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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の工程を含むことを特徴とするチロシンホスファターゼ活性の測定方法、
（１）測定対象とするチロシンホスファターゼとリン酸化チロシン残基を含むペプチドを
反応させ、リン酸化チロシン残基を脱リン酸化する工程、
（２）脱リン酸化させたチロシン残基に、酸化剤及び金属触媒の存在下で、下記の一般式
(I)
【化１】
10

〔式中、Aは共役環を表し、Lは水素原子を表すか、又は共役環上の任意の位置に存在する
末端にクリック反応に用いられる官能基を有するリンカー又は末端に標識物質を有するリ
ンカーを表し、R1は水素原子を表すか、共役環上の任意の位置に存在する１個の放射性同
位体、若しくはクリック反応に用いられる官能基を表すか、又は共役環上の任意の位置に
存在する１個若しくは２個のアミノ基、アセトアミド基、ヒドロキシ基、アルキル基、若
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しくはアルコキシ基を表し、R2及びR3は、それぞれ水素原子、アルキル基、置換基を有し
ていてもよい芳香族基を表す。〕
で表される化合物を結合させる工程、
（３）ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定し、その量からチロシ
ンホスファターゼ活性を求める工程。
【請求項２】
一般式(I)で表される化合物が、下記の一般式(Ia)
【化２】
10

〔式中、Lは上記と同じ意味である。〕
で表される化合物であることを特徴とする請求項１に記載のチロシンホスファターゼ活性
の測定方法。
【請求項３】
リン酸化チロシン残基を含むペプチドに蛍光物質を結合させ、一般式(I)で表される化
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合物と特異的に結合する担体を用いて、ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物
を単離し、前記蛍光物質によってペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を
測定することを特徴とする請求項１又は２に記載のチロシンホスファターゼ活性の測定方
法。
【請求項４】
リン酸化チロシン残基を含むペプチドに蛍光物質を結合させ、一般式(I)で表される化
合物に、前記蛍光物質とFRETペアを形成する蛍光物質又は前記蛍光物質に対するクエンチ
ャーを結合させ、ペプチドに結合させた蛍光物質及び／又は一般式(I)で表される化合物
に結合させた蛍光物質の蛍光の変化によって、ペプチドに結合した一般式(I)で表される
化合物の量を測定することを特徴とする請求項１又は２に記載のチロシンホスファターゼ
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活性の測定方法。
【請求項５】
リン酸化チロシン残基を含むペプチドと下記の一般式(I)
【化３】

40
〔式中、Aは共役環を表し、Lは水素原子を表すか、又は共役環上の任意の位置に存在する
末端にクリック反応に用いられる官能基を有するリンカー又は末端に標識物質を有するリ
ンカーを表し、R1は水素原子を表すか、共役環上の任意の位置に存在する１個の放射性同
位体、若しくはクリック反応に用いられる官能基を表すか、又は共役環上の任意の位置に
存在する１個若しくは２個のアミノ基、アセトアミド基、ヒドロキシ基、アルキル基、若
しくはアルコキシ基を表し、R2及びR3は、それぞれ水素原子、アルキル基、置換基を有し
ていてもよい芳香族基を表す。〕
で表される化合物を含むことを特徴とするチロシンホスファターゼ活性測定用キット。
【請求項６】
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一般式(I)で表される化合物が、下記の一般式(Ia)
【化４】

〔式中、Lは上記と同じ意味である。〕

10

で表される化合物であることを特徴とする請求項５に記載のチロシンホスファターゼ活性
測定用キット。
【請求項７】
以下の工程を含むことを特徴とするチロシンホスファターゼ阻害剤のスクリーニング方
法、
（１）被験物質の存在下で、チロシンホスファターゼとリン酸化チロシン残基を含むペプ
チドを接触させる工程、
（２）チロシンホスファターゼと接触させたリン酸化チロシン残基を含むペプチドを、酸
化剤及び金属触媒の存在下で、下記の一般式(I)
【化５】
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〔式中、Aは共役環を表し、Lは水素原子を表すか、又は共役環上の任意の位置に存在する
末端にクリック反応に用いられる官能基を有するリンカー又は末端に標識物質を有するリ
ンカーを表し、R1は水素原子を表すか、共役環上の任意の位置に存在する１個の放射性同
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位体、若しくはクリック反応に用いられる官能基を表すか、又は共役環上の任意の位置に
存在する１個若しくは２個のアミノ基、アセトアミド基、ヒドロキシ基、アルキル基、若
しくはアルコキシ基を表し、R2及びR3は、それぞれ水素原子、アルキル基、置換基を有し
ていてもよい芳香族基を表す。〕
で表される化合物と接触させる工程、
（３）ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定し、その量からチロシ
ンホスファターゼ活性を求める工程。
【請求項８】
一般式(I)で表される化合物が、下記の一般式(Ia)
【化６】
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〔式中、Lは上記と同じ意味である。〕
で表される化合物であることを特徴とする請求項７に記載のチロシンホスファターゼ阻害
剤のスクリーニング方法。
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【請求項９】
リン酸化チロシン残基を含むペプチドに蛍光物質を結合させ、一般式(I)で表される化
合物と特異的に結合する担体を用いて、ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物
を単離し、ペプチドに結合した蛍光物質によって一般式(I)で表される化合物の量を測定
することを特徴とする請求項７又は８に記載のチロシンホスファターゼ阻害剤のスクリー
ニング方法。
【請求項１０】
リン酸化チロシン残基を含むペプチドに蛍光物質を結合させ、一般式(I)で表される化
合物に、前記蛍光物質とFRETペアを形成する蛍光物質又は前記蛍光物質に対するクエンチ
ャーを結合させ、ペプチドに結合させた蛍光物質及び／又は一般式(I)で表される化合物
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に結合させた蛍光物質の蛍光の変化によって、ペプチドに結合した一般式(I)で表される
化合物の量を測定することを特徴とする請求項７又は８に記載のチロシンホスファターゼ
阻害剤のスクリーニング方法。
【請求項１１】
リン酸化チロシン残基を含むペプチドと下記の一般式(I)
【化７】
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〔式中、Aは共役環を表し、Lは水素原子を表すか、又は共役環上の任意の位置に存在する
末端にクリック反応に用いられる官能基を有するリンカー又は末端に標識物質を有するリ
ンカーを表し、R1は水素原子を表すか、共役環上の任意の位置に存在する１個の放射性同
位体、若しくはクリック反応に用いられる官能基を表すか、又は共役環上の任意の位置に
存在する１個若しくは２個のアミノ基、アセトアミド基、ヒドロキシ基、アルキル基、若
しくはアルコキシ基を表し、R2及びR3は、それぞれ水素原子、アルキル基、置換基を有し
ていてもよい芳香族基を表す。〕
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で表される化合物を含むことを特徴とする糖尿病の診断薬。
【請求項１２】
一般式(I)で表される化合物が、下記の一般式(Ia)
【化８】

40
〔式中、Lは上記と同じ意味である。〕
で表される化合物であることを特徴とする請求項１１に記載の糖尿病の診断薬。
【請求項１３】
以下の工程を含むことを特徴とするチロシンキナーゼ活性の測定方法、
（１）測定対象とするチロシンキナーゼと非リン酸化チロシン残基を含むペプチドを反応
させ、非リン酸化チロシン残基をリン酸化する工程、
（２）リン酸化しなかったチロシン残基に、酸化剤及び金属触媒の存在下で、下記の一般
式(I)
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【化９】

〔式中、Aは共役環を表し、Lは水素原子を表すか、又は共役環上の任意の位置に存在する
末端にクリック反応に用いられる官能基を有するリンカー又は末端に標識物質を有するリ
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1

ンカーを表し、R は水素原子を表すか、共役環上の任意の位置に存在する１個の放射性同
位体、若しくはクリック反応に用いられる官能基を表すか、又は共役環上の任意の位置に
存在する１個若しくは２個のアミノ基、アセトアミド基、ヒドロキシ基、アルキル基、若
しくはアルコキシ基を表し、R2及びR3は、それぞれ水素原子、アルキル基、置換基を有し
ていてもよい芳香族基を表す。〕
で表される化合物を結合させる工程、
（３）工程（２）においてペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定す
る工程、
（４）工程（１）で使用した非リン酸化チロシン残基を含むペプチドの非リン酸化チロシ
ン残基に、酸化剤及び金属触媒の存在下で、一般式(I)で表される化合物を結合させる工
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程、
（５）工程（４）においてペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定す
る工程、
（６）工程（３）で測定したペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量と工程
（５）で測定したペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量からチロシンキナ
ーゼ活性を求める工程。
【請求項１４】
一般式(I)で表される化合物が、下記の一般式(Ia)
【化１０】
30

〔式中、Lは上記と同じ意味である。〕
で表される化合物であることを特徴とする請求項１３に記載のチロシンキナーゼ活性の測
定方法。
【請求項１５】
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非リン酸化チロシン残基を含むペプチドに蛍光物質を結合させ、一般式(I)で表される
化合物と特異的に結合する担体を用いて、ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合
物を単離し、前記蛍光物質によってペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量
を測定することを特徴とする請求項１３又は１４に記載のチロシンキナーゼ活性の測定方
法。
【請求項１６】
非リン酸化チロシン残基を含むペプチドに蛍光物質を結合させ、一般式(I)で表される
化合物に、前記蛍光物質とFRETペアを形成する蛍光物質又は前記蛍光物質に対するクエン
チャーを結合させ、ペプチドに結合させた蛍光物質及び／又は一般式(I)で表される化合
物に結合させた蛍光物質の蛍光の変化によって、ペプチドに結合した一般式(I)で表され
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る化合物の量を測定することを特徴とする請求項１３又は１４に記載のチロシンキナーゼ
活性の測定方法。
【請求項１７】
非リン酸化チロシン残基を含むペプチドと下記の一般式(I)
【化１１】

10

〔式中、Aは共役環を表し、Lは水素原子を表すか、又は共役環上の任意の位置に存在する
末端にクリック反応に用いられる官能基を有するリンカー又は末端に標識物質を有するリ
ンカーを表し、R1は水素原子を表すか、共役環上の任意の位置に存在する１個の放射性同
位体、若しくはクリック反応に用いられる官能基を表すか、又は共役環上の任意の位置に
存在する１個若しくは２個のアミノ基、アセトアミド基、ヒドロキシ基、アルキル基、若
しくはアルコキシ基を表し、R2及びR3は、それぞれ水素原子、アルキル基、置換基を有し
ていてもよい芳香族基を表す。〕
で表される化合物を含むことを特徴とするチロシンキナーゼ活性測定用キット。
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【請求項１８】
一般式(I)で表される化合物が、下記の一般式(Ia)
【化１２】

