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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　改変酵素分子を含む架橋マトリックスであって、
改変酵素分子により架橋される基質ポリマーを含み、
改変酵素分子が、基質ポリマーの架橋によってマトリックスが形成されるのに伴い架橋マ
トリックス内における酵素分子の感知体積が変化するように改変されたものであることを
特徴とする、架橋マトリックス。
【請求項２】
　前記改変酵素分子が、
ａ）前記改変酵素分子の実際のサイズが増加するように改変されたもの、
ｂ）前記改変酵素分子の流体力学的体積が増加するように改変されたもの、または
ｃ）改変していない酵素と比較して前記改変酵素の等電点を変化させることにより、前記
改変酵素分子の静電荷が前記基質ポリマーの正味の電荷と反対の符号の電荷となるように
改変されたもの
であることを特徴とする、請求項１に記載のマトリックス。
【請求項３】
　前記改変が、スクシニル化、アセチル化、カルバミル化、還元的アルキル化、および無
水マレイン酸処理からなる群から選択される方法による前記酵素のリシンのε－アミノ基
における改変、または負の荷電量を減少させるための前記酵素の１つ以上のカルボン酸含
有側鎖における改変であることを特徴とする、請求項２に記載のマトリックス。
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【請求項４】
　前記改変が、少なくとも１つの分子または部分を前記改変酵素分子に共有結合または非
共有結合させることを含む、請求項２または３に記載のマトリックス。
【請求項５】
　前記改変が、改変作用を有する分子を前記改変酵素分子に共有結合させることを含む、
請求項４に記載のマトリックス。
【請求項６】
　前記改変作用を有する分子が担体またはポリマーを含むことを特徴とする、請求項５に
記載のマトリックス。
【請求項７】
　前記ポリマーが、合成ポリマー、セルロースポリマー、タンパク質、または多糖を含む
ことを特徴とする、請求項６に記載のマトリックス。
【請求項８】
　ａ）前記セルロースポリマーが、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメ
チルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、およびメチルセルロースのうちの１種以
上を含むこと、
　ｂ）前記多糖が、デキストラン、コンドロイチン硫酸、デルマタン硫酸、ケラタン硫酸
、ヘパリン、ヘパラン硫酸、ヒアルロン酸、およびデンプン誘導体のうちの１種以上を含
むこと、または
　ｃ）前記改変作用を有する分子が、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）を含むこと
を特徴とする、請求項７に記載のマトリックス。
【請求項９】
　前記ＰＥＧが活性化ＰＥＧを含み、
該活性化ＰＥＧが、メトキシＰＥＧ（ｍＰＥＧ）、ｍＰＥＧ－ＮＨＳ、ｍＰＥＧのスクシ
ンイミジルエステル、ｍＰＥＧ－グルタレート－ＮＨＳ、ｍＰＥＧ－バレラート－ＮＨＳ
、ｍＰＥＧ－カルボナート－ＮＨＳ、ｍＰＥＧ－カルボキシメチル－ＮＨＳ、ｍＰＥＧ－
プロピオナート－ＮＨＳ、ｍＰＥＧ－カルボキシペンチル－ＮＨＳ、ｍＰＥＧ－ニトロフ
ェニルカルボナート、ｍＰＥＧ－プロピルアルデヒド、ｍＰＥＧ－トシラート、ｍＰＥＧ
－カルボニルイミダゾール、ｍＰＥＧ－イソシアネート、ｍＰＥＧ－エポキシド、および
これらの組み合わせのうちの１種以上を含むことを特徴とする、請求項８に記載のマトリ
ックス。
【請求項１０】
　ａ）前記活性化ＰＥＧが、前記酵素のアミン基もしくはチオール基と反応すること、
　ｂ）前記活性化された酵素のリシン残基に対する前記活性化ＰＥＧのモル比が、０．５
～２５の範囲であること、
　ｃ）前記活性化ＰＥＧが、一官能基型、ヘテロ二官能基型、ホモ二官能基型、もしくは
多官能基型であること、
　ｄ）前記活性化ＰＥＧが、分岐ＰＥＧもしくはマルチアームＰＥＧであること、および
／または
　ｅ）前記活性化ＰＥＧが、１０００ダルトン～４０，０００ダルトンの範囲のサイズで
あること
を特徴とする、請求項９に記載のマトリックス。
【請求項１１】
　前記酵素および前記基質ポリマーのいずれにも共有結合していないコポリマーをさらに
含む、請求項１～１０のいずれかに記載のマトリックス。
【請求項１２】
　前記コポリマーが、多糖またはセルロースポリマーを含むことを特徴とする、請求項１
１に記載のマトリックス。
【請求項１３】
　ａ）前記多糖が、デキストラン、コンドロイチン硫酸、デルマタン硫酸、ケラタン硫酸
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、ヘパリン、ヘパラン硫酸、ヒアルロン酸、もしくはデンプンを含むこと、または
　ｂ）前記セルロースポリマーが、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメ
チルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、もしくはメチルセルロースを含むこと
を特徴とする、請求項１２に記載のマトリックス。
【請求項１４】
　前記改変酵素分子が、前記改変酵素分子と複数の他の酵素分子とを架橋させることによ
って複数の架橋化酵素分子凝集体が形成されるように改変されたものであることを特徴と
する、請求項１～１３のいずれかに記載のマトリックス。
【請求項１５】
　マトリックスの形成を調節する方法であって、
マトリックスが形成されるのに伴い架橋マトリックス内における酵素分子の感知体積が変
化するように酵素分子を改変すること；
改変した酵素分子と、改変した酵素分子の基質である少なくとも１種の基質ポリマーとを
混合すること；および
改変した酵素分子による該少なくとも１種の基質ポリマーの架橋によってマトリックスを
形成させることを含み、
このマトリックス形成の少なくとも一部が酵素分子の改変によって調節されることを特徴
とする方法。
【請求項１６】
　ａ）前記改変酵素分子と前記少なくとも１種の基質ポリマーとを溶液中で混合すること
、および／または
　ｂ）前記改変が、ｐＨ７～９において前記酵素をＰＥＧ化することを含むこと
を特徴とする、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　ａ）前記基質ポリマーが、元より架橋可能なポリマー、前記改変酵素により架橋可能な
部分変性ポリマー、および前記改変酵素により架橋可能な官能基もしくはペプチドを含む
改変ポリマーからなる群から選択される基質ポリマーを含むこと、
　ｂ）前記基質ポリマーが、ゼラチン、コラーゲン、カゼイン、アルブミン、もしくは改
変ポリマーを含み、前記改変酵素分子が、改変トランスグルタミナーゼおよび／もしくは
改変酸化酵素を含むこと、ならびに／または
　ｃ）前記ゼラチンが、動物組織もしくは動物組織から得られるコラーゲンを部分的に加
水分解することによって得られるゼラチン；細菌系、酵母系、動物系、昆虫系、植物系、
もしくは任意の種類の細胞培養を用いて産生される組換えゼラチン；およびこれらの組み
合わせからなる群から選択され、該動物組織が、動物の皮、結合組織、枝角、角、骨、お
よび魚鱗からなる群から選択されること
を特徴とする、請求項１～１４のいずれかに記載のマトリックス。
【請求項１８】
　ａ）前記少なくとも１種の基質ポリマーが、元より架橋可能なポリマー、前記改変酵素
により架橋可能な部分変性ポリマー、および前記改変酵素により架橋可能な官能基もしく
はペプチドを含む改変ポリマーからなる群から選択される基質ポリマーを含むこと、
　ｂ）前記少なくとも１種の基質ポリマーが、ゼラチン、コラーゲン、カゼイン、アルブ
ミン、もしくは改変ポリマーを含み、前記改変酵素分子が、改変トランスグルタミナーゼ
および／もしくは改変酸化酵素を含むこと、ならびに／または
　ｃ）前記ゼラチンが、動物組織もしくは動物組織から得られるコラーゲンを部分的に加
水分解することによって得られるゼラチン；細菌系、酵母系、動物系、昆虫系、植物系、
もしくは任意の種類の細胞培養を用いて産生される組換えゼラチン；およびこれらの組み
合わせからなる群から選択され、該動物組織が、動物の皮、結合組織、枝角、角、骨、お
よび魚鱗からなる群から選択されること
を特徴とする、請求項１５～１６のいずれかに記載の方法。
【請求項１９】
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　ａ）前記改変トランスグルタミナーゼが、改変された微生物トランスグルタミナーゼを
含むこと、ならびに
　ｂ）前記改変酸化酵素が、チロシナーゼ、ラッカーゼ、およびペルオキシダーゼのうち
の１種以上を含むこと
を特徴とする、請求項１７に記載のマトリックス。
【請求項２０】
　ａ）前記改変トランスグルタミナーゼが、改変された微生物トランスグルタミナーゼを
含むこと、ならびに
　ｂ）前記改変酸化酵素が、チロシナーゼ、ラッカーゼ、およびペルオキシダーゼのうち
の１種以上を含むこと
を特徴とする、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記酵素分子をＰＥＧ化により改変し、このＰＥＧ化によって、マトリックスが使用さ
れる宿主動物の免疫系から前記酵素分子がマスクされ、その免疫原性がマスクされること
を特徴とする、請求項１～１４、１７及び１９のいずれかに記載のマトリックス。
【請求項２２】
　前記酵素分子をＰＥＧ化により改変し、このＰＥＧ化によって、マトリックスが使用さ
れる宿主動物の免疫系から前記酵素分子がマスクされ、その免疫原性がマスクされること
を特徴とする、請求項１５～１６、１８及び２０のいずれかに記載の方法。
【請求項２３】
　請求項１～１４、１７、１９及び２１のいずれかに記載のマトリックスを含む、止血剤
または外科用シーラント。
【請求項２４】
　請求項１～１４、１７、１９及び２１のいずれかに記載のマトリックスを含む、創傷を
密封するための組成物。
【請求項２５】
　組織における縫合線またはステープルラインを密封するための、請求項２４に記載の組
成物の使用（ただし、ヒトを除く）。
【請求項２６】
　請求項１～１４、１７、１９及び２１のいずれかに記載のマトリックスを含む、局所的
薬物送達用のビヒクルのための組成物。
【請求項２７】
　注入可能な足場として適した請求項１～１４、１７、１９及び２１のいずれかに記載の
マトリックスを含む、組織工学のための組成物。
【請求項２８】
　組成物を改変する方法であって、
架橋可能な官能基を有する改変酵素と、該改変酵素によって架橋可能な少なくとも１種の
部分を有するタンパク質とを提供すること；および
該改変酵素と該タンパク質とを混合することを含み、
該改変酵素により該タンパク質を架橋し、かつ該架橋可能な官能基を介して該改変酵素を
該タンパク質に架橋することを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
酵素架橋マトリックスの利用
　酵素架橋マトリックスは、食品産業、化粧品産業、および医療産業において、様々な用
途に利用されている。酵素架橋ヒドロゲルは、特に医療用途において、組織シーラント、
組織接着剤、止血製剤、組織工学用マトリックス、薬物送達プラットフォームなどの様々
な医療用途に広く利用されている。ゼラチンやポロキサマーなどのヒドロゲルのいくつか
は、特定の条件下（たとえば温度変化など）においてポリマー鎖同士が物理的に相互作用
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することによって形成され得るが、一方、ポリマー溶液のヒドロゲルが形成されるには架
橋を必要とすることが多い。埋め込み可能なヒドロゲルにおいては、固体ゲルが実際に形
成されることに加えて、このゲルを使用する組織で一般的に見られる状態、たとえば、力
学的ストレス、体温上昇、酵素的分解、化学的分解などに対する抵抗性が必要とされる。
このように、多くの場合において、ヒドロゲルマトリックスの架橋が必要とされる。架橋
は、ヒドロゲルをプレキャストまたは成型することによって体外で行ってもよい。この架
橋方法は、主に、組織工学または薬物送達においてヒドロゲルを使用する場合に用いられ
る。あるいは、架橋を体内で行ってもよく（ｉｎ ｓｉｔｕゲル化またはｉｎ ｓｉｔｕ架
橋）、所望の部位に注入または塗布した溶液を架橋させてゲルを形成させる。
【０００２】
　ゲル形成は、様々な架橋アプローチによって開始することができる。化学的アプローチ
によるゲル形成としては、シアノアクリレートにおいて見られるような接触による重合開
始、または光開始などの外部刺激による重合開始が挙げられる。あるいは、グルタルアル
デヒドやカルボジイミドなどの低分子量架橋剤（Otani Y, Tabata Y, Ikada Y. Ann Thor
ac Surg 1999, 67, 922-6. Sung HW, Huang DM, Chang WH, Huang RN, Hsu JC. J Biomed
 Mater Res 1999, 46, 520-30. Otani, Y.; Tabata, Y.; Ikada, Y. Biomaterials 1998,
 19, 2167-73. Lim, D. W.; Nettles, D. L.; Setton, L. A.; Chilkoti, A. Biomacromo
lecules 2008, 9, 222-30.）または活性化置換基（Iwata, H.; Matsuda, S.; Mitsuhashi
, K.; Itoh,E.; Ikada, Y. Biomaterials 1998, 19, 1869-76）を用いて、あらかじめ形
成されたポリマーを化学的に架橋することによってもゲルを形成することができる。
【０００３】
　しかしながら、化学的架橋剤は、毒性、発癌性、または刺激性を有することが多いため
、食品、化粧品、または医薬品において化学的架橋を行うと問題が生じることがある。さ
らに、化学的架橋剤は、架橋マトリックス外へと容易に拡散し得る小型分子であり、局所
的・全身的障害を引き起こし得る。
【０００４】
　化学的架橋に代わるもののひとつとして、酵素的架橋アプローチが挙げられる。ゲル形
成を開始するための酵素的架橋アプローチは、種々の異なる架橋化酵素に基づいて研究が
なされている。このような酵素的架橋アプローチとしては、たとえば、ムラサキイガイ接
着剤などの接着剤による酵素的架橋（Strausberg RL, Link RP. Trends Biotechnol 1990
, 8, 53-7）、またはフィブリンシーラントで利用されているような血液凝固による酵素
的架橋（Jackson MR. Am J Surg 2001, 182, 1S-7S. Spotnitz WD. Am J Surg 2001, 182
, 8S-14S Buchta C, Hedrich HC, Macher M, Hocker P, Redl H. Biomaterials 2005, 26
, 6233-41. 27-30）が挙げられる。
【０００５】
　ムラサキイガイ接着剤による架橋は、接着性タンパク質のフェノール（すなわちドーパ
）残基が反応性キノン残基へと酵素的に変換されることによって開始され、次いで、この
反応性キノン残基においてタンパク質間架橋反応が起こる（Burzio LA, Waite JH. Bioch
emistry 2000, 39, 11147-53. McDowell LM, Burzio LA, Waite JH, Schaefer JJ. Biol 
Chem 1999, 274, 20293-5）。この種のシーラントには、チロシナーゼや、ラッカーゼお
よびペルオキシダーゼが酵素として用いられている。チロシナーゼはチロシンから、ラッ
カーゼおよびペルオキシダーゼは他のフェノール化合物から、キノン類およびフリーラジ
カルを生成することによって作用する。次いで、キノン類およびフリーラジカルは、タン
パク質の遊離アミン、またはタンパク質および多糖類に含まれる同様に修飾されたフェノ
ール基を架橋することができる。
【０００６】
　技術モデルとなっている第２の架橋作用として、血液凝固において見られるトランスグ
ルタミナーゼ触媒反応が挙げられる（Ehrbar M, Rizzi SC, Hlushchuk R, Djonov V, Zis
ch AH, Hubbell JA, Weber FE, Lutolf MP. Biomaterials 2007, 28, 3856-66）。ｉｎ 
ｓｉｔｕゲル形成のためのバイオミメティックアプローチにおいては、第XIIIａ因子や他
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の組織トランスグルタミナーゼの使用について研究がなされてきた（Sperinde J, Griffi
th L. Macromolecules 2000, 33, 5476-5480. Sanborn TJ, Messersmith PB, Barron AE.
 Biomaterials 2002, 23, 2703-10）。
【０００７】
　さらなるｉｎ ｓｉｔｕ架橋ゲル形成のうち特に興味深いものとして、カルシウム非依
存性微生物トランスグルタミナーゼ（ｍＴＧ）によるゼラチンの架橋が挙げられる。ｍＴ
Ｇは、第XIIIａ因子と類似した架橋反応を触媒するが、活性化のためにトロンビンもカル
シウムも必要としない。ｍＴＧに関する初期の研究は、食品産業において用いることを目
的としていたが（Babin H, Dickinson E. Food Hydrocolloids 2001, 15, 271-276. Moto
ki M, Seguro K. Trends in Food Science & Technology 1998, 9, 204-210.）、後の研
究では医療分野における利用可能性が検討された。過去のインビトロ研究において、ｍＴ
Ｇはゼラチンを架橋して数分以内にゲルを形成できること、ゼラチン－ｍＴＧ接着剤は湿
った組織にも濡れた組織にも接着することができること、およびその接着強度はフィブリ
ンベースのシーラントと同等もしくはそれ以上であることが示されている（Chen TH, Pay
