野生型仔マウスで
の血漿オキシトシン濃度の経時変化を示すグラフである。
【図１Ｃ】実施例１における異なるオキシトシン量を経口投与した生後６日目の野生型仔
マウスでの血漿オキシトシン濃度を示すグラフである。
【図２Ａ】比較例１におけるオキシトシン又はＰＢＳを経口投与した生後１〜１５日目の
Ａｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）での血漿オキシトシン濃度の推移を示
すグラフである。
【図２Ｂ】実施例１及び比較例１におけるオキシトシンを経口投与した生後１〜８日目の
野生型仔マウス及びＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）での血漿オキシト
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シン濃度の推移を示すグラフである。
【図２Ｃ】試験例１におけるオキシトシンを経口投与した生後５日目の同腹の各遺伝子型
の仔マウスでの血漿オキシトシン濃度を示すグラフである。
【図２Ｄ】生後１〜８日目から成体期までの野生型マウス及びＡｇｅｒノックアウトマウ
スにおける血漿ＯＴ濃度の増加と、腸管バリア機能の形成、分解消化機能の発達、及びＲ
ＡＧＥ依存的な吸収機構との関係を示す図である。
【図３Ａ】試験例２における生後１及び５日目の野生型仔マウス及びＡｇｅｒノックアウ
ト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）の腸上部切片を用いたオキシトシン投与試験のためのイン
ビトロ試験系を示す概略図である。
【図３Ｂ】試験例２における生後１日目のＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／
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−）の腸上部切片を用いたインビトロ試験系でのオキシトシン投与後の培養液中のオキシ
トシン濃度の経時変化を示すグラフである。
【図３Ｃ】試験例２における生後５日目の野生型仔マウス及びＡｇｅｒノックアウト仔マ
ウス（Ａｇｅｒ−／−）の腸上部切片でのオキシトシン投与後の培養液中のオキシトシン
濃度の経時変化を示すグラフである。
【図４Ａ】試験例３における生後３日目の野生型仔マウス及びＡｇｅｒノックアウト仔マ
ウス（Ａｇｅｒ−／−）の腸上部切片を用いたＨＥＭＡＴＯＸＹＬＩＮ−ＥＯＳＩＮ（Ｈ
Ｅ）染色、並びにＤＡＰＩ及び抗ＲＡＧＥ抗体による蛍光染色の結果を示す画像である。
なお、左下の画像は、生後３日目の野生型仔マウスの腸上部切片を用いた抗ＲＡＧＥ抗体
による蛍光染色の一部を拡大した画像である。
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【図４Ｂ】試験例３における野生型マウス胚（１８．５ｄｐｃ）の腸上部切片を用いたＤ
ＡＰＩ及び抗ＲＡＧＥ抗体による蛍光染色の結果を示す画像である。
【図５】実施例２におけるオキシトシンを含有するスキムミルクを経口投与した生後８週
齢の雄野生型マウスでの血漿オキシトシン濃度の推移を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
≪乳児の社会脳発達促進用栄養組成物≫
本発明の一実施形態に係る乳児の社会脳発達促進用栄養組成物は、オキシトシン若しく
はその類縁体、又はそれらの薬学的に許容できる塩を有効成分として含有し、経口投与さ
れるものである。
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【００１４】
本実施形態の乳児の社会脳発達促進用栄養組成物によれば、乳児における社会脳の発達
を効果的に促進し、精神遅滞又は自閉症の発症を予防することができる。
【００１５】
一般に、「社会脳」とは、社会性行動に関わる脳の部位を示し、具体的には、扁桃体、
眼窩前頭野、側頭葉等が挙げられる。乳幼児期における社会脳の発達障害は、精神遅滞、
又は自閉症の発症と関連があると考えられている。特に、未熟児は、精神遅滞又は自閉症
の発症リスクの高いことが知られている。
そのため、本実施形態においては、未熟児を含む乳児期での社会脳の発達を促進するこ
とで、精神遅滞又は自閉症の発症を効果的に予防することができる。
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【００１６】
なお、一般に、「乳児」とは、生後から１歳未満の児童を示す。
また、一般に、「未熟児」とは、早産等で身体機能の発育が未熟のまま出生した新生児
を示す。医学的には、未熟児は、低出生体重児及び早産児を組み合わせて表現されること
が多い。
また、一般に、「低出生体重児」とは、体重が２，５００グラム未満の新生児をいい、
１，５００グラム未満は「極低出生体重児」、１，０００グラム未満は「超低出生体重児
」と呼ばれる。
また、一般に、「早産児」とは、在胎週数による分類で、通常よりも早く生まれた新生
児を示し、早生児とも呼ばれる。通常の在胎週数は３７週から４２週未満で、この間に生
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まれた新生児は「正期産児」、２２週から３６週の間に生まれた子が「早産児」、在胎４
２週以上で生まれた子は「過期産児」と呼ばれる。早産児は、母胎にいる期間が短い分、
低体重や身体機能が未発達であることが多い。
【００１７】
なお、一般に、「精神遅滞」とは、知的機能が全般的に平均よりも低く、環境に適応す
ることが困難な状態を示す。学校教育法上では「知的障害」とも呼ばれる。
また、一般に、「自閉症」とは、広汎性発達障害の一つで、「意思伝達等コミュニケー
ション能力の困難」、「対人関係の困難」、「物事への興味と関心が狭く特定の事にこだ
わる」等を特性とする先天的な脳機能障害を示す。自閉症は、「高機能自閉症」と「低機
能自閉症」とに分類される。「高機能自閉症」は、知能指数（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ
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Ｑｕｏｔｉｅｎｔ；ＩＱ）が７０以上（健常者のＩＱは約１００）で、知的障害を伴わ
ない自閉症を示す。高機能自閉症には、「アスペルガー症候群」、「サヴァン症候群」等
の症状が含まれる。一方、「低機能自閉症」は、ＩＱが７０以下で、軽度から重度までの
知的障害を伴う自閉症を示す。また、低機能自閉症は、癲癇（てんかん）発作の発生や癲
癇の脳波を持つ場合が多く見られる。低機能自閉症には、「カナー症候群」等の症状が含
まれる。また、低機能自閉症には、「折れ線型自閉症」と呼ばれる自閉症も含まれる。「
折れ線型自閉症」は、一度は正常に発達した（又は発達したように見えた）ものの、しば
らくして発達して覚えた言葉や動作等が無くなる、又は使えなくなる自閉症を示す。
本明細書における「自閉症」は、上記自閉症を全て包含する。また、「精神障害の診断
と統計マニュアル第５版（Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ
ａｎｕａｌ

ｏｆ

Ｍｅｎｔａｌ

ペクトラム症（ａｕｔｉｓｍ

ａｎｄ

Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ

Ｍ

30

Ｄｉｓｏｒｄｅｒｓ（ＤＳＭ）−Ｖ）」による自閉ス

ｓｐｅｃｔｒｕｍ

ｄｉｓｏｒｄｅｒ）も包含する。

【００１８】
＜オキシトシン＞
一般に、「オキシトシン」は、配列番号１に示すアミノ酸配列からなり、１位及び６位
のシステイン残基がジスルフィド結合して環状構造を形成する分子量約１０００のペプチ
ドである。オキシトシンは、中枢神経系及び末梢の双方に存在し、神経伝達物質及びホル
モンとしての機能を有している。オキシトシンは、脳内での半減期は数時間とされている
のに対して、血中での安定性は低く、半減期は数分〜数十分とされている。
本発明者らは、これまで、オキシトシンが後期糖化反応生成物受容体（Ｒｅｃｅｐｔｏ
ｒ

