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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞内において形成された反復配列から、発現抑制さ
れているタンパク質を発現させる方法であって、
当該哺乳動物細胞は、真核生物細胞内で機能する複製起点および核マトリックス結合領
域と、選択マーカーとを含む第１のポリヌクレオチド、並びに発現させるべきタンパク質
をコードする第２のポリヌクレオチドが同時に導入されており、
当該第１および第２のポリヌクレオチドを導入する際に、１０ｋｂｐ以上の長さを有
する第３のポリヌクレオチドを上記哺乳動物細胞に導入する工程を包含し、
当該第１、第２および第３のポリヌクレオチドは同一の遺伝子構築物として、または第
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１および第２のポリヌクレオチドが同一の遺伝子構築物で且つ第３のポリヌクレオチドが
別の遺伝子構築物として、または第１、第２および第３のポリヌクレオチドがおのおの別
々の遺伝子構築物として哺乳動物細胞に導入されることを特徴とする方法：
ただし、第１および第２のポリヌクレオチドが同一の遺伝子構築物であり、第３のポリ
ヌクレオチドが別の遺伝子構築物として哺乳動物細胞に導入される場合において、上記第
２のポリヌクレオチドは、ブラスティサイジン耐性遺伝子、ヒグロマイシン耐性遺伝子、
およびネオマイシン耐性遺伝子であり、第３のポリヌクレオチドがλ−ファージＤＮＡで
ある場合を除く。
【請求項２】
第１のポリヌクレオチド、第２のポリヌクレオチド、および第３のポリヌクレオチドが
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(2)
導入された哺乳動物細胞を、5‑aza‑2
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‑deoxycytidineで処理する工程を包含することを

特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
請求項１または２に記載の方法において、
上記第２のポリヌクレオチドは、第２のポリヌクレオチドおよび薬剤耐性遺伝子を含む
第５のポリヌクレオチドとして、上記第１のポリヌクレオチドと同時に哺乳動物細胞に導
入されており、
上記第１、第３および第５のポリヌクレオチドが導入された哺乳動物細胞を漸増濃度
の薬剤を含有する培地中で培養する工程
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を包含し、
当該第１、第３および第５のポリヌクレオチドは同一の遺伝子構築物として、または第
１および第５のポリヌクレオチドが同一の遺伝子構築物で且つ第３のポリヌクレオチドが
別の遺伝子構築物として、または第１、第３および第５のポリヌクレオチドがおのおの別
々の遺伝子構築物として哺乳動物細胞に導入されることを特徴とする方法。
【請求項４】
遺伝子増幅がダブルマイニュート染色体上で起こっている哺乳動物細胞を選択する工程
を包含することを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
上記真核生物細胞内で機能する複製起点が、c‑myc遺伝子座、ジヒドロ葉酸リダクター
ゼ遺伝子座、またはβ‑グロビン遺伝子座の複製起点に由来することを特徴とする請求項
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１ないし４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
上記核マトリックス結合領域が、Igκ遺伝子座、SV40初期領域、またはジヒドロ葉酸リ
ダクターゼ遺伝子座の核マトリックス結合領域に由来することを特徴とする請求項１ない
し５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞内において形成された反復配列から、発現抑制さ
れているタンパク質を発現させるためのキットであって、
真核生物細胞内で機能する複製起点および核マトリックス結合領域と、選択マーカーと
を含む第１のポリヌクレオチドと、
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１０ｋｂｐ以上の長さを有する第３のポリヌクレオチドと、
5‑aza‑2

‑deoxycytidineとを具備し、

当該第１および第３のポリヌクレオチドは同一の遺伝子構築物、またはおのおの別々の
遺伝子構築物であることを特徴とするキット。
【請求項８】
上記真核生物細胞内で機能する複製起点が、c‑myc遺伝子座、ジヒドロ葉酸リダクター
ゼ遺伝子座、またはβ‑グロビン遺伝子座の複製起点に由来することを特徴とする請求項
７に記載のキット。
【請求項９】
上記核マトリックス結合領域が、Igκ遺伝子座、SV40初期領域、またはジヒドロ葉酸リ
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ダクターゼ遺伝子座の核マトリックス結合領域に由来することを特徴とする請求項７また
は８に記載のキット。
【請求項１０】
真核生物細胞内で機能する複製起点および核マトリックス結合領域と、選択マーカーと
を含む第１のポリヌクレオチドと、
発現させるべきタンパク質をコードする第２のポリヌクレオチドと、
１０ｋｂｐ以上の長さを有する第３のポリヌクレオチドと
が哺乳動物細胞に導入されてなり、
当該第１、第２および第３のポリヌクレオチドは同一の遺伝子構築物として、または第
１および第２のポリヌクレオチドが同一の遺伝子構築物で且つ第３のポリヌクレオチドが
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別の遺伝子構築物として、または第１、第２および第３のポリヌクレオチドがおのおの別
々の遺伝子構築物として哺乳動物細胞に導入されてなり、
遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞内において形成された反復配列から、発現抑制さ
れているタンパク質を発現し得る、形質転換体：
ただし、第１および第２のポリヌクレオチドが同一の遺伝子構築物であり、第３のポリ
ヌクレオチドが別の遺伝子構築物として哺乳動物細胞に導入された場合において、上記第
２のポリヌクレオチドは、ブラスティサイジン耐性遺伝子、ヒグロマイシン耐性遺伝子、
およびネオマイシン耐性遺伝子であり、第３のポリヌクレオチドがλ−ファージＤＮＡで
ある場合を除く。
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【請求項１１】
5‑aza‑2

‑deoxycytidineで処理されてなることを特徴とする請求項１０に記載の形質

転換体。
【請求項１２】
上記第２のポリヌクレオチドは、第２のポリヌクレオチドおよび薬剤耐性遺伝子を含む
第５のポリヌクレオチドとして、上記第１にポリヌクレオチドと同時に哺乳動物細胞に導
入されており、
上記第１、第３および第５のポリヌクレオチドが導入された哺乳動物細胞を漸増濃度
の薬剤を含有する培地中で培養されてなり、
当該第１、第３および第５のポリヌクレオチドは同一の遺伝子構築物として、または第
１および第５のポリヌクレオチドが同一の遺伝子構築物で且つ第３のポリヌクレオチドが
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別の遺伝子構築物として、または第１、第３および第５のポリヌクレオチドがおのおの別
々の遺伝子構築物として哺乳動物細胞に導入されてなることを特徴とする、請求項１０ま
たは１１に記載の形質転換体。
【請求項１３】
上記真核生物細胞内で機能する複製起点が、c‑myc遺伝子座、ジヒドロ葉酸リダクター
ゼ遺伝子座、またはβ‑グロビン遺伝子座の複製起点に由来することを特徴とする請求項
１０ないし１２のいずれか１項に記載の形質転換体。
【請求項１４】
上記核マトリックス結合領域が、Igκ遺伝子座、SV40初期領域、またはジヒドロ葉酸リ
ダクターゼ遺伝子座の核マトリックス結合領域に由来することを特徴とする請求項１０な
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いし１３のいずれか１項に記載の形質転換体。
【請求項１５】
上記哺乳動物細胞が、COLO 320DM細胞、COLO 320HSR細胞、Hela細胞、およびCHO細胞か
らなる群から選択されるいずれかの細胞である、請求項１０ないし１４のいずれか１項に
記載の形質転換体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞内において形成された反復配列から、
発現抑制されているタンパク質を発現させる方法およびキット等に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
本発明者は、哺乳動物複製開始領域（ＩＲ；ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ
核マトリックス結合領域（ＭＡＲ；ｍａｔｒｉｘ

ｒｅｇｉｏｎ）と

ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ

ｒｅｇｉｏｎ

）を持つプラスミド（以下「ＩＲ／ＭＡＲプラスミド」という）をヒト由来がん細胞（Ｃ
ＯＬＯ

３２０

大腸がん細胞株、およびＨｅＬａ細胞株）にリポフェクション法で導入

し、プラスミド上に存在する薬剤耐性遺伝子（ブラスティサイジン（Ｂｌａｓｔｉｃｉｄ
ｉｎｅ）あるいはネオマイシン（Ｎｅｏｍｙｃｉｎｅ））を利用して選択するだけで、所
望のタンパク質をコードする遺伝子（目的遺伝子）の細胞内コピー数を１万コピー程度に
まで増幅できること、および目的遺伝子はＩＲ／ＭＡＲプラスミドに対して同一の遺伝子
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構築物（シス）として導入した場合であっても、別の遺伝子構築物（トランス）として導
入した場合であっても、高度に増幅することができるということを発見した（特許文献１
、特許文献２、非特許文献１、および非特許文献２参照）。
【０００３】
しかしながら、上記ＩＲ／ＭＡＲプラスミド、および目的遺伝子を導入した細胞株につ
いて、目的遺伝子からのｍＲＮＡの転写量を定量したところ、目的遺伝子のコピー数が増
加しているにも関わらず、ｍＲＮＡの転写量が増加していないということがわかった。こ
のことは、目的遺伝子を含む領域が高度に増幅することによる反復配列に起因して転写の
抑制が起こっているということが考えられた。
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【０００４】
遺伝子の反復配列に起因する転写抑制を解除する方法としては、例えばｔｒｉｃｈｏｓ
ｔａｔｉｎ

Ａ等のヒストンアセチル化酵素阻害剤で細胞を処理する方法が知られている

（非特許文献３参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開２００３−２４５０８３号公報（公開日：平成１５（２００３）年９
月２日）
【特許文献２】特開２００４−３３７０６６号公報（公開日：平成１６（２００４）年１
２月２日）
【非特許文献１】Ｎｏｒｉａｋｉ
ｍｉｄｓ

ｗｉｔｈ

ａ

ａｎｄ

ａ

Ｍａｔｒｉｘ

ｔｈｅ

Ｅｖｅｎｔ

．Ｃａｎｃｅｒ

Ｓｈｉｍｉｚｕ，ｅｔ

Ｍａｍｍａｌｉａｎ

Ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ

Ｓｉｍｉｌａｒ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ

ａｌ．（２００１）Ｐｌａｓ

Ｒｅｐｌｉｃａｔｉｏｎ

ｔｏ

Ｒｅｇｉｏｎ

Ｇｅｎｅ

Ｏｒｉｇｉｎ
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Ｉｎｉｔｉａｔｅ

Ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ

ｖｏｌ．６１，ｎｏ．１９，ｐ６９８７−６９９０

．
【非特許文献２】Ｎｏｒｉａｋｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎ
ｉａｎ

ｏｆ

Ｓｈｉｍｉｚｕ，ｅｔ

ｐｌａｓｍｉｄｓ

ｒｅｐｌｉｃａｔｉｏｎ

ｉａｔｅｄ

ｂｙ

ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ

ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ

ｃｏｎｔｒｏｌｌａｂｌｅ

ｅｐｌｉｃａｔｉｏｎ

ａｎｄ

ａｌ（２００３）Ａｍｐｌｉ
ａ

ｒｅｇｉｏｎ

ｍａｍｍａｌ

ｃｏｎｆｌｉｃｔ

ｉｓ

ｍｅｄ

ｂｅｔｗｅｅｎ

ｔｒａｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎ．Ｃａｎｃｅｒ

ｒ

Ｒｅｓｅ
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ａｒｃｈ，ｖｏｌ．６３，ｎｏ．１７，ｐ５２８１−５２９０．
【非特許文献３】ＭｃＢｕｒｎｅｙ，Ｍ．Ｗ．ｅｔ
２００２），ｖｏｌ

ａｌ，Ｅｘｐ

Ｃｅｌｌ

Ｒｅｓ（

２７４，ｐ１−８

【０００６】
上記のごとく、目的遺伝子を増幅することによりタンパク質を大量に生産させるために
、その増幅した目的遺伝子を含むポリヌクレオチドを増幅させた場合であっても、反復配
列が生じてしまえば目的遺伝子の転写が抑制されてしまい、最終目的であるタンパク質の
発現に至らないという問題点がある。
【０００７】
しかしながら、上記非特許文献３に開示されたｔｒｉｃｈｏｓｔａｔｉｎ

Ａ等のヒス

トンアセチル化酵素阻害剤で細胞を処理する方法のみでは、数千から１万コピー程度にま
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で増幅した遺伝子の反復配列に起因する転写抑制を十分に解除することができなかった。
【０００８】
そこで本発明は、上記遺伝子の反復配列に起因する転写抑制を解除する方法およびキッ
ト等を提供し、遺伝子増幅により有用タンパク質を大量に生産する系を樹立することを目
的としている。
【発明の開示】
【０００９】
本発明者は、上記課題を解決すべく、上記ＩＲ／ＭＡＲプラスミドの系を用いて目的遺
伝子の増幅を行ない、反復配列を生じた場合であっても、転写抑制が起こることなくタン
パク質を発現することができる方法について鋭意検討を行なった。その結果、本発明を完
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成させるに至った。
【００１０】
すなわち本発明にかかる方法は、上記課題を解決するために、遺伝子増幅が誘導された
哺乳動物細胞内において形成された反復配列から、発現抑制されているタンパク質を発現
させる方法であって、当該哺乳動物細胞は、真核生物細胞内で機能する複製起点および核
マトリックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチド、並びに発現させるべきタンパク質
をコードする第２のポリヌクレオチドが同時に導入されており、当該第１および第２のポ
リヌクレオチドを導入する際に、１０ｋｂｐ以上の長さを有する第３のポリヌクレオチド
、またはインシュレーター配列を含む第４のポリヌクレオチドの少なくとも一方を上記哺
10

乳動物細胞に導入する工程を包含することを特徴としている。
【００１１】
また本発明にかかる方法は、上記課題を解決するために、遺伝子増幅が誘導された哺乳
動物細胞内において形成された反復配列から、発現抑制されているタンパク質を発現させ
る方法であって、当該哺乳動物細胞は、真核生物細胞内で機能する複製起点および核マト
リックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチド、並びに第５のポリヌクレオチドが同時
に導入されており、第５のポリヌクレオチドは、発現させるべきタンパク質をコードする
第２のポリヌクレオチド、および薬剤耐性遺伝子を含んでおり、上記哺乳動物細胞を漸増
濃度の薬剤を含有する培地中で培養する工程を包含することを特徴としている。
【００１２】
また本発明にかかる方法は、上記課題を解決するために、遺伝子増幅が誘導された哺乳
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動物細胞内において形成された反復配列から、発現抑制されているタンパク質を発現させ
る方法であって、当該哺乳動物細胞は、真核生物細胞内で機能する複製起点および核マト
リックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチド、並びに第６のポリヌクレオチドが同時
に導入されており、第６のポリヌクレオチドにおいて、プロモーター領域と発現させるべ
きタンパク質をコードする第２のポリヌクレオチドとが制御可能に連結されており、当該
プロモーターの転写活性化因子をコードする第７のポリヌクレオチドを上記哺乳動物細胞
に導入して転写活性化因子を発現させる工程を包含することを特徴としている。
【００１３】
また本発明にかかる方法は、上記課題を解決するために、遺伝子増幅が誘導された哺乳
動物細胞内において形成された反復配列から、発現抑制されているタンパク質を発現させ
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る方法であって、当該哺乳動物細胞は、真核生物細胞内で機能する複製起点および核マト
リックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチド、並びに第８のポリヌクレオチドが同時
に導入されており、第８のポリヌクレオチドは、発現させるべきタンパク質をコードする
第２のポリヌクレオチドおよびＬｏｘＰ遺伝子を含み、Ｃｒｅ

Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｓｅ

遺伝子を含む第９のポリヌクレオチドを上記哺乳動物細胞に導入してＣｒｅ

Ｒｅｃｏｍ

ｂｉｎａｓｅを発現させる工程を包含することを特徴としている。
【００１４】
また本発明にかかる方法は、上記課題を解決するために、遺伝子増幅が誘導された哺乳
動物細胞内において形成された反復配列から、発現抑制されているタンパク質を発現させ
る方法であって、当該哺乳動物細胞は、真核生物細胞内で機能する複製起点および核マト
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リックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチド、並びに発現させるべきタンパク質をコ
ードする第２のポリヌクレオチドが同時に導入されており、５−ａｚａ−２

−ｄｅｏｘ

ｙｃｙｔｉｄｉｎｅで上記哺乳動物細胞を処理する工程を包含することを特徴としている
。
【００１５】
また本発明にかかる方法は、上記課題を解決するために、遺伝子増幅が誘導された哺乳
動物細胞内において形成された反復配列から、発現抑制されているタンパク質を発現させ
る方法であって、５−ａｚａ−２

−ｄｅｏｘｙｃｙｔｉｄｉｎｅで上記哺乳動物細胞を

処理する工程を包含することを特徴としている。
【００１６】
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また本発明にかかる方法は、上記課題を解決するために、遺伝子増幅が誘導された哺乳
動物細胞内において形成された反復配列から、発現抑制されているタンパク質を発現させ
る方法であって、当該哺乳動物細胞は、真核生物細胞内で機能する複製起点および核マト
リックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチド、並びに発現させるべきタンパク質をコ
ードする第２のポリヌクレオチドが同時に導入されており、上記遺伝子増幅がダブルマイ
ニュート染色体上で起こっている上記哺乳動物細胞を選択する工程を包含することを特徴
としている。
【００１７】
また本発明にかかる方法は、上記課題を解決するために、遺伝子増幅が誘導された哺乳
動物細胞内において形成された反復配列から、発現抑制されているタンパク質を発現させ

10

る方法であって、上記遺伝子増幅がダブルマイニュート染色体上で起こっている上記哺乳
動物細胞を選択する工程を包含することを特徴としている。
【００１８】
また本発明にかかる方法は、上記課題を解決するために、遺伝子増幅が誘導された哺乳
動物細胞内において形成された反復配列から、発現抑制されているタンパク質を発現させ
る方法であって、当該哺乳動物細胞は、真核生物細胞内で機能する複製起点および核マト
リックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチド、並びに第６のポリヌクレオチドが同時
に導入されており、第６のポリヌクレオチドにおいて、プロモーター領域と発現させるべ
きタンパク質をコードする第２のポリヌクレオチドとが制御可能に連結されており、当該
第１および第６のポリヌクレオチドを導入する際に、当該プロモーターの転写活性化因子

20

をコードする第７のポリヌクレオチドを上記哺乳動物細胞へ同時に導入する工程を包含す
ることを特徴としている。
【００１９】
また本発明にかかる方法は、上記課題を解決するために、遺伝子増幅が誘導された哺乳
動物細胞内において形成された反復配列から、発現抑制されているタンパク質を発現させ
る方法であって、当該哺乳動物細胞は、真核生物細胞内で機能する複製起点および核マト
リックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチド、並びに発現させるべきタンパク質をコ
ードする第２のポリヌクレオチドが同時に導入されており、上記遺伝子増幅がダブルマイ
ニュート染色体上で起こっている上記哺乳動物細胞を選択する工程、および５−ａｚａ−
２

−ｄｅｏｘｙｃｙｔｉｄｉｎｅで上記哺乳動物細胞を処理する工程を包含することを
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特徴としている。
【００２０】
また本発明にかかる方法は、上記課題を解決するために、遺伝子増幅が誘導された哺乳
動物細胞内において形成された反復配列から、発現抑制されているタンパク質を発現させ
る方法であって、当該哺乳動物細胞は、真核生物細胞内で機能する複製起点および核マト
リックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチド、並びに第６のポリヌクレオチドが同時
に導入されており、第６のポリヌクレオチドにおいて、プロモーター領域と発現させるべ
きタンパク質をコードする第２のポリヌクレオチドとが制御可能に連結されており、当該
第１および第６のポリヌクレオチドを導入する際に、当該プロモーターの転写活性化因子
をコードする第７のポリヌクレオチドを上記哺乳動物細胞へ同時に導入する工程、および
５−ａｚａ−２

40

−ｄｅｏｘｙｃｙｔｉｄｉｎｅで上記哺乳動物細胞を処理する工程を包

含することを特徴としている。
【００２１】
また本発明にかかる方法は、上記真核生物細胞内で機能する複製起点が、ｃ−ｍｙｃ遺
伝子座、ジヒドロ葉酸リダクターゼ遺伝子座、またはβ−グロビン遺伝子座の複製起点に
由来するものであってもよい。
【００２２】
また本発明にかかる方法は、上記核マトリックス結合領域が、Ｉｇκ遺伝子座、ＳＶ４
０初期領域、またはジヒドロ葉酸リダクターゼ遺伝子座の核マトリックス結合領域に由来
するものであってもよい。

50

(7)

JP 5098014 B2 2012.12.12

【００２３】
一方、本発明にかかるキットは、遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞内において形成
された反復配列から、発現抑制されているタンパク質を発現させるためのキットであって
、真核生物細胞内で機能する複製起点および核マトリックス結合領域を含む第１のポリヌ
クレオチドと、１０ｋｂｐ以上の長さを有する第３のポリヌクレオチド、またはインシュ
レーター配列を含む第４のポリヌクレオチドの少なくとも一方と、を具備することを特徴
としている。
【００２４】
また本発明にかかるキットは、遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞内において形成さ
れた反復配列から、発現抑制されているタンパク質を発現させるためのキットであって、
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真核生物細胞内で機能する複製起点および核マトリックス結合領域を含む第１のポリヌク
レオチド、プロモーター領域を含むポリヌクレオチド、および当該プロモーターの転写活
性化因子をコードする第７のポリヌクレオチドを具備することを特徴とするキットであっ
てもよい。
【００２５】
また本発明にかかるキットは、遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞内において形成さ
れた反復配列から、発現抑制されているタンパク質を発現させるキットであって、真核生
物細胞内で機能する複製起点および核マトリックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチ
ド、ＬｏｘＰ遺伝子を含むポリヌクレオチド、およびＣｒｅ

Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｓｅ遺

伝子を含む第９のポリヌクレオチドを具備することを特徴とするキットであってもよい。
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【００２６】
また本発明にかかるキットは、上記構成に加え、５−ａｚａ−２

−ｄｅｏｘｙｃｙｔ

ｉｄｉｎｅをさらに含む、キットであることが好ましい。
【００２７】
また本発明にかかるキットは、上記真核生物細胞内で機能する複製起点が、ｃ−ｍｙｃ
遺伝子座、ジヒドロ葉酸リダクターゼ遺伝子座、またはβ−グロビン遺伝子座の複製起点
に由来するものであってもよい。
【００２８】
また本発明にかかるキットは、上記核マトリックス結合領域が、Ｉｇκ遺伝子座、ＳＶ
４０初期領域、またはジヒドロ葉酸リダクターゼ遺伝子座の核マトリックス結合領域に由
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来するものであってもよい。
【００２９】
一方、本発明にかかる形質転換体は、真核生物細胞内で機能する複製起点および核マト
リックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチドと、発現させるべきタンパク質をコード
する第２のポリヌクレオチドと、１０ｋｂｐ以上の長さを有する第３のポリヌクレオチド
、またはインシュレーター配列を含む第４のポリヌクレオチドの少なくとも一方とが哺乳
動物細胞に導入されてなる、形質転換体である。
【００３０】
また本発明にかかる形質転換体は、真核生物細胞内で機能する複製起点および核マトリ
ックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチドと、プロモーター領域と発現させるべきタ
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ンパク質をコードする第２のポリヌクレオチドとが制御可能に連結されてなる第６のポリ
ヌクレオチドと、当該プロモーターの転写活性化因子をコードする第７のポリヌクレオチ
ドとが哺乳動物細胞に導入されてなる、形質転換体であってもよい。
【００３１】
また本発明にかかる形質転換体は、真核生物細胞内で機能する複製起点および核マトリ
ックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチドと、発現させるべきタンパク質をコードす
る第２のポリヌクレオチドおよびＬｏｘＰ遺伝子を含む第８のポリヌクレオチドと、Ｃｒ
ｅ

Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｓｅ遺伝子を含む第９のポリヌクレオチドとが哺乳動物細胞に導

入されてなる、形質転換体であってもよい。
【００３２】

50

(8)