ne GFら, Biomaterials 2003, 24, 2831-2841. McDermott MK, Payne GFら, Biomacromol
ecules 2004, 5, 1270-1279. Chen T, Payne GFら, J Biomed Mater Res B Appl Biomate
r 2006, 77, 416-22.）。ゼラチンとｍＴＧの医療用接着剤としての使用は、国際公開第
２００８／０７６４０７号に記載されている。
【０００８】
　架橋マトリックスを形成するための架橋剤として酵素を使用した際の不都合のひとつと
して、所望のゲル状態が形成された後でも酵素が架橋反応を継続し得ることが挙げられる
。架橋反応の継続は望ましくない場合が多く、その理由のひとつとして過剰な架橋により
硬くて脆く柔軟性に劣るゲルが生じ得ることが挙げられる。さらに、架橋マトリックスの
力学的特性がゲルの寿命を通して変化し続け、一貫した特性を持たせることが難しい。所
望の架橋密度を上回っても酵素的架橋が継続されることは、架橋マトリックスまたはヒド
ロゲルが一旦形成されても酵素が架橋反応を触媒し続けることができることに起因する。
これは、溶液粘度が非常に増加しても、酵素がマトリックス全体に拡散し続けることがで
きるかどうかに依存する。この見解は、ポリマー溶液の部分的架橋から生じるネットワー
ク形成の初期段階において、溶液粘度が急速に増加するとトランスグルタミナーゼの移動
は急速に低下することを、ペプチドグラフト化合成ポリマー溶液についての研究に基づき
示唆したＨｕら（Hu BH, Messersmith PB. J. Am. Chem. Soc., 2003, 125(47), pp 1429
8-14299）による報告と一致している。
【０００９】
　力学的特性の低下を生じる過剰な酵素的架橋ついては、過去にいくつかの文献において
報告されている。
【００１０】
　Ｂａｕｅｒらは、高レベルの微生物トランスグルタミナーゼ（ｍＴＧ）がコムギグルテ
ンタンパク質の過剰な架橋を引き起こし、これによって、グルテンネットワークの柔軟性
の喪失および力学的損傷が引き起こされることを実証した（Bauer N, Koehler P, Wieser
 H, and Schieberle P. Studies on Effects of Microbial Transglutaminase on Gluten
 Proteins of Wheat II Rheological Properties. Cereal Chem. 80(6): 787-790）。
【００１１】
　Ｓａｋａｉらは、フェノール間の共有結合性架橋が多いほど力学的安定性は効果的に増
強されるが、フェノール間の架橋が多すぎると形成されるゲルが脆くなることを見出した
（Sakai S, Kawakami K. Synthesis and characterization of both ionically and enzy
matically crosslinkable alginate, Acta Biomater 3 (2007), pp. 495-501）。
【００１２】
　カルシウム依存性トランスグルタミナーゼなどの補因子依存性架橋化酵素を用いる場合
、一定時間反応させた後、結合反応または他の方法によって補因子を除去すると、架橋度
を制限することができる。しかしながら、補因子を除去することは、ヒドロゲルが補因子
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を捕捉し得るヒドロゲル形成においては技術的に不可能である場合が多い。微生物源から
入手可能なトランスグルタミナーゼなどの補因子非依存性酵素を用いる場合、反応系で熱
処理を行うことによって架橋度を制限することができる。しかしながら、熱処理はタンパ
ク質機能に悪影響を及ぼすため行わない方が望ましい。さらに、あらゆる反応系に熱処理
が適するとは限らない。
【００１３】
　架橋マトリックス内で過剰な架橋が生じることのほかに、所望の架橋状態が得られた後
にマトリックス内において架橋化酵素が持続的に拡散することによって、酵素がゲル外へ
と速い速度で拡散し得る（これは酵素溶出としても知られている）。これによって、体内
に放出された高レベルの架橋化酵素が体内組織と相互作用して、局所的または全身的障害
を引き起こすという問題が生じ得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　種々の用途に用いることができる、改良された酵素により架橋された組成物が必要とさ
れており、このような組成物は有用であると考えられる。
【００１５】
　したがって、固体マトリックスの形成が開始された後に、所望の力学的特性が得られた
時点で架橋マトリックスの酵素的架橋を停止させ、かつ／または固体架橋マトリックスか
らの酵素の溶出度および溶出速度を低下させる機構が必要性とされており、このような機
構は有用であると考えられる。
【００１６】
　少なくとも実施形態のいくつかにおいて、本発明は、上記の従来技術の欠点を克服する
ものであり、かつ、（多くの利点のうち、これに限定されるものではないが）上記の技術
的問題を解決するための方法を提供するものである。これは、ポリマーを酵素架橋するこ
とにより形成されるマトリックスまたはヒドロゲルであって、架橋化酵素分子が、マトリ
ックスの架橋密度、力学的特性、もしくは他の特性を改善するため、かつ／または架橋速
度および／もしくは架橋度の制御を改善するために改変されていることを特徴とする、マ
トリックスまたはヒドロゲルを提供することによって達成される。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】ＰＥＧ化生成物のサイズおよび分布に対する、反応ｐＨおよび活性化ＰＥＧ濃度
の影響を示す画像である。
【図２】ＰＥＧ化生成物のサイズおよび分布に対する、反応時間およびｐＨの影響を示す
画像である。
【図３】種々の濃度のＰＥＧ－ＮＨＳ（２ｋＤ）を用いたＰＥＧ化ｍＴＧのＳＤＳ分析を
示す画像である。
【図４】同一の架橋ゼラチンゲルからのｍＴＧおよびＰＥＧ化ｍＴＧの溶出を示す画像で
ある。
【図５】種々の架橋ゼラチンゲルから溶出したｍＴＧ（左側）およびＰＥＧ化ｍＴＧ（右
側）を示す画像である。
【図６】非ＰＥＧ化ｍＴＧまたは２種のＰＥＧ化ｍＴＧで作製したゼラチンシーラントに
おける破壊圧力を示すグラフである。
【図７】ｍＴＧとデキストランとのコンジュゲーション生成物のＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析を
示す画像である。
【図８】西洋ワサビペルオキシダーゼ（ＨＲＰ）のＰＥＧ化生成物のＳＤＳ－ＰＡＧＥ分
析を示す画像である。
【図９】種々の反応条件を用いた、ＰＥＧ化ｍＴＧ生成物のＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析を示す
画像であり、種々のＰＥＧ化度がゲルに示されている。
【図１０】反応性ＰＥＧが二官能基型ＰＥＧ－ＮＨＳ（１０ｋＤ）である、ＰＥＧ化ｍＴ
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Ｇ生成物のＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析を示す画像である。
【図１１】ＭＡＬＤＩ－ＴＯＦ質量分析装置によって得られた、ＰＥＧ化ｍＴＧの典型的
なバッチの質量対電荷スペクトルである。
【図１２】ＰＥＧ試薬とアミンの比率を固定し、反応物の濃度を様々に変えたときの、Ｐ
ＥＧ化ｍＴＧ生成物のＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析を示す画像である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　酵素分子の改変は、形成される架橋マトリックスにおける酵素分子の感知体積を改変す
ることによって行ってもよい。改変された酵素分子の感知体積は、ポリマーが架橋するこ
とによって形成されたマトリックスの架橋度によって決定することが好ましく、感知体積
の増加は、改変していない酵素分子による架橋と比較して、架橋度が減少することによっ
て示される。
【００１９】
　酵素分子の感知体積を増加させる方法のひとつとして、少なくとも１つの分子または部
分を酵素分子に共有結合または非共有結合させることによって、分子のサイズおよび／ま
たは流体力学的体積を増加させる方法が挙げられる。本発明者らは、分子を酵素に共有結
合させることによって、ヒドロゲルまたは架橋マトリックスの酵素的架橋度を制御するこ
とができ、この酵素分子の改変により最終的な架橋度を低下させることができることを実
証している。このようにして、過剰な架橋を防ぐことができる。
【００２０】
　感知体積を増加させる別の方法として、酵素分子の正味の電荷がポリマー鎖またはコポ
リマー鎖の正味の電荷とは反対の符号に帯電するように、酵素分子の静電荷を改変する方
法が挙げられる。これは、酵素の等電点（ｐＩ）を変化させることによって達成すること
ができる。
【００２１】
　これに限定されるものではないが、仮説によれば、酵素分子の感知体積を増加させると
、架橋マトリックスまたは架橋ヒドロゲルにおける酵素分子の移動または拡散が低下する
。これによって、ヒドロゲルの所望の物質特性に有益な程度を越えて、酵素分子の架橋活
性により架橋が継続されることを防ぐことができる。
【００２２】
　本明細書で定義されるように、「感知体積（ｐｅｒｃｅｉｖｅｄ ｖｏｌｕｍｅ）」ま
たは「有効体積」は、架橋マトリックス内の架橋化酵素の有効な流体力学的体積を指す。
感知体積は、架橋反応前または架橋反応中に、酵素が、別の分子、担体、ポリマー、タン
パク質、多糖類などと共有結合または非共有結合することによって増加してもよい。
【００２３】
　本明細書で定義されるように、「拡散」または「移動」は、溶液、ヒドロゲル、または
マトリックスにおける架橋化酵素または他のタンパク質の、ブラウン運動に起因するラン
ダムな分子運動を指す。
【００２４】
　本明細書で定義されるように、「拡散係数」とは、単一種の分子が特定の条件下で拡散
する度合いを定量化したものを指す。酵素拡散の測定に代わるものとして、ヒドロゲルか
らの酵素の溶出を測定することが挙げられるが、これに限定されない。
【００２５】
　本明細書で定義されるように、「移動の低下」は、溶液中またはヒドロゲル内において
、タンパク質または酵素の分子運動が遅いことまたはタンパク質または酵素の拡散係数が
小さいことを指す。
【００２６】
　本明細書で定義されるように、「サイズ」は、分子の分子量、分子の流体力学的体積、
または分子の感知体積を指す。
【００２７】
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　本明細書で使用されているように、「分子量」（ＭＷと略す）は、ダルトンまたはキロ
ダルトンで表される、タンパク質またはポリマーの絶対重量を指す。たとえば、ＰＥＧ化
タンパク質（すなわち、１個以上のＰＥＧ（ポリエチレングリコール）分子が結合したタ
ンパク質）の分子量は、そのＰＥＧ化タンパク質の構成成分の分子量をすべて合計したも
のである。
【００２８】
　本明細書で定義されるように、「流体力学的体積」は、一般的にサイズ排除クロマトグ
ラフィーを用いて測定してもよいタンパク質または酵素の見かけの分子量を指す。構成成
分の流体力学的体積は、構成成分が流体中で運動していると仮定したときの直径または体
積を指す。
【００２９】
　本明細書で定義されるように、「マトリックス」は、架橋された材料の組成物を指す。
一般的に、組成物中に含まれるマトリックス形成材料が架橋すると、この組成物は、液体
状態からゲル状態へ遷移することによって、「ゲル」、「ヒドロゲル」、または「ゲル化
組成物」を形成する。ゲルは、ある一定の粘弾特性およびレオロジー特性を有し得ること
から、ある程度の耐久性および膨潤性を有する。このような材料はポリマーであることが
多い。マトリックスは、コポリマーとも称される架橋していない材料を含んでもよい。
【００３０】
　本明細書で使用されているように、「ポリマー」は、反復単位を含む、天然分子、合成
分子、または半合成分子を指す。
【００３１】
　本明細書で使用されているように、「コポリマー」は、架橋反応に関与しても関与しな
くてもよいマトリックスの構成成分を指し、通常、マトリックスの主要な構成成分ではな
い。このようなコポリマーとしては、デキストランなどの多糖類および／またはカルボキ
シメチルセルロースなどのセルロースポリマーが挙げられるが、これらに限定されない。
コポリマーは、酵素またはマトリックス材料（たとえば、マトリックスの主成分であるタ
ンパク質など）に共有結合していないことが好ましい。
【００３２】
　本明細書で使用されているように、「担体」は、架橋反応前または架橋反応中に、架橋
化酵素と共有結合または非共有結合する、ポリマー、タンパク質、多糖類、または他の構
成成分を指す。
【００３３】
　本明細書で定義されるように、「架橋化酵素」は、ポリマーストランドの基質残基を（
たとえば、トランスグルタミネーションによって）直接的または（たとえば、キノンまた
はフリーラジカルの生成を通して）間接的に架橋して、緊密なマトリックス（ｃｏｈｅｒ
ｅｎｔ ｍａｔｒｉｘ）（たとえば、ヒドロゲルなど）を形成することのできる酵素また
は酵素の組み合わせを指す。
【００３４】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態によれば、
架橋マトリックスであって、
改変酵素分子により架橋される基質ポリマーを含み、
改変酵素分子が、基質ポリマーの架橋によってマトリックスが形成されるのに伴い、架橋
マトリックス内における酵素分子の感知体積が変化するように改変されたものであること
を特徴とする、架橋マトリックスが提供される。
【００３５】
　改変酵素分子は、改変酵素分子の実際のサイズが増加するように改変されたものであっ
てもよい。改変酵素分子は、改変酵素分子の流体力学的体積が増加するように改変された
ものであってもよい。改変酵素分子は、改変酵素の等電点（ｐＩ）を、改変していない酵
素の等電点と異なるように変化させることによって、改変酵素分子の静電荷が基質ポリマ
ーの正味の電荷と反対の符号に帯電されるように改変されたものであってもよい。また、
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（無水コハク酸による）スクシニル化、（無水酢酸による）アセチル化、（シアネートに
よる）カルバミル化、（アルデヒドによる）還元的アルキル化、および無水マレイン酸処
理からなる群から選択される工程によって、酵素のリシンのε－アミノ基が改変されてい
てもよい。さらに、負の荷電量が減少するように、酵素のカルボン酸含有側鎖の１つ以上
が改変されていてもよい。
【００３６】
　上記改変は、少なくとも１つの分子または部分が改変酵素分子に共有結合または非共有
結合されていることを含んでもよい。また、上記改変は、改変作用を有する分子が改変酵
素分子に共有結合されていることを含んでもよい。改変酵素分子は、非改変酵素よりも低
い拡散速度および架橋速度を有してもよく、非改変酵素と少なくとも類似した測定酵素活
性を有してもよい。
【００３７】
　上記架橋速度は、非改変酵素の架橋速度よりも少なくとも１０％遅くてもよい。
【００３８】
　上記改変作用を有する分子は、担体またはポリマーを含んでもよい。このポリマーは、
合成ポリマー、セルロースポリマー、タンパク質、または多糖類を含んでもよい。このセ
ルロースポリマーは、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロー
ス、ヒドロキシエチルセルロース、またはメチルセルロースのうちの１種以上を含んでも
よい。上記多糖類は、デキストラン、コンドロイチン硫酸、デルマタン硫酸、ケラタン硫
酸、ヘパリン、ヘパラン硫酸、ヒアルロン酸、またはデンプン誘導体のうちの１種以上を
含んでもよい。
【００３９】
　上記改変作用を有する分子は、ＰＥＧ（ポリエチレングリコール）を含んでもよい。こ
のＰＥＧは、ＰＥＧ誘導体を含んでもよい。このＰＥＧ誘導体は、活性化ＰＥＧを含んで
もよい。この活性化ＰＥＧは、メトキシＰＥＧ（ｍＰＥＧ）、もしくはその誘導体、ｍＰ
ＥＧ－ＮＨＳ、ｍＰＥＧのスクシンイミジル（ＮＨＳ）エステル（ｍＰＥＧ－スクシナー
ト－ＮＨＳ）、ｍＰＥＧ－グルタレート－ＮＨＳ、ｍＰＥＧ－バレラート－ＮＨＳ、ｍＰ
ＥＧ－カルボナート－ＮＨＳ、ｍＰＥＧ－カルボキシメチル－ＮＨＳ、ｍＰＥＧ－プロピ
オナート－ＮＨＳ、ｍＰＥＧ－カルボキシペンチル－ＮＨＳ）、ｍＰＥＧ－ニトロフェニ
ルカルボナート、ｍＰＥＧ－プロピルアルデヒド、ｍＰＥＧ－トシラート、ｍＰＥＧ－カ
ルボニルイミダゾール、ｍＰＥＧ－イソシアネート、ｍＰＥＧ－エポキシド、またはこれ
らの組み合わせのうちの１種以上を含んでもよい。上記活性化ＰＥＧは、上記酵素のアミ
ン基またはチオール基と反応してもよい。上記活性化された酵素のリシン残基に対する上
記活性化ＰＥＧのモル比は、０．５～２５の範囲であってもよい。上記活性化ＰＥＧは、
一官能基型、ヘテロ二官能基型、ホモ二官能基型、または多官能基型であってもよい。上
記活性化ＰＥＧは、分岐ＰＥＧまたはマルチアームＰＥＧであってもよい。上記活性化Ｐ
ＥＧは、１０００ダルトン～４０，０００ダルトンの範囲のサイズであってもよい。
【００４０】
　上記マトリックスは、上記酵素または上記基質ポリマーに共有結合していないコポリマ
ーをさらに含んでもよい。このコポリマーは、多糖類またはセルロースポリマーを含んで
もよい。この多糖類は、デキストラン、コンドロイチン硫酸、デルマタン硫酸、ケラタン
硫酸、ヘパリン、ヘパラン硫酸、ヒアルロン酸、またはデンプン誘導体を含んでもよい。
上記セルロースポリマーは、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセ
ルロース、ヒドロキシエチルセルロース、メチルセルロースを含んでもよい。
【００４１】
　上記改変酵素分子は、上記改変酵素分子と複数の酵素分子とが架橋することによって、
複数の架橋化酵素分子が凝集体を形成するように改変されたものであってもよい。
【００４２】
　上記改変酵素分子の改変またはその改変の度合いは、マトリックスの少なくとも１種の
特性に変化を与えてもよい。この少なくとも１種の特性は、引張り強さ、剛性、上記基質



