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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の各特性で特徴付けられる１つ又は複数の単離されたトリテルペン・グリコシドを含
む混合物。
　ａ）アカシア・ビクトリアエ（Acacia victoriae）の組織から単離可能、
　ｂ）分子量が１８００～２６００の範囲のトリテンペン・グリコシドをすくなくとも１
つ含む、
　ｃ）Ｊｕｒｋａｔ細胞に対して細胞毒性を誘発する能力、そして、
　ｄ）Ｊｕｒｋａｔ細胞に対してアポトーシスを誘発する能力。
【請求項２】
　ＩＣ50が０．１２～０．４μｇ／ｍｌのＪｕｒｋａｔ細胞に対して細胞毒性を誘発する
請求項１記載の混合物。
【請求項３】
　Ｊｕｒｋａｔ細胞に対して１００～４００ｎｇ／ｍｌの濃度で投与された場合にアポト
ーシスが誘発される請求項１記載の混合物。
【請求項４】
　Ｊｕｒｋａｔ細胞に対して２００～４００ｎｇ／ｍｌの濃度で投与された場合にアポト
ーシスが誘発される請求項３記載の混合物。
【請求項５】
　アポトーシスがアンネキシン結合のよるＪｕｒｋａｔ細胞の形質膜の再形成によって測
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定される請求項１記載の混合物。
【請求項６】
　次の各特性で特徴付けられる１つ又は複数の単離されたトリテルペン・グリコシドを含
む混合物。
　ａ）アカシア・ビクトリアエ（Acacia victoriae）の組織から単離可能、
　ｂ）分子量が１８００～２６００の範囲のトリテンペン・グリコシドをすくなくとも１
つ含む、そして
　ｃ）Ｊｕｒｋａｔ細胞のミトコンドリアからシトクロームｃの放出を誘発する能力。
【請求項７】
　次の各特性で特徴付けられる１つ又は複数の単離されたトリテルペン・グリコシドを含
む混合物。
　ａ）アカシア・ビクトリアエ（Acacia victoriae）の組織から単離可能、
　ｂ）分子量が１８００～２６００の範囲のトリテンペン・グリコシドをすくなくとも１
つ含む、そして
　ｃ）Ｊｕｒｋａｔ細胞でカスパーゼ３を活性化させる能力。
【請求項８】
　カスパーゼの活性が０．３～１．６蛍光単位／分／ｍｇの範囲である請求項７記載の混
合物。
【請求項９】
　次の各特性で特徴付けられる１つ又は複数の単離されたトリテルペン・グリコシドを含
む混合物。
　ａ）アカシア・ビクトリアエ（Acacia victoriae）の組織から単離可能、
　ｂ）分子量が１８００～２６００の範囲のトリテンペン・グリコシドをすくなくとも１
つ含む、そして
　ｃ）Ｊｕｒｋａｔ細胞でＲＡＰＲの切断を引き起こす能力。
【請求項１０】
　次の各特性で特徴付けられる１つ又は複数の単離されたトリテルペン・グリコシドを含
む混合物。
　ａ）アカシア・ビクトリアエ（Acacia victoriae）の組織から単離可能、
　ｂ）分子量が１８００～２６００ａｍｕの範囲のトリテンペン・グリコシドをすくなく
とも１つ含む、そして、
　ｃ）Ｊｕｒｋａｔ細胞でＰＩ－３キナーゼ活性の阻害する能力。
【請求項１１】
　次の各特性で特徴付けられる１つ又は複数の単離されたトリテルペン・グリコシドを含
む混合物。
　ａ）アカシア・ビクトリアエ（Acacia victoriae）の組織から単離可能、そして、
　ｂ）哺乳動物の上皮細胞の前悪性又は悪性状態への移行の開始、及び促進を阻害する能
力。
【請求項１２】
　次の各特性で特徴付けられる１つ又は複数の単離されたトリテルペン・グリコシドを含
む混合物。
　ａ）アカシア・ビクトリアエ（Acacia victoriae）の組織から単離可能、そして、
　ｂ）悪性の哺乳動物細胞内でアポトーシスを引き起こす能力。
【請求項１３】
　薬学的に受け入れ可能な媒体内での請求項１～１２のいずれか１項に記載の組成物を含
んでいる栄養薬組成物。
【請求項１４】
　薬学的に受け入れ可能な媒体が緩衝液、溶媒、希釈液、不活性担体、油、クリーム、又
は食用材料である請求項１３記載の栄養薬組成物。
【請求項１５】
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　薬学的に受け入れ可能な媒体に溶かした乾燥し、すりつぶしたアカシア・ビクトリアエ
（Acacia victoriae）の根を含む栄養薬組成物。
【請求項１６】
　薬学的に受け入れ可能な媒体が緩衝液、溶媒、希釈液、不活性担体、油、クリーム、又
は食用材料である請求項１５記載の栄養薬組成物。
【請求項１７】
　栄養薬組成物が錠剤であることを特徴とする請求項１６記載の栄養薬組成物。
【請求項１８】
　前記栄養薬組成物がカプセルであることを特徴とする請求項１６記載の栄養薬組成物。
【請求項１９】
　前記栄養薬組成物が軟膏であることを特徴とする請求項１６記載の栄養薬組成物。
【請求項２０】
　薬学的に受け入れ可能な媒体に乾燥し、すりつぶしたアカシア・ビクトリアエ（Acacia
 victoriae）のさやを含む栄養薬組成物。
【請求項２１】
　薬学的に受け入れ可能な媒体が緩衝液、溶媒、希釈液、不活性担体、油、クリーム、又
は食用材料である請求項２０記載の栄養薬組成物。
【請求項２２】
　栄養薬組成物が錠剤であることを特徴とする請求項２１記載の栄養薬組成物。
【請求項２３】
　栄養薬組成物がカプセルであることを特徴とする請求項２１記載の栄養薬組成物。
【請求項２４】
　栄養薬組成物が軟膏であることを特徴とする請求項２１の栄養薬組成物。
【請求項２５】
　次の各工程を含む１つ又は複数のトリテルペン・グリコシドの混合物を含む組成物を調
製する方法。
　ａ）アカシア・ビクトリアエ（Acacia victoriae）植物から組織を得る工程、
　ｂ）前記組織を溶媒で抽出する工程と、
　ｃ）１つ又は複数のトリテルペン・グリコシドを入手する工程。
【請求項２６】
　組織がさやであることを特徴とする請求項２５記載の方法。
【請求項２７】
　組織が根であることを特徴とする請求項２５記載の方法。
【請求項２８】
　上記組織が実生であることを特徴とする請求項２５記載の方法。
【請求項２９】
　溶媒がメタノール、エタノール、イソプロピル・アルコール、ジクロロメタン、クロロ
ホルム、酢酸エチル、水、グリセロール、又はそれらの混合物である請求項２５記載の方
法。
【請求項３０】
　抽出後に植物バガスからろ過により組成物を単離する工程をさらに含む請求項２５記載
の方法。
【請求項３１】
　抽出前に有機溶媒で脱脂する工程をさらに含む請求項２５記載の方法。
【請求項３２】
　有機溶媒がヘキサン、ジクロロメタン、クロロホルム、酢酸エチル又はそれらの混合物
である請求項３１の方法。
【請求項３３】
　トリテルペン・グリコシドを入手する工程がトリテルペン・グリコシドを少なくとも１
回クロマトグラフィーで単離する工程を含んでいる請求項２５記載の方法。
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　トリテルペン・グリコシドがメタノール、アセトニトリル、水、あるいはそれらの混合
物による溶出によって単離される請求項３３記載の方法。
【請求項３５】
　組成物が液体クロマトグラフィーを用いて単離される請求項３３記載の方法。
【請求項３６】
　抽出後に溶媒を蒸発させる工程をさらに含む請求項２５記載の方法。
【請求項３７】
　次の各工程を含む１つ又は複数のトリテルペン・グリコシドの混合物を含む組成物を調
製する方法。
　ａ）アカシア・ビクトリアエ（Acacia victoriae）植物の細胞を含む組織培養を調製す
る工程、及び、
　ｂ）前記培養から溶媒を用いてトリテルペン・グリコシド組成物を抽出して、それによ
って少なくとも第１のトリテルペン・グリコシド化合物を抽出する工程。
【請求項３８】
　組織培養がヘアリールートの培養であることを特徴とする請求項３７記載の方法。
【請求項３９】
　組織培養がアカシア・ビクトリアエ（Acacia victoriae）にアグロバクテリウム・リゾ
ジネス（Agrobacterium rhizogenes）Ｒ－１０００を感染させることで調製される請求項
３８記載の方法。
【請求項４０】
　組織培養が重量で３％～４％のスクロースを含んでいる請求項３８記載の方法。
【請求項４１】
　溶媒がメタノール、エタノール、イソプロピル・アルコール、ジクロロメタン、クロロ
ホルム、酢酸エチル、水、あるいはそれらの混合物である請求項３８記載の方法。
【請求項４２】
　抽出後にトリテルペン・グリコシド組成物から植物バガスをろ過する工程をさらに含ん
でいる請求項３８記載の方法。
【請求項４３】
　抽出後、液体クロマトグラフィーによってトリテルペン・グリコシド組成物を単離する
工程をさらに含んでいる請求項３８記載の方法。
【請求項４４】
　抽出後に溶媒を蒸発させる工程を含んでいる請求項３８記載の方法。
【請求項４５】
　請求項２５～４４のいずれか１項に記載の方法で調製されるトリテルペン・グリコシド
。
【請求項４６】
　以下の分子構造式を有するモノテルペン部分に取り付けられたトリテルペン部分を含む
抗腫瘍のための組成物、
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又はその医薬品製剤において、
　ａ）Ｒ1が水素、Ｃ１－Ｃ５アルキル、及び少なくともＮ－アセチルグルコサミンから
なるオリゴ糖で構成されるグループから選択され、
　ｂ）Ｒ2が水素、Ｃ１－Ｃ５アルキル、そして糖で構成されるグループから選択され、
　ｃ）Ｒ3が水素、ヒドロキシル、Ｃ１－Ｃ５アルキル、Ｃ１－Ｃ５アルキレン、Ｃ１－
Ｃ５アルキル・カルボニル、糖、及びモノテルペン基によって構成されるグループから選
択される組成物。
【請求項４７】
　Ｒ3が糖である請求項４６記載の組成物。
【請求項４８】
　上記糖がグルコース、フコース、ラムノース、アラビノース、キシロース、マルトース
、グルクロン酸、リボース、Ｎ－アセチル・グルコサミン、及びガラクトースで構成され
るグループから選択される請求項４７記載の組成物。
【請求項４９】
　さらに、上記糖に取り付けられたモノテルペン部分を含んでいる請求項４８記載の組成
物。
【請求項５０】
　Ｒ3が以下の構造式を有している請求項４９記載の組成物において、

Ｒ5が水素、ヒドロキシル、Ｃ１－Ｃ５アルキル、Ｃ１－Ｃ５アルキレン、Ｃ１－Ｃ５ア
ルキル・カルボニル、糖、Ｃ１－Ｃ５アルキル・エステル、及びモノテルペン基で構成さ
れるグループから選択される組成物。
【請求項５１】
　Ｒ5が水素、または、ヒドロキシルである請求項５０記載の組成物。
【請求項５２】
　Ｒ1及びＲ2がそれぞれオリゴ糖を含んでいる請求項４６記載の組成物。
【請求項５３】
　Ｒ1及びＲ2がそれぞれモノサッカライド、ジサッカライド、トリサッカライ
ド、又はテトラサッカライドを含む請求項５２記載の組成物。
【請求項５４】
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　Ｒ1及びＲ2がそれぞれグルコース、フコース、ラムノース、アラビノース、キシロース
、キノボース、マルトース、グルクロン酸、リボース、Ｎ－アセチル・グルコサミン、及
びガラクトースで構成されるグループから個別的、独立的に選択された糖類を含むオリゴ
糖によって構成される請求項５３記載の組成物。
【請求項５５】
　少なくとも１つの糖がメチル化されている請求項５４記載の組成物。
【請求項５６】
　Ｒ4が上記トリテルペン部分に取り付けられたメチレン炭素の１つを通じてトリテルペ
ン部分に取り付けられている請求項４６記載の組成物。
【請求項５７】
　上記トリテルペンがアカシ酸の代わりにオレアノル酸である請求項４６記載の組成物。
【請求項５８】
　分子構造式が以下の通りのトリテルペン・グリコシド：

あるいはその医薬品製剤において、
　ａ）Ｒ1はＮ－アセチル・グルコサミン、フコース、及びキシロースを含むオリゴ糖で
あり、
　ｂ）Ｒ2はグルコース、アラビノース、及びラムノースを含むオリゴ糖であるトリテル
ペン・グリコシドを含む抗腫瘍のための組成物、又はその医薬品製剤。
【請求項５９】
　分子構造式が、

である請求項５８記載の抗腫瘍のための組成物、又はその医薬品製剤。
【請求項６０】
　分子構造式が、
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であるトリテルペン・グリコシドを含む組成物において、
　ａ）Ｒ1はＮ－アセチル・グルコサミン、フコース、及びキシロースを含むオリゴ糖で
あり、
　ｂ）Ｒ2はグリコース、アラビノース、及びラムノースを含むオリゴ糖である抗腫瘍の
ための組成物、又はその医薬品製剤。
【請求項６１】
　分子構造式が、

である請求項６０記載の組成物、又はその医薬品製剤。
【請求項６２】
　分子構造式が、

であるトリテルペン・グリコシドを含む抗腫瘍のための組成物、又はその医薬品組成物に
おいて、
　ａ）Ｒ1がＮ－アセチル・グルコサミン、グルコース、フコース及びキシロースを含む
オリゴ糖であり、
　ｂ）Ｒ2がグルコース、アラビノース、及びラムノースを含むオリゴ糖であるトリテル
ペン・グリコシドを含む組成物、又はその医薬品製剤。
【請求項６３】
　分子構造式が、

の通りである請求項６２記載の組成物。
【請求項６４】
　トリテルペン部分、オリゴ糖、及び３つのモノテルペン単位を含む組成物。
【請求項６５】
　上記トリテルペン部分がアカシ酸又はオレアノール酸である請求項６４記載の組成物。
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【請求項６６】
　請求項４６～６５のいずれか１項に記載の組成物を薬理学的に受け入れ可能な媒体に入
れた医薬品組成物。
【請求項６７】
　薬理学的に受け入れ可能な媒体が緩衝液、溶媒、希釈剤、不活性担体、オイル、クリー
ム、または食用素材である請求項６６記載の医薬品組成物。
【請求項６８】
　医薬品組成物がさらにターゲッティング剤を含む請求項６６記載の医薬品組成物。
【請求項６９】
　ターゲッティング剤が上皮細胞に対して医薬品組成物の伝達をもたらす請求項６６記載
の医薬品組成物。
【請求項７０】
　ターゲッティング剤が上皮細胞に結合する抗体を含む請求項６９記載の医薬品組成物。
【請求項７１】
　医薬品組成物が上皮細胞を殺すことができる少なくとも第二の組成物を含んでいる請求
項６６記載の医薬品組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は一般的には医学に関するものである。より具体的には、本発明は哺乳動物におい
て治療目的で使用できる新しい植物性組成物を得るための方法に関係している。
【０００２】
植物は新しい生物学的活性を有する分子を識別するための貴重な資源である。植物におい
て確認されている１つの広範なクラスの分子はサポニンである。サポニンはトリテルペン
又はステロイド・アグリコンと結合した糖部分を有するグリコシドを含む高分子量化合物
である。トリテルペン・サポニンはその生物学的特性の故に大きな関心の対象となってい
る。
【０００３】
殺菌性、抗ウイルス性、抗変異原性、殺精子性あるいは避妊用、心臓血管刺激性、そして
抗炎症性などを含む種々の植物種から採取されたトリテルペン・サポニンの薬学的及び生
物学的特性が研究されている(Ｈｏｓｔｅｒｔｔｍａｎｎ ら、１９９５)。サポニンは血
漿脂質と結合してコレステロールとの錯体を形成し、それによってコレステロール代謝を
変えてしまうことが知られている（Ｏｋａｋｅｎｆｕｌｌら、１９８３）。餌に入れて投
与されたトリテルペンも実験動物の血液及び組織中のコレステロールの量を減らすことが
示されている(Ｃｈｅｅｋｅ、１９７１)。サポニンは多くの民間薬や最近開発された植物
薬の成分であることも確認されている。
【０００４】
トリテルペン・グリシルレチン酸、及びいくつかのその誘導体は抗潰瘍、抗炎症、抗肝炎
、及び抗ウイルス性作用を有していることが知られている。例えば、いくつかのグリシル
レチン酸誘導体は胃潰瘍を防いだり、治癒したりすることができる（Ｄｏｌｌｅら、１９
６２）。先行技術で知られているそうした化合物はカルベノキソロン（米国特許第３，０
７０，６２３号）、３位置に置換基を有するグリシルレチン酸エステル誘導体(米国特許
第３，０７０，６２４号)、グリシルレチン酸のアミノ酸塩類(日本特許公報ＪＡ－Ａ－４
４－３２７９８)、グリシルレチン酸のアミド誘導体（ベルギー特許第７５３７７３号）
、及び１１－デオキシグリシルレチン酸のアミド誘導体（英国特許第１３４８７１号）な
どである。グリシルレチン酸は５－リポキシジェナーゼ活性を含むロイコトリエン生物発
生に関与する酵素を抑制することが示されており、これは報告されている抗炎症性活性に
関係していると考えられる（Ｉｎｏｕｅら、１９８６）。
【０００５】
五環式トリテルペンであるベツリン酸はヌード・マウス異種移植片モデルでのヒト・黒色
腫成長の選択的インヒビターであることが報告されており、アポトーシスを誘発すること
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による細胞毒性を示すことが示された（Ｐｉｓｈａら、１９９５）。ウリ科の漢方薬植物
から採取されるトリテルペン・サポニンは抗腫瘍活性を示す（ｋｏｎｇら、１９９３）。
トリテルペンのモノグリコシド類はＭＯＬＴ－４ヒト白血病細胞に対する強力て選択的な
細胞毒性を示すことが知られており（Ｋａｓｈｉｗａｄａら、１９９２）、そしてアヤメ
科植物から採取したいくつかのトリテルペン・グリコシドはエールリッヒ腹水癌を移植さ
れたマウスにおける腫瘍の成長を阻害し、寿命を長くした（Ｎａｇａｍｏｔｏら、１９８
８）。マメ科に属する植物ドリコス・ファルカルス（Dolichos falcarus）から採取した
サポニン調製物はイン・ビトロ及びイン・ビボの両方で肉腫３７細胞に対して有効である
ことが報告されている（Ｈｕａｎｇら、１９８２）。これもマメ科に属する大豆サポニン
も一連の腫瘍に対して有効であることが示されている（Ｔｏｍａｓ－Ｂａｒｂａｒｅｎｎ
ら、１９８８）。溶血性及び殺軟体動物活性を示すオレアノール酸及びジプソジェニン・
グリコシドがスワルツジア・マダガスカリエンシス（Swartzia madagascariensis）（マ
メ科）の果実のさやから単離されている（Ｂｏｒｅｌ及びＨｏｓｔｅｔｍａｎｎ、１９８
７）。
【０００６】
大豆製品から単離された天然性のイソフラボノイドであるゲニステインはエストロゲン陽
性及びエストロゲン陰性乳癌細胞系の増殖を阻害することが示されているチロシン・キナ
ーゼインヒビターである（Ａｋｉｙａｍａら、１９８７）。植物界で豊富で穀物及び豆類
の天然性食用成分であるイノシトール・ヘキサホスフェート（フィチン酸）は結腸癌腫細
胞系の最終分化を引き起こすことが示されている。フィチン酸はイン・ビボで実験的結腸
及び乳房発癌に対して抗腫瘍活性も示す（Ｙａｎｇら、１９９５）。いくつかのトリテル
ペン・アグリコンも細胞毒性あるいは静細胞特性を有していることが示されており、例え
ば、植物クロスソプテリクス・フェブリフガ（Crossopteryx febrifuga）（アカネ科）か
らの幹樹皮はｎｇ／ｍｌ範囲でＣｏ－１１５ヒト結腸癌腫細胞株に対する静細胞性を有す
ることが示された（Ｔｏｍａｓ－Ｂａｒｂａｒｅｎら、１９８８）。
【０００７】
これまでの報告で多数の使用目的のいずれかに該当するトリテルペン化合物が確認されて
いるが、新しい生物学的活性を有するトリテルペン化合物の識別にはなお多大な努力を払
う必要がある。これらの化合物の多くが正常な哺乳動物細胞に対して毒性を示す。さらに
、これまでに識別されているトリテルペンの生物学的活性は非常に多様性に富み、その多
くはいずれのヒトあるいは哺乳動物の病状の治療において限定的な、あるいは多様な程度
の有効性を有している。確認されているいろいろなトリテルペンの非常な多様性と非常に
関連性の高いトリテルペン化合物間でも観察される生物学的活性における多様性と予測不
能性の範囲の広さは強力な治療薬であるトリテルペンを入手しようとする際に遭遇する困
難さの基本的な要因となっている。有益な生物学的活性を有する新しいトリテルペンを識
別するという困難な課題を達成することは現段階では治療的な選択可能性が限られている
ヒトの一連の身体的不全を治療するためのまったく新しい方法を提供してくれる可能性が
ある。
【０００８】
本発明は新しい生物学的に有益な化合物を単離するためのAcacia victoriae(Benth.)（マ
メ科）のさや及び根の新しい使用法に関するものである。アカシア・ビクトリアエ(Acaci
a victoriae)の種子はオーストラリア原住民によって何世代にもわたって食材の供給原料
として用いられてきている（Ｌｉｓｔｅｒら、１９９６）。しかしながら、さやや根は無
用なものとして捨てられていた。従って、本発明の発明者らはこの植物のこれまでに使わ
れなかったそれらの部分から抗癌性及びその他の生物学的に有益な化合物の存在を実証し
た。例えば、ここに開示されている新しい生物学的活性を有するサポニン化合物は悪性細
胞に対して特異的な細胞毒性を示す場合がよくある。
【０００９】
本発明の１つの実施の形態はアカシア・ビクトリアエ(Acacia victoriae)から単離するこ
とができる新しいサポニン化合物及びそれらの混合物とその使用法を提供する。この点で
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、本発明の１つの実施の形態はトリテルペン又は他の芳香性テルペノイド組成物を含むサ
ポニン組成物を提供する。ここで開示されたこれらのサポニンはグリコシド基を含んでい
る場合もある。
【００１０】
サポニンがトリテルペン部分を含んでいる好ましい実施の形態においては、このトリテル
ペン部分は典型的にはアカシ酸又はオレアノール酸、あるいは他の構造的に類似したトリ
テルペノイド部分である。トリテルペン又はトリテルペン・グリコシド組成物は又ひとつ
、あるいは複数のモノテルペン部分を含んでいる場合もあり、当業者であればここで述べ
られているサポニン組成物がさらに他の化学的機能性で置換可能であることは容易に理解
することができるであろう。従って、ここで開示されているサポニン化合物は少なくとも
１つ、好ましくは２つ、３つ、あるいはそれ以上のモノテルペン部分に接合したトリテル
ペン部分を含んでいる場合がある。複数のモノテルペン部分が存在している場合、これら
の部分はそれぞれ（ｉ）そのトリテルペン部分に直接、（ｉｉ）トリテルペン部分に取り
付けられた糖あるいはその他のリンキング基に、又は（ｉｉｉ）トリテルペン部分に直接
、あるいは糖又はその他のリンキング基を介して取り付けられたモノテルペン部分に取り
付けることができる。リンキング基としては糖、アシル、アミド、アルコキシ、ケチル、
アルキル、アルキレン、及び当業者には明らかなその他の同様の化学的部分が含まれる。
ここで開示されているトリテルペン・グリコシドは通常１８００－２６００ａｍｕの範囲
、あるいは少なくとも１８００、１９００、２０００、２１００ａｍｕから約２２００、
２３００、２４００、又は２６００ａｍｕの範囲の分子量を有している。
【００１１】
本発明の１つの重要な側面は、以下の特性、つまりａ）アカシア・ビクトリアエの組織か
ら単離可能、ｂ）少なくとも１つの分子量が約１８００－約２６００ａｍｕのトリテルペ
ン・グリコシドを含む、ｃ）Ｊｕｒｋａｔ細胞に対して細胞毒性を誘発する能力、そして
ｄ）Ｊｕｒｋａｔ細胞に対してアポトーシスを誘発する能力で特徴付けすることが可能な
１つ又は複数の単離サポニン又はトリテルペン・グリコシドを含む混合物の単離を可能に
してくれる。
【００１２】
本発明の特定の実施の形態においては、トリテルペン組成物は以下の特性、つまり、約０
．１２－約０．４０μｇ／ｍｌのＩＣ50でＪｕｒｋａｔ細胞において細胞毒性を誘発する
能力によって特徴付けることができる。本発明の他の実施の形態で、Ｊｕｒｋａｔ細胞に
対して約１００－約４００ｎｇ／ｍｌの濃度で投与するとアポトーシスが誘発される。本
発明のさらに別の実施の形態において、約２０００－約２５０、３００、３５０又は４０
０ｎｇ／ｍｌの範囲、あるいは約３００－約３５０又は４００ｎｇ／ｍｌの濃度でＪｕｒ
ｋａｔ細胞に投与されると、壊死が誘発される。
【００１３】
本発明のさらに別の実施の形態で、アポトーシスはアネクシン結合によってＪｕｒｋａｔ
細胞の形質膜の再構成によって測定される。これはフロー血球計算によって測定すること
ができ、誘発されるアポトーシスは１６－１８％程度の範囲である。
【００１４】
本発明の別の実施の形態は以下の特性、つまりａ）アカシア・ビクトリアエの組織から単
離可能であり、ｂ）分子量が約１８００－約２６００ａｍｕの分子量を有する少なくとも
１つのトリテルペン・グリコシドを含んでおり、そしてｃ）Ｊｕｒｋａｔ細胞内のミトコ
ンドリアからチトクロームｃの放出を誘発する能力を有しているかのいずれかの特性で特
徴付けられる１つ又は複数の単離されたトリテルペン・グリコシドで構成される混合物を
含んでいる。
【００１５】
本発明のさらに別の実施の形態は、以下の特性、つまり、ａ）アカシア・ビクトリアエの
組織から単離可能であり、ｂ）分子量が約１８００－約２６００ａｍｕの分子量を有する
少なくとも１つのトリテルペン・グリコシドを含んでおり、そしてｃ）Ｊｕｒｋａｔ細胞
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内でカスパーゼ－３を活性化させる能力で特徴付けられる１つ又は複数の単離されたトリ
テルペン・グリコシドで構成される混合物を含んでおり、この場合カスパーゼ活性は約０
．３－約１．６蛍光単位／分／ｍｇの範囲である。
【００１６】
本発明のさらに別の実施の形態で、１つ又は複数の単離されたトリテルペン・グリコシド
で構成される混合物は以下の特性、つまりａ）アカシア・ビクトリアエの組織から単離可
能であり、ｂ）分子量が約１８００－約２６００ａｍｕの分子量を有する少なくとも１つ
のトリテルペン・グリコシドを含んでおり、そしてｃ）Ｊｕｒｋａｔ細胞においてＰＡＲ
Ｐの切断を起こさせる能力で特徴付けられる。
【００１７】
本発明の別の実施の形態では、１つ又は複数の単離されたトリテルペン・グリコシドで構
成される混合物は以下の特性、つまりａ）アカシア・ビクトリアエの組織から単離可能で
あり、ｂ）分子量が約１８００－約２６００ａｍｕの分子量を有する少なくとも１つのト
リテルペン・グリコシドを含んでおり、そして、ｃ）Ｊｕｒｋａｔ細胞におけるＰＩ－３
キナーゼの活性を抑制する能力で特徴づけられる。
【００１８】
本発明のさらに別の実施の形態においては、１つ又は複数の単離されたトリテルペン・グ
リコシドで構成される混合物は以下の特性、つまりａ）アカシア・ビクトリアエの組織か
ら単離可能であり、そしてｂ）哺乳動物の上皮細胞の前悪性又は悪性状態の誘発、促進を
抑制する能力を有している。
【００１９】
本発明のさらに別の実施の形態においては、１つ又は複数の単離されたトリテルペン・グ
リコシドで構成される混合物は以下の特性、つまりａ）アカシア・ビクトリアエの組織か
ら単離可能であり、そしてｂ）悪性哺乳動物細胞におけるアポトーシスを誘発する能力を
有している。
【００２０】
本発明の１つの重要な側面で、緩衝液、溶液、希釈剤、不活性基質、油、クリーム、又は
食べることができる材料など薬学的に受け入れ可能な溶媒に溶かしたトリテルペン・グリ
コシド組成物で構成される栄養薬学的組成物を提供する。本発明の１つの実施の形態にお
いて、この栄養学的組成物は薬学的に受け入れ可能な溶媒に溶かしたアカシア・ビクトリ
アエの根、さや、あるいはそれらの混合物で構成することができる。ここで開示されてい
る栄養学的組成物は通常、錠剤、カプセル、あるいは軟膏などの形状を有している。
【００２１】
別の側面で、本発明は１つ又は複数の単離されたトリテルペン・グリコシドｎ混合物で構
成された組成物を調整する工程において、ａ）アカシア・ビクトリアエ直物からの組織を
入手するステップと、ｂ）溶媒を用いて組織を抽出して抽出物を提供するステップと、そ
してｃ）その抽出物から１つ又は複数のトリテルペン・グリコシドを得るステップによっ
て構成される工程が提供される。この工程で用いられる組織は通常、さや、根、実生、あ
るいはそれらの混合物で構成されている。抽出に用いられる溶媒は、多くの場合溶解によ
って問題のサポニン化合物を抽出することができるいずれかの有機溶媒である。有益な抽
出溶媒はメタノール、エタノール、イソプロピル・アルコール、ジクロロメタン、クロロ
ホルム、酢酸エチル、グリセロル、及びそれらの混合物などである。
【００２２】
この工程は追加的なステップを含んでいてもよい。例えば、この工程はさらに上記抽出後
にろ過を行うことで植物バガスからその組成物を単離するステップを含んでいてもよい。
さらに別の実施の形態で、この工程はさらに抽出に先立って有機溶媒を用いて植物残滓か
ら脱脂するステップを含んでいる。この有機溶媒はヘキサン、ジクロロメタン、クロロホ
ルム、酢酸エチル、あるいはそれらの混合物など脱脂に適した溶媒であればよい。別の実
施の形態で、この分離工程はさらに抽出後に溶媒を蒸発させるステップを含んでいる。
【００２３】
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この工程は少なくともトリテルペン・グリコシド組成物をクロマトグラフィー的に単離す
ることでトリテルペン組成物の混合物を入手するステップを含んでいてもよい。用いるこ
とができるクロマトグラフィー技術は液体クロマトグラフィー、ＭＰＬＣ、又はＨＰＬＣ
などである。クロマトグラフィーによる単離のために用いることができる溶媒は当業者に
は明らかであろうが、具体的な溶媒としてはメタノール、アセトニトリル、水、及びそれ
らの混合物である。
【００２４】
さらに別の側面で、本発明はａ）アカシア・ビクトリアエから採取した細胞で構成される
組織培養物を調整するステップと、そしてｂ）溶媒を用いてそれらの細胞からトリテルペ
ンを抽出して、それによってその組織から少なくとも第１のトリテルペン化合物を抽出す
るステップで構成される１つ又は複数の単離されたトリテルペン・グリコシドの混合物で
構成される組成物を調整する工程を提供する。１つの側面で、その組織培養物は根毛で覆
われた根の培養物を含んでいる。本発明の別の側面で、この組織培養物はアカシア・ビク
トリアエの細胞をアグロバクテリウム・リゾゲネス（Agrobacterium rhizogenes）Ｒ－１
０００で感染することによって調製される。本発明の関連する側面で、組織培養物は重量
で約３％から約４％のスクロースを含む媒体を含んでいる。本発明の別の側面で、組成物
を抽出するために用いられる溶媒はメタノール、エタノール、イソプロピル・アルコール
、ジクロロメタン、クロロホルム、酢酸エチル、水、またはそれらの混合である。
【００２５】
本発明の別の側面で、この方法はさらに、トリテルペン混合物組成物から植物バガスをろ
過したり、液体クロマトグラフィーによってトリテルペン混合物組成物を単離したり、及
び／又は上記抽出ステップから溶媒を蒸発させるステップなどの追加的なステップを含ん
でいる。
【００２６】
１つの側面で、本発明の活性化合物を抽出できるアカシア・ビクトリアエ植物の組織を継
続的に培養する方法が示される。本発明の１つの実施の形態で、細胞培養物溶媒に溶かし
たアグロバクテリウム・リゾゲネスＲ－１０００で感染されたアカシア・ビクトリアエの
細胞で構成されたヘアリールートの組織が述べられている。関連する実施の形態で、その
組織培養物は約３％から約４％のスクロースを含んでいる。
【００２７】
本発明の別の側面で、ａ）水耕栽培システム内でアカシア・ビクトリアエを培養するステ
ップと、そしてｂ）１年間あたり約１回から約４回その植物から組織を取り出すステップ
で構成され、その取り出しによっても植物を殺されないようにする、アカシア・ビクトリ
アエ植物組織を継続的に採取する方法が示される。本発明の関連する実施の形態で、その
栽培システムはエアロポニックシステムである。本発明の別の関連する実施の形態で、培
養に用いられる組織はアカシア・ビクトリアエ根組織である。
【００２８】
本発明の１つの重要な側面は哺乳動物上皮細胞の前悪性又は悪性状態への移行の開始や進
行を抑制する方法であり、その方法は治療上有効な量の上に述べた栄養薬学的組成物を哺
乳動物細胞に投与するステップで構成されている。１つの実施の形態で、この上皮細胞は
皮膚細胞、結腸細胞、子宮細胞、卵巣細胞、膵臓細胞、前立腺細胞、腎臓細胞、肺細胞、
膀胱細胞、あるいは乳房細胞である。関連する実施の形態で、その哺乳動物はヒトである
。さらに別の関連する実施の形態で、その栄養薬学的組成物を投与する形態は経口である
。
【００２９】
本発明は悪性の哺乳動物細胞におけるアポトーシスを誘発させる方法を含んでおり、その
方法は治療的に有効な量の上に述べた栄養薬学的組成物を投与するステップを含んでいる
。１つの実施の形態で、その細胞は皮膚細胞、結腸細胞、子宮細胞、卵巣細胞、膵臓細胞
、前立腺細胞、腎臓細胞、肺細胞、膀胱細胞、あるいは乳房細胞である。関連する実施の
形態で、その哺乳動物はヒトである。別の関連する実施の形態で、その栄養薬学的組成物
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を投与する形態は経口である。さらに別の実施の形態で、その栄養薬学的組成物を投与す
る形態は局所投与である。
【００３０】
本発明は又哺乳動物上皮細胞の異常な増殖をイン・ビトロで、又はその哺乳動物の体内で
防ぐ方法を含んでおり、その方法はその哺乳動物細胞又は哺乳動物に対して治療的に有効
な量の上に述べた栄養薬学的組成物を投与するステップを含んでいる。本発明の１つの実
施の形態で、その上皮細胞は小嚢腺細胞である。本発明の別の側面で、その上皮細胞は結
腸細胞である。本発明の関連する実施の形態で、その哺乳動物はヒトである。本発明のさ
らに別の実施の形態で、その栄養薬学的組成物をイン・ビボでの使用目的に投与する形態
は経口である。
【００３１】
本発明は又哺乳動物における炎症を治療するための方法もその範囲に想定しており、その
方法はその哺乳動物に対して治療的に有効な量の上に述べた栄養薬学的組成物を投与する
ステップで構成されている。本発明の実施の形態では、その哺乳動物とはヒトである。
【００３２】
本発明は又、以下の分子構造を有するモノテルペン部分に取り付けられたトリテルペン部
分を含む精製トリテルペン製剤か、

あるいは、その医薬品製剤を提供し、上の構造式でＲ1及びＲ2は水素、Ｃ１－Ｃ５アルキ
ル、及びオリゴサッカロイドで構成されるグループから選択され、ｂ）Ｒ3は水素、ヒド
ロキシル、Ｃ１－Ｃ５アルキル、Ｃ１－Ｃ５アルキレン、Ｃ１－Ｃ５アルキル・カルボニ
ル、及びモノテルペン基で構成されるグループから選択され、そしてｃ）上記構造式はさ
らにＲ4を含んでおり、そのＲ４は水素、ヒドロキシル、Ｃ１－Ｃ５アルキル、Ｃ１－Ｃ
５アルキレン、Ｃ１－Ｃ５アルキル・カルボニル、糖、Ｃ１－Ｃ５アルキル・エステル、
及びモノテルペンによって構成されるグループから選択され、そしてＲ4はそのトリテル
ペン部分あるいはモノテルペン部分に取りつけられていてもよい。本発明の関連する実施
の形態で、その糖はグルコース、フコース、ラムノース、アラビノース、キセロース、キ
ノボース、マルトース、グルクロン酸、リボース、Ｎ－アセチル、及びガラクトースで構
成されるグループから選択される。本発明の他の関連する実施の形態で、その化合物はさ
らにその糖に取り付けられたモノテルペン部分で構成されている。
本発明は又、Ｒ3が以下の構造式で示される組成物も提供し、
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ここで、Ｒ5は水素、ヒドロキシル、Ｃ１－Ｃ５アルキル、Ｃ１－Ｃ５アルキレン、Ｃ１
－Ｃ５アルキル・カルボニル、糖、Ｃ１－Ｃ５アルキル・エステル、及びモノテルペン基
で構成されるグループから選択される。
【００３３】
本発明の１つの実施の形態で、Ｒ5は水素又はヒドロキシルである。本発明の別の実施の
形態においては、Ｒ1及びＲ2はそれぞれオリゴ糖で構成されている。本発明のさらに別の
実施の形態においては、Ｒ1及びＲ2はそれぞれモノサッカライド、ジサッカライド、トリ
サッカライイド、又はテトラサッカライドで構成されている。本発明の関連する実施の形
態では、Ｒ1及びＲ2はそれぞれグルコース、フコース、ラムノーズ、アラビノース、マル
トース、グルクロン酸、リボース、Ｎ－アセチル・グルコサミン、及びガラクトースで構
成されるグループから個別的、独立的に選択される糖類で構成されたオリゴサッカライド
で構成される。さらに本発明の諸側面において、少なくとも１つの糖はメチル化されてい
る。
【００３４】
本発明の１つの実施の形態で、Ｒ4はトリテルペン部分に取り付けられたメチレン炭素の
１つを通じてトリテルペン部分に取り付けられている。本発明の別の実施の形態で、トリ
テルペン部分はアカシ酸ではなくオレアノル酸である。
【００３５】
本発明の別の実施の形態は以下の分子構造を有するトリテルペン・グリコシドで構成され
る組成物、

又はその医薬品製剤を示しており、ここで
ａ）Ｒ1はＮ－アセチル・グルコースアミン、フコース、及びキシロースで構成されるオ
リゴサッカロイドであり、ｂ）Ｒ2はグルコース、アラビノース、及びラムノースで構成
されるオリゴサッカロイドである。関連する実施の形態で、以下の分子構造を有する組成
物：
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又はその医薬品製剤が示される。
【００３６】
本発明の別の側面で、以下の分子構造を有するトリテルペン・グリコシドを含む組成物：

あるいはその医薬品製剤の精製について述べられており、ここで
ａ）Ｒ1はＮアセチル・グルココサミン、フコース、及びキシロースで構成されるオリゴ
サッカロイドであり、そしてｂ）Ｒ2はグルコース、アラビノース、及びラムノースで構
成されるオリゴサッカロイドである。本発明の関連する側面で、以下の分子構造を有する
組成物：

あるいはその医薬品生成物の精製及び特性について述べられる。
【００３７】
本発明のさらに別の側面で、以下の分子構造を有するトリテルペン・グリコシド

又はその医薬品組成物の精製について述べており、ここで
ａ）Ｒ1はＮ－アセチル・グルコシアミド、グルコース、及びキシロースで構成されるオ
リゴサッカロイドであり、そしてｂ）Ｒ2はグルコース、アラビノース及びラムノースで
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構成されるオリゴサッカロイドである。本発明の関連する側面は以下の分子構造を有する
組成物の精製及び特徴について述べている。

