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(57)【要約】
　本発明は、ニューロンの成長および生存率を促進する
ことが可能な組成物を含む、新規の運動ニューロン栄養
因子（Ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎｏｔｒｏｐｈｉｃ　Ｆａｃ
ｔｏｒｓ（ＭＮＴＦ））のペプチドおよびその類似体に
関する。２～６個のアミノ酸長のＭＮＴＦペプチド、な
らびに、別の部分への共有結合によって修飾される、こ
れらのＭＮＴＦペプチドの類似体が提供される。他の実
施形態は、本明細書に記載される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配列番号１の２～６個の連続するアミノ酸からなるペプチドまたはその機能的誘導体か
ら選択される、ＭＮＴＦペプチドまたはその類似体であって、前記ＭＮＴＦペプチドまた
はその類似体は、ＭＮＴＦ活性を示し、前記ＭＮＴＦペプチドまたはその類似体は、配列
番号２からなるアミノ酸配列を有しない、ＭＮＴＦペプチドまたはその類似体。
【請求項２】
　配列番号１の少なくともアミノ酸残基１７および１８を含む、請求項１に記載のＭＮＴ
Ｆペプチドまたはその類似体。
【請求項３】
　配列番号３～配列番号２２からなる群から選択される、請求項１に記載のＭＮＴＦペプ
チドまたはその類似体。
【請求項４】
　配列番号１の少なくとも３個の連続するアミノ酸からなる、請求項１に記載のＭＮＴＦ
ペプチドまたはその類似体。
【請求項５】
　配列番号１の２～５個の連続するアミノ酸からなる、請求項１に記載のＭＮＴＦペプチ
ドまたはその類似体。
【請求項６】
　配列番号１の３～５個の連続するアミノ酸からなる、請求項１に記載のＭＮＴＦペプチ
ドまたはその類似体。
【請求項７】
　配列番号４に記載のアミノ酸配列を有する、請求項３に記載のＭＮＴＦペプチドまたは
その類似体。
【請求項８】
　配列番号６に記載のアミノ酸配列を有する、請求項３に記載のＭＮＴＦペプチドまたは
その類似体。
【請求項９】
　配列番号１２に記載のアミノ酸配列を有する、請求項３に記載のＭＮＴＦペプチドまた
はその類似体。
【請求項１０】
　前記ＭＮＴＦペプチドまたはその類似体は、浸透促進剤との共有結合によって修飾され
、それによって、組成物の組織浸透力が向上される、請求項１～９のうちのいずれか１項
に記載のＭＮＴＦペプチドまたはその類似体。
【請求項１１】
　前記ＭＮＴＦペプチドまたはその類似体は、前記浸透促進剤との共有結合によってＮ末
端が修飾される、請求項１０に記載のＭＮＴＦペプチドまたはその類似体。
【請求項１２】
　前記浸透促進剤は、１つまたはそれ以上の遊離アミノ基のＮアシル誘導体化によって、
前記ＭＮＴＦペプチドまたはその類似体に共有結合される、請求項１１に記載のＭＮＴＦ
ペプチドまたはその類似体。
【請求項１３】
　前記浸透促進剤は、置換されてもよい２～２２個の炭素のアルキルカルボン酸であり、
前記アルキルカルボン酸は、ヒドロキシル化、不飽和化、および／または硫化されてもよ
い、請求項１０に記載のＭＮＴＦペプチドまたはその類似体。
【請求項１４】
　前記浸透促進剤は、カブリル酸（ｃａｂｒｙｌｉｃ　ａｃｉｄ）、オレイン酸、ラウリ
ン酸、カプリン酸、カプリル酸、ヘキサン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、吉草酸、ス
テアリン酸、リノール酸、リノレン酸、アラキドン酸、オレイン酸、エライジン酸、エル
カ酸、およびネルボン酸から選択される脂肪酸である、請求項１３に記載のＭＮＴＦペプ
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チドまたはその類似体。
【請求項１５】
　請求項１～１４のうちのいずれか１項に記載のＭＮＴＦペプチドまたはその類似体、お
よび薬学的に許容される担体を含む、組成物。
【請求項１６】
　ニューロンの成長または維持を促進する方法であって、前記方法は、請求項１６に記載
の組成物を神経細胞に投与する工程を含み、前記組成物は、ニューロンの成長の促進、ニ
ューロンの維持の促進、神経突起伸長の促進、軸索切断された運動ニューロンの軸索再生
の促進、運動機能の向上、損傷した神経経路の修復、神経経路の再生、または神経細胞の
異常の軽減からなる群から選択される１つまたはそれ以上の生物学的活性を有する、方法
。
【請求項１７】
　神経細胞障害に罹患する動物において前記障害を軽減する方法であって、請求項１６に
記載のＭＮＴＦペプチドまたはその類似体を含有する組成物を、前記障害を軽減するため
に十分な量で前記動物に投与する工程を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
技術分野
　本開示は、一般に、ＭＮＴＦペプチドおよびその類似体を使用して神経細胞障害を治療
するための組成物および方法に関する。
【０００２】
関連出願への相互参照
　本出願は、２００８年２月２１日出願の米国特許仮出願第６１／０６６，６６９号（表
題「ＭＮＴＦペプチド組成物および方法」）の優先権を主張するものであり、その内容は
、参照することによりその全体が本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００３】
背景技術
　以下は、本開示を理解する上で有用であり得る情報を含む。本明細書に提供される情報
の内のいずれかは従来技術であるか、または本開示に関連するか、あるいは明示的もしく
は黙示的に参照されるいずれの刊行物もしくは資料が従来技術であるかを容認するもので
はない。
【０００４】
　胎児期の運動ニューロンの生存率は、関連する発達中の骨格筋に由来する特異的な栄養
物質に依存することが明らかになっている。特定の骨格筋は、胎児期の運動ニューロンの
変性、およびその後の自然細胞死を防ぐことによって、胎児期の運動ニューロンの生存お
よび発達を促進する能力を有する物質を生成すると報告されている。これらの物質は、特
殊なタンパク質群である神経栄養因子（ＮＴＦ）として広く記載されており、選択された
神経細胞集団の生存、成長、維持、および機能的能力を促進する役割を果たす（例えば、
非特許文献１）。
【０００５】
　中枢および／または末梢神経系に影響を及ぼす様々な神経変性、神経筋および神経の疾
患、障害、または状態は、機能的な神経組織の急性または進行性の損失によって全体的ま
たは部分的に特徴付けることができる。
【０００６】
　特許文献１～５は、運動ニューロンに栄養作用を発揮する能力を有する、運動ニューロ
ン栄養因子（運動ニューロン栄養因子（ＭＮＴＦ））と称される特異的な神経栄養因子（
ｎｅｕｒｏｎｏｔｒｏｐｈｉｃ　ｆａｃｔｏｒｓ（ＮＴＦ））について報告しており、そ
れらの内容は、参照することによりその全体が本明細書に組み込まれる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第６３０９８７７号
【特許文献２】米国特許第７１８３３７３号
【特許文献３】米国特許第６８４１５３１号
【特許文献４】米国特許第６７５９３８９号
【特許文献５】米国特許出願第２００６００５２２９９号
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ｃｈａｕ，　Ｒ．　Ｍ．　Ｗ．，　ｅｔ　ａｌ．，　６　Ｃｈｉｎ．　
Ｊ　Ｎｅｕｒｏａｎａｔｏｍｙ　１２９，　１９９０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
発明の概要
　本明細書には、これらに限定されないが、本発明の概要において規定されるまたは参照
される多くの特質および実施形態を有する技術が記載される。すべてを包括することを意
図するものではなく、特許請求の範囲は、本発明の概要に同定される特性または実施形態
に限定されるものではなく、またそれらによって限定されず、例証目的のためのみに含ま
れるのであって、制限する目的のためではない。
【００１０】
　したがって、一態様において、本開示は、神経細胞の生存率および増殖を調節するため
に有用なＭＮＴＦ分子の一部を含有する新規のペプチドおよび組成物を対象とし、それに
よって、中枢および／または末梢神経系における幅広い神経変性、神経筋の疾患、障害、
または状態を治療する上で、容易に合成することができ、治療的に有効である可能性があ
る神経栄養ペプチドを提供する。
【００１１】
　一態様において、本開示は、ＬＧＴＦＷＧＤＴＬＮ　ＣＷＭＬＳＡＦＳＲＹ　ＡＲＣＬ
ＡＥＧＨＤＧ　ＰＴＱ（配列番号１）の１７および１８位にＦＳ残基を含む、少なくとも
２つの連続する残基を含む神経細胞の生存率および成長を誘導または調節するために有用
な、合成および／もしくは精製されたＭＮＴＦペプチドまたはその類似体を対象とする。
【００１２】
　特定の実施形態において、ＭＮＴＦペプチドまたはその類似体は、配列番号１～２２を
含む配列の類似体を含む。特定の実施形態において、ＭＮＴＦペプチドまたはその類似体
は、２－ｍｅｒ、３－ｍｅｒ、４－ｍｅｒ、または５－ｍｅｒの非パルミトイル化ペプチ
ドである。他の特定の実施形態において、ＭＮＴＦペプチドまたはその類似体は、２－ｍ
ｅｒ、３－ｍｅｒ、４－ｍｅｒ、５－ｍｅｒ、または６－ｍｅｒのパルミトイル化ペプチ
ドである。特定の態様において、本開示は、共有結合（ｃｏｖａｌｅｎｔ　ｂｏｎｄｉｎ
ｇ／ｌｉｎｋａｇｅ）または浸透促進剤との共役または固相合成中のペプチド結合による
浸透促進剤の添加によって、Ｎ末端が修飾されたＭＮＴＦペプチドまたはその類似体を含
む組成物を提供する。
【００１３】
　特定の実施形態において、ＭＮＴＦペプチドは、ｉ）配列番号１の２～６個連続するア
ミノ酸、ｉｉ）配列番号１の２～５個連続するアミノ酸、ｉｉｉ）配列番号１の３～５個
連続するアミノ酸、ｉｖ）酸配列番号１の少なくとも２個の連続するアミノ酸、ｖ）酸配
列番号１の少なくとも３個の連続するアミノ酸、またはｖｉ）その類似体ｉ）～ｖ）のう
ちのいずれかの機能的誘導体等）からなる。ｉ）、ｉｖ）、およびｖ）のＭＮＴＦペプチ
ドは、配列番号２からなるアミノ酸配列を有しない。他の特定の実施形態において、ＭＮ
ＴＦペプチドまたはその類似体は、配列番号３～配列番号２２またはその機能的誘導体か
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らなる群から選択されるアミノ酸配列を有する。好ましいＭＮＴＦペプチドまたは誘導体
は、ＭＮＴＦ活性を有する。
【００１４】
　いくつかの態様において、ＭＮＴＦペプチド誘導体は、２～２２個の炭素の脂肪酸分子
（例えば、パルミチン酸）に共有結合する（例えば、Ｎ末端のペプチド結合により）。一
態様において、本開示は、ＬＧＴＦＷＧＤＴＬＮＣＷＭＬＳＡＦＳＲＹＡＲＣＬＡＥＧＨ
ＤＧＰＴＱ（配列番号１）から選択されるＦＳを含む少なくとも２個の近接するアミノ酸
残基を有するペプチドまたはその類似体、および薬学的に許容される担体を含む皮膚薬剤
組成物を提供する。
【００１５】
　いくつかの実施形態において、ＭＮＴＦペプチドまたはその類似体は、配列番号１のフ
ェニルアラニン－セリンジペプチドと、配列番号１の１～３０個のさらなるアミノ酸とを
含み、上記ＭＮＴＦペプチドまたはその類似体は、任意選択的に、配列番号１に示される
配列の１～５個の保存アミノ酸置換、またはそのエステル、アミド、プロドラッグ、およ
び／もしくは塩を有する。
【００１６】
　別の実施形態において、ＭＮＴＦペプチド類似体は、皮膚浸透および／または油溶性を
高めるために、Ｎ末端のペプチド結合によって、２～２２個の炭素の脂肪酸分子（例えば
、パルミチン酸）に共役されるかまたは共有結合される。
【００１７】
ＬＧＴＦＷＧＤＴＬＮ　ＣＷＭＬＳＡＦＳＲＹ　ＡＲＣＬＡＥＧＨＤＧ　ＰＴＱ（配列番
号１）
ＦＳＲＹＡＲ（配列番号２）
ＦＳ（配列番号３）
ＦＳＲ（配列番号４）
ＡＦＳ（配列番号５）
ＦＳＲＹ（配列番号６）
ＳＡＦＳ（配列番号７）
ＡＦＳＲ（配列番号８）
ＬＳＡＦＳ（配列番号９）
ＳＡＦＳＲ（配列番号１０）
ＡＦＳＲＹ（配列番号１１）
ＦＳＲＹＡ（配列番号１２）
ＭＬＳＡＦＳ（配列番号１３）
ＬＳＡＦＳＲ（配列番号１４）
ＳＡＦＳＲＹ（配列番号１５）
ＡＦＳＲＹＡ（配列番号１６）
ＳＲＹＡＲ（配列番号１７）
ＲＹＡＲ（配列番号１８）
ＹＡＲ（配列番号１９）
ＳＲＹＡ（配列番号２０）
ＲＹＡ（配列番号２１）
ＳＲＹ（配列番号２２）
【００１８】
　別の態様において、細胞増殖を促進するため、もしくは不適切な細胞死を安定させるた
め、および／またはいずれの場合においても正常な細胞の挙動を再建するために、ＭＮＴ
Ｆペプチドまたはその類似体を生体外で細胞培養物に、または生体内で神経損傷もしくは
神経変性疾患に罹患する個人に投与することによって、神経細胞の生存率および／または
成長を調節するための組成物および方法が提供される。別の態様において、運動ニューロ
ン親和性因子（ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎｏｔｒｏｐｉｃ　ｆａｃｔｏｒ（ＭＮＴＦ））ペプ
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チドまたはその類似体を、それを必要とする対象に投与することを含む、神経経路損傷の
症状を伴う対象において運動機能を向上させる方法が提供される。
【００１９】
　したがって、一態様において、本開示は、神経細胞の生存率および増殖を調節するのに
有用なＭＮＴＦ分子の一部分を含有する新規ペプチドおよび組成物を対象とし、それによ
って、皮膚の下の領域における神経および筋肉の神経再支配を含む幅広い皮膚疾患を治療
する上で、容易に合成することができ、治療的に有効である可能性がある神経栄養ペプチ
ドを提供する。
【００２０】
　一態様において、本開示は、皮膚に極めて近接して神経細胞の生存率および成長を誘導
または調節するために有用なＦＳドメインを含む、合成および／または精製されたＭＮＴ
Ｆペプチドまたはその類似体を対象とする。
【００２１】
　別の態様において、細胞増殖を促進するため、もしくは不適切な細胞死を安定させるた
め、および／またはいずれの場合においても正常な細胞の挙動を再建するために、ＭＮＴ
Ｆペプチドまたはその類似体を生体外で細胞培養物に、または生体内で神経損傷もしくは
神経変性疾患に罹患する個人に投与することによって、神経細胞の生存率および／または
成長を調節するための組成物および方法が提供される。
【００２２】
　一態様において、ＭＮＴＦペプチドまたはその類似体をそれを必要とする対象に投与す
る工程を含む、対象において損傷した神経経路を修復する方法が提供され、上記損傷した
神経経路は皮膚の損傷または状態と関連し、上記ＭＮＴＦペプチドまたはその類似体は、
上記皮膚の状態または障害を治療するために十分な量で投与され、それによって、上記対
象において損傷した神経経路が修復される。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、例示的なＭＮＴＦペプチドの運動ニューロンの生存に対する生存アッセ
イを示す。運動ニューロンはラットの脊髄から培養し、ＢＤＮＦ、ＧＤＮＦ、およびＣＮ
ＴＦの存在下において培養物中で３日間成長させた。３日後、従来の栄養因子の非存在下
で、図示したＭＮＴＦペプチド１０マイクログラム／ｍｌを用いて細胞を成長させた。４
８時間後、生きている細胞数を決定した。グラフは、５つのサンプルの平均＋／－ＳＤを
示している（ＢＤＮＦ＝脳由来神経栄養因子、ＧＤＮＦ＝グリア細胞由来神経栄養因子、
ＣＮＴＦ＝毛様体神経栄養因子）。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
発明を実施するための形態
　胎児期の運動ニューロンの生存率は、関連する発達中の骨格筋に由来する特異的な栄養
物質に依存することが明らかになっている。骨格筋は、胎児期の運動ニューロンの変性、
およびその後の自然細胞死を防ぐことによって、胎児期の運動ニューロンの生存および発
達を促進する能力を有する物質を生成すると報告されている。これらの物質は、特殊なタ
ンパク質群である神経栄養因子（ＮＴＦ）として広く記載されており、選択された神経細
胞集団の生存、成長、維持、および機能的能力を促進する役割を果たす（Ｏ’Ｂｒｉａｎ
，　Ｒ．　Ｊ．　ａｎｄ　Ｆｉｓｃｈｂａｃｈ，　Ｇ．　Ｄ．，　６　Ｊ．　Ｎｅｕｒｏ
ｓｃｉ．　３２６５　（１９８６）、Ｈｏｌｌｙｄａｙ，　Ｍ．　ａｎｄ　Ｈａｍｂｕｒ
ｇｅｒ，　Ｖ．，　１７０　Ｊ．　Ｃｏｍｐ．　Ｎｅｕｒｏｌ．　３１１　（１９７６）
ＭｃＭａｎａｍａｎ，　Ｊ．　Ｌ．，　ｅｔ　ａｌ．，　２６３　Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃ
ｈｅｍ．　５８９０　（１９８８）、Ｏｐｐｅｎｈｅｉｍ，　Ｒ．　Ｗ．，　ｅｔ　ａｌ
．，　２４０　Ｓｃｉｅｎｃｅ，　９１９　（１９８８）、およびＳｍｉｔｈ，　Ｒ．　
Ｇ．，　ｅｔ　ａｌ．，　６　Ｊ．　Ｎｅｕｒｏｓｃｉ．　４３９　（１９８６）。
【００２５】
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　ヒト運動ニューロン栄養因子（ＭＮＴＦ）は、運動ニューロンの損傷部位における炎症
を軽減し、神経再生を促進し、運動ニューロンの生存を助長することが明らかになってい
る、骨格筋組織に由来する特異的なＮＴＦである。ＭＮＴＦは、抹消坐骨神経（下肢の筋
肉を制御する）、抹消筋皮神経（上肢の筋肉を制御する）、頭蓋顔面神経（顔面および頭
部の筋肉を制御する）、脳舌下神経（下を制御する）、および頸部、胸部、および上肢の
筋肉を制御する脊髄の一部を含む様々なラットの神経系において検査されている。脊髄モ
デルにおいて、ＭＮＴＦを、半側切断したラット脊髄の神経移植片に適用したところ、Ｍ
ＮＴＦは炎症を軽減し、変性を抑え、移植した神経の再生を促進した。数多くの試験が、
栄養作用および親和性作用についてのラット末梢神経モデルのシステムにおいて記載され
る、神経に直接適用された場合の合成されたＭＮＴＦまたはペプチド類似体の有効性を証
明してきている。また、ＭＮＴＦは、運動ニューロンの再生および生存を促進することが
分かっている。
【００２６】
　神経細胞死は、脊椎動物の神経系において、特定の成長および発達期間中に起こる。し
たがって、関連する標的組織からの可溶性の神経栄養因子の添加は、この細胞死の減少を
緩和する役割を果たす可能性がある。
【００２７】
　したがって、本開示の態様および実施形態は、神経細胞障害の治療のためのＭＮＴＦペ
プチドまたはその類似体を含む方法および組成物を提供する。
【００２８】
　本開示の態様および実施形態は、同定され、ＭＮＴＦ分子中の短い重複配列にマッピン
グされた、運動ニューロン栄養因子の作用と関連する機能性タンパク質ドメインを対象と
する。配列番号２～２２のドメインを含むこれらのタンパク質ドメインは、神経細胞の生
存率および増殖を調節するために十分である。さらに、これらのドメインを包括する切断
されたＭＮＴＦペプチドまたは類似体は、それ自体が、運動ニューロン／神経芽細胞腫の
細胞雑種における刺激性の生物活性を証明するために十分である。
【００２９】
定義
　本開示が関連する技術を説明する文脈において使用される特定の用語を記載する。別途
記載のない限り、以下の用語は、本明細書および特許請求の範囲において使用される場合
、以下の意味を有するものとする。以下または本明細書の他の箇所に定義されていない用
語については、当該技術分野で認められる意味を有するものとする。
【００３０】
　本明細書で使用される場合、「運動ニューロン栄養因子（ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎｏｔｒ
ｏｐｈｉｃ　ｆａｃｔｏｒ）または運動ニューロン栄養因子（ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎ　ｔ
ｒｏｐｈｉｃ　ｆａｃｔｏｒ）」は、運動ニューロンの栄養または維持に関与する因子を
含む。用語「運動ニューロン親和性因子」、「ＭＮＴＦ」、「ＭＮＴＦペプチド」、「運
動ニューロン親和性因子類似体」、および「ＭＮＴＦ類似体」はそれぞれ、本明細書に記
載されるようにペプチドおよびその類似体を指し、本明細書に定義される機能特性を有す
る。これらは、参照ＭＮＴＦ配列の配列および機能的相同体を含んでもよい。運動ニュー
ロン栄養因子はさらに、関与する神経前駆細胞の発達および分化を提供するか、またはそ
れらは、分化した神経系細胞の成長（例えば、神経突起伸長）および生存を誘導もしくは
促進してもよい。「ＭＮＴＦ活性」は、次の活性のうちの１つ以上を含む：ニューロンの
成長の促進、ニューロンの維持の促進、神経突起伸長の促進、軸索切断された運動ニュー
ロンの軸索再生の促進、運動機能の向上、損傷した神経経路の修復、神経経路の再生、ま
たは神経細胞の異常の軽減。本開示の運動ニューロン栄養因子は、典型的には、ＣＮＳま
たはＰＮＳの完全に分化した神経系細胞（例えば、運動ニューロン）を生成するのに効果
的な量で提供される。量の目安は、本明細書に提供され、既知の手順および本明細書に開
示される方法に基づいて、当業者によって容易に決定され得る。
【００３１】
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　ＭＮＴＦペプチドは、Ｃｈａｕ，　Ｒ．　Ｍ．　Ｗ．，　ｅｔ　ａｌ．のＭｕｓｃｌｅ
　Ｎｅｕｒｏｎｏｔｒｏｐｈｉｃ　Ｆａｃｔｏｒｓ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｆｏｒ　Ａｎｔ
ｅｒｉｏｒ　Ｈｏｒｎ　Ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎｓ　ｏｆ　Ｒａｔ　Ｓｐｉｎａｌ　Ｃｏｒ
ｄに報告されている。Ｒｅｃｅｎｔ　Ａｄｖａｎｃｅｓ　ｉｎ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ　ａｎ
ｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，　Ｖｏｌ．　５，　Ｐｅｅｔｅｒｓ　Ｐｒｅ
ｓｓ，　Ｌｅｕｖｅｎ，　Ｂｅｌｇｉｕｍ，　ｐｐ．　８９－９４　（１９９２）、なら
びに、例えば、米国特許第６３０９８７７号、米国特許第７１８３３７３号、米国特許第
６８４１５３１号、米国特許第６７５９３８９号、および米国特許第２００６００５２２
９９号にも見出され、それらの内容は、参照することにより、その全体が本明細書に組み
込まれる。特定の実施形態において、その例は、配列番号２～２２からのドメインの一部
を含む合成および／もしくは精製されたＭＮＴＦペプチドまたはその類似体と、神経細胞
の生存率および成長を誘導または調節するために有用な、切断された配列の相同体および
類似体を含む、その構造および／または機能を模倣する分子とを含む。
【００３２】
　また、ＭＮＴＦペプチドは、以下に記載されるものも含んでもよく、それらのすべての
内容は、参照することにより本明細書に組み込まれる：Ｃｈａｕ，　Ｒ．　Ｍ．　Ｗ．，
　ｅｔ　ａｌ．，　Ｔｈｅ　Ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　ａ　３０　ｋＤ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　ｆ
ｒｏｍ　Ｔｅｃｔａｌ　Ｅｘｔｒａｃｔ　ｏｆ　Ｒａｔ　ｏｎ　Ｃｕｌｔｕｒｅｄ　Ｒｅ
ｔｉｎａｌ　Ｎｅｕｒｏｎｓ，　３４　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ，　Ｓｅｒｉ
ｅｓ　Ｂ，　９０８　（１９９１）、Ｃｈａｕ，　Ｒ．　Ｍ．　Ｗ．，　ｅｔ　ａｌ．，
　Ｍｕｓｃｌｅ　Ｎｅｕｒｏｎｏ　Ｎｅｕｒｏｎｏｔｒｏｐｈｉｃ　Ｆａｃｔｏｒｓ　Ｓ
ｐｅｃｉｆｉｃ　ｆｏｒ　Ａｎｔｅｒｉｏｒ　Ｈｏｒｎ　Ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎｓ　ｏｆ
　Ｒａｔ　Ｓｐｉｎａｌ　Ｃｏｒｄ．　Ｉｎ：　Ｒｅｃｅｎｔ　Ａｄｖａｎｃｅｓ　ｉｎ
　Ｃｅｌｌｕｌａｒ　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，　Ｖｏｌ．　５，
　Ｐｅｅｔｅｒｓ　Ｐｒｅｓｓ，　Ｌｅｕｖｅｎ，　Ｂｅｌｇｉｕｍ，　ｐｐ．　８９－
９４　（１９９２）、Ｃｈａｕ，　Ｒ．　Ｍ．　Ｗ．，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｔｈｅ　Ｅｆ
ｆｅｃｔ　ｏｆ　ａ　３０　ｋＤ　Ｐｒｏｔｅｉｎ　ｆｒｏｍ　Ｔｅｃｔａｌ　Ｅｘｔｒ
ａｃｔ　ｏｆ　Ｒａｔ　ｏｎ　Ｃｕｌｔｕｒｅｄ　Ｒｅｔｉｎａｌ　Ｎｅｕｒｏｎｓ，　
３４　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ，　Ｓｅｒｉｅｓ　Ｂ，　９０８　（１９９１
）、Ｃｈａｕ，　Ｒ．　Ｍ．　Ｗ．，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｃｌｏｎｉｎｇ　ｏｆ　Ｇｅｎ
ｅｓ　ｆｏｒ　Ｍｕｓｃｌｅ－Ｄｅｒｉｖｅｄ　Ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎｏｔｒｏｐｈｉｃ
　Ｆａｃｔｏｒ　１　（ＭＮＴＦ１）　ａｎｄ　Ｉｔｓ　Ｒｅｃｅｐｔｏｒ　ｂｙ　Ｍｏ
ｎｏｃｌｏｎａｌ　Ａｎｔｉｂｏｄｙ　Ｐｒｏｂｅｓ，　（ａｂｓｔｒａｃｔ）　１９　
Ｓｏｃ．　ｆｏｒ　Ｎｅｕｒｏｓｃｉ．　ｐａｒｔ　１，　２５２　（１９９３）、Ｃｈ
ａｕ，　Ｒ．　Ｍ．　Ｗ．，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｃｌｏｎｉｎｇ　ｏｆ　Ｇｅｎｅｓ　ｆ
ｏｒ　Ｍｕｓｃｌｅ－Ｄｅｒｉｖｅｄ　Ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎｏｔｒｏｐｈｉｃ　Ｆａｃ
ｔｏｒ　１　（ＭＮＴＦ１）　ａｎｄ　Ｉｔｓ　Ｒｅｃｅｐｔｏｒ　ｂｙ　Ｍｏｎｏｃｌ
ｏｎａｌ　Ａｎｔｉｂｏｄｙ　Ｐｒｏｂｅｓ，　（ａｂｓｔｒａｃｔ）　１９　Ｓｏｃ．
　ｆｏｒ　Ｎｅｕｒｏｓｃｉ．　ｐａｒｔ　１，　２５２　（１９９３）。
【００３３】
　特定の実施形態において、ＭＮＴＦペプチドまたはその類似体は、ＭＮＴＦドメインの
活性部位のうちの１つからの配列（例えば、配列番号３等の２つのアミノ酸のＭＮＴＦペ
プチド）を含んでもよい。
【００３４】
　特定の実施形態において、ＭＮＴＦペプチドは、配列番号２～２２に記載される配列か
らなる。他の実施形態において、ＭＮＴＦペプチド類似体は、配列番号２～２２に示され
るＭＮＴＦペプチドの機能的誘導体を含む。
【００３５】
　本明細書に記載されるＭＮＴＦペプチドおよびその類似体は、ＭＮＴＦ（すなわち、配
列番号１から）およびその機能的誘導体に由来するペプチドを含む。これらの化合物は、



