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(57)【要約】
【課題】Ｇ群色素性乾皮症原因遺伝子（ＸＰＧ）の変異
による遺伝性疾患の分子病態を解明し、ＸＰＧと個体レ
ベルでの表現型との関係を詳細に解析するために有用な
、重篤度の異なるＸＰＧ変異マウスを提供する。
【解決手段】Ｇ群色素性乾皮症原因遺伝子（ＸＰＧ）の
マウスにおける１〜１００もしくは７６０〜８６０番目
のアミノ酸を指定するコドンに相当するコドンの１つ以
上が、ミスセンス変異もしくはナンセンス変異されたＸ
ＰＧ変異遺伝子をもつ非ヒトモデル動物。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｇ群色素性乾皮症原因遺伝子（ＸＰＧ）のマウスにおける１〜１００もしくは７６０〜８
６０番目のアミノ酸を指定するコドンに相当するコドンの１つ以上が、ミスセンス変異も
しくはナンセンス変異されたＸＰＧ変異遺伝子をもつ非ヒトモデル動物。
【請求項２】
コドンが、ＸＰＧのマウスにおける７７、７９０もしくは８１１番目のアミノ酸を指定す
るコドンに相当するコドンである請求項１記載の非ヒトモデル動物。
【請求項３】
非ヒトモデル動物が、齧歯目動物である請求項１もしくは２記載の非ヒトモデル動物。
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【請求項４】
齧歯目動物がマウスである請求項１〜３のいずれか記載の非ヒトモデル動物。
【請求項５】
ミスセンス変異は、変化したコドンが化学的な性質の異なる別のアミノ酸を指定する非保
存的置換を伴う請求項１記載の非ヒトモデル動物。
【請求項６】
ミスセンス変異が、もとのマウスにおける７７、７９０もしくは８１１番目のアミノ酸で
あるアスパラギン酸（Ａｓｐ）、グルタミン酸（Ｇｌｕ）もしくはアスパラギン酸（Ａｓ
ｐ）を、アラニン（Ａｌａ）に置換する請求項２記載の非ヒトモデル動物。
【請求項７】
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ナンセンス変異は、アミノ酸を指定するコドンをストップコドンに置換する請求項１記載
の非ヒトモデル動物。
【請求項８】
紫外線に高感受性を有する請求項１〜７のいずれか記載の非ヒトモデル動物。
【請求項９】
ＸＰＧ

ｃＤＮＡに部位特異的変異を導入して、ＸＰＧのマウスにおける１〜１００もし

くは７６０〜８６０番目のアミノ酸を指定するコドンに相当するコドンの１つ以上を、ミ
スセンス変異もしくはナンセンス変異させ、得られた部位特異的変異導入ＸＰＧ

ｃＤＮ

Ａを用いてターゲティングベクターを構築し、ついでこのベクターを胚幹（ＥＳ）細胞に
導入し、この変異ＥＳ細胞から非ヒト動物個体を作製することを特徴とするＸＰＧ変異遺
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伝子をもつ非ヒトモデル動物の作製方法。
【請求項１０】
コドンが、ＸＰＧのマウスにおける７７、７９０もしくは８１１番目のアミノ酸を指定す
るコドンに相当するコドンである請求項９記載の非ヒトモデル動物の作製方法。
【請求項１１】
非ヒトモデル動物が、齧歯目動物である請求項９もしくは１０記載の非ヒトモデル動物の
作製方法。
【請求項１２】
齧歯目動物がマウスである請求項９〜１１のいずれか記載の非ヒトモデル動物の作製方法
。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＸＰＧ変異遺伝子をもつ非ヒトモデル動物およびその作製方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
色素性乾皮症（ｘｅｒｏｄｅｒｍａ

