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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
レポーターベクターであって、
（Ａ）以下の（ａ）及び（ｂ）から選択されるいずれか１つのヌクレオチド配列であり、
且つＨＮＦ−４αへ結合し得るヌクレオチド配列、
（ａ）配列番号１で表されるヌクレオチド配列、及び
（ｂ）配列番号１で表されるヌクレオチド配列において、１又は２個のヌクレオチドが置
換されたヌクレオチド配列、
（Ｂ）プロモーター、並びに
10

（Ｃ）レポーター遺伝子
を含み；
該プロモーターが、該レポーター遺伝子の転写を駆動し得るように、該レポーター遺伝子
の５

側に連結しており；且つ

（Ａ）のヌクレオチド配列が、該プロモーターによる該レポーター遺伝子の転写を調節し
得るように、該プロモーターの５

側に連結している、レポーターベクター。

【請求項２】
請求項１記載のレポーターベクターが導入された形質転換体。
【請求項３】
請求項１記載のレポーターベクターが導入された非ヒトトランスジェニック哺乳動物。
【請求項４】
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以下の工程を含む、カロリー制限模倣物質のスクリーニング方法：
１）被検物質の存在下で、請求項１記載のレポーターベクターを用いてレポーターアッセ
イを行うこと；
２）被検物質の存在下でのレポーター遺伝子の発現レベルを、被検物質の不在下でのそれ
と比較すること；及び
３）比較の結果、レポーター遺伝子の発現レベルを上昇させた被検物質を、カロリー制限
模倣物質の候補として選択すること。
【請求項５】
請求項１記載のレポーターベクター、該レポーターベクターが導入された形質転換体、
又は該レポーターベクターが導入された非ヒトトランスジェニック哺乳動物を含む、カロ
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リー制限模倣物質をスクリーニングするためのキット。
【請求項６】
以下の工程を含む、寿命を延長する物質のスクリーニング方法：
１）被検物質の存在下で、請求項１記載のレポーターベクターを用いてレポーターアッセ
イを行うこと；
２）被検物質の存在下でのレポーター遺伝子の発現レベルを、被検物質の不在下でのそれ
と比較すること；及び
３）比較の結果、レポーター遺伝子の発現レベルを上昇させた被検物質を、寿命を延長す
る物質の候補として選択すること。
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【請求項７】
請求項１記載のレポーターベクター、該レポーターベクターが導入された形質転換体、
又は該レポーターベクターが導入された非ヒトトランスジェニック哺乳動物を含む、寿命
を延長する物質をスクリーニングするためのキット。
【請求項８】
請求項１記載のレポーターベクター、該レポーターベクターが導入された形質転換体、
又は該レポーターベクターが導入された非ヒトトランスジェニック哺乳動物、及び
ＨＮＦ−４α又はＨＮＦ−４αを発現し得る発現ベクター
を含む組み合わせ物。
【請求項９】
更に、ＰＧＣ−１α又はＰＧＣ−１αを発現し得る発現ベクターを含む、請求項８記載
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の組み合わせ物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、カロリー制限模倣物をスクリーニングする方法及びその方法の実施に有用な
ベクター、キット等に関する。
【背景技術】
【０００２】
カロリー制限（ｃａｌｏｒｉｅ

ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎ：ＣＲ）は生活習慣病、癌、

アルツハイマー病など、老化に伴う疾患の発症を遅延させ、寿命を延長させる最も確実な
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介入方法である。
従って、苦痛なくカロリー制限と同様の効果を期待できるカロリー制限模倣物（ＣＲ
ｍｉｍｅｔｉｃｓ）を開発することは、病気を未然に防ぎ、進行を抑制する可能性がある
ことから産業的に非常に大きなインパクトを有していると考えられる。しかしながら、こ
れまでカロリー制限模倣物の効率的なスクリーニング方法は確立されていなかった。
カロリー制限による寿命延長効果に寄与する遺伝子に関しては、多くの研究がなされて
おり、いくつかの遺伝子がその本態の候補として挙げられている。それらの多くはＧＨ（
ｇｒｏｗｔｈ

ｈｏｒｍｏｎｅ）系もしくはＩｎｓｕｌｉｎ系に属するシグナル遺伝子に

関連するものである。本発明者も、ＧＨ−ＩＧＦ−Ｉ（下垂体成長ホルモン−インスリン
様成長因子−Ｉ）シグナル伝達系にその本態がある可能性を研究し、ＧＨのアンチセンス

50

(3)

JP 5652755 B2 2015.1.14

遺伝子を導入したトランスジェニックラットを作成した。該トランスジェニックラットで
は、確かに寿命延長効果が認められ、カロリー制限による効果の一部がＧＨ−ＩＧＦ−Ｉ
シグナル伝達系によるものであることを証明した。しかしながら、該トランスジェニック
ラットでは、カロリー制限をした正常マウスほど大きな寿命延長効果は得られず、また該
トランスジェニックラットをカロリー制限するとさらに寿命が延長することから、ＧＨ−
ＩＧＦ−Ｉシグナル伝達系の他にもメカニズムがあることが考えられた（非特許文献１）
。
これまでのように、カロリー制限による寿命延長効果に寄与する複数の遺伝子のうち１
つの遺伝子を用いてその効果を追跡すると、その遺伝子が関わった効果しか得ることがで
きず、その遺伝子に影響するカロリー制限模倣物しかスクリーニングできないため、カロ
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リー制限模倣物のスクリーニング能力は不十分である。
また、ＰＧＣ−１αが酸化ストレスによる神経変性の防止に重要であることがノックア
ウトマウスを用いた研究から明らかになっている（非特許文献２）。ＨＮＦ−４の過剰発
現等によって一部カロリー制限と似た遺伝子発現パターンを示すことも報告されている（
非特許文献３）。しかしながら、恒常的なＰＧＣ−１αとＨＮＦ−４の活性化は、糖新生
が亢進して血糖値が上昇するなどの糖尿病と似たような表現型を示すことが知られている
。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００３】
【非特許文献１】ＦＡＳＥＢ
ｕｂ

２００３

Ａｐｒ

Ｊ．２００３

８．

【非特許文献２】Ｓｔ−Ｐｉｅｒｒｅ
ｃｔ

Ｊｕｎ；１７（９）：１１０８−９．Ｅｐ

Ｊ

ｅｔ

ａｌ．，

Ｃｅｌｌ．

２００６

Ｏ

２０；１２７（２）：３９７−４０８．

【非特許文献３】Ｒｏｄｇｅｒｓ
Ｍａｒ

ＪＴ

ｅｔ

ａｌ．，

Ｎａｔｕｒｅ．

２００５

３；４３４（７０２９）：１１３−８．

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明は、カロリー制限と同様の効果をもたらし得るカロリー制限模倣物およびその標

30

的分子を同定し、それを用いてカロリー制限模倣物のスクリーニング方法を提供すること
を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明者は、カロリー制限の効果に係る遺伝子に共通する転写活性調節配列に働きかけ
れば、その下流の遺伝子の有する寿命延長効果のほとんどを網羅することができる点に着
目して、上記課題を解決するために鋭意検討し、カロリー制限により発現が活性化される
遺伝子の上流にはコンセンサス配列があることを見出し、さらに研究を重ねた結果、本発
明を完成させるに至った。
【０００６】
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すなわち、本発明は以下を提供するものである。
（１）

レポーターベクターであって、

（Ａ）以下の（ａ）〜（ｄ）から選択されるいずれか１つのヌクレオチド配列、
（ａ）配列番号１〜４から選択されるいずれか１つで表されるヌクレオチド配列、
（ｂ）配列番号１〜４から選択されるいずれか１つで表されるヌクレオチド配列におい
て、１若しくは複数のヌクレオチドが欠失、置換、挿入または付加されたヌクレオチド配
列、
（ｃ）配列番号１〜４から選択されるいずれか１つで表されるヌクレオチド配列に少な
くとも７０％の同一性を有するヌクレオチド配列、及び
（ｄ）上記（ａ）〜（ｃ）に記載の配列に相補的なヌクレオチド配列
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（Ｂ）プロモーター、並びに
（Ｃ）レポーター遺伝子
を含み；
該プロモーターが、該レポーター遺伝子の転写を駆動し得るように、該レポーター遺伝子
の５