(9) JP 2011-513239 A 2011.4.28

10

20

30

40

50

配列番号２～２２のうちの１つのアミノ酸配列を有するペプチドと、配列番号２～２２に
提供されるアミノ酸配列を有するペプチドの機能的誘導体とを含む。
【００３６】
　「類似体」は、本出願において使用される場合、修飾されているが、ＭＮＴＦ活性を保
持するペプチド（例えば、配列番号１の３３ｍｅｒのＭＮＴＦに対する切断、置換、別の
部分との共有結合等によって）を含む。ＭＮＴＦペプチド類似体は、例えば、ＭＮＴＦペ
プチドのエステル、アミド、プロドラッグ、および塩の形態を含む。ＭＮＴＦペプチド類
似体は、例えば、親油性部分（例えば、脂肪酸）、担体分子と共有結合するＭＮＴＦペプ
チド等の、別の部分との付着によって共有結合的に修飾されたＭＮＴＦペプチド、または
融合タンパク質を生成するための異種のポリペプチドを含む。特定の実施形態において、
本開示による類似体は、「保存」置換（例えば、配列番号１に対して）を含む。保存アミ
ノ酸置換は、その群のメンバー間での置換がその分子の生物学的機能を保存するという十
分に類似する物理化学的特製を有する、同じ群内の同義アミノ酸とのアミノ酸置換を含む
（Ｇｒａｎｔｈａｍ，　Ｓｃｉｅｎｃｅ，　Ｖｏｌ．　１８５，　ｐｐ．　８６２－８６
４　（１９７４））。ＭＮＴＦ類似体はさらに、本明細書に記載されるペプチドまたは類
似体のＭＮＴＦの機能的誘導体を包含する。いくつかの実施形態において、ＭＮＴＦ類似
体は、配列番号１に示される配列、または配列番号２～２２を含むその切断されたものと
比較すると、２０％、２５％、３０％、３５％、または４０％までの保存アミノ酸置換を
含んでもよい。
【００３７】
　本明細書で使用される場合、ＭＮＴＦの「機能的誘導体」は、既知の方法に従って、ア
ミノ酸部分の側鎖またはＮもしくはＣ基の末端に存在する官能基から調製することができ
、それらが薬学的に許容される場合、すなわちタンパク質／ペプチド活性を破壊しない、
またはそれらを含有する医薬組成物に許容されない毒性を与えない場合に、本開示に提供
される誘導体を指す。かかる誘導体は、例えば、カルボキシル基の脂肪族エステルもしく
は脂肪族アミド、および遊離アミノ基のＮ－アシル誘導体、ならびに遊離ヒドロキシル基
のＯ－アシル誘導体を含んでもよく、例えば、アルカノイル基もしくはアロイル基等のア
シル基、官能基のプロドラッグ、塩で形成されるか、またはそれらの組み合わせを有する
。
【００３８】
　同義アミノ酸群は、表Ｉ、ＩＩ、およびＩＩＩに定義されるものを含む。
【００３９】
表Ｉ
同義アミノ酸の広範囲な群
アミノ酸－－－同義アミノ酸
Ｓｅｒ－－－Ｓｅｒ、Ｔｈｒ、Ｇｌｙ、Ａｓｎ
Ａｒｇ－－－Ａｒｇ、Ｇｌｎ、Ｌｙｓ、Ｇｌｕ、Ｈｉｓ
Ｌｅｕ－－－Ｉｌｅ、Ｐｈｅ、Ｔｙｒ、Ｍｅｔ、Ｖａｌ、Ｌｅｕ
Ｐｒｏ－－－Ｇｌｙ、Ａｌａ、Ｔｈｒ、Ｐｒｏ
Ｔｈｒ－－－Ｐｒｏ、Ｓｅｒ、Ａｌａ、Ｇｌｙ、Ｈｉｓ、Ｇｌｎ、Ｔｈｒ
Ａｌａ－－－Ｇｌｙ、Ｔｈｒ、Ｐｒｏ、Ａｌａ
Ｖａｌ－－－Ｍｅｔ、Ｔｙｒ、Ｐｈｅ、Ｉｌｅ、Ｌｅｕ、Ｖａｌ
Ｇｌｙ－－－Ａｌａ、Ｔｈｒ、Ｐｒｏ、Ｓｅｒ、Ｇｌｙ
Ｉｌｅ－－－Ｍｅｔ、Ｔｙｒ、Ｐｈｅ、Ｖａｌ、Ｌｅｕ、Ｉｌｅ
Ｐｈｅ－－－Ｔｒｐ、Ｍｅｔ、Ｔｙｒ、Ｉｌｅ、Ｖａｌ、Ｌｅｕ、Ｐｈｅ
Ｔｙｒ－－－Ｔｒｐ、Ｍｅｔ、Ｐｈｅ、Ｉｌｅ、Ｖａｌ、Ｌｅｕ、Ｔｙｒ
Ｃｙｓ－－－Ｓｅｒ、Ｔｈｒ、Ｃｙｓ
Ｈｉｓ－－－Ｇｌｕ、Ｌｙｓ、Ｇｌｎ、Ｔｈｒ、Ａｒｇ、Ｈｉｓ
Ｇｌｎ－－－Ｇｌｕ、Ｌｙｓ、Ａｓｎ、Ｈｉｓ、Ｔｈｒ、Ａｒｇ、Ｇｌｎ
Ａｓｎ－－－Ｇｌｎ、Ａｓｐ、Ｓｅｒ、Ａｓｎ
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Ｌｙｓ－－－Ｇｌｕ、Ｇｌｎ、Ｈｉｓ、Ａｒｇ、Ｌｙｓ
Ａｓｐ－－－Ｇｌｕ、Ａｓｎ、Ａｓｐ
Ｇｌｕ－－－Ａｓｐ、Ｌｙｓ、Ａｓｎ、Ｇｌｎ、Ｈｉｓ、Ａｒｇ、Ｇｌｕ
Ｍｅｔ－－－Ｐｈｅ、Ｉｌｅ、Ｖａｌ、Ｌｅｕ、Ｍｅｔ
Ｔｒｐ－－－Ｔｒｐ
【００４０】
表ＩＩ
同義アミノ酸の中範囲の群
アミノ酸－－－同義群
Ｓｅｒ－－－Ｓｅｒ
Ａｒｇ－－－Ｈｉｓ、Ｌｙｓ、Ａｒｇ
Ｌｅｕ－－－Ｉｌｅ、Ｐｈｅ、Ｍｅｔ、Ｌｅｕ
Ｐｒｏ－－－Ａｌａ、Ｐｒｏ
Ｔｈｒ－－－Ｔｈｒ
Ａｌａ－－－Ｐｒｏ、Ａｌａ
Ｖａｌ－－－Ｍｅｔ、Ｉｌｅ、Ｖａｌ
Ｇｌｙ－－－Ｇｌｙ
Ｉｌｅ－－－Ｉｌｅ、Ｍｅｔ、Ｐｈｅ、Ｖａｌ、Ｌｅｕ
Ｐｈｅ－－－Ｍｅｔ、Ｔｙｒ、Ｉｌｅ、Ｌｅｕ、Ｐｈｅ
Ｔｙｒ－－－Ｐｈｅ、Ｔｙｒ
Ｃｙｓ－－－Ｓｅｒ、Ｃｙｓ
Ｈｉｓ－－－Ａｒｇ、Ｇｌｎ、Ｈｉｓ
Ｇｌｎ－－－Ｇｌｕ、Ｈｉｓ、Ｇｌｎ
Ａｓｎ－－－Ａｓｐ、Ａｓｎ
Ｌｙｓ－－－Ａｒｇ、Ｌｙｓ
Ａｓｐ－－－Ａｓｎ、Ａｓｐ
Ｇｌｕ－－－Ｇｌｎ、Ｇｌｕ
Ｍｅｔ－－－Ｐｈｅ、Ｉｌｅ、Ｖａｌ、Ｌｅｕ、Ｍｅｔ
Ｔｒｐ－－－Ｔｒｐ
【００４１】
表ＩＩＩ
同義アミノ酸の狭範囲の群
アミノ酸－－－同義群
Ｓｅｒ－－－Ｓｅｒ
Ａｒｇ－－－Ａｒｇ
Ｌｅｕ－－－Ｉｌｅ、Ｍｅｔ、Ｌｅｕ
Ｐｒｏ－－－Ｐｒｏ
Ｔｈｒ－－－Ｔｈｒ
Ａｌａ－－－Ａｌａ
Ｖａｌ－－－Ｖａｌ
Ｇｌｙ－－－Ｇｌｙ
Ｉｌｅ－－－Ｉｌｅ、Ｍｅｔ、Ｌｅｕ
Ｐｈｅ－－－Ｐｈｅ
Ｔｙｒ－－－Ｔｙｒ
Ｃｙｓ－－－Ｓｅｒ、Ｃｙｓ
Ｈｉｓ－－－Ｈｉｓ
Ｇｌｎ－－－Ｇｌｎ
Ａｓｎ－－－Ａｓｎ
Ｌｙｓ－－－Ｌｙｓ
Ａｓｐ－－－Ａｓｐ



