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(57)【要約】
【課題】１回の採血のみで完了し、且つ、高い再現性を有する血管内皮機能の測定方法を
用いた血管内皮機能改善剤のスクリーニング方法を提供する。
【解決手段】本発明は、血管内皮機能改善剤のスクリーニング方法であって、血管内皮細
胞をコンフルエントの状態となるように培養し、準備する準備工程と、前記準備工程後の
前記血管内皮細胞を、被検化合物の添加、又は無添加条件にて培養する培養工程と、前記
培養工程後の前記血管内皮細胞に血管内皮障害リスク因子を添加し、グリコカリックスの
遊離を誘導する誘導工程と、前記誘導工程後の前記被検化合物の添加、又は無添加条件で
の培養液中に含まれるグリコカリックス濃度を測定し、前記被検化合物による血管内皮機
能の改善効果を評価する評価工程と、を備える。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
血管内皮機能改善剤のスクリーニング方法であって、
血管内皮細胞をコンフルエントの状態となるように培養し、準備する準備工程と、
前記準備工程後の前記血管内皮細胞を、被検化合物の添加、又は無添加条件にて培養す
る培養工程と、
前記培養工程後の前記血管内皮細胞に血管内皮障害リスク因子を添加し、グリコカリッ
クスの遊離を誘導する誘導工程と、
前記誘導工程後の前記被検化合物の添加、又は無添加条件での培養液中に含まれるグリ
コカリックス濃度を測定し、前記被検化合物による血管内皮機能の改善効果を評価する評
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価工程と、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
血管内皮機能改善剤をスクリーニングするためのキットであって、
血管内皮細胞と、
血管内皮障害リスク因子と、
グリコカリックス検出試薬と、
を備えることを特徴とするキット。
【請求項３】
血管内皮細胞に対する被検化合物の血管内皮機能障害性を評価するための方法であって
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、
血管内皮細胞をコンフルエントの状態となるように培養し、準備する準備工程と、
前記準備工程後の前記血管内皮細胞を、被検化合物の添加、又は無添加条件にて培養す
る培養工程と、
前記培養工程後の前記被検化合物の添加、又は無添加条件での培養液中に含まれるグリ
コカリックス濃度を測定し、血管内皮細胞に対する前記被検化合物の血管内皮機能障害性
を評価する評価工程と、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項４】
血管内皮細胞に対する被検化合物の血管内皮機能障害性を評価するためのキットであっ
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て、
血管内皮細胞と、
グリコカリックス検出試薬と、
を備えることを特徴とするキット。
【請求項５】
循環器疾患を有する被検体における疾病管理による血管内皮機能の改善効果を評価する
ための方法であって、
血管内皮細胞をコンフルエントの状態となるように培養し、準備する準備工程と、
前記準備工程後の前記血管内皮細胞を、循環器疾患を有する被検体の疾病管理前、又は
疾病管理後の血清を添加し、培養する培養工程と、
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前記培養工程後の前記血管内皮細胞に血管内皮障害リスク因子を添加し、グリコカリッ
クスの遊離を誘導する誘導工程と、
前記誘導工程後の前記循環器疾患を有する被検体の疾病管理前、又は疾病管理後の血清
を添加した条件での培養液中に含まれるグリコカリックス濃度を測定し、前記疾病管理に
よる血管内皮機能の改善効果を評価する評価工程と、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項６】
循環器疾患を有する被検体における疾病管理による血管内皮機能の改善効果を評価する
ためのキットであって、
血管内皮細胞と、
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血管内皮障害リスク因子と、
グリコカリックス検出試薬と、
を備えることを特徴とするキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、血管内皮機能改善剤のスクリーニング方法、血管内皮細胞に対する被検化合
物の血管内皮機能障害性を評価するための方法、循環器疾患を有する被検体における疾病
管理による血管内皮機能の改善効果を評価するための方法、及びそれらのキットに関する
10

。
【背景技術】
【０００２】
虚血性心疾患、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症等の循環器疾患の原因となる動脈硬化、
心不全、及び心房細動は、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満等の生活習慣病を基盤とし
て発症するが、これらの病態では早期から血管内皮機能の低下が認められる。また、深部
静脈血栓症又は心房細動による心原性脳塞栓症等の血栓形成性疾患においては、血管内皮
機能障害が血栓形成の重要な因子とされている。血管内皮機能は独立した心血管病予後予
測因子として知られており（例えば、非特許文献１参照。）、循環器疾患発症リスクの評
価や、循環器疾患二次予防のための疾病管理における効果判定指標として臨床的に血管内
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皮機能測定が行われている。
血管内皮機能の測定方法として、例えば、血流依存性血管拡張反応（Ｆｌｏｗ
ｉａｔｅｄ

Ｍｅｄ

Ｄｉｌａｔｉｏｎ；ＦＭＤ）による非侵襲的検査方法（例えば、非特許文献

２参照。）や、ＥｎｄｏＰＡＴによる検査方法（例えば、非特許文献３参照。）等が挙げ
られる。
ＦＭＤ検査法は、まず、カフで腕を締めた後の血流増大によるずり応力により、血管拡
張物質である一酸化窒素（ＮＯ）が血管内皮より放出され、血管は拡張する。ＦＭＤ検査
では血管がどれくらい拡張したかを、超音波を用いて計測する。
また、ＥｎｄｏＰＡＴによる検査法は、まず、両手の人差し指の指先に指先脈波を測定
するための専用のプローベを装着し、安静状態を５分間測定した後、５分間駆血し、開放
後の５分間測定する。駆血側の腕だけを測定分析対象とするのではなく、両手の指にプロ

30

ーベを装着し、両腕の血流量変化を同時に測定し、駆血しない側（対側）をコントロール
として使うため、交感神経系の変化からもたらされる駆血側腕の血流量変化をキャンセル
することができる。さらに、ＥｎｄｏＰＡＴによる検査法では、血管内皮機能（ＲＨＩ）
及び血管のしなやかさ（ＡＩ）の両方を観察することができる。
【０００３】
また、血管内皮機能障害は、血管内皮細胞表面を覆う血管内皮グリコカリックス層の障
害によって引き起こされると考えられており（例えば、非特許文献４参照。）、アルブミ
ン尿を呈する腎機能障害、重篤な糖尿病、又は高尿酸血症において血管内皮グリコカリッ
クスの血中濃度が増加することが知られている（例えば、非特許文献５参照）。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
非特許文献２に記載のＦＭＤ検査法は、再現性が低く、臨床の現場で手技が煩雑である
ため、血管内皮機能の測定法として推奨されていない。
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また、非特許文献３に記載のＥｎｄｏＰＡＴによる検査法は、再現性が高く、臨床の現
場でも導入されているが、測定に１５分程度かかり、患者の拘束時間が長く、効率的でな
いという課題を有する。
さらに、血管内皮グリコカリックスの血中濃度と相関がみられる疾患は、上記に挙げた
アルブミン尿を呈する腎機能障害、重篤な糖尿病、又は高尿酸血症に限定されているため
、その他多くの循環器疾患と血管内皮グリコカリックスとの相関関係を評価可能な系が求
められていた。
【０００６】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、１回の採血のみで完了し、且つ、
高い再現性を有する血管内皮機能の測定方法を用いた血管内皮機能改善剤のスクリーニン
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グ方法、血管内皮細胞に対する被検化合物の血管内皮機能障害性の評価方法、及び循環器
疾患を有する被検体における疾病管理による血管内皮機能の改善効果の評価方法を提供す
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究した結果、血管内皮細胞表面上にグリコカ
リックス層を構築したインビトロ系を用いることにより、血管内皮機能を１回の採血のみ
で完了し、且つ、高い再現性で評価できることを見出し、本発明を完成させるに至った。
【０００８】
すなわち、本発明は、以下の態様を含む。
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［１］血管内皮機能改善剤のスクリーニング方法であって、血管内皮細胞をコンフルエン
トの状態となるように培養し、準備する準備工程と、前記準備工程後の前記血管内皮細胞
を、被検化合物の添加、又は無添加条件にて培養する培養工程と、前記培養工程後の前記
血管内皮細胞に血管内皮障害リスク因子を添加し、グリコカリックスの遊離を誘導する誘
導工程と、前記誘導工程後の前記被検化合物の添加、又は無添加条件での培養液中に含ま
れるグリコカリックス濃度を測定し、前記被検化合物による血管内皮機能の改善効果を評
価する評価工程と、を備えることを特徴とする方法。
［２］血管内皮機能改善剤をスクリーニングするためのキットであって、血管内皮細胞と
、

血管内皮障害リスク因子と、グリコカリックス検出試薬と、を備えることを特徴とす

るキット。
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［３］血管内皮細胞に対する被検化合物の血管内皮機能障害性を評価するための方法であ
って、

血管内皮細胞をコンフルエントの状態となるように培養し、準備する準備工程と

、前記準備工程後の前記血管内皮細胞を、被検化合物の添加、又は無添加条件にて培養す
る培養工程と、前記培養工程後の前記被検化合物の添加、又は無添加条件での培養液中に
含まれるグリコカリックス濃度を測定し、血管内皮細胞に対する前記被検化合物の血管内
皮機能障害性を評価する評価工程と、を備えることを特徴とする方法。
［４］血管内皮細胞に対する被検化合物の血管内皮機能障害性を評価するためのキットで
あって、血管内皮細胞と、グリコカリックス検出試薬と、を備えることを特徴とするキッ
ト。
［５］循環器疾患を有する被検体における疾病管理による血管内皮機能の改善効果を評価
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するための方法であって、血管内皮細胞をコンフルエントの状態となるように培養し、準
備する準備工程と、前記準備工程後の前記血管内皮細胞を、循環器疾患を有する被検体の
疾病管理前、又は疾病管理後の血清を添加し、培養する培養工程と、前記培養工程後の前
記血管内皮細胞に血管内皮障害リスク因子を添加し、グリコカリックスの遊離を誘導する
誘導工程と、前記誘導工程後の前記循環器疾患を有する被検体の疾病管理前、又は疾病管
理後の血清を添加した条件での培養液中に含まれるグリコカリックス濃度を測定し、前記
疾病管理による血管内皮機能の改善効果を評価する評価工程と、を備えることを特徴とす
る方法。
［６］循環器疾患を有する被検体における疾病管理による血管内皮機能の改善効果を評価
するためのキットであって、血管内皮細胞と、血管内皮障害リスク因子と、グリコカリッ
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クス検出試薬と、を備えることを特徴とするキット。
【発明の効果】
【０００９】
本発明によれば、１回の採血のみで完了し、且つ、高い再現性を有する血管内皮機能の
測定方法を用いた血管内皮機能改善剤のスクリーニング方法、血管内皮細胞に対する被検
化合物の血管内皮機能障害性の評価方法、及び循環器疾患を有する被検体における疾病管
理による血管内皮機能の改善効果の評価方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例１におけるＨＵＶＥＣを用いたインビトロ系でのグルコース濃度及び培養
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時間の違いによるグリコカリックス（ＣＤ１３８）の検出量の変化を示すグラフである。
【図２】実施例２におけるＨＵＶＥＣを用いたインビトロ系での各血管内皮障害リスク因
子の培養時間の違いによるグリコカリックス（ＣＤ１３８）の検出量の変化を示すグラフ
である。
【図３】実施例３におけるＨＵＶＥＣを用いたインビトロ系での健常者、又は糖尿病患者
の血清含有によるグリコカリックス（ＣＤ１３８）の検出量の違いを示すグラフである。
【図４】実施例４におけるＨＵＶＥＣを用いたインビトロ系でのグルコース濃度が０．０
５ｍＭ、５ｍＭ、又は１５ｍＭであって、血管内皮障害リスク因子としての過酸化水素刺
激によるグリコカリックス（ＣＤ１３８）の検出量の違いを示すグラフである。
【図５】実施例５におけるＨＵＶＥＣを用いたインビトロ系でのグルコース濃度が１５ｍ
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Ｍであって、リバーロキサバン添加、又は無添加条件下での、血管内皮障害リスク因子と
しての過酸化水素刺激によるグリコカリックス（ＣＤ１３８）の検出量の違いを示すグラ
フである。
【図６】実施例６におけるパッセージ３〜７（Ｐ３〜Ｐ７）のＨＵＶＥＣを用いたインビ
トロ系でのグルコース濃度が０．０５ｍＭ、又は１５ｍＭであって、血管内皮障害リスク
因子としての過酸化水素刺激によるグリコカリックス（ＣＤ１３８）の検出量の違いを示
すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
＜＜血管内皮機能改善剤のスクリーニング方法＞＞
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一実施形態において、本発明は、血管内皮機能改善剤のスクリーニング方法であって、
血管内皮細胞をコンフルエントの状態となるように培養し、準備する準備工程と、前記準
備工程後の前記血管内皮細胞を、被検化合物の添加、又は無添加条件にて培養する培養工
程と、前記培養工程後の前記血管内皮細胞に血管内皮障害リスク因子を添加し、グリコカ
リックスの遊離を誘導する誘導工程と、前記誘導工程後の前記被検化合物の添加、又は無
添加条件での培養液中に含まれるグリコカリックス濃度を測定し、前記被検化合物による
血管内皮機能の改善効果を評価する評価工程と、を備える方法を提供する。
【００１２】
本実施形態のスクリーニング方法によれば、簡便且つ１回の採血のみで完了し、且つ、
有効な血管内皮機能改善剤をスクリーニングすることができる。また、本実施形態のスク
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リーニング方法は、動物実験の代替法として活用でき、よりヒトの生体内に近いインビト
ロ条件下において、血管内皮機能に対する被検化合物の効果を評価することができる。
【００１３】
一般に、血管内皮機能障害は、血管内皮細胞表面を覆う内皮グリコカリックス層の障害
によって引き起こされると考えられている。よって、本明細書において、「血管内皮機能
の改善効果」とは、内皮グリコカリックス層の生成促進効果、又は内皮グリコカリックス
層の遊離抑制効果を意味する。
よって、本実施形態のスクリーニング方法によれば、血管内皮機能の改善効果、すなわ
ち、内皮グリコカリックス層の生成促進効果、又は内皮グリコカリックス層の遊離抑制効
10

