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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下のポリペプチド（ａ）～（ｄ）からなる群から選んだポリペプチド：
（ａ）配列番号２で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチド；
（ｂ）配列番号２で表されるアミノ酸配列を含み、しかも、ガレクチン活性を有するポリ
ペプチド；
（ｃ）配列番号２で表されるアミノ酸配列において、１又は数個のアミノ酸が欠失、置換
、及び／又は付加されたアミノ酸配列を含み、しかも、ガレクチン活性を示すポリペプチ
ド；並びに
（ｄ）配列番号２で表されるアミノ酸配列との相同性が９０％以上であるアミノ酸配列を
含み、しかも、ガレクチン活性を有するポリペプチド。
【請求項２】
　請求項１に記載のポリペプチドをコードするポリヌクレオチド。
【請求項３】
　以下のポリヌクレオチド（Ａ）及び（Ｂ）からなる群から選んだポリヌクレオチドであ
る、請求項２に記載のポリヌクレオチド：
（Ａ）配列番号１で表される塩基配列における１２９番～１０９７番の塩基からなる配列
を含むポリヌクレオチド；及び
（Ｂ）配列番号１で表される塩基配列における１２９番～１０９７番の塩基からなる配列
からなるポリヌクレオチドとストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、しかも、ガ
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レクチン活性を有するポリペプチドをコードするポリヌクレオチド。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載のポリヌクレオチドを含む組換え体分子。
【請求項５】
　請求項２又は３に記載のポリヌクレオチドを含むベクター。
【請求項６】
　請求項２又は３に記載のポリヌクレオチドを含む組換え体細胞。
【請求項７】
　請求項６に記載の組換え体細胞を培養し、その培養物から請求項１に記載のポリペプチ
ドを採取することを特徴とする、前記ポリペプチドの製造方法。
【請求項８】
　請求項１に記載のポリペプチドを認識する抗体又はその抗原結合断片。
【請求項９】
　モノクローナル抗体である、請求項８に記載の抗体又はその抗原結合断片。
【請求項１０】
　請求項１に記載のポリペプチドと試験物質とを接触させる工程、及び
前記ポリペプチドのガレクチン活性を分析する工程
を含む、前記ポリペプチドのガレクチン活性を修飾する物質のスクリーニング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベクターマダニのガレクチン、それをコードする核酸分子及びそれらの利用
に関する。
【０００２】
　より詳細には、本発明は、マダニが媒介する動物・ヒトの病原体がマダニ体内への侵入
に不可欠な接着に関わるタンパク質、それをコードするポリヌクレオチド、及びそれらの
使用に関する。ここで、動物・ヒトの病原体とは、世界的に甚大な被害をもたらすピロプ
ラズマ症の病原体であるバベシア原虫をはじめとする人獣共通細菌・ウイルスを指す。具
体的には、本発明は、これらの病原体がマダニ個体への最初の侵入器官である中腸上皮や
体内移行経路にあたる器官・組織の細胞上皮で発現するガレクチンをコードするポリヌク
レオチド、前記ポリヌクレオチドを含むベクター、前記ベクターを保持する組換え体細胞
、組換えペプチドタンパク質、及び合成ペプチドに関する。本発明により、バベシア症を
はじめとする人及び動物の感染症予防及び治療を目的とした化合物の合成、あるいはそれ
ら病原体による感染症の治療薬の開発に応用することができる。
【背景技術】
【０００３】
　地球上に棲息する５００属１５，０００種を越える吸血性節足動物の中で、マダニはわ
ずか１９属７５０種（５％）の弱小グループであるが、ヒト以外の動物では第１位、ヒト
では蚊に次いで第２位に重要な感染症媒介節足動物である。経済的被害からもマダニとマ
ダニ媒介性疾病による損害額はウシだけでも毎年７０億米ドル以上［ＦＡＯ（Food and A
griculture Organization）１９９５］にのぼり、その対策は世界各国で畜産振興上の最
重要課題となっている。マダニ防除の中心は化学療法剤などの薬剤利用に深く依存してい
る。ＤＴＴが開発された１９５０年以降、有機リン系、カーバメート系、ピレスロイド系
などの化合物が殺ダニ剤としてマダニ防除に使用されてきた。しかしながら、薬剤の連続
使用によるいわゆる薬剤耐性がいずれの薬剤に対しても確立され、殺虫効果の消失するも
のも少なくない。さらに、薬剤の使用には常に人あるいは動物への副作用を考えなくては
ならず、同時に、食と環境の安全性を脅かす薬物残留問題があり、消費者から敬遠される
傾向にある。そのうえ、薬剤の使用には有効性や適用範囲に加えて、膨大な開発コストの
面からも限界が生じつつある。
【０００４】
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　感染症媒介者（ベクター）としてのマダニは、マラリアベクターの蚊と比べて、ウイル
ス、リケッチア、細菌、原虫、寄生虫などほぼすべての種類の病原体の伝播に関与する他
に比肩しうるもののない優れた疾病媒介能を有する。ヒトではマラリアが世界的に猛威を
振るっていることはよく知られているが、動物（家畜・愛玩動物）ではマラリアに類似し
た感染症としてマダニが媒介するバベシア症がある。本症は畜産・獣医学領域で最も被害
の大きい寄生虫感染症であり、近年ではヒトでのバベシア症が世界各国で報告され、新興
人獣共通感染症のひとつにあげられている。
【０００５】
　感染症予防の最大の武器はワクチンであるが、寄生虫ワクチン（多大な資金と精力的な
ワクチン開発にかかわらずマラリアであっても）の開発は困難を極めている。進化した生
活環を有する寄生虫では、動物・ヒトの獲得防御免疫に関する主要な寄生虫由来の抗原や
免疫誘導機構など、不明な点が多くあるためであるが、とりわけ重大なのは、寄生虫は高
度に発達した免疫回避機構により宿主の免疫監視から逃れるシステムを発達させており、
防御免疫の獲得が困難なことにある。このようなことからバベシア原虫についても例外で
はなく、バベシア症の発症をもたらす宿主体内ステージに焦点をあてた研究開発からはワ
クチンを生まれていない。
【０００６】
　一方、マダニの頻回寄生に対して宿主が抵抗性を獲得する現象を応用した獲得免疫によ
るマダニ防除法が以前から試みられている（非特許文献１）。また、宿主への接触が全く
ないマダニタンパク質がマダニ感染に対する防御抗原となることも明らかにされ、実際に
ワクチン抗原（Tick GARD）（非特許文献２）として一部のマダニ媒介性病原体［例えば
、１宿主性のマダニ（Boophilus microplus）］に対して野外応用されているものの、多
くのマダニ媒介性病原体媒介者に対してのワクチンは依然として開発途上にあり、病原体
側のマダニ媒介性病原体の防除対策もマダニと同様に薬剤に深く依存しているのが実情で
ある。このように２１世紀におけるマダニ媒介性病原体による人及び家畜生産の被害を既
存の薬剤使用によって防ぐことは非常に難しい状況にある。
【０００７】
　マダニ媒介性病原体は宿主とマダニで複雑な生活環を形成している。牛バベシア症の中
で最も重篤な症状をもたらすバベシア　ビゲミナ（Babesia bigemina）の生活環は、宿主
赤血球に寄生したバベシア原虫（メロゾイト）が宿主体内で分裂増殖し、他の赤血球への
侵入を繰り返す。牛におけるピロプラズマ症の発症はメロゾイトによるものである。マダ
ニが媒介する動物間のバベシア原虫感染は、吸血によってバベシア感染赤血球がマダニ中
腸内に取り込まれ、ガメトゴニー及びシゾゴニーの増殖をする。唾液腺に移行したバベシ
ア原虫はスポロゴニーによって増殖し、生じたスポロゾイト期の原虫はマダニの吸血によ
って宿主体内に侵入する。以上のように、バベシア原虫の生活環を考慮すれば、誰しもマ
ダニステージの重要性は理解することができるが、マダニコロニーの系統維持の難しさか
ら、世界的にもマダニステージの虫体に特化した研究を展開することができるグループは
限られている。
【０００８】
　一方、ガレクチンは、糖鎖構造（ガラクトースに対する結合特異性）を認識する動物レ
クチンである。分布は、脊椎動物から線虫、昆虫、海綿動物などの無脊椎動物にも広く存
在が知られている。ダニガレクチンとしては、例えば、ヒメダニの１つであるオルニソド
ロス・モウバタ（Ornithodoros moubata）由来のガレクチン（特許文献１）、あるいは、
牛の東海岸熱病のベクターであるコイタマダニの一種（Rhipicephalus appendiculatus）
