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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皮膚の老化の防止および／または緩和のため、および／または皮膚の保湿のための候補
化合物をスクリーニングするｉｎ　ｖｉｔｒｏ方法であって、
　ａ．少なくとも１つの被検化合物をヒトケラチノサイトの試料と接触させる工程；
　ｂ．ＳＥＳＮ３およびＳＥＳＮ２から選択される少なくとも１つのセストリン遺伝子の
、前記ケラチノサイトにおける発現を測定する工程；
　ｃ．未処理のケラチノサイトと比較して、ａ．で処理されたケラチノサイトにおいて、
前記遺伝子の少なくとも１つの発現の少なくとも１．６倍の増加が測定される化合物を選
択する工程、
　を含む方法。
【請求項２】
　皮膚色素沈着を抑制するための候補化合物をスクリーニングするｉｎ　ｖｉｔｒｏ方法
であって、
　ａ．少なくとも１つの被検化合物をヒトメラノサイトの試料と接触させる工程；
　ｂ．ＳＥＳＮ３およびＳＥＳＮ２から選択される少なくとも１つのセストリン遺伝子の
、前記メラノサイトにおける発現を測定する工程；
　ｃ．未処理のメラノサイトと比較して、ａ．で処理されたメラノサイトにおいて、前記
遺伝子の少なくとも１つの発現の変化が測定される化合物を選択する工程、
　を含む方法。
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【請求項３】
　工程ｂ．が、工程ａ．の前および後に実施されることを特徴とする、請求項１または２
に記載の方法。
【請求項４】
　ａ’．ヒトケラチノサイトの少なくとも２つの試料を調製する工程；
　ａ．前記試料の１つを少なくとも１つの被検化合物と接触させる工程；次いで
　ｂ．少なくとも１つのセストリン遺伝子の前記試料における発現を測定する工程；
　ｃ．未処理のケラチノサイトと比較して、ａ．で処理されたケラチノサイトにおいて、
前記遺伝子の少なくとも１つの発現の少なくとも１．６倍の増加が測定される化合物を選
択する工程、
　を含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ａ’．ヒトメラノサイトの少なくとも２つの試料を調製する工程；
　ａ．前記試料の１つを少なくとも１つの被検化合物と接触させる工程；次いで
　ｂ．少なくとも１つのセストリン遺伝子の前記試料における発現を測定する工程；およ
び
　ｃ．未処理のメラノサイトと比較して、ａ．で処理されたメラノサイトにおいて、前記
遺伝子の少なくとも１つの発現の変化が測定される化合物を選択する工程、
　を含むことを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　少なくとも１つセストリン遺伝子の発現が、対応する遺伝子のｍＲＮＡを定量すること
によって測定されることを特徴とする、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも１つセストリン遺伝子の発現が、対応する遺伝子によりコードされるタンパ
ク質を定量することによって測定されることを特徴とする、請求項１から５のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項８】
　被検化合物が化学製品または植物抽出物から選択されることを特徴とする、請求項１か
ら７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　工程ｃ．において測定された前記遺伝子の少なくとも１つの発現の増加が、未処理ケラ
チノサイトと比較して少なくとも２倍であることを特徴とする、請求項１、３、４または
６から８のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚の老化、特に光老化の防止および／または緩和のため、および／または
皮膚の保湿のため、および／または皮膚色素沈着の抑制のための、ＳＥＳＮ１、ＳＥＳＮ
２およびＳＥＳＮ３から選択される少なくとも１つの遺伝子の発現を調節する化合物の同
定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セストリン（ＳＥＳＮ）は、動物界を通して高度に保存されてきた、近年同定されたタ
ンパク質である。３種のＳＥＳＮ遺伝子、ＳＥＳＮ１、ＳＥＳＮ２およびＳＥＳＮ３が哺
乳動物において特定されており、これらは選択的スプライシングにより産生される変異体
タンパク質をコードする。
【０００３】
　セストリンは、酸化還元状態の調節に著しく関係する、遺伝毒性および／または酸化ス
トレス誘導遺伝子として最初に発見された（Velasco-Miguel et al, 1999, Oncogene; Bu
danov et al, 2002, Oncogene; Chen et al, 2010, Dev.Cell）。ストレスに反応して、
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ＳＥＳＮ１およびＳＥＳＮ２の発現がｐ５３依存的様式で誘導され、一方Ｓｅｓｎ３の発
現は、ヒト細胞系においてＦｏｘＯ転写因子により選択的に誘導される。３種すべてのＳ
ＥＳＮメンバーは、おそらくペルオキシレドキシンの再生（Budanov et al, 2004, Scien
ce）に作用することによって、細胞内の活性酸素種を減少させることが示されてきた（Ko
pnin et al, 2007, Cancer Res）。再生されたヒトの皮膚において、ＵＶ日光曝露後にセ
ストリン発現が変化し（Marionnet et al, 2010, PlosOne）、酸化およびＵＶ誘導性スト
レス反応とのそれらの関わりが示唆される。
【０００４】
　それらの酸化還元活性の他に、遺伝学的研究により、セストリンが、主にＡＭＰＫ－Ｔ
ＯＲＣ１　ａｘｉｓの調節を介した代謝恒常性の重要な調節因子であることが示されてい
る（Lee et al, 2013, Cell Metab）。セストリンはＡＭＰＫの活性化を増強し、それに
よってｍＴＯＲＣ１活性を抑制して、糖、タンパク質および脂質の細胞異化作用に対する
刺激および自己貪食過程の上方制御をもたらす。生物レベルにおいて、（１または複数の
）セストリン不足は、マウスでは肝機能の不全につながり、ショウジョウバエ属では体脂
肪蓄積ならびに骨格筋および心筋の変性またはＣ．エレガンス（C.elegans）では自発運
動活性および寿命の減少につながる。これらの動物モデルを使用した研究により、内在性
セストリン活性が年齢に関連する表現型の防止に必要であることが実証された。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　今日までに、健康なヒトの皮膚におけるセストリンの発現プロファイル、役割および機
能をさらに調査した研究はない。しかし、化粧品産業におけるその応用可能性は大きな関
心となっている。
【０００６】
　したがって、皮膚細胞の損傷および老化を防止、低減またはさらに阻害する、および／
または皮膚保湿を改善可能な、および／または皮膚色素沈着を抑制することもできる製品
