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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の工程を有する試料中のカルジオリピンの定量方法：
(1)試料にホスホリパーゼD、グリセロールキナーゼ、グリセロール−３−リン酸オキシダ
ーゼ及びペルオキシダーゼを作用させる工程、並びに
(2)工程(1)で生成する化合物の蛍光強度、吸光度又は発光量を測定し、予め求めた検量線
からカルジオリピンを定量する工程。
【請求項２】
前記工程(1)において、(a)ホスホリパーゼDを作用させる段階、並びに(b)グリセロール
キナーゼ、グリセロール−３−リン酸オキシダーゼ及びペルオキシダーゼを作用させる段
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階、の二段階に分けて酵素を作用させる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記ホスホリパーゼDが、ストレプトマイセス属に属する微生物由来のものである、請
求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記ホスホリパーゼDが、ストレプトマイセス・クロモフスカスに属する微生物由来の
ものである、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
ホスホリパーゼD、グリセロールキナーゼ、グリセロール−３−リン酸オキシダーゼ及
びペルオキシダーゼを含むカルジオリピンの定量用キット。

20

(2)

JP 6513637 B2 2019.5.15

【請求項６】
前記ホスホリパーゼDが、ストレプトマイセス属に属する微生物由来のものである、請
求項５に記載のキット。
【請求項７】
前記ホスホリパーゼDが、ストレプトマイセス・クロモフスカスに属する微生物由来の
ものである、請求項５に記載のキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、カルジオリピンの定量方法、及びカルジオリピンの定量用キットに関する。
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【背景技術】
【０００２】
カルジオリピン(cardiolipin) (以下、CLと称することもある)は、リン脂質の一種であ
って、動物、植物、細菌界に広く分布し、動、植物では全リン脂質の1〜15%、細菌によっ
ては全リン脂質の50%を占める場合もある。また、カルジオリピンは、以下の構造を有し
ている。
【０００３】
【化１】
20

【０００４】
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CLは、哺乳類細胞において主にミトコンドリアに存在しているリン脂質である。このた
め、CLは、電子伝達系を含むミトコンドリアに存在する様々な酵素活性を調節し、アポト
ーシスにも関与している。特に、心筋細胞には多量のCLが含まれる。
【０００５】
従来、CLの定量は、薄層クロマトグラフィー／リン定量法により行われてきた。しかし
ながら、これらの定量法は、検出感度及び定量精度が低く、時間及び手間を必要とした。
また、CLに対する質量分析法は確立していない。
【０００６】
このように、CLは生体において重要で欠かすことのできない成分であるにもかかわらず
、その分析法は現在においても極めて乏しい。

40

【０００７】
本発明者は、これまでに一連のリン脂質(ホスファチジルコリン、ホスファチジルエタ
ノールアミン、ホスファチジン酸、ホスファチジルセリン、及びスフィンゴミエリン)に
対する酵素蛍光定量法を開発している(特許文献１、２等)。
【０００８】
特許文献１では、ホスホリパーゼD、L‑アミノ酸オキシダーゼ及びペルオキシダーゼを
試料に作用させて、生成する化合物の蛍光強度を測定することによるホスファチジルセリ
ンの酵素定量法が報告されている。
【０００９】
また、特許文献２では、スフィンゴミエリナーゼ、アルカリホスファターゼ、コリンオ

50

(3)

