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   Human  Xq28 has been known for its unusually high gene density,  and many neurogenic 

diseases including adrenoleukodystrophy, Emery-Dreifuss muscular dystrophy and hydrocephalus 

have been mapped to  Xq28 by linkage analyses. Molecular cloning of cDNAs encoded 

by  Xq28, which are expressed in the relevant tissues, will fascilitate the identification of 

the disease  genes. 

   We devised a methos to identify cDNAs, which are encoded by a particular region 

of human chromosome and expressed in tissues. Briefly, 1784  cosmid clones carrying 

human DNA segments from  Xq24-qter were devided into subgroups with each group 

containing 96 cosmid clones. The pooled DNAs were digested by  BamHI, erectrophresed 

through 1.0% agarose gels and trasnsferred to nitrocellulose membranes. To reduce the 

complexity of cDNA probes, cDNA sublibraries were prepared from a human brain cDNA 

library, with each sublibrary containing approximately 500 cDNA clones. Hybridization 

of 32P-labelled probes made from the cDNA sublibrary to the nitrocellulose filters containing 

cosmid DNAs enable the identification of genomic DNA segments carring expressed 
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1. 緒 言

ヒトⅩq28は遺伝子頻度の高い磯城として知られ予

(1･･-3上 spasti(ごPar叫)legiiiト11.m(､HtこIlrL.tardこ1tion(51,

恒,ch･(-i.叩halus沌1,1･hlerT｣力でiFussllluSL-ulとu･(ll/rStrOP恒.

し7㌦ nlyOtut)LllこIr111),OPこlt恒yi.Ll＼†-,なた∵)遺伝(,,!Jt1-1､･､･･

プされているサ

我 し々冊 IrL究室で｣いいてi湖:に 乙-1dr(lTMt(1uk川-ll,Strut)恒･

は伴性劣性遺伝性脱髄疾患で近年その生化学的診断が可

能をこなったことよりきまぎ蜜な臨床東塾が存在すること

が明らかにきれている.その生化学的異常をこついては

l掛lて仏hi等 =)にlい ),副腎､人脳白質出 ii素数1)･卜1)6

の極長鎖脂肪酸を有するコUステロールエ鼠テルが番横

することが発見された｡現在のところ極段鱒脂肪酸に対

するアシル CoA 合成酵素活性が ALD において低下

しているとの報告 (釦 があるが, この酵素系の精製は

銀解折によtL)AlJl)L.r)遺伝子申 し1'∴i~目 上X染色休長椀

Xq28に存在することが兄いださ.打てきてお'llド(1Sitionこll

clonim鑑 をこよる ALD 遺伝子の単離が可能になって き

ている.

従来の整理学,生化学,病理学的研究で原因が不明で

あった疾患に対 して近年分子生物学的手法の進歩で疾患

遺伝子の genepTO血 ct についての情報がな くて も直

手法 が きまぎ蜜の遺伝性疾腰濫 応用 され,成功をおさめ

~こい 工 l)OSiI_i日日こ11し､1川1iIIL,て｣用吊))に連錘解け汗 呼

ばれ る方法 虻 より病因遺伝子のおおよその遺伝子座につ

いて決定 し,次をこその遺伝子座周辺について詳細な解析

を行 も､,疾患 の遺伝子を同意するも殿であるも

と 卜遺伝子は5-10万個存在す ると言われておりもし

これ らが均等に存在するとすれば, b 卜染色体長腕末端

の Xq28の大きさは約 9Mbpである釣で Xq28 には

ま50-3輔 個の遺伝子が存在す ることをこなる一 この領域

をこコ- ドされている cDNA で現在 淫でに見いだされて

いるも約は色覚遺伝子 (且0),P3日招習GDX H2),

(~1,̂tうfく:11ニラし131,i/こlL､lor.Lq(IH上目.G61)I_)し 15 ㌦ LICA九､,I

約6㌦ QM H7),第8因子 イソ トロン内に見いだきれた

CDNA HS)にすぎず,既知の 私のはまだ数%にすぎな

いことがわかる.経 ってこの Xq28領域 に コ- ド婆ぬ

ろ C1)N八 f':単離 してい＼ここ､ミニか p('siti''nこ11LlloniIIL,し11

大 きな柱 となる.

