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(57)【要約】
【課題】プロバイオティクス細菌を特異的に増殖可能な腸内細菌叢改善剤、並びに効率的
なビフィズス菌の増殖促進方法及びクロストリジウム・ディフィシルの増殖抑制方法の提
供。
【解決手段】本発明の腸内細菌叢改善剤は、ガラクトシル−β−１，４−ラムノース若し
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する。本発明
の腸内細菌叢改善用の医薬組成物は、前記腸内細菌叢改善剤、並びに薬学的に許容できる
担体及び希釈剤のうち少なくともいずれかを含む。本発明のビフィズス菌の増殖促進方法
は、ガラクトシル−β−１，４−ラムノース若しくはその類縁体、又はそれらの薬学的に
許容できる塩を投与する。本発明のクロストリジウム・ディフィシルの増殖抑制方法は、
クロストリジウム・ディフィシルを保菌する被検体にガラクトシル−β−１，４−ラムノ
ース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投与する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ガラクトシル−β−１，４−ラムノース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することを特徴とする腸内細菌叢改善剤。
【請求項２】
請求項１に記載の腸内細菌叢改善剤、並びに薬学的に許容できる担体及び希釈剤のうち
少なくともいずれかを含むことを特徴とする腸内細菌叢改善用の医薬組成物。
【請求項３】
請求項１に記載の腸内細菌叢改善剤を含むことを特徴とする飲食品。
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【請求項４】
ガラクトシル−β−１，４−ラムノース若しくはその類縁体、又はそれらの薬学的に許
容できる塩を投与することを特徴とするビフィズス菌の増殖促進方法。
【請求項５】
増殖促進されるビフィズス菌がビフィドバクテリウム・インファンティスである請求項
４に記載のビフィズス菌の増殖促進方法。
【請求項６】
クロストリジウム・ディフィシルを保菌する被検体にガラクトシル−β−１，４−ラム
ノース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投与することを特徴と
するクロストリジウム・ディフィシルの増殖抑制方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、腸内細菌叢改善剤、腸内細菌叢改善用の医薬組成物、飲食品、ビフィズス菌
の増殖促進方法、及びクロストリジウム・ディフィシルの増殖抑制方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
腸内常在菌叢のバランスの崩壊により様々な疾病が発生すること、又は様々な疾病に特
徴的な腸内常在菌叢が報告されてきており、腸内細菌叢制御の重要性への認識が近年高ま
ってきている。
例えば、偽膜性腸炎患者の腸管内ではクロストリジウム・ディフィシル（Ｃｌｏｓｔｒ
ｉｄｉｕｍ
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ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ；Ｃ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ）が異常増殖し、ディフィシ

