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(57)【要約】
コラーゲンタンパク質の改変およびそれを応用した、
研究または治療法開発を含む各種用途に有用なツール、
方法等の開発等のために、本発明は、形質転換細胞で発
現され、当該細胞外にてコラーゲン線維を形成すること
ができる改変されたコラーゲンタンパク質であって、上
記形質転換が、上記改変されたコラーゲンタンパク質を
コードするポリヌクレオチドの上記細胞への導入による
ものである、改変されたコラーゲンタンパク質を提供す
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
形質転換細胞で発現され、前記細胞外にてコラーゲン線維を形成することができる改変
されたコラーゲンタンパク質であって、前記形質転換が、前記改変されたコラーゲンタン
パク質をコードするポリヌクレオチドの前記細胞への導入によるものである、改変された
コラーゲンタンパク質。
【請求項２】
請求項１に記載の改変されたコラーゲンタンパク質であって、前記改変が、前記コラー
ゲンをコードするヌクレオチド配列への前記コラーゲンとは異なるタンパク質をコードす
るポリヌクレオチドの挿入または付加によるものである、改変されたコラーゲンタンパク
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質。
【請求項３】
前記挿入または付加が、コラーゲンタンパク質のＮ末端側またはＣ末端側の領域に対応
する領域内の部位においてなされたものである、請求項１または２に記載の改変されたコ
ラーゲンタンパク質。
【請求項４】
前記コラーゲンとは異なるタンパク質が、標識用タンパク質および治療用タンパク質か
らなる群から選択される、請求項１〜３のいずれか一項に記載の改変されたコラーゲンタ
ンパク質。
【請求項５】
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前記標識用タンパク質が、蛍光タンパク質（例：GFP、iRFP、HaloTag7）または発光タ
ンパク質（例：ルシフェラーゼ（遺伝子例:Luc(+), Luc2、CBGluc、CBRluc、ELuc、SLR、
SLO、SLG））であり、前記治療用タンパク質が、抗体または特殊ペプチドである、請求項
４に記載の改変されたコラーゲンタンパク質。
【請求項６】
前記コラーゲンが、Type VコラーゲンまたはType XIコラーゲンである、請求項１〜５
のいずれか一項に記載の改変されたコラーゲンタンパク質。
【請求項７】
前記コラーゲンが、Type V α1、Type V α3、Type XI α1、またはType XI α2コラー
ゲンである、請求項６に記載の改変されたコラーゲンタンパク質。