由来のガレクチン［NCBI (National Center for Biotechnology Information) BLASTP (P
rotein-protein Basic Local Alignment Search Tool) サーチ, Accession No. AA060051
）等の塩基配列及びアミノ酸配列が決定されている。しかしながら、ベクターマダニのガ
レクチンが媒介病原体の伝搬に必須であることはいずれのマダニにおいても実証されるに
至っていない。
【０００９】
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【非特許文献１】「ナショナルインスティチュート・オブ・アニマルヘルス・クオータリ
ー（トウキョウ）(National Institute of Animal Health Quarterly、Tokyo) ，1978年
，18巻，27-38頁
【非特許文献２】「プラシトロジー・トゥデー（Parasitology Today）」，（オランダ国
），1999年，15巻，258-262頁
【特許文献１】国際公開第０３／０７２７８１号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　我々は約２０年来にわたって継代してきた日本の最優占種であるフタトゲチマダニを用
いて、バベシア原虫媒介に関与するプロジェクト研究を推進してきている。我々はマダニ
個体における病原体伝搬機構に着目し、解析の結果からバベシア原虫がマダニ体内に侵入
する際の中腸上皮表面の接着分子と想定されるガレクチンの単離に成功した。
【００１１】
　ガレクチンは、糖鎖構造（ガラクトースに対する結合特異性）を認識する動物レクチン
である。分布は、脊椎動物から線虫、昆虫、海綿動物などの無脊椎動物にも広く存在が知
られている。機能的には不明な点が多いが、細胞周期やアポとーシスといった生命現象の
基本部分を担うとされ、更に様々な病態に対しての治療効果をもたらすことが分かってき
ている［Yang RY and Liu FT. Cell Mol Life Sci. 60:267-276(2003)；笠井ほかタンパ
ク質核酸酵素48:1085-1091(2003)］。特にガレクチンが認識する糖タンパク質は、細胞の
種類や状態によって、更に作用も異なるとされている。このようなことからレセプター－
リガンドに介入した創薬に基づいて場合、マダニガレクチンは、病原体伝搬において重要
な役割を果たしているものと推察することができる。
【００１２】
　本発明は、マダニ駆除及びマダニ媒介感染症から人及び動物を守るための化合物を提供
し、ウイルス、細菌、原虫、寄生虫などの様々なマダニ媒介性病原体に感染症の防除法を
提供するものである。具体的には、ベクターマダニのガレクチン、前記感染防御抗原タン
パク質をコードするポリヌクレオチド、前記ポリヌクレオチドを含むベクター、前記ベク
ターを保持する組換え体細胞、ベクターマダニのガレクチンに対する抗体、並びにマダニ
媒介性病原体の感染及び増殖を防ぐ化合物の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者は、抗原変異が宿主体内ステージに比べて少ないベクターステージに着目し、
更に、虫体そのものの解析ではなくベクター伝搬に欠かかせない吸血後最初に侵入しなけ
ればならない中腸上皮に何らかの接着分子があることを想定した。発明者は、マダニのバ
ベシア原虫媒介能は偶然に成立したものではなく、長い年月をかけて成立した両者の分子
間相互作用を基盤にしているものと想定し、今回、フタトゲチマダニ中腸上皮への原虫接
着分子としてガレクチンの関与を突き止めた。今回単離したマダニガレクチンは、バベシ
ア原虫に限らず、マダニが媒介する野兎病、Ｑ熱、ウイルス性脳炎などの伝搬防除にも応
用することができる。これまで、マダニが媒介する病原体の発育・生存においてガレクチ
ンが重要であるとの報告はなく、ベクターマダニのガレクチンをコードする遺伝子及びそ
の組換えタンパク質は、マダニ媒介性感染症の予防・防除を目的とした化合物の作出に有
効である。本発明は、マダニ媒介性病原体におけるマダニ媒介性病原体のベクターマダニ
のガレクチンをコードする遺伝子、前記感染防御抗原タンパク質及び前記感染防御抗原タ
ンパク質コード領域をタンパク質発現ベクターに挿入し、精製した組換えベクターマダニ
のガレクチンの作製に関する。また、本発明は、ベクターマダニのガレクチンに対する抗
体、及び抗体の作製方法に関する。更に、本発明は、前記タンパク質の一部を利用して作
製した合成ペプチド及び化合物に関する。
【００１４】
　すなわち、本発明は、
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［１］以下のポリペプチド（ａ）～（ｄ）からなる群から選んだポリペプチド：
（ａ）配列番号２で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチド；
（ｂ）配列番号２で表されるアミノ酸配列を含み、しかも、ガレクチン活性を有するポリ
ペプチド；
（ｃ）配列番号２で表されるアミノ酸配列において、１又は数個のアミノ酸が欠失、置換
、及び／又は付加されたアミノ酸配列を含み、しかも、ガレクチン活性を示すポリペプチ
ド；並びに
（ｄ）配列番号２で表されるアミノ酸配列との相同性が９０％以上であるアミノ酸配列を
含み、しかも、ガレクチン活性を有するポリペプチド、
［２］［１］に記載のポリペプチドをコードするポリヌクレオチド、
［３］以下のポリヌクレオチド（Ａ）及び（Ｂ）からなる群から選んだポリヌクレオチド
である、［２］に記載のポリヌクレオチド：
（Ａ）配列番号１で表される塩基配列における１２９番～１０９７番の塩基からなる配列
を含むポリヌクレオチド；及び
（Ｂ）配列番号１で表される塩基配列における１２９番～１０９７番の塩基からなる配列
からなるポリヌクレオチドとストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、しかも、ガ
レクチン活性を有するポリペプチドをコードするポリヌクレオチド、
［４］［２］又は［３］に記載のポリヌクレオチドを含む組換え体分子、
［５］［２］又は［３］に記載のポリヌクレオチドを含むベクター、
［６］［２］又は［３］に記載のポリヌクレオチドを含む組換え体細胞、
［７］［６］に記載の組換え体細胞を培養し、その培養物から［１］に記載のポリペプチ
ドを採取することを特徴とする、前記ポリペプチドの製造方法、
［８］［１］に記載のポリペプチドを認識する抗体又はその断片、
［９］モノクローナル抗体である、［８］に記載の抗体又はその断片、
［１０］［１］に記載のポリペプチド若しくはその断片、［２］又は［３］に記載のポリ
ヌクレオチド、［４］に記載の組換え体分子、又は［５］に記載のベクターを有効成分と
して含む、医薬、
［１１］マダニに対するワクチンである、［１０］に記載の医薬、
［１２］［１］に記載のポリペプチド若しくはその断片、［２］又は［３］に記載のポリ
ヌクレオチド、［４］に記載の組換え体分子、又は［５］に記載のベクターと、薬剤学的
又は獣医学的に許容することのできる担体又は希釈剤とを含む、医薬組成物、
［１３］［１］に記載のポリペプチド若しくはその断片、［２］又は［３］に記載のポリ
ヌクレオチド、［４］に記載の組換え体分子、又は［５］に記載のベクターを、マダニ駆
除の必要な対象に、有効量で投与することを含む、マダニ駆除方法、
［１４］［１］に記載のポリペプチド若しくはその断片、［２］又は［３］に記載のポリ
ヌクレオチド、［４］に記載の組換え体分子、又は［５］に記載のベクターを、マダニ媒
介性感染症の治療又は予防の必要な対象に、有効量で投与することを含む、マダニ媒介性
感染症の治療又は予防方法、
［１５］［１］に記載のポリペプチドと試験物質とを接触させる工程、及び
前記ポリペプチドのガレクチン活性を分析する工程
を含む、前記ポリペプチドのガレクチン活性を修飾する物質のスクリーニング方法、並び
に
［１６］マダニガレクチン阻害剤を有効成分として含む、寄生虫駆除剤
に関する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明のポリペプチド、ポリヌクレオチド、組換え体分子、ベクター、形質転換体、及
び抗体によれば、本発明の医薬、特にはマダニワクチンを提供することができる。また、
本発明の医薬、特にはマダニワクチンによれば、例えば、マダニ駆除、又はマダニ媒介性
感染症の治療若しくは予防が可能である。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　本発明におけるｃＤＮＡライブラリーの作製、遺伝子のクローニング、スクリーニング
、及び塩基配列の決定等の分子生物学、寄生虫学、免疫学、並びに生化学的な技術は、J.
