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(57)【要約】
従来とは作用機序が異なる白内障の予防剤および治療
剤、ならびに、これらを製造するための、ＰＰＡＲ活性
化剤の使用を提供する。ＰＰＡＲ活性化剤を有効成分と
して含有している、白内障の予防剤および／または治療
剤を用いる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＰＰＡＲ活性化剤を有効成分として含有している、白内障の予防剤および／または治療
剤。
【請求項２】
上記ＰＰＡＲ活性化剤が、フィブラート、チアゾリジン、グリタゾンおよびグリタザー
ルからなる群より選択される少なくとも１種である、請求項１に記載の白内障の予防剤お
よび／または治療剤。
【請求項３】
上記フィブラートが、シプロフィブラートまたはゲムフィブロジルである、請求項２に
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記載の白内障の予防剤および／または治療剤。
【請求項４】
上記チアゾリジンが、ロシグリタゾンである、請求項２に記載の白内障の予防剤および
／または治療剤。
【請求項５】
点眼投与される、請求項１〜４のいずれか１項に記載の白内障の予防剤および／または
治療剤。
【請求項６】
点眼剤である、請求項１〜５のいずれか１項に記載の白内障の予防剤および／または治
療剤。
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【請求項７】
上記白内障は、糖尿病白内障である、請求項１〜６のいずれか１項に記載の白内障の予
防剤および／または治療剤。
【請求項８】
ＰＰＡＲ活性化剤を有効成分として含有している、白内障の予防および／または治療の
ための医薬組成物。
【請求項９】
上記ＰＰＡＲ活性化剤が、フィブラート、チアゾリジン、グリタゾンおよびグリタザー
ルからなる群より選択される少なくとも１種である、請求項８に記載の白内障の予防およ
び／または治療のための医薬組成物。
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【請求項１０】
上記フィブラートが、シプロフィブラートまたはゲムフィブロジルである、請求項９に
記載の白内障の予防および／または治療のための医薬組成物。
【請求項１１】
上記チアゾリジンが、ロシグリタゾンである、請求項９に記載の白内障の予防および／
または治療のための医薬組成物。
【請求項１２】
点眼投与される、請求項８〜１１のいずれか１項に記載の白内障の予防および／または
治療のための医薬組成物。
【請求項１３】
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点眼剤である、請求項８〜１２のいずれか１項に記載の白内障の予防および／または治
療のための医薬組成物。
【請求項１４】
上記白内障は、糖尿病白内障である、請求項８〜１３のいずれか１項に記載の白内障の
予防および／または治療のための医薬組成物。
【請求項１５】
白内障を予防および／または治療するための医薬を製造するための、ＰＰＡＲ活性化剤
の使用。
【請求項１６】
上記ＰＰＡＲ活性化剤が、フィブラート、チアゾリジン、グリタゾンおよびグリタザー
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ルからなる群より選択される少なくとも１種である、請求項１５に記載のＰＰＡＲ活性化
剤の使用。
【請求項１７】
上記フィブラートが、シプロフィブラートまたはゲムフィブロジルである、請求項１６
に記載のＰＰＡＲ活性化剤の使用。
【請求項１８】
上記チアゾリジンが、ロシグリタゾンである、請求項１６に記載のＰＰＡＲ活性化剤の
使用。
【請求項１９】
上記医薬は、点眼投与される、請求項１５〜１８のいずれか１項に記載のＰＰＡＲ活性
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化剤の使用。
【請求項２０】
上記医薬は、点眼剤である、請求項１５〜１９のいずれか１項に記載のＰＰＡＲ活性化
剤の使用。
【請求項２１】
上記白内障は、糖尿病白内障である、請求項１５〜２０のいずれか１項に記載のＰＰＡ
Ｒ活性化剤の使用。
【請求項２２】
シプロフィブラートを有効成分として含有する、点眼剤。
【請求項２３】
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ゲムフィブロジルを有効成分として含有する、点眼剤。
【請求項２４】
ロシグリタゾンを有効成分として含有する、点眼剤。
【請求項２５】
白内障の予防および／または治療のための、請求項２２〜２４のいずれか１項に記載の
点眼剤。
【請求項２６】
上記白内障は、糖尿病白内障である、請求項２５に記載の点眼剤。
【請求項２７】
上記白内障は、加齢白内障である、請求項２５に記載の点眼剤。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、白内障の予防剤および／または治療剤、白内障の予防および／または治療の
ための医薬組成物、これらを製造するためのＰＰＡＲ活性化剤の使用、ならびに点眼剤に
関する。
【背景技術】
【０００２】
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白内障は、水晶体が混濁（例えば、白濁）することによって、視力が低下する疾患であ
る。白内障の罹患者では、一般的に、水晶体の、核、皮質、または、後嚢などに混濁が生
じる。
【０００３】
白内障の種類としては、加齢白内障、および、糖尿病白内障などが挙げられる。加齢白
内障は、罹患者の数が最も多い白内障である。加齢白内障の場合、加齢に伴って罹患者の
数が増加し、６０歳代の日本人の約６６〜８５％、７０歳代の日本人の約８４〜９７％、
８０歳以上の日本人の約１００％が加齢白内障を患っているという報告がある。一方、糖
尿病白内障の場合、６０歳以下の罹患者が多く、糖尿病白内障は、若年層でも発症し得る
疾患である。
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【０００４】
白内障の治療方法としては、外科手術、および、予防剤または治療剤の投与、を挙げる
ことができる。当該予防剤および治療剤の一例としては、グルタチオン、またが、ピレノ
キシンを含む薬剤を挙げることができる（非特許文献１および２参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Matensson.J et.al. (1989) Glutathione ester prevents buthionine
sulfoximine‑induced cataracts and lens epithelial cell damage, Proc Natl Acad Sc
i U S A, vol.86, pp.8727‑8731.
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【非特許文献２】Ciuffi.M et.al. (1999) Protective Effect of Pirenoxine and U7438
9F on Induced Lipid Peroxidation in Mammalian Lenses. An in vitro, ex vivo and i
n vivo study, EXPERIMENTAL EYE RESEARCH, vol.68, pp.347‑359.
【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、上述のような従来技術は、白内障の予防効果および治療効果において改
善の余地があり、従来とは作用機序が異なる、白内障の予防剤および治療剤の開発が望ま
れている。
【０００７】
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本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、従来とは作用機序が異なる
白内障の予防剤および／または治療剤、従来とは作用機序が異なる白内障の予防および／
または治療のための医薬組成物、これらを製造するためのＰＰＡＲ活性化剤の使用、なら
びに新規な点眼剤を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明者らは、ＰＰＡＲ活性化剤（換言すれば、ＰＰＡＲアゴニスト）によって白内障
を予防および治療できることを見出し、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明の
一実施形態は、以下の構成からなるものである。
【０００９】
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＜１＞ＰＰＡＲ活性化剤を有効成分として含有している、白内障の予防剤および／また
は治療剤。
＜２＞上記ＰＰＡＲ活性化剤が、フィブラート、チアゾリジン、グリタゾンおよびグリタ
ザールからなる群より選択される少なくとも１種である、＜１＞に記載の白内障の予防剤
および／または治療剤。
＜３＞上記フィブラートが、シプロフィブラートまたはゲムフィブロジルである、＜２＞
に記載の白内障の予防剤および／または治療剤。
＜４＞上記チアゾリジンが、ロシグリタゾンである、＜２＞に記載の白内障の予防剤およ
び／または治療剤。
＜５＞点眼投与される、＜１＞〜＜４＞のいずれか１つに記載の白内障の予防剤および／
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または治療剤。
＜６＞点眼剤である、＜１＞〜＜５＞のいずれか１つに記載の白内障の予防剤および／ま
たは治療剤。
＜７＞上記白内障は、糖尿病白内障である、＜１＞〜＜６＞のいずれか１つに記載の白内
障の予防剤および／または治療剤。
＜８＞ＰＰＡＲ活性化剤を有効成分として含有している、白内障の予防および／または治
療のための医薬組成物。
＜９＞上記ＰＰＡＲ活性化剤が、フィブラート、チアゾリジン、グリタゾンおよびグリタ
ザールからなる群より選択される少なくとも１種である、＜８＞に記載の白内障の予防お
よび／または治療のための医薬組成物。
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＜１０＞上記フィブラートが、シプロフィブラートまたはゲムフィブロジルである、＜９
＞に記載の白内障の予防および／または治療のための医薬組成物。
＜１１＞上記チアゾリジンが、ロシグリタゾンである、＜９＞に記載の白内障の予防およ
び／または治療のための医薬組成物。
＜１２＞点眼投与される、＜８＞〜＜１１＞のいずれか１つに記載の白内障の予防および
／または治療のための医薬組成物。
＜１３＞点眼剤である、＜８＞〜＜１２＞のいずれか１つに記載の白内障の予防および／
または治療のための医薬組成物。
＜１４＞上記白内障は、糖尿病白内障である、＜８＞〜＜１３＞のいずれか１つに記載の
白内障の予防および／または治療のための医薬組成物。
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＜１５＞白内障を予防および／または治療するための医薬を製造するための、ＰＰＡＲ活
性化剤の使用。
＜１６＞上記ＰＰＡＲ活性化剤が、フィブラート、チアゾリジン、グリタゾンおよびグリ
タザールからなる群より選択される少なくとも１種である、＜１５＞に記載のＰＰＡＲ活
性化剤の使用。
＜１７＞上記フィブラートが、シプロフィブラートまたはゲムフィブロジルである、＜１
６＞に記載のＰＰＡＲ活性化剤の使用。
＜１８＞上記チアゾリジンが、ロシグリタゾンである、＜１６＞に記載のＰＰＡＲ活性化
剤の使用。
＜１９＞上記医薬は、点眼投与される、＜１５＞〜＜１８＞のいずれか１つに記載のＰＰ
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ＡＲ活性化剤の使用。
＜２０＞上記医薬は、点眼剤である、＜１５＞〜＜１９＞のいずれか１つに記載のＰＰＡ
Ｒ活性化剤の使用。
＜２１＞上記白内障は、糖尿病白内障である、＜１５＞〜＜２０＞のいずれか１つに記載
のＰＰＡＲ活性化剤の使用。
＜２２＞シプロフィブラートを有効成分として含有する、点眼剤。
＜２３＞上記シプロフィブラートの濃度が０．００１〜１０％（ｗ／ｖ）である、＜２２
＞に記載の点眼剤。
＜２４＞ゲムフィブロジルを有効成分として含有する、点眼剤。
＜２５＞上記ゲムフィブロジルの濃度が０．００１〜１０％（ｗ／ｖ）である、＜２４＞
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に記載の点眼剤。
＜２６＞ロシグリタゾンを有効成分として含有する、点眼剤。
＜２７＞上記ロシグリタゾンの濃度が０．００１〜１０％（ｗ／ｖ）である、＜２６＞に
記載の点眼剤。
＜２８＞白内障の予防および／または治療のための、＜２２＞〜＜２７＞のいずれか１つ
に記載の点眼剤。
＜２９＞上記白内障は、糖尿病白内障である、＜２８＞に記載の点眼剤。
＜３０＞上記白内障は、加齢白内障である、＜２８＞に記載の点眼剤。
【００１０】
本発明の一実施形態は、さらに以下の構成にも関する。
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＜３１＞被験体（例えば、患者）に、治療有効量のＰＰＡＲ活性化剤を投与することを含
む、白内障の予防および／または治療方法。
＜３２＞上記ＰＰＡＲ活性化剤が、フィブラート、チアゾリジン、グリタゾンおよびグリ
タザールからなる群より選択される少なくとも１種である、＜３１＞に記載の白内障の予
防および／または治療方法。
＜３３＞上記フィブラートが、シプロフィブラートまたはゲムフィブロジルである、＜３
２＞に記載の白内障の予防および／または治療方法。
＜３４＞上記チアゾリジンが、ロシグリタゾンである、＜３２＞に記載の白内障の予防お
よび／または治療方法。
＜３５＞上記ＰＰＡＲ活性化剤は、点眼投与される、＜３１＞〜＜３４＞のいずれか１つ
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に記載の白内障の予防および／または治療方法。
＜３６＞上記ＰＰＡＲ活性化剤は、点眼剤に含まれている、＜３１＞〜＜３５＞のいずれ
か１つに記載の白内障の予防および／または治療方法。
＜３７＞上記白内障は、糖尿病白内障である、＜３１＞〜＜３６＞のいずれか１つに記載
の白内障の予防および／または治療方法。
＜３８＞白内障の予防および／または治療における使用のための、ＰＰＡＲ活性化剤。
＜３９＞上記ＰＰＡＲ活性化剤が、フィブラート、チアゾリジン、グリタゾンおよびグリ
タザールからなる群より選択される少なくとも１種である、＜３８＞に記載のＰＰＡＲ活
性化剤。
＜４０＞上記フィブラートが、シプロフィブラートまたはゲムフィブロジルである、＜３
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９＞に記載のＰＰＡＲ活性化剤。
＜４１＞上記チアゾリジンが、ロシグリタゾンである、＜３９＞に記載のＰＰＡＲ活性化
剤。
＜４２＞点眼投与される、＜３８＞〜＜４１＞のいずれか１つに記載のＰＰＡＲ活性化剤
。
＜４３＞点眼剤に含まれている、＜３８＞〜＜４２＞のいずれか１つに記載のＰＰＡＲ活
性化剤。
＜４４＞上記白内障は、糖尿病白内障である、＜３８＞〜＜４３＞のいずれか１つに記載
のＰＰＡＲ活性化剤。
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【発明の効果】
【００１１】
本発明の一態様によれば、従来とは作用機序が異なる、従来とは作用機序が異なる白内
障の予防剤および／または治療剤、従来とは作用機序が異なる白内障の予防および／また
は治療のための医薬組成物、これらを製造するためのＰＰＡＲ活性化剤の使用、ならびに
新規な点眼剤を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係る白内障の予防剤および／または治療剤の、作用機序の
例を表すモデル図である。
【図２】（Ａ）および（Ｂ）は、本発明の実施例に係る白内障の予防剤および／または治
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療剤の白内障に対する効果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
本発明の一実施形態について説明すると以下の通りであるが、本発明はこれに限定され
ない。本発明は、以下に説明する各構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に示
した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態および実施例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および実施例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文献の全てが、本明細書中において参考
文献として援用される。本明細書中、数値範囲に関して「Ａ〜Ｂ」と記載した場合、当該
40

