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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
オステオアクチビンタンパク質の全長、ＤＣ‑ＨＩＬタンパク質の全長及びＧＰＮＭＢ
タンパク質の全長からなる群から選択される少なくとも１種のタンパク質をコードするＤ
ＮＡからなる遺伝子を有効成分として含有する脂肪肝、肝線維化又は前癌病変の発症を抑
制する肝臓疾患予防剤。
【請求項２】
ＤＮＡが配列番号１、３、５、７若しくは９の塩基配列からなるＤＮＡである請求項１
に記載の肝臓疾患予防剤。
【請求項３】
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タンパク質が配列番号２、４、６、８若しくは１０のアミノ酸配列からなるタンパク質
の全長である請求項１に記載の肝臓疾患予防剤。
【請求項４】
オステオアクチビンタンパク質の全長、ＤＣ‑ＨＩＬタンパク質の全長及びＧＰＮＭＢ
タンパク質の全長からなる群から選択される少なくとも１種のタンパク質を有効成分とし
て含有する脂肪肝、肝線維化又は前癌病変の発症を抑制する肝臓疾患予防剤。
【請求項５】
タンパク質が以下の（ａ）又は（ｂ）である請求項４に記載の肝臓疾患予防剤。
（ａ）配列番号２、４、６、８若しくは１０のアミノ酸配列からなるタンパク質
（ｂ）配列番号２、４、６、８若しくは１０のアミノ酸配列において１若しくは数個のア
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ミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなり、且つ脂肪肝、肝線維化又
は前癌病変を抑制する活性を有するタンパク質。
【請求項６】
脂肪肝、肝線維化及び前癌病変からなる群から選択される少なくとも１種の肝臓疾患の
発症を抑制することにより肝硬変及び／又は肝癌を予防する請求項１〜５の何れか１項に
記載の肝臓疾患予防剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、オステオアクチビン様タンパク質又はそれをコードする遺伝子を有効成分と
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する肝臓疾患、特に脂肪肝、肝線維化による疾患、肝硬変又は肝癌の予防又は治療剤に関
する。
【背景技術】
【０００２】
脂肪肝の治療方法としては、食事療法、運動療法による肥満の改善が有効であるとされ
ているが、実際に効果を上げることは難しいことが多い。内服薬としては漢方薬、肝機能
改善薬などがあるが、その効果は十分でないことが多い。
【０００３】
肝硬変又は肝線維化による疾患の治療方法としては、原因がＢ型肝炎ウイルスやＣ型肝
炎ウイルスによるものであれば、抗ウイルス剤が有効であるが、病態によっては副作用の
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面から抗ウイルス剤を使用できないことがある。また、Ｂ型肝炎ウイルス及びＣ型肝炎ウ
イルス以外の慢性肝疾患の肝硬変又は肝線維化による疾患の有効な治療法は今のところな
い。
【０００４】
肝癌の治療方法としては、抗癌剤により肝癌の増殖や発癌を抑制する方法が挙げられる
が、その効果は高くなく、副作用の面から使用はかなり制限される。また肝癌の治療法は
進歩しており、手術やラジオ波焼灼術などによる肝癌の治療法があるが、それらの治療法
は発癌を抑制できない。治療対象となる患者も限られる。Ｂ型肝炎ウイルスやＣ型肝炎ウ
イルスによる発癌の抑制には抗ウイルス剤が有効であるが、副作用の面から薬剤を投与で
きない患者も多く、また、Ｂ型肝炎ウイルス及びＣ型肝炎ウイルス以外の原因による肝癌
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の場合には有効な発癌抑制剤は今のところない。
【０００５】
一方、オステオアクチビン（osteoactivin）は骨大理石病ラット骨芽細胞から同定され
たタンパク質であり、骨芽細胞の分化や骨基質化に影響を与えることがＳａｆａｄｉらに
より報告された（特許文献１、非特許文献１）。また本発明者らはこれまでに肝臓の機能
とオステオアクチビンとの関連性につき検討を行ってきた（非特許文献２及び３）。非特
許文献２では、コリン欠乏アミノ酸置換（ＣＤＡＡ）食摂取ラットの肝細胞においてオス
テオアクチビンが発現されていることが報告されている。
【０００６】
これまでにオステオアクチビンが肝臓疾患を治療する作用を有することは知られていな
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い。なお、特許文献１には、オステオアクチビンの核酸配列や、オステオアクチビンを含
む治療用組成物が開示されているが、肝臓疾患を治療する作用については言及がない。
