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(57)【要約】
【課題】遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の構造異常を化学シャペロン化合物などによ
り是正した際の当該酵素タンパク質の正常高次構造の形成・維持を判定する技術、ならび
に現行の酵素補充療法と化学シャペロン療法を併用した場合の細胞内酵素タンパク質の構
造異常を検出する技術を提供すること。
【解決手段】本発明の根幹をなす変異酵素タンパク質の構造異常を是正した際の当該タン
パク質の高次構造の形成・維持を検出する技術基盤は、それぞれの遺伝性代謝病の原因と
なる病因酵素タンパク質の構造異常をそのタンパク質の特定のドメインに親和性を有する
低分子化合物(化学シャペロン化合分を含む)を用いて是正した際の当該酵素タンパク質の
高次構造の解析に不可欠な技術である。その技術基盤を用いることで、より有効なタンパ
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ク質の安定化剤あるいは正常折りたたみ促進剤を検索することが可能となる。また、本発
明によれば、プロテアーゼ(キモトリプシン)を使用して、細胞内タンパク質の正常高次構
造と異常高次構造を識別することができることから、遺伝性代謝病を含む「タンパク質折
りたたみ異常症(Protein mis‑folding diseases)」の診断、病型や予後の判定に応用する
ことが可能である。以上のことから、本発明を技術基盤として、さらに効果的な細胞内タ
ンパク質安定化剤や正常折りたたみ促進剤の探索的研究が加速され、酵素タンパク質の高
次構造異常を正常化することにより遺伝性代謝病の治療を施す化学シャペロン療法と、従
来からの酵素補充療法を併用することによる併用療法がより効果的な治療法として、臨床
応用されることを促進することができる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
化学シャペロン化合物によって、細胞内において遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の
変異高次構造を正常高次構造にプロセシングして遺伝性代謝病の酵素タンパク質の変異高
次構造を正常高次構造に正常化することを特徴とする遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質
の高次構造正常化方法。
【請求項２】
請求項１に記載の遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の高次構造正常化方法であって、
前記化学シャペロン化合物による遺伝性代謝病の変異酵素タンパク質の変異高次酵素を正
常高次構造に正常化することにより細胞内の基質酵素タンパク質を分解することを特徴と
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する遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の高次構造正常化方法。
【請求項３】
請求項１または２に記載の遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の高次構造正常化方法で
あって、前記化学シャペロン化合物が、それぞれの遺伝性代謝病で原因となる固有の酵素
タンパク質の特定のドメインに親和性が高く、可逆的かつ競合的阻害作用を有するような
基質類似体(アナログ)であることを特徴とする遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の高次
構造正常化方法。
【請求項４】
請求項１ないし３のいずれか１項に記載の遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の高次構
造正常化方法であって、前記化学シャペロン化合物が、デオキシノジリマイシンまたはそ
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の低級C1‑C6アルキルもしくは高級オキシC7‑C12アルキル誘導体であることを特徴とする
遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の高次構造正常化方法。
【請求項５】
請求項１ないし４のいずれか１項に記載の遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の高次構
造正常化方法であって、前記化学シャペロン化合物が、デオキシノジリマイシン、Ｎ−メ
チル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチルもしくはヘキシルのＮ−低級C1‑C6アルキル
デオキシノジリマイシンであること、またはＮ−（７−オキソデシル）またはＮ−（８−
オキソドデシル）のＮ−（オキソ高級C7‑C12アルキル）デオキシノジリマイシンであるこ
とを特徴とする遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の高次構造正常化方法。
【請求項６】
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請求項１ないし５のいずれか１項に記載の遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の高次構
造正常化方法であって、前記化学シャペロン化合物が、デオキシノジリマイシン、Ｎ−ブ
チルデオキシノジリマイシンまたはＮ−（７−オキサデシル）デオキシノジリマイシンで
あることを特徴とする遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の高次構造正常化方法。
【請求項７】
請求項１ないし６のいずれか１項に記載の遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の高次構
造正常化方法であって、前記遺伝性代謝病が、脂質、多糖類またはムコ多糖類の代謝不全
症であることを特徴とする遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の高次構造正常化方法。
【請求項８】
請求項１ないし７のいずれか１項に記載の遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の高次構
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造正常化方法であって、前記遺伝性代謝病が、ＧＭ１−ガングリオシドーシス、ＧＭ２−
ガングリオシドーシス、ファブリー病もしくはゴーシェ病から選ばれる脂質代謝不全症、
ポンペ病の多糖類代謝不全症またはムコ多糖症I型とムコ多糖症II型から選ばれるムコ多
糖類代謝不全症であることを特徴とする遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の高次構造正
常化方法。
【請求項９】
プロテアーゼにより遺伝性代謝病の酵素タンパク質の異常高次構造または正常高次構造
を検出することを特徴とする遺伝性代謝病の酵素タンパク質高次構造の検出方法。
【請求項１０】
請求項９に記載の遺伝性代謝病の酵素タンパク質高次構造の検出方法であって、前記プ
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ロテアーゼがキモトリプシンであることを特徴とする遺伝性代謝病の酵素タンパク質高次
構造の検出方法。
【請求項１１】
請求項９または１０に記載の遺伝性代謝病の酵素タンパク質高次構造の検出方法であっ
て、前記プロテアーゼがTLCK処理キモトリプシンであることを特徴とする遺伝性代謝病の
酵素タンパク質高次構造の検出方法。
【請求項１２】
請求項９ないし１１のいずれか１項に記載の遺伝性代謝病の酵素タンパク質高次構造の
検出方法であって、異常酵素タンパク質により蓄積する基質酵素タンパク質が分解される
ことを特徴とする遺伝性代謝病の酵素タンパク質高次構造の検出方法。
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【請求項１３】
請求項９ないし１２のいずれか１項に記載の遺伝性代謝病の酵素タンパク質高次構造の
検出方法であって、変異酵素タンパク質が化学シャペロン化合物によりプロセシングが促
進され正常高次構造に保持されていることを特徴とする遺伝性代謝病の酵素タンパク質高
次構造の検出方法。
【請求項１４】
請求項１３に記載の遺伝性代謝病の酵素タンパク質高次構造の検出方法であって、化学
シャペロン化合物が、細胞内に取り込まれた変異酵素タンパク質の折り畳み異常を抑制す
ることを特徴とする遺伝性代謝病の酵素タンパク質高次構造の検出方法。
【請求項１５】
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請求項１３または１４に記載の遺伝性代謝病の酵素タンパク質高次構造の検出方法であ
って、前記化学シャペロン化合物が、それぞれの遺伝性代謝病で原因となる固有の酵素タ
ンパク質の特定のドメインに親和性が高く、可逆的かつ競合的阻害作用を有するような基
質類似体(アナログ)であることを特徴とする遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の高次構
造の検出方法。
【請求項１６】
請求項１３ないし１５のいずれか１項に記載の遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の高
次構造の検出方法であって、前記化学シャペロン化合物が、デオキシノジリマイシンまた
はその低級C1‑C6アルキルもしくは高級オキシC7‑C12アルキル誘導体であることを特徴と
する遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の高次構造の検出方法。
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【請求項１７】
請求項１３または１６に記載の遺伝性代謝病の酵素タンパク質高次構造の検出方法であ
って、前記化学シャペロン化合物が、デオキシノジリマイシン、Ｎ−メチル、エチル、プ
ロピル、ブチル、ペンチルもしくはヘキシルのＮ−低級C1‑C6アルキルデオキシノジリマ
イシンであること、またはＮ−（７−オキソデシル）またはＮ−（８−ドデシル）のＮ−
（オキソ高級C7‑C12アルキル）デオキシノジリマイシンであることを特徴とする遺伝性代
謝病の酵素タンパク質高次構造の検出方法。
【請求項１８】
請求項１３ないし１７のいずれか１項に記載の遺伝性代謝病の酵素タンパク質高次構造
の検出方法であって、前記化学シャペロン化合物が、前記化学シャペロン化合物が、前記
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化学シャペロン化合物が、デオキシノジリマイシン、Ｎ−ブチルデオキシノジリマイシン
またはＮ−（７−オキサデシル）デオキシノジリマイシンであることを特徴とする遺伝性
