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   We have devised an improved method for isolating human chromosome specific unique 

transcribed sequences from a somatic cell hybrid containing only a part human chromosome 

with use of a primate specific Alu primer. The conditions for the synthesis of heterogenous 

nuclear RNA complementary DNA were analyzed in detail using HPRT gene as a model 

system. By increasing the reaction temperature in the first strand synthesis, the specificity 

of Alu-priming for human-derived sequences was improved. With the improved method, 

a hncDNA library was construced from a somatic cell hybrid,  X3000-11.1, carrying human 

 Xq24-qter as an only human material. After screening the  hncDNA library with radiolabeled 

total human genomic DNA, eleven independent human hncDNA clones were isolated, 

we generated new human  Xq24-qter derived expressed sequence-tagged sites  (eSTS). 

   As the hncDNA clones still contain introns, we screened a human brain cDNA library 

using 3  Xq28 derived hncDNA clones to isolate cDNA devoid of introns. Two of three 

hncDNA probes detected positive clones which were devoid of human repetitive 

sequences. TH4cdNA is located at the centromeric site of  Xq28. TH27cDNA is located 

near the GABRA3 gene. Partial sequence analyses of these clones revealed no homologous 
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sequences1-epor･tedil一Genclうallk .

Themethodsl･･10uldbeusefu l to eonstruetphysicalmapsofexpr.essedsequencesand

isolationofcandidategenesfordiseas(､smapptさdtoI)allieLllal-regionsofchromosomes.

Keywor.ds:Xq2-卜qter.Hncl~)NA.LIXPreSS(､dsequencetこIggedsitt､

Xq24-qter,HncDNA,発現遺伝子

は じ め に

Xq28篭城には副腎白質ごてトロー/I(-一症 (i-1dre1101el止(yly-

strop恒yl､人卜Au)＼)､'l＼＼Emery-nrL,ifLlSSmust-Lllar

dystrophl-3∴ spasti(,pamplt､giこ1-ド,mplllilll･Ptardこition

351.myotubula1-m)lot);lthlr6､左と多くLlr)遺伝性神経筋

疾患が遵姦軸新 法をこよりマップされている.このうち ALD

は大脳,小脳の白質や脊髄の髄鞠の脱髄による様々な神

経症状をきたす疾患である.榛長鎖脂肪酸の番横という

生化学的異常が確かめられているが7),原因と推定され

る酵素の同定,精製は困難であり未だ成功 していない8).

このためポジショナルタロ-こソグ法をこよるアプロ…予

をこ活路が求められている.

ポジショナルタロ-ニソグ法とは,まず H 連鎖解析

法により疾患遺伝子のおおよその遺伝子座を決定 し,つ

ぎかこ2)その遺伝子座周辺の詳細な物理地図を作成する.

ついで 3)その領域からの機能遺伝子を同意 し,疾患に

特異的な変化の麗きている遺伝子を同定 していく手法で

を周い,穫間をこて保存されている簡域をサザソプロット

解析法によ叫iJ足 していく方法9㌦ cpG islこIndを同定

していく方法10､.番按 cT)NA :-ナ仁イ二川 1-を'ztウり-

化 1)NA と cI)NA を,＼(171.I)I/仁十で一一二ョンを行･-)

方法12､. ･')ローtン化した [)NA を特殊左ベクター-1Eこ導

入し,培養細胞糸を伺いスプライシジグを受けたタロ-

ソを同定する方法 (ェキソソトラッピソグ)13)14)などが

あるが.いずれも▲71l--ン化した 1)N̂ 断片を必要上

する.

ALI)はすでiこ,連鎖解析法によE)X(128t･T):i--ロメ

ア側 2書5Mbpのなかに原因遺伝子が存在すると推定さ

れているい-1､.しかしこしT)領域の,i.,㍉ノム 1)NA LJ)ツt~-I

y化,整列化が困難であり,その蘭域の詳細な遺伝子地

図は末だ完成されていない.こtTHJ/ム 1~)NA nI7----

ソ化,整列化の stepを行わず,ある特定の遺伝手簡域

から磯舷遺伝子を容易に単離することが可能となれば ALD

の疾患遇伝千の単離に迫ることとな上 同時に, Xql'8

領域の詳細な機能遺伝子地図をより効率よく作成するこ

とが可能となる.