ｆｏｒ

ａｄｖａｎｃｅｄ

ｇｙｌｃａｔｉｏｎ
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ｅｎｄ−ｐｒｏｄｕｃｔｓ；ＲＡ

ＧＥ）と結合し、複合体を形成することを明らかにした。ＲＡＧＥには、膜結合型ＲＡＧ
Ｅ（ｍｅｍｂｒａｎｅ−ｂｏｕｎｄ

ｆｕｌｌ−ｌｅｎｇｔｈ

、内在性分泌型ＲＡＧＥ（ｅｎｄｏｇｅｎｏｕｓ

ＲＡＧＥ；ｍＲＡＧＥ）

ｓｅｃｒｅｔｏｒｙ

ＲＡＧＥ；ｅｓ

ＲＡＧＥ）、及びｍＲＡＧＥの細胞外ドメイン切断形態の可溶性ＲＡＧＥ（ｓｏｌｕｂｌ
ｅ

ＲＡＧＥ；ｓＲＡＧＥ）が存在する。いずれのＲＡＧＥもオキシトシンと結合し、複

合体を形成することができる。オキシトシンはＲＡＧＥと複合体を形成することで、ＢＢ
Ｂを通過して脳内への移行が促進される。また、オキシトシンは、ｅｓＲＡＧＥ又はｓＲ
ＡＧＥと結合し、血中で安定して存在することができる。
【００１９】
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さらに、今回、本発明者らは、腸管バリア形成後の腸内において、オキシトシンがＲＡ
ＧＥを介して吸収されることを初めて見出した。後述の実施例にも示すとおり、腸の絨毛
の上皮細胞において、細胞膜上にｍＲＡＧＥが多く発現していると推察され、オキシトシ
ンは、このｍＲＡＧＥを介して、消化管から血液内へ選択的に吸収されると考えられる。
従来では、腸管バリア形成後の腸内において、オキシトシンは経口摂取しても消化され
吸収されず、オキシトシンは、鼻内投与又は血管（静脈又は動脈）内投与されなければ、
脳内まで到達しないと考えられていた。
これに対し、本実施形態においては、オキシトシンを経口投与することにより、消化管
から血液に移行されることが明らかとなった。これにより、非侵襲的にオキシトシンを投
与することができ、乳児の体への負担を軽減することができる。

10

【００２０】
また、本実施形態におけるオキシトシンとしては、社会脳発達促進能を有するものであ
れば、オキシトシンの前駆体、代謝誘導体、類縁体、又はオキシトシンアゴニストも包含
される。
オキシトシンの類縁体として具体的には、例えば、アネトシン、カルベトシン、メソト
シン、イソトシン等が挙げられ、これらに限定されない。
さらに、本実施形態におけるオキシトシンとしては、天然に存在する若しくは人工的に
修飾されたオキシトシン、又は上記類似体の変異体、及び誘導体も包含される。
また、本実施形態におけるオキシトシンには、配列番号１に示すアミノ酸配列に対して
５０％以上、好ましくは少なくとも６０％以上、より好ましくは７０％以上、さらに好ま

20

しくは８０％以上、特に好ましくは９０％以上、最も好ましくは９５％の同一性を有し、
社会脳発達促進能を有するポリペプチドも包含される。
【００２１】
なお、本明細書における「社会脳発達促進能」とは、主に、乳児において社会脳の発達
を促進できることを意味する。
【００２２】
また、本実施形態の乳児の社会脳発達促進用栄養組成物は、オキシトシン又はその類縁
体の薬学的に許容される塩を含んでいてもよい。
なお、本明細書において、「薬学的に許容できる」とは、被検動物に適切に投与された
場合に、概して、副作用を起こさない程度を意味する。

30

【００２３】
塩としては、薬学的に許容できる酸付加塩又は塩基性塩が好ましい。
酸付加塩としては、例えば、塩酸、リン酸、臭化水素酸、硫酸等の無機酸との塩；一水
素オルトリン酸ナトリウム及び水素硫酸カリウム酸等の金属塩等；酢酸、ギ酸、プロピオ
ン酸、グリコール酸、乳酸、ピルビン酸、マロン酸、グルタール酸、アスコルビン酸、フ
マル酸、マレイン酸、ヒドロキシマレイン酸、コハク酸、酒石酸、クエン酸、リンゴ酸、
フェニル酢酸、桂皮酸、サリチル酸、安息香酸、ヒドロキシ安息香酸、２−フェノキシ安
息香酸、スルホン酸（例えば、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、ｐ−トルエンス
ルホン酸、２−ヒドロキシエタンスルホン酸等）等の有機酸との塩等が挙げられる。
これら塩は、水和型であってもよく、無水型であってもよい。これら酸付加塩は、一般

40

に水及び様々な親水性有機溶媒に可溶性を示す。
【００２４】
塩基性塩としては、例えば、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、水酸化カリウム、水
酸化アンモニウム、炭酸カリウム、水酸化カルシウム、炭酸カルシウム、水酸化マグネシ
ウム、炭酸マグネシウム、アンモニア等の無機塩基との塩；カフェイン、ピペリジン、メ
チルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、ピリジン、メチルピリジン（ピコリン
）等の有機塩基との塩等が挙げられる。これら塩基付加塩は、一般に水及び様々な親水性
有機溶媒に可溶性を示す。
【００２５】
（投与方法）
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本実施形態の乳児の社会脳発達促進用栄養組成物に含まれるオキシトシン若しくはその
類縁体、又はそれらの薬学的に許容できる塩の投与量は、被検動物（ヒト又は非ヒト動物
を含む各種哺乳動物、好ましくはヒト）の出生後の経過日数、性別、体重、症状等を勘案
して適宜調節される。
例えば、経口投与の場合、１日あたり１ｎｇ／ｋｇ体重以上１０ｍｇ／ｋｇ体重以下で
あればよく、１０ｎｇ／ｋｇ体重以上１ｍｇ／ｋｇ体重以下であることが好ましい。
【００２６】
本実施形態の乳児の社会脳発達促進用栄養組成物は出生後の新生児又は乳児に継続的に
投与されることが好ましい。
投与の頻度は、毎日（１日１回、２回又は３回）、２日に１回、３日に１回、４日に１

10

回、１週間に１回程度の割合で投与されることが好ましい。
投与形態としては、経口的投与が好ましい。
投与期間としては、出生後であればよく、出生後から腸の分解消化機能を有する前が好
ましく、腸管バリア機能形成後から腸の分解消化機能を有する前がより好ましい。
より具体的には、ヒト乳児である場合、生後０日以上１０ヵ月以下であればよく、生後
２ヵ月以上１０ヵ月以下であることが好ましい。非ヒト哺乳動物である場合は、上記期間
となるように換算すればよい。
上記期間内に、本実施形態の乳児の社会脳発達促進用栄養組成物を乳児に投与すること
により、乳児の腸内において、ＲＡＧＥを介して選択的にオキシトシンが吸収され、脳内
に移行し、より効果的に社会脳の発達を促進することができる。

20

【００２７】
＜オキシトシンの製造方法＞
オキシトシンは、公知の合成方法により製造すればよい。例えば、市販されているオキ
シトシンの製造方法は、例えば米国特許２，９３８，８９１及び３，０７６，７９７に記
載されている。
【００２８】
＜用途＞
本実施形態の乳児の社会脳発達促進用栄養組成物は、医薬品又は医薬部外品等の医薬組
成物又は飲食品として用いることができる。
【００２９】

