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(57)【要約】
【課題】他の化合物を容易に連結できるように修飾された糖タンパク質、さらには他の化
合物が連結された糖タンパク質を提供すること。
【解決手段】糖タンパク質中の糖鎖を構成する少なくとも１つの糖残基が、メタクリロイ
ル基のような反応性基で置換された糖残基で置き換えられている糖タンパク質。
【選択図】なし

(2)

JP 2013‑234155 A 2013.11.21

【特許請求の範囲】
【請求項１】
糖鎖を構成する少なくとも１つの糖残基が、一般式（１）：
【化１】
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［式中、Ｒは水素又は炭素数１〜３のアルキル基を示す］
で表される基で置換された糖残基で置き換えられている、糖タンパク質。
【請求項２】
糖鎖末端に存在する少なくとも１つの糖残基が、一般式（１）で表される基で置換された
糖残基で置き換えられている、請求項１に記載の糖タンパク質。
【請求項３】
一般式（１）で表される基で置換された糖残基で置き換えられている少なくとも１つの糖
残基がシアル酸残基である、請求項１又は２に記載の糖タンパク質。
【請求項４】
一般式（１）で表される基で置換された糖残基がＮ−メタクリロイルノイラミン酸残基で
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ある、請求項１〜３のいずれかに記載の糖タンパク質。
【請求項５】
糖タンパク質が膜タンパク質である、請求項１〜４のいずれかに記載の糖タンパク質。
【請求項６】
糖タンパク質がＰ−セレクチングリコプロテインリガンド−１である、請求項１〜５のい
ずれかに記載の糖タンパク質。
【請求項７】
請求項１〜６のいずれかに記載の糖タンパク質と、求核性基及び／又は一般式（１）で表
される基を有する化合物とが、糖タンパク質上の一般式（１）で表される基を介して連結
している、化合物連結糖タンパク質。
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【請求項８】
求核性基及び／又は一般式（１）で表される基を有する化合物が、一般式（２）：
【化２】
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［式中、ｎは数平均で１〜５００を示す］
で表される化合物である、請求項７に記載の化合物連結糖タンパク質。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は糖タンパク質及び化合物連結糖タンパク質に関する。
【背景技術】
【０００２】

50

(3)

JP 2013‑234155 A 2013.11.21

糖タンパク質は、細胞の相互認識、増殖、分化、又はがん化等において重要な役割を果
たすことが知られている。例えば、血球細胞の細胞膜上に存在する膜タンパク質の一種で
あるＰ−セレクチングリコプロテインリガンド−１は、炎症した血管内皮細胞特異的に発
現するＰ−セレクチンと結合することにより、炎症部位への血球細胞の遊走を仲介してい
る。
【０００３】
糖タンパク質に化合物を連結すれば、このような糖タンパク質の機能を利用することが
できると考えられる。例えば糖タンパク質として生体内の特定部位に局在（又は集積）す
る糖タンパク質を採用すれば、連結した化合物を特定細胞上に効率的に伝達することが可
能になると考えられる。
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【０００４】
また、糖タンパク質に他の化合物を連結すれば、糖タンパク質の性質を改善することも
できると考えられる。例えば、ポリエチレングリコールは肝臓での代謝を阻害するため、
糖タンパク質に連結することにより糖タンパク質の血中寿命を延ばすことができると考え
られる。
【０００５】
一方、タンパク質に他の化合物を連結する技術が各種知られている。一例として、特許
文献１には、タンパク質を構成するアミノ酸上の官能基（アミノ基又はカルボキシル基）
を介して、ポリエチレングリコールを連結する技術について記載されている。
【０００６】
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しかしながら、上記技術を採用して糖タンパク質に他の化合物を連結する場合、連結さ
れる他の化合物を、アミノ酸上の官能基と反応するように修飾する必要があるため、化合
物連結糖タンパク質の製造が煩雑なものとなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１−６３５２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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本発明は、他の化合物を容易に連結できるように修飾された糖タンパク質、さらには他
の化合物が連結された糖タンパク質を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明者等は、鋭意研究の結果、糖タンパク質中の糖鎖を構成する少なくとも１つの糖
残基が、メタクリロイル基のような反応性基で置換された糖残基で置き換えられている糖
タンパク質を用いることにより、該糖タンパク質に他の化合物を容易に連結できることを
見出した。糖鎖は糖タンパク質の機能の発揮に重要であるため、糖鎖部分に改変が加えら
れた糖タンパク質は、糖タンパク質本来の機能を発揮できない可能性が示唆されていた。
ところが、驚くべきことに本発明の糖タンパク質は、糖タンパク質本来の機能を損なうこ
となく発揮できることが示された。これらの知見に基づき、さらに研究を進めることによ
り本発明が完成した。
【００１０】
即ち、本発明は、下記の構成を有するものを包含する。
【００１１】
項１．糖鎖を構成する少なくとも１つの糖残基が、一般式（１）：
【００１２】
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【化１】

