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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
クロソ蛋白質のβ−グルクロニダーゼ活性に基づく特異酵素活性を測定することを特徴と
するクロソ蛋白質酵素活性の測定法。
【請求項２】
クロソ蛋白質のβ−グルクロニダーゼ活性に基づく特異酵素活性の測定が、β−グルクロ
ニド結合を有する酵素基質を用いる特異酵素活性の測定であることを特徴とする請求項１
記載のクロソ蛋白質酵素活性の測定法。
【請求項３】
β−グルクロニド結合を有する酵素基質が、β−グルクロニド結合を有するフラボノイド
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又はアルカロイドであることを特徴とする請求項１又は２記載のクロソ蛋白質酵素活性の
測定法。
【請求項４】
β−グルクロニド結合を有する酵素基質が、４−メチルウンベリフェリル−β−Ｄ−グル
クロニドであることを特徴とする請求項１又は２記載のクロソ蛋白質酵素活性の測定法。
【請求項５】
β−グルクロニド結合を有する酵素基質が、天然基質のステロイドβ−グルクロニドであ
ることを特徴とする請求項１又は２記載のクロソ蛋白質酵素活性の測定法。
【請求項６】
天然基質のステロイドβ−グルクロニドが、β−エストラジオール３−β−Ｄグルクロニ
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ド、エストロン３−β−Ｄグルクロニド、又はエルトリオール３−β−Ｄグルクロニドで
あることを特徴とする請求項５記載のクロソ蛋白質酵素活性の測定法。
【請求項７】
クロソ蛋白質のβ−グルクロニダーゼ活性に基づく特異酵素活性の測定が、生体または生
体細胞中のクロソ遺伝子の発現に基づくクロソ蛋白質生成の測定であることを特徴とする
請求項１〜６のいずれか記載のクロソ蛋白質酵素活性の測定法。
【請求項８】
生体または生体細胞中のクロソ遺伝子の発現に基づくクロソ蛋白質生成の測定が、クロソ
遺伝子の発現の低下により発症する疾病の診断のための測定であることを特徴とする請求
項７記載のクロソ蛋白質酵素活性の測定法。
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【請求項９】
クロソ遺伝子の発現の低下により発症する疾病の診断が、早期老化症状を呈する疾病の診
断であることを特徴とする請求項８記載のクロソ蛋白質酵素活性の測定法。
【請求項１０】
早期老化症状を呈する疾病の診断が、寿命の短縮、各種臓器の石灰化、動脈硬化又は生殖
臓器の萎縮に係わる疾病の診断であることを特徴とする請求項９記載のクロソ蛋白質酵素
活性の測定法。
【請求項１１】
早期老化症状を呈する疾病の診断が、血管内皮機能劣化に起因する疾病の診断であること
を特徴とする請求項９記載のクロソ蛋白質酵素活性の測定法。
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【請求項１２】
血管内皮機能劣化に起因する疾病の診断が、高血圧、動脈硬化、高コレステロール血症、
糖尿病、心筋梗塞又は脳梗塞の診断であることを特徴とする請求項１１記載のクロソ蛋白
質酵素活性の測定法。
【請求項１３】
配列表の配列番号２又は配列番号４に示されるポリペプチド、又は該ポリペプチドの有す
る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、かつβ−グルクロニダーゼ活性を有する変異ポリペプチドを用い、
生体又は生体細胞中から分離した物質とのβ−グルクロニダーゼ酵素反応を利用して生体
又は生体細胞中の酵素基質を検出することを特徴とする生体中のクロソ蛋白質作用物質の
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スクリーニング方法。
【請求項１４】
請求項１３記載のポリペプチド又は変異ポリペプチドを、イムノグロブリンを結合させた
キメラポリペプチドとして用いることを特徴とする請求項１３記載の生体中のクロソ蛋白
質作用物質のスクリーニング方法。
【請求項１５】
イムノグロブリンとしてイムノグロブリンＦｃ領域を用いることを特徴とする請求項１４
記載の生体中のクロソ蛋白質作用物質のスクリーニング方法。
【請求項１６】
生体又は生体細胞中の物質とのβ−グルクロニダーゼ酵素反応を利用した生体または生体

