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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生きている非ヒト哺乳動物において脱髄又は再髄鞘化をモニタリングする方法であって
：
　ミエリン塩基性タンパク質（ＭＢＰ）プロモーターの制御下でルシフェラーゼ遺伝子を
発現するように該哺乳動物を遺伝子導入で改変する工程であって、前記ＭＢＰプロモータ
ーがモジュールＭ１～Ｍ４又はモジュールＭ１～Ｍ３を含む工程；
　該哺乳動物の身体全体又は体の一部からの生物発光をモニタリングする工程；及び
　該光の出力を該哺乳動物の対応する身体全体又は体の一部に関連付ける工程
を含む、上記方法。
【請求項２】
　哺乳動物がマウスである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　同じ哺乳動物の同じ部分において、最初のモニタリングとは別の時点でモニタリング工
程を繰り返す工程；及び
　同じ哺乳動物の同じ部分における髄鞘形成の変化を観察するために該モニタリング工程
の出力を比較する工程
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　脱髄間隔又は再髄鞘化間隔を通してのシグナルを画像化する工程をさらに含み、ここで
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該間隔を通しての画像化は、該間隔に亘る該哺乳動物の同一部分におけるＭＢＰ転写物の
レベルの変化を検出するために効果的である、
請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　ミエリン塩基性タンパク質（ＭＢＰ）プロモーターの制御下にあるルシフェラーゼ遺伝
子を発現している非ヒトトランスジェニック哺乳動物であって、ここで、前記ＭＢＰプロ
モーターがモジュールＭ１～Ｍ４又はモジュールＭ１～Ｍ３を含む前記非ヒトトランスジ
ェニック哺乳動物。
【請求項６】
　前記哺乳動物がマウスである、請求項５に記載のトランスジェニック哺乳動物。
【請求項７】
　前記哺乳動物が白髪又は減少した毛髪を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記哺乳動物の毛髪が５３０～６４０ｎｍの波長範囲内で吸収する光はＣ５７／Ｂ６マ
ウスの毛髪よりも少ない、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　バイオイメージングに使用するためのマウス系統を発生させるための方法であって：
（１）　生後髄鞘形成のピークにおけるインビボマウス全身画像化が中枢神経系（ＣＮＳ
）特異的画像化を示す系を選択する工程；
（２）　エクスビボ画像化により、ルシフェラーゼ導入遺伝子発現が主に脳又は脊髄の白
質領域にあることが確認される系を選択する工程；
（３）　ルシフェラーゼ画像強度が、脱髄モデルにおいて誘導された脱髄及び再髄鞘化に
おける変化と高度に相関している系を選択する工程；及び
（４）　明瞭な組織学的脱髄を示す系をモデルとして選択する工程
を含み、
　上記マウスは、ミエリン塩基性タンパク質（ＭＢＰ）プロモーターの制御下のルシフェ
ラーゼ遺伝子を発現し、そして、前記ＭＢＰプロモーターがモジュールＭ１～Ｍ４又はモ
ジュールＭ１～Ｍ３を含む、上記方法。
【請求項１０】
　前記生後髄鞘形成のピークが３～５週のＧ１マウスである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　モデルがクプリゾン脱髄モデルである、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　少なくとも１つの脱髄又は再髄鞘化事象に対する化合物の促進又は抑制効果をモニタリ
ングする、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　遺伝子事象の効果をモニタリングする、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　髄鞘形成のモニタリングのための改善された方法であって、該改善がミエリン塩基性タ
ンパク質（ＭＢＰ）プロモーターの制御下のルシフェラーゼ遺伝子を含む、生きている非
ヒトトランスジェニック哺乳動物の身体全体又は体の一部からの生物発光を画像化する工
程を含み、ここで、前記ＭＢＰプロモーターがモジュールＭ１～Ｍ４又はモジュールＭ１
～Ｍ３を含む、方法。
【請求項１５】
　前記哺乳動物の身体の一部分が、末梢神経系（ＰＮＳ）及び中枢神経系（ＣＮＳ）から
なる群より選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　哺乳動物が齧歯動物である、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
説明
　本発明は、例えば生きた動物のバイオイメージング技術を用いて脱髄／再髄鞘化事象を
転写レベルで実時間で可視化及び定量するために使用される、製造されたミエリン塩基性
タンパク質－ルシフェラーゼ（ＭＢＰ－ｌｕｃｉ）バイオイメージングモデルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　薬物開発では減少率（ａｔｔｒｉｔｉｏｎ）が高く、５つの化合物のうち１つだけが開
発を切り抜けて承認に至ると説明される（非特許文献１）。さらに、劇的に増加した投資
にもかかわらず、新規薬物の導入率は過去３０年にわたって比較的一定のままであり、１
年あたりに新しい薬物クラスで進展があって最終的に市場に出るのは２つか３つだけであ
る（非特許文献２）。
【０００３】
　薬物開発の初期段階で適用される分子画像化及び機能的画像化は、生物活性の証拠を提
供して的確な薬物効果を裏付けることができる。従って、分子画像化技術における投資は
薬物開発を増進すると期待される（非特許文献３）。より従来型の読み取り情報に勝る分
子画像化技術の利点は、インビボでの生物学的プロセスを調べるために十分な空間的及び
時間的分解能でインタクトな生物において行うことができることである。さらに、これら
の分子画像化技術により、同じ動物の異なる時点での繰り返しの非侵襲的で均一でかつ比
較的自動化された研究が可能となり、それ故、長期的な研究の統計的検出力を増加させ、
そして必要な動物の数及び費用を減少させる。ＭＢＰ－ｌｕｃｉモデルは、インビボでの
初期薬物候補スクリーニングの処理能力の増大、さらには生物学的アッセイの感度の増大
の両方を後押しする。初期リード化合物はしばしば、販売薬製品としては準最適であるが
、インビボでの特異的かつ有意な活性の検出は、特定のＣＮＳ疾患の処置を目的として、
許容しうるレベルの活性を達成し、かつインビボでの毒性を最少にするための化学構造の
最適化をもたらし得る。
【０００４】
　分子画像化
　分子画像化は、生きた生物において細胞及び細胞内レベルでの特定の分子プロセスの評
価における画像化技術を利用し統合するための、様々な分野（例えば、細胞分子生物学、
化学、医学、薬理学、物理学、生物情報科学及び工学）からのアプローチの収束を指す（
非特許文献４）。
【０００５】
　遺伝子工学の出現は、例えば新薬発見パイプラインを含む応用科学に大きな変化を引き
起こした。同じように、動物画像化手順の開発及び開拓は前臨床研究のための新しい手段
を提供しつつある（非特許文献５）。動物モデルは伝統的に、実時間で生理学的事象の定
量における困難さのために扱いにくい。長年にわたって、新しい画像化方法がこの困難さ
を克服するために開発されてきた（例えば、ＭＲＩ、ＣＴ、ＰＥＴ）。より最近では、ル
シフェラーゼ（ホタルの発光する酵素）のインビボ発現に基づく生物発光（ｂｉｏｌｕｍ
ｉｎｅｓｃｅｎｓｅ）画像化が標的遺伝子活性の非侵襲性検出のために使用されている。
【０００６】
　動物工学と分子画像化技術を組み合わせることにより、生きている動物において特定の
分子プロセスに関する動的な研究を行うことが可能となった。このアプローチは、前臨床
プロトコルに影響を与える可能性があり、従って医学の全ての局面を広く変化させ得る（
非特許文献６）。
【０００７】
　分子画像化：生物発光
　インビボ生物発光画像化（ＢＬＩ）は細胞又は組織からの発光の検出に基づく高感度の
ツールである。レポーター遺伝子技術の有用性は、インビボ画像化法により生きている動
物における特定の細胞及び生物学的プロセスを分析することを可能にする。生物発光（生
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きている生物による可視光の酵素的生成）は多くの非哺乳動物種において天然に存在する
現象である（非特許文献７）。ルシフェラーゼは基質の酸化を触媒して光子を放出する酵
素である（非特許文献８）。北アメリカホタル（Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　ｆｉｒ
ｅｆｌｙ）からの生物発光は最も広く応用される。ホタルルシフェラーゼ遺伝子（ｌｕｃ
）発現は酵素ルシフェラーゼを産生し、これが基質Ｄ－ルシフェリンを非反応性オキシル
シフェリンに変換し、５６２ｎｍにおける緑色発光を生じる。哺乳動物組織は自然には生
物発光しないので、画像を非常に小さいバックグラウンドシグナルで生成することができ
るので、インビボＢＬＩは非常に魅力的である。
【０００８】
　ＢＬＩには、光レポーターを駆動する選択された遺伝子プロモーターの制御下の生物発
光レポーター遺伝子からなる発現カセットを用いて細胞又は組織を遺伝子操作することが
必要とされる（図１）。光生成を誘導するために、基質（例えばルシフェリン）を、ｉｃ
ｖ、血管内、腹腔内又は皮下注射により投与する。
【０００９】
　ルシフェラーゼ／ルシフェリンにより放射される光は、数ミリメートルから数センチメ
ートルの深さの組織を透過することができるが；組織深さ１センチメートルごとに約１０
倍光子強度が減少する（非特許文献７）。インビボでの生物発光を検出するためには高感
度の光検出機器を使用しなければならない。検出器は単位面積あたりに放出される光子の
数を測定する。４００と１０００ｎｍとの間の波長における低レベルの光は、シリコンウ
エハーに衝突する光子を電子に変換する電荷結合素子カメラを用いて検出することができ
る（非特許文献９）。ソフトウエアは電子シグナルを２次元画像に変換することができる
。ソフトウエアはまた、放射光の強度（検出器に衝突する放射された光子の数）を定量し
、そしてこれらの数値を疑似カラー図に変換することもできる。実際のデータは光子カウ
ントで測定されるが、疑似カラー図は迅速な視覚的解釈を可能にする。目的の領域内の定
量的測定は、より微細な差異のために必要かもしれない。冷却ＣＣＤカメラの使用は熱雑
音を低減させ、そして遮光箱（ｌｉｇｈｔ－ｔｉｇｈｔ　ｂｏｘ）はルシフェラーゼが生
成した光を最適に可視化し、定量することを可能にする（非特許文献１０）。
【００１０】
　発光シグナルの解剖学的位置についての自筆文書（ａｕｔｏｇｒａｐｈ）又はＸ線写真
のような別の種類の画像に重ねられたルシフェラーゼ画像を有することは有用である（図
２）。ソフトウエアは視覚化及び解釈のために画像を重ねる。
【００１１】
　脱髄疾患、オリゴデンドロサイト及びミエリン塩基性タンパク質
　ミエリン塩基性タンパク質（ＭＢＰ）は正常なミエリン圧縮及び機能に必要とされる。
ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質（ＭＯＧ）及びプロテオリピドタンパク質（
ＰＬＰ）と共に、これらのタンパク質はミエリン構造タンパク質ファミリーのメンバーを
構成し、そしてミエリン産生細胞：中枢神経系（ＣＮＳ）におけるオリゴデンドロサイト
及び末梢神経系（ＰＮＳ）におけるシュワン細胞により合成される。発達するＣＮＳにお
いて、ＭＢＰの発現は髄鞘形成の期間と一致する。従って、ＭＢＰはオリゴデンドロサイ
ト成熟のマーカーとして当該分野で受け入れられている。ＭＢＰの高レベル発現（他のタ
ンパク質と共に）は、ミエリン生成と同時に発生し、ミエリン形成の間中継続し、そして
軸索破壊の際に終わる（非特許文献１１）。
【００１２】
　ミエリンの完全性を冒す疾患は、冒されたニューロンにおける軸索シグナルの伝導障害
を生じ、そしてどのニューロンが含まれるかによって、感覚、運動、認識又は他の機能の
障害を生じ得る。脱髄疾患という用語は、疾患の原因よりその効果を示し、そして遺伝的
特質、感染性因子、自己免疫反応及び未知の要因により引き起こされ得る。これらは全て
、回復性治療の必要性をしばしば伴う大きな満たされていない医療的必要性を有するヒト
の状態のままである。
【００１３】



(5) JP 6068981 B2 2017.1.25

10

20

30

40

50

　中枢神経系の脱髄疾患としては以下が挙げられる：
　・多発性硬化症（突発性炎症性脱髄疾患と呼ばれる似た疾患も一緒に）
　・横断脊髄炎
　・ドヴィック病
　・進行性多病巣性白質脳障害
　・視神経炎
　・白質萎縮症
　・ペリツェーウス－メルツバッヒャー病
　・ミエリン機能障害／損失は、脊髄損傷、アルツハイマー病及びパーキンソン病、並び
に統合失調症とも関連する。
【００１４】
　末梢神経系の脱髄疾患としては以下が挙げられる：
　・ギラン・バレー症候群及びその慢性カウンターパート、慢性炎症性、脱髄性多発ニュ
ーロパシー
　・末梢神経障害（毒素誘導、糖尿病性、抗ＭＡＧなど）
　・シャルコー・マリー・ツース病。
【００１５】
　脱髄のインビボモデル
　脱髄疾患と闘うための前臨床候補の開発における共通の段階は、脱髄作用の一部又は全
てを再現し、かつ内因性再髄鞘化の能力を有する動物モデルにおいて治療剤候補の作用の
アッセイを行うことである。化学的に誘導される脱髄を動物モデルにおいて達成すること
ができ、そして６～８週齢の若年成体雄性マウスは０．２％クプリゾン（ビス－シクロヘ
キサノンオキサルジヒドラゾン）の４～６週の食餌により生じる脱髄を受けやすい（非特
許文献１２）。クプリゾン処理を用いて、脱髄は脳全体にわたって発生するが、高度に濃
縮された白質領域である脳梁内で最も容易に検出される（非特許文献１３）。脱髄はクプ
リゾン食餌開始後３週以内に明らかとなる。食餌を通常の餌に代えることにより、４～６
週以内にほとんど完全な再髄鞘化が可能となる（非特許文献１４）。アミロイド前駆体タ
ンパク質又はビールショースキー銀含浸を使用する軸索損傷についての免疫組織化学染色
は、８週齢のマウス（Ｍｅｒｋｌｅｒ）における軸索損傷をあまり示さない。しかし、軸
索離断は６～７月齢のマウスにおいて有意に増加し、高齢の動物において見られる再髄鞘
化の減退に部分的に寄与する（非特許文献１５）。分化の際にミエリンと置き換わるオリ
ゴデンドロサイト前駆細胞、並びに小グリア細胞及びマクロファージの両方は、クプリゾ
ン食餌の約４週目にピークに達し、そしてこれらは効率的な再髄鞘化に必要とされる（非
特許文献１６）。
【００１６】
　ミエリン含有量の変化を定量するために、脳全体又は小領域を採取し、ドットブロット
又はウェスタン分析により評価することができる。あるいは、ミエリンの損失及び修復の
小領域を追跡するためのより高解像度の明敏な（長期に対して）アプローチは定量的立体
解析学を含む。例えば、コンピューター支援立体解析ツールボックス（ｃｏｍｐｕｔｅｒ
　ａｓｓｉｓｔｅｄ　ｓｔｅｒｅｏｌｏｇｉｃａｌ　ｔｏｏｌｂｏｘ）（ＣＡＳＴ）シス
テムを使用して、脳梁におけるミエリンルクソールファストブルー（ミエリン染料）の変
化を評価することができる。トルイジンブルー及び電子顕微鏡観察は、密集ミエリンが以
前の無鞘軸索（ｎａｋｅｄ　ａｘｏｎｓ）を正確に鞘で包んでいることを確実にするため
に必要な最終工程である。長期的な評価に関して、Ｔ２強調磁気共鳴画像化法は、クプリ
ゾン食餌を与えられたマウスの脳梁におけるミエリン変化を定量的に評価するための手段
を提供する（ｓａｎｏｆｉ－ａｖｅｎｔｉｓ　Ｎｅｕｒｏｌｏｇｙ，２００８　非公開の
結果）。
【００１７】
　実時間でインビボで髄鞘形成状態を追跡するＭＢＰ－ｌｕｃｉバイオイメージングモデ
ル



