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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
シンタキシン−２のネフローゼ症候群の進行具合の診断を補助するためのマーカーとし
ての使用。
【請求項２】
ＳＶ２Ａのネフローゼ症候群の診断を補助するためのマーカーとしての使用。
【請求項３】
被検者の尿中からシンタキシン−２及びＳＶ２Ｂからなる群より選ばれる少なくとも１
種の発現量を測定する工程を備える、ネフローゼ症候群の検査方法。
【請求項４】
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シンタキシン−２に対する特異的抗体及びＳＶ２Ａに対する特異的抗体からなる群より
選ばれる１種以上を含む、ネフローゼ症候群の診断用試薬。
【請求項５】
ＳＶ２Ｂに対する特異的抗体、Ｎｅｕｒｅｘｉｎに対する特異的抗体、及びＲａｂ３に
対する特異的抗体からなる群より選ばれる１種以上を更に含む、請求項４に記載のネフロ
ーゼ症候群の診断用試薬。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ネフローゼ症候群の予防薬又は治療薬をスクリーニングする方法、ネフロー
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ゼ症候群の予防又は治療用医薬組成物、シナプス小胞関連分子のネフローゼ症候群診断用
マーカーとしての使用、ネフローゼ症候群の検査方法、及びネフローゼ症候群の診断用試
薬に関する。
【背景技術】
【０００２】
現在、慢性腎臓病患者の潜在患者数は約１，３００万人に推定されており、その半数は
治療が必要であると考えられている。腎臓病が進行すると、腎機能がほぼ廃絶した状態で
ある腎不全となる。腎不全患者に対する治療は、血液透析（人工透析）等の透析療法、又
は腎移植しか選択肢がないが、腎移植は限られた症例のみでしか行われておらず、腎不全
患者のほとんどは血液透析療法を受けている。血液透析療法を受けている患者数は、３５
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万人を超えており、その総医療費は年間約２兆円に達している。腎病変進行の最も重要な
悪化因子は蛋白尿である。蛋白尿を抑制する新規薬剤の開発は、腎不全への進行を阻止、
遅延させる効果があり、さらに、透析療法に掛かる莫大な医療費の軽減につながるため、
求められている。
【０００３】
蛋白尿の中でも、尿蛋白が１日３．５ｇ以上であり、血液中のアルブミン濃度が３．０
ｇ／ｄＬ以下である場合、ネフローゼ症候群と診断される。ネフローゼ症候群とは、尿か
らタンパク質が多く排出されるために、血液中のタンパク質濃度が減り（低蛋白血症）、
その結果、むくみ（浮腫）が起こる疾患である。高度のネフローゼ症候群では、肺や胃、
さらに心臓や陰嚢にも水がたまる。また、低蛋白血症は血液中のコレステロールを増加さ
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せるため、腎不全、血栓症（例えば、肺梗塞、心筋梗塞、脳梗塞等）、感染症等を合併す
る危険性がある。
【０００４】
本発明者らは、これまでの基盤研究において、腎臓の糸球体上皮細胞（ポドサイト）の
細胞間接着装置であるスリット膜が蛋白尿を防ぐ最終バリアとして機能していることを明
らかにした。また、本発明者らは、次世代シーケンサによる解析、Ｓｕｂｔｒａｃｔｉｏ
ｎ／Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ

Ｄｉｓｐｌａｙ法を用いた検討等により、蛋白尿が発症

する直前、病態形成期に遺伝子発現が変化している分子を同定し、その発現パターン、局
在、分子機能の解析を行い、蛋白尿発症に関わる分子群の探索、同定を行ってきた（例え
ば、非特許文献１参照。）。一連の検討により、ＳＶ２Ｂ、Ｎｅｕｒｅｘｉｎ等の神経細
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胞間の接着装置であるシナプスにおける機能分子群（以下、「シナプス小胞関連分子」と
称する場合がある。）が、糸球体上皮細胞において発現しており、その機能低下が蛋白尿
発症に関与していることを明らかにした（例えば、非特許文献２、及び３参照。）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Miyauchi N et al.,

Synaptic vesicle protein 2B is expressed in

podocyte, and its expression is altered in proteinuric glomeruli

, J Am Soc Ne

phrol., vol.17, p2748‑2759, 2006.
【非特許文献２】Saito A, et al.,

Neurexin‑1, a presynaptic adhesion molecule,

localizes at the slit diaphragm of the glomerular podocytes in kidneys
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, Am J P

hysiol Regul Integr Comp Physiol., vol.300, pR340‑R348, 2011.
【非特許文献３】Fukusumi Y et al.,
glomerular filtration barrier

SV2B is essential for the integrity of the

, Lab Inv., vol.95,p534‑545, 2015.

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
非特許文献１〜３において、ＳＶ２Ｂノックアウトマウス、及びネフローゼ症候群モデ
ルのラットを用いた試験により、シナプス小胞関連分子が蛋白尿の発症に関連しているこ
とが明らかとなった。しかしながら、ネフローゼ症候群を発症しているヒト患者において
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、糸球体上皮細胞でのシナプス小胞関連分子の発現については明らかとされていなかった
。また、ネフローゼ症候群の予防薬又は治療薬の開発には未だ至っていなかった。
【０００７】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、簡便且つ正確なネフローゼ症候群
の予防薬又は治療薬をスクリーニングする方法、新規のネフローゼ症候群の予防又は治療
用医薬組成物、新規のネフローゼ症候群診断用マーカー、簡便且つ正確なネフローゼ症候
群の検査方法、及び新規のネフローゼ症候群の診断用試薬を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、高度の蛋白尿を呈するネ
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フローゼ症候群を発症しているヒト患者において、糸球体上皮細胞でのシナプス小胞関連
分子の発現が著しく低下することから、シナプス小胞関連分子がネフローゼ症候群の予防
薬又は治療薬開発における標的分子となることを見出し、本発明を完成させるに至った。
【０００９】
すなわち、本発明は以下の態様を含む。
［１］シンタキシン−２のネフローゼ症候群の進行具合の診断を補助するためのマーカー
としての使用。
［２］ＳＶ２Ａのネフローゼ症候群の診断を補助するためのマーカーとしての使用。
［３］被検者の尿中からシンタキシン−２及びＳＶ２Ｂからなる群より選ばれる少なくと
も１種の発現量を測定する工程を備える、ネフローゼ症候群の検査方法。
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［４］シンタキシン−２に対する特異的抗体及びＳＶ２Ａに対する特異的抗体からなる群
より選ばれる１種以上を含む、ネフローゼ症候群の診断用試薬。
［５］ＳＶ２Ｂに対する特異的抗体、Ｎｅｕｒｅｘｉｎに対する特異的抗体、及びＲａｂ
３に対する特異的抗体からなる群より選ばれる１種以上を更に含む、［４］に記載のネフ
ローゼ症候群の診断用試薬。
【発明の効果】
【００１０】
本発明によれば、簡便且つ正確なネフローゼ症候群の予防薬又は治療薬をスクリーニン
グする方法、有効なネフローゼ症候群の予防又は治療用医薬組成物、正確に診断可能なネ
フローゼ症候群診断用マーカー、簡便且つ正確なネフローゼ症候群の検査方法、及び正確
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に診断可能なネフローゼ症候群の診断用試薬を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例１における正常（蛋白尿陰性）ヒト被検体及びネフローゼ症候群のヒト被
検体の糸球体上皮細胞（ポドサイト）での各シナプス小胞関連分子の発現を検出した画像
である。
【図２】実施例２における各ネフローゼ症候群モデルラット（アドリアマイシン（ａｄｒ
ｉａｍｙｃｉｎ；ＡＤＲ）腎症、ピューロマイシン（ｐｕｒｏｍｙｃｉｎ；ＰＡＮ）腎症
、及び抗ネフリン抗体（ａｎｔｉ−ｎｅｐｈｒｉｎ