代謝病の酵素タンパク質高次構造の検出方法。
【請求項１９】
遺伝性代謝病に関連する変異酵素タンパク質の高次構造異常を化学シャペロン化合物に
より正常高次構造にプロセシングして正常化する化学シャペロン療法と、異常高次構造の
変異酵素タンパク質に対応する正常高次構造の酵素タンパク質を補充して遺伝性代謝病を
治療する酵素補充療法とを併用することを特徴とする遺伝性代謝病の併用療法。
【請求項２０】
請求項１９に記載の遺伝性代謝病の併用療法であって、前記化学シャペロン化合物が、
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それぞれの遺伝性代謝病で原因となる固有の酵素タンパク質の特定のドメインに親和性が
高く、可逆的かつ競合的阻害作用を有するような基質類似体(アナログ)であることを特徴
とする遺伝性代謝病の併用療法。
【請求項２１】
請求項１９または２０に記載の遺伝性代謝病の併用療法であって、前記化学シャペロン
化合物が、デオキシノジリマイシン、Ｎ−メチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル
もしくはヘキシルのＮ−低級C1‑C6アルキルデオキシノジリマイシンであること、または
Ｎ−（７−オキソデシル）またはＮ−（８−ドデシル）のＮ−（オキソ高級C7‑C12アルキ
ル）デオキシノジリマイシンであることを特徴とする遺伝性代謝病の併用療法。
【請求項２２】
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請求項１９ないし２１のいずれか１項に記載の遺伝性代謝病の併用療法であって、前記
化学シャペロン化合物が、デオキシノジリマイシン、Ｎ−ブチルデオキシノジリマイシン
またはＮ−（７−オキソデシル）デオキシノジリマイシンであることを特徴とする遺伝性
代謝病の併用療法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、化学シャペロン化合物による酵素タンパク質の構造異常の正常化方法、プロ
テアーゼを用いた細胞内酵素タンパク質の高次構造異常の検出方法、および化学シャペロ
ン化合物療法と酵素補充療法の併用療法による遺伝性代謝病の治療方法、ならびにその治
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療効果の予測・評価方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
人は、一般には複雑な成分で構成されている食品や飲料を摂取し、単純な物質に分解し
、これらの分解した物質を基本成分として使用して、生命維持に必要な物質を組み立てて
いる。
【０００３】
このような摂取した物質をそれぞれの栄養素に分解・合成する複雑な代謝を担うのが酵
素であり、この酵素は体内で生成される。したがって、その酵素が遺伝的な異常により機
能障害や欠損を起こすと、その酵素が正常に機能せずに摂取した物質を正常に分解または
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合成することができずに体に不可欠な物質を組み立てることができなくなり、様々な遺伝
性代謝疾患を発症することになる。
【０００４】
つまり、かかる遺伝性代謝病は、分解されるべき物質が分解されずに毒性のある中間代
謝産物などとして蓄積されたり、または体に不可欠な物質が生成できなかったりすること
で起こる。
【０００５】
遺伝性代謝病は遺伝的要因による疾患であり、例えば、アミノ酸代謝異常症、先天性代
謝異常症、糖質代謝異常症、リソソーム代謝異常症などの疾患が挙げられる。
【０００６】
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アミノ酸代謝異常症は、必須アミノ酸のフェニルアラニンからチロシンへ転換するフェ
ニルアラニン水酸化酵素の異常によって生じる疾患である。先天性代謝異常症は、炭水化
物、タンパク質、脂肪代謝の先天的異常による特定タンパク質の合成障害により発症する
疾患である。糖質代謝異常症は、ガラクトース代謝に関係する酵素異常症により発症する
疾患である。リソソーム代謝異常症は、細胞内で不要な物質を消化する役割を果たす、全
身のすべての細胞に存在するリソソーム内の酵素が作用せず、または作用が低下して分解
されるべき物質が分解されずにリソソーム内に蓄積されて発症する疾患である。
【０００７】
リソソーム代謝異常症は、リソソーム内酵素の遺伝的欠損により数多くの病型が知られ
ている。具体的な疾患としては、例えば、ＧＭ１−ガングリオシドーシス、ＧＭ２−ガン
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グリオシドーシス、ファブリー病、ゴーシェ病、ポンペ病、ムコ多糖症などのリソソーム
病が挙げられる。
【０００８】
かかるリソソーム病の治療には、ファブリー病に対してアガルシダーゼアルファやアガ
ルシダーゼベータ、ゴーシェ病に対してイミグルセラーゼ、ポンペ病に対してアルグルコ
シダーゼアルファ、ムコ多糖症I型に対してラロニダーゼ、ムコ多糖症II型に対してイズ
ロサルフェース、ムコ多糖症VI型に対してガルサルファーゼの6疾患7種類のリソソーム病
酵素補充療法製剤が承認されていて、これらの酵素製剤を点滴静注にて投与することによ
り、細胞外から細胞内そしてリソソーム内に酵素を輸送し、リソソーム内に蓄積している
物質の分解を促進する酵素補充療法がおこなわれている。

10

【０００９】
酵素補充療法は、臨床症状を改善し、さらにその進行も抑制するとともに、他の根治療
法(造血幹細胞移植や遺伝子治療法など)に比べて安全性が高いことが利点である。しかし
、酵素製剤が到達しにくい中枢神経や角膜などへの効果は期待できないことや酵素製剤に
対する抗体が産生され細胞内への取り込みが著しく低下すること、酵素製剤自体が極めて
高額であることから国民医療費への負担が大きいことに加え、頻回の点滴治療が生涯必要
であり患者への負担は少なくない。以上のごとく、酵素補充療法は、今後解決すべき課題
が多い治療法でもある。
【００１０】
酵素補充療法に加えて、遺伝性代謝病の治療に化学シャペロン療法という新しい治療法
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が研究されている。
【００１１】
化学シャペロン療法とは、遺伝性代謝病の病因となる変異酵素タンパク質が細胞内で合
成される際に、酵素の活性中心に化学シャペロン化合物が結合することで、不安定な構造
異常を形成する運命にあった変異酵素タンパク質を正常高次構造の酵素タンパク質へと導
き、酵素タンパク質の細胞内安定性を維持することで、その酵素タンパク質本来の機能を
発揮させ、細胞内に過剰蓄積した生体内基質を分解処理することで細胞障害を改善するこ
とを基本原理とする、遺伝性代謝病の治療方法の一つと考えられている。しかし、これま
で化学シャペロンにより細胞内酵素タンパク質の正常高次構造が形成・維持されているこ
とを証明した報告はなく、本発明が提供する技術によりその事実が初めて証明された。
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【００１２】
現在では、去痰剤として汎用されるアンブロキソール塩酸塩（ムコソルバン錠）がゴー
シェ病に対する治療薬として承認され、特定の変異遺伝型を有するゴーシェ病の治療に使
用されている。
【００１３】
これまで数多くの化合物が化学シャペロン化合物として研究されてきた（非特許文献１
〜９）。しかしながら、上述したようなアンブロキソール塩酸塩（ムコソルバン錠）がゴ
ーシェ病に対する治療薬として承認されているだけである。
【００１４】
そこで、発明者らは、化学シャペロン療法が、酵素補充療法に比べて、中枢神経症状へ
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の応用、免疫反応による副作用、治療費用の問題において有利であると考えられることか
ら、さらに幅広く化学シャペロン候補化合物をスクリーニングした結果、リソソーム病の
一つであるポンペ病(酸性α‑グルコシダーゼ欠損症：II型糖原病)に対する化学シャペロ
ン化合物として、イミノ糖の一種であるデオキシノジリマイシンならびにその誘導体が、
ポンペ病由来変異酵素を正常高次構造の酵素タンパク質へと導き、細胞内でのプロセシン
グを正常化することを見いだして、本発明を完成した。
【００１５】
発明者らは、上述の研究に加えて、プロテアーゼにより、遺伝性代謝病の病因酵素タン
パク質の構造異常を検出することができることを確認して、この発明を完成した。
【００１６】
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つまり、遺伝性代謝病は、遺伝子変異が原因で酵素タンパク質の正常高次構造が崩れ、
それにより酵素タンパク質が正常な酵素作用を機能することができず細胞内に生体内基質
が過剰蓄積して発症する疾患である。このように酵素タンパク質の高次構造の異常を検出
することは、遺伝性代謝病の新規治療法の開発や既存治療法の治療効果の予測・評価なら
びに診断の際に非常に有用である。
【００１７】
また、本発明者らは、本来であれば異常な高次構造を形成するはずの遺伝性代謝病の病
因酵素タンパク質が、上述の化学シャペロン化合物により正常高次構造へと導かれプロセ
シングが促進することを、プロテアーゼに対する抵抗性を調べることで証明し、この発明
を完成した。
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【００１８】
さらに、本発明者らは、上述の化学シャペロン化合物と酵素補充を併用することにより
、酵素補充療法により細胞内に取り込まれた酵素製剤の正常高次構造の形成・維持ならび
にプロセシングを促進することを見いだした。つまり、酵素補充療法による酵素製剤と、
化学シャペロン療法による化学シャペロン化合物の同時添加により、細胞内の酵素活性が
相乗的に上昇することを認めて、この発明を完成した。
【先行技術文献】
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【００１９】
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【非特許文献２】Okumiya et al. BBRC 1995, 214(3):1219‑1224
【非特許文献３】Fan et al. Nat Med 1999, 5(1):112‑115
【非特許文献４】Frustaci et al. NEJM 2001, 345:25‑32
【非特許文献５】Sawker et al. PNAS 2002, 99:15428‑15433
【非特許文献６】Matsuda et al. PNAS 2003, 100:15912‑15917
【非特許文献７】Tropak et al. JBC 2004, 279:13478‑13487
【非特許文献８】Jeyakumar et al. Nat Rev2005, 6:713‑725
【非特許文献９】Okumiya et al. MGM 2007, 90：49‑57