(6) JP 6068981 B2 2017.1.25

10

20

30

40

50

　２００３年の文献（非特許文献１７）は、ＭＢＰプロモーターが、髄鞘形成及び再髄鞘
化のタイミングを調節するために重要である４つの広く分布した保存されているモジュー
ル（Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３及びＭ４、０．１から０．４ｋｂの範囲）である、調節エレメント
を含有することを報告した（図１、３及び４を参照のこと）。Ｌａｃ　Ｚをレポーター遺
伝子として使用して、近位のモジュールＭ１及びＭ２がＣＮＳ発達の間にオリゴデンドロ
サイトにおいて比較的低レベルの発現を駆動し、一方で上流のＭ３領域は、発達の間中及
び成体ＣＮＳにおいてオリゴデンドロサイトにおける高レベルの発現を駆動するというこ
とが実証された。さらに、このＭ３領域は、脱髄傷害後の再髄鞘化の間の発現に必要とさ
れる。Ｍ４もまたシュワン細胞の髄鞘形成におけるＭＢＰ発現を駆動する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１８】
【非特許文献１】ＤｉＭａｓｉ，ＪＡ，ｅｔ　ａｌ，Ｊ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｅｃｏｎ　２２
，１５１－１８５
【非特許文献２】Ｌｉｎｄｓａｙ　ＭＡ，Ｎａｔｕｒｅ　Ｒｅｖ　Ｄｒｕｇ　Ｄｉｓｃｏ
ｖｅｒｙ，２，８３１－８３８
【非特許文献３】Ｒｕｄｉｎ　Ｍ，ｅｔ　ａｌ，Ｐｒｏｇｒｅｓｓ　ｉｎ　Ｄｒｕｇ　Ｒ
ｅｓ，２００５，ｖｏｌ　６２，１８５－２５５
【非特許文献４】Ｍａｓｓｏｕｄ　Ｔ．Ｆ．，Ｇｅｎｅｓ　Ｄｅｖ．１７：５４５－５８
０
【非特許文献５】Ｍａｇｇｉｅ　Ａ，Ｃｉａｎａ　Ｐ．Ｎａｔ．Ｒｅｖ．Ｄｒｕｇ　Ｄｉ
ｓｃｖｙ．４，２４９－２５５
【非特許文献６】Ｍａｇｇｉｅ　Ａ．Ｔｒｅｎｄｓ　Ｐｈａｒｍａｃｏｌｏ．Ｓｃｉ．２
５，３３７
【非特許文献７】Ｃｏｎｔａｇ，ＣＨ，Ｍｏｌ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．１８：５９３－６
０３
【非特許文献８】Ｇｒｅｅｒ　ＬＦＩＩＩ，Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　１７：４３－７
４
【非特許文献９】Ｓｐｉｂｅｙ　ＣＰ　ｅｔ　ａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｓｉｓ　
２２：８２９－８３６
【非特許文献１０】Ｃｏｎｔａｇ　ＣＨ，Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．Ｂｉｏｍｅｄ．Ｅｎｇ．４
：２３５－２６０
【非特許文献１１】Ｇｕｐｔａ　ｅｔ　ａｌ．Ｂｒａｉｎ　Ｒｅｓ．４６４：１３３－１
４１
【非特許文献１２】Ｌｕｄｗｉｎ　ＳＫ　，１９７８，Ｌａｂ　Ｉｎｖｅｓｔ　３９：５
９７－６１２
【非特許文献１３】Ｍｅｒｋｌｅｒ　ｅｔ　ａｌ，２００５，ＮＭＲ　Ｂｉｏｍｅｄ　１
８：３９５－４０３
【非特許文献１４】Ｍａｔｓｕｓｈｉｍａ　ｅｔ　ａｌ，２００１　，Ｂｒａｉｎ　Ｐａ
ｔｈｏｌ　１　１　：１０７－１　１６
【非特許文献１５】Ｉｒｖｉｎｅ　ＫＡ，ｅｔ　ａｌ，２００６，Ｊ　Ｎｅｕｒｏｉｍｍ
ｕｎｏｌ　１７５：６９－７６
【非特許文献１６】Ｆｒａｎｃｏ　ＲＪＭ，２００２，Ｎａｔ　Ｒｅｖ　３：７０５－７
１４
【非特許文献１７】Ｆａｒｈａｄｉ　ｅｔ　ａｌ，Ｔｈｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｎｅ
ｕｒｏｓｃｉｅｎｃｅ，Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　１２，２００３，２３（３２）：１０２１４
－１０２２３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
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　インビボでのミエリンの変化をアッセイするために動物モデルを使用する現在の方法は
時間がかかり、典型的には４～８週に及び、そして多数の動物を必要とする。ルシフェラ
ーゼ遺伝子を発現する４つの特定の調節領域全てを含むＭＢＰ　ＤＮＡプロモーターは、
脳、脊髄、及び／又は末梢神経系におけるミエリン塩基性タンパク質（ＭＢＰ）転写活性
の変化を実時間で追跡するために開発されたマウスＭＢＰ－ｌｕｃｉトランスジェニック
バイオイメージングモデルのための基礎を構成する。この齧歯動物トランスジェニックモ
デルは、ヒト脱髄疾患の処置のための開発候補を選択するように意図された原理の研究の
インビトロ及びインビボでの裏付けのために使用され得、そして現在のモデルに勝る多数
の改善を提供し得る：
　・　生物発光により神経系髄鞘形成の変化を非侵襲的に追跡する能力は、死後の組織化
学的分析及び組織発現分析に伴うかなりの資源及び労働力の要求を減らす。
　・　長期的な研究は、髄鞘形成の変化に対するモデルの感受性を大いに増加させる。以
前のアッセイは各時点で異なるグループの動物を使用しなければならず、そしてこのこと
が研究の間に収集できるデーター点の数を制限する。別々のグループの動物の必要性のた
めにさらなる変数が導入される。
　・　バイオイメージングデータは迅速に、典型的には同日に処理され、それにより、研
究設計を最適化し、そして不必要な資源投資を減らすための調整（すなわち、有意性に達
するための研究の長さの延長又は薬物効果が無いことに起因する早期の終了）が可能とな
る。
　・　動物グループ及び対応する処置は、全て０時点でアッセイすることができ、これに
より、処置群あたりに必要とされる動物の数を同時に減らしながら、研究の統計学的有意
性が最適化される。研究データは初期値に対して正規化され得、特定の治療の効果に対す
るより強い結果を支持しながら固有の生物学的変動を大幅に減少する。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　発明の要旨
　本発明は、脱髄（例えば、神経保護、ミエリン保護）及び再髄鞘化（例えば修復）の程
度に対する治療実体の効果を評価するための新しいインビボモデルを提供した。本発明の
バイオイメージング動物及び化合物スクリーニング方法は、生きている動物における関連
性のある実時間高解像度データの生成により、　医薬化合物及び他の治療剤のスクリーニ
ング及び／又は原理の検証の裏付けを可能にする。さらに、可能性のある毒性、ＰＫ／Ｐ
Ｄ、及び治療域に関連する評価を得ることができ、それにより霊長類及びヒトにおける投
薬の周りの（ａｒｏｕｎｄ）より正確な予測を可能にする。
【００２１】
　本発明は、生きているトランスジェニックモデル生物を使用する髄鞘形成事象の研究の
ための改善されたツール及び方法を提供する。本発明は、各被験体が長期間の研究におい
てそれ自身のベースラインコントロールとして役立ち得るので、他のモデルと比較して必
要とされる被験体の全体の数を減らす。従って生物間の変動性が低減し、統計学的結果に
おける信頼性を改善する。本発明の種々の局面において、様々な利点が達成される。様々
な用途のいくつかは以下の考察において特徴付けされる。
【００２２】
　ＭＢＰ発現との相関により、本発明は、生きているモデル動物において脱髄及び／又は
再髄鞘化をモニタリングする方法を提供する。本方法は、ＭＢＰプロモーターにより駆動
されるルシフェラーゼ遺伝子を発現するモデル生物を生成するように前駆細胞を遺伝子導
入で改変することを含み得る。ルシフェラーゼ遺伝子は、発現されると、ルシフェリンの
ような基質の存在下で光を生じる（生物発光）ように機能することができる。生物からの
生物発光をモニタリングすることにより、髄鞘形成及び脱髄の活性を評価することができ
る。画像化装置及び分析は、生物発光及び髄鞘形成事象を生物の身体の特定の部分に関連
付けることを迅速に可能にする。
【００２３】
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　中枢神経系及び末梢神経系の事象を研究するために、これらの神経組織においてミエリ
ンを使用する脊椎動物は、特に適したモデル生物である。哺乳動物は、ＣＮＳ及びＰＮＳ
の両方において神経伝導を補助するためにミエリンを使用する生物である。齧歯動物（例
えばラット、マウス）、ウサギ、ヒツジ、霊長類、モルモットなどのような一般的な哺乳
動物モデルは、本発明の実施における使用に適したモデル生物である。
【００２４】
　生物のサイズは、それ自体は限定因子ではない。しかし、装置サイズは特定の生物の形
状又はサイズに対して最適化され得る。
【００２５】
　単一のバイオイメージング事象は所望の情報を提供し得る。しかし、本発明の利点は、
複数の時点にわたって同じ動物で測定を繰り返して複数の測定を比較する能力を提供する
。それにより単一の生物はそれ自体のコントロール又はベースラインとして役立つ。
【００２６】
　その結果として、単一の生物における１つ又はそれ以上の脱髄又は再髄鞘化間隔にわた
るバイオイメージングが可能である。さらに、脱髄又は再髄鞘化間隔による画像化シグナ
ル正規化は、ここで繰り返される間隔を通した画像化は生物におけるＭＢＰ転写物のレベ
ルの変化を１つ又はそれ以上の事象にわたって検出するために有効であり、よりロバスト
なデータを生じる。
【００２７】
　生物発光シグナルは身体組織により減衰される。従って、身体表面の近位にある神経組
織はより強いシグナルを生じる。検出器におけるシグナルを、例えばより高濃度を使用す
るか又は酵素活性若しくは発現レベルを高めてより多くのルシフェラーゼを反応させるこ
とにより、より強いシグナル出力を生じることにより増加させることができる。データ収
集はまた、より高感度の検出器を使用して改善され得る。より高感度の検出器は、有意な
シグナルを生成させてノイズを最少にするためにしばしば冷却装置を必要とする。データ
が収集される時間もまたシグナルの量を増加させるために役立つ。
【００２８】
　本発明のモデル生物は、ＭＢＰプロモーターにより駆動されるルシフェラーゼ遺伝子を
含むトランスジェニック動物であり得る。この動物は哺乳動物、例えば動物モデルとして
使用されるいずれかの哺乳動物であり得る。ラット及びマウスは一般的な動物モデルであ
る。ＭＢＰプロモーターの制御下のルシフェラーゼ遺伝子は、プロモーターが活性化され
るかオンにされる場合にモデルの特定の標的組織において発現される。
【００２９】
　ＭＢＰプロモーターはＭ１～Ｍ３を含有していても、Ｍ１～Ｍ４を含有していてもよい
。
【００３０】
　シグナル改善は、その毛髪が少ない減衰に寄与するモデルの選択のような簡単な操作に
よりなされ得る。例えば、その毛髪がＣ５７／Ｂ６マウスの毛髪よりも少ない減衰である
モデルは、Ｃ５７／Ｂ６マウスのシグナルを上回るシグナルを生じるだろう。また、毛髪
が５３０～６４０ｎｍの波長範囲内で吸収する光が、Ｃ５７／Ｂ６よりも少ない哺乳動物
を使用することが好ましい。
【００３１】
　本発明はまた、バイオイメージングのためのモデル生物を作製するための方法を提供す
る。作製は、例えばマウス系統から開始して、そしてトランスジェニック動物を作製し、
次いで生後髄鞘形成のピークにおけるインビボマウス全身画像化が（例えばＣＮＳの）特
定の画像化を示す１つ又はそれ以上の系統を選択し；次いで、エクスビボ画像化により所
望の領域、例えば主に脳の緻密な（ｃｏｍｐａｃｔ）白質領域におけるルシフェラーゼ導
入遺伝子の発現が確認される１つ又はそれ以上の系統を選択することにより達成され得る
。次いで、ルシフェラーゼ画像強度が脱髄及び再髄鞘化の変化と高度に相関している１つ
又はそれ以上の系を選択することができる。改善されたデータのために、適切な操作の間
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、明確な組織学的脱髄を示す１つ又はそれ以上の系を選択し得る。
【００３２】
　クプリゾン脱髄モデルは本発明での使用に適している。バイオイメージングのタイミン
グは、モデル生物の発達特性に依存し、例えば、生後髄鞘形成のピークが一般的に生後約
３～５週齢のＧ１マウスであることを考慮するようにタイミングを選択してもよい。
【００３３】
　本発明は、生物におけるミエリンの事象に影響を及ぼし得る化学的化合物、生物学及び
他の治療実体をスクリーニングするために有用である。化合物は、遺伝子発現又は細胞内
若しくは細胞間のシグナル伝達事象を調節してミエリン事象に影響を及ぼし得る。これら
は単にいくつかの具体例であり、特許請求の範囲において特徴付けされる本発明の範囲全
部とみなされるべきではない。
【００３４】
　ＭＢＰプロモーターは、記載されるように（例えばＦａｒｈａｄｉ、上記）、レポータ
ーｌａｃ　Ｚ遺伝子を使用して十分に特徴付けされているが、ＭＢＰ－ｌａｃ　Ｚモデル
の使用はβ－ガラクトシダーゼ（ｌａｃＺレポート遺伝子産物）の検出のための組織採取
及び固定化の必要性のために制限される。このプロセスは、生きている動物における検出
とは両立できない組織化学的技術を必要とする。この問題を回避するため、ルシフェラー
ゼ又はＧＦＰレポーターがＭＢＰプロモーターの大部分により選択的に制御されるトラン
スジェニックバイオイメージングモデルを開発するために、生物発光又は蛍光系の使用が
提案されてきた。
【００３５】
　この新規なバイオイメージングモデルは、生きている動物（例えばマウス）における実
時間での脱髄及び／又は再髄鞘化の可視化及び定量のために設計される。このようなモニ
タリングは、自動化バイオイメージング技術と併せて使用され得る。このモデルは、　標
的選択及び化合物進行（ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｏｎ）に関して重要な方針決定をするために
相対的及び定量的に、例えば標的の検証のため（例えばバイオイメージングモデルマウス
が所望の特質を有するノックアウトマウス及びトランスジェニックマウスと交配される場
合）、そしてまた化合物の検証（例えば、クプリゾン又は実験的自己免疫性脳脊髄炎［Ｅ
ＡＥ］のようなモデルにおける化合物の有効性の測定）のために有用なツールである。
【００３６】
　本発明のバイオイメージングモデル（ＭＢＰ－ｌｕｃｉ　ＴＧ）は開発されて脱髄／再
髄鞘化事象をインビボで定量するために使用された。本バイオイメージングモデルの利点
は、長期の研究が可能となり、それによって各生物がそれ自身のコントロールとして役立
つことができるということである。それ故、特定の時点における動物の犠牲が避けられる
。
【００３７】
　個々のマウスは脱髄及び再髄鞘化プロセスを通して継続的に追跡され得る。
【００３８】
　バイオイメージング方法論は、生きているマウスにおいて生物学的応答を追跡するため
に必要とする時間及び資源がより少ない。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】ミエリン発現における実時間変化を追跡するために使用されるＭＢＰルシフェラ
ーゼトランスジェニックモデルの図式的要約を示す。
【図２】内在性ＭＢＰプロモーターが、発達の間及び成人期中にオリゴデンドロサイトに
おけるＭＢＰの発現を異なって調節する４つのエレメントを有するということを示す。（
ＨＦ　Ｆａｒｈａｄｉ：Ｊ．Ｎｅｕｒｏｓｃ．２００３，２３　（３２），１０２１４－
１０２２３）。Ｍ１／Ｍ２は両方とも生後初期段階の転写物を調節する。Ｍ３は成熟の全
体にわたる発現の転写物調節に関与する。Ｍ４は、ＭＢＰ転写物のシュワン細胞発現に寄
与する。ＭＢＰ－ｌｕｃｉ導入遺伝子構造は２つの形態のＭＢＰプロモーターを有する。
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系１２１はＭ４エレメントを含み、そして脳、脊髄及び末梢神経系においてルシフェラー
ゼを発現すると予測される。系１７１はより短いＭＢＰプロモーターからなり（例えばＭ
４エレメントを欠く）、そしてバイオイメージング分析により確認されたように、主に脳
で発現する。
【図３】ルシフェラーゼ発現ベクターにおける５Ｋ　ｂｐの５’ＤＮＡを有するＭＢＰプ
ロモーターを含むＭＢＰ－ｌｕｃｉ導入遺伝子発現カセットを示す。
【図４】ルシフェラーゼ発現ベクターにおける１０Ｋ　ｂｐの５’ＤＮＡを有するＭＢＰ
プロモーターを含むＭＢＰ－ｌｕｃｉ導入遺伝子発現カセットを示す。
【図５】ＭＢＰ－Ｌｕｃｉ導入遺伝子系のスクリーニングツリーの例を示す。
【図６】ＭＢＰ－ｌｕｃｉ創始者の第一レベルのスクリーニングからのインビボルシフェ
ラーゼ画像を示す。ルシフェラーゼ強度は１０5（＋＋＋）から１０3（＋）（光子／ｃｍ
２／秒）の範囲に及ぶ。
【図７】年齢の増加に伴う脳におけるルシフェラーゼ画像の減少を示す、７週（Ａ）及び
１０ヶ月（Ｂ）でのバイオイメージングモデル生物を示し、これは生後初期の発達後に観
察される髄鞘形成の現象と相関する。
【図８】ＭＢＰ－ｌｕｃｉマウスのインビボでのバイオイメージングを示す：頭蓋（ＲＯ
Ｉ：対象の領域）において測定された２．７ｘ１０3光子／ｓに相当するバックグラウン
ド生物発光を有する、左側のネガティブ導入遺伝子野生型マウス（ＷＴ）。ヘテロ接合Ｍ
ＢＰ－ｌｕｃｉマウスは右に示され、そしてＲＯＩ生物発光は１．３２７ｘ１０5光子／
ｓに相当する。ホモ接合ＭＢＰ－ｌｕｃｉマウスは中央に示され、ＲＯＩ値３．２９２４
　ｘ１０5　光子／ｓを有し、これはほぼ予測通りであり、ヘテロ接合の値の２倍である
。
【図９】ＣＮＳ特異的時間的ルシフェラーゼ発現を示す。示されるようにＭＢＰ－ｌｕｃ
ｉトランスジェニックマウスからの頭蓋生物発光は、４週（Ａ及び*）から８（Ｂ及び**