(11) JP 2011-513239 A 2011.4.28

10

20

30

40

50

Ｇｌｕ－－－Ｇｌｕ
Ｍｅｔ－－－Ｉｌｅ、Ｌｅｕ、Ｍｅｔ
Ｔｒｐ－－－Ｔｒｐ
【００４２】
　本明細書に提供される化合物に使用されるアミノ酸（例えば、ペプチドおよびタンパク
質）は、遺伝的にコードされたアミノ酸、天然の非遺伝的にコードされたアミノ酸、また
は合成のアミノ酸であってもよい。上述したうちのいずれかのＬおよびＤエナンチオマー
の両方が、化合物に用いられてもよい。以下の遺伝的にコードされたアミノ酸（およびそ
の残基）には、以下の略語が本明細書において使用されてもよい：アラニン（Ａｌａ、Ａ
）、アルギニン（Ａｒｇ、Ｒ）、アスパラギン（Ａｓｎ、Ｎ）、アスパラギン酸（Ａｓｐ
、Ｄ）、システイン（Ｃｙｓ、Ｃ）、グリシン（Ｇｌｙ、Ｇ）、グルタミン酸（Ｇｌｕ、
Ｅ）、グルタミン（Ｇｌｎ、Ｑ）、ヒスチジン（Ｈｉｓ、Ｈ）、イソロイシン（Ｉｌｅ、
Ｉ）、ロイシン（Ｌｅｕ、Ｌ）、リジン（Ｌｙｓ、Ｋ）、メチオニン（Ｍｅｔ、Ｍ）、フ
ェニルアラニン（Ｐｈｅ、Ｆ）、プロリン（Ｐｒｏ、Ｐ）、セリン（Ｓｅｒ、Ｓ）、トレ
オニン（Ｔｈｒ、Ｔ）、トリプトファン（Ｔｒｐ、Ｗ）、チロシン（Ｔｙｒ、Ｙ）、およ
びバリン（Ｖａｌ、Ｖ）。
【００４３】
　遺伝的にコードされておらず、本明細書に記載する化合物に存在してもよい、一般的に
遭遇する特定のアミノ酸は、これらに限定されないが、β－アラニン（ｂ－Ａｌａ）およ
び３－アミノプロピオン酸（Ｄａｐ）、２，３－ジアミノプロピオン酸（Ｄｐｒ、Ｚ）、
４－アミノ酪酸等の他のω－アミノ酸、α－アミノイソ酪酸（Ａｉｂ）、ε－アミノヘキ
サン酸（Ａｈａ）、δ－アミノ吉草酸（Ａｖａ）、メチルグリシン（ＭｅＧｌｙ）、オル
ニチン（Ｏｒｎ）、シトルリン（Ｃｉｔ）、ｔ－ブチルアラニン（ｔ－ＢｕＡ）、ｔ－ブ
チルグリシン（ｔ－ＢｕＧ）、Ｎ－メチルイソロイシン（ＭｅＩｌｅ）、フェニルグリシ
ン（Ｐｈｇ）、シクロヘキシルアラニン（Ｃｈａ）、ノルロイシン（Ｎｌｅ、Ｊ）、２－
ナフチルアラニン（２－Ｎａｌ）、４－クロロフェニルアラニン（Ｐｈｅ（４－Ｃｌ））
、２－フルオロフェニルアラニン（Ｐｈｅ（２－Ｆ））、３－フルオロフェニルアラニン
（Ｐｈｅ（３－Ｆ））、４－フルオロフェニルアラニン（Ｐｈｅ（４－Ｆ））、ペニシラ
ミン（Ｐｅｎ）、１，２，３，４－テトラヒドロイソキノリン－３－カルボン酸（Ｔｉｃ
）、β－２－チエニルアラニン（Ｔｈｉ）、メチオニンスルホキシド（ＭＳＯ）、ホモア
ルギニン（ｈＡｒｇ）、Ｎ－アセチルリジン（ＡｃＬｙｓ）、２，３－ジアミノ酪酸（Ｄ
ａｂ）、２，３－ジアミノ酪酸（Ｄｂｕ）、ｐ－アミノフェニルアラニン（Ｐｈｅ（ｐＮ
Ｈ２））、Ｎ－メチルバリン（ＭｅＶａｌ）、ホモシステイン（ｈＣｙｓ）、３－ベンゾ
チアゾール－２－イル－アラニン（ＢｚｔＡｌａ、Ｂ）、およびホモセリン（ｈＳｅｒ）
を含む。企図されるさらなるアミノ酸類似体は、リン酸化セリン、リン酸化スレオニン、
リン酸化チロシン、ヒドロキシプロリン、γ－カルボキシグルタミン酸、馬尿酸、オクタ
ヒドロインドール－２カルボン酸、スタチン、α－メチル－アラニン、パラ－ベンゾイル
－フェニルアラニン、プロパルギルグリシン、およびサルコシンを含む。本明細書に記載
されるペプチドは、Ｌ型またはＤ型構成の上記アミノ酸のうちのいずれか、あるいは本明
細書に記載されるまたは現在もしくは未来において当該技術分野で既知である、他のいず
れのアミノ酸を有してもよい。
【００４４】
　互いに置換可能なアミノ酸は、通常、類似するクラスまたはサブクラスに属する。当業
者には既知であるように、アミノ酸は、主にアミノ酸側鎖の化学的および物理的特性に依
存して、異なるクラスに分類することができる。例えば、アミノ酸の中には、通常、親水
性または極性アミノ酸であると考えられるものがあれば、疎水性または非極性アミノ酸で
あると考えられるものもある。極性アミノ酸は、酸性、塩基性、または親水性の側鎖を有
するアミノ酸を含み、非極性アミノ酸は、芳香族または疎水性の側鎖を有するアミノ酸を
含む。非極性アミノ酸は、特に脂肪族アミノ酸を含むようにさらに細分化されてもよい。
本明細書において用いられるアミノ酸のクラスの定義は、以下の通りである。
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【００４５】
　「非極性アミノ酸」は、生理的ｐＨでは電荷を帯びず、極性ではなく、通常は水溶液に
忌避される側鎖を有するアミノ酸を指す。遺伝的にコードされた疎水性アミノ酸の例とし
ては、Ａｌａ、Ｉｌｅ、Ｌｅｕ、Ｍｅｔ、Ｔｒｐ、Ｔｙｒ、およびＶａｌが挙げられる。
非遺伝的にコードされた非極性アミノ酸の例としては、ｔ－ＢｕＡ、Ｃｈａ、およびＮｌ
ｅが挙げられる。
【００４６】
　「芳香族アミノ酸」は、共役π電子系を有する少なくとも１つの環（芳香族基）を含有
する側鎖を有する非極性アミノ酸を指す。芳香族基は、アルキル、アルケニル、アルキニ
ル、ヒドロキシル、スルホニル、ニトロ、およびアミノ基等の置換基、ならびに他の置換
基でさらに置換されてもよい。遺伝的にコードされた芳香族アミノ酸の例は、フェニルア
ラニン、チロシンおよびトリプトファンを含む。一般的に遭遇する非遺伝的にコードされ
た芳香族アミノ酸は、フェニルグリシン、２－ナフチルアラニン、β－２－チエニルアラ
ニン、３－ベンゾチアゾール－２－イル－アラニン、１，２，３，４－テトラヒドロイソ
キノリン－３－カルボン酸、４－クロロフェニルアラニン、２－フルオロフェニルアラニ
ン、３－フルオロフェニルアラニンおよび４－フルオロフェニルアラニンを含む。
【００４７】
　「脂肪族アミノ酸」は、飽和または不飽和の直鎖、分岐鎖、または環状炭化水素の側鎖
を有する非極性アミノ酸を指す。遺伝的にコードされた脂肪族アミノ酸の例は、Ａｌａ、
Ｌｅｕ、Ｖａｌ、およびＩｌｅを含む。コードされていない脂肪族アミノ酸の例はＮｌｅ
を含む。
【００４８】
　「極性アミノ酸」は、生理的ｐＨでは電荷を帯びるかまたは電荷を帯びず、２つの原子
によって共有される１対の電子が、その原子のうちの１つにより密接に保持される結合を
有する側鎖を有する親水性アミノ酸を指す。極性アミノ酸は、一般に親水性であり、つま
りは水溶液に引き付けられる側鎖を有するアミノ酸を有する。遺伝的にコードされた極性
アミノ酸の例は、アスパラギン、システイン、グルタミン、リジン、およびセリンを含む
。非遺伝的にコードされた極性アミノ酸の例は、シトルリン、ホモシステイン、Ｎ－アセ
チルリジン、およびメチオニンスルホキシドを含む。
【００４９】
　「酸性アミノ酸」は、ｐＫ値７未満の側鎖を有する親水性アミノ酸を指す。酸性アミノ
酸は、典型的には、水素イオンの損失のために、生理的ｐＨでは負電荷を帯びる側鎖を有
する。遺伝的にコードされた酸性アミノ酸の例は、アスパラギン酸（アスパルテート）お
よびグルタミン酸（グルタメート）を含む。
【００５０】
　「塩基性アミノ酸」は、ｐＫ値７を上回る側鎖を有する親水性アミノ酸を指す。塩基性
アミノ酸は、典型的には、ヒドロニウムイオンの会合のために、生理的ｐＨでは正電荷を
帯びる側鎖を有する。遺伝的にコードされた塩基性アミノ酸の例は、アルギニン、リジン
、およびヒスチジンを含む。非遺伝的にコードされた塩基性アミノ酸の例は、オルニチン
、２，３－ジアミノプロピオン酸、２，４－ジアミノ酪酸、およびホモアルギニンを含む
。
【００５１】
　「イオン性アミノ酸」は、生理的ｐＨで電荷を帯びることができるアミノ酸を指す。か
かるイオン性アミノ酸は、例えば、Ｄ－アスパラギン酸、Ｄ－グルタミン酸、Ｄ－ヒスチ
ジン、Ｄ－アルギニン、Ｄ－リジン、Ｄ－ヒドロキシリジン、Ｄ－オルニチン、Ｌ－アス
パラギン酸、Ｌ－グルタミン酸、Ｌ－ヒスチジン、Ｌ－アルギニン、Ｌ－リジン、Ｌ－ヒ
ドロキシリジン、またはＬ－オルニチン等の、酸性および塩基性アミノ酸を含む。
【００５２】
　当業者には理解されるように、上記の分類は絶対的なものではない。いくつかのアミノ
酸は、１つより多くの特徴的な特性を示すために、１つより多くのカテゴリーに含まれて
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もよい。例えば、チロシンは、非極性芳香族環および極性ヒドロキシル基の両方を有する
。したがって、チロシンは、非極性、芳香族、および極性と称することのできるいくつか
の特徴を有する。しかしながら、非極性の環が優性であるため、チロシンは一般的には非
極性であると考えられている。同様に、ジスルフィド結合を形成することができることに
加えて、システインもまた非極性の特徴を有する。したがって、厳密には疎水性または非
極性アミノ酸として分類されないものの、多くの場合は、ペプチドに疎水性または非極性
を付与するためにシステインを用いることができる。
【００５３】
　いくつかの実施形態において、本明細書において企図される極性アミノ酸は、例えば、
アルギニン、アスパラギン、アスパラギン酸、システイン、グルタミン酸、グルタミン、
ヒスチジン、ホモシステイン、リジン、ヒドロキシリジン、オルニチン、セリン、スレオ
ニン、および構造的に関連するアミノ酸を含んでもよい。一実施形態において、極性アミ
ノは、アルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、ヒスチジン、ヒドロキシリジン、リ
ジン、またはオルニチン等のイオン性アミノ酸である。
【００５４】
　用いることのできる極性または非極性アミノ酸残基の例は、例えば、アラニン、バリン
、ロイシン、メチオニン、イソロイシン、フェニルアラニン、トリプトファン、チロシン
等を含む。
【００５５】
　本明細書において用語「塩」は、カルボキシル基の塩と、本明細書に記載されるペプチ
ドおよびその類似体のアミノ基の酸付加塩との両方を指す。カルボキシル基の塩は、当該
技術分野で既知である手段を用いて形成されてもよく、例えば、ナトリウム、カルシウム
、アンモニウム、第二鉄または亜鉛塩等の無機塩、および、例えば、トリエタノールアミ
ン、アルギニンまたはリジン、ピペリジン、プロカイン等のアミンで形成される有機塩基
を有する塩を含んでもよい。酸性塩は、例えば塩酸または硫酸等の鉱酸を含む塩、および
、例えば酢酸またはシュウ酸等の有機酸を有する塩を含む。当然、いずれのかかる塩も、
本明細書に開示されるペプチドまたはそれらの類似体の活性を保持しなければならない。
【００５６】
　「前駆体」は、ヒトまたは動物の体内で、本明細書に開示されるペプチドに変換される
化合物である。
【００５７】
　本開示のペプチドは、固相合成または液相合成等、当該技術分野で周知であるいずれの
手順を用いて調製されてもよい。固相合成としては、例えば、合成されるべきペプチドの
Ｃ末端に対応するアミノ酸が、有機溶媒中で不溶性である支持部に結合され、反応を交互
に繰り返すことにより、適切な保護基で保護されたα－アミノ基および側鎖官能基を有す
るアミノ酸が、Ｃ末端からＮ末端の順序で１つずつ濃縮され、樹脂またはペプチドのα－
アミノ基の保護基に結合したアミノ酸が放出され、ひいては、このようにしてペプチド鎖
が拡張される。固相合成法は、使用される保護基の種類に依存して、ｔＢｏｃ法およびＦ
ｍｏｃに大きく分類される。
【００５８】
　典型的に使用される保護基は、アミノ基として、ｔＢｏｃ（ｔ－ブトキシカルボニル）
、Ｃｌ－Ｚ（２－クロロベンジルオキシカルボニル）、Ｂｒ－Ｚ（２－ブロモベンジルオ
キシカルボニル）、Ｂｚｌ（ベンジル）、Ｆｍｏｃ（９－フルオレニルメチルオキシカル
ボニル）、Ｍｂｈ（４，４´－ジメトキシジベンズヒドリル）、Ｍｔｒ（４－メトキシ－
２，３，６－トリメチルベンゼンスルホニル）、Ｔｒｔ（トリチル）、Ｔｏｓ（トシル）
、Ｚ（ベンジルオキシカルボニル）およびＣｌ２－Ｂｚｌ（２，６－ジクロロベンジル）
を、グアニジノ基としてＮＯ２（ニトロ）およびＰｍｃ（２，２，５，７，８－ペンタメ
チルクロマン－６－スルホニル）を、ヒドロキシル基としてｔＢｕ（ｔ－ブチル）を含む
。
【００５９】
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　所望のペプチドは、合成された後に脱保護反応に供され、固体支持部より切り取られる
。かかるペプチド切断反応は、Ｂｏｃ法にはフッ化水素またはトリフルオロメタンスルホ
ン酸を用いて行われてもよく、Ｆｍｏｃ法にはＴＦＡを用いて行われてもよい。
【００６０】
　このように得られた粗ペプチドは、その後で精製に供される。精製は、本目的のために
既知であるいずれの方法を用いて、すなわち、抽出、沈殿、クロマトグラフィー、電気泳
動等を伴う任意の従来手順によって行われる。例えば、ＨＰＬＣ（高速液体クロマトグラ
フィー）が使用されてもよい。溶出は、タンパク質の精製に一般的に用いられる、水－ア
セトニトリル系溶媒を使用して行われてもよい。
【００６１】
　本明細書に記載されるペプチドは、ＭＮＴＦ活性および／またはそれによる調節を必要
とする病態において、医薬組成物中での有効成分としての使用に適切であるように、実質
的に精製された形態で提供されてもよい。
【００６２】
　本明細書で使用される場合、用語「生物学的に活性なペプチド」および「生物学的に活
性な断片」は、運動ニューロン分化因子（ＭＮＤＦ）および／または運動ニューロン栄養
因子（ＭＮＴＦ）の上記説明によるペプチドまたはポリペプチドを指し、ＭＮＤＦは、幹
細胞を運動ニューロンおよびＭＮＴＦに分化し、ＭＮＴＦは、神経の保護、修復、および
治療的機能を示す。
【００６３】
　本明細書で使用される場合、例示的なＭＮＴＦペプチドおよびその類似体は、幹細胞を
運動ニューロンに分化するために十分であると本明細書で証明されるものを含む。
【００６４】
　本明細書で使用される場合、「防ぐ」は、全体的もしくは部分的に防ぐこと、または寛
解させることもしくは制御することを意味する。
【００６５】
　本明細書で使用される場合、用語「治療する」は、治療的処置および予防または防止措
置の両方を指す。治療を必要とする対象は、既に障害を有する対象、および障害に罹患し
易い対象、または障害があると診断された対象、または障害が予防されるべき対象を含む
。
【００６６】
　本明細書で使用される場合、本明細書に記載される化合物または組成物に関する「有効
量」は、所望の生物学的、医薬的、または治療的な結果をもたらすために十分な量を指す
。結果は、疾患もしくは障害もしくは状態の兆候、症状、もしくは原因の軽減であるか、
または生物系の他のいずれの所望の変更であってもよい。
【００６７】
　「パーセント（％）同一性」という語句は、２つ以上の配列の比較において見られる配
列の類似性の割合を指す。パーセント同一性は、例えば、いずれの好適なソフトウェアを
使用して、電子的に決定されてもよい。同様に、２つの配列（またはそれらのいずれかも
しくは両方の１つまたはそれ以上の部分）の間の「類似性」は、１つの配列を２番目の配
列と比較することによって決定される。
【００６８】
　本明細書に記載れる場合、用語「相同性および相同体」は、該当するタンパク質配列に
対するアミノ酸配列の相同体を含有するペプチドを含んでもよい。かかるペプチドは、典
型的には少なくとも約７０％の相同性を有し、例えば、該相同配列の少なくとも約１５、
２０、３０、４０、５０、１００個のより近接したアミノ酸／ポリペプチドの領域上で、
関連する配列と少なくとも約８０％、９０％、９５％、９７％、または９９％相同性であ
ってもよい。それらは、ペプチドおよび参照配列の長さに依存して、参照配列（例えば、
配列番号１）に対して変化する、約２５％、３０％、４０％、または５０％までの保存ア
ミノ酸をさらに含んでもよい。
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【００６９】
治療の一般的な態様
　対象に運動ニューロン親和性因子（ＭＮＴＦ）ペプチドまたはその類似体を投与するこ
とを含む、神経細胞障害に罹患する対象を治療する方法が提供される。
【００７０】
　本明細書において使用される場合、神経細胞障害は、機能的な神経組織の急性または進
行性の損失によって、全体的または部分的に関連するまたは特徴付けられる疾患、障害、
または状態を含んでもよい。
【００７１】
　「神経変性疾患」は、機能的な神経組織の進行性、漸進的な損失によって特徴付けられ
る中枢または末梢神経系と関連する状態を指す。
【００７２】
概要
　ラット筋組織からの２つの運動ニューロン栄養因子（ＭＮＴＦ１およびＭＮＴＦ２）の
単離および特徴付け、ならびにその後のヒト網膜芽細胞腫ｃＤＮＡライブラリ由来の組換
えＭＮＴＦ１－Ｆ６遺伝子のクローニングは、米国特許第６，３０９，８７７号、第６，
７５９，３８９号、および第６，８４１，５３１号（ならびに米国同時係属出願第１０／
８５８，１４４号、第１０／８５８，２８６号、第１０／８５８，５４３号、および第１