40

細胞中の酵素基質の検出が、β−グルクロニダーゼ酵素反応によって生成されるβ−グル
クロニドの検出であることを特徴とする請求項１３〜１５のいずれか記載の生体中のクロ
ソ蛋白質作用物質のスクリーニング方法。
【請求項１７】
生体又は生体細胞中の酵素基質の検出が、天然基質としてのステロイドβ−グルクロニド
の検出であることを特徴とする請求項１３〜１６のいずれか記載の生体中のクロソ蛋白質
作用物質のスクリーニング方法。
【請求項１８】
天然基質としてのステロイドβ−グルクロニドの検出が、天然基質としてのβ−エストラ
ジオール３−β−Ｄグルクロニド、エストロン３−β−Ｄグルクロニド、又はエルトリオ
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ール３−β−Ｄグルクロニドの検出であることを特徴とする請求項１７記載の生体中のク
ロソ蛋白質作用物質のスクリーニング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、クロソ（Klotho）蛋白質の酵素活性の測定法及びその利用方法、特には、ク
ロソ蛋白質のβ−グルクロニダーゼ活性に基づく特異酵素活性を測定することによりクロ
ソ蛋白質の酵素活性を測定する方法、及び、該方法を用いてクロソ遺伝子の発現の低下に
より発症する疾病の診断を行う方法、生体中のクロソ蛋白質作用物質のスクリーニングを
行う方法、クロソ蛋白質機能活性化物質のスクリーニングを行う方法、及び、早期老化症
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状を呈する疾病の予防又は治療薬のスクリーニングを行う方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
個体の老化機序の解明は、医学・生物学に残された最大の課題の一つである。老化は成
熟期以後、加齢とともに各臓器の機能、あるいは統合する機能の低下が起こり、個体の恒
常性を維持することができなくなり、最終的に死に至る過程を指す。このように老化は、
広範囲に及ぶ多面的な現象であり、しかも、個体差が大きく、さらに環境や生活習慣の影
響を受けることから、その実体を捉え、機序を説明することが困難であった。このような
状況の中で、老化の実体を明らかにするために多くの独自の切り口を持った研究が進めら
れてきた。例えば、（１）生物体を構成する細胞に着目したアプローチ、（２）生物個体
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の生理機能、免疫機能、内分泌系に着目したアプローチ、（３）実験動物の生存寿命に着
目したアプローチ、また、（４）ヒトの早老症や老年性疾患を解析することで、老化の実
体に迫ろうとするアプローチなどである。これらのアプローチは、それぞれ老化のある側
面を捉えることを可能にしており、多くの老化に関する知識をもたらしたが、未だ老化の
機序を一元的に説明するまでは至っていない。
【０００３】
その中にあって、黒尾らによって確立されたクロソ（Klotho）マウスは個体老化の実体
、さらには機序の解析に一石を投じた。このマウスは、クロソ遺伝子の欠損によって、性
成熟期に動脈効果、中膜や軟部組織の石灰化、肺気腫などヒト型老化様を呈し、短時間で
死亡する。さらにクロソ遺伝子及び蛋白質は、主に腎臓遠位尿細管と脳脈絡叢に発現して
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いるが、老化様表現型は発現部位を越え全身に及んでいる。これは、クロソの作用が組織
−組織間を越えて作用しており、動物個体の恒常性を保ち、老化様表現型の発現を抑えて
いることを示している。このようにクロソの解析は、個体の恒常性の維持機構という立場
で、老化の実体を理解するためのアプローチの一つと考え、研究が進められてきた。
【０００４】
クロソ遺伝子は、寿命の短縮、各種臓器の石灰化、動脈硬化、生殖臓器の萎縮など、顕
著かつ多彩な早期老化症状を呈するトランスジェニックマウス(クロソマウス)の外来遺伝
子挿入部に存在し、その発現が低下するとマウスに前記老化症状を引き起こす原因遺伝子
として同定された遺伝子である。クロソマウスは生後３週目までは野生型のマウスと同様
に生育するが、その後は成長が止まり様々な老化の兆候を示す。６週齢になると、クロソ
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マウスの活動性は野生型の５０％程度に低下し、パーキンソン病様の歩行がみられる。性
腺は萎縮しており不妊である。骨粗鬆症が顕著となるほか、大動脈弁、気管支、脳の脈絡
叢に異所性の石灰化が生じる。動脈系では、血管内膜の肥厚や中膜の石灰化といった加齢
に特徴的なメンケベルグ型の動脈硬化所見を示す。その他皮膚の萎縮や、肺気腫も観察さ
れるようになる（ＷＯ９８／２９５４４、Nature, 390, 45, 1997)。クロソ遺伝子のｃＤ
ＮＡの解析から、クロソ遺伝子はスプライシングの違いにより２種類のｍＲＮＡが転写さ
れ、該ｍＲＮＡより２種類の蛋白質が翻訳される（以下、これら蛋白質を含め、クロソ遺
伝子にコードされる蛋白質を「クロソ蛋白質」と呼ぶ）。
【０００５】
クロソ遺伝子変異が様々な老化症状を引き起こす機作や、クロソ蛋白質の分子機能はま
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だ明らかにされていない。クロソ遺伝子の発現は腎臓で高いが、激しい老化症状は、肺、
骨、胃壁、皮膚等を含む全身臓器に及んでいる。このことから、その分子機能には何らか
の分泌性の因子が存在し、作用を発揮していることが推定された（Nature, 390, 45, 199
7)。クロソマウスとクロソ遺伝子発現トランスジェニックマウスとの交配実験および、膜
結合型クロソ遺伝子のｃＤＮＡを組み込んだアデノウイルスベクターを用いてクロソマウ
ス体内でクロソ蛋白質を発現させる実験等により、クロソマウスの老化症状発症の予防が
達成されたことから、クロソ蛋白質の機能不全に由来する疾患の治療は、何らかの手段を
用いてクロソ遺伝子を増強することにより達成されることが示唆されている（Nature, 39
0, 45, 1997、ＷＯ９８／２９５４４）。血管内皮細胞は、内皮依存性血管弛緩因子や内
皮依存性血管収縮因子を放出して血管緊張を調節しているばかりでなく、血管内膜の透過
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性や血小板凝集にも深く関与しており、血栓性動静脈疾患の発症進展に重要な役割を演じ
ている。
【０００６】
前記２種類のｍＲＮＡにコードされるクロソ蛋白質の内、一方の蛋白質はＮ末端のシグ
ナル配列領域、細胞外ドメイン領域及びＣ末端の膜貫通ドメイン領域を有する構造を持つ
１型膜蛋白（以下、「膜結合型クロソ蛋白質」と呼ぶ）であり、細胞外ドメインは細菌或
いは植物のβ−グルコシダーゼに相同性を持つ２つのドメイン（ＫＬ１、ＫＬ２）より構
成されている。これに対して、もう一方の蛋白は、Ｎ末端のシグナル配列領域とＫＬ１ド
メイン領域を有する分泌蛋白（以下、分泌型クロソ蛋白と呼ぶ）であることが明らかにさ
れた（Biochem. Biophys. Res. Commun., 242, 626, 1998)。
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【０００７】
クロソ蛋白質は、約１２０ｋＤａの１型膜蛋白質である。Ｎ末端側よりシグナル配列、
β−グルコシダーゼ（beta‑glucosidase）に相同性のある２つの繰り返し領域を持つ細胞
外領域（ＫＬ１、ＫＬ２）、１回膜貫通領域、短い細胞内領域を持つ。β−グルコシダー
ゼとは、高度に保存された酵素群であり、単糖−単糖間、単糖−オリゴ糖間及び単糖−非
炭水化物間のグリコシド結合を加水分解するものであり、生体内において糖鎖の合成・分
解、配糖体の合成・分解、細胞内シグナルの調節、解毒など生体維持に不可欠な機能を担
っている。例として、ファミリー１グリコシダーゼ（glycosidase）には、リソソームβ
−グルコシダーゼ（lysosomal beta‑glucosidase）、細胞質β−グルコシダーゼ（cytoso
lic beta‑glucosidase）、ラクターゼピロリジンヒドラーゼ（lactase philorizine hydr
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olase：ＬＰＨ）、ミロシナーゼ（myrosinase）などがある。またファミリー２には、β
−グルクロニダーゼ（beta‑glucuronidase）、β−ガラクトシダーゼ（beta‑galactosida
se：ＬａｃＺ）、β−マンノシダーゼ（beta‑mannosidase）などがある。多くのグリコシ
ダーゼは２つの活性中心（求核基、酸塩基触媒基）を担うグルタミン酸残基を持ち、これ
らの働きによって酵素反応が２段階にわたって進む。
【０００８】
第一段階として、求核基が基質のアノマー炭素を攻撃し、酸塩基触媒基のカルボキシル
基が糖−酵素（α−グリコピラノシル−酵素：alpha‑glycopyranosyl‑enzyme）中間体の
形成を助ける。第二段階として、水分子による一般塩基触媒作用によりアノマー中心が攻
撃を受ける。最終的に、グリコシド結合は切断される。興味深いことに、クロソ蛋白質は
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、活性に必要な２つのグルタミン酸残基の一方が、それぞれの領域で置換されている。Ｋ
Ｌ１領域において、酸塩基触媒を担うグルタミン酸残基がアスパラギン酸に、ＫＬ２領域
において求核基を担うグルタミン酸残基がアラニンまたはセリンに置換されている。この
ため、クロソ蛋白質が一次構造上に相同性を持つからといって、β−グルコシダーゼとし
て働くかは不明であった。しかし、植物が持つミロシナーゼは、酸塩基触媒を担うグルタ
ミン酸がグルタミンに置換されているのにもかかわらず、Ｓ−グリコシド（S‑glycoside
）結合を持つグルコシノレート（glucosinolate）に対して、酵素活性が見られている。
よってクロソ蛋白質も酵素として機能する可能性が考えられていた。
【０００９】
前記のとおり、クロソ遺伝子や該遺伝子がコードするクロソ蛋白質の欠失により、多彩
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な老化関連疾患が発症する機構や、クロソ蛋白質の機能については明らかにされていない
点が多いが、その医薬等への利用については、特許公報上でいくつかの開示がなされてい
る。再公表特許公報ＷＯ９８／２９５４４には、クロソ蛋白質のポリペプチド、該ポリペ
プチドを認識する抗体等を、早期老化症治療薬、成人病治療薬及び老化抑制薬等に用いる
こと及びクロソ遺伝子を組み込んだベクター等を該老化抑制のための遺伝子治療に用いる
ことが開示されている。ＷＯ００／２７８８５には、血中での安定性を保持するために、
クロソ蛋白質と免疫グロブリンとを結合させたキメラポリペプチドを老化症の予防・治療
薬、或いは腎疾患、悪液質及び変形性関節炎等の予防・治療薬として用いることが開示さ
れている。
【００１０】
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また、特開２００１−７２６０７号公報には、クロソ遺伝子ｃＤＮＡを組み込んだ組換
えベクターを投与することにより、哺乳動物の血管内皮機能低下を伴う高血圧や動脈硬化
等の疾患の予防・改善を図ることについて開示されている。
【００１１】
更に、関連する開示としては、ＷＯ０１／００５２４４には、二価の陽イオン金属を含
有する化合物及び／又はリンを含有する化合物を食品や動物飼料に含有させて、摂取させ
ることにより、ヒトや動物のクロソ蛋白質発現量増加又は減少に伴う疾患の予防又は治療
を行うことについて開示されている。また、特表２００３−５１４５１３号公報には、骨
粗鬆症、皮膚障害、老化関連疾患、肺機能不全及び代謝症候群を含むさまざまな慢性疾患
に対する素因と関連して、クロソ遺伝子中のリスク多型に関連する疾患の診断方法等につ
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いて、開示されている。
【００１２】
上記のように、クロソ蛋白質やその遺伝子、及びその用途については、種々の開示がな
されており、また、該クロソ蛋白質や遺伝子の検出方法やそれを用いたクロソ遺伝子の発
現を増強させる化合物のスクリーニング方法等についての開示もなされているが（ＷＯ９
８／２９５４４）、クロソ蛋白質の欠失が多彩な老化関連疾患をもたらす機構は、唯一、
クロソ蛋白質の細胞外ドメインがβ−グルコシダーゼと相同性を持つこと以外は明らかに
なっていない。したがって、クロソ蛋白質の機能を明らかにすることが、生体においてク
ロソ蛋白質の機能に関与する物質を特定し、老化関連疾患に対するクロソ蛋白質の作用機
構の解明を可能にし，更には、クロソ蛋白質の機能を増加させる物質の効果的な開発が可
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能になる。したがって、それらの解明が強く望まれていた。
【特許文献１】ＷＯ９８／２９５４４。
【特許文献２】ＷＯ００／２７８８５。
【特許文献３】特開２００１−７２６０７号公報。
【特許文献４】ＷＯ０１／００５２４４。
【特許文献５】特表２００３−５１４５１３号公報。
【非特許文献１】Nature, 390, 45, 1997。
【非特許文献２】Biochem. Biophys. Res. Commun., 242, 626, 1998。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１３】
本発明の課題は、クロソ蛋白質の機能を明らかにし、クロソ蛋白質の測定法及びその利
用方法を提供すること、特には、クロソ蛋白質が酵素活性を持つことを明らかにし、該特
異酵素活性を測定することによりクロソ蛋白質の酵素活性を測定する方法、更には、該方
法を用いてクロソ遺伝子の発現の低下により発症する疾病の診断を行う方法、動物個体に
おける特異的な基質を推定し、真の基質の同定とその情報に基づく生理活性物質の解析を
行うために、生体中のクロソ蛋白質作用物質のスクリーニングを行う方法、真の基質に作
用する新規薬剤の開発へと発展させるために、クロソ蛋白質機能活性化物質のスクリーニ
ング、及び、早期老化症状を呈する疾病の予防又は治療薬のスクリーニングを行う方法を
提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究する中で、クロソ蛋白質の機能を明らかに
することで、クロソ蛋白質が関わっている個体老化制御機構を解明できる可能性があると
考えた。クロソ蛋白質の一次構造に着目した時、クロソ蛋白質はβ−グルコシダーゼとし
て酵素活性を持つ可能性、或いは酵素活性は持たず、受容体などと結合することで機能す
る可能性が考えられた。しかし、クロソ蛋白質の直接の作用分子はわかっていないため、
この２つの可能性について直接検証することは難しい。そこで、生体内作用分子の代わり
に人工的に合成された類似物を用いることでin vitroにおいて傍証をとることは可能であ
ることから、本発明においては、組換え型クロソ蛋白質を作製し、β−グルコシダーゼ活

10

性測定に用いられている人工基質と反応させることで、クロソ蛋白質が酵素活性を持つ可
能性を検証した。
【００１５】
この検証の中で、本発明者は、今回、その酵素活性の解析により、クロソ蛋白質が、４
メチルウンベリフェル−グルクロニド（4Methylumberifel‑Glucuronide：4‑Methylumberi
felyl‑beta‑D‑glucuronide：4Mu‑glucuronide）と反応し、β−グルクロニダーゼ活性（
β‐glucuronidase）を持つことを解明し、本発明を完成するに至った。すなわち、本発
明においては、該知見に基づいて、その特異酵素活性を測定することによりクロソ蛋白質
の酵素活性を測定する方法を開発した。また、該クロソ蛋白質の酵素活性を測定する方法
により、生体中のクロソ遺伝子の発現の状況を検知・測定し、クロソ遺伝子の発現の低下

