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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
Gly‑Leu‑Gln‑Met‑Gly‑Thr‑Asn‑Lys‑Phe‑Ala（配列番号1）、
Met‑Thr‑Ala‑Tyr‑Gly‑Thr‑Arg‑Arg‑His‑Leu（配列番号2）、
Cys‑Gln‑Gln‑Arg‑Glu‑Lys‑Thr‑Arg‑Trp‑Leu‑Asn（配列番号3）、
Lys‑Ser‑Arg‑Leu‑Gln‑Thr‑Ala‑Pro‑Val‑Pro‑Met（配列番号4）、
Ala‑Glu‑Thr‑His‑Lys‑Leu‑Thr‑Phe‑Arg‑Glu‑Asn（配列番号5）、
Cys‑Arg‑Asp‑Lys‑Tyr‑Lys‑Thr‑Leu‑Arg‑Gln‑Ile‑Arg（配列番号6）、
Gly‑Leu‑Gln‑Met‑Gly‑Ser‑Asn‑Lys‑Phe‑Ala（配列番号7）、
Met‑Thr‑Ala‑Tyr‑Gly‑Ser‑Arg‑Arg‑His‑Leu（配列番号8）、
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Cys‑Gln‑Gln‑Arg‑Glu‑Lys‑Ser‑Arg‑Trp‑Leu‑Asn（配列番号9）、
Lys‑Ser‑Arg‑Leu‑Gln‑Ser‑Ala‑Pro‑Val‑Pro‑Met（配列番号10）、
Ala‑Glu‑Thr‑His‑Lys‑Leu‑Ser‑Phe‑Arg‑Glu‑Asn（配列番号11）、
Cys‑Arg‑Asp‑Lys‑Tyr‑Lys‑Ser‑Leu‑Arg‑Gln‑Ile‑Arg（配列番号12）、
Arg‑Lys‑Lys‑Arg‑Tyr‑Thr‑Val‑Val‑Gln‑Asn‑Pro（配列番号23）、または
Arg‑Lys‑Lys‑Arg‑Tyr‑Ser‑Val‑Val‑Gln‑Asn‑Pro（配列番号24）
のいずれか１つにより表されるアミノ酸配列を含むポリペプチド。
【請求項２】
配列番号3、6、9、12、23、または24のいずれか１つにより表されるアミノ酸配列を含
む請求項１記載のポリペプチド。
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【請求項３】
標識物質により標識化されている請求項１または２記載のポリペプチド。
【請求項４】
Rho‑キナーゼ活性の測定方法であって、
(a) 請求項１〜３のいずれか１項記載のポリペプチドと、Rho‑キナーゼ活性を有する可能
性のある試料とを反応させて、ポリペプチドをリン酸化する工程と、
(b) 工程(a)でリン酸化されたポリペプチドを定量する工程と
を含む前記方法。
【請求項５】
請求項１〜３のいずれか１項記載のポリペプチドを含む、Rho‑キナーゼ活性の測定用試
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薬。
【請求項６】
Arg‑Asp‑Met‑Arg‑Asn‑Ser‑Phe‑Asn‑Leu‑Gly‑Val（配列番号13）、
Leu‑Asp‑Met‑Arg‑Asn‑Ser‑Phe‑Asn‑Leu‑Gly‑Val（配列番号14）、
Arg‑Asp‑Met‑Arg‑Asn‑Thr‑Phe‑Asn‑Leu‑Gly‑Val（配列番号15）、または
Leu‑Asp‑Met‑Arg‑Asn‑Thr‑Phe‑Asn‑Leu‑Gly‑Val（配列番号16）
のいずれか1つにより表されるアミノ酸配列を含むポリペプチド。
【請求項７】
配列番号13または配列番号15のいずれか1つにより表されるアミノ酸配列を含む請求項
６記載のポリペプチド。
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【請求項８】
標識物質により標識化されている請求項６または７記載のポリペプチド。
【請求項９】
タンパク質キナーゼ C eta活性の測定方法であって、
(a) 請求項６〜８のいずれか１項記載のポリペプチドと、タンパク質キナーゼ C eta活性
を有する可能性のある試料とを反応させて、ポリペプチドをリン酸化する工程と、
(b) 工程(a)でリン酸化されたポリペプチドを定量する工程と
を含む前記方法。
【請求項１０】
請求項６〜８のいずれか１項記載のポリペプチドを含む、タンパク質キナーゼ C eta活
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性の測定用試薬。
【請求項１１】
Leu‑Asp‑Arg‑Pro‑Gln‑Ser‑Phe‑Asn‑Leu‑Gly‑Val（配列番号17）、または
Leu‑Asp‑Arg‑Pro‑Gln‑Thr‑Phe‑Asn‑Leu‑Gly‑Val（配列番号18）により表されるアミノ
酸配列を含むポリペプチド。
【請求項１２】
標識物質により標識化されている請求項１１記載のポリペプチド。
【請求項１３】
タンパク質キナーゼ C beta活性の測定方法であって、
(a) 請求項１１または１２記載のポリペプチドと、タンパク質キナーゼ C beta活性を有
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する可能性のある試料とを反応させて、ポリペプチドをリン酸化する工程と、
(b) 工程(a)でリン酸化されたポリペプチドを定量する工程と
を含む前記方法。
【請求項１４】
請求項１１または１２記載のポリペプチドを含む、タンパク質キナーゼ C beta活性の
測定用試薬。
【請求項１５】
Phe‑Lys‑Lys‑Gln‑Gly‑Ser‑Phe‑Ala‑Lys‑Lys‑Lys（配列番号19）、または
Phe‑Lys‑Lys‑Gln‑Gly‑Thr‑Phe‑Ala‑Lys‑Lys‑Lys（配列番号20）
により表されるアミノ酸配列を含むポリペプチド。
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【請求項１６】
標識物質により標識化されている請求項１５記載のポリペプチド。
【請求項１７】
タンパク質キナーゼ C alpha活性の測定方法であって、
(a) 請求項１５または１６記載のポリペプチドと、タンパク質キナーゼ C alpha活性を有
する可能性のある試料とを反応させて、ポリペプチドをリン酸化する工程と、
(b) 工程(a)でリン酸化されたポリペプチドを定量する工程と
を含む前記方法。
【請求項１８】
タンパク質キナーゼ C alpha活性に関連する浸潤性及び転移性癌疾患の検出補助方法で
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あって、
(a) 請求項１５または１６記載のポリペプチドと、哺乳動物から単離された成分を含むタ
ンパク質キナーゼ C alpha活性を有する可能性のある試料とを反応させて、ポリペプチド
をリン酸化する工程と、
(b) 工程(a)でリン酸化されたポリペプチドを定量する工程と
を含む前記方法。
【請求項１９】
請求項１５または１６記載のポリペプチドを含む、タンパク質キナーゼ C alpha活性の
測定用試薬。
【請求項２０】
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請求項１５または１６記載のポリペプチドを含む、タンパク質キナーゼ C alpha活性に
関連する浸潤性及び転移性癌疾患の診断薬。
【請求項２１】
Leu‑Arg‑Val‑Gln‑Asn‑Ser‑Leu‑Arg‑Arg‑Arg‑Arg（配列番号21）、または
Leu‑Arg‑Val‑Gln‑Asn‑Thr‑Leu‑Arg‑Arg‑Arg‑Arg（配列番号22）
により表されるアミノ酸配列を含むポリペプチド。
【請求項２２】
標識物質により標識化されている請求項２１記載のポリペプチド。
【請求項２３】
請求項1または２記載のポリペプチドをコードする核酸。
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【請求項２４】
請求項６または７記載のポリペプチドをコードする核酸。
【請求項２５】
請求項１１記載のポリペプチドをコードする核酸。
【請求項２６】
請求項１５記載のポリペプチドをコードする核酸。
【請求項２７】
請求項２１記載のポリペプチドをコードする核酸。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明はセリン／スレオニンキナーゼに分類される各種リン酸化酵素により特異的にリ
ン酸化される基質ポリペプチドおよびその用途に関する。
【背景技術】
【０００２】
セリン／スレオニンキナーゼであるタンパク質キナーゼA（Protein Kinase A, PKA）、
タンパク質キナーゼ C （Protein Kinase C, PKC）およびRho‑キナーゼは RXS/TまたはRX
XS/Tという同じリン酸化基質モチーフを有する。これらのセリン／スレオニンキナーゼは
、基質モチーフが共通であるため、個々のセリン／スレオニンキナーゼに特異的な基質ポ
リペプチドは特定されていない。
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【０００３】
これらのセリン／スレオニンキナーゼは生体内のシグナル伝達系の制御に重要な酵素で
ある。従って、個々のセリン／スレオニンキナーゼに特異的な基質ポリペプチドが提供さ
れれば、生体内のシグナル伝達系の研究を効率的に行うことができるものと期待される。
【０００４】
Rho‑キナーゼは循環器疾患等に深く関係するリン酸化酵素として注目されていることか
ら（非特許文献１）、Rho‑キナーゼに対する特異的基質ポリペプチドは循環器疾患の診断
や研究の用途に用いることができる。
【０００５】
タンパク質キナーゼ Cは幾つかのサブグループに分類される。そのサブグループにタン
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パク質キナーゼ C eta（η）、タンパク質キナーゼ C alpha（α）、タンパク質キナーゼ
C beta（β）等がある。タンパク質キナーゼ C etaは、脳神経膠細胞腫（グリオーマ）
に深く関係するリン酸化酵素として注目されている。またタンパク質キナーゼ C alpha
およびタンパク質キナーゼ C beta は共に発ガンやガンの増殖などに重要な酵素である。
よって、タンパク質キナーゼ C eta（η）、タンパク質キナーゼ C alpha（α）、タンパ
ク質キナーゼ C beta（β）等に対する特異的基質ポリペプチドはそれが関与する疾患の
診断や研究の用途に用いることができる。
【０００６】
【非特許文献１】Somlyo, A. P., and Somlyo, A. V. (2003) Physiol. Rev. 83, 1325‑1
20