０／８５８，５４５号）に記載され、それらのすべては、参照することにより、その全体
が本明細書に組み込まれる。国際出願ＰＣＴ／ＵＳ２００４／０３８６５１に記載される
ように（参照することにより、その全体が本明細書に組み込まれる）、ＭＮＴＦ１－Ｆ６
遺伝子配列は、ヒト染色体２２ｑ２２内に位置することが分かった３３番目のアミノ酸の
ＭＮＴＦ１ポリペプチドをコードする。
【００７３】
　ＭＮＴＦ１の既知の生物学的活性に十分であると思われるＭＮＴＦ１－Ｆ６分子内の、
重複する２つのドメインが同定された。国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ０４／０１４６８号また
は米国特許出願第１０／５４１，３４３（米国特許第７，１８３，３７３号として発行さ
れた）を参照のこと（参照することにより、その全体が本明細書に組み込まれる）。本明
細書において「ＷＭＬＳＡＦＳ」および「ＦＳＲＹＡＲ」ドメインと表されるこれらのそ
れぞれのドメインは、ＭＮＴＦ１－Ｆ６の３３－ｍｅｒと同様の様式で、運動ニューロン
に由来する細胞株の増殖を刺激するために十分であった。同様に、「ＦＳＲＹＡＲ」ドメ
インは、ＭＮＴＦ１－Ｆ６の３３－ｍｅｒと同様の様式で、生体内で運動ニューロンによ
る筋肉標的の選択的な神経再生を導くために十分である。また、「ＦＳＲＹＡＲ」ドメイ
ンは、免疫反応を誘発させるために使用された場合に、ＭＮＴＦ１－Ｆ６の３３－ｍｅｒ
を含む「ＦＳＲＹＡＲ」配列を含有するＭＮＴＦペプチドを認識する抗体を産生するため
に十分な抗原性エピトープを提供する。
【００７４】
　さらに、本明細書に記載されるように、配列番号１の少なくとも２個の連続する残基を
含むＭＮＴＦペプチドは、該ペプチドが、配列番号１の１７および１８位にそれぞれ存在
するフェニルアラニンおよびセリン残基を少なくとも含む限り、本明細書に記載するよう
に使用されてもよい。
【００７５】
　運動ニューロン栄養因子（ＭＮＴＦ）は、ヒトの胎児妊娠期間９週目の発現でピークに
達する（Ｄｉ，　Ｘ．　ｅｔ　ａｌ．，　Ａｃｔａ　Ａｎａｔｏｍｉｃａ　Ｓｉｎｉｃａ
　２９：８６－８９，　１９９８）。ヒトの発達におけるＭＮＴＦの発現に基づいて、我
々は、ＭＮＴＦが運動ニューロンの分化および／または生存を促進する可能性があると結
論付けた。
【００７６】
使用方法
　ＭＮＴＦ１および／またはそのペプチド類似体は、生体外での哺乳類の運動ニューロン
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の生存を促進する。したがって、本明細書に記載される技術は、有効量のＭＮＴＦペプチ
ドまたはその類似体を用いて幹細胞由来の神経細胞を生体外で培養することにより、幹細
胞由来の神経細胞株の生存を促進するための方法を含む、神経細胞培養物の成長因子／栄
養補助剤としてのＭＮＴＦペプチドまたはその類似体の使用を提供する。
【００７７】
　米国特許出願第１２／０９３，４５２号、ＰＣＴ／ＵＳ０６／０４３８７４に記載され
るように、他のＭＮＴＦペプチドは、幹細胞の分化において有効性を示している。本明細
書に提供されるＭＮＴＦペプチドは、同様の生物学的活性を有するため、多能性胚性幹細
胞の運動ニューロンへの分化を調節し、ＥＳ細胞由来運動ニューロンの生存を促進する。
ＥＳ細胞をＲＡおよびＭＮＴＦ類似体に曝露することにより、これらの細胞に運動ニュー
ロンを産生するように指示する。
【００７８】
　これに限定されないが、運動ニューロン分化因子（ＭＤＮＦ）と称されるＭＬＳＡＦＳ
ＲＹＡＲドメインを含む物を含む、ＭＮＴＦおよび切断されたＭＮＴＦ分子は、米国特許
出願第１２／０９３，４５２号、ＰＣＴ／ＵＳ０６／０４３８７４において、幹細胞また
は部分的に分化した神経細胞の運動ニューロンへの分化を誘導することが証明された。か
かる薬剤は、幹細胞培養物から運動ニューロンの集団を産生および／または単離するため
の新規方法を提供する。
【００７９】
　上記方法は、胚性幹細胞をレチノイン酸（ＲＡ）および運動ニューロン分化因子（ＭＮ
ＤＦ）と接触させる工程を含む。本明細書に記載される実施形態において、胚性幹細胞は
、運動ニューロン分化因子と同時にＲＡに接触される。代替として、当該方法は、部分的
に分化した神経細胞を運動ニューロン分化因子と接触させる工程を含む。上記因子は、分
化した神経細胞を生成するために効果的な量で提供される。これらの量は、本明細書に開
示される既知の手順および方法に基づいて、当業者によって容易に決定され得る。
【００８０】
　分化した運動ニューロンは、例えばＦＡＣＳソーティングによって、単離または濃縮す
ることができる。例えば、ＧＦＰに基づく運動ニューロンのマーキング法の使用により、
ＥＳ細胞由来運動ニューロンの純粋な集団を特徴付けることが可能である。我々は、胚様
体からの細胞の混合集団から、細胞の純粋な運動ニューロンを単離するために、このプロ
トコルを用いた。コラゲナーゼおよびディスパーゼを使用して、胚様体を単細胞に脱凝集
した。ＨＢ９プロモーターに制御されたＧＦＰを発現する細胞が、集団における真の運動
ニューロンであるため、その後、これらの単細胞をＧＦＰについてＦＡＣＳソートした。
【００８１】
　したがって、技術の別の態様は、以下の工程を用いて、分化した神経系細胞の集団を単
離および／または精製するための方法を対象とする：ａ）運動ニューロン特異的プロモー
ターの制御下において、高感度緑色蛍光タンパク質（ｅＧＦＰ）を発現する胚性幹細胞の
培養物を獲得または産生する工程、（ｂ）胚性幹細胞の培養物を、ｅＧＦＰを発現する分
化した神経細胞を生成するために有効な量のＲＡおよびＭＮＴＦと接触させる工程、（ｄ
）分化した神経細胞におけるｅＧＦＰの発現を検出する工程、および（ｆ）ｅＧＦＰを発
現する分化した神経細胞を単離する工程。
【００８２】
ＭＮＴＦペプチドおよびその類似体
　当該技術分野および本開示に精通する当業者は理解するように、ＭＮＴＦ活性ドメイン
およびそのペプチド類似体を含む配列は、生体内および生体外での神経保護、修復、およ
び治療的機能を運動ニューロンに与えることができる。本明細書に記載されるＭＮＴＦ因
子は、合成もしくは組換えによって生成されてもよいか、または天然細胞から単離されて
もよい。
【００８３】
　本開示のＭＮＴＦペプチドまたはその類似体を含むタンパク質またはペプチドにおける
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アミノ酸残基の配列は、本明細書において、それらの一般的に用いられる３文字の記号表
示の使用を介するか、またはそれらの１文字の記号表示によるかのいずれかで表される。
これらの３文字および１文字の記号表示のリストは、Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，　Ｓｅ
ｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，　Ｌｅｈｎｉｎｇｅｒ，　Ａ．，　Ｗｏｒｔｈ　Ｐｕｂｌｉ
ｓｈｅｒｓ，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，　Ｎ．Ｙ．　（１９７５）等の教科書に見出すことが
できる。アミノ酸配列が水平に列記されている場合は、アミノ末端は左端にあることが意
図され、カルボキシ末端は右端にあることが意図される。
【００８４】
　当業者は、様々なＭＮＴＦペプチドまたはその類似体を含むペプチドの正確な化学構造
は、因子の数に依存して異なることを理解するであろう。例えば、イオン性カルボキシル
基およびアミノ基が分子中に認められるため、所与のポリペプチドは、酸性もしくは塩基
性の塩として、または中性の形態で得られてもよい。ひいては、本開示の目的のために、
ＭＮＴＦペプチドの生物学的活性を保持する配列番号２～２２に列記される配列／ドメイ
ンを含む任意の形態のペプチドは、本明細書に記載される技術の範囲内であることが意図
される。特定の実施形態において、本開示は、ＭＮＴＦペプチドの生物学的活性を保持す
る配列番号２～２２に列記される配列／ドメインで本質的に構成されるペプチド組成物を
含む。
【００８５】
　本開示は、神経保護を行い、運動ニューロンの生存、維持および／または修復を促進し
、あるいは特定の場合において、幹細胞を運動ニューロンへと分化するＭＮＴＦの能力を
保持するＭＮＴＦペプチド類似体の使用を含む。
【００８６】
　ポリペプチド配列を対応する配列番号１の断片と比較するために、国立バイオテクノロ
ジー情報センター（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｂｉｏ技術Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ）（Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ上のｎｃｂｉ．ｎｌｍ．ｎｉｈ．ｇｏｖ）
から公的に入手可能なＢＬＡＳＴプログラムを使用して、配列のグローバルアラインメン
トを行うことができる。グローバルアラインメントを行う前に、配列番号１がＧｅｎＢａ
ｎｋに提出されてもよい。国立バイオテクノロジー情報センターによって提供されるデフ
ォルトのパラメータが、グローバルアラインメントに使用されてもよい。
【００８７】
　本明細書に開示される技術は、１つまたはそれ以上のアミノ酸が他のアミノ酸で置換さ
れてもよいペプチド類似体の使用を含むことを理解されたい。いくつかの実施形態におい
て、運動ニューロン栄養因子のペプチド類似体は、配列番号１の少なくとも２個の連続す
るアミノ酸残基の断片に対して１つまたはそれ以上の保存アミノ酸置換を含有する。特定
の実施形態において、２個の連続するアミノ酸残基はＦ－Ｓである。
【００８８】
　モデル化された（または試験的に決定された）ペプチド構造に基づく、ＭＮＴＦおよび
他の類似するドメイン模倣物または結合分子の合理的な設計は、合理的薬物設計の既知の
方法を用いて当業者によって実行されてもよい。合理的薬物設計の目的は、生物学的に活
性なポリペプチドまたは標的化合物の構造的類似体を生成することである。かかる類似体
を作製することで、天然の分子よりもより活性であるかもしくは安定した、改変に対する
異なる感受性を有するか、または他の様々な分子の機能に影響を及ぼす可能性のある、薬
物を構築することが可能である。１つのアプローチにおいて、標的分子、またはその断片
のための３次元構造を産生する。これは、Ｘ線結晶学、コンピュータモデル、または両方
を組み合わせたアプローチによって、実現することができる。
【００８９】
　本明細書に開示される３次元のＭＮＴＦ分子および関連する構造は、ＭＮＴＦの活性部
分と結合する候補化合物を同定するために、コンピュータによる合理的薬剤設計方法（す
なわち、分子モデルおよび分子‐分子相互作用モデル）において使用されてもよい。候補
化合物と、例えば、本明細書に記載される原子座標との相互作用をモデル化することがで
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きる様々なコンピュータによる薬剤設計プログラムが当該技術分野で既知であり、かかる
プログラムの操作は、合理的薬剤設計の分野における当業者の知識の範囲内である。
【００９０】
作製方法
　本開示のＭＮＴＦペプチドまたはその類似体を含む組成物は、これらに限定されないが
、固相合成による化学合成およびＨＰＬＣを用いた化学反応物の他の生成物からの精製を
含む当該技術分野において周知の方法によって、あるいは、生体外翻訳系もしくは生細胞
における、本明細書に記載されるＭＮＴＦペプチドもしくはその類似体を含むペプチドま
たはポリペプチドをコードする核酸配列（例えば、ＤＮＡ配列）の発現による生成によっ
て、作製されてもよいことを理解されたい。上記組成物のＭＮＴＦペプチドまたはその類
似体は、単離されて、１つまたはそれ以上の望ましくない低分子量分子を除去するために
大規模に透析されてもよいか、かつ／または、望ましいビヒクル内でより容易に使用でき
る製剤となるよう凍結乾燥されてもよい。ＭＮＴＦペプチド構成成分中で作製されるさら
なるアミノ酸、突然変異、化学修飾等がある場合は、ＭＮＴＦドッキング配列の受容体認
識を実質的に妨害するべきではないことを、さらに理解されたい。
【００９１】
　ＭＮＴＦ１の１つまたはそれ以上の断片に対応するペプチドまたはポリペプチドは、通
常、少なくとも２アミノ酸残基長であるべきであり、２、３、４、または５個のアミノ酸
残基を含有してもよい。特定の実施形態において、ＭＮＴＦペプチド類似体は、６個のア
ミノ酸残基および機能的誘導体化（例えば、パルミチル化）を含む。ペプチド配列は、例
えば、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ（Ｆｏｓｔｅｒ　Ｃｉｔｙ，ＣＡ）から入
手可能な自動化ペプチド合成機を用いたペプチド合成等の、当業者に既知の方法によって
合成されてもよい。本明細書に記載される技術は、配列番号１～２２に由来する環状ペプ
チドの合成および使用を含む。
【００９２】
　標的とするアミノ酸残基を、選択された側鎖または末端残基と反応する能力を有する有
機誘導体化剤と反応させることにより、ペプチドに共有結合的修飾を導入することができ
る。有機誘導体化剤を用いたポリペプチドの共有結合的修飾は、当業者には周知である。
例えば、システイニル残基を、クロロ酢酸またはクロロアセトアミド等のα－ハロアセテ
ート（および対応するアミン）と反応させて、カルボキシメチルまたはカルボキシアミド
メチル誘導体を生じさせることができる。ヒスチジル残基は、ｐＨ５．５～７．０のジエ
チルピロカーボネートとの反応によって、または１Ｍカコジル酸ナトリウム中のｐＨ６の
パラ－ブロモフェナシルブロミドとの反応によって、誘導体化させることができる。リシ
ニルおよびアミノ末端残基は、こはく酸または他のカルボン酸無水物と反応させることが
できる。アルギニル残基は、１つまたはいくつかの従来の試薬、とりわけ、フェニルグリ
オキサール、２，３－ブタンジオン、１，２－シクロヘキサンジオン、およびニンヒドリ
ンとの反応により修飾することができる。芳香族ジアゾニウム化合物またはテトラニトロ
メタンとの反応により、スペクトルレベルをチロシル残基に導入することができ、最も一
般的には、Ｎ－アセチルイミダゾールおよびテトラニトロメタンが、それぞれ０－アセチ
ルチロシル種および３－ニトロ誘導体を形成するために使用される。カルボキシル側基（
アスパルチルまたはグルタミル）は、１－シクロヘキシル－３－（２－モルホリニル－（
４－エチル）カルボジイミドまたは１－エチル－３（４アゾニア４，４－ジメチルフェニ
ル）カルボジイミド等のカルボジイミド（Ｒ´－Ｎ－Ｃ－Ｎ－Ｒ´）との反応により、選
択的に修飾することができる。さらに、アスパルチルおよびグルタミル残基は、アンモニ
ウムイオンとの反応により、アスパラギニルおよびグルタミニル残基に変換される。グル
タミルおよびアスパラギニル残基は、対応するグルタミルおよびアスパルチル残基に脱ア
ミドすることができる。他の修飾は、プロリンおよびリジンの水酸化、セリルまたはスレ
オニル残基のヒドロキシル基のリン酸化、リジン、アルギニン、およびヒスチジン側鎖の
α‐アミノ基のメチル化（Ｔ．Ｅ．Ｃｒｅｉｇｈｔｏｎ，１９８３，Ｐｒｏｔｅｉｎｓ：
Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌｅ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ，Ｗ．Ｈ．Ｆｒ
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ｅｅｍａｎ　＆　Ｃｏ．，Ｓａｎ　Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ，ｐｐ．７９－８６）、Ｎ末端ア
ミンのアセチル化を含み、またある場合においては、Ｃ末端カルボキシル基のアミド化を
含む。
【００９３】
　本明細書に記載されるＭＮＴＦペプチドまたはその類似体は、遊離形態またはタンパク
質もしくは固体粒子等の担体分子に結合された状態のいずれかで、および標識またはトレ
ーサー（例えば、ビオチンまたはフルオレセインイソチオシアネート）に結合した修飾さ
れたペプチドとして、アッセイおよびアッセイ用のキットにおいて用いることができる。
【００９４】
　ＭＮＴＦペプチドまたはその類似体の、水不溶性の支持マトリクスへの架橋は、１，１
ビス（ジアゾアセチル）２フェニルエタン、グルタルアルデヒド、Ｎ－ヒドロキシこはく
酸イミドエステル（例えば、４－アジドサリチル酸とのエステル）、３，３’－ジチオビ
ス（サクシニミジルプロピオネート）等の酸ジサクシンイミジルエステルを含むホモ二機