【０００７】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００２／０１５１４８６号明細書
【非特許文献１】Safadi, Fayez et al "Cloning and characterization of osteoactivi
n, a novel cDNA expressed in osteoblasts." J of Cellular Biochemistry, 84 [1] 12
‑26, (2001)
【非特許文献２】Onaga, Masaaki et al "Osteoactivin expressed during cirrhosis de
velopment in rats fed a choline‑deficient, L‑amino acid‑defined diet, accelerate
s motility of hepatoma cells." J of Hepatology, 39 [5] 7779‑785 (2003)
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【非特許文献３】Onaga, Masaaki et al "Osteoactivin, a gene isolated from the liv
er of rat fed with a choline‑deficient, L‑amino acid defined diet, accelerated i
nvasion and metastasis of hepatoma cells." Hepatology, 34 [4] Pt.2, 384A (2001)
Print Meeting Info.: 52nd Annual Meeting and Postgraduate Courses of the America
n Association for the Study of Liver Diseases. Dallas, Texas, USA. Nov. 09‑13, 2
001.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明は、肝臓疾患、特に脂肪肝、肝線維化による疾患、肝硬変又は肝癌の予防又は治
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療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】
【０００９】
本発明者らは、前記課題を解決するために鋭意研究した結果、コリン欠乏アミノ酸置換
食飼育ラット肝から単離されたオステオアクチビン様タンパク質又はその遺伝子が驚くべ
きことに脂肪肝、肝線維化による疾患、肝硬変又は肝癌の予防又は治療に有効であること
を見出し、本発明を完成するに至った。
【００１０】
本発明はかかる知見に基づくもので、オステオアクチビン様タンパク質又はその遺伝子
の新用途として、肝臓疾患、特に脂肪肝、肝線維化による疾患、肝硬変又は肝癌の予防又
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は治療剤を提供する。
【００１１】
本発明は以下の発明を包含する。
（１）オステオアクチビン様タンパク質又はその肝臓疾患を抑制する活性を有する断片を
コードするＤＮＡからなる遺伝子を有効成分として含有する肝臓疾患の予防又は治療剤。
（２）ＤＮＡが以下の(a)又は(b)である（１）に記載の肝臓疾患の予防又は治療剤。
(a) 配列番号１、３、５、７若しくは９の塩基配列若しくはその部分配列からなるＤＮＡ
(b) (a)のＤＮＡと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
ブリダイズし、且つ肝臓疾患を抑制する活性を有するタンパク質若しくはその断片をコー
ドするＤＮＡ
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なお、これらのＤＮＡは、単独で又は１種以上組合わされて使用される。
【００１２】
（３）オステオアクチビン様タンパク質又はその肝臓疾患を抑制する活性を有する断片を
有効成分として含有する肝臓疾患の予防又は治療剤。
（４）オステオアクチビン様タンパク質が以下の(a)又は(b)である（３）に記載の肝臓疾
患の予防又は治療剤。
(a) 配列番号２、４、６、８若しくは１０のアミノ酸配列からなるタンパク質
(b) 配列番号２、４、６、８若しくは１０のアミノ酸配列において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からなり、且つ肝臓疾患を抑制する活
性を有するタンパク質
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なお、これらのタンパク質又はその断片は、単独で又は１種以上組合わされて使用され
る。
（５）肝臓疾患が、脂肪肝、肝線維化による疾患、肝硬変及び肝癌からなる群から選択さ