358
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、Rho‑キナーゼ、タンパク質キナーゼ C eta、タンパク質キナーゼ C alpha、
またはタンパク質キナーゼ C betaにより特異的にリン酸化を受ける基質ポリペプチドを
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】
本発明は以下の発明を包含する。
(1) 以下の(a)または(b)のポリペプチド：
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(a) 一般式（I）
Xaa‑Xaa‑Xaa‑Xaa1‑Xaa‑Xaa‑Ser/Thr‑Xaa2‑Xaa3‑Xaa‑Xaa4
（式中、Xaaは互いに独立に任意のアミノ酸残基であり；Xaa1はArgまたはLysであり；Xaa
2

およびXaa3は互いに独立にPhe, Leu, Val, Trp, ArgおよびLysからなる群から選択され

；Xaa4は1個の任意のアミノ酸残基または2個の任意のアミノ酸残基からなるペプチドであ
る）
で表されるアミノ酸配列を含むポリペプチド;
(b) 上記(a)に示すアミノ酸配列において、1以上のアミノ酸が欠失、付加、挿入または置
換されたアミノ酸配列を含み、Rho‑キナーゼにより選択的にリン酸化され得るポリペプチ
40

ド。
【０００９】
(2) Xaa1がArgであり、Xaa4が１個の任意のアミノ酸残基である、(1)記載のポリペプチド
。
(3)以下の(a)または(b)のポリペプチド：
(a)

Gly‑Leu‑Gln‑Met‑Gly‑Thr‑Asn‑Lys‑Phe‑Ala（配列番号1）、

Met‑Thr‑Ala‑Tyr‑Gly‑Thr‑Arg‑Arg‑His‑Leu（配列番号2）、
Cys‑Gln‑Gln‑Arg‑Glu‑Lys‑Thr‑Arg‑Trp‑Leu‑Asn（配列番号3）、
Lys‑Ser‑Arg‑Leu‑Gln‑Thr‑Ala‑Pro‑Val‑Pro‑Met（配列番号4）、
Ala‑Glu‑Thr‑His‑Lys‑Leu‑Thr‑Phe‑Arg‑Glu‑Asn（配列番号5）、
Cys‑Arg‑Asp‑Lys‑Tyr‑Lys‑Thr‑Leu‑Arg‑Gln‑Ile‑Arg（配列番号6）、
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Gly‑Leu‑Gln‑Met‑Gly‑Ser‑Asn‑Lys‑Phe‑Ala（配列番号7）、
Met‑Thr‑Ala‑Tyr‑Gly‑Ser‑Arg‑Arg‑His‑Leu（配列番号8）、
Cys‑Gln‑Gln‑Arg‑Glu‑Lys‑Ser‑Arg‑Trp‑Leu‑Asn（配列番号9）、
Lys‑Ser‑Arg‑Leu‑Gln‑Ser‑Ala‑Pro‑Val‑Pro‑Met（配列番号10）、
Ala‑Glu‑Thr‑His‑Lys‑Leu‑Ser‑Phe‑Arg‑Glu‑Asn（配列番号11）、
Cys‑Arg‑Asp‑Lys‑Tyr‑Lys‑Ser‑Leu‑Arg‑Gln‑Ile‑Arg（配列番号12）、
Arg‑Lys‑Lys‑Arg‑Tyr‑Thr‑Val‑Val‑Gln‑Asn‑Pro（配列番号23）、または
Arg‑Lys‑Lys‑Arg‑Tyr‑Ser‑Val‑Val‑Gln‑Asn‑Pro（配列番号24）
のいずれか１つにより表されるアミノ酸配列を含むポリペプチド；
(b) 上記(a)に示すアミノ酸配列において、1以上のアミノ酸が欠失、付加、挿入または置
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換されたアミノ酸配列を含み、Rho‑キナーゼにより選択的にリン酸化され得るポリペプチ
ド。
【００１０】
(4) 配列番号3、6、9、または12のいずれか１つにより表されるアミノ酸配列を含む(3)記
載のポリペプチド。
(5) 標識物質により標識化されている(1)〜(4)のいずれかに記載のポリペプチド。
(6) Rho‑キナーゼ活性の測定方法であって、
(a) (1)〜(5)のいずれかに記載のポリペプチドと、Rho‑キナーゼ活性を有する可能性のあ
る試料とを反応させて、ポリペプチドをリン酸化する工程と、
(b) 工程(a)でリン酸化されたポリペプチドを定量する工程と

20

を含む前記方法。
【００１１】
(7) Rho‑キナーゼ活性に関連する疾患の診断方法であって、
(a) (1)〜(5)のいずれかに記載のポリペプチドと、哺乳動物から単離された成分を含むRh
o‑キナーゼ活性を有する可能性のある試料とを反応させて、ポリペプチドをリン酸化する
工程と、
(b) 工程(a)でリン酸化されたポリペプチドを定量する工程と
を含む前記方法。
(8) (1)〜(5)のいずれかに記載のポリペプチドを含む、Rho‑キナーゼ活性の測定用試薬。
(9) (1)〜(5)のいずれかに記載のポリペプチドを含む、Rho‑キナーゼ活性に関連する疾患
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の診断薬。
【００１２】
(10)以下の(a)または(b)のポリペプチド：
(a) 一般式（II）
Xaa5‑Xaa‑Xaa6‑Xaa7‑Asn‑Ser/Thr‑Xaa8‑Xaa9‑Leu‑Xaa‑Xaa
（式中、XaaおよびXaa6は互いに独立に任意のアミノ酸残基であり；Xaa5はArgまたはLys
であり；Xaa7はArgまたはLysであり；Xaa8およびXaa9は互いに独立にPhe, Leu, Val, お
よびTrpからなる群から選択される）
で表されるアミノ酸配列を含むポリペプチド;
(b) 上記(a)に示すアミノ酸配列において、1以上のアミノ酸が欠失、付加、挿入または置
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換されたアミノ酸配列を含み、タンパク質キナーゼC etaにより選択的にリン酸化され得
るポリペプチド。
【００１３】
(11) Xaa6がMet, Arg, Lys, およびHisからなる群から選択される、(10)記載のポリペプ
チド。
(12)以下の(a)または(b)のポリペプチド：
(a) Arg‑Asp‑Met‑Arg‑Asn‑Ser‑Phe‑Asn‑Leu‑Gly‑Val（配列番号13）、
Leu‑Asp‑Met‑Arg‑Asn‑Ser‑Phe‑Asn‑Leu‑Gly‑Val（配列番号14）、
Arg‑Asp‑Met‑Arg‑Asn‑Thr‑Phe‑Asn‑Leu‑Gly‑Val（配列番号15）、または
Leu‑Asp‑Met‑Arg‑Asn‑Thr‑Phe‑Asn‑Leu‑Gly‑Val（配列番号16）
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のいずれか1つにより表されるアミノ酸配列を含むポリペプチド;
(b) 上記(a)に示すアミノ酸配列において、1以上のアミノ酸が欠失、付加、挿入または置
換されたアミノ酸配列を含み、タンパク質キナーゼC etaにより選択的にリン酸化され得
るポリペプチド。
【００１４】
(13) 配列番号13または配列番号15のいずれか１つにより表されるアミノ酸配列を含む(12
)記載のポリペプチド。
(14) 標識物質により標識化されている(10)〜(13)のいずれかに記載のポリペプチド。
(15) タンパク質キナーゼ C eta活性の測定方法であって、
(a) (10)〜(14)のいずれかに記載のポリペプチドと、タンパク質キナーゼ C eta活性を有
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する可能性のある試料とを反応させて、ポリペプチドをリン酸化する工程と、
(b) 工程(a)でリン酸化されたポリペプチドを定量する工程と
を含む前記方法。
【００１５】
(16) タンパク質キナーゼ C eta活性に関連する疾患の診断方法であって、
(a) (10)〜(14)のいずれかに記載のポリペプチドと、哺乳動物から単離された成分を含む
タンパク質キナーゼ C eta活性を有する可能性のある試料とを反応させて、ポリペプチド
をリン酸化する工程と、
(b) 工程(a)でリン酸化されたポリペプチドを定量する工程と
20