ａｎｔｉｂｏｄｙ；ＡＮＡ）誘導腎

症（ＡＮＡ腎症）の尿中でのシンタキシン−２（ｓｙｎｔａｘｉｎ−２）を検出した画像
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である。
【図３】実施例３におけるＡＤＲ腎症モデルラットの尿中でのＳＶ２Ｂを検出した画像で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
＜ネフローゼ症候群の予防薬又は治療薬をスクリーニングする方法＞
一実施形態において、本発明は、シナプス小胞関連分子を発現する糸球体上皮細胞に医
薬候補物質を添加する工程１と、前記シナプス小胞関連分子の発現量を測定する工程２と
、前記発現量を増加させる物質を選択する工程３と、を備えるネフローゼ症候群の予防薬
又は治療薬をスクリーニングする方法を提供する。
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【００１３】
本実施形態のスクリーニング方法によれば、簡便且つ正確にネフローゼ症候群の予防又
は治療に有効な物質をスクリーニングすることができる。
【００１４】
一般に、「蛋白尿」は、以下のように尿蛋白濃度を検査することで定量的及び定性的に
診断される。
健常者の尿中において、尿蛋白は１日あたり０．１５ｇ程度含まれており、尿蛋白の検
査において、尿蛋白濃度が１５ｍｇ／ｄＬ未満であれば特に問題ないとされ、陰性（−）
と診断される。一方、尿蛋白の検査において、尿蛋白が１５ｍｇ／ｄＬ以上３０ｍｇ／ｄ
Ｌ未満では偽陽性（±）、３０ｍｇ／ｄＬ以上１００ｍｇ／ｄＬ未満では陽性（１＋）、
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１００ｍｇ／ｄＬ以上３００ｍｇ／ｄＬ未満では陽性（２＋）、３００ｍｇ／ｄＬ以上１
０００ｍｇ／ｄＬ未満では陽性（３＋）、１０００ｍｇ／ｄＬ以上では陽性（４＋）と診
断される。
また、一般に、「ネフローゼ症候群」とは、尿からタンパク質が多く排出されるために
、血液中のタンパク質濃度が減り（低蛋白血症）、その結果、むくみ（浮腫）が起こる疾
患である。また、尿蛋白が１日３．５ｇ以上であり、血液中のアルブミン濃度が３．０ｇ
／ｄＬ以下である場合、ネフローゼ症候群と診断される。高度のネフローゼ症候群では、
肺や胃、さらに心臓や陰嚢にも水がたまる。また、低蛋白血症は血液中のコレステロール
を増加させるため、腎不全、血栓症（例えば、肺梗塞、心筋梗塞、脳梗塞等）、感染症等
を合併する危険性がある。従って、ネフローゼ症候群の予防薬又は治療薬を開発すること
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で、上記合併の虞のある疾患を防ぐことができる。
本実施形態のスクリーニング方法の各工程について、以下に詳細に説明する。
【００１５】
［工程１］
まず、シナプス小胞関連分子を発現する糸球体上皮細胞に医薬候補物質を添加する。
【００１６】
一般に、「糸球体上皮細胞」は、高度に分化した細胞であり、腎臓の糸球体において、
糸球体基底膜（ｇｌｏｍｅｒｕｌａｒ

ｂａｓｅｍｅｎｔ

ｍｅｍｂｒａｎｅ；ＧＢＭ）

を外側から覆っており、その外観から、タコ足細胞（ポドサイト；ｐｏｄｏｃｙｔｅ）と
呼ばれている。糸球体上皮細胞の突起は細胞体から伸びる一次突起と、そこからさらに伸
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展する二次突起がある。二次突起の末端にある足突起は常に別の細胞（体）からでた突起
が隣り合うように絡み合った特異な形態をとる。スリット膜はこの足突起と足突起の約２
０ｎｍ以上６０ｎｍ以下程度の間隙に形成される。この細胞間接着装置の一種であるスリ
ット膜は、

ジッパー様

の構造をしており、高分子透過阻止に関与している。また、ス

リット膜を形成しているネフリン（ｎｅｐｈｒｉｎ）、ポドシン（ｐｏｄｏｃｉｎ）、Ｃ
Ｄ２関連タンパク質（ＣＤ２−ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ

ｐｒｏｔｅｉｎ；ＣＤ２ＡＰ）、

α−アクチニン４（α−ａｃｔｉｎｉｎ−４）等のスリット膜関連分子の遺伝子レベルに
おける異常が蛋白尿、乃至家族性の糸球体硬化症をもたらすことが報告されている。
これらのことから、糸球体上皮細胞及びスリット膜の機能不全は著明な蛋白尿を引き起
こすことが知られている。
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また、本発明者らは、神経細胞間の接着装置であるシナプスにおける機能分子群（以下
、「シナプス小胞関連分子」と称する場合がある。）が、糸球体上皮細胞において発現し
ており、さらにその発現量又は機能の低下がネフローゼ症候群の発症に関与することを明
らかにした。
従って、医薬候補物質を添加した糸球体上皮細胞におけるシナプス小胞関連分子の発現
量を測定することで、ネフローゼ症候群に有効な物質を選択することができる。
【００１７】
また、本実施形態で用いられる糸球体上皮細胞は、糸球体上皮細胞に分化し得る細胞を
糸球体上皮細胞に分化誘導したものを用いてもよい。
なお、「糸球体上皮細胞に分化し得る細胞」とは、糸球体上皮細胞に分化することがで
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きる未分化細胞を意味する。糸球体上皮細胞に分化し得る細胞としては、例えば、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、ネフロン前駆細胞等が挙げられる。
【００１８】
また、本実施形態で用いられる糸球体上皮細胞の由来となる動物種としては、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、サル等が挙げられ、これらに限定されない。中でも、ヒトであることが好ましい。
【００１９】
糸球体上皮細胞は予め適当な細胞数となるように培養しておけばよい。糸球体上皮細胞
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の培養に用いられる培地としては、細胞の生存増殖に必要な成分（無機塩、炭水化物、ホ
ルモン、必須アミノ酸、非必須アミノ酸、ビタミン）等を含む基礎培養液であればよい。
前記培地としては、例えば、ＤＭＥＭ、Ｍｉｎｉｍｕｍ
ｉｕｍ（ＭＥＭ）、ＲＰＭＩ−１６４０、Ｂａｓａｌ
Ｅ）、Ｄｕｌｂｅｃｃｏ

ｓ

Ｍｏｄｉｆｉｅｄ

ｔｒｉｅｎｔ

Ｍｉｘｔｕｒｅ

ｉｎｉｍｕｍ

Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ

Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ

Ｍｅｄｉｕｍ

Ｅａｇｌｅ

Ｍｅｄ

ｓ

Ｅａｇｌｅ（ＢＭ
Ｍｅｄｉｕｍ：Ｎｕ

Ｆ−１２（ＤＭＥＭ／Ｆ−１２）、Ｇｌａｓｇｏｗ

Ｍ

Ｍｅｄｉｕｍ（Ｇｌａｓｇｏｗ ＭＥＭ）等が挙げ

られ、これらに限定されない。
【００２０】
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また、前記培地はさらに血清、又は成長因子を含んでいてもよい。
前記血清としては、例えば、ＦＢＳ／ＦＣＳ（Ｆｅｔａｌ
Ｓｅｒｕｍ）、ＮＣＳ（Ｎｅｗｂｏｒｎ
ｅｒｕｍ）、ＨＳ（Ｈｏｒｓｅ

Ｃａｌｆ

Ｂｏｖｉｎｅ／Ｃａｌｆ

ｓｅｒｕｍ）、ＣＳ（Ｃａｌｆ

Ｓ

Ｓｅｒｕｍ）等が挙げられ、これらに限定されない。

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。
【００２１】
前記成長因子としては、例えば、細胞増殖因子、細胞接着因子等が挙げられ、これらに
限定されない。
前記成長因子としてより具体的には、例えば、上皮成長因子（Ｅｐｉｄｅｒｍａｌ
ｒｏｗｔｈ

