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(57)【要約】
生きた動物の中での記憶形成などの脳機能と密接に結
びついているＣＲＥＢやアクチンの動態をリアルタイム
で計測するプローブを開発することを目的とする。
Ｎ末端側部分とＣ末端側部分に分割されたルシフェラ
ーゼを含み、
（１）１分子中に、サイクリックＡＭＰ応答要素結合蛋
白質（ＣＲＥＢ）のＫＩＤドメイン、ＣＲＥＢ結合蛋白
質（ＣＢＰ）のＫＩＸドメイン、ルシフェラーゼのＮ末
端部分（ＬｕｃＮ）及びルシフェラーゼのＣ末端部分（
ＬｕｃＣ）を含むプローブ
（２）（ａ）ＬｕｃＮ及びＫＩＤドメインを含む分子、
ならびにＬｕｃＣ及びＫＩＸドメインを含む分子の２分
子からなるプローブ、若しくは
（ｂ）ＬｕｃＮ及びＫＩＸドメインを含む分子、なら
びにＬｕｃＣ及びＫＩＤドメインを含む分子の２分子か
らなるプローブ、又は
（３）アクチン及びＬｕｃＮを含む分子、ならびにアク
チン及びＬｕｃＮを含む分子の２分子からなるプローブ
のいずれか一以上から選択されるプローブを用いる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
神経活動を可視化するための１分子又は２分子からなるプローブであって、Ｎ末端側部
分とＣ末端側部分に分割されたルシフェラーゼを含み、
（１）１分子中に、サイクリックＡＭＰ応答要素結合蛋白質（ＣＲＥＢ）のＫＩＤドメイ
ン、ＣＲＥＢ結合蛋白質（ＣＢＰ）のＫＩＸドメイン、ルシフェラーゼのＮ末端部分（Ｌ
ｕｃＮ）及びルシフェラーゼのＣ末端部分（ＬｕｃＣ）を含むプローブ、
（２）（ａ）ＬｕｃＮ及びＫＩＤドメインを含む分子、ならびにＬｕｃＣ及びＫＩＸドメ
インを含む分子の２分子からなるプローブ、若しくは
（ｂ）ＬｕｃＮ及びＫＩＸドメインを含む分子、ならびにＬｕｃＣ及びＫＩＤドメイン
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を含む分子の２分子からなるプローブ、又は
（３）アクチン及びＬｕｃＮを含む分子、ならびにアクチン及びＬｕｃＮを含む分子の２
分子からなるプローブ
のいずれか一以上から選択されるプローブ。
【請求項２】
一分子中に、Ｎ末端側から順に、ＬｕｃＮ、ＫＩＤ、ＫＩＸ及びＬｕｃＣを含む請求項
１に記載のプローブ。
【請求項３】
（ａ）Ｎ末端から順に、ＬｕｃＮ及びＫＩＤドメインを含む分子、ならびにＮ末端から順
に、ＬｕｃＣ及びＫＩＸドメインを含む分子の２分子、又は、
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（ｂ）Ｎ末端から順に、ＬｕｃＮ及びＫＩＸドメインを含む分子、ならびにＮ末端から順
に、ＬｕｃＣ及びＫＩＤドメインを含む分子の２分子、
からなる請求項１に記載のプローブ。
【請求項４】
アクチン及びＬｕｃＮを含む分子、並びにアクチン及びＬｕｃＮを含む分子の２分子か
らなるプローブ。
【請求項５】
神経活動を可視化するためのプローブをコードするＤＮＡであって、Ｎ末端側部分とＣ
末端側部分に分割されたルシフェラーゼをそれぞれコードする配列を含み、
（１）サイクリックＡＭＰ応答要素結合蛋白質（ＣＲＥＢ）のＫＩＤドメイン、ＣＲＥＢ
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結合蛋白質（ＣＢＰ）のＫＩＸドメイン、ルシフェラーゼのＮ末端部分（ＬｕｃＮ）及び
ルシフェラーゼのＣ末端部分（ＬｕｃＣ）を１分子としてコードする配列を含むＤＮＡ、
（２）（ａ）ＬｕｃＮ及びＫＩＤドメインを含む分子をコードする配列、ならびにＬｕｃ
Ｃ及びＫＩＸドメインを含む分子をコードする配列を含むＤＮＡ、若しくは、
（ｂ）ＬｕｃＮ及びＫＩＸドメインを含む分子をコードする配列、ならびにＬｕｃＣ及
びＫＩＤドメインを含む分子をコードする配列を含むＤＮＡ、又は
（３）アクチン及びＬｕｃＮを含む分子をコードする配列、ならびにアクチン及びＬｕｃ
Ｎを含む分子をコードする配列を含んでなるＤＮＡ
のいずれかから選択されるＤＮＡ。
【請求項６】
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サイクリックＡＭＰ応答要素結合蛋白質（ＣＲＥＢ）のＫＩＤドメイン、ＣＲＥＢ結合
蛋白質（ＣＢＰ）のＫＩＸドメイン、ルシフェラーゼのＮ末端部分（ＬｕｃＮ）及びルシ
フェラーゼのＣ末端部分（ＬｕｃＣ）を１分子としてコードする配列を含むＤＮＡである
請求項５に記載のＤＮＡ。
【請求項７】
ＬｕｃＮ及びＫＩＤドメインを含む分子をコードする配列、ならびにＬｕｃＣ及びＫＩ
Ｘドメインを含む分子をコードする配列を含むＤＮＡである請求項５に記載のＤＮＡ。
【請求項８】
アクチン及びＬｕｃＮを含む分子をコードする配列、ならびにアクチン及びＬｕｃＮを
含む分子をコードする配列を含んでなる請求項５に記載のＤＮＡ。
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【請求項９】
Ｎ末端側部分とＣ末端側部分に分割されたルシフェラーゼを含み、
（１）１分子中に、サイクリックＡＭＰ応答要素結合蛋白質（ＣＲＥＢ）のＫＩＤドメイ
ン、ＣＲＥＢ結合蛋白質（ＣＢＰ）のＫＩＸドメイン、ルシフェラーゼのＮ末端部分（Ｌ
ｕｃＮ）及びルシフェラーゼのＣ末端部分（ＬｕｃＣ）を含むプローブ、
（２）（ａ）ＬｕｃＮ及びＫＩＤドメインを含む分子、ならびにＬｕｃＣ及びＫＩＸドメ
インを含む分子の２分子からなるプローブ、若しくは
（ｂ）ＬｕｃＮ及びＫＩＸドメインを含む分子、ならびにＬｕｃＣ及びＫＩＤドメイン
を含む分子の２分子からなるプローブ、
（３）アクチン及びＬｕｃＮを含む分子、ならびにアクチン及びＬｕｃＮを含む分子の２
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分子からなるプローブ
のいずれか一以上から選択されるプローブを、神経細胞内に産生させるステップと、
ルシフェラーゼの発光を測定するステップと
を含む、神経活動の可視化方法。
【請求項１０】
一分子中に、Ｎ末端側から順に、ＬｕｃＮ、ＫＩＤ、ＫＩＸ及びＬｕｃＣを含むプロー
ブを用いた請求項９に記載の可視化方法。
【請求項１１】
（ａ）Ｎ末端から順に、ＬｕｃＮ及びＫＩＤドメインを含む分子、ならびにＮ末端から
順に、ＬｕｃＣ及びＫＩＸドメインを含む分子の２分子、又は、

20

（ｂ）Ｎ末端から順に、ＬｕｃＮ及びＫＩＸドメインを含む分子、ならびにＮ末端から
順に、ＬｕｃＣ及びＫＩＤドメインを含む分子の２分子、
からなるプローブを用いた請求項９に記載の可視化方法。
【請求項１２】
アクチン及びＬｕｃＮを含む分子、ならびにアクチン及びＬｕｃＮを含む分子の２分子
からなるプローブを用いた請求項９に記載の可視化方法。
【請求項１３】
請求項５〜８のいずれか１項に記載のＤＮＡが導入されたげっ歯類。
【請求項１４】
請求項５〜８のいずれか１項に記載のＤＮＡが導入されたげっ歯類を用いる記憶形成の
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神経活動を促進する物質のスクリーニング方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、神経活動を可視化するためのプローブおよび該プローブが組み込まれたトラ
ンスジェニック動物に関する。
【背景技術】
【０００２】
脳の神経活動にかかわる分子は多種多様であるが、記憶に係わるものとしてｃＡＭＰ応
答要素結合蛋白質(cAMP response element binding protein：以下「ＣＲＥＢ」と称する
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)が知られている。
ＣＲＥＢは転写制御因子であり、セリン133残基のリン酸化により活性化される。
活性化されたＣＲＥＢは遺伝子のプロモーター領域に存在するＣＲＥ配列(TGACGTCA)に
結合し、共役因子のＣＲＥＢ結合蛋白質（CREB‑binding protein ：以下、「ＣＢＰ」と
称する）の存在下に遺伝子発現を引き起こす。
ＣＲＥＢがリン酸化されると、ＣＲＥＢのＫＩＤ(kinase inducible domein:リン酸化
部位＋CBP結合部位）)のセリン113とＣＢＰのＫＩＸ（ＣＲＥＢ結合部位）のチロシン(Ty
r)658の側鎖が水素結合し、ＣＲＥＢとＣＢＰが安定な転写複合体を形成する。
また、アクチンは、細胞の形状制御やミオシンとの相互作用による細胞の運動性を担っ
ているが、その重合・脱重合が、シナプス伝達の効率を双方向に変えていることが明らか

50

(4)

JP WO2010/018840 A1 2010.2.18

となり、記憶学習を始めとする神経活動との係わりあいが注目されている。
【０００３】
一方、蛋白質相互作用を解析する方法として、スプリットルシフェラーゼ法が知られて
いる（特許文献１および２）。
【特許文献１】特開２００７−３２５５４６
【特許文献２】ＷＯ０２／００８７６６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
特許文献１および２に記載のスプリットルシフェラーゼ法は、ホタルの発光蛋白質であ
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るルシフェラーゼをＮ末端側部分、Ｃ末端側部分に２分割し、両者に蛋白質Ａ、蛋白質Ｂ
を融合し、２つの融合蛋白質を細胞に発現させ、蛋白質Ａ、Ｂが結合するとルシフェラー
ゼＮ末端、Ｃ末端が接近し、再び発光する２分子型である。この計測法では蛍光観察にお
ける自家蛍光に当たるノイズがなく、生きた動物内での計測に向いている。しかしこの方
法は原法にのっとって単純に融合蛋白質を作るだけで、すべての蛋白質間相互作用が計測
できるわけではなく、個別の蛋白質に対してその蛋白質のどのアミノ酸配列を用いるか、
どのようにルシフェラーゼ蛋白質を融合するかについて詳細な検討が必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明は、神経活動に関与する蛋白質間相互作用を詳細に研究するため、サイクリック
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ＡＭＰ応答要素結合蛋白質（ＣＲＥＢ）の活性化又はアクチンの重合を可視化することが
できるプローブを提供する。
このプローブは、ＣＲＥＢの活性化をモニターできる２分子型スプリットルシフェラー
ゼ、従来の２分子型スプリットルシフェラーゼ法を改良した１分子型スプリットルシフェ
ラーゼ法、又はアクチンの重合を可視化する２分子型スプリットルシフェラーゼからなる
プローブをいう。ここで、１分子型及び２分子型とは、蛋白質になった時点でそれぞれ、
一つの分子又は二つの分子になっていることを意味する。
本発明の方法により、神経活動に関与する蛋白質間相互作用を可視化して観察すること
ができる。具体的にはＣＲＥＢの活性化を単一細胞レベルで、また、アクチンの重合を可
視化して観察することが可能となり、さらに、１分子化によって生きた動物内で蛋白質間
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相互作用を観察するためのトランスジェニック動物の作製が容易となった。
【０００６】
本発明の第一の態様は、神経活動を可視化するための１分子又は２分子からなるプロー
ブであって、Ｎ末端側部分とＣ末端側部分に分割されたルシフェラーゼを含むプローブに
関する。具体的には、下記の（１）〜（３）のうちのいずれか一以上から選択される。
（１）１分子中に、サイクリックＡＭＰ応答要素結合蛋白質（ＣＲＥＢ）のＫＩＤドメイ
ン、ＣＲＥＢ結合蛋白質（ＣＢＰ）のＫＩＸドメイン、ルシフェラーゼのＮ末端部分（Ｌ
ｕｃＮ）及びルシフェラーゼのＣ末端部分（ＬｕｃＣ）を含むプローブ、
（２）（ａ）ＬｕｃＮ及びＫＩＤドメインを含む分子、ならびにＬｕｃＣ及びＫＩＸドメ
インを含む分子の２分子からなるプローブ、若しくは
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（ｂ）ＬｕｃＮ及びＫＩＸドメインを含む分子、ならびにＬｕｃＣ及びＫＩＤドメイン
を含む分子の２分子からなるプローブ、又は
（３）アクチン及びＬｕｃＮを含む分子、ならびにアクチン及びＬｕｃＮを含む分子の２
分子からなるプローブ。
【０００７】
これらのプローブは、核以降シグナル（ＮＬＳ）を含んでもよく、特に、Ｎ末端側にＮ
ＬＳを含ませることができる。
【０００８】
（１）のプローブは、１分子型のスプリットルシフェラーゼであり、ＬｕｃＮ、Ｌｕｃ
Ｃ、ＫＩＸドメイン、ＫＩＤドメインを任意の順番で連結させることができ、例えば、Ｎ
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末端側から下記の順に連結させることができる。
ＬｕｃＮ−ＫＩＤ−ＫＩＸ−ＬｕｃＣ
ＬｕｃＣ−ＫＩＤ−ＫＩＸ−ＬｕｃＮ
ＬｕｃＮ−ＫＩＸ−ＫＩＤ−ＬｕｃＣ
ＬｕｃＣ−ＫＩＸ−ＫＩＤ−ＬｕｃＣ
【０００９】
ＬｕｃＮ、ＬｕｃＣ、ＫＩＸドメイン、ＫＩＤドメインのそれぞれの間や、プローブ分
子のＮ末端及び／又はＣ末端側に、さらにリンカー配列を含ませることができる。例えば
、リンカー配列を、ＫＩＤドメインとＫＩＸドメインの間に挿入することができる。
【００１０】