JP 5098014 B2 2012.12.12

また本発明にかかる形質転換体は、上記真核生物細胞内で機能する複製起点が、ｃ−ｍ
ｙｃ遺伝子座、ジヒドロ葉酸リダクターゼ遺伝子座、またはβ−グロビン遺伝子座の複製
起点に由来するものであってもよい。
【００３３】
また本発明にかかる形質転換体は、上記核マトリックス結合領域が、Ｉｇκ遺伝子座、
ＳＶ４０初期領域、またはジヒドロ葉酸リダクターゼ遺伝子座の核マトリックス結合領域
に由来するものであってもよい。
【００３４】
また本発明にかかる形質転換体は、上記哺乳動物細胞が、ＣＯＬＯ
ＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞、

３２０ＨＳＲ細胞、Ｈｅｌａ細胞、およびＣＨＯ細胞からなる群から選択され

10

るいずれかの細胞であってもよい。
【００３５】
本発明は以下の通りに表現することができる。
（１）遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞内において形成された反復配列から、発現抑
制されているタンパク質を発現させる方法であって、
当該哺乳動物細胞は、真核生物細胞内で機能する複製起点および核マトリックス結合領
域を含む第１のポリヌクレオチド、並びに発現させるべきタンパク質をコードする第２の
ポリヌクレオチドが同時に導入されており、
当該第１および第２のポリヌクレオチドを導入する際に、１０ｋｂｐ以上の長さを有
する第３のポリヌクレオチドを上記哺乳動物細胞に導入する工程を包含することを特徴と

20

する方法。
（２）遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞内において形成された反復配列から、発現抑
制されているタンパク質を発現させる方法であって、
当該哺乳動物細胞は、真核生物細胞内で機能する複製起点および核マトリックス結合領
域を含む第１のポリヌクレオチド、並びに発現させるべきタンパク質をコードする第２の
ポリヌクレオチドが同時に導入されており、
当該第１および第２のポリヌクレオチドを導入する際に、１０ｋｂｐ以上の長さを有
する第３のポリヌクレオチドを上記哺乳動物細胞に導入する工程、および、
5‑aza‑2

‑deoxycytidineで上記哺乳動物細胞を処理する工程を包含することを特徴

とする方法。
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（３）上記（１）または（２）に記載の方法において、
上記第２のポリヌクレオチドは、第２のポリヌクレオチドおよび薬剤耐性遺伝子を含む
第５のポリヌクレオチドとして、上記第１のポリヌクレオチドと同時に哺乳動物細胞に導
入されており、
上記哺乳動物細胞を漸増濃度の薬剤を含有する培地中で培養する工程を包含すること
を特徴とする方法。
（４）遺伝子増幅がダブルマイニュート染色体上で起こっている哺乳動物細胞を選択する
工程を包含することを特徴とする上記（１）ないし（３）のいずれか１項に記載の方法。
（５）上記真核生物細胞内で機能する複製起点が、c‑myc遺伝子座、ジヒドロ葉酸リダク
ターゼ遺伝子座、またはβ‑グロビン遺伝子座の複製起点に由来することを特徴とする上
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記（１）ないし（４）のいずれか１項に記載の方法。
（６）上記核マトリックス結合領域が、Igκ遺伝子座、SV40初期領域、またはジヒドロ葉
酸リダクターゼ遺伝子座の核マトリックス結合領域に由来することを特徴とする上記（１
）ないし（５）のいずれか１項に記載の方法。
（７）遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞内において形成された反復配列から、発現抑
制されているタンパク質を発現させるためのキットであって、
真核生物細胞内で機能する複製起点および核マトリックス結合領域を含む第１のポリヌ
クレオチドと、
１０ｋｂｐ以上の長さを有する第３のポリヌクレオチドと、
5‑aza‑2

‑deoxycytidineとを具備することを特徴とするキット。
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（８）上記真核生物細胞内で機能する複製起点が、c‑myc遺伝子座、ジヒドロ葉酸リダク
ターゼ遺伝子座、またはβ‑グロビン遺伝子座の複製起点に由来することを特徴とする上
記（７）に記載のキット。
（９）上記核マトリックス結合領域が、Igκ遺伝子座、SV40初期領域、またはジヒドロ葉
酸リダクターゼ遺伝子座の核マトリックス結合領域に由来することを特徴とする上記（７
）または（８）に記載のキット。
（１０）真核生物細胞内で機能する複製起点および核マトリックス結合領域を含む第１の
ポリヌクレオチドと、
発現させるべきタンパク質をコードする第２のポリヌクレオチドと、
１０ｋｂｐ以上の長さを有する第３のポリヌクレオチドとが哺乳動物細胞に導入されて

10

なる、形質転換体。
（１１）真核生物細胞内で機能する複製起点および核マトリックス結合領域を含む第１の
ポリヌクレオチドと、
発現させるべきタンパク質をコードする第２のポリヌクレオチドと、
１０ｋｂｐ以上の長さを有する第３のポリヌクレオチドとが哺乳動物細胞に導入され、
かつ

5‑aza‑2

‑deoxycytidineで処理されてなり、

遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞内において形成された反復配列から、発現抑制さ
れているタンパク質を発現し得る、形質転換体。
（１２）上記真核生物細胞内で機能する複製起点が、c‑myc遺伝子座、ジヒドロ葉酸リダ
クターゼ遺伝子座、またはβ‑グロビン遺伝子座の複製起点に由来することを特徴とする
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上記（１０）または（１１）に記載の形質転換体。
（１３）上記核マトリックス結合領域が、Igκ遺伝子座、SV40初期領域、またはジヒドロ
葉酸リダクターゼ遺伝子座の核マトリックス結合領域に由来することを特徴とする上記（
１０）ないし（１２）のいずれか１項に記載の形質転換体。
（１４）上記哺乳動物細胞が、COLO 320DM細胞、COLO 320HSR細胞、Hela細胞、およびCHO
細胞からなる群から選択されるいずれかの細胞である、上記（１０）ないし（１３）のい
ずれか１項に記載の形質転換体。
本発明によれば、遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞内において形成された反復配列
から、発現抑制されているタンパク質を発現させることができる。それゆえ本発明によれ
ば、遺伝子増幅の手法により、有用タンパク質を大量に生産する系を樹立することができ
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るという効果を奏する。
【００３６】
本発明のさらに他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分わか
るであろう。また、本発明の利益は、次の説明で明白になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１（ａ）】実施例１において、コントロールとしてλ−ファージＤＮＡを混合せずに
ｐＳＦＶｄｈｆｒ（ＧＡＰ−ＧＦＰ）のみを細胞に導入した場合の蛍光強度を示す図であ
る。
【図１（ｂ）】実施例１において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ（ＧＡＰ−ＧＦＰ）、およびλ−フ
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ァージＤＮＡを混合して細胞に導入した場合（コトランスフェクション）の蛍光強度を示
す図である。
【図２（ａ）】実施例２において、コントロールとしてｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰ
のみを細胞に導入した場合の蛍光強度を示す図である。
【図２（ｂ）】実施例２において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰのみを細胞に導入し
、８０μｇ／ｍｌのブラスティサイジンで選択をさらに行なった場合の蛍光強度を示す図
である。
【図２（ｃ）】実施例２において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰと、鳥類由来ＨＳ４
インシュレーター配列を持つプラスミドＤＮＡとを混合して細胞に導入した場合の蛍光強
度を示す図である。
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【図２（ｄ）】実施例２において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰと、鳥類由来ＨＳ４
インシュレーター配列を持つプラスミドＤＮＡとを混合して細胞に導入し、８０μｇ／ｍ
ｌのブラスティサイジンで選択をさらに行なった場合の蛍光強度を示す図である。
【図３（ａ）】実施例３において、５μｇ／ｍｌのブラスティサイジンで選択を行なった
細胞の蛍光強度を示す図である。
【図３（ｂ）】実施例３において、１０μｇ／ｍｌのブラスティサイジンで選択を行なっ
た細胞の蛍光強度を示す図である。
【図３（ｃ）】実施例３において、４０μｇ／ｍｌのブラスティサイジンで選択を行なっ
た細胞の蛍光強度を示す図である。
【図３（ｄ）】実施例３において、１６０μｇ／ｍｌのブラスティサイジンで選択を行な

10

った細胞の蛍光強度を示す図である。
【図３（ｅ）】実施例３において、３２０μｇ／ｍｌのブラスティサイジンで選択を行な
った細胞の蛍光強度を示す図である。
【図４（ａ）】実施例４における、Ｔｅｔ−ＯＮ遺伝子通常発現の細胞についての位相差
顕微鏡像（×２００）である。
【図４（ｂ）】実施例４における、Ｔｅｔ−ＯＮ遺伝子高発現の細胞についての位相差顕
微鏡像（×２００）である。
【図４（ｃ）】実施例４における、Ｔｅｔ−ＯＮ遺伝子通常発現についての蛍光顕微鏡像
（×２００）である。
【図４（ｄ）】実施例４における、Ｔｅｔ−ＯＮ遺伝子高発現の細胞についての蛍光顕微
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鏡像（×２００）である。
【図５（ａ）】実施例４における、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰを導入した細胞につ
いて、Ｔｅｔ−ＯＮタンパク質通常発現の場合の蛍光強度を示す図である。
【図５（ｂ）】実施例４における、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰを導入した細胞につ
いて、Ｔｅｔ−ＯＮタンパク質高発現の場合の蛍光強度を示す図である。
【図５（ｃ）】実施例４における、鳥類由来ＨＳ４インシュレーター配列をｐＳＦＶｄｈ
ｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰと同時増幅させた細胞について、Ｔｅｔ−ＯＮタンパク質通常発現の
場合の蛍光強度を示す図である。
【図５（ｄ）】実施例４における、鳥類由来ＨＳ４インシュレーター配列をｐＳＦＶｄｈ
ｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰと同時増幅させた細胞について、Ｔｅｔ−ＯＮタンパク質高発現の場
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合の蛍光強度を示す図である。
【図６（ａ）】実施例５における、Ｃｒｅ

Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｓｅ遺伝子を導入する前

の細胞の位相差顕微鏡像（×２００）である。
【図６（ｂ）】実施例５における、Ｃｒｅ

Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｓｅ遺伝子を導入後の細

胞の位相差顕微鏡像（×２００）である。
【図６（ｃ）】実施例５における、Ｃｒｅ

Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｓｅ遺伝子を導入する前

の細胞の蛍光顕微鏡像（×２００）である。
【図６（ｄ）】実施例５における、Ｃｒｅ

Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｓｅ遺伝子を導入後の細

胞の位相差像（×２００）である。
【図７（ａ）】実施例６における、５−ａｚａ−２

ｄｅｏｘｙｃｙｔｉｄｉｎｅ（５−

40

ａｚａ）処理前の細胞の位相差顕微鏡像（×２００）である。
【図７（ｂ）】実施例６における、１μＭの５−ａｚａ処理後の細胞の位相差顕微鏡像（
×２００）である。
【図７（ｃ）】実施例６における、５−ａｚａ処理前の細胞の蛍光顕微鏡像（×２００）
である。
【図７（ｄ）】実施例６における、１μＭの５−ａｚａ処理後の細胞の蛍光顕微鏡像（×
２００）である。
【図８（ａ）】実施例６における、５−ａｚａ−２

ｄｅｏｘｙｃｙｔｉｄｉｎｅ（５−

ａｚａ）処理前の細胞の蛍光強度を示す図である。
【図８（ｂ）】実施例６における、２０ｎＭのＴｒｉｃｈｏｓｔａｔｉｎ

Ａ（ＴＳＡ）
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処理後の細胞の蛍光強度を示す図である。
【図８（ｃ）】実施例６における、１μＭの５−ａｚａで処理した細胞の蛍光強度を示す
図である。
【図８（ｄ）】実施例６における、１μＭの５−ａｚａおよび２０ｎＭのＴＳＡで処理し
た細胞の蛍光強度を示す図である。
【図８（ｅ）】実施例６における、３μＭの５−ａｚａで処理した細胞の蛍光強度を示す
図である。
【図８（ｆ）】実施例６における、３μＭの５−ａｚａおよび２０ｎＭのＴＳＡで処理し
た細胞の蛍光強度を示す図である。
【図９】実施例７における、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰを導入したＴｅｔ−ＯＮ細

10

胞の多クローン性集団について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅによりｄ２ＥＧＦＰの発現誘導
を行なった時のｄ２ＥＧＦＰ発現量を、セルソーターで解析した結果を示す図である。
【図１０（ａ）】実施例７において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰを導入したＴｅｔ
−ＯＮ細胞の多クローン性集団から選択したクローン４について、ＦＩＳＨ法によりｐＳ
ＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミド由来の塩基配列を検出した結果を示す蛍光顕微鏡
像である。
【図１０（ｂ）】実施例７において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰを導入したＴｅｔ
−ＯＮ細胞の多クローン性集団から選択したクローン５について、ＦＩＳＨ法によりｐＳ
ＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミド由来の塩基配列を検出した結果を示す蛍光顕微鏡
像である。
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【図１０（ｃ）】実施例７において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰを導入したＴｅｔ
−ＯＮ細胞の多クローン性集団から選択したクローン６について、ＦＩＳＨ法によりｐＳ
ＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミド由来の塩基配列を検出した結果を示す蛍光顕微鏡
像である。
【図１０（ｄ）】実施例７において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰを導入したＴｅｔ
−ＯＮ細胞の多クローン性集団から選択したクローン９について、ＦＩＳＨ法によりｐＳ
ＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミド由来の塩基配列を検出した結果を示す蛍光顕微鏡
像である。
【図１１（ａ）】実施例７において取得したクローン４について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎ
ｅによるｄ２ＥＧＦＰの発現誘導を行なうとともに、５−ａｚａを培地に添加せずに、培
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養を一週間行なった後のｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにより解析した結果を示す図
である。
【図１１（ｂ）】実施例７において取得したクローン４について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎ
ｅによるｄ２ＥＧＦＰの発現誘導を行なうとともに、５−ａｚａ（最終濃度１μＭ）を培
地に添加し、培養を一週間行なった後のｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにより解析し
た結果を示す図である。
【図１１（ｃ）】実施例７において取得したクローン４について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎ
ｅによるｄ２ＥＧＦＰの発現誘導を行なうとともに、５−ａｚａ（最終濃度３μＭ）を培
地に添加し、培養を一週間行なった後のｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにより解析し
た結果を示す図である。
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【図１２（ａ）】実施例７において取得したクローン５について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎ
ｅによるｄ２ＥＧＦＰの発現誘導を行なうとともに、５−ａｚａを培地に添加せずに、培
養を一週間行なった後のｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにより解析した結果を示す図
である。
【図１２（ｂ）】実施例７において取得したクローン５について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎ
ｅによるｄ２ＥＧＦＰの発現誘導を行なうとともに、５−ａｚａ（最終濃度１μＭ）を培
地に添加し、培養を一週間行なった後のｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにより解析し
た結果を示す図である。
【図１２（ｃ）】実施例７において取得したクローン５について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎ
ｅによるｄ２ＥＧＦＰの発現誘導を行なうとともに、５−ａｚａ（最終濃度３μＭ）を培
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地に添加し、培養を一週間行なった後のｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにより解析し
た結果を示す図である。
【図１３（ａ）】実施例７において取得したクローン６について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎ
ｅによるｄ２ＥＧＦＰの発現誘導を行なうとともに、５−ａｚａを培地に添加せずに、培
養を一週間行なった後のｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにより解析した結果を示す図
である。
【図１３（ｂ）】実施例７において取得したクローン６について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎ
ｅによるｄ２ＥＧＦＰの発現誘導を行なうとともに、５−ａｚａ（最終濃度１μＭ）を培
地に添加し、培養を一週間行なった後のｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにより解析し
10

た結果を示す図である。
【図１３（ｃ）】実施例７において取得したクローン６について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎ
ｅによるｄ２ＥＧＦＰの発現誘導を行なうとともに、５−ａｚａ（最終濃度３μＭ）を培
地に添加し、培養を一週間行なった後のｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにより解析し
た結果を示す図である。
【図１４（ａ）】実施例７において取得したクローン９について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎ
ｅによるｄ２ＥＧＦＰの発現誘導を行なうとともに、５−ａｚａを培地に添加せずに、培
養を一週間行なった後のｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにより解析した結果を示す図
である。
【図１４（ｂ）】実施例７において取得したクローン９について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎ
ｅによるｄ２ＥＧＦＰの発現誘導を行なうとともに、５−ａｚａ（最終濃度１μＭ）を培
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地に添加し、培養を一週間行なった後のｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにより解析し
た結果を示す図である。
【図１４（ｃ）】実施例７において取得したクローン９について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎ
ｅによるｄ２ＥＧＦＰの発現誘導を行なうとともに、５−ａｚａ（最終濃度３μＭ）を培
地に添加し、培養を一週間行なった後のｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにより解析し
た結果を示す図である。
【図１５】実施例８において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰとｐＴｅｔ−ＯＮ
ａｓｍｉｄとを同時にヒト大腸がんＣＯＬＯ

ｐｌ

３２０ＤＭ細胞へ導入して取得した形質転

換細胞の多クローン性集団について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅによるｄ２ＥＧＦＰの発現
誘導を行なう前後の位相差顕微鏡像および蛍光顕微鏡像であり、（ａ）はＤｏｘｙｃｙｃ
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ｌｉｎｅ添加前の位相差顕微鏡像（×２００）であり、（ｂ）はＤｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ
添加前の蛍光顕微鏡像（×２００）であり、（ｃ）はＤｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加後の位
相差顕微鏡像（×２００）であり、（ｄ）はＤｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加後の蛍光顕微鏡
像（×２００）である。
【図１６（ａ）】実施例８において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰとｐＴｅｔ−ＯＮ
ｐｌａｓｍｉｄとを同時にヒト大腸がんＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞へ導入して取得した

形質転換細胞の多クローン性集団について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅによるｄ２ＥＧＦＰ
の発現誘導を行なう前に、セルソーターによりｄ２ＥＧＦＰの発現を解析した結果を示す
図である。
【図１６（ｂ）】実施例８において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰとｐＴｅｔ−ＯＮ
ｐｌａｓｍｉｄとを同時にヒト大腸がんＣＯＬＯ

40

３２０ＤＭ細胞へ導入して取得した

形質転換細胞の多クローン性集団について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅによるｄ２ＥＧＦＰ
の発現誘導を１時間行ない、セルソーターによりｄ２ＥＧＦＰの発現を解析した結果を示
す図である。
【図１６（ｃ）】実施例８において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰとｐＴｅｔ−ＯＮ
ｐｌａｓｍｉｄとを同時にヒト大腸がんＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞へ導入して取得した

形質転換細胞の多クローン性集団について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅによるｄ２ＥＧＦＰ
の発現誘導を３時間行ない、セルソーターによりｄ２ＥＧＦＰの発現を解析した結果を示
す図である。
【図１６（ｄ）】実施例８において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰとｐＴｅｔ−ＯＮ
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３２０ＤＭ細胞へ導入して取得した

形質転換細胞の多クローン性集団について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅによるｄ２ＥＧＦＰ
の発現誘導を６時間行ない、セルソーターによりｄ２ＥＧＦＰの発現を解析した結果を示
す図である。
【図１６（ｅ）】実施例８において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰとｐＴｅｔ−ＯＮ
ｐｌａｓｍｉｄとを同時にヒト大腸がんＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞へ導入して取得した

形質転換細胞の多クローン性集団について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅによるｄ２ＥＧＦＰ
の発現誘導を１５時間行ない、セルソーターによりｄ２ＥＧＦＰの発現を解析した結果を
示す図である。
【図１６（ｆ）】実施例８において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰとｐＴｅｔ−ＯＮ
ｐｌａｓｍｉｄとを同時にヒト大腸がんＣＯＬＯ
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３２０ＤＭ細胞へ導入して取得した

形質転換細胞の多クローン性集団について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅによるｄ２ＥＧＦＰ
の発現誘導を２４時間行ない、セルソーターによりｄ２ＥＧＦＰの発現を解析した結果を
示す図である。
【図１６（ｇ）】実施例８において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰとｐＴｅｔ−ＯＮ
ｐｌａｓｍｉｄとを同時にヒト大腸がんＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞へ導入して取得した

形質転換細胞の多クローン性集団について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅによるｄ２ＥＧＦＰ
の発現誘導を４８時間行ない、セルソーターによりｄ２ＥＧＦＰの発現を解析した結果を
示す図である。
【図１６（ｈ）】実施例８において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰとｐＴｅｔ−ＯＮ
ｐｌａｓｍｉｄとを同時にヒト大腸がんＣＯＬＯ
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３２０ＤＭ細胞へ導入して取得した

形質転換細胞の多クローン性集団について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅによるｄ２ＥＧＦＰ
の発現誘導を１２０時間行ない、セルソーターによりｄ２ＥＧＦＰの発現を解析した結果
を示す図である。
【図１６（ｉ）】実施例８において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰとｐＴｅｔ−ＯＮ
ｐｌａｓｍｉｄとを同時にヒト大腸がんＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞へ導入して取得した

形質転換細胞の多クローン性集団について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅによるｄ２ＥＧＦＰ
の発現誘導を２週間行ない、セルソーターによりｄ２ＥＧＦＰの発現を解析した結果を示
す図である。
【図１６（ｊ）】実施例８における、陰性対照の多クローン性集団について、Ｄｏｘｙｃ
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ｙｃｌｉｎｅによるｄ２ＥＧＦＰの発現誘導を行ない、セルソーターによりｄ２ＥＧＦＰ
の発現を解析した結果を示す図である。
【図１７】実施例８において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰとｐＴｅｔ−ＯＮ
ａｓｍｉｄとを同時にヒト大腸がんＣＯＬＯ

ｐｌ

３２０ＤＭ細胞へ導入して取得した形質転

換細胞の多クローン性集団について、ｄ２ＥＧＦＰ発現量の平均値と生細胞率とを時間に
対してプロットしたチャート図である。
【図１８（ａ）】実施例８において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰとｐＴｅｔ−ＯＮ
ｐｌａｓｍｉｄとを同時にヒト大腸がんＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞へ導入して取得した

形質転換細胞の多クローン性集団から任意に選抜したクローンＡについて、発現誘導前の
ｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにて解析を行なった結果を示す図である。
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【図１８（ｂ）】実施例８において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰとｐＴｅｔ−ＯＮ
ｐｌａｓｍｉｄとを同時にヒト大腸がんＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞へ導入して取得した

形質転換細胞の多クローン性集団から任意に選抜したクローンＡについて、発現誘導後の
ｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにて解析を行なった結果を示す図である。
【図１８（ｃ）】実施例８において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰとｐＴｅｔ−ＯＮ
ｐｌａｓｍｉｄとを同時にヒト大腸がんＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞へ導入して取得した

形質転換細胞の多クローン性集団から任意に選抜したクローンＢについて、発現誘導前の
ｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにて解析を行なった結果を示す図である。
【図１８（ｄ）】実施例８において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰとｐＴｅｔ−ＯＮ
ｐｌａｓｍｉｄとを同時にヒト大腸がんＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞へ導入して取得した
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形質転換細胞の多クローン性集団から任意に選抜したクローンＢについて、発現誘導後の
ｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにて解析を行なった結果を示す図である。
【図１８（ｅ）】実施例８において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰとｐＴｅｔ−ＯＮ
ｐｌａｓｍｉｄとを同時にヒト大腸がんＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞へ導入して取得した

形質転換細胞の多クローン性集団から任意に選抜したクローンＣについて、発現誘導前の
ｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにて解析を行なった結果を示す図である。
【図１８（ｆ）】実施例８において、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰとｐＴｅｔ−ＯＮ
ｐｌａｓｍｉｄとを同時にヒト大腸がんＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞へ導入して取得した

形質転換細胞の多クローン性集団から任意に選抜したクローンＣについて、発現誘導後の
ｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにて解析を行なった結果を示す図である。