果を有する被検化合物を得ることができる。
【００１４】
一般に、「グリコカリックス」とは、細胞高分子化合物の総称であり、糖タンパク質、
又は糖鎖を含む。また、本明細書においては、「グリコカリックス」は、血管内皮細胞表
面上に形成される「内皮グリコカリックス」を意味し、内皮グリコカリックス層は血漿層
又は内皮表面層（ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

ｓｕｒｆａｃｅ

ｌａｙｅｒ：ＥＳＬ）とも

呼ばれる。
グリコカリックスは、血流の制御において重要な役割を果たし、血液の血球及び分子量
の大きい溶質を遮断し、これらが内皮細胞膜に接触しない状態を確保することができる。
したがって、グリコカリックスは、血管緊張の調節、血液及び組織間の流体及び溶質の交
換、白血球遊走、止血の調節、さらには、凝固及び炎症の反応の調節に能動的に関与する

20

。
また、内皮グリコカリックス層は血漿又は内皮に由来する可溶性分子が組み込まれたネ
ットワークを形成している。この可溶性分子を含む層と、血流との間には動的平衡が存在
し、内皮グリコカリックス層の組成及び厚さに継続的に影響する。また、細胞表面に固定
されているグリコカリックスも、組織損傷、炎症、流体投与、虚血、遊離酸素ラジカル等
を原因としたせん断により脱落し、損傷すると考えられている。
よって、グリコカリックスの減少は、血小板凝集、白血球粘着、毛細血管漏出及び組織
浮腫を発生させる内皮透過性の増加につながる。
従って、内皮グリコカリックス層の生成を促進する、又は内皮グリコカリックス層の遊
離を抑制することで、血管内皮機能は改善され、正常な血管内皮環境を保つことができる

30

。
【００１５】
グリコカリックスは、主に糖タンパク質（プロテオグリカン）及びグリコサミノグリカ
ンから構成される。
前記糖タンパク質（プロテオグリカン）としては、例えば、シンデカン−１（ＣＤ１３
８）、シンデカン−２、シンデカン−３、シンデカン−４等のシンデカン；グリピカン１
（ＧＰＣ１）、グリピカン２（ＧＰＣ２）、グリピカン３（ＧＰＣ３）、グリピカン４（
ＧＰＣ４）、グリピカン５（ＧＰＣ５）、グリピカン６（ＧＰＣ６）等のグリピカン；ミ
メカン、ペルレカン、及びビグリカン等が挙げられ、これらに限定されない。
また、前記グリコサミノグリカンとしては、例えば、ヘパリン、ヘパラン硫酸、コンド
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ロイチン、コンドロイチン硫酸、デルマンタン硫酸、ケラタン硫酸、ヒアルロン酸、及び
これらの塩等が挙げられ、これらに限定されない。
【００１６】
また、血管内皮機能障害を引き起こす疾患としては、主に、生活習慣病及び該生活習慣
病が基盤となり発症する循環器疾患が挙げられる。血管内皮機能障害を引き起こす疾患と
してより具体的には、例えば、高血圧、糖尿病、慢性腎臓病、腎不全、高尿酸血症（痛風
）、脂質異常症（高脂血症）、肥満症（メタボリックシンドローム）、虚血性心疾患（例
えば、心筋梗塞、狭心症、虚血性心不全、虚血性心疾患の致死性不整脈）、心臓弁膜症、
心不全、周期性心筋症、不整脈、脳梗塞、脳出血（脳卒中）、脳血管疾患、脂肪肝、アル
コール性肝炎、慢性閉塞性肺疾患、原発性肺高血圧症、肺癌、大腸癌、腹部大動脈瘤、胸
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部大動脈瘤、閉塞性動脈硬化症、閉塞性血栓症血管炎、動脈硬化、大動脈解離等が挙げら
れ、これらに限定されない。よって、本実施形態のスクリーニング方法において、使用す
る血管内皮細胞の種類を適宜選択することによって、上記疾患のインビトロ系モデルを構
築することができ、血管内皮機能改善剤、すなわち上記疾患に有効な治療薬をスクリーニ
ングすることができる。
本実施形態のスクリーニング方法の各工程について、以下に詳細を説明する。
【００１７】
［準備工程］
まず、細胞培養用容器に血管内皮細胞を播種し、コンフルエントの状態となるように培
10

養する。
なお、本明細書において、「コンフルエントの状態」とは、細胞同士が非常に接近し、
密集した状態を意味する。コンフルエントの状態における細胞密度としては、使用する血
管内皮細胞の種類及び大きさにもよるが、例えば、１．０×１０５ｃｅｌｌｓ／ｃｍ２以
上２．０×１０５ｃｅｌｌｓ／ｃｍ２以下であればよい。
【００１８】
使用する細胞培養用容器は、血管内皮細胞を培養するために通常用いられるものであれ
ばよい。前記細胞培養用容器としては、例えば、任意の数のウェルが配置されたマルチウ
ェルプレート、シャーレ等が挙げられる。ウェルの数としては、プレート１枚当たり、例
えば、６、１２、２４、９６、３８４、１，５３６個等が挙げられる。
播種する細胞数は、コンフルエントの状態となるように、培養時間、並びに使用する血
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管内皮細胞の種類及び増殖速度に応じて適宜調整すればよい。
【００１９】
（血管内皮細胞）
使用する血管内皮細胞としては、例えば、初代培養細胞、継代培養細胞、不死化培養細
胞等が挙げられ、中でも、初代培養細胞、又は６回まで継代培養を行った継代培養細胞若
しくは不死化培養細胞であることが好ましく、初代培養細胞であることがより好ましい。
一方、７回以上継代培養を繰り返し、増殖速度が低下した継代培養細胞、若しくは不死
化培養細胞を用いる場合は、例えば、細胞老化モデルを構築することができる。
前記血管内皮細胞としては、例えば、大動脈血管内皮細胞（Ａｏｒｔｉｃ
ｈｅｌｉａｌ
ｃｕｌａｒ

Ｃｅｌｌ）、膀胱微小血管内皮細胞（Ｂｌａｄｄｅｒ
Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｍｉｃｒｏｖａｓｃｕｌａｒ
細胞（Ｃａｒｄｉａｃ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

ｌ

Ｍｅｓｅｎｔｅｒｉｃ

細胞（Ｒｅｎａｌ

Ｖａｓｃｕｌａｒ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ
Ａｒｔｅｒｙ

Ｃｅｌｌ）、乳房微小血管内皮細胞（Ｍａｍｍａｒｙ
Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

細胞（Ｐｌａｃｅｎｔａｌ

）
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Ｃｅｌｌ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉ
Ｅｎｄｏｔｈ

Ｖｅｉｎ

Ｃｅｌｌ）、リンパ管内皮細胞（Ｌｙｍｐｈａｔｉｃ

Ｍｉｃｒｏｖａｓｃｕｌａｒ

Ｃｅｌｌ

Ｃｅｌｌ）、肝臓

Ｍｉｃｒｏｖａｓｃｕｌａｒ

Ｃｅｌｌ）、肺静脈内皮細胞（Ｐｕｌｍｏｎａｒｙ

ｈｅｌｉａｌ
ｉａｌ

Ｍｉｃｒｏｖａｓｃｕｌ

Ｃｅｌｌ）、腎臓糸球体内皮

Ｃｅｌｌ）、肺動脈内皮細胞（Ｐｕｌｍｏｎａｒｙ

ｅｌｉａｌ

Ｃ

Ｅｎｄｏｔｈｅ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｓｉｎｕｓｏｉｄａｌ

）、肺微小血管内皮細胞（Ｌｕｎｇ

ａｒ

Ｌｙｍｐｈａｔｉｃ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｇｌｏｍｅｒｕｌａｒ

類洞内皮細胞（Ｌｉｖｅｒ

Ｃｅｌ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｃｅｌｌ）、腸間膜血管内皮細胞（Ｉｎｔｅｓｔｉｎａ

、腎臓内皮細胞（Ｋｉｄｎｅｙ

ａｌ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ａｒｔｅｒｙ

Ｃｅｌｌ）、皮膚微小血管内皮細胞（Ｄｅｒｍａｌ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ
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Ｃｅｌｌ）、心臓微小血管内皮

Ｍｉｃｒｏｖａｓｃｕｌａｒ

ｅｌｌ）、皮膚リンパ管内皮細胞（Ｄｅｒｍａｌ
ａｒ

Ｍｉｃｒｏｖａｓ

Ｃｅｌｌ）、脳微小血管内皮細胞（Ｂｒａｉｎ

ｌ）、冠動脈内皮細胞（Ｃｏｒｏｎａｒｙ
ｌｉａｌ

Ｅｎｄｏｔ

Ｅｎｄｏｔ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌ

Ｍｉｃｒｏｖａｓｃｕｌ

Ｃｅｌｌ）、卵巣微小血管内皮細胞（Ｏｖａｒｉａｎ
Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｍｉｃｒｏｖａｓｃｕｌａｒ

Ｃｅｌｌ）、胎盤微小血管内皮

ｅｌｌ）、前立腺微小血管内皮細胞（Ｐｒｏｓｔａｔｅ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ
Ｍｉｃｒｏｖａｓｃｕｌａｒ

Ｃ
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(8)
Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｃｅｌｌ）、子宮微小血管内皮細胞（Ｕｔｅｒｉｎｅ

ｒｏｖａｓｃｕｌａｒ
Ｒｅｔｉｎａｌ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ

Ｃｅｌｌ）、脾臓内皮細胞（Ｓｐｌｅｅｎ

Ｃｅｌｌ）、甲状腺微小血管内皮細胞（Ｔｈｙｒｏｉｄ

ｃｕｌａｒ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｖｅｉｎ

ｉｃａｌ

ａｐｈｅｎｏｕｓ

Ｃｅｌｌ）、臍帯動脈内皮細胞（Ｕｍｂｉｌ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｖｅｉｎ

Ｅｎｄｏｔｈ

Ｍｉｃｒｏｖａｓ

Ｃｅｌｌ）、臍帯静脈内皮細胞（Ｕｍｂｉｌｉｃ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ａｒｔｅｒｙ

Ｃｅｌｌ）、

Ｍｉｃｒｏｖａｓｃｕｌａ

ｅｌｉａｌ
ａｌ

Ｍｉｃ

Ｃｅｌｌ）、網膜微小血管内皮細胞（

Ｍｉｃｒｏｖａｓｃｕｌａｒ

小腸微小血管内皮細胞（Ｓｍａｌｌ
ｒ
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Ｃｅｌｌ）、伏在静脈内皮細胞（Ｓ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｃｅｌｌ）等が挙げられ、これ

10

らに限定されない。
また、血管内皮細胞は、幹細胞又は前駆細胞から分化誘導された細胞であってもよい。
前記幹細胞としては、胚性幹細胞（ＥＳ細胞）、胚性腫瘍細胞、胚性生殖幹細胞、人工多
能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）、間葉系幹細胞等が挙げられ、これらに限定されない。
なお、本明細書において、「前駆細胞」とは、前記幹細胞から特定の体細胞又は生殖細
胞に分化する途中の段階にある細胞を意味する。
【００２０】
また、使用する血管内皮細胞の由来となる動物としては、哺乳動物であることが好まし
い。前記哺乳動物としては、例えば、ヒト、マウス、ラット、ハムスター、モルモット、
ウサギ、イヌ、ネコ、ウマ、ウシ、ヒツジ、ブタ、ヤギ、マーモセット、サル等が挙げら

20

れ、これらに限定されない。中でも、哺乳動物としては、ヒトであることが好ましい。
【００２１】
よって、使用する血管内皮細胞としては、例えば、ヒト臍帯静脈内皮細胞（Ｈｕｍａｎ
Ｕｍｂｉｌｉｃａｌ

Ｖｅｉｎ

ヒト冠動脈内皮細胞（Ｈｕｍａｎ
ｉａｌ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ
Ｃｏｒｏｎａｒｙ

Ｃｅｌｌ：ＨＣＡＥＣ）、ヒト大動脈内皮細胞（Ｈｕｍａｎ

ｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ
ｕｌｍｏｎａｒｙ

Ｅ

Ｃｅｌｌ：ＨＡｏＥＣ）、ヒト肺動脈内皮細胞（Ｈｕｍａｎ

Ｐ

Ａｒｔｅｒｙ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

ａｎ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌ
Ａｏｒｔｉｃ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

ヒト肺微小血管内皮細胞（Ｈｕｍａｎ
ｒ

Ｃｅｌｌ：ＨＵＶＥＣ）、

Ａｒｔｅｒｙ

Ｓａｐｈｅｎｏｕｓ

Ｐｕｌｍｏｎａｒｙ

Ｃｅｌｌ：ＨＰＡＥＣ）、
Ｍｉｃｒｏｖａｓｃｕｌａ

Ｃｅｌｌ：ＨＰＭＥＣ）、ヒト伏在静脈内皮細胞（Ｈｕｍ
Ｖｅｉｎ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ
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Ｃｅｌｌ：ＨＳａＶＥ