）まで減少し、Ｔａｑｍａｎ分析（Ｃ）により決定された内在性ＭＢＰ転写物レベルに対
応している。
【図１０】ＭＢＰ－ｌｕｃｉマウスにおけるルシフェラーゼのＣＮＳ特異的及び小領域発
現を示す。ＭＢＰ－ｌｕｃｉトランスジェニックマウス脳の２つの矢状（ｓａｇｉｔａｌ
）切断（Ａ及びＢ）後（ｆｏｌｌｏｗｅｄ）のスライスのバイオイメージングは、脳にお
ける脳梁小領域がその最も高い生物発光シグナルを含み、そしてクプリゾン病変モデルに
おける最も高い脱髄及び再髄鞘化と相関するということを明らかにした。
【図１１】ＭＢＰ－ｌｕｃｉモデルにおけるバイオイメージング及びクプリゾン病変食餌
において起こることが知られている他の生物学的応答を示す。ここで　クプリゾン食餌は
４週間与えられ、そしてグラフの左に示されるバイオイメージング及び細胞変化を生じる
。示される（矢印）各週におけるバイオイメージングは、内在性ＭＢＰ発現レベルと平行
して変化すると予測される（Ｍａｔｓｕｓｈｉｍａ　ＧＫ　ａｎｄ　Ｍｏｒｅｌｌ　Ｐ，
Ｂｒａｉｎ　Ｐａｔｈｏｌｏｇｙ　１１，１－１０，２００１）。
【図１２】野生型Ｃ５７　ＢＬ／６Ｊマウスにおける連続的なクプリゾン食餌処置に応じ
た内在性ＭＢＰ定常状態ｍＲＮＡの変化を示す。８週齢のマウスをそれらの食餌でクプリ
ゾンに１２週まで曝露させた（黒三角）。第二のグループにおいて（白三角）、クプリゾ
ン餌を６週の曝露後に取り除き、そしてマウスをさらに６週間回復させた。ｍＲＮＡレベ
ルについてのデータは、ノーザンブロットによる単一測定であり、そして３つのコントロ
ールの平均と比較してプロットされている（Ｊｕｒｅｖｉｃｓ　Ｈ，ｅｔ　ａｌ，Ｊｏｕ
ｒｎａｌ　ｏｆ　Ｎｅｕｒｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，２００２，８２，１２６－１３６）。
【図１３】ＭＢＰ－Ｌｕｃｉバイオイメージングモデルに対する証明されたクプリゾン食
餌の影響を示す。画像化シグナルは、内在性ＭＢＰ遺伝子の発現パターンを明確に再現し
得る。クプリゾン餌を与えた間（０週から４週）、２～３倍の画像化シグナル減少があり
、そしてクプリゾン餌の除去後（４週から７週）の３～４倍の画像化シグナル増加もあっ
た。
【図１４】ＭＢＰ－ｌｕｃｉモデルにおける脳梁（ｃｏｒｐｕｓ　ｃｏｌｌｏｓｕｍ）の
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ルクソールファストブルー（ＬＦＢ）染色を示す。マウスをクプリゾン又は通常餌のいず
れかで４週間処置し、次いで両方とも通常食餌に戻した。６週目に、クプリゾン処置され
たＭＢＰ－ｌｕｃｉの脳梁（ｃｏｒｐｕｓ　ｃｏｌｌｏｓｕｍ）（Ｂ）における明瞭な脱
髄が、通常食餌処置グループ（Ａ）と比較してＬＦＢ染色を使用して組織化学的に検出さ
れ得る。髄鞘形成における構造的変化の組織化学的アッセイは、処置されたＭＢＰ－ｌｕ
ｃｉモデルにおけるバイオイメージングシグナルにおける変化と相関する。
【図１５】ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体デルタ（ＰＰＡＲδ）アゴニストツー
ル化合物（本明細書以下では’５１７）が、自発的再髄鞘化の期間の間に系１７１　ｈｅ
ｔマウスにおけるルシフェラーゼの画像化シグナルを増強することを示す。８週齢ＭＢＰ
－ｌｕｃｉマウス（系１７１ヘテロ接合性、Ｂ６Ｃ３Ｈ系統）を０．２％クプリゾン含有
餌で４週間飼育し、次いで通常餌にして再髄鞘化させた。次いでマウスにビヒクル（０．
６％カルボキシメチルセルロールナトリウム塩及び０．５％Ｔｗｅｅｎ８０）又は３０ｍ
ｇ／ｋｇ　ＰＰＡＲδアゴニストツール化合物’５１７のいずれかを８日間、１日に２回
経口投与し、そして示された時点で画像化した。データを０週ベースラインシグナルに対
して正規化した。ツール化合物’５１７（ｎ＝１２）は、ビヒクルグループ（ｎ＝１２）
と比較してルシフェラーゼシグナルの３０～１００％の相対的な増加を生じ、これはオリ
ゴデンドロサイト前駆細胞分化の刺激に対する化合物の効果に起因するものと考えられて
いる（例えば、インビトロでの知見と一致する）。
【図１６】ＰＰＡＲδアゴニストツール化合物’５１７は、再髄鞘化期の間のルクソール
ファストブルー（ＬＦＢ）ミエリン染色を改善する（系１７１ヘテロ接合、Ｂ６Ｃ３Ｈ系
統）。ホルマリン固定パラフィン埋包脳からの傍矢状組織切断を、脳梁におけるミエリン
の定量的評価のためにＬＦＢで染色した。各時点についての染色した切片をスコア付けし
て０（完全な髄鞘形成）から５（完全な脱髄）までのスケールで等級分けした。スコア付
けシステムは以下のとおりであった：０＝正常ミエリン、脱髄無し、１＝最小限の局在化
した脱髄、２＝軽度から中程度、局在化した脱髄、３＝中程度、局所的に極度の脱髄、４
＝重症、局所的に極度の脱髄、５＝重症、広範な脱髄。クプリゾン４週後のマウスからの
ＬＦＢ染色した脳切片の組織学的評価により、系１７１ヘテロ接合マウス（ｎ＝５）にお
ける脳梁の中程度から重症の脱髄が確認された。４週から５週の再髄鞘化期の間のｖでの
処置は、ＬＦＢにより７週の時点で決定した場合に、ツール化合物’５１７グループ（ｎ
＝５）をビヒクルコントロールグループ（ｎ＝３）と比較して、ミエリンの測定可能な増
加を生じた。小さいｎの数にもかかわらず、組織学的データはインビボルシフェラーゼバ
イオイメージングデータを支持しており、このことは、ビヒクルコントロールと比較した
場合の、’５１７化合物で処置されたマウスにおける増加した再髄鞘化を示している。
【図１７】エストロゲン受容体ベータ（ＥＲβ）アゴニスト（本明細書以下では’５ａ）
３０ｍｇ／ｋｇ及びポジティブコントロールクエチアピン１０ｍｇ／ｋｇは、クプリゾン
モデルにおける脱髄期の間、保護的である。ＭＢＰ－ｌｕｃ系１７１ヘテロ接合　Ｂ６Ｃ
３Ｈマウスにクプリゾン食餌を４週間与え、そして’５ａ（１０ｍｇ／ｋｇ又は３０ｍｇ
／ｋｇ）又はポジティブコントロールクエチアピン（ＱＴＰ）を経口投与した。マウスを
０週（ベースライン）、３週及び４週目に画像化し、データを０週ベースラインに対して
正規化した。ＱＴＰグループはビヒクルコントロールに対して３週及び４週の両方の時点
において１０ｍｇ／ｋｇで画像化シグナルの有意な増加を示した。ＱＴＰ処置グループに
ついての結果は、Ｙａｎｂｏ　Ｚｈａｎｇらにより公開されたデータ（表題「Ｑｕｅｔｉ
ａｐｉｎｅ　ａｌｌｅｖｉａｔｅｓ　ｔｈｅ　ｃｕｐｒｉｚｏｎｅ－ｉｎｄｕｃｅｄ　ｗ
ｈｉｔｅ　ｍａｔｔｅｒ　ｐａｔｈｏｌｏｇｙ　ｉｎ　ｂｒａｉｎ　ｏｆ　Ｃ５７ＢＬ／
６　ｍｏｕｓｅ」（Ｓｃｈｉｚｏｐｈｒｅｎｉａ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，２００８，Ｄｅｃ
　１０６，１８２－９１））と一致する。３０ｍｇ／ｋｇでの化合物’５ａは、ビヒクル
と比較してクプリゾン食餌での３週目（傾向）及び４週目（有意）に増強されたシグナル
を示した。１０　ｍｇ／ｋｇでの’５ａは３週目及び４週目の両方において有意な効果を
有していなかった。結果は、ＭＢＰ－ｌｕｃｉ画像化モデルが、クプリゾンモデルにおけ
る用量依存性変化を検出するために十分感受性であることを示唆する。
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【図１８】’５ａ（３０ｍｇ／ｋｇ）及びＱＴＰ（１０ｍｇ／ｋｇ）のグループは、ビヒ
クルコントロールグループと比較して３週目及び４週目に有意に高い導入遺伝子活性を有
する。画像化モデルデータは、ＱＴＰ及び’５ａの両方がクプリゾン誘導脳脱髄及びミエ
リン崩壊を弱めるということを支持する。
【図１９】ホモ接合マウスとヘテロ接合マウス（Ｂ６Ｃ３Ｈ系１７１）との間のクプリゾ
ンモデル画像化シグナル比較を示す。Ｎ３世代ヘテロ接合マウスを交配させてＭＢＰ－ｌ
ｕｃｉ対立遺伝子についてのホモ接合マウスを作製した。ホモ接合マウスは、クプリゾン
処置の間にヘテロ接合マウスよりも２倍大きなバイオイメージングシグナル域を示した。
ホモ接合体におけるレポーター遺伝子の２つのコピーは、脱髄期（例えばクプリゾン食餌
における４週後）の間２倍より大きなシグナル減少及び再髄鞘化期（例えばクプリゾン食
事の除去及び通常食へ戻した１週後）の間に２倍のシグナル増加を示した。　ヘテロ接合
系１７１（Ｂ６Ｃ３Ｈ系統）がクプリゾンモデルにおいて機能し、そして化合物効果を検
出し得るということをデータが実証したが、このモデルは、バイオイメージングシグナル
強度を増加させるために交配してホモ接合性にすることによりさらに改善され得る。これ
はまた、マウスコロニーがホモ接合体として維持され得るので、モデル産生を効率化し、
そして遺伝子型解析の費用を減少させる。全体的に、より大きな画像化域は、薬理的化合
物プロファイリング研究における化合物の効果の検出を増強し得る。
【図２０】ＬＦＢで染色されたホルマリン固定されたパラフィン包埋マウス脳からの傍矢
状組織切片における脳梁の顕微鏡写真（括弧内の濃い色の長手方向の構造－２０１）は、
ミエリン状態について評価された白質の領域を示す。この領域を、脳梁のルクソールファ
ストブルー（ＬＦＢ）染色の定量的デジタル画像化分析のために使用した。
【図２１】３つの異なるＭＢＰ－ｌｕｃｉ系（系１７１　Ｂ６Ｃ３Ｈヘテロ接合系統、系
１２１　Ｃ５７ＢＬ／６ヘテロ接合系統及び系１７１Ｂ６Ｃ３Ｈホモ接合系統）について
の画像化域及び組織学領域（ｈｉｓｔｏｌｏｇｙ　ｗｉｎｄｏｗ）の比較。マウスに０．
２％クプリゾンを含む食餌を４週間又は５週間与えた。画像化データを０週ベースライン
測定に対して正規化した。各研究の終わりに、マウス脳を採取し、そして連続パラフィン
切片をミエリンについてルクソールファストブルー（ＬＦＢ）で染色した。平均定性的Ｌ
ＦＢスコア（０～５）を表に示す。系１７１　Ｂ６Ｃ３Ｈホモ接合マウスは、最も大きな
画像化シグナル減少を示し、そしてまた定性的な組織学により評価した場合に最も重症の
脱髄を示した。系１７１　Ｂ６Ｃ３Ｈヘテロ接合マウスは、最も小さな画像化域を示し、
そしてまた４週目に最も少ない組織学的脱髄を示した。
【図２２】クプリゾンモデルにおける系１７１ホモ接合マウスの使用を、クエチアピン（
ＱＴＰ）に対する処置応答の実証によりさらに検証した。マウスにクプリゾン食餌を５週
間与え、そして同時に、毎日ＱＴＰ（１０ｍｇ／ｋｇ）を経口投与した。マウスを０週目
（ベースライン）、３週目、及び５週目に画像化した。データを０週ベースライン測定に
対して正規化した。ＱＴＰ（１０ｍｇ／ｋｇ）は、ビヒクルコントロールと比較して、３
週目及び４週目の両方の時点で画像化シグナルの有意な増加を生じた。結果は系１７１ヘ
テロ接合マウスで得られたものと一致する（図１７及び１８）。データは、系１７１ホモ
接合マウスが、クプリゾンモデルにおけるミエリン発現及び完全性の維持に対する化合物
の効果を評価するために使用され得るということを示す。
【図２３】系１２１マウスからのエクスビボ脊髄画像化。発光の重ね合わせは、導入遺伝
子発現が脳及び脊髄の白質領域に局在化していたということを説明する。このことは、動
物全身バイオイメージング実験から至った結論をさらに支持する。
【図２４】Ｃ５７Ｂｌ／６マウス；野生型、系１７１ヘテロ接合及び系１７１ホモ接合マ
ウスにおける脳梁のルクソールファストブルー（ＬＦＢ）染色の定量的デジタル画像解析
。脳梁内のポジティブＬＦＢ染色を有する領域のパーセントの定量を、染色されたスライ
ドのスキャンされたデジタル画像での脳梁の手書きで輪郭線を描いた領域に対してＡｐｅ
ｒｉｏ(R)カラーデコンボリューションアルゴリズムを使用して計算した。動物１体につ
いて１つの断面を評価した。グループあたりの動物の数は９と１０の間で変動した。ＬＦ
Ｂ染色に対してポジティブな領域のパーセントを動物ごとに、そしてグループに関して計
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算した。グループ間の統計学的有意性を、対応ｔ検定により評価した。１７１ホモ接合マ
ウス及び野生Ｃ５７　ＢＬ／６マウスの両方が、４週のクプリゾン食餌後に重症の脱髄を
示す（ポジティブ染色％は４０～６０％の間である）。対照的に、系１７１ヘテロ接合マ
ウスは、軽度の脱髄しか示さない（ポジティブ染色％は６５～８０％の間である）。従っ
て、系１７１ホモ接合マウスを、クプリゾン誘導脱髄モデルにおける使用に好ましい系と
して同定した。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　発明の説明
　以下の５つの基準は、バイオイメージングモデルについての選択を順次最適化するため
に首尾よく適用された：
　特定の実施態様は、５Ｋ又は１０Ｋのベクターのいずれかを用いて以下のプロセスにし
たがって遺伝子導入操作されたマウスの系から作製され得る。以下に記載される結果は、
選択プロセスが３５のトランスジェニック系で開始するようにしたものからである。図５
はこのプロセスを図表でまとめる。
【００４１】
　生成されたトランスジェニック系から、生後髄鞘形成のピーク（例えば３～５週Ｇ１マ
ウス）におけるインビボでの動物（例えばマウス）全身画像化がＣＮＳ特異的画像化を示
す系を選択する。選択された３５の系から６つを次の選択段階に進めた。
【００４２】
　次に、エクスビボ画像化により主に脳の白質領域でのルシフェラーゼ導入遺伝子発現が
確認された系を選択した。工程１からの６つの系のうち５つを次の段階に進めた。
【００４３】
　次いで、ルシフェラーゼ画像強度が、（この例では）クプリゾン脱髄モデルにおいて誘
導される脱髄及び再髄鞘化の変化と高度に相関する系を選択した。工程２からの５つの系
のうち３つを次の段階に進めた。
【００４４】
　次に、上記クプリゾンモデルにおいて明らかな組織学的脱髄を示した系を選択した。工
程３からの３つのうち２つを好ましい系として選択した。