30

（医薬組成物）
本実施形態の医薬組成物を乳児（特に未熟児）に投与することで、社会脳の発達促進、
及び精神遅滞又は自閉症の発症を予防することができる。
【００３０】
○組成成分
本実施形態の医薬組成物は、治療的に有効量のオキシトシン若しくはその類縁体、又は
それらの薬学的に許容できる塩を含む上述の乳児の社会脳発達促進用栄養組成物、並びに
薬学的に許容されうる担体又は希釈剤を含む。薬学的に許容されうる担体又は希釈剤は、
賦形剤、稀釈剤、増量剤、崩壊剤、安定剤、保存剤、緩衝剤、乳化剤、芳香剤、着色剤、
甘味料、粘稠剤、矯味剤、溶解補助剤、添加剤等が挙げられる。
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本実施形態の医薬組成物の剤形としては、錠剤、顆粒剤、カプセル剤、散剤、丸剤等の
固形製剤；溶液剤、シロップ剤、懸濁剤、乳剤等の液剤等が挙げられる。中でも、乳児に
投与されることから、剤形は、シロップ剤等の液剤、錠剤、顆粒剤、カプセル剤、散剤、
丸剤等であることが好ましい。
また、剤形が錠剤又は丸剤である場合、砂糖、シェラック、又は他の腸溶性コーティグ
ンによって、コーティングしてもよい。特に、離乳食が開始される乳児（生後約５ヵ月以
降の乳児）においては、腸の分解消化機能が発達し始めることから、オキシトシンが分解
されにくく、腸内において高効率で吸収されるようにするために、腸溶性コーティングを
施した錠剤を投与すればよい。
【００３１】
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また、担体としてコロイド分散系を用いることもできる。コロイド分散系は、オキシト
シンの生体内安定性を高める効果や、脳又は神経細胞へ、オキシトシンの移行性を高める
効果が期待される。コロイド分散系としては、例えば、ポリエチレングリコール、高分子
複合体、高分子凝集体、ナノカプセル、ミクロスフェア、ビーズ、水中油系の乳化剤、ミ
セル、混合ミセル、リポソームを包含する脂質を挙げることができる。
【００３２】
さらには、薬理学上許容される担体又は希釈剤、具体的には、滅菌水や生理食塩水、植
物油、乳化剤、懸濁剤、界面活性剤、安定剤、香味剤、賦形剤、防腐剤、結合剤等と適宜
組み合わせて、一般に認められた製薬実施に要求される単位用量形態で混和することによ
って製剤化されたものが挙げられる。

10

【００３３】
○治療方法
本発明の一実施形態は、乳児の社会脳発達促進及び精神遅滞又は自閉症の発症の予防の
ための上述の乳児の社会脳発達促進用栄養組成物を含む医薬組成物を提供する。
また、本発明の一実施形態は、治療的に有効量の上述の乳児の社会脳発達促進用栄養組
成物、並びに薬学的に許容されうる担体又は希釈剤を含む医薬組成物を提供する。
また、本発明の一実施形態は、医薬組成物を製造するための上述の乳児の社会脳発達促
進用栄養組成物の使用を提供する。
また、本発明の一実施形態は、上述の乳児の社会脳発達促進用栄養組成物の有効量を、
治療を必要とする患者に経口投与することを含む、乳児の社会脳発達促進及び精神遅滞又

20

は自閉症の発症の予防のための治療方法を提供する。
【００３４】
（飲食品）
本実施形態の飲食品を乳児（特に未熟児）に投与することで、社会脳の発達促進、及び
精神遅滞又は自閉症の発症を予防することができる。
なお、本明細書において、「飲食品」とは、食品と飲料を合わせたものであり、主に加
工食品を意味する。また、本実施形態の飲食品は、健康食品（特定保健用食品を含む）、
機能性食品、健康飲料、機能性飲料を含む。
また、本実施形態の飲食品には、ペットフード又はペット用サプリメントも包含される
30

。
【００３５】
本実施形態の飲食品の形態は、固形状であっても液状であってもよく、上述の乳児の社
会脳発達促進用栄養組成物は食品添加物として添加して用いることができる。
飲食品の種類としては、具体的には、例えば、育児用調製乳（育児用調製粉乳、育児用
液体ミルク、フォローアップミルクを含む。）、離乳食等が挙げられ、これらに限定され
ない。中でも、本実施形態の飲食品としては、育児用調製乳であることが好ましい。
【００３６】
○組成成分
本実施形態の飲食品が育児用調製乳である場合、タンパク質、脂質、糖質、ビタミン類
、及びミネラル類等、通常の育児用調製乳に含まれている主原料を配合すればよい。
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【００３７】
タンパク質としては、例えば、カゼイン、ホエータンパク質濃縮物（ＷＰＣ）、ホエー
タンパク質分離物（ＷＰＩ）、αＳ−カゼイン、α−ラクトアルブミン、β−ラクトグロ
ブリン等の乳タンパク質分画物；大豆タンパク質、小麦タンパク質等の植物タンパク質；
これらのタンパク質を種々の分解度で酵素的に分解したペプチドやアミノ酸等が挙げられ
る。
【００３８】
脂質としては、例えば、乳脂肪、ラード、牛脂やカツオ油、マグロ油等を含む魚油等の
動物性油脂；大豆油、菜種油、コーン油、ヤシ油、パーム油、パーム核油、サフラワー油
、エゴマ油、アマニ油、月見草油、中鎖脂肪酸トリグリセリド（ＭＣＴ）、綿実油等の植
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物性油脂；これらの油脂の分別油、水添油、エステル交換油等が挙げられる。
【００３９】
糖質としては、乳糖、麦芽糖、ブドウ糖、ショ糖、デキストリン、ガラクトシルラクト
ース、フラクトオリゴ糖、ラクチュロース等のオリゴ糖；人工甘味料、可溶性多糖類、澱
粉等を用いることができる。
【００４０】
ビタミン類及びミネラル類としては、「乳幼児食品を含む特殊用途食品のＣＯＤＥＸ規
格及び関連衛生作業規則、ｃａｃ／ＶＯＬ.ＩＸ−第１版及びＳｕｐｐｌｅｍｅｎｔ

１

，２，３，４」(日本国際酪農連盟発行、１９８３年) 、「２０１２年版指定品目食品添
加物便覧 (改訂第３５版) 」 (食品と科学社発行、２０１２年) 、又は「届け出制食品添
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加物・食品素材天然物便覧 (第１３版) 」 (食品と科学社発行、１９９５年) に記載のビ
タミン類及びミネラル類の中で、乳幼児食品に使用が可能なものが挙げられる。
ビタミン類としてより具体的には、例えば、ビタミンＡ、ビタミンＢ、ビタミンＣ、ビ
タミンＥ、ビタミンＫ、葉酸、パントテン酸、β−カロチン、ニコチン酸アミド等を挙げ
られる。
ミネラル類としてより具体的には、例えば、カルシウム、マグネシウム、鉄、銅、亜鉛
、ヨウ素、マンガン、セレン等を挙げることができる。
【００４１】
本実施形態の飲食品が離乳食である場合、卵、牛乳、小麦粉等、通常の離乳食に含まれ
ている主原料を配合すればよい。また、離乳食の使用目的や使用形態によっては、オキシ

20

トシンの吸収を妨げない範囲で使用する原料を自由に変更することが可能である。また、
離乳食は、必要に応じて、ビタミン類及びカルシウム以外のミネラル類も添加することが
できる。
【００４２】
離乳食の種類としては、例えば、ビスケット、ウエハース、煎餅、タマゴボーロ等のお
やつ；フリーズドライやレトルトタイプのポタージュ、クリーム煮、シチュー、レバーペ
ースト、グラタン等に加工食品等が挙げられ、これらに限定されない。
離乳食の製造方法は、通常の製造方法に従い、調理すればよい。
【００４３】
本実施形態の飲食品は、その種類に応じて通常使用される添加剤を適宜配合してもよい

