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小脳星状細胞及びノ又は籠細胞特異的な遺伝子発現方法

技 術 分 野

本発明は、小脳星状細胞及び 又は籠細胞特異的な遺伝子発現方法 とこれを

利用した小脳の機能研究 及びそのためのべクター、 ドランスジェニック動物

等に関する。

背 景 技 術

小脳は複数の筋肉が関与する歩行などの協調運動に重要な役割を果たしてい
る。小脳に損傷がある と、協調運動の調節が ぅま く行かず、・なめらかな動きが

できな くなる。大脳皮質からの運動の指令は脳幹を通って、脊髄、筋肉に伝え

られるが、同時に苔状線維を介して小脳皮質にも入る。苔状線維は小脳皮質の

神経細胞である穎粒細胞 との間に興奮性に入力する。穎粒細胞はその軸索であ

る平行線維を介してプルキンエ細胞 との間にシナプスを形成する。プルキンエ

細胞は小脳皮質からの唯一の出力神経細胞であり、プルキンエ細胞が どのよ ぅ

な入力を受け取 り、それをどのよ ぅに統合 して出カするかが小脳の機能の本質
と言える。

小脳皮質にほ頬粒細胞、プルキンエ細胞以外に 3 種類の神経細胞が存在する

(図 ェ参照 )。この 3 種類の細胞 星状細胞、籠細胞、ゴルジ細胞はいずれも介

在神経細胞であり、苔状線維一頬粒細胞一プルキンエ細胞 と伝わる信号を調節

する役 目を持つ。星状細胞は小脳皮質の表層に近い分子層 と呼ぼれる部分に存

在し、プルキンエ細胞樹状突起 との間にシナプス結合 しプルキンエ細胞のほた
らきを抑制性に制御する。籠細胞 も分子層に存在するが、星状細胞 と異な り、

プルキンエ細胞層め近 くに存在し、プルキンエ細胞の細胞体 との間に抑制性シ

ナプス を形成する。

このよ ぅに小脳星状細胞 と籠細胞がプルキンエ細胞のはたらきを抑制性に制

御していることは知られているが、これら 2 つの細胞のプルキン工細胞に対す
る影響が、 どの程度、小脳が制御する協調運動あるいは運動学習に寄与してい



るのかは全く不明である。

小脳星状細胞及び籠細胞の機能を解析する方法 としては、これまで、これら

の細胞を電気的に刺激 し、プルキン工細胞でその電位変化を記録、あるいは平

行線維を刺激し、星状細胞またほ籠細胞で電位変化を記録する方法しか知られ
ていない。また、小脳星状細胞や籠細胞で特異的に機能するプロモーターが発

見 されていないため、これらの細胞特異的に遺伝子改変を加えた トランスジェ
チッ夕動物も知 られていない。

シナプシン は神経細胞の終末に存在し、シナプス小胞の放出に重要な役割

を果たしているタンパク質である。 アデノ ウイルスベクターを用いた発現解析

において、シナプシン プロモーターは神経で特異的に機能することが報告さ

れている (Ku e工 e a ・
・， o e c a亡 and e u a Neuでo s c e nce， 7，p78 一96，

(2００ ) ) 。またレンチウイルスベクターを用いた解析では、シナプシン プロモ

ーターは大脳皮質において興奮性及び抑制性の両方の神経細胞で機能すること

が報告 されている ( ge e a PN S o ０ No 52 P 82０7 21

2００4 ) 。しかしなが ら、シナプシン プロモーターが小脳でどのよ ぅに機能す

るか否かについては、報告がない。実際、これまで知られている小脳特異的発

現ベクターは、いずれもアデノ ウイルスやアデノ随伴ウイルス、あるいはレン

チウイルス を用いたものであるが、使用されるプロモーターは プロモータ

ー、
・
プロモーター等の一般的なものであり、細胞特異的なものとしてはプ

ルキンエ細胞特異的 L7 プロモーターがあるにすぎない(特表 2 ００3 3 4

7 8 7号公報、特開平 9 号公報、特表 2 ００3 ０8 ０号

公報) 。

発 明 の 開 示

本発明の課題は、小脳星状細胞及び 又は籠細胞に特異的な遺伝子発現を可

能にし、、脳機能研究や遺伝子治療のための新たな手段を提供することにある。

前述のとおり、シナプシン は神経細胞の終末に存在し、シナプス小胞の放

出に重要な役割を果たしているタンパク質である。一般的にシナプシシ は興

奮性シナプス前終末のマーカーとして用いられる。小脳皮質の興奮性神経は頬



粒細胞のみであるため、発明者らは、シナプシン プロモーターを類粒細胞特

異的発現ベクターとして利用することを考えた。そして、 ラ ットゲノム よ り単

離し仕シナプシン プロモータ二遺伝子をレンチウイルス 由来のべクターに組

み込み、ぞの下流に FP 遺伝子を連結 させて、生体マウスの小脳皮質分子層の

細胞に感染 させ、蛍光顕微鏡でその局在を観察した。する と、予想に反して頬

粒細胞には FP の発現が全 くみられず、代わ りに分子層の星状細胞 と籠細胞に

選択的な FP の発現が確認恰れた。細胞非選択的な プロモーターや S

プロモーターの制御下で FP を発現するレンチウイルスベクターを用いると穎

粒細胞に FP の発現が見 られない (その他の 4 種の神経細胞には FP の発現が

観察 される ) ことから、 レンチウイルスベクターは類粒細胞への感染能を有し

ないと考えられた。 これらの結果は、シナプシン プロモーターを用いたレン

チウイルスベクターが、星状細胞や籠細胞に特異的な発現ベクターとして利用

可能であることを示唆する。

本発明は以上の知見に基づいてなされたものであり、シナプシン プロモー

タ一支配下に導入遺伝子を機能し得る、態様で連結 して含むレンチウイルス 由来

ベクターを対象動物に導入することによ り、前記対象動物の小脳星状細胞及び
又は籠細胞において前記導入遺伝子を特異的に発現させる方法に関する。

前記方法において、導入遺伝子としては、細胞の生存を制御するタンパク質、

小脳の発達、生理機能を制御するタンパク質 (例えぼ、治療用タンパク質 を

コー ドする遺伝子が好ま しい。例えば、ジフテ リア毒素、ジフテ リア毒素受容

体、単純ヘルペス 由来チ ミ ジンキナーゼ、グルタ ミ ン酸受容体、G B 受容

体、脳由来神経栄養因子、及びグ リア細胞由来神経栄養因子並びにこれらの改

変体から選ぼれるいずれかをコー ドする遺伝子を挙げることができる。

本発明はまた、シナプシン プロ号一ター支配下にジフテ リア毒素、単純へ
ルペス由来チ ミ ジンキナーゼ、グルタ ミ ン酸受容体、G A 受容体、脳由来

神経栄養因子、及びクリア細胞由来神経栄養因子並びにこれらの改変体から選

ぼれるいずれかをコー ドする遺伝子、あるいは各種治療用タンパク質をコー ド

する遺伝子を機能し得る態様で連結して含むレンチウイルス 由来ベクターや、

該ベクターを導入した トランス ジェニツク動物も提供する。

本発明はまた、シナプシン プロモーター支配下に導入遺伝子を機能し得る



態様で連結して含むレンチウイルス 由来ベクタ丁を対象動物に導入し、前記対

象動物の小脳星状細胞及びノ又は籠細胞において前記導入遺伝子を特異的に発

現させることによ り、小脳の生理学的又は病理学的機能を解析する方法も提供

する。
・

特に、ジフテ リア毒素、ジフテ リア毒素受容体、チ ミ ジンキナーゼ、及び

Lu che 変異導入 2 グルタ ミ ン酸受容体並びにその改変体から選ばれるいず

れかをコー ドする遺伝子を導入した トランスジェニック動物では、その小脳星

状細胞及びノ又は籠細胞を選択的に脱落 させることが可能 とな り、これら 2 つ
の細胞ひいてほ小脳の生理学的機能の解明に有用である。

また、シナプシン プロモーター支配下に脳由来神経栄養因子、 グ リア細胞

由来神経栄養因子等の治療用タンパク質をコー ドする遺伝子を機能 し得る態様

で連結 して含むレンチウイルス 由来ベクターは、小脳星状細胞及びノ又は籠細

胞への治療用タンパク質送達ベクターと して、遺伝子治療に有用である。

本発明において用いられる対象動物は、研究的分野においては非 ヒ ト哺乳動

物、特にマウス、ラ ット等のげっ歯類である。一方、遺伝子治療の分野におい
ては、 ヒ トを含む哺乳動物全般を対象 とすることが可能である。

本発明によれば、星状細胞や籠細胞を選択的に脱落 させることが可能にな り、

これら 2 種の神経細胞め役割を、協調運動、運動学習な どの行動レベルにおい
て解明することが可能 となる。 また、星状細胞及びノ又は籠細胞に限局して遺

伝子発現 きせ、これらの抑制性神経の機能調節が可能 となることから、小脳神

経回路研究を行 ぅのに有用な手段を提供すること となる。

図面の簡単な説明

図 ェ は、小脳神経回路の模式図である。

図 2 は、p L 2 ０c FP の概略図である。

図 3 は、本発明の発現ベクターの 例である p L 2 ０c y の概略図である。

図 3 は、本発明の発現ベクターの 例である p L 2０c y n F P の概略図であ

る。

図 3 C は、本発明の発現ベクターの ェ例である p L 2 ０c y T H の概略図



である。

図 4 は、p L2 ０c y n F P C よる小脳星状細胞及び籠細胞特異的な F P 遺伝子

の発現例を示す蛍光顕微鏡写真である。

図 5 は、p L2０c y n F P による小脳星状細胞及び籠細胞特異的な F P 遺伝子

の発現例を示す共焦点レーザー顕微鏡写真である。

図 6 は、p L2０c S FP による小脳細胞への非選択的な F P 遺伝子の発現

例を示す蛍光顕微鏡写真である。

図 6 は、p L 2０c S FP による小脳細胞への非選択的な F P 遺伝子の発現

例を示す共焦点 レーザー顕微鏡写真である。

図 7 は、p L2０cSy T HA による小脳星状細胞及び籠細胞特異的な F P 遺

伝子の発現例を示す共焦点 レーザー顕微鏡写真である (上段 ジフテ リア毒素

を投与しなかったマウス の小脳皮質、下段 ジフテ リア毒素を 日 2 回、 週

間投与したマウスの小脳皮質) 。

本明細書は、本願の優先権の墓礎である特願 2 ００5 3 5 4 号の明

細書に記載 された内容を包含する。

発明を実施するための最良の形態
ェ ・ベクター

本発明にかかるべクターは、シナプシン プロモーター支配下に導入遺伝子
を機能し得る態様で連結 して含むレンチウイルス 由来ベクターである。

( ) レンチウイルス 由来ベクター

本発明のべクターはヒ ト免疫不全 ウイルス 由来のレンチウイルスベクターを

基本骨格 とする。アデノ ウイルスベクターやへルペス ウイルスベクターと異な

り、レンチウイルスベクターは、生体における免疫応答は極めて弱 く、細胞障

害性もほとんど無いといぅ点で有利である。前記レンチウイルス 由来のべクタ

ーとしては、例えば P L2 ０c J d e h d e S Resea ch Ho s p a 提供) 、

p Len 6 5 DES ( v o g e 社製 ) 等が挙げられる。

本明細書において、「基本骨格」 とは、特定の細胞内において、維持、複製 さ

れるに十分な因子を含む構成単位を意味する。したがって、本発明においてほ、



汎用のレンチウイルス 由菜のべクターにおける不要な部分を除去して得られた
ものも用いられ う る。 ウイルスベク ターの力価を向上させる観点から、例えぼ

レンチウイルス 由来のべク ターである pLe 6 5 E T の場合、配列番号 7 で

示される塩基配列を有する部分が除去されていることが好ましい。したがって、

シナプシン プロモーターを含有したレンチウイルス 由来のべクターであり、

かつ該プロモーターの下流に導入対象の導入遺伝子を機能 しう る態様で連結し

たレンチウイルスベクター骨格において、配列番号 7 に示される塩基配列を含

有しない発現ベクターも本発明のぺクターに含まれる。

レンチウイルスベクターに組み込むことができるインサー トのザイズは、プ

口モーターも含めて一般的に 8kb と言われている。発明者らのこれまでの実験

から、上記配列番号 6 の塩基配列を有する部分を除去した高力価レンチウイル

スベクターでは、4～5 kb が限度であることがわかっている したがって、3 kb

以上の遺伝子を発現させるためにほ、 ～2kb を超えない神経特異的プロモータ

ーを使 う ことが必要 となる。

(2 ) シナプシン プロモーター

本発明のぺクターは、プロモーターとしてシナプシン プロモーターを含む。

シナプシン プロモーターの配列は、 e Bank 等の公共ヂ一タベース を通 じて

利用可能であり、例えぼラ ットシナプシン プロモーター配列は乃ccess o o

5 5 3００ J０552 J０563 ０として、ヒ トシナプシン プロモーター配列は ccessio

No 5832 J０543 1 57636 として、マウスシナプシシ プロモーター配列は

登録されている。登録 されていない、他の動物のシナプシン プロモーター配

列は、上記シナプシン プロモーター配列に基づく相同性検索によ り、周知の

方法に従って容易に得ることができる。

本発明のシナプシン プロモータ亡には、その改変体 (バ リアン ト) も含ま

れる。改変体は、人為的に、例えば常法によ りき ィ立特異的変異導入方法等によ

り作製 されたものであっても、自然発生的に生じた改変体であってもよい。

一例として、配列番号 に本発明の実施例で用いたラ ツ トシナプシン ロ

モーター配列を示す (ラ ットシナプシン プロモーターの 225～０ 位の配列 :

a e a d Hoesc he s c a d K a nn J B o he 99０ Se

5 2 6 (25 4932 7 The 5 a nk ng e o O he Synaps n e e



oh T T a d A T ess Phy o g e e ca C o s e ved Se q e ce W h

c e yPe spec c P o o e c o 前記文献には 225 ～０5 の部分で

ne on spec c に発現することが報告されている ) 。また、配列番号 2 及び 3

に、それぞれ前記ラット 225～０5 位に該当するヒ ト及びマウス シナプシン

プロモーター配列を示す。

上記の 3 3 ０b p のシナプシン プロモーターに加えて、我友 は g e
・
ら

(D
・

g en e a PN S ・ o ０ No 52 P 8 2０7 2 2 ００4 ) ) が用いてい
る ０46bp のラ ットシナプシン プロモーターについても検討した。その結果、