を含む前記方法。
(17) (10)〜(14)のいずれかに記載のポリペプチドを含む、タンパク質キナーゼ C eta活
性の測定用試薬。
(18) (10)〜(14)のいずれかに記載のポリペプチドを含む、タンパク質キナーゼ C eta活
性に関連する疾患の診断薬。
【００１６】
(19) 以下の(a)または(b)のポリペプチド：
(a) 一般式（III）
Leu‑Xaa‑Xaa10‑Xaa‑Xaa11‑Ser/Thr‑Xaa12‑Xaa13‑Leu‑Xaa‑Xaa
（式中、Xaaは互いに独立に任意のアミノ酸残基であり； Xaa10はArg, Lys,およびHisか
らなる群から選択され；Xaa11はGlnまたはAsnであり；Xaa12はPhe, Leu, Val, およびTrp
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13

からなる群から選択され；Xaa

はPhe, Leu, Val, Trp, およびAsnからなる群から選択さ

れる）
で表されるアミノ酸配列を含むポリペプチド;
(b) 上記(a)に示すアミノ酸配列において、1以上のアミノ酸が欠失、付加、挿入または置
換されたアミノ酸配列を含み、タンパク質キナーゼC betaにより選択的にリン酸化され得
るポリペプチド。
(20) Xaa11がGlnである、(19) 記載のポリペプチド。
(21) 以下の(a)または(b)のポリペプチド：
(a) Leu‑Asp‑Arg‑Pro‑Gln‑Ser‑Phe‑Asn‑Leu‑Gly‑Val（配列番号17）、または
Leu‑Asp‑Arg‑Pro‑Gln‑Thr‑Phe‑Asn‑Leu‑Gly‑Val（配列番号18）により表されるアミノ
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酸配列を含むポリペプチド;
(b) 上記(a)に示すアミノ酸配列において、1以上のアミノ酸が欠失、付加、挿入または置
換されたアミノ酸配列を含み、タンパク質キナーゼC betaにより選択的にリン酸化され得
るポリペプチド。
【００１７】
(22) 標識物質により標識化されている(19)〜(21)のいずれかに記載のポリペプチド。
(23) タンパク質キナーゼ C beta活性の測定方法であって、
(a) (19)〜(22)のいずれかに記載のポリペプチドと、タンパク質キナーゼ C beta活性を
有する可能性のある試料とを反応させて、ポリペプチドをリン酸化する工程と、
(b) 工程(a)でリン酸化されたポリペプチドを定量する工程と
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を含む前記方法。
(24) タンパク質キナーゼ C beta活性に関連する疾患の診断方法であって、
(a) (19)〜(22)のいずれかに記載のポリペプチドと、哺乳動物から単離された成分を含む
タンパク質キナーゼ C beta活性を有する可能性のある試料とを反応させて、ポリペプチ
ドをリン酸化する工程と、
(b) 工程(a)でリン酸化されたポリペプチドを定量する工程と
を含む前記方法。
(25) (19)〜(22)のいずれかに記載のポリペプチドを含む、タンパク質キナーゼ C beta活
性の測定用試薬。
(26) (19)〜(22)のいずれかに記載のポリペプチドを含む、タンパク質キナーゼ C beta活

10

性に関連する疾患の診断薬。
【００１８】
(27) 以下の(a)または(b)のポリペプチド：
(a) Phe‑Lys‑Lys‑Gln‑Gly‑Ser‑Phe‑Ala‑Lys‑Lys‑Lys（配列番号19）、または
Phe‑Lys‑Lys‑Gln‑Gly‑Thr‑Phe‑Ala‑Lys‑Lys‑Lys（配列番号20）
により表されるアミノ酸配列を含むポリペプチド;
(b) 上記(a)に示すアミノ酸配列において、1以上のアミノ酸が欠失、付加、挿入または置
換されたアミノ酸配列を含み、タンパク質キナーゼC alphaにより選択的にリン酸化され
得るポリペプチド。
(28) 標識物質により標識化されている(27)記載のポリペプチド。

20

(29) タンパク質キナーゼ C alpha活性の測定方法であって、
(a) (27)または(28)記載のポリペプチドと、タンパク質キナーゼ C alpha活性を有する可
能性のある試料とを反応させて、ポリペプチドをリン酸化する工程と、
(b) 工程(a)でリン酸化されたポリペプチドを定量する工程と
を含む前記方法。
(30) タンパク質キナーゼ C alpha活性に関連する疾患の診断方法であって、
(a) (27)または(28)記載のポリペプチドと、哺乳動物から単離された成分を含むタンパク
質キナーゼ C alpha活性を有する可能性のある試料とを反応させて、ポリペプチドをリン
酸化する工程と、
(b) 工程(a)でリン酸化されたポリペプチドを定量する工程と
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を含む前記方法。
(31) (27)または(28)記載のポリペプチドを含む、タンパク質キナーゼ C alpha活性の測
定用試薬。
(32) (27)または(28)記載のポリペプチドを含む、タンパク質キナーゼ C alpha活性に関
連する疾患の診断薬。
【００１９】
(33) 以下の(a)または(b)のポリペプチド：
(a) Leu‑Arg‑Val‑Gln‑Asn‑Ser‑Leu‑Arg‑Arg‑Arg‑Arg（配列番号21）、または
Leu‑Arg‑Val‑Gln‑Asn‑Thr‑Leu‑Arg‑Arg‑Arg‑Arg（配列番号22）
により表されるアミノ酸配列を含むポリペプチド;
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(b) 上記(a)に示すアミノ酸配列において、1以上のアミノ酸が欠失、付加、挿入または置
換されたアミノ酸配列を含み、タンパク質キナーゼC alpha, beta, gamma, deltaおよびz
etaによりリン酸化され得るポリペプチド。
(34) 標識物質により標識化されている(33)記載のポリペプチド。
(35) (1)〜(4)のいずれかに項記載のポリペプチドをコードする核酸。
(36) (10)〜(13)のいずれかに項記載のポリペプチドをコードする核酸。
(37) (19)〜(21)のいずれかに項記載のポリペプチドをコードする核酸。
(38) (27)記載のポリペプチドをコードする核酸。
(39) (33)記載のポリペプチドをコードする核酸。
【００２０】
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なお本明細書においてSer/Thrという表現は、Ser残基またはThr残基のいずれか一方で
あることを意味する。
【発明の効果】
【００２１】
本発明では、Rho‑キナーゼ、タンパク質キナーゼ C eta、タンパク質キナーゼ C alpha
、またはタンパク質キナーゼ C betaにより特異的にリン酸化を受ける基質ポリペプチド
が提供される。
【００２２】
本発明の基質ポリペプチドは、対応するキナーゼの活性の測定に用いることができる。
本発明の基質ポリペプチドはまた、対応するキナーゼの活性が関与する疾患の診断に用
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いることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
以下、本発明をより詳細に説明する。
(1) ポリペプチド
本発明は第1に、Rho‑キナーゼにより特異的にリン酸化を受ける基質ポリペプチド、そ
れを用いたRho‑キナーゼ活性の測定方法と測定用試薬、ならびにRho‑キナーゼ活性に関連
する疾患の診断方法と診断薬に関する。
【００２４】
Rho‑キナーゼにより特異的にリン酸化を受ける基質ポリペプチドとしては、一般式（I