れる少なくとも１種である（１）〜（４）の何れかに記載の肝臓疾患の予防又は治療剤。
【発明の効果】
【００１３】
本発明により、肝臓疾患、特に脂肪肝、肝線維化による疾患、肝硬変又は肝癌の予防又
は治療剤が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
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本発明において、「オステオアクチビン様タンパク質」とは、オステオアクチビン又は
オステオアクチビンと同質の活性を有するタンパク質を指す。オステオアクチビン様タン
パク質としては具体的には、オステオアクチビンの他に、ＧＰＮＭＢ、ＤＣ−ＨＩＬ等の
タンパク質が挙げられる。更にまたこれらのタンパク質のアミノ酸配列の部分配列からな
るポリペプチド断片であってオステオアクチビンと同質の活性を有する断片もまた本発明
に使用することができる。以下本明細書では、オステオアクチビン様タンパク質又はその
断片を指して、単に「オステオアクチビン様タンパク質」と称することがある。ここで「
オステオアクチビンと同質の活性」とは、肝臓疾患を抑制する活性を意味する。「肝臓疾
患を抑制する活性」としては、例えば、脂肪肝を抑制する活性、肝線維化を抑制する活性
、肝の前癌病変を抑制する活性が挙げられる。脂肪肝を抑制する活性は、肝組織において
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脂肪滴を縮小させる活性により評価できる。肝線維化を抑制する活性は、肝組織のスライ
ス標本における線維化面積を減少させる活性により評価できる。肝の前癌病変を抑制する
活性は、肝組織のスライスにおけるGST‑P陽性結節面積を減少させる活性により評価でき
る。なお、「同質」とは、肝臓疾患を抑制する活性が性質的に同質であることを示す。し
たがって、肝臓疾患を抑制する活性の強弱、ペプチドの分子量等の量的要素は異なってい
てもよい。
【００１５】
本発明に使用し得るオステオアクチビン様タンパク質は、起源生物は特に限定されない
が、典型的にはラット、マウス、ヒト等の哺乳動物に由来するものである。
【００１６】
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オステオアクチビン様タンパク質としては、典型的には、配列番号２（ラットオステオ
アクチビン）、４（マウスＤＣ−ＨＩＬ）、６（マウスＧＰＮＭＢ）、８（ヒトＧＰＮＭ
Ｂ）又は１０（ラットＧＰＮＭＢ）のアミノ酸配列からなるタンパク質が挙げられる。ま
た本発明に使用できるタンパク質断片としては、例えば、配列番号２の第２３〜５７２番
目のアミノ酸配列からなるタンパク質断片や、配列番号８の第２３〜５６０番目のアミノ
酸配列からなるタンパク質断片が挙げられる。
【００１７】
本発明は第一に、上記のオステオアクチビン様タンパク質をコードするＤＮＡを有効成
分として含有する肝臓疾患の予防又は治療剤に関する。
【００１８】
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配列番号２（ラットオステオアクチビン）のアミノ酸配列からなるタンパク質は例えば
配列番号１の第１１５〜１８３３番の塩基配列からなるＤＮＡによりコードされ、配列番
号４（マウスＤＣ−ＨＩＬ）のアミノ酸配列からなるタンパク質は例えば配列番号３の第
４４〜１７６８番の塩基配列からなるＤＮＡによりコードされ、配列番号６（マウスＧＰ
ＮＭＢ）のアミノ酸配列からなるタンパク質は例えば配列番号５の第８０〜１８０４番の
塩基配列からなるＤＮＡによりコードされ、配列番号８（ヒトＧＰＮＭＢ）のアミノ酸配
列からなるタンパク質は例えば配列番号７の第９２〜１７７４番の塩基配列からなるＤＮ
Ａによりコードされ、配列番号１０（ラットＧＰＮＭＢ）のアミノ酸配列からなるタンパ
ク質は例えば配列番号９の第５８〜１７７６番の塩基配列からなるＤＮＡによりコードさ
れる。これらのタンパク質は、遺伝コードの縮重により、具体的に配列表に示す塩基配列
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以外の配列によってもコードされ得ることは当業者に周知である。
【００１９】
上記のＤＮＡと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
リダイズし、且つ肝臓疾患を抑制する活性を有するタンパク質をコードするＤＮＡもまた
、本発明に好適に使用することができる。ここで、「ストリンジェントな条件」は、例え
ば４２℃、５０％ホルムアミド、４×ＳＳＰＥ(１×ＳＳＰＥ＝150mM NaCl, 10mM NaH２P
O４・H２O, 1mM EDTA pH7.4)、５×デンハート溶液、０．１％ＳＤＳでの条件、或いは、
温度が60〜68℃、好ましくは55〜68℃であり、ナトリウム濃度が250〜350mM、好ましくは
300〜400mMでの条件である。
【００２０】
