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(57)【要約】
【課題】本発明は、副作用の危険性がなく、有効性の高い組織の線維化抑制剤を提供する
。
【解決手段】本発明の組織の線維化抑制剤は、（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチド
、又はこれらの塩若しくはエステルを有効成分として含有することを特徴とする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチド、その誘導体、又はこれらの塩若しく
はエステルを有効成分として含有することを特徴とする組織の線維化抑制剤。
（ａ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
チーフを備えるペプチド、
（ｂ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
チーフを備えるペプチドにおいて、１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加
されたアミノ酸配列を含み、かつ、組織の線維化抑制能を有するペプチド、
（ｃ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
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チーフを備えるペプチドのアミノ酸配列と同一性が７０％以上であるアミノ酸配列を含み
、かつ、組織の線維化抑制能を有するペプチド、
（ｄ）（ａ）〜（ｃ）のいずれかの断片であって、かつ、組織の線維化抑制能を有するペ
プチド。
【請求項２】
前記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドをコードする塩基配列からなるＤＮＡを
含むベクターを有効成分として含有する請求項１に記載の組織の線維化抑制剤。
【請求項３】
前記組織の線維化抑制能がコラーゲンの産生抑制又はコラーゲンの分解亢進によるもの
である請求項１又は２に記載の組織の線維化抑制剤。
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【請求項４】
請求項１〜３のいずれか一項に記載の組織の線維化抑制剤、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組織の線維化の予防又
は治療用医薬組成物。
【請求項５】
以下の（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチド、その誘導体、又はこれらの塩若しく
はエステルを有効成分として含有することを特徴とする皮膚の拘縮抑制剤。
（ａ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
チーフを備えるペプチド、
（ｂ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
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チーフを備えるペプチドにおいて、１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加
されたアミノ酸配列を含み、かつ、皮膚の拘縮抑制能を有するペプチド、
（ｃ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
チーフを備えるペプチドのアミノ酸配列と同一性が７０％以上であるアミノ酸配列を含み
、かつ、皮膚の拘縮抑制能を有するペプチド、
（ｄ）（ａ）〜（ｃ）のいずれかの断片であって、かつ、皮膚の拘縮抑制能を有するペプ
チド。
【請求項６】
請求項５に記載のペプチドをコードする塩基配列からなるＤＮＡを含むベクターを有効
成分として含有することを特徴とする皮膚の拘縮抑制剤。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、組織の線維化抑制剤及び皮膚の拘縮抑制剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
コラーゲンの異常な蓄積によって起こる組織の線維化は、炎症反応に伴って起きる。そ
のため、炎症反応が関与する多種多様な疾患でコラーゲンの異常な蓄積による組織の線維
化は生じる。この線維化に対する治療には、（１）原因疾患の治療を行う方法（例えば、
肝硬変の治療に抗ウイルス剤を用いる方法等）、（２）疾患によって起こる炎症反応を抑
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制する方法（例えば、ケロイドや気管支喘息の治療に副腎皮質ステロイド剤を用いる方法
等）、（３）線維化に伴う障害を外科的に治療する方法（例えば、拘縮した関節を人工関
節に置換する方法等）、等が挙げられる。
【０００３】
上述の（１）及び（２）の内科的治療において、ウイルス肝炎や気管支喘息等の疾患は
治療効果が確立しているが、肺線維症やケロイド等のその他多くの疾患は未だ有効な治療
方法が確立されていない。また、上述の（３）の外科的治療は、限定された疾患に有効で
あるが、患者への負担が大きく、さらに、原因疾患が完全に治癒せず再発することも多い
。
また、今のところ、一度起きた組織の線維化の改善は、自然の吸収に任せる以外方法が
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なく、組織の線維化が起こる以前の状態に戻ることは、期待できない。
【０００４】
特許文献１には、複素環誘導体を有効成分として含有する線維化抑制剤が開示されてい
る。この線維化抑制剤は、腎臓、呼吸器、消化器、心血管、皮膚等の幅広い組織の線維化
に有効である旨が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２００９／１０７７３６号
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、化学合成した有機化合物を有効成分として含有する治療薬では、副作用
の危険性が課題となる。
【０００７】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、副作用の危険性がなく、有効性の
高い組織の線維化抑制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】
［１］本発明の組織の線維化抑制剤は、以下の（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチド
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、その誘導体、又はこれらの塩若しくはエステルを有効成分として含有することを特徴と
する。
（ａ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
チーフを備えるペプチド、
（ｂ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
チーフを備えるペプチドにおいて、１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加
されたアミノ酸配列を含み、かつ、組織の線維化抑制能を有するペプチド、
（ｃ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
チーフを備えるペプチドのアミノ酸配列と同一性が７０％以上であるアミノ酸配列を含み
、かつ、組織の線維化抑制能を有するペプチド、
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（ｄ）（ａ）〜（ｃ）のいずれかの断片であって、かつ、組織の線維化抑制能を有するペ
プチド。
［２］本発明の組織の線維化抑制剤は、前記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドを
コードする塩基配列からなるＤＮＡを含むベクターを有効成分として含有する［１］に記
載の線維化抑制剤である。
［３］本発明の組織の線維化抑制剤は、前記組織の線維化抑制能がコラーゲンの産生抑制
又はコラーゲンの分解亢進によるものである［１］又は［２］に記載の線維化抑制剤であ
る。
［４］本発明の組織の線維化の予防又は治療用医薬組成物は、［１］〜［３］のいずれか
一つに記載の組織の線維化抑制剤、並びに薬学的に許容できる担体及び希釈剤のうち少な
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くともいずれかを含むことを特徴とする。
［５］本発明の皮膚の拘縮抑制剤は、以下の（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチド、
その誘導体、又はこれらの塩若しくはエステルを有効成分として含有することを特徴とす
る。
（ａ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
チーフを備えるペプチド、
（ｂ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
チーフを備えるペプチドにおいて、１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加
されたアミノ酸配列を含み、かつ、皮膚の拘縮抑制能を有するペプチド、
（ｃ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
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チーフを備えるペプチドのアミノ酸配列と同一性が７０％以上であるアミノ酸配列を含み
、かつ、皮膚の拘縮抑制能を有するペプチド、
（ｄ）（ａ）〜（ｃ）のいずれかの断片であって、かつ、皮膚の拘縮抑制能を有するペプ
チド。
［６］本発明の皮膚の拘縮抑制剤は、前記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドをコ
ードする塩基配列からなるＤＮＡを含むベクターを有効成分として含有する［５］に記載
の拘縮抑制剤である。
【発明の効果】
【０００９】
本発明によれば、副作用の危険性がなく、有効性の高い組織の線維化抑制剤を提供する
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ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】試験例１における創傷モデルマウスの創部の変化を撮影した画像である。
【図２】試験例１における創傷モデルマウスの創部のＨＥ染色及びコラーゲン染色の結果
を撮影した画像である。
【図３】試験例１における創傷モデルマウスの創部でのコラーゲン染色による染色面積か
らコラーゲンと非コラーゲンとの比を示したグラフである。
【図４】試験例２における移植腫瘍モデルマウスの腫瘍部のＨＥ染色及びコラーゲン染色
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の結果を撮影した画像である。
【図５】試験例２における移植腫瘍モデルマウスの腫瘍部のＰＥＣＡＭ（Ｐｌａｔｅｌｅ
ｔ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

びαＳＭＡ（α

ｓｍｏｏｔｈ

Ｃｅｌｌ

Ａｄｈｅｓｉｏｎ

ｍｕｓｃｌｅ

Ｍｏｌｅｃｕｌｅ）抗体及

ａｃｔｉｎ）抗体による蛍光免疫染色の

結果を撮影した画像である。
【図６】試験例２における移植腫瘍モデルマウスの心臓及び小腸のコラーゲン染色の結果
を撮影した画像である。
【図７】試験例３におけるヒト線維芽細胞でのＭＭＰ９（ｍａｔｒｉｘ
ｐｒｏｔｅｉｎａｓｅ