20

）
Xaa‑Xaa‑Xaa‑Xaa1‑Xaa‑Xaa‑Ser/Thr‑Xaa2‑Xaa3‑Xaa‑Xaa4
（式中、Xaaは互いに独立に任意のアミノ酸残基であり；Xaa1はArgまたはLysであり；Xaa
2

およびXaa3は互いに独立にPhe, Leu, Val, Trp, ArgおよびLysからなる群から選択され

；Xaa4は1個の任意のアミノ酸残基または2個の任意のアミノ酸残基からなるペプチドであ
る）
で表されるアミノ酸配列を含む、好ましくは20アミノ酸残基以下のポリペプチドが挙げら
れ、なかでも一般式（I）で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドが好ましい。特
に、Xaa1がArgであり、Xaa4が１個の任意のアミノ酸残基であることが好ましい。Xaa3はA
rgまたはLysであることが好ましい。

30

【００２５】
上記の通りXaa2およびXaa3は疎水性アミノ酸残基（Phe, Leu, Val, Trp）であってもカ
チオン性アミノ酸残基（Arg, Lys）であってもよい。疎水性アミノ酸残基である場合には
Rho‑キナーゼによる特異性が高まり、カチオン性アミノ酸残基である場合にはリン酸化反
応の反応性が高まる。
【００２６】
一般式（I）で表されるアミノ酸配列を含むポリペプチドとして特に好ましいものは、
配列番号3、6、9、12、23または24のアミノ酸配列を含む、好ましくは20アミノ酸残基以
下のポリペプチドである。配列番号3、6、9、12、23または24のアミノ酸配列からなるポ
リペプチドがより好ましく、配列番号3、6、9または12のアミノ酸配列からなるポリペプ
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チドが特に好ましく、なかでも、配列番号3または9のアミノ酸配列からなるポリペプチド
が好ましい。
【００２７】
Rho‑キナーゼにより特異的にリン酸化を受ける基質ポリペプチドとしては、上記以外に
配列番号1,2,4,5,7,8,10,11のアミノ酸配列を含む、好ましくは20アミノ酸残基以下のポ
リペプチドが挙げられる。配列番号1,2,4,5,7,8,10,11のアミノ酸配列からなるポリペプ
チドがより好ましい。
【００２８】
Rho‑キナーゼにより特異的にリン酸化を受ける基質ポリペプチドとしてはまた、上記の
ポリペプチドが有するアミノ酸配列において、1以上のアミノ酸が欠失、付加、挿入また
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は置換されたアミノ酸配列を含み、Rho‑キナーゼにより選択的にリン酸化され得るポリペ
プチドも好適に使用できる。ここで「1以上」とは通常は「1〜5個」であり、より典型的
には「1〜3個」であり、最も好ましくは「1〜2個」である。また「Rho‑キナーゼにより選
択的にリン酸化され得るポリペプチド」とは、Rho‑キナーゼのみによりリン酸化され、そ
の他のセリン／スレオニンキナーゼ類によっては全くリン酸化を受けないポリペプチドだ
けでなく、Rho‑キナーゼによるリン酸化速度が他のセリン／スレオニンキナーゼ類による
リン酸化速度と比較して高く、Rho‑キナーゼによるリン酸化を測定する際に、混在する他
のセリン／スレオニンキナーゼ類によるリン酸化の影響を実質的に無視できるポリペプチ
ドをも包含する。
【００２９】
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本発明は第2に、タンパク質キナーゼ C etaにより特異的にリン酸化を受ける基質ポリ
ペプチド、それを用いたタンパク質キナーゼ C eta活性の測定方法と測定用試薬、ならび
にタンパク質キナーゼ C eta活性に関連する疾患の診断方法と診断薬に関する。
【００３０】
タンパク質キナーゼ C etaにより特異的にリン酸化を受ける基質ポリペプチドとしては
、一般式（II）
Xaa5‑Xaa‑Xaa6‑Xaa7‑Asn‑Ser/Thr‑Xaa8‑Xaa9‑Leu‑Xaa‑Xaa
（式中、XaaおよびXaa6は互いに独立に任意のアミノ酸残基であり；Xaa5はArgまたはLys
であり；Xaa7はArgまたはLysであり；Xaa8およびXaa9は互いに独立にPhe, Leu, Val, お
よびTrpからなる群から選択される）

20

で表されるアミノ酸配列を含む、好ましくは20アミノ酸残基以下のポリペプチドが挙げら
れ、なかでも一般式（II）で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドが好ましい。特
に、Xaa6がMet, Arg, Lys, およびHisからなる群から選択されるアミノ酸残基であること
が好ましく、Xaa6がMetまたはHisであることがより好ましく、Xaa6がMetであることが最
も好ましい。
【００３１】
一般式（II）で表されるアミノ酸配列を含むポリペプチドとして特に好ましいものは、
配列番号13または15のアミノ酸配列を含む、好ましくは20アミノ酸残基以下のポリペプチ
ドである。配列番号13または15のアミノ酸配列からなるポリペプチドがより好ましい。
【００３２】
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タンパク質キナーゼ C etaにより特異的にリン酸化を受ける基質ポリペプチドとしては
、上記以外に配列番号14または16のアミノ酸配列を含む、好ましくは20アミノ酸残基以下
のポリペプチドが挙げられる。配列番号14または16のアミノ酸配列からなるポリペプチド
がより好ましい。
【００３３】
タンパク質キナーゼ C etaにより特異的にリン酸化を受ける基質ポリペプチドとしては
また、上記のポリペプチドが有するアミノ酸配列において、1以上のアミノ酸が欠失、付
加、挿入または置換されたアミノ酸配列を含み、タンパク質キナーゼ C etaにより選択的
にリン酸化され得るポリペプチドも好適に使用できる。ここで「1以上」とは通常は「1〜
5個」であり、より典型的には「1〜3個」であり、最も好ましくは「1〜2個」である。ま
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た「タンパク質キナーゼ C etaにより選択的にリン酸化され得るポリペプチド」とは、タ
ンパク質キナーゼ C etaのみによりリン酸化され、他のセリン／スレオニンキナーゼ類に
よっては全くリン酸化を受けないポリペプチドだけでなく、タンパク質キナーゼ C etaに
よるリン酸化速度が他のセリン／スレオニンキナーゼ類によるリン酸化速度と比較して高
く、タンパク質キナーゼ C etaによるリン酸化を測定する際に、混在する他のセリン／ス
レオニンキナーゼ類によるリン酸化の影響を実質的に無視できるポリペプチドをも包含す
る。
【００３４】
本発明は第3に、タンパク質キナーゼ C betaにより特異的にリン酸化を受ける基質ポリ
ペプチド、それを用いたタンパク質キナーゼ C beta活性の測定方法と測定用試薬、なら
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びにタンパク質キナーゼ C beta活性に関連する疾患の診断方法と診断薬に関する。
【００３５】
タンパク質キナーゼ C betaにより特異的にリン酸化を受ける基質ポリペプチドとして
は、一般式（III）
Leu‑Xaa‑Xaa10‑Xaa‑Xaa11‑Ser/Thr‑Xaa12‑Xaa13‑Leu‑Xaa‑Xaa
（式中、Xaaは互いに独立に任意のアミノ酸残基であり； Xaa10はArg, Lys,およびHisか
らなる群から選択され；Xaa11はGlnまたはAsnであり；Xaa12はPhe, Leu, Val, およびTrp
からなる群から選択され；Xaa13はPhe, Leu, Val, Trp, およびAsnからなる群から選択さ
れる）
で表されるアミノ酸配列を含む、好ましくは20アミノ酸残基以下のポリペプチドが挙げら
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れ、なかでも一般式（III）で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドが好ましい。
特に、Xaa11はGlnであることが好ましい。Xaa13はAsnであることが好ましい。
【００３６】
一般式（III）で表されるアミノ酸配列を含むポリペプチドとして特に好ましいものは
、配列番号17または18で表されるアミノ酸配列を含む、好ましくは20アミノ酸残基以下の
ポリペプチドである。配列番号17または18のアミノ酸配列からなるポリペプチドがより好
ましい。
【００３７】
タンパク質キナーゼ C betaにより特異的にリン酸化を受ける基質ポリペプチドとして
はまた、上記のポリペプチドが有するアミノ酸配列において、1以上のアミノ酸が欠失、

