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(54)【発明の名称】テロメラーゼ阻害剤
(57)【要約】
【課題】

テロメラーゼ阻害活性を有する新たなペプチ

ドを提供することを目的とする。
【解決手段】

アクリジン骨格を有する基、アントラキ

ノン骨格を有する基、アントラセン骨格を有する基など
のインターカレータ基が置換されたα‑アミノ酸残基を
含むペプチドは、テロメアDNAのグアニジン配列が形成
する4本鎖構造に強力に結合し4本鎖構造を安定化させる
ことができ、強力なテロメラーゼ阻害剤となり得る。従
って、テロメラーゼ活性が亢進した過剰増殖細胞で見出
される過剰増殖性疾患、例えば、がん、乾癬、マルファ
ン症候群などの有効な治療剤として用いることができ
る。また研究用の試薬として用いることもできる。
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【特許請求の範囲】

ド、そのN末端もしくはC末端が置換されたその誘導体ま

【請求項１】

たはそれらの塩。

インターカレータ基置換α−アミノ酸残

基を含むペプチドであって下記式Iで表されるペプチ

【化１】

（式中、Xはインターカレータ基を表し、Yはα‑アミノ

もしくは分岐アルキレン基を表し、Wは単結合、NH、C

酸を構成する2価の基を表し、Zはα‑アミノ酸を構成す

O、CONH、NHCO、O、SまたはHNC(NH)NHを表す）である請

る1価の基を表し、ｎは0、1、2、3、4または5を表す）

求項1または2のペプチド、そのN末端もしくはC末端が置

【請求項２】

換されたその誘導体またはそれらの塩。

インターカレータ基が、置換基を有して

いてもよいアクリジン骨格を有する基、置換基を有して

【請求項４】

いてもよいアントラキノン骨格を有する基、置換基を有

同じ）である請求項1から3のいずれかに記載のペプチ

していてもよいアントラセン骨格を有する基、置換基を

ド、そのN末端もしくはC末端が置換されたその誘導体ま

有していてもよいナフタレンイミド骨格を有する基、置

たはそれらの塩。

換基を有していてもよいナフタレンジイミド骨格を有す

【請求項５】

る基または置換基を有していてもよいピレン骨格を有す

20

Zが‑A‑W‑H（AおよびWは請求項3の定義と

下記式IIで表される請求項1から4のいず

れかのペプチド、そのN末端もしくはC末端が置換された

る基である請求項1のペプチド、そのN末端もしくはC末

その誘導体またはそれらの塩。

端が置換されたその誘導体またはそれらの塩。

【化２】

【請求項３】

Yが‑A‑W‑（Aは炭素原子数1から6の直鎖

【請求項６】

請求項1から5のいずれかのペプチド、そ

において、テロメア長が細胞分裂毎に短くなり、末端複

のN末端もしくはC末端が置換されたその誘導体またはそ

製問題(end‑replication problem)と言われている。こ

れらの塩を有効成分として含有するテロメラーゼ阻害

のように細胞分裂を繰り返しDNAが複製されるたびに、

剤。

テロメアDNAは短くなるため、テロメアは「命を刻む時

【発明の詳細な説明】

計」とも言われている。

【０００１】

【０００３】通常、体細胞などは細胞分裂を繰り返すた

【発明の属する技術分野】本発明は、インターカレータ

びにテロメアDNAの短縮化が起きるが、生殖細胞や不死

基置換α‑アミノ酸残基を含むテロメラーゼ阻害活性を

化細胞はテロメアDNAの長さを保持している。これは、

有するペプチド、そのN末端もしくはC末端が置換された
その誘導体またはそれらの塩、およびそれらを有効成分

テロメアDNAを伸長させる酵素であるテロメラーゼ(telo
40

merase)によってテロメアDNAが合成されているためであ

として含有するテロメラーゼ阻害剤に関する。

る。この酵素の存在は、1984年にGreiderらによってテ

【０００２】

トラヒメナ(Tetrahymena)で初めて報告された。このテ

【従来の技術】テロメア(telomere)は真核細胞の染色体

ロメラーゼはテロメアの反復配列に相補的な配列を持つ

の両端に存在し、DNAと蛋白質からなる特殊な構造を持

鋳型RNAと2種類の蛋白質からなるRNA‑蛋白質複合体で、

ち、ヒトテロメアはTTAGGGの塩基配列が2千から3千回反

一種の逆転写酵素である。ヒトのテロメラーゼRNAは単

復された特異な構造を有しており、染色体末端の安定化

離され、その鋳型領域は11ヌクレオチド(5'‑CUAACCCUAA

に必要とされているものである。実際、テロメアを欠く

C)であり、ヒトのテロメア配列(TTAGGG)nに相補的であ

染色体は融合や転座を受けることが知られている。体細

ることが分かっている。通常テロメアは3'末端が1本鎖

胞においては、DNAポリメラーゼ複合体はラギング鎖の

として突出して存在しており、テロメラーゼはそのテロ

5'末端を複製できないため、in vitroもしくはin vivo

50

メアDNAの末端構造を認識して結合し、内在的鋳型RNAを

( 3 )
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4

用いて、テロメア1本鎖DNAの3'末端にテロメア反復配列

オン(Balagurumoorthy, P. et. al., 1994, J. Biol. C

を付加していく。近年、正常のヒト体細胞では検出され

hem., 269, 21858)、アントラセン誘導体(Sun,D.,et a

ないこのテロメラーゼ活性が、不死化した培養細胞やが

l.,1997. J.Med.Chem., 40, 2113; Perry,P.J.,et al.,

ん組織由来の細胞では高度(85〜95%)に活性化されてい

J.Med.Chem., 41,3253)、ペリレン誘導体(Fedoroff,O.