または活性薬剤を提供することは望ましく、重要である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本出願人は、ＳＥＳＮ１、ＳＥＳＮ２およびＳＥＳＮ３遺伝子が、ケラチノサイト由来
のヒト表皮（epidermis and epidermal）において、細胞分化の状態、年齢およびＵＶ曝
露により変動する特定の発現プロファイルを有することを示した。本出願人は、表皮ケラ
チノサイトにおけるセストリン不足が、自己貪食マーカーの発現（ＳＥＳＮ２不足の場合
）または細胞分化マーカーの発現（ＳＥＳＮ３不足の場合）に影響を与えることを示した
。その確信から、本出願人は、（１または複数の）セストリンの発現レベルに作用し、し
たがって、皮膚の状態およびバリア機能を改善するためにヒトの皮膚に局所的に適用可能
な化合物を選択する、ｉｎ　ｖｉｔｒｏ方法を開発した。
【０００８】
　さらに、本出願人は、ＳＥＳＮ１、ＳＥＳＮ２およびＳＥＳＮ３遺伝子が正常なヒトメ
ラノサイトにおいて発現し、それらの発現をＵＶＡまたはＵＶＢ照射後に変化させること
を示した。したがって、メラノサイトにおいて前述の遺伝子の１つの発現を調節する化合
物は、環境ストレスに対する細胞の反応および機能に影響を与える可能性がある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明は、皮膚の老化の防止および／または緩和のため、および／または皮膚の保湿の
ための候補化合物をスクリーニングするｉｎ　ｖｉｔｒｏ方法であって、
　ａ．少なくとも１つの被検化合物をヒトケラチノサイトの試料と接触させる工程；
　ｂ．ＳＥＳＮ１、ＳＥＳＮ２およびＳＥＳＮ３から選択される少なくとも１つのセスト
リン遺伝子の、前記ケラチノサイトにおける発現を測定する工程；
　ｃ．未処理のケラチノサイトと比較して、ａ．で処理されたケラチノサイトにおいて、
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前記遺伝子の少なくとも１つの発現の少なくとも１．６倍の増加が測定される化合物を選
択する工程、
　を含む方法に関する。
【００１０】
　本発明はまた、皮膚色素沈着を抑制する、好ましくは皮膚色素沈着を阻害するための候
補化合物をスクリーニングするｉｎ　ｖｉｔｒｏ方法であって、
　ａ．少なくとも１つの被検化合物をヒトメラノサイトの試料と接触させる工程；
　ｂ．ＳＥＳＮ１、ＳＥＳＮ２およびＳＥＳＮ３から選択される少なくとも１つのセスト
リン遺伝子の、前記メラノサイトにおける発現を測定する工程；
　ｃ．未処理のメラノサイトと比較して、ａ．で処理されたメラノサイトにおいて、前記
遺伝子の少なくとも１つの発現の有意な変化、好ましくは有意な増加が測定される化合物
を選択する工程、
　を含む方法にも関する。
【００１１】
　第１の実施形態にしたがって、工程ｂ．は工程ａ．の前および後に実行される。この場
合、工程ａ．の前にケラチノサイトまたはメラノサイトにおいて測定される少なくとも１
つのセストリン遺伝子の発現は、対照値（すなわち、未処理のケラチノサイトまたはメラ
ノサイト）に相当する。
　したがってこの場合、工程ｃ．は、工程ａ．の前の同じケラチノサイトと比較して、ａ
．で処理されたケラチノサイトにおいて、少なくとも１つのセストリン遺伝子発現の少な
くとも１．６倍の増加が測定される化合物の選択を含む。メラノサイトの場合、工程ｃ．
は、工程ａ．の前の同じメラノサイトと比較して、ａ．で処理されたメラノサイトにおい
て、少なくとも１つのセストリン遺伝子発現の有意な変化、好ましくは有意な増加が測定
される化合物の選択を含む。
　好ましい一実施形態において、工程ｃ．は、工程ａ．の前の同じケラチノサイトと比較
して、ａ．で処理されたケラチノサイトにおいて、少なくとも１つのセストリン遺伝子発
現の少なくとも２倍の増加が測定される化合物の選択を含む。
【００１２】
　別の実施形態に従って、本方法は、ヒトのケラチノサイトまたはメラノサイトの試料を
調製する第１工程ａ’を含む。したがって、好ましくは、本発明は、皮膚の老化の防止お
よび／または緩和のため、および／または皮膚の保湿のための候補化合物をスクリーニン
グするｉｎ　ｖｉｔｒｏ方法であって、
　ａ’．ヒトケラチノサイトの少なくとも２つの試料を調製する工程；
　ａ．前記試料の１つを少なくとも１つの被検化合物と接触させる工程；次いで
　ｂ．少なくとも１つのセストリン遺伝子の前記試料における発現を測定する工程；
　ｃ．未処理のケラチノサイトと比較して、ａ．で処理されたケラチノサイトにおいて、
前記遺伝子の少なくとも１つの発現の少なくとも１．６倍の増加が測定される化合物を選
択する工程、
　を含む方法に関する。
【００１３】
　第２の実施形態において、工程ａ．に供されなかったケラチノサイトの試料において測
定される少なくとも１つのセストリン遺伝子の発現は、対照値（すなわち、未処理ケラチ
ノサイト）に相当する。
【００１４】
　好ましくは、本発明はまた、皮膚色素沈着を抑制する、好ましくは皮膚色素沈着を阻害
する候補化合物をスクリーニングするｉｎ　ｖｉｔｒｏ方法であって、
　ａ’．ヒトメラノサイトの少なくとも２つの試料を調製する工程；
　ａ．前記試料の１つを少なくとも１つの被検化合物と接触させる工程；次いで
　ｂ．少なくとも１つのセストリン遺伝子の前記試料における発現を測定する工程；およ
び
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　ｃ．未処理のメラノサイトと比較して、ａ．で処理されたメラノサイトにおいて、前記
遺伝子の少なくとも１つの発現の有意な変化、好ましくは有意な増加が測定される化合物
を選択する工程、
　を含む方法にも関する。
【００１５】
　第２の実施形態において、工程ａ．に供されなかったメラノノサイトの試料において測
定される少なくとも１つのセストリン遺伝子の発現は、対照値（すなわち、未処理メラノ
サイト）に相当する。
【００１６】
　「有意な変化」は、少なくともＳＥＳＮ１、ＳＥＳＮ２またはＳＥＳＮ３の発現の少な
くとも１．６倍の増加または少なくとも０．７倍の減少を意味し、これは注目に値する。
好ましくは、本発明は、少なくともＳＥＳＮ２またはＳＥＳＮ３の発現の少なくとも１．
６倍の増加に関する。
【００１７】
　「皮膚の老化」は、自然老化および光老化の両方による皮膚の外観のあらゆる変化、例
えば、シワおよび小ジワの形成、たるみ、ならびに外観の変化が組織的に反映されない皮
膚のあらゆる内部変化、例えば、コラーゲン産生の減少および／または変性による真皮の
萎縮が意図される。
【００１８】
　「皮膚の保湿」は、特に細胞分化および皮膚障壁機能の改善によって、水分喪失および
その乾燥を防ぐことで皮膚の天然水分を増加させることを意味する。
【００１９】
　「皮膚色素沈着の抑制」は、メラニンおよびメラノソームの形成および成熟、これらの
皮膚における輸送、移動、分布および変性を改変することを意味する。
【００２０】
　好ましくは、ケラチノサイトは正常なヒトケラチノサイトである。
【００２１】
　好ましくは、メラノサイトは正常なヒトメラノサイトである。
【００２２】
　セストリン遺伝子は、ヒトＳＥＳＮ１、ヒトＳＥＳＮ２およびヒトＳＥＳＮ３（本出願
において、簡単に「ＳＥＳＮ１」、「ＳＥＳＮ２」または「ＳＥＳＮ３」で引用される）