30

【請求項８】
請求項１〜７のいずれか一項に記載の改変されたコラーゲンタンパク質であって、配列
番号２および配列番号４からなる群から選択されるアミノ酸配列またはそれに対して少な
くとも９０％の同一性を有するアミノ酸配列を含む、改変されたコラーゲンタンパク質。
【請求項９】
請求項１〜８のいずれか一項に記載の改変されたコラーゲンタンパク質をコードするポ
リヌクレオチド。
【請求項１０】
配列番号１および配列番号３からなる群から選択されるヌクレオチド配列またはそれに
対して少なくとも９０％の同一性を有するヌクレオチド配列からなる、請求項９に記載の
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ポリヌクレオチド。
【請求項１１】
請求項９または１０に記載のポリヌクレオチドを含む発現ベクター。
【請求項１２】
請求項９もしくは１０に記載のポリヌクレオチド、または請求項１１に記載の発現ベク
ターが導入された発現細胞株。
【請求項１３】
請求項１２に記載の発現細胞株をコートしたコラーゲンコートディッシュ。
【請求項１４】
請求項１〜８のいずれか一項に記載の改変されたコラーゲンタンパク質または請求項９
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もしくは１０に記載のポリヌクレオチドを含む薬物送達ビヒクル。
【請求項１５】
請求項１〜８のいずれか一項に記載の改変されたコラーゲンタンパク質または請求項９
もしくは１０に記載のポリヌクレオチドを含む組成物。
【請求項１６】
請求項９もしくは１０に記載のポリヌクレオチド、請求項１１に記載の発現ベクター、
請求項１２に記載の発現細胞株、請求項１４に記載のビヒクル、または請求項１５に記載
の組成物が導入されたモデル動物。
【請求項１７】
前記モデル動物がマウスである、請求項１６に記載のモデル動物。
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【請求項１８】
改変されたコラーゲンをコードする遺伝子を形質導入した細胞の細胞外において前記改
変されたコラーゲンタンパク質を含むコラーゲン線維を形成させる方法であって、
請求項９または１０に記載のポリヌクレオチドを前記細胞に導入する工程を含む、方法
。
【請求項１９】
形質導入された前記細胞をインビトロでストレス下で培養する工程を含む、請求項１８
に記載の方法。
【請求項２０】
モデル動物において前記改変されたコラーゲンタンパク質を含むコラーゲン線維を形成
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させる工程をさらに含む、請求項１８または１９に記載の方法。
【請求項２１】
前記改変されたコラーゲンタンパク質が、標識用タンパク質の挿入または付加により改
変されており、
前記標識を検出するための可視化またはイメージングの工程をさらに含む、請求項１８
〜２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
前記改変されたコラーゲンが、Ｎ末端ドメインとヒンジ部位との間の部位に標識用タン
パク質を挿入したType Vコラーゲンα１である、請求項１８〜２１のいずれか一項に記載
の方法。
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【請求項２３】
コラーゲン分泌および／またはコラーゲン線維形成の阻害剤のスクリーニング方法であ
って、
請求項１２に記載の発現細胞株をインビトロでストレス条件下で培養する工程であって
、改変されたコラーゲンタンパク質が標識用タンパク質の挿入または付加により改変され
ている、工程、
前記ストレス条件下での培養の前に、前記培養物に前記阻害剤の候補物質を添加する工
程、ならびに
前記候補物質の前記添加後、前記培養物において、前記細胞の細胞外においてコラーゲ
ン分泌および／またはコラーゲン線維形成を観察し、前記コラーゲン分泌および／または
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コラーゲン線維形成を、前記候補物質の前記添加がなかった場合と比較して低減させる作
用を有する前記候補物質を前記阻害剤として選択する工程を含む、方法。
【請求項２４】
前記選択する工程が、前記標識を検出するための可視化またはイメージングの工程を含む
、請求項２３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、コラーゲンタンパク質の改変技術およびそれを利用したコラーゲンタンパク
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質の新規用途に関する。
【背景技術】
【０００２】
組織の線維化は、炎症や損傷に伴って起こる創傷治癒が過剰になり、結合組織が正常組
織に置き換わることで発生し、臓器や組織の機能低下を引き起こす（例えば、肺において
は間質性肺炎、感染症、肺炎等（喫煙が原因になり得る）；肝臓においては、脂肪肝等（
ウイルス感染、アルコール等が原因になり得る）；腎臓においては、糖尿病末期等；心臓
においては、心不全等；あるいは術後の癒着など）。種々の疾患の特に末期に発生しやす
く、臓器不全の主要な原因である。これらの発生の解析には、実験動物の解剖（すなわち
、侵襲的方法）による一連の解析が必要である。
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【０００３】
従来、コラーゲンタンパク質のＮ末端またはＣ末端は細胞外に分泌される際に切断・除
去され、長いコラーゲンポリペプチドの中央部分（３量体ヘリックス部分）だけが線維形
成に関与するため、Ｎ末端またはＣ末端に蛍光タンパク質などを付加したイメージングで
は、細胞内での輸送過程しか検出できず、細胞外に出る時点で切断後のコラーゲン線維を
可視化することは不可能であった。
【０００４】
また、線維形成に関与する３量体ヘリックス部分は種間で保存された部分であり、構造
的に安定であるため、この部分に他のタンパク質を挿入することは困難であった。（図１
; 非特許文献１：Prockop DJ et al., New Engl J Med, Vol.301, 13‑23, 1979）したが
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って、一般的な融合タンパク質の手法での標識化は困難であった。
【０００５】
線維化の成分であるType I、III、V、XIコラーゲンのうちで、TypeVおよびXIコラーゲ
ンは例外的に切断されないN末端ドメインを有し、特に、Type Iなどの他のコラーゲンと
集合して太い線維を形成する際に、Type VコラーゲンのN末端ドメインは線維の外側に配
列されると考えられている（図２; 非特許文献２： Simone M. Smith and David E. Birk
, Exp Eye Res Vol.98, 105‑106, 2012）
【０００６】
ヒト・コラーゲン発現ベクターおよびヒト・コラーゲンの製造方法が、特許文献におい
て報告されている（特許文献１：特開平０８−０２３９７９号公報）。この文献では、ヒ
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ト３型コラーゲン遺伝子の全長をそのままベクターに組み込んで発現させることが報告さ
れており、電気泳動上は正しいタンパク質が合成されているようであるが、細胞外に本来
のコラーゲン線維を形成しているかどうかについては記載されていない。そもそもsf9細
胞は他の種類のコラーゲンを産生しておらず、この細胞を用いて正しいコラーゲン線維形
成はできないであろうと思われる。また、生体組織分析用プローブ及びその利用法を報告
する文献もある（特許文献２：ＷＯ２０１２／１２４３３８）。この文献は、コラーゲン
分解酵素のコラーゲン結合ドメインに蛍光タンパク質などを付加したプローブを開示する
。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００７】
【特許文献１】特開平０８−０２３９７９号公報
【特許文献２】ＷＯ２０１２／１２４３３８
【０００８】
【非特許文献１】Prockop DJ et al., New Engl J Med, Vol.301, 13‑23, 1979
【非特許文献２】Simone M. Smith and David E. Birk, Exp Eye Res Vol.98, 105‑106,
2012
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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本発明は、コラーゲンタンパク質の改変（例：外来タンパク質の挿入・付加）、および
それを応用した、研究または治療法開発を含む各種用途（例えば、非侵襲的な実験動物の
イメージング法、薬剤送達等）に有用なツール、方法等の開発等をその解決すべき課題と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明は、以下を提供する。
【００１１】
［１］形質転換細胞で発現され、上記細胞外にてコラーゲン線維を形成することができる
改変されたコラーゲンタンパク質であって、上記形質転換が、上記改変されたコラーゲン
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タンパク質をコードするポリヌクレオチドの上記細胞への導入によるものである、改変さ
れたコラーゲンタンパク質。
［２］上記［１］に記載の改変されたコラーゲンタンパク質であって、上記改変が、上記
コラーゲンをコードするヌクレオチド配列への上記コラーゲンとは異なるタンパク質をコ
ードするポリヌクレオチドの挿入または付加によるものである、改変されたコラーゲンタ
ンパク質。
［３］上記挿入または付加が、コラーゲンタンパク質のＮ末端側またはＣ末端側の領域に
対応する領域内の部位においてなされたものである、上記［１］または［２］に記載の改
変されたコラーゲンタンパク質。
［４］上記コラーゲンとは異なるタンパク質が、標識用タンパク質および治療用タンパク
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質からなる群から選択される、上記［１］〜［３］のいずれか一項に記載の改変されたコ
ラーゲンタンパク質。
［５］上記標識用タンパク質が、蛍光タンパク質（例：GFP、iRFP、HaloTag7）または発
光タンパク質（例：ルシフェラーゼ（遺伝子例:Luc(+), Luc2、CBGluc、CBRluc、ELuc、S
LR、SLO、SLG））であり、上記治療用タンパク質が、抗体または特殊ペプチドである、上
記［４］に記載の改変されたコラーゲンタンパク質。
［６］上記コラーゲンが、Type VコラーゲンまたはType XIコラーゲンである、上記［１
］〜［５］のいずれか一項に記載の改変されたコラーゲンタンパク質。
［７］上記コラーゲンが、Type V α1、Type V α3、Type XI α1、またはType XI α2コ
ラーゲンである、上記［６］に記載の改変されたコラーゲンタンパク質。
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［８］上記［１］〜［７］のいずれか一項に記載の改変されたコラーゲンタンパク質であ
って、配列番号２および配列番号４からなる群から選択されるアミノ酸配列またはそれに
対して、少なくとも８０％、８５％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％
、９６％、９７％、９８％、または９９％の同一性を有するアミノ酸配列を含む、改変さ
れたコラーゲンタンパク質。
［９］上記［１］〜［８］のいずれか一項に記載の改変されたコラーゲンタンパク質をコ
ードするポリヌクレオチド。
［１０］配列番号１および配列番号３からなる群から選択されるヌクレオチド配列または
それに対して少なくとも８０％、８５％、９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９
５％、９６％、９７％、９８％、または９９％の同一性を有するヌクレオチド配列からな
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る、上記［９］に記載のポリヌクレオチド。
［１１］上記［９］または［１０］に記載のポリヌクレオチドを含む発現ベクター。
［１２］上記［９もしくは１０］に記載のポリヌクレオチド、または上記［１１］に記載
の発現ベクターが導入された発現細胞株。
［１３］上記［１２］に記載の発現細胞株をコートしたコラーゲンコートディッシュ。
［１４］上記［１］〜［８］のいずれか一項に記載の改変されたコラーゲンタンパク質ま
たは上記［９］もしくは［１０］に記載のポリヌクレオチドを含む薬物送達ビヒクル。
［１５］上記［１］〜［８］のいずれか一項に記載の改変されたコラーゲンタンパク質ま
たは上記［９］もしくは［１０］に記載のポリヌクレオチドを含む組成物。
［１６］上記［９もしくは１０］に記載のポリヌクレオチド、上記［１１］に記載の発現
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ベクター、上記［１２］に記載の発現細胞株、上記［１４］に記載のビヒクル、または上
記［１５］に記載の組成物が導入されたモデル動物。
［１７］上記モデル動物がマウスである、上記［１６］に記載のモデル動物。
［１８］改変されたコラーゲンをコードする遺伝子を形質導入した細胞の細胞外において
上記改変されたコラーゲンタンパク質を含むコラーゲン線維を形成させる方法であって、
上記［９］または［１０］に記載のポリヌクレオチドを上記細胞に導入する工程を含む
、方法。
［１９］形質導入された上記細胞をインビトロでストレス下で培養する工程を含む、上記
［１８］に記載の方法。
［２０］モデル動物において上記改変されたコラーゲンタンパク質を含むコラーゲン線維
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を形成させる工程をさらに含む、上記［１８］または［１９］に記載の方法。
［２１］上記改変されたコラーゲンタンパク質が、標識用タンパク質の挿入または付加に
より改変されており、
上記標識を検出するための可視化またはイメージングの工程をさらに含む、上記［１８
］〜［２０］のいずれか一項に記載の方法。
［２２］上記改変されたコラーゲンが、Ｎ末端ドメインとヒンジ部位との間の部位に標識
用タンパク質を挿入したType Vコラーゲンα１である、上記［１８］〜［２１］のいずれ
か一項に記載の方法。
［２３］コラーゲン分泌および／またはコラーゲン線維形成の阻害剤のスクリーニング方
法であって、
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上記［１２］に記載の発現細胞株をインビトロでストレス条件下で培養する工程であっ
て、改変されたコラーゲンタンパク質が標識用タンパク質の挿入または付加により改変さ
れている、工程、
上記ストレス条件下での培養の前に、上記培養物に上記阻害剤の候補物質を添加する工
程、ならびに
上記候補物質の上記添加後、上記培養物において、上記細胞の細胞外においてコラーゲ
ン分泌および／またはコラーゲン線維形成を観察し、上記コラーゲン分泌および／または
コラーゲン線維形成を、上記候補物質の上記添加がなかった場合と比較して低減させる作
用を有する上記候補物質を上記阻害剤として選択する工程を含む、方法。
［２４］上記選択する工程が、上記標識を検出するための可視化またはイメージングの工
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程を含む、上記［２３］に記載の方法。
【発明の効果】
【００１２】
本発明によれば、コラーゲン線維の性質を損わないか、または損なう可能性が低い態様
で、コラーゲンタンパク質を改変できるという利点が提供される。
【００１３】
本発明によれば、形質転換した細胞の細胞外に移動し得る改変されたコラーゲンタンパ
ク質が提供される。本発明によれば、細胞外でコラーゲン線維を形成し得る改変されたコ
ラーゲンタンパク質を作製することが可能となる。
【００１４】
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本発明に従うコラーゲンタンパク質の改変技術によれば、コラーゲン線維の標識タンパ
ク質による標識化およびそれによるコラーゲン線維の可視化が可能となり得る。
【００１５】
本発明に従うコラーゲン線維の標識化方法によれば、実験動物を解剖することなく、非
侵襲的に生体内のイメージングが可能となる。したがって、本発明は、線維形成をリアル
タイムにモニタリングできるプローブとなり得るという利点を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】従来技術によるコラーゲン分子の構造を示す図である。
【図２】従来技術によるType Vコラーゲン分子の構造を示す図である。
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【図３】本発明に従ってType Vコラーゲンα１のN末ドメインとヒンジ部との間にイメー
ジング用タンパク質（例:蛍光タンパク質（GFP、iRFP）、HaloTagタンパク質）が導入さ
れる概念図である。
【図４】本発明に従って、GFP挿入Type Vコラーゲンα１をコラーゲン産生細胞であるマ
ウス骨芽細胞MC3T3‑E1に導入・発現したものをフローサイトメーターおよび蛍光顕微鏡で
解析した図である。
【図５】本発明に従って、マウス骨芽細胞MC3T3‑E1を通常培養したものと、Zeromo（登録
商標）を用いて重力ストレスを付加した場合の顕微鏡像の比較である。
【図６】本発明に従って、GFP挿入Type Vコラーゲンα１を導入・発現したマウス骨芽細
胞MC3T3‑E1を通常培養したものと、重力ストレスを付加した場合の顕微鏡像の比較である