ｍｅｔａｌｌｏ

９）の活性を示したグラフである。

【図８】試験例４における移植腫瘍モデルマウスの腫瘍部のＰＥＣＡＭ抗体及びＭＭＰ９
抗体による蛍光免疫染色の結果を撮影した画像である。
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【図９】試験例５における血管上皮細胞での活性型Ｎｏｔｃｈ及びｈｅｙ１の発現をウエ
スタンブロッティング法により検出した結果を示す画像である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
［組織の線維化抑制剤］
≪第一実施形態≫
本実施形態の組織の線維化抑制剤は、以下の（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチド
、その誘導体、又はこれらの塩若しくはエステルを有効成分として含有するものである。
（ａ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
チーフを備えるペプチド、
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（ｂ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
チーフを備えるペプチドにおいて、１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加
されたアミノ酸配列を含み、かつ、組織の線維化抑制能を有するペプチド、
（ｃ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
チーフを備えるペプチドのアミノ酸配列と同一性が７０％以上であるアミノ酸配列を含み
、かつ、組織の線維化抑制能を有するペプチド、
（ｄ）（ａ）〜（ｃ）のいずれかの断片であって、かつ、組織の線維化抑制能を有するペ
プチド。
【００１２】
本実施形態の組織の線維化抑制剤は、副作用の危険性がなく、高い組織の線維化抑制能
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を有する。
【００１３】
本明細書において、「有効成分として含有する」とは、治療的に有効量のペプチド又は
遺伝子を含有することを意味する。
【００１４】
本明細書において、「ペプチド」とは、少なくとも２個以上のアミノ酸がペプチド結合
によって結合して構成されたものを意味し、オリゴペプチド、ポリペプチドなどが含まれ
る。さらに、ポリペプチドが一定の立体構造を形成したものはタンパク質と呼ばれるが、
本明細書において、このようなタンパク質も上記「ペプチド」に含まれるものとする。従
って、本明細書において、「ペプチド」は、オリゴペプチド、ポリペプチド、タンパク質
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のいずれをも意味し得るものである。
【００１５】
本実施形態の組織の線維化抑制剤は、具体的には、下記（ａ）のペプチドを含むもので
ある。
（ａ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
チーフを備えるペプチド。
【００１６】
上記（ａ）における配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列は、下記のアミノ
酸配列で表される配列である。この中でも、配列番号１又は４で表されるアミノ酸配列が
30

好ましい。
ＣＫＤＤＩＳＳＹＥＣＷＣ

（配列番号１）

ＣＱＤＨＬＫＳＹＶＣＦＣ

（配列番号２）

ＣＫＤＧＬＧＥＹＴＣＴＣ

（配列番号３）

ＣＶＤＬＧＮＳＹＬＣＲＣ

（配列番号４）

【００１７】
本明細書において、「上皮成長因子（ＥＧＦ：ｅｐｉｄｅｒｍａｌ

ｇｒｏｗｔｈ

ｆ

ａｃｔｏｒ）モチーフ」とは、３０〜４０アミノ酸からなり、６個の保存されたシステイ
ン残基によって３組のジスルフィド結合が形成されたタンパク質の基本モジュールを意味
する。
【００１８】
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上記（ａ）のペプチドは、配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含むＥＧ
Ｆモチーフを備えることにより、コラーゲンの異常な蓄積による組織の線維化抑制能を有
する。また、上記（ａ）のペプチドは、配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列
を含むＥＧＦモチーフのみからなるペプチドであっても、コラーゲンの異常な蓄積による
組織の線維化抑制能を有する。
【００１９】
上記（ａ）のペプチドは、天然物由来のペプチドであってもよいし、人工的に化学合成
して得られたものであってもよく、限定はされないが、天然物由来のペプチドである場合
は、細胞毒性等の悪影響がない場合が多いため好ましい。
天然物由来のペプチドとしては、天然に存在するオリゴペプチド、ポリペプチド及びタ
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ンパク質、又はこれらを断片化した状態のもの等が挙げられる。天然物由来のペプチドは
、天然物から公知の回収法及び精製法により直接得てもよいし、又は、公知の遺伝子組換
え技術により、当該ペプチドをコードする遺伝子を各種発現ベクター等に組込んで細胞に
導入し、発現させた後、公知の回収法及び精製法により得てもよい。あるいは、市販のキ
ット、例えば、試薬キットＰＲＯＴＥＩＯＳＴＭ（東洋紡）、ＴＮＴＴＭ

Ｓｙｓｔｅｍ

（プロメガ）、合成装置のＰＧ−ＭａｔｅＴＭ（東洋紡）及びＲＴＳ（ロシュ・ダイアグ
ノスティクス）等を用いた無細胞タンパク質合成系により当該ペプチドを産生し、公知の
回収法及び精製法により得てもよく、限定はされない。
また、化学合成ペプチドは、公知のペプチド合成方法を用いて得ることができる。合成
方法としては、例えば、アジド法、酸クロライド法、酸無水物法、混合酸無水物法、ＤＣ
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Ｃ法、活性エステル法、カルボイミダゾール法及び酸化還元法等が挙げられる。また、そ
の合成は、固相合成法及び液相合成法のいずれをも適用することができる。市販のペプチ
ド合成装置を使用してもよい。合成反応後は、クロマトグラフィー等の公知の精製法を組
み合わせてペプチドを精製することができる。
【００２０】
上記（ａ）のペプチドであって、天然由来のペプチドの具体例としては、血液凝固因子
第７因子（Ｆ７）、第９因子（Ｆ９）、第１０因子（Ｆ１０）、内皮細胞遺伝子座−１
（Ｄｅｌ−１：ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔａｌｌｙ

ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

ｌｏｃｕｓ

−１）、等が挙げられる。中でも、Ｆ９のうち１２６番目のアルギニンから２３６番目の
アルギニンまでのａｃｔｉｖａｔｉｏｎ

ｐｅｐｔｉｄｅを取り除いたペプチド（配列番
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号５）、Ｄｅｌ−１（配列番号６）が好ましく、Ｆ９の配列番号１で表されるアミノ酸配
列を含むＥＧＦモチーフのみからなるペプチド（配列番号７）、又は、Ｄｅｌ−１の配列
番号４で表されるアミノ酸配列を含むＥＧＦモチーフのみからなるペプチド（配列番号８
）がさらに好ましい。
なお、配列番号７は、配列番号５で表されるアミノ酸配列のうちの第９７番目〜第１３
０番目のアミノ酸からなる配列で構成される。また、配列番号８は、配列番号６で表され
るアミノ酸配列のうちの第１２３番目〜第１５７番目のアミノ酸からなる配列で構成され
る。
【００２１】
上記（ａ）のペプチドであって、天然由来のペプチドに該当するものとして、上記Ｄｅ
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ｌ−１及び上記Ｆ９について、以下に詳細を説明する。
Ｄｅｌ−１は、上皮増殖因子（ＥＧＦ；ｅｐｉｄｅｒｍａｌ

ｇｒｏｗｔｈ

ｆａｃｔ

ｏｒ）モチーフ及びジスコイジンＩモチーフを有する細胞外基質沈着タンパク質であり、
配列番号６に示されるアミノ酸配列からなるタンパク質である。このＤｅｌ−１のＥＧＦ
モチーフとしてはＥＧＦ１、ＥＧＦ２及びＥＧＦ３があり、ジスコイジンＩモチーフとし
てはＤｉｓｃｏｉｄｉｎ１及びＤｉｓｃｏｉｄｉｎ２があることが知られている。本発明
者らは、上記各種モチーフのうちＥＧＦ３に着目し、さらにＥＧＦ３を構成するアミノ酸
配列（配列番号８）中の特定の１２アミノ酸残基からなる領域：Ｃ−Ｔ−Ｄ−Ｌ−Ｖ−Ａ
−Ｎ−Ｙ−Ｓ−Ｃ−Ｅ−Ｃ（配列番号４）に着目した。そして、この配列番号４のアミノ
酸配列を含むＥＧＦ３モチーフが、組織の線維化抑制能を有することを見出し、本発明に
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至った。
また、Ｆ９は、配列番号５で表されるアミノ酸配列からなるタンパク質であり、Ｎ末端
から順に、Ｇｌａモチーフ、ＥＧＦモチーフ及びプロテアーゼモチーフを有する一本鎖糖
タンパク質である。ここで、Ｆ９のＥＧＦモチーフは、配列番号５で表されるアミノ酸配
列のうちの第９７番目〜第１３０番目のアミノ酸からなる配列（配列番号７）で構成され
る。本発明者らは、Ｆ９のＥＧＦモチーフを構成するアミノ酸配列中には、上記Ｄｅｌ−
１のＥＧＦ３（ＥＧＦモチーフ）と同様に、特定の１２アミノ酸残基からなる領域：Ｃ−
Ｋ−Ｄ−Ｄ−Ｉ−Ｓ−Ｓ−Ｙ−Ｅ−Ｃ−Ｗ−Ｃ（配列番号１）が含まれていることに着目
し、この配列番号１のアミノ酸配列を含むＥＧＦモチーフが、組織の線維化抑制能を有す
ることを見出し、本発明に至った。
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【００２２】
本実施形態の組織の線維化抑制剤は、前記（ａ）のペプチドと機能的に同等なペプチド
として、下記（ｂ）のペプチドを含有する。
（ｂ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
チーフを備えるペプチドにおいて、１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加
されたアミノ酸配列を含み、かつ、組織の線維化抑制能を有するペプチド。
【００２３】
ここで、欠失、置換、若しくは付加されてもよいアミノ酸の数としては、１〜１５個が
好ましく、１〜１０個がより好ましく、１〜５個が特に好ましい。
10