【００１３】
［式中、Ｒは水素又は炭素数１〜３のアルキル基を示す］
で表される基で置換された糖残基で置き換えられている、糖タンパク質。
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【００１４】
項２．糖鎖末端に存在する少なくとも１つの糖残基が、一般式（１）で表される基で置
換された糖残基で置き換えられている、請求項１に記載の糖タンパク質。
【００１５】
項３．一般式（１）で表される基で置換された糖残基で置き換えられている少なくとも
１つの糖残基がシアル酸残基である、請求項１又は２に記載の糖タンパク質。
【００１６】
項４．一般式（１）で表される基で置換された糖残基がＮ−メタクリロイルノイラミン
酸残基である、請求項１〜３のいずれかに記載の糖タンパク質。
【００１７】
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項５．糖タンパク質が膜タンパク質である、請求項１〜４のいずれかに記載の糖タンパ
ク質。
【００１８】
項６．糖タンパク質がＰ−セレクチングリコプロテインリガンド−１である、請求項１
〜５のいずれかに記載の糖タンパク質。
【００１９】
項７．請求項１〜６のいずれかに記載の糖タンパク質と、求核性基及び／又は一般式（
１）で表される基を有する化合物とが、糖タンパク質上の一般式（１）で表される基を介
して連結している、化合物連結糖タンパク質。
【００２０】
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項８．求核性基及び／又は一般式（１）で表される基を有する化合物が、一般式（２）
：
【００２１】
【化２】
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【００２２】
［式中、ｎは数平均で１〜５００を示す］
で表される化合物である、請求項７に記載の化合物連結糖タンパク質。
【発明の効果】
【００２３】
本発明によれば、他の化合物を容易に連結できるように修飾された糖タンパク質、さら
には他の化合物が連結している化合物連結糖タンパク質を提供できる。
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【００２４】
本発明の糖タンパク質中の一般式（１）で表される基は、求核性基などの官能基と容易
に反応できるため、該糖タンパク質に多様な化合物を簡便かつ効率的に連結することがで
きる。また、本発明の糖タンパク質は糖タンパク質本来の機能を損なうことなく発揮でき
る。
【００２５】
本発明の化合物連結糖タンパク質によれば、糖タンパク質の機能を利用して、連結され
た化合物の性質を効率的に発揮することができる。例えば、糖タンパク質として生体内の
特定部位に局在（又は集積）する糖タンパク質を採用する場合は、連結した化合物（例え
ば医薬化合物）を特定細胞上に効率的に伝達することが可能になる
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また、本発明の化合物連結糖タンパク質によれば、特定の機能を有する化合物を連結す
ることにより、糖タンパク質の機能を改善することもできる。例えば、化合物としてエチ
レングリコールが重合した構造を有する化合物を採用する場合は、該化合物が肝臓での代
謝を阻害するという機能を利用して、糖タンパク質の血中寿命を延ばすことができる。別
の例としては、化合物として水溶性の化合物を採用することにより、不溶性の糖タンパク
質を水溶性に改質し、該糖タンパク質の精製を容易にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】Ｎ−Ｎ−メタクリロイルマンノサミンの合成結果を示すNMRデータ。
【図２】細胞表面上の糖鎖にメタクリル基が導入されたことを示す顕微鏡画像。
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【図３】糖タンパク質とPentaerythritol tetra(mercaptoethyl) polyoxyethyleneとが連
結していることを示すウェスタンブロットデータ。
【図４】糖タンパク質とリゾチームとが連結していることを示すウェスタンブロットデー
タ。
【図５】Poly(MPC)の合成結果を示すNMRデータ。
【図６】PMPC‑SHの合成結果を示すNMRデータ。
【図７】糖タンパク質とPMPC‑SHとが連結していることを示すウェスタンブロットデータ
。
【図８】シアル酸残基がＮ−メタクリロイルシアル酸残基に置き換えられても、Ｐ−セレ
クチングリコプロテインリガンド−１がＰ−セレクチンと結合できること示す顕微鏡画像
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。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
（１）糖タンパク質
本発明の糖タンパク質は、糖鎖を構成する少なくとも１つの糖残基が、一般式（１）：
【００２８】
【化３】
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【００２９】
［式中、Ｒは水素又は炭素数１〜３のアルキル基を示す］
で表される基で置換された糖残基で置き換えられている、糖タンパク質である。
【００３０】
糖タンパク質は、糖鎖（Ｎ結合型及び／又はＯ結合型）が連結しているタンパク質であ
れば特に限定されない。糖タンパク質は、ヒト、サル、マウス、ラット、又はウサギ等の
生物由来の天然タンパク質であってもよいし、人工的に設計したタンパク質発現プラスミ
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ドを生体内に導入することにより発現させた人工タンパク質であってもよい。
【００３１】