ル毒素を盛んに放出して炎症を誘発している。偽膜性腸炎は近年増加している疾患である
が、抗生剤が効果を示さないケースも多く、健常成人の糞便をカテーテル経由で十二指腸
に注入する糞便移植が最も効果的な治療法である。
【０００３】
また、従来の腸内細菌叢制御する方法としては、プロバイオティクス及びプレバイオテ
ィクスが挙げられる。プロバイオティクスは、腸内細菌叢のバランスを改善し、体に良い
作用をもたらす生きた細菌を示す。一方、プレバイオティクスは、宿主による消化に対す
る耐性をもつこと、及びプロバイオティクス細菌の資化性の条件を満たす摂食可能な化合
物を示す。
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【０００４】
現在までに、オリゴ糖（例えば、ガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、大豆オリゴ糖
、乳果オリゴ糖、キシロオリゴ糖、イソマルオリゴ糖、ラフィノース、ラクチュロース、
コーヒー豆マンノオリゴ糖、グルコン酸等）や食物繊維の一部（例えば、ポリデキストロ
ース、イヌリン等）がプレバイオティクスとしての要件を満たす食品成分として認められ
ている。プレバイオティクスの摂取により、乳酸菌及びビフィズス菌増殖促進作用、整腸
作用、ミネラル吸収促進作用、炎症性腸疾患への予防及び改善作用、等の人の健康に有益
な効果が報告されている。例えば、マンノオリゴ糖は、ビフィドバクテリウム（Ｂｉｆｉ
ｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）菌とラクトバチルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ）菌の両者
を増殖させることが報告されている（例えば、特許文献１参照。）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４−１５９６５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
従来の偽膜性腸炎の治療において、素性の明らかでない常在菌が殆どを占める糞便の移
植に伴って肥満となった例が報告される他、心理的抵抗の存在などの問題も多く、腸内細
菌叢の制御法としては大きな改善の余地があった。
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【０００７】
また、従来のプレバイオティクスでは、腸内常在菌による資化については考慮されてお
らず、多くの腸内常在菌に対して増殖促進効果を示していた。すなわち、従来のプレバイ
オティクスでは、ヒト腸管内で他の常在菌に資化されることで、プロバイオティクス細菌
を特異的に増殖させ効率的に腸内細菌叢を改善することが困難な状況であった。
【０００８】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、プロバイオティクス細菌を特異的
に増殖可能な腸内細菌叢改善剤、及び腸内細菌叢改善用の医薬組成物を提供する。また、
効率的なビフィズス菌の増殖促進方法及びクロストリジウム・ディフィシルの増殖抑制方
法を提供する。
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【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、ガラクトシル−β−１，
４−ラムノース又はその類縁体がプロバイオティクス細菌を特異的に増殖し、さらに該プ
ロバイオティクス細菌の増殖に伴い、クロストリジウム・ディフィシルの増殖を抑制させ
ることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１０】
すなわち、本発明は、以下の態様を含む。
［１］ガラクトシル−β−１，４−ラムノース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することを特徴とする腸内細菌叢改善剤。
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［２］［１］に記載の腸内細菌叢改善剤、並びに薬学的に許容できる担体及び希釈剤のう
ち少なくともいずれかを含むことを特徴とする腸内細菌叢改善用の医薬組成物。
［３］［１］に記載の腸内細菌叢改善剤を含むことを特徴とする飲食品。
［４］ガラクトシル−β−１，４−ラムノース若しくはその類縁体、又はそれらの薬学的
に許容できる塩を投与することを特徴とするビフィズス菌の増殖促進方法。
［５］増殖促進されるビフィズス菌がビフィドバクテリウム・インファンティスである［
４］に記載のビフィズス菌の増殖促進方法。
［６］クロストリジウム・ディフィシルを保菌する被検体にガラクトシル−β−１，４−
ラムノース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投与することを特
徴とするクロストリジウム・ディフィシルの増殖抑制方法。
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【発明の効果】
【００１１】
本発明によれば、プロバイオティクス細菌を特異的に増殖可能な腸内細菌叢改善剤、及
び腸内細菌叢改善用の医薬組成物を提供することができる。また、本発明によれば、効率
的なビフィズス菌の増殖促進方法及びクロストリジウム・ディフィシルの増殖抑制方法を
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】（Ａ）実施例１における各種腸内細菌へのガラクトシル−β−１，４−ラムノー
スを含む培地を用いた培養による増殖試験の結果を示すグラフである。（Ｂ）実施例１に
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おける各種腸内細菌へのラクチュロースを含む培地を用いた培養による増殖試験の結果を
示すグラフである。
【図２】実施例２におけるガラクトシル−β−１，４−ラムノース含有又は不含培地を用
いた、クロストリジウム・ディフィシルの単培養、又はクロストリジウム・ディフィシル
及びビフィドバクテリウム・インファンティスの共培養によるクロストリジウム・ディフ
ィシルの菌数の経時的な変化を示すグラフである。
【図３】実施例３におけるガラクトシル−β−１，４−ラムノース含有又は不含培地を用
いた、クロストリジウム・ディフィシルと糞便との共存培養下、又はクロストリジウム・
ディフィシル及びビフィドバクテリウム・インファンティスと糞便との共存培養下でのイ
ムノクロマト法によるディフィシル毒素の検出結果を示す図である。
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【図４】実施例３におけるガラクトシル−β−１，４−ラムノース含有又は不含培地を用
いた、クロストリジウム・ディフィシルと糞便との共存培養下、又はクロストリジウム・
ディフィシル及びビフィドバクテリウム・インファンティスと糞便との共存培養下でのＥ
ＬＩＳＡ法によるディフィシル毒素の検出結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
≪腸内細菌叢改善剤≫
一実施形態において、本発明は、ガラクトシル−β−１，４−ラムノース若しくはその
類縁体、又はそれらの薬学的に許容できる塩（以下、「ガラクトシル−β−１，４−ラム
ノース類」と称する場合がある。）を有効成分として含有する腸内細菌叢改善剤を提供す
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る。
【００１４】
本実施形態の腸内細菌叢改善剤は、ガラクトシル−β−１，４−ラムノース類を含有し
、該ガラクトシル−β−１，４−ラムノース類は、腸内常在菌及び悪玉菌には資化されず
、プロバイオティクス細菌によってのみ資化される。すなわち、本実施形態の腸内細菌叢
改善剤は、腸内常在菌及び悪玉菌に対して増殖促進効果を有さず、プロバイオティクス細
菌のみを特異的に増殖させることができるため、腸内細菌叢を効果的に改善させることが
できる。さらに、プロバイオティクス細菌の増殖に伴い、クロストリジウム・ディフィシ
ルの増殖及びディフィシル毒素の産生を抑制できるため、効果的に偽膜性腸炎の予防又は
治療することができる。
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【００１５】
なお、一般に、「腸内細菌叢」とは、腸内に常在する多種多様な細菌群を意味し、腸内
細菌叢にはヒト一人当たり１５０種以上、重量にして１ｋｇ以上、細胞数にしてヒト細胞
数を上回る数の細菌が含まれる。腸内細菌叢を構成する腸内常在菌の機能はその多くが不
明であるが、免疫賦活能、短鎖脂肪酸生産能、整腸作用などを持つことが古くから知られ
ている。ラクトバチルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ）属細菌（乳酸菌）、ビフィドバ
クテリウム（Ｂｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）属細菌（ビフィズス菌）等は善玉菌とし
てとらえられており、プロバイオティクスとして食品中に添加されているものも多い。
これに対して腸内に存在する悪玉菌としては、例えば、ウェルシュ菌、ブドウ球菌、有
毒株である大腸菌（例えば、腸管病原性大腸菌、腸管侵入性大腸菌、毒素原性大腸菌、腸
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管出血性大腸菌（例えば、Ｏ１、Ｏ１８、Ｏ２６、Ｏ１１１、Ｏ１２８、Ｏ１５７等）の
腸管内病原性大腸菌等）、クロストリジウム・ディフィシル等が挙げられる。これらの細
菌が異常増殖し、腸内細菌叢のバランスが破綻した場合に、様々な疾病が発生する。
さらに、腸内細菌叢の多くを占める常在菌（日和見菌とも呼ばれる）、すなわち、バク
テロイデス（Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ）属細菌や、非病原性のクロストリジウム（Ｃｌｏ
ｓｔｒｉｄｉｕｍ）属細菌はその宿主へ及ぼす影響が不明であり、腸内において豊富とは
言えない栄養源を善玉菌と奪い合う競争関係にあることから、善玉菌の増殖には負の効果
を持つと考えられる。
本明細書における「腸内細菌叢改善」とは、悪玉菌、日和見菌を増殖させず、善玉菌を
特異的に増殖させることで、善玉菌優勢の腸内細菌叢を実現することを意味する。これに
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より悪玉菌の宿主への悪影響を抑制することで、疾病の改善及び健康増進が期待される。
【００１６】
一般に、「プレバイオティクス」とは、宿主による消化に対する耐性をもつこと、及び
プロバイオティクス細菌の資化性の条件を満たす摂食可能な化合物であり、腸におけるプ
ロバイオティクス細菌の増殖を促進するものであると考えられている。
また、「プロバイオティクス」とは、微生物細胞の調製物（例えば、生存している微生
物細胞等）又は微生物細胞の成分であり、有効量で投与される際に対象の健康又は健康状
態（ｗｅｌｌ−ｂｅｉｎｇ）への有益な作用を提供することができるものを意味する。
本明細書における「プロバイオティクス」は、非病原性のものを示す。プロバイオティ
クスの健康上の利点は、消化管におけるヒト又は非ヒト動物の微生物叢の均衡の改善、及
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び／又は正常な微生物叢の回復に関連する点が挙げられる。
【００１７】
＜ガラクトシル−β−１，４−ラムノース＞
ガラクトシル−β−１，４−ラムノースは、Ｌ−ラムノースの４位水酸基にβ−Ｄ−ガ
ラクトピラノースがグリコシド結合した構造の二糖である （ＣＡＳ番号：５２４８２−
６８‐５） 。
【００１８】
本明細書において、「ガラクトシル−β−１，４−ラムノース」の類縁体とは、ガラク
トシル−β−１，４−ラムノースと分子生物学的な性質（プロバイオティクス細菌のみを
特異的に増殖させる性質）及び構造が類似しているが、化合物中の一部の原子又は官能基
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が他の原子又は官能基に置換された化合物を意味する。具体的には、例えば、ガラクトシ
ル−β−１，４−ラムノース中に存在する水素原子がハロゲン原子に置換された化合物、
水酸基のうち少なくとも一つがアルコキシ基に置換された化合物等が挙げられる。前記ハ
ロゲン原子としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げら
れる。また、前記アルコシキ基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ
基、ブトキシ基等が挙げられる。
【００１９】
また、本実施形態の腸内細菌叢改善剤は、ガラクトシル−β−１，４−ラムノース又は
その類縁体の薬学的に許容できる塩を含んでいてもよい。
【００２０】
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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。
【００２１】
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；酢酸
、ギ酸、プロピオン酸、フマル酸、マレイン酸、コハク酸、酒石酸、クエン酸、リンゴ酸
、安息香酸、メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸等の有機酸との塩等が挙げられる。
塩基性塩としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化アンモニウム
、水酸化マグネシウム等の無機塩基との塩；カフェイン、ピペリジン、トリメチルアミン
、ピリジン等の有機塩基との塩等が挙げられる。
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【００２２】
本実施形態の腸内細菌叢改善剤は、他の成分として、例えば、ＰＢＳ、Ｔｒｉｓ−ＨＣ
ｌ等の緩衝液、アジ化ナトリウム、グリセロール等の添加剤を含んでいてもよい。
【００２３】
本実施形態の腸内細菌叢改善剤を用いて、腸内細菌叢を改善するための予防又は治療方
法を提供することができる。
治療対象としては、特別な限定はなく、例えば、ヒト又はヒト以外の哺乳動物（例えば
、サル、マウス、ラット、ウサギ、ブタ、イヌ、ウマ、ウシ等）が挙げられ、中でも、ヒ
トが好ましい。
【００２４】
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＜ガラクトシル−β−１，４−ラムノースの製造方法＞
ガラクトシル−β−１，４−ラムノースは、植物の細胞壁に存在する多糖であるラムノ
ガラクツロナンＩ（ペクチンの一種）、又は乳酸菌等の微生物の菌体外多糖の構成要素と
して存在するが、植物又は乳酸菌等の微生物から大量に抽出及び分離することが難しかっ
た。
しかしながら、本発明者らによって開発された、スクロースとＬ−ラムノースを原料と
し、４種の酵素を組み合わせた複合酵素反応によりガラクトシル−β−１，４−ラムノー
スを大量に合成し得ることができる（参考文献：Nakajima M., et al.,

Practical Pre

paration of D‑Galactosyl‑β1→4‑Lrhamnose Employing the Combined Action of Phosp
horylases

, Biosci. Biotechnol. Biochem., vol.74, no.8, p1652‑1655, 2010.）。

10

具体的には、まずスクロースをスクロースホスホリラーゼ（第１の酵素）により加リン
酸分解し、フラクトース及びグルコース１リン酸に分解する（第１の酵素反応）。次いで
、得られたαグルコース１リン酸及びＵＤＰ−ガラクトースをＵＤＰ−グルコース−ヘキ
ソース１リン酸ウリジリルトランスフェラーゼ（第２の酵素）の転移反応により、αガラ
クトース１リン酸及びＵＤＰ−グルコースに変換する（第２の酵素反応）。また、得られ
たＵＤＰ−グルコースはＵＤＰ−グルコース４−エピメラーゼ（第３の酵素）によりＵＤ
Ｐ−ガラクトースに変換させて（第３の酵素反応）、前記第２の酵素反応に再利用するこ
とができる。次いで、得られたガラクトース１リン酸及びＬ−ラムノースをガラクトシル
−β−１，４−ラムノースホスホリラーゼ（第４の酵素）によりガラクトシル−β−１，
４−ラムノースを製造することができる（第４の酵素反応）。４種の酵素反応を同じ反応

20

液中で同時に行うと、触媒量のリン酸およびＵＤＰ−グルコース存在下にスクロース及び
Ｌ−ラムノースを原料としてガラクトシル−β−１，４−ラムノースを生成させることが
できる。
【００２５】
得られたガラクトシル−β−１，４−ラムノースは、公知の手法によって、必要に応じ
て後処理を行い、ガラクトシル−β−１，４−ラムノースを取り出せばよい。すなわち、
適宜必要に応じて、酵母等の微生物による処理、ろ過、洗浄、抽出、ｐＨ調整、脱水、濃
縮等の後処理操作をいずれか単独で、又は２種以上組み合わせて行い、濃縮、結晶化、再
沈殿、カラムクロマトグラフィー等により、ガラクトシル−β−１，４−ラムノースを取
り出せばよい。また、取り出したガラクトシル−β−１，４−ラムノースは、さらに必要

