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遺伝子診断の最近の進歩

は じ め に

血液疾患における遺伝子診断の現況を,1)先天性血

液疾患の原因遺伝子異常の検索,2)造血幕藩性腺療-

の応札 3)遺伝的多型を示す遺伝子を利用したタ造血

幹細胞移植生者,再発の検索の3つに大きく分類 し,特

にその臨床応用中心に,我々の診療科でおこなわれてい

る遺伝子診断について概説する,

1. 先天性血液疾患の原因遺伝子異常の模索

先天性血液疾患の遺伝子異常検索は,近年急速に進展

して多くの疾患における遺伝子異常が明らかにされてき

ている (表1).我々は最近.家族性多血症 primary

familialand congenitalpolycythemia (PFCP)

と診断された一家系におけるエリスロポイエチン受容体

遺伝子の geneticmutationを明らかにしたので報告

する1)2)

PFCP家系

今回我々が兄いだした家系の発端者は6歳と8歳の姉

妹で,母親,祖母に渡る3代に多血症が明らかになった.

血液検査データーでは,ヘモグロビン17.7-20.4g/dl

といずれも高値で.ヘマ トク1)ットも55-60%と高値

で多血症を認める他は,血小板数,白血球数は正常域で

あった.いずれの症例も肝腺腫を認めず,血中エリスロ

ポイエチン (Epo)濃度もほほ正常値であった.各症例

とも,他覚的に若干の顔面紅潮を認める以外に,特に症

状を認めなかった.祖母の骨髄検索所見は,やや赤芽球

系過形成所見が認められ,染色体検索では46ⅩX と正

常女性染色体であった.動脈血酸素飽和度,血液凝固検

塞,好中球アルカリフォスフアターゼ等の検索にも異常

奉1 先天性血液疾患の原因遺伝子異常の検索

●先天性貧血の原因先天性溶血性貧血 (赤血球膜蛋白遺伝子異常,赤血球辞素遺伝子異常.グロビン遺伝子異常など)サラセミア (グロビン遺伝子発現異常)●先天性凝固異常の原因
凝固因子欠乏,異常凝固因子の産生など

●先天性血栓性疾患の原田
線溶弟関連蛋白の東風 異常

●先天性血小板横能異常症

豊産警警讐墓㌔ 小板枇 蛋白,トロン榊 サン反応糸

●サイトカインレセプター異常
家族性多血症におけるエリスロポイエチンレセプター
異常など
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所見を認めなかった.

多血症患者における EpoR 遺伝子異常の検索

エリスロポイエチン受容体遺伝子の細胞内領域を増幅

する.3種類のプライマーを用いた PCR 産物の塩基

配列を決めた.多血症を呈する患者では,cDNA で

1299軌 genomicDNA で5986番目のシトシン (C)

塩基が,Cとチミン (T)のヘテロになっている事が明

らかとなった.遺伝子変異に特異的な領域の制限酵素を

開いて,この家系における多血症と今回兄いだされた

mutationの相関が明らかにされた.

ところで本家系における geneticmutationの結果

形成される EpoR 蛋白の性状をみると,mutation は

genomicDNA5986番の Cから Tへの pointmu-

tationであり,転写される mRNA1299番目の C が

Uracil(U)に変わり,その結果,症例の EpoR 蛋白

は正常ではグルタミンである 434番 目のア ミノ酸で

stopcodon(UAG)が出現し.正常 EpoR 蛋白より

カルボキシル末端74アミノ酸を欠失した受容体となって

いる革がわかった.この欠失した領域は,454番 目以降

のチロシンを含む領域であることから,症例の異常 EpoR

蛋白では.454番目以下のチロシンを欠失したものとなっ

ている.

これまで報告された PFCP家系に認められた muta-

tionの部位は.いずれの家系においても,結果として

形成されるEpoR蛋白は,チロシン426とチロシン454

の間で stopcodonが出現 してチロシン454以降のチ

ロシンが欠失した受容体となっていた.