天然の糖タンパク質としては、例えば、膜タンパク質や分泌タンパク質などが挙げられ
、好ましくは膜タンパク質が挙げられる。
【００３２】
天然の糖タンパク質として、具体的には、Ｐ−セレクチングリコプロテインリガンド−
１、ＣＤ４３、ＣＤ４５、又はＣＤ１１ｂが挙げられ、好ましくはＰ−セレクチングリコ
プロテインリガンド−１、又はＣＤ４３が挙げられる。ヒト由来Ｐ−セレクチングリコプ
ロテインリガンド−１のアミノ酸配列は配列番号１に示され、マウス由来のＰ−セレクチ
ングリコプロテインリガンド−１のアミノ酸配列は配列番号２に示される。
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【００３３】
これらの天然の糖タンパク質は、本来の機能を発揮できる限り、例えば糖タンパク質が
Ｐ−セレクチングリコプロテインリガンド−１である場合はＰ−セレクチンと結合すると
いう機能を発揮できる限り、１〜５０個のアミノ酸、好ましくは１〜２０個のアミノ酸、
より好ましくは１〜１０個のアミノ酸、さらに好ましくは１〜５個のアミノ酸が置換、欠
失、又は負荷されていてもよい。アミノ酸が置換される場合は性質が類似のアミノ酸に置
換されることが好ましい。例えば、酸性アミノ酸であるアスパラギン酸が置換される場合
は、同じく酸性アミノ酸であるグルタミン酸に置換されることが好ましい。
【００３４】
一般式（１）で表される基で置換された糖残基で置き換えられる「糖鎖を構成する糖残
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基」としては、糖タンパク質の糖鎖（Ｎ結合型及び／又はＯ結合型）を構成する糖残基で
あれば特に限定されない。このような糖残基としては、例えば、シアル酸残基（Ｎ−アセ
チルノイラミン酸残基若しくはＮ−グリコイルノイラミン酸残基）、グルコース残基、ガ
ラクトース残基、マンノース残基、フコース残基、Ｎ−アセチルグルコサミン残基、Ｎ−
アセチルガラクトサミン残基、又はキシロース残基等が挙げられ、好ましくはシアル酸残
基（Ｎ−アセチルノイラミン酸残基又はＮ−グリコイルノイラミン酸残基）が挙げられ、
より好ましくはＮ−アセチルノイラミン酸残基が挙げられる。
【００３５】
「一般式（１）で表される基で置換された糖残基」とは、水素及び／又は官能基が一般
式（１）で表される基で置き換わっている糖残基を意味する。
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【００３６】
一般式（１）で表される基で水素及び又は官能基が置き換えられている糖残基としては
、例えば、シアル酸残基（Ｎ−アセチルノイラミン酸残基若しくはＮ−グリコイルノイラ
ミン酸残基）、グルコース残基、ガラクトース残基、マンノース残基、フコース残基、Ｎ
−アセチルグルコサミン残基、Ｎ−アセチルガラクトサミン残基、又はキシロース残基等
が挙げられ、好ましくはシアル酸残基（Ｎ−アセチルノイラミン酸残基又はＮ−グリコイ
ルノイラミン酸残基）が挙げられ、より好ましくはＮ−アセチルノイラミン酸残基が挙げ
られる。
【００３７】
一般式（１）で表される基で置き換えられている糖残基上の水素又は官能基としては、
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例えばＮ−アセチルノイラミン酸残基中のアセチル基、又はＮ−グリコリルノイラミン酸
残基中のグリコリル基が挙げられる。
【００３８】
「一般式（１）で表される基で置換された糖残基」として、具体的にはＮ−アセチルノ
イラミン酸残基中のアセチル基、又はＮ−グリコリルノイラミン酸残基中のグリコリル基
が、一般式（１）で表される基で置き換わっている糖残基が挙げられ、好ましくはＮ−ア
セチルノイラミン酸残基中のアセチル基、又はＮ−グリコリルノイラミン酸残基中のグリ
コリル基が、メタクリル基で表される基で置き換わっている糖残基（Ｎ−メタクリロイル
ノイラミン酸残基）が挙げられる。
【００３９】
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一般式（１）中、Ｒは水素又は炭素数１〜３のアルキル基を示す。Ｒとして、具体的に
は、水素、メチル基、エチル基、１−プロピル基、又は２−プロピル基が挙げられ、好ま
しくはメチル基、エチル基、１−プロピル基、又は２−プロピル基が挙げられ、より好ま
しくはメチル基、又はエチル基が挙げられ、さらに好ましくはメチル基が挙げられる。
【００４０】
一般式（１）で表される基で置換された糖残基で置き換えられる「糖鎖を構成する糖残
基」の糖鎖上の位置は特に限定されない。置き換えられる糖残基としては、具体的には、
糖鎖末端に存在する糖残基が好ましく挙げられる。
【００４１】
本発明の糖タンパク質は、糖タンパク質を発現している細胞と、一般式（１）で表され
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る基で置換された糖、及び／又は細胞内において一般式（１）で表される基で置換された
糖に代謝される糖とを接触させることを含む方法により製造することができる。この製造
方法によれば、細胞内でタンパク質に糖鎖が付加されて糖タンパク質が合成される際に、
本来付加される糖の代わりに、一般式（１）で表される基で置換された糖が付加されるこ
とにより、本発明の糖タンパク質が合成される。
【００４２】
糖タンパク質を発現している細胞としては、特に限定されず、例えば動物細胞を広く使
用することができる。細胞としては、所望の糖タンパク質の発現量が高い細胞が好ましい
。例えば、所望の糖タンパク質がＰ−セレクチングリコプロテインリガンド−１である場
合は、該糖タンパク質の発現量が高い細胞、例えば血球細胞を使用することが好ましい。
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【００４３】
