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(57)【要約】
【課題】リン酸化タンパク質を組織学的に明確に検出で
きる方法を提供する。
【解決手段】リン酸化タンパク質を含む組織の凍結切片
を作成する凍結切片作成工程と、凍結切片をホルマリン
等の組織固定液の蒸気で処理して組織を燻蒸固定する燻
蒸固定工程と、染色前に、燻蒸固定された組織にイオン
性界面活性剤を含浸させる前処理工程と、イオン性界面
活性剤が含浸された組織を抗体染色する抗体染色工程と
、を有する。更に、凍結切片作成工程の前に、灌流脱血
する脱血工程を有することが好ましい。本発明によれば
凝集型のリン酸化タウだけでなく非凝集型リン酸化タウ
をも検出可能である。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
リン酸化タンパク質を含む組織の凍結切片を作成する凍結切片作成工程と、
前記凍結切片を組織固定液の蒸気で処理して組織を燻蒸固定する燻蒸固定工程と、
染色前に、前記燻蒸固定された組織にイオン性界面活性剤を含浸させる前処理工程と、
前記イオン性界面活性剤が含浸された組織を抗体染色する抗体染色工程と、
を有することを特徴とする、リン酸化タンパク質の組織学的検出方法。
【請求項２】
前記リン酸化タンパク質は、リン酸化タウである請求項１記載のリン酸化タンパク質の
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組織学的検出方法。
【請求項３】
前記リン酸化タウは非凝集型リン酸化タウである請求項２記載のリン酸化タンパク質の
組織学的検出方法。
【請求項４】
前記リン酸化タンパク質は、リン酸化GSK3βである請求項１記載のリン酸化タンパク質
の組織学的検出方法。
【請求項５】
前記リン酸化タンパク質は、リン酸化ERK1/2である請求項１記載のリン酸化タンパク質
の組織学的検出方法。
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【請求項６】
前記凍結切片作成工程の前に、灌流脱血する脱血工程を有することを特徴とする請求項
１乃至５の何れか１項に記載のリン酸化タンパク質の組織学的検出方法。
【請求項７】
前記組織固定液はホルマリンであることを特徴とする請求項１乃至６の何れか１項に記
載のリン酸化タンパク質の組織学的検出方法。
【請求項８】
前記イオン性界面活性剤はアニオン界面活性剤であることを特徴とする請求項１乃至７
の何れか１項に記載のリン酸化タンパク質の組織学的検出方法。
【請求項９】
リン酸化タンパク質を含む組織の凍結切片を蒸気で処理して組織を燻蒸固定する組織固
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定液と、
抗体染色前に前記燻蒸固定された組織に前処理として含浸されるイオン性界面活性剤と
、
前記イオン性界面活性剤が含浸された組織を抗体染色する抗体染色剤と、
を有することを特徴とする、リン酸化タンパク質の組織学的検出キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、リン酸化タンパク質の組織学的検出方法及びキットに関する。
【背景技術】
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【０００２】
アルツハイマー病(Alzheimer