10

【図１９】実施例８にかかる方法を実施することにより、ヘテロクロマチン化していたＨ
ＳＲ上の増幅遺伝子からＲＮＡの転写が活性化されることを示す蛍光顕微鏡像である。
【図２０（ａ）】実施例９において単離したＨＳＲクローンについて、導入したｐＳＦＶ
ｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミドの塩基配列をＦＩＳＨ法により検出した結果を示す蛍
光顕微鏡像である。
【図２０（ｂ）】実施例９において単離したＤＭクローンについて、導入したｐＳＦＶｄ
ｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミドの塩基配列をＦＩＳＨ法により検出した結果を示す蛍光
顕微鏡像である。
【図２１（ａ）】実施例９において単離したＨＳＲクローンについて、Ｄｏｘｙｃｙｃｌ
ｉｎｅによるｄ２ＥＧＦＰの発現誘導を２日間行ない、セルソーターによりｄ２ＥＧＦＰ
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の発現を解析した結果を示す図である。
【図２１（ｂ）】実施例９において単離したＤＭクローン（５−ａｚａ処理無し）につい
て、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅによるｄ２ＥＧＦＰの発現誘導を２日間行ない、セルソータ
ーによりｄ２ＥＧＦＰの発現を解析した結果を示す図である。
【図２１（ｃ）】実施例９において単離したＤＭクローン（５−ａｚａ処理有り）につい
て、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅによるｄ２ＥＧＦＰの発現誘導を２日間行ない、セルソータ
ーによりｄ２ＥＧＦＰの発現を解析した結果を示す図である。
【図２１（ｄ）】実施例９における、陰性対照、ＨＳＲクローン、およびＤＭクローン（
５−ａｚａ処理有りの場合と無しの場合）について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加２日後
の積算蛍光強度を示す棒グラフである。
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【図２２（ａ）】実施例１０において単離したＣＨＯ細胞のＨＳＲクローンについて、導
入したｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミドの塩基配列をＦＩＳＨ法により検出し
た結果を示す蛍光顕微鏡像である。
【図２２（ｂ）】実施例１０において単離したＣＨＯ細胞のＤＭクローンについて、導入
したｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミドの塩基配列をＦＩＳＨ法により検出した
結果を示す蛍光顕微鏡像である。
【図２３（ａ）】実施例１０において単離した最高クローンについて、Ｄｏｘｙｃｙｃｌ
ｉｎｅによるｄ２ＥＧＦＰの発現誘導を２日間行ない、セルソーターによりｄ２ＥＧＦＰ
の発現を解析した結果を示す図である。
【図２３（ｂ）】実施例１０における、陰性対照における形質転換細胞の多クローン性集

40

団、本実施例の形質転換細胞の多クローン性集団、および最高クローンについて、Ｄｏｘ
ｙｃｙｃｌｉｎｅ添加２日後の積算蛍光強度を示す棒グラフである。
【図２３（ｃ）】実施例１０において単離した最高クローンについて、導入したｐＳＦＶ
ｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミドの塩基配列をＦＩＳＨ法により検出した結果を示す蛍
光顕微鏡像である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
本発明の実施の形態について説明すれば、以下のとおりである。なお、本発明はこれに
限定されるものではない。
【００３９】
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本発明は、遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞内において形成された反復配列から、
発現抑制されているタンパク質を発現させる方法である。ここで「反復配列」とは、ある
単位塩基配列がリピートした塩基配列のことを意味する。かかる反復配列が染色体上に存
在すると、その遺伝子領域のヘテロクロマチン化が起こり、遺伝子の転写が抑制される場
合があることが知られている。
【００４０】
本発明者は、既述のごとく、哺乳動物複製開始領域（ＩＲ；ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ
ｅｇｉｏｎ）と核マトリックス結合領域（ＭＡＲ；ｍａｔｒｉｘ

ｒ

ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ

ｒｅｇｉｏｎ）を持つプラスミド（以下「ＩＲ／ＭＡＲプラスミド」という）をヒト由
来がん細胞（ＣＯＬＯ

３２０

大腸がん細胞株、およびＨｅＬａ細胞株）にリポフェク

10

ション法で導入し、プラスミド上に存在する薬剤耐性遺伝子（Ｂｌａｓｔｉｃｉｄｉｎｅ
あるいはＮｅｏｍｙｃｉｎｅ）を利用して選択するだけで、所望のタンパク質をコードす
る遺伝子（目的遺伝子）の細胞内コピー数を１万コピー程度にまで増幅できる系（以下、
「高度遺伝子増幅系」という）を開発した（特許文献１、特許文献２、非特許文献１、お
よび非特許文献２参照）。
【００４１】
しかし、かかる高度遺伝子増幅系では、後述する比較例１に示すごとく、目的遺伝子で
あるブラスティサイジン抵抗性遺伝子のコピー数が増加しても、ブラスティサイジン抵抗
性遺伝子のｍＲＮＡへの転写量の増加には至らないということが判明した。この現象は、
目的遺伝子を含む遺伝子領域が高度に増幅することによって生じる反復配列により、転写

20

抑制が起こっているということが考えられた。本発明は、（ａ）かかる反復配列に起因す
る転写抑制を解除すること、または（ｂ）その大多数が上記転写抑制を起こしている細胞
集団（クローン集団）の中から当該転写抑制が起こっていない（または転写抑制の程度が
低い）細胞（クローン）を選択することによって、発現抑制されているタンパク質を発現
させるためになされたものである。
【００４２】
したがって本発明において「発現抑制されているタンパク質を発現させる方法」とは、
反復配列に起因する転写抑制を解除することによって発現抑制されているタンパク質を発
現させる方法のみならず、その大多数が上記転写抑制を起こしている細胞集団（クローン
集団）の中から当該転写抑制が起こっていない（または転写抑制の程度が低い）細胞（ク
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ローン）を選択することによって所望するタンパク質を発現させることをも含む意味であ
る。
【００４３】
ここで本発明において「遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞」は、細胞内で遺伝子（
ポリヌクレオチド）の増幅が誘導された哺乳動物細胞のことである。当該哺乳動物細胞と
しては、例えば上記ＩＲ／ＭＡＲプラスミドを導入した哺乳動物細胞が挙げられる。また
上記哺乳動物細胞は、特に限定されるものではなく、例えばＣＨＯ−Ｋ１細胞（入手先：
例えば、ＡＴＣＣ

ＣＣＬ−６１、ＲＩＫＥＮ

ＲＣＢ０２８５、ＲＩＫＥＮ

ＲＣＢ０

４０３等）が挙げられる。ただし、上記哺乳動物細胞としては、無限増殖能を有する腫瘍
細胞が特に好ましい。上記腫瘍細胞としては、例えば、ＨｅＬａ細胞（入手先：例えば、
ＡＴＣＣ
ＫＥＮ

ＣＣＬ−２、ＡＴＣＣ

ＣＣＬ−２．２、ＲＩＫＥＮ

ＲＣＢ０１９１等）、ヒト大腸がんＣＯＬＯ

、ＡＴＣＣ

ＲＣＢ０００７、ＲＩ

３２０ＤＭ細胞（入手先：例えば

ＣＣＬ−２２０）、ヒト大腸がんＣＯＬＯ

えば、ＡＴＣＣ
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３２０ＨＳＲ細胞（入手先：例

ＣＣＬ−２２０．１）、ＮＳ０細胞（入手先：例えば、ＲＩＫＥＮ

Ｒ

ＣＢ０２１３）等が挙げられる。
【００４４】
〔実施の形態１〕
本実施の形態にかかる方法は、上記遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞が、真核生物
細胞内で機能する複製起点および核マトリックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチド
、並びに発現させるべきタンパク質をコードする第２のポリヌクレオチドが同時に導入さ
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れており、当該第１および第２のポリヌクレオチドを導入する際に、１０ｋｂｐ以上の長
さを有する第３のポリヌクレオチド、またはインシュレーター配列を含む第４のポリヌク
レオチドの少なくとも一方を上記哺乳動物細胞に導入する工程を包含している。
【００４５】
第１のポリヌクレオチドには、真核生物細胞内で機能する複製起点および核マトリック
ス結合領域が含まれている。かかる第１のポリヌクレオチドに含まれる複製起点としては
真核生物細胞内で機能するものであれば特に限定されるものではなく、ｃ−ｍｙｃ遺伝子
座、ジヒドロ葉酸リダクターゼ遺伝子座、β−グロビン遺伝子座等の複製起点が挙げられ
る。なおｃ−ｍｙｃ遺伝子座の複製起点については、例えば『ＭｃＷｈｉｎｎｅｙ，Ｃ．
ｅｔ

ａｌ．，Ｎｕｃｌｅｉｃ

Ａｃｉｄｓ

Ｒｅｓ．ｖｏｌ．１８，ｐ１２３３−１２

10

４２（１９９０）』に記載されている。ジヒドロ葉酸リダクターゼ遺伝子座の複製起点に
ついては、例えば『Ｄｉｊｋｗｅｌ，Ｐ．Ａ．ｅｔ

ａｌ．，Ｍｏｌ．Ｃｅｌｌ．Ｂｉｏ

ｌ．ｖｏｌ．８，ｐ５３９８−５４０９（１９８８）』に記載されている。β−グロビン
遺伝子座の複製起点については、例えば『Ａｌａｄｊｅｍ，Ｍ．ｅｔ
ｎｃｅ

ａｌ．，Ｓｃｉｅ

ｖｏｌ．２８１，ｐ１００５−１００９（１９９８）』に記載されている。

【００４６】
またかかる第１のポリヌクレオチドに含まれる核マトリックス結合領域としては、真核
生物細胞内で機能するものであれば特に限定されるものではなく、Ｉｇκ遺伝子座、ＳＶ
４０初期領域、ジヒドロ葉酸リダクターゼ遺伝子座等の核マトリックス結合領域に由来す
る配列が挙げられる。なお、Ｉｇκ遺伝子座の核マトリックス結合領域については、例え
ば『Ｔｓｕｔｓｕｉ，Ｋ．ｅｔ
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ａｌ．，Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．ｖｏｌ．２６８，ｐ

１２８８６−１２８９４（１９９３）』に記載されている。ＳＶ４０初期領域の核マトリ
ックス結合領域については、例えば『Ｐｏｍｍｉｅｒ，Ｙ．ｅｔ
ｌ．，ｖｏｌ

ａｌ．，Ｊ．Ｖｉｒｏ

６４，ｐ４１９−４２３（１９９０）』に記載されている。ジヒドロ葉酸

リダクターゼ遺伝子座の核マトリックス結合領域については、例えば『Ｓｈｉｍｉｚｕ
Ｎ．ｅｔ

ａｌ．，Ｃａｎｃｅｒ

Ｒｅｓ．ｖｏｌ．６１，ｐ６９８７−６９９０』に記

載されている。
【００４７】
なお第１のポリヌクレオチドには、この他、適宜目的に応じて、大腸菌内でクローニン
グを行なうために必要な配列、あるいは、マーカータンパク質として薬剤耐性遺伝子（ブ
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ラスティサイジン抵抗性遺伝子、ネオマイシン抵抗性遺伝子等）または緑色蛍光タンパク
質遺伝子等を選択マーカーとして有してもよい。これらの選択マーカーを指標として第１
のポリヌクレオチドが導入された細胞を選別できる。
【００４８】
一方、第２のポリヌクレオチドは、発現させるべきタンパク質をコードするポリヌクレ
オチド（適宜「目的タンパク質をコードする遺伝子」と称する）であり、特に限定される
ものではなく、所望のタンパク質をコードするポリヌクレオチドを適宜選択の上、採用す
ればよい。当該ポリヌクレオチドは、その塩基配列情報を元にＰＣＲ等の公知の技術を用
いて取得すればよい。なお本発明の説明において「発現させるべきタンパク質」のことを
40

「目的タンパク質」と称する。
【００４９】
上記第１のポリヌクレオチド、および発現させるべきタンパク質をコードする第２のポ
リヌクレオチドが、哺乳動物細胞へ同時に導入されることによって、本発明者が特許文献
１等に開示した「高度遺伝子増幅系」を構成することができ、当該細胞は第２のポリヌク
レオチドを増幅することが可能となる。ここで、上記第１および第２のポリヌクレオチド
が同時に導入された哺乳動物細胞は、本発明でいう「遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細
胞」である。当該第１および第２ポリヌクレオチドが導入される哺乳動物細胞は、特に限
定されるものではなく、例えばＣＨＯ細胞等が挙げられる。ただし、上記哺乳動物細胞と
しては、無限増殖能を有する腫瘍細胞が特に好ましい。上記腫瘍細胞としては、例えば、
ＨｅＬａ細胞、ヒト大腸がんＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞、ヒト大腸がんＣＯＬＯ

３２０
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ＨＳＲ細胞、ＮＳ０細胞等が挙げられる。ヒト大腸がんＣＯＬＯ
ヒト大腸がんＣＯＬＯ

３２０ＨＳＲ細胞については、例えば『Ｑｕｉｎｎ，Ｌ．Ａ．，

Ｍｏｏｒｅ，Ｇ．Ｅ．，Ｍｏｒｇａｎ，Ｒ．Ｔ．，ａｎｄ
ｌ

ｆｒｏｍ

ｈｕｍａｎ

ｕｎｕｓｕａｌ

ｃｅｌｌ

ｐｒｏｄｕｃｔｓ，ｄｏｕｂｌｅ

ｈｏｍｏｇｅｎｅｏｕｓｌｙ

ａ

ｗｉｔｈ

ｍｉｎｕｔｅｓ，ａｎｄ

ｒｅｇｉｏｎｓ．Ｃａｎｃｅｒ

Ｒ

３９（１２）：４９１４−４９２４．』および『Ｓｈｉｍｉｚｕ，Ｎ．
Ｗａｈｌ，Ｇ．Ｍ．Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ

ａｃｅｎｔｒｉｃｆｒａｇｍｅｎｔｓ

ｖｉｄｅｓ

ｃａｒｃｉｎｏｍａ

ｓｔａｉｎｉｎｇ

，Ｋａｎｄａ，Ｔ．，ａｎｄ
ｏｆ

ｃｏｌｏｎ

Ｗｏｏｄｓ，Ｌ．Ｋ．Ｃｅｌ

ｌｉｎｅｓ

ｅｓ．１９７９

３２０ＤＭ細胞および

ｒａｐｉｄ

ｍｅｔｈｏｄ

ａｃｈｒｏｍｏｓｏｍａｌｌｙ

ｂｙ
ｆｏｒ

ａｍｐｌｉｆｉｅｄ

ｃａｐｔｕｒｅ

ｍｉｃｒｏｎｕｃｌｅｉ
ｐｕｒｉｆｙｉｎｇ

ｐｒｏ

ｅｘｔｒ
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ＤＮＡ．Ｎａｔ．Ｇｅｎｅｔ．，

１２：６５−７１，１９９６．』に記載されている。
【００５０】
なお、第１および第２のポリヌクレオチドを細胞に導入する際には、両ポリヌクレオチ
ドが同時に哺乳動物細胞へ導入される態様であれば特に限定されるものではなく、両ポリ
ヌクレオチドを連結して同一の遺伝子構築物として導入してもよいし、おのおの別々の遺
伝子構築物として導入してもよい。また遺伝子構築物の形態については、プラスミドであ
ってもコスミドであってもよい。
【００５１】
また第１および第２のポリヌクレオチドの細胞への導入方法は、特に限定されるもので

20

はなく、リポフェクション、エレクトロポレーション法、パーティクルガン法等公知の方
法を適宜選択の上、利用可能である。
【００５２】
ところで、第１および第２のポリヌクレオチドが導入された哺乳細胞内で第２のポリヌ
クレオチドが増幅する際に反復配列が生じ、当該反復配列によって転写抑制が起こり、結
果的にタンパク質の発現抑制が起こる。本発明者は、この現象を発がん過程の遺伝子増幅
において生じる反復配列の場合と比較した（後述する「参考例１」）。その結果、発がん
過程で生じた遺伝子増幅領域からｍＲＮＡへの転写は抑制されていないということがわか
った。比較例１で示したＩＲとＭＡＲを持つプラスミド（ｐＳＦＶｄｈｆｒ）による反復
配列と、発がん過程で生じた反復配列との相違点は、後者では反復している配列が長いこ

30

と（通常、１００〜２００ｋｂｐ）、および反復配列が組み替え等により複雑になってい
ることである。したがって、比較例１および参考例１の結果から、ＩＲとＭＡＲを持つプ
ラスミドによって生ずる反復配列からｍＲＮＡの転写量を高めるためには、反復単位を長
くし、反復構造を複雑化すれば良いということが考えられた。
【００５３】
本実施の形態のかかる方法は、上記検討を元にして考案された。すなわち、当該第１お
よび第２のポリヌクレオチドを導入する際に、１０ｋｂｐ以上の長さを有する第３のポリ
ヌクレオチド、またはインシュレーター配列を含む第４のポリヌクレオチドの少なくとも
一方を上記哺乳動物細胞に導入する工程を包含している。
【００５４】

40

上記第３のポリヌクレオチドを、上記第１および第２のポリヌクレオチドを同時に哺乳
動物細胞へ導入することによって、発現させるべきタンパク質をコードするポリヌクレオ
チドおよび第３のポリヌクレオチドが上記哺乳動物細胞内において共増幅する。その結果
、ポリヌクレオチド（遺伝子）の増幅によって形成される反復配列の反復単位が長くなる
、もしくは反復構造が複雑になる。したがって、反復配列に起因する転写抑制を解除する
ことができ、ポリヌクレオチドのコピー数に応じたタンパク質を発現させることができる
という効果を奏する。
【００５５】
ここで第３のポリヌクレオチドの長さは、１０ｋｂｐ以上が好ましく、５０ｋｂｐ以上
がさらに好ましく、１００ｋｂｐ以上が最も好ましい。第３のポリヌクレオチドは、上記
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長さの条件を満たすものであれば、塩基配列については限定されるものではなく、タンパ
ク質をコードするものであっても、コードしないものであってもよい。なお第３のポリヌ
クレオチドは任意のポリヌクレオチドを合成等の手法により適宜調製して適用してもよい
し、例えば、λ−ファージＤＮＡ、ヒトゲノムＤＮＡ、等の公知のポリヌクレオチドを適
宜選択の上適用してもよい。
【００５６】
一方、第４のポリヌクレオチドを、上記第１および第２のポリヌクレオチドとを同時に
哺乳動物細胞へ導入することによって発現させるべきタンパク質、およびインシュレータ
ー配列のポリヌクレオチドが上記哺乳動物細胞内において共増幅すると、ポリヌクレオチ
ド（遺伝子）の増幅によって形成される反復配列の反復単位が長くなる、もしくは反復構

10

造が複雑になる。さらにはヘテロクロマチン化が周囲に拡散することがなくなり、反復配
列に起因する転写抑制を解除することができ、ポリヌクレオチドのコピー数に応じたタン
パク質を発現させることができるという効果を奏する。
【００５７】
ここで、「インシュレーター配列」はクロマチンの境界であり、遺伝子発現の独立性を
保つＤＮＡ配列であるということが知られている。かかるインシュレーター配列としては
、例えば、鳥類由来ＨＳ４インシュレーター配列（１２１０ｂｐ、『Ｒｅｃｉｌｌａｓ−
Ｔａｒｇａ，Ｆ．ｅｔ

ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ．

，ｖｏｌ．９９，ｐ６８８３−６８８８，（２００２）参照』）、ウニ由来ＡＲＳインシ
ュレーター配列（５７５ｂｐ、『Ａｋａｓａｋａ

Ｋ，ｅｔ

ａｌ．，Ｃｅｌｌ．Ｍｏｌ

20

．Ｂｉｏｌ．ｖｏｌ．４５，ｐ５５５−５６５（１９９９）．』参照）が挙げられる。
【００５８】
上記第３または第４のポリヌクレオチドは、第１または第２のポリヌクレオチドと同一
の遺伝子構築物として哺乳動物細胞に導入してもよいし、おのおの別々の遺伝子構築物と
して導入してもよい。ただし、第３、第４のポリヌクレオチドは、サイズが比較的大きい
こと、第１または第２のポリヌクレオチドを含む遺伝子構築物にさらに挿入する操作が必
要となること等の理由により、おのおの別々の遺伝子構築物として哺乳動物細胞に導入す
ることが好ましい。また第３または第４のポリヌクレオチドのいずれか１つを哺乳動物細
胞内に導入してもよいが、両ペプチドを哺乳動物細胞内に導入した方が、さらに転写抑制
を解除する効果を得ることができるために好ましい。なお遺伝子構築物の形態、哺乳動物

30

細胞への導入方法については、第１および第２のポリヌクレオチドの場合と同様にすれば
よい。
【００５９】
本実施の形態にかかる方法の効果については、その一例として後述する実施例１、２に
おいて検討しており、確かに発現させるべきタンパク質をコードするポリヌクレオチドの
転写抑制が解除されており、目的タンパク質が高発現していることがわかった。
【００６０】
なお本発明は、本実施の形態にかかる方法によって得られた形質転換体を包含する。
【００６１】
〔実施の形態２〕

40

本実施の形態にかかる方法は、上記遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞が、真核生物
細胞内で機能する複製起点および核マトリックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチド
、並びに第５のポリヌクレオチドが同時に導入されており、第５のポリヌクレオチドは、
発現させるべきタンパク質をコードする第２のポリヌクレオチド、および薬剤耐性遺伝子
を含んでおり、上記哺乳動物細胞を漸増濃度の薬剤を含有する培地中で培養する工程を包
含している。
【００６２】
ここで第５のポリヌクレオチドとは、発現させるべきタンパク質をコードする第２のポ
リヌクレオチド、および薬剤耐性遺伝子を含むポリヌクレオチドである。薬剤耐性遺伝子
としては、ブラスティサイジン抵抗性遺伝子、ネオマイシン抵抗性遺伝子、ヒグロマイシ
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ン抵抗性遺伝子、等が挙げられる。かかる第５のポリヌクレオチドを上記遺伝子増幅が誘
導された哺乳動物細胞に導入する際は、第１または第５のポリヌクレオチドと同一の遺伝
子構築物として哺乳動物細胞に導入してもよいし、おのおの別々の遺伝子構築物として導
入してもよい。なお遺伝子構築物の形態、哺乳動物細胞への導入方法については、既述の
第１および第２のポリヌクレオチドの場合と同様にすればよい。
【００６３】
本実施の形態は、上記第１および第５のポリヌクレオチドが導入された哺乳動物細胞を
、漸増濃度の薬剤を含有する培地中で培養する工程を包含している。上記第１および第５
のポリヌクレオチドが導入された哺乳動物細胞においては、発現させるべきタンパク質を
コードするポリヌクレオチドおよび薬剤耐性遺伝子が共増幅される。漸増濃度の薬剤を含

10

有する培地中で上記哺乳動物細胞を培養すれば、反復配列に起因する転写抑制が起こって
いない（もしくは、転写抑制の程度が低い）哺乳動物細胞を、薬剤耐性を指標に選抜する
ことができる。したがって、発現させるべきタンパク質をコードするポリヌクレオチドに
ついても転写抑制が起こっていない（もしくは、転写抑制の程度が低い）哺乳動物細胞を
選抜することができ、当該ポリヌクレオチドのコピー数に応じたタンパク質を発現させる
ことができるという効果を奏する。
【００６４】
ここで、細胞培養を行なう際の薬剤の漸増方法としては、特に限定されるものではなく
、薬剤濃度の高い培地に段階的に植え継いでいく方法であっても、培地中に薬剤を連続的
に添加していく方法であってもよい。より具体的には、前者の場合３日〜７日間隔で植え