ｐｉｇｍｅｎｔｏｓｕｍ：ＸＰ）は、常染色体劣性

遺伝様式をとる遺伝性疾患であり、日光に過敏性を示す。ＸＰ患者は、出生時には一見正
常に見えるが、乳児期には日光に短時間さらされるだけで急性の皮膚炎症状を呈するので
、異常に気がつくことになる。そして、幼児期になると、急性の皮膚炎症状はないが、日
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光露出部位の皮膚は乾燥、角化し色素が沈着する。さらに、これらの部位に正常人の数千
倍の高頻度で皮膚がんを発症し、神経精神症状等の多面的な臨床症状を示す。
【０００３】
ＸＰ患者が日光過敏性を示すことに対応して、患者由来細胞（ＸＰ細胞）は紫外線に高感
受性を示し、ＤＮＡの損傷を修復する能力に欠損がある。ＤＮＡ修復はすべての生物にお
いて認められる生体防御機能であり、いくつかの機構が知られている。ＸＰはこのうちの
特にヌクレオチド除去修復機構の初期過程に欠損を示す。すなわち、ＤＮＡ損傷を認識し
、損傷部位の両側（５

および３

側）にニック（切れ目）を入れ、さらに損傷部位を含

むＤＮＡ断片を取除く過程に欠損を示す。このように、ＸＰではＤＮＡ損傷が修復されな
いために、何らかの機構により突然変異および細胞死を誘発し、高発がん性の原因となっ
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ていると考えられる。
【０００４】
ＸＰのＤＮＡ修復欠損には、全く修復できない重い欠損から、正常よりやや低下した軽い
欠損までその程度に差異があり、それが臨床症状の重篤度と対応することがわかってきた
。異なったＸＰ患者由来の細胞同士を融合させ雑種細胞を形成させると、両者が互いの欠
損を補完しあって正常な修復能を示すことがある。これは、両者で欠損している遺伝子が
異なるために、雑種細胞において、一方の細胞由来の正常な遺伝子が他方の欠損した遺伝
子の働きを補うためと考えられ、この２種の細胞は異なった相補性群に属するといわれる
。そして、多くのＸＰ細胞について相補性テストが行なわれ、Ａ〜Ｇ群、およびバリアン
トと呼ばれる合計８つの遺伝的相補性群の存在が確認されており、少なくとも８つの異な
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る遺伝子がＸＰに関係し、ヌクレオチド除去修復の初期過程には多くの遺伝子が関与して
いることが明らかとなっている。
【０００５】
以上のように、ＸＰ細胞は、紫外線により生じたＤＮＡ損傷を回復する機構、除去修復機
構の初期過程に欠損があることが示されており、これらのＸＰ原因遺伝子はヌクレオチド
除去修復の初期過程において重要な働きをするタンパクをコードしていることが明らかに
されてきた。このなかでＸＰＧタンパクは、ヌクレオチド除去修復において損傷部位の３
側でニックを入れてＤＮＡ鎖を切断する構造特異的エンドヌクレアーゼとして機能して
いることがわかってきた。そしてさらに、ＸＰＧは塩基除去修復もしくは転写の伸長にお
いても重要な役割を果たしており、この機能の欠損が成長阻害や早期老化・死亡を特徴と
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するコケイン症候群（ＣＳ）の併発の原因であるとの説が出された。本発明者は先に第３
もしくは１５エクソンにｎｅｏ遺伝子を挿入したＸＰＧ遺伝子をもつマウスを作製した（
たとえば、非特許文献１および２参照）。
【０００６】
【非特許文献１】
Ｍｏｌ．

Ｃｅｌｌ．

Ｂｉｏｌ．

２３６６−２３７２（１９９９）

【非特許文献２】
Ｍｕｔａｔ．

Ｒｅｓ．

４３３，

６９−８７（１９９９）

【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
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本発明は、この検討の一環として、上記のような症状を示す遺伝性疾患の分子病態を解明
し、ＸＰＧと個体レベルでの表現型との関係を詳細に解析するために有用な、重篤度の異
なるＸＰＧ変異マウスを提供する。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明の要旨は、Ｇ群色素性乾皮症原因遺伝子（ＸＰＧ）のマウスにおける１〜１００も
しくは７６０〜８６０番目のアミノ酸を指定するコドンに相当するコドンの１つ以上が、
ミスセンス変異もしくはナンセンス変異されたＸＰＧ変異遺伝子をもつ非ヒトモデル動物
；ならびに
ＸＰＧ

ｃＤＮＡに部位特異的変異を導入して、ＸＰＧのマウスにおける１〜１００もし
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くは７６０〜８６０番目のアミノ酸を指定するコドンに相当するコドンの１つ以上を、ミ
スセンス変異もしくはナンセンス変異させ、得られた部位特異的変異導入ＸＰＧ