ることが判明し、細胞の不死化、がん化あるいは老化と

Y.,et al., 1998. Biochemistry 37,12367)などが提案

いったことにテロメラーゼが重要な役割を担っているこ

されている。しかしながら、これらのテロメラーゼ阻害

とが明らかになった。

剤も、十分にテロメラーゼの活性を阻害できるとは言え

【０００４】

ず、未だテロメラーゼを標的とした医薬が開発されてい

【発明が解決しようとする課題】このような事実から、
テロメラーゼの活性を阻害・抑制する物質が、テロメラ

ないのが現状である。従って、本発明の目的は、テロメ
10

ラーゼの活性を十分に阻害できる新たな物質を提供する

ーゼ活性が亢進した過剰増殖細胞で見出される過剰増殖

ことにある。本発明の他の目的は、この新たな物質を有

性疾患、例えば、がん、乾癬、マルファン症候群などの

効成分として含有するテロメラーゼ阻害剤を提供するこ

有効な治療剤になり得ると考えられるため、これまでに

とにある。

種々のテロメラーゼ阻害剤が提案されている。例えば、

【０００６】

アンチセンスDNAやペプチド核酸をもとにしたもの(Nort

【課題を解決するための手段】本発明者は、テロメアDN

on et al., Nature Biotechnology 14:615‑619)、ピリ

Aの3'末端側の張り出し領域に存在するG配列が4つ集ま

ジン系化合物(特開平11‑49676号公報、特開平11‑49678

って形成する4本鎖構造を十分に安定化させる物質を得

号公報、特開平11‑49679号公報、特開平11‑49777号公報

ることを目的として鋭意研究した結果、アクリジン骨格

等)、緑茶由来のカテキン(Naasaniet al., 249:391‑39

を有する基、アントラキノン骨格を有する基、アントラ

6,1998)などの多くのテロメラーゼ阻害剤が提案されて

20

セン骨格を有する基などのインターカレータ基、即ちテ

いる。

ロメアDNAの4本鎖構造中でグアニジン塩基が4つ集まっ

【０００５】他方、テロメアDNAは、グアニン(G)の多い

て形成される平面構造に平行して挿入し得るインターカ

繰り返し配列を持っているため、その3'末端側の張り出

レータ基が置換されたα‑アミノ酸残基を含むペプチド

し領域はG配列が4つ集まって(G‑tetrad)、4本鎖構造(Qu

が、テロメアDNAの4本鎖構造に強力に結合し4本鎖構造

adruplex)を形成することが明らかになっている(Stu Bo

を安定化させることができ、従って強力なテロメラーゼ

rman, October 5, 1998, C&EN, 42‑46)。この4本鎖構造

阻害剤となり得ることを見出し本発明を完成させた。従

には、テロメラーゼは結合できずその活性を示さない。

って、本発明は、インターカレータ基置換α‑アミノ酸

従って、この4本鎖構造を安定化させることができれ

残基を含むペプチドであって下記式Iで表されるペプチ

ば、テロメラーゼの活性を阻害することができ、がん細

ド、そのN末端もしくはC末端が置換されたその誘導体ま

胞に有効に働くものと考えられる。このようにテロメア

30

DNAの4本鎖構造を安定化させるものとして、カリウムイ

【化３】

（式中、Xはインターカレータ基を表し、Yはα‑アミノ
酸を構成する2価の基を表し、Zはα‑アミノ酸を構成す

たはそれらの塩である。

ものであればいずれの基であってもよい。かかるインタ
40

ーカレータ基としては、例えば、置換基を有していても

る1価の基を表し、ｎは0、1、2、3、4または5を表す）

よいアクリジン骨格を有する基、置換基を有していても

更に本発明は、上記ペプチド、そのN末端もしくはC末端

よいアントラキノン骨格を有する基、置換基を有してい

が置換されたその誘導体またはそれらの塩を有効成分と