s disease : AD)は脳内の神経細胞の脱落及び機能不全

により記憶障害を起こす、認知症の一つである。ADの病理学的特徴として老人斑と神経原
線維変化(neurofibrillary tangle : NFT)がある。老人斑はAβというペプチドが神経細
胞外に沈着することで形成される。NFTの主要成分はタウである。タウは微小管結合タン
パク質ファミリーの一つであり、生理的にリン酸化されることで、微小管重合の安定化や
細胞骨格の構造維持等の機能を制御されている。NFTは、このタウが異常にリン酸化され
た状態で重合し、神経細胞内において封入体を形成したものである(非特許文献１)。この
ように、タウの蓄積を伴う疾患は総称してタウオパチーと呼ばれており、ADはタウオパチ
ーの代表的な疾患である。ADの発症機序は未だ不明な点が多く、根本的な治療法は確立さ
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れていない。従って、有効な治療法の開発のためにもタウオパチー神経変性機構の全容解
明が急がれている。
【０００３】
現在タウのリン酸化サイトは40カ所以上確認されており(非特許文献２)、正常から異常
タウとして蓄積するまでに脳内において様々なリン酸化状態で存在していると考えられて
いる(非特許文献３)。このようなリン酸化タウは特異抗体を用いることで、ウエスタンブ
ロッティング法、ELISA 法等の生化学的手法により容易に検出できる。しかし、これらの
抗体を用いて免疫組織染色等の方法によりリン酸化タウの組織局在を解析する場合、病態
脳において凝集・蓄積したタウについては検出できる場合があるものの、正常神経細胞に
おけるリン酸化タウ又はタウオパチー神経変性の前段階に想定される非凝集異常リン酸化
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タウについては極めて染色性に乏しい。この結果、例えば AT8 等の抗リン酸化タウ抗体
(Thermo Fisher Scientific Inc.) で病態脳を組織染色すると、NFT のみが選択的に染色
される。この原因については不明であり、これまで有効な染色方法は確立されてこなかっ
た。一方、非凝集型リン酸化タウの組織染色を試みた論文報告は複数存在するものの(非
特許文献４，５，６)、いずれも広く応用されるには感度が不十分であったり、タウの本
来の軸索局在からは説明のつかない染色像であったり十分信頼できる染色がなされている
とは言い難い。また、この原因については凝集型リン酸化タウの特殊な構造が想定されて
いるものの不明であり(非特許文献７)、有効な染色法は確立されていない。従って、正常
脳におけるリン酸化タウあるいはタウオパチー形成に至るまでの非凝集型リン酸化タウの
組織局在は明らかになっていない。
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【０００４】
マウス脳において人為的にタウのリン酸化を加速させる方法として麻酔による低体温モ
デルが知られている(非特許文献５)。このタウのリン酸化は、生化学的手法では容易に検
出できる。しかし一般組織学的解析ではこの検出が極めて困難である。本発明では、タウ
の高リン酸化モデルを用い、生理的なリン酸化タウの組織学的検出法の確立を行った。
【０００５】
GSK3βは、セリンスレオニンタンパク質リン酸化酵素の一つである。その酵素活性はイ
ンスリン受容体シグナルなどによる自身のリン酸化によって制御されている。普遍的に組
織に発現し、その基質は多岐にわたることから糖代謝や神経細胞の発生、機能など幅広い
生体反応にかかわっている。tau はその基質の一つであり、GSK3βはアルツハイマー病に
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おける tau の異常化、神経変性に深く関わっていると考えられている。したがって、GSK
3βの活性を決定しうるリン酸化の検出は幅広い研究分野で求められている。ERK1/2はEGF
などの成長因子やサイトカイン、酸化ストレス等によって活性化されるMitogen‑activate
d Protein Kinase (MAPK) のサブファミリーである。細胞増殖や分裂、細胞分化にかかわ
るとされてきたが、神経系においてはシナプス可塑性とは関連性が指摘されている。マウ
ス海馬ではNMDA型グルタミン酸受容体が活性化されるとシナプス可塑性現象が起きるが、
このときに神経細胞ではERK1/2が活性化されており、逆にERK1/2の活性を阻害することで
NMDA型受容体依存的な長期増強が抑制される。ERK1/2の活性も、上流のリン酸化酵素によ
るリン酸化によって制御されており、そのリン酸化と ERK の活性様々な生理現象との関
係について盛んに研究がなされている。本発明では、リン酸化GSKβやリン酸化ERK1/2の
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組織学的検出法の確立を行った。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、リン酸化タンパク質の組織学的な検出方法を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
リン酸化タンパク質を含む組織の凍結切片を作成する凍結切片作成工程と、前記凍結切
片を組織固定液の蒸気で処理して組織を燻蒸固定する燻蒸固定工程と、染色前に、前記燻
蒸固定された組織にイオン性界面活性剤を含浸させる前処理工程と、前記イオン性界面活
性剤が含浸された組織を抗体染色する染色工程と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
本発明によれば、リン酸化タンパク質を組織学的に明確に検出でき、特に、非凝集型リ
ン酸化タウを組織学的に明確に検出できるため、アルツハイマー病等の認知症の研究、治
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療薬開発および診断に有益である。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】正常体温(A, B)及び低体温処理(C, D)したマウスについてパラフィン切片を作成
し、AT8で免疫組織染色した写真図である。
【図２】新鮮凍結法により作成した切片におけるタウのリン酸化の状態を示す図である。
(A)は、正常体温及び低体温処理したマウス脳より得られた新鮮凍結切片を可溶化しウエ
スタンブロッティングに供した図である。(B)は各抗体により認識されたバンドの輝度を
定量化した図である。
【図３】新鮮凍結切片作成後の固定法の検討結果を示す図である。(A)(B)は、4% パラホ
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ルムアルデヒド(以下、PFA:ParaFormAldehydeと略することがある。)を用いた浸漬法であ
り、(C)(D)は4% パラホルムアルデヒドを用いた燻蒸法である。
【図４】本発明組織染色法によるTau1抗体を用いた脱リン酸化タウの検出を示す図である
。
【図５】免疫染色の前処理におけるドデシル硫酸ナトリウム(以下、SDS: Sodium Dodecyl
Sulfateと略することがある。)の重要性を検討した図である。(A)処理無後にAT8での抗
体染色、(B)ドデシル硫酸ナトリウムサンプルバッファー(SDS , 2‑mercaptoethanol 含有
)処理後にAT8での抗体染色、(C)ドデシル硫酸ナトリウムのみを除いたサンプルバッファ
ー処理後にAT8での抗体染色、(D)2‑mercaptoethanolのみを除いたサンプルバッファー処
理後にAT8での抗体染色を行なった結果を示す図である。
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【図６】組織染色前処理に用いる変性剤の比較検討を示す図である。(A)1% ドデシル硫酸
ナトリウム、(B)1% N‑ラウロイルサルコシンナトリウム(以下、Sarkosylと記載すること
がある。)、(C)RIPA バッファー、(D)8M Urea、 (E)2M Urea、(F)6M Guanidin HCl で処
理した後に AT8 での抗体染色である。
【図７】リン酸化タウ以外について本発明の組織学的検出方法を使用した図であり、(A)
リン酸化GSK3βについてのウエスタンブロッティング法による写真図、(B)リン酸化GSK3
βについての抗体染色による写真図、(C)リン酸化ERK1/2についてのウエスタンブロッテ
ィング法による写真図、(D)リン酸化ERK1/2についての抗体染色による写真図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
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以下、添付の図面を参照して本発明の実施形態について具体的に説明するが、当該実施
形態は本発明の原理の理解を容易にするためのものであり、本発明の範囲は、下記の実施
形態に限られるものではなく、当業者が以下の実施形態の構成を適宜置換した他の実施形
態も、本発明の範囲に含まれる。
【００１２】
本実施形態にかかるリン酸化タンパク質の組織学的検出方法は、以下の(i)(ii)(iii)(i
v)の工程を有する。
【００１３】
(i)リン酸化タンパク質を含む組織の凍結切片を作成する凍結切片作成工程
(ii)凍結切片を組織固定液の蒸気で処理して組織を燻蒸固定する燻蒸固定工程
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(iii)染色前に、前記燻蒸固定された組織にイオン性界面活性剤を含浸させる前処理工
程
(iv)イオン性界面活性剤が含浸された組織を抗体染色する抗体染色工程
【００１４】
また本実施形態にかかるリン酸化タンパク質の組織学的検出キットは、リン酸化タンパ
ク質を含む組織の凍結切片を蒸気で処理して組織を燻蒸固定する組織固定液と、抗体染色
前に前記燻蒸固定された組織に前処理として含浸されるイオン性界面活性剤と、イオン性
界面活性剤が含浸された組織を抗体染色する抗体染色剤と、を有することを特徴とする。
【００１５】
凍結切片作成工程では、リン酸化タンパク質を含む組織の凍結切片を作成する。タンパ
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ク質のリン酸化は、細胞の増殖の調節や酵素の活性、細胞内シグナル伝達等に重要な役割
を果たすところ、本実施形態においては対象となるリン酸化タンパク質は特に限定される
ものではなく、例えば、リン酸化タウ(リン酸化されたタウタンパク質)、GSK3β、ERK1/2
等である、好ましくはリン酸化タウである。タウタンパク質は中枢神経細胞に多量に存在
し、脳の神経ネットワークを構成する神経軸索の機能に必須なタンパク質であるが、タウ
タンパク質が細胞内で不溶性の凝集を作ると軸索輸送がうまくいかず、神経細胞の死を招
く。タウタンパク質が細胞質中で線維化し、沈着した病理像は神経原線維変化と呼ばれる
。この神経原線維変化は、アルツハイマー病だけではなく進行性核上性麻痺、皮質基底核
変性症、前頭側頭型認知症、ボクサー脳症等の変性疾患で観察される。また家族性前頭側
頭型認知症（FTDP）ではタウ遺伝子の変異によりneurofibrillary tangle（NFT）の形成
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が促進され認知症状が出現することが明らかとなってきている。
【００１６】
また本実施形態にかかるリン酸化タンパク質の組織学的検出方法では、上記の凝集型の
リン酸化タウだけでなく非凝集型リン酸化タウをも検出可能である。なお神経原線維変化
そのものには神経毒性は観られず線維化する以前のタウの状態に毒性と記憶障害の原因が
あると考えられているため、非凝集型リン酸化タウをも検出できる本発明の利点は大きい
。
【００１７】
組織の凍結切片の作成方法は、特に限定されるものではないが、例えば組織試料をドラ
イアイスや液体窒素で凍結してブロックを作成し、クライオスタット等を用いて、凍結し
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た試料を数μｍから数十μｍに薄切する。
【００１８】
次に燻蒸固定工程では、作成された凍結切片を組織固定液の蒸気で処理して組織を燻蒸
固定する。組織固定液は、組織試料を自己分解や腐敗による劣化から保護するための化学
処理能を有するものであれば特に限定されるものではなく、例えばホルムアルデヒド若し
くはパラホルムアルデヒドによるホルマリン固定液、エタノール、メタノール、アセトン
若しくはクロロホルムによるアルコール固定液、又は、ブアン液等のピクリン酸固定液を
使用することができ、好ましくはパラホルムアルデヒドによるホルマリン蒸気での燻蒸固
定である。ホルマリン蒸気の場合、例えば20g/L〜60g/L パラホルムアルデヒド、好まし
くは30g/L〜50g/m パラホルムアルデヒド、より好ましくは40g/L パラホルムアルデヒド
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にて燻蒸固定を行う。ホルマリン蒸気での処理は、例えば、試料台に載置された凍結切片
試料を密閉容器内に設置し、熱により揮散したガス状のホルマリンを該密閉容器内に充満
させ、試料をガス状のホルマリンに曝す処理である。
【００１９】
次に前処理工程では、抗体染色前に、燻蒸固定された組織にイオン性界面活性剤を含浸
させる。イオン性界面活性剤は、特に限定されるものではなく、アニオン界面活性剤、カ
チオン界面活性剤及び両性界面活性剤の何れも使用することができるが、好ましくはアニ
オン界面活性剤である。
【００２０】
アニオン界面活性剤は、例えば、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウロイルサルコシンナト

20

リウム、ステアリン酸ナトリウム、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸カルシウム、ステア
リン酸マグネシウム、ステアリン酸アルミニウム、イソステアリン酸アルミニウム、ステ
アリン酸トリエタノールアミン、パルミチン酸カリウム、セチル硫酸ナトリウム、ラウリ
ルリン酸ナトリウム、ラウリルリン酸２ナトリウム、パルミチン酸トリエタノールアミン
、ポリオキシエチレンラウリルリン酸ナトリウム、Ｎ−アシルグルタミン酸ナトリウム、
パルミチン酸ナトリウム、ラウリン酸ナトリウム、ラウリン酸カリウム、ラウリン酸亜鉛
、ラウリン酸トリエタノールアミン、ラウリル酸ナトリウム、ラウリル硫酸リチウム、ラ
ウリル硫酸カリウム、ラウリル硫酸アンモニウム、ラウリル硫酸モノエタノールアミン、
ラウリル硫酸ジエタノールアミン、ラウリル硫酸トリエタノールアミン、ラウリルジアミ
ノエチルグリシンナトリウム、アルキル硫酸トリエタノールアミンエーテル、ロート油、
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リニアドデシルベンゼン硫酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油マレイン酸、アシルメチ
ルタウリン、脂肪酸セッケン、α−アシルスルホン酸塩、アルキルスルホン酸塩、アルキ
ルアリルスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸塩、アルキル硫酸塩、ＰＯＥアル
キルエーテル硫酸塩、アルキルアミド硫酸塩、アルキルリン酸塩、ＰＯＥアルキルリン酸
塩、アルキルアミドリン酸塩、アルキロイルアルキルタウリン塩、Ｎ−アシルアミノ酸塩
、ＰＯＥアルキルエーテルカルボン酸塩、アルキルスルホコハク酸塩、アルキルスルホ酢
酸ナトリウム、アシルイセチオン酸塩、アシル化加水分解コラーゲンペプチド塩、パーフ
ルオロアルキルリン酸エステル、石けん用素地、カリ石けん、ウンデシレン酸亜鉛、カリ
ウム含有石けん用素地、ヤシ油脂肪酸カリウム、硫酸化ヒマシ油、ミリスチン酸ナトリウ
ム、ミリスチン酸カリウム、ミリスチン酸亜鉛、ミリスチン酸マグネシウム、オレイン酸
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ナトリウム、オレイン酸カリウム、Ｎ−アシル−Ｌ−グルタミン酸トリエタノールアミン
、Ｎ−アシル−Ｌ−グルタミン酸ナトリウム、Ｎ−ヤシ油脂肪酸アシル−Ｌ−グルタミン
酸ナトリウム、Ｎ−ヤシ油脂肪酸・硬化牛脂脂肪酸アシル−Ｌ−グルタミン酸ナトリウム
、Ｎ−ヤシ油脂肪酸アシル−Ｌ−グルタミン酸トリエタノールアミン、ステアロイル−Ｌ
−グルタミン酸二ナトリウム、Ｎ−硬化牛脂脂肪酸アシル−Ｌ−グルタミン酸ナトリウム
、Ｎ−ラウロイル−Ｌ−グルタミン酸ナトリウム、Ｎ−ステアロイル−Ｌ−グルタミン酸
、Ｎ−ラウロイル−Ｌ−リジン、ラウロイル−Ｌ−グルタミン酸トリエタノールアミン、
Ｌ−アルギニンエチル・ＤＬ−ピロリドンカルボン酸塩、Ｎ−ヤシ油脂肪酸アシル−Ｌ−
アルギニンエチル・ＤＬ−ピロリドンカルボン酸塩、ヤシ油脂肪酸サルコシン、ヤシ油脂
肪酸サルコシンナトリウム、ヤシ油脂肪酸サルコシントリエタノールアミン、ラウロイル
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サルコシン、ラウロイルサルコシントリエタノールアミン、カルボキシル化ポリオキシエ
チレントリデシルエーテルナトリウム塩（３Ｅ．Ｏ．）、β−ラウリルアミノプロピオン
酸ナトリウム、ラウリルアミノプロピオン酸液等である。
【００２１】
また、ヤシ油脂肪酸メチルタウリンカリウム、ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウム
、ラウロイルメチルタウリンナトリウム、ラウリルスルホ酢酸ナトリウム、ヤシ油脂肪酸
メチルアラニンナトリウム液、ヤシ油脂肪酸トリエタノールアミン液、ラウロイルメチル
−β−アラニンナトリウム液、ラウリル−Ｎ−カルボキシメトキシエチル−Ｎ−カルボキ
シメチルイミダゾリニウムジナトリウムドデカノイルサルコシン、ヤシ油アルキル−Ｎ−
カルボキシエチル−Ｎ−ヒドロキシイミダゾリニウムベタインナトリウム、ヤシ油アルキ
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ル−Ｎ−カルボキシエトキシエチル−Ｎ−カルボキシエチルイミダゾリニウムジナトリウ
ムヒドロキシド、ヤシ油アルキル−Ｎ−カルボキシメトキシエチル−Ｎ−カルボキシメチ
ルイミダゾリニウムジナトリウムヒドロキシド、ヤシ油アルキル−Ｎ−カルボキシメトキ
シエチル−Ｎ−カルボキシメチルイミダゾリニウムジナトリウムラウリル硫酸、ミリスト
イルメチル−β−アラニンナトリウム液、ステアロイルメチルタウリンナトリウム、テト
ラデセンスルホン酸ナトリウム、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ドデシルベン
ゼンスルホン酸トリエタノールアミン、アルカンスルホン酸ナトリウム、アルキル硫酸ア
ンモニウム、オクチルフェノキシジエトキシエチルスルホン酸ナトリウム、ヤシ油アルキ
ル硫酸マグネシウム・トリエタノールアミン、ミリスチル硫酸ナトリウム、セトステアリ
ル硫酸ナトリウム、オレイル硫酸ナトリウム、オレイル硫酸トリエタノールアミン、ポリ
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オキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンラウリルエーテル
硫酸アンモニウム（２Ｅ．Ｏ．）、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸トリエタノ
ールアミン、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸アンモニウム（３Ｅ．Ｏ．）液、
ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ジエタノールアミン（３Ｅ．Ｏ．）液、ポリオ
キシエチレンアルキルエーテル硫酸トリエタノールアミン（３Ｅ．Ｏ．）液、ポリオキシ
エチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム（３Ｅ．Ｏ．）液、硬化ヤシ油脂肪酸グリセリ
ル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレン（５）ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミドリン酸
エステル、ポリオキシエチレンアルキル（１２−１４）エーテルリン酸（２Ｅ．Ｏ．），
（８Ｅ．Ｏ．），（１０Ｅ．Ｏ）、ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸、ポリオ
キシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンセチルエーテルリ
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ン酸、ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンステア
リルエーテル、ポリオキシエチレンコレステリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリ
ルエーテルリン酸、ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸、ポリオキシエチレンオ
レイルエーテルリン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ジエタノ
ールアミン、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸、ポリオキシエチレン
アルキルフェニルエーテルリン酸トリエタノールアミン、ポリオキシエチレンポリオキシ
プロピレンセチルエーテルリン酸、ポリオキシプロピレングリセリルエーテルリン酸、ポ
リオキシプロピレンブチルエーテルリン酸、ポリオキシエチレンスルホコハク酸ラウリル
二ナトリウム、ヤシ油脂肪酸エチルエステルスルホン酸ナトリウム、スルホコハク酸ジオ
クチルナトリウム、オクチルフェノキシジエトキシエチルスルフォン酸ナトリウム、スル
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ホコハク酸ラウリル二ナトリウム、オレイン酸アミドスルホコハク酸二ナトリウム、ポリ
オキシエチレンアルキル(Ｃ１２−１５)エーテルリン酸、ポリオキシエチレンアルキル（
Ｃ１２−１４）スルホコハク酸二ナトリウム（７Ｅ．Ｏ．）、スルホコハク酸ポリオキシ
エチレンラウロイルエタノールアミド二ナトリウム（５Ｅ．Ｏ．）、イソステアロイル乳
酸ナトリウム、ウンデシレノイル加水分解コラーゲンナトリウム、ウンデシレノイル加水
分解コラーゲンカリウム、ウンデシルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインナトリ
ウム、ラウリン酸加水分解コラーゲンナトリウム、ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンナト
リウム、ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンカリウム、ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲンカ
リウム液、ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲントリエタノールアミン、イソステアロイル加
水分解コラーゲン、イソステアロイル加水分解シルク、イソステアロイル加水分解コラー