【００３８】
本発明の別の側面はトリテルペン部分、オリゴ糖、及び３つのモノテルペン単位を含む組
成物に関連している。１つの実施の形態で、そのトリテルペン部分はアカシ酸又はオレア
ノル酸である。
【００３９】
本発明の１つの重要な側面で、精製され特徴付けられた化合物の医薬品製剤が想定されて
いる。１つの実施の形態で、その医薬品製剤は緩衝液、溶媒、希釈剤、不活性担体、オイ
ル、クリーム又は食用材料で構成される薬学的に受け入れ可能な媒体に溶解されている。
本発明のいくつかの側面で、上記医薬品製剤とはさらにターゲッティング剤を含むことが
想定されている。本発明のいくつかの側面で、上記ターゲッティング剤は医薬品組成物の
上皮細胞への伝達を指示することができる。本発明の１つの関連する実施の形態で、上記
ターゲッティング剤は上記上皮細胞に結合する抗体を含んでいる。
【００４０】
本発明のいくつかの実施の形態で、上記医薬品組成物は少なくとも１つの、上皮細胞を殺
すことができる第２の組成物を含んでいる。
【００４１】
本発明の化合物は発癌性ＤＭＢＡに露出されたマウスで化学的保護効果を示している。従
って本発明は哺乳動物におけるその哺乳動物の上皮細胞の前悪性又は悪性状態への移行の
開始又はその進行を抑制する方法が提供され、この方法は治療的に有効な量の上に述べた
医薬品組成物を投与するステップを含んでいる。本発明の１つの実施の形態で、上記上皮
細胞は皮膚細胞、結腸細胞、子宮細胞、卵巣細胞、膵臓細胞、肺細胞、膀胱細胞、前立腺
細胞、腎臓細胞、又は乳房細胞である。本発明の関連する実施の形態で、上記哺乳動物は
ヒトである。本発明のさらに別の実施の形態においては、その医薬品を投与する形態は経
口である。本発明のさらに別の実施の形態で、上記医薬品を投与する形態は局所的投与で
ある。本発明のさらに別の実施の形態で、上記医薬品を投与する形態は腫瘍内注射である
。本発明のさらに別の実施の形態で、上記医薬品を投与する形態は静脈注射である。本発
明のさらに別の実施の形態で、上記医薬品を投与する形態はエアロゾル吸入のステップを
含んでいる。
【００４２】
本発明は又本発明による医薬品製剤を他の療法と組み合わせて使用することを想定してい
る。１つの実施の形態で、上記他の療法とは上皮細胞をＸ線放射、γ－放射、あるいはマ
イクロ波放射で照射するステップを含んでいる。
【００４３】
本発明は又、哺乳動物における悪性哺乳動物細胞におけるアポトーシスを誘発する方法を
その範囲に想定しており、その方法は治療的に有効な量の医薬品組成物を投与するステッ
プを含んでいる。本発明の１つの実施の形態で、上記細胞とは皮膚細胞、結腸細胞、子宮
細胞、卵巣細胞、膵臓細胞、肺細胞、膀胱細胞、前立腺細胞、腎臓細胞、あるいは乳房細
胞である。
【００４４】
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１つの重要な側面で、本発明は哺乳動物においてその哺乳動物の上皮細胞の異常な増殖を
防ぐ方法を提供し、その方法は治療的に有効な量の上に述べた医薬品組成物を上記哺乳動
物に投与するステップを含んでいる。１つの実施の形態で、上記上皮細胞は陰窩細胞であ
る。本発明のさらに別の実施の形態で、上皮細胞は結腸細胞である。本発明の関連する実
施の形態で、上記哺乳動物はヒトである。本発明のさらに別の実施の形態で、上記医薬品
を投与する形態は経口である。本発明のさらに別の実施の形態で、上記医薬品を投与する
形態は局所的投与である。本発明のさらに別の実施の形態で、上記医薬品を投与する形態
は腫瘍内注射である。本発明のさらに別の実施の形態で、上記医薬品を投与する形態は静
脈注射である。本発明のさらに別の実施の形態で、医薬品を投与する形態はアエロゾルを
吸入するステップを含んでいる。本発明は又本発明による上記医薬品製剤を他の療法と組
み合わせて使用することをその範囲内に想定している。１つの実施の形態で、上記他の療
法はその上皮細胞をＸ線放射、ＵＶ線放射、γ線放射、あるいはマイクロ波放射で照射す
るステップを含んでいる。
【００４５】
本発明は又、哺乳動物の炎症の治療をその範囲内に想定しており、その方法はここで述べ
るトリテルペン化合物の医薬品組成物を治療上有効な量だけその哺乳動物に投与するステ
ップを含んでいる。本発明の関連する１つの実施の形態で、上記哺乳動物はヒトである。
本発明のさらに別の実施の形態では、上記医薬品を投与する形態は経口である。本発明の
さらに別の実施の形態では、上記医薬品を投与する形態は局所投与である。本発明のさら
に別の実施の形態では、上記医薬品を投与する形態はアエロゾルを吸入するステップを含
んでいる。
【００４６】
この発明の別の重要な側面は哺乳動物における脈管形成を調整する方法であり、この方法
はその哺乳動物に対して治療上有効な量の上記の医薬品組成物を投与するステップを含ん
でいる。この方法は哺乳動物がヒトであっても可能である。
【００４７】
ここで述べられている方法のいくつかはイン・ビボでの方法であるが、イン・ビボでトリ
テルペン・グリコシド化合物も同様の効果を示すと考えられる。
【００４８】
本発明による化合物で癌を阻止、あるいは治療する方法の提供に加えて、発明者らは本発
明による化合物の他の多数の使用法も提供している。特に、本発明による化合物は、毛細
管の虚弱性を低下させるための薬剤として、老衰の影響と対応するための薬剤、皮膚コラ
ーゲンを増大するための薬剤として、ペニス機能増強剤として、そして認識と記憶を改善
するための薬剤として使用できる溶媒、酸化防止剤、殺真菌剤、殺魚剤あるいは殺軟体動
物剤、避妊薬、脈管形成調節剤、紫外線防止剤、去痰剤、利尿剤、抗炎症剤、コレステロ
ール代謝調整剤、心臓血管刺激剤、抗潰瘍剤、鎮痛剤、鎮静剤、免疫調整剤、解熱剤であ
る。
【００４９】
本発明は新しい生物学的に活性のあるトリテルペン・グリコシド組成物を提供することで
先行技術における限界を克服することを課題としている。特に、本発明者はアカシア・ビ
クトリアエから採取したトリテルペン化合物を識別し、精製した。識別された化合物は正
常なヒト細胞に対してほとんど、あるいはまったく毒性がない濃度で強力な抗腫瘍活性を
示す。
【００５０】
本発明によるトリテルペン化合物は乾燥地域又は半乾燥地域に自生する選択されたマメ類
の６０の植物抽出物の標的を絞ったスクリーニングによって識別された。最初のスクリー
ニングでＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ００１と命名されたアカシア・ビクトリ
アエから単離された１つの抽出物は種々のヒト腫瘍細胞株に対して強力な抗腫瘍活性を示
した。この抽出物は後でさらに種々のフラクションに精製された。二段階目の精製で、精
製された抗腫瘍性化合物で構成された抽出物が識別された。この抽出物は精製されたトリ
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テルペン・グリコシド・サポニン類を含んでいることが確認された。それら活性を示す化
合物を効率的に単離するための手順が後に開発された。
【００５１】
より精製された抽出物をさらにテストしてその抽出物の生物学的活性を解明した。この精
製された抽出物は正常なヒト細胞に対してはほとんど、あるいはまったく毒性が示されな
い濃度で、粗抽出物と比較して増強された抗腫瘍活性を示した。その抽出物はさらに発癌
性物質にさらされたマウスにおいて化学的保護効果を持っていることが示された。
【００５２】
その抽出物が単離された植物であるアカシア・ビクトリアエは自然環境とその種に対する
限定的な従来の研究を含む種々の要因に基づいて選択された。アカシア・ビクトリアエは
オーストラリア原産であるが、園芸種として世界中に輸入され、棘つきのアカシアあるい
はエレガントなアカシアとして一般的に知られている。この樹木は１年に６０－１２０ｃ
ｍの割合で成長し、やや遅めに枯れる落葉性で、少なくとも－１５℃の低温に対して耐え
ることができる。成木は１０－１５フィートまで成長し、青緑色の二羽状の葉を有してい
る。米国南西部では、その植物は通常四月から五月にかけて開花し、六月にさやが熟する
。アカシア・ビクトリアエは防風、防風林、食物、土壌安定化、そして低地水利施設の装
飾用など、農業分野で多数の目的のために用いられている。オーストラリア原住民によっ
て何世代ににもわたって、種々のアカシア種の種子が食材供給源として使用されている（
Ｌｉｓｔｅｒら、１９９６）。アカシア類のうちで、アカシア・ビクトリアエは最もあり
ふれた、広く分布する種であり、オーストラリア全土に存在しており、従って、最も広く
消費されている種である。一般的にはワットルシードと呼ばれるアカシアの種子はケーキ
やパンの生地として、さらにデザート類,特にアイスクリームでの香料としての需要が高
い。それらは又高品質のコーヒー状飲料を生産するためにも使われ、アカシア種の中では
,特にアカシア・ビクトリアエ（Acasia victoriae(Benth.)）が一般的には上質の香りを
有するものとみなされている（Ｌｉｓｔｅｒら、１９９６）。しかしながら、この植物の
さやや根の使用に関する記録は存在しない。
【００５３】
本発明は生物学的に有用な化合物を単離するためのアカシア・ビクトリアエのさや及び根
の新しい使用法に関するものである。本発明の発明者らはこの植物の従来使われていなか
った部分から採取される新しい抗癌性及びその他の生物学的に活性のある化合物の存在を
実証した。
【００５４】
ＩＩ．本発明によるトリテルペンの精製及び識別
植物抽出物を医薬品製剤として使用する場合の１つの重要な側面は個々の活性成分の特徴
づけ及び判定である。その成分及びグリコシドの単離、構造解明、及び分析のために高度
の技術が要求されることが多いトリテルペン・サポニン製剤の場合も同様である。純粋な
化合物の生物学的なテストを行う場合は、それらの十分な量と純度で単離することが必要
である。
【００５５】
トリテルペン及びその他のサポニン類は比較的大きな分子量と有し、高い極性を示すので
、その単離はかなり困難である。純粋なサポニンの単離に関連した１つの問題はアグリコ
ン又は糖部分の性質（モノサッカライドの性質、数、位置、および取り付け部分のキラリ
ティー）が微妙に違っている関連性の高い化合物の複雑な混合物の存在である。エステル
類など変化しやすい成分もその難しさの一因である。例えば、重要な天然大豆サポニン、
γ－ピロン誘導体（ＢＯＡ）は室温で水性エタノールでしか抽出できない。加熱（８０℃
）で抽出を行うと、エステル部分の分裂やソヤサポニンＩ（Ｂｂ）の形成につながってし
まう（Ｋｕｄｏｕら、１９９２）。植物においては、サポニン類はサッカライド及びフェ
ノール化合物などを含む発色剤など非常に極性の高い物質を伴っており、簡単に結晶化さ
れず、湿度の影響を受けやすく、これらのことがそれらの結晶を得ることをさらに困難に
している。
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【００５６】
結晶性材料が存在しないことから、純粋なサポニン類の特徴づけも困難な課題である。融
点が一定しておらず、分解を伴うことが多い。従って、サンプルの純度の判定は一般的に
は融点、光学回転値又はその他の物理的定数だけに基づいて行われることはない。サポニ
ンの純度のより優れたテストはＴＬＣ又はＨＰＬＣ検査－可能であれば真正サンプルとの
共クロマトグラフィーによる－検査によって行うことができる。適切な試薬を散布した後
のＴＬＣプレートのスポットの発色も存在の可能性がある個別成分のもうひとつの指標で
ある。例えば、本発明によるトリテルペン・グリコシドの１つであるＤ１は１５．２分間
のＨＰＬＣ保持時間を有している。これはＢｅｕｔｌｅｒらによって１９９７年にアーチ
デンドロン・エリプティクム（Archidendron ellipicum）から分離された、１５．２分間
のＨＰＬＣ保持時間を有する別の関連化合物とは異なっている。本発明によるトリテルペ
ンのさらなる特徴づけは、保持時間におけるこの違いが少なくともキラリティーとＤ１の
二重結合の違い及びエリプトシドＥの報告されている特徴によるものであることを示して
いる。
【００５７】
（ｉ）化学的精製
化学的精製技術は当業者には良く知られている。これらの技術は、１つのレベルでは、植
物抽出物のここで述べられているようなトリテルペン・グリコシド化合物への粗分画ステ
ップを含んでいる。植物性物質から得た本発明による化合物を全体として分離した後、問
題のトリテルペン・グリコシドは、部分的又は完全な精製（又は均一状態への精製）を行
うために、ここで述べられている技術、例えばクロマトグラフィー技術を用いてさらに精
製することができる。純粋なトリテルペン・グリコシド組成物を調整するに特に適した分
析的方法も以下に具体的に述べられている。
【００５８】
本発明のいくつかの側面は精製に関係しており、特定の実施の形態においては、植物性物
質のトリテルペン・グリコシドの基本的な精製に関連している。本発明の１つの好ましい
実施の形態においては、トリテルペン・グリコシドは豆科の植物から生成され、より好ま
しくはアカシア類、そして最も好ましくはAcasia victoriaeら、そしてさらに好ましくは
Acasia victoriae(Benth.)から精製される。ここで用いられる『精製されたトリテルペン
・グリコシド』という用語は他の成分から単離可能で、その組成物が天然で得られる状態
と比較してある程度まで精製可能な組成物を意味している。
【００５９】
一般的に、『単離された』とは、１つの有機分子あるいは種々の他の成分を除去するため
に画分された同様の分子の集団を意味し、その組成物はその表現された生物学的活性を基
本的に保持する。『基本的に精製された』という用語が用いられる場合は、この用語はト
リテルペン・グリコシドがその組成物の重要な部分、例えば、その組成物中の分子の約５
０％、約６０％、約７０％、約８０％、約９０％、約９５％あるいはそれ以上を占めてい
るような組成物を指す。
【００６０】
本発明によるトリテルペン組成物が常に単離されており最も精製された状態で提供されね
ばならないというような一般的必要性はない。実際、いくつかの実施の形態ではそれほど
精製されていない生成物でも実用性を持つと考えられる。例えば、本発明では乾燥したア
カシア・ビクトリアエの根及びその抽出物を医薬品として使用することが考えられている
。栄養薬品とは定義上、健康に対して相乗効果を有する異なった生物学的化合物の混合物
を含んでいる。本発明による栄養薬品とは錠剤やカプセルの形状であってよく、経口で摂
取することができ、あるいは局所的に適用できる軟膏中に抽出物を含むようにすることも
できる。部分的な精製は少数の精製ステップを組み合わせるか、あるいは同じ全体的精製
方式のことなった形態を用いることによって行うことができる。例えば、ＨＰＬＣ装置を
用いて行われる陽イオン交換カラム・クロマトグラフィーが通常は低圧クロマトグラフィ
ー・システムを利用した同じ技術を用いた場合より何倍も大きな精製度を達成することが
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知られている。より低い程度の相対的精製度を示す方法は生成物の全体的回収やトリテル
ペン化合物の生物学的活性の維持において利点を有している。
【００６１】
（ｉｉ）抽出及び予備的精製
いくつかのサポニンは水分抽出中の酵素的加水分解、アルコール処理中の酸性サポニンの
エステル化、変化しやすいエステル基の加水分解、そしてトランスアルキル化など形質変
換を受けやすいので、抽出手順はできるだけ温和な条件下で行うべきである。従って、例
えば薄層クロマトグラフィーでの単離手順では細心の注意を払ってここのステップを行う
べきである。
【００６２】
多数のバリエーションが可能であるが、粗サポニン混合物を得るために現在行われている
一般的な手順は、メタノール、エタノール、水あるいは水性アルコールによる抽出；一般
的には石油エーテルを用いて、上記抽出ステップ前か抽出ステップ中に行われる脱脂ステ
ップと；水にその抽出物を溶解するか、又は懸濁させるステップと；その溶液又は懸濁液
を振動させるかあるいは水で飽和させたｎ－ブタノールで洗浄するステップと；そして、
ジエチル・エーテル又はアセテートでサポニンを精製するステップ（オプション可能）を
含んでいる。糖類など小さな水溶性分子を除去するために透析ステップを含めることもで
きる（例えば、Ｚｈｏｕら、１９８１；Ｍａｓｓｉｏｔら、１９８８参照）。
【００６３】
乾燥した植物性物質の最も効率的な抽出はメタノール又は水性メタノールによって行うこ
とができる。メタノールは又新鮮な植物性物質に対しても用いることができる。水は通常
サポニン類に対してはより効率性の低い抽出溶媒であるが（特に水溶性グリコシドが望ま
しいのでなければ）、簡単に乾燥凍結でき、より鮮明な抽出物を提供できるという利点を
有している。抽出に用いられる水の割合に応じて、モノデスモシディック又はバイデスモ
シデイック・サポニン類を得ることができる（Ｄｏｍｏｎ及びＨｏｓｔｅｔｔｍａｎｎ，
１９８４；Ｋａｗａｍｕｒａら、１９８８）。新鮮な野菜物質は、溶媒で均一化させると
、バイデスモシディックをモノデスモシディックに転化できる活性酵素（エステラーゼ）
を有している。乾燥した素材でも水の存在下で活性化させることができるエステラーゼを
含んでいる場合がある。モモルッディンＩ（モノデスモシディック・オレアノル酸サポニ
ン）の場合、モモルディンＩＩ（対応するバイデスモシド）への転化は水、及び３０％と
６０％メタノール溶液で起きるが、８０％及び１００％メタノール溶液では起きない。反
対に、新鮮な根のホモジェネートはメタノール内で酵素活性を維持した。しかしながら、
その酵素は最初にその新鮮な根を４％塩酸に浸すことによって不活性化することができ、
そしてバイデスモシドが主要成分であることが示された。従って、抽出手順の正しい選択
は非常に重要な第１のステップである。
【００６４】
透析、イオン交換クロマトグラフィー、及びサイズ除外クロマトグラフィーなど蛋白質を
精製するために通常用いられる方法は非サポニン成分から水溶液中のサポニン類を部分的
に分離する上で有益であるが、サポニンが混合ミセルを形成する傾向を有しているので、
個々のサポニンを単離する上では一般的にそれほど効率的ではない。従って、効率的な分
離を行うためには、通常、混合ミセルの形成が分離に悪影響を及ぼさないようにモノマー
としての疎水性サポニンを可溶化する有機性溶媒あるいは溶媒／水システムの使用を必要
とする。
【００６５】
フロスタノール・サポニン類の場合に観察される一般的な問題は、メタノールによる抽出
中の２２－ＯＣＨ3誘導体の形成である。しかしながら、真正な２２－ヒドロキシルフロ
スタノール類は別の溶媒（例えば、ピリジン）による抽出、又は沸騰した水性アセトンに
よるメトキシル化された構成物の処理によって入手することができる（Ｋｏｎｉｓｈｉ及
びＳｈｏｊｉら、１９７９）。
【００６６】
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（ｉｉｉ）薄層クロマトグラフィー（ＴＬＣ）
このＴＬＣによるトリテルペン・サポニン類の定性分析はサポニン研究のあらゆる側面に
対して非常な重要性を有している。ＴＬＣプレート（通常シリカ・ゲル）は純粋なサポニ
ン類と粗抽出物の両方を取り扱うことができ、安価で、手早く使用することができ、そし
て特別な装置を必要としない。視覚化のための多数の試薬をプレート上に散布するために
用いることができる（表２）。最も一般的な試薬の調製法は以下のとおりである。
＊ヴァニリン－硫酸（ゴディン試薬）。エタノールへの１％ヴァニリン溶液を水中で３％
過塩素酸と１：１の割合で混合して、ＴＬＣプレート上に散布する。その後、エタノール
に１０％硫酸溶液を溶かして１１０℃で加熱する。
＊リーバーマン－バーチャード試薬。濃縮硫酸（１ｍｌ）を無水酢酸（２０ｍｌ）及びク
ロロホルム（５０ｍｌ）と混合する。８５－９０℃で加熱するとＴＬＣプレート上で必要
な発色が得られる。
＊塩化アンチモニー（ＩＩＩ）。ＴＬＣプレートをクロロホルムに塩化アンチモニーを溶
かした１０％溶液で散布して、１００℃に加熱する。
＊アニスアルデヒド－硫酸。アニサアルデヒド（０．５ｍｌ）を氷酢酸（１０ｍｌ）、メ
タノール（８５ｍｌ）、そして濃縮硫酸（５ｍｌ）と混合する。
この溶液をＴＬＣプレート上に散布して、１００℃に加熱する。
【００６７】
例えばエタノール及び過塩素酸の存在下でヴァリニン－硫酸をスプレーすると、トリテル
ペン・サポニン類によって青又は紫色の発色が得られる。アニサルアルデヒド－硫酸を用
いた場合は、ＴＬＣプレートを加熱すると青又は青紫の発色がつくりだされる。硫酸に硫
化セリウムを溶かした溶液をＴＬＣプレートにスプレーすると紫外線を照射した場合に赤
紫、青、又は緑の蛍光ゾーンが得られる（Ｋｉｔａｇａｗａら、１９８４ｂ）。いくつか
の事例で、プレートに水をスプレーしただけで、サポニンの存在を明らかにするのに十分
である。別のスプレー用試薬は、例えば、Ｓｔａｈｌ（１９６９）に見出される。
【００６８】
ＴＬＣ用に最もよく使われる溶媒はクロロホルム－メタノール－水（６５：３５：１０）
であるが、その他の溶媒も有益である。ｎ－ブタノール－エタノール－アンモニア（７：
２：５）溶媒はウロン酸残滓を含んでいるグルコシド類、すなわち、非常に極性の高い混
合物に対して特に有効である。その他の広く使われている溶媒としてはｎ－ブタノール－
酢酸―水（４：１：５；上層）、又はクロロホルム－メタノール－酢酸－水（６０：３２
：１２：８）などである。
【００６９】
グリコアルカロイド類のＴＬＣのために用いられるシステムは通常酢酸エチル－ピリジン
－水（３０：１０：３０；上相）などである。視覚化はステロイド試薬（アニスアルデヒ
ド－硫酸）又はアルカロイド試薬（ドラゲンドルフ試薬、硫酸セリウム（ＩＶ））を用い
て行われる。その他の溶媒及び視覚化用試薬はＪｏｄｈａｖら（１９８１）及びＢａｅｒ
ｈｅｉｍ　Ｓｖｅｎｄｓｅｎ及びＶｅｒｐｏｏｒｔｅ（１９８３）に述べられている。
【００７０】
ＴＬＣの場合、多数の定量的判定が可能である。例えば、適切な散布試薬で得られたスポ
ットの密度は密度計を用いて直接測定することができる。それとは別に、ＴＬＣ分離を行
い、適切なバンド(例えば、ヨード蒸気で位置を確認することができる)をプレートから剥
ぎ取り、サポニンを溶出させ、そして適切な試薬（例えば濃縮硫酸）を加えた後、紫外線
吸収を測定するなどの方法で定量的判定を行うことができる。
【００７１】
逆相ＴＬＣプレートは市販されており、サポニンに対する優れた分析方法を提供してくれ
、この方法はシリカ・ゲル・プレート上でのＴＬＣを補うものである。逆相ＴＬＣプレー
ト（例えば、Ｍｅｒｃｋ　ＲＰ－８又はＲＰ－１８　ＨＰＴＬＣプレート）を形成する場
合、ほとんど例外なしにメタノール－水及びアセトニトリル－水混合物が用いられる。又
、ＤＩＯＬ　ＨＰＴＬＣガラス裏打ちプレートを使用することも可能である。逆相ＴＬＣ
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に関する限り、これらは通常のシリカ・ゲルＴＬＣ－タイプ溶媒、あるいはメタノール－
水及びアセトニトリル－水溶媒と共に用いられる。
【００７２】
サポニンのＴＬＣ検出用、及び分光光度的、比色的判定用に用いることができる試薬の例
を以下の表２に示す。
【００７３】
１．遠心薄層クロマトグラフィー（ＣＴＬＣ）
ＣＴＬＣ技術は予備的薄層クロマトグラフィー（ＴＬＣ）に関係しているが、ＴＬＣプレ
ートからバンドを剥離する必要がない平面的な方法である（Ｈｏｓｔｅｔｔｍａｎｎら、
１９８０）。ＣＴＬＣは円形ＴＬＣプレートを通じての可動相フローを加速するために遠
心力の作用を利用する。このプレートは適切な吸着材(厚さ：１、２又は４ｍｍ)で被覆さ
れており、電気モーターで約８００ｒ．ｐ．ｍの速度で回転され、その間に中心部でサン
プル導入が行われ、吸着材を通じて溶離剤が汲み出される。これらは円周部分に押出され
、ＴｌＣ分析のために回収される。２ｍｍの厚さの吸着材層上で５０－５００ｍｇの分離
が可能である。
【００７４】
ジンセノシドを単離するためのクロロホルム－メタノール－水（１００：３０：３）を用
いたＣＴＬＣとカラム・クロマトグラフィーの組み合わせが開示されている（Ｈｏｓｔｅ
ｔｔｍａｎｎら、１９８０）。サポニン類はシリカ・ゲル・プレート上でクロロホルム－
メタノール－水混合物を用いることによっても得られている。エレウテロコックス・セン
ティコスス（Eleutherococcus sebbticosus）の根（Araliaceae）から採取した２つのプ
ロトプリムラジェニンＡグリコシド類をシリカ・ゲル上でカラム・クロマトグラフィーを
行い、Ｓｅｄｅｐｈａｘ　ＬＨ－２０上でゲルろ過した後にＣＴＬＣ（クロロホルム－メ
タノール－水、６５：３５：７）を行って精製した（Ｓｅｇｉｅｔ－Ｋｕｊａｗａ及びＫ
ａｌｏｇａ，１９９１）。Passiflora quadrangularis (Passifloraceae)から採取したシ
クロアルタン・グリコシド類を単離するために、溶媒系酢酸エチル－エタノール－水（８
：２：１又は１６：３：２）を１ｍｌ／分（Ｏｒｓｉｎｉら、１９８７）又は１．５ｍｌ
／分（Ｏｒｉｓｉｎｉ及びＶｅｒｏｔｔａ、１９８５）の流量で用いた。
【００７５】
ヒタチ遠心液体クロマトグラフ、モデルＣＬＣ－５をサポニン類の分離で使用することが
開示されている。この機械を用いて、シリカ・ゲル・プレート上で処理液クロロホルム－
メタノール－水を使ってクロマトグラフィーを行った（７：３：１（低相）から６５：３
５：１０（低相））を行う。この技術を用いて、全部で１ｇの半精製サポニン画分に対し
て円形プレート上でクロマトグラフィーを行った（Ｋｉｔａｇａｗａら、１９８８；Ｔａ
ｎｉｙａｍａら、１９８８）。
【００７６】
（ｉｖ）オープン・カラム・クロマトグラフィー
サポニンのシリカ・ゲル・カラム・クロマトグラフィーを行うために用いられた多数の古
典的な溶媒系がこれまでに開示されており、例えば、Ｗｏｉｋｅら、１９７０及びＨｉｌ
ｌｅｒ、１９８５に見出すことができる。オープン・カラム・クロマトグラフィーはしば
しば粗サポニン混合物に対する第１の分画ステップとして用いられるが、いくつかの事例
では純粋な生成物をつくりだす場合もある。一般的に、分解度はそれ程高くなく、複雑な
混合物は部分的に分離されるだけである。他の問題は可逆吸収及び分離を行うために必要
な時間の長さの故に材料が失われることになる。
【００７７】
クロロホルム－メタノール－水処理液を用いてのシリカ・ゲル・クロマトグラフィーは最
も適用性の広い技術の１つである。２相系を用いる場合、水飽和クロロホルム相が溶離剤
である。従って、クロロホルム－メタノール－水の勾配（例えば、６５：３５：５から６
５：４０：１０）をシリカ・ゲル上で植物組織をメタノール抽出する場合の最初の分離に
用いることができる。さらに、例えばモノデスモシド性殺軟体動物性サポニンをつくるた
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めに低圧カラムでのクロマトグラフィーを用いることができ、一方、バイデスモシド性サ
ポニンはアセトン－ｎ－プロパノール－水（３５：３５：５）などの溶媒系を用いたシリ
カ・ゲル・カラム・クロマトグラフィーによって得ることができる（Ｂｏｒｅｌら、１９
８７）。
【００７８】
トリテルペン・グリコシド類の複雑な混合物がCrocosmia crocosmiiflora (Iridaceae)か
ら分離されている。これらのうちの３つ、つまりポリガラク酸の２，９，１６－トリヒド
ロキシパルミチン酸グリコシドが、ｎ－ブタノール－エタノール－水（５：１：４、上相
）及びクロロホルム－メタノール－水（６０：２９：６）を溶離剤として用いてシリカ・
ゲル６０（６０－２３０μｍ）上で粗サポニン混合物のオープン・カラム・クロマトグラ
フィーを含む方式で得られた。最終的な精製はＨＰＬＣによって行われた（Ａｓａｄａら
、１９８９）。
【００７９】
シリカ・ゲル・クロマトグラフィーの広範な使用によって、Actinostemma lobatum (Cucu
rbiaceae)からダンマレーン・グリコシド・アキチノステモシドＡ－Ｄの分離を可能にし
ている。ＭＣＩ（ミツビシ化学工業）ポリスチレン・ゲル・カラムを行った後、適切なフ
ラクションはクロロホルム－メタノール－水（７：３：０．５，３２：８：１）、クロロ
ホルム－メタノール（９：１，１，１）、クロロホルム－エタノール（１７：３）、酢酸
エチル－メタノール（４：１）、及びクロロホルム－メタノール－酢酸エチル－水（３：
３：４：１．５、低相）などの種々の溶媒を用いてクロマトグラフィーにかけられた。こ
の手段で、純粋なアクチノステモシドＣが得られたのに対して、アクチノステモシドＡ及
びＢは追加的な低圧ＬＣステップを必要として、アクチノステモシドＤは７０％メタノー
ルで溶離されるＣ－１８カラム上での最終的な分離を必要とした（Ｉｗａｍｏｔｏら、１
９８７）。
【００８０】
いくつかのエステル・サポニン類が２％ホウ酸を含浸させたシリカ・ゲル上でクロマトグ
ラフィーにかけられている（Ｓｔｉｖａｓｔａｖａ及びＫｕｌｓｈｒｅｓｈｔｈａ、１９
８６；１９８８）。
【００８１】
総シリカ・ゲルに対する追加的手段として、現在ではサポニン類のオープン－カラム・ク
ロマトグラフィーにおいて粗ＲＰ吸着剤が用いられている。粒度が細か過ぎず、カラムが
長すぎなければ、重力供給カラムが非常に適している。ＲＰクロマトグラフィーは一般的
には最初のシリカ・ゲル分離ステップ後に行われ、分離される物質の対する選択性の変更
を可能にしてくれる。別の可能性はＤＣＣＣステップの後で逆相分離が行われる（Ｈｉｇ
ｕｃｈｉら、１９８８）。
【００８２】
１．ポリマー性吸着材によるオープン・カラム・クロマトグラフィー
Ｓｅｐｈａｄｅｘカラム・パックで見られるようなデキストラン基質の使用が長年にわた
って行われている。Ｓｅｐｈａｄｅｘ　ＬＨ－２０は最も多く使用されているが、Ｇシリ
ーズのポリマーも使用されないわけではない。
【００８３】
サポニンの分離に関する最近の研究で、新しい世代のポリマーが特に日本で開発されてい
る。例えば、Ｄａｉｔｏｎ　ＨＰ－２０（ミツビシ化学工業、東京）は最初の精製分離ス
テップのために広範に用いられる非常に多孔性のポリマーである。
【００８４】
通常、ポリマー性担体はモノサッカライド類、アミノ酸などの小電荷分子、及びその他の
水溶性の高い物質を溶離するために、サンプル付加後に水で洗浄される。その後、サポニ
ン画分を得るためにメタノール－水勾配（あるいはメタノールだけ）を用いての溶離を開
始する。純粋なサポニンを単離するためには他のクロマトグラフィー技術が用いられる。
【００８５】
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アセトン－水混合物によるＨＰ－２０ゲルの溶離についても報告されている。例えば、Th
ladiantha dubia (Cucurbitaceae)の塊茎からキラヤ酸のバイデスモシド性グリコシドの
分離において、メタノール抽出物はＤｉａｉｏｎ　ＣＨＰ－２０Ｐを通過させられ、水で
洗浄された。粗サポニンは４０％アセトンによって溶離された。さらに、分離においては
シリカ・ゲル・クロマトグラフィー（酢酸エチル－メタノール－水　６：２：１）及びＨ
ＰＬＣが行われた（Ｎａｇａｏら、１９９０）。
【００８６】
Luffa cylindrica (Cucurbitaceae)の種子から線維素溶解性サポニン類の分離のために、
Ａｍｂｅｒｌｉｔｅ　ＸＡＤ－２カラム上で水抽出物はクロマトグラフィーにかけてメタ
ノール溶離し、その後、二番目のＸＡＤ－２カラムで４０－７０％メタノール溶離した。
クロロホルム－メタノール－水（６５：３５：１０低相から６５：４０：１０）によるシ
リカ・ゲル・カラム・クロマトグラフィーによって活性のある主要成分が得られた（Ｙｏ
ｓｈｉｋａｗａら、１９９１）。
【００８７】
（ｖ）媒地－圧力液体クロマトグラフィー（ＭＰＬＣ）
比較的大量の純粋なサポニンが必要な場合、ＭＰＬＣが非常に役に立つ。市販のＬＰＬＣ
装置とは違って、グラム単位のサンプルをカラム上に装填することができ、分離は最大４
０ｂａｒまでの圧力で行われる。基質の粒度は通常２５－４０μｍの範囲で、分離は迅速
に行われ、必要な時間はオープン・カラム・クロマトグラフィーの場合よりかなり短い。
分析的ＨＰＬＣからＭＰＬＣへの分離条件の直接的な移行が逆相基質上で可能であるので
、溶媒の選択が簡単である（Ｈｏｓｔｅｔｔｍａｎｎら、１９８６）。
【００８８】
例えば、メタノール－水（２：１）によるＣ－８吸着材上でのＭＰＬＣによって、生物学
的テストを行うのに十分な量のCussonia spicata (Araliaceae)からの殺軟体動物性サポ
ニン類が得られた（Ｇｕｎｚｉｎｇｅｒら、１９８６）。実際、この方法は幹樹皮からの
ブラノール抽出物からのサポニン分離のためにわずか２つのステップ（１つはシリカ・ゲ
ル基質上で、二番目はＲＰ物質上で）を必要としただけである。
【００８９】
サポニン類の分離は例えばメタノール－水混合物を用いたＬｉＣｈｒｏｐｒｅｐ　ＲＰ－
８（２５－４０μｍ、４６ｘ２．６ｃｍ）を用いたＭＰＬＣと、回転小室向流クロマトグ
ラフィーとの組み合わせでも行うことができる（Ｄｏｒｓａｚ及びＨｏｓｔｅｔｔｍａｎ
ｎ、１９８６）。別のＭＰＬＣ技術では、軸方向に圧縮された（Ｊｏｂｉｎ－Ｙｖｏｎ）
カラムを用いる（Ｅｌｉａｓら、１９９１）。
【００９０】
植物抽出物からの分離で役に立つ基質－溶媒組み合わせの実例を以下の表１に示す。
【００９１】
【表１】
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【００９２】
（ｖｉ）　高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）
ＨＰＬＣによるクロマトグラフィーは密接に関連した化合物の混合物からのサポニン類を
数ミリグラム・レベルで定量するための強力な技術であり、この点で、最終的な精製ステ
ップとして採用されることが多い。ＭＰＬＣは大型の粒子（２５－１００μｍ）を利用す
るが、半予備的ＨＰＬＣ吸着材は５－３０μｍの粒度範囲にあり、従って、より高度の分
離効率を可能にしてくれる。
【００９３】
半予備的ＨＰＬＣはその部分的加水分解生成物からオレアノル酸トリグリコシドを分離す
るために用いられる。これはガラクトース部分がグルコース残基のＣ－３又はＣ－４位置
に取り付けられているかどうかを判断する上で必要であった。アイソマー性サポニンの単
離はアセトニトリル－水（３８：６２）を用いて７μｍ　ＬｉＣｈｒｏｓｏｒｂ　ＲＰ－
８カラム（２５０ｘ１６ｍｉｎ）で１０ｍｌ／分の流量で行われた。検出は２０６ｎｍで
、５０ｍｇの混合物から行われた（Ｄｅｃｏｓｔｅｒｄら、１９８７）。
【００９４】
Bupleurum falcatum(Umbelliferae)の根からのサイコサポニンａ、ｂ及びｄの大規模な分
離が軸方向圧縮カラム、寸法１００ｘ１１センチ　Ｉ．Ｄを使って行われている。メタノ
ール抽出物の予備的な精製がＨＰ－２０ポリマー上で溶媒分割及びクロマトグラフィーで
実行された。予備的ＨＰＬＣカラムにＣ－１８シリカ・ゲル（２０μｍ粒子サイズ）をパ
ックして、水性アセトニトリル・ステップ勾配を用いて２１０ｍ／ｍｌの流量で溶離させ
た。１０ｇの装填で、４００ｍｇのサイコサポニンｃ、１２００ｍｇのサイコサポニンａ
、及び１６００ｍｇのサイコサポニンｄ（Ｓａｋｕｍａ及びＭｏｔｏｍｕｒａ、１９８７
）を得るのに十分であった。
【００９５】
ギンセノシドは、直列的に配置された３つのシリカ・ゲル・カートリッジ（３００ｘ５７
ｍｍ）を装填したＷａｔｅｒｓ　Ｐｒｅｐ５００システム（軸方向圧縮カラム）上でのク
ロマトグラフィーを含む２ステップ手順によってPanax triflorius (Araliaceae)から単
離された。溶離液はｎ－ブタノール－酢酸エチル－水（４：１：５）の上相で、４ｇのチ
ャージを投入した。アセトニトリル－水（８６：１４又は８０：２０）を用いて炭水化物
カラム（Ｗａｔｅｒｓ、３００ｘ７．８ｍｍ）上で２ｍｌ／分の流量で半予備的ＨＰＬＣ
を行って最終精製を行った（Ｌｅｅ及びＭａｒｄｅｒｏｓｉａｎ，１９８８）。
【００９６】
ＨＰＬＣ溶離剤成分の検出での最大の難点はほとんどのサポニンでのＵＶ検出を行うため
の適切な発色団が存在しないことであるが、これは通常屈折率検出、質量検出、及び誘導
体化などの技術を用いることによって克服される。
【００９７】
しかしながら、勾配変化が小さいとすれば、適切な純粋な溶媒を用いての２０３－２１０
ｎｍあたりでのＵＶ検出を一般的に用いることができる。アセトニトリル－水を用いたＵ
Ｖ検出での分離もうまく行われている。アセトニトリルはＵＶ吸収が少ないので、低波長
の場合メタノールに対して好ましい。テスト対象の一連のサポニン類で極性の違いがあま
り大きくなければ（例えば、糖鎖での非常に小さな変化など）、絶対平等的な溶離を行う
ことができる。
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【００９８】
サポニン類の構造物を分離するための有益な方法は、水性アセトニトリルによる勾配溶離
液を用いたオクチル－結合カラム上で分離するステップを含んでいる。アセトニトリルの
量は２０分の時間内で３０％から４０％に増大されたが、ＵＶ吸収での基本的な変化とし
ては比較的小さかった。より極性の高いバイデシモシド性サポニン類は通常モノデスモシ
ド性サポニン及びグルコシドよりずっと速やかに溶離を行い、グルクロニドの保持量は他
のグリコシドより小さい。サポニン類の親油部分の選択のために非極性オクチルシリル基
質を用いることができる。この技術を用いて、極性の低いオレアノル酸の同じグリコシド
類より前にヘデラジェニンのグリコシドが溶離された（Ｄｏｍｏｎら、１９８４）。
【００９９】
１．誘導体化トリテルペンの利用
ＵＶに対して反応性が極めて高い物質からの描線による干渉で引き起こされる不安定なベ
ースラインの問題を引き起こす低波長での検出は誘導体化トリテルペンによるＨＰＬＣ分
析によって改善することができる。１つの可能性はモノデスモデシド性サポニン類の定量
的検出に関して報告されているように、サポニン内で見出される有利カルボキシル基を機
能化することである。二炭酸カリウムとクラウン・エーテルの存在下で４－ブロモフェナ
シル・ブロマイドによってオレアノル酸グリコシドを処理するとブロモフェナシル誘導体
の組成がもたらされる。４－ブロモシルフェナシル誘導体は２５４ｎｍで強力に吸収し、
検出はこの波長で溶媒からの干渉を受けずに検出を行うことができる（Ｓｌａｃａｎｉｎ
ら、１９８８）。この誘導体の構造は以下に示す通りである。

【０１００】
別の判定法はカルボキシル酸部分のエステル化によって蛍光クマリン誘導体で調整するこ
とである。この手段によって、大豆サポニンを分析し、種々の大豆の異なった器官で、内
部標準としてアントラセンを用いて定量的に判定した（Ｋｉｔａｇａｗａら、１９８４ａ
；Ｔａｎｉら、１９８５）。
【０１０１】
２．サンプル精製
多くの場合紫外線吸収性が高い干渉性物質を除去するために、予備精製ステップが必要で
ある。これは、例えば、Ｓｅｐ－ＰａｋRＣ18（Ｇｕｅｄｏｎら、１９８９）又はＥｘｔ
ｒｅｌｕｔR（Ｓｏｌｌｏｚ，１９８５）カートリッジを用いて行うことができる。
【０１０２】
アグリコン又はグルクロン酸部分上で遊離カルボキシル基を含んでいるようなイオン性化
合物の場合は、ピークの広がりを避けるためにはイオン形成を抑制するための何らかの方
法が必要である。これは、リン酸、トリフルオロ酢酸などの紫外線吸収性が低い酸を流体
に加えることで行うことができる。別の可能性はイオン対ＨＰＬＣを用い、可動フェーズ
にカウンター・イオンを追加する方法である。このイオン性化合物のキャパシティ・ファ
クターはペアリング試薬でイオン錯体を形成することによって増大させる。（上に述べた
ような）カルボキシル基の誘導体化は可動相に別の物質を追加する方式の代わりに用いら
れる方法で、ピークの分解度がかなり改善される。
【０１０３】
定量的ＨＰＬＣの光度測定法と比較しての１つの利点は、混合物や抽出物内の個々のサポ
ニンの量を判定することができる点である。多くの場合、ＨＰＬＣは比色、ガス・クロマ
トグラフィー、及びＴＬＣ－蛍光測定技術によるものより優れた結果を提供する。
【０１０４】
逆相ＨＰＬＣカラムでのサポニン混合物野ピーク分解度が不十分な場合は、ヒロロキシア
パタイト・カラム、化学的に修飾された多孔性ガラス・カラム、シリカ・ゲル・カラム、
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硼素錯体のＨＰＬＣの利用を含む他の多数の方法を用いることができる。
【０１０５】
３．ヒドロキシアパタイト
ヒドロキシアパタイト（Ｃａ10（ＰＯ4）6（ＯＨ）2）はシリカ・ゲルより親水性が高く
、単純な二元水性溶媒系と共に用いることができ、紫外線による検出をより容易にしてく
れる。また中性、及びアルカリ性媒体内で安定している。最近、高圧（最大１５０ｋｇ／
ｃｍ2）に対して耐性を示すヒドロキシアパタイトの硬質球状粒子が調製され、ＨＰＬＣ
の応用性を広げている。末端ペントース単位だけが違っており、ＲＰ－ＨＰＬＣによって
分離できるサポニン類がこの技術をつかって分解された（Ｋａｓａｉら、１９８７ｂ）。
Panax ginseng(Araliaceae)の分離はイソクラティックなモード（アセトニトリル－水：
８０：２０）、あるいはより良くは線形グラジエント（アセトニトリル－水７０：３０か
ら９０：１０）を用いて行われた（Ｋａｓａｉら、１９８７ｂ）。シリカ・ゲルの場合に
観察されるように、極性を増大させるために、つまりＲＰ－ＨＰＬＣの場合とは反対に、
グリコシドが溶離される。
【０１０６】
４．ホウ酸塩イオン交換ＨＰＬＣ
この方法はモノ－及びオリゴサッカライドの分析に応用されている。この技術による最善
の結果は、例えば、アサヒ・カセイ・コウギョウからのＡｓａｈｉｐａｋ　ＥＳ－５０２
ＮTM、１００ｘ７６／分カラムを用いて、２０％（ｖ／ｖ）アセトニトリル（ｐＨ８）に
溶かした０．４Ｍ　Ｈ3ＢＯ3を７５℃で用いることによって得られる。クロマトグラフィ
ーによる特性はサッカライド部分でのｃｉｓ－ジオールとのホウ酸錯体の形成に依存して
いる。分離後、ホウ酸塩はメタノールによる溶離物を繰返し共蒸留することで揮発性ホウ
酸メチルとして取り除くことが出来る。
【０１０７】
５．化学的修飾多孔ガラス
微多孔ガラス（ＭＰＧ）は高い化学的抵抗性を有しており、ｐＨは２と１２との間である
。オクタデシル多孔ガラス（ＭＰＧ－ＯＤＳ）は逆相ＨＰＬＣのためのパッキングとして
調製されており、サポニンの迅速と効率的な分離のために用いられている。例えば、チョ
ウセンニンジン及びｂｕｐｌｅｕｒｕｍの根を含む混合薬剤の抽出物から分離のためにア
セトニトリル－水（２５．５：７４．５）混合物を用いてジンセノシド類とサイコサポニ
ンの両方を同時に分離することができる（Ｋａｎａｚａｗａら、１９９０ａ）。チョウセ
ンニンジン抽出物のＨＰＬＣ及びジンセノイドの混合物に対するＭＰＧ－ＯＤＳとシリカ
・カラムとの比較ではその保持挙動は類似しているが、ＭＰＧ－ＯＤＳカラムでのキャパ
シティ・ファクターは小さかった。あるジンセノイドの分解度はＭＰＧ－ＯＤＳカラムの
方が優れていた（Ｋａｎａｚａｗａら、１９９３）。
【０１０８】
６．シリカ・ゲル
サポニン類の分離には水を含有した可動相の使用が必要になることが多いが、シリカ・ゲ
ルＨＰＬＣは通常そうした溶離剤には有効に働かない。しかしながら、カラム・パッキン
グを修正することでカラムを劣化させずに水溶性グリコシドの分離を可能にした。この手
順では最初にカラムをメタノールで洗浄し、その後でクロロホルム－メタノール－エタノ
ール－水（６２：１６：１６：６）、そして最後に上記溶媒システムで洗浄してその後で
分離のために用いられる（Ｋａｉｚｕｋａ及びＴａｋａｈａｓｈｉ，１９８３）。例えば
、５μｍシリカ・ゲル・カラムを含水溶離剤であるヘキサン－エタノール－水（８：２：
０．５）と共に用いることで、チョウセンニンジン・サポニン及びBupleurum falcatumか
ら採取したサイコサポニンの効率的な分析を行うことが出来るであろう。
【０１０９】
（ｖｉｉ）他のクロマトグラフィー技術
純粋なサポニンを単離するためには１つ、通常はそれ以上のクロマトグラフィー分離ステ
ップがアルコール性又は植物抽出物の他の極性成分を除去するために必要とされる。
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【０１１０】
トリテルペン・サポニン類の分離に関しては、フラッシュ・クロマトグラフィー、ＤＣＣ
Ｃ、低圧液体クロマトグラフィー（ＬＰＬＣ）、中間圧力液体クロマトグラフィー（ＭＰ
ＬＣ）、ＨＰＬＣ及び通常のオープン－カラム・クロマトグラフィーなどを含むいろいろ
な分離技術が開示されている（Ｈｏｓｔｅｔｔｍａｎｎら、１９８６，１９９１；Ｍａｒ
ｓｔｏｎ及びＨｏｓｔｅｔｔｍａｎｎ、１９９１ｂ参照）。分離条件や溶媒系についての
知識は本開示の関連する技術分野の当業者には明らかであろう。最善の結果は通常以下に
具体的に示されるような種々の方法の組み合わせを用いる基本的な方針で得ることができ
る。
【０１１１】
多数のサポニン類は酸性であるので、塩が形成され、クロマトグラフィーが完了すると、
遊離サポニンを得るためにイオン交換樹脂による処理が必要となる場合がある。適切な樹
脂の例としては、Ｄｏｗｅｘ　５０Ｗｘ８（Ｈ+形態）（Ｋｉｔａｇａｗａら、１９８８
；Ｙｏｓｈｉｋａｗａら、１９９１）、Ａｍｂｅｒｌｉｔｅ　ＩＲＣ　８４（Ｏｋａｂｅ
ら、１８９８；Ｎａｇａｏら、１９９０）、及びＡｍｂｅｒｌｉｔｅ　ＭＢ－３（Ｍｉｚ
ｕｔａｎｉら、１９８４）などがある。しかしながら、分解を防ぐために中性又はｐＨの
慎重な制御が必要な場合は、イオン交換樹脂のろ過を含むステップは避けねばならない。
【０１１２】
いくつかの例では、密接に関連した生成物をうまく分離するために、粗サポニンフラクシ
ョンのメチル化が行われている（Ｏｋａｂｅら、１９８９；Ｎａｇａｏら、１９８９、１
９９０）。
【０１１３】
１．フラッシュ・クロマトグラフィー
フラッシュ・クロマトグラフィーは予備的な液体クロマトグラフィー法で、従来のオープ
ン・カラム・クロマトグラフィーと比較してかなりの時間的節約を可能にしてくれる。通
常のガラス・カラムは用いられるが、溶離剤は圧縮空気又は窒素内で吸着材を通過させら
れ、カラムの頂部で約２ｂａｒの最大の圧力に到達する。この吸着材の粒度は加圧下で溶
媒が提供されているのである程度減少し、従って分離度がより高くなる。
【０１１４】
予備的な分画のオープン・カラム・クロマトグラフィー方法の簡便な代替方法として、フ
ラッシュ・クロマトグラフィーを用いることができる。この方法を用いて、１０ｍｇから
１０ｇのサンプルの分離はやずか１０分で達成することができる。例えば、Dolichos kit
imanscharicus (Leguminosae)の根から軟体動物駆除剤及び殺菌剤ヘデラジニン、バヨジ
ニン、及びメディカジニン・グルコシドがこの技術で単離された。メタノール抽出物（３
．３ｇ）を溶媒システム：クロロホルム－メタノール－水（５０：１０：１）を用いて６
０ｘ４カラムでシリカ・ゲル（粒度：６３－２００μｍ）で分画化された。汚染物質を除
去し、２つのサポニンを多量に含むフラクションを得るためにはこれで十分であった。純
粋なトリテルペン・グリコシドがＣ－８支持体上でのＤＣＣＣとＬＰＬＣの組み合わせで
得られた（Ｍａｒｓｔｏｎら、１９８８ａ）。
【０１１５】
ほとんどの装置ではシリカ・ゲル吸着材が用いられているが、ＲＰ素材を用いる傾向が増
大している。ＲＰフラッシュ・クロマトグラフィーはオリゴサッカロイドなどの他の、よ
り極性の高い成分からのサポニン類の分離を可能にしてくれる。
【０１１６】
２．低圧液体クロマトグラフィー（ＬＰＬＣ）
ＬＰＬＣは分離の速度及び操作の容易さから純粋なサポニンの単離には有益である。ＬＰ
ＬＣは粒子サイズが４０－６０μｍの範囲の吸着材を含んだカラムを用いる。最大１０ｂ
ａｒまでの圧力下で高い流量での操作が可能であり、カラムはほとんどの場合ガラスでで
きている。市販されているいろいろなサイズの事前にパックされたカラム（例えば、Ｍｅ
ｒｃｋからの“Ｌｏｂａｒ”範囲）が５０－５００ｍｇ程度のサンプル範囲でサポニンの
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予備的クロマトグラフィーを行うには最も適している。高い、そして均一のパッキング密
度が良好な分離密度を保証してくれる。さらに、吸着材の化学的特性が同様であれば、分
析的ＨＰＬＣ条件からＬＰＬＣ分離への移行が比較的容易である（Ｍａｒｓｔｏｎ及びＨ
ｏｓｔｅｔｔｍａｎｎ，１９９１ｂ）。
【０１１７】
ほとんどの応用例はＲＰ吸着材上で行われ、メタノール－水混合物で溶離されている。こ
の場合に投入されるのは予備精製サンプルだけである。ＬＰＬＣの良い事例はSwarzia ma
dagascariensis（マメ科）からの軟体動物駆除剤及び溶血性オレアノル酸及びジプソジェ
ニン・グリコシドの分離である。乾燥したグランド・フルーツの実を水で抽出して、この
抽出物をｎ－ブタノールと水に分けた。有機相のオープン・カラム・クロマトグラフィー
後に、溶離剤としてメタノール－水（７５：２５）を用いてＬｏｂａｒ　ＬｉＣｈｒｏｐ
ｒｅｐ　Ｃ－８カラム（４０－６３ｐｒｏ；２７ｘ２．５ｃｍ）でサポニン類を分離した
（Ｂｏｒｅｌ及びＨｏｓｔｅｔｔｍａｎｎ、１９８７）。
【０１１８】
ＬＰＬＣカラムを直列に接合すると負荷容量及び／又は分離能力の増大が可能になる。こ
の方式はActinostemma lobata（ウリ科）の分離の際に用いられ、この３つのＬｏｂａｒ
２７ｘ２．５カラムが接続された。この溶離剤はまた少量の水も含んでいた（酢酸エチル
－ｎ－プロパノル－水２０：３：０．３）（Ｉｗａｍｏｔｏら、１９８７）。
【０１１９】
３．向流クロマトグラフィー
液体－液体分割法はサポニンの分野で最も理想的に応用できる。非常に極性の高いサポニ
ン類は、特にパッキング材への可逆吸収による物質の損失がないので、向流クロマトグラ
フィー分離に適している。この側面は特に粗抽出物の直接分画に利用されている。
【０１２０】
４．滴下向流クロマトグラフィー（ＤＣＣＣ）
ＤＣＣＣは多数の垂直ガラス・チューブ内に含まれたまじり合わない液体静止相を通じて
可動相の小滴を継続的に通過させることによって行われる。溶質は２つの相に継続的に分
割される。可動相がこれらのチューブの頂部に入れられるかあるいは底部に入れられるか
に従って、クロマトグラフィーは『降流』あるいは『昇流』モードのいずれかになる。Ｄ
ＣＣＣによる非常に関連性の高いサポニン類の分離及び純粋な生成物の単離さえ可能であ
ることが示されている（Ｈｏｓｔｅｔｔｍａｎｎら、１９８４）。実際、液体－固体クロ
マトグラフィーでは不可能であったいくつかの分離がこの技術によって可能となっている
。ＤＣＣＣは糖残基上のアセテート基の置換位置が違っているだけのアイソマー性サポニ
ン類を分離することができた（Ｉｓｈｉｉら、１９８４）。
【０１２１】
サポニンのＤＣＣＣによる分離のために多数の溶媒系が用いられており（例えば、Ｈｏｓ
ｔｅｔｔｍａｎｎら、１９８６参照）、そして、これらのうち、クロロホルム－メタノー
ル－水（７：１３：８）系は最も多くの応用例を有している。クロロホルム－メタノール
－水系は非常に極性の高いサポニン類の昇流モードあるいは１つか２つの糖を有している
が遊離ヒドロキシル基はあまり含んでいないサポニン類の降流モードのいずれでも用いる
ことができる。
【０１２２】
静止相としてｎ－ブタノール－飽和水を、そして可動相として水飽和ｎ－ブタノールを用
いる１８のカラム（３０ｃｍ　ｘ　１０ｍｍ内径）を用いて、予備的な精製のための大規
模ＤＣＣＣ手順も開示されている（Ｋｏｍｏｒｉら、１９８３）。いくつかの事例で、純
粋なサポニンを得るために２回（あるいはそれ以上）の分離が行われている。
【０１２３】
５．遠心分離クロマトグラフィー（ＣＰＣ）
最近導入されたＣＰＣという技術はその速度及び汎用性の故に非常に有望である（Ｍａｒ
ｓｔｏｎら、１９９０）。ＣＰＣは静止相を保持するための重力場ではなく、８００－２
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０００ｒ．ｐ．ｍ、あるいはそれ以上の回転でつくりだされる遠心場に依存する。この方
法の原理は溶質の回転コイルあるいはカートリッジに含まれる２つの混じり合わない相へ
の非均衡分離の継続プロセスを伴う。
【０１２４】
回転コイルに基づく計器は中心軸の周りの周回又は非周回動作のいずれかを含むことがで
きる。これらのうちの１つである拘束向流クロマトグラフ（ＨＳＣＣＣ）はスプールの周
りに巻き付けられた内径１．６又は２．６ｍｍのテフロン・チューブで構成されている。
カートリッジ装置の場合は、それらのカートリッジは遠心ローターの円周上に配置され、
その長軸は遠心力の方向と平行である。カートリッジの数と体積はその装置の応用目的に
応じて変更することができる。分離が２日あるいはそれ以上かけて行われるＤＣＣＣある
いはＲＬＣＣの場合と比較して、ＣＰＣは実質数時間で同じ結果をもたらすことができる
。回転コイル又はカートリッジに基づく装置はグラム単位までの容量を有している。多層
コイル周回装置は、例えばAbus fruticulous（マメ科）からのシクロアルタン・グリコシ
ド類の予備的な精製のために用いられている（Ｆｕｌｌａｓら、１９９０）。Hedera hel
ix(Araliaceae)から採取される殺軟体動物性トリテルペン・グリコシドが異なった装置、
Ｓａｎｋｉ　ＬＬＮクロマトグラフ（６カートリッジ、総体積１２５ｍｌ）で分離されて
いる。その果実のメタノール抽出物はｎ－ブタノールと水に分離された。ブタノール画分
は溶媒系クロロホルム－メタノール－水（７：１３：８）の低層を可動相として用いて１
００ｍｇ量で装置に直接導入された。
【０１２５】
Cetella asiatica（セリ科）から採取される２つの主要サポニンであるアシアチコシド及
びマデカソシドは８００ｒ．p．ｍで回転する内径６６ｍ　ｘ　２．６ｍｍカラム（３５
０ｍｌ容量）を備えたＩｔｏ多層コイル・セパレータ－エクストラクタ（Ｐ．Ｃ社）の助
けを借りて分離された。４００ｍｇのサンプルを溶媒系クロロホルム－メタノール－２－
ブタノール－水（７：６：３：４；可動相は低相であった）で分解することができた。検
出はオンラインＴＬＣを用いて行われた（Ｄｉａｌｌｏら、１９９１）。同じ装置がSesa
mum alatum (Pedaliaceae)からのトリテルペン・ジサッカライドの単離でも用いられた。
可動相として溶媒クロロホルム－メタノール－ｉ－プロパノール－水（５：６：１：４）
が選ばれ、１回に１．２５グラムが投入された（Ｐｏｔｔｅｒａｔら、１９９２）。
【０１２６】
６．複数の方法の組み合わせ
抽出物から純粋なサポニンを単離するのにひとつのクロマトグラフィー・ステップだけで
十分に満足できることはめったにない。一般的なルールとして、必要な生成物を得るため
にはいくつかの予備的な技術を連続して用いることが必要になる。（オープン・カラム・
クロマトグラフィーなどの）古典的な技術と（ＨＰＬＣ）などの最新の高解像度法との組
み合わせは多くのサポニン類の分析に対して適していることが実証されている。
【０１２７】
例えば、シリカ・ゲル及びＲＰ物質上でのＭＰＬＣ、ＬＰＬＣ及びサポニン類の分離のた
めの遠心分離ＴＬＣの組み合わせ（Ｈａｍｂｕｒｇｅｒ及びＨｏｓｔｅｔｔｍａｎｎ，１
９８６）。同様に、Swartzia madagascariensis（マメ科）からの５つのトリテルペン・
グリコシドの単離のためにはオープン・カラム・クロマトグラフィー、ＬＰＬＣ、及びＭ
ＰＬＣが必要であった（Ｂｏｒｅｌ及びＨｏｓｔｅｔｔｍａｎｎ、１９８７）。
【０１２８】
ＣＰＣはAbrus fruticulosus（マメ科）からのトリテルペン・グリコシドの単離のために
フラッシュ・クロマトグラフィー及びＯＰＬＣとの組み合わせで用いられている。多層コ
イル装置（溶媒：クロロホルム－メタノール－水７：１３：８、低層が可動相）が最初の
精製を行い、フラッシュ・クロマトグラフィートＯＰＬＣが純粋な物質を得る上で有効で
あった（Ｆｕｌｌａｓら、１９９０）。
【０１２９】
未修正シリカ・ゲル上でのフラッシュ・クロマトグラフィーとＲＰ物質上でのフラッシュ
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・クロマトグラフィーかオープン・カラム・クロマトグラフィーのいずれかとの組み合わ
せはサポニン類の生成に十分である（Ｓｃｈｏｐｋｅら、１９９１）。
【０１３０】
別の基本的な方針は非常に多孔性のポリマーに抽出物を（予備精製後に）通過させて、こ
のステップの後にさらに粗サポニン混合物を分画するステップを含んでいる。この方式は
Nothopanax delavayi(Araliaceae)から３β－ヒドロキシオレイン－１２－ｅｎ－２８，
２９－ジオイ酸グリコシドの単離に用いられてた。その葉及び幹のメタノール抽出物はヘ
キサンと水に分離された。その水層はＤｉａｉｏｎ　ＨＰ－２０カラム上でクロマトグラ
フィーにかけられ、水、１０％メタノール、５０％メタノール、８０％メタノール、メタ
ノール及びクロロホルムで溶離された。グリコシド類はシリカ・ゲル上で酢酸エチル－エ
タノール－水（７：２：１）を用いてカラム・クロマトグラフィーを行うことによって得
られた（Ｋａｓａｉら、１９８７ａ）。Acanthopanax senicosus(Araliaceae)からトリテ
ルペン及び非トリテルペン成分を単離するためには、この手順はＤｉａｉｏｎ　ＨＰ－２
０ポリマー上での葉のメタノール抽出物の分画から開始された。メタノールで溶離され画
分はシリカ・ゲル（クロロホルム－メタノール－水３０：１０：１）のクロマトグラフィ
ーにかけられ、その結果えられたすべての画分をＬｉＣｈｒｏｐｒｅｐ　ＲＰ－８のクロ
マトグラフィーにかけた。最終的な精製はＴＳＫ－ＧＥＬ　ＯＤＳ－１２０ＴのＨＰＬＣ
（３００　ｘ　２１分；メタノール－水７０：３０；メタノールー水７０：３０；６ｍｌ
／分；ＲＩ検出）又はヒドロキシアパタイトカラムでのクロマトグラフィー（アセトニト
リル－水８５：１５）（Ｓｈａｏら、１９８８）によって行われた。
【０１３１】
オレアノール酸グリコシド分離のための手順はＳｅｐｈａｄｅｘ　ＬＨ－２０（メタノー
ル）、ＤＣＣＣ（クロロホルム－メタノールー水７：１３：８）、及びＨＰＬＣ（Ｃ－１
８、メタノール－水６５：３５）を用いて行われる（Ｄｅ　Ｔｏｍｍａｓｉら、１９９１
）を組み合わせたものを採用した。
【０１３２】
(viii)　発色反応
種々の薬剤のいずれかとのトリテルペンの反応をトリテルペンの定量的あるいは定性的判
定を行うために色のついた化合物をつくりだすために用いることができる。例えば、硫酸
、リン酸、および過塩素酸などの強鉱酸中にアイスアルデヒドやバニリンなどの芳香性ア
ルデヒドを溶解するとアグリコンを有し、最大吸収が５１０－６２０ｎｍの範囲で示され
る発色生成物が得られる。これらの反応で、脱水が行われ、アルデヒドとともに発色濃縮
生成物をもたらす非飽和メチレン基を形成すると考えられる。バニリン－硫酸を用いた場
合、Ｃ－２３ヒドロキシ基を有するトリテルペン・サポニン類は４６０及び４８５ｎｍの
間にピークを有している（Ｈｉａｉら、１９７６）。
【０１３３】
非飽和及びヒドロキシル化トリテルペン及びステロイド類は無水酢酸と硫酸との反応で赤
、青、又は緑色の発色が得られる（Ａｂｉｓｃｈ及びＲｅｉｃｈｓｔｅｉｎ、１９６０）
。トリテルペン・サポニン類は紅色又は紫色の色を発生し、ステロイド・サポニン類は青
緑の色を発生するので、サポニン類の２つの区別がこの技術を用いて識別できる。
【０１３４】
溶液を赤紫に発色させる硫酸セリウム（ＩＶ）又は鉄（ＩＩＩ）塩及び硫酸などの無機酸
；ヒドロキシトリテルペン及びヒドロキシステロイドとの発色反応を行う無水酢酸－酢酸
試薬内に塩化アンチモニー（ＩＩＩ）に溶かした３０％溶液；ステロイド・グリコシドの
５，６－デヒドロ－誘導体（ジオスジェニン及びソラソジン・グリコシド）及び５－α又
は５β－Ｈ－誘導体（例えば、トマチン）を識別するために用いることができる塩化アン
チモニー（ＩＩＩ）をニトロベンゼン－メタノールに溶かしたもの；及び硼酸及び濃縮硫
酸の存在下でウロン酸の存在を示すことができるカルバゾールなど他の多数の試薬をトリ
テルペン類の検出に用いることができる（Ｂｉｔｔｅｒ及びＭｕｉｒ、１９６２）。
【０１３５】
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サポニン類の検出、並びに、分光及び比色分析における代表的な試薬を以下の表２に示す
。
【０１３６】
【表２】

【０１３７】
（ｉｘ）アカシア・ビクトリアエからのトリテルペン・グリコシドの単離
アリゾナ大学（Ｔｕｃｓｏｎ、ＡＺ）でクロロホルム：メタノール又はジクロロメタン：
クロロホルム抽出によってマメ抽出物がつくられた。発明者らはアカシア・ビクトリアエ
（マメ科）からトリテルペン・グリコシドの混合物を単離した。ＵＡ－ＢＲＦ－００４－
ＤＥＬＥＰ－Ｆ００１の最初の回収物を以下の手順で処理した。（１）Ｗｉｌｅｙミルで
３ｍｍサイズの粒子にするつぶす、（２）２リットルろ過装置につめる、（３）ジクロロ
メタン：メタノール（１：１）で４時間処理してすりつぶされたバイオマスを抽出し、次
に一昼夜放置してから、結合した画分」を真空中で乾燥してＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥ
ＬＥＰ－Ｆ００１（５２ｇ）を発生させる。Ｆ００１（５１．５ｇ）を酢酸エチルで抽出
したところ、活性のある不溶性の物質（３４．７ｇ）が得られ、これをＦ００４と命名し
た。１．７ｋｇのシリカ・ゲル（Ｍｅｒｃｋ、２３－２２０ミクロン粒子サイズ）を用い
たフラッシュ・クロマトグラフィーを用いてＦ００４（３４．２）を分画したところ、５
１　６７０ｍｌフラクションがジクロロメタン：メタノール（ステップ勾配：９５－０％
：メタノール５－１００％）で溶離された。カラムを９リットルのメタノールで洗浄して
、その後メタノール：水（８０：２０）６リットル、さらに同じ溶離液に１％ギ酸を加え
たもの６リットルで洗浄した。ＴＬＣに基づき、フラクション２３－３４及び３９－４０
が１７．２ｇのＦ０２３に混合にされた。中間圧力液体クロマトグラフィー（ＭＰＬＣ，
Ｂｕｃｈｉ６３２システム）が８ｇのＦ０２３と共に２度、Ｌｉｃｈｐｒｏｐｒｅｐ　Ｃ
－１８、１５－２５ミクロン・サイズ粒子をパックした４．９ｘ４．６カラムでアセトニ
トリル：水（水にアセトニトリルを０、１０、２０、３０、５０％の割合で溶かしたもの
）のステップ勾配を用いて行い、その後、１００％メタノールで洗浄した。１６ｇの０－
２０％アセトニトリルで７グラムのＦ０２７が得られたが、これは不活性であった。残り
の物質を組み合わし、重複をさけるために３０－４０％アセトニトリルを用いて反復的Ｍ
ＰＬＣにかけたところ、Ｆ０２８－Ｆ０３６フラクションが発生した。これらの画分のほ
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とんどは抗腫瘍活性を示したが、Ｆ０３５（２．１９ｇと最も高い収量）を選んでさらに
テスト及び評価を行った。
【０１３８】
III．トリテルペンの構造的判定
トリテルペン及びその活性を定性的及び定性的に判定するためには種々の方法を用いるこ
とができ、そうした方法としては殺魚類活性テスト、重量測定、分光光度測定、ＴＬＣ、
ＧＣ、ＨＰＬＣ、ＨＭＱＣ、ＨＭＢＣ、ＮＯＥＳＹ、ＣＯＳＹ、ＮＭＲ、Ｘ線結晶学的測
定などがある。トリテルペン・サポニン類の古典的な特性（表面活性、魚類毒性）に基づ
く判定は密度測定、誘導体の比色判定などにとって代わられており、より最近にはＧＣ、
ＨＰＬＣそして特にＮＭＲによって取り代わられている。分光光度測定法は非常に感度が
高いが、その反応が限定的ではなく、フィトステロールやフラボノイドなどトリテルペン
に付随している化合物と反応して発色生成物を形成するので粗植物抽出物内のトリテルペ
ンの評価に常に適している訳ではない。サポニン類に関する分析作業の大部分に共通する
別の問題はそれらが植物素材から不完全にしか抽出されないことである。しかしながら、
トリテルペンの定量に適した多数の方法を利用することができる。
【０１３９】
サポニン類の構造解明においては、真正アグリコンの構造、炭水化物部分の成分であるモ
ノサッカライドの組成と配列、モンサッカライド単位が相互にどのように結合しているか
、グリコシド結合したモノサカッカライド単位のアノマー構成、そしてアグリコンの炭水
化物部分の位置など、解明しなければならないいくつかの基本的な問題がある。
【０１４０】
こうした基本的な問題を解明するために必要なアプローチはその構造を最終的に解明する
ためにいくつかの方法を組み合わせることである。構造調査は通常は段階的に行われるプ
ロセスで、サポニン類を徐々に小さな画分に分割して、個々の画分を分光光学的に分析す
ることによって行われる。それらの画分からのデータを慎重に取り扱うことで、そのサポ
ニンの組成物についてのアイデアが導かれる。
【０１４１】
単離される純粋なサポニンは多くの場合少量であるので、従って、サポニンの構造判定を
支援するためには、非常に感度が高く、高解像度で、そして可能であれば非劣化性の方法
の使用が好ましい。ＮＭＲ分光学及び質量分光分析（ＭＳ）における技術革新は複雑なサ
ポニン類の調査のために必要な能力を提供してくれている。これら、及び他の技術を通じ
て、構造的な判定を行うことができる。例えば、ＦＡＢ－ＭＳは分子量と、多くの場合糖
配列を明らかにしてくれ、一方、１－Ｄ及び２－Ｄ　ＮＭＲ技術は糖結合の位置決定を可
能にし、アグリコンの構造的解明に寄与してくれる。そうした構造的判定及び化学的研究
についてはＴａｎａｋａ及びＫａｓａｉ（１９８４）によって詳細に論じられている。
【０１４２】
（ｉ）核磁気共鳴（ＮＭＲ）
オリゴ糖及びグリコシドの構造的解明に用いられるすべての最新の方法のうちで、ＮＭＲ
分光学はそれ以前構造的知識が得られているかどうかには関係なく、最も完全な情報を提
供してくれる（Ａｇｒａｗａｌ、１９９２）。原則として、他のいずれかの方法に依存し
ないで完全な構造を明らかにすることができる唯一の方法である。
【０１４３】
１．13Ｃ－核磁気共鳴
サポニン類の構造判定に現在広く用いられている炭素－１３　ＮＭＲ分光分析は迅速に行
える非破壊的方法であるが、非常に大量のサンプル（ｍｇ量）を必要とする。スペクトル
の分析はグリコシド鎖のアグリコンへの取り付け位置、モノサッカロイドの配列、性質及
び数、グリコシド間の結合の構成と形状、それらの鎖におけるアシルグリコシド類の配列
、アグリコンの性質、及び取り付けられたエステル酸の構造についての結論を引き出すこ
とを可能にしてくれる。
【０１４４】
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化学的な偏差をつきとめるためには、モデル及び関連化合物に関して得られているデータ
と観察データとを比較することが必要である。トリテルペン・サポニンの13Ｃ－ＮＭＲス
ペクトルにおける典型的な化学的偏差の一部に対するガイドとしては、バヨジェニン・グ
リコシドについて知られている偏差を用いることができる（Ｄｏｍｏｎ及びＨｏｓｔｅｔ
ｔｍａｎｎ、１９８４）。さらに、オレアネイン（Ｐａｔｒａら、１９８１；Ａｇｒａｗ
ａｌ及びＪａｉｎ、１９９２）、ウルセイン、ルペイン（Ｗｅｎｋｅｒら、１９７８；Ｓ
ｈｏｌｉｃｈｉｎｎら、１９８０）、ホペイン（Ｗｅｎｋｅｒｔら、１９７９；Ｗｉｌｋ
ｉｎｓら、１９８７）及びラトステイン（Ｐａｒｒｉｌｌｉら、１９７９）に対する13Ｃ
－ＮＭＲ信号の割り付け(対応性の解明)が行われている（Ｎａｋａｎｉｓｈｉら、１９８
３）。ダンマレイン・グリコシドに対する関連データも論文で要約されており（Ｔａｎａ
ｋａ及びＫａｓａｉ，１９８４）、一方、サイコジェニン（Ｔｏｒｉら、１９７６ａ）及
びサイコサポニン（Ｔｏｒｉら、１９７６ｂ）の13Ｃ－ＮＭＲ分光学的研究も開示されて
いる。ジンセン・サポジェニン及び関連するダンマレイン・トリテルペン類についても研
究が行われている（Ａｓａｋａｗａら、１９７７）。アカシ酸の13Ｃ－ＮＭＲ分光学的研
究も開示されている（Ｋｉｎｊｉら、１９９２）。
【０１４５】
13Ｃ－ＮＭＲにおいて、ヒドロキシルが非活性化、つまりグリコシル化あるいはメチル化
（又はアセチル化）された場合、糖及びアグリコン両方のα－及びβ－炭素が特性変化を
受ける。例えば、α－ＣＨ信号が下方に移行し、他方β－ＣＨ信号は情報に移行し、一般
的なγ－上方移行からのずれが生じてしまう。従って、アグリコンのグリコシル化はα－
炭素の下方への移行と隣接炭素原子の上方移行（グリコシル化移行）を起こさせる（Ｔｏ
ｒｉら、１９７６ｂ；Ｋａｓａｉら、１９７７）。オレアネインの場合、３β－ＯＨ基の
グリコシド化はＣ－３をｃ．８．０－１１．５ｐ．ｐ．ｍ．、Ｃ－２及びＣ－４を＋０．
９又は－９．０から－１．９ｐ．ｐ．ｍ下方修正させ、さらに、Ｃ－２３を０．５－５．
１ｐ．ｐ．ｍ．、そしてＣ－２４を１．６ｐ．ｐ．ｍ．上方移行させる。２８－ＣＯＯＨ
基のグリコシド化はカルボキシル炭素を（２．５－５．０ｐ．ｐ．ｍ．）上方に移動させ
、Ｃ－１７信号を（１．０－２．５ｐ．ｐ．ｍ．）下方に移動させる（Ａｇａｗａｌ及び
Ｊａｉｎ、１９９２）。従って、13Ｃ－ＮＭＲデータをアグリコン及びサポニンと比較す
ると、糖結合の位置が明らかになる（Ｓｅｏら、１９７８；Ｔａｎａｋａ、１９８５）。
【０１４６】
同様の方法で、13Ｃ－ＮＭＲはモデル化合物と比較すると、化学的移行のずれを考慮に入
れることによってグリコシド間結合の（比較的単純な構造のサポニンでの）位置が示され
る（Ｋｏｈｉｓｈｉら、１９７８）。メチルβ－Ｄ－フコピラノシドの炭素１３ＮＭＲデ
ータがＳｅｏら（１９７８）によって示されており、一方、より複雑な糖類に対する13Ｃ
－ＮＭＲ信号についてはＧｏｒｉｎ及びＭａｚｕｒｅｋ（１９７５）及びＤｏｒｍａｎ及
びＲｏｂｅｒｔｓ（１９７０）によって示されている。アピオースは特徴的な13Ｃ－ＮＭ
Ｒ信号を示しており、これらは文書化されている（Ｓａｋｕｍａ及びＳｈｏｊｉ、１９８
２；Ａｄｉｎｏｌｆｉら、１９８７；Ｐｅｚｎｉｃｅｋら、１９９０）。
【０１４７】
２．1Ｈ－核磁気共鳴
13Ｃ－ＮＭＲスペクトル分析及び信号割付はサポニン類の構造判定における特に有益な手
順となっているが、それらの13Ｃ－ＮＭＲスペクトルの完全な割付スペクトルの完全な割
合は稀にしか報告されていない。1Ｈ－ＮＭＲスペクトルの分析は複雑で、時間のかかる
作業である。炭水化物部分の大きな部分の陽子共鳴は３．０－４．２ｐ．ｐ．ｍ．という
非常に小さなスペクトル幅でだけ出現し、重複という問題が伴う。これらはモノサッカロ
イド残基における同様の化学的移行を示す非アノマー性糖メチン及びメチレン陽子が関係
している。
【０１４８】
しかしながら、トリテルペン類のメチル・ピークは容易に判別でき、１９６０年代以後（
Ｋｏｊｉｍａ及びＯｇｕｒａ、１９８９）種々の方法によりオレアネイン、ウルセン及び
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骨格糖類における陽子共振について位置決定が行われている。例えば、ソヤサポジェノー
ルＢの完全は1Ｈ及び13Ｃ－ＮＭＲスペクトル位置決定及びＣ－４ヘドロキシメチル置換
基の構造の解明が、13Ｃ－ＤＥＰＴ、13Ｃ－ＡＰＴ、２－Ｄ相関分光学（ＣＯＳＹ）（1

Ｈ－13Ｃ－ＣＯＳＹ、1Ｈ－1Ｈ　ＣＯＳＹ）及び1Ｈ－1Ｈ　ＲＯＥＳＹ（回転フレームで
の２－Ｄ核オーバーハウザー増強（ＮＯＥ））技術との組み合わせによって行われている
（Ｂａｘｔｅｒら、１９９０）。このサポジェニンにおける四価炭素共振の位置決定は1