-艇に顔能的遺伝子を単離する方 法 と し て よく潤いら

能的遺伝子を単離する方法,2 ) eyoss-specieshomology

(20)を有する DNA 断片を芋がか りに発現遺 伝 子 を 同

定す る方法,3) コス ミド,YAC などタロ-ソ化 され

た l)N八 S:菌按 ):し-一穴こして ｡1)NA 一丁(-/二7】ト-

をスタリーこソグする方法 (21),射 C扮NA,m況NA と

タロ-シ弓ヒされたゲノム DNA との間で-イプ リダイ
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､/ントニラ-ビングといわれる方法を用いて:r-'7､Jン部分

を同定する方法 (23l.61雑穐細胞で発現 しているヒト

由来の転写産物を同定する hneDNA タロ-エソダ抜 く24)

などが行われてきた.ここに上げた方法LIl中で,1㌦ 61

などはすべての組織で発現する上･-1在hous仁一k(でPinggene

(25)の単離をこぼ有効であるが,神経筋疾患の原因遺伝

子を求める場合むしろ特定の組織で発現 している遺伝子

を選択的に単離するこし亡二ができII‖fi)osilionalc一oning

の効率は著 しく高まるものと考えることができる.

我 の々研究室では1-､用佃 {ゝ-ハ研究でヒトXq241ter由

来のゲノム DNA を大慶のコスミドクローソとしてタ

ロ.-1ン化している し171ことを明いて.ヒト脳 cI)NA う

l'I/Ll71トー(i)6)LT)cI)NA Alロー-一ンを mi:〈edI)rotllと

DNA に対してハイブリダイゼーションを行うことで C適img

sequeneeを含む DNA 断片をもつコスミドタロ-ソ

同定することiこより,染色体特異的,組織特異的 el)NA

をクローソ化する方法を考案し,本法の有効性について

検討を加え.併せて Xq28領域から新たに単離した cl.)N̂

755

た.

ⅠⅠ.分析対象 と研究方法

A.方法の概略

1. ヒトXq24-qtL,rに存在し,ヒト脳で発現する遺

伝 ｢｢司定CT)ストラ:I-1ジー

本法の頃理を図 1iこ示す.我 々(T)研究軍では ヒト

Xq24-qtern上,Ill/ム DNA を:1スミr/I)I.トーンとして

大量にウr-ーン化しているLT)で し17㌦ これを96rJ口-

ンずつブー-,Lして,叶jfン-/--7L.′卜によ･')ニ トr7-t二′しロー-･･

(261より作成 した mixedI)rOht,を用いて′＼･L仁/､=ダ

イゼ-ショソを行 う.もしも5㈱ 個の cDNA クローソ

の中の 1つが Ⅹq2壇-qtey由来のものであって,どれか

のコスミドプ-ルに対応 してゲノム DNA が存在すれ

ばそのプ-ルのレ…ソにシグナルが現れるはずである.

このコスミドタロ-ソの含まれるプールを同定した後,

箪2のステップとしてそのコスミドプールの中のどのコ

スミド'Jt二,-ンが対応しているかを同定し,最終的に d)NA

を同定 しようとするものである,

…SS3毒員尊皇oぎ30書相 .;j曹TiSこヾぎ妻bed s紐 uenCeS

ミゝyi:雨 !..=紳 (I.&!てiき::紬 恥 fミ津Y,i:ミt=.I:き叫､{;-･>!､亙 i3㌢(.ホafで･p･11i--fこき札･＼ミ.