【００２４】
本実施形態の組織の線維化抑制剤は、前記（ａ）のペプチドと機能的に同等なペプチド
として、下記（ｃ）のペプチドを含有する。
（ｃ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
チーフを備えるペプチドのアミノ酸配列と同一性が７０％以上であるアミノ酸配列を含み
、かつ、組織の線維化抑制能を有するペプチド。
【００２５】
上記（ａ）のペプチドと機能的に同等であるためには７０％以上の同一性を有する。係
る同一性としては、７５％以上が好ましく、８０％以上がより好ましく、８５％以上が更
に好ましく、９０％以上が特に好ましく、９５％以上が最も好ましい。
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更に、前記（ｃ）のペプチドは、組織の線維化抑制能を有する。
【００２６】
本明細書において、「組織の線維化」とは、コラーゲンの異常な蓄積により、生体内外
の組織が厚く硬くなった状態を意味する。組織の線維化が関連する疾患には、例えば心内
膜下線維症、心筋線維症等の心血管疾患；肺線維症、気管支喘息等の呼吸器疾患；口腔粘
膜下線維症、胃線維症、肝硬変、慢性膵炎、炎症性大腸炎、スキルス胃癌、クローン病等
の消化器疾患；三角筋線維症、等の筋組織疾患；結節性筋膜炎、骨髄線維症、骨髄性白血
病、関節リウマチ等の骨・関節疾患；ケロイド、手術後の瘢痕、熱傷性瘢痕、肥厚性瘢痕
、強皮症、カポジ肉腫、ハンセン病等の皮膚疾患；尿細管間質性腎炎、慢性腎不全等の腎
臓疾患；乳腺線維症、子宮筋腫等の産科疾患；神経膠芽腫、アルツハイマー病等の脳神経
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疾患；後腹膜線維症、Ｉ型糖尿病、手術後臓器癒着等のその他の疾患が挙げられる。
【００２７】
本実施形態において、上記組織の線維化抑制能はコラーゲンの産生抑制によるものであ
る。
【００２８】
後述の実施例で示すとおり、創傷モデルマウスを用いた試験において、本実施形態の組
織の線維化抑制剤を皮下注射したマウスでは、コラーゲンの産生が抑制されることが明ら
かとなった。さらに、コラーゲン産生の経路として、炎症反応が起こると、細胞間シグナ
ル伝達を仲介する受容体であるＮｏｔｃｈが活性化され、コラーゲン産生が促され、分泌
される経路が存在する。本実施形態の組織の線維化抑制剤は、後述の実施例で示すとおり
、このＮｏｔｃｈの活性化を抑制することにより、コラーゲンの産生を抑制することがで
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きる。
【００２９】
また、本実施形態において、上記組織の線維化抑制能はコラーゲンの分解亢進によるも
のである。
【００３０】
後述の実施例で示すとおり、ヒト線維芽細胞を用いたｉｎ ｖｉｔｒｏの試験及び移植
腫瘍モデルマウスを用いたｉｎ ｖｉｖｏの試験において、本実施形態の組織の線維化抑
制剤を使用したサンプルでは、コラーゲン分解酵素であるＭＭＰ９（ｍａｔｒｉｘ
ｔａｌｌｏｐｒｏｔｅｉｎａｓｅ

ｍｅ

９）の活性を向上し、また、腫瘍部において、ＭＭＰ

９が高発現していることが明らかとなった。本実施形態の組織の線維化抑制剤は、ＭＭＰ
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９の活性を向上することにより、コラーゲンの分解を亢進することができる。
【００３１】
本実施形態の組織の線維化抑制剤は、コラーゲンの産生を抑制すること又はコラーゲン
の分解を亢進することにより、組織の線維化を抑制することができる。また、コラーゲン
の産生抑制及びコラーゲンの分解亢進の両方を行っていてもよく、コラーゲンの産生抑制
及びコラーゲンの分解亢進の両方を行うことで、組織内のトータルのコラーゲン量を効果
的に減らすことができる。
【００３２】
本実施形態の組織の線維化抑制剤は、前記（ａ）〜（ｃ）のいずれかの断片であって、
かつ、組織の線維化抑制能を有するペプチド（ｄ）を含有する。
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【００３３】
上記（ａ）〜（ｄ）のペプチドは、Ｌ−アミノ酸、Ｄ−アミノ酸、又はこれらの組み合
わせからなるものであってもよい。Ｌ−アミノ酸は、天然に存在するアミノ酸であり、Ｄ
−アミノ酸は、Ｌ−アミノ酸残基のキラリティーが反転しているものである。また、組織
の線維化抑制能を増加させるために、又は他の物性を最適化するために化学的修飾を受け
ていてもよい。
即ち、本実施形態の組織の線維化抑制剤は、前記（ａ）〜（ｄ）のペプチドとともに、
又はそれに代えて、前記（ａ）〜（ｄ）の誘導体を含んでいてもよい。
【００３４】
また、本実施形態の組織の線維化抑制剤は、細胞膜に接触さえすれば所望の効果を発揮
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するため、細胞内への透過性を有していなくともよい。
【００３５】
本実施形態の組織の線維化抑制剤は、前記（ａ）〜（ｄ）のペプチド、及び／又は、前
記ペプチドの誘導体とともに、或いは、それに代えて、前記（ａ）〜（ｄ）のペプチドの
塩、若しくはエステル、及び／又は、前記ペプチドの誘導体の塩若しくはエステルを含ん
でいてもよい。
塩としては、医薬として生理学的に許容される酸付加塩又は塩基性塩が好ましい。
酸付加塩としては、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が挙げられる。
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塩基性塩としては、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が挙げられる。
エステルとしては、例えば、カルボキシル基を有する場合の当該カルボキシル基におけ
る医薬として許容され得る慣用的なものが好ましい。具体的には、メチル基、エチル基、
プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ペン
チル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロ
ペンチル基等の低級アルキル基とのエステル；アリル基、２−ブテニル基等の低級アルキ
ル基とのエステル；メトキシメチル基、２−メトキシエチル基、２−エトキシエチル基等
の低級アルコキシ低級アルキル基とのエステル等が挙げられる。ここで低級アルキル基と
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は、炭素数１〜６のアルキル基を意味する。
【００３６】
本実施形態の組織の線維化抑制剤は、他の成分として、ＰＢＳ、Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ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。
【００３７】
本実施形態の組織の線維化抑制剤を用いて、組織の線維化により生じる上述の疾患の治
療方法を提供することができる。
治療対象として限定はされず、ヒト又は非ヒト動物を含む哺乳動物が挙げられ、ヒトが
好ましい。
【００３８】
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≪第二実施形態≫
本実施形態の組織の線維化抑制剤は、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドを
コードする塩基配列からなるＤＮＡを含むベクターを有効成分として含有する。
【００３９】
本実施形態の組織の線維化抑制剤は、副作用の危険性がなく、高い組織の線維化抑制能
を有する。
【００４０】
上記（ａ）のペプチドをコードする塩基配列の具体例としては、上述のＦ７、Ｆ９、Ｆ
１０、Ｄｅｌ−１等のペプチドをコードする塩基配列が挙げられる。中でも、Ｆ９のうち
１２６番目のアルギニンから２３６番目のアルギニンまでのａｃｔｉｖａｔｉｏｎ