０46bp のラ ットシナプシンプロモーターを用いても小脳星状細胞及び 又は

籠細胞に特異的に外来遺伝子を発現することが明らかとなった。 さ らに小脳に

おいては、 ０4 6 bp のラ ットシナプシンプロモーターは 3 3 ０b p のシナプシン プ

ロモーターよ り もプロモーター活性がはるかに高いことがねかった。配列番号

4 に ０46b のラットシナプシン プロモーター配列を示す。

しかしなが ら、上記したよ ぅに、この配列に限定 されず、配列番号 ェや配列

番号 4 に示される塩墓配列において、少な く とも ェヌク レオチ ド残墓 (好まし
くは、 ェ又は数個 ) が異なる塩基配列であっても、それがシナプシン プロモ

ーターとして、その下流に機能 しぅる態様で連結 させた導入遺伝子を小脳星状

細胞及び 又は籠細胞において特異的に発現 させぅる限 り、同様にシナプシン

プロモーター と して使用可能である。すなわち、H g g n s らによる s a

法 に よ る マル チ プル ア ラ イ メ ン ト 例 え ぼ 、 appe a y 5 F x e d a p

p e a y W do s s z e 5 F o a g a ０) によ り、最適な状態にアラインメ

ン トされ、算出された配列同一性が少な く とも 8０ 、好ま しくは、8 5 以上、よ

り好ましくは、9 ０ 以上である塩基配列であらて、それがシナプシン プロモー

ター と して、その下流に機能しぅる態様で連結 させた導入遺伝子を小脳星状細

胞及び 又は籠細胞において特異的に発現させぅるよ ぅなものであれば、その

よ う な塩基配列を有するものも本発明にかかるシナプシン プロモーターとし

て使用可能である。

また、配列番号 工 や配列番号 4 に示される配列とス トリンジェン トな条件下

でハイブリダイズしぅる配列もまた、それがシナプシン ロモーター として、

その下流に機能しう る態様で連結 させた導入遺伝子を小脳星状細胞及びノ又は



において特異的に発現させぅる限り、同様にシナプシン プロモーター

として使用可能である。

本明細書において、前記 「ス トリンジエン トな条件」 とは、6x C ( x の

組成り・ NaC ，０，０ 5 クエン酸ナ トリ ウム、 pH7 ０) と ０・5 と 5x デン

ハル トと ００ば m 変性断片化サケ精子DN と 5０ ホルムア ミ ドを含む溶液中、

配列番号 ェや配列番号 4 に示される塩基配列からなる核酸 と ともに 5 5 Cで一

晩保温し、低ヂオン強度、例えぼ、2xSS 、よ りス トリンジエン トには、０・ x

等の条件及び 又はよ り高温、37 C以上、ス トリンジエン トには、42 C以上、

よ りス トリンジエン トには、5０oC以上、よ り一層ス トリンジエン トには、6０C

以上等の条件下での洗浄を行な ぅ条件によ り達成 されぅる。

なお、改変体の塩基配列の長さは、所望のプロモーター機能が発揮される限
り特に限定されないが、ベクターに組み込む外来遺伝子の許容サイズの点から、

例えぼ 3０００ヌク レオチ ド長以下、如ましくは、2０００ヌク レオチ ド長以下であ

ることが望ましい。

シナプシン プロモーター としての機能は、例えぽ、小脳星状細胞又は籠細

胞中に含まれる N 示 リメ ラーゼと、試験対象の核酸 との結合の有無を検出す
ることによ り評価 されぅる。結合の有無の検出は、ゲルシフ トアッセイにおけ

る移動度、表面プラズモン解析における光学的センサーグラム又は質量センサ

ーグラム化、フットプ リン ト法等によ り行 ぅことができる。

また改変体のプロモーターとしての機能は、例えぼ、試験対象の核酸の下流

にレポーター遺伝子を機能しぅる態様屯連結 させ、構築物を得、得られた構築

物をマウス あるいはラ ツ ト小脳グ リア細胞十神経細胞の混合培養に感染、ある

いは固体マウスの小脳表面夕モ膜下腔に投与することによ り評価 されぅる。前

記評価によ り、 レポーター遺伝子が、・小脳星状細胞又は籠細胞特異的に発現し

た場合、当該核酸は本発明の発現ベクターに適したシナプシン プロモーター

として使用可能である。

シナプシン プロモーター としては、用いる対象動物と同じか、あるいは近

縁種のシナプシン プロモーター配列を用いることが望ましい。

シナプシン は神経細胞の終末に存在し、シナプス小胞の放出に重要な役割

を果たしているタンパク質である。一般的にシナプシン は興奮性シナプス前



終末のマーカーとして用いられる。小脳皮質の興奮性神経は穎粒細胞のみであ

るため、シナプシン プロモーターを穎粒細胞特異的発現ベクターとして利用

しう るととが考えられた。 しかしなが ら、発明者らが ラットシナプシン プロ

モーター遺伝子 (配列番号 ェおよび配列番号 4 をレンチウイルス 由来のべク

タ一に組み込み、その下流に FP 遺伝子を連結 させて、生体与 クス の小脳皮質

分子層の細胞に感染 させたところ、穎粒細胞にほ FP の発現が全 くみられず、

代わりに分子層の星状細胞 と籠細胞に選択的な FP の発現が確認冶れた。すな

わち、シナプシン プロモーターを用いたレンチクイルスベクターは、星状細

胞及び籠細胞において特異的に機能しぅる発現ベクター として有用であること

が確認恰れた。

( 3 ) 導入遺伝子

本発明のべクターは、シナプシン プロモーターの支配下に導入遺伝子を機

能しぅる態様で連結して含む。 ここで 「機能 しぅる態様で連結して」 とは、本

来の機能を発揮するよ ぅに配置された状態であって、シナプシン プロモータ

ー支配下において、導入遺伝子が適切に発現するよ ぅに配置された状態を意味

する。

本発明において用いられる導入遺伝子は特に限定 されるものではないが、例

えぼ、細胞の生存に影響を与える遺伝子、具体的には、細胞に対して毒性を持

つタンパク質をコー ドする遺伝子、小脳の発達、生理機能を制御するタンパク

質をコー ドする遺伝子、具体的には、小脳シナプス形成および可塑性制御分子

をコー ドする遺伝子、治療用途に用いぅるタンパク質や s N を発現させう る

遺伝子、具体的にほ、細胞内で生じた凝集体を分解若しくは除去する酵素をコ

ー ドする遺伝子、細胞内において、低下している機能を補いう るタンパク質等

をコー ドする遺伝子、細胞内において、過剰な機能の発現を抑制しぅる s RN

を発現させぅる遺伝子等 その他物質生産に関連するタンパク質をコー ドする

遺伝子、特定物質を分解するタンパク質をコー ドする遺伝子等が挙げられる。

前記導入対象の遺伝子とじては、 よ り具体的には、例えば、毒性タンパク質と

して、ジフテ リア毒素をコー ドする遺伝子、ジフテ リア毒素受容体をコー ドす
る遺伝子、単純ヘルペス 由来チ ミ ジンキナーゼをコー ドする遺伝子、小脳シナ



プス形成および可塑性制御分子として N仙 型グルタ ミ ン酸受容体、㎝PA 型ク

ルタ ミ ン酸受容体をコー ドする遺伝子、 B 受容体をコー ドする遺伝子、治療

用 として脳由来神経栄養因子あをいはクリア細胞由来神経栄養因子をコー ドす
る遺伝子、 さらに前記タンパク質の改変体、機能阻害のための ドミ ナン トネガ

ティブ体をコー ドする遺伝子等が挙げられる。

本発明の発現ベクターとしてほ、上記のよ ぅな構造を有しでいるものであれ

ばよ く、例えぼ、配列番号 5 に示される塩基配列を有ナるべクターp L2０c y

(図 3 A) 、が挙げられる。 なお、前記 pCL2０cSy n においては、該 p L2 cSy n

申の Ec o 及び No 認識部位に導入対象の核酸が挿入されぅる。

2 ・小脳の機能解析

( ) 導入遺伝子の小脳星状細胞及び 又は籠細胞特異的発現

本発明は、シナプシン プロモーター支配下に導入遺伝子を機能し得る態様

で連結して含むレンチウイルス 由来ベクターを対象動物に導入することによ り、

前記対象動物の小脳星状細胞及びソ又は籠細胞において前記導入遺伝子を特異

的に発現させる方法を提供する。

この方法によ り、これまで不可能であった小脳星状細胞や籠細胞特異的な特

定遺伝子の発現や送達が可能 とな り、小脳機能の研究や小脳星状細胞や籠細胞

の異常に関する疾患の治療や研究が可能 となる。

特に。本発明のべクターを用いて、小脳星状細胞や籠細胞特異的にジフテ リ

ア毒素、単純ヘルペス ウイルス 由来のチ ミ ジンキナーゼ、L ch。変異導入 ・2

グルタ ミ ン酸受容体を発現させれば、これらの細胞を特異的に脱落させること

が可能 となる。脱落による変化を観察することで、小脳星状細胞や籠細胞の小

脳における機能を知ることができる。、例えぼ、幼弱マウス に本方法を用いて小

脳星状細胞や籠細胞を脱落させれば、小脳神経回路形成における役割の解明に

つなが る。また、成熟マクスに用いれば、 この 2 種の介在神経が小脳機能にど

のよ ぅに貢献するのかが明らかとなる。 その他、様々な遺伝子を小脳星状細胞

や籠細胞で特異的に発現させることが可能 とな り、小脳星状細胞や籠細胞 とプ

ルキンェ細胞間のシナプス伝達に関して幅広 く研究することが可能 となる。

０



( 2 トランス ジェニック動物

本発明のぺクダーをクモ膜下腔に注入することによ り、対象動物の広範な小

脳星状細胞及び 又は籠細胞に特異的に導入遺伝子を発現させることができる。

このょぅな トランス ジェニック動物は、例えぼ、小脳機能研究用モデル動物や
小脳疾患モデル動物 として利用可能である。トランスジェニック動物の対象は、

特に限定されないが、マクス、ラ ット、ゥサギ、 クマ、 ヒツジ、イヌ、ネ コ、

サル等に代表 される非 ヒ小哺乳動物を用いることがでぎ、特にマクス、ラット

等のげっ歯類が好適である。

3 ・ 遺伝子治療

シナプシン プロモーター支配下に治療用タンパク質をコー ドする遺伝子を

機能 し得る態様で連結して含むレンチウイルス 由来ベクターは、小脳星状細胞

及び 又は籠細胞への送達ベクター と して、遺伝子治療に有用である。

すなわち、本発明のべクターは、薬理学的に許容しぅる担体 と ともに適当な

バッファーに溶解 ・懸濁され、小脳表面のクモ膜下腔に注入され、小脳星状細

胞及びノ又は籠細胞におげる障害を病因とする疾患の治療剤 として利用しぅる。

本発明のべクターは、治療用タンパク質をコー ドする遺伝子を効率的に小脳星

状細胞及び 又は籠細胞に送達し、発現させることができるため、これら細胞

における障害を病因とする疾患に対 し、効率ょい治療効果を達成することがで

きる。

これまでのところ小脳星状細胞及びノ又は籠細胞が特異的に障害される疾患、

は明らかにされていない。プルキンエ細胞の変性 ・脱落に続 く 2 次的な星状細

胞及び籠細胞障害の代表的なものとしては脊髄小脳変性症を挙げることができ

る。脊髄小脳変性症 ェ型、 2 型及び 6 型でほプルキンエ細胞の変性が顕著であ

る。星状細胞及び籠細胞はプルキンエ細胞活動を抑制的に調節するため、 これ
らの細胞活動を調節することでプルキンエ細胞変性を抑制できる可能性がある。

遺伝子治療の薬理評価は、治療対象となる疾患の種類によ り異なるが、脊髄小

脳変性症の場合、ベクタニを、小脳表面のクモ膜下腔に投与した後、細胞学的

にほブルキンエ細胞、星状細胞や籠細胞を含む小脳の神経細胞の変性脱落の防

止によって、 さ らに臨床的 (動物の場合は行動学的) には小脳失調の改善程度に

皿



よ り行われ う る。

ベクタ丁に組み込む導入遺伝子は、治療対象となる疾患の種類等に応 じ、適

宜選択することができる。例えば、脳由来又はグ リア細胞由来神経栄養因子を

コー ドする核酸等が挙げられる。

ベクターは、好ましくは、小脳表面のクモ膜下腔に注入することによ り、投

与されう る。注入されたべクターは、注入部位周辺の少数の小脳星状細胞及び

又は籠細胞のみに限局することな く、小脳星状細胞及びノ又は籠細胞全体に

高い親和性で、かつ広範囲に有効成分を送達することができる。 また、小脳表

面のクモ膜下腔への本発明のべクターの注入は、下オ リーブ核や小脳核への注

入に比べて脳実質の損傷を抑制できるため、臨床応用に優れる。

また、本発明のぺクターの投与には、注入の際、脳圧を安定 して維持させる

観点から、好ま しくほ、一定 した速度で注入可能な手段、例えぱ、ハ ミル トン

シ リンジとそれを取 りつけることができるマイク ロマニピュレーター及び注入

のためのマイクルインジェクションポンプ等を用いることが望ましい。 注入速

度は、脳圧を安定して維持できる範囲・であれば特に限定 されるものではな く、

個体の年齢、体重、疾患状態等に応 じて、適宜設定 され得る。例えば、 ０

分～8００ 分、好ましく牡、5０n 分～4００ 分、よ り好ましくは、 n 分～
2００n 分であることが望ましい。

本発明のべクターの投与量は、治療効果を発揮させるに適した量であれば特

限定されるものではなく、個体の年齢、体重、疾患状態等に応 じて、適宜設

定 され得る。また、本発明の治療剤の投与回数は、治療効果を発揮させるに十

分な回数であればよい。レンチクイルス を基本骨格 とする本発明のべクターは、

遺伝子が染色体に組み込まれることから、 ェ回の投与でもよいが、組み込まれ

る遺伝子のコ ピー数を増加させ、よ り広範囲の細胞に導入させるためには、小

脳表面の場所を変更 して (右、正中、左など) 3 回程度投与してもよい。

実 施 例

以下、実施例によ り本発明を詳細に説明するが、本発明は、かかる実施例に

限定 されるものではない。

実施例 小脳星状細胞 ・籠細胞特異的発現ベクターの作製

は



( ) ウイルスの産生

以下の操作を、P 2 実験室で行なった。

対数増殖期のHEK2g3T 細胞をP B ( 一) に分散 させ、ついで、 ０c mヂィツシュ フ
。

ァル弓ン社製 ) あたり 5 Ⅹ ０細胞 となる よ う に播種した。播種後の ０c mディツシ

ュに、 ０重量 ウシ胎仔血清含有D E を添加し、その後、細胞を、5 体積 C ０，，
3 7 Cで培養 した。 2 4 時間後、前記ディッシュ中の培地を、新じい培地 ( ０重量