20

付加、挿入または置換されたアミノ酸配列を含み、タンパク質キナーゼ C betaにより選
択的にリン酸化され得るポリペプチドも好適に使用できる。ここで「1以上」とは通常は
「1〜5個」であり、より典型的には「1〜3個」であり、最も好ましくは「1〜2個」である
。また「タンパク質キナーゼ C betaにより選択的にリン酸化され得るポリペプチド」と
は、タンパク質キナーゼ C betaのみによりリン酸化され、他のセリン／スレオニンキナ
ーゼ類によっては全くリン酸化を受けないポリペプチドだけでなく、タンパク質キナーゼ
C betaによるリン酸化速度が他のセリン／スレオニンキナーゼ類によるリン酸化速度と
比較して高く、タンパク質キナーゼ C betaによるリン酸化を測定する際に、混在する他
のセリン／スレオニンキナーゼ類によるリン酸化の影響を実質的に無視できるポリペプチ
ドをも包含する。

30

【００３８】
本発明は第4に、タンパク質キナーゼ C alphaにより特異的にリン酸化を受ける基質ポ
リペプチド、それを用いたタンパク質キナーゼ C alpha活性の測定方法と測定用試薬、な
らびにタンパク質キナーゼ C alpha活性に関連する疾患の診断方法と診断薬に関する。
【００３９】
タンパク質キナーゼ C alphaにより特異的にリン酸化を受ける基質ポリペプチドとして
は、配列番号19または20により表されるアミノ酸配列を含む、好ましくは20アミノ酸残基
以下のポリペプチドが挙げられ、なかでも配列番号19または20により表されるアミノ酸配
列からなるポリペプチドが好ましい。
【００４０】
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タンパク質キナーゼ C alphaにより特異的にリン酸化を受ける基質ポリペプチドとして
はまた、上記のポリペプチドが有するアミノ酸配列において、1以上のアミノ酸が欠失、
付加、挿入または置換されたアミノ酸配列を含み、タンパク質キナーゼ C alphaにより選
択的にリン酸化され得るポリペプチドも好適に使用できる。ここで「1以上」とは通常は
「1〜5個」であり、より典型的には「1〜3個」であり、最も好ましくは「1〜2個」である
。また「タンパク質キナーゼ C alphaにより選択的にリン酸化され得るポリペプチド」と
は、タンパク質キナーゼ C alphaのみによりリン酸化され、他のセリン／スレオニンキナ
ーゼ類によっては全くリン酸化を受けないポリペプチドだけでなく、タンパク質キナーゼ
C alphaによるリン酸化速度が他のセリン／スレオニンキナーゼ類によるリン酸化速度と
比較して高く、タンパク質キナーゼ C alphaによるリン酸化を測定する際に、混在する他
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のセリン／スレオニンキナーゼ類によるリン酸化の影響を実質的に無視できるポリペプチ
ドをも包含する。
【００４１】
本発明は第5に、タンパク質キナーゼ C alpha、beta、gamma、deltaおよびzetaにより
リン酸化を受ける基質ポリペプチドに関する。かかる基質ポリペプチドは診断用および治
療用のポジティブコントロール基質として利用できる。
【００４２】
タンパク質キナーゼ C alpha、beta、gamma、deltaおよびzetaによりリン酸化を受ける
基質ポリペプチドとして好ましいものは、配列番号21または22により表されるアミノ酸配
列を含む、好ましくは20アミノ酸残基以下のポリペプチドが挙げられ、なかでも配列番号
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21または22により表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドが好ましい。これらのポリ
ペプチドはタンパク質キナーゼ C alpha、betaおよびgammaにより特に強くリン酸化され
る。
【００４３】
タンパク質キナーゼ C alpha、beta、gamma、deltaおよびzetaによりリン酸化を受ける
基質ポリペプチドとしてはまた、上記のポリペプチドが有するアミノ酸配列において、1
以上のアミノ酸が欠失、付加、挿入または置換されたアミノ酸配列を含み、タンパク質キ
ナーゼC alpha, beta, gamma, deltaおよびzetaによりリン酸化され得るポリペプチドも
好適に使用できる。ここで「1以上」とは通常は「1〜5個」であり、より典型的には「1〜
3個」であり、最も好ましくは「1〜2個」である。
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【００４４】
なお一般式(I), (II)および(III)は以下のようにして決定した。PKCおよびRho‑キナー
ゼの基質ペプチドはRXS/TまたはRXXS/Tといった基本骨格（またはモチーフ）を有してい
る。これらの基本骨格に基づいてペプチドライブラリー(peptide library)を作成した。
ペプチドライブラリーを作成することによって、ある基質ペプチドが特異性を発現するた
めに欠かせないアミノ酸配列が探索できる。ペプチドライブラリーを構成する各ペプチド
配列のリン酸化効率を調べた結果、Xで示されたアミノ酸の種類によって、リン酸化効率
が大きな影響を受けることが確認された。例えば、PKC eta特異性配列（表5）の場合、N‑
末端に導入されるアミノ酸残基（ArgもしくはLeu）の違いによってPKC etaに対する特異
性は変らないが、リン酸化効率は変ることが確認される。我々はペプチドライブラリーに
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基づいて一般式(I), (II)および(III)を作成した。
【００４５】
(2) ポリペプチドの合成
本発明のポリペプチドは公知のペプチド合成方法、例えば全自動ペプチド合成装置を用
いた方法により製造することができる。
【００４６】
(3) セリン／スレオニンキナーゼの活性測定方法
本発明のポリペプチドは、それをリン酸化することができるセリン／スレオニンキナー
ゼの活性を測定するために用いることができる。
【００４７】
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例えば、一般式(I)で表されるポリペプチドと、Rho‑キナーゼ活性を有する可能性のあ
る試料とを反応させて、ポリペプチドをリン酸化し、次いで、リン酸化されたポリペプチ
ドを定量することによりRho‑キナーゼ活性を測定することができる。一般式(I)で表され
るポリペプチドはRho‑キナーゼにより特異的にリン酸化され、他の類似のキナーゼによる
リン酸化をほとんど受けないため、Rho‑キナーゼ活性を精度よく測定することが可能とな
る。他のポリペプチドを用いた場合も同様に、それに対応するセリン／スレオニンキナー
ゼの活性を精度よく測定することができる。
【００４８】
リン酸化されたポリペプチドの定量は常法により行うことができる。例えば、リン酸化
されたポリペプチドに結合する抗体を用いて免疫学的方法により定量することが可能であ
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る。
【００４９】
本発明のポリペプチドは、リン酸化されたポリペプチドの定量をより容易にする目的で
標識物質により標識化されていてもよい。標識物質としては、通常の免疫学的測定方法に
使用し得るものであれば特に限定されることなく使用できる。例えば、酵素、ビオチン、