500CDNAclones

@

､主ト､:/､丁.､ソ..･･

き･iyか it'.言‡三品 tJ･::t

図 1 クローJJ化したコスミドDNA と Mixedprotxtを掃いて coding
se(1u亡ゝneeをもJ':iI.･くミドゥロ---ンの同定法
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本法の特徴は500程度のcDNA ウ亡･--ンを一一一･度にス

クリーニングしようというものであるがmixedprotl,杏

もちいてcodillgSeque11Ceを含むgeI10micrl･agnlelll

を同定するに当たり.次のような点が問題点 と考え1､-わ

た.すなわち,1)どの程度LT)プロ--ナcT)Complex.ityが

許容されるか,2)cDNAに存在する反復配紬 壬1栗の.I

グ十,/LをいかにしてCJ)ぞくか,31し､かiこして ′＼イブ り

ダトt.:'---シニ1ンの感度を日ずるかである.そこでこオ汗)

について次のような検討を加えた.

本方法でeI)NAをmixedprok プロ.1ブとして用

いる際.cl)NA う仁70ニラり一一一由来の')ロ-･････-ンすべてを

用いるとeomplexityが電すぎて実用に左ド〕ないと予

のス,'71)-ニンプを行いたいとい･t)点もありtどの程度

1 2 3

ブとして使い得るかという点についての検討を行-,た.

モ･I71llJL系として我々の研究室で クローン化 してあるヒト

神経成長抑制因子 (GIF)CDNA (27)をランダムく･こ単

離 した ct)NA クロ-ンと混合し,それぞれLGrFcI)NA

I/r7-ンを 1..,p50()含むようiこしたプラスミドDNAを

調解 し,i)NA巌で 5ILhTを BalJIHlで消化 Lサ+Fン

プロ･･ノト (28)iこよりニ トロ七JLtl- ス膜に転写 した.

ゾL7-ブとしてはヒト脳 ラムダフIT一一ジ cDNA ライブ

ラり一･･一DNA(26)を制限酵素 .l'haIで切断 した後 T7

RNAp()lymlel-aseにて 32Ⅰ)で こラベルLcRNA プロー

prime法 (301によって 3lll'で うベJLL.それぞれ全

時間行い検出感度について検討 した. ′＼11ブり/rlll･:-

VECTOR

く ト →一 ･

図2 ブロー7-の complexityについての検討

各 レーバこはコスミドr)NA5FLgiこたいして目的とする DNA
(GIF)を1..･･500混合してある.cf)NAブt]-~′7ヰ iこはそれぞれGIF
のプローブを 1,:2O(lanel工 l.loo(lane21,I::500し1ane3)
の割合で混合し.′＼1'7.I)ダイゼーニコンを行った.
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ロ-プの方が 1本鎖であるためをこ感度がよいと貰われて

いるので嚢際のスクリ-エソグにおいては cRNA プロ-

ブを使増した.ゾr7--/'/濃度の検討として-fL]-ブ濃度を

2×106cpm.mlおよび lX-107cpm∴､nllで ′＼1'1 りダイ

-t･:-シ1ン (3針 を行--'た.ノ､1'-〟)ゲ仁ピー--シニ7ン時

間の検討としてはそれぞれ18時間.24時間､36時間,48

時間行った.ハイプりダイゼ-ショソ溶液の組成 は釦 は

50% formこullide.5XSSC.1Xrknhardt溶液,2OmM

sodium phosphate(pH 7.0)I1()ObI)extransulfate.

I- ㌦＼二~ :__ _ _ _ ∴ _

50Xi)enhart溶液-Fieol15ど,polyヽ･inylpyrrolidone

5g,bovineserum albamiI15giI1500ml]である.

2. モデル系での検証

上記Lf)検討により決定 したゾロ トコ-.-/Lを次L77よ･うに

定めた.イローー十として 5OO種類の cDNA '71--ンを

ゼ-ショソの時間は36時間のように定めた.楽際をここの

方法が有効であるかどうかについて次のようなモデル実

験系を用いてその検討を行った.モデル系での検討とし

て96個LT):1スミト■I/口-･････-ンよりなるブ-.I/L中に 1個の陽

性 タロ-ソとして G6PD コス ミドクローンを含むプ-

図 3 G6PD コスミドクロー ン.を用いたモデ′し糸

における検証

それぞれ96個のコスミドクローンより成 る

プ-ル DNA を制限酵素 戯 刑HIで切断 し

アガロース電気泳動後ニ トロセルロ-ス操に

転写する.プロ-プとしては 1)は陽性 コソ

トtj-′Lとしてし7)G6PD cT)品でブロー-7°濃

度 2×106epm m1.- でブ.】ダヤゼ-シ｡

ンの時間は18時間で.21としては eRNA プ

ローブに 1.L500の濃度で G6Pl)J)ゾL---1

J＼イブりす†+I:-ションの時間は36時間でそ

れぞれ-イプリダイゼーショソを行った.