20

により発症する疾病の診断を行う方法を開発した。更に、クロソ蛋白質がβ−グルクロニ
ダーゼ活性を持つことを解明したことによって、クロソ蛋白質が末端にグルクロン酸をも
つ分子を切断し、活性化することが示唆され、そのことにより、動物個体における酵素特
異的な基質を推定し、真の基質の同定とその情報に基づく生理活性物質の解析を行うこと
が可能となり、この知見により、生体中のクロソ蛋白質作用物質のスクリーニングを行う
方法を開発した。このスクリーニング方法により、数多くの天然β−グルクルニドをスク
リーニングした結果、β−エストラジオール３−β−Ｄグルクロニド（b‑estradiol 3‑b‑
D‑glucuronide）、エストロン３βＤグルクロニド（estrone 3‑b‑D‑glucuronide）、及び
エルトリオール３βＤグルクロニド（estriol 3‑b‑D‑glucuronide）などのステロイドβ
−グルクロニドが、クロソ蛋白質によって加水分解されたことを見い出した。
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【００１６】
従来、クロソ蛋白質の細胞外ドメインがβ−グルコシダーゼと相同性を持つという構造
から生体分子末端のグルコースやガラクトースを切断する可能性が示唆されてきたが、こ
れらは一般的な糖蛋白、糖鎖分子に含まれているものであり、酵素活性から特異的な基質
を推定することは困難であると考えられてきた。しかし、本発明の知見により、アルカロ
イドやステロイドのような低分子量分子を含む特殊な分子がその生体内基質である可能性
が示唆されたことから、クロソ蛋白質の酵素活性を指標にして生体内基質を同定すること
が可能であることが明らかとなった。また、本発明においては、真の基質に作用する新規
薬剤の開発へと発展させるために、本発明のクロソ蛋白質の酵素活性を測定する方法を用
いて、被検物質を投与した生体でのクロソ蛋白質の酵素活性の増減の状況を把握し、この
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ことによってクロソ蛋白質機能活性化物質のスクリーニング、及び、早期老化症状を呈す
る疾病の予防又は治療薬のスクリーニングを行う方法を開発した。
【００１７】
すなわち具体的には本発明は、クロソ蛋白質のβ−グルクロニダーゼ活性に基づく特異
酵素活性を測定することを特徴とするクロソ蛋白質酵素活性の測定法（請求項１）や、ク
ロソ蛋白質のβ−グルクロニダーゼ活性に基づく特異酵素活性の測定が、β−グルクロニ
ド結合を有する酵素基質を用いる特異酵素活性の測定であることを特徴とする請求項１記
載のクロソ蛋白質酵素活性の測定法（請求項２）や、β−グルクロニド結合を有する酵素
基質が、β−グルクロニド結合を有するフラボノイド又はアルカロイドであることを特徴
とする請求項１又は２記載のクロソ蛋白質酵素活性の測定法（請求項３）や、β−グルク
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ロニド結合を有する酵素基質が、４−メチルウンベリフェリル−β−Ｄ−グルクロニドで
あることを特徴とする請求項１又は２記載のクロソ蛋白質酵素活性の測定法（請求項４）
や、β−グルクロニド結合を有する酵素基質が、天然基質のステロイドβ−グルクロニド
であることを特徴とする請求項１又は２記載のクロソ蛋白質酵素活性の測定法（請求項５
）からなる。
【００１８】
また本発明は、天然基質のステロイドβ−グルクロニドが、β−エストラジオール３−
β−Ｄグルクロニド、エストロン３−β−Ｄグルクロニド、又はエルトリオール３−β−
Ｄグルクロニドであることを特徴とする請求項５記載のクロソ蛋白質酵素活性の測定法（
請求項６）や、クロソ蛋白質のβ−グルクロニダーゼ活性に基づく特異酵素活性の測定が

10

、生体または生体細胞中のクロソ遺伝子の発現に基づくクロソ蛋白質生成の測定であるこ
とを特徴とする請求項１〜６のいずれか記載のクロソ蛋白質酵素活性の測定法（請求項７
）や、生体または生体細胞中のクロソ遺伝子の発現に基づくクロソ蛋白質生成の測定が、
クロソ遺伝子の発現の低下により発症する疾病の診断のための測定であることを特徴とす
る請求項７記載のクロソ蛋白質酵素活性の測定法（請求項８）や、クロソ遺伝子の発現の
低下により発症する疾病の診断が、早期老化症状を呈する疾病の診断であることを特徴と
する請求項８記載のクロソ蛋白質酵素活性の測定法（請求項９）や、早期老化症状を呈す
る疾病の診断が、寿命の短縮、各種臓器の石灰化、動脈硬化又は生殖臓器の萎縮に係わる
疾病の診断であることを特徴とする請求項９記載のクロソ蛋白質酵素活性の測定法（請求
項１０）からなる。
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【００１９】
更に本発明は、早期老化症状を呈する疾病の診断が、血管内皮機能劣化に起因する疾病
の診断であることを特徴とする請求項９記載のクロソ蛋白質酵素活性の測定法（請求項１
１）や、血管内皮機能劣化に起因する疾病の診断が、高血圧、動脈硬化、高コレステロー
ル血症、糖尿病、心筋梗塞又は脳梗塞の診断であることを特徴とする請求項１１記載のク
ロソ蛋白質酵素活性の測定法（請求項１２）や、配列表の配列番号２又は配列番号４に示
されるポリペプチド、又は該ポリペプチドの有する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、かつβ−グルクロ
ニダーゼ活性を有する変異ポリペプチドを用い、生体又は生体細胞中から分離した物質と
のβ−グルクロニダーゼ酵素反応を利用して生体又は生体細胞中の酵素基質を検出するこ
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とを特徴とする生体中のクロソ蛋白質作用物質のスクリーニング方法（請求項１３）や、
請求項１３記載のポリペプチド又は変異ポリペプチドを、イムノグロブリンを結合させた
キメラポリペプチドとして用いることを特徴とする請求項１３記載の生体中のクロソ蛋白
質作用物質のスクリーニング方法（請求項１４）や、イムノグロブリンとしてイムノグロ
ブリンＦｃ領域を用いることを特徴とする請求項１４記載の生体中のクロソ蛋白質作用物
質のスクリーニング方法（請求項１５）からなる。
【００２０】
また本発明は、生体又は生体細胞中の物質とのβ−グルクロニダーゼ酵素反応を利用し
た生体または生体細胞中の酵素基質の検出が、β−グルクロニダーゼ酵素反応によって生
成されるβ−グルクロニドの検出であることを特徴とする請求項１３〜１５のいずれか記
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載の生体中のクロソ蛋白質作用物質のスクリーニング方法（請求項１６）や、生体又は生
体細胞中の酵素基質の検出が、天然基質としてのステロイドβ−グルクロニドの検出であ
ることを特徴とする請求項１３〜１６のいずれか記載の生体中のクロソ蛋白質作用物質の
スクリーニング方法（請求項１７）や、天然基質としてのステロイドβ−グルクロニドの
検出が、天然基質としてのβ−エストラジオール３−β−Ｄグルクロニド、エストロン３
−β−Ｄグルクロニド、又はエルトリオール３−β−Ｄグルクロニドの検出であることを
特徴とする請求項１７記載の生体中のクロソ蛋白質作用物質のスクリーニング方法（請求
項１８）からなる。
【発明の効果】
【００２１】
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本発明においては、クロソ蛋白質がβ−グルクロニダーゼ（beta‑glucuronidase）活性
を持つことを解明し、該クロソ蛋白質の酵素活性を測定する方法を開発した。また、本発
明は、該クロソ蛋白質の酵素活性を測定する方法により、生体中のクロソ遺伝子の発現の
状況を検知・測定し、クロソ遺伝子の発現の低下により発症する疾病の診断を行う方法を
提供する。更に、本発明は、クロソ蛋白質がβ−グルクロニダーゼ活性を持つことを解明
したことによって、クロソ蛋白質が末端にグルクロン酸をもつ分子を切断し、活性化する
ことが示唆されたことにより、動物個体における酵素特異的な基質を推定し、真の基質の
同定とその情報に基づく生理活性物質の解析を行うことが可能となり、この知見により、
生体中のクロソ蛋白質作用物質のスクリーニングを行う方法を提供する。
【００２２】

10

本発明においては、本発明のスクリーニング方法を用いて、数多くの天然β−グルクル
ニドをスクリーニングし、β−エストラジオール３−β−Ｄグルクロニド（b‑estradiol
3‑b‑D‑glucuronide）、エストロン３βＤグルクロニド（estrone 3‑b‑D‑glucuronide）、
及びエルトリオール３βＤグルクロニド（estriol 3‑b‑D‑glucuronide）などのステロイ
ドβ−グルクロニドが、クロソ蛋白質によって加水分解されることを見い出した。
また、本発明においては、本発明のクロソ蛋白質の酵素活性を測定する方法を用いて、被
検物質を投与した生体でのクロソ蛋白質の酵素活性の増減の状況を把握し、このことによ
ってクロソ蛋白質機能活性化物質のスクリーニング、更には、早期老化症状を呈する疾病
の予防又は治療薬のスクリーニングを行う方法を提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２３】
本発明は、クロソ蛋白質のβ−グルクロニダーゼ活性に基づく特異酵素活性を測定して
クロソ蛋白質酵素活性を測定することよりなる。該クロソ蛋白質のβ−グルクロニダーゼ
活性に基づく特異酵素活性の測定は、β−グルクロニド結合を有する酵素基質を用いて、
行うことができる。該酵素基質を用いたβ−グルクロニダーゼ活性の測定は、それ自体公
知の方法を用いることができる。
β−グルクロニダーゼ活性の公知の測定方法としては、発色基質を用いて、β−グルクロ
ニダーゼの酵素反応の結果、遊離する発色物質を比色測定する方法を挙げることができる
。例えば、発色基質としてｐ−ニトロフェニルグルクロニドを用いた比色測定法（赤堀四
郎、沖中重雄監修「臨床酵素学」朝倉書店、３９７−３９８）を挙げることができる。発

30

色基質としては、その他に、フェノールフタレイン、フェニル、ｐ−ヒドロキシフェニル
、ｐ−クロロフェニル、８−ヒドロキシキノリン、１−Ｏ−ヒドロキシフェニル−アゾナ
フトール、６−ブロム−２−ナフチルなどの発色基を有するグルクロニド等を用いること
ができる。
【００２４】
望ましいβ−グルクロニダーゼ活性の測定方法として、蛍光基質を用いて測定する方法
が挙げられる。蛍光測定方法として、４−メチルウンべリフェリル−β−Ｄ−グルクロニ
ドを蛍光基質に用いる方法を挙げることができる（J. Biol. Chem., 254, 14, 6588‑6597
, 1979）。また、生体内基質である可能性が示唆されるβ−グルクロニド結合を有するフ
ラボノイド又はアルカロイドのような低分子量分子を、望ましい酵素基質として用いるこ
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とができる。更に、近年、迅速かつ高感度な測定方法として開発されたルシフェリン−ル
シフエラーゼ発光反応を利用する測定方法を用いることができる。例えば、Ｄ−ルシフェ
リン−Ｏ−β−Ｄ−グルクロニドのような発光基質を用いた測定方法を用いて測定するこ
とができる（特開２０００−２７０８９４号公報）。該β−グルクロニダーゼ活性の測定
方法を用いて、クロソ蛋白質の酵素活性の測定を行うには、それ自体既に公知の手法及び
装置を使用して、実施することができる。
【００２５】
本発明においては、クロソ蛋白質のβ−グルクロニダーゼ活性に基づく特異酵素活性を
測定して、生体又は生体細胞中のクロソ遺伝子の発現に基づくクロソ蛋白質の生成を測定
することができる。クロソ遺伝子の発現の低下により、寿命の短縮、各種臓器の石灰化、
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動脈硬化又は生殖臓器の萎縮に係わる疾病のような早期老化症状を呈する疾病を発症する
ことが知られており、また、クロソ遺伝子の発現の低下により、高血圧、動脈硬化、高コ
レステロール血症、糖尿病、心筋梗塞又は脳梗塞のような血管内皮機能劣化に起因する疾
病を発症することが知られている。したがって、本発明のクロソ蛋白質酵素活性の測定法
を用いて、クロソ蛋白質生成の検知・測定を行うことにより、生体又は生体細胞中のクロ
ソ遺伝子の発現の状況を検知・測定し、これらの疾病の診断を行うことができる。生体又
は生体細胞中のクロソ蛋白質生成の測定を行うには、生体中より、適宜の方法により試料
を採取し、該試料及び採取した生体細胞に、本発明のクロソ蛋白質酵素活性の測定法を適
用して、クロソ蛋白質の生成を測定することができる。
10