30
〔式中、Lは上記と同じ意味である。〕
で表される化合物であることを特徴とする請求項１７に記載のチロシンキナーゼ活性測定
用キット。
【請求項１９】
以下の工程を含むことを特徴とするチロシンキナーゼ阻害剤のスクリーニング方法、
（１）被験物質の存在下で、チロシンキナーゼと非リン酸化チロシン残基を含むペプチド
を接触させる工程、
（２）チロシンキナーゼと接触させた非リン酸化チロシン残基を含むペプチドを、酸化剤
及び金属触媒の存在下で、下記の一般式(I)
【化１３】
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〔式中、Aは共役環を表し、Lは水素原子を表すか、又は共役環上の任意の位置に存在する
末端にクリック反応に用いられる官能基を有するリンカー又は末端に標識物質を有するリ
ンカーを表し、R1は水素原子を表すか、共役環上の任意の位置に存在する１個の放射性同
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位体、若しくはクリック反応に用いられる官能基を表すか、又は共役環上の任意の位置に
存在する１個若しくは２個のアミノ基、アセトアミド基、ヒドロキシ基、アルキル基、若
しくはアルコキシ基を表し、R2及びR3は、それぞれ水素原子、アルキル基、置換基を有し
ていてもよい芳香族基を表す。〕
で表される化合物と接触させる工程、
（３）工程（２）においてペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定す
る工程、
（４）工程（１）で使用した非リン酸化チロシン残基を含むペプチドを、酸化剤及び金属
触媒の存在下で、一般式(I)で表される化合物と接触させる工程、
（５）工程（４）においてペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定す
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る工程、
（６）工程（３）で測定したペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量と工程
（５）で測定したペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量からチロシンキナ
ーゼ活性を求める工程。
【請求項２０】
一般式(I)で表される化合物が、下記の一般式(Ia)
【化１４】
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〔式中、Lは上記と同じ意味である。〕
で表される化合物であることを特徴とする請求項１９に記載のチロシンキナーゼ阻害剤の
スクリーニング方法。
【請求項２１】
非リン酸化チロシン残基を含むペプチドに蛍光物質を結合させ、一般式(I)で表される
化合物と特異的に結合する担体を用いて、ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合
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物を単離し、ペプチドに結合した蛍光物質によって一般式(I)で表される化合物の量を測
定することを特徴とする請求項１９又は２０に記載のチロシンキナーゼ阻害剤のスクリー
ニング方法。
【請求項２２】
非リン酸化チロシン残基を含むペプチドに蛍光物質を結合させ、一般式(I)で表される
化合物に、前記蛍光物質とFRETペアを形成する蛍光物質又は前記蛍光物質に対するクエン
チャーを結合させ、ペプチドに結合させた蛍光物質及び／又は一般式(I)で表される化合
物に結合させた蛍光物質の蛍光の変化によって、ペプチドに結合した一般式(I)で表され
る化合物の量を測定することを特徴とする請求項１９又は２０に記載のチロシンキナーゼ
阻害剤のスクリーニング方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、チロシンホスファターゼ及びチロシンキナーゼ活性の測定方法に関する。ま
た、本発明は、この測定方法に使用する測定キット、この測定方法を利用したチロシンホ
スファターゼ阻害剤若しくは活性化剤及びチロシンキナーゼ阻害剤若しくは活性化剤のス
クリーニング方法、並びにこの測定方法を利用した診断薬に関する。
【背景技術】
【０００２】
チロシンキナーゼはタンパク質のチロシン残基をリン酸化する酵素であり、それに対し
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てチロシンホスファターゼはリン酸化されたチロシン残基を基質とし、脱リン酸化を触媒
する酵素である。チロシンキナーゼ及びチロシンホスファターゼは生体内で重要な働きを
しており、これらの酵素の発現異常などが疾患の原因となっていることも多い。例えば、
チロシンキナーゼであるEGFR（上皮成長因子受容体）は、肺がんや大腸がんなどで過剰発
現していることが知られており、また、チロシンホスファターゼであるPTP1Bは糖尿病に
関係することが報告されている。このため、チロシンキナーゼ及びチロシンホスファター
ゼの活性を正確に測定することは、これらの酵素が関与する疾患の治療手段確立のために
重要である。
【０００３】
チロシンキナーゼ活性の測定方法は、数多く知られており、例えば、32P放射性同位体
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を用いる方法（非特許文献１）、抗リン酸化抗体を用いる方法（非特許文献２）、キャピ
ラリー電気泳動を用いる方法（非特許文献３）などが知られている。一方、チロシンホス
ファターゼ活性の測定方法については、あまり多くの方法が知られていない。よく使われ
る方法としては、マラカイトグリーンにより無機リン酸を定量し、それから活性を推定す
る方法（非特許文献４）やp‑ニトロフェニルリン酸（pNPP）のようなリン酸化チロシンミ
ミックとチロシンホスファターゼを反応させ、生成する脱リン酸化体を定量する方法（非
特許文献５）がある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
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., Novel monoclonal antibodies recognizing the active conformation of epidermal
growth factor receptor.Biochem. Biophys. Res. Commun. 2010, 394, 685‑690.
【非特許文献３】Gratz, A., Gotz, C., Jose, J., A CE‑based assay for human protei
n kinase CK2 activity measurement and inhibitor screening. Electrophoresis 2010,
31, 634‑640.
【非特許文献４】Scott, L. M., Lawrence, H. R., Sebti, S. M., Lawrence, N.J., Wu,

30

J., Targeting protein tyrosine phosphatases for anticancer drug discovery. Curr.
Pharm. Des. 2010, 16, 1843‑1862.
【非特許文献５】Zhang, L., Jiang, C. S., Gao, L. X., Gong, J. X., Wang, Z. H., L
i, J. Y., Li., J., Li., X. W., Guo, Y. W., Design, synthesis and in vitro activi
ty of phidianidine B derivatives as novel PTP1B inhibitors with specific selecti
vity.Bioorg. Med. Chem. Lett. 2015, 26, 778‑781.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
上記のように、チロシンキナーゼ活性の測定方法は数多く知られているが、いずれもハ

40

イスループット化や感度などに問題がある。
【０００６】
また、チロシンホスファターゼについては、上記した二つの方法はいずれも大きな問題
を有している。マラカイトグリーンを用いた方法は、無機リン酸を定量することから、測
定の際無機リン酸が存在する条件（例えば、リン酸を含むバッファー中）では使用できな
いという問題があり、また、測定感度の点からも満足のいくものではない。リン酸化チロ
シンミミックを用いた方法は、リン酸化チロシンミミックがホスファターゼと非選択的に
反応してしまうため、測定対象とするチロシンホスファターゼ以外のホスファターゼが存
在する条件では使用できないという問題がある。
【０００７】
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このように従来のチロシンホスファターゼ及びチロシンキナーゼ活性の測定方法には多
くの問題がある。本発明は、問題の多いこれらの方法に代わる新たな活性測定手段を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明者は、上記課題を解決するため、鋭意検討を重ねた結果、ルミノールの誘導体が
リン酸化していないチロシン残基に結合するのに対し、リン酸化したチロシン残基には結
合しないことを見出し、この知見に基づき、本発明を完成するに至った。
【０００９】
即ち、本発明は、以下の〔１〕〜〔２２〕を提供するものである。

10

〔１〕以下の工程を含むことを特徴とするチロシンホスファターゼ活性の測定方法、
（１）測定対象とするチロシンホスファターゼとリン酸化チロシン残基を含むペプチドを
反応させ、リン酸化チロシン残基を脱リン酸化する工程、
（２）脱リン酸化させたチロシン残基に、酸化剤及び金属触媒の存在下で、下記の一般式
(I)
【化１】

20

〔式中、Aは共役環を表し、Lは水素原子を表すか、又は共役環上の任意の位置に存在する
末端にクリック反応に用いられる官能基を有するリンカー又は末端に標識物質を有するリ
ンカーを表し、R1は水素原子を表すか、共役環上の任意の位置に存在する１個の放射性同
位体、若しくはクリック反応に用いられる官能基を表すか、又は共役環上の任意の位置に
存在する１個若しくは２個のアミノ基、アセトアミド基、ヒドロキシ基、アルキル基、若
しくはアルコキシ基を表し、R2及びR3は、それぞれ水素原子、アルキル基、置換基を有し
ていてもよい芳香族基を表す。〕

30

で表される化合物を結合させる工程、
（３）ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定し、その量からチロシ
ンホスファターゼ活性を求める工程。
【００１０】
〔２〕 一般式(I)で表される化合物が、下記の一般式(Ia)
【化２】

40

〔式中、Lは上記と同じ意味である。〕
で表される化合物であることを特徴とする〔１〕に記載のチロシンホスファターゼ活性の
測定方法。
【００１１】
〔３〕リン酸化チロシン残基を含むペプチドに蛍光物質を結合させ、一般式(I)で表され
る化合物と特異的に結合する担体を用いて、ペプチドに結合した一般式(I)で表される化
合物を単離し、前記蛍光物質によってペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の
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量を測定することを特徴とする〔１〕又は〔２〕に記載のチロシンホスファターゼ活性の
測定方法。
【００１２】
〔４〕リン酸化チロシン残基を含むペプチドに蛍光物質を結合させ、一般式(I)で表され
る化合物に、前記蛍光物質とFRETペアを形成する蛍光物質又は前記蛍光物質に対するクエ
ンチャーを結合させ、ペプチドに結合させた蛍光物質及び／又は一般式(I)で表される化
合物に結合させた蛍光物質の蛍光の変化によって、ペプチドに結合した一般式(I)で表さ
れる化合物の量を測定することを特徴とする〔１〕又は〔２〕に記載のチロシンホスファ
ターゼ活性の測定方法。
【００１３】

10

〔５〕リン酸化チロシン残基を含むペプチドと下記の一般式(I)
【化３】

〔式中、Aは共役環を表し、Lは水素原子を表すか、又は共役環上の任意の位置に存在する

20

末端にクリック反応に用いられる官能基を有するリンカー又は末端に標識物質を有するリ
ンカーを表し、R1は水素原子を表すか、共役環上の任意の位置に存在する１個の放射性同
位体、若しくはクリック反応に用いられる官能基を表すか、又は共役環上の任意の位置に
存在する１個若しくは２個のアミノ基、アセトアミド基、ヒドロキシ基、アルキル基、若
しくはアルコキシ基を表し、R2及びR3は、それぞれ水素原子、アルキル基、置換基を有し
ていてもよい芳香族基を表す。〕
で表される化合物を含むことを特徴とするチロシンホスファターゼ活性測定用キット。
【００１４】
〔６〕一般式(I)で表される化合物が、下記の一般式(Ia)
【化４】

30

〔式中、Lは上記と同じ意味である。〕
で表される化合物であることを特徴とする〔５〕に記載のチロシンホスファターゼ活性測
定用キット。
【００１５】
〔７〕以下の工程を含むことを特徴とするチロシンホスファターゼ阻害剤又は活性化剤の
スクリーニング方法、
（１）被験物質の存在下で、チロシンホスファターゼとリン酸化チロシン残基を含むペプ
チドを接触させる工程、
（２）チロシンホスファターゼと接触させたリン酸化チロシン残基を含むペプチドを、酸
化剤及び金属触媒の存在下で、下記の一般式(I)
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【化５】

〔式中、Aは共役環を表し、Lは水素原子を表すか、又は共役環上の任意の位置に存在する
末端にクリック反応に用いられる官能基を有するリンカー又は末端に標識物質を有するリ

10

1

ンカーを表し、R は水素原子を表すか、共役環上の任意の位置に存在する１個の放射性同
位体、若しくはクリック反応に用いられる官能基を表すか、又は共役環上の任意の位置に
存在する１個若しくは２個のアミノ基、アセトアミド基、ヒドロキシ基、アルキル基、若
しくはアルコキシ基を表し、R2及びR3は、それぞれ水素原子、アルキル基、置換基を有し
ていてもよい芳香族基を表す。〕
で表される化合物と接触させる工程、
（３）ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定し、その量からチロシ
ンホスファターゼ活性を求める工程。
【００１６】
〔８〕一般式(I)で表される化合物が、下記の一般式(Ia)
【化６】