20

継いでいくことが好ましく、薬剤濃度の増加率は３０〜１００％増が好ましい。また後者
の場合は、薬剤濃度が２４時間当り１０〜３０％増となるように薬剤を添加することが好
ましい。後述する実施例３においては、３〜５日間隔の植え継ぎ毎に薬剤（ブラスティサ
イジン）濃度を倍増させている。
【００６５】
なお培地中に添加する薬剤の上限は、薬剤の種類、細胞の種類、状態等によって異なる
ために限定されるものではなく、適宜検討の上、決定すればよい。
【００６６】
本実施の形態にかかる方法の効果については、その一例として後述する実施例３におい
て検討しており、確かに発現させるべきタンパク質をコードするポリヌクレオチドの転写

30

抑制が解除されており、目的タンパク質が高発現していることがわかった。
【００６７】
〔実施の形態３〕
本実施の形態にかかる方法は、上記遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞が、真核生物
細胞内で機能する複製起点および核マトリックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチド
、並びに第６のポリヌクレオチドが同時に導入されており、第６のポリヌクレオチドにお
いて、プロモーター領域と発現させるべきタンパク質をコードする第２のポリヌクレオチ
ドとが制御可能に連結されており、当該プロモーターの転写活性化因子をコードする第７
のポリヌクレオチドを上記哺乳動物細胞に導入して転写活性化因子を発現させる工程を包
含している。
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【００６８】
ここで第６のポリヌクレオチドとは、プロモーター領域と発現させるべきタンパク質を
コードする第２のポリヌクレオチドとが制御可能に連結されているものである。プロモー
ター領域としては、第６のポリペプチドが導入される哺乳動物細胞において機能し、かつ
転写活性化因子によって転写調節されるものであれば特に限定されるものではなく、例え
ば、ＴＲＥプロモーター（クロンテック社製）、Ｔ−ＲＥＸプロモーター（インビトロジ
ェン社製）等が利用可能である。第６のポリヌクレオチドを上記遺伝子増幅能を有する哺
乳動物細胞に導入する際は、第１のポリヌクレオチドと同一の遺伝子構築物として哺乳動
物細胞に導入してもよいし、おのおの別々の遺伝子構築物として導入してもよい。なお遺
伝子構築物の形態、哺乳動物細胞への導入方法については、既述の第１および第２のポリ
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ヌクレオチドの場合と同様にすればよい。
【００６９】
本実施の形態は、当該プロモーターの転写活性化因子をコードする第７のポリヌクレオ
チドを上記哺乳動物細胞に導入して転写活性化因子を発現させる工程を包含している。か
かる工程によれば、発現させるべきタンパク質の発現を制御するプロモーターの活性自体
を向上させることができ、反復配列によって発現抑制されているタンパク質を発現させる
ことができるという効果を奏する。ここで第７のポリヌクレオチドとは、上記第６のポリ
ヌクレオチドに含まれるプロモーターの転写活性化因子をコードするポリヌクレオチドの
ことである。例えば、プロモーターとしてＴＲＥプロモーターを用いた場合には、Ｔｅｔ
10

−ＯＮ遺伝子（クロンテック社製）を第７のポリヌクレオチドとすればよい。
【００７０】
第７のポリヌクレオチドを上記哺乳動物細胞に導入して転写活性化因子を発現させる工
程では、かかる第７のポリヌクレオチドと当該ポリヌクレオチドを発現させるためのプロ
モーターとを制御可能に連結して構築した遺伝子構築物を上記哺乳動物細胞に導入すれば
よい。当該第７のポリヌクレオチドを発現させるためのプロモーターは、哺乳動物細胞に
おいて機能するものであれば特に限定されるものではなく、誘導型プロモーターであって
も、非誘導型プロモーターであってもよい。また第７のポリネクレオチドを含む遺伝子構
築物の哺乳動物細胞への導入の時期は、上記第１および第６のポリヌクレオチドの導入後
に第７のポリヌクレオチドを導入してもよいし、またその逆であってもよい。なお遺伝子
構築物の形態、哺乳動物細胞への導入方法については、既述の第１および第２のポリヌク
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レオチドの場合と同様にすればよい。
【００７１】
本実施の形態にかかる方法の効果については、その一例として後述する実施例４におい
て検討しており、確かに発現させるべきタンパク質をコードするポリヌクレオチドの転写
抑制が解除され、目的タンパク質が高発現していることがわかった。
【００７２】
なお本発明は、本実施の形態にかかる方法によって得られた形質転換体を包含する。
【００７３】
〔実施の形態４〕
本実施の形態にかかる方法は、上記遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞が、真核生物

30

細胞内で機能する複製起点および核マトリックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチド
、並びに第８のポリヌクレオチドが同時に導入されており、第８のポリヌクレオチドは、
発現させるべきタンパク質をコードする第２のポリヌクレオチド、およびＬｏｘＰ遺伝子
を含み、Ｃｒｅ

Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｓｅ遺伝子を含む第９のポリヌクレオチドを上記哺

乳動物細胞に導入してＣｒｅ

Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｓｅを発現させる工程を包含している

。
【００７４】
ここで第８のポリヌクレオチドとは、第２のポリヌクレオチドおよびＬｏｘＰ遺伝子を
含むポリヌクレオチドである。ＬｏｘＰ遺伝子は、公知のＣｒｅ−ＬｏｘＰ
ｍ（クレ・ロックスピー系）にかかる遺伝子である（『
ｉｎｇ−−−−ａ

ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ

．Ｓａｍｂｒｏｏｋ
ｒｂｏｒ

ａｎｄ

Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ

ｍａｎｕａｌ

３ｒｄ

Ｅｄ．

Ｄ．Ｗ．Ｒｕｓｓｅｌｌ，Ｃｏｌｄ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ

Ｓｙｓｔｅ
，ｂｙ

末端および３
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Ｊ

Ｓｐｒｉｎｇ

Ｐｒｅｓｓ（２００１），ｐａｇｅ

８５．』参照）。なお上記ＬｏｘＰ遺伝子の両端（５

Ｃｌｏｎ
Ｈａ

４．８２−４．
末端）にはクロー

ニングのための制限酵素認識配列または制限酵素切断配列が付加されていてもよい。
【００７５】
また第９のポリヌクレオチドは、同Ｃｒｅ−ＬｏｘＰ
ピー系）にかかるＣｒｅ

Ｓｙｓｔｅｍ（クレ・ロックス

Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｓｅ遺伝子を含むポリヌクレオチドである

。当該第９のポリヌクレオチドには、Ｃｒｅ

Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｓｅ遺伝子を発現させ

るためのプロモーターが含まれていることが好ましい。
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【００７６】
第１のポリヌクレオチド、第８のポリヌクレオチド、および第９のポリヌクレオチドが
哺乳動物細胞に導入されることによって、ＬｏｘＰ遺伝子と発現させるべきタンパク質を
コードするポリヌクレオチドとが増幅される。この時、哺乳動物細胞において発現したＣ
ｒｅ

ＲｅｃｏｍｂｉｎａｓｅがＬｏｘＰ遺伝子を認識して、発現させるべきタンパク質

をコードするポリヌクレオチドが染色体外に切り出され、環状体分子を形成する。染色体
外の環状分子は、転写抑制等の影響を受けにくいため、反復配列に起因する転写抑制を回
避でき、ポリヌクレオチドのコピー数に応じたタンパク質を発現させることができるとい
う効果を奏する。
10

【００７７】
なお各ポリヌクレオチドの哺乳動物細胞への導入方法については、既述の第１および第
２のポリヌクレオチドの場合と同様にすればよい。また導入の時期は、上記第１および第
８のポリヌクレオチドの導入後に第９のポリヌクレオチドを導入してもよいし、またその
逆であってもよい。
【００７８】
本実施の形態にかかる方法の効果については、その一例として後述する実施例５におい
て検討しており、確かに発現させるべきタンパク質をコードするポリヌクレオチドの転写
抑制が解除されており、目的タンパク質が高発現していることがわかった。
【００７９】
なお本発明は、本実施の形態にかかる方法によって得られた形質転換体を包含する。
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【００８０】
〔実施の形態５〕
本実施の形態にかかる方法は、上記遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞が、真核生物
細胞内で機能する複製起点および核マトリックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチド
、並びに発現させるべきタンパク質をコードする第２のポリヌクレオチドが同時に導入さ
れており、５−ａｚａ−２

−ｄｅｏｘｙｃｙｔｉｄｉｎｅで上記哺乳動物細胞を処理す

る工程を包含している。
【００８１】
本発明者は、ＲＮＡｉにおけるＤＮＡのサイレンシング（転写抑制）がＤＮＡのメチル
化を伴っているということから、逆にＤＮＡのメチル化のレベルを低下させれば転写抑制

30

を解除することができるのではないかということを独自に考え、本実施の形態にかかる方
法を考案するに至った。５−ａｚａ−２

−ｄｅｏｘｙｃｙｔｉｄｉｎｅは、ＤＮＡのメ

チル化のレベルを低下させるということが知られており、本発明者はこれを採用すること
とした。当該５−ａｚａ−２

−ｄｅｏｘｙｃｙｔｉｄｉｎｅは市販のものを適宜購入の

上、利用すればよい。例えば、Ｓｉｇｍａ社より購入することができる。
【００８２】
５−ａｚａ−２
−ａｚａ−２

−ｄｅｏｘｙｃｙｔｉｄｉｎｅで哺乳動物細胞を処理する方法は、５

−ｄｅｏｘｙｃｙｔｉｄｉｎｅと哺乳動物細胞とが接触する方法であれば

特に限定されるものではないが、例えば、５−ａｚａ−２

−ｄｅｏｘｙｃｙｔｉｄｉｎ

ｅを含む培地中で哺乳動物細胞を培養すればよい。この時の５−ａｚａ−２

−ｄｅｏｘ

40

ｙｃｙｔｉｄｉｎｅの濃度は、細胞の種類や状態によって好適な条件が異なるため、適宜
検討の上、決定すればよいが、通常０．２μＭ〜１０μＭが好ましく、１μＭ〜２μＭが
さらに好ましい。上記好ましい範囲を超えると、哺乳動物細胞に対して毒性を発揮する場
合があり、上記好ましい範囲未満であると、転写抑制を十分に解除することはできない。
なお、５−ａｚａ−２

−ｄｅｏｘｙｃｙｔｉｄｉｎｅを添加する培地は、哺乳類動物細

胞を培養することができるものであれば特に限定されるものではなく、例えばＤｕｌｂｅ
ｃｃｏ

ｓ

ｍｏｄｉｆｉｅｄ

Ｅａｇｌｅ

ｓ培地（ＤＥＭ培地；インビトロゲン社製

）、ＲＰＭＩ１６４０培地（日水製薬社製）、等が利用可能であり、１０％の牛胎児血清
を加えて使用する。
【００８３】
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ｄｅｏｘｙｃｙｔｉｄｉｎ

ｅの濃度、細胞の種類や状態によって異なるために限定されるものではないが、３日〜１
０日が好ましい。
【００８４】
本実施の形態にかかる方法の効果については、その一例として後述する実施例６におい
て検討しており、確かに発現させるべきタンパク質をコードするポリヌクレオチドの転写
抑制が解除され、目的タンパク質が高発現していることがわかった。
【００８５】
なお、上記５−ａｚａ−２

−ｄｅｏｘｙｃｙｔｉｄｉｎｅで哺乳動物細胞を処理する

方法は、第１のポリヌクレオチド、および第２のポリヌクレオチドが導入された哺乳動物

10

細胞のみに適用されるものではなく、遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞に広く適用が
可能である。例えば、チャイニーズハムスター卵巣（ＣＨＯ；Ｃｈｉｎｅｓｅ
ｔｅｒ

Ｈａｍｓ

Ｏｖａｒｙ）細胞に、タンパク質をコードする遺伝子とジヒドロ葉酸リダクター

ゼ（ＤＨＦＲ；Ｄｉｈｙｄｒｏｆｏｌａｔｅ

ｒｅｄｕｃｔａｓｅ）遺伝子とを同時に導

入して遺伝子増幅が可能となった哺乳動物細胞にも適用可能である。
【００８６】
〔実施の形態６〕
本実施の形態にかかる方法は、上記遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞が、真核生物
細胞内で機能する複製起点および核マトリックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチド
、並びに発現させるべきタンパク質をコードする第２のポリヌクレオチドが同時に導入さ

20

れており、上記遺伝子増幅がダブルマイニュート染色体上で起こっている上記哺乳動物細
胞を選択する工程を包含している。
【００８７】
本発明者は、目的タンパク質をコードするポリヌクレオチド（遺伝子）およびＩＲ／Ｍ
ＡＲプラスミドを導入した哺乳動物細胞の安定形質転換細胞集団から、目的タンパク質を
発現するクローンを単離してその目的タンパク質の発現量を比較したところ、染色体の均
一染色領域（Ｈｏｍｏｇｅｎｅｏｕｓｌｙ

ｓｔａｉｎｉｎｇ

ｒｅｇｅｏｎ；以下「Ｈ

ＳＲ」という）上で目的タンパク質をコードするポリヌクレオチド（遺伝子）の増幅が起
こっているクローンに比して、染色体外のダブルマイニュート染色体（以下「ＤＭ」とい
う）上で目的タンパク質をコードするポリヌクレオチド（遺伝子）の増幅が起こっている
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クローンの方がはるかに高い発現量を示すということを発見した。すなわち、高度遺伝子
増幅系を用いて目的タンパク質をコードするポリヌクレオチド（遺伝子）が高度に増幅さ
れた哺乳動物細胞から、ＤＭ上で当該ポリヌクレオチド（遺伝子）の増幅増幅が起こって
いるクローンを選択すれば、反復配列に起因する転写抑制が起こっていないクローンを選
択することができ、当該クローンを培養することによって、目的タンパク質を高発現させ
ることができるといえる。
【００８８】
ＤＭ上で遺伝子増幅が起こっている哺乳動物細胞（クローン）を選択する方法は、特に
限定されるものではないが、例えば分裂期の染色体について公知のＦＩＳＨ法（ｆｌｕｏ
ｒｅｓｃｅｎｃｅ

ｉｎ

ｓｉｔｕ

ｈｙｂｒｉｄｉｚａｔｉｏｎ）を行ない、哺乳動物
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細胞へ導入した第１〜９のうちいずれかのポリヌクレオチドを検出して、ＤＭ上に蛍光を
示す哺乳動物細胞（クローン）を単離するという方法が挙げられる。ＨＳＲは染色体上の
領域であるのに対して、ＤＭは染色体外に存在するため、蛍光顕微鏡観察により染色体以
外の領域に蛍光を示す哺乳動物細胞（クローン）を選抜すればよい。ＦＩＳＨ法を実施す
る際の具体的な方法については特に限定されるものではなく、従来公知の方法を適宜選択
の上、採用すればよい。
【００８９】
またその他、ＤＭ上で遺伝子増幅が起こっている哺乳動物細胞（クローン）を選択する
方法としては、Ｌａｃｔｏｓｅ

Ｏｐｅｒａｔｏｒ（ＬａｃＯ）配列を第１〜９のうちい

ずれかのポリヌクレオチドに組み込み、上記の方法で増幅させ、それをＬａｃｔｏｓｅ

50

(23)
Ｒｅｐｒｅｓｓｏｒ（ＬａｃＲ）−Ｇｒｅｅｎ

JP 5098014 B2 2012.12.12
Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ

Ｐｒｏｔｅ

ｉｎ（ＧＦＰ）融合遺伝子の発現により可視化する方法が挙げられる（『Ｋａｎｄａ，Ｔ
．，ａｎｄ

Ｇ．Ｍ．Ｗａｈｌ．２０００．Ｔｈｅ

ｔｒｉｃ

ｃｈｒｏｍｏｓｏｍｅｓ

ｄ

ＧＦＰ−ｂａｓｅｄ

ｂｙ

ｅｇｉｅｓ．Ｊ

Ｃｅｌｌ

ｉｎ

ｃｅｌｌ

ｃａｎｃｅｒ

ｃｅｌｌｓ

ｃｈｒｏｍｏｓｏｍｅ

ａｃｅｎ

ｒｅｖｅａｌｅ

ｌａｂｅｌｉｎｇ

ｓｔｒａｔ

ｃｙｃｌｅ

Ａ．Ｓ．Ｂｅｌｍｏｎｔ．１９９８．Ｉｎｔｅｒｐ
ｄｙｎａｍｉｃｓ

ｃａｔｉｎｇ，ｈｅｔｅｒｏｃｈｒｏｍａｔｉｃ
ｉｎｉｎｇ

ｏｆ

Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｓｕｐｐｌ：１０７−１１４．』；『Ｌｉ

，Ｇ．，Ｇ．Ｓｕｄｌｏｗ，ａｎｄ
ｈａｓｅ

ｄｙｎａｍｉｃｓ

ｒｅｇｉｏｎ：Ｐｒｅｃｉｓｅ

ｄｅｎｓａｔｉｏｎ／ｄｅｃｏｎ
ｓｉｔｉｏｎｉｎｇ．Ｊ

ｏｆ

ｌａｔｅ−ｒｅｐｌｉ

ｃｈｏｒｅｏｇｒａｐｈｙ

ｄｅｎｓａｔｉｏｎ

Ｃｅｌｌ

ａ

ｈｏｍｏｇｅｎｅｏｕｓｌｙ
ａｎｄ

ｏｆ

ｓｔａ
ｃｏｎ

ｎｕｃｌｅａｒ
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ｐｏ

Ｂｉｏｌ．１４０：９７５−９８９．』；および『

Ｓｈｉｍｉｚｕ，Ｎ．，Ｋ．Ｓｈｉｎｇａｋｉ，Ｙ．Ｋａｎｅｋｏ−Ｓａｓａｇｕｒｉ，
Ｔ．Ｈａｓｈｉｚｕｍｅ，ａｎｄ
ａｎｄ
ｅ

ｈｏｗ

ｔｈｅ

ｂｒｅａｋａｇｅ

ｂｒｉｄｇｅ
ｐｌａｙｓ

ａｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ
ｌ

Ｔ．Ｋａｎｄａ．２００５．Ｗｈｅｎ，ｗｈｅｒｅ
ａ

ａｎｄ

ｂｒｅａｋｓ：ａｎａｐｈａｓｅ

ｂｒｉｄｇ

ｃｒｕｃｉａｌ

ｇｅｎｅ

ＨＳＲ

ｒｏｌｅ

ｉｎ

ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ．Ｅｘｐ

Ｃｅｌ

Ｒｅｓ．３０２：２３３−２４３．』参照）。

【００９０】
ここでＤＭおよびＨＳＲについては以下のことが知られている。遺伝子増幅は、腫瘍細
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胞の分限増殖または薬剤抵抗性を獲得する主要な機構であり（『Ｂｅｎｎｅｒ，Ｓ．Ｅ．
，Ｗａｈｌ，Ｇ．Ｍ．，ａｎｄ
ｅ

Ｖｏｎ

ｃｈｒｏｍｏｓｏｍｅｓ
ｒｅｇｉｏｎｓ

ｉｎ

ａｔｉｅｎｔｓ

Ｈｏｆｆ，Ｄ．Ｄ．Ｄｏｕｂｌｅ

ａｎｄ

ｈｏｍｏｇｅｎｅｏｕｓｌｙ

ｔｕｍｏｒｓ

ｖｅｒｓｕｓ

．Ａｎｔｉ−Ｃａｎｃｅｒ

ｉｎ

ｔａｋｅｎ

ｍｉｎｕｔ

ｓｔａｉｎｉｎｇ

ｄｉｒｅｃｔｌｙ

ｈｕｍａｎ

ｔｕｍｏｒ

ｆｒｏｍ

ｃｅｌｌ

ｐ

ｌｉｎｅｓ

Ｄｒｕｇｓ，２：１１−２５，１９９１』参照）、細胞遺伝

学的に言えば、増幅遺伝子は、インビボにおいて、染色体外のダブルマイニュート染色体
（ＤＭ）上で最も頻繁に検出される。しかし、長期にわたるインビトロでの継代によって
、通常は染色体の均一染色領域（ＨＳＲ；ｈｏｍｏｇｅｎｅｏｕｓｌｙ
ｇ

ｓｔａｉｎｉｎ

ｒｅｇｉｏｎ）に増幅遺伝子を有する細胞の優勢的増殖に至る。これまでの研究によ
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り、腫瘍細胞からＤＭ上の増幅遺伝子を除去すると、腫瘍表現型および細胞分化を呈する
状態から正常状態に復帰することが示されている（『Ｓｈｉｍｉｚｕ，Ｎ．，Ｎａｋａｍ
ｕｒａ，Ｈ．，Ｋａｄｏｔａ，Ｔ．，Ｋｉｔａｊｉｍａ，Ｋ．，Ｏｄａ，Ｔ．，Ｈｉｒａ
ｎｏ，Ｔ．，ａｎｄ

Ｕｔｉｙａｍａ，Ｈ．Ｌｏｓｓ

ｍｙｃ

ｉｎ

ｇｅｎｅｓ

ａｔｅｄ

ＨＬ−６０

ｔｈｅ

ｏｆ

ｃ−

ｓｐｏｎｔａｎｅｏｕｓｌｙｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉ

ｃｅｌｌｓ．Ｃａｎｃｅｒ

７，１９９４．』、『Ｖｏｎ

ａｍｐｌｉｆｉｅｄ

Ｒｅｓ．，５４：３５６１−３５６

Ｈｏｆｆ，Ｄ．Ｄ．，ＭｃＧｉｌｌ，Ｊ．Ｒ．，Ｆｏｒｓ

ｅｔｈ，Ｂ．Ｊ．，Ｄａｖｉｄｓｏｎ，Ｋ．Ｋ．，Ｂｒａｄｌｅｙ，Ｔ．Ｐ．，Ｖａｎ
Ｄｅｖａｎｔｅｒ，Ｄ．Ｒ．，ａｎｄ
ｆ

Ｗａｈｌ，Ｇ．Ｍ．Ｅｌｉｍｉｎａｔｉｏｎ

ｅｘｔｒａｃｈｒｏｍｏｓｏｍａｌｌｙ
ｆｒｏｍ

ｈｕｍａｎ

ｔｕｍｏｒ

ａｍｐｌｉｆｉｅｄ

ｃｅｌｌｓ

ｒｅｄｕｃｅｓ

ＭＹＣ

ｏ

ｇｅｎｅｓ

ｔｈｅｉｒ

40

ｔｕ

ｍｏｒｉｇｅｎｉｃｉｔｙ．Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ，８９：８
１６５−８１６９，１９９２．』、および『Ｅｃｋｈａｒｄｔ，Ｓ．Ｇ．，Ｄａｉ，Ａ．
，Ｄａｖｉｄｓｏｎ，Ｋ．Ｋ．，Ｆｏｒｓｅｔｈ，Ｂ．Ｊ．，Ｗａｈｌ，Ｇ．Ｍ．，ａｎ
ｄ

Ｖｏｎ

ｉｏｎ

ｉｎ

Ｈｏｆｆ，Ｄ．Ｄ．Ｉｎｄｕｃｔｉｏｎ
ＨＬ６０

ｃｅｌｌｓ

ｒａｃｈｒｏｍｏｓｏｍａｌｌｙ

ｂｙ

ｏｆ

ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔ

ｔｈｅｒｅｄｕｃｔｉｏｎ

ａｍｐｌｉｆｉｅｄ

ｏｆ

ｅｘｔ

ｃ−ｍｙｃ．Ｐｒｏｃ．Ｎａｔ

ｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ，９１：６６７４−６６７８，１９９４．』参照）。この
種の除去過程は、分裂細胞から放出される微小核へのＤＭの選択的取り込みによって仲介
される（『Ｖｏｎ

Ｈｏｆｆ，Ｄ．Ｄ．，ＭｃＧｉｌｌ，Ｊ．Ｒ．，Ｆｏｒｓｅｔｈ，Ｂ
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．Ｊ．，Ｄａｖｉｄｓｏｎ，Ｋ．Ｋ．，Ｂｒａｄｌｅｙ，Ｔ．Ｐ．，Ｖａｎ
ｔｅｒ，Ｄ．Ｒ．，ａｎｄ

