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要

筋萎縮性側索硬化症 (AIS)は,上位および下位運動ニュ-ロンが選択的に変性する致死性

の神経変性疾患である.病理では運動ニュ-ロンの細胞質にユ ビキチ ン化 された skeinl主ke

inclusionを認め,この構成至勘′JはTDp-43である.しか し本症の病態機序におけるTDp-43

の意義は明らかになっていない.筆者は本症におけるTDp-43の意義 を明らかとするために,

SODl変異陰性の家族性 AIS (FjuJS)16家系においてTI)P洲43変異U)招 き韓を検討 した.その

結果1家系 2附 t'発症晋3名にて 1028番 目の塩基 AからGへの置換 を認めた.同塩基置換は

343番HUjア ミノ酸のグルタミンからアルギニンへの置換を伴い (Q343R),帖狛ま晒乳類で高

度に保存されていた.また正常対称者 267人でこの変異を認めなかった.この家系は病理所見

で Bunina小体,skeinlikeinclusionを伴い,さらに広汎な孤発性AIS とr司程度のTDp-43陽性

細胞内封入体を認めた.また患者剖検脊髄 を用いたウェスタンブロッ ト解析では既報の孤発性

AiS と同様に約 25kDaの断片化 TDp-43を検出した.TDp-43は核蛋白であり,一部 Cajal小

体に局在 し,Caspase3による切断によりC末の 25kDa断片型が形成 され,これが凝集体を形

成する.GFPとの融合蛋白 を用いた実験で Q343R変異は,全長型TDp-43の細胞内局在,およ

び 25kDa断片型の凝集休形成能においてwildtypeと差を認めなかった.しかし変異型TDp-
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43を強制発現した細胞においてCajal小体の 数の減少を認めた.FAⅠ5 症例におけるTDp-43

の変異の発見は,本症の病態機序の解明に寄 tjす ることが期待される,

キーワード:famil豆alamyotrophielatera息seleTOSis 膵AtS),TARDNAbindingprotein-43

(TDp-43),missensemutation,Q343R

は じ め に

筋萎縮性側索硬化症 amyotrophic呈ateralscle-

rosis(AIS)は,上位および下位運動ニューロン

が選択的に変性脱落する神経変性疾患であり,そ

の原因や発症メカニズムは不明である1).臨床的

には,歩行障害や手の動かしにくさなどの四肢の

筋力低下や筋萎縮,構音障害などの球麻輝症状で

発症 し,緩徐進行性の経過をたどる.最終的には

四肢や体幹の自動運動は不能となり,肋間筋や横

隔膜など呼吸筋障害により呼吸不全に至る致死性

疾患である2).病理学的には,残存する下位運動

ニューロンの細胞質内にHE染色にて eosinで染

色 されるBunina小体やユ ビキチン陽性の skein

likeinclusionを認める3).

AIJSの 多 くは孤 党性 であるが,全 A王Sの約

10%が家族性A呈S (familialALS,FAIJS)である.

その中で常染色体優性遺伝形式 を示す Copper/

Zincsuperoxidedismutase(SODl)変異 による

FAIJSの頻度が最 も高 く,現在まで 100以上の変

異が報告 されている2).soDは,細胞内のエネル

ギー代謝の過程で発生する活性酸素を不活化する

酵素であることから,AISの発症原因の .つとし

て活性酸素などによるプリ-ラジカルによる酸化

ス トレスによる細胞障害という面から研究が進め

られてきた4).しかし,SOD変異を伴 うFAISの

病理組織では,孤発性ALS(sporadicALS,SluJS)

で特徴とされるBuI血a小体やユビキチン陽性の

skeinlikeinclusionを認めないことから5)6),SOD

変異を伴 うFALSはSAlSとは別の病態機序によ

る疾患 である可能性 が指摘 されて きた.一方

Bunina小体やユビキチン陽性の skeinlikeinclu-

sionを伴い,臨床 ･病理上 SAISと同様の所見を

示す FiuSは,まれながら報告 されてきた7).本

学からも2006年Tagawaらにより,脊髄前角細

池内に Bunina小体やユ ビキチン陽性の skein-

1ikeinclusionを認め,SALSと同様の病理所見を

示す FAIj が報告 された糾.

