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(57)【要約】
新規な蛍光タンパク質、およびその利用を提供するために、本願発明に係るポリペプチ
ドは、ビリルビン存在下において蛍光特性を示し、（１）配列番号１に記載のアミノ酸配
列を有する、（２）配列番号１に記載のアミノ酸配列において１〜２１個のアミノ酸が置
換などしたアミノ酸配列を有する、（３）配列番号１に記載のアミノ酸配列に対して８５
％以上の配列同一性を有する、または、（４）（１）に記載のポリペプチドをコードする
ポリヌクレオチドと相補的な配列からなるポリヌクレオチドに対して、ストリンジェント
な条件下においてハイブリダイズするポリヌクレオチドによってコードされるアミノ酸配
列を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の（１）〜（４）の何れかに示す、ビリルビン存在下において蛍光特性を有するポ
リペプチド。
（１）配列番号１に記載のアミノ酸配列を有するポリペプチド、
（２）配列番号１に記載のアミノ酸配列において１〜２１個のアミノ酸が置換、欠失、挿
入、および／または付加されたアミノ酸配列を有するポリペプチド、
（３）配列番号１に記載のアミノ酸配列に対して８５％以上の配列同一性を有するポリペ
プチド、
（４）上記（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と相補的な配列か
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らなるポリヌクレオチドに対して、ストリンジェントな条件下においてハイブリダイズす
るポリヌクレオチドによってコードされるアミノ酸配列を有するポリペプチド。
【請求項２】
以下の（１）〜（４）の何れかに記載のポリヌクレオチド。
（１）配列番号１に記載のアミノ酸配列を有するポリペプチドをコードするポリヌクレオ
チド、
（２）配列番号１に記載のアミノ酸配列において１〜２１個のアミノ酸が置換、欠失、挿
入、および／または付加されたアミノ酸配列を有し、ビリルビン存在下において蛍光特性
を有するポリペプチドをコードするポリヌクレオチド、
（３）配列番号１に記載のアミノ酸配列に対して８５％以上の配列同一性を有し、ビリル
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ビン存在下において蛍光特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）上記（１）に記載のポリヌクレオチドと相補的な配列からなるポリヌクレオチドに
対して、ストリンジェントな条件下においてハイブリダイズし、ビリルビン存在下におい
て蛍光特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３】
上記ポリペプチドのビリルビンに対する解離定数が、０．１ｎＭ以上１００ｎＭ以下で
あることを特徴とする、請求項１に記載のポリペプチド。
【請求項４】
請求項２に記載のポリヌクレオチドを有する組み換えベクター。
【請求項５】
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請求項２に記載のポリヌクレオチドまたは請求項４に記載の組み換えベクターが導入さ
れている形質転換体。
【請求項６】
請求項１または３に記載のポリペプチドと他のポリペプチドとからなる融合ポリペプチ
ド。
【請求項７】
ビリルビンと結合していない、請求項１、３または６に記載のポリペプチドに、ビリル
ビンを接触させることによって構成されたポリペプチド−ビリルビン複合体。
【請求項８】
対象物中のビリルビンを検出する方法であって、
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請求項１に記載のポリペプチド、請求項３に記載のポリペプチドまたは請求項６に記載
の融合ポリペプチドと、上記対象物とを接触させる接触工程、および
上記接触工程後に上記ポリペプチドまたは上記融合ポリペプチドから発される蛍光を検
出する検出工程、
を含む、検出方法。
【請求項９】
上記対象物が生体から取得した血液由来または尿由来の試料である、請求項８に記載の
検出方法。
【請求項１０】
上記検出工程での検出結果に基づき、肝臓疾患または溶血性疾患の素因の有無または発
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症の有無を検査する検査工程をさらに含む、請求項８または９に記載の検出方法。
【請求項１１】
請求項１に記載のポリペプチド、請求項２に記載のポリヌクレオチド、請求項３に記載
のポリペプチド、請求項４に記載の組み換えベクター、請求項５に記載の形質転換体、ま
たは請求項６に記載の融合ポリペプチドから選択される少なくとも１種以上を含む、ビリ
ルビンの検出キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、脊椎動物から単離されうる、蛍光特性を示す新規なポリペプチドとその利用
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とに関する。
【背景技術】
【０００２】
ＧＦＰ（緑色蛍光タンパク質）などの蛍光タンパク質は、細胞、組織、または生物個体
などを可視化するツールとして、欠かせないものとなっている。
【０００３】
これまで、蛍光タンパク質の大部分は、サンゴ、イソギンチャク、節足動物などの無脊
椎動物から単離されてきた。しかし、例えば、非特許文献１〜２、および特許文献１〜２
には、脊椎動物であるニホンウナギ（Anguilla japonica）が、蛍光タンパク質を持つこ
とが報告されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２００７−２５４３７１（公開日：２００７年
１０月４日）」
【特許文献２】日本国公開特許公報「特開２００８−１４１９８８（公開日：２００８年
６月２６日）」
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】本田将雄、岸野仁輔、今村美由紀、林征一：平成１６年度日本水産学会
大会
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講演要旨集（２００４年４月２日、ｐ.２０３、１１０１）

