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歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症 (DRPiA)は常染色体優性遺伝形式をとる脊髄小脳変性症の

一つで,染色体 12p13.31領域の DRPLA遺伝子内に存在するCAGリピー トの伸長により発症

する.CAGリピ- トの伸長はDRPIA を含む9つの疾患 (ポリグルタミン病)でも同様に認め

られ,遺伝性神経変性疾患の普遍的な発症機構であることが推定されている,ポリグルタミン

病の特徴として,体細胞 ･生殖細胞系列におけるCAGリピー トの不安定性,すなわちリピ- ド

数の変動が知られ,この不安定性が疾患発症機構,世代間で発症年齢が加速 される表現促進現

象,臨床像の多様性などに密接に関与していると考えられているが,不安定性を獲得する機序

は不明である.この不安定性機構を解明するため,患者由来の変異型 DRPLA遺伝子全長を単一

コピーで有する トランスジェニックマウス (Q76マウス)を作成 し,世代間での CAGリピー

ト数の変化 (生殖細胞系列の不安定性)および体細胞モザイクを解析 した.世代間でリピー ト

数が変化 した仔の割合は,雄由来の仔で短縮 1.4%,伸長 6.5%,雌由来の仔で短縮 27%であっ
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た.その平均変化量は,それぞれ0.043±0.020,-0.36±0.043で,親の性別による不安定性の

相違 (parentalbias)を認めた (P<0.001).また世代間の変化量は親の年齢増加に伴い直線的

に変化し (9-36適齢),雄由来の仔では正 毎 -0.16,P<0.05),雌由来の仔では負の相関

(rs--0.29,P<0,001)を示 した.次に64適齢の個体について各臓器のリピ-トサイズ分布

を調べたところ,各臓器において体細胞モザイクの存在を認めた,特に小脳ではリピ-トサイ

ズ分布が74-77,大脳では74-80とモザイクの程度が小脳で軽い傾向であった.年齢との相関

を確認するため,3適齢の個体,同一個体の尾DNAを比較した結果,体細胞モザイクが年齢増

加に伴い進行することを確認した さらに2000匹以上のQ76へミ接合体マウスを解析したと

ころ,体細胞モザイクの一つとしてCAGリピ- トの著明な変化 (76から129リピ- 日 を発

見した.この雄モザイクマウス (Q76/129モザイク)を用い,世代間での変化を題高齢期 (122

適齢)まで検討した結果,Q76仔およびQ129仔マウスともに,CAGリピ-‡､数の分布範囲は

親の年齢に依存して常に増大するものの,50適齢以上では平均変化量としての増大はない,す

なわち老年期では伸長と短縮が結抗していることを発見した.推論の段階ではあるが,年齢依

存的に伸長または短縮させる機構が独立に存在し,生殖細胞および体細胞内で徐々に変異が蓄

積することが年齢依存的変化の本質と考えられ,伸長と短縮のバランスにより,parentalbiasや

老年期の変化等の一見複雑な現象が説明可能であった.

キ-ワ-ド:歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症,ポリグルタミン病,CAGリピートの不安定性,

年齢依存的変化,CAGリピ-卜の著明な伸長

緒 嘗

筒状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症 (DRPLも)は

常染色体優性遺伝形式をとる脊髄小脳変性症の一

つである,その病因遺伝子は 1994年に同意 され,

DRFLA遺伝子の第 5エクソンにあるポリグルタミ

ンをコー ドするCAGリピー トが,患者において特

異的に伸長 していることが明 らかにされた ま)2)

cAGリピー トの伸長はDRPLAを含む9つの遺

伝性神経変性疾患でも同様に認められ 遺伝性神

経変性疾患の普遍的な発症機構であることが推定

されている.

CAGリピ- トの特徴 として体細胞 ･生殖細胞

系列における不安定性,すなわちリピー ト数の変

動が知られている.体細胞系列における不安定性

は体細胞モザイクと言われ,ハンチン トン病患者

の小脳において,他の中枢神経系部位よりCAG
リピー ト数が短いことがTeleniusらにより示 さ

れた 3).このような特徴は他の CAGリピー ト病

でもほぼ同様に認められることから,共通の不安

定性機構が推定 されている4ト 8).一方,生殖細

胞系列における不安定性は,世代間で CAGリピ

- ト数が変化する現象であるが,CAGリピ- ド

数と発症年齢の間には負の相関があるため,世代

間で発症年齢が加速 される表現促進現象,臨床像

の多様性などに密接に関与 している9).