ニ コン (38)後,最終的 に 0,1XSSC.0.1.%-sDS

ブナ ゲラ7 (-1を行った.また cl)NA に存在する反復

配列iこよるLIゲナ′Lを除 くために eomp3titorとして total

hum angenomicDNA LSj廟11a.StLouis,M.0.㌦ ltu)

･Lを用いてこ(･7)ブ-,LDNA 5FLgを制限酵素 fhllZHl

で切断後電寛泳動 し,ニ トロセルロ-スフィルターに固

定 し,-Ttl--パエeRNA ブロー-ブiこ陽性 ')ロー-ンである

G6PDcl)NA を ralldanlprime法iこて標識後 1SOOの

濃度で混 合し上記で決定 した条件を用いて′､イブりダイ

七一シコン (3釦 を行った.

3. ヒ トXq2J1-qterに存在 しヒ ト脳iこ発現する過伝

子の同定

領域かt､),我々の研究室で単離 した 1.784個の二L-;{ミド

'JT7--ンiこついて9617ローンずつブーlL,し,それぞれの

グー′Lから調整 した t_)N̂ 5FLg血 17LHIで消化後~-,'ガ

イブラリ-より500 タ田-ソずつからなるサプライプラ

して T7RNA polymeraseにて cRNA ブロー.-ナを作

sequenceをもつ=-Lスミドゥロ一･一ンを含む陽性 =-Eスミド

ブ-ノLを同定 し,ついで 21個 々n陽性 コスミドクロー

ンを同定,最終的に 3)サブラ(-/-うり山中の陽性 cDNA

を同定するという方法により行---,た.
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ヒトXq24--qlerに 存 耳し ヒト甘こ発 現 す る 茸 云:T-の 同定

1784コスミドクローン

t'･T::.j=･1-,-小･り

∫

-日
ロ

1

1p日
田

ー

TTJ〓
ロ

ヒト脳cDNAライブラリー

+++:;

500クローンよりなる

cDNAサプライ7う り-

瀞

制 限 酵 素 β｡f"HI紺 ヒ cRNAプローブ合成
瀞 瀞

' ･･､ミ恒 ･L.I:iJミ/･-I.I: ､~二･.i:_
lJlイT'

iI巨闇

2.陽性コスミドクローンの 同 定

~

｢
..卜

L

(II nり17111IlJ^ n (- いr: F I.-Il

3.陽性cDNAクロ:/の同定

B. p877の解析

ン (]酢7)かlT:'調製した7-T一･一ごDNA を制限酵素 Tll()RI

と _lrhalで切断 L eDNA を切 i･)出 した後イラスミド

ベ'JJ1--BluescriptKS(-)(Stmta長野neS,SallDieg(1.

~C.～ iこサブウロー一一ン化した (p877).

ブうスミドDNA をII'ILカリ変1生処理を行い 17 DNA

polymemse を用いて didL10XynuCleioti°echain

te1-mination法 (32.33)を用いて primerextension法

により塩基配列を決定 した.

2. p877の regionalmapping

虹トⅩ毅色体のさまざまな部位を有する各種華磯細胞の

DNA5tLgを制限酵素 FJCORlでi･酎 ヒ練アガロース電気

泳動,ニ トT7セ′L-Tl-1く7 ()LIL-に 卜こテンス77･- し

た.p877er)N̂ をブロー-/上して,′＼仁ブりす仁t_I:-.-

ションを行った.それぞれ用いた雑種細胞は CL10:chinese

hamsteI･ovary.6318B:Cf寸0+humanX (Human

GeneticMutantCellDepository).X3000ll.1:

CHO+Xq24-･Xqter(34),QIZ:CHO+Xq27.3-Xqter

(35).CY2:mouse+Xpter-Xq25(36).CY3:mouse+

Xq26-Xqtcl･(36),CY34:m()use+Xq261Xpter(37),

PECH-A:CHO+Xq27.3-Xqter(37上 .PECf十-N:

CHO+Xpter-Xq27,3し371である.