Ｈ検出異種核多重結合（ＨＭＢＣ）及び単結合（ＨＭＱＣ）分光学（Ｍａｓｓｉｏら、１
９９１ｂ）によって行われている。ジオスゲニン及びソラソジンの1Ｈ－ＮＭＲスペクト
ルの完全な解明も行われている（Ｐｕｒｉら、１９９３）。
【０１４９】
糖鎖のアノマー構成及び結合に関する有益なデータが1Ｈ－ＮＭＲスペクトルから得られ
ている。例えば、α－結合グルコース単位のＣ－１陽子の結合係数はほぼ３Ｈｚで、β－
結合単位は６－７Ｈｚの結合係数を有している。アノマー性糖陽子の結合係数のより一層
の詳細は別の資料で見ることができる（Ｌｅｍｉｅｕｘら、１９５８；Ｃａｐｏｎ及びＴ
ｈａｃｋｅｒ、１９６４；Ｋｉｚｕ及びｔｏｍｉｍｏｒｉ、１９８２）。
【０１５０】
オレアネン及びウレセンのＣ－２、Ｃ－３及びＣ－２３、Ｃ－２４のヒドロキシル基の構
造の判定において困難が発生した場合、酸素と結合した炭素原子の陽子の１Ｈ－ＮＭＲ信
号ピークの分析は種々の貴重な情報を提供してくれる（Ｋｏｊｉｍａ及びＯｇｕｍａ、１
９８９）。
【０１５１】
（ｉｉ）　１－Ｄ及び２－Ｄ　ＮＭＲ技術
いくつかの1Ｈ及び13Ｃ　ＮＭＲスペクトルは移行に関する論証に基づいて確認、位置決
定が行われているが、厳密な方法でのＮＭＲ調査の結果について解釈するためには、ＮＭ
Ｒスペクトルを明確に対応決定する必要があり、このことはどのピークがその構造のどの
炭素及び／又は水素と関係しているのかを確定しなめければならないことを意味している
。この情報は、ほとんどの場合、一次元的な1Ｈ及び13Ｃ　ＮＭＲスペクトル・データか
らは得ることができないが、二次元的な調査の助けを借りてよりうまく判定することがで
きる。これらの研究は情報を２つの周波数領域に適用し、そして核相互の相互作用を明ら
かにすることによってスペクトル分析を単純にしてくれる。種々のパルス・シーケンスが
確定されれるメカニズムが非常に複雑であるという事実にも拘わらず、二次元的なＮＭＲ
スペクトルの解釈は通常は非常に単純なものである。化学的構造を解明するために多数の
異なった二次元的ＮＭＲ研究が考えられている。そうした技術の事例と本発明によるトリ
テルペン・サポニン類の化学的解明で使用するために本発明者によって具体的に想定され
た他のＮＭＲ技術を以下、及び表３に示す。
【０１５２】
１．ＨＭＢＣ、ＨＭＱＣ
ＨＭＱＣ及びＨＭＢＣ　13Ｃ多重量子コヒーレンス・スペクトルの使用はアグリコン対応
決定ばかりでなく、糖シーケンス詳細の解明にとっても貴重である。ＨＭＱＣ及びＨＭＱ
Ｃの使用は13Ｃ－1Ｈ異種核相関分光学（ＨＥＴＣＯＲ）と類似しているが、13Ｃを観測
する代わりに、より豊富は1Ｈの検出が行われている。例えば、Bellis perennis（シオン
科）からのベリスサポニン類の場合も、２－Ｄ　1Ｈ検出ＨＭＱＣ及びＨＭＢＣスペクト
ラを結びつけて13Ｃ－ＮＭＲデータを考慮することによって、すべての化学的移行の対応
付けを行うことが可能であった。二重及び三重結合に対応したクロス・ピークがその分子
におけるほとんどすべての可能な相関関係に対して観察されている。同様に、ＨＭＱＣ及
びＨＭＢＣにおけるロングレンジの1Ｈ－13Ｃ相関関係を糖部分の取り付けの配列と位置
の判定のために用いることができる（Ｓｃｈｏｐｋｅら、１９９１）。
【０１５３】
２．２－Ｄ－ＮＯＥＳＹ
この技術は、例えば、シクラメリチンＡグリコシド（アルジシアクリスピンＡ及びＢ）の
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糖配列の判定（Ｊａｎｓａｋｕｌら、１９８７）及びAndrosace saxifragifolia（サクラ
ソウ科）から採取されるサキシフラギフォリンＡのモノサッカロイド配列（Ｗａｌｔｈｏ
ら、１９８６）の判定に用いられている。カロパナックス・サポニンＣのアラビノース部
分のラムノシル及びグルコシル結合の位置がペルメチル化されたサポニンの糖配列決定後
にＮＯＥＳＹによって確認された。ラムノシル部分のＨ－１とラビノシル部分のＨ－２と
の間、及びグルコシル部分のＨ－１とアラビノシル部分のＨ－３との間にクロス・ピーク
が観察された（Ｓｈａｏら、１９８９ｂ）。Balanites aegyptiaca（バラタ科）からのフ
ラスタノール・サポニン類の糖部分の構造が４００ＭＨｚ　ＮＭＲ装置で２－Ｄ　ＮＯＥ
ＳＹによって解明されている（Ｋａｍｅｌら、１９９１）。
【０１５４】
２－Ｄ　ＮＭＲ技術の具体的な使用はサルササポジェニン・グリコシド３－Ｏ－［｛α－
Ｌ－ラムノピラノシル（１→４）｝｛β－Ｄ－グルコピラノシド（１→２）｝－β－Ｄ－
グルコプブラノスｙｌ］－（２５Ｓ）－５β－スピロスタン－３β－ｏｌのオリゴサッカ
ロイド部分の完全な13Ｃ及び1Ｈ対応決定をもたらした。ＤＥＰＴ、ＨＥＴＣＯＲ、ロン
グレンジＨＥＴＣＯＲ、種々の同一核技術、ＮＯＥＳＹ及びＩＮＥＰＴの組み合わせが陽
子スペクトルの混雑によって引き起こされる問題を解決するために構造解明に適用されて
いる（Ｐａｎｔら、１９８８ｄ）。
【０１５５】
Blighia welwitschii（ムクロジ科）から採取されたペンタサッカライド・サポニン３－
Ｏ－［β－Ｄ－キシロピラノシル（１→３）－α－Ｌ－アラビノピラノシル（１→３）－
α－Ｌ－アラビノピラノシル］（１→４）－β－Ｄ－グルコピラノシル（１→３）－α－
Ｌ－ラムノピラノシル（１→２）－α－Ｌ－アラビノピラノシル｝－ヘタラジェニンにお
ける糖類の識別と配列決定は５００ＭＨｚ装置を用いてＮＭＲ技術を用いるだけで可能で
あった。このサポニンは最初にアセチル化され、次にＤＱＦ－ＣＯＳＹ、ＮＯＥＳＹ及び
ＲＯＥＳＹスペクトルを分析することで、構造の対応決定が可能となった。ＮＯＥデータ
から得られた情報は糖の配列を確定する上で最も有益であった（Ｐｅｎｄｅｒｓら、１９
８９）。
【０１５６】
Solidago gigantea（シオン科）から採取される１０個の糖残基を有するサポニンが多段
ＲＣＴ研究に基づいてＮＭＲで確認されている。これにはＣＯＳＹ、異種核ＣＯＰＹ、Ｃ
ＯＳＹタイプＨ－Ｈ－Ｃコヒーレンス伝達及び２－Ｄ－ＮＯＥＳＹ研究も合わせて行われ
た。従って広範な劣化調査を行う必要性は回避され、３０ｍｇの生成物を使うだけで構造
判定が可能であった（Ｚｅｚｎｉｃｅｋら、１９８９ａ；１９８９ｂ）。同様の技術は別
の同様な植物からの４つのグリコシド：ギガンテアサポニン類１－４（９又は１０個の糖
単位を含むバヨジニンのバイデモシド類）の構造判定のために用いられた（Ｒｅｚｎｉｃ
ｅｋら、１９９０ａ）。
【０１５７】
２－Ｄ　ＣＯＳＹ、ＭＨＢＣ及びＲＯＥＳＹ　ＮＭＲ研究の組み合わせも、Momosa tenui
flora（マメ科）から採取されたオレアニン酸サポニンであるミモノシドＡ内のヘキササ
ッカライドの配列と結合位置を解明する上で十分であった（ｊｉａｎｇら、１９９１）。
【０１５８】
ペラセチル化された非誘導クリサンテリンの２－Ｄ　ＮＭＲは陽子の対応決定と糖類の配
列決定を可能にした。エステル化キシローズ部分がβ形態で存在していること、及び1Ｃ4

構成を有していることが明らかになった。用いられた技術にはＨＭＱＣ、ＨＭＢＣ、及び
ＲＯＥＳＹ（より正確には、ＣＡＭＥＬＳＰＩＮ（固定スピンによってエミュレートされ
た微小分子に適した交差リラクゼーション）などが含まれていた。ＲＯＥＳＹ研究は糖配
列の判定で特に有益であった（Ｍａｓｓｉｏら、１９９１ａ）。
【０１５９】
海洋生物から得たトリテルペン・グリコシドの糖配列及びグリコシド間結合のがＮＴ1デ
ータ及びＮＯＥＳＹ調査から明らかにされているが（Ｍｉｙａｍｏｔｏら、１９９０）、
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しかしこの技術は３－５ｐ．ｐ．ｍ．領域の1Ｈ－ＮＭＲスペクトルの複雑さによってそ
の実用性に限界があり、多数の陽子に対するＮＯＥの測定を不可能にしている。しかしな
がら、ＣＯＳＹ、ＮＯＥＳＹ、そして直接及びＸＨＣＯＲＲ　ＮＭＲ分光学の組み合わせ
によって、ウミウリHolothuria forskaliiの完全な信号対応及び構造分析が明らかにされ
ている（Ｒｏｄｒｉｇｕｅｓら、１９９１）。
【０１６０】
太平洋のヒトデであるNeosmilaster georgianusからのアステロサポニンであるサンチャ
ゴシドの構造判定において、ＣＯＳＹ、ＴＯＣＳＹ、ＨＭＱＣ及びＲＯＥＳＹ　ＮＭＲ分
光学の技術が広範に適用され、ＲＯＥＳＹによる調査が糖類の正確な配列、それらの取り
付け箇所及び立体化学特性を解明するために用いられた（Ｖａｚｑｕｅｚら、１９９２）
。
【０１６１】
３．ＣＯＳＹ
１つの周波数軸がスピン結合（Ｊ）をその他の化学的移行情報を含んでいるＪ溶解分光学
と、両方の周波数軸が化学的移行（δ）情報を含んでいる２つの基本的なタイプの２－Ｄ
　ＮＭＲ分光学が存在する（Ａｇｒａｗａｌ、１９９２）。２－Ｄ分析の大きな利点の１
つは、それがスペクトル混雑の問題を解消してくれることである。高分野1Ｈ－ＣＯＳＹ
においては、これは２．５－４．０ｐ．ｐ．ｍ．領域で言えることであり、サッカライド
陽子の対応性決定を簡単にしてくれる。好ましい環境では、与えられた糖残基に存在する
すべての陽子を識別することができる。
【０１６２】
ＣＯＳＹスペクトルからいくつかの一般的な結論を引き出すことができる。例えば、モノ
サッカライド単位の置換基部分を対応するヒドロキシ陽子の存在あるいは不在によって判
定することができ、クロス・ピークの数は重複ピークの数を明らかにしてくれるので、結
合定数の推定が可能になる。
【０１６３】
いくつかの場合、サポニンの構造的解明と、その糖配列の解明の両方が1Ｈ－ＮＭＲ　１
－Ｄ及び２－Ｄ分光学だけで達成されている（Ｍａｓｓｉｏｔら、１９８６；１９８６ｂ
）。サポニンは先ずペラセチル化され、そして場の強度が十分であれば（＞３００ＭＨｚ
）、糖陽子共振が２つのゾーンに分割され、１つは４．７５と５．４０ｐ．ｐ．ｍの間に
あってＣＨＯＡｃに対応付けられ、他方は３．０と４．３ｐ．ｐ．ｍの間にあってＣＨ2

ＯＡｃ、ＣＨＯＲ、そしてＣＨ2ＯＲに対応付けられる。アノマー性陽子はいずれの結合
の場合でもこれら２つのゾーンの間にあり、そしてエステル結合の場合には５．５ｐ．ｐ
．ｍ．より高い周波数領域に存在している。
【０１６４】
ペラセチル化もクロロホルム、ベンゼン、またはアセトンに可溶性の誘導体を提供する。
相当する潜在それらの分子の可動性は信号がはっきり観察される程度であり、結合定数を
正確に特定することができる。アセチル化されたアルファルファの根のサポニンの場合、
ＣＯＳＹ及び長距離ＣＯＳＹ調査によってその構造をＡｒａ－2Ｃｌｇ－2Ａｒａ－3ヘド
ラジェニン28－Ｇｌｃを明らかにすることができた（Ｍａｓｓｉｏら、１９８６）。
【０１６５】
アルファルファ、Medicago sativa（マメ科）及びTridesmostemon classenssi（アカテツ
科）の葉からのさらにアセチル化されたサポニン類の構造は上に述べたのと同様の技術で
解明されている。対応及び糖の配列はＨＭＱＣ（1Ｊ結合に関して）及びＨＭＢＣ（2Ｊ及
び3Ｊ結合に関して）、そして同一核Ｈａｒｔｍａｎｎ－Ｈａｈｎ（ＨＯＨＡＨＡ）トリ
プル・リレーＣＯＳＹ及びＲＯＥＳＹ調査から得られた（Ｍａｓｓｉｏら、１９９０；１
９９１ｂ）。T. claessemssiからのサポニンのエステル糖鎖は異常な1Ｃ4構成（すべての
置換基は軸方向）でβ－Ｄ－キシロース部分を含んでいる。６００ＭＨｚで、1Ｈ－ＮＭ
Ｒスペクトルはペラセチル化を行わなくても、すべての1Ｈ化学移行の対応付けを行うの
に十分な程度の分解度を有していた（Ｓｃｈｏｐｋｅら、１９９１）。
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【０１６６】
４．ロングレンジＣＯＳＹ
この技術はAllium vineale（ユリ科）からのステロイド・サポニン内の糖陽子の対応付け
のために用いられている（Ｃｈｅｎ及びＳｎｙｄｅｒ、１９８７；１９８９）。ロングレ
ンジ1Ｈ－13Ｃ　ＣＯＳＹもシクロアスロラゲン・サポニンのアグリコン構造判定に用い
られており（Ｗａｎｇら、１９８９ｂ）、さらに内部グルコースのアノマー性要素と上に
述べたMedicago sativaサポニンの内部アラビノースのＨ－２との間の4Ｊ内部糖結合の位
置決定のために用いられている（Ｍａｓｓｉｏら、１９８６）。
【０１６７】
５．二重量子ろ過、フェーズ感作性ＣＯＳＹ（ＤＱＦ－ＣＯＳＹ、ＤＱ－ＣＯＳＰＹ）
この技術はAlliumステロイド・サポニン類の糖陽子の対応決定（Ｃｈｅｎ及びＳｎｙｄｅ
ｒ、１９８７；１９８９）と、Crossopteryx febrifruga(Ribiaceae)の根からの１６α－
ヒドロキシプロト－バシック酸グルコシド内の化学的移行の対応決定に適用された（Ｇａ
ｒｉｂｏｌｄｉら、１９９０）。同じ技術がSapindus rarak（ムクロジ科）の実からのア
セチル化ヘデラジェニン誘導体内のサッカライド陽子の完全な対応決定のために用いられ
た（Ｈａｍｂｕｒｇｅｒら、１９９２）。ＮＯＥ差分分光学によってグリコシド間結合が
確定された（Ｈａｍｂｕｒｇｅｒら、１９９２）。
【０１６８】
６．ＨＯＨＡＨＡ
ジプソジェニン及びキライ酸グリコシドのアグリコンの陽子結合ネットワークはＨＯＨＡ
ＨＡによる研究で完全に解明されている。これらは観察されるクロス・ピークがフェーズ
中にあり、それによって重複ピークの偶然的なゼロ化が防がれる点を除けばＣＯＳＹによ
る研究と類似している（そして総相関性分光学－ＴＯＣＳＹとも関係している）。炭水化
物鎖を解明するために、ＨＯＨＡＨＡ研究から抽出された隣位結合定数によって各非シン
メトリー中心の相対的立体化学特性の判定を可能にしてくれ、それによってモノサッカラ
イドの識別を可能にしてくれる。異種核Ｈ－Ｃリレー法もＨＭＢＣスペクトルから判定さ
れたサッカライド部分及び糖結合における13Ｃ共振の対応決定のために用いることができ
る（Ｆｒｅｃｈｅｔら、１９９１）。
【０１６９】
７．ＦＬＯＣＫ、ＣＯＬＯＣ及びＮＯＥ
双一次回転非干渉パルス（ＦＬＯＣＫ）を組み込んだロングレンジ異種核分光学がSesamu
m alatum (Pedaliaceae)における1Ｈ－13Ｃ広範囲結合の観察のために用いられている。
従って、Ｃ－１８の位置の陽子と炭素原子Ｃ－１３、Ｃ－１７及びＣ－２８の間の相互作
用が観察された。長距離異種核13Ｃ－1Ｈ相関性と組み合わせることで、新しいセコ－ウ
ルセン・アグリコンの構造に関して多量の情報が集められた（Ｐｏｔｔｅｒａら、１９９
２）。
【０１７０】
ロングレンジ結合（2Ｊｃｈ及び3Ｊｃｈ）のために最適化された13Ｃ－1Ｈ　２－Ｄ相関
性分光学（ＣＯＬＯＣ）の１つの事例はCrossopteryx febrifuga (Rubiaceae)の構造解明
において見出されるはずである（Ｇａｒｉｂｏｌｄｉら、１９９０）。
【０１７１】
ＮＯＥは例えばルペノシドＩ（Ｏｋａｂｅら、１９８９）及びカメリジンＩ及びＩＩ（Ｎ
ｉｓｈｉｎｏら、１９８６）のサッカロイド陽子の対応決定と糖配列決定のためのサポニ
ン類の構造判定にもっぱら用いられている。アラビノースのＨ－２とラムノースのアノマ
ー性陽子との間のＮＯＥはジジフィンにおけるＲｈａ2－Ａｒａ－ジサッカロイド結合を
確認するのに役に立った（Ｙｏｓｈｉｋａｗａら、１９９１ｂ）。この方法は結合位置で
アノマー性陽子とアグリコン陽子との間での接続活性が観察されることが多いので広い応
用性を有している。ネガティブＮＯＥはシクロアストｒジェノール及びその他のサポニン
類内のＣ－３陽子と３－Ｏ－グリコシド残基のアノマー性陽子との間で観察されている（
Ｗａｎｇら、１９８９ｂ）。
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【表３】
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【０１７３】
（iii）構造解明の分光学及びその他の技術
サポニン類及び対応するアグリコン類の構造的解明は化学的方法ばかりでなく、分光学的
、及びＩＲ、ＵＶ、ＮＭＲ、ＭＳ、光学回転分散（ＯＲＤ）、円偏光二色法（ＣＤ）、及
びＸ線分析などそれに関連した技術にも依存して行われる。これらの技術のいくつか、特
にＮＭＲ分光学及びＭＳにおけるほとんどの進歩はサポニン類及び切断反応からのそれら
の対応フラグメントの分析作業を容易にしてくれており、従って、情報を整理して、関連
する構造を判定することができる。さらに、ＮＭＲ分光学は非破壊的方法であり、ＮＭＲ
とＭＳの両方とも無傷のサポニンについての調査を可能にしてくれる。
【０１７４】
サポニンの構造を明らかにするためには、それぞれが全体的なデータの一部の収集に寄与
してくれる種々の分光学的な技術を組み合わせた統合的なアプローチが必要である。
【０１７５】
１．質量分光分析（ＭＳ）
ＭＳでのイオン化法の選択は分析される化合物の極性、影響の受けやすさ、そして分子量
に依存する。それは天然のグリコシド類の分子量及び糖配列情報を入手するために用いら
れるＦＡＢ及び吸着／化学イオン化（Ｄ／ＣＩ）などのいわゆる『ソフト』イオン化技術
である（Ｗｌｏｆｅｎｄｅｒら、１９９２）。これらの技術は誘導化を行わずにグリコシ
ドの分析を可能にしてくれる。いくつかの場合、アグリコンのフラグメント化が観察され
るが、この目的のためには電子インパクト質量スペクトル（ＥＩ－ＭＳ）が最も有効であ
る。
【０１７６】
２．高速原子ボンバードメントＭＳ（ＦＡＢ－ＭＳ）
ＦＡＢ研究では、原子（又はイオン）のアクセル化ビームがガンから分析対象のサンプル
を含んだ粘液（基質－通常はグリセロル又は１－チオグリセロル）と共に事前に装填され
た標的に照射される（Ｂａｒｂｅｒら、１９８１；１９８２）。この原子ビームが基質と
衝突すると、運動エネルギーが表面の分子に伝達され、その多数が液体からそのイオン源
の高い真空内に飛散される。これらの分子の多くのイオン化はこの飛散中に起こり、陽性
及び陰性イオンの両方が発生される。いずれも装置パラメータを適切に選択することによ
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って記録されるが、サポニンに関する作業では全体として陰イオンの法が有益であること
が分かっている。
【０１７７】
３．二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ）
これはもうひとつの粒子誘発吸着技術で、生物分子の薄膜の表面にＫｅＶレベルのイオン
を照射することで、ＰＤ－ＭＳの場合と同様の吸着イオン化が発生される（Ｂｅｎｎｉｎ
ｇｈｏｖｅｎ及びＳｉｃｈｅｒｍａｎｎ、１９７８）。アメリカ大豆の種子から得られる
３つの新しいバイデスモシド、アセチル－ソヤサポニンＡ1、Ａ2、及び、Ａ3の構造研究
においてこの方法の有用性が実証されている（Glycine max、マメ科）。かなりのフラグ
メント・イオン・ピークがモノサッカライド単位におけるアセチル化のモード、およびこ
れらの単位の配列についての情報を提供してくれている（Ｋｉｔａｇａｗａら、１９８８
）。
【０１７８】
４．レーザー脱着（ＬＤ）
ＬＤにおいては、短時間（１０ｎｓ以下）継続するレーザー・パルスによる励起がＰＤ及
びＳＩＭＳと類似した吸着分子イオンのパターンをつくりだすことが分かっている。複雑
なグリコシドの分析に適した技術であるレーザー脱着／フーリエ変換質量分析法（ＬＤ／
ＦＴＭＳ）は、ＦＡＢ－ＭＳと異なった、そして相補的なスペクトルをつくりだす。
【０１７９】
５．フィールド吸着ＭＳ（ＦＤ－ＭＳ）
この技術はサポニン類の分子量と、糖残基の数、性質及び配列を同時に判定する上で役に
立つ（Ｋｏｍｏｒｉら、１９８５）。しかしながら、ＦＤ－ＭＳの実験手順の複雑さと、
ＦＡＢ－ＭＳがより長く継続するスペクトルをつくりだすという事実とから、最近ではこ
のＦＤ－ＭＳはそれ程用いられなくなっている。ＦＤ質量スペクトルはそれらが陽イオン
化されたフラグメントの存在によって一層複雑となり、解釈を複雑にしているという欠陥
も有している。それにもかかわらず、ＦＤ－ＭＳはサポニン類の構造解明に非常に大きな
成功を収めている（Ｈｏｓｔｅｔｔｍａｎｎ、１９８０）。
【０１８０】
（ｉｖ）液体クロマトグラフィー－質量分析（ＬＣ－ＭＳ）
いくつかのタイプの質量分析のためにＨＰＬＣカラム流出液を直接、間接的に導入するた
めの効率的なインタフェースが開発されている。例えば、粗サポニン類の定性分析がセミ
ミクロＨＰＬＣとフリット・高速原子ボンバードメント（ＦＲＩＴ－ＦＡＢ）インタフェ
ースを組み合わせることによって行われている（Ｈａｔｔｏｒｉら、１９８８）。この応
用例においては、流出液が１：２０の割合で分割される（１００μ／分→５μｌ／分）オ
クタデシル・シリカ・カラムではなく、ＮＨ2カラム（例えば、μＳ－Ｆｉｎｅｐｅａｋ
　ＳＩＬ　ＮＨ２、Ｊａｓｃｏ；２５ｃｍ　x　１．５ｍｍ内径（Ｉ．Ｄ．））が用いら
れる。アセトニトリルとグリセロールを１％含んだ線形勾配を用いての溶離によって、通
常、均等溶離で得られるものより鮮明なピークが得られる。ネガティブＦＡＢ質量スペク
トルが最大分子量１２３５までのサポニン類に関して記録されている。この手法で、糖分
子の切断に関与しているとされている偽分子［Ｍ－１］及びフラグメントが観察されてい
る（Ｈａｔｔｏｒｉら、１９８８）。
【０１８１】
単量体サポニンであるRosa rugusa（バラ科）から得られたロサムルチン及びアルジェニ
チン（共に分子量６５０）に関して、ＦＲＩＴ－ＦＡＢ　ＬＣ－ＭＳシステムも述べられ
ている。ロサムルチン（ウルセイン・グリコシド）及びアルジェニチン（オレアネイン・
グリコシド）は共にＣ－２８に単一のグルコース残基を有しており、中性ガスとしてのキ
セノンを用いて両方ともネガティブ及びポジティブＦＡＢモードで分析された。ＨＰＬＣ
はアセトニトリル－水（７：３、０．５％グリセロルを含有）を溶媒として１ｍｌ／分の
流量で用いることによってオクタデシルシリカ・カラム上で行われた。偽分子［Ｍ＋１］
及び［Ｍ＋１］＋イオンが観察され、いずれもネガティブＦＡＢ質量スペクトルで親アグ
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リコンによって発生された強いピークを伴っていた（Ｙｏｕｎｇら、１９８８）。
【０１８２】
また、溶離液が直接供給源に送られる動的ＦＡＢインタフェーシングと類似した技術であ
る動的二次イオン質量分光学（ＳＩＭＳ）によって、サポニン類を検出することが可能で
ある。従って、ＵＶ（２０６ｎｍ）及びＳＩＭＳ検出と組み合わせたＨＰＬＣを用いて、
１つのモノ－、及び２つのバイデモシド性トリテルペン・グリコシドの分析が行われてい
る（Ｍａｒｓｔｏｎら、１９９１）。
【０１８３】
ＦＲＩＴ－ＦＡＢ及びＣＦ－ＦＡＢタイプのインタフェースに伴う１つの欠陥は低流量（
１－５μｌ／分）が必要とされる点である。ＨＰＬＣ分離の後、流出液の分割が必要であ
る。しかしながら、サーモスプレイ（ＴＳＰ）インタフェーズ（Ｂｌａｃｋｌｅｙ及びＶ
ｅｓｔａｌ、１９８３）は簡単であり、１－２ｍｌ／分の流速に対処できるという能力を
有している点に特徴がある。このことは植物成分の分析に関連する問題を解決する上で、
この技術をより魅力的なものとしている。ＴＳＰ技術の中心は分子のソフトなイオン化で
あり、これは化学的イオン化ＭＳと同様である。これによって非揮発性で、熱的に不安定
なモノ－、ジ－、そしてトリグリコシドの分析を可能にしてくれる。サポニンの分子量と
糖鎖の性質及び配列についての情報が提供される。ＴＳＰ　ＬＣ－ＭＳがTetraleura tet
raptera（マメ科）の実のメタノール抽出における殺軟体動物性サポニン類の分析に用い
られている（Ｍａｉｌｌａｒｄ及びｈｏｓｔｅｔｔｍａｎｎ、１９９３）。蒸発イオン化
を行うための揮発性緩衝液を提供するために０．５Ｍ酢酸アンモニウム（０．２ｍｌ／分
）をカラム処理後に加えることで、ＴＳＰ　ＬＣ－ＭＳ総イオン流（質量範囲４５０－１
０００ａ．ｍ．ｕ．）は２０６ｎｍでのＨＰＬＣ－ＵＶ分析の結果と優れた対応性を示し
た。ｍ／ｚ６６０、６７６、８８０、及び８２２でのイオン・トレースは大型サポニンの
偽分子［Ｍ＋Ｈ］＋イオンを示す信号を発生させる。この抽出物の各サポニンに関して得
られたＴＳＰ質量スペクトルは偽分子［Ｍ＋Ｈ］＋イオンに対する大きなピークを示した
。重要な殺軟体動物性サポニン：アリダニンに関して糖部分のフラグメント化が確認され
、そこでＮ－アセチルグリコシル部分のロスがアグリコンに対する［Ａ＋Ｈ］＋ピークを
発生させる（Ｍａｉｌｌａｒｄ及びＨｏｓｔｅｔｔｍａｎｎ、１９９３）。
【０１８４】
サポニン類の調査に適用された場合、ＧＣ－ＭＳはほとんど用いられず、またＨＰＬＣだ
けではその持続時間によってピークの識別が確認できただけだったので、ＬＣ－ＭＳは大
きな実用性の可能性を秘めている。ＬＣ－ＭＳは植物抽出物内のトリテルペン・グリコシ
ドの分析に適用できるばかりでなく、それらの抽出物の個々のサポニン類の構造判定に対
しても、ＭＳ－ＭＳを介して、一定の有用性をもっている。
【０１８５】
（ｖ）赤外線分光分析（ＩＲ）
ＩＲの通常の応用とは別に、サポニンの構造解明に特に関連した１つ又は２つの特徴があ
る。ＩＲは１３５０及び８７５ｃｍ-1の間のいくつかの強いバンドがスピロケタル側鎖を
示すので、ステロイド・サポジェニンの特徴づけのために有益である（Ｊｏｎｅｓら、１
９５３）。４つのバンド、９８０（Ａバンド）、９２０（Ｂバンド）、９００（Ｃバンド
）、及び８６０ｃｍ-1（Ｄバンド）はＥ及びＦリングの特徴として対応付けられている。
２５Ｒ－サポジェニンの場合、ＢバンドはＣバンドより強い吸収を示し、２５Ｒ－シリー
ズで、こうした関係が逆になっている。Ｅ及びＦリング内、または位置２７に酸素置換基
を有しているサポジェニンにおいては、これら４つのバンドがかなり変化している（Ｔａ
ｋｅｄａ、１９７２）。
【０１８６】
サポニンにおけるイオン化されたカルボキシル基の存在はＩＲスペクトル内で１６１０及
び１３９０ｃｍ-1の位置で確認することができる（Ｎｕｍａｒａら、１９８７）。この情
報は単離手順中に、その分子中のカルボキシル基がイオン化されているかどうかを知るこ
とが重要な場合に有用である。
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【０１８７】
（ｖｉ）Ｘ線結晶学
Centella asiatia（セリ科）から採取したトリサッカライド・トリテルペン・アジアチコ
シドの分子形状を解明するためにＸ線結晶学が用いられている。結晶化はジオクサンから
行われた（Ｍａｈａｔｏら、１９８７）。Ｘ線回折分析もモリック酸３－β－Ｄ－グリコ
シドの構造の確認で成功を収めている（Ｐｅｇｅｌ及びＲｏｇｅｒ、１９８５）。
【０１８８】
Ｘ線結晶学はアグリコンの構造問題を解明する上で特に有益である。Sesamum alatum (Pe
daliaceae)からのアラトシドのアグリコンの構造の判定に対する有効な情報が酸加水分解
後につくられたアーチファクトの結晶性トリアセテートのＸ線回折分析によって得られた
（Ｐｏｔｔｅｒａｔら、１９９２）。Dolichos kirimandscharicus（マメ科）の塊茎から
採取されるメジカジェン酸の親アグリコンであるメジカジェン酸のＸ線研究でその分子が
ｃｉｓ溶融Ｄ及びＥリングを有していることが明らかになった。リングＣはかるく歪んだ
ソファ上立体構造を有しており、リングＡ、Ｂ、Ｄ及びＥは椅子上の立体構造を有してい
た（Ｓｔｏｅｃｋｉ－Ｅｖａｎｓ、１９８９）。
【０１８９】
（vii）切断反応
トリテルペン・グリコシドはそれらの環式ピラノース又はフコース形態内のサッカライド
ヘミアセチル・ヒドロキシル基がトリテルペン又はステロイド残基と共にアセチル類を構
成しているグリコシド類である。そのヘミアセチル・ヒドロキシルとトリテルペン又はス
テロイドとの間のエーテル結合はグリコシド結合として知られている。オリゴサッカライ
ドのモノサッカライド成分もエーテル結合（グリコシド間結合）で結合されている。
【０１９０】
グリコシドを加水分解すると、グリコシド結合が切断されて、成分のモノサッカライド及
び非炭水化物部分（アグリコン又はジェニン）が開放される。サポニンの加水分解で生じ
る非炭水化物はサポジェノール又はサポジェニンと呼ばれている。知られているすべての
サポニンはＯ－グリコシド類であり、エーテル又はエステル結合を有している。
【０１９１】
より分析をし易くするためにより小さな単位にサポニンを分割するために多数の化学反応
や方法が用いられている（例えば、Ｋｉｔａｇａｗａ、１９８１参照）。そうした方法は
トリテルペン・サポニン類の構造判定において特に有用である。
【０１９２】
１．酸加水分解
酸加水分解は、酸中に一定の時間、例えば２－４Ｍ塩酸内に４時間サポニンを置くことに
よって実行することができる。加水分解後に残っている水溶液をジエチル・エーテル、ク
ロロホルム、又は酢酸エチルで抽出して、アグリコンを得る。水層からの糖類の抽出はそ
の溶液を（アルカリ又は塩基性イオン交換樹脂を用いて）中性化し（Ｔｓｃｈｅｓｃｈｅ
及びＦｏｒｓｔｍａｎｎ、１９５７；Ｓａｎｄｂｅｒｇ及びＭｉｃｈｅｌ、１９６２）、
蒸発、乾燥状態にしてから行われる。これらのサポニン類はこの方法でそれらの構成物質
に完全に切断されるので、存在しているアグリコン及びモノサッカライドの数と性質を識
別するための情報が得られる。（塩基加水分解によってエステル結合を切断した後に得ら
れる）プロサポジェニンを酸加水分解すると、そのアグリコンにエーテル結合している糖
鎖の性質を確定することができる。水性反応媒体の代わりにアルコールやジオキサンを用
いることもできる。
【０１９３】
サポニン類の加水分解のためには、塩酸の他に硫酸も用いることができる。硫酸を用いた
場合、分子の劣化や再構成の可能性は低いが、エーテル結合の切断はそれほど効率的には
行われない。Dianthusサポニンからジプソゲン酸を得るための簡便な方法としては、例え
ば、ジオキサン内で１Ｍ硫酸で加水分解する方法が用いられた（Ｏｓｈｉｍａら、１９８
４）。水及び水－エタノール内での塩酸と硫酸を用いた加水分解条件の比較研究は、密封
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した真空アンプル中でサポニンを５％硫酸／水と共に２時間加熱した場合にサッカライド
類が最もよく回収されることを示している（Ｋｉｋｕｃｈｉら、１９８７）。ある程度温
和な加水分解であれば、トルフルオロ酢酸を用いて、例えば１Ｍ　トリフルオロ酢酸中で
３時間還流させることで行うことがてきる。
【０１９４】
溶液中でサポニン類の加水分解を行うための別の方法は，塩酸蒸気でそれらを処理するこ
とによってＴＬＣプレート上で直接加水分解することである。酸が蒸発されてしまうと、
ＴＬＣ溶媒による通常の溶離が行われ、存在しているモノサッカライドを識別することが
できる（Ｋａｒｔｉｎｇ及びＷｅｇｃｈａｉｄｅｒ、１９７１；Ｈｅ、１９８７）。こう
した方法で、アガベシドＢを部分的に加水分解した後、末端キシロース及びガラクトース
が確認された。溶媒クロロホルム－メタノール－水（８：５：１）によりＴＬＣプレート
が作成され、アニリン－ジフェニルアミン－Ｈ3ＰＯ4－メタノール（１：１：５：４８）
を用いて検出が行われた（Ｕｃｈｉｙａｌら、１９９０）。
【０１９５】
２．塩基加水分解
Ｏ－アクリルグリコシド性糖鎖の切断は通常０．５Ｍ水酸化カリウムでのリフラックスに
よって塩基加水分解条件下で行われる。また、水酸化カリウムの１－２０％エタノール性
又はメタノール性溶液を用いることもできるが、特にトリテルペン酸のカルボキシル基の
メチル化が起きてしまう可能性がある。Ｄｏｗｅｘ　１などのイオン交換装置は温和な塩
基性加水分解条件を提供してくれる（Ｂｕｋｈａｒｏｖ及びＫａｒｌｉｎ、１９７０）。
それとは別に、コリダイン内でヨウ化リチウムを用いる方法もある（Ｋｏｃｈｅｋｏｖら
、１９６４）。
【０１９６】
反応状態を注意深く制御することで、異なったエステル部分を選択的に切断することがで
きる。例えば、０．５Ｍ水酸化カリウム内で３０分間還流することでキズタ・サポニンＫ

