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(57)【要約】
【課題】高い効率でタンパク質をリフォールディングす
ることが可能なタンパク質のリフォールディング剤を提
供する。
【解決手段】下記式（Ｉ）：
【化１】

［式中、Ｘは、置換若しくは非置換の直鎖状若しくは分
岐鎖状の炭素数１以上１０以下の二価炭化水素基、又は
置換若しくは非置換の繰り返し数１以上１０以下のポリ
オキシアルキレン基である］で表される化合物、及びそ
の塩及び溶媒和物からなる群から選択される少なくとも
１種を有効成分として含む、タンパク質のリフォールデ
ィング剤。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記式（Ｉ）：
【化１】

［式中、
Ｘは、置換若しくは非置換の直鎖状若しくは分岐鎖状の炭素数１以上１０以下の二価炭
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化水素基、又は置換若しくは非置換の繰り返し数１以上１０以下のポリオキシアルキレン
基である］
で表される化合物、及びその塩及び溶媒和物からなる群から選択される少なくとも１種を
有効成分として含む、タンパク質のリフォールディング剤。
【請求項２】
Ｘが、置換若しくは非置換の直鎖状若しくは分岐鎖状の炭素数１以上５以下の二価炭化
水素基である、請求項１に記載のリフォールディング剤。
【請求項３】
Ｘが、非置換であるか、又はヒドロキシル、カルボキシル及びアミノから選択される１
種以上により置換されている、請求項１に記載のリフォールディング剤。
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【請求項４】
Ｘが、非置換であるか、又はヒドロキシル、カルボキシル及びアミノから選択される１
種以上により置換されている、請求項２に記載のリフォールディング剤。
【請求項５】
請求項１〜４のいずれか１項に記載のリフォールディング剤の存在下で、アンフォール
ディングされたタンパク質を処理する工程を含む、タンパク質のリフォールディング方法
。
【請求項６】
請求項１〜４のいずれか１項に記載のリフォールディング剤の存在下で、アンフォール
ディングされたタンパク質を処理してリフォールディングする工程を含む、タンパク質の
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再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、タンパク質のリフォールディング剤、タンパク質のリフォールディング方法
及びタンパク質の再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
機能性タンパク質、とりわけ抗体医薬等への関心が増すにつれ、遺伝子工学的手法によ
る特定タンパク質の大量発現方法と、目的タンパク質の高収率回収方法の重要性が高まっ
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ている。中でも、大量発現時に生じるタンパク質の封入体から、目的タンパク質を活性を
もつ状態で回収するリフォールディング過程において、回収収率が大きく減少する場合が
あり、その収率向上を可能にする技術は、産業面において重要である（非特許文献１）。
【０００３】
特にジスルフィド結合を有するタンパク質は全タンパク質の約１／３に相当し、免疫シ
ステムの根幹を担う免疫グロブリンやインスリン等の生体の恒常性維持に重要かつ膨大な
因子をカバーしているが、未だ効率的なジスルフィド結合形成の触媒法は確立されていな
い現状である。特に問題となるのは、タンパク質製剤等を狙ったリコンビナントタンパク
質の多くが、非天然型の分子間及び分子内ジスルフィド結合を形成し、不活性体を形成す
ることである。複数のジスルフィド結合を有するタンパク質の場合、天然型のジスルフィ
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ド結合の架橋様式、すなわち酸化的リフォールディング過程の効率が、収率に大きく左右
する。
【０００４】
その典型的な制御法として、ジスルフィド結合のシャッフリングがある。リフォールデ
ィング過程に還元剤と酸化剤を共存させ、ジスルフィド結合の形成と切断を繰り返し起こ
すことで、最安定な天然構造へと導く方法である。その際用いられる典型的な還元剤と酸
化剤は、それぞれ、グルタチオン（ＧＳＨ）、β−メルカプトエタノール（β−ＭＥ）、
及びジチオスレイトール（ＤＴＴ）と、グルタチオン酸化体（ＧＳＳＧ）である。例えば
ＲＮａｓｅ Ａの場合、ＧＳＨ／ＧＳＳＧ存在下、及び非存在下（空気下）での回収収率
が比較されており、ＧＳＨ／ＧＳＳＧ存在下の方が、リフォールディング初期過程におけ
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る同一時間での酵素活性は約２倍高く、活性回復の速さ（１／２活性回復時間）は約２．
８倍速い（非特許文献２）。また、酸化的リフォールディングにおいて用いられる小分子
還元剤（及びこれと組み合わせる酸化剤）として、ＧＳＨ／ＧＳＳＧ（非特許文献２）、
ＧＳＨ＋（±）−トランス−１，２−ビス（２−メルカプトアセトアミド）シクロヘキサ
ン（ＢＭＣ）／ＧＳＳＧ（非特許文献３）、芳香族チオール及びその二硫化物（Ａｒｏｍ
ａｔｉｃ ｔｈｉｏｌｓ ａｎｄ ｔｈｅｉｒ ｄｉｓｕｌｆｉｄｅｓ）（非特許文献４）、
環状セレノキシド（Ｃｙｃｌｉｃ ｓｅｌｅｎｏｘｉｄｅ）（非特許文献５）、Ｃｙｓ−
ＸＸ−Ｃｙｓ構造（Ｘは任意のアミノ酸であり、Ｃｙｓはシステインである）を有するペ
プチド（非特許文献６）、セレノグルタチオン（Ｓｅｌｅｎｏ ｇｌｕｔａｔｈｉｏｎｅ
）（非特許文献７）が知られる。しかしながら、環状セレノキシド及びセレノグルタチオ
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ンについては、重金属セレンを用いることによる毒性の問題があった。またＢＭＣについ
ては、ＧＳＨに対する補助剤として用いられるためＧＳＨ／ＧＳＳＧ系に比べ多種多量の
添加剤を加える必要がある点で問題があった。芳香族チオールについては、ベンゼン環を
持つ物質であることから、タンパク質への疎水性相互作用による非特異的吸着が起こり得
る点で問題であった。Ｃｙｓ−ＸＸ−Ｃｙｓ構造を有するペプチドについては、プロテア
ーゼのコンタミネーションによる分解等の構造不安定性、またその合成にかかる高いコス
トが問題であった。
【０００５】
したがって、従来技術の問題点を回避しつつ、高い効率でタンパク質をリフォールディ
ングすることが可能なリフォールディング剤が望まれていた。
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【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｓ．Ｙａｍａｇｕｃｈｉ ｅｔ ａｌ．，Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏ．Ｊ．，２
０１３，８，１７−３１
【非特許文献２】Ａ．Ｋ．Ａｈｍｅｄ ｅｔ ａｌ．，Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．，１９７
５，２５０，８４７７−８４８２
【非特許文献３】Ｋ．Ｊ．Ｗｏｙｃｅｃｈｏｗｓｋｙ ｅｔ ａｌ．，Ｃｈｅｍ．Ｂｉｏｌ
．，１９９９，６，８７１−８７９
【非特許文献４】Ｄ．Ｊ．Ｍａｄａｒ ｅｔ ａｌ．，Ｊ．Ｂｉｏｔｅｃｈ．，２００９，
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１４２，２１４−２１９
【非特許文献５】Ｋ．Ａｒａｉ，Ｋ ｅｔ ａｌ．，Ｃｈｅｍ．Ｅｕｒ．Ｊ．，２０１１，
１７，４８１−４８５
【非特許文献６】Ｗ．Ｊ．Ｌｅｅｓ ｅｔ ａｌ．，Ｃｕｒｒ．Ｏｐｉｎ．Ｃｈｅｍ．Ｂｉ
ｏｌ．，２００８，１２，７４０−７４５
【非特許文献７】Ｊ．Ｂｅｌｄ ｅｔ ａｌ．，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ．２００７ Ｍ
ａｙ ８；４６（１８）：５３８２−９０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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それ故、本発明は、高いリフォールディング効率を与えるタンパク質のリフォールディ
ング剤、タンパク質のリフォールディング方法及びタンパク質の再生方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明者らは、上記課題を解決するための手段を種々検討した結果、特定の構造を有す
る式（Ｉ）で表される化合物、及びその塩及び溶媒和物を用いることにより、高いリフォ
ールディング効率を達成することができることを見出し、本発明を完成した。
【０００９】
すなわち、本発明の要旨は以下の通りである。
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［１］下記式（Ｉ）：
【化１】