Sambrook, E.F.Fritsch & T.Maniatis (1989): Molecular Cloning, a laboratory manua
l, second edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press；Ed Harlow and David Lanc
(1988):Antibodies, a laboratory manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press；獣
医住血微生物学　近代出版（1986）；獣医寄生虫学、獣医臨床寄生虫学編集委員会編、文
英堂（1998）；標準医動物学　第２版，医学書院（1998）等の当業者に良く知られた文献
に記載された方法に従って実施することができる。また、ＤＮＡ解析は、MacVector（登
録商標）（コダック社）及びGENETYX（ソフトウェアー開発社）等のソフトウェアを用い
て行うことができる。
【００１７】
　本発明のポリペプチドには、
（１）配列番号２で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチド；
（２）配列番号２で表されるアミノ酸配列を含み、しかも、ガレクチン活性を有するポリ
ペプチド；
（３）配列番号２で表されるアミノ酸配列において、１又は数個のアミノ酸が欠失、置換
、及び／又は付加されたアミノ酸配列を含み、しかも、ガレクチン活性を有するポリペプ
チド（以下、機能的等価改変体と称する）；及び
（４）配列番号２で表されるアミノ酸配列との相同性が９０％以上であるアミノ酸配列を
含み、しかも、ガレクチン活性を有するポリペプチド（以下、相同ポリペプチドと称する
）
が含まれる。
【００１８】
　配列番号２で表されるアミノ酸配列（アミノ酸残基数＝３２３）は、フタトゲチマダニ
（Haemaphysalis longicornis）のガレクチンタンパク質のアミノ酸配列である。
【００１９】
　本明細書において「ガレクチン活性」とは、ベクターマダニのガレクチンタンパク質の
生物学的活性を意味し、例えば、血球凝集活性、βガラクトシドに対する結合活性、ある
いは、マダニ媒介性病原体（例えば、バベシア原虫など）に対する結合活性［好ましくは
、バベシア原虫の表面タンパク質（特にはＥＭＡ２抗原［Huang X et al.,  J Clin Micr
obiol. 41:1147-1151(2003)］）との結合活性］を挙げることができる。
【００２０】
　或るポリペプチドがガレクチン活性を有するか否かは、公知の方法に従って、判定する
ことができる。例えば、或るポリペプチドが血球凝集活性を有するか否かは、例えば、実
施例８に示すように、Nowak et al., Biochem Biophys Res Commun 68:650-657(1976)に
従って判定することができる。或るポリペプチドがβガラクトシドに対する結合活性を有
するか否かは、例えば、ラクトースに対する結合能を分析することにより判定することが
でき、より具体的には、実施例８に示すように、ラクトースをリガンドとするアフィニテ
ィ精製（好ましくはラクトースアガロース）により判定することができる。或るポリペプ
チドがマダニ媒介性病原体に対する結合活性を有するか否かは、例えば、マダニ媒介性病
原体、あるいは、それから分離した化合物（例えば、タンパク質）との結合能を分析する
ことにより判定することができ、より具体的には、実施例９に示す方法により判定するこ
とができる。
【００２１】
　本発明のポリペプチドである「配列番号２で表されるアミノ酸配列を含み、しかも、ガ
レクチン活性を有するポリペプチド」としては、例えば、配列番号２で表されるアミノ酸
配列からなるポリペプチドのＮ末端及び／又はＣ末端に、適当なマーカー配列等が付加さ
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れたアミノ酸配列からなり、しかも、ガレクチン活性を有する融合ポリペプチド；あるい
は、配列番号２で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドと、融合用パートナーとの
融合ポリペプチドであって、しかも、ガレクチン活性を有する融合ポリペプチドを挙げる
ことができる。
【００２２】
　前記マーカー配列としては、例えば、ポリペプチドの発現の確認、細胞内局在の確認、
あるいは、精製等を容易に行なうための配列を用いることができ、例えば、ＦＬＡＧタグ
、ヘキサ－ヒスチジン・タグ、ヘマグルチニン・タグ、又はｍｙｃエピトープなどを用い
ることができる。
【００２３】
　また、前記融合用パートナーとしては、例えば、精製用ポリペプチド［例えば、グルタ
チオンＳ－トランスフェラーゼ（ＧＳＴ）の全部又は一部］、検出用ポリペプチド［例え
ば、ヘムアグルチニン又はβ－ガラクトシダーゼαペプチド（ＬａｃＺ　α）の全部又は
一部］、又は発現用ポリペプチド（例えば、シグナル配列）などを用いることができる。
【００２４】
　更に、前記融合ポリペプチドにおいては、配列番号２で表されるアミノ酸配列からなる
ポリペプチドと前記マーカー配列又は融合用パートナーとの間に、限定分解するタンパク
質分解酵素（例えば、トロンビン又はファクターＸａ）で切断することができるアミノ酸
配列を適宜導入することもできる。
【００２５】
　本発明の機能的等価改変体は、配列番号２で表されるアミノ酸配列の１又は複数の箇所
において、全体として１又は数個（好ましくは１～１０個、より好ましくは１～７個、更
に好ましくは１～５個）のアミノ酸が欠失、置換、及び／又は付加されたアミノ酸配列を
含み、しかも、ガレクチン活性を有するポリペプチドである限り、特に限定されるもので
はなく、その起源もフタトゲチマダニに限定されない。
【００２６】
　例えば、配列番号２で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドのフタトゲチマダニ
における変異体が含まれるだけでなく、フタトゲチマダニ以外の生物（例えば、その他の
マダニ類、又はヒメダニ類）由来の機能的等価改変体が含まれる。更には、それらの天然
ポリペプチド（すなわち、フタトゲチマダニ由来の変異体、あるいは、フタトゲチマダニ
以外の生物由来の機能的等価改変体）をコードするポリヌクレオチドを元にして、あるい
は、配列番号２で表されるアミノ酸配列をコードするポリヌクレオチドを元にして、遺伝
子工学的に、コードするアミノ酸配列を人為的に改変したポリヌクレオチドを用いて製造
したポリペプチドなどが含まれる。なお、本明細書において「変異体」（ｖａｒｉａｔｉ
ｏｎ）とは、同一種内の同一ポリペプチドにみられる個体差、あるいは、数種間の相同ポ
リペプチドにみられる差異を意味する。
【００２７】
　配列番号２で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドのフタトゲチマダニにおける
変異体、あるいは、フタトゲチマダニ以外の生物由来の機能的等価改変体は、当業者であ
れば、配列番号２で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドをコードするポリヌクレ
オチドの塩基配列（例えば、配列番号１で表される塩基配列における第１２９番～第１０
９７番の塩基からなる配列）の情報を基にして、取得することができる。なお、遺伝子組
換え技術については、特に断りがない場合、公知の方法（例えば、Sambrookら,“Molecul
ar Cloning,A Laboratory Manual”,Cold Spring Harber Laboratory Press,1989）に従
って実施することが可能である。
【００２８】
　例えば、配列番号２で表されるアミノ酸配列からなるポリペプチドをコードするポリヌ
クレオチドの塩基配列の情報を基にして適当なプライマー又はプローブを設計し、前記プ
ライマー又はプローブと、目的とする生物（例えば、その他のマダニ類、又はヒメダニ類
）由来の試料（例えば、全ＲＮＡ若しくはｍＲＮＡ画分、ｃＤＮＡライブラリー、又はフ
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ァージライブラリー）とを用いてポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）法（Saiki,R.K.ら,Sci