ｃＤＮ

Ａを用いてターゲティングベクターを構築し、ついでこのベクターを胚幹（ＥＳ）細胞に
導入し、この変異ＥＳ細胞から非ヒト動物個体を作製することを特徴とするＸＰＧ変異遺
伝子をもつ非ヒトモデル動物の作製方法、にある。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を詳細に説明する。
【００１０】
本発明における非ヒトモデル動物は、Ｇ群色素性乾皮症原因遺伝子（ＸＰＧ）のマウスに
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おける１〜１００もしくは７６０〜８６０番目のアミノ酸を指定するコドンに相当するコ
ドンの１つ以上が、ミスセンス変異もしくはナンセンス変異されたＸＰＧ変異遺伝子をも
ち、紫外線に高感受性を有する。非ヒトモデル動物としては、マウス、ラット、モルモッ
ト等の齧歯目動物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。上記のコドンとし
ては、ＸＰＧのマウスにおける７７、７９０もしくは８１１番目のアミノ酸を指定するコ
ドンに相当するコドンが最も好ましい。
【００１１】
ミスセンス変異は、変化したコドンが化学的な性質の異なる別のアミノ酸を指定する非保
存的置換を伴い、たとえば、もとのマウスの７７、７９０もしくは８１１番目のアミノ酸
であるアスパラギン酸（Ａｓｐ）、グルタミン酸（Ｇｌｕ）もしくはアスパラギン酸（Ａ
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ｓｐ）の場合には、アラニン（Ａｌａ）に置換するのが好適である。
【００１２】
一方、ナンセンス変異は、アミノ酸を指定するコドンをストップコドンに置換するもので
ある。
【００１３】
本発明の非ヒトモデル動物の作製方法は上記のＸＰＧ変異遺伝子をもつ非ヒトモデル動物
を作製し得るものであれば特に制限されない。以下、マウスの場合について説明すると、
たとえば、好適にはＸＰＧ

ｃＤＮＡに部位特異的変異を導入して、ＸＰＧの１〜１００

もしくは７６０〜８６０番目のアミノ酸を指定するコドンに相当するコドンの１つ以上を
、ミスセンス変異もしくはナンセンス変異させ、得られた部位特異的変異導入ＸＰＧ

ｃ
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ＤＮＡを用いてターゲティングベクターを構築し、ついでこのベクターをマウス胚幹（Ｅ
Ｓ）細胞に導入し、この変異ＥＳ細胞からマウス個体を作製する方法が挙げられる。この
ＥＳ細胞への導入はたとえばエレクトロポレーション法等により行われ、相同的組換えを
起こしたＥＳ細胞クローンが選択される。この選択されたＥＳ細胞が目的とする組替え体
かどうかはサザンブロッティング法等により確認しうる。
【００１４】
このＥＳ細胞クローンを用いて生殖系列キメラマウスを作成し、野生型マウスと交配させ
ヘテロ接合体マウスを得る。ついで、このヘテロ接合体マウス同士を交配させ、メンデル
の法則により産生する目的とするマウスおよび野生型マウスが作製される。
【００１５】
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たとえば、ＸＰＧの８１１番目のアミノ酸を指定するコドンを、部位特異的突然変異によ
りミスセンス変異もしくはナンセンス変異させ、これらの変異を導入したマウスが以下の
ステップで作製される。
１．ＸＰＧ

ｃＤＮＡへの部位特異的突然変異の導入

ＸＰＧの８１１番目のアミノ酸（アスパラギン酸）をアラニンあるいはストップコドンに
置き換えるためにＳｔｒａｔａｇｅｎｅ社のキットを使用して、試験管内突然変異導入法
によりＸＰＧ

ｃＤＮＡの２４３１番目から２４３３番目の塩基をＧＡＴからＧＣＣ（ア

ラニン）あるいはＴＡＡ（ストップ）に部位特異的に置き換える。この変異部位はエクソ
ン１１に存在する。
２．部位特異的変異を導入したｃＤＮＡを用いた遺伝子ターゲティングベクターの構築
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マウスＸＰＧゲノムＤＮＡからエクソン８の一部を含むＨｉｎｄＩＩＩ