側に連結しており；且つ

（Ａ）のヌクレオチド配列が、該プロモーターによる該レポーター遺伝子の転写を調節し
得るように、該プロモーターの５
（２）

側に連結している、レポーターベクター。

（Ａ）のヌクレオチド配列が、以下の（ａ

）〜（ｄ

）から選択されるいずれ

か１つであり、且つＨＮＦ−４αへ結合し得るヌクレオチド配列である、（１）記載のレ
10

ポーターベクター：
（ａ

）配列番号１で表されるヌクレオチド配列、

（ｂ

）配列番号１で表されるヌクレオチド配列において、１若しくは複数のヌクレオ

チドが欠失、置換、挿入または付加されたヌクレオチド配列、
（ｃ

）配列番号１で表されるヌクレオチド配列に少なくとも７０％の同一性を有する

ヌクレオチド配列、及び
（ｄ

）上記（ａ

）〜（ｃ

）に記載の配列に相補的なヌクレオチド配列。

（３）

（１）記載のレポーターベクターが導入された形質転換体。

（４）

（１）記載のレポーターベクターが導入された非ヒトトランスジェニック哺乳動

物。
（５）

以下の工程を含む、カロリー制限模倣物質のスクリーニング方法：
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１）被検物質の存在下で、（１）記載のレポーターベクターを用いてレポーターアッセイ
を行うこと；
２）被検物質の存在下でのレポーター遺伝子の発現レベルを、被検物質の不在下でのそれ
と比較すること；及び
３）比較の結果、レポーター遺伝子の発現レベルを上昇させた被検物質を、カロリー制限
模倣物質の候補として選択すること。
（６）

（１）記載のレポーターベクター、該レポーターベクターが導入された形質転換

体、又は該レポーターベクターが導入された非ヒトトランスジェニック哺乳動物を含む、
カロリー制限模倣物質をスクリーニングするためのキット。
（７）

以下の工程を含む、寿命を延長する物質のスクリーニング方法：
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１）被検物質の存在下で、（１）記載のレポーターベクターを用いてレポーターアッセイ
を行うこと；
２）被検物質の存在下でのレポーター遺伝子の発現レベルを、被検物質の不在下でのそれ
と比較すること；及び
３）比較の結果、レポーター遺伝子の発現レベルを上昇させた被検物質を、寿命を延長す
る物質の候補として選択すること。
（８）

（１）記載のレポーターベクター、該レポーターベクターが導入された形質転換

体、又は該レポーターベクターが導入された非ヒトトランスジェニック哺乳動物を含む、
寿命を延長する物質をスクリーニングするためのキット。
（９）

（２）記載のレポーターベクター、該レポーターベクターが導入された形質転換
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体、又は該レポーターベクターが導入された非ヒトトランスジェニック哺乳動物、及び
ＨＮＦ−４α又はＨＮＦ−４αを発現し得る発現ベクター
を含む組み合わせ物。
（１０）

更に、ＰＧＣ−１α又はＰＧＣ−１αを発現し得る発現ベクターを含む、（９

）記載の組み合わせ物。
【発明の効果】
【０００７】
本発明の方法によれば、カロリー制限による寿命延長効果をもたらす複数の遺伝子の転
写を活性化させ得るカロリー制限模倣物のスクリーニングが可能である。本発明の方法を
用いれば、短期間のうちに、安価で、カロリー制限模倣効果（例えば寿命延長効果）の高
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い物質を得ることができる。本発明の方法は、インビトロ及びインビボの双方で行うこと
が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】ゲルシフトアッセイによるモチーフ２とＨＮＦ−４αとの結合解析結果を示す。
レーン１：Ｆｌａｇ−ＨＮＦ−４αタンパク質なし。レーン２：Ｆｌａｇ−ＨＮＦ−４α
タンパク質あり。レーン３：Ｆｌａｇ−ＨＮＦ−４αタンパク質あり。抗Ｆｌａｇ抗体あ
り。レーン４：Ｆｌａｇ−ＨＮＦ−４αタンパク質あり。非ビオチン化モチーフ２

ＤＮ

Ａあり。
【図２】クロマチン免疫沈降法によるＡｐｏＣ−ＩＩおよびＧｓｔｍ遺伝子の上流へのＨ
ＮＦ−４αの結合確認結果を示す。レーン１：１００ｂｐ
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ＤＮＡマーカー。レーン２：

反応系に入れた免疫沈降していないＤＮＡ（陽性コントロール）。レーン３：非特異的Ｉ
ｇＧ抗体により免疫沈降したＤＮＡ（陰性コントロール）。レーン４：ＲＮＡポリメーラ
ー抗体により免疫沈降したＤＮＡ（陽性コントロール）。レーン５：ＨＮＦ−４α抗体に
より免疫沈降したＤＮＡ（結合解析）１。レーン６：ＨＮＦ−４α抗体により免疫沈降し
たＤＮＡ（結合解析）２。レーン７：反応系に入れた免疫沈降していないＤＮＡ（陽性コ
ントロール）。レーン８：非特異的ＩｇＧ抗体により免疫沈降したＤＮＡ（陰性コントロ
ール）。レーン９：ＲＮＡポリメーラー抗体により免疫沈降したＤＮＡ（陽性コントロー
ル）。レーン１０：ＨＮＦ−４α抗体により免疫沈降したＤＮＡ（結合解析）１。レーン
１１：ＨＮＦ−４α抗体により免疫沈降したＤＮＡ（結合解析）２。レーン１２：１００
ｂｐ
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ＤＮＡマーカー。

【図３】２９３細胞におけるレポーターの活性化におけるＨＮＦ−４α、ＰＧＣ−１αの
役割を示す（培養２４時間）。
【図４】２９３細胞におけるレポーターの活性化におけるＨＮＦ−４α、ＰＧＣ−１αの
役割を示す（培養４８時間）。
【図５】レポーターを恒常的に発現する細胞株に対するインスリン／デキサメタゾン添加
の影響を示す。
【図６】マウス生体内への一過性遺伝子導入によるレポーターアッセイの結果を示す。
【発明を実施するための形態】
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【０００９】
１．レポーターベクター
本発明は、レポーターベクターであって、
（Ａ）以下の（ａ）〜（ｄ）から選択されるいずれか１つのヌクレオチド配列、
（ａ）配列番号１〜４から選択されるいずれか１つで表されるヌクレオチド配列、
（ｂ）配列番号１〜４から選択されるいずれか１つで表されるヌクレオチド配列におい
て、１若しくは複数のヌクレオチドが欠失、置換、挿入又は付加されたヌクレオチド配列
、
（ｃ）配列番号１〜４から選択されるいずれか１つで表されるヌクレオチド配列に少な
くとも７０％の同一性を有するヌクレオチド配列、及び
（ｄ）上記（ａ）〜（ｃ）に記載の配列に相補的なヌクレオチド配列
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（Ｂ）プロモーター、並びに
（Ｃ）レポーター遺伝子
を含み；
該プロモーターが、該レポーター遺伝子の転写を駆動し得るように、該レポーター遺伝子
の５

側に連結しており；且つ

（Ａ）のヌクレオチド配列が、該プロモーターによる該レポーター遺伝子の転写を調節し
得るように、該プロモーターの５

側に連結している、レポーターベクターを提供するも

のである。
【００１０】
配列番号１〜４で表されるヌクレオチド配列は、以下の通りである。
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配列番号１：agcacttgggaggcagaggcagggggag（モチーフ２）
配列番号２：agaccaggctggcct（モチーフ１）
配列番号３：ctgcctctgcctccc（モチーフ３）
配列番号４：agtgagttccaggccagccag（モチーフ４）
【００１１】
後述の実施例において示すように、配列番号１〜４で表されるヌクレオチド配列は、長
寿命を示すAmes dwarf miceにおいてコントロールマウスよりも発現が亢進している遺伝
子であって、且つカロリー制限により発現が更に亢進する遺伝子（４３遺伝子）の上流に
高頻度に見出されるモチーフである。
10