［式中、
Ｘは、置換若しくは非置換の直鎖状若しくは分岐鎖状の炭素数１以上１０以下の二価炭
化水素基、又は置換若しくは非置換の繰り返し数１以上１０以下のポリオキシアルキレン
基である］
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で表される化合物、及びその塩及び溶媒和物からなる群から選択される少なくとも１種を
有効成分として含む、タンパク質のリフォールディング剤。
［２］Ｘが、置換若しくは非置換の直鎖状若しくは分岐鎖状の炭素数１以上５以下の二価
炭化水素基である、上記［１］に記載のリフォールディング剤。
［３］Ｘが、非置換であるか、又はヒドロキシル、カルボキシル及びアミノから選択され
る１種以上により置換されている、上記［１］に記載のリフォールディング剤。
［４］Ｘが、非置換であるか、又はヒドロキシル、カルボキシル及びアミノから選択され
る１種以上により置換されている、上記［２］に記載のリフォールディング剤。
［５］上記［１］〜［４］のいずれかに記載のリフォールディング剤の存在下で、アンフ
ォールディングされたタンパク質を処理する工程を含む、タンパク質のリフォールディン
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グ方法。
［６］上記［１］〜［４］のいずれかに記載のリフォールディング剤の存在下で、アンフ
ォールディングされたタンパク質を処理してリフォールディングする工程を含む、タンパ
ク質の再生方法。
【発明の効果】
【００１０】
本発明によるリフォールディング剤によれば、高い効率でタンパク質をリフォールディ
ングすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
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【図１Ａ】図１Ａは、ウシ膵臓トリプシン阻害剤（ＢＰＴＩ）の構造及びそのフォールデ
ィング経路における各ジスルフィド結合種のジスルフィド結合架橋位置を示す図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、逆相ＨＰＬＣを用いてＢＰＴＩのジスルフィド結合架橋位置を決定
する際のＨＰＬＣ保持時間と各ジスルフィド結合種との関係を示す図である。
【図２Ａ】図２Ａは、実施例１（１ｍＭ ＧｄｎＳＨ／０．２ｍＭ ＧＳＳＧ）を用いてＢ
ＰＴＩのリフォールディング反応を行った場合の逆相ＨＰＬＣ分析結果を示す図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、比較例１（１ｍＭ ＧＳＨ／０．２ｍＭ ＧＳＳＧ）を用いてＢＰＴ
Ｉのリフォールディング反応を行った場合の逆相ＨＰＬＣ分析結果を示す図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、比較例２（１ｍＭ β−メルカプトエタノール（β−ＭＥ）／１ｍ
Ｍ アルギニン（Ａｒｇ）／０．２ｍＭ ＧＳＳＧ）を用いてＢＰＴＩのリフォールディン
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グ反応を行った場合の逆相ＨＰＬＣ分析結果を示す図である。
【図２Ｄ】図２Ｄは、比較例３（１ｍＭ β−メルカプトエタノール（β−ＭＥ）／１ｍ
Ｍ グアニジン（Ｇｄｎ）／０．２ｍＭ ＧＳＳＧ）を用いてＢＰＴＩのリフォールディン
グ反応を行った場合の逆相ＨＰＬＣ分析結果を示す図である。
【図３】図３は、実施例１及び比較例１−３を用いたＢＰＴＩのリフォールディング反応
時間６０分の天然型（Ｎ）のＢＰＴＩ収量を示すグラフである。
【図４Ａ】図４Ａは、実施例２（１ｍＭ ＧｄｎＳＨ／０．２ｍＭ ＧＳＳＧ）による還元
ＲＮａｓｅ Ａへのジスルフィド結合の導入評価を示す図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、比較例４（１ｍＭ ＧＳＨ／０．２ｍＭ ＧＳＳＧ）による還元ＲＮ
ａｓｅ Ａへのジスルフィド結合の導入評価を示す図である。
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【図５】図５は、実施例３（１ｍＭ ＧｄｎＳＨ／０．２ｍＭ ＧＳＳＧ）及び比較例５（
１ｍＭ ＧＳＨ／０．２ｍＭ ＧＳＧ）による還元変性ＲＮａｓｅ Ａの活性回復評価を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
本発明は、タンパク質のリフォールディング剤に関し、下記式（Ｉ）：
【化２】

20
［式中、
Ｘは、置換若しくは非置換の直鎖状若しくは分岐鎖状の炭素数１以上１０以下の二価炭
化水素基、又は置換若しくは非置換の繰り返し数１以上１０以下のポリオキシアルキレン
基である］で表される化合物、及びその塩及び溶媒和物からなる群から選択される少なく
とも１種を有効成分として含むことを特徴とする（以下、本発明のリフォールディング剤
ともいう）。本発明のリフォールディング剤によれば、高い効率でタンパク質をリフォー
ルディングすることができる。以下、式（Ｉ）で表される化合物、及びその塩及び溶媒和
物を単に式（Ｉ）で表される化合物ともいう。式（Ｉ）で表される化合物は、チオール基
とグアニジン残基とを置換基Ｘを介して組み合せた構造を有する。チオール基を有する化
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合物（例えばβ−メルカプトエタノール）とグアニジンは、それぞれタンパク質内ジスル
フィド結合の還元及び水素結合の切断に用いられる物質である。しかしながら、両構造を
結合させた構造を有する化合物を用いることにより、それぞれを別々に用いた場合と比較
して相乗的にリフォールディング効率を向上させることができることは知られていなかっ
た。理論に拘束されるものではないが、式（Ｉ）で表される化合物は、塩基性でありかつ
電子吸引性基であるグアニジン残基によりチオール基のｐＫａが最適化されているため、
ジスルフィド結合のシャッフリングが効率的に起こり、特に酸化的リフォールディング過
程に用いられる還元剤として良好に機能するものと考えられる。酸化的リフォールディン
グ過程の高効率化は収率の向上にもつながるため、本発明のリフォールディング剤の使用
は、機能性タンパク質等の開発にかかる時間短縮と収量向上によるコスト低下につながる
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ことも期待できる。また、式（Ｉ）で表される化合物は合成が比較的容易であるため低い
コストで得られ、また特に酸性条件下及び／又は酸素非存在下で安定に保管することがで
きる。また、式（Ｉ）で表される化合物は小分子であり、分子間力が小さいため一連のタ
ンパク質のリフォールディング操作において取扱いが容易であり、特にリフォールディン
グ反応後のタンパク質の単離・精製において、透析法やサイズ排除クロマトグラフィー法
により、簡便に除去しやすいという利点を有する。
【００１３】
例えば、式（Ｉ）で表される化合物である１−（２−メルカプトエチル）グアニジン（
ＧｄｎＳＨ）は、β−メルカプトエタノールとグアニジンとが結合した構造を有する。今
回、ＧｄｎＳＨが、酸化的リフォールディング過程に用いられる還元剤として、一般的に
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用いられるＧＳＨよりも高速に、かつ高効率にタンパク質の酸化的リフォールディングを
進行させることができることが見出された。具体的には、同一条件下でＲＮａｓｅ Ａの
リフォールディングを、ＧｄｎＳＨ／ＧＳＳＧ又はＧＳＨ／ＧＳＳＧの両条件とで比較し
たところ、ＧｄｎＳＨ／ＧＳＳＧの方がリフォールディング初期過程における同一時間で
の酵素活性は約２倍高いことが示された。また、同一条件下でＢＰＴＩのリフォールディ
ングを行ったところ、β−メルカプトエタノールとグアニジンとを単に混ぜた場合と比べ
、同一時間で得られる天然型の収量はＧｄｎＳＨを用いた場合のほうが約２倍高く、β−
メルカプトエタノールとグアニジンとを共有結合させた構造がリフォールディングを促進
する上で相乗効果をもたらすことが示唆された。
【００１４】
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本明細書において、「有効成分」とは、タンパク質をリフォールディングする過程で、
その過程のある状態のタンパク質に作用する物質及び当該物質に作用する物質であって、
タンパク質のリフォールディングを促進させる機能を有するものをいい、上に説明したよ
うな酸化的リフォールディング過程における還元剤には限定されない。本明細書において
、「タンパク質のリフォールディング」には、（１）タンパク質をアンフォールディング
する工程、（２）アンフォールディングされたタンパク質をリフォールディングする工程
、及び（３）リフォールディングされたタンパク質を単離する工程を含むものとする。ま
た、本明細書において、「リフォールディング反応」という場合、上記工程（２）を意味
するものとする。
【００１５】