【非特許文献２】Hayashi et al., Fisheries Science,75,1461‑1469,2009
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
脊椎動物由来の蛍光タンパク質は、無脊椎動物由来の蛍光タンパク質とは異なる特性を
有する可能性がある。そのため、脊椎動物由来の蛍光タンパク質の単離というテーマは、
非常に興味が持たれている。
【０００７】
しかし、上記特許文献１〜２および非特許文献１〜２での報告から相当に時間が経過し
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たものの、脊椎動物に由来する蛍光タンパク質の全長、および当該蛍光タンパク質をコー
ドする遺伝子の単離は未だに成功していない。
【０００８】
本願発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、脊椎動物から単離され
うる新規な蛍光タンパク質とその利用を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記の課題を解決するために、本願発明は以下の何れかの一態様を包含する。
１）以下の（１）〜（４）の何れかに示す、ビリルビン存在下において蛍光特性を有する
ポリペプチド。（
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１）配列番号１に記載のアミノ酸配列を有するポリペプチド、（２）配列番号１に記載
のアミノ酸配列において１〜２１個のアミノ酸が置換、欠失、挿入、および/または付加
されたアミノ酸配列を有するポリペプチド、（３）配列番号１に記載のアミノ酸配列に対
して８５％以上の配列同一性を有するポリペプチド、（４）上記（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と相補的な配列からなるポリヌクレオチドに対して、
ストリンジェントな条件下においてハイブリダイズするポリヌクレオチドによってコード
されるアミノ酸配列を有するポリペプチド。
２）以下の（１）〜（４）の何れかに記載のポリヌクレオチド。（
１）配列番号１に記載のアミノ酸配列を有するポリペプチドをコードするポリヌクレオ
チド、（２）配列番号１に記載のアミノ酸配列において１〜２１個のアミノ酸が置換、欠
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失、挿入、および/または付加されたアミノ酸配列を有し、ビリルビン存在下において蛍
光特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、（３）配列番号１に記載の
アミノ酸配列に対して８５％以上の配列同一性を有し、ビリルビン存在下において蛍光特
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）上記（１）に記載のポリ
ヌクレオチドと相補的な配列からなるポリヌクレオチドに対して、ストリンジェントな条
件下においてハイブリダイズし、ビリルビン存在下において蛍光特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。
【発明の効果】
【００１０】
本発明は、分子生物学などの分野で有用な蛍光タンパク質とその利用を提供することが
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できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施例における組み換えＵｎａＧタンパク質の大腸菌および哺乳類細胞
における発現を示した図である。（ａ）は、組み換えＵｎａＧタンパク質を発現させた大
腸菌（２）をＵＶトランスイルミネーターによって青色の光を照射して観察した図である
。左上は対照としてベクターｐＲＳＥＴをトランスフェクションした大腸菌（１）であり
、右上はＥＧＦＰを発現させた大腸菌（３）である。（ｂ）は、（ａ）に示した大腸菌（
１）〜（３）の細胞抽出液をＳＤＳ−ＰＡＧＥ電気泳動により電気泳動したゲルをＣＢＢ
染色法によって染色した図である。（ｃ）は、組み換えＵｎａＧタンパク質を発現させた
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哺乳類細胞ＨＥＫ２９３Ｔを蛍光顕微鏡下で観察した図である。上は微分干渉像、下は蛍
光像である。
【図２】本発明の実施例における、ＵｎａＧタンパク質の蛍光特性を示した図である。
【図３】本発明の実施例における、ウシ胎児血清（ＦＢＳ）およびＦＢＳ画分との再構成
によるＵｎａＧタンパク質の蛍光の特性等を示した図である。（ａ）は、ＦＢＳによって
再構成したアポ体のＵｎａＧタンパク質（左）およびホロ体のＵｎａＧタンパク質（哺乳
類細胞由来のＦＬＡＧ−ＵｎａＧタンパク質）(右）の励起スペクトルおよび蛍光スペク
トルを示した図である。（ｂ）は、ＦＢＳを密度勾配超遠心分離により分画し、各画分と
アポ体のＵｎａＧタンパク質を再構成し測定した蛍光強度（実線）および各血清画分のタ
ンパク質濃度（破線）を示した図である。縦軸は蛍光強度（左軸）とタンパク質濃度（ｍ
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ｇ／ｍｌ）（右軸）、横軸は画分番号を示す。
【図４】本発明の実施例における、ビリルビン（左）と、ホロ体のＵｎａＧから抽出した
リガンド（右）の吸収スペクトルを示した図である。横軸は吸収光の波長を示し、縦軸は
吸光度を示す。
【図５】本発明の実施例におけるＵｎａＧタンパク質の非抱合型ビリルビンに対する特異
性を示した図である。アポ体のＵｎａＧ（０．５μＭ）に、リガンドとして様々な濃度の
ビリルビン（非抱合型）または様々な濃度のビリルビンの類縁体である、ビリベルジン、
ウロビリンもしくはジタウロビリルビンと混合し、各濃度における蛍光強度を測定した。
縦軸は蛍光強度、横軸は各リガンドの濃度（μＭ）を示す。
【図６】本発明の実施例における、野生体のＵｎａＧタンパク質およびＲ８２ＥＫ８４Ｅ
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改変体のＵｎａＧタンパク質の、粒子径の測定結果を示した図である。
【図７】本発明の実施例における、ヒト血清（２００倍希釈）にアポ体のＵｎａＧ（２μ
Ｍ）を混合した場合の蛍光検出結果（１０検体）を示した図である。縦軸は蛍光強度、横
軸は血清にアポ体のＵｎａＧタンパク質を添加したときを０分としたときの経過時間を指
す。
【図８】本発明の実施例における、間接ビリルビン（非抱合型ビリルビン）の量と、Ｕｎ
ａＧタンパク質の蛍光強度との相関を示した図である。
【図９】本発明の実施例における、ビリルビン濃度と、野生体のＵｎａＧタンパク質およ
びＡ１２ＥＳ８０Ｎ改変体のＵｎａＧタンパク質のｍＣｈｅｒｒｙタンパク質に対する蛍
光強度比との相関を示した図である。
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【図１０】本発明の実施例における、Ａ１２ＥＳ８０Ｎ改変体のＵｎａＧタンパク質の蛍
光の特性を示した図である。左の図はＡ１２ＥＳ８０Ｎ改変体のＵｎａＧタンパク質の吸
収スペクトルを示しており、横軸は吸収光の波長を示し、縦軸は吸光度を示す。右の図は
、Ａ１２ＥＳ８０Ｎ改変体のＵｎａＧタンパク質の励起スペクトルおよび蛍光スペクトル
を示しており、横軸は励起光および蛍光の波長を示し、縦軸は蛍光強度を示す。
【図１１】本発明の実施例における、ビリルビンの量と、野生体のＵｎａＧタンパク質（
左）またはＡ１２ＥＳ８０Ｎ改変体のＵｎａＧタンパク質（右）の蛍光強度との相関を示
した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
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以下、本発明の実施の一形態について詳細に説明する。
【００１３】
〔用語などの定義〕
本明細書において、「ポリヌクレオチド」は、「核酸」または「核酸分子」とも換言で
き、ヌクレオチドの重合体を意図している。また、「塩基配列」は、「核酸配列」または
「ヌクレオチド配列」とも換言でき、特に言及のない限り、デオキシリボヌクレオチドの
配列またはリボヌクレオチドの配列を意図している。また、ポリヌクレオチドは、一本鎖
であっても二本鎖構造であってもよく、一本鎖の場合はセンス鎖であってもアンチセンス
鎖であってもよい。
【００１４】
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本明細書において、「ポリペプチド」は、「タンパク質」とも換言できる。
【００１５】
本明細書において、「ウナギ」は、ニホンウナギ、ヨーロッパウナギ、アメリカウナギ
、およびオオウナギなどの、ウナギ科ウナギ属（Anguilla）に含まれる魚類を意図してい
る。
【００１６】
本明細書において、「Ａおよび／またはＢ」は、ＡおよびＢとＡまたはＢとの双方を含
む概念であり、「ＡおよびＢの少なくとも一方」とも換言できる。
【００１７】
本明細書において、「ビリルビン」は、ヘモグロビンの構成物であるヘムの分解産物を
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指す。本発明においてビリルビンの好ましい態様の一つは非抱合型ビリルビンである。非
抱合型ビリルビンは、間接ビリルビンとも称される。
【００１８】
〔１．蛍光特性を有するポリペプチド〕
本発明に係るポリペプチドは、以下の（１）〜（４）の何れかに示す、ビリルビン存在
下において蛍光特性を有するポリペプチド（以下、「蛍光ポリペプチド」と称する）であ
る。
（１）配列番号１に記載のアミノ酸配列を有する蛍光ポリペプチド。
（２）配列番号１に記載のアミノ酸配列において１〜２１個のアミノ酸が置換、欠失、挿
入、および/または付加されたアミノ酸配列を有する蛍光ポリペプチド。なお、置換、欠
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失、挿入、および／または付加されたアミノ酸の個数は、１〜２１個であることが好まし
く、１〜１４個であることがより好ましく、１〜７個であることがさらに好ましく、１〜
５または６個であることが特に好ましい。
（３）配列番号１に記載のアミノ酸配列に対して８５％以上の配列同一性を有する蛍光ポ
リペプチド。なお、配列同一性は、９０％以上であることが好ましく、９５％以上である
ことがより好ましく、９６％以上、９７％以上、９８％以上、或いは９９％以上であるこ
とが特に好ましい。
（４）上記（１）に記載の蛍光ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドと相補的な配
列からなるポリヌクレオチドに対して、ストリンジェントな条件下においてハイブリダイ
ズするポリヌクレオチドによってコードされるアミノ酸配列を有する蛍光ポリペプチド。
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なお、ストリンジェントな条件については、本発明に係るポリヌクレオチドの欄で後述す
る。
【００１９】
本発明に係る蛍光ポリペプチドは、ビリルビン非存在下など、ビリルビンとの相互作用
が失われる環境になると、蛍光特性を示さない。これまでに例を見ない、かかる蛍光特性
を有することが、本ポリペプチドの単離が困難であった一因と推定される。
【００２０】
上記蛍光ポリペプチドは、アミノ酸がペプチド結合してなるポリペプチドであればよい
が、これに限定されるものではなく、ポリペプチド以外の構造を含むものであってもよい
。ここでいうポリペプチド以外の構造としては、糖鎖やイソプレノイド基などを挙げるこ
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とができるが、特に限定されるものではない。また、上記蛍光ポリペプチドはビリルビン
との結合部位となる構造を有しているポリペプチドである。
【００２１】
本発明にかかる蛍光ポリペプチドは、天然供給源より単離されても、化学合成されても
よい。より具体的には、当該ポリペプチドは、天然の精製産物、化学合成手順の産物、お
よび原核生物宿主または真核生物宿主（例えば、細菌細胞、酵母細胞、高等植物細胞、昆
虫細胞、および哺乳動物細胞を含む）から組換え技術によって産生された翻訳産物をその
範疇に含む。本発明に係る蛍光ポリペプチドの一例は、ウナギ由来のものが挙げられ、よ
り具体的にはニホンウナギ由来のものが挙げられる。配列番号１にそのアミノ酸配列を示
す蛍光ポリペプチド（ＵｎａＧと呼ぶ）は、元々はニホンウナギから単離したものである
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が、特にその由来は限定されない。
【００２２】
本発明に係る蛍光ポリペプチドは、ビリルビン存在下（ビリルビンと結合した状態）で
は、励起光の照射を受けて所定波長の蛍光を発するが、ビリルビンの非存在下では同じ励
起光の照射を受けても蛍光を発しないという共通した特性を有するポリペプチド群である
。ただし、リガンド存在下で蛍光を発するという特性を満たす限りにおいて、さらに他の
化合物（例えば、ビリルビンの類縁化合物）の存在下で蛍光を発するもの（蛍光ポリペプ
チドの改変体を含む）であってもよい。
【００２３】
本発明に係る蛍光ポリペプチドは、さらに、ＵｎａＧと同等の蛍光特性を示すことが好
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ましい場合がある。ここで、同等の蛍光特性を示すこととは、同等の励起波長、および同
等の蛍光波長を有することを指す。
【００２４】
なお、ＵｎａＧの蛍光特性の主だったものは、以下の通りである。
最大励起波長（ｎｍ）：４９８〜４９９
最大蛍光波長（ｎｍ）：５２５〜５３０（緑色）
モル吸光係数（Ｍ‑1ｃｍ‑1）：５００００〜７８０００
量子収率（％）：５０〜５４
蛍光寿命（ナノ秒）：２．２
なお、ＵｎａＧと同等の励起波長を有するとは、例えば、最大励起波長が４８０ｎｍ〜
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５２０ｎｍの範囲内であり、或いは、４９０ｎｍ〜５１０ｎｍの範囲内であり、或いは、
４９４ｎｍ〜５０４ｎｍの範囲内であることを意味している。
また、ＵｎａＧと同等の蛍光波長を有するとは、例えば、最大蛍光波長が５０７ｎｍ〜５
４７ｎｍの範囲内であり、或いは、５１７ｎｍ〜５３７ｎｍの範囲内であり、或いは、５
２２ｎｍ〜５３２ｎｍの範囲内であることを意味している。
【００２５】
なお、上記の（１）〜（４）に示した蛍光ポリペプチドのうち、（２）〜（４）は、（
１）を基準とした場合に変異体と捉えることができる。例えば、当業者は、蛍光強度、蛍
光速度および蛍光の安定性から選択される１つ以上の蛍光特性の向上を目的として、任意
の方法で変異を導入することができる。ここで、蛍光強度とは蛍光を発する光の強さを指
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標として数値化したものであり、光の吸収効率（すなわち吸光係数）と励起光と蛍光との
変換効率（すなわち量子収率）とに比例する、蛍光の輝度を意味している。また、蛍光速
度とは励起光を受けてから一定の蛍光強度に達するまでの速さを数値化した値を意味して
いる。また、蛍光の安定性とは一定の蛍光強度を維持する時間を指標として判定される、
蛍光ポリペプチドの有する特性を意味している。すなわち、一定の経過時間における蛍光
の減衰の度合が小さいほど、蛍光の安定性が高いことを意味している。
【００２６】
（１）に示した蛍光ポリペプチドのうち、配列番号１に示す１２番目、５７番目、６１
番目、７７番目、８０番目、８１番目、１１２番目、１３２番目および１３４番目の９個
のアミノ酸は、ビリルビンとの結合能に特に関与している。従って、ビリルビンとの結合

20

能が変化しうる変異体を得る場合は、上記９個のアミノ酸の少なくとも一つに変異（置換
、欠失、挿入、および/または付加、好ましくは他のアミノ酸への置換）を生じさせるこ
とが好ましい。一方、ビリルビンとの結合能が同等に維持されうる変異体を得る場合は、
上記９個のアミノ酸以外のアミノ酸に変異を生じさせることが好ましい。例えば、配列番
号１に示す８２番目〜８５番目のアミノ酸から選択される少なくとも一つ、より好ましく
は８２番目および８４番目のアミノ酸から選択される少なくとも一つに変異(好ましくは
他のアミノ酸への置換)を生じさせることにより、蛍光特性が実質的に維持され、かつ分
子同士の分散性が改善された蛍光ポリペプチドを提供することができる（実施例も参照)
。
【００２７】
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また、特に、本発明に係るポリペプチドの蛍光特性を維持しながら、ビリルビンとの結
合能を低下させる場合、（１）に示した蛍光ポリペプチドのうち、配列番号１に示す１２
番目、８０番目、５７番目および６１番目の４個のアミノ酸のうちの少なくとも１つに変
異を生じさせることが好ましく、１２番目、８０番目および６１番目のうちの少なくとも
１つに変異を生じさせることがより好ましく、１２番目および８０番目に変異を生じさせ
ることがさらに好ましい。上述のアミノ酸は、それぞれビリルビンと水素結合することに
よって、ビリルビンとの結合性に関与するアミノ酸である。例えば、１２番目のアミノ酸
と、８０番目のアミノ酸とに変異（好ましくは他のアミノ酸への置換)を生じさせること
により、蛍光特性が実質的に維持され、かつＵｎａＧと比較してビリルビンとの結合能が
低下した蛍光ポリペプチドを提供することができる（実施例も参照)。
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【００２８】
ＵｎａＧと比較してビリルビンとの結合能が低下した蛍光ポリペプチドは、例えば対象
物中のビリルビンの検出において、好適に用いることができる。
【００２９】
なお、対象物中のビリルビンの検出方法については、以下の〔６．対象物中のビリルビ
ンの検出〕において詳細に記載する。
【００３０】
ビリルビンとの結合能は、ビリルビンの量と、ＵｎａＧタンパク質の蛍光強度との相関
をカーブフィットすることにより、解離定数（Ｋｄ）を算出することによって評価するこ
とができる。一例として、ＵｎａＧと比較してビリルビンとの結合能が低下しているとは
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、ＵｎａＧと比較して、Ｋｄが大きいことを意味している。
【００３１】
なお、ＵｎａＧのＫｄは、９８ｐＭである。
【００３２】
一例として、ＵｎａＧと比較してビリルビンとの結合能が低下した蛍光ポリペプチドと
は、ＫｄがＵｎａＧのＫｄの１０００倍以上、好ましくは１００倍以上、より好ましくは
１５〜２０倍以上の値である。
【００３３】
また、ビリルビンの検出に用いられるために好適なＫｄとしては、０．１ｎＭ以上１０
０ｎＭ以下であることが好ましく、０．１ｎＭ以上１０ｎＭ以下であることがより好まし
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く、０．１ｎＭ以上２ｎＭ以下であることがさらに好ましい。
【００３４】
解離定数の算出方法としては公知の方法を挙げることができ、例えば以下の計算式によ
って計算され得る。
Ｙ＝［Ｋｄ＋Ｂｔ＋Ｐｔ−｛（Ｋｄ＋Ｂｔ＋Ｐｔ）２−４×Ｂｔ×Ｐｔ｝１／２］／（２
×Ｐｔ）
Ｙはビリルビンの結合度（蛍光強度）、Ｋｄは解離定数、Ｂｔはビリルビン濃度、Ｐｔ
はアポ体のＵｎａＧタンパク質濃度（５ｎＭ）を表す。
【００３５】
なお、上記（２）〜（４）に示した蛍光ポリペプチドは、例えば、Kunkel法（Kunkel e
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t al.(1985):Proc.Natl.Acad.Sci.USA,vol.82.p488‑）などの部位特異的突然変異誘発法
を用いて、上記（１）に示した蛍光ポリペプチドをコードするポリヌクレオチドに人為的
に変異を導入してもよい。この蛍光ポリペプチドの一例は、配列番号５および配列番号２
９に示すアミノ酸配列を持つものである。また、天然に存在する同様の変異ポリペプチド
に由来するものなどであってもよい。この蛍光ポリペプチドの一例は、配列番号３に示す
アミノ酸配列を持つものである。
【００３６】
〔３．蛍光ポリペプチドをコードするポリヌクレオチド〕
本発明に係るポリヌクレオチドは、上記蛍光ポリペプチドの何れかをコードするもので
ある。このポリヌクレオチドは、具体的には、以下の（１）〜（４）の何れかに記載のポ
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リヌクレオチドである。
（１）配列番号１に記載のアミノ酸配列を有するポリペプチドをコードするポリヌクレオ
チド。
（２）配列番号１に記載のアミノ酸配列において１〜２１個のアミノ酸が置換、欠失、挿
入、および/または付加されたアミノ酸配列を有し、ビリルビン存在下において蛍光特性
を有するポリペプチドをコードするポリヌクレオチド。なお、置換、欠失、挿入、および
／または付加されたアミノ酸の個数は、１〜２１個であることが好ましく、１〜１４個で
あることがより好ましく、１〜７個であることがさらに好ましく、１〜５または６個であ
ることが特に好ましい。
（３）配列番号１に記載のアミノ酸配列に対して８５％以上の配列同一性を有し、ビリル
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ビン存在下において蛍光特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。なお
、アミノ酸配列の配列同一性は、９０％以上であることが好ましく、９５％以上であるこ
とがより好ましく、９６％以上、９７％以上、９８％以上、或いは９９％以上であること
が特に好ましい。例えば、ウナギに由来する変異遺伝子、またはウナギ以外の生物に由来
する相同遺伝子がこの範疇に含まれる。
（４）上記（１）に記載のポリヌクレオチドと相補的な配列からなるポリヌクレオチドに
対して、ストリンジェントな条件下においてハイブリダイズし、ビリルビン存在下におい
て蛍光特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。なお、ストリンジェン
トな条件下とは、例えば、参考文献[Molecular cloning‑a Laboratory manual 2nd editi
on(Sambrookら、1989)]に記載の条件などが挙げられる。ストリンジェントな条件下とは
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、より具体的には例えば、６×ＳＳＣ（１×ＳＳＣの組成：０．１５Ｍ塩化ナトリウム、
０．０１５Ｍクエン酸ナトリウム、ｐＨ７．０）、０．５％ＳＤＳ、５×デンハートおよ
び１００ｍｇ／ｍＬニシン精子ＤＮＡを含む溶液にプローブとともに６５℃で８〜１６時
間恒温し、ハイブリダイズさせる条件、および当該条件におけるハイブリダイズ後に６５
℃で約０．１Ｍまたはそれより低い塩を含む溶液中、好ましくは０．２×ＳＳＣまたは同
程度のイオン強度を有する任意の他の溶液において洗浄する条件が挙げられる。なお、こ
のポリヌクレオチドは、上記（１）に記載のポリヌクレオチドの塩基配列に対して８５％
以上の配列同一性を有することが好ましく、９０％以上の配列同一性を有することがより
好ましく、９５％以上、９６％以上、９７％以上、９８％以上、或いは９９％以上の配列
同一性を有することがさらに好ましい。
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【００３７】
本発明にかかるポリヌクレオチドは、ＲＮＡ（例えば、ｍＲＮＡ）の形態、またはＤＮ
Ａの形態（例えば、ｃＤＮＡまたはゲノムＤＮＡ）で存在し得る。ＤＮＡは、二本鎖であ
っても、一本鎖であってもよい。本発明にかかるポリヌクレオチドの一例である、配列番
号２に示す塩基配列は、配列番号１に示すポリペプチドをコードするｃＤＮＡである。本
発明に係るポリヌクレオチドは、非翻訳領域（ＵＴＲ）の配列などの付加的な配列を含む
ものであってもよい。
【００３８】
本発明に係るポリヌクレオチドを取得する（単離する）方法は、特に限定されるもので
はないが、例えば、上記ポリヌクレオチドの塩基配列の一部と特異的にハイブリダイズす
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るプローブを調製し、ゲノムＤＮＡライブラリーまたはｃＤＮＡライブラリーをスクリー
ニングすればよい。或いは、本発明に係るポリヌクレオチドを、ホスホロアミダイト法な
どの核酸合成法に従って合成してもよい。
【００３９】
また、本発明にかかるポリヌクレオチドを取得する方法として、ＰＣＲなどの増幅手段
を用いる方法を挙げることができる。例えば、当該ポリヌクレオチドのｃＤＮＡのうち、
５