SAISにおける特徴的な病理所見であるBtlmina

小体やユビキチン陽性の skeinlikeinelusionなど

の細胞署内封入体の構成成分はALS研究におい

て良きにわたる課題であったが,2006年 Neumann

らおよびAraiらのグループによりユビキチン陽

性の skeinlikeinclusionの構成蛋白がTARDNA

bindingprotein-43(TDp-43)であることが報

告 された9)1()).TDp-43は正常なニューロンでは

枝 に局在す るが,細胞質内にTDp-43陽性の

indusionを形成 したニューロンでは,核の局在を

失うことが示 された.また患者剖検脳や脊髄を用

いたウェスタンブロット解析にて sal･kosylやurea

分画に約 25kDaの患者組織特異的な不溶性の断

片型TDp-43が検出 された 9),TDp-43陽性の

soDi変異 を伴 うFjuJSでは認めなかった 11)12)

一方,Tagawaらの報告 した SODl変異陰性の

FALSではSjuSと同様にTDp-43陽性の封入体

を認 めた 12).この ことか ら,SODl変異陰性

FAu 症例がよりSAISに類似 しており,革症の

病態機序を考える上で重要であると考えた.私は,

ALSにおけるTDp-43の関与を検討するために,

SODl変異陰性 FAI,Sにおいて岡遺伝子変異の有

無を検討 した.

方 法

TDI L 43の変異解析

SODl変異が否定 されたFW 16家系 (優性遺

伝 12家系,劣性遺伝 3家系) を対 象 と した.

genomicDNAは末梢血白血球,もしくは患者剖

検脳,脊髄から抽出 した.TDp-43の sequence
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に使用 したprimerは,exonパntronjunctionより

約 50塩基 intron側に設計 し,全 6exonをPCR

で増幅 した.PCR産物は,Ex()SAP (Amesham -

Bioseience,Piscataway,N3)で精製 し,BigDye

Terminatorver.3.0(AppliedBiosystems,Foster

City,CA)を使用してcyclesequeneeを実施.皮

応 産 物 を ABI3100ひNAsequence王-(Applied

Bi()systems)を使用 して解析した.また剖検にて

確認 されたSAI520例,臨床的に診断したSAIS

92例 ,類 縁 疾 患 と して frontotemporallobar

degenerationwithubiquitin-pos摘veinclusions

(FTLD-U)1例,FTLDwithmotorneurondis-

ease(FTLD-MND)2症例,primarylateralscle-

rosis(PLS)1例を対象とした.コントロールとし

て,正常畜267名を用いた,本研究は,新潟大学遺

伝 f-倫理審査委委員会の承認を受けおこなった.

TOP-I:iのホモロジ-解析

アミJ酸配列のホモロジ-解析は,Homosapレ

ensNI)_031401.1,PantroglodytesXPNOOlま35199.I,

Mu島museulusNP_663531.1,CallusgallusXP

姐7612.1,DrosophilamelanogasterNP_477400.1

を対象とLClusta量W program,version1.81を用
いた 1.ri)

変異TDp-43のmRNA発現の解析

患者 1(図 1A)の凍結脊髄から,RNeasyPlus-

Minikitと QIAshredder(QUIAGEN, Hilden,

Germany) にて mRNAを抽 出,High-Capacity

CDNA Reverse Transcription Kit(Applied

Biosystems)にて compiementaryDNA (CDNA)

を合威 した.cDNAを templateと した cye王e

sequerlCeの pmmerは,genomicDNAの conta-

minationの影響 を排除するために forwardを

exon5内,reverseをexon6内に設定した.