50

(8)

JP 2020‑38192 A 2020.3.12

ゲンアミノメチルプロパンジオール塩、エチレンジアミン−Ｎ，Ｎ，Ｎ´，Ｎ´−テトラ
キス（２−ヒドロキシプロピル）ジオレイン酸塩、ドデカノイルサルコシン、ラウリルア
ミノジプロピオン酸ナトリウム液（３０％）、オレオイルサルコシン、ミリストイル−ベ
ータ−アラニンナトリウム液、ウンデシルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインナ
トリウム、アルキル（Ｃ１２，１３，１６）硫酸アンモニウム、アルキル（Ｃ１１，１３
，１５）硫酸トリエタノールアミン（１）、アルキル（Ｃ１１，１３，１５）硫酸トリエ
タノールアミン（２）、アルキル（Ｃ１２−１５）硫酸トリエタノールアミン、アルキル
（Ｃ１２−１４）硫酸トリエタノールアミン、アルキル（１２，１３）硫酸ナトリウム、
ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸トリエタノールアミン（３Ｅ．Ｏ．）液、（Ｃ
１１−１５）パレス−３硫酸ナトリウム、（Ｃ１２，１３）パレス−３硫酸ナトリウム、
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（Ｃ１２−１５）パレス−３硫酸ナトリウム、（Ｃ１２，１３）パレス−３硫酸ＴＥＡ、
（Ｃ１２，１３）パレス−３硫酸（ＴＥＡ／Ｎａ）、ＰＥＧ−３ヤシ脂肪酸アミドＭＥＡ
硫酸Ｎａ、ＰＥＧ−５ヤシ脂肪酸アミドＭＥＡリン酸、ＰＥＧ−５ラウリルクエン酸スル
ホコハク酸２Ｎａ、ＰＥＧ−５セテス−１０リン酸、ＰＥＧ−２５ブチルリン酸、アルキ
ル（Ｃ１４−１８）スルホン酸ナトリウム、アルキル（Ｃ２０−２２）リン酸、イソラウ
レス−４リン酸、ウンデシレノイルグリシン、オリーブ脂肪酸カリウム、オレイルサルコ
シン、オレイルメチルタウリンナトリウム、オレス−３リン酸、オレス−４リン酸、オレ
ス−５リン酸、オレス−１０リン酸、オレス−２０リン酸、オレス−７リン酸ナトリウム
、オレス−８リン酸ナトリウム、オレフィン（Ｃ１４−１６）スルホン酸ナトリウム、カ
プリロイルグリシン、ココイルアミノ酸ナトリウム、ココイルアラニントリエタノールア
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ミン、ココイルイセチオン酸ナトリウム、ココイルイセチオン酸アンモニウム、ココイル
グリシンカリウム、ココイルグリシンナトリウム、ココイルグルタミントリエタノールア
ミン、ココイルグルタミン酸、ココイルグルタミン酸２ナトリウム、ココイルグルタミン
酸カリウム等のココイルグルタミン酸塩類、ココイルサルコシン、ココイルサルコシンナ
トリウム、ココイルサルコシントリエタノールアミン、ココイルタウリンナトリウム、コ
コイルメチルアラニン、ココイルメチルアラニンナトリウム、ココイルメチルタウリン、
ココイルメチルタウリンカリウム、ココイルメチルタウリンマグネシウム、ココイルメチ
ルタウリンナトリウム、ココイルリンゴアミノ酸ナトリウム、コセス硫酸ナトリウム、ジ
（Ｃ１１−１５）パレス−２リン酸、ジ（Ｃ１２−１５）パレス−４リン酸、ジ（Ｃ１２
−１５）パレス−８リン酸、ジ（Ｃ１２−１５）パレス−１０リン酸、ジオレイルリン酸
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、ジオレス−８リン酸ナトリウム、ジオレス−８リン酸ナトリウム、ジココイルエチレン
ジアミンＰＥＧ−１５硫酸ナトリウム、ジラウレス−１０リン酸ナトリウム、ステアレス
−２リン酸、ステアレス−３リン酸、ステアロイル乳酸カルシウム、ステアロイル乳酸ナ
トリウム、スルホコハク酸ウンデシレナミドＭＥＡ−２Ｎａ、スルホコハク酸ラウラミド
ＭＥＡ−２Ｎａ、スルホコハク酸ラウレス２ナトリウム、セチルリン酸ＤＥＡ、セチルリ
ン酸カリウム、セテアリル硫酸ナトリウム、セテス−１０リン酸、セテス−２０リン酸、
トリセテアレス−４リン酸、トリセデス−４カルボン酸、トリセデス−８カルボン酸、ト
リセデス−４カルボン酸ナトリウム、トリセデス−７カルボン酸ナトリウム、トリセデス
−３酢酸ナトリウム、トリセデス−７リン酸カリウム、トリラウレス−４リン酸、乳酸オ
レイル、パーム脂肪酸グルタミン酸ナトリウム、パルミトイルグルタミン酸マグネシウム
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、パルミトイルサルコシンナトリウム、パルミトイルプロリン、パルミトイルプロリンナ
トリウム、パルミトイルメチルタウリンナトリウム、ミリストイルグルタミン酸カリウム
、ミリストイルグルタミン酸ナトリウム、ミリストイルサルコシンナトリウム、ミリスト
イルメチルタウリンナトリウム、ヤシ脂肪酸カリウム、ヤシ脂肪酸トリエタノールアミン
、ヤシ脂肪酸アルギニン、ラウラミノジ酢酸ナトリウム、ラウリルグリコール酢酸ナトリ
ウム、ラウレス−５カルボン酸、ラウレス−６カルボン酸、ラウレス−１１カルボン酸、
ラウレス−５カルボン酸ナトリウム、ラウレス−６カルボン酸ナトリウム、ラウレス−１
１カルボン酸ナトリウム、ラウレス−５酢酸、ラウレス−６酢酸、ラウレス−４，５酢酸
カリウム、ラウレス−３酢酸ナトリウム、ラウレス−４酢酸ナトリウム、ラウレス−５酢
酸ナトリウム、ラウレス−６酢酸ナトリウム、ラウレス−１１酢酸ナトリウム、ラウレス
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硫酸ＭＩＰＡ、ラウレス硫酸ナトリウム、ラウレス硫酸トリエタノールアミン、ラウレス
−２硫酸アンモニウム、ラウレス−３硫酸アンモニウム、ラウレス−１リン酸、ラウレス
−２リン酸、ラウレス−４リン酸、ラウロイルアスパラギン酸ナトリウム、ラウロイルカ
ラスムギアミノ酸ナトリウム、ラウロイル乳酸ナトリウム、ラウロイルメチルアラニンカ
リウム、ラウロイルメチルアラニントリエタノールアミン、リン酸ジセチル、リン酸セチ
ル等である。
【００２２】
カチオン界面活性剤は、例えば、塩化ラウリルトリメチルアンモニウム、塩化ジココイ
ルジメチルアンモニウム、塩化ミリスチルジメチルベンジルアンモニウム、塩化セチルト
リメチルアンモニウム、塩化ラウリルピリジニウム、塩化セチルピリジニウム、塩化ベン
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ゼトニウム、ステアリルトリメチルアンモニウムクロライド、塩化ベンザルコニウム、塩
化ベンザルコニウム液、ラウリルアミンオキサイド、塩化アルキルトリメチルアンモニウ
ム、塩化ステアリルトリメチルアンモニウム、塩化ステアリルジメチルベンジルアンモニ
ウム、塩化ジメチルステアリルアンモニウム処理ヘクトライト、塩化ベンジルジメチルス
テアリルアンモニウム処理ヘクトライト、塩化ジステアリルジメチルアンモニウム、塩化
ジステアリルジメチルアンモニウム処理ベントナイト、塩化ジアルキルジメチルアンモニ
ウム、塩化トリ（ポリオキシエチレン）ステアリルアンモニウム（５Ｅ．Ｏ．）、塩化ジ
（ポリオキシエチレン）オレイルメチルアンモニウム（２Ｅ．Ｏ．）、塩化ステアロイル
コラミノホルミルメチルピリジニウム、塩化ポリオキシプロピレンメチルジエチルアンモ
ニウム、塩酸アルキルジアミノエチルグリシン液、臭化アルキルイソキノリニウム液、臭
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化ラウリルトリメチルアンモニウム、臭化セチルトリメチルアンモニウム、臭化ステアリ
ルトリメチルアンモニウム、セチルトリメチルアンモニウムサッカリン、ステアリルトリ
メチルアンモニウムサッカリン、ポリエチレングリコール・エピクルルヒドリン・ヤシ油
アルキルアミン・ジプロピレントリアミン縮合物、ポリエチレングリコール・エピクロロ
ヒドリン・牛脂アルキルアミンジプロピレントリアミン縮合物、エチル硫酸ラノリン脂肪
酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム（１），（２）、臭化ベヘニルトリメチル
アンモニウム、塩化ベヘニン酸アミドプロピルジメチルヒドロキシプロピルアンモニウム
、ステアリン酸ジエチルアミノエチルアミド、ステアリン酸ジメチルアミノプロピルアミ
ド、ラノリン誘導体第四級アンモニウム塩、ＰＥＧ−５オレアミン、ＰＥＧ−２オレアン
モニウムクロリド、ＰＥＧ−２コカミン、ＰＥＧ−３コカミン、ＰＥＧ−５コカミン、Ｐ
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ＥＧ−１０コカミン、ＰＥＧ−１５コカミン、ＰＥＧ−２ジメドウフォームアミドエチル
モニウムメトサルフェート、アルキル（Ｃ１２，１４）オキシヒドロキシプロピルアルギ
ニン塩酸塩、アルキル（Ｃ１６，１８）トリモニウムクロリド、イソアルキル（Ｃ１０−
４０）アミドプロピルエチルジモニウムエトサルフェート、イソステアリルエチルイミダ
ゾリニウムエトサルフェート、カエサルピニアスピノサヒドロキシプロピルトリモニウム
クロリド、クオタニウム−３３、クオタニウム−９１、コカミドプロピルＰＧジモニウム
クロリドン酸、コカミドプロピルベタインアミドＭＥＡクロリド、ココイルアルギニンエ
チルＰＣＡ、ココトリモニウムメト硫酸、コロハヒドロキシプロピルトリモニウムクロリ
ド、酢酸（ミリスタミド／パルミタミド）ブチルグアニジン、ジアルキル（Ｃ１２−１８
）ジモニウムクロリド、ジココイルエチルヒドロキシエチルモニウムメトサルフェート、
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ジココジモニウムクロリド、ジステアリルジモニウムクロリド、ジステアロイルエチルヒ
ドロキシエチルモニウムメトサルフェート、ジセチルジモニウムクロリド、ジパルミトイ
ルエチルヒドロキシエチルモニウムメトサルフェート、ジヒドロキシプロピルＰＥＧ−５
リノールアンモニウムクロリド、ジメチルＰＡＢＡアミドプロピルラウルジモニウムトシ
ル酸、ジメチルステアラミン、ステアラミドエチルジエチルアミン、ステアラミドプロピ
ルジメチルアミン、ステアラルコニウムクロリド、ステアリルトリモニウムサッカリン、
ステアルトリモニウムクロリド、ステアルトリモニウムブロミド、ステアロキシプロピル
トリモニウムクロリド、セタルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、セトリ
モニウムクロリド、セトリモニウムブロミド、セトリモニウムメトサルフェート、ソイト
リモニウムクロリド、パルミタミドプロピルトリモニウムクロリド、パンテニルヒドロキ
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シプロピルステアルジモニウムクロリド、ヒドロキシエチルセチルジモニウムリン酸、ヒ
ドロキシプロピルトリモニウムハニー、ヒドロキシプロピルビスヒドロキシエチルジモニ
ウムクロリド、ベヘナミドプロピルジメチルアミン、ベヘナミドプロピルジメチルアミン
、ベへントリモニウムクロリド、ベへントリモニウムメトサルフェート、ポロキサミン７
０１、ポロキサミン７０２、ポロキサミン７０４、マロン酸ビスヒドロキシエチルセチル
アミド、ヤシ油アルキルＰＧジモニウムクロリドリン酸ナトリウム、ラウリルトリモニウ
ムクロリド、ラウリルピリジニウムクロリド、リノールアミドプロピルＰＧジモニウムク
ロリドリン酸等である。
【００２３】
両性界面活性剤は、例えば、ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、２−アルキル−Ｎ