側および３

側の配列（またはその相補配列）の中からそれぞれプライマーを調製し

、これらプライマーを用いてゲノムＤＮＡ（またはｃＤＮＡ）などを鋳型にしてＰＣＲな
どを行い、両プライマー間に挟まれるＤＮＡ領域を増幅することで、本発明にかかるポリ
ヌクレオチドを含むＤＮＡ断片を大量に取得できる。
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【００４０】
本発明に係るポリヌクレオチドとして、例えば、ニホンウナギ由来のｃＤＮＡ（配列番
号２および４）、当該ｃＤＮＡの変異体（配列番号６）などを挙げることができる。
【００４１】
〔３．組み換えベクター〕
本発明に係るポリヌクレオチド（例えばＤＮＡ）は、適当なベクター中に挿入された組
み換えベクターとして利用に供することもできる。当該ベクターの種類は、例えば、自立
的に複製するベクター（例えばプラスミドなど）でもよいし、或いは、宿主細胞に導入さ
れた際に宿主細胞のゲノムに組み込まれ、組み込まれた染色体と共に複製されるものであ
ってもよい。
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【００４２】
上記ベクターは、好ましくは発現ベクターである。発現ベクターにおいて本発明に係る
ポリヌクレオチドは、転写に必要な要素（例えば、プロモータなど）が機能的に連結され
ている。プロモータは宿主細胞において転写活性を示すＤＮＡ配列であり、宿主の種類に
応じて適宜することができる。
【００４３】
細菌細胞で作動可能なプロモータとしては、バチルス・ステアロテルモフィルス・マル
トジェニック・アミラーゼ遺伝子(Bacillusstearothermophilus maltogenic amylase gen
e)、バチルス・リケニホルミスαアミラーゼ遺伝子(Bacillus licheniformis alpha‑amyl
ase gene)、バチルス・アミロリケファチエンス・BANアミラーゼ遺伝子(Bacillus amylol
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iquefaciens BAN amylase gene)、バチルス・サブチリス・アルカリプロテアーゼ遺伝子(
Bacillus Ｓubtilis alkaline protease gene)もしくはバチルス・プミルス・キシロシダ
ーゼ遺伝子(Bacillus pumilus xylosldase gene)のプロモータ、またはファージ・ラムダ
のＰR若しくはＰLプロモータ、大腸菌のlac、trp若しくはtacプロモータなどが挙げられ
る。
【００４４】
昆虫細胞で作動可能なプロモータの例としては、ポリヘドリンプロモータ、Ｐ１０プロ
モータ、オートグラファ・カリホルニカ・ポリヘドロシス塩基性タンパクプロモータ、バ
キュウロウイルス即時型初期遺伝子１プロモータ、またはバキュウロウイルス３９Ｋ遅延
型初期遺伝子プロモータなどがある。酵母細胞で作動可能なプロモータの例としては、酵
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母解糖系遺伝子由来のプロモータ、アルコールデヒドロゲナーゼ遺伝子プロモータ、ＴＰ
Ｉ１プロモータ、ＡＤＨ2‑4cプロモータなどが挙げられる。糸状菌細胞で作動可能なプロ
モータの例としては、ＡＤＨ３プロモータまたはｔｐｉＡプロモータなどがある。
【００４５】
哺乳動物細胞で作動可能なプロモータの例としては、ＳＶ４０プロモータ、ＭＴ−１（
メタロチオネイン遺伝子）プロモータ、またはアデノウイルス２主後期プロモータなどが
ある。
【００４６】
また、本発明に係るポリヌクレオチドは必要に応じて、例えばヒト成長ホルモンターミ
ネータまたは真菌宿主についてはＴＰＩ１ターミネータ若しくはＡＤＨ３ターミネータの
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ような適切なターミネータに機能的に結合されてもよい。本発明に係る組み換えベクター
は更に、ポリアデニレーションシグナル、転写エンハンサ配列および翻訳エンハンサ配列
のような要素を有していてもよい。
【００４７】
本発明に係る組み換えベクターは、さらに、該ベクターが宿主細胞内で複製することを
可能にするＤＮＡ配列を具備してもよく、その一例としてはＳＶ４０複製起点（宿主細胞
が哺乳類細胞のとき）が挙げられる。
【００４８】
本発明に係る組み換えベクターはさらに選択マーカーを含有してもよい。選択マーカー
としては、例えば、アンピシリン、カナマイシン、テトラサイクリン、クロラムフェニコ
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ール、ネオマイシン若しくはヒグロマイシンのような薬剤耐性遺伝子を挙げることができ
る。
【００４９】
〔４．形質転換体〕
本発明に係るポリヌクレオチド、または、本発明に係る組み換えベクター（本発明の核
酸構築物と総称する）を適当な宿主細胞に導入することによって形質転換体を作製するこ
とができる。
【００５０】
宿主細胞としては、例えば、細菌細胞、酵母細胞、真菌細胞、および高等真核細胞など
が挙げられる。なお、宿主細胞の細胞内にビリルビンが含まれる培養条件において培養し
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た場合は、本発明に係るポリペプチドはビリルビンと結合した状態で産生され得るが、細
胞内にビリルビンが含まれない培養条件においては（例えばリポタンパク質を含まない培
地を使用する培養条件など）、ビリルビンと結合していない状態のポリペプチドが産生さ
れ得る。
【００５１】
細菌細胞の例としては、バチルスまたはストレプトマイセスなどのグラム陽性菌または
大腸菌などのグラム陰性菌が挙げられる。これら細菌細胞の形質転換は、例えば、プロト
プラスト法、またはコンピテント細胞を用いる方法などにより行えばよい。
【００５２】
酵母細胞の例としては、サッカロマイセスまたはシゾサッカロマイセスに属する細胞が
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挙げられ、例えば、サッカロマイセス・セレビシエ(Saccharomyces cerevisiae)またはサ
ッカロマイセス・クルイベリ(Ｓaccharomyces kluyveri)などが挙げられる。本発明の核
酸構築物の酵母宿主への導入方法としては、例えば、エレクトロポレーション法、スフェ
ロブラスト法、酢酸リチウム法などを挙げることができる。
【００５３】
酵母細胞以外の真菌細胞の例は、糸状菌、例えば、アスペルギルス、ニューロスポラ、
フザリウム、またはトリコデルマに属する細胞である。宿主細胞として糸状菌を用いる場
合、本発明の核酸構築物を宿主染色体に組み込んで組換え宿主細胞を得ることにより形質
転換を行うことができる。核酸構築物の宿主染色体への組み込みは、例えば、相同組換え
または異種組換えにより行うことができる。

10

【００５４】
昆虫細胞を宿主細胞として用いる場合には、組換え遺伝子導入ベクターおよびバキュロ
ウイルスを昆虫細胞に共導入して昆虫細胞培養上清中に組換えウイルスを得た後、さらに
組換えウイルスを昆虫細胞に感染させ、タンパク質を発現させることができる。共導入方
法としては、例えば、リン酸カルシウム法またはリポフェクション法などを挙げることが
できる。
【００５５】
哺乳動物細胞の例としては、ＨＥＫ２９３細胞、ＨｅＬａ細胞、ＣＯＳ細胞、ＢＨＫ細
胞、ＣＨＬ細胞またはＣＨＯ細胞などが挙げられる。哺乳動物細胞の形質転換には、例え
ば、エレクトロポレーション法、リン酸カルシウム法、リポフェクション法などを用いる
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ことができる。
【００５６】
上記の形質転換体は、導入された核酸構築物の発現を可能にする条件下で、適切な培養
培地中で培養する。次いで、必要に応じて、形質転換体の培養物から、本発明に係る蛍光
ポリペプチドを単離精製する。
【００５７】
なお、形質転換体は、細胞に限定されない。すなわち、形質転換体は、例えば、本発明
に係る核酸構築物で形質転換された組織、器官、および個体であってもよい。ただし、細
胞以外の形質転換体は、非ヒト由来のものであることが好ましい場合があり、特に個体は
非ヒト由来のものであることが好ましい。
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【００５８】
〔５．蛍光ポリペプチドとビリルビンとの複合体など〕
本発明に係る蛍光ポリペプチドとビリルビンとの複合体（ホロ体）も本発明の範疇であ
る。この複合体は、所定波長の励起光を照射することによって蛍光を発する。また、ビリ
ルビンを安定的に保持する保持担体として、本発明に係る蛍光ポリペプチドは機能し得る
。この複合体は、ビリルビンと結合していない蛍光ポリペプチド（アポ体）を単離精製し
た後に、ビリルビンと接触させることで再構成した複合体であってもよい。
【００５９】
本発明に係る蛍光ポリペプチドと他のポリペプチドとからなる融合ポリペプチド（以下
、本発明に係る融合ポリペプチドと称する）も本発明の範疇である。融合ポリペプチドは
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、例えば、本発明に係る組み換えベクターの発現によって産生される融合タンパク質；任
意のタンパク質を本発明に係る蛍光ポリペプチドで標識した融合タンパク質；本発明に係
る蛍光ポリペプチドと、蛍光を安定化させるための所定のペプチド配列とが融合してなる
融合タンパク質；本発明に係る蛍光ポリペプチドと他の蛍光ポリペプチドとを備えたＦＲ
ＥＴ用プローブ；などが挙げられる。すなわち、本発明に係る蛍光ポリペプチドと融合さ
せる他のポリペプチドの種類は特に限定されない。
【００６０】
また、本発明に係る蛍光ポリペプチドに特異的に結合する抗体も本発明の範疇に含まれ
る。
【００６１】

