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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
試料中に含まれるエンドトキシンの濃度測定方法であって、
試料と、エンドトキシンとの結合により活性化されるＣ因子、活性型Ｃ因子により活性
化されるＢ因子、および活性型Ｂ因子により活性化されて凝固酵素を生成する前凝固酵素
を含有する試薬と、ペプチドにアミノルシフェリンが結合してなる発光合成基質とを反応
させ、該発光合成基質からアミノルシフェリンを遊離させるアミノルシフェリン遊離工程
と、
前記アミノルシフェリン遊離工程により遊離したアミノルシフェリンにルシフェラーゼ
を作用させ、発光量を測定する発光量測定工程と、
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前記発光量測定工程により得られた測定値に基づいて前記試料中のエンドトキシン濃度
を定量する濃度定量工程と
を包含し、
前記発光合成基質が、凝固酵素の作用により、アミノルシフェリンと前記ペプチドとの
結合が切断される構造を有することを特徴とするエンドトキシンの濃度測定方法。
【請求項２】
前記ルシフェラーゼが、北米ホタル、ゲンジボタル、ヘイケボタル、ツチボタル、ヒメ
ボタル、マドボタル、オバボタル、光コメツキムシおよび鉄道虫からなる群より選択され
る甲虫由来であることを特徴とする請求項１に記載のエンドトキシンの濃度測定方法。
【請求項３】
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前記ルシフェラーゼは変異型ルシフェラーゼであり、該変異型ルシフェラーゼは野生型
ルシフェラーゼと比較して発光強度が増大するように、野生型ルシフェラーゼのアミノ酸
配列が改変されていることを特徴とする請求項１または２に記載のエンドトキシンの濃度
測定方法。
【請求項４】
前記変異型ルシフェラーゼが、以下の(i)〜(v)からなる群より選択された１種であるこ
とを特徴とする請求項３に記載のエンドトキシンの濃度測定方法。
(i) 配列番号１３に示される野生型北米ホタルルシフェラーゼのアミノ酸配列において、
４２３位のイソロイシンがロイシンに置換され、４３６位のアスパラギン酸がグリシンに
置換されたアミノ酸配列からなる変異型ホタルルシフェラーゼ
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(ii) 配列番号１３に示される北米ホタルルシフェラーゼのアミノ酸配列において、４２
３位のイソロイシンがロイシンに置換され、５３０位のロイシンがアルギニンに置換され
たアミノ酸配列からなる変異型ホタルルシフェラーゼ
(iii) 配列番号１３に示される北米ホタルルシフェラーゼのアミノ酸配列において、４３
６位のアスパラギン酸がグリシンに置換され、５３０位のロイシンがアルギニンに置換さ
れたアミノ酸配列からなる変異型ホタルルシフェラーゼ
(iv) 配列番号１３に示される北米ホタルルシフェラーゼのアミノ酸配列において、４２
３位のイソロイシンがロイシンに置換され、４３６位のアスパラギン酸がグリシンに置換
され、５３０位のロイシンがアルギニンに置換されたアミノ酸配列からなる変異型ホタル
ルシフェラーゼ
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(v) 配列番号１３に示される北米ホタルルシフェラーゼのアミノ酸配列において、４７位
のイソロイシンがスレオニンに、５０位のアスパラギンがセリンに、５９位のメチオニン
がスレオニンに、２５２位のスレオニンがセリンに、４２３位のイソロイシンがロイシン
に、５３０位のロイシンがアルギニンにそれぞれ置換されたアミノ酸配列からなる変異型
ホタルルシフェラーゼ
【請求項５】
前記試薬がカブトガニ血球抽出成分であり、反応系の全量に対する該カブトガニ血球抽
出成分のタンパク質濃度が１．５ｍｇ／ｍＬ〜３．５ｍｇ／ｍＬであることを特徴とする
請求項１〜４のいずれか１項に記載のエンドトキシンの濃度測定方法。
【請求項６】
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エンドトキシンと特異的に結合して活性化されるＣ因子、活性型Ｃ因子により活性化さ
れるＢ因子、および活性型Ｂ因子により活性化されて凝固酵素を生成する前凝固酵素を含
有する試薬と、ペプチドにアミノルシフェリンが結合してなる発光合成基質と、ルシフェ
ラーゼとを構成成分として含み、前記発光合成基質が、凝固酵素の作用により、アミノル
シフェリンと前記ペプチドとの結合が切断される構造を有することを特徴とするエンドト
キシンの濃度測定用キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、試料中に含まれるエンドトキシンの濃度測定方法および濃度測定用キットに
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関するものであり、詳しくは、生物発光反応を利用したエンドトキシンの濃度測定方法お
よび濃度測定用キットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
「エンドトキシン（ｅｎｄｏｔｏｘｉｎ：内毒素）」は、グラム陰性菌の外膜を構成す
る成分の一つであり、その活性の本体はＬＰＳ（ｌｉｐｏｐｏｌｙｓａｃｃｈａｒｉｄｅ
：リポ多糖）である。生体内におけるエンドトキシンの存在は、グラム陰性菌の表層に外
膜の一部として存在する。また、一般的にはグラム陰性桿菌の死後、フリーのエンドトキ
シンとして血流中に遊離して存在している。
【０００３】

50

(3)

JP 5403516 B2 2014.1.29

エンドトキシンが血液中に一定量以上存在する場合、当該エンドトキシンの刺激によっ
て単球や顆粒球等で過剰の炎症性サイトカインが産生される。その結果、エンドトキシン
血症と呼ばれる発熱、敗血症、敗血症性ショック、または多臓器不全等の症状が惹起され
る。このため、注射用医薬品等におけるエンドトキシンの検出は極めて重要であり、日米
欧の薬局方にエンドトキシン試験法が収載されている。また、臨床診断上では、血液中の
エンドトキシンを正確に測定することは、早期診断や治療効果の判定に極めて重要である
と考えられる。
【０００４】
従来のエンドトキシンの測定法としては、ウサギの体内に検査対象試料を直接注射し、
その体温上昇からエンドトキシン量を測定する発熱性物質試験（パイロジェン試験）や、
カブトガニの血球抽出液（ａｍｅｂｏｃｙｔｅ
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ｌｙｓａｔｅ）がエンドトキシンによっ