【００１２】
（ｂ）のヌクレオチド配列は、配列番号１〜４のいずれか１つで表されるヌクレオチド
配列において１若しくは複数のヌクレオチドが欠失、置換、挿入又は付加されたヌクレオ
チド配列、例えば、（１）配列番号１〜４のいずれか１つで表されるヌクレオチド配列中
の１又は複数（好ましくは１〜１０個、より好ましくは１〜５個、さらに好ましくは１又
は２個）のヌクレオチドが欠失したヌクレオチド配列、（２）配列番号１〜４のいずれか
１つで表されるヌクレオチド配列に１又は複数（好ましくは１〜１０個、より好ましくは
１〜５個、さらに好ましくは１又は２個）のヌクレオチドが付加されたヌクレオチド配列
、（３）配列番号１〜４のいずれか１つで表されるヌクレオチド配列に１又は複数（好ま
しくは１〜１０個、より好ましくは１〜５個、さらに好ましくは１又は２個）のヌクレオ
チドが挿入されたヌクレオチド配列、（４）配列番号１〜４のいずれか１つで表されるヌ

20

クレオチド配列中の１又は複数（好ましくは１〜１０個、より好ましくは１〜５個、さら
に好ましくは１又は２個）のヌクレオチドが他のヌクレオチドで置換されたヌクレオチド
配列、または（５）上記（１）〜（４）の変異が組み合わされたヌクレオチド配列（この
場合、変異したヌクレオチドの総和が、好ましくは１〜１０個、より好ましくは１〜５個
、さらに好ましくは１又は２個）である。
【００１３】
上記（ｃ）のヌクレオチド配列は、配列番号１〜４のいずれか１つで表されるヌクレオ
チド配列と７０％以上、好ましくは８０％以上、より好ましくは９０％以上、さらに好ま
しくは９５％以上の同一性を有するヌクレオチド配列である。
30

【００１４】
ここで「同一性」とは、当該技術分野において公知の数学的アルゴリズムを用いて２つ
のヌクレオチド配列をアラインさせた場合の、最適なアラインメント（好ましくは、該ア
ルゴリズムは最適なアラインメントのために配列の一方もしくは両方へのギャップの導入
を考慮し得るものである）における、オーバーラップする全ヌクレオチド残基に対する、
同一ヌクレオチド残基の割合（％）を意味する。
【００１５】
本明細書におけるヌクレオチド配列の同一性は、ＥＭＢＬ−ＥＢＩのインターネットホ
ームページ上で公開された相同性計算アルゴリズムＣｌａｓｔａｌＷ２（http://www.ebi
.ac.uk/Tools/clustalw2/index.html?）を用い、デフォルトの条件にて計算される。

40

【００１６】
（ｄ）のヌクレオチド配列は、上記（ａ）〜（ｃ）に記載の配列に相補的な配列である
。
ここで「相補的」とは、ヌクレオチド配列間で約７０％以上、好ましくは約８０％以上
、より好ましくは約９０％以上、更に好ましくは約９５％以上、最も好ましくは１００％
の相補性を有することをいう。相同性計算アルゴリズムＮＣＢＩ

ＢＬＡＳＴ（National

Center for Biotechnology Information Basic Local Alignment Search Tool）を用い、
以下の条件（期待値＝１０；ギャップを許す；フィルタリング＝ＯＮ；マッチスコア＝１
；ミスマッチスコア＝−３）にて計算することができる。
【００１７】
本ベクターにおいて、（Ａ）のヌクレオチド配列は、プロモーターによるレポーター遺
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伝子の転写を調節し得る。「調節」には、転写の促進及び抑制が含まれる。好ましくは「
促進」である。そのような転写の調節は、（Ａ）のヌクレオチド配列に結合し得る転写因
子によりもたらされる。該転写因子としては、ＨＮＦ−４α等を挙げることができる。
【００１８】
（Ａ）のヌクレオチド配列は、好ましくは、以下の（ａ

)〜（ｄ

）から選択される

いずれか１つであり、且つＨＮＦ−４αへ結合し得るヌクレオチド配列である：
（ａ

）配列番号１で表されるヌクレオチド配列、

（ｂ

）配列番号１で表されるヌクレオチド配列において、１若しくは複数（好ましく

は１〜１０個、より好ましくは１〜５個、さらに好ましくは１又は２個）のヌクレオチド
10

が欠失、置換、挿入又は付加されたヌクレオチド配列、
（ｃ

）配列番号１で表されるヌクレオチド配列に少なくとも７０％（好ましくは８０

％以上、より好ましくは９０％以上、さらに好ましくは９５％以上）の同一性を有するヌ
クレオチド配列、及び
（ｄ

）上記（ａ

）〜（ｃ

）に記載の配列に相補的なヌクレオチド配列。

【００１９】
上記の（ａ

）〜（ｄ

）のヌクレオチド配列は、ＨＮＦ−４αへ結合する。「ヌクレ

オチド配列ＸのＨＮＦ−４αへの結合」とは、ヌクレオチド配列ＸからなるＤＮＡのＨＮ
Ｆ−４αへの結合を意味する。このＨＮＦ−４αへの結合は、特に哺乳動物細胞の核内の
生理的条件における結合を意味する。当該結合は、評価対象のヌクレオチド配列からなる
ＤＮＡと、単離又は精製されたＨＮＦ−４αとを用いたゲルシフトアッセイによって確認

20

することができる。ゲルシフトアッセイは例えばＥＭＳＡ：electrophoretic mobility s
hift assay kit（ピアス社）を用いて行うことができる。
【００２０】
ＨＮＦ−４αは、肝臓に多く存在する転写因子として同定された公知の核内受容体であ
る。特定の脂肪酸アシルＣｏＡがＨＮＦ−４αを活性化する内因性リガンドであることが
知られている。本明細書中、ＨＮＦ−４αは、特に哺乳動物ＨＮＦ−４αを意味する。本
明細書中、哺乳動物としては、例えば、マウス、ラット、ハムスター、モルモット等のげ
っ歯類やウサギ等の実験動物、ブタ、ウシ、ヤギ、ウマ、ヒツジ、ミンク等の家畜、イヌ
、ネコ等のペット、ヒト、サル、アカゲザル、マーモセット、オランウータン、チンパン
ジーなどの霊長類等を挙げることができる。哺乳動物は、好ましくはげっ歯類（例えばマ

30

ウス）又は霊長類（例えばヒト）である。
【００２１】
従って、（Ａ）のヌクレオチド配列として上述の（ａ

）〜（ｄ

）のいずれかのヌク

レオチド配列を用いた場合、本発明のレポーターベクターを、ＨＮＦ−４αを含む哺乳動
物細胞へ導入すると、ＨＮＦ−４αが（Ａ）のヌクレオチド配列へ結合し、レポーター遺
伝子の転写が促進される。
【００２２】
「プロモーター」とは、遺伝子の転写の開始部位を決定し、またその頻度を直接的に駆
動するＤＮＡ上の領域をいい、通常ＲＮＡポリメラーゼが結合して転写を始めるヌクレオ
チド配列である。本発明のレポーターベクターにおいて用いることのできるプロモーター