50

(12)

JP WO2014/133158 A1 2014.9.4

〔６．対象物中のビリルビンの検出〕
本発明に係るビリルビンの検出方法は、１）本発明に係る蛍光ポリペプチド、または本
発明に係る融合ポリペプチドと、ビリルビンの検出の対象物とを接触させる接触工程、お
よび、２）接触工程後に当該ポリペプチドまたは当該融合ポリペプチドから発される蛍光
を検出する検出工程、を含む方法である。
【００６２】
（接触工程）
ビリルビンの検出の対象物の種類は、ビリルビン含有の有無、またはその含有量を検出
したい対象物であれば特に限定されない。対象物としては、例えば、生物系試料、または
非生物系試料が挙げられる。生物系試料としては、特に限定されないが、例えば、細胞自
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身、細胞抽出液および体液由来試料（例えば、血液、唾液、リンパ液、髄液および尿など
に由来する試料）などが挙げられ、中でも体液由来試料が好ましく、血液由来または尿由
来の試料がより好ましい。血液由来の試料としては、生体から採取した血液自身、血清お
よび血漿などが挙げられる。なお、生体はヒトであっても非ヒト脊椎動物であってもよい
が、ヒトまたは非ヒト哺乳動物が好ましく、ヒトがより好ましい。また、細胞自身、また
は細胞抽出液としては、例えば、脾臓細胞（特に細網細胞）、肝細胞、およびこれら細胞
の抽出液が挙げられる。非生物系試料としては、ビリルビンを所定の濃度で含むビリルビ
ン標準サンプルなどが挙げられる。
【００６３】
本発明に係る蛍光ポリペプチドまたは融合ポリペプチドと、上記対象物とを接触させる
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方法は、用いる対象物の種類に応じて適宜選択すればよい。例えば、検出の対象物が細胞
自身などのように遺伝子の翻訳系を有する場合は、本発明に係る蛍光ポリペプチドまたは
融合ポリペプチドをコードするポリペプチドを対象物内に導入することによって、上記接
触工程を行えばよい。また、検出の対象物が細胞自身以外である場合は、例えば、単離し
た本発明に係る蛍光ポリペプチドまたは融合ポリペプチドと、対象物とを直接接触させる
（両者を混合する）ことによって、上記接触工程を行えばよい。
【００６４】
接触工程を行う条件は、本発明に係る蛍光ポリペプチドまたは融合ポリペプチドに実質
的な変性が生じない条件で行うことができる。これらポリペプチドに実質的な変性が生じ
ない条件とは、例えば、温度条件が４℃以上で６５℃以下の範囲内であり、２０℃以上で
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３７℃以下の範囲内であることが好ましい。また、接触工程は、必要に応じて、生理的食
塩水中、或いは、リン酸系などの緩衝溶液中で行ってもよい。
（検出工程）
上記検出工程は、接触工程後に行われ、本発明に係るポリペプチドまたは融合ポリペプ
チドから発される蛍光を検出する工程である。蛍光の検出方法は特に限定されないが、例
えば、ＵＶトランスイルミネーターもしくはＬＥＤトランスイルミネーター、蛍光顕微鏡
、蛍光検出器またはフローサイトメトリーなどの蛍光検出手段を用いて、蛍光発光の有無
または蛍光強度を測定すればよい。蛍光発光の有無を測定すれば、対象物中にビリルビン
が含まれる（蛍光発光有り）か否か（蛍光発光無し）を検出することができる。また、蛍
光強度を測定すれば、対象物中のビリルビンの含有量を検出することができる。
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【００６５】
なお、対象物中のビリルビンの含有量とは、基準となる試料と比較した場合の相対的な
ビリルビン含有量であってもよく、絶対的なビリルビン含有量（絶対濃度）であってもよ
い。絶対的なビリルビン含有量を求めるためには、濃度既知のビリルビン標準サンプルを
用いた検量線の作成などを予め行ってもよい。
【００６６】
（検査工程）
本発明に係るビリルビンの検出方法は、さらに必要に応じて、上記検出工程での検出結
果に基づき、肝臓疾患の素因の有無または発症の有無を検査する検査工程をさらに含んで
いてもよい。

50

(13)

JP WO2014/133158 A1 2014.9.4

【００６７】
脊椎動物において、ビリルビンは、ヘムの分解産物の一つである。赤血球が脾臓で分解
される際に、ヘムは脾臓の細網細胞で分解されてビリルビン（非抱合型）が生じる。生じ
たビリルビンは、アルブミンと結合した形で肝臓へと輸送される。
【００６８】
血液検査では間接ビリルビン量という項目で非抱合型のビリルビン量を評価しているが
、これは総ビリルビン量と直接ビリルビン（抱合型ビリルビン）量とを測定し、総ビリル
ビン量から直接ビリルビン量を差し引いて求めたものである。
【００６９】
血液検査では、間接ビリルビン量は肝機能を表す指標の一つとして確立されている。従

10

って、本発明に係るビリルビンの検出方法を用いて、対象物中（特に血液由来の試料中）
のビリルビンの含有量を求めれば、肝臓疾患または溶血性疾患などの素因の有無または発
症の有無を検査することが可能となる。
【００７０】
なお、検査対象となる肝臓疾患とは、各種の肝機能障害が挙げられる。肝臓疾患または
溶血性疾患として、より具体的には例えば、肝炎、肝硬変、肝がん、胆道系疾患、溶血性
貧血および体質性黄疸（Gilbert 症候群およびCrigler‑Najjar 症候群）、などが挙げら
れ、特に非抱合型ビリルビン量が指標になる疾患としては溶血性黄疸、劇症肝炎、体質性
黄疸および新生児にみられる核黄疸などが挙げられる。
【００７１】
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肝臓疾患の素因の有無または発症の有無を検査する場合の基準は、対象物が血液由来の
試料の場合には、例えば、従来の血液検査における基準（間接ビリルビン量：０．８ｍｇ
／ｄｌ以下であれば正常範囲）を参照すればよい。
【００７２】
本発明に係るビリルビンの検出方法は、非抱合型のビリルビン量を直接測定するもので
あるが、この直接測定の結果と、抱合型のビリルビン量を直接測定（バナジン酸酸化法、
ジアゾカップリング法などで測定可能）した結果とを合わせて、総ビリルビン量を求める
こともできる。
【００７３】
なお、本明細書中において「診断する」、「診断」とは、医師によってなされる、患者
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の徴候および症状に基づく疾患または病態の同定を指す。一方、本明細書中の「検査する
」、「検査」とは、医師による同定（診断）を伴わない、検査対象のヒトまたは非ヒト動
物（「被験体」と称する場合もある）における、肝臓疾患または溶血性疾患などの素因の
有無または発症の有無の検査を指す。本発明に係る検出方法によって得られた検査結果は
、医師によってなされる診断の一材料になりうる。
【００７４】
（ビリルビンの検出方法の他の応用例）
本発明に係るビリルビンの検出方法の他の応用例としては、生物系試料などの生物由来
の対象物に含まれており、ビリルビンとの結合性を有する生体物質について、対象物のビ
リルビンの検出を介することによって、間接的に生体物質を検出する、生体物質の検出方
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法が挙げられる。例えば、対象物（特に血液由来の試料）中のＨＤＬコレステロール量の
測定が挙げられる。ＨＤＬコレステロールはビリルビンへの特異的な結合性を示す。
【００７５】
〔７．ビリルビンの検出キット〕
本発明に係るビリルビンの検出キットは、１）本発明に係る蛍光ポリペプチド、２）本
発明に係る蛍光ポリペプチドをコードするポリヌクレオチド、３）本発明に係る組み換え
ベクター、４）本発明に係る形質転換体、または５）本発明に係る融合ポリペプチドから
選択される少なくとも１種以上を含んでなる。この検出キットは、１）〜３）または５）
から選択される少なくとも１種を含んでなることが好ましい。
【００７６】
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本発明に係る検出キットは、さらに、必要に応じて、ビリルビンの検出に用いる各種試
薬および器具（緩衝溶液、ピペットなど）、試料（検出の対象物）を調製するための各種
試薬および器具（試験管、緩衝溶液など）、検出キットの使用説明書、検出の時に用いら
れる対照用となる試料、検出結果を解析するときに用いられる対照用のデータ、などの少
なくとも１つを備えていてもよい。なお、検出キットの使用説明書には、上記〔６．対象
物中のビリルビンの検出〕の欄で説明した、本発明に係る検出方法の内容が記録されてい
る。
【００７７】
〔８．基体固定化ポリペプチド〕
また、本発明に係るポリペプチドの一態様として、基体に固定された形態が挙げられる

10

。ポリペプチドが供されて固定化される基体の材質は特に限定されず、具体的には例えば
、ポリスチレン、マグネティックビーズ、滅菌和紙、滅菌濾紙、滅菌不織布、またはＰＶ
ＤＦ膜（ポリフッ化ビニリデン膜）もしくはＰＴＦＥ膜（ポリテトラフルオロエチレン膜
）等の親水性膜、またはシリコーンゴムなどの柔軟性のある高分子材料、ポリグリコール
酸もしくはポリ乳酸などの生分解性ポリマー、または寒天培地、コラーゲンゲルもしくは
ゼラチンゲルなどのハイドロゲルならびに金薄膜等が挙げられる。このように基体に固定
化されることによって、上述したビリルビンの検出等に好適に用いられる。
【００７８】
基体の形状も特に限定されず、具体的には例えば、平板形状（すなわち基板またはシー
ト状）または球形状等が挙げられる。ポリペプチドが固定された基体を含む製品としては
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、具体的には例えば、シート、マイクロチップ、ビーズおよびセンサーチップ等が挙げら
れる。シートの例としては、繊維状、不織布状またはフィルム状等の膜が挙げられる。
【００７９】
また、本発明に係るポリペプチドを基体に供して固定化する方法は基体の材質に応じて
適宜選択すればよく、具体的には例えば、ビオチン‑アビジン法、抗原抗体法、およびＨ
ｉｓ−ｔａｇ等を利用したアフィニティタグ法などが利用できるが、簡便性の観点からは
アフィニティタグ法が好ましい。また、シート状の基体に本発明のポリペプチドを固定す
る方法としては、シート状基体に塗布（例えば浸漬、エアースプレーおよびインクジェッ
トによる塗布）する方法、基体上に本発明のポリペプチドを滴下、転写または播種する方
法、および本発明のポリペプチドを滴下、転写または播種した後、風乾または凍結乾燥さ
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せる方法等が挙げられる。
【００８０】
〔９．本発明に係る具体的な態様の例示〕
すなわち、本発明は、以下の１）〜１１）の何れかを包含する。
１）以下の（１）〜（４）の何れかに示す、ビリルビン存在下において蛍光特性を有する
ポリペプチド。
（１）配列番号１に記載のアミノ酸配列を有するポリペプチド、（２）配列番号１に記載
のアミノ酸配列において１〜２１個のアミノ酸が置換、欠失、挿入、および/または付加
されたアミノ酸配列を有するポリペプチド、（３）配列番号１に記載のアミノ酸配列に対
して８５％以上の配列同一性を有するポリペプチド、（４）上記（１）に記載のポリペプ