10

。
【図７】本発明に従って、GFP挿入Type Vコラーゲンα１またはHaloTag7挿入Type Vコラ
ーゲンα１を導入・発現したマウス骨芽細胞MC3T3‑E1を通常培養したものと、一般的な振
とう機を用いて重力ストレスを付加した場合の顕微鏡像の比較である。
【図８】本発明に従って、HaloTag7挿入Type Vコラーゲンα１を導入・発現したマウス骨
芽細胞MC3T3‑E1を、一般的な振とう機を用いて重力ストレスを付加した後、細胞膜非透過
性のAlexa488リガンドと細胞膜透過性のTMRリガンドで２段階染色したものの顕微鏡像で
ある。
【図９】本発明に従ってGFP挿入Type Vコラーゲンα１またはHaloTag7挿入Type Vコラー
ゲンα１を発現させるために用いたベクターを示す模式図である。
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【図１０】本発明に従うGFP挿入Type Vコラーゲンα１の構成および配列情報を示す模式
図である。
【図１１】本発明に従うHaloTag7挿入Type Vコラーゲンα１の構成および配列情報を示す
模式図である。
【図１２】本発明に従って、GFP挿入Type Vコラーゲンα１を導入・発現したマウス線維
芽細胞Balb3T3を通常培養したものと、重力ストレスを付加した誘導培養の場合の顕微鏡
像の比較である。
【図１３】本発明に従って、GFP挿入Type Vコラーゲンα１を導入・発現したマウス骨芽
細胞MC3T3‑E1およびマウス線維芽細胞Balb3T3をそれぞれC57BL/6マウスおよびBalb/cマウ
スの背部皮下に移植し２週間目の顕微鏡像の比較である。
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【図１４】本発明に従って、GFP挿入Type Vコラーゲンα１を導入・発現したマウス骨芽
細胞MC3T3‑E1をC57BL/6マウスの背部皮下に移植し３週間目に摘出した皮膚の組織学的解
析である。
【図１５】本発明に従って、HaloTag挿入 Type Vコラーゲンα１を導入・発現したマウス
骨芽細胞MC3T3‑E1をC57BL/6マウスの背部皮下に移植し２週間目に蛍光リガンドで染色し
た皮膚の顕微鏡像である。
【図１６】本発明に従って、GFP挿入Type Vコラーゲンα１を導入・発現したマウス骨芽
細胞MC3T3‑E1の培養法を改良し、ガラスボトム上でも線維形成するようにした顕微鏡像で
ある。
【図１７】本発明に従って、GFP挿入Type Vコラーゲンα１を導入・発現したマウス骨芽
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細胞MC3T3‑E1を培養法し、ガラスボトム上で線維形成させたものの超解像顕微鏡像である
。
【図１８】本発明に従って、GFP挿入Type Vコラーゲンα１を導入・発現したマウス骨芽
細胞MC3T3‑E1をマルチウェルプレートで培養し、薬物による線維形成阻害効果の比較であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
本明細書中、「コラーゲン」および「コラーゲンタンパク質」は同意義のものとして用
いられる。
【００１８】
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本発明の目的のために使用されるコラーゲンとしては、細胞外に分泌される際に、少な
くともＮ末端およびＣ末端（すなわち、コラーゲン線維の形成時に線維の外側に配列され
、外来タンパク質等が付加し易い部分）のいずれかが切断・除去されないコラーゲンが好
ましい。そのようなコラーゲンの例としては、Type VコラーゲンおよびType XIコラーゲ
ンが挙げられる。Type Vコラーゲンとしては、Type V α1およびType V α3コラーゲンが
、Type XIコラーゲンとしては、Type XI α1およびType XI α2コラーゲンが、好ましい
。これらのコラーゲンのアミノ酸配列およびそれをコードするヌクレオチド配列の情報は
、公知の一般にアクセス可能なデータベース（例えば、NCBIのウェブサイト（https://ww
w.ncbi.nlm.nih.gov/））から入手である。
【００１９】
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本明細書中、コラーゲンタンパク質の「改変」は、主として、天然のコラーゲンへの外
来タンパク質の挿入または付加を意味し、そのうち特に、そのような外来タンパク質の挿
入または付加によって元々のコラーゲンタンパク質の機能（例えば、コラーゲン線維を形
成する能力）が実質的に損なわれない改変を意味する。そのような外来タンパク質の天然
のコラーゲンへの挿入または付加は、当業者に良く知られた一般的な遺伝子導入技術によ
り行うことができる。本明細書中、「挿入」および「付加」という用語は、コラーゲンタ
ンパク質への外来アミノ酸配列の挿入もしくは付加、またはそれをコードするヌクレオチ
ド配列への外来ヌクレオチド配列の挿入もしくは不可について言う場合に同じように使用
される。本明細書中、細胞の「形質転換」（Transformation）は、トランスフェクション
（Transfection）と同意義で使用され、細胞外部から遺伝子またはDNAを導入し、その細

