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Ⅰ．緒言   

近年、原因となる蛋白や代謝産物が明らかでない遺伝性疾患に関する研究の新しい  

アプローチとして、連鎖解析による遺伝病の解析が注目されている。これは、制限酵   

素で切断したときに生じるDNA断片の長さの多塑、即ちRestriction FragmentLength  

Polymorphism（RFLP）を示すDNAマーカーをブロープとして、遺伝病家系を解析し、  

原因遺伝子の染色体上での局在を明らかにし、原因遺伝子を同定しようとするもので  

あり1）、逆行性遺伝学（ReverseGenetics）といわれている。本研究は、この逆行性遺  

伝学的手法を用いて、ハンチントン病の原因遺伝子を同定することを最終的な目標と  

して行なわれたものである。  

1．ハンテントン病の分子遺伝学的研究の概略   

ハンチントン病は、常染色体優性遺伝形式をとる変性性神経疾患である。その浸透  

率はほぼ100％と考えられ、突然変異寧が極めて低いなどの遺伝的特徴を持っている2）。  

病理学的には、尾状核、被殻、すなわち線条体の小細胞の変性・脱落を特徴とする3）。  

1983年、Guse11aら4）は、RFLPを示すDNAマーカーG8（D4SlO）をブロープとして、  

ハンチントン病家系を解析し、本症とDNAマーカーG8が遺伝的に連鎖していること  

を見いだした。そして、DNAマーカーG8の染色体マッピングの結果に基づき、本症の   

遺伝子座が4番染色体上に存在することを証明した。その後、Wolf－Hirschhorn症候群  

5）、ん＝江川ハイアリダイゼーション6）17）、8） 、および体細胞雑種による研究タ）により、G  

8の染色体上での局在が4番染色体短腕先端部（4p16．3）であることが証明された。  

しかし、その後の世界63家系の検討の結果、このG8座とハンチントン病遺伝子座と  

の間に4cMの隔たりがあることが判明している10）。また、p52（RAア2）およびp8  

（♪4∫古2）などの新たに分離されたマーカーを用いた多点連鎖解析により、本症遺伝子  

座は、G8座よりテロメア側に位置することも確認されている11）。   

その後、染色体walking12）、jumping13）によるG8近傍のクローンの単離が行なわれ、  

さらに、染色体ソーティングにより作製されたヒト4番染色体特異的ゲノミッタライ  
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ブラリー14）、15） 、ヒト4番染色体短腕先端部を保持した体細胞雑種から作製したゲノミ  

ックライブラリー16）、17）、18）－1タ） ぉよびリンキングライブラリー叩から、G8よりテロメ  

ァ側のDNAマーカーが多数分離された。また、YeastArtificialChromosome（YAC）  

ユ1）を利用した4番染色体テロメア22）あるいはその近傍領域のクローニングユ3）により、  

ハンチントン病遺伝子座よりもテロメア側の新しいクローンも分離された。そして、  

得られたクローンを用いて、ハンチントン病遺伝子座の詳細な連鎖地図叫および物理  

地図25）、26）を構築してゆく努力がなされた。その結果、8年間かかり、ようやくハンチ  

ントン病遺伝子座を含むおよそ2．5Mbpにわたる物理地図とその領域に対応する連鎖地  

図がほぼ完成した27）。現在、ハンチントン病原国道伝子が、この2．5Mbpの領域に存在  

することはほぼ確実とされているものの、未だ原因遺伝子の同定には至っていない。  

2．ハンチントン病原困遺伝子の同定のための実験的戦略   

ハンチントン病の原因遺伝子を同定するためには、ハンチントン病遺伝子座を含む  

その周辺領域、すなわち2．5Mbpの領域をクローニングする必要がある。現在、ゲノム  

の解析に一般的に利用されているクローニング系としては、人ファージ、コスミド、   

およびYACなどがある。それぞれのクローニング系は、クローニングできるDNAサイ   

ズが異なり、人ファージベクターでは9～23kbp、コスミドベクターでは30～42kbp、  

YACベクターでは100～1000kbpの外来性DNAをクローン化できる。現時点において、  

この2．5Mbpの領域に正確にマップされているDNAマーカーは、14個である27）ことか  

ら、スファージあるいはコスミドベクターによるクローニング系を用いた場合、全領  

域を一挙にクローニングすることはできないと考えられる。したがって、この場合は  

全領域をクローニングするために、Walkingを行なう必要があるが、実際には2．5Mbp  

もの領域をクローン化することは容易な作業ではないと考えられる。一方、YACは、  

一度に100～1000kbpの領域をクローニングできることから、この2．5Mbpの領域を現  

在あるDNAマーカーをブロープとするだけで、一挙にクローニングできる可能性があ  

ると思われる。実際すでに、この方法により、2．5Mbp領域のおよそ50％をクローニ  

ングしたとの報告がなされている叫。  
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YACを用いることにより、広い領域を一挙にクローニングできるが、一つ一つのク  

ローンのインサートサイズが非常に大きい上、多くの反復配列を含んでいるため、こ   

れを直接プローブとして用いて遺伝子（cDNA）を同定することは、難しいとされて  

いる2タ）、30）。YACを用いることにより遺伝性疾患の遺伝子を同定した実例について見  

てみると、VOnRecklinghausen病遺伝子（NFl）のクローニングでは直接YACによる  

スクリーニングによりcDNAクローンを同定している30）が、脆弱性Ⅹ症候群遺伝子  

げ〟R－J）31）ぉよび家族性大腸ポリポーシス遺伝子（Af，C）ユユ）のクローニングでは、  

いずれもー皮コスミドなどのベクターにサブクローニングすることにより、そこから  

遺伝子を探索することに成功している。それは、YACよりもコスミドのほうが扱いが  

簡単であるうえ、実際の遺伝子の同定の効率、すなわちcDNAクローンの検出感度が  

高いためであると考えられる。しかしながら、このことは、同じ領域を2度もクロー  

ニングし直すことを意味しており、効率が良いとは思われない。また、YACは、挿入  

された塩基配列によっては継代してゆくうちに組換えが起こるなど、クローンが不安  

定なものもある33）うえ、ライブラリー中のクローンにかなりの頻度でキメラクローン  

が存在することも明らかになっており問題になっている34）。つまり、YACを利用する  

ことは、最も賢明な選択であるとも考えられるが、多くの問題が存在することも事実   

である。   

しかし、もし現在あるマーカーを利用することなくこの2．5Mbpの領域をクローニン  

グできるとしたら、すなわち、この2．5Mbp領域をクローンで観め尽くすような領域特  

異的DNAライブラリーを構築することができれば、YACなどの系に依存せずに、その   

ライブラリーを直接ハンチントン病原因遺伝子の探索に利用できることになる。本研   

究では、そのような発想に基づき、ハンチントン病遺伝子座特異的DNAライブラリー   

の構築を試みることにした。  

3．染色体領域特異的DNAライブラリーの作製法とその問題点   

ある狭められた染色体領域に特異的なDNAライブラリーを作製するためには、まず   

目的とする染色体領域をそうでない領域と分ける技術が必要となる。従来、その目的  
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のために、染色体ソーティング35）および審菌類－ヒト体細胞雑種法36）が用いられてきた。  

しかし、染色体ソーティングでは、染色体をその大きさにより分画するため、目的と  

する染色体を任意に得ることはできるが、目的とする染色体の特定領域を分離するこ  

とができない。また、体細胞雑種法では、Ⅹ線照射と細胞融合法を組み合わせること  

により、目的とする染色体の特定領域のみを分けることができるが、染色体の分離は  

無作為に起こる現象に依存するため、必要とする領域のみを持った雑種細胞を得るま  

でに膨大な時間がかかるという問題がある。また、Ⅹ線照射を行なった雑種細胞から  

ゲノミツタDNAライブラリーを作製した場合、核塾分析では目的とする染色体領域を  

選択的に保持していることが確認された場合においても、実際に作製したライブラリ  

ーのクローンの中に高頻度に目的とする領域以外の染色体DNAが混入していることが  

あると報告されている18）。さらに、狭い領域のヒト染色体を保持した雑種細胞を作製  

すればするほど、ライブラリー中のヒト由来のクローンの比率が低くなることから、  

ヒトクローンを選択することが困難になると考えられる。実際ヒト4番染色体短腕先  

端部およそ15Mbpの領域を90％の純度で保持した雑種細胞C25から作製したゲノミッ  

クDNAライブラリーでは、ヒトクローン数が全クローンの0．1％であり、しかもその  

うちの9割が4p16領域に由来しているとしているが、実際にハンチントン病遺伝子座  

を含むテロメアからおよそ6Mbpの範囲にマッピングされたクローンは11クローンで  

あり、ヒトクローン中のおよそ9％（全クローンのおよそ0．01％）であったと報告さ  

れている18）。従って、これらのクローンの染色体上での分布頻度は、545kbpに1クロ  

ーンと計算される。これらのことから、確かに染色体領域特異的クローンを分離する  

ことはできるが、領域をクローンで埋め尽くすには程遠いと考えられた。   

これらに対して、染色体の特定領域を物理的に切り出してクローニングするという  

微細切断の技術が最近見直されてきた。この技術の最も優れている点は、任意の染色  

体領域をその他の領域から分けることができるということである。従って、もし、こ  

の切り分けられた染色体領域からDNAライブラリーを作製することができたとしたら、  

そのライブラリーから直接原因遺伝子を分離・同定することが可能となると考えられ  

る。そこで、本研究では、この染色体微細切断法を用いてハンチントン病遺伝子座の   

領域特異的DNAライブラリーを作製することにした。  

4   



4．既存の染色体微細切断法とクローニング法およびそれらの問題点   

染色体の微細切断は、1981年のショウジョウバエ多糸染色体の研究37）から始まり、  

次いでマウス3g）、3タ）ぉよびヒト染色体40）の特定領域のクローニングが行なわれてきた。  

この方法は、位相差顕微鏡（倍率600倍）下でマイクロマニピュレーターとマイクロ  

ニードルを用いてスライドグラス上の染色体特定領域を削り取り、回収した染色体  

DNAを直接クローニングするものである。しかし、染色体の正確な切断には高度の技  

術を要し、さらに、特定領域をクローニングするには、同一領域の染色体をおよそ  

100断片集めることが必要となる。その上、クローニングに至るまでには、切り出し  

た染色体断片からのDNAの抽出、制限酵素での消化、人ファージベクターへの挿入な  

ど多くのステップを踏まなければならず、操作が複雑であった。従って、この段階で  

は染色体の微細切断による特定領域のクローニングには、数多くの技術的課題が残さ   

れており、一般的な方法として広まらなかった。   

染色体切断技術の改良に関する研究は、まず1986年にMonajembashiら41）により行な  

われた。彼らは、UVレーザーマイクロビームを用いて染色体を微細に切断する技術を  

開発し、ヒト染色体4ユ）ぉよびショウジョウバエの多糸染色体研究ヰ3）に応用した。この  

技術は、上記のガラスニードルを用いて染色体を直接削り取る方法とは異なり、顕微  

鏡内に導入されたUVレーザービームを対物レンズを通して染色体標本に照射し、ⅩY  

ステージを移動させることにより目的とする領域の周囲にある染色体を昇華させるも  

のである。従って、染色体の切断には熟練した技術を必要とせず、およそ0．5／Jmの染  

色体断片を得ることができるとしている叫。しかしながら、切り出した染色体断片を  

回収するためには、従来と同じくマイクロマニピュレーターおよびガラスニードルを  

用いている。一方、1989年、Ludeckeら44）、ヰ5）は、染色体標本にG－バンド処理をしたヒ  

ト染色体を用い、倒立顕微鏡（倍率1，250倍）下でのより正確な微細切断を可能にした。  

この方法は、切断方法に関しては、マイクロマニピュレーターとマイクロニードルを  

用いる当初の方法と同じであるが、染色体にバンド処理を施すことにより染色体領域  

のより正確な同定を可能にしたものである。  
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クローニング技術の改良に関する研究は、PolymeraseChainReaction（PCR）法によ  

るi乃Vif川の遺伝子増幅法が開発され叫147）、微量のDNAを簡単に増幅することが可能   

となってほじめて進展した。PCR法は、一般に、ある塩基配列に相補的な一対のオリ   

ゴヌクレオチドをプライマーとして用い、変性、アニーリング、伸長のサイクルを換  

り返すことにより、鋳型DNAのある特定領域（一般的には4kbp以下）のDNA断片を  

多量に得ることを可能にするものである。しかしながら、この方法においては、鋳型  

DNAの両端の塩基配列が既知であることが条件となるため、塩基配列の情報の得られ   

ていない染色体断片を直接増幅することは不可能と考えられていた。しかし、1989年、  

Ludeckeら44）148）は、染色体DNA断片の両端に塩基配列のわかったベクターをライゲー  

ションし、その配列をプライマーとして用いたPCR法（マイクロライグーション・   

PCR法）を考案し、未知の染色体DNA断片を増幅することに成功した。彼らは、この   

方法とG－バンド処理をした染色体の微細切断法を組み合わせることにより、染色体断  

片20～30個程度から、効率よく染色体領域特異的DNAライブラリーを構築することを  

可能にした。一方、Wesleyらヰタ）は、プライマーの塩基配列の一部にランダムな配列を  

挿入したnonspecificプライマーを用いることにより、ショウジョウバエ多糸染色体の  

切断断片DNAの増幅を試み、効率は悪いながらも切断した領域の配列を増幅すること  

に成功した。さらに、Djabaliら50）は、ヒトゲノム上に存在する高頻度反復配列である  

A拍の一部の塩基配列をプライマーとして反復配列に挟まれた領域を増幅するA血PCR51）により、  

微細切断したヒト染色体DNAからの増幅に成功している。   

以上述べてきたように、染色体の微細切断およびクローニング技術は、開発当初に   

比べかなり改良されてきている。しかしながら、まだ数多くの改良すべき点が残され   

ていると考えられる。染色体微細切断に関しては、まずマイクロマニピュレーターと   

ガラスニードルを用いた場合、切断に高度の熟練を要することが上げられる。また、   

UVレーザーマイクロビームを用いた場合でも、染色体断片の回収にガラスニードルを   

必要とするため、1回の染色体切断および回収にかえって時間がかかってしまうとい   

う問題がある。クローニング法に関しては、PCRの導入により少ない出発材料すなわ  

ち染色体断片からのクローニングが可能となったが、ヒトの染色体を用いた場合、実   

際はそれでも20～30個もの断片の切断を必要とする。染色体の大きさすなわち凝集皮  
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は標本によりまちまちであるため、同じ染色体領域から20～30個の断片を正確に切り  

出してくるのは、熟練した技術なしには不可能と思われる。また、PCRにより染色体  

断片のDNAを増幅するまでには、DNAの抽出、フェノールなどの有機溶媒による処理、  

制限酵素での消化、およびベクターへのライグーションといった多くの操作がある。  

しかも、これらの作業は、顕微鏡下でのナノリッター（nl）単位の微量溶液の挽作であ  

り、この点においては原法と同じであり、かなりの苦痛を伴うと言われている5ユ）。さ  

らに、マイクロライグーション・PCR法では制限酵素で切断されたDNA断片しか増幅  

できないことから、制限酵素認識配列の少ない領域、例えばテロメア近傍53）の増幅お  

よびクローニングは事実上不可能と考えられる。また、nOnSpeCificプライマーPCRお  

よびAJuPCRに関しては、増幅のための前処理はマイクロライグーション・PCRに比  

べて簡単であるが、増幅される領域が限られているため、領域特異的ないくつかの  

DNAクローンを単離する目的には十分であるが、その領域をクローンで観め尽くすよ  

うなDNAライブラリーを作製する目的には適さないと考えられる。   

以上のことから、現在ある染色体微細切断法およびPCR法を用いて、染色体領域特  

異的DNAライブラリーを作製することは、決して容易なことではないと考えられる。  

そこで、本研究においては、ハンチントン病遺伝子座特異的DNAライブラリーの作製  

に先立ち、染色体特定領域のDNAライブラリーの構築に必要とされる正確で簡単な染  

色体微細切断法、およびより効率の高いしかも煩雑な前処理のいらないPCR法の開発  

を試みることにした。これらの技術を完成させることが、ひいてはハンチントン病遺  

伝子座のクローニングおよび原因遺伝子の単離を効率よく行なう要になると考えられ   

る。  

5．本研究の概要   

本研究では、ハンチントン病遺伝子座のクローニングを行なうことを目的として、  

実験の第1段階として、まず、新しい染色体微細切断および染色体DNAの増幅技術を  

開発した。そして、これらの方法を用いることにより、2対のヒト4番染色体短腕先  

端部（4p50－100％）からDNAライブラリーを作製することに成功した。そこで、本論  
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文では、まず始めに、新たに開発した、染色体標本の作製法、アルゴンイオンレーザ  

ーマイクロビームを用いた染色体微細切断法、染色体断片の回収法、染色体断片DNA  

のJ刀血ナ0増幅法、およびライブラリー作製法について詳述する。次に、実験の第2段  

階として、作製された染色体4p50－100％ライブラリーの特性について分析し、さらに、  

このライブラリー中のクローンを用いてcDNAのクローニングを行なった。そして、  

これらの実験結果を基に、今回作製した染色体4p50－100％ライブラリーがハンチント  

ン病遺伝子座の解析およびハンチントン病原国道伝子の単離・同定にとり有効なもの  

であることを実証する。  
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Ⅱ．実験材料と方法  

1．染色体試料の調整法   

染色体微細切断に用いる染色体標本は、羊水由来の線維芽細胞から作製した。この   

細胞を用いる理由としては、末梢血由来の細胞やトランスフォームされた細胞株に比   

べて細胞の同調性が高く、分裂中期染色体を効率よく得ることができるからである。  

なお、羊水は、東海大学医学部の岩崎克久助教授および北里大学医学部の前田徹教授   

より供与して頂いた。   

一方、染色体微細切断に用いる染色体標本は、直接DNAとして扱うという点で、従  

来の染色体の核型分析あるいは染色体止血uハイプリグイゼーションとは異なると考  

えられている。従来の染色体標本の作製法において、酢酸処理による染色体固定は  

DNAを脱プリン化し、明瞭なバンドを得るための熱処理に伴う乾燥はDNAを粉々にす  

るとされている54）。従って、標本作製の際に用いられる方法も、DNAをできるだけ壊  

さないような方法に改良する必要がある。今回は、低濃度の酢酸固定液を用いること  

により標本作製時の起こる脱プリン化を防ぎ、さらに染色体標本のエージング（乾燥）  

を防ぐことに留意して標本を作製した。また、細菌類をはじめとする異種生物あるい  

はそれらのDNAの混入を極力避けるため、すべての作業は無菌条件下で行なった。以  

下に具体的方法について述べる。   

A．細胞培養法   

培地には不動化したウシ胎児血清（GIBCO）15％を添加したMEM（ニッスイ）あ  

るいはFlO（GIBCO）を用い、羊水から線維芽細胞を選択的に培養し、染色体標本の  

作製に用いた。分裂中期細胞を効率よく回収するために、いったん細胞増殖阻害がか  

かるまでに培養した線推芽細胞を1／2に分けて75cm2培養フラスコでさらに培養を続  

けた。これにより、細胞増殖を同調させるが、この培養による同調性は第2紳胞分裂  

以降くずれるので、以下の実験は同調開始後48時間以内に行なった0  
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B．コルセミド処理法   