てもよいアントラセン骨格を有する基、置換基を有して

して含有するテロメアーゼ阻害剤である。

いてもよいナフタレンイミド骨格を有する基、置換基を

【０００７】

有していてもよいナフタレンジイミド骨格を有する基、

【発明の実施の形態】式Iにおいて、Xはインターカレー

置換基を有していてもよいピレン骨格を有する基などが

タ基を表わす。インターカレータ基としては、テロメア

挙げられる。ここで言う置換基としては、例えば、塩

DNAの3'末端側の張り出し領域に存在するグアニン配列

素、フッ素、臭素などのハロゲン原子；メチル、エチ

が4つ集まって形成する4本鎖構造中でグアニジン塩基が

ル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、トリフル

4つ集まって形成される平面構造に平行して挿入し得る

50

オロメチルなどのハロゲン原子で置換されていてもよい

( 4 )
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6

炭素原子数1から6のアルキル基; メトキシ、エトキシ、

ントラセン骨格等には、式ＩのペプチドにおけるYと結

ブトキシ、ペントキシ、ヘキソキシなどの炭素原子数1

合するための官能基を有していてもよく、このような官

から6のアルコキシ基；ホルミル、アセチル、ブタノイ

能基としては、例えば、メチレン、エチレンなどの炭素

ル、ペンタノイル、ヘキサノイルなどの炭素原子数1か

原子数1から6のアルキレン基、カルボニル基、炭素原子

ら7のアシル基；アセチルオキシ、ブタノイルオキシ、

数1から6のアルキレンカルボニル基、スルホニル基、ア

ペンタノイルオキシ、ヘキサノイルオキシなどの炭素原

ミド基などが挙げられる。

子数2から7のアシルオキシ基；アミノメチル、アミノエ

【０００８】上記した置換基を有していてもよいアクリ

チル、アミノプロピル、メチルアミノメチル、ジメチル

ジン骨格を有する基、置換基を有していてもよいアント

アミノメチル、ジメチルアミノプロピル、ジメチルアミ
ノブチルなどの炭素原子数1から6のアルキル基が1つも

ラキノン骨格を有する基、置換基を有していてもよいア
10

ントラセン骨格を有する基、置換基を有していてもよい

しくは2つ置換されていてもよい炭素原子数1から6のア

ナフタレンイミド骨格を有する基、置換基を有していて

ミノアルキル基などが挙げられる。これらの置換基は、

もよいナフタレンジイミド骨格を有する基、置換基を有

アクリジン骨格、アントラキノン骨格、アントラセン骨

していてもよいピレン骨格を有する基の具体的な例とし

格等のいずれの位置に置換されていてもよく、また2つ

て以下のものが挙げられる。

以上の複数の置換基がこれらの骨格に置換されていても

置換基を有していてもよいアクリジン骨格を有する基

よい。また、アクリジン骨格、アントラキノン骨格、ア

【化４】

置換基を有していてもよいアントラキノン骨格を有する

【化５】

基

置換基を有していてもよいアントラセン骨格を有する基

【化６】

置換基を有していてもよいナフタレンイミド骨格を有す

【化７】

る基

置換基を有していてもよいナフタレンジイミド骨格を有
する基

【化８】

( 5 )
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8

置換基を有していてもよいピレン骨格を有する基

ルミル、アセチル、ブタノイル、ペンタノイル、ヘキサ

【化９】

ノイルなどの炭素原子数1から7のアシル基；メトキシカ
ルボニル、ブトキシカルボニル、t‑ブトキシカルボニ
10

ル、ペンチルオキシカルボニル、ヘキシルオキシカルボ
ニルなどの炭素原子数2から7のアルコキシカルボニル基
等がN末端のアミノ基に置換された誘導体などが挙げら
れる。C末端が置換された誘導体としては、メチル、エ

