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(57)【 要 約 】
【課題】

本発明の課題は、膀胱尿管逆流症または間質性膀胱炎に対する新規なマーカー

を見出し、膀胱尿管逆流症または間質性膀胱炎を簡便かつ侵襲なく検出できる方法を提供
することである。
【解決手段】

被検体由来の試料中のウロプラキンの発現を検出することを含む、膀胱尿

管逆流症または間質性膀胱炎の検査方法。
【選択図】

なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
被検体由来の試料中のウロプラキンの発現を検出することを含む、膀胱尿管逆流症また
は間質性膀胱炎の検査方法。
【請求項２】
ウロプラキンがウロプラキンＩＩＩである請求項１記載の方法。
【請求項３】
被検体由来の試料中のウロプラキンをコードするポリヌクレオチドを検出することによ
りウロプラキンの発現を検出する請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
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ウロプラキンをコードするポリヌクレオチドを特異的に増幅するための、少なくとも１
５塩基長の連続したオリゴヌクレオチドプライマーまたはウロプラキンをコードするポリ
ヌクレオチドに特異的にハイブリダイズする少なくとも１５塩基長の連続したポリヌクレ
オチドプローブを用いてウロプラキンの発現を検出する請求項１〜３のいずれか１項記載
の方法。
【請求項５】
被検体由来の試料が尿である請求項１〜４のいずれか１項記載の方法。
【請求項６】
ウロプラキンまたはその断片と特異的に結合する抗体を含む、膀胱尿管逆流症または間
質性膀胱炎の検査薬。

20

【請求項７】
ウロプラキンをコードするポリヌクレオチドを特異的に増幅するための、少なくとも１
５塩基長の連続したオリゴヌクレオチドプライマー、またはウロプラキンをコードするポ
リヌクレオチドに特異的にハイブリダイズする少なくとも１５塩基長の連続したポリヌク
レオチドプローブを含む、膀胱尿管逆流症または間質性膀胱炎の検査薬。
【請求項８】
請求項６または７記載の検査薬を含む、膀胱尿管逆流症または間質性膀胱炎の検査キッ
ト。
【請求項９】
以下の（ａ）または（ｂ）のＤＮＡ：
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（ａ）配列番号９で表される塩基配列を含むＤＮＡ
（ｂ）配列番号９で表される塩基配列の全部または一部からなるＤＮＡに対し相補的な塩
基配列からなるＤＮＡとストリンジェントな条件下でハイブリダイズするＤＮＡであって
、各塩基配列からなるポリヌクレオチドによってコードされるポリペプチドが膀胱尿管逆
流症患者または間質性膀胱炎患者において発現亢進するＤＮＡ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、膀胱尿管逆流症または間質性膀胱炎の検査方法、ならびにそのための検査薬
および検査キットに関する。
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【背景技術】
【０００２】
膀胱尿管逆流症（ＶＵＲ）は非常に人種差が大きい先天性疾患で、最も発生頻度が高い
欧米の白人では全胎児の１０％以上に認められると報告されている。ＶＵＲの程度、先天
性腎低形成の合併、反復した尿路感染による腎瘢痕化の有無など様々な因子により予後は
異なるが、早期に十分な治療が行われなかった場合は成人になって腎機能障害、さらには
腎不全へと進展することが多い。実際に、進行した腎不全患者の約２０％にＶＵＲが認め
られると報告されている。ＶＵＲの診断には尿道からのカテーテル挿入を行う排尿時膀胱
造影を必須とし、このような重要な疾患でありながら、スクリーニングに利用できる簡便
な検査方法は確立されていない。そのためＶＵＲの疑いがある患者のほとんど全てが侵襲
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的なレントゲン検査を受けざるを得ないのが現状である。
【０００３】
ＶＵＲを早期診断することができれば、適切な治療管理を実施することにより、最終的
には腎不全になって血液透析を年余に渡って受ける患者を多数救えることになり、また地
球規模でも医療資源を節約できる。従って、全出産例においてＶＵＲの有無を容易に検査
できるような簡便かつ侵襲のない検査方法の確立が望まれている。
【０００４】
間質性膀胱炎（ＩＣ）は、米国では約７０万人の罹患者数（９０％以上が女性）が見込
まれる比較的一般的な疾患である。主に強い尿意切迫感と頻尿、膀胱充満時の疼痛を主訴
とし、程度に差はあるものの患者の「生活の質」を著しく損ねる疾患である。それにもか
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かわらず、有効な治療方法は確立されていないのが現状である。そもそもＩＣの診断は容
易ではなく、詳細な問診と排尿動態検査のほかに、膀胱鏡検査での粘膜からの点状出血の
確認や、麻酔下での膀胱粘膜生検など、侵襲的な検査を診断の補助としているのは憂慮す
べき事態である。現時点では、ＩＣの原因として、機械的刺激、アレルギー、免疫応答、
神経血管性、尿路感染など、多くの要因が関与していると考えられているが、いずれの説
にも決定的根拠はなく、ＩＣの簡便かつ侵襲のない検査方法が望まれている。
【０００５】
一方、ウロプラキン（ＵＰ）は尿路上皮（尿道、膀胱、尿管、腎盂の粘膜）細胞に特異
的に発現する膜タンパク質で、分子量２７ｋＤａのＩａ（ＵＰＩａ）、２８ｋＤａのＩｂ
（ＵＰＩｂ）、１５ｋＤａのＩＩ（ＵＰＩＩ）、そして４７ｋＤａのＩＩＩ（ＵＰＩＩＩ
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）と４種類の構成タンパク質が分離同定されており、これら４種類のファミリーが尿路上
皮最上層でプラークを形成している。これらウロプラキンファミリーは尿路上皮表面の安
定化や透過物質からのバリアーとして機能していることなどが考えられているが、詳しい
生理機能は解明されていない。非特許文献１には、ヒトＵＰＩＩＩ遺伝子のクローニング
について報告されており、非特許文献２には、ＵＰＩａに対する特異的ポリクローナル抗
体について報告されおり、尿路移行上皮癌（膀胱癌、尿管癌、腎盂癌）の組織診断マーカ
ーとしての有用性が示唆されている。
【０００６】
最近、生まれつき標的タンパク質が機能発現しないように遺伝子操作したウロプラキン
ＩＩＩ（ＵＰＩＩＩ）遺伝子ノックアウトマウスで両側ＶＵＲが単独発生するとの注目す
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べき発表があったが（非特許文献３）、家族性ＶＵＲ患者を対象としたＵＰＩＩＩ遺伝子
解析では「遺伝子変異は検出されなかった」とも報告されている（非特許文献４）。従っ
て、ＶＵＲおよびＩＣの原因については未だ不明であり、その利用可能な検査方法も知ら
れていない。
【０００７】
【非特許文献１】Ｊａｐａｎｅｓｅ

Ｊｏｕｒｎａｌ

ｏｆ

Ｃａｎｃｅｒ

Ｒｅｓｅａ

Ｊｏｕｒｎａｌ

ｏｆ

Ｃａｎｃｅｒ

Ｒｅｓｅａ

ｒｃｈ，８９：８７９，１９９８
【非特許文献２】Ｊａｐａｎｅｓｅ
ｒｃｈ，９３：５２３，２００２
【非特許文献３】Ｊｏｕｒｎａｌ

ｏｆ

Ｃｅｌｌ

Ｂｉｏｌｏｇｙ，１５１：９６１，

ｏｆ

Ｕｒｏｌｏｇｙ，１７１：９３１−２，２００

40

２０００
【非特許文献４】Ｊｏｕｒｎａｌ
４
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明の課題は、膀胱尿管逆流症または間質性膀胱炎に対する新規なマーカーを見出し
、膀胱尿管逆流症または間質性膀胱炎を簡便かつ侵襲なく検出できる方法を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討の結果、尿路上皮細胞に特異的に発現す
る膜タンパク質であるウロプラキンが、膀胱尿管逆流症患者および間質性膀胱炎患者の上
皮組織において発現亢進することを見いだし、本発明を完成するに至った。
【００１０】
すなわち、本発明は、以下の発明を包含する。
（１）被検体由来の試料中のウロプラキンの発現を検出することを含む、膀胱尿管逆流症
または間質性膀胱炎の検査方法。
（２）ウロプラキンがウロプラキンＩＩＩである（１）記載の方法。
（３）被検体由来の試料中のウロプラキンをコードするポリヌクレオチドを検出すること
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によりウロプラキンの発現を検出する（１）または（２）記載の方法。
（４）ウロプラキンをコードするポリヌクレオチドを特異的に増幅するための、少なくと
も１５塩基長の連続したオリゴヌクレオチドプライマーまたはウロプラキンをコードする
ポリヌクレオチドに特異的にハイブリダイズする少なくとも１５塩基長の連続したポリヌ
クレオチドプローブを用いてウロプラキンの発現を検出する（１）〜（３）のいずれかに
記載の方法。
（５）被検体由来の試料が尿である（１）〜（４）のいずれかに記載の方法。
（６）ウロプラキンまたはその断片と特異的に結合する抗体を含む、膀胱尿管逆流症また
は間質性膀胱炎の検査薬。
（７）ウロプラキンをコードするポリヌクレオチドを特異的に増幅するための、少なくと
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も１５塩基長の連続したオリゴヌクレオチドプライマー、またはウロプラキンをコードす
るポリヌクレオチドに特異的にハイブリダイズする少なくとも１５塩基長の連続したポリ
ヌクレオチドプローブを含む、膀胱尿管逆流症または間質性膀胱炎の検査薬。
（８）（６）または（７）記載の検査薬を含む、膀胱尿管逆流症または間質性膀胱炎の検
査キット。
（９）以下の（ａ）または（ｂ）のＤＮＡ：
（ａ）配列番号９で表される塩基配列を含むＤＮＡ
（ｂ）配列番号９で表される塩基配列の全部または一部からなるＤＮＡに対し相補的な塩
基配列からなるＤＮＡとストリンジェントな条件下でハイブリダイズするＤＮＡであって
、各塩基配列からなるポリヌクレオチドによってコードされるポリペプチドが膀胱尿管逆
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流症患者または間質性膀胱炎患者において発現亢進するＤＮＡ。
【発明の効果】
【００１１】
本発明により、膀胱尿管逆流症および間質性膀胱炎に対する新規かつ有効なマーカーが
提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
本発明者らは、ＶＵＲ患者およびＩＣ患者と対照者の尿路上皮組織を試料に用いて、ウ
ロプラキン遺伝子発現量解析のために、それらの各メッセンジャーＲＮＡ（ｍＲＮＡ）発
現量を比較した。その結果、ウロプラキンｍＲＮＡがＶＵＲおよびＩＣ上皮組織において
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発現亢進していることが判明した。さらにこのうちウロプラキンＩＩＩでの実験過程で、
１０５９残基からなる完全長ウロプラキンＩＩＩｍＲＮＡ（ＵＰＩＩＩ−Ｆ）のうち、翻
訳領域内にある８３残基を欠損したウロプラキンＩＩＩ新規選択的スプライシングバリア
ント（ＵＰＩＩＩ−Ａ）を発見し、このＵＰＩＩＩ−ＡについてもＶＵＲ組織での過剰発
現が見られることを確認した。
【００１３】
ウロプラキン
本発明においてウロプラキン（ＵＰ）とは、尿路上皮（尿道、膀胱、尿管、腎盂の粘膜
など）細胞に特異的に発現する膜タンパク質であり、Ｉａ（ＵＰＩａ）、Ｉｂ（ＵＰＩｂ
）、ＩＩ（ＵＰＩＩ）、およびＩＩＩ（ＵＰＩＩＩ）を含む。ウロプラキンＩａ、Ｉｂ、
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ＩＩおよびＩＩＩをコードするポリヌクレオチドの塩基配列については、例えば、それぞ
れ、Ｇｅｎｂａｎｋ

