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アプラタキシンの核小体局在機序の解明
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要

眼球運動失行と低アルブミン血症を伴う早期発症型脊髄小脳失調症 (EAOH/AOAl)の原因

遺伝子Aprataxin(AP7X)の遺伝子産物Am は,DNA切断損傷断端の修復に関与･する.しか

しその局在は,DNAが主に存在する核質に加え,核小体にも強く局在しており,核小体への局

在機序とその意義については解明されていない,HHH一方,EAOH/AOAlで報告されたミスセンス

変異は,興味深いことに全てC末に認められるが,その理由は明らかではなかった.今回筆者

は,疾患関連変異型Am が,核小体 granularcomponent(GC)への局在を失い,かつ不安定

となることを明らかにした.さらに,GCへの局在にはGC構成蛋白であるB23との結合が重要

であり,その結合にはC未が必要であることを示した.さらに,m はC米側 で二量体を形

成するが,疾患関連変翼型AFrXではC米側での二蛋体形成が障害 されていることを示した.

これらの結果から,APTXのGCへの局在は,C未側での二量体形成を必要とし,B23との結合

によると推定した.

キ-ワ-ド:眼球運動英行と低アルブミン血症を伴う早期発症型脊髄小脳変性症,EAOH/

AOAl,Aprataxin,Am ,nucleophosmin,二量体

緒 言

眼球運動某行と低アルブミン血症を伴 う早期発

症型脊髄小脳失調症 early-onsetat弧iawithocu-

1armotorapraxiaandhypoalbuminemia/ata裏a-

oculomotorapraxia1(EAOH/AOAi)1)2)は,幼
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少期発症の緩徐進行性の小脳失調を中桟症状 と

し,病初期に眼球運動失行を,進行期に低アルブ

ミン血症および高度の末梢神経障害を星する,常

染色体劣性遺伝性の脊髄小脳失調症である3ト 6)

本症 は,A円X遺伝 子 が コ- ドす る aprataxin

(Am )蛋白の機能喪失により発症する.現在ま
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で,フレ-ムシフ ト変異,全欠失,ミスセンス変

異が報告されているが 7),興味深いことにミスセ

ンス変巽はすべて C末に集中している.

APTXは,N末端には蛋白質一蛋白質問結合に重

要なFHA (forkhead-associated) ドメインが,C

末端寄 りにはhistidineが疎水性アミノ酸を挟ん

で 3つ並んだ配列をとるHrr(histidinetriad)モ

チーフが,さらに C末端にはDNA/RNA結合に

関与す る zine虫咽erモチ - フが存 在す る 2)

m の FHA ドメインは,polynucleotidekinase-

3'-phosphatase(PNKP)の FHA ドメインと相

同性が高く,両者ともN末端の FHA ドメインを

介 して DNA単鎖切断損傷修復 (single-stand

breakrepair:SSBR)の足場蛋 白で あるⅩ-ray

cross repairCOmPlementing group 1 protein

(ⅩRCCl)の C未側 と結合す る 8ト 10).更 に,

AFTX欠損 リンパ芽球細胞がDNA単鎖切断損傷

(single-strandbreaks:SSBs)を生 じる損傷刺激

に高い感受性 を示す 11).このようなことから,

Am の DNA単鎖切断損傷修復 (single-strand

breakrepair:SSBR)への関与が考えられてきた12)

AFrXの SSBRでの具体的な役割として,切断

断端の損傷部を修復する働 きが報告 されている,

損傷切断DNAの 5'寒断端にはAMP(adenosine

monophosphate)残基が付加 されたまま残存 し,

その後の修復反応を阻害するが,AFrXはこれを

除去し,正常なリン酸基とする13).また,損傷切

断 DNA3'未断端はリン酸基もしくはホスホグリ

コール酸 (phosphogiyco首ate:PG)基で修飾 され

ており,これも修復を阻害する,APrrXは,これら

の修飾を加水分解 し,水酸基とする 14).これらの

活性はC末にあると想定され,ミスセンス変異が

C寒に集中している理由のひとつとされる14).し

か し,N末の変異で,SSBRの足場蛋白である

ⅩRCClとの結合が障害 されても,同様にこれら

の反応の障害を来たすと考えられ 何故 ミスセン

ス変異がC末のみにあるのか,その理由は明らか

ではない.

