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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
配列ＲＮＷＲＧＩＡＧＭＡＲＲＬＬＧＲＮＷＲＬＭを含む、ペプチド。
【請求項２】
請求項１に記載のペプチドを含有する、微生物を殺傷するための薬学的組成物。
【請求項３】
請求項１に記載のペプチドを含有する、食品または工業製品の腐敗を予防するための薬学
的組成物。
【請求項４】
請求項１に記載のペプチドを含有する、微生物による感染症を処置するための薬学的組成
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物。
【請求項５】
請求項１に記載のペプチドを含有する、抗生物質。
【請求項６】
請求項１に記載のペプチドを含有する、微生物感染部位に薬物を送達するための、薬学的
送達物。
【請求項７】
請求項１に記載のペプチドを含有する、癌を処置するための薬学的組成物。
【請求項８】
請求項１に記載のペプチドを含有する、癌病変部位に薬物を送達するための、薬学的送達
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物。
【請求項９】
請求項１に記載のペプチドを含有する、アポトーシスを抑制するための、薬学的組成物。
【請求項１０】
請求項１に記載のペプチドを含有する、アポトーシスが進行する部位に薬物を送達するた
めの、薬学的送達物。
【請求項１１】
前記微生物が、動物病原性である、請求項２〜６のいずれか一項に記載の薬学的組成物。
【請求項１２】
前記微生物が、植物病原性である、請求項２〜６のいずれか一項に記載の薬学的組成物。
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【請求項１３】
前記植物病原性微生物が、エルウィニア・カロトボラ（Ｅｒｗｉｎｉａ

Ｃａｒｏｔｏｖ

ｏｒａ）である、請求項１２に記載の薬学的組成物。
【請求項１４】
前記癌が、膀胱癌、胃癌、乳癌、肺癌、前立腺癌、グリア芽腫、大腸癌、子宮癌、卵巣
癌、腎癌および白血病からなる群より選択される、請求項７または８に記載の薬学的組成
物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
20

【０００１】
本発明は、生体膜に特異的に作用する新規ペプチドおよびそのスクリーニング方法に関
し、具体的には、微生物細胞膜に特異的に作用するが、正常な動物細胞膜に作用しないペ
プチドおよびそのスクリーニング方法に関する。さらに本発明は、微生物細胞膜に対して
特異的ポア形成能を有するが溶血能を欠くペプチドおよびそのスクリーニング方法に関す
る。本発明は、微生物を殺傷するための抗菌ペプチドに関する。具体的には、本発明は、
食品または工業製品の腐敗の原因となる微生物に対する抗菌ペプチドに関する。本発明は
また、動物および／または植物に感染する微生物に対する抗菌ペプチドに関する。また、
本発明は、本発明のペプチドを含む、微生物を殺傷するための薬学的組成物、微生物によ
る感染症を処置するための薬学的組成物、癌の処置のための薬学的組成物、またはアポト
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ーシスを抑制するための薬学的組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
天然には、生体膜に作用して膜に穴をあける能力（ポア形成能）を有するペプチドが存
在する。このペプチドは、膜作動性ペプチドと呼ばれ、植物、昆虫、無脊椎動物からヒト
を含む脊椎動物にわたって広く存在し、微生物を含む広範な生物の生体膜を認識し、そし
て特異的に作用することが知られている。特に、微生物の生体膜に作用する膜作動性ペプ
チドは、生体膜のバリアー能を損傷させることによって微生物を殺傷する能力を有する。
このようなペプチドとして単離されたものは、例えば、Ｍｉｃｈａｅｌ
，Ｎａｔｕｒｅ

Ｚａｓｌｏｆｆ

４１５：３８９−３９５（２００２）、および松崎勝巳著「抗菌性生体

防御ペプチド：作用機構とその応用」ＦＦＩ

ＪＯＵＲＮＡＬ，Ｎｏ．１９０：２３−２
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７（２００１）に総説され、また、例えば、特開２００１−２８８１０５公報、特開２０
０１−１８６８８７公報、特開２００１−２５８２公報、特開２０００−６３４００公報
、特表２００２−５０３７０１公報、特表２００２−５０３６４１公報、特表２００１−
５２７４１２公報、特表２００１−５１７４２２公報、および特表平９−５１２７１１公
報などに開示される。微生物に対する膜作動性ペプチドとしては、ミツバチ毒由来のメリ
チン、スズメバチ毒由来のマストパランＸおよびアフリカツメガエル由来のマガイニン２
が挙げられる。メリチンおよびマストパランＸは、微生物細胞膜に作用すると同時に溶血
性も示すが、マガイニン２は、溶血性を示さず、微生物細胞膜に特異的なポア形成能を有
する。また、マストパランＸの基本骨格を改変したペプチドであるマスト２１（ｍａｓｔ
２１）は、微生物細胞膜に対して特異的ポア形成能を有しかつ溶血性を欠失している（特
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許第２９６７９２５号明細書を参照のこと）。このように、溶血性を示さず、かつ微生物
細胞膜に対して特異的なポア形成能を有するペプチドは、生体防御ペプチドと呼ばれる。
本発明の生体防御ペプチドは、食品または工業製品の腐敗を生じさせる微生物を殺傷する
ための抗菌ペプチド、あるいは動物および／または植物に感染する微生物に対する抗菌ペ
プチドして機能する。さらに、本発明のペプチドは、耐性菌を産生させる可能性の低い抗
生物質として利用し得る。
【０００３】
生体防御ペプチドは、微生物細胞膜を特異的標的とすることから、微生物などの異物が
体内に侵入した場合に、これら異物に対して所望の薬剤を送達する機構である、ドラッグ
デリバリーシステムのシグナルとして利用し得る。従って、本発明のペプチドは、例えば
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、薬物を体内の必要な場所にのみ必要な量だけを作用させて、その効果を最大限に発揮さ
せるドラッグデリバリーシステムにおけるシグナルとしての利用といった広範な種々の応
用が期待されている。
【０００４】
微生物の生体膜と動物細胞の生体膜との間には、含有されるリン脂質に基づく構造上の
差異が存在する。微生物細胞膜表面にはフォスファチジルグリセロール、フォスファチジ
ルセリン、カルジオリピンなどの酸性リン脂質が存在するのに対して、健康な動物細胞膜
表面には酸性リン脂質は露出しておらず、逆に微生物細胞膜には存在しないコレステロー
ルが豊富に存在している。生体防御ペプチドは、このような膜の構造上の差異を認識して
膜にポアを形成すると考えられている。しかし、既知の生体防御ペプチドが有する抗菌性
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は、全ての細菌、真菌などに対して示されるものではなく、ペプチド毎に様々な抗菌スペ
クトルを示す。その上、安定性に欠けるといった問題点も指摘され、生体防御ペプチドを
抗菌ペプチドとして利用するには至っていない。目的に応じたペプチドを得るために、配
列が既知であるペプチドを改変し、目的に応じた活性を増強したペプチドを作出するなど
の試みが行われている（例えば、Ｓａｃｈｉｋｏ

Ｍａｃｈｉｄａら、Ｂｉｏｓｃｉ．Ｂ

ｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．，６４：９８５−９９４（２０００）、およびＳ
ｏｎｇ

Ｙｕｂ

ｓｅａｒｃｈ

Ｓｈｉｎら、Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌ

Ｂｉｏｐｈｙｓｉｃａｌ

Ｒｅ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ，２７５：９０４−９０９（２０００）を

参照のこと）。しかし、ランダムなライブラリーから細胞膜構造を認識しかつ作用するこ
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とを指標に特定のアミノ酸配列のペプチドを選択する手法はなかった。
【０００５】
安定なおよび／または所望の抗菌スペクトルを有する生体防御ペプチドを得るために、
既知のペプチド配列を改変し、目的に応じた活性を増強したペプチドを作出するなどの試
みが行われている。例えば、コンビナトリアルケミストリーなどの方法を用いるハイスル
ープットスクリーニングが、近年さかんに行われている（例えば、Ｓｙｌｖｉｅ
ｌｏｎｄｅｌｌｅ

ａｎｄ

Ｒｉｃｈａｒｄ

Ｅ．Ｂ

Ａ．Ｈｏｕｇｈｔｅｎ，ＴＩＢＴＥＣＨ，

１４：６０−６４（１９９６）、Ｈｏｎｇ，Ｓ．Ｙ．ら、Ａｎｔｉｍｉｃｒｏｂｉａｌ
Ａｇｅｎｔｓ

ａｎｄ

Ｃｈｅｍｏｔｈｅｒａｐｙ，４２：２５３４−２５４１（１９９

８）、およびＫｙｏｕｎｇ−Ｃｈｕｌ

Ｃｈｏｉら、Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｌｅ

ｔｔｅｒｓ，２４：２５１−２５６（２００２）を参照のこと）。しかし、ランダムペプ
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チドライブラリーから微生物細胞膜に特異的に作用するペプチドを得たという成功例は報
告されていない。また、一定の鎖長以上のペプチドライブラリーを合成することも、スク
リーニング後に直接ペプチドのアミノ酸配列を決定することも困難である。そこで、ペプ
チドのアミノ酸配列と遺伝子情報を対応付けることにより、ペプチドをコードする塩基配
列側からペプチドのアミノ酸配列を決定する方向で研究が進展してきた（例えば、ファー
ジディスプレイ、細菌表層ディスプレイ、酵母表層ディスプレイなど（例えば、土屋信英
、柳川弘志著「進化分子工学を構成する技術（３）遺伝子型と表現型の対応化技術」、化
学と生物、第３７巻：８１１−８１５（１９９９）、およびＮ．Ｄｏｉ
ａｎａｇａｗａ、Ｃｏｍｂｉｎａｔｏｒｉａｌ
ｈｒｏｕｇｈｐｕｔ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ

ａｎｄ
＆

Ｈ．Ｙ

Ｈｉｇｈ

Ｔ

Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ，４：４９７−５０９（２００１）を参照のこ
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と））。しかし、これらの手法はいずれも、生きた細胞を使ってタンパク質を合成する技
術であり、微生物やファージなどの生物の力を利用する段階を含んでいるため、生体防御
ペプチドのような、生物に致死的なペプチドおよび生物の増殖に影響を与える可能性のあ
るペプチドのアミノ酸配列を選択することは不可能であった。
【０００６】
これに対して、リボソームディスプレイやエマルジョン法などのように、スクリーニン
グの全過程を、無細胞系、すなわち、微生物やファージなどの生きた細胞の力を利用せず
にインビトロで行う技術の開発が進められている（例えば、Ｎ．Ｄｏｉ
ａｎａｇａｗａ、Ｃｏｍｂｉｎａｔｏｒｉａｌ
ｈｒｏｕｇｈｐｕｔ
ｏｎｙ

Ｄ．Ｋｅｅｆｅ
ｉｎ

＆

Ｈ．Ｙ

Ｈｉｇｈ

Ｔ

Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ，４：４９７−５０９（２００１）、Ａｎｔｈ
ａｎｄ

Ｊａｃｋ

０（２００１）、およびＰａｔｒｉｃｋ
ｉｏｎ

ａｎｄ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ
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Ｗ．Ｓｚｏｓｔａｋ，Ｎａｔｕｒｅ，４１

Ａｍｓｔｕｔｚら、Ｃｕｒｒｅｎｔ

Ｏｐｉｎ

Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，４０６−４０５（２００１）を参照のこと

）。特に、リボソームディスプレイは、タンパク質・リボソーム・ｍＲＮＡ複合体（ＰＲ
Ｍ複合体）を形成させ、特定の機能を持ったタンパク質をスクリーニングする手法である
。このような方法を用いることによって、生物に致死的なペプチドおよび生物の増殖に影
響を与える可能性のあるペプチドのアミノ酸配列を選択し得る。
【０００７】
しかし、タンパク質のスクリーニングの選択圧の開発が困難であり、上記の方法は、今
のところ方法論の開発が主となっているに過ぎない。従って、生体膜に特異的に作用する
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新規ペプチドをスクリーニングする方法に関しての成功例は、未だ報告されていない。
【特許文献１】特開２００１−２８８１０５公報
【特許文献２】特開２００１−１８６８８７公報
【特許文献３】特開２００１−２５８２公報
【特許文献４】特開２０００−６３４００公報
【特許文献５】特表２００２−５０３７０１公報
【特許文献６】特表２００２−５０３６４１公報
【特許文献７】特表２００１−５２７４１２公報
【特許文献８】特表２００１−５１７４２２公報
30

【特許文献９】特表平９−５１２７１１公報
【特許文献１０】特許第２９６７９２５号明細書
【非特許文献１】Ｍｉｃｈａｅｌ

Ｚａｓｌｏｆｆ，Ｎａｔｕｒｅ

４１５：３８９−３

９５（２００２）
【非特許文献２】松崎勝巳著「抗菌性生体防御ペプチド：作用機構とその応用」ＦＦＩ
ＪＯＵＲＮＡＬ，Ｎｏ．１９０：２３−２７（２００１）
【非特許文献３】Ｓａｃｈｉｋｏ

Ｍａｃｈｉｄａら、Ｂｉｏｓｃｉ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎ

ｏｌ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．，６４：９８５−９９４（２０００）
【非特許文献４】Ｓｏｎｇ
ｙｓｉｃａｌ

Ｙｕｂ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ

Ｓｈｉｎら、Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌ

Ｂｉｏｐｈ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ，２７５：９０４−９
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０９（２０００）
【非特許文献５】Ｓｙｌｖｉｅ

Ｅ．Ｂｌｏｎｄｅｌｌｅ

ａｎｄ

Ｒｉｃｈａｒｄ

Ａ

．Ｈｏｕｇｈｔｅｎ，ＴＩＢＴＥＣＨ，１４：６０−６４（１９９６）
【非特許文献６】Ｈｏｎｇ，Ｓ．Ｙ．ら、Ａｎｔｉｍｉｃｒｏｂｉａｌ
ａｎｄ

Ａｇｅｎｔｓ

Ｃｈｅｍｏｔｈｅｒａｐｙ，４２：２５３４−２５４１（１９９８）

【非特許文献７】Ｋｙｏｕｎｇ−Ｃｈｕｌ

Ｃｈｏｉら、Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｌｅｔｔｅｒｓ，２４：２５１−２５６（２００２）
【非特許文献８】土屋信英、柳川弘志著「進化分子工学を構成する技術（３）遺伝子型と
表現型の対応化技術」、化学と生物、第３７巻：８１１−８１５（１９９９）
【非特許文献９】Ｎ．Ｄｏｉ
ａｌ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ

ａｎｄ
＆

Ｈ．Ｙａｎａｇａｗａ、Ｃｏｍｂｉｎａｔｏｒｉ

Ｈｉｇｈ

Ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ

Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ
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，４：４９７−５０９（２００１）
【非特許文献１０】Ａｎｔｈｏｎｙ