ａｃｃｅｓｓｉｏｎ

Ｎｏ．ＮＭ＿００７０００（配列番号１）、

ＡＢ００２１５５（配列番号３）、ＮＭ＿００６７６０（配列番号５）、およびＮＭ＿０
０６９５３（配列番号７）として登録されている。ウロプラキンＩａ、Ｉｂ、ＩＩおよび
ＩＩＩのアミノ酸配列については、例えば、それぞれ、Ｇｅｎｂａｎｋ
ｏｎ

ａｃｃｅｓｓｉ

Ｎｏ．ＮＰ＿００８９３１（配列番号２）、ＢＡＡ８８８７８（配列番号４）、Ｎ

Ｐ＿００６７５１（配列番号６）およびＮＰ＿００８８８４（配列番号８）として登録さ
れている。なおウロプラキンＩＩＩをコードするポリヌクレオチドの塩基配列である配列
番号７において、第２４１〜５２０番の領域が第３のエクソン（以下、「エクソン３」と
称することがある）に、第５２１〜６０３番の領域が第４のエクソン（以下、「エクソン
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４」と称することがある）に、第６０４〜７３６番の領域が第５のエクソン（以下、「エ
クソン５」と称することがある）に、それぞれ対応する。また、上記エクソン４が欠落し
たウロプラキンＩＩＩ新規選択的スプライシングバリアント（ＵＰＩＩＩ−Ａ）をコード
するポリヌクレオチドの塩基配列を配列番号９に示す。
【００１４】
本発明においてウロプラキンをコードするポリヌクレオチドには、上記塩基配列（配列
番号１、３、５、７および９）で表されるポリヌクレオチドと機能的に同等なポリヌクレ
オチドが含まれる。ここで「機能的に同等」とは、対象となるポリヌクレオチドによって
コードされるポリペプチドが、各塩基配列からなるポリヌクレオチドによってコードされ
るポリペプチドと同等の生物学的機能、生化学的機能を有することを指す。
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【００１５】
あるポリペプチドと機能的に同等なポリペプチドをコードするポリヌクレオチドを調製
する当業者によく知られた他の方法としては、ハイブリダイゼーション技術（Ｓａｍｂｒ
ｏｏｋ，Ｊ

ｅｔ

ａｌ．，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ

．４７−９．５８，Ｃｏｌｄ

Ｓｐｒｉｎｇ

Ｃｌｏｎｉｎｇ

Ｈａｒｂｏｒ

２ｎｄ

ｅｄ．，９

Ｌａｂ．ｐｒｅｓｓ，１９

８９）を利用する方法が挙げられる。
【００１６】
本発明においてウロプラキンをコードするポリヌクレオチドには、各塩基配列を含むＤ
ＮＡ、ならびに各塩基配列の全部または一部からなるＤＮＡに対し相補的な塩基配列から
なるＤＮＡとストリンジェントな条件下でハイブリダイズするＤＮＡであって、各塩基配
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列からなるポリヌクレオチドによってコードされるポリペプチドがＶＵＲ患者またはＩＣ
患者において発現亢進するものが包含される。ここで、「一部の配列」とは、各ポリヌク
レオチドの塩基配列の一部分を含むポリヌクレオチドの塩基配列であって、ストリンジェ
ントな条件下でハイブリダイズさせるのに十分な塩基配列の長さを有するもの、例えば、
少なくとも５０塩基、好ましくは少なくとも１００塩基、より好ましくは少なくとも２０
０塩基の配列である。
【００１７】
本明細書において、ストリンジェントな条件とは、特異的なハイブリッドが形成され、
非特異的なハイブリッドが形成されない条件をいい、すなわち、各ポリヌクレオチドに対
し高い相同性（相同性が８０％以上、好ましくは９０％以上、より好ましくは９５％以上
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）を有するポリヌクレオチドがハイブリダイズする条件をいう。ハイブリダイゼーション
の条件としては、例えば、低ストリンジェントな条件が挙げられる。低ストリンジェント
な条件とは、ハイブリダイゼーション後の洗浄において、例えば４２℃、５×ＳＳＣ、０
．１％ＳＤＳの条件であり、好ましくは５０℃、５×ＳＳＣ、０．１％ＳＤＳの条件であ
る。より好ましいハイブリダイゼーションの条件としては、高ストリンジェントな条件が
挙げられる。高ストリンジェントな条件とは、例えば６５℃、０．１×ＳＳＣおよび０．
１％ＳＤＳの条件である。これらの条件において、温度を上げる程に高い相同性を有する
ポリヌクレオチドが効率的に得られることが期待できる。但し、ハイブリダイゼーション
のストリンジェンシーに影響する要素としては温度や塩濃度など複数の要素が考えられ、
当業者であればこれら要素を適宜選択することで同様のストリンジェンシーを実現するこ
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とが可能である。
【００１８】
また、塩基配列情報を基に合成したプライマーを用いる遺伝子増幅法、例えば、ポリメ
ラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）法を利用して、各ポリヌクレオチドと機能的に同等なポリヌク
レオチドを単離することも可能である。
【００１９】
これらハイブリダイゼーション技術や遺伝子増幅技術により単離される、機能的に同等
なポリヌクレオチドは、通常、アミノ酸配列レベルにおいて高い相同性を有する。高い相
同性とは、アミノ酸レベルにおいて、通常、少なくとも５０％以上の同一性、好ましくは
７５％以上の同一性、さらに好ましくは８５％以上の同一性、さらに好ましくは９５％以

10

上の同一性を指す。
【００２０】
アミノ酸配列や塩基配列の同一性は、Ｋａｒｌｉｎ

ａｎｄ

Ａｌｔｓｃｈｕｌによる

アルゴリズムＢＬＡＳＴ（Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ

９０：５８

７３−５８７７，１９９３）によって決定することができる。このアルゴリズムに基づい
て、ＢＬＡＳＴＮやＢＬＡＳＴＸと呼ばれるプログラムが開発されている（Ａｌｔｓｃｈ
ｕｌ

ｅｔ

ａｌ．Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２１５：４０３−４１０，１９９０）。これ

らの解析方法の具体的な手法は公知である（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｃｂｉ．ｎｌｍ．
ｎｉｈ．ｇｏｖ．）。
【００２１】

20

試料中におけるウロプラキンの発現検出
本発明の検査方法は、上記ウロプラキンＩａ、Ｉｂ、ＩＩおよびＩＩＩから選択される
ウロプラキンの少なくとも１種の発現を検出することを含む。好ましくは少なくともウロ
プラキンＩＩＩの発現を検出する。
【００２２】
本発明の検査方法において、被検体由来の試料中のウロプラキンの発現を検出する方法
としては、被検体由来の試料中のウロプラキンポリペプチドを検出する方法、被検体由来
の試料中のウロプラキンをコードするＲＮＡを検出する方法が挙げられる。ここで、ウロ
プラキンをコードするＲＮＡの検出には、該ＲＮＡから変換されたｃＤＮＡやｃＲＮＡの
検出も包含される。

30

【００２３】
１．ウロプラキンポリペプチドの検出
試料中のウロプラキンポリペプチドを検出する方法としては、当業者に周知の方法、例
えば、酵素結合免疫測定法（ＥＬＩＳＡ）、二重モノクローナル抗体サンドイッチイムノ
アッセイ法（米国特許第４，３７６，１１０号）、モノクローナルポリクローナル抗体サ
ンドイッチアッセイ法（Ｗｉｄｅら、ＫｉｒｋｈａｍおよびＨｕｎｔｅｒ編集、「ラジオ
イムノアッセイ法（Ｒａｄｉｏｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙ）」、Ｅ．ａｎｄ

Ｓ．Ｌｉｖｉ

ｎｇｓｔｏｎｅ、エジンバラ、（１９７０））、免疫蛍光法、ウェスタンブロッティング
法、ドットブロッティング法、免疫沈降法、プロテインチップによる解析法（蛋白質
酸

酵素

Ｖｏｌ．４７

Ｎｏ．５（２００２）、蛋白質

核酸

酵素

核

Ｖｏｌ．４７

40

Ｎｏ．８（２００２））、２次元電気泳動法、ＳＤＳポリアクリルアミド電気泳動法が挙
げられるが、上記検査方法は、これらに限定されない。
【００２４】
以下に、ウロプラキンまたはその断片と特異的に結合する抗体を用いて、ウロプラキン
の発現を検出する方法について詳述する。ウロプラキンまたはその断片と特異的に反応す
る抗体は、膀胱尿管逆流症または間質性膀胱炎において発現されたウロプラキンと結合す
ることができるため、該抗体を用いて試料中のウロプラキンとの反応を検出することによ
って、該試料が患者またはハイリスク者に由来するか否かを検査することができる。
【００２５】
ウロプラキンまたはその断片と特異的に反応する抗体は、ポリクローナル抗体またはモ
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ノクローナル抗体であり、それぞれウロプラキンのエピトープに結合することができる。
本発明の抗体のグロブリンタイプは、上記特徴を有するものである限り特に限定されるも
のではなく、ＩｇＧ、ＩｇＭ、ＩｇＡ、ＩｇＥ、ＩｇＤのいずれでもよいが、ＩｇＧおよ
びＩｇＭが好ましい。本発明におけるモノクローナル抗体には、特に、重鎖および／また
は軽鎖の一部が特定の種、または特定の抗体クラス若しくはサブクラス由来であり、鎖の
残りの部分が別の種、または別の抗体クラス若しくはサブクラス由来である「キメラ」抗
体（免疫グロブリン）、並びに、所望の生物学的活性を有する限り、Ｆａｂ、Ｆ（ａｂ
）２ 、Ｆｖ断片等の抗体断片が含まれる（米国特許第４，８１６，５６７号）。
【００２６】
本発明の抗体を作製するにあたり、免疫原（抗原）となるためのポリペプチドを調製す