この様な視点にたった特定の遺伝子僚域からの機能遺

伝子単離法上Lて,ヒト遺伝~巨7)一部を持つ雑穐細胞よ

;).ヒト由来の cI)NA を単離する方法が報･告-された15＼lti､

Liu らや Corboらにより報告された方法は, いずれも

heterogenousnucILlarRNA LhuRNAl｢中に含まれる

Alu配列などのヒト特異的繰 り返 し配列を利潤する方

法である.Liu LL)は.51sr)licesite-,,Ll｡Ht)rSileにLL

られる6塩基のコソ也ソサス配列に対応するオリゴヌタ

し一十才-ドをイニラT′て-として heterogellOuSnueltナこIr

ttNA--(､()nlPlemelltaryi)NA (hncDNA)L')合成を行

トip/_卜全上7J/⊥ DNA をプローブとして1171トーニン

γを行し､ヒト【~h来LT)･LJローンを単離する方法であり,Cortyl

i▲1は.L卜Alu配列に特異的なすりゴ1ウし十キトゾ

ある.どちらの方法も魅力的な方法であるがプライマ-

の特異性が大きな問題点となる.本研究では,特をこCoFbo

吊こ上一･､て報合された方法が,ヒト染色体特異的韓能遺

伝子の単離法として応用可能であるかどうかを検証 し,

ヒトXq2∫卜qteI･領域かいrl機能遺伝子の単離を目的と

する.

対 象 と 方 法

対象として細胞株

ChinLISehumstL,rO1,arl-(CH()iJ)由来の細胞株と

して Gh:.I458.GM459.ヒトX染色体を4本含むヒト細

胞株 Gh:16061.ヒト遇伝子として Xq2一トqterの人を有

する CHO との雑種細胞株 x洲 )-ll_117､,同しくXqニ汀.3--

離eTのみを有する QIZ卿.マウスとヒトの雅穫細胞株

で. ヒト由来の染色体 (X ;16)(q26:q2/1)‖ニトX染

同し■く(Ⅹこ16Hq26;q2小(ヒトX染色体とLXq26-qtel･

のみを有する)を持つ CY319)を対象とした,

RNA抽出法

pyotalRNA はダアニジウムチオシアネイ ト経営0)をこ

よE)抽廿日.,polyLA)+RNA は oligo(dTI-t=,しロー
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は NP-401ysis法を用いて得t､一木た細胞核群より同様

の方法を周いて抽出した慧2)由得られた RNA はゲノム

Co.)(0.5ullit,ugRNA)にて ′1()mM Tris十iClげti

7.9l.10mh.･INaCl.6mM MgC12を含む反応液中で37

ム抽出を行った.

プライマ-

-jラ十て-(7凋孟基配列は廿.ト~J)通 りである.517;5'-

ATCrl､(CTHGA圧;CTCA CTGCAA2こい,HPET:5′-

TGAAAAGGA CCC,CACG AAGT.Ill)IlI8:5′ tl/rCA

AGGG(,'A TAT CCrACAA C -i.I.

Itevcr.<etran虻riptioncouplcdtothepolymer

aLqtlぐhain reaetitIn(RTIPLlR)法を用いたモデ

ル系の解析

IOIEgの totLllRNA.hnRNA iこ200pmoILJ')イ:;;

･†1′･p･を加え68℃で 5分間加熱後急冷 し 5OnlM Tris･･･････

逆転写酵素 (LifeScieIICCIIn°.1を加え種 し々')温度 ト 12-

て一･一,50m九FIKCl,10mM Tris一一rトIClu.)ト l S ∴ い , 2 .() m M

MgCt2.25FLil:1dNTl).().OIOogtllil t in . 1 . 2 5 u nit

rmemusaquaticsi)NApo llTllel･ase(Am p liJ l'a q , r 'LYkiII

Elmer･Ct?tu§)を含む 50/Ll〔明文応糸iこ て , 勲 変 性 9̀･1

℃30秒,-l'ニ-.-I1Iンケ55'r2分.伸長反応72LC3分を30

プローブの調製

hypoxとlthinpphosphoribosyltransferase (IIPRTl

由来の hncl)NA LHPRrr plント｢7ン7を含む1を検

出するためのイ｢-I-/ (IIPR′Ⅰし.illtrOn7)は, ヒ トLl:～

ノム [)NA を鋳型とL LIPr･:7.HPE8を~/1ぅ(て-

上した r二℃,R法により調節 した.HPRT 由来J)CDNA

C()llecti(1Ilより購入した, ヒトHPRTcI)NA を用い

た. ブrコープは 二α32p-JdCTP 存在下で random

oligonucle()tideprimerを用いうベノLした25㌦

サザンプロ､ソト解析法による RT-PCR産物の解析

PCR 反応産物は2PpbTガ｢.-I:くLL,-ll/L･に電気泳動後.

ニ トロ七IL/ローーく膜に転写 し､HPRT-intron7.HPRT

d)NA ブロー1-1iこてJ､仁ブり/f･(-tトーーシ三一ンを行った26㌧

洗浄は55℃の 0.1XSSC Ll×SSC - 150mM NaCl , 15

mM NacitrLate)1).1% SDSにて行-1､た.