20

胞の遺伝的性質を変える、またその操作を意味する。
【００２０】
本発明の目的のためのコラーゲンタンパク質の「改変」の好ましい部位は、コラーゲン
タンパク質が線維を形成する際に線維形成に実質的な影響を及ぼしにくい部位であり、好
ましくは、例えば、前述のコラーゲン線維の形成時に線維の外側に配列され、外来タンパ
ク質等が付加し易い部分としてのコラーゲンタンパク質のＮ末端側およびＣ末端側の領域
である。
【００２１】
後述の実施例においては、Type V α１コラーゲンのＮ末端ドメイン（Ｎ末端プロペプ
チド）とヒンジ部との間の領域内の部位（Type V α１コラーゲンをコードするヌクレオ
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チド配列（XM̲006497644）中の１７５０位と１７５１位の核酸の間の部位（当該ヌクレオ
チド配列によってコードされるアミノ酸配列（XP̲006497707）中の４４３位と４４４位の
アミノ酸残基の間の部位に対応））に外来タンパク質を挿入した例が示されている。その
他にもこのような改変に好ましい部位を有するコラーゲンタンパク質として、前述のType
V α3コラーゲン、Type XI α1およびType XI α2コラーゲン等が挙げられる。これらの
コラーゲンにおける外来タンパク質の挿入についての好適な部位は、本明細書中のガイダ
ンスおよび当該分野の技術常識から当業者は過度の実験を要することなく導くことができ
るであろう。
【００２２】
上述の「外来タンパク質」として、本発明の目的のために好適なものとして、蛍光タン
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パク質（例：GFP、iRFP、HaloTag7）、ルシフェラーゼのような発光タンパク質（遺伝子
例：Luc(+), Luc2、CBGluc、CBRluc、ELuc、SLR、SLO、SLG（参考文献（全体が参考とし
て本明細書中で援用される）：Akimoto et al. 生物物理 49(2), 070‑074 (2009)））等
の標識タンパク質、疾患の治療に用いられるタンパク質（例えば、抗体）またはペプチド
（例えば、生体内で分解されにくいように合成された特殊ペプチド）等が挙げられる。上
記の蛍光タンパク質または発光タンパク質は、例えば、市販されており、当業者に入手可
能である。発光タンパク質の導入方法についての参考文献（全体が参考として本明細書中
で援用される）：Takai et al., PNAS, 112(14), 4352‑4356 (2015); Suzuki et al., Na
ture Communications 7:13718 DOI:10.1038 (2016)。蛍光タンパク質、発光タンパク質等
の標識の検出のための可視化またはイメージングの手法については、後述の実施例、前掲
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の参考文献、または市販の場合は製造業者の使用説明書等から十分なガイダンスを得るこ
とができる。
【００２３】
本発明の目的のために、改変されたコラーゲンタンパク質の産生に使用され得る細胞と
しては、任意の動物細胞が挙げられる。そのような細胞の例としては、例えば、後述の実
施例において用いたマウスMC3T3‑E1細胞（元来コラーゲンを産生する細胞）、またはマウ
スBalb3T3細胞が挙げられるがこれに限定されない。また、動物細胞の「動物」の例とし
ては、マウス、ラット、モルモット、スナネズミ、ハムスター、フェレット、ウサギ、イ
ヌ、ミニブタなどが挙げられるがこれらに限定されない。
10

【００２４】
本明細書中、用語「同一性（ｉｄｅｎｔｉｔｙ）」は、「相同性（ｈｏｍｏｌｏｇｙ）
」とは区別して用いるものとする。例えば、アミノ酸配列間のホモロジー（相同性）をい
う場合、同じ性質を持つアミノ酸（グルタミン酸とアスパラギン酸など）はひとつのグル
ープとして扱うが、同一性を考える場合は区別される。すなわち、同一性は一致性をさす
。アミノ酸配列やヌクレオチド配列の同一性は、カーリンおよびアルチュールによるアル
ゴリズムＢＬＡＳＴ（Ｐｒｏｃ．
，

２２６４−２２６８，

．

ＵＳＡ，

９０，

Ｎａｔｌ．

１９９０；

５８７３，

Ａｃａｄ．

Ｐｒｏｃ．

Ｓｃｉ．

Ｎａｔｌ．

ＵＳＡ，

Ａｃａｄ．

８７
Ｓｃｉ

１９９３）を用いて決定できる。ＢＬＡＳＴのアル

ゴリズムに基づいたＢＬＡＳＴＮやＢＬＡＳＴＸと呼ばれるプログラムが開発されている
（Ａｌｔｓｃｈｕｌ
，

ＳＦ，

ｅｔ

ａｌ：

Ｊ

Ｍｏｌ

Ｂｉｏｌ

２１５：

４０３
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１９９０）。ＢＬＡＳＴＮを用いて塩基配列を解析する場合は、パラメーターは、例

えばｓｃｏｒｅ＝１００、ｗｏｒｄｌｅｎｇｔｈ＝１２とする。また、ＢＬＡＳＴＸを用
いてアミノ酸配列を解析する場合は、パラメーターは、例えばｓｃｏｒｅ＝５０、ｗｏｒ
ｄｌｅｎｇｔｈ＝３とする。ＢＬＡＳＴとＧａｐｐｅｄ

ＢＬＡＳＴプログラムを用いる

場合は、各プログラムのデフォルトパラメーターを用いことができる。
【００２５】
本発明の発展的な実施形態においては、改変されたコラーゲンタンパク質を発現するよ
うに形質転換された細胞にストレスを与えて、当該改変されたコラーゲンタンパク質の当
該細胞の外への分泌を促進する。本発明の目的に従う、改変されたコラーゲンタンパク質
を発現するように遺伝子導入された細胞へ与える「ストレス」条件としては、培地を容器