(11) JP 5796860 B2 2015.10.21

10

20

30

40

50

ポリマーの架橋度、粘度、弾性、可撓性、破断歪み、破断応力、ポアソン比、膨潤力、お
よびヤング率、およびこれらの組み合わせからなる群から選択されてもよい。
【００４３】
　上記改変酵素の改変の度合いによって、上記改変酵素のマトリックス内における移動ま
たは上記改変酵素のマトリックスからの拡散が決定されてもよい。上記改変酵素の改変に
よって、上記改変酵素と上記タンパク質との溶液またはマトリックスにおける前記改変酵
素の拡散係数が、非改変酵素と上記タンパク質との溶液またはマトリックスにおける非改
変酵素の拡散係数よりも低下してもよい。上記改変酵素の改変の度合いによって、マトリ
ックスの１種以上の力学的特性が決定されてもよい。上記改変酵素分子によって溶液中で
架橋ポリマーが形成される架橋速度が、非改変酵素分子と比較して速くてもよい。
【００４４】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態によれば、
マトリックスの形成を調節する方法であって、
マトリックスが形成されるのに伴い、架橋マトリックス内における酵素分子の感知体積が
変化するように酵素分子を改変すること；
改変した酵素分子と、改変した酵素分子の基質である少なくとも１種の基質ポリマーとを
混合すること；および
改変した酵素分子で該少なくとも１種の基質ポリマーを架橋して、その形成の少なくとも
一部が酵素分子の改変によって調節されたマトリックスを形成すること
を含む方法が提供される。上記改変によって、上記少なくとも１種の基質ポリマーの架橋
度が増加するのに伴い、上記改変酵素分子による架橋の速度が低下してもよい。上記改変
酵素分子と上記少なくとも１種の基質ポリマーとを溶液中で混合すると、上記の改変によ
って、溶液の粘度が増加するのに伴い、上記少なくとも１種の基質ポリマーの架橋度が調
節されてもよい。上記改変は、ｐＨ７～９において上記酵素をＰＥＧ化することを含んで
もよい。このＰＥＧ化反応は、ｐＨ７．５～８．５で行われてもよい。
【００４５】
　上述の方法および／またはマトリックスの少なくともいくつかの実施形態によれば、上
記少なくとも１種の基質ポリマーは、元より架橋可能なポリマー、上記改変酵素により架
橋可能な部分変性ポリマー、および上記改変酵素により架橋可能な官能基またはペプチド
を含む改変ポリマーからなる群から選択される基質ポリマーを含む。上記少なくとも１種
の基質ポリマーは、ゼラチン、コラーゲン、カゼイン、もしくはアルブミン、または改変
ポリマーを含んでもよく、上記改変酵素分子は、改変トランスグルタミナーゼおよび／ま
たは改変酸化酵素を含んでもよい。上記少なくとも１種の基質ポリマーは、動物組織もし
くは動物組織から得られるコラーゲンを部分的に加水分解することによって得られるゼラ
チン；細菌系、酵母系、動物系、昆虫系、植物系、もしくは任意の種類の細胞培養を用い
て産生される組換えゼラチン；およびこれらの組み合わせからなる群から選択されるゼラ
チンを含んでもよく；該動物組織は、動物の皮、結合組織、枝角、角、骨、および魚鱗か
らなる群から選択されてもよい。上記ゼラチンは、哺乳動物由来または魚類由来であって
よい。上記ゼラチンは、Ａタイプ（酸処理）またはＢタイプ（アルカリ処理）であってよ
い。上記ゼラチンは、２５０～３００ブルームであってよい。上記ゼラチンの平均分子量
は、７５～１５０ｋｄａであってよい。
【００４６】
　上記改変トランスグルタミナーゼは、改変微生物トランスグルタミナーゼを含んでもよ
い。上記改変ポリマーは、改変微生物トランスグルタミナーゼによる架橋が可能となるよ
うに改変されたものであってもよい。上記改変酸化酵素は、チロシナーゼ、ラッカーゼ、
またはペルオキシダーゼのうちの１種以上を含んでもよい。上記マトリックスは、上記少
なくとも１種の基質ポリマーとして、上記改変酸化酵素により架橋されるフェノール酸を
含む炭水化物をさらに含んでもよい。上記炭水化物は、アラビノキシランまたはペクチン
のうちの１種以上を含んでもよい。上記酵素分子をＰＥＧ化により改変し、このＰＥＧ化
により、マトリックスが使用される宿主動物の免疫系から上記酵素分子がマスクされ、こ
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れによって、上記酵素分子の免疫原性がマスクされてもよい。この宿主動物はヒトであっ
てもよい。
【００４７】
　少なくともいくつかの実施形態によれば、本明細書に記載のマトリックスを組織に塗布
することを含む、体液が滲出した組織を密封するための方法が提供される。この体液は血
液を含んでもよく、このマトリックスは止血剤であってもよい。
【００４８】
　少なくともいくつかの実施形態によれば、本明細書に記載のマトリックスを含む、止血
剤または外科用シーラントが提供される。
【００４９】
　少なくともいくつかの実施形態によれば、本明細書に記載のマトリックスを含む、創傷
を密封するための組成物が提供される。少なくともいくつかの実施形態によれば、組織に
おける縫合線またはステープルラインを密封するための組成物の使用が提供される。
【００５０】
　少なくともいくつかの実施形態によれば、本明細書に記載のマトリックスを含む、局所
的薬物送達のビヒクルのための組成物が提供される。
【００５１】
　少なくともいくつかの実施形態によれば、注入可能な足場として適した、本明細書に記
載のマトリックスを含む、組織工学のための組成物が提供される。
【００５２】
　少なくともいくつかの実施形態によれば、
組成物を改変する方法であって、
架橋可能な官能基を有する改変酵素と、改変酵素によって架橋可能な少なくとも１種の部
分を有するタンパク質とを提供すること；および
改変酵素とタンパク質を混合して、改変酵素によりタンパク質を架橋し、かつタンパク質
により改変酵素自体を架橋可能な官能基において架橋すること
を含む方法が提供される。
【００５３】
　ポリマーストランドの基質残基を直接的に架橋する直接架橋化酵素としては、トランス
グルタミナーゼおよび酸化酵素が挙げられるが、これらに限定されない。トランスグルタ
ミナーゼとしては、微生物トランスグルタミナーゼ（ｍＴＧ）、組織トランスグルタミナ
ーゼ（ｔＴＧ）、および第XIII因子が挙げられる。これらの酵素は、天然酵素由来または
組換え酵素由来であってよい。ポリマーストランドに含まれるグルタミンのアミノ酸およ
びリシンのアミノ酸は、トランスグルタミナーゼによる架橋の基質である。
【００５４】
　上記酸化酵素としては、チロシナーゼ、ラッカーゼ、およびペルオキシダーゼが挙げら
れるが、これらに限定されない。これらの酵素は、キノン生成（チロシナーゼ）またはフ
リーラジカル生成（ラッカーゼ、ペルオキシダーゼ）によってポリマーを架橋する。次い
で、キノンまたはフリーラジカルは、互いにまたは他のアミノ酸もしくはフェノール酸と
相互作用してポリマーを架橋する。これらの酵素が架橋可能な基質は、チロシンまたは他
の芳香族アミノ酸を含有する任意のタンパク質であってもよい。このような基質は、フェ
ルラ酸などのフェノール酸を含む炭水化物であってもよい。このような炭水化物は、たと
えば、アラビノキシランまたはペクチンであってよい。
【００５５】
　１種以上の適切な官能基を有する合成または部分合成のポリマーも、上記のいずれかの
酵素の架橋可能な基質として機能することができる。
【００５６】
　本発明の別の実施形態において、酵素の組み合わせが用いられる。
【００５７】
　本明細書で定義されるように、「ポリマーストランド」または「ポリマー鎖」は、酵素
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架橋のための基質ポリマーを指す。本発明の少なくともいくつかの実施形態によれば、（
例示に過ぎず、これらに限定されるものではない）以下の分類のうちの１つに属すること
が好ましい。
１）上記の酵素によって元より架橋可能な基質残基を有する任意のポリマー、および自体
が上記の酵素によって元より架橋可能である任意のポリマー。たとえば、トランスグルタ
ミナーゼを用いる場合、このようなポリマーとして、上記の酵素によって元より架橋可能
な、ゼラチン、コラーゲン、およびカゼインなどのタンパク質またはポリペプチドが挙げ
られる。
２）上記の酵素によって架橋可能な基質残基を含むが、自体の構造によってそのままでは
上記の酵素により架橋できないポリマー。この場合、酵素で架橋する前にポリマー構造を
改変しなければならない。たとえば、トランスグルタミナーゼを用いる場合、このような
ポリマーとして、酵素の結合を妨げる球状構造を有するために上記の酵素の天然基質では
ない、アルブミン、ラクトグロブリンなどのタンパク質が挙げられる。これらのタンパク
質は、還元剤、変性剤、または熱を用いて部分的に変性することによって、基質へと変換
することができる。
３）酵素架橋のための基質ポリマーではないが、上記の酵素の基質であるペプチドまたは
官能基で改変することによって、上記の酵素で架橋可能となる天然または合成のポリマー
。
【００５８】
　このようなポリマーとして、適切な種類のタンパク質が挙げられるがこれには限定され
ず、このようなタンパク質は、たとえば、上述したようにゼラチンを含んでもよい。ゼラ
チンは、当技術分野において公知のタンパク質を含む任意の種類のゼラチンを含んでもよ
い。このようなゼラチンとして、動物組織および／もしくは動物組織から得られるコラー
ゲンを部分的に加水分解することによって得られるゼラチン（動物組織として、動物の皮
；靱帯、軟骨など（これらに限定されない）の結合組織；枝角、角など；および／または
骨；および／または魚鱗および／または魚骨；または他の成分が挙げられるが、これらに
限定されない）；ならびに／または細菌系、酵母系、動物系、昆虫系、植物系、もしくは
任意の種類の細胞培養を用いて産生される組換えゼラチンが好ましいが、これらに限定さ
れない。
【００５９】
　本発明の好ましい実施形態によれば、動物源由来のゼラチンは、哺乳動物源由来のゼラ
チンを含むことが好ましく、豚皮、豚骨、牛骨、牛皮革片（ハイド）、および他のブタ由
来物もしくはウシ由来物のうちの１種以上を含むことがより好ましい。また、ブタのゼラ
チンはアナフィラキシーを起こしにくいことから、動物源由来のゼラチンはブタのゼラチ
ンを含むことがより好ましい。動物源由来のゼラチンは、Ａタイプ（酸処理）でもＢタイ
プ（アルカリ処理）でもよいが、Ａタイプであることが好ましい。
【００６０】
　動物源由来のゼラチンは、一般的に低温度（５０～６０℃であるが、この温度範囲に必
ずしも限定されない）で行われる１回目の抽出で得られるゼラチンを含むことが好ましい
。この温度の抽出により得られるゼラチンは、２５０～３００ブルームの範囲であり、少
なくとも約９５～１００ｋＤａの高い分子量を有する。２７５～３００ブルームのゼラチ
ンを用いることが好ましい。
【００６１】
　このようなゼラチンの製造会社として、ＰＢ　Ｇｅｌａｔｉｎｓ（Ｔｅｓｓｅｎｄｅｒ
ｌｏ　Ｇｒｏｕｐ（ベルギー））が挙げられるが、これに限定されない。
【００６２】
　本発明の実施形態のいくつかによれば、動物源由来のゼラチンは魚類由来のゼラチンを
含んでもよい。いずれの魚類由来であってもよく、コイ、タラ、カワカマス、マグロなど
の冷水魚が好ましい。このようなゼラチンのｐＨ（１０％溶液で測定）は、４～６の範囲
であることが好ましい。
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【００６３】
　冷水魚ゼラチンは１０℃の水中で溶液となることから、冷水魚ゼラチンはすべて０ブル
ームであると考えられる。本発明において、高分子量の冷水魚ゼラチンを用いてもよく、
またこれを用いることが好ましく、少なくとも約９５～１１５ｋＤａの平均分子量を有す
る冷水魚ゼラチンがより好ましいものとして挙げられる。この平均分子量は、２５０～３
００ブルームの動物ゼラチンの分子量に等しい。冷水魚ゼラチンは、プロリンおよびヒド
ロキシプロリンの含量が少ないことから、動物ゼラチンよりもかなり低い温度で熱可逆性
のゲル化を起こす。アミノ酸残基１０００個あたり、動物ゼラチンは１３５～１４５個の
プロリン残基および９０～１００個のヒドロキシプロリン残基を有するのに対し、冷水魚
ゼラチンは１００～１３０個のプロリン残基および５０～７５個のヒドロキシプロリン残
基を有する（Haug IJ, Draget KI, Smidsrod O.(2004).Food Hydrocolloids. 18:203-213
）。
【００６４】
　このようなゼラチンの製造会社として、Ｎｏｒｌａｎｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ（クランベ
リー（ニュージャージー））が挙げられるが、これに限定されない。
【００６５】
　本発明の実施形態のいくつかにおいては、低エンドトキシンゼラチンを用いて、ゼラチ
ン－ｍＴＧ組成物のゼラチン溶液成分を形成する。このようなゼラチンは、Ｇｅｌｉｔａ
（登録商標）（エーバーバッハ（ドイツ））などの供給業者から市販されている。低エン
ドトキシンゼラチンは、１グラムあたりのエンドトキシン単位（ＥＵ）が１０００を下回
るゼラチンとして定義される。エンドトキシンが５００ＥＵ／グラムを下回るゼラチンを
用いることがより好ましい。
【００６６】
　脊椎または脳と接触する材料とともに使用する場合などの非常に慎重さが要求される用
途においては、エンドトキシンが１００ＥＵ／ｇを下回るゼラチンが好ましく、５０ＥＵ
／ｇを下回るゼラチンがより好ましい。エンドトキシンが１０ＥＵ／ｇを下回るゼラチン
は非常に高価であるが、慎重さが要求される用途において、本発明の少なくともいくつか
の実施形態の一部として用いることもできる。
【００６７】
　本発明の実施形態のいくつかによれば、架橋されるタンパク質成分としてのゼラチンの
代わりに、Ｉ型、II型、もしくは他の型の加水分解コラーゲンまたは非加水分解コラーゲ
ンを使用する。種々の型のコラーゲンが熱的に安定なｍＴＧ架橋ゲルを形成する能力を有
することが実証されている。
【００６８】
　本発明の実施形態のいくつかによれば、組換えヒトゼラチンが用いられる。このような
ゼラチンは、Ｆｉｂｒｏｇｅｎ（登録商標）（サンフランシスコ（カリフォルニア））な
どの供給業者から市販されている。組換えゼラチンの純度は、少なくとも約９０％が好ま
しく、少なくとも約９５％であることがより好ましい。いくつかの組換えゼラチンは、１
０℃においてゲル化しないことから、０ブルームであると考えられる。本発明の実施形態
のいくつかにおいて、高分子量の組換えゼラチンを用いることが好ましく、少なくとも約
９５～１００ｋＤａの分子量の組換えゼラチンがより好ましいものとして挙げられる。
【００６９】
　上述したように、架橋可能なタンパク質はゼラチンを含むことが好ましいが、追加的に
またはそれに代わるものとして、別の種類のタンパク質を含んでもよい。本発明の実施形
態のいくつかによれば、このようなタンパク質はトランスグルタミナーゼの基質でもあり
、適切なトランスグルタミナーゼ特異的ポリペプチド配列およびポリマー配列を有するこ
とが好ましい。このタンパク質は、単独で生体接着剤を形成する特性を有する合成ポリマ
ー配列、または、トランスグルタミナーゼによる材料の架橋を増強するトランスグルタミ
ナーゼ特異的基質で修飾されていることがより好ましいポリマー配列を含んでいてもよい
が、これらに限定されない。いずれの種類の材料も下記に例示されるが、これらの例示に
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限定されない。
【００７０】
　トランスグルタミナーゼの適切な架橋標的を有し、かつ好ましくは約２０℃～約４０℃
の転移温度を有する合成ポリペプチド配列およびポリマー配列が開発されている。好まし
い物理的特性として、組織結合能および線維形成能が挙げられるが、これらに限定されな
い。（上記の）ゲル化ゼラチンと同様に、このようなポリペプチドは、転移温度を低下さ
せる１種以上の物質を有する組成物に用いてもよい。
【００７１】
　上記のペプチドは、ＺｙｍｏＧｅｎｅｔｉｃｓ　Ｉｎｃにより出願された米国特許第５
,４２８,０１４号および第５,９３９,３８５号に例示されているがこれらには限定されず
、これらの特許文献はいずれも、あたかもその全体が本明細書に記載されているかのよう
に参照により本明細書に組み込まれる。いずれの特許文献においても、トランスグルタミ
ナーゼにより架橋可能な、生体適合性かつ生体接着性のポリペプチドが記載されており、
トランスグルタミナーゼは、タンパク質結合グルタミニル残基のγ－カルボキサミド基と
Ｌｙｓ残基のε－アミノ基との間でのアシル転移反応を触媒し、その結果、ε－（γ－グ
ルタミル）リシンイソペプチド結合を形成することが知られている。
【００７２】
　実施形態のいくつかによれば、得られた組成物は局所的薬物送達のためのビヒクルとし
て使用される。
【００７３】
　実施形態のいくつかによれば、得られた組成物は組織工学のための注入可能な足場であ
る。
【００７４】
　実施形態のいくつかによれば、本発明の組成物は止血組成物である。実施形態のいくつ
かによれば、本発明の組成物は体液封止組成物である。
【００７５】
　本発明の組成物は、出血を速やかに止めることによって、負傷後または手術後の血液の
喪失を最小限に留めるものであることが好ましい。
【００７６】
　本明細書で使用されているように、「創傷」は、循環系からの血液の喪失、または生理
学的導管（たとえば、いかなる種類の脈管など）からの他の体液の喪失を引き起こす、患
者のいかなる組織における損傷を指す。組織は、臓器や血管などの内部組織、または皮膚
などの外部組織であり得る。血液喪失または体液の喪失は、破裂した臓器などからの体内
における喪失、または裂傷などからの体の外面からの喪失であり得る。創傷は、臓器など
の柔組織における創傷、または骨などの硬組織における創傷であり得る。損傷は、いかな
る作因または原因によって引き起こされたものであってもよく、たとえば、外傷、感染、
または外科的介入が挙げられる。損傷は、致命的なもの、または致命的ではないものであ
り得る。
【００７７】
　外科的創傷閉鎖は、現在、組織を引き合わせることによって治癒を促進する縫合および