10

る。免疫原ポリペプチドとしては、ウロプラキンまたはその断片を用いる。本発明におい
て免疫原として使用可能なウロプラキンのアミノ酸配列および該ポリペプチドをコードす
るｃＤＮＡ配列は、上記のとおり公開されている。従って、公開されているアミノ酸配列
情報を利用して、当技術分野で公知の手法、例えば固相ペプチド合成法などにより、免疫
原として使用するためのウロプラキンまたはその断片を合成することができる。断片とし
てはウロプラキンのうち少なくとも６個以上のアミノ酸、好ましくは６〜５００、より好
ましくは８〜５０アミノ酸からなる部分ペプチドが挙げられる。免疫原としてウロプラキ
ン断片を使用する場合は、ＫＬＨ、ＢＳＡなどのキャリアータンパク質に連結させて使用
するのが好ましい。
【００２７】

20

また、公知の遺伝子組換え手法を利用して、ウロプラキンをコードするｃＤＮＡの情報
を用いてウロプラキンを生産することも可能である。以下、組換え手法を用いたウロプラ
キンの生産に関して説明する。
【００２８】
ウロプラキン生産用組換えベクターは、上記公開されているｃＤＮＡ配列を適当なベク
ターに連結することにより得ることができ、形質転換体は、ウロプラキン生産用組換えベ
クターを、ウロプラキンが発現し得るように宿主中に導入することにより得ることができ
る。
【００２９】
ベクターには、宿主微生物で自律的に増殖し得るファージまたはプラスミドが使用され

30

る。プラスミドＤＮＡとしては、大腸菌由来のプラスミド（例えばｐＥＴ２１ａ、ｐＧＥ
Ｘ４Ｔ、ｐＵＣ１１８、ｐＵＣ１１９、ｐＵＣ１８、ｐＵＣ１９等）、枯草菌由来のプラ
スミド（例えばｐＵＢ１１０、ｐＴＰ５等）、酵母由来のプラスミド（例えばＹＥｐ１３
、ＹＥｐ２４、ＹＣｐ５０等）などが挙げられ、ファージＤＮＡとしてはλファージ（λ
ｇｔ１１、λＺＡＰ等）が挙げられる。さらに、ワクシニアウイルスなどの動物ウイルス
、バキュロウイルスなどの昆虫ウイルスベクターを用いることもできる。
【００３０】
ベクターにウロプラキンｃＤＮＡを挿入するには、まず、精製されたＤＮＡを適当な制
限酵素で切断し、適当なベクターＤＮＡの制限酵素部位またはマルチクローニングサイト
に挿入してベクターに連結する方法などが採用される。

40

【００３１】
その他、哺乳動物細胞において用いられるウロプラキン生産用組換えベクターには、プ
ロモーター、ウロプラキンｃＤＮＡのほか、所望によりエンハンサーなどのシスエレメン
ト、スプライシングシグナル、ポリＡ付加シグナル、選択マーカー、リボソーム結合配列
（ＳＤ配列）などが連結されていてもよい。
【００３２】
ＤＮＡ断片とベクター断片とを連結させるには、公知のＤＮＡリガーゼを用いる。そし
て、ＤＮＡ断片とベクター断片とをアニーリングさせた後連結させ、ウロプラキン生産用
組換えベクターを作製する。
【００３３】
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形質転換に使用する宿主としては、ウロプラキンを発現できるものであれば特に限定さ
れるものではない。例えば、細菌（大腸菌、枯草菌等）、酵母、動物細胞（ＣＯＳ細胞、
ＣＨＯ細胞等）、昆虫細胞が挙げられる。
【００３４】
一例として、細菌を宿主とする場合は、ウロプラキン生産用組換えベクターが該細菌中
で自律複製可能であると同時に、プロモーター、リボゾーム結合配列、ウロプラキンＤＮ
Ａ、転写終結配列により構成されていることが好ましい。また、プロモーターを制御する
遺伝子が含まれていてもよい。大腸菌としては、例えばエッシェリヒア・コリ（Ｅｓｃｈ
ｅｒｉｃｈｉａ

ｃｏｌｉ）ＢＲＬなどが挙げられ、枯草菌としては、例えばバチルス・

ズブチリス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ

ｓｕｂｔｉｌｉｓ）などが挙げられる。プロモーターは

10

、大腸菌等の宿主中で発現できるものであればいずれを用いてもよい。細菌への組換えベ
クターの導入方法は、細菌にＤＮＡを導入する方法であれば特に限定されるものではない
。例えばカルシウムイオンを用いる方法、エレクトロポレーション法等が挙げられる。
【００３５】
酵母、動物細胞、昆虫細胞などを宿主とする場合には、同様に、当技術分野で公知の手
法に従って、ウロプラキンを生産することができる。
【００３６】
本発明において免疫原として使用するウロプラキンは、上記作製した形質転換体を培養
し、その培養物から採取することにより得ることができる。「培養物」とは、培養上清、
培養細胞、培養菌体、または細胞若しくは菌体の破砕物のいずれをも意味するものである

20

。上記形質転換体を培地で培養する方法は、宿主の培養に用いられる通常の方法に従って
行われる。
【００３７】
大腸菌や酵母菌等の微生物を宿主として得られた形質転換体を培養する培地としては、
微生物が資化し得る炭素源、窒素源、無機塩類等を含有し、形質転換体の培養を効率的に
行うことができる培地であれば、天然培地、合成培地のいずれを用いてもよい。
【００３８】
培養は、通常、振盪培養または通気攪拌培養などの好気的条件下、３７℃で６〜２４時
間行う。培養期間中、ｐＨは中性付近に保持する。ｐＨの調整は、無機または有機酸、ア
ルカリ溶液等を用いて行う。培養中は必要に応じてアンピシリンやテトラサイクリン等の

30

抗生物質を培地に添加してもよい。
【００３９】
培養後、ウロプラキンが菌体内または細胞内に生産される場合には、菌体または細胞を
破砕することによりタンパク質を抽出する。また、ウロプラキンが菌体外または細胞外に
生産される場合には、培養液をそのまま使用するか、遠心分離等により菌体または細胞を
除去する。その後、タンパク質の単離精製に用いられる一般的な生化学的方法、例えば硫
酸アンモニウム沈殿、ゲルクロマトグラフィー、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または適宜組み合わせて用いることにより、前記
培養物中からウロプラキンを単離精製することができる。
【００４０】

40

ウロプラキンが得られたか否かは、ＳＤＳ−ポリアクリルアミドゲル電気泳動等により
確認することができる。
【００４１】
なお、以上の方法によって得られる組換えウロプラキンには、他の任意のタンパク質と
の融合タンパク質も含まれる。例えば、グルタチオン−Ｓ−トランスフェラーゼ（ＧＳＴ
）や緑色蛍光タンパク質（ＧＦＰ）との融合タンパク質などが例示できる。さらに、形質
転換細胞で発現されたペプチドは、翻訳された後、細胞内で各種修飾を受ける場合がある
。したがって、修飾されたペプチドもウロプラキンとして用いることができる。このよう
な翻訳後修飾としては、Ｎ末端メチオニンの脱離、Ｎ末端アセチル化、糖鎖付加、細胞内
プロテアーゼによる限定分解、ミリストイル化、イソプレニル化、リン酸化などが例示で
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きる。
【００４２】
次に、得られたタンパク質を緩衝液に溶解して免疫原を調製する。なお、必要であれば
、免疫を効果的に行うためにアジュバントを添加してもよい。アジュバントとしては、市
販の完全フロイントアジュバント、不完全フロイントアジュバント等が挙げられ、これら
の何れのものを混合してもよい。
【００４３】
モノクローナル抗体は、例えばハイブリドーマ法（ＫＯＨＬＥＲ

ＡＮＤ

ＭＩ

ＬＳ

Ｔ Ｅ Ｉ Ｎ ， Ｎ Ａ Ｔ Ｕ Ｒ Ｅ （ １ ９ ７ ５ ） ２ ５ ６ ： ４ ９ ５ )、 ま た は 、 組 換 え 方 法 （ 米 国 特 許
第４，８１６，５６７号）により製造してもよい。また、ファージ抗体ライブラリーから

10

単離してもよい。例えば、以下のようにして作製することができる。
【００４４】
ｉ）免疫および抗体産生細胞の採取
上記のようにして得られた免疫原を、哺乳動物、例えばラット、マウス（例えば近交系
マウスのＢＡＬＢ／ｃ）、ウサギなどに投与する。免疫原の１回の投与量は、免疫動物の
種類、投与経路などにより適宜決定されるものであるが、動物１匹当たり約５０〜２００
μｇである。免疫は、主として静脈内、皮下、腹腔内に免疫原を注入することにより行わ
れる。また、免疫の間隔は特に限定されず、初回免疫後、数日から数週間間隔で、好まし
くは１〜４週間間隔で、２〜６回、好ましくは３〜４回追加免疫を行う。初回免疫の後、
免疫動物の血清中の抗体価の測定をＥＬＩＳＡ（Ｅｎｚｙｍｅ−Ｌｉｎｋｅｄ
ｎｏ

Ｓｏｒｂｅｎｔ

Ｉｍｍｕ

20

Ａｓｓａｙ）法等により繰り返し行い、抗体価がプラトーに達し

たときは、免疫原を静脈内または腹腔内に注射し、最終免疫とする。そして、最終免疫の
日から２〜５日後、好ましくは３日後に、抗体産生細胞を採取する。抗体産生細胞として
は、脾臓細胞、リンパ節細胞、末梢血細胞等が挙げられるが、脾臓細胞または局所リンパ
節細胞が好ましい。
【００４５】
ｉｉ）細胞融合
ハイブリドーマを得るため、上述のように免疫動物から得た抗体産生細胞とミエローマ
細胞との細胞融合を行う。
【００４６】

30

抗体産生細胞と融合させるミエローマ細胞としては、マウスなどの動物の一般に入手可
能な株化細胞を使用することができる。使用する細胞株としては、薬剤選択性を有し、未
融合の状態ではＨＡＴ選択培地（ヒポキサンチン、アミノプテリン、チミンを含む）で生
存できず、抗体産生細胞と融合した状態でのみ生存できる性質を有するものが好ましい。
また株化細胞は、免疫動物と同種系の動物に由来するものが好ましい。ミエローマ細胞の
具体例としては、ＢＡＬＢ／ｃマウス由来のヒポキサンチン・グアニン・ホスホリボシル
・トランスフェラーゼ（ＨＧＰＲＴ）欠損細胞株である、Ｐ３Ｘ６３−Ａｇ．８株、Ｐ３
Ｘ６３−Ａｇ．８．Ｕ１株、Ｐ３／ＮＳＩ／１−Ａｇ４−１株、Ｐ３ｘ６３Ａｇ８．６５
３株またはＳｐ２／０−Ａｇ１４株などが挙げられる。
【００４７】