10

このプローブの変形例として、ＫＩＸドメインを含まない１分子型スプリットルシフェ
ラーゼであるプローブが挙げられる。このプローブは、Ｎ末端側からＬｕｃＮ−ＫＩＤ−
ＬｕｃＣ又はＬｕｃＣ−ＫＩＤ−ＬｕｃＮの順で連結させたものであり、ＫＩＤドメイン
の全体的な構造変化を検知することができる。
【００１１】
（２）のプローブは、２分子型スプリットルシフェラーゼであり、（ａ）ＬｕｃＮ及び
ＫＩＤドメインを含む分子、ならびにＬｕｃＣ及びＫＩＸドメインを含む分子の２分子か
らなるプローブ、又は、（ｂ）ＬｕｃＮ及びＫＩＸドメインを含む分子、ならびにＬｕｃ
Ｃ及びＫＩＤドメインを含む分子の２分子からなるプローブである。
【００１２】
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これらのプローブは、例えば、Ｎ末端からＬｕｃＣ−ＫＩＸ及びＬｕｃＮ−ＫＩＤの順
に連結した２分子型スプリットルシフェラーゼ、又は、ＬｕｃＣ−ＫＩＤ及びＬｕｃＮ−
ＫＩＸの順に連結した２分子型スプリットルシフェラーゼである。
ＬｕｃＮ、ＬｕｃＣ、ＫＩＸドメイン、ＫＩＤドメインのそれぞれの間や、各プローブ
分子のＮ末端及び／又はＣ末端側に、さらにリンカー配列を含ませることができる。
【００１３】
（３）のプローブは、２分子型スプリットルシフェラーゼであり、アクチン及びＬｕｃ
Ｎを含む分子、ならびにアクチン及びＬｕｃＮを含む分子の２分子からなるプローブであ
る。例えば、Ｎ末端側から
アクチン−ＬｕｃＮ及びアクチン−ＬｕｃＣの２分子型スプリットルシフェラーゼ
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アクチン−ＬｕｃＮ及びＬｕｃＣ−アクチンの２分子型スプリットルシフェラーゼ
ＬｕｃＮ−アクチン及びＬｕｃＣ−アクチンの２分子型スプリットルシフェラーゼ
ＬｕｃＮ−アクチン及びアクチン−ＬｕｃＣの２分子型スプリットルシフェラーゼ
が挙げられる。
【００１４】
ＬｕｃＮ、ＬｕｃＣ、アクチンのそれぞれの間や、プローブ分子のＮ末端及び／又はＣ
末端側に、さらにリンカー配列を含ませることができる。例えば、ＬｕｃＣとアクチン及
び／又はＬｕｃＮとアクチンの間にリンカーを含ませることができる。
【００１５】
本発明の第二の態様は、神経活動を可視化するための蛋白質として１分子又は２分子の
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プローブをコードするＤＮＡであって、Ｎ末端側部分とＣ末端側部分に分割されたルシフ
ェラーゼをそれぞれコードする配列を含むＤＮＡに関する。具体的には、下記の（１）〜
（３）のいずれか一から選択される。
（１）サイクリックＡＭＰ応答要素結合蛋白質（ＣＲＥＢ）のＫＩＤドメイン、ＣＲＥＢ
結合蛋白質（ＣＢＰ）のＫＩＸドメイン、ルシフェラーゼのＮ末端部分（ＬｕｃＮ）及び
ルシフェラーゼのＣ末端部分（ＬｕｃＣ）を１分子としてコードする配列を含むＤＮＡ、
（２）（ａ）ＬｕｃＮ及びＫＩＤドメインを含む分子をコードする配列、ならびにＬｕｃ
Ｃ及びＫＩＸドメインを含む分子をコードする配列を含むＤＮＡ、若しくは、
（ｂ）ＬｕｃＮ及びＫＩＸドメインを含む分子をコードする配列、ならびにＬｕｃＣ及
びＫＩＤドメインを含む分子をコードする配列を含むＤＮＡ、又は
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（３）アクチン及びＬｕｃＮを含む分子をコードする配列、ならびにアクチン及びＬｕｃ
Ｎを含む分子をコードする配列を含んでなるＤＮＡ。
【００１６】
これらのＤＮＡは、核以降シグナル（ＮＬＳ）をコードする配列を含んでもよい。特に
、蛋白質のＮ末端側に対応する側にＮＬＳをコードする配列を含ませることができる。さ
らに、これらのＤＮＡは、スクリーニングのための薬剤耐性遺伝子のようなマーカー遺伝
子、真核生物エンハンサープロモーター、ポリＡ付加シグナル配列を含んでもよい。
【００１７】
（１）のＤＮＡは、第一の態様の（１）のプローブをコードするＤＮＡであり、（２）
のＤＮＡは第一の態様の（２）のプローブをコードするＤＮＡであり、（３）のＤＮは第
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一の態様の（３）のプローブをコードするＤＮＡである。（２）及び（３）のように２分
子型スプリットルシフェラーゼをコードするＤＮＡは、別個のベクターに担持され、それ
ぞれのベクターから１分子ずつ２分子のプローブを生じてもよく、また、同一のベクター
にＩＲＥＳ配列を挟んで２分子のプローブをコードするＤＮＡを担持させてもよい。同一
のベクターに２分子のプローブをコードするＤＮＡを担持させる場合には、後述するトラ
ンスジェニック動物を作成する場合に好適である。
【００１８】
本発明の第三の態様は、可視化方法であって、本願発明の１分子型又は２分子型のスプ
リットルシフェラーゼであるプローブを神経細胞内に産生させるステップと、ルシフェラ
ーゼの発光を測定するステップとを含む。
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プローブは、例えば、in vivo及びin vitroの神経細胞で産生させることができ、例え
ば、トランスジェニックにより生きている動物の神経細胞内に発現させることができる。
神経細胞が興奮することにより、本願発明のプローブの立体構造が変化し、ルシフェラ
ーゼ活性が復活して発光する。神経細胞の興奮と発光は比例関係にあると考えられるため
、興奮している神経細胞の数や部位、興奮状態などを定量的に測定することができる。こ
の方法によれば、in vivo及びin vitroでの神経細胞の興奮を調べることができ、ルシフ
ェラーゼの毒性が極めて低いことから、生きている動物における神経細胞の興奮をルシフ
ェラーゼの発光により観測することができる。例えば、生きている動物において、記憶形
成と神経活動を可視化して研究することができる。
【００１９】
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この可視化方法には、本発明のプローブをコードするＤＮＡを導入されたげっ歯類、例
えば、本発明のプローブをコードするＤＮＡによるトランスジェニックマウスを用いるこ
とができる。
このようなげっ歯類を用いることによって、記憶形成などの神経活動を促進する物質の
スクリーニングを行うことも可能である。
【発明の効果】
【００２０】
ＣＲＥＢのポリペプチドからＤＮＡ結合ドメインや二量体形成ドメインなどを除去する
ことによって、細胞の中でドミナントネガティブ分子として機能することがないため、内
在性のＣＢＰの活性を損なうことなく、神経活動に伴う発光を測定できる。また、核局在
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化ドメインをＮ末端に融合することにより、プローブ蛋白質が核に局在し、さらに、二分
子型のスプリットルシフェラーゼを１分子化することで発光量が増大する。また、プロー
ブの１分子化によってトランスジェニック動物作成に適した形となる。二分子型ＣＲＥＢ
プローブでは、ＫＩＤドメインのリン酸化に、より敏感に反応するトランスジェニック動
物を作製することができる。
また、本発明のアクチンを連結した２分子型スプリットルシフェラーゼにより動物の体
内で記憶形成などの神経活動に係わるアクチン重合を直接観察することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】実施例１の結果を示すグラフである。融合蛋白をＨＥＫ２９３細胞に導入後、細
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胞内ｃＡＭＰを上昇させるフォスコリン(Forskolin)10μMを投与した場合における発光量
を相対蛍光として示す。融合蛋白１の発光量が最も増大した。
【図２】実施例２の結果を示す。神経細胞に融合蛋白１を発現させ、刺激を与えた場合の
発光量の推移を示す。0分で刺激を与え、そのまま光子の数を計測した。塩化カリウム(KC
l)刺激によって発光強度が約6倍にまで上昇した。すなわち、KCl刺激によって数十分以内
に、著しく発光量が増大した様子を表している。
【図３】実施例３の結果を示す。融合蛋白からＫＩＸドメインを省いた場合（融合蛋白５
）の神経細胞内でＫＣｌに対する反応を示す。
【図４】実施例４の結果を示すグラフである。神経細胞にスプリットルシフェラーゼとＣ
ＲＥＢのリン酸ドメインであるＫＩＤとの融合蛋白を発現させ、各種刺激を与えた後の発
光の増大を示す。
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刺激直後の0分から1分までの発光量と、40分から41分までの発光量の