11の加水分解することで、バイデスモシドのＣ－２８の糖が除去された。しかしながら、
室温で０．１Ｍ水酸化カリウム内で２０時間サポニンを攪拌すると、Ｃ－２８エステル・
グリコシド鎖上の酢酸基が除去された（Ｋｉｚｕら、１９８５ｂ）。
【０１９７】
３．部分的加水分解
いくつかの例で、サポニンが高度に分岐したり長い糖鎖を有している場合、部分的加水分
解を含む手順が構造解明によりアクセスしやすいフラグメントを得るために必要となる。
これは酸か、あるいは酵素を使ってでも可能である。オリゴサッカライド及び／又は残り
のサポニン部分が単離され、特徴づけが行われる。
【０１９８】
例えば、Phytolaca dedecandra (Phyttplaccaceae)を０．１Ｍ塩酸で４５分間加水分解し
たところ、３つの生成物の混合物が得られた。これらの化合物はＲＰ－ＬＰＬＣで分離さ
れ、アジトール酢酸のＭＳ、１３Ｃ－ＮＭＲ及びＧＣ－ＭＳによってその糖配列の判定が
行われた。これらの情報をまとめることによって、その化合物、オレアノル酸誘導体の化
学構造を明らかにすることができた（Ｄｏｒｓａｚ及びＨｏｓｔｅｔｔｍａｎｎ、１９８
６）。
【０１９９】
ジオキサンにおける加水分解はより温和な状態をつくりだすので、部分的加水分解を行う
ことができる。この例で、サポニンはジオキサン－０．１Ｍ塩酸（１：３）内で６時間還
流された（Ｉｋｒａｍら、１９８１）。サポニン類を部分的に加水分解するための方法は
トリテルペン・グリコシドの溶液をアルコール内でアルカリ金属（ナトリウム又はカリウ
ム）を用いて処理し、その後微量の水を加える方法である（Ｏｇｉｈａｗａ及びＮｏｓｅ
、１９８６）。
【０２００】
４．水熱分解
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トリテルペン・グリコシドの水熱分解を行うことは対応するアグリコンの形成につながり
、従って構造判定に役立つ。この方法は、サンプルに応じて、１００℃から１４０℃の温
度で、１０－１４０時間、水又は水－ジオキサンと共にグリコシドを加熱するステップを
含んでいる。例えば、トリテルペン、３，２８－O－ビスグリコシドの水熱分解は対応す
る３－Ｏ－グリコシドが与えられる（Ｋｉｍら、１９９２）。
【０２０１】
５．酵素による加水分解
アーチファクトを形成せずに、サポニン類からの糖残基を切断するための非常に効率的で
温和な方法は酵素による加水分解である。すべての糖類に対して適切なヒドロラーゼは市
販されていないが、β－グルコース残基のβ－グルコシダーゼによる切断がまったく簡単
である。特定の酵素による切断のさらなる利点は、糖部分のアノマー性構成が自動的に示
されることである。トリテルペン・グリコシドの加水分解での使用のために特に考えられ
ているいくつかの酵素製剤はβ－ガラクトシダーゼ加水分解、セルラーゼ、粗ヘスペリジ
ナーゼ、ペクチナーゼ、そしてナリンジナーゼなどである。
【０２０２】
ヘルペリジナーゼ、ナリンジナーゼ、ペクチナーゼ、セルナーゼ、アミラーゼ、及びエム
ルシン粗製剤を用いた系統的な研究は、ヘスペリナーゼ、ナリンジナーゼ、及びペクチナ
ーゼがジンセノシド類の加水分解において最も有効であった（Ｋｏｈｄａ及びＴａｎａｋ
ａ、１９７５）。
【０２０３】
（ｖｉｉｉ）加水分解後のアグリコンの分析
加水分解が終了したら、アグリコンを単純なろ過か、あるいは水－有機物溶媒分割で分離
して、知られているトリテルペンと対照しつつ分析することができる。最も普通の方法は
ジイソプロピル・エーテル－アセトン（７５：３０）などのような溶媒を用いて行うＴＬ
Ｃによるものである。スプレイ剤もサポニン類の分析によく用いられるものである（表２
）。
【０２０４】
ガス－液体クロマトグラフィーを行うにはトリテルペンの誘導体化が必要である。例えば
、オレアノル酸及びウルソル酸のメチル・エステル類が３０％０Ｖ－１７又はＳＥ－３０
でパックされたＧＣによって分離されている（Ｆｏｋｉｎａ，１９７９）。トリテルペン
はソヤサポジェノールＡ－Ｅ及びアルファルファのメジカジェン酸の場合と同様、Ｎ、Ｏ
－ビス（トリメチルシリル）セトアミド及びクロロトリメチルシランを用いて誘導体化を
行った後、ＧＣで判定することができる（Ｊｕｒｚｙｓｔａ及びＪｕｒｚｙｓｔａ、１９
７８）。
【０２０５】
ＧＣ－ＭＳの技術もサポジェニンの特徴づけに有効である。通常トリメチルシリル誘導体
を調製して、分光計で分析する。１つの例はオレアネイン及びウルセイン・タイプのトリ
テルペンの調査への応用である。９つのシリル化されたトリテルペンがＯＶ－１０１パッ
キング上でＧＣによって分離され、その質量スペクトル・パターンが調べられ、１２－ｅ
ｎ二重結合を有しているものが特徴的なレトロ－Ｄｉｅｌｓ－Ａｌｄｅｒ反応にかけられ
た（Ｂｕｒｍｏｕｆ－Ｒａｄｏｓｅｖｉｃｈら、１９８５）。この技術は天草から採取し
たトリテルペンの判定にも用いられている（Ｂｏｍｂａｒｄｅｌｉら、１９７９）。
【０２０６】
ＨＰＬＣ分析は誘導体化を必要とせず、トリテルペンの分析のおいて優れた再現性と感度
を提供してくれる。通常フェーズ（キノア・サポジェニンの分析、Ｂｕｒｎｏｕｆ－Ｒａ
ｄｏｓｅｖｉｃｈ及びＤｅｌｆｅｌ、１９８４）とＲＰ－ＨＰＬＣ（Ｌｉｎら、１９８１
）を用いることができるが、ＲＰ－ＨＰＬＣの欠点は化合物が水性可動相内で沈殿してし
まう傾向を示すことである。
【０２０７】
（ｉｘ）加水分解後の糖類の分析
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モノサッカライドの分析は、例えば、酢酸エチル－メタノール－水－酢酸（６５：２５：
１５：２０）及びｎ－ブタノール－酢酸エチル－ｉ－プロパノール－酢酸－水（３５：１
００：６０：３５：３０）などの有機溶媒を用いてシリカ・ゲル・プレート上で行うこと
ができる（Ｓｈｉｒａｉｗａら、１９９１）。検出は通常ｐ－アニシジン・フタレート、
ナフトレソルチン、チモル硫酸（ｋａｒｔｉｇ及びＷｅｇｓｃｈａｉｄｅｒ、１９７１）
又はトリフェニルテトラゾリウム（Ｗａｌｅｎｆｅｌｓら、１９５０；Ｋａｍｅｌら、１
９９１）によって行われる。又、モノサッカライドの定量分析はＧＣかＨＰＬＣによって
でも可能である。
【０２０８】
糖類の分析については多数の報告がなされており、それらには、アセトニトリル－水（７
５：２５）によるＮＨ2結合カラム上での分析（Ｇｌｏｍｂｉｔｚａ及びＫｕｒｔｈ、１
９８７）；屈折率検出によるＣ－１８カラム（アセトニトリル－水４：１）上での分析な
どがあり、定量的な調査のためには、ＨＰＬＣピークの融合が標準と比較された（Ａｄｉ
ｎｏｌｆｉら、１９８７）。さらに、溶離剤として０．００５Ｍ硫酸（０．４ｍｌ／分）
を用いてのＡｍｉｎｅｘイオン排出ＨＰＸ－８７Ｈカラム（ＢｉｏＲａｄ）上での分析（
Ａｄｉｎｏｌｆｉら、１９９０）、及び（５％塩酸－メタノールによってサポニンをメタ
ノール分解した後メチル糖類のｐ－ブロモベンゾイル化を行うことによって形成された）
糖ｐ－ブロモベンゾエートのＨＰＬＣ及び真正誘導体との比較による分析（Ｋａｗａｉら
、１９８８；Ｓａｋａｍｏｔｏら、１９９２）もこうした事例に含まれる。
【０２０９】
ＧＣの場合、過シリル化された糖が用いられ（Ｗｕｌｆｆ、１９６５）、または酢酸アル
ジトール誘導体のＧＣ－ＭＳ分析が行われる。適切に誘導体化されたモノサッカライドの
ＧＣ－フーリエ変換ＩＲ（ＦＴＩＲ）分析も別の手順として利用できる（Ｃｈｅｎ及びＳ
ｎｙｄｅｒ、１９８９）。
【０２１０】
最も一般的に見出される糖類はＤ－グルコース、Ｄ－ガラクトース、Ｌ－アラビノース、
Ｄ－キシロース、Ｌ－ラムノース、Ｄ－キボース、Ｄ－グルクロン酸、及びＤ－リボース
である。
【０２１１】
ＩＶ．本発明による化合物の誘導体
ここで詳細に述べられているように、それらに新しい特徴、イン・ビボでのより長い半減
期やその他の有益な利点をもたらすようにトリテルペン・グリコシドを操作することによ
っていくつかの利点が達成されると考えられる。こうした技術にはトリテルペン・グリコ
シドの混合物あるいは個々のトリテルペン分子自体の操作又は修正、糖類の修正や除去、
そしてトリテルペン化合物の免疫グロブリン及びＦｅ部分を含む種々の蛋白質又は非蛋白
質成分などの不活性基質への接合などがある。『ゆっくりした放出』において使用するた
めの医薬品組成物と半減期を長くすることとは必ずしも両立しない。ゆっくりした放出の
ための製剤は通常長期間での一定したドラッグ・レベルをもたらすようにデザインされる
。本発明によるトリテルペン・グリコシドなどの製剤の半減期を長くすることは投与後に
高い血漿レベルをもたらし、そのレベルが長期間持続されることが意図されているが、そ
のレベルは通常はその化合物の医薬力学に基づいて崩壊する。
【０２１２】
(i)　トリテルペン及び結合分子の接合体
上に述べたように、ここで示されている本発明によるトリテルペン化合物は、本発明によ
る化合物で措置可能ないずれの疾病に関して患者を治療する際にそのトリテルペン・グリ
コシドの有効性を改善するために特定の分子に結合する必要がある。そうした分子の例示
的実施の形態には向標的剤及びトリテルペン化合物のイン・ビボでの半減期を増大する薬
剤などである。これらのトリテルペン化合物は、例えば、各領域がここで開示されている
抗腫瘍活性などの生物学的活性を重大に損なわずにその意図された機能を可能にするよう
な方法でそうした二次的な分子に結合することができる。
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【０２１３】
本発明によるトリテルペン化合物は二次化合物に直接、あるいはリンカーを介して結合す
ることができる。『リンカー基』という用語はトリテルペン化合物又はトリテルペン混合
物を薬剤に共有結合で結合させるために用いることができ、そのトリテルペン化合物の生
物学的活性に干渉しない１つ又はそれ以上の二機能性分子を意味している。このリンカー
基は例えば本発明による化合物の抗腫瘍活性などの生物学的活性に影響を及ぼさない限り
、そのトリテルペンのいずれの部分にでも取り付けることができる。
【０２１４】
本発明によるトリテルペン化合物を第２の薬剤に結合するための具体例はトリテルペンの
活性エステルを調製して、その後その活性エステルと結合されるべき薬剤上の親核機能基
との反応を行わせることによる方法である。活性エステルは、例えば、トリテルペンのカ
ルボキシル基をジシクロヘキシカルボジイミド（ＤＣＣ）、１－（３－ジメチルアミノプ
ロミル）－３－エチルカルボジイミド（ＥＤＣ）、及び１－（３－ジメチルアミノプロミ
ル）－３－エチルカルボジイミド・メチオダイド（ＥＤＣＩ）などの脱水剤の存在下でア
ルコールと反応させることによって調製することができる。接合体をつくるためのＥＤＣ
の使用は米国特許第４，５２６，７１４号；ＰＣＴ出願公報第ＷＯ９１／０１７５０号、
Ａｍｏｎら、１９８０に開示されており、それらの開示はここに参照することによってそ
の全体が本明細書に取り込まれる。トリテルペンに結合される薬剤は、その後水溶液内で
活性エステルと混合されて、接合体が提供される。
【０２１５】
トリテルペンと薬剤の間のリンカーが望ましい場合には、トリテルペン・グリコシドの活
性エステルを上に述べたように調製して、リンカー、例えば２－アミノエタノール、アル
キレン・ジアミン、グリシンなどのアミノ酸、又はグリシン・テルト－ブチル・エステル
などと反応させることができる。リンカーが保護されたカルボキシ基を含んでいる場合は
、その保護している基を取り除いて、そのリンカーの活性エステルが（上に述べたように
）調製される。この活性エステルを次に第２の分子と反応させると接合体が与えられる。
又、第２の薬剤は無水コハク酸エステルによって誘導体化し、ＥＤＣ又はＥＤＣＩと遊離
アミノ又はそのリンカー上でヒドロキシル基を有しているトリテルペンリンカーの存在下
で濃縮することが可能である薬剤－コハク酸接合体を与える（例えば、Ｗ０９／０１７５
０参照。この開示は参照することによってその全体が本明細書に組み込まれる）。
【０２１６】
又、遊離アミノ基を有するリンカーで構成されたトリテルペン・グリコシド接合体を調製
して、その遊離アミノ基を蛋白質抗原の遊離スルフヒドリル基と反応するスルホサクシン
イミジル　４－（Ｎ－マレイミドシクロヘキサン）－１－カルボキシレートなどの異種二
機能性クロス・リンカーとクロス・リンクさせることも可能である。
【０２１７】
トリテルペン・グリコシドは又、アルデヒド基をアミノリンカーと反応させて中間イミン
接合体を形成し、次にナトリウム硼化水素又はナトリウム・シアノ硼化水素によって還元
することによってリンカーに結合させることができる。そうしたリンカーの例としては、
２－アミノエタノールなどのアミノ・アルコールとエチレンジアミン、１，２－プロピレ
ンジアミン、１，５－ペンタジアミン、１，６－ヘキサンジアミンなどのジアミノ化合物
などがある。そのトリテルペン・グリコシドは、次に、先ず無水コハク酸エステルを用い
てこはく酸化誘導体を形成し、次にＤＣＣ、ＥＤＣ、又はＥＤＣＩでトリテルペン・グリ
コシド－リンカー接合体で濃縮させることができる。
【０２１８】
加えて、トリテルペン・グリコシド又はアグリコンをペリオデートで酸化して、それから
つくられるジアルデヒドをアミノ・アルコール又は上に示したジアミノ化合物で濃縮させ
ることができる。そのリンカー上の遊離ヒドロキシル又はアミノ基を次にＤＣＣ、ＥＤＣ
、またはＥＤＣＩの存在下で抗原のこはく酸エステル誘導体で濃縮することができる。先
行技術で多数のタイプのリンカーが知られており、トリテルペン接合体の生成にもちいる
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【０２１９】
【表４】
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【０２２０】
（ii）合理的なドラッグ・デザイン
合理的なドラッグ・デザインの目標は生物学的に活性のある化合物の構造的類似物をつく
りだすことである。そうした類似物をつくりだすことで、天然の分子より活性が高くより
安定しており、変性に対して異なった感受性をもっており、あるいは種々のたの分子の機
能に影響を及ぼす可能性のある薬品をつくりだすことができる。１つの方式で、本発明に
よるトリテルペン化合物やその断片の三次元構造を発生させることができる。これはＸ線
結晶学、コンピュータ・モデリング、あるいは両方の方式の組み合わせで達成することが
できる。別の方式はトリテルペン分子全体で機能基をランダムに置換して、その結果が判
定される機能にどのような影響を及ぼすかを調べる方法である。
【０２２１】
機能アッセイで選択されたトリテルペン化合物に固有な抗体を単離して、その結晶構造を
解明することも可能である。原理的に、この方式はその後のドラッグ・デザインの基礎と
なる薬物核をつくりだす。機能性を示し、薬学的に活性な抗体に対する抗イディオタイプ
抗体を発生させることで蛋白質結晶学的手順をまったく用いないことも可能である。反転
画像の反転画像として、抗イディオタイプの結合個所は最初の抗原と類似していることが
予想されるであろう。そして、抗イディオタイプを用いて化学的、あるいは生物学的につ
くりだされたペプチドのバンクからペプチドを単離したり識別することが可能であろう。
選択されたペプチドはその薬物核としての役割を果たすであろう。抗イディオタイプは抗
体をその抗原として用いて、本明細書で抗体の生成に関して述べられた方法によって発生
させることが可能であろう。
【０２２２】
このように、開始時のトリテルペン化合物に対する生物学的活性、例えば、抗腫瘍性を有
する薬品を設計することができる。ここで述べた化学的単離手順と説明によって、結晶学
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的な研究を行うのに十分な量の本発明によるトリテルペン化合物を生成することができる
。加えて、これらの化合物の化学的特性についての知識は構造と機能の関連性についてコ
ンピュータによる予測を可能にしてくれる。
【０２２３】
Ｖ．本発明によるトリテルペン化合物による癌の治療
癌の発達中に、哺乳動物の細胞は異常増殖につながる一連の遺伝子的に判断される変化を
受ける。これは一般的に（１）開始：外部物質又は刺激性トリガーが１つ又は複数の細胞
に遺伝子変化を引き起こすステップと、（２）促進：と呼ばれる炎症を含む場合もあるさ
らなる遺伝子的及び代謝上の変化を伴うステップで起きる。『促進段階』で、細胞はアポ
トーシスが阻止されてしまう細胞成長の段階に代謝的に変化し始める。
【０２２４】
癌細胞はアポトーシス制御の喪失に加えて、細胞サイクルの規制的ステップに対する制御
の喪失で特徴付けられる。癌細胞（悪性細胞）は悪性状態の開始時のイニシエーション及
びプロモーション中の一連の代謝的変化を通じて正常な成長制御メカニズムから逸脱して
しまう。これらの変化はそれらの細胞における遺伝子変化の結果である。これらの遺伝子
的変化は（ｉ）突然変異の活性化及び／又はプロトオンコジンの表現の増大、（ｉｉ）突
然変異の不活性化及び／又は１つ又は複数の腫瘍抑制遺伝子の表現の低下を含んでいる場
合がある。ほとんどのオンコジーン及び腫瘍抑制遺伝子生成物は細胞サイクルの入り口や
出口を制御し、分化を促進し、ＤＮＡ損傷を感作し、故障メカニズムを開始させ、及び／
又はアポトーシスプログラムを規制する信号移動経路の構成要素である。ほとんどすべて
の腫瘍は複数のオンコジン及び腫瘍抑制遺伝子における突然変異を有している。細胞は細
胞成長、分化、ＤＮＡ損傷制御、そしてアポトーシスを規制する複数の平行的なメカニズ
ムを用いていると結論付けることができる。
【０２２５】
本発明によるトリテルペン化合物は癌を予防的に阻止するか、あるいは癌が検出された後
その癌を治療する目的でそうした治療を必要とする個人に投与することができる。癌の開
始及び進行を抑止するため、癌／悪性細胞を殺すため、細胞成長を抑制するため、アポト
ーシスを誘発するため、転移を抑えるため、腫瘍の大きさを減少させるため、あるいは腫
瘍細胞の悪性表現型を逆転したり減らしたりするために、本発明による方法及び組成物を
用いて、ここに述べられているトリテルペン組成物で『標的』細胞と接触することができ
るであろう。これは本発明によるトリテルペン組成物を含む単一の組成物あるいは薬学製
剤で腫瘍又は腫瘍細胞に接触するか、あるいは一方が本発明によるトリテルペンを含んで
おり、他方が第二の薬剤を含んでいる複数の組成物や薬学製剤で同時に腫瘍又は腫瘍細胞
に接触することによって達成される。
【０２２６】
本発明による治療に好ましい癌細胞は皮膚、結腸、子宮、卵巣、肺、膀胱、乳房、腎臓及
び前立腺腫瘍細胞などの上皮癌である。他の標的細胞は脳、肝臓、胃、食道、頭部及び首
、睾丸、子宮頚部、リンパ系、喉頭、耳下腺、胆汁腺、直腸、子宮内膜、腎臓、膀胱、そ
して甲状腺などであり、鱗状細胞癌腫、小細胞癌腫、グリオーマ、神経芽細胞腫瘍などが
その治療対象である。しかしながら、このリストは例示的な目的のためだけであって、い
ずれの腫瘍細胞も本発明によるトリテルペン化合物で処理が可能であるから、限定的なも
のでもない。上記のタイプの腫瘍細胞及びその他の腫瘍細胞の治療における本発明の化合
物の相対的有効性を評価するための評価方法を以下に具体的に開示し、本発明の開示によ
り当業者に自明にする。
【０２２７】
本発明による化合物は好ましくは薬学あるいは薬理学的に受け入れ可能な希釈剤又は基剤
を含む栄養薬組成物又は医薬品組成物として投与される。この基剤の性質は溶解性及び／
又は投与モードを含めて用いられる化合物の化学的性質に依存する。例えば、経口投与が
望ましい場合は、固体担体が選択することができ、イン・ビボ投与の場合は、液体塩溶液
担体を用いることができる。
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【０２２８】
『薬学的又は薬理学的に受け入れ可能』という表現は動物やヒトに投与された場合に、悪
い、アレルギー性又はその他の目的以外の反応をつくりださない分子集合及び組成物を意
味している。ここで用いられている『薬学的に受け入れ可能な担体』とは溶媒、分散媒体
、コーティング、抗生及び抗菌剤、等浸透圧及び吸着遅延剤などのすべてが含まれる。薬
学的活性物質のためにそうした媒体や薬剤を使用することはこの技術分野ではよく知られ
ている。従来の媒体や薬剤がそれらの活性成分と両立しない場合を除いて、医療用組成物
におけるその使用が考えられる。これらの組成物には補助的な活性成分を組み入れること
もできる。
【０２２９】
ａ．栄養薬品物
栄養薬品物は良好な健康を促進するために好ましくは相乗的な天然生成物及び補助物で構
成される多重成分システムの天然成分の製剤である。栄養薬品物化合物は栄養薬品物化合
物は医薬品植物から誘導することができる。栄養薬品組成物を調製するために用いられる
多数の植物や球根についての情報は完全に揃っており、例えばＧｅｒｍａｎ　Ｃｏｍｍｉ
ｓｓｉｏｎ　Ｅ　Ｍｏｎｏｇｒａｐｈｓ、Ｂｏｔａｎｉｃａｌ　Ｓａｆｅｔｙ　Ｈａｎｄ
ｂｏｏｋ、及び栄養薬品物を用いて行われた多数の臨床実験についての情報を崩壊してい
るＡｍｅｒｉｃａｎ　Ｂｏｔａｎｉｃａｌ　Ｃｏｕｎｃｉｌの季刊誌であるＨｅｒｂａｌ
Ｇｒａｍなどに紹介されている。
【０２３０】
多数の植物についてその説明及び成分、最新の使用法、（種々の形態での）使用例、作用
、禁忌、副作用、従来の薬品との相互作用、投与方法、継続時間、規制的状態、ＡＨＰＡ
植物安全性ランキング、及びコメントなどに関する情報が入手可能で、対象としては、コ
ケモモ、カスカラ、キャッツ・クロー、トウガラシ、ツルコケモモ、デビルズ・クロー、
ドング・クアイ、エノキダケ、オオマツヨイグサ・オイル、胡椒、ショウガ、イチョウ、
アジアン・ジンセング、シベリアン・ジンセング、ゴールデンシール、ゴツ・コラ、ブド
ウの種子、緑茶、サンザシ、カワカワ、甘草、オオアザミ、ソウ・パルメット、聖ヨハネ
草、カノコソウなどである。
【０２３１】
これらの栄養薬品化合物の作用は急性／短期間であったり、あるいは長期的な健康目的に
寄与するものであったりする。本発明はアカシア・ビクトリアエから抽出された植物薬に
焦点を絞っている。本発明は、特に癌の予防と治療のための自然なアプローチとしての、
薬理学的に受け入れ可能な媒体に入れた乾燥しすり潰されたアカシア・ビクトリアエの根
及びさや、あるいはこれらの組織の抽出物で構成される栄養薬品組成物をその範囲内に入
れている。この栄養薬品組成物は発癌の開始及び進行を阻止するため、そして悪性癌細胞
でのアポトーシス誘発のために用いることができる。ここで開示される栄養薬品組成物は
又抗炎症、抗菌、抗ウイルス、抗突然変異、抗精子又は避妊用、心臓血管及びコレステロ
ール代謝規制剤などとして使用することも可能である。これらの栄養薬品組成物は緩衝液
、溶媒、希釈剤、不活性基質、オイル、クリーム、あるいは食材などに入れることもでき
る。
【０２３２】
この栄養薬品組成物は経口投与することもできるし、錠剤やカプセルの形状にすることも
できる。結腸癌や他の内部癌の場合は経口投与が望ましい。
【０２３３】
また、この栄養薬品は皮膚に局所的に適用することができる、オイルかクリーム内にアカ
シア・ビクトリアエの根やさやの抽出物を入れた軟膏の形状であってもよい。この形態の
栄養薬品組成物は皮膚癌の開始を防ぐのに有益である。これらの栄養薬品製剤の使用によ
って、哺乳動物の上皮細胞の前悪性又は悪性状態への移行の開始と進行を防ぐための、治
療的に有効な量の上記栄養薬品組成物を任意の哺乳動物の細胞に投与される方法が提供さ
れる。この方法は皮膚癌などの上皮細部癌にとって特に有益である。
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【０２３４】
ｂ．医薬品
本発明は部分的又は全体的に精製され、行動的に解明されたアカシア・ビクトリアエから
単離された組成物についても開示している。これらのトリテルペン・グリコシド組成物の
精製と特徴づけについては実施例に詳細に述べられている。Ｄ１、Ｇ１、及びＢ１は完全
に精製された３つの組成物であり、それらの構造的解明もほとんど完了している（図３９
、図４０、及び図４１）。癌細胞株上でこれらの化合物を用いて行われたバイオアッセイ
は悪性細胞内での細胞成長抑止及びアポトーシスの誘発を実証している（図４３、図４４
Ａ－Ｅ）。さらに、アカシア・ビクトリアエから単離されたこれらのサポニン類の部分的
に精製された組成物は発癌物質ＤＭＢＡに露出された化学的保護効果も実証している（図
８、９、１１、１２及び１３）。従って、これらの組成物は抗癌活性を有しており、いく
つかのメカニズムで腫瘍細胞におけるアポトーシスを誘発するように作用する。これらの
化合物の医薬品組成物は、それ自体でも、あるいは化学療法、放射線治療、外科、遺伝子
治療、及び免疫治療などの他の形態の癌治療との組み合わせで用いることができる強力な
化学治療剤として考えられる。これらの組み合わせ治療について以下に詳細に述べる。当
業者であれば有効な投与量や組み合わせ治療処方については分かるであろう。
【０２３５】
ｃ．投与法
（i）非経口投与
本発明の１つの実施の形態は、例えば腫瘍や疾患個所に対する直接接種を含む静脈、筋肉
内、皮下、あるいはその他の経路による注射のために調整されたトリテルペン組成物の非
経口投与の製剤を提供する。トリテルペン組成物を含む水性組成物の調製は本発明に関連
する分野の当業者には明らかであろう。通常、そうした組成物は液体溶液であれ懸濁液で
あれ注射剤として調製することができ、注射前に液体を加えて溶液や懸濁液を調製するの
に適した固体形態も調製することができ、そしてそれらの製剤を乳剤化することもできる
。
【０２３６】
遊離塩基又は薬理学的に浮け売れ可能な塩としての活性化合物の溶液をヒドロキシプロピ
ルセルロースなどの界面活性剤と水中で適切に混合することもできる。通常の状態の保存
や使用時には、これらの製剤は微生物の成長を防ぐための予防剤を含んでいる。
【０２３７】
注射剤としての使用に適した薬品形態は殺菌水溶液又は分散剤、セサミ・オイル、ピーナ
ッツ・オイル、又は水性プロピレン・グリコールなどのを含む製剤、殺菌注射可能溶液又
は分散剤のための即席製剤用の殺菌粉末などである。すべての例で、形態は殺菌されてい
ることが必要であり、注射器から簡単に押出せる程度の流動性を有していなければならな
い。製造及び保存状態下で安定していなければならず、そして、バクテリアや菌などの微
生物の汚染作用に対して防御されていなければならない。
【０２３８】
トリテルペン化合物は中性又は塩状態で組成物に調製することができる。薬理学的に受け
入れ可能な塩としては、例えば塩酸や硫酸などの無機酸や、酢酸、タルタル酸、マンデル
酸などの有機酸と共に形成される酸添加塩（蛋白質の遊離アミノ基と形成される）などを
含んでいる。遊離カルボキシル基と形成される塩は、例えばナトリウム、カリウム、アン
モニウム、カルシウム、水酸化第二鉄などの無機塩、そしてイソプロピルアミン、トリメ
チルアミン、ヒスチジン、プロカインなどの有機塩から誘導される。
【０２３９】
担体は、例えば水、エタノール、ポリオール（例えばグリセロル、プロピレン・グリコー
ル、そして液体ポリエチレン・グルコールなど）、それらの適切な混合物、そして野菜オ
イルなどを含む溶液や分散剤であってもよい。例えば、レシチンなどのコーティングを使
用することで、分散剤の場合には必要な粒子サイズを保持することで、そして、界面活性
剤を使用することで適切な流動性を保持することができる。微生物の作用に阻止は例えば
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パラベン、クロロブタノール、フェノール、ソルビン酸、チメローサルなどの種々の抗生
、抗菌剤などで実現することができる。多くの場合、砂糖又は塩化ナトリウムなどの等張
剤を含んでいることが好ましい。注射可能な組成物の長期間吸収は例えばアルミニウム・
モノステレート及びゼラチンなど吸収を遅らせる組成物内での使用で実現できる。
【０２４０】
殺菌注射剤溶液は必要な量の活性化合物を上に示したような種々の他の成分と共に適切な
溶媒に入れて、その後でろ過滅菌を行うことで調製される。一般的に、分散剤は、種々の
滅菌された活性成分を塩基性分散剤媒体と上に列挙されたものからの必要な他の成分を含
む殺菌媒体に組み込むことで調製される。殺菌注射可能溶液を調製するための殺菌粉末の
場合は、好ましい調整法は活性成分の粉末とその以前の殺菌ろ過溶液からのいずれかの追
加的な望ましい成分をつくりだる真空乾及び冷凍乾燥技術である。
【０２４１】
（ii）他の投与形態
本発明の場合、他の投与方法も使用できる。例えば、本発明のトリテルペン組成物を懸濁
液として調製することができ、またアエロゾルや鼻腔内で使用するための組成物として調
製することもできる。座薬のためには、媒体組成物として通常の結合剤、及びポリアルキ
レン又はトリグリセリドなどの基質を含む。そうした座薬は約０．５％－約１０％（重量
ベース）、好ましくは約１％－約２％の範囲で活性成分を含む混合物から形成することが
できる。
【０２４２】
経口組成物は溶液、懸濁液、錠剤、ピル、カプセル、持続的放出製剤、又は粉末などの形
状で調製することができる。これらの組成物は、例えば、飲み込んだり、吸い込んだりす
る方法で投与することができる。医薬品組成物が吸引される場合は、その組成物は好まし
くはアエロゾルを含んでいる。本発明で使用するための水性アエロゾルを調製するための
具体的な手順は米国特許第５，０４９，３８８号内に見出すことができ、その開示は参照
することでその全体が本明細書に組み込まれる。乾燥アエロゾル製剤の調製は、例えば、
米国特許Ｎｏ．５，６０７，９１５に述べられており、その開示も参照することで、その
全体が本明細書に組み込まれる。
【０２４３】
本発明の化合物をＤＭＳＯなどの浸透エンハンサと共に経皮製剤に直接投与することも有
用である。これらの組成物は同様にいずれかの適切な基質、補形剤、または希釈剤などを
含んでいてもよい。一定の疾病兆候に対しては他の局所投与製剤を用いることもできる。
例えば、鼻腔粘膜に刺激を与えず、細毛機能に重大な影響を及ぼさない媒体を含む鼻腔用
製剤を調製することができる。水、食塩水、又は他の公知の物質などの希釈剤を本発明で
用いることができる。鼻腔用製剤はクロロブタノール、及び塩化ベンザルコニウムなどの
保存剤を含むこともできる。鼻腔粘膜によるその化合物の吸収を増強するために界面活性
剤を用いてもよい。
【０２４４】
（iii）製剤化及び治療
製剤時、溶液は使用製剤を損なわない方法で、そして治療的に有効な量だけ投与される。
選択して製剤は、例えば、マニトール、ラクトース、スターチ、マグネシウム・ステアレ
ート、ナトリウム・サッカリン・セルロース、炭酸マグネシウムなどの種々の補形剤を用
いて行うことができる。
【０２４５】
典型的には、本発明による化合物は１％以下から９５％まで、好ましくは約１０％から約
５０％の範囲の活性成分を含んでいる。好ましくは、患者の体重１０ｋｇあたり一日１０
ｍｇから約２５ｍｇの範囲の量で患者に投与される。投与の回数は患者の状態に応じて決
められる。他の有効な使用量は容量応答曲線を作成する日常的な試験を通じて当業者であ
れば簡単に決めることができる。
【０２４６】
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投与の形態には関係なく、本発明による適切な医薬品組成物は通常は意図されている使用
目的に応じて、一定の範囲の最終濃度をもたらすように、殺菌水溶液などの希釈剤や補形
剤と混合された一定量のトリテルペン組成物を含んでいる。製剤の技術はＭａｃｋ　Ｐｕ
ｂｌｉｓｈｉｎｇ社の１９８０年出版、Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ‘ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔ
ｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，１６版などに示されているように一般的に知られており、そ
の内容は参照により、本明細書に組み入れられる。なお，内毒素汚染は安全レベル、例え
ば、０．５ｎｇ／ｍｇ蛋白質に抑えられるべきである。さらに、ヒトに対して投与する場
合は、その製剤はＦＤＡの生物学的安全基準で求められているような殺菌性、発熱性、一
般的安全性、及び純度基準を満たしていなければならない。
【０２４７】
治療的に有効な投与量は研究の個所で詳細に示すように動物モデルを用いて簡単に決める
ことができる。例えば、臨床環境に適用する前に、適切な治療用投与量を最適化するため
に固体腫瘍をもっている実験動物がしばしば用いられる。こうしたモデルは有効な抗癌戦
略を決める上で非常に有効であることが知られている。
【０２４８】
いくつかの実施の形態で、治療用組成物を患者に対して継続的に投与することが望ましい
場合がある。静脈や小動脈経由の場合は、これは点滴方式で達成される。局所適用の場合
は、反復的な適用が用いられる。種々の投与方式のために、長い時間にわたって限定的で
はあるが一定量の治療剤を繰返し提供する遅延放出製剤を用いることも可能であろう。内
科的応用のためには、問題の領域を継続的に薬剤が提供されることが好ましい。これはい
くつかの事例では手術後にカテーテルを用いて行うことができ、その後に治療剤が継続的
に投与される。継続的適用の期間は特定の患者の臨床状態や状況によって選択されるであ
ろうが、時間は約１－２時間から約２－６時間、約６－１０時間、約１０－２４時間，約
１－２日、約１－２週間あるいはそれ以上に及ぶ。一般的に、継続的浸潤による治療剤の
投与量は単一又は複合投与の場合と同様で、注射が行われる期間に応じて調節される。し
かし、この方法（浸潤）の方が投与量は多くなると考えられる。
【０２４９】
１．治療手順
本発明によるトリテルペン化合物の使用に関しては、単独での使用と組み合わせ治療の両
方が発明者らによって構想されている。第一の方法はこれまでに化学的、放射線、又は生
物学的治療を受けたことのない患者、あるいはこれまで治療を受けていない患者での転移
癌における使用である。患者は非経口投与、つまり、静脈注射、皮下注射か経口投与、そ
して腫瘍内投与によって措置される。投与される医薬品の量は好ましくは本発明のトリテ
ルペン組成物を、１３、１６、１９及び２２ｍｇ／ｋｇ／日の値を含む、１日あたりで、
患者の体重１ｋｇあたり１０－２５ｍｇの範囲である。また、患者は本発明によるトリテ
ルペン組成物を本発明によるトリテルペン組成物の約３、６、９、１２、１５、１８、２
１、２８、３０、４０、５０、６０、７０、８０、及び９０ｍｇ／ｋｇ／日を含む約１ｍ
ｇ－約１００ｍｇ／ｋｇ／日の範囲の量で治療されることもできる。
【０２５０】
治療コースは、通常、毎日の措置を最低８週間継続し、あるいは１週間に一度最低量を注
射する措置を８週間継続する形態で行われる。医師の選択に基づいて、腫瘍が進行するか
、あるいは反応の欠如が観察されるまで同じスケジュールで継続される。
【０２５１】
本発明による化合物の別の適用方法は手術や化学療法、及び／又は放射線治療によって臨
床的疾患から開放された患者の措置における使用である。補助的治療は疾患の再発を防ぐ
ために最低１年間上述の処方で投与される。
【０２５２】
２．本発明による化合物による癌の予防
本発明による化合物やその混合物の別の適用方法は高リスク・グループでの癌の予防にお
ける利用である。こうした患者（例えば、乳癌、結腸癌、皮膚癌など）の腫瘍への一般的
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に定義された移行傾向を有する患者は経口（胃腸腫瘍）、皮膚上で局所的に措置され、あ
るいは癌の予防を判定するために最低１年、あるいはそれ以上非経口投与することによっ
て措置される。これはコレステロール・ポリプなどのよく定義された腫瘍形成前病変、あ
るいは皮膚や乳房や肺やその他の器官の前悪性病変を有する患者に対して適用される。
【０２５３】
３．臨床手順
本発明によるトリテルペン化合物を用いての癌の治療を簡単にするために発明者らは臨床
手順を考案した。この手順によれば、先ず、癌、例えば子宮癌、膵臓癌、腎臓癌、前立腺
癌、肺癌、または暴行癌の組織的証拠を有する患者が選択される。患者は以前に化学的、
放射線照射、あるいは遺伝子治療を受けていてもよい。最適には、（末梢絶対顆粒球カウ
ントが２，０００／ｍｍ3、及び血小板カウントが１００，０００／ｍｍ3で定義される）
十分な骨髄機能と、（ビリルビン≦１．５ｍｇ／ｄｌで定義される）十分な肝臓機能、そ
して（クレアチニン＜１．５ｍｇ／ｍｌ）の十分な腎臓機能を持っている場合が最適であ
る。
【０２５４】
この手順では、本発明によるトリテルペン化合物を患者の体重１ｋｇあたり１０－２５ｍ
ｇ程度を含んでいる医薬品組成物を腫瘍内注射する。４ｃｍ以上のサイズの腫瘍に対して
は、投与量は４－１０ｍｌ（好ましくは１０ｍｌ）で、４ｃｍ以下のサイズに対しては、
１－３ｍｌ（好ましくは３ｍｌ）の体積が用いられる。約１ｃｍあるいはそれ以上の間隔
を置いて、一回の投与あたり０．１－０．５ｍｌの量で複数回注射するようにする。
【０２５５】
治療コースとしては２週間かけて約６回程度投与する。医師の判断で、二週間毎に６回投
与あるいはそれ以下のペース（１月、２ヶ月、または３ヶ月の６回投与）で継続される場
合もある。
【０２５６】
患者が外科的切開を受けられる場合は、腫瘍は上に述べたように２週間で構成される治療
コースを少なくとも２回連続して治療を受けなければならない。二回目のコースの最初の
週が終了した時に、患者は外科的切開を受けることになる。切開個所を封鎖する前に、本
発明によるトリテルペン化合物を含む医薬品組成物１０ｍｌを外科的措置個所（手術個所
）に与え、少なくとも６０分間は接触状態を保つようにする。傷を塞ぎ、そこにドレイン
又はカテーテルを入れる。手術後３日目にさらに１０ｍｌの医薬品組成物をドレインを介
して投与し、手術個所と少なくとも２時間は接触しているようにする。その後吸引による
取り出しが行われ、そしてドレインは臨床的に適切な期間だけ置いておく。
【０２５７】
４．人為的及び自然の身体凹部の措置
再発癌の主な発生源の１つは腫瘍摘出ごに残るその残滓、つまり主な腫瘍個所、あるいは
その周辺領域に残る微小な疾患である。さらに、身体凹部に微小腫瘍細胞が撒かれている
ような類似状況もある。こうした微小な疾患の有効な措置は治療上重要な前進をもたらす
であろう。
【０２５８】
従って、１つの実施の形態で、癌を外科的切開で取り除いて、『凹部』をつくりだす。手
術時及び手術後の両方で（定期的又は継続的に）本発明による医薬品組成物をこの身体凹
部に投与する。これは基本的にその凹部の『局所的』措置である。組成物の体積は、その
凹部表面全体が確実に接触するのに十分な量でなければならない。
【０２５９】
１つの実施の形態で、投与は腫瘍切除によって形成された凹部内に治療用組成物を注入す
るだけである。別の実施の形態では、スポンジ、綿棒、その他の装置を用いることが望ま
しい。腫瘍除去後及び最初に手術中に、これらの」いずれかの方式を用いることもできる
。さらに別の実施の形態では、カテーテルを手術個所全体を塞ぐまえにその凹部に挿入し
ておく。その場合、その凹部に望ましい期間だけ継続的に薬品を投与することができる。
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【０２６０】
別の治療形態では、口、咽頭、食道、喉頭、気管、胸膜凹部、胸膜凹部、あるいは睾丸、
結腸、あるいは他の内臓器官などの中空器官凹部など自然な身体凹部を標的として治療用
組成物の『局所的』投与が行われる。この状況で、凹部内に重大な一次腫瘍がある場合と
ない場合がある。この措置は凹部内の顕微鏡的レベルの疾患を対象として行われるが、こ
の凹部内に存在している可能性のあるこれまで取り除かれていなかった一次腫瘍や腫瘍形
成前の兆候に影響を及ぼす場合もある。この場合も、これらの内臓器官又は凹部表目塩に
『局所』適用を行うために種々の方法を用いることができる。例えば、咽頭内口腔凹部は
溶液をすすったりうがいしたりすることで影響を及ぼすことができる。しかしながら、咽
頭及び気管内の局所的措置は内視鏡による視覚化及び治療用組成物の局所的伝達を行うこ
とが必要である。膀胱や結腸粘膜などの内臓器官の場合はカテーテルを注入物と共に飲み
込み、そしてこの場合もサイトスコープやその他の内視鏡による直接的視覚化が必要であ
る。胸膜及び腹膜凹部などの凹部はカテーテルを飲み込むか、あるは外科的手法でアクセ
スできる。
【０２６１】
（iv）治療キット
本発明はまたここで述べられているトリテルペン組成物を含む治療キットも提供する。こ
うしたキットは一般的に、適切な容器手段内に少なくとも１つのトリテルペン化合物の薬
学的に受け入れ可能な製剤を含んでいる。このキットは措置を必要とするその患者の体内
の特定の個所にトリテルペン化合物を向かわせる成分を含んだものなど、他の薬学的に許
容される製剤や、あるいはトリテルペン化合物と協調して作用する１つ、又は複数の薬品
を含んでいてもよい。
【０２６２】
このキットは追加的な成分と共に、あるいは追加的成分なしでトリテルペン化合物を含む
単一の容器手段を有しているか、又は各の望ましい薬剤のための個別的容器手段を備えて
いる。このキットの成分は１つ又は複数の溶液に入れられており、その溶液は水溶液で、
殺菌された水溶液が特に好ましい。しかしながら、このキットの構成物は乾燥した粉末で
提供することも可能である。薬品や成分を乾燥粉末として提供する場合、その粉末は適切
な溶媒を加えて再構成することができる。その溶媒を別の容器手段に入れて提供すること
も想定される。この容器手段は一般的には小びん、試験管、フラスコ、ボトル、注射容器
、その他の容器手段であり、その中にトリテルペン・グリコシド及び他の薬剤を入れるこ
とができ、好ましくは適正量を入れることができる。追加的な成分が含まれている場合は
、キットはこれらを入れることができる第二の小びんやその他の容器が含まれ、その場合
個別の指定量を投与することができる。これらのキットはまた殺菌された薬学的に許容さ
れる緩衝液や希釈剤を入れるための第二／第三の容器手段を含んでいる場合もある。
【０２６３】
これらのキットは又、動物や患者に対してトリテルペン組成物を投与するための手段、例
えば１つ又は複数の注射容器、又は対眼球滴下装置、ピペット、あるいはその他の同様の
装置を含む場合もあり、それらの容器から製剤を動物や患者の身体の疾患領域に注入する
ことができる。本発明によるキットは通常それらの小びんなど及び他の構成要素を市販用
にしっかり密封しておくための手段、例えば望ましい小びんや他の装置を入れて保持する
ための射出または吹き出し成型プラスチック容器を含んでいる場合もある。
【０２６４】
ＶＩ．化学療法の組み合わせ及び措置
本発明のいくつかの実施の形態では、本発明によるトリテルペン組成物を化学療法剤、放
射性物質、及び治療用蛋白質あるいは遺伝子の１つ又は複数と組み合わせて投与すること
が望ましい場合もある。これによって本発明による化合物だけで達成される全体的な抗腫
瘍活性を増大することができ、あるいは複数の薬品による腫瘍耐性を防いだり克服するこ
とも可能になる。
【０２６５】
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本発明を第二の化学療法剤の投与と組み合わせて用いるためには、トリテルペン組成物を
その第二の化学療法剤と組み合わせて動物の体内で結合された抗腫瘍活性を発揮させるた
めに有効な方法で投与すればよい。これらの薬剤は従って有効な量だけ、そして腫瘍脈管
内で結合した存在がもたらされ腫瘍環境中でそれらの結合した作用が発揮されるのに有効
な期間だけ投与される。こうした課題を達成するために、トリテルペン組成物及び化学療
法剤を単一の組成物として、あるいは異なった投与経路を用いて２つの異なった組成物と
して同時にその動物に投与することができる。
【０２６６】
又、トリテルペン組成物の投与は化学療法剤、放射線、蛋白質あるいは遺伝子治療は行わ
れる前と後のいずれでも、数分間から数週間の間隔をおいて行われてもよい。第二の薬剤
とトリテルペン組成物が動物に対して個別に投与される実施の形態においては、一般的に
は追加的な薬剤とトリテルペン組成物とが腫瘍に対して好適に結合された作用を発揮する
ことができるように、各投与間であまり長い時間が経過しないようにするであろう。そう
した場合、両方の薬剤で約５分から約１週間、約１２－７２時間、そして最も好ましくは
２４－４８時間程度の時間的ずれで腫瘍に接触するのが好適であろう。いくつかの状況で
は、それぞれの投与の間の間隔が数日（２、３、４、５、６、又は７）から数週間（１、
２、３、４、５、６、７、あるいは８週間）の範囲に及ぶような長めの治療期間とする方
が好ましい場合もある。トリテルペン・グリコシド又は二番目の薬剤のいずれかを複数回
投与することが望ましい場合も考えられる。腫瘍退縮を達成するためには、両方の薬剤が
投与回数には関係なく、その成長を抑制するのに有効な結合量で投与される。
【０２６７】
種々の薬剤がここで開示されている組み合わせ措置法で使用するのに適している。想定さ
れる化学療法剤を例として示すと、例えば、エトポシド（ＶＰ－１６）、アドリアミシン
、５－フルオロウラシル（５－ＦＵ）、カプトテシン、アクチノマイシンーＤ、ミトマイ
シシンＣ、及びシスプラチン（ＣＤＤＰ）などである。
【０２６８】
当業者であれば誰もが理解しているように、化学療法剤の適切な量は通常臨床治療で用い
られているものと同様であり、これら化学療法剤は単独、あるいは他の化学療法剤との組
み合わせで投与される。例として示せば、シスプラチン、及びその他のＤＮＡアルキレー
ト化剤などを用いることができる。シスプラチンは癌治療には広く用いられており、臨床
応用で用いられる有効投与量は毎週五日間、１回２０ｍｇ／ｍｌの使用量を全部で３コー
ス続ける。シスプラチンは経口では投与されず、静脈注射、皮下注射、腫瘍内あるいは腹
膜内注射の方法で提供される。
【０２６９】
さらに有効な薬剤としてはＤＮＡ複製、細胞分裂、及び染色体分離などに影響を及ぼす化
合物などが含まれる。こうした化学療法剤はドキソルビシンとしても知られているアドリ
アミシン、エトポシド、ベラパミル、ポドフォロトキシンなどである。腫瘍治療のための
臨床状況で広く用いられるこれらの化合物はアドリアミシンの場合２１日の間隔をおいて
２５－７５ｍｇ／ｍ2の範囲で静脈注射され、エトピシドの場合は静脈注射では３５－５
０ｍｇ／ｍ2で、そして経口の場合はその二倍の量で投与される。
【０２７０】
ポリヌクレオチド前駆体の合成とその正確さを破壊する薬剤も使用可能である。特に有益
なのは広範なテストを受け、入手が簡単な薬剤である。そうした薬剤として、５－フルオ
ロウラシル（５－ＦＵ）などの薬剤は新形成組織によって優先的に使用されるので、この
薬剤は新形成腫瘍細胞に向かわせるためには特に有益である。非常に毒性が高いが、５－
ＦＵは局所剤を含む種々の基質で用いることができ、一般的には３－１５ｍｇ／ｋｇ／日
の量で静脈投与される。
【０２７１】
結合治療との関連で有益な化学治療剤を表５に示す。ここに示されている薬剤のそれぞれ
は例として示すものであって、本発明の範囲を限定することは意図していない。この点で
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、“Ｒｅｍｉｎｇｔｏｎ’ｓ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ”１５
版、３３章、特に６２４－６５２が参考になるであろう。治療を受ける個人の状態によっ
て投与量に一定の変更がなされることは必要である。投与を担当する人は、いずれの場合
でも、個々人に応じて適切な投与量を決めることになるであろう。さらに、ヒトに対して
投与する場合は、その製剤はＦＤＡ生物製剤局が求めている殺菌、発熱性、一般的安全性
及び純度基準を満たさなければならない。
【０２７２】
【表５】
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【０２７３】
ＤＮＡ損傷を引き起こし、広範に使われている他のファクターにはγ線、X線治療、及び
／又は腫瘍細胞への放射性元素の直接伝達などの方法である。他の携帯のＤＮＡ損傷ファ
クターには短波又はＵＶ放射線療法などの利用も考えられる。これらのファクターのすべ
てはＤＮＡ、ＤＮＡ前駆体、ＤＮＡの複製と修理、及びクロモソームの集合と維持に幅広
い範囲の損傷を起こす可能性が高い。Ｘ線の照射量は日量５０－２００レントゲンで長期
間（３、４週間）から一回の照射で２０００－６０００レントゲンの範囲である。放射性
同位元素の使用量は幅広く、その同位元素の半減期、放射される放射線の強度やタイプ、
そして腫瘍細胞による接種量などに応じて変わる。
【０２７４】
ＶＩＩ．抗標的癌治療
ここで開示されているトリテルペン化合物はその化合物を腫瘍細胞に向かわせる１つ又は
複数の分子に結合することができる。向標的は例えば腫瘍箇所などの措置箇所での薬の全
体的なレベルを増大させて、措置箇所以外の部分のその薬剤に対する露出量を減らしてく
れる。上に述べた化学療法剤の場合と同様、向標的トリテルペン化合物を化学療法剤など
第二の薬剤と組み合わせて用いることもできる。トリテルペンと第二の薬剤の両方をその
腫瘍環境内の同じ個所、あるいは別の個所に向かわせることができる。これは追加的な、
あるいは追加的というよりもっと大きな相乗効果をもたらすはずである。
【０２７５】
本発明によるトリテルペン化合物との組み合わせで用いられる具体的な向標的剤としては
トリテルペン部分を腫瘍領域に向かわせることができる、つまり、腫瘍箇所に局所化でき
る向標的剤である。腫瘍領域の脈管に向かう薬剤も同様に望ましい。トリテルペン・グリ
コシド化合物を標的に向かわせることはトリテルペン化合物のある程度広範囲の、あるい
は全身的分布に伴なって観察される可能性がある副作用を起こさずに、あるいはそれを最
低のレベルに抑えての、腫瘍領域での有効濃度をできるだけ大きくするように考えられた
ものである。具体的に、向標的剤は腫瘍細胞の構成要素、つまり腫瘍脈管の構成成分、腫
瘍細胞に結合する、あるいは全体として関連している成分、腫瘍脈管に結合する、あるい
はそれと全体的に関連している成分、腫瘍細胞外基質又は間質、あるいはその内部に結合
した成分、そして腫瘍脈間内に見出される細胞タイプなどにも向かわせることができる。
【０２７６】
（ｉ）腫瘍細胞標的及び抗体
腫瘍を構成する悪性細胞はその腫瘍細胞の比較的特殊なマーカー又は抗原に結合すること
ができる領域を有する固有抗体を用いて薬剤を向かわせることができる。例えば、固有腫
瘍細胞を抑制したり殺したりすることは抗体－トリテルペン接合体の標的腫瘍細胞への結
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合によって行われる。
【０２７７】
多くのいわゆる『腫瘍抗原』が開示されており、そのいずれでも本発明の向標的側面との
関連で標的として用いることができる。多数の腫瘍関連抗原を以下に例として示す。そう
した抗原に対する抗体の調製と使用は当業者がよく知る範囲であり、ここに具体的に開示
する。例としての抗体は婦人科学的腫瘍部位（例えばＡＴＣＣカタログ参照）：ＯＣ１２
５、ＯＣ１３３、ＯＭＩ、Ｍｏ　ｖｌ、Ｍｏ　ｖ２、３Ｃ２、４Ｃ７、ＩＤ３、ＤＵ－Ｐ
ＡＮ－２、Ｆ３６／２２、４Ｆ7／７Ａ10、Ｂ７２．３、ＤＦ3、２Ｃ8／２Ｆ7、Ｍｏｖ１
８、ＣＥＡ　１１－Ｈ５、ＣＡ　１９－９（１１１６ＮＳ１９－９）、Ｈ１７－Ｅ２、７
９１Ｔ／３６、ＮＤＯＧ2、Ｈ３１７、４Ｄ５、３Ｈ４、７Ｃ２、６Ｆ９、２Ｃ４、７Ｆ
３、２Ｈ１１、３Ｅ８、５Ｂ８、７Ｄ３、ＳＢ８、ＨＭＦＧ２；乳癌部位：ＤＦ３、ＮＣ
ＲＣ－１１、３Ｃ６Ｆ９、ＭＢＥ６、ＣＬＮＨ５、ＭＡＣ４０／４３、ＥＭＡ、ＨＭＦＧ
１　ＨＦＭＧ３、３．１５Ｃ３、Ｍ３、Ｍ８、Ｍ２４、Ｍ１８、６７－Ｄ－１１、Ｄ５４
７Ｓｐ、Ｄ７５Ｐ３、Ｈ２２２、抗ＥＧＦ、ＬＲ－３、ＴＡＩ、Ｈ５９、１０－３Ｄ－２
、ＨｍＡＢ１，２、ＭＢＲ１，２，３、２４．１７．１、２４．１７．２（３Ｅ１．２）
、Ｆ３６／２２．Ｍ７／１０５、Ｃ１１、Ｇ３、Ｈ７、Ｂ６．２、Ｂ１．１、Ｃａｍ１７
．１、ＳＭ３、ＳＭ４、Ｃ－Ｍｕｌ（５６６）、４Ｄ５　３Ｈ４、７Ｃ２、６Ｅ９、２Ｃ
４、７Ｆ３、２Ｈ１１、３Ｅ８、５Ｂ８、７Ｄ３、５Ｂ８、ＯＣ１２５、ＭＯ　ｖ２、Ｄ
Ｕ－ＰＡＮ－２、４Ｆ7／７Ａ10、ＤＦ３、Ｂ７２．３、ｃｃｃｃｃＣＥＡ１１、Ｈ１７
－Ｅ２、３．１４．Ａ３、ＦＯ２３Ｃ５；結腸癌部位：Ｂ７２．３、（１７－１Ａ）１０
８３－１７－１Ａ、ＣＯ１７－１Ａ、ＺＣＥ－０２５、ＡＢ２、ＨＴ－２９－１５、２５
０－３０．６、４４Ｘ１４、Ａ７、ＧＡ７３．３、７９１Ｔ／３６、２８Ａ３２、２８．
１９．８、Ｘ　ＭＭＣＯ－７９１、ＤＵ－ＰＡＮ－２、ＩＤ3、ＣＥＡ　１１－Ｈ５、２
Ｃ8／２Ｆ７、ＣＡ－１９－９（１１１６ＮＳ　１９－９）；黒色腫部位：４．１、８．
２　Ｍ１７、９６．５、１１８．１、１３３．２、（１１３．２）、Ｌ1、Ｌ10、Ｒ10（
Ｒ19）、Ｉ12、Ｋ5、６－１、Ｒ２４、５．１、２２５．２８Ｓ、４６５．１２Ｓ、９．
２．２７、Ｆ１１、３７６．９６Ｓ、４６５．１２Ｓ、１５．７５、Ｍｅｌ－１４、Ｍｅ
ｌ－１２、Ｍｅ３－ＴＢ７、２２５．２８ＳＤ、７６３．２４ＴＳ、７０５Ｆ６、４３６
９１０、Ｍ１４８；消化器官系腫瘍：ＩＤ３、ＤＵ－ＰＡＮ－２、ＯＶ－ＴＬ３、Ｂ７２
．３、ＣＥＡ　１１－Ｈ５、３－１４－Ａ３、　Ｃ　ＣＯＬＩ、ＣＡ－１９－９（１１６
ＮＳ　１９－９）及びＣＡ５０、ＯＣ１２５；肺腫瘍：４Ｄ５　３Ｈ４、７Ｃ２、６Ｅ９
、２Ｃ４、７Ｆ３、２Ｈ１１、３Ｅ８、５Ｂ８、７Ｄ３、ＳＢ８、ＭＯ　ｖ２，Ｂ７２．
３、ＤＵ－ＰＡＮ－２、ＣＥＡ　１１－Ｈ５、ＭＵＣ　８－２２、ＭＵＣ２－６３、ＭＵ
Ｃ２－３９、ＭＵＣ７－３９、そしてその他の雑多な腫瘍：ＰＡｂ２４０、ＰＡｂ２４６
、ＰＡｂ１８０１、ＥＲＩＣ１、Ｍ１４８、ＦＭＨ２５、６．１、ＣＡ１、３Ｆ８、４Ｆ

8／２Ｆ7、ＣＥＡ１１－Ｈ５からのものである。
【０２７８】
腫瘍を定義し標的とする別の手段は、その細胞によって表現される抗原の生化学的特性よ
り腫瘍細胞自体の特性に関係している。多数の腫瘍細胞株が知られており、向標的薬剤の
ために用いることができる。例えば、公知の細胞株から選んだ細胞全体、あるいは細胞を
すりつぶして均一化したものを用いて関連する腫瘍タイプの向標的のための抗腫瘍抗体を
調製することができる。同様に、そうした細胞株は種々のイン・ビトロ・アッセイの実施
の際に用いることができる。この点に関して、経験者であれば（ＡＴＣＣカタログから）
公開で利用できるヒト腫瘍細胞株を知るためにＡＴＣＣカタログを参照するであろう。細
胞株の例としてはＪ８２、ＲＴ４、ＳｃａＢＥＲ、Ｔ２４、ＴＣＣＳＵＰ、５６３７、Ｓ
Ｋ－Ｎ－ＭＣ、ＳＫ－Ｎ－ＳＨ、ＳＷ１０８８、ＳＷ１７８３、Ｕ－８７ＭＧ、Ｕ－１１
８ＭＧ、Ｕ－１３８ＭＧ、Ｕ－３７３ＭＧ、Ｙ７９、ＢＴ－２０、ＢＴ－４７４、ＭＣＦ
７、ＭＤＡ－ＭＢ－１３４－ＶＩ、ＭＤＡ－ＭＤ－１５７、ＭＤＡ－ＭＢ－１７５－ＶＩ
Ｉ、ＭＤＡ－ＭＢ－３６、ＳＫ－ＢＲ－３、Ｃ－３３Ａ、ＨＴ－３、ＭＥ－１８０、ＭＳ
７５１、ＳｉＨａ、ＪＥＧ－３、Ｃａｃｏ－２、ＨＴ－２９、ＳＫ－ＣＯ－Ｉ、ＨｕＴｕ
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８０、Ａ－２５３、ＦａＤｕ、Ａ－４９８、Ａ－７０４、Ｃａｋｉ－１、Ｃａｋｉ－２、
ＳＫ－ＮＥＰ－１、ＳＷ８３９、ＳＫ－ＨＥＰ－１、Ａ－４２７、Ｃａｌｕ－１、Ｃａｌ
ｕ－３、Ｃａｌｕ－６、ＳＫ－ＬＵ－１、ＳＫ－ＭＥＳ－１、ＳＷ９００、ＥＢ１、ＥＢ
２、Ｐ３ＨＲ－１、ＨＴ－１４４、Ｍａｌｍｅ３Ｍ，ＲＰＭＩ－７９５１、ＳＫ－ＭＥＬ
－１、ＳＫ－ＭＥＬ－２、ＳＫ－ＭＥＬ－３、ＳＫ－ＭＥＬ－５、ＳＫ－ＭＥＬ－２４、
ＳＫ－ＭＥＬ－２８、ＳＫ－ＭＥＬ－３１、ＣａｏＶ－３、ＣａｏＶ－４、ＳＫ－ＯＶ－
３、ＳＷ６２６、Ｃａｐａｎ－１、Ｃａｐａｎ－２、ＤＵ１４５、Ａ－２０４、Ｓａｏｓ
－２、ＳＫ－ＥＳ－１、ＳＫ－ＬＭＳ－１、ＳＷ６８４、ＳＷ８７２、ＳＷ９８２、ＳＷ
１３５３、Ｕ－２ＯＳ、Ｍａｌｍｅ－３、ＫＡＴＯ　ＩＩＩ、Ｃａｔｅ－１Ｂ、Ｔｅｒａ
－１、Ｔｅｒａ－２、ＳＷ５７９、ＡＮ３ＣＡ、ＨＥＣ－１－Ａ、ＨＥＣ－１－Ｂ、ＳＫ
－ＵＴ－１Ｂ、ＳＷ９５４、ＮＣＩ－Ｈ６９、ＮＣＩ－Ｈ１２８、ＢＴ－４８３、ＢＴ－
５４９、ＤＵ４４７５、ＨＢＬ－１００、Ｈｓ５７８Ｂｓｔ、Ｈｓ５７８Ｔ、ＭＤＡ－Ｍ
Ｂ－３３０、ＭＤＡ－ＭＢ－４１５、ＭＤＡ－ＭＢ－４３５Ｓ、ＭＤＡ－ＭＢ－４３６、
ＭＤＡ－ＭＢ－４５３、ＭＤＡ－４６８、Ｔ－４７Ｄ、Ｈｓ７６６Ｔ、Ｈｓ７４６Ｔ、Ｈ
ｓ６９５Ｔ、Ｈｓ６８３、Ｈｓ２９４Ｔ、Ｈｓ６０２、ＪＡＲ、Ｈｓ４４５、Ｈｓ７００
Ｔ、Ｈ４、Ｈｓ６９６、Ｈｓ９１３Ｔ、Ｈｓ７２９、ＦＨｓ１７３Ｗｅ、ＦＨｓ７３８Ｂ
１、ＮＩＨ、０ＶＣＡＲ－３、Ｈｓ６７、ＲＤ－ＥＳ、ＣｈａＧｏ　Ｋ－１、ＷＥＲＩ－
Ｒｂ－１、ＭＣＩ－Ｈ４４６、ＮＣＩ－Ｈ２０９、ＮＣＩ－Ｈ１４６、ＮＣＩ－Ｈ４４１
、ＮＣＩ－Ｈ８２、Ｈ９、ＮＣＩ－Ｈ４６０、ＮＣＩ－Ｈ５９６、ＮＣＩ－Ｈ６７６Ｂ、
ＮＣＩ－Ｈ３４５、ＮＣＩ－Ｈ８２０、ＭＣＩ－Ｈ５２０、ＮＣＩ－Ｈ６６１、ＮＣＩ－
Ｈ５１０Ａ、Ｄ２８３Ｍｅｄ、Ｄａｏｙ、Ｄ３４１Ｍｅｄ、ＡＭＬ－１９３、及びＮＶ４
－１１などである。
【０２７９】
他の適切な細胞株について確認するためには，その後に発行されたＡＴＣＣカタログを参
照すれば良い。また、特定の細胞タイプが望ましい場合は、そうした細胞を入手するため
の手段及び／又はその供給源はこの特別の分野の当業者には公知であろう。科学的文献を
分析すれば、標的とするのに望ましいいずれの腫瘍細胞タイプでも容易に選択することが
できるであろう。
【０２８０】
上に述べたように、抗体は腫瘍抗原標的を認識するために簡単率直な手段である。固体腫
瘍抗原に対して向けられる非常に多数の抗体が知られている。いくつかの有益は抗腫瘍抗
体を上に示した。しかしながら、当業者には良く知られているように、上に示した抗体の
うちのいくつかは適切な生化学的特性をもっていない場合もあり、又、治療的に有用なほ
ど十分に腫瘍特性を示さない場合もある。１つの例は細胞質抗原を認識するＭＵＣ８－２
２である。こうした抗体はモデル・システムあるいはスクリーニング・アッセイなどの調
査的な実施の形態でのみ使われる。
【０２８１】
一般的に言えば、本発明のこれらの側面で使用するための抗体は好ましくは細胞表面上で
アクセスでき、そして好ましくは、あるいは特に腫瘍細胞で表現される高原を認識する。
こうした抗体はまた好ましくは２００ｎＭ以下のＫｄ、好ましくは１００ｎＭ以下の高親
和性を示すと同時に、心臓、腎臓、肝臓、骨髄、結腸、乳房、前立腺、甲状腺、胆嚢、肺
、副腎、筋肉、神経組織、膵臓、皮膚、あるいはその他の人体の生命を維持する器官又は
組織など生命を支える正常な組織との重大な反応を行わない。低活性の観点からみて本発
明の目的にとって最も重要な『生命維持』組織は心臓、腎臓、中枢及び抹消神経組織及び
肝臓である。ここで用いられている『有意な反応』とは免疫組織学的に適切な条件下で特
定の組織に適用された場合にまったく染色効果を示さないかほとんど無視できる程度の染
色効果しか示さず、ほとんどネガティブな細胞のフィールドにほんのわずかのポジティブ
な細胞が分散されているような状態を示す。
【０２８２】
本発明において使用が考えられている特に有望な抗体は固体腫瘍に対して高い選択性を示
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すものである。例えば、多くの乳癌、肺癌、及び結腸癌の表面に選択的に見出されるＴＡ
Ｇ７２及びＨＥＲ－２プロト・オンコジーン蛋白質（Ｔｈｏｒら、１９８６、Ｃｏｃｈｅ
ｒら、１９８７、Ｓｈｅｐａｒｄら、１９９１）；ＭＯｖ１８及びＯＶ－ＴＬ３及び牛乳
ムチン・コア蛋白質及びヒト母乳脂肪小球に結合する蛋白質（Ｍｉｏｔｔｉら、１９８５
；Ｂｕｒｃｈｅｌら、１９８３）；及び高Ｍｒ黒色腫抗原（Ｒｅｉｓｆｅｌｄら、１９８
２）などである。さらに有益な抗体はほとんどすべての卵巣癌腫内で均等に表現されるこ
とが知られている
葉酸結合蛋白質に対する抗体、鱗状細胞黒色腫や多くの神経膠腫で過剰表現されるｅｒｂ
系列のオンコジーンに対する抗体、そして、進行中の臨床前又は臨床評価の対象であるこ
とが知られている他の抗体である。
【０２８３】
抗体Ｂ３、ＫＳＩ／４、ＣＣ４９、２６０Ｆ９、ＸＭＭＣＯ－７９１、Ｄ６１２及びＳＭ
３はこの分野で日常的に行われている標準的な前臨床テストの後に行われる臨床的実施の
形態においての使用に特に適していると考えられている。Ｂ３（米国特許第５，２４２，
８１３号，Ｂｒｉｎｋｍａｎｎら、１９９１）はＡＴＣＣ受託番号Ｎｏ．ＨＢ１０５７３
を有しており、ＫＳ１／４は米国特許第４，９７５，３６９号に述べられているようにつ
くりだすことが可能であり、Ｄ６１２（米国特許第５，１８３，７５６号）はＡＴＣＣ受
託番号Ｎｏ．ＨＢ９７９６を有している。
【０２８４】
腫瘍に関連した標的を定義する別の手段はその細胞によって表現される生化学的な特性を
示すのではなく、その腫瘍細胞そのものに関係している。従って、発明者らは腫瘍細胞に
優先的に結合するいずれの抗体でもトリテルペン向標的接合体の向標的成分として用いる
ことができると考えている。この優先的腫瘍細胞結合もその腫瘍細胞に対して高い親和性
を示し、そして上に定義されているように生命を維持する正常な細胞や組織と重大な反応
を行わない抗体に基づいている。
【０２８５】
本発明はまたここで述べられているような腫瘍細胞に対するトリテルペン・グリコシドの
ターゲッティングで使用するための抗体を発生させるいくつかの手段を提供する。腫瘍細
胞固有抗体を発生させるためには、先ず腫瘍細胞抗原で構成される組成物で動物を免疫化
し、そして、以下に詳細に述べるようにその結果としてできる適切な特性を有する抗体を
選択する。免疫化のために用いる組成物は精製された、あるいは部分的に精製された上に
列挙された抗原のうちのいずれかの製剤、上に列挙された抗原のうちのいずれかが増強さ
れた膜製剤などの組成物、あるいは上に列挙した細胞タイプのいずれかを含む細胞の混合
物あるいは群を含んでいる場合もある。
【０２８６】
もちろん、抗体の供給源には関係なく、ヒトの治療で本発明を実施する場合には、事前に
臨床的に対象とされる腫瘍が最終的に選択された抗体を表現することを事前に確認してお
くことが必要であろう。これは例えば外科的バイオプシーなどの腫瘍組織サンプルの抗原
性テスト、あるいは抗原循環テストを行うなどの手順を含んでいる。これはハイブリドー
マの『バンク』から入手した結合親和性を腫瘍に対する反応性に関してテストするＥＬＩ
ＳＡ（酵素結合免疫吸着アッセイ）などの免疫スクリーニング・アッセイによって簡単に
行うことができる。次に本発明による抗体を調製するために適切な腫瘍選択性及び親和性
を示す抗体を選択する。
【０２８７】
交差反応性という良く知られた現象の故に、有益な抗体が最初に用いられた抗原が、最初
の抗原がヒト細胞から得られたものに加えてマウスや霊長類などの動物から誘導された免
疫化手順からもたらされる場合もある。ヒト由来の抗原が用いられる場合は、それらはヒ
トの腫瘍細胞株から得られたり、あるいは治療を必要とする特定の患者から採取した生物
学的サンプルを入手して調製することも可能である。実際、その患者の腫瘍に『合わせて
つくられる』抗体の調製方法も知られており（Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎら、１９９０）、この
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発明との組み合わせで使用することが考えられる。
【０２８８】
１．抗体生産方法
上に述べたように、抗体は本発明の特定の実施の形態で使用することができる。例えば、
患者や特定の組織タイプの築堤の領域に対して固有性を示す抗体をつくりだすことができ
る。これらの抗体はその後本発明によるトリテルペン化合物に接合して、それによってそ
の抗体が向けられる組織にトリテルペン化合物を向かわせることが可能になる。こうした
抗体の具体例は腫瘍細胞に結合するものである。本発明の好ましい実施の形態においては
、抗体はモノクローナル抗体である。モノクローナル及びポリクローナル抗体を調製し、
その特徴づけを行うための手段はこの技術分野ではよく知られており、以下に具体的に開
示される（Ｈｏｗｅｌｌ及びＬａｎｅ、１９８８参照）。
【０２８９】
簡単に言うと、ポリクローナル抗体は望ましい標的抗原を含む免疫源で動物を免疫化して
、その免疫化された動物から抗血清を回収することである。幅広い動物種が抗血清をつく
るために用いることができる。通常、抗－抗血清をつくるたけに用いられる動物はウサギ
、マウス、ラット、ハムスター、豚あるいは馬などのヒト以外の動物である。ウサギは血
液量が比較的多いので、ポリクローナル抗体をつくりだすためにはウサギが好ましい。
【０２９０】
抗原のアイソフォームに固有なポリクローナル、モノクローナル両方の抗体はこの分野の
当業者にはよく知られているように通常の免疫化技術を用いて調製することができる。特
定の細胞タイプの抗原エピトープを含む組成物、あるいは本発明による化合物を用いて、
ウサギやマウスなどの１つ又は複数の実験動物を免疫化するために用いることができ、こ
れらの動物はその抗原に対する固有の抗体をつくりだす。ポリクローナル抗血清は抗体発
生を可能にする時間が経過した後、単にその動物から採血し、全血から血清サンプルを調
製することで入手できる。
【０２９１】
本発明によるモノクローナル抗体はアカシア・ビクトリアエ以外の種で本発明によるトリ
テルペン化合物の存在に関するスクリーニングに対して適用できる免疫化学手順、あるい
は特定の抗原に固有な抗体を用いることができる他の手順において有効に適用することが
できると考えられる。上に検討されているように、本発明による抗体の使用の具体的実施
の形態は腫瘍固有抗原に向けられた抗体を調製し、それらの抗体を本発明によるトリテル
ペン化合物に結合させ、患者であるヒトをその抗原－トリテルペン接合体で措置し、それ
によって本発明のトリテルペン化合物を本発明によるトリテルペン化合物で措置できる状
況に関与してい腫瘍細胞あるいは他の細胞に向けさせるステップを含んでいる。一般的に
、種々の抗原に対するポリクローナル及びモノクローナル両方の抗体を本発明の種々の実
施の形態で用いることができる。例えば、それらは抗体親和性カラム内でトリテルペン化
合物を精製するために用いることができる。そうした抗体を調製し特徴づけを行う手段は
この技術分野では良く知られており、例えば、Ｈａｒｌｏｗ及びＬａｎｅ、１９８８に述
べられており、その開示は参照によってその全体が本明細書に含まれる。
【０２９２】
この分野でよく知られているように、どの組成物もその免疫源性が変化する場合がある。
従って、ペプチドやポリペプチド免疫源を基質に結合させることによって行うことばでき
るようにホストの免疫システムを発動させることが必要なことがしばしばある。例示的な
、そして好ましい基質はキーホール・リンペット・ヘモシアニン（ＫＬＨ）、及びウシ胎
児血清アルブミン（ＢＳＡ）である。オバルブミン、マウス血清アルブミン、あるいはウ
サギ血清アルブミンなどのその他のアルブミンは基質として用いることができる。ポリペ
プチドを基質蛋白質に接合するための手段はこの技術分野でよく知られており、グルタル
アルデヒド、ｍ－マレイミドベンゾイル－Ｎ－ヒドロキシサクシンイミド、カルボニルイ
ミド、及びビス－ビアゾ化ベンジジンなどが含まれている。
【０２９３】
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この技術分野で良く知られているように、特定の免疫源組成物の免疫源性はアジュバンド
として知られている非固有刺激剤の使用によって増強することができる。好ましいアジュ
バンドの具体例としては、完全フロイド・アジュバンド(殺されたMycobacterium tubercu
losisを含む免疫応答の非固有刺激剤)、不完全フロイド・アジュバンド、及び水酸化アル
ミニウム・アジュバンドなどである。
【０２９４】
ポリクローナル抗体の生産で用いることができる免疫源組成物の量は免疫源の性質と免疫
化に用いられる動物によって変化する。免疫源を投与するためには種々（皮下、筋肉内、
皮膚内、静脈内、及び腹膜内）の経路を用いることができる。ポリクローナル抗体の生産
は免疫化の後、種々の時点で免疫化された動物の血液を採取することによってモニターす
ることができる。第二のブースターである注射を行ってもよい。このブースト及び滴定工
程は適切な滴定が行われるまで繰り返される。望ましいレベルの免疫源性が得られたら、
免疫化された動物から採血し、血清を単離、保存し、及び／又はその動物を用いてｍＡｂ
を発生させることができる。
【０２９５】
ＭＡｂは米国特許第４，１９６，２６５号に具体的に示されているような公知の技術を用
いて簡単に調製することができ、その開示は参照によってその全体が本明細書に組み込ま
れる。通常、この技術は選択された免疫源組成物、例えば精製された、あるいは部分的に
精製された腫瘍固有抗原、ポリペプチドあるいは腫瘍細胞で適切な動物を免疫化するステ
ップを含んでいる。この免疫化組成物は抗体生産細胞に刺激を与えるのに有効な方法で投
与される。マウスやラットなどのけっ歯類が好ましい動物であるが、ウサギ、ヒツジある
いはカエルの使用も可能である。ラットの使用は一定の利点を提供してくれるが（Ｇｏｄ
ｉｎｇ、１９８６）、マウスの使用が好ましく、ＢＡＬＢ／ｃマウスは最も日常的に使わ
れており、一般的に高い割合の安定した細胞融合をもたらすので、その使用が最も好まし
い。
【０２９６】
免疫化に続いて、抗体をつくりだす可能性を有する体細胞、特にＢ－リンパ球（Ｂ－細胞
）がｍＡｂ発生手順での使用に選ばれる。これらの細胞はバイオプシーを受けた脾臓、扁
桃腺、あるいはリンパ節から、あるいは抹消血液サンプルから得ることができる。脾臓細
胞及び抹消血液細胞が好ましく、前者が好ましいのはそれらが分裂中の細胞芽段階である
抗体生産細胞の豊富な供給源であり、後者が望ましいのは末梢血液は入手しやすいからで
ある。多くの場合、一群の動物を免疫化し、そして抗体力価が最も高い動物の脾臓を取り
出して、その脾臓のリンパ球をその脾臓を注射器を使って均一化することで入手する。通
常、免疫化されたマウスから得られた脾臓は約５ｘ１０7から２ｘ１０8個のリンパ球を含
んでいる。
【０２９７】
免疫化された動物からの抗体生産Ｂリンパ球はその後不死黒色腫細胞、通常は免疫化され
た動物と同じ種のひとつと融合させられる。ハイブリドーマ生産融合手順での使用に適し
た黒色腫細胞株は抗体を生産せず、高融合効率を有し、さらにその細胞が望ましい融合細
胞（ハイブリドーマ）だけの成長を支える一定の選択的な媒体中で成長できなくさせるよ
うな酵素欠陥を有している。
【０２９８】
当業者には良く知られているように、多数の黒色腫細胞のうちのいずれでも用いることが
できる。例えば、免疫化された動物がマウスである場合、Ｐ３－Ｘ６３／Ａｇ８、Ｐ３－
Ｘ６３－Ａｇ８．６５３、ＮＳ１／１．Ａｇ４１、Ｓｐ２１０－Ａｇ１４、ＦＯ、ＮＳＯ
／Ｕ、ＭＰＣ－１１、ＭＰＣ１１－Ｘ４５－ＧＴＧ１．７、及びＳ１９４／５ＸＸ０Ｂｕ
ｌを用いることができ、ラットの場合は、Ｒ２１０．ＲＣＹ３、Ｙ３－Ａｇ１．２．３、
ＩＲ９８３Ｆ及び４Ｂ２１０を使うことができ、Ｕ－２６６、ＧＭ１５００－ＧＲＧ２、
ＬＩＣＲ－ＬＯＮ－ＨＭｙ２及びＵＣ７２９－６はすべて細胞融合との関連で使用すると
有益である（例えば、Ｇｏｄｉｎｇ、１９８６；Ｃａｍｐｅｌｌ、１９８４；ＡＴＣＣカ
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タログ参照）。
【０２９９】
抗体生産脾臓又はリンパ節細胞と骨髄腫細胞のハイブリッドを発生させる方法は通常、体
細胞を骨髄腫細胞を２：１の比率で混合するステップを含んでいるが、その比率は細胞膜
の融合を促進する１つ又は複数の薬剤（化学又は電気的）の存在下で約２０：１から約１
：１の範囲で変化する。Ｓｅｎｄａｉウイルスを用いた融合方法が開示されており（Ｋｏ
ｈｌｅｒ及びＭｉｌｓｔｅｉｎ、１９７５；１９７６）、及びＧｅｆｔｅｒら（１９７７
）による３７％（ｖ／ｖ）ＰＥＧなどのポリエチレン・グリコール（ＰＥＧ）を用いたも
の参照）。電気的に誘導した融合方法の使用も適している（Ｇｏｄｉｎｇ、１９８６）。
【０３００】
融合手順は通常１ｘ１０-6から１ｘ１０-8程度の頻度で成長可能なハイブリッドをつくり
だす。しかしながら、成長可能な融合細胞は選択的媒体中で培養することで親の、融合し
ていない細胞（特に通常は無限に分裂しつづける未融合骨髄腫細胞から分化されているの
で、これは問題を発生させない。この選択的媒体とは通常組織培養媒体中でヌクレオチド
の新しい合成を防ぐ薬剤を含んだものである。好ましい薬剤の例としてはアミノプテリン
、メトトレキセート、及びアザセリンである。アミノプテリン及びメトトレキセートはプ
リン及びピリミジン両方の新しい合成を防ぐのに対して、アザセリンはプリン合成だけを
防止する。アミノプテリンあるいはメトトレキセートを用いた場合は、媒体にヌクレオチ
ド（ＨＡＴ媒体）の供給源としてのヒポキサンチン及びチミジンを追加する。アザセリン
を使用する場合には、媒体をヒポキサンチンで補う。
【０３０１】
好ましい選択媒体はＨＡＴである。ヌクレオチド・サルベージ経路を作動させることがで
きる細胞だけがＨＡＴ媒体中で生き延びることができる。骨髄腫細胞は例えばヒポキサン
チン・ホスホリボシル・トランスフェラーゼ（ＨＰＲＴ）などのサルベージ経路中の鍵と
なる酵素が欠陥を含んでおり、生き延びることはできない。Ｂ細胞はこの経路を作動させ
ることはできるが、培養中の寿命は限定されており、通常は２週間程度で死んでしまう。
従って、この選択的媒体中で生き延びる細胞だけが骨髄腫とＢ細胞から形成されるハイブ
リッドである。
【０３０２】
この培養によって特定のハイブリドーマが選択されるハイブリドーマのポピュレーション
が提供される。通常、ハイブリドーマの選択はその細胞をマイクロタイター・プレート内
で単一クローン希釈で培養し、その後に望ましい反応について（２、３週間後に）個々の
クローン上澄液をテストすることで行われる。このアッセイは放射免疫アッセイ、酵素免
疫アッセイ、細胞毒性アッセイ、プラーク・アッセイ、点免疫結合アッセイなどとどうよ
うに非常に敏感、簡単、しかも迅速に行うことができる。
【０３０３】
選択されたハイブリドーマは順番に希釈、個々の抗体生産細胞株にクローンされ、それら
のクローンは無限に増殖してｍＡｂを提供する。これらの細胞株はｍＡｂ生産のために２
つの基本的な方法でつくりだすことができる。このハイブリドーマの１つのサンプルは、
最初の融合のために体細胞と骨髄腫細胞を提供するために用いられたタイプの組織学的に
適応性のある動物内に（多くの場合は腹膜内凹部に）注入することができる。注入を受け
た動物は融合された細胞ハイブリッドによってつくりだす特定のモノクローナル抗体を分
泌する腫瘍を形成する。血清や腹水液などの動物の体液を注いでｍＡｂを高濃度で提供す
ることができる。個々の細胞株をイン・ビボでも培養することができ、その場合、ｍＡｂ
は培地に自然に分泌され、そこから簡単に高濃度で採取することができる。いずれの方法
でつくりだされたｍＡｂも必要があればろ過、遠心分離、及びＨＰＬＣ又は親和性クロマ
トグラフィーなどの種々のクロマトグラフィー的方法を用いてさらに精製される。
【０３０４】
(iii) さらなる腫瘍細胞標的及び結合リガンド
抗体の使用に加えて、腫瘍細胞抗原に結合することによって本発明のトリテルペン化合物
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を腫瘍箇所に向けるために用いることができる。過剰表現されるれる受容体（例えばエス
トロゲン受容体、ＥＧＦ受容体）、あるいは突然変異受容体である腫瘍抗原に対しては、
向標的剤として対応するリガンドを用いることも可能であろう。
【０３０５】
内皮細胞受容体リガンドと類似した方法で、腫瘍細胞に固有に、あるいは優先的に結合す
る成分が存在していてもよい。例えば、腫瘍抗原が過剰表現される受容体である場合は、
その腫瘍細胞がイン・ビボで特定のリガンドで被覆される場合もある。従って、そのリガ
ンドはそのリガンドに対する抗体、あるいはその受容体自体の１つの形態で標的に向かわ
せることができる。これらのタイプの向標的剤の具体的な例はＴＩＥ－１又はＴＩＥ－２
リガンドに対する抗体、血小板因子４に対する抗体、そして白血球接着結合蛋白質である
。
【０３０６】
（ｉｖ）毒素
いくつかの適用例のために、ここで開示されているトリテルペン化合物との組み合わせで
用いられる第二の治療剤が抗体又は成長因子に接合された医薬品、特に内皮細胞を殺すか
、あるいはその成長あるいは細胞分裂を抑制する能力を有する細胞に対して毒性を有する
か、あるいはその他の抗細胞薬であることも想定される。本発明は全体としてここで述べ
られているトリテルペン化合物を含め、あるいはそれを補うものとして、向標的薬剤に接
合させ、活性形態で標的とされた腫瘍細胞に活性形態で提供することができるいずれかの
医薬品、好ましくは抗体の使用を想定している。抗細胞薬の例としては化学治療剤、放射
性同位元素、及び細胞毒素などである。化学治療剤の場合、本発明者らはステロイド・ホ
ルモン、シトシン・アラビノシド、フルオロウラノシル、メトトレキセート、又はアミノ
プロテインなどの抗代謝剤、アントラサイクリン、ミトミシンＣ、ビンカ・アルカロイド
、デモコルシン、エトポシド、ミトラミシン、あるいはクロラムブシル又はメルファラン
などの抗腫瘍アルキレート剤などが特に好ましい。他の実施の形態としてはサイトカイン
、成長因子、バクテリア性内毒素、あるいはバクテリア性内毒素の脂質Ａ部分などを含ん
でいる場合もある。いずれにせよ、こうれらの薬剤は、望ましい場合、本発明によるトリ
テルペン化合物と共に向標的薬、好ましくは抗体に対して、公知の接合技術を用いて必要
とされる標的細胞の箇所の血液成分に対する向標的、内部化、放出、あるいは提示を可能
にするような方法でうまく結合させることができる（例えば、Ｇｈｏｓｅら、１９８３及
びＧｈｏｓｅら、１９８７参照）。
【０３０７】
種々の化学療法剤やその他の医薬品が抗体にうまく接合され、薬学的機能を発揮すること
が示されている（例えば、Ｖａｉｃｋｕｓら、１９９１参照）。調査された抗腫瘍薬の例
としてはドキソルビシン、ダウノマイシン、メトトレキセート、ビンブラスチン、その他
いろいろである（Ｄｉｌｍａｎら、１９８８、Ｐｉｅｔｅｒｓｚら、１９８８）。さらに
、ネオカルジノスタチン（Ｋｉｍｕｒａら、１９８３）、マルコマイシン（Ｍａｎａｂｅ
ら、１９８４）、トレニモン（Ｇｈｏｓｅら、１９８２）、及びα－アマニチン（Ｄａｖ
ｉｓ及びＰｒｅｓｔｏｎ、１９８１）など他の薬剤の取り付けも報告されている。本発明
によるトリテルペン化合物と適当な向標的分子との間の接合体を調整するための具体的な
方法は上に具体的に開示してある。
【０３０８】
ＶＩＩＩ．本発明による化合物の他の使用法
発明者らは特に本発明による化合物の使用について癌の治療に加えて一連の応用分野を意
図する。特に、発明者らは本発明によるトリテルペン化合物を溶媒、抗菌剤、抗ウィルス
剤、殺魚剤あるいは殺軟体動物剤、避妊薬、抗寄生虫剤、紫外線防護剤、去痰剤、利尿剤
、抗炎症剤、コレステロール代謝調整剤、心臓欠陥刺激剤、抗潰瘍剤、鎮痛剤、鎮静剤、
免疫調整剤、解熱剤、血管形成調節剤、毛細血管の虚弱さを低下するための薬剤、加齢の
影響を防ぐための薬剤、そして認識と記憶を改善するための薬剤として使用することを意
図する。
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【０３０９】
この発明による化合物は血管形成の調節で一定の役割を果たす。血管形成あるいは新血管
形成とは新しい血管の成長として定義される。腫瘍及び癌は血管形成を誘発して腫瘍は存
続するために酸素と栄養のためのライフ・ラインを提供する。新しい血管の形成は悪性癌
細胞が身体の他の部分に拡散するための出口としての役割も果たす。血管形成の抑制は従
って癌患者には恩恵をもたらす。一方、血管形成は傷の治癒などの場合には必要となる。
これらの傷は外部的な傷である場合もあれば、事故や火傷や障害や手術の結果として生じ
る内部器官の傷である場合もある。従って、血管形成を促進させる薬剤は傷治療での使用
に大きな可能性を有している。
【０３１０】
コレステロール代謝調節のために本発明の化合物を適用することが考えられる。特に、本
発明の化合物及び栄養薬組成物は患者としてのヒトにおける血清コレステロール・レベル
を低下させるための使用が考えられる。従って、患者を経口投与か静脈注射で本発明のト
リテルペン化合物で措置することで、高コレステロール及びその他の関連する心臓血管系
疾患に関連した不全を減らすことができる。
【０３１１】
心臓血管状態を治療するためには、本発明による化合物を不整脈作用の措置のため、そし
てさらには血管を置換させて高血圧を緩和するために用いることも考えられる。
【０３１２】
別の特に重要な本発明による化合物の使用方法は抗炎症剤としての使用である。本発明に
よる活性トリテルペン化合物は免疫反応において重要な役割を果たす転写因子ＮＦ－ｋＢ
の強力な抑制因子であることが示されている。この知見は発癌における炎症反応の中心的
な役割を示す証拠が増大していることを考えると特に重要である。トリテルペン化合物に
よる患者の措置は従って腫瘍発生及び組織的損傷を含めて炎症に関連した幅広い不全状態
を緩和してくれる可能性を有している。
【０３１３】
炎症反応の最初の段階は血管透過性の増大とヒスタミン、セロトニン、及び塩基性ポリペ
プチド及び蛋白質の放出の増大によって特徴づけられる。これは血腫及び水腫形成を伴な
っている。その後、細胞浸潤と新しい結合組織の形成が見られる。本発明の化合物による
治療は炎症の効した初期段階を抑制し、それによって炎症状態に関連した否定的な影響を
減少させることができる。
【０３１４】
本発明による化合物が識別できる植物種、アカシア・ビクトリアエが選択されたのは、一
部には乾燥した地域に自生しているからである。これらの地域に自生している植物の代謝
の１つの重要な機能は細胞を紫外線照射から守る化合物をつくりだすことである。発明者
らは特に、本発明のトリテルペン化合物はそうした紫外線防止剤として利用できると考え
ている。従って、本発明の化合物は紫外線照射からの防護が望ましいような応用例で幅広
く使用できると考えられる。例えば、適切な応用例は、本発明の化合物を日焼け防止剤や
、ヒトの皮膚に適用するための他の同様のローションの成分としての使用である。
【０３１５】
こうした組成物の潜在的な利点はここで開示されている本発明の化合物で示される化学的
防護効果によって示される。本発明によるトリテルペン化合物を含んだローションや日焼
け防止剤は、従って皮膚癌に対する種々の前兆症状を有している人々に対して特に適して
いる。それらの事例としては正常な皮膚を有しているが皮膚癌の遺伝子的兆候を含んでい
る人々が含まれる。こうした兆候としては遺伝される突然変異、あるいは紫外線誘発損傷
に対するＤＮＡによる修理を媒介する細胞メカニズムにおける突然変異を含んでいる。特
に重要なのは遺伝子的修理メカニズム、例えば、紫外線誘発チミン－チミン二量体の除去
などを制御する遺伝子における突然変異である。同様に、本発明による化合物は紫外線防
御の増強が望まれる他の組成物に加えることができると同時に、紫外線崩御が求められる
生きた、あるいは生きていないいずれの対象に対してでもこれらの化合物を適用すること
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ができる。
【０３１６】
トリテルペン化合物の他の可能な適用例には中枢神経系の損傷の保護、特に記憶喪失の回
復や認識機能の増強、（血液中の酸化性分子のレベルをモニタリングする）酸化防止剤と
しての利用、あるいは高血圧や関節炎の阻止のための窒素酸化物（ＮＯ）の増加などであ
る。加えて、発明者らはペニス機能の強化に本発明によるトリテルペン化合物を局所的に
適用することを考えている。又、皮膚コラーゲンを増大させるために本発明による化合物
を局所的に投与して、それによって皮膚老化を防止することを発明者らは考えている。
【０３１７】
ＩＸ．活性化合物をスクリーニングするためのアッセイ及び方法
多数のアッセイ法が当業者に知られており、本発明によるトリテルペン化合物のさらに特
徴付けるために用いることができる。これらには生物学的活性のアッセイと化学的特性の
アッセイが含まれる。これらのアッセイの結果は化合物の特性及びそれらのヒトやその他
の哺乳動物の患者に対する適用可能性に対して重大な示唆を提供してくれる。この点で特
に実用性があると考えられるアッセイは生物学的活性のイン・ビボ及びイン・ビトロでの
スクリーニング及び免疫アッセイである。
【０３１８】
(i)　イン・ビボ・アッセイ
本発明は種々の動物モデルの使用を想定している。ここで、ヒトとマウスとの間に認めら
れる同一性は可能性のある治療薬、例えば本発明によるトリテルペン化合物の機能を調べ
る優れた可能性を提供してくれる。ヒト及び他の哺乳動物の癌について高度に示唆的なマ
ウスでの癌モデルを用いることができる。これらのモデルでは擬似一次及び／又は転移癌
に対する腫瘍細胞の局所矯正的又は全身的投与を用いることができる。又、悪性形質変換
及び／又は腫瘍進行に関連したいくつかの事象に関与していることが分かっている薬剤を
提供することで動物内に癌を発生させることができる。
【０３１９】
テスト化合物による動物の措置は化合物を適切な形態で動物を投与するステップを含んで
いる。投与は経口、鼻腔経由、頬、直腸、膣経由、あるいは局所投与などを含む臨床及び
非臨床目的の竹に用いることができるいずれの経路を通じてでも行うことができる。又、
投与は気管吸入、気管支吸入、皮膚内、皮下、静脈内、腹膜内、あるいは筋肉内注射など
によって行うことができる。全身的静脈注射、血管やリンパ管を介しての領域的投与、そ
して腫瘍内投与などが特に想定される。
【０３２０】
イン・ビボ及びイン・ビトロでの化合物の有効性を判定するためには種々の異なった基準
が関与してくる。こうした基準には、生残、腫瘍の重さ又は執拗の減少、腫瘍進行の停止
あるいは速度の低下、腫瘍の根絶、転移の抑止又は防止、活性レベルの増強、免疫効果因
子機能の改善、及び食物接種の改善などである。
【０３２１】
抗腫瘍活性のイン・ビボ・アッセイの１つの特に有益なタイプはマウス皮膚モデルの使用
を含んでいる。多段階発癌の最も良く理解された実験モデルの１つであるマウス皮膚モデ
ルは癌の発達における３つの異なった段階、開始、促進、及び進行の段階を明らかにした
。現在では、悪性状態への細胞の移行はその遺伝子生成物が信号伝達及び／又は遺伝子発
現の規制に関与するプロト－オンコジン及び／又は腫瘍抑制遺伝子の連続的な変化が関与
していることが明らかになっている。皮膚腫瘍の促進及び進行段階は選択的及び持続的な
過形成、分化変性、そして最初の細胞の乳頭腫や癌腫への固有の拡大につながる遺伝子の
不安定性によって特徴付られている。持続的な過剰形成の誘発はホルボル・エステル、い
くつかの過酸化物、及びクリサロビンなど種々の薬剤の皮膚腫瘍促進活性とかなり関係し
ていることが示されている。マウス皮膚モデルにおいては、すべての知られている癌腫及
び腫瘍促進因子が持続的な上皮過剰形成を発生させることが示されている。一般的に、こ
の減少の前に炎症減少が観察される。