このようなCAGリピ- トの不安定性機構を解

明するため,多くのポリグルタミン病動物モデル

が報告されているが,導入遺伝子にcDNAを用い

た場合は不安定性が生 じ難く,導入遺伝子にゲノ

ムを用いた場合は全て不安定性が認められてい

る 10).このような事実は,ゲノム構造の存在が

CAGリピー トの不安定性,特に リピ- トの伸長

に必要であることを示 している,さらに多くのポ

リグルタミン病において,疾患遺伝子とその近傍

の多型マーカ-との間に強い連鎖不平衡が観察さ

れること,中間アリルにも発症者 と同一のハプロ

タイプが観察 されることが知 られている ilト 17),

これらの結果はゲノム上に何 らかの cjsエレメン

トが存在 し,CAGリピー トの不安定性に関与 し

ていることを示唆 している.従って CAGリピ-

トの不安定性を解析するためには,全長のゲノム

遺伝子を挿入することが必要であると考えられる

が,DRFLA遺伝子は全長が約 20kbpと大変コン
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図l 導入遺伝子 (DRPIA18E)の構造と制限酵素地図

DRPIA18Eの構造は,密異型DRPLA遺伝子の全エクソン (黒四角)とイントロン (線)に加え,

変翼型DRPu 遺伝子の周辺領域 (上流 17kbpと下流5kbp),SuperCoslコスミドベクタ- (ベクタ

ー内にSV40プロモーター.ネオマイシン耐惟遺伝T等)が含まれている.DRPLA過伝子は10個のエ

クソンから構成され,第5エクソンにCAGリピートが存在する.制限酵素地図解析は月払dⅢ (H),

BgI‡(B),ClaI(C)にて行い,サザンブロット解析に開いたプロ-ブ丸 プロ-プNeoの位置を示
した.

パク トである18).また,DRPLAは脊髄小脳失調症

7型 (SCA7)とともにCAGリピー トの不安定性が

最も顕著に認められる疾患であることから9)19)20),

DRPLA動物モデルは CAGリピー トの不安定性

を解析する上で最も優れたモデル系を提供すると

考えられる.このような背景から,変異型 DRPu

遺伝子全長を単-コピ-で有する トランスジェニ

ックマウスを曹成 し,CAGリピ- トの不安定性

機構について解析を行った.

材料と方法

1.コス ミ ドライブラ リーの作 成 と変異 型

DRP上A遺伝子のクEj一二ング

患者由来のコスミドライブラリーを僅成するた

め,DRPIA 患者 (CAGリピー ト数 14および 79)

の リンパ芽球様細胞よりゲノムDNAを抽出した.

この DNAを制限酵素 Sau3AIにて部分消化複,パ

ルスフィール ド電気泳動 を行い,DNA断片のサ

イズが30から42kbpの領域のアガロースを切 り

出し,電気溶出法により精製した.精製 したDNA

断片をアルカリフォスフアタ-ゼ処理により脱 リ

ン酸化後,制限酵素 BamHIで切断 した Sl岬er

Coslコスミドベクター (Stratagene)とライゲ-

ションさせ,コンカテマ- (鎖状休)形成を行っ

た.inm.如 パ ッケージング反応には Gigapack班

goldpackagingex&act(Stratagene)を用い,宿

主大腸菌 (XLl-BlueMR)に感染 させることに

より,コスミドライブラ1)-を作成 した.DRPI.A

cDNA断片 21)をプロ-プに剛 ､(図 1,プロー

ブA ;648bpのAcc卜 EcoRl断片),4冗105Cfu

のコスミドライブラリーより.コロニーハ イブリ

ダイゼーション法にてゲノムDNAクローンを単

離 した.得られたゲノムDNAクローンの構造確

認には,BamHI,HL'ndⅢによる制限酵素地図解

柄,PCR法および塩基配列解析 を用い,DRFLA

遺伝子全長および周辺領域の有無を確認 した.