【０００９】式Iのペプチドにおいて、Yはα‑アミノ酸

チル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、トリフ

を構成する2価の基を表し、Zはα‑アミノ酸を構成する1

ルオロメチルなどのハロゲン原子で置換されていてもよ

価の基を表す。即ち、Yはα‑アミノ酸から‑CH(NH2 )COOH

い炭素原子数1から6のアルキル基; アミノメチル、アミ

を除いた残りの該α‑アミノ酸を構成する2価の基を表

ノエチル、アミノプロピル、メチルアミノメチル、ジメ

し、Zは1価の基を表す。具体的には、Yは‑A‑W‑で表され

チルアミノメチル、ジメチルアミノプロピル、ジメチル

る基であり、ここで、Aはメチレン、エチレン、プロピ

アミノブチルなどの炭素原子数1から6のアミノアルキル

レン、メチルメチレンンなどの炭素原子数1から6の直鎖

20

基；アミノ基等がC末端のカルボニル基に置換された誘

もしくは分岐アルキレン基を表し、Wは単結合、NH、C

導体などが挙げられる。式Ｉのペプチドの塩あるいは該

O、CONH、NHCO、O、SまたはHNC(NH)NHを表す。Zは‑A‑W‑

ペプチドのN末端もしくはC末端が置換された誘導体の塩

Hで表される基である。これらのYおよびZは、α‑アミノ

としては、酢酸、トリフルオロ酢酸、クエン酸、リンゴ

酸である、例えばアラニン、リシン、ノルリシン、アス

酸などの有機酸；塩酸、硫酸、リン酸などの無機酸等と

パラギン酸、グルタミン、セリン、システインなどから

の酸付加塩が挙げられる。また、式Ｉのペプチドのカル

‑CH(NH2 )COOHを除いた残りの該α‑アミノ酸を構成する

ボキシル基とのナトリウム塩、カリウム塩なども挙げら

それぞれ2価の基あるいは1価の基を表す。式Ｉのペプチ

れる。

ドにおいて、ｎは0、1、2、3、4または5を表す。

【００１１】本発明の式Iのペプチドの特に好ましい例

【００１０】式Iのペプチドは、そのN末端もしくはC末

としては、以下の式IIで表されるペプチドが挙げられ

端が置換されたその誘導体またはそれらの塩であっても

30

よい。N末端が置換された誘導体としては、例えば、ホ

る。
【化１０】

【００１２】本発明の式Iのペプチドは、下記式IIIのイ
ンターカレータ基置換α‑アミノ酸のアミノ基もしくは

40

カルボニル基保護誘導体と下記式IVのα‑アミノ酸のア
ミノ基もしくはカルボニル基保護誘導体とを用いて、周
知のペプチド合成反応を行うことによって合成すること
ができる。
【化１１】
ペプチド合成は、両者の保護誘導体を順次ペプチド結合
により連結して行うこともでき、また周知の固相法もし
くは液相法により合成することもでき、ペプチド合成機
により合成することもできる。上記式IIIのインターカ
50

レータ基置換α‑アミノ酸および上記式IVのα‑アミノ酸

( 6 )
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10

のアミノ基もしくはカルボニル基保護誘導体としては、

できる。本発明のテロメラーゼ阻害剤はヒトを含む哺乳

上記した保護基で保護されたものが挙げられる。上記式

動物に適用することができる。かかるテロメラーゼ阻害

IIIのインターカレータ基置換α‑アミノ酸は、下記式V

剤は、通常の製剤化に用いられるラクトース、でんぷん

で表されるα‑アミノ酸と下記式VIで表されるインター

などの賦形剤、ステアリン酸マグネシウム、タルクなど

カレーター誘導体(式VIにおいてDは、ハロゲン原子など

の滑沢剤、その他の添加剤などと混合して錠剤とするこ

の反応性基を表す)とを反応させることにより得ること

とができる。また錠剤以外にも、丸剤、散剤、液剤など

ができる。

のすることもでき、また注射剤、外用剤などにすること

【化１２】

もできる。これらの製剤はそれ自体周知の方法によって
調製することができる。本発明の式Iのペプチド、そのN
10

末端もしくはC末端が置換されたその誘導体またはそれ
らの塩の用量は、投与する対象の性別、年齢、症状、体
重などにより変動し得るが、通常一日当たり、０．００
１〜１００mg/kgの範囲で、単回あるいは数回に分けて
投与することができる。本発明のテロメラーゼ阻害剤
は、ヒトを含む哺乳動物以外に、線状染色体を持ち、そ