30

に満たす、重力の変化、振動、遠心力などが挙げられるが、細胞の形態を変化させる効果
を有するものであれば、これらに限定されない。
【００２６】
［配列の簡単な説明］
配列番号１は、図１０に模式的に示すGFP挿入Type Vコラーゲンα１をコードするヌク
レオチド配列を示す。
配列番号２は、図１０に模式的に示すGFP挿入Type Vコラーゲンα１のアミノ酸配列を
示す。
配列番号３は、図１１に模式的に示すHaloTag7挿入Type Vコラーゲンα１をコードする
ヌクレオチド配列を示す。

40

配列番号４は、図１１に模式的に示すHaloTag7挿入Type Vコラーゲンα１のアミノ酸配
列を示す。
配列番号５は、本発明の実施例に係るプラスミドベクターpEB6CAGcol5α1‑EGFPのヌク
レオチド配列を示す。
配列番号６は、本発明の実施例に係るプラスミドベクターpEB6CAGcol5α1‑Halo7のヌク
レオチド配列を示す。
配列番号７は、本発明の実施例に係る改変されたコラーゲンタンパク質を作製する際に
用いたリンカーのヌクレオチド配列を示す（図１０および図１１を参照）。
配列番号８は、配列番号７のヌクレオチド配列がコードするアミノ酸配列を示す。
配列番号９は、マウス由来のType Vコラーゲンα１をコードするヌクレオチド配列（XM
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̲006497644）を示す。
配列番号１０は、マウス由来のType Vコラーゲンα１のアミノ酸配列（XP̲006497707）
を示す。
配列番号１１は、マウス由来のType Vコラーゲンα３をコードするヌクレオチド配列（
XM̲017313471）を示す。
配列番号１２は、マウス由来のType Vコラーゲンα３のアミノ酸配列（XP̲017168960）
を示す。
配列番号１３は、マウス由来のType XIコラーゲンα１をコードするヌクレオチド配列
（NM̲007729）を示す。
配列番号１４は、マウス由来のType XIコラーゲンα１のアミノ酸配列（NP̲031755）を
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示す。
配列番号１５は、マウス由来のType XIコラーゲンα２をコードするヌクレオチド配列
（NM̲001317722）を示す。
配列番号１６は、マウス由来のType XIコラーゲンα２のアミノ酸配列（NP̲001304651
）を示す。
配列番号１７は、本発明の実施例に係る改変されたコラーゲンタンパク質を作製する際
に用いたクローニングベクターpEGFP‑N1のヌクレオチド配列（U55762）を示す（図１０を
参照）。
配列番号１８は、配列番号１７のクローニングベクターpEGFP‑N1によってコードされた
増強された緑色蛍光タンパク質（enhanced green fluorescent protein）のアミノ酸配列
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（AAB02574）を示す。
配列番号１９は、本発明の実施例に係る改変されたコラーゲンタンパク質を作製する際
に用いたCMV Flexi Vector pFN21K (HaloTag 7)のヌクレオチド配列（EU621375）を示す
（図１１を参照）。
配列番号２０は、配列番号１９のCMV Flexi Vector pFN21K (HaloTag 7)によってコー
ドされたカナマイシン抵抗性タンパク質（kanamycin resistance protein）のアミノ酸配
列（ACF22985）を示す。
【００２７】
以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明の技術的範囲がこれらの
実施例により限定されることは意図されない。
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【実施例】
【００２８】
［材料および方法］
以下に示す実施例において用いた材料および方法は、以下の通りである。
１．細胞培養
細胞はマウス由来骨芽細胞株MC3T3‑E1とマウス線維芽細胞Balb3T3を用いた。
通常培養は以下の材料を用いて、MC3T3‑E1は10%血清を含む αMEM培地で、Balb3T3は10
%血清を含むMEM培地で、37℃、5%CO2下で行った。
・血清：Fetal bovine serum(Gibco)
・培地：Minimum Essential Medium Alpha(Gibco)
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・培地：Minimum Essential Medium (Gibco)
・細胞培養用ディッシュ：Cell culture dish 60×15 mm(Falcon)
【００２９】
震とう培養には、以下のフラスコに培地を満たした状態で行った。
・細胞培養用フラスコ：Cell culture flask（12.5 cm2スラントネック/プラグシール）2
5 ml(Falcon)
シェイカーはミニシェーカーSHM‑2002(LMS)を用い、サンフラワー方式の振とうで振と
う角度7°、回転速度20 rpmで培養を行った。
【００３０】
２．遺伝子導入
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ベクター構築には、当研究室で開発されたpEB6CAGベクターを基本骨格に用いた。クロ
ーニングしたType VコラーゲンのN末球状ドメインとヒンジ部の間に、それぞれGFP、Halo
Tag(R)7(Promega)を挿入し、以下のベクターを作製した（図３、９、１０、１１を参照）
。
・pEB6CAGCol5α1‑GFP
・pEB6CAGCol5α1‑Halo7
本研究ではマウス頭蓋骨由来の細胞株であるMC3T3‑E1細胞およびマウス線維芽細胞株Ba
lb3T3を用いた。遺伝子導入はリポフェクション法で行い、ScreenFectTMA（和光純薬）を
試薬として用いた。遺伝子導入から36時間後、細胞を0.05%Trypsin・0.02%EDTA‑2Na・PBS
(‑)溶液（Trypsin溶液）で処理したのち60 mm dishに継代し、終濃度1.5 μg/mlのGeneti
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cin（G418）を含むαMEM培地またはMEM培地により5日間セレクションを行った。形成され
たコロニーを採取し、培養を継続した後、蛍光の輝度が高いクローンを選別した。
【００３１】
３．HaloTagリガンドによる染色
pEB6CAGCol5α1‑Halo7を導入したMC3T3‑E1細胞は、以下の３種類の色素を 0.1 μMにな
るように添加し、１時間染色後、培地で洗浄して色素を除去し、１時間脱色後に蛍光観察
を行った。
・HaloTag‑OregonGreen（細胞膜透過性、緑）
・HaloTag‑TMR（細胞膜透過性、赤）
・HaloTag‑Alexa488（細胞膜非透過性、緑）
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【００３２】
４．細胞の撮影
蛍光顕微鏡撮影には、OLYMPUS LX73を用いた。蛍光撮影には、以下のフィルターセット
を用いた。
・緑色蛍光：U‑EGFP（OLIMPUS）Ex:470/20、Em:518/45
・赤色蛍光：BrightLine(R)SpGold‑B‑000‑ZERO（Semrock）Ex:534/20、Em:572/28
・近赤外蛍光：BrightLine(R)Cy5.5‑B‑000（Semrock）Ex:655/40、Em:716/40
超解像顕微鏡撮影は、Zeiss LSM880 Airscanを用いて、細胞核をHoechst33342で対比染
色して観察した。
【００３３】
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５．細胞の移植
MC3T3‑E1およびBalb3T3のコラーゲンプローブ安定発現株1x106個の細胞を50 μlのPBS(
‑)に懸濁し、MC3T3‑E1細胞はC57BL/6 アルビノマウスの背部皮下に、Balb3T3細胞はBalb/
cマウスの背部皮下に移植した。２週間後、皮膚を切開し実体顕微鏡MVX（OLYMPUS）に設
置した マルチスペクトルCCDカメラNuance（PerkinElmer）を使い倍率2.5倍で撮影した。
GFP挿入の場合はそのまま観察し、HaloTag挿入の場合はStella700HaloTagリガンドを0.5
μMにPBS(‑)で希釈した溶液50 μlを細胞移植部位に投与して１時間染色後に撮影した。
蛍光撮影には、以下のフィルターを用いた。
・緑色蛍光：U‑FGFP（OLIMPUS）Ex:470/20、Em:518/45
・近赤外蛍光：BrightLine(R)Cy5.5‑B‑000（Semrock）Ex:655/40、Em:716/40
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移植３週間後に蛍光を含む皮膚片を摘出し固定後、蛍光の線維を切断する方向に切片を
作成して、H&E染色、マッソントリクローム染色、エラスチカワンギーソン染色にて、コ
ラーゲン線維の蓄積を検出した。
【００３４】
［実施例１］マウスMC3T3‑E1細胞におけるGFP挿入Type Vコラーゲンα１の発現
コラーゲンには専用の細胞内輸送系が必要だと考えられていることを考慮し、コラーゲ
ンを産生していると報告のあるマウスMC3T3‑E1細胞を使用し、GFP挿入Type Vコラーゲン
α１を導入・発現させた。蛍光顕微鏡で観察したところ、細胞質内に顆粒状の緑色蛍光が
観察され、膜小胞で輸送されていると考えられるが、ゴルジ体が暗く抜けていた（図４）
。これにより、通常の培養方法では、正しく輸送されず、分泌もされていないことが推定