てゲル化する現象を応用したリムルステストが知られている。このうちウサギに直接注射
する方法は、コスト面、結果を得るまでの時間、および感度に問題があることから、現在
ではリムルステストがエンドトキシンの測定方法の主流となっている。
【０００５】
図１にエンドトキシンによるカブトガニの血球抽出液のゲル化反応の過程を示す。カブ
トガニの血球抽出液中にはエンドトキシンと特異的に反応するＣ因子経路が存在する。「
Ｃ因子経路」は、以下の反応カスケードによって構成されている。まず、エンドトキシン
は、Ｃ因子（Ｆａｃｔｏｒ

Ｃ）と強固に結合してＣ因子を活性化する。次に、エンドト

キシンの結合により活性化されたＣ因子（活性型Ｃ因子）はＢ因子（Ｆａｃｔｏｒ

Ｂ）
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を活性化する。続いて、活性化されたＢ因子（活性型Ｂ因子）によって、さらに前凝固酵
素（ｐｒｏｃｌｏｔｔｉｎｇ
ｇ

ｅｎｚｙｍｅ）が活性化されて凝固酵素（ｃｌｏｔｔｉｎ

ｅｎｚｙｍｅ）が生成される。この凝固酵素が、その基質であるコアギュローゲン（

ｃｏａｇｕｌｏｇｅｎ）を部分水解する。その結果、コアギュローゲンからペプチドＣ（
ｐｅｐｔｉｄｅ

Ｃ）が遊離して凝固タンパク質であるコアギュリン（ｃｏａｇｕｌｉｎ

）が生成される。このコアギュリンの凝固作用によってゲル化が生じる（非特許文献１参
照）。
【０００６】
リムルステストによるエンドトキシン測定法は、上述のカブトガニの血球抽出液がエン
ドトキシンによってゲル化するプロセスを応用したものである。リムルステストは、判定
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または測定方法の違いからゲル化転倒法（ゲル化法）、発色合成基質法（比色法）、そし
て比濁時間分析法（比濁法）等の方法が知られている（非特許文献２参照）。
【０００７】
「ゲル化転倒法」は、検査対象試料にカブトガニの血球抽出液を試験管内で混合し、一
定条件下（例えば３７℃で３０〜６０分間）反応させた後、その試験管を転倒あるいは傾
けた際に、試料が液状のままか、あるいは固化したかによって判定する方法である。前者
の場合はエンドトキシン陰性、後者の場合はエンドトキシン陽性とされる。この方法は、
特別な装置を必要とせず操作も比較的容易ではあるが、原料や製造のロットにより測定結
果が変わりやすい点や、人による判定のため光学的方法に比べて客観性に欠けるという問
題があることから通常は簡易的に用いられるに過ぎない。
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【０００８】
「発色合成基質法」は、凝固酵素の基質に発色合成ペプチド基質を用い、遊離した発色
基の量を吸光度により比色定量することでエンドトキシン量を算出する方法である。発色
合成ペプチド基質は、天然基質であるコアギュローゲンを凝固酵素が水解する部位のアミ
ノ酸配列を模したものが使用される。凝固酵素による切断部位にパラニトロアニリン（ｐ
ＮＡ）等の発色基を結合させ、この発色基が酵素による切断で遊離することによって発色
する。発色基がパラニトロアニリンの場合は、パラニトロアニリンの最大吸収波長である
４０５ｎｍの吸光度を経時的に測定する。また、発色基がパラニトロアニリンをジアゾカ
ップリングした場合は、５４５ｎｍの吸光度を経時的に測定する。その後、得られた経時
的な透過光量の変化を解析してエンドトキシン濃度を測定する。当該発色合成基質法は、
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試薬が比較的高価である点や操作が煩雑である等の問題もあるが、定量性、感度、そして
客観性に優れている。
【０００９】
「比濁時間分析法」は、ゲル化による濁度の増加を透過光量の変化として捉え、反応液
の透過光量比が一定の閾値（通常９０％前後）まで減少するのに要する時間をゲル化時間
とし、ゲル化時間とエンドトキシン濃度の関係から作成された標準曲線を用いてエンドト
キシン値を算出する方法である。定量性や客観性に非常に優れているが、測定には専用装
置を必要とする。
【００１０】
また、リコンビナントＣ因子と蛍光基質を利用し、エンドトキシンを高感度で測定でき

10

る試薬キット（商品名：パイロジーンｒＦｃ、製造：Lonza Walkersville, Inc. 販売：
第一化学薬品（株））が市販されている。
【非特許文献１】T. Miyata, M. Hiranaga et al., Amino Acid Sequence of the Coagul
ogen from Limulus polyphemus Hemocytes, The Journal of Biological Chemistry, 259
, 8924‑8933 (1984)
【非特許文献２】第十五改正日本薬局方、4.01エンドトキシン試験法、P70‑73
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
上述のように、発色合成基質法や比濁時間分析法等のリムルステストは定量性や客観性

20

に優れたエンドトキシン測定法である。しかしながら、これらの方法を用いても、なおエ
ンドトキシンを測定する場合には種々の問題が指摘されている。例えば臨床症状とその結
果が必ずしも対応しない等の問題である。具体的には、リムルステスト陰性の結果を得て
いる輸液や透析液の適用によっても、しばしば発熱等のエンドトキシンに由来すると思わ
れる症例が現れることや、血液中にグラム陰性菌が感染することで発症する重症グラム陰
性菌感染症であると臨床的に診断されているにもかかわらず、リムルステストによる血中
エンドトキシン濃度レベルでは陽性を示さない場合が挙げられる。これらの原因としては
、現状においてもリムルステストの感度にはまだ問題点があることが考えられる。
【００１２】
それゆえ、より高感度なエンドトキシンの測定方法の開発が急務となっている。さらに
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、専用の測定装置を用いることなく、簡便に実施できる方法の開発が望まれている。
【００１３】
本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、従来のエンドトキシン測定法では
検出できなかったレベルのエンドトキシンを、専用の測定装置を用いることなく、簡便か
つ迅速に測定できる方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明者らは、上記の課題を解決するために鋭意検討した結果、従来のリムルステスト
に生物発光反応を適用することによって、試料中のエンドトキシンを、簡便、迅速かつ高
感度に測定できることを見出し、本発明を完成させるに至った。
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【００１５】
すなわち、本発明に係るエンドトキシンの濃度測定方法は、試料中に含まれるエンドト
キシンの濃度測定方法であって、試料と、エンドトキシンとの結合により活性化されるＣ
因子を含有する試薬と、ペプチドに発光基質が結合してなる発光合成基質とを反応させ、
発光合成基質から発光基質を遊離させる発光基質遊離工程と、発光基質遊離工程により遊
離した発光基質に発光酵素を作用させ、発光量を測定する発光量測定工程と、発光量測定
工程により得られた測定値に基づいて試料中のエンドトキシン濃度を定量する濃度定量工
程とを包含することを特徴としている。
【００１６】
発光合成基質は、Ｃ因子が活性化されることにより生成される活性型Ｃ因子、活性型Ｂ