(75) JP 4860039 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

【０３２２】
広範なデータが発癌性と変異源性との間の強い相関性を明らかにしている。ほとんどの腫
瘍開始薬剤は細胞のＤＮＡに共有結合で結びつく求電子性反応物質を発生させるか、代謝
的にそれに変換される。一部の遊離基及び修正されたＤＮＡ基は発癌の腫瘍開始及び／又
は腫瘍促進段階で組み込まれた遊離基である。Ｈａ－ｒａｓ遺伝子の活性化はマウス皮膚
発癌のプロセスにおける初期に起き、恐らく開始事象と同等であることを強力な証拠が示
唆している。例えば、７，１２－ジメチルベンズ（ザ）アントラセンによって誘発された
マウス皮膚水腫及び癌腫内における活性化されたｃ－Ｈａ－ｒａｓ遺伝子の存在はコドン
６１でのＡ－Ｔ交差の高い頻度との関係していることが示されている。その後の研究で、
このタイプの突然変異が化学的開始因子に依存しており、促進遺伝子とは無関係であるこ
とが示されており、これは開始因子がｃ－Ｈａ－ｒａｓに対して直接影響を及ぼすことを
示唆している。さらに、ウイルスによって活性化されたＨａ－ｒａｓ遺伝子（ｖ－Ｈａ－
ｒａｓ）によるマウス皮膚の感染は二段階発癌においてさえ、開始の契機として寄与する
ことができる。強調しておかねばならないのは、皮膚化学発癌と皮膚腫瘍開始因子がすべ
てＨａ－ｒａｓオンコジーンで突然変異を起こすことが示された点である。
【０３２３】
(ii)　イン・ビボでの確認及び臨床研究
本発明によるトリテルペン化合物を含む化学療法剤、あるいはそれらと追加的な薬剤との
混合物は基本的にはヒトを対象として使用する前にイン・ビボでテストしなければならな
い。動物におけるこうした臨床前テストはこの分野では日常的に行われることである。こ
うした確認テストを行うために必要なのは問題の疾患のこの技術分野で受け入れられてい
る固体腫瘍を持った動物などの動物モデルである。マウスやラット、モルモット、ハムス
ター、ウサギ、イヌ、チンパンジーなどどのような動物でもそうした目的で使用すること
ができる。癌治療との関連では、マウスなどの小動物を用いた研究がヒトにおける臨床的
有効性を示すものとして広く受け入れられており、そうした動物モデルは少なくとも他の
実験動物と比較して簡単に入手することができ、比較的安価であるので本発明の目的のた
めには好ましい。
【０３２４】
実験動物を用いたテストを行うための方法は当業者には自明であろう。こうしたテストを
実施するために必要なのは同等の措置グループを確立して、テスト化合物を１つのグルー
プに投与し、残りのグループで同等の動物を用いて種々の比較的研究を併行して行う。こ
の研究中に動物を観察して、最後にその動物を致死させて措置の効果を分析する。
【０３２５】
本発明の最も有益な特徴の１つは癌の措置に適用できることである。従って、腫瘍脈管に
対する具体的な影響と抗腫瘍効果全体を判定するために抗腫瘍研究を行うことができる。
そうした研究の一部として、動物の全体的な健康状態を含めそれらの影響の特性について
観察を行うべきである。
【０３２６】
固体腫瘍との関連で、本発明によるトリテルペン化合物の有効量とは腫瘍内の細胞の少な
くとも約１０％がアポトーシスあるいはアポトーシスを示す量である。好ましくは特定の
箇所の少なくとも約２０％、約３０％、約４０％、あるいは約５０％の細胞が殺されるこ
とである。最も好ましくは腫瘍箇所の細胞の１００％が殺されることである。
【０３２７】
腫瘍におけるアポトーシスの程度は身体のすべての領域の健康な組織の保持との比較で評
価される。動物において重大な副作用やその他の望ましくない反応が生じない限り、少な
くとも約６０％、約７０％、約８０％、約８５％、約９０％、そして１００％のアポトー
シスを誘発することができる本発明による化合物の用量を用いることが好ましいであろう
。すべてのそうした判断、評価は当業者であれば簡単に行うことが可能である。例えば、
助手や科学者や医師は実験動物から得たそうしたデータをヒトの治療に対する適切な用量
の最適化のために用いることができる。病気が進行している人の場合は、ある種の副作用
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も許容されるであろう。しかし疾病の初期段階の患者の場合は副作用なしで相当の治療効
果を挙げるためにより控えめな用量で措置を行うべきである。こうした実験動物を用いた
研究で観察できる効果は好ましくは比較対象レベルを統計的にかなり上回るものでなけれ
ばならず、また研究毎に再現可能でなければならない。
【０３２８】
当業者であればさらに、有効範囲の下限に近いような腫瘍固有壊死をもたらす本発明によ
る化合物の組み合わせや用量でも本発明との関連では有効であることが理解できるであろ
う。例えば、活性薬剤の継続的な適用が考えられるような実施の形態においては、１０％
程度の壊死しかもたらさない初回用量でも、この初回の腫瘍細胞の減少がその後の治療の
再適用に際してさらに破壊的な効果を『準備する』ことがしばしば観察されるので、有効
である。いずれにせよ、約４０％程度の腫瘍抑制が最終的に達成されなくても、措置前の
患者の状態より前進を示しているという点で、血栓や壊死がいずれの程度にせよ誘発され
るということは有益である。さらに、転移や新しい発癌の可能性を防いだり低下させたり
する本発明による化合物の用量はその措置を受ける患者にとっては治療的利点をもたらす
であろう。
【０３２９】
イン・ビボでのテスト・システムとの関連で上に述べたように、同時での使用が意図され
る薬剤の組み合わせは同時にテスト、最適化されねばならないことは当然理解されるであ
ろう。本発明の化合物は１つ又は複数の化学療法薬、免疫毒素、凝固結合剤などとの組み
合わせで簡単に分析することができる。こうした薬剤の組み合わせ効果の分析は上に述べ
たような基準に照らして判定、評価される。
【０３３０】
(iii)　イン・ビトロ・アッセイ
本発明の１つの実施の形態で、腫瘍細胞を殺したりその成長を抑止できる化合物を識別す
るために、植物抽出物のスクリーニングがイン・ビトロで行われる。腫瘍細胞を殺すこと
、あるいは細胞毒性は一般的には壊死又はアポトーシスによって示される。壊死は外部的
な信号で引き起こされる比較的一般的な経路である。このプロセス中に、細胞膜及び細胞
室の一体性が失われる。一方、アポトーシス（アポトーシス）、又はプログラムされたア
ポトーシスは特定の遺伝子の活性化及び非活性化によって調整される高度に組織化された
形態学的事象のプロセスである（Ｔｈｏｍｐｓｏｎら、１９９２；Ｗｙｌｌｉｅ，１９８
５）。
【０３３１】
細胞毒性のイン・ビトロ・アッセイを行うための有効な手段は腫瘍細胞のパネルを選択さ
れた植物抽出物に系統的に露出することである。これらのアッセイを行うのに適したアッ
セイ及び腫瘍細胞株は当業者には良く知られている。抗腫瘍活性のイン・ビトロ・アッセ
イにおいて使用するための特に有効なヒト腫瘍細胞株はヒト卵巣癌細胞株ＳＫＯ－３、Ｈ
ＥＹ、ＯＣＣ１、及びＯＶＣＡＲ－３；Ｊｕｒｋａｔ　Ｔ－白血病細胞；ＭＤＡ－４６８
ヒト乳癌株；ＬＮＣａＰヒト前立腺癌細胞、ヒト黒色腫腫瘍細胞株Ａ３７５－Ｍ及びＨｓ
２９４ｔ；及びヒト腎臓癌株７６９－Ｐ、７８６－０、Ａ４９８である。比較対象として
使用するのに適した好ましいタイプの正常な細胞株はヒトＦＳ又はＨｓ２７包皮腺維芽細
胞である。
【０３３２】
腫瘍細胞を殺すことにおける化合物の有効性をイン・ビトロでの判定は例えば細胞周期の
停止に関与する遺伝子（ｐ２１、ｐ２７；サイクリン依存キナーゼインヒビター）及びア
ポトーシスに関与する遺伝子（ｂｃｌ－２、ｂｃｌ－ｘ１、及びｂａｘ）の表現と誘発の
アッセイによって行うことができる。このアッセイを行うためには、細胞をテスト化合物
で処理して細胞溶解し、蛋白質を単離して、その後ＳＤＳ－ＰＡＧＥゲル上で分離して、
ゲルと結合した蛋白質をニトロセルロース膜上に移す。この膜を先ず一次抗体（例えば、
ｐ２１、ｐ２７、ｂａｘ、ｂｃｌ－２、及びｂｃｌ－ｘ１などに対する抗体）でプローブ
して、次にホースラディッシュ・ペルキシダーゼ接合二次抗体で検出して、膜をＥＣＬ検
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出試薬に露出させ、その後、ＥＬＣ写真フィルム上で視覚化する。蛋白質の相対的な割合
の分析を通じて、与えられたステージ、例えばＧ０／ＧＩフェーズ、Ｓフェーズ、あるい
はＧ２／Ｍフェーズにおける細胞の割合に関する推定を行う。
【０３３３】
癌細胞に対する化合物の細胞毒性はＭＴＴ又は結晶バイオレット染色を用いてでもイン・
ビトロで効率的に判定することができる。この方法においては、細胞は培養プレートに入
れられ、種々の濃度のサンプル化合物に露出させて培養し、そして、ＭＴＴ（３－（４，
５－ジメチルエチアゾル－２－ｙｌ）－２，５－ジフェニル・テトラアゾニウム・ブロマ
イド；Ｓｈｉｇｍａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社）又は結晶バイオレットのいずれかで染色を行
う。ＭＴＴで処理したプレートに細胞溶解緩衝液（２０％硫酸ドデシル・ナトリウムを５
０％ＤＭＦに溶かしたもの）を入れて、さらに培養してから５７０ｎｍでＯＤの読取りを
行う。決勝バイオレット・プレートをＳｏｒｅｎｓｏｎ緩衝液（０．１Ｍシュウ酸ナトリ
ウム（ｐＨ４．２）、５０％ｖ／ｖエタノール）で洗浄して染料を抽出し、そして、５７
０－６００ｎｍで読取りを行う（Ｍｕｊｏｏら、１９９６）。相対的な吸収度は発生した
細胞毒性の尺度となる。
【０３３４】
(iv)　免疫アッセイ
免疫アッセイは本発明によれば、例えば、本発明によるトリテルペン化合物を入手するた
めにアカシア・ビクトリアエ以外の植物種からの抽出物をスクリーニングする際に用いる
ことができるであろう。本発明で想定されている免疫アッセイは米国特許第４，３６７，
１１０号（二重モノクローナル抗体サンドウィッチ・アッセイ）及び米国特許第４，４５
２，９０１号（ウェスタン・ブロット）などである。他のアッセイとしては、イン・ビト
ロとイン・ビボの療法でのラベルされたリガンドの免疫沈降及び免疫細胞化学などである
。
【０３３５】
免疫アッセイとは、最も簡単にそして直接的な意味で言えば結合アッセイである。いくつ
かの好ましい免疫アッセイは先行技術で知られている種々のタイプの酵素結合免疫吸着剤
アッセイ（ＥＬＩＳＡ）及びラジオイムノアッセイ（ＲＩＡ）である。組織切開を用いる
免疫組織化学検出も非常に有益である。
【０３３６】
１つの例示的なＥＬＩＳＡにおいて、抗トリテルペン抗体をポリスチレン微量滴定プレー
トのウェルなど蛋白質親和性を示す選択された表面上で不導態化する。そして、アカシア
・ビクトリアエに関連する植物からの植物抽出物など、本発明によるトリテルペン化合物
を含んでいることが疑われるテスト化合物をそれらウェルに加える。結合し、非固有結合
免疫複合体を除去するために洗浄した後、結合した抗原の検出を行う。検出は一般的に望
ましい抗原に固有で検出可能なラベルに結合される別の抗体を加えることによって行われ
る。このタイプのＥＬＩＳＡは単純な『サンドウィッチＥＬＩＳＡ』である。検出は望ま
しい抗原に固有の二番目の抗体を追加し、その後、第二の抗体に対する結合親和性を有す
る第三の抗体を追加することによって行われ、この第三の抗体が検出可能なラベルに結合
される。
【０３３７】
ＥＬＩＳＡ技術のバリエーションは当業者に知られている。そうした１つのバリエーショ
ンで、望ましい抗原を含んでいることが疑われるサンプルをウェル表面上に不導態化して
、その後、調製された抗体と接触させられた。結合し、適切に洗浄した後、結合した免疫
複合体が検出される。最初の抗原固有抗体が検出可能なラベルに結合された場合、免疫複
合体を直接に検出することができる。再度、最初の抗原固有抗体に対する結合親和性を有
する第二の抗体を用いて、免疫複合体を検出することができ、第二の抗体は検出可能なラ
ベルに結合される。
【０３３８】
テスト・サンプルが分かっている量のラベルされた抗原又は抗体との結合を競合する競合
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ＥＬＩＳＡも可能である。未知のサンプル内の反応性種の量がそのサンプルを被覆された
ウェルでの培養前又は培養中に知られているラベルされた種と混合することによって判定
される。サンプル中の反応性種の存在はウェルに対して結合するのに使えるラベルされた
種の量を減らすように働き、従って最終的な信号量を減らす。
【０３３９】
採用される形式には関係なく、ＥＬＩＳＡはコーティング、培養又は結合、非固有的に結
合した種を除去するための洗浄、そして結合した免疫複合体の検出などいくつかの共通の
特徴を有している。それらについて以下に述べる。
【０３４０】
抗原や抗体はプレート、ビーズ、目盛棒、膜あるいはカラム基質などの固体担体に結合さ
れてもよく、不導態化抗原又は抗体に適用された分析されるサンプルに結合することもで
きる。抗原か抗体でプレートを被覆する場合、通常はそのプレートのウェルを抗原か抗体
の溶液で、一昼夜あるいは特定の期間培養する。その後プレートのウェルを洗浄して、不
完全にしか吸着されていない物質を取り除く。それらのウェルのいずれの残っている利用
可能な表面もテスト抗血清に関して抗原的に中性の非固有蛋白質で『被覆する』。これら
にはウシ胎児血清アルブミン（ＢＳＡ）、カゼイン、及び粉ミルク溶液などがある。被覆
することで不導態化された表面上での非固有吸着際とのブロックが可能になり、従って、
抗血清のそれら表面への非固有結合によって起きるバックグランドが減少する。
【０３４１】
ＥＬＩＳＡでは、直接的な手順より二次的、あるいは三次的検出手段を用いる方がより一
般的に行われている。従って、ウェルに対する抗原や抗体の結合、バックグランドを減ら
すための非反応性物質による被覆、そして未結合物質を除去するための洗浄の後に、不導
態化された表面を免疫複合体（抗原／抗体）形成を可能ならしめるのに有効な条件の下で
臨床的あるいは生物学的サンプルと接触させられる。そして免疫複合体の検出はラベルさ
れた二次結合リガンド又は抗体、あるいはラベルされた三次抗体あるいは第三の結合リガ
ンドに接合した二次結合リガンドか抗体を必要とする。
【０３４２】
「免疫複合体（抗原／抗体）形成を可能ならしめるのに有効な条件の下で」ということは
、それらの条件はそれらの抗原及び抗体をＢＳＡ、ウシ胎児・ガンマ・グロブリン（ＢＣ
Ｇ）及びリン酸緩衝食塩水（ＰＢＳ）／Ｔｗｅｅｎで希釈することを含んでいる。これら
の付加された薬剤は非固有バックグランドの減少を促進する傾向を有している。
【０３４３】
適切な条件とは培養が有効な結合を可能にするのに十分な温度と期間で行われることも意
味している。培養ステップは通常約１－２あるいは４時間、好ましくは２５℃－２７℃の
温度範囲で行われ、あるいは一昼夜、４℃程度の温度で行われる場合もある。
【０３４４】
ＥＬＩＳＡにおけるすべてのインキュベーションステップに続いて、接触された表面は非
複合物質を除去するために洗浄される。この洗浄ではＰＢＳ／Ｔｗｅｅｎ、あるいは硼酸
塩緩衝液が用いられることが多い。テスト・サンプルと最初に結合された物質との間の固
有の免疫複合体が形成され、その後に洗浄が行われたら、微量の複合体の発生でも判定す
ることができる。
【０３４５】
検出手段を提供するために、第二又は第三の抗体は検出を可能にするためのラベルと組み
合わされている。好ましくは、これは適切な発色物質と共に培養されると発色する酵素で
ある。従って、例えば、ＰＢＳ－ＴｗｅｅｎなどのＰＢＳ含有溶液中で室温で２時間の培
養など、さらに免疫複合体形成を発展させるのに有利な期間と条件の下で、ウレアーゼ、
グルコース・オキシダーゼ、アルカリ性ホスファターゼ又は過酸化水素結合抗体で第１又
は第２の免疫複合体を接触、培養することになるであろう。
【０３４６】
ラベルされた抗体とインキュベーションした後、結合していない物質を取り除くために洗
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浄をしてから、例えば、酵素ラベルとしてのペロキシダーゼの場合は、尿素とブロモクレ
ゾール・パープル、あるいは２，２’－アジノ－ジ－（３－エチル－ベンズチアゾリン－
６－スルホン酸［ＡＢＴＳ］及びＨ2Ｏ2などの発色性基質で培養することで、ラベルの量
を定量する。そして定量化は、例えば、可視スペクトル分光光度計を用いて発色の程度を
測定することで行われる。あるいは、ラベルは化学的蛍光によるものであってもよい。こ
うしたラベルの使用は米国特許特許第５，２３８，６８７号及び第５，２２１，６０５号
に開示されている。
【０３４７】
イン・ビトロ及び現場で行う分析方法は良く知られており、抗原固有抗体の組織や細胞、
あるいは細胞抽出物への結合を評価するステップを含んでいる。これらは当業者が十分に
把握している通常の技術範囲である。例えば、腫瘍細胞抗原に対する抗体は新鮮凍結及び
免疫組織化学（ＩＨＣ）による研究のために調整されたフォルマリン－固定、パラフィン
埋め込み組織ブロックの両方との組み合わせで用いることができる。各組織ブロックは５
０ｍｇの残留『微粒化』腫瘍で構成される。これらの粒子化された標本から組織ブロック
を調製するための方法は種種の診断ファクター、例えば、乳癌などに関してこれまでに行
われたＩＨＣ研究でうまく使われており、当業者には良く知られている。
【０３４８】
簡単に言うと、５０ｎｇの冷凍粒子化腫瘍を小さなプラスチック製カプセル内でＰＢＳ中
で室温で再水和し、遠心分離によってそれら粒子をペレット化し、それらを粘性埋め込み
媒体（ＯＣＴ）内に再懸濁し、カプセルを逆転して遠心分離で再度ペレット化し、－７０
℃イソペンタン内でスナップ冷凍し、プラスチック・カプセルを切断して冷凍された円筒
形の組織を取り出し、その円筒形組織をクリオスタット・ミクロトーン・チャック上に固
定し、それそれ平均約５００のほぼ無傷な腫瘍細胞を含む２５－５０の部分に切断するこ
とによって調製する。
【０３４９】
永続的に使える部分は、５０ｍｇサンプルをプラスチック・ミクロヒュージ・チューブ内
で再水和し、ペレット化を行い、４時間固定化するために１０％ホルマリン内に再懸濁さ
せ、洗浄／ペレット化し、暖かい２．５％寒天製細菌培養基内に再懸濁し、ペレット化し
、その培養基を固化するために氷冷水内で冷却し、チューブから組織／寒天ブロックを取
り除き、ブロックをパラフィン内に浸潤、埋め込んで、そして最大５０個の永続的な部分
に切断するステップを含む同様の方法でつくることができる。
【０３５０】
本発明の開示に照らして、基本的にここに述べられているのと同じ化学的特徴及び生物学
的活性を有する化合物を識別するためのスクリーニング・アッセイを用いることができる
であろう。特に、本発明の開示によって、アカシア・ビクトリアエに密接に関連した植物
、例えば真性アカシアのメンバーからの生物学的に活性のあるトリテルペン・グリコシド
に対するアッセイを用いることができるであろう。これらのアッセイは種々の異なったフ
ォーマットを用い、スクリーニングが行われている『活性』の種類に依存する。好ましい
アッセイはここでアカシア・ビクトリアエからの抽出物に関して述べられているような抗
腫瘍活性に関するスクリーニングに向けられるものを含んでいる。ここで用いられている
『抗腫瘍活性』とは、腫瘍細胞における細胞間信号伝達、成長、転移、細胞分裂、細胞移
動、柔らかい寒天コロニー形成、接触抑制、侵入、血管形成、腫瘍進行及び他の悪性表現
型、あるいはアポトーシスの誘発の抑制を示している。特に、本発明による化合物を抗菌
及び抗ウィルス剤、殺魚剤又は殺軟体動物剤、避妊剤、駆虫剤、紫外線防止剤、去痰剤、
利尿剤、抗炎症剤、コレステロール代謝調整剤、心臓血管刺激剤、抗潰瘍剤、鎮痛剤、鎮
静剤、免疫調整剤、解熱剤、血管形成調整剤、及び抹消管のもろさを低下させるための薬
剤などに使用するステップを含む機能性アッセイの利用が考えられている。そうしたアッ
セイは本発明の開示に照らせば当業者には明らかであろう。活性に関するイン・ビトロ及
びイン・ビボでの直接アッセイの場合と同様、これらのアッセイは本発明による化合物に
よる基質、リガンド、受容体、あるいはその他の結合パラメータへの結合の抑制というス
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テップを含んでいる。
【０３５１】
Ｘ．アカシア・ビクトリアエの栽培と組織培養
本発明による化合物の調製における１つの重要な側面はアカシア・ビクトリアエの組織の
利用可能性である。本発明者らは本発明による化合物がアカシア・ビクトリアエの根及び
実に集中していることを示したので、これらの組織の利用可能性が非常に重要な意味を有
している。発明者らはまた若い苗木が本発明による化合物を単離するためのもうひとつの
供給源であることも示した。アカシア・ビクトリアエは米国南西部とオーストラリアに自
生しており、従って、この植物組織は誰でも入手できる。さらに、発明者らはアメリカン
・タイプ・カルチャー・コレクション（ＡＴＣＣ），１０８０１　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
　Ｂｌｖｄ．，Ｍａｎａｓｓａｓ，ＶＡ　２０１１０－２２０９に２５００のアカシア・
ビクトリアエの種子を（１９８８年５月７日に）デポジットしている。これらデポジット
された種子にはＡＴＣＣアクセッションＮｏ．２０９８３５の番号が付されている。この
デポジットは微生物のデポジットに関するブカレスト条約の条件と規定に従って行われた
もので、最低３０年間の期限で、デポジットされたサンプルの最も最新の供給依頼がデポ
ジット機関で受け取られてから最低５年間、あるいは特許の有効期間かいずれか長い方の
期間で預託が行われ、その期間中に成長しないことが明らかになった場合は新しいサンプ
ルとの取り換えが行われる。
【０３５２】
従って、本発明の開示に照らせば、当業者はこれらの預託された種子を撒いて植物を成長
させ、本発明によるトリテルペン化合物及び栄養薬組成物を調製するためにその植物から
組織を単離することができるであろう。また、天然に生えているアカシア・ビクトリアエ
のポピュレーションから組織を単離することもできるであろう。しかしながら、アカシア
・ビクトリアエ組織の増殖のために適切な培養技術が工夫されれば、本発明の化合物を単
離するための組織の調製は簡単に行うことができるであろう。組織調製の１つのオプショ
ンはその種の大規模培養であろう。しかしながら、より好ましいオプションはアカシア・
ビクトリアエの組織培養と気耕成長システムの実施である。
【０３５３】
(i)　エアロポニック栽培技術
エアロポニックシステムに基づくアカシア・ビクトリアエの培養を行うことで、多数の利
点がもたらされる。最初に、植物の成長速度は通常の成長技術で達成されるものの約２倍
である。次に、根は必要に応じて、その植物を損なわずに簡単に得ることができる。根を
切ると、繊維性の根がさらに横方向に成長する。従って、根は１年に数回収穫することが
できる。野生のアカシア・ビクトリアエの場合は、実の採集は1年に数週間程度の期間に
限定され、その植物を傷めたり殺したりせずに根を採取するのは難しい。
【０３５４】
エアロポニック栽培システムは植物の根が空気中に露出され、完全栄養溶液で湿らされる
閉鎖システムである。根は栄養液で一定間隔毎に湿らされる水密箱内に閉じ込められてい
る。栄養液は植物がそのライフ・サイクルを完了するのに必要なすべての基本的な要素を
含んでいる。異なった植物が最適成長を行うために異なったレベル及び栄養組成を必要と
しているが、全体的単一バランス溶液は満足すべき結果をもたらす。
【０３５５】
(ii)　アカシア・ビクトリアエの組織培養
組織培養はアカシア・ビクトリアエ培養のもうひとつのオプションである。組織培養を行
うためには、先ずアカシア・ビクトリアエの種子を抗菌石鹸で水道水中で徹底的に洗浄し
、市販の漂白剤の２０％溶液で１５分間処理する。純水中での洗浄を繰り返した後、種子
を沸騰した湯で処理して発芽させ、一昼夜培養する。翌朝、種子を再度市販の漂白剤で消
毒して、殺菌した純水中で２－３回すすぐ。汚染を除去した種子を次にＭＢビタミンと２
％サクロース（外植培養の場合は３％サクロースを用いる）及び０．７％寒天又は０．２
％ジェライトでゲル化された培養液で補強したＭＳ培溶液（Ｍｕｒａｓｈｉｇｅら、１９
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６２）ＭＳ上で培養する。
【０３５６】
培養のために用いられる外植は新芽の先端、節の部分、胚軸、及び根の部分などを含むい
ずれの組織タイプであってもよい。これらの外植は通常はＭＳだけ、あるいはＩＡＡ、Ｎ
ＡＡ、ＩＢＡ、２，４－Ｄ及びＢＡＰ（それぞれ個別的又は組み合わせで）などの調節剤
で補強されたＭＳ上で培養される。培養物は通常、白冷蛍光燈で１０００ｌｕｘで１６時
間照射して２５＋２℃で保持される。その結果作成される植物培養物を温室で1ヶ月間、
栄養液の霧下で保存してから温室、露地、あるいは気耕成長システムに移す。
【０３５７】
本発明でアカシア・ビクトリアエのヘアリールート培養が開発されている。上記植物をア
グロバクテリウム・リゾジン染色Ｒ－１０００で感染させるとその植物ゲノム内でＴ－Ｄ
ＮＡの一体化及び表現がもたらされ、それによって毛状の細い根が形成される。毛状の根
は急速に成長し、斜行成長を示し、ホルモンを含まない培養液内で非常に分岐し、そして
、高度の遺伝子的安定性を示す（Ａｉｒｄら、１９８８）。アカシア・ビクトリアエにお
ける遺伝子的形質変換及び毛状の根の誘発と成長のための最適条件は実施例に詳細に述べ
る。ヘアリールート培養は組織の大規模で急速な成長を可能にし、本発明のトリテルペン
化合物の単離に用いることができる。
【０３５８】
組織培養の利点は本発明の化合物を表現するクローン性培養物をつくりだすことができる
点である。これらの培養物は大規模に成長させることができ、トリテルペン化合物を単離
するための植物組織の調製のための工業的な規模の成長システムに拡大できる可能性を秘
めている。さらに、組織培養物から再生された植物はかなりの変差を示す場合が多い。従
って、組織培養物を用いて、本発明によるトリテルペン化合物の生産に関しては『エリー
ト』であるクローン性細胞株又はそうした培養物から再生された植物をつくりだすことが
できる。つくりだされた植物は世代を超えて同質であり、真性繁殖エリート株をつくりだ
すために各繁殖世代で選択される。
【０３５９】
しかしながら、野生種のアカシア・ビクトリアエにはかなりの遺伝子的変差が存在するの
で、エリート変種が常に組織培養物から発生するとは限らない。従って、発明者らは、野
生種のアカシア・ビクトリアエ内に見出される遺伝子的変差はトリテルペン化合物の内発
レベルを制御する遺伝子の変差を含むことを考えている。従って、野生種の他のメンバー
と比較して増大したレベルのトリテルペンをつくりだすアカシア・ビクトリアエのメンバ
ーを識別すること、そして、本発明によるトリテルペン化合物を単離するための組織をつ
くり出すだめの成長システムで使用するためにこれらの変種を選び出すことは可能なはず
である。成長システムは、例えば、通常の栽培、エアロポニック栽培技術、組織培養、あ
るいはアカシア・ビクトリアエ組織培養のための他の適した技術で構成することができる
。さらに、これらの植物はより優れており、そして真の繁殖種である変種をつくりだすた
めの繁殖手順で用いるためにこれらの植物を選択することも可能であろう。
【０３６０】
ＸＩ．定義
“Ａ”は『１つ、又はそれ以上』を意味している。従って部分とは１つ、２つ、３つ、あ
るいはそれ以上の部分を示している。
【０３６１】
活性成分とは活性を保持するほとんど純粋な抽出物を示している。本発明においては、『
活性成分』あるいは『活性化合物』とは、本発明者らが確認した活性のあるトリテルペン
化合物を指している。これらの化合物は精製されており、例えば、フラクションＵＡ－Ｂ
ＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０９４に示されている。
【０３６２】
さやとはアカシア・ビクトリアエの種子のさやことである。
【０３６３】
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細胞毒性とはアポトーシスを意味し、一方、『細胞成長抑止性』とは細胞の成長及び／又
は増殖の抑止を意味している。
【０３６４】
アポトーシスとは胚形成及び組織のホメオスタシス保持中のプログラムされたアポトーシ
スという正常な生理学的プロセスと定義される。アポトーシスのプロセスは自死性の細胞
の一連の代謝変化に細分することができる。いくつかの規制的又は信号伝達経路の個別的
酵素ステップを評価して、アポトーシスがおきているかどうか、アポトーシスのプロセス
が癌細胞内で中断されるかについて示すことができる。アポトーシスプログラムは（非対
称性の喪失など）結晶膜における変更、細胞質及び核の濃縮、そしてＤＮＡのヌクレオソ
ーム間切断などを含む形態的特徴によって観察することができる。細胞が『自死性体』に
劣化していくので、最終的には細胞死につながる。
【０３６５】
アポトーシスにつながるいくつかの酵素的及び信号発信プロセスを評価するための技術は
多重パラメータアポトーシス研究のための標準的な手順として開発されたものである。ア
ポトーシスの初期段階の１つの例はミトコンドリアからのシトクロームｃの放出で、その
後にカスパーゼ－３経路の活性化という事象が続く（ＰｈａｒＭｉｎｇｅｎ　ＳａｎＤｉ
ｅｇｏ，ＣＡ）。　カスパーゼ（一連のシトロリック・プロテアーゼ）の誘発はアポトー
シスにおいて最も一貫して観察される特徴の１つである。特に、カスパーゼ－３はこのプ
ロセスで中心的な役割を果たしている。カスパーゼが活性化されると、それらは標的の蛋
白質を切断し、切断される蛋白質のうちの最も重要なのはＰＡＲＰ（ポリ－（ＡＤＰ－リ
ボース）ポリメラーゼで、これは核内に存在している蛋白質である）。従って、シトクロ
ームｃの放出の検出、カスパーゼ－３活性の検出、そしてＰＡＲＰ劣化の検出を行うアッ
セイはアポトーシスの有効な判定となる。
【０３６６】
さらに、悪性細胞のミトコンドリアからシトクロームｃの放出を起こさせる薬剤は少なく
ともプログラムされたアポトーシスの細胞制御の少なくともいくつかの側面を回復する上
で治療効果を発揮する可能性があると結論づけることができる。
【０３６７】
別のアポトーシスアッセイはアンネキシン－Ｖ検出（ＢｉｏＷｈｉｔａｋｅｒ，Ｗａｌｋ
ｅｒｖｉｌｌｅ，ＭＤ）である。通常、ホスホチジルセリン（ＰＳ）は血漿膜の内膜上に
局所化される。しかしながら、アポトーシスの初期の段階では、ＰＳの外化が起きる。ア
ンネキシン－ＶはＰＳに結合し、フロー細胞測定でアンネキシン－Ｖ－ＦＩＴＣ染色内に
観察することができるカルシウム結合蛋白質である（Ｍａｒｔｉｎら、１９９５）。本発
明で開示されているアカシア・ビクトリアエ化合物によって処理された細胞のアンネキシ
ン－Ｖに結合する能力はその細胞がアポトーシスの過程にあることをしめす指標ととられ
る。
【０３６８】
他の例で、発明者らはアカシア・ビクトリアエから単離された抗癌性化合物の混合物で処
理された細胞におけるアポトーシス活性を検出するためにＰＩ－３－キナーゼ・アッセイ
を用いている。細胞膜に結合した酵素であるホスホイノシチド３－キナーゼ（ＰＩ３Ｋ）
はホスファチジルイノシトールのイノシトール環の３－位置をホスホリル化することがで
き、従って、ＰＩ３Ｋが活性な細胞における新しい脂質信号発信毛色を定義する。ＰＩ３
Ｋが活性な場合に、ＡＫＴと呼ばれるキナーゼは細胞膜にリクルートされる。ＡＴＫは膜
へのリクルートの後触媒的に活性化されるオンコジンの生成物である。十分に活性化され
たＡＫＴは細胞生残において重要な役割を果たしている。Ｐ１３Ｋ／ＡＫＴ経路は細胞が
アポトーシスを避けるためのメカニズムを提供する。従って、悪性細胞でＰＩ３Ｋを抑制
する手段はアポトーシスの細胞制御の少なくともいくつかの側面を回復するための治療と
なる可能性がある。
【０３６９】
異常増殖とは癌として知られている病理状態で哺乳動物の細胞で起きる一連の遺伝子的に
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決定された変化と定義される。このプロセスは癌細胞におけるアポトーシスの制御の喪失
につながる。一般的に、この事象は、１．外部的薬剤又は刺激トリガーが１つ又は複数の
細胞で遺伝子変化を引き起こす段階として定義される開始、そして、２．炎症を含む場合
もあるさらなる遺伝子及び代謝的変化を含む段階と定義される促進と呼ばれる複数のステ
ップで起きる。『促進段階』中は、細胞はアポトーシスが阻止される細胞成長段階への代
謝的移行が開始される。
【０３７０】
悪性細胞とは不全開始の開始及び促進段階を通じての一連の代謝的変化を通じて細胞成長
制御メカニズムから逸脱してしまう癌細胞として定義される。これらの変化は細胞におけ
る遺伝子的変性（突然変異の活性化及び／又はプロトオンコジーンの表現の増大－及び／
又は突然変異の不活性化及び／又は１つ又は複数の腫瘍抑制遺伝子の表現の減少）の結果
である。ほとんどのオンコジーン及び腫瘍抑制遺伝子生成物は細胞サイクルの入り口と出
口を制御し、分化を促進し、ＤＮＡ損傷を検出し、その修理メカニズムを開始し、及び／
又は細胞死プログラムを調節する信号伝達経路の成分である。細胞は成長、分化、ＤＮＡ
損傷制御、そしてアポトーシスを規制する複数の平行的メカニズムを用いている。ほとん
どすべての腫瘍と悪性細胞は複数のオンコジーン及び腫瘍抑制遺伝子に変異原を有してい
る。
【０３７１】
抽出物又はフラクションとは種々の手段で組織から回収される連続的なサンプルを指して
いる。これらの『抽出物』は望ましい抗腫瘍活性を有しているかどうかについて分析する
ことができ、そして活性成分に対応するより純粋な成分をつくりだすためにさらに『抽出
』あるいは『分画』される。
【０３７２】
トリテルペン又はトリテルペン・グリコシドとはアカシア・ビクトリアエから本発明によ
って識別された新しい及び／又は生物学的に活性のあるサポニン化合物を指している。ト
リテルペン又はトリテルペン・グリコシドは、当業者が本発明の開示に照らして関連する
種から単離することもできるし、ここに開示されているトリテルペン及びトリテルペン・
グリコシドの類似物を化学的に合成することができるので、必ずしもアカシア・ビクトリ
アエから単離されなくてもよい。本発明による『トリテルペン』は少なくともトリテルペ
ン単位を有しており、トリテルペン・グリコシドの場合は糖かサッカライドを有している
サポニン化合物を含んでいる。これらの用語は本明細書の別の箇所の説明から明らかなよ
うにモノテルペンなどの他の部分又は化学的機能性を有していてもよい。従って、本発明
によるトリテルペンは糖単位の加水分解で形成されるアグリコンも含んでおり、さらには
他の修正された形態のトリテルペノイドも有しているので、それを修正してもその化合物
の生物学的活性を破壊することはない。
【０３７３】
ＸＩＩ．実施例
以下の実施例は本発明の好ましい実施の形態を示すためにここに開示されるものである。
実施例で開示される以下の偽実は発明者らが本発明の実施にあたりよく機能すると見出し
た技術を示すものであって、その実施の好ましい形態を構成するものと考えることができ
る。しかしながら、当業者は本開示に照らして開示されている具体的な実施の計画に多く
の変更を加えることができると同時に、本発明の概念、精神、及び範囲を逸脱せずに同様
の結果を得ることができることは理解すべきである。より具体的には、化学的及び生理学
的観点の両方で関係している薬剤をここで述べられている薬剤の代わりに用いることがで
きること、あるいは同様の結果を達成できることは明らかであろう。当業者に自明のすべ
てのそうした置き換えや修正は添付請求項に定義されているような本発明の精神、範囲、
及び概念の範囲に含まれるものである。
【０３７４】
実施例１
アカシア・ビクトリアエからの抗腫瘍活性成分の予備的スクリーニング及び精製
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有益な生物学的活性を有する新しい化合物を確認する目的を有するデザート・レジーム・
プロジェクト（ＤＥＬＥＰ）から６０個の種子を選んだ。ＤＥＬＥＰ（アリゾナ大学、Ｔ
ｕｃｓｏｎ）はアリゾナ大学とＢｏｙｃｅ　Ｔｈｏｍｐｓｏｎ　Ｓｏｕｔｈｗｅｓｔｅｒ
ｎ　Ａｒｂｏｒｅｔｕｍとの協力を通じて開発された砂漠マメ科植物種の集合である。各
植物種から実験的フィールド・サンプルを集めて、３－４日間空気中で乾かして、Ｗｉｌ
ｌｅｙミル（３ｍｍスクリーン・サイズ）で３ミリメートル・サイズの粒子にすりつぶし
、ジクロロメタン（ＤＣＭ）及びメタノール（ＭｅＯＨ）の１：１混合物で２－３回ろ過
することで抽出した。各ろ過抽出は少なくとも５時間継続され、しばしば一昼夜続けられ
る場合もあった。抽出されたバイオマスの大部分は最初の２回のろ過で回収された。バイ
オマスは空隙体積の半分に等しい体積のメタノールで洗浄し、そのメタノール画分に含ま
れている粗抽出物が単離された。サンプルは通常真空内でメタノールを除去し、その水相
をＲＰ－１８粒子を通じて送り、ＭｅＯＨ内の活性成分を回収し、そしてＭｅＯＨを回転
蒸発させて抽出物を固体として回収することでバイオアッセイのために分離、調製された
。この粗抽出物を次にＨ２０、ＤＭＳＯ、あるいはそれらの混合物に再懸濁された（より
極性の低い化合物はＤＭＳＯ化合物内に再懸濁させ、極性の高い化合物は水か、水とＤＭ
ＳＯ混合物内に再懸濁され、アグリコンはＤＭＳＯに再懸濁させた）。
【０３７５】
それぞれの抽出物はその後ヒト卵巣癌細胞株、Ｔ白血病細胞、ヒト表皮様細胞、ヒト乳癌
、ヒト前立腺癌、ヒト包皮繊維芽細胞、ヒト内皮細胞、及びヒト腎臓癌細胞などを含むヒ
ト腫瘍及び非腫瘍細胞のパネルに対してスクリーニングした。これらの細胞は最初９６－
ウェル・プレートで３７℃の温度下で１８－２４時間培養された。これらの細胞は次に種
々の濃度の植物抽出物に露出され、３７℃の温度で培養されてから、ＭＴＴ（３－（４，
５－ジメチルエチアゾ－２－ｙｌ）－２，５－ジフェニル・テトラゾリウム；Ｓｉｇｍａ
　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社）で４時間、又はクリスタル・バイオレット（Ｓｉｇｍａ　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌ社）で室温下で２０分間のいずれかの条件で染色された。ＭＴＴプレートは細
胞溶解緩衝液（２０％ドデシル硫酸ナトリウムを５０％ＤＭＦに溶かしたもの）を注がれ
、そしてさらに６時間インキュベーションしてから、５７０ｎｍでのＯＤを読取った。ク
リスタル・バイオレット・プレートは洗浄され、３－４時間かけて染料をソレンセン緩衝
液（０．１Ｍ蓚酸ナトリウム（ｐＨ４．２）、５０％ｖ／ｖ）で抽出し、そしてプレート
を５７０－６００ｎｍで読取った（Ｍｕｊｏｏら、１９９６）。スクリーニングされた抽
出物の細胞毒性は処理された媒体だけと植物抽出物で処理された細胞との間でＯＤ読取値
を比較することで示された。細胞毒性は比較対象を１００％としての割合で計算され、比
較対象に対する％＝［｛（植物抽出物で処理した細胞（処理されたサンプル）のＯＤ）／
（媒体だけに露出された細胞（未処理細胞のＯＤ））｝ｘ１００］。
【０３７６】
最初のスクリーニングで、１つの植物抽出物は癌細胞の強力な成長抑制を示し、同時に、
通常のヒト繊維芽細胞に対してはほとんど毒性を示さなかった。ＵＡ－ＢＲＥ－００４－
ＤＥＬＥＰ－Ｆ００１という符号で示されるこの抽出物は豆科植物アカシア・ビクトリア
エから単離された。この抽出物はヒトの卵巣癌細胞株を用いた実験で約１２μｇ／ｍｌ（
ＳＫＯＶ－３）、２６μｇ／ｍｌ（ＯＣＶＡＲ－３）、及び１３μｇ／ｍｌ（ＨＥＹ）で
、ヒト黒色腫細胞の場合は５０μｇ／ｍｌ（Ａ３７５－Ｍ）及び約３８μｇ／ｍｌ（ＨＳ
２９４Ｔ）で、そしてヒト表皮細胞（Ａ４３１）の場合は約１５μｇ／ｍｌで、そして乳
癌細胞株ＭＤＡ－４６８（図１）の場合は５０μｇ／ｍｌ以上で、それぞれＩＣ50を示し
た（細胞株の説明については実施例１３参照）。同じ抽出物で処理された正常なヒト包皮
繊維芽細胞（ＦＳ）及びマウス繊維芽細胞（Ｌ９２９）の場合、細胞毒性は観察されなか
った。
【０３７７】
この抽出物は多数のＴＬＣによる成分の混合物を含んでいるように思われた。従って、予
備的な努力は選択的細胞毒性に関与している活性成分を単離するためにこの抽出物を精製
することに集中された。活性成分が増大したクロマトグラフィー画分を図１５に示す一般
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【０３７８】
最初の抽出物であるＵＳ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ００１は上に述べたように（
二度の）ろ過によってアカシア・ビクトリアエから採取した５３８ｇの植物性物質から調
製された。この抽出物はその後真空中で乾燥したところ、約５２．０ｇの粉末が得られた
。そして、５１．５ｇの乾燥物質を１Ｌ酢酸エチル(ＥｔＯＡｃ）で３度処理した。約１
５．７５ｇのＥｔＯＡｃ可溶性物質がシリカ・ゲル（１．５ｋｇ）上でカラム・クロマト
グラフィーにかけられた。ヘキサン、ＥｔＯＡｃ、及びＭｅＯＨの極性が徐々に高くなる
混合物を用いて、５４の６７０ｍｌ準画分が溶離された。これた５４の準画分を１３つの
画分に分けて集められ、ＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ００６からＵＡ－ＢＲＦ
－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０１８の符号を付した。これらの画分を上に述べた手順で抗腫
瘍活性に関してスクリーニングした。これらの画分のいずれもＵＡ－ＢＲＦ－００４－Ｄ
ＥＬＥＰ－Ｆ００１で観察されるような強力な抗腫瘍活性を示さなかった。
【０３７９】
ＥｔＯＡｃ不溶性物質（約３４．７ｇ）もシリカ・ゲル（１．７ｋｇ）上でクロマトグラ
フィーにかけられた。徐々に極性が高くなるＤＣＭ、ＭｅＯＨ、及び水の混合物を用いて
、５１の６７０ｍｌ準画分と全部で２１Ｌになるさらに３つの準画分が溶離された。これ
らの準画分を８つの画分にあつめて、表６に示すようにＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥ
Ｐ－Ｆ０１９からＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０２６の符号を付した。
【０３８０】
【表６】
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１：各溶離剤は特に指示がない場合６００ｍｌで構成。
【０３８１】
画分のそれぞれはその後粗抽出物に関して上に述べたようにヒト腫瘍細胞のパネルに対し
て抗腫瘍活性に関してスクリーニングした。それら画分の１つであるＵＡ－ＢＲＦ－００
４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０２３はＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ００１より強力な抗
腫瘍活性を示した。これらの６μｇ／ｍｌのＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０２
３はヒト卵巣癌細胞に対して５０％（ＯＣＣ１）、６３％（ＳＫＯＶ－３）、８５％（Ｈ
ＥＹ）、及び４８％（ＯＶＣＡＲ－３）；ヒト前立腺癌（ＬＮＣａＰ）に約６０％；白血
病細胞（Ｊｕｒｋａｔ）に対して約９２％、そして患者の腹水症から得た新鮮なヒト卵巣
癌細胞に対して約７３％程度の細胞毒性をそれぞれ示した。非形質変換細胞のバイオアッ
セイを行ったところ、ＦＳ細胞では１０．６μｇ／ｍｌのＩＣ50を、そしてＨＵＶＥＣ細
胞に対しては２３１０．６μｇ／ｍｌのＩＣ50をそれぞれ示した（図２参照）。
【０３８２】
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ＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０２３の生物学的活性のある成分はその活性成分
の単離及び特徴づけを支援するために多重逆転フェーズ・モード（ＲＰ）媒体圧力液体ク
ロマトグラフィー（ＭＰＬＣ）分離によってさらに精製した。サンプルは０、１０％、２
０％、３０％、４０％ＡＣＮ／水のステップで、１０％づつ４Ｌ増やしてアセトニトリル
の濃度を上昇させたガス抜きした混合物から溶離した。そして、２－４Ｌ画分をＭｅＯＨ
を用いて溶離した。これらの画分を繰返し上の操作を行った後回収して、表７に示すよう
なＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０２７からＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ
－Ｆ０３６の符号を付した。
【０３８３】
【表７】

【０３８４】
ＴＬＣの場合、これらの画分の一部は同様に見えた。より高い収量を示すものの１つ、Ｕ
Ａ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５（画分３５）は強力な抗腫瘍活性を示すこと
が認められた。
【０３８５】
抗腫瘍活性に関してＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５のスクリーニングを行
ったところ、卵巣癌細胞株ＨＥＹ、ＳＫＯＶ－３、ＯＶＣＡＲ－３及びＣ－１（シスプラ
チン抵抗性ＯＶＣＡＲ－３）に対してそれぞれ３．０、１．２、２．０及び３．５μｇ／
ｍｌ；膵臓癌細胞（Ｐａｎｃ－１）に対しては２．４μg／ｍｌ；腎臓癌細胞株７６９－
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Ｐ、７８６－０、及びＡ４９８に対してそれぞれ１．２μg／ｍｌ、３．０μg／ｍｌ、及
び３．７μg／ｍｌ；Ｊｕｒｋａｔ　Ｔ白血病細胞に対しては１３０ｎｇ／ｍｌ；そして
Ｂ白血病細胞株ＫＧ１、ＲＥＨ、及びＮＡＬＭ－６に対しては１－３μｇ／ｍｌの範囲の
ＩＣ50がそれぞれ示された（図３、図４）。表８に示すように、粗植物抽出物を精製した
ところ、生物学的活性が劇的に増大した。
【０３８６】
【表８】

【０３８７】
画分３５は正常なヒトＦＳ細胞に対しては約４．７μｇ／ｍｌ、正常なヒトＨｓ２７細胞
に対しては約１３．３μｇ／ｍｌのＩＣ50がそれぞれ示された。ヒト赤血球及びミエロイ
ド・コロニー（骨髄から単離された細胞）に対する画分（Ｆ０３５）の効果を調べたとこ
ろ、１２－１８％の抑制が３．０μｇ／ｍｌで示された（表９）。
【０３８８】
【表９】