20

〔式中、Lは上記と同じ意味である。〕
で表される化合物であることを特徴とする〔７〕に記載のチロシンホスファターゼ阻害剤

30

又は活性化剤のスクリーニング方法。
【００１７】
〔９〕リン酸化チロシン残基を含むペプチドに蛍光物質を結合させ、一般式(I)で表され
る化合物と特異的に結合する担体を用いて、ペプチドに結合した一般式(I)で表される化
合物を単離し、ペプチドに結合した蛍光物質によって一般式(I)で表される化合物の量を
測定することを特徴とする〔７〕又は〔８〕に記載のチロシンホスファターゼ阻害剤又は
活性化剤のスクリーニング方法。
【００１８】
〔１０〕リン酸化チロシン残基を含むペプチドに蛍光物質を結合させ、一般式(I)で表さ
れる化合物に、前記蛍光物質とFRETペアを形成する蛍光物質又は前記蛍光物質に対するク
エンチャーを結合させ、ペプチドに結合させた蛍光物質及び／又は一般式(I)で表される
化合物に結合させた蛍光物質の蛍光の変化によって、ペプチドに結合した一般式(I)で表
される化合物の量を測定することを特徴とする〔７〕又は〔８〕に記載のチロシンホスフ
ァターゼ阻害剤又は活性化剤のスクリーニング方法。
【００１９】
〔１１〕リン酸化チロシン残基を含むペプチドと下記の一般式(I)
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【化７】

〔式中、Aは共役環を表し、Lは水素原子を表すか、又は共役環上の任意の位置に存在する
末端にクリック反応に用いられる官能基を有するリンカー又は末端に標識物質を有するリ

10

1

ンカーを表し、R は水素原子を表すか、共役環上の任意の位置に存在する１個の放射性同
位体、若しくはクリック反応に用いられる官能基を表すか、又は共役環上の任意の位置に
存在する１個若しくは２個のアミノ基、アセトアミド基、ヒドロキシ基、アルキル基、若
しくはアルコキシ基を表し、R2及びR3は、それぞれ水素原子、アルキル基、置換基を有し
ていてもよい芳香族基を表す。〕
で表される化合物を含むことを特徴とする糖尿病の診断薬。
【００２０】
〔１２〕一般式(I)で表される化合物が、下記の一般式(Ia)
【化８】
20

〔式中、Lは上記と同じ意味である。〕
で表される化合物であることを特徴とする〔１１〕に記載の糖尿病の診断薬。
【００２１】
〔１３〕以下の工程を含むことを特徴とするチロシンキナーゼ活性の測定方法、

30

（１）測定対象とするチロシンキナーゼと非リン酸化チロシン残基を含むペプチドを反応
させ、非リン酸化チロシン残基をリン酸化する工程、
（２）リン酸化しなかったチロシン残基に、酸化剤及び金属触媒の存在下で、下記の一般
式(I)
【化９】

40

〔式中、Aは共役環を表し、Lは水素原子を表すか、又は共役環上の任意の位置に存在する
末端にクリック反応に用いられる官能基を有するリンカー又は末端に標識物質を有するリ
ンカーを表し、R1は水素原子を表すか、共役環上の任意の位置に存在する１個の放射性同
位体、若しくはクリック反応に用いられる官能基を表すか、又は共役環上の任意の位置に
存在する１個若しくは２個のアミノ基、アセトアミド基、ヒドロキシ基、アルキル基、若
しくはアルコキシ基を表し、R2及びR3は、それぞれ水素原子、アルキル基、置換基を有し
ていてもよい芳香族基を表す。〕
で表される化合物を結合させる工程、
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（３）工程（２）においてペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定す
る工程、
（４）工程（１）で使用した非リン酸化チロシン残基を含むペプチドの非リン酸化チロシ
ン残基に、酸化剤及び金属触媒の存在下で、一般式(I)で表される化合物を結合させる工
程、
（５）工程（４）においてペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定す
る工程、
（６）工程（３）で測定したペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量と工程
（５）で測定したペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量からチロシンキナ
ーゼ活性を求める工程。

10

【００２２】
〔１４〕一般式(I)で表される化合物が、下記の一般式(Ia)
【化１０】

20
〔式中、Lは上記と同じ意味である。〕
で表される化合物であることを特徴とする〔１３〕に記載のチロシンキナーゼ活性の測定
方法。
【００２３】
〔１５〕非リン酸化チロシン残基を含むペプチドに蛍光物質を結合させ、一般式(I)で表
される化合物と特異的に結合する担体を用いて、ペプチドに結合した一般式(I)で表され
る化合物を単離し、前記蛍光物質によってペプチドに結合した一般式(I)で表される化合
物の量を測定することを特徴とする〔１３〕又は〔１４〕に記載のチロシンキナーゼ活性
の測定方法。
【００２４】

30

〔１６〕非リン酸化チロシン残基を含むペプチドに蛍光物質を結合させ、一般式(I)で表
される化合物に、前記蛍光物質とFRETペアを形成する蛍光物質又は前記蛍光物質に対する
クエンチャーを結合させ、ペプチドに結合させた蛍光物質及び／又は一般式(I)で表され
る化合物に結合させた蛍光物質の蛍光の変化によって、ペプチドに結合した一般式(I)で
表される化合物の量を測定することを特徴とする〔１３〕又は〔１４〕に記載のチロシン
キナーゼ活性の測定方法。
【００２５】
〔１７〕非リン酸化チロシン残基を含むペプチドと下記の一般式(I)
【化１１】
40

〔式中、Aは共役環を表し、Lは水素原子を表すか、又は共役環上の任意の位置に存在する
末端にクリック反応に用いられる官能基を有するリンカー又は末端に標識物質を有するリ
ンカーを表し、R1は水素原子を表すか、共役環上の任意の位置に存在する１個の放射性同
位体、若しくはクリック反応に用いられる官能基を表すか、又は共役環上の任意の位置に
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存在する１個若しくは２個のアミノ基、アセトアミド基、ヒドロキシ基、アルキル基、若
しくはアルコキシ基を表し、R2及びR3は、それぞれ水素原子、アルキル基、置換基を有し
ていてもよい芳香族基を表す。〕
で表される化合物を含むことを特徴とするチロシンキナーゼ活性測定用キット。
【００２６】
〔１８〕一般式(I)で表される化合物が、下記の一般式(Ia)
【化１２】

10

〔式中、Lは上記と同じ意味である。〕
で表される化合物であることを特徴とする〔１７〕に記載のチロシンキナーゼ活性測定用
キット。
【００２７】
〔１９〕以下の工程を含むことを特徴とするチロシンキナーゼ阻害剤又は活性化剤のスク
リーニング方法、

20

（１）被験物質の存在下で、チロシンキナーゼと非リン酸化チロシン残基を含むペプチド
を接触させる工程、
（２）チロシンキナーゼと接触させた非リン酸化チロシン残基を含むペプチドを、酸化剤
及び金属触媒の存在下で、下記の一般式(I)
【化１３】

30

〔式中、Aは共役環を表し、Lは水素原子を表すか、又は共役環上の任意の位置に存在する
末端にクリック反応に用いられる官能基を有するリンカー又は末端に標識物質を有するリ
ンカーを表し、R1は水素原子を表すか、共役環上の任意の位置に存在する１個の放射性同
位体、若しくはクリック反応に用いられる官能基を表すか、又は共役環上の任意の位置に
存在する１個若しくは２個のアミノ基、アセトアミド基、ヒドロキシ基、アルキル基、若
しくはアルコキシ基を表し、R2及びR3は、それぞれ水素原子、アルキル基、置換基を有し
ていてもよい芳香族基を表す。〕
で表される化合物と接触させる工程、

40

（３）工程（２）においてペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定す
る工程、
（４）工程（１）で使用した非リン酸化チロシン残基を含むペプチドを、酸化剤及び金属
触媒の存在下で、一般式(I)で表される化合物と接触させる工程、
（５）工程（４）においてペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定す
る工程、
（６）工程（３）で測定したペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量と工程
（５）で測定したペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量からチロシンキナ
ーゼ活性を求める工程。
【００２８】
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〔２０〕一般式(I)で表される化合物が、下記の一般式(Ia)
【化１４】

〔式中、Lは上記と同じ意味である。〕

10

で表される化合物であることを特徴とする〔１９〕に記載のチロシンキナーゼ阻害剤又は
活性化剤のスクリーニング方法。
【００２９】
〔２１〕非リン酸化チロシン残基を含むペプチドに蛍光物質を結合させ、一般式(I)で表
される化合物と特異的に結合する担体を用いて、ペプチドに結合した一般式(I)で表され
る化合物を単離し、ペプチドに結合した蛍光物質によって一般式(I)で表される化合物の
量を測定することを特徴とする〔１９〕又は〔２０〕に記載のチロシンキナーゼ阻害剤又
は活性化剤のスクリーニング方法。
【００３０】
〔２２〕非リン酸化チロシン残基を含むペプチドに蛍光物質を結合させ、一般式(I)で表
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される化合物に、前記蛍光物質とFRETペアを形成する蛍光物質又は前記蛍光物質に対する
クエンチャーを結合させ、ペプチドに結合させた蛍光物質及び／又は一般式(I)で表され
る化合物に結合させた蛍光物質の蛍光の変化によって、ペプチドに結合した一般式(I)で
表される化合物の量を測定することを特徴とする〔１９〕又は〔２０〕に記載のチロシン
キナーゼ阻害剤又は活性化剤のスクリーニング方法。
【００３１】
本明細書は、本願の優先権の基礎である日本国特許出願、特願2015‐198320の明細書お
よび／または図面に記載される内容を包含する。
【発明の効果】
【００３２】
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本発明の測定方法は、高い精度で、チロシンホスファターゼやチロシンキナーゼの活性
を測定することができる。チロシンホスファターゼやチロシンキナーゼは、様々な疾患に
関与すると考えられており、それらの治療薬剤の重要な標的となっている。このため、本
発明の測定方法は、これらの酵素を標的とする医薬の開発に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】FRET又は蛍光クエンチャーを利用して一般式(I)で表される化合物の量を測定す
る方法を模式的に説明した図である。
【図２】チロシンホスファターゼ及びチロシンキナーゼの質量分析での活性確認。（A）
はチロシンホスファターゼPTP1BによるpY‑RR‑Srcの脱リン酸化を示し、（B）はチロシン
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キナーゼErbB1によるRR‑Srcのリン酸化を示す。
【図３】RR‑SrcへのN3 compoundの結合を質量分析で確認。
【図４】RR‑SrcとpY‑RR‑Srcの混合物での共有結合修飾。
【図５】N3 compound修飾ペプチドへのクリック反応によるビオチン部位の導入。上段はR
R‑SrcのみのMSチャート（図３のcontrolと同じ）を示し、中段は、N3 compoundとRR‑Src
の混合溶液のMSチャート（図３のN3 comp. 10 eq と同じ）を示し、下段は、N3 compound
とRR‑Srcの混合溶液にDBCO‑biotinを加えた溶液のMSチャートを示す。
【図６】化学修飾ペプチドの蛍光標識による高感度検出。
【図７】マラカイトグリーン法（Promega社のkit）の無機リン酸検出限界。
【発明を実施するための形態】
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【００３４】
以下、本発明を詳細に説明する。
【００３５】
本発明において「炭素数１〜２０のアルキル基」とは、炭素数が１以上２０以下の直鎖
又は分枝鎖アルキル基であり、例えば、メチル基、エチル基、n‑プロピル基、iso‑プロピ
ル基、n‑ブチル基、iso‑ブチル基、sec‑ブチル基、tert‑ブチル基、ペンチル基、iso‑ペ
ンチル基、neo‑ペンチル基、ヘキシル基、iso‑ヘキシル基、ヘプチル基、iso‑ヘプチル基
、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラ
デシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、ノナデ
シル基、イコシル基などである。