40

は、哺乳動物の細胞内において機能可能なプロモーターである。細胞の種類は、特に限定
されないが、後述の表１に列挙されたカロリー制限により発現が上昇する遺伝子の少なく
とも１つを天然で発現可能な細胞が好ましい。そのような細胞としては、肝細胞、脂肪細
胞、腎臓細胞（２９３細胞等）、線維芽細胞等を挙げることができるが、これらに限定さ
れない。プロモーターの種類は、特に限定されず、使用目的や、導入対象の細胞の種類等
に応じて適宜選択することが可能である。プロモーターとしては、ｐｏｌＩ系プロモータ
ー、ｐｏｌＩＩ系プロモーター、ｐｏｌＩＩＩ系プロモーター等を使用することができる
。具体的には、ＳＲαプロモーター、ＳＶ４０プロモーター、ｈｓｐ６８プロモーター／
エンハンサー、ＬＴＲプロモーター、ＣＭＶプロモーター、ＨＳＶ−ＴＫプロモーターな
どを用いることができるが、これらに限定されない。
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【００２３】
「レポーター遺伝子」とは、検出が容易なポリペプチド（又はｍＲＮＡ）をコードする
遺伝子をいう。レポーター遺伝子としては、酵素、蛍光タンパク質等を挙げることができ
るがこれに限定されない。好適なレポーター遺伝子としては、例えば、ルシフェラーゼ遺
伝子、分泌型ルシフェラーゼ遺伝子、β−ガラクトシダーゼ遺伝子、アルカリフォスファ
ターゼ遺伝子、分泌型アルカリフォスファターゼ（ＳＥＡＰ）遺伝子、ペルオキシダーゼ
遺伝子、クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ遺伝子、グリーンフルオレセ
ントプロテイン（ＧＦＰ）遺伝子などが挙げられる。
【００２４】
「レポーターベクター」とは、レポーター遺伝子を発現し得る発現ベクターを意味する

10

。
【００２５】
本発明のレポーターベクターにおいては、プロモーターがレポーター遺伝子の転写を駆
動し得るように、該レポーター遺伝子の５

側に連結している。プロモーターは、本発明

のレポーター遺伝子の転写を駆動し得る限り、ベクター中のいかなる場所に配置されてい
てもよいが、プロモーターは、通常、レポーター遺伝子の転写開始点から約２０〜３０ｂ
ｐ程度上流（５

側）に位置する。

【００２６】
本発明のレポーターベクターにおいては、（Ａ）のヌクレオチド配列が、プロモーター
によるレポーター遺伝子の転写を調節し得るように、該プロモーターの５

側に連結して

20

いる。（Ａ）のヌクレオチド配列は、プロモーターによる該レポーター遺伝子の転写を調
節し得る限り、プロモーターと隣接して（即ち、スペーサー領域を介さずに）連結されて
いてもよく、あるいはスペーサー領域を介して連結されていてもよい。スペーサー領域の
長さは、本発明のレポーターベクターが安定に存在し得、且つ、プロモーターによる該レ
ポーター遺伝子の転写を調節し得る限り、特に限定されないが、多くとも１０Ｋｂｐ、例
えば５Ｋｂｐ以下、３Ｋｂｐ以下、１Ｋｂｐ以下、５００ｂｐ以下、２００ｂｐ以下、１
００ｂｐ以下、５０ｂｐ以下、２５ｂｐ以下であることが好ましい。スペーサー領域を構
成するヌクレオチド配列は、特に限定されず、任意の配列とすることができる。
【００２７】
また、本発明のレポーターベクターにおいて、１本のベクター内に含まれる（Ａ）のヌ

30

クレオチド配列のコピー数は特に限定されず、１本のベクター内に（Ａ）のヌクレオチド
配列が１コピーのみ含まれていてもよく、あるいは、複数コピー数の（Ａ）のヌクレオチ
ド配列がタンデムに連結された態様で１本のベクター内に含まれていてもよい。複数コピ
ー数の（Ａ）のヌクレオチド配列をタンデムに連結して用いることにより、より強力にレ
ポーター遺伝子の転写が調節（促進又は抑制）される。複数コピー数の（Ａ）のヌクレオ
チド配列をタンデムに連結して用いる場合において、連結される（Ａ）のヌクレオチド配
列のコピー数は、プロモーターによるレポーター遺伝子の転写を調節し得る限り特に限定
されないが、例えば２〜５０コピー、好ましくは２〜２０コピー、より好ましくは２〜１
０コピー程度である。ポリヌクレオチドの連結操作の容易性などを考慮すると、２〜５コ
ピー程度が好ましい。

40

【００２８】
本発明のレポーターベクターの骨格となるベクターの種類は、特に限定されず、使用目
的や、導入対象の細胞の種類等に応じて適宜選択することが可能である。ベクターとして
は、プラスミドベクター（大腸菌由来のプラスミド（例、ｐＢＲ３２２、ｐＢＲ３２５、
ｐＵＣ１２、ｐＵＣ１３）、ウイルスベクター（レトロウイルス、ワクシニアウイルス、
バキュロウイルスなどの動物ウイルス等）、枯草菌由来のプラスミド（例、ｐＵＢ１１０
、ｐＴＰ５、ｐＣ１９４）、酵母由来プラスミド（例、ｐＳＨ１９、ｐＳＨ１５、ｐＡＵ
００１）等）、λファージなどのバクテリオファージなどが挙げられるが、これらに限定
されない。
【００２９】
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本発明のレポーターベクターは、さらに、所望によりエンハンサー、スプライシングシ
グナル、ポリＡ付加シグナル、選択マーカー、ＳＶ４０複製起点などを含有することもで
きる。選択マーカーとしては、例えば、ジヒドロ葉酸還元酵素遺伝子（以下、ｄｈｆｒと
略称する場合がある、メソトレキセート（ＭＴＸ）耐性）、アンピシリン耐性遺伝子（以
下、ａｍｐｒと略称する場合がある）、ネオマイシン耐性遺伝子（以下、ｎｅｏｒと略称
する場合がある、Ｇ４１８耐性）等が挙げられる。特に、ｄｈｆｒ遺伝子欠損チャイニー
ズハムスター細胞を用い、ｄｈｆｒ遺伝子を選択マーカーとして使用する場合、チミジン
を含まない培地によって目的遺伝子を選択することもできる。
【００３０】
本発明のレポーターベクターは、下記のカロリー制限模倣物質のスクリーニング方法の

10

実施に有用である。
【００３１】
２．形質転換体
本発明は、上記本発明のレポーターベクターが導入された形質転換体を提供するもので
ある。宿主としては、例えば、エシェリヒア属菌（エシェリヒア
li）等）、バチルス属菌（バチルス
ッカロマイセス

コリ（Escherichia co

サブチルス（Bacillus subtilis）等）、酵母（サ

セレビシエ（Saccharomyces cerevisiae）等）、昆虫細胞（夜盗蛾の幼

虫由来株化細胞（Spodoptera frugiperda cell；Ｓｆ細胞）等）、哺乳動物細胞（肝細胞
、脂肪細胞、腎臓細胞（２９３細胞等）、線維芽細胞等）などが用いられる。宿主は好ま
20

しくは哺乳動物細胞である。
【００３２】
本発明の形質転換体は、上記本発明のレポーターベクターを、自体公知の遺伝子導入法
（例えば、リポフェクション法、リン酸カルシウム法、マイクロインジェクション法、プ
ロトプラスト融合法、エレクトロポレーション法、ＤＥＡＥデキストラン法、Ｇｅｎｅ
Ｇｕｎによる遺伝子導入法等）に従って上記宿主へ導入することにより、製造することが
できる。本発明の形質転換体は、下記のカロリー制限模倣物質のスクリーニング方法の実
施に有用である。
【００３３】
本発明の形質転換体に、さらに別の遺伝子を導入してもよい。その遺伝子の種類は、特
に限定されないが、例えば、哺乳動物のＨＮＦ−４αが好適なものとして挙げられる。上
述のように、（Ａ）のヌクレオチド配列として上述の（ａ

