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(54)【発明の名称】ヒト正常型ｃ−Ｈａ−ｒａｓ遺伝子トランスジェニックラット
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(57)【特許請求の範囲】

用いて発がん性物質、発がんプロモーター、及び、がん

【請求項１】

予防・抑制物質をスクリーニングする方法に関する。

ヒト正常型ｃ−Ｈａ−ｒａｓ遺伝子（hu

man c‑Ha‑ras proto‑oncogene）をＳＤラットの受精卵

【０００２】

に導入して作出された、当該遺伝子が３コピー導入され

【従来の技術】ｃ−Ｈａ−ｒａｓはヒトのがん組織に種

たＭＮＵ誘発乳腺がんに高感受性のトランスジェニック

々の頻度で活性型が検出されている。正常型のヒトｃ−

ラット。

Ｈａ−ｒａｓ遺伝子導入マウスは、既に勝木らによって

【請求項２】

請求項１に記載のラットを用いて、ＭＮ

ｒａｓ−Ｈ２マウスとして作成されており、発がんと導

Ｕ投与により短期間で高頻度に乳腺がんを発生させる方

入遺伝子の活性化との関係が検索され、現在発がん物質

法。
【請求項３】

の短期間でのスクリーニング動物としての有用性が検討
請求項１に記載のラットを用いて、発が

10

されている。しかし、このマウスで腫瘍の発生する臓器

ん性物質、発がんプロモーター、又は、がん予防・抑制

は、肺、皮膚、前胃などに限られており、他の消化器、

物質をスクリーニングする方法。

泌尿器、生殖器、内分泌器などの多くの重要な臓器のが

【発明の詳細な説明】

んの発生はなく、これらの臓器を標的とする発がん物質

【０００１】本発明は、ヒト正常型ｃ−Ｈａ−ｒａｓ遺

のスクリーニングを行うことは不可能であり、新たなモ

伝子を受精卵に導入したラット、並びに、当該ラットを

デル動物の作出が望まれていた。
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【０００３】一方、ラットにおいては、多くの臓器で発