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された。
【００３５】
［実施例２］ストレス下でのマウスMC3T3‑E1細胞におけるGFP挿入Type Vコラーゲンα１
の発現（１）
培養方法の改良を検討するため、北川鉄工所製Zeromo（登録商標）によって、フラスコ
を回転させ重力変化のストレスを与えた場合のMC3T3‑E1細胞の形態を観察した。図５に示
すように、通常培養では薄く広がった上皮様の形態であるのに対して、重力変化ストレス
３日後には細胞が細く折り重なって密集した線維芽細胞様の形態に変化した（図５）。
【００３６】
［実施例３］ストレス下でのマウスMC3T3‑E1細胞におけるGFP挿入Type Vコラーゲンα１
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の発現（２）
GFP挿入Type Vコラーゲンα１を導入・発現させたMC3T3‑E1細胞を図５と同様にZeromo
によって重力ストレスを与えた場合、３日目には細胞の形態が上皮様から線維芽細胞様に
変化するだけでなく、多くの結晶の出現を認め、また蛍光像にも部分的に線維状への変化
が認められた。さらにZeromo培養を継続した結果12日目には、正常なコラーゲン様の線維
像に完全に変化した（図６）。
【００３７】
［実施例４］ストレス条件の比較・検討
重力ストレスの与え方が、Zeromoによる回転が必要なのか、より単純な震とうでよいの
かを検討した。A) GFP挿入Type Vコラーゲンα１を導入・発現させたMC3T3‑E1細胞を静置
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して通常培養しても、細胞は上皮様であり分泌は起こらなかった（図７Ａ）。B)震とう培
養すると、形態が線維芽細胞様に変化し、分泌されたコラーゲン線維が蛍光として可視化
された（図７Ｂ）。C) HaloTag7挿入Type Vコラーゲンα１を導入・発現させ震とう培養
後、TMR‑HaloTagリガンドで染色すると、GFPの場合と同様にコラーゲン線維像が可視化さ
れた（図７Ｃ）。
【００３８】
［実施例５］コラーゲン線維の細胞外への分泌
図７で見られた線維が細胞外に分泌されたものであることを確認するため、染色方法を
、まず膜透過性がなく細胞外タンパク質しか染色できないAlexa488‑HaloTagリガンドで１
時間染色後、膜透過性で細胞内も染色できるTMR‑HaloTagリガンドでさらに１時間染色す
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る２段階染色を行った。緑の蛍光像（図８；下欄中央）から、線維は細胞外に分泌して形
成された線維を可視化したものであり、赤の蛍光像（図８；下欄右側）から、細胞内を輸
送中のタンパク質は図４の分泌されなかった際の蛍光像と同様になったことが示された（
図８）。
【００３９】
［実施例６］ストレス下でのマウスBalb3T3細胞におけるGFP挿入Type Vコラーゲンα１の
発現
同じGFP挿入Type Vコラーゲンα１プローブが他の細胞でも機能するか確認するため、G
FP挿入Type Vコラーゲンα１を導入・発現させたBalb3T3細胞株を樹立し解析を行った。
通常の増殖培養の間は細胞質に顆粒状の蛍光が検出されるだけで、分泌は起こらなかった
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（図１２Ａ）。静置して通常培養を継続しても分泌は起こらず、２週間目にはかなりの細
胞が死亡していた。（図１２Ｂ）。ストレス誘導培養すると２週間目に分泌されたコラー
ゲン線維が蛍光として可視化された（図１２Ｃ）。
【００４０】
［実施例７］GFP挿入Type Vコラーゲンα１発現細胞のマウス皮下移植
MC3T3‑E1およびBalb3T3のコラーゲンプローブ安定発現株1x106個の細胞を50 μlのPBS(
‑)に懸濁し、それぞれMC3T3‑E1細胞はC57BL/6 アルビノマウスの背部皮下に、Balb3T3細
胞はBalb/cマウスの背部皮下に移植した。２週間後、皮膚を裏返しにして蛍光撮影したと
ころ、いずれのマウスにおいても、GFPの蛍光で光るコラーゲン線維様のかたまりが形成
されていた。これらは、PBS(‑)のみを注射した部位には見られなかった（図１３）。
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【００４１】
［実施例８］GFP挿入Type Vコラーゲンα１発現MC3T3‑E１細胞を移植したマウス皮膚の組
織学的解析
GFP挿入Type Vコラーゲンα１発現MC3T3‑E1細胞を皮下移植後３週間目に実施例７と同
一部位を観察したところ、線維状蛍光塊が継続して存在した。これを含むように皮膚を回
収し、固定後に蛍光線維を横断する切片を作成し、ヘマトキシン・エオジン染色（（Hema
toxylin Eosin (HE） stain）、マッソントリクローム染色（Masson's Trichrome (MT) s
tain）、エラスチカワンギーソン染色（Elastica van Gieson （EVG） stain）を行った
。蛍光が見られた皮膚の裏側に、通常はみられない瘤状の構造がみられ（図１４矢頭）、
これはマッソントリクローム染色で膠原線維を示す青色に、またエラスチカワンギーソン
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染色で膠原線維を示すピンク色に染色されていた。これらにより、本発明によるType Vコ
ラーゲンα１プローブは、生きたマウス体内においてもコラーゲン線維を細胞外に形成し
、観察できることが確認された。
【００４２】
［実施例９］Halotag挿入Type Vコラーゲンα１発現MC3T3‑E１細胞のマウス皮下移植
Halotag挿入Type Vコラーゲンα１発現MC3T3‑E1の安定発現株1x106個の細胞を50 μlの
PBS(‑)に懸濁し、C57BL/6 アルビノマウスの背部皮下に移植した。２週間後、Stella700H
aloTagリガンドを0.5 μMにPBS(‑)で希釈した溶液50 μlを細胞移植部位に投与して１時
間染色後に皮膚を裏返しにして蛍光撮影したところ、Stella700の近赤外蛍光で光るコラ
ーゲン線維のかたまりが形成されていた。（図１５）。
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【００４３】
［実施例１０］GFP挿入Type Vコラーゲンα１発現MC3T3‑E１細胞の超解像顕微鏡解析
GFP挿入Type Vコラーゲンα１発現MC3T3‑E1をガラスボトム上で培養し、コラーゲン分
泌を誘導できるストレス培養に切り替えて19日後に細胞外に緑の蛍光の線維構造が確認さ
れた（図１６；写真の下段パネル）。これを４％パラフォルムアルデヒドで固定した後、
細胞核をHoechst33342で対比染色して、Zeiss LSM880 Airyscanを用いて超解像観察した
。コラーゲン線維と細胞が複雑に重なり合った３次元構造を形成していた。（図１７）。
【００４４】
［実施例１１］GFP挿入Type Vコラーゲンα１発現MC3T3‑E１細胞の線維形成阻害実験
GFP挿入Type Vコラーゲンα１発現MC3T3‑E1をマルチウェルプレートで培養し、コラー
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ゲン分泌を誘導できるストレス培養に切り替える際に、ピルフェニドン 1.0 mg/mlを添加
して、無添加のウェルと比較した。28日後にピルフェニドン無添加のウェルでは細胞外に
緑の蛍光の線維構造が確認されたが、添加したウェルでは、線維形成が阻害されていた。
（図１８）。これにより、本発明を利用することで、コラーゲン分泌・線維形成の阻害効
果をもつ薬物を探索できることが明らかとなった。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
本発明は、コラーゲン線維を直接可視化することから、線維形成をリアルタイムにモニ
タリングするプローブとして有用であり、またこれを利用した線維化抑制薬物のスクリー
ニング技術としても有用である。
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【００４６】
本発明は、線維化を研究するための研究ツールとしても有用である。
【００４７】
本発明の改変されたコラーゲンタンパク質（またはそれを含むコラーゲン線維）によれ
ば、コラーゲン線維への治療用タンパク質の担持および治療部位への送達も可能となり得
ることから、有用タンパク質の標的部位への送達ビヒクルとしても有用であり得る。
【００４８】
本発明は、非侵襲的かつリアルタイムで線維化症状をモニタすることができる各種疾患
等のモデル動物（例: マウス、ラット、モルモット、スナネズミ、ハムスター、フェレッ
ト、ウサギ、イヌ、ミニブタなど、ある程度の遺伝学的な統御がされており、均質な遺伝
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的要件を備えている実験動物）の提供に有用である。
【００４９】
本発明はまた、形質転換細胞で発現され、該細胞外でコラーゲン線維を形成することが
できる改変されたコラーゲンタンパク質をコードするポリヌクレオチドが発現可能に導入
された発現細胞株を含有する細胞培養培地を予めコーティングした細胞培養ディッシュ（
ストレス下培養前または後のいずれか）の提供に有用である。
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
形質転換細胞で発現され、前記細胞外にてコラーゲン線維を形成することができる改変
されたコラーゲンタンパク質であって、前記細胞が哺乳動物細胞であり、前記コラーゲン
タンパク質が、Ｔｙｐｅ