ステープルによって行われている。しかしながら、これらの方法は、体液の滲出を防ぐの
に十分な密閉性を得ることができない場合が非常に多い。したがって、ステープルライン
および縫合線に沿って生じることが多い体液滲出に挙げられるような、手術後の体液滲出
を防ぐための装置および方法が医療分野において一層必要とされており、いまだにその要
求は満たされていない。このような装置および方法は、末梢血管再構築、硬膜再構築、胸
部手術、心臓血管手術、肺手術、神経手術、および消化管手術において、縫合またはステ
ープルを補助して、出血または他の体液の滲出を止めるためのものとして必要とされてい
る。現在市販されている高圧止血装置のほとんどは、たとえ接着性を有したとしても名ば
かりのものである。したがって、少なくともいくつかの実施形態による本発明の組成物は
、これらの欠点を克服するものであり、止血に用いてもよい。
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【００７８】
　本明細書で使用されているように、「約」は、示された値のプラスマイナス約１０パー
セントの値を意味する。
【００７９】
　本発明の種々の実施形態における他の特徴および利点は、以下の詳細な説明および特許
請求の範囲から明らかになるであろう。
【００８０】
　本明細書において、添付された図面を参照して本発明を例示としてのみ説明する。ここ
で、特に詳細図に関していえば、示された具体例は、本発明の好ましい実施形態を説明す
ることのみを目的とした例示に過ぎず、本発明の原理および概念的見地を最も有用にかつ
容易に理解されるように説明することを目的として示されるものであることが強調される
。この点において、本発明の構造の詳細は、本発明を基本的に理解するのに必要とされる
以上には詳しく説明されておらず、本発明を実際に使用する際の態様のいくつかが当業者
にとって明らかとなるように図面を用いて説明がなされている。
【００８１】
　以下の各項目の見出しは、説明を容易にすることのみを目的として記載されている。こ
れらの見出しは、いかなる方法によっても限定されることをなんら意図するものではない
ことが理解される。また、特に定義されない限り、本明細書で使用される技術用語および
科学用語はすべて、本発明が属する分野の当業者によって一般に理解されるのと同じ意味
を有する。本明細書に記載されたものと類似または同一の方法および原料を、本発明の実
施または実験に用いることができるが、適切な方法および原料は以下に記載されているも
のである。矛盾点がある場合、定義を包含する本発明の明細書の記載が優先する。さらに
、原料、方法、および実施例は、例示にとどまりなんら限定するものではないことが意図
される。
【００８２】
ヒドロゲルにおける酵素的架橋剤の感知体積の増加
　架橋マトリックス内の架橋化酵素による触媒反応の速度の調節は、酵素含有ポリマー溶
液の粘度および部分的に架橋した溶液の架橋密度（反応基の利用可能度）のほかに、架橋
化酵素分子の感知体積を調節することにより達成できることが見出された。
【００８３】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態によれば、架橋反応の開始前または架橋反応中
に酵素分子の感知体積を増加させることによって、マトリックスの力学的状態が所望のも
のに近づくのに伴い触媒による架橋の速度が低下するように上記の調節を行ってもよく、
かつ、このように調節することが好ましい。このようにすると、所望の架橋密度において
凝固マトリックスがサイズの増した酵素を捕捉し、さらなる架橋が阻止される。検出酵素
体積は、他の要因のうちでもとりわけ、酵素分子量および流体力学的体積の関数である。
【００８４】
　架橋マトリックスの最終的な架橋度は、マトリックスが形成されるのに伴い架橋マトリ
ックス内の酵素分子の感知体積が増加するように、酵素分子、マトリックス材料、架橋環
境、またはこれらの要因のいくつかの組み合わせを調整することによって、制限すること
ができる。単一の仮説によって限定されることを望むものではないが、検出酵素の体積を
増加させることにより、架橋マトリックス内の酵素の移動を低下させることができる。酵
素の移動を低下させることによって最終的な架橋密度を調節することは、溶液粘度が低い
状態の架橋反応の初期段階においては酵素分子が移動度を保持しているが、架橋が進行し
て溶液粘度が増加するのに伴い移動度が低下し、初期の固体マトリックスまたはヒドロゲ
ルが形成されるとより顕著に移動度が失われる場合において最も効果的である。当然のこ
とながら、特定の用途に望ましい架橋プロファイルおよび架橋度が得られるように、マト
リックス内における酵素の移動は正確に制御されるべきである。
【００８５】
　単一の仮説によって限定されることを望むものではないが、サイズまたは流体力学的体
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積の増した酵素は、改変していない酵素と比較して、架橋マトリックス内における拡散係
数または移動度が低いため、架橋可能な基質へと到達しにくくなる。
【００８６】
サイズおよび／または流体力学的体積の増した酵素分子
　架橋マトリックスにおける酵素分子の移動を低下させる方法として、酵素分子の有効サ
イズを増加させることが好ましい。これは、酵素分子の分子量（ＭＷ）、流体力学的体積
、またはＭＷと流体力学的体積のいずれもを増加させることによって達成することができ
る。この方法は、架橋マトリックスの構成成分に影響を与えないと考えられる点で好まし
い。
【００８７】
　本発明の明細書に記載された実施形態を効果的なものとするために、酵素活性を取り除
かないように、または所望のポリマー基質を架橋して固体マトリックスもしくはヒドロゲ
ルを形成する能力を取り除かないように、酵素分子のサイズを増加させることが好ましい
。酵素は、適切な時間内にマトリックスを形成するのに十分な活性を保持していることが
好ましい。さらに、サイズの増した酵素分子は、マトリックス内で移動を停止する前に所
望の架橋度までの架橋を触媒するのに十分な移動度を架橋マトリックスにおいて保持する
ことが好ましい。
【００８８】
　架橋マトリックスまたは架橋ヒドロゲルにおいて酵素分子サイズを増加させるための方
法がいくつか同定されている。
１．酵素同士を架橋（分子間架橋）させて可溶性マルチユニットコンジュゲートを形成さ
せる方法。この例のひとつが、下記の実施例１８に記載されている。
２．酵素を担体に共有結合（固定化）させる方法。
　Ｉ．可溶性タンパク質（たとえば、アルブミン）への固定化；（Allen TMら, 1985, JP
ET 234: 250-254, alpha-Glucosidase-albumin conjugates: effect of chronic adminis
tration in mice）。
　II．可溶性ポリマーへの固定化。ポリマー担体が酵素よりも大きく、１つ以上の酵素分
子が、それぞれのポリマー分子に固定化されることが好ましい。１つの酵素分子を、２つ
以上の付着部位を介して２つ以上のポリマー分子に結合させることも可能である。担体は
天然、合成、または半合成であってもよい。このような方法の多くは、酵素のインビボ安
定性の増加または免疫原性の低下のために開発された。このようなポリマーのファミリー
のうちのひとつとしてセルロースエーテルが挙げられ、これには、たとえば、カルボキシ
メチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース
、メチルセルロースなどが挙げられるが、これらに限定されない。このような固定化は、
トリプシン（Villaongaら, 2000, Journal of Molecular Catalysis B: 10, 483-490 Enz
ymatic Preparation and functional properties of trypsin modified by carboxymethy
lcellulose）およびリゾチーム（Chen SHら, 2003, Enzyme and Microbial Technology 3
3, 643-649, Reversible immobilization of lysozyme via coupling to reversibly sol
uble polymer）などの酵素を用いて過去に行われているが、酵素架橋ヒドロゲルまたはマ
トリックスの力学的特性に変化を与えるためにこのような酵素固定化が用いられたことは
過去にはない。
　III．グリコサミノグリカン（ＧＡＧ）への結合。グリコサミノグリカンとしては、コ
ンドロイチン硫酸、デルマタン硫酸、ケラタン硫酸、ヘパリン、ヘパラン硫酸、およびヒ
アルロン酸が挙げられるが、これらに限定されない。上記のように、このような結合は、
過去に行われているが（Luchter-Wasylewska Eら, 1991, Biotechnology and applied bi
ochemistry 13: 36-47, Stabilization of human prostatic acid phosphatase by coupl
ing with chondroitin sulfate）、酵素架橋ヒドロゲルまたはマトリックスの力学的特性
に変化を与えるのに用いられたことはない。
　IV．酵素は多糖類に結合させることもできる。多糖類としては、たとえば、デキストラ
ン、およびヒドロキシエチルデンプンなどのデンプン誘導体などが挙げられる。この例の
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ひとつは、酸化デキストランに酵素を結合させた実施例１３に記載されている。
３．共有結合性改変によって１つの酵素分子に１つ以上の部分を付加する方法。必ずしも
そうではないが、これらの部分は酵素よりも小さいことが多い。このような改変の例のひ
とつとして、架橋化酵素のＰＥＧ化が挙げられ、下記の複数の実施例に広く記載されてい
る。
４．他の種類の共有結合。たとえば、酵素の表面にビオチン分子をグラフト化（ビオチン
化）し、このビオチン化した酵素を、アビジンもしくはストレプトアビジンを含有する分
子またはポリマー上に固定化して行う。担体は、架橋反応前または架橋反応中に架橋化酵
素を捕捉する機能を有する架橋不能な可溶性ポリマーであってもよい。あるいは、架橋可
能なポリマー自体に捕捉群（たとえば、アビジンまたはストレプトアビジン）をグラフト
化し、その結果、架橋可能なポリマーの架橋反応中に架橋化酵素が徐々に固定化されるよ
うにしてもよい。
５．担体またはポリマーに酵素を非共有結合させる方法。たとえば、酵素の正味の電荷が
担体の正味の電荷と反対の符号に帯電している場合、酵素と担体またはポリマーとの間の
静電気的相互作用によって安定な非共有結合性結合が形成される。
【００８９】
酵素分子のサイズの増加に関する技術
　酵素のサイズの増加については過去に数回にわたり開示されているが、酵素架橋マトリ
ックスまたはヒドロゲルの形成および／またはその形成の調節についてはいままでに考慮
されたことはない。サイズの増した酵素による架橋マトリックスにおける架橋反応性が過
去に一度も明らかされたことがないように、サイズの増した酵素を架橋マトリックスに使
用することは全く新規である。さらに、驚くべきことに、本発明の発明者らは、比色法に
よる酵素活性アッセイを用いて酵素活性を単独で検討することにより、サイズの増した酵
素の酵素活性と、ゲル化速度によって示されるこの酵素のヒドロゲル形成における架橋活
性とが明らかに異なるものであることを実証した。たとえば、実施例５において、酵素触
媒によるゲル化の速度と、比色アッセイを用いて測定した酵素活性値との比較が記載され
ている。この実施例において記載されているＰＥＧ化は、酵素のサイズを増加させるため
の方法として例示され、なんらこれに限定するものではない。
【００９０】
　ＰＥＧ化は、酵素分子にポリエチレングリコール（ＰＥＧ）分子を共有結合により付着
させることであり、酵素分子のサイズを増加させる方法として好ましい。１つ以上のＰＥ
Ｇ分子を付加する操作は、「ＰＥＧ化」として知られている。
【００９１】
　ＰＥＧは、生体に対して不活性であり、かつ、埋め込み分子または注入分子をＰＥＧ化
することにより、これらに対する免疫原性応答を制限できる能力を有することから、酵素
サイズを増加させるための材料として望ましい。このような免疫原性のマスキング（免疫
原性応答の制限）が、本明細書に記載されているように酵素をＰＥＧ化することによって
達成できるかは不明だが、単一の仮説によって限定されることを望まずとも、酵素をＰＥ
Ｇ化することにより、酵素に対する免疫原性応答を実際に制限することが可能であると考
えられ、さらに、拡大解釈すれば、架橋マトリックスに対する免疫原性応答も制限するこ
とが可能であると考えられる。
【００９２】
　酵素をＰＥＧ化する方法のひとつとして、酵素のアミン基と反応する活性化メトキシル
ＰＥＧ（ｍＰＥＧ）を酵素と反応させること（アミンＰＥＧ化）が挙げられる。活性化ｍ
ＰＥＧとしては、ｍＰＥＧのスクシンイミジル（ＮＨＳ）エステル（ｍＰＥＧ－スクシナ
ート－ＮＨＳ、ｍＰＥＧ－グルタレート－ＮＨＳ、ｍＰＥＧ－バレラート－ＮＨＳ、ｍＰ
ＥＧ－カルボナート－ＮＨＳ、ｍＰＥＧ－カルボキシメチル－ＮＨＳ、ｍＰＥＧ－プロピ
オナート－ＮＨＳ、ｍＰＥＧ－カルボキシペンチル－ＮＨＳ）、ｍＰＥＧ－ニトロフェニ
ルカルボナート、ｍＰＥＧ－プロピルアルデヒド、ｍＰＥＧ－トシラート、ｍＰＥＧ－カ
ルボニルイミダゾール、ｍＰＥＧ－イソシアネート、およびｍＰＥＧ－エポキシドが挙げ
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られるが、これらに限定されない。
【００９３】
　活性化ｍＰＥＧは、酵素のチオール基と反応するものであってもよい（チオールＰＥＧ
化）。
【００９４】
　活性化ＰＥＧは、一官能基型、ヘテロ二官能基型、またはホモ二官能基型であってもよ
い。
【００９５】
　活性化ＰＥＧは、分岐ＰＥＧまたはマルチアームＰＥＧであってもよい。
【００９６】
　活性化ＰＥＧのサイズは、１０００ダルトン～４０,０００ダルトンの範囲であっても
よい。
【００９７】
　活性化ＰＥＧと酵素のリシン基とのモル比は、０．１：１～１００：１、好ましくは、
０．５：１～１０：１である。
【００９８】
　ＰＥＧ化反応物のｐＨは、７～９であることが好ましい。反応物のｐＨが、７．５～８
．５であることがより好ましい。
【００９９】
　好ましい実施形態によれば、ＰＥＧ化されなかった酵素を取り除くため、または、ＰＥ
Ｇ化生成物のサイズを縮小するために、ＰＥＧ化酵素をさらに精製してもよい。精製は、
サイズ排除クロマトグラフィーを用いて行ってもよい。あるいは、これに代わるものとし
てまたは追加的に、ＳＰセファロース、Ｑセファロース、ＳＭセファロース、ＤＥＡＥセ
ファロースなどのイオンクロマトグラフィーを用いて精製を行ってもよい。あるいは、こ
れに代わるものとしてまたは追加的に、ＰＥＧ化されなかった酵素を取り除く精製は、透
析、限外濾過、または硫酸アンモニウム分画を用いて行ってもよい。
【０１００】
　下記に示される種々の実施例は、架橋ヒドロゲル形成を調節するためのトランスグルタ
ミナーゼのＰＥＧ化について記載されている。実施例１においては、ＰＥＧ－ＮＨＳ（５
ｋＤ）を用いたｍＴＧのＰＥＧ化反応が記載されている。ＰＥＧ化生成物のサイズおよび
分布は、ＰＥＧとｍＴＧとの比率、および反応物のｐＨに依存する。
【０１０１】
　実施例２においては、ＰＥＧ－ＮＨＳ（５ｋＤ）を用いたｍＴＧのＰＥＧ化反応が記載
されている。ＰＥＧ化生成物のサイズおよび分布は、反応の継続時間およびｐＨに依存す
る。
【０１０２】
　実施例３においては、ＰＥＧ－ＮＨＳ（２ｋＤ）を用いたｍＴＧのＰＥＧ化反応が記載
されている。ＰＥＧ化生成物のサイズおよび分布は、ＰＥＧとｍＴＧとの比率に依存する
。
【０１０３】
　実施例４においては、種々のＰＥＧ化ｍＴＧ（５ｋＤ　ＰＥＧ）調製物のＰＥＧ化度を
決定するためのＴＮＢＳアッセイが記載されている。実験結果より、ＰＥＧ化度が、反応
における活性化ＰＥＧ：ｍＴＧの比率に依存することが示唆されている。
【０１０４】
　実施例５においては、ＰＥＧ化ｍＴＧの活性を測定するためのアッセイが記載されてい
る。実験結果より、ＰＥＧ化ｍＴＧは、ヒドロキシルアミンおよびＣＢＺ－Ｇｌｎ－Ｇｌ
ｙなどの小さい基質に対して活性の大部分を有するが、ゼラチンなどの大きい基質に対し
ては活性の大部分が喪失されることが示唆されている。
【０１０５】
　実施例６および７においては、架橋ゼラチンゲルからのｍＴＧおよびＰＥＧ化ｍＴＧの
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溶出プロファイルのＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析が記載されている。実験結果より、ＰＥＧ化ｍ
ＴＧは、非ＰＥＧ化ｍＴＧよりも、ゆっくりとかつ小さい移動度でゲルから溶出したこと
が示唆され、これはおそらくＰＥＧ化ｍＴＧのサイズまたは流体力学的体積がより大きい
ことに起因すると考えられる。
【０１０６】
　実施例８においては、架橋ゼラチンゲルから溶出したｍＴＧの活性の測定が記載されて
いる。実験結果より、架橋ゼラチンゲルから溶出した非ＰＥＧ化ｍＴＧは、その活性の大
部分（算出した最大活性：８６％）を保持していることが示唆される。
【０１０７】
　実施例９においては、ＰＥＧ化ｍＴＧまたは非ＰＥＧ化ｍＴＧで架橋したゼラチンゲル
の力学的試験が記載されている。実験結果より、ＰＥＧ化ｍＴＧで架橋したゼラチンゲル
は、非ＰＥＧ化ｍＴＧで架橋したゲルと比較して、より強くかつより柔軟なことが示され
ている。
【０１０８】
　実施例１０においては、種々のゼラチンシーラント調製物の破壊圧力試験が記載されて
いる。実験結果より、ＰＥＧ化ｍＴＧで作製したゼラチンシーラントは、破壊圧力試験に
おいて、非ＰＥＧ化ｍＴＧで作製したシーラントに匹敵することが示唆されている。
【０１０９】
　実施例１１においては、インビボブタモデルのステープルラインを補強するためのシー
ラントの使用が記載されている。
【０１１０】
　実施例１２においては、架橋化酵素を不溶性担体に非共有結合させた効果が記載されて
いる。