分裂指数を上昇させさらに効率よく分裂中期染色体を得るため、コルセミド（GIBCO）  

存在下で同調培養を行なった。コルセミドは、最終濃度が0．08〟g／mlになるように培  

養フラスコに加え、12～14時間後細胞を回収した。通常、線推芽細胞のような付着細  

胞を回収する際にはトリプシンなどの蛋白分解酵素を用いるが、この方法では分裂中  

期細胞だけでなく間期の細胞も回収されてしまうため、ここではフラスコを振塗する  

ことにより分裂中期の細胞を選択的に回収した。   

C．低張処理法   

75cmユ培養フラスコから恒川又した細胞を遠心分離（550xG、5分間）し、上清を除い  

た。続いて、細胞のペレットに3mlの50mMKClを加え、パスツールピペットで静か   

に懸濁し、37℃で10分間インキューベーションした後、すばやく固定作業を行なった。   

D．固定法  

低張処理した細胞懸濁液に酢酸1：メタノール7液を懸濁液3mlあたりパスツール  

ピペットで一滴加えた後、すぼやく遠心分牡し（550xG、5分間）、上清を除いた。そ   

して、予め0℃に冷やした同液を0．5～0．7ml加えて懸濁し、直ちにスライドグラス上  

に滴下した。さらにその上にカルノア固定液（酢酸1：メタノール3）を一滴たらし、  

すばやく展開、風乾させ、99．5％メタノールで洗浄した。これらの固定液はすべて使  

用直前に調製したものを用いた。また、スライドグラスは、洗剤（スキャット20Ⅹ－PF）  

に一晩以上浸した後、十分に水洗いをし、滅菌水ですすいだ後、エタノールに浸して  

保管した。そして、使用直前にクリーンベンチ内で乾かしたものを使用した。   

E．ギムザ染色法   

66．7mMNaPi扱衛液（pH6．8）中に2％のギムザ溶液（Merck、No9204）を使用直  

前に調製し、0・22〝mフィルター濾過したものを染色液として使用した04～5分間室  

温で染色した後、滅菌水で軽くすすぎ乾燥させたものを染色体微細切断に用いた0  
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2．DNA試料の調製法   

血γ山oDNA増幅法のコントロール実験、ブロープ、およびゲノミックサザン解析   

に用いるヒトゲノミックDNAを、末梢血リンパ球細胞から調製した。以下にその方法   

を述べる。   

A．採血および末梢血リンパ球細胞培養法  

ヒトより採取した血液（ヘパリン採血）20mlに、20mlの人工血衆（ヘマセル、ヘキ   

ストジャパン株式会社）を加えて静かに混合し、血球と血染が分離するまで室温で放   

置した。上浦を回収し、3倍量の培養培地（10％ウ シ胎児血清お よ び  

phytohemagglutininP（DIFCO）を添加したRPMI1640（ニッスイ））を加え、3日間培  

養した。この培養液を回収した後、遠心分離し（250xG、5分間）、再び5mlの氷冷  

したPBS（－）（ニッスイ）に懸濁し、さらにもう一度遠心分離した。PBSト）への懸濁、  

遠心分離を3回線り返した後、細胞ペレットを得た。このペレットから以下に述べる   

方法で高分子DNAを抽出した。なお、この細胞ペレットは－80℃に保存可能であった。   

B．高分子DNA抽出法   

細胞ペレット2xlO7cellあたり1mlのPBS（－）（0．5mMEDTAを含む）を加え、十分に  

細胞を懸濁した。そして、この懸濁液を、1mlの2xHirt溶液（1．2％（w／v）SDS，20m〟  

EDTA（pH8．0），20mM Tris－Cl（pH8．0））と混合し、10分間室温で放置した後、  

ProteinaseK（Merck）を200FLg／mlになるように加え、37℃で2時間反応させた。次  

に、2mlのフェノール／CIAA（クロロホルム24：イソアミルアルコール1）を加えて  

静かに混和し、タンパク質を変性させた。遠心分離後（8，000ⅩG、10分間、室温）、  

水屑部を別のチューブに移し、もう一度フェノール／CIAA処理を行なった。さらに、   

フェノール／CIAAを完全に除去するために、4倍量でのジュチルエーテルでの抽出を   

2回行なった。ジエチルエー テルを完全に揮発させた後、あらかじめDNaseを不活化  

してあるRNas¢A（Sigma）を、50／∠g／爪1となるように加えて、37℃で30分間反応さ  

せ、RNAを分解した。そして、再びフェノール／CIAAおよびジエチルエーテルによ   

る抽出を上記と同様な方法で行なった。次に、0．1倍量の3〟CH3COONaおよび2倍量  
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のエタノールを加えて静かに十分混和し、凝集したDNAの塊をガラス棒で回収し、70  

％エタノールで濯ぎ、乾燥させた。最後に、回収されたDNAを0．5mlのTE（10mM  

Tris－Cl（PH8．0），1mMEDTA）に溶解し、4℃で保存した。  

3．染色体切断装置   

A． 染色体切断装置の概要  

染色体切断装置（浜松フォトニクス、C3144）は、光学顕微鏡下で集光したレーザ  

ービームを用いて、任意染色体の任意の部位を切断あるいは断片化することを目的と  

して、農林水産省農業生物資源研究所池田穣衛博士と浜松ホトニクス株式会社の共同  

研究により開発された装置である55）。この装置は、色素ギムザに吸光する波長をもつ  

アルゴンイオンレーザービーム（488nm）をほぼ理論値まで集光（100倍対物レンズ  

使用時、0．33／∠m）し、ギムザ染色した染色体に照射することにより発熱した熟エネ  

ルギーを利用して染色体を切断するものである。また、本装置は、アルゴンイオンレ   

ーザービームの高精度位置制御機能とレーザーパワー制御機能、試料ステージ自動制   

御機能を持ち、染色体の切断挽作の簡便化と効率化を可能にしてある。表－1に本装置   

の特性を要約した。装置の各部分は、レーザー光制御系、顕微鏡試料台制御系、切断   

作業制御系、試料モニター系に分れており、これらの制御系は、外部からの振動から  

守るために防振台上に設置されている（図・1）。  

レーザー光制御系は、切断用レーザーのパワー制御を行なう音響光学変調器、光ビ   

ーム位置制御用偏光器、レーザービーム成形用光学系、レーザー光導入装置付き顕微  

鏡からなり、制御用コンピューターからの膚号によりレーザー光のパワーと試料上の   

ビームの位置を制御する。  

顕微鏡試料台制御系は、コンピューター制御の自動ステージとインターフェイス、   

顕微鏡のフォーカスノブ回転用Z軸モーターからなり、制御用コンピューターの信号   

により試料のスキャンとフォーカスの調整を行なう。  

切断作業別御系は、本装置と作業者のインターフェース部分であり、制御用コンピ   

ューターを通して制御プログラムが各制御系をコントロールする。  

試料モニター系は、顕繰鏡下の染色体試料像をテレビモニターに表示する部分であ  
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り、カラーCCD（ChargeCoupledDevise）カメラ、テレビモニター、電磁シャッタ  

ーなどにより構成されている。   

B． 染色体切断・動作モード  

染色体切断のためのレーザービーム照射動作モードは、オートマチックバーンダウ   

ンモード、マニュアルバーンダウンモード、レシオモード、ラインモードなどからな   

っている。  

オートマチックバーンダウンモードは、指定した領域（160〃mX120／‘m）の周辺  

部領域をレーザービームにより自動的に全てスキャンするモードであり、スキャンす   

る面積を自由に設定することができる。典型的には、1．5mm xl．Ommの領域をスキャ   

ンすることによ り、目的とする分裂中期染色体を残して、その周囲に存在する他の中   

期染色体および薇をすべて破壊することに使用する。  

マニュアルバーンダウンモードは、指定した2点間の領域を任意の帽でスキャンす   

るモードであり、各々の染色体を破壊することができる。目的とする相同染色体以外   

の染色体を除去することに使用する。  

レシオモードは、指定した2点間の領域を任意の比率でスキャンするモードである。   

このモードを用いると、例えば染色体の動原体とテロメアの間の距離を動原体が0％テ   

ロメアを100％と指定して、その2点間の20～30％の領域を残してそれ以外の領域を破   

壊する、といったことができる。実際には、目的とする染色体の特定領域以外を除去   

することに使用する。  

ラインモードは、指定した2点間でレーザー∴ビームを直線的に動かすモードであり、   

レーザービームの帽（330nm）でスキャンすることができる。染色体の細かい領域の   

切断に使用する。  

4．染色体の同定および切断法   

ギムザ染色後直ちに染色体の同定を行なった。まず、46本の染色体がそろっている   

分裂中期染色体像を同定し、その中から2本の4番染色体を同定した。ヒト4番染色   

体は、Bグループに属する染色体であり、その形状が5番染色体と非常に類似してい  
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るので、バンド処理なしに正確に見分けることは困難とされていた。しかし、バンド  

処理をしない場合でも、ギムザによる染色を薄くすることにより染色体上にバンドを  

認めることができた。従って、このバンドを指標にして4番染色体と5番染色体とを  

見分けることが可能であった。   

このようにして同定した染色体試料を、アルゴンイオンレーザービームを用いて微  

細切断した。まず、オートマチックバーンダウンモードを用いて、同定した分裂中期  

染色体像の周囲に存在する核および中期染色体を焼却した。次に、マニュアルバーン  

ダウンモードを用いて、4番染色体以外の染色体を焼却した。そして最後に、レシオ  

モ∵ドを用いて、4番染色体短脱党端部（4p50－100％）を残して他の4番染色体領域  

を焼却した。以上の行程は、およそ30分で終了した。このようにして得られた2本の  

4番染色体断片をクローニングのための材料とした。  

5．染色体断片の回収およびDNA抽出法   

染色体断片の回収およびDNAの抽出法は、2種類の染色体DNAのJ刀γ山0増幅法（シ  

ングルユニークプライマーPCR法および改良型マイクロライゲーション・pCR法）に対し、そ  

れぞれ別々の方法を開発した。   

A．シングルユニークプライマーPCR法用  

レーザービームを照射した領域の周囲に、シリコン系充填剤（バスボンド；コニシ  

株式会社）を用いてウエルを作製し、シリコンを固化させるため室温で一晩放置した。  

次に、0．5iLlのピックアップ溶液Ⅰ（10mMTris－Cl（PH8．3）、0．1％（W／v）SDS、1mg／ml  

Pro【einaseK）を加え、ミネラルオイルで覆った後、55℃で30分間スライドグラスを  

加熱することにより、微細切断した染色体断片の部分的タンパク分解を行なった。位  

相差顕微鏡を用いて、染色体断片がスライドグラス上から遊離したことを確認した後、  

実体顕微鏡下（x5倍）でこの溶液を回収し、あらかじめ30／バのミネラルオイルの入  

れてある500／‘1マイクロ遠心チューブ（PCR用）に移した。さらに、0．5〟1のピック  

アップ溶液Ⅰを加え、55℃で4～5時間インキュづ－ションし、染色体断片を完全に除タ  
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ンバクした。最後に、95℃で5分間の熱処理を行ない、ProteinaseKを失括させた。こ   

のような手順により作製された染色体断片DNA試料を直接シングルユニークプライマ   

ーPCR法により増幅した。   

B．改良型マイクロライグーション■PCR法用   

シリコンウエルを上記と同じ方法により作製した後、1／‘1のピックアップ溶液  

ⅠⅠ（1mM Tris－Cl（PH8．0）、2mMNaCl、0．5％（v／v）Nonidet P－40、0．5％（v／v）Tween20、  

500／∠g／mlProteinaseK）を加え、ミネラルオイルで覆った後、55℃で1時間スライド  

グラスを加熱した。上記の方法で回収し、あらかじめ30／∠1のミネラルオイルを入れて  

ある500〟1マイクロ遠心チューブ（PCR用）に移した後、3〃1のピックアップ溶液ⅠⅠ  

を加え、55℃で4～5時間インキエペーションした。最後に、0．5〃1の10m財  

Phenylme［hylsulfonylfluoride（PMSF）を加え、Pro【eirlaSe Kを失活させた。このよう  

な手順により作製した染色体断片DNA試料を改良型マイクロライダーション・PCR法   

により増幅した。  

6．染色体断片DNAのi刀V抽0増幅法   

塩基配列のわかっていない超微量染色体DNAの2種類の増幅法を開発した。1つは、   

今回新たに考案した前処理のいらない増幅法「シングルユニークプライマーPCR法」  

であり、もう一方は、Ludeckeら4ヰ）により開発された方法を簡便な方法に改良した「改   

良型マイクロライグーション・PCR法」である。以下に、各々の方法について詳述す   

る。   

A．シングルユニークプライマーPCR法（囲－2）   

シングルユニークプライマーPCR法は、塩基配列情報の得られていない微量DNA断   

片を、1種類のオリゴヌクレオチド「BVE22ccjをプライマーとして用いて血γJf川で   

増幅する方法であり、ベクターヘのライグーションなどの酵素的前処理および有機溶   

媒による化学的前処理が不要となるように設計されている。BVE22ccプライマーの塩   

基配列は、5一一TAGATCTGATATCTGAATTCCC－3rであり、最終的に増幅したDNA産  
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物の両端が、月gJII、EcoRV、gCORIの3種類の制限酵素認識配列を持つようにデザイ  

ンしてある。そのためDNA増幅産物は、これらの制限酵素サイトを利用して容易にべ   

クタ一に挿入することができ、したがって効率よくライブラリーの構築が行なえるよ   

うになっている。PCRによる増幅反応は、3段階で構成されている。以下に、各段階   

の概要とその詳細な条件について述べる。   

a．第1段階のPCR（1stPCR）  

第1段階の反応は、ポリエチレングリコール（PEG）の存在下で、BVE22ccプライ  

マーを熟変性させた染色体DNAと低温でアニールさせ、伸長させて種々の相補鎖DNA   

を合成するステップである。通常のPCRでは、DNAを熟変性させた後、50～60℃で10   

～60秒間の条件でプライマーを鋳型DNAにアニールさせ、その後急激に70～74℃にま  

で温度を上昇させDNA合成を行なうが、シングルユニークプライマーPCR法の第1段  

階の反応の場合は、熟変性後、22℃で2時間という低温、長時間のアニール条件を用  

い、さらに50℃まで20分間かけて徐々に温度を上昇させる。そのため、たとえプライ  

マーの塩基配列と染色体DNAの塩基配列が完全に相補鎖を形成しない場合でも、プラ  

イマー分子の一部の塩基が染色体DNAの一部と塩基対を形成することで、比較的安定  

した染色体DNA－プライマー複合体を形成し、ゆっくりと伸長して相補鎖DNAを合成  

して行くと想定される。さらに、ここでは、反応溶液中に12％のPEG＃6000を加えて  

いるため、染色体DNÅとプライマー分子間の会合頻度が著しく上昇していると想定さ  

れる。以上のような条件を用いた結果、プライマーは熟変性した染色体DNAの任意の  

塩基配列とランダムにしかも高頻度にアニールし、このIstPCRの反応により、両端  

にプライマー塩基配列またはその相補配列を共通して有する種々の異なった相補鎖  

DNAが合成されることになる。実際の反応条件を以下に示した。   

染色体断片DNAあるいはコントロールサンプル（RぶaIで完全消化あるいは超音波処  

理をしたヒトゲノミツタDNA）の入った1〟1のどックアップ溶液Ⅰ（上記）に、2／Jl  

の1stPCR溶液（10mMTris－Cl（PH8．3），75mMKCl，2．25mMMgClユ，0．0015％（w／v）  

gelatin，0．75％（v／v）NonidetP－40，0．75％（v／v）Tween20，18％（w／v）PEG＃6000，1・5  

FLMBVE22ccプライマー，300FLMdATP，300jLMdGTP，300jLMdCTP，300FLM  

dTTP，0．075unitAmpliTa√M（RecombinantTheTmLtSaquqtlcusDNApolymerase，  
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Pe工kinElmer－Cetus））を加え、3FLlの容量で1stPCR（90℃、5分間；22℃、120分  