Ｄ．Ｋｅｅｆｅ

ａｎｄ

Ｊａｃｋ

Ｗ．Ｓｚｏｓ

Ａｍｓｔｕｔｚら、Ｃｕｒｒｅｎｔ

Ｏｐｉｎｉｏ

ｔａｋ，Ｎａｔｕｒｅ，４１０（２００１）
【非特許文献１１】Ｐａｔｒｉｃｋ
ｎ

ｉｎ

Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，４０６−４０５（２００１）

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
従って、本発明は、生体膜に特異的に作用する新規ペプチドをスクリーニングする方法
、ならびにこのスクリーニング方法によって新規な抗微生物ペプチド、抗癌ペプチドおよ
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びアポトーシス抑制性ペプチド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】
【０００９】
１つの局面において、本発明は、Ｚ１Ｘ１Ｘ２Ｘ３Ｚ２Ｘ４Ｘ５Ｚ３Ｘ６Ｘ７Ｘ８Ｚ４
Ｘ９のアミノ酸配列を含むアミノ酸配列からなるペプチドまたはそのアナログであって、
ここで、Ｘ１〜Ｘ９は、任意のアミノ酸であり、Ｚ１〜Ｚ４の少なくとも２個は、塩基性
アミノ酸である、ペプチドまたはそのアナログを提供する。
【００１０】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、上記塩基性アミノ
酸が、リジン（Ｋ）またはアルギニン（Ｒ）であり得る。
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【００１１】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、上記Ｘ１〜Ｘ９の
少なくとも２個は、疎水性アミノ酸であり得る。
【００１２】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、ＡＬＲ、ＷＡＬＲ
、ＷＧＡＬＲ、ＲＬＡＷＧ、ＧＷＡＬＲ、ＲＶＬ、ＫＶＬ、ＲＶＧ、ＫＶＧ、ＧＶＲ、Ｖ
ＧＲ、ＲＶＡ、ＲＳＶ、ＲＶＳ、ＫＶＳ、ＳＶＫおよびＶＳＫからなる群より選択される
配列を含み得る。
【００１３】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、ＡＬＲ、ＲＬＡＷ
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Ｇ、ＧＷＡＬＲ、ＲＶＬ、ＫＶＬ、ＲＶＧおよびＫＶＧからなる群より選択される配列を
含み得る。
【００１４】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、ＡＬＲ、ＫＶＬ、
およびＲＶＧからなる群より選択される配列を含み得る。
【００１５】
他の局面において、本発明は、ＡＬＲ、ＷＡＬＲ、ＷＧＡＬＲ、ＲＬＡＷＧ、ＧＷＡＬ
Ｒ、ＲＶＬ、ＫＶＬ、ＲＶＧ、ＫＶＧ、ＧＶＲ、ＶＧＲ、ＲＶＡ、ＲＳＶ、ＲＶＳ、ＫＶ
Ｓ、ＳＶＫおよびＶＳＫからなる群より選択される配列を含む、微生物細胞膜に特異的に
作用する、ペプチドまたはそのアナログを提供する。
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【００１６】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、上記微生物が、食
品または工業製品の腐敗を生じさせ得る。
【００１７】
さらに他の局面において、本発明は、ＡＬＲ、ＷＡＬＲ、ＷＧＡＬＲ、ＲＬＡＷＧ、Ｇ
ＷＡＬＲ、ＲＶＬ、ＫＶＬ、ＲＶＧ、ＫＶＧ、ＧＶＲ、ＶＧＲ、ＲＶＡ、ＲＳＶ、ＲＶＳ
、ＫＶＳ、ＳＶＫおよびＶＳＫからなる群より選択される配列を含む、異常を生じた動物
細胞膜に特異的に作用する、ペプチドまたはそのアナログを提供する。
【００１８】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、上記異常を生じた
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動物細胞が、癌細胞であり得る。
【００１９】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、上記異常を生じた
動物細胞が、アポトーシス細胞であり得る。
【００２０】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、ＡＬＲ、ＲＬＡＷ
Ｇ、ＧＷＡＬＲ、ＲＶＬ、ＫＶＬ、ＲＶＧおよびＫＶＧからなる群より選択される配列を
含み得る。
【００２１】
さらなる実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、ＡＬＲ、ＲＬＡ
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ＷＧ、ＧＷＡＬＲ、ＲＶＬ、ＫＶＬ、ＲＶＧおよびＫＶＧからなる群より選択される配列
を含み得る。
【００２２】
さらなる実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、ＡＬＲ、ＲＬＡ
ＷＧ、ＧＷＡＬＲ、ＲＶＬ、ＫＶＬ、ＲＶＧおよびＫＶＧからなる群より選択される配列
を含み得る。
【００２３】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、ＡＬＲ、ＫＶＬ、
およびＲＶＧからなる群より選択される配列を含み得る。
【００２４】
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さらなる実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、ＡＬＲ、ＫＶＬ
、およびＲＶＧからなる群より選択される配列を含み得る。
【００２５】
さらなる実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、ＡＬＲ、ＫＶＬ
、およびＲＶＧからなる群より選択される配列を含み得る。
【００２６】
別の局面において、本発明は、以下の第１〜第３の配列を含むペプチド：
ｉ）ＡＬＲ、ＷＡＬＲ、ＷＧＡＬＲ、ＲＬＡＷＧ、ＧＷＡＬＲ、ＲＶＬ、ＫＶＬ、ＲＶ
Ｇ、ＫＶＧ、ＧＶＲ、ＶＧＲ、ＲＶＡ、ＲＳＶ、ＲＶＳ、ＫＶＳ、ＳＶＫおよびＶＳＫか
らなる群より選択される、第１の配列：
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ｉｉ）ＡＬＲ、ＷＡＬＲ、ＷＧＡＬＲ、ＲＬＡＷＧ、ＧＷＡＬＲ、ＲＶＬ、ＫＶＬ、Ｒ
ＶＧ、ＫＶＧ、ＧＶＲ、ＶＧＲ、ＲＶＡ、ＲＳＶ、ＲＶＳ、ＫＶＳ、ＳＶＫおよびＶＳＫ
からなる群より選択される、第２の配列：ならびに
ｉｉｉ）ＡＬＲ、ＷＡＬＲ、ＷＧＡＬＲ、ＲＬＡＷＧ、ＧＷＡＬＲ、ＲＶＬ、ＫＶＬ、
ＲＶＧ、ＫＶＧ、ＧＶＲ、ＶＧＲ、ＲＶＡ、ＲＳＶ、ＲＶＳ、ＫＶＳ、ＳＶＫおよびＶＳ
Ｋからなる群より選択される、第３の配列
を提供する。
【００２７】
さらに別の局面において、本発明は、配列ＫＶＬまたはＡＬＲを少なくとも３回以上繰
り返して含む、ペプチドを提供する。
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【００２８】
別の局面において、本発明は、配列番号１１〜配列番号１２２からなる群より選択され
るアミノ酸配列を含む、ペプチドまたはそのアナログを提供する。
【００２９】
さらに別の局面において、本発明は、配列番号１１〜配列番号１２２からなる群より選
択されるアミノ酸配列を含む、微生物細胞膜に特異的に作用する、ペプチドまたはそのア
ナログを提供する。
【００３０】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、上記微生物が、食
品または工業製品の腐敗を生じさせ得る。
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【００３１】
なおさらに別の局面において、本発明は、配列番号１１〜配列番号１２２からなる群よ
り選択されるアミノ酸配列を含む、異常を生じた動物細胞膜に特異的に作用する、ペプチ
ドまたはそのアナログを提供する。
【００３２】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、上記異常を生じた
動物細胞が、癌細胞であり得る。
【００３３】
別の実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、上記異常を生じた動
物細胞が、アポトーシス細胞であり得る。
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【００３４】
さらに別の局面において、本発明は、配列番号１１〜配列番号１２２からなる群より選
択されるアミノ酸配列を含む、ペプチドまたはその改変体であって、ここで、該改変体は
、該アミノ酸配列中の１つ以上のアミノ酸の欠失、付加、および／または置換を有し、か
つ微生物細胞膜に特異的に作用する性質を保持する、ペプチドまたはその改変体を提供す
る。
【００３５】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはその改変体は、上記微生物が、食品
または工業製品の腐敗を生じさせ得る。
【００３６】
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なおさらに別の局面において、本発明は、配列番号１１〜配列番号１２２からなる群よ
り選択されるアミノ酸配列を含む、ペプチドまたはその改変体であって、ここで、該改変
体は、該アミノ酸配列中の１つ以上のアミノ酸の欠失、付加、および／または置換を有し
、かつ異常を生じた動物細胞膜に特異的に作用する性質を保持する、ペプチドまたはその
改変体を提供する。
【００３７】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはその改変体は、上記異常を生じた動
物細胞が、癌細胞であり得る。
【００３８】
別の実施形態において、本発明のペプチドまたはその改変体は、上記異常を生じた動物
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細胞が、アポトーシス細胞であり得る。
【００３９】
さらに別の局面において、本発明は、配列番号１１〜配列番号１２２からなる群より選
択されるアミノ酸配列を含む、ペプチドまたはその改変体であって、ここで、該改変体は
、該アミノ酸配列中の１つ以上のアミノ酸が保存的に置換され、かつ微生物細胞膜に特異
的に作用する性質を保持する、ペプチドまたはその改変体を提供する。
【００４０】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはその改変体は、上記微生物が、食品
または工業製品の腐敗を生じさせ得る。
【００４１】
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なおさらに別の局面において、本発明は、配列番号１１〜配列番号１２２からなる群よ
り選択されるアミノ酸配列を含む、ペプチドまたはその改変体であって、ここで、該改変
体は、該アミノ酸配列中の１つ以上のアミノ酸が保存的に置換され、かつ異常を生じた動
物細胞膜に特異的に作用する性質を保持する、ペプチドまたはその改変体を提供する。
【００４２】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはその改変体は、上記異常を生じた動
物細胞が、癌細胞であり得る。
【００４３】
別の実施形態において、本発明のペプチドまたはその改変体は、上記異常を生じた動物
細胞が、アポトーシス細胞であり得る。
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【００４４】
他の局面において、本発明は、配列ＲＮＷＲＧＩＡＧＭＡＲＲＬＬＧＲＮＷＲＬＭを含
む、ペプチドまたはそのアナログであって、微生物細胞膜に作用する能力が、配列ＫＮＷ
ＲＧＩＡＧＭＡＫＫＬＬＧＫＮＷＫＬＭより少なくとも２倍高い、ペプチドまたはそのア
ナログを提供する。
【００４５】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、上記微生物が、食
品または工業製品の腐敗を生じさせ得る。
【００４６】
さらに他の局面において、配列ＲＮＷＲＧＩＡＧＭＡＲＲＬＬＧＲＮＷＲＬＭを含む、
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ペプチドまたはそのアナログであって、異常を生じた動物細胞膜に作用する能力が、配列
ＫＮＷＲＧＩＡＧＭＡＫＫＬＬＧＫＮＷＫＬＭより少なくとも２倍高い、ペプチドまたは
そのアナログを提供する。
【００４７】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはその改変体は、上記異常を生じた動
物細胞が、癌細胞であり得る。
【００４８】
別の実施形態において、本発明のペプチドまたはその改変体は、上記異常を生じた動物
細胞が、アポトーシス細胞であり得る。
【００４９】

20

他の局面において、本発明は、配列ＲＮＷＲＧＩＡＧＭＡＲＲＬＬＧＲＮＷＲＬＭを含
む、ペプチドまたはその改変体であって、ここで、該改変体は、該配列中の１つ以上のア
ミノ酸の欠失、付加、および／または置換を有し、かつ微生物細胞膜に特異的に作用する
性質を保持するペプチドまたはその改変体であって、微生物細胞膜に作用する能力が、配
列ＫＮＷＲＧＩＡＧＭＡＫＫＬＬＧＫＮＷＫＬＭより少なくとも２倍高い、ペプチドまた
はその改変体を提供する。
【００５０】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはその改変体は、上記微生物が、食品
または工業製品の腐敗を生じさせ得る。
【００５１】
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さらに他の局面において、本発明は、配列ＲＮＷＲＧＩＡＧＭＡＲＲＬＬＧＲＮＷＲＬ
Ｍを含む、ペプチドまたはそのアナログであって、ここで、該改変体は、該配列中の１つ
以上のアミノ酸の欠失、付加、および／または置換を有し、かつ微生物細胞膜に特異的に
作用する性質を保持するペプチドまたはその改変体であって、異常を生じた動物細胞膜に
作用する能力が、配列ＫＮＷＲＧＩＡＧＭＡＫＫＬＬＧＫＮＷＫＬＭより少なくとも２倍
高い、ペプチドまたはそのアナログを提供する。
【００５２】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、上記異常を生じた
動物細胞が、癌細胞であり得る。
【００５３】
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別の実施形態において、本発明のペプチドまたはその改変体は、上記異常を生じた動物
細胞が、アポトーシス細胞であり得る。
【００５４】
他の局面において、本発明は、配列ＲＮＷＲＧＩＡＧＭＡＲＲＬＬＧＲＮＷＲＬＭを含
む、ペプチドまたはその改変体であって、ここで、該改変体は、該配列中のＫまたはＲ以
外の１つ以上のアミノ酸が保存的に置換され、かつ微生物細胞膜に特異的に作用する性質
を保持するペプチドまたはその改変体であって、微生物細胞膜に作用する能力が、配列Ｋ
ＮＷＲＧＩＡＧＭＡＫＫＬＬＧＫＮＷＫＬＭより少なくとも２倍高い、ペプチドまたはそ
の改変体を提供する。
【００５５】

50

(9)

JP 4366497 B2 2009.11.18

１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはその改変体は、上記微生物が、食品
または工業製品の腐敗を生じさせ得る。
【００５６】
さらに他の局面において、本発明は、配列ＲＮＷＲＧＩＡＧＭＡＲＲＬＬＧＲＮＷＲＬ
Ｍを含む、ペプチドまたはそのアナログであって、ここで、該改変体は、該配列中のＫま
たはＲ以外の１つ以上のアミノ酸が保存的に置換され、かつ微生物細胞膜に特異的に作用
する性質を保持するペプチドまたはその改変体であって、異常を生じた動物細胞膜に作用
する能力が、配列ＫＮＷＲＧＩＡＧＭＡＫＫＬＬＧＫＮＷＫＬＭより少なくとも２倍高い
、ペプチドまたはそのアナログ。
【００５７】
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１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、上記異常を生じた
動物細胞が、癌細胞であり得る。
【００５８】
１つの実施形態において、本発明のペプチドまたはそのアナログは、上記異常を生じた
動物細胞が、アポトーシス細胞であり得る。
【００５９】
別の局面において、本発明は、複数の核酸配列を含むライブラリーであって、該核酸配
列の各々は、以下：
（１）第１のペプチドをコードする塩基配列を含む第１のカセット；
（２）該第１のペプチドをコードする塩基配列と同じ読み枠である、第２のペプチドをコ
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ードする塩基配列を含む第２のカセットであって、ここで該第２のペプチドは該第１のペ
プチドのフレキシブルな動きを可能にする部位を含む、第２のカセット；ならびに
（３）該第１および第２のカセットの転写および翻訳に必須の塩基配列を含み、第１およ
び第２のカセットと作動可能に連結された、第３のカセット、
の３つのカセットを含み、ここで、該ライブラリーは、該第１のカセットが互いに異なる
、少なくとも２つの該核酸配列を含む、ライブラリーを提供する。
【００６０】
１つの実施形態において、本発明のライブラリーは、上記第２のカセットがタグ配列を
コードする塩基配列をさらに含み得る。
【００６１】
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別の実施形態において、本発明のライブラリーは、上記第１のカセットが終止コドンを
含み得ない。
【００６２】
別の実施形態において、本発明のライブラリーは、上記第１のカセットが互いに異なる
少なくとも１００種の前記核酸配列を含み得る。
【００６３】
別の実施形態において、本発明のライブラリーは、上記第１のカセットが互いに異なる
少なくとも１０００種の前記核酸配列を含み得る。
【００６４】
さらに別の実施形態において、本発明は、上記のライブラリーを含むベクターであり得
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る。
【００６５】
さらに別の局面において、本発明は、生体膜に作用するペプチドをコードする核酸をス
クリーニングする方法であって、該方法は、以下の工程：
ＤＮＡライブラリーを構築する工程；
無細胞系において、該ライブラリー中のＤＮＡを転写および翻訳してペプチドを調製
し、該ペプチドと、リボソームおよびｍＲＮＡとの複合体を形成する工程；ならびに
膜モデルへ特異的に結合する該複合体を選択する工程、
を包含する、方法
を提供する。
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【００６６】
１つの実施形態において、本発明の方法は、上記ＤＮＡライブラリーが、複数の核酸配
列を含むライブラリーであって、該核酸配列の各々は、以下：
（１）第１のペプチドをコードする塩基配列を含む第１のカセット；
（２）該第１のペプチドをコードする塩基配列と同じ読み枠である、第２のペプチドをコ
ードする塩基配列を含む第２のカセットであって、ここで該第２のペプチドは該第１のペ
プチドのフレキシブルな動きを可能にする部位を含む、第２のカセット；ならびに
（３）該第１および第２のカセットの転写および翻訳に必須の塩基配列を含み、第１およ
び第２のカセットと作動可能に連結された、第３のカセット、
の３つのカセットからなり得、ここで、該ライブラリーは、該第１のカセットが互いに異

10

なる、少なくとも２つの該核酸配列を含み得る。
【００６７】
１つの実施形態において、本発明の方法は、上記ＤＮＡライブラリーが３つのカセット
を含むライブラリーであって、上記第１のカセットが終止コドンを含み得ない。
【００６８】
別の実施形態において、本発明の方法は、上記膜モデルが、生物の細胞膜構造を模倣し
た人工脂質二重膜であり得る。
【００６９】
別の実施形態において、本発明の方法は、上記膜モデルが、固相に固定化されている固
定化膜モデルであり得る。
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【００７０】
さらに別の実施形態において、本発明の方法は、上記固相が磁気ビーズであり得る。
【００７１】
別の実施形態において、本発明の方法は、選択した上記複合体中のｍＲＮＡをＤＮＡへ
逆転写する工程をさらに包含し得る。
【００７２】
さらに別の実施形態において、本発明の方法は、上記逆転写工程で得られたＤＮＡを用
いて、再度ＤＮＡライブラリーを調製し、上記複合体の形成工程、上記複合体の選択工程
および逆転写工程を反復し得る。
【００７３】
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なおさらに別の実施形態において、本発明の方法は、上記反復が４回以上行われ得る。
【００７４】
１つの局面において、本発明は、上記のペプチドまたはそのアナログもしくは改変体を
含有する、微生物を殺傷するための薬学的組成物を提供する。
【００７５】
他の局面において、本発明は、上記のペプチドまたはそのアナログもしくは改変体を含
有する、食品または工業製品の腐敗を予防するための薬学的組成物を提供する。
【００７６】
他の局面において、本発明は、上記のペプチドまたはそのアナログもしくは改変体を含
有する、微生物による感染症を処置するための薬学的組成物を提供する。
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【００７７】
さらに他の局面において、本発明は、上記のペプチドまたはそのアナログもしくは改変
体を含有する、抗生物質を提供する。
【００７８】
さらに他の局面において、本発明は、上記のペプチドまたはそのアナログもしくは改変
体を含有する、微生物感染部位に薬物を送達するための、薬学的送達物を提供する。
【００７９】
１つの局面において、本発明は、上記のペプチドまたはそのアナログもしくは改変体を
含有する、癌を処置するための薬学的組成物を提供する。
【００８０】
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他の局面において、本発明は、上記のペプチドまたはそのアナログもしくは改変体を含
有する、癌病変部位に薬物を送達するための、薬学的送達物を提供する。
【００８１】
さらに他の局面において、本発明は、上記のペプチドまたはそのアナログもしくは改変
体を含有する、アポトーシスを抑制するための薬学的組成物を提供する。
【００８２】
さらに他の局面において、本発明は、上記のペプチドまたはそのアナログもしくは改変
体を含有する、アポトーシスが進行する部位に薬物を送達するための、薬学的送達物を提
供する。
10

【００８３】
１つの局面において、本発明は、生体膜に作用するペプチドをコードする核酸をスクリ
ーニングするためのキットであって、該キットは：
膜モデル作製のための脂質、
を含む、キット
を提供する。
【００８４】
１つの実施形態において、本発明のキットは、無細胞系においてペプチド・リボソーム
・ｍＲＮＡ複合体を形成するための酵素およびリボソームをさらに含み得る。
【００８５】
さらなる実施形態において、本発明のキットは、上記酵素およびリボソームが、無細胞
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抽出液として提供され得る。
【００８６】
なおさらなる実施形態において、本発明のキットは、上記無細胞抽出液が、大腸菌抽出
液のＳ３０抽出物であり得る。
【００８７】
別の実施形態において、本発明のキットは、上記のライブラリーをさらに含み得る。
【００８８】
１つの局面において、本発明は、配列番号５、１０７、１２１および１２２からなる群
より選択されるアミノ酸配列を含むペプチドまたはそのアナログもしくは改変体を含有す
る、微生物を殺傷するための薬学的組成物を提供する。
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【００８９】
他の局面において、本発明は、配列番号５、１０７、１２１および１２２からなる群よ
り選択されるアミノ酸配列を含むペプチドまたはそのアナログもしくは改変体を含有する
、食品または工業製品の腐敗を予防するための薬学的組成物を提供する。
【００９０】
他の局面において、本発明は、配列番号５、１０７、１２１および１２２からなる群よ
り選択されるアミノ酸配列を含むペプチドまたはそのアナログもしくは改変体を含有する
、微生物による感染症を処置するための薬学的組成物を提供する。
【００９１】
１つの実施形態において、本発明の薬学的組成物は、上記微生物が動物病原性である。
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【００９２】
他の実施形態において、本発明の薬学的組成物は、上記微生物が植物病原性である。
【００９３】
さらなる実施形態において、本発明の薬学的組成物は、上記植物病原性微生物が、Ｅｒ
ｗｉｎｉａ

Ｃａｒｏｔｏｖｏｒａである。

【００９４】
１つの局面において、本発明は、配列番号５、１０７、１２１および１２２からなる群
より選択されるアミノ酸配列を含むペプチドまたはそのアナログもしくは改変体を含有す
る、癌を処置するための薬学的組成物を提供する。
【００９５】
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１つの実施形態において、本発明の薬学的組成物は、上記癌が、膀胱癌、胃癌、乳癌、
肺癌、前立腺癌、グリア芽腫、大腸癌、子宮癌、卵巣癌、腎癌および白血病からなる群よ
り選択される。
【発明の効果】
【００９６】
本発明の方法によって、任意のライブラリーから生体膜に作用するペプチドを効率的に
スクリーニングし得る。特に、本発明の方法によって、微生物やファージなどの生命体を
ペプチドの発現のために用いるファージディスプレイ、細菌表層ディスプレイ、酵母表層
ディスプレイなどの手法と比較して、スクリーニング過程にあるペプチドの生体への影響
を完全に排除することができ、生物に致死的なペプチドや、生物の増殖に影響を与える可
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能性のあるペプチドを生成し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００９７】
（定義）
本明細書中で使用される場合、用語「病原性」とは、病原体（細菌などの微生物を含む
）が生物に感染し得る状態をいう。本明細書中で使用される場合、用語「動物病原性」の
微生物とは、動物に感染し得る微生物をいい、そして用語「植物病原性」の微生物とは、
植物に感染し得る微生物をいう。本明細書中で使用される場合、「腐敗性微生物」とは、
食品または工業製品の腐敗を生じさせる微生物をいう。
【００９８】

20

本明細書中で使用される場合、用語「ライブラリー」とは、複数の配列を含む集団をい
い、好ましくは、この配列は核酸配列である。１つの実施形態において、この核酸配列は
、ベクターに組み込まれている。本明細書中で使用される場合、用語「核酸配列」は、塩
基配列と交換可能に使用され得る。「ベクター」とは、同種または異種のＤＮＡを、宿主
、および／または遺伝子の転写、翻訳を行う無細胞系へ運搬するＤＮＡをいう。この核酸
配列としては、ある生物種の全ＤＮＡまたは特定の組織もしくは器官の全ＤＮＡを断片化
して得た核酸配列、あるいは合成して得た核酸配列が挙げられるが、これらに限定されな
い。特定のライブラリーは、所望の性質を有するタンパク質、アミノ酸またはペプチドを
コードするＤＮＡをスクリーニングするために使用され得る。本明細書中で使用される場
合、用語「スクリーニング」は、合成された新化合物、または天然物よりクローニングさ
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れた化合物の中から所望の性質を有するものを選び出すことをいう。本明細書中で使用さ
れる場合、用語「クローニング」は、遺伝子およびタンパク質、アミノ酸またはペプチド
を単離することをいう。
【００９９】
本明細書中で使用される場合、用語「アミノ酸」は、Ｌ−アミノ酸だけでなくＤ−アミ
ノ酸も含む。Ｄ−アミノ酸は、天然には、細菌細胞壁に存在するペプチドグリカンおよび
一部のペプチド系抗生物質の構成成分として存在する。本明細書中で使用される場合、用
語「ペプチド」は、天然由来のペプチドであっても合成ペプチドであってもよく、このペ
プチドは、Ｌ−アミノ酸またはＤ−アミノ酸から構成される。Ｌ−アミノ酸とＤ−アミノ
酸とを区別する必要がないことによって、合成ペプチドをライブラリーに使用する際に、
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ペプチド合成のコストを大いに削減し得る。
【０１００】
水溶液中で、タンパク質の内側に存在する確率の高いアミノ酸を「疎水性アミノ酸」、
外側に出やすいアミノ酸を「親水性アミノ酸」という。具体的には、「疎水性アミノ酸」
は、フェニルアラニン、トリプトファン、イソロイシン、ロイシン、プロリン、メチオニ
ン、バリン、アラニンなどであり、「親水性アミノ酸」は、リジン、グルタミン、アスパ
ラギン酸、グルタミン酸、スレオニン、アスパラギン、アルギニン、セリンなどである。
タンパク質の表面上の疎水性領域は、他のタンパク質および膜脂質部分と結合すると考え
られる。
【０１０１】