から選択される。
　ＳＥＳＮ１は、Ｇｅｎｅ　ＩＤ２７２４４としてＮＣＢＩデータベースに見出すことが
できるヒト遺伝子であり、その対応するタンパク質は、受託番号Ｑ９Ｙ６Ｐ５としてＵｎ
ｉｐｒｏｔに見出すことができる。
　ＳＥＳＮ２は、Ｇｅｎｅ　ＩＤ８３６６７としてＮＣＢＩデータベースに見出すことが
できるヒト遺伝子であり、その対応するタンパク質は、受託番号Ｐ５８００４としてＵｎ
ｉｐｒｏｔに見出すことができる。
　ＳＥＳＮ３は、Ｇｅｎｅ　ＩＤ１４３６８６としてＮＣＢＩデータベースに見出すこと
ができるヒト遺伝子であり、その対応するタンパク質は、受託番号Ｐ５８００５としてＵ
ｎｉｐｒｏｔに見出すことができる。
【００２３】
　この方法において、工程ｂ．におけるＳＥＳＮ１、ＳＥＳＮ２およびＳＥＳＮ３の遺伝
子発現の測定は、前記ケラチノサイトまたはメラノサイトに対してリアルタイム定量的Ｒ
Ｔ－ＰＣＲにより実行可能である。しかし、前述の遺伝子の発現を定量するための任意の
他の手段が、例えば、ｍＲＮＡまたはタンパク質のいずれかの産生を定量することによっ
て、本発明から逸脱することなく使用可能である。
【００２４】
　被検化合物は任意の型であってよい。これらの被検化合物は天然起源であっても、化学
合成によって生成されてもよい。これらの被検化合物は、構造的に規定された化合物のラ
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イブラリ、特徴付けされていない化合物もしくは物質または化合物の混合物を含んでよい
。
　天然化合物としては、化学的または植物性起源の化合物が挙げられる。好ましくは、被
検化合物は植物性であり、好ましくは植物抽出物から選択される。被検化合物は化学製品
であってもよい。
【００２５】
　工程ａ．に従って、被検化合物をヒトのケラチノサイトまたはメラノサイトの試料と接
触させる。
【００２６】
　工程ｂ．に従って、少なくとも１つのセストリン遺伝子の発現は、前記ケラチノサイト
またはメラノサイトにおいて測定される。
【００２７】
　「少なくとも１つのセストリン遺伝子の発現」という用語は、対応する遺伝子のｍＲＮ
Ａまたは対応する遺伝子によりコードされるタンパク質を意味することが意図される。前
記遺伝子発現は、したがって、ｍＲＮＡまたはタンパク質を定量することによって測定可
能である。このことは、実施例において明確に示される。
【００２８】
　定量的リアルタイムＰＣＲの典型的な方法を使用して、ＳＥＳＮ遺伝子の発現が定量さ
れる。この方法は、対象となる遺伝子のｃＤＮＡと、特異的ヌクレオチドプローブとの特
異的ハイブリダイゼーション、これらのＰＣＲに基づく増幅およびリアルタイムの相対的
定量に基づく。
　被検化合物による処理後の少なくとも１つのセストリン遺伝子の発現を、その後、対照
値、すなわち、未処理の同じケラチノサイトにおいて得られた値と比較する。
【００２９】
　工程ｃ．に従って、有用な化合物は、未処理ケラチノサイトと比較して、ａ．で処理さ
れたヒトケラチノサイトにおいて、前記遺伝子の少なくとも１つの発現の少なくとも１．
６倍の増加が測定される化合物である。好ましくは、前記遺伝子の少なくとも１つの発現
の活性化は少なくとも２倍である。
【００３０】
　本明細書において定義されたスクリーニング方法により選択された化合物は、その後、
皮膚の老化および／または皮膚保湿に対する効果のために他のｉｎ　ｖｉｔｒｏモデルお
よび／またはｉｎ　ｖｉｖｏモデル（ヒト）において試験することができる。本発明に従
った有用な化合物は、標的化されたセストリン遺伝子の調節因子である。
　本発明の対象は、さらに、皮膚の老化の防止および／または緩和のため、および／また
は皮膚の保湿のため、および／または皮膚色素沈着の抑制ための、上記の方法に従って得
ることができる、少なくとも１つのセストリン遺伝子の発現の調節因子、好ましくはアク
チベーターの化粧料としての使用でもある。
【００３１】
　本発明の別の目的は、皮膚の老化の防止および／または緩和のため、および／または皮
膚の保湿のため、および／または皮膚色素沈着の抑制のための、上記の方法に従って得る
ことができる、少なくとも１つのセストリン遺伝子の発現の少なくとも１つの調節因子、
好ましくはアクチベーターの、治療用組成物を作るための使用である。
【００３２】
　アクチベーターは、前記組成物の０．００１から１０重量％の割合で、好ましくは０．
０１から５重量％の割合で使用することができる。
【００３３】
　アクチベーターは、有機分子（化学製品）から選択してもよいが、植物抽出物であって
もよい。
【００３４】
　上記のスクリーニング方法により同定されたアクチベーターは、生理的に許容されるキ
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ャリア、好ましくは化粧料として許容される媒体、すなわち、毒性、不適合性、不安定性
またはアレルギー反応のいかなるリスクもなく、ヒトの皮膚との接触に適しており、特に
、使用者に許容不能ないかなる不快な感覚（発赤、こわばり、刺激など）も起こさせない
媒体と併用して、組成物内に製剤化可能である。これらの組成物は、例えば経口または局
所的に投与可能である。好ましくは、組成物は局所適用される。経口投与では、該組成物
は、錠剤、ゲルカプセル、糖衣錠、シロップ、懸濁液、溶液、粉末、顆粒、エマルジョン
、マイクロスフェアもしくはナノスフェアもしくは脂質の懸濁液または制御放出のための
ポリマーベシクルの形態であってよい。局所投与では、該組成物は、より具体的には皮膚
の手入れに使用するためであり、膏薬（salves）、クリーム、乳液、軟膏（ointment）、
粉末、含浸パッド、溶液、ゲル、スプレー、ローションまたは懸濁液の形態であってよい
。さらに該組成物は、マイクロスフェアもしくはナノスフェアもしくは脂質の懸濁液また
は制御放出のためのポリマーベシクルもしくはポリマーパッチもしくはヒドロゲルの形態
であってよい。局所適用のためのこの組成物は、無水形態であっても、水性形態であって
も、またはエマルジョンの形態であってもよい。局所適用のための組成物は、場合により
マイクロエマルジョンもしくはナノエマルジョンであり得る油中水、水中油または多相エ
マルジョン（Ｗ／Ｏ／ＷまたはＯ／Ｗ／Ｏ）の形態、または水性分散液、溶液または水性
ゲルまたは粉末の形態であってよい。好ましい変形では、組成物はゲル、クリームまたは
ローションの形態である。
【００３５】
　本組成物の生理的に許容されるキャリアとしては、概して水および場合により他の溶媒
、例えばエタノールが挙げられる。
【００３６】
　この組成物は、好ましくは顔および／または身体の皮膚用の手入れおよび／または洗浄
製品として使用され、特に、例えばポンプディスペンサーボトル、エアロゾルもしくはチ
ューブに調整された流体、ゲルまたはムースの形態、または例えば瓶に調整されたクリー
ムの形態であってよい。変形として、本組成物は、メイクアップ製品、特にファンデーシ
ョンまたはルースパウダーまたはコンパクトパウダーの形態であってよい。
【００３７】
　この組成物は、さまざまな賦形剤、例えば下記から選択される少なくとも１つの化合物
を含むことができるが、このリストに限定されない：
　－油、特に、直鎖または環状の、揮発性または非揮発性シリコーン油、例えば、ポリジ