40

次に、上記ミエローマ細胞と抗体産生細胞とを細胞融合させる。細胞融合は、血清を含
まないＤＭＥＭ、ＲＰＭＩ−１６４０培地などの動物細胞培養用培地中で、抗体産生細胞
とミエローマ細胞とを約１：１〜２０：１の割合で混合し、細胞融合促進剤の存在下にて
融合反応を行う。細胞融合促進剤として、平均分子量１，５００〜４，０００ダルトンの
ポリエチレングリコール等を約１０〜８０％の濃度で使用することができる。また場合に
よっては、融合効率を高めるために、ジメチルスルホキシドなどの補助剤を併用してもよ
い。さらに、電気刺激（例えばエレクトロポレーション）を利用した市販の細胞融合装置
を用いて抗体産生細胞とミエローマ細胞とを融合させることもできる。
【００４８】
ｉｉｉ）ハイブリドーマの選別およびクローニング
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細胞融合処理後の細胞から目的とするハイブリドーマを選別する。その方法として、細
胞懸濁液を、例えばウシ胎児血清含有ＲＰＭＩ−１６４０培地などで適当に希釈後、マイ
クロタイタープレート上に２×１０

５

個／ウエル程度まき、各ウエルに選択培地を加え、

以後適当に選択培地を交換して培養を行う。培養温度は、２０〜４０℃、好ましくは約３
７℃である。ミエローマ細胞がＨＧＰＲＴ欠損株またはチミジンキナーゼ（ＴＫ）欠損株
のものである場合には、ヒポキサンチン・アミノプテリン・チミジンを含む選択培地（Ｈ
ＡＴ培地）を用いることにより、抗体産生能を有する細胞とミエローマ細胞のハイブリド
ーマのみを選択的に培養し、増殖させることができる。その結果、選択培地で培養開始後
、約１４日前後から生育してくる細胞をハイブリドーマとして得ることができる。
【００４９】

10

次に、増殖してきたハイブリドーマの培養上清中に、目的とする抗体が存在するか否か
をスクリーニングする。ハイブリドーマのスクリーニングは、通常の方法に従えばよく、
特に限定されない。例えば、ハイブリドーマとして生育したウエルに含まれる培養上清の
一部を採取し、酵素免疫測定法（ＥＩＡ：Ｅｎｚｙｍｅ

Ｉｍｍｕｎｏ

Ａｓｓａｙおよ

びＥＬＩＳＡ）、放射免疫測定法（ＲＩＡ：Ｒａｄｉｏ

Ｉｍｍｕｎｏ

Ａｓｓａｙ）等

によって行うことができる。
【００５０】
融合細胞のクローニングは、限界希釈法等により行い、最終的にモノクローナル抗体産
生細胞であるハイブリドーマを樹立する。本発明のハイブリドーマは、後述するように、
ＲＰＭＩ１６４０、ＤＭＥＭ等の基本培地中での培養において安定であり、尿路上皮癌に

20

由来するウロプラキンと特異的に反応するモノクローナル抗体を産生、分泌するものであ
る。
【００５１】
ｉｖ）モノクローナル抗体の採取
樹立したハイブリドーマからモノクローナル抗体を採取する方法として、通常の細胞培
養法または腹水形成法等を採用することができる。
【００５２】
細胞培養法においては、ハイブリドーマを１０％ウシ胎児血清含有ＲＰＭＩ−１６４０
培地、ＭＥＭ培地または無血清培地等の動物細胞培養培地中で、通常の培養条件（例えば
３７℃，５％ＣＯ２ 濃度）で２〜１０日間培養し、その培養上清から抗体を取得する。

30

【００５３】
腹水形成法の場合は、ミエローマ細胞由来の哺乳動物と同種系動物の腹腔内にハイブリ
ドーマを約１×１０

７

個投与し、ハイブリドーマを大量に増殖させる。そして、１〜２週

間後に腹水または血清を採取する。
【００５４】
上記抗体の採取方法において、抗体の精製が必要とされる場合は、硫安塩析法、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、ゲルクロマトグラフィー
などの公知の方法を適宜に選択して、またはこれらを組み合わせることにより、精製され
た本発明のモノクローナル抗体を得ることができる。
【００５５】

40

ｖ）ポリクローナル抗体の採取
ポリクローナル抗体を作製する場合は、前記と同様に動物を免疫し、最終の免疫日から
６〜６０日後に、酵素免疫測定法（ＥＩＡおよびＥＬＩＳＡ）、放射免疫測定法（ＲＩＡ
）等で抗体価を測定し、最大の抗体価を示した日に採血し、抗血清を得る。その後は、抗
血清中のポリクローナル抗体の反応性をＥＬＩＳＡ法などで測定する。
【００５６】
ウロプラキンに対する抗体を用いて被検体由来の試料中のウロプラキンの発現を検出し
、膀胱尿管逆流症または間質性膀胱炎を検出する場合には、被検体の試料中に、ウロプラ
キンに対する抗体またはその標識化抗体と結合する抗原ポリペプチドが存在するか否かを
試験し、試料中にその抗原ポリペプチドが存在する被検体を膀胱尿管逆流症または間質性
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膀胱炎患者またはそのハイリスク者と判定する。すなわち、ここで使用する抗体または標
識化抗体は、膀胱尿管逆流症または間質性膀胱炎の細胞で発現しているウロプラキンと特
異的に結合する抗体であるから、この抗体と結合する抗原ポリペプチドを含む試料を、膀
胱尿管逆流症または間質性膀胱炎患者またはそのハイリスク患者の試料として判定するこ
とができる。なおその際に、好ましくは２種類以上、好ましくは５種類以上、さらに好ま
しくは１０種類以上、最も好ましくは１５〜３９種類の抗体について試料中のウロプラキ
ンとの結合を判定する。
【００５７】
また別の態様は、抗体とウロプラキンとの結合を液相系において行う方法である。例え
ば、標識化抗体と試料とを接触させて標識化抗体とウロプラキンを結合させ、この結合体

10

を上記と同様の方法で分離し、標識シグナルを同様の方法で検出する。
【００５８】
液相系での検出の別の方法は、ウロプラキンに対する抗体（一次抗体）と試料とを接触
させて一次抗体と抗原ポリペプチドを結合させ、この結合体に標識化抗体（二次抗体）を
結合させ、この三者の結合体における標識シグナルを検出する。あるいは、さらにシグナ
ルを増強させるためには、非標識の二次抗体を先ず抗体＋抗原ポリペプチド結合体に結合
させ、この二次抗体に標識物質を結合させるようにしてもよい。このような二次抗体への
標識物質の結合は、例えば二次抗体をビオチン化し、標識物質をアビジン化しておくこと
によって行うことができる。あるいは、二次抗体の一部領域（例えば、Ｆｃ領域）を認識
する抗体（三次抗体）を標識し、この三次抗体を二次抗体に結合させるようにしてもよい

20

。なお、一次抗体と二次抗体は、両方ともモノクローナル抗体を用いることもでき、ある
いは、一次抗体と二次抗体のいずれか一方をポリクローナル抗体とすることもできる。液
相からの結合体の分離やシグナルの検出は上記と同様とすることができる。
【００５９】
また別の態様は、抗体とウロプラキンとの結合を固相系において試験する方法である。
この固相系における方法は、極微量のウロプラキンの検出と操作の簡便化のため好ましい
方法である。すなわちこの固相系の方法は、ウロプラキンに対する抗体（一次抗体）を固
相（樹脂プレート、メンブレン、ビーズ等）に固定化し、この固定化抗体にウロプラキン
を結合させ、非結合ペプチドを洗浄除去した後、プレート上に残った抗体＋ウロプラキン
結合体に標識化抗体（二次抗体）を結合させ、この二次抗体のシグナルを検出する方法で
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ある。この方法は、いわゆる「サンドイッチ法」と呼ばれる方法であり、マーカーとして
酵素を用いる場合には、ＥＬＩＳＡとして広く用いられている方法である。一次抗体と二
次抗体は、両方ともモノクローナル抗体を用いることもでき、あるいは、一次抗体と二次
抗体のいずれか一方をポリクローナル抗体とすることもできる。シグナルの検出は上記と
同様とすることができる。
【００６０】
２．ウロプラキンＲＮＡの検出
被検体由来の試料中のウロプラキンをコードするＲＮＡを検出する方法としては、ウロ
プラキンをコードするポリヌクレオチドを特異的に増幅するための、少なくとも１５塩基
長の連続したオリゴヌクレオチドプライマーまたはウロプラキンをコードするポリヌクレ

40

オチドに特異的にハイブリダイズする少なくとも１５塩基長の連続したポリヌクレオチド
プローブを用いて被検体由来の試料中のウロプラキンの発現を検出する方法が挙げられる
。
【００６１】
本発明において、ポリヌクレオチドおよびオリゴヌクレオチドは、プリンまたはピリミ
ジンが糖にβ−Ｎ−グリコシド結合したヌクレオシドのリン酸エステル（ＡＴＰ、ＧＴＰ
、ＣＴＰ、ＵＴＰ；またはｄＡＴＰ、ｄＧＴＰ、ｄＣＴＰ、ｄＴＴＰ）が結合した分子を
いい、ＤＮＡおよびＲＮＡが包含される。
【００６２】
該プライマーまたはプローブは、被検体由来の試料中に発現しているウロプラキンのｍ
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ＲＮＡまたはｍＲＮＡから合成したｃＤＮＡまたはｃＲＮＡと特異的に結合して、試料中
のウロプラキンをコードするポリヌクレオチドの発現、すなわちウロプラキンの発現を検
出することが可能である。
【００６３】
本発明のプライマーは、ウロプラキンをコードするポリヌクレオチドの少なくとも１部
を増幅するものであればよく、例えば、１０５９残基からなる完全長ウロプラキンＩＩＩ
ｍＲＮＡ（ＵＰＩＩＩ−Ｆ）のうち、翻訳領域内にある８３残基を欠損したウロプラキン
ＩＩＩ新規選択的スプライシングバリアント（ＵＰＩＩＩ−Ａ）を検出することもまた、
ウロプラキンの発現の検出に包含される。
【００６４】

10

プライマーおよびプローブは、当業者に公知の手法に従って、設計することができる。
プライマーおよびプローブ設計の留意点として、例えば以下を指摘することができる。
【００６５】
プライマーとして実質的な機能を有する長さは、通常１５塩基以上、好ましくは１６〜
５０塩基であり、さらに好ましくは２０〜３０塩基である。またプローブとして実質的な
機能を有する長さとしては、１５塩基以上が好ましく、さらに好ましくは１６〜５０塩基
であり、さらに好ましくは２０〜３０塩基である。
【００６６】
また設計の際には、プライマーまたはプローブの融解温度（Ｔｍ）を確認することが好
ましい。Ｔｍとは、任意のポリヌクレオチド鎖の５０％がその相補鎖とハイブリッドを形

