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(57)【要約】
【課題】カスパーゼ１４合成促進剤を提供する。
【解決手段】スフィンゴイド類及びＮ−アセチルスフィンゴシン類からなる群より選ばれ
る少なくとも一種の化合物を含む、カスパーゼ１４合成促進剤。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
スフィンゴイド類及びＮ−アセチルスフィンゴシン類からなる群より選ばれる少なくと
も一種の化合物を含む、カスパーゼ１４合成促進剤。
【請求項２】
該化合物が、フィトスフィンゴシン、スフィンゴシン、スフィンガニン、及びＣ２−セ
ラミドからなる群より選ばれる少なくとも一種である、請求項１記載のカスパーゼ１４合
成促進剤。
【請求項３】
該化合物がフィトスフィンゴシンである、請求項２記載のカスパーゼ１４合成促進剤。
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【請求項４】
請求項１〜３のいずれか１項記載のカスパーゼ１４合成促進剤を、スフィンゴイド類及
びＮ−アセチルスフィンゴシン類からなる群より選ばれる少なくとも一種の化合物の濃度
が０．１〜２０μＭとなる量で含む、皮膚外用剤。
【請求項５】
前記皮膚外用剤が、液状、エマルジョン状、ペースト状又はパップ剤の形態である、請
求項４記載の皮膚外用剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、カスパーゼ１４合成促進剤及びそれを含む皮膚外用剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
カスパーゼは、これまでに１４種存在することが明らかになっている。このうち、カス
パーゼ１４は、アポトーシスに関与しない点で特異的である。カスパーゼ１４は、主に皮
膚の表皮角化細胞に存在し、角質層のバリア機能及び水分保持機能を維持することが明ら
かになっている（非特許文献１）。
【０００３】
しかし、カスパーゼ１４については、未だ不明な点が多い。数少ない報告例としては、
カスパーゼ１４の合成が、ビタミンＤ３によって（非特許文献１）、また、緑茶のポリフ
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ェノールによって（非特許文献２）、誘導されるとする研究がある。さらに、カスパーゼ
１４の活性が、所定の尿素誘導体によって刺激されるとするものもある（特許文献１）。
【０００４】
ところで、同じくカスパーゼの仲間であるカスパーゼ３及びカスパーゼ９は、フィトス
フィンゴシンにより誘導されるアポトーシスにおいて、活性化されることが知られている
（非特許文献３）。また、フィトスフィンゴシンが、皮膚の分化を促進し、アポトーシス
を制御して表皮過形成を阻害することも知られている（非特許文献４）。スフィンゴシン
類のこの作用を利用して、スフィンゴシン類を皮膚外用剤に配合して、皮膚のターンオー
バーの亢進、例えば表皮肥厚（表皮過形成）等を抑制することが提案されている（特許文
献２）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７−２３０３８号公報
【特許文献２】特開平５−８５９２４号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Lippens S.et al.: Vitamin D3 induces caspase‑14 expression in ps
oriatic lesions and enhances caspase‑14 processing in organotypic skin cultures.
Am. J. Pathol. (2004) 165,833‑841
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【非特許文献２】Hsu S.et al.: Green tea polyphenol induces caspase 14 in epiderm
al keratinocytes via MAPK pathways and reduces psoriasiform lesions in the flaky
skin mouse model. Exp.Dermatol.(2007)16,678‑684
【非特許文献３】Nagahara Y.et al.:Phytosphingosine induced mitochondria‑involved
apoptosis. Cancer Sci. (2005)96,83‑92
【非特許文献４】Kim S.et al.: Phytosphingosine stimulates the differentiation of
human keratinocytes and inhibits TPA‑induced inflammatory epidermal hyperplasia
in hairless mouse skin. Mol. Med. (2006) 12,17‑24.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
カスパーゼ１４の合成を促進することができれば、皮膚の保湿機能を維持し、該機能の
衰えを予防し、及び改善する上で大変有用であるが、上述のとおり、その為の研究例は少
ない。そこで、本発明は、カスパーゼ１４の合成促進剤を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明は、スフィンゴイド類及びＮ−アセチルスフィンゴシン類からなる群より選ばれ
る少なくとも一種の化合物を含む、カスパーゼ１４合成促進剤である。また、本発明は、
該カスパーゼ１４合成促進剤を、スフィンゴイド類及びＮ−アセチルスフィンゴシン類か
らなる群より選ばれる少なくとも一種の化合物の濃度が０．１〜２０μＭとなる量で含む
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、皮膚外用剤である。
【発明の効果】
【０００９】
上述のとおり、カスパーゼ１４は、アポトーシスに関与しない点で、カスパーゼ３及び
カスパーゼ９とは異なる。従って、スフィンゴシンによって、カスパーゼ１４が活性化さ
れることは考え難い。しかし、該予想に反して、カスパーゼ１４がスフィンゴイド及びＮ
−アセチルスフィンゴシンによって、その発現を促進されることが見出された。該カスパ
ーゼ１４合成促進剤は、従来のアポトーシス制御機序とは異なる、プロカスパーゼ１４の
発現を促進することを通じて、皮膚保湿成分の合成を促進する。これにより、永続的に皮
膚の保湿機能を改善することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】ＭＴＴ法により測定した、フィトスフィンゴシンの細胞障害性を示す図である。
【図２】ＭＴＴ法により測定した、スフィンゴシンの細胞障害性を示す図である。
【図３】ＭＴＴ法により測定した、スフィンガニンの細胞障害性を示す図である。
【図４】ＭＴＴ法により測定した、Ｃ２‑セラミドの細胞障害性を示す図である。
【図５】ウェスタンブロッティング法による、スフィンゴイド類のプロカスパーゼ１４の
発現効果を示す図である。
【図６】ウェスタンブロッティング法による、スフィンゴイド類のプロカスパーゼ１４の
発現効果を示す図である。