50

(5)

JP 5403516 B2 2014.1.29

因子および凝固酵素のいずれか１種の作用により発光基質とペプチドとの結合が切断され
る構造を有することが好ましい。また、発光基質はアミノルシフェリンであり、発光酵素
はルシフェラーゼであることが好ましい。
【００１７】
ルシフェラーゼは、北米ホタル、ゲンジボタル、ヘイケボタル、ツチボタル、ヒメボタ
ル、マドボタル、オバボタル、光コメツキムシおよび鉄道虫からなる群より選択される甲
虫由来であることが好ましい。さらに、ルシフェラーゼは変異型ルシフェラーゼであり、
該変異型ルシフェラーゼは野生型ルシフェラーゼと比較して発光強度が増大するように、
野生型ルシフェラーゼのアミノ酸配列が改変されていることが好ましい。
【００１８】
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変異型ルシフェラーゼは、以下の(i)〜(v)からなる群より選択された１種であることが
好ましい。
(i) 配列番号１３に示される野生型北米ホタルルシフェラーゼのアミノ酸配列において、
４２３位のイソロイシンがロイシンに置換され、４３６位のアスパラギン酸がグリシンに
置換されたアミノ酸配列からなる変異型ホタルルシフェラーゼ
(ii) 配列番号１３に示される北米ホタルルシフェラーゼのアミノ酸配列において、４２
３位のイソロイシンがロイシンに置換され、５３０位のロイシンがアルギニンに置換され
たアミノ酸配列からなる変異型ホタルルシフェラーゼ
(iii) 配列番号１３に示される北米ホタルルシフェラーゼのアミノ酸配列において、４３
６位のアスパラギン酸がグリシンに置換され、５３０位のロイシンがアルギニンに置換さ
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れたアミノ酸配列からなる変異型ホタルルシフェラーゼ
(iv) 配列番号１３に示される北米ホタルルシフェラーゼのアミノ酸配列において、４２
３位のイソロイシンがロイシンに置換され、４３６位のアスパラギン酸がグリシンに置換
され、５３０位のロイシンがアルギニンに置換されたアミノ酸配列からなる変異型ホタル
ルシフェラーゼ
(v) 配列番号１３に示される北米ホタルルシフェラーゼのアミノ酸配列において、４７位
のイソロイシンがスレオニンに、５０位のアスパラギンがセリンに、５９位のメチオニン
がスレオニンに、２５２位のスレオニンがセリンに、４２３位のイソロイシンがロイシン
に、５３０位のロイシンがアルギニンにそれぞれ置換されたアミノ酸配列からなる変異型
ホタルルシフェラーゼ
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【００１９】
Ｃ因子を含有する試薬がカブトガニ血球抽出成分であり、反応系の全量に対するカブト
ガニ血球抽出成分のタンパク質濃度が１．５ｍｇ／ｍＬ〜３．５ｍｇ／ｍＬであることが
好ましい。
【００２０】
本発明に係るエンドトキシンの濃度測定用キットは、エンドトキシンと特異的に結合し
て活性化されるＣ因子を含有する試薬と、ペプチドに発光基質が結合してなる発光合成基
質と、発光酵素とを構成成分として含むことを特徴としている。
【発明の効果】
【００２１】
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本発明に係るエンドトキシンの濃度測定方法によれば、エンドトキシンの濃度測定に生
物発光反応を適用し、生じる発光量に基づいてエンドトキシン濃度を定量するので、従来
のエンドトキシン測定法では検出できなかったレベルのエンドトキシンを、専用の測定装
置を用いることなく、簡便かつ迅速に測定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】エンドトキシンによるカブトガニの血球抽出液のゲル化反応の過程を示す図であ
る。
【図２】本発明に係るエンドトキシンの濃度測定方法の一例を示す図である。
【図３】実施例１の各試料濃度における発光強度をプロットしたグラフである。
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【図４】比較例の各試料濃度における吸光度をプロットしたグラフである。
【図５】図３の０．０１ＥＵ以下の濃度における発光強度を詳細に示したグラフである。
【図６】実施例４の各リムルス試薬濃度における発光強度をプロットしたグラフである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
１．エンドトキシンの濃度測定方法
最初に、図１および図２を用いて、本発明に係るエンドトキシンの濃度測定方法のメカ
ニズムについて説明する。図１は、エンドトキシンによるカブトガニの血球抽出液（ＬＡ
Ｌ：Ｌｉｍｕｌｕｓ

Ａｍｅｂｏｃｙｔｅ

Ｌｙｓａｔｅ）のゲル化反応の過程を示す図

であり、図２は、本発明に係るエンドトキシンの濃度測定方法の一例を示す図である。
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【００２４】
図１に示すように、エンドトキシンは、Ｃ因子と強固に結合してＣ因子を活性化し、活
性化されたＣ因子（活性型Ｃ因子）はＢ因子を活性化する。続いて、活性化されたＢ因子
（活性型Ｂ因子）は前凝固酵素を活性化し、凝固酵素が生成される。凝固酵素はコアギュ
ローゲンを基質として部分水解し、凝固タンパク質であるコアギュリンを生成する。
【００２５】
図２に示すように、エンドトキシンを含む試料とカブトガニの血球抽出液とを接触させ
ると、試料中のエンドトキシンによりリムルス反応系が活性化される。そこで、凝固酵素
の基質として「ベンゾイル−Ｌｅｕ−Ａｒｇ−Ａｒｇ−アミノルシフェリン」をこの反応
系に添加すると、リムルス反応系の活性化により生成した凝固酵素によりＡｒｇとアミノ

20

ルシフェリンとの結合が切断され、発光基質であるアミノルシフェリンが遊離する。この
アミノルシフェリンにルシフェラーゼ（発光酵素）を作用させることにより、光が発生す
る。ルシフェリン／ルシフェラーゼの発光反応を、下記反応式（Ｉ）に示す。
【００２６】
【化１】

30

【００２７】
本発明に係るエンドトキシンの濃度測定方法は、上述のメカニズムにより発生した光の
量を測定し、得られた測定値（発光量）に基づいて、試料中のエンドトキシン濃度を定量
する方法である。
【００２８】
次に、本発明に係るエンドトキシンの濃度測定方法について詳細に説明する。本発明に