30

に応じて、結晶化、再沈殿、カラムクロマトグラフィー、抽出、溶媒による結晶の撹拌洗
浄等の操作をいずれか単独で、又は２種以上組み合わせて１回以上行うことで、精製して
もよい。
【００２６】
ガラクトシル−β−１，４−ラムノースは、例えば、核磁気共鳴（ＮＭＲ）分光法、質
量分析法（ＭＳ）、赤外分光法（ＩＲ）等、公知の手法で構造を確認できる。
【００２７】
＜用途＞
本実施形態の腸内細菌叢改善剤は、例えば、後述に記載のとおり、腸内細菌叢改善用の
医薬組成物、飲食品等に用いることができる。また、本実施形態の腸内細菌叢改善剤は、

40

例えば、培地、又は培養用製剤等に用いることができる。本実施形態の腸内細菌叢改善剤
を含む培養用製剤を培地に添加する、又は本実施形態の腸内細菌叢改善剤を含む培地を用
いてプロバイオティクス細菌（好ましくは、ビフィズス菌）を培養することにより、効果
的にプロバイオティクス細菌の増殖を促進することができる。
【００２８】
≪腸内細菌叢改善用の医薬組成物≫
一実施形態において、本発明は、上述の腸内細菌叢改善剤、並びに薬学的に許容できる
担体及び希釈剤のうち少なくともいずれかを含む腸内細菌叢改善用の医薬組成物を提供す
る。
【００２９】
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本実施形態の医薬組成物によれば、効果的に腸内細菌叢を改善し、腸内細菌叢に関連す
る疾患の予防又は治療を行うことができる。
【００３０】
例えば、腸内細菌叢において、抗生物質を長期間投与することで、該抗生物質に感受性
を有する細菌は、減少し、一方で、抗生物質に耐性を有するクロストリジウム・ディフィ
シルは腸内で異常に増殖する。このクロストリジウム・ディフィシルは毒素を産生し、腸
管内の炎症を誘発する。この疾病は「偽膜性腸炎」（又は、「クロストリジウム・ディフ
ィシル誘発性腸炎」）と呼ばれている。
従来の偽膜性腸炎の治療方法としては、例えば、クロストリジウム・ディフィシルに有
効な抗生物質（例えば、バンコマイシン、メトロニダゾール等）の投与、又はカテーテル
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経由で十二指腸に注入する糞便移植等が挙げられる。バンコマイシンの投与では、バンコ
マイシン耐性菌株の出現の可能性があり、またメトロニダゾール投与では、嘔気、金属味
、神経症状等の副作用が生じる虞がある。また、糞便移植では、素性の明らかでない常在
菌が殆どを占める糞便の移植に伴い、肥満となった例が報告される他、心理的抵抗の存在
などの問題が多い。
これに対し、本実施形態の医薬組成物によれば、後述の実施例に示すとおり、善玉菌（
特に、ビフィズス菌）の増殖を促進することで、クロストリジウム・ディフィシルの増殖
を抑制し、さらに、クロストリジウム・ディフィシルの毒素の産生を抑制することができ
るため、偽膜性腸炎を効果的に予防又は治療することができる。
20

【００３１】
また、例えば、腸内細菌叢のうち、一部の悪玉菌は変異原物質や発癌性物質を生成又は
活性化することで、発癌を促進する場合があり、一方、一部の善玉菌はそれらの物質を分
化、不活性化、又は吸着等により除去する働きにより、癌の予防に役立つことが知られて
いる。
【００３２】
また、例えば、腸内細菌叢が肥満やメタボリックシンドロームに深く関与していること
を示す研究も報告されている。例えば、肥満とそうではなない組み合わせの一卵性双生児
の腸内細菌叢を、細菌の有する１６Ｓ

ｒＲＮＡ遺伝子の塩基配列によって解析及び比較

した研究では、肥満によって腸内細菌叢の多様性が減少していることが明らかとなってい
る。

30

【００３３】
また、例えば、腸内細菌叢は非消化性食餌成分を分解してエネルギー回収を向上させる
という腸管における働きだけでなく、エンドトキシンによる全身の軽度な慢性炎症や各種
のホルモンの分泌に対する影響を介して、肥満や糖尿病の発生に影響を与えていると考え
られている。
【００３４】
また、例えば、最近の研究では、腸内細菌叢が自閉症やうつ等の精神疾患やストレスに
対する応答、情動行動や学習等の脳機能に関連する現象にまで関わっていることを示唆す
る報告もされている。
【００３５】

40

よって、腸内細菌叢に関連する疾患としては、例えば、偽膜性腸炎；十二指腸癌、小腸
癌、大腸癌（例えば、盲腸癌、結腸癌、直腸癌等）等の癌；肥満（特に、内臓脂肪型肥満
）、高血圧症、脂質代謝異常症、糖尿病等のメタボリックシンドローム；自閉症、うつ病
等の神経疾患等が挙げられる。中でも、本実施形態の医薬組成物は偽膜性腸炎の予防又は
治療に用いられることが好ましい。
【００３６】
＜投与量・投与方法＞
本実施形態の医薬組成物は、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）の年齢、性別、体重、症状、治療方法、投与方法、処理時間等を勘案して適
宜調節される。
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本実施形態の医薬組成物に含まれるガラクトシル−β−１，４−ラムノース類の投与量
は、症状又は適用する疾患に応じて適宜調整すればよく、例えば、経口投与の場合、一般
の成人（体重６０ｋｇとして）においては、１日あたり５００ｍｇ以上１５ｇ以下であれ
ばよく、１ｇ以上１０ｇ以下であることが好ましい。
【００３７】
投与回数としては、１週間平均当たり、１回〜数回投与することが好ましい。
投与形態としては、例えば、経腸的、または経口的に当業者に公知の方法が挙げられ、
経口的投与が好ましい。
【００３８】
＜組成成分＞

10

本実施形態の医薬組成物は、ガラクトシル−β−１，４−ラムノース類の他に、薬学的
に許容されうる担体又は希釈剤を含んでいてもよい。
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。これら担体の１種以上を用いることにより、液剤、カプセル剤、懸濁
剤、乳剤、又はシロップ剤等の形態の医薬組成物を調製することができる。
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、ガラクト
シル−β−１，４−ラムノース類の生体内安定性を高める効果や、特定の臓器、組織、又
は細胞へ、ガラクトシル−β−１，４−ラムノース類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、ポリエチレングリコール、高分子複合体、高分子凝集体、ナ

20

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、腸内へ、有効成分を効率的に輸送する効果のあ
る、リポソームや人工膜の小胞が好ましい。
【００３９】
本実施形態の医薬組成物における製剤化の例としては、必要に応じて糖衣を施した錠剤
、カプセル剤、エリキシル剤、マイクロカプセル剤として経口的に使用されるものが挙げ
られる。
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、ベヒクル、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
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ることによって製剤化されたものが挙げられる。
【００４０】
錠剤、カプセル剤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、トラガントガム、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、又はサッカリンのような甘味剤、ペパーミント、アカ
モノ油、又はチェリーのような香味剤が用いられる。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。
【００４１】
本実施形態の医薬組成物は、単独で用いてもよく、その他の腸内細菌叢改善用の医薬組
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成物と組み合わせて用いてもよい。その他の腸内細菌叢改善用の医薬組成物としては、例
えば、ビフィズス菌製剤、酪酸菌製剤、ラクトミン製剤、耐性乳酸菌製剤等の善玉菌を有
効成分として含有する整腸剤；ペプシン、パンクレアチン等を有効成分として含有する動
物性消化酵素剤、ジアスターゼ等を有効成分として含有する植物性消化酵素剤等の消化酵
素剤を有効成分として含有する整腸剤等が挙げられる。
【００４２】
＜治療方法＞
本発明の一側面は、腸内細菌叢改善のための上述の腸内細菌叢改善剤を含む医薬組成物
を提供する。
また、本発明の一側面は、治療的に有効量の上述の腸内細菌叢改善剤、並びに薬学的に
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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、本発明の一側面は、前記医薬組成物を含む、腸内細菌叢改善剤を提供する。
また、本発明の一側面は、腸内細菌叢改善用の治療剤を製造するための腸内細菌叢改善
剤の使用を提供する。
また、本発明の一側面は、上述の腸内細菌叢改善剤の有効量を、治療を必要とする患者
に投与することを含む、腸内細菌叢改善のための治療方法を提供する。
【００４３】
≪飲食品≫
一実施形態において、本発明は、上述の腸内細菌叢改善剤を含む飲食品を提供する。
【００４４】
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本実施形態の飲食品によれば、効果的に腸内細菌叢を改善することができる。また、ガ
ラクトシル−β−１，４−ラムノースは二糖であり被検体（好ましくは、ヒト）に吸収さ
れず、安全性の面からも毎日摂取することに問題が少ないと考えられ、安全でかつ腸内細
菌叢の改善に有効な飲食品を提供することができる。
【００４５】
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。
【００４６】
上述の腸内細菌叢改善剤を含む飲食品の形態は、固形状であっても液状であってもよく