ｐｅ

10

ｐｔｉｄｅを取り除いたペプチドをコードする塩基配列（配列番号９）又はＤｅｌ−１を
コードする塩基配列（配列番号１０）が好ましく、Ｆ９の配列番号１で表されるアミノ酸
配列を含むＥＧＦモチーフのみからなるペプチドをコードする塩基配列（配列番号１１）
、又は、Ｄｅｌ−１の配列番号４で表されるアミノ酸配列を含むＥＧＦモチーフのみから
なるペプチドをコードする塩基配列（配列番号１２）がさらに好ましい。
なお、配列番号１１は、配列番号９に示される塩基酸配列のうちの第２９０番目〜第３
９１番目の塩基からなる配列で構成される。また、配列番号１２は、配列番号１０に示さ
れる塩基配列のうちの第９８５番目〜第１０８９番目のアミノ酸からなる配列で構成され
る。
【００４１】
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本実施形態の組織の線維化抑制剤は、具体的には、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つ
のペプチドをコードする塩基配列からなるＤＮＡのみからなるものであってもよいし、又
は、当該ＤＮＡの一部を含み、その他に遺伝子発現に必要な公知の塩基配列（転写プロモ
ーター、ＳＤ配列、Ｋｏｚａｋ配列、ターミネーター配列等）を含むものであってもよい
。
【００４２】
また、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドをコードする塩基配列では、コド
ンの種類は限定されず、例えば、転写後、ヒト等の哺乳類において一般的に使用されてい
るコドンを用いたものであってもよく、大腸菌や酵母等の微生物や、植物等において一般
的に使用されているコドンを用いたものであってもよく、適宜選択又は設計することがで
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きる。
【００４３】
また、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドをコードする塩基配列の代わりに
、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドをコードする塩基配列のうち、１〜数個
の塩基が欠損、置換又は付加されている塩基配列であって、且つ、組織の線維化抑制能を
有するペプチドをコードする塩基配列であってもよい。
【００４４】
ここで、欠失、置換、若しくは付加されてもよい塩基の数としては、１〜３０個が好ま
しく、１〜１５個がより好ましく、１〜１０個が特に好ましく、１〜５個が最も好ましい
40

。
【００４５】
また、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドをコードする塩基配列の代わりに
、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドをコードする塩基配列と、同一性が８０
％以上である塩基配列であって、且つ、組織の線維化抑制能を有するペプチドをコードす
る塩基配列であってもよい。
【００４６】
上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドと機能的に同等であるためには８０％以
上の同一性を有する。係る同一性としては、８０％以上が好ましく、８５％以上がより好
ましく、９０％以上が更に好ましく、９５％以上が特に好ましく、９９％以上が最も好ま
しい。
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【００４７】
また、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドをコードする塩基配列の代わりに
、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドをコードする塩基配列からなるＤＮＡに
対し相補的な塩基配列からなるＤＮＡとストリンジェントな条件下でハイブリダイズする
ことができる塩基配列であって、且つ、組織の線維化抑制能を有するペプチドをコードす
る塩基配列であってもよい。
【００４８】
本明細書において、「ストリンジェントな条件下」とは、例えば、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ
Ｃｌｏｎｉｎｇ−Ａ ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ ＭＡＮＵＡＬ ＴＨＩＲＤ
（Ｓａｍｂｒｏｏｋら、Ｃｏｌｄ

Ｓｐｒｉｎｇ

Ｈａｒｂｏｒ

ＥＤＩＴＩＯＮ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ

10

Ｐｒｅｓｓ）に記載の方法が挙げられる。例えば、５×ＳＳＣ（２０×ＳＳＣの組成：
３Ｍ 塩化ナトリウム，０．３Ｍ クエン酸溶液，ｐＨ７．０）、０．１重量％ Ｎ−ラウ
ロイルサルコシン、０．０２重量％のＳＤＳ、２重量％の核酸ハイブルダイゼーション用
ブロッキング試薬、及び５０％フォルムアミドから成るハイブリダイゼーションバッファ
ー中で、５５〜７０℃で数時間から一晩インキュベーションを行うことによりハイブリダ
イズさせる条件を挙げることができる。なお、インキュベーション後の洗浄の際に用いる
洗浄バッファーとしては、好ましくは０．１重量％ＳＤＳ含有１×ＳＳＣ溶液、より好ま
しくは０．１重量％ＳＤＳ含有０．１×ＳＳＣ溶液である。
【００４９】
20

（ベクター）
本実施形態のベクターは発現ベクターであることが好ましい。発現ベクターとしては特
に制限されず、例えば、ｐＢＲ３２２、ｐＢＲ３２５、ｐＵＣ１２、ｐＵＣ１３等の大腸
菌由来のプラスミド；ｐＵＢ１１０、ｐＴＰ５、ｐＣ１９４等の枯草菌由来のプラスミド
；ｐＳＨ１９、ｐＳＨ１５等の酵母由来プラスミド；λファージ等のバクテリオファージ
；アデノウイルス、アデノ随伴ウイルス、レンチウイルス、ワクシニアウイルス、バキュ
ロウィルス等のウイルス；及びこれらを改変したベクター等を用いることができる。
【００５０】
上述の発現ベクターにおいて、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチド発現用プ
ロモーターとしては特に限定されず、例えば、ＥＦ１αプロモーター、ＳＲαプロモータ
ー、ＳＶ４０プロモーター、ＬＴＲプロモーター、ＣＭＶ（サイトメガロウィルス）プロ

30

モーター、ＨＳＶ−ｔｋプロモーター等の動物細胞を宿主とした発現用のプロモーター、
カリフラワーモザイクウイルス（ＣａＭＶ）の３５Ｓプロモーター、ＲＥＦ（ｒｕｂｂｅ
ｒ

ｅｌｏｎｇａｔｉｏｎ

ｆａｃｔｏｒ）プロモーター等の植物細胞を宿主とした発現

用のプロモーター、ポリヘドリンプロモーター、ｐ１０プロモーター等の昆虫細胞を宿主
とした発現用のプロモーター等を使用することができる。これらプロモーターは、上記（
ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドを発現する宿主に応じて、適宜選択することがで
きる。
【００５１】
上述の発現ベクターは、さらに、マルチクローニングサイト、エンハンサー、スプライ
シングシグナル、ポリＡ付加シグナル、選択マーカー、複製起点等を有していてもよい。

40

【００５２】
［組織の線維化抑制剤の投与量］
本実施形態の組織の線維化抑制剤の投与量は、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。
例えば、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドをコードする塩基配列からなる
ＤＮＡを含むベクターを注射剤により皮下注射する場合、被検動物（好ましくはヒト）に
対し、１回の投与において１μｇ以上のベクターＤＮＡの量を投与することが好ましく、
１０μｇ〜３ｍｇのベクターＤＮＡの量を投与することがより好ましく、２５μｇ〜１ｍ
ｇのベクターＤＮＡの量を投与することが特に好ましい。
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また、例えば、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドを注射剤により皮下注射
する場合、被検動物（好ましくはヒト）に対し、１回の投与において１ｋｇ体重当たり、
１００μｇ以上のペプチドの量を投与することが好ましく、２００μｇ〜３ｍｇのペプチ
ドの量を投与することがより好ましく、４００μｇ〜１ｍｇのペプチドの量を投与するこ
とが特に好ましい。
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、動脈内注射、静脈内注射、皮下注射、鼻腔内的、経気管支
的、筋内的、経皮的、または経口的に当業者に公知の方法が挙げられ、皮下注射が好まし
い。
注射剤は、非水性の希釈剤（例えば、ポレングリコール、オリーブ油等の植物油、エタ

10

ノール等のアルコール類など）、懸濁剤、又は乳濁剤として調製することもできる。この
ような注射剤の無菌化は、フィルターによる濾過滅菌、殺菌剤等の配合により行うことが
できる。注射剤は、用事調製の形態として製造することができる。即ち、凍結乾燥法など
によって、無菌の固体組成物とし、使用前に注射用蒸留水又は他の溶媒に溶解して使用す
ることができる。
【００５３】
［医薬組成物］
本発明の医薬組成物は、治療的に有効量の組織の線維化抑制剤の治療剤、及び薬学的に
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、

20

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、注射剤、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、ペプチド
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、ペプチドの移行性を高
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、特定の臓器、組織、又は
細胞へ、ペプチド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
30