ｆａｃｔｏｒ：ＥＧＦ）、酸性繊維芽細胞成長因子（ａｃｉｄｉｃ

ｒｏｂｌａｓｔ
（ｂａｓｉｃ

ｇｒｏｗｔｈ

ｇ

ｆｉｂ

ｆａｃｔｏｒ：ａＦＧＦ）、塩基性繊維芽細胞成長因子

ｆｉｂｒｏｂｌａｓｔ

ｇｒｏｗｔｈ

スリン様成長因子−１（Ｉｎｓｕｌｉｎ―ｌｉｋｅ
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ｆａｃｔｏｒ：ｂＦＧＦ）、イン
ｇｒｏｗｔｈ

ｆａｃｔｏｒ−１：

ＩＧＦ−１）、マクロファージ由来成長因子（Ｍａｃｒｏｐｈａｇｅ−ｄｅｒｉｖｅｄ
ｇｒｏｗｔｈ

ｆａｃｔｏｒ：ＭＤＧＦ）、血小板由来成長因子（Ｐｌａｔｅｌｅｔ−ｄ

ｅｒｉｖｅｄ

ｇｒｏｗｔｈ

ｒ

ａｎｇｉｏｇｅｎｅｓｉｓ

ｆａｃｔｏｒ：ＰＤＧＦ）、腫瘍血管新生因子（Ｔｕｍｏ
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。
培養液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１０
μｇ／ｍＬ以下であればよい。
【００２２】

40

培地にはさらに、以下に例示するホルモン、抗生物質等のその他の添加物を含有してい
てもよい。
【００２３】
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。
【００２４】
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
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、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／ｍ
Ｌ以上１００μｇ／ｍＬ以下であればよい。
【００２５】
培養温度としては、例えば２５℃以上４０℃以下であってもよく、例えば３０℃以上３
９℃以下であってもよく、例えば３５℃以上３９℃以下であってもよい。
また、培養環境は、例えば約５％のＣＯ２条件下であってもよい。
培養時間としては、必要とする細胞数等により適宜選択することができ、例えば１日以
10

上１４日以下であってもよい。
【００２６】
培養した糸球体上皮細胞においてシナプス小胞関連分子が発現していることは、例えば
、シナプス小胞関連分子に対する抗体を用いた蛍光染色法等により簡易的に確認すればよ
い。
【００２７】
本明細書において、「シナプス小胞関連分子」としては、例えば、ＳＶ２Ａ（シナプス
小胞タンパク質２Ａ）、ＳＶ２Ｂ（シナプス小胞タンパク質２Ｂ）、Ｎｅｕｒｅｘｉｎ（
ニューレキシン）、Ｓｙｎａｐｔｏｔａｇｍｉｎ（シナプトタグミン）、Ｒａｂ３、シン
タキシン−２、Ｍｕｎｃ−１８、Ｍｉｎｔ

１等が挙げられ、これらに限定されない。

ＳＶ２Ａ及びＳＶ２Ｂは、シナプス小胞における神経伝達物質のエクソサイトーシス（

20

開口分泌）の制御に関与しており、細胞内基質のトランスポーターとしての機能、シナプ
トタグミンの調節機能、ＳＶ２Ａの糖鎖部分が神経伝達物質又はＡＴＰ等を保持するマト
リックスとしての機能を担う可能性が報告されている。
Ｓｙｎａｐｔｏｔａｇｍｉｎ（シナプトタグミン）は、Ｃａ２＋依存性シナプス小胞開
口放出を制御するＣａ２＋センサーの機能を有するタンパク質である。
Ｒａｂ３は、ＧＴＰ結合タンパク質であり、シナプス小胞における神経伝達物質のエク
ソサイトーシス（開口分泌）の制御に関与する。
シンタキシンは、開口放出を含む細胞内小胞輸送において膜融合に関わるタンパク質フ
ァミリー及びそのメンバーである。
Ｍｕｎｃ−１８は、シンタキシン結合タンパク質であり、シンタキシンと結合すること
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によって、シナプス小胞の開口放出に対して抑制的に制御するものと考えられている。
Ｍｉｎｔ

１は、ニューロンの細胞質に局在するタンパク質であり、ＰＴＢドメイン及

び２つＣ末端ＰＤＺドメインからなるマルチドメインタンパク質である。シナプス構造の
形成及び神経伝達物質の放出機能の発現と制御に関与していると考えられている。
【００２８】
本明細書において、「医薬候補物質」とは、シナプス小胞関連分子の発現、又は機能を
促進する物質であればよく、特別な限定はない。例えば、低分子化合物であってもよく、
天然物に含まれる化合物であってもよい。また、ペプチドや核酸であってもよい。スクリ
ーニングには個々の被検物質を用いてもよいが、これらの物質を含む化合物ライブラリー
を用いてもよい。候補物質の中から、シナプス小胞関連分子の発現又は機能を促進するも

40

のを選択することにより、ネフローゼ症候群の予防薬又は治療薬の候補物質を得ることが
できる。
また、例えば、癲癇等の神経疾患で既に使用されている薬剤を用いてもよく、この場合
、ネフローゼ症候群への効果が証明されれば、早期の臨床応用が可能となる。
医薬候補物質は、培地と混合し、予め培養しておいた糸球体上皮細胞に添加すればよい
。
【００２９】
なお、本明細書において、「シナプス小胞関連分子の発現又は機能を促進する」とは、
シナプス小胞関連分子のｍＲＮＡ若しくはタンパク質の発現量を増加させる、又は発現さ
れたシナプス小胞関連分子の機能（すなわち、スリット膜関連分子に直接的又は間接的に
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作用し、スリット膜における高分子透過を制御する機能）を促進することを意味する。
【００３０】
［工程２］
次いで、糸球体上皮細胞におけるシナプス小胞関連分子の発現量を測定する。
【００３１】
シナプス小胞関連分子の発現量を測定する方法としては、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、シナプス小胞関連分子に対する特異的抗体を用い
た方法等が挙げられる。
シナプス小胞関連分子に対する特異的抗体を用いた方法として、より具体的には、例え
ば、ＥＬＩＳＡ（Ｅｎｚｙｍｅ−Ｌｉｎｋｅｄ

ＩｍｍｕｎｏＳｏｒｂｅｎｔ

ｙ）法、ＣＬＥＩＡ（Ｃｈｅｍｉｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ

Ｅｎｚｙｍｅ

Ａｓｓａ

10

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、免疫組織学的染色法等が挙げられる。シナプス小胞関連分子に対する特異的抗体とし
ては、検出したいシナプス小胞関連分子の種類に応じて、適宜選択して用いればよい。
【００３２】
シナプス小胞関連分子に対する特異的抗体を用いた方法を用いてシナプス小胞関連分子
の発現量を測定する方法について、詳細な手順を以下に示す。
まず、誘導工程後の医薬候補物質の添加、又は無添加条件での培養液と、シナプス小胞
関連分子に対する特異的抗体とを接触させて、培養液中の抗原（シナプス小胞関連分子）
と前記シナプス小胞関連分子に対する特異的抗体とによる抗原抗体反応（以下、「１次抗

20

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、前記シナプス小胞関連分子に対する特異
的抗体の抗体価及び培養液中の抗原（シナプス小胞関連分子）の量によって、適宜調整す
ることができる。
前記培養液としては、糸球体上皮細胞の懸濁液であってもよく、破砕液であってもよい
。破砕液を用いる場合、公知の方法を用いて調製すればよい。
【００３３】
前記シナプス小胞関連分子に対する特異的抗体は、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、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
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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。