10

−カルボキシメチル−Ｎ−ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、ウンデシル−Ｎ
−ヒドロキシエチル−Ｎ−カルボキシメチルイミダゾリウムベタイン、ヤシ油アルキルベ
タイン、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン、ステアリルジヒドロキシエチルベタイン
、ステアリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ビス（ステアリル−Ｎ−ヒドロキシエチルイ
ミダゾリン）クロル酢酸錯体、ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲン、オレオイル加水分解コ
ラーゲン、加水分解コラーゲンヘキサデシル、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ミ
リストイル加水分解コラーゲン液、塩酸アルキルアミノエチルグリシン液、レシチン等の
カルボキシベタイン型、アミドベタイン型、スルホベタイン型、ヒドロキシスルホベタイ
ン型、アミドスルホベタイン型、ホスホベタイン型、アミノカルボン酸塩型、イミダゾリ
ン誘導体型、アミドアミン型、ＰＥＧ−３ラウラミンオキシド、オレアミンオキシド、オ
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レイルベタイン、（カプリル／カプラミド）プロピルベタイン、ココアミンオキシド、コ
コアンホ酢酸ナトリウム、ココアンホジ酢酸ナトリウム、ココアンホジ酢酸２ナトリウム
、ココアンホプロピオン酸ナトリウム、ジヒドロキシエチルラウラミンオキシド、ステア
ラミンオキシド、ステアリルベタイン、パーム核脂肪酸アミドエチルヒドロキシエチルア
ミノプロピオン酸ナトリウム、パーム核脂肪酸アミドプロピルベタイン、ヒドロキシアル
キル（Ｃ１２，１４）ヒドロキシエチルアラニン、ヘプタデシルヒドロキシエチルカルボ
キシラートメチルイミダゾリニウムクロリド／ヘプタデシルビスヒドロキシエチルイミダ
ゾリニウム、ミリスタミドプロピルベタイン、ミリスタミンオキシド、ミリスチルベタイ
ン、ラウラミドプロピルアミンオキシド、ラウラミドプロピルヒドロキシスルタイン、ラ
ウラミドプロピルベタイン、ラウラミノプロピオン酸ナトリウム、ラウラミンオキシド、
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ラウリミノジプロピオン酸ナトリウム、ラウリルヒドロキシスルタイン、ラウリルベタイ
ン、ラウロアンホ酢酸ナトリウム、ラウロイルリシン等である。
【００２４】
次に抗体染色工程ではイオン性界面活性剤が含浸された組織を抗体染色する。抗体染色
は抗体を用いて組織内の抗原を検出する方法である。抗体の特異性を利用して抗原を検出
し、抗原の局在を観察することができる。抗体染色に使用される抗体は、特に限定される
ものではないが、例えばタウに結合する抗体としてはAnti‑Rat Tau、RTM38、AT8、PHF1、
Tau1等である。
【００２５】
前述した凍結切片作成工程の前に、灌流脱血する脱血工程を有することが好ましい。脱