10

【００３６】
本発明において「炭素数１〜１０のアルキル基」とは、炭素数が１以上１０以下の直鎖
又は分枝鎖アルキル基であり、例えば、メチル基、エチル基、n‑プロピル基、iso‑プロピ
ル基、n‑ブチル基、iso‑ブチル基、sec‑ブチル基、tert‑ブチル基、ペンチル基、iso‑ペ
ンチル基、neo‑ペンチル基、ヘキシル基、iso‑ヘキシル基、ヘプチル基、iso‑ヘプチル基
、オクチル基、ノニル基、デシル基などである。
【００３７】
本発明において「炭素数１〜３のアルキル基」とは、炭素数が１以上３以下の直鎖又は
分枝鎖アルキル基であり、例えば、メチル基、エチル基、n‑プロピル基、iso‑プロピル基
などである。
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【００３８】
本発明において「炭素数１〜２０のアルコキシ基」とは、炭素数が１以上２０以下の直
鎖又は分枝鎖アルコキシ基であり、例えば、メトキシ基、エトキシ基、n‑プロポキシ基、
iso‑プロポキシ基、n‑ブトキシ基、iso‑ブトキシ基、sec‑ブトキシ基、tert‑ブトキシ基
、ペンチルオキシ基、iso‑ペンチルオキシ基、neo‑ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基
、iso‑ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、iso‑ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基
、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、ウンデシルオキシ基、ドデシルオキシ基、トリデシ
ルオキシ基、テトラデシルオキシ基、ペンタデシルオキシ基、ヘキサデシルオキシ基、ヘ
プタデシルオキシ基、オクタデシルオキシ基、ノナデシルオキシ基、イコシルオキシ基な
どである。
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【００３９】
本発明において「炭素数１〜１０のアルコキシ基」とは、炭素数が１以上１０以下の直
鎖又は分枝鎖アルコキシ基であり、例えば、メトキシ基、エトキシ基、n‑プロポキシ基、
iso‑プロポキシ基、n‑ブトキシ基、iso‑ブトキシ基、sec‑ブトキシ基、tert‑ブトキシ基
、ペンチルオキシ基、iso‑ペンチルオキシ基、neo‑ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基
、iso‑ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、iso‑ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基
、ノニルオキシ基、デシルオキシ基などである。
【００４０】
本発明において「炭素数１〜３のアルコキシ基」とは、炭素数が１以上３以下の直鎖又
は分枝鎖アルコキシ基であり、例えば、メトキシ基、エトキシ基、n‑プロポキシ基、iso‑
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プロポキシ基などである。
【００４１】
本発明において「置換基を有していてもよい芳香族基」とは、置換基を有していない芳
香族基又は少なくとも一つの置換基を有している芳香族基を意味する。ここで、「芳香族
基」とは、芳香族化合物から一個の水素原子を除いた基をいい、例えば、フェニル基、1‑
ナフチル基、2‑ナフチル基、ピリジン‑2‑イル基、ピリジン‑3‑イル基、ピリジン‑4‑イル
基、ピリミジン‑2‑イル基、ピリミジン‑4‑イル基、ピリミジン‑5‑イル基、ピラジン‑2‑イ
ル基、ピラジン‑3‑イル基、ピリダジン‑3‑イル基、ピリダジン‑4‑イル基、フラン‑2‑イル
基、フラン‑3‑イル基、チオフェン‑2‑イル基、チオフェン‑3‑イル基、ピロール‑1‑イル基
、ピロール‑2‑イル基、ピロール‑3‑イル基、ピラゾール‑1‑イル基、ピラゾール‑3‑イル基
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、ピラゾール‑4‑イル基、ピラゾール‑5‑イル基、イミダゾール‑1‑イル基、イミダゾール‑
2‑イル基、イミダゾール‑4‑イル基、イミダゾール‑5‑イル基などである。置換基としては
、メチル基、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヒドロキシ基、及びメトキシ基などから
なる群から選択することができる。少なくとも一つの置換基を有している芳香族基の好適
な例としては、少なくとも一つの置換基を有しているフェニル基を挙げることができ、そ
の具体例としては、2‑メチルフェニル基、3‑メチルフェニル基、4‑メチルフェニル基、2,
3‑ジメチルフェニル基、2,4‑ジメチルフェニ基、2,5‑ジメチルフェニル基、2,6‑ジメチル
フェニル基、3,4‑ジメチルフェニル基、3,5‑ジメチルフェニル基、2‑フルオロフェニル基
、3‑フルオロフェニル基、4‑フルオロフェニル基、2,3‑ジフルオロフェニル基、2,4‑ジフ
ルオロフェニル基、2,5‑ジフルオロフェニル基、2,6‑ジフルオロフェニル基、3,4‑ジフル
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オロフェニル基、3,5‑ジフルオロフェニル基、2‑クロロフェニル基、3‑クロロフェニル基
、4‑クロロフェニル基、2,3‑ジクロロフェニル基、2,4‑ジクロロフェニル基、2,5‑ジクロ
ロフェニル基、2,6‑ジクロロフェニル基、3,4‑ジクロロフェニル基、3,5‑ジクロロフェニ
ル基、2‑ブロモフェニル基、3‑ブロモフェニル基、4‑ブロモフェニル基、2,3‑ジブロモフ
ェニル基、2,4‑ジブロモフェニル基、2,5‑ジブロモフェニル基、2,6‑ジブロモフェニル基
、3,4‑ジブロモフェニル基、3,5‑ジブロモフェニル基、2‑ヒドロキシフェニル基、3‑ヒド
ロキシフェニル基、4‑ヒドロキシフェニル基、2‑メトキシフェニル基、3‑メトキシフェニ
ル基、4‑メトキシフェニル基などを挙げることができる。
【００４２】
本発明において「クリック反応に用いられる官能基」とは、例えば、アジド基やエチニ
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ル基である。
【００４３】
本発明において「共役環」とは、共役二重結合を有する環をいう。共役環は、芳香環で
あっても、非芳香環であってもよい。また、共役環は、炭素原子のみからなる環であって
も、炭素以外の原子、例えば、窒素、酸素、硫黄などの原子を含む複素環であってもよい
。共役環の具体例としては、ベンゼン環、1,3‑シクロヘキサジエン環、ピリジン環、ピリ
ミジン環、ピラジン環、ピリダジン環、トリアジン環などの６員環、シクロペンタジエン
環、フラン環、チオフェン環、ピロール環、ピラゾール環、イミダゾール環などの５員環
などを挙げることができる。
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【００４４】
11

本発明において「放射性同位体」とは、例えば、
99m

Br、

111

Tc、

In、

67

Ga、

201

123

Tl、

13

C、

N、

15

O、

18

F、

62

68

Cu、

76

Ga、

I、

133

Xeなどを挙げることができる。これらの中で
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好適な放射性同位体としては、

Fを挙げることができる。

【００４５】
本発明において「標識物質」とは、ペプチドなどと直接的又は間接的に結合することに
より、そのペプチドを検出できるようにする物質をいい、例えば、蛍光物質、放射性同位
体、特定の物質と相互作用をする物質などである。蛍光物質としては、例えば、フルオレ
セイン、フルオレセインイソチオシアネート(FITC)、ローダミンなどを挙げることができ
、特定の物質と相互作用をする物質としては、例えば、ビオチン、ジニトロフェニル基等
の低分子抗体の抗原になりうる構造を持つ物質、Halo Tag（登録商標）やSNAP‑tag（登録
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商標）等の共有結合を形成できる分子構造を持つ物質などを挙げることができる。
【００４６】
本発明において「標識物質を含む基」とは、例えば、標識物質を、‑X‑[CH2CH2‑Y]m‑(CH
1

2)n‑Z

〔ここで、X及びYはそれぞれCH2、O、NH、S、NHCO、又はCOを表し、Z1はN3、又はC

CHを表し、m及びnはそれぞれ0〜12の整数を表す。〕で表されるリンカーと結合させた場
合において、‑X‑[CH2CH2‑Y]m‑(CH2)n‑以外の部分をいう。
【００４７】
〔１〕チロシンホスファターゼ活性の測定方法
本発明のチロシンホスファターゼ活性の測定方法は、（１）測定対象とするチロシンホ
スファターゼとリン酸化チロシン残基を含むペプチドを反応させ、リン酸化チロシン残基
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を脱リン酸化する工程、（２）脱リン酸化させたチロシン残基に、酸化剤及び金属触媒の
存在下で、下記の一般式(I)
【化１５】

10
〔式中、Aは共役環を表し、Lは水素原子を表すか、又は共役環上の任意の位置に存在する
末端にクリック反応に用いられる官能基を有するリンカー又は末端に標識物質を有するリ
ンカーを表し、R1は水素原子を表すか、共役環上の任意の位置に存在する１個の放射性同
位体、若しくはクリック反応に用いられる官能基を表すか、又は共役環上の任意の位置に
存在する１個若しくは２個のアミノ基、アセトアミド基、ヒドロキシ基、アルキル基、若
しくはアルコキシ基を表し、R2及びR3は、それぞれ水素原子、アルキル基、置換基を有し
ていてもよい芳香族基を表す。〕
で表される化合物を結合させる工程、及び（３）ペプチドに結合した一般式(I)で表され
る化合物の量を測定し、その量からチロシンホスファターゼ活性を求める工程を含むこと
を特徴とするものである。
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【００４８】
マラカイトグリーンやリン酸化チロシンミミックを用いた従来法では、無機リン酸やホ
スファターゼ存在下でチロシンホスファターゼ活性を正確に測定することは困難である。
細胞破砕物や細胞ライセートには、通常、無機リン酸やホスファターゼが含まれているの
で、従来法では、これらに含まれているチロシンホスファターゼをそのままの状態で測定
することは不可能であり、測定対象とするチロシンホスファターゼの精製が必要である。
これに対し、本発明の方法は、チロシンホスファターゼを精製することなく、細胞破砕物
や細胞ライセート中に含まれているチロシンホスファターゼをそのままの状態で測定する
ことができる。細胞破砕物や細胞ライセートからチロシンホスファターゼを精製すること
は労力の要する作業であり、これを省略できる点で、本発明の方法は、従来法よりも優れ
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ている。また、チロシンホスファターゼが精製された状態ではなく、細胞破砕物や細胞ラ
イセート中に存在する状態でその活性を測定できるということは、より生体内に近い状態
で活性の測定ができるということであり、この点においても、従来法よりも優れている。
【００４９】
〔１−１〕工程（１）
工程（１）では、測定対象とするチロシンホスファターゼとリン酸化チロシン残基を含
むペプチドを反応させ、リン酸化チロシン残基を脱リン酸化する。
【００５０】
測定対象とするチロシンホスファターゼは、ペプチド中のリン酸化されたチロシン残基
を脱リン酸化できるものであればどのようなものでもよく、例えば、PTP1B、SHP1,2、TCP
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TP、CD45、DEP1、LAR PTP、PRL‑1、LMW‑PTPなどを挙げることができる。チロシンホスフ
ァターゼには、特定の疾患と関連性が指摘されているものもある。例えば、糖尿病との関
連性が指摘されているPTP1B、異常な顔骨格形成、低身長、肥大型心筋症などを伴うNoona
n症症候群との関連性が指摘されているSHP‑2、大腸がんへの関連性が指摘されているDEP1
などである。このようなチロシンホスファターゼを測定対象としてもよい。上述したよう
にチロシンホスファターゼは未精製のものを使用することができるが、精製されたものを
使用してもよい。未精製のチロシンホスファターゼとしては、例えば、チロシンホスファ
ターゼを含む生体採取物（例えば、細胞破砕物、細胞ライセート、血液、血しょう、尿な
ど）を挙げることができる。
【００５１】
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上記のように、チロシンホスファターゼは、特定の疾患と関連するものがあるので、こ
の酵素の活性を測定することにより、疾患の診断を行うことができる。このような疾患と
しては、後述する糖尿病のほかに、がんなどを挙げることができる。疾患の診断に利用可
能なチロシンホスファターゼの具体例を以下に示す。
【００５２】
１）PTP1B
PTP1Bの活性化がインスリン抵抗性の原因となっているという報告があり（Haftchenary
et al., ACS Med. Chem. Lett. 2015, 6, 982‑986）、このことから、PTP1Bの活性測定
により、インスリン抵抗性や糖尿病を診断できると考えられる。PTP1Bは、主に筋肉、肝
臓、脂肪組織で発現しているので、これらの器官や組織の破砕物中に含まれるPTP1Bを測

