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Photolyases (PLs) are flavoenzymes responsible for light-dependent repair of carcinogenic crosslinks 

formed in DNA upon UV exposure. Inherent loss of DNA repair causes severe diseases such as xeroderma 
pigmentosum (XP), and PLs have been considered as potential therapeutic molecules against XP. However, the 
PL activity depends on the blue light, which is not permeable to skin surface, and therefore application of PL 
to therapeutics is not yet done. To overcome the situation, I propose an artificial PL that is capable of responding 
to near-infrared. Introduction of the blue fluorescent protein (BFP) gene into the PL gene at an appropriate 
position will afford a functional chimeric protein, in which the BFP moiety works as an artificial light-
harvesting chromophore. Such a chimera can be utilized in future photosensitive gene therapy. 

 

１．背景 

ヒトが紫外線に曝されることで、遺伝情報の本質である DNA の化学構造が変化し、変異原性の高い紫外線損傷 DNA
が形成される。ヒトはこれを元に戻す DNA 修復機能を有しており、この機能の変質は高発がん性・高紫外線感受性を示

す疾患の原因となる。その一例が色素性乾皮症（XP）と呼ばれる疾患である。XP は紫外線損傷 DNA の修復を担うヌク

レオチド除去修復機構に関与するタンパク質をコードする遺伝子の先天的異常により引き起こされ、日本人では 500~600
名程度の患者が認められている、根治が困難な指定難病のひとつである。現在でも有効な治療法はなく、その開発が強く

求められている。 
光回復酵素（Photolyases, PLs）はフラビンアデニンジヌクレオチド（FAD）を補因子として有するフラビンタンパク質

の一つであり、青色光に応答して、紫外線によって化学構造が変化した損傷 DNA を光依存的に元の塩基構造へと修復す

ることができる酵素である（図 1 左）1。その反応は、2 電子還元型 FAD（FADH–）から損傷 DNA への電子移動反応が鍵

である。ナノ秒の時間領域で反応が完結し、高効率で損傷 DNA を修復することができるため、PL 遺伝子のゲノム導入は

XP を始めとした紫外線損傷 DNA 修復経路が欠失した遺伝的疾患の遺伝子治療法として注目を集めている。一方で、PL
による DNA 修復には、生体透過性が低い上に種々の光反応を引き起こす可能性のある青色光が必要であるため、PL を

用いた光遺伝子治療の生体組織への適応には限界がある。例え

ば、PL 遺伝子を有するトランスジェニックマウスが作成され、

その紫外線耐性が評価されたが、体皮表面の紫外線耐性の向上

が報告されているものの、真皮への効果は低く、極めて限定的

な効果しか得られていない 2。 
本研究では、これらの問題点を根本から解決すべく、生体

透過性が高い近赤外線によって DNA 修復反応を引き起こす

ことができる人工光回復酵素を開発することを目的とし、生

体表面のみならず生体組織の深部数 mm に至る領域まで DNA
修復が可能な革新的遺伝子治療法の開発に挑戦する。 
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図１．光回復酵素(PL)の医療応用 図１　光回復酵素（PL）の医療応用．
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図 3．BFP で一部を置換した PL のデザイン 

２．分子デザイン 

本研究では、800 nm レーザー光を集光することで 2 光子励

起を引き起こし、400–500 nm 領域の光を吸収する PL による

DNA 修復反応を引き起こすことを考え、青色蛍光タンパク質

（Blue Fluorescent Protein, BFP）に注目した。BFP の吸収波長

は 400 nm を極大とし、その蛍光スペクトルは FADH–の吸収

と大きなオーバーラップを示すため（図 2A）、BFP 発色団と

FADH–間の配向と距離が適切であれば、FRET による高効率

DNA 修復が可能になると考えられる。また、BFP は多光子顕

微鏡での利用例もあり、2 光子励起が可能な分子であること

が知られている。このことから、BFP の 2 光子励起に起因する FRET を利用することで、近赤外線レーザー光による 2
光子励起を経由した DNA 修復反応が引き起こされる可能性が高い。そこで、BFP 遺伝子を PL 遺伝子中に挿入すること

で、BFP を内部に保有する PL キメラタンパク質を調製することを着想した（図 2B）。 

 

３．BFP 導入箇所のスクリーニング 

高度好熱菌由来の PL 遺伝子を pGEX プラスミドに導入し、その N 末端側もしくは C 末端側に BFP を導入したものを

構築した。その構造情報から、N 末端および C 末端から活性中心 FAD までの距離は 27Å超あり、これらの位置に導入

した BFP から FAD への FRET が起こるか定かではない。そこで、より FAD に近く、PL の構造を大きく変化させないと

考えられるループもしくは α ヘリックスを BFP に置換したキメラタンパク質をコードする種々のプラスミドを構築した

（図３）。キメラタンパク質は PL による DNA 修復活性が失われる可能性があるため、まずは最適な導入箇所のスクリ

ーニングを行なった。修復関連遺伝子が薬剤耐性遺伝子に置換された大腸菌 SY2 株に対して、光回復酵素がコードされ

たプラスミドを導入すると、紫外線耐性を獲得する。これを利用し、キメラタンパク質をコードするプラスミドを導入

し、紫外線照射に続く白色光照射を行い、その生存率を評価することで、最適な導入箇所を探索した。 
N 末端もしくは C 末端に BFP を導入した場合、野生型と同程度の生存率となった。一方で、光回復酵素の一部を BFP

で置換したキメラ体の場合、生存率はいずれも野生型よりも大幅に低

くなった。２０種類超のプラスミドを作成したが、置換の場所によら

ず、また BFP と光回復酵素の接続部位に柔軟なリンカーを導入した場

合でも、野生型と同程度の生存率を示すものは得られなかった。もっ

とも高い生存率を示したものは、光回復酵素の 123 番目〜129 番目のア

ミノ酸を BFP に置き換えたものであったが、この場合でも野生型の

1/100 程度の生存率であった。 
 

４．まとめと展望 

光回復酵素の一部を BFP で置換したキメラタンパク質をコードするプラスミドを多数調製し機能スクリーニングを行

なったが、野生型と同程度の DNA 修復活性を持つものは得られなかった。今後は、N 末端および C 末端に BFP を有す

るタンパク質を遺伝子組換え体として調製し、その青色光および近赤外光による DNA 修復能を試験管内の実験で評価

する。FAD との距離が近い C 末端 BFP 融合体で近赤外光による DNA 修復が見られた場合、光回復酵素の C 末端側を削

り込み、FAD と BFP の距離をさらに近づけることで、高効率化を図る。 
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図２．(A)スペクトルの重なり、(B)BFPで置換した PL 

図３　BFPで一部を置換したPLのデザイン．
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