HnrDNA ライブラリーの作製

t/irstぅt.randcDNA は X3OO0-ll.1由来L･りhnRN̂

200/Lg.プラll-ll'- 517I,600pmol,36()unitAMtI

逆転写鮮素を55℃で1時間反応を行い含成 した.反応後

second-strandel)NA は GoublL.rこlndHoffmこulま､-〔Tl

方法をこ準拠 し脅成 した27㌔ 鹿oRIア ダプタ…をライゲ-

J:-ンした胤 1.5QoG′rC ~ノ~'jit- ∴く▲!JJL (FMCIうio

Produetslにて電気泳動を行い 5(X)bp l十 卜(りt,'ガrトー

スプロ-'/を切里l'.L GI_.:NtlI(二LI.二ANTMlltBlt.)101,

I_llC)にてF享】収 した.回収 した hncl)NA は lgt11の Ij･()

RIsite;こ挿 入しナ∴ Gi抑 )aekIIGold(Stratagene

Clonil哨 Systくさln)をj机 ､7117tli/l･()Paekこ1gi11gを行-.'

た後,I:.(･()/Z'Lt_･:392.YIO9()に感染後,増幅させた.

X3OOtト11.1hnぐt)NA ライブラリーのスクリー

ニング

∴iべ′Lしたt,_卜仝lTlt､ノ!､I)NA にて '八′71トーこングを

行-･言∴ 洗浄は55t＼0.1XSSC,O.lOl)St)Sにて行い.

陽性 >7[トーパヱ三次 ス'′り一一二ンケまで行い単離した,

iファージクローンからのインサー ト DNAの

調節

8mM h･llgS()1.50mM TrisIiClLpト17 .5 l,0.019.

液 を用い911℃. 2分F背圧)勲変性を行1.,た後. Dorfman

回(})PCR を行い･-(ン叶-.1卜DN̂ を増幅 した128＼.

雑種細胞パネルを用いた hneDNA クローンの

regionalmappinL,

種々し7)雑種細胞株しい1高分巨!ノムDNA を抽出しrrc)

RIでi･削ヒした後1.OO-()LlI)~,lガ[- -乙にて電気泳動を行

いニ トTl-i-_･_,L--ース膜に 転写 した.PCR にて調節 され

し配列 を-プロ･ソウする目的で,ヒト胎盤由来の Sonicated

I)NA を用い Cot値が50---100(pこなる程度に reass(Y ia-

tlSTSsの作成

シコンした.得i'-'わた plasmidDNA を鋳型として T7
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DNA polI,merasL,LSequcnaseVcr.2.0.LTSI3)を用

い両端より数百 bp の塩基配列を決定 した.GetleBank

にてホモロジー-検索 を行った後,特異的塩基配列の部分

をもとに eS′rSLI')ブう[--1,---配列を決定 した.

ヒト成人大脳由来 d)NAライブラリーのスクリー

ニング

humanplaecntalDNA にて Cot50になる r･eassoeia-

tionを行った後,ブE]-ブとして用い､ ヒト成人大脳

由来の cDNA ラ1'ブラr)-のスクり-ニンデを行っ

た29､30､.′＼イ1-㌧ダイゼーション液中にも,200FLg:■ml

の比率で,sonieatedhumanplacentralI)NA を加え,

ヒト反復配列のイロL./キングを行った.

ノーザンブロット解析

種々のヒト組織,ヒト由来培養細胞 (HeLa細胞.培

養皮膚線維芽細胞,大脳.′J､脳,脊髄.肝臓,肺臓,腎

臓.晴嵐 筋胤 副腎)より調製された 2OI唱 の total

'乙にて電気泳動を行い.ニ トt.1七′Lrl一一~XL膜iこ転写後同

様の方法にて′､仁fりす仁ti-一･-シI'ンを行･-､た3t＼

741

結 果

1. モデル系を用いた hnd)NA合成効率の検討

Corboド)はブラ[て一一517にて作成された hneI)NA

ラ仁/ラり川中のほとんどがヒト由来 クローーンであると

報告 した16､. しか し,我々の実験室で行った予備実験

の結果ではこのプラ(マーのヒトに対する特異性は被ド･'

の報告ほど高くなか--,た.彼iT.lC･T)報告では,ブラ･卜丁-

の特異性や､単離 された F/ローーンが hncI)NA である

検証はなされておらず.この結果には疑問がもたれたく･)

そこで,最初にモデ,L系を用いて 1)hncDNA の合成効率

(本当に llnCI)NA を合成することが可能か)2)lmcDNA

の合成効率を逆転写酵素を反応させるときの条件を変化

させることにより改善することが可能であるかについて

検討した.

モデ･,し系としてはヒトXq26iこ位置する HPRT 遺

伝1-を利用した.この遺伝子の全J,,-+/ム塩基配列は既に

報告されており2小,さ吊こ雑慢細胞株 X3000-ll,1で

はヒト由来 HPR′rLT)発現を認打ている17､.そこで,HPRT

遺伝子の中で∴下流cT)(ントロン1こAlu配列を有 し,

､iZulttE､.ln.Ttミい｢仙 -;-ill:舵- りiI!i･t盲…(=＼‥ ."1日- ㌔

～)Ifir.I":;･.･.I,･･.;I:,I.･･.･､-:I..Ef･.･,…′.･,･.･'JI･J''･I:･･'.･㍉･､r･･･-'-､､:[･一･-:-'＼i

三 ･一1-I-･-I-･-1-･-A-1-･-･<

HnCD NA

ITZEroTl(+ )

cDNA

Intro,I(-)

]67bJ7E rrフ†1 7 E l･n n 8

r ト ･; ■~ I lfl･･.･ L＼･ .