50

(13)

JP 4366497 B2 2009.11.18

本明細書中で使用される場合、用語「アナログ」は、表１および表２のペプチドをいう
場合には、このようなペプチドと実質的に同じ生物学的機能または生物学的活性を保持す
るペプチドを意味する。アナログは、そのペプチドのＣ末端カルボキシル基がブロックさ
れている場合を含む。Ｃ末端カルボキシル基の好ましいブロックとしては、アミド化が挙
げられるがこれに限定されない。「生物学的機能」とは、生物がその生命を維持するため
に有する機能をいい、例えば、遺伝子レベルでの複製、転写および翻訳、タンパク質、細
胞および個体レベルでの異化、同化、代謝などが挙げられるが、これらに限定されない。
用語「生物学的活性」とは、任意の生物学的アッセイで測定される活性をいう。用語「ア
ナログ」は、参照分子の生物学的に活性な誘導体またはこのような誘導体のフラグメント
（これらは、本明細書中に記載されるアッセイにおいて所望の活性を維持する）をいう。
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一般に、用語「アナログ」は、改変が所望の活性を破壊しない限り、ネイティブ分子に対
して、１以上のアミノ酸付加、置換（一般に、天然においては保存される）、および／ま
たは欠失を有するネイティブなペプチド配列および構造を有する化合物をいう。好ましく
は、「アナログ」は、ネイティブな分子と少なくとも１つの同じ活性を有するが、アナロ
グの活性は、ネイティブなペプチドと同じである必要はなく、ネイティブなペプチドの活
性よりも高くても低くてもよい。ペプチドアナログを作製するための方法は、当該分野で
公知であり、そして以下にさらに記載される。
【０１０２】
特に好ましいアナログは、天然では保存的である置換（すなわち、それらの側鎖が関係
するアミノ酸のファミリー内で起こる置換）を含む。具体的に、アミノ酸は、一般的に４
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つのファミリーに分類される：（１）酸性−−アスパラギン酸およびグルタミン酸；（２
）塩基性−−リジン、アルギニン、ヒスチジン；（３）疎水性−−グリシン、アラニン、
バリン、ロイシン、イソロイシン、プロリン、フェニルアラニン、メチオニン、トリプト
ファン；および（４）中性で親水性−−アスパラギン、グルタミン、システイン、セリン
、スレオニン、チロシン。フェニルアラニン、トリプトファン、およびチロシンは、しば
しば、芳香族アミノ酸として分類される。例えば、ロイシンのイソロイシンまたはバリン
での、アスパラギン酸のグルタミン酸での、スレオニンのセリンでの単独置換、またはア
ミノ酸の構造的に関連したアミノ酸の類似の保存的な置換は、生物学的活性に対して、主
要な効果は有さないことが、合理的に予測可能である。例えば、目的のペプチドは、分子
の所望の機能がインタクトなままである限り、１、２、３、４の保存的アミノ酸置換もし
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くは非保存的アミノ酸置換、５〜１５までの保存的アミノ酸置換もしくは非保存的アミノ
酸置換、または５〜１５の間の任意の整数の保存的アミノ酸置換もしくは非保存的アミノ
酸置換を有し得る。当業者は、当該分野で周知の、Ｈｏｐｐ／Ｗｏｏｄｓ法（Ｈｏｐｐら
、Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ

ＵＳＡ，７８：３８２４−３８２８（１９８

１））およびＫｙｔｅ−Ｄｏｏｌｉｔｔｌｅ法（Ｋｙｔｅら、Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．，
１５７：１０５−１３２（１９８２））を参照することによって、変化を許容し得る目的
の分子の領域を容易に決定し得る。
【０１０３】
目的のペプチドの改変体を構築する際に、改変体が望ましい活性を保有し続けるように
改変がなされる。目的のペプチドの生物学的に活性な改変体は、一般的に、参照ペプチド
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分子のアミノ酸配列（これは、比較のための基準として役立つ）に対して、少なくとも７
０％、好ましくは少なくとも８０％、より好ましくは約９０％〜９５％以上、そして最も
好ましくは約９８％以上のアミノ酸同一性を有する。目的のネイティブなペプチドの生物
学的に活性な改変体は、１〜１５アミノ酸、１〜１０、例えば、６〜１０、５、４、３、
２、または１のアミノ酸残基だけネイティブなペプチドと異なり得る。「配列同一性」は
、同じアミノ酸残基が、改変体ペプチド、および改変体のアミノ酸配列の特定の連続的な
セグメントが整列し、参照分子のアミノ酸配列と比較される場合、参照として役立つペプ
チド分子内に見出されることを意図する。２つのアミノ酸配列の間のパーセンテージ配列
同一性は、同一のアミノ酸残基が両方の配列に存在する位置の数を決定してマッチした位
置の数を得、マッチした位置の数を参照分子との比較を受けるセグメント内の位置の全数
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で割り、そしてその結果に１００を掛けて配列同一性のパーセンテージを得ることによっ
て計算される。
【０１０４】
２つの配列の最適な整列のために、改変体のアミノ酸配列の連続的なセグメントは、参
照分子のアミノ酸配列に関してさらなるアミノ酸残基または欠失したアミノ酸残基を有し
得る。参照アミノ酸配列との比較に使用される連続的なセグメントは、少なくとも２０の
連続的なアミノ酸残基を含み、そして３０、４０、５０、１００以上の残基であり得る。
改変体のアミノ酸配列におけるギャップを含むことによって変化する配列同一性の補正は
、ギャップペナルティーを割り当てることによってなされ得る。配列整列の方法は、アミ
ノ酸配列についてとアミノ酸配列をコードするヌクレオチド配列についての両方について
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当該分野において周知である。
【０１０５】
従って、任意の２つの配列間の％同一性の決定は、数学的アルゴリズムを使用して達成
され得る。配列の比較のために利用される数学的アルゴリズムの１つの好ましい非限定的
な例は、ＭｙｅｒｓおよびＭｉｌｌｅｒ（１９９８）ＣＡＢＩＯＳ

４：１１−１７のア

ルゴリズムである。このようなアルゴリズムは、ＡＬＩＧＮプログラム（バージョン２．
０）において利用され、これは、ＧＣＧ配列整列ソフトウェアパッケージの一部である。
アミノ酸配列を比較する場合、ＰＡＭ１２０重み残基表、１２のギャップ長ペナルティ、
および４のギャップペナルティが、ＡＬＩＧＮプログラムと共に使用され得る。２つの配
列を比較する際に使用するための、数学的アルゴリズムの別の好ましい、非限定的な例は

20

、ＫａｒｌｉｎおよびＡｌｔｓｃｈｕｌ（１９９０）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓ
ｃｉ．ＵＳＡ

８７：２２６４のアルゴリズムであり、これは、ＫａｒｌｉｎおよびＡｌ

ｔｓｃｈｕｌ（１９９３）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ

９０：５８

７３−５８７７のように改変された。このようなアルゴリズムは、Ａｌｔｓｃｈｕｌら（
１９９０）Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２１５：４０３のＮＢＬＡＳＴおよびＸＢＬＡＳＴプ
ログラムに組込まれる。ＢＬＡＳＴヌクレオチド検索は、ＮＢＬＡＳＴプログラム、スコ
ア＝１００、文字長＝１２を用いて実施されて、目的のペプチドをコードするヌクレオチ
ド配列に相同的なヌクレオチド配列が得られ得る。ＢＬＡＳＴタンパク質検索は、ＸＢＬ
ＡＳＴプログラム、スコア＝５０、文字長＝３を用いて実施されて、目的のペプチドに相
同的なアミノ酸配列が得られ得る。比較の目的のためのギャップのある整列を得るために
、Ｇａｐｐｅｄ
ｉｄｓ

ＢＬＡＳＴが、Ａｌｔｓｃｈｕｌら（１９９７）Ｎｕｃｌｅｉｃ

30

Ａｃ

Ｒｅｓ．２５：３３８９に記載されるように利用され得る。あるいは、ＰＳＩ−

Ｂｌａｓｔは、分子間の距離的関係を検出する反復検索を実施するために使用され得る。
Ａｌｔｓｃｈｕｌら（１９９７）前出を参考のこと。ＢＬＡＳＴ、Ｇａｐｐｅｄ

ＢＬＡ

ＳＴ、およびＰＳＩ−Ｂｌａｓｔプログラムを使用する場合、各々のプログラム（例えば
、ＸＢＬＡＳＴおよびＮＢＬＡＳＴ）のデフォルトパラメータが使用され得る。ｈｔｔｐ
：／ｗｗｗ．ｎｃｂｉ．ｎｌｍ．ｎｉｈ．ｇｏｖを参照のこと。ＡＬＩＧＮプログラム（
Ｄａｙｈｏｆｆ（１９７８）、Ａｔｌａｓ
ａｎｄ

Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

ｏｆ

Ｐｒｏｔｅｉｎ

５：補遺３（Ｎａｔｉｏｎａｌ

Ｓｅｑｕｅｎｃｅ

Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ

Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ，Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，Ｄ．Ｃ．）およびＷ

ｉｓｃｏｎｓｉｎ

Ｓｅｑｕｅｎｃｅ

ｏｎ

８（Ｇｅｎｅｔｉｃｓ

Ａｎａｌｙｓｉｓ

Ｃｏｍｐｕｔｅｒ
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Ｐａｃｋａｇｅ，Ｖｅｒｓｉ

Ｇｒｏｕｐ，Ｍａｄｉｓｏｎ，Ｗｉｓ

ｃｏｎｓｉｎから入手可能）のプログラム（例えば、ＧＡＰプログラム、ここで、プログ
ラムのデフォルトパラメータが利用される）もまた参照のこと。
【０１０６】
アミノ酸配列同一性の割合を考慮する場合、いくつかのアミノ酸残基位置が、タンパク
質機能の特性に影響しない保存的アミノ酸置換の結果として異なり得る。これらの例にお
いて、％配列同一性は、保存的に置換されたアミノ酸における類似性をカウントするため
に上方調節される。このような調節は、当該分野で周知である。例えば、Ｍｙｅｒｓおよ
びＭｉｌｌｅｒ（１９８８）Ｃｏｍｐｕｔｅｒ

Ａｐｐｌｉｃ．Ｂｉｏｌ．Ｓｃｉ．４：
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１１−１７を参照のこと。
【０１０７】
ペプチドの正確な化学構造は、多くの因子に依存する。イオン化可能なアミノ基および
カルボキシル基が分子中に存在するために、特定のペプチドは、酸性塩または塩基性塩、
あるいは中性の形態として得られ得る。適切な環境条件に配置された場合、それらの生物
学的活性を保持する全てのこのような調製物は、本明細書で使用されるようにペプチドの
定義に含まれる。さらに、このペプチドの一次アミノ酸配列は、糖部分を使用する誘導体
化（グリコシル化）によって、または脂質、ホスフェート、アセチル基などのような他の
補足的な分子によって増強され得る。この配列はまた、糖類との結合によって、増強され
得る。このような増強の特定の局面は、産生宿主の翻訳後プロセシング系を介して達成さ

10

れる；他のこのような改変は、インビトロで導入され得る。任意の事象において、このよ
うな改変は、ペプチドの活性が破壊されない限り、本明細書中で使用されるペプチドアナ
ログの定義に含まれる。このような改変は、種々のアッセイにおいて、このペプチドの活
性を増加させるかまたは減少されるかのいずれかによって、その活性に定量的にまたは定
性的に影響し得ることが期待される。さらに、鎖中の個々のアミノ酸残基は、酸化、還元
、または他の誘導体化によって改変され得、そしてペプチドは、活性を保持するフラグメ
ントを得るために切断され得る。活性を破壊しないこのような変更は、本明細書中で使用
されるような目的のペプチドアナログの定義からこのペプチド配列を排除しない。
【０１０８】
本明細書中で使用される場合、用語「フレキシブル」は、複数のペプチドまたはタンパ

20

ク質由来のフラグメントが互いに干渉しあうことなく、自由に動き得る状態をいう。好ま
しくは、この複数のペプチドまたはタンパク質由来のフラグメントは、リンカー配列（リ
ンカー、リンカーペプチドともいう）によって連結される。本明細書中で使用される場合
、用語「リンカー配列」は、３、４、５、６、７、８、９、１０、または１０以上連続す
るアミノ酸配列である。１つの実施形態において、リンカー配列は、配列番号４を含み得
る。好ましい実施形態において、リンカー配列は、配列番号４を２回以上反復した配列で
あり得る。
【０１０９】
１つの局面において、本発明のペプチドは、フレキシブルな動きを可能にするためのリ
ンカー配列、およびプレ選抜を行うためのタグ配列と連結されている。「プレ選抜」とは
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、所望の性質を有する物質をスクリーニング（本選抜ともいう）する前に予め行うスクリ
ーニングをいう。１つの局面において、プレ選抜は、本発明のペプチドの特徴とは異なる
性質に基づいて物質をスクリーニングし得る。「タグ配列」とは、抗体または親和性樹脂
と結合するアミノ酸配列をいい。本発明のペプチドと同種であっても異種であってもよい
。好ましい実施形態において、このタグ配列は、異種性エピトープである。異種性エピト
ープとしては、ＦＬＡＧ、ｍｙｃ、ＨＡ、ＳＶ４０

Ｔ抗原、グルタチオンＳ−トランス

フェラーゼ、６ヒスチジン、およびマルトース結合タンパク質が挙げられるが、これらに
限定されない。
【０１１０】
本明細書中で使用される場合、用語「生体膜」は、「細胞膜」と交換可能に使用され得
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る生物のインタクトな細胞膜構造をいう。用語「膜モデル」は、生体膜を模倣して構築し
た膜構造をいう。生物の細胞膜構造を「模倣」するとは、生物のインタクトな細胞膜構造
の性質および特徴の全てまたはその一部を有することをいう。好ましくは、この膜モデル
は、含有する脂質の種類および／または比率を変化させることによって、異なる生物種の
細胞膜構造を模倣する。１つの局面において、本発明に用いる膜モデルは、人工脂質二重
膜からなるリポソームであり得る。微生物の細胞膜構造を模倣した微生物細胞膜モデルと
しては、コレステロールを含まず、ホスファチジルグリセロール、ホスファチジルセリン
などの酸性リン脂質を含むものが挙げられるが、これらに限定されない。健康な動物の細
胞膜構造を模倣した動物細胞膜モデルとしては、コレステロールを含み、酸性リン脂質を
含まないものが挙げられるが、これに限定されない。
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【０１１１】
リポソームは、その構造体が、大きな一枚膜リポソーム（ｌａｒｇｅ
ｌｌａ

ｕｎｉｌａｍｅ

ｖｅｓｉｃｌｅ（ＬＵＶ））、多重層リポソーム（ｍｕｌｔｉ

ｌａｍｅｌ１ａ

ｖｅｓｉｃｌｅ（ＭＬＶ））、小さな一枚膜リポソーム（ｓｍａｌｌ

ｕｎｉｌａｍｅ

ｌ１ａ

ｖｅｓｉｃｌｅ（ＳＵＶ））のいずれであってもよく。その大きさは、ＬＵＶで

は２００〜１０００ｎｍ、ＭＬＶでは４００〜３５００ｎｍ、ＳＵＶでは２０〜１００ｎ
ｍ程度の粒子径をとり得る。
【０１１２】
リポソームの製造方法としては、以下のような慣用の方法が挙げられるが、これらに限
定されない：逆相蒸発法（Ｓｚｏｋａ，Ｆ．，ｅｔ
ｙｓ．Ａｃｔａ，Ｖｏｌ．６０１

ａｌ：Ｂｉｏｃｈｉｍ．Ｂｉｏｐｈ

10

５５９（１９８０））、エーテル注入法（Ｄｅａｍｅ

ｒ，Ｄ．Ｗ．：Ａｎｎ．Ｎ．Ｙ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．，Ｖｏｌ．３０８
８））；界面活性剤法（Ｂｒｕｎｎｅｒ，Ｊ．，ｅｔ
ｐｈｙｓ．Ａｃｔａ，Ｖｏｌ．４５５

ａｌ：

２５０（１９７

Ｂｉｏｃｈｉｍ．Ｂｉｏ

３２２（１９７６））。

【０１１３】
リポソームを形成するための脂質は、リン脂質、コレステロール類および窒素脂質（例
えば、糖脂質）などが用いられ、一般的かつ好ましくは、リン脂質である。リン脂質とし
ては、以下が挙げられるが、これらに限定されない：天然リン脂質（例えば、ホスファチ
ジルコリン、ホスファチジルセリン、ホスファチジルグリセロール、ホスファチジルイノ
シトール、ホスファチジルエタノールアミン、ホスファチジン酸、カルジオリピン、スフ

20

ィンゴミエリン、卵黄レシチン、大豆レシチン、およびリゾレシチンなど）、または常法
によってこれらに水素添加したもの；合成リン脂質（例えば、ジセチルホスフェート、ジ
ステアロイルホスファチジルコリン、ジパルミトイルホスファチジルコリン、ジパルミト
イルホスファチジルエタノールアミン、ジパルミトイルホスファチジルセリン、エレオス
テアロイルホスファチジルコリン、エレオステアロイルホスファチジルエタノールアミン
、およびエレオステアロイルホスファチジルセリンなど）。
【０１１４】
これらのリン脂質を含む脂質類は、単独でも２種以上を組合わせても使用し得る。リポ
ソームを形成する際に、主要リン脂質以外にリポソーム形成用添加剤（例えば、コレステ
ロール類、ステアリルアミン、α−トコフェロールなど）を併用し得る。
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【０１１５】
リポソームの製造法は、例えば、上記のリポソーム形成物質をコレステロール等ととも
に有機溶媒（例えば、テトラヒドロフラン、クロロホルム、エタノールなど）に溶解し、
次いで溶解物を適当な容器に入れて減圧下にて溶媒を揮発させ、容器内面にリポソーム形
成物質の膜を形成させる。得られた膜に緩衝液を加えて撹拌し、所望される場合、上記の
膜融合促進物質をさらに加えた後、リポソームを単離する。得られたリポソームは適当な
溶媒中に懸濁させるか、または凍結乾燥させ必要に応じて適当な溶媒に再分散させて用い
得る。膜融合促進物質は、リポソームを単離した後、使用するまでの間に加えてもよい。
【０１１６】
本明細書中で使用される場合、用語「無細胞抽出液」とは、細胞を破砕した後、その破

40

砕液を遠心分離して得られるその可溶性画分をいう。「無細胞抽出液」には、ｍＲＮＡの
翻訳に必要なリボソーム、アミノアシルｔＲＮＡ合成酵素（ＡＲＳ）、ポリペプチド鎖開
始因子（ＩＦ）、ポリペプチド鎖伸長因子（ＥＦ）、およびポリペプチド鎖終結因子（Ｒ
Ｆ）が含まれる。
【０１１７】
本明細書中で使用される場合、用語「処置」とは、所定の細胞および個体の有する１以
上の症状を減少するかまたは緩和すること、悪化するかもしくは進行することから１以上
の症状を予防すること、回復を促進するかもしくは予後を改善すること、および／または
疾患のない個体において疾患を予防すること、ならびに存在する疾患の進行を遅延もしく
は減弱することをいう。所定の個体について、症状の改善、その悪化、退行、または進行
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は、客観的測定または主観的測定によって決定され得る。処置の効力は、罹患率または死
亡率における改善として測定され得る（例えば、選択された集団についての生存曲線を延
長する）。予防法（例えば、再発の発生を予防または減少すること）もまた、処置とみな
される。処置はまた、他に存在する処置の様式（例えば、１以上の他の薬物および１以上
の他の医療手順）との組合せを含み得る。
【０１１８】
本明細書中で使用される場合、「異常を生じた」細胞とは、アポトーシス細胞、癌細胞
などのように、健康な動物細胞に比べて異常を生じている細胞をいい、好ましくは、酸性
リン脂質が細胞外に露出している動物細胞をいう。「健康な」細胞とは、正常細胞または
健常細胞を意味し、好ましくは、酸性リン脂質が細胞外に露出していない動物細胞をいう

