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(54)【発明の名称】生体細胞の細胞制御剤
(57)【要約】
【課題】

ガン細胞の増殖抑制機能のような生体細

胞の細胞制御機能を持ち、生体内で抗原抗体反応を起こ
さない生体細胞の細胞制御剤の提供。
【解決手段】

配列表の配列番号１に示すアミノ酸配

列、Asp‑Ile‑Leu‑Arg‑Glyを有し、Ｃ末端がアミド化さ
れており、分子量が５７０．９５９であるペプチド、又
は上記アミノ酸配列からＮ末端のAspを欠いたアミノ酸
配列、Ile‑Leu‑Arg‑Glyを有し、Ｃ末端がアミド化され
ており、分子量が４５６．５８であるペプチドを有効成
分として含有する生体細胞の細胞制御剤。

( 2 )
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【特許請求の範囲】

の増殖抑制機能、すなわち抗腫瘍機能または抗ガン機能

【請求項１】

を持つ昆虫由来の新規生理活性物質であるタンパク質を

配列表の配列番号１に示すアミノ酸配

列、Asp‑Ile‑Leu‑Arg‑Glyを有し、Ｃ末端がアミド化さ

対象とするため、以下、昆虫由来の細胞増殖抑制機能物

れており、分子量が５７０．９５９であるペプチドを有

質を中心に記述することにする。

効成分として含有する生体細胞の細胞制御剤。

【０００５】昆虫由来の抗ガン性物質には、例えばセク

【請求項２】

ロピンと呼ばれるペプチドがある。セクロピア蚕から単

ガン細胞増殖抑制剤である請求項１記載

の生体細胞の細胞制御剤。

離され、構造決定されたものであり、その構造決定後、

【請求項３】

類似の構造を持った物質が多くの昆虫から単離され、同

前記ペプチドが天蚕の前幼虫由来のもの

である請求項１または２記載の生体細胞の細胞制御剤。
【請求項４】

配列表の配列番号１に示すアミノ酸配列

定されている。こうした研究解析はごく最近の研究成果
10

によるものである。セクロピンは、リンパ腫や白血病の

からＮ末端のAspを欠いたアミノ酸配列、Ile‑Leu‑Arg‑G

培養細胞に対して抗腫瘍作用があると報告されている

lyを有し、Ｃ末端がアミド化されており、分子量が４５

（Moore et al., 1994)。セクロピンの遺伝子がヒトの

６．５８であるペプチドを有効成分として含有する生体

膀胱ガン由来の培養細胞に遺伝子組換えされ、その細胞

細胞の細胞制御剤。

をヌードマウスに注射した結果、腫瘍細胞の成長が抑制

【請求項５】

（抗ガン性）されることが実証されている（Winder et

ガン細胞増殖抑制剤である請求項４記載

の生体細胞の細胞制御剤。

al., 1998)。

【発明の詳細な説明】

【０００６】また、モンシロチョウの蛹から単離された

【０００１】

９８ｋＤａの高分子タンパク質は、ヒトの胃ガン細胞

【発明の属する技術分野】本発明は、生体細胞の細胞制

（TMK‑1）のようなガン細胞に対して強い細胞毒性（細

御剤、特にガン細胞増殖抑制剤に関するものである。本

20

胞毒性とは、最終的に細胞死を誘導し、その結果抗ガン

明細書では、本発明において利用する特定のタンパク質

性があることを意味している）を有し、ガン細胞の増殖

をコードする遺伝子について、以下必要に応じ、「遺伝

を抑制し、最終的にはアポトーシス（細胞死）を誘発す

子Any‑RF」と略称することもある。

る特異的な生理活性を示すことが報告されており、この

【０００２】

タンパク質はピエリシン（pierisin)と命名されている

【従来の技術】地球上には１００万種ともいわれる程の

（Koyama et al, Jpn. J. Cancer Res., 87, 1259‑126

多種類で多様な昆虫があらゆる環境で強かに、そして力

2, 1996; Kono et al., 1997; Watanabe et al., 199

強く生育している。熱帯から、温帯、針葉樹林、氷雪

8)。

地、砂漠、さらには湖沼地に至るまで地球のほぼ全域の

【０００７】

環境に昆虫は適応しながら生存している。こうした現象

【発明が解決しようとする課題】昆虫由来で抗腫瘍活性

は、昆虫があらゆる環境の中で強かに生き、あるいは生

30

を持つ新規物質発見の歴史は短く、新規物質に関する知

き残るべく多様な機能特性を獲得しているからに他なら

見は少ない。

ない。我々が昆虫から学ぶべきものは多い。昆虫の機能

【０００８】上記したような昆虫由来の腫瘍細胞成長抑

特性として挙げられるのは、生体防御機構や、成長・発

制物質またはガン細胞増殖抑制物質としてこれまで報告

育制御機構、広範な物質分解、生産機能、鋭い感覚機

のあるセクロピア蚕からの単離タンパク質（セクロピ

能、行動調節機構、脳・神経機構、媒介機能、あるいは

ン）やモンシロチョウの蛹からの単離タンパク質（ピエ

環境適応能等である。こうした昆虫が持つ環境適応的で

リシン）は、約４ｋＤａとか９８ｋＤａの高分子量のも

かつ省エネルギー的な機能を解析することにより、将来

のである。これら既知の生理活性物質は、ガンの生細胞

的には、最先端の創造的な新しいテクノロジー構築に役

において細胞死を誘導することによりガン細胞を効率的

立つ貴重な情報が得られる。
【０００３】昆虫の持つ機能を解析して、昆虫由来で多

に減少させるが、ガン細胞周期のステージを確実に変化
40

させ、ガン細胞を一旦休止状態にさせることは不可能で

様な機能性を持つ生理活性物質を高度に利用する技術を

あるという問題がある。また、セクロピンが、ヒトのガ

開発することは極めて興味深い研究課題である。昆虫か

ン細胞の増殖を抑制させ得ることが報告されているとし

ら単離し、そして構造決定した生理活性物質は、高品質

ても、実用的な視点からすると、生体に適用した場合、

のかつ新規な製品に対する農業分野での技術開発や医薬

高分子量のタンパク質は生体内で抗原抗体反応を起こす

品分野での技術開発のための応用研究の対象として重要

ので、セクロピン等を生体に対して使用することは困難

な意義を持っている。

であるという問題がある。そこで、ガン細胞の増殖阻害

【０００４】昆虫由来で、いわゆる生体防御物質として

物質に関して、昆虫由来の生理活性物質であり、ガン細

知られている抗菌性ペプチドは１５０種類以上にもおよ

胞の増殖抑制機能のような生体細胞の細胞制御機能を持

び、それらの多くが単離され、構造決定されている。本

ち、しかも生体に投与した際には、抗原抗体反応を起こ

明細書では、生体細胞の細胞制御機能、例えばガン細胞
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さない生理活性物質の出現が強く望まれてきた。