比を取り、グラフの縦軸とした。コントロールに対して有意に増加したものは黒星印、50
mMのKClに対して有意に増加したものは白星印がついている（ｔ検定による）。
【図５】実施例５の結果を示すグラフである。野生型ルシフェラーゼは図４のようなＫＣ
ｌに対する反応を示さないことから、図４の反応は挿入したＫＩＤドメインに依存してお
きていることを示す。
【図６】実施例７の結果を示すグラフである。アクチンの配列とスプリットルシフェラー
ゼの配列の組み合わせを示し、アクチンのＮ末端側にスプリットルシフェラーゼのＮ末端
、Ｃ末端が融合されるような蛋白が最適であることを示す。なお、図６中のＦＲＢ−ＦＫ
ＢＰのスプリットルシフェラーゼはすでに報告のある融合蛋白である。
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【図７】実施例８の結果を示すグラフである。ＩＲＥＳ配列でスプリットルシフェラーゼ
とアクチンの融合蛋白を結合させ、ＨＥＫ２９３細胞に発現させた場合のアクチン重合阻
害剤濃度と発光の関係を示す。
【図８】実施例９の結果を示す写真である。重合阻害剤の濃度を振った際の、重合アクチ
ンの染色像（ローダミンーファロイジンによる）である。
【図９】実施例１０の結果を示すグラフである。ＩＲＥＳの前後を交換した場合の発光量
の違いを示す。
【図１０】実施例７の結果を示すグラフである。３６通りのアクチンプローブの組み合わ
せの発光量の観察結果を示す。
【図１１】実施例１２の結果を示すグラフである。７２通りの２分子型ＣＲＥＢプローブ
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の組み合わせの発光量の観察結果を示す。
【図１２】実施例１３の結果を示すグラフである。融合蛋白31と融合蛋白45の組み合わせ
について、フォルスコリンの有無での発光量の観察結果を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
＜ルシフェラーゼ＞
本発明に使用されるルシフェラーゼとして、任意の生物に由来するルシフェラーゼを使
用することができる。例えば、ホタルルシフェラーゼやヒカリコメツキルシフェラーゼな
ど昆虫のルシフェラーゼ；ウミホタルルシフェラーゼ；ヤコウチュウルシフェラーゼ；発
光プランクトン(Metridia pacifica)ルシフェラーゼ；ウミシイタケル（Renilla)属のル
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シフェラーゼ；ホタルイカルシフェラーゼ、それらの変異体などが挙げられる。好ましい
ものとして、ホタル由来のルシフェラーゼ(EC1.13.12.7)が挙げられ、さらに具体的には
、配列番号１のPhotinus pyralis由来のルシフェラーゼが挙げられる。
【００２３】
本発明に使用されるルシフェラーゼは、Ｎ末端側部分（ＬｕｃＮ）とＣ末端側部分（Ｌ
ｕｃＣ）の２つのドメインに分割される。分割されたルシフェラーゼのＮ末端およびＣ末
端が、各々では蛍光を示さず、結合して再び活性を取り戻すようにするために、活性中心
が２つに分割されるような分け方をする必要がある。ルシフェラーゼは、活性中心を含む
広い間隔を挟んで、一つのβバレルと二つのβシートからなる大きなＮ末端ドメインとＣ
末端部位の二つのドメインに折り畳まれていることが知られている。したがって、これら
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の二つのドメインが連結している柔軟な部位で分割すればよい。この分割はルシフェラー
ゼ遺伝子の蛋白質をコードしている塩基配列で行うことが好ましく、例として1245番目の
塩基と1246番目の塩基の間での分割が挙げられる。
【００２４】
＜アクチン＞
本発明に使用されるアクチンは、例えば、マウスβアクチンＤＮＡ(アクセッションナ
ンバー：BC138614)でコードされる蛋白質が挙げられる。
【００２５】
＜ＫＩＤ＞
本発明に使用されるＫＩＤドメインは、例えば、マウスＣＲＥＢ遺伝子(アクセッショ

10

ンナンバー：BC021649）の蛋白質をコードする領域中の258塩基から438塩基のＤＮＡおよ
び該ＤＮＡでコードされるポリペプチドが挙げられる。
【００２６】
＜ＫＩＸ＞
本発明に使用されるＫＩＸドメインは、例えば、マウスＣＢＰ遺伝子(アクセッション
ナンバー：BC072594)の蛋白質をコードする領域中の1755塩基から1998塩基のＤＮＡおよ
び該ＤＮＡでコードされるポリペプチドが挙げられる。
【００２７】
＜核移行シグナル（ＮＬＳ）＞
本発明に使用される核移行シグナルは、例えば、ＳＶ４０の核移行シグナルが挙げられ

20

る。該移行シグナルのアミノ酸配列は以下のとおりである。
LMDPKKKRKVDPKKKRKVG （配列番号2）
【００２８】
＜リボソーム内部進入部位（ＩＲＥＳ）＞
本発明に使用されるＩＲＥＳは、例えば、pIRES2‑EGFP（クロンテック社）のプラスミ
ド中のＩＲＥＳ配列（配列番号3）が挙げられる。
【００２９】
＜リンカー(Linker)＞
本発明に使用されるリンカーとして、以下の配列のポリペプチドが挙げられる。
GGGGSGGGGSGGGGS（配列番号4）

30

EAAAREAAARRAAAR（配列番号5）
【００３０】
＜プラスミドの構築＞
複数ＤＮＡフラグメントを組み込む方法、例えば、インビトロゲン社のマルチサイトゲ
ートウェイ（登録商標）システムが挙げられる。
マルチサイトゲートウェイシステムは、３つのプラスミド（ドナーベクターと称される
pDONR P4‑P1R、pDONR221、pDONR P2R‑P3）の中に、作ろうとする融合蛋白質の一部となる
ＤＮＡ配列や、遺伝子発現を調節するプロモーター領域を挿入する。
挿入の方法は次のとおりである。
【００３１】
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（１）挿入配列をＰＣＲで増幅する際に、attB配列をＰＣＲ産物の両側に付加されるよう
にプライマーを設計する。
（２）ドナーベクターの中に2箇所存在するattP配列とＰＣＲ産物のattB配列が、ＢＰク
ロナーゼと呼ばれる酵素によって反応し（ＢＰ反応）、ドナーベクターのattB配列にＰＣ
Ｒ産物がはさまれる形で挿入される。
（３）これらの反応は試験管内で進行する、この反応液内に含まれるプラスミドによって
コンピテント大腸菌（ＴＯＰ１０：インビトロジェン）を形質転換させ、寒天培地上にコ
ロニーを形成させる。
（４）その中の一つのコロニー中のプラスミドを次の工程で使用する。
（５）これらＰＣＲ産物を挿入したドナーベクターはエントリーベクターと呼ばれる。3
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つのエントリーベクターとデスティネーションベクター（pDEST R4‑R3）を試験管内で混
ぜ、ＬＲクロナーゼと反応させることによって、エントリーベクターに挿入された3つの
ＰＣＲ産物が直列する形で、デスティネーションベクターに組み込まれる。その際、pDON
R P4‑P1R, pDONR221, pDONR P2R‑P3の順番で組み込まれるので、目的の融合蛋白質を発現
するプラスミドを正確に得ることができる。
（６）こうして最終的に得られたプラスミドにはアンピシリン耐性遺伝子、SV40真核生物
エンハンサープロモーター、ポリＡ付加シグナル配列が存在する。
プラスミド精製にはキアゲン社QIA prep spin miniprep kitを用いることができる。
【００３２】
なお、インビトロゲン社のマルチサイトゲートウェイシステムでプラスミドを構築し、
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融合蛋白質に特定のアミノ酸配列が付加される場合がある。例えば、アクチンの場合、ア
クチンの配列とルシフェラーゼN末端もしくはC末端の間にKGGRADPAFLYKVE（配列番号58）
のアミノ酸配列が付加される。この特定のアミノ酸配列付加は、本発明の効果に影響しな
い。
【００３３】
＜プラスミドの構築２＞
本発明において、プラスミドの構築に、部位特異的変異導入法を利用することもできる
。具体的には、例えば、東洋紡社のKOD plus mutagenesis kitを使用すればよい。
【００３４】
＜ドナーベクター＞

20

(a) pDONR P4‑P1R
プロモーター配列もしくはプロモーター配列に核移行シグナルを連結したものを組み込
んだものを使用できる。プロモーター配列は、プロメガ社のプラスミドpGL4.13にコード
されているSV40エンハンサープロモーターを用いることができる。
【００３５】
(b)pDONR221ドナーベクター
挿入したＤＮＡ配列は、例えば、以下のものである。
・アクチン
・ルシフェラーゼ（野生型）
・lucN末
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・lucC末
・ＫＩＤ配列
・ＫＩＸ配列
・lucN末‑ＫＩＤ配列‑linker配列
・lucN末‑ＫＩＸ配列‑linker配列
・lucC末‑ＫＩＤ配列‑linker配列
・lucN末‑ＫＩＤ配列
【００３６】
複数の配列をpDONR221に挿入する場合は、あらかじめプラスミドpLITMUS28(ニューイン
グランドバイオラボ社)のマルチクローニングサイトの制限酵素サイトを利用して、それ
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ぞれの配列が連続となるように、pLITMUS28に挿入することができる。その後ＰＣＲによ
ってそれら連続する配列を増幅し、pDONR221にＢＰ反応によって挿入することができる。
ルシフェラーゼ（野生型）以外はすべて終止コドンを含んでいない。
【００３７】
(c)pDONR P2R‑P3ドナーベクター
挿入したＤＮＡ配列は以下のものを使用することができる。
アクチン
lucN末
lucC末
ＫＩＤ配列
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ＫＩＸ配列
すべての配列は終止コドンを含んでいる。
【００３８】
pDONR P4‑P1Rプラスミドに、ＢＰ反応を利用して対象となる配列を挿入する場合には、
対象となるＤＮＡ配列に対応したforward primerの5'側に
attB4‑forward配列：5'‑GGGGACAACTTTGTATAGAAAAGTTGAA‑3'（配列番号59）を
対象となるＤＮＡ配列に対応したreverse primerの3'側に
attB1‑reverse配列：5'‑GGGGACTGCTTTTTTGTACAAACTTGA‑3

（配列番号60）を

を付加したプライマーセットを用いることができる。
【００３９】

10

pDONR221プラスミドに、ＢＰ反応を利用して対象となる配列を挿入する場合には、対象
となるＤＮＡ配列に対応したforward primerの5'側に
attB1‑forward配列：5'‑GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTT‑3'（配列番号61）を
対象となるＤＮＡ配列に対応したreverse primerの3'側に
attB2‑reverse配列：5'‑GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTT‑3'（配列番号62）を
を付加したプライマーセットを用いることができる。
【００４０】
pDONR P2R‑P3プラスミドに、ＢＰ反応を利用して対象となる配列を挿入する場合には、
対象となるＤＮＡ配列に対応したforward primerの5'側に
attB2‑forward配列：5'‑GGGGACAGCTTTCTTGTACAAAGTGGAA‑3'（配列番号63）を
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5'対象となるＤＮＡ配列に対応したreverse primerの3'側に
attB3‑reverse配列：5'‑GGGGACAACTTTGTATAATAAAGTTGT‑3'（配列番号64）を
を付加したプライマーセットを用いることができる。
【００４１】
マルチサイトゲートウェイでのドナーベクター作成用プラスミドとして、ｐDONR221の
代わりに、ｐENTR/D‑TOPO（Invitrogen）を使用することができる。ｐENTR/D‑TOPO（Invi
trogen）はｐDONR221と同じく、マルチサイトゲートウェイシステムにおいて、ドナーベ
クターを作製するためのプラスミドであるが、ｐDONR221と異なる点は、遺伝子の挿入方
法である。ｐDONR221はBP反応を用いてPCR産物をプラスミドに組み込むのに対し、ｐENTR
/D‑TOPOはトポイソメラーゼによるDNA結合を利用してプラスミドにPCR産物を組み込む。
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したがって、ｐDONR221にPCR産物を組み込む際にはattB配列をプライマーの両端につける
必要があるが、ｐENTR/D‑TOPOでは平滑末端のPCR産物を直接組み込むことができる。
【００４２】
＜発光機能の確認＞
本発明のプローブの発光能の確認は、例えば、ＣＲＥＢの場合、ヒト腎臓由来の細胞株
であるＨＥＫ２９３細胞を培養し、培養開始2日後に融合蛋白質を遺伝子導入し、培養開
始3日後に、ＣＲＥＢをリン酸化するフォルスコリンを培地に添加し、翌日、培養細胞を
分離する。分離した細胞をプレートに移し、ルシフェリンを添加して発光量をルミノメー
ターで測定すればよい。
【００４３】
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＜トランスジェニックマウス＞
トランスジェニックマウスは以下の手順で作製することができる。
(1)発現を誘導するプロモーター、発現させようとする遺伝子、mRNAにポリアデニンを付
加するpolyA signalの3つが直列に連なった直鎖状ＤＮＡを作製する。
(2)作製した直鎖状ＤＮＡを人工的に受精させた受精卵にマイクロインジェクションし、
また別の偽妊娠させた母親の胎内に戻す。
(3)受精卵のうちでゲノムＤＮＡに、インジェクションしたＤＮＡが組み込まれたものが
トランスジェニックマウスとして生まれる。
【実施例】
【００４４】
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以下、実施例により本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例により何
ら限定されるものではない。
［参考例１］
＜ルシフェラーゼ＞
本発明に使用したルシフェラーゼは、プラスミドpGL4.13（プロメガ社）のホタルルシ
フェラーゼ遺伝子をコードする部分を以下のプライマーでＰＣＲ増幅した。
Forward primer