Ｗａｈｌ，Ｇ．Ｍ．Ｅｌｉｍｉｎａｔｉｏｎ

ｒａｃｈｒｏｍｏｓｏｍａｌｌｙ
ｈｕｍａｎ

Ｄｅｖａｎ

ｔｕｍｏｒ

ａｍｐｌｉｆｉｅｄ

ｃｅｌｌｓ

ＭＹＣ

ｒｅｄｕｃｅｓ

ｏｆ

ｅｘｔ

ｇｅｎｅｓ

ｔｈｅｉｒ

ｆｒｏｍ

ｔｕｍｏｒｉｇ

ｅｎｉｃｉｔｙ．Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ，８９：８１６５−８
１６９，１９９２．』、『Ｓｈｉｍｉｚｕ，Ｎ．，Ｋａｎｄａ，Ｔ．，ａｎｄ
，Ｇ．Ｍ．Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ
ｎｔｓ

ｂｙ

ｏｄ

ｃａｐｔｕｒｅ

ｍｉｃｒｏｎｕｃｌｅｉ

ｆｏｒ

ａｃｅｎｔｒｉｃｆｒａｇｍｅ
ｒａｐｉｄ

ｍｅｔｈ

ｅｘｔｒａｃｈｒｏｍｏｓｏｍａｌｌｙ

ａｍｐｌ

ｐｕｒｉｆｙｉｎｇ

ｉｆｉｅｄ

ｏｆ

Ｗａｈｌ

ｐｒｏｖｉｄｅｓ

ａ

ＤＮＡ．Ｎａｔ．Ｇｅｎｅｔ．，１２：６５−７１，１９９６．』、および

『Ｓｈｉｍｉｚｕ，Ｎ．，Ｓｈｉｍｕｒａ，Ｔ．，ａｎｄ
ｃｔｉｖｅ

ｅｌｉｍｉｎａｔｉｏｎ

ｕｔｅｓ

ｆｒｏｍ

ｓｉｏｎ

ｏｆ

ｃａｎｃｅｒ

ｏｆ

Ｔａｎａｋａ，Ｔ．Ｓｅｌｅ

ａｃｅｎｔｒｉｃ

ｃｅｌｌｓ

10

ｄｏｕｂｌｅ

ｔｈｒｏｕｇｈ

ｔｈｅ

ｍｉｎ

ｅｘｔｒｕ

ｍｉｃｒｏｎｕｃｌｅｉ．Ｍｕｔａｔ．Ｒｅｓ．，４４８：８１−９０

，２０００．』参照）。このような微小核形成（ｍｉｃｒｏｎｕｃｌｅａｔｉｏｎ）過程
は、細胞周期の際におけるＤＭの細胞内挙動と密接に関連していることが理解されている
（『Ｔａｎａｋａ，Ｔ．，ａｎｄ
ｍｅｎｔ

ｏｆ

Ｓｈｉｍｉｚｕ，Ｎ．Ｉｎｄｕｃｅｄ

ａｃｅｎｔｒｉｃ

ｃｈｒｏｍａｔｉｎｆｒｏｍ

ｈｒｏｍｏｓｏｍｅｓ

ｌｅａｄｓ

ｔｏ

ｃａｌｉｚａｔｉｏｎ

ａｔ

ａｎｄ

ｂｙ
ｌｌ

ｌａｍｉｎ

Ｇ１

ｔｈｅｉｒ

ｄｅｔａｃｈ

ｍｉｔｏｔｉｃ

ｔｈｅ

ｃｙｔｏｐｌａｓｍｉｃ

ｃ
ｌｏ

ｍｉｃｒｏｎｕｃｌｅａｔｉｏｎ

ｒｅｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ

ａｔ

Ｓ

20

ｐｈａｓｅ．Ｊ．Ｃｅ

Ｓｃｉ．，１１３：６９７−７０７，２０００．』参照）。ＤＭは様々なサイズの

無動原体環状ＤＮＡから構成され（『Ｌｅｖａｎ，Ａ．，ａｎｄ

Ｌｅｖａｎ，Ｇ．Ｈａ

ｖｅ

ｃｅｎｔｒｏｍｅｒｅ

ｄｏｕｂｌｅ

ｍｉｎｕｔｅｓ

ｆｕｎｃｔｉｏｎｉｎｇ

ｓ？Ｈｅｒｅｄｉｔａｓ，８８：８１−９２，１９７８．参照』）、無動原体性であるに
もかかわらず、有糸分裂する染色体に付着して娘細胞へと安定に分離される（『Ｔａｎａ
ｋａ，Ｔ．，ａｎｄ
ｆ

Ｓｈｉｍｉｚｕ，Ｎ．Ｉｎｄｕｃｅｄ

ａｃｅｎｔｒｉｃ

ｃｈｒｏｍａｔｉｎｆｒｏｍ

ｏｍｅｓ

ｌｅａｄｓ

ｔｏ

ｔｉｏｎ

ａｔ

ａｎｄ

ｍｉｎ

Ｇ１

ｔｈｅｉｒ

ｄｅｔａｃｈｍｅｎｔ

ｍｉｔｏｔｉｃ

ｃｙｔｏｐｌａｓｍｉｃ

ｔｈｅ

ｌｏｃａｌｉｚａ

ｍｉｃｒｏｎｕｃｌｅａｔｉｏｎ

ｒｅｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ

ａｔ

Ｓ

ｏ

ｃｈｒｏｍｏｓ
ｂｙ

ｐｈａｓｅ．Ｊ．Ｃｅｌｌ

ｌａ
Ｓｃｉ

．，１１３：６９７−７０７，２０００．』、『Ｌｅｖａｎ，Ａ．，ａｎｄ

Ｌｅｖａｎ

，Ｇ．Ｈａｖｅ

ｃｅｎｔｒ

ｄｏｕｂｌｅ

ｍｉｎｕｔｅｓ

ｆｕｎｃｔｉｏｎｉｎｇ

30

ｏｍｅｒｅｓ？Ｈｅｒｅｄｉｔａｓ，８８：８１−９２，１９７８．』、および『Ｋａｎ
ｄａ，Ｔ．，Ｓｕｌｌｉｖａｎ，Ｋ．Ｆ．，ａｎｄ
−ＧＦＰ

ｆｕｓｉｏｎ

ａｌｙｓｉｓ

ｏｆ

ｐｒｏｔｅｉｎ

Ｗａｈｌ，Ｇ．Ｍ．Ｈｉｓｔｏｎｅ

ｅｎａｂｌｅｓ

ｃｈｒｏｍｏｓｏｍｅ

ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ

ｄｙｎａｍｉｃｓ

ｉｎ

ａｎ

ｌｉｖｉｎｇ

ｍａｍｍａｌｉａｎｃｅｌｌｓ．Ｃｕｒｒ．Ｂｉｏｌ．，８：３７７−３８５，１９９８
．』参照）。最近の関連する重要な知見として、牛パピローマウイルス（『Ｌｅｈｍａｎ
，Ｃ．Ｗ．，ａｎｄ
ａｌ

Ｂｏｔｃｈａｎ，Ｍ．Ｒ．Ｓｅｇｒｅｇａｔｉｏｎ

ｐｌａｓｍｉｄｓ

ｍｏｓｏｍｅｓ

ａｎｄ

ｄｅｐｅｎｄｓ
ｉｓ

ｏｎ

ｔｅｔｈｅｒｉｎｇ

ｒｅｇｕｌａｔｅｄ

ｂｙ

ｏｆ
ｔｏ

ｖｉｒ

40

ｃｈｒｏ

ｐｈｏｓｐｈｏｒｙｌａｔ

ｉｏｎ．Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ，９５：４３３８−４３４３，
１９９８．』参照）、ＥＢウイルス（『Ｍａｒｅｃｈａｌ，Ｖ．，Ｄｅｈｅｅ，Ａ．，Ｃ
ｈｉｋｈｉ−Ｂｒａｃｈｅｔ，Ｒ．，Ｐｉｏｌｏｔ，Ｔ．，Ｃｏｐｐｅｙ−Ｍｏｉｓａｎ
，Ｍ．，ａｎｄ
ｎｓ

Ｎｉｃｏｌａｓ，Ｊ．Ｃ．Ｍａｐｐｉｎｇ

ｉｎｖｏｌｖｅｄ

ｉｎ

ｂｉｎｄｉｎｇ

ＥＢＮＡ−１

ｄｏｍａｉ

ｔｏｍｅｔａｐｈａｓｅ

ｃｈｒｏｍ

ｏｓｏｍｅｓ．Ｊ．Ｖｉｒｏｌ．，７３：４３８５−４３９２，１９９９．』参照）、カ
ポジ肉腫関連ヘルペスウイルス（『Ｂａｌｌｅｓｔａｓ，Ｍ．Ｅ．，Ｃｈａｔｉｓ，Ｐ．
Ａ．，ａｎｄ

Ｋａｙｅ，Ｋ．Ｍ．Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ

ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｃｅ

ｏｆ
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ａｔｅｎｃｙ−ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ

ＤＮＡ

ｎｕｃｌｅａｒ

ｍｅｄｉａｔｅｄ

ｂｙ

ｌ

ａｎｔｉｇｅｎ．Ｓｃｉｅｎｃ

ｅ（Ｗａｓｈ．ＤＣ），２８４：６４１−６４４，１９９９．』参照）およびＳＶ４０（
『Ｂａｉｋｅｒ，Ａ．，Ｍａｅｒｃｋｅｒ，Ｃ．，Ｐｉｅｃｈａｃｚｅｋ，Ｃ．，Ｓｃｈ
ｍｉｄｔ，Ｓ．Ｂ．，Ｂｏｄｅ，Ｊ．，Ｂｅｎｈａｍ，Ｃ．，ａｎｄ
Ｊ．Ｍｉｔｏｔｉｃ
ｒ

ｓｔａｂｉｌｉｔｙ

ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ

ａｃｈｅｄ
ｗｉｔｈ

ａ

ｒｅｇｉｏｎ

ｈｕｍａｎ

ｉｓ

ｎｕｃｌｅａｒ

ｏｆ

ａｎ

Ｌｉｐｐｓ，Ｈ．

ｅｐｉｓｏｍａｌ

ｖｅｃｔｏ

ｓｃａｆｆｏｌｄ／ｍａｔｒｉｘ−ａｔｔ

ｐｒｏｖｉｄｅｄ

ｂｙ

ｍａｔｒｉｘ．Ｎａｔｕｒｅ

ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ
Ｃｅｌｌ

Ｂｉｏｌ．，２：

１８２−１８４，２０００．』参照）を含むいくつかのウィルス性核内プラスミド（ｖｉ
ｒａｌ

ｎｕｃｌｅａｒ

10

ｐｌａｓｍｉｄ）が、細胞分裂の際に同様の機構を利用するこ

とが示されている。さらに、最近の興味深い研究では、ＥＢウイルス・レプリコンを有す
るプラスミドが、腫瘍細胞でＤＭに組込まれ得ることが示されている（『Ｋａｎｄａ，Ｔ
．，Ｏｔｔｅｒ，Ｍ．，ａｎｄ
ｉｏｎ

ｏｆ

ｖｉｒａｌ

Ｗａｈｌ，Ｇ．Ｍ．Ｍｉｔｏｔｉｃ

ａｃｈｒｏｍｏｓｏｍａｌ

ａｎｄ

ｃｅｌｌ

ｈｅｒｉｎｇ．Ｊ．Ｃｅｌｌ

ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ

ｕｌａｒ
ｂｙ

ｓｅｇｒｅｇａｔ

ａｃｅｎｔｒｉｃ
ｃｈｒｏｍｏｓｏｍｅ

ｅｘｔｒ
ｔｅｔ

Ｓｃｉ．，１１４：４９−５８，２００１．』参照）。

【００９１】
なお、第１および第２のポリヌクレオチドの哺乳動物細胞への導入方法、当該ポリヌク
レオチドを哺乳動物細胞へ導入する際の遺伝子構築物については、〔実施の形態１〕の項

20

で説示した場合と同様にすればよい。
【００９２】
本実施の形態にかかる方法の効果については、その一例として後述する実施例７におい
て検討しており、確かに発現させるべきタンパク質をコードするポリヌクレオチドの転写
抑制が解除され、目的タンパク質が高発現していることがわかった。
【００９３】
また上記本実施の形態にかかる方法は、第１のポリヌクレオチド、および第２のポリヌ
クレオチドが導入された哺乳動物細胞のみに適用されるものではなく、遺伝子増幅が誘導
された哺乳動物細胞に広く適用が可能である。例えば、チャイニーズハムスター卵巣（Ｃ
ＨＯ；Ｃｈｉｎｅｓｅ

Ｈａｍｓｔｅｒ

Ｏｖａｒｙ）細胞に、タンパク質をコードする

遺伝子とジヒドロ葉酸リダクターゼ（ＤＨＦＲ；Ｄｉｈｙｄｒｏｆｏｌａｔｅ

30

ｒｅｄｕ

ｃｔａｓｅ）遺伝子とを同時に導入して遺伝子増幅が可能となった哺乳動物細胞にも適用
可能である。
【００９４】
〔実施の形態７〕
本実施の形態にかかる方法は、上記遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞が、真核生物
細胞内で機能する複製起点および核マトリックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチド
、並びに第６のポリヌクレオチドが同時に導入されており、第６のポリヌクレオチドにお
いて、プロモーター領域と発現させるべきタンパク質をコードする第２のポリヌクレオチ
ドとが制御可能に連結されており、当該第１および第６のポリヌクレオチドを導入する際

40

に、当該プロモーターの転写活性化因子をコードする第７のポリヌクレオチドを上記哺乳
動物細胞に同時に導入する工程を包含することを特徴としている。
【００９５】
ここで第６のポリヌクレオチドとは、プロモーター領域と発現させるべきタンパク質を
コードする第２のポリヌクレオチドとが制御可能に連結されているものである。プロモー
ター領域としては、第６のポリペプチドが導入される哺乳動物細胞において機能し、かつ
転写活性化因子によって転写調節されるものであれば特に限定されるものではなく、例え
ば、ＴＲＥプロモーター（クロンテック社製）、Ｔ−ＲＥＸプロモーター（インビトロジ
ェン社製）等が利用可能である。第６のポリヌクレオチドを上記遺伝子増幅能を有する哺
乳動物細胞に導入する際は、第１のポリヌクレオチドと同一の遺伝子構築物として哺乳動
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物細胞に導入してもよいし、おのおの別々の遺伝子構築物として導入してもよい。なお遺
伝子構築物の形態、哺乳動物細胞への導入方法については、既述の第１および第２のポリ
ヌクレオチドの場合と同様にすればよい。
【００９６】
本実施の形態は、当該第１および第６のポリヌクレオチドを導入する際に、当該プロモ
ーターの転写活性化因子をコードする第７のポリヌクレオチドを上記哺乳動物細胞に同時
に導入する工程を包含している。かかる工程によれば、目的タンパク質の発現を制御する
プロモーターの活性自体を向上させることができ、反復配列によって発現抑制されている
タンパク質を発現させることができるという効果を奏する。ここで第７のポリヌクレオチ
ドとは、上記第６のポリヌクレオチドに含まれるプロモーターの転写活性化因子をコード

10

するポリヌクレオチドのことである。例えば、プロモーターとしてＴＲＥプロモーターを
用いた場合には、Ｔｅｔ−ＯＮ遺伝子（クロンテック社製）を第７のポリヌクレオチドと
すればよい。
【００９７】
第７のポリヌクレオチドを上記哺乳動物細胞に導入して転写活性化因子を発現させる工
程では、かかる第７のポリヌクレオチドと当該ポリヌクレオチドを発現させるためのプロ
モーターとを制御可能に連結して構築した遺伝子構築物を上記哺乳動物細胞に導入すれば
よい。当該第７のポリヌクレオチドを発現させるためのプロモーターは、哺乳動物細胞に
おいて機能するものであれば特に限定されるものではなく、誘導型プロモーターであって
も、非誘導型プロモーターであってもよい。また第７のポリネクレオチドを含む遺伝子構

20

築物の哺乳動物細胞への導入の時期は、上記第１および第６のポリヌクレオチドの導入す
る際に第７のポリヌクレオチドを同時に導入すればよい（コトランスフェクション）。簡
単には、第１のポリヌクレオチドおよび第６のポリヌクレオチドを含む遺伝子構築物と第
７のポリヌクレオチドを含む遺伝子構築物を混合し、リポフェクション法等により哺乳動
物細胞へ遺伝子導入を行なえばよい。もしくは、第１のポリヌクレオチドを含む遺伝子構
築物、第６のポリヌクレオチドを含む遺伝子構築物、および第７のポリヌクレオチドを含
む遺伝子構築物をそれぞれ混合し、リポフェクション法等により哺乳動物細胞へ遺伝子導
入を行なえばよい。なお、遺伝子構築物の形態、哺乳動物細胞への導入方法については、
既述の第１および第２のポリヌクレオチドの場合と同様にすればよい。
【００９８】

30

本実施の形態にかかる方法の効果については、その一例として後述する実施例８におい
て検討しており、確かに発現させるべきタンパク質をコードするポリヌクレオチドの転写
抑制が解除され、目的タンパク質が高発現していることがわかった。
【００９９】
なお本発明は、本実施の形態にかかる方法によって得られた形質転換体を包含する。
【０１００】
また上記実施の形態１〜７に示した各工程を適宜組み合わせて行なうことも可能である
。かかる場合には、反復配列による転写抑制を解除する効果をさらに得ることができ、発
現抑制されていたタンパク質をさらに高発現させることができるという効果を奏する。
【０１０１】

40

〔実施の形態８〕
本発明は、上記実施の形態１〜７において説示した各ポリヌクレオチド、試薬等を適宜
組み合わせることによって構成した、遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞内において形
成された反復配列から、発現抑制されているタンパク質を発現させるためのキットをも包
含する。本発明にかかるキットによれば、簡便に、遺伝子増幅が誘導された哺乳動物細胞
内において形成された反復配列から、発現抑制されているタンパク質を発現させることが
できる。
【０１０２】
本発明のキットは特に限定されるものではないが、例えば、真核生物細胞内で機能する
複製起点および核マトリックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチドと、１０ｋｂｐ以
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上の長さを有する第３のポリヌクレオチド、またはインシュレーター配列を含む第４のポ
リヌクレオチドの少なくとも一方とを具備するキットが挙げられる。上記キットは実施の
形態１に記載した方法にしたがって使用することができる。なお、上記第１のポリヌクレ
オチドと、第３および／または第４のポリヌクレオチドとは、同一の遺伝子構築物として
構成されていてもよい。
【０１０３】
また、本発明にかかるキット（一例）は、真核生物細胞内で機能する複製起点および核
マトリックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチド、プロモーター領域を含むポリヌク
レオチド、および当該プロモーターの転写活性化因子をコードする第７のポリヌクレオチ
ドを具備することを特徴とするキットであってもよい。上記キットは、上記プロモーター

10

領域と目的遺伝子とを連結することによって第６のポリヌクレオチドを調製した後、実施
の形態３または７に記載した方法にしたがって使用すればよい。なお、上記第１のポリヌ
クレオチドと、上記プロモーター領域を含むポリヌクレオチドとは、同一の遺伝子構築物
として構成されていてもよい。
【０１０４】
さらに本発明にかかるキット（一例）は、真核生物細胞内で機能する複製起点および核
マトリックス結合領域を含む第１のポリヌクレオチド、ＬｏｘＰ遺伝子を含むポリヌクレ
オチド、およびＣｒｅ

Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｓｅ遺伝子を含む第９のポリヌクレオチドを

具備することを特徴とするキットであってもよい。上記キットは、上記ＬｏｘＰ遺伝子を
含むポリヌクレオチドと目的遺伝子とを連結することによって第８のポリヌクレオチドを

20

調製した後、実施の形態４に記載した方法にしたがって使用すればよい。なお、上記第１
のポリヌクレオチドと、上記ＬｏｘＰ遺伝子を含むポリヌクレオチドとは、同一の遺伝子
構築物として構成されていてもよい。
【０１０５】
また上記キットには、５−ａｚａ−２
もよい。上記５−ａｚａ−２

−ｄｅｏｘｙｃｙｔｉｄｉｎｅが含まれていて

−ｄｅｏｘｙｃｙｔｉｄｉｎｅによれば、既述のように、

目的タンパク質をさらに高発現することができる。
【０１０６】
その他、上記本発明にかかるキットには、上記実施の形態１〜７において説示した本発
明の方法を実施するために必要な試薬、器具等が含まれていてもよい。例えば、上記各ポ

30

リヌクレオチドを哺乳動物細胞に導入するために必要な試薬、器具が、本発明にかかるキ
ットに含まれていてもよい。さらに上記キットには、哺乳動物細胞、当該哺乳動物細胞を
培養するための培地等が含まれていてもよい。
【０１０７】
以下添付した図面に沿って実施例を示し、本発明の実施の形態についてさらに詳しく説
明する。もちろん、本発明は以下の実施例に限定されるものではなく、細部については様
々な態様が可能であることはいうまでもない。さらに、本発明は上述した実施形態に限定
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、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
40

れる。
【０１０８】
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。
【実施例】
【０１０９】
比較例１、参考例１、実施例１〜１０において使用する材料および方法を以下に示す。
【０１１０】
（プラスミド）
ｐＳＦＶｄｈｆｒ（１１．０ｋｂｐ）は、Ｊｏｈｎ
ｆｒｅｙ

Ｍ．Ｗａｈｌ博士（Ｔｈｅ

Ｓａｌｋ

Ｋｏｌｍａｎ博士およびＧｅｏｆ

Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ，Ｓａｎ

Ｄｉｅ
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ｇｏ，ＣＡ）から供与された。ＰＳＦＶｄｈｆｒはヒドロ葉酸リダクターゼに対して３
−下流の領域に由来するＯｒｉβを含む４．６ｋｂｐ断片を有している（『Ｄｉｊｋｗｅ
ｌ，Ｐ．Ａ．，ａｎｄ
ｒｅｇｉｏｎｓ

Ｈａｍｌｉｎ，Ｊ．Ｌ．Ｍａｔｒｉｘ

ａｒｅ

ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ

ｐｏｓｉｔｉｏｎｅｄ

ｒｅｐｌｉｃａｔｉｏｎ

ｓｉｔｅｓ，ｇｅｎｅｓ，ａｎｄ

ｃｏｎ

ｊｕｎｃｔｉｏｎ

ａｔｅ

ｒｅｄｕｃｔａｓｅ

ｏｖａｒｙ

ｎｅａｒ

ｉｎ

ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ

ａｎ

ｉｎｔｅｒａｍｐｌｉ

ａｍｐｌｉｆｉｅｄ

ｄｉｈｙｄｒｏｆｏｌ

ｔｈｅ

ｄｏｍａｉｎ

ｏｆ

ｃｅｌｌｓ．Ｍｏｌ．Ｃｅｌｌ

Ｃｈｉｎｅｓｅ

ｈａｍｓｔｅｒ

Ｂｉｏｌ．，８：５３９８−５４０９，１

９８８．』参照）。
10

【０１１１】
複製起点を欠くｐＳＦＶ−Ｖプラスミド（６．４ｋｂｐ）は、ＮｏｔＩ消化で全てのジ
ヒドロ葉酸リダクターゼ由来配列を削除することによってｐＳＦＶｄｈｆｒから構築され
た。
【０１１２】
ｐＳＦＶｄｈｆｒ（ＧＡＰ−ＧＦＰ）は、ｐＳＦＶｄｈｆｒのヒグロマイシン抵抗性遺
伝子発現ユニットを除去し、その位置に、ｐＥＰＢＧ
ｓｔｉｔｕｔｅ

Ｇｅｏｆｆｒｅｙ

ｐｌａｓｍｉｄ（Ｓａｌｋ

Ｉｎ

Ｍ．Ｗａｈｌ博士より受領）から切り出したＧＡＰ

−ＧＦＰ発現ユニットを、転写がＩＲの方向に向かうように組み込むことにより構築した
。
20

【０１１３】
ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰは、ｐＳＦＶｄｈｆｒのヒグロマイシン抵抗性遺伝子
発現ユニットを除去し、その位置にＴＲＥプロモーター、ｄ２ＥＧＦＰ構造遺伝子、ＳＶ
４０