間；22℃から50℃まで20分間かけて徐々に上昇させる；50℃、20分間）を6サイクル   

行なった。なお、本研究で行なった全てのPCRは、PerkinElmer－CetusDNAThermal  

Cycler（モデルPJ2000）を用いて行なった。   

b．第2段階のPCR（2ndPCR）  

第2段階の反応は、第1段階で合成された、両端にプライマー配列またはその相補   

配列をもつ種々のDNAを通常のPCRの条件により増幅するステップである。様々な長  

さで構成されているDNAの集団を1種類のプライマーを用いて増幅する場合、DNA分   

子のサイズの違いにより増幅の程度が異なることが、予備実験から明らかになってい   

る。一般的には、長いDNAの増幅効率は低く、短いDNAほど高くなるが、ある程度以   

上短くなると全く増幅しなくなる。これは、短い分子ほど相補鋭の合成が確実に行な  

われるため、反応溶液中に占める短いDNAの比率がサイクルを重ねるごとに高くなる   

ことによる。また、単一プライマーによるPCRの場合、一方の端にあるプライマー配   

列ともう一方の端にあるその相補配列がそれぞれ完全な相補鎖を形成するため、プラ  

イマー濃度がある一定濃度以下になると、プライマーと鋳型DNAとの会合頻度より同   

一分子内、特に短いDNA分子内の両端の会合頻度が高くなる。そのため、全く増幅し  

ないということが起こるのである。従って、プライマー濃度が十分に高い場合には、  

短いDNAが選択的に増幅されるが、濃度が低くなると長いサイズのDNAが選択的に増  

幅されることになる。シングルユニークプライマーPCR法では、第2および第3段階  

において、このようなDNAサイズに関連した増幅のバイアスがかかることが予想され  

る。次の第3段階の反応において長いDNA分子の比率が低くなることが予想されるの  

で、この第2段階では、長いサイズのDNA分子の比率の低下を極力押さえるため、あ  

えてプライマーを添加せず、第1段階ですでに加えてあるプライマーを利用して反応  

を行なった。実際の反応条件を以下に示した。   

3fLlの1stPCR産物に、6FLlの2ndPCR溶液（10mMTris－Cl（PH8・3），50mMKCl，  

1．5mMMgC12，0．001％（W／v）gelatin，200pMdATP，200FLMdGTP，200FLMdCTP・  

200jLMdTTP，0．15unitAmpliTa｛M）を加え、9jLlの容量で2ndPCR（92℃、1・5  

分間；50℃、1分間；72℃、2分間）を11サイクル行なった。なお、1サイクル目の  
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DNA変性は、92℃で5分間行なった。   

c．第3段階のPCR（3rdPCR）  

第3段階の反応は、第2段階と同様な温度条件でサイクルを重ねることにより、前   

段階までに増幅したDNAをさらにマイクログラムのオーダーまで増幅するステップで   

ある。第2段階でも述べたように、この段階の反応においても、プライマー濃度が増   

幅するDNAのサイズに影響してくるが、ここでは、さらに最終的に得られるDNAの増   

幅量にも直接影響してくる。通常のPCRで用いられるプライマーの濃度は、0．1～1．0  

〃〟程度であるが、本法のような多数の異なった種類のDNA分子をサイクルを重ねることによ  

り一挙に増幅しようとする場創こは、プライマーが途中で不足してしまい、十分な増幅が得ら  

れなくなる。従って、この第3段階では、プライマーが過不足ないように濃度を設定した。以   

下に、その反応条件を示した。   

9FLlの2ndPCR産物に、51FLlの3rdPCR溶液（10mMTris－Cl（PH8・3），50mMKCl，  

1．5mMMgCl2，0．001％（w／v）gelatin，4．7pMBVE22ccプライマー，200FLMdATP，  

200FLMdGTP，200FLMdCTP，200FLMdTTP，1・25unitAmpliTa√M）を加え、60iLl  

の容量で3rdPCR（92℃、1．5分間；55℃、1分間；72℃、2分間）を30サイクル行   

なった。   

B．改良型マイクロライグーション・PCR法（区ト3）   

改良型マイクロライゲーション・PCR法は、Ludeckeら44）により開発され、Saunders  

ら56）ぉよぴJ。hnson57）により改良された方法を、さらに簡便で効率良いものに改良し  

たものである。この方法の原理は、まず塩基配列情報の得られていない染色体DNAを  

制限酵素で消化し、各々のDNA分子の両端に塩基配列のわかった合成リンカーをライ  

ダーションする。そして、リンカーの塩基配列をプライマーとしてPCRを行ない、そ  

れらのDNA分子を増幅するというものである。特に今回改良した点は、全ての反応系  

をマイクロリッター（〝1）のオーダーで行なえるようにし、各酵素による反応の間で  

行なっていたフェノールによる有機抽出のステップを無くし、さらに2段階のPCRを  

用いることにより効率よく微量DNA断片を増幅できるようにした点である○これによ  

り、これまで顕微鏡下で行なっていた一連の作業がなくなり、またDNAを増幅するま  
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での反応行程も短くなった。さらに、ライゲーションには、新しくデザインしたリン   

カーM4を用いた。リンカーM4の構造は、  

5．－PAGCGGCCGCATAGAATTCTG－3T   

3T－TCGCCGGCGTATCTTAAGACAGTT－5’   

であり、平滑末端側だけを燐酸化し、反対側は5’突出になっている。これにより、   

全てのライゲーション反応は、平滑末端側で起こり、5，突出側ではいかなる分子の   

ライゲーションも起こらないようにしてある。また、このリンカーM4の塩基配列には、   

制限酵素ⅣofIおよびgcoRIの認識配列があるため、ライゲーションし、増幅した染色   

体DNAを容易にクローニングできるようになっている。一方、M4リンカーを用いた  

ライグーションの反応時には、染色体DNA分子の数に対して過剰のリンカーを用いて  

いるため、リンカーどうしのセルフライグーションが高頻度に起こると考えられる。   

しかし、このセルフライダーション産物は、完全なパリンドローム構造をしているた  

め、PCRの反応の熟変性において、まず44merの一本鎖DNAとなり、続くアニーリン  

グのステップでライグーションした位置を中心に分子内会合すると想定される。従っ  

て、PCRの反応によりこれらの分子が増幅される確率は低く、事前にセルフライグー  

ション産物を除く必要はないと考えられる。   

以下に、改良型マイクロライゲーション・PCR法の具体的手順について述べる。   

a．R5aIによる染色体DNAの消化   

染色体断片DNAあるいはコントロールサンプル（RぶaIで完全消化あるいは超音波処  

理をしたヒトゲノミツタDNA）の入った4．5FLlのPMSF入りピックアップ溶液ⅠⅠに1pl  

のRsaI溶液（38．5mMMgC12，0．55mMDTT，5unitRsaI）を加え、37℃で2時間反  

応させた。   

b．リンカーM4の染色体DNAへのマイクロライダーション   

制限酵素処理を行なった5．5〃1の溶液に1ngのリンカーM4を加えた0次に、ピック  

アップ溶液ⅠⅠに含まれているNonidetP－40およびTween20がライグーション反応を阻  

害することから、20〃1のクロロホルムで抽出することによりこれらを変性させた0そ  
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して、2－butanolにより反応溶液量を0．5／‘1以下に濃縮した。この溶液を、減圧濃縮遠  

心機により完全に乾燥させた後、ペレットを1／‘1のライゲーション溶液（66m〟  

Tris－Cl（PH7．5），5mMMgC12，5mMDTT，1mMATP，15％（w／v）PEG＃6000，0．14  

WeissUnitT4DNALigase）で溶解し、ミネラルオイルで覆った後、15℃で24時間反  

応させた。   

c．第1段階のPCR（1stPCR）  

第1段階のPCRは、リンカーM4とライダーションした染色体DNAを、サイズによ   

るバイアスがかからないように増幅するステップである。プライマーとしては、M4の   

塩基配列の一部を持つM4－20mer；5一－CAGAATTCTATGCGGCCGCT－3一、1種類を用   

い、通常のPCR法で用いられているような温度および時間条件で反応を行なうもので   

ある。シングルユニークプライマーPCRの第2段階の項で述べたように、ここでは、  

大きなサイズの染色体DNAの損失をできるだけ押さえるために、プライマー浪度を低  

くした条件で、反応を行なった。実際の反応条件を以下に述べる。  

1FLlのライゲーション溶液に、50FLlの1stPCR用反応溶液（10mMTris－Cl  

（pH8．3），50mMKCl，1．5mMMgCl2，0．001％（w／v）gelatin，50nMM4－20merプライ  

マー，200FLMdATP，200FLMdGTP，200fLMdCTP，200FLMdTTP，1・25unit  

AmpliTa√M）を加え、51iLlの容量でPCR（92℃、1．5分間；65℃、50秒間；72℃、  

2分間）を10サイクル行なった。なお、1サイクル目のDNA変性は、92℃で5分間行   

なった。   

d．第2段階のPCR（2ndPCR）   

第2段階のPCRは、第1段階の反応で合成されたDNAをサイクルを重ねることによ  

り、マイクログラムのオーダーまで増幅するステップである。シングルユニークプラ  

イマーPCRの第3段階の項で述べたように、この段階で用いるプライマーの濃度は、  

最終的に得られる増幅産物の量およびサイズに影響することから、予備実験により適  

当なプライマー濃度を設定した。以下に、反応条件を示した。   

51FLlの1stPCR産物に、50FLlの2ndPCR用の反応溶液（10mMTris－Cl（PH8・3）・  

50mMKCl，1．5mMMgClま，0．001％（W／v）gelatin，2．4FLMM4－20merプライマー，200  
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FLMdATP，200iLMdGTP，200FLMdCTP，200FLMdTTP，1・2亨unitAmpliTadTM）を  

加え、PCR（92℃、1．5分間；65℃、50秒間；72℃、2分間）を30サイクル行なった。  

7．DNA増幅産物の解析法   

増幅したPCR産物を、アガロースゲル電気泳動法により解析した。また、それらが   

ヒト由来のDNAであるかどうかを確認するため、サザンハイプリダイゼーション法に   

よる解析を行なった。以下に、方法の詳細について述べる。   

A．アガロースゲル電気泳動法  

シングルユニークプライマーPCR法および改良型マイクロライゲーション・PCR法  

にて増幅したDNAをサブマリン塑アガロースゲル電気泳動法叩を用いて確認した。ア  

ガロースゲルは、SigmaAgaroseTypeIIを用いて、臭化エチジウム（0．25FLg／ml）を  

含んだ1xTAE緩衝液（40mMTris－aCetate（pH8．0），1mMEDTA）にl．5％となるように  

作製した。作製したアガロースゲルを電気泳動装置にセットし、泳動槽に1xTAE蔽循  

液を満たした。そして、10／JlのPCR産物を2〟1の色素混合液（0．1％（w／v）  

Bromophenolblue，0．1％（w／v）Xylene cyanol，0．2％（w／v）Orange G，50mM EDTA，  

25％（v／v）glycerol）と混ぜ、スロットに注入した。また、DNA分子量のサイズマーカ  

ーとしては、人－DNAをアぶfIで消化したものを用いた。泳動は、定電圧80Vで行なった。  

泳動後、アガロースゲルの写真をポラロイド写真機を用いて紫外線ランプ（302nm）   

下で撮影した。   

B．アルカリプロツティング法  

まず、続いて行なうナイロンフィルターへの移行を効率よく行なえるように、写真  

撮影をしたアガロースゲルに紫外線ランプ（302nm）を1～2分間照射し、DNA分子  

にニッタを入れた。次に、ゲルをアルカリ溶液（0．5〟NaOH，1．5〟NaCl）に40分間  

浸し、2本鎖DNAを1本鎖DNAに変性させた。そして、同じアルカリ溶液をもちいて  

キヤピラリープロッテイング法58）によりナイロンメンプレン（GeneScreenⅧ，Dul）ont）  

にトランスファーした。そして、トランスファーしたメンプレンを50mMNaPi（pH6．5）  
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に10分間浸して中和し、ペーパーフィルター（Whatman3MM Chr）上で余分な水分  

を取り除いた。最後に、UVクロスリンカー（UVStratalinkerTM、Stratagene）を用い  

て、254nmの紫外線を120，000〟J照射することにより、DNA分子をナイロンメンプ  

レンに結合させた。   

C．DNA標識法  

DNAの標識は、Random PrimerDNAラベリングキット（宝酒造株式会社）59）を用い  

て、［a－32p］dCTP（110TBq／mmol，Amersham）により行なった。ブロープとしては、  

先に述べた方法により抽出したヒト高分子DNAを超音波細胞破壊装置を用いて、機械  

的に分子量を小さくした（平均サイズ700bp）DNA600ngを用い、キットのプロトコ  

ールに従って標識した。反応終了後、未反応の［α－3ユp〕dCTPを除ぞくため、以下の方  

法でエタノール沈殿を行なった。まず、1倍量の4〟CH3COONH4およびキャリアー  

として10FLgのグリコーゲン（分子生物学用、BoehringerMannheim）を加え、さらに  

この混合液に対して2倍量（標識反応時の4倍量）の99．5％エタノールを加えて十分   

混和し、－80℃で30分間放置した。その後、遠心分離（15，000xG，10分間，4℃）によ   

り標識されたDNAを沈殿させ、そのペレットを70％エタノールで濯ぎ、乾燥させ、最  

後に100／‘1のTEに溶解した。   

D．サザンハイプリダイゼーション法   

プレハイアリダイゼーションおよびハイプリダイゼーションは、Nguye爪ら80）の方法  

に従い、条件を若干変更した方法を用いて行なった。以下にその方法を示す。  

上記アルカリプロツティ ング法によ り作製したナイロンメンプレンをビニールパッ   

クに入れ、ハイプリダイゼーション溶液（0．5〟NaPi（pH7．2），7％（w／v）SDS，1m〟  

EDTA）をおよそ0．1ml／cm2となるように入れた。なお、この際メンプレンへのDNAの  

非特異的な結合を抑えるためHerring SpermDNAdegraded（Sigma）を最終的濃度が  

300〃g／mlとなるように加えた。65℃で4時間から一晩にわたりプレハイアリダイゼー  

ションを行なった後、標識したDNA（上記）を95℃で10分間熟変性させ、氷上で急冷  

したものを直接加え、十分混合した後、再び65℃で16～20時間ハイプリダイゼーショ  

ンを行なった。次に、メンプレンを取り出し、洗浄液Ⅰ（0．5xSSC（75m〟NaCl，  
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7．5mMNaCitrate）、1％（w／v）SDS）を用いて65℃で30分間洗浄し、さらに洗浄液  

ⅠⅠ（0．lxSSC（15mMNaCl，1．5mMNaCitrate）、1％（W／v）SDS）を用いて65℃で30分間  

洗浄した。そして、メンプレン上の余分な水分をペーパーフィルター上で取り除いた   

後、オートラジオグラフイ一によりシグナルを検出した。なお、Ⅹ線フイルムは、コ  

ダック社X－OMATを用い、－70℃で一晩露光（増感フイルム（DuPont）使用）後に現像  

した。  

8．DNA増幅産物のクローニング（ライブラリーの作製）法   

染色体4p50－100％のPCRの増幅産物をスファージベクターに組み込み、染色体領域  

特異的なDNAライブラリーを構築した。以下に、方法の詳細について述べる。   

A．制限酵素による消化58）  

PCR増幅産物をフェノール／CIAAおよびCIAAによりそれぞれ1度ずつ抽出を行な   

い、上記の方法でエタノール沈殿を行なった（前項、DNA標託法参照）。得られた  

I）NAペレットを100iLlのH緩衝液（50mMTris－Cl（pH7．5），10mMMgCl2，1mM  

Dithiothreitol（DTT），100mMNaCl）に溶解し、120unitのEcoRIで完全消化した。こ  

れにより、PCR増幅産物の両端にEcoRIサイトが形成される。   

B．限外濾過による低分子DNAの除去  

制限酵素で消化した際に生成される低分子のDNAおよびPCRにもちいたプライマー  

の残留分子が、ベクターとPCR増幅産物とのライダーション反応を阻害することから、  

これらの低分子DNAを限外漁過チューブ（ウルトラフl）－C3TK、Millipore）を用い  

て、以下の方法で取り除いた。100〃1のぶcoRI消化反応液を限外濾過チューブに移し、  

さらに300〃1のTEを加えて全量を400〟1にし、遠心（2000xG、5～10分間、室温）に  

より濾過した。これにより、低分子DNAは濾過膜を通過して濾液中に、そしてPCR増  

幅産物は限外濾過膜上に残り、両者を分けることができる。そして、限外濾過膜上の  

DNAを50／∠1の滅菌水により回収した。  
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C．人gtllアームヘのライゲーション5E）   

限外濾過精製した増幅産物の一部（10～50ng〉 を、あらかじめgcoRIで消化し、脱  

燐酸化してある人gtllアーム（1jLg、Stratagene）とライグーションした。ライゲー  

ションは、66mMTris－Cl（PH7．5）、5mMMgC12、5mMDTT、1mMATP、2・8Weiss  

UnitT4DNALigaseの反応溶液10FLlを用いて、15℃で16～20時間行なった0   

D．血Ⅴ封∫0パッケージング   

LnYltTOパッケージングは、GigapackIIGoldパッケージングキット（Stratagene）を  

用いて行なった。まず、3FLlのライグーション反応液を10fLlのFreeze／Thawextract  

の入ったチューブに加え、続いて15〃1のSonicextractを加え、抱が立たないように静  

かに混和し、22℃で2時間インキュペーションした。その後、500′‘lのSM培地  

（50mMTris－Cl（pH7．5），100mMNaCl，7mMMgSO．，0．01％（W／v）gelatin）および20  

〃1のクロロホルムを加えて静かに混和し、遠心分離（フラッシュ）し、SM層を別の  

チューブに移し、さらに10／‘1のクロロホルムを加えて4℃で保存した。  

E．大腸菌（ylO90ト）への感染および寒天培地への展開期   

スgtllに構築したライブラリーは、宿主薗としてylO90トを用い、以下の方法でタイ  

トレーションを行なった。  

100FLg／mlampicillin（Sigma）を含むLB寒天培地（l％（w／v）Bacto Tripton，  

0．5％（W／v）Yeast Extract，1％（W／v）NaCl，1．5％（w／v）Bacto－Agar）上に成育している  

大腸菌 y1090r－の単一コロニーを回収し、1mlのLB培地（l％（W／v）BactoTripton，  

0．5％（w／v）Yeast Extract，l％（W／v）NaCl）（100FL g／mlampicillin，0・2％（w／v）  

maltose，10mMMgSO．を含む）に接種し、37℃で一晩振盤培養した。そこから0・5ml  

を25mlの新しい培養液に移し換えて、37℃で2～3時間さらに培養した。大腸菌の濃  

度がOD。。。～0．5（2．5xlOg cell／ml）になったら培養を止め、氷上で冷やし、遠心分離  

（2，000xG、10分間、4℃）して細胞を回収した。回収した細胞のペレットに7．5mlの  

10m加＝MgSO4を加え十分に懸濁した。この大腸菌を100／パずつ3本のチューブに分注  

し、そこに上記で作製した人gtllライブラリーの一部をSM培地を用いて10－3、10・4ぉ  
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よび10‾5に希釈したものを100／‘lずつ各々のチューブに加えた。37℃で15分間イン  