( 3 )
3
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【０００９】本発明は、生体細胞の細胞制御機能、例え

含有するものであってもよい。

ばガン細胞の増殖抑制機能を持ち、生体内で抗原抗体反

【００１３】本発明における生理活性物質は、例えばガ

応を起こさない生理活性物質を有効成分とする生体細胞

ンの生細胞を効率的に減少させることができ、ガン細胞

の細胞制御剤、例えばガン細胞の増殖抑制剤を提供する

周期のステージを確実に変化させ、ガン細胞を一旦休止

ことを課題とする。

状態にさせる方向へと移行させることが可能である。こ

【００１０】

うした機能を持つ生理活性物質は有効なガン細胞増殖抑

【課題を解決するための手段】本発明者らは、同一出願

制剤として用いられ、ひいては抗ガン剤として実用化で

人の先の出願（特願平１１−１５２２７３号；特許第３

きる可能性がある。従来の抗ガン剤が持つ正常細胞への

０２３７９０号）において、前幼虫休眠タイプの天蚕、
マイマイガ、ウスバシロチョウ、オビカレハ、カシワマ

悪影響（細胞死）問題を解消し、静止期にある多くの正
10

常細胞へは影響がなく、増殖細胞だけを抑制するという

イマイ等の鱗翅目昆虫および直翅目昆虫を中心とした４

優れた働きを持つ。また、この生理活性物質は、生体細

０種以上の広範な昆虫（これらの前幼虫休眠タイプの昆

胞の細胞制御因子(cell regulator)として細胞増殖を可

虫としては、梅谷与七郎、蚕の越冬卵より見たる昆虫の

逆的に制御できるものであり、例えばガン細胞の増殖を

卵態越冬現象、蚕糸試験場報告、12:393‑481(1946)およ

効率的に抑制でき、しかもアミノ酸５個から成る低分子

びUmetani Y., Studies on embryonic hibernation and

量のペンタペプチドであり、生物界では新規物質であ

diapause in insects, Proc. Jpn. Acad., 26, 1‑9 (1

る。さらに、この生理活性物質は、上記セクロピンある

950)に記載されている）に特異的かつ効率的に作用する

いはピエリシンとは構造上の類似性は全く無く、しか

休眠制御活性を有する生理活性物質に関する発明につい

も、例えばマウスの肝ガン細胞等の増殖を効率的に抑制

て明らかにしたが、その後の研究推進により、この生理

すると同時に、ガン細胞を抑制するメカニズムについて

活性物質が生体細胞の効率的な制御活性、例えば、ガン

20

も従来技術には無い特徴ある抑制機構を示す。すなわ

細胞の効率的な増殖抑制活性を有するものであることを

ち、細胞周期を改変する特徴を有し、細胞増殖を可逆的

見出し、本発明を完成するに至ったのである。すなわ

に制御することが可能である。また、細胞周期のメカニ

ち、先願発明における遺伝子Any‑RFは、配列表の配列番

ズムを解明する上でも有用な生理活性物質である。

号１に示すアミノ酸配列、Asp‑Ile‑Leu‑Arg‑Glyを有

【００１４】一般に、タンパク質は、実際に生体に適用

し、Ｃ末端がアミド化されており、分子量が５７０．９

する場合、その分子量が大きいと、生体内で抗原抗体反

５９であるタンパク質をコードするものであり、本発明

応を起こすので、大きな障害となる。蚕由来のセクロピ

者らはこの生理活性物質がガン細胞の増殖を効率的に抑

ンは分子量が約４ｋＤａであり、また、モンシロチョウ

制すること、ひいては生体細胞を効率的に制御する活性

由来のピエリシンは９８ｋＤａであるので、生体に投与

を有することを見出し、本発明を完成するに至ったので

すると抗原抗体反応が起こり易い。これに対し、本発明

ある。

30

における天蚕由来の生理活性物質は、０．５７１９５９

【００１１】本発明の生体細胞の細胞制御剤、例えばガ

ｋＤａと低分子量のペンタペプチドであるので、生体に

ン細胞の増殖抑制剤は、配列表の配列番号１に示すアミ

投与しても抗原抗体反応が起こり難いという特徴を有し

ノ酸配列、Asp‑Ile‑Leu‑Arg‑Glyを有し、Ｃ末端がアミ

ている。従って、抗ガン活性という特異的な機能を有し

ド化されており、分子量が５７０．９５９であるペプチ

ているこのペプチドは、そのままでも種々の動物に直接

ドを有効成分として含有するものである。本発明の有効

投与できる。高等動物においても、本ペプチドのように

成分である生理活性物質は、上記のように、Ｎ末端より

短い低分子のペプチドは抗原とはなり難いので、該ペプ

５番目までのアミノ酸配列がAsp‑Ile‑Leu‑Arg‑Glyであ

チドの生体外からの投与によって、抗ガン機能を発揮さ

って、Ｃ末端が遊離酸化された化合物ではなく、アミド

せることができるという特徴を持っている。

化されているものである。この有効成分は、例えば、天
蚕前幼虫体等のような鱗翅目昆虫の前幼虫体を粉砕した

【００１５】さらに、本発明におけるペプチドは、抗原
40

抗体反応を起こすことがなく、しかも細胞増殖抑制効果

ものをメタノール：水：酢酸からなる酸メタノール液に

をもち、かつ新しい医薬、または抗ガン剤開発のリード

加え、乳鉢内で摩砕後、遠心処理し、得られた上清をHP

化合物としても有望である。しかも、ガン細胞の生細胞

LCシステムに導入することにより単離・精製して得るこ

を増加させることのない機能を保つ（図２、図３、およ

ともできるし、または公知のペプチド合成装置を用いて

び図４）とともに、生存するガン細胞に対して、ガン細

公知の方法に従って調製することもできる。

胞の周期ステージを変化させ、細胞増殖を一旦休止状態

【００１２】また、本発明の生体細胞の細胞制御剤、例

にさせるという大きな特徴を持っている。この点におい

えばガン細胞増殖抑制剤は、配列表の配列番号１に示す

て従来の如何なる抗ガン剤の作用機序とも異なってい

アミノ酸配列からＮ末端のAspを欠いたアミノ酸配列、I

る。すなわち、本発明の生理活性物質は、ＤＮＡ複製期

le‑Leu‑Arg‑Glyを有し、Ｃ末端がアミド化されており、

に相当するＳ期間を減少させ、静止期のＧ０ならびに第

分子量が４５６．５８であるペプチドを有効成分として

50

１期に符合するＧ１期を延長させる機能を持つ。かくし

( 4 )