10

定対象とすることができる。
【００５３】
２）LAR(leukocyte common antigen‑related) PTP
筋肉におけるLAR PTPの高活性化がインスリン抵抗性の発症に関与しているという報告
がある（Zabolotny et al., Proc Natl Acad Sci U S A, 2001, 98(9):5187‑92）。この
ことから、LAR PTPの活性測定により、インスリン抵抗性や糖尿病を診断できると考えら
れる。
【００５４】
３）PRL‑1 (Phosphatase of Regenerating Liver 1)
被検者から細胞を採取し、その細胞中のPRL‑1活性を評価し、膵臓癌の診断をする方法
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が知られている（特表2006‑519616）。
【００５５】
４）低分子タンパク質チロシンホスファターゼ（LMW‑PTP）
哺乳類から得られる細胞可溶化物中で、LMW‑PTPが過剰発現しているかどうかにより、
癌を診断する方法が知られている（特表2006‑501153）。
【００５６】
５）SHP1
SHP1は、ピロリ菌の発癌タンパク質であるCagAの活性を低下させ、また、この酵素は、
EBウイルスの感染により発現が抑制される（Saju et al., Nat Microbiol. 2016 Mar 14;
1:16026. doi: 10.1038/nmicrobiol.2016.26.）。従って、胃の上皮細胞におけるSHP1活
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性を測定することにより、胃がんの罹り易さを診断できる。
【００５７】
ペプチドはリン酸化されたチロシン残基を含むものであればどのようなものでもよい。
ペプチドの鎖長は、取扱いの容易さなどから、10〜20程度であることが好ましいが、非常
に長く、一般的には「ペプチド」ではなく、「タンパク質」と認識されているような鎖長
のペプチドであってもよい。また、ペプチドは何らかの機能を持つものである必要はない
が、特定の機能を持つペプチドやタンパク質を使用してもよい。このようなタンパク質等
としては、例えば、活性中心のリン酸化チロシン残基以外に本反応で修飾を受けるチロシ
ン残基が存在しない（または少ない）チロシンホスファターゼ基質タンパク質、もしくは
、活性中心のリン酸化チロシン残基以外に修飾反応が進行しないように、あらかじめ脱リ
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ン酸化状態の活性中心以外のチロシン残基を修飾反応でキャッピングされたようなチロシ
ンホスファターゼ基質タンパク質などを使用することができる。
【００５８】
ペプチド中に含まれるリン酸化チロシン残基は一つでよいが、二つ以上あってもよい。
【００５９】
ペプチドはリン酸化されたチロシン残基のみを含み、非リン酸化チロシン残基を含まな
いものが好ましいが、非リン酸化チロシン残基を含んでいてもよい。この場合、一般式(I
)で表される化合物は、チロシンホスファターゼ活性により脱リン酸化されたチロンシン
残基だけでなく、元から存在する非リン酸化チロシン残基にも結合してしまうので、その
分を差し引いてチロシンホスファターゼ活性を求める必要がある。
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【００６０】
この反応に使用するチロシンホスファターゼの量は特に限定されないが、ペプチド1 mo
lに対し、通常、1×10‑4〜1×10‑2 molであり、好適には、1×10‑3〜1×10‑2 molである
。
【００６１】
この反応に使用する緩衝液は、特に限定されず、酢酸ナトリウム、リン酸、トリスヒド
ロキシメチルアミノメタン、スルホン酸系緩衝剤（HEPES, MESなど）などを含む緩衝液を
使用することができる。
【００６２】
反応時のpHは、特に限定されないが、通常、3〜9であり、好適には、5〜7である。

10

【００６３】
反応温度は、特に限定されないが、通常、4〜40 ℃であり、好適には、20〜40 ℃であ
る。
【００６４】
反応時間は、特に限定されないが、通常、5分〜24時間であり、好適には、30分〜2時間
である。
【００６５】
〔１−２〕工程（２）
工程（２）では、脱リン酸化させたチロシン残基に、酸化剤及び金属触媒の存在下で、
一般式(I)で表される化合物を結合させる。
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【００６６】
酸化剤としては、通常は過酸化水素を用いるが、反応を進行させ得るものであればこれ
に限定されず、例えば、アンモニウムパースルフェート(APS)、ターシャリブチルペルオ
キシド、クメンペルオキシドなどを用いてもよい。
【００６７】
金属触媒としては、反応を進行させ得るものであればどのようなものでもよいが、ポル
フィリン金属錯体を用いるのが好ましい。ポルフィリン金属錯体としては、ポルフィリン
銅錯体やポルフィリンコバルト錯体などを用いてもよいが、ポルフィリン鉄錯体を用いる
のが好ましい。ポルフィリン鉄錯体としては、ポルフィリン鉄錯体そのもののほか、ポル
フィリン鉄錯体を含むタンパク質などを使用してもよい。ポルフィリン鉄錯体の具体例と
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しては、ヘミン、ヘモグロビン、ホースラディッシュペルオキシダーゼ（HRP）、ミオグ
ロビン、シトクロムなどを挙げることができ、これらの中でも、HRPを使用することが好
ましい。
【００６８】
一般式(I)においてAは共役環を表す。Aは共役環であればよいが、ベンゼン環であるこ
とが好ましい。
【００６９】
一般式(I)においてR1は水素原子を表すか、共役環上の任意の位置に存在する１個の放
射性同位体、若しくはクリック反応に用いられる官能基を表すか、又は共役環上の任意の
位置に存在する１個若しくは２個のアミノ基、アセトアミド基、ヒドロキシ基、アルキル
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基、若しくはアルコキシ基を表す。ここで、アルキル基及びアルコキシ基の炭素数は特に
限定されないが、炭素数が１〜２０であることが好ましく、炭素数が１〜１０であること
が更に好ましく、炭素数が１〜３であることが特に好ましい。R1は、前記した基であれば
よいが、水素原子、又は１個のアミノ基、アセトアミド基、若しくはメトキシ基であるこ
とが好ましく、水素原子、又は１個のメトキシ基であることが更に好ましい。上記の置換
基が２個存在する場合、各置換基は同一であっても、異なっていてもよい。置換基は共役
環上の任意の位置に存在してよいが、合成上の容易さなどから、隣接する複素環から離れ
た位置に存在することが好ましい。
【００７０】
一般式(I)においてR2は水素原子、アルキル基、置換基を有していてもよい芳香族基を
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表す。ここで、アルキル基の炭素数は特に限定されないが、炭素数が１〜２０であること
が好ましく、炭素数が１〜１０であることが更に好ましく、炭素数が１〜３であることが
特に好ましい。R2は、前記した基であればよいが、メチル基又はフェニル基であることが
好ましく、メチル基であることが更に好ましい。
【００７１】
一般式(I)においてR3は水素原子、アルキル基、置換基を有していてもよい芳香族基を
表す。ここで、アルキル基の炭素数は特に限定されないが、炭素数が１〜２０であること
が好ましく、炭素数が１〜１０であることが更に好ましく、炭素数が１〜３であることが
特に好ましい。R3は、前記した基であればよいが、水素原子であることが好ましい。
【００７２】
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一般式(I)においてLは、水素原子、末端にクリック反応に用いられる官能基を有するリ
ンカー、又は末端に標識物質を有するリンカーを表す。末端にクリック反応に用いられる
官能基を有するリンカーは、このような官能基が結合性を失わないような構造であればど
のような構造でもよいが、‑X‑[CH2CH2‑Y]m‑(CH2)n‑Z1〔ここで、X及びYはそれぞれCH2、O
、NH、S、NHCO、又はCOを表し、Z1はN3、又はCCHを表し、m及びnはそれぞれ0〜12の整数
を表す。〕で表されるリンカーが好ましく、‑O‑CH2‑CCH、‑O‑(CH2)6‑N3が更に好ましい。
なお、mが0とは、[CH2CH2‑Y]が存在しないことを意味し、nが0とは(CH2)が存在しないこ
とを意味する。末端に標識物質を有するリンカーは、標識物質が機能を失わないような構
造であればどのような構造でもよいが、‑X‑[CH2CH2‑Y]m‑(CH2)n‑Z2〔ここで、X及びYはそ
れぞれCH2、O、NH、S、NHCO、又はCOを表し、Z2は標識物質を含む基を含む基を表し、m及
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びnはそれぞれ0〜12の整数を表す。〕で表されるリンカーが好ましい。
【００７３】
一般式(I)で表される化合物の好ましい例としては、下記の一般式(Ia)
【化１６】