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００２０】
本発明は、化学シャペロン化合物を使用して遺伝性代謝病に関連する変異酵素タンパク
質の異常構造を正常化する変異酵素タンパク質の正常化方法ならびにその解析方法を提供
することを主な目的としている。
【００２１】
本発明によれば、化学シャペロン化合物による変異酵素タンパク質の高次構造の正常化
のメカニズムは、変異酵素タンパク質が細胞内で合成される際に、化学シャペロン化合物
が当該酵素タンパク質の活性中心に結合することで、その酵素タンパク質本来の高次構造
を形成するものと考えられている。本発明は、当該酵素タンパク質の高次構造の異常を検
出することで、正常なプロセシングへ導くことを証明するための基盤技術を提供すること
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を目的としている。
【００２２】
本発明は、プロテアーゼにより、遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質が細胞内において
形成する高次構造の異常を検出することからなる酵素タンパク質構造の検出方法を提供す
ることを次の目的としている。
【００２３】
本発明は、上述の化学シャペロン化合物を使用した遺伝性代謝病に関連する変異酵素タ
ンパク質を正常高次構造に導くことで、遺伝性代謝病を治療する化学シャペロン療法と、
患者体内で欠損した酵素を対外から補充して細胞内酵素活性を増加させ、当該酵素タンパ
ク質に対する生体内基質を分解する酵素補充療法と上述の化学シャペロン療法を併用して
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遺伝性代謝病を治療する遺伝性代謝病の併用療法を提供することを更なる目的としている
。
【００２４】
なお、本発明で使用する用語「プロセシング」とは、細胞内で酵素などのタンパク質が
合成された後に、様々なプリテアーゼの働きにより、ペプチド結合が切断され、前駆体タ
ンパク質から中間体を経て成熟体タンパク質へと変化していく過程を意味している。通常
は、最終的に生成された成熟体タンパク質が細胞内において本来の生理活性や酵素活性を
発揮する。
【００２５】
また、本明細書で使用する用語「化学シャペロン化合物」とは、細胞内でタンパク質が
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合成される際に、そのタンパク質の折りたたみを介添えする低分子化合物を意味し、この
化学シャペロン化合物による折りたたみ支援により、タンパク質は正常な高次構造の形成
が促進させる。本発明が開発されるまでは、目的とする酵素タンパク質が化学シャペロン
化合物により細胞内で正常な高次構造を形成しているか否か解析不可能であった。しかし
、本発明により、化学シャペロン化合物の働きにより、当該酵素タンパク質が正常高次構
造を形成していることを初めて明らかにすることができた。なお、化学シャペロン化合物
は、標的タンパク質が適切な構造と正常な機能を獲得した後は、結合している酵素タンパ
ク質から遊離し、細胞内に過剰蓄積した生体内基質の分解を行う。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
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上記目的を達成するために、本発明は、ポンペ病細胞を疾患モデルとして、デオキシノ
ジリマイシン(DNJ)ならびにその誘導体などの化学シャペロン化合物を使用して、遺伝性
代謝病に関連する変異酵素タンパク質の正常高次構造の形成・維持ならびにプロセシング
促進効果を解析する方法を提供する。
【００２７】
また、本発明は、上述の化学シャペロン化合物を使用した遺伝性代謝病に関連する変異
酵素タンパク質の正常高次構造の形成・維持ならびにプロセシングを正常化して遺伝性代
謝病を治療する化学シャペロン療法と、更に患者体内で欠損した酵素を体外から補充して
細胞内へ酵素を取り込ませる酵素補充療法と化学シャペロン療法の併用療法の治療効果を
予測・判断する際の評価方法としての技術を提供する。
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【００２８】
さらに、本発明は、プロテアーゼにより、遺伝性代謝病の病因酵素タンパク質の構造異
常を検出することからなる酵素タンパク質構造の検出方法を提供する。
【００２９】
さらにまた、本発明は、その一つの具体的な態様として、プロテアーゼにより、遺伝性
代謝病の病因酵素タンパク質の正常高次構造を検出することからなる酵素タンパク質構造
の検出方法を提供する。
【００３０】
さらにまた、本発明は、その一つの具体的な態様として、プロテアーゼとしてキモトリ
プシンを用いた酵素タンパク質の高次構造の検出方法を提供する。通常、生体内のタンパ
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ク質は、疎水性アミノ酸残基をタンパク質内部に内包し、タンパク質表面は親水性アミノ
酸残基で覆われている。タンパク質がひとたび構造異常を起こすと、内包された疎水性ア
ミノ酸残基がタンパク質表面に露出する。それにより、正常高次構造を失ったタンパク質
同士がファンデアヴァールス力や疎水性相互作用により凝集塊を形成し、分解処理の経路
へと導かれる。キモトリプシンは、ブタなどの膵臓から精製されるセリンプロテアーゼの
一種で、疎水性アミノ酸を認識してタンパク質を分解する機能を持っている。本発明では
、キモトリプシンのこの性質を利用し、構造異常を起こし疎水性アミノ酸残基をその表面
に露出したタンパク質を分解させることを基本原理としている。
【００３１】
なお、膵臓には親水性アミノ酸を認識してタンパク質を加水分解するトリプシンも存在
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する。ブタなどからキモトリプシンを精製する際には、極微量であるがトリプシンの混入
を回避することができない。そこで、本発明の具体例として使用したキモトリプシンは、
Tosyl‑L‑lysine chloromethyl ketone(TLKC)で化学修飾された酵素標品を用いた。TLKCは
トリプシンの活性中心を構成するアミノ酸残基である46番ヒスチジン残基と195番セリン
残基に化学結合することで、トリプシン活性だけを不可逆的に完全に阻害することができ
る。したがって、本発明で使用したキモトリプシンのTLKC処理は、酵素タンパク質の正常
高次構造形成の有無を識別する際に極めて重要である。
【発明の効果】
【００３２】
本発明に係る変異酵素タンパク質の高次構造の正常化方法は、中枢神経症状に対して応
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用できること、免疫反応による副作用を削除できること、また治療費用を大幅に軽減でき
ることなど、酵素補充療法による単独の療法に比べて有用である。
【００３３】
また本発明に係る酵素タンパク質構造の検出方法は、遺伝性代謝病の病因酵素タンパク
質の変異高次構造を検出することにより、遺伝性代謝病の早期診断や病型分類を可能にす
ると共に、その病因酵素タンパク質の正常高次構造を検出することにより遺伝性代謝病の
予後を診断することも可能となり、遺伝性代謝病の診断ならびに治療に極めて有用である
。
【００３４】
本発明の最も重要な特徴は、細胞内に存在する酵素タンパク質を特殊な精製法で精製す
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ることなく、その細胞破砕試料(ホモジネート)を用いて直接解析できる点である。細胞ホ
モジネートの中には種々雑多のあらゆるタンパク質が存在するが、プロテアーゼ(キモト
リプシンが最も適する)による酵素反応とウエスタンブロットとを組み合わせることで、
その細胞ホモジネートの中で目的とする酵素タンパク質のみを標的として、その高次構造
の異常を検出できる点である。
【００３５】
さらにまた本発明に係る遺伝性代謝病の併用療法は、上記化学シャペロン療法による効
果に加えて、酵素補充療法による効果が相乗的に加わることにより遺伝性代謝病の治療を
さらに改善かつ促進できるという大きな利点を有する。
【図面の簡単な説明】
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【００３６】
【図１】図１は、デオキシノジリマイシン(DNJ)のポンペ病由来線維芽細胞における酸性
α‑グルコシダーゼ(AαGlu)活性ならびに同じリソソーム酵素であるβ‑ヘキソサミニダー
ゼ(β‑Hex)活性に対する効果を示す図である。525del/525delは陰性コントロールである
。４例のアミノ酸置換型の変異酵素に対して２例の変異酵素がDNJによりAαGlu活性が上
昇した。同時に測定したリソソーム酵素であるβ‑Hexには殆ど変化が見られなかったこと
から、DNJの効果はAαGluに特異的であることが分かる。
【図２】図２は、デオキシノジリマイシン(DNJ)およびその誘導体の存在下でポンペ病由
来線維芽細胞を４日間培養後、細胞内AαGlu活性を測定してどの化学シャペロン化合物が
最も高い活性上昇効果を示すか調べた図である。5種類の化学シャペロン化合物のうち、N
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‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)が最も高い活性上昇効果を示した。
【図３】図３は、正常細胞およびポンペ病由来細胞を異なる濃度のN‑ブチルデオキシノジ
リマイシン(NB‑DNJ)存在下で４日間培養後の細胞内におけるAαGlu前駆体、AαGlu中間体
およびAαGlu成熟体の存在を示す図である。
【図４】図４は、細胞内における分解処理系から保護された変異型AαGluタンパク質とリ
ソソームとの局在を免疫二重染色で示した図である。左図（Ａ、Ｄ、Ｇ、Ｊ）中のシグナ
ルがAαGluの存在位置を示し、中央図（Ｂ、Ｅ、Ｈ、Ｋ）中のシグナルがリソソームの位
置を示している。右図（Ｃ、Ｆ、Ｉ、Ｌ）は両者を重ねたもので、両者が同一の場所に局
在するシグナルとして観察される。
【図５】図５は、ポンペ病患者で同定された37種類のアミノ酸置換型の変異酵素に対する
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N‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)の化学シャペロンとしての効果をAαGlu活性の
上昇の有無で調べた図である。37例の変異酵素の内、NB‑DNJにより活性が上昇したものは
13例(約35％)であった。
【図６】図６は、組換え酵素製剤(rAαGlu)とN‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)
の同時添加によるAαGlu活性の増加を示す図である。全ての変異酵素において両者を併用
した際に最も高い活性を示した。
【図７】図７は、内因性のAαGluを全く有しないポンペ病患者細胞に対する組換え酵素製