凍結脊髄からの蛋白抽出と分画化

患者 1およびコンロール 1例の凍結脊髄を,液

体窒素内で粉砕 して検休の 10倍量の bufferA

(10mMTris-HCH pH7.5),lmMEDTA,1mM

dithiothreitol,10% sucrose)の中でホモジェナ

イズし,14000rpm/4oC/30分遠心 した.上酒を

回収 した接,pelletを 1% TritonX-100を含む

bufferAで溶解 した後,上記とrrj]様に遠心.上清

を回収 した後,pelietを 1% Sark()sylを含む

bufferAでホモジェナイズし,1時間ineubation

した後遠心. 日吉を回収 し,peiletを 8M urea

bu鮎rで溶解し遠心.同様に 上清を回収した i4)

患者脊髄での TDp-43の免疫組織化学

分画化 した 卜清 を聞 き違の bemm汀ssample

bufferを加え加熱 した後,各検体を 10% poly-

aerylamidegelで電気泳動 した.泳動衡 ニ トロ

セルロ-ス膜にtransferL,膜を50/oスキムミル

ク合有 PBS-T (0.05%TritonX-100添加 PBS)

でブロッキングした.ブロッキング後,1次抗体

rabbit polyclonalTDp-43 antibody(1:4000;

ProteinTechGroup,Chicago,ⅠL),2次抗体mon-

oclonalanti-rabbitantibody(1:10000,SIGMA-

ALDRヱCH,St.Louis,MO)を用いECL(Miilipore

Corporation,Billerica,MA)にて検出した.

ExorlSkippmgassay

Wangらより提供 をうけた SMN (Survivalof

motorneul･Ongene) と Cきて習 (cysticfibrosis

transmembranc conductance regulator gene)

e又on9のhybridvectol･をExonskippingassayに

使用 した 16).hybridvectorとwildtype,mぬ nt

TDp-43, お よ び TDp-43△ G vectorを

HEK293T細胞にcotransfectionL,48時間後に

RNeasyPlus-Minikitを (QUIAGEN)を用いて

mRNAを抽出 し,H短h-CapacityCDNAReverse

TranscriptionKit(AppliedBiosystems)を使用 し

て cDNAを合成,SMNE6お よび SMNE8の

primerを用いてPCRを実施 し,20/oアガロ-ス

ゲルで電気泳動 した,同assayのn曙ativecontrol

として使RHノたTDp-43AGveetorはWangら

の報菖に従い作成した 16)

TI)p --1.liの plilSmidの作成

HumanwholebrainCDNAlibrary(Clontech,

PaloAlto,CA)をtemplateとし,primerはforward
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5'-caccgecaccatgtctgaataはttcgggー3',reveTSe5'-

gtacattceccagecagaag-3'を使用 して PCRを実施,

PENTR/D-TOTOvectorHnvitrogen,Carlsbad,

NY) を用 いて humanTDp-43(wildtype)の

cDNAを クローニ ング した.また,TDp-43

(mutanttype)は,タロ-ニ ング した TDP一昭

(wiはtype)をtemplateとして,primerはforward

5'-tgattttcatgttagccagccGgcagaaccagtc-3'(大文

字が変異部分)reverse5'-gctggctaacatgcccatcat-

accccaactg-3'を使用 し,GeneTailorsite'-direct-

edmutagenesissystem (Invitrogen)にて作成 し

た それぞれ作成 したcDNAはpEGFp-C3vec-

tor(Clontech)にⅩhoI/Pstlsiteで cutして

入れ替えを実施 した.25kDa,35kDaの deletion

constructは,Zhangらが報告 したCaspase3認識

配列部 と C未の間で PCRを実施 し15),光hoi

/PstIsiteで pEGFp-C3vector(Clontech)に

入れ替えた.

GFp-taggedTop-43の発現

HEK293T細胞 または HeLa細胞 をDulbeccols

modifiedEaglemedium Hnvitrogen) に 10%

fetalbovineserum (Invitrogen)を添加 して培養

し,Lipofectamine2000日nvitrogen) を用 いて

GFp-TDp-43(wildtype,mutantまたは dele-

tionconstructs)を形質導入した.形質導入後48

時間後に4%パラホルムアルデヒドを用いてチャ

ンバースライ ド (rwAKI,Tokyo,Japan)上に固

定 し,各種 免疫染色 を実施 LVECTASHIELD

(VectorLaboratories,Ine.Burlingame,CA)で

包埋 した.