10

。
【０１１９】
本明細書中で使用される場合、「少なくとも２個」とは、２以上のあらゆる整数個をい
う。好ましくは、「少なくとも２個」は、２、３、４、５、６、７または８個をいう。
【０１２０】
本明細書中で使用される場合、生体膜に「作用する」とは、生体膜を標的化することを
いい、生体膜に付着および／または結合すること、ならびに生体膜を通過することを含む
。好ましい実施形態において、本発明のペプチドは、特定の細胞膜に作用することによっ
て、細胞の機能を抑制または阻害し得る。さらに好ましい実施形態において、この細胞は
、微生物細胞、癌細胞またはアポトーシス細胞のいずれかであり得る。本明細書中で使用

20

される場合、「微生物」としては、病原性微生物、腐敗性微生物などが挙げられる。別の
実施形態において、本発明のペプチドは、特定の細胞膜に作用することによって、細胞の
機能を促進し得る。さらに別の実施形態において、本発明のペプチドは、特定の細胞の機
能に何ら影響を与えることなく生体膜に作用し得る。当業者は、特定の細胞に所望の物質
（例えば、薬物、遺伝子）を送達するために本発明のペプチドが有用であることを、容易
に認識する。
【０１２１】
（発明の要旨）
（Ａ．目的とする生体膜に作用するペプチドのスクリーニング方法）
本発明者らは、目的とする生体膜に作用するペプチドのスクリーニング方法を構築する
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にあたり、２種類の膜作動性ペプチド（マスト２１（配列番号５）、マストパランＸ（配
列番号１０））を指標に用いた。マスト２１は、微生物細胞膜に特異的に作用し動物細胞
膜にはしない。一方、マストパランＸは、微生物細胞膜、動物細胞膜の双方に作用する。
すなわち、細胞膜構造に作用するペプチドの選択手法において、これら２種類のペプチド
を選択の対象とした場合に、固定化膜モデルとして微生物細胞膜モデルを用いた場合はマ
スト２１とマストパランＸの双方が選抜され、動物細胞膜モデルを用いた場合はマストパ
ランＸのみが選抜され、しかも欠損を生じることなくペプチドのアミノ酸配列の全長が得
られる手法を確立できれば、ランダムペプチドライブラリーから細胞膜構造に作用するペ
プチドをスクリーニングする方法に適するものであると考えた。しかし、これらのペプチ
ドは、いずれも強い抗菌活性を示すため、ファージディスプレイや細菌表層ディスプレイ
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、酵母表層ディスプレイなどの生物の力を利用する段階を含む手法では、選抜が不可能で
あるか、または欠損が生じたものしか選抜されてこない。本発明者らは、スクリーニング
の全過程を、無細胞系、すなわち、微生物やファージなどの生きた細胞の力を利用せずに
インビトロで行うことにより、それらの生物に致死的なペプチドや、生物の増殖に影響を
与える可能性のあるペプチドが選択の対象であっても、スクリーニングの過程におけるペ
プチドの生体への影響を完全に排除することができること、すなわち、生体への作用が期
待されるアミノ酸配列の一部が欠損したり、排除されたりする可能性が著しく低下するこ
とを見出した。
【０１２２】
本発明者らはまた、無細胞系において転写および翻訳を行わせるライブラリーを、第１
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のカセットおよび第２のカセットが第３のカセットと作動可能に連結した形で設計および
構築することによりペプチドのアミノ酸配列と遺伝子情報を対応付けることができ、ラン
ダムペプチドライブラリーを効率よく発現させることができることを見出した。ランダム
ペプチドライブラリーを効率よく発現させ得る本発明のライブラリーは、複数の核酸配列
を含むライブラリーであって、該核酸配列の各々は、以下：
（１）第１のペプチドをコードする塩基配列を含む第１のカセット；
（２）該第１のペプチドをコードする塩基配列と同じ読み枠である、第２のペプチドをコ
ードする塩基配列を含む第２のカセットであって、ここで該第２のペプチドは該第１のペ
プチドのフレキシブルな動きを可能にする部位を含む、第２のカセット；ならびに
（３）該第１および第２のカセットの転写および翻訳に必須の塩基配列を含み、第１およ

10

び第２のカセットと作動可能に連結された、第３のカセット、
の３つのカセットを含み、ここで、該ライブラリーは、該第１のカセットが互いに異なる
、少なくとも２つの該核酸配列を含む。具体的には、最上流のカセットに、転写並びに翻
訳に必須の塩基配列を組み込み、中央部のカセットに目的のペプチドに応じて設計したＤ
ＮＡライブラリーを入れ、最下流のカセットに発現したペプチドのフレキシブルな動きを
可能とする部位を挿入するように設計した。好ましくは、このＤＮＡライブラリーは、終
止コドンを欠くＤＮＡからなる。第２のカセットおよび第３のカセットは全てのライブラ
リーに共通して使用可能である。従って、第１のカセット、第２のカセットおよび第３の
カセットを連結し、無細胞系における転写および翻訳を同時に進行させることにより、翻
訳産物であるペプチドと転写産物であるｍＲＮＡの複合体が形成され、目的に応じたペプ
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チドのアミノ酸配列と遺伝子情報との対応付けが容易なペプチドライブラリーの作製が可
能となる。
【０１２３】
そこで、これら２種類のペプチド（マスト２１、マストパランＸ）をコードする遺伝子
の塩基配列を含むＤＮＡライブラリーを設計および構築し、無細胞系において転写および
翻訳を行ってペプチド・リボソーム・ｍＲＮＡ（ＰＲＭ）複合体を形成させ、さらに、マ
グネシウム濃度を高くすることによってＰＲＭ複合体を安定化させて、効率的に固定化膜
モデルに対して特異的に作用するペプチドをスクリーニングおよび濃縮した。最終的にペ
プチドの全長を得た。具体的には、マスト２１またはマストパランＸのアミノ酸配列をコ
ードする塩基配列を挿入したカセットを各々作製し、無細胞系におけるＰＲＭ複合体の形
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成と固定化膜モデルによるスクリーニング、結合能を有したペプチドの遺伝子情報の確認
を行った。
【０１２４】
さらに、本発明者らは、微生物細胞膜に作用するペプチドを効率的に濃縮していく手法
の開発にあたり、スクリーニングのための選択圧として、目的に応じた種々の生物の細胞
膜構造を模倣した人工脂質二重膜からなるリポソームを固相に固定化したものが固定化膜
モデルとして機能し得ることを想起し、この固定化膜モデルに対し結合能を有するペプチ
ドを、ペプチド・リボソーム・ｍＲＮＡ複合体（ＰＲＭ複合体）として無細胞系から効率
的に回収した。
【０１２５】
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そして、固定化膜モデルに特異的に結合したＰＲＭ複合体を磁気ビーズと共に回収し、
ＰＲＭ複合体中のｍＲＮＡのみを精製し、ＲＴ−ＰＣＲによりＤＮＡに逆転写することに
より、上記のサイクルを繰り返し行うことが可能となった。スクリーニングサイクルを数
回以上繰り返すことにより、微生物細胞膜に特異的に作用するペプチドが濃縮されていく
ことと考えられる。さらに、最終サイクル後には、得られたＤＮＡの塩基配列を決定する
ことにより、固定化膜モデルに対し特異的結合能を示したペプチドのアミノ酸配列が判明
することを見出した。
【０１２６】
１つの局面において、本発明は、生体膜に作用するペプチドをコードする核酸をスクリ
ーニングする方法であって、該方法は、以下の工程：
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ＤＮＡライブラリーを設計および構築する工程；
無細胞系において、該ライブラリーを転写および翻訳して、ペプチド・リボソーム・
ｍＲＮＡ複合体を形成する工程；ならびに
膜モデルへ特異的に結合する該複合体を選択する工程、
を包含する方法を提供する。
【０１２７】
（Ｂ．本発明の方法によって得られたペプチド）
上記の方法によって、生体膜に特異的に作用する新規ペプチドをスクリーニングし得る
。１つの局面において、この生体膜は、微生物細胞膜であり得る。好ましくは、この微生
物は、病原性微生物または腐敗性微生物であり得る。他の局面において、この生体膜は、

10

真核生物細胞膜であり得る。好ましくは、この真核生物は、哺乳動物細胞であり得る。さ
らに好ましくは、この哺乳動物細胞は、癌細胞またはアポトーシス細胞であり得る。別の
局面において、この生体膜は、微生物細胞であっても真核生物細胞であってもよい。
【０１２８】
健康な動物細胞と比較して細胞膜に異常を生じた細胞（アポトーシス細胞、癌細胞など
）の生体膜もまた、酸性リン脂質が細胞外に露出しているために、本発明のペプチドによ
って特異的に認識される。従って、本発明のスクリーニング方法は、微生物細胞膜に特異
的に作用する新規ペプチドを得るために限定されず、癌細胞およびアポトーシス細胞を認
識してこれらに作用するペプチド、好ましくは、癌細胞を殺傷するペプチドおよびアポト
ーシスを抑制するペプチド（本明細書中、「アポトーシス抑制性ペプチド」という）を得
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るためにも使用され得ることを、当業者は容易に認識する。
【０１２９】
本発明はさらに、マスト２１よりも強く生体膜に作用するペプチドを提供する。好まし
くは、このペプチドは、マスト２１の２倍以上、より好ましくは、３倍、４倍、５倍以上
、さらに好ましくは、６倍、７倍、８倍、９倍、または１０倍以上有意に生体膜に作用す
る。好ましい実施形態において、このペプチドは、マスト２１Ｒ（配列番号１０７）であ
る。
【０１３０】
本発明のペプチドは、癌および／またはアポトーシスに関連し得、従って、本発明のペ
プチドは、癌および／またはアポトーシスに関連する多くの疾患を処置するのに有用であ
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る。例えば、本発明のペプチドによって処置され得る疾患としては、以下が挙げられる：
癌（例えば、濾胞性リンパ腫、ｐ５３変異を伴う癌、およびホルモン依存性腫瘍（大腸癌
、心臓腫瘍、膵臓癌、黒色腫、網膜芽細胞腫、肺癌、腸癌、精巣癌、胃癌、神経芽細胞腫
、グリア芽細胞腫（神経膠芽細胞腫）、粘液腫、筋腫、リンパ腫、内皮腫、骨芽細胞腫、
骨巨細胞腫、骨肉腫、軟骨肉腫、腺腫、乳癌、前立腺癌、腎癌、子宮癌、膀胱癌、カポジ
肉腫および卵巣癌が挙げられるが、これらに限定されない））；自己免疫障害（例えば、
多発性硬化症、シェーグレン症候群、橋本甲状腺炎、胆汁性肝硬変、ベーチェット病（Ｂ
ｅｈｃｅｔ

ｓ

ｄｉｓｅａｓｅ）、クローン病、多発性筋炎、全身性エリテマトーデス

および免疫関連糸球体腎炎ならびに慢性関節リウマチ）およびウイルス感染（例えば、ヘ
ルペスウイルス、ポックスウイルスおよびアデノウイルス）、炎症、対宿主性移植片病、
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急性移植片拒絶、ならびに慢性移植片拒絶。好ましい実施形態において、本発明のペプチ
ドは、特に上記に列挙される、癌の増殖、進行、および／または転移を阻害するために使
用される。
【０１３１】
本発明のペプチドによって処置または検出され得る細胞生存に関連したさらなる疾患ま
たは状態としては、以下のような悪性腫瘍および関連する障害の増殖および／または転移
が挙げられるがこれらに限定されない：白血病（急性白血病（例えば、急性リンパ球性白
血病、急性骨髄性白血病（骨髄芽球性白血病、前骨髄球性白血病、骨髄単球性白血病、単
球性白血病、および赤白血病を含む））、および慢性白血病（例えば、慢性骨髄性（顆粒
球性）白血病および慢性リンパ球性白血病）を含む）、真性赤血球増加症、リンパ腫（例
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えば、ホジキン病および非ホジキン病）、多発性骨髄腫、ヴァルデンストレームマクロ大
グロブリン血症、Ｈ鎖病、および固形腫瘍（肉腫および癌腫（例えば、線維肉腫、粘液肉
腫、脂肪肉腫、軟骨肉腫、骨原性肉腫、脊索腫、血管肉腫、内皮肉腫、リンパ管肉腫、リ
ンパ管内皮肉腫、骨膜腫、中皮腫、ユーイング腫瘍、平滑筋肉腫、横紋筋肉腫、大腸癌、
膵臓癌、乳癌、卵巣癌、前立腺癌、扁平上皮癌、基底細胞癌、腺癌、汗腺癌、皮脂腺癌、
乳頭状癌、乳頭状腺癌、嚢胞腺癌、髄様癌、気管支原生癌、腎細胞癌、肝細胞癌、胆管癌
、絨毛癌、精上皮腫、胎生期癌、ウィルムス腫瘍、頸部癌、精巣腫瘍、肺癌、小細胞肺癌
、膀胱癌、上皮癌、神経膠腫、星状細胞腫、髄芽細胞腫、頭蓋咽頭腫、脳室上衣細胞腫、
松果体腫、血管芽細胞腫、聴神経腫、乏突起神経膠腫、髄膜腫（ｍｅｎａｎｇｉｏｍａ）
10

、黒色腫、神経芽細胞腫、および網膜芽細胞腫。
【０１３２】
本発明のペプチドによって処置または検出され得る、アポトーシスの進行に関連する疾
患としては、以下が挙げられる：ＡＩＤＳ；神経変性障害（例えば、アルツハイマー病、
パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、色素性網膜炎、小脳変性および脳腫瘍または以前
に関連した疾患）；自己免疫障害（例えば、多発性硬化症、シェーグレン症候群、橋本甲
状腺炎、胆汁性肝硬変、ベーチェット病（Ｂｅｈｃｅｔ

ｓ

ｄｉｓｅａｓｅ）、クロー

ン病、多発性筋炎、全身性エリテマトーデスおよび免疫関連糸球体腎炎ならびに慢性関節
リウマチ）、脊髄形成異常症候群（例えば、再生不良性貧血）、対宿主性移植片病、虚血
性傷害（心筋梗塞、発作および再灌流傷害によって生じるようなもの）、肝臓傷害（例え
ば、肝炎関連肝臓傷害、虚血／再灌流傷害、胆汁うっ滞（ｃｈｏｌｅｓｔｏｓｉｓ）（胆
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管傷害）および肝臓癌）；毒物誘導性肝臓疾患（アルコールによって引き起こされるよう
なもの）、敗血症性ショック、悪液質ならびに食欲不振。
【０１３３】
好ましい実施形態において、本願発明の方法で得られた配列のペプチドを化学合成し、
例えば、蛍光物質（カルセイン）内包モデル膜（リポソーム）（例えば、特許第２９６７
９２５号明細書を参照のこと）を用いて細胞膜構造に作用する能力を調べ得る。他の実施
形態において、本願発明の方法で得られた配列のペプチドを、米国Ｎａｔｉｏｎａｌ
ｏｍｍｉｔｔｅｅ
ｄ（ＮＣＣＬ

ｆｏｒ

Ｃｌｉｎｉｃａｌ

Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ

Ｃ

Ｓｔａｎｄａｒ

Ｍ７−Ａ３）に従って評価し得る。別の実施形態に

おいて、本願発明の方法で得られた配列のペプチドを、動物から採血した新鮮血を遠心分
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離して得た赤血球に対する溶血性を調べることによって、正常動物細胞に対する反応性を
評価し得る。さらなる実施形態において、本願発明の方法で得られた配列のペプチドを、
種々の腫瘍細胞株に作用させることによって、癌細胞に対する特異性および癌細胞を殺傷
する効果を評価し得る。なおさらなる実施形態において、本願発明の方法で得られた配列
のペプチドを、アポトーシスを誘導させた細胞および／または細胞株に作用させることに
よって、アポトーシス細胞に作用する反応性を評価し得る。さらなる実施形態において、
本願発明の方法で得られた配列のペプチドを、種々のアポトーシス細胞に作用させること
によって、アポトーシスを抑制および／または阻害する効果を評価し得る。
【０１３４】
当業者が上記の方法を容易に改変して種々の細胞膜に特異的なペプチドをスクリーニン
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グし得ることは、明白である。当業者は、上記の方法において用いる膜モデルが含有する
脂質の種類および／または比率を変化させることによって、種々の細胞（例えば、哺乳動
物細胞、微生物細胞など）の膜モデルを調製することが可能である。例えば、生物の細胞
膜構造を模倣した膜モデルのリン脂質の組成は周知であり、哺乳動物細胞膜としては、Ｐ
Ｃ：Ｃｈｌ＝１０：１、またはＰＣ：Ｓｐｈ：Ｃｈｌ＝３：３：２の組成を有する膜モデ
ルが挙げられ、微生物細胞膜としては、ＰＣ：ＰＧ＝７：３、ＰＥ：ＰＧ＝７：３、ＰＣ
：ＰＳ＝１：１、ＰＳ（もしくはＰＥ）：ＰＧ：ＣＬ＝７：２：１、またはＰＣ：ＰＧ：
ＣＬ＝３：３：２（ここで、ＰＳは、ホスファチジルセリン、ＰＣは、ホスファチジルコ
リン、ＰＧは、ホスファチジルグリセロール、ＰＥは、ホスファチジルエタノールアミン
、Ｃｈｌは、コレステロール、Ｓｐｈは、スフィンゴミエリン、ＣＬは、カルジオリピン
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である）の組成を有する膜モデルが挙げられるが、これらに限定されない。好ましくは、
上記の膜モデルは、ＰＡ（ホスファチジン酸）、ＬＰＳ（リポ多糖）、リピドＡを含有し
得る。ＰＧは、ＰＳよりも調整後のリポソームが安定であるので、当業者は、膜モデルを
作製する際に、ＰＧをＰＳと交換可能に使用し得る。このような周知技術に基づいて、所
望の細胞膜に特異的に作用するペプチドを容易に得ることができる。さらに、当業者は、
得られたペプチドを毒性試験に供することによって、任意の生物に対する毒性を容易に評
価し得る。
【０１３５】
上記の方法によってスクリーニングされたペプチドは、種々の用途に用いられ得る。好
ましくは、得られた本発明のペプチドを感染症に使用する場合、本発明のペプチドは、宿

10

主細胞または正常細胞を損傷することなく、標的細胞に対して選択的に毒性を発現する生
体防御ペプチドとして機能し得る。１つの実施形態において、この標的細胞は、病原性微
生物であり得る。他の実施形態において、この標的細胞は、癌細胞であり得る。別の実施
形態において、この標的細胞は、アポトーシスを生じている「アポトーシス細胞」であり
得る。このペプチドの好ましい用途としては、例えば、微生物を殺傷するための薬学的組
成物、微生物による感染症を処置するための薬学的組成物、抗生物質、微生物感染部位に
薬物を送達するための薬学的送達物、癌を処置するための薬学的組成物、癌病変部位に薬
物を送達するための薬学的送達物、アポトーシスを抑制するための薬学的組成物、アポト
ーシスが進行する部位に薬物を送達するための薬学的送達物が挙げられるが、これらに限
定されない。

20

【０１３６】
（Ｃ．薬学的組成物）
本発明は、有効な量の本発明の薬学的組成物を被験体に投与することによる、処置方法
を開示する。好ましい実施態様において、薬学的組成物は、実質的に純粋である。この被
験体は、好ましくは動物であり、この動物は、好ましくは、哺乳動物であり、最も好まし
くはヒトである。
【０１３７】
薬学的組成物の投与の方法および投与経路が、以下に記載されるものの中から選択され
得る。
【０１３８】

30

本明細書中で使用される場合、用語「薬学的送達物」は、薬学的組成物送達系を含む組
成物をいう。多くの型の薬学的組成物送達系が当該分野で周知であり、そして本発明の薬
学的組成物を投与するために利用され得る。これらの前述の送達系としては、以下が挙げ
られるが、それらに限定されない：（ｉ）リポソーム、微粒子およびマイクロカプセルに
おけるカプセル化；（ｉｉ）薬学的組成物を発現し得る組換え細胞；（ｉｉｉ）レセプタ
ー媒介エンドサイトーシス（例えば、ＷｕおよびＷｕ、１９８７、Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅ
ｍ．２６２：４４２９−４４３２を参照のこと）；（ｉｖ）レトロウイルスまたは他のベ
クターの一部分としての薬学的組成物核酸の構築など。本発明のペプチドは、病巣部位（
例えば、微生物、癌細胞またはアポトーシス細胞）を標的化して所望の薬剤送達を行うた
めの送達系として使用され得る。投与／導入の方法としては、以下が挙げられるが、それ