メチルシロキサン（ジメチコン）、ポリアルキルシクロシロキサン（シクロメチコン）お
よびポリアルキルフェニルシロキサン（フェニルジメチコン）；合成油、例えば、フルオ
ロ油、アルキルベンゾエートおよび分枝型炭化水素、例えばポリイソブチレン；植物油、
特にダイズ油またはホホバ油；ならびに鉱物油、例えば液体ワセリン；から選択可能な油
；
　－ワックス、例えば、オゾケライト、ポリエチレンワックス、蜜蝋またはカルナウバ蝋
；
　－シリコーンエラストマー、特に、触媒の存在下で、少なくとも１つ反応基（特に、水
素またはビニル）を含有し、末端および／または側位に少なくとも１つのアルキル基（特
にメチル）またはフェニルを担持するポリシロキサンと、有機シリコーン、例えば、オル
ガノ水素ポリシロキサンとの反応により得られるシリコーンエラストマー；
　－界面活性剤、好ましくは非イオン性、陰イオン性、陽イオン性または両性イオン性の
いずれでもよい乳化性界面活性剤、特にポリオールの脂肪酸エステル、例えば、グリセロ
ールの脂肪酸エステル、ソルビタンの脂肪酸エステル、ポリエチレングリコールの脂肪酸
エステルおよびスクロースの脂肪酸エステル；ポリエチレングリコールの脂肪酸アルキル
エーテル；アルキルポリグリコシド；ポリシロキサン変性ポリエーテル；ベタインおよび
これらの誘導体；ポリクオタニウム；エトキシル化脂肪酸アルキル硫酸塩；スルホサクシ
ネート；サルコシネート；アルキルおよびジアルキルホスフェートおよびこれらの塩；な
らびに脂肪酸石けん；
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　－補助界面活性剤、例えば、直鎖脂肪族アルコール、特にセチルアルコールまたはステ
アリルアルコール；
　－増粘剤および／またはゲル化剤、特に、アクリロイルメチルプロパンスルホン酸（Ａ
ＭＰＳ）および／またはアクリルアミドおよび／またはアクリル酸および／またはアクリ
ル酸塩もしくはエステルの、架橋または非架橋の親水性または両親媒性のホモポリマーお
よびコポリマー；キサンタンガムまたはグアーガム；セルロース誘導体；ならびにシリコ
ーンガム（ジメチコノール）；
　－有機スクリーニング剤、例えば、ジベンゾイルメタン誘導体（ブチル－メトキシ－ジ
ベンゾイル－メタンを含む）、ケイ皮酸誘導体（エチル－ヘキシルメトキシシンナメート
を含む）、サリチレート、パラアミノ安息香酸、β，β’－ジフェニルアクリレート、ベ
ンゾフェノン、ベンジリデンカンファー誘導体、フェニル－ベンズイミダゾール、トリア
ジン、フェニル－ベンゾトリアゾールおよびアントラニル酸誘導体；
　－無機スクリーニング剤、コーティングされた、または非コーティングの顔料もしくは
ナノ顔料の形態の鉱物酸化物に基づくもの、特に二酸化チタンまたは酸化亜鉛に基づくも
の；
　－染料；
　－保存料；
　－捕捉剤、例えばＥＤＴＡ塩；
　－香料；
　－およびそれらの混合物。
【００３８】
　このような賦形剤の例は、特にＣＴＦＡ辞書（International Cosmetic Ingredient Di
ctionary and Handbook published by The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Associat
ion, 11th edition, 2006）に述べられており、この辞書には、限定するものではないが
、本発明に従った組成物への追加成分としての使用に適切な、スキンケア産業において通
常使用される非常に広範囲な化粧品および医薬品成分が記載されている。
【００３９】
　本組成物は、光学効果を有する少なくとも１つの化合物、例えば、増量剤、顔料、真珠
層、テンショニング剤（tensioning agent）およびマット化ポリマーならびにそれらの混
合物を含んでよい。
【００４０】
　「増量剤」という用語は、適用直後に、組成物に量感または堅さおよび／または柔らか
さ、マット作用、ならびに均一性を付与するのに適した、無色または白色の、鉱物性また
は合成の、層状または非層状の粒子を意味するものと理解されたい。増量剤としては、特
に、タルク、雲母、シリカ、カオリン、Ｎｙｌｏｎ（登録商標）粉末、例えばＮｙｌｏｎ
－１２（Ａｔｏｃｈｅｍ社により販売されているＯｒｇａｓｏｌ（登録商標））、ポリエ
チレン粉末、ポリウレタン粉末、ポリスチレン粉末、ポリエステル粉末、任意選択で加工
デンプン、シリコーン樹脂マイクロビーズ、例えば東芝（Ｔｏｓｈｉｂａ）社によりＴｏ
ｓｐｅａｒｌ（登録商標）という名称で販売されているもの、ヒドロキシアパタイト、お
よび中空シリカマイクロスフェア（Ｍａｐｒｅｃｏｓ社のＳｉｌｉｃａ　Ｂｅａｄｓ（登
録商標））が挙げられる。
【００４１】
　「顔料」という用語は、組成物を着色し、および／または不透明化することが意図され
る、媒体に溶解しない白色または有色の鉱物性または有機性粒子を意味するものと理解さ
れたい。これらは標準的サイズのものであっても、またはナノメートルサイズのものであ
ってもよい。鉱物顔料のなかでは、二酸化チタン、二酸化ジルコニウムおよび二酸化セリ
ウムが挙げられ、さらに酸化亜鉛、酸化鉄、および酸化クロムを挙げることができる。
【００４２】
　「真珠層」という用語は、光を反射する、真珠光沢の粒子を意味するものと理解された
い。想定され得る真珠層のなかでは、天然の真珠母、酸化チタン、酸化鉄、天然顔料また
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はビスマスオキシクロクロライドでコーティングされた雲母を挙げることができ、さらに
有色のチタンマイカも挙げることができる。
【００４３】
　これらの増量剤および／または顔料および／または真珠層の水相中の質量濃度は、組成
物の総重量に対して概して０．１重量％から２０重量％、好ましくは０．２重量％から７
重量％である。
【００４４】
　「テンショニング剤」という用語は、皮膚を緊張した状態にして、このテンショニング
効果を用いて皮膚を滑らかにし、皮膚からシワおよび小ジワを少なくすること、またはさ
らに即座に除去することに適切な化合物を意味するものと理解されたい。テンショニング
剤としては天然起源のポリマーを挙げることができる。「天然起源のポリマー」という用
語は、植物起源ポリマー、外皮に由来するポリマー、卵タンパク質、および天然起源のラ
テックスを意味する。これらのポリマーは、好ましくは親水性である。植物起源のポリマ
ーとしては、タンパク質、およびタンパク質加水分解物が特に挙げられ、より詳細には穀
草、マメ科植物および油産出植物の抽出物、例えばトウモロコシ、ライムギ、コムギ、ソ
バ、ゴマ、スペルトコムギ、エンドウマメ、インゲンマメ、レンズマメ、ダイズおよびル
ピナスの抽出物を挙げることができる。合成ポリマーは、概してラテックスまたは擬似ラ
テックスの形態であり、重縮合型であってもよく、またはフリーラジカル重合によって得
てもよい。特に、ポリエステル／ポリウレタンおよびポリエーテル／ポリウレタンの分散
系を挙げることができる。好ましくは、テンショニング剤は、ＰＶＰ／ジメチコニルアク
リレートおよび親水性ポリウレタンのコポリマー（Ｈｙｄｒｏｍｅｒ社のＡｑｕａｍｅｒ
ｅ　Ｓ－２００１（登録商標））である。
【００４５】