30

。添加剤としては、例えば、砂糖、果糖、異性化液糖、ブドウ糖、アスパルテーム、ステ
ビア等の甘味料、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸等の酸味料、デキストリン、澱粉等の賦形
剤、結合剤、希釈剤、香料、緩衝剤、増粘剤、ゲル化剤、着色剤、安定剤、乳化剤、分散
剤、懸濁化剤、防腐剤等が挙げられる。
【実施例】
【００４４】
以下、実施例等により本発明を説明するが、本発明は以下の実施例等に限定されるもの
ではない。
【００４５】
40

［試験材料］
−／−

１．Ａｇｅｒ

（ＲＡＧＥ

ＫＯ）マウスの樹立

Ａｇｅｒ遺伝子は、膜結合型ＲＡＧＥ（ｍｅｍｂｒａｎｅ−ｂｏｕｎｄ
ｅｎｇｔｈ

ｆｕｌｌ−ｌ

ＲＡＧＥ；ｍＲＡＧＥ）及び内在性分泌型ＲＡＧＥ（ｅｎｄｏｇｅｎｏｕｓ

ｓｅｃｒｅｔｏｒｙ

ＲＡＧＥ；ｅｓＲＡＧＥ）の二種類のスプライシングバリアント

をコードする遺伝子である。
Ａｇｅｒ−／−（ＲＡＧＥ

ＫＯ）マウスは、公知の方法（「Yamamoto, Y., et al.,

Controlling the receptor for advanced glycation end‑products to conquer diabet
ic vascular complications
Harashima, A. et al.,

, J. Diabetes Investig., vol.3, p107‑114, 2012.」、「

Identification of mouse orthologue of endogenous secreto

ry receptor for advanced glycation end‑products: structure, function and express
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vol.396, p109‑115, 2006.」、「Sakatani, S. et al.,

Deleti

on of RAGE causes hyperactivity and increased sensitivity to auditory stimuli in
mice

, PLoS One, vol.4, e8309, 2009.」）を用いて、作製した。

具体的には、まず、ターゲッティングベクターを構築した。ターゲティングベクターは
、イントロン２のネオカセットに隣接する２つのｌｏｘＰ部位、及びＡｇｅｒ遺伝子のエ
クソン１の０．６ｋｂ程５

上流に挿入されたもう一つのｌｏｘＰ部位を含み、さらに翻

訳開始部位を含む。
【００４６】
次いで、ターゲッティングベクターをＥ１４−１胚性幹細胞に導入して、Ａｇｅｒ遺伝
子を標的化後、ＰＣＲ及びサザンブロッティングにより、６つの標的化クローンを同定し

10

た。次いで、そのうちの２つの標的化クローンを、続く試験に使用した。この遺伝子座に
３つのｌｏｘＰ部位全て含む２つのクローンから、生殖系列キメラを得た。得られた雄キ
メラマウスと、Ｃｒｅトランスジェニック雌マウス（ＣＤ−１バックグラウンド）とを交
配させ、卵内にＣｒｅリコンビナーゼを一時的に発現させた。得られた新生仔マウスは、
Ａｇｅｒ及ネオカセットのエクソン１及び２の両方が欠損した対立遺伝子を保有すること
が確かめられた。なお、ＰＣＲによる遺伝子型判定のために、以下の表１に示す３種類の
プライマーを使用した。以下に示す３種類のプライマーは、それぞれＧｅｎＢａｎｋアク
セッション番号ＡＦ０３０００１のヌクレオチド７３９１５−７３９３６、７４５２３−
７４５４４、及び７４８８１−７４９０２である。
20

【００４７】
【表１】

【００４８】
得られたＡｇｅｒノックアウトマウス（Ａｇｅｒ−／−）をＣ５７ＢＬ／６マウス（Ｃ
ｈａｒｌｅｓ

Ｒｉｖｅｒ

Ｊａｐａｎ）に８世代以上、戻し交配した。次いで、Ａｇｅ

ｒ−／−マウスとＡｇｅｒ−／−マウスとを少なくとも１０世代以上交配させて、Ａｇｅ

30

ｒ−／−マウスを維持させた。
また、Ａｇｅｒヘテロ接合突然変異体マウス（Ａｇｅｒ＋／−）は、Ａｇｅｒヘテロ接
合突然変異体マウス（Ａｇｅｒ＋／−）同士を交配することで得られ、同腹の３つの遺伝
子型の仔マウスを後述する試験例１において用いた。
【００４９】
なお、以下の試験で用いられたＡｇｅｒノックアウトマウス（Ａｇｅｒ−／−）及びＡ
ｇｅｒ＋／−ヘテロ接合突然変異体マウスは、本発明者らの実験室コロニー内で生まれた
ものである。２１〜２８日齢で離乳され、ペアリングするまで、３〜５匹の同性グループ
で収容した。
また、野生型マウス及びＡｇｅｒ−／−マウスを、標準的なケージ条件下（２４℃、１

40

２時間明暗サイクル、午前８時４５分に点灯）であり、おがくずのベッド及び食物と水と
が自由に与えられた環境で維持した。
また、妊娠しているＡｇｅｒ−／−マウスは、出産１日前にきれいなケージに移した。
子孫は、生物学的又は非生物学的な母マウスと共に成育した。雄マウス及び雌マウスは、
４５〜５５日齢にペアリングした。
単一の雄マウス及び単一の雌マウスを、交配期から仔の娩出まで、標準的な妊娠してい
るマウスケージにて、一緒に収容した。また、試験が始まるまで、各家系は同じケージに
収容して成育した。
また、全ての動物実験は、金沢大学動物実験委員会の承認を受け、文部科学省管轄の学
術研究機関における動物実験及び関連活動の適切な実施に関する基本ガイドラインに従っ

50

(11)

JP 2018‑150284 A 2018.9.27

て実施された。
【００５０】
［実施例１］野生型マウスへのオキシトシンの経口投与試験
１．生後１〜１５日目の野生型仔マウスにおける血漿オキシトシン（ｏｘｙｔｏｃｏｎ；
ＯＴ）濃度の推移
（１）オキシトシンの経口投与
授乳期間中の生後１〜１５日目の雄及び雌の野生型仔マウス（Ｃ５７ＢＬ／６Ｎ系統）
に、３０分間の飢餓後、１０μＬの１００Ｍ合成オキシトシン（ｏｘｙｔｏｃｏｎ；ＯＴ
）（Ｐｅｐｔｉｄｅ

Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ社製）溶液（オキシトシン１μｇ／匹）又は１

０μＬのリン酸緩衝生理食塩水（ｐｈｏｓｐｈａｔｅ

ｂｕｆｆｅｒｅｄ

ｓａｌｉｎｅ

10

；ＰＢＳ）を、ニードル（２８Ｇ）を用いて、経口投与した。なお、オキシトシンを投与
した各生後経過日数の野生型仔マウスは３〜１５匹ずつ用い、ＰＢＳを投与した各生後経
過日数の野生型仔マウスが３匹ずつ用いた。
【００５１】
（２）血漿オキシトシン濃度の測定
経口投与から１０分後に、各仔マウスの胸部を切開し、心臓から約３０μＬの血液を採
取した。次いで、ＯＴ
ｎｚｏ

Ｌｉｆｅ

ｅｎｚｙｍｅ

ｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙ（ＥＩＡ）

ｋｉｔ（Ｅ

Ｓｃｉｅｎｃｅｓ社製）を用いて、血漿ＯＴ濃度を測定した。具体的

には、５μＬの血液試料とアッセイ緩衝液とを１：２０の割合で氷上にて混合して、アッ
セイに用いた。ＯＴアッセイは５ｐｇ／ｍＬの感度を有し、アッセイ間及びアッセイ内の