20

式（Ｉ）で表される化合物は、ジスルフィド結合を形成させるリフォールディングにお
ける有効成分として、適宜濃度等の使用条件を調整することにより、タンパク質のアンフ
ォールディング剤（すなわち変性剤）、凝集抑制剤、還元剤、構造修飾剤、機能補助剤、
及び機能阻害剤、好ましくは還元剤として機能し得る。式（Ｉ）で表される化合物は、適
宜濃度等の使用条件を調整することにより、ジスルフィド結合を形成させる必要のないリ
フォールディングにおける有効成分として、タンパク質のアンフォールディング剤（すな
わち変性剤）、凝集抑制剤、構造修飾剤、機能補助剤、及び機能阻害剤として機能し得る
。
【００１６】
上記式（Ｉ）における「直鎖状若しくは分岐鎖状の炭素数１以上１０以下の二価炭化水
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素基」は飽和若しくは不飽和のいずれであってもよく、直鎖状若しくは分岐鎖状の炭素数
１以上１０以下のアルキレン基、及び直鎖状若しくは分岐鎖状の炭素数２以上１０以下の
アルケニレン基及びアルキニレン基が挙げられる。
【００１７】
上記アルキレン基としては、直鎖状若しくは分岐鎖状の炭素数１以上１０以下のアルキ
ル基の炭素骨格の任意の位置における１個の水素原子が１つのさらなる結合部位で置き換
えられて二価部分を形成しているものが挙げられる。上記アルキレン基は、チオール基と
グアニジン残基との相互作用を最適化する観点から直鎖状であることが好ましい。上記ア
ルキレン基の炭素数は、好ましくは１以上５以下、より好ましくは１以上３以下である。
上記直鎖状若しくは分岐鎖状の炭素数１以上５以下のアルキル基の例は、これらに限定さ
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れないが、メチル、エチル、ｎ−プロピル、イソプロピル、ｎ−ブチル、２−ブチル（ｓ
ｅｃ−ブチル）、イソブチル、ｔｅｒｔ−ブチル、ｎ−ペンチル、１−メチルブチル、２
−メチルブチル、３−メチルブチル、１，１−ジメチルプロピル、１，２−ジメチルプロ
ピル、２，２−ジメチルプロピル及び１−エチルプロピル等が挙げられる。好ましくは、
上記直鎖状若しくは分岐鎖状の炭素数１以上５以下のアルキレン基は、メチレン、エチレ
ン、プロピレン、ブチレン及びペンチレンからなる群から選択される。
【００１８】
上記アルケニレン基としては、直鎖状若しくは分岐鎖状の炭素数２以上１０以下のアル
ケニルの炭素骨格の任意の位置における１個の水素原子が１つのさらなる結合部位で置き
換えられて二価部分を形成しているものが挙げられ、主鎖は１個以上の二重結合を有して
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いてよい。上記アルケニレン基は、チオール基とグアニジン残基との相互作用を最適化す
る観点から直鎖状であることが好ましい。上記アルケニレン基の炭素数は、好ましくは２
以上５以下である。上記直鎖状若しくは分岐鎖状の炭素２以上５以下のアルケニル基の例
は、これらに限定されないが、エテニル、１−プロペニル、２−プロペニル、１−メチル
エテニル、１−ブテニル、２−ブテニル、３−ブテニル、１−メチル−１−プロペニル、
２−メチル−１−プロペニル、１−メチル−２−プロペニル、２−メチル−２−プロペニ
ル、１−ペンテニル、２−ペンテニル、３−ペンテニル、４−ペンテニル、１−メチル−
１−ブテニル、２−メチル−１−ブテニル、３−メチル−１−ブテニル、１−メチル−２
−ブテニル、２−メチル−２−ブテニル、３−メチル−２−ブテニル、１−メチル−３−
ブテニル、２−メチル−３−ブテニル、３−メチル−３−ブテニル、１，１−ジメチル−
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２−プロペニル、１，２−ジメチル−１−プロペニル、１，２−ジメチル−２−プロペニ
ル、１−エチル−１−プロペニル、１−エチル−２−プロペニル及びその位置異性体が挙
げられる。好ましくは、上記直鎖状若しくは分岐鎖状の炭素２以上５以下のアルケニレン
基は、エテニレン、１−プロぺニレン、２−プロぺニレン、１−ブテニレン、２−ブテニ
レン、３−ブテニレン、１−ペンテニレン、２−ペンテニレン、３−ペンテニレン及び４
−ペンテニレンからなる群から選択される。
【００１９】
上記アルキニレン基としては、直鎖状若しくは分岐鎖状の炭素数２以上１０以下のアル
キニル基の炭素骨格の任意の位置における１個の水素原子が１つのさらなる結合部位で置
き換えられて二価部分を形成しているものが挙げられ、主鎖は１個以上の三重結合を有し

20

ていてよい。上記アルキニレン基は、チオール基とグアニジン残基との相互作用を最適化
する観点から直鎖状であることが好ましい。上記アルキニレン基の炭素数は、好ましくは
２以上５以下である。上記直鎖状若しくは分岐鎖状の炭素数２以上５以下のアルキニル基
の例は、これらに限定されないが、エチニル、１−プロピニル、２−プロピニル、１−ブ
チニル、２−ブチニル、３−ブチニル、１−メチル−２−プロピニル、１−ペンチニル、
２−ペンチニル、３−ペンチニル、４−ペンチニル、１−メチル−２−ブチニル、１−メ
チル−３−ブチニル、２−メチル−３−ブチニル及び３−メチル−１−ブチニル等が挙げ
られる。好ましくは、上記直鎖状若しくは分岐鎖状の炭素数２以上５以下のアルキニレン
基は、エチニレン、１−プロピニレン、２−プロピニレン、１−ブチニレン、２−ブチニ
レン、３−ブチニレン、１−ペンチニレン、２−ペンチニレン、３−ペンチニレン及び４