（Ｈ）−Ｐｖｕ

ＩＩ（Ｐ）断片（Ｈ−Ｐ断片）と部位特異的突然変異を含む（コントロールとして正常Ｘ
ＰＧ）ｃＤＮＡのＰ−Ｂ（ＢａｍＨＩ）断片を結合し、さらにその下流にポジティブ選択
マーカーのネオマイシン耐性遺伝子（ｎｅｏ）およびＸＰＧゲノムＤＮＡ（Ｓｐｅ−Ｓｃ
ａ）断片、さらにネガティブ選択マーカーのヘルペスシンプレックスウイルスのＴＫ遺伝
子を結合させた３種類のターゲティングベクターを構築する（図１中段ターゲティングベ
クター参照）。
３．マウスＥＳ細胞のＸＰＧ遺伝子への部位特異的変異の導入
このターゲティングベクターそれぞれをマウスの胚幹（ＥＳ）細胞にエレクトロポレーシ
ョン法を用いて導入する。薬剤Ｇ４１８入りの培地中でＥＳ細胞を培養し、ネオマイシン
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遺伝子が導入されてＧ４１８に耐性になった細胞クローンを選び出した。ターゲティング
ベクターＤＮＡが相同組換えによって細胞のＸＰＧＤＮＡと置き換わったクローンを選び
出すため３

側の相同組み換えをＰＣＲ（ポリメラーゼ連鎖反応）法で，５

側の相同組

み換えをサザンブロッティング法で確認する（図１下段の突然変異体対立遺伝子参照）。
４．ＸＰＧ遺伝子に部位特異的変異を導入したマウスの作製
ＸＰＧ遺伝子を個体レベルでの表現型を確認するため、これら３種類のＥＳ細胞を定法に
したがってマウス初期胚に微量注入し、さらにこれらの初期胚を偽妊娠させた仮親マウス
に移植し生殖系列キメラマウスを得る。さらにそれぞれの変異をヘテロに持つ個体を掛け
合わせて、それぞれの変異をホモに持つ胎児細胞を得る。これらの変異遺伝子が生体内で
機能しているか否かを判定するため、それぞれの変異をホモに持つ細胞の紫外線感受性を
調べる。ＸＰＧ遺伝子の一部を正常ＸＰＧ
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ｃＤＮＡ断片で置き換えた細胞は、正常細胞

と同程度に紫外線抵抗性になることから、ｃＤＮＡ断片で置き換えたＸＰＧ遺伝子は正常
に機能することがわかる。Ｄ８１１ストップコドン変異をホモに持つ細胞は紫外線に対し
て高感受性を示す。Ｄ８１１アラニン変異をホモに持つ細胞も、Ｄ８１１ストップコドン
変異ほどではないが紫外線に対し高感受性を示す（図２参照）。このことからそれぞれの
変異が細胞内で表現されていることが確認される。
５．上述の方法においては、ＸＰＧ

ｃＤＮＡへの部位特異的突然変異の導入による方法

を例示したが、ｃＤＮＡの代わりにゲノムＤＮＡに部位特異的突然変異を導入する常法に
よることもできる。
【００１６】
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ＸＰＧタンパクは上述のように、ヌクレオチド除去修復においてＤＮＡ損傷の３

側にニ

ックを入れる構造特異的ヌクレア−ゼとして機能している。Ｄ８１１ストップコドン変異
を持つＸＰＧでは、損傷の３
ラニン変異では、損傷の３

側および５

ともにニックが入らない。そしてＤ８１１ア

側にはニックは入らないが、５

ち、Ｄ８１１アラニン変異ではそれ自身の３

にはニックが入る。すなわ

ヌクレア−ゼ活性は失っているが、５

ヌ

クレア−ゼのＥＲＣＣ（除去修復種間相補遺伝子）１／ＸＰＦタンパク複合体が働いて損
傷部位の５

側にニックを入れるのをサポートできる。一方、Ｄ８１１ストップコドン変

異では８１１番目のアミノ酸以後を欠失したために構造的に５
できず、５

ヌクレア−ゼをサポート

ニッキング活性も失われると考えられる。

【００１７】
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【実施例】
実施例１
（１）ターゲティングベクター構築のためのマウスＸＰＧ（Ｘｐｇ）遺伝子の単離
マウスＸｐｇ