20

、上述の腸内細菌叢改善剤は広く食品一般に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、清涼飲料（例えば、ミネラルウォーター、炭酸飲
料、栄養飲料、スポーツドリンク、ココア飲料、果実飲料、乳飲料（乳児用調製粉乳、乳
幼児用液体ミルクを含む。）、コーヒー飲料、茶系飲料、豆乳飲料、野菜飲料、アルコー
ルテイスト飲料（例えば、ノンアルコールビール、ノンアルコールワイン等））、アルコ
ール飲料（例えば、ビール、発泡酒、カクテル、チューハイ、焼酎、日本酒、ウィスキー
、ブランデー、ワイン等）等の飲料（これらの飲料の濃縮原液及び調整用粉末を含む）；
アイスクリーム、アイスシャーベット、かき氷等の冷菓；そば、うどん、スパゲッティ、
はるさめ、ぎょうざの皮、しゅうまいの皮、中華麺、即席麺等の麺類；飴、チューインガ
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ム、キャンディー、グミ、ガム、キャラメル、チョコレート、錠菓、スナック菓子、ビス
ケット等の焼き菓子、ゼリー、ジャム、クリーム等の菓子類；かまぼこ、ハンバーグ、ハ
ム、ソーセージ等の水産又は畜産加工食品；加工乳、発酵乳、ヨーグルト、バター、チー
ズ等の乳製品；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及び油脂加工食品；ソース、たれ等の調味料；スー
プ、シチュー、カレー、パン、ジャム、サラダ、惣菜、漬物等が挙げられ、これらに限定
はされない。
【００４７】
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
。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
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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。
【００４８】
本実施形態の飲食品におけるガラクトシル−β−１，４−ラムノース類の配合量は、そ
の生理作用や薬理作用が発揮できる量であればよく、上述の≪腸内細菌叢改善用の医薬組
成物≫における経口投与での投与量及び対象飲食品の一般的な摂取量を考慮して、通常、
成人１日当たりの摂取量が５００ｍｇ以上１５ｇ以下であればよく、１ｇ以上１０ｇ以下
であることが好ましい。例えば、固形状食品の場合には０．５〜５０重量％、飲料等の液
状食品の場合には０．１〜１０重量％であればよい。
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【００４９】
≪ビフィズス菌の増殖促進方法≫
一実施形態において、本発明は、ガラクトシル−β−１，４−ラムノース若しくはその
類縁体、又はそれらの薬学的に許容できる塩を投与するビフィズス菌の増殖促進方法を提
供する。
【００５０】
本実施形態のビフィズス菌の増殖促進方法によれば、効率的かつ効果的にビフィズス菌
の増殖を促進することができる。
【００５１】
後述の実施例に示すとおり、ガラクトシル−β−１，４−ラムノースを各種ビフィズス

10

菌に投与することにより、ビフィズス菌の増殖を促進することができたことから、ビフィ
ズス菌の増殖にガラクトシル−β−１，４−ラムノースが有効であることが明らかとなっ
た。
増殖が促進されるビフィズス菌としては、例えば、ビフィドバクテリウム・ビフィダム
（Ｂｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ

ｂｉｆｉｄｕｍ；Ｂ．ｂｉｆｉｄｕｍ）、ビフィド

バクテリウム・ロングム（Ｂ．ｌｏｎｇｕｍ）、ビフィドバクテリウム・アドレスセンテ
ィス（Ｂ．ａｄｏｌｅｓｃｅｎｔｉｓ）、ビフィドバクテリウム・ブレーベ（Ｂ．ｂｒｅ
ｖｅ）、ビフィドバクテリウム・カテヌラータム（Ｂ．ｃａｔｅｎｕｌａｔｕｍ）、ビフ
ィドバクテリウム・ラクティス（Ｂ．ｌａｃｔｉｓ）、ビフィドバクテリウム・インファ
ンティス（Ｂ．ｉｎｆａｎｔｉｓ）等が挙げられ、これらに限定されない。

20

中でも、ビフィズス菌としては、ビフィドバクテリウム・インファンティスが好ましい
。ビフィドバクテリウム・インファンティスは乳幼児の腸内に存在するビフィズス菌であ
るため、例えば、ガラクトシル−β−１，４−ラムノース類を乳幼児用調製粉乳、又は乳
幼児用液体ミルクに配合し、乳幼児に投与することで、ビフィドバクテリウム・インファ
ンティスの増殖を効果的に促進することができる。
【００５２】
本実施形態のビフィズス菌の増殖促進方法において、ガラクトシル−β−１，４−ラム
ノース類を、上述の各種ビフィズス菌を腸内細菌叢に有する被検体に投与してもよく（イ
ンビボ系）、又は上述の各種ビフィズス菌に直接投与してもよい（インビトロ系）。
【００５３】

30

ガラクトシル−β−１，４−ラムノース類を被検体に投与する場合の投与量としては、
上述の≪腸内細菌叢改善用の医薬組成物≫における経口投与での投与量と同様の量が挙げ
られる。
また、投与回数及び投与形態についても、上述の≪腸内細菌叢改善用の医薬組成物≫に
例示されたものと同様のものが挙げられる。
【００５４】
なお、被検体としては、哺乳動物であることが好ましい。前記哺乳動物としては、例え
ば、マウス、ラット、ハムスター、モルモット等のげっ歯類、ウサギ等のウサギ目、ブタ
、ウシ、ヤギ、ウマ、ヒツジ等の有蹄目、イヌ、ネコ等のネコ目、ヒト、サル、アカゲザ
ル、カニクイザル、マーモセット、オランウータン、チンパンジー等の霊長類等が挙げら

40

れ、これらに限定されない。中でも、本実施形態のビフィズス菌の増殖促進方法は、実験
又は臨床用途で用いられることから、被検体は、マウス及びヒトが好ましい。
【００５５】
また、ガラクトシル−β−１，４−ラムノース類を培地等に添加し、上述の各種ビフィ
ズス菌の増殖を促進させてもよい。これにより、得られるビフィズス菌は、必要に応じて
飲食品、又はビフィズス菌製剤等に加工して、ヒト又は非ヒト動物が直接投与する等、プ
ロバイオティクス用途に好適に用いられる。
【００５６】
ガラクトシル−β−１，４−ラムノース類を培地に添加する場合の投与量（培地に含ま
れる濃度）としては、０．１ｍｇ／Ｌ以上２０ｍｇ／Ｌ以下であることが好ましく、１ｍ
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ｇ／Ｌ以上１０ｍｇ／Ｌ以下であることがより好ましい。
ガラクトシル−β−１，４−ラムノース類の培地に含まれる濃度が上記範囲であること
により、効率的にビフィズス菌の増殖を促進させることができる。
【００５７】
ビフィズス菌の増殖に用いられる培地は、ビフィズス菌の培養に適した組成であればよ
く、栄養源として利用し得る炭素源、窒素源、ビタミン類、無機塩類等を含有するもので
あればよい。前記培地としては、例えば、ＴＯＳプロピオン酸寒天培地（ヤクルト薬品工
業社製）等が挙げられ、これに限定されない。
また、ビフィズス菌の培養条件としては、嫌気条件下であることが好ましく、例えば、
静置培養、振盪培養、又は攪拌培養等により培養を行えばよい。

10

培養温度は、例えば２０℃以上４０℃以下であればよい。
【００５８】
≪クロストリジウム・ディフィシルの増殖抑制方法≫
一実施形態において、本発明は、クロストリジウム・ディフィシルを保菌する被検体に
ガラクトシル−β−１，４−ラムノース若しくはその類縁体、又はそれらの薬学的に許容
できる塩を投与するクロストリジウム・ディフィシルの増殖抑制方法を提供する。
【００５９】
本実施形態のクロストリジウム・ディフィシルの増殖抑制方法によれば、クロストリジ
ウム・ディフィシルを保菌する被検体の腸内において、ビフィズス菌等の善玉菌の増殖が
促進されることにより、クロストリジウム・ディフィシルの増殖が抑制されて腸内細菌叢