能性イミドエステル、およびビス－Ｎ－マレイミド－１，８－オクタン等の二機能性マレ
イミドを含む、当該技術分野で周知である二機能性試薬を用いて行うことができる。メチ
ル－３－［（ｐ－アジドフェニル）ジチオ］プロピオイミデート等の二機能性試薬は、光
の存在下において架橋を形成する能力を有する、光で活性化され得る中間体をもたらす。
代替として、臭化シアンで活性化した炭水化物等の反応性の水不溶性マトリクスが、タン
パク質の固定化に用いられてもよい。
【００９５】
　ＭＮＴＦペプチドまたはその類似体の、第２のＭＮＴＦペプチドまたはその類似体を含
む第２のタンパク質への架橋は、本明細書に記載される二機能性試薬を用いて行うことが
できる。いくつかの実施形態において、例えば、ジチオール基またはジアミノ基または複
数のアミノ酸残基（例えば、グリシン）等のスペーサーが挿入される。スペーサーは、ホ
モまたはヘテロの二機能性架橋剤、例えば、ヘテロ二機能性架橋剤Ｎ－（４－カルボキシ
－シクロヘキシル－メチル）－マレイミドであってもよい。
【００９６】
　長めのペプチドまたはポリペプチド（例えば、融合タンパク質）は、標準的な組換えＤ
ＮＡ技術によって生成することができる。例えば、ＭＮＴＦ１ペプチド断片をコードする
ＤＮＡ断片は、既に異種のタンパク質を含有する市販の発現ベクターにクローン化するこ
とができ、その結果として、ＭＮＴＦ１ペプチド断片が、フレーム内で異種のタンパク質
に融合される。
【００９７】
　特定の実施形態において、ＭＮＴＦ１ペプチドおよび／または本明細書に記載される構
成成分をコードする核酸は、例えば、本明細書に記載される様々な組成物および方法のた
めに、生体外または生体内でペプチドを生成するために用いられてもよい。例えば、特定
の実施形態において、ＭＮＴＦ１ペプチドをコードする核酸は、例えば、組換え細胞中の
ベクターの構成成分である。核酸は、ＭＮＴＦ１ペプチド配列を含むペプチドまたはポリ
ペプチドを生成するために発現されてもよい。ペプチドまたはポリペプチドは、細胞から
分泌されてもよく、または細胞の一部としてもしくは細胞内で分泌されてもよい。
【００９８】
化合物のスクリーニング
　本明細書に記載されるスクリーニング手順を用いて同定される化合物は、さらに識別す
ることができ、当該技術分野において容認される動物細胞培養物の疾患および障害モデル
系において神経細胞障害を治療する能力に基づいて、化合物の有効性を評価することがで
きる。化合物および天然抽出物の信頼性を検査する多くの薬物スクリーニングアッセイの
中で、調査する化合物の数を所与の期間内に最大化するためには、ハイスループットアッ
セイが望ましい。精製されたまたは部分的に精製されたタンパク質に由来してもよい無細
胞系において行われるアッセイは、試験化合物によって媒介される分子標的内の変化を急
速に生じさせ、比較的容易に検出できるように産生することが可能であるため、「主要な
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（primary）」スクリーンとして用いられることが多い。さらに、通常は、生体外系では
、試験化合物の細胞毒性の影響および／または生物学的利用率は無視されてもよく、その
代わりに、アッセイの焦点が、主に受容体タンパク質との結合親和性の変化に顕在する薬
物の分子標的に対する影響に合わせられる。
【００９９】
　したがって、別の態様において、運動ニューロンの成長または生存を促進するために有
用な化合物を同定する方法が提供される。一実施形態において、当該方法は、以下の工程
を含む：ｉ）候補化合物を含むサンプルを調製する工程、ｉｉ）細胞を上記サンプルと接
触させる工程、ｉｉｉ）シグナル伝達経路に関与する化合物の発現または活性が調節され
ているかどうかを決定する工程、およびｉｖ）サンプルが運動ニューロンの成長または生
存を促進する能力を有するかどうかを決定する工程。他の実施形態において、当該方法は
、候補化合物を含むサンプルが、ＭＮＴＦペプチドもしくはその類似体によって制御され
るかどうか、またはＭＮＴＦペプチドまたはその類似体によって代替的に制御されるか（
例えば、活性、発現等。）どうかを決定する工程をさらに含む。別の態様において、本明
細書に記載される技術は、運動ニューロンの成長または生存を促進する方法、または本明
細書に記載されるスクリーニング手順によって同定される化合物を投与することによる、
神経細胞障害の治療のための方法を含む。
【０１００】
　例示的なスクリーニングアッセイでは、通常はＭＮＴＦペプチドを結合することができ
る条件下において、該当する化合物を、ＭＮＴＦ結合タンパク質（例えば、ＭＮＴＦペプ
チド受容体を発現する細胞）とＭＮＴＦペプチドとを含む混合物に接触させる。次いで、
その混合物に、試験化合物を含有する組成物を添加する。受容体／ＭＮＴＦペプチド複合
体の検出および定量化は、受容体タンパク質とＭＮＴＦペプチドとの複合体形成を阻害す
る（または増強する）際に、試験化合物の有効性を決定するための手段を提供する。単離
および精製されたＭＮＴＦペプチドを受容体タンパク質に添加し、試験化合物の非存在下
において受容体／ＭＮＴＦペプチド複合体の形成を定量化するコントロールアッセイも、
比較のためのベースラインを提供するために行うことができる。
【０１０１】
　ＭＮＴＦペプチドとＭＮＴＦペプチドとの複合体形成は、様々な技術によって検出され
てもよい。例えば、複合体形成の調節は、例えば、放射標識された、蛍光で標識された、
または酵素的に標識されたＭＮＴＦペプチド等の検出可能に標識されたタンパク質を用い
て、イムノアッセイによって、またはクロマトグラフィーを用いた検出によって、定量化
することができる。無細胞アッセイでは、典型的には、タンパク質のうちの１つの非複合
体形態からの受容体／ＭＮＴＦペプチド複合体の分離を促進するため、およびアッセイの
自動化に対応するために、ＭＮＴＦペプチドまたはＭＮＴＦペプチド結合タンパク質のい
ずれかを固定化することが望ましい。例えば、タンパク質がマトリクスに結合できるよう
にするドメインを添加する融合タンパク質が提供されてもよい。例えば、グルタチオンＳ
－トランスフェラーゼ／受容体（ＧＳＴ／受容体）融合タンパク質は、グルタチオンセフ
ァロースビーズ（Ｓｉｇｍａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ，Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，Ｍｏ．）またはグ
ルタチオン誘導体化マイクロタイタープレート上で吸収されてもよく、次いで、ＭＮＴＦ
ペプチド（例えば、３５Ｓ－標識化ＭＮＴＦペプチド）および試験化合物と組み合わされ
、複合体形成を助長する条件下（例えば、塩およびｐＨのための生理的条件）においてイ
ンキュベートされるが、わずかによりストリンジェントな条件が望ましいことがある。イ
ンキュベーションに続いて、ビーズを洗浄してすべての非結合ＭＮＴＦペプチドを除去し
、マトリクスビーズに結合した放射標識が、直接的に（例えば、シンチラントに留置した
ビーズ）、または複合体が解離された後で上清中で決定した。代替として、複合体をビー
ズから解離し、ＳＤＳ－ＰＡＧＥゲルを用いて分離し、標準的な電気泳動技術を用いてビ
ーズ断片中に認められるＭＮＴＦペプチドのレベルを定量化してもよい。
【０１０２】
　マトリクス上でタンパク質を固定化するための他の技術も、対象とするアッセイにおけ
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る使用のために利用可能である。例えば、ＭＮＴＦペプチドタンパク質の可溶性部分は、
ビオチンとストレプトアビジンとの共役を利用して固定化することができる。例えば、ビ
オチン化された受容体分子は、当該技術分野において周知の技術（例えば、ビオチン化キ
ット、Ｐｉｅｒｃｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｒｏｃｋｆｏｒｄ，Ｉｌｌ）を用いてビオチ
ン－ＮＨＳ（Ｎ－ヒドロキシ－こはく酸イミド）から調製して、ストレプトアビジンでコ
ーティングした９６ウェルプレート（Ｐｉｅｒｃｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ）に固定化されて
もよい。代替として、ＭＮＴＦペプチドには反応するが、リガンド共役を妨害しない抗体
は、プレートのウェル、および抗体共役によってウェルに捕捉された受容体に、誘導体化
されてもよい。上記のように、ＭＮＴＦペプチドと試験化合物との調製物をプレートの受
容体が存在するウェルでインキュベートして、ウェルに捕捉された受容体／ヘッジホッグ
複合体の量を定量化することができる。かかる複合体を検出するための例示的な方法は、
ＭＮＴＦペプチドに反応する抗体、または受容体タンパク質に反応してＭＮＴＦペプチド
との結合において競合する抗体を用いた複合体の免疫検出、およびＭＮＴＦペプチドと関
連する酵素活性の検出に依存する酵素結合アッセイを含む。後者の場合は、酵素は化学的
に共役されてもよいか、またはＭＮＴＦペプチドとの融合タンパク質として提供されても
よい。例を挙げると、ＭＮＴＦペプチドは化学的に架橋されてもよいか、または遺伝子的
にアルカリホスファターゼと融合されてもよく、複合体中に捕捉されたＭＮＴＦペプチド
の量は、例えば、パラニトロフェニルリン酸等の酵素の発色基質によって評価することが
できる。同様に、ＭＮＴＦペプチドとグルタチオンＳ－トランスフェラーゼとを含む融合
タンパク質が提供されてもよく、１－クロロ－２，４－ジニトロベンゼンを用いてＧＳＴ
活性を検出することにより、複合体形成を定量化することができる（Ｈａｂｉｇ　ｅｔ　
ａｌ，Ｊ　Ｂｉｏｌ　Ｃｈｅｍ，２４９：７１３０（１９７４））。複合体中に捕捉され
たタンパク質のうちの１つを定量化するための免疫検出には、抗ＭＮＴＦペプチド抗体等
のタンパク質に対する抗体が用いられてもよい。代替として、複合体中に検出されるべき
タンパク質は、融合タンパク質の形態である「エピトープタグ付き」であってもよく、そ
れには、ＭＮＴＦペプチドまたはＭＮＴＦペプチド配列の他に、抗体が容易に入手可能な
（例えば、販売元から）第２のポリペプチドを含む。例えば、上述したＧＳＴ融合タンパ
ク質は、ＧＳＴ部分に対する抗体を用いた結合の定量化のためにも用いられてもよい。そ
の他の有用なペプチドタグには、ｃ－ｍｙｃからの１０残基配列を含むｍｙｃ－ペプチド
（例えば、Ｅｌｌｉｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ　Ｂｉｏｌ　Ｃｈｅｍ　２６６：２１１
５０－２１１５７　（１９９１）を参照のこと）、およびｐＦＬＡＧ系（Ｉｎｔｅｒｎａ
ｔｉｏｎａｌ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．）またはｐＥＺＺ－タンパク
質Ａ系（Ｐｈａｒａｍａｃｉａ，Ｎ．Ｊ．）を含む。
【０１０３】
組成物
　医薬組成物は、本明細書に開示される１つまたはそれ以上のＭＮＴＦペプチドまたはそ
の類似体とともに、薬学的に許容される希釈剤および／または担体を含む。好適な担体／
希釈剤は当該技術分野において周知であり、任意選択的に緩衝塩および保存剤、またはそ
の糖、デンプン、塩もしくは混合物等の追加の構成成分を含む、生理食塩水またはその他
の無菌の水性培地を含む。
【０１０４】
　ＭＮＴＦペプチドを含有する組成物は、投与のプロトコルおよび／または患者の必要性
に適切ないずれの好適な形態における使用のために提供されてもよい。
【０１０５】
　本明細書に記載される技術は、幹細胞、神経前駆細胞、分化した神経細胞、および幹細
胞由来運動ニューロンを確立および増殖するために有用な培養培地を含む。培地は、幹細
胞の分化および幹細胞由来運動ニューロンの長期培養に、特に好適である。
【０１０６】
　細胞培養培地は、望ましくはモルフォゲンおよび／または成長因子で補充され、培養さ
れるのに望ましい個々の細胞種に従って最適化される。かかる補充および最適化は、通常
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の当該技術の範囲内である。いくつかの実施形態において、細胞培養培地は、以下のモル
フォゲンおよび／または成長因子のうちのいずれかまたはすべてを用いて、以下の適切な
レベル（または有効数字以下）で補充されてもよい：０．００１～１μＭのＲＡ、０．０
０１～１μＭのＳｈｈもしくはＳｈｈアゴニスト、および／または０．０１～２５０μｇ
／ｍｌの１つまたはそれ以上のＭＮＴＦペプチドまたはその類似体。
【０１０７】
　本明細書に記載される医薬製剤は、任意選択的な成分として、薬学的に許容される担体
、希釈剤、可溶化剤または乳化剤、および当該技術分野で入手可能な種類の塩を含んでも
よい。かかる物質の例は、生理的に緩衝された生理食塩水および水等の生理食塩水を含む
。医薬製剤において有用な担体および／または希釈剤の特定の非限定的な例は、水および
リン酸緩衝生理食塩水（ｐＨ７．０～８．０）等の生理的に許容される緩衝生理食塩水を
含む。好適な医薬担体は、これらに限定されないが、滅菌水、塩類溶液（リンゲル液等）
、アルコール、ポリエチレングリコール、ゼラチン、炭水化物（ラクトース、アミロース
またはデンプン等）、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ケイ酸、粘性パラフィン、脂
肪酸エステル、ヒドロキシメチルセルロース、ポリビニルピロリドン等を含む。医薬調製
物は、滅菌されてもよく、所望の場合、例えば、滑沢剤、保存剤、安定化剤、湿潤剤、乳
化剤、浸透圧に影響を及ぼすための塩、緩衝剤、着色剤、および／または活性化合物と有
害に反応しない芳香族物質等の補助剤と混合されてもよい。所望の場合、それらは、代謝
分解を低下させるために、例えば、酵素阻害剤等の、他の活性物質と組み合わされてもよ
い。
【０１０８】
　本明細書に提供される化合物は、ペプチドの他に、医薬的に許容される担体、増粘剤、
希釈剤、緩衝剤、保存剤、表面活性剤、中性脂質もしくはカチオン脂質、脂質複合体、リ
ポソーム、浸透促進剤、担体化合物、および他の薬学的に許容される担体または賦形剤等
を含む可能性がある医薬組成物中に処方されてもよい。
【０１０９】
　医薬組成物は、通常、治療目的で投与されるために処方される。医薬組成物は、インタ
ーフェロン、抗菌剤、抗炎症剤、麻酔剤等の１つまたはそれ以上の活性成分を含んでもよ
い。非経口投与のための製剤は、緩衝剤、リポソーム、希釈剤、および他の好適な添加剤
を含有する可能性がある無菌水溶液を含んでもよい。本明細書において提供されるペプチ
ドを含む医薬組成物は、ペプチドの栄養運搬を促進するために、浸透促進剤を含んでもよ
い。浸透促進剤は、５つの広義のカテゴリー、すなわち、脂肪酸、胆汁酸塩、キレート化
剤、界面活性剤、および非界面活性剤のうちの１つに属すると分類されてもよい（Ｌｅｅ
　ｅｔ　ａｌ．，　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　ｉｎ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ
　Ｄｒｕｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　８，　９１－１９２　（１９９１）、Ｍ
ｕｒａｎｉｓｈｉ，　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　ｉｎ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉ
ｃ　Ｄｒｕｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　７，　１－３３　（１９９０））。こ
れらの広義のカテゴリーのうちの１つ以上からの、１つまたはそれ以上の浸透促進剤が含
まれてもよい。
【０１１０】
　浸透促進剤の役割を果たす様々な脂肪酸およびそれらの誘導体は、例えば、カブリル酸
（ｃａｂｒｙｌｉｃ　ａｃｉｄ）、吉草酸、オレイン酸、ラウリン酸、カプリン酸、ミリ
スチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、リノール酸、リノレン酸、ジカプリン酸、トリ
カプリン酸、リシノール酸、モノオレイン（１－モノオレオイル－ｒａｃ－グリセロール
としても知られる）、ジラウリン、カプリル酸、アラキドン酸、グリセリル１－モノカプ
リン酸、１－ドデシルアザシクロヘプタン－２－オン、アシルカルニチン、アシルコリン
、モノグリセリドおよびジグリセリドならびに生理的に許容されるそれらの塩（すなわち
、オレイン酸、ラウリン酸、カプリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、