ｃＤＮＡ

（Ｇｅｎｏｍｉｃｓ

２８，

５９−６５，

ローブとして用いてマウスＥＳ細胞Ｄ３ゲノムライブラリー（Ｍｏｌ．
ｉｏｌ．

１９，

２３６６−２３７２，

１９９５）をプ
Ｃｅｌｌ．

Ｂ

１９９９）をスクリーニングし、１２個のポ

ジティブクローンを得た。Ｘｐｇ遺伝子は１５のエクソンからなるがこれらのクローンは
エクソン３からエクソン１５下流の及びエクソン１５の領域をカバーしていた。
（２）Ｘｐｇ

ｃＤＮＡへの部位特異的突然変異の導入

ＳＴＡＲＡＴＡＧＥＮＥ社のＥｘＳｉｔｅ

ＰＣＲ−Ｂａｓｅｄ

Ｓｉｔｅ−Ｄｉｒｅｃ
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Ｋｉｔを用いて部位特異的突然変異を導入した。変異

を導入するため次のプライマーを用いた。
Ｄ８１１Ａ変異プライマー：ｇｃｃａｔｃｔｇｇｃｔｇｔｔｔａｇｇｇｃｃｃ（リン酸化
）（配列番号１）
Ｄ８１１ｓｔｏｐ変異プライマー：ｔａａａｔｃｔｇｇｃｔｇｔｔｔａｇｇｇｃｃｃ（リ
ン酸化）（配列番号２）
リバースプライマー：ａｃｔａｔｃｇｔｃａｇｔａａｔｃｇｔｔｃｃａｇａ

（配列番号

３）
１）Ｄ８１１Ａ変異Ｘｐｇの作製
ｐＳＶ２Ｘｐｇ
ｄＮＴＰｓ

（１μｇ／μｌ）

（２５

２

ｍＭ）

１

Ｄ８１１Ａ変異プライマー（７５
リバースプライマー

（７５

ｎｇ／μｌ）

ｎｇ／μｌ）

ｄＨ２Ｏ
１０

ｘ

ＤＮＡポリメラーゼ

２
２

μｌ

μｌ
μｌ

２．５

μｌ

（５

10

μｌ

１４．５
変異誘発バッファー

Ｅｘｓｉｔｅ

μｌ

Ｕ／μｌ）

１

μｌ

を混合し、以下

のＰＣＲ反応を行った。
ＰＣＲ

９４℃

９４℃

１

７２℃

５分

４

分、５０℃

分、５６℃

２

分、

ＰＣＲ産物１μｌ

分、
７２℃

７２℃

２

２

９サイクル

分

分

１サイクル、

１サイクル。

ＰＣＲ終了後、制限酵素Ｄｐｎ
プレートＤＮＡ

２

20
１を加え３７℃で１時間インキュベートして、元のテン

（ｐＳＶ２Ｘｐｇ）を分解した。
をアガロースゲル電気泳動にかけ、目的の変異を含む約７ｋｂのバン

ドが有ることを確認して次のステップに進んだ。
Ｐｆｕ

ＤＮＡポリメラーゼ

（２．５

分インキュベートし、ＰＣＲ産物の３

Ｕ／μｌ）を０．５

トしてポリメラーゼを失活させた後、１００
ｘ

変異誘発バッファー

ＤＮＡ

リガーゼ（４

，

５

μｌ加え、３７℃で２０

末端を平滑化した。７２℃で３０分インキュベー
μｌ

μｌの
の１０ｍＭ

ｄＨ２Ｏ，

１０

μｌ

の１０

ＡＴＰ，

１０

μｌの

Ｔ４

Ｕ／μｌ）を加え、３７℃で１時間インキュベートしてＰＣＲ

産物の連結・閉環を行った。３

μｌのＤＮＡ溶液を用いて大腸菌株ＸＬ１−Ｂｌｕｅコ

ンピテント細胞を形質転換し、５０

30

μｇ／ｍｌのアンピシリンを含むＬＢ寒天培地上で

、３７℃一夜培養した。形成されたコロニー６０個からそれぞれプラスミドＤＮＡを抽出
し、制限酵素ＥｃｏＲＶ消化により突然変異を確認した。オリジナルの配列は、ＥｃｏＲ
Ｖで消化されるが、突然変異が導入されるとＥｃｏＲＶ部位が消失するので消化されなく
なる。１／１０のコロニー由来のプラスミドに突然変異が導入されていた。突然変異部位
を含むＶｓｐＩ−ＡｐａＩ