などの多くの利点を有し、本遺伝子導入ラットの作成が

がんモデルが確立されており、前がん病変ならびに腫瘍

望まれていた。

性病変の生物学的特性やそれらの発生に対する修飾要因

【０００５】本発明者らは、ヒト正常型ｃ−Ｈａ−ｒａ

等についてマウスより多くの情報が得られている。さら

ｓ遺伝子（human c‑Ha‑ras proto‑oncogene）を導入し

に、ラットにおいては、マウスでは誘発することが困難

たマウスを生成させるときに用いた遺伝子と同じ遺伝子

な発がんモデルが多数開発されてきている。特に、肝発

を用いて、これをラット受精卵に導入して遺伝子導入ラ

がんモデルでは、ＧＳＴ−Ｐ陽性巣が前がん病変マーカ

ットを生成させた。この遺伝子は、蛋白質をコードする

ーとして有用であり、発がん物質ならびにがん予防物質

領域において変異しておらず、ＮＩＨ３Ｔ３細胞の形質

の検索系に利用されている。また、ラットではＮ−メチ
ル−Ｎ−ニトロソウレア（ＭＮＵ）で誘発された乳がん

転換活性を有さないものであった。この遺伝子導入ラッ
10

ト（Ｈｒａｓ１２８ラット）の乳腺がん誘発特性を確認

に高率にＨａ−ｒａｓの点突然変異が生起していること

するために、このラットをＭＮＵで処理した。ＭＮＵの

が確認されてきている。この変異は、ＭＮＵにより誘発

投与を開始して８週後に、全てのこのラットにおいて、

されたものと考えられていたが、最近正常乳腺内にこの

多発性の大きな乳腺がんの発症がみられた。遺伝子の変

変異が存在するとの報告もあり、ラット乳腺発がんにお

異を解析したところ、野生型ラットにおいては内在性遺

けるＭＮＵ処置とＨａ−ｒａｓの点突然変異との関連は

伝子に変異が観察されたのに対して、遺伝子導入ラット

明らかではない。さらに、ラットではウイルスフリーで

においては、がん誘発性の強化に重要な役割を果たして

Ｎ−メチル−Ｎ−ニトロソ尿素（ＭＮＵ）により乳腺が

いなかった。

んを容易に誘発することができるが、マウスでは誘発が

【０００６】本発明は、正常型ヒトｃ−Ｈａ−ｒａｓ遺

困難である。このように、モデルとしてのラットはマウ

伝子を受精卵に導入したラットに関する。また、本発明

スに比べて種々の利点を有しているが、腫瘍の研究のた

20

は、当該ラットを用いて、発がん性物質、発がんプロモ

めの遺伝子導入ラットは余り報告されていない。報告さ

ーター、又は、がん予防・抑制物質をスクリーニングす

れている数少ない遺伝子導入ラットとしては、肝臓にお

る方法に関する。

ける前癌病変に関与するＧＳＴ−Ｐ（Glutathione S‑tr

【０００７】本発明で使用される正常型ヒトｃ−Ｈａ−

ansferase placental form）の発現の研究のために、サ

ｒａｓ遺伝子は、本発明者らが開発した公知の方法で作

ルウイルス４０Ｔ（simian virus ４０Ｔ）抗原遺伝子

成することができる（関谷ら、ジャパニーズ

にアルブミンプロモーターを縮合させた遺伝子を導入し

ルオブ

たラットや、ラットの肝臓がんの発症におけるＧＳＴ−

８５５頁（Sekiya, T., etal., Jpn. J. Cancer Res.,

Ｐの転写制御の研究のためにクロランフェンコールアセ

76, 851‑855））。図１の上段に、導入されるヒト正常

チルトランスフェラーゼの遺伝子にＧＳＴ−Ｐプロモー

型ｃ−Ｈａ−ｒａｓ遺伝子の構造を示す。６．９ｋｂの

ターを縮合させた遺伝子を導入したラットなどが知られ

30

キャンサー

ジャーナ

リサーチ、第７６巻、第８５１−

長さの遺伝子である。図中の右端のＢ及びＳは、それぞ

ている。

れ制限酵素Ｂａｍ

【０００４】ヒト正常型ｃ−Ｈａ−ｒａｓ遺伝子を受精

る。また、黒星印は最後のイントロン内における点突然

卵に導入した動物において、特にラットで発がん感受性

変異の位置を示している。

試験を行う利点として、次の点が挙げられる。ラットで

【０００８】本発明の遺伝子を受精卵に導入するラット

は前述のように肝発がんにおいて、前がん病変マーカー

としては、発がんモデルとなるものであれば特に制限は

としてＧＳＴ−Ｐ陽性細胞巣を利用できる点である。乳

ないが、ＳＤラットが技術的に好ましいが、他の系統の

腺発がんにおいては、ウイルスフリーの乳腺発がん実験

ラットでも可能である。ラットに遺伝子を導入する方法

が行え、ＭＮＵによるｃ−Ｈａ−ｒａｓの点突然変異の

としては、マイクロインジェクション法、レトロウイル

解析が可能である。また、乳腺発がんにおけるホルモン
の関与についての解析をすることも可能である。さら

ＨＩ及びＳａｃＩの位置を示してい

スを使用する方法、胚性幹細胞を用いる方法などの公知
40

の方法を適宜使用することができるが、マイクロインジ

に、膀胱発がんについては、ラットではＮ−ブチル−Ｎ

ェクション法が好ましい。例えば、本発明のラットでは

−（４−ヒドロキシブチル）ニトロサミン（ＢＢＮ）に

受精卵にヒト正常型ｃ−Ｈａ−ｒａｓ遺伝子をマイクロ

よる表在性膀胱腫瘍のモデルが存在するので、この解析

インジェクションし、これを偽妊娠ラットの卵管内に移

を行うことができる。食道発がんにおいては食物の直接

入して子を生ませる方法により、遺伝子の導入を行って

の影響を解析できる。このように、ヒト正常型ｃ−Ｈａ

いる。

−ｒａｓ遺伝子を受精卵に導入したラットでは、従来の

【０００９】ラットに導入されたヒト正常型ｃ−Ｈａ−

遺伝子導入マウスではできなかった多くのがんに対する

ｒａｓ遺伝子は子孫に安定に伝達され、全臓器で本遺伝

発がん物質のスクリーニングや、発がんプロモーター及

子の発現が見られた。図１の下段Ａは、導入遺伝子の各

びがん予防・抑制物質のスクリーニングが可能となるの

器官におけるｍＲＮＡの発現をノーザンブロット法によ

みならず、多種のがんの発がん機構の解析も可能となる

50

りみたものである。図１の下段の中央のアルファベット
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は各器官を示し、それぞれ、ａは子宮、ｂは皮膚、ｃは