JP 6513637 B2 2019.5.15

キシダーゼ及びペルオキシダーゼを試料に作用させて、生成する化合物の蛍光強度を測定
することによるスフィンゴミエリンの酵素定量法が報告されている。
【００１０】
しかしながら、CLについての酵素蛍光定量法については開発されていないため、CLが抜
け落ちることにより、リン脂質全体のプロファイルが分からないことが問題となっている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】国際公開第2012/070617号
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【特許文献２】特開2013‑255436号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
このように、従来、CLの定量は、薄層クロマトグラフィー／リン定量法により行われて
いる。しかしながら、これらの方法には、検出感度及び定量精度が低いこと、時間及び手
間がかかることなどの欠点がある。
【００１３】
本発明は、CLを高感度で簡便に定量できるカルジオリピンの定量方法、及びカルジオリ
ピンの定量用キットを提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明者は、上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、図１に示す一連の酵素反応
を用いることによって、上記目的を達成することができるという知見を得た。図１に示す
カルジオリピンの定量方法について以下説明する。
(i) ホスホリパーゼDによりCLを加水分解することで、グリセロール及びホスファチジン
酸を生成させる。
(ii) グリセロールキナーゼによりグリセロールをリン酸化し、グリセロール−３−リン
酸を生成させる。
(iii) グリセロール−３−リン酸オキシダーゼによりグリセロール−３−リン酸を酸化し
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、H2O2を生成させる。
(iv) 10‑アセチル‑3,7‑ジヒドロキシフェノキサジン(Amplex(商標) Red)及びH2O2をペル
オキシダーゼにより反応させることでレゾルフィンを生成させる。レゾルフィンから生じ
る蛍光強度を測定することにより、CL量を測定することができる。
【００１５】
このように、ホスホリパーゼDがCLを分解してグリセロールを遊離させることができる
ことは知られていなかった。
【００１６】
本発明は、これら知見に基づき、更に検討を重ねて完成されたものであり、次のカルジ
オリピンの定量方法、及びカルジオリピンの定量用キットを提供するものである。
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【００１７】
(I) カルジオリピンの定量方法
(I‑1) 以下の工程を有する試料中のカルジオリピンの定量方法：
(1)試料にホスホリパーゼD、グリセロールキナーゼ、グリセロール−３−リン酸オキシダ
ーゼ及びペルオキシダーゼを作用させる工程、並びに
(2)工程(1)で生成する化合物の蛍光強度、吸光度又は発光量を測定し、予め求めた検量線
からカルジオリピンを定量する工程。
(I‑2) 前記工程(1)において、(a)ホスホリパーゼDを作用させる段階、並びに(b)グリセロ
ールキナーゼ、グリセロール−３−リン酸オキシダーゼ及びペルオキシダーゼを作用させ
る段階、の二段階に分けて酵素を作用させる、(I‑1)に記載の方法。
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(I‑3) 前記ホスホリパーゼDが、ストレプトマイセス属に属する微生物由来のものである
、(I‑1)又は(I‑2)に記載の方法。
(I‑4) 前記ホスホリパーゼDが、ストレプトマイセス・クロモフスカスに属する微生物由
来のものである、(I‑1)〜(I‑3)のいずれか一項に記載の方法。
【００１８】
(II) カルジオリピンの定量用キット
(II‑1) ホスホリパーゼD、グリセロールキナーゼ、グリセロール−３−リン酸オキシダー
ゼ及びペルオキシダーゼを含むカルジオリピンの定量用キット。
(II‑2) 前記ホスホリパーゼDが、ストレプトマイセス属に属する微生物由来のものである
、(II‑1)に記載のキット。
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(II‑3) 前記ホスホリパーゼDが、ストレプトマイセス・クロモフスカスに属する微生物由
来のものである、(II‑1)又は(II‑2)に記載のキット。
【発明の効果】
【００１９】
本発明のカルジオリピンの定量方法及び定量用キットは、高感度、且つ高精度なカルジ
オリピンの定量が可能である。
【００２０】
また、本発明の検出限界は10 pmolであり、従来のCLの定量方法と比べて、極めて高感
度であり、高精度の定量を行うことが可能である。
【００２１】
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さらに、本発明における必要な操作は、ピペットによる試料及び反応液のマイクロプレ
ートへの分注が主で、極めて簡便であり、そのため、ハイスループット定量が可能になる
。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明のCLの定量方法における反応を示す図である。
【図２】試験例１のCL測定における標準曲線を示すグラフである。各点は3回の測定の平
均±S.D.を表す。線は、線形回帰分析によって得た。相関係数は、r=0.9996 (Ａ)とr=0.9
998 (Ｂ)であった。
【図３】試験例１のCL測定におけるウシ心臓由来CL、及び4つのオレオイル鎖を持つCL (T
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OCL)(ともに100μM)に反応した蛍光変化を示すグラフであり、ウシ心臓由来CLによる蛍光
変化を100%として表している。各バーは3回の測定の平均±S.D.を表す。多重比較は、ANO