【００２６】
また、本発明においては、クロソ蛋白質のポリペプチドを用い、該ポリペプチドと、生
体又は生体細胞中の物質とのβ−グルクロニダーゼ酵素反応を利用して、生体又は生体細
胞中の酵素基質を検出することにより生体中のクロソ蛋白質作用物質のスクリーニングを
行うことができる。本発明で用いられるクロソ蛋白質のポリペプチド及びその遺伝子は既
に取得され、その構造が明らかにされている（Nature 390, 6655, 45‑51, 1997、Biochem
. Biophys. Res. Commun. 242, 3, 626‑630, 1998）。マウスのクロソ蛋白質及び該クロ
ソ蛋白質をコードする遺伝子のアミノ酸配列及びＤＮＡ配列は、ＮＣＢＩのデーターベー
スに、アクセッション番号

ＳＥＧ＿ＡＢ０１００８９Ｓとして登録されており、該アク

セッション番号により検索することができる。また、ヒトのクロソ蛋白質及び該クロソ蛋
白質をコードする遺伝子のアミノ酸配列及びＤＮＡ配列は、ＮＣＢＩのデーターベースに
、アクセッション番号

20

ＡＢ００９６６６及びＡＢ００９６６７として登録されており、

該アクセッション番号により検索することができる。
【００２７】
これらのクロソ蛋白質をコードする遺伝子は、エクソン１〜５の５つのエクソン部を有
し、該エクソン部によってコードされるクロソ蛋白質のポリペプチドのうち、β−グルコ
シダーゼと構造的に相同性を有する細胞外ドメイン部分は、ヒトの遺伝子については、Ｎ
ＣＢＩのデータベースに登録されているアクセッション番号：ＡＢ００９６６６
ン１の２０８１〜２８９９番目、ＡＢ００９６６７

エクソ

エクソン２の１２４１８〜１２９２

８番目、エクソン３の１３６９８〜１３９６６番目、及びエクソン４の１９３２２〜１９
４１７番目によってコードされる部分である（配列表の配列番号１、そのアミノ酸配列を

30

配列番号２に示した。）。また、マウスの遺伝子については、ＮＣＢＩのデータベースに
登録されているアクセッション番号：ＳＥＧ＿ＡＢ０１００８９Ｓ１
７〜１５１１番目、ＳＥＧ＿ＡＢ０１００８９Ｓ２

エクソン１の６８

エクソン２の１４１〜６５１番目、

エクソン３の２０３４〜２３０２番目、及びエクソン４の７９０６〜８００１番目によっ
てコードされる部分である（配列表の配列番号３、そのアミノ酸配列を配列番号４に示し
た。）。
本発明においては、該クロソ蛋白質のポリペプチドを調製し、該ポリペプチドと、生体又
は生体細胞中の物質とのβ−グルクロニダーゼ酵素反応を利用し、生体又は生体細胞中の
酵素基質の検出を行うことができる。本発明において用いられるクロソ蛋白質のポリペプ
チドの調製は、この分野で通常用いられている遺伝子工学的手法を用いて行うことができ

40

る（ＷＯ９８／２９５４４）。
【００２８】
また、本発明における、クロソ蛋白質酵素の生体又は生体細胞中の酵素基質の検出には
、クロソ蛋白質の変異ポリペプチドを用いることができる。該変異ポリペプチドとしては
、該配列表の配列番号２又は配列番号４に示されるポリペプチド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、か
つβ−グルクロニダーゼ活性を有する変異ポリペプチドが挙げられる。該変異ポリペプチ
ドの調製は、この分野で通常用いられている遺伝子工学的手法を用いて行うことができる
（ＷＯ９８／２９５４４）。該変異ポリペプチドを用い、該変異ポリペプチドと生体また
は生体細胞中の物質とのβ−グルクロニダーゼ酵素反応を利用して、該酵素の酵素基質を
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検出し、生体中のクロソ蛋白質作用物質のスクリーニングを行う。
【００２９】
該生体中のクロソ蛋白質作用物質をスクリーニングするに際して、クロソ蛋白質のポリ
ペプチド或いはその変異ポリペプチドの生体又は生体細胞中での安定性を保持するために
、イムノグロブリンＦｃ領域のようなイムノグロブリンを結合させたキメラポリペプチド
として用いることができる。また、クロソ蛋白質のポリペプチドやその変異ポリペプチド
或いはキメラポリペプチドを生体又は生体細胞中に導入するには、該ポリペプチドをコー
ドする遺伝子の形で、生体又は生体細胞中へ導入することができる（ＷＯ００／２７８８
５）。生体または生体細胞中の物質とクロソ蛋白質のβ−グルクロニダーゼ活性との酵素
反応を利用した酵素基質の検出は、β−グルクロニダーゼ酵素反応によって生成されるβ

10

−グルクロニドの検出によって行うことができる。
【００３０】
本発明は、本発明のクロソ蛋白質酵素活性の測定法を用いてクロソ蛋白質機能活性化物
質のスクリーニングを行うことができる。すなわち、本発明のクロソ蛋白質酵素活性の測
定法を、真の基質に作用する新規薬剤の開発へと発展させるために、本発明のクロソ蛋白
質の酵素活性測定法を用いて、被検物質を投与した生体でのクロソ蛋白質の酵素活性の増
減の状況を把握し、このことによってクロソ蛋白質機能活性化物質のスクリーニング、更
には、早期老化症状を呈する疾病の予防又は治療薬のスクリーニングを行うことができる
。該スクリーニング方法を行うには、クロソ遺伝子欠損モデル動物又は該動物由来の細胞
に、被検物質を投与し、本発明のクロソ蛋白質酵素活性の測定法により、クロソ蛋白質酵
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素活性を測定し、生体又は生体細胞中でのクロソ遺伝子の発現の状況を検知・測定するこ
とにより行うことができる。クロソ遺伝子欠損モデル動物は、公知の方法により、モデル
動物のクロソ遺伝子をノックアウトすることによって作製することができるが、既に公知
のクロソマウスのような動物を用いることができる。該クロソ蛋白質機能活性化物質のス
クリーニングにより、クロソ遺伝子の発現の低下により発症する疾病である早期老化症状
を呈する疾病の予防又は治療薬のスクリーニングを行うことができる。
【００３１】
以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明の技術的範囲はこれらの
例示に限定されるものではない。
【実施例１】
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【００３２】
＜クロソ蛋白質の機能の解明＞
本実施例においては、クロソ蛋白質の機能を明らかにするために、組換え型クロソ蛋白
質を作製し、該蛋白質をβ−グルコシダーゼ（beta‑glucosidase）活性測定等に用いられ
ている人工基質と反応させることで、クロソ蛋白質の酵素活性を検証した。
【００３３】
［材料及び方法］
（発現ベクターの構築）
マウスクロソ蛋白質及び、該蛋白質がコードされているＤＮＡ配列は、ＮＣＢＩのデータ
ベースに登録されている（アクセッション番号：ＳＥＧ＿ＡＢ０１００８９Ｓ）。また、
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マウスクロソ蛋白質の膜貫通領域は、クロソＤＮＡエクソン部分であるエクソン１〜５の
うちのエクソン５に存在しており、ＮＣＢＩに登録されているＤＮＡ配列（アクセッショ
ン番号：ＳＥＧ＿ＡＢ０１００８９Ｓ３）の第８９５番目〜９６４番目（７０ｂｐ）であ
る。
【００３４】
組換え型蛋白質を得るために、クロソ（Klotho）膜貫通型領域よりＣ端側（マウスクロ
ソＤＮＡエクソン５部位の第８２０番目以降）を削除し、ヒトＩｇＧ１Ｆｃ領域を結合さ
せたクロソ−Ｆｃ領域融合キメラ蛋白を発現するベクターを作製した。また、コントロー
ルとしてラットLactose‑Philorizin hydrolase（ＬＰＨ：ＮＣＢＩアクセッション番号：
Ｘ５６７４７）の膜貫通領域（ラットＬＰＨ ＤＮＡの第５６３２番目〜５６９５番目：
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６４ｂｐ）よりＣ端側（ラットＬＰＨ ＤＮＡの第５６３２番目以降）を削除し、ヒトＩ
ｇＧ１Ｆｃ領域を結合させたＬＰＨ−Ｆｃ領域融合キメラ蛋白を発現するベクターを作製
した。なお、ラットＬＰＨは前駆体領域を含み、融合キメラ蛋白質の作製には、ラットＬ
ＰＨ ＤＮＡの第２５４８番目〜５６３２番目（３０８５ｂｐ）の配列を用いた。
【００３５】
次に、それぞれのｃＤＮＡを鋳型として、ＤＮＡ断片をＰＣＲにて増幅し、これをベク
ター構築に用いた。なお、ＰＣＲに用いたオリゴプライマー（国際試薬株式会社に合成を
依頼）を、以下の表１に示した。
【００３６】
【表１】

10

ＰＣＲ反応は次の通りである。それぞれのＤＮＡ断片を、以下の条件で作製した。鋳型
ｃＤＮＡ

１００ｎｇ、０．３μｍ

ＭｇＳＯ4、２０ｍＭ
ｔ

プライマー、０．２ｍＭ

Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ

20

各ｄＮＴＰｓ、１ｍＭ

ｐＨ７．５、７．５ｍＭ

ＤＴＴ、１ｕｎｉ

KOD plus DNA polymerase（TOYOBO社より購入）。サーマルサイクラー（GeneAmp PCR

System 9700；Applied Biosystemsより購入）の設定は、変性９４℃
ング６０℃

３０秒、伸長６８℃

１５秒、アニーリ

１〜６分、２０回で行った。これらのＰＣＲ断片は、

クローニングベクター（ＰＳＰ７２；Promega社より購入、pBlueScript KS+；stratagene
社より購入）に挿入し、サンガー法によって、それぞれの配列を解析した。配列解析は、
BigDye Terminator Cycle Sequencing Kitを用いた（Applied Biosystemsより購入）。
【００３７】
（ＫＬ−Ｆｃベクター（ＫＬＦｃ／ｐＹＴ）の構築）

