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meuTOiogiedisordercharacterizedbyvariablecombinationsofmyoclonus,epilepsy,cerebellar

ataxia,choreoathetosisanddementia. Byd主TeCdysearchingforcDNAswithCA仁 repeats

ascandidates,WefoundunstableexpamsiomofCAG repeatofagene(CTG-B37)on

eht･om(1S(川1e12illallth(～21)I)ⅠミPl.A pこ1titl11tS. ′1､1-lei-eisiigoo(.ie()n･Lllati(m bLlヽ＼,(､=1tllLT

sizes()rGAG lでpeateXt)こlnSionandth(チ(lgLISOf()llSPt. I〕atit,ntsWith亡,arlie1-orlSビtt(､ndLl(1

toha＼･()こlphenotypeofProgreSSiヽremyOCl川1uSi,r)ilLlr)S),andlarg(､reXL)aIISions. T1..1uSWi(~le

vaIう(,tyofitsLTlinie(i_1manifpstこItionscanno＼＼,txleXr)lail･1L,dbythe＼･,at･iahlt､unstable(､xpLl.tlSi川1

0ftheCA仁 repeat.
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歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症,GAG 1)ピ… 卜,第12染色体

は じ め に

近年,ハンチソトン病,筋緊張性ジストロブで州など

の anticipationを宴する幾つかの遺伝性神経変性疾患

の原因が3塩基繰 り返 し配列の異常な増大によることが

判明してきた且)-隼 今回我利 ま家系内で多彩な病型を

屋 し,明らかな antieipationを宴する DRPLA や

Machado-Joseph病,SCA-2も同様の機序で発症する

可能性が商いという仮説をたて,既知の CAG リピ-

卜を含む遺伝子の中にこれらの疾患の原因遺伝子がある

のではないかと考え,これらの疾患における CAG リ

ピー トの増大の有無を検討 した.

方 法

対象として6家系21症例の DRPLA患者と孤発例と

考えられる DRPLA 患者 1症例の言す22症例と,MJD

患者2家系2症例,SCA-2患者 1家系1症例,DRPLA

以外の脊髄小男鎚変性症患者25例,正常対照者61例をこつい

て末檎血,あるいは凍結脳標本よりゲノム DNA を抽

出した.

我々は当初,GispeTtら5)により第12染色体上の連鎖

が報告された SCβ｢2の candidategeneとして,Liら6)

がヒト脳 cDNA ライブラリ-中をこ存在する CAG リ

ど- 卜を含む cDNA タロ-ソとして報告した第12染色

体上にマップされる B37を選択 しPCR法によりCAG

リピ- 卜数の増大の程度について解析を行った.この際

に対象疾患として SCA-2だげでなく他の様々な遺伝

性小脳変性症 (DRPLA,M3D,Holmes病など)も加

え解析 した.

結 果

解析の結果 DRPLA患者全例において第12染色体上

の CTG-B37の CAG リピ- 卜の異常な増大が認めら

れた.ポリアクリルアミドゲルをこて正確なロピ- 卜数を

検討した結果,正常者の CAG リピ- 卜は8から251)

ど- 卜であるのに対し,DRPLA患者では一つの allele

は正常者と同じsizeで,他方の aileleは54-68リピ-

卜と約2-3倍の CAG リピ- 卜の増大を認めた (Fig.

1).正常の染色体と DRPLA の染色体の間に CAG リ

ど- 卜の overlapは認められず,また DRPLA 以外

の脊髄小脳変性症患者では 1例も CAG リピ- 卜の増

大は認められなかった7).

DRPLA は家系内で後代を経 るごとに発症年齢が若

年化 し,同一家系内でも様々な臨床症状を望することが

知られている.すなわち発症年齢が早い患者はミオタロ-

ヌスてんかんを主数とし 発症年齢が遅い患者は運動失

調,痴呆,choreoa洩etosisを義教とする傾向があると

言われている8).

DRPLA の CAG リピ- 卜の増大の程度とこれら症

状の間の相関関係を検索 したところ,発症年齢に関して

は DRPLA患者における CAG リピ- トのリピ- 卜数

が大きいほど発症年齢が若年化 している傾向が認められ

た (Fig･.望).また病型との関係ではミオタロ-ヌスて

んかんを主体とする症例の方が運動失調や choyeoathetosis

を主体とする症例よりもリピー ト数が大きい傾向が認め

られた (Fi欝.3).

リピ- 卜数と paTentalbiasとの関連については父

親から子に遺伝した場合の方が母親由来の場合よりリピー

ト教の増加の程度が大きく,より若年発症で ミオクロー
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買スてんかんを主症状とする傾向が認められた.