20

成する温度を意味し、鋳型ＤＮＡまたはＲＮＡとプライマーまたはプローブとが二本鎖を
形成してアニーリングまたはハイブリダイズするためには、アニーリングまたはハイブリ
ダイゼーションの温度を最適化する必要がある。一方、この温度を下げすぎると非特異的
な反応が起こるため、温度は可能な限り高いことが望ましい。従って、設計しようとする
プライマーまたはプローブのＴｍは、増幅反応またはハイブリダイゼーションを行う上で
重要な因子である。Ｔｍの確認には、公知のプライマーまたはプローブ設計用ソフトウエ
アを利用することができ、本発明で利用可能なソフトウエアとしては、例えばＯｌｉｇｏ
ＴＭ（Ｎａｔｉｏｎａｌ

Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ

Ｉｎｃ．（米国）製）、ＧＥＮＥＴＹ

Ｘ［ソフトウェア開発（株）（日本）製］等などが挙げられる。またＴｍの確認は、ソフ
トウエアを使わず、自ら計算することによっても行うことができる。その場合には、最近
接塩基対法（Ｎｅａｒｅｓｔ

Ｎｅｉｇｈｂｏｒ

30

Ｍｅｔｈｏｄ）、Ｗａｌｌａｎｃｅ法

、ＧＣ％法等に基づく計算式を利用することができる。本発明では、平均Ｔｍが約４５〜
５５℃であることが好ましい。
【００６７】
プライマーまたはプローブとして特異的なアニーリングまたはハイブリダイズが可能な
条件としては、その他にもＧＣ含量などがあり、そのような条件は当業者に周知である。
【００６８】
上述のように設計したプライマーおよびプローブは、当業者に公知の方法に従って調製
することができる。さらに、当業者には周知のように、プライマーまたはプローブには、
アニーリングまたはハイブリダイズする部分以外の配列、例えばタグ配列などの付加配列

40

が含まれていてもよく、上述したプライマーまたはプローブにそのような付加配列が付加
されたものも本発明の範囲内に含まれるものとする。
【００６９】
ウロプラキンＩをコードするポリヌクレオチドを特異的に増幅するためのオリゴヌクレ
オチドプライマーとしては、配列番号１に示す塩基配列のうち少なくとも１〜２１番の塩
基を含み、かつ連続した１５塩基以上の塩基配列またはその相補配列からなるオリゴヌク
レオチド、配列番号１に示す塩基配列のうち少なくとも８１１〜８３１番の塩基を含み、
かつ連続した１５塩基以上の塩基配列またはその相補配列からなるオリゴヌクレオチド、
配列番号１に示す塩基配列のうち少なくとも３３７〜３５６番の塩基を含み、かつ連続し
た１５塩基以上の塩基配列またはその相補配列からなるオリゴヌクレオチドが挙げられる
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。
【００７０】
ウロプラキンＩｂをコードするポリヌクレオチドを特異的に増幅するためのオリゴヌク
レオチドプライマーとしては、配列番号３に示す塩基配列のうち少なくとも７〜２８番の
塩基を含み、かつ連続した１５塩基以上の塩基配列またはその相補配列からなるオリゴヌ
クレオチド、配列番号３に示す塩基配列のうち少なくとも８８０〜９０１番の塩基を含み
、かつ連続した１５塩基以上の塩基配列またはその相補配列からなるオリゴヌクレオチド
、配列番号３に示す塩基配列のうち少なくとも３５５〜３７７番の塩基を含み、かつ連続
した１５塩基以上の塩基配列またはその相補配列からなるオリゴヌクレオチド、配列番号
３に示す塩基配列のうち少なくとも７８９〜８１２番の塩基を含み、かつ連続した１５塩

10

基以上の塩基配列またはその相補配列からなるオリゴヌクレオチドが挙げられる。
【００７１】
ウロプラキンＩＩをコードするポリヌクレオチドを特異的に増幅するためのオリゴヌク
レオチドプライマーとしては、配列番号５に示す塩基配列のうち少なくとも４〜２２番の
塩基を含み、かつ連続した１５塩基以上の塩基配列またはその相補配列からなるオリゴヌ
クレオチド、配列番号５に示す塩基配列のうち少なくとも６０７〜６２８番の塩基を含み
、かつ連続した１５塩基以上の塩基配列またはその相補配列からなるオリゴヌクレオチド
が挙げられる。
【００７２】
ウロプラキンＩＩＩをコードするポリヌクレオチドを特異的に増幅するためのオリゴヌ

20

クレオチドプライマーとしては、配列番号７に示す塩基配列のうち少なくとも４〜２４番
の塩基を含み、かつ連続した１５塩基以上の塩基配列またはその相補配列からなるオリゴ
ヌクレオチド、配列番号７に示す塩基配列のうち少なくとも２５１〜２７２番の塩基を含
み、かつ連続した１５塩基以上の塩基配列またはその相補配列からなるオリゴヌクレオチ
ド、配列番号７に示す塩基配列のうち少なくとも５８２〜６０１番の塩基を含み、かつ連
続した１５塩基以上の塩基配列またはその相補配列からなるオリゴヌクレオチドが挙げら
れる。
【００７３】
ウロプラキンＩＩＩのスプライシングバリアントをコードするポリヌクレオチドを特異
的に増幅するためのオリゴヌクレオチドプライマーとしては、配列番号７に示す塩基配列
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のうち少なくとも４〜２４番の塩基を含み、かつ連続した１５塩基以上の塩基配列または
その相補配列からなるオリゴヌクレオチド、配列番号７に示す塩基配列のうち少なくとも
９２０〜９４０番の塩基を含み、かつ連続した１５塩基以上の塩基配列またはその相補配
列からなるオリゴヌクレオチド、配列番号７に示す塩基配列のうち少なくとも５０１〜５
２０番の塩基および６０４〜６０７番の塩基を含み、かつ連続した１５塩基以上の塩基配
列またはその相補配列からなるオリゴヌクレオチドが挙げられる。
【００７４】
被検体由来の試料におけるウロプラキンの発現を検出するためには、上記プライマーお
よび／またはプローブをそれぞれ増幅反応またはハイブリダイゼーション反応において用
い、その増幅産物またはハイブリッド産物を検出する。
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【００７５】
試料としては、膀胱尿管逆流症を検査する場合は、試料として尿、膀胱上皮組織を対象
とすることができ、間質性膀胱炎を検査する場合もまた、試料として尿、膀胱上皮組織を
対象とすることができる。本発明の検査方法は、尿等の試料を対象とできることから、簡
便かつ非侵襲の検査が可能になる。
【００７６】
増幅反応またはハイブリダイゼーション反応を行う場合には、通常は、被検体由来の試
料から被検ポリヌクレオチドを調製する。被検ポリヌクレオチドは、ポリヌクレオチドで
あればＤＮＡまたはＲＮＡのいずれでもよい。ＤＮＡまたはＲＮＡは、当技術分野で周知
の方法を適宜使用して抽出することができる。例えば、ＤＮＡを抽出する場合には、フェ
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ノール抽出およびエタノール沈殿を行う方法、ガラスビーズを用いる方法など、またＲＮ
Ａを抽出する場合には、グアニジン−塩化セシウム超遠心法、ホットフェノール法、また
はチオシアン酸グアジニウム−フェノール−クロロホルム（ＡＧＰＣ）法などを利用する
ことができる。以上のように調製した試料または被検ポリヌクレオチドを用いて、以下に
示す増幅反応および／またはハイブリダイゼーション反応を行う。
【００７７】
抽出されたＲＮＡはさらに精製してｍＲＮＡとして使用することが好ましい。精製方法
は特に限定されないが、真核細胞の細胞質に存在するｍＲＮＡの多くは、その３

末端に

ポリ（Ａ）配列を持つため、この特徴を利用して、例えば、以下のように実施することが
できる。まず抽出した全ＲＮＡにビオチン化オリゴ（ｄＴ）プローブ を加えてポリ（Ａ

10

）＋ＲＮＡを吸着させる。次に、ストレプトアビジンを固定化した常磁性粒子担体を加え
、ビオチン／ストレプトアビジン間の結合を利用して、ポリ（Ａ）＋ＲＮＡを捕捉させる
。洗浄操作の後、最後にオリゴ（ｄＴ）プローブ からポリ（Ａ）＋ＲＮＡを溶出する。
また、オリゴ（ｄＴ）セルロースカラムを用いてポリ（Ａ）＋ＲＮＡを吸着させ、これを
溶出して精製する方法も採用してもよい。溶出されたポリ（Ａ）＋ＲＮＡは、さらに、シ
ョ糖密度勾配遠心法等により分画してもよい。
【００７８】
プライマーを用いて被検ポリヌクレオチドを鋳型とした増幅反応を行い、その特異的増
幅反応を検出することにより、試料中のウロプラキンの発現を検出することができる。
【００７９】

20

増幅手法としては、特に限定されないが、ポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）法の原理を
利用した公知の方法を挙げることができる。例えば、ＰＣＲ法、ＬＡＭＰ（Ｌｏｏｐ−ｍ
ｅｄｉａｔｅｄ

ｉｓｏｔｈｅｒｍａｌ

Ｉｓｏｔｈｅｒｍａｌ

ａｎｄ

Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ

Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ）法、ＩＣＡＮ（

Ｃｈｉｍｅｒｉｃ
ｏｆ

ｐｒｉｍｅｒ−ｉｎｉｔｉａｔｅｄ

Ｎｕｃｌｅｉｃ

ａｃｉｄｓ）法、ＲＣＡ（Ｒｏ

ｌｌｉｎｇ

Ｃｉｒｃｌｅ

Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ）法、ＬＣＲ（Ｌｉｇａｓｅ

Ｃｈａｉｎ

Ｒｅａｃｔｉｏｎ）法、ＳＤＡ（Ｓｔｒａｎｄ

Ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ

Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ）法、ＲＴ−ＰＣＲ法、リアルタイムＰＣＲ法等を挙げる
ことができる。増幅は、増幅産物が検出可能なレベルになるまで行う。
【００８０】

30

例えば、ＰＣＲ法は、被検ポリヌクレオチドであるＤＮＡを鋳型として、ＤＮＡポリメ
ラーゼにより、一対のプライマー間の塩基配列を合成するものである。ＰＣＲ法によれば
、変性、アニーリングおよび合成からなるサイクルを繰り返すことによって、増幅断片を
指数関数的に増幅させることができる。ＰＣＲの最適条件は、当業者であれば容易に決定
することができる。
【００８１】
またＲＴ−ＰＣＲ法では、まず、被検ポリヌクレオチドであるＲＮＡを鋳型として、逆
転写酵素反応によりｃＤＮＡを作製し、その後、作製したｃＤＮＡを鋳型として一対のプ
ライマーを用いてＰＣＲ法を行うものである。
【００８２】

40

なお、増幅手法として競合ＰＣＲ法やリアルタイムＰＣＲ法等の定量的ＰＣＲ法などを
採用することにより、定量的な検出が可能となる。リアルタイムＰＣＲ（ＴａｑＭａｎ
ＰＣＲ）法では、５