記載は「Ａ以上Ｂ以下」を意図する。
【００１４】
〔１．本発明の推定作用機序〕
図１を用いて、本発明の推定作用機序を説明する。なお、本項で説明するのは、あくま
でも本発明の理解を助けるための推定作用機序であり、これは本発明の範囲を限定するも
のではない。
【００１５】
本発明者らは、従来から、ガラクトース添加培地を用いたｅｘ

ｖｉｖｏの糖尿病白内

障モデルを利用して、白内障に関する試験を行ってきた。しかしながら、ガラクトースが
白内障を発症させるメカニズム、および、ガラクトースが白内障を重篤化させるメカニズ
ムに関しては、不明であった。
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【００１６】
研究の過程において、本発明者らは、図１に簡単に記載しているメカニズムによって、
ガラクトースが白内障を発症、および／または、重篤化させているのではないか、との独
自の仮説を立てるに至った。つまり、当該メカニズムでは、まず、ガラクトースによって
、アポトーシスが誘導され、当該アポトーシスによって、白内障が発症、および／または
、重篤化する。
【００１７】
さらに、本発明者らは、ＰＰＡＲ（peroxisome proliferator‑activated receptor）が
、白内障を発症、および／または、重篤化させる局面におけるアポトーシスに対して大き
な役割を担っているとの独自の仮説を立て、後述する実施例に示すように、ＰＰＡＲ活性
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化剤によって白内障を予防および治療できることを実証し、本発明を完成するに至った。
【００１８】
〔２．用語の定義〕
［２−１．白内障］
本明細書において「白内障」とは、水晶体に混濁（例えば、白濁）を生じる疾患を意図
する。白内障によって水晶体に生じる混濁には、例えば、皮質混濁；核混濁；後嚢下混濁
；皮質スポーク状混濁；前嚢下混濁；線維ひだ、水隙、または、核周囲の徹照下点状混濁
；水疱；点状混濁；冠上混濁などの類型がある。また、本明細書における「白内障」には
、加齢白内障（老人性白内障）、先天白内障、および、併発白内障（例えば、糖尿病白内
障、外傷性白内障、アトピー白内障、放射線白内障、および、ステロイド白内障）などが

20

包含される。
【００１９】
本明細書において「糖尿病白内障」とは、血液中または血漿中のグルコース濃度が持続
的に上昇している状態によって特徴づけられる疾患（例えば、高血糖症、または、糖尿病
（例えば、一型糖尿病、または、二型糖尿病））の罹患者に発症している、水晶体の混濁
を意図する。糖尿病白内障では、水晶体の皮質または後嚢下に混濁が生じることが多いこ
とが大規模疫学調査で知られているが、混濁の生じる箇所はこれらに限定されない。
【００２０】
［２−２．予防剤］
本明細書において「予防剤」とは、予防効果をもたらす薬剤を意図する。当該予防効果
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とは、以下に例示される効果を意図するが、これらに限定されるものではない。
【００２１】
（１）予防剤を投与しなかった場合と比較して、予防剤を投与した場合には、疾患に係
る１つ以上の症状の発症を防止する、または、発症のリスクを低減する。
【００２２】
（２）予防剤を投与しなかった場合と比較して、予防剤を投与した場合には、疾患に係
る１つ以上の症状の再発を防止する、または、再発のリスクを低減する。
【００２３】
（３）予防剤を投与しなかった場合と比較して、予防剤を投与した場合には、疾患に係
る１つ以上の症状の兆候が生じることを防止する、または、兆候が生じるリスクを低減す
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る。
【００２４】
なお、疾患に係る１つ以上の症状は、全身的なものであってもよいし、局所的なもので
あってもよい。
【００２５】
［２−３．治療剤］
本明細書において「治療剤」とは、治療効果をもたらす薬剤を意図する。当該治療効果
とは、以下に例示される効果を意図するが、これらに限定されるものではない。
【００２６】
（１）治療剤を投与しなかった場合と比較して、治療剤を投与した場合には、疾患に係
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る１つ以上の症状の重症度を低減する。
【００２７】
（２）治療剤を投与しなかった場合と比較して、治療剤を投与した場合には、疾患に係
る１つ以上の症状の重症度の増加、または、重症度の進行を防止する。
【００２８】
（３）治療剤を投与しなかった場合と比較して、治療剤を投与した場合には、疾患に係
る１つ以上の症状の重症度の増加速度、または、重症度の進行速度を低減する。
【００２９】
なお、疾患に係る１つ以上の症状は、全身的なものであってもよいし、局所的なもので
あってもよい。

10

【００３０】
ここで、「予防剤および／または治療剤」とは、上述した予防剤および治療剤のうち少
なくとも一方に該当する効果をもたらす薬剤のことを意図し、「予防剤および／または治
療剤」は、「処置剤」と言い換えることができる。同様に、「予防および／または治療の
ための医薬組成物」は、「処置のための医薬組成物」、「予防および／または治療するた
めの医薬」は「処置するための医薬」、「予防および／または治療方法」は「処置方法」
、「予防および／または治療における使用」は「処置における使用」と言い換えることが
できる。
【００３１】
〔３．ＰＰＡＲ活性化剤〕

20

ＰＰＡＲ活性化剤（換言すれば、ＰＰＡＲアゴニスト）は、ＰＰＡＲ（peroxisome pro
liferator‑activated receptor）を活性化させて、ＰＰＡＲのシグナル伝達経路を正に調
節する物質である。換言すれば、ＰＰＡＲ活性化剤とは、ＰＰＡＲと結合することによっ
てアゴニスト作用を発揮する化合物であり、「ＰＰＡＲ作動薬」ともいう。ＰＰＡＲには
複数のサブタイプ（具体的に、ＰＰＡＲ−α、ＰＰＡＲ−β、ＰＰＡＲ−γ、および、Ｐ
ＰＡＲ−δ）が存在し、本実施形態のＰＰＡＲ活性化剤が活性化させるＰＰＡＲは、いず
れのサブタイプのＰＰＡＲであってもよい。
【００３２】
本実施の形態のＰＰＡＲ活性化剤は、ＰＰＡＲ−α活性化剤、ＰＰＡＲ−β活性化剤、
ＰＰＡＲ−γ活性化剤、ＰＰＡＲ−δ活性化剤であってもよい。あるいは、本実施の形態
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のＰＰＡＲ活性化剤は、ＰＰＡＲデュアルアゴニスト（ＰＰＡＲの複数のサブタイプを同
時に活性化するデュアルタイプのＰＰＡＲ活性化剤）またはｐａｎ−ＰＰＡＲ活性化剤（
特異性が低く、ＰＰＡＲのサブタイプを一様に同時に活性化するＰＰＡＲ活性化剤）であ
ってもよい。また当該アゴニスト作用は、完全アゴニスト（フルアゴニスト）作用または
部分アゴニスト（パーシャルアゴニスト）作用であってもよい。
【００３３】
本実施の形態のＰＰＡＲ活性化剤は、フィブラート（fibrate）、チアゾリジン（Thiaz
olidinedione）、グリタゾン（Glitazone）、グリタザール（glitazar）、プロピオン酸
、テルペン（例えば、モノテルペン、セスキテルペン、ジテルペン、トリテルペン、ステ
ロイド、または、カロテノイド）、ポリケチド（例えば、アントラキノン、または、プレ
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ニル化ポリケチド）、フェニルプロパノイド（例えば、クマリン、リグナン、または、タ
ンニン）、ポリフェノール（例えば、カルコン、スチルベン、フラボノイド、イソフラボ
ノイド、または、ビフラボノイド）、または、アルカロイドであってもよい。より好まし
くは、本実施のＰＰＡＲ活性化剤は、フィブラート、チアゾリジン、グリタゾンおよびグ
リタザールからなる群より選択される１種類以上である。さらに好ましくは、本実施のＰ
ＰＡＲ活性化剤は、フィブラートおよびチアゾリジンからなる群より選択される１種類以
上である。
【００３４】
以下に、本実施の形態のＰＰＡＲ活性化剤となり得る物質の例を列挙するが、本発明は
、これらの物質に限定されない。なお、以下では、各物質について、「（ａ）物質名」、

50

(9)

JP WO2019/131897 A1 2019.7.4

「（ｂ）ＩＵＰＡＣ名」、「（ｃ）標的となるＰＰＡＲのサブタイプ」、「（ｄ）物質が
分類される物質群名１」、および、「（ｅ）物質が分類される物質群名２」について記載
する。なお、以下では、該当するデータが無い、または分類が困難な場合には、「−」と
記載する。
【００３５】
［１］（ａ）Bezafibrate；（ｂ）2‑[4‑[2‑[(4‑chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]‑
2‑methylpropanoic acid；（ｃ）α，δ，γ；（ｄ）−；（ｅ）fibrate。
【００３６】
［２］（ａ）Fenofibrate；（ｂ）propan‑2‑yl 2‑[4‑(4‑chlorobenzoyl)phenoxy]‑2‑me
thylpropanoate；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）fibrate。
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【００３７】
［３］（ａ）Ciprofibrate；（ｂ）2‑[4‑(2,2‑dichlorocyclopropyl)phenoxy]‑2‑methy
lpropanoic acid；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）fibrate。
【００３８】
［４］（ａ）Clofibrate；（ｂ）ethyl 2‑(4‑chlorophenoxy)‑2‑methylpropanoate；（
ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）fibrate。
【００３９】
［５］（ａ）GW7647；（ｂ）2‑[4‑[2‑[4‑cyclohexylbutyl(cyclohexylcarbamoyl)amino
]ethyl]phenyl]sulfanyl‑2‑methylpropanoic acid；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００４０】