ウシ胎仔血清含有 E ０ と交換した。その後、細胞を、5 体積 ０，，3 7 Cで

０・5 時間培養 した。

一方 K P J de Ch d en s esea chHo s p a ) 3 9 P RTR2

Jude h d en s esea ch Ho s p a ) g PC S J de

h d e s R e sea ch Ho s p a は 9 P L2０c y FP 5は 9それぞれを4 5 ０

滅菌水に溶解させ、プラス ミ ド溶液を得た。 なお、前記p L2０cSy n FPは、図

2 に示されるp L2０c S FP S J de h d e s esea ch Ho s p a 配列

番号 8 ) の S プロモーター部分を、配列番号 ェ あるいは配列番号 4 に示される

塩基配列を有するシナプシン プロモーターに置き換えたものである。

p K P gag ( ウイルスの構造タンパク質をコー ド) どp o (逆転写酵素をコ

ー ド

P T 2 a (転写調節遺伝子)

P e s c a So a s V s g y c op o e no レンチ

クイルスの本来のE ve opeでは 4 陽性細胞にしか感染できない。これをリン脂

質をターゲットとする のE ve opeに置換することで、神経を含むさまざまな

細胞に感染することが可能 となる。

C L2０ レンチウイルスのメインベクタムであり、この中の 2 つのLT ではさ

まれる領域が宿主のゲノムに組み込まれる。

このよ う にウイルス産生に不可欠な遺伝子を 4 つのプラス ミ ドに分割する と

産生されたゥイルスは感染能を持つ一方、感染後は自己増殖能が欠如するため

安全性が増す。

得られたプラス ミ ド容液に2 ・5 a ，5 ０は を添加し、撹拝した。得 られた

混合物を、 分間静置させた後、前記混合物に、2 x BB 組成 ０㎜ N，N ビス 2

ヒ ドロキシエチル) 2 ア ミ ノエタンスルホン酸 (BE ) 28 ０㎜ Na ， ・㎜



Na P ０ (pH6 95) 5 ００は を添加し、すぼやく撹絆した。その後、得られた混合

物を、室温で3 ０分間静置した。

前記ディツシュにプラス ミ 川溶液を均等に滴下し、穏やかにディッシュ内の

培地 と混合した。その後、細胞を、 3 体積 ０ 35 Cで培養 した。以下、バイオ

5 ハザー ド対策用安全キヤビネットの中で操作を行なった。

6時間後、前記ディツシュ申の培地を、新しい培地 ( ０重量 ウシ胎仔血清含
。有 E M) ０m ど交換 した。・その後、細胞を、5 体積 ０ 37 C で2 4 時間培養 した。

(2) 濃縮

前記 ( ) で得 られたディッシュから、培地を回収して、 5 ０m 遠心管に移し、

０ ０００ pm( 2 ) 、4 分間遠心分離して、上清を得た。得 られた上清を、フィル
ター ( ミ リポア社製、０・2 2 は 径 ) に通 した。得 られた濾液を、ベツクマン社製口

一ター 2 8 ・ を用いた超遠心分離 (25 p ， 。
2 時間、4 C ) に供してウイルス粒

子を沈殿 させ、上清を除去した。

得 られたウイルス粒子沈殿物をリン酸緩衝化生理食塩水 ( 2 と a 2
。
とを含有

5 しない) 以下、PBS ( ) に懸濁し、最終量を2 ００ とし、感染用クイルス液を

得た。 なお、すぐに使用しないウイルス液を、 ずつ分注し、 8 ０Cで保存

した。

(3) ウイルスカ価の測定

H e La 細胞を ０c ディッシュで培養 し、播種2 4 時間後にヴイルス液を感染 させ
2 ０ る。感染 3 日後に5 ・０ X ０6個の細胞を得た。 これと平行して同数のL 8E5細

胞 ( TC 社， a nassas, U ) を得た。 8E5細胞は 工 細胞にH 型のプロ

クイルスを エ コ ピー持っており、これをス タンダー ドと した。 これらの細胞か
らゲノム N を抽出し、最終的に ００は のT E バ ツファーに溶解した。 この う ち

刀を用い、H プロ ウイルスの E (「e v e s p o n s v e e e me ) に含まれる2 9 ０b p

2 5 の領域を、以下のプライマーを用いて増幅した

T T T TT 3 (g 列番号 )

5 T T T T T T 3 ( 列 2 )

ゲノムに組み込まれるプロ ウイルスのコ ピー数はゲノム №を段階希釈 して求

めた。すなわち、バン ドが現れなくなる直前の希釈倍率を決定し、L 8E5細胞

3 ０ を用いたス タンダー ドと比較することで、5 ・０X 1０6個のH e La細胞あたり何個の



プロウイルスが組み込まれているか ( ゲノム コピー数ノウイルス液 ) を計算

した。

実施例 2 マウス小脳 クモ膜下腔へのべクタコの接種

以下の操作は、 P 2 実験室にて行い、また、ウイルスベクタニ接種後のマウス

はHEPA フィルター付の感染動物用ラック ( トキワ科学器械株式会社製、商品名

バイオク リーシガプセルユニットT B 4 内で飼育した。

マウス ( LC供給、4 ～０週齢 に、ペン トバルビタール (商品名 ネンブダール

を、体重3 ０9 あたり2 ００は 、腹腔内投与にて麻酔した。

なお、以下の操作は、バイオハザー ド対策用安全キヤ ビネットの中で行なっ
た」。
麻酔後、マウス を、小動物固定装置 ナ リシゲ社製、商品名 幻 を用いて

固定した。 また、体温コン トローラー F ・・T 、商品名 体温コン トロールシス

テム (マウス用 ) FST HP にて、マウス体温を3 7 C となるよ ぅに維持した。マ
ウスの頭部の毛を刈った後、B eg a より数 ミ リ吻側から小脳直上にかけて皮膚

を切開した。ついで、実体顕微鏡 (二コン社製、商品名 Z 6 4 5 ) 下で、B eg a

よ り 5 5～7 5㎜尾側の正中部の頭蓋骨に、マイクロ ドリル (浦和工業社製、商

品名 パワーコン トローラーU ００ HB ドリル) を用いて、内径 2～3 m の穴を

開けた。 また、注射針を用いて、骨の下の硬膜及びクモ膜に穴を開けた。

前記実施例 で得られたレンチクイルスベクターを、商品名 レックスフィル

マイクロシリンジ ( P 社製、 ０は 容量) に充填し、フレックスフィルマイクロ

シリンジをマイク ロマニピュレーターに取 りつけたウル トラマイク ロポンプ

2 ( P 社製 ) にセットした。

マイクロシリンジの針先をN o ・5 の穴よ り約０・5㎜刺入し、クモ膜下腔に留置後

外来遺伝子産物発現用レンチウイルスベクターを、ウル トラマイクロポンプ2

専用デジタルコン ドローラー c o 4 商品名、 P 社製 を用いて、 分の速

度で4 ０分間、計 注入した。

注入後、切開したマウス の皮膚を、縫合糸付き眼科用微小針 (夏 目製作所社製、

商品名・眼科用弱弩針 6 7 ０) で縫合した。その後、固定装置からマウス をはずし、

ヒーティングパッド( 昭和精機工業社製、商品名 ゴムマットヒーター 5 ) 上

比



に置いたケージ (安全キヤ ビネット内) で観察 した。マウスが、麻酔から覚醒し

た後、マウスケージを感染動物用ラ ックに戻 し、7～4 日間維持した。

なお、対照 として、シナプシン プロモーターの代わりに C ロモーターを

保持するレンチウイルスベクターを用いて、同様に、マウスに接種した。

接種後 7～4 日目におけるマウスについて、4 ホルムアルデヒ ド で濯流固

定後、脳を摘出した。蛍光実体顕微鏡を用いて脳全体の蛍光写真を撮影後、 ０

シュークロースで2 4 時間処理後、凍結切片を作製 した。作製 された脳切片を、

一次抗体 (Ra n FP b ナカライ社製 ) と共に2 4 時間室温でインキュベーシ

ョンし、ついで、二次抗体 ( o a Ra g b モレキュラープローブ社製 )

で2 時間、室温でインキュベーションし、顕微鏡用標本を得た。その後、蛍光顕

微鏡 (オ リンパス社製 商品名 K 4 ) 及び共焦点顕微鏡 ( a e s s 社製 商品

名 LS 5 Pasca ) で標本の観察を行な ぅことによ り発現タンパク質の局在を調
。

へ派こ。

その結果、図 4 及び 5 (シナプシン プロモーターを保持するレンチウイルス

ベクターを用いた場合 ) および図 6 ( S プロモーターを保持するレンチウイル
スベクターを用いた場合 ) に示されるよ う に小脳直上クモ膜下腔へのウイルス