）〜（ｄ

30

）のいずれかのヌ

クレオチド配列を用いた場合、ＨＮＦ−４αが本発明のレポーターベクター中の（Ａ）の
ヌクレオチド配列へ結合し、レポーター遺伝子の転写が促進される。従って、本発明の形
質転換体にさらに、ＨＮＦ−４αを発現し得る発現ベクターを導入することにより、レポ
ーター遺伝子の転写が促進される。また、脂肪酸アシルＣｏＡ等のＨＮＦ−４αのリガン
ドの存在下では、ＨＮＦ−４αが活性化され、レポーター遺伝子の転写がさらに促進され
ることが期待される。従って、本発明は、（Ａ）のヌクレオチド配列が上述の（ａ
（ｄ

）〜

）のいずれかのヌクレオチド配列である本発明のレポーターベクター及び哺乳動物

のＨＮＦ−４αを発現し得る発現ベクターが導入された形質転換体をも提供するものであ
り、該形質転換体は、下記のカロリー制限模倣物質のスクリーニング方法におけるポジテ

40

ィブコントロール等として有用である。
【００３４】
また、後述の実施例に示すように、（Ａ）のヌクレオチド配列として上述の（ａ
（ｄ

）〜

）のいずれかのヌクレオチド配列を用いた場合、転写共役因子であるＰＧＣ−１α

が、ＨＮＦ−４αによるレポーター遺伝子の転写の促進をさらに増強する。従って、本発
明は、（Ａ）のヌクレオチド配列が上述の（ａ

）〜（ｄ

）のいずれかのヌクレオチド

配列である本発明のレポーターベクター、哺乳動物のＨＮＦ−４αを発現し得る発現ベク
ター及び哺乳動物のＰＧＣ−１αを発現し得る発現ベクターが導入された形質転換体をも
提供するものであり、該形質転換体は、下記のカロリー制限模倣物質のスクリーニング方
法における陽性コントロール等として有用である。
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【００３５】
尚、哺乳動物のＨＮＦ−４αを発現し得る発現ベクター及び哺乳動物のＰＧＣ−１αを
発現し得る発現ベクターは、（Ａ）のヌクレオチド配列が不要であることを除き、本発明
のレポーターベクターの構成に準じて、当業者であれば容易に製造することができる。
【００３６】
３．トランスジェニック哺乳動物
本発明は、上記した本発明のレポーターベクターが導入された非ヒトトランスジェニッ
ク哺乳動物を提供するものである。本発明のトランスジェニック哺乳動物を用いることに
より、下記のカロリー制限模倣物質のスクリーニング方法をインビボで実施することが可
能となる。

10

【００３７】
本発明のトランスジェニック哺乳動物は、上記した本発明のレポーターベクターを哺乳
動物個体内へ導入することにより製造することが可能である。この場合、該レポーターベ
クターに含まれるプロモーターとしては、本発明のレポーターベクターが導入される哺乳
動物個体の細胞内でレポーター遺伝子の転写を駆動可能なプロモーターが選択される。
【００３８】
本発明のレポーターベクターを哺乳動物個体へ導入する方法としては、例えば、上記レ
ポーターベクターを哺乳動物個体へ直接注入する方法を用いることが出来る。この場合、
対象の非ヒト哺乳動物個体中の目的とする細胞へ確実にレポーターベクターが到達する様
に、十分量のレポーターベクターが動物個体内へ注入される。この場合、導入効率などの

20

点からは、レポーターベクターとしてはウイルスベクターを用いることが好ましい。レポ
ーターベクターとしてプラスミドベクターを使用する場合は、適切な遺伝子導入試薬とと
もに哺乳動物内へ注入することが望ましい。
【００３９】
例えば、後述の実施例に記載されるように、本発明のレポーターベクターをハイドロダ
イナミック法に基づく遺伝子導入試薬とともに、非ヒト哺乳動物の静脈内へ注入すること
により、本発明のレポーターベクターが導入された非ヒトトランスジェニック哺乳動物を
製造することが出来る。
【００４０】
しかし、上述の様にレポーターベクターの哺乳動物個体への直接注入によっては、導入

30

されたレポーターベクターが生殖系列に入らずに、子孫へ伝達されない場合が多い。従っ
て、より確実に生殖系列へ本発明のレポーターベクターを導入するために、上記レポータ
ーベクターを非ヒト哺乳動物の受精卵、胚性幹細胞（以下、ＥＳ細胞と略す）等へ導入し
、これらの細胞を用いて発生させた個体から、本発明のレポーターベクターが生殖系列細
胞を含むすべての細胞の染色体上に組み込まれた個体を選択することにより、本発明のレ
ポーターベクターが安定に染色体上に組み込まれた非ヒトトランスジェニック哺乳動物を
製造することができる。製造された非ヒトトランスジェニック哺乳動物の生殖系列細胞に
おいて導入されたレポーターベクターが存在することは、作出された哺乳動物の子孫がそ
の生殖系列細胞および体細胞の全てに導入された本発明のレポーターベクターを有するこ
とを指標として確認することができる。個体の選択は、個体を構成する組織、例えば、血

40

液組織、尾等の一部から調製した染色体ＤＮＡ上に導入されたレポーターベクターが存在
することをＤＮＡレベルで確認することによって行われる。このようにして選択された個
体は通常、相同染色体の片方に導入された本発明のレポーターベクターを有するヘテロ接
合体なので、ヘテロ接合体の個体同士を交配することにより、子孫の中から導入されたレ
ポーターベクターを相同染色体の両方に持つホモ接合体動物を取得することができる。こ
のホモ接合体の雌雄の動物を交配することにより、すべての子孫が本発明のレポーターベ
クターを安定に保持するホモ接合体となるので、通常の飼育環境で、本発明の非ヒトトラ
ンスジェニック哺乳動物を繁殖継代することができる。
【００４１】
例えば、受精卵にマイクロインジェクション法やレトロウイルスを用いた方法等により
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本発明のレポーターベクターを導入した後、該受精卵を雌非ヒト哺乳動物に人工的に移植
および着床させることによって、導入したレポーターベクターを組み込んだ染色体ＤＮＡ
を有する非ヒトトランスジェニック哺乳動物が得られる。
【００４２】
また、非ヒト哺乳動物のＥＳ細胞に本発明のレポーターベクターを導入後、得られたＥ
Ｓ細胞を集合キメラ法または注入キメラ法を用いて、非ヒト哺乳動物の受精卵に取り込ま
せ、得られるキメラ胚を雌非ヒト哺乳動物に人工的に移植および着床させることによって
、導入した本発明のレポーターベクターを組み込んだ染色体ＤＮＡを有する細胞を部分的
に有する非ヒトキメラ哺乳動物が得られる。
【００４３】

10

ＥＳ細胞への本発明のレポーターベクターの導入は、該レポーターベクターを公知の遺
伝子導入の手法（例えば、リン酸カルシウム法、電気パルス法、リポフェクション法、凝
集法、マイクロインジェクション法、パーティクルガン法、ＤＥＡＥ−デキストラン法、
ウイルスベクター法等）を用いてＥＳ細胞へ導入することにより達成され得る。
【００４４】
更に、非ヒトキメラ哺乳動物を正常哺乳動物又は当該キメラ哺乳動物同士と交配し、次
世代（Ｆ１）個体の中から導入された本発明のレポーターベクターを保有する個体を選択
することにより、導入したレポーターベクターを組み込んだ染色体ＤＮＡを有する非ヒト
トランスジェニック哺乳動物が得られる。本発明のレポーターベクターを保有する哺乳動
物（ヒトを除く）の選択は、上述と同様に、個体を構成する組織、例えば、血液組織、尾

20

等の一部から調製した染色体ＤＮＡ上に導入された本発明のレポーターベクターが存在す
ることをＤＮＡレベルで確認することによって行われる。
【００４５】
４．スクリーニング方法
本発明は、以下の工程を含む、カロリー制限模倣物質（又は寿命を延長する物質）のス
クリーニング方法を提供するものである：
１）被検物質の存在下で、上記した本発明のレポーターベクターを用いてレポーターアッ
セイを行うこと；
２）被検物質の存在下でのレポーター遺伝子の発現レベルを、被検物質の不在下でのそれ
と比較すること；及び