20

［６］（ａ）Leukotriene B4；（ｂ）(5S,6Z,8E,10E,12R,14Z)‑5,12‑dihydroxyicosa‑6
,8,10,14‑tetraenoic acid；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００４１】
［７］（ａ）Oleylethanolamide；（ｂ）(Z)‑N‑(2‑hydroxyethyl)octadec‑9‑enamide；
（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００４２】
［８］（ａ）Tetradecylthioacetic Acid；（ｂ）2‑tetradecylsulfanylacetic acid；
（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００４３】
［９］（ａ）WY‑14643；（ｂ）2‑[4‑chloro‑6‑(2,3‑dimethylanilino)pyrimidin‑2‑yl]
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sulfanylacetic acid；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００４４】
［１０］（ａ）GW0742；（ｂ）2‑[4‑[[2‑[3‑fluoro‑4‑(trifluoromethyl)phenyl]‑4‑me
thyl‑1,3‑thiazol‑5‑yl]methylsulfanyl]‑2‑methylphenoxy]acetic acid；（ｃ）δ；（
ｄ）−；（ｅ）−。
【００４５】
［１１］（ａ）L‑165041；（ｂ）2‑[4‑[3‑(4‑acetyl‑3‑hydroxy‑2‑propylphenoxy)prop
oxy]phenoxy]acetic acid；（ｃ）β，δ，γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００４６】
［１２］（ａ）Ciglitazone；（ｂ）5‑[[4‑[(1‑methylcyclohexyl)methoxy]phenyl]met
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hyl]‑1,3‑thiazolidine‑2,4‑dione；（ｃ）γ；（ｄ）Glitazone；（ｅ）Thiazolidinedi
one。
【００４７】
［１３］（ａ）GW1929；（ｂ）(2S)‑2‑(2‑benzoylanilino)‑3‑[4‑[2‑[methyl(pyridin‑
2‑yl)amino]ethoxy]phenyl]propanoic acid；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００４８】
［１４］（ａ）nTZDpa；（ｂ）5‑chloro‑1‑[(4‑chlorophenyl)methyl]‑3‑phenylsulfan
ylindole‑2‑carboxylic acid；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００４９】
［１５］（ａ）Pioglitazone Hydrochloride；（ｂ）5‑[[4‑[2‑(5‑ethylpyridin‑2‑yl)
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ethoxy]phenyl]methyl]‑1,3‑thiazolidine‑2,4‑dione;hydrochloride；（ｃ）γ；（ｄ）
Glitazone；（ｅ）Thiazolidinedione。
【００５０】
［１６］（ａ）Rosiglitazone；（ｂ）5‑[[4‑[2‑[methyl(pyridin‑2‑yl)amino]ethoxy]
phenyl]methyl]‑1,3‑thiazolidine‑2,4‑dione；（ｃ）γ；（ｄ）Glitazone；（ｅ）Thia
zolidinedione。
【００５１】
［１７］（ａ）TIPP‑703；（ｂ）(2S)‑2‑[[3‑[[[4‑(1‑adamantyl)benzoyl]amino]methy
l]‑4‑propoxyphenyl]methyl]butanoic acid；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００５２】
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［１８］（ａ）Troglitazone；（ｂ）5‑[[4‑[(6‑hydroxy‑2,5,7,8‑tetramethyl‑3,4‑di
hydrochromen‑2‑yl)methoxy]phenyl]methyl]‑1,3‑thiazolidine‑2,4‑dione；（ｃ）γ；
（ｄ）Glitazone；（ｅ）Thiazolidinedione。
【００５３】
［１９］（ａ）Pioglitazone；（ｂ）5‑[[4‑[2‑(5‑ethylpyridin‑2‑yl)ethoxy]phenyl]
methyl]‑1,3‑thiazolidine‑2,4‑dione；（ｃ）γ；（ｄ）Glitazone；（ｅ）Thiazolidin
edione。
【００５４】
［２０］（ａ）Telmisartan；（ｂ）2‑[4‑[[4‑methyl‑6‑(1‑methylbenzimidazol‑2‑yl)
‑2‑propylbenzimidazol‑1‑yl]methyl]phenyl]benzoic acid；（ｃ）δ，γ；（ｄ）−；
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（ｅ）−。
【００５５】
［２１］（ａ）Gemfibrozil；（ｂ）5‑(2,5‑dimethylphenoxy)‑2,2‑dimethylpentanoic
acid；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）fibrate。
【００５６】
［２２］（ａ）Palmitoylethanolamide；（ｂ）N‑(2‑hydroxyethyl)hexadecanamide；
（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００５７】
［２３］（ａ）Farglitazar；（ｂ）(2S)‑2‑(2‑benzoylanilino)‑3‑[4‑[2‑(5‑methyl‑2
‑phenyl‑1,3‑oxazol‑4‑yl)ethoxy]phenyl]propanoic acid；（ｃ）α，γ；（ｄ）glitaz
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ar；（ｅ）−。
【００５８】
［２４］（ａ）Tesaglitazar；（ｂ）(2S)‑2‑ethoxy‑3‑[4‑[2‑(4‑methylsulfonyloxyph
enyl)ethoxy]phenyl]propanoic acid；（ｃ）α，γ；（ｄ）glitazar；（ｅ）Non‑thiaz
olidinedione type PPAR agonist。
【００５９】
［２５］（ａ）Muraglitazar (BMS‑298585)；（ｂ）2‑[(4‑methoxyphenoxy)carbonyl‑[
[4‑[2‑(5‑methyl‑2‑phenyl‑1,3‑oxazol‑4‑yl)ethoxy]phenyl]methyl]amino]acetic acid
；（ｃ）α，γ；（ｄ）glitazar；（ｅ）Non‑thiazolidinedione type PPAR agonist。
【００６０】
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［２６］（ａ）INT‑131；（ｂ）2,4‑dichloro‑N‑(3,5‑dichloro‑4‑quinolin‑3‑yloxyph
enyl)benzenesulfonamide；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００６１】
［２７］（ａ）MK‑0533；（ｂ）(2R)‑2‑[3‑[3‑(4‑methoxybenzoyl)‑2‑methyl‑6‑(trifl
uoromethoxy)indol‑1‑yl]phenoxy]butanoic acid；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００６２】
［２８］（ａ）Aleglitazar；（ｂ）(2S)‑2‑methoxy‑3‑[4‑[2‑(5‑methyl‑2‑phenyl‑1,3
‑oxazol‑4‑yl)ethoxy]‑1‑benzothiophen‑7‑yl]propanoic acid；（ｃ）α，γ；（ｄ）gl
itazar；（ｅ）−。
【００６３】
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［２９］（ａ）Elafibranor (GFT505)；（ｂ）2‑[2,6‑dimethyl‑4‑[(E)‑3‑(4‑methylsu
lfanylphenyl)‑3‑oxoprop‑1‑enyl]phenoxy]‑2‑methylpropanoic acid；（ｃ）α，δ；（
ｄ）−；（ｅ）−。
【００６４】
［３０］（ａ）Saroglitazar；（ｂ）(2S)‑2‑ethoxy‑3‑[4‑[2‑[2‑methyl‑5‑(4‑methyls
ulfanylphenyl)pyrrol‑1‑yl]ethoxy]phenyl]propanoic acid；（ｃ）α，γ；（ｄ）glit
azar；（ｅ）−。
【００６５】
［３１］（ａ）Chiglitazar；（ｂ）(2S)‑3‑[4‑(2‑carbazol‑9‑ylethoxy)phenyl]‑2‑[2
‑(4‑fluorobenzoyl)anilino]propanoic acid；（ｃ）α，γ；（ｄ）glitazar；（ｅ）−
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。
【００６６】
［３２］（ａ）GW 9578；（ｂ）2‑[4‑[2‑[(2,4‑difluorophenyl)carbamoyl‑heptylamin
o]ethyl]phenyl]sulfanyl‑2‑methylpropanoic acid；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００６７】
［３３］（ａ）LY 518674；（ｂ）2‑methyl‑2‑[4‑[3‑[2‑[(4‑methylphenyl)methyl]‑3‑
oxo‑1H‑1,2,4‑triazol‑5‑yl]propyl]phenoxy]propanoic acid；（ｃ）α；（ｄ）−；（
ｅ）−。
【００６８】
［３４］（ａ）GW 501516；（ｂ）2‑[2‑methyl‑4‑[[4‑methyl‑2‑[4‑(trifluoromethyl)
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phenyl]‑1,3‑thiazol‑5‑yl]methylsulfanyl]phenoxy]acetic acid；（ｃ）β，γ；（ｄ
）−；（ｅ）−。
【００６９】
［３５］（ａ）Retinoic acid；（ｂ）(2E,4E,6E,8E)‑3,7‑dimethyl‑9‑(2,6,6‑trimeth
ylcyclohexen‑1‑yl)nona‑2,4,6,8‑tetraenoic acid；（ｃ）β，γ；（ｄ）−；（ｅ）−
。
【００７０】
［３６］（ａ）Indomethacin；（ｂ）2‑[1‑(4‑chlorobenzoyl)‑5‑methoxy‑2‑methylind
ol‑3‑yl]acetic acid；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００７１】
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［３７］（ａ）Fenoprofen；（ｂ）2‑(3‑phenoxyphenyl)propanoic acid；（ｃ）γ；
（ｄ）プロピオン酸；（ｅ）−。
【００７２】
［３８］（ａ）Ibuprofen；（ｂ）2‑[4‑(2‑methylpropyl)phenyl]propanoic acid；（
ｃ）γ；（ｄ）プロピオン酸；（ｅ）−。
【００７３】
［３９］（ａ）KRP‑297；（ｂ）5‑[(2,4‑dioxo‑1,3‑thiazolidin‑5‑yl)methyl]‑2‑meth
oxy‑N‑[[4‑(trifluoromethyl)phenyl]methyl]benzamide；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−
。
【００７４】
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［４０］（ａ）Ragaglitazar；（ｂ）(2S)‑2‑ethoxy‑3‑[4‑(2‑phenoxazin‑10‑ylethoxy
)phenyl]propanoic acid；（ｃ）α，γ；（ｄ）glitazar；（ｅ）−。
【００７５】
［４１］（ａ）LY 929 (LY‑510929)；（ｂ）(2S)‑2‑methyl‑3‑[4‑[2‑(5‑methyl‑2‑thio
phen‑2‑yl‑1,3‑oxazol‑4‑yl)ethoxy]phenyl]‑2‑phenoxypropanoic acid；（ｃ）α，γ；
（ｄ）−；（ｅ）−。
【００７６】
［４２］（ａ）LSN862；（ｂ）(S)‑2‑methoxy‑3‑{4‑[5‑(4‑phenoxy)pent‑1‑ynyl]pheny
l}propionic acid；（ｃ）α，γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００７７】
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［４３］（ａ）Sodelglitazar (GW677954)；（ｂ）2‑[4‑[[2‑[2‑fluoro‑4‑(trifluorom
ethyl)phenyl]‑4‑methyl‑1,3‑thiazol‑5‑yl]methylsulfanyl]‑2‑methylphenoxy]‑2‑methy
lpropanoic acid；（ｃ）α，γ，δ；（ｄ）glitazar；（ｅ）−。
【００７８】
［４４］（ａ）Indeglitazar (PLX204)；（ｂ）3‑[5‑methoxy‑1‑(4‑methoxyphenyl)sul
fonylindol‑3‑yl]propanoic acid；（ｃ）α，γ，δ；（ｄ）glitazar；（ｅ）−。
【００７９】
［４５］（ａ）DRL 11605；（ｂ）−；（ｃ）α，γ，δ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００８０】
［４６］（ａ）Linoleic acid；（ｂ）(9Z,12Z)‑octadeca‑9,12‑dienoic acid；（ｃ）
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α；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００８１】
［４７］（ａ）Arachidonic acid；（ｂ）(5Z,8Z,11Z,14Z)‑icosa‑5,8,11,14‑tetraeno
ic acid；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００８２】
［４８］（ａ）8‑S‑hydroxytetraenoic acid (8‑S‑HETE)；（ｂ）(5Z,8S,9E,11Z,14Z)‑
8‑hydroxyicosa‑5,9,11,14‑tetraenoic acid；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００８３】
［４９］（ａ）Carbaprostacyclin；（ｂ）(5E)‑5‑[(3aS,4R,5R,6aS)‑5‑hydroxy‑4‑[(E
,3S)‑3‑hydroxyoct‑1‑enyl]‑3,3a,4,5,6,6a‑hexahydro‑1H‑pentalen‑2‑ylidene]pentanoi
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c acid；（ｃ）β，γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００８４】
［５０］（ａ）Prostaglandin J2；（ｂ）(Z)‑7‑[(1S,5R)‑5‑[(E,3S)‑3‑hydroxyoct‑1‑
enyl]‑4‑oxocyclopent‑2‑en‑1‑yl]hept‑5‑enoic acid；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００８５】
［５１］（ａ）15‑Deoxy‑Δ12,14‑prostaglandin J2；（ｂ）1,3‑dihydroxypropan‑2‑y
l (Z)‑7‑[(1S,5E)‑5‑[(Z)‑oct‑2‑enylidene]‑4‑oxocyclopent‑2‑en‑1‑yl]hept‑5‑enoate
；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００８６】
［５２］（ａ）15‑Hydroxytetraenoic acid (15‑HETE)；（ｂ）(5E,8E,11E,13E)‑15‑hy
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droxyicosa‑5,8,11,13‑tetraenoic acid；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００８７】
［５３］（ａ）Prostacyclin；（ｂ）(5Z)‑5‑[(3aR,4R,5R,6aS)‑5‑hydroxy‑4‑[(E,3S)‑
3‑hydroxyoct‑1‑enyl]‑3,3a,4,5,6,6a‑hexahydrocyclopenta[b]furan‑2‑ylidene]pentano
ic acid；（ｃ）β，γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００８８】
［５４］（ａ）Pemafibrate (K‑877)；（ｂ）(2R)‑2‑[3‑[[1,3‑benzoxazol‑2‑yl‑[3‑(4
‑methoxyphenoxy)propyl]amino]methyl]phenoxy]butanoic acid；（ｃ）α；（ｄ）−；
（ｅ）fibrate。
【００８９】