20

のバランスを改善することができる。さらに、クロストリジウム・ディフィシルの毒素の
産生を効果的に抑制することができる。
【００６０】
後述の実施例に示すとおり、ガラクトシル−β−１，４−ラムノースを、クロストリジ
ウム・ディフィシルを含む糞便に投与することにより、ビフィズス菌が増殖することで、
クロストリジウム・ディフィシルの増殖が抑制され、さらに毒素の産生を抑制できたこと
から、クロストリジウム・ディフィシルの増殖抑制にガラクトシル−β−１，４−ラムノ
ースが間接的に作用することが明らかとなった。
【００６１】
ガラクトシル−β−１，４−ラムノース類を被検体に投与する場合の投与量としては、

30

上述の≪腸内細菌叢改善用の医薬組成物≫における経口投与での投与量と同様の量が挙げ
られる。
また、投与回数及び投与形態についても、上述の≪腸内細菌叢改善用の医薬組成物≫に
例示されたものと同様のものが挙げられる。
【００６２】
クロストリジウム・ディフィシルを保菌する被検体としては、哺乳動物であることが好
ましい。前記哺乳動物としては、上述の≪ビフィズス菌の増殖促進方法≫において例示さ
れたものと同様のものが挙げられる。中でも、本実施形態のクロストリジウム・ディフィ
シルの増殖抑制方法は、実験又は臨床用途で用いられることから、被検体は、マウス及び
40

ヒトが好ましい。
【実施例】
【００６３】
以下、実施例により本発明を説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものでは
ない。
【００６４】
［実施例１］
（１）培地の調製
（１−１）Ｇｉｆｕ

Ａｎａｅｒｏｂｉｃ

Ｍｅｄｉｕｍ（ＧＡＭ）（前培養用培地）の

調製
ＧＡＭブイヨン（ニッスイ社製）と脱塩水とを混合してスターラーでよく溶かしてから
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、ＧＡＭブイヨンが５．９（ｗ／ｖ）％になるように脱塩水でメスアップした。次いで、
前記５．９（ｗ／ｖ）％のＧＡＭを１ｍＬずつ４ｍＬ容バイアル瓶に分注し、その後１１
５℃で１５分間オートクレーブした。蓋は半開きのまま素早く、嫌気条件下のアネロパッ
ク角型ジャー（三菱ガス化学社製）に入れ、終夜放置し、前培養用のＧＡＭを調製した。
【００６５】
（１−２）糖除去ＧＡＭの調製
次いで、ＧＡＭ糖分解用半流動培地（ニッスイ社製）２６．２５ｇと、約１００ｍＬの
脱塩水とをスターラーバーを入れた２００ｍＬ容ビーカーに加え、脱塩水を２００ｍＬ程
度まで加えながら撹拌し、粉末を溶解させた。その後、寒天を除くために、ろ紙を用いて
ろ過した。この際、ビーカーに残った液を洗いこむようにした。ろ液を脱塩水で４５０ｍ

10

Ｌにメスアップし、耐熱性瓶に入れ、１１５℃で１５分間オートクレーブした。蓋は半開
きのまま素早く、嫌気条件下のアネロパック角型ジャーに入れ、終夜放置し、ＧＡＭ糖除
去培地を調製した。
【００６６】
（１−３）５（ｗ／ｖ）％糖溶液の調製
糖として、ガラクトシル−β−１，４−ラムノース（以下、「Ｇａｌ−β１，４−Ｒｈ
ａ」と称する場合がある。）（公知の文献（参考文献：Nakajima M., et al.,

Practic

al Preparation of D‑Galactosyl‑β1→4‑Lrhamnose Employing the Combined Action of
Phosphorylases

, Biosci. Biotechnol. Biochem., vol.74, no.8, p1652‑1655, 2010.

）を元に製造したものを使用。）、及びラクチュロース（以下、「Ｌａｔ」と称する場合

20

がある。）（和光純薬社製）を用いた。
次いで、耐熱性瓶にＭｉｌｌｉＱ水を入れ、オートクレーブ（１２１度、２０分）した
。次いで、オートクレーブ内の温度が９７℃まで下がったら直ちに、アネロパックと共に
密閉容器に入れ、終夜放置し、酸素を除去した。次いで、各糖をエッペンチューブに５０
ｍｇずつ秤量し、嫌気チャンバー内でオートクレーブしたＭｉｌｌｉＱ水を加え、全量を
１ｍＬとした。次いで、ボルテックスミサーで溶解後、新しいエッペンチューブを用意し
、０．２２μｍのフィルター（Ｍｅｒｃｋ

Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ社製、カタログ番号：Ｓ

ＬＧＶ０３３ＲＳ）と１ｍＬ用シリンジ（テルモ社製、コード番号：ＳＳ−０１Ｔ）とを
用いてフィルトレーションし、５（ｗ／ｖ）％の２種類の糖溶液を調製した。
30

【００６７】
（１−４）各種の糖添加培地の調製
嫌気チャンバー（Ｂａｋｅｒ

Ｒｕｓｋｉｎｎ社製、ＩｎｖｉｖＯ２）内で（窒素雰囲

気下、酸素１%以内）、（１−２）で調製し糖除去ＧＡＭ３６mLに５％糖溶液を各４ｍＬ
ずつ加え、２種類（Ｇａｌ−β１，４−Ｒｈａ、又はＬａｔ含有）の０．５（ｗ／ｖ）％
糖添加培地を調製した。
【００６８】
（２）各種の腸内細菌を用いた選択的増殖促進評価試験
本試験で用いた菌種は以下のとおりである。
・ヒト腸内常在菌最優勢種
Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ

ｔｈｅｔａｉｏｔａｏｍｉｃｒｏｎ

Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ

ｕｎｉｆｏｒｍｉｓ

Ｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ

ｖｕｌｇａｔｕｓ

Ｐａｒａｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ

ｄｉｓｔａｓｏｎｉｓ

Ｐａｒａｂａｃｔｅｒｏｉｄｅｓ

ｏｖａｔｕｓ

Ｃｏｐｒｏｃｏｃｃｕｓ

40

ｃｏｍｅｓ

Ｒｕｍｉｎｏｃｏｃｃｕｓ

ｔｏｒｑｕｅｓ

Ｒｕｍｉｎｏｃｏｃｃｕｓ

ｌａｃｔａｌｉｓ

Ｃｏｌｌｉｎｓｅｌｌａ

ａｅｒｏｆａｃｉｅｎｓ

Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕｍ

ｖｅｎｔｒｉｏｓｕｍ

Ｅｕｂａｃｔｅｒｉｕｍ

ｓｉｒａｅｕｍ
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ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌｉｓ

Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ

ｃｏｃｃｏｉｄｅｓ

・ガス壊疽菌
Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ

ｐｅｒｆｒｉｎｇｅｎｓ

・乳酸菌
Ｌｅｕｃｏｎｏｓｔｏｃ

ｍｅｓｅｎｔｅｒｏｉｄｅｓ

Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ

ｃａｓｅｉ

Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ

ｒｈａｍｎｏｓｕｓ

Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ

ｇａｓｓｅｒｉ

Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ

ｊｏｈｎｓｏｎｉｉ

Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ

ｐｌａｎｔａｒｕｍ

Ｌａｃｔｏｃｏｃｃｕｓ
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ｌａｃｔｉｓ

Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ

ｒｅｕｔｅｒｉ

・ビフィズス菌
Ｂｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ

ｂｉｆｉｄｕｍ

Ｂｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ

ｌｏｎｇｕｍ ｓｕｂｓｐ.

Ｂｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ

ｌｏｎｇｕｍ

Ｂｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ

ｂｒｅｖｅ

Ｂｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ

ｐｓｅｕｄｏｌｏｎｇｕｍ

Ｂｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ

ａｄｏｌｅｓｃｅｎｔｉｓ

Ｂｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ

ｌａｃｔｉｓ

Ｂｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ

ｃａｔｅｎｕｌａｔｕｍ

ｉｎｆａｎｔｉｓ
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【００６９】
まず、嫌気チャンバー内で、（１−１）で調製したＧＡＭ（前培養用培地）１ｍＬに滅
菌した爪楊枝で上述のグリセロールストックした各種菌体を接種し、アネロパック角型ジ
ャー内の嫌気条件下、３７℃で前培養した。次いで、９６ディープウェルプレートに８連
マルチピペットで、（１−４）で調製した各種の糖添加培地、又はＮｅｇａｔｉｖｅ

Ｃ

ｏｎｔｒｏｌ用として糖の代わりに脱塩水を加えた糖除去ＧＡＭを各５００μＬずつ分注
し、ガス透過性のマイクロプレート用シールをして、嫌気条件下のアネロパック角型ジャ
ーに入れ、終夜放置した。９６マイクロプレート（各ウェル２００μＬ容）に、よく懸濁

30

した上記各菌体の前培養液を５０μＬずつ分注し、これをマスタープレートとした。乾熱
滅菌したコピープレート９６（Ｔｏｋｋｅｎ

ＴＫ−ＣＰ９６）のピンを、マスタープレ

ートの底まで差し込み、次に培地の入った９６ディープウェルプレートの底まで差し込む
ことで各菌体の接種を行った。９６ディープウェルプレートにガス透過性のマイクロプレ
ート用シールを貼り、アネロパック角型ジャー内の嫌気条件下で培養した。２４時間培養
後、培養液を８連マルチピペットにてピペッティングにより菌体を懸濁した後、各培養液
５０μＬずつを９６マイクロプレートにサンプリングした。ここまでの操作は全て嫌気チ
ャンバー内で行った。サンプリング液の入ったプレートを嫌気チャンバーから出し、サン
プリング液に５％糖溶液の代わりに脱塩水を添加することで調製した糖除去ＧＡＭを１５
０μＬずつ加えることで、各培養液を４倍希釈した。混合は８連マルチピペットによるピ
ペッティングで行った。次いで、マイクロプレートリーダー（Ｔｈｅｒｍｏ
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Ｓｃｉｅｎ

ｔｉｆｉｃ社製）で６００ｎｍの吸光度（濁度）を測定した。ブランク測定は上述した未
接種の糖除去ＧＡＭを用いて行った。また、糖除去ＧＡＭにグルコース添加した培地を用
いたＣｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ

ｐｅｒｆｒｉｎｇｅｎｓの培養液の濁度を光路長１ｃｍの

キュベットを用いて測定し、マイクロプレートでの測定値を光路長１ｃｍのキュベットで
の値に換算できる定数を算出した。この定数をすべての菌種の測定値に適用させて、濁度
は光路長１ｃｍでの値として計算した。次いで、得られた計算値から、各菌体について、
増殖促進倍率（＝糖ありの測定値／糖なしの測定値）を計算した。０．５（ｗ／ｖ）％の
Ｇａｌ−β１，４−Ｒｈａを含む培地を用いて培養した結果を図１（Ａ）に、０．５（ｗ
／ｖ）％のＬａｔを含む培地を用いて培養した図１（Ｂ）に示す。
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【００７０】
図１（Ａ）から、Ｇａｌ−β１，４−Ｒｈａを含む培地による培養では、ヒト腸内常在
菌の最優勢種、ガス壊疽菌、及び乳酸菌の増殖促進倍率は１倍前後であるのに対し、ビフ
ィズス菌の増殖促進倍率は２倍以上、特にＢｉｆｉｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ

ｉｎｆａｎ

ｔｉｓでは約７倍であり、ビフィズス菌においてのみＧａｌ−β１，４−Ｒｈａが資化さ
れることで選択的に増殖が促進されることが明らかとなった。
また、図１（Ｂ）から、Ｌａｔを含む培地による培養では、ビフィズス菌だけでなく、
ヒト腸内常在菌の最優勢種、ガス壊疽菌、及び乳酸菌いずれにおいても、増殖促進倍率が
２倍以上となる菌種も存在し、全ての菌においてＬａｔが資化されることで増殖が促進さ
10

れることが確かめられた。
なお、Ｇａｌ−β１，４−Ｒｈａは、ガラクトースとラムノースとがβ１，４結合した
二糖である。一方、Ｌａｔは、ガラクトースとフルクトースとがβ１，４結合した二糖で
ある。上記のように、構造が非常に近しい二糖であっても、結合する単糖の種類が異なる
ことで、腸内細菌における資化性が異なることが示唆された。
以上のことから、Ｇａｌ−β１，４−Ｒｈａは腸内常在菌及び悪玉菌に対して増殖促進
効果を有さず、プロバイオティクス細菌のみを特異的に増殖させることができるため、腸
内細菌叢を効果的に改善させることができることが示唆された。
【００７１】
［実施例２］

20

（１）培地の調製
（１−１）Ｇｉｆｕ

Ａｎａｅｒｏｂｉｃ

Ｍｅｄｉｕｍ（ＧＡＭ）（前培養用培地）の

調製
実施例１の（１−１）と同様の方法を用いて、前培養用のＧＡＭを調製した。
【００７２】
（１−２）糖除去ＧＡＭの調製
実施例１の（１−２）と同様の方法を用いて、ＧＡＭ糖除去培地を調製した。
【００７３】
（１−３）５（ｗ／ｖ）％糖溶液の調製
実施例１の（１−３）と同様の方法を用いて、５（ｗ／ｖ）％のＧａｌ−β１，４−Ｒ
30

ｈａ溶液を調製した。
【００７４】
（１−４）糖添加培地の調製
実施例１の（１−４）と同様の方法を用いて、１種類（Ｇａｌ−β１，４−Ｒｈａ含有
）の０．５（ｗ／ｖ）％糖添加培地を調製した。
【００７５】
（１−５）クロストリジア測定用培地の調製
クロストリジア測定用培地（日水製薬社製、コード番号：０５４０９）１４．０６ｇと
２００ｍＬのＥｌｉｘ水とをスターラーバーを入れた５００ｍＬ容三角フラスコに加えた
。スターラーで攪拌して溶解後、オートクレーブ（１２１℃、１５分）した。次いで、ク
リーンベンチ内でシャーレ１０枚に分注した。４０分間乾燥後、アネロパックと共に密閉

40

し、４℃で保存し、クロストリジア測定用培地を調製した。
【００７６】
（２）クロストリジウム・ディフィシル（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ

ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ

；Ｃ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ）の生育抑制及びディフィシル毒素の生産抑制試験
（２−１）クロストリジウム・ディフィシル及びビフィドバクテリウム・インファンティ
スの共培養
まず、クロストリジウム・ディフィシル（Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ

ｄｉｆｆｉｃｉｌ

ｅ；Ｃ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ）及びビフィドバクテリウム・インファンティス（Ｂｉｆｉ
ｄｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ

ｉｎｆａｎｔｉｓ；Ｂ．ｉｎｆａｎｔｉｓ）について、それぞ

れグリセロールストックからＧＡＭプレートに滅菌した爪楊枝を用いて植菌及び画線し、
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３７℃嫌気条件下で４８時間以上培養した。次いで、Ｃ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅは１コロニ
ーを、Ｂ．ｉｎｆａｎｔｉｓは１０コロニーを滅菌した爪楊枝を用いてバイアル瓶に入れ
た２ｍＬＧＡＭに植菌し、３７℃嫌気条件下で２６時間培養し、前培養液を得た。次いで
、９６ディープウェルプレートに（１−４）で調製した０．５（ｗ／ｖ）％糖（Ｇａｌ−
β１，４−Ｒｈａ）添加培地、又はコントロールとして（１−２）で調製した糖除去ＧＡ
Ｍを５００μＬずつ入れた。次いで、Ｃ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ及びＢ．ｉｎｆａｎｔｉｓ
の前培養液を、ＧＡＭを用いて任意の倍率に希釈し、ＧＡＭをブランクとして波長６００
ｎｍにおける吸光度を測定した。得られた値を用いて前培養液の吸光度がＣ．ｄｉｆｆｉ
ｃｉｌｅについて０．５、Ｂ．ｉｎｆａｎｔｉｓについて０．０５となるように糖除去Ｇ
ＡＭを用いて希釈した。次いで、０．５（ｗ／ｖ）％糖（Ｇａｌ−β１，４−Ｒｈａ）添

10

加培地又は糖除去ＧＡＭが分注された９６ディープウェルプレートに、希釈したＣ．ｄｉ
ｆｆｉｃｉｌｅ及びＢ．ｉｎｆａｎｔｉｓの前培養液を１０μＬずつ植菌した（Ｃ．ｄｉ
ｆｆｉｃｉｌｅの初期濁度は０．０１、Ｂ．ｉｎｆａｎｔｉｓの初期濁度は０．００１で
あった）。また、コントロールとして、単菌培養（Ｃ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅのみ）のウェ
ルには、０．５（ｗ／ｖ）％糖（Ｇａｌ−β１，４−Ｒｈａ）添加培地又は糖除去ＧＡＭ
が分注された９６ディープウェルプレートに、希釈したＣ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅの前培養
液を１０μＬずつ加えた。２００μＬにあわせた１２連のピペットマンで２０回ピペッテ
ィングし、懸濁した。ガス透過性のマイクロプレート用シール（４ｔｉｔｕｄｅ、Ｐｒｏ
ｄｕｃｔ