30
で表される化合物を挙げることができる。ここで、Lはベンゼン環上の任意の位置に存在
してよいが、ジヒドロフタラジン環上の６位又は７位に存在することが好ましい。また、
一般式(Ia)で表される化合物は、一種類の化合物だけ使用してもよいが、二種類以上の化
合物の混合物を使用してもよい。例えば、Lが６位に存在する化合物とLが７位に存在する
化合物の混合物を使用してもよい。
【００７４】
一般式(I)で表される化合物は、ペプチド中の脱リン酸化させたチロシン残基に結合す
るが、このチロシン残基に1分子結合する場合と2分子結合する場合とがある。一般式(I)
で表される化合物の量が、ペプチド、酸化剤及び金属触媒の量よりも相対的に少ない場合
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には一般式(I)で表される化合物はチロシン残基に2分子結合し、相対的に多い場合には一
般式(I)で表される化合物はチロシン残基に1分子結合する。従って、使用する一般式(I)
で表される化合物、ペプチド、酸化剤及び金属触媒の量比を調整することにより、チロシ
ン残基に結合する一般式(I)で表される化合物の個数を制御することができる。
【００７５】
使用するペプチドの量は特に限定されないが、一般式(I)で表される化合物1molに対し
、通常、0.001〜1 molであり、チロシン残基に２分子の一般式(I)で表される化合物を結
合させる場合には、0.0005〜0.5 molである。
【００７６】
使用する酸化剤の量は特に限定されないが、一般式(I)で表される化合物1molに対し、
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通常、1〜100 molであり、チロシン残基に２分子の一般式(I)で表される化合物を結合さ
せる場合にも、1〜100 molである。
【００７７】
使用する金属触媒の量は特に限定されないが、一般式(I)で表される化合物1molに対し
、通常、1×10−5〜1×10−3 molであり、チロシン残基に２分子の一般式(I)で表される
化合物を結合させる場合にも、1×10−5〜1×10−3 molである。
【００７８】
この反応に使用する緩衝液は、特に限定されず、リン酸緩衝液、トリスヒドロキシメチ
ルアミノメタン、スルホン酸系緩衝剤（HEPES, MESなど）などを含む緩衝液などを使用す
ることができる。なお、マラカイトグリーンを用いた従来のチロシンホスファターゼ活性
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の測定方法では、反応によって生じるリン酸塩を定量するため、リン酸塩を含む緩衝液を
使用できないが、本発明の方法では問題なく使用することができる。
【００７９】
反応時のpHは、特に限定されないが、通常、5〜9であり、好適には、7〜8である。
【００８０】
反応温度は、特に限定されないが、通常、4〜70 ℃であり、好適には、20〜30 ℃であ
る。
【００８１】
反応時間は、特に限定されないが、通常、15分〜24時間であり、好適には、30分〜2時
間である。
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【００８２】
工程（２）は、工程（１）の終了後に行ってもよく、また、工程（１）と同時に行って
もよい。即ち、チロシンホスファターゼとペプチドとの反応を、チロシンホスファターゼ
を失活させることなどにより、終了させ、その後、一般式(I)で表される化合物、酸化剤
及び金属触媒を添加し、脱リン酸化したチロシン残基に一般式(I)で表される化合物に結
合させてもよく、また、チロシンホスファターゼ、ペプチド、一般式(I)で表される化合
物、酸化剤及び金属触媒を混合し、チロシン残基の脱リン酸化とその脱リン酸化したチロ
シン残基への一般式(I)で表される化合物の結合が同時に起こるようにしてもよい。
【００８３】
〔１−３〕工程（３）
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工程（３）では、ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定し、その
量からチロシンホスファターゼ活性を求める。
【００８４】
ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定する方法は特に限定されず
、例えば、一般式(I)で表される化合物が標識物質を含んでいる場合は、その標識物質に
よって測定することができ、また、一般式(I)で表される化合物がクリック反応に用いら
れる官能基を含んでいる場合は、その官能基に標識物質を結合させ、その標識物質によっ
て測定することができる。また、以下のような方法によっても、ペプチドに結合した一般
式(I)で表される化合物の量を測定することができる。
【００８５】
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（Ａ）一般式(I)で表される化合物と特異的に結合する担体を用いる方法
この方法では、リン酸化チロシン残基を含むペプチドに蛍光物質を結合させ、一般式(I
)で表される化合物と特異的に結合する担体を用いて、ペプチドに結合した一般式(I)で表
される化合物を単離し、ペプチドに結合した蛍光物質によって一般式(I)で表される化合
物の量を測定する。
【００８６】
蛍光物質としては、フルオレセイン、FITC、ローダミンなどを使用することができる。
【００８７】
一般式(I)で表される化合物と特異的に結合する担体としては、一般式(I)で表される化
合物がビオチンを含んでいるのであれば、アビジンやストレプトアビジンが結合したビー
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ズなどを使うことができる。また、アビジンやストレプトアビジンが固定されたプレート
なども使用できる。
【００８８】
（Ｂ）FRETを利用する方法
この方法では、リン酸化チロシン残基を含むペプチドに蛍光物質を結合させ、一般式(I
)で表される化合物に、前記蛍光物質とFRETペアを形成する蛍光物質を結合させ、ペプチ
ドに結合させた蛍光物質及び／又は一般式(I)で表される化合物に結合させた蛍光物質の
蛍光の変化によって、ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定する。
【００８９】
図１は、このFRETを利用する方法を模式的に説明した図である。
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【００９０】
FRETペアを形成する蛍光物質としては、FITCとローダミン、FITCとCy3、Cy3とCy5など
を挙げることができる。
【００９１】
脱リン酸化したチロシン残基に一般式(I)で表される化合物が結合すると、ドナーとな
る蛍光物質の蛍光強度が弱くなる一方、アクセプターとなる蛍光物質の蛍光強度が強くな
る。従って、ドナーとなる蛍光物質の蛍光強度若しくはアクセプターとなる蛍光物質の蛍
光強度、又は両方の蛍光強度の変化を測定することによって、ペプチドに結合した一般式
(I)で表される化合物の量を測定することができる。なお、リン酸化チロシン残基を含む
ペプチドに結合させた蛍光物質をドナーとし、一般式(I)で表される化合物に結合させた
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蛍光物質をアクセプターとしても、逆にリン酸化チロシン残基を含むペプチドに結合させ
た蛍光物質をアクセプターとし、一般式(I)で表される化合物に結合させた蛍光物質をド
ナーとしてもよい。
【００９２】
この方法では、洗浄操作が不要なので、チロシンホスファターゼ活性測定のハイスルー
プット化に適している。
【００９３】
（Ｃ）蛍光クエンチャーを利用する方法
この方法では、リン酸化チロシン残基を含むペプチドに蛍光物質を結合させ、一般式(I
)で表される化合物に、前記蛍光物質に対するクエンチャーを結合させ、ペプチドに結合
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させた蛍光物質の蛍光の変化によって、ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物
の量を測定する。
【００９４】
図１は、この蛍光クエンチャーを利用する方法を模式的に説明した図である。
【００９５】
クエンチャーとしては、DABCYL, BHQ‑1, BHQ‑2, QSY‑7,などを挙げることができる。
【００９６】
脱リン酸化したチロシン残基に一般式(I)で表される化合物が結合すると、ペプチドに
結合させた蛍光物質の蛍光強度が弱くなるので、この蛍光強度の変化を測定することによ
って、ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定することができる。
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【００９７】
この方法も、洗浄操作が不要なので、チロシンホスファターゼ活性測定のハイスループ
ット化に適している。
【００９８】
〔２〕チロシンホスファターゼ活性測定用キット
本発明のチロシンホスファターゼ活性測定用キットは、リン酸化チロシン残基を含むペ
プチドと一般式(I)で表される化合物を含むことを特徴とする。
【００９９】
このキットに含まれるリン酸化チロシン残基を含むペプチドと一般式(I)で表される化
合物を、チロシンホスファターゼを含む試料に添加すると、チロシンホスファターゼによ
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りペプチド中のリン酸化チロシン残基が脱リン酸化され、この脱リン酸化チロシン残基に
一般式(I)で表される化合物が結合する。このペプチドに結合した一般式(I)で表される化
合物の量を測定することにより、チロシンホスファターゼ活性を測定できる。
【０１００】
リン酸化チロシン残基を含むペプチド及び一般式(I)で表される化合物は、「〔１〕チ
ロシンホスファターゼ活性の測定方法」に記載したものと同様のものを使用できる。
【０１０１】
このキットは、リン酸化チロシン残基を含むペプチドと一般式(I)で表される化合物以
外のものを含んでいてもよい。例えば、一般式(I)で表される化合物が脱リン酸化チロシ
ン残基に結合するためには、酸化剤や金属触媒が必要なので、これらを含んでいてもよい
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。また、ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定するための試薬や器
材、あるいはペプチドや一般式(I)で表される化合物を安定化させるための物質等を含ん
でいてもよい。
【０１０２】
〔３〕チロシンホスファターゼ阻害剤又は活性化剤のスクリーニング方法
本発明のチロシンホスファターゼ阻害剤又は活性化剤のスクリーニング方法は、（１）
被験物質の存在下で、チロシンホスファターゼとリン酸化チロシン残基を含むペプチドを
接触させる工程、（２）チロシンホスファターゼと接触させたリン酸化チロシン残基を含
むペプチドを、酸化剤及び金属触媒の存在下で、一般式(I)で表される化合物と接触させ
る工程、及び（３）ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定し、その
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量からチロシンホスファターゼ活性を求める工程を含むことを特徴とするものである。
【０１０３】
〔３−１〕工程（１）
工程（１）では、被験物質の存在下で、チロシンホスファターゼとリン酸化チロシン残
基を含むペプチドを接触させる。
【０１０４】
被験物質は、いかなる物質であってもよく、天然物、合成化合物のいずれであってもよ
い。具体的には、タンパク質、ペプチド、ビタミン、ホルモン、多糖、オリゴ糖、単糖、
低分子化合物、核酸（DNA、RNA、オリゴヌクレオチド、モノヌクレオチド等）、脂質など
を例示することができる。また、被験物質は精製されているものであってもよいが、未精
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製の細胞抽出液、細胞破砕液、細胞ライセートのようなものであってもよい。
【０１０５】
使用する被験物質の量は特に限定されないが、チロシンホスファターゼ1molに対し、通
常、10〜10000 molであり、好適には、100〜10000 molである。
【０１０６】
チロシンホスファターゼは、「〔１〕チロシンホスファターゼ活性の測定方法」に記載
したものと同様のものを使用できる。「〔１〕チロシンホスファターゼ活性の測定方法」
に記載したチロシンホスファターゼの中には、活性化することにより、種々の疾患の原因
となるものが含まれている。例えば、PTP1BやLAR PTPの活性化はインスリン抵抗性や糖尿
病の原因となり、PRL‑1やLMW‑PTPの活性化はがんの原因となると考えられる。従って、こ
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れらのチロシンホスファターゼの阻害剤は、インスリン抵抗性、糖尿病、癌の治療薬や予
防薬の候補となり得る。
【０１０７】
リン酸化チロシン残基を含むペプチドは、「〔１〕チロシンホスファターゼ活性の測定
方法」に記載したものと同様のものを使用できる。
【０１０８】
チロシンホスファターゼとリン酸化チロシン残基を含むペプチドの接触は、「〔１〕チ
ロシンホスファターゼ活性の測定方法」に記載したチロシンホスファターゼとリン酸化チ
ロシン残基を含むペプチドの反応と同様の条件で行うことができる。
【０１０９】
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〔３−２〕工程（２）
工程（２）では、チロシンホスファターゼと接触させたリン酸化チロシン残基を含むペ
プチドを、酸化剤及び金属触媒の存在下で、一般式(I)で表される化合物と接触させる。
【０１１０】
酸化剤、金属触媒、及び一般式(I)で表される化合物は、「〔１〕チロシンホスファタ
ーゼ活性の測定方法」に記載したものと同様のものを使用できる。
【０１１１】
ペプチドと一般式(I)で表される化合物の接触は、「〔１〕チロシンホスファターゼ活
性の測定方法」に記載した脱リン酸化させたチロシン残基に一般式(I)で表される化合物
を結合させる反応と同様の条件で行うことができる。
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【０１１２】
工程（２）は、工程（１）の終了後に行ってもよく、また、工程（１）と同時に行って
もよい。
【０１１３】
〔３−３〕工程（３）
工程（３）では、ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定し、その
量からチロシンホスファターゼ活性を求める。
【０１１４】
ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量の測定は、「〔１〕チロシンホス
ファターゼ活性の測定方法」に記載した方法と同様に行うことができる。
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【０１１５】
工程（３）で求められたチロシンホスファターゼ活性が、被験物質非存在下で求められ
たチロシンホスファターゼ活性と比較して、低い場合には、被験物質をチロシンホスファ
ターゼ阻害剤と判断することができ、高い場合には、被験物質をチロシンホスファターゼ
活性化剤と判断することができる。
【０１１６】
〔４〕糖尿病の診断薬
本発明の糖尿病の診断薬は、リン酸化チロシン残基を含むペプチドと一般式(I)で表さ
れる化合物を含むことを特徴とするものである。
【０１１７】
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チロシンホスファターゼの一種であるPTP1Bは、糖尿病の発症との関連性が報告されて
いる。従って、被験者から採取した試料（血液、細胞ライセートなど）中のチロシンホス
ファターゼ活性を測定することにより、被験者が糖尿病であるかどうか、あるいは糖尿病
のリスクがあるかどうかを判断することができる。
【０１１８】
リン酸化チロシン残基を含むペプチド及び一般式(I)で表される化合物は、「〔１〕チ
ロシンホスファターゼ活性の測定方法」に記載したものと同様のものを使用できる。
【０１１９】
〔５〕チロシンキナーゼ活性の測定方法
本発明のチロシンキナーゼ活性の測定方法は、（１）測定対象とするチロシンキナーゼ