【００３４】
前記シナプス小胞関連分子に対する特異的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、前記シナプス小胞関連分

40

子に対する特異的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、前記シナプス小胞関連分子に対する特異的抗体がビーズ、粒子等の支持体に固定さ
れている場合、前記シナプス小胞関連分子に対する特異的抗体が固定されている支持体を
緩衝液等に懸濁し、前記シナプス小胞関連分子に対する特異的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。
【００３５】
前記シナプス小胞関連分子に対する特異的抗体に標識物質が結合したものを用いる場合
、１次抗原抗体反応を検出してもよい。
また、前記シナプス小胞関連分子に対する特異的抗体がマイクロタイタープレート、チ
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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、前記シナプス小胞
関連分子に対する特異的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、シナプス小胞関連分子を検出
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。
【００３６】
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
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。

10

【００３７】
次いで、前記シナプス小胞関連分子に対する特異的抗体と、２次抗体を接触させ、シナ
プス小胞関連分子、又は前記シナプス小胞関連分子に対する特異的抗体と、２次抗体（前
記シナプス小胞関連分子に対する特異的抗体に標識物質が結合したもの、又は前記シナプ
ス小胞関連分子に対する特異的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。
【００３８】
使用する２次抗体としては、後述の＜ネフローゼ症候群の診断用試薬＞の（２次抗体）

20

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。
【００３９】
前記シナプス小胞関連分子に対する特異的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、前記シナプス小胞関連分子に対する特異的抗体がビーズ
、粒子等の支持体に固定されている場合、前記シナプス小胞関連分子に対する特異的抗体
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。

30

【００４０】
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。
【００４１】
次いで、２次抗体を検出することにより、シナプス小胞関連分子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シナプス小胞関連分子
の発現量を定量することができる。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及び定量することができる。
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【００４２】
前記シナプス小胞関連分子に対する特異的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
養液中のシナプス小胞関連分子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シナプス小胞関連分子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シナプス小胞関連分子を定量す
ることができる。
【００４３】
また、工程２において、シナプス小胞関連分子をコードする遺伝子の発現量を測定して
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もよい。
【００４４】
シナプス小胞関連分子をコードする遺伝子の発現量を測定する方法としては、例えば、
糸球体上皮細胞におけるシナプス小胞関連分子をコードするｍＲＮＡを抽出し発現量を測
定する方法が挙げられる。より具体的には、例えば、定量ＲＴ−ＰＣＲ法、ノーザンブロ
ット法、Ｉｎ

ｓｉｔｕ

ｈｙｂｒｉｄｉｚａｔｉｏｎ法等が挙げられ、これらに限定さ

れない。
【００４５】
また、シナプス小胞関連分子をコードする遺伝子の発現量を測定する方法において、培
養中に含まれるシナプス小胞関連分子をコードするｍＲＮＡは、当業者に周知の方法を用

10

いて、あるいは市販のｍＲＮＡ抽出用キットを用いて、抽出及び精製することができる。
【００４６】
シナプス小胞関連分子をコードする遺伝子の発現量は、蛍光強度、発光強度、又は放射
能強度等によって、検出及び定量することができる。
【００４７】
［工程３］
次いで、シナプス小胞関連分子の発現量の定量結果から、前記発現量を増加させる物質
を選択する。
【００４８】
シナプス小胞関連分子の発現量の定量結果から、候補物質の添加条件でのシナプス小胞
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関連分子の発現量が、候補物質の無添加条件でのシナプス小胞関連分子の発現量と比較し
て高かった場合に、発現量の増加に伴い、シナプス小胞関連分子の機能（すなわち、スリ
ット膜関連分子に直接的又は間接的に作用し、スリット膜における高分子透過を制御する
機能）を促進する効果を有し、前記候補物質はネフローゼ症候群の予防薬又は治療薬とし
て有用であると評価することができる。
一方、候補物質の添加条件でのシナプス小胞関連分子の発現量が、候補物質の無添加条
件でのシナプス小胞関連分子の発現量と比較して同程度、又は低かった場合に、前記候補
物質は、シナプス小胞関連分子の機能（すなわち、スリット膜関連分子に直接的又は間接
的に作用し、スリット膜における高分子透過を制御する機能）を促進する効果を有さない
と評価することができる。
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以上により、シナプス小胞関連分子の発現量を増加させた物質をネフローゼ症候群の予
防薬又は治療薬の候補物質として選択することができる。
【００４９】
また、シナプス小胞関連分子をコードする遺伝子の発現量の定量結果から、候補物質の
添加条件でのシナプス小胞関連分子をコードする遺伝子の発現量が、候補物質の無添加条
件でのシナプス小胞関連分子をコードする遺伝子の発現量と比較して高かった場合に、発
現量の増加に伴い、シナプス小胞関連分子の機能（すなわち、スリット膜関連分子に直接
的又は間接的に作用し、スリット膜における高分子透過を制御する機能）を促進する効果
を有し、前記候補物質はネフローゼ症候群の予防薬又は治療薬として有用であると評価す
ることができる。
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一方、候補物質の添加条件でのシナプス小胞関連分子をコードする遺伝子の発現量が、
候補物質の無添加条件でのシナプス小胞関連分子をコードする遺伝子の発現量と比較して
同程度、又は低かった場合に、前記候補物質は、シナプス小胞関連分子の機能（すなわち
、スリット膜関連分子に直接的又は間接的に作用し、スリット膜における高分子透過を制
御する機能）を促進する効果を有さないと評価することができる。
以上により、シナプス小胞関連分子をコードする遺伝子の発現量を増加させた物質をネ
フローゼ症候群の予防薬又は治療薬の候補物質として選択することができる。
【００５０】
＜ネフローゼ症候群の予防又は治療用医薬組成物＞
一実施形態において、本発明は、シナプス小胞関連分子発現促進物質、又はシナプス小
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胞関連分子機能促進物質を有効成分として含有するネフローゼ症候群の予防又は治療用医
薬組成物を提供する。
【００５１】
本実施形態の医薬組成物によれば、シナプス小胞関連分子の発現又は機能を促進するこ
とで、効果的にネフローゼ症候群を予防又は治療することができる。
また、低蛋白血症は血液中のコレステロールを増加させるため、腎不全、血栓症（例え
ば、肺梗塞、心筋梗塞、脳梗塞等）、感染症等を合併する危険性がある。従って、ネフロ
ーゼ症候群の予防薬又は治療薬を開発することで、上記合併の虞のある疾患を防ぐことが
できる。
【００５２】