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上記のＤＮＡはゲノムＤＮＡ、ｃＤＮＡ、合成ＤＮＡのいずれでもよい。オステオアク
チビン様タンパク質を完全にコードするＤＮＡのクローニングの手段としては、例えば、
オステオアクチビン様タンパク質の部分塩基配列を有する合成ＤＮＡプライマーを用いて
公知のＰＣＲ法によって上記起源生物に由来するＤＮＡライブラリー等から所望のＤＮＡ
を増幅することにより行われる。ＤＮＡはまた、例えば組織・細胞よりＲＮＡ画分を調製
したものを用いてＲＴ‑ＰＣＲ法によって増幅することができる。増幅されたＤＮＡ断片
は大腸菌などの宿主で増幅可能な適切なベクター中にクローニングすることができる。
【００２１】
本発明は第二に、上述のオステオアクチビン様タンパク質を有効成分として含有する肝
臓疾患の予防又は治療剤に関する。本発明には、オステオアクチビン様タンパク質のアミ
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ノ酸配列において１若しくは数個、例えば１〜１０個、好ましくは１〜７個、より好まし
くは１〜５個、最も好ましくは１〜３個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミ
ノ酸配列からなり、且つ肝臓疾患を抑制する活性を有するタンパク質もまた好適に使用す
ることができる。
【００２２】
上記のタンパク質は、天然由来のタンパク質でも、化学合成したタンパク質でも、遺伝
子組み換え技術により作製した組み換えタンパク質の何れでもよい。
【００２３】
天然由来のタンパク質は、該タンパク質を発現している細胞又は組織からタンパク質の
単離精製技術を適宜組み合わせて単離することができる。化学合成タンパク質は、例えば
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、Ｆｍｏｃ法（フルオレニルメチルオキシカルボニル法）、ｔＢｏｃ法（ｔ−ブチルオキ
シカルボニル法）などの化学合成法に従って合成することができる。また、各種の市販の
ペプチド合成機を利用して本発明のタンパク質を合成することもできる。組み換えタンパ
ク質は、該タンパク質をコードする塩基配列を有するＤＮＡを好適な発現系に導入するこ
とにより生産することができる。
【００２４】
本発明の予防又は治療剤による、予防又は治療の対象となる肝臓疾患としては、例えば
脂肪肝、肝線維化による疾患、肝硬変、肝癌である。本発明の予防又は治療剤は、哺乳動
物（例えばヒト、ラット、マウス）、特にヒトにおける肝臓疾患の予防又は治療に有用で
ある。なお本発明において「治療」という用語には、疾患を治癒して健常状態に回復させ
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ることだけでなく、疾患の進行を抑えること（「抑制」と呼ばれることもある）も包含さ
れる。
【００２５】
本発明の予防又は治療剤のうち、有効成分としてオステオアクチビン様タンパク質をコ
ードするＤＮＡからなる遺伝子を含むもの（以下「遺伝子治療剤」という）は、（ア）該
遺伝子を被験体に投与し発現させることによって、或いは（イ）細胞に該遺伝子を挿入し
発現させた後に、該細胞を該被験体に移植することなどによって、被験体の組織における
オステオアクチビン様タンパク質の量を増加させ、その作用を充分に発揮させることがで
きる。
【００２６】
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本発明の遺伝子治療剤は、常法により、すなわち、オステオアクチビン様タンパク質遺
伝子を単独で又はプラスミドベクター、レトロウイルスベクター、アデノウイルスベクタ
ー、アデノウイルスアソシエーテッドウイルスベクターなどの適当なベクターに挿入した
後、遺伝子治療剤に通常用いられる基剤と共に配合することにより製造することができる
。
【００２７】
上記基剤としては、通常注射剤に用いる基剤を使用することができ、例えば、蒸留水、
塩化ナトリウム又は塩化ナトリウムと無機塩との混合物などの塩溶液、マンニトール、ラ
クトース、デキストラン、グルコースなどの溶液、グリシン、アルギニンなどのアミノ酸
溶液、有機酸溶液又は塩溶液とグルコース溶液との混合溶液などが挙げられる。あるいは
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また、当業者に既知の常法に従って、これらの基剤に浸透圧調整剤、ｐＨ調整剤、植物油
、界面活性剤などの助剤を用いて、溶液、懸濁液、分散液として注射剤を調製することも
できる。これらの注射剤は、粉末化、凍結乾燥などの操作により用時溶解用製剤として調
製することもできる。
【００２８】
また、本発明の遺伝子治療剤は、リポソームの懸濁液に所定の遺伝子を添加し凍結した
後融解することにより製造することもできる。リポソームは常法により調製することがで
きる。遺伝子を封入したリポソームはそのまま、又は水、生理食塩水などに懸濁して静脈
投与することができる。
【００２９】