　「マット化ポリマー」という用語は、本明細書において、皮膚の光沢を減らして顔色を
一様にする、溶液中、分散系中の、または粒子の形態の任意のポリマーを意味する。例と
しては、シリコーンエラストマー、樹脂粒子およびそれらの混合物を挙げることができる
。シリコーンエラストマーの例としては、信越化学工業株式会社（Ｓｈｉｎ－Ｅｔｓｕ）
によってＫＳＧ（登録商標）という名称で販売されている製品、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ
社によりＴｒｅｆｉｌ（登録商標）、ＢＹ２９（登録商標）もしくはＥＰＳＸ（登録商標
）という名称で販売されている製品、またはＧｒａｎｔ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ社により
Ｇｒａｎｓｉｌ（登録商標）という名称で販売されている製品を挙げることができる。
【００４６】
　また本発明に従って使用される組成物は、アクチベーター以外の活性薬剤、特に以下か
ら選択される少なくとも１種の活性薬剤：成長因子の産生を刺激する薬剤；抗糖化または
脱糖化剤；コラーゲン合成を増加させる、またはその分解を防止する薬剤（抗コラゲナー
ゼ剤、特にマトリックスメタロプロテアーゼ阻害剤）；エラスチン合成を増加させる、ま
たはその分解を防止する薬剤（抗エラスターゼ剤）；インテグリンまたは接着斑成分、例
えばテンシンの合成を刺激する薬剤；グリコサミノグリカンまたはプロテオグリカン合成
を増加させる、またはそれらの分解を防止する薬剤（抗プロテオグリカナーゼ剤）；線維
芽細胞増殖を増加させる薬剤；色素脱失剤または抗色素沈着剤；抗酸化剤もしくはフリー
ラジカル捕捉剤、または防汚剤；およびそれらの混合物を含んでもよいが、ここで列挙さ
れたものに限定されない。
【００４７】
　このような薬剤の例は、特に：植物抽出物、特にコンドラス・クリスパス（Chondrus c
rispus）、サーマス・サーモフィルス（Thermus thermophilus）、ピスム・サティブム（
Pisum sativum）（Ｐｒｏｔｅａｓｙｌ（登録商標）ＴＰ　ＬＳ）、センテラ・アジアテ
ィカ（Centella asiatica）、セネデスムス（Scenedesmus）、モリンガ・プテリゴスペル
マ（Moringa pterygosperma）、ウィッチヘーゼル、クリ（Castanea sativa）、ハイビス
カス・サブダリファ（Hibiscus sabdriffa）、ポリアンテス・ツベロサ（Polianthes tub
erosa）、アルガニア・スピノサ（Argania spinosa）、アロエベラ（Aloe vera）、ナル
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キッソス・タルゼッタ（Narcissus tarzetta）、またはカンゾウの抽出物；シトラス・ア
ランチウム（Citrus aurantium）（ネロリ）のエッセンシャルオイル；α－ヒドロキシ酸
、例えばグリコール酸、乳酸、およびクエン酸、ならびにそれらのエステル；β－ヒドロ
キシ酸、例えばサリチル酸、およびそれらの誘導体；植物タンパク質（特にダイズまたは
ヘーゼルナッツ）の加水分解物；アシル化オリゴペプチド（特にＳｅｄｅｒｍａ社により
Ｍａｘｉｌｉｐ（登録商標）、Ｍａｔｒｉｘｙｌ（登録商標）３０００、Ｂｉｏｐｅｐｔ
ｉｄｅ（登録商標）ＣＬまたはＢｉｏｐｅｐｔｉｄｅ（登録商標）ＥＬという商標名で販
売されているもの）；酵母抽出物、特にサッカロミセス・セレビシエ（Saccharomyces ce
revisiae）の酵母抽出物；藻類抽出物、特にコンブ抽出物；ビタミン、およびそれらの誘
導体、例えばレチニルパルミテート、アスコルビン酸、アスコルビルグルコシド、アスコ
ルビルリン酸マグネシウムまたはナトリウム、アスコルビルパルミテート、アスコルビル
テトライソパルミテート、アスコルビルソルベート、トコフェロール、酢酸トコフェロー
ル、およびトコフェリルソルベート；アルブチン；コウジ酸；エラグ酸；およびそれらの
混合物である。
【００４８】
　変形物として、またはそれに加えて、本発明に従って使用される組成物は、少なくとも
１つのエラスターゼ阻害剤（抗エラスターゼ剤）、例えば特にＬａｂｏｒａｔｏｉｒｅｓ
　Ｓｅｒｏｂｉｏｌｏｇｉｑｕｅｓ／Ｃｏｇｎｉｓ　Ｆｒａｎｃｅ社によりＰｒｏｔｅａ
ｓｙｌ　ＴＰ　ＬＳ（登録商標）という商標名で販売されているピスム・サティブム（Pi
sum sativum）種子の抽出物を含んでもよい。
【００４９】
　本組成物はまた、不活性添加剤もしくはこれらの添加剤の組み合わせ、例えば湿潤剤、
安定剤、水分調節剤、ｐＨ調節剤、浸透圧調節剤、またはＵＶ－ＡおよびＵＶ－Ｂ遮断剤
などを含有してもよい。
【００５０】
　以下の実施例は、本発明の範囲を制限することなく本発明を説明する。
【実施例】
【００５１】
　実施例１
　正常なヒトケラチノサイトにおけるＳＥＳＮ１、ＳＥＳＮ２およびＳＥＳＮ３遺伝子の
分化状態に応じた発現レベルの試験
【００５２】
　プロトコル：
　若年ドナーに由来する正常なヒト表皮ケラチノサイト（ＰｒｏｍｏＣｅｌｌ）を、６ウ
ェルプレートにおいて添加ケラチノサイト成長培地（ＫＧＭ２基礎培地＋Ｓｕｐｐｌｅｍ
ｅｎｔＭｉｘ、Ｐｒｏｍｏｃｅｌｌ）中で３７℃、５％ ＣＯ２において培養した。２４
時間後、細胞を、添加培地において（ケラチノサイトの増殖）または高カルシウム（１ｍ
Ｍ）添加培地において（ケラチノサイトの分化）さらに４８時間インキュベートした。
【００５３】
　製造業者の取扱説明書に従って、全ＲＮＡを、ＲＮｅａｓｙキット（Ｑｉａｇｅｎ）を
用いて抽出した。回収されたＲＮＡを、製造業者取扱説明書に従って、Ｑｕａｎｔ－ｉＴ
　ＲｉｂｏＧｒｅｅｎ　ＲＮＡ　Ａｓｓａｙキット（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）を用いて定
量し、ｉＳｃｒｉｐｔ　Ｒｅｖｅｒｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ＳｕｐｅｒＭｉ
ｘ　Ｋｉｔ（ＢｉｏＲａｄ）を使用して逆転写させた。作製されたｃＤＮＡをその後、遺
伝子発現の分析のために、標的およびハウスキーピング遺伝子（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏ
ｓｙｓｔｅｍｓ）およびｉＱ　Ｓｕｐｅｒｍｉｘ（ＢｉｏＲａｄ）に対応する適切なＴａ
ｑｍａｎプライマーを使用して定量的リアルタイムＰＣＲ（ｑＲＴ－ＰＣＲ）に供した。
反応は、ＢｉｏＲａｄ　ＣＦＸ９６　Ｔｏｕｃｈ　Ｒｅａｌ－Ｔｉｍｅ　ＰＣＲ　Ｄｅｔ
ｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍにおいて実施した。結果を、ハウスキーピング遺伝子（Ｂ２
ＭおよびＲＰＬＰＯ）の発現に対して正規化した。結果は、未処理対照試料に対する処理



(11) JP 6517328 B2 2019.5.22

10

20

30

40

50

試料における標的遺伝子の発現の倍数変化で表した。
【００５４】
　結果：
　データは、２名のドナーのケラチノサイトから得た。
【００５５】
　分化ケラチノサイト（１．５３±０．０９）に対する増殖ケラチノサイト（１．０±０