40

血工程は、抗体染色での血管への非特異的染色を抑えるためのものであり、リン酸化タウ
の検出自体に影響するものではない。脱血は例えば生理食塩水等により行うことが可能で
ある。
【実施例】
【００２６】
１．本発明必須工程(凍結切片作成工程、燻蒸固定工程、イオン性界面活性剤を含浸さ
せる前処理工程、及び、染色工程)を見出すまでの検討
［一般的な組織染色法によるリン酸化タウの検出］
はじめに、一般的な組織学的解析法によるリン酸化マウスモデル脳におけるリン酸化タ
ウの検出を試みた。正常体温 (37°C) 及び低体温 (< 30°C) 処理を施したC57BL/6 系統
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の野生型及びタウノックアウト (TKO) マウス(いずれも10 14週齢で雌雄両方を用いた。)
を4% パラホルムアルデヒド含有PBS で灌流固定し、常法に従いパラフィン包埋切片を作
成した。なお低体温によるタウ高リン酸化マウスモデルの作成は Planel らの方法にした
がった。マウスに pentobarbital (ソムノペンチル : 共立製薬株式会社) を投与し、深
麻酔状態にしたまま室温に放置した。直腸体温計で直腸温を測定し、30°C 以下（25°C
以下が望ましい）になった時に低体温であると判定した。
【００２７】
パラフィン包埋切片の作成は下記手順に従った。即ち、マウスを麻酔後正常体温 (37°
C付近) 及び低体温 (30°C以下) であることを確認し、開腹、心臓を露出させた。ペリス
タポンプ (ATTO) のチューブの先に 27G の注射針 (TERUMO) をつなぎ、露出した心臓の
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左心室に刺して右心房を切開した。左心室に刺した注射針にペリスタポンプから PBS を
灌流し、右心房の切開箇所から放血した。その後 4% パラホルムアルデヒド in PBS に輸
液を変えて同様に灌流固定した。固定後マウスの頭部を切除し、さらに 4% パラホルムア
ルデヒド 内で48 時間後固定した。その後脳を摘出し、エタノール、キシレン、温パラフ
ィンに置換させパラフィン包埋ブロックを作成した。パラフィンブロックをミクロトーム
により 6 μm でスライスし、スライドグラスに貼り付け乾燥させた。作成したパラフィ
ン切片をキシレン、エタノール、水の順に浸漬し、水和した。
【００２８】
図１は、正常体温(A, B)及び低体温処理(C, D)したマウスについて一般的なパラフィン
切片を作成し、Citrate buffer 処理の後に代表的な抗リン酸化タウ抗体であるAT8で免疫
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組織染色した写真図である。A, C は野生型マウス、B, Dはタウノックアウトマウスであ
る。Eは、低体温処理におけるタウのリン酸化についてウエスタンブロッティング法によ
る検証の結果である。体温又は遺伝型にかかわらず、AT8 によるタウ様の染色性は認めら
れなかった。またパラフィン切片を作成後、4% パラホルムアルデヒドによる燻蒸固定を
行いドデシル硫酸ナトリウムによる前処理を行った後にAT8による染色を試みたがリン酸
化タウの染色性は認められなかった。E左側に示されるように、低体温マウスの脳では明
確に AT8 陽性のバンドが認められた。E右側はバンドの輝度を定量化した図である。AT8
による染色は有意に(**, p > 0.01) 上昇していた。以上の結果から、低体温処理により
タウは明らかにリン酸化されているものの、組織学的には検出できていないことが判明し
30

た。
【００２９】
なお、タウは大脳皮質 (Cor)、海馬(Hp) 等広範に存在するが、とくに海馬

CA3 領域

を走行する mossy fiberにおいて強く染色される。また、錐体細胞層をはじめ、神経細胞
体からなる構造は染色性が乏しい。これはタウの軸索局在を反映したものである。従って
、mossy fiber における正確な染色の有無が、タウの染色の判定基準となる。
【００３０】
AT8はタウの 202 番目のセリン及び205 番目のスレオニンがいずれもリン酸化された場
合にのみ反応する抗体であり、病態脳に凝集するタウの検出に汎用されている。AT8 によ
る染色を行なった結果、低体温処理を施したマウスにおいてもほとんど染色は認められず
、正常体温の野生型マウス、あるいはタウノックアウトマウスとの差異は認められなかっ
た。他の抗リン酸化タウ抗体であるPHF1でもAT8を使用する以外は同様に実験をおこなっ
たが、PHF1の場合でも同様の結果であり、低体温におけるタウの高リン酸化は検出できな
かった。一般的に免疫染色性の向上の問題解決には切片を Citrate buffer でオートクレ
ーブすることによって抗原を賦活化させる方法が用いられるが、同抗原賦活化処理により
使用した抗体によるリン酸化タウの検出はできなかった。これらの結果から、一般的な方
法で作成したパラフィン切片ではリン酸化タウを検出することが極めて困難であることが
わかった。なお本実施例で使用する抗体を下記表１に示す。
【００３１】
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【表１】

【００３２】

10

［Fresh frozen section作成までのリン酸化タウの定量］
パラフィン切片では、切片作成までの間に固定、脱水、有機溶媒による透徹、加温パラ
フィンへの包埋等の複雑なステップを要する。また、このような切片では切片作成後に生
化学的手法による解析は不可能となる。これに対し、摘出した脳を速やかに凍結、薄切す
る新鮮凍結法による切片を作成した。なお新鮮凍結切片の作成は下記手順に従った。即ち
、正常又は低体温処理後、マウスより速やかに脳を摘出し、液体窒素上にバランスディッ
シュ (BIO‑RAD) を浮かべ、その上で脳を急冷させた。完全に凍結したのを確認し、 ‑80
℃ で保存した。切片の作成にはクライオスタット (Leica) を用いて、厚さ 15 μm で薄
切し、 ‑80℃ で冷凍保存した。新鮮凍結切片後にもタウのリン酸化が保存されているこ
とをウエスタンブロッティング法により確認した (図２) 。図２は、新鮮凍結法により作
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成した切片におけるタウのリン酸化の状態を示す図である。(A)は、正常体温及び低体温
処理したマウス脳より得られた新鮮凍結切片を可溶化し、表記の抗体を用いてウエスタン
ブロッティングに供した図である。Anti‑Rat Tau (BD Bioscience)はリン酸化に依存しな
い抗体であり、正常体温のタウに比べ、低体温脳のタウうはバンドが上方にシフトしてお
り、高度にリン酸化されていることがわかる。また AT8, PHF1等の抗リン酸化タウ抗体で
はいずれも低体温脳由来のサンプルで強く反応がみとめられ、一方 tau1 等の脱リン酸化
型タウに対する抗体では低体温脳では反応性が減弱されていた。これらの結果から、新鮮
凍結法で作成後の切片についても低体温によるタウの高リン酸化が保存されていることが
判明した。(B)は、各抗体により認識されたバンドの輝度を定量化した図である(n=3,Mean
±SEM, **:p<0.01*:p<0.05)。この結果から、脳の摘出から新鮮凍結切片を作成するまで
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にリン酸化タウは残っていることが分かった。
【００３３】
［新鮮凍結切片を用いた免疫染色］
新鮮凍結切片の作成までにリン酸化タウが残っていることが分かったため、組織固定法
について検討した。その結果、灌流固定と同様に4%パラホルムアルデヒド溶液に組織切片
を浸漬した固定では染色性は認められなかった。従って、よりマイルドな組織固定を狙い
4%パラホルムアルデヒド溶液(4g/mLパラホルムアルデヒド)をもちいた燻蒸法による固定
を行なった。即ち、ガラス製染色バット内にプロワイプ (エリエール) 3 枚を敷き、30 m
Lの4% パラホルムアルデヒド in PBS を吸収させた。60℃加温し、作成した新鮮凍結切片
を並べ密閉して 30分燻蒸固定を行なった。さらにウエスタンブロッティングによる生化
学的解析の条件に近づけるため、燻蒸固定後の組織を ドデシル硫酸ナトリウムサンプル
バッファーに浸し、リン酸化タウの立体構造を変化させることで、検出を試みた。なお本
実施例で使用する変性剤の組成と変性条件を下記表２に示す。
【００３４】
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【表２】