各細胞組織より抽出した 5/唱 の polI,A (+)RNA

ぺ･_,Lr-ぺ 膜に転写 した (26㌦ 単離Lた p877を 32p

でラベルして上記と同様の魚種をこてハイプリダイゼ-ショ

ンを;12LIcで18時間行一)た .

C. pボ77を用いた AIJD EZ)CZ)の回GZ]

1. 症 例

臨床および血清瞳長鎖脂肪酸の分析iこより診断 した AL【)

盈例で,その内訳は小児期発症の典型例である小児塾 ALD

9†札 成人では寝性対麻唾を主体とする Adt･enomyel0 -

meuropathy(AM対) 5例,小脇脳幹障害を主体とする

塾3例,成人期に痴呆などで発症 し大脳白質の広範な病

変を来す塾3例である.

2.培養皮膚献維芽細胞,lylnPhoblastoidcelllineま

たは菜摘由血球からの高骨子ゲノム DNA の抽出

各症例よりの高分子ゲノム DNA の抽出は常法 (37)

に従い行った.

3. +Hfン解析及び ノ一･一･げン解析

lr..ノム 1~〕NA 10ILgを制限酵素 1.IcoRl,BamHl.漢

たは T11qtにて切断後pJ'万｢-ト∴八上7ざIL電気泳動 した後,

洩2℃ で18時間行 ったBハイプリダイゼ…シ寧ソ溶液の

租成 し38)は500｡fonTlanlidt,.5)くSSC,lXl)enhardt

溶瓶 20Illh･･Is(xliumpll(i;PhilteLpH7.0㌦ lop-61kxtr即I

sulf;ate.50/Lgmldenaturedsalmonsperm 1)NA,

[1xSSC-0.15M NaCl,O.015M sodiLullCitrate(pH

7.O工 50＼Denhとu･t溶液-Ficol15g.polさ･｢･,i11ylpyrro-

1id()lle5g,btl＼･illeSe【一u工11albL1111iI15giI1500ml]で

ある.1()例の ALD と1例の正常 コン トロールより抽

出した抽出した totdRNA20.ELgを1._I)9,61変性丁ガロー

スL,J′Lに電気泳動後,ニ トロ七′しロース膜に転写 した.

これr_)IJ(′し乍一一を p877cl.)NA を 1･andam prime法

ゼttニコンを∠12oCで18時間行一･･､た. ′､1'ブりす†1-I:-･･-

シニlン溶液L･7)組成 Gi81は5006Formamide.5×SSC,

1XI太上一h;V-dt溶液 21)mM SditullPh㈹phate(pH7.0),

190dl)extt･ansulfL-lte,lOFLgmlpolyA (+)RNA.

501唱,:TntsalmonspeI･m i)NA である.これr_'の-7(

ルタ-をハイプ リダイゼ-ショyの後,最終的をこは

0.1XSSC.O.100sl)Sにて6O｡C.3O//)間ニ トロ-I._JL

ロ-ス膜を洗浄 し,オー トラジオグラフィーを行った.
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III. 結 果

1. スクリーニングのプロ トコールについての

検討

図 2に示すように目的とする cl)NA (CIF)がブt]-

ブ中に1./■500 含まれていれば7oロ-･･･-ブ濃度 1×107rpm:'ml,

24時間-イブりすトピー一一シコンを行 F)ことにより十分同

定が可能である.さらに別iこ行った実験では目的の cDNA

プローブが 1.2500であっても 1×107cpm.,:.血lのブロー.-

ブ濃度で36時間の′＼イブりダイゼ一一ションで同定可能で

あった. これ らの結果 よ り安全性を考 えプローブの

complexityは 1.･･:500.プローブ濃度は 1×107cpm,/ml,

5 6 7 89 10

親

VECT珊

図 5 codingsequenceをもつコスミドを含む陽

性 コtAミドプ-I-′しの同定

各 L-ンには96個のコ'Lミドゥtj-ンより

なるブ-′LDNA を制限酵素 βα桝HIで切

断し,ニ トlJ七,Lロ-ス膜に転写さI･tている.