40

らに限定されない：皮内経路、筋肉内経路、腹腔内経路、静脈内経路、皮下経路、鼻腔内
経路、硬膜上経路および経口経路。この薬学的組成物は、任意の都合のよい経路により（
例えば、注入またはボーラス注射により、上皮または粘膜内層（例えば、口内粘膜、直腸
粘膜および腸内粘膜など）を介する吸収により）投与され得、そして他の生物学的活性薬
剤とともに投与され得る。投与は、全身的であってもよいし、局所的であってもよい。さ
らに、任意の適切な経路（例えば、脳室内およびクモ膜下腔または硬膜下腔内注入）によ
り中枢神経系へ、本発明の薬学的組成物を導入することは、望ましくあり得る。脳室内注
入は、例えば、リザーバを取り付けた脳室内カテーテルの使用により容易にされ得る。肺
投与もまた（例えば、吸入器またはネブライザーおよびエアロゾル化薬剤を有する処方物
の使用により）利用され得る。
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【０１３９】
本発明の特定の実施態様において、本発明の薬学的組成物を処置を要する領域に局所的
に投与することは望ましい；これは、例えば、限定ではないが、手術の間の局所的注入、
局所的適用（例えば、手術後の包帯とともに）、注射により、カテーテルにより、坐剤に
より、またはインプラント（このインプラントは、多孔性、非多孔性、またはゼラチン様
物質膜のような膜または線維を含む）により達成され得る。
【０１４０】
本発明の別の特定の実施態様において、この薬学的組成物は、小胞（特にリポソーム）
中で送達され得る。例えば、Ｌａｎｇｅｒ、１９９０、Ｓｃｉｅｎｃｅ

２４９：１５２

７−１５３３を参照のこと。なお別の特定の実施態様において、この薬学的組成物は、以

10

下を含むが、これらに限定されない徐放システムを介して送達され得る：ポンプ（例えば
、Ｓｅｆｔｏｎ，１９８７、ＣＲＣ

Ｃｒｉｔ．Ｒｅｆ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｅｎｇ．１４：

２０１を参照のこと）およびポリマー物質（例えば、ＳｍｏｌｅｎおよびＢａｌｌ、１９
８３、Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ
Ｐｒｏｄｕｃｔ

Ｄｒｕｇ

Ｄｅｓｉｇｎ

ａｎｄ

Ｂｉｏａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ，Ｄｒｕｇ
Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ（Ｗｉｌｅｙ，Ｎｅｗ

Ｙｏｒｋ，ＮＹ）を参照のこと）。さらに、徐放システムは、治療標的（例えば、脳）
の近位に配置され、従って、わずか全身的用量全体の何分の１かが必要であるにすぎない
。例えば、Ｇｏｏｄｓｏｎ、１９８４、Ｍｅｄｉｃａｌ
ｆ

Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ

Ｒｅｌｅａｓｅ，（Ｗｉｌｅｙ，Ｎｅｗ

ｏ

Ｙｏｒｋ，ＮＹ）
20

を参照のこと。
【０１４１】
本発明はまた、薬学的組成物を開示する。このような組成物は、治療的に有効量の薬学
的組成物を薬学的に受容可能なキャリア内に含む。特定の実施態様では、用語「薬学的に
受容可能」は、本明細書中で利用される場合、動物、より特定には、ヒトにおける使用の
ために、政府により認可されているか、あるいは薬局方に記載されている組成物として規
定される。用語「キャリア」は、本明細書中で利用される場合、治療剤がともに投与され
る、希釈剤、アジュバント、賦形剤、またはビヒクルをいう。このような薬学的キャリア
には、無菌の液体（例えば、水、生理学的食塩水など）および油（例えば、石油、動物、
植物または合成起源の油（例えば、ピーナッツ油、ダイズ油、鉱油、ゴマ油など））が挙
げられるが、これらに限定されない。水は、薬学的組成物が静脈内に投与される場合に好

30

ましいキャリアである。さらに、生理食塩水溶液ならびに水性デキストロース溶液および
グリセロール溶液もまた、液体キャリアとして、特に注射用溶液のために用いられ得る。
適切な薬学的賦形剤には、デンプン、グルコース、ラクトース、スクロース、ゼラチン、
麦芽、イネ、フラワー、チョーク、シリカゲル、ステアリン酸ナトリウム、グリセロール
モノステアレート、タルク、塩化ナトリウム、乾燥スキムミルク、グリセロール、プロピ
レン、グリコール、水、エタノールなどが挙げられる。所望される場合、組成物はまた、
わずかな量の湿潤剤または乳化剤、あるいはｐＨ緩衝剤を含み得る。これらの組成物は、
溶液、懸濁液、乳化剤、錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、徐放性処方物などの形態を採り
得る。この組成物は、坐剤として、伝統的な結合剤およびキャリア（例えば、トリグリセ
リド）とともに処方され得る。経口処方物は、標準的なキャリア（例えば、薬学的グレー

40

ドのマンニトール、ラクトース、デンプン、ステアリン酸マグネシウム、サッカリンナト
リウム、セルロース、炭酸マグネシウムなど）を含み得る。適切な薬学的キャリアの例は
、Ｍａｒｔｉｎ、１９６５．Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ

ｓ

Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ

Ｓｃｉｅｎｃｅｓに記載されている。このような組成物は、治療的に有効量の薬学的組成
物を、好ましくは精製された形態において、および最も好ましくは、実質的に精製された
形態において、患者に対して適切な投与のための形態を提供するために適切な量のキャリ
アと共に含む。この処方物は、投与の様式に適合されるべきである。
【０１４２】
本発明の好ましい実施態様では、この組成物は、ヒトへの静脈内投与のために採用され
る薬学的組成物として、慣用的な手順に従って処方される。代表的には、静脈内投与のた
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めの組成物は、無菌性の等張水性緩衝液における溶液である。必要な場合、この組成物は
また、可溶化剤および注射の部位での痛みを軽減するための局所麻酔剤を含み得る。一般
に、成分は、別々にか、または一緒に混合されてかのいずれかで、単位投薬形態において
、例えば、ハーメチックシールされた容器（例えば、活性薬剤の量を示すアンプル）中に
乾燥凍結乾燥粉末または水を含まない濃縮物として供給される。この組成物が注射により
投与されなければならない場合、これは、無菌性の薬学的グレードの水または生理食塩水
を含む注入ビンで分散され得る。この組成物が注射により投与される場合、注射のための
無菌水または生理食塩水のアンプルが提供され得、その結果、これらの成分が投与前に混
合され得る。
【０１４３】

10

本発明の薬学的組成物は、薬学的に受容可能な塩（塩酸、リン酸、酢酸などから誘導さ
れる塩、および遊離カルボキシル基を用いて形成された塩を含む（例えば、ナトリウム、
カリウム、カルシウム、水酸化鉄（ＩＩＩ）、イソプロピルアミン、トリエチルアミン、
２−エチルアミノエタノール、ヒスチジン、プロカインなどから誘導された塩）。
【０１４４】
特定の障害または状態の処置に効果的である、本発明の薬学的組成物の量は、障害また
は状態のその性質に依存し、そして標準的な臨床技術によって定量的に決定され得る。さ
らに、インビトロアッセイは、必要に応じて、最適な投薬範囲の同定を補助するために用
いられ得る。この処方物中に用いられるべき正確な用量はまた、投与の経路、およびこの
疾患もしくは障害の重篤度に依存し、そして開業医の判定および各患者の状況に従って決

20

定されるべきである。しかし、静脈内投与のための適切な用量範囲は、一般に、体重１キ
ログラム（ｋｇ）あたり約２０〜５００μｇの活性化合物である。鼻腔内投与のために適
切な投薬範囲は、一般に、体重１ｋｇあたり約０．０１ｐｇから体重１ｋｇあたり約１ｍ
ｇである。有効用量は、インビトロまたは動物モデルの試験系から誘導される用量応答曲
線から推定され得る。坐剤は、一般に、０．５重量％〜１０重量％の範囲で活性成分を含
み；経口処方物は、好ましくは、１０％〜９５％の活性成分を含む。
【０１４５】
（Ｄ．キット）
本発明はまた、本発明の薬学的組成物の１以上の成分で充填された１以上の容器を備え
る、薬学的包装物またはキットを提供する。必要に応じて、薬学的製品または生物学的製

30

品の製造、使用または販売を取り締まる政府機関により指示される形態における通知（こ
の通知は、ヒトでの投与のための製造、使用、販売の機関による認可を示す）が、このよ
うな容器に付随する。
【０１４６】
別の実施形態では、本発明は、核酸分子の逆転写もしくは増幅時に使用されるキットま
たは核酸分子の配列決定時に使用されるキットに組み立てられ得る。本発明のこの局面に
従うキットは、箱、カートン、チューブなどのようなキャリア手段を含み、このキャリア
手段は、その内部にバイアル、チューブ、アンプル，ビンなどのような１個以上の容器手
段を緊密に拘束して有する。そこで第１番目の容器手段は、逆転写酵素活性を有するペプ
チドを含有する。逆転写活性を持つ１種を超えるペプチドが使用される場合、それらは２

40

種以上のペプチドの混合物として単一または別々の容器に収納され得る。本発明のキット
は（同一のまたは別々の容器に）一以上のＤＮＡポリメラーゼ、適切な緩衝液、一以上の
ヌクレオチド、および／または一以上のプライマーをも含有し得る。
【０１４７】
本発明の特定の局面において、この逆転写および増幅キットは、一以上の成分を（混合
物として、または別々に）含み得る。これらの成分としては、本発明のペプチドをコード
する核酸配列を含むライブラリー、核酸分子の合成に必要とされる一以上のヌクレオチド
、逆転写のためのオリゴ（ｄＴ）、および／または一以上のプライマーが挙げられる。こ
のような逆転写および増幅キットはさらに、一以上のＤＮＡポリメラーゼを含み得る。本
発明の配列決定キットは、本発明のペプチドをコードする核酸配列を含むライブラリー、
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ならびに必要に応じて一以上のＤＮＡポリメラ一ゼ、核酸分子の配列決定に必要とされる
一以上の反応停止薬（例えば、ジデオキシヌクレオシド三リン酸分子）、一以上のヌクレ
オチドおよび／または一以上のプライマーを含み得る。逆転写酵素活性を有する好ましい
ペプチド、ＤＮＡポリメラーゼ，ヌクレオチド、プライマー、ならびに本発明の逆転写、
増幅および配列決定キットの使用に適する他の成分としては、上述のものが挙げられる。
本発明のこの局面に含まれる本キットはさらに、標準的な核酸逆転写、増幅または配列決
定方法を実施するために必要なさらなる試薬および化合物を含み得る。本発明の逆転写酵
素活性を有するこのようなペプチド、ＤＮＡポリメラーゼ、ヌクレオチド、プライマーな
らびにさらなる試薬、成分または化合物が、１個以上の容器に含有され得、そして上述の
成分の２以上の混合物でこのような容器に含まれ得るか、または別々の容器において本発

10

明のキットに含まれ得る。
【０１４８】
（Ｅ．抗体産生）
本発明は、本発明のスクリーニング方法によって得られたペプチドに対する抗体を提供
する。抗体を惹起するための免疫原は、本発明のペプチドをアジュバントと混合すること
によって調製される。あるいは、ペプチドは、より大きな免疫原タンパク質との融合タン
パク質として作製される。ペプチドはまた、他のより大きな免疫原タンパク質（例えば、
キーホールリンペット（ｋｅｙｈｏｌｅ

ｌｉｍｐｅｔ）ヘモシアニン）と共有結合され

る。免疫原は、代表的に、皮内に、皮下に、または筋肉中に投与される。免疫原は、実験
動物（例えば、ウサギ、ヒツジおよびマウス）に対して抗体を作製するために投与される

20

。必要に応じて、この動物脾臓細胞は、単離され、そしてミエローマ細胞と融合され、モ
ノクローナル抗体を分泌するハイブリドーマを形成する。
【０１４９】
選択されたペプチドに特異的なポリクローナル抗体およびモノクローナル抗体の調製は
、当該分野で公知の標準方法を使用して行われる。抗体は、配列表に開示されるペプチド
に存在するエピトープに特異的に結合する。代表的には、少なくとも６、８、１０または
１２個の連続したアミノ酸は、エピトープを形成するために必要とされる。短いペプチド
配列は、公知のタンパク質との交差反応性の可能性のために、対応する新規タンパク質を
同定するために抗体を惹起するエピトープとしての使用には適切でないかもしれない。し
かし、この抗体は、他の目的について、特にそれらが公知のタンパク質および本発明の新

30

規のペプチドの共通の構造的特徴を同定する場合、有用であり得る。
【０１５０】
この提供されたペプチドと特異的に結合する抗体は、ウエスタンブロットまたは他の免
疫化学アッセイで使用される場合、他のタンパク質で提供される検出シグナルより少なく
とも５、１０または２０倍高い検出シグナルを提供するはずである。好ましくは、本発明
のペプチドと特異的に結合する抗体は、検出可能なレベルで免疫化学アッセイにおいて他
のタンパク質と結合せず、そして溶液からこの特異的なペプチドを免疫沈降し得る。
【０１５１】
ヒト集団における本発明のペプチドに対する血清抗体の存在を試験するために、ヒト抗
体は、当該分野で周知の方法によって精製され得る。好ましくは、この抗体は、対応する

40

選択されたペプチドまたは融合タンパク質が結合されるカラムに抗血清を通すことにより
アフィニティ精製される。次いで、この結合抗体は、例えば、高塩濃度を有する緩衝液を
使用してカラムから溶出され得る。
【０１５２】
以下、本発明の生体膜に作用するペプチドのスクリーニング方法、および本発明の方法
によって取得した新規ペプチドについて、より具体的に説明する。
【０１５３】
（発明の詳細な説明）
まず、終止コドンを欠いた、複数のペプチドをコードする塩基配列を含むカセットを含
むライブラリーの設計および構築を行う。好ましくは、ペプチドをコードする塩基配列は
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、終止コドンを欠く。終止コドンがあると、後述する転写および翻訳の産物であるペプチ
ド・リボソーム・ｍＲＮＡ複合体（ＰＲＭ複合体）において、ペプチドとｍＲＮＡがリボ
ソームを介して結合した複合体の状態が維持できないので好ましくない。しかし、後述す
るように、終止コドンが生じた場合やフレームシフトが生じた場合は、プレ選択によって
スクリーニングから除外されるので、用いるＤＮＡライブラリーは終止コドンを欠いたも
のに限定される必要がなく目的のペプチドに応じて作製すればよいことを、当業者は容易
に理解する。
【０１５４】
好ましい実施形態において、本発明において使用するライブラリーは、ランダムな２１
アミノ酸からなるペプチドをコードする塩基配列のＤＮＡライブラリーであり得る。好ま

10

しい実施形態において、この塩基配列は、終止コドンが生じない配列（ＸＸＢ）２０ＸＡ
Ｇ（ここで、Ｘは、Ａ、Ｔ、ＧまたはＣ、Ｂは、ＴまたはＧである）であり得る。
【０１５５】
作製したＤＮＡライブラリーは、第１のカセット、第２のカセットおよび第３のカセッ
トを含む。これらのカセットは、作動可能に連結することにより、ペプチドのアミノ酸配
列と遺伝子情報を対応付けることができ、ランダムペプチドライブラリーを効率よく発現
させることができる。すなわち、本発明のライブラリーは、第１のカセット、第２のカセ
ットおよび第３のカセットの３つのカセットが作動可能に連結したものであり、最上流の
第３のカセットには転写および翻訳に必須の塩基配列が含まれ、中央部の第１のカセット
には目的のペプチドに応じて設計したＤＮＡライブラリー、好ましくは終止コドンを欠い

20

たＤＮＡからなるＤＮＡライブラリーに含まれる核酸配列が含まれ、最下流の第２のカセ
ットには発現したペプチドの自由な動きを可能とする部位が含まれていることを特徴とす
るものである。複数の第１のカセットがＤＮＡライブラリー本体であり、スクリーニング
するライブラリーの塩基配列に相当する。中央部の第１のカセットに目的のペプチドに応
じて設計した種々の核酸配列、好ましくは終止コドンを欠いた核酸配列を挿入することに
より複数の第１のカセットを構築し、これをライブラリーとして用いて様々な塩基配列を
スクリーニングできる。
【０１５６】
第３のカセット：第１のカセット：第２のカセットという順番以外の順番でカセットを
30

連結しても、本発明を実施し得る。
【０１５７】
第３のカセットは、第１および第２のカセットの転写および翻訳に必須の塩基配列を含
む。ベクター中のＤＮＡ配列は、適切な発現制御配列（プロモーター）に作動可能に連結
され、ｍＲＮＡの合成を指示する。このようなプロモーターの代表的な例としては、以下
が挙げられ得るがこれらに限定されない：ＬＴＲまたはＳＶ４０プロモーター、Ｅ．ｃｏ
ｌｉ

ｌａｃまたはｔｒｐ、λファージＰＬプロモーター、および原核生物細胞または真

核生物細胞あるいはそのウイルス内で遺伝子の発現を制御することが知られている他のプ
ロモーター。ベクターはまた、翻訳開始のためのリボソーム結合部位を含有する。ベクタ
ーはまた、発現を増幅するための適切な配列を含有し得る。必要に応じて、第１および第
２のカセットから転写されたｍＲＮＡを安定化するために、５

ステム−ループ（配列番

40

号３）を第３のカセット内に挿入し得る。さらに、第１のカセットとの連結を容易に行え
るように３

側に制限酵素部位（例えば、ＮｄｅＩ部位）を含み得る。

【０１５８】
また、第１のカセットは、第３のカセットおよび第２のカセットとの連結を容易に行え
るように５

部位および３

部位に制限酵素部位（例えば、それぞれＮｄｅＩ部位および

ＸｂａＩ部位）を導入し得る。第１のカセットに挿入する塩基配列を変えることにより、
長さ、ランダム度、予想される構造や性質などの違う全てのペプチドをスクリーニングの
対象とし得る。ここで、第１のカセットに挿入する塩基配列が終止コドンを欠くことが好
ましいのは先述したとおりであって、これは、転写および翻訳の産物であるペプチド・リ
ボソーム・ｍＲＮＡ複合体（ＰＲＭ複合体）において、ペプチドとｍＲＮＡがリボソーム
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を介して結合した複合体の状態を維持するためである。
【０１５９】
第２のカセットには、ｍＲＮＡの安定性を増すための３

ステム−ループや、翻訳され

たペプチドのフレキシブルな動きを可能にするためのリンカー配列（配列番号４の４回繰
り返し配列×２）、さらに後述のプレ選抜を行う場合には、同族の抗体または親和性樹脂
が利用可能である異種性エピトープ（例えば、ＦＬＡＧ、ｍｙｃ、ＨＡ、ＳＶ４０

Ｔ抗

原、グルタチオンＳ−トランスフェラーゼ、６ヒスチジン、マルトース結合タンパク質）
などのタグなどを導入し得る。リンカー配列は、配列番号４に記載の４回繰り返し配列×
２を１単位として、必要に応じて長さを延長または短縮することが可能である。任意の繰
り返し回数の設定が可能なアミノ酸配列をコードするリンカー第２のカセットとの連結を
容易に行えるように５

10

部位に制限酵素部位（例えばＸｂａＩ部位）を導入し得る。

【０１６０】
１つの局面において、第３のカセットおよび第２のカセットは全ての場合に共通に使用
し、第１のカセットのみ目的のペプチドに応じて作製し得る。第１のカセットの設計は、
選択に供したい目的の細胞膜構造に作用するペプチドをコードする遺伝子の塩基配列、例
えば微生物細胞膜に特異的に作用するマスト２１を選択したい場合には、マスト２１をコ
一ドするＤＮＡを終止コドンを欠いた状態で化学合成などにより作製する。このＤＮＡを
ＰＣＲにより増幅した後に第２のカセットと連結し、さらに増幅するためにＰＣＲを行っ
た後、制限酵素で切り出し、さらに上流域のカセットと連結した後、ＰＣＲにより増幅し
、転写および翻訳系に供するための鋳型ＤＮＡとする。