【０１１１】
　実施例１３においては、酸化デキストランで酵素を改変した効果が記載されている。
【０１１２】
　実施例１４においては、ＰＥＧ化によって西洋ワサビペルオキシダーゼ（別の架橋化酵
素）を改変することにより、ペルオキシダーゼ架橋により形成されるマトリックスを改変
できることが実証されている。
【０１１３】
　実施例１５においては、架橋化酵素の部分的ＰＥＧ化の効果が実証されている。
【０１１４】
　実施例１６においては、遊離ＰＥＧ（架橋化酵素と共に溶液中に存在するが、酵素には
共有結合されていないＰＥＧ分子）はゲル化になんら効果を与えないことが実証されてい
る。
【０１１５】
　実施例１７においては、非改変酵素と改変酵素との種々の混合物のゲル化に対する影響
が示されている。
【０１１６】
　実施例１８においては、二官能基型ＰＥＧ－酵素ブリッジのゲル化に対する影響が実証
されている。
【０１１７】
　実施例１９は、ＰＥＧ化ｍＴＧ（微生物トランスグルタミナーゼ）の質量分析に関する
。
【０１１８】
　実施例２０においては、ＰＥＧとアミンの比率を固定したときの、種々の濃度の反応物
によるｍＴＧのＰＥＧ化が記載されており、反応物の総濃度がＰＥＧ化度に大きな影響を
与えることが実証されている。
【０１１９】
　驚くべきことに、ＰＥＧ化は、微生物トランスグルタミナーゼ（ｍＴＧ）がゼラチンを
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架橋する速度を低下させるが、トランスグルタミナーゼの最も標準的な活性アッセイであ
るヒドロキサマートアッセイにおける活性を低下させないことがこれらの実施例において
見出された。この結果は、サイズの増した酵素はヒドロゲルを形成する効果が著しく低い
と考えられることからヒドロゲル形成に用いるのは望ましくないであろうとする従来技術
の教示と相反するものである。
【０１２０】
　従来技術において、ＴＧアーゼ（トランスグルタミナーゼ）がＰＥＧ化と関連してとき
おり言及されていることには注意しておかなければならない。しかしながら、このことに
言及した文献は、（ＰＥＧ化の基質としてＴＧアーゼを使用するのではなく）タンパク質
の部位特異的ＰＥＧ化を可能にするためのまたはこれを増強するためのツールとしてＴＧ
アーゼを使用することを教示するものであり、この使用は、タンパク質のグルタミル残基
とＰＥＧ分子に付着させた一級アミン基とのトランスグルタミネーション反応を触媒する
ことによって行われる。しかしながら、このような従来技術は、ＴＧアーゼ自体をＰＥＧ
化することによって、ＴＧアーゼの架橋活性を変化もしくは調節すること、またはＴＧア
ーゼによって架橋されたヒドロゲルマトリックスの力学的特性を変化もしくは調節するこ
とを教示または示唆するものではない。
【０１２１】
架橋マトリックスへの結合による架橋化酵素の移動の低下
　架橋マトリックスにおいて酵素の移動を低下させる別の実施形態において、酵素は、架
橋反応を触媒するのと同時に架橋マトリックス自体への結合反応を起こす。酵素がポリマ
ー溶液中を移動してポリマーを架橋しマトリックスを形成するのに伴い、酵素は徐々にポ
リマー自体に結合することによりマトリックス内に固定化される。たとえば、ビオチン化
酵素は、アビジンまたはストレプトアビジンでコーティングされたポリマーを含む架橋可
能なポリマー成分と混合することができる。米国特許第６０４６０２４号（Method of pr
oducing a fibrin monomer using a biotinylated enzyme and immobilized avidin）に
は、アビジン修飾アガロースを添加することによって、フィブリノゲン溶液からビオチン
化トロンビンを捕捉する方法が記載されている。この方法では、アガロースは可溶性では
ないが、米国特許第５０２６７８５号（Avidin and streptavidin modified water-solub
le polymers such as polyacrylamide, and the use thereof in the construction of s
oluble multivalent macromolecular conjugates）によって記載されているように、アビ
ジンまたはストレプトアビジンを水溶性ポリマーに結合させることも可能である。トラン
スグルタミナーゼをビオチン化し、次いで、アビジン処理した表面に吸着させることは、
実施可能であることが示されている（Huang XLら, J. Agric. Food Chem., 1995, 43(4),
 pp 895-901）。あるいは、架橋化酵素をアビジンまたはストレプトアビジンに共有結合
させ、得られたコンジュゲートを、ビオチン化ポリマーを含む架橋反応に添加してもよい
。ビオチン化されるものは、架橋可能なポリマー自体（たとえば、ゼラチンなど）、また
は架橋不能なコポリマー（たとえば、デキストランなど）であってもよい。分子量が５０
０,０００ダルトン以下のデキストラン－ビオチンコンジュゲートは、供給業者から入手
できる。
【０１２２】
架橋マトリックスにおける静電気的相互作用による架橋化酵素の移動の低下
　本発明の別の実施形態において、酵素の移動は、酵素の正味の電荷がポリマー担体の正
味の電荷と反対の符号に帯電した、酵素とポリマー担体との間の静電気的相互作用に基づ
いた可逆性結合によって低減される。酵素は、担体とプレインキュベートしてから架橋反
応に添加してもよいし、架橋反応中に担体に結合させてもよい。たとえば、架橋化酵素が
中性ｐＨにおいて正に荷電している場合、この架橋化酵素を、負に荷電した担体（たとえ
ば、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ））に静電気的に結合させてもよい。酵素をＣ
ＭＣとインキュベートして結合させ、得られた複合体を架橋反応に添加してもよいし、あ
るいは、酵素とＣＭＣとを別々に添加してもよい。後者の場合、架橋反応中に酵素がＣＭ
Ｃに徐々に結合するであろう。架橋可能なポリマーが架橋化酵素と反対の符号の電荷を有
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する場合、架橋反応中に酵素を架橋可能なポリマーストランド自体に結合させることも可
能である。あるいは、架橋可能なポリマーまたは担体の電荷と反対の符号の電荷を酵素が
有するように、架橋化酵素の等電点（ｐＩ）を変更することもできる。
【０１２３】
　別の実施形態において、架橋化酵素は改変されて、架橋化酵素の等電点（ｐＩ）が変化
し、任意のｐＨにおいて異なる正味の電荷に帯電される。酵素のｐＩを低下させる方法と
して、（無水コハク酸による）スクシニル化、（無水酢酸による）アセチル化、（シアネ
ートによる）カルバミル化、（アルデヒドによる）還元的アルキル化、無水マレイン酸処
理などの工程（これらに限定されない）によってリシンのε－アミノ基を改変することが
挙げられる。これにより、１個の改変アミノ酸あたり１価以下の電荷が減少する（スクシ
ニル化では、２価以下の正の正味の電荷が減少する）ことによりタンパク質の正の正味の
電荷が減少し、ｐＩも減少する。これとは逆に、グルタミン酸およびアスパラギン酸など
のカルボン酸を含有する側鎖を改変し、タンパク質の負の荷電量を減少させ、ｐＩを増加
させてもよい。たとえば、酵素をＥＤＣ １－エチル－３－［３－ジメチルアミノプロピ
ル］カルボジイミド）およびエチレンジアミン（ＥＤＡ）で処理することができる。ＥＤ
Ｃはカルボン酸基を活性化し、これらのカルボン酸基とＥＤＡとの間にアミド結合を形成
する。その結果、タンパク質の正の正味の電荷が増加し、ｐＩも増加する。
【０１２４】
　ヒドロゲルからのタンパク質の遊離は、ヒドロゲルポリマー鎖と捕捉されたタンパク質
との間の静電気的引力および静電気的斥力に関連づけられている。組換えゼラチンマトリ
ックスからのタンパク質遊離実験において、静電気的斥力は、捕捉されたタンパク質の拡
散係数を増加させ、逆に、静電気的引力は拡散係数を減少させることが示唆されている（
Marc Sutter, Juergen Siepmann, Wim E. Hennink and Wim Jiskoot, Recombinant gelat
in hydrogels for the sustained release of proteins, Journal of Controlled Releas
e Volume 119, Issue 3, 22 June 2007, Pages 301-312）。
【０１２５】
　ヒドロゲルポリマー鎖自体のｐＩを変化させることは、ヒドロゲルからのタンパク質の
遊離を調節する方法として示唆されている。しかしながら、ヒドロゲル内に捕捉されたタ
ンパク質とヒドロゲル鎖との間の静電気的相互作用を調整することを含む従来技術は、ヒ
ドロゲルからの治療用タンパク質の遊離速度を調節する方法に関係しており、このタンパ
ク質自体はヒドロゲルの形成に関与していない。本発明の少なくともいくつかの実施形態
において、静電気的相互作用は、ヒドロゲルの力学的特性を向上させるために改変され、
この力学的特性は、酵素による架橋過程のヒドロゲルマトリックスにおける酵素の移動お
よび拡散係数に関連し得る。
【０１２６】
　したがって、架橋可能なマトリックスにおける架橋化酵素の拡散または移動が、ポリマ
ーヒドロゲルではなく捕捉された酵素のｐＩを改変することによって強力に制限されるた
め、捕捉された架橋化酵素のｐＩを変化させることは架橋を阻止する新規な手法である。
【実施例】
【０１２７】
実施例１：ＰＥＧ化生成物のサイズおよび分布に対する、反応ｐＨおよびＰＥＧ：ｍＴＧ
比の影響
材料：
　活性化ＰＥＧ：ｍＰＥＧ－グルタレート－ＮＨＳ　５ｋＤａ（ＳｕｎＢｒｉｇｈｔ　Ｍ
Ｅ－０５０ＧＳ、日油株式会社（日本））。
ｍＴＧ：
　ＳＰセファロースイオン交換クロマトグラフィーを用いてさらに１０％精製した味の素
アクティバ。活性：０．２Ｍクエン酸ナトリウム（ｐＨ６）において６０４ユニット／ｍ
ｌ。
　クエン酸ナトリウム、Ｈｅｐｅｓ、ＳＤＳ、およびβ－メルカプトエタノールはシグマ
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アルドリッチから入手した。
　３０％アクリルアミド／Ｂｉｓ　２９：１およびＢｉｏ－Ｓａｆｅ　Ｃｏｏｍａｓｓｉ
ｅ　Ｇ－２５０ステインはバイオ・ラッドから入手した。
　分子量マーカーは、Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｐｌｕｓ　Ｄｕａｌ　Ｃｏｌｏｒ（バイオ・
ラッド）であった。
【０１２８】
　１ユニットのｍＴＧ活性は、ｐＨ６．０、３７℃において、Ｎ－ＣＢＺ－Ｇｌｎ－Ｇｌ
ｙおよびヒドロキシルアミンから、１分間あたり１．０μｍｏｌのヒドロキサマートの形
成を触媒する。一連の反応は、それぞれの反応物が０．２ｍｌの容量になるように設定し
た。それぞれの反応物は、１５Ｕ／ｍｌ ｍＴＧ、適切な反応緩衝液（９０ｍＭ クエン酸
ナトリウム（ｐＨ６）または１００ｍＭ Ｈｅｐｅｓ（ｐＨ７））、および種々の量の活
性化ＰＥＧを含有した。ＰＥＧ－ＮＨＳは、タンパク質の一級アミン、リシン残基の側鎖
上のε－アミン、およびタンパク質のアミノ末端と反応する。反応混合物におけるＰＥＧ
のリシン残基に対する比率は以下に詳細に記載する。
【０１２９】
　反応物を、３７℃で１：３６時間インキュベートし、最終濃度が１１０ｍＭになるまで
グリシンを添加して、酵素と反応しなかった余分な活性化ＰＥＧ分子を中和した。
【０１３０】
　各反応物から得られた試料を、ＳＤＳおよびβ－メルカプトエタノールの存在下、９０
℃で加熱して変性させ、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（８％分離ゲル、４％濃縮ゲル、ミニプロティ
アン電気泳動システム、バイオ・ラッド）を用いて分析した。タンパク質を可視化するた
めに、Ｂｉｏ－Ｓａｆｅ　Ｃｏｏｍａｓｓｉｅ　Ｇ－２５０ステインでゲルを染色し、水
で脱色した。ＣａｎｏＳｃａｎ　８８００Ｆスキャナでゲルをスキャンし、画像（図１に
示す）を得た。この画像は、ＰＥＧ化生成物のサイズおよび分布に対する、反応ｐＨおよ
び活性化ＰＥＧ濃度の影響を示している。レーンは以下のように割り当てた。
　レーン１：ｍＴＧ（対照）
　レーン２：分子量マーカー（上から下へ順に：２５０ｋＤ、１５０ｋＤ、１００ｋＤ、
７５ｋＤ、５０ｋＤ、３７ｋＤ、２５ｋＤ）
　レーン３：５３．３ｍｇ／ｍｌ活性化ＰＥＧ；９０ｍＭクエン酸Ｎａ、ｐＨ６；ＰＥＧ
のリシンに対する比率９．１５
　レーン４：２６．６ｍｇ／ｍｌ活性化ＰＥＧ；９０ｍＭクエン酸Ｎａ、ｐＨ６；ＰＥＧ
のリシンに対する比率４．５９
　レーン５：１３．３ｍｇ／ｍｌ活性化ＰＥＧ；９０ｍＭクエン酸Ｎａ、ｐＨ６；ＰＥＧ
のリシンに対する比率２．３０
　レーン６：５３．３ｍｇ／ｍｌ活性化ＰＥＧ；１００ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ、ｐＨ７；ＰＥ
Ｇのリシンに対する比率９．１５
　レーン７：２６．６ｍｇ／ｍｌ活性化ＰＥＧ；１００ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ、ｐＨ７；ＰＥ
Ｇのリシンに対する比率４．５９
　レーン８：１３．３ｍｇ／ｍｌ活性化ＰＥＧ；１００ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ、ｐＨ７；ＰＥ
Ｇのリシンに対する比率２．３０
【０１３１】
　図１から明らかなように、ＰＥＧ量を増加しｐＨを高くすると、ゲル上に見かけの分子
量が増した酵素が見られた。
【０１３２】
実施例２：ＰＥＧ化生成物のサイズおよび分布に対する、反応ｐＨおよび継続時間の影響
　それぞれの反応物は１５Ｕ／ｍｌ ｍＴＧを含有した。
材料：
活性化ＰＥＧ：ｍＰＥＧ－グルタレート－ＮＨＳ　５ｋＤａ（ＳｕｎＢｒｉｇｈｔ　ＭＥ
－０５０ＧＳ、日油株式会社（日本））。
ｍＴＧ：ＳＰセファロースイオン交換クロマトグラフィーを用いてさらに１０％精製した
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味の素アクティバ。活性：０．２Ｍクエン酸ナトリウム（ｐＨ６）において６０４ユニッ
ト／ｍｌ。
　クエン酸ナトリウム、Ｈｅｐｅｓ、ＳＤＳ、およびβ－メルカプトエタノールはシグマ
アルドリッチから入手した。
　３０％アクリルアミド／Ｂｉｓ　２９：１およびＢｉｏ－Ｓａｆｅ　Ｃｏｏｍａｓｓｉ
ｅ　Ｇ－２５０ステインはバイオ・ラッドから入手した。
　分子量マーカーは、Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｐｌｕｓ　Ｄｕａｌ　Ｃｏｌｏｒ（バイオ・
ラッド）であった。
【０１３３】
　１ユニットのｍＴＧ活性は、ｐＨ６．０、３７℃において、Ｎ－ＣＢＺ－Ｇｌｎ－Ｇｌ
ｙおよびヒドロキシルアミンから、１分間あたり１．０μｍｏｌのヒドロキサマートの形
成を触媒する。
【０１３４】
　一連の反応は、それぞれの反応物が０．２ｍｌの容量になるように設定した。それぞれ
の反応物は、１５Ｕ／ｍｌ ｍＴＧ、適切な反応緩衝液（１００ｍＭ Ｈｅｐｅｓ（ｐＨ７
）または１００ｍＭ Ｈｅｐｅｓ（ｐＨ８））、および２５ｍｇ／ｍｌ ＰＥＧ－ＮＨＳを
含有した。反応混合物におけるＰＥＧのリシン残基に対する比率は４．５９であった。
【０１３５】
　反応物を室温で２時間インキュベートした。下記の種々の時点で試料を採取し、最終濃
度が１１０ｍＭになるまでグリシンを添加し、酵素と反応しなかった余分な活性化ＰＥＧ
分子を中和した。
【０１３６】
　各反応物から得られた試料を、ＳＤＳおよびβ－メルカプトエタノールの存在下、９０
℃で加熱して変性させ、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（８％分離ゲル、４％濃縮ゲル、ミニプロティ
アン電気泳動システム、バイオ・ラッド）を用いて分析した。タンパク質を可視化するた
めに、Ｂｉｏ－Ｓａｆｅ　Ｃｏｏｍａｓｓｉｅ　Ｇ－２５０ステインでゲルを染色し、水
で脱色した。ＣａｎｏＳｃａｎ　８８００Ｆスキャナでゲルをスキャンし、画像（図２に
示す）を得た。この画像は、ＰＥＧ化生成物のサイズおよび分布に対する、反応時間およ
びｐＨの影響を示している。レーンは以下のように割り当てた。
　レーン１：２５ｍｇ／ｍｌ活性化ＰＥＧ；１００ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ、ｐＨ８；反応時間
１５分
　レーン２：２５ｍｇ／ｍｌ活性化ＰＥＧ；１００ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ、ｐＨ８；反応時間
３０分
　レーン３：２５ｍｇ／ｍｌ活性化ＰＥＧ；１００ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ、ｐＨ８；反応時間
６０分
　レーン４：２５ｍｇ／ｍｌ活性化ＰＥＧ；１００ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ、ｐＨ８；反応時間
１２０分
　レーン５：分子量マーカー（上から下へ順に：２５０ｋＤ、１５０ｋＤ、１００ｋＤ、
７５ｋＤ、５０ｋＤ、３７ｋＤ、２５ｋＤ）
　レーン６：２５ｍｇ／ｍｌ活性化ＰＥＧ；１００ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ、ｐＨ７；反応時間
１５分
　レーン７：２５ｍｇ／ｍｌ活性化ＰＥＧ；１００ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ、ｐＨ７；反応時間
３０分
　レーン８：２５ｍｇ／ｍｌ活性化ＰＥＧ；１００ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ、ｐＨ７；反応時間
６０分
　レーン９：２５ｍｇ／ｍｌ活性化ＰＥＧ；１００ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ、ｐＨ７；反応時間
１２０分
【０１３７】
　図２に示されているように、反応時間を延長しｐＨを高くすると、ゲル上に見かけの分
子量が増した酵素が見られた。