5'‑ATGGAAGATGCCAAAAACATTAAGA‑3'（配列番号6）

Reverse primer

5'‑TTACACGGCGATCTTGCCGCCCTTC‑3'（配列番号7）

【００４５】
10

［参考例２］
＜分割ルシフェラーゼ：lucN末＞
lucN末は、ホタルルシフェラーゼの配列の1塩基目から25塩基目の配列Forward 5'‑ATGG
AAGATGCCAAAAACATTAAGA‑3'（配列番号6）と、1221塩基から1245塩基までの配列5'‑TACAAA
CGCTCTCATCGACAAGGAC‑3'（配列番号8）の相補鎖であるReverse 5'‑GTCCTTGTCGATGAGAGCGT
TTGTA‑3'（配列番号9）とをＤＮＡ配列に対応するＰＣＲプライマーセットとして用い、1
‑1245の配列を増幅取得した。その際のＰＣＲの鋳型配列は、プラスミドpGL4.13である。
【００４６】
［参考例３］
＜分割ルシフェラーゼ：lucC末＞
lucC末は、ホタルルシフェラーゼの配列の1246塩基目から1270塩基目の配列5'‑GGCTGGC
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TGCACAGCGGCGACATCG‑3'（配列番号10）と、1629塩基から1653塩基までの配列5'‑GAAGGGCG
GCAAGATCGCCGTGTAA‑3'（配列番号11）の相補鎖である

5'‑TTACACGGCGATCTTGCCGCCCTTC‑3

'（配列番号7）をＤＮＡ配列に対応するＰＣＲプライマーセットとして用い、1246‑1653
の配列を増幅取得した。その際のＰＣＲの鋳型配列は、プラスミドpGL4.13である。
【００４７】
［参考例４］
＜アクチン＞
アクチンの配列の1塩基目から25塩基目の配列Forward 5'‑ATGGATGACGATATCGCTGCGCTGG‑
3'（配列番号12）と、1104塩基から1128塩基までの配列5'‑CATCGTGCACCGCAAGTGCTTCTAG‑3
'（配列番号13）の相補鎖であるReverse 5'‑CTAGAAGCACTTGCGGTGCACGATG‑3'（配列番号14
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）をＤＮＡ配列に対応するＰＣＲプライマーセットとして用い、1‑1128の配列を増幅取得
した。その際のＰＣＲの鋳型配列は、RNeasy mini Kit(キアゲン社)によって成体のマウ
ス（C57BL6）の大脳皮質からtotal RNAを精製し、Sper ScriptIIIkit（インビトロジェン
）で逆転写反応を行ったcDNAである。
【００４８】
［参考例５］
＜KID配列＞
ＣＲＥＢの蛋白質をコードする配列の258塩基目から282塩基目の配列Forward 5'‑CAGAT
TTCAACTATTGCAGAAAGTG‑3'（配列番号15）と、414塩基から438塩基までの配列5'‑AGAAGAAA
AGTCAGAAGAGGAGACT‑3'（配列番号16）の相補鎖であるReverse 5'‑AGTCTCCTCTTCTGACTTTTC
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TTCT‑3'（配列番号17）をＤＮＡ配列に対応するＰＣＲプライマーセットとして用い、258
‑438の配列を増幅取得した。その際のＰＣＲの鋳型配列は、RNeasy mini Kit(キアゲン社
)によって成体のマウス（C57BL6）の大脳皮質からｔｏｔａｌＲＮＡを精製し、Sper Scri
ptIIIkit（インビトロジェン）で逆転写反応を行ったｃＤＮＡである。
【００４９】
［参考例６］
＜KIX配列＞
ＣＢＰの蛋白質をコードする配列の1755塩基目から1779塩基目の配列Forward 5'‑ GGTG
TTCGAAAAGGCTGGCATGAAC‑3'（配列番号18）と、1974塩基から1998塩基までの配列5'‑TAAAA
TACAAAAAGAACTAGAAGAA‑3'（配列番号19）の相補鎖であるReverse 5'‑TTCTTCTAGTTCTTTTTG
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(配列番号20）をＤＮＡ配列に対応するＰＣＲプライマーセットとして用い、

1755‑1998の配列を増幅取得した。その際のＰＣＲの鋳型配列は、RNeasy mini Kit(キア
ゲン社)によって成体のマウス（C57BL6）の大脳皮質からｔｏｔａｌＲＮＡを精製し、Spe
r ScriptIIIkit（インビトロジェン）で逆転写反応を行ったｃＤＮＡである。
【００５０】
［参考例７］
＜NLS＞
核移行シグナル（NLS）の塩基配列は以下のとおりである。
CTTATGGATCCAAAAAAGAAGAGAAAGGTAGACCCTAAGAAAAAGAGGAAAGTTGGG（配列番号21）
上記配列と相補的な配列を一つの試験管内で混ぜ、95度に熱した後、1時間かけて37度

10

までゆっくり温度を下げることで、ハイブリダイズさせた。ハイブリダイズした２本鎖DN
Aは平滑末端2本鎖DNAをクローニングするためのキットである、Zero blunt TOPO kit（イ
ンビトロジェン）でプラスミドに挿入されクローン化された。
核移行シグナルは、pDONR P4‑P1Rにsv40エンハンサープロモーターが挿入されたプラス
ミドにさらに挿入した。SV40エンハンサープロモーターの416塩基目にあるHindIII制限酵
素サイトを利用して、核移行シグナルの配列の1塩基目から25塩基目の配列Forward 5'‑CT
TATGGATCCAAAAAAGAAGAGAA‑3'（配列番号22）と、33塩基から57塩基までの配列5'‑CCCTAAG
AAAAAGAGGAAAGTTGGG‑3'（配列番号23）の相補鎖であるReverse 5'‑CCCAACTTTCCTCTTTTTCT
TAGGG‑3'（配列番号24）をDNAに対応する配列部分として、さらに両方のプライマーの5'
側にHindIIIサイトを付加し、PCRによって増幅した。その際の鋳型DNAは、Zero blunt TO
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PO kitによって作成されたプラスミドである。増幅した配列はHindIIIサイトに挿入され
た。
【００５１】
［参考例８］
＜IRES配列＞
Clontechの"pIRES2‑EGFP Vector"の配列（配列番号3）をIRES配列として用いた。
PCRで増幅する際は、Forward 5'‑GATCCGCCCCTCTCCCTCCCCC‑3'（配列番号25）と、Rever
se 5'‑GGTTGTGGCCATATTATCATCGTG‑3'（配列番号26）をDNA配列に対応するプライマー部位
として用いた。プラスミドに挿入する目的のPCRの際には、両方の5

側に制限酵素サイト

（今回はEcoRIとBamHIを用いた）を付加してプラスミドの制限酵素サイトに挿入した。
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【００５２】
［参考例９］
＜Linker配列＞
Linkerの配列は以下のとおりである。
GGAGGTGGGGGTAGTGGGGGCGGAGGTAGCGGTGGCGGTGGTAGT（配列番号27）
上記配列と相補的な配列を一つの試験管内で混ぜ、95度に熱した後、1時間かけて37度
までゆっくり温度を下げることで、ハイブリダイズさせた。ハイブリダイズした２本鎖DN
Aは平滑末端2本鎖DNAをクローニングするためのキットである、Zero blunt TOPO kit（イ
ンビトロジェン）でプラスミドに挿入されクローン化された。
PCRで増幅する際は

40

Forward 5'‑GGAGGTGGGGGTAGTGGGGGC‑3'（配列番号28）
Reverse 5'‑ACTACCACCGCCACCGCTACC‑3'（配列番号29）
をDNA配列に対応するプライマー部位として用いた。プラスミドに挿入する目的のPCRの際
には、両方の5

側に制限酵素サイトを付加してプラスミドの制限酵素サイトに挿入した

。
【００５３】
［参考例１０］
＜SV40エンハンサープロモーター＞
プラスミドpGL4.13（プロメガ社）のsv40エンハンサープロモーター部位をPCRで増幅し
て用いた。
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SV40エンハンサープロモーターの配列の1塩基目から25塩基目の配列Forward 5'‑GCGCAG
CACCATGGCCTGAAATAAC‑3'（配列番号30）と、395塩基から419塩基までの配列5'‑AGGCCTAGG
CTTTTGCAAAAAGCTT‑3'（配列番号31）の相補鎖であるReverse 5'‑AAGCTTTTTGCAAAAGCCTAGG
CCT‑3'（配列番号32）をＤＮＡ配列に対応するＰＣＲプライマーセットとして用い、1‑41
9の配列を増幅取得した。その際のＰＣＲの鋳型配列は、プラスミドpGL4.13である。この
配列はpDONR P4‑P1Rに挿入したため、上記のDNA配列に対応するプライマーにattB4‑forwa
rd, attB1‑reverseの配列を付加したものでPCRを行った。
【００５４】
プラスミドを構築する際は
10

pDONR P4‑P1Rにsv40promoter‑NLSを挿入、
pDONR221にlucN‑KID‑linker‑KIX
pDONR P2R‑P3にlucCを挿入したもの
を用いてmulti site gatewayにより最終的なプラスミドを作成した。
ただしpDONR221にlucN‑KID‑linker‑KIXをBP反応にて挿入する前に、pLITMUS28(ニュー
イングランドバイオラボ)のマルチクローニングサイトの制限酵素サイトを利用して、そ
れぞれの配列が連続となるように、pLITMUS28に挿入した。それぞれの制限酵素サイトは
以下のとおりである。
(SpeI)‑lucN‑(EcoRI)‑KID‑(NcoI)‑Linker‑(AgeI)‑KIX‑(SacI)
カッコ内が制限酵素をあらわす。それぞれのインサートはPCRで増幅されるが、その際
各配列のプライマーには制限酵素サイトの配列を5

側に付加した。増幅されたPCR断片と
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pLITMUS28を制限酵素で切断し、リガーゼによってプラスミドに挿入した。
pLITMUS28内でlucN‑KID‑linker‑KIXの配列が完成したら、再度PCRによってlucN‑KID‑li
nker‑KIX配列を増幅した。その際pDONR221挿入用のattB配列をプライマーの5

側に付加

したものを用いてPCRを行い、その後BP反応でpDONR221に挿入した。
【００５５】
［実施例１］
ＣＲＥＢ蛋白質のリン酸化ドメインであるＫＩＤ、ＫＩＤに結合することが知られてい
るＣＢＰ蛋白質のＫＩＸドメイン及びスプリットルシフェラーゼを下記の組み合わせで融
合し、ＨＥＫ細胞に導入した。フォルスコリンを投与して発光量の増大を観察した。
・融合蛋白１：NLS ‑lucN末KID−GGGGSGGGGSGGGGS−KIX‑lucC末
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・融合蛋白２：NLS ‑lucN末KID−EAAAREAAAREAAAR−KIX‑lucC末
・融合蛋白３：NLS ‑lucN末KIX−EAAAREAAAREAAAR−KID‑lucC末
・融合蛋白４：NLS ‑lucC末KID−GGGGSGGGGSGGGGS−KIX‑lucN末
【００５６】
発光の測定は以下のように行った。
HEK293をプラスチックディッシュ（ファルコン社の12well dish）で培養した。培地は
ダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)に牛血清を10％となるように添加したものを１wellあ
たり1mL用い、37度、5％CO2、湿度100％の条件下でインキュベーター内において培養を行
った。
上記融合蛋白質１〜４をコードするプラスミドを作成し、培養開始2日目にそれらプラ
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スミドをHEK293細胞に遺伝子導入した。遺伝子導入はリポフェクトアミン2000（インビト
ロジェン社）を用いて行った。Opti‑MEM培地とプラスミドＤＮＡを125μL：1μｇとなる
ように混ぜ5分間室温でインキュベートした。それとは別にOpti‑MEM培地とリポフェクト
アミン2000を125μL：2μLとなるように混ぜ、同様に5分間室温でインキュベートした。
両者を混ぜ、室温で20分インキュベートすることで、DNAとリポフェクトアミン2000の複
合体が形成される。１well当たり250μLの混合液を、培地に滴下し、引き続き培養した。
培養開始3日後に培地中にフォルスコリンを最終濃度10μMとなるように添加し、さらに
1日培養を続けた。培地を捨て、50μLのＰＢＳを加えて、培養細胞をゴム製のセルスクレ
イパーでディッシュから剥がし、96wellプレートに移した。さらにルシフェリン（ブライ
トグロー：プロメガ）を50μL加えて、各wellの発光量をルミノメーター（ＴＥＣＡＮ社
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）で測定した。
図１に結果を示す。融合蛋白１〜４及びネガティブコントロールのそれぞれにおいて、
左側の棒グラフ（グレーで示す）は、フォルスコリン無添加の場合であり、右側の棒グラ
フ（黒塗りで示す）は、フォルスコリンを最終濃度10μMとなるように添加した場合であ
る。その結果、融合蛋白１が最も強い発光量を示した。
【００５７】
［実施例２］
妊娠18日目のラット胎児を妊娠ラットから取り出し、冷やしたＰＢＳ中で脳を取り出し
た。さらに大脳から海馬神経細胞を含む脳片を取り出した。取り出した海馬は、試験管中
で蛋白質分解酵素である0.125％トリプシンと室温で20分間反応させることによって、細