蛍光物質、放射性物質等を単独または組合せて使用することができる。酵素としてはペル
オキシダーゼ、β‑D‑ガラクトシダーゼ、アルカリフォスファターゼ、マイクロペルオキ
ダーゼが挙げられる。蛍光物質としてはフルオレッセインイソチオシアネート、フィコビ
リプロテイン、フィコエリスリン等が挙げられる。発光物質としてはイソルシノール、ル
シゲニン等が挙げられる。放射性物質としては125I、131I、14C、3H 等が挙げられる。ま
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た、標識物質としてビオチンを用いた場合にはさらに酵素標識アビジンを用いることによ
り標識ビオチンの量を高い感度で測定できるので、好ましい。酵素標識アビジンの酵素と
しては、抗体に標識した場合の酵素と同様の酵素を用いることができるが、ペルオキシダ
ーゼが好ましい。
【００５０】
本発明のポリペプチドは測定用途で許容される担体または賦形剤等の任意の成分と組み
合わせてセリン／スレオニンキナーゼ活性の測定用試薬として提供され得る。また、当該
測定用試薬は、検出用抗体などと組み合わせて測定用キットとして提供され得る。
【００５１】
(4) セリン／スレオニンキナーゼ活性に関連する疾患の診断方法
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本発明のポリペプチドを用いて、哺乳動物（例えばヒト、ラット、ハムスター、ウサギ
、ネコ、イヌ、ウシ、ウマ）から単離された成分（例えば血液、尿、哺乳動物の任意の組
織(脳、肝臓、心臓、筋肉、皮膚など)の溶解産物（lysate）、哺乳動物の正常または癌培
養細胞の溶解産物、および哺乳動物に発生した癌組織の溶解産物）を含む試料中のセリン
／スレオニンキナーゼ活性を測定することにより、セリン／スレオニンキナーゼ活性に関
連する疾患を診断することができる。
【００５２】
本発明において「Rho‑キナーゼ活性に関連する疾患」とは、罹患患者と健常者との間で
上記試料中のRho‑キナーゼ活性が相違するような疾患を指す。このような疾患としては循
環器疾患、浸潤性および転移性癌疾患等が挙げられるがこれらには限定されない。
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【００５３】
本発明において「タンパク質キナーゼ C eta活性に関連する疾患」とは、罹患患者と健
常者との間で上記試料中のタンパク質キナーゼ C eta活性が相違するような疾患を指す。
このような疾患としては脳神経膠細胞腫（グリオーマ）、乳癌、白血病、腎細胞癌(renal
cell carcinoma, RCC)、皮膚癌、免疫系疾患等が挙げられるがこれらには限定されない
。
【００５４】
本発明において「タンパク質キナーゼ C beta活性に関連する疾患」とは、罹患患者と
健常者との間で上記試料中のタンパク質キナーゼ C beta活性が相違するような疾患を指
す。このような疾患としてはガン、糖尿病、免疫系疾患（特に免疫欠損）等が挙げられる
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がこれらには限定されない。
【００５５】
本発明において「タンパク質キナーゼ C alpha活性に関連する疾患」とは、罹患患者と
健常者との間で上記試料中のタンパク質キナーゼ C alpha活性が相違するような疾患を指
す。このような疾患としては様々なガン（皮膚癌、乳癌、肝臓癌、大腸癌など）、炎症、
免疫系疾患等が挙げられるがこれらには限定されない。
【００５６】
本発明のポリペプチドは診断用途で許容される担体または賦形剤等の任意の成分と組み
合わせてセリン／スレオニンキナーゼ活性に関連する疾患の診断薬として提供され得る。
また、当該診断薬は、検出用抗体などと組み合わせて診断用キットとして提供され得る。
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【００５７】
(5) 核酸
本発明はまた、上記の有用なポリペプチドをコードする核酸に関する。核酸としてはDN
AまたはRNAが挙げられ、DNAが好ましい。当該核酸をベクターに導入し、生体内において
本発明の基質ポリペプチドを発現させることが可能である。また、当該核酸と、マーカー
分子（例えば抗原抗体反応を使って検出可能なマーカー分子）をコードする核酸とを融合
した核酸配列をベクターに組み込み、生体内において本発明の基質ポリペプチドとマーカ
ー分子との融合ポリペプチドを発現させることにより、生体内のキナーゼ活性をインビボ
で解析することができるものと期待される。
【実施例１】
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【００５８】
Rho‑キナーゼ特異的基質ポリペプチドの検討
本実施例の目的はRho‑キナーゼによりリン酸化されるがPKAまたはPKCではリン酸化され
ないポリペプチドを見出すことである。本実施例では19種類の公知のRho‑キナーゼ基質タ
ンパク質の基質配列（表１参照）を模した19種類の合成ポリペプチドを作成し、これらの
合成ポリペプチドがPKAまたはPKCによりリン酸化され得るか否かを検討した。そして19種
類の合成ポリペプチドのうち7種類がPKAおよびPKCによりリン酸化されないことを見出し
た。7種類の合成ポリペプチドのうちの2種類は特にRho‑キナーゼ特異性が高いことが判明
した。以下にその手順を詳述する。
【００５９】
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1. 材料と方法
1.1. Rho‑キナーゼ基質ポリペプチドの合成
Rho‑キナーゼ基質ポリペプチドは、標準的なFmoc法により自動ペプチド合成装置を用い
て合成した。TFA切断の後、ポリペプチドはBioCADパーフュージョンクロマトグラフィー
システム (Ikemoto Scientific Technology, Co., 東京，日本) を用い、Intersil ODS‑3
カラム (250 x 20 mm, 3.5μm, GL Sciences Inc., 東京，日本) により精製した。この
とき、溶出液Aとして0,1% トリフルオロ酢酸 (TFA)水溶液を用い、溶出液Bとして0.1% TF
A アセトニトリル溶液を用いて、流速8ml/分のA‑Bリニアグラジエントにより溶出を行っ
た。このグラジエントは、30分間かけてアセトニトリル/水を10/90から30/70へするとい
うものである。ポリペプチドの種類には関係なく、目的とするポリペプチドの保持時間は
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12.1分〜28.4分であった。
【００６０】
1.2. マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析（MALDI‑TOF/MS）
本実施例では、合成ポリペプチドにおけるリン酸化の検出をMALDI‑TOF/MSにより行った
。MALDI‑TOF/MSは Voyager DE RP BioSpectrometry Workstation 装置 (Applied Biosyst
ems, Framingham, MA, USA)をポジティブイオンモードで用いて行った。加速電圧を20kV
とし、遅延引き出し時間を100‑nsとした。原則として100回のレーザーショットを平均化
してシグナルノイズ比を高めた。全てのスペクトルはData Explore TM ソフトウェア (Ap
plied Biosystems) を用いて分析した。
【００６１】