10

シナプス小胞関連分子発現促進物質、又はシナプス小胞関連分子機能促進物質としては
、シナプス小胞関連分子の発現又は機能を促進するものであればよく、例えば、低分子化
合物であってもよく、天然物に含まれる化合物であってもよく、ペプチドや核酸であって
もよい。
また、前記促進物質としては、例えば、癲癇等の神経疾患で既に使用されている薬剤で
あってもよく、具体的には、レベチラセタム等が挙げられる。
レベチラセタムは、ＳＶ２Ａと特異的に結合することで抗癲癇作用を有する薬として市
販されており、カルシウムチャネルを阻害する等して、脳神経の興奮を抑制する作用を有
する。
【００５３】
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（投与方法）
本実施形態の医薬組成物は、有効成分の種類、被検動物（ヒト又は非ヒト動物を含む各
種哺乳動物、好ましくはヒト）の年齢、性別、体重、症状、治療方法、投与方法、処理時
間等を勘案して適宜調節される。
例えば、本実施形態の医薬組成物において、レベチラセタムを有効成分として含有する
場合、一般的に成人（体重６０ｋｇとして）においては、経口投与にて、１日の投与にお
いて１ｇ以上３ｇ以下程度を投与すればよい。
【００５４】
投与回数としては、１週間平均当たり、１回〜数回投与することが好ましい。
投与形態としては、例えば、動脈内注射、静脈内注射、皮下注射、鼻腔内的、腹腔内的
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、経気管支的、筋内的、経皮的、又は経口的に当業者に公知の方法が挙げられる。
【００５５】
（組成成分）
本実施形態の医薬組成物は、治療的に有効量のナプス小胞関連分子発現促進物質、又は
シナプス小胞関連分子機能促進物質の他に、薬学的に許容されうる担体又は希釈剤を含ん
でいてもよい。
薬学的に許容されうる担体又は希釈剤は、賦形剤、稀釈剤、増量剤、崩壊剤、安定剤、
保存剤、緩衝剤、乳化剤、芳香剤、着色剤、甘味料、粘稠剤、矯味剤、溶解補助剤、添加
剤等が挙げられる。これら担体の１種以上を用いることにより、注射剤、液剤、カプセル
剤、懸濁剤、乳剤、又はシロップ剤等の形態の医薬組成物を調製することができる。
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また、担体としてコロイド分散系を用いることもできる。コロイド分散系は、ペプチド
の生体内安定性を高める効果や、特定の臓器、組織、又は細胞へ、ペプチドの移行性を高
める効果が期待される。コロイド分散系としては、ポリエチレングリコール、高分子複合
体、高分子凝集体、ナノカプセル、ミクロスフェア、ビーズ、水中油系の乳化剤、ミセル
、混合ミセル、リポソームを包含する脂質を挙げることができ、腎臓へ、有効成分を効率
的に輸送する効果のある、リポソームや人工膜の小胞が好ましい。
【００５６】
本実施形態の医薬組成物における製剤化の例としては、必要に応じて糖衣を施した錠剤
、カプセル剤、エリキシル剤、マイクロカプセル剤として経口的に使用されるものが挙げ
られる。
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又は、水若しくはそれ以外の薬学的に許容し得る液との無菌性溶液、又は懸濁液剤の注
射剤の形で非経口的に使用されるものが挙げられる。さらには、薬理学上許容される担体
又は希釈剤、具体的には、滅菌水や生理食塩水、植物油、乳化剤、懸濁剤、界面活性剤、
安定剤、香味剤、賦形剤、ベヒクル、防腐剤、結合剤等と適宜組み合わせて、一般に認め
られた製薬実施に要求される単位用量形態で混和することによって製剤化されたものが挙
げられる。
【００５７】
錠剤、カプセル剤に混和することができる添加剤としては、例えば、ゼラチン、コーン
スターチ、トラガントガム、アラビアゴムのような結合剤、結晶性セルロースのような賦
形剤、コーンスターチ、ゼラチン、アルギン酸のような膨化剤、ステアリン酸マグネシウ
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ムのような潤滑剤、ショ糖、乳糖又はサッカリンのような甘味剤、ペパーミント、アカモ
ノ油又はチェリーのような香味剤が用いられる。調剤単位形態がカプセルである場合には
、上記の材料にさらに油脂のような液状担体を含有することができる。
【００５８】
注射のための無菌組成物は注射用蒸留水のようなベヒクルを用いて通常の製剤実施に従
って処方することができる。
注射用の水溶液としては、例えば生理食塩水、ブドウ糖やその他の補助薬を含む等張液
、例えばＤ−ソルビトール、Ｄ−マンノース、Ｄ−マンニトール、塩化ナトリウムが挙げ
られ、適当な溶解補助剤、例えばアルコール、具体的にはエタノール、ポリアルコール、
例えばプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、非イオン性界面活性剤、例えば
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ポリソルベート８０（ＴＭ）、ＨＣＯ−５０と併用してもよい。
【００５９】
注射用の油性液としてはゴマ油、大豆油があげられ、溶解補助剤として安息香酸ベンジ
ル、ベンジルアルコールと併用してもよい。また、緩衝剤（例えば、リン酸塩緩衝液、酢
酸ナトリウム緩衝液等）、無痛化剤（例えば、塩酸プロカイン等）、安定剤（例えば、ベ
ンジルアルコール、フェノール等）、酸化防止剤等を配合してもよい。調製された注射液
は通常、適当なアンプルに充填させる。
【００６０】
注射剤である場合、上記のような水性又は非水性の希釈剤、懸濁剤、又は乳濁剤として
調製することもできる。このような注射剤の無菌化は、フィルターによる濾過滅菌、殺菌
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剤等の配合により行うことができる。注射剤は、用事調製の形態として製造することがで
きる。即ち、凍結乾燥法等によって、無菌の固体組成物とし、使用前に注射用蒸留水又は
他の溶媒に溶解して使用することができる。
【００６１】
（治療方法）
本発明の一側面は、ネフローゼ症候群の治療のための上述のシナプス小胞関連分子発現
促進物質、又はシナプス小胞関連分子機能促進物質を有効成分として含有する医薬組成物
を提供する。
また、本発明の一側面は、治療的に有効量の上述のシナプス小胞関連分子発現促進物質
、又はシナプス小胞関連分子機能促進物質、並びに薬学的に許容されうる担体又は希釈剤
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を含む医薬組成物を提供する。
また、本発明の一側面は、前記医薬組成物を含む、ネフローゼ症候群の予防薬又は治療
薬を提供する。
また、本発明の一側面は、ネフローゼ症候群の予防薬又は治療薬を製造するための上述
のシナプス小胞関連分子発現促進物質、又はシナプス小胞関連分子機能促進物質の使用を
提供する。
また、本発明の一側面は、上述のシナプス小胞関連分子発現促進物質、又はシナプス小
胞関連分子機能促進物質の有効量を、治療を必要とする患者に投与することを含む、ネフ
ローゼ症候群の治療方法を提供する。
【００６２】
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＜ネフローゼ症候群診断用マーカー＞
一実施形態において、本発明は、シナプス小胞関連分子をネフローゼ症候群診断用マー
カーとして使用する。
【００６３】
本実施形態において、シナプス小胞関連分子をマーカーとして使用することにより、簡
便且つ正確に被検者がネフローゼ症候群であるか否かを診断することができる。
【００６４】
シナプス小胞関連分子としては、上述の＜ネフローゼ症候群の予防薬又は治療薬をスク
リーニングする方法＞において例示されたもののうち、尿中に排泄されるもの、例えば、
10

シンタキシン−２、ＳＶ２Ｂ、Ｒａｂ３等が挙げられる。
中でも、ネフローゼ症候群診断用マーカーとして用いられるのは、シンタキシン−２、
及びＳＶ２Ｂからなる群から選ばれる少なくとも１種であることが好ましい。
本発明者らは、これらのシナプス小胞関連分子について、一過性の重篤な蛋白尿を呈す
る患者、又は進行性のネフローゼ症候群患者であって予後の良好な患者においては検出さ
れず、進行性のネフローゼ症候群患者であって予後の悪い患者においてのみ検出されるこ
とを初めて見出した。よって、これらのシナプス小胞関連分子は、特にネフローゼ症候群
の進行具合を診断する上で有用なマーカーとなり得る。
【００６５】
本明細書において、ネフローゼ症候群診断用マーカーとしての使用とは以下のような態
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様を含む。
（１）尿中での上記シナプス小胞関連分子の発現を検出又は発現量を測定する。
（２）尿中での上記シナプス小胞関連分子をコードするｍＲＮＡ又はその部分配列を有す
るヌクレオチド断片の存在を検出又は測定する。
【００６６】
尿中での上記シナプス小胞関連分子の発現を検出又は発現量を測定してネフローゼ症候
群の診断を行うには、例えば、このシナプス小胞関連分子に対する特異的抗体を作製して
、特異的抗体を使用したウエスタンブロッティング法、ＥＬＩＳＡ（Ｅｎｚｙｍｅ−Ｌｉ
ｎｋｅｄ