投与によ り、小脳に限局した F Pの発現が見 られた。凍結切片でほ、シナプシン

プロモーターを保持するレンチウイルスベクタ 本発明 を用いた場合、刀、脳

星状細胞及び 又は籠細胞に限局して遺伝子の発現が見 られた (図 4 及び 5 ) が、

プロモーターを保持ずる レンチウイルスベクターを用いた場合、小脳星状

細胞及び籠細胞に加えて、プルキン工細胞、バーグマング リアへの発現も認め

られた (図 6 。実体顕微鏡写真において、シナプシン プロモーターを保持する

レンチウイルスベクターを接種した小脳の F P蛍光強度が弱い ェつの理由とし

て、遺伝子発現が小脳星状細胞及び籠細胞に限局していることが挙げられる。

また、かかる方法によ り、広範囲の小脳星状細胞及び籠細胞に遺伝子発現が

見 られることよ り、これら細胞特異的に導入遺伝子を発現 させる トランス ジェ
ニック動物が作製できることがわかった。

実施例 3 ジフテ リア毒素による星状細胞及び籠細胞の選択的脱落

実施例 ェで作製 したレンチウイルスベクターp L 2０c y ( 列番号 5 ) の F P



部分をジフテ リア毒素受容体 (DT ) の c N 列 (配列番号 9 に置換したべク

ターp L2 ０cSy n DTR H 図 7 、配列番号 ０ を調製 した。DTR の力ルボキシ

ル末端にほ抗体認識用の H タグ配列を付加した。実施例 に従い、ジフテ リア

毒素受容体発現用レンチクイルスベクターを得た。

実施例 2 従い、ジフテ リア毒素受容体発現用レンチウイルスベクターを成

熟マウス (生後 4 週以降) のく も膜下腔に投与した。接種後 7 日目から 日 2

回 (午前 9 時と年後 8 時) P B に は g の濃度で溶解したジフテ リア毒素 (力

ルビオケム社製 ) を 5０必 (ジフテ リア毒素 5０ g) を腹腔内に計 7 日間接種し

た。その後、4 ホルムアルデヒ ド で濯流固定を行い、脳を摘出した。電動

ス ライサー ( T ０００，堂阪イ一ェム社製 ) を用いて、常温で ００材 の厚さの切

片を作製 した。 作製 された脳切片は、一次抗体マ ウス モ ノ ク ローナル抗

p a va b n 抗体 (シグマ社製 とラ ツ トモノクローナル抗 HA 抗体 ( ロ ツシュ社

製 ) と共に 2 4 時間室温でインキュベーションし、ついで、二次抗体 (568 o a

o se g G 抗体 モレキュラープローブ社製および 488 Go a a g

抗体 ) を加えて 2 時間、室温でインキヱベーションし、顕微鏡用標本を得た。そ

の後、共焦点 レーザー顕微鏡で標本の観察を行った。結果を図 7 に示す。

ジフテ リア毒素を投与しなかマたマクスでは分子層 とプルキンェ細胞層を中

心に、抗 H 抗体で認識 される T の発現 (緑 ) が観察 された (図 7 上段左 ) 。

高倍率では、 T R (緑) は主に星状細胞 と籠細胞の細胞体の細胞膜に添って観察

された 図 7 上段中、右) 。さ らに細かい頬粒状の染ま りが分子層に認められた

が (図 7 上段右 、これは星状細胞および籠細胞の樹状突起あるいは軸索内と推

測された。ジフテ リア毒素を 日 2 回、 週間投与したマウスの小脳皮質の蛍

光染色標本では、抗 H 抗体で認識 される T (緑 は全 く認められなかった (図

7 下段左 ) 。同蛍光写真には、異なる 2 つの小脳小葉が写っているが、左側の小

脳皮質で泣、ジフテ リア毒素を加えていないマウスの小脳皮質 (図 7 上段左

と比べて、星状細胞および籠細胞の数が減少 しているのがわかる。 さ らに右側

の小脳皮質ではこの 2 つの細胞がほとんど認められなかった (星状細胞、籠細

胞 と思われる位置が黒 く抜けている。図ァ下段中央はその拡大である) 。

以上の結果から、本 ウイルスベクターを用いることで、ジフテ リア毒素受容

体が星状細胞 と籠細胞に選択的に発現し、ジフテ リア毒素の連続投与によ りこ



の 2 種の細胞が脱落したと考えられた。

成熟マクスの代わ りに神経回路形成が完了していない幼弱マウス (生後 0 日

から ェ ム 日ごろまで) を用いて同様の実験を行 ぅことで、星状細胞及び籠細胞

が発達期の小脳神経回路形成に果たす役割を調べることができる。これによ り、

神経回路の形成は形態学的あるいは電気生理学的に調べることが可能である。

本明細書中で引用した全ての刊行物、特許及び特許出願をそのまま参考とし

て本明細書中にと り入れるものとする。

産業上の利用の可能性

本発明によ り、星状細胞や籠細胞に限局した遺伝子発現の研究が可能 とな り、

小脳の機能研究に有用な手段を提供することとなる。 また、星状細胞や籠細胞

を選択的に脱落 させることによ り、これら 2 種の神経細胞の役割を、協調運動、

運動学習などの行動レベルにおいて解明することが可能 となる。 さ らに、本発

明は星状細胞や籠細胞をターゲットとする遺伝子治療にも利用できる。

配列表フリーテキス ト

配列番号 ェ 一ラットシナプシン プロモーター ( p ) 225 ～０5 位の部分

配列番号 2 ヒ トシナプシン プロモーター (Sy p ) のラット 225～０5 位該

当部分

配列番号 3 マウスシナプシン プロモーター ( y p ) のラ ット 225～０5 位

該当部分

配列番号 4 ラットシナプシン プロモーター ( y p ) 9 4 ～０5 位の部分

配列番号 5 人工配列の説明 : P L2０ y y n p はラットの ０4 6 b p のもの)

配列番号 6 人工配列の説明 PC L2０c y FP ( y p はラットの ０4 6 b p のも

の)

配列番号 7 人工配列の説明 S 4 ０プロモーターと B a s c d e 耐性遺伝子
を含む配列
配列番号 8 人工配列の説明 P L2０c M FP

配列番号 9 人工配列の説明 ジフテ リア毒素受容体 DT ) DN 配列



配列番号 ェ ０ 人工配列の説明 P L2０cSy D H (Sy P はラットの 1０46bP

のもの)

配列番号 ェ ェ 一人工配列の説明 ・プライマー

配列番号 2 人工配列の説明 プライマー



求 の

ェ・シナプシン プロモーター支配下に導入遺伝子を機能し得る態様で連結し

て含むレンチウイルス 由来ベクターを対象動物に導入することによ り、前記対

象動物の小脳星状細胞及びノ又は籠細胞において前記導入遺伝子を特異的に発

現させる方法。

2 ・前記導入遺伝子が、小脳神経細胞の発達または生理機能若しくは生存を制

御するタンパク質をコー ドする遺伝子である、請求項 ェに記載の方法。

3 ・前記小脳神経細胞の発達または生理機能若しくは生存を制御するタンパク

質をコー ドする遺伝子が、ジフテ リア毒素、ジフテ リア毒素受容体、チ ミ ジン

キナーゼ、グルタ ミ ン酸受容体、及びG B 受容体、脳由来神経栄養因子、

及びグ リア細胞由来神経栄養因子並びにこれらの改変体から選ぼれるいずれか
をコー ドする遺伝子である、請求項 2 記載の方法。

4 ・シナプシン プロモーター支配下にジフテ リア毒素、ジフテ リア毒素受容

体、チ ミ ジンキナーゼ、グルタ ミ ン酸受容体、及び 受容体、脳由来神

経栄養因子、及びグ リア細胞由来神経栄養因子並びにこれらの改変体から選は

れるいずれかをコー ドする遺伝子を機能し得る態様で連結して含むレンチウイ

ルス 由来ベクター。

5 ・請求項 4 に記載のレンチウイルス 由来ベクターを導入した トランスジェニ

ック動物。

6 ・シナプシン プロモーター支配下にジフテ リア毒素、ジフテ リア毒素受容

体、チ ミ ジンキナーゼ、及び Lu che 変異導入 2 グルタ ミ ン酸受容体並びに

その改変体から選ぼれるいずれかをコー ドする遺伝子を機能し得る態様で連結

して含むレンチウイルス由来ベクターを対象動物に導入することによ り、前記

対象動物の小脳星状細胞及びノ又は籠細胞を選択的に脱落 させる方法。

2 ０



7 ・請求項 ～3 のいずれかェ項に記載の方法、又は請求項 6 記載の方法を

利用した小脳の機能解析方法。























SEQUENCE LISTING

<110> National University Corporation Kanazawa University

<120> Method for gene expression specific in cerebellar

stellate cells or basket cells

<130> PH-2868-PCT

<150> JP2005-231514

<151> 2005-08-10

<160> 12

<170> Patentln Ver. 2 . 1

<210> 1

<211> 330

<212> DNA

<213> Rat

<220>

<223> Rat synapsin I pro oter (GenBank Accession No. 55300 [gi: 207142]) -225 to

105

<400> 1

accgcggaca gagccttcgc ccccgctgcc ggcgcgcgcc accacctccc cagcaccaaa 60

ggcgggctga cgtcactctc cagccctccc caaactcccc tacctcaccg ccttggtcgc 120

gtccgtgcag cggtgagtcc agtcgggccg caccacaaga ggtgcaagat aggggggtgc 180

aggcgcgacc atacgctctg cggcggcaga gcctcagcgc tgcctcagtc tgcagcgggc 240

agcagaggag tcgcgtcgtg ccagagagcg ccgccgtgct cctgagcccc ttgcgctccg 300

cccccgcggc ccaccgaccc actgcccctt 330

<210> 2

<211> 331

<212》 DNA

<213> Ho皿o sapiens



<223> Huan synapsin I pro oter (GenBank Accession No. AH006533 [gi: 338648])

corresponding to Rat synapsin I promoter (-225 to 105)

<400> 2

aocgcggaca gtgccttcgc ccccgcctgg cggcgcgcgc caccgccgcc tcagcactga 60

aggcgcgctg acgtcactcg ccggtccccc gcaaactccc cttcccggcc accttggtcg 120

cgtccgcgcc gccgccggcc cagccggacc gcaccacgcg aggcgcgaga taggggggca 180

cgggcgcgac catctgcgct gcggcgccgg cgactcagcg ctgcctcagt ctgcggtggg 240

cagcggagga gtcgtgtcgt gcctgagagc gcagctgtgc tcctgggcac cgcgcagtcc 300

gcccccgcgg ctcctggcca gaccacccct a 331

<210> 3

<211> 330

<212> DNA

<213> Mus musculus

<220>

<223> Mouse synapsin I promoter (GenBank Accession No. NT_039700 [gi: 63743621])

corresponding to Rat synapsin I promoter (-225 to 105)

<400> 3

accgcggtca gagccttcgc ctccgctgcc ggcgcgcacc accacctccc cagcaccaaa 60

ggctgactga cgtcactcac tagccctccc caaactcccc ttcctcgccg ccttggtcgc 120

gtccatgctg ccgtgagtcc agtcggaccg caccacgaga ggtgcaagat agggaggtgc 180

gggcgcgacc atacgctctg cggcggcaga gcctcggcgc tgcctcagtc tgcagcgggc 240

agcagaggag tcgcgtcgtg ccagagagca ccgccgtgct cctgagcccc tcgcgctccg 300

cccccgcggc ccacagaccc actgcccctt 330

<210> 4

<211> 1046

<212> DNA

<213> Mus musculus

<220>

<223> Mouse synapsin I promoter (GenBank Accession No. NT_039700 [gi: 63743621])

corresponding to Rat synapsin I promoter (-941 to 105)