一般式（１）で表される基で置換された糖としては、前述の「一般式（１）で表される
糖残基」に対応する糖を用いることができる。
【００４４】
細胞内において一般式（１）で表される基で置換された糖に代謝される糖とは、細胞内
における代謝により各種修飾が行われることにより一般式（１）で表される基で置換され
た糖に変換される糖を意味する。具体的には、マンノサミンは細胞内における代謝により
シアル酸に変換されるため、一般式（１）で表される基で置換されたシアル酸に代謝され
る糖として、一般式（１）で表される基で置換されたマンノサミンが例示される。
【００４５】
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一般式（１）で表される基で置換された糖、及び／又は細胞内において一般式（１）で
表される基で置換された糖に代謝される糖としては、一種又は二種以上を組み合わせても
よい。
【００４６】
一般式（１）で表される基で置換された糖、又は細胞内において一般式（１）で表され
る基で置換された糖に代謝される糖は、公知の方法又はそれに準じた方法に従って合成す
ることができる。
【００４７】
接触の態様は、特に限定されず、例えば糖タンパク質を発現している細胞の培養培地と
、一般式（１）で表される基で置換された糖、及び／又は細胞内において一般式（１）で
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表される基で置換された糖に代謝される糖とを混合するという態様が挙げられる。この態
様において、一般式（１）で表される基で置換された糖、及び／又は細胞内において一般
式（１）で表される基で置換された糖に代謝される糖の培地中の濃度としては、例えば０
．１〜５０ｍＭが挙げられ、好ましくは０．５〜２０ｍＭが挙げられ、より好ましくは１
．５〜１５ｍＭが挙げられ、さらに好ましくは３〜８ｍＭが挙げられる。この濃度範囲は
、製造される糖タンパク質が、一般式（１）で表される基で置換された糖で置き換えられ
ていながらも、糖タンパク質本来の機能を損なわずに発揮できるという観点から好ましい
。
【００４８】
接触後、細胞を一定時間、例えば１〜５日間培養することにより、本発明の糖タンパク
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質が合成される。
【００４９】
培養後、本発明の糖タンパク質を、所望により公知の方法に従って精製してもよい。こ
のような方法としては、例えば、細胞破砕物から、公知のタンパク質画分分離方法により
タンパク質画分を精製する方法、又は所望の糖タンパク質に対する抗体を用いたアフィニ
ティークロマトグラフィーによって精製する方法が挙げられる。
【００５０】
本発明の糖タンパク質は、一般式（１）で表される基を介して求核性基などの官能基を
有する化合物と連結できるため、後述の化合物連結タンパク質を簡便且つ効率的に製造す
るのに利用できる。また、本発明の糖タンパク質は、糖タンパク質の機能を損なわずに発
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揮することができる。例えば、糖タンパク質がＰ−セレクチングリコプロテインリガンド
−１である場合は、Ｐ−セレクチングリコプロテインリガンド−１の機能、すなわちＰ−
セレクチンに結合する機能を損なわない。
【００５１】
（２）化合物連結糖タンパク質
本発明の化合物連結糖タンパク質は、本発明の糖タンパク質と、求核性基及び／又は一
般式（１）で表される基を有する化合物とが、糖タンパク質上の一般式（１）で表される
基を介して連結している、化合物連結糖タンパク質である。
【００５２】
本発明の糖タンパク質としては、前述の「（１）糖タンパク質」と同じものを採用でき
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る。
【００５３】
求核性基としては、求核性を有する基であれば特に限定されない。求核性基としては、
例えば、チオール基、カルボキシル基、カルボン酸塩基、カルボン酸無水物基、スルホン
酸（塩）基、１，２級アミノ基、フェノキシド基、水酸基、スルフィド基、ホスフィン基
、ホスファイト基、リン酸基、アルシン基、有機セレン基、ヒドロキシド基、ハロゲンイ
オン（例えば塩素イオン）等が挙げられ、好ましくはチオール基、又は１級アミノ基が挙
げられる。
【００５４】
求核性基及び／又は一般式（１）で表される基を有する化合物としては、求核性基及び
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／又は一般式（１）で表される基を有する限り特に限定されない。例えば、医薬化合物、
又は高分子化合物が挙げられる。
【００５５】
医薬化合物としては、抗炎症剤、又は抗がん剤が挙げられる。
【００５６】
高分子化合物としては、例えば、タンパク質、核酸、脂質、多糖類、若しくは天然ゴム
等の天然高分子、又は合成樹脂、シリコン樹脂、合成繊維、若しくは合成ゴム等の合成高
分子等が挙げられる。具体的には、エチレングリコールが重合した構造を有する化合物、
又はアクリル樹脂が挙げられる。
【００５７】
求核性基及び／又は一般式（１）で表される基を有する化合物として医薬化合物を採用
する場合は、連結される糖タンパク質の局在を利用して、糖タンパク質に連結した医薬化
合物を特定部位に効率的に伝達することができる。
【００５８】
求核性基及び／又は一般式（１）で表される基を有する化合物としてエチレングリコー
ルが重合した構造を有する化合物を採用する場合は、肝臓での代謝を阻害するという該化
合物の機能を利用して、連結される糖タンパク質の血中寿命を延ばすことができる。エチ
レングリコールが重合した構造を有する化合物としては、例えば、一般式（２）：
【００５９】
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【化４】