ＩｍｍｕｎｏＳｏｒｂｅｎｔ

ｍｉｎｅｓｃｅｎｔ

Ｅｎｚｙｍｅ

Ａｓｓａｙ）法、ＣＬＥＩＡ（Ｃｈｅｍｉｌｕ

Ｉｍｍｕｎｏ

Ａｓｓａｙ）法（化学発光酵素免疫
30

測定法）、免疫沈降法、免疫組織学的染色法等の免疫学的方法が挙げられる。
【００６７】
ウエスタンブロッティング法は、例えばシナプス小胞関連分子を含有する尿サンプルを
アクリルアミドゲル電気泳動によりシナプス小胞関連分子を分離し、これをメンブランに
転写し、シナプス小胞関連分子を認識しうる抗体 (一次抗体) と反応させ、生成する免疫
複合体を標識した二次抗体を用いて検出する方法である。生成した免疫複合体と結合した
標識二次抗体の標識量を測定することにより、存在するシナプス小胞関連分子の量を測定
できる。
【００６８】
免疫組織学的染色法は、スライドガラス上に固定された組織切片や細胞等を、抗体と反
応させて免疫複合体を生成させ、これと結合した標識二次抗体により検出するものであり
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、組織や細胞における対象シナプス小胞関連分子の発現部位を解析するのに有効である。
【００６９】
使用する特異的抗体は、後述の＜ネフローゼ症候群の診断用試薬＞において例示された
ものと同様のものが挙げられる。
【００７０】
また、ネフローゼ症候群診断用マーカーとしての使用には、シナプス小胞関連分子をコ
ードするｍＲＮＡ、又はその部分配列を有するヌクレオチド断片を検出する方法も挙げら
れる。より具体的には、例えば、定量ＲＴ−ＰＣＲ法、ノーザンブロット法、Ｉｎ
ｔｕ

ｓｉ

ｈｙｂｒｉｄｉｚａｔｉｏｎ法等が挙げられ、これらに限定されない。

このような検出方法には、各シナプス小胞関連分子の既知の塩基配列情報に基づいて作
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成したプローブやプライマー、又はそれらを組み合わせて用いることができる。
【００７１】
また、尿中に含まれるシナプス小胞関連分子をコードするｍＲＮＡ、又はその部分配列
を有するヌクレオチド断片について、特定のプライマーを用いたポリメラーゼ連鎖反応（
ＰＣＲ）での増幅の有無をみることによっても、シナプス小胞関連分子をコードするポリ
ヌクレオチドの存在を検出することができる。
【００７２】
＜ネフローゼ症候群の検査方法＞
一実施形態において、本発明は、被検者の尿中からシナプス小胞関連分子の発現量を測
10

定する工程を備えるネフローゼ症候群の検査方法を提供する。
【００７３】
本実施形態の検査方法（検査データを得る方法）によれば、シナプス小胞関連分子の発
現量が、健常者（好ましくは、ヒト）等を対照として、減少している場合、被検者（好ま
しくは、ヒト）がネフローゼ症候群に罹患している、又はネフローゼ症候群の危険性が高
いと判定することができる。
【００７４】
［測定工程］
被検者から得られた尿に含まれるシナプス小胞関連分子の発現量を測定する方法として
は、例えば、このシナプス小胞関連分子に対する特異的抗体を作製して、特異的抗体を使
用したウエスタンブロッティング法、ＥＬＩＳＡ（Ｅｎｚｙｍｅ−Ｌｉｎｋｅｄ
ｕｎｏＳｏｒｂｅｎｔ
ｔ

Ｅｎｚｙｍｅ

Ｉｍｍ
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Ａｓｓａｙ）法、ＣＬＥＩＡ（Ｃｈｅｍｉｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎ

Ｉｍｍｕｎｏ

Ａｓｓａｙ）法（化学発光酵素免疫測定法）、免疫沈

降法、免疫組織学的染色法等の免疫学的方法が挙げられる。
ウエスタンブロッティング法及び免疫組織学的染色法の詳細については、上述の＜ネフ
ローゼ症候群診断用マーカー＞において説明されたとおりである。
【００７５】
使用する特異的抗体は、後述の＜ネフローゼ症候群の診断用試薬＞において例示された
ものと同様のものが挙げられる。
【００７６】
また、被検者から得られた尿に含まれるシナプス小胞関連分子の発現量を測定する方法
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としては、例えば、シナプス小胞関連分子をコードするｍＲＮＡ、又はその部分配列を有
するヌクレオチド断片を検出する方法等が挙げられる。より具体的には、例えば、定量Ｒ
Ｔ−ＰＣＲ法、ノーザンブロット法、Ｉｎ

ｓｉｔｕ

ｈｙｂｒｉｄｉｚａｔｉｏｎ法等

が挙げられ、これらに限定されない。
このような検出方法には、各シナプス小胞関連分子の既知の塩基配列情報に基づいて作
成したプローブやプライマー、又はそれらを組み合わせて用いることができる。
【００７７】
＜ネフローゼ症候群の診断用試薬＞
［第１実施形態］
一実施形態において、本発明は、シナプス小胞関連分子に対する特異的抗体を含むネフ

40

ローゼ症候群の診断用試薬を提供する。
【００７８】
本実施形態の診断用試薬によれば、簡便且つ正確に被検者がネフローゼ症候群であるか
否かを診断することができる。
【００７９】
本実施形態におけるシナプス小胞関連分子に対する特異的抗体は、１種類であってもよ
く、２種類以上であってもよく、所望のシナプス小胞関連分子の発現量を測定できるもの
であればよい。
本実施形態におけるシナプス小胞関連分子に対する特異的抗体は、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
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い。中でも、特異性が高く、定量性が優れていることから、シナプス小胞関連分子に対す
る特異的抗体は、モノクローナル抗体であることが好ましい。
【００８０】
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
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

10

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。
【００８１】
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
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

20

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

）、ｓｃ（Ｆｖ）２、ダイアボディー、多特異性抗体、及びこれらの重合体等が挙げられ
る。
【００８２】
また、本実施形態のシナプス小胞関連分子に対する特異的抗体は標識物質が結合してい
30

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シナプス小胞関連分子を簡便且つ高感度に検出及び定量することがで
きる。
【００８３】
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

40

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。
【００８４】
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
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
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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。
【００８５】
磁性体としては、例えばガドリニウム、Ｇｄ−ＤＴＰＡ、Ｇｄ−ＤＴＰＡ−ＢＭＡ、Ｇ
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。
【００８６】
（抗体の製造方法）
本実施形態のシナプス小胞関連分子に対する特異的抗体がポリクローナル抗体である場

10

合、抗原（例えば、シンタキシン等のシナプス小胞関連分子若しくはその断片、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。
抗原として使用するシナプス小胞関連分子、又はその一部のアミノ酸配列を有するペプ
チド断片は、化学的に合成してもよく、各シナプス小胞関連分子の既知の塩基配列情報に
も基づいて既知の遺伝子工学的手段によって製造してもよい。
【００８７】
また、本実施形態のシナプス小胞関連分子に対する特異的抗体がモノクローナル抗体で
20

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。
【００８８】
ハイブリドーマ法としては、例えば、コーラー及びミルスタインの方法（例えば、Ｋｏ
ｈｌｅｒ

＆

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、シンタキシン等のシナプス小胞関連分子若しくはその断片、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又はリンパ球等に対して、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

30

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。
【００８９】
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

40

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Ｄ
ＮＡ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
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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、又
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。
【００９０】
本実施形態の抗体は、シナプス小胞関連分子に特異的に結合できるものであれば、アミ

10

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、又はペプチ
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、抗体の重鎖又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）、Ｐｒ
ｏｔｅｉｎ

Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，Ｄｅｓｉｇｎ＆Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ，２１：４８