(25) JP 5796860 B2 2015.10.21

10

20

30

40

50

【０１３８】
実施例３：ＰＥＧ－ＮＨＳ（２ｋＤ）を用いたｍＴＧのＰＥＧ化：
ＰＥＧ化生成物のサイズおよび分布に対する、ＰＥＧとｍＴＧの比率の影響
材料：
活性化ＰＥＧ：ｍＰＥＧ－グルタレート－ＮＨＳ　２ｋＤａ（ＳｕｎＢｒｉｇｈｔ　ＭＥ
－０２０ＣＳ、日油株式会社（日本））。
ｍＴＧ：ＳＰセファロースイオン交換クロマトグラフィーを用いてさらに１０％精製した
味の素アクティバ。活性：０．２Ｍクエン酸ナトリウム（ｐＨ６）において６０４ユニッ
ト／ｍｌ。
　クエン酸ナトリウム、Ｈｅｐｅｓ、ＳＤＳ、およびβ－メルカプトエタノールはシグマ
アルドリッチから入手した。
　３０％アクリルアミド／Ｂｉｓ　２９：１およびＢｉｏ－Ｓａｆｅ　Ｃｏｏｍａｓｓｉ
ｅ　Ｇ－２５０ステインはバイオ・ラッドから入手した。
　分子量マーカーは、Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｐｌｕｓ　Ｄｕａｌ　Ｃｏｌｏｒ（バイオ・
ラッド）であった。
【０１３９】
　１ユニットのｍＴＧ活性は、ｐＨ６．０、３７℃において、Ｎ－ＣＢＺ－Ｇｌｎ－Ｇｌ
ｙおよびヒドロキシルアミンから、１分間あたり１．０μｍｏｌのヒドロキサマートの形
成を触媒する。反応物（２００μｌ）は、１５Ｕ／ｍｌ ｍＴＧ、１００ｍＭ Ｈｅｐｅｓ
（ｐＨ８）、および種々の濃度のＰＥＧ　ＮＨＳ（２ｋＤ）を含有した。反応物を、３７
℃で２時間インキュベートし、１．５Ｍグリシン（最終濃度７１ｍＭ）１０μｌを添加し
て、酵素と反応しなかったＰＥＧ－ＮＨＳ分子を中和した。各反応物から得た試料を、Ｓ
ＤＳおよびβ－メルカプトエタノールの存在下、９０℃で加熱することにより変性させ、
ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（８％分離ゲル、４％濃縮ゲル、ミニプロティアン電気泳動システム、
バイオ・ラッド）を用いて分析した。タンパク質を可視化するために、Ｂｉｏ－Ｓａｆｅ
　Ｃｏｏｍａｓｓｉｅ　Ｇ－２５０ステインでゲルを染色し、水で脱色した。ＣａｎｏＳ
ｃａｎ　８８００Ｆスキャナでゲルをスキャンし、画像（図３に示す）を得た。この画像
は、種々の濃度のＰＥＧ－ＮＨＳ（２ｋＤ）を用いたＰＥＧ化ｍＴＧのＳＤＳ分析を示し
ている。レーンは以下のように割り当てた。
　レーン１：分子量マーカー
　レーン２：１．７５ｍｇ／ｍｌ　ＰＥＧ－ＮＨＳ　２ｋＤ；ＰＥＧのリシンに対する比
率０．７４
　レーン３：３．５ｍｇ／ｍｌ　ＰＥＧ－ＮＨＳ　２ｋＤ；ＰＥＧのリシンに対する比率
１．４８
　レーン４：７ｍｇ／ｍｌ　ＰＥＧ－ＮＨＳ　２ｋＤ；ＰＥＧのリシンに対する比率２．
９７
　レーン５：１４ｍｇ／ｍｌ　ＰＥＧ－ＮＨＳ　２ｋＤ；ＰＥＧのリシンに対する比率５
．９３
　レーン６：２８ｍｇ／ｍｌ　ＰＥＧ－ＮＨＳ　２ｋＤ；ＰＥＧのリシンに対する比率１
１．８６
　レーン７：５６ｍｇ／ｍｌ　ＰＥＧ－ＮＨＳ　２ｋＤ；ＰＥＧのリシンに対する比率２
３．７２
【０１４０】
　図３に示されているように、ＰＥＧ－ＮＨＳ量を増加させると、ゲル上に見かけの分子
量が増した酵素が見られた。
【０１４１】
実施例４：ＰＥＧ化度を測定するためのＴＮＢＳアッセイ
材料：
　グリシンおよび５％ＴＮＢＳ溶液（ピクリルスルホン酸）はシグマアルドリッチから入
手した。
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　重炭酸ナトリウムはＦｒｕｔａｒｏｍ（イスラエル）から入手した。
　希釈ＴＮＢＳ溶液は、５％ＴＮＢＳと重炭酸緩衝液（ｐＨ８．５）とを１：５００の比
率で混合することにより調製した。
　分光光度計はＡｎｔｈｅｌｉｅ　Ａｄｖａｎｃｅｄ（Ｓｅｃｏｍａｍ）であった。
【０１４２】
　検量線を作成するため、以下の濃度のグリシン溶液を重炭酸緩衝液（ｐＨ８．５）で調
製した：１μｇ／ｍｌ、２μｇ／ｍｌ、４μｇ／ｍｌ、８μｇ／ｍｌ。
【０１４３】
　希釈ＴＮＢＳ溶液０．５ｍｌを、標準グリシン溶液または試料１ｍｌと混合した。混合
物を３７℃で２時間インキュベートした。次に、１０％ＳＤＳ溶液０．５ｍｌと１Ｍ Ｈ
Ｃｌ ０．２５ｍｌとを添加して反応を停止した。溶液をキュベットに移し、分光光度計
を用いて３３５ｎｍでのＯ．Ｄ．を読み取った。
【０１４４】
　グリシンについて設定した検量線に基づいて、各ＰＥＧ化ｍＴＧの遊離ＮＨ２基のパー
センテージを決定した。
　％ＰＥＧ化＝１００－遊離ＮＨ２のパーセンテージ
　算出したＰＥＧ化ｍＴＧの平均ＭＷ：３８,０００＋（％ＰＥＧ化：１００×１８×５
０００）
【０１４５】
　結果を以下の表１に示す。
【０１４６】

【表１】

【０１４７】
　上記の表により、ＰＥＧ化を増加させることによって、ｍＴＧの見かけの（算出された
）分子量が増加したことが示された。さらに、ＰＥＧ化度は遊離リシン基のパーセンテー
ジの減少と相関し、これによって、予想されたようにリシン基がＰＥＧ化されていたこと
が示された。
【０１４８】
実施例５：ＰＥＧ化ｍＴＧの活性を測定するためのアッセイ
材料：
　尿素、クエン酸Ｎａ、酢酸Ｎａ、および塩化カルシウムはシグマアルドリッチから入手
した。
　ゼラチン（豚皮、Ａタイプ、２７５ブルーム）はＧｅｌｉｔａより入手した。
【０１４９】
　ＰＥＧ化反応物（８ｍｌ）は、１５Ｕ／ｍｌ ｍＴＧ、１００ｍＭ ＨＥＰＥＳ（ｐＨ７
）、および１４ｍｇ／ｍｌ ＰＥＧ－ＮＨＳ（５ｋＤ）を含有した。反応条件は図１のレ
ーン８と同様であった。
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【０１５０】
　反応物を３７℃で１：５０時間インキュベートし、２．３４Ｍグリシン０．４ｍｌを添
加して（最終濃度１００ｍＭ）反応していない活性化ＰＥＧを中和した。室温で１５分後
、Ａｍｉｃｏｎ　Ｕｌｔｒａ－４　Ｃｅｎｔｒｉｆｕｇａｌ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｕｎｉｔ　
ＭＷＣＯ　３０，０００（ミリポア）を用いて、反応混合物を２ｍｌに濃縮し、反応緩衝
液を０．２Ｍ クエン酸ナトリウムに交換した。濃縮したＰＥＧ化ｍＴＧを４×と称し、
これをクエン酸緩衝液で２倍希釈および４倍希釈したものをそれぞれ２×および１×と称
す。
【０１５１】
ゼラチンを基質として用いる活性アッセイ
　ｍＴＧ ０．５ｍｌをゼラチン調製物（２５％ゼラチン、３．８Ｍ尿素、０．１５Ｍ Ｃ
ａＣｌ２、０．１Ｍ酢酸Ｎａ、ｐＨ６）１ｍｌと混合し、３７℃でインキュベートし、ゲ
ル化時間を記録した。ゲル化時間は、反応チューブを逆さにしても液体が流れ落ちない時
間と定義される。
【０１５２】
ヒドロキサマートアッセイを用いる活性アッセイ
　反応物Ａ　１５μｌ　１×非ＰＥＧ化ｍＴＧ（１５Ｕ／ｍｌ）＋１３５μｌクエン酸緩
衝液
　反応物Ｂ　１５μｌ　１×ＰＥＧ化ｍＴＧ＋１３５μｌクエン酸緩衝液
　反応物Ｃ　１５μｌ　２×ＰＥＧ化ｍＴＧ＋１３５μｌクエン酸緩衝液
　反応物Ｄ　１５μｌ　４×ＰＥＧ化ｍＴＧ＋１３５μｌクエン酸緩衝液
　反応物Ａ～Ｄのそれぞれに反応カクテル１ｍＬを添加し、３７℃で１０分間または２０
分間インキュベートした。各時点において、反応物０．２３ｍｌをＴＣＡ０．５ｍＬと共
に試験管に加えた。
【０１５３】
ヒドロキサマート反応基質カクテル（２０ｍｌ、ｐＨ６）
　２４０ｍｇ　ＣＢＺ－Ｇｌｕ－Ｇｌｙ（シグマアルドリッチ）
　１３９ｍｇ　塩酸ヒドロキシルアミン（シグマアルドリッチ）
　６１．５ｍｇ　還元型グルタチオン（シグマアルドリッチ）
　４ｍｌ　０．２Ｍクエン酸Ｎａ緩衝液、ｐＨ６
　２０ｍｌになるまで加えた水
　結果を下記の表２に示す。
【０１５４】
【表２】
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【０１５５】
　上記の表２によると、トランスグルタミナーゼをＰＥＧ化することにより、１×ＰＥＧ
化においてゲル化時間が延長したが、ヒドロキサマートアッセイ（ヒドロゲルは形成され
ず、遊離溶液中で行われるアッセイ）においては酵素活性にほとんど影響を与えなかった
ことが示された。実際、ＰＥＧ化量が増加したことによりゲル化時間が延長したが、これ
はおそらく、形成過程の架橋ポリマーネットワーク内の基質分子と接触するのに必要な酵
素の移動度が低下したことによると考えられる。あるいは、ＰＥＧ化が酵素の活性部位に
構造的変化を与え、その結果、基質に対して非ＰＥＧ化酵素と同程度に効率的な結合がで
きなくなったか、または酵素の活性部位の近傍に挿入された１つ以上のＰＥＧ分子が、結
合しようとする基質分子に対する立体障害となったとも説明することができる。ヒドロキ
サマートアッセイにおいてＰＥＧ化酵素活性が低下しなかったのは、このアッセイにおけ
る基質のサイズが小さいこと、または架橋ポリマーネットワークを形成させなかったこと
が理由として考えられ得る。これらの説明はすべて、単一の仮説によって限定されること
を望むことなく示されている。
【０１５６】
　この実験結果より、ＰＥＧ化がヒドロゲルの形成にもたらす効果は、溶液中の酵素活性
に対する効果とはまったく異なることが裏付けられた。単一の仮説によって限定されるこ
とを望むものではないが、これらの異なる効果は、酵素の見かけのサイズが増したことお
よび／または（サイズが増したこと以外による）感知体積が増したことにより引き起こさ
れ、その結果、ヒドロゲルの形成を調節するのに有益な効果がもたられたと考えられる。
いかなる場合においても、本発明の少なくともいくつかの実施形態によれば、ＰＥＧ化す
ることによりもたらされる差別的な効果により、形成過程のヒドロゲルにおける架橋を調
節することが可能となる。
【０１５７】
実施例６：ゼラチンゲルからのＰＥＧ化ｍＴＧおよび非ＰＥＧ化ｍＴＧの溶出プロファイ
ル
材料：
　ゼラチン（豚皮、Ａタイプ、２７５ブルーム）はＧｅｌｉｔａより入手した。
　３０％アクリルアミド／Ｂｉｓ　２９：１およびＢｉｏ－Ｓａｆｅ　Ｃｏｏｍａｓｓｉ
ｅ　Ｇ－２５０ステインはバイオ・ラッドから入手した。
　分子量マーカーは、Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｐｌｕｓ　Ｄｕａｌ　Ｃｏｌｏｒ（バイオ・
ラッド）であった。
【０１５８】
　ＰＥＧ化ｍＴＧ（反応条件は図１のレーン６におけるものと同様であった）と２０Ｕ／
ｍｌ ｍＴＧとを１：１で含む酵素混合物０．６７ｍｌと、ゼラチン溶液（２５％ゼラチ
ン、３．８Ｍ尿素、０．１５Ｍ ＣａＣｌ２、０．１Ｍ酢酸Ｎａ、ｐＨ６）１．３３ｍｌ
と混合することによって、架橋ゼラチンゲルを作製した。得られたゲルをサランラップで
包み、３７℃で２時間インキュベートした。次に、生理食塩水を１０ｍｌ含む試験管にゲ
ルを入れ、恒温振とう培養機を用いて３７℃で４時間インキュベートした。１時間ごとに
試料を採取した。Ａｍｉｃｏｎ　Ｕｌｔｒａ－４　Ｃｅｎｔｒｉｆｕｇａｌ　Ｆｉｌｔｅ
ｒ　Ｕｎｉｔ　ＭＷＣＯ　３０，０００（ミリポア）を用いて試料を濃縮し、ＳＤＳおよ
びβ－メルカプトエタノールの存在下９０℃で加熱することにより変性させ、ＳＤＳ－Ｐ
ＡＧＥ（８％分離ゲル、４％濃縮ゲル、ミニプロティアン電気泳動システム、バイオ・ラ
ッド）を用いて分析した。タンパク質を可視化するため、Ｂｉｏ－Ｓａｆｅ　Ｃｏｏｍａ
ｓｓｉｅ　Ｇ－２５０ステインでゲルを染色し、水で脱色した。ＳＤＳ－ＰＡＧＥのバン
ド強度を定量化するため、ＣａｎｏＳｃａｎ　８８００Ｆスキャナでゲルをスキャンし、
得られた画像（図４に示す）をＱｕａｎｔｉｔｙ　Ｏｎｅソフトウェア（バイオ・ラッド
）を用いて解析した。レーンは以下のように割り当てた。
　レーン１：ｔ＝１時間に採取された１０μｌの試料
　レーン２：ｔ＝１時間に採取された２０μｌの試料
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　レーン３：ｔ＝４時間に採取された１０μｌの試料
　レーン４：ｔ＝４時間に採取された２０μｌの試料
　レーン５：分子量マーカー
　レーン６：７μｌ　ｍＴＧ＋ＰＥＧ化ｍＴＧ混合物
　レーン７：３μｌ　ｍＴＧ＋ＰＥＧ化ｍＴＧ混合物
　レーン８：１．５μｌ　ｍＴＧ＋ＰＥＧ化ｍＴＧ混合物
【０１５９】
　図４は、同一の架橋ゼラチンゲルからのｍＴＧおよびＰＥＧ化ｍＴＧの溶出を示す。表
３は、ゲルから溶出したトランスグルタミナーゼの相対量を示す。
【０１６０】
【表３】

【０１６１】
実施例７：架橋ゼラチンゲルからの種々のＰＥＧ化ｍＴＧの溶出
異なる濃度（２ｋＤまたは５ｋＤ）のＰＥＧ－ＮＨＳを用いたｍＴＧの大規模なＰＥＧ化
活性化ＰＥＧ：
　試薬：
　ｍＰＥＧ－グルタリル－ＮＨＳ、ＭＷ　５０００（ＳｕｎＢｒｉｇｈｔ　ＭＥ－０５０
ＧＳ、日油株式会社（日本））。
　ｍＰＥＧ－スクシニル－ＮＨＳ、ＭＷ　２０００（ＳｕｎＢｒｉｇｈｔ　ＭＥ－０２０
ＣＳ、日油株式会社（日本））。
ｍＴＧ：ＳＰセファロースイオン交換クロマトグラフィーを用いてさらに１０％精製した
味の素アクティバ。
　３０％アクリルアミド／Ｂｉｓ　２９：１およびＢｉｏ－Ｓａｆｅ　Ｃｏｏｍａｓｓｉ
ｅ　Ｇ－２５０ステインはバイオ・ラッドから入手した。
　ＳＤＳおよびβ－メルカプトエタノールはシグマアルドリッチから入手した。
【０１６２】
　ＰＥＧ化反応物（３２ｍｌ）は、１５Ｕ／ｍｌ ｍＴＧ、１００ｍＭ ＨＥＰＥＳ（ｐＨ
８）、および種々の濃度のＰＥＧ－ＮＨＳ（２ｋＤまたは５ｋＤ）を含有した。反応物を
室温で２．５時間インキュベートし、１．５Ｍグリシン（最終濃度９７ｍＭ）２．２ｍｌ
を添加して、反応しなかった活性化ＰＥＧを中和した。室温でさらに１５分間インキュベ
ーション後、ビバスピン２０（ザルトリウス）を用いて反応混合物を８ｍｌに濃縮し、そ
れと同時に、反応緩衝液を０．２Ｍクエン酸Ｎａ（ｐＨ６）に交換した。
【０１６３】
　１倍量の種々の濃度のＰＥＧ化ｍＴＧ（上記）をそれぞれ、２倍量のゼラチン調製物（
２５％ゼラチン、３．８Ｍ尿素、０．１５Ｍ　ＣａＣｌ２、０．１Ｍ酢酸Ｎａ、ｐＨ６）
と混合した。混合物を、テフロン加工のイヌ用の骨の形をした型へ流し込んだ。ゲルが形
成された後、ゲルを型から取り出し、重量を計り、乾燥を防ぐために密閉型試験管へ入れ
、３７℃で３時間インキュベートした。次に、ゲル１グラムあたり正確に５ｍｌのクエン
酸Ｎａ（ｐＨ６）を加え、エアシェーカーを用いて試験管を３７℃、１００ｒｐｍでイン
キュベートした。１時間後、２時間後、３時間後、および３０℃、１８時間でのさらなる
インキュベーション後に、各時間点において試料をそれぞれ０．５ｍｌずつ採取した。
【０１６４】
　各時間点で得られた試料を、ＳＤＳおよびβ－メルカプトエタノールの存在下、９０℃
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で加熱して変性させ、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ（８％分離ゲル、４％濃縮ゲル、ミニプロティア
ン電気泳動システム、バイオ・ラッド）を用いて分析した。タンパク質を可視化するため
に、Ｂｉｏ－Ｓａｆｅ　Ｃｏｏｍａｓｓｉｅ　Ｇ－２５０ステインでゲルを染色し、水で
脱色した。ＳＤＳ－ＰＡＧＥにおけるバンドの強度を定量化するために、ＣａｎｏＳｃａ
ｎ　８８００Ｆスキャナでゲルをスキャンし、得られた画像（図５に示す）をＱｕａｎｔ
ｉｔｙ　Ｏｎｅソフトウェア（バイオ・ラッド）を用いて解析した。
【０１６５】
　遊離すると考えられる酵素の最大理論量も同様にＳＤＳ－ＰＡＧＥに供し、これを１０
０％の遊離と見なした。実際に溶出した試料を横一列に並べて流し、１００％遊離に対す
るバンド強度を算出した。ＳＤＳ－ＰＡＧＥにおけるバンドの強度を定量化するために、
ＣａｎｏＳｃａｎ　８８００Ｆスキャナでゲルをスキャンし、得られた画像を、Ｑｕａｎ
ｔｉｔｙ　Ｏｎｅソフトウェア（バイオ・ラッド）を用いて解析した。
【０１６６】
　図５は、種々の架橋ゼラチンゲルから溶出したｍＴＧ（左側）およびＰＥＧ化ｍＴＧ（
右側）を示す。レーンは以下のように割り当てた。
　レーン１：ｍＴＧ、１００％遊離対照
　レーン２：架橋ゼラチンゲルから遊離したｍＴＧ、１時間時点
　レーン３：架橋ゼラチンゲルから遊離したｍＴＧ、２時間時点
　レーン４：架橋ゼラチンゲルから遊離したｍＴＧ、３時間時点
　レーン５：架橋ゼラチンゲルから遊離したｍＴＧ、１８時間時点
　レーン６：ＰＥＧ化ｍＴＧ（７ｍｇ／ｍｌ　ＰＥＧ－ＮＨＳ、５ｋＤ）、１００％遊離
対照
　レーン７：ゼラチンゲルから遊離したＰＥＧ化ｍＴＧ（７ｍｇ／ｍｌ　ＰＥＧ－ＮＨＳ
、５ｋＤ）、１時間時点
　レーン８：ゼラチンゲルから遊離したＰＥＧ化ｍＴＧ（７ｍｇ／ｍｌ　ＰＥＧ－ＮＨＳ
、５ｋＤ）、２時間時点
　レーン９：ゼラチンゲルから遊離したＰＥＧ化ｍＴＧ（７ｍｇ／ｍｌ　ＰＥＧ－ＮＨＳ
、５ｋＤ）、３時間時点
　レーン１０：ゼラチンゲルから遊離したＰＥＧ化ｍＴＧ（７ｍｇ／ｍｌ　ＰＥＧ－ＮＨ
Ｓ、５ｋＤ）、１８時間時点
【０１６７】
　総遊離量を以下の表４に示す。
【０１６８】
【表４】