10

【００３５】

20

その結果、AT8では低体温マウス脳において、海馬CA3 領域の mossy fiber を中心とし
た染色がみとめられた(図３) 。図３は、新鮮凍結切片作成後の固定法の検討結果を示す
図である。新鮮凍結切片について、4% パラホルムアルデヒドを用いて浸漬法 (A, B)、燻
蒸法 (C, D) による後固定をおこなった後に AT8抗体による組織染色を行なった。正常体
温マウス (A, C) と低体温マウス (B, D) を比較すると、浸漬法で固定化した後にドデシ
ル硫酸ナトリウムサンプルバッファーで処理した場合は、ともに染色性は認められないの
に対し、燻蒸法で固定化した後に ドデシル硫酸ナトリウムサンプルバッファーで処理し
た場合は、ともにmossy fiber におけるAT8陽性のリン酸化タウが認められた（矢印及び
挿入図）。
【００３６】
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AT8抗体を使用する以外は、同様に、新鮮凍結切片作成後、4% パラホルムアルデヒドを
用いて燻蒸法による後固定をおこなった後にPHF1抗体による組織染色を行なったところ、
正常体温マウス及び低体温マウスともにリン酸化タウが認められた。
【００３７】
さらに、AT8抗体を使用する以外は、同様に、新鮮凍結切片作成後、4% パラホルムアル
デヒドを用いて燻蒸法による後固定をおこなった後抗脱リン酸化型タウ抗体であるTau1抗
体による組織染色を行なったところ、正常体温でタウが染まり、低体温の切片でもその染
色やや減少するもののタウの染色性が認められた(図４)。即ち、PBSで脱血したのち、新
鮮凍結切片／4% パラホルムアルデヒド燻蒸法による固定後、さらにドデシル硫酸ナトリ
ウムサンプルバッファー処理をおこなった後にtau1抗体による組織染色を行なった。tau1
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では正常体温の生型マウスで認められるタウ様の染色が低体温処理により減弱しているも
のの、正常体温マウス及び低体温マウスともに脱リン酸化タウが認められた。図４は、本
発明組織染色法によるTau1抗体を用いた脱リン酸化タウの検出を示す図である。aは正常
体温での染色性を示す図であり、bは低体温での染色性を示す図である。
【００３８】
これらの結果から、新鮮凍結切片と燻蒸固定の組み合わせという比較的弱い強度の組織
固定、及びサンプルバッファーを用いたタンパク質変性処理が組織染色におけるタウリン
酸化の正確な解析に重要であることが考えられた。このような染色は4% パラホルムアル
デヒドによる灌流固定後に凍結切片を作成しても再現されなかったことから、新鮮凍結切
片と燻蒸固定、サンプルバッファー処理が必須であると判断した。
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【００３９】
［組織染色前処理に用いる変性剤の検討］
本法によるリン酸化タウの染色には一般的なウエスタンブロッティング法に用いられる
ドデシル硫酸ナトリウムサンプルバッファーによる処理が必要である。この ドデシル硫
酸ナトリウムサンプルバッファーには界面活性剤であるドデシル硫酸ナトリウムと還元剤
である 2‑mercaptoethanol (2‑ME) が含まれる。これらの効果を判定する目的で、サンプ
ルバッファー中の ドデシル硫酸ナトリウム、 2‑ME をそれぞれ抜いた溶液を作成し、AT8
染色性への効果について検証した (図５)。
【００４０】
図５は、免疫染色の前処理におけるドデシル硫酸ナトリウムの重要性を検討した図であ
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る。低体温マウスより作成した新鮮凍結切片／燻蒸固定切片について(A)処理無後にAT8で
の抗体染色、(B)ドデシル硫酸ナトリウムサンプルバッファー処理後にAT8での抗体染色、
(C)ドデシル硫酸ナトリウムのみを除いたサンプルバッファー処理後にAT8での抗体染色、
(D)2‑mercaptoethanolのみを除いたサンプルバッファー処理後にAT8での抗体染色を行な
った結果を示す図である。ドデシル硫酸ナトリウムを含むサンプルバッファーで処理した
時のみ明確な AT8の染色が認められた。新鮮凍結切片／燻蒸固定で調整した切片であって
も AT8 による染色には ドデシル硫酸ナトリウムサンプルバッファー処理が必須であり、
ドデシル硫酸ナトリウムを除去すると効果が消失することから、ドデシル硫酸ナトリウム
がこの効果をもたらしていることが判明した。
20

【００４１】
ドデシル硫酸ナトリウムは代表的なイオン性界面活性剤であり、強い界面活性作用によ
る可溶化とともにタンパク質の構造変性作用がある。ドデシル硫酸ナトリウムと同様、あ
るいは関連する複数の界面活性剤及びタンパク質変性剤について AT8 染色性についての
検証を行った(図６)。
【００４２】
図６は組織染色前処理に用いる変性剤の比較検討を示す図である。低体温マウスより作
成した新鮮凍結切片／燻蒸固定切片について (A)1% ドデシル硫酸ナトリウム、 (B)1% N‑
ラウロイルサルコシンナトリウム、(C)RIPA バッファー、(D)8M Urea、 (E)2M Urea、(F)
6M Guanidin HCl で処理した後に AT8 での抗体染色を行なった。この結果、ドデシル硫
酸ナトリウム, N‑ラウロイルサルコシンナトリウム等のイオン性界面活性剤が有効であり
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、ドデシル硫酸ナトリウムを含む RIPA バッファーにおいても効果が認められた。一方、
Urea、Guanidin HCl のようなカオトロピックイオン類のタンパク質変性剤については効
果が認められなかった。このように抗体染色前に、燻蒸固定された組織にドデシル硫酸ナ
トリウム、N‑ラウロイルサルコシンナトリウム、又は、RIPA バッファー等のイオン性界
面活性剤を含浸させる前処理工程が必須であることが判明した。
【００４３】
以上の結果から、リン酸化タウの組織学的検出法として有用性が認められた方法は、新
鮮凍結切片と燻蒸固定の組み合わせ、さらに前処理としてイオン性界面活性剤に浸漬する
方法であるとした。
40

