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(54)【発明の 名称】トリプシ ン様酵素ＤＥＳ Ｃ１およびその 利用法
(57)【要約】
【課題】

（修正 有）

活 性を有する真の 構造の活性型Ｄ ＥＳＣ１蛋

白質の取得す る。また、それ による粘液産生 亢進作用、
ＥＧＦＲ経路 活性化作用、サ イトカイン産生 亢進などに
よる炎症亢進 作用、細胞内カ ルシウム流入惹 起作用、Ｐ
ＡＲ活性化作 用、プラスミノ ーゲンアクティ ベーター活
性化作用を阻 害する薬剤をス クリーニングす る方法およ
びその活性を 検出するための 評価系を構築す る。
【解決手段】

特定なアミノ 酸配列で示され るプロペプ

チド部分がト リプシン様蛋白 質部分とジスル フィド結合
を介して結合 する構造を有し たＤＥＳＣ１、 ならびに該
構造を有する 酵素の粘液産生 亢進作用、ＰＡ Ｒ活性化作
用、細胞内カ ルシウム流入惹 起作用、ＩＬ− ８産生増強
作用あるいは 細胞増殖促進作 用を指標とした 阻害剤ある
いは阻害ポリ ペプチドのスク リーニング系、 該構造を有
する酵素と結 合する抗体等。
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(54)【発明の 名称】向精神作 用を有するヒト ベータ−フィブ リノーゲン由来 ペプチド断片を 含むうつ病治療 薬並びに診
断薬
( 57 ) 【 要 約 】
【課 題】 本発 明は、 うつ 病治 療薬及 びそ の診 断薬と して ヒト ベータ −フ ィブ リノー ゲン 由
来ペ プチ ド断 片及び その 合成 ペプチ ドを 提供 するこ とで ある 。
【解 決手 段】 一群５ 匹、 ７グ ループ のマ ウス にペプ チド Ｇを ５ｍｇ ／ｋ ｇの 量で腹 膜内 に
注射 した 。投 与１０ 分後 、各 グルー プの マウ スに、 水で 溶解 した１ ００ 、１ ０およ び１ μ
ｇ／ ｋｇ のド ーパミ ン１ 拮抗 剤ＳＣ Ｈ− ２３ ３９０ また はド ーパミ ン２ 拮抗 剤ｓｕ ｌｐ ｉ
ｒｉ ｄｅ （シ グマ社 、セ ント ルイス ＭＯ 、米 国）あ るい は１ ００μ ｌの 生理 食塩水 （Ｐ Ｓ
）を 注射 した 。
２回 目の 注射 ３０分 後、 マウ スの「 よじ 登り 行動」 の継 続時 間を測 定し た。
「よ じ登 り行 動」に 対す る効 果があ った のは ボラン ティ アか ら採取 した 血清 （５０ −１ ０
０ｍ Ｍ

Ｎａ Ｃｌで 溶出 し、 分子量 １０ −３ ｋＤａ ）で あっ た。し かし 、ボ ランテ ィア の

血清 から 得ら れた他 の分 画や 患者血 清の いか なる分 画に も効 果が見 られ なか った。
【選 択図 】
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(54)【発明の 名称】制癌剤
( 57 ) 【 要 約 】
【課 題】

本 発明は 、悪 性腫 瘍、特 に卵 巣癌 の治療 に有 効な 制癌剤 を提 供す る。

【解 決手 段】

ジフ テリ ア毒 素の変 異体 であ ってＨ Ｂ− ＥＧ ＦとＥ ＧＦ レセ プター との 結

合を 阻害 する 活性を 有し かつ ジフテ リア 毒素 の毒性 を実 質的 に有さ ない タン パク質 、或 い
は、 ジフ テリ ア毒素 の一 部か らなり 該ジ フテ リア毒 素の レセ プター 結合 ドメ インを 少な く
とも 含む タン パク質 又は 該タ ンパク 質を 含む 複合タ ンパ ク質 等であ って ＨＢ −ＥＧ Ｆの Ｅ
ＧＦ レセ プタ ーへの 結合 を阻 害する 活性 を有 しかつ ジフ テリ ア毒素 の毒 性を 実質的 に有 さ
ない タン パク 質を、 有効 成分 として 含む こと を特徴 とす る制 癌剤で ある 。
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(54)【発明の
名称】正常ヒト 成熟肝細胞用培 養液
( 57 ) 【 要 約 】
本発 明は 、正 常なヒ ト成 熟肝 細胞用 の培 養液 に関す る。
本発 明の 目的 はヒト の正 常な 成熟肝 細胞 をそ の機能 を維 持し たまま 増殖 およ び維持 する た
めの 培養 液を 提供す るこ と、 および 、そ の培 養液の 正常 ヒト 成熟肝 細胞 の培 養への 使用 で
ある 。本 発明 の培養 液は 、ヒ ト血清 を含 むこ とを特 徴と する 。特に 、本 発明 の培養 液は 、
必須 アミ ノ酸 、ヒス チジ ン、 アルギ ニン また はオル ニチ ン、 グリシ ン、 プロ リン、 グル タ
ミン 、シ ステ イン、 セリ ン、 ヒト血 清、 ニコ チンア ミド 、増 殖因子 、イ ンシ ュリン 、副 腎
皮質 ホル モン を含む こと を特 徴とす る。
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(54)【発明の 名称】成長因子 及びＬ−グルタ ミンを含む細胞 培養培地
(57)【要約】
本発明は、細 胞、詳細には組 織エンジニアリ ング骨のた
めのプロセス でのヒト細胞を 培養するための 培地に関す
る。培地は、 グルコース、ミ ネラル、ビタミ ン、成長因
子およびＬ− グルタミンを含 み、ここでＬ− グルタミン
は少なくとも ３００ｍｇ／Ｌ の濃度で存在す る。
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