A ItJ

→ 一･-.-･-ペ一 一一

逆転写反応時のブラ[7-の位置は †ントロン8上に波線で示

した.逆転写反応後U)PCR に用いたプライ7-.-は矢印で示 し

ている.PCR にて hncr)NA は 1(1)7bpのイントL]ン7を持つ

ため 26Obpの大きさとなる.一一一万 cDNA はイントr:二7ンを持た

ないため 93bpの大きさとなる.
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図 2 first-strandhncDNA 合成効率の7ルカりアガロースゲル法を用いた検討と hncDNA,

CDNA LT)合成効率

逆転写反応は42.50,52,55℃iこて行-,た.[α32p-1 dCTP でニラベ′しした first-

lコ･ソト解析を行-.)た.HPRT 由来の hneDNA を検出するために HPRT intron

lコープとして用いた 仁fr段 :CDNA).
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E=i/)そLl)l二流のJ-'7､/ン間に PCR にて増幅可能な短

いイントr-ンを持-~つ部位を検索 した し図 1).この様な

条件を満たす部位として HPRT エ ツ'/ン7,8が,最

適であ--)た.逆転写酵素iこよって精製された産物をエウ

リン7,8間で増幅すれば, (ントロン7LT)有無により

こ(71糸を円いヒトAlu配列特異的なプ1-:)(て一一とし

て報告されているブニラ仁7-517の逆転写反応時のヒト

AlLl配列に対する特異性につき検討 した.図 2 にそ

の結果を示す.反応に使用 した RNA 中には極微敏の

Lr-t'ノム DNA が混入しているため.あらかじめ RNase-

freei)Nasc にて前処置を行い､逆転写反応なしでは.

743

ゲ ノム Ⅰ)NA 由来の増幅が認め;)れないことを確認 し

た後使用した.通常の反応温度である42℃では,ヒト由

来LT)染色体を含まない.CHO 細胞株より抽出した RNA

を鋳型とし反応させた糸にても大農の反応度物が得tT)I,i

ることが確認 された. さiL-)に,X3000-ll.1の系では,

hllCI)NA に比 して 大 盤の cDNA が産生されていた.

こ(T)結果より.この反応温度ではブラ11て-517のヒト

特異性は低いと考えiT)わた.そこで特異性を増すFl的で

逆転写反応時の温度を45,50,55℃と増加させて同様の

解析を行一一､た.反応温度を増加するにつれて hncDNA

の合成量は増加 し,cDNA の合成量は著名に低 下して

いく寮が確認された.

I!nll)＼～HF:r､ドト t…"."班･.,7こくlミh:-!:.hti日日い- tM l･

T:＼､･･､i-＼一､-二-:.ttll､･い:･､- .:..･= ･:fr･Him･iI､＼･こ- ･･日 .＼:ト丹 日豊
言!:.卜;.･i:-i:､､いJ＼･.＼･･両Il.i･.∴言.:号小i

且

S- ･1-古く=･1".tt:i･＼･＼1,.･1:::∴･＼ヾ .････圧 L.:卜･川 ･.;r::H.り再 .I

hncDNA

hnRNA

･き.'!l芦･.:…･.､.:-T:ト十;_t･･!;.I:I:I.

ま

(■:叩く､:L3IS･LL･;･i:首:…

ま

･qL朋,:71日j"ドh州;l=川milI一g川りmiilnヽ ヽ

く:=) ⊂=) ∈=)

噸砂 ∈コ に )

･･+i:

(二) ー (二)

且
IsolationofhumanderivedhncDNAcloncs

図 3 hneDNA クロー･-一二ンデの概略
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図 4 1111cDNA ウ【-一ンの解析

雑種細胞 QIZ(lanelう(CHO+(Xq27.3-qter)上 X3000111.1(1alle2)(CHO+iXq241qteT･日.CY2(lane3)(nlOuSe+(Xpter-

q25)上 ヒト女性 (一ane4).CH()Llane5)より軸とiH_た DNA IOlLg を Ert)RIで消化 した後1.し)9J6:のIrガr- ースゲ′Liこて電

気泳動を行いニ トt,+_,LIL- ス膜に転写後 rα32p-]dCTP にてラベ]Lした TH30,TH27hllCT)NA I),-:7-ンを humanplacental
soni-ratedDNA にて Cot50-､100となるように前処置をLIJ.後､-7"I,---~7■上して糊い, ′､イブりすfJ/_JIシテIンを行った.

(B)ヒトn種々の組織におけるノー一一サン解析

培真皮有線維芽細胞 tlane1㌦ Hcl_a細胞 (一ane21,大脳 沌InC31,′卜脳 LlaneLi).脊髄 (lalle5).肝臓 ilane61,碑昧

(lane7).腎臓 (lanes),精巣 =arle9㌦ 筋肉 (lanel0㌦ 副腎 (lanell)よip)抽出 した totalRNA '2OfEgを 2.2M J)ホノL.