m は核および核小体に局在 している11)12)

核小体はリボソ-ムDNAの転写に関与し,肋riliar

Center(FC),densefibri音larcomponent(DFC),
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granularcomponent(GC)とい う3つの部位に

分かれている.FCには密なリボソームDNAが存

在 し,FCあるいはFCとDFCの境界領域でその

転写が行われ DFCでリボソームRNAの初期プ

ロセッシングが,GCでリボソームの構築が行わ

れることが想定されている15)16).jm の核小体

への局在機序について,Becherelらは,核小体構

成蛋白であるnucleolin佃CL)を重要 と考 え報

告 した.彼らは,AFm の FHA ドメインのみを用

いたGST融合蛋白を用いたpul巨downアッセイ

によって,FHA ドメインと結合する最も多い蛋白

質 として NCLを単離 した.また,全長野生型

AfrTXを用いた免疫沈降法にて,jm がnucle-

olin(NCL),nucieophosmin(B23)と複合体 を

形成することを示 した 17).これ らの結果から,

APTXの核小体への局在にはN末の FHAが重要

であり,かつ NCLが必要と結論づけた.しかし,

その局在の意義については明確にはなっていな

い.

今回筆者は,野生型,疾患関連変異型AFrXの

核小体への局在機序について検討を加え,その違

いを明らかにした.さらに,その知見に基づ き,

AFIXの核小体局在機序を新たに示 し,核小体局

在への C末の重要性について明らかにした.

対象と方法

プラスミドの作成

全長型ヒト1m は,ヒトcDNA(HuManOvary

Marathol卜 ReadyLIT)NA:C1onteCh.Bt･ookevi11e

MD,USA)をPCR法にて増幅 し,pcDNA3,1(+)
vectorHnvitrogen,USA)にタロ-ニ ング した

(AfYrX-PCDNA).疾 患 関連 変異 型 AmⅩは,

GeneTailersite-directed mutagenesissystem

Hnvitrogen)を用いて作成 した.EGFP発現ベク

タ-は,APTX-pcDNAをBamH i,Ⅹhoiで切

り出 し,pEGFp-C1ベクター (Clonもeeh,USA)

に 挿 入 した . ま た ,V5発 現 ベ ク タ - は ,

peDNA3.1/myc-HisB (Invitrogen)に挿入 して

傍成した.
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培養条件とトランスフェクション条件

HEK293T細胞,COS7細胞は,37oC/5% CO芝

条件下で,10%FBSを含む Dulbeeco'smodi鮎d

EagleMedium (DMEM,GibeoBRL,USA)で培

養 した. トランスフェクションは,6wendishで

80-90%の細胞密度に対 して,LipofectamineTM
2000(InvitFOgen)各 lo /雄 wel呈使用 し,総 DNA

毅が4000ng/we呈lとなるように混和した後に培養

細胞に添加 し,24時間後に回収 した.

siRNAの トランスフェクションは,24welldish

を 用 い て ,30- 50% 細 胞 密 度 に 対 して

LipofectamineTMRN戯MAX(Invitrogen)を1.5/11/

well使用 し,総 siRNA濃度が 50mM/wellとなる

ように混和後,各 we11に添加した.4時間稜に

Mediumを交換 し,さらに24時間培養後に細胞

を回収 し,PLレ coatedGlassbottomdish35mm

(Maもunami)に移 し,24時間後,48時間後に観察

し た .siRNAは ,SiGENEOMETMsMARTpool

nucleolin,nueleophosmin(Dhamacon,USA)を

使用 した.siRNAの ノックダウン効率の確認は,

ウェスタンブロットにて行なった,

局在の確認

それぞれの局在の変化は,共焦点レーザ-顕微

鏡 (NikonTE2000-U,Japan)または,蛍光顕微

鏡 (NiconTE300,Japan)を用いて,37℃/5%

CO2条件 卜で経略的に行なった.画像の解析は,

AQUACOSMOS(浜松ホ トニクス,Japan)を用

いて行なった.