望.トランスジェニックマウスの作成

費異型 DRPLA遺伝子全長 (CAGリピー ト数

78)を含むコスミドクローン (DRPI_A18E)を単

離後,制限酵素 ClaIにて直鎖状 とし,フェノ-

ル ･クロロホルム抽出およびエ タノール沈殿によ

り精製 した.遺伝子導入にはエレク トロポレ-シ
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ヨン法 を用い 22),直鎖化 DRPIA18E拘1gを l

X 107の ES細胞 (GCE)に導入 し,ネオマイシ

ン存在下で耐性タロ-ンを選択 した.耐性 ESク

ローンのゲノム DNAを抽出 し,制限酵素 mnd

Ⅲにて消化後,プローブÅおよび Neo(図 1)杏

用 い て サ ザ ンブ ロ ッ ト解析 を行 った.Fuji

BioimagingAnalyzerBAS2000を用いて導入遺伝

子のコピ-数を確認 し,単 一コピ-のみ導入され

た ES細胞 を選択 した.選択 した ES細 胞 を

C57BL/65の賑盤胞に導入してキメラマウスを得

た後,C57BL/65との交配により トランスジェニ

ックマウスを作成 した.

3.CAGリピ- 卜敦の解析

各組織のマウスゲノムDNAをQnampTissue

Kit(QIAGEN)にて抽出 し,PCR法によりCAG

リピー ト数の解析を行ったが,従来の解析法を 一

部改変 L l)6),FAM で蛍光ラベル したセンスプラ

イマ-を用い,ABIDNAsequencer(377,310ま

たは 3100)お よび Genescansoftware(App旦ied

Biosystems)にて解析 した.統計学的解析 には

SPSSversion6.01forWindowsを用い,2群間の

比較にはMann-m itneyUtest,経略的変化の比

較にはSpearmanrankcorreiationanaiysisを行い,

50/o以 Fの危険率をもって有意と判定 した.

結 果

1.llRI-1∴ヽ 動物モデルの作成

コスミドゲjムライブラリ-より24のオーバ

ーラップクローンを単離 し,変異型DRFLA遺伝

子全長 (CAGリピー ト数 76)を含み,さらにプ

ロモーター領域を最も長く有するコスミドタロ-

ン (DRP王Aま8E)を選択 した (図 l).DRPLA18E

は 36kbpの ゲ ノム DNA断片 を含み,変翼型

DRFLA遺伝子の上流 4,6kbpにニュ-ロン特異

的エノラ-ゼ遺伝子∴下流 1.3kbpに snRNAU7

遺伝子を有 していた.

単一コピーのみ導入された トランスジェニック

マウスを作成するため,ES細胞に DRPiA18Eを

導入 した結果,ネオマイシン耐性 24タロ-ンの

内,19タロ-ンが複数コピ-,5タロ-ンが単一

コピ-と考えられた.さらに 5タロ-ンの ES細

胞 より,3系統 の トランスジェニ ックマウス,

Drm12,Drm21,Drm22(CAGリピ- 卜数は,そ

れぞれ 78,76,77)を確立 した.これらのマウス

全脳を用いたRT-PCR法による解析では,導入

遺伝子の発現は認めたが,明らかな表現型は認め

られなかった

2.世代間 (生殖細胞系列)における不安定性

Drm21系統の トランスジェニックマウス (Q76

へ ミ接合体 マ ウス)の雌雄 それぞれ 12匹 を

C57BL/6Jマウスと交配 させ,親 と トランスジェ

ニック仔の CAGリピー ト数の変化を解析するこ

とにより,世代間の不安定性 を解析 した,male

transmission(n-211)における世代間での変

化は,短縮 3匹 (1.4%), 伸長 13匹 (6.2%).