40

と非リン酸化チロシン残基を含むペプチドを反応させ、非リン酸化チロシン残基をリン酸
化する工程、（２）リン酸化しなかったチロシン残基に、酸化剤及び金属触媒の存在下で
、一般式(I)で表される化合物を結合させる工程、（３）工程（２）においてペプチドに
結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定する工程、（４）工程（１）で使用した
非リン酸化チロシン残基を含むペプチドの非リン酸化チロシン残基に、酸化剤及び金属触
媒の存在下で、一般式(I)で表される化合物を結合させる工程、（５）工程（４）におい
てペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定する工程、及び（６）工程
（３）で測定したペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量と工程（５）で測
定したペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量からチロシンキナーゼ活性を
求める工程を含むことを特徴とするものである。
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【０１２０】
〔５−１〕工程（１）
工程（１）では、測定対象とするチロシンキナーゼと非リン酸化チロシン残基を含むペ
プチドを反応させ、非リン酸化チロシン残基をリン酸化する。
【０１２１】
測定対象とするチロシンキナーゼは、ペプチド中の非リン酸化チロシン残基をリン酸化
できるものであればどのようなものでもよく、例えば、ErbB1、ErbB2, VEGFR, ALKなどを
挙げることができる。チロシンキナーゼには、特定の疾患と関連性が指摘されているもの
もある。例えば、がんとの関連性が指摘されているErbB1、ErbB2、ALK、肺線維症との関
連性が指摘されているVEGFRなどである。このようなチロシンキナーゼを測定対象として

10

もよい。チロシンキナーゼは精製されたものを使用してもよいが、未精製のもの、例えば
、キロシンキナーゼを含む生体採取物を使用してもよい。
【０１２２】
ペプチドは非リン酸チロシン残基を含むものであればどのようなものでもよい。ペプチ
ドの鎖長は、取扱いの容易さなどから、10〜20程度であることが好ましいが、非常に長く
、一般的には「ペプチド」ではなく、「タンパク質」と認識されているような鎖長のペプ
チドであってもよい。また、ペプチドは何らかの機能を持つものである必要はないが、特
定の機能を持つペプチドやタンパク質を使用してもよい。このようなタンパク質等として
は、例えば、活性中心のリン酸化標的のチロシン残基以外に本反応で修飾を受けるチロシ
ン残基が存在しない（または少ない）チロシンキナーゼ基質タンパク質、もしくは、活性
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中心のチロシン残基以外に修飾反応が進行しないように、あらかじめ活性中心のチロシン
残基以外をチロシン修飾反応でキャッピングされたようなチロシンキナーゼ基質タンパク
質などを使用することができる。
【０１２３】
ペプチド中に含まれる非リン酸化チロシン残基は一つでよいが、二つ以上あってもよい
。
【０１２４】
ペプチドは非リン酸化チロシン残基のみを含むものであっても、非リン酸化チロシン残
基とリン酸化チロシン残基の両方を含むものであってもよい。
【０１２５】
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この反応に使用するチロシンキナーゼの量は特に限定されないが、ペプチド1molに対し
、通常、1×10‑4〜1×10‑2 molであり、好適には、1×10‑3〜1×10‑2 molである。
【０１２６】
この反応に使用する緩衝液は、特に限定されず、スルホン酸系緩衝剤（HEPES, MESなど
）、リン酸、トリスヒドロキシメチルアミノメタン、などを使用することができる。
【０１２７】
反応時のpHは、特に限定されないが、通常、5〜9であり、好適には、6〜8である。
【０１２８】
反応温度は、特に限定されないが、通常、4〜40 ℃であり、好適には、20〜40 ℃であ
る。
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【０１２９】
反応時間は、特に限定されないが、通常、5分〜24時間であり、好適には、30分〜2時間
である。
【０１３０】
〔５−２〕工程（２）
工程（２）では、リン酸化しなかったチロシン残基に、酸化剤及び金属触媒の存在下で
、一般式(I)で表される化合物を結合させる。
【０１３１】
酸化剤、金属触媒、及び一般式(I)で表される化合物は、「〔１〕チロシンホスファタ
ーゼ活性の測定方法」に記載したものと同様のものを使用できる。
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【０１３２】
リン酸化しなかったチロシン残基に一般式(I)で表される化合物を結合させる反応は、
「〔１〕チロシンホスファターゼ活性の測定方法」に記載した脱リン酸化させたチロシン
残基に一般式(I)で表される化合物を結合させる反応と同様の条件で行うことができる。
【０１３３】
〔５−３〕工程（３）
工程（３）では、工程（２）においてペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物
の量を測定する。
【０１３４】
ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量の測定は、「〔１〕チロシンホス