TDp -43のsiRNA

HeLa細胞 を 24wel一dishに Dulbecc()'smodi-

fiedEaglemedium Hnvitrogen) に 100/afetal

bovineserum 沌lV豆trogen)を添加 して培養 し,

50% connuentの時 に LipofectamineRNAiMAX

(Invitrogen) を使 用 して,TDp-43の siRNA

(ON-TARGETplusSAMRTpoolL-012394-00

HumanTARDBP(DARMACON,Chicago,IL))

およびコントロールのsiRNA (ON-TARGETplus

siCONTROLNon-targetingPooHDARMACON))

を最終濃度20mM になるようtransfecti()nL,3

E日豪,6日後に蛋白を1ysisbLmer(150mMNaCl,

50mMTris-HC漫(pH7A),0.5%NP-40,0.5%

sodiumdeoxyeholate,5mM EDTA)を用いて回

収 し,電気泳動 した.また,最初U)siRNAtrans-

fectionから2日後に 一部細胞を再 passageL,3

日後に siRNAを再度 transfect豆on,6日後に 4%

パラホルムアルデヒドを用いてチャンバースライ

ド (rWAKi)上に固定,coiiinとTDp-43の 2重

蛍光免疫染色を実施 した.

免疫染色

coilinの免疫 染色は,1次抗体 は anti-coilin

monoclonalantibodyH:500,ab11822;Abcam,

Cambri(短e,UK),2次抗体 AlexaFluor594goat

anti-mouse(1:1000,MolecularProbe,Eugene,

OR),TDp-43の免疫染色は,1次抗体は rabbit

polyclonalTop-43antibody日 :4000;Protein

TechGroup,Chicago,IL),2次 抗 休 は Aiexa

Floor488goatanti-rabbit(1:1000,Molecular

Probe)を使用 した.

Coilinの countと統計解析

AQUACOSMOS software (Hamamatsu

Photonics,Japan)で粒子解析 して coilinの数を

countした.統計解析は,SPSSverll.0.1J(SPSS

Inc.Chicago,IL)を用いた.

結 果

TDp -43遺伝子変異の解析

SODl変異が否定 されたFAI516家系 (優性遺

伝 13家系,劣性遺伝 3家系)の発症者 DNAにて

TDp-43の全エクソンで変異を検索 した,その中

で,優性遺伝を示す 1症例において 1028番 目の

AがCに変わる塩基置換を認めた.この塩基置換

の意義を検討するため,この家系の他の発症者に

おいて変異の有無を検索 した (図 IA).患者 1,

3,4全員でこの塩基置換をヘテロ接合体で認めた

(図 IB).同塩基置換により新たにMspI認識部
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OSSVGWGMLASOQNQSGP
QSSVG榔 GHLASQONQSGP
QSSV(訂MGNLASQQNQSGp
OSS甘GNMGNLASQONQSGp

E GATく一Tl∧OCC▲8cc▲6CAOAACCAG

RRMI RFMl ⊆巾⊂nBTdldかmnQ343R

囲lll)]つ-43変IL卓のr司rTLt

(A)束剤 ズ11u唱りが獅 F梓 川 んさがjl別1三占.,M掛まJ/[亡f; 左｣の蘇t/)

は本 文中のIilF;芥I,;川 FはALS脚lEIIiLVBを′ドす (Z3)11JLL43唆Ih:-加のゲ

ノムDNAのクロマ トグラム 上fr.{Lが廿.昂1下ほがコ/トロール 1,むFi-1で

は 1028斤目~1のJ鑑).【が AとGO)ヘテロ接合となる (C)MslJlをnい た

r'clト】est11CtLOlltragnlentLellgLhTDlynlOrT)hlS'Tl上段の恕汽12.4は凶 1家

系LM )Eii.占と11･1じ コ/トロール 1,23はAl,SJL-羅7址のTL:d'齢h PCTMJltf!.tは

241bl)であり 恕朋 下では 138bpとIO6bl)に′てンドをnEy)る (D)TI)lL43

のホモロジー脚frr LxJの上の数字は,HornoもaPLenSの NkJからのア ミノ髄節

1].lJt印は変雅が作(上した部位を小 す (E日汀-PCR何物のクロマ トyラム

1028qrHの塩基がAと(,0)ヘテロ接合を'示す (ド)Tl)['-43'E:l之の仰JtEx)