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［５５］（ａ）thiazolidinedione；（ｂ）1,3‑thiazolidine‑2,4‑dione；（ｃ）γ；
（ｄ）−；（ｅ）−。
【００９０】
［５６］（ａ）Honokiol；（ｂ）2‑(4‑hydroxy‑3‑prop‑2‑enylphenyl)‑4‑prop‑2‑enylp
henol；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００９１】
［５７］（ａ）amorfrutin；（ｂ）3‑[(2E)‑3,7‑dimethylocta‑2,6‑dienyl]‑2‑hydroxy
‑4‑methoxy‑6‑(2‑phenylethyl)benzoic acid；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００９２】
［５８］（ａ）amorphastilbol；（ｂ）2‑[(2E)‑3,7‑dimethylocta‑2,6‑dienyl]‑5‑[(E
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)‑2‑phenylethenyl]benzene‑1,3‑diol；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【００９３】
［５９］（ａ）linalool；（ｂ）3,7‑dimethylocta‑1,6‑dien‑3‑ol；（ｃ）α；（ｄ）
Monoterpenes；（ｅ）Terpenes。
【００９４】
［６０］（ａ）carvacrol；（ｂ）2‑methyl‑5‑propan‑2‑ylphenol；（ｃ）α；（ｄ）M
onoterpenes；（ｅ）Terpenes。
【００９５】
［６１］（ａ）thymol；（ｂ）5‑methyl‑2‑propan‑2‑ylphenol；（ｃ）α；（ｄ）Mono
terpenes；（ｅ）Terpenes。
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【００９６】
［６２］（ａ）excelside B；（ｂ）methyl (4S,5E)‑5‑ethylidene‑4‑[2‑[2‑(4‑hydrox
yphenyl)ethoxy]‑2‑oxoethyl]‑6‑[(2S,3R,4S,5S,6R)‑3,4,5‑trihydroxy‑6‑[[(2R,3R,4S,5
S,6R)‑3,4,5‑trihydroxy‑6‑(hydroxymethyl)oxan‑2‑yl]oxymethyl]oxan‑2‑yl]oxy‑4H‑pyr
an‑3‑carboxylate；（ｃ）α；（ｄ）Monoterpenes；（ｅ）Terpenes。
【００９７】
［６３］（ａ）trans‑Caryophyllene；（ｂ）(4E)‑4,11,11‑trimethyl‑8‑methylideneb
icyclo[7.2.0]undec‑4‑ene；（ｃ）α；（ｄ）Sesquiterpenes；（ｅ）Terpenes。
【００９８】
［６４］（ａ）farnesol；（ｂ）(2E,6E)‑3,7,11‑trimethyldodeca‑2,6,10‑trien‑1‑ol
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；（ｃ）α；（ｄ）Sesquiterpenes；（ｅ）Terpenes。
【００９９】
［６５］（ａ）dehydroabietic acid；（ｂ）(1R,4aS,10aR)‑1,4a‑dimethyl‑7‑propan‑
2‑yl‑2,3,4,9,10,10a‑hexahydrophenanthrene‑1‑carboxylic acid；（ｃ）α；（ｄ）Dit
erpenes；（ｅ）Terpenes。
【０１００】
［６６］（ａ）(E)‑phytol；（ｂ）(E,7R,11R)‑3,7,11,15‑tetramethylhexadec‑2‑en‑1
‑ol；（ｃ）α；（ｄ）Diterpenes；（ｅ）Terpenes。
【０１０１】
［６７］（ａ）phytanic acid；（ｂ）3,7,11,15‑tetramethylhexadecanoic acid；（
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ｃ）α；（ｄ）Diterpenes；（ｅ）Terpenes。
【０１０２】
［６８］（ａ）geranylgeraniol；（ｂ）(2E,6E,10E)‑3,7,11,15‑tetramethylhexadeca
‑2,6,10,14‑tetraen‑1‑ol；（ｃ）α，γ；（ｄ）Diterpenes；（ｅ）Terpenes。
【０１０３】
［６９］（ａ）Pseudolaric acid B；（ｂ）(2E,4E)‑5‑[(1R,7S,8R,9R)‑4,7‑Bis(metho
xycarbonyl)‑9‑methyl‑11‑oxo‑10‑oxatricyclo[6.3.2.01.7]tridec‑3‑en‑9‑yl]‑2‑methyl
‑2,4‑pentadienoic acid；（ｃ）α，β，γ；（ｄ）Diterpenes；（ｅ）Terpenes。
【０１０４】
［７０］（ａ）Oleanic acid；（ｂ）(4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)‑10‑hydro
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xy‑2,2,6a,6b,9,9,12a‑heptamethyl‑1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b‑tetradecahy
dropicene‑4a‑carboxylic acid；（ｃ）α；（ｄ）Triterpenes；（ｅ）Terpenes。
【０１０５】
［７１］（ａ）ginsenoside Rf；（ｂ）(2S,3R,4S,5S,6R)‑2‑[(2R,3R,4S,5S,6R)‑2‑[[(
3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)‑3,12‑dihydroxy‑17‑[(2S)‑2‑hydroxy‑6‑methylhe
pt‑5‑en‑2‑yl]‑4,4,8,10,14‑pentamethyl‑2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17‑dodecahydro‑
1H‑cyclopenta[a]phenanthren‑6‑yl]oxy]‑4,5‑dihydroxy‑6‑(hydroxymethyl)oxan‑3‑yl]o
xy‑6‑(hydroxymethyl)oxane‑3,4,5‑triol；（ｃ）α；（ｄ）steroids；（ｅ）Terpenes
。
【０１０６】
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［７２］（ａ）Fucoxanthin；（ｂ）[(1S,3R)‑3‑hydroxy‑4‑[(3E,5E,7E,9E,11E,13E,15
E)‑18‑[(1R,3S,6S)‑3‑hydroxy‑1,5,5‑trimethyl‑7‑oxabicyclo[4.1.0]heptan‑6‑yl]‑3,7,
12,16‑tetramethyl‑17‑oxooctadeca‑1,3,5,7,9,11,13,15‑octaenylidene]‑3,5,5‑trimeth
ylcyclohexyl] acetate；（ｃ）α；（ｄ）Carotenoids；（ｅ）Terpenes。
【０１０７】
［７３］（ａ）Sargaquinoic acid；（ｂ）(2E,6E,10E)‑6,10‑dimethyl‑12‑(5‑methyl‑
3,6‑dioxocyclohexa‑1,4‑dien‑1‑yl)‑2‑(4‑methylpent‑3‑enyl)dodeca‑2,6,10‑trienoic
acid；（ｃ）α；（ｄ）Carotenoids；（ｅ）Terpenes。
【０１０８】
［７４］（ａ）sargahydroquinoic acid；（ｂ）(2Z,6E,10E)‑12‑(2,5‑dihydroxy‑3‑me
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thylphenyl)‑6,10‑dimethyl‑2‑(4‑methylpent‑3‑enyl)dodeca‑2,6,10‑trienoic acid；（
ｃ）α；（ｄ）Carotenoids；（ｅ）Terpenes。
【０１０９】
［７５］（ａ）Bixin；（ｂ）(2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)‑20‑methoxy‑4,8,13
,17‑tetramethyl‑20‑oxoicosa‑2,4,6,8,10,12,14,16,18‑nonaenoic acid；（ｃ）α；（
ｄ）Carotenoids；（ｅ）Terpenes。
【０１１０】
［７６］（ａ）monotriajaponide A；（ｂ）(2E,4E,9E)‑4,6,8‑triethyldodeca‑2,4,9‑
trienoic acid；（ｃ）α，γ；（ｄ）Polyketides；（ｅ）Polyketides。
【０１１１】
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［７７］（ａ）mangiferin；（ｂ）1,3,6,7‑tetrahydroxy‑2‑[(2S,3R,4R,5S,6R)‑3,4,5
‑trihydroxy‑6‑(hydroxymethyl)oxan‑2‑yl]xanthen‑9‑one；（ｃ）α，γ；（ｄ）Anthra
quinones；（ｅ）Polyketides。
【０１１２】
［７８］（ａ）norathyriol；（ｂ）1,3,6,7‑tetrahydroxyxanthen‑9‑one；（ｃ）α；
（ｄ）Anthraquinones；（ｅ）Polyketides。
【０１１３】
［７９］（ａ）Isohumulone；（ｂ）3,4‑dihydroxy‑2‑(3‑methylbutanoyl)‑5‑(3‑methy
lbut‑2‑enyl)‑4‑(4‑methylpent‑3‑enoyl)cyclopent‑2‑en‑1‑one；（ｃ）α，γ；（ｄ）P
renylatedpolyketides；（ｅ）Polyketides。
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【０１１４】
［８０］（ａ）isocohumulone；（ｂ）(4R,5S)‑3,4‑dihydroxy‑5‑(3‑methylbut‑2‑enyl
)‑4‑(4‑methylpent‑3‑enoyl)‑2‑(2‑methylpropanoyl)cyclopent‑2‑en‑1‑one；（ｃ）α，
γ；（ｄ）Prenylatedpolyketides；（ｅ）Polyketides。
【０１１５】
［８１］（ａ）Rosmarinic acid；（ｂ）(2R)‑3‑(3,4‑dihydroxyphenyl)‑2‑[(E)‑3‑(3,
4‑dihydroxyphenyl)prop‑2‑enoyl]oxypropanoic acid；（ｃ）α；（ｄ）Phenylpropanoi
ds；（ｅ）Phenylpropanoids。
【０１１６】
［８２］（ａ）Acteoside；（ｂ）[(2R,3R,4R,5R,6R)‑6‑[2‑(3,4‑dihydroxyphenyl)eth
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oxy]‑5‑hydroxy‑2‑(hydroxymethyl)‑4‑[(2S,3R,4R,5R,6S)‑3,4,5‑trihydroxy‑6‑methylox
an‑2‑yl]oxyoxan‑3‑yl] (E)‑3‑(3,4‑dihydroxyphenyl)prop‑2‑enoate；（ｃ）α；（ｄ）
Phenylpropanoids；（ｅ）Phenylpropanoids。
【０１１７】
［８３］（ａ）umbelliferone；（ｂ）7‑hydroxychromen‑2‑one；（ｃ）α；（ｄ）Cou
marins；（ｅ）Phenylpropanoids。
【０１１８】
［８４］（ａ）osthole；（ｂ）7‑methoxy‑8‑(3‑methylbut‑2‑enyl)chromen‑2‑one；（
ｃ）α，γ；（ｄ）Coumarins；（ｅ）Phenylpropanoids。
【０１１９】
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［８５］（ａ）auraptene；（ｂ）7‑[(2E)‑3,7‑dimethylocta‑2,6‑dienoxy]chromen‑2‑
one；（ｃ）α，γ；（ｄ）Coumarins；（ｅ）Phenylpropanoids。
【０１２０】
［８６］（ａ）Sesamin；（ｂ）5‑[(3S,3aR,6S,6aR)‑3‑(1,3‑benzodioxol‑5‑yl)‑1,3,3
a,4,6,6a‑hexahydrofuro[3,4‑c]furan‑6‑yl]‑1,3‑benzodioxole；（ｃ）α；（ｄ）Ligna
ns；（ｅ）Phenylpropanoids。
【０１２１】
［８７］（ａ）sesamol；（ｂ）1,3‑benzodioxol‑5‑ol；（ｃ）α；（ｄ）Lignans；（
ｅ）Phenylpropanoids。
【０１２２】
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［８８］（ａ）corilagin；（ｂ）[3,5‑dihydroxy‑2‑(3,4,5‑trihydroxybenzoyl)oxy‑6
‑[(3,4,5‑trihydroxybenzoyl)oxymethyl]oxan‑4‑yl] 3,4,5‑trihydroxybenzoat；（ｃ）
α，γ；（ｄ）Tannins；（ｅ）Phenylpropanoids。
【０１２３】
［８９］（ａ）1,2,3,4,6‑penta‑O‑galloyl‑β‑d‑glucose；（ｂ）[(2R,3R,4S,5R,6S)‑
3,4,5,6‑tetrakis[(3,4,5‑trihydroxybenzoyl)oxy]oxan‑2‑yl]methyl 3,4,5‑trihydroxyb
enzoate；（ｃ）α，γ；（ｄ）Tannins；（ｅ）Phenylpropanoids。
【０１２４】
［９０］（ａ）panduratin A；（ｂ）(2,6‑dihydroxy‑4‑methoxyphenyl)‑[(1R,2S,6R)‑
3‑methyl‑2‑(3‑methylbut‑2‑enyl)‑6‑phenylcyclohex‑3‑en‑1‑yl]methanone；（ｃ）α，
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δ；（ｄ）chalcone；（ｅ）Polyphenols。
【０１２５】
［９１］（ａ）Resveratrol；（ｂ）5‑[(E)‑2‑(4‑hydroxyphenyl)ethenyl]benzene‑1,3
‑diol；（ｃ）α，γ；（ｄ）stilbene；（ｅ）Polyphenols。
【０１２６】
［９２］（ａ）pterostilbene；（ｂ）4‑[(E)‑2‑(3,5‑dimethoxyphenyl)ethenyl]pheno
l；（ｃ）α；（ｄ）stilbene；（ｅ）Polyphenols。
【０１２７】
［９３］（ａ）Vaticanol C；（ｂ）(1R,2R,3R,4R,10S,11R)‑4‑(3,5‑Dihydroxyphenyl)
‑3,11‑bis(4‑hydroxyphenyl)hexacyclo[8.7.6.12,5.09,24.012,17.018,23]tetracosa‑5(2
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4),6,8,12,14,16,18,20,22‑nonaene‑6,8,14,19,21‑pentol；（ｃ）α，β，δ；（ｄ）st
ilbene；（ｅ）Polyphenols。
【０１２８】
［９４］（ａ）hesperetin；（ｂ）(2S)‑5,7‑dihydroxy‑2‑(3‑hydroxy‑4‑methoxypheny
l)‑2,3‑dihydrochromen‑4‑one；（ｃ）γ；（ｄ）Flavonoids；（ｅ）Polyphenols。
【０１２９】
［９５］（ａ）naringenin；（ｂ）5,7‑dihydroxy‑2‑(4‑hydroxyphenyl)‑2,3‑dihydroc
hromen‑4‑one；（ｃ）α，γ；（ｄ）Flavonoids；（ｅ）Polyphenols。
【０１３０】
［９６］（ａ）Hispidulin；（ｂ）5,7‑dihydroxy‑2‑(4‑hydroxyphenyl)‑6‑methoxychr
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omen‑4‑one；（ｃ）α；（ｄ）Flavonoids；（ｅ）Polyphenols。
【０１３１】
［９７］（ａ）5,7‑dimethoxyflavone；（ｂ）5,7‑dimethoxy‑2‑phenylchromen‑4‑one
；（ｃ）α，γ；（ｄ）Flavonoids；（ｅ）Polyphenols。
【０１３２】
［９８］（ａ）Icariin；（ｂ）5‑hydroxy‑2‑(4‑methoxyphenyl)‑8‑(3‑methylbut‑2‑en
yl)‑7‑[(2S,3R,4S,5S,6R)‑3,4,5‑trihydroxy‑6‑(hydroxymethyl)oxan‑2‑yl]oxy‑3‑[(2S,3
R,4R,5R,6S)‑3,4,5‑trihydroxy‑6‑methyloxan‑2‑yl]oxychromen‑4‑one；（ｃ）α，γ；
（ｄ）Flavonoids；（ｅ）Polyphenols。
【０１３３】
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［９９］（ａ）Epigallocatechin‑3‑gallate；（ｂ）[(2R,3R)‑5,7‑dihydroxy‑2‑(3,4,
5‑trihydroxyphenyl)‑3,4‑dihydro‑2H‑chromen‑3‑yl] 3,4,5‑trihydroxybenzoate；（ｃ
）α；（ｄ）Flavonoids；（ｅ）Polyphenols。
【０１３４】
［１００］（ａ）genistein；（ｂ）5,7‑dihydroxy‑3‑(4‑hydroxyphenyl)chromen‑4‑on
e；（ｃ）α；（ｄ）Isoflavonoids；（ｅ）Polyphenols。
【０１３５】
［１０１］（ａ）3'‑hydroxygenistein；（ｂ）3‑(3,4‑dihydroxyphenyl)‑5,7‑dihydro
xychromen‑4‑one；（ｃ）α；（ｄ）Isoflavonoids；（ｅ）Polyphenols。
10