て りンを含む1,2OoL7)7-JjU-.1てにて電気泳動を行い,ニ トローt二JL･u--棋勘二転写経 hneDNA ウr-ーン TH26を用い /-.-1Jfン
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2. HneT)NA ライブラ リーの作成とヒ ト由来

hncDNA クローンの単離と解析

前記しり結果より逆転写反Lt二を55℃で行い Ⅹ3()(Xト11.1

より抽出 した hncRNA を鋳型とし, プライマ- 5且7

を潤いライブラリーを作成 した.プライマ-517はヒト

Alu配列n s(,Ll)ulldmononler･中に存j牛す.ノミ)ため33､二i2､-

図 3をこ示すように,目的とすると卜由来 hneDNA ク

ローンは,少なくとも 2㈲ bpのヒトAlu配列を持つ.

そこで,32p でラベルしたと卜全ゲノム D銅A をプロ-

イ上して購い.lltlCl_)NA :)仁 /L:うり-.ln tZ/I1ト-二ン

ソとして単離 した.陽性 クローソのライブラリ-中での

比率は0.1000でLTT'--､た.

これらの陽性クワJJのうち1且タロ-沼こつきより詳

細な検討を行った∴ヒトⅩ染色体の種々の部分を持つ雑

種細胞由来の DNA を持ちいたサザソプロット解析の

結鼠 これらのタロ-ソすべてでヒトⅩq24--qter由来の

sillglebandが認抑 ■-､/11た.図 4(A)にその 1例を示

す. :'′I---ン THこiOは 1.5khL')部位iこと卜Xql)7.3･････.-

qter由来のパソドを認め,さらに,6.Obkの部位にと

卜及び 創 0 に共通するバンドを認めた.クローソ T腰 ア

では 4.4kbのヒ トⅩq27.3-qter由来のバソドを認め

た.

これらのクローソをこつきヒト由来の穫々の組織より抽

出した RNA にてノ-ザソプロット解析を行った, こ

のうち T王濫26のみで 4紺塩基の転写産物を,検索 した

全ての鼠織にて認めた (大脳,小脳,脊髄,肝臓,肺臓,

腎臓,精巣,筋肉､副腎~)図 ･･･I(H).雑種細胞 べネ′L

7:i5

を用いたサザン解析n結果より.こ(')JJL.ト-ンは Xq2･ト

でのホモロジ-検索を施行 したが高いホモロジWを示す

タロ--ソは認めなかった.

単離 した L'[1--日まと卜Alu配quL7) ･部に加えて,

特異的配列を有すると考えられる｡そこでプライ7-の

特異性を確認 しさらをこ,特異的塩基配列を解析 しこれら

･/I)I/L1----1ンLTlexpresseds(1quHlePtこ1ggLldsitLl(PSTS)

化331㌧31､.を行う二王を【~用勺!こして. TJH-ン(')r両端かLL-

数百 bpi-Tl塩基配列を決定 した.図 5に示すように得

ド一木た :'7°-ンLT.)イニ:ilミン'/守.(卜L')塩基配列は 11uu

配列Lr)st?C()Llnd1110 n O m(lrハ二Iンセンサス配列と高い

相同性を示 しプライマ- 5且7が想定された部位をこ特異性

を持ってアニ-リソダしている事が確認されたB一方各々

のタロ-ソの特異的塩基配列から適当なプライマー対を

設定 し eS′rS化 した.表 lに各 eSTSの-トラ(て---

の塩基配列と得 られる PCR魔物の大 きさ一覧表をこし

示せ.さ吊 こ.種 やの雑種細胞株由来の Ⅰ_)NA及び成

人ヒト大脳皮質より作成された cDNA を鋳型として 孤

を行った場合の結果より,各々の eSTSの染色体上の

位置及び成 人ヒト大脳での発現の有無も併記 した.図 6

をこぼ繋際の PCR の結果を示す, これら11個の eSTS

瑚~勺5個(りeSTSでは. 成 人ヒ ト大脳由来L/I)ct)NA

を鋳型とした場 合もヒ ト由来 Ⅰ)NA を鋳型とした場 合

と同様の大きさの反応産物が得られ,実際に巳卜成人大

脳をこて発現 していることが確認 された.また3タロ-ソ

は Xq2T.3-qtL,rに位置 し,7FIT-一穴まXq2√1-25に

Conlp･lristH-Orntlel川ti(lescqupTICぐS

orI)ritnitlgSitesorrM)[･lltlnl.ll1(]cri､･ct]llTlCI)N̂ ぐloncs

:ミー''き;ト ー,tT-くr･:･い ････いミ､･i.-汀Itト･ミiミ‥;93.,iII.阜･く･::