リノール酸等）を含む。（Ｌｅｅ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ
　ｉｎ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ｄｒｕｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ｐａｇ
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ｅ　９２　（１９９１）、Ｍｕｒａｎｉｓｈｉ，　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　
ｉｎ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ｄｒｕｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　７，　１
　（１９９０）、Ｅｌ－Ｈａｒｉｒｉ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｐｈａｒｍ．　Ｐｈａｒ
ｍａｃｏｌ．　４４，　６５１－６５４　（１９９２））。
【０１１１】
　特定の実施形態において、例示的なＭＮＴＦペプチド類似体は、ＭＮＴＦペプチドと、
例えば、ペプチド上で１つまたはそれ以上の官能基に共有結合する１つまたはそれ以上の
脂肪酸等の浸透促進剤との機能的誘導体を含む。いくつかの実施形態において、ＭＮＴＦ
ペプチド類似体は、浸透促進剤によるＮ末端修飾、例えば、２～約２２個の炭素原子の脂
肪酸および／もしくはアルキルカルボニル（Ａｌｋ－Ｃ（Ｏ）－）、および／またはベン
ジルオキシカルボニル、ｔｅｒｔ－ブチロキシカルボニル、フルオレニル－メトキシカル
ボニル、およびアリルオキシカルボニルからなる群から選択される保護基を有するＭＮＴ
Ｆペプチドの機能的誘導体をさらに有し、ＹはＯＨまたはＮＨ２である、配列番号１～２
２に示されるペプチドを含む。いくつかの実施形態において、アルキルカルボニルは、１
０～２０個、１２～１８個、または２～２２個の炭素を含有する。特定の実施形態におい
て、ＭＮＴＦペプチド類似体上の好適なＮ末端修飾は、パルミチル化（例えば、パルミチ
ン酸）によるものである。
【０１１２】
　胆汁の生理的な役目は、脂質および脂溶性ビタミンの分散および吸収の促進を含む（Ｂ
ｒｕｎｔｏｎ，　Ｃｈａｐｔｅｒ　３８　Ｉｎ：　Ｇｏｏｄｍａｎ　＆　Ｇｉｌｍａｎ’
ｓ　Ｔｈｅ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｂａｓｉｓ　ｏｆ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔ
ｉｃｓ，　９ｔｈ　Ｅｄ．，　Ｈａｒｄｍａｎ　ｅｔ　ａｌ．　ＭｃＧｒａｗ－Ｈｉｌｌ
，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，　Ｎ．Ｙ．，　ｐａｇｅｓ　９３４－９３５　（１９９６））。
様々な天然の胆汁酸塩およびそれらの合成誘導体は、浸透促進剤の役割を果たす。したが
って、用語「胆汁酸塩」は、胆汁の自然に発生する構成成分のすべておよびそれらのすべ
ての合成誘導体を含む。
【０１１３】
　１つまたはそれ以上の浸透促進剤を含む複合体製剤が用いられてもよい。例えば、胆汁
酸塩は、複合体製剤を作製するために脂肪酸と組み合わせて用いられてもよい。キレート
化剤としては、エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム（ＥＤＴＡ）、クエン酸、サリチル
酸（例えば、サリチル酸ナトリウム、５－メトキシサリチル酸、およびホモバニラート（
ｈｏｍｏｖａｎｉｌａｔｅ））、コラーゲンのＮアシル誘導体、ラウレス－９、およびβ
－ジケトンのＮアミノアシル誘導体（エナミン）が挙げられるが、これらに限定されな［
Ｌｅｅ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　ｉｎ　Ｔｈｅｒａｐｅｕ
ｔｉｃ　Ｄｒｕｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ｐａｇｅ　９２　（１９９１）、
Ｍｕｒａｎｉｓｈｉ，　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　ｉｎ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔ
ｉｃ　Ｄｒｕｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　７，　１－３３　（１９９０）、Ｂ
ｕｕｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｒｅｌ．　１４，　４３－５１　（１
９９０））。キレート化剤は、デオキシリボヌクレアーゼ阻害剤としての役割も果たすと
いう、付加的利点を有する。
【０１１４】
　界面活性剤は、例えば、ラウリル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレン－９－ラウリル
エーテル、およびポリオキシエチレン－２０－セチルエーテル（Ｌｅｅ　ｅｔ　ａｌ．，
　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　ｉｎ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ｄｒｕｇ　Ｃａ
ｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ｐａｇｅ　９２　（１９９１））、ならびにＦＣ－４３等
の全フッ素置換化合物乳濁液を含む（Ｔａｋａｈａｓｈｉ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｊ．　Ｐｈ
ａｒｍ．　Ｐｈａｍａｃｏｌ．　４０，　２５２－２５７　（１９８８））。非界面活性
剤は、例えば、不飽和環状尿素、１－アルキル－および１－アルケニルアザシクロ－アル
カノン誘導体（Ｌｅｅ　ｅｔ　ａｌ，Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗｓ　ｉｎ　Ｔｈｅ
ｒａｐｅｕｔｉｃ　Ｄｒｕｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ｐａｇｅ　９２（１９
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９１））、ならびにジクロフェナクナトリウム、インドメタシン、およびフェニルブタゾ
ン等の非ステロイド系抗炎症剤（Ｙａｍａｓｈｉｔａ　ｅｔ　ａｌ，Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｐ
ｈａｒｍａｃｏｌ　３９，６２１－６２６（１９８７））を含む。
【０１１５】
　典型的な薬学的に許容される担体としては、結合剤（例えば、予めゼラチン化されたト
ウモロコシデンプン、ポリビニルピロリドン、またはヒドロキシプロピルメチルセルロー
ス等）、充填剤（例えば、ラクトースおよび他の糖類、微結晶セルロース、ペクチン、ゼ
ラチン、硫酸カルシウム、エチルセルロース、ポリアクリル酸、またはリン酸水素カルシ
ウム等）、滑沢剤（例えば、ステアリン酸マグネシウム、タルク、シリカ、コロイド状二
酸化ケイ素、ステアリン酸、金属ステアリン酸塩、水素化植物油、コーンスターチ、ポリ
エチレングリコール、安息香酸ナトリウム、酢酸ナトリウム等）、崩壊剤（例えば、デン
プン、デンプングリコール酸ナトリウム等）、または湿潤剤（例えば、ラウリル硫酸ナト
リウム等）が挙げられるが、これらに限定されない。
【０１１６】
　本明細書に提供される組成物は、医薬組成物中に慣習的に見出される他の補助構成成分
を、それらの技術的に確立された使用レベルでさらに含有してもよい。したがって、例え
ば、組成物は、例えば、鎮痒薬、収斂薬、局所麻酔、もしくは抗炎症剤等の適合性のある
医薬的に活性な物質、をさらに含有してもよいか、または、着色料、香味剤、保存剤、抗
酸化剤、乳白剤、増粘剤、および安定化剤等の、本明細書に記載される組成物の様々な剤
形を物理的に処方するために有用なさらなる物質を含有してもよい。しかしながら、かか
る物質が添加される場合、本明細書に提供される組成物の構成成分の生物学的活性を過度
に妨害してはならない。
【０１１７】
　化合物が患者に導入される方法にかかわらず、ペプチドの生体内での安定性を促進する
ために、および／または特定の器官、組織、もしくは細胞種にペプチドを標的化するため
に、送達ビヒクルとしてコロイド状分散系が用いられてもよい。コロイド状分散系として
は、高分子複合体、ナノカプセル、ミクロスフェア、ビーズ、および脂質系（水／油エマ
ルジョン、ミセル、混合ミセル、リポソーム、および特徴付けられていない構造の脂質‐
ペプチド複合体を含む）が挙げられるが、これらに限定されない。コロイド状分散系の一
例は、複数のリポソームである。リポソームは、二層構造に配置された脂質から成る１つ
またはそれ以上の外層に囲まれた水性コアを有する、顕微鏡レベルの球体である（一般に
、Ｃｈｏｎｎ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｏｐ．　Ｂｉｏｔｅｃｈ．　６，　６
９８－７０８　（１９９５）を参照のこと）。
【０１１８】
　特定の実施形態において、ＭＮＴＦペプチドまたはＭＮＴＦ類似体または本明細書に提
供される他の化合物の体内分布を所望の標的の近くに方向付けるために、またはその持続
放出を可能にするために、ＭＮＴＦペプチドおよびＭＮＴＦ類似体は、１つまたはそれ以
上のポリマーを含む体内分布を司る部分に組み入れられてもよいか、またはそれと組み合
わせて用いられてもよい。活性物質は、例えば、治療効果を高めるため、体内分布および
生物学的利用率を最適化するため、組織損傷を低減するため、治癒を促進するため、また
は患者の快適さを増すために有用な化合物を含み、例示的な活性物質は、血管作動性物質
、麻酔剤、虚血の治療剤、成長因子およびサイトカインを含む。代替として、微粒子また
はナノ粒子ポリマービーズの剤形が、本明細書に提供される組成物に用いられてもよい。
本明細書に提供される化合物は、活性物質と組み合わせて用いられてもよく、それに付着
する多数のリガンドまたは抗リガンド分子を有する粒子剤形中に封入されてもよい。
【０１１９】
　このようにして、ＭＮＴＦペプチドおよびＭＮＴＦ類似体、ならびに本明細書で提供さ
れる他の化合物は、単独または他の活性剤と組み合わされて、その部位で経時的に持続す
る治療効果を提供するために放出される。持続する放出剤形は、成長因子、サイトカイン
等の本明細書に記載される方法において有用な他の活性剤に関しても有用である。粒子剤
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形からの活性剤の放出は、拡散および粒子マトリクスの浸食の両方の結果として起こる可
能性がある。生分解速度は、活性剤放出動態に直接的な影響を及ぼす。
【０１２０】
　特定の実施形態において、ＭＮＴＦペプチド、ＭＮＴＦ類似体、および本明細書に記載
される化合物の制御放出非経口製剤は、移植片、油性注射剤として、または粒子系として
作製されてもよい。粒子系は、ミクロスフェア、微小粒子、マイクロカプセル、ナノカプ
セル、ナノ球体、およびナノ粒子を含む。マイクロカプセルは、治療タンパク質を中核と
して含有する。ミクロスフェアにおいて、治療薬は粒子全体に分散される。リポソームは
、制御放出および封入された薬物の薬物標的化のために用いることができる。
【０１２１】
　特定の実施形態において、ＭＮＴＦペプチドおよびＭＮＴＦ類似体を含む本明細書に記
載される医薬組成物は、局在的に、局所的に、経鼻的に、経口的に、経消化管的に、気管
支内に、膀胱内に、膣内に、子宮内に、皮下に、筋肉内に、関節周囲に、関節内に、脳脊
髄液（ＩＣＳＦ）内に、脳組織内に（例えば、頭蓋内投与）、脊髄内に、創傷内に、腹腔
内もしくは腹膜内に、または全身に（例えば、静脈内に、動脈内に、門脈内、または直接
器官に）投与されてもよい。
【０１２２】
　当該技術分野で既知であるように、冠動脈内での送達を達成するために様々なカテーテ
ルおよび送達経路が用いられてもよい。例えば、様々な汎用カテーテル、および本明細書
に記載される使用に好適であるように変更されたカテーテルが、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｃａ
ｒｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　（ＡＣＳ）、Ｔａｒｇｅｔ　Ｔｈｅｒａｐ
ｅｕｔｉｃｓ、およびＣｏｒｄｉｓ等の販売供給元から入手可能である。また、当該技術
分野で既知であるように、冠動脈への直接的な注射によって心筋への送達が達成される場
合、冠動脈にカテーテルを導入するために多くのアプローチが用いられてもよい。例とし
て、カテーテルは、大腿動脈に都合よく導入され、腸骨動脈および腹部大動脈を逆方向に
通され、冠動脈に入ってもよい。代替として、カテーテルは、最初に上腕動脈または頚動
脈に導入され、冠動脈まで逆方向に通されてもよい。これらおよびその他の技術の詳細な
説明は、当該技術分野に見出すことができる（例えば、Ｔｏｐｏｌ，　Ｅ　Ｊ　（ｅｄ．
），　Ｔｈｅ　Ｔｅｘｔｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎａｌ　Ｃａｒｄｉｏ
ｌｏｇｙ，　２ｎｄ　Ｅｄ．　（Ｗ．Ｂ．　Ｓａｕｎｄｅｒｓ　Ｃｏ．　１９９４）、Ｒ
ｕｔｈｅｒｆｏｒｄ，　Ｒ　Ｂ，　Ｖａｓｃｕｌａｒ　Ｓｕｒｇｅｒｙ，　３ｒｄ　Ｅｄ
．　（Ｗ．Ｂ．　Ｓａｕｎｄｅｒｓ　Ｃｏ．　１９８９）、Ｗｙｎｇａａｒｄｅｎ　Ｊ　
Ｂ　ｅｔ　ａｌ．　（ｅｄｓ．），　Ｔｈｅ　Ｃｅｃｉｌ　Ｔｅｘｔｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｍ
ｅｄｉｃｉｎｅ，　１９ｔｈ　Ｅｄ．　（Ｗ．　Ｂ．　Ｓａｕｎｄｅｒｓ，　１９９２）
、およびＳａｂｉｓｔｏｎ，　Ｄ，　Ｔｈｅ　Ｔｅｘｔｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｓｕｒｇｅｒｙ
，　１４ｔｈ　Ｅｄ．　（Ｗ．Ｂ．　Ｓａｕｎｄｅｒｓ　Ｃｏ．　１９９１）を参照のこ
と）。
【０１２３】
　本明細書に提供される化合物は、非経口的に投与されてもよい。特定の化合物は、医薬
組成物を生成するために薬学的に許容される担体または希釈剤と組み合わされる。好適な
担体および希釈剤は、等張性の生理食塩水、例えば、リン酸緩衝食塩水を含む。組成物は
、非経口、筋肉内、脳内、静脈内、皮下、または経皮投与のために処方されてもよい。投
与される製剤はかかる薬剤を含有してもよい。これらの薬剤の例は、カチオン剤（例えば
、リン酸カルシウムおよびＤＥＡＥ－デキストラン）およびリポフェクション剤（ｌｉｐ
ｏｆｅｃｔａｎｔ）（例えば、リポフェクタミン（登録商標）およびトランスフェクタム
（登録商標））を含む。
【０１２４】
　局所投与のための製剤は、経皮パッチ、軟膏剤、ローション剤、クリーム剤、ゲル剤、
ドロップ剤、座薬、スプレー剤、液剤、および散剤を含んでもよい。従来の医薬担体、水
性、粉末または油性の基剤、増粘剤等が、必要であるかまたは望ましい場合がある。コー
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ティングされた手袋、コンドーム等も有用である可能性がある。経口投与のための組成物
は、散剤もしくは顆粒剤、水もしくは非水性培地中の懸濁剤または溶液、カプセル剤、サ
シェ剤、あるいは錠剤を含む。増粘剤、香味剤、希釈剤、乳化剤、分散補助剤、または結
合剤が望ましい可能性がある。非経口投与のための組成物は、緩衝剤、希釈剤、および他
の好適な添加剤を含有する可能性がある無菌水溶液を含んでもよい。ある場合には、治療
計画の有効性を高めるために、ペプチドとともに他の従来の治療モダリティを用いて患者
を治療することが、より効率的であり得る。本明細書で使用される場合、用語「治療計画
」は、治療、対症療法、および予防モダリティを包含することを意味する。
【０１２５】
　投薬は、治療される病態の重症度および応答性、ならびに数日から数ヶ月まで、または
治癒がもたらされるかもしくは病態の軽減が達成されるまで続く治療経過を含む、多くの
要因に依存する。本明細書に提供される化合物の毒性および治療効果は、細胞培養物また
は実験動物における標準的な製薬手順によって決定することができる。例えば、ＬＤ５０