30

全長型マウスクロソｃＤＮＡから制限酵素を用いてEco RI‑Xba I断片を切り出し、これ
をＰＳＰ７２ベクターに挿入し、ＰＳＰ７２−ＫＬ fullを作製した。ＰＳＰ７２−ＫＬ
−ＥＰ（ｍＫＬ−Ｓ１、ｍＫＬ−ＡＳ１由来のＰＣＲ断片）より制限酵素を用いてEco RI
‑Pst I断片を切り出し、ＰＳＰ７２−ＫＬのEco RI‑Pst Iサイト間へ挿入し、ＰＳＰ７２
−ＫＬ full2を作製した。Fsp I‑Bam HI断片（ｍＫＬ−Ｓ２、ｍＫＬ−ＡＳ２由来ＰＣＲ
断片）をＰＳＰ７２−ＫＬ full2の同サイトへ挿入し、ＰＳＰ７２−ＫＬ（−ＴＭ）を得
た。Ｆｃ断片（Bam HI‑Xba I）をＰＳＰ７２−ＫＬ（−ＴＭ）の同サイトへ挿入し、ＰＳ
Ｐ７２−ＫＬＦｃを得た。ＰＳＰ７２−ＫＬＦｃをXho Iで消化し、T4 DNA polymerase（
TAKARA社より入手）で平滑化した後、Eco RVで消化しＫＬＦｃ断片を切り出した。これを
、Eco RVで消化し、アルカリホスファターゼ(TAKARA社より入手）で脱リン酸化処理した

40

部位へ挿入し、順方向のものを選び、ＫＬＦｃ／pYTとした。
【００３８】
（ＬＰＨ−Ｆｃベクター（ＬＰＨ−Ｆｃ／pcDNA3）の構築）
pS34Tベクター（ＬＰＨβ領域に相当；Jean‑Noel Frenud氏より入手）より、Kpn I‑Acc
IIIを切り出した。予めＰＣＲ断片（ＬＰＨ−Ｓ１〜ＬＰＨ−ＡＳ１由来）が挿入されて
いるpBlueScript KS+（stratagene社より購入）のKpn I‑Acc IIIサイトへ挿入し、pBSII
／ＬＰＨ（−ＴＭ）を得た。Ｆｃ断片（Bam HI‑Xba I）をpcDNA3（Invitrogen社より入手
）のBam HI‑Xba Iサイトへ導入した。このベクターに、pBSII／ＬＰＨ（−ＴＭ）より切
り出したKpn I‑Acc III断片をKpn I‑ Bam HIサイトへ挿入し、ＬＰＨ−Ｆｃ／pcDNA3を得
た。
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【００３９】
（細胞への遺伝子導入）
ＣＨＯ細胞を次のような条件で培養した。ＭＥＭα（Sigma社より購入）、１％ＦＣＳ（B
ioWest社より購入）、１％

penicillin/streptmycin（Sigma社より購入）、２ｍＭ

L‑g

lutamine（Sigma）。ＣＨＯ細胞にＫＬＦｃまたはＬＰＨＦｃを安定発現させるためにLip
ofectAMINE plus（Invitrogen社より購入）を使って、４０μｇのＤＮＡを１×１０8個／
１０ｃｍ

plateの細胞に、導入した。２日間培養後、ＫＬＦｃに関しては２５０μｇ／

ｍｌ Hygromicin（Sigma社より購入）で選択した後、１〜１０ｍＭ mthotrexate（Sigma
社より購入）で引き続き選択を行った。ＬＰＨＦｃに関しては、１ｍｇ／ｍｌ

Ｇ４１８
10

（Invitrogen社より購入）で選択を行った。
【００４０】
（組換え型蛋白質の精製）
ＫＬＦｃ及びＬＰＨＦｃを安定発現するＣＨＯ細胞をＭＥＭα培地（０．５％ultra low
IgG fetal bovain serum、１％

penicillin/streptmycin、２ｍＭ

L‑glutamineを含む

）中で３日間培養した。その後、培養液を回収し、遠心（１５，０００ｇ、６０分、４℃
）及びろ過フィルター（Sterivac‑GP10，０．２２μｍ；Millipore社より購入）によって
死細胞等の不要物を取り除いた。その後、二段階にわたって限外ろ過（viva flow 50及び
viva spin 20, poresize 100kDa；sartorius）を行った。得られた濃縮培養上清中のＫＬ
Ｆｃ及びＬＰＨＦｃは、ＥＬＩＳＡで検定した。ＥＬＩＳＡは、次のように行った。ヤギ
抗ヒトＩｇＧ抗体（American Qualex社より購入）を結合させた９６well plate（Falcon

20

社より購入）を作製した。これらに、段階希釈した濃縮上清を入れて、室温にて反応させ
た。一次抗体としてＨＲＰの結合したヤギ抗ヒトＩｇＧ抗体（BIOSOUCE社より購入）、発
色試薬o‑phenylendoamine dihydrochloride（ＯＰＤ；Sigma社より購入）、発色反応停止
試薬

４Ｎ

Ｈ2ＳＯ4を順に加え、最後にmicroplate reader（Bio Rad社より購入）で検

出した。標準物質には、精製ヒトＩｇＧ（ATENS RESEARCH AND TECHNOLOGY社より購入し
た）を用いた。
【００４１】
濃縮培養上清は、Sepharose beads（Amersham Pharmacia Biotech社より購入）を用い
て２回前処理（非特異的なバックグラウンドを除く）を行った。濃縮培養上清を新チュー
ブに移した後、rProteinA fast flow beads（Amersham Pharmacia Biotech社より購入）
を加えた。４℃で２時間以上結合反応を行った後、ビーズを０．１Ｍ
ムバッファー〔０．２Ｍ

30

クエン酸ナトリウ

ＮａＣｌ、０．０１％Tween20及びプロテアーゼ阻害剤（compl

ete, BOERINGER MANNHEIM社より購入）を含む〕で５回洗った。その後、０．１Ｍ

クエ

ン酸ナトリウムバッファーで２回洗い、これを酵素活性測定実験で使用した。
【００４２】
（ウエスタンブロット）
濃縮培養上清は、Sepharose beads（Amersham Pharmacia Biotech社より購入）を用いて
２回前処理（非特異的なバックグラウンドを除く）を行った。濃縮培養上清を新チューブ
に移した後、rProteinA fast flow beads（Amersham Pharmacia Biotech社より購入）を
加えた。４℃で２時間以上結合反応を行った後、ビーズを０．１Ｍ
バッファー〔０．２Ｍ

ＮａＣｌ、０．０１％

クエン酸ナトリウム

40

Tween20及びプロテアーゼ阻害剤（compl

ete, BOERINGER MANNHEIM社より購入）を含む〕で５回洗った。その後、０．１Ｍ

クエ

ン酸ナトリウムバッファーで２回洗い、これを酵素活性測定実験で使用した。
【００４３】
（ゲル染色）
ＳＤＳ−ＰＡＧＥの後、０．０５％ SYPRO Orange（Bio Rad社より購入）を含む７．５％
酢酸中で１６時間染色した。染色したゲルは、７．５％酢酸及び滅菌した脱イオン水で洗
った後、ＳＴＯＲＭ（blue filter使用；molecular dynamics）にて解析した。
【００４４】
（酵素アッセイ）
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基本条件を以下に示す。
基質として０．５ｍＭ

4‑methylumberifel‑glycosides（グルクロニド、グルコシド、ガ

ラクトシド、Ｎ−アセチル−グルコサミニド、Ｎ−アセチル−ガラクトサミニド、Ｄ−フ
コシド、マンノシド）（４Ｍｕ−glucuronide）を用いた。バッファーは、０．１Ｍ
エン酸ナトリウム（ｐＨ５．５）、０．０５Ｍ
、クロソとして１０μｇ

ＮａＣｌ、０．０１％

ク

Tween20を用い

ＫＬＦｃを、ネガティブコントロールとして、１０μｇのヒト

ＩｇＧ１をＣＨＯ由来の培養上清と混ぜて用いた。また、コントロールとしてラットＬＰ
ＨＦｃを用いた。β−グルコシダーゼ（beta‑glucosidase）は、アーモンド由来β−グル
コシダーゼ（Sigma社より購入）、及びウシ肝臓由来β−グルコシダーゼ（Sigma社より購
入）を用いた。反応温度は３７℃、反応時間は０〜３時間の条件下で実験を行った。これ

10

らの実験は、１００μｇの反応系で、９６well plateを用いて酵素反応を行った。反応の
モニターは、Multilabel counter（ARVO sx；PerkinElmer社より購入）を用い、蛍光強度
（emission；４７０ｎｍ、excitation ３６０ｎｍ）を測定することで行った。酵素活性
は、得られた蛍光強度を反応生成物濃度に換算して表した。これは、既知濃度の4‑Methyl
umbelliferoneから検量線を作成し換算した。
【００４５】
（速度定数の計算）
基質は、０．０１２５ｍＭから３．２ｍＭの範囲で系列希釈を行った。ＫＬＦｃは、２０
μｇ用いた。３０分ごとに、一部サンプリングを行い、０．２５Ｍ

Ｎａ2ＣＯ3を加える

ことで反応を停止した。これらのサンプルを、Multilabel counterを用いて、蛍光強度（

20

emission：４７０ｎｍ、excitation：３６０ｎｍ）を測定した。酵素活性は、既知濃度の
4‑Methylumbelliferoneを基にして、得られた蛍光強度を反応生成物に換算して表示した
。得られた結果をLineweaver‑Burkプロットに従い、Ｋｍ値及びＶｍａｘ値を計算した。
【００４６】
（ｐＨの影響）
基本条件に基づき、ｐＨ４．５〜６．０までは、０．１Ｍ
ァーを、ｐＨ６．０〜８．０までは、０．１Ｍ

クエン酸ナトリウムバッフ

リン酸ナトリウムバッファーを用いて、

クロソ蛋白質のｐＨによる影響を調べた。
【００４７】
（阻害剤の影響）

30

市販されているβ−グルコシダーゼ及びβ−グルクロニダーゼ（beta‑glucuronidase）の
阻害剤の影響を調べた。β−グルコシダーゼに対する阻害剤として、Conduritol B epoxi
de, 1‑deoxynojirimycinを、β−グルクロニダーゼに対する阻害剤として、D‑Saccharic
acid 1,4‑lactone and Taurocholic acidを用いた。基本条件にこれらの阻害剤を０．１
μＭ〜１ｍＭの範囲で添加した。
【００４８】
（金属イオンの影響）
基本条件下で、二価の金属イオン（Ｃａ2+、Ｍｇ2+、Ｍｎ2+、Ｃｏ2+、Ｚｎ2+）を０．１
ｍＭ〜１ｍＭの範囲で添加した。
【００４９】