【００４５】
　構想の決定的な証拠として、本発明者らは、Ａ００３３９８７１１（ＰＰＡＲδ選択的
アゴニスト）の有効性がバイオイメージングモデルにおいて最適に検出可能である１つの
系を選択した。
【００４６】
　系１７１（Ｂ６Ｃ３系統、ヘテロ接合）と指定された模範的な系を、上記の５つの基準
を使用して選択し、そして好ましいモデルとして使用した。
【００４７】
　このプロセスのより詳細な説明は以下の実施例に記載される。
【００４８】
　定義
　別に指示がなければ本明細書で使用される用語は、一般的な口語的用法と異なり得る科
学用語で通常使用される意味を有する。
【００４９】
　遺伝子は、転写される領域だけでなく転写されない領域を含むように広く解釈されるべ
きである。
【００５０】
　化合物は、化学的化合物、例えば有機化学実体、生物学的化合物、例えば抗体及び抗原
認識フラグメント並びに構築物、核酸、例えばＲＮＡｉなどを含むように広く解釈される
。
【００５１】
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　ホタルルシフェラーゼを発現するトランスジェニックマウスを作製した。これらの動物
において、レポーター遺伝子ルシフェラーゼを、ＭＢＰプロモーターに連結し、それ故、
ＭＢＰ発現がオンになった場合に例えばＣＮＳの白質（有髄）領域の細胞においてルシフ
ェラーゼの発現を駆動する。基質ルシフェリンの全身注射（ＩＶ、ＩＰ、ＳＣ）は、生き
ているマウスの頭部から検出可能で定量可能な光シグナルを生じる。ＭＢＰ－ｌｕｃｉ系
を選択するためにクプリゾン脱髄モデルを適用し、そしてこれらの動物にルシフェリンを
繰り返し注射することにより、脱髄及び再髄鞘化を非侵襲性生物発光画像化により長期的
に、例えば２ヶ月間にわたって連続的にモニタリング及び定量することができる。このモ
デルは、クプリゾン誘導脱髄及びＰＰＡＲδ化合物誘導再髄鞘化を首尾よく定量的にモニ
タリングした。
【００５２】
　検出器技術における進歩は、感度及び画質におけるかなりの改善をもたらした。現在で
は光子は、光子がシリコンウェハに衝突するにつれて光子を電子に変換する専門化された
電荷結合素子（ＣＤＤ）カメラにより検出される。ＣＣＤカメラは入射光子の強度を電荷
パターンにコード化し、次いでこれが処理されて画像を生じる。ノイズは、ＣＤカメラを
過冷却し、そしてカメラを遮光箱中に備え付けることにより低減される。これらのカメラ
は一般的には画像取得及び解析の間コンピューターにより制御される。かなり小さく、従
って実験作業台上に適応され得る第二世代のカメラシステムは、技術を日常的な実験にと
って実行可能で実用的なものにした。Ｘｅｎｏｇｅｎｅ　Ｃｏｍｐａｎｙはバイオイメー
ジング技術を商業化した。
【００５３】
　利用可能な画像化様式のうち、生物発光又は蛍光に基づく光学技術は最も入手し易く、
かつ容易に操作されるとして現れた。生物発光画像化（ＢＬＩ）は、組織からのバックグ
ラウンド発光（ノイズ）が極めて低いので、優れた感度により特徴づけられる。今まで、
ＢＬＩは様々な動物モデルにおいて細胞運動、腫瘍進行、遺伝子発現、及びウイルス感染
のような生物学的プロセスをモニタリングするために首尾よく使用されてきた。
【００５４】
　ホタルルシフェラーゼは活性のためにＡＴＰのような細胞内補因子を必要とする。これ
により、この酵素を発現するように遺伝子操作された細胞にその使用が限定される。結果
として、多くの有用な画像化適用、例えば循環する因子の分布、細胞外抗原発現の検出、
及び内在性細胞の標識は、ホタルルシフェラーゼ画像化を受け入れにくい。ホタルルシフ
ェラーゼのさらなる欠点は、固定された細胞及び組織サンプルにおいてそれを検出するた
めの代替の基質がないことである。このことは、インビボ画像化を顕微分析と相関させる
ことを困難にした。
【００５５】
　内部器官から放射された光の検出感度は、ルシフェラーゼ発現のレベル、標識された細
胞の体内での深さ（光子が組織を通って移動しなければならない距離ｔ）、及び検出シス
テムの感度を含むいくつかの要因に依存する。
【００５６】
　非侵襲性動物全身画像化を使用するルシフェラーゼレポーター発現カセットの発現のモ
ニタリングは記載されている（Ｃｏｎｔａｇ，Ｃ．，米国特許第５，６５０，１３５号、
１９９７年７月２２日、（参照により本明細書に加入される）；Ｃｏｎｔａｇ，Ｐ．，ｅ
ｔ　ａｌ，Ｎａｔｕｒｅ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　４（２）：２４５－２４７，１９９８；Ｃ
ｏｎｔａｇ，Ｃ．，ｅｔ　ａｌ，ＯＳＡ　ＴＯＰＳ　ｏｎ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｏｐ
ｔｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ　ａｎｄ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ　３：２２０
－２２４，１９９６；　Ｃｏｎｔａｇ，Ｃ．Ｈ．，，Ｐｈｏｔｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａ
ｎｄ　Ｐｈｏｔｏｂｉｏｌｏｇｙ　６６（４）：５２３－５３１，１９９７；Ｃｏｎｔａ
ｇ，Ｃ．Ｈ．，ａｌ，Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ　１８（４）：５
９３－６０３，１９９５）。このような画像化は、典型的には少なくとも１つの光検出器
装置要素、例えば電荷結合素子（ＣＣＤ）カメラを使用する。
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【００５７】
　ＭＢＰ遺伝子の制御エレメント
　ミエリン塩基性タンパク質（ＭＢＰ）は、主に神経系において発現されるポリペプチド
のファミリーであり、髄鞘形成において重要な役割を果たす。例えば分化オリゴデンドロ
サイトにおけるＭＢＰの発現は、主に転写レベルで調節される。Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　
Ｎｅｕｒｏｓｃｉｅｎｃｅにおいて、ＦａｒｈａｄｉらはＭＢＰ遺伝子の発現を時間的に
制御する新しい調節性組み合わせエレメント（ｃｏｍｂｉｎａｔｏｒｉａｌ　ｅｌｅｍｅ
ｎｔ）を記載した。
【００５８】
　Ｆａｒｈａｄｉらは、グリアが髄鞘形成の開始の間及び後の様々な段階でＭＢＰの発現
を制御するために調節配列の異なる組み合わせを使用するということを示した。
【００５９】
　ミエリン塩基性タンパク質（ＭＢＰ）は、正常なミエリン圧縮に必要であり、そしてＭ
Ｓのような実験的及びヒト脱髄疾患の両方に関与している。
【００６０】
　ミエリン生物学の理解をさらに進歩させるため、そして生きた動物においてミエリン増
強化合物を試験するために。本発明は、本発明のＭＢＰ－ｌｕｃｉモデルを生成するため
に、ＭＢＰプロモーターの性質及び最も鋭敏なルシフェラーゼレポーター技術を使用した
。今や本モデルは生きている動物におけるミエリン遺伝子転写応答の高感度のインビボ測
定を可能にする。
【００６１】
　ＭＢＰ－ｌｕｃｉレポートカセットの構築
　１２９ＳｖＥｖ　ＢＡＣライブラリー（Ｃｅｌｌ＆Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｉｅｓ）を、ＭＢＰプロモーターＭ３領域に位置するプローブを用いてスクリーニ
ングした。このプローブは５０７ｂｐであり、プライマー対（５’－ａｃｔｃｃｔｔａｃ
ｃａｃａｃｔｔｃｔｔｇｃａｇｇ－３’　５’－ｔｃｔａｔｔｇｇｇｔｇａｔｇｔｇｔｇ
ｃｃａｔｃ－３）を用いて生成された。（配列番号１及び２）　ＭＢＰ　ＢＡＣをサザン
解析により同じプローブを用いて確認した（ＥｃｏＲＩを使用して消化された７．６Ｋの
フラグメント及び／又はＢａｍＨＩを用いて消化された１３．８Ｋのフラグメント）。
【００６２】
　高忠実度ＰＣＲによりプライマーセット（ＭＢＰ－Ｌ－ＳＰ２　５－ｇｇｇｇｇａｔｃ
ｃａｃｃｔｇｇｇａｃｇｔａｇｃｔｔｔｔｇｃｔｇ及びＭＢＰ－ＡＰ１　５－ｇｇｇｇｔ
ｔｔａａａｃｔｃｃｇｇａａｇｃｔｇｃｔｇｔｇｇｇ）（配列番号３及び４）を用いて増
幅された、Ｍ１からＭ４まで（１０Ｋ）を含む「長い」ＭＢＰプロモーターを、Ｉｎｖｉ
ｔｒｏｇｅｎのｘｌ－ｔｏｐｏベクター中にクローンして、中間ベクターを生成した（Ｔ
ｏｐｏ　ＭＢＰ１０ｋベクター）。次いで、ＭＢＰ　１０ｋプロモーター（ＢａｍＨ１及
びＰｍｅＩフラグメント）をｐＧＬ３　ｈｙｇｒｏ　ｎｅｏベクター中に挿入した（Ｂｇ
ｌＩＩ及びＰｍｅＩ部位）。最終的な１０ＫベクターをｐＧＬ３－ｈｙｇｒｏ－ｌｏｎｇ
　ＭＢＰ－ｌｕｃｉと呼ぶ（例えば図４を参照のこと）。
【００６３】
　高忠実度ＰＣＲによりプライマーセット（ＭＢＰ－Ｓ－ＳＰ２　５－ｇｇｇｇｇａｔｃ
ｃａｔｃｃｃｔｇｇａｔｇｃｃｔｃａｇａａｇａｇ及びＭＢＰ－ＡＰ１　５－ｇｇｇｇｔ
ｔｔａａａｃｔｃｃｇｇａａｇｃｔｇｃｔｇｔｇｇｇ）（配列番号５及び６）を用いて増
幅された、Ｍ１～Ｍ３（５ｋ）を含む「短い」ＭＢＰプロモーターをＩｎｖｉｔｒｏｇｅ
ｎのｐ２．１－ｔｏｐｏベクター中にクローンして中間ベクターを生成した（Ｔｏｐｏ　
ＭＢＰ５ｋベクター）。次いでＭＢＰ　５ｋプロモーター（ＢａｍＨ１及びＰｍｅＩフラ
グメント）をｐＧＬ３　ｈｙｇｒｏ　ｎｅｏベクター（ＢｇｌＩＩ及びＰｍｅＩ部位）中
に挿入した。最終的な５ＫベクターをｐＧＬ３－ｈｙｇｒｏ－ｓｈｏｒｔ　ＭＢＰ－ｌｕ
ｃｉと呼ぶ。（例えば図３を参照のこと）。
【００６４】
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　両方のｐＧＬ３－ｈｙｇｏ－ＭＢＰプラスミドからのＤＮＡ配列はＭ１、Ｍ２、Ｍ３及
びＭ４の読み取りを確かにした。さらに、これらのプラスミドの２９３Ｔ細胞への一過性
トランスフェクションは、検出可能なルシフェラーゼ活性を生じた。
【００６５】
　動物の取り扱い及びトランスジェニックマウスの生成
　全ての動物の作業は連邦政府のガイドラインにしたがって行った。マウスの３つの異な
る系統（ＦＶＢ、Ｂ６Ｃ３及びＣ５７　ＢＬ／６）を使用した。画像化をイソフルラン（
Ｂａｘｔｅｒ，Ｄｅｅｒｆｉｅｌｄ，ＩＬ）を用いた吸入麻酔下で行い；完全に回復する
までマウスを観察した。
【００６６】
　トランスジェニックマウスを以下のようにして生成した：ｐＧＬ３－ｈｙｇｒｏ－ＭＢ
Ｐ１０ｋ－ｌｕｃｉ又はｐＧＬ３－ｈｙｇｒｏ－ＭＢＰ５ｋ－ｌｕｃｉプラスミドのいず
れかをＮｏｔ　Ｉ及びＢａｍＨ１酵素で消化した。次いで、ＭＢＰプロモーター、ルシフ
ェラーゼ及びポリアデニル化シグナルを含むフラグメントをゲル精製した。トランスジェ
ニックマウスをＦＶＢ、Ｂ６Ｃ３又はＣ５７ＢＬ／６の胚への標準的な前核注入（ｐｒｏ
ｎｕｃｌｅａｒ　ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ）により生成した。手短には、前核マイクロ注入の
間に、ＭＢＰ－ｌｕｃｉ遺伝子カセットＤＮＡを受精直後のマウス卵子に直接導入する。
細い針を使用して、ＤＮＡを精液由来の大きな雄性前核に注入する。ＤＮＡはしばしば、
１回又は２回の細胞分裂が起こった後、ゲノム中のランダムな位置に多くの縦列に配置さ
れたコピーとして一体化する傾向がある。従って、得られたマウスは部分的にトランスジ
ェニックである。トランスジェニック細胞が生殖系に寄与する場合、いくつかのトランス
ジェニック卵子又は精液が産生され、そしてマウスの次の世代は完全にトランスジェニッ
クとなる。
【００６７】
　トランスジェニック創始者及びそれらのＴｇ＋Ｇ１子孫を、ホタルルシフェラーゼ遺伝
子に特異的なプライマー（ＰＣＲプライマー：５’ｇａａａｔｇｔｃｃｇｔｔｃｇｇｔｔ
ｇｇｃａｇａａｇｃ－３’、及び５’ｃｃａａａａｃｃｇｔｇａｔｇｇａａｔｇｇａａｃ
ａａｃａ－３’）（配列番号７及び８）を使用して、尾部生検ＤＮＡのポリメラーゼ連鎖
反応（ＰＣＲ）により同定した。
【００６８】
　２５のポジティブ創始者の子孫を、インビボ画像化システム（ＩＶＩＳ　１００；　Ｘ
ｅｎｏｇｅｎ，Ａｌａｍｅｄａ，ＣＡ）を使用して画像化し、そして６つのトランスジェ
ニック系を脳画像化シグナルを用いて同定した（２つのＦＶＢ系及び４つのＢ６Ｃ３ＨＦ
１系）。脳画像化ポジティブＣ５７　ＢＬ／６創始者はこの実行において生成されなかっ
たので、１つのＦＶＢ系をＣ５７ＢＬ／６マウスと戻し交配してＣ５７　ＢＬ６系統を達
成した。続いてＢ６Ｃ３系１７１マウスを、異種交配により生殖させてホモ接合トランス
ジェニック交配対を達成した。Ｂ６Ｃ３Ｆ　１系１７１もＣ５７アルビノ系と戻し交配し
た。
【００６９】
　表１
　ＭＢＰ－ｌｕｃｉ系をスクリーニング選択するためにインビボ生物発光画像化を使用し
た。Ｇ１マウスをイソフルランで麻酔し、そして２５０ｍｇ／ｋｇの用量のルシフェリン
を尾部静脈を通して又は皮下注射した。ルシフェリン注射の８分後にマウスを画像化した
。６つの系を脳画像化シグナルを用いて同定した（図５、２つのＦＶＢ系統：５８及び１
２１、並びに４つのＢ６Ｃ３系統：１２、２３、８５及び１７１）。系５８を除いて、他
の５つの系は脳の白質領域においてエクスビボルシフェラーゼ画像化シグナルを示した。
【００７０】
　表１は、尾部生検ＰＣＲ遺伝子型により生後まもなく同定された３５のトランスジェニ
ックＤＮＡポジティブ創始者マウスからのデータを示す。１５のＤＮＡポジティブ創始者
系はＭＢＰ－１０ｋ　ｌｕｃｉを生じ、そして２０のＤＮＡポジティブ創始者系はＭＢＰ
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－５ｋ　ｌｕｃｉを生じた。この出願全体を通して、導入遺伝子及びトランスジェニック
マウスはＭＢＰ－ｌｕｃｉと略される。
【００７１】
【表１】