VAに従いBonferroni検定を使用して行った。ウシ心臓由来CLとTOCLとの間で統計学的に有
意な相違はなかった。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
以下、本発明のカルジオリピンの定量方法、及びカルジオリピンの定量用キットについ
て詳細に説明する。
【００２４】
カルジオリピンの定量方法
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本発明の試料中のカルジオリピンの定量方法は、以下の工程を有することを特徴とする
。
(1)試料にホスホリパーゼD、グリセロールキナーゼ、グリセロール−３−リン酸オキシダ
ーゼ及びペルオキシダーゼを作用させる工程、並びに
(2)工程(1)で生成する化合物の蛍光強度、吸光度又は発光量を測定し、予め求めた検量線
からカルジオリピンを定量する工程。
【００２５】
以下、各工程について説明する。
【００２６】
＜工程(1)＞
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工程(1)では、試料にホスホリパーゼD、グリセロールキナーゼ、グリセロール−３−リ
ン酸オキシダーゼ及びペルオキシダーゼを作用させる。
【００２７】
試料にホスホリパーゼDを作用させることにより、CL及びH2Oからグリセロール及びホス
ファチジン酸が生成する。次に、当該生成物にグリセロールキナーゼを作用させることに
より、グリセロール及びATP (アデノシン5'‑三リン酸)からグリセロール−３−リン酸及
びADP (アデノシン5'‑二リン酸)が生成する。次に、当該生成物にグリセロール−３−リ
ン酸オキシダーゼを作用させることにより、グリセロール−３−リン酸とO2からH2O2とジ
ヒドロキシアセトンリン酸が生成する。
【００２８】
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ホスホリパーゼD (EC 3.1.4.4)は、グリセロリン脂質のホスホジエステル結合の塩基側
を加水分解するリン脂質加水分解酵素である。本発明で使用するホスホリパーゼDは、カ
ルジオリピンを加水分解して、グリセロールとホスファチジン酸を生成させることができ
るものであれば、微生物、動物及び植物いずれの由来のホスホリパーゼDでも使用できる
が、微生物由来のホスホリパーゼDが好ましく、ストレプトマイセス属由来のホスホリパ
ーゼDがより好ましく、ストレプトミセス・クロモフスカス(Streptomyces chromofuscus)
由来のものが特に好ましい。
【００２９】
本発明で使用するグリセロールキナーゼ (EC 2.7.1.30)は、グリセロールをリン酸化し
、グリセロール−３−リン酸を生成させることができるものであれば、微生物、動物及び
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植物由来のグリセロールキナーゼを広く使用できる。これらの中でも、微生物由来のグリ
セロールキナーゼが好ましく、セルロモナス・エスピー(Cellulomonas sp.)由来のグリセ
ロールキナーゼが特に好ましい。
【００３０】
本発明で使用するグリセロール−３−リン酸オキシダーゼ(EC 1.1.3.21)は、グリセロ
ール−３−リン酸を酸化し、過酸化水素を生成させることができるものであれば、微生物
、動物及び植物由来のグリセロール−３−リン酸オキシダーゼを広く使用できる。これら
の中でも、微生物由来のグリセロール−３−リン酸オキシダーゼが好ましく、ペディオコ
ッカス・エスピー(Pediococcus sp.)由来のグリセロール−３−リン酸オキシダーゼが特
に好ましい。
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【００３１】
本発明で使用するペルオキシダーゼ(EC 1.11.1.7)は、微生物、動物及び植物由来のペ
ルオキシダーゼを広く使用できる。これらの中でも、植物由来のペルオキシダーゼが好ま
しく、西洋ワサビ(horseradish)由来のペルオキシダーゼが特に好ましい。
【００３２】
本発明のCLの定量方法では、試料に上記4種類の酵素を作用させる場合は、4種の酵素を
一緒に添加して一度に反応させてもよいし又は逐次的に添加して反応させてもよい。しか
しながら、(a) ホスホリパーゼD、並びに(b) グリセロールキナーゼ、グリセロール−３
−リン酸オキシダーゼ及びペルオキシダーゼ、の二段階に分けて酵素を作用させることが
好ましい。このように、4種類の酵素を段階的に反応させることにより精度を高めること
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ができる。
【００３３】
試料にホスホリパーゼDを作用させる条件としては使用する酵素の特性に応じて適宜設
定することができるが、pHは通常6〜9、温度は通常15〜40℃である。試料にホスホリパー
ゼDを作用させる時間は、分析する試料の特性に応じて適宜設定することができるが、通
常1分以上である。
【００３４】
試料にグリセロールキナーゼを作用させる条件としては使用する酵素の特性に応じて適
宜設定することができるが、pHは通常6〜9、温度は通常15〜40℃である。試料にグリセロ
ールキナーゼを作用させる時間は、分析する試料の特性に応じて適宜設定することができ
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るが、通常1分以上である。
【００３５】
試料にグリセロール−３−リン酸オキシダーゼを作用させる条件としては使用する酵素
の特性に応じて適宜設定することができるが、pHは通常6〜9、温度は通常15〜40℃である
。試料にグリセロール−３−リン酸オキシダーゼを作用させる時間は、分析する試料の特
性に応じて適宜設定することができるが、通常1分以上である。
【００３６】
試料にペルオキシダーゼを作用させる条件としては使用する酵素の特性に応じて適宜設
定することができるが、pHは通常6〜9、温度は通常15〜40℃である。試料にペルオキシダ
ーゼを作用させる時間は、分析する試料の特性に応じて適宜設定することができるが、通