ウェスタンブロット解析

Anも友一Nucleolin(MS-3,1:1000,SantaCruz,USA),

Anti-Nucieophosmin(24412,1:2500,abcam),

AntトXRCCl(H-300.1:2500.S;lnti.lCruZ).Anti-

(1,FP(8362-1,1:2500,CI_J()NTEeH).Allti-V5

(購-0705,1:2500,Inviもrogen)を 1次抗体として

使用した.サンプルをbemm昔iBu鮎rFで,98oC

/S分処理 後,10%ポ リア ク リル ア ミ ドゲル

(Wako,Japan)を用いた SI)S-PAGEで蛋白質

を分離 し,PVDFメンブレン (Miliipore,USA)

に転写 した.転写 メンブレンを Blockingbuffer

(50mMTri告-HCl,100mMMac首,0.1餐Tween20,

5% SkimMilk)で室温 1時間反応 させ,各 l逸

抗体を4℃で 16時間反応 させた.反応後,Wash

Buffer(50mM TriS-HCl∴100mM NaCl,0.1%

Tween20)にて洗浄 し,それ ぞれ の 2次抗体

(Anti-Mouse,1:50000,Chemicon,USA)を宴温 ま

時間反応させ,再度WashBufferにて洗浄後,ECL

plusWesternBlottingSystem (GE Healtheare

Bio-science,USA) または 王mmobi王onWestern

HRPsubstrate伽 主音l豆porだ,USA)で検出した.

免疫沈降法

トランスフェクションを施行 したHEK293T細

胞を回収 して CeliLysateを用意 し,Sonicationを

行なった後に,14000rpm/20分間遠心 し,日露を

得 た.そこに agaroseconjugatedAnti-V5抗体

津MOO3-8,MBL)を加えて2時間反応 させるか,

あるいは,蝕か GFP抗体 (598,MBL)を加えて

2時 間 反 応 させ た後 に ImmobilizedPTOteinA

は0333,PIERCE)を加 えて更に 1時間反応 させ

た.その後,2000rpm/3分間遠心 して上清を除き,

modified RIPA buffer(150mM NaCl, 50mM

HEPES,1%CHAPS,0.50/aDOCpH7.5)でWash

を3度行ない,そこに LaLemmliBufferを加 えて

98℃/5分処理後に2500rpm/1分間遠心 し,上清

をサンプルとして得た.

結 果

APT_tは核小体 FC.riCに局在する､

GFPとの融合蛋白を用い,AIyⅨ の細胞内局在

を検討 した (図 1,2).Am は桟に局在 し,特に

核小体に強 く局在 した (図2a).核小体はrRNA

の産生部位であり,その藤生中 亡､部位 として,良

状構造物であるfibriすIarcenter(FC)と,その周

囲の dense且brillarcomponent(DFC)が知 られ

ている.そのため,核小体内の更に詳細な局在に

ついて,FCの構成蛋白であるupstreambinding

factor(UBF),DFCの構造物 で あ る Bbrillar豆n

(FBL), Granularcomponent(GC)の構成蛋白

である nucleolin(NCL)を用いた免疫染色 を行



佐藤 :アプラタキシンの穆小体局在機序の解明

荒川 NLS Nuclctミ!･･of･;･!.I.･tio,.Sirlt711山

1

N'V5-APTX(LA)

longform
Aprataxin(LA)

FHA
domain(FHA)

』1-20aa

』1･116aa

shrotform

Aprataxin(SA)

Mutants(P206L
V263G)

Hitmotif Zincfingermotif
l14 258･264 317I339

▲ ▲
P206L V263G

図 1 コンストラクトの説明

今回使用したAm コンストラタトを示す,Am のN末側にEGFPもしくはV5を融合さ

せたPlasmidを作成した.患者AFrXは,▲で示す部位に変異を持つ.