ｐｏｌｙ

Ａ配列（ｐＴＲＥ−ｄ２ＥＧＦＰ（クロンテック）由来）を、この順で

、転写がＩＲの方向に向かうように組み込むことにより構築した。
【０１１４】
（細胞）
ヒト結腸直腸のＣＯＬＯ
大腸がんＣＯＬＯ

３２０ＤＭおよびＣＯＬＯ

３２０ＨＳＲ腫瘍細胞株（ヒト

３２０ＤＭ細胞株およびヒト大腸がんＣＯＬＯ

）は、『Ｓｈｉｍｉｚｕ，Ｎ．，Ｋａｎｄａ，Ｔ．，ａｎｄ
ｅｃｔｉｖｅ

ｃａｐｔｕｒｅ

ｉｃｒｏｎｕｃｌｅｉ
ｕｒｉｆｙｉｎｇ

ｏｆ

３２０ＨＳＲ細胞株

Ｗａｈｌ，Ｇ．Ｍ．Ｓｅｌ

ａｃｅｎｔｒｉｃｆｒａｇｍｅｎｔｓ

ｐｒｏｖｉｄｅｓ

ａ

ｒａｐｉｄ

ｍ

ｆｏｒ

ｐ

ｅｘｔｒａｃｈｒｏｍｏｓｏｍａｌｌｙ

ｍｅｔｈｏｄ

ｂｙ

ａｍｐｌｉｆｉｅｄ

30

ＤＮ

Ａ．Ｎａｔ．Ｇｅｎｅｔ．，１２：６５−７１，１９９６．』の記載に従い獲得し、維持
した。
【０１１５】
また上記細胞および当該形質転換細胞の培養についても上記文献に従って行なった。簡
単には、上記細胞株をＲＰＭＩ

１６４０培地（日水製薬社製）へ１０％牛胎児血清を添

加した培地中で、３７℃、５％

ＣＯ２存在下で培養した。

【０１１６】
40

（リポフェクション）
上記全てのプラスミドをＱｉａｇｅｎプラスミド精製キット（Ｑｉａｇｅｎ
，Ｖａｌｅｎｃｉａ，ＣＡ）により精製し、ＧｅｎｅＰｏｒｔｅｒ
キット（Ｇｅｎｅ

Ｔｈｅｒａｐｙ

Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｓａｎ

Ｉｎｃ．

２リポフェクション

Ｄｉｅｇｏ，ＣＡ）によ

り細胞にトランスフェクトした。
【０１１７】
（セルソーターによる解析）
セルソーターを用いて各細胞の蛍光強度を測定した。測定は、生細胞のみをゲートにか
け、２万個の細胞をソートした。なおセルソーターは、Ｂｅｃｔｏｎ

Ｄｉｃｋｉｎｓｏ

ｎ社製を用い、運転条件は付属のマニュアルに従った。
【０１１８】
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〔比較例１〕ＩＲおよびＭＡＲを有するプラスミドを用いた遺伝子増幅、およびｍＲＮ
Ａの転写量の測定
（方法）
ヒト大腸がんＣＯＬＯ
ｔｅ

３２０ＤＭ細胞株に、ヒトＤＨＦＲ（ｄｉｈｙｄｒｏｆｏｌａ

ｒｅｄｕｃｔａｓｅ）遺伝子座由来のＩＲとＭＡＲを持つプラスミド（ｐＳＦＶｄ

ｈｆｒ）をリポフェクション法で導入した。またコントロールとして、ヒトＤＨＦＲ遺伝
子座由来のＩＲとＭＡＲを除いたベクタープラスミド（ｐＳＦＶ）を同様にリポフェクシ
ョン法により、ヒト大腸がんＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞株に導入した。

【０１１９】
両プラスミドは、ブラスティサイジン（Ｂｌａｓｔｉｃｉｄｉｎｅ）抵抗性遺伝子を有

10

しており、５μｇ／ｍｌのブラスティサイジン（フナコシ社製）で形質転換細胞を選択し
た。
【０１２０】
（結果）
ｐＳＦＶｄｈｆｒで形質転換した細胞からは、プラスミド配列がダブルマイニュート（
ＤＭ）上で遺伝子増幅したクローン（ｃｌｏｎｅ
で増幅したクローン（ｃｌｏｎｅ

１２）と均一染色体領域（ＨＳＲ）上

２２）を得た。また、ベクタープラスミドｐＳＦＶ−

Ｖで形質転換した細胞は、ＩＲとＭＡＲを持たないために遺伝子コピー数は増加しないが
、多コピー導入形質転換細胞を得た。
20

【０１２１】
これらの細胞について、ブラスティサイジン抵抗性遺伝子のＤＮＡ量と、転写されたｍ
ＲＮＡ量をＣｍｐｅｔｉｔｉｖｅ

ＰＣＲ法により定量した。この結果を表１に示す。

【０１２２】
【表１】

30

【０１２３】
表１に示すように、ＩＲとＭＡＲを持つプラスミド（ｐＳＦＶｄｈｆｒ）の効果により
ブラスティサイジン抵抗性遺伝子のコピー数が増加しても、ブラスティサイジン抵抗性遺
伝子のｍＲＮＡの転写量の増加には至らないということが判明した。このことは、目的遺
伝子を含む遺伝子領域が高度に増幅することによって反復配列が生じ、該反復配列によっ
て転写抑制が起こっているということが考えられた。
【０１２４】
40

〔参考例１〕発がん過程で生じた遺伝子増幅領域からのｍＲＮＡへ転写
ヒト大腸がん細胞株ＣＯＬＯ

３２０ＤＭ（ＡＴＣＣ

ＣＣＬ２２０）は、患者体内で

の発がん過程においてｃ−ｍｙｃがん遺伝子が増幅し、ＤＭかＨＳＲに局在することが知
られている（『Ａｌｉｔａｌｏ，Ｋａｒｉ，Ｓｃｈｗａｂ，Ｍａｎｆｒｅｄ，Ｌｉｎ，Ｃ
．Ｃ．，Ｖａｒｍｕｓ，Ｈａｒｏｌｄ，Ｂｉｓｈｏｐ，Ｊ．Ｍｉｃｈａｅｌ、Ｈｏｍｏｇ
ｅｎｏｕｓｌｙ
ｔａｉｎ

ｓｔａｉｎｉｎｇ

ａｍｐｌｉｆｉｅｄ

ｘｐｒｅｓｓｅｄ

ｃｈｒｏｍｏｓｏｍａｌ

ｃｏｐｉｅｓ

ｃｅｌｌｕｌａｒ

ｏｆ

ａｎ

ｒｅｇｉｏｎｓ

ｃｏｎ

ａｂｕｎｄａｎｔｌｙ

ｏｎｃｏｇｅｎｅ（ｃ−ｍｙｃ）ｉｎ

ｇｎａｎｔ

ｎｅｕｒｏｅｎｄｏｃｒｉｎｅ

ｃｅｌｌｓ

ｃｏｌｏｎ

ｃａｒｃｉｎｏｍａ．Ｐｒｏｃ

Ｎａｔｌ

ｆｒｏｍ
Ａｃａｄ

ａ

ｅ

ｍａｌｉ

Ｓｃｉ

ｈｕｍａｎ
Ｕ

Ｓ

Ａ

．ｖ８０．，ｐ１７０１−１７１１』参照）。そこで当該細胞においてｃ−ｍｙｃがん遺
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伝子のコピー数と、ｍＲＮＡの転写量とをｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ
。なおｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ
ｒｅ

ｇｅｎｅｔｉｃｓ

ＰＣＲは、『ｓｈｉｍｉｚｕ

ＰＣＲ法で定量した

ｅｔ

ａｌ．，ｎａｔｕ

１９９６』に記載の方法に準じて行なった。

【０１２５】
その結果を表２に示す。
【０１２６】
【表２】

10

【０１２７】
表２によればヒト大腸がん細胞株ＣＯＬＯ
ＯＬＯ

３２０ＤＭ、およびヒト大腸がん細胞株Ｃ

３２０ＨＳＲについて、ｃ−ｍｙｃがん遺伝子のコピー数に比例したｍＲＮＡの

転写が検出された。なおコントロールとして、ヒト正常２倍体繊維芽細胞株ＷＩ−３８を
20

用いた。
【０１２８】
以上の結果より、発がん過程で生じた遺伝子増幅領域からｍＲＮＡへの転写は、抑制さ
れていないということがわかった。
【０１２９】
上述の比較例１で示したＩＲとＭＡＲを持つプラスミド（ｐＳＦＶｄｈｆｒ）による反
復配列と、発がん過程で生じた反復配列との相違点は、後者では反復している配列が長い
こと（通常、１００〜２００ｋｂｐ）、および反復配列が組み替え等により複雑になって
いることである。したがって、比較例１および参考例１の結果から、ＩＲとＭＡＲを持つ
プラスミドによって生ずる反復配列からｍＲＮＡの転写量を高めるためには、反復単位を
長くし、反復構造を複雑化すれば良いということが示唆された。

30

【０１３０】
〔実施例１〕λ−ファージＤＮＡおよび目的遺伝子を宿主細胞に導入した場合の効果
ヒトＤＨＦＲ（ｄｉｈｙｄｒｏｆｏｌａｔｅ

ｒｅｄｕｃｔａｓｅ）遺伝子座由来ＩＲ

およびＭＡＲを有し、恒常的プロモーター（ＣＡプロモーター）の制御下に、ＧＦＰ（Ｇ
ｒｅｅｎ

Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ

ｃｉａｔｅｄ

Ｐｒｏｔｅｉｎ）遺伝子とＧＡＰ（Ｇ−ａｓｓｏ

ｐｏｌｙｐｅｐｔｉｄｅ）遺伝子の融合タンパク質を発現するプラスミド

（ｐＳＦＶｄｈｆｒ（ＧＡＰ−ＧＦＰ））とλ−ファージＤＮＡとを重量比１：２で混合
し、これをヒト大腸がん細胞ＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞にリポフェクション法で導入した

。遺伝子導入２日後から、プラスミド上のブラスティサイジン耐性遺伝子に対応する５μ
ｇ／ｍｌのブラスティサイジン（フナコシ社製）で選択し、３〜４週間後に多数のコロニ

40

ーからなる形質転換細胞を得た。
【０１３１】
図１にＧＦＰの蛍光強度をセルソーターで解析した結果を示す。図１（ａ）はコントロ
ールとしてλ−ファージＤＮＡを混合せずにｐＳＦＶｄｈｆｒ（ＧＡＰ−ＧＦＰ）のみを
細胞に導入した場合の結果を示し、図１（ｂ）はｐＳＦＶｄｈｆｒ（ＧＡＰ−ＧＦＰ）、
およびλ−ファージＤＮＡを混合して細胞に導入した場合（コトランスフェクション）の
結果を示す。同図中の括弧内に蛍光強度の平均値を示した。
【０１３２】
コントロールの蛍光強度が６５．５１であったのに対して、ｐＳＦＶｄｈｆｒ（ＧＡＰ
−ＧＦＰ）およびλ−ファージＤＮＡを混合して細胞に導入した場合（コトランスフェク
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ション）の蛍光強度が８５．２７であった。したがってコトランスフェクションすること
により、目的タンパク質であるＧＦＰが明らかに高発現しているということがわかった。
換言すれば、目的タンパク質をコードするポリヌクレオチドと、λ−ファージＤＮＡとが
共増幅することによって、反復配列に起因するタンパク質の発現抑制を解除することがで
きるということがわかった。
【０１３３】
〔実施例２〕インシュレーター配列および目的遺伝子を宿主細胞に導入した場合の効果
（方法）
ヒトＤＨＦＲ遺伝子座由来のＩＲおよびＭＡＲ、並びにブラスティサイジン（Ｂｌａｓ
ｔｉｃｉｄｉｎｅ）抵抗性遺伝子を持ち、かつ、ＴＲＥ−ｐｒｏｍｏｔｅｒ（テトラサイ

10

クリン誘導プロモーター）の支配下にｄ２ＥＧＦＰ遺伝子を持つプラスミド（ｐＳＦＶｄ
ｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰ）と、鳥類由来ＨＳ４インシュレーター配列（『Ｒｅｃｉｌｌａｓ
−Ｔａｒｇａ，Ｆ．ｅｔ

ａｌ．，Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．Ｕ．Ｓ．Ａ

．，ｖｏｌ．９９，ｐ６８８３−６８８８，（２００２）』参照）を持つプラスミドＤＮ
Ａとを混合して、ヒト大腸がん細胞ＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞にリポフェクション法で導

入した。なお鳥類由来ＨＳ４インシュレーター配列を持つプラスミドＤＮＡは、上記Ｒｅ
ｃｉｌｌａｓ−Ｔａｒｇａ，Ｆ．らの論文に記載された１．２ｋｂｐの５

ＨＳ４インシ

ュレーター配列を持つプラスミドを用いた。遺伝子導入２日後から、プラスミド上のブラ
スティサイジン耐性遺伝子に対応する５μｇ／ｍｌのブラスティサイジン（フナコシ社製
）で選択し、３〜４週間後に多数のコロニーからなる形質転換細胞を得た。

20

【０１３４】
遺伝子導入２日後から、プラスミド上のブラスティサイジン耐性遺伝子に対応する５μ
ｇ／ｍｌのブラスティサイジン（フナコシ社製）で選択し、３〜４週間後に多数のコロニ
ーからなる形質転換細胞を得た。その後、植え継ぎ（３〜６日毎）のたび段階的に培地中
のブラスティサイジンの濃度を倍増させて形質転換細胞の選択を行なった（最終濃度３２
０μｇ／ｍｌ）。
【０１３５】
（結果）
図２にＧＦＰの蛍光強度をセルソーターで解析した結果を示す。
30

【０１３６】
図２（ａ）はコントロールとしてｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰのみを細胞に導入し
た場合の結果を示し、図２（ｂ）はｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰのみを細胞に導入し
、８０μｇ／ｍｌのブラスティサイジンで選択をさらに行なった場合の結果を示し、図２
（ｃ）はｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰと、鳥類由来ＨＳ４インシュレーター配列を持
つプラスミドＤＮＡとを混合して細胞に導入した結果を示し、図２（ｄ）はｐＳＦＶｄｈ
ｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰと、鳥類由来ＨＳ４インシュレーター配列を持つプラスミドＤＮＡと
を混合して細胞に導入し、８０μｇ／ｍｌのブラスティサイジンで選択をさらに行なった
場合の結果を示す。同図中の括弧内に蛍光強度の平均値（平均蛍光強度）を示した。
【０１３７】
なお当該方法による蛍光強度の検出限界は１であり、それ以下の蛍光強度は全て１とし

40

て検出されてしまう。かかる事情に鑑みて、図２（ａ）〜（ｄ）の結果をより詳細に検討
すべく、それぞれの試験区について、全生細胞（１万個）中の蛍光強度が２以上の細胞の
割合（ｃｅｌｌ

％）と、蛍光強度が２以上の細胞の蛍光強度の平均値との積を求め、そ

の値（以下「積算蛍光強度」という。以下に示す他の実施例においても同じ。）を同図中
に四角囲み文字で示した。
【０１３８】
図２（ａ）に示すコントロールの平均蛍光強度が２．７３であり、積算蛍光強度が６１
．５であるのに対し、図２（ｃ）に示すｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰと、鳥類由来Ｈ
Ｓ４インシュレーター配列を持つプラスミドＤＮＡとを混合して細胞に導入した場合の平
均蛍光強度が７．１４であり、積算蛍光強度が３１２であった。よって、目的タンパク質

50

(32)

JP 5098014 B2 2012.12.12

をコードする遺伝子と鳥類由来ＨＳ４インシュレーター配列とをコトランスフェクション
し、共増幅することにより、目的タンパク質であるｄ２ＥＧＦＰが明らかに高発現してい
るということがわかった。
【０１３９】
また、図２（ａ）に示すコントロールの平均蛍光強度が２．７３であり、積算蛍光強度
が６１．５であったのに対して、図２（ｂ）に示すｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰのみ
を細胞に導入し、８０μｇ／ｍｌのブラスティサイジンで選択をさらに行なった場合の平
均蛍光強度が６．０９であり、積算蛍光強度が５４２であった。一方、図２（ｃ）に示す
ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰと、鳥類由来ＨＳ４インシュレーター配列を持つプラス
ミドＤＮＡとを混合して細胞に導入した場合の平均蛍光強度が７．１４であり、積算蛍光

10

強度が３１２であったのに対して、図２（ｄ）に示すｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰと
、鳥類由来ＨＳ４インシュレーター配列を持つプラスミドＤＮＡとを混合して細胞に導入
し、８０μｇ／ｍｌのブラスティサイジンで選択をさらに行なった場合の平均蛍光強度が
９．６５であり、積算蛍光強度が９４１であった。
【０１４０】
よって、遺伝子増幅が起こった細胞をブラスティサイジンの濃度を段階的に高めながら
選択することによって、目的タンパク質の発現を高めることができるということがわかっ
た。さらには、目的タンパク質をコードする遺伝子と鳥類由来ＨＳ４インシュレーター配
列とをコトランスフェクションし、共増幅させた上で、さらにブラスティサイジンの濃度
を段階的に高めながら細胞を選択することによって、目的タンパク質であるｄ２ＥＧＦＰ

20

の発現がさらに高まるということがわかった。換言すれば、目的タンパク質の発現を高め
るための手段を複数組み合わせることによって、さらなるタンパク質の高発現を行なうこ
とができるということがわかった。
【０１４１】
〔実施例３〕段階的に選択薬剤濃度を高めて形質転換細胞を選択する効果
（方法）
ヒトＤＨＦＲ遺伝子座由来のＩＲおよびＭＡＲ、並びにブラスティサイジン（Ｂｌａｓ
ｔｉｃｉｄｉｎｅ）抵抗性遺伝子を持ち、かつ、ＴＲＥ−ｐｒｏｍｏｔｅｒ（テトラサイ
クリン誘導プロモーター）の支配下にｄ２ＥＧＦＰ遺伝子を持つプラスミド（ｐＳＦＶｄ
ｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰ）を、ヒト大腸がん細胞ＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞にリポフェクシ

30

ョン法で導入した。形質転換した細胞を、５μｇ／ｍｌのブラスティサイジン（フナコシ
社製）で選択し、形質転換した多数のクローンを取得した。当該クローンを混合後、培養
を継続した。３〜５日間隔の植え継ぎのたびに、培地中のブラスティサイジン濃度を倍増
させた（５μｇ／ｍｌ〜３２０μｇ／ｍｌ）。種々のブラスティサイジン濃度において選
択された細胞のそれぞれについて、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ（クロンテック社製）を１μ
ｇ／ｍｌとなるように培地中へ添加することによりＴＲＥ−ｐｒｏｍｏｔｅｒを活性化し
、ｄ２ＥＧＦＰ（半減期が通常のＥＧＦＰに比べて遥かに短い）の発現を誘導した。
【０１４２】
（結果）
細胞当たりのｄ２ＥＧＦＰ発現量を、セルソーターで解析した結果を図３に示す。

40

【０１４３】
図３（ａ）は５μｇ／ｍｌのブラスティサイジンで選択を行なった場合の結果を示し、
図３（ｂ）は１０μｇ／ｍｌのブラスティサイジンで選択を行なった場合の結果を示し、
図３（ｃ）は４０μｇ／ｍｌのブラスティサイジンで選択を行なった場合の結果を示し、
図３（ｄ）は１６０μｇ／ｍｌのブラスティサイジンで選択を行なった場合の結果を示し
、図３（ｅ）は３２０μｇ／ｍｌのブラスティサイジンで選択を行なった場合の結果を示
した。同図中の括弧内に蛍光強度の平均値（平均蛍光強度）を示した。また同図中、四角
囲み文字で積算蛍光強度を示した。
【０１４４】
図３（ａ）より５μｇ／ｍｌのブラスティサイジンで選択を行なった細胞の平均蛍光強
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度は、２．９４、積算蛍光強度は２２２であり、図３（ｂ）より１０μｇ／ｍｌのブラス
ティサイジンで選択を行なった細胞の平均蛍光強度は３．７７、積算蛍光強度は３２２で
あり、図３（ｃ）より４０μｇ／ｍｌのブラスティサイジンで選択を行なった細胞の平均
蛍光強度は６．６７、積算蛍光強度は６４０であり、図３（ｄ）より１６０μｇ／ｍｌの
ブラスティサイジンで選択を行なった細胞の平均蛍光強度は９．４７、積算蛍光強度は９
２９であり、図３（ｅ）より３２０μｇ／ｍｌのブラスティサイジンで選択を行なった細
胞の平均蛍光強度は１８．５５、積算蛍光強度は１８５０であった。
【０１４５】
よって形質転換した細胞を選択する際に薬剤濃度を漸増させることによって、目的タン
パク質の発現量を増加させることができるということがわかった。

10

【０１４６】
〔実施例４〕目的タンパク質の発現を制御するプロモーターの転写活性化因子を高発現
させる効果
（方法）
ＴＲＥ−ｐｒｏｍｏｔｅｒの転写活性化因子（Ｔｅｔ−ＯＮタンパク質）をコードする
Ｔｅｔ−ＯＮ遺伝子を有するｐＴｅｔ−ＯＮ
ヒト大腸がんＣＯＬＯ

ｐｌａｓｍｉｄ（クロンテック社製）を、

３２０ＤＭ細胞にリポフェクション法で導入し、安定な形質転換

細胞をヒグロマイシンで選択した。このような細胞（以下「Ｔｅｔ−ＯＮ細胞」という）
に、ヒトＤＨＦＲ遺伝子座由来のＩＲおよびＭＡＲ、並びにブラスティサイジン（Ｂｌａ
ｓｔｉｃｉｄｉｎｅ）抵抗性遺伝子を持ち、かつ、ＴＲＥ−ｐｒｏｍｏｔｅｒ（テトラサ

20

イクリン誘導プロモーター）の支配下にｄ２ＥＧＦＰ遺伝子を持つプラスミド（ｐＳＦＶ
ｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰ）と、鳥類由来ＨＳ４インシュレーター配列を持つプラスミドと
を混合し、リポフェクション法で導入し、ブラスティサイジンで安定な形質転換体を選択
した。なお当該鳥類由来ＨＳ４インシュレーター配列を持つプラスミドは、実施例２に記
載のものを用いた。
【０１４７】
次に、このような細胞について、さらにｐＴｅｔ−ＯＮ

ｐｌａｓｍｉｄを再度リポフ

ェクション法で導入して２日後の一過性発現の時期に、ｄ２ＥＧＦＰ発現量の検討を行な
った。
【０１４８】

30

一般に、当該安定な形質転換細胞はＴｅｔ−ＯＮタンパク質（ｒｔＴＡ）の発現レベル
は低いのに対して、一過性発現の場合はその発現レベルが高い。したがって、安定な形質
転換細胞のｄ２ＥＧＦＰの発現量をＴｅｔ−ＯＮタンパク質通常発現の場合の結果とし、
一過性発現の場合のｄ２ＥＧＦＰの発現量をＴｅｔ−ＯＮタンパク質高発現の場合の結果
として比較した。
【０１４９】
（結果）
図４に各種細胞の位相差顕微鏡像、蛍光顕微鏡像を示す。また各細胞当たりのｄ２ＥＧ
ＦＰ発現量を、セルソーターで解析した結果を図５に示す。
【０１５０】
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図４（ａ）はＴｅｔ−ＯＮタンパク質通常発現の細胞についての位相差顕微鏡像（×２
００）であり、図４（ｂ）はＴｅｔ−ＯＮタンパク質高発現の細胞についての位相差顕微
鏡像（×２００）であり、図４（ｃ）はＴｅｔ−ＯＮタンパク質通常発現についての蛍光
顕微鏡像（×２００）であり、図４（ｄ）はＴｅｔ−ＯＮタンパク質高発現の細胞につい
ての蛍光顕微鏡像（×２００）である。
【０１５１】
また図５（ａ），（ｂ）は、複製起点も核マトリックス結合領域も持たない上記ｐＳＦ
Ｖ−ＶプラスミドにＴＲＥ−ｐｒｏｍｏｔｅｒに支配されたｄ２ＥＧＦＰ遺伝子を組み込
むことによって構築したプラスミドを導入した細胞についてＴｅｔ−ＯＮタンパク質通常
発現の場合（図５（ａ））、およびｐＳＦＶ−ＶプラスミドにＴＲＥ−ｐｒｏｍｏｔｅｒ