I実1の左がアミノ盛 もがカルボキシル岨 【ズr上の枚Tはアミノ枢o)赤1;.棚 rJ

は蛮輿部位を示す lg 卜はTDlL430)】牡的仰 外 ドメインγ.であり.RRMは

RNAruc{)gT111'onmO【1fを,Ttす

位 がで きるため.これ を川 いた PCR-resLricL]on

flagmentleI一gLhp｡lymorvhism (RFLP)はにて こ

の変付の布1!1.Eを検索 した (図 JC) コ ン トロール

534淡色休,SAば l12茄引列 (剖検山側 20例 を含

む).IこTLD-Ul症例,TTrLI)-MNl)2帰帆 PLS

l症 例では.このnLl.甚irylL棟 を認 めなか った rT77frL

去堅i■7棟 は.343番 目の ア ミ ノ慨 (iln(Q) を Arg

(R)へihL検す る ミスセ ンス変契 (Q343R)で あ

り,この ア ミノ俄は州孔精で保-fi':されていた (国

い た cDNAにて Q343Rア レル0巧さ税 を確認 した

(図 IJi)
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control

TDp-43

図2 脊髄を用いたTI)㍗-43のウェスタンブロット解析

図L投の 1-4の数字は,1,1owsalt:2,1%TritonX-

100;3,1%sarkosyl;4,8Mureaの各分画 を示す.図左の

astel-iskは-25kDaを示す.患者ではすべての分画で-25

kDa,-45kDaのバンドを認める.

TDp-43不溶性分画の確認

SAIJS患者の大脳および脊髄を用いた生化学的

解析では,不溶性分画に～25kDaの断片化された

TDp-43を認める9),Q343R変異をもつ FAIS症

例 (Q343R-FAu )での断片化TDp-43の有無

杏,剖 検脊髄 (図 1の患者 1)にて検索 した.

Q343R-FAIS及びコン トロ-ルにおいて全長型

TOP-43(43kDa)は昌 1ずれの分画でも同様に

25kDaの断片化のバンドと- 45kDaの新たなバ

ンドを認めた く図 2).

Q343R-TDp-43の exonskipping活性の検討

TDp-43の機能として,hnRNAの intron内に

存在する配列を認識 し特定の exonをskipさせる

機能が知 られている 16- 18).Q343Rにおけるこ

の機能について,exonskippingassay系を用い検

討 した (図3A)16).wildtype,Q343R-TDP-43

のいずれにおいてもSMNの exon6とexon8が

結合した約 200bpのバンドを検出 し,exon7の

skip効率に差異を認めなかった (図 3B).

Q343RITI)p-43の細胞内局在

ALS患者の運動ニュ-ロンではTDp-43が桟

から細胞質に移動 していることが知 られている.

Q343R-Top-43の細胞内局在を検討するため,

N未 を EGFPで ラベ ル した wildtypeお よび

Q343R-TDp-43を作成 し,HEK293T細胞に-〟

過性発現 させた.wildtype,Q343Rいずれも桜内

に局在し,一部はpunctuatepatternを認めた (図

4).また細胞質内の封入体の形成は認めなかった.