Consensus

:lf･.く･t-TH-:,

pn12

Tl-T3L
Tf-122
TI--I2(i

･1.ll- 'l:･･ 十 ･- ､- 1 :-~

* ***.★ ★ ★ ★G★ ★ ★ ★ ★ ★ 1 ★ ★ * ★ ★A A - - rrN N -1-Nrll★★ ★★★A Ĉ ★ ★C★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★▲

T
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★.★ ★ ★ ★八 ★ ★ ★ ★ ★(;I.★ ★ ★ ★C ★ ★ ★〔;★★ ★★★NC★ ★★CA★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

* * * + + * * * **C* * * * + * * + * * + * * * * * + * *NNNN* * *Ĉ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***

★-r★∧ ★ = ★ ★ ★ ★ = ★ ★ ★-1'★ ★ ★ ★-r★ ★ ★ ★ N N N★J★∵ ★ ★★= ★ = ★ ★ = ★ = ★ ★ = ★ ★ ★ = ★ ★ ★

T C

図 5 hncr)NA 'J tI- ンLT)-T:;･ilミン771'部位近傍L7)塩基配列とヒトAlu 'Jンセンサ二･く

塩基配列3且) の 対流

-7いう仁7 ---5171.Lt'太字に し下線を引して示 している.Nは未決定の塩基を.里印

はコソセソサス配列 と一致 している塩基,(-)は欠損 している部位を示す.挿入

されている塩基は塩基配列の下に挿Åされている部位を三角で示 した.
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表 I Descl･ipti(_MIOfhumallXq'3一卜qterexpressedsequencetaggedsites

No Probe R(､融on ㍗(1Rprimers PCRproduct
assigned (i()rward.reVerseう (bp)

ま THl* Xq21-25 5㌧GCeeAGeeTAGATGeAGTTA 75

5'-TAAGAAATGCCAGTGrrGTCTAG

2 TH2 Xq24-25 5′-TGGAGAGAGAAAG(二ccCAAT 2射

5′-(ieCÂ T(､T(TTT('ATeT(､TAeC

3 THこう Xq:～4-:～5 5㌧(iCATGTAGAAGAGCe 2速i

5㌧TTTeeCAeeTGeCATTCACC

魂 TLH* Xq二!8 5′{ TGTCeTAAjuTAATCĈeG 240

5㌧-CTCATGAATGGGTGAA(ーAG

5 TH9*† Xq24-28 5'-AGGTCTCTGGTTTCTAGGê 316
5'-GTTGATCTATGAC(ーTTGe(て

G TH川 Xq24-25 5㌧AA (二T eeA G CTAAACGGTAA(二A(うrA 212

5′-G CA A A T A A GCAACAGCTeTGTG(うA

7 TH22 XLl?4-25 5+-TG T 〔ーG T A GGGGAGAGGAATAC 15嶺

S㌧ CT (､T TT L､A G CTTCAGTTTCeT

8 TH25 Xq34-25 fT -A A T re.ヘ八 八 AGGTGCAACGAG 181

5㌧ T GT G L｢T (ーeTGrTGAeCTAAA

9 TH26* Ⅹq銅-25 5'-A (うで CCC人 G A AATCAGTGTTG 195

5′ィ ､T T(1^ G T A (1ぐAGAGGTGAAG

lO TH27* Xq28 5′-A GT G 八G A T T八CArTGjlAeGTG 208

5′-CACATAAT('TATGAATA(;rTTAAT

ll TH3() Xq28 5′-CĈ GAA(iA十rGT(｢TGTCCL､̂AG 16(ー

*exprLISSe(ii一l;ldulthumanbrとIiTIC川･tLIX

†high)).h()mol(哨uStOhumanretr川_)O§onSINFJ･･･-Rll

位置する二王が明l､-か上十.-､た.rlT19は CHO,mousLゝ

i)NAを鋳型とした場合は反応産物を認めたかりたか,

そIILl.二｣､外のとC'.)雑穐細胞株を鋳型と した場 合で もはば同

様の部紋をこ反応産物を認めた.そのため このプ ライマ-

対では染色体上L7)位置をif:'.確に決定 し得左か-p､た.こL?)

'7ローーンの愚甜押Jはhu111L,inSl…1inteISPredsL,quLlnCe

llと高い相同性を示し35㌧ ヒト反復配伸 ･r)I-,と考え

()れた.よって相同t巨')高い塩基配列が段数:-1ビ-一存在

するため染色体上の位置が決定できなし､と考えた.

3.HncDNAクローンを用いた cDNA クロー

ンの単離

図7に示すように hner)NA ウt--ンは T'ントT=1ン

を有していると考えi､'れる.そこで Xq27.3--qterに位

ブし, 1'ン トロンを持たない cDNA の単離 を試ふた.