30

３）比較の結果、レポーター遺伝子の発現レベルを上昇させた被検物質を、カロリー制限
模倣物質（又は寿命を延長する物質）の候補として選択すること。
【００４６】
本明細書において、「カロリー制限模倣物」は、薬剤または化学物質（合成および天然
物を含む）として細胞および生体内に投与（経口、静脈注射など）することによって、実
際に摂食量を低下させずに、標準または自由摂食させた際と比較して、カロリー換算で７
０％程度の条件でカロリー制限を行った際に得られる効果を得ることのできる物質をいう
。カロリー制限を行った際に得られる効果とは、例えば、寿命延長効果、代謝疾患の改善
、神経変性疾患の改善、癌の抑制、皮膚のしわ、たるみの抑制、抜け毛の抑制といった老
化の抑制である。

40

【００４７】
本発明のスクリーニング方法に供される被検物質は、いかなる公知化合物及び新規化合
物であってもよく、例えば、核酸、糖質、脂質、蛋白質、ペプチド、有機低分子化合物、
コンビナトリアルケミストリー技術を用いて作製された化合物ライブラリー、ランダムペ
プチドライブラリー、あるいは微生物、動植物、海洋生物等由来の天然成分等が挙げられ
る。
【００４８】
１）におけるレポーターアッセイは、インビトロ又はインビボにて行われる。インビト
ロでのレポーターアッセイは、被検物質の存在下で上述の本発明の形質転換体を培養する
ことにより行われる。被験物質と形質転換体の接触は、被験物質を添加した培地中で形質

50

(12)

JP 5652755 B2 2015.1.14

転換体を培養することにより、形質転換体へ被検物質が接触する。形質転換体の培養は、
その宿主細胞の培養で一般的に使用される方法で行うことができる。
【００４９】
宿主が哺乳動物細胞である形質転換体を培養する場合の培地としては、例えば、約５〜
約２０％の胎児ウシ血清を含む最小必須培地（ＭＥＭ）〔サイエンス（Science），122巻
，501 (1952)〕、ダルベッコ改変イーグル培地（ＤＭＥＭ）〔ヴィロロジー（Virology）
，8巻，396 (1959)〕、ＲＰＭＩ

１６４０培地〔ジャーナル・オブ・ザ・アメリカン・

メディカル・アソシエーション（The Journal of the American Medical Association）
，199巻，519 (1967)〕、１９９培地〔プロシージング・オブ・ザ・ソサイエティ・フォ
ー・ザ・バイオロジカル・メディスン（Proceeding of the Society for the Biological

10

Medicine），73巻，1 (1950)〕などが用いられる。培地のｐＨは、好ましくは約６〜８
である。雰囲気中のＣＯ２濃度は、通常約１〜１０％の範囲内であり、好ましくは約５％
である。雰囲気中の湿度は、通常約７０〜１００％の範囲内であり、好ましくは約９５〜
１００％である。培養温度は、通常約３０〜４０℃の範囲内であり、好ましくは約３７℃
である。培養期間は、レポーターアッセイを実施するのに十分な長さであれば特に限定さ
れないが、通常約１５〜６０時間である。必要に応じて通気や撹拌を行ってもよい。
【００５０】
インビボでのレポーターアッセイは、被検物質を上述の本発明の非ヒトトランスジェニ
ック哺乳動物へ投与することにより行われる。被験物質の投与は、注射により行うことが
できるが、被験物質を加えた餌や飲水を用いて飼育することにより行ってもよい。投与後

20

、被検物質の効果を確認するため、適切な期間（通常０．５〜３日程度）、投与を受けた
非ヒトトランスジェニック哺乳動物が飼育される。
【００５１】
適切な期間が経過後、本発明の形質転換体又は非ヒトトランスジェニック哺乳動物にお
けるレポーター遺伝子の発現レベルが測定される。非ヒトトランスジェニック哺乳動物に
おけるレポーター遺伝子の発現レベルの測定は、通常、該哺乳動物から分離された組織や
細胞を用いて行われる。レポーター遺伝子の発現レベルは、レポーター遺伝子の種類に応
じて、適切な手段により測定される。例えば、レポーター遺伝子が蛍光タンパク質である
場合には、その蛍光強度を指標にレポーター遺伝子の発現レベルが測定される。レポータ
ー遺伝子が酵素である場合には、レポーターアッセイに用いた細胞や組織をホモジナイズ
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し、得られたホモジネートに対応する基質を加え、インキュベートし、ホモジネート中の
酵素活性を測定することにより、レポーター遺伝子の発現レベルが測定される。各酵素と
それに対応する基質は、当該技術分野において周知である。また、分泌型レポーターを用
いることで、血中に分泌されたレポーター遺伝子の酵素活性を測定可能であり、この場合
には形質転換体又は非ヒトトランスジェニック哺乳動物が生きたまま、経時的にその活性
を測定可能である。
【００５２】
その後、被検物質の存在下でのレポーター遺伝子の発現レベルが、被検物質の不在下で
のそれと比較される。発現量の比較は、好ましくは、有意差の有無に基づいて行なわれ得
る。なお、被検物質の不在化でのレポーター遺伝子の発現レベルは、被検物質の存在下に
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おけるレポーター遺伝子の発現レベルの測定に対し、事前に測定した値であっても、同時
に測定した値であってもよいが、実験の精度、再現性の観点から同時に測定した値である
ことが好ましい。
【００５３】
そして、レポーター遺伝子の発現レベルと、寿命を延長する活性との正の相関付けがさ
れる。即ち、比較の結果得られた、レポーター遺伝子の発現レベルを上昇させた被検物質
（例えば、レポーター遺伝子の発現レベルを約２０％以上、好ましくは３０％以上、より
好ましくは約５０％以上上昇させた被検物質）が、カロリー制限模倣物質（又は寿命を延
長する物質）の候補として選択される。
【００５４】
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この後、得られた候補物質が、実際にカロリー制限模倣効果（又は寿命を延長する効果
）を有するか、確認試験を行ってもよい。該確認試験は、例えば以下の工程を含む：
１）非ヒト哺乳動物に候補物質を投与し、飼育すること；
２）候補物質の投与を受けた非ヒト哺乳動物の寿命を、候補物質の投与を受けていない非
ヒト哺乳動物のそれと比較すること；及び
３）比較の結果、非ヒト哺乳動物の寿命を延長した候補物質を選択すること。
【００５５】
本発明のスクリーニング方法で得られる物質は、カロリー制限をした場合に得られる有
利な効果（例えば、寿命延長の効果）を、カロリー制限をすることなく奏する可能性があ
るので、寿命を延長するための、抗老化のための、又は、老化に伴う疾患（例えば、神経

10

変性疾患（例：アルツハイマー病、ダウン症、ポリグルタミン病、パーキンソン病、筋萎
縮性側索硬化症、プリオン病、小脳変性症等）、摂食障害、生活習慣病（例：高血圧、動
脈硬化、虚血性心疾患、脳血管障害等）、癌等）あるいは代謝性疾患（例えば、肥満、イ
ンスリン抵抗性、糖尿病、糖尿病合併症（例：糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病
性網膜症）、耐糖能異常、高脂血症）の予防又は治療のための医薬、動物薬、食料、飼料
又は化粧料の開発のための候補として有用である。
【００５６】
また、本発明は、上記のスクリーニングを行うためのキットを提供するものである。該
キットは、本発明のレポーターベクター、形質転換体又は非ヒトトランスジェニック動物
20