20

【０１６１】
続いて、無細胞系において、ライブラリーを転写および翻訳して、ペプチド・リボソー
ム・ｍＲＮＡ複合体を形成する工程；ならびに膜モデルへ特異的に結合する該複合体を選
択する工程、を包含するスクリーニングを行う。好ましくは、上記ライブラリーは、終止
コドンを欠いたＤＮＡからなる。好ましくは、上記膜モデルは、生物の細胞膜構造を模倣
した人工脂質二重膜である。ここで、スクリーニングは無細胞系で、すなわち、微生物や
ファージなどの生きた細胞を利用せずにインビトロで行うことが好ましい。無細胞系では
なく、ファージディスプレイ、細菌表層ディスプレイ、酵母表層ディスプレイなどのよう
に生きた細胞を使ってインビボでタンパク質を合成する技術を用いると、微生物やファー
ジなどの生物を利用する段階を含んでいるため、それらに致死的なぺプチドや、それらの

30

増殖に影響を与える可能性のあるペプチドのアミノ酸配列を選択することができなくなる
。
【０１６２】
本発明のライブラリーの転写および翻訳によるペプチド・リボソーム・ｍＲＮＡ複合体
（ＰＲＭ複合体）を形成する工程；固定化膜モデルへ特異的に結合するＰＲＭ複合体を選
択する工程；および、選択したＰＲＭ複合体中のｍＲＮＡをＤＮＡへ逆転写する工程、か
らなるスクリーニングは、図２に示した流れで行うことができる。
【０１６３】
本発明のライブラリーの転写および翻訳によるペプチド・リボソーム・ｍＲＮＡ複合体
（ＰＲＭ複合体）を形成する工程は、転写産物であるｍＲＮＡと翻訳産物であるペプチド

40

がリボソームを介した安定な複合体を形成するような条件下で行う。具体的には、終止コ
ドンを欠いたＤＮＡライブラリーの転写および翻訳を、大腸菌、植物、あるいは動物の無
細胞抽出液を利用して試験管内で行ってＰＲＭ複合体を形成させる。例えば、大腸菌の無
細胞抽出液は、細胞を破砕した後、その破砕液を３０，０００×ｇで遠心分離したその可
溶性画分（Ｓ３０抽出物と呼ばれる）として得られる。Ｓ３０抽出物には、ｍＲＮＡの翻
訳に必要なリボソーム、アミノアシルｔＲＮＡ合成酵素（ＡＲＳ）、ポリペプチド鎖開始
因子（ＩＦ）、ポリペプチド鎖伸長因子（ＥＦ）、およびポリペプチド鎖終結因子（ＲＦ
）が含まれる。無細胞抽出液は、大腸菌由来に限定されず、真核生物（例えば、ウサギ網
状赤血球系、コムギ胚芽系など）由来であり得る。当業者は、無細胞抽出液に用いる生物
種に依存して、ＴＡＴＡボックス（例えば、ＴＡＴＡ（Ａ／Ｔ）Ａ（Ａ／Ｔ））や、開始
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コドンＡＴＧの上流および下流にＫｏｚａｋコンセンサス配列（例えば、ＡＣＣＡＴＧＧ
）を必要に応じて選択すればよいことを容易に理解し得る。
【０１６４】
先述したように、第１のカセット中のＤＮＡは終止コドンを欠いているため、転写産物
であるｍＲＮＡと翻訳産物であるペプチドは、リボソームを介して結合したままとなり、
よって、ＰＲＭ複合体が形成される。さらにその後、マグネシウム濃度を高くすることに
より、ペプチド・リボソーム・ｍＲＮＡの複合体を安定化し得る。
【０１６５】
次に、固定化膜モデルへ特異的に結合するＰＲＭ複合体の選択を行う。具体的には例え
ば、ＤＮａｓｅＩ処理により残っているＤＮＡを分解した後、マグネシウム濃度を上げＰ

10

ＲＭ複合体の安定性を増し、続いて固定化膜モデルと１〜６０分間反応させ得る。
【０１６６】
ここで、固定化膜モデルとしては、目的に応じた種々の生物の細胞膜構造を模倣した人
工脂質二重膜からなるリポソームを固相に固定化したものを用いることができる。種々の
生物の細胞膜構造を模倣した人工脂質二重膜の組成は、微生物の細胞膜構造を模倣した微
生物細胞膜モデルとしては、コレステロールを含まず、ホスファチジルグリセロール、ホ
スファチジルセリンなどの酸性リン脂質を含むものが挙げられ、一方、健康な動物の細胞
膜構造を模倣した動物細胞膜モデルとしては、コレステロールを含み、酸性リン脂質を含
まないものが挙げられる。具体的には、例えば、微生物細胞膜モデルとしては、ホスファ
チジルコリン：ホスファチジルグリセロール＝１：１（総リン脂質量の１．４％のビオチ

20

ン化ホスファチジルエタノールアミンを含む）の組成を、動物細胞膜モデルとしては、ホ
スファチジルコリン：ホスファチジルグリセロール：コレステロール＝１０：１：１（総
リン脂質量の１．４％のビオチン化ホスファチジルエタノールアミンを含む）の組成を用
いることができるが、これらの組成に限定されない。いずれの固定化膜モデルも、ビオチ
ン化ホスファチジルエタノールアミンを少量含んでもよい。このビオチンを介して、固定
化膜モデルを、ストレプトアビジンをコートしたビーズやプレートに固定し得る。
【０１６７】
人工脂質二重膜からなるリポソームは、ＭＬＶ、ＬＵＶおよびＳＵＶのいずれでもよい
が、直径１００ｎｍ以下のＳＵＶが好ましい。ＳＵＶの製造は、例えば、生物の細胞膜構
造を模倣した上記組成のリン脂質を、クロロホルム溶液として、窒素ガス存在下で乾固さ

30

せた後、一晩減圧下におき完全に有機溶媒を揮発させてリン脂質フイルムとし、ＴＢＳ（
２０ｍＭ

Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ、１５０ｍＭ

ＮａＣｌ（ｐＨ７．６））を添加して激しく

撹拝し、ＭＬＶとし、さらに、超音波処理することにより、ＬＵＶを作製した後、ポリカ
ーボネイト製のフィルターを通すことにより得ることができる。
【０１６８】
固相への固定化は、上記のような人工脂質二重膜からなるリポソームを、ビーズ、プレ
ートなどの固相に固定化することにより達成される。ビオチン化ホスファチジルエタノー
ルアミンを少量含むリポソームを用いた場合には、ストレプトアビジンでコートした磁気
ビーズ上にビオチン化ホスファチジルエタノールアミンを介して固定化することができる
。なお、磁気ビーズ上に固定化した場合は磁石により簡単に回収可能なため、固定化膜モ

40

デルに特異的に結合したペプチドの回収を効率的に行える。
【０１６９】
さらに、選択したＰＲＭ複合体中のｍＲＮＡのＤＮＡへの逆転写を行う。具体的には例
えば、固定化膜モデルに特異的に結合したＰＲＭ複合体を磁石により磁気ビーズごと回収
し、ＴＢＳ（２０ｍＭ

Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ、１５０ｍＭ

ＮａＣｌ（ｐＨ７．６））にて

洗浄後に、ＥＤＴＡを含む緩衝液によりｍＲＮＡのみを溶出させ、さらに精製しＲＴ−Ｐ
ＣＲを行い（例えば、Ｃ．ｔｈｅｒｍｏ．ｐｏ１ｙｍｅｒａｓｅ

ｏｎｅ−ｓｔｅｐ

Ｒ

Ｔ−ＰＣＲキット（ロシュ社製）を用いる）、１サイクルを終えたＤＮＡライブラリーを
得ることができる。
【０１７０】
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これらの工程からなるスクリーニングは、４サイクル以上繰り返して行うが、好ましく
は５サイクル以上、より好ましくは６サイクル以上繰り返すことにより、所望の膜構造に
特異的に作用するペプチドを濃縮することができるので好ましい。なお、スクリーニング
の各サイクルにおいてＤＮＡが得られているかは、アガロース電気泳動などの周知の方法
によって確認可能である。
【０１７１】
最後に、前記スクリーニングの最終サイクル後に得られたＤＮＡについて、塩基配列を
決定し、対応するアミノ酸配列を決定する。この手順は周知である。具体的には例えば、
最終サイクル後のＤＮＡについて、ＲＴ−ＰＣＲの直後にＴＡクローニングなどによりク
ローニング用のベクターに挿入して塩基配列を決定し、対応するアミノ酸配列を決定する

10

ことにより、所望の膜構造に特異的に作用したペプチドのアミノ酸配列を知ることができ
る．
なお、前記スクリーニングを行なう前に、ＤＮＡ合成やＰＣＲの際に誤りが生じて、ペ
プチドライブラリーの全長が発現していない複合体を除くために、「プレ選抜」を行うこ
とが好ましい。このプレ選抜の過程を経ることにより、不完全な塩基配列を実際のスクリ
ーニング系に持ち込む確率が著しく低減される。
【０１７２】
さらなる局面において、プレ選抜は、以下の方法に従って行う。固定化膜モデルの代わ
りに異種性エピトープ（例えば、ＦＬＡＧ、ｍｙｃ、ＨＡ、ＳＶ４０

Ｔ抗原、グルタチ

オンＳ−トランスフェラーゼ、６ヒスチジン（６Ｈｉｓ）、マルトース結合タンパク質）

20

などのタグに対する抗体を固定化してあるビーズやプレートを利用する以外は、基本的に
前記スクリーニングと同様の手順で行う。例えば、抗ＦＬＡＧ抗体を利用する場合、上記
の終止コドンを欠いたライブラリーを、大腸菌、植物、あるいは動物の無細胞抽出液を利
用して転写および翻訳を行わせると、フレームがシフトしたり途中に終止コドンが生じる
クローンが含まれる。このようにフレームシフトした塩基配列は、ＦＬＡＧタグを正しく
発現できないため、転写および翻訳の結果生じるＰＲＭ複合体が抗ＦＬＡＧ抗体に結合す
ることができず、磁石によって回収されることなく上清に残る。次に、ＤＮａｓｅＩ処理
により鋳型となったＤＮＡを分解した後、マグネシウム濃度を上げＰＲＭ複合体の安定性
を増して、抗ＦＬＡＧ抗体でコートした磁気ビーズ又はプレートと反応させることにより
、正しくＦＬＡＧを発現している複合体のみを吸着させる。正しく全長を発現しているペ

30

プチド・ｍＲＮＡ複合体と磁気ビーズをＴＢＳにて洗浄し、ＥＤＴＡを添加してｍＲＮＡ
のみを溶出させる。溶出後のｍＲＮＡを精製し、ＲＴ−ＰＣＲを行い、全長をコ一ドした
ＤＮＡライブラリーを得て、全長が得られない塩基配列を持つＤＮＡを除去する。その後
に、先述のスクリーニング（すなわち、本選抜）を行う。なお、プレ選抜には、抗ＦＬＡ
Ｇ抗体のほか、カセットに導入したエピトープタグの種類に応じて、抗ｍｙｃ抗体や抗Ｈ
ｉｓ抗体なども利用し得る。
【０１７３】
本発明者が実際にマスト２１を用いて本発明の方法を実施した場合には、微生物細胞膜
モデルを用いた場合にのみ選択的に濃縮された。また、マスト２１の代わりにマストパラ
ンＸを用いて同様に行った場合には、どちらの固定化膜モデルを使用しても選抜された。
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このことから、本発明の方法は、細胞膜構造の差異を識別するペプチドの選択に有効であ
る。なお、マスト２１およびマストパランＸ以外の細胞膜構造に作用するペプチド、例え
ば、マガイニン、タキプレシン、ディフェンシン、セクロピン、ＰＧＬａ、デルマセプチ
ン（ｄｅｒｍａｓｅｐｔｉｎ）などについても同様に適用可能である。
【０１７４】
さらに、タキプレシンおよびその誘導体などの強い抗菌活性が期待されるペプチドのみ
からなるライブラリーであり、かつファージディスプレイ法では欠損したアミノ酸配列の
みしか得られなかったライブラリーに関して、本発明の方法を適用したところ、完全長の
ペプチドを効率よく得ることができた。従って、微生物やファージなどの生物をペプチド
発現のために用いず、ランダムな遺伝子配列の発現とスクリーニングの全過程を無細胞系
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で行うことにより、スクリーニング過程にあるペプチドの生体への影響を完全に排除し得
ること、すなわち、生体への作用が期待されるアミノ酸配列の一部が欠損したり、排除さ
れたりする可能性を著しく低下し得ることが実証された。さらに、実際にランダムなペプ
チドライブラリーを対象として本発明の方法を適用しても、特定のアミノ酸配列を含むペ
プチドを濃縮し得た。これらのことから、本発明のスクリーニング方法は、生体膜に作用
するペプチドの効率的なスクリーニング方法としての利用が期待される。
【０１７５】
微生物細胞膜モデルとして使用した酸性リン脂質が細胞外に露出したタイプのリポソー
ムは、異常を生じた細胞（例えば、アポトーシス細胞、癌細胞）のモデルとしても使用可
能である。従って、本発明のスクリーニング方法は、微生物細胞膜に特異的に作用する新

10

規ペプチドを得るために限定されず、癌細胞および／またはアポトーシス細胞に特異的に
作用するペプチドを得るためにも使用され得ることを、当業者は容易に認識する。
【０１７６】
本発明者らは、本発明のスクリーニング方法によって上記のランダムな２１アミノ酸か
らなるペプチドをコードする塩基配列をスクリーニングして配列決定した結果、得られた
ペプチド中に、塩基性アミノ酸であるＫ（リジン）またはＲ（アルギニン）と数個の疎水
性アミノ酸とからなるモチーフが高頻度で出現することを見出した。ペプチドが塩基性で
あることは、負に荷電している微生物細胞膜に特異的に作用するために必須である。さら
に、両親媒性へリックスおよび／または両親媒性βシート構造が、微生物細胞膜に対する
透過性を高め、ポア形成能を有し、そして微生物細胞膜に損傷を与える。本発明者らは、

20

上記のモチーフを繰り返すことによって、塩基性であり両親媒性へリックスおよび／また
は両親媒性βシート構造を有し得ることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０１７７】
本発明は、本発明のスクリーニング方法を用いてスクリーニングした、生体膜に特異的
に作用する新規ペプチドを提供する。１つの局面において、この生体膜は、微生物細胞膜
であり得る。好ましくは、この微生物は、病原性微生物であり得る。他の局面において、
この生体膜は、真核生物細胞膜であり得る。好ましくは、この真核生物は、哺乳動物細胞
であり得る。さらに好ましくは、この哺乳動物細胞は、癌細胞またはアポトーシス細胞で
あり得る。別の局面において、この生体膜は、微生物細胞膜であっても真核生物細胞膜で
あってもよい。

30

【０１７８】
好ましい実施形態において、本発明のペプチドは、両親媒性へリックスおよび／または
両親媒性βシート構造をとるための配列を含み、この配列は、好ましくは、Ｚ１Ｘ１Ｘ２
Ｘ３Ｚ２Ｘ４Ｘ５Ｚ３Ｘ６Ｘ７Ｘ８Ｚ４Ｘ９またはＸ９Ｚ１Ｘ１Ｘ２Ｘ３Ｚ２Ｘ４Ｘ５Ｚ
３

Ｘ６Ｘ７Ｘ８Ｚ４（ここで、Ｘ１〜Ｘ９は、任意のアミノ酸であり、Ｚ１〜Ｚ４の２、

３または４個は、塩基性アミノ酸である）であり得る。さらに好ましくは、これらの塩基
性アミノ酸は、リジン（Ｋ）またはアルギニン（Ｒ）であり得る。なおさらに好ましくは
、上記Ｘ１〜Ｘ９の少なくとも２個、好ましくは、３、４、５、６個または７個以上は、
疎水性アミノ酸であり得る。
【０１７９】

40

好ましい実施形態において、本発明のペプチドは、ＺＸＸＸＺＸＸＺＸＸＸＺＸＸ（Ｚ
はリジン（Ｋ）またはアルギニン（Ｒ）、Ｘは任意のアミノ酸）をコードするＤＮＡ配列
を含み得る。
【０１８０】
本発明はさらに、薬学的に受容可能なキャリア内に、本発明のペプチドの有効量を含む
薬学的組成物を提供する。特定の実施態様において、本発明のペプチドを含む薬学的組成
物は、リポソーム、微粒子、またはマイクロカプセルによって投与され得る。本発明のペ
プチドの徐放性放出を達成するために、このような組成物を使用することは有用であり得
る。
【０１８１】
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本発明はまた、本発明の薬学的組成物の１以上の成分で充填された１以上の容器を備え
る、薬学的包装物またはキットを提供する。
【０１８２】
本発明は、本発明のスクリーニング方法によって得られたペプチドに対する抗体を提供
する。
【０１８３】
以下に、本発明を実施例により詳しく説明する。ただし、以下の実施例は、例示であっ
て、本発明はこれらの実施例によって限定されない。
【実施例】
10

【０１８４】
（実施例１：第１のカセット〜第３のカセットの作製）
あらゆるライブラリーの設計に適用可能なように、ＤＮＡライブラリー構築のための遺
伝子を、図１に示すように、３つの部分（第１のカセット、第２のカセットおよび第３の
カセット）から構成した。第１のカセットは、複数の核酸配列を含むライブラリーを挿入
する部位であり、スクリーニングにかけるライブラリーに相当する遺伝子の塩基配列を挿
入する。ただし、翻訳産物であるペプチドとｍＲＮＡがリボソームとを介して結合したＰ
ＲＭ複合体の状態を維持するために、第１のカセットに挿入する塩基配列は終止コドンを
含まない。また、第２のカセットおよび第３のカセットを連結するために、第１のカセッ
トの５

部位にＮｄｅＩ部位を、３

部位にＸｂａＩ部位を付加した。
20

【０１８５】
第２のカセットには、プレ選抜を行うためのＦＬＡＧタグをコ一ドする塩基配列を５
部位に導入し、ｍＲＮＡの安定性を増すための３

ステム−ループ、翻訳されたペプチド

がフレキシブルな動きが可能なようにリンカー配列（配列番号４に記載の４回繰り返し配
列×２をコ一ドする塩基配列）を挿入した。このリンカーの長さは、配列番号４に記載の
４回繰り返し配列×２を１単位とし、必要に応じて長さを延長することが可能である。さ
らに第１のカセットとの連結のために５

部位にＸｂａＩ部位を付加した。

【０１８６】
第３のカセットは、転写並びに翻訳に必要な全ての塩基配列（Ｔ７プロモーター配列（
配列番号１）、Ｓｈｉｎｅ−Ｄａｌｇａｎｏ（ＳＤ）配列（配列番号２）、並びに転写後
のｍＲＮＡの安定性を増すための５

ステム−ループ（配列番号３））を含む。また、Ｔ

30

７プロモーターからＳＤ配列までの距離が最適となるように設計した。さらに、第１のカ
セットとの連結のために第３のカセットの３

部位には制限酵素ＮｄｅＩ部位を付加した

。
【０１８７】
（実施例２：ＤＮＡライブラリーの構築）
スクリーニングに供する、ペプチドライブラリーに対応する塩基配列を、化学合成して
第１のカセットとした。第１のカセット内の塩基配列として使用した塩基配列は、（ＸＸ
Ｂ）２０ＸＡＧであるため、終止コドンを含まない。さらに、制限酵素部位を５
よび３

部位お

部位に付加した。第１のカセットと第２のカセットとをＤＮＡリガーゼにより結

合した後、プライマー３および４（それぞれ、配列番号６および配列番号７）により第１

40

のカセットと第２のカセットとの連結産物を増幅した。このＰＣＲ産物をＮｄｅＩで処理
し、精製した後、第３のカセットとＤＮＡリガーゼによって結合し、次いで第３のカセッ
トと第１のカセットおよび第２のカセットとの連結産物を、プライマー１および４（それ
ぞれ、配列番号８および配列番号７）を用いて増幅した。得られたＰＣＲ産物を、ＤＮＡ
ライブラリーとして使用した。
【０１８８】
（実施例３：無細胞系におけるＤＮＡの転写および翻訳）
構築したＤＮＡライブラリ一０．５μｇを、総量２０μｌの一工程転写および翻訳系に
使用した。反応系は、大腸菌Ｓ３０抽出液、２０種類のアミノ酸を含んでおり、０，８μ
ｌのＴ７