０．２７

いないのを確認後、オリジナルのＸｐｇ

ｋｂの塩基配列を決定し二次的変異が導入されて
ｃＤＮＡのＶｓｐＩ−ＡｐａＩを取り除き、変

異を有するＶｓｐＩ−ＡｐａＩ断片と入れ替え、一カ所にのみ望みの変異を導入したＸｐ
ｇ

ｃＤＮＡを得た。

【００１８】

40

２）Ｄ８１１ｓｔｏｐ変異Ｘｐｇの作製
変異プライマーとしてＤ８１１ｓｔｏｐ変異プライマーを用い、Ｄ８１１Ａ変異Ｘｐｇの
作製と同様にして、Ｄ８１１ｓｔｏｐ変異Ｘｐｇ
（３）位置特異的変異を導入したＸｐｇ

ｃＤＮＡを得た。

ｃＤＮＡ断片を用いたターゲティングベクター

の構築
ターゲティングベクターの構築を図１を用いて以下に説明する。
５

側の相同領域としてＨｉｎｄＩＩＩ（Ｈ）−ＰｓｔＩ（Ｐ）断片約３．８

ｐｇゲノムＤＮＡを用いた。５

相同領域の下流に変異を含むＸｐｇ

Ｉ（Ｐ）−ＢａｍＨＩ（Ｂ）断片２．５

ｋｂのＸ

ｃＤＮＡのＰｓｔ

ｋｂを連結し、さらにその下流にｌｏｘＰで挟

まれたＰＧＫ−１プロモーターとｎｅｏ遺伝子（大阪大学、岡部勝博士より入手）をつな
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ぎ、ポジティブセレクションマーカーとした。３

側の相同領域として、Ｘｐｇ遺伝子の

エクソン１５の下流のＳｐｅＩ−ＳｃａＩ断片約１．９ｋｂをｎｅｏの下流に連結した。
３

相同領域の下流にはネガティブセレクションマーカーとして、ヘルペスシンプレック

スウイルスのＴＫ遺伝子（Ｍｏｌ．
２，

Ｃｅｌｌ．

Ｂｉｏｌ．１９，

２３６６−２３７

１９９９）をつなぎターゲティングベクターとした。Ｄ８１１Ａ，

ｏｐ及び正常Ｘｐｇ

Ｄ８１１ｓｔ

ｃＤＮＡ断片を含む３種類のターゲティングベクターを得た。

（４）Ｒ１細胞へのターゲティングベクターのエレクトロポレーション
Ｒ１細胞は１２９系マウス胚盤胞から樹立された胚性幹細胞（ＥＳ細胞）である（トロン
ト、マウントサイナイ病院のＡ．

Ｎａｇｙ博士より入手）。Ｒ１細胞はＣ５７ＢＬ／６

胎児由来線維芽細胞をフィーダーにし（５
ＩＦを添加（１０

３

ｘ

１０

ユニット／ｍｌ）し、２０

５

細胞／３５ｍｍ培養皿）、ヒトＬ

％牛胎児血清、ヌクレオシド、非必須ア

ミノ酸、２−メルカプトエタノールを含むダルベッコ改変培地で培養した。Ｒ１細胞
１０

６

10

（

個）を１００μｌのＰＢＳ（＋）に浮遊させ、ＨｉｎｄＩＩＩで線状化したターゲ

ティングベクターを添加（５０μｇ／ｍｌとなるように）し、島津のソマティックハイブ
リダイザーＳＳＨ−１０を用いてエレクトロポレーションした（Ｍｏｌ．
Ｂｉｏｌ．

１９，

２３６６−２３７２，

Ｃｅｌｌ．

１９９９）。エレクトロポレーション後、

２４時間上記培養条件で培養し、その後２００μｇ／ｍｌのＧ４１８を含む培地と交換し
た。毎日Ｇ４１８培地を交換し、約７日間培養を続けた。
（５）相同組み換え体の同定
Ｇ４１８抵抗性のクローンを選択し、増殖させ、一部を凍結保存し、残りの細胞からＤＮ
Ａを抽出した。ＤＮＡをＥｃｏＲＩで消化し、アガロースゲル電気泳動にかけ、５
道領域の外側にあるＥｃｏＲＩ（Ｅ）−ＨｉｎｄＩＩＩ（Ｈ）