40

【図７】ＲＴ−ＰＣＲ法による、スフィンゴイド類の、カスパーゼ１４のｍＲＮＡ発現効
果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
カスパーゼ１４は、上述のとおり、皮膚の表皮角化細胞に存在する。表皮角化細胞は、
ヒトの場合、皮膚表皮を構成する細胞の約９５％を占め、最深から基底層、有棘層、顆粒
層、角質層の４層から成る。該角化細胞は基底層で生まれ、次第に分化を繰り返し、有棘
層、次いで顆粒層を通り、最終的には角質層に至り、角片となって皮膚から脱落する。
【００１２】
カスパーゼ１４は、定常状態では、角化細胞によって構成された基底層に前駆(プロ)体

50

(4)

JP 2013‑180970 A 2013.9.12

として局在する。従って、角化細胞中のプロカスパーゼ１４の発現を促進すれば、カスパ
ーゼ１４を増やすことができる。プロカスパーゼ１４の切断によるカスパーゼ１４の活性
化は表皮分化の後期段階で観察される。カスパーゼ１４は、皮膚の保湿に関与する構造タ
ンパク質であるフィラグリンの前駆体を分解する。該分解により遊離されたフィラグリン
は、角質細胞の細胞質内でケラチン線維を凝集させたのち、角層上層でアミノ酸などに分
解されるが、これらは保水機能、紫外線吸収能をもつので天然保湿因子と呼ばれ、角質層
のバリア機能、水分保湿機能を維持する。
【００１３】
本発明のカスパーゼ１４合成促進剤は、スフィンゴイド類及びＮ−アセチルスフィンゴ
シン類からなる群より選ばれる少なくとも一種の化合物を有効成分とする。該スフィンゴ
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イド類は、スフィンゴ脂質の長鎖塩基部分、即ち、炭素数１６〜２０の長鎖アミノアルコ
ールを指し、スフィンゴイド塩基類と同義である。通常、スフィンゴイドはC4位でトラン
ス２重結合をもっている。該スフィンゴイドの例には、以下のものが包含され、これらの
２種類の混合物であってもよい。
（１）C4位に二重結合があるC18長鎖脂肪鎖をもつスフィンゴシンもしくはスフィンゲニ
ン：
【化１】
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（２）スフィンゴシンの二重結合が飽和した分子であるスフィンガニンもしくはジヒドロ
スフィンゴシン：
【化２】
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（３）スフィンゴシンの二重結合がモノヒドロキシル化されたフィトスフィンゴシン：
【化３】
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（４）スフィンゴシンがＣ８位で脱水素された４，８−スフィンガジエニン：
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【化４】