ＶまたはＴｙｐｅ

ＸＩコラーゲンタンパク質であり、前記形

質転換が、前記改変されたコラーゲンタンパク質をコードするポリヌクレオチドの前記細
胞への導入によるものであり、前記改変が、前記コラーゲンタンパク質のＮ末端プロペプ
チド（Ｎ−プロペプチド）またはＣ末端プロペプチド（Ｃ−プロペプチド）の領域に対応
する領域内の部位においてなされた、前記コラーゲンタンパク質をコードするヌクレオチ
ド配列への前記コラーゲンタンパク質とは異なるタンパク質をコードするポリヌクレオチ
ドの挿入または付加である、改変されたコラーゲンタンパク質。
【請求項２】
請求項１に記載の改変されたコラーゲンタンパク質であって、前記コラーゲンタンパク
質とは異なるタンパク質が、標識用タンパク質または治療用タンパク質である、改変され
たコラーゲンタンパク質。
【請求項３】
前記部位が、Ｔｙｐｅ

ＶまたはＴｙｐｅ

ＸＩコラーゲンタンパク質のＮ−プロペプ

チドの領域に対応する領域内の部位である、請求項１または２に記載の改変されたコラー
ゲンタンパク質。
【請求項４】
前記コラーゲンタンパク質とは異なるタンパク質が、標識用タンパク質である、請求項
１〜３のいずれか一項に記載の改変されたコラーゲンタンパク質。
【請求項５】
前記標識用タンパク質が、蛍光タンパク質（例：ＧＦＰ、ｉＲＦＰ、ＨａｌｏＴａｇ７
）または発光タンパク質（例：ルシフェラーゼ（遺伝子例：Ｌｕｃ（＋），Ｌｕｃ２、Ｃ
ＢＧｌｕｃ、ＣＢＲｌｕｃ、ＥＬｕｃ、ＳＬＲ、ＳＬＯ、ＳＬＧ））であり、前記治療用
タンパク質が、抗体または特殊ペプチドである、請求項２〜４のいずれか一項に記載の改
変されたコラーゲンタンパク質。
【請求項６】
前記部位が、Ｔｙｐｅ