キュベーションすることによりファージを楕主大腸菌に感染させた。その後、48℃で  

保温してある3mlのNZYトップアガロース（0．7％（W／v）Agarose TypeII，1％（w／v）  

NZamine，0．5％（w／v）YeastExtract，0．5％（w／v）NaCl）（100FLg／mlampici11in，1mM  

isopropylP－D－thiogalactopyranoside（IPTG），0・02％（w／v）5－bromo－4－Chloro－3－indolyl  

－P－D－galactopyranoside（Ⅹ－gal），10mM MgSO．を含む）と混合し、NZY寒天培地  

（1％（w／v）NZamine，0．5％（w／v）Yeast Extract，0．5％（w／v）NaCl，1．5％（w／v）  

Bacto－Agar）（100FLg／mlampici11inを含む、90mm≠プレート）上に展開し、室温で  

10分間放置し、トップアガロースを固化させた。37℃で一晩培養した後、プレート上  

の透明のプラークの数を数え、ライブラリー中に存在するファージの数を計算した。  

9．4p50－100％ライブラリーの解析法   

染色体断片より構築したライブラリー中のクローン（マイクロクローン）のサイズ、   

塩基配列特性および染色体特異性について解析し、さらにライブラリー中の独立クロ   

ーン数の推定を行なった。以下に、解析法の詳細について述べる。   

A．マイクロクローンのサイズの解析法  

ライブラリー中のマイクロクローンのサイズを解析するため、PCRを用いて直接フ  

ァージ溶液からインサートDNAを増幅する方法叩を採用した。プライマーとしては、   

クローニングサイトであるgcoRI認識配列の丙外側の配列を利用し、インサートDNA   

をのみを選択的に増幅できるようにデザインした。以下に、増幅法について述べる。   

まず、タイトレーションに用いたプレートの透明プラークを無作為に1つずつ滅菌  

チップを用いて回収し、100〟1のSM培地に浮逆させ、さらに一滴のクロロホルムを加  

えて4℃で保存した。このファージ浮造液5〝1をPC魚用マイクロ遠心チューブに移し、  

100〃1のミネラルオイルで覆った後、95℃で15分間熱処理した。チューブを4℃に冷  

やした後、95／‘1のPCR混合液を加え十分に混合した。なお、このときの混合液は、最  

終的な組成が10mM Tris－Cl（pH8．3）、50mM KCl、1．5mM MgClユ、0．001％（W／v）  
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gelatin、200FLMdATP、200FLMdGTP、200iLMdCTP、200FLMdTTP、0．8iLMプ  

ライマー混合液（＃1218（57－GGTGGCGACGACTCCTGGAGCCCG－3t）および＃1222  

（5一一TTGACACCAGACCAACTGGTAATG－3一）、1．25unit AmpliTaqTMとなるように  

調製した。そして、PCR（92℃、1．5分間；65℃、50秒間；72℃、2分間）を30サイ  

クル行ない、5iLlをアガロースゲル電気泳動法（1．5％アガロース、SigmaTypeII）に  

て分析した。なお、DNA分子量のサイズマーカーには、人－DNAを制限酵素PsEIで消化   

したものを用いた。   

B．マイクロクローンの塩基配列特性の解析法  

クローン化されたマイクロクローンの塩基配列特性、すなわちユニーク配列か、あ   

るいは反復配列かを解析するため、クローンのインサートDNAをブロープとしてヒト   

ゲノミックDNAに対してサザンハイプリグイゼーションを行なった。 以下に、解析法   

の詳細について述べる。   

a．ヒトゲノミックDNAプロットの作製法   

まず、200FLgの高分子ヒトゲノミックDNA（DNA試料の調製法参照）を、制限酵素  

EcoRI（600unit、1mlH緩循液中）、あるいはHjndIII（600unit、1mlK殺衛液  

（20mMTris－Cl（pH8．5），10mMMgC12，1mMDTT，100mMKCl）中）で完全消化し  

た。次に、それぞれの制限酵素で消化したゲノミックDNA5／‘gを、各スロットに色素  

混合液とともに注入し、定電圧40Vで電気泳動（0．8％アガロース、SigmaTypeII）し  

た。なお、DNA分子量のサイ 

ものを用いた。そして、アルカリプロツティング法（DNA増幅産物の解析法参照）に  

ょりDNAをナイロンメンプレン（GeneScreenTM、DuPont）上に固定し、ヒトゲノミツ  

タDNAプロットを作製した。   

b．クローン化されたインサートDNAの標識法  

クローン化されたマイクロクローンのインサートDNAは、後の結果で示すように平  

均350bpとそのサイズが小さいため、通常用いられている、ランダムヘキサマーのオ  

リゴヌクレオチドをプライマーにした標識法5りぉよびニッタトランスレーションによ  
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る標識法61）では標識効率が低い。そこで、今回TaqDNAポリメラーゼを利用した、標  

識効率の高い、新しいプライマー伸長標識法を開発した。以下にその方法について示   

した。   

まず、PCRにより増幅したインサートDNAの入った反応液（95〃1）を、限外濾過  

チューブを用いて濾過し（DNA増幅産物のクローニング（ライブラリーの作製）法参  

照）、未反応のデオキシリボヌクレオチドおよびプライマー分子を除去した。このと   

き、アオキシリボヌクレオチドの除去が不十分であると、DNAの標識効率が著しく低  

下する。濾過膜から回収したインサートDNA（～50ng）を、【a－32p］dCTPおよび【α  

－32p］dATPの両者を用いて以下の条件で標識した。20FLlの反応溶液（10mM  

Tris－Cl（pH8．3）、50mMKCl、1．5mMMgC12、0．001％（W／v）gelatin、20FLMdGTP、  

20FLM dTTP、1・85MBq［a－32p］dCTP（110TBq／mmol、Amersham）、1・85MBq［α  

－32p］dATP（110TBq／mmol、Amersham）、0．8iLMプライマー混合液（＃1218および  

＃1222）、1unit AmpliTaqTM）を精製したインサートDNAと共にPCR用チューブに入  

れ、ミネラルオイルで覆った後、92℃で5分間熱処理した。そして、65℃で1分間、   

72℃で10分間でのインキュベーションを5回線り返した。反応終了後、エタノール沈  

殿法（DNA増幅産物の解析法の項参照）を用いて未反応の【a－32p］dCTPおよび［a  

－3ユp］dATPを取り除いた。   

c．ハイプリグイゼーション法  

ハイプリダイゼーション法は、ナイロンメンアレンの洗浄およびオートラジオグラ   

フイ一法以外は、DNA増幅産物の解析法で述べた方法に準じて行なった。メンアレン  

の洗浄は、洗浄液Ⅰを用いて60℃での30分間を2回行なった。また、Ⅹ線フイルムへ  

の感光は、－70℃で3～10日間（増感フイルム（DuPo山）使用）行なった。   

C．マイクロクローンの染色体特異性の解析法   

単離したユニーク配列を有するマイクロクローンの染色体上の局在を明らかにする  

ため、体細胞雑種パネルを利用した染色体マッピングを行なった。以下にその詳細に  

ついて述べる。  
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a．体細胞雑種  

染色体マッピングに使用する3種類のヒトマウス体細胞雑種およびマウス細胞を、   

北海道大学理学部附属動物染色体研究施設の吉田姐弘教授から提供していただいた。   

雑種細胞2A42CL6は、ヒト4、6、10、17、18および21番染色体を、雑種細胞2A42   

CL2－1は、ヒト4、10、および18番染色体を、そして雑種細胞Cし73は、ヒト1、2、3、   

5、6、7、8、10、11、13、14、15、17、18、20、21番およびⅩ、9q染色体をそれぞ   

れ保持している。従って、これらの細胞から抽出したゲノミツクDNAに対してサザン   

解析を行ない、その時のシグナルの有無のパターンを解析することにより、ヒト4番   

染色体に由来するか否かを判断できる。   

b．体細胞雑種パネルの作製法  

まず、－80℃で凍結した雑種細胞およびマウス細胞のペレットから高分子DNAを抽出  

した（DNA試料の調製法参照）。次に、上記の方法に従って制限酵素翫ORIにより完  

全消化した5〃gのヒトおよびマウスゲノミックDNA、および15／‘gの3種類の雑種細  

胞のゲノミックDNAを、各スロットに色素混合液とともに注入し、定電圧40Vで電気  

泳動（0．8％アガロース、SigmaTypeII）した。そして、アルカリプロツティング法  

（DNA増幅産物の解析法参照）によりDNAをナイロンメンプレン（GeneScreenTM、  

DuPont）上に固定し、体細胞雑種パネルを作製した。   

c．体細胞雑種パネルの確認法   

このような方法で作製した体細胞雑種パネルを、実際のマイクロクローンの染色体  

マッピングを行なう前に、ハンチントン病遺伝子座の近傍にある既知のヒト4番染色  

体DNAマーカー（か4∫JJ∫（252－3））を用いて確認した。なお、DNAマーカー♪4∫JJ∫  

（252－3）は、Massachusetts GeneralHospitalのGuse11a博士から供与して頂いた0以  

下にその手順を示す。   

まず、クローン252＿3をRandomPrimerDNAラベリングキット（宝酒造株式会社）  

を用いて、［α－32p］dCTP（110TBq／mmol，Amersham）により標識した（DNA増幅産  

物の解析法参照）。次に、作製したパネルに対してサザンハイアリダイゼーションを  

行なった（本項B．マイクロクローンの塩基配列特性の解析法参照）。なお、オートラ  
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ジオグラフィー中にナイロンメンプレンが乾燥しないように注意した（乾燥してしま  

うとハイプリダイズしたブロープを遊離させることができなくなる）。そして、シグ   

ナルのパターンから染色体局在を解析した。   

d． マイクロクローンの染色体マッピング法   

確認の終了した体細胞雑種パネルのメンプレンを、Strip溶液（0．1％（w／v）SDS，  

1mMEDTA）を用いて85℃で20分間洗浄した。これにより、メンプレン上のDNAと   

ハイプリダイズしているブロープDNAを遊離させることができ、メンプレンの再利用  

が可能となる（およそ10回のハイアリダイゼーションに使用できる）。そして、ユニ  

ーク配列を持つマイクロクローンのインサートDNAをプロープとしてサザンハイアリ   

ダイゼーションを行ない、シグナルのパターンを解析した。   

D．ライブラリー中の独立クローン数の推定  

作製したライブラリー中の独立クローン数、すなわちライブラリーは何種類のクロ  

ーンで構成されているかを推定するため、ユニーク配列を有するマイクロクローンを   

ブロープとして同一ライブラリーをプラークハイプリダイゼーションによりスクリー   

ニングした。これにより、ライブラリーの総クローン当たりいくつの同一クローンが   

存在するかがわかるため、計算により、独立クローン数を推定できる。以下に、その   

方法について述べる。   

a．寒天培地へのファージクローンの展開法   

宿主大腸菌ylO90ト（DNA増幅産物のクローニング（ライブラリーの作製）法参照）  

を2本のチューブにそれぞれ200〟1入れ、そこに3xlOヰのファージ粒子を含む染色体  

4p50－100％人gtllライブラリーのファージ溶液を各々のチューブに加えた037℃で15  

分間インキュベーション後、48℃で保温してある9mlのNZYトップアガロース（100  

FLg／mlampicillin，10mMMgSOヰを含む）と混合し、NZY寒天培地（100jLg／ml  

ampici11inを含む、150mm≠プレート）上にそれぞれ展開したoそして、室温で10分  

間放置した後、37℃で一晩培養した。このようにして作製した2枚のプレート上には、  

合計6xlO4個のプラークが形成される。  
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b．プラークのナイロンフィルターヘのリフト法5g）  

プラークの形成したプレートを1時間以上4℃で放置した後、プレート上にナイロン  

フィルター（Colony／PlaqueScreenTM、DuPont）を1枚目は30秒間、2枚目は5分間接  

触させ、プラーク中のファージ粒子の一部をフィルターに付着させた。その時、フィ   

ルターののせた方向とプレートの位置関係が分かるように印を付けた。そして、これ  

らのフィルターをアルカリ溶液（1．5〟NaCl、0．5〟NaOH）に2分間、中和液（0．5〟  

Tris－Cl（PH8．0）、0．5MNaCl）に2分間それぞれ順々に浸し、最後に2xSSC（300mM  

NaCl，30m〟NaCl）で潅いだ後、ペーパーフィルター上で乾燥させた。なお、フィル  

ターが完全に乾燥する前にUVクロスリンキング（DNA増幅産物の解析法参照）を行   

なった。   

c．マイクロクローンインサートDNAの標識法  

PCRにより増幅したマイクロクローンの両端には、合計81bpの人ファージベクター  

の塩基配列が存在する。この実験では、ユニーク配列を有する1つのマイクロクロー   

ンをブロープと して同一ライブラリーをスクリーニングするため、そのまま標識して   

しまうと、全てのプラークにシグナルがでてしまうことが予想される。そこで、以下   

に示すような方法を採用することにした。  

まず、標識するマイクロクローンのインサートをPCRにより増幅した（ライブラリ   

ーの解析法参照）。その時、プライマーとしては＃1218および＃1222よりクローニング  

サイト（EcoRI）側に近い、GTllR－F（5一－TGGAGCCCGTCAGTATCGGCG－3T）およ  

びGTllR－R（5I－GTAGCGACCGGCGCTCAGCTG－3一）を用いた。これにより、増幅  

したマイクロクローンのインサートは、その両端に各々21bpずつのベクターの塩基配  

列を持つことになる。次に、増幅したDNAを点coRIで完全消化することにより、両端  

21bpのベクター部分を切り離した。そして、限外濾過により精製を行なった（DNA増  

幅産物のクローニング（ライブラリーの作製）法参照）後、ランダムプライマー法に  

より標識した（DNA増幅産物の解析法参照）。  

d．ハイアリダイゼーション法  

UVクロスリンクしたフィルターをビニールパックに入れ、プラークハイプリダイ  
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ゼーション溶液（1MNaCl、1％（w／v）SDS、10％Dextran Sulfate（PhaLrmaCia）、  

300FLg／mlHerringSperm DNAdegraded）を加えて、65℃で6時間～12時間のプレハ  

イアリダイゼーションを行なった。次に、熟変性した標識マイクロクローンを直接プ   

レハイアリダイゼーション溶液中に加え、さらに65℃で16～20時間ハイプリダイゼー   

ションを行なった。フィルターの洗浄およびオートラジオグラフイ一法は、DNA増幅   

産物の解析法で述べた方法に準じた。   

e．計算方法   

1枚目と2枚目のフィルター上で－鼓した位置にシグナルを出しているものをポジ   

ティアシグナルと見なし、それらの数（刀）を数えた。そして、以下の計算式により同   

一クローンの出現頻度（ダ）および独立クローン数（ズ）を求めた。  

P＝〟6xlO4  

ズ＝1／F  

10．染色体4p50－100％領域特異的ミニプールの作製法   

染色体断片から作製したライブラリー中には、ユニーク配列以外に多くの反復配列   

が存在する。これらの反復配列は、染色体特定領域の解析を困難にすることから、そ   

れらをあらかじめ除外しておく必要がある。また、ユニーク配列を持ったクローンを   

用いて染色体特定領域を解析する際に、いくつかのクローンをまとめることにより解   

析効率を高めることができると考えられる。そこで、ここではライブラリー中のユニ   

ーク配列クローンを同定、分離した後、いくつかのグループに分・け、ミニプールを作   

製することにした。   

A．ライブラリーの寒天培地への展開法   

90mm≠NZY寒天培地プレート（100jLg／mlampicillinを含む）10故に、1枚当たり  

200～250程度のプラークが生じるように、染色体4p50－100％Ågtllライブラリーを展  

開した（DNA増幅産物のクローニング（ライブラリーの作製）法参照）。  
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B．プラークハイプリグイゼーション法  

ブロープとしてはヒトゲノミツクDNAを用い、ランダムプライミング法により標識   

した（DNA増幅産物の解析法参照）。前項の方法に準じてプラークリフト、およびプ   

ラークハイプリグイゼーションを行なった。   

C．ユニーク配列を持ったファージクロー ンの分離法   

1枚目と2枚目のフィルターの位置を合わせ、プレート上のプラークとの対応を確   

認した。そして、シグナルが無いあるいはバックグラウンドレベルのものでしかも透  

明のプラークを1つずつ回収し、50／バのSM培地に浮遊させた。そして、一滴のクロ  

ロホルムを加えた後、4℃で保存した。なお、ここでシグナルを出しているプラークは  

反復配列を有するクローンであり、また、透明でない（青色）プラークはインサート  

を持たない非組換え体であると推定される。   

D． ミニプールの作製法   

上記の方法で分離した、ユニーク配列を有する各クローンのファージ浮遊液を5〟1  

ずつ取り、48クローンずつまとめて240〃1のファージクローン混合液（ミニプール）  

を作製した。そして、クロロホルムを一滴加えた後、4℃で保存した。   

E．PCRによるミニプールDNAの増幅法   

作製したミニプールを用いて、染色体の特定領域を解析する（具体的にはマイクロ  

クローン中に存在する遺伝子（CDNAクローン）の探索およびマイクロクローンにオーバ  

ーラップするより大きなゲノミックDNAクローンの単牡など）には、ミニプール中の  

クローンのDNAを抽出することが必要となる。しかし、ファージ混合液から直接DNA  

を抽出した場合には、ファージベクターのDNAとインサートDNAの両者が混ざってし  

まうため、それらを分けなければ解析には使用できない。そこで、ここではPCR法を  

用いて、ミニプール中のインサートDNAのみを選択的に増幅することを試みた。   

まず、5〃1のミニプールをPCR用チューブに移し、ミネラルオイルで覆った後、95  

℃で15分間熱処理した。チューブを4℃に冷やした後、95〟1のPCR混合液を加え十  
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分に混合した。なお、このときの混合液は、最終的な組成が、10mMTris－Cl（pHB．3）、  