10
【００６０】
［式中、ｎは数平均で１〜５００を示す］
で表される化合物が挙げられる。ｎとしては、好ましくは数平均で５〜１００が挙げられ
、より好ましくは数平均で２０〜７０が挙げられる。
【００６１】
本発明の化合物連結糖タンパク質においては、本発明の糖タンパク質と、求核性基及び
／又は一般式（１）で表される基を有する化合物とが、糖タンパク質上の一般式（１）で
表される基を介して連結している。
【００６２】
糖タンパク質上の一般式（１）で表される基を介して連結しているとは、本発明の糖タ
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ンパク質上の一般式（１）で表される基と、求核性基及び／又は一般式（１）で表される
基を有する化合物上の求核性基及び／又は一般式（１）で表される基とが、付加反応や重
合反応などにより連結していることを意味する。例えば求核性基として少なくとも1つの
チオール基を有する化合物を採用する場合は、少なくとも1つの下記式
【００６３】
【化５】

30
【００６４】
［式中、＊１は、本発明の糖タンパク質から少なくとも１つの一般式（１）で表される基
を除いて得られる基と結合する部位を示し、＊２は、チオール基を有する化合物から少な
くとも1つのチオール基を除いて得られる基を示し、Ｒは水素又は炭素数１〜３のアルキ
ル基を示す］
で表される二価の基を介して、本発明の糖タンパク質とチオール基を有する化合物とが連
結していることを示す。
【００６５】
本発明の化合物連結糖タンパク質は、本発明の糖タンパク質と、求核性基及び／又は一
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般式（１）で表される基を有する化合物とを反応させることにより製造することができる
。
【００６６】
反応条件（溶媒、反応温度、又は反応時間等）は、本発明の糖タンパク質上の一般式（
１）で表される基と、求核性基及び／又は一般式（１）で表される基を有する化合物上の
求核性基及び／又は一般式（１）で表される基とが付加反応や重合反応などにより連結で
きる限り特に限定されない。
【００６７】
溶媒としては、例えば緩衝液、具体的にはＰＢＳ、又はハンクス緩衝溶液等の水系溶媒
が挙げられる。
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【００６８】
反応温度としては、例えば４〜５０℃が挙げられる。
【００６９】
反応時間としては、例えば５〜６０分間が挙げられる。
【００７０】
反応中、紫外線を照射することにより、付加反応や重合反応を効率的に進めることがで
きる。
【００７１】
また、反応中、重合開始剤を共存させることにより、反応を効率的に進めることができ
る。重合開始としては、例えばアルキルフェノン系光重合開始剤、アシルフォスフィンオ
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キサイド系光重合開始剤、又はチタノセン系光重合開始剤等のラジカル型光重合開始剤が
挙げられる。
【００７２】
反応後、精製した本発明の化合物連結糖タンパク質を、公知の方法に従って精製しても
よい。このような方法としては、例えば、反応物から、各種クロマトグラフィーによって
本発明の化合物連結糖タンパク質を精製する方法、又は所望の糖タンパク質に対する抗体
を用いたアフィニティークロマトグラフィーによって精製する方法等が挙げられる。
【００７３】
本発明の化合物連結糖タンパク質は、連結する糖タンパク質又は化合物の種類に応じて
種々の機能を発揮する。
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【００７４】
例えば、糖タンパク質として生体内の特定部位に局在（又は集積）する糖タンパク質を
採用すれば、その性質を利用して、連結する化合物を特定部位に効率的に伝達することが
できる。具体的には、糖タンパク質としてＰ−セレクチングリコプロテインリガンド−１
を採用すれば、該糖タンパク質が炎症細胞特異的に発現するＰ−セレクチンに結合すると
いう機能を利用して、連結された化合物（例えば医薬化合物）を効率的に炎症部位に伝達
することができる。
【００７５】
また別の例として、連結する化合物として特定の性質を有する化合物を採用すれば、糖
タンパク質の性質を改善（改質）することができる。具体的には、連結する化合物として
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、エチレングリコールが重合した構造を有する化合物を採用すれば、肝臓での代謝を阻害
するという該化合物の機能を利用して、連結される糖タンパク質の血中寿命を延ばすこと
ができる。
【００７６】
本発明の化合物連結糖タンパク質は上記のような機能を発揮するため、医薬組成物の有
効成分として有用である。
【００７７】
医薬組成物は、本発明の化合物連結糖タンパク質そのものであってもよいし、これと他
の薬理活性成分、薬学的に許容される基剤、担体、添加剤（例えば溶剤、分散剤、乳化剤
、緩衝剤、安定剤、賦形剤、結合剤、崩壊剤、滑沢剤等）等が必要に応じて配合され、注
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射剤、錠剤、丸剤、散剤、液剤、懸濁剤、乳剤、顆粒剤、カプセル剤等の医薬製剤に調製
されたものでもよい。
【００７８】
本発明の化合物連結糖タンパク質の医薬組成物中の含有量は、例えば、０．１〜１００
重量％であり得る。医薬組成物の有効成分の一日摂取量は、患者の年齢や性別、病状の重
篤度等に応じて、適宜設定することができる。
【００７９】
医薬組成物は、本発明の化合物連結糖タンパク質を配合し、さらに必要に応じて上記他