40

係るエンドトキシンの濃度測定方法は、
（１）試料と、エンドトキシンとの結合により活性化されるＣ因子を含有する試薬と、ペ
プチドに発光基質が結合してなる発光合成基質とを反応させ、発光合成基質から発光基質
を遊離させる発光基質遊離工程
（２）発光基質遊離工程により遊離した発光基質に発光酵素を作用させ、発光量を測定す
る発光量測定工程
（３）発光量測定工程により得られた測定値に基づいて試料中のエンドトキシン濃度を定
量する濃度定量工程
を包含するものであればよい。
【００２９】
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（１）発光基質遊離工程
発光基質遊離工程は、試料と、エンドトキシンとの結合により活性化されるＣ因子を含
有する試薬（以下、「Ｃ因子含有試薬」と記す）と、ペプチドに発光基質が結合してなる
発光合成基質とを反応させ、発光合成基質から発光基質を遊離させる工程である。
【００３０】
〔試料〕
試料は特に限定されないが、例えば、注射剤、輸液、透析液等の医薬品、血液（血漿）
、尿等の臨床試料が挙げられる。臨床試料において、リムルス反応系の干渉因子（阻害因
子や亢進因子）の不活化処理が必要な場合は、公知の不活化処理法（例えば過塩素酸処理
法（ＰＣＡ法）やＮｅｗ

ＰＣＡ法など）による前処理を施しておく。

10

【００３１】
〔Ｃ因子含有試薬〕
Ｃ因子含有試薬には、従来リムルステストに使用されているカブトガニ血球抽出成分を
好適に用いることができる。例えば、リムルス（Ｌｉｍｕｌｕｓ）属、タキプレウス（Ｔ
ａｃｈｙｐｌｅｕｓ）属、あるいはカルシノスコルピウス（Ｃａｒｃｉｎｏｓｃｏｒｐｉ
ｕｓ）属に属するカブトガニの血球から得られたもので、エンドトキシンとの反応により
凝固酵素が生成されるものであれば、特に限定されるものではない。したがって、リムル
ス試薬（ＬＡＬ試薬）として市販されているものや、エンドトキシン測定用のキットに付
属のリムルス試薬（ＬＡＬ試薬）を好適に用いることができる。
【００３２】

20

また、カブトガニのＣ因子の遺伝子の一部または全部に基づいて合成された組換え遺伝
子由来のリコンビナントＣ因子を用いることも可能である。リコンビナントＣ因子は、市
販のパイロジーンｒＦｃ（製造：Lonza Walkersville, Inc. 販売：第一化学薬品（株）
）に付属のリコンビナントＣ因子を好適に用いることができる。また、公知の遺伝子工学
的手法に従ってカブトガニＣ因子の遺伝子が挿入された発現ベクターを作製し、適当な宿
主細胞に導入してリコンビナントタンパク質を発現させ、精製することにより取得するこ
ともできる。
【００３３】
Ｃ因子含有試薬として、従来リムルステストに使用されているカブトガニ血球抽出成分
（例えば、市販のリムルス試薬）を使用した場合には、エンドトキシンを含む試料との反

30

応により、活性型Ｃ因子、活性型Ｂ因子および凝固酵素が生成される。これらはいずれも
プロテアーゼ活性を有するタンパク質であることが知られている。したがって、この場合
、発光合成基質には活性型Ｃ因子の認識配列を有するもの、活性型Ｂ因子の認識配列を有
するもの、および凝固酵素の認識配列を有するものが使用可能である。ただし、本発明に
係るエンドトキシンの濃度測定方法は、活性型Ｃ因子、活性型Ｂ因子および凝固酵素のい
ずれか１種類のプロテアーゼ活性を指標とするので、指標とする酵素に対応する１種類の
発色合成基質が用いられる。
【００３４】
一方、Ｃ因子含有試薬として、リコンビナントＣ因子を用いた場合には、当該試薬中に
Ｂ因子および前凝固酵素は存在しないので、エンドトキシンを含む試料との反応により生

40

成されるのは活性型のリコンビナントＣ因子のみである。したがって、この場合、発光合
成基質には活性型Ｃ因子の認識配列を有するものが使用可能である。
【００３５】
Ｃ因子含有試薬として、従来リムルステストに使用されているカブトガニ血球抽出成分
（例えば、市販のリムルス試薬）を使用した場合、その使用料は、従来の使用量の約４０
％〜約８０％であることが好ましい。従来の使用量（１００％）では発光反応が阻害され
、発光強度が低下すること、および、従来の使用量の約４０％〜約８０％を使用した場合
に高い発光強度が得られることが明らかとなったからである。従来の使用量の約４０％〜
約８０％は、測定系の全量に対するカブトガニ血球抽出成分（ＬＡＬ）のタンパク質濃度
に換算した場合、１．５ｍｇ／ｍＬ〜３．５ｍｇ／ｍＬの範囲に相当する。より好ましく
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は２．０ｍｇ／ｍＬ〜３．３ｍｇ／ｍＬである。従来の使用量より少ない量で高感度測定
が可能になることから、本発明に係るエンドトキシンの濃度測定方法は、産業上非常に有
用である。
【００３６】
〔発光合成基質〕
発光合成基質は、ペプチドに発光基質が結合してなるものであればよい。本明細書にお
いて「発光基質」とは、生物発光で反応の基質となって光を発する物質を意味する。発光
基質としてはルシフェリンを好適に用いることができる。なかでも下記式（ＩＩ）で表さ
れるアミノルシフェリンが好ましい。アミノルシフェリンのアミノ基が、隣接するアミノ
酸のカルボキシル基とアミド結合を形成させることができるからである。

10

【００３７】
【化２】

【００３８】
アミノルシフェリンと結合するペプチドは、当該ペプチドのＣ末端におけるアミノルシ
フェリンとのアミド結合が、活性型Ｃ因子、活性型Ｂ因子および凝固酵素のいずれか１種

20

のプロテアーゼ活性により切断されるアミノ酸配列からなるものであればよい。この条件
を充足する限りにおいてアミノ酸残基数およびアミノ酸配列は限定されないが、特異性、
合成コスト、取扱い易さ等の観点からアミノ酸残基数は２個〜１０個が好ましい。
【００３９】
具体的には、凝固酵素の認識配列を有するペプチドとしては、Ｇｌｙ−Ｖａｌ−Ｉｌｅ
−Ｇｌｙ−Ａｒｇ−（配列番号１）、Ｖａｌ−Ｌｅｕ−Ｇｌｙ−Ａｒｇ−（配列番号２）
、Ｌｅｕ−Ａｒｇ−Ａｒｇ−（配列番号３）、Ｉｌｅ−Ｇｌｕ−Ｇｌｙ−Ａｒｇ−（配列
番号４）、Ｌｅｕ−Ｇｌｙ−Ａｒｇ−（配列番号５）、Ｖａｌ−Ｓｅｒ−Ｇｌｙ−Ａｒｇ
−（配列番号６）、Ｖａｌ−Ｇｌｙ−Ａｒｇ−（配列番号７）などが挙げられる。
【００４０】