20

側報

０．９ｋｂ断片をプロー

ブにして、サザンハイブリダイゼーションを行った。野生型の対立遺伝子では、８．３ｋ
ｂのバンドが認められ相同組み換え体では、８．３ｋｂと５．５ｋｂのバンドが認められ
た。このことから、対立遺伝子の一方がターゲティングベクターと５

相同領域で相同組

み換えを起こしていることが確認された。Ｎｅｏ遺伝子領域にフォワードのプライマー（
５

−ｇｃｇａａｇｇｇｇｃｃａｃｃａａａｇａａｃｇｇ−３

定し、３

）

（配列番号４）を設

相同領域のＳｃａＩの下流でリバースのプライマー（５

−ｃａｇｔｃｃｔｇ

ｇｔｔｇｔａｇａｃａｃａｇｔａｃｃ−３
、９４℃
イクルで３

２分

１サイクル、９６℃

）

（配列番号５）を設定した。ＰＣＲ条件

２５秒

６４℃

３０秒

７２℃

５分

３０サ

30

側相同領域での相同組み換え体では、約２．３ｋｂのＰＣＲ産物が増幅され

、ターゲティングベクターと対立遺伝子が３
ことが確認された。５

側及び３

側相同領域で相同組み換えを起こしている

側の両方で相同組み換えを起こしているクローンを選

び出して、以後のキメラマウス作製に用いた。
（６）キメラマウス及びＤ８１１Ａ，Ｄ８１１ｓｔｏｐ変異導入Ｘｐｇ変異マウスの作製
上記のような相同組み換え体Ｒ１細胞をＣ５７ＢＬ／６系マウス（放射線医学総合研究所
にて生産）胚盤胞に１０−１５個注入し、仮親子宮に移植した。Ｄ８１１Ａ変異について
は、２０個の胚を、Ｄ８１１ｓｔｏｐ変異については、６０個の胚を、コントロールのＸ
ｐｇ

ｃＤＮＡについては４２個の胚を計６匹の仮親に移植して、それぞれ９，

２０匹の仔を得た。毛色から、それぞれ２匹，

７匹，

１８，

５匹がキメラマウスであった

40

。キメラマウスの雄とＣ５７ＢＬ／６雌とを交配し生殖系列のキメラが確認され、それぞ
れの変異の導入されたヘテロ接合体マウスを得た。ヘテロ接合体マウスの雄と雌を交配し
てそれぞれの変異をホモに持つホモ接合体マウスを得た。
（７）ホモ接合体マウス細胞の紫外線感受性
それぞれの変異をヘテロに持つヘテロ接合体の雄と雌を交配し、それぞれの変異をホモに
持つ胎児細胞を得た（Ｍｏｌ．
，

Ｃｅｌｌ．

Ｂｉｏｌ．

１９，

２３６６−２３７２

１９９９）。これらの変異遺伝子が生体内で機能しているか否かを判定するため、そ

れぞれの変異をホモに持つ細胞の紫外線感受性を調べた。Ｘｐｇ遺伝子の一部を正常Ｘｐ
ｇ

ｃＤＮＡ断片で置き換えた細胞は、正常細胞と同程度に紫外線抵抗性になることから

、ｃＤＮＡ断片で置き換えたＸｐｇ遺伝子は正常に機能することがわかった。Ｄ８１１ｓ
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ｔｏｐ変異をホモに持つ細胞は紫外線に対して高感受性を示した。Ｄ８１１Ａ変異をホモ
に持つ細胞も、Ｄ８１１ｓｔｏｐほどではないが紫外線に対し高感受性を示した（図２）
。このことからそれぞれの変異が細胞内で表現されていることが確認された。
【００１９】
【発明の効果】
Ｇ群色素性乾皮症原因遺伝子（ＸＰＧ）の変異による遺伝性疾患の分子病態を解明し、Ｘ
ＰＧと個体レベルでの表現型との関係を詳細に解析するために有用な、重篤度の異なるＸ
ＰＧ変異マウスを提供しうる。
【００２０】
【配列表】
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明で使用される３種類のターゲティングベクターならびに得られる突然変異
体対立遺伝子の例を示す。
【図２】紫外線感受性を示す図。

(11)
【図１】

【図２】
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