【０３８９】
画分３５の強力な抗腫瘍活性を示す上記の知見に照らせば、０．０９５μｇ／ｍｌ程度ま
での低い濃度で画分３５を用いて、バアイオアッセイを上に述べた手順で行った。この研
究で、腫瘍細胞株の拡大されたパネルに対して、画分の濃度をいろいろに変えて用いた。
スクリーニングの結果、１．５６μｇ／ｍｌの低い濃度でも、画分３５は多数の細胞株に
対して強力な抗腫瘍性を示した（表１０）。
【０３９０】
【表１０】
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【０３９１】
実施例２
アカシア・ビクトリアエからの活性成分を単離する手順
実施例１で詳細に述べた予備的な精製で単離されたＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－
Ｆ０３５に含まれている活性成分を含む画分を直接調製するための手順が開発された。約
９６６５ｇのアカシア・ビクトリアエから新しく回収した実の組織を３ｍｍスクリーンの
ハンマー・ミルですり潰して、８０％ＭｅＯＨをＨ2Ｏ（３Ｘ）に溶かしたもので抽出を
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行ってから、ろ過した。８２００ｇのバガスは廃棄された。３回の洗浄を行ってサンプル
を回収し、２１．５Ｌ中のＦ０６８（ファースト・ウォッシュ）；２４Ｌ中のＦ０６９（
セカンド・ウォッシュ）、そして３４．３Ｌ中のＦ０７０（サード・ウォッシュ）を識別
した。Ｆ０６８は１Ｌアリコットに分割し、それぞれのアリコットに４００ｍｌのＨ2Ｏ
を加え、ＣＨＣｌ3（２ｘ２５０ｍｌ）で洗浄してさらに精製した。結合極性フェーズ（
２８．５Ｌ）についてはＦ０７８、結合有機フェーズ（回転蒸発で有機溶剤を除去したあ
と４２ｇ）についてはＦ０７９と識別した。
【０３９２】
ＭｅＯＨを真空中でＦ０７８から除去し、Ｆ０７８を５３０ｇの回収されたベーカーボン
ドＲＰ－Ｃ１８、４０μｍ粒子を負荷した２９ｘ４６０ｍｍカラムを用いてＲＰ　ＭＰＬ
Ｃでさらに分画した。５００ｍｌの水溶液をカラム上に注ぎ、表１１に示す分画を得た。
【０３９３】
【表１１】

【０３９４】
各画分をＭｅＯＨを取り除き、Ｃ－１８粒子上を通過させて、ＭｅＯＨ 内に回収して乾
燥させてから、真空中で単離した。この固体を水中に再懸濁させ、抗腫瘍効果についてテ
ストした（一部の極性の低い画分については、ＤＭＳＯを水に加えて、アグリコンをＤＭ
ＳＯ内に再懸濁した）。その結果、Ｆ０９４とされた１００％ＭｅＯＨ溶離剤の生物学的
活性は基本的に画分ＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－９Ｆ０３５と同じであることが
示された（表１２）。Ｆ０９３も活性成分を含んでいた。画分Ｆ０９４とＦ０３５の化学
的類似性がＴＬＣ及びＨＰＬＣによって確認されたが、Ｆ０９４は別の成分も含んでいる
ように思われた。
【０３９５】
【表１２】
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Ｆ０９４は表１３に示すようにさらに分画され、ＴＬＣで分析され、精製された活性成分
を得るためにバイオアッセイした。種々の量の画分（Ｆ１３８－Ｆ１４７）のバイオアッ
セイの結果を表１４に示す。
【０３９６】
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【表１３】

【０３９７】
【表１４】
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成長抑止割合
【０３９８】
上記手順はアカシア・ビクトリアエのさやからの活性成分の単離に重点を置いていたが、
活性成分は根からも抽出できる。この場合、根を１／２時間かけてすりつぶし、１００％
ＭｅＯＨで被覆する。次にこの混合物をろ過して、８０％ＭｅＯＨ水溶液に希釈する。大
量の根を抽出する場合は、上に述べたようにろ過によって抽出を行うのが好ましい場合が
ある。これらの抽出手順に違いがある理由は根が通常は新鮮な状態で抽出に掛けられるの
に対して、実は抽出以前に乾燥されるからである。
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【０３９９】
実施例３
画分ＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０９４から活性成分を調製するための予備的
スケールの手順
画分ＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０９４（Ｆ９０４）からの活性成分の混合物
のスケール・アップされた調製のために、修正された抽出／分離手順が用いられた。この
手順は複数回繰り返され、一貫して高度に活性のある画分が得られた。通常、２０－２５
ｇのＦ９０４あるいはその相当物が１５０－１７５ｍｌの５０％ＭｅＯＨを水に溶かした
ものに溶解して、カラム（（２６ｍｍ　ｘ　４６０ｍｍ）＋（７０ｍｍ　ｘ　４６０ｍｍ
）、ＲＰ－Ｃ１８、４０μｍ、１２００ｇ、６０％ＭｅＯＨ／Ｈ2Ｏで均衡化）にかけら
れた。これらの画分を８Ｌを６０％ＭｅＯＨ／Ｈ2Ｏ、７．５Ｌを７０％ＭｅＯＨ／Ｈ2Ｏ
、そして２ＬをＭｅＯＨにそれぞれ入れて溶離させ、それぞれの画分を表１５に示したよ
うに表示した。画分Ｆ０３５－Ｂ２は図１８Ａ－１８Ｆに示されているようにＦ０９４、
Ｆ１３３－１３６（Ｆ０９３から単離されたもの）及びＦ１３８－１４６（Ｆ０９４から
単離されたもの）に含まれている活性成分の混合物を含んでいる。Ｆ０９４は強さが同じ
、あるいは半分のＦ０３４に代わる受け入れ可能な代替物であり、Ｆ０３５－Ｂ２はＦ０
９４よりその強さが弱い。
【０４００】
【表１５】

【０４０１】
画分Ｆ０３５－Ｂ２内の活性成分をさらに精製するための手順が発明者らによって考案さ
れ、ＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５の分析的ＨＰＬＣ特製を有する画分が
得られた。その手順は以下の通りであった。追加的な予備的ＨＰＬＣを１０ミクロン逆相
カラムを用いて画分Ｆ０３５－Ｂ２上で実行して１－２％ずつの勾配で２６％から最大４
０％アセトニトリル水溶液までの範囲のアセトニトリルと水の段階勾配混合物で溶離、次
に１００％アセトニトリル、さらに１００％メタノールで洗浄すると、Ｆ０３５－Ｂ２が
０－２０分ピーク（標準的な６ミクロンＨＰＬＣ　ＲＰ－１８分析法によって）を含み、
最初のＦ０３５画分には含まれていないいくつかの画分に分割される（図１８Ａ）。得ら
れたうちの残りの画分にはＦ０３５の成分が１つから３つの範囲で含まれている。上のテ
ストで示されるように、画分Ｆ１３９－Ｆ１４７はこれらの画分と類似しており、いくつ
かの細胞株では他のものと比較して抗腫瘍活性が多少増強されている。最初の組成物を１
６％－２６％の範囲のアセトニトリル水溶液で修正して、その後複数グラム量のＵＡ－Ｂ
ＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５の相当物を得るためにＭＰＬＣ　精製を行うことに
よって、画分Ｆ０３５に存在する活性成分の独特の混合物を大量につくりだすことができ
る。
【０４０２】
上に述べた抽出手順や本明細書に開示されているその他の抽出手順に対してさらなる改良
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を加えることもアセトニトリル、メタノール、及び水の３つの溶液の混合物を用いること
も可能であろう。パーセンテージ範囲はクロマトグラフィー技術に通じているものであれ
ば誰でも動的につくりだし、最適化することができる。同様に、Ｃ－８、ＣＮ、ジメチル
・ジオール及びＣ－１８などを含むＲＰシステムの組み合わせを用いて結合相シリカを変
えることができる。最終段階で、通常相のシリカでも最終精製手順のために用いることが
できる。
【０４０３】
実施例４
アカシア・ビクトリアエからの活性成分を単離するための別の手順
画分Ｆ０９４（２５０ｇ）、Ｆ０３５（５０ｍｇ）、及びアカシア・ビクトリアエのすり
つぶしたさや１Ｋｇ（つまり種子さやの粉末）を上に述べたように入手した。画分Ｆ０９
４を分析するための方法と、Ｆ０９４のその後の分画について以下に述べる。
【０４０４】
４．１　分析方法
グラジエント及び均等条件下で種々のＣ８及びＣ１８を含むいくつかの方法を用いて画分
Ｆ０９４の解像を試みた。モニタリングは２２０ｎｍでの紫外線検出及び蒸発性光分散検
出（ＦＬＳＤ）の両方を含んでいた。より良いピーク解像度はトリフルオロ酢酸（ＴＦＡ
）を含む可動相で見られた。ここではＡｃａｃｉａ２５７と呼ばれるこの方法について以
下に説明する。この方法は短い操作時間で良好な解像度を与えてくれる。
【０４０５】
ＨＰＬＣはダイオード・アレイ検出装置（ＤＡＤ）あるいは可変波長検出装置あるいは４
．６ｘ１５０ｍｍ　Ｉｎｅｒｔｓｉｌ　Ｃ１８　３μカラム（ＭｅｔａＣｈｅｍ）を備え
ていた。検出装置は２２０ｎｍに設定された。
【０４０６】
以下の勾配でテストが行われた。

【０４０７】
図２５はこの方法で得られたＦ０９４のクロマトグラフィーを示している。Ｆ０９４はそ
れぞれ多数のピークを有する３つのグループあるいはファミリーで構成されている。ファ
ミリー１（８－２０分；ピークＡ－Ｄ）、ファミリー２（２２－３５分、ピークＥ－Ｈ）
、及びファミリー３（３６－４７分、ピークＩ－Ｌ）
。画分Ｆ０３５はこの方法でも分析され、そのクロマトグラフを図２６に示す。第２のフ
ァミリーのピークは第１ファミリー・ピークがより多いＦ０９４と比較してＦ０３５でよ
り多かった。
【０４０８】
４．２　分画
４．１．１　第１分画
第１分画はファミリー１のピークに重点をおいて行われた。この目的のためにシンメトリ
ーＣ８準予備カラム（７．８ｘ３００ｎｍ、７μ）（水）が用いられ、勾配溶離剤プログ
ラムは以下に示す通りであった。７つの準画分切片を図２７で示すように作成した。最後
の画分切片（＃２１６０－００７－３１）はファミリー２及びファミリー３両方のすべて
のピークを含んでいる。これらの画分と開始物質（Ｆ０９４）をバイオアッセイにかけた
。
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【０４０９】
４．２．２　第２の画分
この分画の目標は化合物の第２のファミリーピークの分離であった。これは同じ準予備カ
ラムの使用で行われた。可動相は均等な３２％アセトニトリル水溶液で０．１％ＴＦＡを
含んでいた。７つの画分切片がつくられた場所を示すクロマトグラフィーによるトレース
を図２８に示す。第１の画分切片はファミリー１のすべてのピークを含んでいる。
【０４１０】
４．２．３　バイオアッセイ
第1及び第２の画分から得た準画分のバイオアッセイの結果を表１６と１７にそれぞれ示
す。
【０４１１】
【表１６】

【０４１２】
【表１７】
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【０４１３】
２つの精製されたグリコシド、つまりＤ１及びＧ１をアカシア画分Ｆ０９４から得た。Ｄ
１の酸加水分解を行うとアグリコンが生成される。
【０４１４】
４．４　Ｄ及びＧ／Ｈ領域ピークを得るための予備的スケールでの分画
ＨＰＬＣ予備的ＰＦＰ（ペンタフルオロシル）カラム（５０ｘ２５０ｍｍ、１０μｍ）上
で分画した。可動相はアセトニトリル水溶液で０．１％トリフルオロ酢酸（ＴＦＡ）を含
んでおり、３８分間で２７％－３２％の勾配で操作された。図２９に示すように、このほ
うでＤ及びＧ／Ｈピークを含む画分が分離された。この予備的操作で得られた画分切片を
バイオアッセイにかけた。Ｄ及びＧ／Ｈの分析的アッセイを図３０及び３１に示されてい
る。ここで用いられている方法はＡｃａｃｉａ２５７で、これについては上に説明した。
【０４１５】
画分Ｇ／ＨをＰＦＰ予備的カラムでさらに生成して６８％クロマトグラフィー純度を有す
るＧＩを得て、この物質をさらにＣ－１８順予備的カラムにかけて純粋なＧ１を得た。
【０４１６】
約１００ｍｇのＧ／Ｈ混合物を上に述べた同じＰＦＰカラムに負荷した。以下の勾配で流
された。

【０４１７】
５つの画分を回収した（Ｇ１、Ｇ２、Ｇ３、Ｈ１及びＨ２）。Ｇ１での分析
（図３２）は６８％のクロマトグラフィー純度を示した。この分画を準予備的カラム上で
さらに精製した。
【０４１８】
ＹＭＣ　Ｃ１８－Ａｑカラム（１０ｘ２５０ｍｍ、５μｍ）を用いた。可動相は３１％ア
セトニトリル水溶液で、０．１％ＴＦＡを含んでいた。最終的なＧ１生成物は１００％の
クロマトグラフィー純度を有していた（図３３）。
【０４１９】
ＰＦＰ予備的カラムからの画分（４５％Ｄ１）は先ずＷａｔｅｒｓ　Ｃ－１８カラム（２
５ｘ１００ｍｍ）で分画された。可動相は６１メタノール水溶液で０．１％ＴＦＡを含ん



(101) JP 4860039 B2 2012.1.25

10

20

30

40

でいた。ＨＰＬＣ分析はＤ１が７８％の純度であり（図３４）、別のピーク（Ｄ１．５と
命名）を含んでいることを示した。０．１％ＴＦＡを含む３３％アセトニトリル水溶液１
００％を用いてＹＭＣ　Ｃ１８－Ａｑカラム上で不純なＤ１をさらに分画してクロマトグ
ラフィー純度を有するＤ１のサンプル（図３５）がつくりだされた。Ｄ１は４０℃で水中
より希釈酸溶液内の方がより安定していることが観察された。従って、０．１％ＴＦＡは
Ｄ１の精製中に溶液内に含まれた。
【０４２０】
４．４．１　バイオアッセイ
Ｊｕｒｋａｔ細胞株上でバイオアッセイを行って、種々の準画分及び純粋なＤ１及びＧ１
の影響を表１８、１９、及び２０にそれぞれ示す。Ｄ１及びＧ１は２つの異なったｐＨ値
でテストした。これらの結果はｐＨ６．５でｐＨ７．５の場合よりやや高い活性を示した
。しかしながら、細胞成長はより低いｐＨ値で約４０％程度抑制された。
【０４２１】
４．４．２　Ｄ１の酸加水分解
エタノールにサポニンＤ１を溶かしたものを１００℃で３時間、３Ｎ　ＨCｌで加水分解
された。つくりだされたアグリコンをＨＰＬＣで精製した。質量スペクトル分析はそのア
グリコンの分子量が６５２であることを示した。
【０４２２】
【表１８】

【０４２３】
【表１９】

【０４２４】
【表２０】
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実施例５
Ｄ１、Ｇ１、及びＢ１の構造
５．１　Ｄ１の構造
Ｄ１はアカシア・ビクトリアエのさやの主成分である。この化合物のアッセイはそれがか
なりの生物学的活性を持っていることを示す。
【０４２６】
５．１．１　分子Ｄ１全体
上の実施例で述べたようにいくつかの予備的ＨＰＬＣ分離を用いて得られた部分的に生成
された抽出物Ｆ０９４から、Ｄ１が無色のアモルファス状の固体として分離された。ＭＡ
ＬＤＩ質量分光測定で得られたその分子量は２１０４ａｍｕで、これは真の分子量２０８
１のナトリウム・アダクトである。高解像度ＦＡＢ質量分光測定でこの分子量が確認され
、さらにＣ98H155NO46の分子式が得られた。こうした分子は分光測定だけでの構造判定を
行うには大き過ぎ、図３６に示される方式１に概略が示されているような劣化計画が実施
された。図３６で、D１は（１）というラベルを付されて示されている。
【０４２７】
Ｄ１の陽子及び炭素ＮＭＲはトリテルペン、２つのモノテルペン、及び約８つの糖類の存
在を示した（選択された13Ｃ　ＮＭＲアサインメントについては表２１を参照）。
【０４２８】
【表２１】
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５．１．２　Ｄ１の強酸加水分解
３Ｎ塩酸内で１００℃の温度下で２時間Ｄ１を加水分解したところ、図３６に（２）とし
て示されている『Ｄ１アグリコン』がつくりだされ、質量分光測定で分子量が６５２であ
ることが示された。Ｄ１アグリコンのＮＭＲはトリテルペンと修正モノテルペンの存在を
示したが，糖の存在は示されなかった。この物質をサポニン化によってさらに劣化したと
ころ（１．３Ｎ　ＮａＯＨを１００℃の温度でＭｅＯＨ内で３０分間）、以下のものが得
られた。
【０４３０】
５．１．２．ａ　トリテルペン：　この物質のＣ－１３　ＮＭＲはアカシ酸（図３６の（
３）に示される構造参照。表２１の13Ｃ－ＮＭＲアサインメント（３）も参照）に関して
これまでに報告されているものと同じであり、質量分光測定で４８８で測定した分子量は
この構造との一貫性を示している。
【０４３１】
５．１．２．ｂ　環化モノテルペン：この物質の分子量とＮＭＲはカルボキシル酸、二重
結合に取り付けられた２つのメチル基、そして２つのビニル陽子を持っていることを示し
、ピレン構造であることが示唆された。図３６の（４）に示すこの構造単位構造はＤ１ア
グリコンにも存在しているが、それはＤ１には存在していなかった。Ｄ１は図３６の構造
（５）で示されるように非環式モノテルペンを含んでおり、この構造は以下に示すように
酸加水分解中に環化される。

【０４３２】
これらの構造はその最初の分子量及びスペクトル特性と共に図３６でラベル（２）の構造
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で示されているＤ１アグリコンとかなりよく一致する。表２１の選択された13Ｃ－ＮＭＲ
アサインメント（２）参照。
【０４３３】
５．１．３　Ｄ１の軽度のサポニン化
Ｄ１を０．５Ｎ　ＮＨ4ＯＨで室温下で１時間処理したところ、２つの新しい化合物への
転化が行われた。
【０４３４】
５．１．３．ａ　モノテルペン
この分子は２００の分子量とそれが非環式モノテルペン構造を有していることを示唆する
ＮＭＲを有しており、劣化の疑いを裏付けた。この構造を図３６の（５）に示す。
【０４３５】
５．１．３．ｂ　トリテルペン・モノトルペン・オリゴ糖
この化合物はＤ１より極性が高く、そのＮＭＲはアカシ酸、１つのモノテルペン、及びい
くつかのモノサッカライドを含むものと同じである。この構造を図３６の（６）に示す。
【０４３６】
５．１．４　Ｄ１の糖分析
Ｄ１を強酸で加水分解し（２Ｎ塩酸、１００℃で２時間）、次いで誘導体化（トリメチル
シリル・エーテル）及びＧＣ／ＭＳ分析を行ったところ、最初の分子内にアラビノース、
ラムノース、フコース、キシロース、６－デオキシグルコース（つまり、キノボース）、
Ｎアセチル・グルコースアミン、そして２つのグルコースの８つの糖残基の存在が確認さ
れた。
【０４３７】
５．１．５　トリテルペン・モノテルペン・オリゴサッカロイドのより強度のサポニン化
トリテルペン・モノテルペン・オリゴサッカロイドを０．３Ｎ　ＮａＯＨで一時間６０℃
の温度下で処理したところ、３つの化合物が形成された。
【０４３８】
５．１．５．ａ　オリゴ糖
この非常に極性の高いフラグメントの単離と分析を行ったところ、それがオリゴサッカラ
イドであることが示された。酸加水分解（２Ｎ塩酸、１００℃で２時間）及びモノサッカ
ライドのトリメチル。エーテルのＧＣ／ＭＳ分析による糖分析を行ったところ、このオリ
ゴサッカライドは最大グルコース２分子とアラビノース及びラミノースの各１個で構成さ
れたテトラサッカライドであることが確認された。
【０４３９】
５．１．５．ｂ　モノテルペン・グリコシド
この物質は図３６に示される構造（８）からなるＮＭＲを有していた。この物質を酸加水
分解（２Ｎ塩酸、１００℃で２時間）したところ、この糖が６－デオキシ・グルコースで
あることが確認された。このモノテルペン・グリコシドをβ－グルコシダーゼで処理した
ところ、図３６の（９）に示される構造を有するモノテルペンが与えられ、この分子はト
ランス－２－ヒドロキシメチル－６－ヒドロキシ－２，７－オクタジエン酸と同じＮＭＲ
を有している。『ベータ』－グルコシダーゼとのこの結合を加水分解すると、これら２つ
の基の間の結合がベータ結合であることを示す。
【０４４０】
５．１．５．ｃ　トリテルペン・グリコシド
この化合物は９５１の分子量と、図３６の構造（１０ｂ）に示されているようにＣ－３位
置にトリサッカライドを含んだアカシ酸ラクトンと同じＮＭＲを有している。この化合物
の酸加水分解（２Ｎ塩酸、１００℃、２時間）を行ったところ、その構成糖類がＮアセチ
ル・グルコースアミン、フコース、およびキシロースであることが確認され、ＧＣ／ＭＳ
でトリメチル・シリル誘導体であることが確認された。この分子は図３６の構造（１０ａ
）に示されている開かれた酸／アルコールと、図３６の構造（１０ｂ）に示される閉じら
れたラクトン形態の両方で観察された。
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【０４４１】
これらのフラグメントの糖分析及び分子量をＤ１分子全体と比較したところ、Ｄ１のすべ
ての部分が図３６の構造（５）、（７）、（８）及び（１０ａ）で示されているフラグメ
ントに相当した。
【０４４２】
５．１．６　Ｄ１の軽度の酸加水分解
Ｄ１を軽度に酸加水分解（１Ｎ塩酸、２５℃で１６時間）したところ、２つの新しい分子
が形成された。
【０４４３】
５．１．６．ａ　モノテルペン糖
分子量、ＮＭＲスペクトル、及び糖分析の結果はモノテルペン－６－デオキシグルコース
と同じであった。この分子の構造を図３６の構造（１１）に示す。
【０４４４】
５．１．６．ｂ　トリテルペン－モノテルペン－グリコシド
第２の分子はトリテルペン－モノテルペン－グリコシドであることが確認され、この分子
の構造は図３６の構造（１２）に示す通りである。
【０４４５】
５．１．７　Ｄ１内でのサブグループの結合
ＮＭＲ研究の結果では、外側のモノテルペンのカルボキシル酸が６－デオキシグルコース
（キノボース）のＣ－４にエステル化されていることを示す。ＮＭＲ及び加水分解の結は
、このキノボースの芳香性炭素は内側のモノテルペンのＣ－６水酸基に結合していること
を示す。キノボースの芳香性炭素の立体化学研究はその結合が「ベータ」結合であること
を示す。
【０４４６】
加水分解（２Ｎ塩酸、１００℃で２時間）及び糖アイソマー化の結果は、テトラサッカラ
イド内の糖類は２つのグルコース分子、そしてラムノースとアラビノースがそれぞれ１分
子づつで構成されていることを示す。この単位は図３９に示すようにトリテルペンのＣ－
２８カルボキシル酸に直接エステル化されている。イオン・トラップ質量分光測定の結果
はこのトリサッカライド構造は図３９に示すように中央のラムノースに結合された２つの
グルコースと１つのアラビノースを持っていることを示す。これらの糖類の相互の結合は
未だ分かっていない。
【０４４７】
ＮＭＲ研究の結果はＮ－アセチル・グルコースアミン（ＮＡＧ）がトリテルペンのＣ－３
炭素に直接結合していることを示す。これらの糖の配列の残りの部分は、部分的加水分解
（１Ｎ塩酸、５０％ＭｅＯＨ内で６０℃で１時間）によるＬＣ／ＭＳで中央がフコースで
、端部にキシロースがあることが分かった。これらの糖類相互の結合は未だ分からない。
【０４４８】
５．１．８　エリプトシドＥ
Ｄ１は他のアカシアを含む他の種から報告されているサポニン類に共通に見出されるトリ
テルペン及び２つのモノテルペンを含んでいる。Ｄ１の構造はArchhidendron ellipticum
から報告されているエリプトシドＥ（図２４）と同様である（Ｂｅｕｔｌｅｒら、１９９
７）。本発明においては、Ｄ１の特異的な回転が［α］D＝－３０．０°であると判断さ
れ、これはエリプトシドＥの－２４．３°という報告値とは違っている。
【０４４９】
Ｂｅｕｔｌｅｒら（１９９７）に述べられているエリプトシドＥとＤ１とは異なったＨＰ
ＬＣ保持時間を有している（Ｄ１－１５．２分、エリプトシド－１２．５分）。従って、
これら２つの分子はそれらの準基の特殊な結合とか光学的あるいは構造的アイソマーの存
在など、何らかの点で違っているはずである。
【０４５０】
発明者らは図３６の構造（９）に示す内側のモノテルペンの比旋光度がＭｅＯＨ内で＋１
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１．２°、クロロホルム内で＋１６°であることを観察した。エリプトシドＥの同じフラ
グメントは－９．１°と報告されている。さらに、内側のモノテルペンのキラル中央部分
だけがＳ字構造を有しており、これはエリプトシドＥで見出されるものとは反対である。
Ｄ１の外側モノテルペンの特殊な回転は現在調査中である。さらに、陽子ＮＭＲはＤ１内
のモノテルペン二重結合がｔｒａｎｓであるのに対して、エリプトシドEではＢｅｕｔｌ
ｅｒら、１９９７に示されているようにｃｉｓであることを示す。これら２つの特徴はＤ
１とエリプトシドＥとの間に認められる第１の構造的違いをもたらしている。特定の糖類
の酵素触媒による加水分解はこれらの糖類の配置がエリプトシドＥ内のものと同じである
ことを示している。
【０４５１】
５．２　Ｇ１の構造
この物質の生物学的アッセイはＧ１がＤ１より生物学的活性が高いことを示している。
【０４５２】
５．２．１　全分子Ｇ１（１４）
本発明で確認された第２の構造はＧ１である。それは予備的ＨＰＬＣでＦ９０４からも単
離されたが、化合物の回収率は低かった。Ｇ１はＤ１よりやや極性が低い。Ｇ１の比旋光
度は－２６．９°であることが認められた（ＭｅＯＨ）。陽子ＮＭＲはＧ１もＤ１と非常
に良く似たサポニンであること、そして現在ではｔｒａｎｓ－２、６－ジメチル－６－ヒ
ドロキシ－２，７－オクタジエン酸であることが判明している外側のモノテルペン内の酸
素が１つ少ないことだけがＤ１と違っていることを示している。図３７、構造（１４）と
表２１の選択された13Ｃ－ＮＭＲアサインメント（１４）参照。Ｇ１は図３７、スキーム
２に示されているように分解された。
【０４５３】
５．２．２　Ｇ１の軽度のサポニン化
Ｇ１を０．５Ｎ　ＮＨ4ＯＨで室温で１分間でも処理すると、より極性の高いサポニン化
生成物とモノテルペンとに完全に転化された。
【０４５４】
５．２．２．ａ　モノテルペン
この物質の分子量とＮＭＲはそれがヒドロキシメチルがあったＣ－２位置にメチル基を保
有していることを示している。これを図３７、構造（１５）に示す。
【０４５５】
５．２．２．ｂ　トリテルペン・モノテルペン・オリゴ糖
この化合物のＮＭＲはＨＰＬＣ保持時間と陽子ＮＭＲで、Ｄ１からつくられた図３６の構
造（６）と類似した図３７の構造（１６）と同じであること、そしてそれがＤ１で見られ
るように１つのアカシ酸分子と１つのモノテルペン、そして８つのモノサッカライドを含
んでいることが示された。構造（１６）が構造（６）と類似していることはＤ１の内側モ
ノテルペンで見られた立体化学構造と類似していることを示唆している。
【０４５６】
５．２．３　Ｇ１の糖分析
Ｇ１の強度の酸加水分解（２Ｎ塩酸、１００℃で２時間）を行ったところ、Ｄ１に存在す
るのと同じモノサッカライド単位、つまり、アラビノース、ラムノース、フコース、キシ
ロース、６－デオキシグルコース、Ｎ－アセチル・グルコースアミン及び２つのグルコー
ス分子がつくり出された。
【０４５７】
５．２．４　Ｇ１の酸加水分解
軽度にサポニン化した生成物の酸加水分解によって、Ｄ１の場合と同じ３つの分子が単離
された。ＮＭＲ及び糖分析（２Ｎ塩酸、１００℃、２時間）をそれぞれに対して行った。
これを図３７、構造（１６）に示す。
【０４５８】
５．２．４．ａ
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オリゴ糖はグルコース２分子と、アラビノース及びマンノース各１分子を含んでおり、図
３７の構造（１７）に示す。
【０４５９】
５．２．４．ｂ
モノテルペン・グリコシドは（図３７の構造（５）で示されるような）非環式モノテルペ
ンと６－デオキシグルコースを含み、その全体的な構造は図３７、構造（１８）に示され
る通りである。
【０４６０】
５．２．４．ｃ
トリテルペン・グリコシドはアカシ酸とＮ－アセチル・グルコースアミン、フコース及び
キシロースを含んでいた。これらのフラグメント内の糖類はＤ１内の糖類の配置と同じで
あった。この構造は図３７、構造（１９）に示されている。
【０４６１】
５．２．５　エリプトシドＡ
Ｇ１はエリプトシドＡと同じテルペン含有量及び糖を有している（図２４及びＮｅｕｔｌ
ｅｒら）。しかしながら、エリプトシドＡは非常に異なったＨＰＬＣ保持時間を有してい
ることが認められ（Ｇ１－２９．０９分、エリプトシド－２６．０４分）、このことはこ
れら２つの分子がそれらの準基の結合及び光学的アイソマーの存在の両方で異なっている
に違いないことを示している。Ｇ１及びエリプトシドの陽子及び炭素スペクトルも化学的
シフトの違いを示している。これらの化合物の内側及び外側のモノテルペンの非旋光度も
違っている可能性のあることが考えられる。図３７の構造（１４）がG１の構造を示して
いる。
【０４６２】
５．３　Ｂ１の構造
生物活性データはＢ１はＤ１及びＧ１よりかなり活性が低いことを示している。
【０４６３】
５．３．１　全分子Ｂ１（２１）
植物抽出及びＣ－１８フラッシュ・クロマトグラフィー、次いでＣ－１８予備的及び準予
備的クロマトグラフィーを行うことで、Ｂ１が単離された。Ｂ１のＮＭＲはこのサポニン
・ファミリー全体で認められているのと同じトリテルペン／モノテルペン／キノボース／
モノテルペン構造を示す。このＮＭＲはさらに４つのデオキシ糖類と１つのＮアセチル基
の存在も示しており、このことはこの分子がその糖部分でＤ１と違っていることを示して
いる。表２１の具体的13Ｃ－ＮＭＲアサインメント（２１）参照。この分子は図３８に示
すようにデグレイドされた。
【０４６４】
５．３．２　Ｂ１の糖分析
ＮＭＲデータは６－デオキシ・メチル糖類（つまり、フコース、ラムノース、６－デオシ
グルコース）の１つの複数のコピーの存在をしさしている。加水分解（２Ｎ塩酸、１００
℃、２時間）後の総分子の糖分析は９つの糖類、フコース、アラビノース、キシロース、
キノボース、グルコースアミンの各分子１個、及びグルコース及びラムノース分子各２個
が存在していることを示す。Ｎアセチル・グルコースアミンの残りであるグルコースアミ
ンは最初の分子内に存在している。Ｂ１の構造を図３８、構造（２１）に示す。
【０４６５】
５．３．３　Ｂ１の軽度のサポニン化
Ｂ１を０．５Ｎ　ＮＨ4ＯＨで室温で数分間程度処理しただけでも、より極性の高い化合
物、軽度のサポニン化生成物、及びモノテルペンへの完全な転化が行われた。
【０４６６】
５．３．３．ａ　モノテルペン
この物質の分子重量及びＮＭＲはそれが図３７の構造（５）に示されているD１からのモ
ノテルペンと同じ構造を有していることを示している。



(110) JP 4860039 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

【０４６７】
５．３．３．ｂ　トリテルペン・モノテルペン・オリゴ糖
この化合物のＮＭＲはそれがアカシ酸、１つのモノテルペン、及びいくつかのモノサッカ
ライドを含んでいることを示している。この構造を図３８の（２３）に示す。
【０４６８】
５．３．４　トリテルペン・モノテルペン・オリゴ糖のより強度のサポニン化　軽度にサ
ポニン化した生成物をより強くサポニン化（０．３Ｎ　ＮａＯＨ、６０℃、１時間）によ
って、Ｄ１及びＧ１の場合と同様に３つの分子が単離できた。それぞれに関して糖分析及
びＮＭＲデータが得られた。
【０４６９】
５．３．４．ａ
オリゴ糖はグルコース、アラビノース、及び２つのラムノース分子を含んでいた。これを
図３８、構造（２４）に示す。
【０４７０】
５．３．４．ｂ
モノテルペン・グリコシドは６－デオキシグルコース及びモノテルペンを含んでいた。こ
れを図３８、構造（２５）に示す。
【０４７１】
５．３．４．ｃ
トリテルペン・グリコシドはＣ－３位置にテトラサッカライドが結合したアカシ酸を含ん
でいた。テトラサッカライドはN－アセチル・グルコースアミン、フコース、グルコース
、及びキシロースの各１分子で構成されている。これを図３８、構造（２６）に示す。
【０４７２】
実施例６
本発明によるトリテルペン化合物の脱エステル化
Ｆ０９４は脱エステル化され、活性成分を解明するためにその脱エステル化された生成物
をバイオアッセイした。１００ｇのＦ０９４を１００ｍｌのＨ2Ｏに溶解して、その後、
１ｇのＫＯＨを加えて、１．５時間還流させた。この溶液を室温まで冷却して、そのｐＨ
を１Ｎ塩酸で７に調製してから、ヘキサン（２ｘ５０ｍｌ）で洗浄した。その後水溶液を
さらに段階的な抽出にかけたところ、画分１５９－１６２が得られた。例えば、溶液は最
初ｎ－ブタノール（２ｘ５０ｍｌ）で抽出して真空で乾燥したところ、０．１２７ｇの有
機性の可溶性固体（Ｆ１５９）が得られた。水性層を１N塩酸でｐＨ５に酸性化させ、Ｅ
ｔＯＡｃ（２ｘ５０ｍｌ）で抽出したところ、０．３９７ｇのＥｔＯＡｃ可溶性固体（Ｆ
１６０）が得られ、次いでｎ－ブタノールで抽出したところ、有機性溶媒を除去した後で
０．３３８ｇの固体（Ｆ１６１）が得られた。この水性層を最終的に１Ｎ　NaOHでｐＨ７
に調製した。１．８０８ｇの固体（Ｆ１６２）が最終的な水性層から得られた。
【０４７３】
バイオアッセイを行ったところ、脱エステル化された生成物はほとんど、あるいはまった
く活性を有していないことが明らかになった。F１５９－１６２を７６９－Ｐ、Ｐａｎｃ
－１、ＨＡＹ、ＭＤＡ－ＭＢ－４５３及びＪｕｒｋａｔ細胞株に対するバイオアッセイを
行った。見出された唯一の活性は、５０μｇ／ｍｌでＭＤＡ－ＭＢ－４５３に対して１．
６％の細胞毒性を示したＦ１６１と、５０μｇ／ｍｌ、２５μｇ／ｍｌ、１２．５μｇ／
ｍｌでＪｕｒｋａｔ細胞に対してそれぞれ１５．５０％、６．６０％、そして３．８０％
の細胞毒性を示したＦ１５９に関するものだけであった。これらの結果は、生物学的活性
のためにはエステル側鎖が必要であることを示している。本発明の化合物のエステル側鎖
が抗腫瘍活性を示し、及び／又は本発明による化合物のトリテルペン骨格と協同して、強
力な抗腫瘍性を示すものと考えられる。
【０４７４】
実施例７
本発明の化合物の糖加水分解
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ｇのＦ０９４を４００ｍｌの２Ｎ硫酸に溶解して、７５分間還流させたところ、その間に
不溶性物質が形成された。溶液を冷却して、焼成したガラスを通じてろ過した。残滓を水
で洗浄したところ、ＴＬＣ分析で判定して４．８ｇのアグリコンが得られた。暗琥珀色の
ろ過物をＫＯＨ又はＮａＯＨで中性化した。白い沈殿物が形成され、回収された。この暗
琥珀色にイソプロパノールを加えたところ、第２の白い沈殿物が得られた。溶媒を真空中
で取り出して、その溶媒をＭｅＯＨに再懸濁させたところ、火炎テストで判定された硫酸
塩に対応している可能性のある白い沈殿物が形成された。ほとんど透明のろ過物を真空中
で乾燥し、残りをアセチル化し、ＨＰＬＣで分析したところ、図１７Ａ及び図１７Ｂに示
されるような糖類の混合物が含まれていた。この混合物は恐らく少なくとも５つのサッカ
ライドを含んでいる。これらの糖類は、本明細書で十分に述べているように、ＧＣ－ＭＳ
特徴づけのためのＴＭＳ誘導体の単離、紙クロマトグラフィー、ＨＰＬＣ分離あるいはＤ
ＥＰＴ　ＮＭＲのためのベンジル誘導体の単離、又はＣ13ＮＭＲによってさらに特徴づけ
ができる。標準１－Ｄ及び２－Ｄ、紙及びフェーズＴＬＣによって、主な糖類はグルコー
ス、キシロース、ラムノース、アラビノースと確認され、一部さらに別の糖が含まれ、ア
ミノ・グリコシド、特にアセトアミド置換糖である可能性が高い。
【０４７５】
多数の異なった糖類の存在は、恐らく、数十の非常に関連性の高い化合物の存在を示唆す
る複雑なＨＰＬＣスペクトルの原因である。特に、いくつかの活性成分は２つの異なった
個所（アルコール性個所及びカルボキシル酸個所）でグルコシル化されているように思わ
れる。２つの個所に結合した６つの糖の組み合わせが分離が難しい非常に多数の関連性の
高い化合物を生み出すのであろう。
【０４７６】
また、１００％エタノール（５％の水分を含むアゼオトロープ）及び０．１－２．０Ｎ硫
酸（残りの作業条件は同じ）を用いて強力な還流ではないが還流点まで軽度に加熱して軽
度の加水分解を行うと、アグリコンの同様の混合物が発生する。一部の成分が失われてお
り、これはより厳しい条件では一定のアイソマー化が起きていることを示唆している。
【０４７７】
このアグリコンＦ１９１（１ｇ）をその後無水アセトン（１０ｍｌ）内でヨウ化メチル（
１ｍｌ）及び無水Ｋ2ＣＯ3（１ｇ）を用いて５－７時間還流させてメチル化させた。これ
によって、０．３１５ｇの不溶性物質と０．５４ｇのＦ１９７と表示されたメチル・エス
テルがもたらされた。５００ｍｇのＦ１９７をサンプルを１．５ｇのＳｉＯ2、１５－２
６μｍに予備的に吸収させた１５ｘ４６０ｍｍカラム（４５ｇＳｉＯ2、１５－２５μｍ
）でさらに分離した。これらの化合物を７％イソプロピル・アルコール（ＩＰＡ）をヘキ
サンに溶かしたもの７９０ｍｌ（準画分１－１０）、１０％ＩＰＡをヘキサンに溶かした
もの４７０ｍｌ（準画分１－１４）、２０％ＩＰＡをヘキサンに溶かしたもの２７２ｍｌ
（準画分１４－１５）、２００ｍｌのジクロロメタン、及び１００ｍｌのＤＣＭ・ＭｅＯ
Ｈ（１：１）を用いて、表２２に示すようにそれぞれ溶離された。
【０４７８】
Ｆ１９１とＦ１９７のバイオアッセイを行ったところ、卵巣細胞（株ＨＥＹ）、腎臓癌細
胞（株７６９－Ｐ）、膵臓癌細胞（株Ｐａｎｃ－１）、Ｊｕｒｋａｔ　Ｔ－白血病、及び
ＭＤＡ－ＭＢ－４５３乳癌細胞に対して、表２３に示すような用量で細胞毒性を示した。
【０４７９】
【表２２】
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【０４８０】
【表２３】

【０４８１】
Ｆ１９９（１１６ｍｇ）をＦ１９１を分画するのに用いられたのと同じカラムでさらに分
画され、１００ｍｌの２％ＩＰＡ／ヘキサン、５２５ｍｌの４％ＩＰＡ／ヘキサン、及び
２５０ｍｌの１０％ＩＰＡ／ヘキサンでそれぞれ表２４に示されるように溶離された。
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【表２４】

【０４８３】
Ｆ２１２（８５ｍｇ）を２２ｘ５００ｍｍカラム（Ａｌｌｔｅｃｈ　Ｅｃｏｎｏｓｉｌ　
Ｃ１８、１０μｍ、７５％ＡＣＮ／水で均衡化）でさらに分画し、８０％ＡＣＮ／水で溶
離し、４０ｍｌ／分の流速で検出限界の２２０ｎｍで溶離したところ、表３５に示すよう
に３０秒毎に準画分が回収された。
【０４８４】
Ｆ２２３は最初そのメチル・エステル誘導体として精製し、Ｃ－１９１を得た。Ｃ－１９
１を古典的なアセチル化手順にかけた。特に、Ｃ－１９１（４７ｍｇ）を一昼夜、無水酢
酸とピリジンの２：１混合物内で室温で攪拌した。水を加えてこの反応を停止させたとこ
ろ、その溶液はジエチル・エーテルと５Ｎ塩酸で分画した。有機層を中性化するまで洗浄
して、回転蒸発させ、残滓を９０：１０ヘキサン：イソプロピル・アルコールで溶離した
２０ｃｍ予備的プレートでＰＴＬＣ－１、２０ｃｍにかけ、その後ジクロロメタン：メタ
ノール（９８：２）で溶離したＰＴＬＣにかけたところ、Ｃ－１９１酢酸（Ｆ２２９、後
でＣ－１９４と表示）が得られた。
【０４８５】
【表２５】
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【０４８６】
Ｆ２０１を分画するにの用いられたのと同じカラムでＭＰＬＣによってさらにＦ２０１（
８５ｍｇ）をさらに分画し、溶離して、２％ＩＰＡ／ヘキサン（１２０ｍｌ）、４％ＩＰ
Ａ／ヘキサン（３３０ｍｌ）、７％ＩＰＡ／ヘキサン（４６０ｍｌ）、２０％ＩＰＡ／ヘ
キサン（１５０ｍｌ）、ＤＣＭ（５０ｍｌ）、及びＤＣＭ／ＭｅＯＨ（１：１）（７０ｍ
ｌ）で表２６に示されるように回収された。
【０４８７】
【表２６】

【０４８８】
実施例８
本発明による活性トリテルペンの生物学的特性
血管形成や腫瘍形成は、腫瘍によってつくりだされた因子によって細胞が集められて、そ
の腫瘍に栄養を供給する血管系ができてしまうプロセスである。血管形成を抑制すること
は腫瘍に対する血液供給を限定することで腫瘍の拡大を抑制する。この機能を画分３５（
ＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５）によって処理された細胞に対する仔ウシ
毛細管内皮細胞増殖アッセイを用いて調べた。このアッセイは以下の様に行われた。ウシ
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胎児毛細管内皮細胞を入手して標準的な手順（Ｆｏｌｋｍａｎら、１９７９）を用いて成
長させた。これらの細胞をＰＢＳで洗浄して、０．０５％トリプシン溶液内に分散させた
。細胞懸濁液（２５，０００細胞／ｍｌ）をＤＭＥＭ＋１０％ＢＣＳ＋１％ＧＰＳで作成
して、ゲル化２４ウェル培養プレート（０．５ｍｌ／ウェル）に入れて、その懸濁液を３
７℃の温度で24時間培養した。培地を０．２６ｍｌのＤＭＥＭ＋５％ＢＣＳ＋１％ＧＰＳ
と交換して、異なった濃度のＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５を用いた。２
０分培養した後、培地とｂＦＧＦを加えて、０．５　ｍｌ　ＤＭＥＭ＋５％ＢＣＳ＋１％
ＧＰＳ＋１ｎｇ／ｍｌ　ｂＦＧＦの最終体積を得た。７２時間後、細胞をトリプシン内に
分散させて、Ｈｅｍａｔａｌｌ（Ｆｉｓｃｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ，Ｐｉｔｔｓｂ
ｕｒｇ，ＰＡ）内に再懸濁させて、カウンターでカウントした（Ｏ’Ｒｅｉｌｌｙら、１
９９７）。
【０４８９】
アッセイの結果は塩基性繊維芽成長因子があってもなくても内皮細胞の増殖を相当培養す
ることを実証した（図５）。これらの結果はこの植物抽出物の活性成分が内皮細胞増殖の
強力な抑制因子であり、これは血管形成のイン・ビボでの抑制につながることもしばしば
あることを示している。加えて、この画分は毛細管内皮細胞に対しては影響を及ぼさず、
これは正常な細胞に対する毒性の欠如を示唆している（図６）。
【０４９０】
ステロイドサポニン（すなわち、ディジトニン、及びヤムいもから採取されるゲニン・デ
ィソジェニン）を用いる場合にしばしば発生する一般的な問題は赤血球細胞の細胞溶解で
ある。単純な培養管血液アッセイを用いると、１ｍｇ／ｍｌのＵＡ－ＢＲＦ－００４－Ｄ
ＥＬＥＰ－Ｆ０３５で処理した後には検出可能なレベルの細胞溶解はほとんど観察されな
かった。また、１０－２５μｇ／ｍｌのディジトニンを用いた処理は培養管血液アッセイ
で１００％の細胞溶解をもたらした。
【０４９１】
次に、活性成分が腫瘍細胞を抑制するメカニズムをさらに研究するために、ＴＮＦ－アル
ファによって誘発される転写因子ＮＦ－ｋＢの活性化を１－２μｇ／ｍｌのＵＡ－ＢＲＦ
－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５及びＵＳ－ＢＲＦ－００４Ｐｏｄ－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０９
４で処理したＪｕｒｋａｔ（３ｘ１０6）で調べた。この研究は以下の様に行われた。Ｊ
ｕｒｋａｔ細胞を１－２μｇ／ｍｌのＦ０３５またはＦ０９４で３７℃の温度下で１５時
間予備処理した。細胞を取り出して、１ｍｌ　ＲＰＭＩ内に再懸濁させて、１００ｐＭの
ＴＮＦ－アルファで３７℃の温度下、３０分間処理された。ＴＮＦ－アルファで処理した
後、核抽出物をＳｃｈｒｅｉｂｅｒら（１９８９）によって調製した。簡単にいうと、こ
れらの細胞を氷冷ＰＢＳで洗浄して、０．４ｍｌの細胞溶解緩衝液（１０ｍＭ　ＨＥＰＥ
Ｓ、ｐＨ７．９、１０ｍＭ　ＫＣｌ、０．１ｍＭ　ＥＤＴＡ、１ｍMＥＤＴＡ、０．１ｍ
Ｍ　ＥＧＴＡ、１ｍＭ　ジチオトレイオール、０．５ｍＭ　ＰＭＳＦ、２μｇ／ｍｌのレ
イペプチン、２μｇ／ｍｌのアプロチンそして０．５ｍｇ／ｍｌベンザミジン）内に再懸
濁した。これらの細胞を氷の上に１５分間載置し、２５μｌの１０％Ｎｏｎｉｄｅｔ－４
０を細胞に加えた。これらの管を回転混合し、３０秒間遠心分離にかけた。核ペレットを
２５μｌの氷冷核抽出緩衝液（２０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ、ｐＨ７．９、０．４Ｍ　ＮａＣｌ
、１ｍＭ　ＥＤＴＡ、１ｍＭ　ＥＧＴＡ、１ｎＭジチオトレイオール、１Ｍ　ＰＭＳＦ、
２μｇ／ｍｌレウペプチン、２．０μｇ／ｍｌのアプロチニン及び０．５ｍｇ／ｍｌベン
ザアミジン）内に再懸濁指せ、それらの管を氷上で断続的に攪拌しながらインキュベート
した。核抽出物は、４℃、５分間の微小遠心分離し、上清を－７０℃で保存した。
【０４９２】
核抽出物（７μｇの蛋白質）と０．５μｇのポリｄｉ－ｄｃを結合緩衝液（２５ｍＭ　Ｈ
ＥＰＥＳ、ｐＨ７．９、０．５ｍＭ　ＥＤＴＡ、０．５ｍＭジチオトレイオール、１％Ｎ
ｏｎｉｄｅｔ　Ｐ－４０、５％グリセロル、及び５０ｍＭ　ＮａＣｌ、３７℃で２０分間
）の存在下で32Ｐ－ラベルＮＦ－ｋＢオリゴヌクレオチド（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１；Ｎ
Ｆ－ｋＢコンセンサス・オリゴヌクレオチド；Ｓａｎｔａ　Ｃｕｒｚ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎ
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ｏｌｏｇｙ）とをインキュベートして、電気泳動移動アッセイを行った（Ｎａｂｅｌ及び
Ｂａｌｔｉｍｏｒｅ、１９８７；Ｃｏｌｌａｒｔら、１９９０；Ｈａｓｓａｎａｉｎら、
１９９３）。形成されたＤＮＡ－蛋白質複合体は５０ｍＭトリス、２００ｍＭグリシン、
及び１ｍＭ　ＥＤＴＡを含む緩衝液を用いて５％未変性ポリアクリルアミド上で遊離オリ
ゴヌクレオチドから分離した。ゲルを１０％酢酸で固定して、バンドを－７０℃の温度で
強化スクリーンを用いてオートジオグラフィで視覚化した。
【０４９３】
ＥＭＳＡの結果は、未処理の細胞では、ＴＮＦで活性化されたＮＦ－ｋＢのレベルは基本
的に低いことを示す（図２０、レーン１及び２）。１μｇ／ｍｌのＦ０３５またはＦ０９
４で細胞を予備処理して、その後ＴＮＦで活性化すると（図２０、レーン４及び８）、Ｎ
Ｆ－ｋＢ活性化の抑制効果は認められなかった。細胞を２μｇ／ｍｌのＵＡ－ＢＲＦ－０
０４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５あるいはＵＡ－ＢＲＦ－００４Ｐｏｄ－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０９
４（図２０、レーン６及び１０）で処理すると、ＴＮＦ活性化ＮＦ－ＫＢの著しい活性化
が観察された。この研究の結果は、Ｆ０３５とＦ０９４の両方が強力な抗炎症性応答を誘
発できることを示している。活性トリテルペン化合物を強力な抗炎症性化合物として示す
だけでなく、これらの結果は炎症が癌発生において重要な役割を演じていることを示す証
拠の増大に寄与している点においても特に重要である（Ｓｉｅｗｅｋｅら、１９９０；Ｐ
ｒｅｈｅｎ，１９９７；Ｓｃｈｕｈら、１９９０）。
【０４９４】
実施例９
信号伝達経路Ｆ０３５に関する調査
アカシア・ビクトリアエ植物抽出物の活性成分の分子標的をさらに解明するために、ホス
ファチジルリノシオール　３－キナーゼ（ＰＩ３－キナーゼ）活性、及びＡＫＴ（蛋白質
キナーゼＢ、セリン－トレオニン・キナーゼ）活性、ＰＩ３－キナーゼの下流エフェクタ
ーに対する影響を調べた。ＰＩ３－キナーゼは受容体及び非受容体チロシン・キナーゼと
結合して成長因子信号伝達に影響を及ぼす酵素である。菌代謝物質であるワートマニンと
、植物バイオフラボノイド・ケルセチンに構造的に類似したＬＹ２９４００２の２つの公
知のＰＩ３－キナーゼが存在する。
【０４９５】
アッセイは以下の様に行われた。Ｊｕｒｋａｔ細胞（１ｘ１０7）を一昼夜飢餓させて、
異なった濃度（細胞株に応じて１－８μｇ／ｍｌ）のＦ０３５をいろいろな時間（２－１
６時間）、３７℃の温度で露出された。種々の時点後に、細胞を回収して、ＰＢＳで２０
００ｒｐｍで１０分間洗浄した。これらの細胞を１％ＮＰ－４０細胞溶解緩衝液内で４℃
で３０分間細胞溶解して、１５，０００ｒｐｍで４℃の温度下で５分間遠心分離を行って
細胞溶解物を分離した。ＰＩ３－キナーゼの免疫沈降を行うために、５μｌのウサギ抗ｐ
－８５抗体（チロシン・キナーゼ受容体蛋白質；Ｕｐｓｔａｔｅ　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｙ社）を１ｍｌの細胞溶解液で４℃の温度下で９０分間培養した。そして、免疫複合
体をさらに９０分間、４℃の温度下で１００μｌの２０％蛋白質Ａ－セファロース・ビー
ズ上で単離した。免疫沈降物をａ）ＰＢＳ、１００ｍＭ　Ｎａ3ＶＯ4、１％トリトン－Ｘ
１００；ｂ）１００ｍＭトリス、ｐＨ７．６、０．５ＬｉＣｌ、１００ｍＭ　Ｎａ3ＶＯ4

；ｃ）１００ｍＭトリス、ｐＨ７．６、１００ｍＭ　ＮａＣｌ、１ｍＭ　ＥＤＴＡ、１０
０ｍＭ　Ｎａ3ＶＯ4；そしてｄ）２０ｍＭ　Ｈｅｐｅｓ　ｐＨ７．５、５０ｍＭ　ＮａＣ
ｌ、５ｍＭ　ＥＤＴＡ、３０ｍＭ　ＮａＰＰｉ、２００ｍＭ　Ｎａ3ＶＯ4、１ｍＭ　ＰＭ
ＳＦ、０．３％トリトンＸ－１００を用いて連続的に洗浄した。その後、免疫沈降物を３
０μｌのキナーゼ反応緩衝液（３３ｍＭトリス、ｐＨ７．６、１２５ｍＭ　ＮａＣｌ、１
５ｍＭ　ＭｇＣｌ2、２００アデノシン、２０ｍＭ　ＡＴＰ、３０μＣｉ［ｇ－３２Ｐ］
ＡＴＰ）内で再懸濁させた。ホスファチジル・イノシトール（ＰＩ；５０μｌ）を窒素ガ
ス下で乾燥して、２０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ、ｐＨ７．５を用いて２ｍｇ／ｍｌの割合で再懸
濁させて、氷上で１０分間サポニン化させた。１０μｌのＰＩ懸濁液と１０μｌのガンマ
－ＡＴＰを加えることでＰＩ３－キナーゼ反応が開始された。この反応は室温で１０分間
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進行させ、その後、１００μｌのＩＮ塩酸を加えて反応を終了させた。クロロホルム：メ
タノール：ＮＨ4ＯＨ：Ｈ2Ｏ（６０：４７：２：１１．３）の薄層クロマトグラフィによ
ってシリカ・ゲル上で分解した。放射性物質でラベルした燐酸ホスファチジルリノシトー
ルをオートラジオグラフィーで視覚化して、抑制をストーム・システムで定量した（Ｏｋ
ａｄａら、１９９４；Ｖｌａｈａｓら、１９９４）。それらの結果（図２１）は、Ｆ０３
５（４μｇ／ｍｌ）での処理から２及び６時間後に、ＰＩ３－キナーゼ活性の抑制があっ
た。同様に、細胞を２μｇ／ｍｌのＦ０３５に１５時間露出すると、Ｊｕｒｋａｔ細胞に
おけるワートマニン（菌代謝物質でＰＩ３－キナーゼの公知の抑制剤として知られている
）の場合と同様、９５％の抑制が観察された。
【０４９６】
次に、ＰＩ３－キナーゼの下流エフェクターであるＡＫＴに対するＦ０３５の影響につい
て調べた。サポニンＢとしても知られているＡＫＴはウイルス性オンコジンｖ－ＡＫＴの
細胞類似物であり、多数の成長因子によって活性化され、ワートマニンに対して影響を受
けやすいＰＩ３－キナーゼ活性化において一定の役割を果たしている。ＡＫＴは卵巣癌腫
の１２．１％及び乳癌の２．８％で増幅されることが示されているセリン－トレオリン蛋
白質キナーゼをコード表現する。ＡＫＴは抗アポトーシス性分子であるＢａｄのホスホリ
ル化を通じて抗アポトーシス経路に関与している。ＡＫＴに変性が認められる卵巣癌蛋白
質はその前兆が弱いようである（Ｂｅｌｌａｃｏｓａら、１９９５）。ＡＫＴは部分的に
はｐ７０８６キナーゼによって積極的にアポトーシスを阻止することが示されている（Ｋ
ｅｎｎｅｄｙら、１９９７）。ｐ７０Ｓ６キナーゼは細胞成長及びＧ１細胞サイクルの進
行に必要なミトゲン活性化セリン・トレオニン蛋白質キナーゼ（Ｃｈｏｕ及びＢｌｅｎｉ
ｓ，１９９６）である。ｐ７０Ｓ６キナーゼの活性は触媒及び偽基質領域内での複数のホ
スホリル化過程によって制御されている（Ｃｈｅａｔｈａｍら、１９９５；Ｗｅｎｇら、
１９９５）。
【０４９７】
ＡＫＴのホスホリル化に対するＦ０３５の影響を以下のように分析された。Ｊｕｒｋａｔ
細胞（５ｘ１０6）を血清を枯渇させた状態において、Ｆ０３５に対して３７℃でワート
マニンと共に１５時間及び２時間露出させた。これらの細胞をｃｄ３ＸＬ（ｃｄ３架橋）
で誘導するか、３７℃で１０分間未誘導状態において、ＡＫＴ細胞溶解緩衝液内で細胞溶
解して、蛋白質を８％ＳＤＳ－ＰＡＧＥゲル上で分離して、リン特異性ＡＫＴ（Ｓｅｒ４
７３；Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）と総ＡＫＴ抗体を用いてウェスタ－ン
ＥＣＬで分析した。ｐ７０Ｓ６キナーゼに対するＦ０３５の影響に関するアッセイもほぼ
同様に実行できるが、ただし、ｐ７０Ｓ６キナーゼ（ｓｅｒ４１１、ｔｈｒ４２１／ｓｅ
ｒ４２４）リン酸化を分析するためのＰｈｏｓｐｈｏｐｌｕｓ　ｐ７０Ｓ６キナーゼ抗体
キット（Ｎｅｗ　Ｅｎｇｌａｎｄ　Ｂｉｏｌａｂｓ）が使用される。ＡＫＴ分析の結果（
図２２）の結果はｃｄ３架橋が多少ホスホＡＫＴを誘発する。１及び２μｇ／ｍｌのＦ０
３５による細胞の後処理で、ＡＫＴリン酸化（活性ＡＫＴ）の著しい抑制が行われ、これ
は１μＭのワートマニンで２時間処理した場合とよく類似していた。しかしながら、総Ａ
ＫＴの表現には変化はなかった。ＡＫＴリン酸化の同様の抑制も卵巣癌ＯＶＣＡＲ－３及
びＣ－２（ＨＥＹ変種）を用い、さらに２－４μｇ／ｍｌのＦ０９４で処理したＪｕｒｋ
ａｔ細胞を使って実証された。これらの知見はＦ０３５がＪｕｒｋａｔ細胞及び卵巣癌細
胞でホスホリル化を抑制することを示している。ＰＩ３－キナーゼ／ＡＫＴ信号経路が抗
アポトーシス信号を伝達することが示されていることを考えれば、これは重要なことであ
る（Ｋｅｎｎｅｄｙら、１９９７）。これらの結果は、Ｆ０３５とＦ０９４がＰＩ３－Ｋ
信号経路の抑制を介して腫瘍細胞のアポトーシスを媒介していることを示唆している。
【０４９８】
実施例１０
アポトーシスを検出するための細胞サイクル分析及びアネクシン－Ｖ結合アッセイ
成長抑止のメカニズムと植物抽出物の活性成分の細胞毒性についてさらに調べるために、
約１ｘ１０6のＯＶＣＡＲ－３腫瘍細胞を６０ｍｍ3皿に入れて、種々の濃度のＵＡ－ＢＲ
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Ｆ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５で処理し、３７℃の温度下で１８－２４時間インキュ
ベートした。細胞を収穫して、ＰＢＳで２度洗浄して、１ｘ１０6個／ｍｌの濃度で再懸
濁させた。パラホルムアルデヒド（最終濃度１％）をゆっくり回転させている細胞に滴下
して加えた。これらの細胞を氷上で１５分間インキュベーションしてからＰＢＳで再度洗
浄し、ペレットを７０％氷冷エタノールで再懸濁させて、－２０℃で一昼夜インキュベー
ションした。最後に、エタノールを再度ＰＢＳで洗浄して、細胞をお。１％ＲＮａｓｅと
共に１０μｇ／ｍｌのヨウ化プロピジウム（Ｓｉｇｍａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）内
で再懸濁させた。これらの細胞を再度室温で３０分間インキュベーションしてから、４℃
の場所に移して、１８時間後に流動細胞測定器で分析した（Ｐａｌａｌｖｉｃｉｎｉ、１
９８７）。それらの結果は、ＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５で処理する前
に、４８％の細胞がＧ０／Ｇ１期であり、３６％の細胞がＳ期であり、そして７％の細胞
がＧ２／Ｍ期であることを示した。しかしながら、Ｆ０３５によるＯＶＣＡＲ－３を処理
して４８時間後に、５８％弱の細胞がＧ１であり、わずか２７％がＳ期で、このことはＧ
１の細胞が８％上昇し、細胞サイクルのＳ期の細胞が１０％弱減少したことを意味してい
る（図１９Ａ、Ｂ）。これらの結果はＯＶＡＣＡＲ－３ヒト卵巣癌細胞の一定のＧ１での
停止が起きていることを示している。
【０４９９】
ヒト乳癌の細胞サイクルに対するＦ０３５の影響も調べた。ＭＤＡ－ＭＢ－４５３及びＭ
ＤＡ－ＭＢ－４５３乳癌細胞を種々の濃度のＦ０３５に露出させて、上に述べたような細
胞サイクル分析で７２時間後に分析した。その結果は、ＳｕｂＧ０ピーク（表２７）の出
現で、Ｆ０３５がＭＤＡ－ＭＢ－４３５のアポトーシスを誘発することを示している。加
えて、細胞サイクル調整は細胞サイクルのＳ及びＧ２／Ｍフェーズにおける細胞の割合の
減少によっても観察される。
【０５００】
【表２７】