30

活性型Ｃ因子の認識配列を有するペプチドとしては、Ｉｌｅ−Ｇｌｕ−Ａｌａ−Ａｒｇ
−（配列番号８）、Ｌｅｕ−Ｇｌｙ−Ａｓｎ−Ｌｙｓ−Ｖａｌ−Ｓｅｒ−Ａｒｇ−（配列
番号９）、Ｉｌｅ−Ｔｈｒ−Ｔｈｒ−Ｖａｌ−Ｇｌｙ−Ａｒｇ−（配列番号１０）などが
挙げられる。
【００４１】
活性型Ｂ因子の認識配列を有するペプチドとしては、Ｔｈｒ−Ｔｈｒ−Ｔｈｒ−Ｔｈｒ
−Ａｒｇ−（配列番号１１）、Ｓｅｒ−Ａｒｇ−Ｇｌｎ−Ａｒｇ−Ａｒｇ−（配列番号１
２）などが挙げられる。
【００４２】
ペプチドのＮ末端は、保護基で保護されていてもよい。保護基としては、通常この分野

40

で用いられるものであれば限定されることなく用いることができる。具体的には、例えば
、Ｎ−ｓｕｃｃｉｎｙｌ基、ｔｅｒｔ−ｂｕｔｏｘｙｃａｒｂｏｎｙｌ基、ｂｅｎｚｏｙ
ｌ基、ｐ−ｔｏｌｕｅｎｅｓｕｌｆｏｎｙｌ基などが挙げられる。
【００４３】
本発明に用いられる発光合成基質は、例えば、特表２００５−５３０４８５（国際公開
番号：ＷＯ２００３／０６６６１１）の実施例６および実施例７に記載の方法を参照する
ことにより合成することができる。また、Ｐｒｏｍｅｇａ社から市販されている「Ｐｒｏ
ｔｅａｓｏｍｅ‐ＧｌｏＴＭ Ａｓｓａｙ Ｓｙｓｔｅｍｓ」に付属の発光合成基質（ベン
ゾイル−Ｌｅｕ−Ａｒｇ−Ａｒｇ−アミノルシフェリン）を使用することができる。発光
合成基質中に遊離のアミノルシフェリンが含まれる場合は、これを予め除去しておくこと
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が好ましい。発光合成基質から遊離のアミノルシフェリンを除去することにより、バック
グラウンド発光を抑制することができる。遊離のアミノルシフェリンを除去する方法とし
ては、例えば、２０ｍＭ

トリシン、８ｍＭ

液（ｐＨ７．８）中、０．８ｍＭ

Ｍｇ２＋、０．１３ｍＭ

補酵素Ａ、１．５ｍＭ

タルルシフェラーゼおよび９０ｍＭ

ＥＤＴＡの緩衝

ＡＴＰ、２５０μｇ／ｍｌホ

ＤＴＴを含む溶液と混合し、室温（２５℃）で１時

間〜６時間インキュベートする方法が挙げられる。
【００４４】
〔反応手順（方法）〕
試料とＣ因子含有試薬と発光合成基質との反応手順（方法）は、これら三者が反応する
ことにより発光合成基質から発光基質（アミノルシフェリン）が遊離する条件に適合する
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ものであれば、特に限定されない。例えば、試料とＣ因子含有試薬とをよく混和して３７
℃で５分〜６０分間程度インキュベートした後、発光合成基質を加えてよく混和し、３７
℃で１分〜３０分間程度インキュベートする方法が挙げられる。
【００４５】
（２）発光量測定工程
発光量測定工程は、前段の発光基質遊離工程により遊離した発光基質に発光酵素を作用
させ、発光量を測定する工程である。
【００４６】
〔発光酵素〕
本発明に用いられる発光酵素は、発光合成基質から遊離した発光基質の生物発光を触媒

20

し、光を発生させるものであればよい。発光基質がルシフェリンである場合、発光酵素に
はルシフェラーゼが好適に用いられる。また、発光基質が上記式（ＩＩ）で表されるアミ
ノルシフェリンである場合は、発光酵素には甲虫由来のルシフェラーゼが用いられる。甲
虫由来のルシフェラーゼとしては、北米ホタル、ゲンジボタル、ヘイケボタル、ツチボタ
ル、ヒメボタル、マドボタル、オバボタル、光コメツキムシ、鉄道虫などの甲虫由来のル
シフェラーゼを好適に用いることができる。これらの甲虫由来のルシフェラーゼのアミノ
酸配列およびそれをコードする遺伝子の塩基配列は、表１に記載のアクセッション番号で
公知のデータベース（例えば、EMBL Nucleotide Sequence Database（http://www.ebi.ac
.uk/embl/））に登録されている。なお、ルシフェラーゼは、天然タンパク質でもよく、
組換えタンパク質でもよい。本発明に使用可能なルシフェラーゼは、試薬として各社から