ブロー-/としては500クtj-ンよI=とるサブ

ラ†1ラり-より作成 した eRNA プロ-ブ

を用いて′＼イブりダ1･ビ一･一ションを行った.
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123456 789101112 ABCDEFGH

VECTOR

図 6 陽性コスミドクロ…ソの同定

同定さItたプ-････-ルOl)各々の クロ-ソをたて8列,騎12行C')ブ一･･･､-JLに分け.サ+fンブuLソ

J＼11 ))ダイ-t･:一一ションCJ)時間は36時間 と決めた. この

条件を用いて実際の スクり一･一二ン'/と同一条件のモデ′L

糸においで検証 した結果を図 3に示すが 1)は G6PD

のんのプロ--1ブでハイプ リグでゼ一･･････-ションを行い 2)は

G6PD C7)-70ローーブが l.:500存在す る mixedprotガ を

用いた場 合である.このモデ′L系において も G6PD の

陽性バン ドが明r)かに同定できる. この結果よi):)スミ

ドブー-′L-の中に lつの陽性 :Jスミドクローンが存在すれ

ば同定で きると考えた.

2. Xq24-qter由来の cDNA クローンのスク

リーニング

I,784個のコスミドクローンを96クr]-ンずつの21プー

ノLに分割 しそれぞれのプール DNA 5/Jgを制限酵素

jhlrtHIでi酎 ヒ,アガロー スゲ′し電気泳動 した後,ニ ト

ロ七ノLロー--ス膜に転写 した.合計 2枚のブ r′しター-一を作

成 し,500個の cI)NA サブラ仁ブラr)-から作成 した

mixedprobe を用いて, スウリ-ニン グを行 った. 4

ニンII.を行ったところ図 5に示すようiこ陽性の =1てミ

ドブ一一一JL(プーJL5)が同定 された.次にこの陽性 コス

ミドプ一･-ノし5の車に存在する陽性 :)スミドゥロI-ン同定

をそれぞれ縦 8列横12行についてのゾ-′LDNA を調

魁 し,制限酵素 蝕 rlZHIで消化後サ→fンイ｢-′卜を行

い,-イブりす[七一､-シご1ンを行一一つた.図 6に示すよ

うに 1列Ⅰ･3行に陽性 バン ドがふられ このことより陽性

:lTくミドゥロ-ンCK′1､877が同定できた.第3のステ･･′

ブとして cKT877を 311pでうべ/LLノてブ【p--ブとして

問いゾロ--ブとして cr)NA サブライブラリー一について

プラー '//＼イブりダ(ゼ-ションによりスクlトーニング

して陽性 eDNA JJロ-ン 1877を同定 した.

3. p877(1877)の解析

まず最初iここの cDNA (}877)が Xq24-qterのど

の領域に由来するかを決定するために雑種細胞 バネ′Lを

用いたマ ･ソビングを行 った.図 8に示すように 6318B

(huJnanX).X3()α)ll.1(Xq24-qter),QIZ(Xq27.3-

qter).CY3(Xq26-qter上 PECH-A (Xq27.31qter)に

シ ブナJLが認めるらIlこの ク[1- ン p877は Xq28に

存在することが明LLlかとなった. さらに EmoIT 大学の

St.WaJ･rellとの共同研究iこよりこの cDNA は色覚蛋

白遺伝子を含む約 900kbpの領域に存在することが明

とIlかとなった.ALD原田遺伝子座がこの色覚蛋白遺伝

子近傍に存在する可能性が最近の研究で示唆 されてお り

(40)この cDNA は ALD C7)candidLltegeneとなり

うると考えた.各組織における発現を調べたものが,図

8であるが,3.3kbの転写産物は, 大脳, 小臥 筋肉
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CHO
6318B

x3000
01Z

CY2

CY3

CY34

PECH A

PECH N

XX

図 7 p877の regionalmapping
cHO:Chinesehamsterovary(CHOH1ane1)
6318B:CHO+humanX L1ane2)