【０５０１】
ＭＤＡ－ＭＢ－４５３細胞を用いて得られた結果では、Ｆ０３５による処理から７２時間
後のＧ１期での１０％弱の増加とＳ期細胞の４－１０％の減少によってＦ０３５がＧ１細
胞サイクルを停止させることを示している（表２８）。これらの結果はこの植物抽出物に
よって誘発される細胞サイクル停止及び腫瘍細胞のアポトーシスを示している。
【０５０２】
【表２８】
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【０５０３】
Ｊｕｒｋａｔ細胞（１ｘ１０6）は種々の濃度のＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ
０３５（５０－１００ｎｇ／ｍｌ）で３７度の温度下で１８時間処理した。これらの細胞
をＰＢＳで１度洗浄して、５μｌのアネクシン－Ｖ－ＦＩＴＣ接合体を含む結合緩衝液（
１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ／ＮａＯＨ、１４０ｍＭ　ＮａＣｌ、２ｍＭ　ＣａＣｌ2）内に再
懸濁させた。これらの細胞を洗浄して１０μｌの２０μｇ／ｍｌヨウ化プロピジウム（Ｓ
ｈｉｇｍａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社）を含む結合緩衝液内に再懸濁させ、蛍光活性化細胞ソ
ーター（ＨＡＣＳ）分析で分析した（Ｍａｒｔｉｎら、１９９５）。
【０５０４】
その結果は精製された活性化合物がＪｕｒｋａｔ細胞内でアポトーシスを起こすことがで
きることを示している。この知見はさらに処理された細胞のアネキシン－Ｖに結合する能
力、それらの細胞はアポトーシスを起こしていたという知見（表２９）によって裏付けら
れた。通常、ホスホチジルセリン（ＰＳ）は血漿膜の内側膜上に局所化される。しかしな
がら、アポトーシスの初期の段階に、ＰＳの外化が起きる。アネクシン－ＶはＰＳに結合
するカルシウム結合蛋白質で、流動化学によってアネクシンＶ－ＦＴＴＣ染色で観察する
ことができる（Ｍａｒｔｉｎら、１９９５）。
【０５０５】
【表２９】

【０５０６】
実施例１１
化学的保護剤としてのＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ―Ｆ０３５
ＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５の影響はＳＥＮＣＡＲマウスにおける多段
回皮膚発癌モデルで調べられた。これらの動物は皮膚をアセトン、発癌性物質ＤＭＢＡ（
７，１２－ジメチルベンズ［ａ］アントラセン）、ＤＭＢＡ＋ＵＡ－ＢＲＦ－００４－Ｄ
ＥＬＥＰ－Ｆ０３５、及びＤＭＢＡ＋画分６０（ネガティブ・コントロール）で塗布し、
植物抽出物を低用量（マウス１匹あたり１００μｇのＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ
－Ｆ０３５または画分６０）から高用量（マウス１匹あたり５００μｇのＵＡ－ＢＲＦ－
００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５または画分６０）を週に２回、４週間投与した。ＵＡ－Ｂ
ＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５または比較対象はＤＭＢＡを適用する５分前にマウ
スの皮膚に用いた。これらの動物で乳頭腫が発生するかどうか観察し、その後致死させて
、皮膚を組織学的に分析した（図９Ａ－図９Ｆ）。分析の結果を図１０Ａ、図１０Ｂ、図
１１Ａ、図１１Ｂ、図１２及び図１３に要約して示す。
【０５０７】
８週間これらの実験を続けた後、ＤＭＢＡで処理したマウスのグループはマウス当たり８
個の乳頭腫を有していたが、ＤＭＢＡとＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５で
処理したものは１匹のマウスで乳頭腫の発生する割合が０．６６で、ＤＭＢＡと画分６０
で処理したものではその割合が６．９であった。これらの結果はＵＡ－ＢＲＦ－００４－
ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５が腫瘍に対してかなりの防御効果を有していること、そして画分６
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０の場合はその保護効果が基本的にないことを示している。
【０５０８】
さらにマウスに関するイン・ビボでの研究は、ＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０
３５は発癌性物質によって誘発された腫瘍に対して化学的に保護効果を発揮することを示
している。マウスの皮膚における発癌の開始段階は直接作用性発癌性物質（すなわち、Ｄ
ＭＢＡ）によって行われ、この段階は基本的に非可逆性である。発癌の抑制は８週間後に
ＤＭＢＡによる乳頭腫の形成における減少によって判定された。処理された皮膚の分子分
析はＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５がｒａｓオンコジ￥ンを突然変異させ
るＤＭＢＡの能力を防ぐことを実証している（以下の実施例１４、１５、１６参照）。
【０５０９】
実施例１２
アカシア・ビクトリアエにおける活性トリテルペンの検出手順
植物組織サンプルにおける活性トリテルペンの効率的な検出を可能にする手順が用いられ
た。この手順は以下の様に行われた。約５ｇの葉っぱや小枝をはさみで小片に切断し、あ
るいは根のサンプルをナイフで切断して小さな切片をつくった。この植物性物質を小さな
ブレンダー内で処理して、約２５ｍｌの８０％メタノール（ｖ／ｖ）と混合して、最低２
時間放置し、そのうちの１時間毎に振動させた。不溶性物質を１０，０００ｇで遠心分離
して取り出した。この抽出物を用いて、ＲＰプレート（アルミニウムＴＬＣシート、ＲＰ
－Ｃ１８　Ｆ254ｓ）及びアセトニトリル（ｖ／ｖ）を用いて薄層クロマトグラフィーを
行った。ＴＬＣプレートを０．１％バニリン（４－ヒドロキシ－３－メトキシベンズアル
デヒド）／Ｈ2ＳＯ4スプレイに露出させ、７０℃で１５－３０分間焼成すると、活性のあ
るトリテルペノイド化合物が褐色がかった赤色の斑点で可視化された（Ｒf＝０．２－０
．３）。
【０５１０】
実施例１３
アカシア・ビクトリアエ植物内部のトリテルペン化合物の位置特定
最初の研究で、それら植物の地上より上に出ている乾燥部分を初夏に回収し、抽出を行っ
た。秋になってさらに採集したものには活性は認められなかった。その後、アカシア・ビ
クトリアエ植物の種々の部分の活性トリテルペン化合物の相対的存在及び不存在を判定す
るために系統的な研究が行われた。この植物の化学的特性を観察した後、この植物の地上
より上の部分の活性成分のほとんどすべてはさや、根、及び実生の部分に集中しており、
枝や樹皮、葉、種子にはまったく、あるいはほとんど含まれていないと判断された。従っ
て、有効な回収時期はさやの形成から裂開までの３週間程度である。この植物の根が同じ
活性物質をつくりだすことも分かったが糖と活性成分の比率は一定ではない。後者の特性
は、正常な植物の成長を維持しつつ活発な根の形成も可能にするエアロポニックがアカシ
ア・ビクトリアエには適していることを示唆している。
【０５１１】
実施例１４
腫瘍細胞株及びその成長
Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｔｙｐｅ　Ｔｉｓｓｕｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ（
ＡＴＣＣ，Ｒｏｃｋｖｉｌｌｅ、ＭＤ）から以下のヒトの癌細胞株を入手した。ＳＫ－Ｏ
Ｖ－３及びＯＶＣＡＲ－３（卵巣癌）、Ｊｕｒｋａｔ（Ｔ－細胞白血病）、Ｕ－９３７（
組織球白血病）、ＭＤＡ－ＭＢ－４６８、ＭＤＡ－ＭＢ－４５３、ＭＤＡ－ＭＢ－４３５
、ＳＫ－ＢＰ－３、ＭＣＦ－７、ＭＤＡ－ＭＢ－２３１、ＢＴ－２０（乳癌）、ＬＮＣａ
Ｐ、ＰＣ－３、ＤＵ１４５（前立腺癌）、７６９－Ｐ、７８６Ｏ、Ａ４９８（腎臓癌）、
及びＰＡＮＣ－１（膵臓癌）を入手した。ＨＥＹ及びＤｏｖ－１３（卵巣癌）株はＭ．Ｄ
．Ａｎｄｅｒｓｏｎ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｃｅｎｔｅｒから入手した。以下の非形質変換ヒト
細胞株ＭＣＦ－１０Ａ及び１０Ｆ（乳房上皮）はＭ．Ｄ．Ａｎｄｅｒｓｏｎ　Ｃａｎｃｅ
ｒ　Ｃｅｎｔｅｒから入手した。Ｈｓ２７（ヒト包皮繊維芽細胞）及びＬ２９２（マウス
繊維芽細胞細胞）はＡＴＣＣから入手した。ＳＫ－ＯＶ－３、ＭＤＡ－ＭＢ－４６８、Ｈ
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ｓ　２７、Ｌ２９２は最小必須培地で成長させた。ＯＶＣＡＲ－３、Ｊｕｒｋａｔ、Ｕ－
９３７、ＬＮＣａＰ、ＤＵ－１４５、ＰＣ－３、ＨＥＹ、Ｄｏｖ－１３、ＰＡＮＧ－１、
ＭＣＦ－１０Ａ、ＭＣＦ－１０Ｆ、及び残りの乳癌細胞株はＲＰＭＩ１６４０内で成長さ
せ、Ｆ－１２培地は７６９－Ｐ、７８６－Ｏ、Ａ４９８を成長させるために用いた。用い
られたすべての培地は１０％ウシ胎児血清、２００ｍＭグルタミン及び０．０５％ジェン
タミシンで補強した。
【０５１２】
実施例１５
突然変異特異的プライマー（ＭＳＰ）を用いてのマウスＨａ－ｒａｓコドン６１ＣＡＡ→
ＣＴＡ突然変異の増幅
この手順はＮｅｌｓｏｎら（１９９２）から流用された。３ＭＳＰ６１ｍｕｔと命名され
た逆プライマーはＨａ－ｒａｓのコドン６１で中央のヌクレオチド（下線を付した部分）
がＣＡＡ→ＣＴＡに変わっている３’末端エンド・ヌクレオチド（Ａ）塩基対が以下に述
べるような条件化で突然変異されたＤＮＡを増幅するように設計された。このアッセイは
Ｔａｑポリメラーゼが３’エンドヌクレアーゼ活性を欠いており、従ってアニール化され
たプライマーの３’末端での不整合を修復できないという事実に基づいている。このアッ
セイの条件は十分に野生型配列にアニーリングされず延長が起きない逆プライマーに依存
している。同じフォワード・プライマーを用いて、１つの反応は逆不整合プライマー（３
ＭＰ
６１ｍｕｔ）によって行われ、別の反応は逆野生型プライマー（３Ｍ６１ｗｔ）を用いて
行われる。この手順はＣＡＡ→ＣＴＡの変化を検出するだけであるが、これらの突然変異
はコドン６１での突然変異では最も一般的なものである。Ｘｂａ　Ｉ　ＲＥＰサイト（Ｔ
／ＣＴＡＣＡ）がこのトランスバージョンでつくりだされる。これらの突然変異はＸｂａ
　Ｉを有する増幅ＤＮＡの制限あるいは32Ｐエンド付標５ＭＳＰ６１プライマーを用いて
の直接ＤＮＡ配列決定によって確認することができる。不整合生成物を含むこれらの反応
はその後精製及び配列決定のために２％低融点アガロース上で行うことができる。用いら
れたプライマー、５ＭＳＰ６１、３ＭＳＰ６１ｍｕｔ、及び３ＭＳＰ６１ｗｔをそれぞれ
ＳＥＱ　ＩＤ　Ｎｏ．２、ＳＥＱ　ＩＤ　Ｎｏ．３、及びＳＥＱ　ＩＤ　Ｎｏ．４として
以下に示す。
【０５１３】
５ＭＳＰ６１（２３－ｍｅｒ）　５’－ＣＴＡ　ＡＧＣ　ＣＴＧ　ＴＴＧ　ＴＴＴ　ＴＧ
Ｃ　ＡＧＧ　ＡＣ－３’（ＳＥＱ　ＩＤ　Ｎｏ：２）
３ＳＭＰ６１ｍｕｔ（２０－ｍｅｒ）　５’－ＣＡＴ　ＧＧＣ　ＡＣＴ　ＡＴＡ　ＣＴＣ
　ＴＴＣ　ＴＡ－３’（ＳＥＱ　ＩＤ　Ｎｏ：３）
３ＭＳＰ６１ｗｔ（２０－ｍｅｒ）　５’－ＣＡＴ　ＧＧＣ　ＡＣＴ　ＡＴＡ　ＣＴＣ　
ＴＴＣ　ＴＴ－３’（ＳＥＱ　ＩＤ　Ｎｏ：４）
【０５１４】
３ＭＳＰ６１ｗｔの配列はＮ－ｒａｓ及びＫ－ｒａｓ配列とそれぞれ２ないし３つの不整
合を有しており、フラグメント・サイズは１１０ｂｐである。テンプレートＤＮＡ及び増
幅剤は以下の通りであった。
ＤＮＡ（ポジティブ・コントロール）ＯＲ　　　　　　　　　　　　１．０μｇ
ＤＮＡ（ネガティブ・コントロール、すなわち野生型）ＯＲ　　　　１．０μｇ
ＤＮＡ（サンプル、すなわちパラフィン・ブロック）ＯＲ　　　　　５．０μｌ
ＤＮＡなし（すなわち、Ｈ2Ｏ）　　　　　　　　　　　　　　　　 ５．０μｌ
Ｒｘｎ緩衝液（１０Ｘ）（１０Ｘ＝５００ｍＭ　ＫＣｌ、　　　　　５．０μｌ
１００ｍＭ　Ｔｒｉｓ、ｐＨ８．３、１５ｍＭ　ＭｇＣｌ2）
ｄＮＴＰ混合物＠５００μＭ（最終濃度＝２０μＭ）　　　　　　　２．０μｌ
［32Ｐ］ｄＣＴＰ、３０００Ｃｉ／ｍｍｏｌ、５ｕＣｉ、　　　　０．５０μｌ
１．７ｐｍｏｌ、０．０３４μＭ
５’プライマー（１０ｐｍｏｌ／μｌ）、　　　　　　　　　　　０．７５μｌ



(122) JP 4860039 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

７．５（最終濃度：０．１５μＭ）
３’プライマー（１０ｐｍｏｌ／μｌ）、　　　　　　　　　　　０．７５μｌ
７．５ｐｍｏｌ（最終濃度：０．１５μＭ）
Ｔａｑポリメラーゼ（５Ｕ／μｌ、３．０Ｕ）　　　　　　　　　０．６０μｌ
Ｈ2Ｏ－５０．０μｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５０．０μｌ
鉱物油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２滴
【０５１５】
Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒサーモサイクラーを用いる増幅サイクル条件は以下の通りであ
った。
プレヒート・サーモサイクラー：９５℃まで

【０５１６】
このアッセイの検証は野生型（ＷＴ）、野生型突然変異体（ＭＵＴ）、及びネガティブ・
コントロール（Ｈ2Ｏ）の比較対象を用いて行われた。プラスミドｐＨｒａｓ６１ｍｕｔ
からのＭＵＴ　ＤＮＡをポジティブ・コントロール・サンプルとして用いた。プラスミド
ｐＨｒａｓ６１はＳｅｎｃａｒマウス腫瘍からのクローンされたエクソン２Ｈａ－ｒａｓ
　ＤＮＡを含んでいる。このクローンされた突然変異はＤＮＡ配列決定で確認された。マ
ウスＨａ－ｒａｓのコドン６１（エクソン２内にある）のＣＡ→ＣＴＡトランスバージョ
ンという突然変異はコドン６１内ｎｉＨａ－ｒａｓ突然変異を含んでいる腫瘍腺黒色腫か
らのＤＮＡのサンプルである（図１４参照）。
【０５１７】
実施例１６
マウスＨ－ｒａｓコドン１２／１３に関するホットＰＣＲTM／ＲＦＬＰ突然変異アッセイ
このアッセイはコドン１２の３つのｂｐ上に広がっているＭｎＩ　Ｉサイト及びコドン１
３の最初の塩基対（ラット及びマウスＨａ－ｒａｓコーディング配列におけるＧＧＡ　Ｇ
ＧＣ、ヌクレオチド３４－３７）の自然断裂に基づいている。ＭｎＩに関する認識サイト
はＮ７ＧＧＡＧである。これら４つの位置のいずれかにおける突然変異はＭｎＩがこの領
域を含むＰＣＲTMフラグメントを切断できなくなる状況をもたらす。そのアッセイの血管
はＭｎＩ　Ｉによる不完全消化の発生である。こうした現象は消化に対して抵抗性のある
数％の野生型ＤＮＡと低レベルの真の突然変異との間の区別を困難にしている。こうした
現象は供給源ＤＮＡが野生タイプ及び突然変異体ＤＮＡの混合物を含んでいる場合、及び
アッセイで感作性を増大させるためのフラグメント・ラベリングのために32Ｐを用いた場
合などに観察される。このアッセイのために用いられたＰＣＲTMプライマー・セットをＳ
ＥＱ　ＩＤ　Ｎｏ：５及びＳＥＱ　ＩＤ　Ｎｏ：６として以下に示す。Ｈ－ｒａｓ１２増
幅生成物のサイズは２１４ｂｐである。
プライマー＃３（５’）：５’－ＣＣＴＴＧＧＣＴＡＡＧＴＧＴＧＣＴＴＣＴＣＡＴＴＧ
Ｇ－３’（ＳＥＱ　ＩＤＮｏ．５）
プライマー＃６（３’）：５’－ＡＣＡＧＣＣＣＡＣＣＴＣＴＧＧＣＡＧＧＴＡＧＧ－３
’（ＳＥＱ　ＩＤ　Ｎｏ．６）
【０５１８】
以下の反応条件を用いて５５℃で配列決定を行うためにプライマー＃６を用いる。
Ｒｘｎ緩衝液（１０Ｘ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０μｌ
（１０Ｘ＝５００ｍＭ　ＫＣｌ、１００ｍＭ　Ｔｒｉｓ，ｐＨ８．３、１５
ｍＭ　ＭｇＣｌ2

ｄＮＴＰ混合物＠０．５ｍＭ　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０μｌ
５’プライマー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６ｐｍｏｌ
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３’プライマー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６ｐｍｏｌ
32Ｐ－ｄＴＮＰ（３０００Ｃｉ／ｍＭｏｌ）　　　　　　　　　　　０．５μｌ
Ｔａｑポリメラーゼ（５Ｕ／μｌ、０．６５Ｕ）　　　　　　　　０．１３μｌ
Ｈ2Ｏ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １０．０μｌ以下
ＤＮＡ（ポジティブ・コントロール）　　　　　　　　　　　＞２００．０ｎｇ
ＤＮＡ（ネガティブ・コントロール、つまり野生種）　　　　＞２００．０ｎｇ
ＤＮＡ（サンプル、つまりパラフィン・ブロック）　　　　　　　　５．０μｌ
ＤＮＡなし（すなわち、Ｈ2Ｏ）　　　　　　　　　　　　　　　　 ５．０μｌ
鉱油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２滴
【０５１９】
Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒ　ＰＣＲTM　を用いての増幅サイクル条件は以下の通りである
。
プレヒート・サーモサイクラー：９４℃まで

【０５２０】
実施例１７
アッセイの結果：ｃ－Ｈａ－ｒａｓ突然変異の検出
ＤＭＢＡの最後の投与から４日後に、植物抽出物及び比較対象の１グループあたり５匹の
組織から得たＤＮＡをＰＣＲTM分析によってｃ－Ｈａ－ｒａｓのコドン１２と１３、及び
コドン６での突然変異について分析した。発明者らはこの分析のために最後の投与から４
日目の標本を用いたが、それは２日目のＤＮＡの位置が劣化して、従ってＨａ－ｒａｓ分
析に適さなくなる可能性があるからである。コドン１２と１３には、野生タイプの配列で
コドン１２の３つのヌクレオチドと
コドン１３の最初のヌクレオチドとの間にまたがるＭｎ１　Ｉ制限箇所が存在している。
これらの塩基のいずれに突然変異が起きても、Ｍｎ１　Ｉ　サイトの喪失という事態につ
ながる。発明者らはＰｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒサイクラーを用いてゲノムＤＮＡからのｃ
－Ｈａ－ｒａｓ遺伝子のエクソン１（コドン１２及び１３を含む）を増幅した。この反応
はフェノール－ＣＨＣｌ3で抽出され、ＤＮＡをエタノールで沈殿させた。ＤＮＡは酵素
緩衝液内に再懸濁させ、そしてＰＣＲTM生成物はＭｎ１Ｉで制限され、その消化物を８％
非変性ポリアクリルアミド・ゲル上で電気泳動にかけた。Ｍｎ１　Ｉ制限サイトのロスは
観察されず、その結論はテストされた物質のコドン１２及び１３で突然変異は起きないと
いうことである。Ｈａ－ｒａｓ分析のためのＤＮＡは最後の投与から２日後に回収された
サンプルから８μで切り取られたパラフィン埋め込み部分から得られた。各パラフィン・
ブロックから得た３２の部分をミクロファージ・チューブに入れて、キシレン及びエタノ
ールで脱パラフィン化され、遠心分離にかけ、５％チェレックス内にプロテアーゼＫと共
に再懸濁された。
【０５２１】
Ｈａ－ｒａｓコドン６１に対して用いられた第１の手順はＮｅｌｓｏｎｎら、１９９２（
上記、実施例１５）を参照した。同じフォーワード・プライマーを用いて、１つの反応は
逆不整合プライマー（３ＭＳＰ６１ｍｕｔ）を用いて行われ、もう１つの反応は逆野生タ
イプ・プライマー（３ＭＳＰ６１ｗｔ）を用いて行われた。この手順はコドン６１ポイン
ト突然変異において最も一般的なＣＡＡ→ＣＴＡ倒錯突然変異だけを検出する。Ｘｂａ　
ＩＲＦＬＰサイト（Ｔ／ＣＴＡＧＡ）がこの倒錯でつくりだされる。この不整合生成物を
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含んでいる反応は後で精製、配列決定を行うために２％低融点アガロース上で行われた。
切断された部分（野生種ＤＮＡ）対非切断（突然変異したＤＮＡ）の量的比較が臭化エチ
ジウム染色強度の定量あるいは32Ｐラベリングによって行われた。プラスミドｐＨｒａｓ
６１ｍｕｔからのＤＮＡはポジティブ・コントロール・サンプルとして用いられている。
プラスミド突然変異ｐＨｒａｓ６１はＳｅｎｃａｒマウス腫瘍からのクローン化されたエ
クソン２Ｈａ－ｒａｓ　ＤＮＡを含んでいる。クローン化された突然変異はＤＮＡ配列決
定によって確認された。突然変異はマウスＨａ－ｒａｓ遺伝子のコドン６１（エクソン２
内に配置されている）におけるＣＡＡ→ＣＴＡ倒錯である。反応条件は実施例１５に述べ
た通りである。
【０５２２】
実施例１８
アゾキシメタンで処理したＦ３４４ラットでの異常な陰窩の開始に対するＦ０３５の影響
生後６週間の雄ラット（Ｆｉｓｈｅｒら、３４４４）をＣｈａｒｌｅｓ　Ｒｉｖｅｒ（Ｒ
ａｌｅｉｇｈ，ＮＣ）から入手した。ラットにはＤｙｅｔｓ　Ｉｎｃ．（Ｂｅｔｈｌｅｈ
ｅｍ，ＰＡ）から購入したＡＩＮ－７６Ａを適当に与えた。この餌は２０％カセイン、０
．３％ＤＬ－メチオニン、１５％コーン・スターチ、５０％スクロース、５％コーン・オ
イル、３．５％ＡＩＮ－塩混合物、１％ＡＩＮ－７６ビタミン混合物、及び０．２％コリ
ン二酒石酸塩で構成されていた。ラットで異常な陰窩を誘発させるアゾキシメタン（ＡＯ
Ｍ）はＳｉｇｍａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）から
購入した。動物は３日間ラット用餌で飼育し、隔離して、その後生後７週間になるまでＡ
ＩＮ－７６Ａを与えた。これらの動物を無作為で３つの措置グループ（１グループ１０匹
）に分けた。グループ１の動物をＡＩＮ－７６Ａの餌だけで飼育し、グループ２はＡＩＮ
－７６Ａに加えて５ｍｇ／ｋｇのＦ０３５を与え、グループ３の動物にはＡＩＮ－７６Ａ
と１０ｍｇ／ＫｇのＦ０３５を与えた（表３０）。
【０５２３】
【表３０】

【０５２４】
給餌後１週間で、すべての動物に対してＡＯＭを腹膜内注射した（１５ｍｇ／ｋｇ体重）
。１週間後に２回目のＡＯＭ注射が行われた。研究全期間を通じて、動物の体重測定が毎
週行われた。動物に対しては４週間給餌が行われた。３１日後、ＣＯ2で窒息、致死させ
た。結腸を摘出して、冷たいＰＢＳでフラッシングして、縦方向中央軸に沿って切断し、
ろ過紙上において、７０％アルコール内で少なくとも２４時間固定した。結腸をメチオニ
ン・ブルー（ＰＢＳ内に０．２５％）で約１分間染色した。解剖用顕微鏡で倍率２０ｘに
して異常な陰窩核をカウントした。異常な陰窩はそれらの大きさが増大していること、細
胞の内腔表面から基底表面までの距離の増大、そして拡大された陰窩周辺ゾーンなどによ
ってその周囲の正常な陰窩とは区別された。すべての標本はコード化され、２名のスコア
ラーによってブラインドでカウントされた。基本的な意味を有する特徴については、一方
向ＡＮＯＶＡを用いてグループ間の違いをチェックすることで判定した。違いが認められ
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た場合、ボンフェンローニｆ－テストを用いて比較対象グループに対するＦ０３５の両方
の用量を何回もテストした。これら結腸のカウントは２名のスコアラーによって行われ、
彼らがカウントしている実験グループについては何の知識の与えられなかった。これらの
２名のスコアラーのカウント結果にはかなりの一致度が認められた。
【０５２５】
Ｆ０３５は餌１ｋｇあたり１０ｍｇのＦ０３５で添加された場合に異常陰窩の総腫瘍をか
なり減少させ、この投与量は体重１ｋｇあたり１ｍｇのＦ０３５を毎日摂取しているのと
同等である（表３１、表３３）。同じ用量で一重項及び二重項カテゴリーでの異常陰窩の
数も大幅に減少させた（表３２、表３４）。餌１ｋｇあたり５ｍｇというＦ０３５の低用
量（体重１ｋｇあたるＦ０３５を５００ｍｇづつ毎日摂取するのにほぼ相当）でも一重項
及び二重項カテゴリーでの異常小嚢腺核の数を減少させたが、その減少の程度は比較対象
値とそれ程違ったものではなかった（表３２、表３４）。この実験の全期間を通じて、実
験グループと比較対象グループの間で体重増大に差は認められなかった（表３５、表３６
、表３７）。
【０５２６】
【表３１】

【０５２７】
【表３２】

【０５２８】
【表３３】
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【表３４】

【０５３０】
【表３５】
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【０５３１】
【表３６】
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【表３７】

【０５３３】
実施例１９
アグリコンの抗腫瘍活性
核となるトリテルペン分子からの糖の除去は生物学的活性の重要なロスにつながるので、
生物学的活性に対する糖の重要性が確かめられる。表３８に示すように、ＵＡ－ＢＲＦ－
００４Ｐｏｄ－ＤＥＬＥＰ－Ｆ１６４（エステルが結合されたＵＡ－ＢＲＦ－００４Ｐｏ
ｄ－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０９４からの糖の加水分析によって発生された）及びＵＡ－ＢＲＦ－
００４Ｐｏｄ－ＤＥＬＥＰ－Ｆ２４５（
ＵＡ－ＢＲＦ－００４Ｐｏｄ－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０９４の加水分解生成物のメチル・エステ
ル混合物）は一連の腫瘍細胞株に対する抗腫瘍活性の著しい低下を示す。同様に、ＵＡ－
ＢＲＦ－００４Ｐｏｄ－ＤＥＬＥＰ－Ｃ０９４（アグリコン１の精製されたアセテート）
はトリテルペン・グリコシド画分３５のデータと比較して一連の腫瘍細胞株に対する抗腫
瘍活性のかなりの低下を示す。従って、ここで開示されているトリテルペン・グリコシド
から糖単位を加水分解した後、生物学的活性の著しい喪失が起きる。
【０５３４】
【表３８】
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【０５３５】
実施例２０
コレステロール代謝に対するＦ０３５の影響の分析
本研究の目的は、心臓血管疾病の防止に関する本発明による生物学的に活性のあるトリテ
ルペン・グリコシドの影響を分析することである。ほの研究の長期的な目的はヒトを含む
哺乳動物の餌に加えられたトリテルペン化合物が血清コレステロールを減らすことを実証
することである。この研究のために選択された高脂血症ハムスター・モデルはけっ歯類モ
デルで、これはラット・モデルとは対称的に、コレステロール含量に対応してＬＤＬ受容
体とヒト血漿脂質蛋白質変化の両方を高度の類似性で再現する（Ｓｐａｄｙら、１９９３
）。
【０５３６】
トリテルペン・グリコシドを２つの濃度で、カルシウム、カリウム、リン、あるいはその
他の基本的成分と変えないで精製したハムスター用餌内に入れた。２つの濃度のトリテル
ペン・グリコシドで補ったのは用量－応答関係をはっきりさせるためである。動物らはＮ
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ＲＣ勧告（Ｒｅｅｖｅｓら、１９９３）に基づいて調製された精製され、１％コレステロ
ールを加えた、あるいは加えないハムスター用の餌であるＤｙｔｅｓをいつでも自由に食
べられるような状態とした。コレステロースを含んでいる方の精製ハムスター用餌Ｄｙｔ
ｅｓは以下に示すようなトリテルペン・グリコシドで修飾した。餌をペレット化した場合
及び比較対象の餌を用い、ただしカルシウム、リン、あるいは他のいずれの栄養分も基本
的に変えない実験も行われた（Ｂｅｔｈｌｅｈｅｍ、ＰＡ）。動物達の食物摂取と周毎の
体重変化を観察した。用いられた動物は生後４週間、異系交配で生まれた雄で、ウイルス
を含まないＧｏｌｄｅｎ　Ｓｙｒｉａｎｎハムスター（Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｒｉｖｅｒ　Ｌ
ａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ、Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ、ＭＡ）であった。動物らをＳｔａｔｖ
ｉｅｗプログラムで乱数発生装置を用いて体重別に混ぜ合わせ、１ケージあたり３匹を入
れて、１日１２時間光を照射し、２２℃＋１．０℃の温度下に保持した。
【０５３７】
トリテルペン・グリコシドを加えた、あるいは加えない餌で０、４、８週間後に、１グル
ープあたり１２匹の動物を午前９－１１時の間にランダムで致死させた。肝臓及び腎臓を
取り出して、その重さを測り、処理し、－７０℃の温度で今後の研究のために保存した。
動物達を致死させた時点で、肝臓及び腎臓を取り出す前に心臓に穴をあけて血液を取り出
し、脂質特性について分析した。血液血清脂質特性を処理グループと比較対象グループの
間で比較した。２つの比較対象グループ（グループ１及び２）と２つの措置グループ（グ
ループ３と４）が存在した。すべてのグループは２週間隔離期間中ＮＲＣハムスター用の
餌を与えた。グループ１は実験の終了時まで同じＮＲＣの餌の提供が続けられた。グルー
プ２－４はＮＲＣ製餌に１％コレステロールをさらに２週間与えたところ、高コレステロ
ール症状を示した。グループ２は研究の終了時までその給餌を続け、グループ３及び４に
対しては同じ餌にトリテルペン・グリコシド（Ｆ０３５又はＦ０９４）で補強して与えた
。措置グループのテスト概要を表２９に示す。
【０５３８】
【表３９】

【０５３９】
トリテルペン・グリコシドを与えたグループと与えないグループのそれぞれの餌を与えた
グループで０（比較対象グループのみ）、４及び８週間後に、１グループあたる１２匹の
動物をランダムで選択し、午前９－１１時に致死させた。ハムスターの肝臓及び腎臓を取
り出し、体重を測定し、異常がないかどうか調べた。異常を示す各器官の一部を組織分析
にかけた。具体的には、パラフィン固定のために凍結し、その部分をヘマトサイクリン及
びエオシンで染色した。肝臓と腎臓を外科的に取り出す前に心臓に穴を開けて致死させて



(131) JP 4860039 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

血液を取り出した。血清をつくり、脂質特性分析のために－２０℃の温度で保持した。ハ
ムスターは致死させる前に一昼夜絶食させた。データを以下の表４０に示す。
【０５４０】
このテストの過程で回収された血液サンプルを用いてＲｏｃｈｅ　ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａ
ｌ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｂｕｒｌｉｎｇｔｏｎ，ＮＣで総コレステロール、トリ
グリセリド、ＨＤＬ－コレステロール、及びＬＤＬ－コレステロールについて調べた。マ
ッキントッシュ・ソフトウエアを装備したパワー・マッキントッシュ９６００コンピュー
タでこれらのデータの解析を行い、偏差、ｐ値、及び直線回帰について調べた（Ａｒｍｉ
ｔａｇｅ、１９７１）。特に、各餌／薬品グループのデータ分析をＮｅｗｍａｎ－Ｋｅｕ
ｌ平均分離を用いて偏差を分析することによって行った（Ｓｔｅｅｌ及びＴｏｒｒｉｅ、
１９８０）。
【０５４１】
【表４０】

【０５４２】
実施例２１
画分３５でのＵＶＢ誘発発癌予防の研究
このテストでは本発明による活性トリテルペン・グリコシドを用いてマウス皮膚モデルで
のＵＶＢ－誘発発癌の予防に重点が置かれる。この研究の長期的な目的はこのマウス皮膚
モデルにおいて、トリテルペン・グリコシドがＵＶＢ誘発病変を阻止することを実証する
ことである。マウス実験モデルを用いたのはこのモデルがヒトの場合と非常に良く似てい
るからである。この研究で、発明者らはＵＶＢで照射されたＳＫＨ－１無毛マウスの皮膚
に本発明による活性トリテルペン化合物を局所的に適用した場合にＵＶＢで引き起こされ
る皮膚病変を防ぐことを実証することである。
【０５４３】
このテストで、ＳＫＨ－１無毛マウスに最大、最大１５分間１．８ｋＪ／ｍ2の用量でＵ
ＶＢ照射した。マウスを２つの異なった量のＦ０３５（１用量あたり２ｍｇ及び４ｍｇ）
及びネガティブ・コントロール（Ｆ０６０又はアセトンだけ）で予備処理した。統計的に
有意な結果を得るためには１グループ最低１０匹の動物が必要であると考えられる。各テ
スト化合物を週３回、最大６－１０週間にわたり照射前に１０分間局所投与した。これら
の化合物の予防効果を評価するためにこれらのテストは短期間行われた。ＵＶＢ照射だけ
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では目に見えるような腫瘍は発生せず、特定の時間的枠組み内で皮膚の病変が認められる
だけと考えられる。軽度の紅斑（皮膚が多少赤みを帯びる現象）が観察される場合もある
が、それは照射の翌日には消えてしまう。
【０５４４】
用いられたＵＶ装置は８個のＷｅｓｔｉｎｇｈｏｕｓｅ　ＦＳ４０サンランプ、ＩＬ－１
４００Ａラジオメータ／フォトメータを有し、及びＳＥＬ２４０／ＵＶＢ－１／ＴＤ検出
装置を備えたＩＬ－１４０３ＵＶＢフォトセラピー・ラジオメータが取り付けられていた
。中央部分にはいくつかの部屋があり、そのそれぞれにマウスが１匹づつ入れられている
。それらの各部屋内部に穴が設けられ、マウスに照射が行われている間適切な換気が行わ
れるようになっている。これらの部屋は各マウスがＵＶＢ光に均等に露出されるように、
照射中循環モードで回転される。ＵＶＢランプがＯＮの間は閉めることができるドアが設
けられており、従ってＵＶＢは装置内に閉じ込められる。ＵＶＢ露出の量はＵＶＢラジオ
メータで測定される。マウスは部屋の中に１０－１５分以上とどまるべきではない。
【０５４５】
テストの目的はマウスの皮膚上のＵＶＢによって起こされる傷に対する光防御効果を確認
することであった。ＵＶＢは細胞ＤＮＡによって直接吸収されて、大きな遺伝子で突然変
異を起こし、それが最終的に癌につながるような病変をつくりだす。これらの病変の早期
検出と各病変の予防は化学的防御効果を意味する可能性がある（Ｂｅｒｔｏｎら、１９９
７；Ｃｈａｔｔｅｒｊｅｅら、１９９６；Ｙｏｕｎら、１９９７；Ｓｈｉｒａｚｉら、１
９９６；Ｂａｂａら、１９９６；Ｔａｋｅｍａら、１９９６）。
【０５４６】
【表４１】

【０５４７】
テスト用の措置グループは表４１に示す。これらのグループ規模は１つのグループ内での
皮膚肥厚化及び皮膚炎症における偏差の比較検討、及び同じ年齢、及び同じ成長段階の動
物における皮膚の厚みや炎症における動物個体差の比較検討に十分である。肥厚化と炎症
はこの調査で測定される重要なパラメータである。残りの皮膚は修飾ＤＮＡ塩基（８－Ｏ
Ｈ－ｄＧ）及びオンコジーン発現（Ｈａ－ｒａｓオンコジーン）など他の生物学的指標の
測定のために保存される。
【０５４８】
これらの動物はテスト全期間を通じてペレット化された餌及び水に対して自由にアクセス
できるようにされる。動物は食物摂取及び体重増加について毎週測定される。用いられた
動物は生後７週間目で、異系交配で生まれた雌で、ウイルスに汚染されていないＳＫＨ－
１無毛マウスである（Ｃｈａｒｌｅｓ　ＲｉｖｅｒＬａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ、Ｗｉｌｍ
ｉｎｇｔｏｎ、ＭＡ）。動物を乱数発生装置を用いてＳｔａｔｖｉｅｗプログラムで体重
毎にランダム化し、１ケージあたり５匹を入れて、１日１２時間室内照射し、２２℃＋１
．０℃の温度下に保持される。
【０５４９】
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データの統計的分析はマッキントッシュ・ソフトウエアを装備したパワー・マッキントッ
シュＧ３上で、偏差、ｐ値、及び線形退縮に関して行われた（Ａｒｍｉｔａｇｅ、１９７
１）。特に、各薬品グループの皮膚の厚み分析は偏差分析で行われた（Ａｒｍｉｔａｇｅ
、１９７１）。
【０５５０】
実施例２２
細胞周期停止及びアポトーシスに関与する蛋白質の発現に対する生物学的に活性のあるト
リテルペン類の影響
アポトーシスは胚形成の段階と組織ホメオスタシス中に起きるプログラムされた細胞死と
いう通常の生理学的なプロセスである。アポトーシスのプロセスはアポトーシス段階の細
胞の一連の代謝的変化に分割することができる。１つの細胞あるいは１つの細胞群でアポ
トーシスが起きていること、あるいは細胞死のプロセスが癌細胞内で中断されたことを実
証するためにいくつかの規制あるいは信号伝達経路の個々の酵素ステップについてのアッ
セイを行うことができる。アポトーシス・プログラムは（非対称性の喪失など）血漿膜に
おける変化、細胞液や核の濃縮、及びＤＮＡのヌクレオソーム間切断などの形態学的特徴
によっても観察することができる。細胞が『アポトーシス体』に劣化していくと、最終的
に細胞死に至る。
【０５５１】
アポトーシスに関与するいくつかの酵素的及び信号伝達プロセスを評価するための技術は
多重パラメータ・アポトーシス研究のための標準的手順として開発されている。アポトー
シスの初期段階の一例はミトコンドリアからのシトクロームｃの放出と、それに続くカス
パーゼ－経路の活性化である（ＰｈａｒＭｉｎｇｅｎ、Ｓａｎｄｉｅｇｏ，ＣＡ）。カス
パーゼ（一連のサイトソリックプロテアーゼ）の誘発はアポトーシスにおいて最も一貫し
て観察される特徴である。特に、カスパーゼ－３はそのプロセスで中心的な役割を果たす
。カスパーゼが活性化されると、それらは標的の蛋白質を切断し、これらのうちで最も重
要なのはＰＡＲＰ（核にある蛋白質）である。従って、シトクロームｃの放出を検出し、
カスパーゼ－３活性を検出し、ＰＡＲＰ劣化を検出するアッセイはアポトーシスの有効な
判定方法である。
【０５５２】
さらに、悪性細胞のミトコンドリアからシトクロームｃを放出させる薬剤はプログラムさ
れた細胞死の細胞制御の一部の側面を復活させるための治療としての可能性をもっている
と結論付けることができる。
【０５５３】
別のアポプトーシス・アッセイはアネクシン－Ｖ検出である（ＢｉｏＷｈｉｔａｋｅｒ、
Ｗａｌｋｅｒｖｉｌｌｅ、ＭＤ）。通常、ホスホチジルセリン（ＰＳ）は形質膜の内膜上
に配置されている。しかしながら、アポトーシスの初期段階に、ＰＳの外化が起きる。ア
ネクシン－ＶはＰＳに結合し、フロー血球計測でアネクシン－Ｖ－ＦＩＴＣ染色で観察す
ることができる（Ｍａｒｔｉｎら、１９９５）。本発明で開示されているアカシア・ビク
トリアエ化合物で処理された細胞のアネクシン－Ｖと結合する能力は細胞がアポトーシス
を起こしつつあることを示唆する指標として受け取られる。
【０５５４】
他の実施例で、本発明はアカシア・ビクトリアエから単離された抗癌性化合物で処理され
た細胞におけるアポトーシス活性を検出するためにＰＩ－３キナーゼ・アッセイが用いら
れている。細胞膜に結合した酵素であるホスホイノシチド３－キナーゼ（ＰＩ３Ｋ）はホ
スファチジルイノシトールのイノシトール環の３－位置をホスホリル化することができ、
従って、ＰＩ３Ｋが活性であるこれらの細胞で新しい脂質信号伝達経路を形成する。ＰＩ
３Ｋが活性である時、ＡＫＴと呼ばれるキナーゼが細胞膜に呼び集められる。ＡＫＴは膜
への集合後に触媒的に活性化されるオンコジーンの生成物である。十分に活性化されたＡ
ＫＴは細胞の生残りにおいて決定的に重要な役割を果たしている。ＰＩ３Ｋ／ＡＫＴ経路
は細胞がアポトーシスを回避するメカニズムを提供する。従って、悪性細胞でＰＩ３Ｋを
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抑止する手段はアポトーシスの細胞制御の少なくとも一定部分を復活させるための治療効
果を示す効果を持つ可能性がある。
【０５５５】
実施例２３
細胞周期分析
細胞周期分析はいくつかの修正を加えた標準的な方法によってフロー血球計測によって行
われた。要約的に言うと、１ｘ１０6個の細胞を６０ｍｍ3ディッシュに入れて、３７℃の
温度で種々の濃度のＦ０３５に露出させた。細胞をＰＢＳで洗浄して、１ｘ１０６細胞／
ｍｌの濃度で再懸濁させた。最初に細胞を１％パラホルムアルデヒドで、そして次に氷冷
７０％エタノールで固定した。そして細胞を０．１％ＰＮＡｓｅ（Ｓｉｇｍａ）を含むヨ
ウ化プロピジウム（１０μｇ／ｍｌ；ＳｉｇｍａＣｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．，Ｓｔ．Ｌｏ
ｕｉｓ、ＭＯ）で室温で３０分間染色して、Ｂｅｃｋｔｏｎ　Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ　ＦＡ
Ｃ　ＳＣＡＮで分析した。
【０５５６】
実施例２４
アネクシンＶ－フウオロレセイン・イソチアネート（ＦＩＴＣ）結合アッセイ
癌細胞におけるアポトーシスの誘発がアネクシンＶ－ＦＩＴＶ結合アッセイでテストされ
た。Ｊｕｒｋａｔ細胞（１ｘ１０6）を種々の濃度のトリテルペン・グリコシド（Ｆ０３
５）と純粋な抽出物Ｄ１及びＤ２（０．５－２．０μｇ・ｍｌ）の混合物で室温で１８時
間処理した。ＰＢＳ内で細胞を洗浄した後、それらを５μｌのアネクシンＶ－ＦＩＴＣ接
合体（ＢｉｏＷｈｉｔａｋｅｒ，Ｗａｌｋｅｒｖｉｌｌｅ、ＭＤ）を含んでいる結合緩衝
液（１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ・ＮａＯＨ、１４０ｍＭ　ＮａＣｌ、２ｍＭ　ＣａＣｌ2）に
再懸濁させ、暗中で１０分間インキュベーションした。細胞を次にヨウ化プロピジウム（
２０μｇ／ｍｌ）で染色して、フロー細胞計測で測定した（Ｍａｒｔｉｎら、１９９５）
。
【０５５７】
実施例２５
ホスファチジルイノシトール３－キナーゼ（ＰＩ３－キナーゼ）アッセイ
血清飢餓Ｊｕｒｋａｔ細胞を２μｇ／ｍｌのＦ０３５で２－１５時間、あるいはワートマ
ニンで０．５時間、いずれも３７℃の温度下で処理した。ＰＩ－３キナーゼ活性を上に述
べたように判定した（Ｗｈｉｔｍａｎら、１９８５；Ｒｏｙａｌ及びＰａｒｋ、１９９５
）。５μｌのウサギ抗ｐ８５抗血清を用いて４℃で９０分間、１ｍｇの細胞性蛋白質から
ＰＩ３－キナーゼを免疫沈降させた。免疫複合体を４℃で９０分間２０％蛋白質Ａ－セフ
ァロース・ビーズ上で回収した。次に免疫沈澱物を３０μｌのキナーゼ反応物緩衝液（３
３ｍＭトリス、ｐＨ７．６、１２５ｍＭ　ＮａＣｌ、１５ｍＭ　ＭｇＣｌ2、２００ｍＭ
のアデノシン、２０ｍＭ　ＡＴＰ、４０μＣｉ［ｇ－３２Ｐ］アデノシン・トリホスフェ
ートＡＴＰ）内に再懸濁させた。ＰＩ３－キナーゼ反応は１０μｌのＰＩ懸濁液と１０μ
ｌのガンマ－ＡＴＰの添加で開始され、室温で３０分間、反応を継続させた。１Ｎ塩酸を
加えて反応を停止させた。その反応混合物からクロロホルム：メタノール（１：１）混合
物で脂質を抽出して、シリカ・ゲルＧ６０プレート上でクロロホルム：メタノール；ＮＨ

4ＯＨ：Ｈ2Ｏ（６０：４７：２：１１．３）で薄層クロマトグラフィーを行って分解した
。放射性物質でラベルしたリン酸ホスファチジルイノシトール（ＰＩ）をオートラジオグ
ラフィで視覚化して、Ｓｔｏｒｍ８６０システム（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｙｎａｍｉｃ
ｓ）を用いて定量した。
【０５５８】
実施例２６
全及びリン酸化形態のＡＫＴの分析
全及びリン酸化形態のＡＫＴの発現をウェスタン・ブロット分析で判定した。０．５％Ｆ
ＢＳを含んでいる培地で培養されたＪｕｒｋａｔ細胞をＦ０３５と純粋な抽出物Ｄ１及び
Ｇ１（２．０μｇ／ｍｌ）で３７℃の温度下で１５時間処理した。これらの細胞をＡＫＴ
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細胞溶解緩衝液（２０ｍＭトリス塩酸、１５０ｍＭ　ＮａＣｌ、１ｍＭ　ＥＤＴＡ、１ｍ
Ｍ　ＥＧＴＡ、１％トリトンＸ－１００、２．５ｍＭ　ナトリウム・ピロホスフェート、
１ｍＭ８－リン酸グリセロル、１ｍＭ　Ｎａ3ＶＯ4、１ｍｌロイペプチン、１ｍＭ　ＰＭ
ＳＦ、ｐＨ７．５）内で溶解した。細胞蛋白質（４０μｌ）を８％ＳＤＳ－ポリアクリル
アミド・ゲルで分解して、ニトロセルロース膜上に電気的に移動させた。膜を最初リン酸
特異的ＡＫＴ（Ｓｅｒ４７３）あるいはＡＫＴ抗体でプローブして、次にホースラディッ
シュ・ペロキシダーゼに接合されたヤギ抗ウサギ抗体でプローブした。蛋白質は化学蛍光
（ＥＣＬ、Ａｍｅｒｓｈａｍ、Ａｒｌｉｎｇｔｏｎ　Ｈｅｉｇｈｔｓ、ＩＬ）で検出され
た。
【０５５９】
実施例２７
電気泳動移動度シフト・アッセイ（ＥＭＳＡ）
粗（Ｆ０３５）及び純粋な抽出物Ｄ１及びＧ１のＴＮＦ（Ｇｅｎｅｔｅｃｈ　Ｉｎｃ。）
誘発ＮＦ－ｋＢに対する影響を調べるために、先に述べたようにＥＭＳＡを行った。Ｊｕ
ｒｋａｔ細胞（１ｘ１０6／ｍｌ）を種々の濃度の粗及び生成抽出物を用いて３７℃の温
度で１５時間処理した。次にそれらの細胞を１００ｐＭのＴＮＦに３７℃の温度で１５分
間露出させた。核抽出物をヒト免疫不全ウィルスＬＴＲ、
５‘－ＴＴＧＴＴＡＣＡＡＧＧＧＡＣＴＴＴＣＣＧＣＴＧＧＧＧＡＣＴＴＴＣＣＡＧＧＧ
ＡＧＧＣＴＧＧ－３’（配列識別番号：Ｎｏ．９）
からの１６ｆｍｏｌ32Ｐ末端ラベル４５ｍｅｒ二重鎖ＮＦ－ｋＢオリゴヌクレオチドと共
に、２μｇ　ポリ（ｄＩ－ｄＣ）の存在下で３７℃の温度下で１５分間インキュベートし
た。ＤＮＡ蛋白質複合体を７．５％未変性ポリアクリルアミド・ゲル内で分離した。乾燥
したゲルからの放射性バンドをＩｍａｇｅＱｕａｎｔソフトウエアを用いてＰｈｏｓｐｈ
ｏＩｍａｇｅｒ（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｄｙｎａｍｉｃｓ、Ｓｕｎｎｙｖａｌｅ、ＣＡ）
によって視覚化、及び、定量した。
【０５６０】
実施例２８
誘発可能硝酸酸化物シンターゼ（ｉＮＯＳ）の誘導と分析
Ｕ－９３７及びＪｕｒｋａｔ細胞を用いてｉＮＯＳを調べた。Ｕ－９３７はＰＭＡ（１０
０ｎＭ）で３７℃で７２時間培養することによってマクロファージに分化した。分化され
た細胞をＦ０３５（２μｇ／ｍｌ）で１５時間処理して、その後ＬＰＳ（１０μｇ／ｍｌ
）で４時間処理して、ｉＮＯＳを誘発した。Ｊｕｒｋａｔ細胞は、０．５ｘ１０6／ｍｌ
細胞をＰＨＡ（１０μｇ／ｍｌ）及びＰＭＡ（１０ｍｌ）で２４時間３７℃の温度でイン
ベートすることで誘導した。細胞溶解物をＲＩＰＡバッファー（ＰＢＳ中に１％ＮＰ－４
０、０．５％Ｎａデオキシコレート、０．１％ＳＤＳを溶解したもの）で冷凍、反復を繰
り返して調製した。細胞性蛋白質（２００μｇ）を７．５％ＳＤＳ－ポリアクリルアミド
・ゲルで分離して、ニトロセルロース上に電気的に移動させ、抗ｉＮＯＳ抗体、続いてホ
ースラディッシュ・ペロキシダーゼに接合されたヤギ抗ウサギ抗体をプローブとした。蛋
白質バンドは化学蛍光で検出された（ＥＣＬ、Ａｍｅｒｓｈａｍ、Ａｒｌｉｎｇｔｏｎ　
Ｈｅｉｇｈｔｓ、ＩＬ）。
【０５６１】
実施例２９
混合物及び純粋ののトリテルペン・グリコシドは腫瘍細胞毒性を誘発する
一連の癌及び非形質変換細胞の成長可能性に対するトリテルペン・グリコシド（Ｆ０３５
）の混合物の影響を上に述べた方法で調べた。図４２に示されるように、Ｊｕｒｋａｔ（
Ｔ細胞白血病）はＦ０３５に対して、ＩＣ50が０．２μｇ／ｍｌであり非常に影響されや
すかった。同様に、Ｆ０３５は卵巣癌に対して１．７－２．８、腎臓癌に対して２．０－
３．３、膵臓癌に対して１．２－６．５、そして一部の乳癌細胞に対して０．７２－４．
０ｍｌの抑制濃度で多数の癌細胞の成長を抑制した。しかしながら、残りの乳癌細胞株は
Ｆ０３５の細胞毒性の細胞毒性効果に対して抵抗性を示した。図４２の最後の４つのバー
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は非形質変換（ヒト及びマウス繊維芽細胞及び固定化乳房表皮）細胞で、Ｆ０３５は癌細
胞に対して特に細胞毒性を有していることを示している。
【０５６２】
加えて、２つのトリテルペン・グリコシドＤ１及びＧ１の５つの細胞株に対する細胞毒性
についてテストした。図４３は、Ｄ１が３つの細胞株（７６９－Ｐ、ＭＤＡ－ＭＢ－４５
３、及びＭＤＡ－ＭＢ－２３１）において、Ｆ０３５と同等のＩＣ50を有している。Ｃ－
２（ＨＥＹ変異）及びＪｕｒｋａｔ細胞では、Ｄ１はＦ０３５と同様に強力であった。し
かしながら、Ｇ１はＦ０３５よりかなり細胞毒性が強く、Ｄ１がテストされたすべての細
胞のうちで最も毒性が強かったが、おそらくそれはＧ１が抽出物Ｄ１より極性が低いから
であろう（図４３参照）。
【０５６３】
実施例３０
トリテルペン・グリコシド混合物による細胞サイクル停止及びアポトーシスの誘発
細胞サイクルに対するＦ０３５の影響を調査するために、種々の濃度のＦ０３５でＭＤＡ
－ＭＢ－４５３及びＭＤＡ－ＭＢ－４３５を処理した。表４２はＧ１における細胞数の増
大（７－１０％）及びそれと併行したＳ期における細胞の％の低下（６－１０％）を示し
ており、これはＭＤＡ－ＭＤ－４５３細胞におけるＧ１停止を示唆している。加えて、Ｆ
０３５による処理から７２時間後に、ＭＤＡ－ＭＢ４３５（別の乳癌細胞株）の１６％が
細胞サイクルのＳｕｂＧ0期にあるように思われ（表４２参照）、このことは細胞はアポ
トーシス中であることを示唆している。この観察はＴＵＮＥＬアッセイによるアポトーシ
スの研究でさらに裏付けられた。
【０５６４】
【表４２】

【０５６５】
ＭＤＡ－ＭＢ－４５３及びＭＤＡ－ＭＢ－４３５細胞を種々の濃度のＦ０３５で３７℃の
温度下で、７２時間処理した。上に述べた方法でヨウ化プロピジウム染色した後、細胞周
期分析を行った。
【０５６６】
Ｆ０３５によって誘発される細胞死の根底にあるメカニズムを理解するために、発明者ら
はＦ０３５、Ｄ１及びＧ１で処理したＪｕｒｋａｔ細胞を用いてアネクシンＶ－ＦＴＶ結
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合アッセイを行った。表４３は１ｍｌのＦ０３５、Ｄ１及びＧ１（１５－１７％）で処理
した細胞に対する結合を示し、それによって細胞死に至るアポトーシス経路を示している
。
【０５６７】
【表４３】

【０５６８】
実施例３１
トリテルペン・グリコシドの混合物はＰＩ３－キナーゼ活性
Ｆ０３５の分子標的を調べるために、発明者らはＰＩ３－キナーゼ信号伝達経路を調べた
。抗ｐ８５抗体（アダプタ蛋白質）プローブとその後で行った脂質キナーゼ活性の免疫沈
降の結果はＦ０３５がＪｕｒｋａｔ細胞におけるＰＩ３－キナーゼの活性を抑制すること
を示す。図４５ＡはＦ０３５で２時間処理した場合に、ＰＩ３－キナーゼ活性が５０－７
０％抑制されることを示している。６時間処理した場合にはＰＩ３－キナーゼ活性の９２
－９５％の抑制が観察され、その傾向は処理後１５時間継続した。よく知られているＰＩ
３－キナーゼ活性の抑制因子であるワートマニン［１μＭ、処理後３０分］はＪｕｒｋａ
ｔ細胞で同様の酵素活性抑止を示した（図４５Ａ）。
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【０５６９】
実施例３２
トリテルペン・グリコシド、Ｄ１及びＧ１の混合物はＡＫＴのホスホリル化を抑止する
発明者らはＦ０３５と精製抽出物の血清トレオニン・キナーゼ及びＰ１３－キナーゼ信号
伝達経路の下流作用因子であるＡＫＴに対する影響について調べた。Ｐ１３－キナーゼ活
性の急速な抑制とは対照的に、ＡＫＴホスホリル化の抑制は処理から１５時間後まで起き
なかった。Ｆ０３５（２ｍｌ）でＪｕｒｋａｔ細胞を１５時間処理するとＡＫＴホスホリ
ル化の低下が認められた。しかしながら、この処理は図４５Ｂにも示されているように総
ＡＫＴ蛋白質のレベルの低下にもつながった。発明者らは純粋なトリテルペン・グリコシ
ドによるＡＫＴ活性の抑制も確認した。純粋なトリテルペン・グリコシドＤ１及びＧ１（
２μｇ／ｍｌ）もＡＫＴホスホリル化及び総ＡＫＴ蛋白質表現を抑制した。ＬＹ２９４０
０２及びワートマニン（公知のＰＩ３－キナーゼ抑制因子）によるＪｕｒｋａｔ細胞の処
理はＡＫＴホスホリル化の抑制を示した。
【０５７０】
実施例３３
アポトーシス経路の媒介因子をさらに調査するために、発明者らはアポトーシスに関与し
ていることが示されている転写ファクターＮＦ－ｋＢに対するＦ０３５、Ｄ１及びＧ１の
影響の評価を行った。図４６Ａに示す結果は、Ｊｕｒｋａｔ細胞で、Ｆ０３５がＮＦ－ｋ
ＢのＴＮＦ－依存活性を用量に依存した状態で抑止した。未処理の細胞及びＦ０３５で処
理された細胞だけがＮＦ－ｋＢの活性化を示さなかった。発明者らは、純粋な抽出物Ｄ１
及びＧ１を用いてこれらの結果を確認した。２ｍｌのＧ１及びＧ１で細胞を前処理すると
ＮＦ－ｋＢレベルがそれぞれ５４％ｔｏ８７％低下した（図４６Ｂ）。Ｄ１又はＧ１だけ
で処理した細胞はＮＦ－ｋＢの活性化を示さなかった。最近、ＰＩ３－キナーゼがＮＦ－
ｋＢを規制することが示されたように、ワートマニンによる細胞の前処理はＴＮＦ誘発Ｎ
Ｆ－ｋＢのほとんど完全な抑止をもたらした。
【０５７１】
実施例３４
Ｆ０３５によるｉＮＯＳの抑制
ｉＮＯＳの転写がＮＦ－ｋＢによって規制されるので、発明者らはｉＮＯＳの誘発に対す
るＦ０３５の影響について調査した。マクロファージに分化されたＵ－９３７細胞におい
ては、発明者らはＬＰＳに応答してｉＮＯＳを誘発した（図４６Ｃ）。Ｆ０３５（１μｇ
／ｍｌ）でこれらの細胞を前処理すると、ｉＮＯＳの誘発が阻止された。ワートマニンも
これらの細胞ＬＰＳ誘発ｉＮＯＳに対する同様の効果を示した。
【０５７２】
発明者らはＪｕｒｋａｔ細胞におけるｉＮＯＳの誘発に対するＦ０３５の影響を調べた。
ｉＮＯＳを上に述べた方法でＰＨＡ及びＰＭＡを用いて誘発させた。これらの結果はＦ０
３５によるＪｕｒｋａｔ細胞の前処理がいNOSの誘発を阻止したことを示している。
【０５７３】
実施例３５
ＰＡＲＰ劣化の免疫ブロット分析
Ｆ０３５及びＤ１によるアポトーシスをポリ（ADP－リボース）ポリメラーゼ（ＰＡＲＰ
）の蛋白質分解によって切断した。Ｊｕｒｋａｔ細胞（２ｘ１０6／ｍｌ）を異なった時
間Ｆ０３５（２μｇ／ｍｌ）及びＤ１（２μｇ／ｍｌ）で処理した。細胞溶解物を２０ｍ
Ｍ　ＨＥＰＥＳ、２５０ｍＭ　ＮａＣｌ、２ｍＭ　ＥＤＴＡ、０．１％ＮＰ－４０、２μ
ｇ／ｍｌのレウペプチン、０．５μｇ／ｍｌのベンズアミド、１ｍＭ　ＤＴＴ及び１ｍＭ
　ＰＭＳＦを含む緩衝液内で調製した。細胞蛋白質（６０μｇ／ｍｌ）は７．５％ＳＤＳ
ポリアクリルアミド・ゲル上で分離して、ニトロセルロース膜上に電気的に移動させた。
この膜を最初にモノクローナル抗ＲＡＲＰ抗（Ｐｈａｒｉｎｇｅｎ）で、次にホースラデ
ィッシュ・ペロキシダーゼ（ＨＲＰＯ）に接合された抗マウス抗体でプローブした。蛋白
質バンドは化学蛍光（ＥＬＣ、Ａｍｒｓｈａｍｍ）によって検出された。１１６－ｋＤａ