（５）フィトスフィンゴシンがＣ８位で脱水素された４−ヒドロキシ−８−スフィンゲニ
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ン：
【化５】

【００１４】
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これらのうち、フィトスフィンゴシン、スフィンゴシン、及びスフィンガニンが好まし
く、特にフィトスフィンゴシンが好ましい。
【００１５】
スフィンゴイドは、スフィンゴ脂質を動植物からアルカリ加水分解を行う方法、もしく
はアルカリ性アルコール溶液で抽出した後、クロロホルム−メタノール混液を用いてシリ
カゲルによる精製を行う方法等によって得ることができる。或いは、例えば特開平７−２
５８１７８号に記載されている化学合成によって得ることもできる。また、市販されてい
るものを使用してもよい。
【００１６】
本発明において、Ｎ−アセチルスフィンゴシン類は、スフィンゴイドのアミノ基がアシ
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ル化されたＮ−アシルスフィンゴシンのうちの、アシル基がアセチル基である化合物であ
る。Ｎ−アシルスフィンゴシンは、一般的にセラミドともよばれる。該Ｎ−アセチルスフ
ィンゴシンとして、以下の式（６）で表されるＣ２−セラミドが例示される：
【化６】
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【００１７】
Ｎ−アセチルスフィンゴシン類は、スフィンゴ脂質を動植物からアルカリ加水分解を行
う方法、もしくはアルカリ性アルコール溶液で抽出した後、クロロホルム−メタノール混
液を用いてシリカゲルによる精製を行う方法等によって得ることができる。或いは、化学
合成によって得ることができる。また、市販されているものを使用してもよい。
【００１８】
本発明のカスパーゼ１４合成促進剤は、薬学上許容される担体を含んでいてもよい。該
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担体としては、賦形剤、結合剤、溶剤、溶解補助剤等が挙げられる。更に必要に応じ、通
常の防腐剤、抗酸化剤等の添加物を適宜用いてもよい。賦形剤としては、糖デンプン、コ
ーンスターチ等が、結合剤としては、例えばセルロース類、デキストリン等が挙げられる
。溶剤としては、アルコール類、油脂類、植物油等が挙げられ、なかでも、植物油、例え
ば、マカデミアナッツ油、オリーブ油、トウモロコシ油等が好ましい。また、これらの植
物油を用いる際に、溶解補助剤として、フィトステロール等を配合してもよい。
【００１９】
該カスパーゼ１４合成促進剤の処方については、以下、皮膚外用剤への適用を例として
示す。即ち、本発明は、該カスパーゼ１４合成促進剤を薬効成分として含む、皮膚外用剤
にも関する。該皮膚外用剤は、該カスパーゼ１４合成促進剤を０．１〜２０μＭの濃度で
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含む。カスパーゼ１４合成促進剤の量が、前記下限値未満では、満足の行く効果が得られ
ず、前記上限値を超えて配合すると、後述する実施例で示すように、合成促進効果が弱く
なる。好ましくは皮膚外用剤中の該カスパーゼ１４合成促進剤の濃度は、作用時間が短く
て済む点で１μＭ以上であり、合成促進効率が高い点で１５μＭ以下である。より好まし
くは、該濃度は５〜１５μＭである。
【００２０】
皮膚外用剤の基剤としては、通常の皮膚外用剤に使用されるものであれば、液状、半固
形もしくはペースト状のいずれであってもよい。基材としては、オリーブ油、大豆油、ゴ
マ油、ツバキ油などの植物油、ワックス等の炭化水素類、油脂類、ロウ類、硬化油類、エ
ステル類、脂肪酸類、高級アルコール類、シリコーン油類を使用することができる。