30

−ペンチニレンからなる群から選択される。
【００２０】
上記式（Ｉ）における「ポリオキシアルキレン基」は、同一又は異なる炭素数２以上４
以下のオキシアルキレン単位が繰り返してなる骨格であり、具体的には、ポリオキシエチ
レン基、ポリオキシプロピレン基等が挙げられる。ポリオキシアルキレン基のオキシアル
キレン単位の繰り返し数は、チオール基とグアニジン残基との相互作用を最適化する観点
から、１以上８以下、好ましくは１以上４以下である。
【００２１】
上記式（Ｉ）における「置換基」としては、具体的には、アミノ、ハロゲン（フッ素、
塩素、臭素又はヨウ素）、ヒドロキシル、オキソ、ニトロ、ＣＮ、カルボキシル、Ｃ１−
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Ｃ６−アルキル、Ｃ１−Ｃ６−ハロアルキル、Ｃ１−Ｃ６−アルコキシ、Ｃ１−Ｃ６−ハ
ロアルコキシ、Ｃ３−Ｃ６−シクロアルキル、Ｃ３−Ｃ６−シクロアルケニル、Ｃ２−Ｃ
６−アルケニルオキシ、Ｃ２−Ｃ６−アルキニルオキシ、Ｃ１−Ｃ６−アルコキシカルボ

ニル、Ｃ１−Ｃ６−アルキルカルボニルオキシ、Ｃ６−Ｃ１５−アリール（フェニル、ナ
フチル及びアントリル等）、Ｃ７−Ｃ１８−アリールアルキル（ベンジル、１−フェネチ
ル及び２−フェネチル等）、Ｃ８−Ｃ１８−アリールアルケニル（スチリル等）等が挙げ
られ、タンパク質への吸着を抑制する観点から、親水性基であるヒドロキシル、カルボキ
シル及びアミノが好ましい。ここで、Ｃｎ−Ｃｍは、当該基における可能な炭素数を示す
。本明細書において「置換」という用語は、式（Ｉ）のＸに含まれる１個又は複数の原子
を上記置換基と置き換えることをいう。またフェニル等の疎水性基で置換する場合、タン
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パク質への吸着を抑制するために当該置換基の数は１〜２個であることが好ましい。
【００２２】
上記式（Ｉ）で表される化合物は、公知の方法（Ｊ．Ｈｅ ｅｔ ａｌ．，Ｎａｎｏ Ｌ
ｅｔｔ．，２００８，８，２５３０−２５３４）により合成することができ、例えば、ジ
スルフィド結合を有する化合物の両末端のアミノ基を、不活性溶媒（例えば塩化メチレン
、クロロホルム、ＤＭＦ又はそれらの混合物）中、塩基（例えばＤＭＡＰ、ＤＩＥＡ、ピ
リジン、トリエチルアミン等）の存在下で、Ｎ，Ｎ

−ビス（ｔｅｒｔ−ブトキシカルボ

ニル）−１Ｈ−ピラゾール−１−カルボキサミジンと反応させた後、これを塩酸等の酸性
条件に付してグアニジン残基を生成させ、最後にジチオスレイトールを用いてジスルフィ
ド結合をチオール基に還元することにより得られる。

10

【００２３】
上記式（Ｉ）で表される化合物は、いずれも塩の形態や溶媒和物の形態であってもよい
。上記塩としては、特に制限されず、例えば、ナトリウムやカリウム等のアルカリ金属と
の塩；マグネシウムやカルシウム等のアルカリ土類金属との塩；アンモニウム塩；又は塩
酸、燐酸、硝酸、硫酸、亜硫酸等の無機酸との塩；ギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、シ
ュウ酸、マロン酸、コハク酸、マレイン酸、フマル酸、酒石酸、リンゴ酸、マンデル酸、
メタンスルホン酸、ｐ−トルエンスルホン酸、トリフルオロ酢酸等の有機酸との塩等が挙
げられる。また上記溶媒和物としては、水和物、アルコール（例えば、メタノール、エタ
ノール、プロパノール、イソプロパノール）、アセトン、テトラヒドロフラン、ジオキサ
ン、ＤＭＦ、ＤＭＳＯ等の溶媒との溶媒和物が挙げられる。
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【００２４】
本発明のリフォールディング剤は、式（Ｉ）で表される化合物、及びその塩及び溶媒和
物からなる群から選択される少なくとも１種を有効成分として含み、任意に選択される２
種以上を含むこともでき、この場合、組み合わせは特に制限されない。本発明のリフォー
ルディング剤は、当該組み合わせが混合された状態で販売又は流通されるものであっても
、キット又はセット等として、それぞれ別個に包装された状態で販売又は流通されるもの
であってもよい。上記式（Ｉ）で表される化合物は、安定性の観点から酸性条件下（例え
ばｐＨ２から３程度）、酸素非存在下（例えばアンプル等）で包装された状態であること
が好ましい。
【００２５】
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以下、別段の記載がない場合、アンフォールディングされたタンパク質の酸化的リフォ
ールディングにおける還元剤として式（Ｉ）で表される化合物を含む本発明のリフォール
ディング剤の実施形態について述べる。
【００２６】
本発明のリフォールディング剤の一実施形態は、上記式（Ｉ）で表される化合物の他に
、酸化剤をさらに含むことができる。そのような酸化剤としては、酸化的リフォールディ
ングにおいて還元剤としての式（Ｉ）で表される化合物とともに用いることができる限り
特に制限されず、例えば、グルタチオン酸化体、ジチオスレイトール酸化体、セレノグル
タチオン酸化体、グルタレドキシン類（Ｇｌｕｔａｒｅｄｏｘｉｎｓ）、シスチン、シス
タミン酸化体及びセレノシスタミン酸化体を挙げることができ、実際の生体反応で使用さ
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れる点から、グルタチオン酸化体が好ましい。本実施形態は、式（Ｉ）で表される化合物
と酸化剤とをそれぞれ別個に包装された形態で含むことが好ましい。また、本発明のリフ
ォールディング剤の別の一実施形態は、式（Ｉ）で表される化合物を酸化的リフォールデ
ィングにおける還元剤として含み、別途入手した上記の酸化剤とともにタンパク質のリフ
ォールディングに用いることができる。
【００２７】
本発明のリフォールディング剤の別の一実施形態は、上記式（Ｉ）で表される化合物、
及び場合により上記の酸化剤以外に、その他の還元剤を含むことができる。そのような還
元剤としては、例えば、グルタチオン、β−メルカプトエタノール、ジチオスレイトール
、アスコルビン酸及びシステインが挙げられ、各成分の組み合わせは特に制限されず、混
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合された状態で販売又は流通されるものであっても、キット又はセット等として、それぞ
れ別個に包装された状態で販売又は流通されるものであってもよい。本実施形態において
、その他の還元剤の含有量は、上記式（Ｉ）で表される化合物に対して１０質量％以下、
好ましくは５質量％以下であることができる。
【００２８】
本発明のリフォールディング剤を用いてリフォールディングする対象のタンパク質は、
天然又は人造（化学合成法、発酵法、遺伝子組み換え法）等の由来や製造方法の別にかか
わらず、ペプチド、ポリペプチド、タンパク質、及びこれらの複合体が含まれる。タンパ
ク質の種類は問わず、例えば細胞内タンパク質、細胞外タンパク質、膜タンパク質、及び
核内タンパク質がいずれも含まれる。必ずしもジスルフィド結合を有するタンパク質であ
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る必要はないが、好適なタンパク質として少なくとも１つのジスルフィド結合を含むタン
パク質を挙げることができる。具体的には、以下に示す酵素、組み換えタンパク質及び抗
体等が挙げられる。
【００２９】
酵素としては、加水分解酵素、異性化酵素、酸化還元酵素、転移酵素、合成酵素及び脱
離酵素等が挙げられる。加水分解酵素としては、プロテアーゼ、セリンプロテアーゼ、ア
ミラーゼ、リパーゼ、セルラーゼ、グルコアミラーゼ等が挙げられる。異性化酵素として
は、グルコースイソメラーゼが挙げられる。酸化還元酵素としては、プロテインジスルフ
ィドイソメラーゼ、ペルオキシダーゼ等が挙げられる。転移酵素としては、アシルトラン
スフェラーゼ、スルホトランスフェラーゼ等が挙げられる。合成酵素としては、脂肪酸シ
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ンターゼ、リン酸シンターゼ、クエン酸シンターゼ等が挙げられる。脱離酵素としては、
ペクチンリアーゼ等が挙げられる。
【００３０】
組み換えタンパク質としては、タンパク製剤、ワクチン等が挙げられる。大腸菌等の原
核生物や酵母等の真核生物や無細胞抽出系等の異種発現系を用いて遺伝子工学的に生産さ
れた組み換えタンパク質は、しばしば不溶性で不活性の凝集体、いわゆる封入体として得
られるため、本発明のリフォールディング剤を好適に使用することができる。タンパク製
剤としては、インターフェロンα、インターフェロンβ、インターロイキン１〜１２、成
長ホルモン、エリスロポエチン、インスリン、顆粒状コロニー刺激因子（Ｇ−ＣＳＦ）、
組織プラスミノーゲン活性化因子（ＴＰＡ）、ディフェンシン、ナトリウム利尿ペプチド
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、血液凝固第２因子、ソマトメジン、グルカゴン、成長ホルモン放出因子、血清アルブミ
ン、カルシトニン等が挙げられる。ワクチンとしては、Ａ型肝炎ワクチン、Ｂ型肝炎ワク
チン、Ｃ型肝炎ワクチン等が挙げられる。抗体としては、特に限定はないが、医療用抗体
が挙げられる。
【００３１】
本明細書において、「アンフォールディングされたタンパク質」とは、任意の方法でア
ンフォールディングされたタンパク質でよいが、リフォールディング効果の観点から、塩
酸グアニジン、尿素、チオ尿素又はこれらの併用でアンフォールディングされたタンパク
質が好ましい。尚、タンパク質が、分子内にジスルフィド結合を含むものである場合には
、上記アンフォールディング剤以外に、さらにβ−メルカプトエタノール、ジチオスレイ
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トール、トリス（２−カルボキシエチル）ホスフィン（ＴＣＥＰ)又はチオフェノール等
の還元剤を加えてアンフォールディングされたタンパク質であってもよい。
【００３２】
上記アンフォールディングされたタンパク質は、その分子量を特に制限するものではな
いが、通常１,０００〜１０,０００,０００程度のタンパク質が挙げられる。リフォール
ディング効果の点から、好ましくは分子量１,０００〜２５０,０００のタンパク質である
。本発明のリフォールディング剤によれば、高効率でリフォールディングを行うことがで
きるので、高分子量のタンパク質に適用することができる。
【００３３】
本発明は、本発明のリフォールディング剤の存在下で、アンフォールディングされたタ
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ンパク質を処理する工程を含む、タンパク質のリフォールディング方法にも関する（以下
、本発明のリフォールディング方法ともいう）。本発明のリフォールディング方法におけ
る、本発明のリフォールディング剤の存在下で、アンフォールディングされたタンパク質
を処理する工程（以下、単に処理工程ともいう）としては、アンフォールディングされた
タンパク質とリフォールディング剤とを接触させる工程が挙げられ、具体的には、アンフ
ォールディングされたタンパク質とリフォールディング剤とをリフォールディング緩衝液
中に配合して撹拌等により混合する工程、さらには、当該工程の後、必要によりリフォー
ルディングをより十分に進めるために一定時間静置する工程も含まれる。本発明のリフォ
ールディング方法に用いるリフォールディング剤の好ましい態様は、別段の記載がない限
り、上記本発明のリフォールディング剤についての記載を引用するものとする。