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5

6

て、本発明の生理活性物質はガン細胞の増殖を効率的に

射でも、腹腔内投与等でもよい。

阻害する。これに対し、セクロピンにしろピエリシンに

【００２２】本発明において用いる上記生理活性物質で

しろ、生細胞を減少せしめることによりガン細胞の増殖

あるペプチドは、従来のセクロピンやピエリシンと比べ

を抑制する機能を持ち、細胞死（アポトーシス）を引き

て、生体内での副作用がほとんどなく、また、急性毒性

起こすことによりガン細胞の増殖を阻害しているに過ぎ

も観測されなかった。すなわち、ラットとマウスとに対

ない。

して、それぞれ体重１ｋｇ当たり０．５ｇの本発明のペ

【００１６】一般に、細胞周期においてはＧ０期とＧ１

プチドを経口及び経皮の２通りの方法で投与し、所定の

期が最も長い時間を要するといわれている。その両ステ

方法で毒性試験を行ったところ、いずれの動物にも痙攣

ージを増大するように作用する本発明における生理活性
物質は、従来報告されている昆虫由来のガン細胞抑制効

や嘔吐のような急性毒性は観測されなかった。さらに、
10

毒性試験後の各動物の生殖器官の精巣を摘出して、その

果物質とは根本的に異なっている。従来のものはアポト

組織について顕微鏡により観察したが、異常性は認めら

ーシス（細胞死）に伴う核の凝縮や断片化を誘導し、そ

れなかった。また、本発明のペプチドは、低分子量のペ

の結果、生細胞数を減少せしめるものである。しかし、

ンタペプチドであるため、安全性からみても抗原抗体反

本発明の生理活性物質の機能は、細胞周期のＧ０とＧ１

応は起こり難い。

を増大しＳ期を減少させ、その結果、生細胞の細胞周期

【００２３】

が長時間となり、最終的には増殖抑制をすることにあ

【発明の実施の形態】本発明者らは、上記先願発明にお

る。従って、本発明の生理活性物質は、ガン細胞増殖に

いて、本発明で用いる生理活性物質が昆虫の休眠を維持

おいて細胞死を誘導するのではなく、細胞周期を制御し

する機能のあることを明らかにした。本発明の内容を詳

細胞の増殖を抑制することで細胞数が増えないように作

細に記述するのに先立って、話の流れを容易にするた

用している。

20

め、先願発明の概要を先ず繰り返し説明する。

【００１７】本発明における生理活性物質は、先願発明

【００２４】先ず、生理活性物質の単離された天蚕につ

で述べたように、生理活性機能の一つとして、天蚕前幼

いて述べる。天蚕（正式和名：ヤママユ、学名：Anther

虫の休眠を長く維持するように作用する。一般に生物の

aea yamamai Guerin‑Meneville)は、わが国を原産地と

休眠とは、細胞の増殖が停止し低エネルギー状態を維持

し、江戸時代から飼育の記録があり長い歴史を持つこ

することが特徴と考えられている。従って、この物質の

と、最近人工飼料が開発されて幼虫の飼育が容易である

機能を多面的に応用する一例として、哺乳類のガン細胞

こと、農家段階で一般的に飼育されていることから、飼

増殖を制御する目的においても活用できる。さらに、多

育に関する情報が多く、しかも入手が容易であると共

くの生物細胞の増殖を抑えることが予想され、細胞レベ

に、年１回発生し、卵で越年する。家蚕（カイコ）幼虫

ル・個体レベルの長期保存剤の開発にも利用できる。

が専ら桑の葉を食べるのに対して、天蚕はクヌギ、コナ

【００１８】本発明における遺伝子Any‑RFを有する低分
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ラ、カシワ、アベマキ等の葉を食べる。養蚕農家が家蚕

子量のペプチドは、副作用を伴なわずに効率的にガン細

幼虫を飼育するのに対して、野生の天蚕幼虫は、自然状

胞の増殖を阻害する機能を持ち、マウスの肝ガン細胞の

態で生育する。天蚕種の孵化率は低く、繭糸から絹糸と

増殖を抑制することから、ヒトの子宮ガン、肝臓ガン、

なる割合（糸歩）は極めて少ない。また、繭糸をとる作

肺ガン、胃ガン、乳ガン等の細胞増殖を効率的に抑制

業が困難であるため希少価値としての意義がある。天蚕

し、ひいては生体細胞の細胞制御を効率的に行う蓋然性

絹糸１ｋｇの価格が２０万円とも３０万円ともいわれ、

が極めて高い。

絹のダイヤモンドと呼ばれるほど希少価値があるのはこ

【００１９】以上述べたように、本発明により、昆虫内

のためである。野蚕である柞蚕絹糸の配合率が増加した

分泌学上従来全く知られていない物質で、生体細胞の細

絹織物では糸の滑りが抑えられ、縫目の滑脱抵抗が改善

胞制御因子である生理活性物質が始めて明らかになっ
た。

できるため好んで用いられる。そのため、将来、大型絹
40

糸昆虫である天蚕を利用した分野の発展が大いに期待さ

【００２０】また、上記アミノ酸配列Asp‑Ile‑Leu‑Arg‑

れる。従って、天蚕由来の各種機能を持つ生理活性物質

Glyに対する塩基配列として5'‑GAY‑ATH‑YTN‑MGN‑GGN‑3'

の単離や構造決定の重要性はますます高まっている。

が考えられる。

【００２５】先願発明では、先ず、天蚕の前幼虫の休眠

【００２１】本発明において細胞制御剤とするために

中幼虫、休眠覚醒幼虫、死亡幼虫の個体数および休眠覚

は、通常の薬剤と同様に、公知の各種添加剤、賦形剤等

醒率を調べた。天蚕の前幼虫の休眠中幼虫に蒸留水を注

を通常の方法で配合し、所定の薬剤とすればよい。本発

射してもほぼすべての天蚕の前幼虫は休眠覚醒状態にあ

明の細胞制御剤としての有効量は、一般に５０〜３５０

った。しかしながら、ペプチドAsp‑Ilu‑Leu‑Arg‑Gly‑NH

ｍｇ／ｋｇであり、好ましくは１００〜２００ｍｇ／ｋ

2を１００ピコモル／０．０５μｌの量で、天蚕前幼虫

ｇであり、その投与方法は、生体内に投与できる方法で

に１回注射した場合に比べ、２回注射した場合には休眠

あれば手段を選ばない。例えば、経口投与でも、静脈注

50

覚醒率を５３．３％から３０％まで減少でき、さらに３

( 5 )
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回注射した場合にはさらに１３．３％まで減少させるこ