。
【００５４】
本発明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。
または、水もしくはそれ以外の薬学的に許容し得る液との無菌性溶液、又は懸濁液剤の
注射剤の形で非経口的に使用されるものが挙げられる。更には、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ることによって製剤化されたものが挙
げられる。

40

【００５５】
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。注射のための無菌
組成物は注射用蒸留水のようなベヒクルを用いて通常の製剤実施に従って処方することが
できる。
【００５６】
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注射用の水溶液としては、例えば生理食塩水、ブドウ糖やその他の補助薬を含む等張液
、例えばＤ−ソルビトール、Ｄ−マンノース、Ｄ−マンニトール、塩化ナトリウムが挙げ
られ、適当な溶解補助剤、例えばアルコール、具体的にはエタノール、ポリアルコール、
例えばプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、非イオン性界面活性剤、例えば
ポリソルベート８０（ＴＭ）、ＨＣＯ−５０と併用してもよい。
【００５７】
油性液としてはゴマ油、大豆油があげられ、溶解補助剤として安息香酸ベンジル、ベン
ジルアルコールと併用してもよい。また、緩衝剤、例えばリン酸塩緩衝液、酢酸ナトリウ
ム緩衝液、無痛化剤、例えば、塩酸プロカイン、安定剤、例えばベンジルアルコール、フ
ェノール、酸化防止剤と配合してもよい。調製された注射液は通常、適当なアンプルに充

10

填させる。
【００５８】
［皮膚の拘縮抑制剤］
≪第一実施形態≫
本実施形態の皮膚の拘縮抑制剤は、以下の（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチド、
その誘導体、又はこれらの塩若しくはエステルを有効成分として含有する。
（ａ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
チーフを備えるペプチド、
（ｂ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
チーフを備えるペプチドにおいて、１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加

20

されたアミノ酸配列を含み、かつ、皮膚の拘縮抑制能を有するペプチド、
（ｃ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
チーフを備えるペプチドのアミノ酸配列と同一性が７０％以上であるアミノ酸配列を含み
、かつ、皮膚の拘縮抑制能を有するペプチド、
（ｄ）（ａ）〜（ｃ）のいずれかの断片であって、かつ、皮膚の拘縮抑制能を有するペプ
チド。
【００５９】
本実施形態の皮膚の拘縮抑制剤は、具体的には、下記（ａ）のペプチドを含むものであ
る。
（ａ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ

30

チーフを備えるペプチド。
【００６０】
上記（ａ）における配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列は、上記のアミノ
酸配列である。この中でも、配列番号１又は４で表されるアミノ酸配列が好ましい。
【００６１】
上記（ａ）のペプチドは、配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含むＥＧ
Ｆモチーフを備えることにより、コラーゲンの異常な蓄積による皮膚の拘縮抑制能を有す
る。また、上記（ａ）のペプチドは、配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を
含むＥＧＦモチーフのみからなるペプチドであっても、コラーゲンの異常な蓄積による皮
40

膚の拘縮抑制能を有する。
上記（ａ）のペプチドの具体例としては、上記に挙げたとおりである。中でも、Ｆ９のう
ち１２６番目のアルギニンから２３６番目のアルギニンまでのａｃｔｉｖａｔｉｏｎ

ｐ

ｅｐｔｉｄｅを取り除いたペプチド（配列番号５）、Ｄｅｌ−１（配列番号６）が好まし
く、Ｆ９の配列番号１で表されるアミノ酸配列を含むＥＧＦモチーフのみからなるペプチ
ド（配列番号７）、又は、Ｄｅｌ−１の配列番号４で表されるアミノ酸配列を含むＥＧＦ
モチーフのみからなるペプチド（配列番号８）がさらに好ましい。
【００６２】
本実施形態の皮膚の拘縮抑制剤は、前記（ａ）のペプチドと機能的に同等なペプチドと
して、下記（ｂ）のペプチドを含有する。
（ｂ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
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チーフを備えるペプチドにおいて、１若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加
されたアミノ酸配列を含み、かつ、皮膚の拘縮抑制能を有するペプチド。
【００６３】
ここで、欠失、置換、若しくは付加されてもよいアミノ酸の数としては、１〜１５個が
好ましく、１〜１０個がより好ましく、１〜５個が特に好ましい。
【００６４】
本実施形態の皮膚の拘縮抑制剤は、前記（ａ）のペプチドと機能的に同等なペプチドと
して、下記（ｃ）のペプチドを含有する。
（ｃ）配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列を含む上皮成長因子（ＥＧＦ）モ
チーフを備えるペプチドのアミノ酸配列と同一性が７０％以上であるアミノ酸配列を含み

10

、かつ、皮膚の拘縮抑制能を有するペプチド。
【００６５】
上記（ａ）のペプチドと機能的に同等であるためには７０％以上の同一性を有する。係
る同一性としては、７５％以上が好ましく、８０％以上がより好ましく、８５％以上が更
に好ましく、９０％以上が特に好ましく、９５％以上が最も好ましい。
更に、前記（ｃ）のペプチドは、皮膚の拘縮抑制能を有する。
【００６６】
本明細書において、「皮膚の拘縮」とは、コラーゲンの異常な蓄積により、皮膚、筋肉
などの組織が収縮して、皮膚が引き攣れを起こした状態を意味する。皮膚の拘縮は、その
見た目から、美容的又は精神的な問題となる場合があり、さらに、手指等に拘縮がある場

20

合には、手指等の機能障害も引き起こす可能性がある。本実施形態の皮膚の拘縮抑制剤は
、患者の美容的又は精神的な問題を解決することに寄与し、さらに、手指等の機能障害を
防ぐことができる。
【００６７】
本実施形態において、上記の皮膚の拘縮抑制能は、上述と同様に、コラーゲンの産生抑
制又はコラーゲンの分解亢進によるものである。
【００６８】
本実施形態の皮膚の拘縮抑制剤は、コラーゲンの産生を抑制すること又はコラーゲンの
分解を亢進することにより、皮膚の拘縮を抑制することができる。また、コラーゲンの産
生抑制及びコラーゲンの分解亢進の両方を行っていてもよく、コラーゲンの産生抑制及び

30

コラーゲンの分解亢進の両方を行うことで、皮膚、筋肉など組織のトータルのコラーゲン
量を効果的に減らすことができる。
【００６９】
本実施形態の皮膚の拘縮抑制剤は、前記（ａ）〜（ｃ）のいずれかの断片であって、か
つ、皮膚の拘縮抑制能を有するペプチド（ｄ）を含有する。
【００７０】
上記（ａ）〜（ｄ）のペプチドは、Ｌ−アミノ酸、Ｄ−アミノ酸、又はこれらの組み合
わせからなるものであってもよい。Ｌ−アミノ酸は、天然に存在するアミノ酸であり、Ｄ
−アミノ酸は、Ｌ−アミノ酸残基のキラリティーが反転しているものである。また、組織
の線維化抑制能を増加させるために、又は他の物性を最適化するために化学的修飾を受け

40

ていてもよい。
即ち、本実施形態の皮膚の拘縮抑制剤は、前記（ａ）〜（ｄ）のペプチドとともに、又
はそれに代えて、前記（ａ）〜（ｄ）の誘導体を含んでいてもよい。
【００７１】
また、本実施形態の皮膚の拘縮抑制剤は、細胞膜に接触さえすれば所望の効果を発揮す
るため、細胞内への透過性を有していなくともよい。
【００７２】
本実施形態の皮膚の拘縮抑制剤は、前記（ａ）〜（ｄ）のペプチド、及び／又は、前記
ペプチドの誘導体とともに、或いは、それに代えて、前記（ａ）〜（ｄ）のペプチドの塩
、若しくはエステル、及び／又は、前記ペプチドの誘導体の塩若しくはエステルを含んで
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いてもよい。
塩としては、上述と同様のものが挙げられる。
塩基性塩としては、上述と同様のものが挙げられる。
エステルとしては、上述と同様のものが挙げられる。
【００７３】
本実施形態の皮膚の拘縮抑制剤は、他の成分として、ＰＢＳ、Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ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。
【００７４】
本実施形態の皮膚の拘縮抑制剤を用いて、皮膚の拘縮により生じる疾患（例えば、患者
の美容的又は精神的な問題、手指等の機能障害等）の治療方法を提供することができる。