10

【００３４】
上記処理工程の処理時間は、リフォールディングが十分に行われる限り特に制限されな
いが、例えば、５分〜２４時間、好ましくは１０分〜３時間である。また温度は、対象と
するタンパク質の熱耐性に応じて適宜選択することができ、例えば、０〜１００℃の範囲
、好ましくは４〜４０℃の範囲である。
【００３５】
上記処理工程において使用されるリフォールディング剤における式（Ｉ）で表される化
合物（合計量）の濃度は特に制限されないが、対象タンパク質を含む溶液（例えばリフォ
ールディング緩衝液）に対して、通常０．０１〜１００ｍＭ、好ましくは０．０５〜１０
ｍＭ、より好ましくは０．１〜５ｍＭである。また、上記対象タンパク質を含む溶液（例

20

えばリフォールディング緩衝液）中に含まれるアンフォールディングタンパク質の濃度は
、通常０．０１〜１００μＭ、好ましくは０．１〜７０μＭ、より好ましくは１〜５０μ
Ｍである。
【００３６】
上記処理工程における対象タンパク質を含む溶液（例えばリフォールディング緩衝液）
において、式（Ｉ）で表される化合物である還元剤（合計量）と酸化剤（合計量）とのモ
ル比は、効率的にリフォールディングが進行する限り特に制限されないが、例えば、１：
１〜２０：１であることが好ましく、２：１〜１０：１であることがより好ましい。また
、酸化剤がリフォールディング剤に含まれている場合には、当該含まれている酸化剤との
30

合計量とする。
【００３７】
上記リフォールディング緩衝液は、目的のタンパク質の機能を失わせるような濃度及び
組成でなければ特に限定されず、具体的には、トリス緩衝液、ＭＥＳ緩衝液及びトリシン
緩衝液等のアミン系緩衝液、リン酸緩衝液、又は各種Ｇｏｏｄ

ｓ ｂｕｆｆｅｒ等が挙

げられる。上記リフォールディング緩衝液のｐＨは、通常ｐＨ４〜１０、好ましくはｐＨ
５〜９の範囲、より好ましくはｐＨ７〜９の範囲で調整することができる。
【００３８】
上記リフォールディング緩衝液には、本発明のリフォールディング剤の他に、種々の添
加物を添加することができる。そのような添加物としては、塩化ナトリウム、塩化カルシ
ウム等の塩類；クエン酸塩、リン酸塩、及び酢酸塩等の緩衝液；水酸化ナトリウム等の塩

40

基類；塩酸や酢酸等の酸類；メタノール、エタノール、プロパノール等の有機溶媒等が挙
げられる。また、上記緩衝剤には、本発明のリフォールディング剤及び上記添加物の他に
、界面活性剤、ｐＨ調整剤、又はタンパク質安定化剤を配合することもできる。当業者で
あれば適宜その使用量を調節することができる。
【００３９】
上記界面活性剤としては、ノニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、アニオン性
界面活性剤及び両性界面活性剤のいずれも使用することができる。界面活性剤を用いる場
合の含有量は、対象タンパク質を含む溶液（例えばリフォールディング緩衝液）に対して
、通常２０質量％以下、好ましくは０．００１〜１０質量％、より好ましくは０．０１〜
５質量％である。
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【００４０】
上記ノニオン性界面活性剤としては、例えば、高級アルコールアルキレンオキサイド（
以下、「ＡＯ」と略記する）付加物（炭素数８〜２４の高級アルコール（デシルアルコー
ル、ドデシルアルコール、ヤシ油アルキルアルコール、オクタデシルアルコール及びオレ
イルアルコール等）のエチレンオキサイド（以下、「ＥＯ」と略記する）１〜２０モル付
加物等）、炭素数６〜２４のアルキルを有するアルキルフェノールのＡＯ付加物、ポリプ
ロピレングリコールＥＯ付加物及びポリエチレングリコールＰＯ付加物、プルロニック型
界面活性剤、及び脂肪酸ＡＯ付加物、多価アルコール型非イオン性界面活性剤等が挙げら
れる。上記カチオン性界面活性剤としては、例えば、第４級アンモニウム塩型カチオン性
界面活性剤及びアミン塩型カチオンカチオン性界面活性剤等が挙げられる。上記アニオン