剤(rAαGlu)とN‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)の効果をウエスタンブロットに
より解析し、AαGluの酵素前駆体、酵素中間体ならびに酵素成熟体の量的変化を調べた図
である。上段の図がウエスタンブロットを示し、下段はAαGluの前駆体酵素、中間体酵素
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、成熟体酵素をイメージアナライザーで定量した図である。細胞培養液に添加したNB‑DNJ
濃度依存的にプロセシングが促進し、成熟体酵素が増加していることが分かる。
【図８】図８は、化学シャペロンであるNB‑DNJに反応しAαGlu活性が上昇するP545L/P545
L細胞と内在性のAαGluを全く有さないC103X/C103X細胞を用いて、組換え酵素製剤(rAαG
lu)とN‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)の併用による酵素製剤のプロセシング効
果を示した図である。
【図９】図９は、内在性のAαGluを全く有さないC103X/C103X細胞を用いて異なる濃度のN
‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)存在下で培養後、遠心処理を行い、沈殿物を不
溶性画分とし上清部分を可溶性画分としてウエスタンブロットにてAαGluの凝集塊形成と
NB‑DNJの効果を調べた図である。NB‑DNJ濃度依存的に不溶性画分に認められていた前駆体
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酵素が消失した。
【図１０】図１０は、内在性のAαGluを全く有さないC103X/C103X細胞を用いて異なる濃
度のN‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)存在下で培養後、ジスルフィド(S‑S)結合
を保持したまま電気泳動し、ウエスタンブロットにより凝集塊形成へのS‑S結合の関与、
ならびにS‑S結合形成へのNB‑DNJの効果を調べた図である。NB‑DNJ非存在下ではS‑S結合に
より高分子凝集塊が明瞭に観察されたが、NB‑DNJ濃度依存的にその高分子凝集塊は減少し
た。
【図１１】図１１は、正常高次構造を有するAαGlu(Active AαGLu)と正常高次構造を失
ったAαGlu(Inactive AαGlu)に対して0〜200mu/mlのキモトリプシンを37℃で20分間作用
させ、その反応物をウエスタンブロットにより解析し、AαGluタンパク質の有無を調べた
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図である。Active AαGluでは調べた範囲内でのキモトリプシン活性では全く分解されな
かった。一方、Inactive AαGluでは、キモトリプシン活性80mu/mlでAαGluは完全に消失
し、その分解断片が観察された。ただし、分解断片の量を考慮し、キモトリプシン活性16
0mu/mlを至適活性と判断し、AαGluの構造異常の検出に用いた。なお、本明細書では、こ
のキモトリプシンを用いた酵素タンパク質の構造異常の検出方法を「キモトリプシンアッ
セイ」と呼称する。
【図１２】図１２は、NB‑DNJによりプロセシングが促進され変異AαGluの正常高次構造が
保持されていることをキモトリプシンアッセイで確認した図である。NB‑DNJによりプロセ
シングが促進した酵素成熟体は正常の高次構造を有していた。
【図１３】図１３は、DB‑DNJが細胞内に取り込まれた組換え酵素製剤(rAαGlu)の折りた
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たみ構造の異常を抑制し、正常な高次構造に導いていることをキモトリプシンアッセイで
確認した図である。細胞内に取り込まれたrAαGluはNB‑DNJ非存在下では酵素成熟体がほ
とんど認められないが、NB‑DNJ濃度依存的にプロセシングが促進し、酵素成熟体が増加し
た。また、この増加した酵素成熟体は正常な高次構造を有していた。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
遺伝性代謝病は、上述したように、細胞内の酵素タンパク質の高次構造が変異によって
不安定になり、酵素自体が正常な機能を発揮することができず、本来ならば分解されるべ
き生体内基質や合成されるべきでない物質などが細胞内に蓄積されて細胞機能が障害され
ることにより発症する疾患である。
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【００３８】
本発明に係る遺伝性代謝病の化学シャペロン化合物による変異酵素タンパク質の正常高
次構造への誘導の評価方法は、その一具体例としてリソソーム病の一つであるポンペ病（
酸性α‑グルコシダーゼ欠損症：II型糖原病）に対するデオキシノジリマイシンならびに
その誘導体などの化学シャペロン化合物を使用して当該疾患細胞内の変異酵素タンパク質
を正常高次構造に導きプロセシングを促進させた後、その高次構造の形成・維持効果をプ
ロテアーゼ（一例としてキモトリプシン）により評価するものである。
【００３９】
本発明の対象となる遺伝性代謝病としては、変異酵素タンパク質の高次構造の不安定化
に起因する疾患であれば特に限定されるものではない。これら遺伝性代謝病のうち、リソ
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ソーム内酵素の遺伝的欠損症であるリソソーム病について簡単に説明をする。上述したよ
うに、具体的なリソソーム病としては、例えば、ＧＭ１−ガングリオシドーシス、ＧＭ２
−ガングリオシドーシス、ファブリー病、ゴーシェ病、ポンペ病、ムコ多糖症などが挙げ
られる。
【００４０】
ＧＭ１−ガングリオシドーシスは、酵素β−ガラクトシダーゼが欠損することによりリ
ソソーム内にＧＭ１−ガングリオシドが生体基質として蓄積して発症する疾患である。ま
た、ＧＭ２−ガングリオシドーシスとしては、例えば、酵素β−ヘキソサミニダーゼＡが
欠損することによりＧＭ２−ガングリオシドが生体基質として蓄積して発症するテイ・サ
ックス病、酵素β−ヘキソサミニダーゼＡ、Ｂが欠損することによりＧＭ２−ガングリオ
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シドなどが生体基質として蓄積して発症するサンドホフ病などがある。
【００４１】
ファブリー病は、細胞内リソソ−ム酵素の１つであるα−ガラクトシダーゼの活性が欠
損もしくは低下して生じるスフィンゴ糖脂質代謝異常病であって、リソソーム内にグロボ
トリアオシルセラミドが生体基質として蓄積して発症する。
【００４２】
ゴーシェ病は、グルコセレブロシダーゼ酵素が欠損または活性低下により糖脂質のグル
コセレブロシドがセラミドに分解できずリソソーム内に蓄積される先天性代謝異常症であ
る。
【００４３】
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ポンペ病は、細胞のリソソーム内で機能する酸性α‑グルコシダーゼ酵素の完全欠損あ
るいは著しい活性低下により多糖類のグリコーゲンが分解されず、心筋、骨格金を中心に
全身のさまざまな臓器・器官に蓄積して、多様な症状を引き起こすII型糖原病としても知
られる疾患である。
【００４４】
また、ムコ多糖症は、遺伝的要因による先天性代謝異常症であるリソソーム病の一種で
あり、リソソーム内の加水分解酵素の先天的欠損あるいは以上によりムコ多糖類の一種で
あるグリコサミノグリカンが蓄積する疾患である。
【００４５】
ムコ多糖症は、原因遺伝子の類型によりムコ多糖症I型とムコ多糖症II型に分類される
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。ムコ多糖症I型は、細胞のリソソーム内の酵素α−Ｌ−イズロニダーゼの作用不全また
は作用低下によりグリコサミノグリカンが分解されず、全身のさまざまな臓器・器官の細
胞にムコ多糖が蓄積して、多様な症状を引き起こす疾患である。またムコ多糖症II型は、
細胞のリソソーム内の酵素イズロン酸−２−スルファターゼの作用欠損または作用低下に
よりグリコサミノグリカンが分解されず全身の臓器・器官の細胞に蓄積されて多様な症状
を引き起こす疾患である。
【００４６】
本発明に係る遺伝性代謝病の変異酵素タンパク質の高次構造を正常化する方法に使用で
きる化学シャペロン化合物は、それぞれの遺伝性代謝病で原因となる固有の酵素タンパク
質の特定のドメインに親和性が高く、可逆的かつ競合的阻害作用を有するような基質類似
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体(アナログ)であるのがよい。
【００４７】
かかる化学シャペロン化合物としては、例えば、デオキシノジリマイシン(DNJ)ならび
にその誘導体などが挙げられる。デオキシノジリマイシンの誘導体としては、例えば、低
級C1‑C6アルキルもしくは高級オキシC7‑C12アルキル誘導体などが挙げられる。具体的に
は、Ｎ−低級C1‑C6アルキル基が、例えば、Ｎ−メチル基、エチル基、プロピル基、ブチ
ル基、ペンチル基もしくはヘキシル基であるＮ−低級C1‑C6アルキルデオキシノジリマイ
シンであり、またＮ−オキソ高級C7‑C12アルキル基がＮ−７−オキソデシル基もしくはＮ
−８−オキシドデシル基であるＮ−（オキソ高級C7‑C12アルキル）デオキシノジリマイシ
ンなどが挙げられる。

10

【００４８】
上述したように、遺伝性代謝病においては、その病因変異酵素タンパク質の高次構造が
変異により不安定になりその酵素タンパク質が正常の機能を発揮することが出来なくて、
組織や器官の細胞内に、本来であればその酵素により分解されるべき物質が分解されずに
蓄積され、または本来ならば合成されるべき物質が合成されずに欠損するなどにより、重
篤な細胞障害が惹起され様々な臨床症状を発症する。
【００４９】
例えば、遺伝性代謝病の一種であるポンペ病においては、リソソーム細胞中の酵素タン
パク質である酸性α−グルコシダーゼ(AαGlu)が遺伝子変異により、正常な触媒機能を持
った酵素タンパク質を合成することができないために、細胞中の生体基質であるグリコー
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ゲンを分解できずに過剰蓄積されることによって全身に様々な症状を呈する。
【００５０】
AαGluはDNAより翻訳されたペプチドが細胞内器官で糖鎖等の修飾を受け、AαGlu前駆
体、AαGlu中間体、AαGlu成熟体とプロセシングされ、最終的にAαGlu成熟体はリソソー
ムへと輸送され、グリコーゲンの加水分解を行う。
【００５１】
リソソーム細胞内では、AαGlu前駆体及びAαGlu中間体の状態ではグリコーゲンの分解
活性は認められず、グリコーゲンを分解するためのAαGlu活性が認められるのはAαGlu成
熟体のみである。
【００５２】
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つまり、ポンペ病患者由来の細胞内においては、AαGlu酵素タンパク質が全く作られな