40

チドをコードするポリヌクレオチドと相補的な配列からなるポリヌクレオチドに対して、
ストリンジェントな条件下においてハイブリダイズするポリヌクレオチドによってコード
されるアミノ酸配列を有するポリペプチド。
２）以下の（１）〜（４）の何れかに記載のポリヌクレオチド。
（１）配列番号１に記載のアミノ酸配列を有するポリペプチドをコードするポリヌクレオ
チド、（２）配列番号１に記載のアミノ酸配列において１〜２１個のアミノ酸が置換、欠
失、挿入、および/または付加されたアミノ酸配列を有し、ビリルビン存在下において蛍
光特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、（３）配列番号１に記載の
アミノ酸配列に対して８５％以上の配列同一性を有し、ビリルビン存在下において蛍光特
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）上記（１）に記載のポリ
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ヌクレオチドと相補的な配列からなるポリヌクレオチドに対して、ストリンジェントな条
件下においてハイブリダイズし、ビリルビン存在下において蛍光特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。
３）上記ポリペプチドのビリルビンに対する解離定数が、０．１ｎＭ以上１００ｎＭ以下
であることを特徴とする、１）に記載のポリペプチド。
４）上記３）に記載のポリヌクレオチドを有する組み換えベクター。
５）上記３）に記載のポリヌクレオチドまたは上記４）に記載の組み換えベクターが導入
されている形質転換体。
６）上記１）または３）に記載のポリペプチドと他のポリペプチドとからなる融合ポリペ
10

プチド。
７）ビリルビンと結合していない、上記１）、３）または６）に記載のポリペプチドに、
ビリルビンを接触させることによって構成されたポリペプチド−ビリルビン複合体。
８）対象物中のビリルビンを検出する方法であって、上記１）に記載のポリペプチド、３
）に記載のポリペプチドまたは上記５）に記載の融合ポリペプチドと、上記対象物とを接
触させる接触工程、および、上記接触工程後に上記ポリペプチドまたは上記融合ポリペプ
チドから発される蛍光を検出する検出工程、を含む、検出方法。
９）上記対象物が生体から取得した血液由来または尿由来の試料である、７）に記載の検
出方法。
１０）上記検出工程での検出結果に基づき、肝臓疾患または溶血性疾患の素因の有無また
は発症の有無を検査する検査工程をさらに含む、８）または９）に記載の検出方法。

20

１１）上記１）に記載のポリペプチド、上記２）に記載のポリヌクレオチド、３）に記載
のポリペプチド、上記４）に記載の組み換えベクター、上記５）に記載の形質転換体、ま
たは上記６）に記載の融合ポリペプチドから選択される少なくとも１種以上を含む、ビリ
ルビンの検出キット。
【００８１】
なお、本出願は日本で出願された特願２０１３−０４００９７（出願日：２０１３年２
月２８日）を基礎としており、その内容は本明細書に全て包含されるものである。
【実施例】
【００８２】
30

〔実施例１〕
〔１．ニホンウナギ由来のＵｎａＧ遺伝子のクローニング〕
（材料および方法）
＜実験材料＞
天然のニホンウナギ（Anguilla japonica）の稚魚であるシラスウナギ（ケニス株式会
社より入手）を使用した。
【００８３】
＜シラスウナギからのｔｏｔａｌ

ＲＮＡの調製＞

生体のシラスウナギ（約０．２ｇ前後）を液体窒素に投入し、即時凍結させた。その後
、液体窒素中においてテフロンホモゲナイザーを用いて、シラスウナギを破砕した。ホモ
ゲナイザー容器中のシラスウナギにＴＲＩｚｏｌ（登録商標）試薬３ｍｌを添加し、氷上

40

で溶解後、低温室においてホモジナイズを行った。コニカルチューブにホモジネートを移
し、０．６ｍｌのクロロホルムを添加した。上述のクロロホルムを添加したホモジネート
を攪拌し室温において５分静置した。７０００ｒｐｍ、４℃で２０分間遠心後、水層を回
収した（約１．５ｍｌ）。回収した水層に、１．５ｍｌのイソプロパノールを添加して攪
拌し、室温において１０分間静置した。続いて、１５，０００ｒｐｍの回転速度で、４℃
において１０分間遠心した。上清を除去し、沈殿を７５％エタノールでリンスし、１０，
０００ｒｐｍの回転速度で４℃において５分間遠心し、エタノールを除去し、沈殿物を得
た。得られた沈殿物を風乾させ、１００μｌのＲＮａｓｅフリーの水に溶解し、ニホンウ
ナギのｔｏｔａｌ

ＲＮＡを得た。得られたｔｏｔａｌ

ＲＮＡについて、２６０ｎｍの

波長における吸光度（以降Ａ２６０と表記し、異なる波長における吸光度についても同様
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の表記方法とする）を測定し、ＲＮＡの濃度を求めた（１Ａ２６０≒４０ｎｇＲＮＡ／μ
ｌとして換算）。
【００８４】
＜５

ＲＡＣＥ法および３

ＲＡＣＥ法を用いたクローニングによるＵｎａＧ遺伝子全

長の取得＞
林ら（Hayashi et al., Fish. Sci. 75, 1461‑1469, 2009）によって単離および同定さ
れたウナギの蛍光タンパク質の９つのアミノ酸断片配列の情報に基づき、配列番号７〜１
６に示す縮重プライマーを設計した。さらに、配列番号１７〜２３に示すＲＡＣＥ用のア
ダプタープライマーを設計し、３

ＲＡＣＥ法および５

ＲＡＣＥ法により、ニホンウナ

ギの蛍光タンパク質をコードする遺伝子のクローニングを行った。以下にクローニングの

10

手順について詳細を記載する。なお、クローニングに用いた、配列番号７〜２３に示すプ
ライマーは、表１にもその塩基配列を示した。
【００８５】
【表１】

20

30

【００８６】
Ｔｏｔａｌ

ＲＮＡ

５μｇに対して、１００μＭのＳｐｅＩ−ＮｏｔＩ−ｄ（Ｔ）１

５プライマー（配列番号２３）を０．５μｌ、１０ｍＭのｄＮＴＰｍｉｘｔｕｒｅを１μ

ｌ添加し、水を加えて容量を１３μｌとした。６５℃において１５分間加熱後、素早く氷
冷し、５×
（ｐＨ

Ｆｉｒｓｔ−Ｓｔｒａｎｄ

Ｂｕｆｆｅｒ（２５０ｍＭのＴｒｉｓ−ＨＣｌ

８．３）、３７５ｍＭのＫＣｌ、１５ｍＭのＭｇＣｌ２）を４μｌ、０．１Ｍの

ＤＴＴを１μｌ、組換え型ＲＮａｓｅ

インヒビターＲＮａｓｅ

ＯＵＴ（商標）（イン

ビトロジェン株式会社）を４０ユニット、およびSuperScript III（商標）逆転写酵素（
インビトロジェン株式会社）を２００ユニット添加し、５０℃で６０分間加熱後、７０℃
で１５分間さらに加熱した。続いて、リボヌクレアーゼ
分間インキュベートし、３
一方、５

ＲＡＣＥ用の１ｓｔ

ＲＡＣＥ用の１ｓｔ

ｓｔｒａｎｄ

Ｈを１μｌ加え、３７℃で２０

ｓｔｒａｎｄ

ｃＤＮＡを調製した。

40

ｃＤＮＡは5' RACE System for Rapid A

mplification of cDNA Ends, Version 2.0（インビトロジェン株式会社）を用いて、製品
に添付されている手順書に従って調製した。上述のように設計した縮重プライマー、なら
びに３

ＲＡＣＥ用および５

ＲＡＣＥ用のアダプタープライマーを用いてＰＣＲを行

い、増幅産物をpT7Blue T‑Vector（Novagen社）にクローンニングし、Applied Biosystem
s 3730xl DNA Analyzer（Applied Biosystems社）によってＤＮＡ配列解析を行い、遺伝
子解析ソフトウェアであるDNAdynamo（BlueTractorSoftware）を用いて配列の決定を行っ
た。
【００８７】
（結果）
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側末端、３

側末端、ならびにそ

の他の領域を配列の重複に基づき統合して配列番号２に示す４２０ｂｐの塩基配列を得て
、これをＵｎａＧ遺伝子の完全長ｃＤＮＡ配列とした。また、配列番号２の塩基配列の他
に、配列番号４で示した塩基配列も配列番号２のバリアントとして得られた。なお、以下
の実験は、すべて配列番号２の配列に基づき行った。
【００８８】
また、配列番号２のｃＤＮＡ配列から、配列番号１に示す、１３９個のアミノ酸を有す
る推定アミノ酸配列を得た。このアミノ酸配列で示されるポリペプチドをＵｎａＧタンパ
ク質と称する。ＵｎａＧタンパク質は、ＧＦＰおよびＧＦＰ様タンパク質のアミノ酸配列
に含まれ、発色団を形成しているアミノ酸配列である、Ｘ−Ｙ−Ｇ（Ｘは任意のアミノ酸

10

を示す）を有していなかった。
【００８９】
〔２．組み換えＵｎａＧタンパク質の発現〕
〔２−１．大腸菌におけるＵｎａＧタンパク質（アポ体）の発現〕
（材料および方法）
＜大腸菌発現用組み換え体（ベクター）の作製＞
上記のようにして得たＵｎａＧ遺伝子全長の配列を有するＤＮＡ断片を、ＧＳＴ融合タ
ンパク質を大腸菌において発現可能な、ＧＳＴタグ配列を有する大腸菌発現ベクターｐＧ
ＥＸ−２Ｔ（ＧＥヘルスケア）のＢａｍＨＩおよびＥｃｏＲＩの制限酵素サイトにライゲ
ーションし、大腸菌株ＤＨ５αに形質転換することによってサブクローニングし、大腸菌

20

のＵｎａＧ（アポ体）発現ベクター（ｐＧＥＸ−２Ｔ−ＵｎａＧ）を構築した。
【００９０】
＜大腸菌発現用組み換え体（ベクター）の大腸菌における発現、培養およびタンパク質
の精製＞
構築した発現ベクター（ｐＧＥＸ−２Ｔ−ＵｎａＧ）を大腸菌株ＢＬ２１（ＤＥ３）に
形質転換し、形質転換体をＬＢ固体培地のプレート上で培養してコロニーを得た。得られ
たコロニーを、ＬＢ液体培地４０ｍｌに植菌し、３７℃において一晩前培養した。ここで
、得られた大腸菌液のグリセロールストックを作製し、以下に記載の実験において、大腸
菌発現用組み換え体（ベクター）を用いる場合は、上記グリセロールストックを植菌に用
いた。前培養液を用いて、ＬＢ培地４００ｍｌにスケールアップし、３７℃において１時

30

間培養した（Ａ６００≒１．０）。その後、ＬＢ培地に終濃度０．４ｍＭとなるようにＩ
ＰＴＧ（イソプロピル−１−チオ−β−Ｄ−ガラクシド）を加え、１７℃において６時間
振とうし、ＵｎａＧタンパク質の発現を誘導した。８０００ｒｐｍの回転速度で３分間遠
心分離を行い、大腸菌の菌体を回収した。
【００９１】
上記の操作によって回収した菌体を２０ｍｌのＰＢＳ（phosphate buffered saline）
で懸濁し、リゾチーム（４ｍｇ／ｍｌ）を２００μｌ添加し、液体窒素によって菌体を凍
結させた後、融解させた。この凍結融解の作業を３回繰り返し、３分間超音波処理を行っ
た後、７０００ｒｐｍの回転速度で、４℃において２０分間遠心分離し、上清を回収し菌
体の可溶化液を得た。ＰＢＳによって平衡化した１ｍｌのGlutathione Sepharose4B（Ｇ