【００１３】２．ＭＮＵ誘発乳腺がんに対する感受性の

筋肉、ｄは膀胱、ｅは卵巣、ｆは腎臓、ｇは大腸、ｈは

研究。

小腸、ｉは腺胃、ｊは前胃、ｋは脾臓、ｌは肝臓、ｍは

Ｈｒａｓ１２８遺伝子導入ラットは、ＭＮＵ誘発乳腺が

心臓、ｎは肺、ｏは胸腺、ｐは唾液腺、ｑは小脳、ｒは

んに極めて高感受性であった。ＭＮＵ投与後５週目に、

大脳を示している。図１の下段のＢは、遺伝子導入ラッ

遺伝子導入ラットでは多数の乳腺がんを触知することが

トのｍＲＮＡの発現の対照として、ＧＡＰＤＨの発現を

できたが、同じ日令の野生型ラットでは検出できなかっ

示したものである。

た（図１参照）。８週目の終わりには、全てのＨｒａｓ

【００１０】本発明の遺伝子導入ラットを用いて、発が

１２８ラットにおいて多数の大きながんが発生し、体重

ん物質のスクリーニング、発がんプロモーター及びがん
予防物質のスクリーニング、又は、発がん機構の解析を

減少や瀕死の状態が観察された。組織学的には、これら
10

の癌は固型腺がんであり野生型ラットに発生する典型的

する方法としては、ラットに発がん物質、発がんプロモ

な乳腺がんであった。ＭＮＵ処理８週後の遺伝子導入ラ

ーター、又は、がん予防物質を経口又は非経口投与し、

ット及び野生型ラットに、他の臨床所見はみられなかっ

その後に標的とした器官の病変を観察又は解析すること

た。実験期間中に、前記の発がん以外に、他の発がんや

により行うことができる。

異常はみられなかった。しかし、長期間にわたる自発性

【００１１】さらに、本ラットは、ヒトにおけるヒト正

の発がんについての観察によると、遺伝子導入ラットに

常型ｃ−Ｈａ−ｒａｓ遺伝子の発がんにおける関与の解

は乳腺がんや皮膚がんの発生が１年後にはみられた。

析モデルとして極めて有用である。例えば、発がん物質

【００１４】３．ＰＣＲ−ＳＳＣＰ法による乳腺がんに

として知られているＮ−メチル−Ｎ−ニトロソウレア

おけるＨａーｒａｓ遺伝子の変異。

（ＭＮＵ）を本発明のラットに投与すると、図２で示さ

１本鎖ＤＮＡ高次構造多型（ＳＳＣＰ）を（関谷剛男、

れるように高率で短時間に乳がんなどが誘発される。最

20

「蛋白質

核酸 酵素」、第４１巻５号、５３９、１９

近、正常乳腺内にＨａ−ｒａｓコドン１２（ＧＧＡから

９６年）の方法により行った。ヒト正常型ｃ−Ｈａ−ｒ

ＧＡＡへ）突然変異を持つ細胞が存在することが報告さ

ａｓ導入遺伝子のエクソン１及び４、並びに、内在遺伝

れており、ラット乳腺発がんにおけるＭＮＵ処置と、こ

子のエクソン１及び２をＰＣＲ−ＳＳＣＰ法により解析

のＨ−ｒａｓの点突然変異の関連が注目されているが、

した。ヒト又はラットの特定のプライマーを用いて、ゲ

本態の解明はされていない。したがって、この面での発

ル上に２個のバンドが得られた。ヒト及びラットのＨａ

がん機構の解明においても、本発明のラットは極めて有

−ｒａｓのエクソン２に対する通常のプライマー（cHra

用である。

s21F、及び、cHras21R）を用いて、４本のバンドが検出

【００１２】本発明の遺伝子導入ラットを用いたＭＮＵ

された。ヒト及びラットの特定のバンドは、遺伝子導入

誘発の発がん機構を解析した結果をまとめると次のよう

及び野生型ラットの正常なＤＮＡからのシグナルと同定

になる。

30

された。ヒトＨａ−ｒａｓのコドン１２のＧＧＣからＧ

１．ヒト正常型ｃ−Ｈａ−ｒａｓ遺伝子導入ラットの生

ＴＣへの変異を有するＴ２４からのＤＮＡ、及びコドン

成。

６１のＣＡＧからＣＴＧへの変異を有するｐＳＫ２から

導入されるヒト正常型ｃ−Ｈａ−ｒａｓ遺伝子を、１１

のＤＮＡは、明らかにシフトしたバンドを示した（図４

４５個のラット受精卵の前核へ注入して、２個の遺伝子

参照）。しかし、以下に記載するＲＦＬＰ分析後のＰＣ

導入ラットを得た。これらは２系統の遺伝学的なグルー

Ｒにより増幅された導入遺伝子のＧＧＣからＧＡＣへの

プに分けられ、サザンブロッティングの結果、そのひと

変異、この変異はヒトＨａ−ｒａｓ遺伝子導入マウスの