TDp-43は easpase3認識部位で切断をうけ,

TDp-43の C未から-25kDa,-35kDaの断片

型が産生 される 15).そこで断片型TDp-43の細

胞内局在に対するQ343Rの影響を検討する目的

で,N末にEGFPタグをつけたC末の 25kDaお

よび 35kDaのコンス トラク トを作成 レ---適性発

現 させた (TDP-25,TDP-35),TOP-35は,主

として細胞質にびまん性に局在 した.TDP-25

は,桟への局在は消失 し,細胞質に凝集体を形成

した.しかし,wildtypeとQ343Rでこれらの局在

に違いを認めなかった (図 4).
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(A)SMNと CFTRの hybridvect()rの模式図.四角が exon,線が

intron.SMNの exon6と exom80)間 に CFTHの exon9が 存在 し,

CFTRの exon9の 卜流にはTr)p-43が認識する (TG)1:～(T)5が介在

す る. (B)図卜段a)数字は 拍ra!1Sfec血n(-),2;TDp-43(wild

type),3;TDp-43(Q343R上 4;TI)㍗-43ユG (glycine-richdomain

を欠損 した negativec()ntrol)を示す.2,3では,exonskipが起 こり約

200bpのバ ンドを認める.

TDp-43(43kDa) TDP135(35kDal

wildtype

TDP-25(25kDa)

図 4 TDP143の細胞内局在

punctatepatternを示す.35kI)aの rrI)㍗-43は,桟の局在が消失し,細胞質にびまん性に存在

する.25kDaのTDp-43は細胞質に局在 し, 一部は凝集体を形成する.スケ-ルは 10/1m.
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TDp-43とCajal小体の解析

TDP143は校内で校内小体,侍にC軸1小体と

局在を共にすることが報告 されている19).そこ

で,Cajal小体とTDp-43との関連について検討

した.EGFPと Q343R-TDp-43もしくは Wild

typeTDp-43との融合蛋白を--一過性発現 させ,

Cajal小体のマ-カ-蛋白であるcoilinを免疫染

色した,Q343R,wildモⅥ〕e共にTDp-43の一部は

Cajal小体と共局在を示 した く図5A).Cajal小体

の数について検討を加えたニューロンの活動性と

密接に関係があるとされる20).そこで,1細胞あ

たりの Cajal小体の数について検討を加えた (図

5C).wildtypeに比 して Q343R-Top-43を発現

した群では,Cajal小体の数が有意に減少 した

(wildtype:3.21±2.78,Q343R:2.35± 1.92,P<

0.05)(図 5C).-方,ウェスタンブロット解析で

はeoilinの量に差を認めなかった (図 5B).さら

にTDp-43自体のCajaH､体の形成に対する影響

を検討す るため内在性 TDp-43を siRNAで

knockdownL同様の解析を行った.TDp-43は

siRNA処理後 6日後に認められなくなることを確

認 し,この時点で Cajal小体の数を検討した (図

5E).knockdown群では有意にCajal小体の数の

減少を確認 した (wildtype:3.02±2.15,Q343R:

2.11± I.68,P<0.001日図5D).

考 察

AIJSは致死性の神経変性疾患であるが,その病

態機序,有効な治療法は解明されていない.しか

し,2006年に本症の特徴的病理所見であるに

skeinlikeinclusionの構成蛋白がTDp-43である

ことが報告 されて以降,SALS,SODl変異陰性

FAIJSでのTDp-43陽性の封入体の報質が重ね

られ,本症の病態機序 との関連が推察 されてい

る9)l il)21),しかし,TDp-43と本症の病態機序

との関連について,いまだ明確とはなっていない,

今回筆者は,初めて SODl変異陰性でかつ SALS

と同様の病理所見を示す FAu,2世代 3名にお

いて,TDp-43の ミスセンス変異を兄いだした.

本研究の問題点 として,原因遺伝子の検索が

Candidategeneapproachである点,家系内非発症

者の変異の有無が検索 されていない点がある.非

発症者の検索については,発症年齢が高齢に及ぶ

ため,年齢による非発症者の診断が困難であると

考え実施 しなかった.しかし,対象者 534染色体

に閲変異を認めなかったこと,343番目のアミノ

酸Glnが晒乳類でよく保存されていたこと,剖検

組織のウェスタンブロット解析で- 25kDaの断

片型 TDp-43を認めたこと,さらに剖検組織で

広範囲にわたるTDp-43陽性の封入体を認めた

ことか ら 12),この ミスセンス変異が本家系の

ALS症状の発症に関与 していると考えた.