40

Ｅヘルスケア株式会社）（ＧＳＴの担体）および可溶化液を４℃で１時間インキュベート
し、上記の担体にＧＳＴ融合ＵｎａＧタンパク質を結合させた。担体の総容量の１０倍以
上の容量のＰＢＳによって上記の担体を洗浄した後、８０ユニットのＴｈｒｏｍｂｉｎ（
ＧＥヘルスケア株式会社）を担体に加え、室温において一晩消化反応を行い、担体に結合
したＧＳＴからＵｎａＧタンパク質を切断した。さらに、ＵｎａＧタンパク質溶液にＰＢ
Ｓによって平衡化した１ｍｌのBenzamidine Sepharose 6B（ＧＥヘルスケア株式会社）（
Ｔｈｒｏｍｂｉｎの担体）を加え、４℃で１時間インキュベートし、Ｔｈｒｏｍｂｉｎを
担体に結合させることによって回収し、担体を除去して上清を得た。得られた上清をＵｎ
ａＧタンパク質の精製品とし、２．０〜２．５ｍｇのＵｎａＧタンパク質の精製品を得た
。ＵｎａＧタンパク質の精製品について、ＳＤＳ−ＰＡＧＥ電気泳動による電気泳動を行
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い、精製度の確認を行った。結果を図１に示し、以下の項目２−２．にまとめて記載する
。
【００９２】
＜タンパク質濃度の測定＞
タンパク質濃度は以下のように算出された。なお、〔２．組み換えＵｎａＧタンパク質
の発現〕〜〔７．ヒト血清中ビリルビンの検出〕に記載されている実験方法のうちタンパ
ク質濃度を測定する場合は、すべて同様の方法により算出された。
【００９３】
まず、２８０ｎｍにおけるＵｎａＧタンパク質のモル吸光係数（εＭ）を算出した（C.
N.Pace et al., Protein Sci. 4, 2411‑2423, 1995）。次に、得られたεＭ値およびＡ２

10

８０の吸光度に基づき、以下に示した計算式によりタンパク質濃度を求めた。

【００９４】
εＭ＝Ｔｒｐ（２）×５５００＋Ｔｙｒ（５）×１４９０＋Ｃｙｓｔｉｎｅ（０）×１
２５＝１８４５０（Ａ２８０／ｍｏｌ／ｃｍ）
タンパク質濃度＝Ａ２８０／εＭ＝Ａ２８０／１８４５０（ｍｏｌ／ｄｍ３）
〔２−２．哺乳類細胞におけるＵｎａＧタンパク質（ホロ体）の発現〕
（材料および方法）
＜哺乳類細胞発現用組み換え体（ベクター）の作製＞
鋳型ＤＮＡとして配列番号２のＵｎａＧ遺伝子の完全長ｃＤＮＡ、センスプライマー（
配列番号２４）、およびアンチセンスプライマー（配列番号２５）を用いたＰＣＲにより

20

哺乳類細胞用発現ベクターに挿入するＤＮＡを増幅した。哺乳類細胞用発現ベクターｐｃ
ＤＮＡ３（インビトロジェン株式会社）のＫｐｎＩ制限酵素サイトおよびＢａｍＨＩ制限
酵素サイトに、ＦＬＡＧタグ配列（配列番号２６）を挿入したｐｃＤＮＡ３−ＦＬＡＧベ
クターのＢａｍＨＩ制限酵素サイトおよびＥｃｏＲＩ制限酵素サイトに、増幅したＤＮＡ
断片をライゲーションした後、大腸菌株ＤＨ５αに形質転換することによりクローニング
した。大腸菌からベクターを抽出した後にベクターを精製し、ＤＮＡ配列解析により配列
を確認し、哺乳類細胞ＵｎａＧ発現ベクター（ｐｃＤＮＡ３−ＦＬＡＧ−ＵｎａＧ）を構
築した。
【００９５】
＜哺乳類細胞発現用組み換え体（ベクター）の哺乳類細胞における発現、培養、および
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タンパク質の精製＞
ＨＥＫ２９３Ｔ細胞を直径１０ｃｍのディッシュ２０枚に播種し、１０％のウシ胎児血
清（ＧＩＢＣＯ社製）および抗生物質（ペニシリンおよびストレプトマイシン）を含むDu
lbecco's Modified Eagle Medium（高グルコース）（ＧＩＢＣＯ）で５％のＣＯ２および
３７℃の条件下で培養した。５０〜６０％コンフルエントまで細胞が増殖したら、ディッ
シュ中の培地を抗生物質を含まない培地に交換し、予め混合した哺乳類細胞ＵｎａＧ発現
ベクターのプラスミドＤＮＡおよびトランスフェクション試薬（１０ｃｍディッシュ１枚
あたり、ＤＮＡを１０μｇ、FuGene（登録商標）HDトランスフェクション試薬を４０μｌ
、Opti‑MEM（登録商標）I Reduced‑Serum Medium（ＧＩＢＣＯ）を５００μｌ）をディッ
シュ１枚あたり５００μｌ添加し、トランスフェクションした。トランスフェクション後
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、細胞を一晩培養し、ディッシュ中の培地を抗生物質を含む培地に交換した。さらに一晩
培養し、タンパク質を発現させた。
【００９６】
タンパク質を発現させた後、培地をディッシュから除去し、ＰＢＳによって細胞を洗浄
した。つづいて、ＰＢＳをディッシュに添加することによって細胞をディッシュから剥が
し、細胞をＰＢＳに懸濁させた。上述の懸濁液を、１０００ｐｒｍの遠心力で３分間遠心
することによって、細胞を沈殿物として回収した。細胞を溶解バッファー[５０ｍＭのＴ
ｒｉｓ−ＨＣｌ（ｐＨ
のＴｒｉｔｏｎ

７．４）、１５０ｍＭのＮａＣｌ、１ｍＭのＥＤＴＡおよび１％

Ｘ−１００]２０ｍｌに懸濁し、室温において１５分間ローテーターで

攪拌しながら細胞を溶解バッファー中に溶解させた。１５，０００ｇの遠心力で、４℃に
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おいて１０分間遠心し、上清を回収した。回収した上清をＴＢＳバッファー[５０ｍＭの
Ｔｒｉｓ−ＨＣｌ（ｐＨ

７．４）および１５０ｍＭのＮａＣｌ]によって平衡化したANT

I‑FLAG M2‑Agarose Affinity Gel（シグマ

アルドリッチ社）４ｍｌと４℃において３時

間インキュベートした。インキュベーションの後、遠心することによって上清を除き、ゲ
ルを総容量の１０倍の容量以上のＴＢＳバッファーで洗浄した。その後、上記のゲルの総
容量の５倍の容量のＴＢＳバッファー（ＦＬＡＧペプチド（シグマ

アルドリッチ社）（

１００μｇ／ｍｌ）を含む）を用いてゲルからＦＬＡＧ−ＵｎａＧタンパク質（ホロ体）
を溶出させた。溶出カラムとしてAmicon Ultra‑15（3000MWCO、メルクミリポア）を用い
、限外濾過することによって溶出液の濃縮を行った後、ＰＤ−１０カラム（ＧＥヘルスケ
ア株式会社）に供してバッファー交換および余剰のＦＬＡＧペプチドを除くことにより精

10

製し、ＦＬＡＧ−ＵｎａＧタンパク質の精製品とした。精製したＦＬＡＧ−ＵｎａＧタン
パク質（ホロ体）について、ＵＶトランスイルミネーターで照射し、蛍光の有無を確認し
た。さらにＳＤＳ−ＰＡＧＥ電気泳動による電気泳動を行い、精製度の確認を行った。結
果を図１に示す。
【００９７】
（結果）
図１は組み換えＵｎａＧタンパク質の、大腸菌および哺乳類細胞における発現を示した
図である。（ａ）は、組み換えＵｎａＧタンパク質を発現させた大腸菌（２）をＵＶトラ
ンスイルミネーターによって青色の光を照射して観察した図である。左上は対照としてベ
クターｐＲＳＥＴをトランスフェクションした大腸菌（１）であり、右上はＥＧＦＰを発
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現させた大腸菌（３）である。（ｂ）は、（ａ）に示した大腸菌（１）〜（３）の細胞抽
出液をＳＤＳ−ＰＡＧＥ電気泳動により電気泳動したゲルをＣＢＢ染色法によって染色し
た図である。（ｃ）は、組み換えＵｎａＧタンパク質を発現させた哺乳類細胞ＨＥＫ２９
３Ｔを蛍光顕微鏡下で観察した、微分干渉像および蛍光像の図である。図１の（ｂ）およ
び（ｃ）に示されているように、大腸菌および哺乳類細胞のいずれにおいて発現した場合
もＵｎａＧタンパク質は、十分な発現量を示した。また、上述の精製の操作によって、不
純物を十分に除去することができた。しかしながら、図１の（ａ）の顕微鏡写真から明ら
かなように、大腸菌においてＵｎａＧタンパク質を発現させた場合、大腸菌の細胞内にお
いて、ＵｎａＧタンパク質は蛍光を示さなかった。一方、図１の（ｃ）の顕微鏡写真から
明らかなように哺乳類の細胞において発現させたＵｎａＧタンパク質は蛍光を示した。
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【００９８】
以上のことから、ＵｎａＧタンパク質は、大腸菌には含まれていないが哺乳類細胞には
含まれているリガンドの存在下において蛍光特性を有することが明らかとなった。また、
リガンドは、脊椎動物、すくなくとも魚類および哺乳類が共通に有するものであることが
推測された。
【００９９】
〔３．ＵｎａＧタンパク質の蛍光特性の分析〕
（材料および方法）
＜ＵｎａＧタンパク質の蛍光スペクトル、吸収スペクトルおよび量子収率の測定＞
ＵｎａＧタンパク質の蛍光特性について分析するため、蛍光スペクトル、吸収スペクト
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ルおよび量子収率の測定を行った。励起スペクトルおよび蛍光スペクトルは分光蛍光光度
計ＲＦ−５３００ＰＣ（株式会社島津製作所）によって測定された（励起波長４７５ｎｍ
、蛍光波長５５０ｎｍ）。吸収スペクトルは分光光度計

Ｕ−２９００（株式会社日立ハ

イテクノロジーズ）によって測定された。量子収率は絶対ＰＬ量子収率測定装置Ｑｕａｎ
ｔａｕｒｕｓ−ＱＹ（浜松ホトニクス株式会社）によって測定された（励起波長４７０ｎ
ｍ、４８０ｎｍ）。また、公知の蛍光タンパク質であるＥＧＦＰについても同様に測定を
行い、ＵｎａＧタンパク質の値と比較した。結果を表２に示す。
【０１００】
（結果）
【０１０１】
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【表２】

10

【０１０２】
図２は、ＵｎａＧタンパク質の蛍光特性を示した図である。
【０１０３】
〔４．ＵｎａＧタンパク質のリガンドの同定〕
（材料および方法）
＜密度勾配遠心分離法によるウシ胎児血清（ＦＢＳ）の分画＞
ＦＢＳ（ＧＩＢＣＯ）２０ｍｌにＫＢｒを８ｇ（０．４ｇＫＢｒ／ｍｌ）加え、０．４
ｇ／ｍｌのＫＢｒを含むＰＢＳで３６ｍｌにメスアップした。この溶液を遠心チューブ６
本に６ｍｌずつ分注し、分注した溶液の上から０．７５％食塩水６ｍｌを重層した。遠心
管およびＳｗ４１Ｔｉローター（ベックマン・コールター社）を用いて１７０，０００ｇ
、１５℃で２０時間超遠心分離（ベックマン・コールター社）を行った。続いて、分画機

20

（エスケーエスバイオインターナショナル社）を用いて、各遠心チューブ中の分画血清の
上層から０．３３ｍｌずつ分注した。
【０１０４】
＜ＦＢＳおよびＦＢＳ画分によるアポ体のＵｎａＧタンパク質の再構成＞
アポ体のＵｎａＧタンパク質は、上述の項目２−１の方法によって作製したものを用い
た。１０％ＦＢＳ溶液に０．５μＭとなるようにアポ体のＵｎａＧタンパク質を添加し、
室温で３０分間インキュベートし再構成した。
【０１０５】
ＦＢＳによって再構成したＵｎａＧタンパク質の励起スペクトルおよび蛍光スペクトル
30

を測定した。
【０１０６】
ＰＢＳによって２倍に希釈したＦＢＳ画分に、０．５μＭとなるようにアポ体のＵｎａ
Ｇタンパク質を添加し、室温で３０分間インキュベートした。続いて９６穴マイクロプレ
ート（ｇｒｅｉｎｅｒ

ｂｉｏ−ｏｎｅ）に２００μｌずつ添加し、ＥｎＳｐｉｒｅ

マ

ルチモードプレートリーダー（ＰｅｒｋｉｎＥｌｍｅｒ）を用いて波長４９７ｎｍの励起
光で波長５２７ｎｍの蛍光強度を測定した。結果を図３に示した。
【０１０７】
（結果）
図３は、ＦＢＳおよびＦＢＳ画分との再構成によるＵｎａＧタンパク質の蛍光特性等を示
した図である。（ａ）は、ＦＢＳによって再構成したアポ体のＵｎａＧタンパク質（左）
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およびホロ体のＵｎａＧタンパク質（哺乳類細胞由来のＦＬＡＧ−ＵｎａＧタンパク質）
(右）の励起スペクトルおよび蛍光スペクトルを示した図である。（ｂ）は、ＦＢＳを密
度勾配超遠心分離により分画し、各画分とアポ体のＵｎａＧタンパク質とを再構成し測定
した蛍光強度（実線）および各血清画分のタンパク質濃度（破線）を示した図である。縦
軸は蛍光強度（左軸）とタンパク質濃度（ｍｇ／ｍｌ）（右軸）、横軸は画分番号を示す
。
【０１０８】
図３の結果から、ＦＢＳに含有される成分がＵｎａＧタンパク質のリガンドとして機能
することがわかった。
【０１０９】
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＜ホロ体のＵｎａＧタンパク質からのリガンドの抽出法＞
リガンドの抽出はＢｌｉｇｈ

ａｎｄ

Ｄｙｅｒ法（Bligh, E.G. & Dyer, W.J. Can.