X(127.31-qterに位置寸 t''3 '′【- ーンLT)･>,i',TH/1.TH27

クローーンし')サ→fン.''71'[3.1/卜解析し7欄.:巣を図 7(A)に示

す. ヒ ト由来反復配列をブロックしなくて屯明瞭なバリ

卜を得ることが可能でJ;潤 . IlnCr)NA IIr- ーン中に

含まれていた Alu配列が LIDN̂ /Jt~-ーン中には含ま

れていない ことを示唆 してい る.染色体土の位置 も

Xq2T∴トqterに7 ､リブされる.TH4cDNA 'Jrトーバ ま

ヒト成人大脳 ･小脳で発現を認め ′Ⅰ､H27cI)NA は腎臓

ソの-部の塩基配列を解析 しホモロジー検索を行ったが

高い相同性を示す塩基配列を認めなかった,Emory大

学L')Warren教授の元で行わかプ二 同 lJH- ンL')より

詳細たて ､リL-:ンケL,')結果,THLIcDNA は Xq28のセン

トt~1メ-,'側に,TH27cr)NA は GABRA3近傍に位置
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1'H25

M 1 2 3 4 5 6 7

TH 27

h4 1 2 3 4 5 6 7

図 6 ヒトXq24-qter由来 esTS の PCR 産物の7ガローースJ,I

･し電気泳動

各々t7うeSTS よIT)作成したブラ†て-対を用い種々の t)NA
を鋳型として PCR を行一･)た.各々の Ianeは ヒ ト成 人脳

由来 cDNA (lanel上 GM458(CHOl(_lane2㌦ ヒ トゲ ノ

ム I_)NA L1ane31,CY2(nlOuSe+LXpter-q25H(一ane4),
CY3い110uS(､+(Xq261qterl川ane5㌦ QIZ(CHO+LXq27.3-
qterlHHane6l,X30(≠-l l.1(CHO+(X(124-qter吊(lane71,
¢Ⅹ174を IllZ亡,Ⅲでi削 ヒしたサ Tで-/一一カー (laTlei:Ⅰ上

7°17
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TH4cDNA T托27cDNA

図7Xq28由来 cDNA クローン (TH4cDNA.TH27cDNA)の解析

(A)サザンプロ･ソト解析による regionalmapping
ヒ トX染色体を4本含む細胞株 GM6061(lane1),ヒ ト男性 (lane2㌦ CHO

由来細胞株 GM459(lane3),X30･00-ll.1(CHO+(Xq24-qter))(lane4),QIZ
(CHO+(Xq27.3-qter))(lane5)より抽出 した DNA IOFLgを ECoRIで消化 し

た後1.0%のアガロースゲルにて電気泳動を行いニ トロ七′しロース膜に転写後 [α-32p]

d-CTP にてラベ′レした TH4cDNA (左側),TH27cDNA (右側) クロー ンをプ

ローブとして用い.′､イブ リダイゼイショソを行った.

(B〕 ヒトの種 々の組織におけるノ-ザン解析

培養皮膚線維芽細胞 (lane1),HeLa細胞 (lane2),大脳 (lane3),小脳 (lane
4),脊髄 (lane5㌦ 肝蹴 (lane6上 勝渡 し1ane7).腎旋 (lane8),構巣 (lane
9㌦ 筋肉 (1anelO),副腎 (lanell)より抽出 した totalRNA 20FLgを 2.2M
のホルマ りンを含む1.2/Oiの7ガll- スにて電気泳動を行い.ニ トロ七′しロー ス操

に転写後 TH4cDNA,TH27cDNA クローンをプローブとして用い ノ-ザ ンプロッ

ト解析を行った.
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lミ;:=(八･lIJ＼し＼IILll＼(;＼lti'川ヽ (ヽ11円

1 2 3

m RtD
PANEL

RF,GtON

4 5 6 7 8 9

ドFuX̂

lDロOkb

DXS465(CbLl)
DXS:13

DXS2gSⅣK71)
DXS～gSrVK18)
DxS45St346)
!OS

DXS497(1AT)
DXS〕O4tUSll

DXS30夢
(S135<･91)

G∧BnA3

TI127

Hl

2:1COkb

DXrLV (STYLI)

DXSIS(DX13)

図 8 TH4cDNA,一m127CT_)NA の XL128内での詳細な regionalmapping

することが判明した (図 8上

考 察

プライ7--517のヒト由来 Alu配列に対する特異性

は通常の逆転写反応を行う温度では.卜十分で CHO 細

胞株由来の RNA かilも大愚の firststrandCDNA

が合成 された.さLT)に,この反応温度では,hncDNA

よi)も cDNA が大量に含成されており,この条件下で

は hncl-)NA の ウローニンゲは困難と考えられた. し

かし,逆転写酵素反応時の反応温度を増加させることに

より,目的とする hncDNA の合成量が増加 し,ブラ

1て一一･-517のヒトAlu配列に対する特異性を増すこと

が可能となった.反応温度を増加させることiこよi)逆転

写酵素の活性は低下するが36㌧ その利点はきわめて大

きいと判断した.しかし,この様iこして作成した hncDNA

ライブラリーに於いても.全L71+ノム DNA によるスッ

り一二ングにて陽性であったヒト由来 hneDNA FI仁-ー

シバよわずか0.i,%で しかない.そのため,ヒト由来LT)')

ローンを単離するためには. 32p でラベ′しした全ゲノム

DNA によるスクリーニングが不可欠であると考え1､-)れ

T⊥19

X q ter

た.