Ｃ）等の市販の初代培養細胞を用いればよい。
【００２２】
本実施形態のスクリーニング方法において、例えば、ＨＵＶＥＣを用いた場合、ヒトに
おける血管内皮機能を評価する汎用モデルを構築することができ、例えば、ＨＣＡＥＣ又
はＨＡｏＥＣを用いた場合、ヒトにおける動脈硬化モデルを構築することができ、例えば
、ＨＰＡＥＣを用いた場合、ヒトにおける肺高血圧モデルを構築することができ、例えば
、ＨＰＭＥＣを用いた場合、ヒトにおける血管新生モデルを構築することができ、例えば
、ＨＳａＶＥＣを用いた場合、深部静脈血栓症モデルを構築することができる。
よって、使用する血管内皮細胞の種類を適宜選択することによって、特定の疾患のイン
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ビトロ系モデルを構築することができ、血管内皮機能改善剤、すなわち特定の疾患に有効
な治療薬をスクリーニングすることができる。
【００２３】
（細胞培養用培地）
使用する細胞培養用培地としては、血管内皮細胞の培養に適した組成であればよく、以
下に例示するアミノ酸、ビタミン類、ミネラルを含有するものであればよい。
【００２４】
細胞培養用培地に含まれるアミノ酸としては、例えば、Ｌ−アラニン、Ｌ−アルギニン
、Ｌ−アスパラギン、Ｌ−アスパラギン酸、Ｌ−システイン、Ｌ−グルタミン酸、Ｌ−グ
ルタミン、グリシン、Ｌ−ヒスチジン、Ｌ−イソロイシン、Ｌ−ロイシン、Ｌ−リジン、

50

(9)

JP 2018‑21797 A 2018.2.8

Ｌ−メチオニン、Ｌ−フェニルアラニン、Ｌ−プロリン、Ｌ−セリン、Ｌ−スレオニン、
Ｌ−トリプトファン、Ｌ−チロシン、Ｌ−バリン等が挙げられる。これらのアミノ酸を単
独で含んでいてもよく、複数組み合わせて含んでいてもよい。細胞培養用培地に含まれる
アミノ酸の濃度は、特別な限定はなく、例えば１ｍｇ／ｍＬ以上１５００ｍｇ／ｍＬ以下
であればよい。
【００２５】
細胞培養用培地に含まれるビタミン類としては、例えば、Ｄ−ビオチン、フォリニック
酸、ＤＬ−α−リポ酸、ニコチンアミド、Ｄ−パントテン酸、ピリドキシン、リボフラビ
ンン、チアミン、シアノコバラミン（ビタミンＢ１２）、アデニン、コリン、ｍｙｏ−イ
ノシトール、プトレッシン、ピルビン酸、チミジン等が挙げられる。これらのビタミン類

10

を単独で含んでいてもよく、複数組み合わせて含んでいてもよい。細胞培養用培地に含ま
れるビタミン類の濃度は、特別な限定はなく、例えば０．５μｇ／ｍＬ以上１５０ｍｇ／
ｍＬ以下であればよい。
【００２６】
細胞培養用培地に含まれるミネラルとしては、例えば、カルシウム、カリウム、マグネ
シウム、リン、ナトリウム、銅、鉄、セレン、マンガン、ケイ素、モリブデン、バナジウ
ム、ニッケル、亜鉛等が挙げられる。これらのミネラルを単独で含んでいてもよく、複数
組み合わせて含んでいてもよい。細胞培養用培地に含まれるミネラルの濃度は、特別な限
定はなく、例えば０．０５μｇ／ｍＬ以上１００００ｍｇ／ｍＬ以下であればよい。
20

【００２７】
上記成分を含む細胞培養用培地としては、例えば、最小基本培地（ｍｉｎｉｍａｌ ｅ
ｓｓｅｎｔｉａｌ ｍｅｄｉｕｍ：ＭＥＭ）、イーグル最小基本培地（Ｅａｇｌｅ
ＭＥＭ）、改変イーグルダルベッコ最小基本培地（Ｍｏｄｉｆｉｅｄ
ＭＥＭ）、改変イーグル培地（Ｄｕｌｂｅｃｃｏ

ｓ

ｓ

Ｅａｇｌｅ

Ｍｏｄｉｆｉｅｄ

ｓ

Ｅａｇｌｅ

Ｍｅｄｉｕｍ：ＤＭＥＭ）、ＲＰＭＩ−１６４０培地、ハムＦ１２培地（Ｈａｍ
１２

ｓ

Ｆ

Ｍｅｄｉｕｍ）、ウエイマウス培地、Ｍ１９９培地、ＩＭＥＭ培地、ＲＩＴＣ８０

−７培地、ＲＩＴＣ５７−１培地、イスエフ培地、ＨＢ１０１培地、ＭＣＤＢ１０７培地
、改変ＭＣＤＢ１３１培地等が挙げられる。
【００２８】
使用する細胞培養用培地は、さらに、以下に例示する血清、成長因子、ホルモン、抗生

30

物質等のその他の添加物を含有していてもよい。
【００２９】
細胞培養用培地に含まれる血清としては、例えば、ウシ胎児血清（Ｆｅｔａｌ
ｉｎｅ

ｓｅｒｕｍ（ＦＢＳ）；Ｆｅｔａｌ

ｃａｌｆ

ｂｏｖ

ｓｅｒｕｍ（ＦＣＳ））等が挙

げられる。細胞培養用培地に含まれる血清の濃度は、例えば２質量％以上１０質量％以下
であればよい。
【００３０】
細胞培養用培地に含まれる成長因子としては、例えば、血管内皮成長因子（Ｖａｓｃｕ
ｌａｒ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｇｒｏｗｔｈ

成長因子（Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

ｃｅｌｌ

Ｆａｃｔｏｒ：ＶＥＧＦ）、内皮細胞
ｇｒｏｗｔｈ

）、内皮細胞増殖因子（Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

ｇｒｏｗｔｈ

ｓｕｐｐｌ

ｅｍｅｎｔ：ＥＣＧＳ）、内皮細胞由来成長因子（Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

ｃｅｌｌ−

ｄｅｒｉｖｅｄ
ｅｒｍａｌ
ｄｉｃ

ｇｒｏｗｔｈ

ｇｒｏｗｔｈ

ｃｅｌｌ

ｆａｃｔｏｒ：ＥＣＧＦ

40

ｆａｃｔｏｒ：ＥＣＤＧＦ）、上皮成長因子（Ｅｐｉｄ

ｆａｃｔｏｒ：ＥＧＦ）、酸性繊維芽細胞成長因子（ａｃｉ

ｆｉｂｒｏｂｌａｓｔ

芽細胞成長因子（ｂａｓｉｃ

ｇｒｏｗｔｈ

ｆａｃｔｏｒ：ａＦＧＦ）、塩基性繊維

ｆｉｂｒｏｂｌａｓｔ

ｇｒｏｗｔｈ

ＦＧＦ）、インスリン様成長因子−１（Ｉｎｓｕｌｉｎ―ｌｉｋｅ

ｆａｃｔｏｒ：ｂ
ｇｒｏｗｔｈ

ｆａ

ｃｔｏｒ−１：ＩＧＦ−１）、マクロファージ由来成長因子（Ｍａｃｒｏｐｈａｇｅ−ｄ
ｅｒｉｖｅｄ

ｇｒｏｗｔｈ

ｔｅｌｅｔ−ｄｅｒｉｖｅｄ

ｆａｃｔｏｒ：ＭＤＧＦ）、血小板由来成長因子（Ｐｌａ
ｇｒｏｗｔｈ

ｆａｃｔｏｒ：ＰＤＧＦ）、腫瘍血管新生
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ｆａｃｔｏｒ：ＴＡＦ）等が挙げられる

。これらの成長因子を単独で含んでいてもよく、複数組み合わせて含んでいてもよい。細
胞培養用培地に含まれる成長因子の濃度は、特別な限定はなく、例えば１ｎｇ／ｍＬ以上
１０μｇ／ｍＬ以下であればよい。
【００３１】
細胞培養用培地に含まれるホルモンとしては、例えば、インシュリン、グルカゴン、ト
リヨードチロニン、副腎皮質ホルモン等が挙げられる。これらのホルモンを単独で含んで
いてもよく、複数組み合わせて含んでいてもよい。細胞培養用培地に含まれるホルモンの
濃度は、特別な限定はなく、例えば１ｎｇ／ｍＬ以上１０μｇ／ｍＬ以下であればよい。
【００３２】

10

細胞培養用培地に含まれる抗生物質としては、例えば、ゲンタマイシン、アンフォテリ
シン、アンピシリン、ミノマイシン、カナマイシン、ペニシリン、ストレプトマイシン、
ゲンタシン、タイロシン、オーレオマイシン等、通常の動物細胞の培養に用いられるもの
が挙げられる。これらの抗生物質を単独で含んでいてもよく、複数組み合わせて含んでい
てもよい。細胞培養用培地に含まれる抗生物質の濃度は、特別な限定はなく、例えば０．
１μｇ／ｍＬ以上１００μｇ／ｍＬ以下であればよい。
【００３３】
（培養条件）
培養条件としては、通常の血管内皮細胞を培養する条件であればよい。培養温度は、例
えば２５℃以上４０℃以下であればよく、例えば３０℃以上３９℃以下であればよく、例

20

えば３５℃以上３９℃以下であればよい。
また、必要に応じて培養環境を著しく変化させなければ還流等の流体力学的な付加を加
えてもよい。
また、培養環境は、例えば、約５％のＣＯ２条件下であってもよい。
また、培養時間としては、細胞がコンフルエントの状態になるように、細胞の種類及び
細胞数に応じて、適宜設定すればよい。培養時間は、例えば１２時間以上２４時間以下で
あればよい。
【００３４】
［培養工程］
次いで、準備工程後の血管内皮細胞を、被検化合物の添加、又は無添加条件にて培養す

30

る。
被検化合物としては、血管内皮機能改善効果を有する、すなわち、上述の［準備工程］
において例示された疾患に対する治療効果を有すると推定されるものであればよく、特別
な限定はない。また、被検化合物は、予め細胞培養用培地に混合し、培地交換の際に被検
化合物含有細胞培養用培地を添加すればよい。また、被検化合物の有効量を推定するため
に、細胞培養用培地中の被検化合物の濃度をふったものを用意して、用いてもよい。
被検化合物を添加したサンプル、及び被検化合物を添加していないサンプルを準備し、
続く誘導工程を経て、評価工程において比較することで、血管内皮機能の改善効果を評価
することができる。
【００３５】

40

使用する細胞培養用培地としては、上述の［準備工程］において例示されたものと同様
のものが挙げられる。また、使用する細胞培養培地は、成長因子を実質的に含まないもの
であることが好ましい。
なお、本明細書において、「成長因子を実質的に含まない」とは、上述の［準備工程］
において例示された成長因子を全く含まない、又は、前記成長因子を単独で用いた場合に
おいて、成長因子として細胞を成長させる効果を有さない程度の量を含む状態を意味する
。
【００３６】
また、培養条件としては、通常の血管内皮細胞を培養する条件であればよい。培養温度
は、例えば２５℃以上４０℃以下であればよく、例えば３０℃以上３９℃以下であればよ
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く、例えば３５℃以上３９℃以下であればよい。
また、必要に応じて培養環境を著しく変化させなければ還流等の流体力学的な付加を加
えてもよい。
また、培養環境は、例えば、約５％のＣＯ２条件下であってもよい。
また、培養方法は、例えば、水平振盪培養、静置培養等が挙げられ、中でも、水平振盪
培養であることが好ましい。振盪速度については、例えば、ヒトの生理的な毛細血管から
細動脈までの流れずり応力とされる２．５ｄｙｎｅｓ／ｃｍ２以上５ｄｙｎｅｓ／ｃｍ２
以下となるように調整すればよい。
また、培養時間としては、被検化合物が血管内皮細胞に作用し、血管内皮機能改善効果
（内皮グリコカリックス層の生成促進効果、又は内皮グリコカリックス層の遊離抑制効果

10

）を奏するのに有効な時間であればよく、例えば３０分以上２時間以下であればよく、例
えば、１時間程度であればよい。
【００３７】
［誘導工程］
次いで、培養工程後の血管内皮細胞に血管内皮障害リスク因子を添加し培養することで
、グリコカリックスの遊離を誘導する。
【００３８】
上述のとおり、血管内皮機能障害を引き起こす疾患としては、主に、生活習慣病及び該
生活習慣病が基盤となり発症する循環器疾患であり、血管内皮障害リスク因子を培養工程
後の血管内皮細胞に添加することで、血管内皮機能障害、すなわち、グリコカリックスの

20

生成抑制、又はグリコカリックスの遊離促進を引き起こすことができる。
【００３９】
（血管内皮障害リスク因子）
使用する血管内皮障害リスク因子としては、所望の疾患モデルを構築可能なものであれ
ばよい。
例えば糖尿病モデルを構築する場合は、Ｎε−カルボキシメチルリシン、Ｎε−カルボ
キシエチルリシン、アルグピリミジン、ペントシジン、ピラリン、クロスリン、ＧＡ−ピ
リジン、グルコスパン等の終末糖化産物；インスリン；血中濃度換算で５００ｍｇ／ｄＬ
以上の高濃度の糖類等が挙げられ、これらに限定されない。
前記糖類としては、例えば、デンプン、グリコーゲン等の多糖類；ラフィノース、スタ