50mMKCl、1．5mMMgClユ、0・001％（w／v）gelatin、200FLMdATP、200FLMdGTP、  

200FLMdCTP、200FLMdTTP、2．4FL財プライマー混合液（＃1218および＃1222）、  

2．5unitAmpliTaqmとなるように調製した。そして、PCR（92℃、1．5分間；65℃、  

50秒間；72℃、4分間）を30サイクル行ない、5／∠1をアガロースゲル電気泳動法（1．5  

％アガロース、SigmaTypeII）にて分析した。なお、DNA分子量のサイズマーカーに  

は、人－DNAを制限酵素♪ぶfIで消化したものを用いた。さらに、この増幅産物を、アル   

カリプロツティング法によりナイロンメンプレンに移し、ヒトゲノミツクDNAをブロ   

ープとしてサザンハイアリダイゼーションを行なった（DNA増幅産物の解析法参照）。  

11． ヒト線条体cDNAライブラリーのスクリーニング法   

上記で作製したミニプールをブロープとして、ヒト線条体cDNAライブラリーをスク   

リーニングした。ハンチントン病の本質的な病理的変化として尾状核、被殻、すなわ   

ち線条体の小細胞の変性・脱落が確認されている。したがって、ハンチントン病原因   

遺伝子は、線条体で選択的に発現している可能性がある。そこで、今回は、ヒト線条   

体組織から作製したcDNAライブラリーをスクリーニングの対象とした。なお、今回   

使用したcDNAライブラリーは、福岡大学医学部三角佳生博士に作製して頂いたもの   

である。  

A．1次スクリーニング   

a．cDNAライブラリーの寒天培地への展開法   

ヒト線条体cDNAライブラリー（1Ⅹ107pfu／ml）は、IZAPIIをベクターとしている  

ことから、宿主菌としてⅩLトBlueを用い、以下の方法でプレートを作製した。  

12．5FLg／mltetracycline（Sigma）を含むLB寒天培地上に成育している大腸菌  

XLl－Blueの単－コロニーを回収し、1mlのLB培地（0．2％（w／v）maltose，10mM  

MgSOヰを含む）に接種し、37℃で一晩振盤培養した。そこから0．5mlを25mlの新しい  

培養液に移し換えて、37℃で2～3時間さらに培養した。大腸菌の濃度がOD机。～0．5  
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（2．5xlO8cell／ml）になったら培養を止め、氷上で冷やし、遠心分牲（2，000xG、10分  

間、4℃）して細胞を回収した。回収した細胞のペレットに7．5mlの10m〟MgSOヰを  

加え十分に懸濁した。この大腸菌を200′‘1ずつ20本のチューブに分注し、そこに  

cDNAライブラリーの一部をSM培地を用いて希釈し、チューブ1本当たり25，000～   

30，000個のプラークが形成されるように加えた。37℃で15分間インキュベーションし  

た後、48℃で保温してある9mlのNZYトップアガロース（10mMMgSO．を含む）と  

混合し、20枚のNZY寒天培地（150mm≠プレート）上にそれぞれ展開し、室温で10分  

間放置し、トップアガロースを固まらせた。37℃で一晩培養した後、プラークリフト   

を行なった（ライブラリーの解析法参照）。   

b． ミニプールDNAの標識法   

まず、PCRにより増幅したミニプールのインサートDNAの入った反応液（95／∠1）  

を、限外濾過チューブを用いて濾過した（DNA増幅産物のクローニング（ライブラリ  

ーの作製）法参照）。濾過膜上のDNAを50／‘1の滅菌水を用いて回収し、そのうちの  

5FLlを［α－32p］dCTPを用いて30FLlの容量で標識した。反応溶液の組成ほ、10mM  

Tris－Cl（PH8．3）、50mMKCl、1．5mMMgClユ、0．001％（w／v）gelatin、20FLMdGTP、  

20FLMdTTP、20FLMdATP、1・85MBq［α－32p］dCTP（110TBq／mmol、Amersham）、1  

iLMプライマー混合液（＃1218および＃1222）、1unitAmpliTaqTMであった。温度条件  

は、92℃で5分間熱処理した後、65℃で1分間、72℃で10分間でのインキュベーショ  

ンを5回線り返した。反応終了後、エタノール沈殿法（DNA増幅産物の解析法参照）  

を用いて未反応の［a－32p］dCTPを取り除いた。そして、得られたDNAのペレットに1  

mlのプラークハイプリダイゼーション溶液（500／Jg／mlの超音波処理をしたヒト胎盤  

由来のゲノミックDNAを含む）を加え、95℃で10分間加熱した。そして、65℃で90分   

間インキュベーションした後、そのまま直ちにプラークハイプリグイゼーションのプ   

ロープとして用いた。   

c．プラークハイプリダイゼーション法  

UVクロスリンクしたフィルターを、超音波処理をしたヒト胎盤由来のゲノミック  

DNA（500〃g／ml）を含むプラークハイプリダイゼーション溶液（ライブラリーの解  
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析法参照）を用いて、65℃で12～16時間プレハイプリグイゼーションを行なった後、   

前項で標識したブロープを加え、さらに65℃で16～20時間ハイプリダイゼーションを   

行なった。洗浄は、洗浄液Ⅰを用いて65℃で30分間を2度、さらに洗浄液ⅠⅠを用いて65   

℃で30分間行なった。オートラジオグラフイーのシグナルの位置とプレート上のプラ  

ークの位置を対応させ、プレート上のプラークを含む領域（直径およそ3mm）をゲル  

ごと回収し、100〃1のSM培地に移し、さらに一滴のクロロホルムを加え十分に撹拝し  

た。そして、このファージ浮遊液を2次スクリーニングした。   

B．2次スクリーニング   

1次スクリーニングで得られたファージを、プレート上に200個程度のプラークを形  

成するように展開し、1次スクリーニングと同じ要領で、プラークハイプリダイゼー   

ションを行なった。オートラジオグラフイーのシグナルの位置とプレート上のプラー  

クの位置を対応させ、シグナルを出している単一のプラークを各プレートから3つず  

つ分離し、100／バのSM培地（クロロホルム入り）に浮遊させ、4℃で保存した。   

C．PCRによるcDNAクローンインサートの増幅法   

得られたcDNAクローンのインサートをPCRを用いて直接増幅した。ファージ浮造  

液5〃1をPCR用マイクロ遠心チューブに移し、10叫1のミネラルオイルで覆った後、  

95℃で15分間熱処理した。チューブを4℃に冷やした後、95〃1のPCR混合液を加え  

十分に混合した。なお、このと きの混合液は、最終的な組成が、10m〟   

Tris－Cl（PH8・3）、50mMKCl、1・5mMMgC12、0．001％（W／v）gelatin、200FLMdATP、  

200FL M dGTP、200FL M dCTP、200FL M dTTP、0．5FL Mプライマー混合液  

（T3＋（5一－ATTAACCCTCACTAAAGGGAAC－3T）およびT7＋（5一－AATACGACTCAC  

TATAGGGCG－3．）、1．25unitAmpliTaqTMとなるように調製した。そして、PCR（92  

℃、1・5分間；55℃、1分間；72℃、4分間）を30サイクル行ない、5〝lをアガロー  

スゲル電気泳動法（0．8％アガロース、SigmaTypeII）にて分析した。  

E．cDNAクローンの染色体特異性の解析法  

限外濾過により精製したcDNAクローン（～50ng）を、ランダムプライミング法に  
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より標識し（DNA増幅産物の解析法参照）、マイクロクローンと同じ要領で染色体マ   

ッピングを行なった。なおここでは、さらに別の雑種細胞を用いて新しいパネルを作   

製した。雑種細胞1Bト36は、ヒト7、13、14、15、17、19、20番染色体を、雑種細胞   

3－2は、ヒト7、13、14、17、18番染色体を、そして、雑種細胞4Clは、ヒト4、13、   

17、20、22番染色体をそれぞれ保持している。なお、これらの体細胞雑種も、北海道   

大学理学部附属動物染色体研究施設の青田娘弘教授から提供していただいたものであ  

る。また、ここでは体細胞雑種パネルとして、BIOSTM chromosome panelBlots  

（別0．S Corp．）も使用した（表－2）。  
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Ⅲ．結果  

1．レーザーマイクロビームによるヒト4番染色体短腕先端部の微細切断   

正常な核型を持つ羊水細胞の分裂中期染色体を試料として、アルゴンイオンレーザ  

ービームによるヒト4香染色体短腕先端部（4p50－100％）の微細切断を行なった。ま  

ず、オートマチックバーンダウンモードにより目的とする中期染色体像の周囲にある  

核（間期染色体）および中期染色体を全てスキャンした。その結果、周囲にある横の  

色（ギムザ）が完全に消失し、焼けた核の痕跡だけが残った（図－4、Aおよび丑）。次  

に、マニュアルバーンダウンモードを用いて、2対の4番染色体以外をスキャンした。   

その結果、4番染色体以外は完全に消失した（図－4、CおよびD）。最後に、レシオモ   

ードを用いて4番染色体短腕をスキャンした。このとき、4番染色体動原体を0％、  

短腕のテロメアを100％と指定し、短腕50～100％の領域（4p50－100％）を残してその  

他の領域をスキャンするようにコンピューターに入力した。その結果、4番染色体短   

腕先端部以外の染色体領域は完全に消失した（図－4、E）。4番染色体短腕はおよそ  

50MbpのDNAを含むことから、今回はその半分の25Mbpを切り出したことになる。し  

かし実際には、レーザービームの幅（330nm）の分余計にスキャンされているため、   

消失した領域は短腕の50％以上であった。従って、今回はおよそ4香染色体短腕のテ  

ロメアからおよそ20Mbpの領域を切り出したと推定され、結果的にハンチントン病遺  

伝子座（4p16．3）を含むより狭い領域の微細切断を行なうことができた。  

2．シングルユニークプライマーPCRによる染色体DNAの増幅   

シングルユニークプライマーPCR法は、塩基配列情報の得られていない微量のDNA   

を直接増幅することのできる方法であり、その増幅効率は様々な条件により左右され   

る。特に、pEG＃6000およびプライマーBVE22ccの濃度は最も重要な因子と考えられ  

る。そこで、RsaIで完全消化したヒトゲノミックDNAlOfg（およそ500bpのDNA断片  

2xlO4分子分）を鋳型として、これらの因子の増幅への影響について検討した。第1段   

階のPCRにおいてPEG＃6000あるいはプライマーの濃度を変化させたところ、いずれ  
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の場合においてもその濃度が高くなるに従い、増幅の効率が高くなった（図一5、レー   

ン1～6）。これらのことから、第1段階のPCRにおけるこれらの試発条件は、最終   

的に得られる増幅産物の量および質に強く影響することが判明した。実際には、実験  

方法に記載した濃度、即ち12％PEG＃6000、1FLMBVE22ccプライマーを第1段階の  

標準条件とした。次に、第3段階のPCRにおいてプライマー膿度を変化させたところ、   

その浪度が高くなるに従い増幅産物量が増える傾向を示したが、増幅産物のサイズは  

逆に小さくなる傾向を示した（囲－5、レーン7～9）。そこで実際には、4〝〟を  

第3段階の標準条件とした。  

上記で設定した標準条件を用いて、鋳型DNAの浪度およびサイズが増幅効率に及ぼ  

す影響について検討した。鋳型DNAとしては超音波処理したヒトゲノミツクDNA（平  

均およそ700bp）1pg、100fgおよび10fg、さらに激しく超音波処理をしたヒトゲノミ  

ツタDNA（平均およそ150bp）1pg、100fgおよび10fgを増幅した（図－6）。その結果、  

平均サイズが大きいゲノミックDNAを鋳型とした場合には、全ての場合で0．2～  

1．7kbpのサイズ（平均およそ500bp）にわたりスメアー状の増幅が得られた（レーン  

1～3）。一方サイズの小さいDNAを鋳型とした場合は、1pgにおいては同様にスメ  

アー状の増幅が認められたが、その増幅産物のサイズも若干小さい傾向を示した（レ  

ーン4）。また、100fgおよび10fgを鋳型とした場合は、バンド状の増幅が見られ、増  

幅の効率はサイズの大きいゲノミックDNAを用いたときより明らかに低かった（レー  

ン5、6）。また、ネガティブコントロールにおいても若干のDNAがバンドとして増  

幅された（レーン7）。  

次に、標準条件を用いて、RsaIで完全消化したヒトゲノミックDNAIpgおよび10fg、  

および鋳型DNAを含まない（ネガティブコントロール）サンプルを増幅した後、ナイ  

ロンメンプレンにプロツティングし、ヒトゲノミックDNAをブロープとしてサザンハ  

イプリグイゼーションを行なった（臥7、AおよびB）。その結果、1pgおよび10fg  

を鋳型とした場合には、アガロースゲル電気泳動のパターンに一致したシグナルが得  

られ、ヒトDNA配列が増幅していることが確認された（レーン4、5）。一方、ネガ  

ティブコントロールにおいても2本のバンド状のシグナルが得られたが、電気泳動で  

はそれらに対応するバンドは見られなかった（レーン6）。  
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3．シングルユニークプライマーPCRによる微細切断断片DNAの増幅   

2本のヒト4番染色体短腕先端部（4p50－100％）（図－4）、46本の染色体を持つ1  

つの分裂中期染色体、および1つの分裂中期染色体を完全に昇華したもの（ネガティ   

ブコントロール）をレーザーマイクロダイセクションを用いて作製した。これらを回   

収し、除タンパクした後、シングルユニークプライマーPCRにより増幅した（図一7、  

A）。その結果、4p50－100％のサンプルでは、150～800bpのサイズ（平均およそ  

300bp）にわたりスメアー状の増幅が得られた（レーン2）。1つの分裂中期染色体  

に関しても、200～1500bpのサイズ（平均およそ400bp）にわたりスメアー状の増幅  

が得られた（レーン1）。また、全ての染色体を昇華させたネガティブコントロール  

においては、増幅の程度は低いものの、150～1500bpのサイズにわたりバンド状の増  

幅が認められた（レーン3）。全体として、増幅産物のサイズが、ゲノミックDNAを  

鋳型としたコントロール実験（上記）のものよ り小さい傾向を示したが、特に  

4p50－100％の増幅産物はコントロール実験のものより200bp程度小さかった。次に、  

ヒトゲノミックDNAをブロープとしてサザンハイプリグイゼーションを行なった（図  

－7、B）。その結果、1つの中期染色体および4p50－100％では電気泳動のパターンと  

一致したシグナルが認められ、ヒトのDNA配列が増幅されていることが確認された   

（レーン1、2）。また、ネガティブコントロールにおいても弱いシグナルが認めら  

れた（レーン3）。このネガティブコントロールで観察された増幅は、鋳型DNAを加  

えていないサンプルでの増幅（上記）より明らかに多かったことから、たとえ全ての   

染色体をレーザービームによりスキャンした場合でも、若干のDNA分子は昇華を免れ、   

DNA分・子としての形状をとどめているものと思われた。しかしその増幅の程度は、  

4p50－100％の増幅と比べても十分に低いものであった。  

4．改良型マイクロライダーション・PCRによる染色体DNAの増幅   

改良型マイクロライゲーション・PCR法では、染色体DNAを制限酵素で消化した後、  

合成リンカーをライグーションし、そのリンカーの塩基配列を利用して染色体DNAを   

増幅しようとするものである。従って、本来ならば制限酵素処理をしていない高分子  
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のDNAを出発材料とするべきであるが、コントロール実験で用いるゲノミックDNA量  

（1pg以下）は、ハブロイドゲノム（3pg）以下であるため、単純に希釈をして行く  

だけでは得られないことになる。そこで、RぶaIで完全消化したヒトゲノミックDNAお  

よび超音波処理をしたヒトゲノミックDNA（平均サイズは500～700bp）を出発材料と  

し、まず始めに制限処理以降の反応ステップ、すなわちマイクロライグーションと   

PCRについて検討した（図－8）。その結果、制限酵素処理をしたDNAでは0．2～  

2．Okbpのサイズ（平均およそ600bp）にわたり多数のバンドを含んだスメアー状の増  

幅が得られ（レーン1～3）、超音波処理をしたDNAでは100fg以上のDNA量におい  

て同様な増幅が得られた（レーン4～7）。また、鋳型DNAを含まないネガティブコ  

ントロールでは増幅は認められなかった（レーン8）。  

次に、制限酵素（R∫aI）処理したゲノミックDNAを出発材料として、ProteinaseK   

による除タンパクのステップからの反応を行なった。このとき、制限酵素処理のステ  

ップに於てRぷaIを加えた場合とそうでない場合について検討した（図－9、A）。その   

結果、制限酵素を加えない条件では、上記と同様の結果が得られた（レーン1～3）。   

しかし、制限酵素を加えた場合（5unit）、ネガティブコントロールにおいても増幅  

が確認された（レーン6、9）。特に、B社の酵素を用いた場合、10fgとネガティブ  

コントロールにおいて同一のバンドが増幅しており、しかもヒトゲノミックDNAをブ   

ロープとしてサザンハイアリダイゼーションを行なった結果、ネガティブコントロー   

ルにおいても多数のバンド状のシグナルを認めた（囲一9、B、レーン6）。これらの   

ことは、市販されている制限酵素中ににすでにDNAが混入していることを示している。  

5．改良型マイクロライゲーション・PCRによる微細切断断片DNAの増幅   

2本のヒト4番染色体短腕先端部（4p50－100％）、4つの間期染色体（核）、および  

1つの分裂中期染色体を完全に昇華したもの（ネガティブコントロール）をレーザー   

マイクロダイセクションを用いて作製した。これらを回収し、除タンパクした後、改  

良型マイクロライダーション・PCRにより増幅した（図－10、A）。なお、制限酵素と  

しては、比較的DNAの混入の少なかったT社の製品を用いた。その結果、4つの核を  

回収したサンプルからは、200～800bpのサイズ（平均およそ400bp）にわたりスメア  
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ー状の増幅が得られた（レーン1、2）。また、4p50－100％および全ての染色体を昇  