10

本発明の遺伝子治療剤の投与形態としては、通常の静脈内投与、動脈内投与などの全身
投与でもよいし、あるいは肝臓に対する局所投与であってもよい。例えば、カテーテル技
術、遺伝子導入技術、又は外科的手術などと組み合わせた投与形態をとることができる。
なお上記の投与形態のうち、静脈内投与が特に好ましいと考えられる。
【００３０】
上記遺伝子治療剤の、肝臓疾患の予防又は治療を必要とする患者への投与量は、患者の
年齢、性別、症状、投与経路、投与回数、剤型によって異なるが、一般に、成人では一日
当たり遺伝子の重量として１μｇ／ｋｇ体重から１０００ｍｇ／ｋｇ体重程度の範囲であ
る。投与回数は特に限定されない。
【００３１】
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本発明の予防又は治療剤のうち、有効成分としてオステオアクチビン様タンパク質を含
むものは、常法に従って製剤化し、使用することができる。例えば、必要に応じて糖衣や
腸溶性被膜を施した錠剤、カプセル剤、エリキシル剤、マイクロカプセル剤などとして経
口的に、あるい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、または懸
濁液剤などの注射剤の形で非経口的に使用できる。また局所への直接投与などあらゆる投
与法が使用できる。好ましい製剤形態はオステオアクチビン様タンパク質を含有する錠剤
又は水溶液であり、好ましい投与法は経口投与又は静脈内注射による投与である。なお上
記の投与形態のうち、静脈内注射による投与が特に好ましいと考えられる。また、オステ
オアクチビン様タンパク質を生理学的に認められる担体、香味剤、賦形剤、ベヒクル、防
腐剤、安定剤、結合剤などとともに一般に認められた単位用量形態で混和することによっ

30

て本発明の予防又は治療剤を製造することができる。また医薬として有用な他の成分と併
用することも可能である。併用し得る他の成分としては、肝臓疾患の治療剤、例えばイン
ターフェロンなどの抗ウイルス剤、強力ネオミノファーゲンCおよびその類似品、漢方薬
やビタミン製剤などが挙げられる。
【００３２】
錠剤、カプセル剤などに混和することができる添加剤としては、例えばゼラチン、コー
ンスターチ、トラガントガム、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、アルギン酸などのような膨化剤、ステアリン酸マグ
ネシウムのような潤滑剤、ショ糖、乳糖またはサッカリンのような甘味剤、ペパーミント
、アカモノ油またはチェリーのような香味剤などが用いられる。調剤単位形態がカプセル
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である場合には、前記タイプの材料にさらに油脂のような液状担体を含有することができ
る。注射のための無菌組成物は注射用水のようなベヒクル中の活性物質、胡麻油、椰子油
などのような天然産出植物油などを溶解または懸濁させるなどの通常の製剤実施にしたが
って処方することができる。注射用の水性液としては、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−マンニトール、塩化ナト
リウムなど）などがあげられ、適当な溶解補助剤、たとえばアルコール（たとえばエタノ
ール）、ポリアルコール（たと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（たとえばポリソルベート８０（商標）、ＨＣＯ−５０）などと併
用してもよい。油性液としてはゴマ油、大豆油などがあげられ、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などと併用してもよい。また、緩衝剤（例えば、リン酸
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塩緩衝液、酢酸ナトリウム緩衝液）、無痛化剤（例えば、塩化ベンザルコニウム、塩酸プ
ロカインなど）、安定剤（例えば、ヒト血清アルブミン、ポリエチレングリコールなど）
、保存剤（例えば、ベンジルアルコール、フェノールなど）、酸化防止剤などと配合して
もよい。調製された注射液は通常、適当なアンプルに充填される。
【００３３】
オステオアクチビン様タンパク質の、肝臓疾患の予防又は治療を必要とする患者への投
与量は、患者の年齢、性別、症状、投与経路、投与回数、剤型によって異なるが、一般に
、一般に、成人では一日あたりタンパク質として０．００１μｇ／ｋｇ体重から１０００
ｍｇ／ｋｇ体重程度の範囲である。投与回数は特に限定されない。
10