30

市販されている。
【００４７】
【表１】
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【００４８】
また、ルシフェラーゼは野生型のアミノ酸配列を有するものに限定されず、発光基質の
生物発光を触媒する機能を有する限りにおいて、野生型のアミノ酸配列と異なるアミノ酸
配列を有する変異型ルシフェラーゼであってもよい。野生型のアミノ酸配列と異なるアミ
ノ酸配列としては、例えば、野生型のアミノ酸配列において１もしくは数個のアミノ酸が
欠失、挿入、置換もしくは付加されたアミノ酸配列が挙げられる。ここで、「１もしくは
数個のアミノ酸が欠失、挿入、置換もしくは付加された」とは、部位特異的突然変異誘発
法等の公知の変異ポリペプチド作製法により欠失、挿入、置換もしくは付加できる程度の
数（好ましくは１０個以下、より好ましくは７個以下、最も好ましくは５個以下）のアミ
ノ酸が欠失、挿入、置換もしくは付加されていることが意図される。
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【００４９】
変異型ルシフェラーゼのなかでも、発光強度が増大するように改変された変異型ルシフ
ェラーゼを用いるが好ましい。超微量のエンドトキシンを高感度に測定できるからである
。発光強度が増大するように改変された変異型ルシフェラーゼとしては、例えば以下の変
異型ルシフェラーゼを挙げることができる。
(i) 野生型北米ホタルルシフェラーゼのアミノ酸配列（配列番号１３）において、４２３
位のイソロイシン（Ｉｌｅ）がロイシン（Ｌｅｕ）に置換され、４３６位のアスパラギン
酸（Ａｓｐ）がグリシン（Ｇｌｙ）に置換されたアミノ酸配列からなる変異型ホタルルシ
フェラーゼ
(ii) 北米ホタルルシフェラーゼのアミノ酸配列において、４２３位のイソロイシン（Ｉ
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ｌｅ）がロイシン（Ｌｅｕ）に置換され、５３０位のロイシン（Ｌｅｕ）がアルギニン（
Ａｒｇ）に置換されたアミノ酸配列からなる変異型ホタルルシフェラーゼ
(iii) 北米ホタルルシフェラーゼのアミノ酸配列において、４３６位のアスパラギン酸（
Ａｓｐ）がグリシン（Ｇｌｙ）に置換され、５３０位のロイシン（Ｌｅｕ）がアルギニン
（Ａｒｇ）に置換されたアミノ酸配列からなる変異型ホタルルシフェラーゼ
(iv) 北米ホタルルシフェラーゼのアミノ酸配列において、４２３位のイソロイシン（Ｉ
ｌｅ）がロイシン（Ｌｅｕ）に置換され、４３６位のアスパラギン酸（Ａｓｐ）がグリシ
ン（Ｇｌｙ）に置換され、５３０位のロイシン（Ｌｅｕ）がアルギニン（Ａｒｇ）に置換
されたアミノ酸配列からなる変異型ホタルルシフェラーゼ
(v) 北米ホタルルシフェラーゼのアミノ酸配列において、４２３位のイソロイシン（Ｉｌ
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ｅ）がロイシン（Ｌｅｕ）に、５３０位のロイシン（Ｌｅｕ）がアルギニン（Ａｒｇ）に
置換され、さらに、４７位のイソロイシン（Ｉｌｅ）がスレオニン（Ｔｈｒ）に、５０位
のアスパラギン（Ａｓｎ）がセリン（Ｓｅｒ）に、５９位のメチオニン（Ｍｅｔ）がスレ
オニン（Ｔｈｒ）に、２５２位のスレオニン（Ｔｈｒ）がセリン（Ｓｅｒ）に置換された
アミノ酸配列からなる変異型ホタルルシフェラーゼ
【００５０】
上記(i)〜(v)の各変異型ホタルルシフェラーゼの発光強度は、それぞれ北米ホタルルシ
フェラーゼ（野生型）の発光強度と比較して(i)１８倍、(ii)１８倍、(iii)８倍、(iv)２
０倍、(v)２１倍に増大したことが確認されている（特開２００７−９７５７７号公報参
照）。
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【００５１】
上記変異型ホタルルシフェラーゼは、野生型ホタルルシフェラーゼの遺伝子を改変して
得られた変異型ホタルルシフェラーゼ遺伝子を、公知の方法により発現ベクターに挿入し
、適当な宿主細胞に導入して、組換えタンパク質として発現・精製することにより得るこ
とができる。遺伝子の改変は、部位特異的変異導入、ランダム変異導入、有機合成等、当
業者に周知の方法により行うことができる。なお、北米ホタルルシフェラーゼ遺伝子（ｃ
ＤＮＡ）の塩基配列は、アクセッション番号：Ｍ１５０７７としてデータベース（例えば
、EMBL Nucleotide Sequence Database（http://www.ebi.ac.uk/embl/））に登録されて
いる。また、上記(i)〜(v)に記載の変異型ホタルルシフェラーゼは、特開２００７−９７
５７７号公報の実施例を参照することにより作製することができる。
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【００５２】
また、当業者は、ゲンジボタル、ヘイケボタル、ヒメボタル、マドボタル、光コメツキ
ムシおよび鉄道虫についても、公知のデータベースに登録されたこれらのルシフェラーゼ
遺伝子の塩基配列（表１参照）に基づいて、公知の方法により変異型ルシフェラーゼを容
易に取得することができる。さらに、上記(i)〜(v)に記載の北米ホタル由来の変異型ホタ
ルルシフェラーゼの置換アミノ酸を参照すれば、他の甲虫由来のルシフェラーゼにおける
同等の位置のアミノ酸を置換することにより、当業者は発光強度が増大した変異型ルシフ
ェラーゼを容易に取得することができる。
【００５３】
10

〔反応および測定手順（方法）〕
前段の発光基質遊離工程により得られる反応液、つまり遊離した発光基質（アミノルシ
フェリン）を含む反応液に、発光酵素（ルシフェラーゼ）を添加する。上記反応式（Ｉ）
に示したように、ルシフェリン／ルシフェラーゼの発光反応には、ＡＴＰおよび２価金属
イオンが必要であるので、例えば、ＡＴＰおよびマグネシウムイオンを含む緩衝液にルシ
フェラーゼを溶解し、このルシフェラーゼ溶液を添加することが好ましい。具体的には、
例えば、室温（２５℃）で反応を行い、ルシフェラーゼ溶液を添加後２秒から１０秒の発
光値を計測する方法が挙げられる。
【００５４】
発光量の測定には、市販のルミノメータ（発光測定装置）を用いることができる。メー
カーおよび性能については特に限定されないが、相対光量測定値が０から一千万の範囲で

