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(57)【要約】
本発明は、膵癌細胞及び組織に直接作用し、特異的な集積性を有する新規ペプチドを提供
する。本発明は、以下の（ａ）又は（ｂ）のペプチドである。（ａ）配列番号１、２、３
、４のいずれかで表される配列を含むアミノ酸配列からなるペプチド、（ｂ）配列番号１
、２、３、４のいずれかで表される配列と同一性が６０％以上である配列を含むアミノ酸
配列からなり、且つ、膵癌に特異的な集積性を有するペプチド
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の（ａ）又は（ｂ）のペプチド。
（ａ）配列番号１、２、３、４のいずれかで表される配列を含むアミノ酸配列からなるペ
プチド、
（ｂ）配列番号１、２、３、４のいずれかで表される配列と同一性が６０％以上である配
列を含むアミノ酸配列からなり、且つ、膵癌に特異的な集積性を有するペプチド
【請求項２】
Ｌ−アミノ酸からなるペプチドである請求項１に記載のペプチド。
【請求項３】
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請求項１又は２に記載のペプチドをコードすることを特徴とする核酸。
【請求項４】
請求項３に記載の核酸を含むことを特徴とするベクター。
【請求項５】
請求項１又は２に記載のペプチドを含むことを特徴とするキャリア。
【請求項６】
さらに、標識物質又は修飾物質を備える請求項５に記載のキャリア。
【請求項７】
前記標識物質が、安定同位体、放射性同位体又は蛍光物質である請求項６に記載のキャ
リア。
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【請求項８】
前記修飾物質が、糖鎖又はポリエチレングリコールである請求項６又は７に記載のキャ
リア。
【請求項９】
請求項５〜８のいずれか一項に記載のキャリアと生理活性物質とを備えることを特徴と
する医薬組成物。
【請求項１０】
膵癌治療用又は診断用である請求項９に記載の医薬組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】

30

【０００１】
本発明は、膵癌に特異的な集積性を有するペプチド及びその使用に関する。
本願は、２０１５年１１月１９日に、日本に出願された特願２０１５−２２６２２８号
に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
膵癌（特に、浸潤性膵管癌）は、平均生存期間が診断後約６か月前後であり、悪性腫瘍
の中でも難治であることが知られている。厚生労働省発表の人口動態統計によると、膵悪
性腫瘍による年間死亡者数は年々増加し、平成２１年（２００９年）統計では２６，７９
１人である。また、膵癌による死亡は全癌死の９％を占め、肺癌、胃癌、大腸癌、肝癌に

40

ついで第５位である。
全国膵癌登録調査報告（１９９９年度）によると、膵癌の切除できた症例は、全症例の
３９％である。さらに、５年生存率は１３％と低い。
【０００３】
膵癌の治療が困難な理由として、早期の状態では自覚症状が少ないため、早期発見が大
変難しいことが挙げられる。癌が進行することで、腹痛、体重減少、黄疸等の症状が現れ
て、発見されることが多いため、大多数の症例において、明らかな症状発現による発見時
にはすでに手術適応が無いか、又は姑息的手術に限定された進行癌の状態である。
また、治療が困難な別の理由として、膵癌は早期から浸潤又は転移しやすい性質を有す
る点が挙げられる。その他の理由としては、放射線治療において、膵臓は後腹膜に位置し
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多くの腹腔内臓器の背側にあるため、膵臓患部のみに放射線照射することが難しい点が挙
げられる。そのため、放射線治療は、重篤な副作用を惹起する可能性が高く、治療選択の
適用外となることがある。
【０００４】
現在、膵癌の検査又は診断法としては、例えば、血液生化学的検査、腹部超音波検査、
内視鏡的逆行性胆道膵管造影（Ｅｎｄｏｓｃｏｐｉｃ

ｒｅｔｒｏｇｒａｄｅ

ｃｈｏｌ

ａｎｇｉｏｐａｎｃｒｅａｔｏｇｒａｐｈｙ：ＥＲＣＰ）検査、造影剤を併用したコンピ
ューター断層撮影法（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ
像法（Ｍａｇｎｅｔｉｃ

Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ：ＣＴ）、核磁気共鳴画

ｒｅｓｏｎａｎｃｅ

断層撮影（Ｐｏｓｉｔｒｏｎ

Ｅｍｉｓｓｉｏｎ

ｉｍａｇｉｎｇ：ＭＲＩ）、陽電子放射
Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ：ＰＥＴ）法（

特に、フルオロデオキシグルコース（ｆｌｕｏｒｏｄｅｏｘｙ
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ｇｌｕｃｏｓｅ：ＦＤＧ

）−ＰＥＴ法）等の検査方法が挙げられる。
【０００５】
ところで、ペプチドをバイオマテリアルとして活用した医療分野での動向において、Ｔ
ａｔ、ｐｅｎｅｔｒａｔｉｎ、ｐｏｌｙａｒｇｉｎｉｎｅ等の細胞膜透過性（細胞吸収性
）ペプチドが着目されている。
しかしながら、これらのペプチドは、正常細胞又は正常組織と腫瘍細胞又は腫瘍組織と
の区別なく広汎且つ非選択的に吸収されるため、標的選択的な薬剤輸送を要求する悪性腫
瘍の治療ＤＤＳ（Ｄｒａｇ

Ｄｅｌｉｖｅｒｙ

Ｓｙｓｔｅｍ）ツールに応用することは

、重篤な副作用を惹起する点で利用困難である。特に、世界的に実験系で汎用されている
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Ｔａｔ等の細胞膜透過性（細胞吸収性）ペプチドは、肝臓に集積を引き起こす性質が知ら
れている（例えば、非特許文献１参照）。
これに対して、ｃｙｃｌｉｃ
ｃｌｉｃ

ＲＧＤは、唯一医薬化されているペプチドである。ｃｙ

ＲＧＤは、新生血管あるいは既存血管を構成する血管内皮細胞（及び一部の腫

瘍細胞）で高発現することが報告されているαｖβ３インテグリンを標的としており、血
管透過性亢進にその作用点を持っているため、単独でなく他の医薬との同時併用の形でイ
メージング剤やＤＤＳ剤として応用されている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特許第５７２１１４０号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Vives E., et al., A Truncated HIV‑1 Tat Protein Basic Domain Rap
idly Translocates through the Plasma Membrane and Accumulates in the Cell Nucleu
s, J. Biol. Chem., 272, 16010‑16017, 1997.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
膵癌は、がん医療分野では現在も依然として根治的治療が困難で多系統の悪性腫瘍の中
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でも最も予後不良な腫瘍のひとつとして非常に良く認識されており、生存率改善に直結す
る効果的な治療方法が求められている。
また、上述の膵癌の検査及び診断方法では、検査結果の判断基準が異常陰影の判定であ
る。陰影判定には病変の拡がりを含めて精度上の限界が存在する。
また、特許文献１に記載のｃｙｃｌｉｃ

ＲＧＤは、腫瘍細胞及び腫瘍組織そのものを

標的とするペプチドではないため、がんを直接捕捉する性能を持つペプチドという点で新
規であり、効率的ながん制御を必要とする制がん医療技術の面で未だ改良の余地があった
。
【０００９】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、膵癌細胞及び組織に直接作用し、
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特異的な集積性を有する新規ペプチドを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
すなわち、本発明は、以下の態様を含む。
［１］以下の（ａ）又は（ｂ）のペプチド。
（ａ）配列番号１、２、３、４のいずれかで表される配列を含むアミノ酸配列からなるペ
プチド、
（ｂ）配列番号１、２、３、４のいずれかで表される配列と同一性が６０％以上である配
列を含むアミノ酸配列からなり、且つ、膵癌に特異的な集積性を有するペプチド。
［２］Ｌ−アミノ酸からなるペプチドである［１］に記載のペプチド。
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［３］［１］又は［２］に記載のペプチドをコードすることを特徴とする核酸。
［４］［３］に記載の核酸を含むことを特徴とするベクター。
［５］［１］又は［２］に記載のペプチドを含むことを特徴とするキャリア。
［６］さらに、標識物質又は修飾物質を備える［５］に記載のキャリア。
［７］前記標識物質が、安定同位体、放射性同位体又は蛍光物質である［６］に記載のキ
ャリア。
［８］前記修飾物質が、糖鎖又はポリエチレングリコールである［６］又は［７］に記載
のキャリア。
［９］［５］〜［８］のいずれか一つに記載のキャリアと生理活性物質とを備えることを
特徴とする医薬組成物。