【０１３６】
［１０２］（ａ）daidzein；（ｂ）7‑hydroxy‑3‑(4‑hydroxyphenyl)chromen‑4‑one；（
ｃ）α；（ｄ）Isoflavonoids；（ｅ）Polyphenols。
【０１３７】
［１０３］（ａ）6‑hydroxydaidzein；（ｂ）6,7‑dihydroxy‑3‑(4‑hydroxyphenyl)chro
men‑4‑one；（ｃ）α；（ｄ）Isoflavonoids；（ｅ）Polyphenols。
【０１３８】
［１０４］（ａ）biochanin A；（ｂ）5,7‑dihydroxy‑3‑(4‑methoxyphenyl)chromen‑4‑
one；（ｃ）α；（ｄ）Isoflavonoids；（ｅ）Polyphenols。
【０１３９】
［１０５］（ａ）formononetin；（ｂ）7‑hydroxy‑3‑(4‑methoxyphenyl)chromen‑4‑one
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；（ｃ）α；（ｄ）Isoflavonoids；（ｅ）Polyphenols。
【０１４０】
［１０６］（ａ）tectoridin；（ｂ）5‑hydroxy‑3‑(4‑hydroxyphenyl)‑6‑methoxy‑7‑[(
2S,3R,4S,5S,6R)‑3,4,5‑trihydroxy‑6‑(hydroxymethyl)oxan‑2‑yl]oxychromen‑4‑one；（
ｃ）α；（ｄ）Isoflavonoids；（ｅ）Polyphenols。
【０１４１】
［１０７］（ａ）Bilobetin；（ｂ）8‑[5‑(5,7‑dihydroxy‑4‑oxochromen‑2‑yl)‑2‑meth
oxyphenyl]‑5,7‑dihydroxy‑2‑(4‑hydroxyphenyl)chromen‑4‑one；（ｃ）α；（ｄ）Bifla
vonoids；（ｅ）Polyphenols。
30

【０１４２】
［１０８］（ａ）picrasidine C；（ｂ）4‑(4,8‑dimethoxy‑9H‑pyrido[3,4‑b]indol‑1‑
yl)‑2‑methoxy‑1‑(9H‑pyrido[3,4‑b]indol‑1‑yl)butan‑1‑one；（ｃ）α；（ｄ）Alkaloi
ds；（ｅ）Alkaloids。
【０１４３】
［１０９］（ａ）berberine；（ｂ）9,10‑Dimethoxy‑5,6‑dihydro[1,3]dioxolo[4,5‑g]
isoquinolino[3,2‑a]isoquinolin‑7‑ium；（ｃ）α；（ｄ）Alkaloids；（ｅ）Alkaloids
。
【０１４４】
［１１０］（ａ）oxymatrine；（ｂ）(7aS,13aR,13bR,13cS)dodecahydro‑1H,5H,10H‑di
pyrido[2,1‑f:3

,2

,1

‑ij][1,6]naphthyridin‑10‑one 4‑oxide；（ｃ）α；（ｄ）Al
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kaloids；（ｅ）Alkaloids。
【０１４５】
［１１１］（ａ）capsaicin；（ｂ）(E)‑N‑[(4‑hydroxy‑3‑methoxyphenyl)methyl]‑8‑m
ethylnon‑6‑enamide；（ｃ）α；（ｄ）Alkaloids；（ｅ）Alkaloids。
【０１４６】
［１１２］（ａ）S26948；（ｂ）dimethyl 2‑[[4‑[2‑(6‑benzoyl‑2‑oxo‑1,3‑benzothia
zol‑3‑yl)ethoxy]phenyl]methyl]propanedioate；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【０１４７】
［１１３］（ａ）Efatutazone Hydrochloride (RS5444)；（ｂ）5‑[[4‑[[6‑(4‑amino‑3
,5‑dimethylphenoxy)‑1‑methylbenzimidazol‑2‑yl]methoxy]phenyl]methyl]‑1,3‑thiazol
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idine‑2,4‑dione;dihydrochloride；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【０１４８】
［１１４］（ａ）Edaglitazone；（ｂ）5‑[[4‑[2‑(5‑methyl‑2‑phenyl‑1,3‑oxazol‑4‑y
l)ethoxy]‑1‑benzothiophen‑7‑yl]methyl]‑1,3‑thiazolidine‑2,4‑dione；（ｃ）γ；（
ｄ）Glitazone；（ｅ）−。
【０１４９】
［１１５］（ａ）GW 1929 hydrochloride；（ｂ）(2S)‑2‑(2‑benzoylanilino)‑3‑[4‑[2
‑[methyl(pyridin‑2‑yl)amino]ethoxy]phenyl]propanoic acid;hydrochloride；（ｃ）γ
；（ｄ）−；（ｅ）−。
【０１５０】

10

［１１６］（ａ）LG 100754；（ｂ）(2E,4E,6Z)‑3‑methyl‑7‑(5,5,8,8‑tetramethyl‑3‑
propoxy‑6,7‑dihydronaphthalen‑2‑yl)octa‑2,4,6‑trienoic acid；（ｃ）γ；（ｄ）−
；（ｅ）−。
【０１５１】
［１１７］（ａ）CP 775146；（ｂ）2‑methyl‑2‑[3‑[(3S)‑1‑[2‑(4‑propan‑2‑ylphenyl
)acetyl]piperidin‑3‑yl]phenoxy]propanoic acid；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）−。
【０１５２】
［１１８］（ａ）IVA337；（ｂ）4‑[1‑(1,3‑benzothiazol‑6‑ylsulfonyl)‑5‑chloroind
ol‑2‑yl]butanoic acid；（ｃ）pan‑PPAR；（ｄ）−；（ｅ）−。
【０１５３】

20

［１１９］（ａ）Etofylline clofibrate (Theofibrate)；（ｂ）2‑(1,3‑dimethyl‑2,6
‑dioxopurin‑7‑yl)ethyl 2‑(4‑chlorophenoxy)‑2‑methylpropanoate；（ｃ）α；（ｄ）
−；（ｅ）fibrate。
【０１５４】
［１２０］（ａ）Simfibrate；（ｂ）3‑[2‑(4‑chlorophenoxy)‑2‑methylpropanoyl]oxy
propyl 2‑(4‑chlorophenoxy)‑2‑methylpropanoate；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）fibrate
。
【０１５５】
［１２１］（ａ）Ronifibrate；（ｂ）3‑[2‑(4‑chlorophenoxy)‑2‑methylpropanoyl]ox
ypropyl pyridine‑3‑carboxylate；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）fibrate。
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【０１５６】
［１２２］（ａ）Etofibrate；（ｂ）2‑[2‑(4‑chlorophenoxy)‑2‑methylpropanoyl]oxy
ethyl pyridine‑3‑carboxylate；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）fibrate。
【０１５７】
［１２３］（ａ）Clofibride；（ｂ）[4‑(dimethylamino)‑4‑oxobutyl] 2‑(4‑chloroph
enoxy)‑2‑methylpropanoate；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）fibrate。
【０１５８】
［１２４］（ａ）Clinofibrate；（ｂ）2‑[4‑[1‑[4‑(2‑carboxybutan‑2‑yloxy)phenyl]
cyclohexyl]phenoxy]‑2‑methylbutanoic acid；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）fibrate。
【０１５９】

40

［１２５］（ａ）Halofenate；（ｂ）2‑acetamidoethyl 2‑(4‑chlorophenyl)‑2‑[3‑(tr
ifluoromethyl)phenoxy]acetate；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）fibrate。
【０１６０】
［１２６］（ａ）Lifibrate；（ｂ）(1‑methylpiperidin‑4‑yl) 2,2‑bis(4‑chlorophen
oxy)acetate；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）fibrate。
【０１６１】
［１２７］（ａ）Lifibrol；（ｂ）4‑[4‑(4‑tert‑butylphenyl)‑2‑hydroxybutoxy]benz
oic acid；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）fibrate。
【０１６２】
［１２８］（ａ）Nafenopin；（ｂ）2‑methyl‑2‑[4‑(1,2,3,4‑tetrahydronaphthalen‑1
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‑yl)phenoxy]propanoic acid；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）fibrate。
【０１６３】
［１２９］（ａ）Tibric acid；（ｂ）2‑chloro‑5‑[(3S,5R)‑3,5‑dimethylpiperidin‑1
‑yl]sulfonylbenzoic acid；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）fibrate。
【０１６４】
［１３０］（ａ）Treloxinate；（ｂ）methyl 3,7‑dichloro‑5H‑benzo[d][1,3]benzodi
oxocine‑11‑carboxylate；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）fibrate。
【０１６５】
［１３１］（ａ）Binifibrate；（ｂ）[2‑[2‑(4‑chlorophenoxy)‑2‑methylpropanoyl]o
xy‑3‑(pyridine‑3‑carbonyloxy)propyl] pyridine‑3‑carboxylate；（ｃ）α；（ｄ）−
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；（ｅ）fibrate。
【０１６６】
［１３２］（ａ）Clofibric acid；（ｂ）2‑(4‑chlorophenoxy)‑2‑methylpropanoic ac
id；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）fibrate。
【０１６７】
［１３３］（ａ）Darglitazone sodium；（ｂ）sodium;5‑[[4‑[3‑(5‑methyl‑2‑phenyl‑
1,3‑oxazol‑4‑yl)propanoyl]phenyl]methyl]‑1,3‑thiazolidin‑3‑ide‑2,4‑dione；（ｃ）
α；（ｄ）−；（ｅ）Thiazolidinedione。
【０１６８】
［１３４］（ａ）Edaglitazone sodium；（ｂ）sodium;5‑[[4‑[2‑(5‑methyl‑2‑phenyl‑
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1,3‑oxazol‑4‑yl)ethoxy]‑1‑benzothiophen‑7‑yl]methyl]‑1,3‑thiazolidin‑3‑ide‑2,4‑d
ione；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）Thiazolidinedione。
【０１６９】
［１３５］（ａ）Englitazone sodium；（ｂ）sodium;5‑[[(2R)‑2‑benzyl‑3,4‑dihydro
‑2H‑chromen‑6‑yl]methyl]‑1,3‑thiazolidin‑3‑ide‑2,4‑dione；（ｃ）α；（ｄ）−；（
ｅ）Thiazolidinedione。
【０１７０】
［１３６］（ａ）Netoglitazone；（ｂ）5‑[[6‑[(2‑fluorophenyl)methoxy]naphthalen
‑2‑yl]methyl]‑1,3‑thiazolidine‑2,4‑dione；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）Thiazolidine
dione。