20

変動係数は１５％未満であった。結果を図１Ａに示す。図１Ａに示すマウスの図は、マウ
スへのオキシトシン又はＰＢＳの投与方法と、胸を開いた後の心臓からの採血方法とを示
すものである。
【００５２】
図１Ａにおいて、オキシトシンを経口投与した生後１〜１５日目の野生型仔マウス（以
下、「オキシトシン投与生後１〜１５日目の野生型仔マウス群」と称する場合がある。）
、及びＰＢＳを経口投与した生後１〜１５日目の野生型仔マウス（以下、「ＰＢＳ投与野
生型生後１〜１５日目の仔マウス群」と称する場合がある。）における二元配置分散分析
（ｔｗｏ−ｗａｙ

ａｎａｌｙｓｉｓ

ｏｆ

ｖａｒｉａｎｃｅ；ＡＮＯＶＡ）の結果、

オキシトシン投与生後１〜１５日目の野生型仔マウス群とＰＢＳ投与生後１〜１５日目の

30

野生型仔マウス群との間に有意差があることが明らかとなった（Ｆ８，９０＝３．３２、
Ｐ＜０．００２）。
また、ボンフェローニのポストホックテスト（Ｂｏｎｆｅｒｒｏｎｉ
ｈｏｃ

ｓ

ｐｏｓｔ

ｔｅｓｔｓ）の結果から、オキシトシンを経口投与した生後、１、２、及び３〜

５日目の野生型仔マウスとオキシトシンを経口投与した生後８日目の野生型仔マウスとの
間に有意差があることが明らかとなった（ａＰ＜０．００１（生後１日目）、ｂＰ＜０．
０１（生後２日目）、及びｃＰ＜０．０５（生後３〜５日目））。
また、ボンフェローニのポストホックテストの結果から、オキシトシンを経口投与した
生後１〜６日目の野生型仔マウスとＰＢＳを経口投与した生後１〜６日目の野生型仔マウ
スとの間に有意差があることが明らかとなった（ｄＰ＜０．０１）。

40

【００５３】
図１Ａから、オキシトシンを経口投与した生後１日目の野生型仔マウス及び生後２日目
の仔マウスでは、ＰＢＳを経口投与した生後１日目の野生型仔マウスと比較して、血漿Ｏ
Ｔ濃度が顕著に高かった。
また、オキシトシンを経口投与した生後３〜５日目の野生型仔マウスまでは、ＰＢＳを
経口投与した生後３〜５日目の野生型仔マウスと比較して、血漿ＯＴ濃度が高いレベルが
維持されていた。また、オキシトシンを経口投与した生後６日目の野生型仔マウスでは、
血漿ＯＴ濃度が急激に低下したが、ＰＢＳを経口投与した生後６日目の野生型仔マウスよ
りも、血漿ＯＴ濃度は高いままであった。さらに、オキシトシンを経口投与した生後８及
び１５日目の野生型仔マウスでは、ＰＢＳを経口投与した生後８及び１５日目の野生型仔
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マウスと、同程度の血漿ＯＴ濃度であった。
【００５４】
２．生後６日目の野生型仔マウスにおける血漿ＯＴ濃度の経時変化
（１）オキシトシンの経口投与
生後６日目の野生型仔マウスに、「１．生後１〜１５日目の野生型仔マウスにおける血
漿オキシトシン（ｏｘｙｔｏｃｏｎ；ＯＴ）濃度の推移」の「（１）オキシトシンの経口
投与」と同様の方法を用いて、オキシトシン溶液を経口投与した。
【００５５】
（２）血漿オキシトシン濃度の測定
経口投与から０、１０、３０、６０、９０、及び１２０分後に、各仔マウス（Ｎ＝５〜

10

８）の胸部を切開し、心臓から約３０μＬの血液を採取した。経口投与からの各経過時間
の仔マウスを、４〜５匹ずつ用いた。次いで、「１．生後１〜１５日目の野生型仔マウス
における血漿オキシトシン（ｏｘｙｔｏｃｏｎ；ＯＴ）濃度の推移」の「（２）血漿オキ
シトシン濃度の測定」と同様の方法を用いて、血漿ＯＴ濃度を測定した。結果を図１Ｂに
示す。
図１Ｂにおいて、一元配置分散分析の結果、オキシトシンを経口投与し、投与から経過
時間の異なる生後６日目の野生型仔マウス間に有意差があることが明らかとなった（Ｆ５
，３７＝３．３０２、Ｐ＜０．０００１）。

また、オキシトシンを経口投与し、経口投与から１０分後に血液採取した生後６日目の
野生型仔マウスと対象値（ＰＢＳを経口投与し、経口投与から１０分後に血液採取した生

20

後６日目の野生型仔マウスにおける血漿ＯＴ濃度の値）との間に有意差があることが明ら
かとなった（★Ｐ＜０．０２）。
【００５６】
図１Ｂから、経口投与から１０分後に血漿ＯＴ濃度はピークを示すことが確かめられた
。
【００５７】
３．生後６日目の野生型仔マウスにおける異なる量のオキシトシン投与試験
（１）オキシトシンの経口投与
生後６日目の野生型仔マウスに、０、２００、４００、又は１０００ｎｇ／匹となるよ
うにオキシトシン溶液を、「１．生後１〜１５日目の野生型仔マウスにおける血漿オキシ

30

トシン（ｏｘｙｔｏｃｏｎ；ＯＴ）濃度の推移」の「（１）オキシトシンの経口投与」と
同様の方法を用いて、経口投与した。各オキシトシン量を投与した野生型仔マウスを、３
匹ずつ用いた。
【００５８】
（２）血漿オキシトシン濃度の測定
経口投与から１０分後に、各仔マウスの胸部を切開し、心臓から約３０μＬの血液を採
取した。次いで、「１．生後１〜１５日目の野生型仔マウスにおける血漿オキシトシン（
ｏｘｙｔｏｃｏｎ；ＯＴ）濃度の推移」の「（２）血漿オキシトシン濃度の測定」と同様
の方法を用いて、血漿ＯＴ濃度を測定した。結果を図１Ｃに示す。
図１Ｃにおいて、一元配置分散分析の結果、異なるオキシトシン量を経口投与した生後

40

６日目の野生型仔マウス間に有意差があることが明らかとなった（Ｆ３，２４＝２０．３
５、Ｐ＜０．０００１）。
また、ボンフェローニのポストホックテスト（Ｂｏｎｆｅｒｒｏｎｉ
ｈｏｃ

ｓ

ｐｏｓｔ

ｔｅｓｔｓ）の結果、オキシトシンを１０００ｎｇ／匹となるように経口投与し

た生後６日目の野生型仔マウスと、オキシトシンを０、２００、又は４００ｎｇ／匹とな
るように経口投与した生後６日目の野生型仔マウスとの間に有意差があることが明らかと
なった（★★★Ｐ＜０．００１）。
【００５９】
図１Ｃから、投与したＯＴ量に依存して血漿ＯＴ濃度が上昇していた。
【００６０】
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［比較例１］
１．生後１〜１５日目のＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）における血漿
オキシトシン（ｏｘｙｔｏｃｏｎ；ＯＴ）濃度の推移
（１）オキシトシンの経口投与
授乳期間中の生後１〜１５日目の雄及び雌のＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ
−／−）に、３０分間の飢餓後、１０μＬの１００Ｍ合成オキシトシン溶液（オキシトシ
ン１μｇ／匹）又は１０μＬのＰＢＳを、ニードル（２８Ｇ）を用いて、経口投与した。
なお、オキシトシンを投与した各生後経過日数のＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅ
ｒ−／−）は３〜１５匹ずつ用い、ＰＢＳを投与した各生後経過日数のＡｇｅｒノックア
10

ウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）は３匹ずつ用いた。
【００６１】
（２）血漿オキシトシン濃度の測定
経口投与から１０分後に、各仔マウスの胸部を切開し、心臓から約３０μＬの血液を採
取した。次いで、「１．生後１〜１５日目の野生型仔マウスにおける血漿オキシトシン（
ｏｘｙｔｏｃｏｎ；ＯＴ）濃度の推移」の「（２）血漿オキシトシン濃度の測定」と同様
の方法を用いて、血漿ＯＴ濃度を測定した。結果を図２Ａに示す。図２Ａに示すマウスの
図は、マウスへのオキシトシン又はＰＢＳの投与方法と、胸を開いた後の心臓からの採血
方法とを示すものである。
【００６２】
図２Ａ中において、オキシトシンを経口投与した生後１〜１５日目のＡｇｅｒノックア

20

ウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）（以下、「オキシトシン投与生後１〜１５日目のＡｇｅ
ｒ−／−仔マウス群」と称する場合がある。）、及びＰＢＳを経口投与した生後１〜１５
日目のＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）（以下、「ＰＢＳ投与生後１〜
１５日目のＡｇｅｒ−／−仔マウス群」と称する場合がある。）におけるＡＮＯＶＡの結
果、オキシトシン投与生後１〜１５日目のＡｇｅｒ−／−仔マウス群とＰＢＳ投与生後１
〜１５日目のＡｇｅｒ−／−仔マウス群との間に有意差があることが明らかとなった（Ｆ
８，９０＝５．１６、Ｐ＜０．００１）。

また、ボンフェローニのポストホックテストの結果から、オキシトシンを経口投与した
生後１、２、及び３日目のＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）とオキシト
シンを経口投与した生後８日目のＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）との
ａ

間に有意差があることが明らかとなった（

30

Ｐ＜０．００１（生後１日目）、

ｂ

Ｐ＜０．

ｃ

０１（生後２日目）、及び

Ｐ＜０．０５（生後３日目））。

また、ボンフェローニのポストホックテストの結果から、オキシトシンを経口投与した
生後１〜３日目のＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）とＰＢＳを経口投与
した生後１〜３日目のＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）との間に有意差
があることが明らかとなった（ｄＰ＜０．０１）。
【００６３】
図２Ａから、オキシトシンを経口投与した生後１〜３日目のＡｇｅｒノックアウト仔マ
ウス（Ａｇｅｒ−／−）では、ＰＢＳを経口投与した生後１〜３日目のＡｇｅｒノックア
ウト仔マウスよりも、血漿ＯＴ濃度が有意に増加していた。しかしながら、オキシトシン

40

を経口投与した生後４日目のＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）では、血
漿ＯＴ濃度が急激に低下した。さらに、オキシトシンを経口投与した生後４日目以降のＡ
ｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）では、ＰＢＳを経口投与した生後４日目
以降のＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）と、同程度の血漿ＯＴ濃度であ
った。
【００６４】
［実施例１及び比較例１の考察］
図２Ｂは、実施例１及び比較例１におけるオキシトシンを経口投与した生後１〜８日目
の野生型仔マウス及びＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）での血漿オキシ
トシン濃度の推移を比較したグラフである。
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【００６５】
図２Ｂにおいて、オキシトシンを経口投与した生後１〜８日目の野生型仔マウス（以下
、「オキシトシン投与生後１〜８日目の野生型仔マウス群」と称する場合がある。）、及
びオキシトシンを経口投与した生後１〜８日目のＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅ
ｒ−／−）（以下、「オキシトシン投与生後１〜８日目のＡｇｅｒ−／−仔マウス群」と
称する場合がある。）におけるＡＮＯＶＡの結果、オキシトシン投与生後１〜８日目の野
生型仔マウス群とオキシトシン投与生後１〜８日目のＡｇｅｒ−／−仔マウス群との間に
有意差があることが明らかとなった（Ｆ１，１２６＝４．７３、Ｐ＜０．０５）。
また、ボンフェローニのポストホックテストの結果から、オキシトシンを経口投与した
生後４、５、及び６日目の野生型仔マウスとオキシトシンを経口投与した生後４、５、及

10

び６日目のＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）との間に有意差があること
が明らかとなった（★Ｐ＜０．０５（生後５日目）、★★Ｐ＜０．０１（生後４日目）、
及び★★★Ｐ＜０．００１（生後６日目））。
【００６６】
図２Ｂから、オキシトシンを経口投与した生後１〜３日目の野生型仔マウス及びＡｇｅ
ｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）において、上昇した血漿オキシトシン濃度は
、類似していた。しかしながら、オキシトシンを経口投与した生後４〜６日目の野生型仔
マウスと比較して、オキシトシンを経口投与した生後４〜６日目のＡｇｅｒノックアウト
仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）では、血漿ＯＴ濃度が有意に低かった。
【００６７】

20

［試験例１］
１．オキシトシンを経口投与した生後５日目の同腹の各遺伝子型の仔マウスでの血漿オキ
シトシン濃度の比較
（１）オキシトシンの経口投与
生後５日目の同腹の野生型仔マウス（Ａｇｅｒ＋／＋）、Ａｇｅｒヘテロ接合突然変異
体マウス（Ａｇｅｒ＋／−）、及びＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）に
、３０分間の飢餓後、１０μＬの１００Ｍ合成オキシトシン溶液（オキシトシン１μｇ／
匹）を、ニードル（２８Ｇ）を用いて、経口投与した。なお、野生型仔マウス（Ａｇｅｒ
＋／＋）を４匹、Ａｇｅｒヘテロ接合突然変異体マウス（Ａｇｅｒ＋／−）を８匹、及び
Ａｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）を３匹用いた。

30

【００６８】
（２）血漿オキシトシン濃度の測定
経口投与から１０分後に、各仔マウスの胸部を切開し、心臓から約３０μＬの血液を採
取した。次いで、「１．生後１〜１５日目の野生型仔マウスにおける血漿オキシトシン（
ｏｘｙｔｏｃｏｎ；ＯＴ）濃度の推移」の「（２）血漿オキシトシン濃度の測定」と同様
の方法を用いて、血漿ＯＴ濃度を測定した。結果を図２Ｃに示す。図２Ｃで、「＋／＋」
は野生型仔マウス（Ａｇｅｒ＋／＋）を示し、「＋／−」はＡｇｅｒヘテロ接合突然変異
体マウス（Ａｇｅｒ＋／−）を示し、「−／−」はＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇ
ｅｒ−／−）を示す。
【００６９】