．２２）におけるＳＥＳＮ１発現レベルの評価は、大きな変動を示していない。
【００５６】
　分化ケラチノサイト（０．９９±０．１２）に対する増殖ケラチノサイト（１．０±０
．３８）におけるＳＥＳＮ２発現レベルの評価は、細胞分化に伴う変動を示していない。
【００５７】
　分化ケラチノサイト（１．９３±０．１９）に対する増殖ケラチノサイト（１．０±０
．１６）中のＳＥＳＮ３の発現の評価は、細胞分化に伴うＳＥＳＮ３遺伝子の発現の増加
を示している。
【００５８】
　実施例２
　ＵＶＡ／ＵＶＢ曝露後の正常なヒトケラチノサイトにおけるＳＥＳＮ１、ＳＥＳＮ２お
よびＳＥＳＮ３遺伝子の発現レベルの試験
【００５９】
　プロトコル：
　若年ドナーに由来する正常なヒト表皮ケラチノサイト（ＰｒｏｍｏＣｅｌｌ）を、６ウ
ェルプレートにおいて添加ケラチノサイト成長培地（ＫＧＭ２基礎培地＋Ｓｕｐｐｌｅｍ
ｅｎｔＭｉｘ、Ｐｒｏｍｏｃｅｌｌ）中で３７℃、５％ ＣＯ２において培養した。７０
％集密において、細胞をＰＢＳ緩衝液（Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）で洗浄し
、その後、ＵＶＡ（１０Ｊ／ｃｍ２）またはＵＶＢ（２０ｍＪ／ｃｍ２）を、ＢｉｏＳｕ
ｎ照射器（Ｖｉｌｂｅｒ　Ｌｏｕｒｍａｔ）を使用して照射するか、または照射せずに、
添加ケラチノサイト成長培地（Ｐｒｏｍｏｃｅｌｌ）においてさらに２４時間インキュベ
ートした。
【００６０】
　実施例１と同様の試験を実施して、セストリン遺伝子発現レベルを決定した。
【００６１】
　結果：
　ドナー由来のケラチノサイトにおけるＳＥＳＮ１発現の評価は、ＵＶ照射後に大きな変
動を示していない。未処理対照ケラチノサイトにおいて、相対発現レベルは１．０（±０
．０３）、ＵＶＡ照射後に１．０９（±０．０５）およびＵＶＢ照射後に１．２６（±０
．０８）であった。
【００６２】
　ドナー由来のケラチノサイトにおけるＳＥＳＮ２発現は、照射されたケラチノサイトに
おいて発現の増加を示している。未処理対照ケラチノサイトにおいて、発現レベルは１．
０（±０．０３）、ＵＶＡ照射後に１．６９（±０．０７）およびＵＶＢ照射後に１．７
４（±０．１１）であった。
【００６３】
　ドナー由来のケラチノサイトにおけるＳＥＳＮ３発現の評価は、ＵＶ照射後に大きな変
動を示していない。未処理対照ケラチノサイトにおいて、発現レベルは１．０（±０．０
２）、ＵＶＡ照射後に１．０１（±０．０６）およびＵＶＢ照射後に０．９４（±０．０
６）であった。
【００６４】
　したがって、ケラチノサイトにおけるＳＥＳＮ２遺伝子の発現の増加は、ＵＶ照射に対
する皮膚防御の最前線に関係している。したがって、ケラチノサイトにおけるＳＥＳＮ２
の発現を刺激する化合物は、酸化ストレスに対しても保護するものである。
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【００６５】
　実施例３
　ＵＶＡ／ＵＶＢ曝露後の正常なヒトメラノサイトにおけるＳＥＳＮ１、ＳＥＳＮ２およ
びＳＥＳＮ３遺伝子の発現レベルの試験
【００６６】
　プロトコル：
　若年ドナーに由来する正常なヒト表皮メラノサイト（Ｐｒｏｍｏｃｅｌｌ）を、６ウェ
ルプレートにおいてメラノサイト成長培地（ＭＧＭ２基礎培地＋ＳｕｐｐｌｅｍｅｎｔＭ
ｉｘ、ＰｒｏｍｏＣｅｌｌ）中で３７℃、５％ ＣＯ２において培養した。４８時間培養
した後で、細胞をＰＢＳ緩衝液（Ｌｉｆｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）で洗浄し、その
後、ＵＶＡ（１０Ｊ／ｃｍ２）またはＵＶＢ（５０ｍＪ／ｃｍ２）を、ＢｉｏＳｕｎ照射
器（Ｖｉｌｂｅｒ　Ｌｏｕｒｍａｔ）を使用して照射するか、または照射せずに、最後に
添加メラノサイト成長培地（Ｐｒｏｍｏｃｅｌｌ）において２４時間インキュベートした
。
【００６７】
　セストリン遺伝子発現の分析を、実施例１に記載したように実施した。
【００６８】
　結果：
　ドナー由来のメラノサイトにおけるＳＥＳＮ１発現の評価は、ＵＶＢ照射されたメラノ
サイトにおいて発現の増加を示している。未処理対照メラノサイトにおいて、発現レベル
は１．０（±０．０６）、ＵＶＡ照射後に０．７７（±０．０５）およびＵＶＢ照射後に
２．９１（±０．２３）であった。
【００６９】
　ドナー由来のメラノサイトにおけるＳＥＳＮ２発現の評価は、ＵＶＢ照射されたメラノ
サイトにおいて発現の増加を示している。未処理対照メラノサイトにおいて、発現レベル
は１．０（±０．０６）、ＵＶＡ照射後に１．０４（±０．０９）およびＵＶＢ照射後に
４．６６（±０．１８）であった。
【００７０】
　ドナー由来のメラノサイトにおけるＳＥＳＮ３発現の評価は、ＵＶＢ照射されたメラノ
サイトにおいて発現の減少を示している。未処理対照メラノサイトにおいて、発現レベル
は１．０（±０．０８）、ＵＶＡ照射後に０．９３（±０．０４）およびＵＶＢ照射後に
０．１６（±０．０１）であった。
【００７１】
　この試験から、ＵＶ照射が、メラノサイトによるセストリン遺伝子発現を変化させ、し
たがって、環境障害に対するメラノサイトの反応に影響を与える可能性が明らかである。
【００７２】
　実施例４
　ヒトの皮膚におけるＳＥＳＮ１、ＳＥＳＮ２およびＳＥＳＮ３遺伝子の加齢に伴う発現
プロファイルの評価
【００７３】
　プロトコル：
　ヒトの皮膚中のセストリンタンパク質の分布を、さまざまな年齢群のドナーに由来する
パラフィン包埋皮膚試料について、免疫蛍光法により評価した。
　４ヶ月（４ｍ）、３０歳（３０ｙ）、３５歳（３５ｙ）、３９歳（３９ｙ）、４９歳（
４９ｙ）、５０歳（５０ｙ）および６９歳（６９ｙ）の女性の皮膚生検の切片を含む組織
アレイ（Ｃｙｂｒｄｉ）を使用した。切片をキシレン中で脱パラフィンさせ、エタノール
バスにおいて再水和させ、脱イオン水ですすいだ。１０ｍＭ クエン酸緩衝液ｐＨ６中で
、９０℃において２０分間の抗原賦活化を実施し、その後、３％ ヤギ血清中で１時間、
ブロッキング反応を実施した。スライドを一次抗体：マウスｐＡｂ抗ヒトＳＥＳＮ１（Ａ
ｂｃａｍ）、ウサギｐＡｂ抗ヒトＳＥＳＮ２（Ｓｉｇｍａ）、ウサギｐＡｂ抗ヒトＳＥＳ
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Ｎ３（Ａｂｃａｍ）と一緒に４℃において一晩インキュベートした。二次抗体：ヤギ抗マ
ウスＡｌｅｘａ４８８およびヤギ抗ウサギＡｌｅｘａ４８８（Ａｂｃａｍ）を、１時間、
室温において適用して、ＳＥＳＮ染色した。ＤＡＰＩを核染色に使用した。
【００７４】
　結果：
　免疫蛍光染色により、ＳＥＳＮ１がすべての表皮細胞層に均一に存在すること、および
年齢に伴うＳＥＳＮ１発現の大きな変動がないことが示されている。
【００７５】
　ＳＥＳＮ２に関しては、新生児（４ｍ）および加齢（６９ｙ）の皮膚において検出可能
なＳＥＳＮ２染色は存在しない。まばらな分布が、３０から５０歳の間の個体の表皮の基
底層において観察される。
【００７６】
　ＳＥＳＮ３免疫蛍光染色により、基底層から果粒層へと強度の勾配の増加が示されてい
る。ＳＥＳＮ３は全年齢において検出されるが、年齢に伴い強度が変動し、その発現は若
年（４ｍ）または高齢（６９ｙ）の皮膚試料と比較して３０－３９歳の皮膚試料において
より強い。