い、作られても正常の高次構造を有していない、あるいは酵素前駆体の状態で存在してい
る場合が考えられる。それにより、グリコーゲンが分解されずに細胞内リソソームに過剰
蓄積されている。
【００５３】
なお、本明細書において、「AαGlu」とは、酸性α‑グルコシダーゼを意味する。「Aα
Glu前駆体」とは、DNAより翻訳されたペプチドが粗面小胞体で糖鎖等の修飾を受けた状態
で存在するものあり、110kDaの酵素前駆体を意味する。「AαGlu中間体」とはAαGlu前駆
体が粗面小胞体からゴルジ体に輸送される過程で限定分解された95kDaの酵素中間体を意
味する。「AαGlu成熟体」とは、AαGlu中間体がリソソームまで輸送される過程でさらに
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プロセシングをうけ、76kDaあるいは70kDaのグリコーゲン分解能を有する活性型AαGlu酵
素を意味する。
【００５４】
本発明においては、ポンペ病患者由来の培養線維芽細胞を実験モデルとして、化学シャ
ペロン候補化合物であるデオキシノジリマイシン(DNJ)を細胞培養液に添加し、患者細胞
内のAαGlu活性ならびに同じリソソーム酵素の一つであるβ‑ヘキソサミニダーゼ(β‑Hex
)活性を測定した。その結果、２種類の患者細胞(Y455F/Y455FおよびP545L/P545L)におい
て、AαGluの活性上昇が認められた。同時に測定したリソソーム酵素の一つであるβ‑Hex
活性では変化が認められなかったことから、DNJの効果はAαGluに特異的なものであるこ
とが明らかとなった(図１)。
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【００５５】
次に、デオキシノジリマイシン(DNJ)を含む5種類の化学シャペロン化合物の内、どの化
合物が化学シャペロンとして細胞内AαGlu活性を最も上昇させる機能があるか検証するた
め、5種類の化学シャペロン候補化合物をそれぞれ添加した培養液で患者由来の培養線維
芽細胞を培養後、細胞内のAαGlu活性を測定した。その結果、N‑ブチルデオキシノジリマ
イシン(NB‑DNJ)が最も高い活性上昇効果を示した(図２)。この結果より、ポンペ病に対す
る化学シャペロンの効果に関する実験にはNB‑DNJを使用することとした。
【００５６】
そこで、本発明者らは、N‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)を化学シャペロン化
合物として用いて細胞内でのAαGlu酵素タンパク質のプロセシングについて解析した。正
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常ならびにポンペ病患者由来の培養線維芽細胞の培養液に異なる濃度のNB‑DNJを添加し、
４日間培養後、細胞試料をウエスタンブロットにより解析し、酵素前駆体(110kDa)、酵素
中間体(95kDa)、酵素成熟体(76kDA)の存在を観察した(図３)。その結果、NB‑DNJは正常酵
素のプロセシングには影響を与えないが、患者細胞中の変異酵素に対してはNBDNJ濃度依
存的にプロセシングを促進し、グリコーゲン分解活性を有するAαGlu成熟体量は顕著に増
加した。
【００５７】
細胞内での分解処理系から免れプロセシングが促進したAαGluが本体の局在部位である
リソソームへ輸送されているか否か検討した(図４)。図４は免疫二重染色によりAαGluタ
ンパク質が細胞のどの部位に位置しているか調べたものである。左図のシグナルがAαGlu
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の局在位置を示し、中央図のシグナルがリソソームの位置を示す。正常酵素では、図４Ｄ
と図４Ｅのシグナルが完全に重なったシグナル（図４Ｆ）として観察されたことから、正
常酵素は間違いなくリソソームに到達していることが分かった。一方、化学シャペロンと
してNB‑DNJを培養液に入れていない変異酵素では、図４Ｇと図４Ｈのシグナルは同一な場
所に局在していないことから、変異型AαGluはリソソームに到達していないことが分かっ
た。しかし、化学シャペロンであるNB‑DNJを添加した場合には、変異型AαGluのシグナル
（図４Ｊ）とリソソームのシグナル（図４Ｌ）が完全に一致して黄色のシグナルとなって
いることから、変異型AαGluはリソソームに到達していることが証明された。
【００５８】
この化学シャペロン化合物としてのNB‑DNJがどの程度の種類のアミノ酸置換型AαGlu酵
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素タンパク質に効果を発揮するかを検証するため、ポンペ病で同定された３７種類のアミ
ノ酸置換型AαGluを発現させ、NB‑DNJによる活性上昇効果を観察した。その結果、３７例
中１３のみ(約３５％)の変異酵素の活性が上昇を示した(図５)。このことから、ポンペ病
においては化学シャペロン療法が適応できる患者は限定されることが分かった。
【００５９】
酵素補充療法は現行の治療法としては最も治療効果が高いとして注目され、実際に臨床
応用されている。しかし、本治療法は、酵素製剤自体が極めて高額であることや抗体産生
による副作用の問題も残されている。一方、化学シャペロン療法は酵素補充療法に代わる
治療戦略として期待されているが、本発明者らが示したごとくポンペ病などでは適応可能
な患者は限られるなどの問題がある。そこで、互いの問題点を補完することで、より良好
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な治療効果を得るために酵素補充と化学シャペロンの併用療法の可能性に関して更なる検
討を行った。
【００６０】
ポンペ病患者由来の培養線維芽細胞５種類を対象として、組換え酵素製剤(rAαGlu)な
らびに化学シャペロン化合物としてNB‑DNJを同時あるいは別々に細胞培養液に添加して４
日間培養後、細胞内のAαGlu活性を測定した(図６)。その結果、全ての細胞でrAαGluとN
B‑DNJを同時に添加した場合に、細胞内のAαGlu活性は最も高い値を示した。特に、興味
深いのは、NB‑DNJに反応し細胞内酵素活性が上昇するP545L/P545L細胞においては、rAαG
lu単独の活性とNB‑DNJ単独の活性の総和よりも、両者を同時添加した際の活性の方が顕著
に高い活性を示したことである。すなわち、rAαGluとNB‑DNJは相乗的に働き細胞内AαGl
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u活性を上昇させることが明らかとなった。
【００６１】
この酵素補充と化学シャペロン化合物の併用療法の分子メカニズムを解明するため、内
因性のAαGluを全く有しないポンペ病患者細胞に対する組換え酵素製剤(rAαGlu)とN‑ブ
チルデオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)の効果をウエスタンブロットにより解析し、AαGlu
の酵素前駆体、酵素中間体ならびに酵素成熟体の量的変化を調べた(図７)。その結果、一
定量のrAαGluを培養液に添加したにも関わらす、NB‑DNJが存在しない場合にはAαGlu成
熟体は少量認められるだけであったが、NB‑DNJ濃度依存的に酵素成熟体へのプロセシング
が促進し、AαGlu成熟体量は顕著に増加した。
【００６２】
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化学シャペロンであるNB‑DNJに反応しAαGlu活性が上昇するP545L/P545L細胞と内在性
のAαGluを全く有さないC103X/C103X細胞を用いて、組換え酵素製剤(rAαGlu)とN‑ブチル
デオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)の併用による酵素製剤のプロセシング効果を調べた(図
８)。その結果、P545L/P545L細胞に対してはNB‑DNJだけでもプロセシングが促進し、酵素
成熟体は増加したが、rAαGluとNB‑DNJを併用した方が遥かに酵素成熟体量の増加は顕著
であった。
【００６３】
ポンペ病に対する化学シャペロン化合物であるN‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DN
J)は、内在性の変異酵素のみならず外部から細胞内に取り込まれた組換え酵素製剤(rAαG
lu)に対しても酵素タンパク質のプロセシングを促進させた。このことから、外部から細
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胞内に取り込まれたrAαGluは凝集塊などのような異常構造塊を形成しており、それによ
り正常なプロセシングを受けることができないのではないかと考え、細胞内に取り込まれ
たrAαGlu酵素タンパク質の凝集塊の形成とそれに対するNB‑DNJの効果を解析した(図９)
。その結果、当初予想したごとく、細胞内取り込まれたrAαGlu酵素タンパク質は凝集塊
を形成していた。NB‑DNJは濃度依存的にその凝集塊形成を抑制した。
【００６４】
細胞内においては、タンパク質が凝集塊を形成する際にはジスルフィド(S‑S)結合が形
成され、より強固な高分子凝集塊になることが知られている。そこで、この凝集塊形成へ
のS‑S結合の関与と、S‑S結合による高分子凝集塊に対するN‑ブチルデオキシノジリマイシ
ン(NB‑DNJ)の効果を解析した(図１０)。その結果、細胞内に取り込まれたrAαGlu酵素タ
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ンパク質はS‑S結合による強固な高分子凝集塊を形成していることが明らかとなった。ま
た、このS‑S結合による高分子凝集塊の形成は、NB−DNJ濃度依存的に抑制された。
【００６５】
前述のごとく、一般に細胞内でタンパク質が凝集塊を形成する場合には、その前駆段階
としてそのタンパク質の正常高次構造の破綻が引き金となっていることが知られている。
そこで、本発明者らは、細胞内のAαGlu酵素タンパク質の高次構造の異常を検出する方法
の確立を試みた。細胞内のタンパク質、特にリソソーム内のような親水性環境の中ではタ
ンパク質はその疎水性アミノ酸残基を内包し、タンパク質表面は親水性アミノ酸残基で覆
われ、お互いに凝集することなく、その環境の中で拡散している。ところが、何らかの原
因でその高次構造が崩れると内部の疎水性アミノ酸残基が蛋白表面に露出し、凝集塊を形
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成することとなる。本発明者らは、この高次構造が崩れた際にタンパク質表面に暴露され
る疎水性アミノ酸に着目し、その疎水性アミノ酸を特異的に認識しタンパク質加水分解す
るキモトリプシンの機能を利用することで正常高次構造と構造異常のタンパク質を識別で
きるのではないかと考えた。
【００６６】
キモトリプシンはブタなどの膵臓から精製されて市販されているが、その中には極微量
であるが親水性アミノ酸残基を認識するトリプシンも不純物として含まれている。そこで