単離された hncDNA ウr7-ンは Alu反復配列i･こ加

クローーンに含まれる特異的配珊 まllサザン.ノー-1fン7

解析のブロー.-/として,2)Xq24-qter領域由来の cDN̂

を単離するためのスケり一二ンブ時のプローブとして,

3)ある特定の遺伝子領域の物理地園を作成するための

expressedsequencetaggedsiteとして用いることが

できる33)34)

今回 ヒトXq24-qter館域より新たな11個の eSTS

を作成 した.これ()のうち5個の eSTSはヒト成人大

脳にて発現が認められた. 他の eSTSはヒト成人大脳

cDNA を鋳型上した場合増幅産物を認めなかった.こ

かは,これド_･)の eSTSCT)成人大脳での発現量が極めて

少ない可能性と,今回作成 したプライマ-が親機遺伝子

のイントロン中にある可能性がある.こ,hl､_一単離した eSrⅠS

はヒトXq24-qter領域の機能遺伝子地図の作成をより

容易なものとし,同領域からの cDNA ウロ-ンの単離

iこ応用することが可能である.

実際,単離 した hllCDNA クローンをプT3--ブとし
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て,ヒトXqL)7∴トqterに位置し,成人大脳にて発現し

ている未知LLTIcDNA を1)個単離した.cl)N.il FJt~-ー

ンをブt--ブ上して用いたサザン解析ハ結果,ヒト全上rl-

ノム Ⅰ)N.A でブ[-,キンJrを必要LL:_せザ.今回単離 し

た cl~)NA 中には反復配列は含まJrてい;}}lCいと考:i,:,わ

た.一つ了と().F~手i離された el)NA LTt一一ンでは 巨 ,トー,

ン中に含まれた反復配珊よ斯待された通;〕既に spliceout

された､t二考えた.

hnltNA よりIf/_rZ--1トトこいるたム㍉ こし･り細胞株内で

発現しているヒトし71機能逓伝[･しか単離できたい点iこあ

る.いわゆる h(1uS(.-kt)叩infI郡､Il(･.)(:.川も離されること

て,比較的組織特異性を持--､た′′I-トーンTl1:1,′1'fll)7

が単離できた二王は興味深い.最近.組織特則rt)発現を

認める遺伝子あき極少慶ではあるが稜々の組織で発現を

認めることが報菖されているこ17.3日､.本法は houst,-k(,el.)-

inggenc･nム畑､〕ザ tissuL,刊1ぐ(_.ifiLThTen(､ハ車酢に於

いても有効な可能t拍ミ示唆さ.lhた.

本法し')問題点として 11雑種細胞株に於て転写さ.打て

いるヒ ト遺伝 子しか単離でき./:Cい,211rIノ∴遺伝.f･.ll

ない骨釘 発現慶のバイアスに左右される を発現魔の多

いもしりは容 射･こ単離されるが,′いないも(-')は単離さ畑こ

くし､) が挙げ [一木る. ここ.')点に関しては穐ヤ(JI)-梗概n

fL'JT!:図ることにしこ-L;)ある程度解決することが可能J∵考:i

L､'れる.しか し.こIlr､(.J満了頓点を超えて, きわ め て溶

射 こしかも確実irこ転写さ′hてし､る遺伝 子断 片を 単離 で き

る点は大きな利点である.

現在.健々し')穐能適伝 J'･単離法が報告されてい る, し

かし,既存LJTl方法では詳細左物理地図を竹成 L数10かr-

100kbLT)大きさLり▲･-ごノ∴ r)N八 を '/rトー∴二ン'fするこ

デノム解析計画に於いて.機能遺伝:二rヰ rT心 上した解析

を解析 しその遺伝子座を決定 していく尭がかりなプロジェ

クトが始められている33)34). しかし予奪回のようをこあ

る特定の遺伝子領域に既に目標とする遺伝子座がせばめ

られている場合,hncDNA を利周 した方法は既存の方

法に比 して,はるかに簡便で容与射こ発現遺伝子断片を単

離できる.今後は本方法をヒト遺伝子として Xq27.311ter

稿を終:ll_るにあたI').終始御指導いただき,御校

閲を賜りました辻 省次教授に心から深謝致します.

また御指導をし､ただいた東京医科歯科大学神経内科

教授宮武 lL先生,小林 失先生iこ深 く御礼申し.上･_

げます.さ吊こ,神経薬理学部門教授三品昌美.東

京医科歯科大学神経内科金f一清俊先生,新潟大学神

稚内トト7~1J.卜嵐幡 ･先生.旧都浩之先1L 畠中善美嬢,

渚檎イネ予嬢ら諸兄に御指導チ後助言を賜りました

ことを深謝致 します.
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