30

【０１７１】
［１３７］（ａ）Rivoglitazone；（ｂ）5‑[[4‑[(6‑methoxy‑1‑methylbenzimidazol‑2‑
yl)methoxy]phenyl]methyl]‑1,3‑thiazolidine‑2,4‑dione；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）
Thiazolidinedione。
【０１７２】
［１３８］（ａ）Reglitazar；（ｂ）4‑[[4‑[2‑(5‑methyl‑2‑phenyl‑1,3‑oxazol‑4‑yl)
ethoxy]phenyl]methyl]‑1,2‑oxazolidine‑3,5‑dione；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）Non‑t
hiazolidinedione type PPAR agonist。
【０１７３】
［１３９］（ａ）Peliglitazar；（ｂ）2‑[(4‑methoxyphenoxy)carbonyl‑[(1S)‑1‑[4‑[
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2‑(5‑methyl‑2‑phenyl‑1,3‑oxazol‑4‑yl)ethoxy]phenyl]ethyl]amino]acetic acid；（ｃ
）α；（ｄ）−；（ｅ）Non‑thiazolidinedione type PPAR agonist。
【０１７４】
［１４０］（ａ）Sodelglitazar；（ｂ）2‑[4‑[[2‑[2‑fluoro‑4‑(trifluoromethyl)phe
nyl]‑4‑methyl‑1,3‑thiazol‑5‑yl]methylsulfanyl]‑2‑methylphenoxy]‑2‑methylpropanoi
c acid；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）Non‑thiazolidinedione type PPAR agonist。
【０１７５】
［１４１］（ａ）Naveglitazar；（ｂ）(2S)‑2‑methoxy‑3‑[4‑[3‑(4‑phenoxyphenoxy)p
ropoxy]phenyl]propanoic acid；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）Non‑thiazolidinedione ty
pe PPAR agonist。
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【０１７６】
［１４２］（ａ）Indeglitazar；（ｂ）3‑[5‑methoxy‑1‑(4‑methoxyphenyl)sulfonylin
dol‑3‑yl]propanoic acid；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）Non‑thiazolidinedione type PP
AR agonist。
【０１７７】
［１４３］（ａ）Arhalofenate；（ｂ）2‑acetamidoethyl (2R)‑2‑(4‑chlorophenyl)‑2
‑[3‑(trifluoromethyl)phenoxy]acetate；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）Non‑thiazolidine
dione type PPAR agonist。
【０１７８】
［１４４］（ａ）10‑Nitrooleate；（ｂ）(9E)‑10‑Nitro‑9‑octadecenoic acid；（ｃ

10

）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【０１７９】
［１４５］（ａ）13(S)‑HODE；（ｂ）(9Z,11E)‑13‑Hydroxy‑9,11‑octadecadienoic aci
d；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【０１８０】
［１４６］（ａ）20‑carboxy Arachidonic acid；（ｂ）(5E,8E,11E,14E)‑5,8,11,14‑I
cosatetraenedioic acid；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【０１８１】
［１４７］（ａ）9‑Nitrooleate；（ｂ）(9E)‑9‑Nitro‑9‑octadecenoic acid；（ｃ）
γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
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【０１８２】
［１４８］（ａ）Azelaoyl‑PAF；（ｂ）(2‑{[(2R)‑2‑[(8‑carboxyoctanoyl)oxy]‑3‑(he
xadecyloxy)propyl phosphonato]oxy}ethyl)trimethylazanium；（ｃ）γ；（ｄ）−；（
ｅ）−。
【０１８３】
［１４９］（ａ）Carnosic acid；（ｂ）(4aR,10aS)‑5,6‑dihydroxy‑1,1‑dimethyl‑7‑p
ropan‑2‑yl‑2,3,4,9,10,10a‑hexahydrophenanthrene‑4a‑carboxylic acid；（ｃ）γ；（
ｄ）−；（ｅ）−。
【０１８４】
［１５０］（ａ）CAY10506；（ｂ）N‑[2‑[4‑[(2,4‑dioxo‑1,3‑thiazolidin‑5‑yl)methy
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l]phenoxy]ethyl]‑5‑(dithiolan‑3‑yl)pentanamide；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【０１８５】
［１５１］（ａ）CAY10599；（ｂ）2‑[(1‑{3‑[4‑(4‑Biphenylylcarbonyl)‑2‑propylphe
noxy]propyl}‑1,2,3,4‑tetrahydro‑5‑quinolinyl)oxy]‑2‑methylpropanoic acid；（ｃ）
γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【０１８６】
［１５２］（ａ）CAY15073；（ｂ）2‑[6‑[3‑(6‑benzoyl‑1‑propylnaphthalen‑2‑yl)oxy
propoxy]indol‑1‑yl]acetic acid；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【０１８７】
［１５３］（ａ）Conjugated Linoleic Acid；（ｂ）(9Z,11E)‑octadeca‑9,11‑dienoic
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acid；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【０１８８】
［１５４］（ａ）DRF2519；（ｂ）5‑[[4‑[2‑(4‑oxo‑2H‑1,3‑benzoxazin‑3‑yl)ethoxy]p
henyl]methyl]‑1,3‑thiazolidine‑2,4‑dione；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【０１８９】
［１５５］（ａ）ETYA；（ｂ）icosa‑5,8,11,14‑tetraynoic acid；（ｃ）γ；（ｄ）
−；（ｅ）−。
【０１９０】
［１５６］（ａ）glitazone Hydrochloride；（ｂ）5‑{4‑[2‑(5‑Ethyl‑2‑pyridinyl)et
hoxy]benzyl}‑1,3‑thiazolidine‑2,4‑dione hydrochloride；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ
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）−。
【０１９１】
［１５７］（ａ）GQ‑16；（ｂ）(5Z)‑5‑(5‑Bromo‑2‑methoxybenzylidene)‑3‑(4‑methyl
benzyl)‑1,3‑thiazolidine‑2,4‑dione；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【０１９２】
［１５８］（ａ）GW6471；（ｂ）N‑[(2S)‑3‑[4‑[2‑(5‑methyl‑2‑phenyl‑1,3‑oxazol‑4‑
yl)ethoxy]phenyl]‑2‑[[(Z)‑4‑oxo‑4‑[4‑(trifluoromethyl)phenyl]but‑2‑en‑2‑yl]amino
]propyl]propanamide；（ｃ）α；（ｄ）−；（ｅ）−。
【０１９３】
［１５９］（ａ）LY171883；（ｂ）1‑{2‑Hydroxy‑3‑propyl‑4‑[4‑(1H‑tetrazol‑5‑yl)b
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utoxy]phenyl}ethanone；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【０１９４】
［１６０］（ａ）Methyl‑8‑hydroxy‑8‑(2‑pentyl‑oxyphenyl)‑oct‑5‑ynoate；（ｂ）Me
thyl 8‑hydroxy‑8‑[2‑(pentyloxy)phenyl]‑5‑octynoate；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−
。
【０１９５】
［１６１］（ａ）PAz‑PC；（ｂ）[(2R)‑2‑(8‑carboxyoctanoyloxy)‑3‑hexadecanoyloxy
propyl] 2‑(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【０１９６】
［１６２］（ａ）PGPC；（ｂ）[(2R)‑2‑(4‑carboxybutanoyloxy)‑3‑hexadecanoyloxypr
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opyl] 2‑(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【０１９７】
［１６３］（ａ）Sulfasalazine；（ｂ）2‑hydroxy‑5‑[(E)‑2‑{4‑[(pyridin‑2‑yl)sulf
amoyl]phenyl}diazen‑1‑yl]benzoic acid；（ｃ）γ；（ｄ）−；（ｅ）−。
【０１９８】
本実施の形態において、ＰＰＡＲ活性化剤としては、ベザフィブラート（Ｂｅｚａｆｉ
ｂｒａｔｅ）、フェノフィブラート（Ｆｅｎｏｆｉｂｒａｔｅ）、シプロフィブラート（
Ｃｉｐｒｏｆｉｂｒａｔｅ）、クロフィブラート（Ｃｌｏｆｉｂｒａｔｅ）、ロシグリタ
ゾン（Ｒｏｓｉｇｌｉｔａｚｏｎｅ）、ピオグリタゾン（Ｐｉｏｇｌｉｔａｚｏｎｅ）、
ゲムフィブロジル（Ｇｅｍｆｉｂｒｏｚｉｌ）、エトフィブラート（Ｅｔｏｆｉｂｒａｔ
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ｅ）がより好ましく、ロシグリタゾン、シプロフィブラート、ゲムフィブロジルがさらに
好ましい。
【０１９９】
なお、上述したＰＰＡＲ活性化剤は、１種類のみを用いてもよいし、２種類以上を併用
してもよい。
【０２００】
本実施の形態のＰＰＡＲ活性化剤に幾何異性体および／または光学異性体が存在する場
合は、それらの異性体も本実施の形態のＰＰＡＲ活性化剤に含まれる。
【０２０１】
本実施の形態のＰＰＡＲ活性化剤にプロトン互変異性が存在する場合は、それらの互変
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異性体（ケト体、エノール体）も本実施の形態のＰＰＡＲ活性化剤に含まれる。
【０２０２】
本実施の形態のＰＰＡＲ活性化剤に水和物および／または溶媒和物が存在する場合は、
それらの水和物および／または溶媒和物も本実施の形態のＰＰＡＲ活性化剤に含まれる。
【０２０３】
本実施の形態のＰＰＡＲ活性化剤に結晶多形および／または結晶多形群（結晶多形シス
テム）が存在する場合には、それらの結晶多形体および／または結晶多形群（結晶多形シ
ステム）も本実施の形態のＰＰＡＲ活性化剤に含まれる。ここで、結晶多形群（結晶多形
システム）とは、それら結晶の製造工程、晶出工程、保存工程などの条件および／または
状態（なお、この「状態」には製剤化した状態も含む）により結晶形が種々変化する場合
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の、各工程に出現する結晶形、および／または、全工程に出現する結晶形の全てを意味す
る。
【０２０４】
一実施形態では、ＰＰＡＲ活性化剤として、上述した物質の誘導体または塩を用いても
よい。上述した物質の誘導体または塩を用いることにより、（１）白内障の予防効果およ
び／または治療効果を増大できる、（２）物質の人体に対する安全性を増大できる、（３
）扱いやすい物質を用いて製剤できる、などの効果を得ることができる。
【０２０５】
本明細書において、「誘導体」とは、特定の化合物に対して、当該化合物の分子内の一
部が、他の官能基または他の原子と置換されることにより生じる化合物群を意図する。
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【０２０６】
上記他の官能基の例としては、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール
基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、
アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アリル基、ア
ミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、シリルオキシ基、置換シリルオキシ基
、アリールスルフォニルオキシ基、アルキルスルフォニルオキシ基、ニトロ基などが挙げ
られる。上記他の原子の例としては、炭素原子、水素原子、酸素原子、窒素原子、硫黄原
子、リン原子、ハロゲン原子などが挙げられる。
【０２０７】
本明細書において、「塩」とは、被験体に投与することが生理学的に許容されうる塩を
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意図する。塩の例としては、アルカリ金属塩（リチウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩な
ど）、アルカリ土類金属塩（カルシウム塩、マグネシウム塩など）、金属塩（鉄、亜鉛な
どとの間に形成される塩）、アンモニアとの間に形成される塩、四級アンモニウム塩（臭
化メチル、ヨウ化メチルなどとの間に形成される塩）、ハロゲンイオンとの塩（臭素イオ
ン、塩素イオン、ヨウ素イオンなどとの塩）、有機塩基塩（トリメチルアミン塩、トリエ
チルアミン塩、トリエチレンジアミン塩、２−アミノエタノール塩、ピリジン塩、ピコリ
ン塩、ジシクロヘキシルアミン塩、Ｎ，Ｎ