40

図２Ｃにおいて、一元配置分散分析の結果、各遺伝子型の仔マウス間に有意差があるこ
とが明らかとなった（Ｆ２，２２＝２０．３５、Ｐ＜０．０００１）。
また、ボンフェローニのポストホックテストの結果、野生型仔マウス（Ａｇｅｒ＋／＋
）と、Ａｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）との間に有意差があることが明
らかとなった（Ｐ＜０．０１）。
【００７０】
図２Ｃから、野生型仔マウス（Ａｇｅｒ＋／＋）での血漿ＯＴ濃度は、Ａｇｅｒヘテロ
接合突然変異体マウス（Ａｇｅｒ＋／−）での血漿ＯＴ濃度と同程度に高かった。また、
野生型仔マウス（Ａｇｅｒ＋／＋）での血漿ＯＴ濃度は、Ａｇｅｒノックアウト仔マウス
（Ａｇｅｒ−／−）での血漿ＯＴ濃度と比較して、有意に高かった。
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また、詳細は示さないが、生後１〜７日目の雄及び雌のＡｇｅｒノックアウト仔マウス
（Ａｇｅｒ−／−）において、体重の３．０倍の増加が観察され、発生遅延は見られなか
った。また、１１週齢の雄の成体マウスの平均体重は、野生型マウスとＡｇｅｒノックア
ウトマウス（Ａｇｅｒ−／−）とで大きな差異がなかった。
従って、Ａｇｅｒノックアウトマウス（Ａｇｅｒ−／−）において、一般的な栄養素の
吸収の妨害に起因する栄養異常は起きていないことが示唆された。
【００７１】
図２Ｄは、生後１〜８日目から成体期までの野生型マウス及びＡｇｅｒノックアウトマ
ウスにおける血漿ＯＴ濃度の増加と、腸管バリア機能の形成、分解消化機能の発達、及び
ＲＡＧＥ依存的な吸収機構との関係を示す図である。図２Ｄにおいて、「０」は消化管に

10

おけるオキシトシンの吸収が全くない状態、「＋」は消化管におけるオキシトシンの吸収
が少ないがある状態、「＋＋」は消化管におけるオキシトシンの吸収がある状態、「＋＋
＋」は消化管におけるオキシトシンの吸収が最も高くある状態を示す。
【００７２】
図２Ｄから、新生マウスから生後３日目までの野生型仔マウス及びＡｇｅｒノックアウ
ト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）において、消化管におけるオキシトシンの吸収が最も多く
ある状態であった。これは、腸管バリア機能形成前であって、漏出に起因する非選択的な
吸収によるものであると推察された。
一方、生後４〜６日目の野生型仔マウスでは、消化管においてオキシトシンが吸収され
るのに対し、生後４〜６日目のＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）では、

20

消化管においてオキシトシンは吸収されなかった。これは、腸管バリア機能の形成に伴い
、非選択的な吸収がなくなり、消化管において選択的にオキシトシンが吸収されていると
推察された。
また、生後７日目以降の野生型仔マウス及びＡｇｅｒノックアウト仔マウスにおいて、
消化管におけるオキシトシンの吸収が全くなかった。
さらに、詳細は示さないが、オキシトシンを過剰投与した場合、野生型成体マウスでは
、消化管においてオキシトシンが吸収されるのに対し、Ａｇｅｒノックアウト成体マウス
（Ａｇｅｒ−／−）では、消化管においてオキシトシンは吸収されなかった。
以上のことから、オキシトシンは、消化管においてＲＡＧＥ依存性受容体機構を介して
、吸収されることが推察された。

30

【００７３】
また、マウスの寿命を２年、ヒトの寿命を８０年として、マウスの日齢に対するヒト乳
児の生後経過日数を換算した結果、及びヒト乳児における離乳食開始時期（目安）を以下
の表２に示す。
【００７４】
【表２】

40

【００７５】
表２から、生後２日目のマウスは、生後２ヵ月程度のヒト乳児にあたり、生後８日目の
マウスは、生後１０ヵ月程度のヒト乳児にあたる。
よって、ヒト乳児において、生後２ヵ月後に腸管バリア機能が徐々に形成され、離乳食
が開始される生後５〜１０ヵ月において分解消化機能が徐々に発達されると考えられる。
従って、新生児から生後２ヵ月未満のヒト乳児では、消化管においてオキシトシンが非
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選択的に吸収されると考えられる。また、生後２ヵ月以上１０ヵ月以下のヒト乳児では、
消化管においてＲＡＧＥ依存性受容体機構を介して、吸収されると考えられる。
以上のことから、新生児から生後５ヵ月未満の乳児においては、オキシトシンを含有す
る飲食品として育児用調製乳等の形態にて、又はオキシトシンを含有する医薬組成物とし
て経口投与に適した剤形にて経口投与されることで、新生児から生後５ヵ月未満の乳児の
社会脳の発達を促進することができると推察される。
また、生後５ヵ月以上１０ヵ月以下の乳児においては、オキシトシンを含有する飲食品
として育児用調製乳、離乳食等の形態にて、又はオキシトシンを含有する医薬組成物とし
て経口投与に適した剤形にて経口投与されることで、生後５ヵ月以上１０ヵ月以下の乳児
の社会脳の発達を促進することができると推察される。特に、生後９〜１０ヵ月の離乳食

10

後期にあたる乳児においては、分解消化機能が発達しており、オキシトシンが分解されや
すい可能性があることから、腸溶性コーティングが施されたオキシトシンを投与すること
で、高選択的に消化管において吸収されると推察される。
【００７６】
［試験例２］
１．生後１及び５日目の野生型仔マウス及びＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−
／−）の腸上部の切片を用いたオキシトシン投与試験
（１）腸上部切片の作製
生後１及び５日目の野生型仔マウス及びＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／
−）を１時間絶食させた後、断頭により安楽死させた。次いで、腸腔を開けて、胃−食道

20

接合部及び腹膜靭帯を切断した。次いで、小腸の最初の２０ｃｍの部分から腸間膜組織を
剥ぎ取り、幽門から１〜２ｃｍの位置で４ｃｍの腸上部切片を切除した。
【００７７】
（２）インビトロ試験系の構築
次いで、（１）で得られた腸上部切片を洗浄し、３ｍＬのＰＢＳを含む２４マルチウェ
ルプレート内に移した。腸上部切片の両端の開口部をそれぞれ結紮し、プレートの平坦な
表面に取り付けた。腸上部切片の８０％が浸漬するように、３ｍＬの新しいＰＢＳに交換
し、グリセロールを用いて、腸上部切片のうち浸漬されている部分と、両端部とを遮断し
た（図３Ａ参照。）。
30

【００７８】
（３）オキシトシンの投与及びＯＴ濃度の測定
次いで、腸上部切片の浸漬されている部分と遮断された片方の先端部から腸管腔粘膜に
、３１Ｇシリンジ針を用いて、５０μＬの１０μＭオキシトシン溶液（０．５μｇ／腸）
を直接注入した。培養液はピペッティングにより定期的に混合した。オキシトシン投与か
ら１０分間（０、１、３、５、８、及び１０分後）、１５μＬの培養液を取り出し、培養
液中のＯＴ濃度を測定した。具体的には、１５μＬの培養液とアッセイ緩衝液とを１：２
０の割合で氷上にて混合して、ＯＴ
ｋｉｔ（Ｅｎｚｏ