華させたサンプルにおいても、同様なサイズの弱い増幅が観察された（レーン3、4）。  

ヒトゲノミックDNAをブロープとしてサザンハイプリダイゼーションを行なったとこ   

ろ、4つの核のサンプルに関しては、同じサイズのスメアー状のシグナルが観察され   

たが、4p50－100％および全ての染色体を昇華させたサンプルにおいては、全くシグナ  

ルが認められなかった（図－10、B）。従って、4p50－100％のサンプルにおいては、ヒ  

トDNA配列は増幅していないと考えられた。  

6．4p50－100％シングルユニークプライマーPCR産物のクローニング   

改良型マイクロライゲーション・PCR法では4p50－100％のサンプルにおいて増幅が  

得られなかったことから、シングルユニークプライマーPCR法による4p50－100％の増  

幅産物についてのみクローニングを行なった。増幅産物を£coRIで消化し、精製した  

DNAを人gtllファージベクターに組み込み、4p50－100％ライブラリーを作製した。タ  

イトレーションを行なった結果、5xlO6の組換え体を有していることが判明した。  

7．マイクロクローンのサイズの解析   

染色体4p50－100％スgtllライブラリー中のクローン（マイクロクローン）を無作為  

に68個回収し、PCRによりそれらのインサートDNAを増幅し、インサートサイズを解  

析した。その結果、これらのクローンは、100～1500bp（平均350bp）の長さを持っ  

ていることが分かった。なお、このサイズは、増幅産物の両端に含まれる人gtllの塩  

基配列（81bp）を差し引いて求めたものである。その時の20クローンの解析例を図  

－11に示した。  

8．マイクロクローンの塩基配列特性の解析  

無作為に抽出した68個のマイクロクローンを1つずつ標識し、それらをブロープと   

してgcoRIおよび∬玩dIIIで消化したヒトゲノミックDNAに対してサザンハイアリダイ  
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ゼーションを行なった。その結果、30クローン（44％）がユニーク配列、21クローン  

（31％）が高頻度反復配列、そして17クローン（25％）がサテライトDNAなどの中、  

あるいは低頻度反復配列であった。その時の10クローンの解析例を図－12に示した。ク  

ローンHD36ト3、5、6、11、および12はユニーククローン、クローン2および7は  

高頻度反復配列、クローン4、9および10は中および低頻度反復配列を示している。  

9．マイクロクローンの染色体特異性の解析   

まず、ハンチントン病遺伝子座近傍のDNAマーカーか4ぶJJ∫（252－3）をプローブと  

して、体細胞雑種パネルに対してサザンハイプリダイゼーションを行なった。 その結  

果、ヒト、雑種細胞2A42CL6、および雑種細胞2A42CL2－1のゲノミックDNA（ヒト  

4番染色体を含む）に一本のバンドが認められ、マウスおよび雑種細胞CL73のゲノミ  

ツクDNA（ヒト4番染色体を含まない）には認められなかった（図・13）。従って、  

このクローンは4番染色体上にマップされ、今回作製した体細胞雑種パネルがマイク   

ロクローンのマッピングに使用できることが示された。  

塩基配列特性の解析の結果、ユニーク配列を有することが確認された30クローンの   

中から、無作為に18クローンを選択し、それらをブロープとして、染色体マッピング   

を行なった。その結果、11クローン（61％）が、4番染色体上にマップされた。その   

中の一例を図－14に示した。現在のところ、これら11クローンが故郷切断した領域すな  

わち4p50－100％の領域に由来するものか否かについては決定できていない。また、4  

番染色体上にマップされなかった7クローンの染色体の局在も、今回作製したパネルで   

は特定できなかった。  

10．染色体4p50－100％ライブラリー中の独立クローン数の推定   

およそ1％の染色体4p50－100％ライブラリー（6xlOヰクローン）に対し、1つのユニ  

ーククローン（HD361－11）をプローブとして、プラークハイプリダイゼーションを行   

なった。その結果、67個のポジティアシグナルを同定した（月＝67）。従って、このク  

ローンのライブラリー中の存在頻度（ダ）は1．1xlO－3であり、ライブラリー中の独立ク  
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ローン数（ズ）は909と推定された。また、別のユニーククローンをプローブとした場  

合には、3xlO4プラーク当たり3個のポジティプシグナルを同定した。従って、このク  

ローンのライブラリー中での存在頻度は1xlO－4であり、ライブラリー中の独立クロー  

ンは1qOOOと推定された。以上より、ライブラリー中にあるクローンの存在頻度はク  

ローンによりかなりばらついていることが判明した。従って、現在のところ正確な独  

立クローン数を推定することはできないが、最低でもおよそ1．000種類は存在すると推  

定された。  

11．染色体4p50－100％ミニプールの解析   

染色体4p50－100％ライブラリーのクローン（およそ之500個）に対して、ヒトゲノミ  

ツクDNAをブロープとしてプラークハイプリグイゼーションを行なった。そして、ポ   

ジティプなシグナルを出さないクローンをユニーククローンと見なし、1つずつ回収   

し、合計912クローンを単離した。そして、48クローンずつまとめたミニプールを19   

個作製した。また、コントロールとして無作為に100、1．000、および1qOOOクローンを  

まとめた3個のクローンプールも同時に作製した。次に、各々のミニプールおよび無   

作為抽出のクローンプール中のインサートDNAをPCRを用いて増幅した。その結果、   

ミニプールにおいてはいずれも複数の種類のDNAがバンド状に増幅したが、それぞれ   

の増幅パターンは異なっていた（図－15、A）。また、無作為抽出によるクローンプー  

ルにおいては、スメアー状の増幅が得られた（100クローンプ⊥ルに関してはバンド  

状の増幅も認められた）（図一15、B）。ヒトゲノミックDNAをブロープとして、これ  

らの増幅産物に対してサザンハイアリダイゼーションを行なったところ、無作為抽出   

によるクローンプールにおいては、いずれも強いシグナルが認められた（図－16、B）。  

それに対し、ミニプールにおいては、いずれも弱いシグナルであった（図－16、A）。   

従って、ミニプールは、ほぼ全てのクローンが反復配列を持たないユニーククローン   

により構成されており、当初の目的通りプラークハイアリダイゼーションにより反復   

配列を有するクローンを除外できたと考えられた。  
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12．ミニプールによるヒト線条体cDNAライブラリーのスクリーニング  

19個のミニプールをプローブとして、各々2xlO5ずつ、合計3．8xlO‘プラークをスク   

リーニングした。その結果、1次スクリーニングにおいて39個のポジティアシグナル   

を得た。次に、これらに関して2次スクリーニングを行なったところ、39個中27個が   

ポジティプであった。これらのプラークからPCRを用いてcDNAクローンイ ンサート  

を増幅したところ、0．8－3．Okbpのサイズを有していた（表－3）。3クローンの例を  

図－17に示した。  

13．cDNAクローンの染色体特異性の解析   

ポジティプと同定された27クローンの中から、22クローンについて染色体マッピン  

グを行なった（表－3）。その結果、クローン2－S5、2－S6、2－S7、2－S8、2－S9、2－SlO、   

2－Sll、2－S12、2－S13、および2－S15はいずれも同様なシグナルバターンを示し、4番   

染色体を含む3つ以上の染色体上に同時にマッピングされ、単一コピーでないことが  

示唆された（区ト18）。また、クローン3－S3、6－Sl、10－Sl、および10－S？に関しては、  

それぞれ4番染色体上にマッピングされた（図－19にクローン10－Slの例を示す）。ク   

ローン3－S2、4－S3および5－Slは、クローン中に反復配列を有していたが、Pre－  

reassociation法62）を用いてサザンハイプリグイゼーションを行なったところ、クロー   

ン4－S3は弱いながらも4番染色体上に局在を示すシグナルが得られた（図－20）。しか  

し、その佃のクローンは染色体の局在を特定できなかった。一方、クローン13－Sl、  

および18－S2は、10番染色体上にマッピングされ、クローンユーS17、3－Slおよび9－51は、   

染色体の局在を特定できなかった。  
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Ⅳ．考察  

1．ヒト染色体領域特異的DNAライブラリーの作製技術の開発   

染色体領域特異的DNAライブラリーを作製することは、染色体上の特定領域の解析、   

特に染色体局在の明らかな遺伝病の解析を効率よく進める上で最も有効な方法である  

と考えられる。従来、この目的のために、染色体ソーティングあるいは体細胞雑種法   

が用いられてきたが、最近になり染色体の特定領域を物理的に切り出してクローニン   

グする染色体微細切断技術が注目されてきている。この技術は、分裂中期染色体標本   

から目的とする染色体領域を直接分離・回収し、クローニングする方法であり、任意   

の染色体領域のDNAライブラリーを効率良く構築できる方法であると期待されている。   

本研究では、より簡便にしかも効率よく染色体領域特異的DNAライブラリーを構築   

するため、まず新しい染色体微細切断法および染色体DNAの才力 再け0増幅法の開発を   

行なった。  

A．染色体微細切断法について   

従来の染色体の微細切断法に関しては、多くの問題点が指摘されてきた。ガラスニ   

ードルを用いた染色体切断に関しては、切断する断片の大きさをコントロールするこ   

とが非常に困難であるとされている。切断する断片の大きさはニードルの先端の径に   

依存するが、たとえ一定の先端径のニードルを用いた場合でも、実際の染色体の大き   

さが標本によりまちまちであるため、同じ染色体の同じ領域を同じ幅で切断すること   

はほぼ不可能であると考えられる。さらに、一定の先端径のニードルを用いて同じ大   

きさの染色体を切断した場合でも、染色体標本の染色体の硬さつまり乾燥の度合いが  

切断幅に影響することが分かっている45）。一般的に、硬い染色体ほど細かい切断がで  

きるとされているが、染色体を硬くすればするほど（乾燥させる）染色体DNAは劣化  

してゆき、クローニング効率も落ちて行くと考えられているヰ称48）－63） 。一方、UVレー   

ザーに関しては、その照射角度が固定されているため染色体をスキャンするのにステ  
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ージを移動させなければならない上、レーザービームがパルス状であるため、染色体   

の切断操作性に欠けると考えられている。したがって、レーザービームにより昇華で   

きる領域は限られており、切り分けた染色体断片は結局、マイクロマニピュレーター  

とガラスニードルを用いて回収しなければならないといった問題があった瑚、ヰ3）。   

本研究では染色体の切断には、アルゴンイオンレーザービームによる染色体切断装   

置を用いた。染色体の切断作業は、従来の方法とは異なり、全てコンピューターによ   

り制御されている。染色体の切断は、コンピューター制御のもとでレーザービーム自   

体をⅩ－Yスキャナーにより動かすことで行なっており、スキャンする領域も自由に変   

えることができることから、任意の染色体の任意の領域を切り出すことができると考   

えられる。レーザービームによる染色体の切断は、目的とする染色体領域を残してそ   

の周囲の領域を焼却するという方法を用いることから、理論的には染色体の硬さとは   

無関係に、切断する染色体断片の大きさを限りなく小さくすることができると考えら   

れる。しかし、一方では、染色体の切断にはギムザ色素への吸光により得られる熟エ   

ネルギーを利用しているため、レーザーでスキャンされた領域の嫁が熟の影響で変性   

することが予想される。従って、アルゴンイオンレーザービームを用いた場合、実際  

には0．1／′m以下の解像度で切断することは不可能であると考えられるが、ガラスニー  

ドルあるいはUVレーザービームによる切断（およそ0．5〃m）揖卜叫より精度は高い  

と考えられる。また、染色体はその凝集度により同じ染色体でもその大きさが異なっ   

てくるが、プログラムモナド中のレシオモードを用いることにより、染色体の大きさ   

にかかわらず一定の比率で切り出すことができるようになった。さらに、本法の最も   

ユニークな点は、必要な染色体断片以外の染色体を全て昇華してしまうという所であ   

る。これは、上記のようにレーザービームを動かすことができるようになり、初めて   

可能になった技術である。これにより、染色体断片を除タンパク溶液を用いて直接溶   

出することができるようになった。従って、断片の回収に用いていたマイクロマニピ   

ュレーターとガラスニードルによる作業がなくなり、回収作業時に起こる染色体DNA   

の損失および破壊の可能性も少なくなると考えられた。しかしながら、本法を用いた  

場合、1つの染色体標本からは1つの領域しか得られないため、平行して多数の領域  

を切断するためには、切断する領域の数だけ染色体標本を作製しなければならないと  
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いう新たな問題がでてきた。ガラスニードルを用いて染色体断片を回収する方法では、   

1つの染色体標本から複数の領域についての同時回収が可能であり、この点に関して   

は、従来の方法が優れていると考えられた。   

以上のように、今回開発されたアルゴンイオンレーザービームによるヒト染色体微  

細切断法は、完全ではないが、これまで問題になっていた多くの点を解決した新しい  

染色体切断法として利用価値の高いものと思われる。  

B．染色体DNAJ刀y山0増幅法について   

まず、今回新たに開発したシングルユニークプライマーPCR法の増幅効率に影響す  

る試薬条件について検討した。R銅Ⅰで完全消化したヒトゲノミックDNAを鋳型とした  

場合、特に第1段階のPCR反応におけるPEG＃6000およびプライマーBVE22ccの濃度  

が強く影響することが確認された。これは、第1段階の反応において、PEGおよびプ   

ライマーの濃度の変化が直接、染色体DNA分子とプライマー分子との会合頻度に影響  

し、最終的に得られる増幅産物の量およびサイズなどに影響してくるものと考えられ  

る。従って、シングルユニークプライマーPCRの反応を行なうに際して、これら試薬   

条件の設定を厳密に行なっておく必要があると考えられた。また、平均サイズが500  

～700bp程度のゲノミックDNAを鋳型とした場合、10fg程度のDNAを増幅できるが、  

平均サイズが150bp以下にさらに小さくしたゲノミックDNAを鋳型とした場合には、  

少なくとも1pg以上のDNAが存在しないと十分な増幅が得られないことが確認されて  

いる（図－6）。これらのことから、用いる鋳型DNAのサイズも増幅の効率に影響する  

ことが明らかになった。最近、標準条件により平均500bp程度のDNAを鋳型とした場  

合、1fg程度でも増幅することが確認されていることから、シングルユニークプライマ  

ーPCR法によるDNAの増幅感度は、ほほ大腸菌1匹分のゲノムDNA（4．7Mbp）に匹  

敵すると考えられる。また、レーザービームにより微細切断された染色体4p50－100％  

のDNAを鋳型として、シングルユニークプライマーPCRで増幅した結果、ヒトDNAの  

増幅が確認されたことから、シングルユニークプライマーPCRを用いることにより、  

クローニングするのに十分な量のDNAがわずか2対の相同染色体断片から得られるこ  
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一方、シングルユニークプライマーPCR法は、用いる鋳型DNAのサイズによりその  

増幅効率が著しく異なることが、実験の結果から明らかになっている（図－6）。した  

がって、回収された染色体断片のDNAサイズが小さいと仮定すると、今回増幅効率が  

悪かったことを無理なく説明することができると考えられる。  

最近、染色体上の既知の遺伝子の特定の配列をPCRを用いることにより、1つの分  

裂中期染色体標本を鋳型として増幅できることが報告されている65）。Yokoiら叫は、Ⅹ  

染色体上にマップされている6つの遺伝子（♪財β、OrC、月PRr、ダ∬、ダ貯、G甜か）  

のそれぞれの特定領域（70～100bp）をPCR法により増幅したところ、スライドグラ  

ス上の1つの分裂中期染色体DNAから各遺伝子の特定領域の増幅が得られ、染色体を   

アルゴンイオンレーザーで全て昇華させた場合には増幅しなかったと報告している。  

そこで、今回、1番染色体（1q21）にマップされているグルコセレプロシダーゼ遺伝  

子のエクソン10の一部、490bpの塩基配列の増幅を同様な方法で試みた。その結果、  

1個の中期染色体標本について8サンプルそれぞれ別々にPCRを行なったところ、そ   

のうち1つサンプルからのみ増幅が得られた（図－21、A）。また、20個以上の核およ   

び分裂中期染色体標本から増幅した場合には、全てのサンプルにおいて目的とするサ   

イズの増幅産物が得られた（図－21、B）。以上のことから、スライドグラス上の1つ   

の分裂中期染色体のDNAを鋳型とした場合、pCRで増幅するターゲットサイズが小さ   

い場合には確実に増幅されるが、ターゲットサイズが大きくなると増幅してくる確率   

が低くなることが示唆された。また、回収する染色体数、すなわち鋳型となるDNAの   

コピー数を増やすことにより、ターゲットサイズが大きい場合においても増幅する確   

率を高くすることができると考えられた。これらの結果は、スライドグラス上に展開   

した染色体標本のDNAが増幅しようとする領域において、ある頻度で切断されている   

ことを示唆している。   

したがって、4p50－100％からの増幅産物の量が少なくさらにそのサイズが小さかっ  

た原因としては、2）回収された染色体DNAのサイズが小さい、ことによる可能性が   

最も高いと考えられる。   

次に、改良型マイクロライグーション・PCR法の増幅効率を確認するため、Rぶ8Ⅰで   

消化したゲノミックDNAおよび超音波処理をしたゲノミックDNAを用いて増幅を試み  
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た。その結果、RsaIで消化したゲノミックDNAを用いた場合には10fg以上で増幅が見  

られた。また、超音波処理をしたゲノミックDNAを用いた場合、DNA分子の両端が平  

滑末端でないにもかかわらず、100fg以上を用いた場合に増幅が認められた。しかし、  

その増幅効率は、平滑末端のゲノミックDNAを用いた場合の10分の1以下であった。   

また、5’突出末端を形成するぶau3AIで消化したゲノミックDNAを用いた場合にも、   

超音波処理の場合と同程度の増幅が確認されている。従って、今回改良したマイクロ  

ライゲーション・PCR法の増幅効率はDNA分子の末端形状により影響を受けることが   

判明した。しかし、平滑末端を持たないDNA分子に関しても、リンカーM4は、平滑   

末端の場合の1／10位の確率でライダーションし、PCRにより増幅されることが示唆  

された。今回改良したマイクロライダーション・PCR法の増幅感度は10fg程度であっ  

たことから、その増幅効率はシングルユニークプライマーPCR法に比べ若干劣ると考   

えられた。   

この改良型マイクロライグーション・PCR法を用いることにより、今回、4つの核  

（24pg相当のDNA）を材料として用いた場合には、ヒトDNAの十分な増幅が認められ  

た。しかしながら、2対の染色体4p50－100％（80fg相当のDNA）からは、増幅が認め  

られなかった。先に述べたように回収された染色体DNA分子が高頻度に切断されてい   

ると仮定すると、制限酵素R5aIで消化した染色体DNAのサイズはさらに小さくなり、   

しかもそれらの両端が平滑末端を確実には形成していないことが予想される。したが   

って、リンカーヘのライゲーションの効率も悪く、さらにライグーションされた染色   

体DNAのサイズも小さくなっていると推定される。事実、従来のマイクロライゲーシ  

ョン・PCR法を用いてクローニングされた染色体断片由来のクローン■（マイクロクロ  

ーン）のサイズは、平均150～220bpとRぶaI消化での予想平均サイズ493bp67）より明ら  

かに小さかったとの報告もなされている48）。また、実験方法において述べた通り、単  

一のプライマーを用いてDNAを増幅しようとする場合、そのサイズが小さすぎると分・   

子内でのセルフアニーリングが起こり、全く増幅されない可能性もある。これらのこ  

とを考慮すると、4p50－100％のサンプルから増幅が得られなかった理由としては、2  

対の染色体断片から得られたDNA分子の中に、マイクロライグーション・PCR法で増   

幅可能な末端形状を維持したDNA分子が十分量存在しなかったことによる可能性が高  
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いと考えられる。従って、改良型マイクロライダーション・PCR法を用いて染色体断  