TDp-43は ,humanimmunodeficieneyvirus

(HIV)遺伝子の末端反復配列内に存在するTrans

ActivationResporlSiveregion(TAR)に結合する

因子として同定された遺伝子であり22),414アミ

ノ酸で構成 され 分子量は43kDaの蛋白である.

N未側 に 2つの RNArecognitionmotif(RRM)

とC家例にglycine-richdomainを持つ核蛋白で

ある (図 IF)16).TDp-43と疾患 との関連では,

呼吸器疾患である嚢胞性線維症 (cysticfibrosis)

の原因遺伝 子である cysticflbrosistransmem-

brarleCOnductanceregulatorgene(CP777)の

hnRNAと結合 し,exon9日充の intronに存在す

る(TG)m (T)nのpolymorph呈smを認識 し,TGま

たはT配列が長い場合はexon9をskipさせ 23),

結果 として無機能 CFrRが発現 されることが嚢

胞性線維症の発症に関与 していると報告されてい

る.しか し今回兄いだした Q343R変翼型 TDP-

43では,このexonskip活性はwiidtypeと相違を

認めなかった.今後,その他の遺伝子の exonskip

活性に,この変異型 TDp-43が影響する可能性

についてさらなる研究が必要である.

ALSでは-25kDaの不溶性 TDp-43断片が形

威されることが報告される.これが細胞内封入体

を形成すると考えられている9).その為,この 25

kDa断片の形成機序 が注 目され る 24).2007年

Zhangらは,この 25kDaおよび 35kDaの断片が

Caspase3による切断を受けることにより形成 さ

れることを示 し,かつ不溶性 となることを示 し

た 15).実際 25kDaの TDp-43とGFPの融合蛋
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白は細胞質内で凝集体を形成する (図 4)15). し

か し今回兄いだした Q343Rを持つ TDP-25と

wild軽peとの間では凝集体形成に署変を認めな

かった,今後はwildtypeとQ343R-Top-43と

の間に25KDa断片が形成 される過程に差がある

か,また25KDaの凝集能や細胞の viabilityに対

する影響をより詳細に検討する必要がある.

patternをとることから枝肉小体との関連が唱え

られている19).校内小体には,PML小体,GEMS,

Cajal小体などがあるが,その中で Cajal小体は,

snRNAや snoRNAの代謝や成熟に関連するとさ

れる25).また興味深いことにCajal小体にはJu,S

と同様に運動神経の選択的細胞死を引き起こす

spinalmuscularatrophyの原因遺伝子産物である

sMNが局在することが知られている26)27).この

SMNの減少によりCajal小体の数が減少すると

される2H).さらに2007年,ニュ-ロンのviability

とCajal小体の数との間に正の相関があることが

示 された20).これらの事実から,今回TDp-43

とCajal小体の数に注 目して検討 し,その結果,

Q343R-TDp-43の強制発現によりcoilinの数は

減少 した.または内在性 TDp-43の減少により

Cajal小体の数が減少を示した,変異TDP143に

よる機能低下もしくはTDp-43の蛋白巌減少な

どにより,coilinの数が減少する可能性が示唆 さ

れる.Cajal小体のマ-カ-蛋白であるcoilinの蛋

白蔓に違いを認めないことか ら,TDp-43が

coilinの発現に関与 して Cajal小体の数の減少を

来したのではなく,TDP143がCajal小体の形成

に関与 している足場蛋白である可能性を考えた.

今後,SMNとの関連も含め Cajaいj､体の形成,機

能維持に関するTDPl43の役割と運動神経細胞

死との関連について検討を重ねたい.

今回発見したFAu におけるTDp-43変異は,

ALSの病態においてTDp-43の関与を強く示唆

すると共に,本症の病態機序の解明,および治療

法の開発に大きく寄与することが期待される.
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