式IVまたはVのα‑アミノ酸としては、上記したアラニ

の維持にテロメラーゼを必要とする線虫、酵母、真菌、

ン、リシン、ノルリシン、アスパラギン酸、グルタミ

原生動物などの増殖抑制剤として適用することができ

ン、セリン、システインなどが挙げられる。かくして式

る。また、本発明のテロメラーゼ阻害剤は、研究用の試

Iのペプチドを得ることができる。式IのペプチドのN末

薬として使用することもできる。

端もしくはC末端が置換されたその誘導体またはそれら

20

【００１４】

の塩は、式Iのペプチドの合成の段階で得ることもで

【実施例】以下に本発明を実施例により更に詳細に説明

き、また式Iのペプチドからそれ自体周知の方法で得る

するが、本発明はこれら実施例によって何ら限定される

こともできる。

ものではない。

【００１３】本発明の式Iのペプチド、そのN末端もしく

【００１５】実施例１

はC末端が置換されたその誘導体またはそれらの塩は、

テトラキス−アクリジニルペプチドの合成

テロメアDNAの3'末端側の張り出し領域に存在するグア

図１に示す、メトキシ基と塩素原子が置換されたアクリ

ニン配列が4つ集まって形成する4本鎖構造に結合し十分

ジン骨格がインターカレータ基として置換されたリシン

に安定化させるため強力なテロメラーゼ阻害剤となり得

残基を含むペプチド(TAP)を固相合成法により合成し

る。従って、テロメラーゼ活性が亢進した過剰増殖細胞

た。

で見出される過剰増殖性疾患、例えば、がん、乾癬、マ

30

1. Fmoc‑Lys(Acr)‑OHの合成

ルファン症候群などの有効な治療剤として用いることが

【化１３】

a)方法

収量：7.57g(収率：92%)

50mlのビーカーにフェノール30gを入れ80℃まで加熱溶

1

解させた。これに6‑クロロ‑2‑メトキシ‑9‑フェノキシア

果、目的化合物の分子量610.11に相当するピークが610.