J. Biochem. Physiol. 37, 911‑917, 1959）に従って行った。哺乳類細胞由来のＦＬＡＧ
−ＵｎａＧタンパク質（ホロ体）溶液０．４ｍｌに対し、クロロホルム０．５ｍｌおよび
メタノール１ｍｌを加えて混合した。上記混合物に対し、クロロホルム０．５ｍｌおよび
バッファー０．５ｍｌを加えてさらに混合し、最終的に水溶液：メタノール：クロロホル
ムの比を０．９：１：１となるようにした。その後、１，５００ｒｐｍの遠心力で５分間
遠心分離を行い、リガンドを含む脂質成分が抽出された有機溶媒層と、水層とに分離させ
た。このうち、リガンドを含む脂質の抽出液（すなわち有機溶媒層）を回収した。
10

【０１１０】
＜ホロ体のＵｎａＧタンパク質から抽出したリガンドおよびビリルビンの吸収スペクト
ルの比較＞
上述の方法によって、ホロ体のＵｎａＧタンパク質から抽出されたリガンドおよび血清
に含まれている成分の1つであるビリルビンについて、吸収スペクトルを比較し、吸収ス
ペクトルが一致するものを探索した。結果を図４に示す。
【０１１１】
（結果）
図４は、ビリルビン（左）と、ＵｎａＧリガンド（右）の吸収スペクトルを示した図で
ある。横軸は吸収光の波長を示し、縦軸は吸光度を示した。図４に示されているように、
ＵｎａＧのリガンドの吸収スペクトルは、ビリルビンの吸収スペクトルと一致した。した

20

がって、ＵｎａＧのリガンドはビリルビンであることが示された。
【０１１２】
〔５．ＵｎａＧタンパク質の非抱合型ビリルビンに対する特性〕
（材料および方法）
＜再構成によるホロ体のＵｎａＧの作製＞
１００％ＤＭＳＯに溶解させたビリルビン（和光純薬）をＰＢＳによって希釈し、ビリ
ルビンの濃度がアポ体のＵｎａＧ溶液に対してモル比において２倍の量となるように、ア
ポ体のＵｎａＧタンパク質溶液にビリルビンを添加し、混合した。混合の際、ビリルビン
溶液のＤＭＳＯの終濃度と、アポ体のＵｎａＧタンパク質溶液のＤＭＳＯの終濃度とが同
じになるようにした。混合した溶液を入れた容器を遮光し、室温において１０分間静置し

30

た。その後、ＰＤ−１０カラム（ＧＥヘルスケア株式会社）に該混合溶液を供して、混合
溶液に含まれるバッファーを、ＰＢＳへバッファー交換しつつ余剰のビリルビンを除いた
。必要に応じて、Ａｍｉｃｏｎ

Ｕｌｔｒａ（３０００ＭＷＣＯ、メルクミリポア）を用

いて限外濾過することによって、ホロ体のＵｎａＧタンパク質の濃縮を行った。
＜ビリルビンまたはビリルビン類縁体を用いたアポ体のＵｎａＧタンパク質の再構成＞
ビリルビンまたはビリルビン類縁体である、ビリベルジン（Ｔｒｏｎｔｏ
ｒｃｈ

Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）、ウロビリン（ＭＰ

ジタウロビリルビン（Ｆｒｏｎｔｉｅｒ

Ｒｅｓｅａ

Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌｓ）もしくは

Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ）を終濃度が、０．１２

５μＭ、０．２５μＭ、０．５μＭ、１．０μＭ、および２．０μＭとなるようにＰＢＳ
で希釈し、０．５μＭのアポ体のＵｎａＧタンパク質と混合し、室温で３０分間静置した
。９６穴マイクロプレート（ｇｒｅｉｎｅｒ
、ＥｎＳｐｉｒｅ
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ｂｉｏ−ｏｎｅ）に２００μｌずつ添加し

マルチモードプレートリーダー（ＰｅｒｋｉｎＥｌｍｅｒ）を用いて

波長４９７ｎｍの励起光で波長５２７ｎｍの蛍光強度を測定した。結果を図５に示す。
【０１１３】
（結果）
図５は、アポ体のＵｎａＧタンパク質溶液に各濃度のビリルビンまたは各濃度のビリル
ビン類縁体を添加して再構成したＵｎａＧタンパク質の蛍光強度を示す。横軸はリガンド
濃度（μＭ）、縦軸は蛍光強度を示す。ビリルビン類縁体を加えてもＵｎａＧは蛍光を発
せず、ＵｎａＧの蛍光はビリルビン特異的であることが示された。
【０１１４】
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〔６．ＵｎａＧタンパク質の凝集性に関与する部位の解析〕
（材料および方法）
＜変異導入（Ｒ８２ＥＫ８４Ｅ）によるＵｎａＧ改変体の作製方法およびＲ８２ＥＫ８
４Ｅ改変体のＵｎａＧタンパク発現＞
GENEART(登録商標) Site‑Directed Mutagenesis System（インビトロジェン株式会社）
を使用し、製品に添付されている手順書に従って、ＵｎａＧのアミノ酸配列に対する部位
特異的な変異導入を行った。上述の２−１．に記載の大腸菌発現用組み換え体（ベクター
）ｐＧＥＸ−２Ｔ−ＵｎａＧを鋳型とし、センスプライマー（配列番号２７）とアンチセ
ンスプライマー（配列番号２８）を用いてＰＣＲにより野生体のＵｎａＧタンパク質の８
２番目のアミノ酸であるＲ、および８４番目のアミノ酸であるＫをそれぞれＥに置換した

10

。変異を導入したｐＧＥＸ−２Ｔ−ＵｎａＧ（Ｒ８２ＥＫ８４Ｅ）を大腸菌株ＢＬ２１（
ＤＥ３）に形質転換し、上述の２−１．に記載の野生体のＵｎａＧタンパク質の発現方法
と同様の方法によってタンパク質を発現させた。ＵｎａＧタンパク質の精製についても上
述の２−１．に記載の方法と同様に行った。ただし、Ｔｈｒｏｍｂｉｎ消化に用いたＴｈ
ｒｏｍｂｉｎは４０ユニットとし、２０℃において、３時間の条件により行った。精製後
、ビリルビンと再構成させることによりホロ体を調製した。ホロ体の調製方法は、上述の
２−２．に記載の方法と同様の方法を用いて行った。Ｒ８２ＥＫ８４Ｅ改変体の推定アミ
ノ酸配列を配列番号５に示した。
【０１１５】
＜タンパク質の凝集性の評価＞

20

野生体のＵｎａＧタンパク質（１０ｍｇ／ｍｌ）およびＲ８２ＥＫ８４Ｅ改変体のＵｎ
ａＧタンパク質（８．５ｍｇ／ｍｌ）のタンパク質溶液２０μｌをマイクロトラック粒度
分析計ＭＴ３０００ＩＩ（日機装株式会社）に供し、動的光散乱法を用いて粒子径を測定
した。粒子径に対する頻度をプロットし、凝集性を評価した。結果を図６に示す。
【０１１６】
＜Ｒ８２ＥＫ８４Ｅ改変体の蛍光特性の分析＞
Ｒ８２ＥＫ８４Ｅ改変体の蛍光特性について分析するため、蛍光スペクトル、吸収スペ
クトルおよび量子収率の測定を行った。測定は上述の３．に記載の方法と同様の方法によ
って行った。蛍光寿命は小型蛍光寿命測定装置Quantaurus‑Tau（浜松ホトニクス株式会社
）で測定した。また、野生体のＵｎａＧタンパク質の値と比較した。結果を表３に示す。
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【０１１７】
（結果）
【０１１８】
【表３】
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【０１１９】
図６は、野生体のＵｎａＧタンパク質およびＲ８２ＥＫ８４Ｅ改変体のＵｎａＧタンパ
ク質の、粒子径の測定結果を示した図である。横軸は粒子径（ｎｍ）、縦軸は頻度（％）
を示す。図６に示されているように、野生体の場合は、粒子径の分布範囲の異なる２つの
ピークが見られた。このうち、粒子径の分布範囲の小さいピークは単量体を示し、粒子径
の分布範囲の大きい方のピークは凝集体のピークを示していると推測された。これに対し
、Ｒ８２ＥＫ８４Ｅ改変体は、野生体の２つのピークのうち、粒子径の分布範囲の小さい
ほうのピークと重なる位置に単一のピークを示した。すなわち、Ｒ８２ＥＫ８４Ｅ改変体
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は、野生体よりも分散性が向上し、凝集しにくくなった。
【０１２０】
〔７．ヒト血清中ビリルビンの検出〕
（材料および方法）
＜滴定によるアポ体のＵｎａＧタンパク質とビリルビンとの結合＞
アポ体のＵｎａＧタンパク質の濃度が５ｎＭのアポ体のＵｎａＧタンパク質溶液に、ビ
リルビン濃度が最終的に１０ｎＭになるまでビリルビンを滴定し、蛍光分光光度計で蛍光
スペクトルを測定した。グラフ作成ソフトウェアＯｒｉｇｉｎ（OriginLab社）を用いて
、各データの最大蛍光波長５２７ｎｍの蛍光強度をグラフにし、下記の式を用いてカーブ
フィットすることにより解離定数を求めた。

10

Ｙ＝［Ｋｄ＋Ｂｔ＋Ｐｔ−｛（Ｋｄ＋Ｂｔ＋Ｐｔ）２−４×Ｂｔ×Ｐｔ｝１／２］／（２
×Ｐｔ）
Ｙはビリルビンの結合度（蛍光強度）、Ｋｄは解離定数、Ｂｔはビリルビン濃度、Ｐｔ
はアポ体のＵｎａＧタンパク質濃度（５ｎＭ）を表す。
【０１２１】
＜ヒト血清中の非抱合型ビリルビンの検出法＞
ヒト検体を用いた実験は、独立行政法人理化学研究所の「人を対象とする研究規定」に
従い、承認を得て実施した。
【０１２２】
２３Ｇの注射針（テルモ株式会社）および５ｍｌの注射筒（テルモ株式会社）を用いて

20

、腕の静脈より５ｍｌを真空密封採血管（ネオチューブ、ニプロ株式会社）中に採血した
。採取した血液を遮光し、室温において３０分間静置した後、３，０００ｒｐｍの回転速
度で、２０分間遠心分離（ＫＵＢＯＴＡ

Ｋ−８０）を行い、血清約２．５ｍｌを回収し

た。回収した血清は遮光しながら氷冷し、速やかにビリルビン測定に供した。
【０１２３】
ＰＢＳで２００倍に希釈した血清にアポ体のＵｎａＧを終濃度０．５μＭとなるように
添加し、９６穴のマイクロプレート（ブラック、非吸着型、Greiner bio‑one）に２００
μｌ加えた。プレートにサンプルを添加した直後から蛍光の測定を開始した。EnSpire（
商標）マルチモードプレートリーダー（株式会社パーキンエルマー）を使用し、室温にお
いて１０分間おきに１時間、蛍光波長５２７ｎｍ（励起波長４９７ｎｍ）における蛍光強