ＶコラーゲンのＮ−プロペプチドの領域に対応する領域内にあ

る、請求項１〜５のいずれか一項に記載の改変されたコラーゲンタンパク質。
【請求項７】
前記コラーゲンが、Ｔｙｐｅ
、またはＴｙｐｅ

ＸＩ

Ｖ

α１、Ｔｙｐｅ

Ｖ

α３、Ｔｙｐｅ

ＸＩ

α１

α２コラーゲンである、請求項１〜６のいずれか一項に記載の

改変されたコラーゲンタンパク質。
【請求項８】
請求項１〜７のいずれか一項に記載の改変されたコラーゲンタンパク質であって、配列
番号２および配列番号４からなる群から選択されるアミノ酸配列またはそれに対して少な
くとも９０％の同一性を有するアミノ酸配列を含む、改変されたコラーゲンタンパク質。
【請求項９】
請求項１〜８のいずれか一項に記載の改変されたコラーゲンタンパク質をコードするポ
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リヌクレオチド。
【請求項１０】
配列番号１および配列番号３からなる群から選択されるヌクレオチド配列またはそれに
対して少なくとも９０％の同一性を有するヌクレオチド配列からなる、請求項９に記載の
ポリヌクレオチド。
【請求項１１】
請求項９または１０に記載のポリヌクレオチドを含む発現ベクター。
【請求項１２】
請求項９もしくは１０に記載のポリヌクレオチド、または請求項１１に記載の発現ベク
ターが導入された哺乳動物細胞である発現細胞株。
【請求項１３】
請求項１２に記載の発現細胞株をコートしたコラーゲンコートディッシュ。
【請求項１４】
請求項１〜８のいずれか一項に記載の改変されたコラーゲンタンパク質または請求項９
もしくは１０に記載のポリヌクレオチドを含む薬物送達ビヒクル。
【請求項１５】
請求項１〜８のいずれか一項に記載の改変されたコラーゲンタンパク質または請求項９
もしくは１０に記載のポリヌクレオチドを含む組成物。
【請求項１６】
請求項９もしくは１０に記載のポリヌクレオチド、請求項１１に記載の発現ベクター、
請求項１２に記載の発現細胞株、請求項１４に記載のビヒクル、または請求項１５に記載
の組成物が導入されたモデル動物。
【請求項１７】
前記モデル動物がマウスである、請求項１６に記載のモデル動物。
【請求項１８】
改変されたコラーゲンをコードする遺伝子を形質導入した哺乳動物細胞の細胞外におい
て前記改変されたコラーゲンタンパク質を含むコラーゲン線維を形成させる方法であって
、
請求項９または１０に記載のポリヌクレオチドが導入された前記細胞をインビトロでス
トレス下で培養する工程を含む、方法。
【請求項１９】
前記ストレスが前記細胞の形態を変化させるストレスであって、重力の変化、振動、お
よび遠心力からなる群から選択される、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
改変されたコラーゲンをコードする遺伝子を形質導入した哺乳動物細胞の細胞外におい
て前記改変されたコラーゲンタンパク質を含むコラーゲン線維を形成させる方法であって
、
請求項９または１０に記載のポリヌクレオチドが導入され、前記ポリヌクレオチドを安
定に発現する前記細胞をモデル動物に移植する工程を含む、方法。
【請求項２１】
前記改変されたコラーゲンタンパク質が、標識用タンパク質の挿入または付加により改
変されており、
前記標識を検出するための可視化またはイメージングの工程をさらに含む、請求項１８
〜２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
前記改変されたコラーゲンが、Ｎ末端ドメインとヒンジ部位との間の部位に標識用タン
パク質を挿入したＴｙｐｅ

Ｖコラーゲンα１である、請求項１８〜２１のいずれか一項

に記載の方法。
【請求項２３】
コラーゲン分泌および／またはコラーゲン線維形成の阻害剤のスクリーニング方法であ
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って、
請求項１２に記載の発現細胞株をインビトロでストレス条件下で培養する工程であって
、改変されたコラーゲンタンパク質が標識用タンパク質の挿入または付加により改変され
ている、工程、
前記ストレス条件下での培養の前に、前記培養物に前記阻害剤の候補物質を添加する工
程、ならびに
前記候補物質の前記添加後、前記培養物において、前記細胞の細胞外においてコラーゲ
ン分泌および／またはコラーゲン線維形成を観察し、前記コラーゲン分泌および／または
コラーゲン線維形成を、前記候補物質の前記添加がなかった場合と比較して低減させる作
用を有する前記候補物質を前記阻害剤として選択する工程を含む、方法。
【請求項２４】
前記選択する工程が、前記標識を検出するための可視化またはイメージングの工程を含
む、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
配列番号２または配列番号４のアミノ酸配列からなる改変されたコラーゲンタンパク質
。
【請求項２６】
配列番号１または配列番号３のヌクレオチド配列からなるポリヌクレオチド。
【請求項２７】
配列番号１または配列番号３のヌクレオチド配列からなるポリヌクレオチドを安定的に
発現する細胞が移植されたモデル動物。
【請求項２８】
モデル動物内で改変されたコラーゲンタンパク質を含むコラーゲン線維を形成させる方
法であって、
配列番号１または配列番号３のヌクレオチド配列からなるポリヌクレオチドを安定的に
発現する細胞をモデル動物に移植する工程、および
前記モデル動物内で前記改変されたコラーゲンタンパク質を前記細胞の外へ分泌させる
工程
を含む、方法。
【請求項２９】
前記ストレス条件が、重力の変化、振動、および遠心力からなる群から選択される、請
求項２３または２４に記載の方法。
【請求項３０】
配列番号１または配列番号３のヌクレオチド配列からなるポリヌクレオチドを含む発現
ベクター。
【請求項３１】
配列番号１または配列番号３のヌクレオチド配列からなるポリヌクレオチドを安定的に
発現するモデル実験動物細胞である発現細胞株。
【請求項３２】
前記モデル実験動物がマウスである、請求項３１に記載の発現細胞株。
【請求項３３】
配列番号１または配列番号３のヌクレオチド配列からなるポリヌクレオチドを安定的に
発現するマウス細胞である発現細胞株を含有する細胞をコーティングした細胞培養ディッ
シュ。
【請求項３４】
線維化抑制薬物のインビトロスクリーニング方法であって、
配列番号１または配列番号３のヌクレオチド配列からなるポリヌクレオチドを安定的に
発現するマウス細胞株をインビトロで培養する工程であって、培養中に重力の変化、振動
、および遠心力からなる群から選択されるストレスを前記細胞株に与える、工程、および
前記ストレス条件下での前記培養後に、前記細胞の細胞外でのコラーゲン線維の形成を
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蛍光観察により確認する工程を含み、
前記ストレスを前記細胞株に与える前に、候補薬物を前記細胞株に接触させた場合に、
前記候補薬物を前記細胞株に接触させなかった場合よりも前記細胞外でのコラーゲン線維
の形成の抑制が確認された場合に、前記候補薬物を前記線維化抑制薬物と評価する、方法
。

(21)

JP WO2019/098246 A1 2019.5.23

【国際調査報告】

10

20

30

40

(22)

JP WO2019/098246 A1 2019.5.23

10

20

30

40

(23)

JP WO2019/098246 A1 2019.5.23

10

20

30

40

(24)

JP WO2019/098246 A1 2019.5.23

10

20

30

40

(25)

JP WO2019/098246 A1 2019.5.23

10

20

30

40

(26)

JP WO2019/098246 A1 2019.5.23

フロントページの続き
(51)Int.Cl.

ＦＩ

Ｃ１２Ｑ

1/02

(2006.01)

Ｃ１２Ｑ

Ｃ１２Ｍ

テーマコード（参考）
1/02

1/34

(2006.01)

Ｃ１２Ｍ

1/34

Ｃ０７Ｋ 14/78

(2006.01)

Ｃ０７Ｋ

14/78

Ｃ０７Ｋ 19/00

(2006.01)

Ｃ０７Ｋ

19/00

(81)指定国・地域

Ｚ

AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T

J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R

10

O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX
,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,
TN,TR,TT
(72)発明者 木嶋 順子
茨城県つくば市天王台一丁目１番１ 国立大学法人筑波大学内
Ｆターム(参考) 4B029 BB11 CC02 GA08
4B063 QA18 QR40 QS38 QX02
4B065 AA90X AB01 BA02 CA24 CA46
4H045 AA10 AA20 AA30 BA10 CA40 EA50 FA72 FA74
（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

20