、本発明に使用するキモトリプシンは、Tosyl‑L‑lysine chloromethyl ketone(TLKC)で化
学修飾された酵素標品を用いた。TLKCはトリプシンの活性中心を化学結合することで、ト
リプシン活性だけを不可逆的に完全に阻害することができる。したがって、本発明で使用

50

(14)

JP 2017‑195786 A 2017.11.2

したキモトリプシンのTLKC処理は、酵素タンパク質の正常高次構造形成の有無を識別する
際に極めて重要である。
【００６７】
酵素タンパク質の正常高次構造を検出する方法を開発するため、正常高次構造を有する
AαGluと正常高次構造を失ったAαGluを作製し、両酵素タンパク質に対するTLKC処理され
たキモトリプシンの反応性を調べた(図１１)。両酵素タンパク質に内在性のAαGluを全く
持たないC103X/C103X細胞の細胞抽出液をタンパク質濃度が0.5mg/mlとなるように添加後
、キモトリプシンと反応させ、その反応産物をウエスタンブロットにより解析した。その
結果、正常高次構造を有するAαGlu(Active AαGlu)ではキモトリプシン活性0〜200mu/ml
まで全く分解されることなく明瞭なバンドとして認められた。一方、正常高次構造を失っ
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たAαGlu(Inactive AαGlu)では、キモトリプシン活性80mu/mlで完全にAαGluタンパク質
は分解されており、その分解断片が認められた。そこで、本発明では、分解断片の残存量
などを考慮し、キモトリプシン活性160mu/mlを至適活性と決定し、キモトリプシンアッセ
イによってAαGlu酵素タンパク質の高次構造の異常を検出した。
【００６８】
本発明は、従来のように細胞抽出液から特殊な方法で目的とするタンパク質を精製する
ことなく、目的のタンパク質が含まれる細胞ホモジネートをそのまま用いて、目的タンパ
ク質の高次構造の異常を検出することができる。このことから、本発明を用いることで簡
便かつ迅速にタンパク質の構造異常の検出が可能となり、遺伝性代謝病に対する治療効果
の判定や予測、また診断や予後判定、遺伝性代謝病の治療薬の提供など、多岐にわたる基
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礎研究や臨床への応用が可能である。
【００６９】
本発明者らが開発したキモトリプシンアッセイを用いて、ポンペ病患者由来の培養線維
芽細胞を対象に、培養液に異なる濃度のN‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)を添加
し培養後、その細胞試料を用いてキモトリプシンアッセイを行った(図１２)。その結果、
先行研究で示されたごとく、AαGlu酵素タンパク質のプロセシングはNB‑DNJ濃度依存的に
促進し、酵素成熟体が顕著に増加した。キモトリプシンを反応させたものでは、酵素前駆
体はほとんど消失し、中間体と成熟体のみが存在した。このことから、内在性のAαGlu酵
素タンパク質に対するNB‑DNJの効果は、酵素の正常高次構造を形成・維持することにより
プロセシングを促進させ、中間体や成熟体の高次構造の維持に関与することが初めて明ら
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かとなった。
【００７０】
さらに本発明者らは、酵素補充と化学シャペロンの併用療法の効果について、キモトリ
プシンアッセイを用いて解析を行った(図１３)。その結果、外部から細胞内に取り込まれ
たAαGluに対してもNB‑DNJによりプロセシングが促進し、増加した成熟体は正常な高次構
造を有していることが証明された。特に注目すべきことは、NB‑DNJによりプロセシングが
促進し、正常高次構造の成熟体はNB‑DNJ濃度依存的に10倍以上まで増加することである。
このことは、論理的に考えて酵素補充と化学シャペロンを併用すれば、現在使用している
組換え酵素製剤の量を10分の１程度に減量できることを意味しており、ひいては薬価の低
減、抗体産生の抑制につながるものと期待される。
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【００７１】
以上のごとく、本発明において使用できるプロテアーゼは、酵素タンパク質の表面に露
出した疎水性アミノ酸残基を標的として加水分解酵素であればいずれでもよいが、特にキ
モトリプシンが好ましい。なお、本発明においては、キモトリプシンとしては、疎水性ア
ミノ酸のＣ末端を加水分解するが、僅かではあるが親水性アミノ酸のＣ末端を加水分解す
るトリプシン活性を有しているので、このトリプシン活性を完全に抑制したTLCK処理した
キモトリプシンを使用することが必要である。
【００７２】
つまり、本発明で使用するプロテアーゼ、例えばキモトリプシンは、AαGluの構造異常
を認識して酵素タンパク質を分解する（図１１）。一方、AαGluの高次構造が正常ならば
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、そのプロテアーゼはAαGlu酵素タンパク質表面の疎水性アミノ酸残基を認識することが
できず、酵素タンパク質を分解することはできない。
【００７３】
本発明では、プロテアーゼを使用して、化学シャペロン化合物によりプロセシングが促
進された変異AαGluの正常高次構造が形成・維持されていることを確認することができる
（図１２）。
【００７４】
さらに、本発明では、プロテアーゼを使用して、化学シャペロン化合物が外部から細胞
内に取り込まれたAαGluの折り畳み構造異常を抑制することを確認することができる（図
１３）。
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【実施例１】
【００７５】
本実施例では、先ず化学シャペロン候補化合物の一つであるデオキシノジリマイシン(D
NJ)がポンペ病患者細胞に対して化学シャペロン化合物として機能するか否か確認するた
めの実験を行った(図１)。すなわち、ポンペ病患者由来の培養線維芽細胞(Y455F/Y455F、
P545L/P545L、525del/R600C、D645E/R845X、525del/525del)の培養液にDNJを添加し４日
間培養後、酸性α‑グルコシダーゼ(AαGlu)活性ならびに同じリソソーム酵素であるβ‑ヘ
キソサミニダーゼ(β‑Hex)活性を測定した。AαGlu 活性とβ‑Hex 活性を同時に測定した
のは、NB‑DNJの効果がAαGluに特異的なものか否か検証するためである。なお、525del/5
25delは細胞内に内在性のAαGluを持たない陰性コントロールである。

20

【００７６】
その結果、図１に示すように、DNJを培養液に添加することによりY455F/Y455F細胞とP5
45L/P545L細胞においてAαGluの活性上昇が認められた。
【００７７】
このことからDNJは化学シャペロン化合物としての機能を有していることが明らかとな
った。一方、β‑Hex活性では変化は認められなかったことから、DNJの効果はAαGluに特
異的であることが立証された。
【実施例２】
【００７８】
本実施例は、デオキシノジリマイシン(DNJ)を含めた５種類のポンペ病に対する化学シ
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ャペロン候補化合物の中で、どれが最も化学シャペロン化合物として有望であるかどうか
を調べたものである。
【００７９】
実験は、ポンペ病患者由来の培養線維芽細胞でDNJに反応してAαGlu活性が上昇した２
種類の細胞(Y455F/Y455F細胞とP545L/P545L細胞)を用い、化学シャペロン候補化合物とし
てはデオキシノジリマイシン(DNJ)、N‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)、N‑(7‑オ
クタデシル)デオキシノジリマイシン(NO‑DNJ)、N‑(n‑ノニル)デオキシノジリマイシン(NN
‑DNJ)、N‑デドシルデオキシノジリナイシン(ND‑DNJ)を用いた。この５種類の化学シャペ
ロン候補化合物を異なる濃度となるように上述の２種類の患者細胞の培養液に添加し、４
日間培養後に細胞内のAαGlu活性を測定した。
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【００８０】
その結果、図２に示すごとく、N‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)が２つの細胞
において最も高いAαGlu活性上昇効果を示した。
【００８１】
このことから、５種類の化学シャペロン化合物の内、N‑ブチルデオキシノジリマイシン
(NB‑DNJ)が最も化学シャペロンとしての機能が高いことが分かり、実験では主にNB‑DNJを
化学シャペロン化合物として使用することとした。
【実施例３】
【００８２】
本実施例では、N‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)が正常細胞に存在するするA
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αGlu酵素タンパク質およびポンペ病患者由来細胞に存在するアミノ酸置換型変異AαGlu
酵素タンパク質のプロセシングを正常化するかどうかを調べた。変異型AαGluタンパク質
としては、先行実験によりNB‑DNJにより細胞内AαGlu活性が上昇することが確認されてい
るY455Fホモ接合体細胞およびP545Lホモ接合体細胞を実験に供した。
【００８３】
正常細胞においては、AαGlu酵素タンパク質のプロセシングが正常に行われておりグリコ
ーゲン分解能を有するAαGlu酵素成熟体が大量に存在していることから、グリコーゲンを
完全に分解して細胞内に蓄積されることはない。したがって、化学シャペロン化合物であ
るNB‑DNJを作用させてもAαGluのプロセシングに全く影響を及ぼしておらず、NB‑DNJ存在
下でもプロセシングが正常に行われていることを示している。
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【００８４】
一方、患者由来の培養線維芽細胞においては、NB‑DNJ非存在下ではAαGluは酵素前駆体
だけに認められ、AαGlu中間体ならびにグリコーゲン分解能を有するAαGlu成熟体は全く
認められなかった。つまり、ポンペ病患者由来細胞では、グリコーゲンが細胞内で分解さ
れずに蓄積されていることが容易に推察される。
【００８５】
このような患者由来の培養線維芽細胞に化学シャペロン化合物であるNB‑DNJを作用させ
ると、AαGlu前駆体がAαGlu中間体を介してAαGlu成熟体へとプロセシングされ、グリコ
ーゲン分解能を有する酵素成熟体量が顕著に増加した。つまり、このことは、増加した酵
素成熟体により細胞内でグリコーゲンが分解され過剰蓄積されないものと思われる。
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【実施例４】
【００８６】