なった.核小体内の点状集積部はUBFと局在が

2a,b).このことから,m の点状集積部はFC

であると結論 した.さらに,GCにも局在を確認

した (図2ぐ上

疾患関連変異型 APTXでは GCへの局在が失わ

れる

次に,AfyTXの核小体への局在に重要な部位を

検討するため,種々のAm (図 1)の局在を検

討 した.FHAを含むN末端 1-丑14アミノ酸断片

のみの Am (FHA)では,FC優位の局在を認

めた一方で,GCへの局在は保たれるものの,全

長型に比 LGCへの集積性は失われていた (図

2d;FHA).また,N末の最初の 20ア ミノ酸を欠

いたAm (△1-20aa)では,GC,FCともに局

在を全く認めなかった 個 望d;△1-20).さらに,

N未の最初の 116ア ミノ酸 を欠いたAm (A

1-116aa)でも,GC,FCへの集積を認めなかっ

た (図2d;A1-116),このことから,GCへの局

在には,正常なN末および C末が必要であると

結論 した,さらに,7種の疾患関連 ミズセンス変
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翼型Am (疾患関連変異型 APTX)の細胞内局

在を検討 した.検討 した全ての疾患関連変異型

Am で,GCへの局在の減少を認めた (図 3).

一方,FCへの局在は残存していた これらの変異

は,いずれもC未領域に位置 していることから,

C莱領域の ミスセンス変異によりGCへの局在が

失われると考えた.

APTXは,GC構成蛋白であるB23(nucleophos-

nlin)と結合する

疾患関連変異型APTXで GCへの局在を実って

いたことから,GCへの局在機序が病態 と深 く関

与すると考え,それについて検討 した.一般に核

小体への局在は,核小体構成蛋白との結合による

と考えられている.そこで,AFI顎の GCへの隔

在にはGC構成蛋白との結合が重要であり,野生

型 APTXは結合するが,疾患関連変翼型 APTXは

結合 しないと考えた.この仮説を立証するため,

S豆RNAによ り,代 表的 な GC構成蛋 白で ある

nucleolin(NCL)とnucleophosmin(B23)のノ

ックダウンを行なった.いずれの場合でも,jm

の GCへの局在は失われたが,NCLをノックダウ
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図 2 全点型,断H型Am の細胞内局lt-

a)AFrXの細胞 内にJ/tJ_杏,T'す GFp-.m 安定 発現珊胸 を GLassbottomdLShに撒 いて､Lmg/ml

Doxycycllneを緑加 してヲ邑収を71尭沸 し,24B判Lu後に位相pJIJI史 (Phase)とCFPLLn目敏 (CFP)を共胞 .r!.L,-

サー搬徴鰍 こて観察 した 核小体内に点状の榊造物が確認された また.GFPの白山IL‖ノ1は,lntens)tyを

変えて牌小休Iノ寸の点状物質を儀調 している (ba1- 10FLm)

b)核小路のJ.'!.状物邪は,FlbnllarCenlcrであることを示す GFP一AP17('女'ji:発収納胞を,Poly-I/LysITIC

coated8ChamberslldcI:撒 き.核小体捕造物質である Flbr111arln(Fl礼) と Upstreambllldlngfactor

(UBF)を芥々のT).[体を附いて免役fiJt色を行ない.Am のJml在 (Jm ,Green)と,FLbnllarln(FBL.