端は蛍光色素（レポーター）で、３

端は蛍光色素（クエンチャー

）で標識した、目的遺伝子の特定領域にハイブリダイズするオリゴヌクレオチドプローブ
が使用される。プローブは、通常の状態ではクエンチャーによってレポーターの蛍光が抑
制されている。この蛍光プローブ を目的遺伝子に完全にハイブリダイズさせた状態で、
その外側からＴａｑ

ＤＮＡポリメラーゼを用いてＰＣＲを行う。Ｔａｑ

ＤＮＡポリメ

ラーゼによる伸長反応が進むと、そのエキソヌクレアーゼ活性により蛍光プローブ が５
端から加水分解され、レポーター色素が遊離し、蛍光を発する。リアルタイムＰＣＲ法
は、この蛍光強度をリアルタイムでモニタリングすることにより、鋳型ＤＮＡの初期量を
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定量する。
【００８３】
上記増幅反応後に特異的な増幅反応が起こったか否かを検出するには、増幅反応により
得られる増幅産物を特異的に認識することができる公知の手段を用いることができる。例
えば、アガロースゲル電気泳動法等を利用して、特定のサイズの増幅断片が増幅されてい
るか否かを確認することにより、特異的な増幅反応を検出することができる。
【００８４】
あるいは、増幅反応の過程で取り込まれるｄＮＴＰに、放射性同位体、蛍光物質、発光
物質などの標識体を作用させ、この標識体を検出することができる。放射性同位体として
は、

３ ２

Ｐ、

１ ２ ５

Ｉ、

３ ５

Ｓなどを用いることができる。また蛍光物質としては、例え

10

ば、フルオレセン（ＦＩＴＣ）、スルホローダミン（ＳＲ）、テトラメチルローダミン（
ＴＲＩＴＣ）などを用いることができる。また発光物質としてはルシフェリンなどを用い
ることができる。
【００８５】
これら標識体の種類や標識体の導入方法等に関しては、特に制限されることはなく、従
来公知の各種手段を用いることができる。例えば標識体の導入方法としては、放射性同位
体を用いるランダムプライム法が挙げられる。
【００８６】
標識したｄＮＴＰを取り込んだ増幅産物を観察する方法としては、上述した標識体を検
出するための当技術分野で公知の方法であればいずれの方法でもよい。例えば、標識体と

20

して放射性同位体を用いた場合には、放射活性を、例えば液体シンチレーションカウンタ
ー、γ−カウンターなどにより計測することができる。また標識体として蛍光を用いた場
合には、その蛍光を蛍光顕微鏡、蛍光プレートリーダーなどを用いて検出することができ
る。
【００８７】
以上のようにして特異的な増幅反応が検出された場合には、試料中にウロプラキンをコ
ードするポリヌクレオチドが発現している、すなわちウロプラキンが発現していることと
なる。従って、試料中にウロプラキンが発現している被検体を膀胱尿管逆流症または間質
性膀胱炎患者またはハイリスク者と判定する。
【００８８】

30

また、プローブを用いて試料または被検ポリヌクレオチドに対するハイブリダイゼーシ
ョン反応を行い、その特異的結合（ハイブリッド）を検出することにより、ウロプラキン
の発現を検出することもできる。
【００８９】
ハイブリダイゼーション反応は、プローブがウロプラキンに由来するポリヌクレオチド
のみと特異的に結合するような条件、すなわちストリンジェントな条件下で行う必要があ
る。そのようなストリンジェントな条件は当技術分野で周知であり、特に限定されない。
ストリンジェントな条件としては、例えばナトリウム濃度が、１０〜３００ｍＭ、好まし
くは２０〜１００ｍＭであり、温度が２５〜７０℃、好ましくは４２〜５５℃における条
件が挙げられる。

40

【００９０】
ハイブリダイゼーションを行う場合には、プローブに蛍光標識（フルオレセイン、ロー
ダミンなど）、放射性標識（

３ ２

Ｐなど）、酵素標識（アルカリホスファターゼ、西洋ワ

サビパーオキシダーゼ等）、ビオチン標識等の適当な標識を付加することができる。従っ
て、以下に述べる本発明の検査用キットには、上記のような標識を付加したプローブも含
まれる。
【００９１】
標識化プローブを用いた検出は、試料またはそれから調製した被検ポリヌクレオチドと
プローブとをハイブリダイズ可能なように接触させることを含む。「ハイブリダイズ可能
なように」とは、上述したストリンジェントな条件下にて特異的な結合が起こる環境（温
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度、塩濃度）において、ということである。具体的には、試料または被検ポリヌクレオチ
ドをスライドグラス、メンブラン、マイクロタイタープレート等の適当な固相に固定化し
、標識を付加したプローブを添加することにより、プローブと試料または被検ポリヌクレ
オチドとを接触させてハイブリダイゼーション反応を行い、ハイブリダイズしなかったプ
ローブを除去した後、試料または被検ポリヌクレオチドとハイブリダイズしているプロー
ブの標識を検出する。標識が検出された場合には、試料中にウロプラキンが発現している
こととなる。従って、試料中にウロプラキンが発現している被検体を膀胱尿管逆流症また
は間質性膀胱炎患者またはハイリスク者と判定する。
【００９２】
また、標識の濃度を指標とすることにより、定量的な検出も可能となる。標識化プロー

10

ブを用いた検出方法の例としては、サザンハイブリダイゼーション法、ノーザンハイブリ
ダイゼーション法、ＦＩＳＨ（蛍光ｉｎ

ｓｉｔｕハイブリダイゼーション）法等を挙げ

ることができる。
【００９３】
上記で述べたような本発明の検出方法における判定基準としては、典型的には、ＲＯＣ
曲線（受信者動作特性曲線）を作成してカットオフ値（病態識別値）を設定し、所定のカ
ットオフ値以上であれば患者またはハイリスク者であると判定する方法が挙げられる。例
えば膀胱尿管逆流症については、検体が尿であるとき、ＲＯＣ曲線から得られる至適カッ
トオフ値は、単位ＧＡＰＤＨあたりウロプラキンｍＲＮＡ９５コピー以上、９０％の特異
性になるように重点を置けば１３８コピー以上の場合に患者またはハイリスク者であると

20

判定することができる。間質性膀胱炎についても同様の手法による判定が可能である。
【００９４】
その他の検査方法として、例えば、サブトラクション法（Ｓｉｖｅ，Ｈ．Ｌ．ａｎｄ
Ｊｏｈｎ，Ｔ．Ｓｔ．（１９８８）Ｎｕｃｌｅｉｃ
６，１０９３７、Ｗａｎｇ，Ｚ．，ａｎｄ

Ａｃｉｄｓ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ

１

Ｂｒｏｗｎ，Ｄ．Ｄ．（１９９１）Ｐｒｏｃ

．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．８８，１１５０５−１１５０９）、ディフ
ァレンシャル・ディスプレイ法（Ｌｉａｎｇ，Ｐ．，ａｎｄ
１９９２）Ｓｃｉｅｎｃｅ

Ｐａｒｄｅｅ，Ａ．Ｂ．（

２５７，９６７−９７１、Ｌｉａｎｇ，Ｐ．，Ａｖｅｒｂｏ

ｕｋｈ，Ｌ．，Ｋｅｙｏｍａｒｓｉ，Ｋ．，Ｓａｇｅｒ，Ｒ．，ａｎｄ
Ａ．Ｂ．（１９９２）Ｃａｎｃｅｒ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ

Ｐａｒｄｅｅ，

５２，６９６６−６９６８）、

ディファレンシャル・ハイブリダイゼーション法（Ｊｏｈｎ，Ｔ．Ｓｔ．，ａｎｄ

30

Ｄａ

ｖｉｓ，Ｒ．Ｗ．Ｃｅｌｌ（１９７９）１６，４４３−４５２）、また、適当なプローブ
を用いたクロスハイブリダイゼーション法（
Ａ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ

Ｍａｎｕａｌ

Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ

Ｅ．Ｆ．，Ｓａｍｂｒｏｏｋ，Ｊ．（１９８２）Ｃｏｌｄ
Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ

Ｃｌｏｎｉｎｇ，

Ｍａｎｉａｔｉｓ，Ｔ．，Ｆｒｉｔｓｃｈ，
Ｓｐｒｉｎｇ

Ｈａｒｂｏｒ

Ｐｒｅｓｓ）等が挙げられる。

【００９５】
検査薬および検査キット
本発明はまた、膀胱尿管逆流症または間質性膀胱炎を検査するための検査薬に関する。
該検査薬は、ウロプラキンの発現を検出する手段として、ウロプラキンまたはその断片と

40

特異的に結合する抗体、ウロプラキンをコードするポリヌクレオチドを特異的に増幅する
ための、少なくとも１５塩基長の連続したオリゴヌクレオチドプライマー、およびウロプ
ラキンをコードするポリヌクレオチドに特異的にハイブリダイズする少なくとも１５塩基
長の連続したポリヌクレオチドプローブから選択される少なくとも１種を含む。
【００９６】
該検査薬は、有効成分であるオリゴヌクレオチドプライマー、ポリヌクレオチドプロー
ブまたは抗体以外に、例えば、滅菌水、生理食塩水、植物油、界面活性剤、脂質、溶解補
助剤、緩衝剤、タンパク質安定剤（ＢＳＡやゼラチンなど）、保存剤等が必要に応じて混
合されていてもよい。
【００９７】
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本発明はまた、上記検査薬を含む膀胱尿管逆流症または間質性膀胱炎の検査キットに関
する。このようなキットとしては、被検成分の種類に応じて各種のものが市販されており
、本発明の検査用キットも、ウロプラキンの発現を検出するための上記検査薬を用いるこ
とを除き、公知公用のキットに用いられている各要素によって構成することができる。ウ
ロプラキンの発現を検出するためのオリゴヌクレオチドプライマー、ポリヌクレオチドプ
ローブまたは抗体に加え、例えば、標識二次抗体、担体、洗浄バッファー、試料希釈液、
酵素基質、反応停止液、標準物質等を含みうる。
【実施例】
【００９８】
以下、実施例により、本発明を更に具体的に説明するが、本発明の範囲はこれらによっ

10

て限定されるものではない。
【００９９】
（実施例１）膀胱尿管逆流症（ＶＵＲ）におけるウロプラキンｍＲＮＡ発現量
対象
ＶＵＲ組織におけるウロプラキンｍＲＮＡ発現量を検討するため、滋賀医科大学附属病
院泌尿器科での手術で得られたＶＵＲ患者の膀胱上皮組織２０例、および対照となる患者
（前立腺肥大症、前立腺癌などの尿路移行上皮に明らかな異常を有しない泌尿器科患者）
の尿路上皮組織１１例を用いた。標本は採取後、速やかに−８０℃で保存した。また、尿
中剥離細胞でのウロプラキンｍＲＮＡ発現量の検証には、同病院泌尿器科で得られたＶＵ
Ｒ患者尿１８検体、および対照患者の尿２０検体（外来検査で尿路に明らかな異常がない