【００７２】
　図７及び９は、ＣＮＳ小領域及び年齢関連性髄鞘形成とよく相関しているＭＢＰ－ｌｕ
ｃｉ生物発光を示す。
【００７３】
　エクスビボ画像化及びルミノメーターアッセイ
　単離された器官のエクスビボルシフェラーゼ画像化を、ルシフェリンの皮下（ＳＣ）注
射（２５０ｍｇ／ｋｇ）の１０分後にＣＯ2により動物を安楽死させた直後に行った。切
開した器官をプラスチックシートで覆った黒い紙上に置き、そしてＩＶＩＳにより画像化
した；強い生物発光シグナルが、切開後２０～３０分以内に検出可能なままであった。画
像解析及び生物発光定量をＬｉｖｉｎｇ　Ｉｍａｇｅソフトウェア（Ｘｅｎｏｇｅｎ Ｃ
ｏｒｐ．）を使用して行った。
【００７４】
　組織サンプルを阻害剤を含む溶解緩衝液中に入れた（Ｐａｓｓｉｖｅ Ｌｙｓｉｓ　Ｂ
ｕｆｆｅｒ　［Ｐｒｏｍｅｇａ］及びＣｏｍｐｌｅｔｅ　Ｍｉｎｉ　Ｐｒｏｔｅａｓｅ　
Ｉｎｈｉｂｉｔｏｒ Ｃｏｃｋｔａｉｌ　［Ｒｏｃｈｅ，Ｉｎｄｉａｎａｐｏｌｉｓ，Ｉ
Ｎ］）。組織を組織ホモジナイザーを使用してホモジナイズした。組織を少しの間超音波
処理してさらにホモジナイズした。組織ホモジネートを遠心分離し、そして清澄化した溶
解物をルミノメーターアッセイに使用した。ルミノメーターアッセイのために、ルシフェ
ラーゼアッセイ基質（Ｌｕｃｉｆｅｒａｓｅ　Ａｓｓａｙ　Ｓｙｓｔｅｍ，Ｐｒｏｍｅｇ
ａ）を製造者により示されるとおりに調製した。組織ホモジネート（２０μｌ）及び基質
（１００μｌ）を混合し、そして測定をルミノメーターで行った。バックグラウンド発光
読み取りを得て、バックグラウンド読み取りを発光データから差し引いた。タンパク質濃
度をＢＣＡタンパク質アッセイキット（Ｐｉｅｒｃｅ，Ｒｏｃｋｆｏｒｄ，ＩＬ）を使用
して製造者のプロことルにしたがって決定した。それぞれのタンパク質溶解物についての
発光をタンパク質１マイクログラムあたりの任意単位の光として計算した。
【００７５】
　クプリゾン誘導脱髄及び組織学的検証
　４週間にわたってクプリゾンをマウスに投与することにより、脳梁の広範な脱髄が生じ
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た。クプリゾン誘導脱髄は重大な小神経膠細胞症及びマクロファージ動員を伴うが（Ｂａ
ｋｋｅｒ　ａｎｄ　Ｌｕｄｗｉｎ，Ｊ　Ｎｅｕｒｏｌ　Ｓｃｉ　７８：１２５－３７，１
９８７；　Ｈｉｒｅｍａｔｈ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ　Ｎｅｕｒｏｉｍｍｕｎｏｌ　９２：３
８－４９，１９９８；　ＭｃＭａｈｏｎ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ　Ｎｅｕｒｏｉｍｍｕｎｏｌ
　１３０：３２－４５，２００２）、最小のＴ細胞応答を有する（Ｍａｔｓｕｓｈｉｍａ
　ａｎｄ　Ｍｏｒｅｌｌ，Ｂｒａｉｎ　Ｐａｔｈｏｌ　１１：１０７－１６，２００１）
。このモデルにおけるミエリン損傷部位の一貫して予測可能な性質は、脳梁髄鞘形成にお
ける容易に定量可能な変化を生じる。これらの変化は、オリゴデンドロサイト前駆細胞に
よる新規の髄鞘形成から生じるかもしれないが、免疫調節性の機構による末端脱髄の防止
（Ｐｌｕｃｈｉｎｏ　ｅｔ　ａｌ．，Ｎａｔｕｒｅ　４３６：２６６－７１，２００５）
は現実味のある代替の説明かもしれない。
【００７６】
　上で概説したように、ＭＢＰ－ルシフェラーゼトランスジェニック（ＭＢＰ－ｌｕｃｉ
　Ｔｇ）マウスの多数の系統を、クプリゾン誘導脱髄／再髄鞘化事象のインビボ評価のた
めに評価した。ミエリン塩基性タンパク質（ＭＢＰ）プロモーター駆動ルシフェラーゼ（
ｌｕｃｉ）の発現は、ＭＢＰタンパク質を発現しているトランスジェニック（Ｔｇ）哺乳
動物の脳におけるミエリンのインビボバイオイメージング定量を可能にした。例えばこの
モデルは、それらの食餌中に０．２％クプリゾンを与えた野生型Ｃ５７／ＢＬ６マウスを
使用し得る。以前のモデルは、様々な化合物処置の後にミエリンの評価のために多数の時
点で最終的に屠殺することを必要とした。多数の動物が必要とされるので、動物間変動性
は、有意性を達成するためにさらなる被験体（より大きなｎ）を必要とする因子であった
。
【００７７】
　ＭＢＰ　５ｋ－ｌｕｃｉ系１７１（Ｂ６Ｃ３）マウスは、４週間の食餌中０．２％のク
プリゾンで、ルクソールファストブルー（ＬＦＢ）組織化学的染色により評価した場合、
脳の脳梁における顕著で有意な脱髄を示した。この脱髄は、バイオイメージングインビボ
ルシフェラーゼシグナルの低下とさらに関連付けられた。
【００７８】
　しかし、ＭＢＰ　１０－Ｌｕｃｉ系１２１マウスのＦＶＢ系統は、比較できる脱髄を示
さなかった。有意な脱髄を生じ得る食餌中の様々な量のクプリゾン及びクプリゾン処置の
様々な期間の見込みがある投与計画を同定しようとして、さらなる研究をＦＶＢマウスに
おいて行った。結果は脳梁におけるＬＦＢ評価により中程度の量の脱髄しか示さなかった
。従って、系１７１を優先的に開発した。
【００７９】
　クプリゾンモデルに対する異なる系統の影響：
　トランスジェニックマウスは、その高い繁殖力に起因してしばしばＦＶＢ／ＮＪ　（Ｆ
ＶＢ）系統を使用して作製されてきた。ＦＶＢ系統マウスはまた、それらの白くて比較的
光吸収性でない毛皮の色に起因してトランスジェニックバイオイメージングモデルのため
に広く使用される。剃毛のような毛髪の除去もまた、ＦＶＢ又は他の系統において毛髪又
は毛皮による吸収又は散乱に起因するシグナル損失を低減するために使用され得る。
【００８０】
　クプリゾンモデルについて系統間の差異が観察されたので、系統の選択は結果に影響を
及ぼし得る。特定の目的のために最適な系統の選択は、例えば選択されたアッセイ及び装
置に依存性の所定の最適化と考えられる。しかし、トランスジェニック哺乳動物の作製は
限定因子とはみなされない；むしろ、例えば、髄鞘形成に影響する条件に対する特定の系
統及びトランスジェニック系の感受性は、データ品質を改善するための選択基準として使
用される。選択された髄鞘形成／脱髄事象に依存して、系統又は遺伝的バックグラウンド
の選択は結果に影響を及ぼし得る。特定の脱髄モデルは特定の系統においてより良好に機
能し得ると考えられる。モデル及び系統のこのような選択は、アッセイ開発の一部として
日常的と考えられるだろう。脱髄及び再髄鞘化を研究するためにクプリゾン食餌は優れた
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モデルであり、系統差異で外見上観察されるこのモデルにおける強い遺伝要因が存在する
。
【００８１】
　ＦＶＢ系統：
　ＦＶＢ系統からのマウスを一部分においてそれらの白色毛皮色のために選択した。ＦＶ
Ｂは大部分のトランスジェニック実験及びその後の遺伝子解析に適したシステムを提供す
る。例えば、同系交配ＦＶＢ系統は、活発な生殖能及び一貫して多い同腹子を特徴とする
。これは大きな集団を生成する際に費用及び労力を減らす。さらに、ＦＶＢ受精卵は大き
く突出した前核を含み、これはＤＮＡの微量注入を容易にする。さらに、ＦＶＢ系統はア
ルビノ毛皮色を有し、それによりバイオイメージングの第一候補となっている。これらの
特徴はＦＶＢ系統をトランスジェニックバイオイメージングモデルを用いた研究のための
使用に有利にする。しかし、他の系統を、それらが所望の特徴を示す場合は使用すること
ができる。
【００８２】
　ＦＶＢ系統マウスは体重減少という点で０．２％クプリゾンに対して非常に感受性であ
る。１週あたり２～３回の通常餌／トランスゲル（ｔｒａｎｓｇｅｌ）栄養補助剤が重篤
な体重減少及び毒性を避けるために必要とされる。さらに、発明者らの経験により、ＦＶ
Ｂ系統マウスが様々なクプリゾン食餌投与計画からの最少の組織学的脱髄を示すというこ
とが示された。
【００８３】
　従って、その後の検証及び応用を容易にするために、ＭＢＰ　１０ｋ－ｌｕｃｉ系１２
１（ＦＶＢ系統）をＣ５７　Ｂｌ／６と戻し交配した。
【００８４】
　Ｂ６Ｃ３／Ｔａｃ系統：
　Ｂ６Ｃ３ハイブリッド系統は、Ｃ５７　ＢＬ／６Ｎｔａｃ雌性マウスをＴａｃｏｎｉｃ
　ＵＳの市販のコロニーからのＣ３Ｈ／ＨｅＮＴａｃ雄性マウスと異種交配させることに
より発生させることができる。これは黒色又はアグーチの毛皮色を有する。Ｂ６Ｃ３は、
Ｃ５７ＢＬ／６及びＣ３Ｈが異なる遺伝子座においてヘテロ接合性であり、そしてそれら
が同じ遺伝子座においてホモ接合性である。
【００８５】
　Ｂ６Ｃ３／Ｔａｃマウスは明白な組織学的脱髄を示した。具体的には、バイオイメージ
ングモデル系１７１　ＭＢＰ　５ｋ－Ｌｕｃｉホモ接合マウスにける脱髄は、野生型Ｃ５
７ＢＬ６と比較して少しだけ規模が小さく、軽度の変動性であった。系１７１　ＭＢＰ　
５ｋ－Ｌｕｃｉヘテロ接合マウスにおける脱髄は、Ｃ５７ＢＬ６及び系１７１　ＭＢＰ　
５ｋ－Ｌｕｃｉホモ接合マウスと比較して、かなり重症度が低く、より局在化しており、
そしてより変動性であった。これらの結果は、ＭＢＰ－ｌｕｃｉモデルが、髄鞘形成に影
響を及ぼす事象に対する個体、系統又は種の感受性を決定する際に有用であり得る。さら
に、ＭＢＰ－ｌｕｃｉの構成は黒色毛皮の哺乳動物においても有用性を失わない。
【００８６】
　ＢＡＬＢ／ｃＪ系統：
　ＢＡＬＢ／ｃＪマウスにおける皮質脱髄に対するクプリゾンの効果も調べた。これらの
マウスにおいて、皮質脱髄は部分的のみであった。
【００８７】
　さらに、皮質小グリア細胞蓄積はＢＡＬＢ／ｃＪマウスにおいて顕著に増加したが、一
方で小グリア細胞はＣ５７ＢＬ／６マウスの皮質には存在しなかった。従って系統差は異
なる研究目的を支持するために有用であり得る。
【００８８】
　Ｃ５７　ＢＬ／６Ｊ　Ｊａｘ系統：
　Ｃ５７ＢＬ／６遺伝的背景の動物は多くのクプリゾンモデル研究に適しており、そして
いくつかの研究所で過去３０年にわたって使用されてきた。８週齢のＣ５７ＢＬ／６マウ
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スに食餌中０．２％のクプリゾンを与えた場合、成熟オリゴデンドログリア（ｏｌｉｄｇ
ｏｄｅｎｄｒｏｇｌｉａ）は特異的に侵襲され（膨大な量のミエリンの支持の代謝要求を
満たすことができない）、そしてアポトーシスを受ける。この事象には小グリア細胞の動
員及びミエリンのファゴサイトーシスが直ぐ後に続く。形態学的研究と合わせたミエリン
遺伝子発現の研究は、連続した代謝負荷に曝されても、オリゴデンドログリア前駆細胞が
増殖し、そして脱髄領域に侵入するということを示した。クプリゾン負荷が終了した場合
、ほとんど完全な再髄鞘化がせいぜい数週間以内に起こる。可溶性因子による異なる細胞
型間の細胞間情報伝達が推測され得る。本発明の方法及びモデルは、そこで細胞間情報伝
達事象を研究するため、例えば、推定因子が髄鞘形成のための動員に関与するか否かを決
定するため、動員を容易にする化合物をスクリーニングするため、及び動員を阻害する化
合物をスクリーニングするために有用であり得る。
【００８９】
　さらに、ＭＢＰ－ｌｕｃｉモデルの再現性は、脱髄及び又は再髄鞘化のプロセスを加速
するか又は抑制し得る操作（例えば、共通の遺伝的背景の利用可能なノックアウト若しく
はトランスジェニック、又は妨害するＲＮＡ若しくは薬理的処置）の試験を可能にし得る
ということを示す。
【００９０】
　ＭＢＰ－ｌｕｃｉモデルの改善
　系１７１（Ｂ６Ｃ３Ｈ系統、ヘテロ接合体）は髄鞘形成／脱髄研究において役立つこと
が示されたが、このモデルは、（１）　バイオイメージングシグナル強度を増大させ、そ
してモデル製造及び遺伝子型解析費用を減らすために、繁殖させてホモ接合性（ｈｏｍｏ
ｚｙｇｏｃｉｔｙ）とすることにより；（２）　白色毛皮で画像化シグナル減衰を減らし
、そして複数回のＮａｉｒ剃毛後の皮膚反応を低減するために、繁殖させてＣ５７系統の
ようなアルビノ系統とすることにより；（３）　社内開発ＣＮＳクプリゾンモデル系統と
整合させるために系１２１をＣ５７　ＢＬ／６系統と繁殖させることによりさらに改善さ
れ得る。
【００９１】
　本発明者らは今や、系１７１ホモ接合が系１７１ヘテロ接合系の２倍を超えるバイオイ
メージング域を示す（細胞あたりレポーター遺伝子カセットの２つのコピー）をいうこと
を実証した。他の実験もまた、アルビノＣ５７がクプリゾンモデルに対して応答すること
を実証した。
【００９２】
　画像化システム及びデータ解析
　生物発光を、ＩＶＩＳ画像化システム（Ｘｅｎｏｇｅｎ　Ｃｏｒｐ．，Ａｌａｍｅｄａ
，ＣＡ）を使用して非侵襲的に測定した。画像はルシフェリンの腹腔内（ｉ．ｐ．）注射
（２５０ｍｇ／ｋｇ－１；Ｘｅｎｏｇｅｎｅ　Ｃｏｒｐ．）の１０分後に、文章中に他の
記載がなければ、６０秒収集、ビニング１０で撮影した。画像収集の間、マウスを約２％
イソフルラン（Ａｂｂｏｔｔ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ　Ｌｔｄ．，Ｋｅｎｔ，Ｕｎｉ
ｔｅｄ　Ｋｉｎｇｄｏｍ）の吸入により継続的に鎮静させた。
【００９３】
　画像化システム説明：