ence,239,487-491,1988）又はハイブリダイゼーション法を実施することにより、ポリペ
プチドをコードするポリヌクレオチドを取得し、そのポリヌクレオチドを適当な発現系を
用いて発現させ、発現したポリペプチドが、例えば、実施例８又は９に記載の方法により
、ガレクチン活性を有することを確認することにより、所望のポリペプチドを取得するこ
とができる。
【００２９】
　また、前記の遺伝子工学的に人為的に改変したポリペプチドは、常法、例えば、部位特
異的突然変異誘発法（site-specific mutagenesis; Mark,D.F.ら,Proc.Natl.Acad.Sci.US
A,81,5662-5666,1984）により、ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドを取得し、
そのポリヌクレオチドを適当な発現系を用いて発現させ、発現したポリペプチドが、例え
ば、実施例８又は９に記載の方法により、ガレクチン活性を有することを確認することに
より、所望のポリペプチドを取得することができる。
【００３０】
　本発明の相同ポリペプチドは、配列番号２で表されるアミノ酸配列との相同性が９０％
以上であるアミノ酸配列を含み、しかも、ガレクチン活性を有するポリペプチドである限
り、特に限定されるものではない。本発明の相同ポリペプチドとしては、配列番号２で表
されるアミノ酸配列に関して、好ましくは９５％以上、より好ましくは９７％以上、更に
好ましくは９８％以上、更に好ましくは９９％以上の相同性を有するアミノ酸配列からな
ることができる。なお、本明細書における前記「相同性」とは、公開されているデータベ
ースNCBI（National Center for Biotechnology Information）のBLASTPサーチ(Protein-
protein Basic Local Alignment Search Tool)を用いた結果である。
【００３１】
　これらの本発明の新規ポリペプチドは、種々の公知の方法によって製造することができ
、例えば、本発明の前記ポリペプチドをコードする本発明のポリヌクレオチドを用いて公
知の遺伝子工学的手法により調製することができる。より具体的には、後述する本発明の
形質転換体（すなわち、本発明のポリヌクレオチドを含む形質転換体）を、本発明による
新規ポリペプチドの発現が可能な条件下で培養し、ポリペプチドの分離及び精製に一般的
に用いられる方法により、その培養物から目的ポリペプチドを分離及び精製することによ
り調製することができる。前記の分離及び精製方法としては、例えば、硫安塩析、イオン
交換セルロースを用いるイオン交換カラムクロマトグラフィー、分子篩ゲルを用いる分子
篩カラムクロマトグラフィー、プロテインＡ結合多糖類を用いる親和性カラムクロマトグ
ラフィー、透析、又は凍結乾燥等を挙げることができる。
【００３２】
　また、本発明には、本発明によるポリペプチドの断片も含まれる。本発明による前記断
片は、本発明による医薬の有効成分として、あるいは、本発明の抗体を調製するための抗
原として有用である。
【００３３】
　本発明のポリヌクレオチドは、本発明のポリペプチドをコードするポリヌクレオチドで
ある限り、特に限定されるものではなく、例えば、配列番号１で表される塩基配列におけ
る１２９番～１０９７番の塩基からなる配列を含むポリヌクレオチド［例えば、配列番号
１で表される塩基配列における１２９番～１０９７番の塩基からなる配列からなるポリヌ
クレオチド（すなわち、ベクターマダニのガレクチンをコードする遺伝子（Ｈｌｇａｌ遺
伝子））、配列番号１で表される塩基配列における１２９番～１１００番の塩基からなる
配列からなるポリヌクレオチド、あるいは、配列番号１で表される塩基配列（すなわち、
全長）からなるポリヌクレオチド］、あるいは、配列番号１で表される塩基配列における
１２９番～１０９７番の塩基からなる配列からなるポリヌクレオチドとストリンジェント
な条件下でハイブリダイズし、しかも、ガレクチン活性を有するポリペプチドをコードす
るポリヌクレオチドを挙げることができる。なお、本明細書における用語「ポリヌクレオ
チド」には、ＤＮＡ及びＲＮＡの両方が含まれる。
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【００３４】
　本明細書において「ストリンジェントな条件」とは、マダニ媒介性病原体のベクターマ
ダニのガレクチンをコードするＤＮＡ配列とＢＬＡＳＴ等（例えば、デフォルトすなわち
初期設定のパラメータを用いて）を用いて計算したときに９０％以上の相同性、好ましく
は９５％以上の相同性、より好ましくは９７％以上の相同性が配列間に存在するときのみ
ハイブリダイゼーションが起こることを意味する。通常、完全ハイブリッドの融解温度よ
り約５℃～約３０℃、好ましくは約１０℃～約２５℃低い温度でハイブリダイゼーション
が起こる場合をいう。ストリンジェントな条件については、J.Sambrookら、Molecular Cl
oninｇ, A Laboratory Mannual, Second Edition, Cold Spring Harbor Laboratory Pres
s(1989)に記載されており、ここに記載の条件を使用することができる。例えば、ストリ
ンジェントな条件としてハイブリダイゼーションを６５℃で一晩実施し、非特異反応を除
去するための洗浄を２×ＳＳＣを用いて室温で５分間行った後、０．１％ＳＤＳを含む０
．２×ＳＳＣを用いて６５℃で３０分間の洗浄を２回繰り返すことなどが挙げられる。な
お、２ＸＳＳＣの組成は、０．３ｍｏｌ／Ｌ　ＮａＣｌ及び３０ｍｍｏｌ／Ｌクエン酸ナ
トリウム（ｐＨ７．０）である。
【００３５】
　本発明のベクターマダニのガレクチンをコードするｃＤＮＡは、例えば、以下のような
方法で得ることができる。本実施例で使用したマダニである岡山株のフタトゲチマダニ（
Haemaphysalis longicornis）は、国立大学法人帯広畜産大学・原虫病研究センターより
得ることができる。Fujisaki［Fujisaki et al., Natl Inst Anim Health Q (Tokyo) 16,
 122-128, (1976)］らの方法によって成ダニを生産し、アシッドグアニジニウム－フェノ
ール－クロロホルム（Acid Guanidinium-Phenol-Chloroform）法［Chomczynski et al., 
Anal Biochem 162: 156-159 (1987)］にて全ＲＮＡを抽出することができる。全ＲＮＡ　
よりｍＲＮＡ単離キット (Oligotex-dT30；Takara社) を用い、メーカーの推奨する方法
に従ってポリＡ＋ＲＮＡを精製することができる。例えば、成ダニを、グアニジン試薬、
フェノール試薬等で処理して全ＲＮＡを得た後、オリゴｄＴ－セルロースやセファロース
２Ｂ等を担体とするポリＵ－セファロース等を用いたアフィニティーカラム法、又はバッ
チ法によりポリＡ＋ｍＲＮＡを得ることができる。
【００３６】
　このようにして選られたｍＲＮＡを鋳型として、逆転写酵素を用いて一本鎖ｃＤＮＡを
合成し、ＤＮＡポリメラーゼを用いて二本鎖ＤＮＡを合成し、適当なベクターに組み込ん
で、前記ベクターを用いて大腸菌等を形質転換してｃＤＮＡライブラリーを作製すること
ができる。ｃＤＮＡは、適当な制限酵素とリガーゼを用いる通常の方法でベクターに組込
むことができる。例えば、得られたｃＤＮＡを、適当な制限酵素で切断し、適当なベクタ
ーＤＮＡの制限酵素部位に挿入してベクターに連結する方法などがある。この際、後述の
ベクター、宿主細胞を用いてｃＤＮＡライブラリーを得ることが出来る。
【００３７】
　このようにして得られたクローン化ＤＮＡライブラリーから、目的のＤＮＡを選択する
ことができる。選択方法として、イムノスクリーニング法、プラークハイブリダイゼーシ
ョン法、コロニーハイブリダイゼーション法等の方法を用いることができる。例えば、得
られたクローン群を、イソプロピル－１－チオ－β－Ｄ－ガラクトシド（ＩＰＴＧ）等の
誘導物質によりタンパク質を発現させ、これをナイロン膜若しくはセルロース膜に転写し
、目的タンパク質に対する抗体又は前記抗体を含む血清を用いて免疫学的に対応するクロ
ーンを選択することができる。
【００３８】
　このようにして調製したクローンから目的ｃＤＮＡの塩基配列を決定することができる