20

泌尿器科患者１２検体と健常人８検体）を用いた。尿の採取は原則的に自然排尿とし、必
要に応じてカテーテル導尿にて行った。採取した尿は、遠心分離にて剥離上皮を回収した
のちバッファーで洗浄し、速やかに−８０℃で保存した。検体の採取にあたっては、当該
研究への臨床材料の使用につき文書で十分な説明を行い、患者本人または代理者からの同
意を得た。
【０１００】
方法
（１）ｍＲＮＡの採取とｃＤＮＡの合成
ｉ）組織検体
保存した組織検体から、ＴｒｉＺＯＬ

Ｒｅａｇｅｎｔ（Ｌｉｆｅ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏ

30

ｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．）を用いて、プロトコールに従い全ＲＮＡを抽出し、分光光度計で濃
度測定を行った。抽出した各５μｇずつの全ＲＮＡから、ランダムプライマー（Ｔａｋａ
ｒａ

Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌ）を用いて、ＳｕｐｅｒｓｃｒｉｐｔＩＩ（Ｉｎｖｉｔｒ

ｏｇｅｎ）による逆転写反応からｃＤＮＡを合成し、以下の実験の試料とした。ＧＡＰＤ
Ｈ（Ｇｌｙｃｅｒａｌｄｅｈｙｄｅ−３−ｐｈｏｓｐｈａｔｅ

ｄｅｈｙｄｒｏｇｅｎａ

ｓｅ）に対する特異的プライマーを用いたＲＴ−ＰＣＲ法でｃＤＮＡ合成の良否を確認し
た後、各試料を使用するまで−２０℃で保存した。
【０１０１】
ｉｉ）尿検体
採取した尿を遠心分離（１，５００ｒｐｍ×１０分間）して剥離上皮を回収し、ＰＢＳ
バッファーで計２回洗浄した後、速やかに−８０℃で保存した。ＴｒｉＺＯＬ
ｅｎｔ（Ｌｉｆｅ

40

Ｒｅａｇ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．）を用いて、常法に従い全ＲＮ

Ａを抽出し、これを全量用いて組織検体の時と同様にｃＤＮＡを合成し、以下の実験の試
料として使用するまで−２０℃で保存した。
【０１０２】
（２）全長ＵＰＩａ、ＵＰＩｂ、ＵＰＩＩ、ＵＰＩＩＩに対するＲＴ−ＰＣＲとダイレク
トシークエンシング
合成したｃＤＮＡからＬＡ

ｔａｑ（Ｔａｋａｒａ

Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌ）を用い

てＲＴ−ＰＣＲを行った。反応液２０μｌ中にそれぞれ２μｌのｃＤＮＡを使用し、独自
に設計したセンスおよびアンチセンスプライマーとしてウロプラキンＩａ（ＵＰＩａ）、

50
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ウロプラキンＩｂ（ＵＰＩｂ）、ウロプラキンＩＩ（ＵＰＩＩ）、ウロプラキンＩＩＩ（
ＵＰＩＩＩ）それぞれについてＵＰＫ１Ａ−Ｓ１（配列番号１０）とＵＰＫ１Ａ−ＡＩ（
配列番号１１）、ＵＰＫ１Ｂ−ＳＩ（配列番号１３）とＵＰＫ１Ｂ−ＡＩ（配列番号１４
）、ＵＰＫ２−ＳＩ（配列番号１７）とＵＰＫ２−ＡＩ（配列番号１８）、ＵＰＫ３−Ｓ
１（配列番号１９）とＵＰＫ３−Ａ２（配列番号２０）を用いて（最終濃度０．２ｐｍｏ
ｌ／μｌ）、変性反応９４℃×３０ｓｅｃ、アニーリング反応６２℃×３０ｓｅｃ、伸長
反応７２℃×１ｍｉｎ、３０サイクルの増幅で行った。ＰＣＲ産物をエチジウムブロマイ
ド加２％アガロースゲルで電気泳動し、可視化したバンドを切り出しＱＩＡｑｕｉｃｋ
Ｇｅｌ
ｅ

Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ

Ｔｅｒｍｉｎａｔｏｒ

ｔｉｏｎ
Ｍ

Ｋｉｔ（ＱＩＡＧＥＮ）を用いて精製した。ＢｉｇＤｙ

Ｃｙｃｌｅ

Ｋｉｔ（Ａｐｐｌｉｅｄ

３１０

ＤＮＡ

Ｓｅｑｕｅｎｃｉｎｇ

Ｒｅａｄｙ

Ｒｅａｃ

Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）を用いてＡＢＩ

ＰＲＩＳ

シークエンサー（Ａｐｐｌｉｅｄ

10

Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ）でダイ

レクトシークエンシングを行い、Ｇｅｎｂａｎｋに登録された塩基配列と比較した。同様
にＧＡＰＤＨに対してはアニーリング反応を５５℃で２３サイクルとした。
【０１０３】
（３）ＵＰＩＩＩ−Ｆ（完全型）およびＵＰＩＩＩ−Ａ（不完全型）特異的ＲＴ−ＰＣＲ
ＵＰＩＩＩ−Ｆを特異的に検出するため、エクソン４の配列内にアンチセンスプライマ
ー、ＵＰＫ３−Ａ４（配列番号２２）を設計した。ＵＰＩＩＩ−Ａのみを増幅させるセン
スプライマーとしてＵＰＫ３−ＡＬ１（配列番号２３）を、５
、３

側をエクソン３内に置き

側はエクソン４をまたいでエクソン５先頭の４残基を付加するように設計した。Ｕ

20

ＰＩＩＩ−Ｆ特異的ＰＣＲはセンスプライマーＵＰＫ３−ＳＦ（配列番号２１）とアンチ
センスプライマーＵＰＫ３−Ａ４（配列番号２２）を用いて（最終濃度０．２ｐｍｏｌ／
μｌ）アニーリング反応を６２℃で行い、ＵＰＩＩＩ−Ａ特異的ＰＣＲではセンスプライ
マーＵＰＫ３−ＡＬ１（配列番号２３）とアンチセンスプライマーＵＰＫ３−Ａ２（配列
番号２０）を用いて（最終濃度０．２ｐｍｏｌ／μｌ）アニーリング反応を６７℃とした
。ＲＴ−ＰＣＲで使用した全てのプライマーを表１に要約した。なお前述の通りＵＰＩＩ
Ｉ−Ｆ（完全型）をコードするポリヌクレオチドの塩基配列である配列番号７において、
第２４１〜５２０番の領域がエクソン３に、第５２１〜６０３番の領域がエクソン４に、
第６０４〜７３６番の領域がエクソン５にそれぞれ対応する。
【０１０４】

30

【表１】

40

【０１０５】
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（４）ＵＰＩＩＩ−ＦおよびＵＰＩＩＩ−Ａのサブクローニング
ＲＴ−ＰＣＲで増幅されたＵＰＩＩＩ−ＦおよびＵＰＩＩＩ−ＡのＰＣＲ産物を、ＴＯ
ＰＯ

ＴＡ

Ｃｌｏｎｉｎｇ

Ｋｉｔ

ｆｏｒ

Ｓｅｑｕｅｎｃｉｎｇ（Ｉｎｖｉｔｒｏ

ｇｅｎ）を用いてｐＣＲ４−ＴＯＰＯプラスミドベクターでサブクローニングし、Ｑｕａ
ｎｔｕｍ

Ｐｒｅｐ

Ｐｌａｓｍｉｄ

Ｍｉｎｉｐｒｅｐ

Ｋｉｔ（ＢＩＯ−ＲＡＤ）を

用いてそれぞれのプラスミドを精製した。
【０１０６】
（５）定量的ＰＣＲ
ＬｉｇｈｔＣｙｃｌｅｒ
ＧＲＥＥＮ

Ｉ（Ｒｏｃｈｅ

ＦａｓｔＳｔａｒｔ

ＤＮＡ

Ｍａｓｔｅｒ

ＳＹＢＥＲ

Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ）によるリアルタイムＰＣＲを行

10

った。推奨されているプロトコールに従い２０μｌの反応液中に２μｌずつのｃＤＮＡ試
料を使用し、ＵＰＩａ、ＵＰＩｂ、ＵＰＩＩのリアルタイムＰＣＲではセンスおよびアン
チセンスプライマーとしてそれぞれＵＰＫ１Ａ−Ｓ２（配列番号１２）とＵＰＫ１Ａ−Ａ
Ｉ（配列番号１１）、ＵＰＫ１ｂ−Ｓ２（配列番号１５）とＵＰＫ１ｂ−Ａ１（配列番号
１６）、ＵＰＫ２−ＳＩ（配列番号１７）とＵＰＫ２−ＡＩ（配列番号１８）を用いて（
最終濃度０．２ｐｍｏｌ／μｌ）アニーリング反応を６２℃で行った。ＵＰＩＩＩ−Ｆお
よびＵＰＩＩＩ−ＡのリアルタイムＰＣＲは特異的ＲＴ−ＰＣＲと同じ条件で行った。４
５回転の増幅反応の後、アニーリング反応より７℃高い条件で融解曲線を検証した。定量
化コントロール用ＤＮＡは、ダイレクトシークエンシングのためのＲＴ−ＰＣＲで得られ
たそれぞれのウロプラキンＤＮＡを精製したのち分光光度計で濃度を測定し、これを段階

20

的に希釈して調整した。ＧＡＰＤＨについても同様の手順で定量的ＰＣＲを行った。リア
ルタイムＰＣＲで使用したプライマーも上記表１に記した。
【０１０７】
（６）データの解析
定量的ＰＣＲで得られた結果を元に、ＶＵＲ試料と対照患者試料間で全てのウロプラキ
ンｍＲＮＡ発現量の比較を行い、Ｍａｎｎ−Ｗｈｉｔｎｅｙ

Ｕ検定で統計学的解析を行

った（ｐ＜０．０５：有意差あり）。尿におけるＵＰＩＩＩｍＲＮＡ定量の検査能を検討
するため、ＲＯＣ曲線を描いて至適カットオフ値を設定し、感度、特異度を求めた。
【０１０８】
結果

30

（１）ＵＰＩａ、ＵＰＩｂ、ＵＰＩＩ、ＵＰＩＩＩダイレクトシークエンシングによるプ
ライマー特異性の検証とＵＰＩＩＩ−Ａの検出
ＶＵＲ組織から得られたｃＤＮＡを対象とし、上記のように、全長ＵＰＩａ、ＵＰＩｂ
、ＵＰＩＩ、ＵＰＩＩＩに対するＲＴ−ＰＣＲを行い、電気泳動後、バンドを切り出して
ダイレクトシークエンシングを行った。シークエンス結果とデータベースに登録された塩
基配列との比較から、全てのプライマーが鋳型特異的であることを確認した。ＵＰＩＩＩ
のＰＣＲ産物のアガロースゲル電気泳動では、予測されたバンドよりもやや下方（低分子
量域）にもバンドを認めた。ダイレクトシークエンシングの結果、このＰＣＲ産物はＵＰ
ＩＩＩの全６つのエクソンのうち４番目のエクソン（配列番号７の第５２１〜６０３番の
領域、８３塩基）を完全に欠損したＵＰＩＩＩのスプライシングバリアント（ＵＰＩＩＩ