40

1.3. MALDI‑TOF/MS用の試料調製
α‑シアノ‑4‑ヒドロキシ桂皮酸 (CHCA) マトリクス (10 mg/ml) を50% 水/アセトニト
リルおよび0.1% TFA中で調製した。マトリクスと試料とを1:1〜2:1の比で混合した。各混
合物1μlの全量をサンプルプレートに適用し、乾燥させて結晶化させた。リン酸化された
ポリペプチドの相対強度 (%) は次の算式で算出した。
(リン酸化されたポリペプチドの強度)/{(リン酸化されたポリペプチドの強度)＋(リン酸
化されていないポリペプチドの強度)} x 100
【００６２】
1.4. PKAおよびPKCによるRho‑キナーゼ基質のリン酸化
Rho‑キナーゼ基質ポリペプチドをPKCによりリン酸化するときは、リン酸化反応は、30
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μMのポリペプチドと10μg/mlのPKC alphaを含有する50μlの緩衝液 [20 mM Tris‑HCl (p
H 7.5), 10 mM MgCl2, 0.5 mM CaCl2, 100μM ATP, 2.0μg/mlジアシルグリセロール (DA
G) および2.5μg/ml フォスファチジルセリン (PS)] 中で行った。ただし PKC deltaによ
りリン酸化反応を行う場合は CaCl2を含まない緩衝液を用い、PKC zetaによりリン酸化反
応を行う場合は CaCl2およびDAGを含まない緩衝液を用いた。
【００６３】
PKAによりリン酸化反応を行う場合は、10 mM MgCl2、100μM ATP、30μM ポリペプチド
および10 UのPKAを含有する50μlのPBS中でリン酸化反応を行った。37℃で60分間インキ
ュベーションを行った後、MALDI‑TOF/MSにより分析を行った。
【００６４】
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2. 結果
2.1. Rho‑キナーゼによるリン酸化部位
Rho‑キナーゼによるリン酸化部位のコンセンサスモチーフはRXS/TまたはRXXS/Tである
。本実施例ではリン酸化部位のSerとThrの比率を9:9とした。Rho‑キナーゼの基質となる1
9種類のタンパク質のリン酸化部位周辺のアミノ酸配列を表１に示す。Rho‑キナーゼは、
リン酸化部位（SerまたはThr）のアミノ末端方向の‑2〜‑3位のアミノ酸残基が塩基性アミ
ノ酸残基であることを要求しているように思われる。また、カルボキシル末端方向の+2位
にあるアミノ酸残基の大部分は塩基性アミノ酸残基であるか疎水性アミノ酸残基である。
【００６５】
2.2. MALDI‑TOF/MS分析のための試料の調節
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CHCAマトリクスと試料との容積比を 1:1 としたことにより結晶の形成が抑制され、イ
オン化が妨げられた。これらの結果は、TrisおよびPBSのような既知の混入物質や、DAGや
PSなどの生体分子が原因であると考えられる。これらの問題は希釈方法の選択により解消
された。CHCAの試料に対する容積比を2倍にしたところ良好な結晶形成とイオン化が実現
された。
【００６６】
リン酸化されたポリペプチドとリン酸化されていないポリペプチドとの間には80Daの分
子量差があるため、ポリペプチドのリン酸化はマススペクトルにより検出可能であること
が確認できた（図１A参照）。
【００６７】
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PKAにより vimentin‑ペプチド、neurofilamin‑L‑ペプチドおよび MARCKS‑ペプチドのリ
ン酸化を行った場合に一リン酸化されたポリペプチドのピークと、二リン酸化されたポリ
ペプチドのピークとが認められた（表2および3参照）。興味深いことに三リン酸化された
ポリペプチドのピークが、MBS‑ペプチドをPKAでリン酸化した場合に認められた（図1B参
照）。MARCKS‑ペプチドをPKC alphaを用いてリン酸化した場合、2つのリン酸化されたピ
ークが観察された。2つまたは3つのピークは、PKAまたはPKC alphaによりリン酸化される
部位が2ヵ所または3ヵ所存在することを意味している（表2および3参照）。
2.3. PKAによるRho‑キナーゼ基質ポリペプチドのリン酸化
合成した19種類のRho‑キナーゼ基質ポリペプチドのうち、12種類がPKAによりリン酸化
された（LIMK1のThr‑508、vimentinのSer‑71、neurofilament‑LのSer‑57、GFAPのThr‑7、
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Ser‑13、およびSer‑34、CRMP‑2のThr‑555、tauのSer‑409、MAP2のSer‑1796、MBSのSer‑85
4、MLCのSer‑19、MARCKSのSer‑159）。vimentinのSer‑72、neurofilament‑LのSer‑55、MB
SのThr‑855、Ser‑858、およびMARCKSのSer‑163もまたPKAによりリン酸化された。リン酸
化されたポリペプチドの相対強度は18〜100%であった（表2参照）。
【００６８】
しかしながら、calponin、adduction、tauの2つの試料(No. 12と13)、および ERM (Ezr
in/Radixin/Moesin、それぞれ Thr‑567/564/558)についてはPKAによるリン酸化は認めら
れなかった（表2参照）。
【００６９】
2.4. PKCによるRho‑キナーゼ基質ポリペプチドのリン酸化
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PKC alpha, delta, およびzetaによりRho‑キナーゼ基質ポリペプチドのリン酸化を行っ
た。7種類のRho‑キナーゼ基質ポリペプチド (calponin, LIMK1, GFAP (No.10), CRMP‑2,
ERM, MBSおよびMARCKS)においてPKC alphaによるリン酸化が認められた。これらのリン酸
化部位はRho‑キナーゼによるリン酸化部位と同じであった。MARCKSについては、PKC alph
aはSer‑159およびSer‑163という2つの部位をリン酸化した。ただし、相対強度には大きな
差があり、Ser‑159は100%であるのに対し、Ser‑163は21%であった。
【００７０】
PKC deltaによるリン酸化は3つの基質 (LIMK1, CRMP‑2,およびMARCKS) で確認された。
CRMP‑2については、PKC deltaによりリン酸化されたポリペプチドの相対強度は31%であり
、これはPKC alphaによりリン酸化されたポリペプチドの相対強度である12%を上回ってい

10

た。さらにまた、PKC deltaによりリン酸化されたMARCKSのSer‑159およびSer‑163の相対
強度はそれぞれ100%と11%であった。PKC zetaによりリン酸化を受けた基質は実験の範囲
内では認められなかった。
【００７１】
2.5. PKAおよびPKCによりリン酸化されないかリン酸化の程度が低いRho‑キナーゼ基質のV
max、Kmおよびkcat値の測定
6種類のRho‑キナーゼ基質ポリペプチド (No. 1, 2, 5, 12, 13および16) はPKAおよびP
KCによりリン酸化されないかリン酸化の程度が低い（<20%）ことが明らかとなった。そこ
で、これらのうちRho‑キナーゼによるリン酸化の程度が高い4種類 (No. 5, 12, 13および
16) についてKm値およびkcat値を測定した。結果を表4に示す。各基質のKm値は0.06から0
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‑1

.38mMの範囲であり、kcat値は0.43から20.9min

の範囲であった。なお、No. 5のポリペ

プチドの場合、Rho‑キナーゼによりリン酸化されたポリペプチドの相対強度は平均80%で
あり、No. 16のポリペプチドの場合、Rho‑キナーゼによりリン酸化されたポリペプチドの
相対強度は平均56%である。一方、No. 4のペプチドはNo. 5と16に使用されたRho‑キナー
ゼ酵素濃度よりも十分の一の濃度である1 ng/μlでも80％以上のリン酸化率を示した。
【００７２】
6種類のRho‑キナーゼ基質ポリペプチド No.1,2,5,12,13および16のアミノ酸配列をそれ
ぞれ、配列番号1, 2, 3, 4, 5,および6に示す。また、これらのポリペプチドのリン酸化
部位であるSerがThrに置換されたポリペプチドのアミノ酸配列をそれぞれ配列番号7, 8,
9, 10, 11,および12に示す。本実験により、これらのポリペプチドはRho‑キナーゼ特異的
基質であることが示された。さらに、Rho‑キナーゼ基質ポリペプチド No.4のアミノ酸配
列を配列番号23に示す。このポリペプチドのリン酸化部位であるThrがSerに置換されたポ
リペプチドのアミノ酸配列を配列番号24に示す。本実験により、これらのポリペプチドは
Rho‑キナーゼに高親和性基質であることが示された。
【００７３】
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【表３】
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【表４】
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【実施例２】
【００７７】
PKC eta特異的基質ポリペプチドの検討
本実施例では2種類の合成ポリペプチドを調製し、PKC etaにより特異的にリン酸化され
るか否かを検討した。基本的な実験手順は実施例1と同様である。
【００７８】
Arg‑Asp‑Met‑Arg‑Asn‑Ser‑Phe‑Asn‑Leu‑Gly‑Valのアミノ酸配列（配列番号13）を有す
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るポリペプチドと、Leu‑Asp‑Met‑Arg‑Asn‑Ser‑Phe‑Asn‑Leu‑Gly‑Valのアミノ酸配列（配
列番号14）を有するポリペプチドを合成した。
【００７９】
これらのポリペプチドに対してPKC alpha, beta, gamma, delta, zeta, eta, epsilon,
theta, lambda, および iotaによりリン酸化を行い、リン酸化されたポリペプチドの相
対強度を求めた。結果を表5に示す。
【００８０】
配列番号13および14で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドはともにPKC etaに
より選択的にリン酸化された。特に前者のポリペプチドは選択性が高かった。これらのポ
リペプチドはPKC eta特異的基質であることが示された。
【００８１】
配列番号13のポリペプチドのリン酸化部位であるThrをSerに置換したものを配列番号15
に示す。配列番号14のポリペプチドのリン酸化部位であるThrをSerに置換したものを配列
番号16に示す。配列番号15および16で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドもまた
PKC eta特異的基質であることは明らかである。
【００８２】
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【表５】
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【実施例３】
【００８３】
PKC beta特異的基質ポリペプチドの検討
本実験では1種類の合成ポリペプチドを調製し、PKC betaにより特異的にリン酸化され
るか否かを検討した。基本的な実験手順は実施例１と同様である。
【００８４】
Leu‑Asp‑Arg‑Pro‑Gln‑Ser‑Phe‑Asn‑Leu‑Gly‑Val（配列番号17）で表されるアミノ酸配
列からなるポリペプチドを合成した。
【００８５】
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このポリペプチドに対してPKC alpha, beta, gamma, delta, zeta, eta, epsilon, the
ta, lambda, および iotaによりリン酸化を行い、リン酸化されたポリペプチドの相対強
度を求めた。結果を表６に示す。
【００８６】
配列番号17で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドはPKC betaによってリン酸化
されるが、他のPKCサブフェミリーまたはアイソザイム（subfamilyまたはisozyme）には
反応しなかった。この結果から配列番号17で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチド
はPKC beta特異的基質であることが示された。
【００８７】
配列番号17のポリペプチドのリン酸化部位であるSerをThrに置換したものを配列番号18
に示す。配列番号18で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドもまたPKC beta特異的
基質であることは明らかである。
【００８８】
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【表６】
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【実施例４】
【００８９】
PKC alpha特異的基質ポリペプチドの検討
１．酵素反応実験
本実験では1種類の合成ポリペプチドを調製し、PKC alphaにより特異的にリン酸化され
るか否かを検討した。基本的な実験手順は実施例１と同様である。
【００９０】
Phe‑Lys‑Lys‑Gln‑Gly‑Ser‑Phe‑Ala‑Lys‑Lys‑Lys（配列番号19）で表されるアミノ酸配
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列からなるポリペプチドを合成した。
【００９１】
このポリペプチドに対してPKC alpha, beta I, beta II, deltaおよびzetaによりリン
酸化を行い、リン酸化されたポリペプチドの相対強度を求めた。結果を図2に示す。
【００９２】
配列番号19で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドはPKC alphaによってリン酸
化され易いが、他のPKCサブフェミリーまたはアイソザイム（subfamilyまたはisozyme）
によってはリン酸化され難いことが明らかとなった。この結果から配列番号19で表される
アミノ酸配列からなるポリペプチドはPKC alpha特異的基質であることが示された。
10