近年 Epoが EpoR と結合した後のシグナル伝達の

根橋解明が進み,Epoと EpoR の結合により JAK2

の活性化等シグナル伝達横横の活性化を誘発し,増殖分

化のシグナルが伝わることになるが,JAK2等により

リン酸化され,活性化した EpoR には,その後シグナ

ルの抑制のための因子として SHP-1が結合,活性化し

た JAK2,EpoR 等の脱リン酸化が起こって,シグナ

ルの抑制が起こることが報告された.最近このシグナル

抑制に重要な SHP-1が結合する部位が同定され,ヒト

においては,リン薮化されたチロシン426,454,456の

領域であった (マウスにおいてもほぼ同等の領域である

ことが報告されている).したがって PFCP 家系の多

血症症例においては,SHP-1結合部位の一部が欠失 し

ている事が容易に想定される.事実カルボキシル末端領

域の欠失 EpoR を培養細胞に transfectした実験で

は,transfectantの Epo感受性の増加が報告されて

いる.
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図1 白血病治療後の体内白血病細胞数と完全寛解,再発の関連

白血病の発症時,患者体内には1012個の白血病細胞が存在するといわれている.化

学療法等の治療により白血病細胞は減少を認め,10叫3ォ-ダーで減少すると,顔

微鏡的に形態学的完全青解を得ることができる.最近は,RT-PCR 法を用いて,

10山6ォ-ダーの減少を確認できるようになi).分子生物学的完全竜解を確認でき

るようになった.その結果,症例によって,治癒の仕方にも Aや Bの様に MRD

が検出されない例のほか,Cや Dの様に MRDが検出されながらも寛解を維持

している例が確認され,再発の予防機序にリンパ球のような監視体制の重要性が示

唆されている.

ところでこの様な遺伝子異常を解明することの臨床的

意兼としては,1)慢性骨髄増殖性疾患の･---3である真

性多血症との鑑別 2)特に子供における治療選択に示

唆を与える (PFCP症例は,ほとんど無治療で予後良

好であり,真性多血症の様に leukemictransrorma-

tionの報告はない) 3)予後を予測することができる.

4)エリスロポイエチンによるシグナルイ云達の研究に役

立つなどが考えられる.

2.造血器悪性腫森への応用

1) 造血器腰痛特異的遺伝子異常の解析

造血器悪性腰痛に対する遺伝子診断の中で最も有用性

が明らかなのは,転座型白血病に体する遺伝子診断であ

る.転座型白血病では染色体転座によって転座領域近傍

の癌遺伝子や,転写国子遺伝子などが,異常発現 したり,

融合遺伝子を形成したりして,白血病の発症に関与する

と考えられている.転座型染色体異常と,白血病の病型

がよく相関することから,転座型白血病に対する遺伝子

診断で,その白血病に対する治療方針が決められること

もある.たとえば最近 t(15;17)(q22;q21)を有す

る急性前骨髄球性白血病 (APL)では.第15染色体上

の PML (promyeloeyticleukemia)遺伝子と第17

染色体上のレチノイン酸受容体 α鎖 (RARα)溝伝子

との間で組み換えが起こり PML/RARα型のキメラ

遺伝子が形成されることが明らかにされ,そのような症

例では全 トランスレチノイン酸 (ATRA)投与によっ

て,90%11JJ:.が 1カ月ほどで完全寛解に至ることが明ら

かにされた.従来の化学療法による治療と異なり,白血

病細胞の分化誘導療法で,患者の負担も少なく副作用も

少ないことから,前骨髄球性白血病が疑われた症例では.

P Ml./RARα型キメラ遺伝子の検出を RT-PCR 法を

用いて,迅速に正確に診断し,治療法の選択が必要とな

る.

2) 微量残存白血病細胞の積出

またキメラ遺伝子を形成するような転座型白血病では,

reversetranscriptionpolymerasechainreaction



遺伝子診断の癒近の進歩

(RT-PCR)法を用いて高感度に白血病を検出すること

ができる.したがって,微量残存白血病細胞 (minimal

residualdisease:MRD)の検出に有用であり.白血

病治療効果として,形態学的完全寛解よりも深い寛解と

して,分子生物学的完全寛解と呼べる寛解が検出される

ようになった (図1).たとえば慢性骨髄性白血病で認

められる Phl染色体は,t(9:22日 q34:qll)の結

果として形成され,この転座では,BCR/ABL 癌遺伝

子のキメラ融合遺伝子が形成され.この融合領域の

RT-PCR を用いると10~5-10~6レベルでの検出が可

能で,骨髄移植後の経過をみたところ,MRD は移植後

2年末満では検出される例もあるが,2年以降では検出

されないことを報告した2).