クリジン4.54g(13.5mmol)を加え完全に溶解させた。そ

80に検出された。

の後、55〜65℃で、Fmoc‑Lys‑OH 4.42g(12.0mmol)を加

【００１６】2.Ac‑Lys(Acr)‑(Lys(Boc))2 ‑Lys(Acr)‑(Ly

えて2時間攪拌した。それからしばらく放冷し、300mlの

s(Boc))2 ‑Lys(Acr)‑(Lys(Boc))2 ‑Lys(Acr)‑Resinの合成

エーテルを攪拌しながら注いだ。得られた沈殿物を吸引

（TAPの伸長反応）

濾過し、減圧乾燥させた。

a)方法

b)結果

リアクションベッセルにFmoc‑NH SAL 樹脂 200mgを入

性状：黄色固体

50

H‑NMR、MALDI TOF MASS（質量分析）により同定した結

れ、カートリッジ1, 4,7,10にFmoc‑Lys(Acr)‑OH 0.33g

( 7 )
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12

を入れ、カートリッジ2, 3, 5, 6, 8, 9にFmoc‑Lys(Bo

でエーテル20mlを加えた。超音波照射後、しばらく放置

c)‑OHを入れた。後は、PE Applied Biosystems社の431A

し上澄み液を取り除いた。それから酢酸エチル20mlを加

ペプチドシンセサイザーにて合成を行った。Fmoc法でN

えて超音波照射後、しばらく放置した。吸引ろ過しエー

末端はアセチル化した。

テルで洗浄した。その後、減圧乾燥させた。

b)結果

b)結果

性状：黄色固体

性状：黄色固体

収量：0.5003g

収量：0.3181g

【００１７】3.Ac‑Lys(Acr)‑(Lys(Boc))2 ‑Lys(Acr)‑(Ly

【００１８】4.HPLCによる純度チェック及び精製

s(Boc))2 ‑Lys(Acr)‑(Lys(Boc))2 ‑Lys(Acr)‑樹脂のレジ
ンからの切り出し及び側鎖の脱保護

TAPの純度チェックを以下の条件下で行った。
10

検出波長：210nmカラム：Inertsil ODS

a)方法

試料注入溶媒：超純水

50mlのナス型フラスコに上記の2の実験操作で合成した

溶離液A:0.1%TFA水溶液

レジン0.50gを入れ、これにm‑クレゾール0.10ml、チオ

溶離液B:70%アセトニトリル/0.1%TFA溶液

アニソール0.60ml、トリフルオロ酢酸4.3mlを加えて室

グラジエント条件

温で1時間攪拌した。その後、TFAを減圧留去し、氷浴下

【表１】

同定はTOF MASSにより行った。TOF MASSの結果、目的化

20

流速：1ml/min

ど0.5となる温度がTm(融解温度)となる。このTm値が高

合物の分子量2307.51に相当するピークが2309.03に検出

温になればなるほど、その4本鎖構造は安定化されてい

された。

ることになる。図3から明らかなように、本発明のTAPを

【００１９】実施例２

用いた時が最も高いTm(融解温度)を示しており、本発明

CDによるTAPのTm測定

のTAPによりテロメアDNA配列が形成する4本鎖構造が高

CD（Circular dichroism：円偏光二色性）スペクトル

度に安定化されたことが判る。図1に示したように、本

は、その化合物の溶液中における構造、たとえばDNAで

発明のTAP分子中のインターカレータ基がテロメアDNA配

あればA型、B型、Z型など、また蛋白質についてはα‑へ

列が形成する4本鎖構造の平面構造中に挿入されて4本鎖

リックス、β‑シートなどの構造における情報を得るこ

構造が高度に安定化されるものと考えられる。

とができる。従って、そのDNAの溶液中の構造が1本鎖構

【００２１】

造や2本鎖構造あるいは4本鎖構造でスペクトルが大きく

30

【発明の効果】本発明により提供される、アクリジン骨

異なるので、CDスペクトルを測定することによって、DN

格を有する基、アントラキノン骨格を有する基、アント

Aの溶液中の構造が分かる。

ラセン骨格を有する基などのインターカレータ基が置換

a)方法

されたα‑アミノ酸残基を含むペプチドは、テロメアDNA

CDによるTm測定は以下の測定条件で行った。

のグアニジン配列が形成する4本鎖構造に強力に結合し4

測定溶液：10mM MES, 1mM EDTA(pH6.25), 50mM KCl

本鎖構造を安定化させることができ、強力なテロメラー

[テロメア DNA]=2.2μM, DNA:dye=1:1

ゼ阻害剤となり得る。従って、テロメラーゼ活性が亢進

テロメア DNAとして、以下のヒトのテロメアDNA配列を

した過剰増殖細胞で見出される過剰増殖性疾患、例え

有するオリゴヌクレオチドを用いた。

ば、がん、乾癬、マルファン症候群などの有効な治療剤

5'‑CATGGTGGTTTGGGTTAGGGTTAGGGTTAGGGTTACCAC‑3'
CD測定は、本発明のTAPとともに、対象化合物として図2

として用いることができる。また研究用の試薬として用
40

いることもできる。

に示した公知化合物を用いた。上記の測定溶液に、テロ

【図面の簡単な説明】

メア DNAを2.2μMになるように添加し、さらにTAPある

【図１】図1は、本発明で得られる代表的なペプチドで

いは各化合物も2.2μMずつ入れ、Tm曲線（4本鎖構造の

あるTAP(テトラキス‑アクリジニルペプチド)の化学構造

安定性）がどのように変化するかを比較した。

式、並びにTAPがテロメアDNAのグアニジン配列が形成す

【００２０】b)結果

る4本鎖構造に強力に結合し4本鎖構造を安定化させるメ

得られたTm曲線を図3に示した。図3は、TAPあるいは各

カニズムを示す。

公知化合物の存在下で、上記テロメアDNA配列が形成す

【図２】図2は、本発明のペプチドの対象化合物として

る4本鎖構造が1本鎖構造へ解離される状況を示してい

用いた公知のテロメラーゼ阻害作用を有する化合物を示

る。図3ではCDスペクトルの[θ]値で4本鎖構造の安定性

す。

が示されている。図3においてNormalized[θ]がちょう

50

【図３】図3は、本発明で得られる代表的なペプチドで

( 8 )

特開２００３−２１２８９４

13

14

あるTAPおよび公知のテロメラーゼ阻害作用を有する化

変化する状況を示すTm曲線である。

合物の存在下でテロメアDNAの4本鎖構造が1本鎖構造へ
【図１】

( 9 )

【図２】

【図３】
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