40

（反応温度の影響）
３０℃〜８０℃の範囲で、基本条件に基づいて反応させた。
【００５０】
［試験の結果］
（組換え型クロソ蛋白質の作製及び精製）
組換え型クロソ蛋白質を作製するために、マウスクロソ蛋白質の膜貫通領域、細胞内領域
を削除し、そこにヒトイムノグロブリン（ＩｇＧ）Ｆｃ領域を結合させた組換え型プラス
ミドを作製した。また、コントロール用酵素としてクロソ同様に１型膜蛋白質で、２回繰
り返し構造を持つグルコシダーゼであるＬＰＨを、クロソと同様に加工した。これらのプ
ラスミドをＣＨＯ細胞に導入し、安定発現株を得た。図１にこれらの細胞から回収した培
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養上清をウエスタンブロットで解析した結果を示した。
図１において、培養後のＣＨＯ細胞から培養上清を回収後、レーン１に非ベクター、レー
ン２にＫＬＦｃ、レーン３にＬＰＨＦｃをそれぞれ泳動し、実施例に基づいてイムノブロ
ッットにより解析した。なお、図中のＡは、クロソ蛋白質に対するイムノブロッット解析
を、Ｂは、Ｆｃタグに対するイムノブロッット解析をそれぞれ示した。分子量マーカーを
左側に表示した。
【００５１】
約１５０ｋＤａ（ＫＬＦｃ）及び１６０ｋＤａ（ＬＰＨＦｃ）にそれぞれバンドが認め
られたことから、目的の蛋白質が作られていることが確認された。そこで、この蛋白質を
用いて、取扱説明書に従い、組換え型蛋白質を回収した。これら濃縮培養上清中の組換え

10

蛋白質の濃度は、抗ヒトＩｇＧ１抗体によるサンドイッチＥＬＩＳＡによって求めた。精
製したＫＬＦｃ、ＬＰＨ Ｆｃ又はヒトＩｇＧを含むＣＨＯ細胞培養上清を実施例に基づ
いて還元条件下で変性させたのちＳＤＳ−ＰＡＧＥを行った。ゲルはSYPRO Orangeで染色
した。なお、レーン２にＫＬＦｃ

０．２μｇ、レーン３にＬＰＦｃ

ン４にコントロールとしてヒトＩｇＧ１

０．２μｇ、レー

０．２μｇを含むＣＨＯ上清培地、レーン５〜

８には、段階的にＢＳＡ（０．０６２５〜０．５μｇ）を除いた条件下で培養したレーン
１〜４と同様の蛋白質を表示した。図２に、回収したＫＬＦｃ、ＬＰＨＦｃを約２００μ
ｇずつＳＤＳ−ＰＡＧＥにより展開し、その後SYPRO Orangeによりゲルの染色をした結果
を示す。図１と同様な位置にバンドが確認された。レーン４〜７は系列希釈したＢＳＡで
ある。これらをもとにアプライされている組換え型蛋白質の量を計算すると、１レーンあ

20

たり約２００ｎｇとなる。これは、ＥＬＩＳＡによって求めた濃度を支持している。
【００５２】
（クロソ蛋白質の酵素活性の有無）
クロソ蛋白質が酵素活性をもつ可能性を検討するために、作製したＫＬＦｃと様々な蛍光
性人工基質４Ｍｕ−glycosidesと反応させた。すなわち、実施例に記載のとおり、組換え
蛋白質を３時間インキュベートした。なお、パネルＡはＫＬＦｃ、ＢはＬＰＦｃ、Ｃはβ
−グルコシダーゼ、Ｄはβ−グルクロニダーゼを示した（図３）。白四角は、Ｇｌｃ、白
ひし形はＧａｌ、白丸はＧｌｃＮＡｃ、白三角はＧａｌＡｃ、黒四角はＧｌｃＡ、黒ひし
形はＤ−Ｆｌｃ、黒丸はＭａｎ、黒三角はＸｌｙをそれぞれ示す。標準誤差をエラーバー
で表示し、実験はｎ＝３で行った。ＫＬＦｃは４−Ｍｕ−ｇｌｃＡと反応し、他の基質に
関しては、ほとんど活性を示さないことが明らかになった（図３Ａ、表２）。別個に作製
したＫＬＦｃ安定発現細胞株から回収した様々な濃度のＫＬＦｃを用いて、同様の結果が
得られるか調べた。その結果、ＫＬＦｃ量依存的に４−Ｍｕ−ｇｌｃＡと反応したことか
ら、ＫＬＦｃ依存的に酵素活性を示すことが明らかになった。
【００５３】
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【表２】

10

20

30

40

（酵素パラメーターの計算）
図４に示すように、反応生成物濃度［Ｐ］と時間をプロットした。なお、この実施例にお
いては、組換え蛋白質を、０．０１２５〜３．２ｍＭの一連の濃度勾配の４−Ｍｕ−Ｇｌ
ｃＡでインキュベートした。パネルＡはＫＬＦｃ、ＢはＬＰＦｃ、Ｃはβ−グルコシダー
ゼ、Ｄはβ−グルクロニダーゼを示した。白四角は、３．２ｍＭ、白ひし形は１．６ｍＭ
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、白丸は０．８ｍＭ、白三角は０．４ｍＭ、黒四角は０．２ｍＭ、黒ひし形は０．１ｍＭ
、黒丸は０．０５ｍＭ、黒三角は０．０２５ｍＭをそれぞれ示す。
【００５４】
それぞれの基質濃度における反応初速度Ｖ0を傾きより求めた。初期基質濃度［Ｓ］0、
反応初速度Ｖ0を図６に示すようにLineweaver‑Burkプロットによりプロットし、得られた
直線からＫｍ、Ｖｍａｘを求めた（この図では、ｐＨ５．５下で２００倍超の濃度の４−
Ｍｕ−ＧｌｃＡを用いてＫＬＦｃの酵素活性を測定し、Ｘ軸に基質の初期濃度の逆数（１
／［Ｓ］0；μＭ‑1）を、Ｙ軸に初速度の逆数（１／Ｖ0；ｈ×μＭ‑1）を表示した。標準
誤差をエラーバーで表示し、実験はｎ＝３で行った）。この結果を表３に示した。一般に
Ｋｍは基質濃度と反応初速度に相当するので、ここで得られた値は、Michaelis‑Mentenの

10

式に一致した（図５）。図５において、基質の初速度及び初期濃度をグラフ化し、Ｘ軸に
基質の初期濃度（［Ｓ］0；μＭ）を、Ｙ軸に初速度（Ｖ0；μＭ／ｈ）を表示した。標準
誤差をエラーバーで表示し、実験はｎ＝３で行った。
【００５５】
【表３】

20
（ｐＨの影響）
クロソ蛋白質の最適ｐＨを求めるために、ｐＨ４．５〜６．０までの低ｐＨ域では、クエ
ン酸ナトリウムバッファーを、ｐＨ６．０〜８．０では、リン酸ナトリウムバッファーを
用いて、実験を行った。ｐＨ５．５下で４−Ｍｕ−ＧｌｃＡを用いてＫＬＦｃの酵素活性
を測定した。ｐＨ４．５〜６．０までは、０．１Ｍ
ｐＨ６．０〜８．０までは、０．１Ｍ

クエン酸ナトリウムバッファーを、

リン酸ナトリウムバッファーを用いた。標準誤差

をエラーバーで表示し、実験はｎ＝３で行った。その結果、クロソはｐＨ５．５付近で最
も高い酵素活性を示すことが明らかになった（図７）。
【００５６】
（金属イオンの影響）

30

β−グルコシダーゼの中には、二価の金属イオンにより活性が増強する酵素が知られてい
る。数種類の金属イオンを用いることにより、クロソ蛋白質の、二価の金属イオンに対す
る反応性を検討した。Ｃａ2+、Ｍｇ2+、Ｍｎ2+、Ｚｎ2+を０から１ｍＭの範囲で用いたと
ころ、酵素活性は金属イオンによる影響を受けないことが明らかになった。
【００５７】
（温度の影響）
実施例に基づいて、種々の温度条件下でＫＬＦｃの酵素活性を解析した。定常状態の間、
０．１Ｍ

クエン酸バッファー（ｐＨ５．５）中のＫＬＦｃを種々の温度条件下で３０分

間培養し、酵素活性を解析した。白四角は、３０℃、白ひし形は４０℃、白丸は５０℃、
白三角は６０℃、黒四角は７０℃、黒ひし形は８０℃をそれぞれ示す。標準誤差をエラー

40

バーで表示し、実験はｎ＝３で行った。酵素反応の最適温度を調べたところ、６０℃まで
は温度依存的に反応が起こる（図８）。７０℃以上になると最初の３０分は反応が見られ
るが、３０分を越えると急激に反応が遅くなることから、最適温度が、６０℃前後にある
ことが示唆された。
【００５８】
（阻害剤の影響）
人工的に合成された阻害剤の影響を調べた。実施例に基づいてＫＬＦｃの酵素活性をβ−
グルコシダーゼ及びβ−グルクロニダーゼに対する阻害剤の種々の濃度下で解析した。パ
ネルＡはD‑saccharic acid、ＢはTaurocholic acid、Ｃは1‑deoxynojirimycin、ＤはCond
uritol B epoxideを示した。四角は、ＫＬＦｃ、ひし形はβ−グルコシダーゼ、丸はβ−
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グルクロニダーゼをそれぞれ示し、阻害剤を含まないものをコントロールとした。この結
果を図９に示す。まず、ウシ肝臓由来β−グルクロニダーゼに対して競合的阻害を示すD‑
Saccharic acid 1,4‑lactoneやTaurocholic acidを用いた。ウシ肝臓由来β−グルクロニ
ダーゼと同様に酵素活性が阻害された。また、アーモンド由来β−グルコシダーゼに対し
て阻害活性を示す競合的阻害剤1‑deoxynojirimycinやcatalytic site‑directed covalent
type阻害剤Conduritol B epoxideを用いて、同様の実験を行った。1‑deoxynojirimycin
は最大１０ｍＭまで用いたが、ほとんど阻害されなかった。Conduritol B epoxideは、弱
いながらも、阻害を受けた。
【００５９】
［試験結果の解析］

10

（酵素活性について）
本実施例により、クロソ蛋白質は酵素活性を持つことが示された。クロソ蛋白質の基質
特異性は非常に高く、４−Ｍｕ−グルクロニドのみと反応した。従って、クロソ蛋白質は
、β−グルクロニダーゼであると推定された。クロソ蛋白質はB. Henrissaらの一次構造
に基づく分類では、ファミリー１−グリコシダーゼに分類される。このファミリーの中に
は、β−グルクロニダーゼ活性を示すものは今まで知られておらず、この結果は、１−グ
リコシダーゼの分類法の概念を見直す必要があることを示唆している。クロソ蛋白質の酵
素活性は、β−グルクロニダーゼに対する阻害剤で抑制される。このことからも、クロソ
蛋白質の酵素活性が、β−グルクロニダーゼであることが支持される。古典的にはβ−グ
ルクロニダーゼ活性を持つβ−グルコシダーゼとして、ファミリー２−グリコシダーゼに