X3000ll.1:CHO+Xq24-qter(lane31
QIZ:CHO+Xq27.3-Xqter(laneilll
CY2:mouse+Xqter+Xq25(lane5)
CY3:mouse+Xq261XqteT･(lane6l
CY34:mouse,+Xq-Xq27tlane7)
PECH-A:CH()+Xq27.3-Xqtet̀
PECtトN:eH()+Xptel-Xq27.3

＼I
･
1I

8
9

e
e

∩
∩

a
a

l
A

1
l
′し

humanX (laneI(い

これら細胞より抽出 した高分子 1.rfノム DNA をサザンプロ･､′卜

し. 32pでこ.ナベ′Lした p877を7Ll=-ーブとして-.(1りダイゼー

ショソを行った.

において強い発現がふられ 上廊さ的組織特異性のある cDNA

が得られていることより本法の有周性が確かめられた.

塩基配列の結果この cDNA クローンは 1663bpであ

り唯一･一･･7-iI在する openreadingframeから461個の7

ミノ酸をこい-ドする可能性が示された.GeneBankVer.

19)を用いてホモロジー検索を行一一,たところこれまでに

報告のない cl)NA であることが明と丁っかとなり.さらに

何らかの機能 ドメインを示唆するような相同性も得られ

なかった.

4. ALD 患者の解析
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この cDNA (p877)を用いて20例の ALD症例につ

いてサザン解析により ALD 症例について遺伝子の欠

失などが存在するかどうかについて調べた.図 9に10

例の ALD 症例iこついてのはサザンプロ､ソトの結果を

示すが制限酵素 良一()RIlこよるサザン解析では正常と異

なるサイズのパソドは認められず,他の制限酵素 戯 m

HI,TaqIにおいても解析を行ったが異常は認められな

結果をここに示すが10例の ALD 症例について発現量

やバンドのサ イズの速いは認められなかった.
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ⅠⅤ. 考 察

で/ム r.)NA 上に存在する機能遺伝子を同定する方

法として従来よく用いられる CpG island(19)を用い

た方法や cross-specieshomology(201を有する DNA

断片を手がかりに発現遺伝子を同定する方法はすべての

図 8 p877の各組織における発現

Hel.a(laneい,fibr･oblast(lane21,ce-
rebrum L1ane3).cerebel一um (lane4).

cerviealc()rd(lane5㌦ liver(lane61,sp-

1een (lane71,kidney (1ane釦 ,musele
(lalle9),testis(lane10).adl･enalgland
(lanell)からそれぞIt抽出した polyA (+)

RNA 5/Lgを1.296蛮性了ガー｣-ILゲ JL電気

泳動後ニ トロ七′LH--ス旺真に転写 し, 32p で

ラベ′しした p877をプローブとして′＼1'ブ

1)ダイゼ-ションを行った.

細胞で発現 しているいわt:i)る house-keepinggeneの

単離iこは有効であるが組織特異的発現JL)ある cDNA を

単離するには難点がある.

この点を解決する方法として目的の織域のゲノム DNA

を:]スミ仁 YAC 等のベ ウ･l1-に !7｢-ーン化 したもの

いる.この 方法は個々のLTltノム DNA を'プロ---/す る

ためiこ数 Mbpの領域について スケF)-ニンプするこ

とは困難である,

我 々の方法は､ヒトゲノムの特定C')領域をこlスミトヾ

ウクー･-を用いて クE71-ン化 LてあることをF'lJ用 し.