【００７７】
　実施例５
　ヒトの皮膚等価物における、ＵＶＢ曝露後のＳＥＳＮ１、ＳＥＳＮ２およびＳＥＳＮ３
遺伝子の発現プロファイルの評価
【００７８】
　プロトコル：
　ＵＶＢ照射皮膚等価物中のセストリンタンパク質の分布を、パラフィン包埋皮膚切片に
ついて、免疫蛍光法により評価した。
　ヒト皮膚等価物のプロトコル：
　若年ドナー由来のケラチノサイトおよび線維芽細胞をＰｒｏｍｏｃｅｌｌから購入した
。真皮等価物は、ラット尾Ｉ型コラーゲン（ＢＤ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ）、１０×Ｄ
ＭＥＭ培地（Ｇｉｂｃｏ／Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）、重炭酸ナトリウム（Ｇｉｂｃｏ／Ｉ
ｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）および線維芽細胞を含有するコラーゲン溶液からなり、これを６ウ
ェル培養インサート（ＢＤ）に加え、ディープ６ウェル培養プレート（ＢＤ）に配置した
。３７℃における重合の２時間後、真皮等価物を添加ケラチノサイト成長培地（ＫＧＭ２
基礎培地＋ＳｕｐｐｌｅｍｅｎｔＭｉｘ、Ｐｒｏｍｏｃｅｌｌ）において平衡させ、３７
℃、５％ ＣＯ２に配置した。２４時間後、ケラチノサイトの懸濁液をゲルの上に加え、
添加ケラチノサイト成長培地に３日間浸した。インサートを、無血清ケラチノサイト限定
培地（ＳＫＤＭ：ＳＫＤＭは、ＫＧＭ２基礎培地、トランスフェリン（Ｓｉｇｍａ）、Ｂ
ＳＡ（Ｓｉｇｍａ）およびＬ－アスコルビン酸（Ｓｉｇｍａ）からなる高Ｃａ２＋培地で
ある）の気相液相界面に１０日間配置した。培養停止の２４時間前、皮膚等価物に１００
ｍＪ／ｃｍ２ＵＶＢを２連に照射した。
【００７９】
　免疫蛍光プロトコル：
　ヒトの皮膚等価物を、１０％ ホルマリンに固定して、その後、パラフィンに包埋して
、５μｍの厚さの切片に切断した。切片をキシレン中で脱パラフィンさせ、エタノールバ
スにおいて再水和させ、脱イオン水ですすいだ。１０ｍＭ クエン酸緩衝液ｐＨ６中で、
９０℃において２０分間の抗原賦活化を実施し、その後、３％ ヤギ血清中で１時間、ブ
ロッキング反応を実施した。スライドを、ウサギ抗ヒトＳＥＳＮ２抗体（Ｓｉｇｍａ）ま
たはウサギ抗ヒトＳＥＳＮ３抗体（Ａｂｃａｍ）と一緒に４℃において一晩インキュベー
トした。二次ヤギ抗ウサギＡｌｅｘａ４８８抗体（Ａｂｃａｍ）を１時間、室温において
適用して、ＳＥＳＮ２またはＳＥＳＮ３染色した。ＤＡＰＩを核染色に使用した。
【００８０】
　結果：
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　非照射皮膚等価物において、ＳＥＳＮ２免疫蛍光染色は基底ケラチノサイトにおいて検
出されている。ＵＶＢ曝露後に、基底ケラチノサイトにおいてシグナル強度の増加が観察
され、ＳＥＳＮ２陽性ケラチノサイトもまた、基底上層において検出されている。これら
の観察は、ＵＶＢストレス皮膚等価物におけるＳＥＳＮ２タンパク質発現の刺激を実証し
ている。
【００８１】
　非照射皮膚等価物において、ＳＥＳＮ３の免疫蛍光染色は、基底上層、特に果粒層にお
いて強く検出されている。ＵＶＢ曝露後、シグナル強度全体の低下が観察されている。
【００８２】
　実施例６
　培養ケラチノサイトにおけるセストリン遺伝子サイレンシングの効果
【００８３】
　プロトコル：
　若年ドナー由来の正常なヒト表皮ケラチノサイト（ＰｒｏｍｏＣｅｌｌ）に、供給業者
により記載されたトランスフェクションプロトコルに従ってＮｕｃｌｅｏｆｅｃｔｏｒ（
登録商標）Ｓｏｌｕｔｉｏｎ（Ａｍａｘａ　ｎｕｃｌｅｏｆｅｃｔｉｏｎ　ｋｉｔ，Ｌｏ
ｎｚａ）を使用して、ＳＥＳＮ２またはＳＥＳＮ３（Ｄｈａｒｍａｃｏｎ）に特異的なサ
イレンサーＲＮＡをトランスフェクトした。ＳＥＳＮ２またはＳＥＳＮ３に対するｓｉＲ
ＮＡおよびスクランブルｓｉＲＮＡ（陰性対照）をトランスフェクトした細胞を、ケラチ
ノサイト成長培地（ＫＧＭ２基礎培地＋ＳｕｐｐｌｅｍｅｎｔＭｉｘ、Ｐｒｏｍｏｃｅｌ
ｌ）中で３７℃、５％ ＣＯ２において４８時間培養した。
　その後試料を、実施例１に記載したものと同じ方法を使用して定量的リアルタイムＰＣ
Ｒにより分析し、標的遺伝子のノックダウンを確認し、自己貪食(LC3)および分化(Loricr
in)マーカーの発現へのその影響を評価した。
【００８４】
　結果：
　ｓｉＲＮＡを用いたＳＥＳＮ２に対するサイレンシング後の、ケラチノサイト中のＳＥ
ＳＮ２遺伝子の発現レベルの評価は、ＳＥＳＮ２発現の最大７９％の減少を示している。
ｓｉＲＮＡを用いたＳＥＳＮ３に対するサイレンシング後の、ケラチノサイト中のＳＥＳ
Ｎ３遺伝子の発現レベルの評価は、ＳＥＳＮ３発現の最大９３％の減少を示している。
　ケラチノサイトのドナーから得られた結果は、特異的サイレンサーＲＮＡを介したＳＥ
ＳＮ２発現の不活性化が、ＬＣ３遺伝子発現レベルを減少させたことを示している。対照
ケラチノサイトにおいて、発現レベルは１．０（±０．０６）であり、ＳＥＳＮ２に関し
てサイレンシングされたケラチノサイトにおいて、発現レベルは０．５５（±０．０２）
であった。
　特異的サイレンサーＲＮＡを介したＳＥＳＮ３発現の不活性化は、Ｌｏｒｉｃｒｉｎ遺
伝子の発現レベルを減少させた。対照ケラチノサイトにおいて、発現レベルは１．０（±
０．０８）であり、ＳＥＳＮ３に関してサイレンシングされたケラチノサイトにおいて、
発現レベルは０．６５（±０．０５）であった。
【００８５】
　実施例７
　植物抽出物を用いた、正常なヒトケラチノサイトにおけるセストリン遺伝子発現の刺激
試験
【００８６】
　プロトコル：
　植物抽出物１（アキノキリンソウ）：
　アキノキリンソウ抽出物を以下のように調製した：ソリダゴ・ウィルガウレア（Solida
go virgaurea）を、粉砕された乾燥地上部をエタノール（または任意のアルコール溶媒）
による抽出によって得て、活性炭で退色させ、ろ過し、１，３－プロパンジオール（また
は他の適切な化粧料溶媒）で希釈して液体形態の最終抽出物を得る。
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【００８７】
　若年ドナーに由来する正常なヒト表皮ケラチノサイト（ＰｒｏｍｏＣｅｌｌ）を、６ウ
ェルプレートにおいて添加ケラチノサイト成長培地（ＫＧＭ２基礎培地＋Ｓｕｐｐｌｅｍ
ｅｎｔＭｉｘ、Ｐｒｏｍｏｃｅｌｌ）中で３７℃、５％ ＣＯ２において培養した。７０
％集密において、細胞を、被検植物抽出物を含有するＫＧＭ２基礎培地（Ｐｒｏｍｏｃｅ
ｌｌ）と一緒に、さまざまな非毒性濃度で３連に２４時間インキュベートした。植物抽出
物の細胞毒性を、活性試験前にヒト培養ケラチノサイトにおいて評価した。
【００８８】
　その後、実施例１に記載の同じ方法を使用して、試料を定量的リアルタイムＰＣＲによ
って分析した。
【００８９】
　結果：
　ケラチノサイトのドナーから得られた結果を下記の表１に示す。
【表１】

 
【００９０】
　植物抽出物１は、正常なヒトケラチノサイトにおけるＳＥＳＮ１およびＳＥＳＮ３の発
現を刺激することができる。
【００９１】
　実施例８
　植物抽出物２を用いた、ヒト皮膚等価物におけるセストリン遺伝子発現の刺激試験