20

分類されるβ−グルクロニダーゼが知られている。
【００６０】
クロソ蛋白質は、この酵素と全く一次構造上は相同性がないにもかかわらず、このよう
な活性をもつのはクロソ蛋白質の立体構造がβ−グルクロニダーゼとしての活性を持ちう
る構造をとっている可能性がある。また、クロソ蛋白質は酵素ではなく、何らかのターゲ
ット分子と結合することによって機能している可能性があった。そこで、３Ｈ−グルクロ
ニドを用いて、結合が見られるかどうかを検討したが、全く結合が見られなかった。この
ことからも、クロソ蛋白質は酵素活性に基づいて機能を発揮する分子であることが確認さ
れた。
【００６１】

30

（クロソ蛋白質の生化学的所見）
４−Ｍｕ−ＧｌｃＡを用いてクロソ蛋白質の酵素パラメーターを求めた。先行研究で知ら
れているヒト胎盤由来、血清由来β−グルクロニダーゼのＫｍ値は、それぞれ０．０４５
ｍＭ、０．０６ｍＭであり、これらと比べるとクロソ蛋白質のＫｍ値は大きい。よって、
既知のβ−グルクロニダーゼに比べ、基質に対する親和性は低い。また、クロソ蛋白質の
比活性は、ウシ肝臓由来β−グルクロニダーゼの約１／３０、ＬＰＨの１／３である（Ｌ
ＰＨについては本実験の結果よりβ−グルクロニダーゼ活性を持つことを初めて確認した
）。クロソ蛋白質は、活性の弱い酵素であると考えられる。
【００６２】
更に、クロソ蛋白質の酵素活性は、ｐＨ５．５で活性が最大になる。β−グルクロニダ

40

ーゼの酵素活性はクエン酸バッファーにより抑制的に影響を受けるが、クロソ蛋白質の活
性はクエン酸バッファーにより影響を受けない。調べた限りにおいて、クロソ蛋白質の酵
素活性は金属イオンの影響を全く受けない。クロソ蛋白質は、胆汁酸β−グルコシダーゼ
やα−マンノシダーゼとは異なり、金属イオン非要求性のグリコシダーゼであると考えら
れる。クロソ蛋白質の酵素活性は、β−グルクロニダーゼの阻害剤だけではなく、一部で
はあるがβ−グルコシダーゼの阻害剤の影響を受ける。これは、従来知られているβ−グ
ルクロニダーゼとは異なる点であり、クロソ蛋白質の生化学的性質の特徴を示す。
【００６３】
（クロソ蛋白質の生理活性について）
クロソ蛋白質は、酵素領域を細胞外に持つため、細胞自律或いは細胞非自律的に標的前駆
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体分子を活性化していると推定され、活性化された分子がクロソマウスの変異表現型を抑
えることに作用していると推定される。該クロソ蛋白質の標的分子としては、β−グルク
ロニドを持つ分子が想定される。生体内でβ−グルクロニドを持つものとしては、プロテ
オグリカンが考えられる。プロテオグリカンは、アミノ糖とウロン酸との二糖の繰り返し
構造を持つ。このウロン酸としてβ−グルクロニドが使われている。また、解毒作用の一
種であるグルクロン酸抱合により修飾を受けたグルクロン酸抱合体がある。これは脂溶性
の高い物質を水溶性に変え排出しやすくするものである。他に、ステロイドホルモンや糖
脂質などにも、β−グルクロニドが結合したものが見られる。植物性のフラボノイドやア
ルカノイドにもβ−グルクロニドが結合している。幾つかの既知の分子について例を挙げ
た。今回得られた知見から、β−グルクロニドを持つ生体活性因子を探すことでクロソタ

10

ンパク質の直接の作用点を、明らかにすることができる。
【実施例２】
【００６４】
＜クロソタンパク質の天然基質のスクリーニング＞
クロソタンパク質の天然基質のスクリーニングのために、以下のグルクロニドについて試
験を行った：すなわち、天然基質のスクリーニングに、ステロイドグルクロニド（β−エ
ストラジオール３−β―グルクロニド（estradiol‑3GlcU）、β−エストラジオール１７
−βグルクロニド（estradiol‑17GlcU）、アンドロステロングルクロニド（androsterone
‑GlcU）、エチオコラン−３α‑ol‑１７−oneグルクロニド（etiocholan‑3a‑ol‑17‑one‑Gl
cU）、テストステロンβ−グルクロニド（testosterone‑GlcU）、エステロン３−β−グ

20

ルクロニド（estrone‑3GlcU）、５β‑プレグナン３α，２０α−ディオールグルクロニド
(5b‑pregnane‑3a, 20a‑diol‑GlcU)、デヒドロイソアンドロステロン３−グルクロニド（d
ehyddroisoandrosterone‑3GlcU）、５αアンドロスタン−３α，１７β−ディオール

１

７β―Ｄ−グルクロニド（5a‑androstane‑3a,17b‑diol 17GlucU）、エストリオール１７
β−β−Ｄ−グルクロニド（estriol‑17GlucU）、エストリオール１６α−β−Ｄ−グル
クロニド（estriol‑16GlucU）、エストリオール３β−Ｄ−グルクロニド（estriol‑3Gluc
U）（シグマ社製）、プロテオグリカンの二糖（コンドロイシン（Chondorosine）、IdoUA
‑2S‑GlcNS‑6S, IdoUA‑GlcNS‑6S, IdoUA‑GlcNS, IdoUA‑GlcNac‑6S, IdoUA‑GalNAc, IdoUA‑
GalNAc‑4S, IdoUA‑GalNAc‑6S, IdoUA‑GalNAc‑4S, 6S, IdoUA‑GlcNAc, GlcA‑GalNAc‑4S, G
lcA‑GalNAc‑6S）（生化学工業、Dextra Laboratories社製）及びインタクトなプロテオグ
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リカン（コンドロイオチン、コンドロイチン硫酸、ケラタン硫酸及びヘパラン硫酸）（生
化学工業社製）を、競合阻害アッセイ（Inhibition assay）により試験した。
【００６５】
阻害アッセイ用に、各試薬（５ｍＭ）をＫＬＦｃ、０．１ｍＭの４Ｍｕ−ＧｌｃＵを含
む標準反応液に添加した。試薬の加水分解を調べるために、各基質（１ｍＭ）を、ＫＬＦ
ｃ融合タンパク質と、標準的な条件下で、３０時間インキュベーションした。Estradiol‑
3GlcU 及びestrone‑3GlcUを水に溶解し、etiocholan‑3a‑ol‑17‑one‑GlucU、testosterone
‑b‑D‑GlucU、5b‑pregnane‑3a、20‑a‑diol‑GlcU をエタノールに溶解し、5a‑androstane‑3
a、17 b‑diol‑17‑GlucU及びestriol‑3‑GlucUをジメチルスルホキシドに溶解し、estradio
l‑17GlcU、dehydroisoandrostenone‑3GlucU、estriol‑17GlucU、estriol‑16GlucUを、N,N
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‑dimethylformamideに溶解した。ステロイドGlcUsの加水分解を分析するために、サンプ
ルをＨＰＬＣ（Waters Alliance HPLC system 2695 EX separation module）システムに
かけ、Waters二重λ紫外可視検知機（Waters dualλUV‑visible detector）にかけた。
【００６６】
シメトリ−Ｃ１８カラム（４．６×１５０ｍｍ；Waters 社製）を逆の局面で、フロー
レート１．０ｍｌ／分で、４０℃で使用した。サンプル１０μｌを、分析用のカラムに注
入した。移動相１の勾配プログラムは以下の通りであった：水中の０．０２％トリフルオ
ロ酢酸及び１０％アセトニトリルを０分間、その後０．０２％トリフルオロ酢酸及び８０
％アセトニトリルで１０分間、さらにその後０．０２％トリフルオロ酢酸及び１０％アセ
トニトリルで１０．１分間、定組成的に溶離した。２１０又は２６０ｎｍの吸光度を監視
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した。最後に、エストランＧｌｕＣの触媒パラメーターを算出した。エストランＧｌｕＣ
をＫＬＦｃで触媒した加水分解反応を、さまざまな基質濃度で行った。触媒定数は、エス
トランＧｌｕＣｓを用いた、Lineweaver‑Burk plotによる３度の実験で決定した。コンド
ロイシン（chondrosine）の加水分解を分析するために、アミノ酸分析を、ニンヒドリン
試薬の自動オンライン混合が可能な、Hitachi L‑8500を用いて行った。
【００６７】
［実験方法及び結果］
実施例１の実験方法を用いて、クロソタンパク質の天然基質についてのスクリーニングを
行った。
【００６８】

10

（組換え型クロソの発現及び精製）
組換え型クロソを発現するために、マウスクロソｃＤＮＡ及びヒト免疫グロブリン遺伝子
を用いて、発現ベクターを作製した。クロソの細胞外領域をコードする領域は、ヒト免疫
グロブリンＦｃ領域をコードするＤＮＡに融合していた。コントロール実験に、ファミリ
ー１β−グルコシダーゼに相同な２個の内部リピートを有する１型膜タンパク質である、
マウスＬＰＨを用いた。ＬＰＨＦｃの発現ベクターを、ＫＬＦｃと同様に作製した。これ
らの発現構築物をＣＨＯ細胞に導入し、ステーブルなトランスフェクタントを得た。これ
らのクローンからの培養上澄を濃縮し、ウェスタンブロット分析を行った。融合タンパク
質が、１５０ｋＤａ（ＫＬＦｃ）及び１６０ｋＤａ（ＬＰＨＦｃ）の相対分子量でそれぞ
れ検出した（図１）。
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【００６９】
組換え型タンパク質の濃度は、ＥＬＩＳＡで、抗ヒトＩｇＧ抗体とで推定した。推定の
信頼性を確認し、精製した融合タンパク質の質を調べるために、ＫＬＦｃ及びＬＰＨＦｃ
（ＥＬＩＳＡによる推定による各２００ｎｇ）をＳＤＳ−ＰＡＧＥにより単離し、ゲルを
SYPRO