fema昔etransmission(n-215)においては,短縮

58匹 (27%),伸長 0匹.であった.また世代間

での リピ- 卜数 の 平均変化 量 は,それ ぞれ

0.043±0.020,-0.36±0.043で,maletransmis-

sionとfemaletransmissionの閥に有意差を認め

た (P<0.001).なお導入遺伝子は maleおよび

femaletransmissionともに 51%の分離比で仔に

継代 され 性差は認めなかった

次に親の年齢による影響を解析するため,親の

適齢を4群 (9- 15週,16-22週,23-29週,

30-36週)に分けて比較 した.maletransmisI

sionにおいて CAGリピ- トが伸長 した仔の割合

は,3.8%から130/Oと増加 し,親の年齢に依存 し

て伸長する傾向を認めた∴=--寿,femaletransmis-

sionでは,短縮 した仔の割合が 10%から40%と

増加 し,親の年齢に依存 して短縮する傾向を認め

た (図 2).この年齢 による変化 は直線的で,

Spearman順位相関係数がそれぞれ 0,16(P<

0.05),- 0.29(P<0.001)であることより有 意

な相関と考えられた (図3).

3.体細胞系列における不安定性 (体細胞モザ

イク)

64過齢のへ ミ接合体の個体について各臓器の
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A Maletransmission
9-15週

E

n=52

ら Femaletransmission

16-22遇

こて ~~ f=;

23-29遇

仁

94≡∩

30-36遇

CAGリピート政の変化

図2 親の年齢に依存 して変化する世代間 (生殖細胞系列)の不安定性

CAGリピ- ト数の変化を横軸にし,親の適齢により分類 した4群それぞれの変異率をヒス トグラム

にて示 した. (A)maletransmissionでは,親の年齢増加に伴いCAGリピ- トが伸長 した仔の割合が

3.8%から13%と増加 した. (B)femaletTanSmissionでは,親の年齢増加に伴いCAGリピー トが短

縮 した仔の割合が 10%から40%と増加 した.

リピー トサイズ分布を調べたところ,各臓器にお

いて体細胞モザイクの存在を認めた (図4射 .体

細胞モザイクの程度は,性腺を除いで性差はなく,

3系統全てにおいて同様に認められた.特徴とし

ては,小脳ではリピー トサイズ分布が74-77,大

脳では74-80とモザイクの程度が小脳で軽い傾

向を認めた.また心臓でも小脳と同様にモザイク

の程度が軽いことが分かった.次に年齢との相関

を確認するため,3適齢の個体の解析,同一個体

の尾 DNAを比較 した結果,年齢増加に伴い体細

胞モザイクが進行することが証明された (図4A,

B).

13

LI.CA('Tリピー トの著明な変化と老化の影響

Drm21系統の継続的な繁殖を行い,2000匹以

上のQ76へ ミ接合体マウスを解析 した結果,現在

までに 3匹の特異なモザイクマウス (EF121,

EF126,ET107)を発見 した (図 5射 ,Genescan

にて解析すると,EF121は76と129リピー トの

モザイク,EF126とETI07は,それぞれ 76と65,

76と70リピ- トの菟ザイタであった (図 5B),

EF121(Q76/129モザイク)は雄であり,雌マウ

ス (C57BL/6J)との自然交配が 122適齢まで可

能であったため,588匹の仔を得ることができた.

その分離比 は,Q76へ ミ接合体 マウス 170匹

(32%),Q129へ ミ接合体マウス98匹 (19%),
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A Maletransmission

235i 23-29 30-36

B Femaletransmission

9-15 16-22 23-29 30-36

親の遇齢

図3 親の年齢とCAG リピ- ト変化との相関

親の適齢により4群に分類 し,各群の CAG

リピ… ト数の変化量 (平均±標準誤差)を示

した.maletransmissionでは正の相関 (A),

femaletTanSm立ssionでは負の相関 (B)が有

意に認めら軋 その相関は直線的と考 えられ

た.相関係数により計算 されたCAG リピ- ド

の変化率は.+0.31/ff:A(maletransmission).

-1.21/年 (femaletransm豆ssion)であった.