30

キオース等の少糖類；スクロース、マルトース等の二糖類；六炭糖、五炭糖等の単糖類等
が挙げられる。前記六炭糖としては、例えば、アロース、アルトロース、グルコース、マ
ンノース、グロース、イドース、ガラクトース、タロース等のアルドヘキソース；プリコ
ース、フルクトース、ソルボース、タガロース等のケトヘキトース；フコース、フクロー
ス、ラムノース等のデオキシ糖等が挙げられる。
例えば、脂質異常症のうち、高ＬＤＬコレステロール血症モデルを構築する場合は、血
中濃度換算で１４０ｍｇ／ｄＬ以上の酸化ＬＤＬ（ｌｏｗ

ｄｅｎｓｉｔｙ

ｌｉｐｏｐ

ｒｏｔｅｉｎ）コレステロール；バクセン酸、エライジン酸等のトランス脂肪酸等が挙げ
られ、これらに限定されない。
例えば、脂質異常症のうち、低ＨＤＬコレステロール血症モデルを構築する場合は、プ
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ロブコール、サイアザイド、β−ｂｌｏｃｋｅｒ等が挙げられ、これらに限定されない。
例えば、脂質異常症のうち、高トリグリセライド（中性脂肪）血症モデルを構築する場
合は、血中濃度換算で１５０ｍｇ／ｄＬ以上の遊離脂肪酸等が挙げられる。前記遊離脂肪
酸としては、例えば、パルミチン酸、パルミトレイン酸、マルガリン酸、ステアリン酸、
オレイン酸、バクセン酸、リノール酸、エレオステアリン酸、アラキジン酸、ミード酸、
アラキドン酸、エイコサペンタエン酸等が挙げられる。
例えば、酸化ストレス亢進モデルを構築する場合は、スーパーオキシドアニオンラジカ
ル、ヒドロキシルラジカル、過酸化水素、一重項酸素等の活性酸素；一酸化窒素、二酸化
窒素、オゾン、過酸化脂質等が挙げられ、これらに限定されない。
例えば、心不全モデルを構築する場合は、イソプロテレノール、メタプロテレノール、
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トリメトキノール、フェノテロール、プロカテロール、サルブタモール、ホルモテロー
ル、サルメテロール、インダカテロール等のβ２刺激薬；カテコラミン、エンドセリン等
が挙げられ、これらに限定されない。
例えば、肥満モデルを構築する場合は、血中濃度換算で５００ｍｇ／ｄＬ以上の高濃度
の糖類；遊離脂肪酸；アンジオテンシン（ａｎｇｉｏｔｅｎｓｉｎ）ＩＩ、アンジオテン
シンＩＩＩ、アンジオテンシンＩＶ等が挙げられ、これらに限定されない。前記糖類とし
ては、上述の糖尿病モデルについて例示されたものと同様のものが挙げられる。前記遊離
脂肪酸としては、上述の肥満モデルについて例示されたものと同様のものが挙げられる。
例えば、高尿酸血症モデルを構築する場合は、血中濃度換算で７ｍｇ／ｄＬ以上の高濃
10

度の尿酸等が挙げられる。
例えば、炎症モデルを構築する場合は、インターロイキン−６（Ｉｎｔｅｒｌｅｕｋｉ
ｎ−６；ＩＬ−６）、ＩＬ−１８、腫瘍壊死因子−α（Ｔｕｍｏｒ

Ｎｅｃｒｏｓｉｓ

Ｆａｃｔｏｒ−α；ＴＮＦ−α）、リポ多糖（Ｌｉｐｏｐｏｌｙｓａｃｃｈａｒｉｄｅ；
ＬＰＳ）等が挙げられ、これらに限定されない。
例えば、肺高血圧モデルを構築する場合は、エンドセリン等が挙げられ、これらに限定
されない。
例えば、血栓形成モデルを構築する場合は、トロンボキサＡ２（ＴＸＡ２）、プラスミ
ノゲンアクチベーターインヒビター−１（ＰＡＩ−１）、等が挙げられ、これらに限定さ
れない。さらに、培養方法として、静置培養又は低速振盪培養を用いることで、血栓形成
を促進することができる。

20

例えば、多量飲酒モデルを構築する場合は、血中濃度換算で０．４質量％以上のエタノ
ール等が挙げられる。
これらの血管内皮障害リスク因子を単独で含んでいてもよく、異なる疾患モデルを構築
可能なこれらの血管内皮障害リスク因子を複数組み合わせて含んでいてもよい。また、こ
れらの血管内皮障害リスク因子を１種類含んでいてもよく、同じ疾患モデルを構築可能な
これらの血管内皮障害リスク因子を複数種類組み合わせて含んでいてもよい。
また、細胞培養用培地に含まれる血管内皮障害リスク因子の濃度は、所望の疾患モデル
を構築することができるように、適宜調整すればよい。
【００４０】
（培養条件）

30

また、血管内皮障害リスク因子の添加後の培養条件としては、通常の血管内皮細胞を培
養する条件であればよい。培養温度は、例えば２５℃以上４０℃以下であればよく、例え
ば３０℃以上３９℃以下であればよく、例えば３５℃以上３９℃以下であればよい。
また、必要に応じて培養環境を著しく変化させなければ還流等の流体力学的な付加を加
えてもよい。
また、培養環境は、例えば、約５％のＣＯ２条件下であってもよい。
また、培養方法は、例えば、水平振盪培養、静置培養等が挙げられる。
また、培養時間としては、血管内皮障害リスク因子が血管内皮細胞に作用し、所望の疾
患モデルを構築し、それに対する被検化合物の作用を確認するのに有効な時間であればよ
く、例えば５分以上１時間以下であればよく、例えば、１５分以上３０分以下であればよ

40

い。
【００４１】
［評価工程］
次いで、誘導工程後の被検化合物の添加、又は無添加条件での培養液中に含まれるグリ
コカリックス濃度を測定し、被検化合物による血管内皮機能の改善効果を評価する。
【００４２】
グリコカリックス濃度の測定方法としては、当該技術分野において用いられる公知の方
法であればよく、例えば、グリコカリックスに特異的に結合する抗体を用いた方法等が挙
げられる。
グリコカリックスに特異的に結合する抗体を用いた方法として、より具体的には、例え
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ＩｍｍｕｎｏＳｏｒｂｅｎｔ

Ａｓｓａ

ｙ）法（好ましくは、サンドイッチＥＬＩＳＡ法）、ＣＬＥＩＡ（Ｃｈｅｍｉｌｕｍｉｎ
ｅｓｃｅｎｔ

Ｅｎｚｙｍｅ

Ｉｍｍｕｎｏ

Ａｓｓａｙ）法（化学発光酵素免疫測定法

）、ウエスタンブロッティング法、免疫沈降法、免疫染色法等が挙げられる。グリコカリ
ックスに特異的に結合する抗体としては、検出したグリコカリックスの種類に応じて、適
宜選択して用いればよい。
【００４３】
また、ＥＬＩＳＡ法を用いてグリコカリックス濃度を測定する場合において、グリコカ
リックスがシンデカン−１であるとき、例えば、Ｈｕｍａｎ
Ｄ１３８

ＥＬＩＳＡ

Ｓｙｎｄｅｃａｎ―１／Ｃ

Ｋｉｔ（ＣｅｌｌＳｃｉｅｎｃｅｓ社製）等の従来のＥＬＩＳＡ

10

キットを用いて測定すればよい。
グリコカリックスがヒアルロン酸であるとき、例えば、ＥＬＩＳＡ
Ｈｕｍａｎ

Ｈｙａｌｕｒｏｎｉｃ

Ｋｉｔ

ｆｏｒ

Ａｃｉｄ（ＨＡ）（カタログ番号：ＵＳＣＮ−Ｅ９

０１８２Ｈｕ、Ｃｌｏｕｄ−Ｃｌｏｎｅ社製）等の従来のＥＬＩＳＡキットを用いて測定
すればよい。
グリコカリックスがグリピカン−１であるとき、例えば、ＥＬＩＳＡ

Ｋｉｔ

ｆｏｒ

Ｇｌｙｐｉｃａｎ１（ＧＰＣ１）（カタログ番号：ＵＳＣＮ−Ｅ９１０３２Ｈｕ、Ｃｌ
ｏｕｄ−Ｃｌｏｎｅ社製）等の従来のＥＬＩＳＡキットを用いて測定すればよい。
【００４４】
グリコカリックスに特異的に結合する抗体を用いた方法を用いてグリコカリックス濃度

20

を測定する方法について、詳細な手順を以下に示す。
まず、誘導工程後の被検化合物の添加、又は無添加条件での培養液と、グリコカリック
スに特異的に結合する抗体とを接触させて、培養液中の抗原（遊離のグリコカリックス）
と前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体とによる抗原抗体反応（以下、「１次抗
原抗体反応」と称する場合がある。）を行う。この抗原抗体反応は、４℃以上３７℃以下
にて行うことが好ましい。反応時間については、前記グリコカリックスに特異的に結合す
る抗体の抗体価及び培養液中の抗原（遊離のグリコカリックス）の量によって、適宜調整
することができる。
【００４５】
前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体は、例えば、緩衝液等を用いて溶解又は

30

希釈して用いればよい。使用する緩衝液としては、当該分野において公知のものから適宜
選択でき、例えば、リン酸緩衝液、トリス塩酸緩衝液、クエン酸緩衝液、炭酸緩衝液、ホ
ウ酸緩衝液、コハク酸緩衝液、酢酸緩衝液等が挙げられる。緩衝液は、必要に応じて、Ｎ
ａＣｌ、界面活性剤(例えば、Ｔｗｅｅｎ

２０、Ｔｒｉｔｏｎ

Ｘ−１００等)及び防腐

剤（例えば、アジ化ナトリウム等）のうち少なくともいずれか一方を含んでいてもよい。
緩衝液の具体例としては、リン酸緩衝生理食塩水（Ｐｈｏｓｐｈａｔｅ
ｄ

ｓａｌｉｎｅ；ＰＢＳ）、ＰＢＳ−Ｔ（ＰＢＳ−Ｔｗｅｅｎ

理食塩水（Ｔｒｉｓ
ＢＳ−Ｔｗｅｅｎ

Ｂｕｆｆｅｒｅｄ

ｂｕｆｆｅｒｅ

２０）、トリス緩衝生

Ｓａｌｉｎｅ；ＴＢＳ）、又はＴＢＳ−Ｔ（Ｔ

２０）等が挙げられる。

【００４６】

40

前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体がマイクロタイタープレート、チューブ
、スライドグラス又はチップ等の支持体に固定されている場合、前記グリコカリックスに
特異的に結合する抗体が固定されている支持体に、培養液を滴下し、接触させればよい。
また、前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体がビーズ、粒子等の支持体に固定さ
れている場合、前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体が固定されている支持体を
緩衝液等に懸濁し、前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体が固定されている支持
体を含む溶液と、培養液とを混合して接触させればよい。使用する緩衝液としては、上述
において例示したものと同様のものが挙げられる。
【００４７】
前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体に標識物質が結合したものを用いる場合
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、１次抗原抗体反応を検出してもよい。
また、前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体がマイクロタイタープレート、チ
ューブ、スライドグラス又はチップ等の支持体に固定されている場合、前記グリコカリッ
クスに特異的に結合する抗体に結合した際に、センサー等により１次抗原抗体反応を検出
してもよい。
検出感度及び反応特異性の観点から、２次抗体を用いて、グリコカリックスを検出及び
定量することが好ましい。２次抗体を用いた場合の検出方法について、以下に詳細に説明
する。
【００４８】
まず、１次抗原抗体反応後、培養液を取り除き、洗浄する。この洗浄は、例えば、緩衝

10

液等を用いて行えばよい。使用する緩衝液としては、上述において例示したものと同様の
ものが挙げられる。
【００４９】
次いで、前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体と、２次抗体を接触させ、グリ
コカリックス、又は前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体と、２次抗体（前記グ
リコカリックスに特異的に結合する抗体に標識物質が結合したもの、又は前記グリコカリ
ックスに特異的に結合する抗体に対する抗体に標識物質が結合したもの）と、による抗原
抗体反応（以下、「２次抗原抗体反応」と称する場合がある。）を行う。２次抗原抗体反
応についても、４℃以上３７℃以下にて行うことが好ましい。反応時間については、使用
する２次抗体の抗体価によって、適宜調整することができる。

20

【００５０】
使用する２次抗体としては、後述の＜＜血管内皮機能改善剤をスクリーニングするため
のキット＞＞の＜グリコカリックス検出試薬＞の（２次抗体）において例示したものと同
様のものが挙げられる。
また、使用する２次抗体は、例えば、緩衝液等を用いて溶解又は希釈して用いればよい
。使用する緩衝液としては、上述において例示したものと同様のものが挙げられる。
【００５１】
前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体がマイクロタイタープレート、チューブ
、スライドグラス又はチップ等の支持体に固定されている場合、２次抗体を含む溶液を滴
下し、接触させればよい。また、前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体がビーズ