片を増幅する場合には、従来のマイクロライダーション・PCR法の場合と同様に20～  

30の染色体断片を回収する必要があるものと思われた。   

従来から、染色体標本のDNAの劣化に関しては多くの指摘がありヰ5）・ヰ町瑚・瑚 、これ  

まで染色体切断に通した染色体標本の作製法に関して、様々な工夫がなされてきたヰ5）、  

叫、即） 。今回染色体標本の作製時には、低法度酢酸固定液を用い、さらに染色体の乾燥  

を極力避けるように配慮したにもかかわらず、結局のところ染色体DNAはかなり劣化  

してると推定された。今後、染色体断片DNAの増幅効率をさらに高くするには、シン  

グルユニークプライマーPCRあるいは改良型マイクロライグーション・PCRの方法よ   

り、むしろ染色体標本の作製法を改良して行く必要があると思われ、今後の課題とし  

て残された。   

今回開発したシングルユニークプライマーPCR法および改良型マイクロライグーシ   

ョン・PCR法は、その増幅効率が高いため、外来性のDNAの混入は、大きな問題とな  

る。シングルユニークプライマーPCR法を用いた場合、今回は10fgの鋳型DNAから十  

分な増幅が得られたが、実際には1fgのゲノミックDNAを用いた場合でも増幅が確認  

されている。また、マイクロライグーション・PCR法を用いた場合でも、10fgのゲノ  

ミックDNAを用いた場合で増幅が確認されている。大腸菌のゲノムサイズは、  

4．7Mbpであることから、その量は、およそ4．7fgと推定される。したがって、今回開  

発した2つの増幅法を用いた場合、1匹の大腸菌が混入しただけで、実験結果に著し  

く影響してくると推定される。また、通常の滅菌法により大腸菌を始めとする細菌類  

の生物的な活性を無くすことは可能であるカチ、たとえ細菌類が死滅した場合であって  

も、DNA分子まで無くすことはできない。したがって、本実験を遂行して行くうえで  

は、外来性細菌類およびDNAの混入に対して特別の配慮をして行く必要があると考え   

られる。   

そこで、まず改良型マイクロライゲーション・PCR法を利用して、本研究で使用す   

る全ての酵素類中の混入DNAについて検討した。なお、この方法を用いて検出できる  
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DNA量の限界は10fgであった。その結果、制限酵素中にDNAの混入があることが判明  

した（区ト9）。しかし、その佃の酵素類（ProteinaseKおよびAmpliTa（㌣など）には  

検出されなかった。従って、シングルユニークプライマーPCRの場合には酵素類から  

のDNAの混入の確率は低いと考えられるが、マイクロライグーション・PCRを用いて  

微量の染色体DNAを増幅する場合、制限酵素での消化のステップにおいて外来性の  

DNAの混入すなわちコンタミネーションは避けられないと考えられた。これに対する  

対策としては、切断・回収する染色体断片の数を増やすことにより、染色体断片DNA  

／コンタミネーションDNAの比をできるかぎり大きくすることが考えられる。また、  

最近、Jinnoら70）は、ソラレンを用いることで効率よくコンタミネーションを除くこと  

ができると報告している。本研究では、さらにその他の試薬（SDSは除く）および器   

具類に混入あるいは付着しているDNA分子の鋳型DNAとしての機能を無くすために、  

長時間のオートクレーブ（123℃、90分間）を行なった。これによりDNA分子は加水  

分解され、低分子化するとされている71）。すでに述べてきたように、サイズの小さい   

DNA分子は、シングルユニークプライマーPCR法および改良型マイクロライゲーショ   

ン・PCR法において増幅される効率が低いことから、結果的にコンタミネーションの   

影響が小さくできることが期待される。また、使用する器具類は、可能な限りディス   

ポーザブルの製品を用い、全ての作業は無菌的状態で行なうなど、細心の注意を払う   

必要があると考えられる。   

このように、コンタミネーションに関しては、細心の注意を払っているにもかかわ   

らず、実際には、今回の実験においても、シングルユニークプライマーPCR法により   

鋳型DNAを含まないコントロールサンプルを増幅した場合にバンド状の増幅が若干見   

られ、さらに、全ての染色体を昇華させたネガティプサンプルからは、さらに多くの   

増幅産物が確認され、完全にコンタミネーションを除外することには成功しなかった。  

しかし、これらのネガティブ実験での増幅の程度は、染色体4p50－100％の増幅程度よ  

り明らかに低いことから、実際上はほとんど無視できるものと考えられた。   

以上をまとめると、今回開発した2種類の染色体DNA増幅法のうち、シングルユニ   

ークプライマー法が染色体断片のDNA増幅に実用可能であることが証明された。一方、  
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今回4p50－100％の増幅に失敗したものの、改良型マイクロライゲーション・pCR法も、  

従来の方法に比べて挽作が簡便でしかも効率よいものになっている。今後、この方法   

に関しても、回収する染色体断片数を増やすなどの対策を講じることにより実用の可   

能性があると考えられる。  

2．ヒト4香染色体短腕先端部特異的DNAライブラリーの構築   

ガラスニードルによる染色体微細切断とマイクロライグーション・PCRを組み合わ   

せた方法により、これまでいくつかのヒト染色体領域特異的DNAライブラリーが構築  

されている4ヰ）、ヰ8）、69）、7ユ）、73）、74）、75） 。本研究では、従来の方法とは異なる、アルゴンイオ   

ンレーザービームによる染色体切断とシングルユニークプライマーPCRを組み合わせ  

た方法により染色体4p50－100％ライブラリーを作製した（表－4）。ここでは、これら  

従来のライブラリーと今回作製した染色体4p50－100％ライブラリーとを比較しながら  

ライブラリーの特性について考察して行きたい。   

Ludeckeら”）148） は、マイクロライダーション・PCR法により増幅された染色体断片   

DNAを、プラスミドベクターを用いてクローニングしている。その理由として、クロ   

ーン化されたDNAを抽出し、解析する場合には、プラスミドクローンの方がファージ   

クローンより容易であるためである。しかしながら、PCR法を用いることにより直接   

クローン化されたインサートDNAを解析した場合、プラスミドクローンより、むしろ   

ファージクロー ンの方が簡単に解析できることが予備実験により確かめられている。   

さらに、クローニングの効率は、プラスミドDNAを用いて大腸菌を形質転換するより、   

J刀VJ打0パッケージングされたファージDNAを大腸菌に感染させる方がよいこともよ   

く知られた事実である。以上のような理由から本研究では、シングルユニークプライ  

マーPCR法により増幅した染色体4p50－100％領域のDNAを人ファージベクターに組込  

み、DNAライブラリーを構築することにした。本研究で用いたプライマーBVE22ccは、   

その塩基配列中に3種類の制限酵素認識配列を含んでいるため、シングルユニークプ   

ライマーPCR法により増幅されたDNA分子の爾来端にはそれぞれこれら3種類の制限   

酵素サイトがあると考えられる。今回はこれらのうちのgcoRIサイトを利用して、Å  
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ファージ（人gtll）のぶcoRIサイトにクローニングした。なお、増幅したDNAの両端  

以外にgcoRIサイトが存在する場合には、増幅したインサートDNAが切断されること  

になるが、そのような場合においてもクローニングに影響することはないと考えられ  

る。このようにして今回、5xlO6のクローンの組換え体を持つライブラリーが作製でき  

た。そして、このライブラリーは、L追血ckeらの報告したもの（0．5～2．5xlO4）より効  

率よくクローニングされていると考えられた。   

無作為に回収した68個のファージクローンのインサートDNAのサイズをPCR法を用  

いて解析した。その結果、クローンのサイズは100～1500bpであり、平均350bpであ  

った。Ludeckeらは平均150～220bpと報告しており48）、また、KaoとYu69）は平均  

416bpと報告している。作製したライブラリーによりクローンの平均サイズが異なる  

原因として、まず第一に染色体標本の作製法が関係している可能性が考えられる。平   

均クローンサイズが比較的小さいライブラリーを作製したL追deckeらは染色体の固定に   

酢酸／メタノール（3：1）液を用い、サイズの大きいライブラリーを作製したKaoと  

Yuは固定液に100％メタノールを用いている。一方、本研究では酢酸／メタノール（7：  

1）液を用いている。つまり、固定液中の酢酸浪度が高い場合ほど、クローンの大きさ   

が小さい傾向を示している。固定液中の酢酸は、染色体DNAに脱プリン化やニッタな  

どの変性をもたらす5ヰ）ことから、その濃度は作製されたライブラリー中のクローンサ  

イズに影響する重要な因子であると考えられる。もう一つにはPCR法の違いによる可  

能性が考えられる。L註deckeら48〉ぉよびKaoとYu69）は、いずれもマイクロライゲーショ  

ン・PCR法を用いているが、Ludeckeらほ染色体DNAをプラスミドベクターの平滑末   

端（∫maIサイト）にマイクロライダーションし、2種類のプライマーを用いて増幅し  

ているのに対し、KaoとYuはリンカーの5，突出末端（〟如Ⅰサイト）にライゲーショ   

ンし、1種類のプライマーを用いて増幅しているという違いがある。一方、本研究で  

用いたシングルユニークプライマーPCR法も、1種類のプライマーを用いて染色体  

DNAを直接鋳型として増幅している。実験方法の項でも述べたように、1種類のプラ  

イマーによるPCR法は、プライマーの濃度により増幅されるDNAのサイズが異なり、  

ある程度以上小さい分子はかえって増幅しにくいなどの特性があり、そのことがクロ  

ーンのサイズに反映されている可能性も考えられる。一方、マイクロクローンのサイ  
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ズは、現在一般的に利用されているゲノミツタライブラリーのクローンサイズ（9  

kbp以上）と比較するとかなり小さいことから、大腸菌などを利用した方法ではクロ  

ーニングされにくい領域、例えば2つの向かい合った反復配列に挟まれた領域丁6）など  

の近傍のクローンを得るのに有用であると考えられる48）。   

PCRにより増幅された68個のファージクローンをブロープとして、サザンハイプリ   

ダイゼーションにより各々の塩基配列特性を解析した。その結果、44％がユニーク配   

列、56％が反復配列であり（31％が高頻度反復配列、25％がサテライトDNAなどの中   

あるいは低頻度反復配列）、全てのクローンがヒトゲノミックDNAとハイアリダイズ  

した。一方、Ludeckeら4りは、39～80％がユニーク配列、17～52％が反復配列であると   

報告していることから、今回の結果は、彼らの結果とほほ－改すると考えられた。一   

方、Ludeckeらの作製したライブラリー中にヒトDNAとハイアリダイズしないクロー   

ンが10％程度存在することが報告されている。彼らは、染色体のエージングをその直   

接的原因と想定しているが、今回の一連の実験結果から考えると、その理由としては、   

反応過程において酵素類などからDNAが混入しそれがクローニングされた可能性があ   

る。また、彼らのクローンのサイズが小さいため、DNAの標識効率が低く、そのため   

ヒトのDNA由来のクローンにもかかわらず、サザンハイプリダイゼーションにおいて   

シグナルを出さなかったといった可能性も考えられる。通常用いられているゲノミツ  

タライブラリー（YAC、コスミドおよびスファージ）のクローンの塩基組成は、ユニ   

ーク配列と反復配列の両者で構成されている場合がほとんどである。そのため、クロ   

ーンをブロープとして用いてゲノムを解析する場合に、クローン中のユニーク配列を   

サブクローニングにより単離することが必要となる。また、反復配列を含んだまま用  

いる場合には、予め反復配列の悪影響を除外するような手順（pre－ー¢aSSOCia【ion法）陀）  

を踏む必要が あった。これに対して、マイクロライダーション・PCR法およびシング   

ルユニークプライマー法により作製された染色体DNAライブラリーからは、いずれの   

場合においても純粋にユニーク配列だけで構成されているクローンを容易に得ること   

ができることから、ゲノム解析を効率よく行なえると考えられた。一方、ヒトDNAの   

巨大な領域のクローニングと物理地図の作成に、PCR法に基づくYACクローニングが  

提唱され77）、これを行なうためのゲノム上のIandmark（STS：SequenceTaggedSite）  
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を得ることが重要になってきた。染色体切断により得られたマイクロクローンは、純   

粋なユニーク配列のクローンが得られる上、クローンのサイズが小さいため、簡単に   

塩基配列の決定ができることから、このSTSとしての利用価値も高いと考えられる。   

次に、ユニーク配列を有するクローンの染色体マッピングを行なった。その結果、   

61％のクローンが4番染色体に由来することが確認された。現時点ではこれらのクロ  

ーンが切断した領域すなわち4p50－100馴こ由来しているか否かについての実験的証拠  

は得られていない。しかしながら、以下に示すような計算から、確率的には4番染色  

体にマップされたほとんど全てのクローンが4p50－100馴こ由来すると推定される。ヒ  

トのハブロイドゲノムを亀000Mbp（100％）とすると、4番染色体は193Mbp（3．34％）  

78）、4p50－100％はおよそ20Mbp（0．67％）に相当する。従って、ヒトゲノミツタDNA  

をランダムにクローニングした場合は、3．34％の頻度でクローンが4番染色体上にマ   

ップされる。ここで、61％のクローンが4番染色体に、39％が4番染色体以外にマッ   

プされたことから、この61％の中に含まれるランダムクローンの割合（ズ）は、  

（39＋弟：ズ＝100：3．34  

であるから、  

100ズ＝3．34（39＋ズ）  

∬＝1．35（％）   

また、この1．35％の中で4p50－100％領域に含まれる確率は、  

1．35x（0．67／3．34）＝0．27（％）   

従って、今回作製したライブラリー中のクローンで4p50－100％に由来するクローン  

は、  

61－（1．35－0．27）＝59．92（％）   

となり、全クローンの6割が4p50－100％に由来すると推定された。また、4番染色体  

にマップされたクローンの中に、61個に1個の割合で4p50－100％以外の領域からのク  

ローンが混入していると推定された。一方、染色体領域特異的DNAライブラリーのク  

ローンの染色体特異性に関して、L追deckeらはクローンの95％以上18）が、またⅩaoと  

Yuは86％が切断した領域に由来していると報告している叫。従って、今回作製した染  

色体4p50－100％ライブラリーの染色体特異性は、余り高くないと考えられる。その原  
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因として、本研究ではライブラリー作製の出発材料として2対の4p50－100％を用いたの  

に対し、彼らは、20－30対の染色体断片を用いているため、本研究における染色体   

DNA／外来性混入DNAの比が低いことによる可能性がある。また、以下に述べるよう   

に、染色体標本の作製方法の違いが直接関係している可能性も考えられる。Ludeckeら  

は染色体標本の作製をピペット法7り という独自の方法を用いて作製している。この方   

法は、分裂期にある羊水由来の線推芽細胞1つをシリコン処理をしたガラスマイクロ   

ピペットを用いて吸い上げ、ピペット内で固定処理をした後そのままスライドグラス   

上に1つの分裂中期染色体を展開する方法である。従って、他の細胞からの染色体お   

よびDNAの混入がほとんどないと考えられ、染色体切断に用いる染色体標本作製法と  

して、理想的な方法であると考えられる。また、KaoとYu瑚は、染色体標本の材料と   

して切断するヒト染色体（この場合はヒト21番染色体）のみを保持した雑種細胞を用   

いており、そのため他のヒト染色体からのDNA混入の可能性が著しく低いと考えられ   

る。これらに対して、本研究では、ヒト羊水由来の線推芽細胞を材料とし、培養フラ   

スコを振塗することによりある程度選択的に分裂期の細胞を回収し、そこから染色体   

標本を作製するするという方法を採用している。しかし、この方法を用いた場合、実   

際には多数の分裂期細胞とともに間期の細胞も回収される。このような多数の細胞を   

一挙に低張処理した際には当然いくつかの細胞は破裂し、それらの染色体DNAが最終   

的にスライドグラス上に展開され、結果的にコンタミネーションの原因となっている   

と考えられる。これらのことを考慮すると、ライブラリーの染．色体特異性を高めるた   

めには、まずシングルユニークプライマーPCR法により増幅する前の段階、すなわち   

標本作製法を改良して行く必要があると思われる。   

染色体微細切断により作製されたDNAライブラリーの独立クローン数に関しては、  

これまで実験的に確かめられた報告例がない。そこで、今回染色体4p50－100％ライブ  

ラリー中に存在する2つのユニーククローンを用いて、ライブラリー中の独立クロー   

ン数を推定した。その結果、最低でも1′000の独立クローンが存在することが判明した。  

従って、このうちの6劃すなわち最低でも600クローンは4p50－100％由来であり、そ  

のうち44％、すなわち264クローンはユニーク配列を有すると推定される。今回切断  

した染色体領域は、およそ20Mbpと推定されることから、4番染色体上に最低でも平  
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均33kbpに1つの割合でクローンが存在すると計算される。また、ユニーク配列のク  