野生型マウス (non-TG)260匹 (49%)であっ

た.世代間での リピ- ト数の変化は,Q76の仔で

0.74±0.06(75-79リピー トの範囲上 Q129の仔

で 1.08±0.23(1241137T)ビー トの範囲)であ

り (図5C,D),CAGリピー ト長に依存 して不安

定性の程度が高まることが確認 された.次に親の

加齢および老化による影響を解析するため,Q76

仔および Q129仔マウスに継代 された CAGリピ

- 卜数を散布図にして示すと,親の年齢に依存 し

て リピ- ト数の分布範囲が常に増大する傾向を認

めた (図6A.B).しかし組の適齢を2O遇齢毎に

6群 (最終群のみ 23適)に分けて平均変化量を

比較すると,50適齢までは年齢と正の相関を示す

ものの,50週齢以降の老年期にはプラ ト-に達す

ることが明らかとなった (図6C,D).

考 察

ヒ ト変異型 D尺PIA遺伝子全長を有 した トラン

スジェニックマウス3系統 を確立 し,導入 CAG

リピ- トの世代間における不安定性と体細胞モザ

イクについて解析 した結果,さまざまな点で

DRPIA 症例 と類似 していることが確認 された,

第一に世代間での CAGリピー ト数の変化を認め

た こ と.第二 に世代 間 にお け る不安定性 に

parenはlbiasを認めたこと.第三に体細胞モザイ

クが存在 し,その程度が小脳で軽い傾向を認め,

DRPIA症例の観察結果 6)9)をよく反映する動物

モデルと考えられた.既に報告のあるハンチント

ン病遺伝子のエクソン1のみを導入したマウスに

おいても,CAGリピ- トの不安走性 を認めてい

ることから23),ゲノムの構造の存在,すなわち

CAG リピー トに clsに存在す るゲ ノム構造が

CAGリピー トの不安定性に重要であると考えら

れた.

1.CAGリピー トの年齢依存的変化

CAGリピ- トの不安定性が年齢によりどのよ

うに変化するかに着目したところ,世代間におけ

る不安定性,体細胞モザイクともに不安定性の程

度が年齢に依存 して増大する傾向を認めた.体細
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組織 3適齢 64週齢雄 雌 雄 雌

3週齢 64遇齢

図4 Drm21系統に認められた体細胞モザイクの年齢依存的変化

(A)3過および64週の個体における体細胞モザイクをGenescan解析の結果で示

した.各臓器のリピー トサイズ分布は年齢に依存 して広がる傾向を示したが,小脳お

よび心臓ではその程度が軽度であった. (B)同一個体の尾 DNAを比較 した結果で

も,体細胞モザイクの年齢依存的変化を確認した

胞モザイクに関しては,剖検脳を用いた解析にお

いて死亡時年齢が高くなるほどリピ- トサイズ分

布が広がることから,年齢依存的に体細胞モザイ

クが増大する可能性を提唱してきたが,このモデ

ルマウスにより.DRPI.A症例の観察結果から推

察 した仮説 6)が強 く支持 されると考 えられた.

さらに非分裂性細胞である神経細胞の割合が多い

小脳に加え,心臓においでも小脳と同様にリピー

トサイズ分布が小 さいことが,DRPIA症例のみ

15

ならず動物モデルにおいても認められたことか

ら,非分裂性細胞においてリピー トサイズ分布が

小 さくなる,すなわち有糸分裂にともないCAG

リピー トの伸長が生じる可能性が想定された.し

かし最近になり,神経細胞内でも不安定性が進行

することが報告 され 24),さらに体細胞モザイク

の 年 齢 依 存 的 伸 長 に DNAmismatchrepair

enzymeMSH2が必須であることが報告 されたこ

とから25),有糸分裂の過程のみならず,DNA修
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図5尾DNAのPCR解析により確認された

CAGリピートの著明な変化

(A)PCR産物のアガロース電気泳動像を示し
た
,
EF121(Q76/129モザイク)
,
EF126(Q76/

65モザイク)では76リピートのバンドに加え,
高分子または低分子のバンドが認められた
一
EF121をC57BL/65雌マウスに戻し交配させる

ど
,
EF皇21の仔として3種の遺伝子型(Q129
,
Q76
,non-
TG)が得られた.
(B)EF12且モザ

イクマウスのGenescan解析にて,
高分子のバ

ンドが129リピートであることを確認した.
(C
,
D)EF121の仔を解析すると
,
Q76仔では

75-79リピ-ト,
Q129仔では124-137リピ-
卜の範囲にあり
,
不安定性の程度がリピート長

に依存することが確認された
.