30

、粒子等の支持体に固定されている場合、前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体
が固定されている支持体を含む溶液と、２次抗体を含む溶液とを混合して接触させればよ
い。
【００５２】
また、２次抗原抗体反応後に、１次抗原抗体反応後と同様に洗浄を行ってもよい。また
、２次抗体の標識物質が酵素である場合、酵素基質と接触させる工程、反応停止液を添加
して反応を停止させる工程等をさらに備えていてもよい。
【００５３】
次いで、２次抗体を検出することにより、グリコカリックスを検出することができる。
さらに、２次抗体を検出することにより、培養液中に含まれるグリコカリックスを定量す

40

ることができる。検出方法としては、標識物質の種類により、当業者が適宜選択すること
ができる。例えば、標識物質が蛍光物質である２次抗体を検出する場合、蛍光スキャナー
又は２光子励起スキャナー等により検出することができる。
【００５４】
前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体がマイクロタイタープレート、チューブ
、スライドグラス又はチップ等の支持体に固定されている場合、検出機構やサンプル分注
機構等の解析に必要な周辺装置と組み合わせることによって、全自動あるいは半自動の培
養液中のグリコカリックスの検出システムとして提供することができる。この検出システ
ムによれば、培養液中に含まれるグリコカリックスを全自動あるいは半自動で簡便に検出
することができる。さらに、培養液中に含まれるグリコカリックスを定量することができ
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る。
【００５５】
本実施形態の評価工程において、得られたグリコカリックス濃度から、被検化合物の添
加条件での培養液中に含まれるグリコカリックス濃度が、被検化合物の無添加条件での培
養液中に含まれるグリコカリックス濃度と比較して低かった場合に、前記被検化合物は血
管内皮機能の改善効果を有し、血管内皮機能改善剤として有用であると評価することがで
きる。
一方、被検化合物の添加条件での培養液中に含まれるグリコカリックス濃度が、被検化
合物の無添加条件での培養液中に含まれるグリコカリックス濃度と比較して同程度、又は
高かった場合に、前記被検化合物は血管内皮機能の改善効果を有さないと評価することが

10

できる。
【００５６】
＜＜血管内皮機能改善剤をスクリーニングするためのキット＞＞
一実施形態において、本発明は、血管内皮細胞と、血管内皮障害リスク因子と、グリコ
カリックス検出試薬と、を備えるキットを提供する。
【００５７】
本実施形態のキットによれば、簡便且つ１回の採血のみで完了し、有効な血管内皮機能
改善剤をスクリーニングすることができる。また、本実施形態のキットによれば、動物実
験の代替法として活用でき、よりヒトの生体内に近いインビトロ条件下において、血管内
皮機能に対する被検化合物の効果を評価することができる。

20

【００５８】
＜血管内皮細胞＞
本実施形態のキットが備える血管内皮細胞としては、上述の＜＜血管内皮機能改善剤の
スクリーニング方法＞＞の［準備工程］の（血管内皮細胞）に例示されたものと同様のも
のが挙げられる。本実施形態のキットが備える血管内皮細胞は１種類であってもよく、２
種類以上であってもよく、所望の疾患のインビトロ系モデルを構築できるものであればよ
い。
【００５９】
＜血管内皮障害リスク因子＞
本実施形態のキットが備える血管内皮障害リスク因子としては、上述の＜＜血管内皮機

30

能改善剤のスクリーニング方法＞＞の［誘導工程］の（血管内皮障害リスク因子）に例示
されたものと同様のものが挙げられる。本実施形態のキットが備える血管内皮障害リスク
因子は１種類であってもよく、２種類以上であってもよく、所望の疾患のインビトロ系モ
デルを構築できるものであればよい。
【００６０】
＜グリコカリックス検出試薬＞
（グリコカリックスに特異的に結合する抗体）
本実施形態のキットが備えるグリコカリックス検出試薬としては、特別な限定はなく、
例えば、グリコカリックスに特異的に結合する抗体等であればよい。
本実施形態のキットが備えるグリコカリックスに特異的に結合する抗体は、１種類であ

40

ってもよく、２種類以上であってもよく、所望の疾患のインビトロ系モデルでのグリコカ
リックス濃度を測定できるものであればよい。
本実施形態におけるグリコカリックスに特異的に結合する抗体は、ポリクローナル抗体
であっても、モノクローナル抗体であってもよく、さらに抗体の機能的断片であってもよ
い。中でも、特異性が高く、定量性が優れていることから、グリコカリックスに特異的に
結合する抗体は、モノクローナル抗体であることが好ましい。
また、抗体には、免疫グロブリンのすべてのクラスおよびサブクラスが含まれる。
【００６１】
本明細書中において、「特異的に結合」とは、抗体が標的タンパク質（抗原）にのみ結
合することを意味し、例えば試験管内におけるアッセイ、好ましくは精製した野生型抗原
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を用いたプラズモン共鳴アッセイ（例えば、ＢＩＡｃｏｒｅ、ＧＥ−Ｈｅａｌｔｈｃａｒ
ｅ

Ｕｐｐｓａｌａ，

Ｓｗｅｄｅｎ等）における抗体の抗原のエピトープへの結合等に

より定量することができる。結合の親和性は、ｋａ（抗体−抗原複合体からの抗体結合に
関する速度定数）、ｋＤ（解離定数）、及びＫＤ（ｋＤ／ｋａ）によって規定することが
できる。抗体が抗原に特異的に結合している場合の結合親和性（ＫＤ）は、１０−８ｍｏ
ｌ／Ｌ以下であることが好ましく、１０−９Ｍ〜１０−１３ｍｏｌ／Ｌであることがより
好ましい。
【００６２】
本実施形態において、「ポリクローナル抗体」とは、異なるエピトープに対する異なる
抗体を含む抗体調製物を意味する。すなわち、本実施形態の抗体がポリクローナル抗体で

10

ある場合、Ｏ結合型ＧｌｃＮＡｃ化したセリン４０残基を含み、且つ、異なるアミノ酸配
列からなるエピトープに対し、特異的に結合する異なる抗体を含み得る。
また、「モノクローナル抗体」とは、実質的に均一な抗体の集団から得られる抗体（抗
体断片を含む）を意味する。
また、ポリクローナル抗体とは対照的に、モノクローナル抗体は、抗原上の単一の決定
基を認識するものを意味する。すなわち、本実施形態の抗体がモノクローナル抗体である
場合、自然環境の成分から単離された抗体である。
本実施形態において、抗体の「機能的断片」とは、抗体の一部分（部分断片）であって
、標的タンパク質を特異的に認識するものを意味する。具体的には、Ｆａｂ、Ｆａｂ
Ｆ（ａｂ

、

）２、可変領域断片（Ｆｖ）、ジスルフィド結合Ｆｖ、一本鎖Ｆｖ（ｓｃＦｖ

20

）、ｓｃ（Ｆｖ）２、ダイアボディー、多特異性抗体、およびこれらの重合体等が挙げら
れる。
【００６３】
また、本実施形態のグリコカリックスに特異的に結合する抗体は標識物質が結合してい
てもよい。
前記抗体の標識物質としては、例えば、安定同位体、放射性同位体、蛍光物質、酵素、
磁性体等が挙げられる。中でも、前記抗体の標識物質としては、検出が容易且つ高感度で
あることから、蛍光物質又は酵素であることが好ましい。上記標識物質を備えることで、
培養液中に含まれる遊離のグリコカリックスを簡便且つ高感度に検出及び定量することが
30

できる。
【００６４】
安定同位体としては、例えば１３Ｃ、１５Ｎ、２Ｈ、１７Ｏ、１８Ｏが挙げられ、これ
らに限定されない。
放射性同位体としては、例えば３Ｈ、１４Ｃ、１３Ｎ、３２Ｐ、３３Ｐ、３５Ｓが挙げ
られ、これらに限定されない。
蛍光物質としては、例えばシアニン色素（例えばＣｙ３、Ｃｙ５等）、ローダミン６Ｇ
試薬、その他公知の蛍光色素（例えば、ＧＦＰ、ＦＩＴＣ（Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｉｎ）、
ＴＡＭＲＡ等）等が挙げられ、これらに限定されない。
【００６５】
酵素としては、例えばアルカリホスファターゼ、ペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）等が挙げ

40

られる。標識物質が酵素である場合、酵素基質を使用することが好ましい。酵素基質とし
ては、アルカリホスファターゼの場合、ｐ−ニトロフェニルリン酸（ｐ−ｎｉｔｒｏｐｈ
ｅｎｙ

ｐｈｏｓｐｈａｓｅ；ｐＮＰＰ）、４−メチルウンベリフェリルリン酸（４−Ｍ

ＵＰ）等を用いることができ、酵素がペルオキシダーゼの場合、３，３
ｏｂｅｎｚｉｄｉｎｅ（ＤＡＢ）、３，３

，５，５

−ｄｉａｍｉｎ

−ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｂｅｎ

ｚｉｄｉｎｅ（ＴＭＢ）、ｏ−ｐｈｅｎｙｌｅｎｅｄｉａｍｉｎｅ（ＯＰＤ）、２，２−
アジノ−ジ−（３−エチルベンゾチアゾリン−６−スルホン酸）（ＡＢＴＳ）、１０−ア
セチル−３，７−ジヒドロキシフェノキサジン（ＡＤＨＰ）等を用いることができる。
【００６６】
磁性体としては、例えばガドリニウム、Ｇｄ−ＤＴＰＡ、Ｇｄ−ＤＴＰＡ−ＢＭＡ、Ｇ
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ｄ−ＨＰ−ＤＯ３Ａ、ヨード、鉄、酸化鉄、クロム、マンガン、又はその錯体、或いはキ
レート錯体等が挙げられ、これらに限定されない。
【００６７】
（抗体の製造方法）
本実施形態のグリコカリックスに特異的に結合する抗体がポリクローナル抗体である場
合、抗原（例えば、シンデカン−１、ヒアルロン酸等のグリコカリックス、該グリコカリ
ックスの断片、又はこれらを発現する細胞等）で免疫動物を免疫し、その抗血清から、従
来の手段（例えば、塩析、遠心分離、透析、カラムクロマトグラフィー等）によって、精
製して取得することができる。
また、本実施形態のグリコカリックスに特異的に結合する抗体がモノクローナル抗体で

10

ある場合は、ハイブリドーマ法や組換えＤＮＡ法によって作製することができる。
【００６８】
ハイブリドーマ法としては、例えば、コーラーおよびミルスタインの方法（例えば、Ｋ
ｏｈｌｅｒ

＆

Ｍｉｌｓｔｅｉｎ，

Ｎａｔｕｒｅ，

２５６：４９５（１９７５）参

照）等が挙げられる。この方法における細胞融合工程に使用される抗体産生細胞としては
、例えば抗原（例えば、シンデカン−１、ヒアルロン酸等のグリコカリックス、該グリコ
カリックスの断片、又はこれらを発現する細胞等）で免疫された動物（例えば、マウス、
ラット、ハムスター、ウサギ、サル、ヤギ等）の脾臓細胞、リンパ節細胞、末梢血白血球
等が挙げられる。また、免疫されていない動物から予め単離された上記の細胞またはリン
パ球などに対して、抗原を培地中で作用させることによって得られた抗体産生細胞も使用

20

することができる。ミエローマ細胞としては、公知の種々の細胞株を使用することができ
る。抗体産生細胞及びミエローマ細胞は、それらが融合可能であれば、異なる動物種起源
のものでもよいが、同一の動物種起源のものであることが好ましい。ハイブリドーマを得
る方法としては、例えば、抗原で免疫されたマウスから得られた脾臓細胞と、マウスミエ
ローマ細胞との間の細胞融合により産生され、その後のスクリーニングにより、標的蛋白
質に特異的なモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマを得る方法等が挙げられる。
ハイブリドーマにより産生されたモノクローナル抗体を得る方法としては、例えば標的蛋
白質に対するモノクローナル抗体は、ハイブリドーマを培養することにより、また、ハイ
ブリドーマを投与した哺乳動物の腹水から、取得する方法等が挙げられる。
30

【００６９】
組換えＤＮＡ法としては、例えば上記本実施形態の抗体又は抗体の機能的断片をコード
するＤＮＡをハイブリドーマやＢ細胞等からクローニングし、適当なベクターに組み込ん
で、これを宿主細胞（例えば哺乳類細胞株、大腸菌、酵母細胞、昆虫細胞、植物細胞等）
に導入し、本実施形態の抗体を組換え抗体として産生させる手法等が挙げられる（例えば
、Ｐ．Ｊ．Ｄｅｌｖｅｓ，Ａｎｔｉｂｏｄｙ
ｌ

Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，１９９７

．Ｄｅａｎ

Ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ

ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ

Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ：Ｅｓｓｅｎｔｉａ

ＷＩＬＥＹ、Ｐ．Ｓｈｅｐｈｅｒｄ
Ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ，２０００

ＰＲＥＳＳ、Ｖａｎｄａｍｍｅ

Ａ．Ｍ．ｅｔ

ａｎｄ

Ｃ

ＯＸＦＯＲＤ
ａｌ．，Ｅｕｒ

．Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．１９２：７６７−７７５（１９９０）参照）。
本実施形態の抗体をコードするＤＮＡの発現においては、重鎖又は軽鎖をコードするＤＮ