考 察

今回の研究によりDRPLA は第12染色体上の CrGB37

という名で呼ばれる遺伝子の CAG リピ- 卜の増大が

原因であり,発症年齢やその多彩な病型は CAG リピ-

卜数と相関 していることが明らかとなった DRPLAを
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酸の3塩基繰 り返 し配列の増大による疾患と比較すると

いくつかの共通点が存在することが分かる.第-にこれ

らの疾患は CAGあるいは CGG,CTGといった CG-

血 h の3塩基繰 り返 し配列の異常な増大であること,

またこれらの リピー トは正常人でも非常に強い多型性を

示すこと,第二にこれらの疾患は多彩な臨床病型を示 し

また anticipationが認められること,第三にハソチソ

O k NC

｢｢ ｢｢

12345678

123456

Fig.1 ポリアクリルアミドゲル電気泳動による B37の CAG .)
ピ- 卜の解析.

DRPLA患者では正常者に比較 し約 2-3倍の CAG リ

ピ… 卜の増大を認める.
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Fig.2 DRPLA患者と正常者の CAG りビー-卜数の比較.

白塗 りは正常者,黒塗 りは DRPLA患者を示す.正常者の CAG リピ…

卜数が8-25リピ- 卜であるのに対 し,DRPLA患者では54-㌦68リピ--

卜であった.

0 10 20 30 40 50 60

AgeofOnset(years)
Fig.3 発症年齢.臨床病型と CAG りビー-卜数L71比較･

胃 :ミオタロ-ヌスてんかんを主体とした DRPLA威風 ▲ :choreo-
athetosis,運動失調を主体 とした DRPLA患乳 リピ- 卜数が大 きい

ほど発症年齢は若年化し,病型として ミオタロ-ヌスてんかんを主教と

する傾向がある.
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トソ病と球脊髄性筋萎縮症と共通する特数として リピ-

卜が翻訳領域の5′末端側 に存在するこ上 第四に′＼ン

-f-ントン病と f)RPLA には強い pal･entaJbiasが認め

られることなどである.この結果よりこれらの疾患をこお

ける神経細胞の変性のメカニズムには何らかの共通の過

程が存在 している可能性が示唆 される. さ!､-)に他の

つ常染色体優性遺伝LT)神経変性疾患.例えば Maehこ.ldo-

Joseph病,SCA-2などでも同様な3塩基配列の繰 り

返 し配列の増大がその原因である可能性が考えられる.
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司会 それではただ今の発表の活発なご討議お願い致

します.

山崎 1例りビーート数が減っているよ.-)な症例があっ

たと思うのですが,この場合病塾はどのようになるので

しょうか.

小出 りビ一･･-卜数が減った患者さんは先程の.一例だけ

なのですが.こLT)家系で発症者である母親とりビーート数

の減った子供の方とで大きな臨床病塾の差はありません

で した.

山崎 -.一般的にこしT)様な trinucleotideの expansion

で antieipationの逆で短くなるということはよくある

ことなのでしょうか.

小出 よくあるかはわかりませんが,無いわけではな

いと思います.

司会 少 し補いますと,筋緊張性ジス トロブイ-のリ

ど- 卜が減少した場合に,症状が軽症化するという現象

は知られています.

山崎 先生の研究の strategyにも関係すると思うの

ですが,なぜ trinuele(〕tideなのか,と思うのですが,

もしタンバクの codingregionにあれば trinucleotide

だと思 うのですが,もしnon-co°ingr･egionにあれば

trinucleotideでなくても tetranucleotideでもいいと

思うのですが,そこら辺は何かあるのでしょうか.

小出 C()dingregi()nのものはそれが直接影響 して

いると考えられますが,51末端側の nonでOdingregion

であI=･fそれが隣の codingregionにもなんらかの影

響があるのではないかという可能性もあi)ます.逆iこ3'

末端側の非翻訳簡域でそういうりビーートが認められてい

る疾患名もありますので,今の段階ではなぜ3塩基なの

か,例えば4塩基や2塩基でないのかということはよく

わからないと思います.

山崎 可能性としては考えlT_-わるのでしょうか.

司会 今日お示 ししたものはまだ十分解析 してはいな

いのですが.おそらくは翻訳領域内の5'側に存在 して

いて,ポリグルタミソを発現しているつまり蛋白をコ-

ドしているりビー.--卜だと考えられています.そういう意

味では-ソチソトソ病と同じであろうと考えられており

ます.

司会 それはよくわからないですね.今のところは3'

の非翻訳領域のものもあるし5′非翻訳領域のものもあっ

てわかっているのは全て3塩基で4塩基のものはないで

すね.lr+ノム DNA を3塩基.4塩基のくE:)返 し配列
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4塩基でスケり一二ンゲしてもかなりたくさん･ケローーン

が取れてきますが,そういう場食餌 まその存在部位はお

そらく非翻訳領域だといわれています.翻訳領域内をこぼ

おそらく無いであろうと思われます.今日の話で,従来

からの臨床的な観察というものが分ji･L/ベルの異常と.