20

［１０］膵癌治療用又は診断用である［９］に記載の医薬組成物。
【発明の効果】
【００１１】
本発明によれば、膵癌に特異的な集積性を有する新規ペプチドを提供することできる。
また、生体内で、転移巣を含めた膵癌病変を簡便、高感度且つ選択的に検出することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】試験例１における各種ペプチドを添加した各種膵癌細胞、その他癌細胞及び各種
組織由来の正常細胞の蛍光顕微鏡写真である。
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【図２Ａ】試験例１における各種ペプチドを添加した各細胞で検出された蛍光を定量化し
、ヒト不死化正常膵管上皮細胞株であるＨＰＮＥ細胞で検出された蛍光を１．０としたと
きの各細胞で検出された蛍光強度の割合を示すグラフである。
【図２Ｂ】試験例１におけるヒト不死化正常膵管上皮細胞株であるＨＰＮＥ細胞で検出さ
れた蛍光を１．０としたときの各種ペプチドを添加したＢｘＰＣ３細胞で検出された蛍光
強度の割合を示すグラフである。
【図３Ａ】試験例２におけるヒト膵癌細胞であるＰａｎｃ１細胞を腹腔内に移植し、Ｐｅ
ｐｔｉｄｅ１を静脈内注射したマウスの各種組織の明視野及び暗視野の蛍光顕微鏡写真で
ある。
【図３Ｂ】試験例２におけるヒト膵癌細胞であるＰＫ−８細胞を腹腔内に移植し、Ｐｅｐ
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ｔｉｄｅ１を静脈内注射したマウスの各種組織の明視野及び暗視野の蛍光顕微鏡写真であ
る。
【図４】試験例３におけるヒト膵癌細胞であるＢｘＰＣ３細胞を膵臓に移植し、Ｐｅｐｔ
ｉｄｅ４を静脈内注射したマウスの各種組織の明視野及び暗視野の蛍光顕微鏡写真である
。
【図５】試験例３におけるＰｅｐｔｉｄｅ４を静脈内注射したマウスで検出された蛍光を
定量化し、正常膵臓で検出された蛍光を１．０としたときの各種組織で検出された蛍光強
度の割合を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
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［膵癌に特異的な集積性を有するペプチド］
一実施形態において、本発明は、以下の（ａ）又は（ｂ）のペプチドを提供する。
（ａ）配列番号１、２、３、４のいずれかで表される配列を含むアミノ酸配列からなるペ
プチド、
（ｂ）配列番号１、２、３、４のいずれかで表される配列と同一性が６０％以上である配
列を含むアミノ酸配列からなり、且つ、膵癌に特異的な集積性を有するペプチド。
【００１４】
本実施形態のペプチドは、膵癌に特異的な集積性を有する新規のペプチドである。
【００１５】
本発明者らは、ｉｎ

ｖｉｔｒｏ

ｖｉｒｕｓ（ＩＶＶ）法により、膵癌に特異的な集
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積性を有する新規ペプチドを見出し、本発明を完成するに至った。
ＩＶＶ法では、ｍＲＮＡの３

末端にＰＥＧ（ポリエチレングリコール）スペーサーを

介して抗生物質の一種のピューロマイシンを結合し、それを鋳型として無細胞翻訳反応を
行うことにより、タンパク質とｍＲＮＡとがピューロマイシンを介して共有結合した単純
なｍＲＮＡ−タンパク質連結分子ＩＶＶが構築される。本発明者らは、ＩＶＶを独自に作
製することにより、ＩＶＶライブラリーを構築した。この構築されたＩＶＶライブラリー
の中からベイト（餌）と結合するタンパク質を含むＩＶＶをｉｎ

ｖｉｔｒｏで釣り上げ

た後、そこに連結しているｍＲＮＡを逆転写反応し、ＰＣＲで増幅し、塩基配列を解読す
ることによって、相互作用するタンパク質群を、ごく微量（質量分析法の千倍以上の感度
20

）で同定できる。
【００１６】
本実施形態のペプチドは、下記（ａ）のペプチドを含む。
（ａ）配列番号１、２、３、４のいずれかで表される配列を含むアミノ酸配列からなるペ
プチド。
【００１７】
上記（ａ）における配列番号１、２、３又は４で表されるアミノ酸配列は、下記のアミ
ノ酸配列で表される配列である。
ＧＹＲＲＴＴＰＳＹＷＲＭＷＬＲ

（配列番号１）

ＡＲＲＹＴＷＩＲＡ

（配列番号２）

ＲＡＷＲＱＣＲＷＲ

（配列番号３）

ＲＲＰＴＴＷＨＫＰ

（配列番号４）
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【００１８】
上記（ａ）のペプチドは、膵癌に特異的な集積性を有する。また、本実施形態のペプチ
ドは、配列番号１、２、３、４で表されるアミノ酸配列のみからなるペプチドであっても
、膵癌に特異的な集積性を有する。
【００１９】
本明細書において、「膵癌」とは、膵臓から発生した腫瘍を意味し、膵臓癌とも言う。
膵臓は、膵液を産生する腺房、膵液を運ぶ膵管、及び内分泌腺であるランゲルハンス島な
どからなっており、癌はいずれの組織からも発生しうるが、それぞれ全く異なる性質を示
す腫瘍となる。膵癌の種類としては、例えば、浸潤性膵管癌、膵内分泌腫瘍、膵管内乳頭
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粘液性腫瘍、粘液性嚢胞腫瘍、腺房細胞癌、漿液性嚢胞腺癌、転移性膵癌等が挙げられる
。中でも、浸潤性膵管癌は膵臓にできる腫瘍性病変の８０〜９０％を占めている。
【００２０】
上記（ａ）のペプチドは、上述した全ての種類の膵癌に対して、特異的な集積性を有す
るため、後述するように上記（ａ）のペプチドをキャリアとして使用することで、全ての
種類の膵癌を高感度且つ選択的に検出することができる。さらに、全ての種類の膵癌を治
療することができる。また、中でも、膵臓にできる腫瘍性病変として代表的なものである
ことから、浸潤性膵管癌に対して適用することが好ましい。
【００２１】
本明細書において、「膵癌に特異的な集積性」とは、生体内正常組織及び他の系統の腫
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瘍細胞と比較して、膵癌細胞内に高度に吸収され、集積する性質を意味する。
【００２２】
本実施形態のペプチドは、上記（ａ）のペプチドと機能的に同等なペプチドとして、下
記（ｂ）のペプチドを含む。
（ｂ）配列番号１、２、３、４のいずれかで表されるアミノ酸配列と同一性が６０％以上
であるアミノ酸配列からなり、且つ、膵癌に特異的な集積性を有するペプチド。
【００２３】
上記（ａ）のペプチドと機能的に同等であるためには６０％以上の同一性を有する。係る
同一性としては、７０％以上が好ましく、８０％以上がより好ましく、８５％以上が更に
好ましく、９０％以上が特に好ましく、９５％以上が最も好ましい。