Ｃｏｄｅ

４ｔｉ−０５１６／９６）を貼り、３７℃嫌気条件下で培養を開始
20

した。
【００７７】
（２−２）菌数の測定
次いで、共培養用又は単培養用溶液中の各菌種の菌数を調べる目的で、以下の操作を本
培養開始から０時間、１７時間、２３時間、及び４７時間後に行った。
まず、９６ウェル滅菌プレートにオートクレーブ及び嫌気処理済みのＰＢＳを１８０μ
Ｌずつ入れた。次いで、（２−１）で培養した共培養又は単培養用培養液を２００μＬに
あわせた１２連のピペットマンで２０回ピペッティングし、懸濁した。次いで、共培養又
は単培養用培養液を２０μＬずつとり、９６ウェル滅菌プレートに用意しておいたＰＢＳ
に加えた。次いで、１５０μＬにあわせた１２連のピペットマンで１０回ピペッティング
することで希釈及び懸濁した。共培養又は単培養用培養液の希釈液をさらに２０μＬずつ

30

とり、ＰＢＳ １８０μＬに加え、同様に希釈及び懸濁を行った。この操作を繰り返すこ
とにより、段階希釈を行った。予め滅菌済みビーズ（ニッポンジーン社製、Ｃｏｄｅ Ｎ
ｏ．３１４−０６２５１）７個を入れておいたクロストリジア測定用培地にそれぞれの希
釈液を５０μＬずつ添加した。１分間プレートを振り、移動するビーズを利用して希釈液
を塗布した。次いで、希釈液を塗布したプレートをパウチ（三菱ガス化学社製、品番Ａ−
９８）にアネロパックと共に密閉し、３７℃インキュベーターに入れ、４８時間以上培養
した。次いで、Ｃ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ及びＢ．ｉｎｆａｎｔｉｓ、それぞれのコロニー
数をカウントした。得られたコロニー数について、下記式［１］を用いて、培養液１ｍＬ
あたりのコロニー数を算出した。結果を図２に示す。図２において、「Ｇａｌ−Ｒｈａ」
40

とは、Ｇａｌ−β１，４−Ｒｈａを添加した培地を用いたことを意味する。
培養液１ｍＬあたりのコロニー数＝５０μＬあたりのコロニー数×希釈倍率×２０

［

１］
なお、４７時間後の共培養又は単培養用培養液を塗布後、残った共培養又は単培養用培
養液をエッペンチューブにとり、遠心（１４，０００ｒｐｍ、２ｍｉｎ）後、上清２００
μＬを新しいエッペンチューブに取り、−２５℃で保存した。
【００７８】
図２から、糖除去ＧＡＭ又は０．５（ｗ／ｖ）％糖（Ｇａｌ−β１，４−Ｒｈａ）添加
培地を用いてＣ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅのみを単培養した場合、及び糖除去ＧＡＭを用いて
Ｃ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ及びＢ．ｉｎｆａｎｔｉｓを共培養した場合では、Ｃ．ｄｉｆｆ
ｉｃｉｌｅの増殖は抑制されず、同様の増殖の傾向が見られた。
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これに対し、０．５（ｗ／ｖ）％糖（Ｇａｌ−β１，４−Ｒｈａ）添加培地を用いてＣ
．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ及びＢ．ｉｎｆａｎｔｉｓを共培養した場合では、培養１７時間時
間後から、顕著なＣ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅの増殖抑制効果が見られた。これは、培地に含
まれるＧａｌ−β１，４−ＲｈａがＢ．ｉｎｆａｎｔｉｓのみによって資化され、Ｂ．ｉ
ｎｆａｎｔｉｓの増殖が促進されることによって、Ｃ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅの増殖が抑制
されたためであると推測される。
【００７９】
［実施例３］
（１）培地の調製
（１−１）Ｇｉｆｕ

Ａｎａｅｒｏｂｉｃ

Ｍｅｄｉｕｍ（ＧＡＭ）（前培養用培地）の

10

調製
実施例１の（１−１）と同様の方法を用いて、前培養用のＧＡＭを調製した。
【００８０】
（１−２）糖除去ＧＡＭの調製
実施例１の（１−２）と同様の方法を用いて、ＧＡＭ糖除去培地を調製した。
【００８１】
（１−３）５（ｗ／ｖ）％糖溶液の調製
実施例１の（１−３）と同様の方法を用いて、５（ｗ／ｖ）％のＧａｌ−β１，４−Ｒ
ｈａ溶液を調製した。
20

【００８２】
（１−４）糖添加培地の調製
実施例１の（１−４）と同様の方法を用いて、１種類（Ｇａｌ−β１，４−Ｒｈａ含有
）の０．５（ｗ／ｖ）％糖添加培地を調製した。
【００８３】
（１−５）クロストリジア測定用培地の調製
実施例２の（１−５）と同様の方法を用いて、クロストリジア測定用培地を調製した。
【００８４】
（２）糞便共存培養下におけるディフィシル毒素の産生抑制試験
（２−１）イムノクロマト法による試験

30

・Ｃ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ及びＢ．ｉｎｆａｎｔｉｓの糞便共存培養
まず、Ｃ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ及びＢ．ｉｎｆａｎｔｉｓについて、それぞれグリセロ
ールストックからＧＡＭプレートに滅菌した爪楊枝を用いて植菌及び画線し、３７℃嫌気
条件下で４８時間培養した。次いで、Ｃ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅは１コロニーを、Ｂ．ｉｎ
ｆａｎｔｉｓは１０コロニーを滅菌した爪楊枝を用いてバイアル瓶に入れた２ｍＬ

ＧＡ

Ｍに植菌し、３７℃嫌気条件下で２４時間培養し、前培養液を得た。また、（１−４）で
調製した０．５（ｗ／ｖ）％糖（Ｇａｌ−β１，４−Ｒｈａ）添加培地又は糖除去ＧＡＭ
を５００μＬずつ９６ディープウェルプレートに分注した。ガス透過性のマイクロプレー
ト用シールを貼り、アネロパックと共に密閉容器に入れた。
次いで、Ｃ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ及びＢ．ｉｎｆａｎｔｉｓの前培養液を、ＧＡＭを用
いて任意の倍率に希釈し、ＧＡＭをブランクとして波長６００ｎｍにおける吸光度を測定

40

した。前培養液の吸光度がＣ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅについて０．５、Ｂ．ｉｎｆａｎｔｉ
ｓについて０．０５となるように糖除去ＧＡＭを用いて希釈した。
【００８５】
次いで、採便シート（アトレータ社製、商品コード２０−１１００）と採便管（東洋器
材科学社製、製品コード３２６００）とを用いて採便し、採便管のふたをゆるめた状態で
アネロパックと共に密閉容器に入れ、運搬した。次いで、１５ｍＬ容ファルコンチューブ
に糞便を適量とり、秤量した。次いで、嫌気チャンバー内でオートクレーブ及び嫌気処理
済みＰＢＳを用いて５倍希釈後、懸濁し、３７℃、嫌気状態で２〜５時間インキュベート
した。次いで、糞便５倍希釈液をオートクレーブ及び嫌気処理済みＰＢＳを用いて任意の
倍率に更に希釈し、ＰＢＳをブランクとして波長６００ｎｍにおける吸光度を測定した。
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得られた値を用いて糞便希釈液の吸光度が０．５となるようにＰＢＳを用いて希釈した。
【００８６】
次いで、０．５（ｗ／ｖ）％糖（Ｇａｌ−β１，４−Ｒｈａ）添加培地又は糖除去ＧＡ
Ｍが５００μＬずつ分注された９６ディープウェルプレートに、希釈したＣ．ｄｉｆｆｉ
ｃｉｌｅ及びＢ．ｉｎｆａｎｔｉｓの前培養液１０μＬずつ植菌した。また、コントロー
ルとして、糞便とＣ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅとの共存培養のウェルには、糖除去ＧＡＭが５
００μＬずつ分注された９６ディープウェルプレートに、希釈したＣ．ｄｉｆｆｉｃｉｌ
ｅの前培養液を１０μＬずつ加えた。さらに、希釈した糞便溶液を１０μＬずつ植菌した
。（Ｃ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅの初期濁度は０．０１、Ｂ．ｉｎｆａｎｔｉｓの初期濁度は
０．００１、糞便希釈液の初期濁度は０．０１であった）。次いで、２００μＬに合わせ