復等の関与を含めた仮説が必要と考えている.

世代 間における不安定性 に関 しては,male

transmissionにおいて親の年齢増加に伴い CAG

リピー トが徐々に伸長 (正の相関)し,体細胞モ

ザイクと極めて類似 した年齢依存的変化を確認 し

た.この類似性を説明しうる仮説として,世代間

における不安定性と体細胞モザイクが等価である

可能性,すなわち精原細胞レベルでの体細胞モザ

イクが,世代間における不安定性の原因である可

能性を考えている.精原細胞は継続的な分裂を繰

り返 している細胞であるが,有糸分裂あるいは

DNA修復等の過程でCAGリピ- トが伸長 し,精

原細胞内に徐々に変化が蓄積 される機序である.

この解釈が正しいとすると,年齢に伴 う世代間で

の リピ- 卜数の変化は,直線回帰による相関係数

により示 され 0.31/年の増加と計算される,同様

の計算 は DRPLA症例 で も行 われてお り 26),

0.27/年の増加と極めて類似 した値 をとることが

明らかとなっている.この結果は,DRPIA 動物モ

デルおよび DRPtA症例に認められる不安定性が,

ほぼ同一の機序により生じていることを示唆 して

いる.

卵形成過程においては,すべての卵細胞は出生

後に一次卵母細胞の網糸期にて休止 し,この段階

では複製が終了していることが知られている.つ

まりfemaletransmissionにおける年齢 との負の

相関は,卵形成過程の複製以降に生 じていると考

えられる.さらにこの負の相関は,導入遺伝子に

ゲノムを用いた場合のみならず,cDNAを用いた

場合 (SCAlマウス)にも認められる現象である

ことから27),cAGリピ- 卜の伸長機構 とは根本

的に異なる独立したメカニズムを仮定する必要が

ある.CAGリピー トの短縮機構に関 しては殆ど

明らかになっていないが,培養細胞を用いた解析

では,塩基除ま修復機構が短縮に関与しているこ

とが示 されており28),今後は個体 レベルでの検

討が必要である.

2.特殊なCAGリピー トの変化と不安定性横構

CAGリピ- トの年齢依存的変化は,小 さい

CAGリピー トの変化が徐々に蓄積するものと考
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図6 EF121モザイクマウスに認められた世代間の不安定性と老化の影響

(A,B)親の年齢を横軸にし,CAGリピ- 卜数の変化との相関を散布図にして示 した.Q76仔 (A)

および Q129仔 (B)ともに,親の年齢に依存 してCAGリピ- ト数の分布範囲が増大する傾向が認め

られたが,その程度は両者で異なり,Q129仔に継代 される時に高かった.(C,D)親の適齢を6群に

分類 し,CAGリピ- 卜数の変化量 (平均±標準誤差)を示 した.Q76仔 (C)および Q129仔 (D)ど

もに,50週齢までは直線的な正相関を示すものの,それ以降はプラ ト-に達 していた.この結果は,育

午-壮年期まではCAGリピー トの伸長傾向が強いものの,老年期には伸長と短縮が措抗 した状態とな

ることを示している.

えられたが,これとは異なる現象として,著明な

CAGリピー トの変化が生じることが確認 された

(図5),著明なCAGリピー トの変化は極めて稀

な現象であるが,疫学的には重要な意味がある.