10

さらに、前記（ｂ）のペプチドは、膵癌に特異的な集積性を有する。
【００２４】
ここで、基準アミノ酸配列に対する、対象アミノ酸配列の配列同一性は、例えば次のよ
うにして求めることができる。まず、基準アミノ酸配列及び対象アミノ酸配列をアライン
メントする。ここで、各アミノ酸配列には、配列同一性が最大となるようにギャップを含
めてもよい。続いて、基準アミノ酸配列及び対象アミノ酸配列において、一致したアミノ
酸の数を算出し、下記式（１）にしたがって、配列同一性を求めることができる。
「配列同一性（％）」
酸の総数］×１００

＝

［一致したアミノ酸の数］／［対象アミノ酸配列のアミノ

（１）
20

【００２５】
上記（ａ）又は（ｂ）のペプチドは、環状構造であってもよい。環状構造であることに
より、膵癌細胞内にのみ吸収されやすくなる。また、上記（ａ）又は（ｂ）のペプチドは
、Ｌ−アミノ酸、Ｄ−アミノ酸、又はこれらの組み合わせからなるものであってもよく、
Ｌ−アミノ酸からなるペプチドであることが好ましい。
Ｌ−アミノ酸は、天然に存在するアミノ酸であり、Ｄ−アミノ酸は、Ｌ−アミノ酸残基
のキラリティーが反転しているものである。また、膵癌に特異的な集積性を高めるために
、又は他の物性を最適化するために化学的修飾を受けていてもよい。
【００２６】
上記（ａ）又は（ｂ）のペプチドは、さらに、Ｎ末端及びＣ末端にシステイン残基を備え
ることが好ましい。具体的には、下記配列番号３で表されるアミノ酸配列等が挙げられる
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。
ＣＧＹＲＲＴＴＰＳＹＷＲＭＷＬＲＣ

（配列番号５）

ＣＡＲＲＹＴＷＩＲＡＣ

（配列番号６）

ＣＲＡＷＲＱＣＲＷＲＣ

（配列番号７）

ＣＲＲＰＴＴＷＨＫＰＣ

（配列番号８）

本実施形態のペプチドは、Ｎ末端及びＣ末端にシステイン残基を備えることで、システイ
ン残基が有するチオール基同士のジスルフィド結合を利用して環状化形態をとることがで
きる。
【００２７】
［ペプチドをコードする核酸］
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一実施形態において、本発明は、上述したペプチドをコードする核酸を提供する。
【００２８】
本実施形態の核酸によれば、膵癌に特異的な集積性を有するペプチドを得ることができ
る。
【００２９】
上記のペプチドをコードする核酸としては、例えば、配列番号９、１０、１１、１２の
いずれかで表される塩基配列からなる核酸、又は、配列番号９、１０、１１、１２のいず
れかで表される塩基配列と８０％以上、例えば８５％以上、例えば９０％以上、例えば９
５％以上の同一性を有し、膵癌に特異的な集積性を有するペプチドの構成分となる各アミ
ノ酸をコードする組み合わせの塩基配列のいかなるものも含めた核酸等が挙げられる。な

50

(7)

JP WO2017/086090 A1 2017.5.26

お、配列番号９で表される塩基配列は、上記の配列番号１で表されるアミノ酸配列からな
るペプチドをコードする核酸の塩基配列であり、配列番号１０で表される塩基配列は、上
記の配列番号２で表されるアミノ酸配列からなるペプチドをコードする核酸の塩基配列で
あり、配列番号１１で表される塩基配列は、上記の配列番号３で表されるアミノ酸配列か
らなるペプチドをコードする核酸の塩基配列であり、配列番号１２で表される塩基配列は
、上記の配列番号４で表されるアミノ酸配列からなるペプチドをコードする核酸の塩基配
列である。
【００３０】
ここで、基準塩基配列に対する、対照塩基配列の配列同一性は、例えば次のようにして
求めることができる。まず、基準塩基配列及び対象塩基配列をアラインメントする。ここ
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で、各塩基配列には、配列同一性が最大となるようにギャップを含めてもよい。続いて、
基準塩基配列及び対象塩基配列において、一致した塩基の塩基数を算出し、下記式（２）
にしたがって、配列同一性を求めることができる。
「配列同一性（％）」
０

＝

［一致した塩基数］／［対象塩基配列の総塩基数］×１０

（２）

【００３１】
［ペプチドをコードする核酸を含むベクター］
一実施形態において、本発明は、上述した核酸を含むベクターを提供する。
【００３２】
本実施形態のベクターによれば、膵癌に特異的な集積性を有するペプチドを得ることが
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できる。
【００３３】
本実施形態のベクターは、発現ベクターであることが好ましい。発現ベクターとしては
特に限定されず、例えば、ｐＢＲ３２２、ｐＢＲ３２５、ｐＵＣ１２、ｐＵＣ１３等の大
腸菌由来のプラスミド；ｐＵＢ１１０、ｐＴＰ５、ｐＣ１９４等の枯草菌由来のプラスミ
ド；ｐＳＨ１９、ｐＳＨ１５等の酵母由来プラスミド；λファージ等のバクテリオファー
ジ；アデノウイルス、アデノ随伴ウイルス、レンチウイルス、ワクシニアウイルス、バキ
ュロウイルス、レトロウイルス、肝炎ウイルス等のウイルス；及びこれらを改変したベク
ター等を用いることができる。
30

【００３４】
上述の発現ベクターにおいて、上述のペプチド発現用プロモーターとしては特に限定さ
れず、例えば、ＥＦ１αプロモーター、ＳＲαプロモーター、ＳＶ４０プロモーター、Ｌ
ＴＲプロモーター、ＣＭＶ（サイトメガロウイルス）プロモーター、ＨＳＶ−ｔｋプロモ
ーター等の動物細胞を宿主とした発現用のプロモーター、カリフラワーモザイクウイルス
（ＣａＭＶ）の３５Ｓプロモーター、ＲＥＦ（ｒｕｂｂｅｒ

ｅｌｏｎｇａｔｉｏｎ

ｆ

ａｃｔｏｒ）プロモーター等の植物細胞を宿主とした発現用のプロモーター、ポリヘドリ
ンプロモーター、ｐ１０プロモーター等の昆虫細胞を宿主とした発現用のプロモーター等
を使用することができる。これらプロモーターは、上述のペプチドを発現する宿主に応じ
て、適宜選択することができる。
【００３５】
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上述の発現ベクターは、さらに、マルチクローニングサイト、エンハンサー、スプライ
シングシグナル、ポリＡ付加シグナル、選択マーカー、複製起点等を有していてもよい。
【００３６】
［キャリア］
一実施形態において、本発明は、上述したペプチドを含むキャリアを提供する。
【００３７】
本実施形態のキャリアによれば、目的物質を膵癌まで簡便且つ効率よく運搬することが
できる。
【００３８】
本実施形態のキャリアは、さらに、標識物質又は修飾物質を備えることが好ましい。また

50

(8)

JP WO2017/086090 A1 2017.5.26

、本実施形態のキャリアは、標識物質及び修飾物質両方を備えていてもよい。標識物質又
は修飾物質は、上述のペプチドと、直接又はリンカーを介すことで、物理的又は化学的に
結合されていてよい。具体的には配位結合、共有結合、水素結合、疎水性相互作用、物理
吸着であってよく、何れも公知の結合、リンカー及び結合方法を採用することができる。
また、結合位置は、上述のペプチドのＮ末端又はＣ末端いずれでもよい。
【００３９】
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、陽電子放射断層撮影
（Ｐｏｓｉｔｒｏｎ