20

【００２１】
また、水を含むエマルジョン形態としてもよく、その場合、乳化や可溶化等のために用
いられる、アニオン性、カチオン性、両性及び非イオン性の界面活性剤を用いることがで
きる。
【００２２】
その他、本発明の効果を損なわない範囲で、通常、化粧料や医薬部外品、外用医薬品等
の製剤に使用される成分、すなわち、ゲル化剤、粉体、アルコール類、水溶性高分子、皮
膜形成剤、塩類、ＰＨ調整剤、キレート剤、植物抽出物、抗菌剤、血行促進剤、ビタミン
類、防腐剤、香料等を加えることができる。
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【００２３】
該皮膚外用剤の製品形態としては、液状、エマルジョン状、又はペースト状、さらには
パップ剤等の形態であってよく、また、化粧水、乳液及びクレーム等の化粧料、軟膏等の
外用医薬品であってよい。
【００２４】
以下、本発明を実施例により説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【００２５】
［実施例］
Ｉ．実施例において、以下の細胞、及び細胞培養法を用いた。
（１）細胞
ヒト角化細胞株HaCaT細胞はGerman Cancer Research Center (Eppelheim、 Germany)よ
り購入した（Boukamp et al:
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Normal keratinization in a spontaneously immortaliz

ed aneuploid human keratinocyte cell line.

J. Cell Biol. 106:761‑771 (1988)）

。
（２）細胞培養
細胞培地として、3.5 μL/Lの2‑メルカプトエタノール（和光純薬）、10 mL/Lのストレ
プトマイシン−ペニシリン（×100）溶液(和光純薬)、10 % ウシ胎仔血清 (Valley Biome
dical)を含むDMEM (Dulbecco Modified Eagle Medium) (日本製薬株式会社)培地を用いて
、上記細胞をシャーレにまき、37 ℃、5 % CO2インキュベーター(ESPEC)内で培養した。
【００２６】
ＩＩ．以下に示すMTT法により、スフィンゴイド類の細胞傷害性を調べた。
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＜MTT法＞
1.0×104 cellsのHaCaT細胞を80 μLずつ96穴マイクロプレートにまき、HaCaT細胞が接
着するように一晩インキュベーションさせた。インキュベーション後、終濃度が、各々、
０、５、１５、２５μＭになるように、フィトスフィンゴシン（PHS）、スフィンゴシン
（SPH）、スフィンガニン（SPG）、C2‑セラミド（Cer）を溶解した有機溶媒をそれぞれ20
μL添加した。作用時間は24、48、72時間とし、37℃のCO2インキュベーター内で作用させ
た後、測定１時間前にMTT溶液を10μLずつ各穴に添加し、さらに1時間インキュベートし
た。作用後、上清を捨て、DMSOを100μLずつ加え、マイクロプレートリーダーを用いて57
0nmの吸光度を測定することでミトコンドリアのNADH量を測定し、未添加コントロールのN
ADH量に対する試験群のNADH量の百分率を細胞生存率と定義した。
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【００２７】
上記試験の結果を図１〜４に示す。これらの結果から、作用時間に拠らず、スフィンゴ
イド類又はN‑アセチルスフィンゴシン類（以下、まとめて「スフィンゴイド類」という場
合がある）の濃度が２５μＭで、生存率が急激に落ちることが分かった。この理由につい
ては不明であるが、スフィンゴイド類によりアポトーシスが誘導されたことによる可能性
が示唆される。また、上記試験と別に、PHS、SPH、SPG、Cerについて、２０μＭの濃度で
同上の試験を行ったところ、生存率が初期の３０〜８０％程度となり、２５μＭの場合の
約２倍強であった。ここから、カスパーゼ合成促進剤の濃度は、２０μＭ以下が好ましい
ことが分かった。
【実施例１】