10

胞表面の接着因子を分解し、細胞間の接着性を弱めた。その後トリプシンを除去するため
試験管を静置し、脳片が試験管の底に沈んだ後、上清のトリプシン溶液を吸い取り除去し
た。続いて試験管に10％血清を含むDMEM培地が加え、もう一度試験管を静置し、上清を取
り除いた。脳片はプラスチックのスポイドで吸引排出を10回程度繰り返すことで個々の細
胞に解離させた。その後プラスチックディッシュ上で培養した。培地などの条件は実施例
１と同じである。
培養4日目に実施例１の融合蛋白１をコードするプラスミドを遺伝子導入した。遺伝子
導入の方法はHEK293細胞の場合と同じくリポフェクトアミン2000を用いて行った。遺伝子
導入の2日後、ルシフェラーゼの発光基質である0.5ｍＭルシフェリンＥＦ（プロメガ社）
を含むOpti‑MEM培地（インビトロジェン社）に交換し、発光測定機エクオリア（浜松ホト
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ニクス）を用いて発光量を測定した。この装置は培養中の細胞をプラスチックディッシュ
ごと暗箱に入れ、光子の発生数をカウントするものである。測定は1時間連続して行い、1
分間ごとの発光量をグラフの縦軸にとった。測定開始直前にフォルスコリン、グルタミン
酸、ＫＣｌなどの刺激を行った。
フォルスコリンは細胞内のcAMPの量を増大させる働きがある。グルタミン酸は海馬神経
細胞の主要な神経伝達物質であり、神経細胞を興奮させる。ＫＣｌを細胞外液に加えると
、細胞内外のイオンバランスが変化することで、神経細胞が脱分極する。それにより細胞
内へのカルシウム流入など、神経細胞を興奮させることができる。
結果を図２に示す。ＫＣｌを細胞外液に添加した場合に特に発光強度が上昇し、添加前
と比較すると約６倍の発光強度まで上昇した。
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【００５８】
［実施例３］
実施例２と同様の実験系で、実施例１の融合蛋白質１をコードするプラスミドからリン
カーとＫＩＸドメインを省いた融合蛋白５（NLS‑lucN末KID‑lucC末）を神経細胞に発現さ
せ、各種刺激に対する応答を測定した（図３）。
融合蛋白質からＫＩＸドメインを省いても同様に神経細胞内でＫＣｌに対する反応を示
す。しかしＫＩＤドメインを省くとまったく発光を示さない（データは示さず）。このこ
とからＫＣｌ刺激でＫＩＤドメインの構造が変わり、ルシフェラーゼ活性を上昇させるこ
とがわかる。神経細胞への刺激でＫＩＤドメインの構造が変わるであろうことはコンセン
サスが得られていることである。
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【００５９】
［実施例４］
実施例２と同じ実験系で、融合蛋白５を発現させた神経細胞の各種刺激（50mMのKCl、5
0mMのKClとPKA inhibitor、50mMのKClとCaMK2 inhibitor、50mMのKClとPKC inhibitor、5
0mMのKClとCHX、10μMのフォルスコリン、100μMのグルタミン酸、50mMのKCl及びEGTA）
に対する応答を確認した。結果を図４に示す。ＫＣｌで神経細胞を刺激した際発光量が増
大する。またＥＤＴＡにより発光増大がある程度抑えられるため、ＫＣＬ刺激の後、神経
細胞へのカルシウム流入が起きることが重要であることがわかる。
【００６０】
［実施例５］
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野生型のホタルルシフェラーゼを用いたコントロール実験である。実施例２と同じ実験
系で、野生型のホタルルシフェラーゼ（プロメガ社）を神経細胞に遺伝子導入し、ＫＣｌ
による刺激を行った（図５）。
野生型ルシフェラーゼは図４のようなＫＣｌに対する反応を示さないことから、図４の
反応は挿入したＫＩＤドメインに依存しておきていることがわかる。
【００６１】
［実施例６］
（１）マルチサイトゲートウェイシステムでプラスミドを構築し、アクチン配列（Actin
）とルシフェラーゼＣ末端（lcuC末）またはルシフェラーゼＮ末端（lcuN末）を有する以
下の融合蛋白質を得た。なお、以下の表記において、「KGGRADPAFLYKVE」（配列番号58）

10

はマルチサイトゲートウェイシステムにより付加されたアミノ酸配列である。また、FKBP
は、FK506 binding proteinを、FRBは、FKBP rapamycin binding domain（ｍTOR（mammal
ian target of rapamycin)）をそれぞれ意味する。
・融合蛋白６：Actin−KGGRADPAFLYKVE−lucC末（Actin−lucC末）
・融合蛋白７：Actin−KGGRADPAFLYKVE−lucN末（Actin−lucN末）
・融合蛋白１０：lucC末−KGGRADPAFLYKVE−Actin（lucC末−Actin）
・融合蛋白１１：lucN末−KGGRADPAFLYKVE−Actin（lucN末−Actin）
・融合蛋白１２：FRB‑lucN末
・融合蛋白１３：FKBP‑lucC末
20

【００６２】
（２）KOD plus mutagenesis kitを用い、融合蛋白７を鋳型にして融合蛋白９を作製した
。すなわち、ルシフェラーゼＮ末端の最後尾に結合するプライマーセットとして、リバー
スプライマーの５
5

側にリンカーの配列の前半部分をコードする配列をつけたプライマー

‑CGCCCCCACTACCCCCACCTCCGTCCTTGTCGATGAGAGCGTTTGTA‑3

(配列番号33)

およびアクチンの最初の部分を認識するフォワードプライマーとリンカー配列の後半部分
をコードする配列をつけたプライマー
5

‑GAGGTAGCGGTGGCGGTGGTAGTATGGATGACGATATCGCTGCGCTGG‑3

(配列番号34)

を用いて融合蛋白７のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型の融合蛋白はメ
チル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の両
端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。

30

・融合蛋白９：Actin−GGGGSGGGGSGGGGS−lucN末
【００６３】
（３）KOD plus mutagenesis kitを用い、融合蛋白２を鋳型にして融合蛋白８を作製した
。すなわち、ルシフェラーゼＣ末端の最後尾に結合するプライマーセットとして、リバー
スプライマーの５
5

側にリンカーの配列の前半部分をコードする配列をつけたプライマー

‑CGCCCCCACTACCCCCACCTCCGAAGGGCGGCAAGATCGCCGTG‑3

(配列番号35)

およびアクチンの最初の部分を認識するフォワードプライマーとリンカー配列の後半部分
をコードする配列をつけたプライマー
5

‑GAGGTAGCGGTGGCGGTGGTAGTATGGATGACGATATCGCTGCGCTGG‑3

(配列番号34)

を用いて融合蛋白７のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型の融合蛋白はメ

40

チル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の両
端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。
・融合蛋白８：Actin−GGGGSGGGGSGGGGS−lucC末
【００６４】
（４）融合蛋白１１を鋳型として融合蛋白１６を作製した。すなわち、アクチン配列の最
後尾とリンカー（GGGGSGGGGS）の前半部分をコードする配列を連結したリバースプライマ
ー
5

‑ ACTACCCCCACCTCCGAAGCACTTGCGGTGCACGATG‑3

(配列番号36)

および、融合蛋白質５のマルチサイトゲートウェイの結果生じたKGGRADPA部分をコードす
る配列と、リンカー（GGGGSGGGGS）の後半部分をコードした配列を連結したフォワードプ
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ライマー
5

‑GGTGGCGGTGGTAGTAAGGGTGGGCGCGCCGAGCCAGCT‑3

(配列番号37)

を用い、融合蛋白１６のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型の融合蛋白は
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の
両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、リンカー配列GGGGSGGGGSKGGRADPAFL
YKVE（配列番号65）を有する、以下の融合白質を得た。
・融合蛋白１６：Actin−GGGGSGGGGSKGGRADPAFLYKVE−lucN末
【００６５】
（５）融合蛋白１７は融合蛋白１０を鋳型とし、融合蛋白１４と同じプライマーセットを
10

用いて作製した。
・融合蛋白１７：Actin−GGGGSGGGGSKGGRADPAFLYKVE−lucC末
【００６６】
（６）融合蛋白１８は、融合蛋白１１を鋳型として作製した。すなわち、アクチン配列の
最後尾の配列をリバースプライマーとし、
5

‑GAAGCACTTGCGGTGCACGATG‑3

(配列番号38)

ルシフェラーゼN末端の最初の配列をフォワードプライマーとして使用し、
5

‑ATGGAAGATGCCAAAAACATTAAGA‑3

(配列番号39)

を用い、融合蛋白１８のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型の融合蛋白は
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の
両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。

20

・融合蛋白１８：Actin−lucN末
【００６７】
（７）融合蛋白１９は、融合蛋白１０を鋳型として作製した。すなわち、アクチン配列の
最後尾の配列をリバースプライマーとし、
5

‑GAAGCACTTGCGGTGCACGATG‑3

(配列番号38)

ルシフェラーゼC末端の最初の配列をフォワードプライマーとして使用し、
5

‑ GGCTGGCTGCACAGCGGCGACATCG‑3

(配列番号40)

を用い、融合蛋白１９のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型の融合蛋白は
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の
両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。

30

・融合蛋白１９：Actin−lucC末
【００６８】
（８）融合蛋白２０は、融合蛋白１１を鋳型として作製した。すなわち、アクチン配列の
最後尾の配列とリンカー配列の前半部分を連結した配列をリバースプライマーとし、
5

‑ CCGCCCCCACTACCCCCACCTCCGAAGCACTTGCGGTGCACGATG‑3

(配列番号41)

ルシフェラーゼN末端の最初の配列とリンカー部分の後半の配列を連結したものを、フォ
ワードプライマーとして使用し、
5

‑ AGGTAGCGGTGGCGGTGGTAGTGGCTGGCTGCACAGCGGCGACATCG‑3

(配列番号42)

を用い、融合蛋白２０のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型の融合蛋白は
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の

40

両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。
・融合蛋白２０：Actin−GGGGSGGGGSGGGGS−lucN末
【００６９】
（９）融合蛋白２１は、融合蛋白１０を鋳型として作製した。すなわち、アクチン配列の
最後尾の配列とリンカー配列の前半部分を連結した配列をリバースプライマーとし、
5

‑ CCGCCCCCACTACCCCCACCTCCGAAGCACTTGCGGTGCACGATG‑3

(配列番号41)

ルシフェラーゼC末端の最初の配列とリンカー部分の後半の配列を連結したものを、フォ
ワードプライマーとして使用し、
5

‑ AGGTAGCGGTGGCGGTGGTAGTGGCTGGCTGCACAGCGGCGACATCG ‑3

(配列番号42)

を用い、融合蛋白２１のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型の融合蛋白は
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メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の
両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。
・融合蛋白２１：Actin−GGGGSGGGGSGGGGS−lucC末
【００７０】
［実施例７］
（１）アクチンとスプリットルシフェラーゼからなる融合蛋白質をＨＥＫ２９３Ｔ細胞に
遺伝子導入した。
・融合蛋白６：Actin‑lucC末
・融合蛋白７：Actin‑lucN末
・融合蛋白８：Actin‑Linker‑lucC末