10

治療対象として限定はされず、ヒト又は非ヒト動物を含む哺乳動物が挙げられ、ヒトが
好ましい。
【００７５】
≪第二実施形態≫
本実施形態の皮膚の拘縮抑制剤は、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドをコ
ードする塩基配列からなるＤＮＡを含むベクターを有効成分として含有する。
【００７６】
本実施形態の皮膚の拘縮抑制剤は、副作用の危険性がなく、高い組織の線維化抑制能を
有する。
20

【００７７】
上記（ａ）のペプチドをコードする塩基配列の具体例としては、上述のＦ７、Ｆ９、Ｆ
１０、Ｄｅｌ−１等のペプチドをコードする塩基配列が挙げられる。中でも、Ｆ９のうち
１２６番目のアルギニンから２３６番目のアルギニンまでのａｃｔｉｖａｔｉｏｎ

ｐｅ

ｐｔｉｄｅを取り除いたペプチドをコードする塩基配列（配列番号９）又はＤｅｌ−１を
コードする塩基配列（配列番号１０）が好ましく、Ｆ９の配列番号１で表されるアミノ酸
配列を含むＥＧＦモチーフのみからなるペプチドをコードする塩基配列（配列番号１１）
、又は、Ｄｅｌ−１の配列番号４で表されるアミノ酸配列を含むＥＧＦモチーフのみから
なるペプチドをコードする塩基配列（配列番号１２）がさらに好ましい。
【００７８】
本実施形態の皮膚の拘縮抑制剤は、具体的には、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つの

30

ペプチドをコードする塩基配列からなるＤＮＡのみからなるものであってもよいし、又は
、当該ＤＮＡの一部を含み、その他に遺伝子発現に必要な公知の塩基配列（転写プロモー
ター、ＳＤ配列、Ｋｏｚａｋ配列、ターミネーター配列等）を含むものであってもよい。
【００７９】
また、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドをコードする塩基配列では、コド
ンの種類は限定されず、例えば、転写後、ヒト等の哺乳類において一般的に使用されてい
るコドンを用いたものであってもよく、大腸菌や酵母等の微生物や、植物等において一般
的に使用されているコドンを用いたものであってもよく、適宜選択又は設計することがで
きる。
【００８０】

40

また、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドをコードする塩基配列の代わりに
、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドをコードする塩基配列のうち、１〜数個
の塩基が欠損、置換又は付加されている塩基配列であって、且つ、組織の線維化抑制能を
有するペプチドをコードする塩基配列であってもよい。
【００８１】
ここで、欠失、置換、若しくは付加されてもよい塩基の数としては、１〜３０個が好ま
しく、１〜１５個がより好ましく、１〜１０個が特に好ましく、１〜５個が最も好ましい
。
【００８２】
また、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドをコードする塩基配列の代わりに
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、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドをコードする塩基配列と、同一性が８０
％以上である塩基配列であって、且つ、組織の線維化抑制能を有するペプチドをコードす
る塩基配列であってもよい。
【００８３】
上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドと機能的に同等であるためには８０％以
上の同一性を有する。係る同一性としては、８０％以上が好ましく、８５％以上がより好
ましく、９０％以上が更に好ましく、９５％以上が特に好ましく、９９％以上が最も好ま
しい。
【００８４】
また、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドをコードする塩基配列の代わりに

10

、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドをコードする塩基配列からなるＤＮＡに
対し相補的な塩基配列からなるＤＮＡとストリンジェントな条件下でハイブリダイズする
ことができる塩基配列であって、且つ、皮膚の拘縮抑制能を有するペプチドをコードする
塩基配列であってもよい。
【００８５】
（ベクター）
本実施形態のベクターは発現ベクターであることが好ましい。発現ベクターとしては特
に制限されず、上記に例示したもの等を用いることができる。
【００８６】
上述の発現ベクターにおいて、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチド発現用プ

20

ロモーターとしては特に限定されず、上記に例示したもの等を使用することができる。こ
れらプロモーターは、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドを発現する宿主に応
じて、適宜選択することができる。
【００８７】
上述の発現ベクターは、さらに、マルチクローニングサイト、エンハンサー、スプライ
シングシグナル、ポリＡ付加シグナル、選択マーカー、複製起点等を有していてもよい。
【００８８】
［皮膚の拘縮抑制剤の投与量］
本実施形態の皮膚の拘縮抑制剤の投与量は、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）の年齢、性別、体重、症状、治療方法、投与方法、処理時間

30

等を勘案して適宜調節される。
例えば、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドをコードする塩基配列からなる
ＤＮＡを含むベクターを注射剤により皮下注射する場合、被検動物（好ましくはヒト）に
対し、１回の投与において１μｇ以上のベクターＤＮＡの量を投与することが好ましく、
１０μｇ〜３ｍｇのベクターＤＮＡの量を投与することがより好ましく、２５μｇ〜１ｍ
ｇのベクターＤＮＡの量を投与することが特に好ましい。
また、例えば、上記（ａ）〜（ｄ）のいずれか一つのペプチドを注射剤により皮下注射
する場合、被検動物（好ましくはヒト）に対し、１回の投与において１ｋｇ体重当たり、
１００μｇ以上のペプチドの量を投与することが好ましく、２００μｇ〜３ｍｇのペプチ
ドの量を投与することがより好ましく、４００μｇ〜１ｍｇのペプチドの量を投与するこ

40

とが特に好ましい。
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、動脈内注射、静脈内注射、皮下注射、鼻腔内的、経気管支
的、筋内的、経皮的、または経口的に当業者に公知の方法が挙げられ、皮下注射が好まし
い。
注射剤は、非水性の希釈剤（例えば、ポレングリコール、オリーブ油等の植物油、エタ
ノール等のアルコール類など）、懸濁剤、又は乳濁剤として調製することもできる。この
ような注射剤の無菌化は、フィルターによる濾過滅菌、殺菌剤等の配合により行うことが
できる。注射剤は、用事調製の形態として製造することができる。即ち、凍結乾燥法など
によって、無菌の固体組成物とし、使用前に注射用蒸留水又は他の溶媒に溶解して使用す
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ることができる。
【００８９】
［医薬組成物］
本発明の医薬組成物は、治療的に有効量の皮膚の拘縮抑制剤の治療剤、及び薬学的に許
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、上記例示し
たもの等が挙げられる。これら担体の１種以上を用いることにより、注射剤、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。
【００９０】
本発明の医薬組成物における製剤化の例としては、上記例示したもの等が挙げられる。

10

【００９１】
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、上記例示したもの等が挙げ
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。注射のための無菌組成物は注射用蒸留水のようなベヒクル
を用いて通常の製剤実施に従って処方することができる。
【００９２】
注射用の水溶液としては、上記例示したもの等が挙げられ、適当な溶解補助剤、例えば
アルコール、具体的にはエタノール、ポリアルコール、例えばプロピレングリコール、ポ
リエチレングリコール、非イオン性界面活性剤、例えばポリソルベート８０（ＴＭ）、Ｈ
ＣＯ−５０と併用してもよい。

20

【００９３】
油性液としては、上記例示したもの等が挙げられ、溶解補助剤として安息香酸ベンジル
、ベンジルアルコールと併用してもよい。また、緩衝剤、無痛化剤及び安定剤としては、
上記例示したもの等が挙げられ、酸化防止剤と配合してもよい。調製された注射液は通常
、適当なアンプルに充填させる。
【００９４】
また、本発明の一側面は、組織の線維化により生じる上述の疾患の治療のための前記（
ａ）〜（ｄ）のいずれかのペプチド、その誘導体、又はこれらの塩若しくはエステルを提
供する。
また、本発明の一側面は、皮膚の拘縮により生じる上述の疾患の治療のための前記（ａ

30

）〜（ｄ）のいずれかのペプチド、その誘導体、又はこれらの塩若しくはエステルを提供
する。
また、本発明の一側面は、治療的に有効量の上記ペプチド、その誘導体、又はこれらの
塩若しくはエステル、上記ペプチドをコードする塩基配列からなるＤＮＡを含むベクター
、及び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、本発明の一側面は、前記医薬組成物を含む、組織の線維化抑制剤を提供する。
また、本発明の一側面は、前記医薬組成物を含む、皮膚の拘縮抑制剤を提供する。
また、本発明の一側面は、前記医薬組成物を含む、組織の線維化抑制剤を製造するため
の前記ペプチド、その誘導体、又はこれらの塩若しくはエステルの使用を提供する。
また、本発明の一側面は、前記医薬組成物を含む、皮膚の拘縮抑制剤を製造するための