つの系統には３コピーの遺伝子が導入されており、他の

ＭＮＵ誘発のがんにおいてしばしば観察されるのである

系統のものには１コピーの遺伝子が導入されていた。３

が、この変異は、ＳＳＣＰ−ＰＣＲ分析では検出するこ

コピーの遺伝子が導入された遺伝子導入ラット（Ｈｒａ
ｓ１２８ラット）は、安定に次世代に継がれ、かつ、ノ

とができなかった。ＭＮＵ処理された４４個のＨｒａｓ
40

遺伝子導入ラットのがん組織において、導入遺伝子も内

ーザンブロッティングの結果によれば乳腺をはじめ全器

在型遺伝子にも４種のＳＳＣＰの条件下（４℃又は２０

官において導入遺伝子の発現を検出することができた

℃、５％グリセリン存在下又は非存在下）では検出する

（図１参照）。この系統の遺伝子導入ラットを、ＪＣＬ

ことができなかった（表１）。これに対して、内在型Ｈ

／ＳＤ−ＴｇＮ（Ｈ−ｒａｓＧＥＮ）１２８Ｎｃｃ（Ｈ

ａ−ｒａｓ遺伝子のコドン１２のＧＧＡのＧＡＡの変異

ｒａｓ１２８）と公式に命名した。一方、１コピーしか

が野生型ラットにおいて相対的に高率でみられた（２１

導入されていないラットの系統（Ｈｒａｓ１０２ラッ

中６（２８．６％））。

ト）は、２世代後には導入遺伝子の発現が見られなくな

【００１５】

った。したがって、以下の実験においては、Ｈｒａｓ１

【表１】

２８のみを用いた。
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【００１６】４．ＲＦＬＰによる変異の解析

ncing）では、３４の腫瘍症例がＧＧＣからＧＡＣへの

制限酵素断片長多型（ＲＦＬＰ）解析は、永瀬智ら、

変異を含んでいることが明示していた。エクソン２のた

「蛋白質

めに意図したＲＦＬＰ解析によると、該４４例のどれに

核酸 酵素」、第４１巻５号、５６４、１９

９６年）の方法を用いることができる。４４の腫瘍症例

も変異は検出されなかった（表１参照）。

中の３８例がＭｓｐｌ耐性バンドを示したが、該バンド

【００１７】５．サブクローニング及びシーケンシング

はこれらの腫瘍が導入遺伝子のコドン１２における変異

20

解析

を含むことを表している。該変異バンドの強度はこれら

エクソン１〜４における腫瘍症例（７５８Ｍ、７６１

のサンプル中に多種にわたり、２例は強く、３４の腫瘍

Ｇ、７７２Ｂ、７７３Ｈ）の増幅、すなわち、プラスミ

例は中程度か弱いものだった。このＲＦＬＰ解析の感度

ドへのサブクローニング、腫瘍数１当たりの５０コロニ

の評価については、野生型（正常肝）と変異型（Ｔ２

ー前後からの個々のＤＮＡシーケンシングは、７５８Ｍ

４）のＤＮＡ断片が種々の比率で混合されたものにおい

では、５１クローン中の６例がすべてコドン１２におい

て、野生型１００例の配列のうち、変異した１例におい

てＧＧＣからＡＧＣへの変異を示した。ＧＡＣ変異は、

て非常に小さい比率の変異の検出が確認された。バンド

７６１Ｇでは４７例中１例が検出され、７７３Ｈでは５

の強度によれば、腫瘍２例の強いバンドは１０％前後の

１例中３例が検出された。しかしながら、ＲＦＬＰ解析

変異ＰＣＲ断片を含んでいるようで、中程度のバンドで

にもかかわらず、野生型配列を持つ７７２Ｂの全４７例

は約２〜５％の変異を、微弱なバンドではほぼ１〜２％

30

では少数のＧＡＣ変異を持つことが示された（表２）。

ルータント（routant）を含んでいるようだった。該変

【００１８】

異バンドのダイレクトシークエンシング（direct seque

【表２】

【００１９】次に、ＭＮＵで誘発した遺伝子導入１２８

９６年）及び１本鎖ＤＮＡ高次構造多型（ＳＳＣＰ）

系ラット及び野生型ラットの乳腺腫瘍について、コドン

（関谷剛男、「蛋白質

１２及び６１（図１参照）の変異を新たにより感度の高

５３９、１９９６年）により行った。その結果を表１に

い制限酵素断片長多型（ＲＦＬＰ）解析（永瀬智ら、

示す。

「蛋白質

核酸 酵素」、第４１巻５号、５６４、１９

50

核酸 酵素」、第４１巻５号、

【００２０】該遺伝子導入１２８系（Ｈｒａｓ１２８Ｔ

( 5 )