　本発明を証明するデータ収集のためにＩＶＩＳ(R)Ｉｍａｇｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　１
００　（Ｘｅｎｏｇｅｎｅ）を使用した。Ｘｅｎｏｇｅｎの高感度のＩＶＩＳ(R)Ｉｍａ
ｇｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　１００シリーズは、例えば１０～２５ｃｍの調整可能な矩形視
野を提供し、５匹のマウス又は２匹の大きなラットの画像化、さらには１つの標準的なマ
イクロタイタープレートも可能である。このシステムは２５ｍｍ（１．０インチ）平方の
背面薄肉化（ｂａｃｋ－ｔｈｉｎｎｅｄ）裏面入射型ＣＣＤ（電荷結合素子）カメラを特
徴とし、これは電子的バックグラウンドを最小にして感度を最大にするために閉鎖循環冷
却システム（液体窒素を用いない）により約－９０～－１２０℃、例えば－１０５℃に低
温冷却される。ＣＣＤカメラは、特にスペクトルの赤色領域における高効率光子検出用に
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設計されている。これは非常に少ない数の光子を検出でき、さらに伝統的なカメラのよう
に動作し；その広いシグナル範囲での画像の表示はＸｅｎｏｇｅｎのＬｉｖｉｎｇ　Ｉｍ
ａｇｅ（Ｒ）ソフトウェアの機能である。異なる帯域幅をとり出すための６ポジションフ
ィルタホイールがある。このスペクトル情報は発生源の細胞の深さ及び分布についてより
多く明らかにすることができる。ＣＣＤは冷却され、そして電子的読み出しは、実時間イ
ンビボ画像を作成するために集積されたデータが非常に低いノイズを有するように最適化
される。
【００９４】
　遮光性画像化チャンバー
　高い遮光性の低バックグラウンド画像化チャンバーは、ＩＶＩＳ(R)Ｉｍａｇｉｎｇ　
Ｓｙｓｔｅｍ　１００シリーズを標準的な実験室の照明環境で使用することを可能にする
。画像化チャンバー内のサンプル棚は視野を調節するために上下に移動する。研究者は動
物全体を見ることも、追加の詳細のために一部に焦点を合わせることもできる。棚は麻酔
された例えばマウス又はラットの満足な状態を高めるために加熱される。このシステムは
、ウェブサイトページに示される、Ｘｅｎｏｇｅｎ－ｔｈｅ　ＸＧＩ－８　Ｇａｓ　Ａｎ
ｅｓｔｈｅｓｉａ　Ｓｙｓｔｅｍからの加熱されたサンプル棚、ガス麻酔接続、及び全体
ガス麻酔オプションのような動物操作の特徴を含む。より大きな画像化チャンバーはより
大きな被験体又はより多数の被験体の使用を可能にし得る。
【００９５】
　インビボ生物発光アッセイのためのルシフェリンの製造：
　以下の材料を実施例で使用した：
　ホタルＤ－ルシフェリンカリウム塩　１．０ｇ／バイアル（例えばＸｅｎｏｇｅｎ　Ｘ
Ｒ－１００１又はＢｉｏｓｙｎｔｈ　Ｌ－８２２０）。
　Ｍｇ2+及びＣａ2+を含まないＤＰＢＳ
　ボトルトップフィルター０．２ｕｍ。
【００９６】
　以下の手順を画像化に使用した：
　ルシフェリンのＤＰＢＳ中２５ｍｇ／ｍｌのストック溶液を調製し、そして０．２ｕｍ
フィルターを通して滅菌ろ過した。５ｍｌのアリコートを－２０℃で保存した。注射用量
は１０ｕｌ／体重１ｇであった。各マウスを対象に２５０ｍｇルシフェリン／体重１ｋｇ
を投与した（例えば２０ｇのマウスについては、２００ｕｌを注射してルシフェリン２．
０ｍｇを送達する）。ルシフェリンを画像化の数分前に皮下（ＳＣ）、又は腹腔内（ＩＰ
）又は静脈内（ＩＶ）注射した。ルシフェリン動態研究を、ピークシグナル域を決定する
ために各動物モデルについて場合により行った。
【００９７】
　３．６　ＭＢＰ－ｌｕｃｉ画像化法：
　上記のように、マウスに２５０ｍｇ／ｋｇ　Ｄ－ルシフェリンをＳＣ、ＩＰ又はＩＶに
より注射した。５分後（静脈内）又は８分後（腹腔内又はＳＣ）に、マウスをＩＶＩＳ　
１００（Ｘｅｎｏｇｅｎ）を使用して１６分間（サイズ８で８つの画像について６０秒の
画像化及び６０秒の間隔）画像化した。生物発光を定量するために、興味のある同じ円形
の領域を各マウスの頭部領域を取り囲むように位置決めし、そして画像化シグナルを、Ｌ
ＩＶＩＮＧＩＭＡＧＥソフトウエア（バージョン２．５、Ｘｅｎｏｇｅｎ）を使用して平
均放射輝度（光子／秒／ｃｍ２／ステラジアン（ｓｔｅｒｉｄｉａｎ））として定量した
。興味のある頭部領域を、一定面積に保ち、そして全て実験内で位置決めした。データを
各動物について処置開始時の生物発光に対して正規化した。
【００９８】
　３．７　統計学的解析
　統計学的解析のために、ＥｖｅｒＳｔａｔ　Ｖ５及びＳｉｇｍａ　Ｓｔａｔ統計ソフト
ウェアパッケージを使用した。グループにおける画像化の平均を平均値とみなし、そして
全てのグループについてのＳＥを計算した。
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２つのグループの平均値を比較する場合、ウィルコクソン対比較（ｐａｉｒｅｄ）検定又
はウィルコクソン非対比較（ｕｎｐａｉｒｅｄ）検定を行った。両側Ｐ値＜０．０５を統
計学的に有意とみなした。
【実施例】
【００９９】
　トランスジェニックマウス生成
　「長い」プロモーターはＭ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４を含む約１０ＫＢであり、そして「短
い」プロモーターはＭ１、Ｍ２及びＭ３を含む約５ＫＢであった。これらを高忠実度ＰＣ
Ｒ法を用いてＭＢＰ遺伝子を含有するマウス細菌人工染色体（ＢＡＣ）からクローン化し
た。次いで各プロモーターフラグメントをベクター中に、例えばｐＧＬ３－ｈｙｇｒｏベ
クターのポリリンク（ｐｏｌｙ　ｌｉｎｋ）部位に（ｉｎｔｏ　ｔｈｅ　ｉｎｔｏ　ｔｈ
ｅ）クローン化した（図１及び図２）。
【０１００】
　プラスミドをＮｏｔ　Ｉ及びＢａｍＨ１で制限してＭＢＰ－ｌｕｃｉトランスジェニッ
ク発現カセットを放出させ（図３）、これらを、標準的な前核微量注入技術を使用してＦ
ＶＢ／Ｔａｃ系統及びＢ６Ｃ３／Ｔａｃ系統でトランスジェニックマウスを生成させるた
めに使用した。
【０１０１】
　トランスジェニック（Ｔｇ）動物生成のための一般的な方策は当該分野で周知であり、
例えばＰｉｎｋｅｒｔ，Ｃ．Ａ．（ｅｄ．）　１９９４．Ｔｒａｎｓｇｅｎｉｃ　ａｎｉ
ｍａｌ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ：Ａ　ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　ｈａｎｄｂｏｏｋ．Ａｃａ
ｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ，Ｉｎｃ．，Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，Ｃａｌｉｆ．；Ｍｏｎａｓｔ
ｅｒｓｋｙ　Ｇ．Ｍ．ａｎｄ　Ｒｏｂｌ，Ｊ．Ｍ．（ｅｄ．）（１９９５）　Ｓｔｒａｔ
ｅｇｉｅｓ　ｉｎ　ｔｒａｎｓｇｅｎｉｃ　ａｎｉｍａｌ　ｓｃｉｅｎｃｅ．ＡＳＭ　Ｐ
ｒｅｓｓ．Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ　Ｄ．Ｃ．に記載される。
【０１０２】
　脱髄／再髄鞘化事象と相関したＭＢＰ－Ｌｕｃｉ導入遺伝子シグナル
　白質領域のルシフェラーゼ発現が観察されたＭＢＰ１０Ｋ－ｌｕｃｉトランスジェニッ
ク系１２１（ＦＶＢ系統）を、立証実験のためのクプリゾンモデルにおいて使用した。図
１１に示されるように、第一のクプリゾン研究を、ルシフェラーゼ画像化を１週目、２週
目及び４週目に繰り返し（０．２％クプリゾン食餌）、続いて通常のクプリゾン非含有食
餌に戻して５週目、６週目及び７週目に画像化した（ＲＥ　１週から３週）。図に示され
るように、この系１２１からのルシフェラーゼ発現は、クプリゾン誘導脱髄及び再髄鞘化
の時間経過と明らかに相関していた。このことは、公開されている内在性ＭＢＰ　ｍＲＮ
Ａ研究（Ｊｕｒｅｖｉｃｓ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｎｅｕｒｏｃｈｅｍ
ｉｓｔｒｙ，２００２，８２，１２６－１３６）と一致する。ＦＶＢ系統マウスは１つの
系統以外であり、そして体重減少により見られるように０．２％クプリゾンに対して感受
性であることが知られている。通常、１週当たり２～３回の通常餌／トランスゲル栄養補
助剤が、この系統における重篤な体重減少及び毒性を回避するために必要とされる。
【０１０３】
　クプリゾンモデル検証：
　周知でありかつ広く使用される脱髄／再髄鞘化モデルの１つはマウスにおけるクプリゾ
ンモデルである。このモデルは、例えば連続した４～６週の間、粉末状齧歯動物試料（ｌ
ａｂ　ｃｈｏｗ）で投与されるクプリゾン、銅キレート剤（典型的には約０．２％質量／
質量；　ビスシクロヘキサノンオキサルジヒドラゾン、ＣＡＳ番号３７０－８１－０、Ｓ
ｉｇｍａ　Ｃ９０１２）の食餌消費を含む（例えば：Ｍａｔｓｕｓｈｉｍａ及びＭｏｒｅ
ｌｌ，２００１を参照のこと）。クプリゾンは成熟オリゴデンドロサイトに対して選択的
に毒性であることが示されている。クプリゾン食餌の通常食餌へのその後の切り替えによ
り、回復をもたらす環境が生じ、その結果、クプリゾン食餌停止の４週～６週後に、マウ
スは脳梁において高い再髄鞘化を示す。従って、クプリゾンモデルは、その中で脱髄及び
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再髄鞘化の局面を研究するための完全なインビボパラダイムを提供する（図１１及び１２
）。
【０１０４】
　さらなる証拠として、ＭＢＰ　５ｋ－ｌｕｃｉ系１７１（Ｂ６Ｃ３系統）を試験した。
この系統もまた、図１３に示されるように、クプリゾン誘導脱髄及び再髄鞘化事象に対し
て相関関係にある画像化応答を示した。７匹のＴｇ+マウスを０．２％クプリゾンで６週
間処置し、そして３匹のＴｇ＋マウスを通常食餌で６週間処置した。全ての７匹のマウス
が０．２％クプリゾン食餌に耐え、そして１５～２５％の間の平均体重減少を有していた
。クプリゾン処置と共に、有意な画像化シグナル低下があった（脱髄）。例えば、０週目
から４週目で４３％のシグナル低下、そして０週目から６週目で７４％のシグナル低下が
あった。
【０１０５】
　ＭＢＰ－ｌｕｃｉマウスクプリゾンモデル組織学的検証
　組織学的検証については、目的はバイオイメージングモデルにおいて、クプリゾン処置
の間のレポーター遺伝子の応答が、クプリゾン処置マウスの脳梁における構造的に検出可
能な脱髄と相関することを確認することであった。これらの病的状況を、ルクソールファ
ストブルー（ＬＦＢ）染色により可視化した（図２０及び２４を参照のこと）。
【０１０６】
　具体的には、最初の試験において０．２％クプリゾン食餌を用いたＭＢＰ　１０ｋ－ｌ
ｕｃｉ系１２１（ＦＶＢ系統）について、ＬＦＢ染色によりごくわずかな脱髄しか検出さ
れなかった。これらのＦＶＢ系統マウスについて明瞭な組織学的脱髄を生成させるために
、様々なクプリゾン食餌投与計画にしたがって重篤な体重減少を回避するよう試みた。０
．２％、０．１７５％及び０．１５％のクプリゾン用量グループ（６週の研究）は、重篤
な体重減少及び毒性を避けるために１週あたり３～４回の通常餌／トランスゲル栄養補助
剤を必要とした。また、クプリゾン濃度を曝露時間が延びるにつれてさらに低くした。ク
プリゾン濃度（０．１４％、０．１２％及び０．１％）及び処置期間（７週及び９週）を
用いた研究を、週に１回までの通常餌／トランスゲル栄養補助剤を用いて試験した。しか
し、全てのデータは、ＦＶＢ系統マウス（８週齢、体重２８．５ｇ±３ｇ）が多様なクプ
リゾン食餌投与計画からのより少ない組織学的脱髄を有するということを示した。この研
究モデルの予備的開発のための特に好ましい実施態様としてはＦＶＢ系を選択しなかった
。ＦＶＢ系統は画像化及びクプリゾン毒性に対する感受性については良好であるが、体重
減少は、別の系統を使用することによりこれらの予備研究において容易に回避できる交絡
変数を導入し得る。
【０１０７】
　別の系統では、ＭＢＰ　５ｋ－ｌｕｃｉ系１７１（Ｂ６Ｃ３）マウス（８週齢、体重２
５ｇ±３ｇ）が明瞭な組織学的脱髄を示した。
【０１０８】
　マウス脳組織を、６週の０．２％クプリゾン処置の終わりに集めた。７匹のクプリゾン
処置されたマウスは全て、脳梁領域において明瞭な脱髄を有し、そして３匹のコントロー
ルマウスは全て、脳梁領域において正常な髄鞘形成を示した。ＭＢＰ　５Ｋ－ｌｕｃｉ系
１７１からのこれらのデータは、画像化シグナルがクプリゾン誘導脱髄期を追跡するもの
であるというさらなる証拠を提供する。
【０１０９】
　さらなる定量的ＬＦＢ分析（図１４）は、ＭＢＰ－Ｌｕｃｉ　Ｂ６Ｃ３系１７１ホモ接
合マウス（８週齢、体重２１ｇ±３ｇ）が、Ｂ６Ｃ３Ｈ系１７１ヘテロ接合マウス（８週
齢、体重２５．５ｇ±３ｇ）と比較してより一貫性のある、わずかにより重症な脱髄を４
週目に示すということを実証した。楕円中のより濃い領域は染色されたミエリンを示す。
【０１１０】
　さらに、０．２％クプリゾンを与えられたＣ５７ＢＩ／６系統野生型雄性マウス（８週
齢、体重２０ｇ±３ｇ）は最も重症で一貫した脱髄を示した。Ｃ５７　ＢＬ／６系統は、