５−４９３（２００８）、国際公開第２００２／０５１８７０号、Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅ
ｍ．，２８０：２４８８０−２４８８７（２００５）、Ｐｒｏｔｅｉｎ

Ｅｎｇｉｎｅｅ

20

ｒｉｎｇ，Ｄｅｓｉｇｎ＆Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ，２１：３４５−３５１（２００８）参照
）。
【００９１】
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
ラギン酸及びグルタミン酸）、塩基性アミノ酸（リシン・アルギニン・ヒスチジン）、中

30

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−ＧｌｃＮ
Ａｃ（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
40

染色法等により評価することができる。
【００９２】
（２次抗体）
本実施形態のネフローゼ症候群の診断用試薬は、前記シナプス小胞関連分子に対する特
異的抗体に加えて、さらに、前記シナプス小胞関連分子に特異的抗体に標識物質が結合し
たもの、又は前記シナプス小胞関連分子に対する特異的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。
前記シナプス小胞関連分子に対する特異的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

Ａ法）等を用いて、特定のシナプス小胞関連分子を検出及び定量することができる。
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また、前記シナプス小胞関連分子に対する特異的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、特定のシナプス小胞関連分子を検出及び定量
することができる。
【００９３】
前記シナプス小胞関連分子に対する特異的抗体の由来動物（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
シナプス小胞関連分子に対する特異的抗体の由来がマウスである場合、抗マウス抗体であ
ることが好ましい。また、前記シナプス小胞関連分子に対する特異的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

10

る。
【００９４】
本実施形態のネフローゼ症候群の診断用試薬は、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
。
【００９５】
本実施形態のネフローゼ症候群の診断用試薬は、さらに、緩衝液を備えていてもよい。
緩衝液としては、上述の＜ネフローゼ症候群の予防薬又は治療薬をスクリーニングする方
法＞の［工程２］に例示されたものと同様のものが挙げられる。
20

【００９６】
本実施形態のネフローゼ症候群の診断用試薬において、前記シナプス小胞関連分子に対
する特異的抗体、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。
【００９７】
［第２実施形態］
一実施形態において、本発明は、逆転写反応用のランダムプライマーと、前記ランダム
プライマーを用いた逆転写反応で得られる逆転写産物のうちシナプス小胞関連分子をコー
ドするｃＤＮＡを増幅するためのフォワードプライマー及びリバースプライマーと、を含
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むネフローゼ症候群の診断用試薬を提供する。
【００９８】
本実施形態のネフローゼ症候群の診断用試薬は定量ＲＴ−ＰＣＲ法によりシナプス小胞
関連分子をコードする遺伝子の発現量（すなわち、ｍＲＮＡの発現量）を測定する場合に
用いることができる。本実施形態のネフローゼ症候群の診断用試薬によれば、簡便且つ正
確に被検者がネフローゼ症候群であるか否かを診断することができる。
【００９９】
本実施形態における逆転写反応用のランダムプライマーとしては、例えば、ランダムな
配列を有する６ｍｅｒ又は９ｍｅｒのデオキシリボヌクレオチドの混合物からなるもの等
が挙げられ、前記デオキシリボヌクレオチドの５

末端がリン酸化されていることが好ま
40

しい。
【０１００】
本実施形態におけるフォワードプライマーは、前記逆転写反応用のランダムプライマー
により得られた逆転写産物のうち、シナプス小胞関連分子をコードするｍＲＮＡに由来す
るｃＤＮＡの３

末端領域の塩基配列に対して特異的な配列とすることができる。また、

本実施形態におけるリバースプライマーは、前記逆転写反応用のランダムプライマーによ
り得られた逆転写産物のうち、シナプス小胞関連分子をコードするｍＲＮＡに由来するｃ
ＤＮＡの５

末端領域の塩基配列に対して特異的な配列とすることができる。フォワード

プライマー及びリバースプライマーが上記配列を有することにより、リアルタイムＰＣＲ
反応において、前記ランダムプライマーを用いた逆転写反応で得られる逆転写産物のうち
シナプス小胞関連分子をコードするｃＤＮＡをより特異的に増幅することができる。
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各種ヒトのシナプス小胞関連分子をコードするｍＲＮＡに由来するｃＤＮＡを増幅する
ためのフォワードプライマー及びリバースプライマーの塩基配列を以下の表１に示す。
【０１０１】
【表１】

10

【０１０２】
本実施形態のネフローゼ症候群の診断用試薬は、さらに、標識されたオリゴヌクレオチ
ドプローブを備えていてもよい。前記標識されたオリゴヌクレオチドプローブは、シナプ

20

ス小胞関連分子をコードするｍＲＮＡに由来するｃＤＮＡの塩基配列の少なくとも３塩基
と相補的な塩基配列を含む。前記塩基配列を含むことにより、プローブは前記フォワード
プライマー及びリバースプライマーによる増幅産物に特異的にハイブリダイゼーションす
ることができる。本実施形態における標識されたプローブとしては、例えば、５
クエンチャーが、３

末端に

末端に標識物質が結合しているものを用いることができる。５

端にクエンチャー、３

末

末端に標識物質を備えることにより、リアルタイムＰＣＲ反応の

ＤＮＡポリメラーゼによる伸長反応の際に、ポリメラーゼの持つ５

−３

ｅｘｏｎｕｃ

ｌｅａｓｅ活性により、前記逆転写産物のうちシナプス小胞関連分子をコードするｍＲＮ
Ａに由来するｃＤＮＡにハイブリダイズしたプローブが分解され、クエンチャーによる抑
30

制が解除されて標識物質を検出することができる。
【０１０３】
プローブの３

末端に結合した標識物質としては、例えば、蛍光色素、蛍光ビーズ、量

子ドット、ビオチン、抗体、抗原、エネルギー吸収性物質、ラジオアイソトープ、化学発
光体、酵素等が挙げられる。
蛍光色素としては、ＦＡＭ（カルボキシフルオレセイン）、ＪＯＥ（６−カルボキシ−
４

,５

−ジクロロ２

,７

−ジメトキシフルオレセイン）、ＦＩＴＣ（フルオレセ

インイソチオシアネート）、ＴＥＴ（テトラクロロフルオレセイン）、ＨＥＸ（５'−ヘ
キサクロロ−フルオレセイン−ＣＥホスホロアミダイト）、Ｃｙ３、Ｃｙ５、Ａｌｅｘａ
５６８、Ａｌｅｘａ６４７等が挙げられる。
プローブの３

末端に結合した標識物質が蛍光色素である場合、プローブの３

結合した標識物質とプローブの５

末端に

40

末端に結合したクエンチャーとの組み合わせとしては

、ＦＲＥＴ（蛍光共鳴エネルギー移動；Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ（Ｆｏｅｒｓｔｅｒ）
Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ

Ｅｎｅｒｇｙ

Ｔｒａｎｓｆｅｒ）が起こり得る標識物質の組

合せであることが好ましい。具体的には、例えば、励起波長が４９０ｎｍ付近の蛍光色素
（例えば、ＦＩＴＣ、ローダミングリーン、Ａｌｅｘａ（登録商標）ｆｌｕｏｒ ４８８
、ＢＯＤＩＰＹ

ＦＬ等）と励起波長が５４０ｎｍ付近の蛍光色素（例えば、ＴＡＭＲＡ

、テトラメチルローダミン、Ｃｙ３）、又は励起波長が５４０ｎｍ付近の蛍光色素と励起
波長が６３０ｎｍ付近の蛍光色素（例えば、Ｃｙ５等）の組合せ等が挙げられる。
【０１０４】
本実施形態のネフローゼ症候群の診断用試薬は、使用する核酸増幅方法によって異なる
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が、この他に、基質としてのヌクレオチド三リン酸、核酸合成酵素、増幅反応用緩衝液の
１つ以上を含んでいてもよい。ヌクレオチド三リン酸は、核酸合成酵素に応じた基質（ｄ
ＮＴＰ、ｒＮＴＰ等）である。核酸合成酵素は、使用する核酸増幅方法に応じた酵素であ
り、例えば、ＤＮＡポリメラーゼ、ＲＮＡポリメラーゼ、逆転写酵素等が挙げられる。増
幅反応用緩衝液としては、例えば、トリス緩衝液、リン酸緩衝液、ベロナール緩衝液、ホ
ウ酸緩衝液、グッド緩衝液等が挙げられ、ｐＨは特に限定されない。
【実施例】
【０１０５】
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
10