を経ないで直接Ｇ１期（ＤＮＡ複製決定期）（本明細書

とができた。これにより、先願発明における生理活性物

中では、Ｇ０／Ｇ１期と略記）へと進むこともある。

質は、昆虫の休眠を維持する因子であると結論付けた。

【００２９】本発明の生理活性物質は、ガン細胞数を増

このようにして、天蚕由来で休眠制御活性を有するタン

加させない機能を保つとともに、生存するガン細胞の周

パク質をコードする遺伝子、およびその機能が明らかと

期ステージを大きく変化させる点に大きな特徴があり、

なった。

ＤＮＡ複製期に相当するＳ期を減少させ、静止期のＧ０

【００２６】天蚕由来の上記生理活性物質では、休眠維

およびＤＮＡ複製決定期に符合するＧ１期を延長させる

持の機能以外の効果は全く分かっていなかったが、本発

機能を持つ。かくして、本発明の生理活性物質がガン細

明により、ガン細胞の増殖抑制機能のような生体細胞制
御機能を持つ物質であることがはじめて明らかとなっ

胞の増殖を効率的に阻害することになる。本発明におけ
10

る天蚕由来の生理活性物質がガン細胞の増殖を効果的に

た。この物質は、それ自体が生体細胞の細胞制御剤とし

阻害することは、上記のように特定のガン細胞周期ステ

て有用であることに加え、将来的にはガン治療薬を含め

ージに特異的に効果を現すことからも明らかである。

た新規医薬品開発のためのリード化合物として重要とな

【００３０】本発明によるガン細胞の増殖を抑制する生

るものと考えられる。

理活性物質は、休眠中の天蚕前幼虫から、図１に示す方

【００２７】上記したようにガン細胞の増殖を抑制する

法に従って単離・構造決定できる。単離、精製の概略は

機能を持つペプチドのアミノ酸配列構造は、Asp‑Ile‑Le

以下の通りである。

u‑Arg‑Gly‑NH2 である。このペンタペプチドは、コンピ

【００３１】産卵後１ヶ月以内の天蚕の休眠中の卵から

ューターサーチ（BLASTおよびFASTA）によっても既知の

前幼虫を摘出し、直ちに液体窒素で凍結し、その後は使

ものが無く、生物界においては新規な抗ガン機能を持つ

用まで−８０℃で保存した。約１,５００頭（約６ｇ）

ペプチドである。これを、Antheraea yamamai‑Repressi

20

の前幼虫に１０倍容の酸メタノール液（例えば、メタノ

ve Factor（略称Any‑RF）と命名した。５個のアミノ酸

ール：水：酢酸＝９０:９:１（容量％））を加え、乳鉢

のＣ末端がアミド化されている本ペプチドは、フリーの

内で摩砕後、１０,０００ｇで３０分間遠心処理してそ

存在様式として、生物界では本発明が完成されるまで見

の上清を得た。この操作を３回繰り返し、合わせた上清

出されていなかったが、いくつかの生物タンパク質のア

を遠心バポライザーで濃縮した。濃縮液を１００℃で１

ミノ酸配列の中には、同じ‑‑‑Asp‑Ile‑Leu‑Agr‑Gly‑‑‑

０分間熱処理し、１０,０００ｇで１５分間遠心処理し

の配列がみられる。例えば、コンピューターサーチによ

た。かくして得られた上清に、上清の最終濃度が８０％

れば、イーストの仮説２２．１ＫＤタンパク質（１９３

になるように冷アセトンを添加し、１０,０００ｇで１

個のアミノ酸）の１６６〜１７０番までの配列、ヒトの

５分間遠心処理して沈殿物を得た。この沈殿物を水に溶

白血病阻止因子前駆体（２０２個のアミノ酸）の１４２

解し、フィルター（ミリポア社のミリポアフィルター(S

〜１４６番までの配列が同じである。しかし、この部分

30

LLH RO4NL、０．５μｍ）を通したものを逆相カラムに

のアミノ酸配列の機能についてはまったく明らかにされ

よる高速液体クロマトグラフィで２回溶出処理し、最後

ていない。すなわち、アミノ酸配列が同じでも、本ペプ

に混合分離モードカラムによる高速液体クロマトグラフ

チドのように、Ｎ末端とＣ末端の間に介在し、Ｃ末端が

ィで溶出処理し、単離精製物を得た。

アミド化してフリーの存在様式で生理機能を有するもの

おける最初の逆相高速液体クロマトグラフィ(RP‑HPLC)

は、まったく見出されていない。

では、カラムとしてTSKgel ODS‑80Ts（東ソー株式会社

【００２８】ガン細胞の増殖の場合、その周期ステージ

製）を使用し、２回目のRP‑HPLCシステムでも同じカラ

は、通常の細胞増殖と同様、基本的な細胞周期に依存す

ムを使用した。３回目の逆相とイオン交換モードを備え

るが、そのチェックポイント制御系に異常が発生するこ

たカラムによるHPLCシステムでは、RSpak NN‑614カラム

とで細胞増殖が進行しつづける（ここで、チェックポイ
ント制御系とは、細胞周期にミスが発生し、破滅的な遺

この単離方法に

（昭和電工株式会社製）を使用した。いずれのシステム
40

でも、０．１％トリフルオロ酢酸（ＴＦＡ）水溶液（容

伝的損傷が細胞に起こるのを防ぐシステムを意味するも

量％）にアセトニトリルを添加しながら、アセトニトリ

のであり、こうした機能を利用すれば細胞周期を制御で

ルの濃度（％）勾配を変化させ、その濃度勾配を利用し

きる）。これとは逆に、成長分化し終えた細胞において

ながら活性画分を溶出した。吸光度は２２０ｎｍで測定

は、Ｇ０期（静止期）で細胞分裂は起こらない。一般的

し、流速は１ｍｌ／分または０．５ｍｌ／分とした。

に、成長過程の細胞は次のような細胞周期ステージを展

【００３２】酸メタノール液に酢酸を用いる理由は、次

開する。すなわち、Ｇ０期（静止期）からＧ１期（ＤＮ

の通りである。この抽出法は他の昆虫のペプチドホルモ

Ａ複製決定期）へと進み、次いで、Ｓ期（ＤＮＡ複製

ンを抽出する際にも使用されており、酢酸を添加するこ

期）を経て、Ｇ２期（有糸分裂準備期）からＭ期（細胞

とによって、９０％以上のプロテアーゼ活性を抑制し、

分裂期）へと進行する（本明細書中では、Ｇ２／Ｍ期と

ペプチドの分解を抑えることができる。酸メタノール液

略記）。その後、再びＧ０期へと進むか、またはＧ０期
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としては、メタノール：水：酢酸＝９０：９：１（容量

( 6 )
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％）が最適であるが、この範囲に特に限定されるわけで