を含む。
【００５７】
本発明のキットは、さらに、上記スクリーニングを実施するための試薬（例えば、レポ
ーター遺伝子が酵素である場合にそれに対応する基質、培地、陽性コントロール）、プロ
トコールが記載された指示書等を含むことができる。陽性コントロールとしては、ＨＮＦ
−４α又はＨＮＦ−４αを発現し得る発現ベクターを挙げることができる。該陽性コント
ロールは、さらに、ＰＧＣ−１α又はＰＧＣ−１αを発現し得る発現ベクターを含むこと
ができる。これらの陽性コントロールは、特に、（Ａ）のヌクレオチド配列が上述の（ａ
）〜（ｄ

）のいずれかのヌクレオチド配列である本発明のレポーターベクターをスク

リーニングに用いる場合に有利である。ＨＮＦ−４α及びＰＧＣ−１αは、通常哺乳動物
由来である。ＨＮＦ−４α及びＰＧＣ−１αは、通常の遺伝子工学技術を用いることによ
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り製造することができる。ＨＮＦ−４α及びＰＧＣ−１αは好ましくは単離又は精製され
ている。ＨＮＦ−４αを発現し得る発現ベクター、ＰＧＣ−１αを発現し得る発現ベクタ
ーの定義は、「２．形質転換体」の項に記載した通りである。本発明のキットに含まれる
各構成成分は、各々別個に（あるいは可能であれば混合した状態で）適切な容器内に入れ
られ、全体が１つ又は複数にパッケージされる。
【００５８】
また、本発明は、（Ａ）のヌクレオチド配列が上述の（ａ

）〜（ｄ

）のいずれかの

ヌクレオチド配列である本発明のレポーターベクター、該レポーターベクターが導入され
た形質転換体、又は該レポーターベクターが導入された非ヒトトランスジェニック哺乳動
物と、

40

ＨＮＦ−４α又はＨＮＦ−４αを発現し得る発現ベクター
とを含む、組み合わせ物を提供するものである。
【００５９】
上記組み合わせ物は、さらに、ＰＧＣ−１α又はＰＧＣ−１αを発現し得る発現ベクタ
ーを含むことができる。
【００６０】
該組み合わせ物に含まれる各構成成分は、各々別個に適切な容器内に入れられ、全体が
１つ又は複数にパッケージされる。あるいは、該組み合わせ物は、可能であれば各構成成
分が混合された組成物の態様であり得る。
【００６１】
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本発明の組み合わせ物は、上記本発明のスクリーニングのためのキットとして有用であ
る。
【００６２】
以下に実施例を示して、本発明をより詳細に説明するが、これらは単なる例示であって
、本発明の範囲を何ら限定するものではない。
【実施例】
【００６３】
（実施例１）モチーフ配列の単離
長寿命を示すＡｍｅｓ
ａｄ

ｄｗａｒｆ

ｍｉｃｅとコントロールマウスとを、自由摂食（

ｌｉｂｉｔｕｍ：ＡＬ）、および自由摂食群の70％の食餌量を与えたカロリー制限

10

下で４ヶ月間飼育し屠殺後、肝臓からＲＮＡを抽出した。ｃＤＮＡを合成後、Ａｆｆｍｅ
ｔｒｉｘ

ｍｏｕｓｅ

Ｕ７４Ａｖ２

ａｒｒａｙを用いて遺伝子発現の変化を解析した

。その結果Ｄｗａｒｆｉｓｍにより３１２の遺伝子発現が変化し、ＣＲにより１７７の遺
伝子発現が変化した。（Ｔｓｕｃｈｉｙａ
ｏｍｉｃｓ．

ｅｔ．

ａｌ．，

Ｇｅｎ

２００４）。その中でｄｗａｒｆ（ＤＦ）効果とＣＲ効果が相加的である

と思われるものは９５遺伝子であった（Ｔｓｕｃｈｉｙａ
ｉｏｌ

Ｐｈｙｓｉｏｌ

Ｇｅｎｏｍｉｃｓ．

ｅｔ．

ａｌ．，

Ｐｈｙｓ

２００４）。さらに、その中からいずれの効果も遺伝子の

発現を亢進させる５６遺伝子について以下の解析を行った。５６遺伝子のうちインターネ
ット上に公開されているＥＺ

ｒｅｔｒｉｅｖｅ（ｈｔｔｐ：／／ｓｉｒｉｕｓｂ．ｕｍ

ｄｎｊ．ｅｄｕ：１８０８０／ＥＺＲｅｔｒｉｅｖｅ／ｉｎｄｅｘ．ｊｓｐ）によってデ

20

ータベース上から転写開始点から上流３０００ｂｐを取得できた４３遺伝子を抽出した。
さらにその４３遺伝子の上流の配列を用いて、インターネット上で利用可能なＭＥＭＥ（
ｈｔｔｐ：／／ｍｅｍｅ．ｓｄｓｃ．ｅｄｕ／ｍｅｍｅ／）を利用して、高頻度に見られ
るモチーフ配列を４種類同定した（表１。モチーフ１〜４はそれぞれ、本明細書中の配列
番号１〜４に記載の塩基配列と同一）。また、モチーフ２と相同性のある配列を上流にも
つ遺伝子群を表２に示した。表中で番号が大きいものほどＤＦ効果、ＣＲ効果による遺伝
子の発現亢進が高い。
【００６４】
【表１】
30

【００６５】
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【表２−１】

10

20

30

【００６６】
【表２−２】
40

【００６７】
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（実施例２）ゲルシフトアッセイによるモチーフ２とＨＮＦ−４αとの結合確認
表１で示した配列のうち、モチーフ２について文献検索を行ったところ、この配列には
ＨＮＦ−４α（ｈｅｐａｔｏｃｙｔｅ

ｎｕｃｌｅａｒ

ｆａｃｔｏｒ−４α）が結合す

る可能性を見いだした（例えば、Hirota K et. al., Int J Mol Med. 2005 Mar;15(3):48
7‑90.）。そこで、モチーフ２の末端をビオチン化したＤＮＡプローブを用いて、ゲルシ
フトアッセイをＥＭＳＡ：ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｔｉｃ
ｆｔ

ａｓｓａｙ

ｍｏｂｉｌｉｔｙ

ｓｈｉ

ｋｉｔ（ピアス社）を用いて行った。この実験ではアッセイ系に添加

するタンパク質を、ｉｎ

ｖｉｔｒｏ転写・翻訳反応を行い作成した。Ｉｎ

ｖｉｔｒｏ

転写・翻訳は、Ｆｌａｇ−ｔａｇをＮ末端にもつＨＮＦ−４αプラスミドに対して、ＴＮ
Ｔ（登録商標）
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Ｓｙｓｔｅｍ（プロメガ社）を用いて行った。

その結果、モチーフ２にはＨＮＦ−４αが結合する可能性を見いだした（図１）。矢印
がモチーフ２とＦｌａｇ−ＨＮＦ−４αとの複合体である（レーン２）。抗Ｆｌａｇ抗体
添加により結合が阻害されバンドが薄くなり（レーン３）、非ビオチン化ＤＮＡとの競合
反応によりバンドが消失した（レーン４）。Ｆｌａｇ−ＨＮＦ−４αタンパク質なしでは
このバンドは見られなかった（レーン１）。
【００６８】
（実施例３）クロマチン免疫沈降法によるＡｐｏＣ−ＩＩおよびＧｓｔｍ遺伝子のプロモ
ーター領域へのＨＮＦ−４αの結合解析
ＡｐｏＣ−ＩＩおよびＧｓｔｍ遺伝子について、モチーフ２と相同性のある転写開始点
より上流の配列を含む、約４００ｂｐを増幅するようにＰＣＲプライマーを設計し、クロ
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マチン免疫沈降法によるＨＮＦ−４αとの結合解析を行った。クロマチン免疫沈降はＵｐ
ｓｔａｔｅ社のＥＺ−Ｃｈｉｐキットを用いて行った。反応に用いたゲノムＤＮＡはマウ
ス肝細胞由来培養細胞より抽出した。
結果を図２に示す。矢印が増幅された４００ｂｐの塩基とＨＮＦ−４の結合物である。
ＡｐｏＣ−ＩＩおよびＧｓｔｍ遺伝子の上流にはＨＮＦ−４αと結合する可能性のある配
列があることが示唆された。
実施例１〜３よりモチーフ２へのＨＮＦ−４αの結合が強く示唆された。
【００６９】
（実施例４）レポーターアッセイ用ベクターの作成と培養細胞での活性化解析
分泌型アルカリフォスファターゼ発現用ベクターである、ｐＳＥＡＰ２−Ｃｏｎｔｒｏ
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ｌベクター（クロンテック社）のＮｈｅＩ／ＢｇｌＩＩ部位にモチーフ２を５個直列に並
べて導入した。また遺伝子導入効率を測定するためのコントロール用ベクターとして、分
泌型ルシフェラーゼ発現ベクター、ｐＭｅｔＬｕｃ−Ｃｏｎｔｒｏｌベクター（クロンテ
ック社）を用いた。２９３細胞（ヒト胎児腎臓由来）にＦｕＧＥＮＥ（登録商標）
トランスフェクション試薬（ロシュ