10

常1分以上である。
【００３７】
4種類の酵素の作用温度及びpHが共通する場合は全ての酵素の反応を同時に行うことが
でき、作用温度及びpHが酵素により異なる場合は逐次段階的に必要とされる温度及びpHに
設定し反応を行うことができる。
【００３８】
本発明のCLの定量方法において、試料に4種類の酵素を作用させる反応液中の4種類の酵
素の量は、含まれるCL量等を考慮して分析に適切な酵素量に適宜調整することができる。
これら4種類の酵素は、反応時間内にほぼ完全に反応を終えることで高い精度が得られる
ため、十分な量の酵素を用いることが望ましい。
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【００３９】
本発明において、試料にホスホリパーゼD、グリセロールキナーゼ、グリセロール−３
−リン酸オキシダーゼ及びペルオキシダーゼを作用させるための反応液には、ペルオキシ
ダーゼの存在下でH2O2と反応することで蛍光強度、吸光度又は発光量が増加する化合物が
含まれる。なお、4種の酵素を逐次的に反応させる場合は、当該化合物は、少なくともペ
ルオキシダーゼを反応させる際の反応液に含まれていればよい。そのような化合物として
は、例えば、10‑アセチル‑3,7‑ジヒドロキシフェノキサジン(Amplex Red)が挙げられる。
反応液中の10‑アセチル‑3,7‑ジヒドロキシフェノキサジンの濃度は適宜調整することがで
きるが、通常10〜500μMである。
【００４０】
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試料にホスホリパーゼD、グリセロールキナーゼ、グリセロール−３−リン酸オキシダ
ーゼ及びペルオキシダーゼを作用させるための反応液には、試料と酵素の他に、緩衝液、
金属塩、ATP等が含まれていてもよい。緩衝液としては、例えばトリス‑塩酸緩衝液、リン
酸カリウム緩衝液、グリシン‑塩酸緩衝液、酢酸緩衝液、クエン酸緩衝液等が挙げられる
。金属塩としては、例えば、マグネシウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩等が挙げられる
。なお、グリセロールキナーゼを作用させる反応液には、ATPとマグネシウム塩が含まれ
ていることが望ましい。
【００４１】
本発明における試料としては、CLの定量が求められているものであれば特に限定されず
、例えば、培養細胞、培養液、ヒト又は動物の組織及び血液を含む体液、植物の組織及び
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植物体液、菌類、真菌類、細菌及び細菌の培養液、医薬、食品、サプリメント等が挙げら
れる。試料は希釈液により希釈されていてもよく、そのような希釈液としては緩衝液が挙
げられる。緩衝液としては、例えば前述するものが挙げられる。試料は酵素反応の前に前
処理されていてもよく、そのような処理としては加熱処理等が挙げられる。
【００４２】
＜工程(2)＞
工程(2)では、工程(1)で生成する化合物の蛍光強度、吸光度又は発光量を測定し、予め
求めた検量線からカルジオリピンを定量する。
【００４３】
一連の反応の結果、1分子のCLから1分子のH2O2が生成するため、H2O2量を測定すること
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でCLを定量することが可能となる。
【００４４】
工程(2)における測定方法としては、具体的には、ペルオキシダーゼによってH2O2と反
応して新たな吸収波長を得る化合物(例えば、N,N'‑ビス(2‑ヒドロキシ‑3‑スルホプロピル
)トリジン等)を用いて吸光度測定を行う方法、ペルオキシダーゼによってH2O2と反応して
複数の化合物が酸化縮合し新たな吸収波長を得る化合物(例えば、フェノールと4‑アミノ
アンチピリンとの酸化縮合等)を用いて吸光度測定を行う方法、ペルオキシダーゼによっ
てH2O2と反応して新たに蛍光を生じる化合物(例えば、10‑アセチル‑3,7‑ジヒドロキシフ
ェノキサジン等)を用いて蛍光強度を測定する方法、及びペルオキシダーゼによってH2O2
と反応して新たに発光を生じる化合物(例えば、ルミノール等)を用いて発光量を測定する
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方法が挙げられる。
【００４５】
上記の中でも好ましいのは、ペルオキシダーゼによってH2O2と反応して新たに蛍光を生
じる化合物を用いて蛍光強度を測定する方法であり、特に好ましいのはH2O2に10‑アセチ
ル‑3,7‑ジヒドロキシフェノキサジン(Amplex Red)とペルオキシダーゼを作用させること