3) クローナリティの解析

リンパ球では B細胞および T細胞の分化の初期に

それぞれ,免疫グロブリン遺伝子および T細胞抗原受

容体遺伝子が再構成されることが知られている.したがっ

てこれらの遺伝子の再構成の有無を調べることによって.

腫痔細胞の起源が,Bリンパ球であるのか,Tリンパ

球であるのかを知ることができるとともに,再構成バン

ドの存在は,細胞が渡癌性で,1つの細胞起源であり,

クローナルであることを示すことから,腫癌性増殖と非

腫壕性増殖を鑑別する方法としても使用されている.

3.過伝的多型 を示す遺伝子 を利用 した,追

血幹細胞移植生者,再発の模索

近年造血幹細胞移植は,白血病,再生不良性貧血,骨

髄異形成症候群を中心にその治療法としての地位を確実

なものとしている.造血幹稚胞移植では,ドナー細胞の

生者の確認.再発の早期検出が重要であることがしばし

ば経験される.これまでドナー細胞の生者は,異性間移

植における性染色体の検索,血液型不適合移植における

血液型検索,移植前に存在した特異的染色体異常の検索

等で確認してきたが.同性間で同型移植の場合,確実な

生者判定不可能な症例もあった.最近ゲノム上に散在す

る shorttandem repeat(STR)は,そのヘテロ接

合性が確実に遺伝することが知られており,法医学の分

野では個人識別での有用性が確立している.そこで我々

は,GenePrintSTR System (プロメガ社)を用い,

multiplexPCR 法により同時に3つの STR locus

を増幅した.この方法では,正常非血縁者間で.STR

対立遺伝子型の不一致率は98%と高く,このキットが十

分な個人識別能力を有することが明らかにされた.また

検出感度を調べたところ約5%の感度であることが明ら
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かにされた.本法を実際の骨髄移植例に適応したところ,

移植後2週間目ではドナー型のパターンのみが検出され

たが.1カ月後にはレシピェント型のパターンの混在が

詑められ,2カ月後になるとレシピェントバンドの増強

が認められた.本症例はこの時点で,形態学的にも白血

病の再発が確認され,再び寛解導入療法を施行した.こ

の様に本法を用いることで,移植後の生者.再発の確認

を迅速に施行することができた.

お わ り に

今回のシンポジウムで発表させていただいた,転座型

白血病の遺伝子診断および移植後生者確認のための

STR 検索は,現在検査診断学の稲野浩一先生の協力の

もと,それぞれ検査部の武田さんと山崎さんが中心に検

索を施行していることを申し添える.
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司会 古川先生.ありがとうございました.ただいま

のご発表に御討論をお願いいたします.

榊原 遺伝子診断の話から少しずれるので申し訳ない

のですが,PML とレチノイン酸レセプターですが,あ

れは rusion蛋白ができるのですか.

古川 はい,そうです.

榊原 alltransのレチノイン酸でなぜ寛解するのか

疑問に思ったのですが,あれはレチノイン酸レセプター

のリガンド結合 ドメインとか DNA 結合 ドメインとか

が含まれた形で rusionするのでしょうか.

古川 rusionはそういう形でできております.

榊原 ではそのメカニズムについてお願いします.
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古川 そのメカニズムは正確にはわかっておりません.

fusionができて異常で,その例で alltransレチノイ

ン酸が効 くときは,簡単に理屈が分かるのかと思ったの

ですが.よく分からなくて,正常なレチノイン酸 リセプ

ターもあるわけです.この人たちは染色体 としては

heteroなので,その占有率とかと最初言われましたが.

そんな単純ではなくて.最近言われているのは,fusion

蛋白が棺の中でなくて細胞質に出て しまうという横序

があってそれに対 して,レチノイン酸を大量に投与する

と.場所が変わるのではないか言われていますが,まだ

完全には解明されていないと私は rollow してお りま

す.

司会 どうもありがとうございました.では次に,塞

婦人科から相田先生お願いします.
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