10

た１２連のピペットマンで２０回ピペッティングし、懸濁した。ガス透過性のマイクロプ
レート用シールを貼り、３７℃嫌気条件下で２４時間培養した。
【００８７】
・濁度の算出
次いで、９６ディープウェルプレートを嫌気チャンバーから出し、各培養液を２００μ
Ｌに合わせたピペットマンで２０回ピペッティングし、懸濁した。培養液のうち２０μＬ
をとり、ＰＢＳを１８０μＬずつ入れた９６ウェルプレートに加えた。次いで、糖除去Ｇ
ＡＭをブランクとしてプレートリーダーで吸光度を測定した。また、水を添加した糖除去
ＧＡＭにおいて糞便のみを植菌した培地について、ＰＢＳを用いて１０倍希釈し、濁度を
光路長１ｃｍのキュベットを用いて測定した。マイクロプレートでの測定値を光路長１ｃ
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ｍのキュベットでの値に換算できる定数を算出した。この定数を用いて２４時間培養後の
濁度を下記式［２］を用いて、算出した。
｛（プレートの値）−（プレートのブランク）｝×ファクター×１０

［２］

【００８８】
・イムノクロマト法によるディフィシル毒素の検出
次いで、懸濁した培養液のうち４００μＬずつをエッペンチューブにとり、遠心（１４
，０００ｒｐｍ、５ｍｉｎ）後、新しいエッペンチューブに上清をとった。これとクロス
トリジウム

ディフィシルキット

ＧＥテスト

イムノクロマト−ＣＤ ＴＯＸ Ａ／Ｂ「

ニッスイ」（日水製薬社製、ｃｏｄｅ０７８５１）を用いて、ディフィシル毒素検出試験
をキットの添付文書に従って行った。具体的には、まず、テストプレートと検体希釈液と
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を常温に戻し、検体希釈液に前記上清を５０μＬ加えた。懸濁した後、試料ろ過フィルタ
ーを装着した。次いで、テストプレートの検体添加部に３滴添加し、２０分間静置した。
残った菌体及び上清は−８０℃で保存した。結果を図３に示す。
【００８９】
図３から、糞便とＣ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅとの共存培養、並びに糞便とＣ．ｄｉｆｆｉ
ｃｉｌｅ及びＢ．ｉｎｆａｎｔｉｓとの共存培養では、ディフィシル毒素が検出された。
一方、糞便とＣ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ及びＢ．ｉｎｆａｎｔｉｓとをＧａｌ−β１，４−
Ｒｈａ添加培地を用いて共存培養した場合では、ディフィシル毒素の検出量が大幅に減少
していた。
40

【００９０】
（２−２）ＥＬＩＳＡ法による試験
・Ｃ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ及びＢ．ｉｎｆａｎｔｉｓの糞便共存培養
３検体の糞便（糞便１〜３）を用いた以外は、上述の（２−１）の「イムノクロマト法
による試験」の「・Ｃ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ及びＢ．ｉｎｆａｎｔｉｓの糞便共存培養」
と同様の方法を用いて、Ｃ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ及びＢ．ｉｎｆａｎｔｉｓの糞便共存培
養を行った。
【００９１】
・ＥＬＩＳＡ法によるディフィシル毒素の検出
次いで、９６ディープウェルプレートを嫌気チャンバーから出し、ＥＬＩＳＡ法を用い
てディフィシル毒素検出試験を行った。用いたキットはＥＬＩＳＡ

ｆｏｒ

ｔｈｅ

ｓ
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Ａ

ａｎｄ

Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ

Ｂ

ｏｆ
ｉｎ

Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ
ｓｔｏｏｌ

−Ｆｏｒ

ｄｉｆ

Ｉｎ

Ｖｉ

Ｕｓｅ−（ｔｇｃＢＩＯＭＩＣＳ社製、Ｐｒｏｄｕｃｔ

Ｃｏｄｅ：ＴＧＣ−Ｅ００１−１）であり、添付されていた取扱い説明書に従って試験
を行った。具体的には、まず、ＥＬＩＳＡキットを常温に戻した。次いで、エッペンチュ
ーブにｄｉｌｕｔｉｏｎ

ｂｕｆｆｅｒを４５０μＬ入れた。次いで、各培養液を２００

μＬに合わせたマルチピペットマンで２０回ピペッティングし、懸濁した。懸濁した培養
液５０μＬずつをエッペンチューブに加え、ボルテックスミキサーで混合した。次いで、
遠心（２５００×ｇ、５ｍｉｎ）し、粒子を落とした。次いで、１０×Ｗａｓｈ

ｂｕｆ

ｆｅｒ：滅菌水＝９：１となるように混合し、希釈した。次いで、必要な分のウェルだけ
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（８単位ずつ）とり、残りのウェルはアルミバッグに戻した。
【００９２】
次いで、エッペンチューブの溶液、ｔｈｅ
ｃｏｎｔｒｏｌ

ｔｏｘｉｎ

ｍｉｘ、又はｄｉｌｕｔｉｏｎ

Ａ／Ｂ

ｐｏｓｉｔｉｖｅ

ｂｕｆｆｅｒ（Ｎｅｇａｔｉｖｅ

Ｃ

ｏｎｔｒｏｌ）をそれぞれのウェルに１００μＬずつ入れた。次いで、それぞれのウェル
にｔｈｅ

ａｎｔｉ

ｔｏｘｉｎ

Ａ／Ｂ−ＨＲＰ

ｃｏｎｊｕｇａｔｅを５０μＬずつ

入れ、室温で６０分間インキュベートした。次いで、それぞれのウェルを希釈済みのｗａ
ｓｈ

ｂｕｆｆｅｒを２００μＬずつ入れて満たし、ごみ箱に向けて振り捨てた。さらに

キムタオルに叩きつけ、液体を飛ばした。次いで、ｗａｓｈ

ｂｕｆｆｅｒを入れて捨て

るこの操作をさらに４回繰り返すことで洗浄した。洗浄後、液体が完全になくなるまでキ
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ムタオルに叩きつけた。次いで、各ウェルにｓｕｂｓｔｒａｔｅを１００μＬずつ加え、
優しくタップすることで混合し、室温で１０分間インキュベートした。次いで、Ｓｔｏｐ
ｒｅａｇｅｎｔを５０μＬずつ加え、反応を停止させた。次いで、Ｓｔｏｐ

ｓｏｌｕ

ｔｉｏｎを加えることにより、色が青色から黄色へと変化した。これを、ブランクを空気
として４５０ｎｍ及び６２０ｎｍで吸光度を測定した。結果を図４に示す。
なお、残った各培養液をエッペンチューブに３００μＬずつとり、遠心（１４，０００
ｒｐｍ、２ｍｉｎ）し、上清を新しいエッペンチューブにとった。上清及び菌体は−８
０℃で保存した。
【００９３】
図４から、糞便１〜３において、糞便とＣ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅとの共存培養、並びに
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糞便とＣ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ及びＢ．ｉｎｆａｎｔｉｓとの共存培養では、約８０〜１
６０ｍｇ／ｍＬのディフィシル毒素が検出された。一方、糞便１〜３において、糞便とＣ
．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ及びＢ．ｉｎｆａｎｔｉｓとをＧａｌ−β１，４−Ｒｈａ添加培地
を用いて共存培養した場合では、約２０〜４０ｍｇ／ｍＬとディフィシル毒素の検出量が
１／５〜１／４程度まで大幅に減少していた。
また、糞便１〜３において、糞便とＣ．ｄｉｆｆｉｃｉｌｅとをＧａｌ−β１，４−Ｒ
ｈａ添加培地を用いて共存培養した場合においても、ディフィシル毒素が約２０〜１００
ｍｇ／ｍＬと減少傾向が見られた。これは、個人差はあるものの被検体の糞便中に含まれ
るビフィズス菌がＧａｌ−β１，４−Ｒｈａにより増殖することで、クロストリジウム・
ディフィシルの増殖及びディフィシル毒素の産生が抑制されたためであると推察された。
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以上のことから、ガラクトシル−β−１，４−ラムノースは腸内常在菌及び悪玉菌に対
して増殖促進効果を有さず、ビフィズス菌（特に、Ｂ．ｉｎｆａｎｔｉｓ）のみを特異的
に増殖させることができ、さらに、該ビフィズス菌（特に、Ｂ．ｉｎｆａｎｔｉｓ）の増
殖に伴い、クロストリジウム・ディフィシルの増殖及びディフィシル毒素の産生を抑制で
きることが確かめられた。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
本発明によれば、腸内常在菌及び悪玉菌に対して増殖促進効果を有さず、プロバイオテ
ィクス細菌のみを特異的に増殖させることができるため、腸内細菌叢を効果的に改善させ
ることができる。さらに、プロバイオティクス細菌の増殖に伴い、クロストリジウム・デ
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ィフィシルの増殖及びディフィシル毒素の産生を抑制できるため、効果的に偽膜性腸炎の
予防又は治療することができる。

【図１】

【図２】

(20)
【図３】

【図４】
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