40

前記ペプチド、その誘導体、又はこれらの塩若しくはエステルの使用を提供する。
また、本発明の一側面は、上記ペプチド、その誘導体、又はこれらの塩若しくはエステ
ル、上記ペプチドをコードする塩基配列からなるＤＮＡを含むベクター、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、組織の線維化により生じる上述の疾患の治療
方法を提供する。
また、本発明の一側面は、上記ペプチド、その誘導体、又はこれらの塩若しくはエステ
ル、上記ペプチドをコードする塩基配列からなるＤＮＡを含むベクター、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、皮膚の拘縮により生じる上述の疾患の治療方
法を提供する。
【実施例】
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【００９５】
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。
【００９６】
［実施例１］ｍＦ９−ＬＣ発現ベクターの作製
まず、下記表１に示すｍＦ９−ＬＣのｃＤＮＡを含む発現ベクターを作製した。「ｍＦ
９−ＬＣ」とは、マウスの血液凝固第９因子（Ｆ９）のうち、ＧＬＡモチーフ及び該ＧＬ
Ａモチーフに続く２つのＥＧＦモチーフ（ＥＧＦ１及びＥＧＦ２）からなる軽鎖（Ｌｉｇ
ｈｔ

Ｃｈａｉｎ：ＬＣ）を示す。発現ベクターとしては、アルカリホスタファーゼ（Ａ
10

Ｐ）発現ベクター（ＡＰｔａｇ４）を用いた。
発現ベクターに公知の遺伝子組み換え技術を用いて、下記表１に示すペプチドをコード
するｃＤＮＡをそれぞれＡＰ遺伝子との融合遺伝子となるように挿入し、組み換えベクタ
ーを構築した。
【００９７】
［実施例２］ｍＤｅｌ−１−Ｅ３Ｃ１発現ベクターの作製
下記表１に示すｍＤｅｌ−１−Ｅ３Ｃ１のｃＤＮＡを含む以外は、実施例１と同様の方
法を用いて、発現ベクターを作製した。「ｍＤｅｌ−１−Ｅ３Ｃ１」とは、マウスの内皮
細胞遺伝子座−１（Ｄｅｌ−１）のうち、Ｎ末端から３番目のＥＧＦモチーフ（ＥＧＦ３
）及び該ＥＧＦ３に続く１番目のＤｉｓｃｏｉｄｉｎモチーフ（Ｃ１）からなるペプチド

20

を示す。
【００９８】
【表１】

【００９９】
［試験例１］創傷モデルマウスを用いたコラーゲン産生抑制確認試験
（１）創傷モデルマウスへの発現ベクターの投与

30

マウス背部の皮膚を真皮に至る深さで２０ｍｍ×１０ｍｍ剥離し、創傷モデルマウスを
作製した。創傷作製直後から、実施例１で作製したｍＦ９−ＬＣのｃＤＮＡを含む発現ベ
クター

１μｇを、ｊｅｔＰＥＩ（ｐｏｌｙｐｌｕｓ

ｔｒａｎｓｆｅｃｔｉｏｎ社製）

と共に創部周囲の皮膚に皮下注射した。「創部」とは、皮膚などが物理的に損傷し、創傷
ができた部分を意味する。また、コントロールとして、別の創傷モデルマウスにＡＰ遺伝
子のみを含む発現ベクターを皮下注射した。
週に２回のペースで、４５日間投与を続けた。創部の変化を撮影した画像を図１に示す
。図１中、矢印（←）は皮膚の盛り上がりを示し、三角（▲）は皮膚の凹みをしめす。
【０１００】
図１から、ｍＦ９−ＬＣのｃＤＮＡを含む発現ベクターＤＮＡを皮下注射したマウスで

40

は、コントロールと比較して、皮膚の拘縮が少ないことが確かめられた。
【０１０１】
（２）ＨＥ（Ｈｅｍａｔｏｘｙｌｉｎ−Ｅｏｓｉｎ）染色及びコラーゲン染色
ｍＦ９−ＬＣのｃＤＮＡを含む発現ベクター又はＡＰ遺伝子のみを含む発現ベクターを
投与した４５日後のマウスの創部周囲の皮膚を切り出し、コラーゲンステインキット（コ
ラーゲン技術研修会製）を用いて、コラーゲン染色を行った。コラーゲンステインキット
を使用すると、コラーゲンが発現している部位は、赤く染まり、コラーゲン以外のタンパ
ク質（非コラーゲン）が発現している部位は。青緑に染まる。また、さらに創傷周囲の皮
膚を切り出し、Ｅｏｓｉｎ
ｓ

Ｈｅｍａｔｏｘｙｌｉｎ

Ｙ

ｓｏｌｕｔｉｏｎ （和光純薬社製）と、Ｍａｙｅｒ
ｓｏｌｕｔｉｏｎ (和光純薬社製)とを用いて、ＨＥ（Ｈ
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ｅｍａｔｏｘｙｌｉｎ−Ｅｏｓｉｎ）染色を行った。結果を図２に示す。図２中、矢印は
毛包を示し、創傷周囲の健常部である。また、図３は、コラーゲン染色による染色面積か
らコラーゲンと非コラーゲンとの比を示したグラフである。
【０１０２】
図２及び図３から、ｍＦ９−ＬＣのｃＤＮＡを含む発現ベクターを投与したマウスでは
、創部において、コラーゲンの発現が抑制されていることが明らかとなった。
【０１０３】
［試験例２］移植腫瘍モデルマウスを用いたコラーゲン産生抑制確認試験
（１）移植腫瘍モデルマウスへの発現ベクターの投与
ヌードマウスの背面にヒト扁平上皮癌由来細胞株Ａ４３１を移植した移植腫瘍モデルマ

10

ウスを作製した。腫瘍の生着を確認後、実施例２において作製したｍＤｅｌ−１−Ｅ３Ｃ
１のｃＤＮＡを含む発現ベクター

１０μｇを、ｊｅｔＰＥＩ（ｐｏｌｙｐｌｕｓ

ｔｒ

ａｎｓｆｅｃｔｉｏｎ社製）と共に腫瘍から２ｃｍ程度離れた背面の皮膚に皮下注射した
。また、コントロールとして、別の移植腫瘍モデルマウスにＡＰ遺伝子のみを含む発現ベ
クターを皮下注射した。週に１回のペースで、４５日間投与を続けた。
【０１０４】
（２）ＨＥ染色及びコラーゲン染色
試験例１の（２）と同様の方法により、ＨＥ染色及びコラーゲン染色を行った。結果を
図４に示す。
20

【０１０５】
図４から、ｍＤｅｌ−１−Ｅ３Ｃ１のｃＤＮＡを含む発現ベクターを投与したマウスで
は、腫瘍部において、コラーゲンの発現が抑制されていることが明らかとなった。
【０１０６】
（３）ＰＥＣＡＭ（Ｐｌａｔｅｌｅｔ
ｉｏｎ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｍｏｌｅｃｕｌｅ）抗体及びαＳＭＡ（α

Ｃｅｌｌ

ｓｍｏｏｔｈ

Ａｄｈｅｓ

ｍｕｓｃｌｅ

ａｃ

ｔｉｎ）抗体による蛍光免疫染色
ｍＤｅｌ−１−Ｅ３Ｃ１のｃＤＮＡを含む発現ベクター又はＡＰ遺伝子のみを含む発現
ベクターを投与した４５日後の移植腫瘍モデルマウスの腫瘍部の皮膚を切り出し、ＰＥＣ
ＡＭ（Ｐｌａｔｅｌｅｔ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