10

・融合蛋白９：Actin‑Linker‑lucN末
・融合蛋白１０：lucC末‑Actin
・融合蛋白１１：lucN末‑Actin
・融合蛋白１２：FRB‑lucN末
・融合蛋白１３：FKBP‑lucC末
融合蛋白１２と１３の組み合わせは、ポジティブコントロールである。
実施例１と同様に遺伝子導入後2日で細胞をかきとり、ルミノメーターで発光を計測し
た。その結果、アクチンのＮ末端側にスプリットルシフェラーゼのＮ末端、Ｃ末端が融合
されるような蛋白質の組み合わせ（融合蛋白１０及び１１）が最適であることがわかった
（図６）。

20

【００７１】
（２）融合蛋白６〜１１および１６〜２１から選んだ2種類のプラスミド（ルシフェラー
ゼN末端側とC末端側）をＨＥＫ２９３細胞に遺伝子導入し、発光量（10分当たりの観測光
子数）を観察した。結果を図１０に示す。
【００７２】
［実施例８］
トランスジェニックマウス作成に適した形にするため、ＩＲＥＳ配列で2つの融合蛋白
質を結合させた融合蛋白１３（lucN‑Actin‑IRES‑lucC‑actin）のプラスミドを構築した。
これにより、lucC‑ActinとlucN‑Actinが一つのmRNAから翻訳され細胞中で発現する。遺伝
子導入は実施例１と同様に行った。また、この実験ではアクチンの重合阻害剤であるラト

30

ランクリンＡを発光計測の3時間前に培地中に加えた。また発光計測は発光測定機エクオ
リア（浜松ホトニクス）を用いた。
アクチン重合阻害剤を各種濃度で投与すると、濃度依存的に発光が減少していく様子が
観察された（図７）。これは作成した蛋白質の発光がアクチンの重合を示す証拠となる。
【００７３】
［実施例９］
ＨＥＫ２９３Ｔ細胞をラトランクリンＡで処理した後、４％パラホルムアルデヒドで固
定し、F‑Actin Visualization Biochem Kit（コスモバイオ）を用いて、重合アクチンの
みを染色した。
重合阻害剤の濃度を振った際の、重合アクチンの染色像を確認した（ローダミンーファ

40

ロイジンによる）。発光量の変化と同じく、濃度依存的に減少する（図８）。
【００７４】
［実施例１０］
pEGFP‑N1プラスミド（クロンテック）の制限酵素サイトNheI, EcoRI, BamHI, NotIを利
用して各配列を挿入した。NheI, EcoRI間にlucN末‑アクチンもしくはlucC末‑アクチンを
挿入した。BamHI, NotI間も同様にlucN末‑アクチンもしくはlucC末‑アクチンを挿入した
。EcoRI, BamHI間にＩＲＥＳ配列を挿入した。
・融合蛋白１４：lucN末‑Actin‑IRES‑lucC末‑actin
・融合蛋白１５：lucC末‑Actin‑IRES‑lucN末‑actin
ＩＲＥＳの前後を交換することで、発光量を増大させることができた(図９）。
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【００７５】
［実施例１１］
＜２分子型のＫＩＤ−ＫＩＸの結合を計測するプローブ蛋白質スクリーニングのためのプ
ラスミド作製＞
（１）マルチサイトゲートウェイシステムでプラスミドを構築し、ＮＬＳ，ＫＩＤ，ＫＩ
ＸとルシフェラーゼＣ末端（lcuC末）またはルシフェラーゼＮ末端（lcuN末）を有する以
下の融合蛋白質を得た。KGGRADPAFLYKVE（配列番号58）はマルチサイトゲートウェイでプ
ラスミド構築する際に付加される配列である。
・融合蛋白22：NLS−KID−KGGRADPAFLYKVE−lucN末（NLS−KID−lucN末）
・融合蛋白23：NLS−KID−KGGRADPAFLYKVE−lucC末（NLS−KID−lucC末）

10

・融合蛋白24：NLS−KIX−KGGRADPAFLYKVE−lucN末（NLS−KIX−lucN末）
・融合蛋白25：NLS−KIX−KGGRADPAFLYKVE−lucC末（NLS−KIX−lucC末）
・融合蛋白26：NLS−lucN末−KGGRADPAFLYKVE−KID（NLS−lucN末−KID）
・融合蛋白27：NLS−lucC末−KGGRADPAFLYKVE−KID（NLS−lucC末−KID）
・融合蛋白28：NLS−lucN末−KGGRADPAFLYKVE−KIX（NLS−lucN末−KIX）
・融合蛋白29：NLS−lucC末−KGGRADPAFLYKVE−KIX（NLS−lucC末−KIX）
【００７６】
（２）KOD plus mutagenesis kitを用い、融合蛋白22を鋳型にして融合蛋白30を作製した
。すなわち、ＫＩＤの最後尾に結合する配列の５

側にリンカーの配列の前半部分をコー
20

ドする配列をつけたリバースプライマー
5

‑ CGCCCCCACTACCCCCACCTCCAGTCTCCTCTTCTGACTTTTCTTCT ‑3

(配列番号43)

およびlucN末の最初の部分を認識するプライマーにリンカー配列の後半部分をコードする
配列をつけたフォワードプライマー
5

‑GAGGTAGCGGTGGCGGTGGTAGTATGGAAGATGCCAAAAACATTAAG‑3

((配列番号44)

を用いて融合蛋白22のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型のプラスミドは
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の
両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。
・融合蛋白30：NLS−KID−GGGGSGGGGSGGGGS−lucN末
【００７７】
（３）KOD plus mutagenesis kitを用い、融合蛋白23を鋳型にして融合蛋白31を作製した
。すなわち、ＫＩＤの最後尾に配列の５

30

側にリンカーの配列の前半部分をコードする配

列をつけたリバースプライマー
5

‑ CGCCCCCACTACCCCCACCTCCAGTCTCCTCTTCTGACTTTTCTTCT ‑3

(配列番号43)

およびlucC末の最初の部分を認識する配列にリンカー配列の後半部分をコードする配列を
つけたフォワードプライマー
5

‑GAGGTAGCGGTGGCGGTGGTAGTGGCTGGCTGCACAGCGGCGACATCG ‑3

(配列番号45)

を用いて融合蛋白23のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型のプラスミドは
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の
両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。
40

・融合蛋白31：NLS−KID−GGGGSGGGGSGGGGS−lucC末
【００７８】
（４）KOD plus mutagenesis kitを用い、融合蛋白24を鋳型にして融合蛋白32を作製した
。すなわち、ＫＩＸの最後尾に結合するプライマーの５

側にリンカーの前半部分をコー

ドする配列をつけたリバースプライマー
5

‑CGCCCCCACTACCCCCACCTCCTTCTTCTAGTTCTTTTTGTATTTTA ‑3

(配列番号46)

およびlucN末の最初の部分を認識する配列にリンカー配列の後半部分をコードする配列を
つけたフォワードプライマー
5

‑ GAGGTAGCGGTGGCGGTGGTAGTATGGAAGATGCCAAAAACATTAAG ‑3

(配列番号47)

を用いて融合蛋白24のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型のプラスミドは
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の
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両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。
・融合蛋白32：NLS−KIX−GGGGSGGGGSGGGGS−lucN末
【００７９】
（５）KOD plus mutagenesis kitを用い、融合蛋白25を鋳型にして融合蛋白33を作製した
。すなわち、ＫＩＸの最後尾に結合するプライマーの５

側にリンカーの前半部分をコー

ドする配列をつけたリバースプライマー
5

‑ CGCCCCCACTACCCCCACCTCCTTCTTCTAGTTCTTTTTGTATTTTA ‑3

(配列番号46)

およびlucC末の最初の部分を認識する配列にリンカー配列の後半部分をコードする配列を
つけたフォワードプライマー
5

‑ GAGGTAGCGGTGGCGGTGGTAGTGGCTGGCTGCACAGCGGCGACATCG ‑3

(配列番号48)
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を用いて融合蛋白25のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型のプラスミドは
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の
両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。
・融合蛋白33：NLS−KIX−GGGGSGGGGSGGGGS−lucC末
【００８０】
（６）KOD plus mutagenesis kitを用い、融合蛋白26を鋳型にして融合蛋白34を作製した
。すなわち、lucN末の最後尾に結合するプライマーの５

側にリンカーの配列の前半部分

（ＧＧＧＧＳ）をコードする配列をつけたリバースプライマー
5

‑ ACTACCCCCACCTCCGTCCTTGTCGATGAGAGCGTTTGTA ‑3

(配列番号49)

および融合蛋白26におけるリンカーの最初の部分（KGGRADPA）に結合する配列にリンカー

20

の後半部分（ＧＧＧＧＳ）をコードする配列をつけたプライマー
5

‑ GGTGGCGGTGGTAGTAAGGGTGGGCGCGCCGAGCCAGCT ‑3

(配列番号50)

を用いて融合蛋白26のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型のプラスミドは
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の
両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。
・融合蛋白34：NLS−lucN末−GGGGSGGGGSKGGRADPAFLYKVE−KID
【００８１】
（７）KOD plus mutagenesis kitを用い、融合蛋白27を鋳型にして融合蛋白35を作製した
。すなわち、lucＣ末の最後尾に結合するプライマーの５

側にリンカーの配列の前半部

分（ＧＧＧＧＳ）をコードする配列をつけたリバースプライマー
5

‑ ACTACCCCCACCTCCCACGGCGATCTTGCCGCCCTTC ‑3
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(配列番号51)

および融合蛋白27におけるリンカーの最初の部分（KGGRADPA）に結合する配列にリンカー
の後半部分（ＧＧＧＧＳ）をコードする配列をつけたプライマー
5

‑ GGTGGCGGTGGTAGTAAGGGTGGGCGCGCCGAGCCAGCT ‑3

(配列番号50)

を用いて融合蛋白27のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型のプラスミドは
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の
両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。
・融合蛋白35：NLS−lucC末−GGGGSGGGGSKGGRADPAFLYKVE−KID
【００８２】
（８）KOD plus mutagenesis kitを用い、融合蛋白28を鋳型にして融合蛋白36を作製した
。すなわち、lucＮ末の最後尾に結合するプライマーの５

40

側にリンカーの配列の前半部

分（ＧＧＧＧＳ）をコードする配列をつけたリバースプライマー
5

‑ ACTACCCCCACCTCCGTCCTTGTCGATGAGAGCGTTTGTA ‑3

(配列番号49)

および融合蛋白28におけるリンカーの最初の部分（KGGRADPA）に結合する配列にリンカー
の後半部分（ＧＧＧＧＳ）をコードする配列をつけたプライマー
5

‑ GGTGGCGGTGGTAGTAAGGGTGGGCGCGCCGAGCCAGCT ‑3

(配列番号50)

を用いて融合蛋白28のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型のプラスミドは
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の
両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。
・融合蛋白36：NLS−lucN末−GGGGSGGGGSKGGRADPAFLYKVE−KIX
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【００８３】
（９）KOD plus mutagenesis kitを用い、融合蛋白29を鋳型にして融合蛋白37を作製した
。すなわち、lucＣ末の最後尾に結合するプライマーの５

側にリンカーの配列の前半部

分（ＧＧＧＧＳ）をコードする配列をつけたリバースプライマー
5

‑ ACTACCCCCACCTCCCACGGCGATCTTGCCGCCCTTC ‑3

(配列番号51)

および融合蛋白29におけるリンカーの最初の部分（KGGRADPA）に結合する配列にリンカー
の後半部分（ＧＧＧＧＳ）をコードする配列をつけたプライマー
5

‑ GGTGGCGGTGGTAGTAAGGGTGGGCGCGCCGAGCCAGCT ‑3

(配列番号50)

を用いて融合蛋白29のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型のプラスミドは
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の

10

両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。
・融合蛋白37：NLS−lucC末−GGGGSGGGGSKGGRADPAFLYKVE−KIX
【００８４】
（１０）KOD plus mutagenesis kitを用い、融合蛋白26を鋳型にして融合蛋白38を作製し
た。すなわち、lucＮ末の最後尾に結合するリバースプライマー
5

‑ GTCCTTGTCGATGAGAGCGTTTGTA‑3

(配列番号9)

およびＫＩＤ配列の最初から２４塩基に結合するフォワードプライマー
5

‑ CAGATTTCAACTATTGCAGAAAGTG ‑3

(配列番号15)

を用いて融合蛋白26のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型のプラスミドは
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の