【００３４】
以下、実施例により本願発明を説明するが、本発明はこれらの実施例により限定される
ものではない。
【実施例】
【００３５】
正常なラット（対照群）及びラットオステオアクチビン遺伝子が肝臓のみで強発現され
るように遺伝子改変されたトランスジェニックラット（試験群）に対して、コリン欠乏ア
ミノ酸置換（ＣＤＡＡ）食を１２週間摂取させた後、肝線維化、前癌病変、脂肪肝につい
て評価した。
正常なラット（対照群）としてはＳＤラット（日本ＳＬＣ）を用いた。

20

【００３６】
ヒトＳＡＰ遺伝子プロモーター制御下のラットオステオアクチビン遺伝子（配列番号１
）を、ＳＤラットの受精卵へマイクロインジェクションすることによりトランスジェニッ
クラットを作製した。こうして得られたトランスジェニックラットの肝組織におけるアス
テオアクチビン発現量をＲＴ−ＰＣＲ法を用いて確認したところ、正常なラットと比較し
て少なくとも２倍のアステオアクチビンが発現されていることが認められた。なお、ＳＡ
Ｐ遺伝子プロモーター制御下の遺伝子をラットの受精卵へマイクロインジェクションして
得られるトランスジェニックラットにおいて、所定の遺伝子が肝組織において強発現され
ることは例えば次の文献に記載されている。Miyazaki T, Ohura T, Kobayashi M, Shigem
atsu Y, Yamaguchi S, Suzuki Y, Hata I, Aoki Y, Yang X, Minjares C, Haruta I, Uto
H, Ito Y, Muller U.

Fatal propionic acidemia in mice lacking propionyl‑CoA ca
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rboxylase and its rescue by postnatal, liver‑specific supplementation via a tran
sgene. J Biol Chem. 2001. 21;276(38):35995‑9.
【００３７】
本実験に使用したCDAA食は、Dyets Inc.社より購入したものである（518752 Choline
Deficient Diet；具体的な組成は同社ホームページhttp://www.dyets.com/518753.htmを
参照されたい）。これを対照群、試験群各６匹に対して１２週間、自由飲食により摂取さ
せた。
【００３８】
各ラットの肝臓の右葉から３スライスのｓｉｒｉｕｓ

ｒｅｄ染色標本及びＧＳＴ−Ｐ
40

染色標本を常法により作成した。
【００３９】
肝線維化については、線維化面積（Ｆｉｂｒｏｓｉｓ
。上記ラット肝ｓｉｒｉｕｓ

Ａｒｅａ）に基づいて評価した

ｒｅｄ染色標本の各スライスより、１００倍視野にてラン

ダムに１０視野の画像を取り込み、ｐｉｘｓ２０００Ｐｒｏ（株式会社イノテック）にて
線維化面積を測定し、線維化面積／背景組織を算出し、１０視野の平均を算出した。その
結果、対照群では４．９９±１．９９であり、試験群では１．２９±０．０９であり、ｐ
値は０．００９（Ｍａｎｎ−Ｗｈｉｔｎｅｙ

Ｕ−ｔｅｓｔ）であった。すなわちオステ

オアクチビンは肝線維化を抑制した。
【００４０】
前癌病変については、ＧＳＴ−Ｐ陽性結節の面積（Ａｒｅａ

Ｏｃｃｕｐｉｅｄ

ｂｙ
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Ｆｏｃｉ）に基づいて評価した。上記ラット肝ＧＳＴ−Ｐ染色標本の各スライスについ
てｐｉｘｓ２０００Ｐｒｏ（株式会社イノテック）にてＧＳＴ−Ｐ陽性結節面積を測定し
、ＧＳＴ−Ｐ陽性結節面積の合計／肝組織面積を算出し、３スライスの平均を算出した。
その結果、対照群では０．２６±０．３５であり、試験群では０．０２±０．０２であり
、ｐ値は０．０１６（Ｍａｎｎ−Ｗｈｉｔｎｅｙ

Ｕ−ｔｅｓｔ）であった。すなわちオ

ステオアクチビンは前癌病変を抑制した。
【００４１】
脂肪肝については、ＨＥ染色で脂肪滴の占める割合を検鏡することにより評価した。対
照群では肝組織の８０％程度が脂肪滴で占められていたのに対して、試験群では肝組織の
４０％以下が脂肪滴で占められていた。すなわち遺伝子改変により肝組織における脂肪滴
が５０％以上減少したことになり、オステオアクチビンが脂肪肝を抑制することがわかる
。
【配列表】
0004748639000001.app
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