30

度を測定した。各血清３ウェルずつ測定を行い、アポ体のＵｎａＧタンパク質を加えない
血清もバックグランドとして測定した。アポ体のＵｎａＧタンパク質を加えた値からバッ
クグランドの値を差し引き、正味の蛍光強度とした。結果を図７に示す。
さらに、三菱化学メディエンス株式会社に生化学検査を依頼し、血清中の総ビリルビン値
および直接ビリルビン値を酵素法（Doumas, B.T. et al., Clin. Chem.. 33, 1349‑1353,
1987； Kurosaka K et al., Clin. Chim. Acta. 269, 125‑136, 1998）により測定し、
間接ビリルビン値を計算法により測定した。なお、計算法とは総ビリルビン量と直接ビリ
ルビン量とを測定し、総ビリルビン量から直接ビリルビン量を差し引いた値を間接ビリル
ビン量とする方法である。間接ビリルビンの値と血清中のＵｎａＧの蛍光強度との相関係
数を求めた。結果を図８に示す。

40

【０１２４】
（結果）
図７は、ヒト血清にＵｎａＧを混合した場合の蛍光検出結果を示した図である。縦軸は
血清にアポ体のＵｎａＧタンパク質を添加したときを０分としたときの経過時間、横軸は
蛍光強度を指す。１０検体の検査結果を示した。
【０１２５】
図７に示されているように、２００倍に希釈した血清を用いた場合でも十分な蛍光強度
を得ることができた。したがって、非常に少ない量の血清であってもビリルビンの測定が
可能であることが示唆された。約１０分後には安定した蛍光が産生しその後も１時間以上
持続する。したがって、添加１０分後以降の適当な時間に測定することで再現性の高いデ
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ータが得られる。
【０１２６】
図８はビリルビンの量と、ＵｎａＧの蛍光強度との相関を示した図である。横軸は血清
中に含まれる間接ビリルビン（非抱合型ビリルビン）の濃度、縦軸は蛍光強度を示す。Ｕ
ｎａＧタンパク質の蛍光強度と、血清中の間接ビリルビンの濃度との間には強い相関性が
あることが示された。
【０１２７】
〔８．ビリルビン低結合性のＵｎａＧ改変体の作製〕
（材料および方法）
＜ランダム変異誘発＞

10

Diversify（登録商標）ＰＣＲランダム突然変異誘発キット（Clonetech）を用いて、Ｐ
ＣＲで野生体のＵｎａＧにランダムに突然変異を導入した。野生体のＵｎａＧの鋳型ＤＮ
Ａをもとにセンスプライマー（配列番号３１）、アンチセンスプライマー（配列番号３２
）を用いて、ＰＣＲによりベクターに挿入するＤＮＡを増幅した。大腸菌発現ベクターｐ
ＲＳＥＴＢのＫｐｎＩ/ＢａｍＨＩ制限酵素サイトにｍＣｈｅｒｒｙ配列を挿入したｐＲ
ＳＥＴＢ‑ｍＣｈｅｒｒｙベクターのＢａｍＨＩ/ＥｃｏＲＩ制限酵素サイトに増幅したＤ
ＮＡ断片をライゲーションした後、大腸菌株ＪＭ１０９（ＤＥ３）に形質転換しクローニ
ングした。ｍＣｈｅｒｒｙのアミノ酸配列を配列番号３３、塩基配列を配列番号３４に示
す。
【０１２８】

20

＜スクリーニング（コロニータイトレーション）＞
上述の形質転換によって得られた大腸菌コロニーから、ランダムにコロニーをピックア
ップし、ＬＢ培地１ｍｌに植菌し、３７℃で１晩培養した。８０００ｒｐｍの回転速度で
１分間遠心後、上清を除いた。回収した菌体に、B‑PER Protein Extraction Reagents（T
hermo Scientific）を４００μｌ添加し、５分間攪拌した。８０００ｒｐｍの回転速度で
、４℃で３分間遠心し、上清を回収した。９６穴マイクロプレート（FIAブラックプレー
ト、greiner bio‑one）に各サンプルをそれぞれ５０μｌずつ４穴に分注した。ビリルビ
ン溶液を１５０μｌ添加し、終濃度がそれぞれ０．０１、０．１、１．０および１０μＭ
となるようにした。室温で２０分間インキュベートし、EnSpire（登録商標）マルチモー
ドプレートリーダー（株式会社パーキンエルマー）を用いて、ＵｎａＧの野生体および改

30

変体について、波長４９７ｎｍの励起光で波長５２７ｎｍの蛍光強度を測定した。また、
ｍＣｈｅｒｒｙについて、励起波長５８０ｎｍで波長６１０ｎｍの蛍光強度を測定した。
ＵｎａＧタンパク質のｍＣｈｅｒｒｙに対する蛍光強度比を求めてプロットした。野生体
のＵｎａＧタンパク質と比較して、ビリルビンに低親和性を示し、且つ野生体と同程度の
蛍光強度を保つクローンであるＵｎａＧ改変体のタンパク質のプロットの結果を図９に示
す。
【０１２９】
また、野生体のＵｎａＧタンパク質と比較して、ビリルビンに低親和性を示し、且つ野
生体と同程度の蛍光強度を保つクローンを複製し、Applied Biosystems 3730xl DNA Anal
yzer（Applied Biosystems社）によってＤＮＡ配列解析を行い、遺伝子解析ソフトウェア

40

であるDNAdynamo（BlueTractorSoftware）を用いて配列の決定を行った。
【０１３０】
（結果）
配列解析の結果、野生体の１２番目のＡがＥに、８０番目のＳがＮにそれぞれ置換した
アミノ酸配列を有する変異体（以降Ａ１２ＥＳ８０Ｎ改変体と称する）であることが分か
った。得られたアミノ酸配列を配列番号２９に示す。
【０１３１】
図９は、ビリルビン濃度と、野生体のＵｎａＧタンパク質およびＡ１２ＥＳ８０Ｎ改変
体のＵｎａＧタンパク質のｍＣｈｅｒｒｙタンパク質に対する蛍光強度比との相関を示し
た図である。横軸はビリルビンの濃度、縦軸は蛍光強度比を示す。
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【０１３２】
〔９．ビリルビン低親和性改変体であるＡ１２ＥＳ８０Ｎ改変体タンパク質の解析〕
＜大腸菌におけるＡ１２ＥＳ８０Ｎ改変体ＵｎａＧタンパク質（アポ体）の発現＞
Ａ１２ＥＳ８０Ｎ改変体のＤＮＡ断片を大腸菌発現ベクターｐｃＲＳＥＴＢのＫｐｎＩ
／ＢａｍＨＩ制限酵素サイトにＦＬＡＧタグ配列（配列番号２６）を挿入したｐＲＳＥＴ
Ｂ‑ＦＬＡＧベクターのＢａｍＨＩおよびＥｃｏＲＩの制限酵素サイトにライゲーション
し、大腸菌株ＪＭ１０９（ＤＥ３）に形質転換しサブクローニングした。
【０１３３】
ＬＢプレート上のコロニーをＬＢ液体培地５０ｍｌに植菌し、１７℃で３晩培養し、Ｕ
ｎａＧの発現を誘導した。８０００ｒｐｍで３分間遠心分離を行い、大腸菌を回収した。

10

菌体を５ｍｌのＰＢＳで懸濁し、リゾチーム（４ｍｇ／ｍｌ）を５０μｌ添加し、液体窒
素で菌体を凍結させた後融解させた。この凍結融解の作業を３回繰り返し、３分間超音波
処理を行った後、７０００ｒｐｍ、４℃で２０分間遠心分離し、上清を回収し可溶化液を
得た。ＰＢＳで平衡化した１ｍｌのＮｉ−ＮＴＡ

Ａｇａｒｏｓｅ（ＱＩＡＧＥＮ）と可

溶化液を４℃で１時間インキュベートし、担体にＨｉｓ−ＦＬＡＧ融合ＵｎａＧを結合さ
せた。担体の総容量の１０倍以上の５ｍＭのイミダゾールを含むＰＢＳで洗浄した後、更
に担体の総容量の１５倍以上の１０ｍＭのイミダゾールを含むＰＢＳで洗浄した。その後
、３００ｍＭのイミダゾールを含むＰＢＳを５００μｌずつ担体に添加し、Ｈｉｓ−ＦＬ
ＡＧ−ＵｎａＧ改変体タンパク質を溶出し、ブラッドフォード法を用いて溶出画分を検出
した。溶出画分を回収し、Ａｍｉｃｏｎ

Ｕｌｔｒａ−４（メルクミリポア）を用いて限

20

外濾過を行い、濃縮した。イミダゾールを除去するために、ＰＢＳで平衡化した脱塩カラ
ムＰＤ−１０（ＧＥヘルスケア）に濃縮したタンパク溶液を添加し、ＰＢＳを５００μｌ
ずつ加えＨｉｓ−ＦＬＡＧ−ＵｎａＧ改変体タンパク質を溶出し、ブラッドフォード法を
用いて溶出画分を検出した。精製したＨｉｓ−ＦＬＡＧ−ＵｎａＧ改変体タンパク質につ
いて、以下に示した計算式によりＡ２８０の吸光度に基づきタンパク質濃度を求めた。そ
の後ＳＤＳ−ＰＡＧＥ電気泳動によって精製の確認を行った。
εＭ＝Ｔｒｐ（２）×５５００＋Ｔｙｒ（７）×１４９０＋Ｃｙｓｔｉｎｅ（０）×１２
５＝２１４３０（Ａ２８０／ｍｏｌ／ｃｍ）
タンパク濃度＝Ａ２８０／εＭ＝Ａ２８０／２１４３０（ｍｏｌ／ｄｍ３）
精製後、ビリルビンと再構成させることによりホロ体を調製した。ホロ体の調製方法は

30

、上述の２−２．に記載の方法と同様の方法を用いて行った。
【０１３４】
＜Ａ１２ＥＳ８０Ｎ改変体の蛍光特性の分析＞
ホロ体のＡ１２ＥＳ８０Ｎ改変体タンパク質の蛍光特性について分析するため、蛍光ス
ペクトル、吸収スペクトルおよび量子収率（励起波長４７０ｎｍ）の測定を行った。測定
は上述の３．に記載の方法と同様の方法によって行った。また、野生体のＵｎａＧタンパ
ク質の値と比較した。結果を図１０および表４に示す。
【０１３５】
（結果）
【０１３６】
【表４】

40

【０１３７】
図１０は、Ａ１２ＥＳ８０Ｎ改変体のＵｎａＧタンパク質の蛍光の特性を示した図であ
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る。左の図はＡ１２ＥＳ８０Ｎ改変体のＵｎａＧタンパク質の吸収スペクトルを示してお
り、横軸は吸収光の波長を示し、縦軸は吸光度を示す。右の図は、Ａ１２ＥＳ８０Ｎ改変
体のＵｎａＧタンパク質の励起スペクトルおよび蛍光スペクトルを示しており、横軸は励
起光および蛍光の波長を示し、縦軸は蛍光強度を示す。
【０１３８】
〔９．Ａ１２ＥＳ８０Ｎ改変体のビリルビン結合性能の評価〕
（材料および方法）
＜解離定数測定＞
アポ体のＡ１２ＥＳ８０Ｎ改変体タンパク質にビリルビンを滴定し、分光蛍光光度計F‑
2500（株式会社日立ハイテクノロジーズ）で蛍光強度を測定した。その結果をプロットし

10

、データ分析およびグラフ作成ソフトウェアＯｒｉｇｉｎ（OriginLab社）によりフィッ
ティングを行い解離定数（Ｋｄ）を求めた。ビリルビンの滴定方法および解離定数の測定
方法については、７．に記載の方法と同様の方法によって行った。結果を図１１に示す。
【０１３９】
（結果）
図１１は、ビリルビンの量と、野生体のＵｎａＧタンパク質（左）またはＡ１２ＥＳ８
０Ｎ改変体のＵｎａＧタンパク質（右）の蛍光強度との相関を示した図である。カーブフ
ィッティングの結果、ＵｎａＧ野生体のＫｄ＝９８ｐＭに対し、Ａ１２ＥＳ８０Ｎ改変体
はＫｄ＝１．９ｎＭの親和力でビリルビンに結合することが分かった。
【０１４０】

20

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、請求項に示した
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
書中に記載した参考文献に記載の内容は全て、リファレンスとして本明細書の内容に援用
される。
【産業上の利用可能性】
【０１４１】
本発明によれば、ニホンウナギ由来の新規な蛍光特性を有するタンパク質を提供する。
また、本発明のポリペプチドをバイオマーカーとした、新規なビリルビンの検出方法を提
供することが出来る。
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