40

Ａを別々に発現ベクターに組み込んで宿主細胞を形質転換してもよく、重鎖及び軽鎖をコ
ードするＤＮＡを単一の発現ベクターに組み込んで宿主細胞を形質転換してもよい（例え
ば、国際特許出願第９４／１１５２３号参照）。本実施形態の抗体は、上記宿主細胞を培
養し、宿主細胞内又は培養液から分離及び精製し、実質的に純粋で均一な形態で取得する
ことができる。抗体の分離及び精製は、通常のポリペプチドの精製で使用されている方法
を使用することができる。トランスジェニック動物作製技術を用いた方法では、例えば、
抗体遺伝子が組み込まれたトランスジェニック動物（例えば、ウシ、ヤギ、ヒツジまたは
ブタ等）を作製し、そのトランスジェニック動物のミルクから、抗体遺伝子に由来するモ
ノクローナル抗体を大量に取得する方法等が挙げられる。
【００７０】
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本実施形態の抗体は、グリコカリックスに特異的に結合できるものであれば、アミノ酸
配列変異体であってもかわない。
アミノ酸配列変異体は、抗体鎖をコードするＤＮＡへの変異導入によって、またはペプ
チド合成によって作製することができる。抗体のアミノ酸配列が改変される部位は、改変
される前の抗体と同等の活性を有する限り、抗体の重鎖または軽鎖の定常領域であっても
よく、また、可変領域（フレームワーク領域及びＣＤＲ）であってもよい。また、ＣＤＲ
のアミノ酸を改変して、抗原へのアフィニティーが高められた抗体をスクリーニングする
手法等を用いてもよい（例えば、ＰＮＡＳ，１０２：８４６６−８４７１（２００５）、
Ｐｒｏｔｅｉｎ

Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，Ｄｅｓｉｇｎ＆Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ，２１：

４８５−４９３（２００８）、国際公開第２００２／０５１８７０号、Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃ
ｈｅｍ．，２８０：２４８８０−２４８８７（２００５）、Ｐｒｏｔｅｉｎ

10

Ｅｎｇｉｎ

ｅｅｒｉｎｇ，Ｄｅｓｉｇｎ＆Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ，２１：３４５−３５１（２００８）
参照）。
【００７１】
改変されるアミノ酸数は、好ましくは、１０アミノ酸以内、より好ましくは５アミノ酸
以内、最も好ましくは３アミノ酸以内（例えば、２アミノ酸以内、１アミノ酸）である。
アミノ酸の改変は、好ましくは、保存的な置換である。
本明細書中において「保存的な置換」とは、化学的に同様な側鎖を有する他のアミノ酸
残基で置換することを意味する。化学的に同様なアミノ酸側鎖を有するアミノ酸残基のグ
ループは、本発明の属する技術分野でよく知られている。例えば、酸性アミノ酸（アスパ

20

ラギン酸およびグルタミン酸）、塩基性アミノ酸（リシン・アルギニン・ヒスチジン）、
中性アミノ酸においては、炭化水素鎖を持つアミノ酸（グリシン・アラニン・バリン・ロ
イシン・イソロイシン・プロリン）、ヒドロキシ基を持つアミノ酸（セリン・スレオニン
）、硫黄を含むアミノ酸（システイン・メチオニン）、アミド基を持つアミノ酸（アスパ
ラギン・グルタミン）、イミノ基を持つアミノ酸（プロリン）、芳香族基を持つアミノ酸
（フェニルアラニン・チロシン・トリプトファン）等で分類することができる。アミノ酸
配列変異体は、抗原への結合活性が対照抗体（例えば、後述の実施例に記載のＯ−Ｇｌｃ
ＮＡｃ（ＲＬ２）抗体等）よりも高いことが好ましい。
本実施形態の抗体（上述の抗体の機能的断片、アミノ酸配列変異体等も含む）の抗原へ
の結合活性は、例えば、ＥＬＩＳＡ法、ウエスタンブロッティング法、免疫沈降法、免疫

30

染色法等により評価することができる。
【００７２】
（２次抗体）
本実施形態のグリコカリックス検出試薬は、前記グリコカリックスに特異的に結合する
抗体に加えて、さらに、前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体に標識物質が結合
したもの、又は前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体に対する抗体に標識物質が
結合したものを２次抗体として備えていてもよい。
前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体に標識物質が結合したものを２次抗体と
して備える場合、サンドイッチＥＬＩＳＡ（Ｅｎｚｙｍｅ−Ｌｉｎｋｅｄ
Ｓｏｒｂｅｎｔ

Ｉｍｍｕｎｏ

Ａｓｓａｙ）法や抗原測定系による化学発光酵素免疫測定法（ＣＬＥＩ

40

Ａ法）等を用いて、特定のグリコカリックスを検出及び定量することができる。
また、前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体に対する抗体に標識物質が結合し
たものを２次抗体として備える場合、抗体測定系によるＥＬＩＳＡ法、間接蛍光抗体法、
抗体測定系によるＣＬＥＩＡ法等を用いて、特定のグリコカリックスを検出及び定量する
ことができる。
【００７３】
前グリコカリックスに特異的に結合する抗体に対する抗体に標識物質が結合したものと
しては、前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体の由来動物（例えば、マウス、ラ
ット、ハムスター、ウサギ、サル、ヤギ等）に対する抗体であることが好ましい。例えば
、前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体の由来がマウスである場合、抗マウス抗
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体であることが好ましい。また、前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体に対する
抗体に標識物質が結合したものには、免疫グロブリンのすべてのクラス及びサブクラスが
含まれる。
標識物質としては、上述の（グリコカリックスに特異的に結合する抗体）において、例
示されたものと同様のものが挙げられる。
【００７４】
（支持体）
本実施形態のグリコカリックス検出試薬において、前記グリコカリックスに特異的に結
合する抗体は支持体上に固定化された状態であってもよい。
【００７５】

10

支持体の形態としては、当該分野において公知のものから適宜選択でき、例えば、マイ
クロタイタープレート、チューブ、キャピラリチューブ、ビーズ、粒子、濾紙、フィルタ
ー、膜、ディスク、スティック、ストリップ、スライドグラス、チップ等が挙げられる。
【００７６】
支持体の材料としては、当該分野において公知のものをいずれも使用でき、例えば、ガ
ラス、樹脂（例えば、ポリスチレン、ポリエステル、ポリアクリルアミド、ポリアクリレ
ート、ポリメタクリレート、ポリプロピレン、ポリビニルブチレート、ポリ塩化ビニル、
ポリテトラフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、ナイロン、レーヨン等）、セルロ
ース及びその誘導体（例えば、ニトロセルロース等）等が挙げられる。
支持体への前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体の固定方法は、例えば、物理

20

的吸着、共有結合又は非共有結合（例えば、イオン結合、静電結合、疎水性相互作用等）
等が挙げられる。
【００７７】
支持体は非特異的吸着を防止するためにブロッキング処理されていることが好ましい。
ブロッキング剤は、当該分野において公知のものをいずれも使用でき、例えば、検出対象
の哺乳動物以外の哺乳動物の血清アルブミン（例えば、対象がヒトである場合、例えばウ
シ血清アルブミン（ＢＳＡ））、脱脂粉乳、カゼイン等が挙げられる。
前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体が固定され、ブロッキング処理された支
持体の表面は、水溶性ポリマー（例えば、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール
、或いはヒドロキシプロピルメチルセルロース及びヒドロキシエチルセルロースのような

30

セルロースエステル等）、又は非還元多糖類（例えば、スクロース、トレハロース、ラフ
ィノース等）等でコーディングされていてもよい。このようなコーディングにより、支持
体上の前記グリコカリックスに特異的に結合する抗体を含む固相は非常に安定化し、長期
間の保存に適する。
【００７８】
（その他）
本実施形態のグリコカリックス検出試薬は、必要に応じて、さらに反応停止液を備えて
いてもよい。反応停止液としては、例えば、硫酸、水酸化ナトリウム等が挙げられる。
【００７９】
本実施形態のグリコカリックス検出試薬は、さらに、緩衝液を備えていてもよい。緩衝

40

液としては、上述の＜＜血管内皮機能改善剤のスクリーニング方法＞＞の［評価工程］に
例示されたものと同様のものが挙げられる。
【００８０】
本実施形態のグリコカリックス検出試薬において、前記グリコカリックスに特異的に結
合する抗体、及び２次抗体は、乾燥状態であってもよく、上述の緩衝液に溶解した上であ
ってもよい。中でも、これらの抗体は、保存安定性から、乾燥状態であることが好ましい
。
【００８１】
本実施形態のグリコカリックス検出試薬は、さらに、標準曲線（検量線）作成用の標準
溶液、標準溶液希釈剤（例えば、上述の緩衝液等）を備えていてもよい。

50

(20)

JP 2018‑21797 A 2018.2.8

本実施形態のグリコカリックス検出試薬は、さらに、洗浄液（例えば、上述の緩衝液等
）や、インキュベーションの間に支持体をシールするシーリング材（例えば、支持体がプ
レートである場合、プレートシール等）を備えていてもよい。
【００８２】
＜その他構成＞
（細胞培養用培地）
本実施形態のキットは、さらに細胞培養用培地を備えていてもよい。本実施形態のキッ
トが備える細胞培養用培地としては、上述の＜＜血管内皮機能改善剤のスクリーニング方
法＞＞の［準備工程］の（細胞培養用培地）に例示されたものと同様のものが挙げられる
。本実施形態のキットが備える細胞培養用培地は１種類であってもよく、２種類以上であ

10

ってもよく、所望の疾患のインビトロ系モデルを構築できるものであればよい。
【００８３】
（検出装置）
本実施形態のキットは、さらに、検出装置を備えていてもよい。検出装置としては、当
該分野において公知のものから適宜選択でき、例えば、マイクロプレートリーダー、蛍光
スキャナー、２光子励起スキャナー等が挙げられる。
【００８４】
＜＜血管内皮細胞に対する被検化合物の血管内皮機能障害性を評価するための方法＞＞
一実施形態において、本発明は、血管内皮細胞に対する被検化合物の血管内皮機能障害
性を評価するための方法であって、血管内皮細胞をコンフルエントの状態となるように培

20

養し、準備する準備工程と、前記準備工程後の前記血管内皮細胞を、被検化合物の添加、
又は無添加条件にて培養する培養工程と、前記培養工程後の前記被検化合物の添加、又は
無添加条件での培養液中に含まれるグリコカリックス濃度を測定し、血管内皮細胞に対す
る前記被検化合物の血管内皮機能障害性を評価する評価工程と、を備える方法を提供する
。
【００８５】
本実施形態の評価方法によれば、１回の採血のみで完了し、簡便に被検化合物の血管内
皮機能障害性を評価することができる。また、本実施形態の評価方法によれば、動物実験
の代替法として活用でき、よりヒトの生体内に近いインビトロ条件下において、被検化合
物の細胞毒性（特に、血管内皮機能障害性）を評価することができる。

30

【００８６】
本明細書において、「血管内皮機能障害性」とは、内皮グリコカリックス層の生成抑制
効果、又は内皮グリコカリックス層の遊離促進効果を意味する。
よって、本実施形態の評価方法によれば、血管内皮機能障害性、すなわち、内皮グリコ
カリックス層の生成抑制効果、又は内皮グリコカリックス層の遊離促進効果を有する被検
化合物を判別することができる。
本実施形態の評価方法の各工程について、以下に詳細を説明する。
【００８７】
［準備工程］
上述の＜＜血管内皮機能改善剤のスクリーニング方法＞＞の［準備工程］と同様の方法

40

を用いて、血管内皮細胞をコンフルエントの状態となるように培養する。
【００８８】
［培養工程］
次いで、準備工程後の血管内皮細胞を、被検化合物の添加、又は無添加条件にて培養す
る。
被検化合物としては、血管内皮細胞に対する細胞毒性（特に、血管内皮機能障害性）を
評価したいものであればよく、特別な限定はない。また、被検化合物は、予め細胞培養用
培地に混合し、培地交換の際に被検化合物含有細胞培養用培地を添加すればよい。また、
被検化合物の有効量を推定するために、細胞培養用培地中の被検化合物の濃度をふったも
のを用意して、用いてもよい。
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被検化合物を添加したサンプル、及び被検化合物を添加していないサンプルを準備し、
続く評価工程において比較することで、血管内皮機能障害性を評価することができる。
【００８９】
使用する細胞培養用培地としては、上述の＜＜血管内皮機能改善剤のスクリーニング方
法＞＞の［準備工程］において例示されたものと同様のものが挙げられる。また、使用す
る細胞培養培地は、成長因子を実質的に含まないものであることが好ましい。
【００９０】
また、培養条件としては、通常の血管内皮細胞を培養する条件であればよい。培養温度
は、例えば２５℃以上４０℃以下であればよく、例えば３０℃以上３９℃以下であればよ
く、例えば３５℃以上３９℃以下であればよい。