Red).UBF(UBF,Red)それぞれの).J在とを比較 した 点状物矧 まUBFとJ,,i-在が一致しており,Flbnllar

Celller(FC)であることが示 された

C)AYn(とNucleoLLrlとの共IE1-I_Eを示す GFp-Am ri定党別細胞をChanlbersILdeに撒き,Nucleolln抗

ー糊微鍬 こて桝額 した l̂ln(とNucleolmは,)も剛 仁を'iJtした (Merge) (bar- 10/Lm)
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PllaSe GドP

APTX
Wt

FHA

』1･20

』1-116

図2 全長型,断片型AFm の細胞内局在

也)断片型APTXの薄抑泡内局森を示す,COS7細胞を12welldishに撒いた接に,各GFP一断片型Am

(800mg)を導入し,24時間後にGlassbottomdishに撒きなおしてから,さらに24時間後に位相画像

(Phase)とGFP画像 (GFP)を共焦点レ-ザ-顕微鏡にて観察した.巨 11凍aminoacid(FHA)では,

FC優位の局在が認められ GCへの局在も保たれていたが全長型に比しその簾梢性は失われていた.A

巨 20aminoadd(△巨 20)では,GC,FCともに局森が全く認められなかった.Ai-116aminoacid

(A1-116)では,GC,FCへの集積が低下していた.(bar-10/1m)

ンした際には,B23とm のいずれ もが GCへ

の局在を喪失 した.それに対 し,B23をノ､ソクダ

ウンした際には,NCLの GCへの局在は保たれて

いた く図4a).この結果から,NCLをノックダウ

ンした際の APrrXの局在の変化は,B23の移動に

よる二次的なものであり,Am の GCへの局在
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には B23との結合が重要であると考えられた.

そこで,其免疫沈降法にて,APrrX とこれ らの

蛋白質との結合を検討 した.NCLは,いずれのコ

ンス トラク トとも共沈 され,その結合に特異性 を

見出せなかった (図 4b上段).一方,B23は全長

型AFIX (IJA)によって共免疫沈降 されるのに対
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Phase GドP

L223P

Phase GFP

V263G

秘細宅藩淑

D267G

図3 疾患関連変異型Am の細胞内局荏

COS7細胞 を12welldishに撒 き,それぞれの GFP融合疾患関連変異型Am (800mg)を導入 し,24

時間後にG‡assbottomd呈S‡‖ニ撒 きなお して,さらに2射時間後に位相画像 (Phase)とGFP画像 (GYP)

を共焦点 レーザ-顕微鏡にて観察 した.観察 した全ての疾患関連変異型において,核小体 GCへの局在が

智明に減少 していることが確認 された.核小体 FCへの局在は残存 していた くbar=10′㍑m)

し,N未断片型 膵HA),C米断片型 (SA)では

結合 が示 されず,また疾患 関連変異型 1uy17t

(P206L,V263G)では弱い結合が示 され,蛍光蛋

白質での観察結果と -一致 した (図4b中段).この

結果か ら,APTXの GCへの局在には,B23への

結合がより重要であると結論 した. ･方,NCLと

の結合は,蛍光蛋白質での局在の観察結果と 一致

せず,非特異的であると考えた.

APTXは,C末側で二量体を形成する

APTXの N禾側 には FHA ドメインとい う蛋

良-蛋白間結合に寄与する ドメインが存在する 18)

B23もこの部位で結合することが想定 される,し

か し先の検討から,B23との結合には F托A ドメ

インのみでは不十分であると考えられた.一方,

疾患関連変異はC禾領域に存在 しており,正常な

FHA ドメインを持ちながらもGCへの局在が阻

害 される.そこで,C末がB23との結合にどのよ

うに寄与するのか,検討を加えた.AfYfXの C米

側は.HITモチ-フをもつ HINT (HistidinPtriad

nucieotide-bindingprotein)とホモロジ-を有 し

ており,さらに,この HINTは二量体を形成する

ことが示 されている19)20).そこで,jm もC釆

側で二巌体を形成するのではないかと考えた (図
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図4 Am とGC構成蛋白B23(nucleophosmin)との結合

a)siRNAを用い,nucleolin(NCL)とB23(nucleophosmin)のノックダウンを行なった.NCL

をノックダウンすると,B23とAPTX両者のGCへの局在が失われる.---一方,B23をノックダウ

ンすると,Jm のGCへの局在は同様に失われるが,NCLのGCへの局在は保たれる.