アプライド

ＨＤ

サイエンス社）を用いて、これらのレ

ポーター遺伝子と、ＨＮＦ−４αおよびその転写のコアクチベーターであるＰＧＣ−１α
とを組み合わせてトランスフェクションした。２４時間および４８時間後に培養上清を集
め、Ｒｅａｄｙ−Ｔｏ−Ｇｌｏｗ

Ｄｕａｌ

Ｓｅｃｒｅｔｅｄ

Ｒｅｐｏｒｔｅｒ

Ｓ

ｙｓｔｅｍ（クロンテック社）により分泌型アルカリフォスファターゼ（ＳＥＡＰ）およ
びルシフェラーゼの活性を測定した。活性測定には、ルミネッセンスリーダー（アロカ社
製：ＡｃｃｕＦＬＥＸ

40

Ｌｕｍｉ４００）をもちいて、発光量を１５秒間測定した。

その結果、２４時間後においてｃｏｎｔｒｏｌ（タンパク発現ベクター無し）と比較し
て、ＨＮＦ−４α発現ベクター（１μｇ）、ＨＮＦ−４α発現ベクター（１μｇ）＋ＰＧ
Ｃ−１α発現ベクター（１μｇ）、ＨＮＦ−４α発現ベクター（２μｇ）＋ＰＧＣ−１α
発現ベクター（２μｇ）の順に、レポーターが活性化されることが明らかとなった（図３
）。この結果はトランスフェクション後、４８時間後でも同様の結果であった（図４）。
したがって、モチーフ２は細胞内においてもＨＮＦ−４α／ＰＧＣ−１αが結合し、転写
を活性化させる可能性が示唆された。
なお、ＰＧＣ−１α等のグルコースや脂質代謝関連遺伝子がカロリー制限によりアップ
レギュレートされること、カロリー制限によってＨＮＦ−４αとＰＧＣ−１αとが相互作

50

(17)

JP 5652755 B2 2015.1.14

用することが既に報告されている（T. Chiba et al., Molecular and Cellular Endocrin
ology, Volume 309, Issues 1‑2, Pages 17‑25）。
【００７０】
（実施例５）構成的発現細胞株の樹立とインスリン／デキサメタゾン添加によるレポータ
ー活性化の解析
実施例４のレポーター遺伝子を恒常的に発現する２９３Ｔ細胞株をＧ４１８を用いた選
択培養法により樹立した。その細胞を用いて、ＨＮＦ−４α／ＰＧＣ−１αの活性を制御
することが知られている、インスリン／デキサメタゾン添加によるレポーターの活性化を
検討した。活性測定は実施例４と同様に行った。
その結果、インスリン／デキサメタゾン添加後、２４時間後の培養上清を用いてアッセ

10

イを行ったところ、１００ｎＭ、１０００ｎＭのインスリン／デキサメタゾン添加したも
のでは、このレポーターが活性化されていることが示唆された（図５）。
したがって、医薬品、および食品成分等の候補分子（被験物質）を本実施例において使
用したインスリン／デキサメタゾンの代わりに添加することによって、この細胞のレポー
ターが活性化されれば、モチーフ２を持つ遺伝子の活性化、つまり表２で示した長寿命や
代謝疾患の改善と関連すると考えられる、一連の遺伝子群の転写が活性化されると予測さ
れる。そのような分子は、寿命を延長させる効果を有しており、抗老化、老化に伴う疾患
または代謝疾患の予防または治療剤等の候補分子として有用であることが示唆される。
【００７１】
（実施例６）一過性トランスジェニックマウスを用いたＣＲによるレポーター活性化の解
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析
実際にマウスの生体内においてもこのレポーターアッセイ系が利用可能かを、約８週間
、３０％のカロリー制限下で飼育したＩＣＲマウス（２０週齢）を用いて解析した。マウ
スの尾静脈よりハイドロダイナミック法に基づく遺伝子導入試薬であるＴｒａｎｓＩＴ（
登録商標）−ＥＥ
Ｍｉｒｕｓ

Ｈｙｄｒｏｄｙｎａｍｉｃ

Ｄｅｌｉｖｅｒｙ

Ｓｏｌｕｔｉｏｎ（

Ｂｉｏ社）を用いてレポーター遺伝子（５μｇ）を導入し、４８時間後に血

中に分泌されたＳＥＡＰを測定した。活性測定には、ルミネッセンスリーダー（アロカ社
製：ＡｃｃｕＦＬＥＸ

Ｌｕｍｉ４００）をもちいて、発光量を１５秒間測定した。

その結果、図６に示すように、自由摂食マウスにおいてはモチーフ２をもつベクターを
導入しても、モチーフ２をもたないベクターを導入した場合と同程度のＳＥＡＰ活性を示
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した。しかし、カロリー制限マウスにモチーフ２をもつベクターを導入した際には、有意
にＳＥＡＰの活性が上昇した。このことはマウスの生体内においてもこのアッセイ系が機
能し、かつ予測されたようにカロリー制限下においては、レポーター活性が高いことが示
唆された。従って、カロリー制限はおそらくＨＮＦ−４α／ＰＧＣ−１αなどの転写因子
を活性化させ、モチーフ２と相同性のある遺伝子群の発現を上昇させることが示唆された
。
つまり、このことから、一過性および構成的トランスジェニックマウスに、医薬品や機
能性食品の候補分子（被験物質）を餌や飲水中に添加して飼育後、血中に分泌されたＳＥ
ＡＰ活性を定量することにより、生きたまま、その候補分子の抗老化、抗老化疾患作用を
スクリーニングすることが可能であると考えられた。
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【図４】

【図５】

JP 5652755 B2 2015.1.14

(20)
【図６】

【配列表】
0005652755000001.app

JP 5652755 B2 2015.1.14

(21)

JP 5652755 B2 2015.1.14

フロントページの続き
(51)Int.Cl.

ＦＩ

Ｃ１２Ｎ

5/10

(2006.01)

Ｃ１２Ｎ

5/00

Ｃ１２Ｑ

1/02

(2006.01)

Ｃ１２Ｑ

1/02

１０１

(74)代理人 100163658
弁理士 小池 順造
(72)発明者 千葉 卓哉
長崎県長崎市文教町１−１４ 国立大学法人長崎大学内

10

審査官 小金井 悟
(56)参考文献 特表２００６−５２１８０９（ＪＰ，Ａ）
Gerontology,Vol.53(2007)p.306‑321
Physiol.Genomics,Vol.23(2005)p.343‑350
アンチ・エイジング医学,Vol.5,No.4(Aug.1,2009)p.525‑533
Aging Cell,Vol.5(2006)p.97‑108
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｃ１２Ｎ

１５／００−１５／９０

ＣＡｐｌｕｓ／ＢＩＯＳＩＳ／ＭＥＤＬＩＮＥ／ＥＭＢＡＳＥ／ＷＰＩＤＳ／ＷＰＩＸ（ＳＴＮ
）
ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）

20