10

性界面活性剤としては、例えば、炭素数８〜２４の炭化水素基を有する、エーテルカルボ
ン酸又はその塩、硫酸エステルもしくはエーテル硫酸エステル及びそれらの塩、スルホン
酸塩、スルホコハク酸塩、脂肪酸塩、アシル化アミノ酸塩、並びに天然由来のカルボン酸
及びその塩（たとえばケノデオキシコール酸、コール酸、デオキシコール酸等）が挙げら
れる。上記両性界面活性剤としては、例えば、ベタイン型両性界面活性剤及びアミノ酸型
両性界面活性剤が挙げられる。
【００４１】
上記ｐＨ調整剤としては、例えば、Ｔｒｉｓ（Ｎ−トリス（ヒドロキシメチル）メチル
アミノエタンスルホン酸）、ＨＥＰＥＳ（Ｎ−２−ヒドロキシエチルピペラジン−Ｎ

−

２−エタンスルホン酸）、及びリン酸緩衝剤（例えば、リン酸１水素２ナトリウム＋塩酸

20

水溶液、又はリン酸２水素１ナトリウム＋水酸化ナトリウム水溶液）等が挙げられる。ｐ
Ｈ調整剤を用いる場合の含有量は、ｐＨ４〜１０、好ましくはｐＨ５〜９の範囲、より好
ましくはｐＨ７〜９の範囲となるように調節され、対象タンパク質を含む溶液（例えばリ
フォールディング緩衝液）に対して、通常０．０１〜２００ｍＭ、好ましくは０．０５〜
１５０ｍＭ、より好ましくは０．１〜１００ｍＭである。
【００４２】
上記タンパク質安定化剤としては、例えば、グルタチオン、β−メルカプトエタノール
、ジチオスレイトール、ＴＣＥＰ、アスコルビン酸及びシステイン等の還元剤が挙げられ
る。そのような還元剤を用いる場合の含有量は、対象タンパク質を含む溶液（リフォール
ディング緩衝液）に対して、通常０．０１〜１００ｍＭ、好ましくは０．０５〜１０ｍＭ

30

、より好ましくは０．１〜５ｍＭである。これらの還元剤がリフォールディング剤に含ま
れている場合には、当該含まれている還元剤との合計量とする。また上記タンパク質安定
化剤としては、例えば、ポリオール類、金属イオン、キレート試薬等も挙げられる。ポリ
オール類としてはグリセリン、ブドウ糖、ショ糖、エチレングリコール、ソルビトール及
びマンニトール等が挙げられる。金属イオンとしてはマグネシウムイオン、マンガンイオ
ン及びカルシウムイオン等の２価金属イオンが挙げられる。キレート試薬としてはエチレ
ンジアミン４酢酸（ＥＤＴＡ）及びグリコールエーテルジアミン−Ｎ，Ｎ，Ｎ

，Ｎ

−

４酢酸（ＥＧＴＡ）等が挙げられる。タンパク質安定化剤を用いる場合の含有量は、対象
タンパク質を含む溶液（リフォールディング緩衝液）に対して、通常１０質量％以下、好
ましくは０．００１〜１０質量％、より好ましくは０．０１〜１質量％である。

40

【００４３】
また、対象タンパク質を含む溶液（リフォールディング緩衝液）中には、タンパク質の
凝集とリフォールディングのバランスを向上させる観点から、ＮＤＳＢ、アルギニン、グ
リシンエチルエステル、グリシンアミド、アルギニンエチルエステル及びアルギニンアミ
ド等の低分子化合物が含まれていてもよい。この場合、その含有量は、通常０．０１〜１
００ｍＭ、好ましくは０．０５〜１０ｍＭ、より好ましくは０．１〜５ｍＭである。
【００４４】
また、対象タンパク質を含む溶液（リフォールディング緩衝液）中には、アンフォール
ディング剤、すなわち変性剤（例えば、グアニジン塩酸や尿素）が含まれていてもよい。
この場合、アンフォールディング剤の含有量は、通常０．０１〜１００ｍＭ、好ましくは
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０．０５〜１０ｍＭ、より好ましくは０．１〜５ｍＭである。当該濃度は、アンフォール
ディングされたタンパク質懸濁液に本発明のリフォールディング剤を添加してアンフォー
ルディング剤濃度を希釈し低下させて調節してもよいし、又はアンフォールディングされ
たタンパク質懸濁液を透析してアンフォールディング剤濃度を希釈し低下させて調節して
もよい。
【００４５】
本発明は、本発明のリフォールディング剤の存在下で、アンフォールディングされたタ
ンパク質を処理してリフォールディングする工程を含む、タンパク質の再生方法にも関す
る（以下、本発明のタンパク質の再生方法ともいう）。本発明のタンパク質の再生方法は
、本発明のリフォールディング剤の存在下で、アンフォールディングされたタンパク質を

10

処理してリフォールディングする工程（以下、リフォールディング工程ともいう）、さら
には、当該工程の後、必要によりリフォールディングされたタンパク質を単離する工程（
以下、単離工程ともいう）も含まれる。本発明のタンパク質の再生方法の好ましい態様は
、別段の記載がない限り、上記本発明のリフォールディング剤及び本発明のリフォールデ
ィング方法についての記載を引用するものとする。上記リフォールディング工程の好まし
い態様は、別段の記載がない限り、上記本発明のリフォールディング方法の処理工程につ
いての記載を引用するものとする。
【００４６】
上記単離工程としては、例えば上記リフォールディング工程で得られたタンパク質懸濁
液から、目的とする正常タンパク質（リフォールディングタンパク質）を、カラムクロマ

20

トグラフィー等を用いて単離することが挙げられる。カラムクロマトグラフィーに使用さ
れる充填剤としてはシリカ、デキストラン、アガロース、セルロース、アクリルアミド、
ビニルポリマー等が挙げられる。商業的に入手できる市販品としては、Ｓｅｐｈａｄｅｘ
シリーズ、Ｓｅｐｈａｃｒｙｌシリーズ、Ｓｅｐｈａｒｏｓｅシリーズ（以上、Ｐｈａｒ
ｍａｃｉａ社）、Ｂｉｏ−Ｇｅｌシリーズ（Ｂｉｏ−Ｒａｄ社）等を挙げることができる
。また透析法により目的とする正常タンパク質（リフォールディングタンパク質）を単離
してもよい。
【実施例】
【００４７】
以下、実施例を用いて本発明をさらに具体的に説明する。但し、本発明の技術的範囲は
これら実施例に限定されるものではない。
【００４８】
（１）１−（２−メルカプトエチル）グアニジン（ＧｄｎＳＨ）の合成
以下のスキームにより合成した。
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【化３】

10

20
【００４９】
（１−１）化合物２の合成
窒素下、化合物１（Ｎａｃａｌａｉ、０．３４０ｇ、１．５１ｍｍｏｌ）の脱水ＤＭＦ
（関東化学、１５ｍＬ）溶液に対しＮ，Ｎ