10

ファターゼ活性の測定方法」に記載した方法と同様に行うことができる。
【０１３５】
〔５−４〕工程（４）
工程（４）では、工程（１）で使用した非リン酸化チロシン残基を含むペプチドの非リ
ン酸化チロシン残基に、酸化剤及び金属触媒の存在下で、一般式(I)で表される化合物を
結合させる。
【０１３６】
酸化剤、金属触媒、及び一般式(I)で表される化合物は、「〔１〕チロシンホスファタ
ーゼ活性の測定方法」に記載したものと同様のものを使用できる。
【０１３７】
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非リン酸化チロシン残基に一般式(I)で表される化合物を結合させる反応は、「〔１〕
チロシンホスファターゼ活性の測定方法」に記載した脱リン酸化させたチロシン残基に一
般式(I)で表される化合物を結合させる反応と同様の条件で行うことができる。
【０１３８】
この工程の結合反応は、工程（２）の結合反応と比較するためのものなので、工程（２
）の結合反応と同一の条件で行う。
【０１３９】
〔５−５〕工程（５）
工程（５）では、工程（４）においてペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物
の量を測定する。
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【０１４０】
ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量の測定は、「〔１〕チロシンホス
ファターゼ活性の測定方法」に記載した方法と同様に行うことができる。
【０１４１】
〔５−６〕工程（６）
工程（６）では、工程（３）で測定したペプチドに結合した一般式(I)で表される化合
物の量と工程（５）で測定したペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量から
チロシンキナーゼ活性を求める。
【０１４２】
チロシンキナーゼの作用により、ペプチド中の非リン酸化チロシン残基はリン酸化され
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る。一般式(I)で表される化合物は、非リン酸化チロシン残基に特異的に結合するので、
ペプチドに結合する一般式(I)で表される化合物の量は、チロシンキナーゼを反応させた
場合の方（工程（３）における測定量）が、チロシンキナーゼを反応させなかった場合（
工程（５）における測定量）よりも、少なくなる。従って、工程（５）における測定量と
工程（３）における測定量の差から、チロシンキナーゼの活性を求めることができる。
【０１４３】
〔６〕チロシンキナーゼ活性測定用キット
本発明のチロシンキナーゼ活性測定用キットは、非リン酸化チロシン残基を含むペプチ
ドと一般式(I)で表される化合物を含むことを特徴とするものである。
【０１４４】
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このキットに含まれる非リン酸化チロシン残基を含むペプチドと一般式(I)で表される
化合物を、チロシンキナーゼを含む試料に添加すると、チロシンキナーゼによりペプチド
中の非リン酸化チロシン残基がリン酸化される。チロシンキナーゼによってリン酸化しな
かったチロシン残基に一般式(I)で表される化合物が結合するので、このペプチドに結合
した一般式(I)で表される化合物の量に基づいてチロシンキナーゼ活性を測定できる。
【０１４５】
非リン酸化チロシン残基を含むペプチドは、「〔５〕チロシンキナーゼ活性の測定方法
」に記載したものと同様のものを使用でき、一般式(I)で表される化合物は、「〔１〕チ
ロシンキナーゼ活性の測定方法」に記載したものと同様のものを使用できる。
【０１４６】
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このキットは、非リン酸化チロシン残基を含むペプチドと一般式(I)で表される化合物
以外のものを含んでいてもよい。例えば、一般式(I)で表される化合物がリン酸化しなか
ったチロシン残基に結合するためには、酸化剤や金属触媒が必要なので、これらを含んで
いてもよい。また、ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定するため
の試薬や器材、あるいはペプチドや一般式(I)で表される化合物を安定化させるための物
質等を含んでいてもよい。
【０１４７】
〔７〕チロシンキナーゼ阻害剤又は活性化剤のスクリーニング方法
本発明のチロシンキナーゼ阻害剤又は活性化剤のスクリーニング方法は、（１）被験物
質の存在下で、チロシンキナーゼと非リン酸化チロシン残基を含むペプチドを接触させる
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工程、（２）チロシンキナーゼと接触させた非リン酸化チロシン残基を含むペプチドを、
酸化剤及び金属触媒の存在下で、一般式(I)で表される化合物と接触させる工程、（３）
工程（２）においてペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定する工程
、（４）工程（１）で使用した非リン酸化チロシン残基を含むペプチドを、酸化剤及び金
属触媒の存在下で、一般式(I)で表される化合物と接触させる工程、（５）工程（４）に
おいてペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量を測定する工程、（６）工程
（３）で測定したペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量と工程（５）で測
定したペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量からチロシンキナーゼ活性を
求める工程を含むことを特徴とするものである。
【０１４８】
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〔７−１〕工程（１）
工程（１）では、被験物質の存在下で、チロシンキナーゼと非リン酸化チロシン残基を
含むペプチドを接触させる。
【０１４９】
被験物質は、「〔３〕チロシンホスファターゼ阻害剤又は活性化剤のスクリーニング方
法」に記載したものと同様のものを使用でき、チロシンキナーゼ及び非リン酸化チロシン
残基を含むペプチドは、「〔５〕チロシンキナーゼ活性の測定方法」に記載したものと同
様のものを使用できる。
【０１５０】
チロシンキナーゼと非リン酸化チロシン残基を含むペプチドの接触は、「〔５〕チロシ
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ンキナーゼ活性の測定方法」に記載したチロシンキナーゼと非リン酸化チロシン残基を含
むペプチドの反応と同様の条件で行うことができる。
【０１５１】
〔７−２〕工程（２）
工程（２）では、チロシンキナーゼと接触させた非リン酸化チロシン残基を含むペプチ
ドを、酸化剤及び金属触媒の存在下で、一般式(I)で表される化合物と接触させる。
【０１５２】
酸化剤、金属触媒、及び一般式(I)で表される化合物は、「〔１〕チロシンホスファタ
ーゼ活性の測定方法」に記載したものと同様のものを使用できる。
【０１５３】
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ペプチドと一般式(I)で表される化合物の接触は、「〔５〕キナーゼ活性の測定方法」
に記載したリン酸化しなかったチロシン残基に一般式(I)で表される化合物を結合させる
反応と同様の条件で行うことができる。
【０１５４】
〔７−３〕工程（３）
工程（３）では、工程（２）においてペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物
の量を測定する。
【０１５５】
ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量の測定は、「〔１〕チロシンホス
ファターゼ活性の測定方法」に記載した方法と同様に行うことができる。
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【０１５６】
〔７−４〕工程（４）
工程（４）では、工程（１）で使用した非リン酸化チロシン残基を含むペプチドを、酸
化剤及び金属触媒の存在下で、一般式(I)で表される化合物と接触させる。
酸化剤、金属触媒、及び一般式(I)で表される化合物は、「〔１〕チロシンホスファター
ゼ活性の測定方法」に記載したものと同様のものを使用できる。
【０１５７】
ペプチドと一般式(I)で表される化合物の接触は、「〔５〕キナーゼ活性の測定方法」
に記載したリン酸化しなかったチロシン残基に一般式(I)で表される化合物を結合させる
反応と同様の条件で行うことができる。
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【０１５８】
この工程の接触反応は、工程（２）の接触反応と比較するためのものなので、工程（２
）の接触反応と同一の条件で行う。
【０１５９】
〔７−５〕工程（５）
工程（５）では、工程（４）においてペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物
の量を測定する。
【０１６０】
ペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量の測定は、「〔１〕チロシンホス
ファターゼ活性の測定方法」に記載した方法と同様に行うことができる。
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【０１６１】
〔７−６〕工程（６）
工程（６）では、工程（３）で測定したペプチドに結合した一般式(I)で表される化合
物の量と工程（５）で測定したペプチドに結合した一般式(I)で表される化合物の量から
チロシンキナーゼ活性を求める。
【０１６２】
工程（５）における測定量と工程（３）における測定量の差から、被験物質存在下にお
けるチロシンキナーゼの活性を求めることができるが、この活性が被験物質非存在下で求
められたチロシンキナーゼ活性と比較して、低い場合には、被験物質をチロシンキナーゼ
阻害剤と判断することができ、高い場合には、被験物質をチロシンキナーゼ活性化剤と判
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断することができる。
【実施例】
【０１６３】
次に、実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定さ
れるものではない。
【０１６４】
〔実施例１〕ホスファターゼ・キナーゼ活性の確認（基質ペプチドの質量分析）
（１）チロシンホスファターゼPTP1BによるpY‑RR‑Srcの脱リン酸化の確認
pY‑RR‑Src（アミノ酸配列：RRLIEDAE(pY)AARG、ミリポア12‑217）の100 μM溶液（60 m
M NaOAc buffer pH5.5に溶解）50 μLに対して、human recombinant PTP1B（フナコシ 63
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01‑100、凍結融解繰り返し厳禁）を1 μg分加え、室温で1時間インキュベートした。PTP1
Bを加える前（control）とインキュベート後の100 μMペプチド溶液のサンプルを10倍量
の0.1% TFA水溶液で希釈し、その溶液0.5‑1 μMとCHCA溶液 (0.5 mg/mL in acetonitrile
: 0.1% TFA = 1 : 1) 1 μMをMALDI‑TOF‑MSプレート上で混合し、室温で乾燥、MALDI‑TO
F‑MS解析(Bruker, UltrafleXtreme)により、基質ペプチドpY‑RR‑Srcの脱リン酸化反応を
確認した。図２（Ａ）に1時間後のMSチャートを示した。
【０１６５】
（２）チロシンキナーゼErbB1によるRR‑Srcのリン酸化の確認
RR‑Src（アミノ酸配列：RRLIEDAEYAARG、Anaspec AS22581）の100 μM溶液（12.5 mM H
EPES buffer pH7.4, 10 mM MnCl2, ATP 1 mMに溶解）50 μLに対して、ErbB1（life PR72
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95B、凍結融解繰り返し厳禁）を1 μg分加え、37 ℃でインキュベートし、上記と同様のM
ALDI‑TOF‑MS測定手法により、基質ペプチドのリン酸化の経時変化を観測した。図２（Ｂ
）に24時間後のMSチャートを示した。
【０１６６】
以上の結果よりRR‑Srcの脱リン化度を測定できれば、創薬ターゲットであるチロシンホ
スファターゼPTP1BやチロシンキナーゼErbB1の活性を測定できることが示唆された。
【０１６７】
〔実施例２〕脱リン化状態のRR‑Srcの化学修飾反応
下記の構造のN3 compoundのチロシン残基への結合性を調べた。
【０１６８】
【化１７】
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【０１６９】
N3 compoundは、6位と7位が1：0.65の割合の異性体混合物として使用した。
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【０１７０】
RR‑Srcを100 mM Phosphate buffer (pH 7.4)に溶かし、ペプチド1 mMのストック溶液を
調整した。各反応ごと50 μLのスケールで、100 mM Phosphate buffer (pH 7.4)中、最終
の濃度がペプチド100 μM、HRP (horse radish peroxidase, Aldrich) 50 nM, N3 compou
nd 0.1−1 mMになるように0.6 mlのエッペンドルフチューブ中に調整した。
【０１７１】
過酸化水素の最終濃度が1 mMになるように加え、ボルテックスで撹拌後、室温で1時間
静置した。10 mM DTT, 0.1 % TFA水溶液に1 / 10の濃度で希釈し、その溶液0.5‑1 μMとC
HCA溶液 (0.5 mg/mL in acetonitrile : 0.1% TFA = 1 : 1) 1 μMをMALDI‑TOF‑MSプレー
ト上で混合し、室温で乾燥、MALDI‑TOF‑MS解析(Bruker, UltrafleXtreme)により、共有結
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合形成反応を確認した（図３）。チロシン残基に特異的に結合すること、及び一つのチロ
シン残基に２つのN3 compoundが結合することはMS/MSにより証明している。
【０１７２】
その結果、ペプチドに対してN3 compoundが一当量の条件においても反応はほぼ定量的
に進行し、一つのチロシン残基に対して最大2つのN3 compoundが結合することが分かった
。
【０１７３】
〔実施例３〕非リン酸化状態のペプチドに選択的な化学修飾
各反応50 μLのスケールで、100 mM Phosphate buffer (pH 7.4)中、最終の濃度がペプ
チドRR‑Src/pY‑RR‑Src = 100/100 μM、HRP (horse radish peroxidase, Aldrich) 50 nM
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, N3 compound 1 mMになるように0.6 mlのエッペンドルフチューブ中に調整した。
【０１７４】
過酸化水素の最終濃度が1 mMになるように加え、ボルテックスで撹拌後、室温で1時間
静置した。10 mM DTT, 0.1 % TFA水溶液に1 / 10の濃度で希釈し、その溶液0.5‑1 μMとC
HCA溶液 (0.5 mg/mL in acetonitrile : 0.1% TFA = 1 : 1) 1 μMをMALDI‑TOF‑MSプレー
ト上で混合し、室温で乾燥、MALDI‑TOF‑MS解析(Bruker, UltrafleXtreme)により、共有結
合形成反応を確認した（図４）。
【０１７５】
図４の結果より、リン酸化状態の基質ペプチド（pY‑RR‑Src）には共有結合修飾反応は
進行せず、脱リン酸化状態の基質ペプチド(RR‑Src)にのみ特異的に反応することが明らか
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となった。また、反応条件を10 μMのペプチド濃度にさせてもほぼ定量的に反応させるこ
とが出来ることが示唆された。
【０１７６】
〔実施例４〕化学修飾ペプチドのビオチン化（クリック反応）
図３に示したN3 comp. 10 eqと同じ組成のペプチド溶液(ペプチド 100 μM、加えたN3
compound 1 mM)に対して2 mMのDBCO‑biotin（Aldrich）を加え、37 ℃で1時間インキュベ
ートした。その溶液1 μMとCHCA 溶液(0.5 mg/mL in acetonitrile : 0.1% TFA = 1 : 1)
1 μMをMALDI‑TOF‑MSプレート上で混合し、室温で乾燥、MALDI‑TOF‑MS解析(Bruker, Ult
rafleXtreme)により、共有結合形成反応を確認した（図５下段）。
【０１７７】
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図３ではN3 compoundによるRR‑Srcの化学修飾が定量的に進行することが分かったが、
図５ではさらに、修飾されたペプチドに対しても定量的にクリック反応が進行し、ビオチ
ン構造を導入できることが示唆された。
【０１７８】
〔実施例５〕化学修飾された非リン酸化基質ペプチドの検出
実施例２及び４に記載の方法により調製したN3 compound修飾RR‑Srcおよび、ビオチン
修飾RR‑Src (100 μM peptide)溶液に対してFITC (5‑Isothiocyanatofluorescein, TCI)
の1 M DMSO溶液を最終濃度が4 mMになるように加え、室温で１時間インキュベートした。
N3 compound修飾RR‑Srcを蛍光標識した溶液をサンプル1、ビオチン修飾RR‑Srcを蛍光標識
した溶液をサンプル2とし、両サンプルの溶液からペプチド100 pmol相当分を取り、FG‑be
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ads Streptavidin beads（多摩川精機）200 μgと100 mM Phosphate buffer (pH7.4) 中
で30分撹拌し、ビオチン修飾ペプチドを磁気ビーズに結合させた。その後、1 mLの100 mM
Phosphate buffer (pH7.4)で3回ビーズを洗浄し、100 μLにビーズを懸濁させてプレー
トリーダー(TECAN、Ex/Em = 485/510 nm)で蛍光測定した。
【０１７９】
FITCはペプチド中のアミノ基と共有結合を形成するため、RR‑Scrの配列中のN末端アミ
ノ基に結合し、ペプチドを蛍光標識することが可能である。サンプル1と2の比較により、
ビオチン修飾したペプチドをビーズで捕捉し、蛍光で検出する本手法では100 pmolの非リ
ン酸化タンパク質を基質にした条件においても検出することが可能であることが示唆され
た（図６）。
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【０１８０】
〔比較例〕マラカイトグリーン法（従来法）の検出限界
数少ない従来のチロシンホスファターゼ測定法であるマラカイトグリーン法との比較の
ため、Progmega社Tyrosine Phosphatase Assay Systemの検出限界を実験により算出した
。
【０１８１】
本発明は非リン酸化状態のチロシン残基含有ペプチドを検出するのに対して、上記assa
y kitはホスファターゼによる脱リン酸化反応の結果、ペプチドに対して1当量で生じる遊
離の無機リン酸を定量するものである。よってアッセイにリン酸を含有するバッファーを
使用できないという制限がある。
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【０１８２】
上記assay kitのプロトコルでは無機リン酸の検出有効範囲は200‑4000 pmolと記載され
ている。実際にプロトコルに従い、無機リン酸によるマラカイトグリーン/モリブデン試
薬の比色定量を行った結果（630 nmでの吸光度測定）、やはり200 pmol程度が検出限界で
あり、図７に示した通り、検出感度の面においても本発明が従来法を上回る方法になるも
のと考えられる。
【０１８３】
本明細書で引用した全ての刊行物、特許および特許出願をそのまま参考として本明細書
にとり入れるものとする。
10

【産業上の利用可能性】
【０１８４】
本発明のチロシンホスファターゼ及びチロシンキナーゼ活性の測定方法は、新たな医薬
品の開発に有用なので、製薬産業などの産業分野において利用可能である。
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【図２】
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【図６】
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