。塩基配列の決定は、例えば、マキサム・ギルバート法（Maxam,A.M. andGilbert, W.,Pr
oc.Natl.Acad.Sci.USA.,74,560,1977）又はジデオキシ法（Messing, J et al.,Nucl.Acid
s Res.,9,309,1981）等により行うことができる。これらの原理を応用した塩基配列自動
解析装置を用いて配列を決定することもできる。
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【００３９】
　得られた目的ＤＮＡをポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）等の遺伝子増幅法により増幅す
ることができる。ＰＣＲは、例えば、蛋白質核酸酵素「ＰＣＲ法最前線―基礎技術から応
用まで―」第４巻、第５号、１９９６年４月号増刊、共立出版に記載されている技術によ
り行うことができる。目的のＤＮＡをクローン化又は増幅した後、目的ＤＮＡを回収し、
これを入手可能な適当な発現ベクターに組み込んで、さらに適当な宿主細胞に形質転換し
、適当な培地中で培養、発現させ、目的タンパク質を回収、精製することができる。
【００４０】
　この際のベクターとして、プラスミド、ファージ、ウイルス等の宿主細胞において複製
可能である限りいかなるベクターも用いることができる。例えば、ｐＢＲ３２２、ｐＢＲ
３２５、ｐＵＣ１１８、ｐＵＣ１１９、ｐＫＣ３０、ｐＣＦＭ５３６等の大腸菌プラスミ
ド、ｐＵＢ１１０等の枯草菌プラスミド、ｐＧ－１、ＹＥｐ１３、ＹＣｐ５０等の酵母プ
ラスミド、λｇｔ１１０、λＺＡＰＩＩ等のファージのＤＮＡ等が挙げられ、哺乳類細胞
用のベクターとしては、バキュロウイルス、ワクシニアウイルス、アデノウイルス等のウ
イルスＤＮＡ、ＳＶ４０とその誘導体等が挙げられる。ベクターは、複製開始点、選択マ
ーカー、プロモーターを含み、必要に応じてエンハンサー、転写終結配列（ターミネータ
ー）、リボソーム結合部位、ポリアデニル化シグナル等を含んでいてもよい。
【００４１】
　ベクターは、商業的に入手可能なものを使用することができ、例えば細菌性のものでは
ｐＱＥ７０、ｐＱＥ６０、ｐＱＥ－９（Ｑｉａｇｅｎ）、ｐＢｌｕｅｓｃｒｉｐｔＩＩ　
ＫＳ、ｐｔｒｃ９９ａ、ｐＫＫ２２３－３、ｐＤＲ５４０、ｐＲＩＴ２Ｔ（Ｐｈａｒｍａ
ｃｉａ）、ｐＥＴ－１１ａ（Ｎｏｖａｇｅｎ）、真核性のものではｐＸＴ１、ｐＳＧ５（
Ｓｔｒａｔａｇｅｎｅ）、ｐＳＶＫ３、ｐＢＰＶ、ｐＭＳＧ、ｐＳＶＬ、ＳＶ４０（Ｐｈ
ａｒｍａｃｉａ）等がある。
【００４２】
　複製開始点として、大腸菌ベクターに対して、例えばＣｏｌｉＥ１、Ｒ因子、Ｆ因子由
来のものが、酵母ベクターに対して、例えば２μｍＤＮＡ、ＡＲＳ１由来のものが、哺乳
類細胞用ベクターに対して、例えばＳＶ４０、アデノウイルス、ウシパピローマウイルス
由来のものを用いることができる。また、プロモーターとしてアデノウイルス又はＳＶ４
０プロモーター、大腸菌ｌａｃ又はｔｒｐプロモーター、ファージラムダＰＬ　プロモー
ター、酵母用としてのＡＤＨ、ＰＨＯ５、ＧＰＤ、ＰＧＫ、ＡＯＸ１プロモーター、蚕細
胞用としての角多角体病ウイルス由来プロモーター等を用いることができる。
【００４３】
　選択マーカーとして、大腸菌用ベクターには、カナマイシン耐性遺伝子、アンピシリン
耐性遺伝子、テトラサイクリン耐性遺伝子等を、酵母用ベクターには、Ｌｅｕ２、Ｔｒｐ
１、Ｕｒａ３遺伝子等を、哺乳類細胞には、ネオマイシン耐性遺伝子、チミジンキナーゼ
遺伝子、ジヒドロ葉酸還元酵素遺伝子等を挙げることができる。
【００４４】
　ＤＮＡのベクターへの導入は、任意の方法で行うことができる。ベクターは、種々の制
限部位をその内部に持つポリリンカーを含んでいるか、又は単一の制限部位を含んでいる
ことが望ましい。ベクター中の特定の制限部位を特定の制限酵素で切断し、その切断部位
にＤＮＡを挿入することができる。本発明のＤＮＡおよび調節配列を含む発現ベクターを
適切な宿主細胞の形質転換に用いて、宿主細胞に本発明のベクターマダニのガレクチンを
発現、産生させることができる。
【００４５】
　宿主細胞としては、大腸菌、ストレプトミセス、枯草菌等の細菌細胞、アスペルギルス
属菌株等の真菌細胞、パン酵母、メタノール資化性酵母等の酵母細胞、ドロソフィラＳ２
、スポドプテラＳｆ９等の昆虫細胞、ＣＨＯ、ＣＯＳ、ＢＨＫ、３Ｔ３、Ｃ１２７等の哺
乳類細胞等が挙げられる。
【００４６】



(11) JP 4719527 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

　形質転換は、塩化カルシウム、リン酸カルシウム、ＤＥＡＥ－デキストラン介在トラン
スフェクション、エレクトロポーレーション等の公知の方法で行うことができる。
【００４７】
　得られたリコンビナントタンパク質は、各種の分離精製方法により、分離・精製するこ
とができる。例えば、硫酸アンモニウム沈殿、ゲルろ過、イオン交換クロマトグラフィー
、アフィニティークロマトグラフィー等を単独で又は適宜組合せて用いることができる。
この際、発現産物がＧＳＴ等との融合タンパク質として発現される場合は、目的タンパク
質と融合しているタンパク質又はペプチドの性質を利用して精製することもできる。例え
ばヒスチジンが６個以上並んだアミノ酸配列、いわゆるヒスチジン・タグとの融合タンパ
ク質として発現させた場合、ヒスチジン・タグを有するタンパク質はキレートカラムに結
合するので、キレートカラムを用いて精製することができる、またＧＳＴとの融合タンパ
ク質として発現させた場合、ＧＳＴはグルタチオンに対して親和性を有するので、グルタ
チオンを担体に結合させたカラムを用いるアフィニティークロマトグラフィーにより効率
的に精製することができる。
【００４８】
　ベクターマダニのガレクチンに対する抗体は、以下のようにして調製することができる
。
　前記ベクターマダニのガレクチンをもとに作製した合成ペプチドを、適当なキャリアタ
ンパク質［例えば、牛血清アルブミン（ＢＳＡ）又はキーホールリンペットヘモグロビン
（ＫＬＨ）］と結合させた複合体を抗原として、当業者に良く知られた方法に従い、例え
ば、マウス、モルモット、ウサギ、ヤギ等の動物の皮下、筋肉内、腹腔内、静脈に複数回
接種し、充分に免疫した後、動物から採血し、血清分離し、抗ベクターマダニガレクチン
抗体を作製することができる。この際、適当なアジュバントを使用することもできる。
【００４９】
　モノクローナル抗体も公知の方法により作製することができる。例えば、ベクターマダ
ニのガレクチンで免疫したマウスの脾細胞とマウスのミエローマ細胞との細胞融合により
得られるハイブリドーマを作製し、前記ハイブリドーマの培養上清又は前記ハイブリドー
マを腹腔内に投与したマウスの腹水から調製することができる。
【００５０】
　免疫抗原として用いるマダニ媒介性病原体感染幼虫のベクターマダニのガレクチンは、
マダニ媒介性病原体から抽出した天然タンパク質、あるいは、組換えタンパク質でもよい
し、化学合成したものでもよい。また、全アミノ酸配列を有するタンパク質でも良いし、
前記タンパク質の部分構造を有するペプチドフラグメントや他のタンパク質との融合タン
パク質でも良い。ペプチドフラグメントは、前記タンパク質を適当なタンパク質分解酵素
で分解した断片も用い得るし、配列番号１で表される塩基配列の一部を発現ベクターに組
み込んで発現させた産物でも良い。融合タンパク質は、配列番号１で表される塩基配列の
一部を他のタンパク質をコードする遺伝子と連結させて、発現ベクターに組み込んで発現
させて製造することもできるし、ポリペプチドフラグメントを適当なキャリアタンパク質
と化学結合により結合させた上で使用することもできる。得られた抗体の反応性は、酵素
免疫測定法（ＥＩＡ）、放射免疫測定法（ＲＩＡ）、ウエスタンブロッティング等の当業
者によく知られた方法により測定することができる。
【００５１】
　本発明の医薬（好ましくは、マダニに対するワクチン、より好ましくは、マダニ媒介性
感染症のための病原体伝搬阻止ワクチン）は、有効成分として、本発明のポリペプチド若
しくはその断片、本発明のポリヌクレオチド、本発明の組換え体分子、又は本発明のベク
ターを含む。すなわち、本発明においては、本発明のポリペプチド若しくはその断片、本
発明のポリヌクレオチド、本発明の組換え体分子、又は本発明のベクターを、それ単独で
、又は好ましくは薬剤学的若しくは獣医学的に許容することのできる通常の担体又は希釈