の薬理活性成分、上記薬学的に許容される基剤、担体、添加剤を配合し、またさらに必要
に応じて注射剤、錠剤、丸剤、散剤、液剤、懸濁剤、乳剤、顆粒剤、カプセル剤等の医薬
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製剤に調製されることによって製造することができる。
【実施例】
【００８０】
以下に、実施例に基づいて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例によっ
て限定されるものではない。
【００８１】
１．メタクリル基で置換された糖の合成
下記反応式に従って、アミノ基がメタクリル基で置換されたマンノサミン（以下、「Ｎ
−Ｎ−メタクリロイルマンノサミン」と示すこともある）を合成した。詳細を以下に説明
する。
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【００８２】
【化６】
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【００８３】
三口フラスコに、脱水テトラヒドロフラン（THF）（Wako：試薬特級）を77 ml、トリエ
チルアミン（TEA）（Wako：和光特級）を常圧蒸留して得られたb.p89.4℃/760 mmHgの留
分を4.2 ml、及びメタクリル酸（Wako：試薬特級）を減圧蒸留して得られたb.p 72℃/14
mmHgの留分を2.4 ml取り、30分間撹拌した。そこへ、3.3 mlのクロロギ酸イソブチル（Wa
ko：ペプチド合成用）を一滴ずつ加え、3時間撹拌した。別の三角フラスコに、脱水テト
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ラヒドロフラン（THF）（Wako：試薬特級）を68.4 ml、及び純水を85.6 ml加え、撹拌し
ながらさらにD‑マンノースアミン塩酸塩（Aldrich）5.00 gとトリエチルアミン（TEA）（
Wako：和光特級）を常圧蒸留して得られたb.p89.4℃/760 mmHgの留分3.6mlを加え、5分間
撹拌した。三口フラスコ中の溶液を三角フラスコに一滴ずつ加え、24時間撹拌した。そこ
へ、重合禁止剤としてp‑メトキシフェノール（Wako）を0.3 ml加えた。エバポレーターに
より有機溶媒を除去し、その後凍結乾燥することにより水を除去して濃縮した。濃縮液を
クロロホルムとメタノールとの混合溶液（クロロホルム：メタノール＝15：1（容量比）
）に溶解し、該溶解液をシリカゲル（Merck silicagel60 0.063‑0.200mm）カラムに通し
た。クロロホルムに対するメタノールの容量を増加させながら、クロロホルムとメタノー
ルとの混合溶液で溶出し、クロロホルム：メタノール＝5：1の混合溶液で溶出したフラク
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ションを回収した。該フラクション中の溶液をエバポレーターで濃縮した。該濃縮液を陽
イオン交換樹脂（Biorad AG50W‑X8 pyridium form）カラムで精製し、精製物を凍結乾燥
により濃縮した。該濃縮液をさらに陰イオン交換樹脂（Biorad AG‑1X2 acetate form）カ
ラムで精製し、精製物を凍結乾燥することにより水を除去した。得られた化合物をNMRで
解析した結果を図１に示す。
【００８４】
図１より、Ｎ−Ｎ−メタクリロイルマンノサミンの合成が確認できた。
【００８５】
２．糖鎖への反応性基の導入
細胞内ではマンノサミンからシアル酸が生合成され、該シアル酸が細胞表面の糖鎖に取
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り込まれることが知られている。このことを利用して、合成したＮ−Ｎ−メタクリロイル
マンノサミンを細胞培養環境下に添加することにより、細胞表面の糖鎖を構成するシアル
酸残基を、メタクリロイルシアル酸残基に置き換えた。メタクリロイルシアル酸に置き換
えられていることの確認は、メタクリロイル基を介して蛍光物質を連結し、蛍光を確認す
ることにより行った。詳細を以下に説明する。
【００８６】
細胞としてはHL‑60細胞（ヒト骨髄性白血病細胞：ヒューマンサイエンス資源バンク）
を用いた。培地としては、RPMI Medium 1640（GIBCO）に、FBS（終濃度10％）及び抗生物
質（終濃度1％）を添加したものを用いた。Ｎ−メタクリロイルマンノサミンはPBS(‑)で5
0mMに調製した。なお、これらは、下記「３．糖タンパク質と化合物の連結」及び「４．
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反応性基が導入された糖タンパク質の機能の評価」においても使用した。
【００８７】
HL‑60細胞を培地中に2.0×105cells/mlになるように懸濁した。12 wellプレートの1 we
ll当たり、該細胞懸濁液1 mlと、50 mMＮ−メタクリロイルマンノサミン溶液（またはPBS
(‑)）110μlを入れた。 37℃、CO2濃度5％の湿潤環境下で3日間培養した。培養後の培養
液を回収し、1000 rpmで3分間遠心分離し、分離された細胞を無血清培地で3回洗浄した。
2.5％Pentaerythritol tetra(mercaptoethyl) polyoxyethylene （日油株式会社：PTE‑10
0SH）と0.05wt% Irgacure 2959（Ciba）の混合溶液300μlを加え、365nmのUVランプを15
分間照射した。1000 rpmで3分間遠心分離し、分離された細胞を無血清培地で3回洗浄した
。10μg/ml