2/18



<400> 4

gaagaggctg aatacacatc agagttagtg ctgcaggaaa tgcttctgca ttgcataccc 60

agagtttcct tgctcatctg agagcatgtg ttttttccag atgtgtgtac ttgtgtgaga 120

ttctctgggt gtgtgtcaat gtgttgcctg aacgtgcatt gctcaatatg ctcatgtgtg 180

ttaccctggg cttgtacatc tacatatata cctggatgcc cgtgtgttct gtgatgtaca 240

tataccctgt gtcattcctt gtttttctat ttgtgttatt ccatgtgttc cttcaggctc 300

tcactaccca agtgtccacc tccgcctgtc tggtgatgtt tacgctaccc cgtgctcttt 360

tctttgcctg acagtgttgt cgtggaagac atctcgccag gaacactgca gtaaggagaa 420

tttctagttt tatgttcccc tccgagtatg cttctatccc gaccctcaac cccaaaatgc 480

cttcagaggt gaaaatcaac actggaaaca caagtatctg ggaagggtaa caatgcaagt 540

tagcctgagg atttaggagg aggctgaaaa acagagtagg agccttacta cgggtccaga 600

ccctacggac aagaaccccc actcccactc cccaaattgc gcattccctc ccccatcaga 660

gggggagggg aagaggatgc agcgcggcgc ggcgcgtgcg cactgtcgga tttagtaccg 720

cggacagagc cttcgccccc gctgccggcg cgcgccacca cctccccagc accaaaggcg 780

ggctgacgtc actctccagc cctccccaaa ctcccctacc tcaccgcctt ggtcgcgtcc 840

gtgcagcggt gagtccagtc gggccgcacc acaagaggtg caagataggg gggtgcaggc 900

gcgaccatac gctctgcggc ggcagagcct cagcgctgcc tcagtctgca gcgggcagca 960

gaggagtcgc gtcgtgccag agagcgccgc cgtgctcctg agccccttgc gctccgcccc 1020

cgcggcccac cgacccactg cccctt 1046

<210> 5

<211> 6798

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: pCL20cSynI

<400> 5

gtcgacattg attattgact agttattaat agtaatcaat tacggggtca ttagttcata 60

gcccatatat ggagttccgc gttacataac ttacggtaaa tggcccgcct ggctgaccgc 120

ccaacgaccc ccgcccattg acgtcaataa tgacgtatgt tcccatagta acgccaatag 180

ggactttcca ttgacgtcaa tgggtggact atttacggta aactgcccac ttggcagtac 240

atcaagtgta tcatatgcca agtacgcccc ctattgacgt caatgacggt aaatggcccg 300

cctggcatta tgcccagtac atgaccttat gggactttcc tacttggcag tacatctacg 360

tattagtcat cgctattacc atgggaggcg tggcctgggc gggactgggg agtggcgagc 420

cctcagatcc tgcatataag cagctgcttt ttgcctgtac tgggtctctc tggttagacc 480

agatctgagc ctgggagctc tctggctaac tagggaaccc actgcttaag cctcaataaa 540

gcttgccttg agtgcttcaa gtagtgtgtg cccgtctgtt gtgtgactct ggtaactaga 600



gatccctcag acccttttag tcagtgtgga aaatctctag cagtggcgcc cgaacaggga 660

cttgaaagcg aaagggaaac cagaggagct ctctcgacgc aggactcggc ttgctgaagc 720

gcgcacggca agaggcgagg ggcggcgact ggtgagtacg ccaaaaattt tgactagcgg 780

aggctagaag gagagagatg ggtgcgagag cgtcagtatt aagcggggga gaattagatc 840

gcgatgggaa aaaattcggt taaggccagg gggaaagaaa aaatataaat taaaacatat 900

agtatgggca agcagggagc tagaacgatt cgcagttaat cctggcctgt tagaaacatc 960

agaaggctgt agacaaatac tgggacagct acaaccatcc cttcagacag gatcagaaga 1020

acttagatca ttatataata cagtagcaac cctctattgt gtgcatcaaa ggatagagat 1080

aaaagacacc aaggaagctt tagacaagat agaggaagag caaaacaaaa gtaagaaaaa 1140

agcacagcaa gcagcaggat cttcagacct ggaaattccc tacaatcccc aaagtcaagg 1200

agtagtagaa tctatgaata aagaattaaa gaaaattata ggacaggtaa gagatcaggc 1260

tgaacatctt aagacagcag tacaaatggc agtattcatc cacaatttta aaagaaaagg 1320

ggggattggg gggtacagtg caggggaaag aatagtagac ataatagcaa cagacataca 1380

aactaaagaa ttacaaaaac aaattacaaa aattcaaaat tttcgggttt attacaggga 1440

cagcagaaat ccactttgga aaggaccagc aaagctcctc tggaaaggtg aaggggcagt 1500

agtaatacaa gataatagtg acataaaagt agtgccaaga agaaaagcaa agatcattag 1560

ggattatgga aaacagatgg caggtgatga ttgtgtggca agtagacagg atgaggatta 1620

gaacatggaa aagtttagta aaacaccata aggaggagat atgagggaca attggagaag 1680

tgaattatat aaatataaag tagtaaaaat tgaaccatta ggagtagcac ccaccaaggc 1740

aaagagaaga gtggtgcaga gagaaaaaag agcagtggga ataggagctt tgttccttgg 1800

gttcttggga gcagcaggaa gcactatggg cgcagcgtca atgacgctga cggtacaggc 1860

cagacaatta ttgtctggta tagtgcagca gcagaacaat ttgctgaggg ctattgaggc 1920

gcaacagcat ctgttgcaac tcacagtctg gggcatcaag cagctccagg caagaatcct 1980

ggctgtggaa agatacctaa aggatcaaca gctcctgggg atttggggtt gctctggaaa 2040

actcatttgc accactgctg tgccttggaa tgctagttgg agtaataaat ctctggaaca 2100

gatttggaat cacacgacct ggatggagtg ggacagagaa attaacaatt acacaagctt 2160

aatacactcc ttaattgaag aatcgcaaaa ccagcaagaa aagaatgaac aagaattatt 2220

ggaattagat aaatgggcaa gtttgtggaa ttggtttaac ataacaaatt ggctgtggta 2280

tataaaatta ttcataatga tagtaggagg cttggtaggt ttaagaatag tttttgctgt 2340

actttctata gtgaatagag ttaggcaggg atattcacca ttatcgtttc agacccacct 2400

cccaaccccg aggggaccga gctcaagctt cgaacgcgtg ggttttggct acgtccagag 2460

cagaggaatg agggcatgta gactaaatat gttcgtgtgg aagaggctga atacacatca 2520

gagttagtgc tgcaggaaat gcttctgcat tgcataccca gagtttcctt gctcatctga 2580

gagcatgtgt tttttccaga tgtgtgtact tgtgtgagat tctctgggtg tgtgtcaatg 2640

tgttgcctga acgtgcattg ctcaatatgc tcatgtgtgt taccctgggc ttgtacatct 2700

acatatatac ctggatgccc gtgtgttctg tgatgtacat ataccctgtg tcattccttg 2760

tttttctatt tgtgttattc catgtgttcc ttcaggctct cactacccaa gtgtccacct 2820

ccgcctgtct ggtgatgttt acgctacccc gtgctctttt ctttgcctga cagtgttgtc 2880

gtggaagaca tctcgccagg aacactgcag taaggagaat ttctagtttt atgttcccct 2940

ccgagtatgc ttctatcccg accctcaacc ccaaaatgcc ttcagaggtg aaaatcaaca 3000



ctggaaacac aagtatctgg gaagggtaac aatgcaagtt agcctgagga tttaggagga 3060

ggctgaaaaa cagagtagga gccttactac gggtccagac cctacggaca agaaccccca 3120

ctcccactcc ccaaattgcg cattccctcc cccatcagag ggggagggga agaggatgca 3180

gcgcggcgcg gcgcgtgcgc actgtcggat ttagtaccgc ggacagagcc ttcgcccccg 3240

ctgccggcgc gcgccaccac ctccccagca ccaaaggcgg gctgacgtca ctctccagcc 3300

ctccccaaac tcccctacct caccgccttg gtcgcgtccg tgcagcggtg agtccagtcg 3360

ggccgcacca caagaggtgc aagatagggg ggtgcaggcg cgaccatacg ctctgcggcg 3420

gcagagcctc agcgctgcct cagtctgcag cgggcagcag aggagtcgcg tcgtgccaga 3480

gagcgccgcc gtgctcctga gccccttgcg ctccgccccc gcggcccacc gacccactgc 3540

cccttgaatt ctgcagatat ccagcacagt ggcggccgca tcgatgccgt atacggtacc 3600

tttaagacca atgacttaca aggcagctgt agatcttagc cactttttaa aagaaaaggg 3660

gggactggaa gggctaattc actcccaaag aagacaagat ctgctttttg cctgtactgg 3720

gtctctctgg ttagaccaga tctgagcctg ggagctctct ggctaactag ggaacccact 3780

gcttaagcct caataaagct tcagctgctc gagctagcag atctttttcc ctctgccaaa 3840

aattatgggg acatcatgaa gccccttgag catctgactt ctggctaata aaggaaattt 3900

attttcattg caatagtgtg ttggaatttt ttgtgtctct cactcggaag gacatatggg 3960

agggcaaatc atttaaaaca tcagaatgag tatttggttt agagtttggc aacatatgcc 4020

atatgctggc tgccatgaac aaaggtggct ataaagaggt catcagtata tgaaacagcc 4080

ccctgctgtc cattccttat tccatagaaa agccttgact tgaggttaga ttttttttat 4140

attttgtttt gtgttatttt tttctttaac atccctaaaa ttttccttac atgttttact 4200

agccagattt ttcctcctct cctgactact cccagtcata gctgtccctc ttctcttatg 4260

aagatccctc gacctgcagc ccaagcttgg cgtaatcatg gtcatagctg tttcctgtgt 4320

gaaattgtta tccgctcaca attccacaca acatacgagc cggaagcata aagtgtaaag 4380

cctggggtgc ctaatgagtg agctaactca cattaattgc gttgcgctca ctgcccgctt 4440

tccagtcggg aaacctgtcg tgccagcgga tccgcatctc aattagtcag caaccatagt 4500

cccgccccta actccgccca tcccgcccct aactccgccc agttccgccc attctccgcc 4560

ccatggctga ctaatttttt ttatttatgc agaggccgag gccgcctcgg cctctgagct 4620

attccagaag tagtgaggag gcttttttgg aggcctaggc ttttgcaaaa agctaacttg 4680

tttattgcag cttataatgg ttacaaataa agcaatagca tcacaaattt cacaaataaa 4740

gcattttttt cactgcattc tagttgtggt ttgtccaaac tcatcaatgt atcttatcat 4800

gtctggatcc gctgcattaa tgaatcggcc aacgcgcggg gagaggcggt ttgcgtattg 4860

ggcgctcttc cgcttcctcg ctcactgact cgctgcgctc ggtcgttcgg ctgcggcgag 4920

cggtatcagc tcactcaaag gcggtaatac ggttatccac agaatcaggg gataacgcag 4980

gaaagaacat gtgagcaaaa ggccagcaaa aggccaggaa ccgtaaaaag gccgcgttgc 5040

tggcgttttt ccataggctc cgcccccctg acgagcatca caaaaatcga cgctcaagtc 5100

agaggtggcg aaacccgaca ggactataaa gataccaggc gtttccccct ggaagctccc 5160

tcgtgcgctc tcctgttccg accctgccgc ttaccggata cctgtccgcc tttctccctt 5220

cgggaagcgt ggcgctttct caatgctcac gctgtaggta tctcagttcg gtgtaggtcg 5280

ttcgctccaa gctgggctgt gtgcacgaac cccccgttca gcccgaccgc tgcgccttat 5340

ccggtaacta tcgtcttgag tccaacccgg taagacacga cttatcgcca ctggcagcag 5400



ccactggtaa caggattagc agagcgaggt atgtaggcgg tgctacagag ttcttgaagt 5460

ggtggcctaa ctacggctac actagaagga cagtatttgg tatctgcgct ctgctgaagc 5520

cagttacctt cggaaaaaga gttggtagct cttgatccgg caaacaaacc accgctggta 5580

gcggtggttt ttttgtttgc aagcagcaga ttacgcgcag aaaaaaagga tctcaagaag 5640

atcctttgat cttttctacg gggtctgacg ctcagtggaa cgaaaactca cgttaaggga 5700

ttttggtcat gagattatca aaaaggatct tcacctagat ccttttaaat taaaaatgaa 5760

gttttaaatc aatctaaagt atatatgagt aaacttggtc tgacagttac caatgcttaa 5820

tcagtgaggc acctatctca gcgatctgtc tatttcgttc atccatagtt gcctgactcc 5880

ccgtcgtgta gataactacg atacgggagg gcttaccatc tggccccagt gctgcaatga 5940

taccgcgaga cccacgctca ccggctccag atttatcagc aataaaccag ccagccggaa 6000

gggccgagcg cagaagtggt cctgcaactt tatccgcctc catccagtct attaattgtt 6060

gccgggaagc tagagtaagt agttcgccag ttaatagttt gcgcaacgtt gttgccattg 6120

ctacaggcat cgtggtgtca cgctcgtcgt ttggtatggc ttcattcagc tccggttccc 6180

aacgatcaag gcgagttaca tgatccccca tgttgtgcaa aaaagcggtt agctccttcg 6240

gtcctccgat cgttgtcaga agtaagttgg ccgcagtgtt atcactcatg gttatggcag 6300

cactgcataa ttctcttact gtcatgccat ccgtaagatg cttttctgtg actggtgagt 6360

actcaaccaa gtcattctga gaatagtgta tgcggcgacc gagttgctct tgcccggcgt 6420

caatacggga taataccgcg ccacatagca gaactttaaa agtgctcatc attggaaaac 6480

gttcttcggg gcgaaaactc tcaaggatct taccgctgtt gagatccagt tcgatgtaac 6540

ccactcgtgc acccaactga tcttcagcat cttttacttt caccagcgtt tctgggtgag 6600

caaaaacagg aaggcaaaat gccgcaaaaa agggaataag ggcgacacgg aaatgttgaa 6660

tactcatact cttccttttt caatattatt gaagcattta tcagggttat tgtctcatga 6720