剤と共に、マダニ駆除の必要な動物、好ましくは哺乳動物（特には、ヒト）に経口的に又
は非経口的に投与することができる。
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【００５２】
　本発明の医薬における前記有効成分である、本発明のポリペプチド若しくはその断片、
本発明のポリヌクレオチド、本発明の組換え体分子、又は本発明のベクターをマダニワク
チンとして投与すると、抗体産生を誘導することができ、宿主の再感染防御能を介してダ
ニを駆除することができる。また、その結果として、マダニ媒介性感染症（例えば、人獣
のピロプラズマ症、Ｑ熱、又はウイルス性脳炎など）の治療又は予防が可能である。
【００５３】
　すなわち、本発明の医薬組成物（好ましくは、マダニ駆除用医薬組成物、あるいは、マ
ダニ媒介性感染症の治療又は予防用医薬組成物）は、有効成分としての本発明のポリペプ
チド若しくはその断片、本発明のポリヌクレオチド、本発明の組換え体分子、又は本発明
のベクターと、薬剤学的又は獣医学的に許容することのできる担体又は希釈剤とを含む。
本発明における有効成分である、本発明のポリペプチド若しくはその断片、本発明のポリ
ヌクレオチド、又は本発明のベクターは、前記医薬（好ましくは、マダニ駆除用医薬、あ
るいは、マダニ媒介性感染症の治療又は予防用医薬）を製造するために使用することがで
きる。
【００５４】
　本発明の医薬をマダニワクチンとして使用する場合、本発明のポリペプチドの断片とし
ては、投与対象に投与した場合に、前記断片に対して免疫を誘導するのに充分な断片であ
る限り、特に限定されるものではなく、当業者であれば適宜選択することができる。
【００５５】
　本発明のポリペプチドを用いると、試験物質が、本発明のポリペプチドのガレクチン活
性を修飾（例えば、抑制又は促進）するか否かをスクリーニングすることができる。本発
明には、本発明のポリペプチドを含むスクリーニングキットが含まれる。
【００５６】
　本発明のスクリーニング方法にかけることのできる試験物質としては、特に限定される
ものではないが、例えば、ケミカルファイルに登録されている種々の公知化合物（ペプチ
ドを含む）、コンビナトリアル・ケミストリー技術（Terrett, N. K. ら, Tetrahedron, 
51, 8135-8137, 1995）又は通常の合成技術によって得られた化合物群、あるいは、ファ
ージ・ディスプレイ法（Felici, F. ら, J. Mol. Biol., 222, 301-310, 1991）などを応
用して作成されたランダム・ペプチド群を用いることができる。また、微生物の培養上清
、植物若しくは海洋生物由来の天然成分、又は動物組織抽出物などもスクリーニングの試
験物質として用いることができる。更には、本発明のスクリーニング方法により選択され
た化合物（ペプチドを含む）を、化学的又は生物学的に修飾した化合物（ペプチドを含む
）を用いることができる。
【００５７】
　本発明のスクリーニング方法においては、本発明のポリペプチドと試験物質とを接触さ
せ、前記試験物質の存在下における、本発明のポリペプチドのガレクチン活性を分析する
ことにより、前記試験物質が、本発明のポリペプチドのガレクチン活性を修飾するか否か
を判断する。試験物質の不在下における本発明のポリペプチドのガレクチン活性と比較し
て、試験物質の存在下における前記ガレクチン活性が減少する場合には、前記試験物質が
、本発明のポリペプチドのガレクチン活性を抑制又は阻害すると判断することができる。
一方、ガレクチン活性が上昇する場合には、前記試験物質が、本発明のポリペプチドのガ
レクチン活性を促進すると判断することができる。
【００５８】
　ガレクチン活性を抑制する物質（すなわち、ガレクチン阻害剤）は、寄生虫駆除剤の有
用な候補物質であり、例えば、マダニ駆除、又はマダニ媒介性感染症（例えば、人獣のピ
ロプラズマ症、Ｑ熱、又はウイルス性脳炎など）の治療若しくは予防に用いることができ
る。ガレクチン阻害剤としては、例えば、ガレクチン中和抗体、構造活性相関に基づく親
和物を公知のものとして挙げることができる。
【００５９】
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　本発明における有効成分、すなわち、本発明のポリペプチド（好ましくはベクターマダ
ニのガレクチン）、ポリヌクレオチド、組換え体分子、及び／又はベクター、あるいは、
ガレクチン阻害剤は、所望により、種々の形態で投与することができる。このような投与
形態としては、例えば、錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤、シロップ剤等による経口投与
、あるいは、注射剤、点滴剤、座薬などによる非経口投与を挙げることができる。本発明
の医薬は、公知の方法によって製造することができ、製剤分野において通常用いられる担
体、希釈剤、賦形剤を含む。例えば、錠剤用の担体、賦形剤としては、乳糖、ステアリン
酸マグネシウムなどが使用される。注射剤は、前記有効成分を通常注射剤に用いられる無
菌の水性もしくは油性液に溶解、懸濁又は乳化することによって調製することができる。
注射用の水性液としては、生理食塩水、ブドウ糖やその他の補助薬を含む等張液などが使
用可能であり、適当な溶解補助剤、例えば、アルコール、プロピレングリコールなどのポ
リアルコール、非イオン界面活性剤などと併用しても良い。油性液としては、ゴマ油、大
豆油などが使用され、溶解補助剤としては安息香酸ベンジル、ベンジルアルコールなどを
併用しても良い。その投与量は、症状、年齢、体重、及び／又は投与経路に応じて適宜決
定することができ、医師の判断及び各患者の状況に応じて決定することができる。有効用
量は、例えば、インビトロにおける試験又はインビボの動物モデル試験系から導くことが
できる。
【００６０】
　また、本発明は、前記タンパク質、核酸、抗体、動物の治療を目的とした治療的化合物
、並びにその応用も含まれる。本発明のベクターマダニのガレクチンタンパク質及び核酸
は、マダニ媒介性病原体が属するウイルス、細菌、原虫、寄生虫を含むマダニ媒介性病原
体による人又は動物の寄生虫病予防及び／又は治療を目的とした化合物の合成及び治療薬
の開発に応用することができる。
【実施例】
【００６１】
　以下、実施例によって本発明を具体的に説明するが、これらは本発明の範囲を限定する
ものではない。
【００６２】
《実施例１：ベクターマダニのガレクチン塩基配列の分離及び決定》
　フタトゲチマダニ（Haemaphysalis longicornis） の成ダニは、国立大学法人帯広畜産
大学・原虫病研究センターより得ることができる。Fujisaki［Fujisaki et al., Natl In
st Anim Health Q (Tokyo) 16, 122-128, (1976)］らの方法によって成ダニを生産し、以
下の操作に供した。ベクターマダニのガレクチンをコードする遺伝子は、国際公開WO 03/
072781号に記載のヒメダニのガレクチンをコードする塩基配列情報を利用して、フタトゲ
チマダニｃＤＮＡライブラリーを用いるＰＣＲ法に基づいて取得した。
【００６３】
　すなわち、成ダニより市販キット（Total RNA Isolation Kit；プロメガ社）を用い、
メーカーの推奨する方法に則り、ＲＮＡを抽出した。抽出したＲＮＡから市販キット（mR
NA Isolation Kit；プロメガ社）を用い、メーカーの推奨する方法に従い、ポリＡ＋－Ｒ
ＮＡを精製した。市販キット（Time Saver cDNA 合成キット；ファルマシア社）を用い、
メーカーの推奨する方法に従い、二本鎖ｃＤＮＡを合成した。フタトゲチマダニｃＤＮＡ
ライブラリーは、λZapII ベクター（ストラータジーン社）を用いてメーカーの推奨する
方法により作製した。
【００６４】
　ヒメダニガレクチンｃＤＮＡ塩基配列から縮合プライマー（センスプライマー：5’-GA
YGTNGCNYTNCAYATHAAYCCNCG-3’；配列番号７）を設計後、上記マダニｃＤＮＡライブラリ
ーを鋳型にＰＣＲを実施した。ＰＣＲ反応は、反応液［１ng 成ダニｃDNA、１μmol/Lセ
ンス及び１μmol/Lアンチセンスプライマー（M13-20 primer）、10mmol/L Tris-HCl (pH8
.3)、50mmol/L KCl、1.5mmol/L MgCl2 、2.5U AmpliTaq DNA polymerase（プロメガ社）