により生成するレゾルフィンの蛍光強度を測定する方法である。レゾルフィンは、蛍光性
化合物であり、最大励起波長は571 nm、最大蛍光波長は585 nmである。それに対して、10
‑アセチル‑3,7‑ジヒドロキシフェノキサジンは、非蛍光性化合物であり、波長571 nm付近
の光を照射しても蛍光は生じない。一連の反応の結果、1分子のCLから1分子のレゾルフィ
ンが生成するため、レゾルフィン量を測定することでCLを定量することが可能である。レ
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ゾルフィン量の測定は、例えば蛍光マイクロプレートリーダーを使用し、励起波長544 nm
、蛍光波長590 nmを選択して蛍光強度を測定することにより行うことができる。
【００４６】
本発明において、微生物、動物又は植物由来の酵素とは、微生物、動物又は植物が産生
する酵素、及び該酵素のアミノ酸配列において、1又は2個以上のアミノ酸を置換、付加、
欠失、挿入させることで得られ、且つ本来有する酵素活性を有している改変体を広く包含
する。
【００４７】
上記「1個若しくは2個以上」の範囲は特に限定されないが、例えば1〜50個、好ましく
は1〜25個、より好ましくは1〜12個、更に好ましくは1〜9個、特に好ましくは1〜5個を意
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味する。特定のアミノ酸配列において、1個若しくは2個以上のアミノ酸を置換、欠失、又
は付加させる技術は公知である。
【００４８】
上記の各酵素は市販品として入手可能であるか、又は公知の遺伝子配列の情報を利用し
て遺伝子を取得し形質転換体を作製することにより生産することができる。生産した酵素
の精製は、アフィニティークロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、ハイド
ロキシアパタイトカラムクロマトグラフィー、硫酸アンモニウム塩折法等により行うこと
ができる。
【００４９】
本発明のCLの定量方法の一例として次の方法が挙げられる。まずCLの濃度が既知の溶液
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を適宜希釈した標準試料について本発明の方法により蛍光強度を測定し、CL濃度に対する
蛍光強度の検量線を作成する。そして、CLの含量が未知の試料を用いて本発明により蛍光
強度を測定し、上記検量線からCL量を求めることができる。
【００５０】
本発明のカルジオリピンの定量方法は、高感度、且つ高精度なカルジオリピンの定量が
可能である。
【００５１】
カルジオリピンの定量用キット
本発明のカルジオリピンの定量用キットは、ホスホリパーゼD、グリセロールキナーゼ
、グリセロール−３−リン酸オキシダーゼ及びペルオキシダーゼを含むことを特徴とする
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。
【００５２】
本発明のCLの定量用キットを用いて前記CLの定量方法を実施することで、高感度、且つ
高精度なカルジオリピンの定量が可能である。
【００５３】
本発明のCLの定量用キットを使用する方法は、前述するCLの定量方法を適用できる。
【００５４】
ホスホリパーゼD、グリセロールキナーゼ、グリセロール−３−リン酸オキシダーゼ及
びペルオキシダーゼは前述したものと同様である。
【００５５】
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本発明のCLの定量用キットは、ホスホリパーゼD、グリセロールキナーゼ、グリセロー
ル−３−リン酸オキシダーゼ及びペルオキシダーゼを酵素液として含んでいてもよいし、
また乾燥粉末の形態で含んでいてもよい。本発明のCLの定量用キットは、H2O2の存在下で
ペルオキシダーゼを作用させることで蛍光強度、吸光度又は発光量を測定可能な化合物を
生成する化合物を含んでいてもよい。本発明のCLの定量用キットはまた、更に緩衝剤、金
属塩、ATP等を含んでいてもよく、マグネシウム塩とATPとを少なくとも含んでいることが
望ましい。緩衝剤及び金属塩としては前述するものが挙げられる。緩衝剤及び金属塩は水
溶液又は粉末の形態でキットに含まれていることが好ましい。
【実施例】
【００５６】
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以下、本発明を更に詳しく説明するため実施例を挙げる。しかし、本発明はこれら実施
例等になんら限定されるものではない。
【００５７】
材料