ない。
【０１０６】
［実施例１］
（１）試料の調製
健常者及びネフローゼ症候群患者において腎生検（腎臓を細い針で刺して、一部組織を
取ってくる検査）で得られた試料の一部を、提供者の許可を得て、糸球体上皮細胞のサン
プルとして用いた。得られた試料はすぐにｎ−ヘキサンを用いて−７０℃で凍結した。
次いで、健常者及びネフローゼ症候群患者由来の試料について、それぞれ３μｍ厚の凍
結切片を複数作製した。
【０１０７】

20

（２）シナプス小胞関連分子の検出
次いで、抗ＳＶ２Ｂ抗体（Ｓｙｎａｐｔｉｃ

Ｓｙｓｔｅｍ（ＳＹＳＹ）社製）、抗Ｓ

Ｖ２Ａ抗体（ＳＹＳＹ社製）、抗ｎｅｕｒｅｘｉｎ（自作、前記非特許文献（２）、参照
。）、又は抗Ｒａｂ３抗体（ＳＹＳＹ社製）を用いて、切片を４℃で１６時間インキュベ
ーションした。次いで、ＦＩＴＣ結合抗マウスＩｇＧ抗体（ＤＡＫＯ社製）を用いて、染
色した。次いで、ＩＦ顕微鏡（ＢＸ５０、オリンパス社製）を用いて観察した。結果を図
１に示す。図１において、正常とは、健常者由来のサンプルを示し、ネフローゼ症候群症
例とはネフローゼ症候群患者由来のサンプルを示す。
【０１０８】
図１から、糸球体上皮細胞に発現しているシナプス小胞関連分子は、ネフローゼ症候群
30

患者では、発現が低下していることが観察された。
このことから、ヒトのネフローゼ症候群の病態形成にこれら分子群の発現低下、機能低
下が関与することが示唆された。またこれら分子は病態のマーカーとして有用であること
が示唆された。
【０１０９】
［実施例２］
（１）ネフローゼ症候群モデルラットの準備
公知の方法を用いて、ネフローゼ症候群モデルラット（アドリアマイシン（ａｄｒｉａ
ｍｙｃｉｎ；ＡＤＲ）腎症（参考資料：「Otaki Y at al.,

Dissociation of NEPH1 fr

om nephrin is involved in development of a rat model of focal segmental glomerul
osclerosis

, Am J Physiol Renal Physiol., vol.295, no.5, pF1376‑1387, 2008.」参

40

照。）、ピューロマイシン（ｐｕｒｏｍｙｃｉｎ；ＰＡＮ）腎症、及び抗ネフリン抗体（
ａｎｔｉ−ｎｅｐｈｒｉｎ

ａｎｔｉｂｏｄｙ；ＡＮＡ）誘導腎症（以下、「ＡＮＡ腎症

」と称する場合がある。）（非特許文献１参照。）を準備した。
なお、ＡＤＲ腎症ラットは持続性、進行性の蛋白尿を呈し、最終的に腎不全になるモデ
ルである。一方、ＰＡＮ腎症、及びＡＮＡ腎症はそれぞれ病変誘導１０日後、５日後をピ
ークとする著明な蛋白尿（ＡＤＲ腎症２０日目と同等若しくはそれ以上の蛋白尿）を呈す
るが、病態誘導３〜４週後に蛋白尿は正常化する。
【０１１０】
（１−１）ＡＤＲ腎症ラットの準備
まず、ラットに麻酔下でアドリアマイシン（６．０ｍｇ／体重１ｋｇ。生理食塩水に溶
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解。）を静脈内注射し、ＡＤＲ腎症を誘導した。アドリアマイシンの注射から２８日後の
ラットの尿サンプルを使用した。尿サンプルは、代謝ゲージで２４時間収集した。
【０１１１】
（１−２）ＰＡＮ腎症ラットの準備
まず、ラットに麻酔下でピューロマイシン（１００ｍｇ／体重１ｋｇ。生理食塩水に溶
解。）を静脈内注射し、ＰＡＮ腎症を誘導した。ピューロマイシンの注射から１０日後の
ラットの尿サンプルを使用した。尿サンプルは、代謝ゲージで２４時間収集した。
【０１１２】
（１−３）ＡＮＡ腎症ラットの準備
まず、ラットに麻酔下で抗ネフリン抗体（ｍＡｂ５−１−６。１５ｍｇ／体重１ｋｇ。

10

生理食塩水に溶解。）を静脈内注射し、ＡＮＡ腎症を誘導した。抗ネフリン抗体の注射か
ら５日後のラットの尿サンプルを使用した。尿サンプルは、代謝ゲージで２４時間収集し
た。
【０１１３】
（２）シナプス小胞関連分子の検出
次いで、得られた尿サンプルを用いて、抗シンタキシン−２抗体（ＳＹＳＹ社製）を用
いたウエスタンブロッディングにより、検出した。結果を図２に示す。図２において、ｐ
ｒｅとは、病変誘導前の正常尿サンプルである。
【０１１４】
図２から、シナプス小胞関連分子のシンタキシン−２は、進行性のネフローゼ症候群モ

20

デルであるＡＤＲ腎症ラットの尿中で確認されるが、一過性のネフローゼ症候群モデルで
あるＰＡＮ腎症、及びＡＮＡ腎症では、それぞれ蛋白尿が最も重篤となる１０日目、５日
目の尿中でも確認されなかった。
このことから、シンタキシン−２は、ネフローゼ症候群の進行具合を診断する上で有用
なマーカーとなり得ることが示唆された。
【０１１５】
［実施例３］
（１）ＡＤＲ腎症ラットの準備
実施例２の（１−１）と同様の方法を用いて、ＡＤＲ腎症を誘導した。アドリアマイシ
ンの注射から２８日後のラットの尿サンプルを使用した。尿サンプルは、代謝ゲージで２

30

４時間収集した。
【０１１６】
（２）シナプス小胞関連分子の検出
次いで、得られた尿サンプルを用いて、抗ＳＶ２Ｂ抗体（ＳＹＳＹ社製）を用いたウエ
スタンブロッディングにより、検出した。結果を図３に示す。図３において、ｐｒｅとは
、病変誘導前の正常尿サンプルである。
【０１１７】
図３から、シナプス小胞関連分子のＳＶ２Ｂは、進行性のネフローゼ症候群モデルであ
るＡＤＲ腎症ラットの尿中で確認された。
このことから、ＳＶ２Ｂは、ネフローゼ症候群を診断する上で有用なマーカーとなり得
ることが示唆された。
【産業上の利用可能性】
【０１１８】
本発明によれば、簡便且つ正確なネフローゼ症候群の予防薬又は治療薬をスクリーニン
グする方法、有効なネフローゼ症候群の予防又は治療用医薬組成物、正確に診断可能なネ
フローゼ症候群診断用マーカー、簡便且つ正確なネフローゼ症候群の検査方法、及び正確
に診断可能なネフローゼ症候群の診断用試薬を提供することができる。また、本発明のネ
フローゼ症候群の予防又は治療用医薬組成物によれば、腎不全への進行を阻止、遅延させ
る効果があり、さらに、現在の透析療法に掛かる莫大な医療費を軽減することができる。
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