Ｅｍｉｓｓｉｏｎ

光子放射断層撮影（Ｓｉｎｇｌｅ

Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ：ＰＥＴ）用核種、単一

ｐｈｏｔｏｎ

ｅｍｉｓｓｉｏｎ

ｃｏｍｐｕｔｅｄ

ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ：ＳＰＥＣＴ）用核種、核磁気共鳴画像法（Ｍａｇｎｅｔｉｃ
ｒｅｓｏｎａｎｃｅ
ｏｍｐｕｔｅｄ

10

ｉｍａｇｉｎｇ：ＭＲＩ）造影剤、コンピューター断層撮影法（Ｃ

Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ：ＣＴ）造影剤、磁性体等が挙げられる。中でも

、安定同位体、放射性同位体又は蛍光物質が好ましい。上記標識物質を備えることで、目
的物質が膵癌に運搬されたか否かを簡便且つ高感度に確かめることができる。
【００４０】
安定同位体としては、例えば１３Ｃ、１５Ｎ、２Ｈ、１７Ｏ、１８Ｏが挙げられる。放
射性同位体としては、例えば３Ｈ、１４Ｃ、１３Ｎ、３２Ｐ、３３Ｐ、３５Ｓが挙げられ
る。標識物質が安定同位体又は放射性同位体である場合、安定同位体標識アミノ酸又は放
射性同位体標識アミノ酸を用いて、上述のペプチドを作製してもよい。安定同位体又は放
射性同位体で標識されるアミノ酸としては、２０種類のアミノ酸（アラニン、アルギニン

20

、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、ヒスチジン、イソロイシン、ロイシン、リ
ジン、メチオニン、フェニルアラニン、プロリン、セリン、スレオニン、チロシン、バリ
ン、トリプトファン、システイン、アスパラギン、グルタミン）であって、上述のペプチ
ドに含まれるアミノ酸であれば特に限定されない。また、アミノ酸はＬ体であってもＤ体
であってもよく、必要に応じて適宜選択することができる。
【００４１】
安定同位体標識又は放射性同位体標識された上述のペプチドは、上述のペプチドをコー
ドする核酸を含む上述のベクターを安定同位体標識アミノ酸又は放射性同位体標識アミノ
酸の存在する系で発現させることにより調製することができる。安定同位体標識アミノ酸
又は放射性同位体標識アミノ酸の存在する系としては、例えば安定同位体標識アミノ酸又
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は放射性同位体標識アミノ酸の存在する無細胞ペプチド合成系や生細胞ペプチド合成系等
を挙げることができる。すなわち、無細胞ペプチド合成系において安定同位体標識アミノ
酸又は放射性同位体標識アミノ酸に加えて安定同位体非標識アミノ酸又は放射性同位体非
標識アミノ酸を材料としてペプチドを合成させることや、生細胞ペプチド合成系において
、上述のペプチドをコードする核酸を含む上述のベクターで形質転換した細胞を安定同位
体標識アミノ酸又は放射性同位体標識アミノ酸存在下で培養することにより、上述のペプ
チドをコードする核酸を含む上述のベクターから安定同位体標識又は放射性同位体標識さ
れた上述のペプチドを調製することができる。
【００４２】
無細胞ペプチド合成系を用いた安定同位体標識又は放射性同位体標識された上述のペプ
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チドの発現は、上述のペプチドをコードする核酸を含む上述のベクターや上記の安定同位
体標識アミノ酸又は放射性同位体標識アミノ酸の他に、安定同位体標識又は放射性同位体
標識された上述のペプチドの合成のために必要な安定同位体非標識アミノ酸又は放射性同
位体非標識アミノ酸、無細胞ペプチド合成用細胞抽出液、エネルギー源（ＡＴＰ、ＧＴＰ
、クレアチンホスフェート等の高エネルギーリン酸結合含有物）等を用いて行うことがで
きる。温度、時間等の反応条件は、適宜最適な条件を選択して行うことができ、例えば温
度は２０〜４０℃、好ましくは２３〜３７℃であり、また反応時間は１〜２４時間、好ま
しくは１０〜２０時間である。
【００４３】
本明細書において、「無細胞ペプチド合成用細胞抽出液」とは、リボソーム、ｔＲＮＡ
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等のタンパク質合成に関与する翻訳系、又は、転写系及び翻訳系に必要な成分を含む植物
細胞、動物細胞、真菌細胞、細菌細胞からの抽出液を意味する。具体的には、大腸菌、小
麦胚芽、ウサギ網赤血球、マウスＬ−細胞、エールリッヒ腹水癌細胞、ＨｅＬａ細胞、Ｃ
ＨＯ細胞、出芽酵母等の細胞抽出液を挙げることができる。かかる細胞抽出液の調製は、
例えばＰｒａｔｔ，Ｊ．Ｍ．ら、Ｔｒａｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎ
ｔｉｏｎ−ａ

ｐｒａｃｔｉｃａｌ

ａｎｄ

ｔｒａｓｎｌａ

ａｐｐｒｏａｃｈ（１９８４）、ｐｐ．１７９−２

０９に記載の方法に従い、上記の細胞をフレンチプレス、グラスビーズ、超音波破砕装置
等を用いて破砕処理し、タンパク質成分やリボソームを可溶化するための数種類の塩を含
有する緩衝液を加えてホモジナイズし、遠心分離にて不溶成分を沈殿させることによって
10

行うことができる。
【００４４】
また、無細胞ペプチド合成系を用いた安定同位体標識又は放射性同位体標識された上述
のペプチドの発現は、例えば、小麦胚芽抽出液を備えたＰｒｅｍｉｕｍ
ｉｏｎ

Ｅｘｐｒｅｓｓ

Ｋｉｔ（セルフリーサイエンス社製）、大腸菌抽出液を備えたＲＴＳ

Ｅ．ｃｏｌｉ

ＨＹ

Ｋｉｔ（Ｒｏｃｈｅ

Ａｐｐｌｉｅｄ

１００，

Ｓｃｉｅｎｃｅ社製）、無

細胞くんＱｕｉｃｋ（大陽日酸社製）等市販のキットを適宜使用して行ってもよい。発現
させた安定同位体標識又は放射性同位体標識された上述のペプチドが不溶性の場合、グア
ニジン塩酸塩、尿素等のタンパク質変性剤を用いて適宜可溶化させてもよい。安定同位体
標識又は放射性同位体標識された上述のペプチドは、さらに分画遠心法、ショ糖密度勾配
遠心法等による分画処理や、アフィニティーカラム、イオン交換クロマトグラフィー等を
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用いた精製処理により調製することもできる。
【００４５】
生細胞ペプチド合成系を用いた安定同位体標識又は放射性同位体標識された上述のペプ
チドの発現は、生細胞に上述のペプチドをコードする核酸を含む上述のベクターを導入し
、かかる生細胞を栄養分や抗生物質等の他、上記の安定同位体標識アミノ酸又は放射性同
位体標識アミノ酸、安定同位体標識ペプチド又は放射性同位体標識ペプチドの合成のため
に必要な安定同位体非標識アミノ酸又は放射性同位体非標識アミノ酸等を含む培養液中で
培養することにより行うことができる。ここで生細胞としては、上述のペプチドをコード
する核酸を含む上述のベクターを発現させることができる生細胞であれば特に限定されず
、例えばチャイニーズハムスター卵巣（ＣＨＯ）細胞等の哺乳類細胞株や、大腸菌、酵母
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細胞、昆虫細胞、植物細胞等の生細胞を挙げることができ、簡便性や費用対効果の面から
考慮すると、大腸菌が好ましい。上述のペプチドをコードする核酸を含む上述のベクター
の発現は、遺伝子組換え技術により、それぞれの生細胞で発現できるように設計された発
現ベクターへ組み込み、かかる発現ベクターを生細胞へ導入することにより行うことがで
きる。また上述のペプチドをコードする核酸を含む上述のベクターの生細胞への導入は、
使用する生細胞に適した方法で行うことができ、例えば、エレクトロポレーション法、ヒ
ートショック法、リン酸カルシウム法、リポフェクション法、ＤＥＡＥデキストラン法、
マイクロインジェクション法、パーティクル・ガン法、ウイルスを用いた方法や、ＦｕＧ
ＥＮＥ（登録商標） ６