を有することがあるからである。すなわち、昆虫の休眠

はない。

は、天蚕の場合のように前幼虫態休眠するだけではな

【００３３】前幼虫の取り出し方としては、上記したよ

く、カイコのように胚子休眠する種、ヨトウのように幼

うに産卵後１ヶ月以内の休眠卵を用いるとベストである

虫休眠する種、サクサンやモンシロチョウのように蛹休

が、その理由は次の通りである。産卵後約１０日から休

眠する種、そしてナミテントウやハムシ類のように成虫

眠開始して２０日以内は、休眠の深度が強いと考えられ

休眠する種等に分類されている。あらゆる休眠形態から

るが、一般に昆虫の休眠は、さらに時間が経過すれば浅

でも本発明における生理活性物質は単離できると当然に

くなるためである。本発明において、天蚕の前幼虫１,

予想され得る。従って、同じペンタペプチドならびにそ

５００頭より最終的に得られるホルモン様物質である生
理活性物質は、僅か２１．４μｇというかなりの少量で

の関連物質は、多くの昆虫種から、ガン細胞増殖抑制因
10

子のような細胞制御因子として同定できる。該ペンタペ

ある。ところが、天蚕は、カイコと比較して完全な人工

プチドは、このような多くの昆虫種の個体全体から、図

飼料も開発されておらず、産卵技術も困難であることか

１に示した方法に従って、上記した天蚕前幼虫と同じ方

ら、１卵当たり５〜２０円という高価格になる。従っ

法で抽出できる。直接体液から抽出する場合には、幼虫

て、天蚕を用いて本発明における生理活性物質を調製す

体の脚等の生体組織の一部を切開することで体液を流出

るには効率的、経済的に引き合わない。

せしめ、図１のメタノール：水：酢酸＝９０：１：１の

【００３４】上記単離精製物の構造は次のようにして決

水の部分を体液に置き換えることで調製した９０％酸メ

定された。すなわち、単離精製物のＮ末端アミノ酸配列

タノール液を氷冷中で混合し、その後、図１に従って抽

を、ペプチドシークエンサーのG1000A（ヒューレットパ

出するとよい。

ッカード(Hewlett Packard)社製）によって解析した。

【００３６】一般に、ホルモン様物質の抽出で重要な要

その結果、アミノ酸配列は、Asp‑Ile‑Leu‑Agr‑Glyであ

20

因となるのは、高い回収率を得るために原材料として何

ることが確認された。次いで、該物質について、そのＣ

を選ぶかという点および効率よく分離するためにカラム

末端がアミド化(‑NH2 )されているのか、または遊離酸化

樹脂として何を選ぶかという点であるが、合成できれば

(‑COOH)されているのかを調べるため、この単離精製物

それに越したことはない。しかるに、上記したように、

を質量分析計により分析した。なお、上記アミノ酸配列

本発明における生理活性物質のアミノ酸配列は判明して

を有するペプチドであって、Ｃ末端がアミド化されてい

いるので、この配列を持つ生理活性物質は、既存のアミ

るものと遊離酸化されているものとを下記のペプチドの

ノ酸合成装置を用いて、従来の方法で経済的に、効率的

合成方法に従って製造し、これを対照として用いた。MA

に合成できる。

LDI‑TOF MS (Matrix‑Assisted Laser Desorption Ioniz

【００３７】本発明におけるペプチドは、５個のアミノ

ation‑Time‑of‑Flight 質量分析計) (Voyager PerSepti

酸からなるオリゴペプチドの一種であって、低分子量の

ve Biosystems社製)を用い、単離精製物質および合成ペ
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ペプチドであるため、昆虫以外の生物種においては抗原

プチドを、それぞれ、０．５μｌ宛この質量分析計のサ

とはなり難いという特徴を持ち、昆虫等から分離・精製

ンプルプレート穴に注入し、等量のマトリックス（０．

されたペプチドでも合成されたペプチドでも有効な効果

１％TFA水溶液とアセトニトリルとを５０：５０(容量

を発揮できる。脊椎動物の免疫グロブリンによる抗原抗

％)の割合で混合したものの中にα‑シアノ−４−ヒドロ

体反応では、生体外から侵入するのが低分子のオリゴペ

キシ桂皮酸を飽和せしめたもの）と混合した。乾燥後、

プチドであれば抗原とはならないからである。さらに、

陽イオン化マトリックスとして分子量を決定した。単離

合成ペプチドによる生体外からの投与によって、可能性

精製物においては５７１．８５８と５７２．８４６とに

のある機能について簡易に試験研究できるという特徴も

大きな２つのピークが認められ、生体内においては両タ

ある。

イプのアミノ酸配列が存在しているものと考えられた
が、以下の実施例で検討したようにＣ末端がアミド化さ

【００３８】本発明における生理活性物質は、天蚕の前
40

幼虫から単離・精製できるが、天蚕で前幼虫以外のステ

れたものが細胞制御活性を有するものである。また、合

ージまたは天蚕以外の昆虫で、例えば、同じステージで

成Asp‑Ile‑Leu‑Agr‑Gly‑NH2 では５７１．９５９に最大

休眠する昆虫類や他のステージ（天蚕の場合）で、ま

ピークが認められ、そして合成Asp‑Ile‑Leu‑Agr‑Gly‑Ｃ

た、サクサンやクスサンのような他の野蚕でも、当該生

OOHでは５７３．０４５に最大ピークが認められた。か

理活性物質を単離できる可能性はある。

くして、本発明の生理活性物質は、５７１．９５９の分

【００３９】本発明における抗ガン機能を保つ生理活性

子量を有するペンタペプチドである。

物質は、ラットの肝ガン細胞の増殖を抑制することか

【００３５】上記ペンタペプチドは、天蚕の前幼虫態休

ら、ヒトの肝ガン、胃ガン、肺ガン、乳ガン等あらゆる

眠だけではなく、他の昆虫の幼虫期や蛹休眠期で発見さ

ガン細胞に対して増殖抑制効果を発揮する可能性が高

れる可能性もある。昆虫ホルモンでは、昆虫種が異な

い。

り、ステージが異なれば、同じ構造物質でも異なる機能

50

【００４０】

( 7 )