Orangeで染色し、タンパク質を視覚化した（図２）。ＫＬＦｃタンパク質は、単

一バンドとして検出し、この融合タンパク質がタンパク質分解なしで精製できることを示
唆した（図２、レーン１）。ＬＰＨＦｃタンパク質も精製することを可能である（レーン
２）。７０ｋＤａで検出した弱いバンドは、ウシ胎児血清由来ウシ血清アルブミンのコン
タミネーションのようである。ウシ血清アルブミンの段階希釈を、定量化の標準物質とし
て用いた（図２、レーン４〜７）。シグナル強度を、標準物質と比較し、ＫＬＦｃ及びＬ
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ＰＨＦの量を計算した。結果は、ＥＬＩＳＡで得たものと関連している。精製した融合タ
ンパク質を、以下の実験に用いた。
【００７０】
（クロソタンパク質の酵素活性）
ＫＬＦｃタンパク質の酵素活性を検討するために、４Ｍｕ−グルコシドのパネルを調べた
。これらの基質は、蛍光性でないが、加水分解された基質の量を推定するために、時間の
関数として蛍光光度計を用いて測定した、蛍光４−methylumbelliferoneを遊離する。８
種類のグルコシドを調べた。ＫＬＦｃは４Ｍｕ−ＧｌｕＣと特異的に反応し、この基質を
加水分解した。他の潜在的な基質の蛍光強度の変化は、ＩｇＧ１で観察したバックグラウ
ンドレベルと同様であり（実施例１、表２）、ＫＬＦｃがこれらの分子を加水分解しない
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ことを示唆した。一方で、ＬＰＨＦｃ、β−グルコシダーゼ及びβ−グルクロニダーゼは
、表２に示す基質に対し、活性を示した。
【００７１】
表２は、クロソの特異的活性が、ウシ肝臓由来β−グルクロニダーゼの約１／３０、ラ
ットＬＰＨ由来β−グルクロニダーゼの１／３であることを示す。クローンの変動を除外
するために、別個に構築された３個の他のトランスフェクタントを調べ、これらのクロー
ンから得た融合タンパク質、用量依存的方式と同様の結果を示すことを確認した。更に、
０．５ｍＭのＦＤ−ＧｌｃＵ及びＥＬＦ９７−ＧｌｃＵ、他の蛍光基質共役β−グルクロ
ン酸を調べたところ、同様の条件下で加水分解され、ＫＬＦｃタンパク質のβ−グルクロ
ニダーゼ活性を確認した。

50

(20)

JP 4402511 B2 2010.1.20

【００７２】
（速度パラメーターの算出）
ＫＬＦｃ融合タンパク質の基質飽和を、一連の４Ｍｕ−ＧｌｃＵ濃度で調べた。生成物の
濃度（［Ｐ］）及び反応時間（ｔ）は、実施例１の図４に示すようにプロットした。３．
２及び１．６ｍＭの基質が、同じレベルの生成物を結果として示し、基質飽和がＫＬＦｃ
タンパク質２０μｇに対し、１．６ｍＭに達したことを示唆した。これらのラインの傾斜
に基づき、基質の各初期濃度（［Ｓ］0）の初期速度（ｖ0）を計算した。［Ｓ］0及びｖ0
を図５にプロットした。相互のLineweaver‑Burk plotを、図６に示す。ミカエリス定数（
Ｋm）及び最大速度（Ｖmax）をこのプロットから計算し、実施例１の表３に示した。図５
及び表３は、ＫＬＦｃ融合タンパク質４Ｍｕ−ＧｌｃＵに対する反応が、ミカエル−メン

10

テン動力学（Michaelis‑Menten kinetics）と合致することを示した。
【００７３】
（最適ｐH及びニ価金属イオン）
ＫＬＦｃの酵素活性に対するｐＨ効果を調べた（実施例１の図７）。クエン酸ナトリウム
緩衝液をｐＨ４．５〜６．０で使用し、リン酸ナトリウム緩衝液をｐＨ６．０〜８．０で
使用し、０．５増加ごとにｐＨ４．５〜８．０までの最適な条件を決定した。４Ｍｕ−Ｇ
ｌｃＵの処理に対するKLFｃの最も高い活性を、ｐＨ５．５で観測し、それがＫＬＦｃに
対する最適ｐＨであることを示唆した。数種類のグルコシダーゼの活性の、金属イオンへ
の依存性が報告されている（３０、３１）ので、Ｃａ2+、Ｍｇ2+、Ｍｎ2+及びＺｎ2+のク
ロソの酵素活性に対する効果を調べた。しかし、これらの金属イオンは、ＫＬＦｃの酵素

20

活性を有さないようであった。
【００７４】
（阻害剤に対する影響）
ＫＬＦｃ融合タンパク質をさらに特徴づけるため、β−グルクロニダーゼに対する既知の
阻害剤の、酵素活性に対する効果を調べた（実施例１、図９）。ウシ肝臓由来β−グルク
ロニダーゼは、既知の酵素間の相違を測定するための標準物質をして用いた。ウシ肝臓由
来βグルクトニダーゼに対する競合阻害剤であることが知られているＤ−糖酸１，４ラク
トン(D‑Saccharic acid 1,4‑lactone)及タウロコール酸(Taurocholic acid)を、４Ｍｕ−
ＧｌｃＵ加水分解反応液に添加した。図９Ａ及びＢに示すように、ＫＬＦｃの酵素活性は
、これらの阻害剤によって減少した。この阻害効果は、β―グルクロニダーゼでも観察さ
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れたが、ＫＬＦｃに対して要求よりも低い用量であった。この結果は、ＫＬＦｃの酵素活
性が、β−グルクロニダーゼの既知の阻害剤によって阻害されていることを示唆した。
【００７５】
（クロソタンパク質の基質の候補）
クロソの潜在的な未変性の基質を探索するために、プロテオグリカン（Int. J. Bioche
m.Cell Biol. 32,269‑288,2000）、ステロイドホルモン（Chem. Biol. Interact. 129,17
1‑193,2000;Steroids 64, 715‑725,1999）、糖脂質（Biochem. J. 320‑93‑99,1996）、ア
ルカロイド（Clin. Pharmacokinet, 40,485‑499,2001）及びフラボノイド（FEBS Lett.,5
03,103‑106）を含む、天然のグルクロニド接合体のスクリーニングを行った。まず、これ
らの化合物が、ＫＬＦｃ融合タンパク質によって加水分解作用を競合的に阻害できるかど
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うかを調べた。各化合物（５ｍＭ）を、１０μｇＫＬＦｃ及び０．１ｍＭの４Ｍｕ−Ｇｌ
ｕｃを含む反応液に添加した。プロテオグリカンの部分溶解やインタクトなプロテオグリ
カン（コンドロイオチン、コンドロイチン硫酸、ケラタン硫酸及びヘパラン硫酸）由来の
ニ糖には、効果がなかった。
【００７６】
検査した１１のステロイドＧｌｃＵの内、８個（androsterone‑GlcU、 etiocholan‑3a‑
ol‑17‑one GlcU、 estrone‑3GlcU、estradiol‑3GlcU、5b‑pregnane‑3a、20a‑diol‑GlcU,
dehydroisoandrosterone‑3GlcU、testosterone‑GlcU及び estriol‑3GlcU）が、ＫＬＦｃ
による４Ｍｕ−ＧｌｃＵの加水分解の阻害効果を示した（図１０）。どのプロテオグリカ
ンも４Ｍｕ−ＧｌｃＵの加水分解も阻害しなかった。ステロイドＧｌｃＵｓ（estradiol‑
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3GlcU、 estrone‑3GlcU、estriol‑3GlcU、testosterone‑GlcU、 androsterone‑GlcU）が
、ＫＬＦｃと加水分解できるかどうか、さらに調べた。各グルクロニドを、ＫＬＦｃ融合
タンパク質とインキューベーションした。反応生成物を、ＨＰＬＣ勾配クロマトグラムに
かけ、２１０又は２６０ｎｍの吸光度で検出した。その結果、ＫＬＦｃは、estradiol‑3G
lcU, estrone‑3GlcU, estriol‑3GlcUを、４Ｍｕ−Ｇｌｕｃで得たものと同様の触媒パラ
メーター（kcat及び kcat／Km）（実施例１表３、及び表４）と共に加水分解した。Testo
sterone‑GlcUは、わずかにＫＬＦｃによって加水分解されたが、androsterone‑GlcU及び
コンドロイチンは、全くされなかった。
【００７７】
【表４】

10

【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の実施例において、ウエスタンブロットによる、培養上清中のマウスクロ
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ソ−ヒトＩｇＧ Ｆｃ領域融合蛋白質及びラットＬＰＨ−ヒトＩｇＧ Ｆｃ領域融合蛋白質
の発現をウエスタンブロットにより解析した結果を示す図である。なお、図中のＡは、ク
ロソ蛋白質に対するイムノブロッット解析を、Ｂは、Ｆｃタグに対するイムノブロッット
解析をそれぞれ示した。分子量マーカーを左側に表示した。
【図２】本発明の実施例において、ProteinA sepharoseで精製したＫＬＦｃ蛋白質及びＬ
ＰＨ Ｆｃ蛋白質をＳＤＳ−ＰＡＧＥにより解析した結果を示す図である。
【図３】本発明の実施例において、基質として４−Ｍｕ−グリコシドを用いたＫＬＦｃの
酵素活性の解析結果を示す図である。実施例に記載のとおり、組換え蛋白質を３時間イン
キュベートした。なお、パネルＡはＫＬＦｃ、ＢはＬＰＦｃ、Ｃはβ−グルコシダーゼ、
Ｄはβ−グルクロニダーゼを示した。
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【図４】本発明の実施例において、ＫＬＦｃ初速度の測定結果を示す図である。実施例に
記載のとおり、組換え蛋白質を、０．０１２５〜３．２ｍＭの一連の濃度勾配の４−Ｍｕ
−ＧｌｃＡでインキュベートした。パネルＡはＫＬＦｃ、ＢはＬＰＦｃ、Ｃはβ−グルコ
シダーゼ、Ｄはβ−グルクロニダーゼを示した。
【図５】本発明の実施例において、ＫＬＦｃの基質飽和曲線を示す図である。
【図６】本発明の実施例において、ＫＬＦｃのLineweaver‑Burkプロットを示す図である
。
【図７】本発明の実施例において、ＫＬＦｃの酵素活性におけるｐＨの影響を調べた結果
を示す図である。
【図８】本発明の実施例において、ＫＬＦｃの酵素活性における培養温度の影響を調べた
結果を示す図である。
【図９】本発明の実施例において、ＫＬＦｃの酵素活性における阻害剤の影響を調べた結
果を示す図である。
【図１０】本発明の実施例において、検査した１１のステロイドＧｌｃＵの内、８個が、
ＫＬＦｃによる４Ｍｕ−ＧｌｃＵの加水分解の阻害効果を示したことを示す図である。
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