Ｌｉｆｅ

ｅｎｚｙｍｅ

ｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙ（ＥＩＡ）

Ｓｃｉｅｎｃｅｓ社製）を用いて、ＯＴ濃度を測定した

。結果を図３Ｂ及び図３Ｃに示す。
【００７９】

40

図３Ｃにおいて、ＡＮＯＶＡの結果、遺伝型と経過時間との間に有意差は見られなかっ
た（Ｆ５，８４＝１．３９、Ｐ＝０．２３４６）。一方、ＡＮＯＶＡの結果、遺伝型の違
いによる有意差（Ｆ１，８４＝３１．０２、Ｐ＜０．０００１）、及び経過時間の違いに
より有意差（Ｆ５，８４＝７．４１、Ｐ＜０．０００１）があることが明らかとなった。
また、ボンフェローニのポストホックテストの結果、オキシトシン投与から３〜１０分
後の生後５日目の野生型仔マウスと生後５日目のＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅ
ｒ−／−）との間で、有意差があることが明らかとなった（Ｐ＜０．０５）。
【００８０】
図３Ｂから、生後１日目の野生型仔マウス及びＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅ
ｒ−／−）の腸上部切片を用いた試験では、オキシトシン投与直後に、培養液中のＯＴ濃
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度が上昇した。また、遺伝型による培養液中のＯＴ濃度の差異は見られなかった。
一方、図３Ｃから、生後５日目の野生型仔マウス及びＡｇｅｒノックアウト仔マウス（
Ａｇｅｒ−／−）の腸上部切片を用いた試験では、オキシトシン投与直後での培養液中の
ＯＴ濃度の上昇は、生後１日目の野生型仔マウス及びＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａ
ｇｅｒ−／−）の腸上部切片を用いた試験におけるオキシトシン投与直後での培養液中の
ＯＴ濃度の上昇と比較して小さく、培養液中のＯＴ濃度が徐々に上昇した。
【００８１】
［試験例３］
１．生後３日目の仔マウスの腸内におけるＲＡＧＥ発現確認試験
これまで、ヒト（成人）及び成体の齧歯類においては、腸内でのＲＡＧＥの発現が実証

10

されていたが、ヒト乳児及び仔マウスにおいては、腸内でのＲＡＧＥの発現が実証されて
いなかった。そのため、以下に示すように、抗ＲＡＧＥ抗体を用いて、仔マウスにおける
免疫染色を行った。
【００８２】
（１）腸上部切片の作製
生後３日目の野生型仔マウス及びＡｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）を
用いて、試験例２の（１）と同様の方法を用いて、腸上部切片を切除した。次いで、得ら
れた腸上部切片のうち４μｍの切片を切り出し、４％パラホルムアルデヒドで固定化し、
パラフィンで包埋した。
20

【００８３】
（２）ＨＥＭＡＴＯＸＹＬＩＮ−ＥＯＳＩＮ（ＨＥ）染色
次いで、４μｍの切片をヘマトキシリン−エオシン（ＨＥＭＡＴＯＸＹＬＩＮ−ＥＯＳ
ＩＮ）を用いて染色した。結果を図４Ａに示す。
【００８４】
（３）蛍光染色
次いで、４μｍの切片を４

，６−ジアミジノ−２−フェニルインドール（４

，６

−ｄｉａｍｉｄｉｎｏ−２−ｐｈｅｎｙｌｉｎｄｏｌｅ；ＤＡＰＩ、同仁堂社製）又はウ
サギ抗ＲＡＧＥポリクローナル抗体（１０００倍希釈、ＡＢ５４８４、Ｍｉｌｌｉｐｏｒ
ｅ社製）を含む溶液でインキュベートした。次いで、０．３％Ｔｒｉｔｏｎ
を含むＰＢＳで洗浄した。次いで、切片をＡｌｅｘａ
（２００倍希釈、Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ

Ｆｌｕｏｒ（登録商標）

Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ

む溶液でインキュベートした。染色後の切片は、ＥＶＯＳ
ｎｇ

Ｓｙｓｔｅｍ（ＴｈｅｒｍｏＦｉｓｈｅｒ

Ｘ−１００
４８８

30

ＦＬ

Ｐｒｏｂｅｓ社製）を含
Ｃｅｌｌ

Ｉｍａｇｉ

Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ社製）を用いて

、撮影した。結果を図４Ａに示す。
【００８５】
また、野生型マウス胚（１８．５ｄｐｃ）（ＧｅｎｏＳｔａｆｆ社製）の腸上部由来の
４μｍの切片についても同様に、ＤＡＰＩ又はウサギ抗ＲＡＧＥポリクローナル抗体を含
む溶液でインキュベートした。０．３％Ｔｒｉｔｏｎ
、Ａｌｅｘａ

Ｆｌｕｏｒ（登録商標）

後の切片は、ＥＶＯＳ
Ｆｉｓｈｅｒ

ＦＬ

Ｃｅｌｌ

Ｘ−１００を含むＰＢＳで洗浄後

４８８を含む溶液でインキュベートした。染色
Ｉｍａｇｉｎｇ

Ｓｙｓｔｅｍ（Ｔｈｅｒｍｏ

40

Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ社製）を用いて、撮影した。結果を図４Ｂに示す。

【００８６】
図４ＡにおけるＨＥ染色の結果から、生後３日目の野生型仔マウス及びＡｇｅｒノック
アウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）の腸管の絨毛に明らかな構造的異常がないことが確か
められた。
【００８７】
図４Ａにおける蛍光染色の結果から、生後３日目の野生型仔マウスでは、腸管の絨毛の
上皮細胞において、ＲＡＧＥが発現していることが確かめられた。一方、生後３日目のＡ
ｇｅｒノックアウト仔マウス（Ａｇｅｒ−／−）では、腸管の絨毛の上皮細胞において、
ＲＡＧＥが発現していないことが確かめられた。
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また、図４Ｂから、野生型マウス胚（１８．５ｄｐｃ）の腸の絨毛の上皮細胞において
もＲＡＧＥが発現していることが確かめられた。
さらに、生後３日目の野生型仔マウス及び野生型マウス胚（１８．５ｄｐｃ）の腸を徹
底的に洗浄しても、同様の蛍光が観察された。このことから、腸の絨毛の上皮細胞の構成
成分として、膜結合型ＲＡＧＥが検出された可能性が高いことが示唆された。
【００８８】
［実施例２］
１．オキシトシンを含有するスキムミルクを経口投与した生後８週齢の雄野生型マウスで
の血漿オキシトシン濃度の推移
10

（１）オキシトシンの経口投与
生後８週齢の雄野生型マウス（Ｃ５７ＢＬ／６Ｎ系統）に、３０分間の飢餓後、５０μ
Ｌの０．１μＭ合成オキシトシン（ｏｘｙｔｏｃｏｎ；ＯＴ）（Ｐｅｐｔｉｄｅ

Ｉｎｓ

ｔｉｔｕｔｅ社製）を含む１００μＬの３％スキムミルク溶液（オキシトシン５μｇ／匹
）を、ニードル（２８Ｇ）を用いて、経口投与した。
【００８９】
（２）血漿オキシトシン濃度の測定
経口投与から１０分後に、雄野生型マウスの尾静脈から約３０μＬの血液を採取した。
次いで、ＯＴ
Ｌｉｆｅ

ｅｎｚｙｍｅ

ｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙ（ＥＩＡ）

ｋｉｔ（Ｅｎｚｏ

Ｓｃｉｅｎｃｅｓ社製）を用いて、血漿ＯＴ濃度を測定した。具体的には、５

μＬの血液試料とアッセイ緩衝液とを１：２０の割合で氷上にて混合して、アッセイに用

20

いた。結果を図５に示す。図５に示すマウスの図は、マウスへのオキシトシンを含むスキ
ムミルク溶液の投与方法と、尾静脈からの採血方法とを示すものである。
【００９０】
図５から、オキシトシンとスキムミルクとの同時投与では、血漿ＯＴ濃度が少なかった
が、長時間（３０分間）、血漿ＯＴ濃度が上昇することが明らかとなった。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
本実施形態の乳児の社会脳発達促進用栄養組成物によれば、乳児における社会脳の発達
を効果的に促進し、精神遅滞又は自閉症の発症を予防することができる。前記乳児の社会
脳発達促進用栄養組成物に含まれるオキシトシンは、母乳に含まれ、安全性の面からも、
乳児がこれまでの食経験があるものであり、毎日摂取することにも問題が少ない。そのた
め、本実施形態の乳児の社会脳発達促進用栄養組成物を、育児用調製乳や離乳食等の飲食
品、乳児向けの経口用医薬組成物等の形態で提供することができる。
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