【０１６９】
実施例８：架橋ゲルから溶出したｍＴＧの活性
　１８時間後にゼラチンゲルから溶出した非ＰＥＧ化ｍＴＧ（実施例７を参照）９ｍｌを
、ビバスピン２０（ＭＷＣＯ　３０，０００（ザルトリウス））を用いて０．４７ｍｌに
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トアッセイを用いて測定した。
【０１７０】
　測定した活性は、３．６５Ｕ／ｍｌであった。
【０１７１】
　算出した活性（ゲルにおける最初の活性５Ｕ／ｍｌ、図５におけるＳＤＳ－ＰＡＧＥに
よる１８時間後の遊離％、および表４におけるその定量化値２６．７％に基づく）は、４
．２４Ｕ／ｍｌであった。
【０１７２】
実施例９：ＰＥＧ化ｍＴＧまたは非ＰＥＧ化ｍＴＧで架橋したゼラチンゲルの力学的試験
　尿素、クエン酸Ｎａ、酢酸Ｎａ、および塩化カルシウムはシグマアルドリッチから入手
した。
　ゼラチン（豚皮、Ａタイプ、２７５ブルーム）はＧｅｌｉｔａより入手した。
　ＳＰセファロースイオン交換クロマトグラフィーを用いてさらに１０％精製した味の素
アクティバをｍＴＧとして用いた。活性：０．２Ｍクエン酸ナトリウム（ｐＨ６）におい
て６０４ユニット／ｍｌ。
　種々のＰＥＧ化度のＰＥＧ化ｍＴＧ（２ｋＤまたは５ｋＤのＰＥＧ－ＮＨＳを使用）を
、実施例７の記載と同様に調製した。
【０１７３】
　ＰＥＧ化ｍＴＧ溶液１部と、ゼラチン溶液（２５％ゼラチン、３．８Ｍ尿素、０．１５
Ｍ　ＣａＣｌ２、０．１Ｍ酢酸Ｎａ、ｐＨ６）２部とを混合した。混合物を、テフロン加
工のイヌ用の骨の形をした型へ流し込んだ。ゲルが形成された後、ゲルを型から取り出し
、生理食塩水中に浸して３７℃で４時間インキュベートした。次いで、デジタルカリパス
を用いて、イヌ用の骨の形をしたゲルの寸法を測定した。１５Ｕ／ｍｌ非ＰＥＧ化ｍＴＧ
１部とゼラチン溶液２部とを用いて対照試料を作製した。いずれの試料に対しても以下の
試験プロトコルを行った。
【０１７４】
　約１２ｍｍ（幅）×１．９ｍｍ（厚さ）×２０ｍｍ（長さ）の試料を、引張試験システ
ム（３３４３モデル；インストロン）のクランプに固定した。引張試験の直前に各試料の
正確な寸法を測定し、これらの測定した数値を用いて各試料の物質特性を算出した。測定
および固定後、予荷重が０．０２５Ｎになるまで、各試料に０．２５ｍｍ／秒の速度で引
張力を加えた。これを０％の歪み点とした。予荷重後、試料が破断するまで試料に引張歪
を０．５ｍｍ／秒の速度で連続的に加えた。
【０１７５】
　破断した時点で最大の歪みおよび応力が生じ、生じた最大引張歪および最大引張応力を
、破断時点における破断歪み（％）および破断応力（ｋＰａ）として記録した。各試料に
ついて、弾性率を１０％歪みと３０％歪みの間の直線領域から算出した。
【０１７６】
　各種の架橋ゼラチンゲルを５回繰り返して試験し、得られた平均および標準偏差を表５
に要約した。
【０１７７】
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【表５】

【０１７８】
　表５は、種々のＰＥＧ化ｍＴＧの力学的試験の結果を示す。最も左の列は、ＰＥＧ化の
条件を「Ａ－Ｂ」で示している。すなわち、Ａが７の場合７ｍｇ／ｍｌ　ＰＥＧを指し、
Ａが１４の場合１４ｍｇ／ｍｌ　ＰＥＧを指し、Ａが２８の場合２８ｍｇ／ｍｌ　ＰＥＧ
を指す。Ｂが２の場合２ｋＤ　ＰＥＧを指し、Ｂが５の場合５ｋＤ　ＰＥＧを指す。表に
示されているように、ＰＥＧ量を増加させると、ゲル化時間は延長し、ヤング率は低下し
た。これに対し、ＰＥＧサイズを増加させると、得られたゲルの引張り強さおよび可撓性
が増加した。
【０１７９】
実施例１０：破壊圧力試験により評価した生体組織におけるシーラントの性能
　ブタの小腸組織から残留物を取り除き、１０ｃｍ四方に切断した。各組織片を１４ゲー
ジ針で穿刺した。次いで、各組織を生理食塩水中に浸漬し、３７℃でインキュベートした
。実施例７に記載の方法で調製したシーラント材を塗布する前に、組織を平らにし、ガー
ゼパッドを用いて各組織の塗布部位の水分を拭き取った。１ｍＬシリンジを用いて、試験
シーラント約０．１～０．２ｍＬを各塗布部位に塗布した。塗布から５分以内に組織を生
理食塩水で洗浄し、３７℃で４時間インキュベートした。各試験は３回以上繰り返した。
【０１８０】
　破壊圧力試験を行うため、片側が（クランプを用いて）密閉され、反対側が圧力メータ
ーおよび手動ポンプに（プラスチック固定具を用いて）接続されたパースペックス箱に組
織を入れた。パースペックス箱を生理食塩水で満たし、組織試料を完全に浸漬した。手動
ポンプを用いて一定速度（２０ｍＬ／分）で空気を注入した。泡の発生によって破壊圧力
を決定した。
【０１８１】
　結果を図６に示す。非ＰＥＧ化ｍＴＧまたは２種のＰＥＧ化ｍＴＧを用いて作製したゼ
ラチンシーラントについての破壊圧力が示されている。図に示されているように、いずれ
のＰＥＧ化ｍＴＧについても破壊圧力強度の中央値は増加したが、ＰＥＧ化度がより低い
酵素においてやや高い効果が示されている。
【０１８２】
実施例１１：インビボブタモデルのステープルラインを補強するためのシーラントの使用
　コヴィディエンＥＥＡ輪状吻合用外科用ステープラーを用いて、ブタの直腸の輪状吻合
を行った。
【０１８３】
　外科用シーラントはゼラチン溶液とＰＥＧ化ＴＧとで構成した。反応容量７２ｍｌ中、
２８ｍｇ／ｍｌ ５ｋＤａ ＰＥＧ－ＮＨＳを用いて、実施例７と同様にＰＥＧ化ＴＧを調
製した。ＰＥＧ化酵素の活性が４０Ｕ／ｍｌの非ＰＥＧ化酵素と等しくなるように、ビバ



(33) JP 5796860 B2 2015.10.21

10

20

30

40

50

スピン２０（ＭＷＣＯ ３０，０００（ザルトリウス））を用いて反応混合物を３ｍｌに
濃縮した。（ゼラチン溶液２．６６ｍｌおよびＰＥＧ化酵素溶液１．３３で構成した）シ
ーラント４ｍＬを、直腸のステープルラインの周囲に均一に塗布し、４分間かけて硬化さ
せた。次いで、ブタの傷口を縫合した。
【０１８４】
　手術から１４日後にブタを屠殺した。密封した吻合領域を肉眼での病理観察により評価
し、シーラントを触診してその力学的特性を定性的に評価した。
【０１８５】
結果：
　シーラントは、１４日間の埋め込み期間にわたって顕著な分解を起こさなかった。シー
ラントは、ステープルラインに強く接着しており、ステープルラインの全長にわたって１
００％完全な状態で維持されていた。シーラント材は、柔軟性および可撓性を有し、輪状
ステープルラインの形状および動きに適合した。
【０１８６】
　シーラントが塗布された領域またはステープルライン領域において、炎症または腹部癒
着は見られなかった。吻合は完全に治癒し、滲出の兆候はなかった。直腸において狭窄は
観察されなかった。
【０１８７】
実施例１２：架橋化酵素の不溶性担体への非共有結合
　ＳＰセファロースを、ｍＴＧ（微生物トランスグルタミナーゼ）に結合させ、ゲルを作
製した。この固定化トランスグルタミナーゼを用いると１６～２３分でゲルが形成された
が、可溶性酵素は６分未満でゲルを形成した。したがって、固定化により、ゲル化に必要
な時間が延長した。
【０１８８】
　洗浄したＳＰセファロースビーズ（ＧＥヘルスケア）５００μｌを、１３．５ｍｇ／ｍ
ｌ精製ｍＴＧ２．７ｍｌと、５０ｍＭ酢酸Ｎａ（ｐＨ５．５）１１．５５ｍｌと共に混合
した（合計１５ｍｌ）。
【０１８９】
　この混合物を、シェーカーを用いて、室温で２０分間インキュベートした。次いで、５
０ｍＭ酢酸Ｎａ（ｐＨ５．５）１１．５ｍｌを用いて、ビーズを３回洗浄（１回の洗浄あ
たり３分間）した。洗浄工程後、タンパク質の７０％がビーズに結合していた。５０ｍＭ
酢酸Ｎａ（ｐＨ５．５）９．５ｍｌにビーズを再懸濁し、最終容量を１０ｍｌとした。最
終容量が６００μｌの以下の種々の組成を有するように、ｍＴＧ担持ビーズと５０ｍＭ酢
酸Ｎａ（ｐＨ５．５）とを混合した（括弧内には、結合したｍＴＧの量、および結合して
いないｍＴＧ１ｍｇを用いて測定された活性（３３ヒドロキサマートユニット）に基づい
て算出されたｍＴＧ活性の理論値を示す）。
　Ａ：２９２μｌビーズ＋３０８酢酸Ｎａ（１．２４４ｍｇ／ｍｌ＝４１Ｕ／ｍｌ）
　Ｂ：４００μｌビーズ＋２００μｌ酢酸Ｎａ（１．７０４ｍｇ／ｍｌ＝５６．２Ｕ／ｍ
ｌ）
　Ｃ：５００μｌビーズ＋１００μｌ酢酸Ｎａ（２．１３ｍｇ／ｍｌ＝７０．３Ｕ／ｍｌ
）
　Ｄ：５５０μｌビーズ＋５０μｌ酢酸Ｎａ（２．３４ｍｇ／ｍｌ＝７７．２Ｕ／ｍｌ）
【０１９０】
　各反応物Ａ～Ｄ５００μｌと、４．５Ｍ尿素を含む酢酸ナトリウム緩衝液中の２５％ゼ
ラチン溶液１ｍｌとを、シリンジからシリンジへと往復させて混合した。ゼラチンが流動
しなくなった時間を目視で確認してゲル化時間を決定した。
　ゲル化時間：
　Ａ：約２３分
　Ｂ：約２１分
　Ｃ：約２０分
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　Ｄ：約１６分
　対照（結合していないｍＴＧ　１０Ｕ／ｍｌ）：５．５分
【０１９１】
　結合したｍＴＧのゲル化時間は、遊離酵素と比較して顕著に延長された。これは、酵素
を大きな足場または不溶性担体に結合させると、ヒドロゲルマトリックス内における酵素
の移動が低下し、その結果、結合した酵素の架橋によるゲル化（力学的剛性が増したこと
を示す）は、遊離（結合していない）酵素によるものと比較して、時間が延長されること
を示唆する。したがって、酵素を結合させると、ヒドロゲルマトリックスの力学的特性が
改変される。
【０１９２】
実施例１３：酸化デキストランでの酵素改変
　この実験は、可溶性大型分子と結合させることによって酵素を改変することにより、そ
の力学的特性が改変されることを実証している。
【０１９３】
方法
　デキストラン１グラムを精製水２０ｍｌに溶解した。過ヨウ素酸ナトリウム１．３グラ
ムを添加し、反応物をアルミホイルによって光から保護しながら、室温で８０分間（９：
５０～１１：１０）撹拌した。
【０１９４】
　グリセロール２グラムを添加して、反応しなかった過ヨウ素酸塩をクエンチした。
【０１９５】
　反応物を１Ｌの精製水で２：００時間かけて３回透析し、１回ごとに精製水を交換した
。
【０１９６】
【表６】

【０１９７】
　反応物を室温で一晩インキュベートし、次いで、ビバスピン２０（ザルトリウス）を用
いたダイアフィルトレーションによって精製した。
【０１９８】
結果
　図７は、コンジュゲーション反応物Ａ～ＤのＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析を示す。４～１５％
ミニプロティアン　ＴＧＸゲル（バイオ・ラッド）上に、４．３５μｇ（反応物Ａ）、４
．３８μｇ（反応物Ｂ）、１．９８μｇ（反応物Ｃ）、および３μｇ（反応物Ｄ）のデキ
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ストランコンジュゲート化ｍＴＧを載せた。それぞれの試料は、０．１％ＳＤＳを含有し
ていたが、還元剤は含有しておらず、ゲル上に載せる前に８５℃で１０分間加熱した。ゲ
ルに一定電圧（２００Ｖ）をかけて試料を流し、Ｂｉｏ－Ｓａｆｅ　Ｃｏｏｍａｓｓｉｅ
　Ｇ－２５０溶液（バイオ・ラッド）でタンパク質バンドを染色することによって可視化
した。分子量マーカーはＰｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｐｌｕｓ（バイオ・ラッド）であった。こ
の実施例では、架橋化酵素（この場合、ｍＴＧ（微生物トランスグルタミナーゼ））を可
溶性ポリマー上に固定化できることが示されている。さらに、デキストラン：ｍＴＧ比に
おいてデキストランの比率が高いと、より多くの遊離ｍＴＧ分子が、デキストランとの結
合により高分子量コンジュゲートに変換された。
【０１９９】
実施例１４：西洋ワサビペルオキシダーゼのＰＥＧ化
　この実験では、西洋ワサビペルオキシダーゼ（別の架橋化酵素）をＰＥＧ化して改変す
ることにより、ペルオキシダーゼ架橋により形成されるマトリックスを改変できることが
実証されている。本発明の別の実施形態において、架橋化酵素は西洋ワサビペルオキシダ
ーゼ（ＨＲＰ）であり、ＰＥＧ分子をＨＲＰ分子に付着させることによってＨＲＰを改変
し、これによって、ＨＲＰ架橋により形成されるゼラチンヒドロゲルの力学的特性を改変
することができる。
【０２００】
方法
フェノール修飾ゼラチン（ゼラチン－Ｐｈ）の調製：
　高分子量ゼラチン（Ａタイプ）２グラムを、５０ｍＭ　ＭＥＳ（２－（Ｎ－モルホリノ
）エタンスルホン酸（シグマアルドリッチ））緩衝液（ｐＨ６）１００ｍｌに溶解した。
この２％ｗ／ｗ溶液に、チラミン（シグマアルドリッチ）０．９８４グラム、ＮＨＳ（Ｎ
－ヒドロキシスクシンイミド（シグマアルドリッチ））０．２１８グラム、およびＥＤＣ
（１－エチル－３－［３－ジメチルアミノプロピル］カルボジイミド（シグマアルドリッ
チ））０．７２グラムを添加した。反応物を室温で１６時間撹拌し、次いで、蒸留水で十
分に透析した。透析物を凍結乾燥し、得られた乾燥物を０．１Ｍリン酸緩衝液（ｐＨ６．
０）に溶解して、最終容積が１６ｍｌの１２．５％ｗ／ｗゼラチンを得た。
【０２０１】
ＨＲＰのＰＥＧ化：
　１００ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ（ｐＨ８．０）中において、２ｍｇ／ｍｌ　ＨＲＰ　Ｉ型（シ
グマ、セントルイス（ミズーリ））と、６０ｍｇ／ｍｌ　ＰＥＧ－ＮＨＳ　５ｋＤとを２
時間反応させ、次いで、１１０ｍＭグリシンを添加して反応しなかったＰＥＧ－ＮＨＳを
クエンチし、さらに３０分間インキュベーションした。ＰＥＧ化ＨＲＰを、２５ｍＭリン
酸緩衝液（ｐＨ６．０）で十分に透析することによって精製した。
【０２０２】
ゼラチン－ＰｈのＨＲＰ依存性およびＰＥＧ化ＨＲＰ依存性ゲル化：
　ゼラチン成分：ゼラチン－Ｐｈ　５ｍｌ＋２０ｍＭ Ｈ２Ｏ２　０．５ｍｌをガラスバ
イアル中で混合し、このうち４．４ｍｌをシリンジＡに移した。
　ＨＲＰ／ＰＥＧ化ＨＲＰ成分：０．０３５ｍｇ／ｍｌ　ＨＲＰまたはＰＥＧ化ＨＲＰ　
１ｍｌをシリンジＢに入れた。
　ゼラチン成分と酵素成分とをシリンジからシリンジへと往復させて混合し、次いで、上
下反転させながら３７℃でインキュベートしゲル化時間を決定した。
【０２０３】
　２０分後、ゲルの重量を計り、生理食塩水１０ｍｌに浸漬させて３７℃で１６時間イン
キュベートし、次いで、ゲルの重量を再び計って膨潤率を決定した。
【０２０４】
結果
　混合後、ゼラチンおよび酵素の混合物は３分以内にゲルを形成した。ＨＲＰタンパク質
およびＰＥＧ化ＨＲＰタンパク質のＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析を図８に示す。ＨＲＰおよびＰ
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ＥＧ化ＨＲＰ（各２０μｇ）を４～１５％ミニプロティアンＴＧＸゲル（バイオ・ラッド
）上に載せた。それぞれの試料は０．１％ＳＤＳを含有していたが、還元剤は含有してお
らず、ゲル上に載せる前に８５℃で１０分間加熱した。ゲルに一定電圧（２００Ｖ）をか
けて試料を流し、Ｂｉｏ－Ｓａｆｅ　Ｃｏｏｍａｓｓｉｅ　Ｇ－２５０溶液（バイオ・ラ
ッド）でタンパク質バンドを染色することによって可視化した。分子量マーカーはＰｒｅ
ｃｉｓｉｏｎ　Ｐｌｕｓ（バイオ・ラッド）であった。
【０２０５】
　測定した膨潤率を以下の表７に詳細に示す。
【０２０６】
【表７】