b)HEK293T細月鋸こ,GFP融合APTX全長型 (iA),C莱断片型 (SA),N末断片型 (F壬iA),疾患

関連変異型 (P206L,V263G)を一過性発現させ,GFP抗体を用いて免疫沈降法を行なった.B23

は全長型Am (Ⅰ旗)によって共免沈されたのに対し,NCLはいずれのコンス トラクトとも共

免沈された.また,ⅩRCClは,N米側のFHAが正常であるLA,FHA,P206L,V263Gで共免沈

された.
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図5 Am C米側の =三次元構造モデル

Phyre(http://www.sbg.bio,ic.ae.uk/phyre/)で,Am C米側の 三次

元構造を作成した.構造内0)矢印はIrriシート構造を,らせん構造はαへ u

ックスを示 している,C米側の構造が向かい合 う形で 九,敬体形成が為 さ

れる可能性が示唆 される.

5).Am は二量体となって初めてFHAにて GC

構成蛋白と結合できるようになるが,疾患関連 ミ

スセンス変異体は二量体 を形成できないために

GC構成蛋白と結合できず,結果GCに局在でき

ないという仮説を立て検証 した.

まず,N莱GFP融合全長型m (乱A),N莱

断片型であるFHA,C末断片型である△卜 20,

A1-112,疾患関連変異型であるP206L,V263G

それぞれと,V5融合全長型AfYm を共発現 させ,

V5抗体 を用いて免疫沈降 を行なった.そ して,

GFP抗体でウェスタンブロッティングを行なっ

たところ,全長型 (王A)とC禾断片型 (△1-20,

上 卜 112)AIyrXL/)J*を検ILl')した (図6il).:畑二,

逆 の 方法,すなわち,GFP摘体を用いて免疫沈降

を行 なった.V5抗体でウェスタンブロッテ ィン

グを行なったところ,全長型Am (Ⅰ通)とC未

断片型Am (△1-20,A1-112)を共発現 させ

た場合でのみ,V5融合全長型Am が検出 され

た (図6b).これらの結果から,Am は C米側

で二量体を形成すること,一方,疾患関連変翼型

ではその形成が為されないことが示唆 された.

C末での二量体の形成はAPTXの安定に重要で

ある

局在実験において,疾患関連変翼型APTXでは

発現鼠の減少が示唆 された.ウェスタンブロッテ

ィング法にて確認を行なったところ,検討したす

べての疾患関連変異型Am で, 野生型に比 し発

現警護の減少を認めた く図 7b), 興味深いことに,

各々桝 朱患関連変異型APTXでのGC局在 (図3,

図7a)と発現量 (図 7b)との間には,P<0.01,

R2- 0.82とい う有意な正の相関を認めた (図

7C).一方,N末の最初の 20ア ミノ酸を欠いた

Am (△巨20)は GCへの局在を示 さないが,

発現量は野生型と同程度であった.

考 察

今回の結果から,jm の核小体への局在モデ

ルを図8に提示する.Am は,C米側で 二量体
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図6 m の二量体形成を共免疫沈降法により検証

a)GFP融合全長型 Am (IA),N末断片型である FHA,C未断片型である△1-

112,疾患関連要異型であるP206L,V263Gそれぞれと,V5融合全長型 Am を共発

現 させ,V5抗体を用いて免疫沈降を行なった,GFP抗体でウェスタンブロッテ ィン

グを行なったところ,全長型 (王A)とC末断片型 (△1-20,△1-112)APm が検

出された (灰矢印頭).

b)上記 a)の逆,すなわち,GFP抗体を用いて免疫沈降を行なった.V5抗体でウェス

タンブロッティングを行なったところ,全長型Am (tA)とC未断片型Am (A

巨 20,A卜 112)を共発現 させた場合でのみ,V5融合全長型 Am が検出 された

(黒矢印頭).

を形成することによりB23と結合 しGCへ局在

する.一方,FC構成蛋白とはN末側で結合する

那,これには二還体形成を必要としない.疾患関

連 ミスセンス変異型APTXでは,C米側の変異に

より二義体形成が障害 され,GCへの局在を喪失

するが,FCへの局在はFHAが正常であるため残

P

5

F
5

V

G
V

B

P
B
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存する.検討 した7種類の疾患関連 ミスセンス変

異体すべてにおいてGCへの局在を喪失している

ことから,二量体形成とGCへの局在が本症の病

態機序に深く閲覧することが推察された.