50

(34)

JP 5098014 B2 2012.12.12

に支配されたｄ２ＥＧＦＰ遺伝子を組み込むことによって構築したプラスミドを導入した
細胞についてＴｅｔ−ＯＮタンパク質高発現の場合（図５（ｂ））の蛍光強度をそれぞれ
示し、図５（ｃ），（ｄ）は、鳥類由来ＨＳ４インシュレーター配列をｐＳＦＶｄｈｆｒ
／ｄ２ＥＧＦＰと同時増幅させた細胞についてＴｅｔ−ＯＮタンパク質通常発現の場合の
結果（図５（ｃ））、および鳥類由来ＨＳ４インシュレーター配列をｐＳＦＶｄｈｆｒ／
ｄ２ＥＧＦＰと同時増幅させた細胞についてＴｅｔ−ＯＮタンパク質高発現の場合（図５
（ｄ））の蛍光強度を示した。同図中の括弧内に蛍光強度の平均値（平均蛍光強度）を示
した。また同図中、四角囲み文字で積算蛍光強度を示した。
【０１５２】
図４（ａ）〜（ｄ）によれば、Ｔｅｔ−ＯＮタンパク質が通常発現している安定な形質

10

転換細胞の蛍光に対して、Ｔｅｔ−ＯＮタンパク質が高発現している細胞の蛍光が明らか
に増加していることがわかった（特に図４（ｃ）、（ｄ）参照）。
【０１５３】
また図５（ａ）の平均蛍光強度が１．０２、積算蛍光強度が０．７８７であるのに対し
て、図５（ｂ）の平均蛍光強度が１．２１、積算蛍光強度が１８．１となっており、また
図５（ｃ）の平均蛍光強度が５．８０、積算蛍光強度が５３２であるのに対して、図５（
ｄ）の平均蛍光強度が８．１５、積算蛍光強度が７６６となっていることから、遺伝子増
幅のコピー数によらず、Ｔｅｔ−ＯＮタンパク質が高発現している場合に蛍光強度が増加
する、すなわち目的タンパク質の発現量が増加するということがわかった。さらに鳥類由
来ＨＳ４インシュレーター配列と同時増幅させ、かつＴｅｔ−ＯＮタンパク質が高発現し

20

ている細胞の蛍光強度（図５（ｄ））が最も高かった（平均蛍光強度：８．１５、積算蛍
光強度：７６６）ことから、目的タンパク質の発現を高めるための手段を複数組み合わせ
ることによって、さらなるタンパク質の高発現を行なうことができるということがわかっ
た。
【０１５４】
〔実施例５〕増幅領域中の目的タンパク質をコードする遺伝子を、染色体外に切り出す
効果
（方法）
ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミドのヒグロマイシン（Ｈｙｇｒｏｍｙｃｉｎ
ｅ）抵抗性遺伝子を除き、合成ｌｏｘＰ配列（４６ｂｐ）をブラスティサイジン（Ｂｌａ

30

ｓｔｉｃｉｄｉｎｅ）抵抗性遺伝子の下流に組み込んだプラスミドを構築した。なお上記
ｌｏｘＰ配列（４６ｂｐ）は、５

−ＧＣＧＣＧＧＣＣＧＣＡＴＡＡＣＴＴＣＧＴＡＴＡ

ＧＣＡＴＡＣＡＴＴＡＴＡＣＧＡＡＧＴＴＡＴＧＣＧＧＣＣＧＣＧＣ−３

（配列番号１

）に記載の塩基配列を有するＤＮＡ断片を公知のＤＮＡ合成機により合成したものを用い
た。なお上記ｌｏｘＰ配列における両端（５

末端および３

末端）のＧＣＧＧＣＣＧＣ

は、クローニングのためのＮｏｔＩ認識配列である。
【０１５５】
上記プラスミドをヒト大腸がん細胞ＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞にリポフェクション法で

導入した。形質転換した細胞を、５μｇ／ｍｌのブラスティサイジンで選択した。当該形
質転換細胞を、Ｃｒｅ

Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｓｅ遺伝子を持つプラスミド（Ｒｏｌｆ

Ｓ

40

ｐｒｅｎｇｅｌ博士（Ｍａｘ−Ｐｌａｎｃｋ−Ｉｎｓｔｉｔｕｔ，Ｇｅｒｍａｎｙ）より
受領した。『Ｓｈｉｍｓｈｅｋ，Ｄ．Ｒ．，Ｊ．Ｋｉｍ，Ｍ．Ｒ．Ｈｕｂｎｅｒ，Ｄ．Ｊ
．Ｓｐｅｒｇｅｌ，Ｆ．Ｂｕｃｈｈｏｌｚ，Ｅ．Ｃａｓａｎｏｖａ，Ａ．Ｆ．Ｓｔｅｗａ
ｒｔ，Ｐ．Ｈ．Ｓｅｅｂｕｒｇ，ａｎｄ
−ｉｍｐｒｏｖｅｄ
ｎ

ｉｎ

ｔｈｅ

Ｃｒｅ

Ｒ．Ｓｐｒｅｎｇｅｌ．２００２．Ｃｏｄｏｎ

ｒｅｃｏｍｂｉｎａｓｅ（ｉＣｒｅ）ｅｘｐｒｅｓｓｉｏ

ｍｏｕｓｅ．Ｇｅｎｅｓｉｓ．３２：１９−２６．』参照）で形質転

換し、一週間培養を行なった。
【０１５６】
（結果）
図６に各種細胞の位相差顕微鏡像、蛍光顕微鏡像を示す。図６（ａ）はＣｒｅ

Ｒｅｃ
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ｏｍｂｉｎａｓｅ遺伝子を導入する前の細胞についての位相差顕微鏡像（×２００）であ
り、図６（ｂ）はＣｒｅ

Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｓｅ遺伝子を導入後の細胞についての位相

差顕微鏡像（×２００）であり、図６（ｃ）はＣｒｅ

Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｓｅ遺伝子を

導入する前の細胞についての蛍光顕微鏡像（×２００）であり、図６（ｄ）はＣｒｅ

Ｒ

ｅｃｏｍｂｉｎａｓｅ遺伝子を導入後の細胞についての蛍光顕微鏡像（×２００）である
。
【０１５７】
図６（ａ）〜（ｄ）によれば、Ｃｒｅ
細胞の蛍光に対して、Ｃｒｅ

Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｓｅ遺伝子を導入する前の

Ｒｅｃｏｍｂｉｎａｓｅ遺伝子を導入後の細胞の蛍光が明

らかに増加していた（特に図６（ｃ）、（ｄ）参照）。したがって、遺伝子増幅により反

10

復配列を生じている遺伝子領域を染色体外へ切り出すことで、発現が抑制されていた目的
タンパク質を発現させることができるということがわかった。
【０１５８】
〔実施例６〕５−ａｚａ−２

−ｄｅｏｘｙｃｙｔｉｄｉｎｅで細胞を処理する効果

（方法）
ヒトＤＨＦＲ遺伝子座由来のＩＲおよびＭＡＲ、並びにブラスティサイジン（Ｂｌａｓ
ｔｉｃｉｄｉｎｅ）抵抗性遺伝子を持ち、かつ、ＴＲＥ−ｐｒｏｍｏｔｅｒ（テトラサイ
クリン誘導プロモーター）の支配下にｄ２ＥＧＦＰ遺伝子を持つプラスミド（ｐＳＦＶｄ
ｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰ）と、鳥類由来ＨＳ４インシュレーター配列を持つプラスミドＤＮ
Ａ（実施例２に記載のものと同様）とを混合して、ヒト大腸がん細胞ＣＯＬＯ

３２０Ｄ

20

Ｍ細胞にリポフェクション法で導入した。遺伝子導入２日後から、プラスミド上のブラス
ティサイジン耐性遺伝子に対応する５μｇ／ｍｌのブラスティサイジン（フナコシ社製）
で選択し、３〜４週間後に多数のコロニーからなる形質転換細胞を得た。
【０１５９】
当該形質転換細胞の培養液中に、１μＭまたは３μＭの５−ａｚａ−２

ｄｅｏｘｙｃ

ｙｔｉｄｉｎｅ（適宜「５−ａｚａ」という。Ｓｉｇｍａ社製）を添加して３日間処理を
行なった。また比較として、反復配列からの遺伝子発現を高める物質として公知のＴｒｉ
ｃｈｏｓｔａｔｉｎ

Ａ（適宜「ＴＳＡ」という；ヒストン脱アセチル化阻害剤、Ｓｉｇ

ｍａ社製）を形質転換細胞の培養液中に２０ｎＭ添加した場合についても検討した。
【０１６０】

30

（結果）
図７に各種細胞の位相差顕微鏡像、蛍光顕微鏡像を示す。また各細胞当たりのｄ２ＥＧ
ＦＰ発現量を、セルソーターで解析した結果を図８に示す。
【０１６１】
図７（ａ）は５−ａｚａ処理前の細胞についての位相差顕微鏡像（×２００）であり、
図７（ｂ）は１μＭの５−ａｚａ処理後の細胞についての位相差顕微鏡像（×２００）で
あり、図７（ｃ）は５−ａｚａ処理前の細胞についての蛍光顕微鏡像（×２００）であり
、図７（ｄ）は１μＭの５−ａｚａ処理後の細胞についての蛍光顕微鏡像（×２００）で
ある。
【０１６２】

40

また図８（ａ）は５−ａｚａ処理前の細胞の蛍光強度を示し、図８（ｂ）は２０ｎＭの
ＴＳＡ処理後の細胞の蛍光強度を示し、図８（ｃ）は１μＭの５−ａｚａで処理した細胞
の蛍光強度を示し、図８（ｄ）は１μＭの５−ａｚａおよび２０ｎＭのＴＳＡで処理した
細胞の蛍光強度を示し、図８（ｅ）は３μＭの５−ａｚａで処理した細胞の蛍光強度を示
し、図８（ｆ）は３μＭの５−ａｚａおよび２０ｎＭのＴＳＡで処理した細胞の蛍光強度
を示した。同図中の括弧内に蛍光強度の平均値（平均蛍光強度）を示した。また同図中、
四角囲み文字で積算蛍光強度を示した。
【０１６３】
図７（ａ）〜（ｄ）によれば、５−ａｚａ処理前の細胞の蛍光に対して、５−ａｚａ処
理後の細胞の蛍光が明らかに増加していることがわかった（特に図７（ｃ）および（ｄ）
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参照）。
【０１６４】
また図８（ａ）に示す５−ａｚａ処理前の細胞の平均蛍光強度が４．２９、積算蛍光強
度３６４であるのに対して、図８（ｃ）に示す１μＭの５−ａｚａで処理した細胞の平均
蛍光強度が９．４８、積算蛍光強度が８９５であった。したがって５−ａｚａによる処理
によって明らかに目的タンパク質であるｄ２ＥＧＦＰが高発現するということがわかった
。また図８（ｅ）に示すとおり、３μＭの５−ａｚａで処理した細胞の平均蛍光強度が１
０．９３、積算蛍光強度１０４０と１μＭの５−ａｚａで処理した細胞の蛍光強度よりも
さらに増加していることより、処理を行なう５−ａｚａの濃度を増加することによって、
目的タンパク質の発現をさらに増加させることができるということがわかった。

10

【０１６５】
一方、図８（ｂ）に示す２０ｎＭのＴＳＡ処理後の細胞の平均蛍光強度が３．０２、積
算蛍光強度２２８であり、処理前の細胞の平均蛍光強度が４．２９、積算蛍光強度３６４
（図８（ａ））であったことから、２０ｎＭのＴＳＡ処理によっては目的タンパク質を高
発現させることができないということがわかった。また１μＭの５−ａｚａで処理した細
胞の平均蛍光強度が９．４８、積算蛍光強度８９５（図８（ｃ））に対して、１μＭの５
−ａｚａおよび２０ｎＭのＴＳＡで処理した細胞の平均蛍光強度が９．４０、積算蛍光強
度８７８（図８（ｄ））であり、３μＭの５−ａｚａで処理した細胞の平均蛍光強度が１
０．９３、積算蛍光強度１０４０（図８（ｅ））に対して、３μＭの５−ａｚａおよび２
０ｎＭのＴＳＡで処理した細胞の平均蛍光強度が１１．０９、積算蛍光強度１０５０（図

20

８（ｆ））であった。したがって、５−ａｚａとＴＳＡとを併用した場合であっても目的
タンパク質の発現を増加させることができないということがわかった。
【０１６６】
〔実施例７〕遺伝子増幅がＤＭ上で起こっているクローンを選択する効果
（方法）
ＴＲＥ−ｐｒｏｍｏｔｅｒの転写活性化因子（Ｔｅｔ−ＯＮタンパク質）をコードする
Ｔｅｔ−ＯＮ遺伝子を有するｐＴｅｔ−ＯＮ
ヒト大腸がんＣＯＬＯ

ｐｌａｓｍｉｄ（クロンテック社製）を、

３２０ＤＭにリポフェクション法で導入し、Ｔｅｔ−ＯＮタンパ

ク質を安定に発現する形質転換細胞（以下「Ｔｅｔ−ＯＮ細胞」という）をヒグロマイシ
30

ンで選択した。
【０１６７】
次にｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミドを、上記Ｔｅｔ−ＯＮ細胞にリポフェ
クション法で導入し、５μｇ／ｍｌブラスティサイジンで約３週間選択することにより、
安定形質転換細胞の多クローン性集団を得た。
【０１６８】
上記多クローン性集団について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ（クロンテック社製）を１μ
ｇ／ｍｌとなるように培地中へ添加することによりＴＲＥ−ｐｒｏｍｏｔｅｒを活性化し
、ｄ２ＥＧＦＰの発現を誘導した。この時のｄ２ＥＧＦＰ発現量を、セルソーターで解析
した結果を図９に示した。同図中の括弧内に蛍光強度の平均値（平均蛍光強度）を示した
。また同図中、四角囲み文字で積算蛍光強度を示した。同図の結果より、上記多クローン

40

性集団は確かにｄ２ＥＧＦＰを発現する集団であるということを確認した（平均蛍光強度
：６．２５、積算蛍光強度：５３６）。
【０１６９】
上記多クローン性集団から、限界希釈法により任意の３０クローンを得た。限界希釈法
は、３０細胞／ｍｌの低細胞濃度で６ｗｅｌｌ

ｐｌａｔｅに蒔き、１０日〜２週間培養

することによりコロニーを形成させることにより行なった。
【０１７０】
次に各クローンについて、蛍光顕微鏡で観察してｄ２ＥＧＦＰ発現レベルの高い４クロ
ーン（クローン４、クローン５、クローン６、およびクローン９）を選択した。当該４ク
ローンについて分裂期染色体標本を調製し、導入したｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプ
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ラスミド由来の塩基配列をＦＩＳＨ法により検出した。分裂期染色体標本の作製とＦＩＳ
Ｈ法は、『Ｓｈｉｍｉｚｕ，Ｎ．，Ｋａｎｄａ，Ｔ．，ａｎｄ
ｌｅｃｔｉｖｅ

ｃａｐｔｕｒｅ

ｍｉｃｒｏｎｕｃｌｅｉ

ｏｆ

Ｗａｈｌ，Ｇ．Ｍ．Ｓｅ

ａｃｅｎｔｒｉｃｆｒａｇｍｅｎｔｓ

ｐｒｏｖｉｄｅｓ

ａ

ｒａｐｉｄ

ｍｅｔｈｏｄ

ｂｙ
ｆｏｒ

ｐｕｒｉｆｙｉｎｇ

ｅｘｔｒａｃｈｒｏｍｏｓｏｍａｌｌｙ

ＮＡ．Ｎａｔｕｒｅ

Ｇｅｎｅｔ．，１２：６５−７１，１９９６．』に記載の方法によ

ａｍｐｌｉｆｉｅｄ

Ｄ

り行なった。
【０１７１】
ＦＩＳＨ法によりｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミド由来の塩基配列を検出し
た結果を図１０に示す。図１０（ａ）はクローン４の結果であり、図１０（ｂ）はクロー

10

ン５の結果であり、図１０（ｃ）はクローン６の結果であり、図１０（ｄ）はクローン９
の結果である。なお検出したｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミド由来の塩基配列
を、同図中矢印で示す。
【０１７２】
図１０の結果より、クローン４、クローン５、およびクローン６ではｐＳＦＶｄｈｆｒ
／ｄ２ＥＧＦＰプラスミド由来の塩基配列がＨＳＲ上で増幅されていたのに対し、クロー
ン９はＤＭ上で増幅していたことがわかった。
【０１７３】
次に上記４クローンにつき、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ（クロンテック社製；１μｇ／ｍ
ｌ）による誘導を行なうとともに、５−ａｚａ（０μＭ、１μＭ、または３μＭ）を培地
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中に加えた。培養一週間後、各クローンのｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにより解析
した。
【０１７４】
その結果を図１１、１２、１３、および１４に示す。図１１はクローン４の結果を示し
ており、同図（ａ）は５−ａｚａを培地中に加えなかった場合（０μＭ）の結果を示し、
同図（ｂ）は５−ａｚａを１μＭとなるように培地中に加えた場合の結果を示し、同図（
ｃ）は５−ａｚａを３μＭとなるように培地中に加えた場合の結果を示す。
【０１７５】
図１２はクローン５の結果を示しており、同図（ａ）は５−ａｚａを培地中に加えなか
った場合（０μＭ）の結果を示し、同図（ｂ）は５−ａｚａを１μＭとなるように培地中
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に加えた場合の結果を示し、同図（ｃ）は５−ａｚａを３μＭとなるように培地中に加え
た場合の結果を示す。
【０１７６】
図１３はクローン６の結果を示しており、同図（ａ）は５−ａｚａを培地中に加えなか
った場合（０μＭ）の結果を示し、同図（ｂ）は５−ａｚａを１μＭとなるように培地中
に加えた場合の結果を示し、同図（ｃ）は５−ａｚａを３μＭとなるように培地中に加え
た場合の結果を示す。
【０１７７】
図１４はクローン９の結果を示しており、同図（ａ）は５−ａｚａを培地中に加えなか
った場合（０μＭ）の結果を示し、同図（ｂ）は５−ａｚａを１μＭとなるように培地中
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に加えた場合の結果を示し、同図（ｃ）は５−ａｚａを３μＭとなるように培地中に加え
た場合の結果を示す。
【０１７８】
図１１〜１３中の括弧内に蛍光強度の平均値（平均蛍光強度）を示した。また同図中、
四角囲み文字で積算蛍光強度を示した。
【０１７９】
図１１より、クローン４について、５−ａｚａを培地中に加えなかった場合（０μＭ）
のｄ２ＥＧＦＰの発現レベルを示す平均蛍光強度は１．８９、積算蛍光強度は９０．０で
あり、５−ａｚａを１μＭとなるように培地中に加えた場合の平均蛍光強度は５．４６、
積算蛍光強度は４５３であり、５−ａｚａを３μＭとなるように培地中に加えた場合の平
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均蛍光強度は２３．７６、積算蛍光強度は２３００であった。
【０１８０】
図１２より、クローン５について、５−ａｚａを培地中に加えなかった場合（０μＭ）
のｄ２ＥＧＦＰの発現レベルを示す平均蛍光強度は１．０２、積算蛍光強度は１．１１で
あり、５−ａｚａを１μＭとなるように培地中に加えた場合の平均蛍光強度は２．２３、
積算蛍光強度は１２６であり、５−ａｚａを３μＭとなるように培地中に加えた場合の平
均蛍光強度は１０．４４、積算蛍光強度は９６２であった。
【０１８１】
図１３より、クローン６について、５−ａｚａを培地中に加えなかった場合（０μＭ）
のｄ２ＥＧＦＰの発現レベルを示す平均蛍光強度は１．１６、積算蛍光強度は８．８４で
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あり、５−ａｚａを１μＭとなるように培地中に加えた場合の平均蛍光強度は２．０９、
積算蛍光強度は１１１であり、５−ａｚａを３μＭとなるように培地中に加えた場合の平
均蛍光強度は１０．８７、積算蛍光強度は１０００であった。
【０１８２】
図１４より、クローン９について、５−ａｚａを培地中に加えなかった場合（０μＭ）
のｄ２ＥＧＦＰの発現レベルを示す平均蛍光強度は４１．４６、積算蛍光強度は４１３０
であり、５−ａｚａを１μＭとなるように培地中に加えた場合の平均蛍光強度は１３１．
８６、積算蛍光強度は１３２００であり、５−ａｚａを３μＭとなるように培地中に加え
た場合の平均蛍光強度は２４８．６０、積算蛍光強度は２４９００であった。
20

【０１８３】
図１１〜１４の結果から、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミド由来の塩基配列
がＨＳＲ上で増幅しているクローン（クローン４、クローン５、クローン６）では、ｄ２
ＥＧＦＰの発現レベルは極めて低いが、５−ａｚａを培地中に加えることにより向上する
ということが示された。一方、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミド由来の塩基配
列がＤＭ上で増幅しているクローン（クローン９）では、５−ａｚａを培地中に加えなく
ともｄ２ＥＧＦＰの高い発現レベル（平均蛍光強度：４１．４６、積算蛍光強度：４１３
０）であり、さらに５−ａｚａを培地中に加えることによりそれが飛躍的に高まることが
わかった（平均蛍光強度：１３１．８６または２４８．６０、積算蛍光強度：１３２００
または２４９００）。
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【０１８４】
したがって、遺伝子増幅がＤＭ上で起こっているクローンを選択することによって、目
的タンパク質を高発現させることができるということがわかった。
【０１８５】
〔実施例８〕コトランスフェクションによって、目的タンパク質の発現を制御するプロ
モーターの転写活性化因子を高発現させる効果
（方法および結果）
ヒトＤＨＦＲ遺伝子座由来のＩＲおよびＭＡＲ、並びにＢｌａｓｔｉｃｉｄｉｎｅ抵抗
性遺伝子を持ち、かつ、ＴＲＥ−ｐｒｏｍｏｔｅｒ（テトラサイクリン誘導プロモーター
）の支配下にｄ２ＥＧＦＰ遺伝子を持つプラスミド（ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰ）
とＴＲＥ−ｐｒｏｍｏｔｅｒの転写活性化因子（Ｔｅｔ−ＯＮタンパク質）をコードする
Ｔｅｔ−ＯＮ遺伝子を有するｐＴｅｔ−ＯＮ
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ｐｌａｓｍｉｄ（クロンテック社製）とを

等量混合し、同時にリポフェクション法によりヒト大腸がんＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞へ

導入した。５μｇ／ｍｌブラスティサイジンで選択することにより、形質転換細胞の多ク
ローン性集団を得た。当該多クローン性集団の細胞養液に、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ（ク
ロンテック社製）を１μｇ／ｍｌとなるように培地中へ添加することによりＴＲＥ−ｐｒ
ｏｍｏｔｅｒを活性化し、ｄ２ＥＧＦＰの発現を誘導した。
【０１８６】
上記多クローン性集団について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加前の位相差顕微鏡像（×
２００）を図１５（ａ）に示し、蛍光顕微鏡像（×２００）を図１５（ｂ）に示した。ま
た、同多クローン性集団について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加後の位相差顕微鏡像（×
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２００）を図１５（ｃ）に示し、蛍光顕微鏡像（×２００）を図１５（ｄ）に示した。
【０１８７】
図１５（ａ）〜（ｄ）によれば、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加前には微弱な発現しか見
られなかったｄ２ＥＧＦＰの蛍光に対し、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加によりｄ２ＥＧＦ
Ｐの蛍光が強く見られるようになった。よってｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰとｐＴｅ
ｔ−ＯＮ