Ｔｒａｎｓｆｅｃｔｉｏｎ

Ｌｉｐｏｆｅｃｔａｍｉｎｅ
ｉｐｏｆｅｃｔａｍｉｎｅ
ｏｆｅｃｔａｍｉｎｅ

２０００
ＬＴＸ

３０００

Ｒｅａｇｅｎｔ（ロシュ社製）、

Ｒｅａｇｅｎｔ（インビトロジェン社製）、Ｌ
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Ｒｅａｇｅｎｔ（インビトロジェン社製）、Ｌｉｐ
Ｒｅａｇｅｎｔ（インビトロジェン社製）等の市販の

トランスフェクション試薬を用いた方法等を挙げることができる。
【００４６】
生細胞ペプチド合成系により発現させた安定同位体標識又は放射性同位体標識された上
述のペプチドは、安定同位体標識又は放射性同位体標識された上述のペプチドを含む生細
胞を破砕処理や抽出処理することにより調製することができる。破砕処理としては、例え
ば凍結融解法、フレンチプレス、グラスビーズ、ホモジナイザー、超音波破砕装置等を用
いた物理的破砕処理等を挙げることができる。また抽出処理としては、例えばグアニジン
塩酸塩、尿素等のタンパク質変性剤を用いた抽出処理等を挙げることができる。安定同位
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体標識又は放射性同位体標識された上述のペプチドは、さらに分画遠心法、ショ糖密度勾
配遠心法等による分画処理や、アフィニティーカラム、イオン交換クロマトグラフィー等
を用いた精製処理等により調製することもできる。
【００４７】
蛍光物質としては、例えば公知の量子ドット、インドシアニングリーン、５−アミノレ
ブリン酸(５−ＡＬＡ；代謝産物プロトポルフィリンＩＸ（ＰＰ

ＩＸ）、近赤外蛍光色

素（例えば、Ｃｙ５．５、Ｃｙ７、ＡｌｅｘａＦｌｕｏｒｏ等）、その他公知の蛍光色素
（例えば、ＧＦＰ、ＦＩＴＣ（Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｉｎ）、ＴＡＭＲＡ等）等が挙げられ
る。蛍光物質標識された上述のペプチドは、蛍光物質及び上述のペプチドをコードする核
酸を含む上述のベクターを、安定同位体標識アミノ酸又は放射性同位体標識アミノ酸を使

10

用せずに、上述の無細胞ペプチド合成系又は生細胞ペプチド合成系により調製すればよい
。
【００４８】
ＰＥＴ用核種、ＳＰＥＣＴ用核種として好ましくは、例えば１１Ｃ、１３Ｎ、１５Ｏ、１
８

Ｆ、６６Ｇａ、６７Ｇａ、６８Ｇａ、６０Ｃｕ、６１Ｃｕ、６２Ｃｕ、６７Ｃｕ、６４

Ｃｕ、４８Ｖ、Ｔｃ−９９ｍ、２４１Ａｍ、５５Ｃｏ、５７Ｃｏ、１５３Ｇｄ、１１１Ｉ
ｎ、１３３Ｂａ、８２Ｒｂ、１３９Ｃｅ、Ｔｅ−１２３ｍ、１３７Ｃｓ、８６Ｙ、９０Ｙ
、１８５／１８７Ｒｅ、１８６／１８８Ｒｅ、１２５Ｉ、又はそれらの錯体、或いはそれ
らの組み合わせ等が挙げられる。ＰＥＴ用核種又はＳＰＥＣＴ用核種で標識された上述の
ペプチドは、上述のペプチドをコードする核酸を含む上述のベクターを、上述の無細胞ペ

20

プチド合成系又は生細胞ペプチド合成系により調製すればよい。
ＭＲＩ造影剤、ＣＴ造影剤及び磁性体としては、例えばガドリニウム、Ｇｄ−ＤＴＰＡ、
Ｇｄ−ＤＴＰＡ−ＢＭＡ、Ｇｄ−ＨＰ−ＤＯ３Ａ、ヨード、鉄、酸化鉄、クロム、マンガ
ン、又はその錯体、若しくはそのキレート錯体等が挙げられる。ＭＲＩ造影剤、ＣＴ造影
剤又は磁性体で標識された上述のペプチドは、ＭＲＩ造影剤、ＣＴ造影剤又は磁性体と上
述のペプチドとを直接又はリンカーを介すことで、物理的又は化学的に結合させて調製す
ればよい。具体的には配位結合、共有結合、水素結合、疎水性相互作用、物理吸着であっ
てよく、何れも公知の結合、リンカー及び結合方法を採用することができる。
【００４９】
修飾物質としては、例えば糖鎖、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）等を挙げることがで
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きる。上記の修飾物質を備えることで、目的物質が膵癌細胞内に簡便且つ効率よく吸収さ
れやすくなる。修飾物質で修飾された上述のペプチドは、修飾物質と上述のペプチドとを
直接又はリンカーを介すことで、物理的又は化学的に結合させて調製すればよい。具体的
には配位結合、共有結合、水素結合、疎水性相互作用、物理吸着であってよく、何れも公
知の結合、リンカー及び結合方法を採用することができる。また、結合位置は、上述のペ
プチドのＮ末端又はＣ末端いずれでもよい。
【００５０】
本実施形態のキャリアにおいて、目的物質としては、用途に応じて適宜選択することが
でき、例えば膵癌のイメージングのために使用する場合においては、後述するとおり、上
述の標識物質を目的物質として備えることができ、また、膵癌の治療又は診断用途で使用
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する場合においては、後述するとおり、生理活性物質を目的物質として備えることができ
る。目的物質は、上述のペプチドと、直接又はリンカーを介すことで、物理的又は化学的
に結合されていてよい。具体的には配位結合、共有結合、水素結合、疎水性相互作用、物
理吸着であってよく、何れも公知の結合、リンカー及び結合方法を採用することができる
。また、目的物質と上述のキャリアとの結合位置は、必要に応じて適宜選択できる。
【００５１】
また、本実施形態のキャリアにおいて、目的物質がタンパク質である場合、目的物質と
上述のペプチドとを含む融合タンパク質は、例えば次のような方法により作製することが
できる。まず、融合タンパク質をコードする核酸を含む発現ベクターを用いて、宿主を形
質転換する。続いて、当該宿主を培養して融合タンパク質を発現させる。培地の組成、培
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養の温度、時間、誘導物質の添加等の条件は、形質転換体が生育し、融合タンパク質が効
率よく産生されるよう、公知の方法に従って当業者が決定できる。また、例えば、選択マ
ーカーとして抗生物質抵抗性遺伝子を発現ベクターに組み込んだ場合、培地に抗生物質を
加えることにより、形質転換体を選択することができる。続いて、宿主が発現した融合タ
ンパク質を適宜の方法により精製することにより、融合タンパク質が得られる。
【００５２】
宿主としては、融合タンパク質をコードする核酸を含む発現ベクターを発現させること
ができる生細胞であれば特に制限されず、例えばチャイニーズハムスター卵巣（ＣＨＯ）
細胞等の哺乳類細胞株や、ウイルス（例えば、アデノウイルス、アデノ随伴ウイルス、レ
ンチウイルス、ワクシニアウイルス、バキュロウイルス、レトロウイルス、肝炎ウイルス
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等のウイルス等）、細菌（例えば、大腸菌等）等の微生物、酵母細胞、昆虫細胞、植物細
胞などの生細胞が挙げられる。
さらに、本実施形態のキャリアにおいて、上述の融合タンパク質をコードする核酸を含
む発現ベクターを膵癌細胞又は組織に直接導入し、発現させてもよい。
【００５３】
［医薬組成物］
一実施形態において、本発明は、上述のキャリアと生理活性物質とを備える医薬組成物
を提供する。
【００５４】
本実施形態の医薬組成物によれば、膵癌（特に、浸潤性膵管癌）を選択的に治療するこ
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とができる。
【００５５】
本明細書において、「生理活性物質」としては、膵癌の治療に有効なものであれば、特
別な限定はなく、例えば抗癌剤等の薬剤、核酸、膵癌に特異的に結合する抗体、抗体断片
、アプタマー等が挙げられる。
「生理活性物質」としては、膵癌選択的な細胞障害活性を有する分子標的薬が好ましい
が、上述のキャリアにより、膵癌選択的に蓄積されるため、従来の抗癌剤として用いられ
ているサイトトキシック薬でもよい。
また、生理活性物質は、上述のキャリアと、直接又はリンカーを介すことで、物理的又
は化学的に結合されていてよい。具体的には配位結合、共有結合、水素結合、疎水性相互
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作用、物理吸着であってよく、何れも公知の結合、リンカー及び結合方法を採用すること
ができる。また、生理活性物質と上述のキャリアとの結合位置は、必要に応じて適宜選択
できる。また、本実施形態の医薬組成物において、上述のキャリアは上述の標識物質又は
修飾物質を含んでいてもよい。
【００５６】
核酸は、例えば、ｓｉＲＮＡ、ｍｉＲＮＡ、ａｎｔｉｓｅｎｓｅ、又はそれらの機能を
代償する人工核酸等が挙げられる。
【００５７】
抗体は、例えば、マウス等のげっ歯類の動物に膵癌由来のペプチド等を抗原として免疫
することによって作製することができる。また、例えば、ファージライブラリーのスクリ
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ーニングにより作製することができる。抗体断片としては、Ｆｖ、Ｆａｂ、ｓｃＦｖ等が
挙げられる。
【００５８】
アプタマーとは、膵癌に対する特異的結合能を有する物質である。アプタマーとしては
、核酸アプタマー、ペプチドアプタマー等が挙げられる。膵癌に特異的結合能を有する核
酸アプタマーは、例えば、ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃ
ｎｄ