ＲＮＡポリメラーゼを添加し、３７℃で３０分間反応させた。続いて、ＲＮａ
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ｓｅを含まないＤＮａｓｅＩを添加し、さらに２０分間反応させ、鋳型ＤＮＡを完全に分
解した。次いで、氷上で冷却すると同時に、マグネシウムの最終濃度が５０ｍＭとなるよ
うに、１Ｍの酢酸マグネシウム溶液を加え、ペプチド・リボソーム・ｍＲＮＡ複合体（Ｐ
ＲＭ複合体）を安定化した。
【０１８９】
（実施例４：プレ選抜）
続いて、プレ選抜を行った。プレ選抜の過程を経ることにより、ＤＮＡ合成時やＰＣＲ
の際に誤りが生じた結果、終始コドンが生じ、そのために目的のペプチドの全長が発現し
ていない複合体を除くことができる。従って、不完全な塩基配列を実際のスクリーニング
10

系に持ち込む確率が著しく低減される。
【０１９０】
まず、ビオチン化抗ＦＬＡＧ抗体をストレプトアビジンでコートした磁気ビーズ上に固
定化した後、ＰＲＭ複合体溶液と１時間反応させた。フレームがずれたり途中に終止コド
ンが生じたりしたＤＮＡは、ＦＬＡＧタグを正しく発現できないため、抗ＦＬＡＧ抗体に
結合することができず、磁石により磁気ビーズを回収した際に、回収されずに上清に残る
。
【０１９１】
磁石により回収されたビーズは、５０ｍＭの酢酸マグネシウムを含む冷ＴＢＳ（２０ｍ
ｌ

Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ、１５０ｍＭ

いて、２０ｍＭ

ＮａＣｌ（ｐＨ７．６））により５回洗浄した。続

ＥＤＴＡ溶液を氷上で１０分間反応させて、複合体からｍＲＮＡを溶出

20

した。溶出したｍＲＮＡを、アマシャム社製のＧ−２５マイクロスピンカラムにより精製
し、プライマー２および４を用いたＲＴ−ＰＣＲによりＤＮＡとして逆転写および増幅し
、さらに精製した後に次のスクリーニングサイクルに供した。
【０１９２】
（実施例５：固定化膜モデルの作製）
微生物細胞膜モデルとしては、ホスファチジルコリン：ホスファチジルグリセロール＝
１：１（総リン脂質量の１．４％のビオチン化ホスファチジルエタノールアミンを含む）
の組成のリポソームを、動物細胞膜モデルとしては、ホスファチジルコリン：ホスファチ
ジルグリセロール：コレステロール＝１０：１：１（総リン脂質量の１．４％のビオチン
化ホスファチジルエタノールアミンを含む）の組成のリポソームを用いた。

30

【０１９３】
直径１５ｍｍのガラス試験管内に総量２０ｍｇのリン脂質を含むクロロホルム溶液を窒
素ガス存在下で乾固させた後、一晩減圧下におき完全に有機溶媒を揮発させてリン脂質フ
イルムを得た。リン脂質フイルムにＴＢＳ（２０ｍＭ

Ｔｒｉｓ−ＨＣ１，１５０ｍＭ

ＮａＣ１（ｐＨ７．６））を添加して、激しく攪拌し、ＭＬＶとした。さらに、超音波処
理することにより、ＬＵＶを作製した後、６００ｎｍ、４００ｎｍ、１００ｎｍのポアサ
イズのポリカーボネイト製のフィルターを１０回ずつ通すことにより直径１００ｎｍ以下
のＳＵＶを作製した。１００μｌ（１ｍｇ）のストレプトアビジンでコートした磁気ビー
ズ（ロッシュ社）を、ＴＢＳにて洗浄後、５００μｌのＴＢＳに懸濁し、リン脂質量１６
．８μｇのビオチン化リポソームを添加し、４℃で１時間攪拌させながら反応させ、ビオ

40

チン化リポソームを磁気ビーズ上に固定化した。反応後のビーズを、ＴＢＳにより洗浄し
て４℃で保存した。
【０１９４】
（実施例６：固定化膜モデルによるＤＮＡライブラリーのスクリーニング）
スクリーニングを、図２に示したような流れで行った。プレ選抜後のＤＮＡライブラリ
ー０．５μｇを、実施例３と同様に総量２０μｌの一工程転写および翻訳系を行い、ペプ
チド・リボソーム・ｍＲＮＡ複合体（ＰＲＭ複合体）を形成させた。
【０１９５】
次いで、このＰＲＭ複合体を、実施例５で作製したビオチン化リポソーム（微生物細胞
膜モデルリポソームまたは動物細胞膜モデルリポソーム）を固定化した磁気ビーズと反応
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させ、磁石を用いて磁気ビーズを回収し、５０ｍＭの酢酸マグネシウムを含む冷ＴＢＳに
より５回洗浄した。次いで、２０ｍＭ

ＥＤＴＡ溶液と氷上で１０分間反応させることに

より、複合体からｍＲＮＡを溶出した。溶出したｍＲＮＡを、アマシャム社製のＧ−２５
マイクロスピンカラムにより精製し、プライマー２および４（それぞれ、配列番号９およ
び配列番号７）を用いたＲＴ−ＰＣＲによって逆転写および増幅した。ＲＴ−ＰＣＲの後
、増幅産物をさらに精製して、さらなる選抜の過程に供した。
【０１９６】
ＲＴ−ＰＣＲを、ロシュ社製のＣ．ｔｈｅｒｍｏ．ｐｏ１ｙｍｅｒａｓｅ
ｔｅｐ

ＲＴ−ＰＣＲキットにより行った。０．４ｍＭ

．５％

ＤＴＴおよび０．８単位

ｄＮＴＰ，５％

ｏｎｅ−ｓ
ＤＭＳＯ、０

ＲＮａｓｅインヒビター（いずれも最終濃度）を含む

10

反応液に、０．３ｐｍｏｌ（最終濃度）のプライマー２（配列番号９）、プライマー４（
配列番号７）、および１０ｐｇ〜２ｎｇのｍＲＮＡを加え、総量を２５μｌとした。この
反応液を、サーマルサイクラーにより、６０℃で３０分、９５℃で５分の温度処理を行っ
た後に、９５℃で３０秒、５７℃で３０秒、７２℃で１分のサイクルを２５サイクル繰り
返した後、７２℃で６分間反応させることにより、逆転写反応と引き続くＤＮＡの増幅を
連続して行った。ＲＴ−ＰＣＲの後、増幅産物をさらに精製して、さらなる選抜の過程に
供した。
【０１９７】
このようなスクリーニングを６サイクル繰り返して、細胞膜に特異的に作用する能力を
有したペプチドを濃縮し、ＲＴ−ＰＣＲ後にＴＡクローニングを行い、塩基配列を決定し

20

、その結果、所望の膜構造に特異的に作用するペプチドのアミノ酸配列に関する情報を取
得した。
【０１９８】
（比較例：ファージディスプレイ法と固定化膜モデル系を組み合わせたスクリーニング
）
本発明の方法と比較するため、ファージディスプレイ法と固定化膜モデル系を組み合わ
せたスクリーニングを行った。ファージディスプレイ法は、Ｔ７ファージシステム（Ｎｏ
ｖａｇｅｎ社製）を用いて以下の条件および手順にて行った。発現させるペプチドをコー
ドしている遺伝子に対し、化学合成する際にベクターアームヘの挿入に、一方の５
に５

−ａａｔｔを、相補鎖の５

部位に５

部位

−ａｇｃｔを導入して合成した。続いて、

30

アニーリングにより２本鎖ＤＮＡとした。このＤＮＡを、Ｔ７ファージベクターの左腕（
ｌｅｆｔ

ａｒｍ）と右腕（ｒｉｇｈｔ

ａｒｍ）に挿入するが、左腕はｔｔａａが、右

腕はａｇｃｔが突出するように予め処理しておいた。左腕、挿入するＤＮＡおよび右腕を
、ＤＮＡリガーゼにより連結して、発現用ベクターを構築した。
【０１９９】
続いて、インビトロパッケージングによりファージ粒子を形成させた。インビトロパッ
ケージングの方法を、２５μＬのＴ７パッケージング抽出液に１μｇのＤＮＡを添加し、
２２℃で２時間反応させることにより行った。反応を、２７０μｌのＬＢ培地（１０ｇ
Ｂａｃｔｏ

ｔｒｙｐｔｏｎ、０．５ｇ

Ｙｅａｓｔ

Ｅｘｔｒａｃｔ、１０ｇ

ＮａＣ

ｌ／Ｌ）を添加することにより停止し、２４時間以内に次の工程に使用した。２４時間以
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上１週間以内で使用する場合は、２０μＬのクロロホルムを添加し、４℃で保存した。
【０２００】
ファージ力価を決定した後、ファージの感染宿主である大腸菌株ＢＬ２１を使用して、
ファージライプラリーの増幅を、プレート法で行った。即ち、５０ｍｌの新鮮なＴＢ培地
（１２ｇ

Ｂａｃｔｏ

ｔｒｙｐｔｏｎ、２ｇ

グリセロール、１００ｍｌ

Ｙｅａｓｔ

Ｅｘｔｒａｃｔ、４ｍｌ

リン酸カリウム／Ｌ）に３７℃で一晩培養したＢＬ２１を０

．５ｍ１添加し、濁度がＯＤ６００＝０．６〜１．０に達するまで培養した。１０ｍｌの
大腸菌培養液に対して１×１０６ｐｆｕ（プラーク形成単位）のファージを添加し、１ｍ
１のアリコートを１５ｍｌチューブに移した後、４５〜５０℃に冷ましたトップアガロー
ス（１ｇ

Ｂａｃｔｏ

ｔｒｙｐｔｏｎ、０．５ｇ

Ｙｅａｓｔ

Ｅｘｔｒａｃｔ、０．
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アガロース）を加え、直ちに混和し直径１５ｍｍのＬＢプレ

ートに全量を注ぎ均一に広がるようにした。トップアガロースが固まった後、３７℃でフ
ァージプラークがプレート全面を覆うまで培養した（３〜４時間）。続いて、ファージを
溶出させるために、１０ｍｌの溶出バッファーＩ（２０ｍＭ
．０）、１００ｍＭ

ＮａＣ１、６ｍＭ

Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ（ｐＨ８

ＭｇＳＯ４）をプレートに注ぎ、４℃で２時間

〜一晩放置し、溶出バッファー中にファージを回収し、３，０００×ｇで５分間遠心し、
得られた上清をファージライブラリーとして使用した。再度ファージ力価を確認した後、
ファージライブラリーを、４℃で保存した。
【０２０１】
上述の方法で得られたファージライブラリーに関して、実施例６と同様のスクリーニン

10

グを行った。膜モデルを固定化してある磁気ビーズに上記のファージライブラリーを添加
し、４℃で１０分から６０分反応させた。磁石にて吸着したファージをビーズごと回収し
た後、ＴＢＳにて５〜１０回洗浄した。続いて溶出バッファーＩＩ（５Ｍ
％

ＮａＣｌ、１

ＳＤＳ）を添加し、室温で２０〜３０分放置し、固定化膜モデルに吸着していたファ

ージを溶出させ回収した。
【０２０２】
回収したファージを、前述のプレート法で増殖させ、次の固定化膜モデルへ吸着させる
スクリーニングのサイクルに使用した。この過程を４回以上繰り返し、ファージ力価が十
分に上昇した時点で、十分に離れたプラークをアガロースごと回収し、ファージＤＮＡを
回収した後に配列決定して、吸着したペプチドのアミノ酸配列を決定した。

20

【０２０３】
（実施例７：微生物細胞膜に作用するマスト２１の濃縮効果）
実施例６で得た最終増幅産物を、アガロースゲル電気泳動により確認した。その結果を
図３に示す。図３中、レーン１および８は分子量マーカーを示す。レーン２〜４は微生物
細胞膜モデルを使用した場合の結果を、レーン５〜７は動物細胞膜モデルを使用した場合
の結果を示す。レーン２および６は、マスト２１の結果を、レーン３および７はマストパ
ランＸの結果を、レーン４および５は、ライブラリーの挿入が無い場合の結果を示す。マ
ストパランＸの場合には、どちらの固定化膜モデルを使用してもスクリーニングされて、
正しい分子量の位置にＤＮＡのバンドが検出された。一方、マスト２１の場合は、微生物
細胞膜モデルを使用した場合のみ選抜された。いずれのペプチドも塩基配列を確認したと

30

ころ、欠損などを生じずに全長が得られていた。
【０２０４】
マスト２１（配列番号５）をコードする遺伝子の塩基配列を、第１のカセットに挿入し
て前記のスクリーニングを行った。微生物細胞膜モデルを使用した場合のみ、ＲＴ−ＰＣ
Ｒ後に、該当するＤＮＡのシグナルが得られた。このスクリーニングの結果は、微生物細
胞膜のみに特異的に作用し、動物細胞膜には作用しないというマスト２１の特性と一致し
た。また、サイクルを繰り返した後に塩基配列を確認しても、ほとんどのクローンが全長
をコードしており、欠損が生じたりしている例は稀であった。このことは、本発明の方法
が微生物細胞膜に特異的に作用するペプチドのスクリーニングに有効であることを示す。
また、ファージディスプレイ法と固定化膜モデル系を組み合わせたスクリーニング系を用

40

いた場合は、ペプチドの塩基配列の濃縮効率が極めて悪い上、得られた塩基配列は全て欠
損変異を生じていた。これらのことは、本発明の方法が、微生物の増殖に影響するペプチ
ドを対象とする場合であってもスクリーニング可能であることを示すものである。
【０２０５】
（実施例８：非特異的に作用するマストパランＸの濃縮効果）
マスト２１（配列番号５）をコードする遺伝子の塩基配列の代わりに、マストパランＸ
（配列番号１０）をコードする遺伝子の塩基配列を、第１のカセットに挿入して前記のス
クリーニングを行った。微生物細胞膜モデルと動物細胞膜モデルのいずれを使用しても、
ＲＴ−ＰＣＲ後に、該当するＤＮＡのシグナルが得られた（図３のレーン３および６）。
この結果は、いずれのタイプの膜にも作用し、選択性がないというマストパランＸの特性
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と一致した。また、サイクルを繰り返した後に塩基配列を確認した場合、ほとんどのクロ
ーンが、全長をコードしており、欠損が生じたりしている例は稀であった。このことは、
本発明の方法が微生物細胞膜、動物細胞膜などの生体膜に作用するペプチドのスクリーニ
ングに有効であることを示す。一方、ファージディスプレイ法と固定化膜モデル系を組み
合わせたスクリ一ニング系を用いた場合は、ペプチドの濃縮効率が極めて悪い上、得られ
た塩基配列は全て欠損変異を生じていた。これらのことは、本発明の方法が、生物の増殖
などに影響するペプチドであってもスクリーニング可能であることを示すものである。
【０２０６】
（実施例９：強い抗菌性が期待されるライブラリーを選抜した結果）
強い抗菌活性を示すタキプレシンおよびその誘導体からなるライブラリーを、本発明に

10

よるスクリーニング系に供した。これと同じライブラリーをファージディスプレイ法と固
定化膜モデル系を組み合わせたスクリーニング系に供した結果は、ファージ力価の上昇が
極めて悪い上、最終的に得られたアミノ酸配列は１００％欠損変異を生じていた。一方、
本発明の方法によるスクリーニングの結果、全長のペプチドが効率的に得られた。このこ
とは、本発明の手法が、生物に致死的なペプチドや、生物の増殖に影響するペプチドであ
っても適応可能な方法であることを示す。
【０２０７】
（実施例１０：ランダムペプチドをコードするライブラリーを用いた、微生物細胞膜に
特異的に作用する新規ペプチドのスクリーニング）
第１のカセットにランダムな２１アミノ酸からなるペプチドをコードする塩基配列を用

20

いた。ただし、完全に、ランダムにすると終止コドンが生じて全長が得られないため、（
ＸＸＢ）２０ＸＡＧという塩基配列を用いた（ここで、Ｘは、Ａ、Ｔ、ＧまたはＣ、Ｂは
、ＴまたはＧである）。３番目のコドンをＴ，もしくはＧに限定することにより、終止コ
ドン出現の可能性を排除した。また、カセット連結の都合上、２１番目のアミノ酸をコー
ドする塩基配列をＸＡＧとする必要があったため、出現するアミノ酸は、Ｔｙｒ、Ｈｉｓ
、Ａｓｎ、Ａｓｐの４種類に限定された。上記のランダムペプチドライブラリーを第１の
カセットとして使用し、実施例６に記載の方法に従って、カセットに連結した。
【０２０８】
実施例６に記載のスクリーニング方法に従って得られたＰＣＲ最終産物を精製し、ＴＯ
ＰＯ

ＴＡ

ｃｌｏｎｉｎｇ

ｋｉｔ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社）を用いてＴＡクローニ

ングを行い、宿主であるＴＯＰＯ１０にプラスミドを導入した。ペプチド配列を挿入され
たプラスミドを導入されたコロニーを、プレート上に増殖させたＴＯＰＯ１０コロニーか
ら選択し、各々のＴＯＰＯ１０からプラスミドを抽出した。得られた５０クローンの各々
を、ＰＥ

Ａｐｐｌｉｅｄ

Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ社製のＡＢＩ

ＰＲＩＳＭ３１０によ

り配列決定した。５０クローンの内、４８クローンが、欠損などを生じることなく、２１
アミノ酸をコードしていた。これはファージディスプレイなどでは得られない結果である
。得られた配列を、表１に示す。
【０２０９】
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【表１】

10

20

30

40
（実施例１１：セミランダムペプチドをコードするライブラリーを用いた、微生物細胞
膜に特異的に作用する新規ペプチドのスクリーニング）
微生物細胞膜は、酸性脂質（ＰＧ、ＰＳ、リポ多糖など）が表層に露出しているため、
負に荷電している。従って、微生物細胞膜に特異的に作用するペプチドの機能には、ペプ
チドが塩基性であることが必須である。さらに、生体防御ペプチドは、両親媒性の構造を
とる事によって、微生物細胞膜に対する透過性を高め、ポア形成能を有し、そして微生物
細胞膜に損傷を与えるということが考えられる。
【０２１０】
特定の数アミノ酸からなるモチーフ（例えば、ＲＶＧ、ＡＬＲ、ＲＶＳなど）が、実施
例１０において得られたペプチド中に高頻度で出現した。これらは、塩基性アミノ酸であ

50

(36)

JP 4366497 B2 2009.11.18

るＫ（リジン）またはＲ（アルギニン）と数個の疎水性アミノ酸とからなるモチーフであ
った。これらのモチーフは、微生物細胞膜との結合に必要な最小単位であると思われる。
これらのモチーフを繰り返すことにより、両親媒性へリックスや両親媒性βシート構造を
取り得ることを予想し、さらに効果的に微生物細胞膜に結合し得るペプチドを得るための
ライブラリーを設計してスクリーニングに供した。すなわち、効果的に両親媒性のペプチ
ドが得られるような位置にＫもしくはＲを配置したＺＸＸＸＺＸＸＺＸＸＸＺＸＸ（Ｚは
Ｋ（リジン）またはＲ（アルギニン）、Ｘは任意のアミノ酸）という１４アミノ酸をコー
ドするＤＮＡ配列のライブラリーをスクリーニングした。ペプチドライブラリー以外は、
実施例１０と同様に行った。
【０２１１】

10

実施例６に記載の方法に従ってスクリーニングを行い、最終段階で得られたｍＲＮＡか
らの逆転写産物を実施例１０と同様にＴＡクローニングし、配列決定し、そして対応する
アミノ酸配列を決定した。５０クローンの配列を決定し、その内、４７クローンが、欠損
などを生じることなく、正しく全長をコードしていた。得られた配列を、表２に示す。表
２に示したように、得られたペプチドには、ＫＶＺ、ＲＶＺ、ＫＳＶ、ＫＶ、ＲＳＶとい
う配列が、複数認められた。このように、得られたペプチドのほとんどは、Ｋ／Ｒの後に
は疎水性のアミノ酸が続いており、まれに親水性のアミノ酸であってもＳ（セリン）など
の無電荷極性のアミノ酸であり、塩基性アミノ酸や酸性アミノ酸が存在することはなかっ
た。このことは、予想されたように、本発明のスクリーニング方法によって得られたペプ
チドが両親媒性へリックス構造や両親媒性βシート構造を形成しやすいことを示し、生体
防御ペプチドとして有用であることを裏付ける。
【０２１２】
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【表２】