−ビス（ｔｅｒｔ−ブトキシカルボニル）−

１Ｈ−ピラゾール−１−カルボキサミジン（ＴＣＩ、０．９９３ｇ、３．２０ｍｍｏｌ）
とトリエチルアミン（ｓｉｇｍａ、０．５０ｍＬ）を加え、室温で２時間撹拌した。塩化
メチレン（ＡＧＣ化学品カンパニー、３０ｍＬ）を加え、水（８０ｍＬ、３回）、飽和食
塩水（５０ｍＬ、１回）で洗浄した。回収した塩化メチレン溶液に対し脱水硫酸ナトリウ
ム（キシダ化学）を加え、ろ過、溶媒減圧留去した。シリカゲルカラムクロマトグラフィ
ー（中性シリカゲル、関東化学、展開溶媒：酢酸エチル／ヘキサン＝１／４から１／１の

30

グラジエント）により化合物２（０．３９７ｇ、収率４１％）を得た。
1

H NMR(CDCl3, 25 ℃): 3.77(4H, td, J = 6.4及び5.5 Hz), 2.88(4H, t, J = 6.4 Hz)

, 1.54(24 H, s), 1.50(12H, s)ppm。
【００５０】
（１−２）化合物３の合成
空気下、化合物２（０．２６４ｇ、０．４１５ｍｍｏｌ）のメタノール（ゴードー、６
ｍＬ）溶液に対し塩酸（１ｍｏｌ／Ｌ、キシダ化学、２０ｍＬ）を加え、３０℃で３時間
撹拌した。溶媒減圧留去し得られた白色固体を水（１０ｍＬ）に溶かし塩化メチレン（Ａ
ＧＣ化学品カンパニー、１０ｍＬ）で３回洗浄した。回収した水溶液を溶媒減圧留去し、
化合物３（０．１０８ｇ、収率９５％）を得た。

40

1

H NMR(D2O, 25 ℃): 3.44(4H, t, J = 6.4 Hz), 2.81(4H, t, J = 6.4 Hz)ppm。

13

C NMR(D2O, 25 ℃): 156.90, 39.78, 36.03 ppm。

ESI‑TOF MS(0.1%ギ酸混合メタノール): 237.0953(化合物3 + H+の理論質量237.0956)。
【００５１】
（１−３）ＧｄｎＳＨの合成
窒素下、化合物３（０．１０５ｇ、０．３８５ｍｍｏｌ）を水（１０ｍＬ）に溶かし、
１０分間窒素バブリングを行った。ジチオスレイトール（ｎａｃａｌａｉ、０．１１８ｇ
、０．７６４ｍｍｏｌ）を加え３０℃で２０時間撹拌した。水（１０ｍＬ）を加え、クロ
ロホルム（キシダ化学、１０ｍＬ、４回）、２−プロパノールとクロロホルムとの混合溶
媒（１０／７０、いずれもキシダ化学、４回）で洗浄した。回収した水溶液を溶媒減圧留
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去し、ＧｄｎＳＨ（０．０８８２ｇ、収率８３％）を無色オイルで得た。５，５

−ジチ

オビス（２−ニトロ安息香酸）（ｎａｃａｌａｉ）を用いたチオール基定量法から、Ｇｄ
ｎＳＨが９８ｍｏｌ％含まれることを確認した。
1

H NMR(D2O, 25 ℃): 3.27(2H, t, J = 6.4 Hz), 2.6(2H, t, J = 6.4 Hz)ppm。

ESI‑TOF MS(メタノール): 120.0594(GdnSH + H+の理論質量120.0595)。
【００５２】
（２）還元変性タンパク質の調製
モデル基質としてウシ膵臓トリプシン阻害剤（Ｂｏｖｉｎｅ Ｐａｎｃｒｅａｓ Ｔｒｙ
ｐｓｉｎ Ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ：ＢＰＴＩ）（下記参考文献１及び２を参照した）及びＲ
Ｎａｓｅ Ａ（下記参考文献３を参照した）を採用した。それぞれ３本及び４本のジスル

10

フィド結合を有すタンパク質であり、当該分野におけるモデル基質として一般である。
ＢＰＴＩ（タカラバイオ社）の還元変性体（３つのジスルフィド結合の還元体）を作製
するために、ＢＰＴＩ １０ｍｇを８Ｍ尿素、２０ｍＭ ＤＴＴ存在下、ｐＨ８．０、５０
℃で３時間インキュベートし、逆相ＨＰＬＣによって精製した。ＭＡＬＤＩ−ＴＯＦ／Ｍ
Ｓによって精製標品の全てのジスルフィド結合が切断されたことを確認した後、凍結乾燥
し、−８０℃で保存した（下記参考文献１を参照した）。
ＲＮａｓｅ Ａ（ｓｉｇｍａ）の還元変性体（４つのジスルフィド結合の還元体）を作
製するために、ＲＮａｓｅ Ａ ８ｍｇを６Ｍグアニジン塩酸、１００ｍＭ ＤＴＴ存在下
、ｐＨ８．７、２５℃で２時間インキュベートし、１０ｍＭ ＨＣｌで透析した。さらに
２回透析を行い、ＤＴＴ等を除いて溶液を１０ｍＭ ＨＣｌに交換した（下記参考文献３
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を参照した）。
参考文献１：Ｍ．Ｏｋｕｍｕｒａ ｅｔ ａｌ．Ｊ Ｂｉｏｌ Ｃｈｅｍ．２０１４ ２８
９（３９）：２７００４−２７０１８
参考文献２：Ｊ．Ｓ．Ｗｅｉｓｓｍａｎ ｅｔ ａｌ．Ｓｃｉｅｎｃｅ １９９１ ２５３
（５０２６）：１３８６−９３
参考文献３：Ｍ．Ｍ．Ｌｙｌｅｓ ｅｔ ａｌ．，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ．１９９１
３０（３）：６１３−９
【００５３】
（３）還元変性ＢＰＴＩへのジスルフィド結合導入能の評価
緩衝液（５０ｍＭ Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ ｐＨ７．５、３００ｍＭ ＮａＣｌ）中で、上記
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（２）で調製した還元変性ＢＰＴＩ ３０μＭに対し、以下の還元剤及び酸化剤の組み合
わせ：
実施例１：１ｍＭ ＧｄｎＳＨ／０．２ｍＭ ＧＳＳＧ（ｎａｋａｌａｉ）
比較例１：１ｍＭ ＧＳＨ（ｎａｋａｌａｉ）／０．２ｍＭ ＧＳＳＧ
比較例２：１ｍＭ β−メルカプトエタノール（β−ＭＥ）（ｎａｋａｌａｉ）／１ｍ
Ｍ アルギニン（Ａｒｇ）（ｎａｋａｌａｉ）／０．２ｍＭ ＧＳＳＧ
比較例３：１ｍＭ β−メルカプトエタノール（β−ＭＥ）（ｎａｋａｌａｉ）／１ｍ
Ｍ グアニジン（Ｇｄｎ）（ｗａｋｏ）／０．２ｍＭ ＧＳＳＧ
の存在下、３０℃でインキュベートし、リフォールディング反応を行った。経時的に反応
液を分取し、等量の１Ｎ ＨＣｌを加え、チオール基とジスルフィド結合交換反応をクエ
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ンチした。反応液中における分子種（図１Ａ参照）を同定するため、逆相ＨＰＬＣに供し
た。逆相ＨＰＬＣを用いた解析は、図１Ａ及びＢで示すように、ＢＰＴＩがリフォールデ
ィングする際の各ジスルフィド結合種を分離、同定でき、経時変化におけるジスルフィド
結合架橋位置を追跡できる。尚、図１ＡのＢＰＴＩのリフォールディング経路は上記参考
文献２によるものである。
逆相ＨＰＬＣの測定・分析条件を以下に示す：
カラムはＴＳＫｇｅｌ Ｐｒｏｔｅｉｎ Ｃ４−３００ ｃｏｌｕｍｎ（４．６×１５０
ｍｍ；Ｔｏｓｏｈ Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ）を使用し、２２９ｎｍの吸光度で検出した。
０．０５％ トリフルオロ酢酸を含む水溶液（Ａ液）と、０．０５％ トリフルオロ酢酸を
含むアセトニトリル溶液（Ｂ液）の混合について、混合液におけるＢ液の割合の容量増加
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率が０〜１５分まで１％／分、１５〜１１５分まで０．５％／分となる直線濃度勾配で展
開した。
【００５４】
図２Ａ〜Ｄより、比較例１（ＧＳＨ／ＧＳＳＧ）及び、比較例２（β−メルカプトエタ
ノール／アルギニン／ＧＳＳＧ）、及び比較例３（β−メルカプトエタノール／グアニジ
ン／ＧＳＳＧ）を用いた場合、リフォールディング反応時間５分においてもＢＰＴＩの還
元変性体（全てチオール基）であるＲ（図１Ａ参照）が残存しているのに対し、実施例１
（ＧｄｎＳＨ／ＧＳＳＧ）の場合、ほとんど全て消失しておりジスルフィド結合導入能が
加速したことがわかる。また、図２Ａ〜Ｄより、天然型（Ｎ）（図１Ａ参照）のＢＰＴＩ
は、比較例１（ＧＳＨ／ＧＳＳＧ）及び、比較例２（β−メルカプトエタノール／アルギ