ｂｙ

ｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｌ

ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ

ｏｆ

ｌｉｇａ

ｅｎｒｉｃｈｍｅｎｔ（ＳＥＬＥＸ）法等により

選別することができる。また、膵癌に特異的結合能を有するペプチドアプタマーは、例え
ば酵母を用いたＴｗｏ−ｈｙｂｒｉｄ法等により選別することができる。
【００５９】
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本実施形態の医薬組成物は、膵癌診断、膵癌治療効果診断、病態解析、膵癌治療、又は
膵癌を伴う疾患の診断、病態解析、治療、治療効果診断のために用いることができる。本
実施形態の医薬組成物を用いた診断方法としては、例えばＰＥＴ、ＳＰＥＣＴ、ＣＴ、Ｍ
ＲＩ、内視鏡による診断、蛍光検出器による診断等が挙げられる。
【００６０】
＜投与量＞
本実施形態の医薬組成物は、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を注射剤により静脈内（Ｉｎｔｒａｖｅｎｏｕｓ：ｉ
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．ｖ．）注射する場合、被検動物（好ましくはヒト）に対し、１回の投与において１ｋｇ
体重当たり、５ｍｇ以上のペプチドの量を投与することが好ましく、５ｍｇ以上１５ｍｇ
以下のペプチドの量を投与することがより好ましく、５ｍｇ以上１０ｍｇ以下のペプチド
の量を投与することが特に好ましい。
【００６１】
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
、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、静脈内注
射又は腹腔内的投与が好ましい。
【００６２】
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＜組成成分＞
本実施形態の医薬組成物は、治療的に有効量の上述のキャリア及び生理活性物質、並び
に薬学的に許容されうる担体又は希釈剤を含む。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。
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
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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、特定の臓器、組織、又は
細胞へ、ペプチド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
。
【００６３】
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。
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
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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。
【００６４】
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
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
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、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。
【００６５】
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
ポリソルベート８０（ＴＭ）、ＨＣＯ−５０と併用してもよい。
【００６６】
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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。
【００６７】
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
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、凍結乾燥法などによって、無菌の固体組成物とし、使用前に注射用蒸留水又

20

は他の溶媒に溶解して使用することができる。
【００６８】
＜治療方法＞
本発明の一側面は、膵癌の治療のための上述のキャリアと生理活性物質とを備える医薬
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キャリア及び生理活性物質、並びに
薬学的に許容されうる担体又は希釈剤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、膵癌の治療剤を提供する。
また、本発明の一側面は、膵癌の治療剤を製造するための上述のキャリア及び生理活性
物質の使用を提供する。
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また、本発明の一側面は、上述のキャリア及び生理活性物質の有効量を、治療を必要と
する患者に投与することを含む、膵癌の治療方法を提供する。
【００６９】
［膵癌をイメージングするための方法］
一実施形態において、本発明は、膵癌をイメージングするための方法であって、上述の
キャリアを用いる方法を提供する。
【００７０】
本実施形態の方法によれば、膵癌を簡便、高感度且つ選択的に検出することができる。
【００７１】
本実施形態の方法において、上述のキャリアは標識物質を備えることが好ましい。さら
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に、修飾物質を備えていてもよい。標識物質及び修飾物質としては、上述したものと同様
のものが挙げられる。
【００７２】
例えば、標識物質を備える上述のキャリアを膵癌細胞に添加する場合において、標識物
質を備える上述のキャリアの添加量は培養液中１μＭ以上４μＭ以下が好ましい。また、
添加後、３０分以上３時間以下後には膵癌細胞内に集積されているか否かについて評価す
ることができる。
また、例えば、標識物質として蛍光物質を備える上述のキャリアを注射剤により静脈内
（Ｉｎｔｒａｖｅｎｏｕｓ：ｉ．ｖ．）注射する場合、被検動物（好ましくはヒト）に対
し、１回の投与において１ｋｇ体重当たり、５ｍｇ以上のペプチドの量を投与することが
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好ましく、５ｍｇ以上１５ｍｇ以下のペプチドの量を投与することがより好ましく、５ｍ
ｇ以上１０ｍｇ以下のペプチドの量を投与することが特に好ましい。
また、例えば、標識物質として安定同位体、ＰＥＴ用核種又はＳＰＥＣＴ用核種を備え
る上述のキャリアを注射剤により静脈内（Ｉｎｔｒａｖｅｎｏｕｓ：ｉ．ｖ．）注射する
場合、使用する安定同位体、ＰＥＴ用核種又はＳＰＥＣＴ用核種の種類に応じた放射線量
から投与量を決定すればよい。
【００７３】
本実施形態の方法において、標識物質を備える上述のキャリアの検出方法としては、例
えばＰＥＴ、ＳＰＥＣＴ、ＣＴ、ＭＲＩ、内視鏡による検出、蛍光検出器による検出等が
挙げられる。