10

20

30

（実施例１２：マスト２１の改変体であるマスト２１Ｒ（ｍａｓｔ２１Ｒ））
微生物細胞膜に特異的に作用しかつ動物細胞膜には作用しないマスト２１（配列番号５
）のアミノ酸配列のうち、Ｋ（リジン）をＲ（アルギニン）に改変した。得られたペプチ
ドを、マスト２１Ｒ（配列番号１０７）と名付けた。マスト２１Ｒは、マスト２１同様に
微生物細胞膜に特異的に作用する、強い抗菌活性を有した。
【０２１３】
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【表３】

10

（実施例１３：固定化膜モデルを用いた、新規ペプチドの膜特異性の評価）
各ペプチドを、サワディーテクノロジー（東京）に合成を外注した。化学合成後、ＨＰ
ＬＣにより純度９５％以上にまで精製した。精製ペプチドを、マススペクトロメトリーに
よって分子量を確認した。
【０２１４】
細胞膜構造に作用する能力は、特許２９６７９２５号に記載の方法を一部修正して、蛍

20

光物質（カルセイン）内包モデル膜（リポソーム）を用いて評価した。
【０２１５】
（Ａ：蛍光物質（カルセイン）内包モデル膜（リポソーム）の作製方法）
リン脂質組成の異なる３種類のモデル膜を作製した：典型的な微生物細胞膜モデルとし
てのリポソームＡ（ＰＣ／ＰＧ＝１／１）；微生物細胞膜モデルに近いモデルとしてのリ
ポソームＢ（ＰＣ／ＰＧ＝１０／１）；典型的な健康な動物細胞膜モデルとしてのリポソ
ームＣ（ＰＣ／ＰＧ／Ｃｈｌ＝１０／１／１）。ここで、ＰＣは、ホスファチジルコリン
、ＰＧは、ホスファチジルグリセロール、Ｃｈｌは、コレステロールである。
【０２１６】
リン脂質を、上述の比でクロロホルム溶液として調製（２０ｍｇ／ｍｌ）し、直径１５

30

ｍｍの試験管に移した。窒素ガスを噴霧しながら濃縮し、試験管壁に脂質薄膜を形成させ
る。この脂質薄膜をデシケータ内で一晩減圧下におき、有機溶媒を完全に揮発させた。次
いで、７０ｍＭ

カルセインを含む１０ｍＭ

ＨＥＰＥＳ溶液（ｐＨ７．４）を１．５ｍ

ｌ添加し、ボルテックス社製の攪拌機で１０分間攪拌して脂質薄膜を剥離させ、ＭＬＶを
形成させた。続いて、懸濁液が透明になるまで超音波処理を行い、カルセインを内包した
ＬＵＶを形成させた。このカルセイン内包リポソームとフリーのカルセインとを分離する
ために、ゲル濾過（セファロースＣＬ−４Ｂ、１ｃｍ×２５ｃｍ、流速０．２５ｍｌ／分
、分画サイズ２ｍｌ）にかけた。カルセイン内包リポソームを含むフラクションを集め、
以下の実験に供した。リポソームは、直径数百ｎｍである。リポソームの定量は、過マン
ガン塩灰化法によりリン脂質量を定量（和光純薬製リン脂質テストワコー使用）すること

40

により行った。
【０２１７】
（Ｂ：ペプチドの膜への作用の検出）
リポソームを、９６ウェルのマイクロプレートに加え、１０ｍＭ

ＨＥＰＥＳ緩衝液で

希釈して使用した。カルセイン内包リポソーム１００μｌ（２０μＭ）／ウェルに、１、
２、４、５μＭ（最終濃度）のペプチド水溶液を添加した後、一定時間ごとに、マイクロ
プレート対応蛍光光度計（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ
ａｘ

Ｄｅｖｉｃｅｓ社製、ＳＰＥＣＴＲＡｍ

ＧＥＭＩＮＩ）を励起波長４８５ｎｍおよび蛍光波長５３８ｎｍで用いて、漏出す

るカルセイン量を検出した。カルセインは、リポソーム内部では蛍光消光のために蛍光を
発し得ないが、ペプチドがリポソームに作用してリポソームに穴が開くことによって、リ
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ポソーム外に漏れ出すと、カルセインは、励起波長により蛍光を発する。
【０２１８】
膜に対するペプチドの作用の評価を、蛍光強度の相対値で示した。すなわち、Ｔｒｉｔ
ｏｎＸ−１００（最終濃度１％）を添加し、リポソームを完全に破壊し、全てのカルセイ
ンがリポソーム外に放出された際の蛍光強度を１００％とし、緩衝液のみを添加した際の
蛍光強度を０％とした。１００％は、蛍光強度で５，０００以上になるように設定した。
結果を、表４に示す。
【０２１９】
【表４】
10

20

30

40

（Ｃ：考察）
細胞膜構造に作用するための最小単位（３アミノ酸）のペプチドでは，顕著な膜への作
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用は検出されなかった（５％以下を、全てｎｄと表示）。しかし、特異的に細胞膜構造に
作用する能力が期待されるこれらの配列をタンデムに並べたペプチド（例えば、ＫＬＶ５
：ＫＬＶの配列を５回繰り返したＫＬＶＫＬＶＫＬＶＫＬＶＫＬＶ）に細胞膜構造に特異
的に作用する能力が認められた。また、表中には記載しなかったが、ＫＬＶなどは、鎖長
が延長されるに従って作用が高まった。ＫＬＶとＫＬＶ３との間で数％の膜構造に作用す
る能力の上昇が観察された。この上昇は、ＫＬＶ３が特異的に細胞膜構造に作用すること
を示す。
【０２２０】
例えば、ＫＶＬ５、ＡＬＲ５では、典型的な微生物細胞膜モデルであるリポソームＡに
は、強く作用するが、動物細胞膜モデルであるリポソームＣに対する作用は、有意に低か

10

った。
【０２２１】
また、マストパランＸ（表中、ｍａｓｔｏｐａｒａｎ

Ｘ）は、リポソーム（Ｌｉｐｏ

ｓｏｍｅ）Ａ、ＢおよびＣの全てのタイプのリポソームに同レベルで作用する（データは
示さず）。すなわち、抗菌活性および細胞毒性が、共に強いペプチドである。このペプチ
ドに、ＫＬＶなどのペプチドを付加することにより、リポソームＣへの作用が激減し、微
生物細胞膜に対する特異性が向上した。これは、ＫＬＶなどのペプチドが、微生物細胞に
作用するためのシグナル配列として選択的に働く最小単位である可能性を示す。
【０２２２】
実施例１１で得たマスト２１Ｒは、微生物細胞膜モデルへの特異的かつ強い作用を示し

20

たが、その作用は、マスト２１と比較して有意に高かった。
【０２２３】
（実施例１４：抗菌活性の評価）
（Ａ：抗菌活性の評価法）
抗菌活性を、米国Ｎａｔｉｏｎａｌ
Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ

Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ

Ｓｔａｎｄａｒｄ（ＮＣＣＬ

ｆｏｒ

Ｃｌｉｎｉｃａｌ

Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ

Ｍ７−Ａ

３）に従って評価した。すなわち、マイクロタイタープレートを用いて、菌の増殖を阻害
するペプチドの最小濃度を求めた。細菌を、感受性測定用ブイヨン培地（カザミノ酸
６．５ｇ、ハートエキス粉末
、Ｌ−トリプトファン

３．０ｇ、溶性デンプン

０．０５ｇ、Ｌ−シスチン

１．５ｇ、ブドウ糖

１

２．０ｇ

０．０５ｇ、ビオチン５μｇ／Ｌ）

30

で１６時間培養した後、Ａ６００における吸光度を測定した。予め求めた濁度とコロニー
形成単位（ｃｏｌｏｎｙ

ｆｏｒｍｉｎｇ

ｕｎｉｔ（ＣＦＵ））との相関から、規定の

ＣＦＵになるように感受性測定用ブイヨン培地で希釈した。各菌株を５×１０５ＣＦＵ／
ｍｌ（最終濃度）になるように添加した。各ペプチドの５ｍＭ水溶液、および感受性測定
用ブイヨン培地を用いた１．６ｍＭ溶液を調製し、ここから段階希釈を行った（０．７８
μＭを最小とした）。菌液５０μｌを分注したマイクロプレートに各濃度段階のペプチド
を５０μｌずつ分注した（ペプチドの最終濃度は０．３９μＭ〜８００μＭ）。ペプチド
無添加のものをネガティブコントロールとした。プレートを３７℃で１８時間静置培養し
、菌の増殖を阻害する最小濃度（最小発育阻止濃度：ＭＩＣ）を求めた。結果を、表５に
示す。表中に記載の濃度を、μＭで示す。
【０２２４】
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【表５】

10

20

30

40
（Ｂ：考察）
通常、ＭＩＣが１００μｇ／ｍｌ以下の場合、抗菌剤として有望であると評価される。
ペプチドの場合、分子量によりこの濃度は大きく変わるので、便宜上１００μＭ以下で有
望と判断した。
【０２２５】
微生物細胞膜に特異的に作用したＫＬＶ５、ＡＬＲ５などに抗菌活性が認めらた。また
ＫＬＶ６（ＫＬＶの配列を６回繰り返したＫＬＶＫＬＶＫＬＶＫＬＶＫＬＶＫＬＶ）およ
びＡＬＲ６（ＡＬＲの配列を６回繰り返したＡＬＲＡＬＲＡＬＲＡＬＲＡＬＲＡＬＲ）の
活性は、それぞれＫＬＶ５およびＡＬＲ５の活性より上昇した。抗菌スペクトルは、Ｅ．
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ｃｏｌｉのようなグラム陰性菌から、Ｓ．ａｕｒｅｕｓのようなグラム陽性菌にわたる。
【０２２６】
抗菌活性の結果と微生物細胞膜への作用の結果は、ほぼ一致した。本実施例において用
いた微生物は、感染性微生物でも腐敗性微生物でもあるので、本発明のペプチドは、感染
症の処置および／または腐敗の予防に有用である。
【０２２７】
さらに、マスト２１Ｒおいて、強い抗菌活性と広い抗菌スペクトルが観察され、抗菌剤
として有望な配列であることが示された。
【０２２８】
（実施例１５：溶血性の評価）

10

（Ａ：溶血性の評価方法）
動物細胞膜モデルへの作用の指標として、赤血球に対する作用を評価した。
【０２２９】
ヒトから採血した新鮮血を遠心分離し（７００×ｇ、５分）、得られた赤血球を等張液
（０．１５ｍＭ

ＮａＣｌ／リン酸緩衝液（ｐＨ７．４））で洗浄し、赤血球溶液とした

。７２０μｌの赤血球溶液（２×１０７細胞／ｍｌ）に各ペプチドの等張液溶液８０μｌ
を添加し（最終濃度を表中に記載）、３０分間、３７℃で穏やかに混合しながら反応させ
た。反応後、７００×ｇで５分間遠心分離し、上清に回収されるヘモグロビンを５４０ｎ
ｍの吸光度で測定した。
【０２３０】
溶血性を相対値で示した。すなわち、等張液のみを添加した際の吸光度を０％とし、Ｔ
ｒｉｔｏｎＸ−１００を添加して完全に溶血させた場合の吸光度を１００％とした。結果
を、表６に示す。
【０２３１】
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【表６】

10

20

30

（Ｂ：考察）
動物細胞膜に作用するために細胞毒性が強いペプチドであるマストパランＸ（表中、ｍ
ａｓｔｏｐａｒａｎ

Ｘ）は高い溶血性を示すが、得られた全てのペプチドは、低い溶血

性しか示さなかった。これは、ペプチド配列のスクリーニングの過程において、動物細胞
膜モデルに作用しないことを指標にした手法の有効性を示している。また、この結果は、

40

表４に示した膜への作用の結果と一致している（リポソームＣに対する作用が低い）。さ
らに、この結果は、得られたペプチドが、ヒトを含めた動物の細胞膜に対する作用が低い
ことを示し、安全性の高い抗菌剤、および微生物細胞膜に特異的に作用するシグナル配列
として機能し得ることを示す。
【０２３２】
（実施例１６：抗癌活性の評価）
抗癌活性を、米国国立研究所（ＮＣＩ）にて行われてきたヒト癌細胞パネルによる抗癌
剤スクリーニング方法（１９９０年）に準じる方法を使用して評価した。実験に用いた細
胞は、以下の３つの細胞株である：ＨＬ６０細胞（ヒト白血病由来細胞株）；ＨｅＬａ細
胞（ヒト子宮癌由来細胞株）；ＨＣＴ１１６（ヒト大腸癌由来細胞株）。これらの細胞を
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使用する場合に適した培地は、それぞれ１０％
１０％

ＣＳを含むＭＥＭ培地；１０％

JP 4366497 B2 2009.11.18
ＦＣＳを含むＲＰＭＩ−１６４０培地；

ＦＣＳを含むＭｃＣｏｙ５Ａ培地である。

【０２３３】
培地に懸濁した細胞を、１×１０５細胞／ｃｍ２で９６ウェルプレートに播種して、一
晩インキュベートした。本発明のペプチドを種々の濃度で含むペプチド溶液を添加して、
ＣＯ２インキュベータ内にて３７℃で２日間培養した。この間の細胞増殖をスルホローダ
ミンＢによる比色定量で測定し、コントロールに比べ増殖を５０％に抑制する濃度（ＧＩ
５０）、見かけ上、本発明のペプチドを添加した時点から細胞数の増減がない、ペプチド

添加時と同じ細胞数に増殖を抑制する濃度（ＴＧＩ）、および、ペプチド添加時の５０％
にまで細胞を減少させる濃度（ＬＣ５０）の３種類を求めた。表７に、マスト２１Ｒおよ

10

びＫＶＬ５のＬＣ５０結果を示す。
【０２３４】
【表７】

20

ＬＣ５０値が１×１０−４以下の場合、抗癌活性を有する。従って、表７は、マスト２
１Ｒが抗癌活性を有することを示す。
【０２３５】
次いで、種々の癌細胞を用いてマスト２１Ｒの抗癌活性を確認した。各癌細胞を１０％
ＦＣＳを含むＲＰＭＩ−１６４０培地中で培養し、上記の方法によって求めたマスト２
１、マスト２１Ｒ、ＡＬＲ６およびＫＶＬ６のＬＣ５０結果を、表８に示す。
【０２３６】
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【表８】

10

20

30
マスト２１Ｒは、種々の癌細胞に対して抗癌活性を有した。マスト２１もまた、一部の
癌細胞に対して抗癌活性を有することが見出されたが、マスト２１Ｒの抗癌活性は、マス
ト２１の抗癌活性の２倍以上であった。
【０２３７】
またＡＬＲ６およびＫＶＬ６も、一部の癌細胞に対して抗癌作用を有した。
【０２３８】
（実施例１７：植物病原性細菌に対する抗菌活性の評価）
マスト２１、マスト２１Ｒ、ＡＬＲ６およびＫＶＬ６について、軟腐病の植物病原性細
菌であるＥｒｗｉｎｉａ

Ｃａｒｏｔｏｖｏｒａ（ＮＢＲＣ３３８０）に対する抗菌活性

40

を、評価した。すなわち、マイクロタイタープレートを用いて、菌の増殖を阻害するペプ
チドの最小濃度を求めた。細菌を、培養培地（Ｄｉｆｃｏ
ｈ

８ｇ、ＮａＣｌ

Ｎｕｔｒｉｅｎｔ

Ｂｒｏｔ

５ｇ／Ｌ、ｐＨ７．０）で１６時間培養した後、Ａ６００における

吸光度を測定した後、菌株を１×１０６ＣＦＵ／ｍｌに調製した。各ペプチドの５ｍＭ水
溶液を調製し、培養培地を用いて段階希釈を行った。菌液５０μｌを分注した９６ウェル
マイクロタイタープレートに各濃度段階のペプチドを５０μｌずつ分注した（菌株の最終
濃度は５×１０５ＣＦＵ／ｍｌ、ペプチドの最終濃度は０〜５０μＭ）。プレートを３０
℃で１６〜２４時間静置培養し、菌の増殖を阻害する最小濃度（最小発育阻止濃度：ＭＩ
Ｃ）を求めた（μＭおよびμｇ／ｍｌ）。結果を、表９に示す。表中に記載の濃度を、μ
Ｍで示す。
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【０２３９】
【表９】

10
マスト２１、マスト２１Ｒ、ＡＬＲ６およびＫＶＬ６のいずれもが、軟腐病の植物病原
性細菌であるＥｒｗｉｎｉａ

Ｃａｒｏｔｏｖｏｒａ（ＮＢＲＣ３３８０）に対して高い

抗菌活性を示した。特にマスト２１Ｒは、マスト２１の約２倍の抗菌活性を示した。
【０２４０】
（実施例１８：アポトーシス抑制活性の評価）
強力なアポトーシス誘導試薬であるシクロヘキシミドで処理したＨＬ６０細胞を、アポ
トーシス細胞として用いた。通常、アポトーシスが誘導されると、細胞核ではクロマチン
の凝集が起こり、染色体の断片化が生じる。次いで、数時間以内にアポトーシス小体が形
成される。シクロヘキシミド処理したアポトーシス細胞を位相差顕微鏡を用いて観察した

20

場合、全細胞の８０％以上において、このようなアポトーシス小体を確認した。
【０２４１】
２×１０５細胞／ｍｌになるように、ＨＬ６０細胞を、１０％

ＦＣＳを含むＲＰＭＩ

−１６４０培地に懸濁した。最終濃度が１×１０−７Ｍのシクロヘキシミドとともに、蛍
光標識したマスト２１Ｒを含むペプチド溶液を、これらの細胞培養物に添加した。これら
の細胞培養物を、ＣＯ２インキュベータ中にて３７℃で数時間培養した後、蛍光顕微鏡で
観察した、その結果、蛍光標識したマスト２１Ｒが、アポトーシス細胞に結合しているこ
とを確認した。
【０２４２】
マスト２１Ｒがアポトーシス細胞を認識しかつ結合することを確認したので、次いで、

30

マスト２１Ｒのアポトーシス誘導抑制効果を位相差顕微鏡観察を評価した。
【０２４３】
２×１０５細胞／ｍｌになるように、細胞を、１０％

ＦＣＳを含むＲＰＭＩ−１６４

−７

０培地に懸濁した。最終濃度が１×１０

Ｍになるようにシクロヘキシミドを添加して

、これらの細胞を、ＣＯ２インキュベータ中にて３７℃で数時間培養した。その後、これ
らのアポトーシス細胞培養物に、マスト２１Ｒを種々の濃度で含むペプチド溶液を添加し
、細胞の変化を継時的に観察した。ペプチドを添加しないコントロール群では、シクロヘ
キシミド処理の数時間以内にアポトーシス小体が形成したが、マスト２１Ｒを添加した場
合、シクロヘキシミド処理の１２時間後においていずれの細胞でもアポトーシス小体は形
成しなかった（データは示さず）。

40

【０２４４】
上記で議論または引用された全ての特許、学術論文および他の文献は、それらの全体が
本明細書中に参考として援用される。
【０２４５】
前述から、本発明が、その精神または本質的な特徴から逸脱することなく他の特定の形
態で具体化され得ることは、当業者に明らかである。記載された実施形態は、単に例示と
してみなされるべきであり、限定的とはみなされない。なぜなら、本発明に提供される法
的保護の範囲は、本明細書ではなく添付の特許請求の範囲によって示されるからである。
【０２４６】
以下の図面は、本発明の実施態様の例示であり、そして請求の範囲により包含される本
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発明の範囲を限定することを意味しない。
【図面の簡単な説明】
【０２４７】
【図１】図１は、ＤＮＡライブラリーの設計の一例を示す。
【図２】図２は、スクリーニングの流れを示す。
【図３】図３は、スクリーニング後の産物をアガロースゲル電気泳動によって確認した結
果を示す。
【符号の説明】
【０２４８】
レーン１および８は分子量マーカーを示す。レーン２〜４は微生物細胞膜モデルを使用し
た場合の結果を、レーン５〜７は動物細胞膜モデルを使用した場合の結果を示す。レーン
２および６はマスト２１の結果を、レーン３および７はマストパランＸの結果を、レーン
４および５はライブラリーの挿入が無い場合の結果を示す。

【図１】

【図２】
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【図３】

【配列表】
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