特許第３４６３０６１号

9

10

ｇ）ラットに誘発された乳腺腫瘍４４症例中３８例（８

異ＤＮＡがあっても、ＲＦＬＰ解析により検出されてし

６．４％）に導入遺伝子のコドン１２の変異を認め、そ

まうため変異のＤＮＡを持つ細胞の占める割合は小さい

のうち３４例はＧＧＣからＧＡＣ、３例はＧＧＣからＧ

こともあり得ることになる。すなわち、ｒａｓ遺伝子変

ＴＣ、１例はＧＧＣからＡＧＣであった。内在性のｃ−

異の頻度だけでは発がんにおける役割の重要性について

Ｈａ−ｒａｓに変異は認めなかった。野性型ラットに誘

の結論を出すことはできない。

発した腫瘍には内在性のｃ−Ｈａ−ｒａｓ遺伝子のコド

【００２３】そこで、ＰＣＲ−サブクローニング法によ

ン１２のＧＧＡからＧＡＡの変異が２１例中６例（２

り、１個の腫瘍当たりの変異細胞ＤＮＡの占める割合を

８．６％）に認められた。

検討した。ＭＮＵで誘発した遺伝子導入１２８系ラット

【００２１】この実験で行ったＲＦＬＰ解析の概略を図
４に示す。図４に示すように、コドン１２のＧＧＣが正

の乳腺腫瘍の腫瘍細胞７５８Ｍ、７６１Ｇ、７７２Ｂ及
10

び７７３Ｈの系統からクローンを得、その中の変異クロ

常な場合には、この位置で制限酵素ＭｓｐＩで切断さ

ーンを検出した。その結果を表２に示す。

れ、１１７ｂｐと５０ｂｐの２つのバンドが検出される

【００２４】例えば、腫瘍細胞塊７５８Ｍは、検索した

が、コドン１２に変異が生じた場合には制限酵素Ｍｓｐ

５１クローンのうち６クローンにＧＧＣからＡＧＣへの

Ｉによって切断されず１６７ｂｐ（図４中のＴ２４）の

変異が検出された。しかし、この腫瘍塊に正常細胞の混

バンドが検出される。この場合、実際には変異を起こし

入の割合が０、２０、５０％と仮定した場合（正常細胞

た腫瘍細胞を含む組織からは、正常組織の混入があるた

の混入割合が５０％にもなることは本実験の乳腺腫瘍で

め、切断されない１６７ｂｐのバンドと切断された１１

は殆どありえず、実際にはさらに少ない量と考えられ

７ｂｐ及び５０ｂｐのバンドが観察される。同様にコド

る）、１個の腫瘍当たりの変異細胞の混入している割合

ン６１を検索する場合にはその正常塩基配列ＣＡＧが制

は、

限酵素ＡｌｗＮＩにより切断され９３ｂｐ及び１７ｂｐ

20

ＰＣＲ−サブクローニング法における遺伝子変異

頻度（変異クローン／検索クローン）×３（導入された

のバンドが検出されるが、コドン６１に変異が生じた場

ｃ−Ｈａ−ｒａｓ遺伝子のコピー数）×（正常細胞の混

合には、制限酵素ＡｌｗＮＩによって切断されず１１０

入割合）

ｂｐ（図４中のｐＳＫ２）のバンドが検出される。変異

たそれぞれの値は、３５．３、４４．１、７０．６％と

を起こした腫瘍細胞を含む組織からは、切断されない１

なる。しかし、混入割合をかなり多めの２０％とした場

１０ｂｐのバンドと切断された９３ｂｐ及び１７ｂｐの

合でも、１個の腫瘍当たりのｒａｓ遺伝子変異の占める

バンドが観察される。

割合は最大５０％以内にとどまり、ｒａｓ遺伝子変異は

【００２２】このＲＦＬＰ解析の感度は高く、変異を起

本トランスジェニックラットの発がんに主たる役割をは

こしたＤＮＡをその１００倍の正常なＤＮＡで希釈した

たしていないと考えられた。したがって、本発明の遺伝

場合でも検出可能であった（図５参照）。図５は、コド

子導入ラットでは、ｒａｓ遺伝子の変異以外の関与する

ン１２及び６１について、変異を起こしたＤＮＡ（図５

30

という式で算出される。この式から計算され

発がん腫瘍の機構の関与する可能性があり、その解析を

中の１：１）を、種々の倍率で正常ＤＮＡで希釈してい

行うことができる。

った場合のＲＦＬＰ解析の結果を示している。図５の右

【００２５】また、遺伝子導入ラットの自然発生腫瘍の

端の方では、１００倍の正常ＤＮＡで希釈した場合でも

頻度を観察した。その結果を表３に示す。

前記の制限酵素によよって切断されないバンドが観察さ

【００２６】

れることが示された。したがって、ごく少数の細胞に変

【表３】

【００２７】生後７８週の観察期間において、本発明の

50

遺伝子導入ラットでは皮下の悪性線維性組織球腫が野生

( 6 )