（集団における５０％致死量）およびＥＤ５０（集団における治療上の５０％有効量）を
決定するためである。毒性と治療効果の用量比は治療係数であり、ＬＤ５０／ＥＤ５０の
比として表すことができる。高い治療係数を示す化合物が有用である。毒性副作用を示す
化合物が使用されてもよいが、非感染細胞に対する潜在的な損傷を最小限に抑え、それに
よって副作用を低減するために、かかる化合物を患部組織の部位に標的化する送達系を設
計するよう注意を要する。
【０１２６】
　細胞培養アッセイおよび動物試験から取得したデータは、ヒトにおける使用のための様
々な用量を処方する際に用いることができる。かかる化合物の用量は、わずかに毒性を示
すかまたは無毒性である、ＥＤ５０を含む循環濃度の範囲内であるべきである。用量は、
採用される剤形および用いられる投与経路に依存して、この範囲内で変化してもよい。本
明細書に記載されるように使用されるいずれの化合物についても、最初は細胞培養アッセ
イから治療上の有効量を推測することが可能である。用量は、細胞培養物において決定さ
れるＩＣ５０（すなわち、症状の半分の阻害を達成する試験化合物の濃度）を含む循環血
漿濃度の範囲を達成するように、動物モデルにおいて処方されてもよい。かかる情報は、
ヒトにおいて有用な用量をより正確に決定するために用いることができる。血漿中のレベ
ルは、例えば、高速液体クロマトグラフィーによって測定されてもよい。投薬スケジュー
ルは、患者の体内における薬物の蓄積の測定値から計算することができる。用量は、ＭＮ
ＴＦペプチドおよびＭＮＴＦ類似体を含む個々の化合物の相対的な作用強度に依存して変
化してもよく、通常、生体外で、および生体内の動物モデルにおいて効果的であることが
認められたＥＣ５０に基づいて推定することができる。当業者は、どのようにおよびどこ
でＭＮＴＦペプチドまたは類似体が投与されるか（例えば、生体外、生体内、局所的に、
全身に等）に依存して用量が変化することを理解するであろう。
【０１２７】
　例えば、一態様において、ＭＮＴＦペプチドおよびＭＮＴＦ類似体は、１ｍｌあたり約
０．０１マイクログラム（μｇ／ｍＬ）～約１ｍｇ／ｍｌ、約０．１μｇ／ｍＬ～約５０
μｇ／ｍＬ、約０．１μｇ／ｍＬ～約１５０μｇ／ｍＬ、約１μｇ／ｍＬ～約２００μｇ
／ｍＬ、および約０．１μｇ／ｍＬ～約５００μｇ／ｍＬ（標的部位（例えば、ＥＳ幹細
胞の細胞培養物中）における最終濃度は、これらの範囲内のいずれの範囲を含む）を達成
するために投与されてもよい。
【０１２８】
　代替の好適な用量は、投与経路に依存して、例えば、約０．１μｇから約１グラムの合
計用量まで変化してもよい。具体的な用量および送達方法の目安は文献に提供されており
、通常、当該技術分野における実践者に入手可能である。当業者は、タンパク質またはそ
れらの阻害物質とは異なる処方をヌクレオチドに用いるであろう。同様に、ポリヌクレオ
チド、ポリペプチド、および本明細書において提供される化合物の送達は、特定の細胞、
状態、および位置に特異的である。一般に、用量は、０．０１ｍｇ／ｋｇ～１０００ｍｇ
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／体重ｋｇ、またより典型的には、例えば、０．１ｍｇ／ｋｇ～３００ｍｇ／体重ｋｇの
範囲であり、毎日、毎週、毎月、もしくは毎年１回以上、または２～２０年の期間に渡っ
て１回以上与えられてもよい。特定の実施形態において、投薬は手術直後から術後２４時
間以内に行われてもよく、別の実施形態においては、投薬は２時間から２４時間までの間
に行われる。長時間作用性の組成物は、特定の製剤の半減期およびクリアランス速度に依
存して、３～４日ごと、毎週、または隔週で投与されてもよい。当業者は、体液または組
織内で測定された薬物の常在時間および濃度に基づいて、投薬を繰り返す割合を容易に推
定することができる。治療の成功に続いて、病態の再発を防ぐために、患者に維持療法を
受けさせることが望ましい場合があり、選択された化合物が、１日１回以上～２０年ごと
に１回以上、０．０１ｍｇ／ｋｇ～１００ｍｇ／体重ｋｇの範囲内の維持量で投与される
。特定の状態の治療または防止において、適切な用量レベルは、通常、約０．００１～１
００ｍｇ／患者の体重ｋｇ／日であり、単一または複数回の用量で投与することができる
。好適な用量レベルは、約１～約４０ｍｇ／ｋｇ／日であってもよい。特定の実施形態に
おいて、ＭＮＴＦペプチドおよびその類似体を含む本明細書に提供される化合物は、損傷
部位における約１マイクロモル～約１ミリモル、約１０マイクロモル～約５００マイクロ
モル、または約３０マイクロモル～約３００マイクロモル、および約２５マイクロモル～
約３００マイクロモルの最終濃度、ならびに損傷部位における約２５マイクロモル、また
は約２２０マイクロモル、または約３００マイクロモルの最終濃度、またさらにより典型
的には約１マイクロモル～約１００マイクロモルの間の生体内濃度を実現するための量で
、投与される。
【０１２９】
　特定の実施形態において、１、５、１０、２０、５０、１００、１５０、または２００
ｍｇ／ｋｇの用量が投与されてもよい。
【０１３０】
　本明細書に記載される化合物は、診断法、治療法、予防法において、また研究試薬とし
て、およびキットにおいて、用いることができる。該当する化合物（例えば、ＭＮＴＦペ
プチドおよびＭＮＴＦ類似体）を検出するための手段の提供は、ルーチン的に実現するこ
とができる。かかる提供は、酵素結合、放射標識、または他のいずれの好適な検出系を含
んでもよい。該当する化合物の有無を検出するためのキットも調製されてもよい。
【０１３１】
　本明細書で使用される場合、脊髄損傷は、腫瘍、機械的外傷、および化学的外傷に起因
する損傷を含んでもよい。
【０１３２】
　特定の態様において、組成物と、神経経路への損傷時に、またはかかる損傷を予想して
、神経経路を維持するために十分な時間および濃度で、本明細書に定義されるように治療
的有効量のＭＮＴＦペプチドまたはその類似体を対象に投与する工程を含む治療的処置方
法とが提供され、該方法は、損傷した経路を修復する工程、またはさらなる損傷を阻害す
る工程を含む。
【０１３３】
　別の態様において、本明細書に記載される技術は、神経経路を維持するための組成物お
よび治療的な処置方法を含む。かかる治療法は、神経経路への損傷時、またはかかる損傷
を予想して、内在するＭＮＴＦの治療的な有効濃度を刺激する化合物を対象に投与する工
程を含む。
【０１３４】
　本明細書に記載される態様および実施形態は、神経傷害に対する身体の免疫および炎症
応答に関連する組織破壊の影響からニューロンを保護するための方法を提供する。
【０１３５】
　特定の実施形態において、損傷した樹状突起または軸索を再生することを含む、損傷し
たニューロンおよび神経経路の細胞修復を刺激するための方法、組成物およびデバイスが
提供される。
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【０１３６】
　一態様において、本明細書に記載されるＭＮＴＦペプチドおよびその類似体は、末梢神
経系の損傷した神経経路の修復において有用である。具体的には、ＭＮＴＦは、切除され
たあるいは損傷した神経線維を含む、損傷した神経経路を修復するために有用である。特
に、本明細書に記載されるＭＮＴＦは、血管新生およびミエリン外筒の再形成を含む、完
全な軸索神経再生を刺激する能力を有する。ＭＮＴＦは、ＭＮＴＦをその部位に維持する
ことができる生体適合性、生体吸収性の担体内において損傷部位に提供されてもよく、必
要に応じて、切断されたニューロンの近位端から遠位端へと軸索成長を方向付けるための
手段として提供されてもよい。例えば、軸索成長を方向付けるための手段は、１０ｍｍを
上回るような延長距離を越えて神経再生が誘導される場合に必要とされてもよい。これら
の機能を提供する能力を有する多くの担体が想定される。例えば、有用な担体は、ラミニ
ン、ヒアルロン酸もしくはコラーゲン、または他の好適な合成の生体適合性ポリマー物質
（ポリ乳酸、ポリグリコール酸、もしくはポリ酪酸、および／またはそのコポリマー等）
を含む、本明細書に開示されるように調製された実質的に不溶性の物質または粘性溶液を
含む。
【０１３７】
　特定の実施形態において、ＭＮＴＦペプチドまたはその類似体は、損傷した経路の距離
にわたる神経ガイダンスチャネル（ｎｅｒｖｅ　ｇｕｉｄａｎｃｅ　ｃｈａｎｎｅｌ）に
配置される。上記チャネルは、保護用の覆いとして、および神経突起の成長を導くための
物理的手段としての両方の役割を果たす。有用なチャネルは生体適合性の膜を有し、該膜
は、管状構造であってもよく、修復される神経の間隙を架橋するのに十分な寸法を有し、
切断された神経端を受けるのに適応した開口部を有する管状の構造を有する。膜は、ポリ
エチレンまたはポリエチレンビニルアセテート等のシリコーンまたは生体適合性ポリマー
等の、任意の生体適合性、非刺激性の物質から作製されてもよい。ケーシングも、例えば
、コラーゲン、ヒアルロン酸、ポリ乳酸、ポリ酪産、およびポリグリコール酸を含む、生
体適合性、生体吸収性のポリマーから構成されてもよい。一実施形態において、チャネル
の外側表面は実質的に不透過性である。
【０１３８】
　別の態様において、本明細書に記載されるＭＮＴＦペプチドおよびその類似体は、神経
組織の初期の損傷に対する身体の免疫／炎症応答に関連した損傷から保護するために有用
である。かかる応答は、例えば、自己免疫機能障害、腫瘍性病変、感染、化学的もしくは
機械的外傷、疾患によって、ニューロンもしくはグリア細胞への血流の中断によって、ま
たは神経もしくは周囲の物質への他の外傷によって引き起こされる、神経組織の外傷の後
で起こる可能性がある。例えば、塞栓性発作において見られるような、神経への血液供給
の閉塞に続いて起こる低酸素または虚血‐再潅流に起因する主な損傷は、免疫学的に関連
していると考えられる。また、多くの原発性脳腫瘍に関連する損傷の少なくとも一部も、
免疫学的に関連していると思われる。ＭＮＴＦ類似体の適用は、直接的にまたは全身的に
のいずれかで、神経損傷と免疫学的に関連する応答を緩和および／または阻害する。
【０１３９】
　別の実施形態において、本明細書に記載される技術は、保存的アミノ酸配列の変異体と
、変性ヌクレオチド配列の変異体によってコードされるタンパク質と、保存されたＭＮＴ
Ｆドメインを共有し、本明細書に開示されるＭＮＴＦ因子をコードするＤＮＡに、標準的
なストリンジェンシー条件下においてハイブリダイズする能力を有するＤＮＡによってコ
ードされるＭＮＴＦ因子と、を含む、本明細書に列挙されるすべてのＭＮＴＦ因子の生物
学的に活性な種（系統的）の変異体の使用を包含する。
【０１４０】
　本明細書に記載される化合物は、研究目的のために使用されてもよい。したがって、ペ
プチドによって示される特異的なハイブリダイゼーションは、アッセイ、精製、細胞生成
物の調製、および当業者に理解され得る他の方法論において用いることができる。
【０１４１】
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　本明細書で用いられる技術的および科学的用語は、他に定義されない限り、本開示が関
係する技術分野の当業者に一般的に理解される意味を有する。本明細書において、当業者
に既知である様々な方法論が参照される。参照されるかかる既知の方法論を規定する刊行
物および他の資料は、参照することにより、それらの全体がすべて規定されているかのご
とく本明細書に組み込まれる。組換えＤＮＡ技術の一般原理を規定する標準的な参考資料
には、Ｓａｍｂｒｏｏｋ，　Ｊ．，　ｅｔ　ａｌ．，　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉ
ｎｇ：　Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ，　２ｄ　Ｅｄ．，　Ｃｏｌｄ　Ｓｐ
ｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ，　Ｐｌａｎｖｉｅｗ，　
Ｎ．Ｙ．　（１９８９）　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｃｌｏｎｉｎｇ：　Ａ　Ｌａｂ
ｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ，　ｔｈｉｒｄ　ｅｄｉｔｉｏｎ　（Ｓａｍｂｒｏｏｋ　
ａｎｄ　Ｒｕｓｓｅｌ，　２００１）（本明細書において、ともにおよび個別に「Ｓａｍ
ｂｒｏｏｋ」と称される）、ＭｃＰｈｅｒｓｏｎ，　Ｍ．　Ｊ．，　Ｅｄ．，　Ｄｉｒｅ
ｃｔｅｄ　Ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ：　Ａ　Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　Ａｐｐｒｏａｃｈ，　
ＩＲＬ　Ｐｒｅｓｓ，　Ｏｘｆｏｒｄ　（１９９１）、Ｊｏｎｅｓ，　Ｊ．，　Ａｍｉｎ
ｏ　Ａｃｉｄ　ａｎｄ　Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，　Ｏｘｆｏｒｄ　Ｓｃｉ
ｅｎｃｅ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ，　Ｏｘｆｏｒｄ（１９９２）、Ａｕｓｔｅｎ，　
Ｂ．　Ｍ．　ａｎｄ　Ｗｅｓｔｗｏｏｄ，　Ｏ．　Ｍ．　Ｒ．，　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｔａ
ｒｇｅｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｓｅｃｒｅｔｉｏｎ，　ＩＲＬ　Ｐｒｅｓｓ，　Ｏｘｆｏｒｄ
　（１９９１）、Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　（Ｍ．　Ｊ．
　Ｇａｉｔ，　ｅｄ．，　１９８４）、Ａｎｉｍａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　（Ｒ
．　Ｉ．　Ｆｒｅｓｈｎｅｙ，　ｅｄ．，　１９８７）、Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｅｘ
ｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ　（Ｄ．　Ｍ．　Ｗｅｉｒ　＆　Ｃ．　Ｃ
．　Ｂｌａｃｋｗｅｌｌ，　ｅｄｓ．）、Ｇｅｎｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｖｅｃｔｏｒｓ
　ｆｏｒ　Ｍａｍｍａｌｉａｎ　Ｃｅｌｌｓ　（Ｊ．　Ｍ．　Ｍｉｌｌｅｒ　＆　Ｍ．　
Ｐ．　Ｃａｌｏｓ，　ｅｄｓ．，　１９８７）、Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　
ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　（Ｆ．　Ｍ．　Ａｕｓｕｂｅｌ　ｅｔ　ａ
ｌ．，　ｅｄｓ．，　１９８７，　ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔｓ　ｔｈ
ｒｏｕｇｈ　２００１）、ＰＣＲ：　Ｔｈｅ　Ｐｏｌｙｍｅｒａｓｅ　Ｃｈａｉｎ　Ｒｅ
ａｃｔｉｏｎ，　（Ｍｕｌｌｉｓ　ｅｔ　ａｌ．，　ｅｄｓ．，　１９９４）、Ｃｕｒｒ
ｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ　（Ｊ．　Ｅ．　Ｃｏｌｉｇ
ａｎ　ｅｔ　ａｌ．，　ｅｄｓ．，　１９９１）、Ｔｈｅ　Ｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙ　Ｈ
ａｎｄｂｏｏｋ　（Ｄ．　Ｗｉｌｄ，　ｅｄ．，　Ｓｔｏｃｋｔｏｎ　Ｐｒｅｓｓ　ＮＹ
，　１９９４）、Ｂｉｏｃｏｎｊｕｇａｔｅ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　（Ｇｒｅｇ　Ｔ．
　Ｈｅｒｍａｎｓｏｎ，　ｅｄ．，　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，　１９９６）、Ｍ
ｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｉｃａｌ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　（Ｒ．　Ｍａｓ
ｓｅｙｅｆｆ，　Ｗ．　Ｈ．　Ａｌｂｅｒｔ，　ａｎｄ　Ｎ．　Ａ．　Ｓｔａｉｎｅｓ，
　ｅｄｓ．，　Ｗｅｉｎｈｅｉｍ：　ＶＣＨ　Ｖｅｒｌａｇｓ　ｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆ
ｔ　ｍｂＨ，　１９９３），　Ｈａｒｌｏｗ　ａｎｄ　Ｌａｎｅ　（１９８８）　Ａｎｔ
ｉｂｏｄｉｅｓ，　Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ，　Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎ
ｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，　ａｎｄ　Ｈａｒ
ｌｏｗ　ａｎｄ　Ｌａｎｅ　（１９９９）　Ｕｓｉｎｇ　Ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ：　Ａ　
Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　Ｍａｎｕａｌ　Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｌａｂ
ｏｒａｔｏｒｙ　Ｐｒｅｓｓ，　Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ，　ＮＹ　（本
明細書において、ともにおよび個別にＨａｒｌｏｗ　ａｎｄ　Ｌａｎｅと称される），　
Ｂｅａｕｃａｇｅ　ｅｔ　ａｌ．　ｅｄｓ．，　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　
ｉｎ　Ｎｕｃｌｅｉｃ　Ａｃｉｄ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓ
ｏｎｓ，　Ｉｎｃ．，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，　２０００）、およびＡｇｒａｗａｌ，　ｅ
ｄ．，　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｆｏｒ　Ｏｌｉｇｏｎｕｃｌｅｏｔｉｄｅｓ　ａｎｄ　Ａ
ｎａｌｏｇｓｓ，　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　Ｈｕｍａｎａ
　Ｐｒｅｓｓ　Ｉｎｃ．，　Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ，　１９９３）、Ｔｅｒａｔｏｃａｒ
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ｃｉｎｏｍａｓ　ａｎｄ　ｅｍｂｒｙｏｎｉｃ　ｓｔｅｍ　ｃｅｌｌｓ：　Ａ　ｐｒａｃ
ｔｉｃａｌ　ａｐｐｒｏａｃｈ　（Ｅ．　Ｊ．　Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎ，　ｅｄ．，　ＩＲ
Ｌ　Ｐｒｅｓｓ　Ｌｔｄ．　（１９８７）、Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　
ｉｎ　Ｍｏｕｓｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　（Ｐ．　Ｍ．　Ｗａｓｓｅｒｍａｎ　ｅｔ
　ａｌ．　ｅｄｓ．，　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ　（１９９３）、Ｅｍｂｒｙｏｎ
ｉｃ　Ｓｔｅｍ　Ｃｅｌｌ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｖｉｔｒｏ　（Ｍ
．　Ｖ．　Ｗｉｌｅｓ，　Ｍｅｔｈ．　Ｅｎｚｙｍｏｌ．　２２５：９００　（１９９３
）、Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ａｎｄ　ｕｓｅｓ　ｏｆ　Ｅｍｂｒｙｏｎｉｃ　Ｓｔｅｍ　
Ｃｅｌｌｓ：　Ｐｒｏｓｐｅｃｔｓ　ｆｏｒ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｈｕｍａ
ｎ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｇｅｎｅ　Ｔｈｅｒａｐｙ　（Ｐ．Ｄ．　Ｒａｔｈｊｅｎ
　ｅｔ　ａｌ．，　Ｒｅｐｒｏｄ．　Ｆｅｒｔｉｌ．　Ｄｅｖ．，　１０：３１　（１９
９８））、ＣＮＳ　Ｒｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ：　Ｂａｓｉｃ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ
　Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ａｄｖａｎｃｅｓ，　Ｍ．　Ｈ．　Ｔｕｓｚｙｎｓｋｉ　＆　Ｊ．
　Ｈ．　Ｋｏｒｄｏｗｅｒ，　ｅｄｓ．，　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，　（１９９
９）を含む。
【０１４２】
　本明細書に記載される技術の実践において有用な特定の技術は、脳組織から得られる多
分化脳神経幹細胞について報告する米国特許第５，８５１，８３２号、新生児の大脳半球
からの神経芽細胞の生成について報告する米国特許第５，７６６，９４８号、哺乳類の神
経堤幹細胞の使用について報告する米国特許第５，６５４，１８３号および米国特許第５
，８４９，５５３号、哺乳類の多分化性ＣＮＳ幹細胞の培養物から分化したニューロンの
生体外での産生について報告する米国特許第６，０４０，１８０号、神経上皮肝細胞、オ
リゴデンドロサイト－星状細胞前駆体、および系列限定の神経細胞前駆体の再生および単
離を報告する国際公開第ＷＯ９８／５０５２６および国際公開第ＷＯ９９／０１１５９、
ならびに胎仔期の前脳から得られ、グルコース、トランスフェリン、インスリン、セレン
、プロゲステロン、および他の成長因子を含む培地で培養される神経幹細胞について報告
する米国特許第５，９６８，８２９号を含む、様々な特許および特許出願に記載されてい
る。
【０１４３】
　当業者に既知であるいずれの好適な物質および／または方法も、本明細書に記載される
技術を実施するために用いられてもよいが、物質および／または方法の非限定的な例を本
明細書に記載する。
【０１４４】
　制限するためではなく、例示のために提供される以下の実施例を参照することにより、
本明細書に開示される技術が、特定の態様において理解され得る。以下の実施例において
言及される物質、試薬等は、特に記載が無い限り、販売元から入手される。
【０１４５】
　本明細書において用いられる場合、ＭＮＴＦペプチドおよび配列ならびに／またはその
機能的類似体の有効性は、以下の実施例に記載される実質的に類似するおよび／または同
等であるプロトコルを用いて決定されてもよいことが企図される。また、配列番号１～２
２に規定されるいずれのＭＮＴＦペプチド類似体およびその類似体の有効性は、本明細書
に規定される実験条件に従って決定されてもよいことが企図される。
【実施例】
【０１４６】
実施例１
生体外のラット運動ニューロン細胞生存モデルにおけるＭＮＴＦペプチドまたはその類似
体が細胞死を減弱させる有効性に関する試験
　実施例１は、生体外のラット運動ニューロン細胞生存モデルにおける、運動ニューロン
栄養因子（ＭＮＴＦ）の６アミノ酸類似体（ＧＭ６）および様々な短いペプチド類似体が
、細胞死を減弱させる能力を示す。ＧＭ６（配列番号２）および他の類似体（３－ｍｅｒ
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、４－ｍｅｒ、５－ｍｅｒ）を１０マイクログラムｍｌで投与することにより、類似体特
異的な運動ニューロンの細胞死の減弱が示された。類似体は、末端のフェニルアラニンを
最も有効として含有する類似体について、栄養効果の独自のパターンを示した。これらの
データは、ＧＭ６および類似体のうちのいくつかは、運動ニューロン細胞の生存モデルに
おいて効果的な栄養因子であることを示唆している。
【０１４７】
本実施例のための略語／専門用語
　「ＧＭ６」および「６ｍｅｒ」は、ＭＮＴＦの例示的な６アミノ酸ペプチド類似体を意
味する。
【０１４８】
　「Ｇｅｎｅｒｖｏｎ」および「ＧＢ」は、Ｇｅｎｅｒｖｏｎ　Ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅ
ｕｔｉｃａｌｓ，ＬＬＣを意味する。
【０１４９】
　「Ｉ．Ｖ．」は、静脈内を意味する。
【０１５０】
　「ＮＴＳ」は、受託調査機関であるＮｅｕｒｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　Ｓｅ
ｒｖｉｃｅを意味する。
【０１５１】
　ＧＭ６は、合成された６アミノ酸ペプチドである。ＧＭ６は固体として提供され、製剤
はＮＴＳによって調製された（４℃で溶液を保存）。ＧＭ６類似は、ＧＭ６ペプチドの配
列相同体を含む。
【０１５２】
　「ＰＤ」は、パーキンソン病を意味する。
【０１５３】
　「ＢＤＮＦ」は、脳由来の神経栄養因子を意味する。
【０１５４】
　「ＧＤＮＦ」は、グリア由来の神経栄養因子を意味する。
【０１５５】
　「ＣＮＴＦ」は、繊毛神経栄養因子を意味する。
【０１５６】
　「Ｇｅｎｅｒｖｏｎ」は、Ｇｅｎｅｒｖｏｎ　Ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ
，ＬＬＣを意味する。
【０１５７】
　「ＧＢ」は、Ｇｅｎｅｒｖｏｎ　Ｂｉｏｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ，ＬＬＣを意
味する。
【０１５８】
方法および材料
　運動ニューロンの精製および培養。脊髄の運動ニューロン培養物を、Ｓｐｒａｇｕｅ－
Ｄａｗｌｅｙラット（Ｅ１４．５）（Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｒｉｖｅｒ　Ｌａｂｓ）から調製
した。短時間で、０．０２５％トリプシン（Ｇｉｂｃｏ）中にて、８分間３７℃で解剖し
た脊髄を消化させた。２％ウマ血清（Ｇｉｂｃｏ）、インスリン（５μｇ／ｍｌ）、プト
レッシン（１×１０－４Ｍ）、コンアルブミン（１００μｇ／ｍｌ）、亜セレン酸ナトリ
ウム（３×１０－８Ｍ）、プロゲステロン（２×１０－８Ｍ）、グルコース（３．６ｍｇ
／ｍｌ）、ペニシリン（１００ＩＵ／ｍｌ）、ストレプトマイシン（１００μｇ／ｍｌ）
、デオキシリボヌクレアーゼ（１００μｇ／ｍｌ）、およびウシ血清アルブミン（ＢＳＡ
、０．４％）を補充したＬ－１５培地（Ｇｉｂｃｏ）を含有する溶液に組織を移した。１
ｍｌピペットマンを用いて組織を混練し、懸濁液を１５ｍｌ　Ｆａｌｃｏｎチューブ内の
Ｌ－１５中の１０．４％Ｏｐｔｉｐｒｅｐ（Ｎｙｃｏｍｅｄ　Ｐｈａｒｍａ）クッション
上に重層した。重層した懸濁液を８３０ｘｇで１５分間遠心分離した。界面の細胞を０．
５％ＢＳＡを含有するＰＢＳに懸濁させ、ＩｇＧ－１９２　ｐ７５特異的抗体を用いて免
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疫親和性により分離した後、磁気マイクロビーズ（Ｍｉｌｔｅｎｙｉ　Ｂｉｏｔｅｃ）を
用いて細胞選別して運動ニューロンを精製した。運動ニューロン培地は、Ｂ２７サプリメ
ント（Ｇｉｂｃｏ）、グルタミン酸塩（２５μＭ）、２－メルカプトエタノール（２５μ
Ｍ）および２％ウマ血清を補充したＮｅｕｒｏｂａｓａｌ培地（Ｇｉｂｃｏ）からなる。
運動ニューロンを、別途記載のない限り３０００細胞／カバースリップの密度でラミニン
被覆カバースリップに置床した。細胞播種時に神経栄養因子のカクテル（ＮＴＦ：１ｎｇ
／ｍｌ　ＢＤＮＦ、１００ｐｇ／ｍｌ　ＧＤＮＦ、１０ｎｇ／ｍｌ　ＣＮＴＦ）を追加し
た。培養物中で２４時間後、ＮＴＦを含まない運動ニューロン培地中で希釈した異なる類
似体を添加して運動ニューロンを処理した。
【０１５９】
　生存アッセイ。脊髄の運動ニューロンを、記載するようにＥ１４．５ラット胎仔から調
製した。ＮＴＦの存在下で細胞を２４時間培養し、カルセインＡＭ陽性の数を数えること
により生存率（Ｖ１）を推定した。生存率試験のために、ＮＴＦの非存在下で類似体また
はＧＭ６を添加して運動ニューロンを培養した。ニューロンの数を数えて生存する運動ニ
ューロンの割合を算出した。
【０１６０】
　統計分析。各処理につき、生存する運動ニューロンの数をＮＴＦ単独（対照）の存在下
で生存する運動ニューロンの数の割合として表した。５皿をそれぞれの条件に使用した。
事後Ｔｕｋｅｙ法を用いた一元配置の分散分析により、処理間の相違をそれらの統計的有
意性について分析した。
【０１６１】

