APPLICATION NOTE

Cellular Imaging and Analysis
Key Features
• Fluoppi によるタンパク質相互作用の定量
• 画像解析プロトコルの最適化
• 高い Z' 値と創薬スクリーニングへの
可能性

タンパク質相互作用

PPI 阻害剤

Fluoppi を用いた

タンパク質間相互作用の
定量とハイスループット化の
可能性

Background
タ ンパ ク 質 相 互 作 用（Protein-Protein

Interactions：PPI）は、細胞の機能維持
に不可欠なプロセスであり、このプロセ
スの不具合は、がんを含む様々な疾患
の原因となっていることが明らかになっ

てきた。PPI を定量する方法は様々なものがあるが、イメージングを用いる手法は細胞内環境が反応に
反映されるため、より生体に近い条件で PPI を定量できる方法として知られている。
イメージングを用いた手法として、Förster resonance energy transfer（FRET）や Bimolecular fluorescence

complementation（BiFC）、Fluoppi が良く知られている。FRET と BiFC は、解析対象タンパク質に融
合したタグ同士の接近を蛍光波長の変化として検出する。一方、Fluoppi は、解析対象タンパク質 X と

Y に、それぞれ 4 量体蛍光タンパク質と多量体形成 Ash-tag を遺伝的に融合することで、X と Y の相
互作用依存的に蛍光輝点（クラスター）を形成させる手法である［Watanabe et al., 2017］。このため、

PPI の有無を、蛍光の 細 胞内局在 変化として検出できる（Figure 1）。本 検 討では、Fluoppi による
MCL-1/BAX アッセイを Operetta CLS/Harmony により解析し、PPI の定量化を試みると共に、創薬ス
クリーニングを含めた大規模スクリーニングへの可能性を探った。
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（A）Fluoppi で使用する 2 種類のタグの模式図。
（B）相互作用がないと
Figure 1. Fluoppi のタンパク質相互作用依存的な蛍光輝点形成の概略。
輝点は形成されず（左図）、相互作用があると輝点が形成される（右図）。

Fluoppi 系の構築では、MCL-1 の BH1-4 domain に Ash-tag を、

Application
MCL-1 は、抗アポトーシスタンパク質であり、乳がんや非小
細胞肺がん等、種々のがんで高発現し、BAK、BAX、BAD、

BIM などの pro-apoptotic タンパク質の機能を抑制している。
MCL -1 の阻害 剤として開 発された A-1210477 は MCL-1 と
pro-apoptotic タンパク質との相互作用を阻害することで、細
胞死の抑制を解除することが知られている［Leverson et al.,

2015］。

BAX の BH3 domain に Azami Green（AG）を融合し、HEK293
細胞に一過性トランスフェクションを行った。細胞に任意の
濃度の A-1210477 を添加後 30 分間インキュベートし、細胞
を固定、核染色し、Operetta CLS で画像を取得した。各濃
度 N = 3 とし、各ウェル 9 視野を撮影した。各ウェルの代表
的な写真を Figure 2 に示す。A-1210477 の添加容量依存的
に細胞質内の蛍光クラスターの集積が減少し、相互作用の阻
害が観察された。次に、得られた画像を Harmony を用いて

本検討では、MCL-1 と BAX の相互作用を Fluoppi で可視化し、

解析し、クラスターの定量を試みた。

A-1210477 を添加することで、相互作用の阻害を定量解析した。
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Figure 2. A-1210477 による MCL-1 と BAX のタンパク質相互作用の阻害。濃度依存的に輝点が消失していることが観察できる。
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Figure 3. Fluoppi の PPI 依存的な蛍光輝点の拡大図。青、核。緑、Fluoppi。

Fluoppi の定量は、PerkinElmer 社の Harmony で行った。輝
点形成の定量に最適な方法を探るため、細胞質中の蛍光輝点
の形成を定量する代表的な以下の 3 つの手法を比較した。

A

1. 輝点の数を比較
2. 輝点を形成した細胞の割合を比較
輝点数

3. 輝点の強度を比較
これら 3 つの解析アプローチの比較するために、Z' 値を用い
た。Z' 値は、データのばらつきから計算される値で、アッセ
イ条 件 の 最 適 度 の 指 標として知られてい る［Zhang et al.,

1999］。特に、創薬スクリーニングにおいてアッセイ系の精
度の指標として利用されており、一般的に値が 0.5 以上であ
れば系として良好とみなされる。
まず、輝点の数を比較するため、撮像視野内の輝点を画像解
析で認識させ、数を算出した。最大濃度をポジティブコント

B
輝点を持つ細胞の割合

ロ ール、 最 小 濃 度 をネガ ティブ コント ロ ールとし Z' 値 を

Harmony 上で計算したところ、値は 0.45 となった（Figure
4A）。次に、輝点を形成した細胞の割合を算出するため、細
胞質を認識させ Fluoppi を発現している細胞のみを選択した。
さらに、その中に 3 つ以上輝点を持つものの数を数え、その
割合とした。その結果、Z' 値は 0.69 となった（Figure 4B）。
最後に、輝点の強度を比較するため、各輝点の強度を測定し、

2 と同様に Fluoppi 発現細胞の数で標準化した。この輝点の
強度比較の Z' 値は、0.83 となった（Figure 4C）。
すべての解析結果で、A-1210477 の濃度依存的な相互作用
の阻害効果が見られた。もっとも高い Z' 値を出した解析プロ

C

トコルにおいては、そ の EC50 の 値は、1.07 µM であった

輝点の強度

（Figure 5）。

（A）撮像視野内の輝点の数。
Figure 4. 解析アプローチごとの Z' 値。
（B）輝点を持つ細胞の割合。
（C）輝点の強度を Fluoppi 発
現細胞数で割った値。
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Figure 5. A-1210477 の濃度依存的なタンパク質相互作用の阻害効
果。輝点の強度を発現細胞数で割った値を用いた（n = 3）。
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Fluoppi を使 用した MCL-1/BAX の相互作用検出アッセイを
Operetta CLS で測定し、Harmony で解析した。相互作用を
検出する最適な解析プロトコルの探索のため、3 つの解析ア
プローチを試し、結果として輝点の強度を比較する方法が、
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Fluoppi の PPI 定量法として最適であることが示された。さら
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に、Z' 値が 0.83 であったため、同手法を使ったイメージベー

Fluoppi は株式会社医学生物学研究所にて開発された技術です。

スの創薬スクリーニングが実行可能であることも示唆された。
また、同解析プロトコルにより、A-1210477 の添加濃度依存
的なシグナル減少が観察され、
EC50 は 1.07 µM と算出された。

Fluoppi を用いた測定系は、タンパク質間相互作用を蛍光輝
点の形成度として評価できるため、扱うタンパク質が変わっ
ても同じ解析プロトコルが使える点が優れている。したがっ
て、今回検討した MCL と BAX の相互作用を定量した解析プ

技術の詳細や製品リストは、下記連絡先までお問合せください。
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東京都板橋区板橋二丁目 65 番 8 号 MS ビル 6 階
TEL：03-5248-3066
E-mail：support@mbl.co.jp
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ロトコルも、Fluoppi を用いた他のアッセイ系に転用できると
考えられる。
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