40

−Ａ）であることが確認された（配列番号９）。なお、配列番号９の塩基配列においてタ
ンパク質コード領域は第３３〜６７１番であると推定され、コードされるタンパク質は配
列番号２６のアミノ酸配列を有するものと推定される。
【０１０９】
（２）ＵＰＩＩＩ−ＦおよびＵＰＩＩＩ−Ａ特異的プライマーの設計と特異性の検証
ＵＰＩＩＩ−ＦまたはＵＰＩＩＩ−ＡのみをＲＴ−ＰＣＲにて検出するため、それぞれ
の特異的プライマーの設計と特異性の検証を行った。完全長のＵＰＩＩＩ−ＦおよびＵＰ
ＩＩＩ−ＡをコードするＤＮＡをプラスミドベクターでサブクローニングし、このプラス
ミドを鋳型としてそれぞれの特異的プライマーを用いたＰＣＲを行った。その結果、ＵＰ
ＩＩＩ−Ａ特異的プライマーはＵＰＩＩＩ−Ａプラスミドには反応したが、ＵＰＩＩＩ−

50

(20)

JP 2006‑10633 A 2006.1.12

Ｆプラスミドを鋳型としたＰＣＲではバンドは検出されず、ＵＰＩＩＩ−Ｆ特異的プライ
マーはＵＰＩＩＩ−Ｆプラスミドにのみ反応した。以上から、ＵＰＩＩＩ−ＦおよびＵＰ
ＩＩＩ−Ａそれぞれに対するプライマーの特異性が証明された。
【０１１０】
（３）ＶＵＲおよび正常尿路上皮組織におけるウロプラキンｍＲＮＡ発現量の比較
ＶＵＲ患者膀胱上皮組織と正常尿路上皮組織でのＵＰＩＩＩｍＲＮＡ発現量を定量して
比較検討するため、ＶＵＲ２０例、正常１１例を対象に定量的ＰＣＲを行った。ＵＰＩＩ
Ｉ−ＦおよびＵＰＩＩＩ−Ａそれぞれの発現量をコピー数として算出し、同様に定量した
各試料のＧＡＰＤＨ発現量で標準化した。その結果、ＶＵＲ組織でのＧＡＰＤＨ

１ｎｇ

あたりのＵＰＩＩＩ−ＦおよびＵＰＩＩＩ−ＡのｍＲＮＡ発現量の平均±ＳＤはそれぞれ

10

５９６９．６０±１７６４２．５０、１２．５１±２６．３５であったのに対し、正常組
織ではそれぞれ１３１．１９±１６５．４２、１．３７±２．０４であり、ＵＰＩＩＩ−
ＦおよびＵＰＩＩＩ−Ａ共にＶＵＲ組織において過剰発現が認められた。２０例のＶＵＲ
組織のうち４例は、ＵＰＩＩＩ−Ｆが７０００コピー以上、ＵＰＩＩＩ−Ａが１３コピー
以上と異常高値を示したが、これらの特別な４例を除外した比較でもＵＰＩＩＩ−Ｆ、Ｕ
ＰＩＩＩ−ＡいずれもＶＵＲ組織において有意に発現が亢進していた（それぞれｐ＜０．
０００１、ｐ＝０．０２３）（表２、図１）。他のウロプラキンについても同様の比較を
行ったところ、全てのウロプラキンｍＲＮＡがＶＵＲ組織において過剰発現していること
が明らかとなった（表３、図２）。
【０１１１】

20

【表２】

30

【０１１２】
【表３】

40

【０１１３】
年齢と尿路上皮採取部位によるウロプラキンｍＲＮＡ発現量の相違についても検証した
。成人ＶＵＲ患者と小児ＶＵＲ患者間での発現量の差はなくほぼ同等に過剰発現しており
、膀胱正常組織と上部尿路正常組織間での発現量も差を認めなかった。
【０１１４】
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（４）ＶＵＲ患者および健常者の尿剥離細胞中ＵＰＩＩＩｍＲＮＡ発現の比較
ＶＵＲ組織においてｍＲＮＡの過剰発現が確認されたＵＰＩＩＩ−ＦおよびＵＰＩＩＩ
−Ａについて、尿を検体とした場合も同様に検出可能かどうかを検討した。ＶＵＲ患者尿
１８検体および対照となる尿２０検体を対象として、ＵＰＩＩＩ−ＦおよびＵＰＩＩＩ−
Ａに対してリアルタイムＰＣＲでの定量を行った。ＶＵＲ１８検体には、白血球５〜１０
個／１視野の軽度膿尿を認めた３検体も含め、組織の場合と同様にＧＡＰＤＨｍＲＮＡ発
現量で各試料の検出結果を標準化して、それぞれのコピー数を算出した。その結果、ＧＡ
ＰＤＨ

１ｎｇあたりのＵＰＩＩＩ−ＦｍＲＮＡ発現量の中央値はＶＵＲおよび対照尿で

それぞれ１９８．６、６３．９、平均±ＳＤはＶＵＲおよび対照尿でそれぞれ４３８．５
４±７６３．２０、７０．８±５７．１（ｐ＝０．００４）と、ＶＵＲ尿で統計学的に有

10

意に発現亢進していた。ＵＰＩＩＩ−ＡｍＲＮＡについては中央値がそれぞれ２．３７、
２．４８、平均±ＳＤはそれぞれ１３．４５±２９．５６、２．４３±２．５４（ｐ＝０
．２７６）であった（表４、図３、４および５）。ＵＰＩＩＩ−ＦｍＲＮＡ発現量の定量
値を元にＶＵＲを検出するためのカットオフ値を設定した。ＲＯＣ曲線から得られる至適
カットオフ値は９５で、この設定での感度は６６．７％、特異度は８０％であった（陽性
検体数：ＶＵＲ

１２／１８、対照

４／２０）。また、ＶＵＲ検体のうち３例の膿尿検

体の定量値は、全てカットオフ値以下であった。この結果には、尿路上皮ではない白血球
由来のＧＡＰＤＨｍＲＮＡが混入したために偽陰性となっている可能性があるので、これ
ら３例を除けば感度が８０％（陽性検体数：ＶＵＲ

１２／１５）になった。

【０１１５】

20

【表４】

30

【０１１６】
（実施例２）間質性膀胱炎（ＩＣ）におけるウロプラキンｍＲＮＡ発現量
対象
膀胱粘膜生検で得られたＩＣ患者の膀胱上皮組織４例、および対照となる患者（前立腺
肥大症や前立腺癌など、尿路移行上皮に明らかな異常を有しない泌尿器科患者）の尿路上
皮組織５例を用いた。標本は採取後、速やかに−８０℃で保存した。
【０１１７】
方法

40

ＶＵＲ組織での実験と同じ方法で、ｍＲＮＡの採取とｃＤＮＡの合成およびＵＰＩＩＩ
−Ａ特異的ＲＴ−ＰＣＲを行った。ＰＣＲ産物をエチジウムブロマイド加２％アガロース
ゲルで電気泳動し、可視化したバンドをＬｕｍｉｎｏｕｓ
ｎ

１．２

ｆｏｒ

Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ（ＡＩＳＩＮ

）で取り込んだ後、Ｓｃｉｏｎ

Ｉｍａｇｅ

Ｉｍａｇｅｒ
Ｃｏｓｍｏｓ

ｖｅｒｓｉｏ
Ｒ＆Ｄ

ｓｏｆｔｗａｒｅ（Ｓｃｉｏｎ

Ｃｏ．
Ｃｏ．）

で各バンドを半定量化し、それぞれの試料のＧＡＰＤＨ発現量で標準化した。これらの結
果を元にＩＣ組織試料と正常組織試料間でＵＰＩＩＩ−ＡｍＲＮＡ発現量の比較を行った
。統計学的解析はＭａｎｎ−Ｗｈｉｔｎｅｙ

Ｕ検定で行った（ｐ＜０．０５：有意差あ

り）。
【０１１８】
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結果
ＶＵＲ組織の場合と同様に、ＩＣ組織におけるＵＰＩＩＩ−ＡｍＲＮＡ発現量について
も検討するため，ＩＣ患者膀胱上皮組織４例と正常尿路上皮組織５例を対象にＵＰＩＩＩ
−Ａ特異的ＲＴ−ＰＣＲを行い、ｍＲＮＡ発現量を半定量して比較した。ＧＡＰＤＨで標
準化したＵＰＩＩＩ−ＡｍＲＮＡ相対的発現量の平均±ＳＤは、ＩＣ組織と正常組織でそ
れぞれ９．１０±５．６９、１．４９±１．８８で、ＩＣ組織において有意に発現が亢進
していた（ｐ＝０．０１６、図６）。
【０１１９】
以上の結果から、従来から知られていた４種類のウロプラキンファミリーと今回発見し
たＵＰＩＩＩ新規スプライシングバリアントの全てが、正常組織と比較してＶＵＲ組織で

10

過剰発現していることが確認された。また定量的ＰＣＲ法によって、尿を対象としてもｍ
ＲＮＡの定量が可能であり、組織での結果を反映してＶＵＲ患者の尿剥離細胞中でも統計
学的に有意に過剰発現していた。これらのことから、尿剥離細胞中のウロプラキンｍＲＮ
Ａ発現量の検出、特にＵＰＩＩＩ−Ｆ発現量の検出が、ＶＵＲ患者の尿を用いた簡便なス
クリーニング法として有用であることが明らかとなった。
【０１２０】
また、ＩＣ患者膀胱上皮組織でもＵＰＩＩＩｍＲＮＡの過剰発現が認められたことから
、尿を用いた簡便なスクリーニング法として、ＩＣ患者でも尿剥離細胞中のウロプラキン
ｍＲＮＡ発現量の検出が有用であることが明らかとなった。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】組織でのウロプラキンＩＩＩのｍＲＮＡ発現量を示す。
【図２】組織でのウロプラキンＩａ、ＩｂおよびＩＩのｍＲＮＡ発現量を示す。
【図３】尿剥離細胞中のウロプラキンＩＩＩのｍＲＮＡ発現量を示す。
【図４】尿剥離細胞中の完全型ウロプラキンＩＩＩのｍＲＮＡ発現量を示す。
【図５】尿剥離細胞中のバリアントウロプラキンＩＩＩのｍＲＮＡ発現量を示す。
【図６】間質性膀胱炎組織でのウロプラキンＩＩＩのｍＲＮＡ発現量を示す。
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