(139) JP 4860039 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

　ＰＡＲＰの８５－ｋＤａ及び４１－ｋＤａペプチド生成物への切断の程度がアポトーシ
スの尺度として用いられた（Ｔｅｗａｒｉら、１９９５）。
【０５７４】
実施例３６
カスパーゼ－３プロテアーゼに関するアッセイ
カスパーゼー３活性を前に述べたように、ただしいくつかの修正を加えて測定した（Ｅｎ
ａｒｉら、１９９５）。要約的に言うと、Ｊｕｒｋａｔ細胞（１ｘ１０6／ｍｌ）をＦ０
３５、Ｄ１及びＧ１で時間を変えて処理した。３００μｌの抽出緩衝液（１２．５ｍＭト
リス、ｐＨ７．０、１ｍＭ　ＤＴＴ、０．１２５ｍＭ　ＥＤＴＡ、５％グリセロル、１μ
Ｍ　ＰＭＳＦ、１μｇ／ｍｌレウペプチン、１μｇ／ｍｌペプスタチン、及び１μｇ／ｍ
ｌアプトチニン）内で冷凍、解凍を繰り返すことで調製した。細胞溶解物を氷冷緩衝液（
５０ｍＭトリス、ｐＨ７．０、０．５ｍＭ　ＥＤＴＡ、４ｍＭ　ＤＴＴ及び２０％グリセ
ロル）と１：２の割合で希釈して、２０μＭのカスパーゼ３基質（アセチル－Ａｓｐ－Ｇ
ｌｕ－Ｖａｌ－Ａｓｐ－アミノメチルクマリン）で３７℃で培養した。カスパーゼ－３活
性を蛍光性アミノメチルクマリンの生成で観察したが、これはＦｌｕｏｒｏｓｃａｎ　Ｉ
Ｉ（Ｌａｂｓｙｓｔｅｍｓ、Ｈｅｌｓｉｎｋｉ、Ｆｉｎｌａｎｄ）を用いて励起３５５ｎ
Ｍ、放出４６０ｎＭで測定された。
【０５７５】
実施例３７
ミトコンドリアからのシトクロームＣ放出の検出
Ｆ０３５による処理に応答してのミトコンドリアからのシトクロームＣの放出をウェスタ
ン・ブロッティングで検出した。Ｊｕｒｋａｔ細胞（１０ｘ１０6）をサクロース緩衝液
（０．２５Ｍサクロース、３０ｍＭトリス、ｐＨ７．７、１ｍＭ　ＥＤＴＡ）内で洗浄し
た。細胞ペレットに１μＭ　ＰＭＳＦ、１μｇ／ｍｌレウペプシン、１μｇ／ｍｌペプス
タチン、及び１μｇ／ｍｌアプロチニン）を含む２０μＭサクロース緩衝液を加えた。細
胞を０．３ｍｌＫｏｎｔｅｓダウンサー内でＢペストル（Ｋｏｎｔｅｓ　Ｇｌａｓｓ社）
を用いて１に１２０回ダウンシングすることで破壊した。細胞蛋白質（６０μｇ）を１５
％ＳＤＳ－ポリアクリルアミド・ゲル上で分解して、ニトロセルロース膜上に電気的に移
動させた。膜を最初はモノクローナル抗シトクロームＣ抗体（Ｐｈａｒｍｉｎｇｅｎ）で
、次にホース・ラディッシュ・ペロキシダーゼ（ＨＲＰＯ）に接合された抗マウスでプロ
ーブシタ。蛋白質バンドを化学蛍光（ＥＣＬ、Ａｍｅｒｓｈａｍｍ）で検出した。
【０５７６】
実施例３８
Ｆ０３５及びＤ１はＰＡＲＰの切断を誘発する
Ｆ０３５とＤ１は時間に依存する形態でＪｕｒｋａｔ細胞内でＰＡＲＰの切断を誘発する
。図４７に示す結果は、４時間で、Ｆ０３５とＤ１の両方ともＲＡＲＰの切断を誘発し始
め、６－８時間でほぼ完全な切断が起きる。このことはカスパーゼの役割を示唆しており
、それによってＦ０３５及びＤ１に誘発される細胞死に関与するメカニズムであるアポト
ーシスについても示唆している。
【０５７７】
実施例３９
Ｆ０３５誘発細胞死に対するｚ－ｖａｄの影響
Ｆ０３５が媒介する細胞死におけるカスパーゼの役割をさらに確認するために、発明者ら
はＦ０３５で処理した細胞に対するｚ－ｖａｄ　ｆｍｋ及びカスパーゼ抑制因子の影響を
調べた。１００μＭのｚ－ｖａｄ　ｆｍｋで３７℃の温度で１時間Ｊｕｒｋａｔ細胞を前
処理するとＰＡＲＰのＦ０３５誘導切断が完全に逆転された（図４８）。
【０５７８】
実施例４０
Ｆ０３５はカスパーゼ－３の活性化を誘発する
発明者らのテストの結果はＦ０３５誘発アポトーシスにおけるカスパーゼの役割を強く示
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のＰＡＲＰのすぐ上流に配置されるので、Ｆ０３５、Ｆ０９４、Ｄ１及びＧ１で処理した
細胞におけるカスパーゼ－３の活性化についてッ調べた（図４９）。活性化はすべての場
合に処理の４時間後に起こり、６－８時間後にピークに達し、その後弱まる。
【０５７９】
実施例４１
Ｆ０３５によるミトコンドリアからのシトクロームＣの放出
シトクロームＣの放出はいくつかのアポトーシス経路におけるカスパーゼ－３の活性化の
原因であるように思われる。これがＦ０３５誘発アポトーシスで実際にそうであるかどう
かを調べるために、発明者らはＦ０３５で処理した細胞の細胞核抽出物におけるシトクロ
ームＣのレベルを調べた。発明者らはこれらの細胞のミトコンドリアから時間に依存した
形態でのシトクロームＣの放出が起きることを見出した（図３５）。発明者らはシトクロ
ームＣの放出がＦ０３５による処理から４時間後に起き、これはカスパーゼ－３の活性化
及びＰＡＲＰの切断が始まる時間と一致していることを認識した。それがカスパーゼ－３
活性化に先立つのかどうかを調べるためには、それより早い時点で調べてみる必要がある
。
【０５８０】
実施例４２
エアロポニック栽培システム
本発明のトリテルペン化合物がアカシア・ビクトリアエ植物のさやおよび実に濃縮される
という知見に照らして、化合物を単離するのに適した組織を繁殖させる方法の開発が望ま
れた。この目標を達成するためエアロポニック栽培システムが、アカシア・ビクトリアエ
根を育てるために考案された。エアロポニック栽培システムとは閉じたシステムであり、
植物の根が大気中に懸架され、完全な養素液を噴霧するシステムである。大きさ３／４イ
ンチの合板シートを互いにネジ止めして、グラスファイバー・シートで内張をして８ｘ４
ｘ３．５フィートの防水性の箱を作成した。箱の上部を、全面的に貫通した１２個の円形
孔のある２枚（２ｘ８フィート）のスチロフォーム・シートで覆ったが、今後の作業に半
透明で共押出し成型の白黒ポリエチレンで被覆したＰＣＶ被覆育成箱の設計も考えられて
いる。プログラムにより、４．５分毎に１２秒間繰り返し根に噴霧した。
【０５８１】
エアロポニックチャンバーとして設計した配管敷設システムは、６個の回転式ジェット中
空円錐状のポリプロピレン噴射ノズルを備えた、３／４インチのＰＶＣ管から構成された
クローズド・システムである。７２０リットルの養素液の槽がその室の底部に配置され、
外部のポンプを使用して下から植物の根に噴霧した。使用したポンプは／Ｌｉｔｔｌｅ　
Ｇｉａｎｔ　４－ＭＤ３２５０ＲＰＭ，１／１２ｈｐである。
【０５８２】
ポンプは、４．５分毎に３０秒の間隔で噴射するようにＴｏｒｋ繰り返しタオマーセット
によって制御された。温度は、電気式の屋内／屋外、最小／最大値に対するＴａｙｌｏｒ
温度計を用いて監視し、手作業で記録した。水中で機能できる加熱器として二個のＶｉｓ
ｉ－ｔｈｅｒｍ３００Ｗを使用して、冬期数ヶ月間養素液を加熱したので周辺の大気を加
熱することなく、アリゾナ州Ｔｕｃｓｏｎで、暑さや寒さを避けた戸外の日陰ハウスで、
植物の活発な成長の維持に十分であった。
【０５８３】
この養素液は、植物がその生存サイクルの完了に必須元素の全てを含んでいた。植物が違
うと適切に成長させるために異なる濃度と組成が求められるが、単一の植物を成長させる
場合は、均等な溶液で満足する結果が得られる。この溶液の成分は以下の表４４に示す通
りである。
【０５８４】
【表４４】
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【０５８５】
次にアカシア・ビクトリアエの種子を取り、泥炭コケ５０％とバーミキュライト５０％で
構成され、土壌を含まない混合体に蒔種した。実生には１日に２回水をやり、オズマコー
トを１日１回肥料として与えた。実生の長さが通常成長３ヶ月ないし４ヶ月に達成される
１５－２０ｃｍの長さになると、その根球を徹底的に洗浄して、微量な泥炭コケおよびバ
ーミキュライトを全て除去した。次に根をスチロフォーム・ボードの孔を通し、苗木の先
端は温室構造体から降ろす糸で上部から支えるようにした。７．０ｃｍの発泡管状体で実
生の頂部の周りを包み、葉およびその周辺の領域を噴霧液が当たらない様にした。次に、
その箱の約３０ｃｍを養素液で満たして、ポンプの電源をいれた。
【０５８６】
所定の位置で実生に養素液が噴霧されると、プラスチック・クリップを使用して、糸より
上に成長する苗木を摘み取ること、および水位が１０ｃｍ以下になった場合だけ養素液を
補充することで維持がなされた。実生が温室中で成長している場合、養素液の温度制御は
必要ではない。しかしながら、エアロポニック箱が周辺の環境状態の影響を受ける場合、
その植物が冬期数ヶ月間休眠状態にならないように肥液の温度を７０°Ｆまで上げるのが
望ましい。
【０５８７】
根を収穫するために、単一の植物の塊状根をエアロポニック箱において水で直接洗浄し、
塊状根を噴射器の数インチ上にあるハサミで切断する。余分な水は、紙タオルでかるくた
たいて乾燥し除去した後、試料を計量する。つぎに塊状根をハサミで３－４インチの部分
に切断して、上記の化学抽出にかける。別に、根を継続的に収穫するために、ポンプの電
源を切り、根を成長している塊状根から摘み取る。次にこれらの根を記載のように３イン
チ－４インチの部分に切断して抽出する。収穫しない根には損傷のないように注意を要す
る。
【０５８８】
エアロポニックシステムによる植物の栽培は多くの利点を実現させた。第１に、植物の成
長速度は従来に成長技術で達成される成長速度の約２倍ある。第２に、植物を損傷させる
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ことなく必要に応じて容易に根を収穫ができる。さらに根を上に述べたように切断するこ
とで、ひげ根が横方向に成長し、広がっていく。従って、根を１年に数回収穫できる。最
後に、最初に花が咲くまでに戸外での植物では３－４年かかるのに対して、エアロポニッ
ク式で栽培された植物は１年で開花した。
【０５８９】
実施例４３
アカシア・ビクトリアエの組織培養および発芽
種子／基質：アリゾナ大学の農業センター（Ｔｕｃｓｏｎ，Ａｒｉｚｏｎａ）で成長する
植物から種子を採取した。種子を無処理の生水内で抗菌性石鹸で徹底的に洗浄し（Ｖｉｏ
ｎｅｘ　Ｖｉｒｏ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ／ｌ　Ｉｎｃ．　ＵＳ
Ａ　Ｄｕｒａｎｇｏ　Ｃｏ／ｌｏｒａｄｏ）、その後、市販の漂白剤を２０％（ｖ／ｖ）
に希釈したもので１５分間で処理した。脱イオン水で繰り返し洗浄した後、種子を沸騰水
で処理し（１００個の種子に対して２００ｍ／ｌ）、一昼夜放置、冷却する。次に、市販
の漂白剤を２０％（ｖ／ｖ）に希釈したもので２０分間で処理し、滅菌した脱イオン水で
２－３回洗浄し、ＭＳ培地（ＭｕｒａｓｈｉｇｅおよびＳｋｏｏｇ，１９６２）及び１／
２強度のＭＳ培地で培養した。その培地はＭＳビタミン、２％（ｗ／ｖ）スクロースで補
強され、０．７％寒天または０．２％ゲルライトのいずれかでゲル化した。本研究におい
て、濃硫酸で種子を殺し、無菌水で洗浄し、培地で培養した。全ての媒体を１２１℃、１
５分間オートクレーブにかけた。培養体を、低温白色蛍光管で発生する１０００／ｌｕｘ
の照明で、１６時間照明することにより、２５＋２℃の温度に維持した。各研究は、同様
のサンプルをそれぞれ１８個づつ用意して行われた。
【０５９０】
増殖：３週間経過した実生から切り出した新芽の穂先および結節部を、ＭＳ培地だけ、及
び０．１ｍｇ／ｌオーキシン（ＩＡＡ、ＮＡＡまたはＩＢＡ）とＢＡＰ（０．１，０．３
、０．５，１．０及び１．３ｍｇ／ｌ）を個別にあるいは組み合わせたものを付加したＭ
Ｓ培地で培養した。シュートを根づかせるためにＩＡＡ（０．１ｍｇ／ｌ），ＩＢＡ（０
．１および０．６ｍｇ／ｌ）及びＮＡＡ（０．１および０．２ｍｇ／ｌ）を用いてテスト
を行った。土壌に移すために植物を培養管から取り出して、その根を無処理の生水で洗浄
し、根に付いた肥料を除去し、砂主体の土壌を満たした鉢に移した。３週間その植物をマ
ジェンダ箱で覆い、湿気を維持し、噴霧を継続し、照明を低くした状態を保持した。３週
間後マジェンダ箱をとり除き、植物を噴霧状態から照明を強くした温室に移した。
【０５９１】
カルスの誘導：ｉｎ　ｖｉｔｒｏで３週間経過した発芽苗から切り取った胚軸や根の断片
からカルス組織を誘導した。外植体を２，４－Ｄ（１ｍｇ／ｌ），ＮＡＡ（０．５＆１ｍ
ｇ／ｌ），チジアゾロン（０．２ｍｇ／ｌ），ジカンバ（０．２＆２ｍｇ／ｌ），ＢＡＰ
（０．３ｍｇ／ｌ），およびＫＮ（０．５および０．３ｍｇ／ｌ）を個々に、あるいは組
み合わせたものを添加したＭＳ培地内で培養した。
【０５９２】
種子の発芽：熱水処理した種子は、３－４日で幼根の毛状体で発芽し、１週間以内で完全
な実生苗が得られた。熱水処理をしないで培養した種子は発芽しなかった。寒天（０．７
％）と比較してゲルライト（０．２％）を含む固形培地で高い割合で種子が発芽した。ゲ
ライトで固形化した半分の強度のＭＳ培地で、最大発芽率８８．７％であることを指摘し
ている。種々の培地との発芽状態のおおよその関係を表４５で示す。
【０５９３】
【表４５】
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【０５９４】
３－４週間で移植可能な実生が得られる。アカシア・ビクトリアエの種子は高水準で休止
状態になるので、イン・ビボでの発芽率が低い（Ｋａｕ／ｌ及びＧａｎｇｕｌｙ，１９６
５；Ｇｒｉｃｅ及びＷｅｓｔｏｂｙ，１９８７）。休止状態を克服するために種子の外皮
を先鋭な器具で傷つけるか、酸による処理にかけるか、または沸騰水で処理をするかのい
ずれかで処理して、一昼夜、水中でそのまま冷却しておく必要がある。発明者らは、沸騰
水処理を行い、その後０．２％のゲルライトでゲル化した１／２ＭＳ培地で種子を培養す
ることによって、発芽率が８８．７％まで増大できることを発見した。／Ｌａｒｓｅｎら
（１９６４）によれば、イン・ビボで沸騰水処理した場合に、アカシア・ビクトリアエの
発芽率が３６％も増大した。前処理をしなかった場合の発芽率は１９．４％であった（Ｋ
ａｕｌ及びＧａｎｇｕｌｙ，１９６５）。さらに、幼根の出現には１２日間かかり、完全
な苗木の回収は７９日後であった。本発明による方法によれば、発芽率が（８８．７％）
に増大し、移植可能な実生を３－４週間で得ることができる。
【０５９５】
シュートチップの培養：シュートの増殖を研究するために、シュートチップ（長さ約１．
０ｃｍ）をＭＳ培地だけとＢＡおよびＩＡＡを組み合わせたＢＡで補強したＭＳ培地のい
ずれかで培養した。ＭＳだけの培地では、シュートの活力が乏しく、根の成長も乏しい（
１－３根／培養体）。ＢＡ（１．３ｍｇ／Ｌ）を含む培地の場合、シュートチップは複数
のシュートを作りだす（平均３．９４シュート／培養体）。複数のシュートのうち１つ又
は２つのシュートが細長くなり、４週間後に８．６ｃｍの高さになった。ＢＡとＩＡＡの
組み合わせで補強した培地は複数のシュートの誘導にも好ましいものである。応答に関す
る概要を表４６示す。
【０５９６】
【表４６】
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【０５９７】
ＢＡの濃度が高い状態（１．０＆１．３ｍｇ／Ｌ）でシュートの数が増大した。ＢＡ（１
ｍｇ／Ｌ）＋ＩＡＡ（０．２ｍｇ／Ｌ）の組み合わせはシュートの育成には良好であるこ
とが分かった。カルスは、ＢＡ－ＩＡＡの組み合わせの場合、すべての切断端部で観察さ
れた。Ｋａｕｒら（１９９８）によるAcacia catechuに関する報告によれば、ＢＡ－ＮＡ
Ａの組み合わせ及びより高い水準のＮＡＡ（１－２ｍｇ／Ｌ）の使用は、新芽の蕾みの誘
発に関して格別の利点をもたらさなかった。ＬＡＡはシュートの芽の形成促進には効果を
及ぼさなかったが、その代りカルスは、外植の基部でつくられた。
【０５９８】
根付きを調査するために、イン・ビトロで発生したシュートを切り取り、ＩＡＡ，ＮＡＡ
またはＩＢＡを含む培地に移植した。反応の概要を表４７に示す。テストした処理体うち
、１／２ＭＳ＋ＮＡＡ（０．２ｍｇ／Ｌ）が根付きに適していることが分かった。シュー
トは４週間後に高さが９－１１ｃｍになった。Acacia catechu（Ｋａｕｒら、１９９８）
において、根とシュートの結合点でカルスの形成が間歇的であり、彼らは、スクロースの
濃度を３％から１．５％に減少させたものを用いてカルス形成を調節したことを報告して
いる。同様の結果が、Ｆｅｒｏｎｉａ　ｌｉｍｏｎｉａ（Ｐｕｒｏｈｉｔ及びＴａｋ，１
９９２）およびAcacia auriculiformis（Ｄａｓら、１９９３）でも報告されている。本
研究では、３％のスクロースでわすかなカルス形成が観察され、２％のスクロースで最小
であった。根付いたシュートを温室に移植した。移植の後の生存率は１００％であった。
苗木を３週間霧状態下で順応させ、その後温室の通常の状態で苗木を成長させた。
【０５９９】
【表４７】
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【０６００】
結節部の断片の培養体：イン・ビトロで発芽した実生から切り取った結節部の断片を、０
．１ｍｇ／／Ｌ　ＩＡＡ、ＮＡＡまたはＩＢＡで補強したＭＳ培地で培養した。外植あた
り１つまたは２つの葉腋シュートしか発生しなかった。これらのシュートの成長はゆっく
りしていた。一方、節外植は、その後の研究には使用されなかった。
【０６０１】
胚軸および根の断片からカルスの誘導：カルスは、イン・ビトロで３週間経過した発芽実
生から切り出した胚軸の断片から誘発された。２，４－Ｄ（１ｍｇ／Ｌ）、チジアズロン
（０．２ｍｇ／Ｌ）、ジカンバ（０．２ｍｇ／Ｌ）に発生したカルスは、緑色で、引き締
った固いものである。発生したカルス量は、テストでもちいられたほとんどの濃度で中程
度であった（表５１）。多量のカルス発生が２，４－Ｄ８４ｍｇ／Ｌ）＋ＩＡＡ（１ｍｇ
／Ｌ）＋ＮＡＡ（１ｍｇ／Ｌ）補強ＭＳ培地で観察された。
【０６０２】
イン・ビトロで３週間経過した発芽実生から切り取った根の断片を２，４－Ｄ（１ｍｇ／
Ｌ）の場合だけ、およびＫＮ（０．５ｍｇ／Ｌ）と組み合わせ２、４－Ｄで補強されたさ
れたＭＳ培地で培養したところ、カルスから発生した２－３の根を持つ薄黄色の柔らかい
カルスの発生した。カルス形成はすべての培養体で観察された。ＢＡ（０．３ｍｇ／Ｌ）
＋ＩＡＡ（０．２ｍｇ／Ｌ）を添加した培地に根の断片から、白みがかった、柔らかく、
もろく、そして豊富なカルスが形成することが観察された。ＩＡＡおよびＮＡＡをそれぞ
れ１ｍｇ／Ｌと組み合わせた２，４－Ｄ（４ｍｇ／Ｌ）を添加した培地に培養された根の
断片に、淡い黄色みがかった豊富なカルスの形成が観察された。同様なタイプのカルスの
形成は、チジオズロン（０．２ｍｇ／Ｌ）＋ジカンバ（（２ｍｇ／Ｌ）およびＩＡＡ（０
．１ｍｇ／Ｌ）を使用した場合にも観察されている。根の断片はジカンバ（２ｍｇ／Ｌ）
＋ＩＡＡ（０．１ｍｇ／Ｌ）を含む培地で培養され、淡い緑色の締まった、固いカルスが
形成された。カルスから苗木を再生する試みは成功しなかった。カルスの誘発に対する外
植のタイプ間の偏差は、アルビイジア　レベック（Ｌａｋｓｈｍａｎａ　ＲａｏおよびＤ
ｅ、１９８７）およびロニセラ　ジャポニカ（Ｇｅｏｒｇｅｓら、１９９３）などいくつ
かの木性種で報告されている。発明者らの研究において、同一の培地で発生した胚軸由来
のカルスと根由来のカルスとの間に違いがあることも分かった。ＢＡ－ＩＡＡの組み合わ
せ培地の胚軸から発生したカルスは淡く緑がかった色で、固く、締まっているが、根の断
片からのものは、白みがかった、柔らかく、もろいものであり、いくつつかタイプを組み
合わせたカルスからの分化した根の発生も観察された。ダルベルジア・ラチフォリア（Ｄ
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ａｌｂｅｒｇｉａ　ｌａｔｉｆｏｌｉａ）においてはカルスは、締まった、固く、暗緑色
になり、シュートの芽の分化が観察された（Ｐｒａｄｈａｎら、１９９８）。発明者らの
研究においても同様のタイプのカルスの発生が指摘されたが、こうしたカルスは再生でき
なかった。この研究で発明者らは、アカシア・ビクトリアエが、イン・ビトロでシュート
チップから増殖できることを確認した。この技術はいろいろなタイプの実生集団の中から
選ばれた個体の微小繁殖及び将来の研究のため選ばれた株の保存のために有益である。
【０６０３】
【表４８】

【０６０４】
実施例４４
抗癌性化合物を製造するためのアカシア・ビクトリアエからヘアリールートの誘導
アカシア・ビクトリアエの植物材料をアグロバクテリュウム・リゾゲネス（Agrobacteriu
m rhizogenes）で感染させると、植物ゲノムヘのＴ－ＤＮＡの組み込みと発現が起こり、
ヘアリールート表現形発生の要因となる（Ｇｒａｎｔら、１９９１）。ヘアリールート培
養の成長は非常に速く、ホルモンを含まない培地では根が斜行的に成長することが示され
、非常に良く分枝する。ヘアリールートはまた遺伝的に高い安定性を示した（Ａｉｒｄら
、１９８８）。多くの双子葉植物は、アグロバクテリュウム・リゾゲネス（Agrobacteriu
m rhizogenes）に感染し易く、植物は、多くの種でヘアリールート培養から再生されてき
た（Ｃｈｒｉｓｔｅｙ，１９９７）。
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【０６０５】
アカシア・ビクトリアエからの活性トリテルペンの製造方法として、ヘアリールートの遺
伝子の形質転換および誘導が発明者らによって達成された。遺伝子の宿主植物ゲノムに遺
伝子を形質転換する土壌細菌アグロバクテリュウム・リゾゲネス（Agrobacterium rhizog
enes）の天然の能力によって感染部分に根が形成されることを用いて、ヘアリールート培
養体を製造する。ヘアリールートは成長が極めて速く、根の違った位置での分枝性が高い
ことを特徴とし、イン・ビトロのホルモンを含まない培地で連続的に成長させることがで
きる。
【０６０６】
発明者らはアグロバクテリュウム・リゾゲネス菌株Ｒ１０００（アグロバクテリュウム・
リゾゲネス・プラスミドｐＲｉＡ4が挿入されたアグロバクテリュウム・ツメファシエン
スの遺伝子工学処理株、ＡＴＣＣ番号４３０５６）を使用して、アカシア・ビクトリアエ
のヘアリールートの誘導を実証した。ヘアリールートに含まれる化合物の生成はＨＰＬＣ
で確認された。ヘアリールートの誘導は、以下のように実施された。先ず最初に、アカシ
ア・ビクトリアエの種子は、アリゾナ州Ｔｕｃｓｏｎの地域で成長した植物から収集した
ものである。その種子に沸騰水を注ぎ、冷却水で一昼夜浸漬し、その表面を市販の漂白剤
を１５％に希釈したもので３０分間滅菌した。滅菌水で繰り返し洗浄した後、種子を２５
０ｍｌの円錐形フラスコに、５０ｍｌの媒地にＭＳビタミンおよび２％のスクロースを加
えた液状ＭＳ媒体で培養した（Ｍｕｒａｓｉｇｅ及びＳｋｏｏｇ、１９６２）。培養体は
２５℃±２℃の暗い成長室のらせん状シェーカーに保持された。培養４日後、発芽した実
生から胚芽軸を切り取り、アグロ感染させるために使用した。
【０６０７】
アグロ感染する前に、アグロバクテリュウム・リゾゲネス（Ａｇｒｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ
　ｒｈｉｚｏｇｅｎｅｓ）菌株Ｒ１０００をＹＥＮＢ培地で一昼夜成長させた。ＹＥＮＢ
培地にはイースト抽出物７．５ｇ／Ｌおよび栄養ブロス（Ｄｉｆｃｏ　Ｌａｂｏｒａｔｏ
ｒｉｅｓ，Ｄｅｔｒｏｉｔ，ＭＩ）８ｇ／Ｌを加えて調製した。外植の胚芽軸を、細菌の
入った溶液に浸されていた微細なステンレス針を用いて感染させた。感染後、微量の細菌
懸濁液（ＭＳ媒体で１：２０）を外植の表面に滴下した。その後、共培養のために、外植
をＭＳ培地、および、アセトシリンゲン（１００μＭ）（３，５ヂメトオキシー４ヒドロ
オキシーアセトフェノン、Ａｌｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍ．Ｃｏ．Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ、ＷＩ
）を含むＭＳ培地に移した。共培養は暗状態下で３日間実施した。共培養から３日後、Ｍ
Ｓ＋セフォタクシン（Ｃｅｆｏｔａｘｉｍｅ）（５００ｍｇ／ｌ，Ａｇｒｉ－Ｂｉｏ，Ｎ
ｏｒｔｈ　Ｍａｉａｍｉ，Ｆ１）培地に移して、外植体に対する細菌の過剰増殖を制御し
た。３－４週間経過した胚芽軸より発生する若葉よりほとんど感染部位から発根が開始す
ることが示された。４週間後、根と共に外植をＭＳのみの培地に移し、暗所で継続して培
養し、ヘアリルートを発生させた。なお、ヘアリールートの発生はさらに８週間経過後で
ある。従って、ヘアリールート発生のためには、いくつかの継体培養によるＭＳ培地経路
がある。一組のプライマーを使用してＰＣＲTMでｒｏｌ　Ｂ遺伝子部位を増幅することに
よって、ヘアリールートの異種遺伝子融合的性質が確認された。使用されたプライマーは
次の通りである。
１） ５′ＧＡＧＧＧＧＡＴＣＣＧＡＴＴＴＧＣＴＴＴＴＧ３´［ＳＥＱ　ＩＤ　　　　
　　　　　　ＮＯ．７］
２） ５　ＣＴＧＡＴＣＡＧＧＣＣＣＣＧＡＧＡＧＴＣ３′［ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ．８］
ＰＣＲTM反応混合物５０μ／ｌは、プライマー（それぞれ最終濃度が１μＭ）、Ｔａｑポ
リメラーゼ（１．０Ｕ）各ｄＮＴＰ　１２５μＭ、１Ｘ　ＰＣＲTM反応緩衝液、１．５ｍ
Ｍ　ＭｇＣｌ2、単離したＤＮＡ３００ｎｇを含んでいた。用いられたＰＣＲTMの条件は
、９２℃５分間の変性開始、続いて９２℃５０秒の変性、５５℃１分間のアニーリング、
及び、７２℃１分半の伸長の３５サイクル、並びに、７２℃７分間の最終伸長であった。
６４５ｂｐ断片が増幅された。
【０６０８】
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液状培地におけるヘアリールートの培養：成長条件を最適にするために、ＭＳ半固体培地
で成長中のヘアリールートを切り取り、異なる容量のフラスコ（１２５、２５０、５００
及び１０００ｍ／ｌ）でＭＳ液状培地をそれぞれ２０、５０、１００および４００ｍ／ｌ
にした培地で培養した。ヘアリールートの成長は、以下の塩基性媒体、つまりＭＳ、Ｎｉ
ｔｓｃｈ及びＮｉｔｓｃｈ（Ｎ　ａｎｄ　Ｎ）（１９６９）、ＳｃｈｅｎｋおよびＨｉｌ
ｄｅｒｂｒａｎｄｔ（ＳＨ）（１９７２）と、Ｗｏｏｄｙ　Ｐｌａｎｔ　Ｍｅｄｉｕｍ（
ＷＰＭ）（ＬｏｙｄおよびＭｃＣｏｗｎ、１９８１）を用いてもテストした。種々の炭素
源の毛根成長に対する効果をテストするために、ＭＳ培地にスクロース、グルコース、フ
ルクトース、およびマンノースそれぞれ２％（ｗ／ｖ）を加えた。ジベレリン酸（０．１
、０．５および１ｍｇ／ｌ）のヘアリールート成長への効果を、オートクレーブ処理後、
ＭＳ培地にろ過滅菌溶液を加えてテストした。
【０６０９】
３－４週間経過すると、感染部位でヘアリールートが観察される。４種の独立的に形質転
換されたヘアリールートのクローンは、アセトシリンゴン（１００μＭ）の存在下でＲ１
０００菌株で感染した胚芽軸から形成された。アセトシリンゴンなしでアグロバクテリュ
ウム・リゾゲネス（A. rhizogenes）で共培養した胚芽軸はヘアリールートを発生しない
。アセトシリンゴンの存在下で３日間共培養するのがヘアリールート誘発には最適である
ことがわかった。アセトシリンゴンの促進効果は、Salvia militiorrhiza（Ｈｕ及びＡｌ
ｆｅｒｍａｎｎ，１９９３）でも報告されている。この結果は、アグロバクテリュウムｖ
ｉｒ遺伝子活性因子としてアセトシリンゴンが形質転換頻度を増大させることを示した。
同様に本研究でも、ヘアリールート誘発にはアセトシリンゴンが必要であることが確認さ
れた。
【０６１０】
根の形質転換した性質は１組のプライマーを使用してＰＣＲTM増幅させ、一部のｒｏｌ　
Ｂ遺伝子を増幅させることで確認された。診断用の６４５ｂｐの断片はテストする４つの
ヘアリールートクローンで増幅させた。
【０６１１】
液状培地で成長させた場合、ヘアリールートは活発に発生した。テスト用の種々の塩基性
媒体のうちで、ＭＳ培地はヘアリールート成長に最適であることが分かった（表５６）。
１２５ｍ／ｌのフラスコ内で、４週間後に２６８倍に成長した。ＷＰＮ及びＮとＮ培地の
場合、それぞれの成長率はそれぞれ２５４倍および１９６倍であった。Ｂ5およびＳＨ培
地はヘアリールート成長には好ましいものではなかった。ヘアリールートはこれら二つの
培地でゆっくりと褐色に変色しはじめた。本研究で、ヘアリールートは、容量の違うフラ
スコ（１２５、２５０、５００および１０００ｍｌ）でＭＳ培地それぞれ２０、５０，１
００および４００ｍ／ｌ内で成長させた。成長速度の概要を表５５に示す。最初に、ヘア
リールートの成長が非常に速い撒種材料を用いて１５０ｍ／ｌと１２５ｍ／ｌのフラスコ
内で４週間経過させると、２５．７７倍の成長率が達成された。フラスコの容量の増大に
つれて根の成長がわずかに減少した。
【０６１２】
ヘアリールートの成長は培地の組成物、特に鉱物イオンや炭素資源に影響を受けやすい（
ＷｙｓｏｋｉｎｓｕｋａおよびＣｈｍｉｅｌ，１９９７）。アカシア・ビクトリアエに関
して、５種の違った塩基性媒体（ＭＳ、Ｎ　ａｎｄ　Ｎ、ＳＨ、ＷＰＭ、および、Ｂ5）
を用いてヘアリールート成長に対する効果をテストした。成長にはＭＳ培地が最もよいこ
とが分かった。Ｓａｋａｉら（１９９８）は種々の養分を含んだ培地におけるColeus fos
kohliiのヘアリールートの成長を比較して、ＷＰＭは毛根成長に最適であることを確認し
た。
【０６１３】
本研究において、他の炭素源（フラクトース、グルコースおよびマンノース）と比較して
スクロースがヘアリールート成長に好適であることが確認された。最大の成長度（２４．
５２倍の増大）はスクロース含有培地にあることが分かった。グルコース含有培地は、成
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長をわずかに抑止し、マンノースは、成長を完全に抑止する（表５７）。Catharanthus r
oseusの場合、培地内で炭素源としてフラクトースの使用することにより、カサランチン
の生産を二倍に速めることができる。しかしながら、フラクトースを使用することで、ス
クロースと比較して、成長が約４０％減少することを報告している刊行物もある（Ｊｕｎ
ｇら、１９９２）。
【０６１４】
オーキシンに感受性が増大する遺伝子がＲｉプラスミドに存在することから（Ｗｙｓｏｋ
ｉｎｓｋａおよびＣｈｍｉｅｌ，１９９７）、ヘアリールートを継続的に成長させるため
に、外因性成長調節要素を添加する必要がない。しかしながら、外在性ホルモンは成長を
刺激するという報告がある。発明者らは、ヘアリールートの成長に関しジベレリン酸（０
．１、０．５、および１．０ｍｇ／ｌ）の効果をテストした。ヘアリールートの成長は、
ＧＡ3含有培地と比較すると、ＧＡ3を含有しない培地が最適である（１５．７７倍増大）
。ＧＡ3の濃度の違いは成長の有意差をもたらさなかった（表５８）。アルテミシア（Art
emisia）において、ＧＡ3は一般的に生物量の蓄積を促進しないが、ＧＡ3を含有しない培
地での培養成長と比較して、より速く静止期に容易に達成できる（Ｓｍｉｔｈら、１９９
７）。ＧＡ3に対するブラシカ・カンジタ（Brassica candida）のヘアリールート反応は
テストされたクローンへの依存性が非常に強いことをＲｈｏｄｅｓら（１９９４）は発見
した。しかしながら、彼らの観察によれば、一般的にＧＡ3は成長に良好な影響を及ぼし
、成長形態の変化に伴うアルカロイドの蓄積が減少する。Ｏｈｋａｗａら（１９８９）の
報告によると、ＧＡ3の濃度が１０ｎｇ／ｌ及び１ｍｇ／ｌで、Datura innoxiaのヘアリ
ールートの成長を促進し、伸長をたかめ、側面の分枝を増大する。Ｚｏｂｅｌ（１９８９
）は、ＧＡ3が根の成長のためＣＯ2と同様の作用効果を有していることを示唆した。アカ
シア・ビクトリアエの毛根に対して、ＧＡ3は、成長促進効果は示さず、種々の遺伝子型
が異なる反応を示す。
【０６１５】
アカシア・ビクトリアエのヘアリールートの培養に使用すると、混合物または個々に精製
した化合物を含む本発明のトリテルペン・グロコシド組成物は、単離可能な植物組織を均
質に培養するための適切な手段を提供する。
【０６１６】
【表４９】

【０６１７】
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【０６１８】
【表５１】
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【０６１９】
【表５２】

【０６２０】
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【表５３】

【０６２１】
ヘアリールート成長に関して、種々の培地を用いてテストを行った。最も良い成長は２％
スクロースを含むＭＳ培地で得られた。ヘアリールートの成長に関し、フラスコ容量の相
違およびジベレリン酸の影響を試験した。ヘアリールートは、１２５ｍ／ｌの円錐形フラ
スコに２０ｍｌの培養液で旋回振動器を用い、ＭＳ液状培地でも成長させた。４週間で８
４倍も成長したことは注目に値する。Ｆ０３５と同定されるものに相当するとトリテルペ
ン・サポニンが生成させることが、標準的で真正な試料を用いてＨＰＬＣ分析で確認され
た。
【０６２２】
ここに開示され権利請求されている組成物のすべて及び方法は、本開示に照らして過剰な
実験を要することなく作成、実行することができる。本発明の組成物および方法は好まし
い実施の形態として述べられたものであるが、本発明の概念、精神および範囲を逸脱する
ことなく、ここに述べた組成物および方法に対して、あるいはその方法における１つ、あ
るいは一連のステップに対して修正を加えることができることは当業者には明らかであろ
う。より詳細には、種々の化学的及び物理的構成要素を上に述べたものに代えて使用する
ことが可能であり、同じまたは同様の結果が達成できることはあきらかであろう。こうし
た同様の置換や修正のすべては、本請求の範囲に記載の本発明の精神、措置、概念の範囲
内にあることは当業者には明白であろう。
【０６２３】
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【０６２５】
以下の図面は本明細書の一部を形成し、さらに本発明のいくつかの側面を示すためにここ
に含まれるものである。本発明はここに示されている具体的な実施の形態の詳細な説明と
組み合わせてこれらの図面の１つ又は複数の図面を参照することでよりよく理解できるで
あろう。
【簡単な図面の説明】
【図１】　ヒト腫瘍細胞株に対するＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ００１の効果
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。図１は粗豆科植物抽出物で処理した卵巣（ＳＫ－ＯＶ－３、ＨＥＹ、ＯＶＣＡＲ－３）
、乳房（ＭＤＡ－４６８）、黒色腫（Ａ３７５－Ｍ、Ｈｓ－２９４ｔ）、及びヒト表皮様
（Ａ４３）細胞株によって示された成長抑止を示す図である。
【図２】　形質変換された、及び形質変換されていない細胞株に対するＵＡ－ＢＲＦ－Ｄ
ＥＬＥＰ－Ｆ０２３（フラクション２３）の影響。図２は卵巣（ＳＫ－ＯＶ－３、ＨＥＹ
、ＯＶＣＡＲ－３）、Ｔ－細胞白血病（Ｊｕｒｋａｔ）、前立腺（ＬＮＣａＰ）、新鮮な
ヒト卵巣腫瘍細胞（ＦＴＣ）、ヒト組織芽（ＦＳ）及び内皮（ＨＵＶＥＣ）ｓａｉｂｏｕ
に対するフラクション２３によって示される細胞毒性を示している。わずか１５－１７％
の細胞毒性しか形質変換されなかった細胞では示されなかったのに対して、腫瘍細胞では
５０－９０％の細胞毒性を示す図である。
【図３】　ヒト腫瘍細胞株に対するフラクション３５（“ＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬ
ＥＰ－Ｆ０３５”又は“Ｆ０３５”）の影響。図３はフラクション３５で処理したヒト卵
巣（ＨＥＹ、ＯＶＣＡＲ－３、Ｃ－１、ＳＫ－ＯＶ－３）、膵臓（ＰＡＮＣ－１）及び腎
臓（７６９－Ｐ、７８６－Ｏ、Ａ４９８）細胞株によって示された細胞毒性を示している
。これらの細胞株のＩＣ50は１－６μｇ／ｍｌの範囲であることを示す図である。
【図４】　白血病細胞株に対するフラクション３５の影響。図４はフラクション３５がＩ
Ｃ50、１３０ｎｇ／ｍｌでＪｕｒｋａｔ（Ｔ－細胞白血病）細胞に対して、さらに１－３
μｇ／ｍｌの範囲でのＲＥＨ、ＫＧ－１及びＮＡＬＭ－６（Ｂ－細胞白血病）細胞に対す
るＩＣ50で強力な細胞毒性を発揮したことを示す図である。
【図５】　内皮細胞の増殖に対するフラクション３５の影響。図５は、フラクション３５
がｂＦＧＦによる刺激があってもなくても内皮細胞の増殖に対する強力な抑制因子である
ことを示す図である。
【図６】　毛細管内皮細胞の移動に対するフラクション３５の影響。図６は毛細管内皮細
胞の移動に対する効果がないことを示しており、これは細胞毒性の欠如を示唆する図であ
る。
【図７】　苗及びカルス抽出物の薄層クロマトグラフィーを示す。レーン１：ＢＡ－ＬＡ
Ａ培地上で成長させられた幹カルス；レーン２：ＢＡ－ＩＡＡ培地上で成長させられた根
カルス；レーン３：胚軸カルス；レーン４：半固体状培地上でメチル・ジャスモネート（
１００μＭ）で処理された苗；レーン５：半固体状培地で成長する比較対象の苗；レーン
６：標準的なＦ０２３；レーン７：ＢＡ培地上で成長させられた新芽；レーン８：５０μ
Ｍメチル・ジャスモネートで処理された苗；レーン９：１００μＭメチル・ジャスモネー
トで処理した苗；レーン１０：２００μＭメチル・ジャスモネートで処理された苗；レー
ン１１：比較対象の苗；レーン１２：標準ＦＯ２３を示す図である。
【図８】　左側にＳＥＮＣＡＲマウスの写真、右側にＳＥＮＣＡＲ及びＣ５７Ｂ１の交雑
種を示す。両方とも８週間にわたって１００ｎｍｏｌのＤＭＢＡの投与を繰り返すことに
よって処理されたもの。１５週目に両方とも多数の乳頭腫を有していたが、ＳＥＮＣＡＲ
とＣ５７Ｂ１マウスの交雑種の場合、乳頭腫の数も少なく、そのサイズも小さかった。Ｃ
５７Ｂ１系統は癌腫発生に対しては抵抗性が高く、腫瘍を形成しないことを示す図である
。
【図９】　アセトン、ＤＭＢＡ、又はＤＭＢＡ＋ＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ
０３５によって処理されたマウスの表皮部分を示す。ＦＩＧ．９Ａ：アセトン処理、４週
間目。図９Ｂ：アセトン処理、８週間目。図９Ｃ：ＤＭＢＡ処理、４週間目。図９Ｄ：Ｄ
ＭＢＡ処理、８週間目。図９E：ＤＭＢＡ＋ＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－F０３５
処理、４週間目。図９F：ＤＭＢＡ＋ＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－F０３５処理、
八週間目を示す図である。
【図１０】　ＤＮＡでのＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－F０３５の酸化防止効果、
４週間目。図１０A：低濃度のＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－F０３５（０．１ｍｇ
／０．２ｍｌ）による処理後の酸化防止効果を示す。図１０B：高濃度のＵＡ－ＢＲＦ－
００４－ＤＥＬＥＰ－F０３５（０．３ｍｇ／０．２ｍｌ）による処理後の酸化防止効果
を示す図である。
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【図１１】　ＤＭＢＡ及びＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－F０３５による処理４週
間目の表皮の厚さを示す。図１１Ａ：低濃度のＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－F０
３５（０．１ｍｇ／ｍｌ）による処理後の表皮の厚みに対する影響を示す。図１１Ｂ：高
濃度のＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－F０３５（０．３ｍｇ／０．２ｍｌ）による
処理後の表皮の厚みに対する影響を示す図である。
【図１２】　低濃度（０．１ｍｇ／０．２ｍｌ）又は高濃度（０．３ｍｇ／０．２ｍｌ）
のＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－F０３５でのＤＭＢＡによる処理後４週間目の表
皮の厚みの増加割合を示す図である。
【図１３】　低濃度（０．１ｍｇ／０．２ｍｌ）又は高濃度（０．３ｍｇ／０．２ｍｌ）
のＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－F０３５でのＤＭＢＡによる処理後８週間目の乳
頭腫の減少の割合を示す図である。
【図１４】　マウスＨ－ｒａｓコドン６１突然変異の増幅を示すＰＣＲ反応のオードラジ
オグラムを示す図である。
【図１５】　アカシア・ビクトリアエから採取した生物学的に活性なトリテルペン化合物
を精製、単離するために用いられた最初の基本方針を示す図である。
【図１６】　アカシア・ビクトリアエから採取した活性成分の精製、単離、及び特徴づけ
の改良された全体的方式を示す図である。
【図１７】　図１７Ａ、Ｂ；図１７Ａ：フラクション９４(“ＵＡ－ＢＲＦ－００４Ｐｏ
ｄ－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０９４”又はＦ０９４)で見られた加水分解された活性成分から単離
されたアセチル化糖類のＨＰＬＣスペクトルを示す。図１７Ｂ：Ｆ０９４で見られた加水
分解された活性成分から単離されたアセチル化糖類のＨＰＬＣスペクトルを示す図である
。
【図１８】　図１８Ａ：ＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５及びＦ０３５－Ｂ
２のＨＰＬＣスペクトルを示す。図１８Ｂ：ＵＡ－ＢＲＦ－００４Ｐｏｄ－ＤＥＬＥＰ－
Ｆ０９４のＨＰＬＣスペクトルを示す。図１８Ｃ：Ｆ１４０のＨＰＬＣスペクトルを示す
。図１８Ｄ：Ｆ１４２のＨＰＬＣスペクトルを示す。図１８Ｅ：Ｆ１４４のＨＰＬＣスペ
クトルを示す。図１８Ｆ：Ｆ１４５のＨＰＬＣスペクトルを示す図である。
【図１９】　フラクション３５による処理の前と後のＯＣＶＡＲ－３細胞の細胞サイクル
分析。図はフラクション３５による処理後の細胞サイクルのＧ１フェーズでの細胞の数の
８％弱の増大とＳフェーズでの細胞の１０％弱の減少を示し、これはＧ１アレストを示し
ている。図１９Ａ：未処理ＯＶＣＡＲ－３腫瘍細胞での細胞サイクル分析。図１９Ｂ：フ
ラクション３５によって処理されたＯＶＣＡＲ－３腫瘍細胞の細胞サイクル分析を示す図
である。
【図２０】　ＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５及びＵＡ－ＢＲＦ－００４Ｐ
ｏｄ－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０９４への細胞の露出によるＴＮＦ活性化ＮＦ－ｋＢの著しい抑制
を示すＥＭＳＡ。処理は以下の通り行われた。レーン１：未処理；レーン２：ＴＮＦ（１
００ｐＭ）；レーン３：ＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５（１μｇ／ｍｌ）
；レーン４：ＴＮＦ＋Ｆ０３５（１μｇ／ｍｌ）；レーン５：Ｆ０３５（２μｇ／ｍｌ）
；レーン６：ＴＮＦ＋Ｆ０３５（２μｇ／ｍｌ）；レーン７：Ｆ０９４（１μｇ／ｍｌ）
；レーン８：ＴＮＦ＋Ｆ０９４（１μｇ／ｍｌ）；レーン９：Ｆ０９４（２μｇ／ｍｌ）
；レーン１０：ＴＮＦ＋Ｆ０９４（２μｇ／ｍｌ）を示す図である。
【図２１】　ＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ－Ｆ０３５及びウォルトマニンによるP1
3－キナーゼの抑制を示す脂質キナーゼ・アッセイを示す図である。
【図２２】　ホスホ固有ＡＫＴ及び総AKT抗体を用いてのウェスタンＥＣＬによって分析
されたＳＤＳ－ＰＡＧＥゲル。１及び２μｇ／ｍｌのＵＡ－ＢＲＦ－００４－ＤＥＬＥＰ
－Ｆ０３５による処理後の細胞はＡＫＴホスホリル化（活性AKT）の著しい抑制を示し、
これは１μＭのウォルトマニンによる２時間の処理の場合と同様であることを示す図であ
る。
【図２３】　４つの独立に形質変換された根のクローンから採取したｒｏｌＢ遺伝子の１
部分からのＰＣＲTM増幅を示す。(レーン左から右へ、１：Ｋｂラッダー、２：ポジティ
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ブ・コントロール（Ｒ１０００系統からのプラスミドDNA）、３：ネガティブ・コントロ
ール（形質変換されていない根から採取したＤＮＡ）、４－７：４つの独立に形質変換さ
れた根のクローン。ポジティブ・コントロール及び形質変換された根における６４５ｂＰ
フラグメントの増幅に注目される図である。
【図２４】　エリプトシドA及びエリプトシドEの構造（Ｂｅｕｔｌｅｒ、１９９７）を示
す図である。
【図２５】　Ｆ０９４内の成分のＨＰＬＣ分離を示す図である。
【図２６】　Ｆ０３５内の構成成分のＨＰＬＣ分離を示す図である。
【図２７】　F０９４の半調製ＨＰＬＣによる最初の分別を示す図である。
【図２８】　F０９４の半調製ＨＰＬＣによる二回目の分別を示す図である。
【図２９】　F０９４の予備的分別を示す図である。
【図３０】　予備的フラクションDの分析を示す図である。
【図３１】　予備的フラクションG／Hの分析を示す図である。
【図３２】　二回目のＰＦＰカラム精製後の化合物Ｇ１を示す図である。
【図３３】　最終的なＣ－１８精製後の化合物Ｇ１を示す図である。
【図３４】　ウォーターズＣ－１８カラム精製後の化合物Ｄ１を示す図である。
【図３５】　最終的なＣ－１８－Ａｑ精製後の化合物Ｄ１を示す図である。
【図３６】　化合物Ｄ１の劣化から発生する化合物を示す図である。
【図３７】　化合物Ｇ１の劣化から発生する化合物を示す図である。
【図３８】　化合物B１の劣化から発生する化合物を示す図である。
【図３９】　トリテルペン・グリコシドＤ１の構造を示す図である。
【図４０】　トリテルペン・グリコシドＧ１の構造を示す図である。
【図４１】　トリテルペン・グリコシドB１の構造を示す図である。
【図４２】　癌及び正常な細胞株に対するトリテルペン・グリコシド（Ｆ０３５）の混合
物の影響。Ｆ０３５は実施例で述べられた手順で細胞毒性を評価した。Ｆ０３５の活性を
図に示す癌及び正常な細胞株のパネル上で調べた。ＩＣ50は癌細胞株に対しては０．２－
５．８μｇ／ｍｌの範囲であった。正常で不死化された細胞株では有意な細胞毒性は観察
されなかった（ＩＣ50：１５μｇ／ｍｌ）ことを示す図である。
【図４３】　ヒト癌細胞株に対する精製トリテルペン・グリコシドＤ１及びＧ１の細胞毒
性の特徴。精製された抽出物の以下のヒト癌細胞株に対する活性を調べた。Ｊｕｒｋａｔ
（Ｔ－細胞白血病）、Ｃ－２ヘイ変種（卵巣）、７６９－P（腎臓）、ＭＤＡ－ＭＢ－２
３１、ＭＤＡ－ＭＢ－４５３（乳房）。それらの結果を平均＋ＳＥＭとして示す図である
。
【図４４】　精製された化合物D１及びＧ１、及びトリテルペン・グリコシド（Ｆ０３５
）の混合物のアポトーシスに対する影響。アポトーシスは、細胞をアンネキシンＶ－ＦＴ
ＴＣで染色し、ＤＮＡ内容物については沃化プロピジウム（ＰＩ）で染色し、フロー・シ
トメトリーを用いて分析を行うアネキシンＶ結合アッセイを用いて測定した。細胞は０．
５－１．０μｇ／ｍｌの抽出物を用いて１６時間培養した。１６時間処理した後、３つの
群の細胞が観察された。死滅したか、あるいはアポトーシスの後期段階（アンネキシンＶ
－ＦＴＴＣ及びＰＩポジティブ）の細胞、アポトーシス進行中の細胞（アネキシンＶ－Ｆ
ＩＴＣポジティブ及びＰＩポジティブ）、そして分裂可能でアポトーシスが進行していな
い細胞（アンネキシンＶ－ＦＴＴＣ及びＰＩポジティブ；下左側）を示す図である。
【図４５】　ＰＩ３－キナーゼ活性及びＡＫＴホスホリル化の抑制。ホスファチジルイノ
シトール（ＰＩ）をホスホリル化する能力を細胞溶解物から採取したｐ８５蛋白質免疫沈
澱物に関して測定した。Ｊｕｒｋａｔ細胞を用いてｐ８５免疫沈澱物に対して行ったイン
・ビトロ・キナーゼ・アッセイのオートラジオグラムが薄層クロマトグラフィー上で分離
して示されている。図４５B：粗及び純粋なトリテルペン・グリコシドによるＳｅｒ－４
７３及びＴｈｒ－３０８上でのＡＫＴホスホリル化の抑制。Ｊｕｒｋａｔ細胞を粗（Ｆ０
３５）及び精製したＤ１とＧ１の抽出物で３７℃の温度下で１６時間培養した。この細胞
溶解物を９％ＳＤＳ－ＰＡＧＥ上で溶解し、抗Ｓｅｒ－４７３、Ｔｈｒ－３０８、及び総
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ＡＫＴ抗体をプローブとして用いてのウェスタン・ブロットＥＣＬ分析を示す図である。
【図４６】　トリテルペン・グリコシドによるＴＮＦ誘導ＮＦ－ｋＢの抑制とｉＮＯＳの
誘導。Ｊｕｒｋａｔ細胞を異なった濃度のＦ０３５（１－４μｇ／ｍｌ；図４６Ａ）及び
２μｇ／ｍｌの純粋な抽出物（Ｄ１及びＧ１；図４６B）に１６時間露出させて、１００
ｐＭのＴＮＦを用いてＮＦ－ｋＢを３７℃の温度下で１５分間活性化させた。ＤＮＡ－プ
ローブ錯体を７．５％の天然ポリアクリルアミド・ゲル上で分離し、放射活性バンドを視
覚化し、ホスホイメージャーで定量した。方法の箇所で述べるように、Ｕ－９３７（図４
６Ｃ）及びＪｕｒｋａｔ（図４６D）でＮＯＳが誘導された。細胞蛋白質をＳＤＳ－ＰＡ
ＧＥで溶解して、抗ｉＮＯＳ抗体を用いたウェスタン・ブロットＥＣＬで分析したを示す
図である。
【図４７】　Ｊｕｒｋａｔ細胞におけるＰＡＲＰの切断に対するＦ０３５及びＤ１の影響
を示す図である。
【図４８】　Ｊｕｒｋａｔ細胞におけるＦ０３５誘発ＰＡＲＰ切断に対するｚ－ｖａ　ｆ
ｍｋの影響を示す図である。
【図４９】　Ｊｕｒｋａｔ細胞におけるカスパーゼＦ０３５，Ｆ０９４、Ｄ１及びＧ１の
影響を示す図である。
【図５０】　ｊｕｒｋａｔミトコンドリアから採取したチトクロム放出に対するＦ０３５
の影響を示す図である。
【配列表】



(163) JP 4860039 B2 2012.1.25

10

20

30



(164) JP 4860039 B2 2012.1.25

10

20

30



(165) JP 4860039 B2 2012.1.25

10

20

【図１】 【図２】



(166) JP 4860039 B2 2012.1.25

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(167) JP 4860039 B2 2012.1.25

【図８】 【図９】



(168) JP 4860039 B2 2012.1.25

【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】



(169) JP 4860039 B2 2012.1.25

【図１５】 【図１６】

【図１７】



(170) JP 4860039 B2 2012.1.25

【図１８】

【図１９】



(171) JP 4860039 B2 2012.1.25

【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】



(172) JP 4860039 B2 2012.1.25

【図２９】 【図３０】

【図３１】

【図３２】

【図３３】

【図３４】

【図３５】



(173) JP 4860039 B2 2012.1.25

【図３６】 【図３７】

【図３８】 【図３９】



(174) JP 4860039 B2 2012.1.25

【図４０】 【図４１】

【図４２】 【図４３】



(175) JP 4860039 B2 2012.1.25

【図４４】 【図４５】

【図４６】 【図４７】

【図４８】



(176) JP 4860039 B2 2012.1.25

【図４９】

【図５０】



(177) JP 4860039 B2 2012.1.25

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｃ１２Ｎ   5/00     (2006.01)           Ｃ１２Ｎ   5/00    ２０１　          　　　　　

(72)発明者  マリイ　ブレーク
            アメリカ合衆国　８５７１８－１３６４　アリゾナ，テューソン，エヌ．キャンベル　アベニュー
            　６６５１，ナンバー２３７
(72)発明者  ガッターマン，ジョーダン　ユー．
            アメリカ合衆国　７７００４　テキサス，ヒューストン，ハーマン　１７０１，ナンバー３０　ジ
            ィ．
(72)発明者  ホフマン，ジョセフ　ジェイ．
            アメリカ合衆国　８５７１６　アリゾナ，テューソン，イースト　ヘンドリック　２７１８
(72)発明者  ベイリ，デービット　ティー．
            アメリカ合衆国　８０３０２　コロラド，ボルダー，オーバールック　レーン　３２８
(72)発明者  ジャヤティレーク，ジェミニ　エス．
            アメリカ合衆国　８００２０　コロラド，ブルームフィールド，ウォルフ　ドライブ　１２３４７

    審査官  佐々木　秀次

(56)参考文献  特開平０７－１６５５９８（ＪＰ，Ａ）
              BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY，１９９７年　８月　１日，VOL.5, NO.8，pp.1509-1517
              Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies，１９９７年，Vol.20, No.15，pp
              .2415-2426
              Food Hydrocolloids，１９８８年，Vol.2, No.4，pp.329-336

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61K  36/48
              A61K31/00-31/80
              CA/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS(STN)
              JSTPlus/JMEDPlus/JST7580(JDreamII)


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