gcggatacat atttgaatgt atttagaaaa ataaacaaat aggggttccg cgcacatttc 6780

cccgaaaagt gccacctg 6798

<210> 6

<211> 7543

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: pCL20cSynI-GFP

<400> 6

gtcgacattg attattgact agttattaat agtaatcaat tacggggtca ttagttcata 60

gcccatatat ggagttccgc gttacataac ttacggtaaa tggcccgcct ggctgaccgc 120

ccaacgaccc ccgcccattg acgtcaataa tgacgtatgt tcccatagta acgccaatag 180

ggactttcca ttgacgtcaa tgggtggact atttacggta aactgcccac ttggcagtac 240

atcaagtgta tcatatgcca agtacgcccc ctattgacgt caatgacggt aaatggcccg 300



cctggcatta tgcccagtac atgaccttat gggactttcc tacttggcag tacatctacg 360

tattagtcat cgctattacc atgggaggcg tggcctgggc gggactgggg agtggcgagc 420

cctcagatcc tgcatataag cagctgcttt ttgcctgtac tgggtctctc tggttagacc 480

agatctgagc ctgggagctc tctggctaac tagggaaccc actgcttaag cctcaataaa 540

gcttgccttg agtgcttcaa gtagtgtgtg cccgtctgtt gtgtgactct ggtaactaga 600

gatccctcag acccttttag tcagtgtgga aaatctctag cagtggcgcc cgaacaggga 660

cttgaaagcg aaagggaaac cagaggagct ctctcgacgc aggactcggc ttgctgaagc 720

gcgcacggca agaggcgagg ggcggcgact ggtgagtacg ccaaaaattt tgactagcgg 780

aggctagaag gagagagatg ggtgcgagag cgtcagtatt aagcggggga gaattagatc 840

gcgatgggaa aaaattcggt taaggccagg gggaaagaaa aaatataaat taaaacatat 900

agtatgggca agcagggagc tagaacgatt cgcagttaat cctggcctgt tagaaacatc 960

agaaggctgt agacaaatac tgggacagct acaaccatcc cttcagacag gatcagaaga 1020

acttagatca ttatataata cagtagcaac cctctattgt gtgcatcaaa ggatagagat 1080

aaaagacacc aaggaagctt tagacaagat agaggaagag caaaacaaaa gtaagaaaaa 1140

agcacagcaa gcagcaggat cttcagacct ggaaattccc tacaatcccc aaagtcaagg 1200

agtagtagaa tctatgaata aagaattaaa gaaaattata ggacaggtaa gagatcaggc 1260

tgaacatctt aagacagcag tacaaatggc agtattcatc cacaatttta aaagaaaagg 1320

ggggattggg gggtacagtg caggggaaag aatagtagac ataatagcaa cagacataca 1380

aactaaagaa ttacaaaaac aaattacaaa aattcaaaat tttcgggttt attacaggga 1440

cagcagaaat ccactttgga aaggaccagc aaagctcctc tggaaaggtg aaggggcagt 1500

agtaatacaa gataatagtg acataaaagt agtgccaaga agaaaagcaa agatcattag 1560

ggattatgga aaacagatgg caggtgatga ttgtgtggca agtagacagg atgaggatta 1620

gaacatggaa aagtttagta aaacaccata aggaggagat atgagggaca attggagaag 1680

tgaattatat aaatataaag tagtaaaaat tgaaccatta ggagtagcac ccaccaaggc 1740

aaagagaaga gtggtgcaga gagaaaaaag agcagtggga ataggagctt tgttccttgg 1800

gttcttggga gcagcaggaa gcactatggg cgcagcgtca atgacgctga cggtacaggc 1860

cagacaatta ttgtctggta tagtgcagca gcagaacaat ttgctgaggg ctattgaggc 1920

gcaacagcat ctgttgcaac tcacagtctg gggcatcaag cagctccagg caagaatcct 1980

ggctgtggaa agatacctaa aggatcaaca gctcctgggg atttggggtt gctctggaaa 2040

actcatttgc accactgctg tgccttggaa tgctagttgg agtaataaat ctctggaaca 2100

gatttggaat cacacgacct ggatggagtg ggacagagaa attaacaatt acacaagctt 2160

aatacactcc ttaattgaag aatcgcaaaa ccagcaagaa aagaatgaac aagaattatt 2220

ggaattagat aaatgggcaa gtttgtggaa ttggtttaac ataacaaatt ggctgtggta 2280

tataaaatta ttcataatga tagtaggagg cttggtaggt ttaagaatag tttttgctgt 2340

actttctata gtgaatagag ttaggcaggg atattcacca ttatcgtttc agacccacct 2400

cccaaccccg aggggaccga gctcaagctt cgaacgcgtg ggttttggct acgtccagag 2460

cagaggaatg agggcatgta gactaaatat gttcgtgtgg aagaggctga atacacatca 2520

gagttagtgc tgcaggaaat gcttctgcat tgcataccca gagtttcctt gctcatctga 2580

gagcatgtgt tttttccaga tgtgtgtact tgtgtgagat tctctgggtg tgtgtcaatg 2640

tgttgcctga acgtgcattg ctcaatatgc tcatgtgtgt taccctgggc ttgtacatct 2700



acatatatac ctggatgccc gtgtgttctg tgatgtacat ataccctgtg tcattccttg 2760

tttttctatt tgtgttattc catgtgttcc ttcaggctct cactacccaa gtgtccacct 2820

ccgcctgtct ggtgatgttt acgctacccc gtgctctttt ctttgcctga cagtgttgtc 2880

gtggaagaca tctcgccagg aacactgcag taaggagaat ttctagtttt atgttcccct 2940

ccgagtatgc ttctatcccg accctcaacc ccaaaatgcc ttcagaggtg aaaatcaaca 3000

ctggaaacac aagtatctgg gaagggtaac aatgcaagtt agcctgagga tttaggagga 3060

ggctgaaaaa cagagtagga gccttactac gggtccagac cctacggaca agaaccccca 3120

ctcccactcc ccaaattgcg cattccctcc cccatcagag ggggagggga agaggatgca 3180

gcgcggcgcg gcgcgtgcgc actgtcggat ttagtaccgc ggacagagcc ttcgcccccg 3240

ctgccggcgc gcgccaccac ctccccagca ccaaaggcgg gctgacgtca ctctccagcc 3300

ctccccaaac tcccctacct caccgccttg gtcgcgtccg tgcagcggtg agtccagtcg 3360

ggccgcacca caagaggtgc aagatagggg ggtgcaggcg cgaccatacg ctctgcggcg 3420

gcagagcctc agcgctgcct cagtctgcag cgggcagcag aggagtcgcg tcgtgccaga 3480

gagcgccgcc gtgctcctga gccccttgcg ctccgccccc gcggcccacc gacccactgc 3540

cccttgaatt ctgcagtcga cggtaccgcg ggcccgggat ccaccggtcg ccaccatggt 3600

gagcaagggc gaggagctgt tcaccggggt ggtgcccatc ctggtcgagc tggacggcga 3660

cgtaaacggc cacaagttca gcgtgtccgg cgagggcgag ggcgatgcca cctacggcaa 3720

gctgaccctg aagttcatct gcaccaccgg caagctgccc gtgccctggc ccaccctcgt 3780

gaccaccctg acctacggcg tgcagtgctt cagccgctac cccgaccaca tgaagcagca 3840

cgacttcttc aagtccgcca tgcccgaagg ctacgtccag gagcgcacca tcttcttcaa 3900

ggacgacggc aactacaaga cccgcgccga ggtgaagttc gagggcgaca ccctggtgaa 3960

ccgcatcgag ctgaagggca tcgacttcaa ggaggacggc aacatcctgg ggcacaagct 4020

ggagtacaac tacaacagcc acaacgtcta tatcatggcc gacaagcaga agaacggcat 4080

caaggtgaac ttcaagatcc gccacaacat cgaggacggc agcgtgcagc tcgccgacca 4140

ctaccagcag aacaccccca tcggcgacgg ccccgtgctg ctgcccgaca accactacct 4200

gagcacccag tccgccctga gcaaagaccc caacgagaag cgcgatcaca tggtcctgct 4260

ggagttcgtg accgccgccg ggatcactct cggcatggac gagctgtaca agtaaagcgg 4320

ccgcatcgat gccgtatacg gtacctttaa gaccaatgac ttacaaggca gctgtagatc 4380

ttagccactt tttaaaagaa aaggggggac tggaagggct aattcactcc caaagaagac 4440

aagatctgct ttttgcctgt actgggtctc tctggttaga ccagatctga gcctgggagc 4500

tctctggcta actagggaac ccactgctta agcctcaata aagcttcagc tgctcgagct 4560

agcagatctt tttccctctg ccaaaaatta tggggacatc atgaagcccc ttgagcatct 4620

gacttctggc taataaagga aatttatttt cattgcaata gtgtgttgga attttttgtg 4680

tctctcactc ggaaggacat atgggagggc aaatcattta aaacatcaga atgagtattt 4740

ggtttagagt ttggcaacat atgccatatg ctggctgcca tgaacaaagg tggctataaa 4800

gaggtcatca gtatatgaaa cagccccctg ctgtccattc cttattccat agaaaagcct 4860

tgacttgagg ttagattttt tttatatttt gttttgtgtt atttttttct ttaacatccc 4920

taaaattttc cttacatgtt ttactagcca gatttttcct cctctcctga ctactcccag 4980

tcatagctgt ccctcttctc ttatgaagat ccctcgacct gcagcccaag cttggcgtaa 5040

tcatggtcat agctgtttcc tgtgtgaaat tgttatccgc tcacaattcc acacaacata 5100



cgagccggaa gcataaagtg taaagcctgg ggtgcctaat gagtgagcta actcacatta 5160

attgcgttgc gctcactgcc cgctttccag tcgggaaacc tgtcgtgcca gcggatccgc 5220

atctcaatta gtcagcaacc atagtcccgc ccctaactcc gcccatcccg cccctaactc 5280

cgcccagttc cgcccattct ccgccccatg gctgactaat tttttttatt tatgcagagg 5340

ccgaggccgc ctcggcctct gagctattcc agaagtagtg aggaggcttt tttggaggcc 5400

taggcttttg caaaaagcta acttgtttat tgcagcttat aatggttaca aataaagcaa 5460

tagcatcaca aatttcacaa ataaagcatt tttttcactg cattctagtt gtggtttgtc 5520

caaactcatc aatgtatctt atcatgtctg gatccgctgc attaatgaat cggccaacgc 5580

gcggggagag gcggtttgcg tattgggcgc tcttccgctt cctcgctcac tgactcgctg 5640

cgctcggtcg ttcggctgcg gcgagcggta tcagctcact caaaggcggt aatacggtta 5700

tccacagaat caggggataa cgcaggaaag aacatgtgag caaaaggcca gcaaaaggcc 5760

aggaaccgta aaaaggccgc gttgctggcg tttttccata ggctccgccc ccctgacgag 5820

catcacaaaa atcgacgctc aagtcagagg tggcgaaacc cgacaggact ataaagatac 5880

caggcgtttc cccctggaag ctccctcgtg cgctctcctg ttccgaccct gccgcttacc 5940

ggatacctgt GCgcctttct cccttcggga agcgtggcgc tttctcaatg ctcacgctgt 6000

aggtatctca gttcggtgta ggtcgttcgc tccaagctgg gctgtgtgca cgaacccccc 6060

gttcagcccg accgctgcgc cttatccggt aactatcgtc ttgagtccaa cccggtaaga 6120

cacgacttat cgccactggc agcagccact ggtaacagga ttagcagagc gaggtatgta 6180

ggcggtgcta cagagttctt gaagtggtgg cctaactacg gctacactag aaggacagta 6240

tttggtatct gcgctctgct gaagccagtt accttcggaa aaagagttgg tagctcttga 6300

tccggcaaac aaaccaccgc tggtagcggt ggtttttttg tttgcaagca gcagattacg 6360

cgcagaaaaa aaggatctca agaagatcct ttgatctttt ctacggggtc tgacgctcag 6420

tggaacgaaa actcacgtta agggattttg gtcatgagat tatcaaaaag gatcttcacc 6480

tagatccttt taaattaaaa atgaagtttt aaatcaatct aaagtatata tgagtaaact 6540

tggtctgaca gttaccaatg cttaatcagt gaggcaccta tctcagcgat ctgtctattt 6600

cgttcatcca tagttgcctg actccccgtc gtgtagataa ctacgatacg ggagggctta 6660

ccatctggcc ccagtgctgc aatgataccg cgagacccac gctcaccggc tccagattta 6720

tcagcaataa accagccagc cggaagggcc gagcgcagaa gtggtcctgc aactttatcc 6780

gcctccatcc agtctattaa ttgttgccgg gaagctagag taagtagttc gccagttaat 6840

agtttgcgca acgttgttgc cattgctaca ggcatcgtgg tgtcacgctc gtcgtttggt 6900

atggcttcat tcagctccgg ttcccaacga tcaaggcgag ttacatgatc ccccatgttg 6960

tgcaaaaaag cggttagctc cttcggtcct ccgatcgttg tcagaagtaa gttggccgca 7020

gtgttatcac tcatggttat ggcagcactg cataattctc ttactgtcat gccatccgta 7080

agatgctttt ctgtgactgg tgagtactca accaagtcat tctgagaata gtgtatgcgg 7140

cgaccgagtt gctcttgccc ggcgtcaata cgggataata ccgcgccaca tagcagaact 7200

ttaaaagtgc tcatcattgg aaaacgttct tcggggcgaa aactctcaag gatcttaccg 7260

ctgttgagat ccagttcgat gtaacccact cgtgcaccca actgatcttc agcatctttt 7320

actttcacca gcgtttctgg gtgagcaaaa acaggaaggc aaaatgccgc aaaaaaggga 7380

ataagggcga cacggaaatg ttgaatactc atactcttcc tttttcaata ttattgaagc 7440

atttatcagg gttattgtct catgagcgga tacatatttg aatgtattta gaaaaataaa 7500



caaatagggg ttccgcgcac atttccccga aaagtgccac ctg 7543

<210> 7

<211> 900

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence SV40+Blastci ine resistant gene