【００４４】
２．本発明試験例
下記に本発明のリン酸化タンパク質の組織学的検出方法の試験例を記載する。
【００４５】
２−１．脱血工程
解析対象とするマウスを麻酔後、解剖台に固定、開腹し、心臓を露出させた。ペリスタ
ポンプ等のチューブの先に 27G の注射針をつなぎ、露出した心臓の左心室に刺して右心
房を切開した。左心室に刺した注射針にペリスタポンプから Phosphate buffered saline
(PBS: 137 mM NaCl 、 2.7mM KCl 、 7 mM Na2HPO4、 1.47 mM KH2PO4, pH7.4)

を灌流

し、右心房の切開箇所から血液を流出させた。
【００４６】
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２−２．凍結切片作成工程
脱血後、速やかに脳を摘出し、液体窒素上に浮かべたバランスディッシュ上で脳を急冷
凍結させた。完全に凍結したのを確認し、‑80℃ で保存した。切片の作成にはクライオス
タット (Leica) を用いて、厚さ 15 μm で薄切し、MAS コートが施されたスライドグラ
ス上に貼付、乾燥させた後に ‑80℃ で冷凍保存した。
【００４７】
２−３．燻蒸固定工程
ガラス製染色バット内にプロワイプ (エリエール) 3 枚を敷き、30 mLの4% パラホルム
アルデヒドを吸収させ、60℃ に設定したホットプレート上であらかじめ十分加温する。
ここに２−２で作成した新鮮凍結切片を並べ、60℃、30分の条件で固定（燻蒸固定）を行

10

った。固定後、水で 5 分間洗浄した。
【００４８】
２−４．イオン性界面活性剤を含浸させる前処理工程
燻蒸固定後の組織について、ドデシル硫酸ナトリウムサンプルバッファー ( 2% (w/v)
ドデシル硫酸ナトリウム、80mM Tris pH6.8 、 10% (w/v) Glycerol 、 1% (v/v) 2‑Merc
aptoethanol (2‑ME) )、又は、1% ドデシル硫酸ナトリウム, 1% N‑ラウロイルサルコシン
ナトリウム含有 Tris buffered saline (TBS; 50mM Tris‑HCl pH7.6 、152mM NaCl)、も
しくは RIPA バッファー (50mM Tris pH7.6、 150mM NaCl、1% Nonidet P40、 0.5% (w/v
) Sodium Deoxycholate、 0.1% (w/v) ドデシル硫酸ナトリウム)等のイオン性界面活性剤
含有緩衝液に 5 分間浸した。その後、蒸留水で 5 分間洗浄した後、 TBS で 5 分間洗浄
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した。
【００４９】
２−４．抗体染色工程
組織をPAPPEN (大同産業) でマーキングし、 10% Goat serum in TBS で 60 分間ブロ
ッキングした。ブロッキング後、各種１次抗体を添加した 1% Bovine serum albumin (BS
A) in TBSを加え一晩反応させた。その後 0.1% の Tween20 を加えたTBS (TBS‑T) で 5
分 × 4 回洗浄し、1% Bovine serum albumin (BSA) in TBSで希釈した二次抗体を 2 時
間反応させた。反応後 TBS‑T で 5 分× 4 回洗浄しABC 溶液(Avidin‑Biotin‑Complex; V
ECTOR LABORATORIES) で 30 分間反応させた。
【００５０】
TBS‑T で 5 分間洗浄後 0.4 mg/mL Diaminobenzidine (DAB), 0.1% 過酸化水素を加え
た TBS 中で発色させた。発色を確認後、ヘマトキシリンに約 10 秒間浸し、核染色を行
った。染色後、水で 5 分間洗浄し、エタノール、キシレンの順にそれぞれ5 分間 × 3
回浸し封入した。
【００５１】
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【表３】

10

20

30
【００５２】
試験例１に示されるように4% パラホルムアルデヒドによる灌流固定後に凍結切片を作
成してもリン酸化タウの染色性は認められなかった。またパラフィン切片作成後に燻蒸固
定工程及び前処理工程を経て抗体染色をしてもリン酸化タウの染色性は認められなかった
。試験例４,９,10及び11に示されるように、凍結切片作成及び燻蒸固定工程だけでは抗体
染色をしてもリン酸化タウの染色性は認められなかった。図３に示されたように、凍結切
片作成及び前処理工程だけでは抗体染色をしてもリン酸化タウの染色性は認められなかっ
た。しかしながら試験例2,3,5,6,7及び8に示されるように、凍結切片作成後に燻蒸固定工
程及び前処理工程を経て抗体染色をすることによりリン酸化タウの染色性は明瞭に認めら
れた。
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【００５３】
２−５．リン酸化タウ以外のリン酸化タンパク質への応用
正常体温(37°C)又は低体温(< 30°C)処理を施したマウス(いずれも10 14週齢で雌雄両
方を用いた。)につき、麻酔後、解剖台に固定、開腹し、心臓を露出させた。露出した心
臓の左心室に刺した注射針にペリスタポンプから Phosphate buffered salineを灌流し血
液を流出させた。
【００５４】
脱血後、速やかに脳を摘出し、液体窒素上に浮かべたバランスディッシュ上で脳を急冷
凍結させた。完全に凍結したのを確認し、‑80℃ で保存した。切片の作成にはクライオス
タット (Leica) を用いて、厚さ 15 μm で薄切し、MAS コートが施されたスライドグラ
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ス上に貼付、乾燥させた後に ‑80℃ で冷凍保存した。
【００５５】
ガラス製染色バット内にプロワイプ (エリエール) 3 枚を敷き、30 mLの4% パラホルム
アルデヒドを吸収させ、60℃ に設定したホットプレート上であらかじめ十分加温する。
ここに前述の作成した新鮮凍結切片を並べ、60℃、30分の条件で固定（燻蒸固定）を行っ
た。固定後、水で 5 分間洗浄した。
【００５６】
燻蒸固定後の組織について、ドデシル硫酸ナトリウムサンプルバッファーに5分間浸し
た。その後、蒸留水で 5 分間洗浄した後、TBSで5分間洗浄した。
【００５７】
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GSK3βのリン酸化を認識する抗体としてCell Signaling Technology 社の Phosphor‑ G
SK3β antibody (#9336)を使用した。また、ERK1/2のリン酸化を認識する抗体としてCell
Signaling Technology 社のPhospho‑p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) Antibody
(#9101)を使用した。ドデシル硫酸ナトリウムサンプルバッファーが含浸された組織をこ
れら抗体にて抗体染色した。
【００５８】
図７は、リン酸化タウ以外について本発明の組織学的検出方法を使用した図であり、(A
)リン酸化GSK3βについてのウエスタンブロッティング法による写真図、(B)リン酸化GSK3
βについての抗体染色による写真図、(C)リン酸化ERK1/2についてのウエスタンブロッテ
ィング法による写真図、(D)リン酸化ERK1/2についての抗体染色による写真図である。
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【００５９】
図７に示されるように、いずれの抗体においても、正常体温処理及び低体温処理でのマ
ウス脳でのリン酸化の亢進が認められた。通常の組織染色法ではこのリン酸化の亢進は検
出できず、通常の組織染色法では正常体温処理と低体温処理との染色の差の相違が判明す
ることもない。一方、本発明の組織学的検出方法では、#9336では大脳皮質、海馬、線条
体等に染色が見られ、特に脳の灰白質に広範な染色の増強が認められた。また、#9101で
は海馬CA3領域の苔状線維にシグナルが認められ、低体温による増強が検出できた。以上
の結果から、本発明の組織学的検出方法は、リン酸化タウの検出のみならず幅広いリン酸
化タンパク質の解析に有用であると考えられる。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
アルツハイマー病の研究、治療薬開発および診断に利用できる。
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