10

ニン／ＧＳＳＧ）、及び比較例３（β−メルカプトエタノール／グアニジン／ＧＳＳＧ）
を用いた場合、リフォールディング反応時間３０分以降でないと形成されないのに対し、
実施例１（ＧｄｎＳＨ／ＧＳＳＧ）の場合１０分以降に形成されたことがわかる。一般的
に天然型（Ｎ）の形成とは、いったん形成された反応中間体内のチオール基とジスルフィ
とＮ＊との交換反応）

ド結合の交換反応（図１Ａのリフォールディング経路におけるＮ
の速度に依存するため、本交換反応が加速されたことを意味する。
【００５５】

図３に、逆相ＨＰＬＣより求めた、リフォールディング反応時間６０分の収量の比較を
示す。図３より、ＧｄｎＳＨを用いた実施例１の収量は５１．３％であり、ＧＳＨを用い
た比較例１（２４．２％）、β−ＭＥ／Ａｒｇを用いた比較例２（２５．８％）、β−Ｍ
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Ｅ／Ｇｄｎ用いた比較例３（２７．６％）に対しておおよそ２倍の収量であった。
【００５６】
以上より、β−メルカプトエタノールとグアニジンを組み合わせた構造を有するＧｄｎ
ＳＨを用いた実施例１は、それぞれを同濃度で別個に用いた比較例３と比較して、反応速
度及び収率のいずれも顕著に高いことが示された。
【００５７】
（４）還元変性ＲＮａｓｅ Ａへのジスルフィド結合導入能の評価
次に、汎用例拡大のため、ＲＮａｓｅ Ａを採用した。ＲＮａｓｅ Ａ分子内にジスルフ
ィド結合が形成される過程を観察するため、遊離チオール基修飾試薬である４−アセトア
ミド−４

−マレイミジルスチルベン−２，２

−ジスルホン酸（ＡＭＳ、ｉｎｖｉｔｒ
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ｏｇｅｎ社）を用いて、ジスルフィド結合を形成していないチオール基のみを選択的に修
飾し、ポリアクリルアミドゲル電気泳動（ＳＤＳ−ＰＡＧＥ）で分離した。リフォールデ
ィング反応の条件として、緩衝液（５０ｍＭ Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ ｐＨ７．５、３００ｍＭ
ＮａＣｌ）中で、上記（２）で調製した還元変性ＲＮａｓｅ Ａ ８μＭに対し、以下の
還元剤及び酸化剤の組み合わせ：
実施例２：１ｍＭ ＧｄｎＳＨ／０．２ｍＭ ＧＳＳＧ
比較例４：１ｍＭ ＧＳＨ／０．２ｍＭ ＧＳＳＧ
の存在下、３０℃でインキュベートした。経時的に反応液を分取し、最終濃度５ｍＭ Ａ
ＭＳを加えることで反応をクエンチした。電気泳動に供することで、ＲＮａｓｅ Ａ内ジ
スルフィド結合の導入度を評価した（図４Ａ及びＢ）。
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電気泳動の測定・分析条件を以下に示す：
１４％ポリアクリルアミドＷＩＤＥ ＲＡＮＧＥゲル（ｎａｋａｌａｉ）に分取標品を
アプライし、２００Ｖで約６０分間泳動・分離した。タンパク質を固定液（１０％酢酸、
５０％メタノール）で固定し、Ｃｏｏｍａｓｓｉｅ Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ Ｂｌｕｅでゲル
を染色した。染色された酸化型ＲＮａｓｅ Ａのバンド強度を解析ソフトＩｍａｇｅ Ｌａ
ｂ（Ｂｉｏ−Ｒａｄ）にて定量した。
その結果、比較例４（１ｍＭ ＧＳＨ／０．２ｍＭ ＧＳＳＧ）の場合はリフォールディ
ング反応時間６０分まで酸化型ＲＮａｓｅ Ａが生じなかったが（図４Ｂ）、実施例２（
１ｍＭ ＧｄｎＳＨ／０．２ｍＭ ＧＳＳＧ）存在下ではリフォールディング反応時間１０
分で酸化型が生じており（図４Ａ）、ＧｄｎＳＨによりジスルフィド結合形成が促進され
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ることがわかった。
【００５８】
（５）活性評価
リフォールディング反応後の活性値を評価するために、ＲＮａｓｅ Ａを採用した。以
下の還元剤及び酸化剤の組み合わせ：
実施例３：１ｍＭ ＧｄｎＳＨ／０．２ｍＭ ＧＳＳＧ
比較例５：１ｍＭ ＧＳＨ／０．２ｍＭ ＧＳＧ
の存在下で８μＭ ＲＮａｓｅ Ａを含む緩衝液（５０ｍＭ Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ ｐＨ７．５
、３００ｍＭ ＮａＣｌ）を３０℃でインキュベートし、リフォールディング反応を行っ
た。経時的に反応液を分取し、ＲＮａｓｅ Ａの基質となるアデノシン２

，３

−環状

10

一りん酸（ｃＣＭＰ）を含む同緩衝液で希釈し、最終濃度２μＭ ＲＮａｓｅ Ａ、０．４
ｍＭ ｃＣＭＰとした。分光光度計（装置名ＨＩＴＡＣＨＩ Ｕ―３９００）により２８４
ｎｍの吸光度の変化を測定し、リフォールディングされたＲＮａｓｅ Ａの核酸分解活性
を定量した。その結果を図５に示す。図５より、比較例５（１ｍＭ ＧＳＨ／０．２ｍＭ
ＧＳＳＧ）の場合と比較して、実施例３（１ｍＭ ＧｄｎＳＨ／０．２ｍＭ ＧＳＳＧ）存
在下では約２．４倍の速度でＲＮａｓｅ Ａの活性が回復したことがわかる。
【００５９】
以上より、特定の構造を有する式（Ｉ）で表される化合物を含む本発明のリフォールデ
ィング剤を用いることにより、高いリフォールディング効率でタンパク質をリフォールデ
20

ィングすることができることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
本発明のリフォールディング剤は、組み換え遺伝子から発現される改変型タンパク質の
リフォールディング、特に、多数のジスルフィド結合を有する抗体等の巨大タンパク質の
リフォールディングに好ましく適用できる。
【図１Ａ】
【図２Ａ】

【図２Ｂ】
【図１Ｂ】
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【図３】

【図２Ｄ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５】
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