Xq24-qterをカノミ--･-する 1.7別 個 の コスミドヤー二トーン■

をニ トロ-tl_/しロース-/7 (ル ウ--に 固定することにより通

常のゲノム l)NA 〔r)サ ザ ン ブ T,..J卜iこ用いる場 合 に 比

ることとなり,ブ亡--1 と Lて 500程度の機構(TI cI)NA

を混合して用いることを 可 能 と した.

Lかしながr･ニー本法では lr叫 りスクり一一:::/;γで5Cn個の

cDNA を用いて-2/)り一･-こ ン ゲをすることかLT.I,発現

塵の低い cIjNA につい て 本 法 で単離することは困難で

あると考え上丁っわる.

用いることが有効であると考えiT)れる.また上,1/ム Ⅰ)NA

として 'Jr--/化なされていないよ･Tl左ギヤ-′ブ部分に

ついては､本法は適応できない難点もある.すなれi>)i,-i

必要条件であ;),これについてはニL~八ミド､酵母人工染

色体を用いて目的の領域の eolltigを作成することが必

須である.

予備実験では CI)NA イー~一一lfが l∴L2500存在すれば

検出不可能であったが,対応するゲノム遺伝子のエクソ

ンの長さなどによっても検出感度が変わると考えLL-一打

安全を考えて,cDNA ゾr17---7Jは 1-:500 の compltさXity

とした.実際 G6PD ILスミド'7ロー-ンを用いた実験で

の同定が十分可能であった.この条件で50()ク｢- ーンか

計4回のス')り-こンゲで, 1個の cDNA 17口-ンを

同定 した. ノ-1fン解析の結果から発現が脳と筋肉にお

いて多いことが兄いだされ本法が確かに組織特異的発現

する遺伝子の同定に有用であることが示された.

本法iこより単離できた cDNA (p8771は塩基配列の

解析の結果か吊よ,既知の遺伝子とは相同性を有さない

新たな遺伝子であることが判明 し, しかも ALD 遺伝
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P 8 7 7

図9 AI.D患者サザン解析
ALD患者よりの皮膚線維芽細胞および末梢血白血球より抽出

した高分子ゲノム DNAIOFLgを制限酵素 EroRIで切断,1%
アガロースゲ′し電気泳動した後ニトロセル[~- ス膜iこ転写し. 32p

行った.

子が存在する可能性の高いとされる色覚遺伝子の周辺 900

kbpに存在することが示され p877が ALDの原因遺

伝子である可能性が示唆された.

いては大きな異常は認められなかった.Gaucher病な

どにおいては欠失などのサザン解析で検出できる変異は

きわめて希であi)(41)サザン解析で異常がないことで

ALDの原田遺伝子でないとは判断できない.また10例

のノー--1fン解析では発現 している mRNAのサ1'ズや

発現量の違いはみられなかった.これについても点突然

763

変異がある場合などでは発現量や大きさの違いがないこ

とも多く.今後症例を増やしていくと同時iこ点突然変異

の検出方法として SSCP法 (42㌦ RNasecleavage法

(43)などを行う必要があると考えられた.

Ⅴ.結 論

1.ヒト脳で発現しており,Ⅹ染色休特異的な cDNA

を単離する方法を開発した.

2.200 クローンの cDNA をスクリーニングして Xq28

にマ､ソプされる cDNA クローン p877を単離 した,
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図 10Al_D 患者のノー-ザソ解析

ALD患者の斑甘線維芽細胞より抽出 した

totalRNA2OFLgを1.296変性T,'ガt-トースゲ

JLiこ電気泳動した後ニトuセ′Lr~-ース膜に転

写し.32p-riiベ′L･した p877を十日-イとし

て′＼I17'[)ダp(･t_･I'-.-ションを行--1た.

3. この cDNA は中枢神経系と筋肉で強い発現がふ

三､-)れた.

4. p877をブロー-ブにして ALD 患者20例のサザン

プロtソト-イブりダ†1f一一･II-ンを行ったが現在(I)上こ

ろ大きな欠失や重複は認めるLL)れていない.

5. この方法はある特定の染色体に:汁-ドされていて.

ある組織iこ特異的な cDNA を単離するためi･こ有用な方

法であると考えられた.
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