核小体構成蛋白は,頻回に核小体と核質の間を

往来しており,核小体への局在は,桟小休構成蛋
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図 7 疾患関連変異型jm の蛋白不安定性

a)図 3の画像 を取 り込み,核小体 Intensity/核質 Intensityを算出 し,核小体の GC領域の

王ntensityの減弱を測定 した (n:-10),野生型 (IAm )と比較 し,すべての疾患関連変異型

Am において,Intensityの減少が認められた.

b)COS7細 胞 を 12welldishに撒 き,各 GFP融 合 疾 患 関 連 変異 型 Am (800mg) と,

HcRed-Nl(800ng)を導入 し,48時間後に細胞を回収 してウェスタンブロッテ ィングにて

発現毅を比較 した.野生型に比べ,疾患関連変異型では発現量が減少 していた.

C)a)とb)の値に相関があるかを比較 した.p<0.01,R2-0.82という有意な正の相関を認

めた.

白質 との結合時間の反映 と考 えられている 21)

Becherelらは,核小体への局在のためにAFrXが

結合する核小体構成蛋白質の候補として,GC構

成蛋白質であるnueleoまi王1(NCL)を報告した.彼

らは,Am の FHA ドメインのみを用いたGST

融合蛋白を用いたpu昔トdownア､ソセイによって

NCLを単離した.この結果から,彼らは核小体へ

の局在にNCLが必要と結論づけた.この結果は,

B23が重要であるとする筆者の結論とは異なる.

しかし,NCLは種々の蛋白質と結合する蛋白質

であり,同 じく蛋白結合能を持つ FHAのみの融

合蛋白を用いたpulMownassayでは,非特異的

な結合が増幅される欠点がある.またこの方法で

は,全長型 Am の構造が反映 されない.実際,

我々の結果でも,FHA ドメインとGFPとの融合

蛋白はGCに弱く局在し,FHA ドメインでの GC

構成蛋白との結合を示唆する.しかし,野生型の

分布と異なり,明らかにGCへの集積性を失って

いた.また彼 らは,NCLの ノックダウンにより

AFrXの核小体局在が変化することも示 している
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図 8 Am の核小体局在モデル

AmXは,C莱側で二凝体を形成することによりGC構成蛋

白B23と結合し,GCへ局在する.I-万,FC構成蛋白とはN

末側で結合するが,これには二量体形成を必要としない.

疾患関連 ミスセンス変異型 Am は,C未側の変異により

二凝体形成が障害され,GCへの局在を喪失するが,FCへの

局在はFHAが正常であるため残存する.

が,NCLは B23と結合 し,NCLのノックダウン

によりB23の核小体への集積も失われるため,こ

れはNCLとAm との直接の結合を示すもので

はない, - 上方,B23のノックダウンによりNCLの

局在は変わらなかったが,m のGCへの集積

性が失われた.また,筆者の融合蛋白を用いた免

疫沈降法でもNCLは共沈されたが,疾患関連変

異型1m でも同様にNCLの共沈を認めており,

疾患関連変異型AFm の核小体局在異常の機序を

説明することはできなかった,一方,B23は疾患

関連変異型AFm では共沈されず,その局在との

関連が示された.このことから,筆者は,Am の

GCへの局在にはB23が重要であると結論した.

疾患関連変異型爪 は不安定であり,ユビキ

チンプロテアソ-ム系により分解される22).こ

の不安定性が,B23との結合不全によるものか,

397

二量体形成不全によるものかについて考察する.

一般に,桜内における蛋白分解系は核質にのみ存

在するため,核小体に局在 した蛋白質は安定性を

増すと考えられている23).このことはき核小体へ

の局在が重要である可能性を示唆する.しかし,

N未部分欠損型 Am (△巨 20)は核小体に局

在 しないが,その蛋白_巌は安定していた.このこ

とから,Am の安定性にはC未での二量体形成

能が重要であると考えた.