−ジベンジルエチレンジアミン塩など）、有

機酸塩（酢酸塩、マレイン酸塩、フマル酸塩、コハク酸塩、クエン酸塩、アジピン酸塩、
グルコン酸塩、グルクロン酸塩、テレフタル酸塩、乳酸塩、馬尿酸塩、オレイン酸塩、パ
モ酸塩、ステアリン酸塩、タンニン酸塩、酒石酸塩、メタンスルホン酸塩、ベンゼンスル
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ホン酸塩、蟻酸塩、トルエンスルホン酸塩、トリフルオロ酢酸塩など）、無機酸塩（塩酸
塩、臭化水素酸塩、硝酸塩、硫酸塩、燐酸塩など）が挙げられる。
【０２０８】
上述したＰＰＡＲ活性化剤は、公知の手法にしたがって製造することができる。また、
上述したＰＰＡＲ活性化剤としては、市販のものを用いることも可能である。
【０２０９】
〔４．白内障の予防剤および／または治療剤〕
本発明の一実施形態に係る白内障の予防剤および／または治療剤は、上述したＰＰＡＲ
活性化剤を有効成分として含有しているものである。以下に、本実施の形態の白内障の予
防剤および／または治療剤について説明する。
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【０２１０】
［４−１．投与形態および剤型］
本発明の一実施形態に係る白内障の予防剤および／または治療剤は、被験体に対して投
与される。一実施形態において、上記被験体は、ヒトである。他の実施形態において、上
記被験体は、ヒト以外の動物である。上記ヒト以外の動物の例としては、ヒト以外の哺乳
類（ウシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、ウマ、イヌ、ネコ、ウサギ、マウス、ラットなど）が挙
げられる。
【０２１１】
本発明の一実施形態に係る白内障の予防剤および／または治療剤は、医薬品として許容
される任意の投与経路によって被験体に投与され得る。上記投与経路の例としては、経口
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投与、非経口投与、経皮投与、経粘膜投与、経静脈投与が挙げられる。したがって、上記
白内障の予防剤および／または治療剤の剤型は、内服薬、外用薬、注射剤、坐剤、吸入剤
、点眼剤などであり得る。
【０２１２】
上述した投与経路の中でも、非経口投与または経皮投与が好ましく、点眼投与、結膜嚢
内投与、前房内投与、硝子体内投与、結膜下投与、経皮投与およびテノン嚢下投与がより
好ましく、点眼投与がさらに好ましい。したがって、上述した剤型の中でも、点眼剤、軟
膏剤、クリーム剤、ゲル剤、経皮吸収型製剤、貼付剤または注射剤が好ましく、点眼剤が
より好ましい。点眼剤の形態は、水に溶解した水性点眼液であってもよいし、懸濁剤やエ
マルジョンなどの形態であってもよい。

10

【０２１３】
点眼剤が好ましい理由としては、有効成分を水晶体に送達するまでの経路が短いこと、
他の器官を刺激し難いこと、侵襲がほとんどないこと、全身への影響が小さいこと（点眼
後の涙点圧迫によりさらに全身への影響を抑えることができる）、投与が簡便であること
、反復投与が可能であること、患者が自己管理できること、などが挙げられる。上記構成
であれば、白内障の予防効果または治療効果を、より迅速にすること、より増大させるこ
とができる。
【０２１４】
［４−２．含有成分］
（有効成分）
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本発明の一実施形態に係る白内障の予防剤および／または治療剤は、有効成分としてＰ
ＰＡＲ活性化剤を含んでいる。本明細書において、「有効成分」とは、１つ以上の症状に
対して予防効果または治療効果をもたらすことのできる物質を意図する。
【０２１５】
本発明の一実施形態に係る白内障の予防剤および／または治療剤に含まれるＰＰＡＲ活
性化剤の濃度は、ＰＰＡＲ活性化剤の種類、予防剤および／または治療剤の投与経路、お
よび、予防剤および／または治療剤の剤型などによって異なり得る。
【０２１６】
一例において、予防剤および／または治療剤におけるＰＰＡＲ活性化剤の濃度は、例え
ば、０．００１μＭ以上、０．００２μＭ以上、０．００５μＭ以上、０．０１μＭ以上
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、０．０２μＭ以上、０．０５μＭ以上、０．１μＭ以上、０．２μＭ以上、０．５μＭ
以上、１μＭ以上、２μＭ以上、３μＭ以上、４μＭ以上、５μＭ以上、６μＭ以上、７
μＭ以上、８μＭ以上、９μＭ以上、１０μＭ以上、２０μＭ以上、３０μＭ以上、４０
μＭ以上、５０μＭ以上、６０μＭ以上、７０μＭ以上、８０μＭ以上、９０μＭ以上、
１００μＭ以上、２００μＭ以上、３００μＭ以上、４００μＭ以上、５００μＭ以上、
６００μＭ以上、７００μＭ以上、８００μＭ以上、９００μＭ以上、または、１０００
μＭ以上である。
【０２１７】
一例において、予防剤および／または治療剤におけるＰＰＡＲ活性化剤の濃度は、例え
ば、０．０１μＭ以下、０．０２μＭ以下、０．０５μＭ以下、０．１μＭ以下、０．２
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μＭ以下、０．５μＭ以下、１μＭ以下、２μＭ以下、３μＭ以下、４μＭ以下、５μＭ
以下、６μＭ以下、７μＭ以下、８μＭ以下、９μＭ以下、１０μＭ以下、２０μＭ以下
、３０μＭ以下、４０μＭ以下、５０μＭ以下、６０μＭ以下、７０μＭ以下、８０μＭ
以下、９０μＭ以下、１００μＭ以下、２００μＭ以下、３００μＭ以下、４００μＭ以
下、５００μＭ以下、６００μＭ以下、７００μＭ以下、８００μＭ以下、９００μＭ以
下、１０００μＭ以下、２０００μＭ以下、３０００μＭ以下、４０００μＭ以下、５０
００μＭ以下、１０ｍＭ以下、５０ｍＭ以下、１００ｍＭ以下、または２００ｍＭ以下で
ある。
【０２１８】
一例において、予防剤および／または治療剤におけるＰＰＡＲ活性化剤の濃度は、例え
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ば、０．００１μＭ〜５０００μＭ、０．００１〜０．０１μＭ、０．００２〜０．０２
μＭ、０．００５〜０．０５μＭ、０．０１〜０．１μＭ、０．０２〜０．２μＭ、０．
０５〜０．５μＭ、０．１〜１μＭ、０．２〜２μＭ、０．３〜３μＭ、０．４〜４μＭ
、０．５〜５μＭ、０．６〜６μＭ、０．７〜７μＭ、０．８〜８μＭ、０．９〜９μＭ
、１〜１０μＭ、２〜２０μＭ、３〜３０μＭ、４〜４０μＭ、５〜５０μＭ、６〜６０
μＭ、７〜７０μＭ、８〜８０μＭ、９〜９０μＭ、１０〜１００μＭ、２０〜２００μ
Ｍ、３０〜３００μＭ、４０〜４００μＭ、５０〜５００μＭ、６０〜６００μＭ、７０
〜７００μＭ、８０〜８００μＭ、９０〜９００μＭ、１００〜１０００μＭ、２００〜
２０００μＭ、５００〜５０００μＭ、１〜１００ｍＭ、または、１〜２００ｍＭである
10

。
【０２１９】
なお、本明細書において、単位「Ｍ」は、液体１Ｌ当たりの対象成分の物質量（ｍｏｌ
）であり、「ｍｏｌ／Ｌ」と表すこともできる。例えば点眼剤の場合、単位「Ｍ」は、当
該点眼剤１Ｌ当たりの対象成分の物質量（ｍｏｌ）を意味する。また本明細書において、
ＰＰＡＲ活性化剤である物質が塩である場合、単位「Ｍ」で表される値は、液体１Ｌ当た
りの当該塩の物質量である。同様に、ＰＰＡＲ活性化剤である物質が水和物または溶媒和
物の形態である場合、単位「Ｍ」で表される値は、液体１Ｌ当たりの当該水和物または溶
媒和物の物質量である。他の物質の形態に関しても、本明細書において特に断りがない限
りは、同様の意味とする。
【０２２０】
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一例において、予防剤および／または治療剤におけるＰＰＡＲ活性化剤の濃度は、例え
ば、０．００１〜１０％（ｗ／ｖ）が好ましく、０．００５〜５％（ｗ／ｖ）がより好ま
しく、０．０１〜２％（ｗ／ｖ）がさらに好ましく、０．１〜１％（ｗ／ｖ）がよりさら
に好ましい。例えば、シプロフィブラートを含有する点眼剤の場合、当該点眼剤における
シプロフィブラートの濃度は、０．００１〜１０％（ｗ／ｖ）が好ましく、０．００５〜
５％（ｗ／ｖ）がより好ましく、０．０１〜２％（ｗ／ｖ）がさらに好ましく、０．１〜
１％（ｗ／ｖ）がよりさらに好ましい。ゲムフィブロジルを含有する点眼剤の場合、当該
点眼剤におけるゲムフィブロジルの濃度は、０．００１〜１０％（ｗ／ｖ）が好ましく、
０．００５〜５％（ｗ／ｖ）がより好ましく、０．０１〜２％（ｗ／ｖ）がさらに好まし
く、０．１〜１％（ｗ／ｖ）がよりさらに好ましい。ロシグリタゾンを含有する点眼剤の
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場合、当該点眼剤におけるロシグリタゾンの濃度は、０．００１〜１０％（ｗ／ｖ）が好
ましく、０．００５〜５％（ｗ／ｖ）がより好ましく、０．０１〜２％（ｗ／ｖ）がさら
に好ましく、０．１〜１％（ｗ／ｖ）がよりさらに好ましい。
【０２２１】
なお、本明細書において、単位「％（ｗ／ｖ）」は、液体１００ｍＬ中に含まれる対象
成分の質量（ｇ）を意味する。例えば点眼剤の場合、単位「％（ｗ／ｖ）」は、当該点眼
剤１００ｍＬ中に含まれる対象成分の質量（ｇ）を意味する。また本明細書において、Ｐ
ＰＡＲ活性化剤である物質が塩である場合、単位「％（ｗ／ｖ）」で表される値は、液体
１００ｍＬ中における当該塩の含有量である。同様に、ＰＰＡＲ活性化剤である物質が水
和物または溶媒和物の形態である場合、単位「％（ｗ／ｖ）」で表される値は、液体１０
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０ｍＬ中における当該物質の水和物または溶媒和物の含有量である。他の物質の形態に関
しても、本明細書において特に断りがない限りは、同様の意味とする。
【０２２２】
本発明の一実施形態に係る白内障の予防剤および／または治療剤は、ＰＰＡＲ活性化剤
以外の有効成分を含有していてもよいし、ＰＰＡＲ活性化剤を唯一の有効成分として含有
していてもよい。
【０２２３】
（添加剤）
本発明の一実施形態に係る白内障の予防剤および／または治療剤は、医薬品製剤として
の要件を満たすために必要に応じて、医薬品の添加剤をさらに用いることができる。医薬
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品の添加剤としては、例えば、緩衝剤、ｐＨ調整剤、等張化剤、防腐剤、抗酸化剤、高分
子量重合体、賦形剤、担体、希釈剤、溶媒、可溶化剤、安定剤、充填剤、結合剤、界面活
性剤、および、安定化剤などを挙げることができる。これらは、それぞれ単独で用いても
よく、また、２種以上を適宜組み合わせて用いてもよく、適量を配合することができる。
【０２２４】
上記緩衝剤の例としては、リン酸、リン酸塩、ホウ酸、ホウ酸塩、クエン酸、クエン酸
塩、酢酸、酢酸塩、炭酸、炭酸塩、酒石酸、酒石酸塩、ε−アミノカプロン酸、および、
トロメタモールなどが挙げられる。上記リン酸塩としては、リン酸ナトリウム、リン酸二
水素ナトリウム、リン酸水素二ナトリウム、リン酸カリウム、リン酸二水素カリウム、リ
ン酸水素二カリウムなどが挙げられる。上記ホウ酸塩としては、ホウ砂、ホウ酸ナトリウ
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ム、および、ホウ酸カリウムなどが挙げられる。上記クエン酸塩としては、クエン酸ナト
リウム、クエン酸二ナトリウム、および、クエン酸三ナトリウムなどが挙げられる。上記
酢酸塩としては、酢酸ナトリウム、および、酢酸カリウムなどが挙げられる。上記炭酸塩
としては、炭酸ナトリウム、および、炭酸水素ナトリウムなどが挙げられる。上記酒石酸
塩としては、酒石酸ナトリウム、および、酒石酸カリウムなどが挙げられる。
【０２２５】
上記ｐＨ調整剤の例としては、塩酸、リン酸、クエン酸、酢酸、水酸化ナトリウム、お
よび、水酸化カリウムなどが挙げられる。
【０２２６】
上記等張化剤の例としては、イオン性等張化剤（塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化
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カルシウム、および、塩化マグネシウムなど）、および、非イオン性等張化剤（グリセリ
ン、プロピレングリコール、トロメタモール、ソルビトール、および、マンニトールなど
）が挙げられる。
【０２２７】
上記防腐剤の例としては、ベンザルコニウム塩化物、ベンザルコニウム臭化物、ベンゼ
トニウム塩化物、ソルビン酸、ソルビン酸カリウム、パラオキシ安息香酸メチル、パラオ
キシ安息香酸プロピル、クロルヘキシジングルコン酸塩、および、クロロブタノールなど
が挙げられる。
【０２２８】
上記抗酸化剤の例としては、アスコルビン酸、トコフェノール、ジブチルヒドロキシト
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ルエン、ブチルヒドロキシアニソール、エリソルビン酸ナトリウム、没食子酸プロピル、
および、亜硫酸ナトリウムなどが挙げられる。
【０２２９】
上記高分子量重合体の例としては、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシ
メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒド
ロキシエチルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチ
ルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドロキシプロピルメチルセル
ロースアセテートサクシネート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート、カル
ボキシメチルエチルセルロース、酢酸フタル酸セルロース、ポリビニルピロリドン、ポリ
ビニルアルコール、カルボキシビニルポリマー、ポリエチレングリコール、および、アテ
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ロコラーゲンなどが挙げられる。
【０２３０】
特に、本発明の一実施形態に係る白内障の予防剤および／または治療剤は、アテロコラ
ーゲンを含有していることが好ましい。上記構成であれば、白内障の予防効果または治療
効果を、より迅速にすること、より増大させることができる。
【０２３１】
本発明の一実施形態に係る白内障の予防剤および／または治療剤に含まれる添加剤の濃
度は、特に限定されず、例えば、予防剤および／または治療剤における添加剤の濃度は、
０μＭ、０．００１μＭ〜５０００μＭ、０．００１〜０．０１μＭ、０．００２〜０．
０２μＭ、０．００５〜０．０５μＭ、０．０１〜０．１μＭ、０．０２〜０．２μＭ、
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０．０５〜０．５μＭ、０．１〜１μＭ、０．２〜２μＭ、０．３〜３μＭ、０．４〜４
μＭ、０．５〜５μＭ、０．６〜６μＭ、０．７〜７μＭ、０．８〜８μＭ、０．９〜９
μＭ、１〜１０μＭ、２〜２０μＭ、３〜３０μＭ、４〜４０μＭ、５〜５０μＭ、６〜
６０μＭ、７〜７０μＭ、８〜８０μＭ、９〜９０μＭ、１０〜１００μＭ、２０〜２０
０μＭ、３０〜３００μＭ、４０〜４００μＭ、５０〜５００μＭ、６０〜６００μＭ、
７０〜７００μＭ、８０〜８００μＭ、９０〜９００μＭ、１００〜１０００μＭ、２０
０〜２０００μＭ、または、５００〜５０００μＭであってもよい。
【０２３２】
［４−３．製剤および処方］
上述したＰＰＡＲ活性化剤、および、上述した添加剤を原料として、公知の手法により