<400> 7

ccggttagta atgagtttgg aattaattct gtggaatgtg tgtcagttag ggtgtggaaa 60

gtccccaggc tccccaggca ggcagaagta tgcaaagcat gcatctcaat tagtcagcaa 120

ccaggtgtgg aaagtcccca ggctccccag caggcagaag tatgcaaagc atgcatctca 180

attagtcagc aaccatagtc ccgcccctaa ctccgcccat cccgccccta actccgccca 240

gttccgccca ttctccgccc catggctgac taattttttt tatttatgca gaggccgagg 300

ccgcctctgc ctctgagcta ttccagaagt agtgaggagg cttttttgga ggcctaggct 360

tttgcaaaaa gctcccggga gcttgtatat ccattttcgg atctgatcag cacgtgttga 420

caattaatca tcggcatagt atatcggcat agtataata gacaaggtga ggaactaaac 480

catggccaag cctttgtctc aagaagaatc caccctcatt gaaagagcaa cggctacaat 540

caacagcatc cccatctctg aagactacag cgtcgccagc gcagctctct ctagcgacgg 600

ccgcatcttc actggtgtca atgtatatca ttttactggg ggaccttgtg cagaactcgt 660

ggtgctgggc actgctgctg ctgcggcagc tggcaacctg acttgtatcg tcgcgatcgg 720

aaatgagaac aggggcatct tgagcccctg cggacggtgc cgacaggtgc ttctcgatct 780

gcatcctggg atcaaagcca tagtgaagga cagtgatgga cagccgacgg cagttgggat 840

tcgtgaattg ctgccctctg gttatgtgtg ggagggctaa gcacaattcg agctcggtac 900

<210> 8

<211> 7902

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: pCL20cMSCV-GFP

<400> 8

gtcgacattg attattgact agttattaat agtaatcaat tacggggtca ttagttcata 60

gcccatatat ggagttccgc gttacataac ttacggtaaa tggcccgcct ggctgaccgc 120



ccaacgaccc ccgcccattg acgtcaataa tgacgtatgt tcccatagta acgccaatag 180

ggactttcca ttgacgtcaa tgggtggact atttacggta aactgcccac ttggcagtac 240

atcaagtgta tcatatgcca agtacgcccc ctattgacgt caatgacggt aaatggcccg 300

cctggcatta tgcccagtac atgaccttat gggactttcc tacttggcag tacatctacg 360

tattagtcat cgctattacc atgggaggcg tggcctgggc gggactgggg agtggcgagc 420

cctcagatcc tgcatataag cagctgcttt ttgcctgtac tgggtctctc tggttagacc 480

agatctgagc ctgggagctc tctggctaac tagggaaccc actgcttaag cctcaataaa 540

gcttgccttg agtgcttcaa gtagtgtgtg cccgtctgtt gtgtgactct ggtaactaga 600

gatccctcag acccttttag tcagtgtgga aaatctctag cagtggcgcc cgaacaggga 660

cttgaaagcg aaagggaaac cagaggagct ctctcgacgc aggactcggc ttgctgaagc 720

gcgcacggca agaggcgagg ggcggcgact ggtgagtacg ccaaaaattt tgactagcgg 780

aggctagaag gagagagatg ggtgcgagag cgtcagtatt aagcggggga gaattagatc 840

gcgatgggaa aaaattcggt taaggccagg gggaaagaaa aaatataaat taaaacatat 900

agtatgggca agcagggagc tagaacgatt cgcagttaat cctggcctgt tagaaacatc 960

agaaggctgt agacaaatac tgggacagct acaaccatcc cttcagacag gatcagaaga 1020

acttagatca ttatataata cagtagcaac cctctattgt gtgcatcaaa ggatagagat 1080

aaaagacacc aaggaagctt tagacaagat agaggaagag caaaacaaaa gtaagaaaaa 1140

agcacagcaa gcagcaggat cttcagacct ggaaattccc tacaatcccc aaagtcaagg 1200

agtagtagaa tctatgaata aagaattaaa gaaaattata ggacaggtaa gagatcaggc 1260

tgaacatctt aagacagcag tacaaatggc agtattcatc cacaatttta aaagaaaagg 1320

ggggattggg gggtacagtg caggggaaag aatagtagac ataatagcaa cagacataca 1380

aactaaagaa ttacaaaaac aaattacaaa aattcaaaat tttcgggttt attacaggga 1440

cagcagaaat ccactttgga aaggaccagc aaagctcctc tggaaaggtg aaggggcagt 1500

agtaatacaa gataatagtg acataaaagt agtgccaaga agaaaagcaa agatcattag 1560

ggattatgga aaacagatgg caggtgatga ttgtgtggca agtagacagg atgaggatta 1620

gaacatggaa aagtttagta aaacaccata aggaggagat atgagggaca attggagaag 1680

tgaattatat aaatataaag tagtaaaaat tgaaccatta ggagtagcac ccaccaaggc 1740

aaagagaaga gtggtgcaga gagaaaaaag agcagtggga ataggagctt tgttccttgg 1800

gttcttggga gcagcaggaa gcactatggg cgcagcgtca atgacgctga cggtacaggc 1860

cagacaatta ttgtctggta tagtgcagca gcagaacaat ttgctgaggg ctattgaggc 1920

gcaacagcat ctgttgcaac tcacagtctg gggcatcaag cagctccagg caagaatcct 1980

ggctgtggaa agatacctaa aggatcaaca gctcctgggg atttggggtt gctctggaaa 2040

actcatttgc accactgctg tgccttggaa tgctagttgg agtaataaat ctctggaaca 2100

gatttggaat cacacgacct ggatggagtg ggacagagaa attaacaatt acacaagctt 2160

aatacactcc ttaattgaag aatcgcaaaa ccagcaagaa aagaatgaac aagaattatt 2220

ggaattagat aaatgggcaa gtttgtggaa ttggtttaac ataacaaatt ggctgtggta 2280

tataaaatta ttcataatga tagtaggagg cttggtaggt ttaagaatag tttttgctgt 2340

actttctata gtgaatagag ttaggcaggg atattcacca ttatcgtttc agacccacct 2400

cccaaccccg aggggaccga gctcaagctt cgaacgcgtt aacgggccca gcttcgataa 2460

aataaaagat tttatttagt ctccagaaaa aggggggaat gaaagacccc acctgtaggt 2520



ttggcaagct agcttaagta acgccatttt gcaaggcatg gaaaatacat aactgagaat 2580

agagaagttc agatcaaggt taggaacaga gagacagcag aatatgggcc aaacaggata 2640

tctgtggtaa gcagttcctg ccccggctca gggccaagaa cagatggtcc ccagatgcgg 2700

tcccgccctc agcagtttct agagaaccat cagatgtttc cagggtgccc caaggacctg 2760

aaaatgaccc tgtgccttat ttgaactaac caatcagttc gcttctcgct tctgttcgcg 2820

cgcttctgct ccccgagctc aataaaagag cccacaaccc ctcactcggc gcgccagtcc 2880

tccgatagac tgcgtcgccc gggtacccgt attcccaata aagcctcttg ctgtttgcat 2940

ccgaatcgtg gactcgctga tccttgggag ggtctcctca gattgattga ctgcccacct 3000

cgggggtctt tcatttggag gttccaccga gatttggaga cccctgccta gggaccaccg 3060

acccccccgc cgggaggtaa gctggccagc ggtcgtttcg tgtctgtctc tgtctttgtg 3120

cgtgtttgtg ccggcatcta atgtttgcgc ctgcgtctgt actagttagc taactagctc 3180

tgtatctggc ggacccgtgg tggaactgac gagttctgaa cacccggccg caaccctggg 3240

agacgtccca gggactttgg gggccgtttt tgtggcccga cctgaggaag ggagtcgatg 3300

tggaatccga ccccgtcagg atatgtggtt ctggtaggag acgagaacct aaaacagttc 3360

ccgcctccgt ctgaattttt gctttcggtt tggaaccgaa gccgcgcgtc ttgtctgctg 3420

cagcgctgca gcatcgttct gtgttgtctc tgtctgactg tgtttctgta tttgtctgaa 3480

aattagggcc agactgttac cactccctta agtttgacct taggtcactg gaaagatgtc 3540

gagcggatcg ctcacaacca gtcggtagat gtcaagaaga gacgttgggt taccttctgc 3600

tctgcagaat ggccaacctt taacgtcgga tggccgcgag acggcacctt taaccgagac 3660

ctcatcaccc aggttaagat caaggtcttt tcacctggcc cgcatggaca cccagaccag 3720

gtcccctaca tcgtgacctg ggaagccttg gcttttgacc cccctccctg ggtcaagccc 3780

tttgtacacc ctaagcctcc gcctcctctt cctccatccg ccccgtctct cccccttgaa 3840

cctcctcgtt cgaccccgcc tcgatcctcc ctttatccag ccctcactcc ttctctaggc 3900

gccggaattc tgcagtcgac ggtaccgcgg gcccgggatc caccggtcgc caccatggtg 3960

agcaagggcg aggagctgtt caccggggtg gtgcccatcc tggtcgagct ggacggcgac 4020

gtaaacggcc acaagttcag cgtgtccggc gagggcgagg gcgatgccac ctacggcaag 4080

ctgaccctga agttcatctg caccaccggc aagctgcccg tgccctggcc caccctcgtg 4140

accaccctga cctacggcgt gcagtgcttc agccgctacc ccgaccacat gaagcagcac 4200

gacttcttca agtccgccat gcccgaaggc tacgtccagg agcgcaccat cttcttcaag 4260

gacgacggca actacaagac ccgcgccgag gtgaagttcg agggcgacac cctggtgaac 4320

cgcatcgagc tgaagggcat cgacttcaag gaggacggca acatcctggg gcacaagctg 4380

gagtacaact acaacagcca caacgtctat atcatggccg acaagcagaa gaacggcatc 4440

aaggtgaact tcaagatccg ccacaacatc gaggacggca gcgtgcagct cgccgaccac 4500

taccagcaga acacccccat cggcgacggc cccgtgctgc tgcccgacaa ccactacctg 4560

agcacccagt ccgccctgag caaagacccc aacgagaagc gcgatcacat ggtcctgctg 4620

gagttcgtga ccgccgccgg gatcactctc ggcatggacg agctgtacaa gtaaagcggc 4680

cgcatcgatg ccgtatacgg tacctttaag accaatgact tacaaggcag ctgtagatct 4740

tagccacttt ttaaaagaaa aggggggact ggaagggcta attcactccc aaagaagaca 4800

agatctgctt tttgcctgta ctgggtctct ctggttagac cagatctgag cctgggagct 4860

ctctggctaa ctagggaacc cactgcttaa gcctcaataa agcttcagct gctcgagcta 4920



gcagatcttt ttccctctgc caaaaattat ggggacatca tgaagcccct tgagcatctg 4980

acttctggct aataaaggaa atttattttc attgcaatag tgtgttggaa ttttttgtgt 5040

ctctcactcg gaaggacata tgggagggca aatcatttaa aacatcagaa tgagtatttg 5100

gtttagagtt tggcaacata tgccatatgc tggctgccat gaacaaaggt ggctataaag 5160

aggtcatcag tatatgaaac agccccctgc tgtccattcc ttattccata gaaaagcctt 5220

gacttgaggt tagatttttt ttatattttg ttttgtgtta tttttttctt taacatccct 5280

aaaattttcc ttacatgttt tactagccag atttttcctc ctctcctgac tactcccagt 5340

catagctgtc cctcttctct tatgaagatc cctcgacctg cagcccaagc ttggcgtaat 5400

catggtcata gctgtttcct gtgtgaaatt gttatccgct cacaattcca cacaacatac 5460

gagccggaag cataaagtgt aaagcctggg gtgcctaatg agtgagctaa ctcacattaa 5520

ttgcgttgcg ctcactgccc gctttccagt cgggaaacct gtcgtgccag cggatccgca 5580

tctcaattag tcagcaacca tagtcccgcc cctaactccg cccatcccgc ccctaactcc 5640

gcccagttcc gcccattctc cgccccatgg ctgactaatt ttttttattt atgcagaggc 5700

cgaggccgcc tcggcctctg agctattcca gaagtagtga ggaggctttt ttggaggcct 5760

aggcttttgc aaaaagctaa cttgtttatt gcagcttata atggttacaa ataaagcaat 5820

agcatcacaa atttcacaaa taaagcattt ttttcactgc attctagttg tggtttgtcc 5880

aaactcatca atgtatctta tcatgtctgg atccgctgca ttaatgaatc g ccaacgcg 5940

cggggagagg cggtttgcgt attgggcgct cttccgcttc ctcgctcact gactcgctgc 6000

gctcggtcgt tcggctgcgg cgagcggtat cagctcactc aaaggcggta atacggttat 6060

ccacagaatc aggggataac gcaggaaaga acatgtgagc aaaaggccag caaaaggcca 6120

ggaaccgtaa aaaggccgcg ttgctggcgt ttttccatag gctccgcccc cctgacgagc 6180

atcacaaaaa tcgacgctca agtcagaggt ggcgaaaccc gacaggacta taaagatacc 6240

aggcgtttcc ccctggaagc tccctcgtgc gctctcctgt tccgaccctg ccgcttaccg 6300

gatacctgtc cgcctttctc ccttcgggaa gcgtggcgct ttctcaatgc tcacgctgta 6360

ggtatctcag ttcggtgtag gtcgttcgct ccaagctggg ctgtgtgcac gaaccccccg 6420

ttcagcccga ccgctgcgcc ttatccggta actatcgtct tgagtccaac ccggtaagac 6480

acgacttatc gccactggca gcagccactg gtaacaggat tagcagagcg aggtatgtag 6540

gcggtgctac agagttcttg aagtggtggc ctaactacgg ctacactaga aggacagtat 6600

ttggtatctg cgctctgctg aagccagtta ccttcggaaa aagagttggt agctcttgat 6660

ccggcaaaca aaccaccgct ggtagcggtg gtttttttgt ttgcaagcag cagattacgc 6720

gcagaaaaaa aggatctcaa gaagatcctt tgatcttttc tacggggtct gacgctcagt 6780

ggaacgaaaa ctcacgttaa gggattttgg tcatgagatt atcaaaaagg atcttcacct 6840

agatcctttt aaattaaaaa tgaagtttta aatcaatcta aagtatatat gagtaaactt 6900

ggtctgacag ttaccaatgc ttaatcagtg aggcacctat ctcagcgatc tgtctatttc 6960

gttcatccat agttgcctga ctccccgtcg tgtagataac tacgatacgg gagggcttac 7020

catctggccc cagtgctgca atgataccgc gagacccacg ctcaccggct ccagatttat 7080

cagcaataaa ccagccagcc ggaagggccg agcgcagaag tggtcctgca actttatccg 7140

cctccatcca gtctattaat tgttgccggg aagctagagt aagtagttcg ccagttaata 7200

gtttgcgcaa cgttgttgcc attgctacag gcatcgtggt gtcacgctcg tcgtttggta 7260

tggcttcatt cagctccggt tcccaacgat caaggcgagt tacatgatcc cccatgttgt 7320



gcaaaaaagc ggttagctcc ttcggtcctc cgatcgttgt cagaagtaag ttggccgcag 7380

tgttatcact catggttatg gcagcactgc ataattctct tactgtcatg ccatccgtaa 7440

gatgcttttc tgtgactggt gagtactcaa ccaagtcatt ctgagaatag tgtatgcggc 7500

gaccgagttg ctcttgcccg gcgtcaatac gggataatac cgcgccacat agcagaactt 7560

taaaagtgct catcattgga aaacgttctt cggggcgaaa actctcaagg atcttaccgc 7620

tgttgagatc cagttcgatg taacccactc gtgcacccaa ctgatcttca gcatctttta 7680

ctttcaccag cgtttctggg tgagcaaaaa caggaaggca aaatgccgca aaaaagggaa 7740

taagggcgac acggaaatgt tgaatactca tactcttcct ttttcaatat tattgaagca 7800

tttatcaggg ttattgtctc atgagcggat acatatttga atgtatttag aaaa taaac 7860

aaataggggt tccgcgcaca tttccccgaa aagtgccacc tg 7902

<210> 9

<211> 690

<212> DNA

<213> Corynebacteriu iphtheriae

<220>

<223> Diphtheria toxin receptor (cDNA)