Alexa Fluor 488

C5‑maleimide（invitrogen）を、細胞が懸濁されている
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無血清培地中に、終濃度0.6 μg/mlになうように添加し、暗所において室温で15分間静置
した。1000 rpmで3分間遠心分離し、無血清培地で3回洗浄した。洗浄後の細胞を、共焦点
顕微鏡（ZEISS：LSM5PASCAL‑V3.2）により観察した。観察された微分干渉画像および蛍光
画像を図２に示す。
【００８８】
図２中、ManMA(＋)はＮ−メタクリロイルマンノサミン溶液を添加したサンプルの画像
を示し、ManMA(−)はＮ−メタクリロイルマンノサミン溶液の代わりにPBS(‑)を添加した
サンプルの画像を示す。
【００８９】
図２より、Ｎ−メタクリロイルマンノサミンを添加したサンプルは、細胞表面が蛍光標
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識されていることが示された。すなわち、Ｎ−メタクリロイルマンノサミンを添加するこ
とにより、細胞表面の糖鎖を構成する糖残基が、メタクリロイルシアル酸に置き換えられ
たことが確認できた。
【００９０】
３．糖タンパク質と化合物の連結
３−１． Pentaerythritol tetra(mercaptoethyl) polyoxyethyleneの連結
膜タンパク質の糖鎖を構成するシアル酸残基を、Ｎ−メタクリロイルシアル酸残基に置
き換え、さらにメタクリル基を介してPentaerythritol tetra(mercaptoethyl) polyoxyet
hyleneを連結した。メタクリロイルシアル酸に置き換えられていることの確認、及びPent
aerythritol tetra(mercaptoethyl) polyoxyethyleneが連結されていることの確認は、膜
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タンパク質であるＰ−セレクチングリコプロテインリガンド−１に対する抗体を用いたウ
ェスタンブロットで解析することにより確認した。抗Ｐ−セレクチングリコプロテインリ
ガンド−１抗体で検出されるバンドが、Ｐ−セレクチングリコプロテインリガンド−１の
分子量から推定される位置よりも高い位置に検出されれば、膜タンパク質であるＰ−セレ
クチングリコプロテインリガンド−１上のシアル酸残基がメタクリロイルシアル酸に置き
換えられ、且つメタクリロイル基を介してPentaerythritol tetra(mercaptoethyl) polyo
xyethyleneが連結されていることを示す。詳細を以下に説明する。
【００９１】
HL‑60細胞を培地中に8.0×105cells/mlになるように懸濁した。12 wellプレートの1 we
ll当たり、該細胞懸濁液1 mlと、50 mMＮ−メタクリロイルマンノサミン溶液（またはPBS
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(‑)）110μlを入れた。 37℃、CO2濃度5％の湿潤環境下で3日間培養した。培養後の培養
液を回収し、1000 rpmで3分間遠心分離し、分離された細胞をPBS(‑)で3回洗浄した。洗浄
後、細胞をPBS(‑)195μl中に懸濁した。該懸濁液に0.01 wt% PTE‑100SHと0.05 w% Irgacu
re 2959との混合溶液を105μl加え、365nmのUVランプを10分間照射した。1000 rpmで3分
間遠心分離し、分離された細胞をPBS(‑)で3回洗浄した。
【００９２】
洗浄後の細胞を定法に従って溶解し、ウェスタンブロットを行った。一次抗体溶液とし
てPSGL‑１抗体（TOYOBO）を0.5％スキムミルク/TBSTで333倍に希釈したものを用いた。ウ
ェスタンブロットの結果を図３に示す。
【００９３】

10

図３中、ManMA(＋)はＮ−メタクリロイルマンノサミンを添加したサンプルを示し、Man
MA(−)はＮ−メタクリロイルマンノサミンを添加していないサンプルを示す。PEG‑SH（＋
）はPTE‑100SHを添加したサンプルを示し、PEG‑SH（−）はPTE‑100SHを添加していないサ
ンプルを示す。
【００９４】
図３より、Ｎ−メタクリロイルマンノサミン及びPTE‑100SHを添加したサンプルのレー
ン（図３中の「5」）において、Ｐ−セレクチングリコプロテインリガンド−１の分子量
から推定される位置よりも高い位置にバンドが検出された。すなわち、膜タンパク質であ
るＰ−セレクチングリコプロテインリガンド−１上のシアル酸がメタクリロイルシアル酸
に置き換えられ、メタクリロイル基を介してPentaerythritol tetra(mercaptoethyl) pol
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yoxyethyleneが連結したことが示された。
【００９５】
３−２．リゾチームの連結
0.01 wt% PTE‑100SHの代わりに10 wt%リゾチーム（Wako）を用いる以外は、上記「３−
１．Pentaerythritol tetra(mercaptoethyl) polyoxyethyleneの連結」と同様に行った。
ウェスタンブロットの結果を図４に示す。
【００９６】
図４中、ManMA(＋)はＮ−メタクリロイルマンノサミンを添加したサンプルを示し、Man
MA(−)はＮ−メタクリロイルマンノサミンを添加していないサンプルを示す。リゾチーム
（＋）はリゾチームを添加したサンプルを示し、リゾチーム（−）はリゾチームを添加し
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ていないサンプルを示す。
【００９７】
図４より、Ｎ−メタクリロイルマンノサミン及びリゾチームを添加したサンプルのレー
ン（図４中の「5」）において、Ｐ−セレクチングリコプロテインリガンド−１の分子量
から推定される位置よりも高い位置にバンドが検出された。すなわち、膜タンパク質であ
るＰ−セレクチングリコプロテインリガンド−１上のシアル酸がメタクリロイルシアル酸
に置き換えられ、メタクリロイル基を介してリゾチームが連結したことが示された。
【００９８】
３−３． PMPC‑SHの連結
＜PMPC‑SHの合成＞
PMPC‑SHの合成は、下記反応式に従って行った。詳細を以下に説明する。
【００９９】
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【化７】

10

【０１００】
純水を沸騰するまで加熱し、1時間バブリングした。丸底フラスコに2‑メタクリロイル
オキシエチルホスホリルコリン（日油株式会社：MPC）、10.30g(34.88mmol)、4‑シアノ吉
草酸ジチオベンゾエート0.123g(0.44mmol)、4‑4
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アゾビス(シアノ吉草酸) 0.0170g(0.63