特許第３４６３０６１号

11

12

型ラットと比較して有意に増加して発生した。さらに雄

になるのみならず、発がん予防・抑制物質のスクリーニ

の遺伝子導入ラットでは皮膚の乳頭腫の発生が有意に増

ングを容易に行うことができる。

加しており、今後皮膚発がんモデルあるいは発がん物質

【００２９】

のスクリーニング動物として有用であり、また発がん機

【実施例】次に、本発明を実施例により説明するが、本

構の解析においても有用であることがわかった。

発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

【００２８】以上のことから、本発明の遺伝子導入ラッ

【００３０】実施例１

トの特性として次のことがわかった。

ヒト正常型ｃ−Ｈａ−ｒａｓをそれ自身のプロモーター

（１）自然発生腫瘍の特性

／エンハンサー領域と共にＳＤラット由来の受精卵にマ

ア．トランスジェニックラットにおける皮下悪性線維性
組織球腫の発生が遺伝子非導入対照群（野生型）に比較

イクロインジェクションして導入し、これを偽妊娠ラッ
10

トの卵管内に移入して仔を生ませた。１コピー入った１

して有意に増加する。

０２系列と３コピー入った１２８系列の２系統の遺伝子

イ．トランスジェニック雄ラットにおいて、通常のラッ

導入ラットを確立した。導入遺伝子は子孫に安定に伝達

トでは極めて稀な皮膚乳頭腫が高率に発生する。ラット

され、図１の下段のブロット図に示されるように、ほぼ

における皮膚発がんモデルとして使用が可能である。

全臓器で発現が見られた。

（２）発がん抑制実験への応用

【００３１】実施例２

ア．本トランスジェニックラットは、ｒａｓ遺伝子によ

５０日令の遺伝子導入及び野生型ラットにＭＮＵ５０ｍ

り産生される蛋白のファルネシル化を阻害する物質のス

ｇ／ｋｇの用量にて静脈内投与を行い、乳腺腫瘍の発生

クリーニングに有効であり、また発がん抑制効果を早期

について病理組織学的検索を行うと共に、導入遺伝子と

に判定することが可能となる。

内在性ｃ−Ｈａ−ｒａｓの点突然変異の有無を検索し

（３）発がん感受性試験への応用

20

た。１２８系列の遺伝子導入ラットはＭＮＵ投与後３週

ア．エチルニトロソウレアの経胎盤投与により、本トラ

目より乳腺腫瘍が触知され、８週後で全部の遺伝子導入

ンスジェニックラットは短期間中に中枢神経腫瘍、腎腫

ラットのすべての乳腺に多発性の腺がんが発生したが、

瘍、皮膚乳頭腫等の発生が有意に増加する。

野生型ラットでは８週後においても腫瘍の発生率は２

イ．本トランスジェニックラットを使用することによ

９．２％であった（表１及び図２参照）。１０２系列も

り、経胎盤発がん物質の作用を短期間に判定することが

ＭＮＵ投与後１６週で遺伝子導入ラットにのみ多発性の

可能となる。

腺がんを認めた。この結果を次の表４、及び、図２に示

ウ．本トランスジェニック雄ラットにメチルニトロソウ

す。なお、図２中の、黒丸印で示されるＴｇは本発明の

レアを投与すると皮膚乳頭腫が短期間に多発する。同一

遺伝子導入ラットであり、黒四角印で示されるＷｉｌｄ

観察期間において対照群の野生型ラットには全く皮膚乳

は遺伝子を導入していない野生型ラットである。

頭腫の発生は認められない。

30

すなわち、本発明の遺伝子導入ラットを用いることによ

【００３２】
【表４】

り、ヒトの発がん機構の解明のための研究ができるよう

【００３３】しかし、これらの腫瘍では、導入したヒト

（遺伝子の導入をしていない）のラットで、ＭＮＵ処置

のＨａ−ｒａｓと内在性のラットのＨａ−ｒａｓのいず

により発生した乳腺腫瘍では、内在性のＨａ−ｒａｓに

れにも点突然変異は検出されなかった。一方、野生型