20

【００２８】
下記手順によるウェスタンブロッティング法により、スフィンゴイド類によるプロカス
パーゼ１４の発現性を調べた。
（ｉ）細胞調製
HaCaT細胞を1.0×105 cells/mL に調製し、終濃度が０、５、１５μMになるようにPHS、
SPH、 SPG、 Cerを溶解した有機溶媒を０、５、１５μL添加し、37℃のCO2インキュベー
ター内で24、48、72時間作用させた。その後、250 × gで 5 分間遠心して細胞回収後、
沈澱をPBSで洗浄し、エッペンドルフチューブに移して、500 × gで3 分間遠心した。そ
の後、上清を除き、Lysis buffer (50 mM HEPES、150 mM NaCl、 10 % グリセロール、1%
Triton X‑100 、1.5 mM MgCl2 、1 mM EGTA、×100 プロテアーゼ阻害剤カクテル(Sigma
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製))を80μL加えて懸濁し、20 分間氷冷し、14000 × gで15 分間遠心することにより、
上清を細胞溶解液として回収した。
（ｉｉ）タンパク定量
BSA標準液を0 、0.25 、0.5 mg/mLになるようLysis Bufferを用いて希釈し、また細胞調
製で得た細胞溶解液をPierce BCA Protein Assay Reagentを用いて、マイクロプレートリ
ーダーで570 nmの吸光度を測定した。BSA標準液の吸光度から検量線を作成し、タンパク
濃度を1 mg/mLに調製した。
（ｉｉｉ）SDS‑ポリアクリルアミドゲル電気泳動
タンパク定量で調製したタンパク溶液20 μLとSample Application Buffer (10% ドデ
シル硫酸ナトリウム (SDS)、125 mM Tris‑HCl、pH6.8、20 % グリセロール、ブロモフェ

40

ノールブルー、10% 2‑メルカプトエタノール）20 μLを混合し、ブロックインキュベータ
ーを用いて100 ℃で3 分間インキュベートした。タンパク質の分離操作には、12 % SDSポ
リアクリルアミドゲルを用い、ゲルを泳動槽に固定し、Electrode Buffer (3 g/L Tris、
14 g/L グリシン、1g/L SDS)を注いだ。ウェルに、サンプルおよび分子量マーカーを入れ
、50 Vで30分間泳動を行い、その後100 Vで90 分間泳動を行った。
（ｉｖ）転写
泳動終了後、ゲルを取り出し、PVDF膜を用いて30分間転写を行った。
（ｖ）一次抗体及び二次抗体反応
転写終了後、PVDF膜をスキムミルク(30%スキムミルク粉末、 0.1 % NaN3)に浸し振盪機
を用いて室温で60分間振盪し、ブロッキングを行った。その後、一次抗体液 (×1000倍
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Caspase‑14抗体 (Santa Cruz製)、または、×1000倍 β‑actin 抗体(Cell Signaling製))
を入れ、室温で一晩振盪させ、反応させた。洗浄後、二次抗体液(×2000倍Anti‑rabbit
IgG抗体(Cell Signaling製))を入れ、室温で1時間振盪しながら反応させた。反応後、洗
浄した。
（ｖｉ）ECL反応
ECL Western Blotting Detection Reagentを用い、イメージアナライザー(Image Quant
LAS4000)(富士フィルム製)にセットし、検出をした。
【００２９】
イメージアナライザーで得られた結果を図５及び図６に示す。図５から分かるように、
PHS作用24 時間ではプロカスパーゼ‑14の発現が見られなかったが、PHS 5 μMを48時間、
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72時間作用させた場合にプロカスパーゼ14の発現が確認された。また、図６に示すよう
に、SPH、 SPG、Cerを作用させた場合においてもプロカスパーゼ14の発現が確認された。
薬剤濃度3 μMでは、PHSの優れたプロカスパーゼ１４発現効果が認められた。
【実施例２】
【００３０】
以下のＲＴ−ＰＣＲ法により、スフィンゴイド類によるカスパーゼ１４のｍＲＮＡの発
現性を調べた。
（ｉ）スフィンゴイド類（PHS 、SPH、 SPG、Cer）の添加
HaCaT細胞が1.0×105cells/mLになるように撒いた10 mLのシャーレを３つ用意し、各々
、スフィンゴイド類を0μＬ（対照）、1μＬ、3μＬ添加し、48 時間インキュベートした
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。
【００３１】
（ｉｉ）RNAの抽出
下記手順で、RNAを抽出した。
１）シャーレにTrizol (Invitrogen製)を加え、均一に懸濁させた。
２）0.2 mLのクロロホルムを加え、20秒間、ボルテックスミキサーで攪拌した。
３） 2〜3分放置し、12000×g、4℃で10分間遠心した。
４）上層を400μLマイクロピペットで新たなエッペンドルフチューブに移し、Trizolを50
0μL加えて、均一に懸濁させた。
５）0.2 mLのクロロホルムを加えて20秒間、ボルテックスミキサーで攪拌した。
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６） 2〜3分放置し、12000×g、4℃で10分間遠心した。
７）上層の400μLを、マイクロピペットで採取して新たなエッペンドルフチューブに移し
、500μLの2‑プロパノールを加えてボルテックスミキサーで攪拌した後5分間静置した。
８）12000×g、4℃で10分間遠心し、上清を捨てた。
９）沈殿に1 mLの70％エタノールを加えて12000×g、4℃で10分間遠心した。
１０）上清を捨て、20μLのmilliQ水を加えてよく均一に懸濁させた。
【００３２】
（ｉｉｉ）RT−PCR法
下記手順で、RT‑PCRを行った。主にタカラバイオ社のTaKaRa RNA PCRTM Kit (AMV) Ver.3
40