特開２００１−２６１５７２

11

12

【実施例】次に、本発明を実施例および比較例により詳

て細胞数を計測し、細胞増殖抑制機能を検討した。

細に説明するが、本発明はこれらの例に限定されるもの

（４）形態的観察

ではない。以下の実施例では、単離ペプチドと同じ配列

各ペプチドで処理した細胞を遠心分離により回収した

構造を有する合成ペプチドを用いて各種試験を行った。

後、これに１００μｌの１／２PBS(−)を加え懸濁せし

（１）ペプチドの合成

めた。次ぎに、カルノア固定液を２滴加えて懸濁させ、

本発明におけるガン細胞増殖抑制物質は天蚕幼虫由来の

カルノア固定液を１ｍｌ加え重層した。この重層液を静

新規な物質であり、構造的にはたった５個のアミノ酸か

かに撹拌し、室温で５分間静置した後遠心分離（４,０

らできている。従って、ペプチド合成法により多量に製

００ｒｐｍ、５分）し、上清を除いて、少量のカルノア

造することが可能である。ペプチド合成装置（PSSM‑8、
（株）島津製作所製）を用いて、通常の方法によってペ

固定液を添加し懸濁せしめた。この懸濁液をスライドガ
10

ラス上に１滴滴下し風乾した。さらに、細胞上に固定液

プチドAsp‑Ile‑Leu‑Arg‑Gly‑NH2 （DILRG‑NH2 またはRF‑N

１滴を滴下し、再び風乾した。これにギムザ染色液を重

H2 と称す）およびAsp‑Ile‑Leu‑Arg‑Gly‑COOH（DILRG‑CO

層し、３０分間室温で染色したのち水洗し、風乾後封入

OHまたはRF‑COOHと称す）を合成した。精製は逆相カラ

を行った。顕微鏡下で核の変化を観察した。

ム ULTRON VX‑ODS（20mm×250mm、信和化工（株）製）

（５）フローサイトメトリー（FACS）解析

をHPLCのシステム（LC‑10A、（株）島津製作所）に接続

各ペプチドで処理した細胞を７０％エタノールで４℃で

して行った。溶出は、８ｍｌ／分の流速で、０．１％ト

４時間固定した。固定した細胞をPBS(−)で洗浄後、２

リフルオロ酢酸（ＴＦＡ）の存在下でアセトニトリルの

ｍｇ／ｍｌのRNaseAを用いて３７℃で３０分間処理し、

濃度勾配（０〜５分は１〜５％、５〜３５分は５〜６０

RNAを分解した。その後、ヨウ化プロピジウム（２５μ

％）を用いて行い、活性画分を溶出せしめた、吸光度は

ｇ／ｍｌ）により３０分以上染色し、ナイロンメッシュ

２２０ｎｍで測定した。精製したペプチドは、サンプル

20

を用いて濾過した。フローサイトメーター（Becton Dic

プレート上で等量のマトリックス（５０％アセトニトリ

kinson社製、FACSVANTAGE）により１０,０００個の細胞

ル／０．１％ＴＦＡα−ＣＨＣＡを飽和させたもの）と

の蛍光強度（細胞あたりのDNA含量）を解析した。

混合した後乾燥させ、MALDI‑TOF MS（Voyager PerSepiv

（実施例１）ペンタペプチドによるラット肝ガン細胞(d

e Biosystems社製）によって純度を確認した。

RLh84)の増殖抑制効果：ガン細胞の増殖に及ぼすペンタ

【００４１】上記の方法に従って、DILRG‑NH2 （純度：

ペプチドの抑制効果を次のようにして調べた。ガン細胞

９５％以上、HPLCとTOF‑MSで検定）およびDILRG‑COOH

としては、比較的簡単に入手し易く、しかも細胞培養が

（純度：９５％以上、HPLCとTOF‑MSで検定）の２種類を

容易であるラット肝ガン細胞(dRLh84)を用いた。本発明

合成し、以下の実施例で用いた。

の生理活性物質(RF‑NH2 )とガン細胞増殖の関係を明らか

（２）細胞と培地組成

にするために、対照区として、細胞培地にPBS(−)を添

ラット肝ガン細胞(dRLh84)を用い、この細胞の培養に

30

加したもの、実験区として、細胞培地に上記Ｃ末端がア

は、４ｍＭグルタミン、５０Ｕ／ｍｌペニシリン、１０

ミド化されているタイプのRF‑NH2 およびＣ末端が遊離酸

０μｇ／ｍｌカナマシンが含有された１０％ウシ新生児

化されているRF‑COOHを、それぞれ、２００μｇ／ｍｌ

血清を含むダルベッコ変法イーグル培地(DMEM)を使用し

添加したものを用いて培養を行った。培養細胞数を３〜

た。上記細胞について、３７℃で５％ＣＯ2 を含む湿潤

５×１０ 個に調整し、所定量の各ペプチドを添加しま

環境下で細胞培養を行った。

たは添加しないで、５％ＣＯ2 の存在下、３７℃で培養

（３）ガン細胞の増殖抑制アッセイ

した。培養後２４時間後と４８時間後の培養液につい

１００ｍｍのデイッシュ（一般的にはシャーレ）に生育

て、ガン細胞の形態的な観察を倒立顕微鏡下で直接行っ

している細胞の古い培地を除いてPBS(−)（リン酸生理

た。この顕微鏡写真を図２に示す。

5

緩衝液からＣａイオンとＭｇイオンを除去したもの）で
１回洗浄した。１０％トリプシン液１．５ｍｌを加え、

【００４２】図２に示したように、RF‑NH2 を添加した実
40

験区では、２４時間後および４８時間後とも、培養開始

均一となるように静かにディッシュ全体に行きわたらせ

時点（０時間）の細胞数と比較しても増加はほとんどな

た後に、１ｍｌを除いて３７℃で５分間保温し、顕微鏡

く、しかも４８時間後には細胞の形態が紡錘形から丸形

で細胞が底から剥がれているのを確認した。次いで、新

に変化していた。このような細胞の形態変化は、細胞分

しいDEME培地を９．５ｍｌ加え、ピペッテイングにより

裂活動の状態から分裂活動の停止状態へと変化したこと

細胞を１個１個バラバラにして浮遊させた。この浮遊液

を意味する。一方、対照区およびRF‑COOHを添加した実

を１／２０希釈率で１００ｍｍのデイッシュ（総量は１

験区では、２４時間後および４８時間後とも、培養開始

０ｍｌ）に植え込み、これをインキュベーターに入れ、

時点の細胞数と比較して極めて顕著に増加していた。図

２４時間培養した。所定の濃度になるように各ディッシ

２の結果は、本発明における生理活性物質を培養細胞に

ュにそれぞれのペプチドを添加して３７℃で培養し、２

添加することによって、ラットのガン細胞の増殖が形態

４時間および４８時間経過後の時点で血球計算板を用い

50

的に抑制されることを意味している。
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（実施例２）ペンタペプチド濃度によるラット肝ガン細

８時間の培養液から培養細胞だけを新鮮な培地に移し変

5

胞(dRLh84)の増殖抑制効果：３×１０ 個のdRLh84細胞

えて、上記と同じ培養条件で培養し、その後のガン細胞

に対し所定の濃度(０、５０、１００、２００μｇ／ｍ

の増殖量変化を調べた。その結果、増殖が一旦抑制され

ｌ)となるようにペプチド(DILRG‑NH2 またはDILRG‑COOH)