20

測定可能な装置であることが好ましい。具体的には、キッコーマン社のルミテスターＣ１
０００やパーキンエルマー社のＡＲＶＯ

Ｌｉｇｈｔ等の仕様が好適である。測定は、使

用する装置の説明書に従って行えばよい。
【００５５】
（３）濃度定量工程
濃度定量工程は、発光量測定工程により得られた測定値に基づいて試料中のエンドトキ
シン濃度を定量する工程である。濃度既知のエンドトキシン溶液を使用して、予めエンド
トキシン濃度と当該濃度における発光値との関係を表す検量線を作成し、この検量線に上
記発光量測定工程により得られた測定対象試料の測定値を当てはめることにより、試料中
のエンドトキシン濃度を求めることができる。
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【００５６】
２．エンドトキシンの濃度測定用キット
本発明に係るエンドトキシンの濃度測定用キットは、Ｃ因子含有試薬、発光合成基質お
よび発光酵素を構成成分として含有するものであればよい。これらの詳細については既に
説明したので、ここでは説明を省略する。これら以外の具体的なキットの構成については
特に限定されるものではなく、他に必要な試薬や器具等を適宜選択してキットの構成とす
ればよい。本発明に係るキットを用いることにより、上記本発明に係るエンドトキシンの
濃度測定方法を簡便かつ迅速に実施することができる。
【００５７】
本明細書において「キット」は、特定の材料を内包する容器（例えば、ボトル、プレー
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ト、チューブ、ディッシュなど）を備えた包装が意図される。好ましくは当該材料を使用
するための使用説明書を備える。使用説明書は、紙またはその他の媒体に書かれていても
印刷されていてもよく、あるいは磁気テープ、コンピューター読み取り可能ディスクまた
はテープ、ＣＤ−ＲＯＭなどのような電子媒体に付されてもよい。
【００５８】
３．実施例
以下、実施例により本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものでは
ない。また、以下の実施例に用いた器具、試薬、水等は、エンドトキシフリー、あるいは
エンドトキシン測定結果に影響を及ぼさない極めて微量のエンドトキシンを含有するもの
を使用した。
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【００５９】
〔実施例１：生物発光法によるエンドトキシンの測定〕
＜方法＞
エンドトキシン測定試薬ＱＣＬ−１０００（Ｌｏｎｚａ Ｗａｌｋｅｒｓｖｉｌｌｅ，
Ｉｎｃ．）に添付のリムルス試薬（ＬＡＬ）、エンドトキシン標準液（大腸菌０１１１：
Ｂ４由来エンドトキシン）、およびパイロジェンフリー水を用いた。発光合成基質には、
Ｐｒｏｔｅａｓｏｍｅ‐ＧｌｏＴＭ Ａｓｓａｙ Ｓｙｓｔｅｍｓ（Ｐｒｏｍｅｇａ）に付
属のベンゾイル−Ｌｅｕ−Ａｒｇ−Ａｒｇ−アミノルシフェリンを用いた。ルシフェラー
ゼは、本発明者らが大腸菌を用いて発現、精製した野生型北米ホタルルシフェラーゼを使
用した。具体的には、ピッカジーンカセットベクター（東洋インキ製）から切り出した北

10

米ホタルルシフェラーゼ（野生型）遺伝子を大腸菌用発現ベクターｐＥＴ２８ａ（Ｎｏｖ
ａｇｅｎ）へ組み込み、これを大腸菌に導入して発現させ、精製した。
【００６０】
まず、エンドトキシン標準液をパイロジェンフリー水で希釈することにより、０．００
０１〜０．１エンドトキシン単位（ＥＵ）／ｍＬの範囲で９段階に調製し、これを試料と
した。また、エンドトキシンを含まないパイロジェンフリー水をブランクとした。続いて
、各試料およびブランクから５０μＬずつ取り出し、それぞれ別個に５０μＬのリムルス
試薬が入った反応試験管に移した後、ボルテックスミキサーで数秒間混合した。混合後、
３７±１．０℃の保温器にて１０分間正確に加温した。詳細な取り扱いについてはＱＣＬ
−１０００に添付のプロトコルに従った。
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【００６１】
次に、１ｍＭ ＭｇＣｌ２を含む１００ｍＭ Ｔｒｉｓ−Ｃｌ（ｐＨ８．０）に溶解した
１５０μＭ

発光合成基質（ベンゾイル−Ｌｅｕ−Ａｒｇ−Ａｒｇ−アミノルシフェリン

）を５０μＬ加えて、３７±１．０℃の保温器にて５分間正確に加温した。加温後、反応
液を生物発光測定専用試験管（ルミチューブ、キッコーマン株式会社）に移した後、１０
−５

Ｍ ＡＴＰ、１ｍＭ ＭｇＣｌ２を含む１００ｍＭ Ｔｒｉｓ−Ｃｌ（ｐＨ８．０）に

溶解したルシフェラーゼ５０μＬを添加し、ルミテスターＣ１０００（キッコーマン株式
会社）にセットして試料の発光量を測定した。
【００６２】
比較例として、同一の試料について、上記発光合成基質の代わりにＱＣＬ−１０００に
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添付の発色基質を用いて比色エンドポイント法により測定した。操作法についてはＱＣＬ
−１０００に添付のプロトコルに従った。
【００６３】
＜結果＞
実施例１の結果を図３に示した。また、比較例の結果を図４に示した。図３は、実施例
１の各試料濃度における発光強度をプロットしたグラフであり、図４は、比較例の各試料
濃度における吸光度をプロットしたグラフである。図４に示すように、従来の発色基質を
用いる比色エンドポイント法では、０．０２５ＥＵ／ｍＬ以下のエンドトキシンについて
は測定値が低すぎて定量的に評価することは不可能であった。一方、図３に示すように、
発光合成基質を用いて発光強度を測定する方法では、０．０１ＥＵ／ｍＬ以下の濃度でも
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測定可能であった。
【００６４】
さらに、図５に、図３の０．０１ＥＵ／ｍＬ以下の濃度における発光強度を詳細に示し
た。図５から明らかなように、生物発光法による発光強度を測定することにより０．００
０５ＥＵ／ｍＬのエンドトキシンを測定可能であることが示された。
【００６５】
〔実施例２：変異型ルシフェラーゼを用いた生物発光法によるエンドトキシンの測定〕
本発明に係るエンドトキシンの濃度測定方法に、野生型ルシフェラーゼの発光強度より
も大きい発光強度を有することが確認されている変異型ルシフェラーゼを用いることを試
みた。
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【００６６】
＜方法＞
本実施例で使用した変異型ルシフェラーゼは、北米ホタルルシフェラーゼのアミノ酸配
列において、４２３位のイソロイシンがロイシンに、５３０位のロイシンがアルギニンに
置換され、さらに、４７位のイソロイシンがスレオニンに、５０位のアスパラギンがセリ
ンに、５９位のメチオニンがスレオニンに、２５２位のスレオニンがセリンに置換された
アミノ酸配列からなるものであり、本発明者らが特開２００７−９７５７７号公報の実施
例１４に記載の方法により自製したものである。
【００６７】
試料は、実施例１と同様に、エンドトキシン標準液をパイロジェンフリー水で希釈する
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ことにより、０．０００１〜１．０ＥＵ／ｍＬの範囲で１２段階に調製した。また、エン
ドトキシンを含まないパイロジェンフリー水をブランクとした。実施例１で用いたルシフ
ェラーゼ（野生型ルシフェラーゼ）と上記変異型ルシフェラーゼの両方を用いたこと以外
は、実施例１と同様に行った。なお、本実施例では比色エンドポイント法による対照を設
けていない。
【００６８】
＜結果＞
結果を表２に示した。表２から明らかなように、エンドトキシン濃度が０．０００１Ｅ
Ｕ／ｍＬのときの発光強度は、約４００ＲＬＵであり、野生型ルシフェラーゼを用いた場
合の１０倍以上であった。この結果から、変異型ルシフェラーゼを用いれば、微量のエン
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ドトキシンを高感度に測定できることが示された。生物発光測定におけるバックグラウン
ドの値は２０−３０ＲＬＵであることから、０．０００１ＥＵ／ｍＬ以下の超微量のエン
ドトキシンも変異型ルシフェラーゼを使用することで測定可能であることが示唆された。
【００６９】
【表２】
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【００７０】
〔実施例３：野生型ルシフェラーゼおよび変異型ルシフェラーゼを用いた生物発光法に
よるエンドトキシンの測定〕
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実施例２と同じ材料および方法で、エンドトキシン濃度を測定した。なお、実施例２で
は、ブランク値を差し引いた数値を測定値として示したが（表２参照）、本実施例３では
、ブランク値を差し引いていない実測値を測定値として示した。
【００７１】
結果を表３に示した。表３から明らかなように、野生型のルシフェラーゼを測定に使用
した場合の検出限界は０．００５ＥＵ／ｍＬであった。これに対して変異型のルシフェラ
ーゼを使用するとエンドトキシン濃度０．０００５ＥＵ／ｍＬまでが測定可能であった。
実施例２の結果と同様に、実施例３の結果からも、変異型ルシフェラーゼを用いれば、微
量のエンドトキシンを高感度に測定できることが示された。また変異型ルシフェラーゼは
エンドトキシン濃度が０．０００１ＥＵ／ｍＬのときの発光強度は、約５５００ＲＬＵで
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あり、野生型ルシフェラーゼを用いた場合の１０倍以上であった。生物発光測定における
バックグラウンドの値は２０−３０ＲＬＵであることから、０．０００１ＥＵ／ｍＬ以下
の超微量のエンドトキシンも変異型ルシフェラーゼを使用することで測定可能であること
が示唆された。
【００７２】
【表３】