<400> 9

atgaagctgc tgccgtcggt ggtgctgaag ctctttctgg ctgcagttct ctcggcactg 60

gtgactggcg agagcctgga gcggcttcgg agagggctag ctgctggaac cagcaacccg 120

gaccctccca ctgtatccac ggaccagctg ctacccctag gaggcggccg ggaccggaaa 180

gtccgtgact tgcaagaggc agatctggac cttttgagag tcactttatc ctccaagcca 240

caagcactgg ccacaccaaa caaggaggag cacgggaaaa gaaagaagaa aggcaagggg 300

ctagggaaga agagggaccc atgtcttcgg aaatacaagg acttctgcat ccatggagaa 360

tgcaaatatg tgaaggagct ccgggctccc tcctgcatct gccacccggg ttaccatgga 420

gagaggtgtc atgggctgag cctcccagtg gaaaatcgct tatataccta tgaccacaca 480

accatcctgg ccgtggtggc tgtggtgctg tcatctgtct gtcfgctggt catcgtgggg 540

cttctcatgt ttaggtacca taggagagga ggttatgatg tggaaaatga agagaaagtg 600

aagttgggca tgactaattc ccacggtacc tacccatacg acgtgccaga ctacgctggt 660

tatccgtatg atgtacctga ttatgcatag 690

<210> 10

<211> 7536

<212》 DNA

<213> Aどtificial Sequence



<220>

<223> Description of Artificial Sequence: pLC20cSynI DTR-HA

<400> 10

gtcgacattg attattgact agttattaat agtaatcaat tacggggtca ttagttcata 60

gcccatatat ggagttccgc gttacataac ttacggtaaa tggcccgcct ggctgaccgc 120

ccaacgaccc ccgcccattg acgtcaataa tgacgtatgt tcccatagta acgccaatag 180

ggactttcca ttgacgtcaa tgggtggact atttacggta aactgcccac ttggcagtac 240

atcaagtgta tcatatgcca agtacgcccc ctattgacgt caatgacggt aaatggcccg 300

cctggcatta tgcccagtac atgaccttat gggactttcc tacttggcag tacatctacg 360

tattagtcat cgctattacc atgggaggcg tggcctgggc gggactgggg agtggcgagc 420

cctcagatcc tgcatataag cagctgcttt ttgcctgtac tgggtctctc tggttagacc 480

agatctgagc ctgggagctc tctggctaac tagggaaccc actgcttaag cctcaataaa 540

gcttgccttg agtgcttcaa gtagtgtgtg cccgtctgtt gtgtgactct ggtaactaga 600

gatccctcag acccttttag tcagtgtgga aaatctctag cagtggcgcc cgaacaggga 660

cttgaaagcg aaagggaaac cagaggagct ctctcgacgc aggactcggc ttgctgaagc 720

gcgcacggca agaggcgagg ggcggcgact ggtgagtacg ccaaaaattt tgactagcgg 780

aggctagaag gagagagatg ggtgcgagag cgtcagtatt aagcggggga gaattagatc 840

gcgatgggaa aaaattcggt taaggccagg gggaaagaaa aaatataaat taaaacatat 900

agtatgggca agcagggagc tagaacgatt cgcagttaat cctggcctgt tagaaacatc 960

agaaggctgt agacaaatac tgggacagct acaaccatcc cttcagacag gatcagaaga 1020

acttagatca ttatataata cagtagcaac cctctattgt gtgcatcaaa ggatagagat 1080

aaaagacacc aaggaagctt tagacaagat agaggaagag caaaacaaaa gtaagaaaaa 1140

agcacagcaa gcagcaggat cttcagacct ggaaattccc tacaatcccc aaagtcaagg 1200

agtagtagaa tctatgaata aagaattaaa gaaaattata ggacaggtaa gagatcaggc 1260

tgaacatctt aagacagcag tacaaatggc agtattcatc cacaatttta aaagaaaagg 1320

ggggattggg gggtacagtg caggggaaag aatagtagac ataatagcaa cagacataca 1380

aactaaagaa ttacaaaaac aaattacaaa aattcaaaat tttcgggttt attacaggga 1440

cagcagaaat ccactttgga aaggaccagc aaagctcctc tggaaaggtg aaggggcagt 1500

agtaatacaa gataatagtg acataaaagt agtgccaaga agaaaagcaa agatcattag 1560

ggattatgga aaacagatgg caggtgatga ttgtgtggca agtagacagg atgaggatta 1620

gaacatggaa aagtttagta aaacaccata aggaggagat atgagggaca attggagaag 1680

tgaattatat aaatataaag tagtaaaaat tgaaccatta ggagtagcac ccaccaaggc 1740

aaagagaaga gtggtgcaga gagaaaaaag agcagtggga ataggagctt tgttccttgg 1800

gttcttggga gcagcaggaa gcactatggg cgcagcgtca atgacgctga cggtacaggc 1860

cagacaatta ttgtctggta tagtgcagca gcagaacaat ttgctgaggg ctattgaggc 1920

gcaacagcat ctgttgcaac tcacagtctg gggcatcaag cagctccagg caagaatcct 1980

ggctgtggaa agatacctaa aggatcaaca gctcctgggg atttggggtt gctctggaaa 2040

actcatttgc accactgctg tgccttggaa tgctagttgg agtaataaat ctctggaaca 2100

gatttggaat cacacgacct ggatggagtg ggacagagaa attaacaatt acacaagctt 2160



aatacactcc ttaattgaag aatcgcaaaa ccagcaagaa aagaatgaac aagaattatt 2220

ggaattagat aaatgggcaa gtttgtggaa ttggtttaac ataacaaatt ggctgtggta 2280

tataaaatta ttcataatga tagtaggagg cttggtaggt ttaagaatag tttttgctgt 2340

actttctata gtgaatagag ttaggcaggg atattcacca ttatcgtttc agacccacct 2400

cccaaccccg aggggaccga gctcaagctt cgaacgcgtg ggttttggct acgtccagag 2460

cagaggaatg agggcatgta gactaaatat gttcgtgtgg aagaggctga atacacatca 2520

gagttagtgc tgcaggaaat gcttctgcat tgcataccca gagtttcctt gctcatctga 2580

gagcatgtgt tttttccaga tgtgtgtact tgtgtgagat tctctgggtg tgtgtcaatg 2640

tgttgcctga acgtgcattg ctcaatatgc tcatgtgtgt taccctgggc ttgtacatct 2700

acatatatac ctggatgccc gtgtgttctg tgatgtacat ataccctgtg tcattccttg 2760

tttttctatt tgtgttattc catgtgttcc ttcaggctct cactacccaa gtgtccacct 2820

ccgcctgtct ggtgatgttt acgctacccc gtgctctttt ctttgcctga cagtgttgtc 2880

gtggaagaca tctcgccagg aacactgcag taaggagaat ttctagtttt atgttcccct 2940

ccgagtatgc ttctatcccg accctcaacc ccaaaatgcc ttcagaggtg aaaatcaaca 3000

ctggaaacac aagtatctgg gaagggtaac aatgcaagtt agcctgagga tttaggagga 3060

ggctgaaaaa cagagtagga gccttactac gggtccagac cctacggaca agaaccccca 3120

ctcccactcc ccaaattgcg cattccctcc cccatcagag ggggagggga agaggatgca 3180

gcgcggcgcg gcgcgtgcgc actgtcggat ttagtaccgc ggacagagcc ttcgcccccg 3240

ctgccggcgc gcgccaccac ctccccagca ccaaaggcgg gctgacgtca ctctccagcc 3300

ctccccaaac tcccctacct caccgccttg gtcgcgtccg tgcagcggtg agtccagtcg 3360

ggccgcacca caagaggtgc aagatagggg ggtgcaggcg cgaccatacg ctctgcggcg 3420

gcagagcctc agcgctgcct cagtctgcag cgggcagcag aggagtcgcg tcgtgccaga 3480

gagcgccgcc gtgctcctga gccccttgcg ctccgccccc gcggcccacc gacccactgc 3540

cccttgaatt agcttgaatt caccgccatg aagctgctgc cgtcggtggt gctgaagctc 3600

tttctggctg cagttctctc ggcactggtg actggcgaga gcctggagcg gcttcggaga 3660

gggctagctg ctggaaccag caacccggac cctcccactg tatccacgga ccagctgcta 3720

cccctaggag gcggccggga ccggaaagtc cgtgacttgc aagaggcaga tctggacctt 3780

ttgagagtca ctttatcctc caagccacaa gcactggcca caccaaacaa ggaggagcac 3840

gggaaaagaa agaagaaagg caaggggcta gggaagaaga gggacccatg tcttcggaaa 3900

tacaaggact tctgcatcca tggagaatgc aaatatgtga aggagctccg ggctccctcc 3960

tgcatctgcc acccgggtta ccatggagag aggtgtcatg ggctgagcct cccagtggaa 4020

aatcgcttat atacctatga ccacacaacc atcctggccg tggtggctgt ggtgctgtca 4080

tctgtctgtc tgctggtcat cgtggggctt ctcatgttta ggtaccatag gagaggaggt 4140

tatgatgtgg aaaatgaaga gaaagtgaag ttgggcatga ctaattccca cggtacctac 4200

ccatacgacg tgccagacta cgctggttat ccgtatgatg tacctgatta tgcatagtag 4260

ggatccacta gtccagtgtg gtggaattct gcagatatcc agcacagtgg cggccgcatc 4320

gatgccgtat acggtacctt taagaccaat gacttacaag gcagctgtag atcttagcca 4380

ctttttaaaa gaaaaggggg gactggaagg gctaattcac tcccaaagaa gacaagatct 4440

gctttttgcc tgtactgggt ctctctggtt agaccagatc tgagcctggg agctctctgg 4500

ctaactaggg aacccactgc ttaagcctca ataaagcttc agctgctcga gctagcagat 4560



ctttttccct ctgccaaaaa ttatggggac atcatgaagc cccttgagca tctgacttct 4620

ggctaataaa ggaaatttat tttcattgca atagtgtgtt ggaatttttt gtgtctctca 4680

ctcggaagga catatgggag ggcaaatcat ttaaaacatc agaatgagta tttggtttag 4740

agtttggcaa catatgccat atgctggctg ccatgaacaa aggtggctat aaagaggtca 4800

tcagtatatg aaacagcccc ctgctgtcca ttccttattc catagaaaag ccttgacttg 4860

aggttagatt ttttttatat tttgttttgt gttatttttt tctttaacat ccctaaaatt 4920

ttccttacat gttttactag ccagattttt cctcctctcc tgactactcc cagtcatagc 4980

tgtccctctt ctcttatgaa gatccctcga cctgcagccc aagcttggcg taatcatggt 5040

catagctgtt tcctgtgtga aattgttatc cgctcacaat tccacacaac atacgagccg 5100

gaagcataaa gtgtaaagcc tggggtgcct aatgagtgag ctaactcaca ttaattgcgt 5160

tgcgctcact gcccgctttc cagtcgggaa acctgtcgtg ccagcggatc cgcatctcaa 5220

ttagtcagca accatagtcc cgcccctaac tccgcccatc ccgcccctaa ctccgcccag 5280

ttccgcccat tctccgcccc atggctgact aatttttttt atttatgcag aggccgaggc 5340

cgcctcggcc tctgagctat tccagaagta gtgaggaggc ttttttggag gcctaggctt 5400

ttgcaaaaag ctaacttgtt tattgcagct tataatggtt acaaataaag caatagcatc 5460

acaaatttca caaataaagc atttttttca ctgcattcta gttgtggttt gtccaaactc 5520

atcaatgtat cttatcatgt ctggatccgc tgcattaatg aatcggccaa cgcgcgggga 5580

gaggcggttt gcgtattggg cgctcttccg cttcctcgct cactgactcg ctgcgctcgg 5640

tcgttcggct gcggcgagcg gtatcagctc actcaaaggc ggtaatacgg ttatccacag 5700

aatcagggga taacgcagga aagaacatgt gagcaaaagg 'ccagcaaaag gccaggaacc 5760

gtaaaaaggc cgcgttgctg gcgtttttcc ataggctccg cccccctgac gagcatcaca 5820

aaaatcgacg ctcaagtcag aggtggcgaa acccgacagg actataaaga taccaggcgt 5880

ttccccctgg aagctccctc gtgcgctctc ctgttccgac cctgccgctt accggatacc 5940

tgtccgcctt tctcccttcg ggaagcgtgg cgctttctca atgctcacgc tgtaggtatc 6000

tcagttcggt gtaggtcgtt cgctccaagc tgggctgtgt gcacgaaccc cccgttcagc 6060

ccgaccgctg cgccttatcc ggtaactatc gtcttgagtc caacccggta agacacgact 6120

tatcgccact ggcagcagcc actggtaaca ggattagcag agcgaggtat gtaggcggtg 6180

ctacagagtt cttgaagtgg tggcctaact acggctacac tagaaggaca gtatttggta 6240

tctgcgctct gctgaagcca gttaccttcg gaaaaagagt tggtagctct tgatccggca 6300

aacaaaccac cgctggtagc ggtggttttt ttgtttgcaa gcagcagatt acgcgcagaa 6360

aaaaaggatc tcaagaagat cctttgatct tttctacggg gtctgacgct cagtggaacg 6420

aaaactcacg ttaagggatt ttggtcatga gattatcaaa aaggatcttc acctagatcc 6480

ttttaaatta aaaatgaagt tttaaatcaa tctaaagtat atatgagtaa acttggtctg 6540

acagttacca atgcttaatc agtgaggcac ctatctcagc gatctgtcta tttcgttcat 6600

ccatagttgc ctgactcccc gtcgtgtaga taactacgat acgggagggc ttaccatctg 6660

gccccagtgc tgcaatgata ccgcgagacc cacgctcacc ggctccagat ttatcagcaa 6720

taaaccagcc agccggaagg gccgagcgca gaagtggtcc tgcaacttta tccgcctcca 6780

tccagtctat taattgttgc cgggaagcta gagtaagtag ttcgccagtt aatagtttgc 6840

gcaacgttgt tgccattgct acaggcatcg tggtgtcacg ctcgtcgttt ggtatggctt 6900

cattcagctc cggttcccaa cgatcaaggc gagttacatg atcccccatg ttgtgcaaaa 6960



aagcggttag ctccttcggt cctccgatcg ttgtcagaag taagttggcc gcagtgttat 7020

cactcatggt tatggcagca ctgcataatt ctcttactgt catgccatcc gtaagatgct 7080

tttctgtgac tggtgagtac tcaaccaagt cattctgaga atagtgtatg cggcgaccga 7140

gttgctcttg cccggcgtca atacgggata ataccgcgcc acatagcaga actttaaaag 7200

tgctcatcat tggaaaacgt tcttcggggc gaaaactctc aaggatctta ccgctgttga 7260

gatccagttc atgtaaccc actcgtgcac ccaactgatc ttcagcatct tttactttca 7320

ccagcgtttc tgggtgagca aaaacaggaa ggcaaaatgc cgcaaaaaag ggaataaggg 7380

cgacacggaa atgttgaata ctcatactct tcctttttca atattattga agcatttatc 7440

agggttattg tctcatgagc ggatacatat ttgaatgtat ttagaaaaat aaacaaatag 7500

gggttccgcg cacatttccc cgaaaagtgc cacctg 7536

<210> 11

<211> 27

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: primer

<400> 11

atgagggaca attggagaag tgaatta 27

<210> 12

<211> 27

<212> DNA

<213》 Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence primer

<400> 12

cagactgtga gttgcaacag atgctgt 27
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