ていたガン細胞は、対照区のPBS(−)添加の場合と同様

を細胞培地に添加し、５％ＣＯ2 存在下、３７℃で４０

に急速に増殖を開始した。従って、このことは、ガン細

時間培養した。その後トリパンブルーで処理し生細胞数

胞抑制のためには本発明のペプチドの存在が常時不可欠

を計測した。得られた結果を図３に示す。

であること、さらに、このペプチドによりあらゆる生物

【００４３】図３に見るとおり、実験区のRF‑COOHの場

の細胞増殖を可逆的に制御できることを示唆するもので

合、２００μｇ／ｍｌの高濃度でも生細胞数は１４．６
5

×１０ 個のレベルで増殖活性にほとんど変化は認めら

ある。
10

（実施例４）ペプチド添加による細胞周期変化の解析：

れない。しかし、 RF‑NH2 添加区では、５０μｇ／ｍｌ

実施例１、２、および３（図２、３、および４）によ

濃度から生細胞数は顕著に減少し、２００μｇ／ｍｌの

り、本発明の生理活性物質がラットガン細胞の増殖能力

高濃度では対照区の約半分の生細胞数に当たる７．７×

を抑制することは実証できた。次に、その抑制のメカニ

5

１０ 個のレベルまで減少した。図３から、実施例１に

ズムを検討することにした。濃度が２００μｇ／ｍｌと

おいて形態的に観察したRF‑NH2 によるガン細胞増殖抑制

なるようにペプチド(DILRG‑NH2 )を実施例１と同じ条件

が生細胞数の減少と符合することがわかる。また、本発

で培地に添加して、培養し、４８時間培養した細胞をエ

明における生理活性物質でＣ末端をアミド化したペプチ

タノール固定後、ヨウ化プロピジウム染色を行った。ま

ドには、顕著なガン細胞の増殖抑制効果があるが、Ｃ末

た、対照区としてPBS(−)を添加したものについても同

端が遊離酸化されているタイプのペプチドにおいては抑

様に処理した。細胞のＤＮＡ含量をフローサイトメータ

制効果がまったく発現しなかったことがわかる。

20

ーを用いて解析した。得られた結果を図５に示す。な

（実施例３）ラット肝ガン細胞(dRLh84)増殖能力と培養

お、この目的のために、フローサイトメトリー解析を使

時間との関係：実施例１と２の結果から、昆虫の生理活

用するが、この方法は、ＤＮＡ結合性の蛍光色素である

性物質がラット肝ガン細胞の増殖を抑制することが明ら

ヨウ化プロジウムで染色して、ＤＮＡ含量を測定するも

かになったので、さらに、本発明の生理活性物質を用い

のであり、細胞周期制御の解析が可能となる。すなわ

ガン細胞の増殖能力と培養時間との関係を検討するため

ち、生物細胞は分裂しながらＧ０／Ｇ１、Ｓ（ＤＮＡ複

に、培養時間を延長して培養を行った。培養法として

製期）、そしてＭ期（細胞分裂期）へと周期変化を起こ

は、実施例２と同様の方法で行った。培養時間は７２時

しながら増殖するが、図５は個々のガン細胞のＤＮＡ量

間まで延長し、対照区としてはPBS(−)を使用し、ま

をフローサイトメーターを用いて測定し、解析したもの

5

た、実験区としては、３×１０ 個の細胞に対し濃度が
２００μｇ／ｍｌとなるようにペプチド(DILRG‑NH2 )を

である。図５に示したように、PBS(−)添加の対照区
30

（図５(Ａ)）とRF‑NH2 添加の実験区（図５(Ｂ)）におけ

細胞培地に添加し、５％ＣＯ2 存在下、３７℃で２４、

る細胞周期変化によれば、ペプチド添加および無添加に

４８、７２時間それぞれ培養した。その後、トリパンブ

より、ラット肝ガン細胞周期への影響パターンが異なる

ルーで処理し生細胞数を計測した。得られた結果を図４

ことが推測された。

に示す。

【００４６】次ぎに、図５で見られたパターンを詳細に

【００４４】図４に見るとおり、細胞数が、対照区では

計測した。Ｇ０／Ｇ１期では、ＤＮＡ量は２ｎであるの

培養後７２時間まで培養時間が増すに従って急激に増殖

に対し、Ｍ期では２倍の４ｎとなる。図５の解析で２ｎ

5

5

し、生細胞数が３×１０ 個から６０×１０ 個まで２０

のＤＮＡ量は３６０に、そして４ｎのＤＮＡはＤＮＡ量

倍以上にも増大した。一方、実験区では７２時間の間に

は７００に対応したピークまたは幅広いピークに対応す

5

5

細胞数が３×１０ 個から８×１０ 個と２．７倍の増加
を示したに過ぎなかった。この結果は、本発明の生理活

る。図５に示す細胞周期変化の解析パターンがＧ０／Ｇ
40

１、Ｓ、Ｍ期に特色のあるピークの線型結合からなると

性物質がガン細胞増殖能力を７．５分の１レベルに抑制

仮定し、それぞれの成分に分割することにより各ステー

することを意味するものである。すなわち、本発明の生

ジの細胞の割合が求められる。得られた結果を表１に掲

理活性物質は、ガン細胞増殖能を、かなりのレベルで抑

げる。

制する効果を発揮していることが明らかである。

【００４７】

【００４５】次いで、上記ペプチド添加培地の培養後４

【表１】
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【００４８】表１に示したように、細胞周期ステージの