【００９３】
配列番号19のポリペプチドのリン酸化部位であるSerをThrに置換したものを配列番号20
に示す。配列番号20で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドもまたPKC alpha特異
的基質であることは明らかである。
【００９４】
２．皮膚癌組織を用いた実験
癌細胞においてPKC alphaが過剰発現することが知られている。そこで本実験では、配
列番号19で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドを皮膚癌組織と共存させた場合に
同ポリペプチドがリン酸化を受けるか否か確認した。
【００９５】
実験手順は次の通りである。正常および皮膚癌組織を採取してホモジナイザーでホモジ
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ナイズし、ガーゼでろ過した。1,000 gで10分間遠心した後、上澄みを除去した。沈殿物
にバファーを入れて超音波（1回、30秒）で細胞を破壊した。5,000 gで15分間遠心し、上
澄みを組織溶解産物として回収し実験に用いた。リン酸化率の決定は組織溶解産物（全タ
ンパク質濃度200 μg/ml）と基質ペプチドを混合して反応させた後、MALDI‑TOFにより行
った。
【００９６】
皮膚癌組織としては２種類（メラノーマAおよびメラノーマB）を用いた。メラノーマA
とBは同一個体より採取した皮膚癌組織であるが、採取した部位が異なる。メラノーマAは
組織の中央部、メラノーマBは組織の周辺部から採取したものである。
30

【００９７】
+

リン酸化の測定は図3に示す4種類の条件下で行った。条件1：ATP+Mg2 、条件2：DAG+PS
+Ca2++ATP+Mg2+,条件3：血漿（100μg/ml）＋ATP+Mg2+、条件4：血漿（200μg/ml）＋ATP
+Mg2+である。これらの条件を設定した趣旨は次の通りである。PKC alphaには四つのドメ
インが存在し、PKC alphaにより基質のリン酸化を行うためにはそれぞれのドメインに結
合する因子が必要である。基質のリン酸化に必要な因子には活性化因子としてのジアシル
グリセロール（diacylglycerol, DAG）と補助因子としてのリン脂質であるホスファチジ
ルセリン（phosphatidylserine, PS）、カルシウム、ATPおよびマグネシウムがある。細
胞や組織溶解産物には二つのPKCが存在する。一つはドメインにこれらの因子が結合して
いる活性型PKCであり、もう一つはこれらの因子が結合していない非活性型PKCである。細
胞や組織溶解産物においては、PKC alphaに結合したジアシルグリセロール、ホスファチ
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ジルセリンおよびカルシウムには変化が見られないが、ATPとマグネシウムはすぐ失活し
てしまう。したがって、活性化されたPKC alphaにはATPとマグネシウムを添加するだけで
リン酸化反応を誘導することができる（条件1）。また、上記の非活性型のPKC alphaにつ
いても活性化因子と補助因子を添加することで、活性化される。したがって、細胞や組織
溶解産物に活性化因子と補助因子を加えることによって溶解産物に含まれている全PKC量
（活性型PKC+非活性型PKC）を調べることができる（条件2）。また、血漿は全ての組織に
含まれているので、組織溶解産物を作成する際、これによって汚染されている可能性が高
い。もし汚染されていると血漿に含まれている活性化因子と補助因子によってPKC alpha
が活性化される。また、血漿には基質のリン酸化に必要な活性化因子と補助因子が理想的
な量を含まれているので、人工的にそれらを加えた場合よりもリン酸化効率が高くなる（
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条件3および4）。
【００９８】
結果を図3に示す。B16 メラノーマ癌組織の方が正常組織より3〜5倍高いリン酸化相対
強度であることが示された（図3）。
【００９９】
これらの結果から、配列番号19で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドはPKC al
phaが過剰発現している癌の診断や治療に利用可能であることが明らかになった。
【０１００】
また、これの結果から、メラノーマ組織はその採取部位によってPKC alpha活性が異な
り、正常組織と比べPKC alpha活性型および全量は高いことが分かった。また、組織溶解
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産物を作成する際、血漿によって汚染されても配列番号19を用いた診断には支障がないこ
とが示された。
【実施例５】
【０１０１】
タンパク質キナーゼ C alpha、beta、gamma、deltaおよびzetaによりリン酸化を受ける基
質ポリペプチドの検討
本実験では1種類の合成ポリペプチドを調製し、PKC alpha、beta、gamma、deltaおよび
zetaによりリン酸化されるか否かを検討した。基本的な実験手順は実施例１と同様である
。
【０１０２】
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Leu‑Arg‑Val‑Gln‑Asn‑Ser‑Leu‑Arg‑Arg‑Arg‑Arg（配列番号21）で表されるアミノ酸配
列からなるポリペプチドを合成した。
【０１０３】
このポリペプチドに対してPKC alpha、beta、gamma、deltaおよびzetaによりリン酸化
を行い、リン酸化されたポリペプチドの相対強度を求めた。結果を図4に示す。
【０１０４】
配列番号21で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドは、cPKCsであるPKC alpha,
beta, およびgammaに対しては優れたリン酸化感受性（100％）を示した。また、PKC delt
aおよびzetaにも感受性を示した（図4）。これらの結果から、配列番号21で表されるアミ
ノ酸配列からなるポリペプチドは診断用および治療用のポジティブコントロール基質とし
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て利用可能であることが示された。
【０１０５】
配列番号21のポリペプチドのリン酸化部位であるSerをThrに置換したものを配列番号22
に示す。配列番号22で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドもまた診断用および治
療用のポジティブコントロール基質として利用可能であることは明らかである。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１Ａ】図1Aはセリン／スレオニンキナーゼによるリン酸化を説明する図である。
【図１Ｂ】図1BはMBS‑ペプチドをPKAでリン酸化した場合のマススペクトルを示す。
【図２】配列番号19で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドを各種PKCアイソザイ
ムによりリン酸化した場合のリン酸化率を示す図である。
【図３】配列番号19で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドを正常組織または癌組
織に供した場合のリン酸化率を示す図である。
【図４】配列番号21で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチド各種PKCサブファミリ
ーによりリン酸化した場合のリン酸化率を示す図である。
【配列表フリーテキスト】
【０１０７】
配列番号1〜63：合成ペプチド
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【図１Ａ】

【図２】

【図１Ｂ】

【図３】

【図４】

【配列表】
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