(24) JP 6068981 B2 2017.1.25

10

20

30

40

50

予備研究において記載されるクプリゾンモデル及びＰＰＡＲδ試験化合物効果についての
ポジティブコントロールとして役立った。
【０１１１】
　１．ＭＢＰ－ｌｕｃｉマウスは、ＰＰＡＲδ選択的アゴニストツール化合物のＣＮＳ再
髄鞘化に対するポジティブな効果を裏付ける：
　ＭＢＰ－ルシフェラーゼマウスを、このインビボバイオイメージングモデルがペルオキ
シソーム増殖因子活性化受容体δ（ＰＰＡＲδ）アゴニストツール化合物（‘５７１）の
ＣＮＳ再髄鞘化に対する効果を検出するために使用され得るか否かを評価するために使用
した。
【０１１２】
　ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体（ＰＰＡＲ）は、標的遺伝子の発現を調節する
転写因子として機能する核受容体スーパーファミリーに属する。他の転写因子とは異なり
、核受容体の活性は、生物学的膜に容易に浸透する対応するリガンド－親水性小分子に結
合することにより調節され得る。核受容体ファミリーについての複雑な細胞シグナル経路
にもかかわらず、核受容体を薬物標的として使用する長い成功の歴史がある。ＰＰＡＲは
細胞分化、発達及び代謝の調節において不可欠な役割を果たす。ＰＰＡＲは、今までに同
定された別々の遺伝子によりコードされる３つの密接に関連したアイソフォームを有する
：一般的にＰＰＡＲα、ＰＰＡＲγ及びＰＰＡＲδとして知られ、ＰＰＡＲβとしても知
られる；Ｊ．Ｂｅｒｇｅｒ　ａｎｄ　Ｄ．Ｅ．Ｍｉｌｌｅｒ，Ａｎｎｕ．Ｒｅｖ．Ｍｅｄ
．，２００２，５３，４０９－４３５）。それぞれの受容体サブタイプはシグニチャー（
ｓｉｇｎａｔｕｒｅ）ＤＮＡ結合ドメイン（ＤＢＤ）及びリガンド結合ドメイン（ＬＢＤ
）を有し、両方ともリガンド活性化遺伝子発現に必要である。ＰＰＡＲはレチノイドＸ受
容体（ＲＸＲ）とヘテロ二量体として結合する。
【０１１３】
　ＰＰＡＲδはＣＮＳにおいてかなり発現されるように思われる；しかしそこでのその機
能の多くはまだ不確定なままである。しかし、１つだけ興味がもたれるのは、ＰＰＡＲδ
がＣＮＳの主要な脂質産生細胞である齧歯動物のオリゴデンドロサイトにおいて発現され
たという発見である（Ｊ．Ｇｒａｎｎｅｍａｎ，ｅｔ　ａｌ．，Ｊ．Ｎｅｕｒｏｓｃｉ．
Ｒｅｓ．，１９９８，５１，５６３－５７３）。さらに、ＰＰＡＲδ選択的アゴニストが
マウス飼育（ｃｕｌｔｕｒｅｓ）においてオリゴデンドログリアミエリン遺伝子発現及び
ミエリン鞘径を有意に増加させるということが見出されたということもわかった（Ｉ．Ｓ
ａｌｕｊａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｇｌｉａ，２００１，３３，１９４－２０４）。ＰＰＡＲδ
ノックアウトマウスは、より小さな脳全体のサイズ及び白質における減少したレベルの髄
鞘形成を有する（Ｍｏｌ　ｃｅｌｌ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　２００　２０：５１１９）。さら
に、ＰＰＡＲδアゴニストは、多発性硬化症の実験的自己免疫性脳脊髄炎（ＥＡＥ）モデ
ルにおいて保護的効果を及ぼす（Ｐｏｌａｋ　ｅｔ　ａｌ．，Ｊ　Ｎｅｕｒｏｉｍｍｕｎ
ｏｌｏｇｙ　２００５　１６８：６５－７５）。
【０１１４】
　共同研究者らは、選択的ＰＰＡＲδアゴニストが神経組織において機能的役割を果たし
、そしてオリゴデンドロサイト前駆細胞分化を刺激するということを以前に実証した。経
口で生物が利用可能な脳浸透性のＰＰＡＲδ選択的アゴニストであるＳＡＲ１１７１４５
は、齧歯動物及びヒトのオリゴデンドロサイト前駆細胞分化をインビトロで濃度依存性の
様式で刺激した；ＰＰＡＲδ選択的アンタゴニストでブロックされ得る効果。
【０１１５】
　ラットオリゴデンドロサイトにおいて、ミエリン塩基性タンパク質の増加した発現に下
流ＰＰＡＲ標的Ａｎｇｐｔｌ４の増加したｍＲＮＡ発現が先行し、そしてこの上方調節は
ＰＰＡＲδのレンチウイルスｓｈＲＮＡノックダウンでブロックされた。マウスに２％ク
プリゾンの食餌を４種間与えた急性脱髄のマウスクプリゾンモデルにおいて、ＳＡＲ１１
７１４５はＣＮＳ再髄鞘化を増強し、Ａｎｇｐｔｌ４　ｍＲＮＡ発現を増加させ、そして
脳梁を横切る軸索伝導を改善した。Ａｎｇｐｔｌ４のＣＮＳ活性化には腓腹筋の増加した
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発現が付随し、これが潜在的な代替マーカーとして役立ち得ると示唆される。これらのデ
ータは、ＰＰＡＲδアゴニストがＣＮＳ再髄鞘化を増強し、そして軸索機能を改善し得る
ことを実証し、そして脱髄障害の処置のための内在性修復プロセスの刺激におけるそれら
の潜在的用途を示唆する（米国特許出願第２００７０１４９５８０号、ＵＳＥ　ＯＦ　Ｐ
ＥＲＯＸＩＳＯＭＥ　ＰＲＯＬＩＦＥＲＡＴＯＲ　ＡＣＴＩＶＡＴＥＤ　ＲＥＣＥＰＴＯ
Ｒ　ＤＥＬＴＡ　ＡＧＯＮＩＳＴＳ　ＦＯＲ　ＴＨＥ　ＴＲＥＡＴＭＥＮＴ　ＯＦ　ＭＳ
　ＡＮＤ　ＯＴＨＥＲ　ＤＥＭＹＥＬＩＮＡＴＩＮＧ　ＤＩＳＥＡＳＥＳ）。
【０１１６】
　ＰＰＡＲδアゴニストツール化合物（’５１７；図１５）を、Ｂ６Ｃ３Ｈ系１７１ヘテ
ロ接合マウスで試験した。８週齢のマウスを０．２％クプリゾンを含む食餌で４週間飼育
し、次いで再髄鞘化のために通常餌を与えた。次いでマウスに、週に２回、ビヒクル（０
．６％カルボキシメチルセルロースナトリウム塩及び０．５％Ｔｗｅｅｎ８０）又は３０
ｍｇ／ｋｇ　ＰＰＡＲδアゴニストツール化合物’５１７のいずれかを８日間経口投与し
、そしてグラフに示された時点で画像化した。データを０週ベースラインシグナルに対し
て正規化した。ツール化合物’５１７のグループ（ｎ＝１５）ではビヒクルグループ（ｎ
＝１３）よりも３０～１００％の相対的なルシフェラーゼシグナル増加があり、これはオ
リゴデンドロサイト前駆細胞分化の増強に起因すると本発明者らは考えている。
【０１１７】
　’５１７の効果を、同じ研究においてルクソールファストブルー（ＬＦＢ）染色により
さらに組織学的に確認した（図１６）。ホルマリン固定パラフィン包埋脳からの傍矢状組
織断面を、脳梁におけるミエリンの定性的評価のためにＬＦＢで染色した。各時点につい
て染色した断面をスコア付けし、そして０（完全な髄鞘形成）から５（完全な脱髄）まで
のスケールで等級付けした。スコア付けシステムは以下のとおりであった：０＝正常ミエ
リン、脱髄無し、１＝最小限の局在化した脱髄、２＝軽度から中程度、局在化した脱髄、
３＝中程度、局所的に極度の脱髄、４＝重症、局所的に極度の脱髄、５＝重症、広範な脱
髄。クプリゾンで４週後のマウスからのＬＦＢ染色した脳断面の組織学的評価は、系１７
１ヘテロ接合マウス（ｎ＝５）における脳梁の中程度から重症の脱髄を裏付けた。再髄鞘
化期の間の４週から５週目の’５１７での処置は、ツール化合物’５１７グループ（Ｎ＝
５）をビヒクルコントロールグループ（Ｎ＝３）と比較して、７週目の時点でＬＦＢによ
り決定した場合に測定可能な増加を生じた。少ないｎの数にもかかわらず、組織学的デー
タはインビボルシフェラーゼバイオイメージングデータを支持しており、ビヒクルコント
ロールと比較した場合に’５１７化合物で処置されたマウスにおける増加した再髄鞘化を
示した。
【０１１８】
　系１７１ヘテロ接合マウスを用いた第二のＰＰＡＲδ　５１７研究は同様の結果を示し
た（データは示しておらず、そしてまた’５１７処置を３週延長した）。第一の研究（図
１５）と一致して、第二の研究もまた、’５１７がオリゴデンドロサイト前駆細胞分化を
再髄鞘化プロセスの間の初期の回復期に加速したということを示唆する（Ｍ　Ｌｉｎｄｎ
ｅｒ　ａｎｄ　Ｓ　Ｈｅｉｎｅ，ｅｔ　ａｌ，Ｎｅｕｒｏｐａｔｈｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　
Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｎｅｕｒｏｂｉｏｌｏｇｙ，３４，１０５－１１４，２００８）。
【０１１９】
　２．ＭＢＰ－ｌｕｃｉマウスはＥＲβアゴニスト、’５ａ又はポジティブコントロール
化合物ＱＴＰのミエリン発現に対する保護効果を検出する
　エストロゲン受容体（ＥＲ）は、特異的応答エレメントによりＤＮＡに対して直接的に
作用し、そして遺伝子発現を調節する、ステロイド核受容体のファミリーに属する。ＥＲ
の２つのサブタイプ、ＥＲα及びＥＲβが存在する。ＥＲαは子宮、前立腺、卵巣、骨、
乳房及び脳において高度に発現され、一方ＥＲβは、結腸、前立腺、卵巣、骨髄及び脳に
存在する。ＥＲβの選択的標的化は、ＥＲαの副作用を避けるための魅力的な治療アプロ
ーチである。ＥＲサブタイプ選択的化合物が同定されている。
【０１２０】