mmol)を加えバブリングした純水30mlに溶かした。30分間撹拌しながらアルゴンでバブリ
ングした。バブリング後、75℃で3時間加熱した。加熱後、純水で3日間透析(MWCO=3500)
し、凍結乾燥した。凍結乾燥物をNMRにより解析した結果を図５に示す。図５より、Poly(
MPC)が合成されていることが確認された。
【０１０１】
凍結乾燥により得られたPoly(MPC) 2.0g(149μmol)をメタノール44.8mLに溶かし、微量
のTCEPを加え、2‑アミノエタノールを溶液の色が無色になるまで滴下した。室温で1時間
撹拌した。反応後メタノールで２日間、純水で1日透析(MWCO=3500)し、凍結乾燥した。凍
結乾燥物をNMRにより解析した結果を図６に示す。図５及び図６より、PMPC‑SHを合成でき
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たことが確認された。
【０１０２】
＜PMPC‑SHの連結＞
0.01 wt% PTE‑100SHの代わりに、合成したPMPC‑SHを用いる以外は、上記「３−１．Pen
taerythritol tetra(mercaptoethyl) polyoxyethyleneの連結」と同様に行った。ウェス
タンブロットの結果を図７に示す。
【０１０３】
図７中、ManMA(＋)はＮ−メタクリロイルマンノサミンを添加したサンプルを示し、Man
MA(−)はＮ−メタクリロイルマンノサミンを添加していないサンプルを示す。PMPC‑SH（
＋）はPMPC‑SHを添加したサンプルを示し、PMPC‑SH（−）はPMPC‑SHを添加していないサ
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ンプルを示す。
【０１０４】
図７より、Ｎ−メタクリロイルマンノサミン及びPMPC‑SHを添加したサンプルのレーン
（図７
中の「5」）において、Ｐ−セレクチングリコプロテインリガンド−１の分子量から推定
される位置よりも高い位置にバンドが検出された。すなわち、膜タンパク質であるＰ−セ
レクチングリコプロテインリガンド−１上のシアル酸がメタクリロイルシアル酸に置き換
えられ、メタクリロイル基を介してPMPC‑SHが連結したことが示された。
【０１０５】
４．反応性基が導入された糖タンパク質の機能の評価
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Ｐ−セレクチングリコプロテインリガンド−１は、炎症した血管内皮細胞特異的に発現
するＰ−セレクチンと結合することにより、炎症部位への血球細胞の遊走を仲介すること
が知られている。この機能の発揮には、Ｐ−セレクチングリコプロテインリガンド−１上
の糖鎖を構成するシアル酸残基が重要な役割を果たしているため、シアル酸残基がメタク
リロイルシアル酸残基に置き換えられた場合、この機能が発揮されない、もしくは著しく
機能が低下する可能性が高い。そこで、シアル酸残基がメタクリロイルシアル酸残基に置
き換えられても、Ｐ−セレクチングリコプロテインリガンド−１が本来の機能を発揮でき
るか否か、すなわちＰ−セレクチンと結合できるか否かを調べた。詳細を以下に説明する
。
【０１０６】

10

HL‑60細胞を培地中に2.0×105cells/mlになるように懸濁した。12 wellプレートの1 we
ll当たり、該細胞懸濁液1 mlと、50 mMＮ−メタクリロイルマンノサミン溶液（またはPBS
(‑)）110μlを入れた。 37℃、CO2濃度5％の湿潤環境下で3日間培養した。培養後、1000
rpmで3分間遠心分離し、培地で3回洗浄した。洗浄後の細胞を1 mlの培地に懸濁し、そこ
へCalcein AMを5μl加え、暗所で15分間静置した。静置後、細胞をPBS(‑)で3回洗浄した
。洗浄後の細胞を500μlの培地に懸濁した。
【０１０７】
一方で、ガラスベースディシュにHUVEC（正常ヒト臍帯静脈内皮細胞：ヒューマンサイ
エンス資源バンク）を播種し、コンフルエントになるまで培養した。HUVECを培養したガ
ラスベースディシュにIL‑1α（またはPBS(‑)）を5μl加え、4時間培養した。培養後の細
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胞を培地で洗浄後、500μlの培地を加えた。
【０１０８】
HL‑60細胞の懸濁液をHUVECが培養されているガラスベースディシュに加え、37℃、CO2
濃度5％の湿潤環境下で30分間培養した。培養後、PBS(‑)で2回洗浄した。洗浄後、蛍光顕
微鏡で観察した。観察画像を図８に示す。
【０１０９】
洗浄により、ガラスベースディシュに接着して培養されているHUVECはディッシュ上に
残り、浮遊細胞であるHL‑60細胞は、HUVECと接着していない場合はディッシュ上に残らな
いが、HUVECと接着している場合はディッシュ上に残る。HL‑60細胞はCalcein AMで蛍光標
識されているため、洗浄後の蛍光観察により蛍光が確認されれば、HL‑60細胞とHUVECとが
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接着していることを示す。
【０１１０】
図８中、ManMA(＋)はＮ−メタクリロイルマンノサミンを添加したサンプルを示し、Man
MA(−)はＮ−メタクリロイルマンノサミンを添加していないサンプルを示す。IL‑1α（＋
）はIL‑1αを添加したサンプル、すなわちHUVEC上にＰ−セレクチンの発現が誘導された
サンプルを示し、IL‑1α（−）はIL‑1αを添加していないサンプルを示す。
【０１１１】
図８より、Ｎ−メタクリロイルマンノサミンを添加していない場合と、Ｎ−メタクリロ
イルマンノサミンを添加した場合との間に、蛍光量の差はなかった。すなわち、シアル酸
残基がメタクリロイルシアル酸残基に置き換えられたHL‑60細胞でも、置き換えられてい
ない場合と同様に、Ｐ−セレクチンを発現しているHUVECに接着したことが示された。よ
り具体的には、シアル酸残基がメタクリロイルシアル酸残基に置き換えられたＰ−セレク
チングリコプロテインリガンド−１でも、Ｐ−セレクチンと結合するという本来の機能を
発揮できることが示された。
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