10

【実施例】
【００７４】
以下、実施例により本発明を説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものでは
ない。
【００７５】
［実施例１］ペプチドの合成
独自に作製した、ピューロマイシン(ｐｕｒｏｍｙｃｉｎ)を介在して表現型としての９
アミノ酸残基ペプチド又は１５アミノ酸残基ペプチドとそれに対応する遺伝子型としての
ｍＲＮＡコード配列を有するｐｒｏｔｅｉｎ−ＲＮＡキメラ型ランダムペプチドライブラ
リー（ｉｎ ｖｉｔｒｏ ｖｉｒｕｓ ｌｉｂｒａｒｙ； ＩＶＶＬ）を用いて、公知のＩＶ

20

Ｖ（ｉｎ ｖｉｔｒｏ ｖｉｒｕｓ）法に準じて、下記表１に示す各ペプチド（Ｐｅｐｔｉ
ｄｅ１〜４）を分離及び同定した。また、ＩＶＶＬ由来の同定された各ペプチドは、ＦＩ
ＴＣ（Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｉｎｉｓｏｔｈｉｏｃｙａｎａｔｅ）ラベルで合成し、塩酸塩
処理を施したものである。また、ｒ９（９残基連続Ｄ−アルギニン）は、現在汎用されて
いる非選択的膜透過性ペプチドである。
これらは、いずれもシグマアルドリッチジャパン（ジェノシス事業部）への委託合成に
より入手した。
【００７６】
【表１】
30

【００７７】
また、以下の試験例１〜２に使用した各種細胞の細胞株と由来は下記表２示したとおり
である。これらは、発明者が研究室において、継代培養して維持しているものである。
【００７８】
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【表２】

10
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【００７９】
膵癌細胞、ＨＰＮＥ細胞は、５％ＦＢＳ含ＣＳ−Ｃ培地キットを用いて培養した。ＫＹ
Ｎ−２細胞、ＨａＣａＴ細胞、ＮＨＤＦ細胞、ＭＭＮＫ−１細胞、Ｌｉｖｅｒ細胞につい
ては、１０％ＦＢＳ含有ＲＰＭＩ１６４０培地（ＲＰＭＩ１６４０

ｍｅｄｉｕｍ）を用

いて培養した。Ｋｉｄｎｅｙ細胞は、正常ヒト腎臓上皮細胞用増殖培地（ＲｅｎａＬｉｆ
ｅ

Ｃｏｍｐ

ｎｃｈｉａｌ

Ｋｉｔ）を用いて培養した。ＮｕＬｉ−１細胞は、ＢＥＧＭ培地（Ｂｒｏ
Ｅｐｉｔｈｅｌｉａｌ

Ｇｒｏｗｔｈ

Ｍｅｄｉｕｍ，

ｒｅｅ）を用いて培養した。ＴＩＭＥ細胞は、ＥＢＭ−２−ＭＶ
（Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ

Ｃｅｌｌ

Ｂａｓａｌ

Ｓｅｒｕｍ−ｆ

Ｂｕｌｌｅｔ

Ｍｅｄｉｕｍ−２

30

ｋｉｔ

Ｂｕｌｌｅｔ

ｋｉｔ）を用いて培養した。
【００８０】
［試験例１］ペプチドの膵癌細胞、その他癌細胞及び各種組織由来の正常細胞での集積
性の確認試験
表２に示した各種膵癌細胞、ＫＹＮ−２細胞及び各種組織由来の正常細胞に、実施例１
において作製したＰｅｐｔｉｄｅ１、２、３及び４、並びにｒ９ペプチドをそれぞれ、培
地中に終濃度２μＭとなるように添加した。それらの細胞を３７℃で２時間培養した。続

40

いて、ペプチド含有培地を取り除くために、培地で３回洗浄した。続いて、倒立型蛍光顕
微鏡で生細胞における各ペプチドの取り込みを視覚的に評価した。検鏡の前にペプチドを
添加した培養上清を除去し１×ＰＢＳ（−）で３回洗浄後、トリプシン処理し接着細胞を
剥離してただちに新しい９６穴プレートに移入して新しい培養液に再懸濁後、検鏡を行っ
た。結果を図１に示す。
【００８１】
図１から、Ｐｅｐｔｉｄｅ１、２、３及び４について、ＫＹＮ−２細胞及び各種組織由
来の正常細胞ではほとんど蛍光が検出されず、各種膵癌細胞において強い蛍光が検出され
ることが明らかとなった。
【００８２】
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また、図２Ａのグラフは、試験例１において、各細胞で検出された蛍光を定量化し、ヒ
ト不死化正常膵管上皮細胞株であるＨＰＮＥ細胞で検出された蛍光を１．０としたときの
各細胞で検出された蛍光強度の割合を示すグラフである。
図２Ａから、Ｐｅｐｔｉｄｅ１〜４を添加したＢｘＰＣ３細胞において、その他の細胞
よりも強い蛍光が検出されることが確かめられた。
【００８３】
図２Ｂは、ヒト不死化正常膵管上皮細胞株であるＨＰＮＥ細胞で検出された蛍光を１．
０としたときの各種ペプチドを添加したＢｘＰＣ３細胞で検出された蛍光強度の割合を示
すグラフである。
図２Ｂから、Ｐｅｐｔｉｄｅ１及び２は、正常膵管上皮細胞への吸収を１．０とした時

10

に、標的である膵癌細胞であるＢｘＰＣ３細胞への吸収比（Ｓ／Ｎ比：Ｓｉｇｎａｌ／ｎ
ｏｉｓｅ ｒａｔｉｏ）が約６倍であった。さらに、Ｐｅｐｔｉｄｅ３及び４は、標的で
ある膵癌細胞であるＢｘＰＣ３細胞においてＳ／Ｎ比が１０倍以上と強い蛍光シグナルが
検出された。
【００８４】
［試験例２］ヒト膵癌細胞移植マウスでの各種組織におけるペプチドの集積性の評価試験
ヒト膵癌細胞であるＰａｎｃ１細胞又はＰＫ−８細胞をそれぞれ１×１０６個ずつ腹腔
内に移植したＮＯＤ−ＳＣＩＤマウス（日本クレア社より購入した６週齢雌マウス）をヒ
ト膵癌細胞移植マウスとして作製した。ヒト膵癌細胞の移植から３０日後に、マウス体重
２０ｇに対して３００μｇの実施例１で作製したＰｅｐｔｉｄｅ１を静脈内（ｉ．ｖ．）

20

注射した。投与後３０分で開腹して新鮮摘出状態で腫瘍病変と正常臓器群におけるペプチ
ドの分布及び蛍光強度を蛍光実体顕微鏡下で観察した。結果を図３Ａ及び図３Ｂに示す。
図３Ａ及び図３Ｂにおいて、「Ｂｒｉｇｈｔ

Ｆｉｅｌｄ」とは明視野において撮影した

画像であり、「ＦＩＴＣ」は暗視野において４８８ｎｍ波長緑色蛍光励起条件下で撮影し
た画像である。
【００８５】
図３Ａ及び図３Ｂにおいて、腫瘍及び転移巣で、ＦＩＴＣの強い蛍光が検出された。こ
のことから、Ｐｅｐｔｉｄｅ１は、膵癌に特異的な集積性を有することが確かめられた。
【００８６】
［試験例３］ヒト膵癌細胞移植マウスでの各種組織におけるペプチドの集積性の評価試験

30

６

ヒト膵癌細胞であるＢｘＰＣ３細胞１×１０

個を膵臓に移植したＮＯＤ−ＳＣＩＤマ

ウス（日本クレア社より購入した６週齢雌マウス）をヒト膵癌細胞移植マウスとして作製
した。ヒト膵癌細胞の移植から３０日後に、マウス体重２０ｇに対して１５０μｇの実施
例１で作製したＰｅｐｔｉｄｅ４を静脈内（ｉ．ｖ．）注射した。投与後３０分で開腹し
て新鮮摘出状態で腫瘍病変と正常臓器群におけるペプチドの分布及び蛍光強度を蛍光実体
顕微鏡下で観察した。結果を図４に示す。図４において、「Ｂｒｉｇｈｔ