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　例えば、ＥＲβ（ＥＲαではない）アゴニストは、オリゴデンドロサイト及び神経芽細
胞腫細胞のアポトーシスをインビトロで保護することが示されている。さらに、ＥＲβ又
はＥＲ－アゴニストはＥＡＥを寛解させ、そして神経保護効果を有する（ミエリン及び軸
索の保存）。以前のＰＰＡＲδアゴニストツール化合物’５１７に基づいて、ＭＢＰ－ｌ
ｕｃｉ系を、ＥＲβアゴニスト、’５ａをクプリゾンモデルにおいて概略を描く（ｐｒｏ
ｆｉｌｅ）ために使用した。さらに、本発明者らは、ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａの統合失調
症薬クエチアピン（１０ｍｇ／ｋｇ、ＰＯ、ｑｄ）を、クプリゾン誘導脱髄に対するその
保護効果（Ｓｃｈｉｚｏｐｈｒｅｎｉａ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，２００８　Ｄｅｃ　１０６
，１８２－９１）に基づいてポジティブコントロールとして含めた。２つの独立した研究
をＢ６ＣＨ系１７１ヘテロ接合マウスを用いて行った。
【０１２１】
　第一の研究（図１７）は、ＥＲβアゴニスト‘５ａ及びポジティブコントロールクエチ
アピン（ＱＴＰ）が、クプリゾンモデルにおいて脱髄期の間保護的であることを示した。
ＭＢＰ－ｌｕｃ系１７１ヘテロ接合Ｂ６Ｃ３Ｈマウスに、クプリゾンの食餌を４週間与え
、そして’５ａ（１０ｍｇ／ｋｇ、Ｎ＝１２又は３０ｍｇ／ｋｇ　Ｎ＝１６）又はＱＴＰ
（１０ｍｇ／ｋｇ、Ｎ＝１４）を経口投薬した。マウスを０週目（ベースライン）、３週
目、及び４週目に画像化し、データを０週目のベースラインに対して正規化した。以前の
研究（図１５）と同様に、ビヒクルグループは４９％（３週）及び４５％（４週）のバイ
オイメージングシグナル減少を生じた。ＱＴＰグループは、１０ｍｇ／ｋｇで３週及び４
週の両方の時点についてビヒクルコントロールに対して画像化シグナルにおいて有意な増
加を示した。ＱＴＰ処置グループについての結果は、Ｚｈａｎｇらにより公開されたデー
タ（Ｓｃｈｉｚｏｐｈｒｅｎｉａ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，２００８，１０６：１８２－９１
）と一致する。化合物’５ａは３０ｍｇ／ｋｇで４週目にビヒクルに勝る有意な増加を示
したが、１０ｍｇ／ｋｇでは３週でも４週でも有意な差異を示さなかった。これらの結果
は、ＭＢＰ－ｌｕｃｉ画像化モデルをクプリゾンモデルにおける用量依存性保護効果を評
価するために使用することができるということを示唆する。
【０１２２】
　さらなる研究（図１８）を、ビヒクルについてのより大きなコホート及び’５ａ化合物
３０ｍｇ／ｋｇ処置グループを用いたこと以外は、第一の研究の結果（図１７）を確認す
るために設計した。第一の研究の結果と一致して、マウスをＱＴＰで１０ｍｇ／ｋｇで処
置することにより（Ｎ＝１７）、ビヒクルで処置されたコントロール（Ｎ＝２５）と３週
目（２５％対４７％の減少、ｐ＝０．０２８）及び４週目（６％の増加対２５％の減少）
に比較した場合にクプリゾン誘導シグナル減少の統計学的に有意な阻害をもたらした。さ
らに、３０ｍｇ／ｋｇでの’５ａ（Ｎ＝２７）は、ビヒクルコントロールグループと３週
目（３１％対４７％の減少、ｐ＝０．００７９）及び４週目（６％減少対２５％減少、ｐ
＝０．００１５）に比較して、有意に高い導入遺伝子活性を生じた。
【０１２３】
　これらの二つの研究は、３０ｍｇ／ｋｇでの‘５ａはＣＮＳのバイオイメージングシグ
ナルにおけるクプリゾン食餌に誘導される減少を有意に防止するが、１０ｍｇ／ｋｇのポ
ジティブコントロールＱＴＰと同じ程度ではない（これらの実験において使用された条件
下で）。以前の研究がＣＮＳ髄鞘形成の程度とＭＢＰ－ｌｕｃｉバイオイメージングシグ
ナルとの間の直接的な関係を示しているので、これらの現在の結果は、’５ａ及びＱＴＰ
の両方がクプリゾン餌投与の間のＣＮＳにおける脱髄を防止するということを示唆する。
画像化モデルデータは、ＱＴＰ及び’５ａの両方がクプリゾン誘導脳脱髄及びミエリン破
壊を軽減するということを支持する。
【０１２４】
　３．クプリゾンモデルにおけるＭＢＰ－ｌｕｃｉ系の比較
　様々な系統バックグラウンドの６つのトランスジェニック系を、異なるバイオイメージ
ング適用のために生成した。
【０１２５】
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　クプリゾンモデルにおけるＢ６Ｃ３Ｈ系１７１ホモ接合マウス及びヘテロ接合画像化シ
グナル（図１９）を比較した。ホモ接合体におけるレポーター遺伝子の２つのコピーは、
脱髄期の間に２倍より大きいシグナル減少を示し、そして再髄鞘化期の間に２倍のシグナ
ル増加を示した。ヘテロ接合系１７１（Ｂ６Ｃ３Ｈ系統）がクプリゾンモデルにおいて機
能し、化合物効果を検出し得るということが実証されるが、バイオイメージングシグナル
強度を増大させるためにホモ接合性に繁殖させることによりこのモデルをさらに改善し得
るということが予測される。マウスコロニーはホモ接合体として維持され得るので、これ
はまた、モデル製造を効率化して遺伝子型同定費用を減少させるだろう。さらに、画像化
域が大きくなれば、モデルは化合物誘導変化の検出に対してより高感度になる。
【０１２６】
　図２０は、クプリゾンモデルにおける３つの異なる系からの組織学的ＬＦＢデータの比
較を示す。定量的ＬＦＢデータにより、ホモ接合マウスが最も重症なクプリゾン誘導脱髄
（典型的に使用される野生型Ｃ５７　ＢＬ／６マウス系統に見られるものと同様の重症度
）を示したという、系１７１　Ｂ６Ｃ３Ｈを用いたバイオイメージング結果が裏付けられ
た。系１７１ヘテロ接合マウス系はより低い重症度の脱髄を示したが、これらの系１７１
ヘテロ接合マウスは最も少ない量のクプリゾン誘導脱髄を示した。
【０１２７】
　図２１において、最大のバイオイメージングシグナル減少を有するＭＢＰ－ｌｕｃｉ系
が、組織学的に評価された場合に最も高い脱髄も有していたことを実証する。３つの異な
るＭＢＰ－ｌｕｃｉ系（系１７１　Ｂ６Ｃ３Ｈヘテロ接合（ｈｅｔ）系統、系１２１　Ｃ
５７ＢＬ／６ヘテロ接合系統及び系１７１Ｂ６Ｃ３Ｈホモ接合系統）をバイオイメージン
グ及びルクソールファストブルー（ＬＦＢ；ミエリン染色）組織学により比較した。マウ
スを４週間又は５週間、０．２％クプリゾンを含有する食餌で飼育した。画像化データを
０週のベースライン測定に対して正規化した。各研究の終わりに、マウス脳を採取し、そ
して連続的パラフィン切片をＬＦＢを用いてミエリンについて染色した。平均定性的ＬＦ
Ｂスコア（０～５）を図２１の表に示した。系１７１　Ｂ６Ｃ３Ｈホモ接合マウスは、最
大の画像化シグナル減少を示し、そしてまた定性的組織学的評価により評価した場合に最
も重症な脱髄を実証した。系１７１　Ｂ６Ｃ３Ｈヘテロ接合マウスは、最も小さな画像化
域、及び４週目に最も少ない組織学的脱髄も示した。系１７１　Ｂ６Ｃ３Ｈホモ接合マウ
スは、クプリゾン食餌前のそれらのベースライン画像化を参照して、クプリゾン食餌の間
に最も大きなバイオイメージングシグナル減少を有していた。例えば、クプリゾン食餌で
３週後に、１７１　Ｂ６Ｃ３Ｈホモ接合マウスは７２％のシグナル減少（０週を参照して
３週、ｐ＜０．０５）を有していたが、系１７１　Ｂ６Ｃ３Ｈヘテロ接合マウスは４５％
のバイオイメージングシグナル減少（０週を参照して、ｐ＜０．０５）を有していた。系
１２１　Ｃ５７　ＢＬ／６ヘテロ接合マウスは、ルシフェラーゼシグナルにおける最少の
減少を有していた（０週に対して３週で３３％の減少、ｐ＜０．０５）。
【０１２８】
　ＭＢＰ－ｌｕｃｉモデルの感受性及び応答性を、図２２に示される１７１　Ｂ６Ｃ３Ｈ
ホモ接合マウスのＱＴＰ（１０ｍｇ／ｋｇ）を用いた処置によりさらに確認した。１７１
　Ｂ６Ｃ３Ｈヘテロ接合マウス（図１７及び１８）を使用した結果と一致して、ＱＴＰ（
１０ｍｇ／ｋｇ）はバイオイメージングシグナル減少を有意に防止した。これらの結果に
基づいて、系１７１　Ｂ６Ｃ３Ｈホモ接合マウスをクプリゾン誘導脱髄バイオイメージン
グモデルのための最適な系として同定した。
【０１２９】
　４．ＭＢＰ－ｌｕｃｉモデルのさらなる適用
　ＭＢＰ－ｌｕｃｉマウスは脳及び脊髄の両方ルシフェラーゼ発現を有する。図２３に示
されるように、発光シグナルは主に脳及び脊髄の白質領域からのものであった。クプリゾ
ンモデル適用について首尾よく実証された脳からのルシフェラーゼ画像化に加えて、脊髄
からのルシフェラーゼ画像化シグナルは、ＭＳの実験的アレルギー性脳脊髄炎（ＥＡＥ）
において使用され得、又は脊髄モデルとして応用され得る。
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