20
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【００７３】
〔実施例４：リムルス試薬（ＬＡＬ）濃度が発光強度に及ぼす影響の検討〕
＜方法＞
エンドトキシン標準液をパイロジェンフリー水で希釈し、０．０５エンドトキシン単位
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（ＥＵ）／ｍＬの試料を調製した。リムルス試薬（ＬＡＬ）にパイロジェンフリー水を添
加して、９０％（ＬＡＬ：水＝９：１）〜１０％（ＬＡＬ：水＝１：９）の９段階の濃度
のＬＡＬを調製した。リムルス試薬（ＬＡＬ）としては、原液（１００％）と、リムルス
試薬（ＬＡＬ）を含有しないもの（０％：パイロジェンフリー水のみ）を含む１１段階の
濃度のものを使用した。
【００７４】
ルシフェラーゼは、実施例２および３で使用した変異型ルシフェラーゼを用い、その他
の試薬は実施例１と同じものを用いた。測定方法は、実施例１と同様とした。測定系の全
量は、試料５０μＬ、各濃度のリムルス試薬（ＬＡＬ）５０μＬ、発光合成基質溶液５０
μＬ、および、ルシフェラーゼ溶液５０μＬを加えた２００μＬである。また、１１段階
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のリムルス試薬（ＬＡＬ）のタンパク質濃度を、波長２８０ｎｍの吸光度測定により求め
た（ＯＤ280＝１のとき１ｍｇ／ｍＬ）。
【００７５】
結果を表４および図６に示した。表４のＬＡＬ濃度は、測定系（２００μＬ）における
ＬＡＬの最終濃度を表わす。表４および図６から明らかなように、１００％ＬＡＬ（希釈
なし）、および９０％ＬＡＬを使用した場合は、発光反応が阻害され発光強度が低下する
こと、すなわち感度が低下することが明らかとなった。一方、４０％ＬＡＬ〜８０％ＬＡ
Ｌの範囲で高い発光強度が得られることが明らかとなった。この範囲は、測定系の全量に
対するＬＡＬのタンパク質濃度が１．６７ｍｇ／ｍＬ〜３．３３ｍｇ／ｍＬの範囲に相当
した。この結果から、従来の通常使用量より少ない量のＬＡＬの使用により、高感度の測
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定が可能となることが示された。
【００７６】
【表４】
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【００７７】
以上のように、本発明によれば、従来のリムルステストのうち本発明と同じ時間で測定
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可能なエンドポイント比色法の検出下限値（０．０２５ＥＵ／ｍＬ）より微量である０．
０００５ＥＵ／ｍＬのエンドトキシンをエンドポイント測定可能であることが示された。
また、０．００１ＥＵ／ｍＬのエンドトキシンを測定可能である比濁時間法が測定に１８
０分以上の時間を要するのに対して、本発明によれば１５分以内に測定が可能であること
が判明した。さらに、野生型ルシフェラーゼの発光強度よりも大きい発光強度を有する変
異型ルシフェラーゼを用いれば、０．０００１ＥＵ／ｍＬ以下の超微量のエンドトキシン
も測定可能であることが示唆された。さらに、リムルス試薬（ＬＡＬ）の使用量を従来よ
り減らした０．４〜０．８倍容（最終濃度１．５〜３．５ｍｇ／ｍＬ）で使用することに
より、発光強度が増大し、高感度のエンドトキシン測定が可能であることが明らかとなっ
た。
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【００７８】
これらの結果から、本発明を用いることにより、注射用医薬品等において従来の方法で
は検出不可能な量のエンドトキシンの混入に起因する副作用の発生を防止できる。また、
臨床試料中の極微量のエンドトキシンを測定できることにより、生体中のエンドトキシン
濃度と種々の病態との関連性を明確にすることができる。また、エンドトキシン血症の早
期診断と早期治療が可能となり、医療現場に多大な貢献をもたらすことが期待できる。さ
らに、高感度のエンドトキシン測定試薬を低コストで提供することができる。
【００７９】
なお本発明は上述した各実施形態および実施例に限定されるものではなく、請求の範囲
に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手
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段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また
、本明細書中に記載された学術文献および特許文献の全てが、本明細書中において参考と
して援用される。
【産業上の利用の可能性】
【００８０】
本発明は、医療分野、特に医薬品製造、臨床検査などの分野に利用することができる。
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