次に,Am の核小体とくにGCでの機能につ

いて考察する.Am は,DNA単鎖切断損傷時の

DNA抱傷断片の修復に寄与する機能を有するこ

とが知られているが 7),核小体とくにGCにおい

ても,この機能が主体であるかは明らかではない.

核小体はrRNAの転写や成熟の場として知られて

おり,FCでは転写が,DFCではrRNAの成熟が,
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GCでは主に リボソ-ムの構築が行なわれる.こ

のことから,Jm もrDNAの品質管理に加えて,

rRNAの転写や成熟,リボソ-ムの構築に関係 し

ている可能性が示唆 される.jm の FCへのき尋

在は,rDNAの転写時の損傷修復に寄 与サ る可能

性があるが,GCが rDNAの修復の主体とは考え

にくく,DNA損傷修復との関連は見えてこない.

GCの機能であるリボソ-ムの構築に関わってい

る可能傍はあるのだろうか ?

リボソ-ムの生成異常との関連が想定 されてい

る遺伝性疾患 として D呈amomd-Blackfananemia

が知 られている.本症では,ribosomalproteinを

コ- ドする遺伝子群の変異が報質され 原因蛋白の

疾患関連変異体は核小体への局在を失っている24)

本疾患ではリポソームサブユニットの産生が障 害

されると想定 される25).しかし,全ての細胞の 蛋

白合成に関与するリボソ-ム の 異常であるにも か

かわらず,驚 くべき事に,症 状 は赤血球前駆細 胞

の高度の減少による貧血が主 体である.加 えて ,

骨柄,手指,心,腎などの先 天 奇形を起 こすこと

があるが,中枢神経症状は報若きiされてい釦 も こ

の事実は,EAOH/AOAlの病 態 機序をリボソ-ム

の障害のみで考えることが国難であるr朋 音律巨を示

唆する.

それでは,GCにはリボソームの構築以外の機

能はないのであろうか ?

近年のプロデオ ミタスによる解析で,核小体に

はリボソ-ムに関連 しない多くの蛋白質が存在す

ることが明 らかになってきた 26).それ らの機能

には,細胞周期の調節,ス トレスに対する反応,

共有結合性 RNAの修飾,RNP複合体 (スプライ

セオソ-マルsnRNP,テロメラーゼ,tRNAの一

部,microRNAなど)の構築などの機能が挙げら

れている27). Am がこのような核小体機能に関

与 し,これが,EAOH/AOAlの病態機序に関与-し

ている可能性 も考えられる.核小体構成蛋白の異

常 に よ り引 き起 こ され る神 経 疾 患 と して ,

Hoyeraa巨 Hreidarsson(HH)syndromeがある.

本症では,再生不良性貧血,免疫不全,発育障害

に加え,小脳の低形成を示す.これは,核小体 GC

の構成蛋白である dyskerinの巽常により引 き起

こきれる.dyskerinは,リボソ-ムの生成 とテ U

メアの蒜j質管理に寄 与-するが,軽症例 は,網状 皮

膚色素沈着のみを特徴 とす る Dyskerat鵬iseom-

genital(DC)を来たす 28)中重症度 は テ ロメアU)

品質管理活性の低下とよく相関す る と され る 29)

今後 ,APTXの核小体,特に RNP複 合体の管理 に

ついて,さらに検討を加える必要が ある.

全ての疾患関連 ミスセンス変異体で GCへ の局

在を失う酢実は,疾患関連変異型APTXの桟小 体

GCへの局在をr鞘短させ,なおかつ蛋白の安定 性

を増すような薬剤が,本疾患の治療薬の候補に な

り得る可能性を示唆する,本研究により明ら か に

された AFm の核小体局在機序は,本症の 病 態 機

序 の解明に貢献するとともに,新たな治 療 方 法 の

開発にもつながると考えた,
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