密接に開陳 しているということが大変興味深いものでは

ないかなと思 うのですが,内藤先生何かございますか.

内藤 これは感想なのですが,特に父からの変異遺伝

子が伝えられた場合に異常鹿が高いと私は貰われてみて

びっくりしたのですが.自分で診た症例を思い出 して見

ると本当にお父さんから受け継いだ予どもが若年発症だっ

たという点で,大変ずぼらしいお仕事だと思います.そ

れから anticipationの点iこついて lつお伺い Lたいの

ですが,20年 くらい前をこ私は遺伝子疾患のシソポジウム

iこ来た時にこCT)病気に←ついてシンポジストと話 したこと

があります.その時にある大家の前で,anticipatio【1の

問題を話 しましてそれが遺伝子の特徴だろうという風に

少し触れたのですか,そ(')万にとがめられまして.その

方がおっしゃるiこはこかはサン-ナ､日ソ円こべ1'ァスがか

かっているのだと.若年の子供をみると親は当然生殖の

年齢を過 ぎているから,そういう家系をあなたはいりば

ト見つけたんだということで遺伝子の異常ではなし､と考

えた方がよい上 音はその antieipation とい･')のはそ

のように遺伝子そのものをこ問題があるのではないかと考

えられてきたのですが,サソブリンダの偏 りと医学的な

立場から思 うのが妥当ですよと,まだ若すぎると言われ

ました.ただ僕は 3世代とか4世代とかいう発病者が出

ている家系を診た時に必ず しも親がいて子供がいてとい

うように世代を経るうちに発症年齢が若 くなっている家

系があったので,やはi)遺伝子に問題があるのではない

かと思っていたのですが.今日の話を聞いてたいへん納

得 したというか,サンプリングにバイアスがかかってい

るということを考えなくてよいで しょうか,20年来つら

い思いで 1つだげ残っていたものですから宜 しくお蔽い

致 します.

小出 やはり発症年齢の,つまり anticLipationの度

倉の強い疾患であるような印象があります.やはり遺伝

子によるものだと私達は理解 しております.

高橋 今後の研究の見通 しを敢えても机 ､たいのです

那,私はこの CAG リピ- 卜で出て くるものは,異常

な蛋白にいきつくと思 うのですが,それでよろしいので

しょうか.DRPLAとか′＼ンチントン病で病理学的iこ

侵されている特定の部位に反映 している盈要なバイオロ

ジーの研究をこいずれは発展 していくということになるの

で しょうか.

申出 どうでしょうか,結局遺伝子がわかってもなぜ

細胞が変性するかということはまだ何 もわからないとい

うことで,また新たなスタ- 卜に立ったということが現

状ではないで しょうか.

高橋 神経細胞が死んで行くときにはその神経細胞自

体に問題があるのか.また growthfactorのようにや

やあずれば遠隔的なところからきているファクタ-をュ問

層があるのか.そのメカニズムがわかっていくと,我々

の所見の見方も変わって くるのかなという気がし愛すの

管,そういう質問をさせていただきました,

司会 興味がありますのはどうして特定のニュ-ロン

が変性するのかという点でありますが,今後は動物モデ

ノLを健一-､て検証 していくことになると思います.

佐武 脳研究所の佐武ですが,そうしますと減数分裂

の時に椅子の方が,異常な分裂をすると考えて良いので

しょうか.

司会 おそら(現象としては malegametogenesisの

時に不安定性が強 く出るということだと考えられます.

DRPLAではまだ証明はありませんけど′､ンテン トン

病の場合iこは.精子LT)分析がなされていて患者さんでは

CAG リピ… 卜が大きく増大 した精子が含まれているこ

とが明らかにされています.体細胞 レベルではあまり変

動はないようですが,精子だけは非常に延びているとい

うことで,先/巨J)お--,しゃることが′､ンチントン病では

認められています,おそらく DRPLAでも同じだろう

と思います.

佐鼓 そうしますとそこのところのメカニズムが非常

に電要になってきますれ

司会 減数分裂の際の l∧)NA の複製過程の不安定性

というのが問層になって くるのではないかと思います.

佐武 む しろ体細胞を調べるよ射ま椅子の方を調べる

方が複製課程のものを調べてい くと,かなりのことがわ

かるかもしれないということですね.

司会 その通 りです.今後検討すべき大きな課題では

ないかと思います.

佐武 どうもありかとF')ございました.今日は大変す

ぼらしい話で非常をこ感激いた し渡した,

司会 予定よく1延長 して しまいましたが.今日は大変

実 りある話であったと思います し,また新潟の地で長 く

地道に積み上げてきた研究ですので今後 もまた地道な努

力で研究が発展することを希望 しております.本日はど

うもありがとうございました.