のＮ末端のアスパラギン酸を欠いたILRGでも効果的であ

Ｇ２（有糸分裂準備期）とＭ期（細胞分裂期）（表中で

ることを明らかにすることができた。この結果は、４個

は、Ｇ２／Ｍ期に符合）の細胞割合は、対照区が１１．
９２％、実験区が１２．１０％であり、両者ともほとん

から５個のアミノ酸配列をリード化合物としながら将来
10

強力な細胞増殖抑制剤を開発するためにも重要な情報と

ど変わらないが、Ｇ０期（静止期）とＧ１期（ＤＮＡ複

なり得る。

製決定期）（表中では、Ｇ０／Ｇ１期と符合）の細胞割

【００５０】

合は、対照区が５０．５３％であるのに対し、実験区が

【発明の効果】本発明によれば、有効成分としての生理

６６．０７％であり、対照区より３割以上多かった。ま

活性物質であるペプチドは、５個のアミノ酸からなるペ

た、Ｓ期（ＤＮＡ複製期）の場合は逆に、対照区の３

ンタペプチド（分子量５７０．５９５）、又は４個のア

７．５５％に対し、実験区は２１．８４％であり、対照

ミノ酸からなるペプチド（分子量４５６．５８）である

区より４割以上少なかった。従って、この結果は、本発

ため、生体に投与しても抗原抗体反応が起こり難く、し

明の生理活性物質が細胞周期のＧ０とＧ１の両ステージ

かも抗ガン活性という特異的な機能を有している。この

を増大させるように作用し、それによってＳ期が少なく

ペプチドそのままでも種々の動物に直接投与できる。ヒ

なり、生細胞数の増殖が抑制されたことを実証するもの

20

トだけでなく、家畜等の高等動物においても、本ペプチ

である。

ドのように短い低分子のペプチドは抗原とはなり難いの

（実施例５）本発明の生理活性物質の構造と細胞増殖抑

で、該ペプチドの生体外からの投与によって、抗ガン機

制効果の関係：実施例１、２、および３の結果から、昆

能を発揮させることができるという利点を持っている。

虫の生理活性物質がラット肝ガン細胞に対して増殖抑制

さらに本発明におけるペプチドは、抗原抗体反応を起こ

効果を有すること明らかにすることができた。さらに、

すことのない細胞増殖抑制効果のある新しい医薬剤とな

実施例４の結果から、そのメカニズムとして細胞周期を

り得る。本発明における遺伝子Any‑RFを有する低分子量

制御することで細胞増殖の抑制を発現することを示すこ

のペプチドは、副作用を伴なわずに効率的にガン細胞の

とができた。そこで、この物質の５個のアミノ酸配列の

増殖を阻害する機能を持ち、ヒトの子宮ガン、肝臓ガ

どの部分が構造的に不可欠であるか検討することにし

ン、肺ガン、胃ガン、乳ガン等の細胞増殖を効率的に抑

た。培養法としては、実施例１と同様の方法で行った

30

制し、ひいては生体細胞の細胞制御を効率的に行うこと

が、対照区としては、PBS(−)と、棘皮動物から昆虫お

ができる。従来の抗ガン剤が持つ正常細胞への悪影響

よび哺乳類までにわたって広範に存在する４個のアミノ

（細胞死）問題を解消し、静止期にある多くの正常細胞

酸から構成され、Ｃ末端がアミド化されているFMRF‑NH2

へは影響なく、増殖細胞だけを抑制するという優れた働

とをそれぞれ使用した。実験区としては、２．６×１０

きを持つ。

5

【００５１】蚕由来のセクロピンは分子量が約４ｋＤ

個の細胞に対して濃度が２００μｇ／ｍｌとなるよう

に完全合成ペプチド(DILRG‑NH2 )またはＮ末端のアスパ

ａ、モンシロチョウ由来のピエリシンは９８ｋＤａであ

ラギン酸を欠いた不完全合成ペプチド(ILRG‑NH2 )を細胞

るのに対し、本発明における生理活性物質は、０．５７

培地に添加したものを使用した。対照区と実験区のそれ

１９５９ｋＤａという低分子量であることから、前記二

ぞれについて、５％ＣＯ2 存在下、３７℃で４８時間培
養した。その後、トリパンブルーで処理し生細胞数を計

つのものと比較して、抗原抗体反応が起こり難いのであ
40

測した。得られた結果を図６に示す。

り、抗ガン剤開発のリード化合物としても有望なもので
ある。しかも、ガン細胞の生細胞を増加させない機能を

【００４９】図６に示したように、対照区のPBS(−)やF

保つ（図２、図３、および図４）とともに、生存するガ

5

MRF‑NH2 では、生細胞数は１９．１〜１９．７×１０ 個

ン細胞に対して、ガン細胞の周期ステージを変化させ、

のレベルであり、完全合成ペプチドの場合には７．７×

一旦休止状態にさせる点に大きな特徴がある。この点に

5

１０ 個であり、細胞数で１桁異なる増殖抑制が確認さ

おいて従来の如何なる抗ガン剤の作用機序とも異なって

れた。しかし、Ｎ末端を欠いた不完全合成ペプチドの場

おり、医薬品として実用化できる。すなわち、本発明の

5

合には８．４×１０ 個と完全合成ペプチドよりはやや

生理活性物質は、ＤＮＡ複製期に相当するＳ期間を減少

増殖細胞数が多いが、十分な増殖抑制効果が認められ

させ、静止期のＧ０ならびに第１期に符合するＧ１期を

た。従って、増殖抑制効果を発現するペプチドとして

延長させる機能を持つ。かくして、本発明の生理活性物

は、Ｃ末端がアミド化されていると共に、休眠制御物質

50

質はガン細胞の増殖を効率的に阻害する。

( 10 )

特開２００１−２６１５７２

17

18

【００５２】これに対し、セクロピンにしろピエリシン

<120> Substance for Repressing Diapause of Insects

にしろ、生細胞を減少せしめることによりガン細胞の増

and Method of Obtaining the Same

殖を抑制する機能を持ち、細胞死（アポトーシス）を引

<130> 990137

き起こすことによりガン細胞の増殖を阻害するに過ぎな

<160> 1

い。

<210> 1

【００５３】一般に、細胞周期においてはＧ０期とＧ１

<211> 5

期が最も長い時間を要するといわれている。その両ステ

<212> PRT

ージを増大するように作用する本発明における生理活性

<213> Antheraea yamamai Guerin‑Meneville

物質は、従来報告されている昆虫由来のガン細胞抑制効
果物質とは根本的に異なっている。従来のものはアポト

10

ーシス（細胞死）に伴う核の凝縮や断片化を誘導し、そ
の結果、生細胞数を減少せしめるものである。しかし、

【図面の簡単な説明】

本発明の生理活性物質の機能は、細胞周期のＧ０とＧ１

【図１】本発明における生理活性物質の単離、精製プロ

を増大しＳ期を減少させ、その結果、生細胞の細胞周期

セスを示すフローシート。

が長時間となり、最終的には増殖抑制をすることにあ

【図２】DILRG‑NH2 またはDILRG‑COOHによるラット肝ガ

る。従って、本発明の生理活性物質は、ガン細胞増殖に

ン細胞(dRLh84)の形態学的変化と増殖抑制を示す顕微鏡

おいて細胞死を誘導するのではなく、細胞周期を制御し

写真。

細胞の増殖を抑制することで細胞数が増えないように作

【図３】DILRG‑NH2 またはDILRG‑COOHによるラット肝ガ

用している。

ン細胞(dRLh84)の増殖抑制効果を、濃度と生細胞数との

【００５４】本発明の生理活性物質は、先願発明で述べ

20

関係で示すグラフ。

たように、生理活性機能の一つとして、天蚕前幼虫の休

【図４】DILRG‑NH2 またはPBS(−)によるラット肝ガン細

眠を長く維持するように作用する。一般に生物の休眠と

胞(dRLh84)の増殖抑制効果を、培養時間と生細胞数との

は、細胞の増殖が停止し低エネルギー状態を維持するこ

関係で示すグラフ。

とが特徴と考えられている。従って、この物質の機能を

【図５】（Ａ）PBS(−)を添加した場合のラット肝ガン

多面的に応用する一例として、哺乳類のガン細胞増殖を

細胞(dRLh84)の細胞周期変化を示すスペクトル（対照

制御する目的においても活用できる。さらに、多くの生

区）。

物細胞の増殖を抑えると考えられるので、細胞レベル・

（Ｂ）RF‑NH2 を添加した場合のラット肝ガン細胞(dRLh8

個体レベルの長期保存剤としても利用できる。

4)の細胞周期変化を示すスペクトル（実験区）。

【００５５】

【図６】DILRG‑NH2 によるラット肝がん細胞(dRLh84)の

【配列表】SEQUENCE LISTING
<110> Inoue, Hajime; Director General of National
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増殖抑制効果を、他の物質による増殖抑制効果と比較し
て示すグラフ。

Institute of Sericultural and Entomological Scienc
e Ministry of Agriculture, Forestry and Fisherries
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【図４】
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