ストレプトマイセス・クロモフスカス由来のホスホリパーゼDは、旭化成株式会社から
購入した。セルロモナス・エスピー由来のグリセロールキナーゼ及びペディオコッカス・
エスピー由来のグリセロール−３−リン酸オキシダーゼは、東洋紡株式会社から購入した
。西洋ワサビ根由来のペルオキシダーゼは、オリエンタル酵母工業株式会社から購入した
。Amplex Red試薬は、Invitrogen社から購入した。ウシ心臓由来CL、及びTOCLは、Avanti
Polar Lipids社から購入した。その他の化学薬品は特級のものを使用した。
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【００５８】
CLの酵素測定
測定は、4反応試液システムを使用して行った。反応試液L1は、5 U/ml ホスホリパーゼ
D、1.5 mM CaCl2、50 mM NaCl、及び50 mM Tris‑HCl (pH 7.4)を含有する。反応試液L2は
、5 U/ml グリセロールキナーゼ、4.5 mM ATP、5 U/ml グリセロール−３−リン酸オキシ
ダーゼ、5 U/ml ペルオキシダーゼ、300μM Amplex Red、0.2容量% Triton X‑100、1.5 m
M MgCl2、50 mM NaCl、及び50 mM Tris‑HCl (pH 7.4)を含有する。Amplex Red Stop試薬
は、Invitrogen社から購入した。CL標準溶液は、1容量% Triton X‑100水溶液にウシ心臓
由来CLを溶解した。
【００５９】
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サンプル(10μl)又はCL標準溶液を反応試液L1 (40μl)に添加し、37℃で30分間インキ
ュベートした。インキュベート後、反応試液L2 (50μl)を添加した。室温で30分間インキ
ュベート後、Amplex Red Stop試薬(20μl)を添加した。蛍光強度を蛍光マイクロプレート
リーダー(Infinite M200, Tecan社)を使用して測定し、励起波長及び蛍光波長は、それぞ
れ544 nmと590 nmに設定した。
【００６０】
細胞中のCL含量の測定
HEK293細胞は、10%熱不活性化FBSを含むDMEMを用いて、加湿インキュベーター(5% CO2)
内37℃で培養した。100 mmディッシュに細胞を播種し、37℃で数日間インキュベートした
。インキュベート後、細胞を氷上で冷却し、冷却したPBSで洗浄し、掻き取り、細胞を超
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音波処理により破砕した。細胞の脂質をBligh and Dyerの方法(Bligh, E.G., Dyer, W.J.
, 1959. A rapid method of total lipid extraction and purification. Can J Biochem
Physiol 37, 911‑917.)によって抽出し、使用直前に調製した1容量% Triton X‑100に溶
解した。細胞からの脂質抽出物中のCLは、本発明の酵素定量法によって測定した。
【００６１】
＜結果＞
試験例１：CL測定
上記のCLの酵素定量法により、CL標準溶液を用いて検量線を作成した。結果を図２に示
す。
【００６２】
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CL測定のための検量線は、0〜150μMの間で直線となった(r=0.9996：図２Ａ、R=0.9998
：図２Ｂ)。検出限界は1μM (反応溶液中に10 pmol)であった。
【００６３】
二種類のCLについて同濃度(100μM)で上記のCLの酵素定量法により蛍光強度を調べた。
ウシ心臓由来CLで生じた蛍光強度を100%として表した結果を、図３に示す。ウシ心臓由来
CLと4つのオレオイル鎖を有するTOCLとを比較したところ、同濃度で蛍光強度に差はなか
った。
【００６４】
試験例２：培養細胞中のCLの測定
CL測定の正確性を確認するために、既知量のCLを細胞脂質抽出物に加えて回収試験を行

20

った(表１)。その結果、添加したCLは、各添加量において、ほぼ100%回収できた。この結
果から、添加したCLの定量は、他の細胞抽出物の阻害を受けておらず、本発明の定量方法
は正確であることが分かった。
【００６５】
【表１】
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【図１】

【図３】

【図２】
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