ポリグルタミン病患者では,CAGリピー トは世

代間で常に伸長する傾向にあるため,最終的には

継代不能の状態まで伸長し,発症率は低下すると

考えられる.それにも関わらず発症率が維持され

ているのは,中間アリル (正常範囲でも上限に近

い CAGリピー ト) か ら突 然 長 い CAGリピ- 卜

17

が 出現するためと考えられ ハンチン トン病や

SCA7で報告 されている (denovo変異)29ト 31)

さらに一般的なポリグルタミン病とは異なる特徴

を持つ ものの,TATA結合蛋白に存在するCAG

リピ- トが著明に伸凝 した症例 も報菖 されてい

る32).この報告ではハプロタイプ解析 も行われ,

組換え機構による不均等交差が生じていないこと

が証明されている.不均等交差は遺伝子の重複,

欠失の原因として知られ 遺伝性ニュ-ロバチ一

におけるPMP22遺伝子の例が有名であるが,上
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記報吉からCAGリピー トの著明な伸長の原同と

は考え難い.またQ76/129モザイクマウスに認め

られたCAGリピー トの著明な伸長においても,

対立遺伝子が存在しないへミ接合体に認められた

ことから,不均等交差の関与は考えられない.モ

ザイクマウスに認められたCAGリピー トの嘗11月

な伸長と,ポリグルタミン病患者に認められる

denovo変異が.同 一の分予機構によるものかど

うかは不明である.しかしQ129へ ミ接合体マウ

スは,Q76へミ接合体マウスと異なり強い表現型

を示 したことは (投稿中上 両者が類似 した現象

であることを示唆 している.またポリグルタミン

病にⅩ染色体性である球脊髄性筋萎縮症が含ま

れている事実は,denoyo変異においても対立遺

伝子は必要なく,単一コピーの遺伝子のみで充分

であるという結果を示唆するものと思われる.

CAGリピ- トの著明な変化に加え,老化によ

る不安定性の変化にも際立った特徴が認められ

た.maletaransmissionにおけるlt-t代間での変化

では,親の年齢増加に伴いCAGリピ- ト数の分

布範囲は常に増大するが,50適齢以上で平均リピ

ー ト変化はプラトーに達する.これが意味すると

ころは,CAGリピー トの伸長 と短縮には独立 し

た機構が存在し,50適齢以下では伸長と短縮の総

和として伸長傾向に,50適齢以上の老年期におい

ては括抗 した状態が続いていると考えられる.こ

の状態が生じる理由は不明であるが,体細胞モザ

イクの年齢依存的伸長に関与するMSH2は,老化

に伴い発現レベルが減少することが知られ33ト 35),

MSH2の減少が伸長傾向を弱めることを考え合わ

せると,伸長と短縮の抵抗が矛盾なく説明でき,

極めて興味深い仮説となる.今後はMSH2を含む

DNA複製 ･修復に関与する分子と不安定性機構

の相関に関して,より詳細に検討を進めていくこ

とが重要であると考えられた.

結 論

変異型 DRPL4遺伝子全長を導入した トランス

ジェニックマウスの解析により,以下の現象が確

認された.

1.体細胞系列において,年齢依存的にCAGリ

ピ- トサイズ分布が増大する (体細胞モザイ

ク).

2,精子形成過程において,雄親マウスの年齢に

依存 して CAGリピー トが伸長する (male

tl･allSlllissionにおける不 安 定 仕 上

3.卵形成過程において,雌親マウスの年齢に依

存 して CAGI)ビー トが短縮する (felllale

transmissionにおける不 安 定性).

4.継代過程においてまれにCAGリピ- トの著

明な変化が観察される.

5.CAGリピ- ト長に依存 して不安定性の程度

は増大する.

6.雄親マウスの老化時は,CAGリピー トの伸長

と短縮が抵抗した状態となる.

推論の段階ではあるが,年齢依存的に伸長また

は短縮させる機構が独立に存在し,生殖細胞およ

び体細胞内で徐々に変異が蓄積することが,年齢

依存的変化の本質であると考えられた.つまり伸

長と短縮のバランスが,組織または細胞の種類

(上記 卜3の説明),CAGリピー ト長 (5),年齢

(6)により異なると考えると,上記現象を矛盾な

く説明でき,parentalbiasや老年期の変化等,一

見複雑な現象の多くも説明可能であった.GAG

リピ- トの伸長や短縮には,MSH2を含むDNA

複製 ･修復に関与する複数の分子の関与が推察さ

れているが,不明な部分が多い.樽にポリグルタ

ミン病の起源や発症率の維持に関与する (4)の

機構に関しては殆ど明らかになっておらず,今後

の解析が必要である.
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