50

点突然変異が２８．６％の割合で検出された。結果を表

( 7 )

特許第３４６３０６１号

13
に示す。表

14

中のエクソンの数字は、ゲノムのエクソ

発がん物質として知られている、７，１４−ジメチルベ

ンの順番を示し、数値はその位置に点突然変異が検出さ

ンズ［ａ］アントラセン（ＤＭＢＡ）、及び、２−アミ

れたラットの数（％）を示している。

ノ−１−メチル−６−フェニルイミダゾ［４，５−ｂ］

【００３４】また、遺伝子導入１２８系ラット及び野生

ピリジン（ＰｈＩＰ）をそれぞれ用いて、実施例２と同

型ラットについて、ｃ−Ｈ−ｒａｓ遺伝子の発現をノー

様にして、遺伝子導入１２８系ラットの発がん性を調べ

ザンブロット法により調べた。結果を図３に示す。ＧＡ

た。結果を、図６（ＤＭＢＡ）、図７（ＰｈＩＰ）に示

ＰＤＨにより検出された。図３の下段のバンドは、調べ

す。遺伝子導入１２８系ラットは、いずれの発がん物質

た腫瘍部位及び正常部位のｍＲＮＡのサンプル量がほぼ

についても高発がん感受性を示した。なお、図６及び図

均等であることを示す対照である。その結果、遺伝子導
入１２８系ラットでは、ｃ−Ｈ−ｒａｓ遺伝子の発現は

７中の、黒丸印で示されるＴｇは本発明の遺伝子導入ラ
10

ットであり、黒四角印で示されるＷｉｌｄは遺伝子を導

腫瘍部位及び正常部位のいずれにおいても量的な変化は

入していない野生型のラットである。ＤＭＢＡによる乳

認められないことが示された。

腺腫瘍の発生数、発生率、ラット１匹当たりの腫瘍数及

【００３５】以上より、ヒト正常型ｃ−Ｈａ−ｒａｓ遺

び腫瘍サイズを表５に示し、ＲＦＬＰ解析によるコドン

伝子導入ラットはＭＮＵ誘発乳腺発がんに非常に高感受

１２又はコドン６１の変異数を表６に示す。

性であり、その原因として導入遺伝子の点突然変異以外

【００３７】

の活性化機構が関与していると考えられた。

【表５】

【００３６】実施例３

【００３８】

【表６】

【００３９】遺伝子導入ラットはＤＭＢＡにも感受性が

結果を表７及び表８に示す。

高く、ＲＦＬＰ解析により導入遺伝子のコドン１２（５

【００４０】

／２０）及び６１（７／２０）に変異が検出された。同
様にＰｈＩＰによる乳腺腫瘍の発生頻度と遺伝子変異の

【００４１】

【表７】
40

【表８】

( 8 )

特許第３４６３０６１号

15

【００４２】遺伝子導入ラットはＰｈＩＰにも感受性が

16

10

週に亘って、１５回静脈内投与することにより誘発した

高く、ＲＦＬＰ解析により導入遺伝子のコドン１２（５

遺伝子導入１２８系ラット及び野生型ラットの食道腫瘍

／２０）及び６１（３／２０）に変異が検出された。

の発生頻度と遺伝子変異の結果を表９に示し、そのコド

【００４３】実施例４

ン１２及び６１の変異の結果を表１０に示す。

実施例２と同様にして、Ｎ−メチル−Ｎ−ニトロソメチ

【００４４】

ルベンジルアミン（ＮＭＢＡ）０．５ｍｇ／ｋｇを、５

【表９】

【００４５】

【表１０】

【００４６】遺伝子導入ラットはＮＭＢＡ誘発食道発が

型ラットに０．０５％のＮ−ブチル−Ｎ−（４−ヒドロ

んにも極めて感受性が高く、ＲＦＬＰ解析では導入遺伝

キシブチル）ニトロサミン（ＢＢＮ）を１０週に亘り、

子のコドン１２に高率（７６％）に変異を認めた。食道

飲料水にて投与して発生させた膀胱腫瘍の発生頻度を表

発がんにおいては、ｒａｓ遺伝子変異は乳腺の場合より

１１に示し、そのコドン１２及び６１の変異を表１２に

も大きい役割をはたしていると考えられた。

示す。

【００４７】実施例５
実施例２と同様に、遺伝子導入１２８系ラット及び野生

【００４９】

【００４８】
40

【表１１】

【表１２】

( 9 )