本実施例では、患者細胞内でプリセシングが促進し、増加したAαGlu成熟体が本来の局
在部位であるリソソームに到達しているか否か調べたものである。
【００８７】
本実施例では、正常酵素を発現する細胞とN‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)で
AαGlu活性が上昇することが確認されているY455F変異酵素を発現する細胞を用いて、免
疫二重染色を行いNB‑DNJによりプロセシングが促進し、AαGlu酵素成熟体が増加したY455
F変異酵素の細胞内局在を解析した。図４に示すごとく、シグナルがAαGluの存在位置を
示し（左図）、赤色のシグナルがリソソームの位置を示す（中央図）。両者を重ねて２種
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類のシグナルが完全に一致したシグナルとなった場合には（右図）、AαGluがリソソーム
に到達していることを意味する。
【００８８】
図４に示すごとく、正常細胞ではシグナル（図４Ｄ）とシグナル（図４Ｅ）が完全に一
致しており（図４Ｃ）、AαGluはリソソームに到達していることを示している。一方、変
異酵素では、N‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)非存在下において、シグナル（図
４Ｇ）とシグナル（図４Ｈ）は一致しておらず（図４Ｉ）、AαGluはリソソームに到達し
ていない。しかし、NB‑DNJを添加した変異酵素では、シグナル（図４Ｊ）とシグナル（図
４Ｋ）は完全に一致しており（図４Ｌ）、変異AαGluはリソソームに到達していることを
示している。
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【００８９】
この実験成果より、NB‑DNJによりプロセシングが促進された患者細胞内のAαGluは、本
来の局在部位であるリソソームに到達していることが証明された。このことは、NB‑DNJを
用いることで患者細胞内のAαGluのプロセシングを促進させ、AαGlu成熟体をリソソーム
へと輸送することで、リソソーム内でのグリコーゲン分解を促進することが可能であるも
のと推察される。
【実施例５】
【００９０】
本実施例では、化学シャペロン化合物としてのN‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DN
J)が、どのくらいの種類の変異酵素に適応可能かどうかを調べるために、ポンペ病患者か
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ら同定された３７例のアミノ酸置換型AαGlu変異酵素に対するNB‑DNJの効果を調べたもの
である。
【００９１】
本実験では、これまでにポンペ病患者から同定された３７種類のアミノ酸置換型AαGlu
酵素を発現する細胞を用いて、培養液中にNB‑DNJ存在/非存在下で培養し、細胞内のAαGl
u活性を測定した(図５)。NB‑DNJの効果はNB‑DNJ非存在下のAαGlu活性に対するNB‑DNJ存
在下でのAαGlu活性の灯を求めて評価した。その結果、３７例中１３例(約３５％)の変異
酵素においてAαGlu活性の上昇が認められた。
【００９２】
本実験に成果から、化学シャペロン化合物であるNB‑DNJが適応できる変異酵素には限界
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があり、ポンペ病においては化学シャペロンだけでは、全ての患者に応用できないことが
判明した。このことから、現在行われている酵素補充療法の問題点を補完するために、本
発明者らは酵素補充と化学シャペロンの併用療法の有用性に関して更に実験を進めた。
【実施例６】
【００９３】
本実施例では、酵素補充と化学シャペロンの併用療法の有用性を検証するために、ポン
ペ病患者由来の５種類の培養線維芽細胞を用いて、組換え酵素製剤(rAαGlu)とN‑ブチル
デオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)を細胞培養液に添加して細胞内AαGlu活性の変化を調べ
た。
【００９４】
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本実験では、ポンペ病患者由来の５種類の培養線維芽細胞を対象として実験を行った(
図６)。(1)NB‑DNJに反応し細胞内AαGlu活性が上昇するP545L/P545L細胞、(2)細胞内に内
在性のAαGlu酵素タンパク質が全く存在しなしC103X/C103X細胞、(3)細胞内に内在性のA
αGlu酵素タンパク質は存在するが、活性が全くなく、NB‑DNJに反応しないM439K/W746X細
胞、(4)同様に、AαGlu酵素タンパク質は存在するが、NB‑DNJに反応しないR437C/R437C細
胞、(5)同様に、AαGlu酵素タンパク質は存在するが、NB‑DNJに反応しない525del/R600C
細胞の培養液にrAαGluならびにNB‑DNJを同時にあるいはそれぞれ単独で添加し、４日間
培養後、細胞内AαGlu活性を測定した。
【００９５】
図６に示すごとく、５種類全ての細胞においてrAαGluとNB‑DNJを同時に添加した場合
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に、細胞内AαGlu活性は最も高い値を示した。特に、NB‑DNJに反応して酵素活性を増加さ
せるP545L/P545L細胞においては、rAαGlu単独添加時の活性とNB‑DNJ単独添加時の活性の
総和よりも、両者を同時に添加した際の活性が明らかに高値を示した。このことから、rA
αGluとNB‑DNJの併用によるAαGluの活性上昇は、両者の相乗的な効果によることが示さ
れた。
【００９６】
この実験成果から、酵素補充療法単独よりも化学シャペロン療法との併用療法の方が、
より効果的な治療成果を得ることができることが立証された。
【実施例７】
【００９７】
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本実施例では、実施例６で示された細胞内AαGlu活性の上昇がどのようなメカニズムで
生じているかを調べるため、ポンペ病患者由来の培養線維芽細胞を用いて、組換え酵素製
剤(rAαGlu)とN‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)を培養液に添加し、ウエスタン
ブロットにより細胞内酵素タンパク質の挙動を解析した。
【００９８】
本実験では、細胞内に内在性のAαGluを全く持たないC103X/C103X細胞を用いて、細胞
培養液に一定量のrAαGluと様々な濃度のNB‑DNJを添加し、４日間培養後、その細胞ホモ
ジネートを用いてウエスタンブロットにより、細胞内に取り込まれたAαGluの挙動を解析
した(図７)。
【００９９】
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図７に示すごとく、細胞に取り込まれたAαGluは、NB‑DNJ濃度依存的にプロセシングが
促進し、結果的にグリコーゲンの分解能を有するAαGlu酵素成熟体の量が顕著に増加を示
した。しかも、３種類の酵素タンパク質の総量もNB‑DNJ存在下の方が増加傾向を示した。
【０１００】
このことから、NB‑DNJは外部から細胞内に取り込まれたAαGluの細胞内安定性に関与し
、酵素タンパク質の分解処理を抑制すると共にプロセシングを促進することで、グリコー
ゲン分解能を有するAαGlu酵素成熟体の量を増加させることが示された。この実験により
、実施例５で示した酵素補充と化学シャペロンの併用による細胞内AαGlu酵素活性上昇の
分子メカニズムの一端が明らかとなった。
【実施例８】
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【０１０１】
本実施例では、２種類のポンペ病患者由来の培養線維芽細胞を対象として、組換え酵素
製剤(rAαGlu)とN‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)との併用効果をウエスタンブ
ロットにより調べた。
【０１０２】
本実験は、(1)内在性のAαGluを全く有しないC103X/C103X細胞と(2)内在性のAαGluを
有しNB‑DNJに反応して細胞内酵素活性が上昇するP545L/P545L細胞を用い、その培養液にr
AαGluならびにNB‑DNJを同時添加あるいはそれぞれ別に添加し４日間培養した。その後、
細胞ホモジネートを用いてウエスタンブロットにより、細胞内に取り込まれたAαGluの挙
動を解析した(図８)。
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【０１０３】
その結果、図８に示すごとく、P545L/P545L細胞ではNB‑DNJを単独で添加した場合でもA
αGlu成熟体へのプロセシングの促進が観察された。また、rAαGlu単独でもある程度のA
αGlu成熟体が観察されたが、NB‑DNJと併用することで、遥かに多くのAαGlu成熟体が観
察された。このことからも、酵素補充療法と化学シャペロン療法単独の治療よりも、両者
の併用療法の方が遥かに効果的な治療効果が得られることが立証された。
【０１０４】
本実施例で示されたように、外部から細胞内に取り込まれたrAαGluは、十分なプロセ
シングを受けることなく、酵素前駆体のままで存在していることが分かる。この原因とし
て考えられることとしては、取り込まれたrAαGluが正常な高次構造を形成することがで
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きず、細胞内で凝集塊を形成していることである。すなわち、細胞内に取り込まれたrAα
Gluは、正常な高次構造が崩れることで酵素タンパク質内部に内包していた疎水性アミノ
酸がタンパク質表面に露出し、その疎水性基同士によるファンデアヴァールス力や疎水性
相互作用により構造異常の酵素タンパク質同士が会合することで最終的に凝集塊を形成し
、それが細胞内タンパク質分解系(粗面小胞体関連分解など)により処理されていることが
予想された。
【実施例９】
【０１０５】
本実施例では、実施例８の結果から考察された仮説を立証するために、細胞内に取り込
まれた組換え酵素製剤(rAαGlu)の凝集塊の形成とそれに対すとN‑ブチルデオキシノジリ
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マイシン(NB‑DNJ)の効果を、ポンペ病患者由来の培養線維芽細胞を用いて解析した。
【０１０６】
本実験では、内在性のAαGluを全く有していないC103X/C103X細胞を用いて、一定量のr
AαGluと異なる量のNB‑DNJを細胞培養液に添加して４日間培養後、細胞ホモジネートを回
収した。回収した細胞ホモジネートを遠心処理し、沈殿物を洗浄したものを不溶性画分(
凝集塊が存在する画分)、上清部分を可溶性画分とし、それぞれをウエスタンブロットに
より解析した(図９)。
【０１０７】
その結果、図９に示すごとく、NB‑DNJ非存在下では不溶性画分にAαGlu前駆体のバンド