.0のプロトコルに従った。
１） 逆転写反応液［25 mM MgCl2 (2μL)、逆転写バッファー(1μL)、milliQ 水(3.75μL
)、1 mM dNTP混合液(1μL)、1 U/μL RNase阻害剤（0.25μL）、0.25

U/μL AMV 逆転写

酵素 XL(0.5μL)、2.5 μM Oligo dT‑アダプタープライマー（0.5μL）］を調製した。
２）PCRチューブに、上記（ｉｉ）で得られたRNA試料を1μLずつと、逆転写反応液を9μL
ずつ入れた。サーマルサイクラーに各PCRチューブをセットし、42℃、50

分→99℃、5分

→5℃、5分でインキュベーションした。
３）逆転写中に反応液（5×PCRバッファー 10 μL、Milli Q水 27.75 μL、Ex Taq 0.25
μL、40 μM プライマー溶液 1.0μL）を調製し、各PCRチューブに加えた。このとき使用
したプライマーは、内部標準としてのGAPDH、及びカスパーゼ14のための下記に示すもの
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であった：
［カスパーゼ14 (NM̲012114.2) (172bp)］
センス: 5

‑AGGAGGAGCTTTCCTTCCAG‑3

アンチセンス:

5

‑GCTAAGTTTTGGCTGGCTTG‑3

［GAPDH(NM̲001256799.1) (365bp)］
センス: 5

‑ATCATCAGCAATGCCTCCTG ‑3

アンチセンス:

5

‑CTGCTTCACCACCTTCTTGA‑3

４）10秒間フラッシュした。
５） チューブをサーマルサイクラーにセットし、94℃、30秒→60℃、30秒→72℃、2分を
30サイクル行った。
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６）5％アガロースゲルでアガロースゲル電気泳動を行い、バンドを確認した。結果を図
７に示す。
【００３３】
図７から分かるように、各スフィンゴイドの濃度に拠らずGAPDHのｍＲＮＡが一定レベ
ルで発現しているのに対し、カスパーゼ１４のｍＲＮＡは、スフィンゴイドの濃度が高い
程、高い発現レベルを示した。ここから、スフィンゴイドによって、カスパーゼ１４の発
現が促進されることが確認された。
【実施例３】
【００３４】
Cerを含む皮膚外用剤を調製した。Cerが、５０μMの濃度になるように、マカデミアナ
ッツ油に溶解した。得られた油溶液を、蜜蝋：オリーブ油を重量比２０：８０で含む基剤
に添加して、Cerが５μM で含まれる保湿用軟膏を調製した。被験者５人に、該軟膏の適
量を、毎日一回、右手に塗布し、左手には何も塗布せずに、３０日後に両手を比べて評価
してもらったところ、５人のうち４人が、右手の皮膚が左手の皮膚に比べて、みずみずし
さの点で改善されたと評価した。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
本発明のカスパーゼ１４合成促進剤は、カスパーゼ１４の発現の促進を利用する用途に
有用であり、なかでも保湿用の皮膚外用剤に有用である。
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【図１】

【図３】

【図４】
【図２】
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