特許第３４６３０６１号
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【００５０】遺伝子導入ラットはＢＢＮ誘発膀胱発がん

18

10

al., Cancer Res., 58, 1253‑1259, 1998）、本発明の

に対してやや感受性が高く、ＰＣＲ−ＳＳＣＰ解析では

遺伝子導入ラットについてファルネシルプロテイントラ

導入遺伝子の変異は低頻度（７．４％）ながら認められ

ンスフェラーゼ活性阻害剤であるｄ−リモネンを用いて

た。

発がん抑制作用を試験した。その結果を次の表１３に示

【００５１】実施例６

す。

ファルネシルプロテイントランスフェラーゼ活性阻害剤

【００５２】

による発がん抑制作用が知られており（R. Mangues, et

【表１３】

【００５３】この結果により、ｄ−リモネンが有意に発

ニトロソ尿素を胎盤に投与し、各臓器における発がん数

がん抑制作用を示すことが示された。

を調べた。その結果を次の表１４に示す。

【００５４】実施例７

【００５５】

がん誘発物質の経胎盤投与による影響を調べた。エチル

【表１４】

【００５６】本発明の遺伝子導入ラットでは、雌、雄共
に、短期間に各臓器での発がんが有意に増加することが

【図１】図１の上段は、導入したヒト正常型ｃ−Ｈａ−
40

ｒａｓの遺伝子構造をノーザンブロット法にて示す。図

示された。

１の下段は、遺伝子導入ラットの各器官における、導入

【００５７】本発明のヒト正常型ｃ−Ｈａ−ｒａｓ遺伝

遺伝子の発現を示したものであり、Ａ、Ｂは対照となる

子を受精卵に導入したラットは、従来の遺伝子導入マウ

ＧＡＰＤＨの発現量を示す。

スではできなかった多くのがんに対する発がん物質のス

【図２】図２は、遺伝子導入１２８系ラットのＭＮＵ投

クリーニング、発がんプロモーター及びがん予防・抑制

与による乳腺の高発がん感受性を示すものである。

物質のスクリーニングが可能となるのみならず、多数の

【図３】図３は、遺伝子導入１２８系ラットの腫瘍部位

がんの発がん機構の解析が可能などの利点を有し、本発

と正常部位における導入遺伝子の発現をノーザンブロッ

明は産業上有用な遺伝子導入ラットを提供するものであ

ト法により示すものである。

る。

【図４】図４は、ヒトｃ−Ｈａ−ｒａｓ遺伝子のコドン

【図面の簡単な説明】

50

１２及び６１のＲＦＬＰ解析の結果を示すものである。

( 10 )

特許第３４６３０６１号

19

20

【図５】図５は、ＤＮＡ希釈によるＲＦＬＰ感受性の評

ｈ 小腸

価を示すものである。

ｉ 腺胃

【図６】図６は、遺伝子導入１２８系ラットのＤＭＢＡ

ｊ 前胃

投与による乳腺の高発がん感受性を示すものである。

ｋ 脾臓

【図７】図７は、遺伝子導入１２８系ラットのＰｈＩＰ

ｌ 肝臓

投与による乳腺の高発がん感受性を示すものである。

ｍ 心臓

【符号の説明】

ｎ 肺

ａ

子宮

ｏ 胸腺

ｂ

皮膚

ｃ

筋肉

ｄ

膀胱

ｒ 大脳

ｅ

卵巣

Ｔｇ

ｆ

腎臓

Ｗｉｌｄ

ｇ

大腸

ｐ 唾液腺
10

ｑ 小脳

【図１】

本発明の遺伝子導入ラット
遺伝子を導入していない野生型のラット

( 11 )

【図２】

【図３】

特許第３４６３０６１号

( 12 )

【図４】

【図５】

特許第３４６３０６１号

( 13 )

【図６】

【図７】

特許第３４６３０６１号

( 14 )

特許第３４６３０６１号
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