【００９２】
　プロトコル：
　ＳＥＳＮ３遺伝子の発現に対する植物抽出物２の効果を、免疫蛍光法によりヒト皮膚等
価物に対して評価した。
【００９３】
　合成化合物（レチノール）および植物抽出物２（コロハ）：
　コロハ抽出物を以下のように調製する：トリゴネラ・フェヌグリーク（Trigonella foe
num-graecum）抽出物を、粉砕した種子のヘキサンによる抽出によって得て、超臨界抽出
過程を使用して得られた油状物質を分取し、１，３－プロパンジオール（または他の適切
な化粧料溶媒）で希釈して、液体形態の最終抽出物を得る。
【００９４】
　ヒト皮膚等価物を、実施例５に記載のように調製した。皮膚等価物を、無血清ケラチノ
サイト限定培地中に、１０日間、気相液相界面に配置した。植物抽出物を最終の７日間培
養培地で希釈して、新鮮な希釈液に２日ごとに交換した。合成化合物（レチノール）を最
終の４日間培養培地で希釈した。各条件を２連に実施した。
【００９５】
　皮膚等価物の免疫染色を、実施例５に記載のように実行した。
【００９６】
　結果：
　免疫蛍光実験により、ＳＥＳＮ３の染色強度が、未処理（対照）試料と比較して、合成
化合物のレチノールにより処理した皮膚等価物において減少することが明らかになった。
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評価した分化マーカー（サイトケラチン１０およびロリクリン）もまた、対照と比較して
、レチノール処理後に減少した。逆に、ＳＥＳＮ３およびロリクリンの免疫染色は、植物
抽出物により処理した皮膚等価物において増加した。
　実施例４、５および６による観察と組み合わせて、この観察は、ＳＥＳＮ３発現が、表
皮におけるケラチノサイトの分化過程と関連していることを強く示唆している。
【００９７】
　植物抽出物２は、ヒト皮膚等価物におけるＳＥＳＮ３の発現を刺激することができる。
【００９８】
　実施例９
　セストリン遺伝子サイレンシングの培養メラノサイトにおける効果－ＴＹＲ遺伝子の発
現レベル
【００９９】
　プロトコル：
　新生児ドナーに由来する正常なヒト表皮メラノサイト（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ）に、供
給業者により記載されたトランスフェクトプロトコルに従って、Ｌｉｐｏｆｅｃｔａｍｉ
ｎｅ（登録商標）３０００　Ｒｅａｇｅｎｔ（Ｌｉｐｏｆｅｃｔａｍｉｎｅ（登録商標）
３０００Ｔｒａｎｓｆｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅａｇｅｎｔ、Ｔｈｅｒｍｏ　Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓ
ｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）を使用して、ＳＥＳＮ１、ＳＥＳＮ２またはＳＥＳＮ３に特異的な
サイレンサーＲＮＡ（Ｄｈａｒｍａｃｏｎ）を、トランスフェクトした。ＳＥＳＮ１、Ｓ
ＥＳＮ２またはＳＥＳＮ３に対するｓｉＲＮＡおよびスクランブルｓｉＲＮＡ（陰性対照
）をトランスフェクトした細胞を、メラノサイト成長培地Ｍ２（ＭＧＭ２基礎培地＋Ｓｕ
ｐｐｌｅｍｅｎｔＭｉｘ、Ｐｒｏｍｏｃｅｌｌ）中で３７℃、５％ ＣＯ２において５日
間培養した。
　標的遺伝子のノックダウンおよびチロシナーゼ（ＴＹＲ）の発現に対するこれらの影響
、メラニン産生を制御するカギとなる酵素を、その後、以下の方法を使用して、定量的リ
アルタイムＰＣＲによって分析した。
【０１００】
　製造業者の取扱説明書に従って、全ＲＮＡを、ＲＮｅａｓｙキット（Ｑｉａｇｅｎ）を
用いて抽出した。回収されたＲＮＡを、分光光度法（Ｍｕｌｔｉｓｋａｎ　ＧＯ＋μｄｒ
ｏｐ　ｐｌａｔｅ、Ｔｈｅｒｍｏ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）により定量し、製造業者の取
扱説明書に従って、ｉＳｃｒｉｐｔ　Ｒｅｖｅｒｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｓ
ｕｐｅｒＭｉｘ　Ｋｉｔ（ＢｉｏＲａｄ）を使用して逆転写させた。その後作製されたｃ
ＤＮＡを、標的遺伝子およびハウスキーピング遺伝子に対応する適切なＴａｑｍａｎプラ
イマー（Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）ならびにＳｓｏＡｄｖａｎｃｅｄ（商
標）Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｕｐｅｒｍｉｘ（ＢｉｏＲａｄ）を使用して、遺伝子発現の
分析のための定量的リアルタイムＰＣＲ（ｑＲＴ－ＰＣＲ）に供した。反応は、ＢｉｏＲ
ａｄ　ＣＦＸ９６　Ｔｏｕｃｈ　Ｒｅａｌ－Ｔｉｍｅ　ＰＣＲ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｓ
ｙｓｔｅｍにおいて実施した。結果を、ハウスキーピング遺伝子（Ｂ２Ｍ、ＧＵＳＢおよ
びＴＢＰ）の発現に対して正規化した。結果は、未処理対照試料に対する処理試料におけ
る標的遺伝子の発現の平均倍数変化で表した。
【０１０１】
　結果：
　特異的ｓｉＲＮＡによるサイレンシング後のメラノサイトにおけるＳＥＳＮ遺伝子発現
レベルの評価は、ＳＥＳＮ１では最大７４％、ＳＥＳＮ２では７７％およびＳＥＳＮ３で
は８９％の発現の減少を示した。データは、２名のドナーのメラノサイトから得た。
【０１０２】
　結果は、ＳＥＳＮ１の不活性化が、ＴＹＲ遺伝子発現レベルに大きな影響を与えないこ
とを示している。対照メラノサイトにおいて、相対発現レベルは１．０（±０．００）で
あり、ＳＥＳＮ１に関してサイレンシングされたメラノサイトにおいて、発現レベルは０
．９８（±０．０６）であった。
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　ＳＥＳＮ２の不活性化は、ＴＹＲ遺伝子の発現レベルを増加させた。対照メラノサイト
において、発現レベルは１．０（±０．００）であり、ＳＥＳＮ２に関してサイレンシン
グされたメラノサイトにおいて、発現レベルは１．４０（±０．０２）であった。
　ＳＥＳＮ３の不活性化は、ＴＹＲ遺伝子発現レベルを増加させた。対照メラノサイトに
おいて、発現レベルは１．０（±０．００）であり、ＳＥＳＮ３に関してサイレンシング
されたメラノサイトにおいて、発現レベルは１．３９（±０．０６）であった。
　この観察は、ＳＥＳＮ２およびＳＥＳＮ３の発現が、ヒトメラノサイトにおけるメラニ
ン形成過程に影響を与え得ることを示唆している。
【０１０３】
　実施例１０
　化粧料組成物
　以下の組成物を、従来の方法に従って調製した。
　成分の量は、組成物の全重量に対する重量パーセントで示す。
　Ｏ／Ｗ　エマルジョン：
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【表２】

　Ｏ／Ｗ　エマルジョン：
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【表３】
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