が明瞭に観察され、その凝集塊はNB‑DNJ濃度依存的に消失していった。このことから、当
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初予想したごとく細胞内に取り込まれたrAαGluは凝集塊を形成していることが立証され
た。これがプロセシングを抑制している原因と考えられた。また、NB‑DNJはこの凝集塊の
形成を抑制することも明らかになった。
【０１０８】
本実施例により、細胞内に取り込まれたrAαGluが凝集塊を形成していることが示され
たが、通常、細胞内でタンパク質が凝集塊を形成する際には、より強固な凝集塊とするた
めにジスルフィド(S‑S)結合が形成されることが知られている。そこで、この仮説を立証
するために、細胞内で形成されたAαGlu酵素タンパク質の凝集塊形成にS‑S結合が関与し
ているかどうかを解析した。
【実施例１０】
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【０１０９】
本実施例では、細胞内に取り込まれた組換え酵素製剤(rAαGlu)が凝集塊を形成する際
にS‑S結合が関与しているか否か、更にその形成に対するN‑ブチルデオキシノジリマイシ
ン(NB‑DNJ)の効果を調べるために、電気泳動を非還元性条件下(S‑S結合を保持したままの
条件)で行い、ウエスタンブロットにより解析した。
【０１１０】
本実験では、内在性のAαGluを全く有しないC103X/C103X細胞を用い、一定量のrAαGlu
と異なる量のNB‑DNJを培養液に添加し、４日間培養後、細胞ホモジネートを試料とし、S‑
S結合を切断するメルカプトエタノールを試料希釈液から除去して、非還元性条件下でS‑S
結合を保持したまま電気泳動した。その後、ウエスタンブリットにより、AαGluによる高
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分子凝集塊の有無を確認した(図１０)。
【０１１１】
その結果、図１０に示すごとく、電気泳動の上段(高分子領域)にAαGluの高分子複合体
が観察された。このことから、当初予想していたごとく、細胞内に取り込まれたrAαGlu
の凝集塊形成にはS‑S結合が関与していることが示された。また、このS‑S結合によるAαG
lu高分子凝集塊の形成はNB‑DNJを共存することで抑制できることも明らかとなった。
【０１１２】
実施例９ならびに１０の実験成果より、外部から細胞内に取り込まれたrAαGluは、細
胞内において高分子凝集塊を形成していることが明らかとなり、またその形成にはS‑S結
合が関与していることが示された。さらに、その凝集塊の形成をNB‑DNJが抑制することも
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立証された。これが細胞内に取り込まれたAαGluのプロセシングを阻止している原因と考
えられた。
【実施例１１】
【０１１３】
上述のごとく、細胞内でタンパク質が凝集塊を形成する場合には、先ず、最初にそのタ
ンパク質自体の正常高次構造が崩れ、内部に内包されていた疎水性アミノ酸がタンパク質
表面に露出することが引き金となることが知られている。そこで、本発明者らは、この酵
素タンパク質の構造異常を何らかの方法で検出する方法の開発を試みることとした。
【０１１４】
本実施例では、構造異常を起こしたタンパク質がその表面に露出する疎水性アミノ酸残
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基に着目し、かつ、プロテアーゼの中でも疎水性アミノ酸残基を認識してタンパク質を分
解するセリンプロテアーゼの一種であるキモトリプシンの特性を利用して、正常高次構造
と正常高次構造を失ったAαGluを識別できるかどうかを、TLKC処理キモトリプシンを用い
て検証した。
【０１１５】
本実験では、組換え酵素製剤(rAαGlu)を酵素試料として用い、中性pHの保存液で４℃
と３７℃でインキュベート後、４℃保存では充分活性があることから正常高次構造を有す
るAαGlu(Active AαGlu)とし、３７℃で保存したものは完全に失活していることから高
次構造を失ったAαGlu(Inactive AαGlu)として実験に供した。また、Active AαGluとIn
active AαGluには、内在性のAαGluを全く有していないC103X/C103X培養線維芽細胞の細
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胞ホモジネートを総タンパク質濃度が0.5mg/mlとなるように添加し、通常の細胞ホモジネ
ートと同じ環境となるように調整した。この２つの酵素試料にTLKC処理キモトリプシンを
0〜200mu/mlとなるように混和し、３７℃、２０分間反応後、９５℃５分間加熱して酵素
反応を止め、ウエスタンブロットにより、両AαGluタンパク質の分解の有無を観察した(
図１１)。
【０１１６】
結果は図１１に示したごとく、正常高次構造を有しているActive AαGluは、本実施例
での実験条件では全く分解されておらず、部分的な分解断片も一切観察されなかった。一
方、正常高次構造を失ったInactive AαGluは、キモトリプシン活性８０mｕ/mlで完全に
酵素タンパク質が消失し、低分子領域に分解断片が認められた。

10

【０１１７】
この実験成果は本発明の根幹をなす重要な知見を含んでいる。先ず、最も重要な知見は
、高次構造を有する酵素タンパク質と高次構造を失った酵素タンパク質の違いを、キモト
リプシン活性に対する抵抗性/感受性の有無で識別できることである。次に、その違いの
識別が細胞ホモジネートの存在下で可能であることである。細胞ホモジネート中には種々
雑多なタンパク質が含まれていることから、キモトリプシンのプロテアーゼ活性を競合阻
害することが予想されたが、キモトリプシンは多くのタンパク質が存在する中にあっても
、AαGluの高次構造の異常を認識し、正常高次構造の酵素タンパク質は全く分解すること
なく、正常高次構造を失った酵素タンパク質を選択的に分解した。このことは、通常の細
胞ホモジネートを試料としてその中に含まれるタンパク質の構造異常を簡便に検出するこ
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とができることを意味している。
【実施例１２】
【０１１８】
本実施例では、N‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)によりAαGluのプロセシング
が促進した２種類のポンペ病患者由来の培養線維芽細胞を用いて、プロセシング促進によ
り増加した酵素成熟体が正常高次構造を有しているか否かをキモトリプシンアッセイを用
いて解析した。
【０１１９】
本実験では、NB‑DNJによりAαGluのプロセシングが促進したP5454L/P545L細胞とY455F/
Y455F細胞を対象に、細胞培養液に様々な濃度のNB‑DNJを添加し、４日間培養後、その細
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胞ホモジネートを総タンパク質濃度0.5mg/mlに調整し160mu/mlのキモトリプシンと反応さ
せ、その反応産物をウエスタンブロットにより解析した(図１２)。
【０１２０】
図１２に示すごとく、両細胞共にNB‑DNJによりAαGluのプロセシングは促進し、NB‑DNJ
非存在下では認められなかった酵素成熟体が、NB‑DNJ濃度依存的に増加した。キモトリプ
シンを反応させたものでは、酵素前駆体は完全に消失し、酵素中間体と酵素成熟体は残存
した。このことから、患者細胞に内在する変異AαGlu酵素タンパク質に対して、NB‑DNJは
その正常構造の形成・維持を促進し、正常なプロセシングへ導くことが示され、それによ
って増加した細胞内の酵素成熟体は正常な高次構造を有していることが立証された。
【実施例１３】
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【０１２１】
本実施例では、外部から細胞内に取り込まれた組換え酵素製剤(rAαGlu)が正常な高次
構造を有しているか否か、また、N‑ブチルデオキシノジリマイシン(NB‑DNJ)によりプロセ
シングが促進し、酵素成熟体となったAαGlu酵素タンパク質が正常な高次構造を有してい
るか否かを調べるために、ポンペ病由来の培養線維芽をキモトリプシンアッセイを用いて
検証した。
【０１２２】
本実験には、内在性のAαGluを全く有しないC103X/C103X細胞を用い、細胞培養液に一
定量のrAαGluと様々な濃度のNB‑DNJを添加し、４日間培養後、細胞ホモジネートは総タ
ンパク質濃度を0.5mg/mlに調整し、１６０mu/mlのキモトリプシンを反応させ、その反応
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産物をウエスタンブロットにより解析した(図１３)。
【０１２３】
実験結果は、図１３に示すごとく、細胞内部に取り込まれたAαGlu酵素タンパク質は、
NB‑DNJによりプロセシングが促進し、酵素成熟体が増加した。増加した酵素成熟体は、キ
モトリプシンアッセイにより、正常な高次構造を有していることが初めて証明された。特
に、プロセシング促進により増加した正常高次構造のAαGlu成熟体量は、MB‑DNJ濃度依存
的に顕著な増加傾向を示し、NB‑DNJ非存在下と比べると１０倍以上にも増加した。
【０１２４】
この実験成果もまた、極めて重要な意味を持っており、本発明の根幹をなすものである
。すなわち、(1)細胞内に取り込まれたrAαGlu酵素タンパク質は、化学シャペロンである
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NB‑DNJによりプロセシングが促進し、酵素成熟体が増加すること、(2)さらに、増加した
酵素成熟体は本発明によるキモトリプシンアッセイにより、正常な高次構造を有している
ことを証明できたことである。
【０１２５】
本発明の一つであるキモトリプシンアッセイは、リソソーム病を含む他の遺伝性代謝病
のみならず細胞内タンパク質の高次構造の異常が原因となる、いわゆる「タンパク質折り
たたみ異常症」のための治療法開発や、診断ならびに病型診断、予後の予測などに応用が
可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１２６】
本発明によれば、遺伝性代謝病を化学シャペロン化合物によって治療する場合の治療効
果の予測・判定ができるとともに、現行の酵素補充と化学シャペロン化合物による併用療
法の治療効果の予測・判定が行える。これにより、新たな治療法の開発が加速的に進展す
ることが期待できる。
【０１２７】
また、プロテアーゼによるアッセイによって、遺伝性代謝病の診断、病型や予後の判定
を可能にすると共に、化学シャペロン療法ならびに化学シャペロン療法と酵素補充療法と
の併用療法の治療効果を予測・判定できることから、遺伝性代謝病を含む「タンパク質折
りたたみ異常症」の診断ならびに治療法開発に極めて有用である。
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