20

両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。
・融合蛋白38：NLS−lucN末−KID
【００８５】
（１１）KOD plus mutagenesis kitを用い、融合蛋白27を鋳型にして融合蛋白39を作製し
た。すなわち、lucＣ末の最後尾に結合するリバースプライマー
5

‑ CACGGCGATCTTGCCGCCCTTC‑3

およびＫＩＤ配列の最初から
5

(配列番号52)

２４塩基に結合するフォワードプライマー

‑ CAGATTTCAACTATTGCAGAAAGTG ‑3

(配列番号15)

を用いて融合蛋白27のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型のプラスミドは
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の

30

両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。
・融合蛋白39：NLS−lucC末−KID
【００８６】
（１２）KOD plus mutagenesis kitを用い、融合蛋白29を鋳型にして融合蛋白40を作製し
た。すなわち、lucＣ末の最後尾に結合するリバースプライマー
5

‑ CACGGCGATCTTGCCGCCCTTC‑3

およびＫＩＸ配列の最初から
5

（配列番号52）

２４塩基に結合するフォワードプライマー

‑ GGTGTTCGAAAAGGCTGGCATGAAC ‑3

（配列番号18）

を用いて融合蛋白29のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型のプラスミドは
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の

40

両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。
・融合蛋白40：NLS−lucC末−KIX
【００８７】
（１３）KOD plus mutagenesis kitを用い、融合蛋白28を鋳型にして融合蛋白41を作製し
た。すなわち、lucＮ末の最後尾に結合するリバースプライマー
5

‑ GTCCTTGTCGATGAGAGCGTTTGTA ‑3

およびＫＩＸ配列の最初から
5

（配列番号9）

２４塩基に結合するフォワードプライマー

‑ GGTGTTCGAAAAGGCTGGCATGAAC ‑3

（配列番号18）

を用いて融合蛋白28のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型のプラスミドは
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の
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両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。
・融合蛋白41：NLS−lucN末‑KIX
【００８８】
（１４）KOD plus mutagenesis kitを用い、融合蛋白26を鋳型にして融合蛋白42を作製し
た。すなわち、lucN末の最後尾に結合する配列の５

側にリンカーの配列の前半部分の配

列をつけたリバースプライマー
5

‑CGCCCCCACTACCCCCACCTCCGTCCTTGTCGATGAGAGCGTTTGTA ‑3

（配列番号33）

およびＫＩＤの最初の部分を認識するフォワードプライマーとリンカー配列の後半部分を
コードする配列をつけたフォワードプライマー
5

‑ GAGGTAGCGGTGGCGGTGGTAGTCAGATTTCAACTATTGCAGAAAGTG ‑3

（配列番号53）

10

を用いて融合蛋白26のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型のプラスミドは
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の
両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。
・融合蛋白42：NLS−lucN末−GGGGSGGGGSGGGGS−KID
【００８９】
（１５）KOD plus mutagenesis kitを用い、融合蛋白27を鋳型にして融合蛋白43を作製し
た。すなわち、lucＣ末の最後尾に結合する配列の５

側にリンカーの配列の前半部分の

配列をつけたリバースプライマー
5

‑CGCCCCCACTACCCCCACCTCCCACGGCGATCTTGCCGCCCTTC ‑3

（配列番号54）

およびＫＩＤの最初の部分を認識するフォワードプライマーとリンカー配列の後半部分を

20

コードする配列をつけたフォワードプライマー
5

‑ GAGGTAGCGGTGGCGGTGGTAGTCAGATTTCAACTATTGCAGAAAGTG ‑3

（配列番号53）

を用いて融合蛋白26のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型のプラスミドは
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の
両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。
・融合蛋白43：NLS−lucＣ末−GGGGSGGGGSGGGGS−KID
【００９０】
（１６）KOD plus mutagenesis kitを用い、融合蛋白29を鋳型にして融合蛋白44を作製し
た。すなわち、lucＣ末の最後尾に結合する配列の５

側にリンカーの配列の前半部分の
30

配列をつけたリバースプライマー
5

‑CGCCCCCACTACCCCCACCTCCCACGGCGATCTTGCCGCCCTTC ‑3

（配列番号54）

およびＫＩＸの最初の部分を認識するフォワードプライマーとリンカー配列の後半部分を
コードする配列をつけたフォワードプライマー
5

‑ GAGGTAGCGGTGGCGGTGGTAGTGGTGTTCGAAAAGGCTGGCATGAAC ‑3

（配列番号55）

を用いて融合蛋白29のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型のプラスミドは
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の
両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。
・融合蛋白44：NLS−lucC末−GGGGSGGGGSGGGGS−KIX
【００９１】
（１７）KOD plus mutagenesis kitを用い、融合蛋白28を鋳型にしてプラスミド45を作製
した。すなわち、lucＮ末の最後尾に結合する配列の５

40

側にリンカーの配列の前半部分

の配列をつけたリバースプライマー
5

‑CGCCCCCACTACCCCCACCTCCGTCCTTGTCGATGAGAGCGTTTGTA ‑3

（配列番号33）

およびＫＩＸの最初の部分を認識するフォワードプライマーとリンカー配列の後半部分を
コードする配列をつけたフォワードプライマー
5

‑ GAGGTAGCGGTGGCGGTGGTAGTGGTGTTCGAAAAGGCTGGCATGAAC ‑3

（配列番号55）

を用いて融合蛋白28のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型のプラスミドは
メチル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の
両端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。
・融合蛋白45：NLS−lucN末−GGGGSGGGGSGGGGS−KIX
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【００９２】
（１８）KOD plus mutagenesis kitを用い、融合蛋白31を鋳型にして融合蛋白46を作製し
た。ＫＩＤ配列の96塩基‑120塩基までに結合する配列のうち、９７番目のチミジンをグア
ニンに置換したフォワードプライマー
5

‑TGCCTACAGGAAAATTTTGAATGAC‑3

（配列番号56）

71塩基‑95塩基までの配列に結合するリバースプライマー
5

‑GGCCTCCTTGAAAGGATTTCCCTTC‑3

（ 配列番号57）

を用いて融合蛋白のプラスミドを鋳型としてＰＣＲを行い、ついで鋳型のプラスミドはメ
チル化されたＤＮＡだけを選択的に消化する酵素DpnIで分解する。さらにＰＣＲ産物の両
端をライゲーションし、大腸菌でクローニングし、以下の融合白質を得た。

10

・融合蛋白46：NLS−KID(S33A)−GGGGSGGGGSGGGGS−lucC末
【００９３】
［実施例１２］
融合蛋白（22,26,30,34,38,42）と（25,29,33,37,40,44）の２群から１種類ずつプラス
ミドを選び、ＨＥＫ２９３細胞に遺伝子導入し、発光量（10分当たりの観測光子数）を観
察した。同様に（23,27,31,35,39,43）と(24,28,32,36,41,45)の組み合わせから１種類ず
つ選び同様に発光量を計測した。結果を図１１に示す。横軸は遺伝子導入したプラスミド
の組み合わせを示し、縦軸は2分の露光時間当たりの観測光子数、つまり発光量を示す。
【００９４】
［実施例１３］

20

図１１のうち最も発光量が大きかった融合蛋白質31と45の組み合わせをさらに解析した
。31のＫＩＤ配列のうちＤＮＡ配列にして１８０塩基対の９７番目のチミジンをグアニン
に置換することで、アミノ酸配列の３３番目のセリンをアラニンに置換した融合蛋白質46
を作製し、（31,45）（46,45）の組み合わせで、ＨＥＫ２９３細胞に発現させた。フォル
スコリンを最終濃度１０μＭになるように加え、３０分後の発光を２分間測定した。フォ
ルスコリンによって細胞内のｃＡＭＰ濃度が上昇し、ＰＫＡが活性化されることによって
、ＫＩＤの３３番目のセリンがリン酸化され、ＫＩＸドメインと結合することが、確かめ
られた。また（46,45）の組み合わせではフォルスコリンを加えても発光が上昇しないこ
とから、このプローブ蛋白質がＫＩＤドメインの３３番目のセリンのリン酸化を特異的に
検知しているといえる。（図１２）

30

【００９５】
［実施例１４］
＜トランスジェニックマウス作成＞
・プラスミド構築
Chicken b‑Actin promoterとＣＭＶ（サイトメガロウイルス）‑IE Enhancerを組み合わ
せた、ＣＡＧプロモーターを持ち、発現させる遺伝子を挿入可能な制限酵素サイトを有し
、その後にrabbit beta‑Globin polyAシグナルを付加したプラスミドpCAGGSを用いてトラ
ンスジェニックマウス作成用プラスミドを作った。またこのプラスミドはアンピシリン耐
性遺伝子をコードする領域も含んでいる。このプラスミドはJournal of Biochemistry 20
03年133巻423‑427ページに報告されているものと同じものである。このプラスミドに、融

40

合蛋白５に示される融合蛋白質をコードする配列を挿入した。さらにプロモーターとpoly
A sugnalの両端に存在する制限酵素で処理することで、プロモーター、発現遺伝子、poly
A signalを含む領域と、とアンピシリン耐性遺伝子を含む領域を分離した。プロモーター
、発現遺伝子、polyA signalを含む領域はアガロースゲル電気泳動によって分離精製され
、最終的に0.22μｍフィルターを通して、2.5 ng/μｌとなるようにマイクロインジェク
ションに用いた。
【００９６】
・前核期胚採取とマイクロインジェクション
人工授精のため、雄マウス（C57BL/6J，10週齢）より精子を採取し、前培養を行った。
同じく人工授精のため、過排卵処理（PMSG，hCGを48時間間隔で5IU腹腔内投与）した雌
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マウス（C57BL/6J ，10週齢）より卵子を採取し、前培養を行った。卵子を含んだ培養液
へ精子を入れ、体外受精を行った。5−6時間後に受精卵を洗浄し、前核を確認できる受精
卵を選別した。調整したDNAを受精卵の雄性前核へマイクロインジェクションし、翌日ま
で培養を行った。正常に発生した受精卵を選別し、偽妊娠雌マウス（ICR，10週齢）の卵
管へ移植を行った。得られた産仔個体の尾を用いて、導入した遺伝子を有するトランスジ
ェニックマウスが存在することを、ＰＣＲおよびサザンブロッティングによって確認した
。
導入遺伝子を有するトランスジェニックマウスは、例えば、迷路学習などにより、記憶
形成により活性化する神経細胞の特定、活性化の時期、活性化強度などを、ルシフェラー
ゼの発光により観察することができる。また、導入遺伝子を有するトランスジェニックマ

10

ウスに薬物を投与して、記憶形成の促進又は阻害を起こす薬物をスクリーニングすること
が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００９７】
本発明により、生きた動物の中での記憶形成や感覚などの神経活動をリアルタイムで計
測できる。すなわち、脳機能と密接に結びついているＣＲＥＢやアクチンの動態をリアル
タイムで計測できることから、例えば、脳機能を制御する薬物をスクリーニングする際に
、ある薬物がＣＲＥＢやアクチンなど特定の蛋白質の活性にどういった影響を与えるか、
同一の動物で長期間にわたって計測し続けることができる。また、学習記憶の形成時に、
対象となる蛋白質がいつどこで活性化されるのか、長期にわたって同一の動物で調査する
ことができ、学習記憶のメカニズム解明に役立つ。
また、アクチンは細胞分裂の際に重合して収縮環を形成する。本発明のプローブ配列を核
ゲノムにコードする動物では、細胞分裂が盛んに起きている部位（成長している部位、腫
瘍、がん組織）を特定することもができる。
【図１】

【図２】

【図３】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
神経活動を可視化するための１分子又は２分子からなるプローブであって、
（１）