ｌｅｃｕｌｅ）抗体及びαＳＭＡ（α

ｓｍｏｏｔｈ

Ｃｅｌｌ

Ａｄｈｅｓｉｏｎ

ｍｕｓｃｌｅ

Ｍｏ

ａｃｔｉｎ）抗体
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を一次抗体として用いた。続いて、Ａｌｅｘａｆｌｕｏｒ４８８及びＡｌｅｘａｆｌｕｏ
ｒ５６８で標識された二次抗体を使用し、蛍光免疫染色を行った。ＰＥＣＡＭは、胚及び
成体血管内皮細胞で発現しているタンパク質であり、癌細胞の周囲を囲む「間質」という
組織が形成されているか否かの指標となる。また、αＳＭＡは、平滑筋細胞に多く存在す
るタンパク質であり、細胞が縮むために働くため、皮膚の拘縮に関与するものである。Ｐ
ＥＣＡＭ抗体、αＳＭＡ抗体、並びに、Ａｌｅｘａｆｌｕｏｒ４８８及びＡｌｅｘａｆｌ
ｕｏｒ５６８で標識された二次抗体は市販の抗体を使用した。結果を図５に示す。
【０１０７】
図５から、ｍＤｅｌ−１−Ｅ３Ｃ１のｃＤＮＡを含む発現ベクターを投与したマウスで
は、腫瘍部において、間質が形成されておらず、また、αＳＭＡの発現が抑制されている

40

ことが明らかとなった。
【０１０８】
（４）心臓及び小腸のコラーゲン染色
ｍＤｅｌ−１−Ｅ３Ｃ１のｃＤＮＡを含む発現ベクターを腫瘍から離れた位置に皮下注
射したため、全身に効いている可能性があり、副作用がないかを確認するために、４５日
後の移植腫瘍モデルマウスの心臓及び小腸を切り出し、コラーゲン染色を行った。結果を
図６に示す。（Ａ）が心臓の染色結果であり、（Ｂ）が小腸の染色結果である。
【０１０９】
図６から、心臓及び小腸において、正常にコラーゲンが発現していることが確かめられ
た。このことから、ｍＤｅｌ−１−Ｅ３Ｃ１のｃＤＮＡを含む発現ベクターは、炎症反応
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が起こった病巣部特異的に作用すると推察された。
【０１１０】
［試験例３］ヒト線維芽細胞（ｉｎ ｖｉｔｒｏ系）でのコラーゲン分解亢進確認試験
（１）ヒト線維芽細胞への組み換えタンパク質の投与
ＣＨＯ細胞に、実施例２において作製したｍＤｅｌ−１−Ｅ３Ｃ１のｃＤＮＡを含む発
現ベクター０．８μｇを、ｊｅｔＰＥＩを用いて遺伝子導入した。コントロールとしてＡ
Ｐ遺伝子のみを含む発現ベクターを遺伝子導入した。それによって作製されたＡＰ−ｍＤ
ｅｌ１−Ｅ３Ｃ１の組み換えタンパクを含む培養液を、ｍＤｅｌ−１−Ｅ３Ｃ１が１ｐｍ
ｏｌ／ｍＬになるように、ヒト線維芽細胞の培養液中に添加した。
10

【０１１１】
（２）ＭＭＰ９の活性確認試験
上記操作後、７日間培養した線維芽細胞の培養液ＦｉｂｒｏＬｉｆｅ
（ＬＩＦＥＬＩＮＥ

ＣＥＬＬ

Ｍｅｄｉｕｍ

ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ社製）を５０μＬ採取し、ヒトＭ

ＭＰ測定キット（ＳｅｓｏＬｙｔｅ

５２０

ＭＭＰ−９

Ａｓｓａｙ

Ｋｉｔ） （Ａ

ＮＡＳＰＥＣ社製）を用いて、培養液中に含まれるＭＭＰ９活性を定量した。
【０１１２】
図７から、ｍＤｅｌ−１−Ｅ３Ｃ１のｃＤＮＡを含む発現ベクターを用いて産生された
組み換えタンパク質を投与されたヒト線維芽細胞では、ＭＭＰ９の活性が向上しているこ
とが確かめられた。
20

【０１１３】
［試験例４］移植腫瘍モデルマウス（ｉｎ ｖｉｖｏ系）でのコラーゲン分解亢進確認試
験
（１）移植腫瘍モデルマウスへの発現ベクターの投与
試験例２の（１）と同様の方法により、実施例２において作製したｍＤｅｌ−１−Ｅ３
Ｃ１のｃＤＮＡを含む発現ベクターを４５日間投与した。
【０１１４】
（２）ＰＥＣＡＭ抗体及びＭＭＰ９抗体による蛍光免疫染色
αＳＭＡ抗体の代わりに、ＭＭＰ９抗体を用いた以外は、試験例２の（３）と同様の方
法により、蛍光免疫染色を行った。ＰＥＣＡＭ抗体、ＭＭＰ９抗体、並びに、Ａｌｅｘａ
ｆｌｕｏｒ４８８及びＡｌｅｘａｆｌｕｏｒ５６８で標識された二次抗体は市販の抗体を
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使用した。結果を図８に示す。
【０１１５】
図８から、ｍＤｅｌ−１−Ｅ３Ｃ１のｃＤＮＡを含む発現ベクターを投与したマウスで
は、腫瘍部において、間質の形成が抑制され、また、ＭＭＰ９が高発現していることが明
らかとなった。
【０１１６】
試験例３及び４の結果から、炎症反応が起こった部位特異的にＭＭＰ９の活性が向上す
ることで、コラーゲンの分解が亢進していると推察される。
【０１１７】
［試験例５］ヒト血管内皮細胞での活性型Ｎｏｔｃｈ及びｈｅｙ１（Ｈａｉｒｙ／ｅｎｈ
ａｎｃｅｒ−ｏｆ−ｓｐｌｉｔ
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ｒｅｌａｔｅｄ ｗｉｔｈ ＹＲＰＷ ｍｏｔｉｆ １）の

発現抑制確認試験
（１）ヒト血管内皮細胞への組み換えタンパク質の投与
ハムスター卵巣由来細胞株（ＣＨＯ細胞）に、実施例１において作製したｍＦ９−ＬＣ
のｃＤＮＡを含む発現ベクター０．８μｇを、ｊｅｔＰＥＩを用いて遺伝子導入した。コ
ントロールとしてＡＰ遺伝子のみを含む発現ベクターを遺伝子導入した。それによって作
製されたＡＰ−ｍＦ９−ＬＣの組み換えタンパク質を含む培養液を、ｍＦ９−ＬＣが１０
０ｐｍｏｌ／ｍＬになるように、ヒト臍帯静脈内皮細胞の培養液中に添加した。
【０１１８】
（２）ウエスタンブロッティング法
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上記操作後５分間、１０分間、６０分間培養した細胞を回収し、細胞を破砕した。破砕
液をＳＤＳ−ＰＡＧＥゲルで展開し、ＰＶＤＦ膜に転写した。転写の終了したＰＶＤＦ膜
は、ブロッキングを行い、活性型Ｎｏｔｃｈ抗体及びｈｅｙ１（Ｈａｉｒｙ／ｅｎｈａｎ
ｃｅｒ−ｏｆ−ｓｐｌｉｔ

ｒｅｌａｔｅｄ ｗｉｔｈ ＹＲＰＷ ｍｏｔｉｆ １）抗体を

一次抗体として使用した。続いて、ＨＲＰ標識二次抗体は１：１０００で希釈して使用し
、検出にはＩｍｍｏｂｉｌｏｎ

Ｗｅｓｔｅｒｎ

ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ

ｒｅｇｅｎｔｓ

（Ｍｉｌｌｉｐｏｒｅ，Ｂｉｌｌｅｒｉｃａ，ＵＳＡ）による化学発光を用いた。ｈｅｙ
１は、Ｎｏｔｃｈの下流に存在するタンパク質であり、炎症反応等の細胞間シグナル伝達
が引き金となるＮｏｔｃｈによるコラーゲンの産生及び分泌を仲介するタンパク質である
。活性型Ｎｏｔｃｈ抗体、ｈｅｙ１抗体、ＨＲＰ標識二次抗体は市販の抗体を使用した。

10

結果を図９に示す。
【０１１９】
図９から、ｍＦ９−ＬＣの組み換えタンパク質を投与したヒト血管内皮細胞では、活性
型Ｎｏｔｃｈ及びｈｅｙ１の発現が抑制されていることが確かめられた。
【０１２０】
以上の結果から、ｍＦ９−ＬＣのｃＤＮＡを含む発現ベクター又はｍＤｅｌ−１−Ｅ３
Ｃ１のｃＤＮＡを含む発現ベクターにより、コラーゲンの産生が抑制され、また、コラー
ゲンの分解が亢進されることにより、組織の線維化又は皮膚の拘縮が抑制されることが明
らかとなった。
20

【産業上の利用可能性】
【０１２１】
本発明によれば、副作用の危険性がなく、有効性の高い組織の線維化抑制剤を提供する
ことができる。
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