【０２０７】
　上記の表７に示されているように、ＰＥＧ化ＨＲＰで作製したゲルは、非ＰＥＧ化ＨＲ
Ｐで作製したゲルよりも大きく膨潤した。これは、ＰＥＧ化（改変型）ＨＲＰにより形成
されたゼラチンヒドロゲルの力学的特性が、遊離（非改変型）ＨＲＰにより形成されたヒ
ドロゲルの力学的特性とは有意に異なることを実証している。いずれのゲルも熱に強く、
８０℃で１時間加熱しても溶解しなかった。
【０２０８】
実施例１５：部分的ＰＥＧ化の効果
　異なるＰＥＧ化度を有する架橋化酵素により、異なる力学的特性がもたらされた。この
実施例においては、流体力学的体積（この場合、ＰＥＧ化度）を調節することによって、
酵素的に架橋されたヒドロゲルの力学的特性がどのように特異的に調節され得るかが実証
されており、流体力学的体積が大きい（すなわち、ＰＥＧ化度が高い）場合、弾性の高い
マトリックスが形成され、流体力学的体積が小さい（すなわち、ＰＥＧ化度が低い）場合
、弾性の低いマトリックスが形成される。当然のことながら、流体力学的体積が改変され
ていない（すなわち、ＰＥＧ化なし）場合は、最も弾性の低いマトリックスが形成される
。インストロン社製試験器によるデータおよびＳＤＳ－Ｐａｇｅゲルによるデータを、こ
れらの効果に関して以下に記載する。
【０２０９】
方法
　３種のＰＥＧ化反応を並列に実施した。反応は、ＰＥＧ－ＮＨＳ　５Ｋを用い、１００
ｍＭ　ＨＥＰＥＳ（ｐＨ８．０）中において、室温で２．５時間行った。反応後、反応し
なかった余分なＰＥＧを１１０ｍＭグリシンで中和し、さらに３０分間インキュベーショ
ンを続けた。
【０２１０】
　反応Ａおよび反応Ｂは、いずれも同じＰＥＧ：アミン比を有したが、ＡのｍＴＧおよび
ＰＥＧはいずれも、Ｂよりも３倍高い濃度であった。反応Ｃは、反応Ａと類似しているが
、ＰＥＧ：アミン比はＡの半分であった。結果を表８に示す。



(37) JP 5796860 B2 2015.10.21

10

20

30

40

50

【０２１１】
【表８】

【０２１２】
　これらの反応の終了後、得られたＰＥＧ化ｍＴＧ溶液それぞれを、ｍＴＧ溶液とゼラチ
ン溶液の比が１：２になるように、（４．５Ｍ尿素を含む酢酸ナトリウム緩衝液中の）２
５％ゼラチン溶液と反応させて、ゼラチンヒドロゲルを形成させた。ゼラチンとの反応時
間を各溶液において統一することによって、各ＰＥＧ化ｍＴＧ溶液のｍＴＧ活性レベルを
標準化した。各ヒドロゲルが形成された後、３７℃で２時間インキュベートし、引張試験
システムを用いて力学的試験を行った。
【０２１３】
　結果を、ＰＥＧ化ｍＴＧをＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析した画像である図９に示す。反応Ａ、
Ｂ、およびＣから得られたＰＥＧ化ｍＴＧ（それぞれ５μｇ）を、６％ポリアクリルアミ
ドゲル上に載せ、ＳＤＳ－ＰＡＧＥに供した。それぞれの試料は、０．１％ＳＤＳを含有
していたが、還元剤は含有しておらず、ゲル上に載せる前に８５℃で１０分間加熱した。
ゲルに一定電圧（２００Ｖ）をかけて試料を流し、Ｂｉｏ－Ｓａｆｅ　Ｃｏｏｍａｓｓｉ
ｅ　Ｇ－２５０溶液（バイオ・ラッド）でタンパク質バンドを染色することによって可視
化した。分子量マーカーはＰｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｐｌｕｓ（バイオ・ラッド）であった。
【０２１４】
　ＳＤＳ－ＰＡＧＥプロファイルにより、反応Ａ、Ｂ、およびＣにおいて、ＰＥＧ分子と
ｍＴＧ分子とがどのように異なる度合いで結合したかが示されており、Ａにおいては多数
のＰＥＧ分子がｍＴＧに結合し、Ｂにおいてはより少ないＰＥＧ分子がｍＴＧに結合し、
Ｃにおいてはさらに少ないＰＥＧ分子がｍＴＧに結合した。
【０２１５】
　以下の結果に示されるように、ＰＥＧ化度の差異は、ゼラチンマトリックスの力学的特
性に顕著な影響を与える。すなわち、ＰＥＧ化度が最も高かったｍＴＧであるＡは、弾性
の最も高い（破断時点における引張歪が最も高い）ヒドロゲルを形成し、非ＰＥＧ化ｍＴ
Ｇは弾性の最も低いヒドロゲルを形成し、部分的にＰＥＧ化されたｍＴＧであるＢおよび
Ｃは、それぞれのＰＥＧ化度に相関して、ＰＥＧ化度が最も高かったｍＴＧと非ＰＥＧ化
ｍＴＧとの間の力学的特性を有した。
【０２１６】

【表９】

【０２１７】
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実施例１６：遊離ＰＥＧはゲル化に効果を与えない
　対照として、インストロン社製試験器によるゲルの力学的特性に関する結果を、遊離Ｐ
ＥＧを用いてまたは用いずに評価した。「遊離」とは、ＰＥＧ分子が、架橋化酵素と共に
溶液中に存在するが、酵素には共有結合されていないことを意味する。実験結果より、遊
離ＰＥＧを用いても、ＰＥＧが架橋化酵素に共有結合すること（すなわち、ＰＥＧによる
酵素自体の改変）によってもたらされる力学的特性の改変は見られなかったことが示され
た。
【０２１８】
方法
　２０％ＰＥＧ６０００を含むまたは含まないゼラチン溶液（酢酸ナトリウム緩衝液中の
２５％ゼラチンおよび４．５Ｍ尿素）のそれぞれのアリコート４ｍｌと、１５Ｕ／ｍｌ　
ｍＴＧのアリコート２ｍｌとを混合した。それぞれから得られた溶液２ｍｌを、実施例９
の記載と同様に、イヌ用の骨の形をした型へ流し込んだ。実施例９の記載と同様に、得ら
れたゲルを型から取り出し、生理食塩水中で３７℃、２時間インキュベートし、次いで、
引張試験を行った。
【０２１９】
結果
【表１０】

【０２２０】
　表１０の結果より、遊離ＰＥＧ（可塑剤）の添加により、酵素架橋ヒドロゲルマトリッ
クスの力学的特性にわずかな効果が見られたか、またはまったく効果が見られず、さらに
、このような力学的特性の改変は、ＰＥＧを酵素に付着させて酵素分子の流体力学的体積
を増加させることによる改変と比較して、わずかなものであることが実証されている。特
に、遊離ＰＥＧを添加することによって、マトリックスの弾性（破断歪み）は全く向上し
なかった。これに対し、別の実施例のいくつかに示されているように、酵素分子をＰＥＧ
化すると、マトリックス弾性が有意に増加する。
【０２２１】
実施例１７：混合した改変／非改変架橋化酵素
　非改変酵素と改変酵素との種々の混合物を試験した。特定の割合で混合することにより
、種々の異なる力学的特性を有するように改変することができる。
【０２２２】
　本発明の別の実施形態において、酵素架橋マトリックスの力学的特性を改変するために
、改変酵素は非改変（遊離）酵素と共に用いられる。
【０２２３】
方法
　２０％ＰＥＧ６０００を含むまたは含まないゼラチン溶液（２５％ゼラチン、４．５Ｍ
尿素、酢酸ナトリウム緩衝液）のそれぞれのアリコート４ｍｌと、非ＰＥＧ化ｍＴＧを加
えたまたは加えていない５５Ｕ／ｍｌ　ＰＥＧ化ｍＴＧ　２ｍｌと混合した。それぞれか
ら得られた溶液２ｍｌを、実施例９の記載と同様に、イヌ用の骨の形をした型へ流し込ん
だ。実施例９の記載と同様に、得られたゲルを型から取り出し、生理食塩水中で３７℃、
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２４時間インキュベートし、次いで、引張試験を行った。
【０２２４】
結果

【表１１】

【０２２５】
　表１１の結果より、酵素架橋ヒドロゲルの力学的特性は、改変酵素のみを用いることに
よっても、また、低い程度にとどまるが、改変酵素と遊離酵素の混合物を用いることによ
っても、改変できることが示されている。
【０２２６】
実施例１８：二官能基型ＰＥＧ－酵素ブリッジ
　この実験では、二官能基型ＰＥＧブリッジによって酵素同士を架橋できることが実証さ
れた。この実施例では、２個以上の酵素分子を互いに結合させて、酵素凝集体全体の流体
力学的体積を増加させることができる。これを達成する方法のひとつとして、酵素分子間
にブリッジを形成することのできる二官能基型分子を用いることが挙げられる。
【０２２７】
方法
　１００ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ（ｐＨ８）中において、ｍＴＧ（１５Ｕ／ｍｌ、０．５ｍｇ／
ｍｌ）と、種々の濃度の二官能基型ＰＥＧ－ＮＨＳ（１０ｋＤ）とを、室温で２時間イン
キュベートした。次いで、１１０ｍＭグリシンを３０分を上回る時間をかけて添加し、反
応しなかった余分なＰＥＧを中和した。具体的な条件を以下の表１２に示す。
【０２２８】
【表１２】

【０２２９】
　反応終了後、各反応組成の酵素５μｇを７．５％ポリアクリルアミドゲル上に載せ、Ｓ
ＤＳ－ＰＡＧＥ分析に供した。それぞれの試料は、０．１％ＳＤＳを含有していたが、還
元剤は含有しておらず、ゲル上に載せる前に８５℃で１０分間加熱した。ゲルに一定電圧
（２００Ｖ）をかけて試料を流し、Ｂｉｏ－Ｓａｆｅ　Ｃｏｏｍａｓｓｉｅ　Ｇ－２５０
溶液（バイオ・ラッド）でタンパク質バンドを染色することによって可視化した。分子量
マーカーはＰｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｐｌｕｓ（バイオ・ラッド）であった。
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【０２３０】
　力学的特性試験を行うために、ゼラチン溶液（２５％ゼラチン、４．５Ｍ尿素、酢酸ナ
トリウム緩衝液）のアリコート４ｍｌと、１５Ｕ／ｍｌの遊離ｍＴＧまたはＰＥＧ化ｍＴ
Ｇ（反応Ｃ）のアリコート２ｍｌと混合した。得られた溶液２ｍｌを、実施例９の記載と
同様に、イヌ用の骨の形をした型へ流し込んだ。実施例９の記載と同様に、得られたゲル
を型から取り出し、生理食塩水中で３７℃、２４時間インキュベートし、次いで、引張試
験を行った。
【０２３１】
結果
　図１０のＳＤＳ－ＰＡＧＥ結果により、相対的に低いＰＥＧ：ｍＴＧ比において、ｍＴ
Ｇのいくらかは、類似の濃度の一官能基型ＰＥＧ（５ｋＤ）を含む反応において得られる
ＰＥＧ化生成物よりも大きな、非常に高い分子量の生成物に変換されたことが示されてい
る。これにより、この高分子量生成物が、二官能基型ＰＥＧブリッジによって互いに架橋
された酵素分子のマルチマーからなること、および、二官能基型ＰＥＧの使用は、架橋化
酵素分子同士を結合させることによって架橋化酵素分子を改変する効果を有することが実
証されている。
【０２３２】
　遊離酵素分子による架橋により形成されたゼラチンヒドロゲルと比較した以下の力学的
試験の結果により、架橋化酵素分子同士を結合させると、この連結した酵素分子による架
橋により形成されるゼラチンヒドロゲルを顕著に改変できることが示されている。結果を
表１３に示す。
【０２３３】
【表１３】

【０２３４】
実施例１９：ＰＥＧ化ｍＴＧの質量分析
　ＰＥＧ化ｍＴＧ（ＰＥＧ－ＮＨＳ－５ｋＤで改変した微生物トランスグルタミナーゼ酵
素）の３種のバッチを、ＭＡＬＤＩ－ＴＯＦ質量分析法によって分析した。図１１は、こ
れらのうちの１バッチのｍ／ｚスペクトルを示す。
【０２３５】
質量分析
　無傷の分子の質量測定を、遅延イオン抽出、反射器、および３３７ｎｍの窒素レーザー
を用いたＢｒｕｋｅｒ　Ｒｅｆｌｅｘ　IIIマトリックス支援レーザー脱離／イオン化（
ＭＡＬＤＩ）飛行時間型（ＴＯＦ）質量分析装置（Ｂｒｕｋｅｒ、ブレーメン（ドイツ）
）で実施した。各質量スペクトルは、レーザーを２００回照射した累積データから作成し
た。タンパク質に対する外部較正は、ＢＳＡおよびミオグロビンタンパク質（シグマ、セ
ントルイス（ミズーリ））を用いて行った。
【０２３６】
ＭＡＬＤＩ－ＴＯＦ　ＭＳのための試料調製－ｄｒｉｅｄ　ｄｒｏｐｌｅｔ法
　２，５－ジヒドロキシ安息香酸（ＤＨＢ）マトリックス剤と、０．１％トリフルオロ酢
酸（ＴＦＡ）－アセトニトリル（ＡＣＮ）とを２：１の割合で混合したもの０．５Ｌを、
ギ酸／イソプロパノール／Ｈ２０（１：３：２）に溶解した試料溶液０．５Ｌとターゲッ
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ト上で混合し、空気乾燥させた。溶媒が蒸発した後、試料を０．１％ＴＦＡで１～３回再
洗浄した。
【０２３７】
【表１４】

【０２３８】
　表１４の結果は、５ｋＤａのＰＥＧ－ＮＨＳ試薬を用いてｍＴＧ架橋化酵素をＰＥＧ化
したことにより、１個の酵素分子に複数個のＰＥＧ分子が結合されたことを示している。
【０２３９】
実施例２０：ＰＥＧとアミンの比率を固定したときの、種々の濃度の反応物によるｍＴＧ
のＰＥＧ化
　この実施例により、反応物の総濃度がＰＥＧ化度に大きな影響を与えることが実証され
ている。ＰＥＧ：アミン比を固定した場合、反応物（ＰＥＧおよびｍＴＧ）の濃度とＰＥ
Ｇ化度とに相関性があることが実証された。
【０２４０】
方法
　１００ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ（ｐＨ８．０）中において、ＰＥＧ－ＮＨＳ－５ｋＤを用いた
ｍＴＧのＰＥＧ化を室温で２．５時間かけて行い、次いで、１１０ｍＭグリシンを添加し
て反応しなかったＰＥＧ－ＮＨＳを中和した。反応後、各反応組成の酵素５μｇを、６．
０％ポリアクリルアミドゲル上に載せ、ＳＤＳ－ＰＡＧＥ分析に供した。それぞれの試料
は、０．１％ＳＤＳを含有していたが、還元剤は含有しておらず、ゲル上に載せる前に８
５℃で１０分間加熱した。ゲルに一定電圧（２００Ｖ）をかけて試料を流し、Ｂｉｏ－Ｓ
ａｆｅ　Ｃｏｏｍａｓｓｉｅ　Ｇ－２５０溶液（バイオ・ラッド）でタンパク質バンドを
染色することによって可視化した。分子量マーカーはＰｒｅｃｉｓｉｏｎ　Ｐｌｕｓ（バ
イオ・ラッド）であった。
【０２４１】
　反応は以下の条件（表１５）に従って実施した。
【０２４２】
【表１５】

【０２４３】
結果
　図１２に示したＳＤＳ－ＰＡＧＥレーンより、ＰＥＧ化ｍＴＧ分子が得られたことが確
認できる。画像に示されているように、ＰＥＧ：アミン比を固定した場合でも、反応物の
濃度が高いほど、ＰＥＧ化度の高い生成物が得られた。
【０２４４】
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　本発明の選択された実施形態は個別に記載かつ説明されているが、記載された実施形態
の適切な態様は組み合わされてもよく、さらに、複数の実施形態を組み合わせてもよいこ
とが理解される。
【０２４５】
　加えて、本発明の選択された実施形態が記載かつ説明されているが、本発明は、記載さ
れた実施形態に限定されないことが理解される。むしろ、本発明の原理および精神、なら
びに特許請求の範囲およびその等価物によって定義される範囲から逸脱することなく、こ
れらの実施形態に変更を加えてもよいことが理解される。

【図１】

【図２】

【図３】

【図１１】
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【図７】
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【図９】
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