ｐｌａｓｍｉｄとを同時に導入した形質転換細胞の多クローン性集団に関し、

Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ（クロンテック社製）を培地中へ添加することによりＴＲＥ−ｐ
ｒｏｍｏｔｅｒを活性化し、ｄ２ＥＧＦＰの発現を誘導することができるということを確
認した。
【０１８８】

10

次に、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加によるｄ２ＥＧＦＰの発現誘導を行なった後の、ｄ
２ＥＧＦＰの発現量の経時変化をセルソーターにて解析を行なった。その結果を図１６に
示す。図１６（ａ）はＤｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加前の結果であり、図１６（ｂ）はＤｏ
ｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加１時間後の結果であり、図１６（ｃ）はＤｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ
添加３時間後の結果であり、図１６（ｄ）はＤｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加６時間後の結果
であり、図１６（ｅ）はＤｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加１５時間後の結果であり、図１６（
ｆ）はＤｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加２４時間後（１日後）の結果であり、図１６（ｇ）は
Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加４８時間後（２日後）の結果であり、図１６（ｈ）はＤｏｘ
ｙｃｙｃｌｉｎｅ添加１２０時間後（５日後）の結果であり、図１６（ｉ）はＤｏｘｙｃ
ｙｃｌｉｎｅ添加２週間後の結果である。同各図中の括弧内に蛍光強度の平均値（平均蛍
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光強度）を示した。また同図中、四角囲み文字で積算蛍光強度を示した。
【０１８９】
さらに、ｄ２ＥＧＦＰ発現量の平均値（すなわち平均蛍光強度：図中黒丸のシンボルで
示す）および生細胞率（全細胞数に対する生細胞の割合：図中白丸のシンボルで示す）を
時間に対してプロットしたグラフを図１７に示す。図１７によれば、上記で取得した多ク
ローン性集団ではＤｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅを添加前にはｄ２ＥＧＦＰの発現量は極めて低
いが、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加後１〜２日後に発現量はピークに達し、その発現量は
２週間（同図中「２ｗｋ」で表記）を経過しても高いレベルにあった。また同多クローン
性集団はＤｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅによるｄ２ＥＧＦＰの発現誘導により、細胞の生存率が
低下することはなく、高いレベルでｄ２ＥＧＦＰを発現しながら正常に増殖を続けていた
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。
【０１９０】
なお陰性対照として、複製起点も核マトリックス結合領域も持たない上記ｐＳＦＶ−Ｖ
プラスミドにＴＲＥ−ｐｒｏｍｏｔｅｒに支配されたｄ２ＥＧＦＰ遺伝子を組み込むこと
によって構築したプラスミドを、Ｔｅｔ−ＯＮ細胞に導入して取得した形質転換細胞の多
クローン性集団について、上記と同様にＤｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅによるｄ２ＥＧＦＰの発
現誘導を行ない、セルソーターによりｄ２ＥＧＦＰの発現を解析した結果を図１６（ｊ）
に示した。図１６（ｊ）によれば、陰性対照のｄ２ＥＧＦＰ発現レベルを示す平均蛍光強
度は１．０２、積算蛍光強度は０．７８７であった。
【０１９１】

40

これに対して、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加１時間後の平均蛍光強度は２．９９、積算
蛍光強度は２１６であり（図１６（ｂ））、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加３時間後の平均
蛍光強度は３．７２、積算蛍光強度は２９３であり（図１６（ｃ））、Ｄｏｘｙｃｙｃｌ
ｉｎｅ添加６時間後の平均蛍光強度は４．２２、積算蛍光強度は３４１であり（図１６（
ｄ））、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加１５時間後の平均蛍光強度は９．２４、積算蛍光強
度は８４１であり（図１６（ｅ））、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加２４時間後の平均蛍光
強度は２８．７７、積算蛍光強度は２８００であり（図１６（ｆ））、Ｄｏｘｙｃｙｃｌ
ｉｎｅ添加４８時間後（２日後）の平均蛍光強度は５３．９７、積算蛍光強度は５３２０
であり（図１６（ｇ））、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加１２０時間後（５日後）の平均蛍
光強度は３９．５６、積算蛍光強度は３８８０であり（図１６（ｈ））、Ｄｏｘｙｃｙｃ
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ｌｉｎｅ添加２週間後の平均蛍光強度は３５．３２、積算蛍光強度は３５００であった（
図１６（ｉ））。
【０１９２】
この結果から、本実施例にかかる方法を用いて得られた多クローン性集団の発現誘導後
の発現レベルは極めて高く、それは積算蛍光強度の比較において、陰性対照の場合の約３
００倍から約７０００倍に達していることがわかった。
【０１９３】
さらに本実施例にかかる方法を用いて得られた多クローン性集団から、任意に選抜した
５つのクローンについて、発現誘導前後のｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにて解析を
行なった。その結果の代表例（３つのクローン）を図１８に示す。図１８（ａ）および（
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ｂ）はクローンＡについての結果であり、（ａ）は発現誘導前の結果を示し、（ｂ）は発
現誘導後の結果を示している。図１８（ｃ）および（ｄ）はクローンＢについての結果で
あり、（ｃ）は発現誘導前の結果を示し、（ｄ）は発現誘導後の結果を示している。図１
８（ｅ）および（ｆ）はクローンＣについての結果であり、（ｅ）は発現誘導前の結果を
示し、（ｆ）は発現誘導後の結果を示している。同各図中の括弧内に蛍光強度の平均値（
平均蛍光強度）を示した。また同図中、四角囲み文字で積算蛍光強度を示した。
【０１９４】
図１８によれば、本実施例にかかる方法を用いて得られた多クローン性集団から、目的
タンパク質（ｄ２ＥＧＦＰ）の発現量が非常に高いクローンを簡便に得ることができると
20

いうことがわかった。
【０１９５】
さらに本実施例にかかる方法によれば、ＨＳＲ上の増幅遺伝子からも目的タンパク質（
ｄ２ＥＧＦＰ）の高発現が期待できる。このことは以下の実験により確認するこができる
。すなわち、複製起点配列と核マトリックス結合領域配列をともに持つプラスミドである
上記ｐＳＦＶｄｈｆｒと、ＬａｃＯ（ｌａｃｔｏｓｅ

ｏｐｅｒａｔｏｒ）−ｒｅｐｅａ

ｔ配列とＴＲＥ−ｐｒｏｍｏｔｅｒの下流にＭＳ２結合配列を持つプラスミドであるｐＥ
ＣＭＳ２Ｂｅｔａ（Ｓｕｓａｎ
（ｃｏｌｄ

Ｓｐｒｉｎｇ

Ｊａｎｉｃｋｉ博士とＤａｖｉｄ

Ｈａｒｂｏｒ

Ｓｐｅｃｔｏｒ博士

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ）より入手した。『Ｊ

ａｎｉｃｋｉ，Ｓ．Ｍ．，Ｔ．Ｔｓｕｋａｍｏｔｏ，Ｓ．Ｅ．Ｓａｌｇｈｅｔｔｉ，Ｗ．
Ｐ．Ｔａｎｓｅｙ，Ｒ．Ｓａｃｈｉｄａｎａｎｄａｍ，Ｋ．Ｖ．Ｐｒａｓａｎｔｈ，Ｔ．
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Ｒｉｅｄ，Ｙ．Ｓｈａｖ−Ｔａｌ，Ｅ．Ｂｅｒｔｒａｎｄ，Ｒ．Ｈ．Ｓｉｎｇｅｒ，ａｎ
ｄ

Ｄ．Ｌ．Ｓｐｅｃｔｏｒ．２００４．Ｆｒｏｍ

ｅ

ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ：ｒｅａｌ−ｔｉｍｅ

ｅ

ｃｅｌｌｓ．Ｃｅｌｌ．１１６：６８３−６９８．』参照）とを混合し、リポフェク

ション法により、ヒト大腸がんＣＯＬＯ

ｓｉｌｅｎｃｉｎｇ
ａｎａｌｙｓｉｓ

ｉｎ

ｔｏ

ｇｅｎ

ｓｉｎｇｌ

３２０ＤＭ細胞へコトランスフェクションを行

なった。
【０１９６】
この際に用いたヒト大腸がんＣＯＬＯ
ｃｔｏｓｅ

３２０ＤＭ細胞は、あらかじめＬａｃＲ（ｌａ

ｒｅｐｒｅｓｓｏｒ）とＣＦＰ（ｃｙａｎ

ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ

ｐ

ｒｏｔｅｉｎ）の融合タンパク蛋白質を発現するｐＬａｃＲ−ＣＦＰプラスミド（Ｓｕｓ
ａｎ

Ｊａｎｉｃｋｉ博士とＤａｖｉｄ

Ｈａｒｂｏｒ

Ｓｐｅｃｔｏｒ博士（ｃｏｌｄ

40

Ｓｐｒｉｎｇ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ）より入手した。『Ｊａｎｉｃｋｉ，Ｓ．Ｍ．，

Ｔ．Ｔｓｕｋａｍｏｔｏ，Ｓ．Ｅ．Ｓａｌｇｈｅｔｔｉ，Ｗ．Ｐ．Ｔａｎｓｅｙ，Ｒ．Ｓ
ａｃｈｉｄａｎａｎｄａｍ，Ｋ．Ｖ．Ｐｒａｓａｎｔｈ，Ｔ．Ｒｉｅｄ，Ｙ．Ｓｈａｖ−
Ｔａｌ，Ｅ．Ｂｅｒｔｒａｎｄ，Ｒ．Ｈ．Ｓｉｎｇｅｒ，ａｎｄ

Ｄ．Ｌ．Ｓｐｅｃｔｏ

ｒ．２００４．Ｆｒｏｍ

ｇｅｎｅ

ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ

ｓｉｎｇｌｅ

ｃｅｌｌｓ．Ｃｅｌｌ

：ｒｅａｌ−ｔｉｍｅ

ｓｉｌｅｎｃｉｎｇ
ａｎａｌｙｓｉｓ

ｉｎ

ｔｏ

．１１６：６８３−６９８．』参照）をリポフェクション法で導入し、ネオマイシン（Ｎ
ｅｏｍｙｃｉｎｅ）耐性となったクローン化細胞を用いた。
【０１９７】
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その結果、上記両プラスミドが同時増幅してＨＳＲを形成したクローンを取得した。当
該クローンではＨＳＲ中のＬａｃＯ配列にＬａｃＲ−ＣＦＰが結合するために、ＨＳＲが
シアン色の蛍光を呈している。
【０１９８】
さらに、ｐＴｅｔ−ＯＮ
Ｐ（ｙｅｌｌｏｗ

ｐｌａｓｍｉｄ（クロンテック社製）、およびＭＳ２とＹＦ

ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｃｎｃｅ

を発現するためのプラスミド（Ｓｕｓａｎ
ｔｏｒ博士（ｃｏｌｄ

Ｓｐｒｉｎｇ

ｐｒｏｔｅｉｎ）との融合タンパク質

Ｊａｎｉｃｋｉ博士とＤａｖｉｄ

Ｈａｒｂｏｒ

Ｓｐｅｃ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ）より入手

した。『Ｊａｎｉｃｋｉ，Ｓ．Ｍ．，Ｔ．Ｔｓｕｋａｍｏｔｏ，Ｓ．Ｅ．Ｓａｌｇｈｅｔ
ｔｉ，Ｗ．Ｐ．Ｔａｎｓｅｙ，Ｒ．Ｓａｃｈｉｄａｎａｎｄａｍ，Ｋ．Ｖ．Ｐｒａｓａｎ

10

ｔｈ，Ｔ．Ｒｉｅｄ，Ｙ．Ｓｈａｖ−Ｔａｌ，Ｅ．Ｂｅｒｔｒａｎｄ，Ｒ．Ｈ．Ｓｉｎｇ
ｅｒ，ａｎｄ
ｏ

Ｄ．Ｌ．Ｓｐｅｃｔｏｒ．２００４．Ｆｒｏｍ

ｇｅｎｅｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ：ｒｅａｌ−ｔｉｍｅ

ｉｎｇｌｅ

ｓｉｌｅｎｃｉｎｇ

ａｎａｌｙｓｉｓ

ｉｎ

ｔ
ｓ

ｃｅｌｌｓ．Ｃｅｌｌ．１１６：６８３−６９８．』参照）を、上記クロー

ンへエレクトロポレーション法により同時に導入し、２．５時間後にＤｏｘｙｃｙｃｌｉ
ｎｅ（クロンテック社製）を１μｇ／ｍｌとなるように培地中へ添加した。この時、発現
したＴｅｔ−ＯＮタンパク質とＤｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅとがＨＳＲ中のＴＲＥ−ｐｒｏｍ
ｏｔｅｒを活性化し、ＭＳ２とＹＦＰ（ｙｅｌｌｏｗ

ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｃｎｃｅ

ｐ

ｒｏｔｅｉｎ）との融合タンパク質をコードするＲＮＡが転写される。かかるＲＮＡには
ＭＳ２結合配列があるため、ＭＳ２とＹＦＰとの融合蛋白質が結合して黄色の蛍光を呈す

20

る。
【０１９９】
この結果を示す代表的な写真を図１９に示す。同図中Ａ、ＢおよびＣはＤｏｘｙｃｙｃ
ｌｉｎｅによる発現誘導前のクローンの蛍光顕微鏡像であり（「−Ｄｏｘ」を図左端に付
した）、ＤおよびＥはＤｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅによる発現誘導１．５時間後のクローンの
蛍光顕微鏡像である（「＋Ｄｏｘ

１．５ｈｒ」を図左端に付した）。また同図の上部に

「ＬａｍｉｎＢ」を付したものは抗Ｌａｍｉｎ

Ｂ抗体（Ｓａｎｔａ

Ｃｒｕｚ

Ｂｉｏ

ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製）を用いた間接蛍光抗体法で核膜ラミナを可視化したもの
であり、「ＣＦＰ−ＨＳＲ」を付したものはＨＳＲをＣＦＰ（ｃｙａｎ
ｃｅｎｃｅ

ｆｌｕｏｒｅｓ

ｐｒｏｔｅｉｎ）で可視化したものであり、「ＹＦＰ−ＭＳ２

付したものはＲＮＡをＹＦＰ（ｙｅｌｌｏｗ

ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｃｎｃｅ

ＲＮＡ」を

30

ｐｒｏｔｅ

ｉｎ）により可視化したものであり、「Ｍｅｒｇｅ」を付したものは上記３つの像を重ね
合わせたものである。
【０２００】
ＣＦＰ（ｃｙａｎ

ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ

ｐｒｏｔｅｉｎ）のシアン色で可視化

されたＨＳＲ（同図中、矢印で示す）はヘテロクロマチン化しているために、Ｄｏｘｙｃ
ｙｃｌｉｎｅによる発現誘導前には小さな凝縮した球状の構造で核内に存在していた。Ｄ
ｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅによる発現誘導を行なうと、シアン色のＨＳＲが大きくゆるみ、そ
こから黄色蛍光で可視化されたＲＮＡが出てくる様子がはっきりと示された（同図中、丸
40

で囲む）。
【０２０１】
上記結果から、Ｔｅｔ−ＯＮタンパク質とＤｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅによるＴＲＥ−ｐｒ
ｏｍｏｔｅｒの活性化は、ＩＲとＭＡＲを持つプラスミドにより形成され、ヘテロクロマ
チン化していたＨＳＲをほどき、ＲＮＡの転写を活性化できることがわかった。
【０２０２】
〔実施例９〕コトランスフェクションによって目的タンパク質の発現を制御するプロモー
ターの転写活性化因子を高発現させ、５−ａｚａ−２

−ｄｅｏｘｙｃｙｔｉｄｉｎｅで

細胞を処理する効果
（方法および結果）
ヒトＤＨＦＲ遺伝子座由来のＩＲおよびＭＡＲ、並びにＢｌａｓｔｉｃｉｄｉｎｅ抵抗
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性遺伝子を持ち、かつ、ＴＲＥ−ｐｒｏｍｏｔｅｒ（テトラサイクリン誘導プロモーター
）の支配下にｄ２ＥＧＦＰ遺伝子を持つプラスミド（ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰ）
とＴＲＥ−ｐｒｏｍｏｔｅｒの転写活性化因子（Ｔｅｔ−ＯＮタンパク質）をコードする
Ｔｅｔ−ＯＮ遺伝子を有するｐＴｅｔ−ＯＮ

ｐｌａｓｍｉｄ（クロンテック社製）とを

等量混合し、同時にリポフェクション法によりヒト大腸がんＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞へ

導入した。５μｇ／ｍｌブラスティサイジンで選択することにより、形質転換細胞の多ク
ローン性集団を得た。上記多クローン性集団から、限界希釈法により任意の１０クローン
を選抜し、さらに上記１０クローンからｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミド由来
の塩基配列がＨＳＲ上で増幅されているクローン（便宜上、「ＨＳＲクローン」という）
、および同塩基配列がＤＭ上で増幅しているクローン（便宜上、「ＤＭクローン」という

10

）を選抜した。図２０（ａ）および図２０（ｂ）は、ＨＳＲクローンおよびＤＭクローン
について、導入したｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミドの塩基配列をＦＩＳＨ法
により検出した結果をそれぞれ示している。同図中、検出したｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２Ｅ
ＧＦＰプラスミド由来の塩基配列を、矢印で示す。なお、限界希釈法、並びにＨＳＲクロ
ーンおよびＤＭクローンの選抜方法は、実施例７に記載の方法と同様にして行なった。
【０２０３】
次に上記２クローンの各培養液中に、３μＭの５−ａｚａを添加して３日間処理を行な
ったのち、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ（クロンテック社製；１μｇ／ｍｌ）を培養液に添加
して２日間、ｄ２ＥＧＦＰの発現誘導を行なった。培養後、各クローンのｄ２ＥＧＦＰ発
現量をセルソーターにより解析した。また陰性対照として、複製起点も核マトリックス結

20

合領域も持たないｐＳＦＶ−ＶプラスミドをｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰの代わりに
用い、上記と同様にして形質転換細胞の多クローン性集団を取得した。上記形質転換細胞
の多クローン性集団について、上記と同様にＤｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅによるｄ２ＥＧＦＰ
の発現誘導を行ない、ｄ２ＥＧＦＰ発現量をセルソーターにより解析した。その結果を図
２１（ａ）〜（ｃ）に示す。図２１（ａ）はＨＳＲクローンについてＤｏｘｙｃｙｃｌｉ
ｎｅ添加２日後の蛍光強度を測定した結果であり、図２１（ｂ）はＤＭクローン（５−ａ
ｚａ処理無し）についてＤｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加２日後の蛍光強度を測定した結果で
あり、図２１（ｃ）はＤＭクローン（５−ａｚａ処理有り）についてＤｏｘｙｃｙｃｌｉ
ｎｅ添加２日後の蛍光強度を測定した結果である。同各図中の括弧内に蛍光強度の平均値
（平均蛍光強度）を示し、四角囲み文字で積算蛍光強度を示した。また図２１（ｄ）は、

30

陰性対照、ＨＳＲクローン、およびＤＭクローン（５−ａｚａ処理有りの場合と無しの場
合）について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加２日後の積算蛍光強度を示す棒グラフである
。
【０２０４】
図２１（ｄ）によれば、陰性対照（同図中「Ｎ」で示す）の積算蛍光強度が１８２６で
あったのに対して、ＨＳＲクローン（同図中「ＨＳＲ」で示す）の積算蛍光強度が２２１
１９であり、ＤＭクローン（５−ａｚａ処理無し：同図中「ＤＭ（−）」で示す）の積算
蛍光強度が７５０９９であり、ＤＭクローン（５−ａｚａ処理有り：図中「ＤＭ（＋）」
で示す）の積算蛍光強度が２３８１１３であった。よって、ＨＳＲクローンおよびＤＭク
ローンは、陰性対照のクローンに比してｄ２ＥＧＦＰ発現レベルが顕著に高く、ＤＭクロ

40

ーンの方がＨＳＲクローンに比してさらに高いということが分かった。また５−ａｚａ処
理によって、ｄ２ＥＧＦＰ発現レベルがさらに向上するということが分かった。
【０２０５】
〔実施例１０〕ＣＨＯ細胞における本発明の効果
（方法および結果）
プラスミドが導入される細胞がＣＨＯ−Ｋ１細胞（入手先：東北大学加齢医学研究所・
医用細胞資源センターより入手）である以外は、実施例９と同様にした。
【０２０６】
その結果、ＣＨＯ細胞においても、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミド由来の
塩基配列がＨＳＲ上で増幅されているクローン（便宜上、「ＨＳＲクローン」という）、
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および同塩基配列がＤＭ上で増幅しているクローン（便宜上、「ＤＭクローン」という）
を単離することができた。このことは、本発明がＣＯＬＯ

３２０ＤＭ細胞等の腫瘍細胞

以外においても適用可能であることを示している。単離したＣＨＯ細胞のＨＳＲクローン
について、導入したｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミドの塩基配列をＦＩＳＨ法
により検出した結果を図２２（ａ）に示し、ＣＨＯ細胞のＤＭクローンの結果を図２２（
ｂ）に示した。なお検出したｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミド由来の塩基配列
を、同図中矢印で示す。
【０２０７】
セルソーターによるｄ２ＥＧＦＰの発現量が最も高かったクローン（便宜上「最高クロ
ーン」という）について、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加２日後の蛍光強度を測定した結果

10

を図２３（ａ）に示す。また図２３（ｂ）に、陰性対照における形質転換細胞の多クロー
ン性集団、本実施例における形質転換細胞の多クローン性集団、および最高クローンにつ
いて、Ｄｏｘｙｃｙｃｌｉｎｅ添加２日後の積算蛍光強度の結果を示した。
【０２０８】
図２３（ｂ）によれば、陰性対照における形質転換細胞の多クローン性集団（同図中「
ＮＰ」で示す）の積算蛍光強度が２９６であったのに対して、本実施例における形質転換
細胞の多クローン性集団（同図中「Ｐ」で示す）の積算蛍光強度が１４０２２であり、最
高クローン（同図中「Ｍ」で示す）の積算蛍光強度が１６７８６５であった。よって、本
実施例における形質転換細胞の多クローン性集団および最高クローンは、陰性対照におけ
る形質転換細胞の多クローン性集団に比してｄ２ＥＧＦＰ発現レベルが顕著に高いという

20

ことが分かった。特に、多クローン性集団から単離した最高クローンのｄ２ＥＧＦＰ発現
レベルは、陰性対照の場合に比してさらに顕著に高かった。
【０２０９】
最高クローンについて、導入したｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミドの塩基配
列を、ＦＩＳＨ法により検出した結果を図２３（ｃ）に示した。なお検出したｐＳＦＶｄ
ｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミド由来の塩基配列を、同図中矢印で示す。図２３（ｃ）に
よれば、上記最高クローンは、ｐＳＦＶｄｈｆｒ／ｄ２ＥＧＦＰプラスミド由来の塩基配
列がＨＳＲ（比較的短い形状のＨＳＲ）上で増幅されているクローンであるということが
わかった。
【産業上の利用可能性】
【０２１０】
上記説示したように本発明にかかる方法およびキットによれば、遺伝子の反復配列に起
因する転写抑制を解除する方法および手段を提供し、遺伝子増幅により有用タンパク質を
大量に生産することができる。よって本発明は、タンパク質の生産を行なう産業、例えば
医薬品、化学、食品、化粧品、繊維等の産業に利用が可能である。
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