融合蛋白１（ＮＬＳ−ｌｕｃＮ末ＫＩＤ−ＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳ−

ＫＩＸ−ｌｕｃＣ末）もしくは融合蛋白５（ＮＬＳ−ｌｕｃＮ末ＫＩＤ−ｌｕｃＣ末）
から選択される、１分子からなるプローブ、
（２）

融合蛋白２６（ＮＬＳ−ｌｕｃＮ末−ＫＧＧＲＡＤＰＡＦＬＹＫＶＥ−ＫＩＤ

）と融合蛋白３３（ＮＬＳ−ＫＩＸ−ＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳ−ｌｕｃＣ末）と
の組み合わせ、
融合蛋白３４（ＮＬＳ−ｌｕｃＮ末−ＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＫＧＧＲＡＤＰＡＦＬＹＫ
ＶＥ−ＫＩＤ）と融合蛋白３３との組み合わせ、融合蛋白３４と融合蛋白４４（ＮＬＳ−
ｌｕｃＣ末−ＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳ−ＫＩＸ）との組み合わせ、
融合蛋白３８（ＮＬＳ−ｌｕｃＮ末−ＫＩＤ）と融合蛋白２５（ＮＬＳ−ＫＩＸ−ＫＧ
ＧＲＡＤＰＡＦＬＹＫＶＥ−ｌｕｃＣ末）との組み合わせ、融合蛋白３８と融合蛋白３３
との組み合わせ、融合蛋白３８と融合蛋白４４との組み合わせ、
融合蛋白４２（ＮＬＳ−ｌｕｃＮ末−ＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳ−ＫＩＤ）と融
合蛋白３３との組み合わせ、融合蛋白４２と融合蛋白４４との組み合わせ、
融合蛋白３０（ＮＬＳ−ＫＩＤ−ＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳ−ｌｕｃＮ末）と融
合蛋白３３との組み合わせ、
融合蛋白２３（ＮＬＳ−ＫＩＤ−ＫＧＧＲＡＤＰＡＦＬＹＫＶＥ−ｌｕｃＣ末）と融合
蛋白２８（ＮＬＳ−ｌｕｃＮ末−ＫＧＧＲＡＤＰＡＦＬＹＫＶＥ−ＫＩＸ）との組み合わ
せ、融合蛋白２３と融合蛋白３２（ＮＬＳ−ＫＩＸ−ＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳ−
ｌｕｃＮ末）との組み合わせ、融合蛋白２３と融合蛋白３６（ＮＬＳ−ｌｕｃＮ末−ＧＧ
ＧＧＳＧＧＧＧＳＫＧＧＲＡＤＰＡＦＬＹＫＶＥ−ＫＩＸ）との組み合わせ、融合蛋白２
３と融合蛋白４１（ＮＬＳ−ｌｕｃＮ末−ＫＩＸ）との組み合わせ、融合蛋白２３と融合
蛋白４５との組み合わせ、
融合蛋白２７（ＮＬＳ−ｌｕｃＣ末−ＫＧＧＲＡＤＰＡＦＬＹＫＶＥ−ＫＩＤ）と融合
蛋白３６との組み合わせ、融合蛋白２７と融合蛋白４１との組み合わせ、融合蛋白２７と
融合蛋白４５との組み合わせ、
融合蛋白３９（ＮＬＳ−ｌｕｃＣ末−ＫＩＤ）と融合蛋白３６との組み合わせ、融合蛋
白３９と融合蛋白４１との組み合わせ、融合蛋白３９と融合蛋白４５との組み合わせ、
融合蛋白４３（ＮＬＳ−ｌｕｃＣ末−ＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳ−ＫＩＤ）と融
合蛋白２８との組み合わせ、融合蛋白４３と融合蛋白３６との組み合わせ、融合蛋白４３
と融合蛋白４１との組み合わせ、融合蛋白４３と融合蛋白４５との組み合わせ、
融合蛋白３１（ＮＬＳ−ＫＩＤ−ＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳ−ｌｕｃＣ末）と融
合蛋白２８との組み合わせ、融合蛋白３１と融合蛋白３６との組み合わせ、融合蛋白３１
と融合蛋白４１との組み合わせ、融合蛋白３１と融合蛋白４５との組み合わせ、もしくは
、融合蛋白３１と融合蛋白３２との組み合わせ、
から選択される、２分子からなるプローブ、または、
（３）

融合蛋白１１（ｌｕｃＮ末−ＫＧＧＲＡＤＰＡＦＬＹＫＶＥ−Ａｃｔｉｎ）と

融合蛋白８（Ａｃｔｉｎ−ＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳ−ｌｕｃＣ末）との組み合わ
せ、融合蛋白１１と融合蛋白１０（ｌｕｃＣ末−ＫＧＧＲＡＤＰＡＦＬＹＫＶＥ−Ａｃｔ
ｉｎ）との組み合わせ、融合蛋白１１と融合蛋白１９（Ａｃｔｉｎ−ｌｕｃＣ末）との組
み合わせ、融合蛋白１１と融合蛋白２１（Ａｃｔｉｎ−ＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳ
−ｌｕｃＣ末）との組み合わせ、
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融合蛋白１６（Ａｃｔｉｎ−ＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＫＧＧＲＡＤＰＡＦＬＹＫＶＥ−ｌ
ｕｃＮ末）と融合蛋白８との組み合わせ、融合蛋白１６と融合蛋白１０との組み合わせ、
融合蛋白１６と融合蛋白１９との組み合わせ、融合蛋白１６と融合蛋白２１との組み合わ
せ、
融合蛋白１８（Ａｃｔｉｎ−ｌｕｃＮ末）と融合蛋白８との組み合わせ、融合蛋白１８
と融合蛋白１０との組み合わせ、融合蛋白１８と融合蛋白１９との組み合わせ、融合蛋白
１８と融合蛋白２１との組み合わせ、
融合蛋白２０（Ａｃｔｉｎ−ＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳＧＧＧＧＳ−ｌｕｃＮ末）と融合蛋
白８との組み合わせ、融合蛋白２０と融合蛋白１０との組み合わせ、融合蛋白２０と融合
蛋白１９との組み合わせ、もしくは、融合蛋白２０と融合蛋白２１との組み合わせ、
から選択される、２分子からなるプローブ
のいずれか一以上から選択されるプローブ。
【請求項２】
（１）

融合蛋白１もしくは融合蛋白５から選択される、１分子からなるプローブ、

（２）

融合蛋白３１と融合蛋白２８との組み合わせ、融合蛋白３１と融合蛋白３６と

の組み合わせ、融合蛋白３１と融合蛋白４１との組み合わせ、融合蛋白３１と融合蛋白４
５との組み合わせ、もしくは、融合蛋白３１と融合蛋白３２との組み合わせ、
から選択される、２分子からなるプローブ、又は、
（３）

融合蛋白１１と融合蛋白１０との組み合わせ、融合蛋白１１と融合蛋白２１と

の組み合わせ、融合蛋白１６と融合蛋白１９との組み合わせ、融合蛋白１６と融合蛋白２
１との組み合わせ、融合蛋白１８と融合蛋白２１との組み合わせ、もしくは、融合蛋白２
０と融合蛋白２１との組み合わせ、
から選択される、２分子からなるプローブ
のいずれか一以上から選択される請求項１に記載のプローブ。
【請求項３】
（削除）
【請求項４】
（削除）
【請求項５】
神経活動を可視化するためのプローブをコードするＤＮＡであって、
（１）融合蛋白１をコードする配列を含むＤＮＡ、もしくは融合蛋白５をコードする配
列を含むＤＮＡ、
（２）

融合蛋白２６をコードする配列と融合蛋白３３をコードする配列とを含んでな

るＤＮＡ、
融合蛋白３４をコードする配列と融合蛋白３３をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、融合蛋白３４をコードする配列と融合蛋白４４をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、
融合蛋白３８をコードする配列と融合蛋白２５をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、融合蛋白３８をコードする配列と融合蛋白３３をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、融合蛋白３８をコードする配列と融合蛋白４４をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、
融合蛋白４２をコードする配列と融合蛋白３３をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、融合蛋白４２をコードする配列と融合蛋白４４をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、
融合蛋白３０をコードする配列と融合蛋白３３をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、
融合蛋白２３をコードする配列と融合蛋白２８をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、融合蛋白２３をコードする配列と融合蛋白３２をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、融合蛋白２３をコードする配列と融合蛋白３６をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、融合蛋白２３をコードする配列と融合蛋白４１をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
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、融合蛋白２３をコードする配列と融合蛋白４５をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、
融合蛋白２７をコードする配列と融合蛋白３６をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、融合蛋白２７をコードする配列と融合蛋白４１をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、融合蛋白２７をコードする配列と融合蛋白４５をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、
融合蛋白３９をコードする配列と融合蛋白３６をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、融合蛋白３９をコードする配列と融合蛋白４１をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、融合蛋白３９をコードする配列と融合蛋白４５をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、
融合蛋白４３をコードする配列と融合蛋白２８をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、融合蛋白４３をコードする配列と融合蛋白３６をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、融合蛋白４３をコードする配列と融合蛋白４１をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、融合蛋白４３をコードする配列と融合蛋白４５をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、
融合蛋白３１をコードする配列と融合蛋白２８をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、融合蛋白３１をコードする配列と融合蛋白３６をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、融合蛋白３１をコードする配列と融合蛋白４１をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、融合蛋白３１をコードする配列と融合蛋白４５をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ
、もしくは、融合蛋白３１をコードする配列と融合蛋白３２をコードする配列とを含んで
なるＤＮＡ、又は、
（３）

融合蛋白１１をコードする配列と融合蛋白８をコードする配列とを含んでなる

ＤＮＡ、融合蛋白１１をコードする配列と融合蛋白１０をコードする配列とを含んでなる
ＤＮＡ、融合蛋白１１をコードする配列と融合蛋白１９をコードする配列とを含んでなる
ＤＮＡ、融合蛋白１１をコードする配列と融合蛋白２１をコードする配列とを含んでなる
ＤＮＡ、
融合蛋白１６をコードする配列と融合蛋白８をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ、
融合蛋白１６をコードする配列と融合蛋白１０をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ、
融合蛋白１６をコードする配列と融合蛋白１９をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ、
融合蛋白１６をコードする配列と融合蛋白２１をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ、
融合蛋白１８をコードする配列と融合蛋白８をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ、
融合蛋白１８をコードする配列と融合蛋白１０をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ、
融合蛋白１８をコードする配列と融合蛋白１９をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ、
融合蛋白１８をコードする配列と融合蛋白２１をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ、
融合蛋白２０をコードする配列と融合蛋白８をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ、
融合蛋白２０をコードする配列と融合蛋白１０をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ、
融合蛋白２０をコードする配列と融合蛋白１９をコードする配列とを含んでなるＤＮＡ、
もしくは、融合蛋白２０をコードする配列と融合蛋白２１をコードする配列とを含んでな
るＤＮＡ、
のいずれかから選択されるＤＮＡ。
【請求項６】
（１）

融合蛋白１をコードする配列を含むＤＮＡ、もしくは融合蛋白５をコードする

配列を含むＤＮＡ、
（２）

融合蛋白３１をコードする配列と融合蛋白２８をコードする配列とを含んでな

るＤＮＡ、融合蛋白３１をコードする配列と融合蛋白３６をコードする配列とを含んでな
るＤＮＡ、融合蛋白３１をコードする配列と融合蛋白４１をコードする配列とを含んでな
るＤＮＡ、融合蛋白３１をコードする配列と融合蛋白４５をコードする配列とを含んでな
るＤＮＡ、もしくは、融合蛋白３１をコードする配列と融合蛋白３２をコードする配列と
を含んでなるＤＮＡ、又は、
（３）

融合蛋白１１をコードする配列と融合蛋白１０をコードする配列とを含んでな
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るＤＮＡ、融合蛋白１１をコードする配列と融合蛋白２１をコードする配列とを含んでな
るＤＮＡ、融合蛋白１６をコードする配列と融合蛋白１９をコードする配列とを含んでな
るＤＮＡ、融合蛋白１６をコードする配列と融合蛋白２１をコードする配列とを含んでな
るＤＮＡ、融合蛋白１８をコードする配列と融合蛋白２１をコードする配列とを含んでな
るＤＮＡ、もしくは、融合蛋白２０をコードする配列と融合蛋白２１をコードする配列と
を含んでなるＤＮＡ、
のいずれかから選択されるＤＮＡである、請求項５に記載のＤＮＡ。
【請求項７】
（削除）
【請求項８】
（削除）
【請求項９】
請求項１に記載のプローブを、神経細胞内に産生させるステップと、
ルシフェラーゼの発光を測定するステップと
を含む、神経活動の可視化方法。
【請求項１０】
（削除）
【請求項１１】
（削除）
【請求項１２】
（削除）
【請求項１３】
請求項５に記載のＤＮＡが導入されたげっ歯類。
【請求項１４】
請求項５に記載のＤＮＡが導入されたげっ歯類を用いる記憶形成の神経活動を促進する
物質のスクリーニング方法。
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