Ｆｉｅｌｄ」

とは明視野において撮影した画像であり、「ＦＩＴＣ」は暗視野において４８８ｎｍ波長
緑色蛍光励起条件下で撮影した画像である。また、図４において、ｂｒａｉｎは脳、ｈｅ
ａｒｔは心臓、ｋｉｄｎｅｙは腎臓、ｌｉｖｅｒは肝臓、ｌｕｎｇは肺、ｍｕｓｃｌｅは
骨格筋、ｐａｎｃｒｅａｓは膵臓、ｓｐｌｅｅｎは脾臓、ｔｕｍｏｒは悪性腫瘍を意味し
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、ｓｕｒｆａｃｅは各種臓器の表面、ｔｒａｎｓｅｃｔｉｏｎは各種臓器の横断切片を意
味する。
【００８７】
図４において、腫瘍及び腎臓で、ＦＩＴＣの強い蛍光が検出された。
【００８８】
また、図５は、正常膵臓で検出された蛍光を１．０としたときの各種組織で検出された
蛍光強度の割合を示すグラフである。
図５から、Ｐｅｐｔｉｄｅ４は、正常膵臓への吸収を１．０とした時に、標的である悪
性腫瘍（ヒト膵癌細胞）へのＳ／Ｎ比が約９倍であった。また、腎臓において、Ｓ／Ｎ比
が約１１倍であったが、これはＰｅｐｔｉｄｅ４が腎臓の細胞内に吸収されて蓄積されて
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いるわけではなく、静脈内注射したＰｅｐｔｉｄｅ４の一部が利尿作用としての体外への
排尿経路として腎静脈から尿管へ移行しているためである。また、表面からの撮影画像に
おける骨格筋の両末端の部分の蛍光は、付属する腱の持つ自家蛍光によるもので、骨格筋
の横断割面では蛍光は消失していた。
以上のことから、Ｐｅｐｔｉｄｅ４は、膵癌組織にｉｎ

ｖｉｖｏで特異的な集積性を

有することが確かめられた。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
本発明によれば、膵癌に特異的な集積性を有する新規ペプチドを提供することできる。
また、生体内で、転移巣を含めた膵癌病変を簡便、高感度且つ選択的に検出することがで
きる。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４】

【図５】
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【配列表】
2017086090000001.app
【手続補正書】
【提出日】平成29年3月17日(2017.3.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の（ａ）又は（ｂ）のペプチド。
（ａ）配列番号２、３、４のいずれかで表される配列を含むアミノ酸配列からなるペプ
チド、
（ｂ）配列番号２、３、４のいずれかで表される配列と同一性が８０％以上である配列
を含むアミノ酸配列からなり、且つ、膵癌に特異的な集積性を有するペプチド
【請求項２】
Ｌ−アミノ酸からなるペプチドである請求項１に記載のペプチド。
【請求項３】
請求項１又は２に記載のペプチドをコードすることを特徴とする核酸。
【請求項４】
請求項３に記載の核酸を含むことを特徴とするベクター。
【請求項５】
請求項１又は２に記載のペプチドを含むことを特徴とするキャリア。
【請求項６】
さらに、標識物質又は修飾物質を備える請求項５に記載のキャリア。
【請求項７】
前記標識物質が、安定同位体、放射性同位体又は蛍光物質である請求項６に記載のキャ
リア。
【請求項８】
前記修飾物質が、糖鎖又はポリエチレングリコールである請求項６又は７に記載のキャ
リア。
【請求項９】
請求項５〜８のいずれか一項に記載のキャリアと生理活性物質とを備えることを特徴と
する医薬組成物。
【請求項１０】
膵癌治療用又は診断用である請求項９に記載の医薬組成物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
非特許文献
［０００７］
非特許文献１：Ｖｉｖｅｓ
Ｔａｔ

Ｐｒｏｔｅｉｎ

ｏｃａｔｅｓ

Ｅ．，ｅｔ

ａｌ．，Ａ

Ｂａｓｉｃ

Ｄｏｍａｉｎ

Ｒａｐｉｄｌｙ

Ｐｌａｓｍａ

Ｍｅｍｂｒａｎｅ

ｔｈｒｏｕｇｈ

ｃｃｕｍｕｌａｔｅｓｉｎ

ｔｈｅ

ｔｈｅ

Ｃｅｌｌ

Ｔｒｕｎｃａｔｅｄ

ＨＩＶ−１
Ｔｒａｎｓｌ
ａｎｄ

Ａ

Ｎｕｃｌｅｕｓ，Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅ

ｍ．，２７２，１６０１０−１６０１７，１９９７．
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発明の概要
発明が解決しようとする課題
［０００８］
膵癌は、がん医療分野では現在も依然として根治的治療が困難で多系統の悪性腫瘍の中
でも最も予後不良な腫瘍のひとつとして非常に良く認識されており、生存率改善に直結す
る効果的な治療方法が求められている。
また、上述の膵癌の検査及び診断方法では、検査結果の判断基準が異常陰影の判定であ
る。陰影判定には病変の拡がりを含めて精度上の限界が存在する。
また、特許文献１に記載のｃｙｃｌｉｃ

ＲＧＤは、腫瘍細胞及び腫瘍組織そのものを

標的とするペプチドではないため、がんを直接捕捉する性能を持つペプチドという点で新
規であり、効率的ながん制御を必要とする制がん医療技術の面で未だ改良の余地があった
。
［０００９］
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、膵癌細胞及び組織に直接作用し、
特異的な集積性を有する新規ペプチドを提供する。
課題を解決するための手段
［００１０］
すなわち、本発明は、以下の態様を含む。
［１］以下の（ａ）又は（ｂ）のペプチド。
（ａ）配列番号２、３、４のいずれかで表される配列を含むアミノ酸配列からなるペプチ
ド、
（ｂ）配列番号２、３、４のいずれかで表される配列と同一性が８０％以上である配列を
含むアミノ酸配列からなり、且つ、膵癌に特異的な集積性を有するペプチド。
［２］Ｌ−アミノ酸からなるペプチドである［１］に記載のペプチド。
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Ａ６１Ｋ 47/64

(2017.01)

Ａ６１Ｋ

47/64

Ａ６１Ｋ 47/36

(2006.01)

Ａ６１Ｋ

47/36

Ａ６１Ｋ 47/10

(2006.01)

Ａ６１Ｋ

47/10

Ａ６１Ｋ 47/42

(2017.01)

Ａ６１Ｋ

47/42

Ａ６１Ｋ 51/08

(2006.01)

Ａ６１Ｋ

51/08

(81)指定国
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AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T

J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ
,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,
20

TT,TZ,UA
（出願人による申告）平成２７年度、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、医療分野研究成果展開事業、研
究成果最適展開支援プログラム（Ａ−ＳＴＥＰ）「腫瘍吸収性ペプチドを応用した生体内白血病・肝細胞がん標
的イメージングプローブの創成」委託研究開発、産業技術力強化法第１９条の適用を受ける特許出願
(72)発明者 齋藤 憲
新潟県新潟市中央区旭町通１番町７５７番地 国立大学法人新潟大学 大学院医歯学総合研究科（
医科）内
Ｆターム(参考) 4C076 AA99 CC27 EE23 EE30 EE41 EE59 FF34
4C084 AA17 NA10 NA13 ZB261
4C085 HH01 HH03 KA16 KA29 KA30 KB74 KB79 KB82 LL18
4H045 AA10 AA30 BA15 BA17 BA41 BA50 BA57 EA28 EA51 FA20
FA74
（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。
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