10

また、必要に応じて培養環境を著しく変化させなければ還流等の流体力学的な付加を加
えてもよい。
また、培養環境は、例えば、約５％のＣＯ２条件下であってもよい。
また、培養方法は、例えば、水平振盪培養、静置培養等が挙げられ、中でも、水平振盪
培養であることが好ましい。振盪速度については、例えば、ヒトの生理的な毛細血管から
細動脈までの流れずり応力とされる２．５ｄｙｎｅｓ／ｃｍ２以上５ｄｙｎｅｓ／ｃｍ２
以下となるように調整すればよい。
また、培養時間としては、被検化合物が血管内皮細胞に作用し、血管内皮機能障害性、
（内皮グリコカリックス層の生成抑制効果、又は内皮グリコカリックス層の遊離促進効果
）を奏するのに有効な時間であればよく、例えば５分以上１時間以下であればよく、例え
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ば、１５分以上３０分以下であればよい。
【００９１】
［評価工程］
次いで、培養工程後の被検化合物の添加、又は無添加条件での培養液中に含まれるグリ
コカリックス濃度を測定し、血管内皮細胞に対する被検化合物の血管内皮機能障害性を評
価する。
【００９２】
グリコカリックス濃度の測定方法としては、上述の＜＜血管内皮機能改善剤のスクリー
ニング方法＞＞の［評価工程］において例示されたものと同様のものが挙げられる。
【００９３】
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本実施形態の評価工程において、得られたグリコカリックス濃度から、被検化合物の添
加条件での培養液中に含まれるグリコカリックス濃度が、被検化合物の無添加条件での培
養液中に含まれるグリコカリックス濃度と比較して同程度、又は低かった場合に、前記被
検化合物は血管内皮機能障害性を有さず、各種疾患の候補薬剤として有用であると評価す
ることができる。
一方、被検化合物の添加条件での培養液中に含まれるグリコカリックス濃度が、被検化
合物の無添加条件での培養液中に含まれるグリコカリックス濃度と比較して高かった場合
に、前記被検化合物は血管内皮機能障害性、すなわち細胞毒性を有すると評価することが
できる。
【００９４】

40

＜＜血管内皮細胞に対する被検化合物の血管内皮機能障害性を評価するためのキット＞＞
一実施形態において、本発明は、血管内皮細胞に対する被検化合物の血管内皮機能障害
性を評価するためのキットであって、血管内皮細胞と、グリコカリックス検出試薬と、を
備えるキットを提供する。
【００９５】
本実施形態のキットによれば、１回の採血のみで完了し、簡便に被検化合物の血管内皮
機能障害性を評価することができる。また、本実施形態のキットによれば、動物実験の代
替法として活用でき、よりヒトの生体内に近いインビトロ条件下において、被検化合物の
細胞毒性（特に、血管内皮機能障害性）を評価することができる。
【００９６】
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＜血管内皮細胞＞
本実施形態のキットが備える血管内皮細胞としては、上述の＜＜血管内皮機能改善剤の
スクリーニング方法＞＞の［準備工程］の（血管内皮細胞）に例示されたものと同様のも
のが挙げられる。本実施形態のキットが備える血管内皮細胞は１種類であってもよく、２
種類以上であってもよく、所望の血管内皮細胞による内皮グリコカリックス層を構築でき
るものであればよい。
【００９７】
＜グリコカリックス検出試薬＞
本実施形態のキットが備えるグリコカリックス検出試薬としては、上述の＜＜血管内皮
機能改善剤をスクリーニングするためのキット＞＞の＜グリコカリックス検出試薬＞にお

10

いて例示されたものと同様のものが挙げられる。
【００９８】
＜その他構成＞
（細胞培養用培地）
本実施形態のキットは、さらに細胞培養用培地を備えていてもよい。本実施形態のキッ
トが備える細胞培養用培地としては、上述の＜＜血管内皮機能改善剤のスクリーニング方
法＞＞の［準備工程］の（細胞培養用培地）に例示されたものと同様のものが挙げられる
。本実施形態のキットが備える細胞培養用培地は１種類であってもよく、２種類以上であ
ってもよく、所望の血管内皮細胞による内皮グリコカリックス層を構築できるものであれ
ばよい。

20

【００９９】
（検出装置）
本実施形態のキットは、さらに、検出装置を備えていてもよい。検出装置としては、当
該分野において公知のものから適宜選択でき、例えば、マイクロプレートリーダー、蛍光
スキャナー、２光子励起スキャナー等が挙げられる。
【０１００】
＜＜循環器疾患を有する被検体における疾病管理による血管内皮機能の改善効果を評価す
るための方法＞＞
一実施形態において、本発明は、循環器疾患を有する被検体における疾病管理による血
管内皮機能の改善効果を評価するための方法であって、血管内皮細胞をコンフルエントの
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状態となるように培養し、準備する準備工程と、前記準備工程後の前記血管内皮細胞を、
循環器疾患を有する被検体の疾病管理前、又は疾病管理後の血清を添加し、培養する培養
工程と、前記培養工程後の前記血管内皮細胞に血管内皮障害リスク因子を添加し、グリコ
カリックスの遊離を誘導する誘導工程と、前記誘導工程後の前記循環器疾患を有する被検
体の疾病管理前、又は疾病管理後の血清を添加した条件での培養液中に含まれるグリコカ
リックス濃度を測定し、前記疾病管理による血管内皮機能の改善効果を評価する評価工程
と、を備える方法を提供する。
【０１０１】
本実施形態の評価方法によれば、１回の採血のみで完了し、簡便に循環器疾患を有する
被検体における疾病管理による血管内皮機能の改善効果を評価することができる。
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【０１０２】
一般に、「疾病管理」とは、費用対効果に着目し、費用をコントロールしながら質の高
い医療を提供するアウトカムマネジメントの手法の１つであり、主に、慢性疾患のコント
ロールに活用され、総合的に管理する方法である。疾病管理は、退院前教育、食事療法の
指導、生活習慣の指導、服薬指導、カウンセリング、退院後の電話及び訪問、退院後のリ
ハビリテーション等を含む。中でも、本実施形態の評価方法における疾病管理は、食事療
法の指導、生活習慣の指導、服薬指導、リハビリテーションを示し、それらの疾病管理に
よる血管内皮機能の改善効果を評価することができる。
また、本実施形態の評価方法が適用される循環器疾患としては、上述の＜＜血管内皮機
能改善剤のスクリーニング方法＞＞において例示されたものと同様のものが挙げられる。
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本実施形態の評価方法の各工程について、以下に詳細を説明する。
【０１０３】
［準備工程］
上述の＜＜血管内皮機能改善剤のスクリーニング方法＞＞の［準備工程］と同様の方法
を用いて、血管内皮細胞をコンフルエントの状態となるように培養する。
【０１０４】
［培養工程］
次いで、準備工程後の血管内皮細胞を、循環器疾患を有する被検体の疾病管理前、又は
疾病管理後の血清を添加し、培養する。
循環器疾患を有する被検体の疾病管理前の血清は、疾病管理前に採取した血液試料から
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調製し、使用するまで冷凍保存しておけばよい。また、循環器疾患を有する被検体の疾病
管理後の血清は、疾病管理後に採取した血液試料から調製すればよい。また、疾病管理後
の血液試料を採取するタイミングとしては、疾病の種類に応じて適宜選択することができ
、例えば、疾病管理開始から、１ヶ月以上１２ヶ月以下の期間であればよく、定期健診の
際に血液試料を採取すればよい。また、継続的に血液試料を採取し、調整した血清を用い
た評価を行うことで、疾病管理後の血管内皮機能の改善効果の経時的な変化を評価するこ
とができる。
また、循環器疾患を有する被検体の疾病管理前、又は疾病管理後の血清は、予め細胞培
養用培地に混合し、培地交換の際に血清含有細胞培養用培地を添加すればよい。細胞培養
用培地における血清の含有量は、例えば５質量％以上２０質量％以下であればよく、例え
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ば１０質量％程度であればよい。
循環器疾患を有する被検体の疾病管理前の血清を添加したサンプル、及び循環器疾患を
有する被検体の疾病管理後の血清を添加したサンプルを準備し、続く誘導工程を経て、評
価工程において比較することで、疾病管理による血管内皮機能の改善効果を評価すること
ができる。
【０１０５】
使用する細胞培養用培地としては、上述の＜＜血管内皮機能改善剤のスクリーニング方
法＞＞の［準備工程］において例示されたものと同様のものが挙げられる。また、使用す
る細胞培養培地は、成長因子を実質的に含まないものであることが好ましい。
【０１０６】
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また、培養条件としては、通常の血管内皮細胞を培養する条件であればよい。培養温度
は、例えば２５℃以上４０℃以下であればよく、例えば３０℃以上３９℃以下であればよ
く、例えば３５℃以上３９℃以下であればよい。
また、必要に応じて培養環境を著しく変化させなければ還流等の流体力学的な付加を加
えてもよい。
また、培養環境は、例えば、約５％のＣＯ２条件下であってもよい。
また、培養方法は、例えば、水平振盪培養、静置培養等が挙げられ、中でも、水平振盪
培養であることが好ましい。振盪速度については、例えば、ヒトの生理的な毛細血管から
細動脈までの流れずり応力とされる２．５ｄｙｎｅｓ／ｃｍ２以上５ｄｙｎｅｓ／ｃｍ２
以下となるように調整すればよい。
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また、培養時間としては、被検化合物が血管内皮細胞に作用し、血管内皮機能改善効果
（内皮グリコカリックス層の生成促進効果、又は内皮グリコカリックス層の遊離抑制効果
）を奏するのに有効な時間であればよく、例えば３０分以上２時間以下であればよく、例
えば、１時間程度であればよい。
【０１０７】
［誘導工程］
次いで、培養工程後の血管内皮細胞に血管内皮障害リスク因子を添加し培養することで
、グリコカリックスの遊離を誘導する。
血管内皮障害リスク因子としては、上述の＜＜血管内皮機能改善剤のスクリーニング方
法＞＞の［誘導工程］の（血管内皮障害リスク因子）において例示されたものと同様のも

50

(24)

JP 2018‑21797 A 2018.2.8

のが挙げられる。
また、誘導工程における培養条件としては、上述の＜＜血管内皮機能改善剤のスクリー
ニング方法＞＞の［誘導工程］の（培養条件）において例示されたものと同様のものが挙
げられる。
【０１０８】
［評価工程］
次いで、誘導工程後の循環器疾患を有する被検体の疾病管理前、又は疾病管理後の血清
を添加した条件での培養液中に含まれるグリコカリックス濃度を測定し、疾病管理による
血管内皮機能の改善効果を評価する。
【０１０９】

10

グリコカリックス濃度の測定方法としては、上述の＜＜血管内皮機能改善剤のスクリー
ニング方法＞＞の［評価工程］において例示されたものと同様のものが挙げられる。
【０１１０】
本実施形態の評価工程において、得られたグリコカリックス濃度から、循環器疾患を有
する被検体の疾病管理後の血清を添加した条件での培養液中に含まれるグリコカリックス
濃度が、循環器疾患を有する被検体の疾病管理前の血清を添加した条件での培養液中に含
まれるグリコカリックス濃度と比較して低かった場合に、前記疾病管理は血管内皮機能の
改善効果を有し、当該疾病管理（例えば、食事療法の指導、生活習慣の指導、服薬指導、
リハビリテーション）が循環器疾患に有効であると評価することができる。
一方、循環器疾患を有する被検体の疾病管理後の血清を添加した条件での培養液中に含
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まれるグリコカリックス濃度が、循環器疾患を有する被検体の疾病管理前の血清を添加し
た条件での培養液中に含まれるグリコカリックス濃度と比較して同程度、又は高かった場
合に、前記疾病管理は血管内皮機能の改善効果を有さないと評価することができる。
【０１１１】
＜＜循環器疾患を有する被検体における疾病管理による血管内皮機能の改善効果を評価す
るためのキット＞＞
一実施形態において、本発明は、循環器疾患を有する被検体における疾病管理による血
管内皮機能の改善効果を評価するためのキットであって、血管内皮細胞と、血管内皮障害
リスク因子と、グリコカリックス検出試薬と、を備えるキットを提供する。
【０１１２】
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本実施形態のキットによれば、１回の採血のみで完了し、簡便に循環器疾患を有する被
検体における疾病管理による血管内皮機能の改善効果を評価することができる。
【０１１３】
＜血管内皮細胞＞
本実施形態のキットが備える血管内皮細胞としては、上述の＜＜血管内皮機能改善剤の
スクリーニング方法＞＞の［準備工程］の（血管内皮細胞）に例示されたものと同様のも
のが挙げられる。本実施形態のキットが備える血管内皮細胞は１種類であってもよく、２
種類以上であってもよく、所望の疾患のインビトロ系モデルを構築できるものであればよ
い。
【０１１４】
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＜血管内皮障害リスク因子＞
本実施形態のキットが備える血管内皮細胞としては、上述の＜＜血管内皮機能改善剤の
スクリーニング方法＞＞の［誘導工程］の（血管内皮障害リスク因子）に例示されたもの
と同様のものが挙げられる。本実施形態のキットが備える血管内皮障害リスク因子は１種
類であってもよく、２種類以上であってもよく、所望の疾患のインビトロ系モデルを構築
できるものであればよい。
【０１１５】
＜グリコカリックス検出試薬＞
本実施形態のキットが備えるグリコカリックス検出試薬としては、上述の＜＜血管内皮
機能改善剤をスクリーニングするためのキット＞＞の＜グリコカリックス検出試薬＞にお
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いて例示されたものと同様のものが挙げられる。
【０１１６】
＜その他構成＞
（細胞培養用培地）
本実施形態のキットは、さらに細胞培養用培地を備えていてもよい。本実施形態のキッ
トが備える細胞培養用培地としては、上述の＜＜血管内皮機能改善剤のスクリーニング方
法＞＞の［準備工程］の（細胞培養用培地）に例示されたものと同様のものが挙げられる
。本実施形態のキットが備える細胞培養用培地は１種類であってもよく、２種類以上であ
ってもよく、所望の疾患のインビトロ系モデルを構築できるものであればよい。
10

【０１１７】
（検出装置）
本実施形態のキットは、さらに、検出装置を備えていてもよい。検出装置としては、当
該分野において公知のものから適宜選択でき、例えば、マイクロプレートリーダー、蛍光
スキャナー、２光子励起スキャナー等が挙げられる。
【実施例】
【０１１８】
以下、実施例により本発明を説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものでは
ない。
【０１１９】