【表１】

【０１６２】
結果
　細胞の生存。生体外のラット運動ニューロン細胞の生存モデルにおいて、ＧＭ６および
類似体の栄養有効性を評価した。各処理につき、生存する運動ニューロンの数をＮＴＦ単
独（対照）の存在下で生存する運動ニューロンの数の割合として表した。そのデータを表
１および図１にまとめた。
【０１６３】
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【表２】

【０１６４】
　一連の３、４、５ｍｅｒｓを固体相合成により生成して、Ｎ末端およびＣ末端から始ま
って起こる６ｍｅｒの配列Ｐｈｅ－Ｓｅｒ－Ａｒｇ－Ｔｙｒ－Ａｌａ－Ａｒｇの分解に起
因する６ｍｅｒの代謝物を表した。最終生成物中のペプチドの量は、通常約８０％、含水
量および酢酸イオンは通常約２０％を占める。
【０１６５】
　１０μｇ／ｍｌの用量でＮ末端フェニルアラニンを含有するＧＭ６（配列番号２）また
は類似体の投与は、従来のＮＴＦを含まない培養倍地において神経細胞損失からの保護を
示した。これは、ＧＭ６およびその類似体が、ラット運動ニューロン細胞培養物における
細胞の生存を維持するのに効果的であり、また、運動ニューロン関連疾患を治療するため
に有益であり得ることを示唆するものである。
【０１６６】
　本明細書において記載または参照したすべての特許、刊行物、科学論文、ウェブサイト
、ならびに他の文書および文献は、当業者の技術のレベルを示しており、それぞれのかか
る参考文書および文献が、個々にその全体を参照することにより組み込まれたかのように
、または本明細書に記載されているかのように、組み込まれる。出願者は、任意のかかる
特許、刊行物、科学論文、ウェブサイト、電子的に利用可能な情報、および他の参考文書
または文献からの、任意のおよびすべての文献および情報を本明細書に物理的に組み込む
権利を留保する。
【０１６７】
　本明細書に記載される特定の方法および組成物は、いくつかの実施形態を代表するもの
であり、かつ例示的なものであって、添付の請求項の範囲を限定することを意図するもの
ではない。他の対象、態様、および実施形態は、本明細書の検討後も当業者に想到され、
請求項の範囲によって定義されるように、本開示の主旨に包含される。その範囲および精
神から逸脱することなく、本明細書に開示される技術に様々な代替および修正を行うこと
が可能であることは、当業者に容易に明白となるであろう。本明細書において例示的に記
載される技術は、任意の要素（複数可）または限定（複数可）がない場合でも適切に実践
され得るが、本明細書において不可欠なものとして具体的には開示されない。したがって
、例えば、本明細書におけるそれぞれの例、本技術の実施形態または実施例において、「
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含む」、「本質的に～からなる」、および「～からなる」という用語のうちのいずれかは
、本明細書において他の２つの用語のうちのいずれかに置換されてもよい。また、「含む
」（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）、「含む」（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）、「含有する」等の用語
は、制限されることなく広範に読み取られる。本明細書において例示的に記載される方法
およびプロセスは、異なる順序の工程で実践され得ることが好適であり、本明細書または
特許請求の範囲に示される工程の順序に必ずしも限定されない。また、本明細書および添
付の特許請求の範囲で用いられる場合、単数形「ａ」、「ａｎ」、および「ｔｈｅ」は、
文脈により明確に指示されない限りは、複数の参照を含む。いかなる場合でも、本特許は
、本明細書に具体的に開示される特定の実施例または実施形態または方法に限定されると
解釈されるものではない。かかる記述が、具体的に、かつ無制限または無条件に、出願者
による応答文書において明示的に採択されない限り、いかなる場合でも、本特許は、特許
商標庁の任意の審査官または任意の他の役人または被雇用者によって行われるいかなる記
述によっても、限定されると解釈されるものではない。
【０１６８】
　使用してきた用語および表現は、限定ではなく説明のための用語として使用されており
、図示および記載した特性またはその部分の任意の同等物を排除するためにかかる用語お
よび表現の使用を意図するものではないが、様々な修正が、特許請求される技術の範囲内
で可能であると認識される。したがって、本技術は、ある実施形態および任意選択的な特
性により具体的に開示されているが、本明細書に開示される概念の修正および変更は、当
業者によって行われてもよく、かかる修正および変更は、添付の特許請求の範囲により定
義される本発明の範囲内であると見なされることが理解されるであろう。
【０１６９】
　当該技術を、本明細書において広範かつ一般的に記載してきた。一般的開示の範囲内で
ある狭義の種および亜属の分類のそれぞれもまた、本開示の一部を形成する。これは、除
かれた材料が本明細書において具体的に言及されているか否かにかかわらず、属からの任
意の対象を除外する条件付きまたは否定的な限定を伴って、当該技術の一般的な記述を含
む。
【０１７０】
　他の実施形態は、以下の特許請求の範囲の範疇である。また、本発明の特性もしくは態
様がマーカッシュグループに関連して記載される場合は、当業者は、技術もそれによって
、マーカッシュグループの任意の個々のメンバーもしくはメンバーのサブグループに関連
して記載されることを理解するであろう。
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