］（５０μＬ）を調製し、市販機器（DNA Thermal Cycler；パーキンエルマー社）を用い
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て、９５℃にて３０秒間、５５℃にて３０秒間、７２℃にて２分間の反応を３５サイクル
で実施した。増幅したＰＣＲ産物は、ゲル電気泳動を行い、増幅したＤＮＡ断片をＤＮＡ
精製キット（キアゲン社）を用いて蒸留水中に回収し、回収液を直ちにＴＡクローニング
ベクター（インビトローゲン社）にメーカーの推奨する方法に従ってＤＮＡ断片を挿入し
、得られたプラスミドで大腸菌ＩＮＶαＦ’（インビトローゲン社）の形質転換を行い、
Ｘ－Ｇａｌ（ナカライ社）を含むアンピシリン含有Ｌブロス（L-amp）プレートに蒔き、
白色のコロニーを選択することにより、アンピシリン耐性で、βガラクトシダーゼ欠損の
コロニーを選択した。
【００６５】
　選択したコロニーをＬ－ａｍｐ培地で培養し、アルカリ溶菌法により調製した組換え体
プラスミドＤＮＡをＭ１３リバース及びフォワードプライマー（アプライドバイオシステ
ム社）を用い、ダイターミネーターシークエンシング（Dye-terminater　Sequencing）法
（アプライドバイオシステム社テクニカルマニュアル）によりメーカーの推奨する方法に
従い反応させ、反応産物をＤＮＡシークエンサー（DNA sequencer Model 370A, version 
1.30；アプライドバイオシステム社）を用いて分析し、塩基配列を決定した。塩基配列解
析の結果から、遺伝子増幅断片は約６００ｂｐであった。
【００６６】
　そこでベクターマダニのガレクチンをコードする完全長のｃＤＮＡを得るために、更に
上記ｃＤＮＡライブラリーを鋳型に５’の欠損部位をＰＣＲで増幅した。上記に記載した
６００ｂｐの塩基配列情報を基に作製したＰＣＲプライマー（5’－GCGCGGGTTTATATGAAAG
GCCACGTC－3’；配列番号８）とＭ１３リバースプライマーを用いてＰＣＲ反応を実施し
た。得られた増幅断片をＴＡクローニングベクターに挿入し、定法に従って塩基配列を決
定した。
【００６７】
　ベクターマダニのガレクチンをコードする完全長のｃＤＮＡ（配列番号１）は、１，２
３１塩基で構成され、５’には非翻訳領域に続きＡＴＧの開始コドンが、また、３’には
真核生物に存在するポリアデニレーション及びポリＡテイルが確認された。塩基配列から
推定されるタンパク質（配列番号２）は、３２３残基のアミノ酸から構成され、推定分子
量は３５，８６６Ｄａであった。コーディング領域は、１２９位～１０９７位であった。
アミノ酸データベースとの相同性検索（BlastP）から、前記推定アミノ酸構造は、動物由
来のガレクチンと類似性を示した。最も高い類似性を示したタンパク質は、ライム病のベ
クターであるコイタマダニ（Rhipicephalus appendiculatus）であり、５５％の相同性を
示した。推定アミノ酸配列から、シグナルペプチドを保持しないことや、２つの糖結合部
位配列を保持するタンデムリピート型のガレクチンであることが示された。なお、公知の
ヒメダニのガレクチンは、アミノ酸レベルにおいてベクターマダニのガレクチンとの間に
類似性はなく、マダニガレクチンとヒメダニガレクチンとは、異なる型のガレクチンであ
ることが判明した。
【００６８】
《実施例２：組換え体タンパク質を発現させるベクター構築のためのベクターマダニのガ
レクチンｃＤＮＡの増幅並びに組換え体分子及び組換え体細胞の作出》
　実施例１で得られたマダニガレクチンをコードする完全長ｃＤＮＡを、センスプライマ
ー（5’- ACGGATCCATGTCAGCAAAGGTCTCAGCCC-3’；BamHIサイト GGATCC；配列番号３）及
びアンチセンスプライマー(5’- ACGAATTCTAGGACTGCTGGTGCAGCTTGC -3’； EcoRIサイトG
AATTC；配列番号４)を用いたＰＣＲ反応にて増幅した。ＰＣＲ反応は、反応液［１ng 成
ダニｃDNA、１μmol/Lセンス及び１μmol/Lアンチセンスプライマー、10mmol/L Tris-HCl
 (pH8.3)、50mmol/L KCl、1.5mmol/L MgCl2 、2.5U AmpliTaq DNA polymerase（プロメガ
社）］（５０μＬ）を調製し、市販機器（DNA Thermal Cycler；パーキンエルマー社）を
用いて、９５℃にて３０秒間、６０℃にて３０秒間、７２℃にて２分間の反応を３５サイ
クルで実施した。増幅したＰＣＲ産物は、ゲル電気泳動を行い、増幅したＤＮＡ断片をＤ
ＮＡ精製キット（キアゲン社）を用いて蒸留水中に回収し、回収液を制限酵素ＢａｍＨＩ
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及びＥｃｏＲＩで３時間酵素処理した。プラスミド発現ベクターであるｐＴｒｃＨｉｓ発
現ベクター（インビトローゲン社）も、挿入断片と同様に制限酵素ＢａｍＨＩ及びＥｃｏ
ＲＩで３時間酵素処理した。なお、前記プラスミドｐＴｒｃＨｉｓは、発現対象ポリペプ
チドを、そのＮ末端に（Ｈｉｓ）６（ヘキサ－ヒスチジン・タグ）を付加した融合ポリペ
プチドとして発現させることができる発現ベクターである。制限酵素処理した挿入断片及
びベクターをＤＮＡライゲーションキット（宝酒造社）を用いて、メーカーの推奨する方
法に従って、ＤＮＡ断片を挿入し、大腸菌Ｔｏｐ１０（インビトローゲン社）の形質転換
を行い、Ｌ－ａｍｐプレートに蒔き、白色のコロニーからベクターマダニのガレクチンコ
ード領域の挿入されたクローンを選択した。
【００６９】
《実施例３：大腸菌におけるベクターマダニのガレクチンの作出と作出したタンパク質の
性状》
　形質転換した大腸菌を３７℃にて、アンピシリンを含んだＳＯＢ液（バイオ１０１；フ
ナコシ）で培養し、ＳＯＢ液のＯＤ６００が０．５に到達した時点で１ｍｍｏｌ／Ｌイソ
プロピルチオガラクトシド（ＩＰＴＧ）を添加し、更に３時間培養を続けた。経時的に産
生されるタンパク質産生の変化は、１５％ＳＤＳ－ポリアクリルアミドゲルで電気泳動［
Laemmli, et al., Nature 227:680-685(1970)］を実施した後、クマーシー染色で確認し
た。その結果、約３６ｋＤａ付近に組換えタンパク質の産生が認められ。また、同様に実
施した電気泳動のゲルを、ニトロセルロース膜（アマシャム社）に電気的に転写した。転
写後、膜を５％スキムミルクで３０分間ブロッキングし、次いで、トリス緩衝液（ＴＢＳ
）で１０，０００倍に希釈されたアルカリホスファターゼ標識されたＴ７モノクローナル
抗体（ノバーゲン社）と１時間反応させた。なお、前記Ｔ７モノクローナル抗体は、（Ｈ
ｉｓ）６と反応するモノクローナル抗体である。ツィーン加ＴＢＳ（ＴＢＳＴ）で洗浄し
た後、結合したタンパク質を基質（ＮＢＴ／ＢＣＩＰ；ギブコＢＲＬ社）を用いて可視化
した。その結果、このウエスタンブロット解析によって、約３６ｋＤａ付近に確認された
組換えタンパク質と反応することが認められ、組換えベクターマダニのガレクチンに（Ｈ
ｉｓ）６が付加されていることが確認された。
【００７０】
《実施例４：大腸菌からの組換えベクターマダニのガレクチンの精製、及び精製した組換
えベクターマダニのガレクチンに対する抗体作製》
　組換えベクターマダニのガレクチンはメタルキレートクロマトグラフィー（インビトロ
ーゲン社）を用いてメーカーの推奨するイミダゾール溶出法によって精製した［Tsuji et
 al., Mol Biochem Parasitol 97: 69-79(1998)］。溶出されたタンパク質は、遠心濃縮
カラム（Centrisart I；ザルトリウス社, cut off 10,000 MW) を用いて濃縮し、透析カ
セット（Slide-A-LyzerTM Dialysis Cassette；ピアス社)を用いてリン酸緩衝食塩液中に
て透析を行った。
【００７１】
　組換えベクターマダニのガレクチンに対するポリクローナル抗体は、マウスを用いて以
下のように作製した［Tsuji et al., Mol Biochem Parasitol 97: 69-79, (1998)］。透
析した組換えベクターマダニのガレクチン５０μｇをアジュバント（TiterMax GoldTM；
シンテックス社）とともに皮下接種し、４週間後再度同量を接種した。再投与２週後に採
血を行い、血清を－２０℃に保存した。作製された抗血清はウエスタンブロット解析によ