20

［実施例１］グルコース添加によるグリコカリックスの遊離試験
（１）準備工程
ヒト臍帯静脈内皮細胞（Ｈｕｍａｎ
ｌｉａｌ

Ｕｍｂｉｌｉｃａｌ

Ｖｅｉｎ

Ｅｎｄｏｔｈｅ

Ｃｅｌｌｓ；ＨＵＶＥＣ）を用いて、試験を行った。９６ウェルプレートにＨ

ＵＶＥＣを１×１０５細胞／ｍＬとなるように播種した。次いで、血管内皮細胞成長因子
（Ｖａｓｃｕｌａｒ

Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

）含有改変イーグル培地（Ｄｕｌｂｅｃｃｏ

Ｇｒｏｗｔｈ
ｓ

Ｆａｃｔｏｒ；ＶＥＧＦ

Ｍｏｄｉｆｉｅｄ

Ｅａｇｌｅ

Ｍｅ

ｄｉｕｍ：ＤＭＥＭ）を用いて、ＣＯ２インキュベーターにて３７℃で一晩静置培養した
。次いで、１００％コンフルエントとなったことを確認し、試験に用いた。
（２）誘導工程
血管内皮障害リスク因子として、グルコースを用いて、試験を行った。次いで、（１）

30

で準備した細胞の培地をＶＥＧＦ不含のＤＭＥＭに交換し、グルコース濃度が０．０５ｍ
Ｍ、５ｍＭ、１５ｍＭ、及び３０ｍＭとなるようにそれぞれ添加し、グリコカリックスの
遊離を誘導した。次いで、ＣＯ２インキュベーターにて３７℃で培養した。
【０１２０】
（３）評価工程
次いで、グルコースの添加から２０分後、２時間後、６時間後、１２時間後、２４時間
後において、培養上清を採取し、４℃、１，５００ｒｐｍ、５分で遠心し、上清を採取し
た。次いで、グリコカリックスの一つであるＣＤ１３８を検出した。具体的には、Ｈｕｍ
ａｎ

Ｓｙｎｄｅｃａｎ−１

ＥＬＩＳＡ

Ｋｉｔ（ＣＤ１３８）（アブカム社製）を用

いて、サンドイッチＥＬＩＳＡ法により検出を行った。まず、抗Ｓｙｎｄｅｃａｎ−１モ

40

ノクローナル抗体がコーティングされた９６ウェルプレートに上清、又は既知の濃度のＳ
ｙｎｄｅｃａｎ−１を含む標準試薬を滴下し、室温で６０分間インキュベーションした。
このとき、上清、又は標準試薬には、ビオチン化抗Ｓｙｎｄｅｃａｎ−１モノクローナル
抗体を混合し、用いた。次いで、Ｗａｓｈ

Ｂｕｆｆｅｒを用いて洗浄後、ビオチン化抗

Ｓｙｎｄｅｃａｎ−１モノクローナル抗体に特異的に結合するストレプトアビジン結合Ｈ
ＲＰを滴下し、室温で３０分間インキュベートした。次いで、Ｗａｓｈ

Ｂｕｆｆｅｒを

用いて洗浄後、ＴＭＢ基質溶液を滴下し、室温及び遮光条件下で１２分間インキュベート
し、反応停止液を滴下した。次いで、マイクロプレートリーダーを用いて、染色されたＳ
ｙｎｄｅｃａｎ−１（ＣＤ１３８）を検出した。結果を図１に示す。
【０１２１】
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図１から、３０ｍＭという高グルコース濃度において、２０分という短時間で遊離した
グリコカリックスを検出できることが明らかとなった。
【０１２２】
［実施例２］異なる血管内皮障害リスク因子の添加によるグリコカリックスの遊離比較試
験
（１）準備工程
実施例１の（１）と同様の方法を用いて、ＨＵＶＥＣを培養し、１００％コンフルエン
トとなったことを確認し、試験に用いた。
【０１２３】
（２）誘導工程

10

次いで、血管内皮障害リスク因子として、濃度をふったグルコースの代わりに、５０ｍ
Ｍ及び１００ｍＭグルコース、５０ｍＭ及び１００ｍＭ過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）、０．５
％エタノール、１００μＭ酸化ＬＤＬを用いた以外は、実施例１の（２）と同様の方法を
用いて、グリコカリックスの遊離を誘導した。
【０１２４】
（３）評価工程
次いで、各血管内皮障害リスク因子の添加から０分後、１０分後、２０分後、３０分後
において、培養上清を採取し、実施例１の（３）と同様の方法を用いて、サンドイッチＥ
ＬＩＳＡ法によりグリコカリックスの一つであるＣＤ１３８を検出した。結果を図２に示
す。

20

【０１２５】
（４）結果
図２から、いずれの血管内皮障害リスク因子においても、添加から２０分後にグリコカ
リックスの遊離がピークを迎えることが明らかとなった。
【０１２６】
［実施例３］糖尿病患者血清を用いたグリコカリックス形成能評価試験
（１）準備工程
実施例１の（１）と同様の方法を用いて、ＨＵＶＥＣを培養し、１００％コンフルエン
トとなったことを確認し、試験に用いた。
【０１２７】
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（２）培養工程
準備工程後のＨＵＶＥＣから培地を捨てて、健常者２名、又は糖尿病患者３名由来の血
清を１０％含むＶＥＧＦ不含のＤＭＥＭに交換し、１時間培養した。また、コントロール
として、血清及びＶＥＧＦ不含のＤＭＥＭに交換したサンプルも準備し、１時間培養した
。培養方法としては、静置培養又は振盪培養にて行った。振盪培養では、ヒトの生理的な
毛細血管から細動脈までの流れずり応力とされる２．５〜５ｄｙｎｅｓ／ｃｍ２に相当す
る振盪にて行った。
【０１２８】
（３）誘導工程
次いで、血管内皮障害リスク因子として、濃度をふったグルコースの代わりに、５０ｍ
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Ｍ過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）を用いた以外は、実施例１の（２）と同様の方法を用いて、グ
リコカリックスの遊離を誘導した。
【０１２９】
（４）評価工程
次いで、添加から２０分後において、培養上清を採取し、実施例１の（３）と同様の方
法を用いて、サンドイッチＥＬＩＳＡ法によりグリコカリックスの一つであるＣＤ１３８
を検出した。また、健常者２名、又は糖尿病患者３名由来の血清に含まれるＣＤ１３８に
ついても検出した。結果を図３に示す。図３において、「Ｃｏｎｔｒｏｌ１」及び「Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ２」が健常者２名の血清を用いたサンプルであり、「Ｐａｔｉｅｎｔ１」、「
Ｐａｔｉｅｎｔ２」、及び「Ｐａｔｉｅｎｔ３」が糖尿病患者３名の血清を用いたサンプ
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ルである。
【０１３０】
（５）結果
図３から、健常者２名の血清を用いたサンプルでは、糖尿病患者３名の血清を用いたサ
ンプルと比較して、血清中濃度に対する静置培養及び振盪培養後のグリコカリックスの濃
度が有意に上昇することが明らかとなった。この結果から、健常者２名のほうが糖尿病患
者３名よりもグリコカリックスの形成能が高いこと示唆された。
また、図３から、いずれのサンプルにおいても、静置培養よりも振盪培養のほうがグリ
コカリックスの濃度が高くなることが明らかとなった。
【０１３１】

10

［実施例４］Ｄ−グルコースを用いたグリコカリックス形成能評価試験
（１）準備工程
実施例１の（１）と同様の方法を用いて、ＨＵＶＥＣを培養し、１００％コンフルエン
トとなったことを確認し、試験に用いた。
【０１３２】
（２）培養工程
準備工程後のＨＵＶＥＣから培地を捨てて、０．０５ｍＭ、５ｍＭ、又は１５ｍＭの各
濃度のＤ−グルコース及びウシ胎児血清を１０％含むＶＥＧＦ含有のＥＣＭに交換し、１
時間震蘯培養した。
【０１３３】

20

（３）誘導工程
次いで、血管内皮障害リスク因子として、濃度をふったグルコースの代わりに、５０ｍ
Ｍ、又は１００ｍＭの過酸化水素を用いて、グリコカリックスの遊離を誘導した。
【０１３４】
（４）評価工程
次いで、添加から２０分後において、培養上清を採取し、実施例１の（３）と同様の方
法を用いて、サンドイッチＥＬＩＳＡ法によりグリコカリックスの一つであるＣＤ１３８
を検出した。結果を図４に示す。
【０１３５】
（５）結果
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図４から、０．０５ｍＭのグルコースを用いたサンプルと比較して、５ｍＭ、又は１５
ｍＭのグルコース存在下で震蘯培養を行ったサンプルにおいて、グリコカリックスの濃度
が有意に上昇することが明らかとなった。この結果から、グリコカリックス形成過程にお
いて５ｍＭ及び１５ｍＭグルコース存在下での震蘯培養は０．０５ｍＭグルコース存在下
と比較し、グリコカリックス産生能が高いことが示唆された。
【０１３６】
［実施例５］経口抗凝固薬リバーロキサバン（ＦＸａ阻害薬）を用いた血管内皮機能障害
軽減効果評価試験
（１）準備工程
実施例１の（１）と同様の方法を用いて、ＨＵＶＥＣを培養し、１００％コンフルエン
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トとなったことを確認し、試験に用いた。
【０１３７】
（２）培養工程
準備工程後のＨＵＶＥＣから培地を捨てて、１５ｍＭのＤ−グルコース、又は０．１μ
ｇ／ｍＬ、１μｇ／ｍＬ、若しくは１０μｇ／ｍＬの各濃度のリバーロキサバンを含むＶ
ＥＧＦ不含のＥＣＭに交換し、１時間震蘯培養した。リバーロキサバンは、第Ｘａ因子の
働きを阻害することによって、血液凝固能を低下させる薬物である。
【０１３８】
（３）誘導工程
次いで、血管内皮障害リスク因子として、濃度をふったグルコースの代わりに、０ｍＭ
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（過酸化水素無添加）、５０ｍＭ、又は１００ｍＭ過酸化水素を用いて、グリコカリック
スの遊離を誘導した。
【０１３９】
（４）評価工程
次いで、添加から２０分後において、培養上清を採取し、実施例１の（３）と同様の方
法を用いて、サンドイッチＥＬＩＳＡ法によりグリコカリックスの一つであるＣＤ１３８
を検出した。結果を図５に示す。図５において、「Ｒｉｖａｒｏｘａｂａｎ（−）」とは
、リバーロキサバンを含有せず、１５ｍＭのＤ−グルコースを用いて、培養工程を行った
サンプルを示す。
【０１４０】

10

（５）結果
図５から、リバーロキサバンを含む培地で培養することにより、グリコカリックスの遊
離が抑制されることが明らかとなった。この結果から、リバーロキサバンには何らかのグ
リコカリックス保護作用があることが示唆された。
【０１４１】
［実施例６］各パッセージのＨＵＶＥＣを用いた過酸化水素刺激によるグリコカリックス
（ＣＤ１３８）の産生能評価試験
（１）準備工程
実施例１の（１）と同様の方法を用いて、細胞の分裂回数が異なるＨＵＶＥＣ（パッセ
ージ３〜７）を培養し、１００％コンフルエントとなったことを確認し、試験に用いた。

20

ＨＵＶＥＣは初代培養を用い、１回の継代で１：３〜４となるように細胞数を調整したう
えで播種し、パッセージ３〜７の各パッセージになるまで繰り返し培養増殖させた細胞を
使用した。また、次の継代は９０〜９５％コンフルエントの時点で行った。
【０１４２】
（２）培養工程
準備工程後のＨＵＶＥＣから培地を捨てて、０．０５ｍＭ、又は１５ｍＭのＤ−グルコ
ースと１０％ＦＢＳとを含むＶＥＧＦ含有のＥＣＭに交換し、１時間震蘯培養した。
【０１４３】
（３）誘導工程
次いで、血管内皮障害リスク因子として、５０ｍＭ、又は１００ｍＭ過酸化水素を用い
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て、グリコカリックスの遊離を誘導した。
（４）評価工程
【０１４４】
次いで、添加から２０分後において、培養上清を採取し、実施例１の（３）と同様の方
法を用いて、サンドイッチＥＬＩＳＡ法によりグリコカリックスの一つであるＣＤ１３８
を検出した。結果を図６に示す。図６において、横軸の「ＰＮ（Ｎは１以上の任意の整数
）」とは、Ｎ回の継代培養細胞を用いたサンプルを示す。
【０１４５】
（５）結果
図６から、パッセージ３〜６においては十分なグリコカリックス濃度が得られたが、パ
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ッセージ７においては、同条件におけるグリコカリックス濃度は低下しており、細胞老化
によるグリコカリックス産生低下が明らかとなった。この結果から、グリコカリックス産
生及び遊離の評価においては、パッセージ６までのＨＵＶＥＣを使用すべきであることが
示唆された。
【産業上の利用可能性】
【０１４６】
本発明によれば、１回の採血のみで完了し、且つ、高い再現性を有する血管内皮機能の
測定方法を用いた血管内皮機能改善剤のスクリーニング方法、血管内皮細胞に対する被検
化合物の血管内皮機能障害性の評価方法、及び循環器疾患を有する被検体における疾病管
理による血管内皮機能の改善効果の評価方法を提供することができる。
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