10

、本発明の一実施形態に係る白内障の予防剤および／または治療剤を製造することができ
る。
【０２３３】
本発明の一実施形態に係る白内障の予防剤および／または治療剤が、例えば点眼剤であ
る場合、当該点眼剤の含有成分は、全て溶解していてもよいし、一部が懸濁していてもよ
い。好ましくは、点眼剤の含有成分は全て溶解しており、当該点眼剤は液状である。
【０２３４】
本発明の一実施形態に係る白内障の予防剤および／または治療剤を投与する場合（例え
ば、点眼剤として投与する場合）、所望の効果が得られるならば、投与間隔に制限はない
。上記投与間隔は、例えば、１時間〜６箇月間に１回であり、好ましくは１時間に１回、
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２時間に１回、３時間に１回、６時間に１回、１２時間に１回、１日間に１回、１日間に
２回、１日間に３回、１日間に４回、１日間に５回、１日間に６回、２日間に１回、３日
間に１回、４日間に１回、５日間に１回、６日間に１回、１週間に１回、２週間に１回、
３週間に１回、１箇月間に１回、２箇月間に１回、３箇月間に１回、４箇月間に１回、５
箇月間に１回、６箇月間に１回であり、より好ましくは少なくとも１日に１回、少なくと
も２日間に１回、少なくとも３日間に１回、少なくとも４日間に１回、少なくとも５日間
に１回、少なくとも６日間に１回、少なくとも１週間に１回である。
【０２３５】
本発明の一実施形態に係る白内障の予防剤および／または治療剤を、白内障および／ま
たは他の疾患を予防または治療するための薬剤と併用して処方してもよい。
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【０２３６】
本発明は一態様において、ＰＰＡＲ活性化剤を有効成分として含有している、白内障の
予防および／または治療のための医薬組成物である。
【０２３７】
本発明は他の態様において、白内障を予防および／または治療するための医薬（白内障
の予防剤および／または治療剤）を製造するための、ＰＰＡＲ活性化剤の使用である。
【０２３８】
本発明のさらに他の態様は、ＰＰＡＲ活性化剤を用いる、白内障の予防方法および／ま
たは治療方法である。
【０２３９】

40

本発明のさらにまた他の態様は、ＰＰＡＲ活性化剤を有効成分として含有している白内
障の予防剤および／または治療剤を被験体に投与する工程を有する、白内障の予防方法お
よび／または治療方法である。
【０２４０】
本発明のさらにまた他の態様は、白内障の予防および／または治療における使用のため
の、ＰＰＡＲ活性化剤である。
【０２４１】
本発明のさらにまた他の態様には、（i）シプロフィブラートを有効成分として含有（
例えば、シプロフィブラートの濃度が０．００１〜１０％（ｗ／ｖ）である）する点眼剤
、（ii）ゲムフィブロジルを有効成分として含有（例えば、ゲムフィブロジルの濃度が０
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．００１〜１０％（ｗ／ｖ）である）する点眼剤、および（iii）ロシグリタゾンを有効
成分として含有する点眼剤（例えば、ロシグリタゾンの濃度が０．００１〜１０％（ｗ／
ｖ）である）、も含まれる。これらの点眼剤は、白内障の予防および／または治療に用い
られてもよいし、他の用途に用いられてもよい。
【０２４２】
これらの態様において、ＰＰＡＲ活性化剤の種類、ＰＰＡＲ活性化剤の投与方法、ＰＰ
ＡＲ活性化剤の投与形態、ＰＰＡＲ活性化剤の投与対象、および、ＰＰＡＲ活性化剤の投
与量などを含む様々な条件は、「白内障の予防剤および／または治療剤」に関する条件と
、同じであり得る。
10

【実施例】
【０２４３】
〔実施例１

ｅｘ

ｖｉｖｏ試験〕

実施例１では、ガラクトース添加培地を用いた、ｅｘ

ｖｉｖｏの糖尿病白内障モデル

を利用して、各薬剤の効果を試験した。
【０２４４】
６週齢のＳＤラット（三協ラボサービス社製）の左右の眼球から、水晶体を摘出した。
【０２４５】
摘出した水晶体を、Ｍ１９９培地（ＳＩＧＭＡ社製）に３０ｍＭのガラクトースを添加
した培地を用いて培養した。その後、当該水晶体を、Ｍ１９９培地に、３０ｍＭのガラク
トース、および、８００μＭのＰＰＡＲ活性化剤（具体的には、ベザフィブラート、また

20

は、フェノフィブラート）を添加した培地を用いて培養した。
【０２４６】
具体的な観察のタイミングは、以下の通りである。なお、各水晶体の培養にはインキュ
ベーターを使用し、当該インキュベーター内の温度を３７℃に保った。
【０２４７】
まず、Ｍ１９９培地（ＳＩＧＭＡ社製）に３０ｍＭのガラクトースを添加した培地を用
いた水晶体の培養の開始から３日後に、培地から水晶体を取り出し、ＳＺＸ１２（Ｏｌｙ
ｍｐａｓ社製）を用いて顕微鏡観察を行った。
【０２４８】
上記顕微鏡観察後、ＰＰＡＲ活性化剤を培地に添加し、再び、水晶体の培養を開始した
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。再培養開始から３日後に、培地から水晶体を取り出し、ＳＺＸ１２（Ｏｌｙｍｐａｓ社
製）を用いて顕微鏡観察を行った。
【０２４９】
図２に、顕微鏡観察の試験結果を示す。なお、図２の（Ａ）は、ベザフィブラートの試
験結果であり、図２の（Ｂ）は、フェノフィブラートの試験結果である。また、図２の（
Ａ）および（Ｂ）において、「Ｄａｙ３」は、Ｍ１９９培地（ＳＩＧＭＡ社製）に３０ｍ
Ｍのガラクトースを添加した培地を用いて培養した水晶体の、培養開始から３日後の像で
あり、「Ｄａｙ６」は、再培養開始から３日後の、水晶体の像である。
【０２５０】
図２の（Ａ）および（Ｂ）から明らかなように、摘出された水晶体では、培養開始から
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培養３日後にかけて、皮質部の白濁化が進んでいた。一方、ＰＰＡＲ活性化剤が添加され
ている培地に替えて再培養された水晶体では、再培養開始から３日後には、皮質部の白濁
化が減少していた。
【０２５１】
この試験結果によると、ＰＰＡＲ活性化剤であるベザフィブラートおよびフェノフィブ
ラートには、発症後の白内障を治療する効果があることが示唆される。
【０２５２】
〔実施例２

定量的ｅｘ

ｖｉｖｏ試験〕

実施例２では、実施例１と同様に、ガラクトース添加培地を用いた、ｅｘ
糖尿病白内障モデルを利用して、各薬剤の効果を試験した。

ｖｉｖｏの
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【０２５３】
６週齢のＳＤラット（三協ラボサービス社製）の左右の眼球から、水晶体を摘出した。
【０２５４】
摘出した水晶体を、Ｍ１９９培地（ＳＩＧＭＡ社製）に３０ｍＭのガラクトースを添加
した培地を用いて培養した。その後、当該水晶体を、Ｍ１９９培地に、３０ｍＭのガラク
トース、および、各ＰＰＡＲ活性化剤を添加した培地を用いて培養した。
【０２５５】
具体的な観察のタイミングは、以下の通りである。なお、各水晶体の培養にはインキュ
ベーターを使用し、当該インキュベーター内の温度を３７℃に保った。
10

【０２５６】
まず、Ｍ１９９培地（ＳＩＧＭＡ社製）に３０ｍＭのガラクトースを添加した培地を用
いた水晶体の培養の開始から３日後に、培地から水晶体を取り出し、ＳＺＸ１２（Ｏｌｙ
ｍｐａｓ社製）を用いて顕微鏡観察を行った。
【０２５７】
上記観察後、各ＰＰＡＲ活性化剤を培地に添加し、再び、水晶体の培養を開始した。再
培養開始から３日後に、培地から水晶体を取り出し、再びＳＺＸ１２（Ｏｌｙｍｐａｓ社
製）を用いて顕微鏡観察を行った。なお、ＰＰＡＲ活性化剤による効果を明確にするため
、対照群としてＰＰＡＲ活性化剤を添加していない培地での再培養も実施した。
【０２５８】
上記観察において得られた画像を、画像処理ソフトウェア（Ｉｍａｇｅ

Ｊ）に取り込

みピクセル数を解析することによって、水晶体全体の面積および白濁部の面積をそれぞれ
算出した。また水晶体の白濁割合を下記の式によって算出した。
水晶体の白濁割合（％）＝１００×｛（水晶体の白濁部面積）／（水晶体全体の面積）｝
。
【０２５９】
試験結果を表１に示す。表１には、（i）ＰＰＡＲ活性化剤およびその濃度を変化させ
た際の、水晶体の白濁割合の変化と、（ii）対照群として、ＰＰＡＲ活性化剤を添加しな
い培地で再培養した水晶体の白濁割合の変化と、が表されている。
【０２６０】
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【表１】

10

20

表１の結果より、ＰＰＡＲ活性化剤のうち、特に、シプロフィブラート、ゲムフィブロ
ジルおよびロシグリタゾンは、低濃度においても水晶体の白濁割合を減少させる効果があ
ることが判った。
【０２６１】
〔実施例３

ｉｎ

ｖｉｖｏ試験〕

実施例３では、ガラクトース餌を用いた、ｉｎ

ｖｉｖｏの糖尿病白内障モデルを利用

して、各薬剤の効果を試験した。
30

【０２６２】
白内障を誘発するために、３週齢のＳＤラット（三協ラボサービス社製）を、２５％ガ
ラクトースを含んだ飼料を与えながら１週間飼育した。これと併せて、飼育期間中、ラッ
トの両眼に点眼剤の点眼投与を毎日行った（１日４回）。点眼剤の成分は、右眼：ジメチ
ルスルホキシド（ＤＭＳＯ；コントロールとして投与）、左眼：各ＰＰＡＲ活性化剤を含
有するＤＭＳＯ、であった。最終日に、ラットの左右の眼球から水晶体を摘出し、顕微鏡
観察を行った。
【０２６３】
実施例３において、左眼に投与した各ＰＰＡＲ活性化剤の種類および濃度は、下記の通
りである。
シプロフィブラート

２００ｍＭ

エトフィブラート

１４０ｍＭ

ゲムフィブロジル

２００ｍＭ

ピオグリタゾン

２００ｍＭ

ロシグリタゾン

２００ｍＭ。

【０２６４】
実施例２と同様の方法によって、水晶体全体の面積および白濁部の面積、ならびに水晶
体の白濁割合を算出した。表２に試験結果を示す。
【０２６５】
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【表２】

10

表２の結果より、ＰＰＡＲ活性化剤のうち、特にシプロフィブラート、ゲムフィブロジ
ルおよびロシグリタゾンに、ｉｎ

ｖｉｖｏにおいて水晶体の白濁部面積を減少させる効

果があることが判った。一方、ピオグリタゾンには、ｉｎ

ｖｉｖｏにおいて水晶体の白

濁部面積を減少させる効果は認められなかった。
【産業上の利用可能性】
【０２６６】
本発明は、白内障の予防剤および／または治療剤に利用することができる。

【図１】

【図２】
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【国際調査報告】
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