って、人獣共通マダニの組換えベクターマダニのガレクチン３６ｋＤａと強く反応するこ
とが確認された。
【００７２】
《実施例５：イムノブロット法による内在性のベクターマダニのガレクチンの性状》
　実施例４で作製したマウスのベクターマダニのガレクチン組換え体タンパク質免疫血清
を用いて、ベクターマダニのガレクチンタンパク質抽出液のＳＤＳ－ＰＡＧＥ／イムノブ
ロット法を行った。ＳＤＳ－ＰＡＧＥ［Laemmli, et al., Nature 227:680-685(1970)］
で分離した後、定法に従いニトロセルロース膜（アマシャム社）に転写した。転写後、膜



(16) JP 4719527 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

を５％スキムミルクで３０分間ブロッキングし、次いで、ＴＢＳで１，０００倍に希釈さ
れたマウスのベクターマダニのガレクチン組換え体タンパク質免疫血清と１時間反応させ
た。ＴＢＳＴで洗浄したのち、免疫血清と結合したタンパク質を検出するために、アルカ
リホスファターゼ標識された抗マウス－ＩｇＧ抗体（カッペル社）と１時間反応させ、結
合したタンパク質を基質ＮＢＴ／ＢＣＩＰ（ギブコＢＲＬ社）を用いて可視化した。その
結果、マウス血清と反応する約３６Ｄａの単一バンドが確認され、マダニ抽出タンパク質
中の内在性ベクターマダニのガレクチンを同定することができた。
【００７３】
《実施例６：免疫組織化学法による内在性ベクターマダニのガレクチンの局在》
　フタトゲチマダニの成ダニを、リン酸緩衝液（ＰＢＳ）にパラホルムアルデヒドを４％
になるように調製した溶液で、虫体を固定し、定法に従ってパラフィン切片を作製した。
キシレン・アルコール系列を通した組織切片を、１０％正常ヤギ血清で３０分間ブロッキ
ングした。組織切片にＰＢＳで１００倍に希釈されたマウスのベクターマダニのガレクチ
ン組換え体タンパク質免疫血清と一晩反応させた。ＰＢＳＴ（PBS-Tween20）で洗浄した
後、免疫血清と結合したタンパク質を検出するために、ビオチン標識された抗マウス－Ｉ
ｇＧ抗体（カッペル社）と２０分間反応させた。ＰＢＳＴで洗浄した後、ペルオキダーゼ
標識されたアビジンを２０分間反応させ、ＰＢＳＴで洗浄した後、基質ジアミノベンチジ
ンテトラハイドロクロライド（シグマ社）を用いて可視化した。その結果、内在性ベクタ
ーマダニのガレクチンの局在を示す陽性反応は、全身性に確認され、特に中腸上皮での最
も強い反応が確認された。
【００７４】
《実施例７：酵母を用いた組換えベクターマダニのガレクチンの作製》
　ベクターマダニのガレクチンの機能を明らかにするために、酵母発現系（EasySelect P
ichia 発現キット；インビトローゲン社）を用いて、組換えベクターマダニのガレクチン
を作製した。メーカーの推奨するプロトコールに従ってセンスプライマー（5’- ACGGATC
CATGTCAGCAAAGGTCTCAGCCC -3’；配列番号５）とアンチセンスプライマー（5’- ACGAATT
CTAGGACTGCTGGTGCAGCTTGC -3’；配列番号６）とを用いてベクターマダニのガレクチンの
コード領域をＰＣＲ反応にて増幅した。ＰＣＲ反応物をｐＰＩＣ　ＺＢベクター（インビ
トローゲン社）に挿入し、酵母（Pichia pastorisGS115（インビトローゲン社）を用いて
形質転換体を作製した。選抜されてゼオシン耐性形質転換体から予備的発現スクリーニン
グによって高発現クローンを選択し、組換えベクターマダニのガレクチンの大量精製を実
施した。精製は組換えベクターマダニのガレクチンに付加されているヘキサ－ヒスチジン
・タグ（His-tag）を利用して、実施例４に示した大腸菌発現の組換えベクターマダニの
ガレクチンの精製と同様に行った。酵母発現の組換えベクターマダニのガレクチンは分子
量３６．５ｋＤａで、発現ベクターに挿入した遺伝子から推定される分子量と一致した。
【００７５】
《実施例８：組換えベクターマダニのガレクチンの糖結合活性》
　ベクターマダニのガレクチンが属するガレクチンファミリーの特徴である、βガラクト
シドに対する糖結合活性を調べた。はじめに組換えベクターマダニのガレクチンの血球凝
集作用を、Nowak et al., Biochem Biophys Res Commun 68:650-657(1976)に従って検討
した。その結果、組換えベクターマダニのガレクチンは、ウサギ赤血球を濃度依存的に凝
集させ、その反応はβ-gal1.4（生化学工業）で阻害されることが確認された。次に、ラ
クトースをリガンドとしたアファニティ精製（生化学工業）によって、組換えベクターマ
ダニのガレクチンはラクトースアガロースに吸着することが確認されたことから、βガラ
クトシド結合能の保持が確認された（図１）。図１において、レーン１は、組換えガレク
チンであり、レーン２は、フコースアガロースに対する非結合画分であり、レーン３は、
フコースアガロースに対する結合画分であり、レーン４は、ラクトースアガロースに対す
る非結合画分であり、レーン５は、ラクトースアガロースに対する結合画分である。以上
より、ベクターマダニのガレクチンは糖結合能を有していることが明らかとなった。
【００７６】
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《実施例９：組換えベクターマダニのガレクチンと馬バベシア原虫表面タンパク質との結
合活性》
　組換えベクターマダニのガレクチンと馬バベシア原虫表面タンパク質との結合活性は、
インビトロ（In vitro）で培養した馬バベシア原虫［バベシア　エクイ（Babesia equi）
］の宿主赤血球内ステージのメロゾイト期虫体を用いて調べた［Avarzed et al., J. Cli
n. Microbiol 36:1835-1839(1998)］。すなわち、４％トリトンＸ－１００で処理したバ
ベシア原虫の可溶性抗原（及び、コントロールとして、赤血球膜のタンパク質）をＳＤＳ
－ＰＡＧＥで分離後、ポリビニリデンフルオリド膜（PVD；ミリポア社）に転写した。膜
を５％スキムミルクで３０分間ブロッキングし、次いで、組換えベクターマダニのガレク
チン（Ｈｉｓ－ｔａｇを含む）と反応させた。結合能を示す陽性反応は、西洋ワサビ標識
Ｈｉｓ－ｔａｇ抗体（ナカライ）及びＤＡＢ（3’-diaminobenzidine tetrahydrochlorid
e；シグマ社）を用いて可視化した。また、前記ガレクチンを反応させることなく、バベ
シア原虫の主要表面抗原であるＥＭＡ２抗原［Huang X et al.,  J Clin Microbiol. 41:
1147-1151(2003)］を認識する一次抗体と、西洋ワサビ標識抗マウスＩｇＧ抗体とを順次
反応させ、陽性部位を可視化した。更に、対照として、溶血させたウマ赤血球から得られ
た赤血球膜を用いた。
【００７７】
　結果を図２に示す。図２において、レーン１は、アミドブラック染色の結果であり、レ
ーン２は、組換えベクターマダニのガレクチン（Ｈｉｓ－ｔａｇを含む）を反応させた後
、西洋ワサビ標識Ｈｉｓ－ｔａｇ抗体で可視化した結果であり、レーン３は、抗ＥＭＡ２
抗原一次抗体を反応させた後、西洋ワサビ標識マウスＩｇＧ抗体で可視化した結果であり
、レーン４は、対照である。その結果、バベシア原虫表面抗原と結合する分子が検出され
、その中には、バベシア原虫の主要表面抗原であるＥＭＡ２抗原が含まれていることが確
認された。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　本発明は、マダニが媒介する動物・ヒトの病原体に起因する感染症の防除を目的とした
化合物の合成及び治療薬の開発の用途に適用することができる。
【配列表フリーテキスト】
【００７９】
　配列表の配列番号３～８の配列で表される各塩基配列は、プライマー配列である。配列
番号７の配列で表される塩基配列において、第６、９、１２、及び２４番目の塩基「ｎ」
は、任意の塩基を意味する。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】電気泳動により、組換えベクターマダニのガレクチンのラクトース結合反応の結
果を示す、図面に代わる写真である。
【図２】電気泳動により、組換えベクターマダニのガレクチンとバベシア原虫表面タンパ
ク質との結合反応の結果を示す、図面に代わる写真である。
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