ローンについて限定して考えると、およそ76kbpに1つの割合でクローンが存在する  

と推定される。このようにゲノム上に高頻度にクローンが存在することから、本研究  

により作製されたライブラリーは、4番染色体短腕先端部に存在するすべての遺伝子   

のクローニングのための足がかりとなることが期待される。しかしながら、今回クロ   

ーニングされた領域は、切断した領域の1％程度であったことから、さらにクローニ  

ングの効率を上げて行くような工夫が必要であると考えられる。   

今回の染色体4p50－100％ライブラリーを作製してゆく過程で、シングルユニークプ  

ライマーPCRによる増幅効率およびマイクロクローンの染色体特異性に問題があるこ   

とが明らかになった。そして、これらは染色体標本の作製法にその原因がある可能性   

が高いと考えられた。従って、今後染色体標本の作製法を改良してゆくことで、増幅   

効率および染色体特異性の問題が解決され、その結果、より高頻度に分布するマイク   

ロクローンで構成された高純度のライブラリーの構築が可能となると思われる。また、  

今回微細切断した染色体領域は、ハンチントン病遺伝子座を含む20Mbpの領域であっ  

たことから、今後、より狭い領域すなわち本症遺伝子座を含む数メガベースの領域の   

切断を行ない、そこからライブラリーを作製する必要があると考えられた。  

3．染色体4p50－100％ライブラリーを用いたハンチントン病遺伝子座の解析   

最近になり、染色体微細切断により得られた領域特異的なクローンを用いた、特定  

染色体領域の解析の報告がなされている。Sidin－Kiamosら80）は、ショウジョウバエの  

多糸染色体の彼細切断により得られたマイクロクローンライブラリーを直接ブロープ  

としてコスミドライブラリーをスクリーニングし、30個のコスミドコンテイグを構築  

したと報告している。また、Hirstら81）は、個々のユニークマイクロクローンを用いて  

YACクローンを分離し、一挙に1．6Mbpにわたる領域をクローニングしたとの報告が  

なされ、さらに、Davisら73）は、6個のマイクロクローンを用いて7．5Mbpにわたる領  

域の物理地図を作製したと報告している。一方、Djabaliら50）は、Pre－reaSSOCiation法  

により反復配列を除外したマイクロクローンライブラリー全体をブロープとして用い、  
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領域特異的な2個のコスミドクローンを単離した。さらに、KaoとYu6，）は、プールし   

たユニークマイクロクローンをブロープとして、CDNAクローンを同定することがで   

きると報告している。これらの報告からも明らかなように、マイクロクローンあるい   

はそのライブラリーを用いることで、効率よく染色体特定領域を解析できることがす   

でに実証されている。   

本研究で作製された染色体4p50－100％DNAライブラリーを用いて、4番染色体短腕  

先端部（4p16．3）に局在が証明されているハンチントン病遺伝子座を解析する場合、  

以下に示す2つのアプローチが考えられる。第1は、作製したライブラリー中のマイ   

クロクローンをプローブとしてcDNAライブラリーをスタT）－ニングし、4p50－100％  

領域に存在する複数の遺伝子を直接同定してゆく方法である。しかし、本研究で作製   

したライブラリー中のユニーククローンは平均76kbpに1つの割合でしか存在しない  

ため、それぞれのクローンサイズが平均350bpとしても、クローニングされた領域は  

92kbp程度、4p50－100％領域の食塩基配列のおよそ0．5％でしかない。発現されている  

領域は平均してゲノムの3％程度の領域と言われている8ユ）ことから、4p50－100馴こ存  

在するユニーククローンを260クローンとすると、そのうちおよそ8クローンに発現し   

ている配列が存在することになる。一方、ヒトゲノム中には50，000～100，000個の遺  

伝子があると推定されている。ヒトゲノムのサイズは3，000Mbpと推定されている78）こ  

とから、染色体4p50－100％の領域（20Mbp）には単純に計算しておよそ300～600個の  

遺伝子が存在することになる。従って、マイクロクローンを用いて直接同定できる遺   

伝子の数は、その領域に存在する全遺伝子数のわずか数パーセント（1．3～2．6％）で   

あることになる。つまり、この第1の方法では、いくつかの遺伝子を同定することは   

できても、ハンチントン病原因遺伝子をクローニングできる確率は低いことを意味し   

ている。そこで、第2に、マイクロクローンにオーバーラップする大きなサイズのゲ   

ノミッククローンを分離してゆくことにより、クローニング領域を広げた後に、それ   

らを用いて遺伝子を同定してゆくことが必要となる。例えば、ライブラリー中の全て  

のユニーククローンにオーバーラップする平均サイズ15kbpのAファージクローンを  

分離した場合には、4p50－100％領域のおよそ20％をクローニングでき、平均サイズ  

35kbpのコスミドクローンの場合は46％、平均300kbpのYACクローンの場合には100  
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％の領域をクローニングできることになる。従って、4p50－100％の領域に存在する遺  

伝子をより確実に同定できると想定される。   

本研究では、まず第1の方法を採用し、実際に今回作製したマイクロクローンによ   

り遺伝子のクローニングが可能なのかどうかの確証を得ることにした。これらの実験   

に先立ち、スクリーニングを効率よく行なうためのDNAブロープを作製した。ライブ   

ラリー中の独立クローンは最低でも1，000種類あると推定されたことから、ライブラリ   

ー全体をブロープとした場合、1つ1つのクローンに対するDNAの標敢効率が低くな   

り、結果的にゲノミックおよびcDNAクローンの同定が困難になることが予想される。   

また、1つ1つのマイクロクローンをプローブとした場合、スクリーニングに膨大な   

時間がかかってしまうと考えられる。そこで、ライブラリー中のマイクロクローンを   

いくつかのグループに分ける必要があると考えられる。その際、反復配列を除外して   

ユニーククローンだけを用いて各々のグループを作製すれば、その後の解析において   

反復配列による悪影響に対する心配もいらなくなると考えられる。そこで、今回は、   

ユニーククローンのみを912個分離し、48クローンごとにまとめた19個のミニプール   

を作製し、それらをcDNAライブラリースクリーニングのためのブロープとした。   

各々のミニプールについて2xlO5プラークずつスクリーニングしたところ、4番染色   

体上にマップされる5つのcDNAクローンを得た。計算では8つ程度のクローンが同   

定できると予想していたことから、ミニプールによるcDNAライブラリーのスクリー   

ニングは比較的効率のよい方法であると考えられる。本来ならば、1つのプールにつ  

いて1xlO6プラークのスクリーニングが必要であることから、今後、この方法でスク   

リーニングを継続すれば、さらに多くのクローンが単離できるものと推定される。一   

方、今回、得られた1クローンはゲノム上で単一コピーではないことが明らかになっ   

た。各染色体上の遺伝子が、疑遺伝子か発現している遺伝子かについては不明である   

が、1度のスクリーニングで10クローンも単離されたことから、ヒト線条体において   

活発に発現していると推定される。このクローンに関しては、ヒト全脳から作製した   

cDNAライブラリーにおいてもクローンの頻度が高いことが確認されている。一方、   

今回、ブロープとしてはユニーククローンをプールしたミニプールをブロープとして  
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いるにも係わらず、反復配列のクローンが単離されてきた。この原因として、遺伝子   

の中に反復配列が含まれている可能性がある。事実、翻訳領域に反復配列が含まれて  

いるという報告がなされている焉3）、叫、呵 。また、もう一つの可能性としてミニプール  

中に中・低頻度の反復配列が混入していることによる可能性も考えられる。さらに、   

4番染色体上にマップされないクローンも単離されてきた。これは、今回作製した染  

色体4p50－100％ライブラリーの染色体特異性がおよそ6割であり、残り4割はイ也の染  

色体に由来している訳であるから、これらのようなクローンも当然ながら単離されて   

くるわけである。今回単離された5つのcDNAクローンに関しては、4香染色体上に   

マップされ、しかも線条体由来のCDNAライブラリーから得られたクローンであるこ   

とから、ハンチントン病原国道伝子の候補と考えることができる。これらのクローン   

の解析に関しては、今後の課題として残された。   

本研究において、染色体4p50－100％ライブラリー中のユニー ククローンをまとめた  

ミニプールをブロープとするという新たな方法により、効率よくcDNAクローンが単   

離できることが証明された。従って、ハンチントン病原国道伝子を単離・同定するた   

めには、今後は、第2の方法、すなわちミニプールをブロープとしてゲノミッタライ   

プラリーをスクリーニングし、得られた大きなクローンを用いて遺伝子を探索してゆ   

くとともに、ライブラリーの作製技術を改良し、より狭い染色体領域から、より高頻   

度に染色体上に分布するマイクロクローンを持つライブラリーを複数作製し、それら   

を用いてcDNAクローンを単離して行く必要があると思われる。  
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Ⅴ． まとめ   

本研究では、染色体微細切断法により作製されたハンチントン病遺伝子座特異的  

DNAライブラリーが、本症原因遺伝子の解明において重要な役割を担う可能性に着目   

し、まず新しい染色体微細切断法およびクローニング法を開発した。そして、それら   

の方法を用いてヒト4番染色体短脱党端部特異的DNAライブラリーの構築を行なった。  

作製したライブラリーは、最低でも1，000個の独立クローンで構成されており、平均クロー  

ンサイズは350bp、クローンの叫％がユニーク配列を有し、そのうち6割が4番染色体短腕先端  

部由来であり、各々のクローンの間隔は最大30kbpと推定された。従って、ライブラリー中の  

クローンを用いることにより4番染色体短腕先端領域を効率よく解析できるものと思われた。   

そこで、次にライブラリー中のユニーククローンを分離し、48クローンごとにまとめたミニプ   

ールを19個作製し、それぞれをブロープとしてヒト線条体cDNAライブラリーをスクリーニン   

グした。そして、4香染色体上にマップされる5つのCDNAクローンを得た。このことから、  

本研究で作製した染色体4p50－100％ライブラリーはハンチントン病遺伝子座の解析およぴハン  

チントン病原困遺伝子の同定にとって、有効なものであることが証明された。また、本研究に   

おいて開発した新しい染色体微細切断法、クローニング法およびミニプールによるcDNAライ   

ブラリーのスクリーニング法は、従来の方法より効率よくゲノミツタDNAあるいはcDNAクロ  

ーンが得られることから、ヒト染色体特定領域の解析、特に染色体上の局在の明らかな遺伝痛   

原因遺伝子の探求にとっても有効な方法であると思われた。  
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Ⅷ．図表  

図一1．染色体切断装置の模式図・  
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図－2．シングルユニークプライマーPCR法の原理．  
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図一2  
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図－3．改良型マイクロライグーション・PCR法の原理．  
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図－3   
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囲－4．アルゴンイオンレーザービームによるヒト4番染色体短腕先端部   

（4p50－100％）の微細切断．  

A）目的とする分裂中期染色体像とその周囲の間期染色体（核）（対物レンズ   

x20）。   

B）オートマチックバーンダウンモードを用いて周囲の間期染色体を破壊した時   

の様子。   

C）目的とする分裂中期染色体像の拡大図（対物レンズxlOO、央印頭は4啓染色   

体を示す）。   

D）バーンダウンモードを用いて4番染色体以外の染色体を破壊した時の二様子。   

E）レシオモードを用いて4p50－100％領域以外の4番染色体領域を破壊した時の   

様子（央印頭は4p50－100％染色体断片を示す）。  
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図－ 

マー濃度の影響．   

第1段階のPCRにおけろ PEG＃6000およびBVE22ccプライマーを以下の濃度に  

設定して反応を行なった。  

レーン1：0％PEG＃6000、1／J〟BVE22ccプライマー  

レーン2：8％PEG＃6000、1／J〟BVE22ccプライマー  

レーン3：12％PEG＃6000、1〃〟BVE22ccプライマー  

レーン4：12％PEG＃6000、0．2／J〟BVE22ccプライマー  

レーン5：12％PEG＃6000、0．5／J〟BVE22ccプライマー  

レーン6：12％PEG＃6000、1．0／‘〟BVE22ccプライマー   

第3段階のPCRにおける BVE22ccプライマーを以下の濃度に設定して反応を行   

なった。なお、この時、第1段階の反応は、レーン3および6の条件で行なった。   

レーン7：3／∠MBVE22ccプライマー  

レーン8：4／JMBVE22ccプライマー   

レーン9：6／∠MBVE22ccプライマー   

各レーンの反応は、10fgのヒトゲノミックDNA（Rぶa消化）を鋳型として行ない、  

反応溶液の1／6（10〝1）を電気泳動し（1．5％アガロースゲル）、臭化エチジウムで  

染色した。分子量マーカーとしては、アぶfIで消化したユーDNAを用いた。  
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図－6．シングルユニークプライマーPCRに及ぼす鋳型DNAのサイズおよび浪度の  

影響．   

以下に示すようなサイズと濃度のヒトゲノミックDNA（超音波処理）を鋳型とし  

て、シングルユニークプライマーPCRを行ない、反応溶液の1／6（10／Jl）を電気泳  

動し（1．5％アガロースゲル）、臭化エチジウムで染色した。分子量マーカーとして   

は、タぶfIで消化した人－DNAを用いた。  

レーン1：平均700bpのヒトゲノミックDNA、1pg  

レーン2：平均700bpのヒトゲノミックDNA、100fg  

レーン3：平均700bpのヒトゲノミックDNA、10短  

レーン4：平均150bpのヒトゲノミックDNA、1pg  

レーン5：平均150bpのヒトゲノミツタDNA、100fg・  

レーン6：平均150bpのヒトゲノミツタDNA、10fg  

レーン7：鋳型DNAなし  
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図－7．シングルユニークプライマーPCRによる旬50－100％染色体断片およびヒト  

ゲノミックDNAの増幅、および増幅産物のサザンハイプリグイゼーションに  

よる解析．   

A）以下に示すようなDNA試料を鋳型として、シングルユニークプライマーPCR   

を行なった。  

レーン1：1セットの分裂中期染色体（46本）  

レーン2：2対の染色体4p50－100％断片  

レーン3：全ての染色体を破壊したネガティブコントロール   

レーン4：1pgのヒトゲノミックDNA（Rぶ∂Ⅰ消化）  

レーン5：10fgのヒトゲノミックDNA（RぶaI消イヒ）  

レーン6：鋳型DNAなし   

反応溶液の1／6（10／‖）を電気泳動し（1．5％アガロースゲル）、臭化エチジウム  

で染色した。分子量マーカーとしては、PぶfIで消化したスーDNAを用いた。   

B）A）で作製したアガロースゲルをナイロンメンプレンにトランスファーした後、   

ヒトゲノミックDNAをブロープとしてサザンハイアリダイゼーションを行なった。   

各レーンは、A）の番号と対応している。  
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図－8．改良型マイクロライグーション・PCRによる制限酵素消化および超音波処  

理をしたヒトゲノミックDNAの増幅．  

以下に示すような濃度のヒトゲノミックDNA（制限酵素消化あるいは超音波処理）  

を出発材料として、ライグーション以降の反応を行なった。反応溶液の1／10（10〟1）  

を電気泳動し（1．5％アガロースゲル）、臭化エチジウムで染色した。分子量マーカ  

ーとしては、PぶfIで消化したÅ－DNÅを用いた。  

レーン1：RぶaI消イヒしたヒトゲノミックDNA（平均およそ500bp）、1pg  

レーン2：RぶaI消化したヒトゲノミックDNA（平均およそ500bp）、100柏  

レーン3：RぶaI消化したヒトゲノミックDNA（平均およそ500bp）、10fg  

レーン4：超音波処理をしたヒトゲノミツタDNA（平均およそ700bp）、10pg  

レーン5：超音波処理をしたヒトゲノミツクDNA（平均およそ700bp）、1pg  

レーン6：超音波処理をしたヒトゲノミツクDNA（平均およそ700bp）、100fg  

レーン7：超音波処理をしたヒトゲノミックDNA（平均およそ700bp）、10fg  

レーン8：DNAなし  

92   





図t9．改良型マイクロライゲーション・PCRに及ぼす制限酵素添加の影響．   

A）1pgおよび10fgのRsaI消化したヒトゲノミックDNAを出発材料として、DNA  

抽出の段階からの反応を行なった。制限酵素処理の段階において、以下に示すよう   

に酵素を加えない場合、 B社の酵素を加えた場合、およびT社の酵素を加えた場合  

について検討した。反応終了後、反応溶液の1／10（10／‖）を電気泳動し（1．5％ア  

ガロースゲル）、臭化エチジウムで染色した。分子量マーカーとしては、ア5fIで消  

化した人－DNAを用いた。  

レーン1：RぶaIなし、1pgヒトゲノミックDNA  

レーン2：RぶaIなし、10fgヒトゲノミツタDNA  

レーン3：RぶaIなし、DNAなし   

レーン4：B社のRぶれ1pgヒトゲノミックDNA   

レーン5：B社のRぶれ10fgヒトゲノミックDNA  

レーン6：B社のRぶれ DNAなし   

レーン7：T社のRぶれ1pgヒトゲノミックDNA   

レーン8：T社のRぶaI、10fgヒトゲノミックDNA  

レーン9：T社のRぶれ DNAなし   

B）A）で作製したアガロースゲルをナイロンメンプレンにトランスファーした後、   

ヒトゲノミックDNAをプローブとしてサザンハイプリグイゼーションを行なった。  

各レーンは、A）の番号と対応している。  
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図－10．改良型マイクロライダーション・PCRによる染色体4p50－100％断片の増幅、  

および増幅産物のサザンハイプリグイゼーションによる解析．   

A）以下に示すようなDNA試料を鋳型として、改良型マイクロライダーション・   

PCRを行なった。  

レーン1：4つの間期染色体  

レーン2：4つの聞期染色体  

レーン3：2対の染色体4p50－100％断片  

レーン4：全ての染色体を破壊したネガティブコントロール   

反応溶液の1／10（10／‖）を電気泳動し（1．5％アガロースゲル） 、臭化エチジウ  

ムで染色した。分子量マーカーとしては、アぷfIで消化したユーDNAを用いた。   

B）A）で作製したアガロースゲルをナイロンメンプレンにトランスファーした後、  

ヒトゲノミツタDNAをブロープとしてサザンハイプリダイゼーションを行なった。   

各レーンは、A）の番号と対応している。  
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図一11．マイクロクローンのインサートDNAサイズの解析．   

染色体4p50－100％ライブラリーから無作為抽出したマイクロクローンのインサー  

トDNAをPCRにより増幅し、反応溶液の1／10（10／‖）を電気泳動し（1．5％アガロー  

スゲル）、臭化エチジウムで染色した。分子量マーカーとしては、♪ぷfIで消化した人   

－DNAを用いた。20クローンの例について示した。  
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図－12．サザンハイプリダイゼーションによるマイクロクローンの塩基配列特性の  

解析．   

マイクロクローンを1つずつ標識し、それらをブロープとしてEcoRI（E）および  

月f月dIII（H）で消化したヒトゲノミツクDNAに対してサザンハイプリダイゼーショ   

ンを行なった。10クローンの例について示した。クローンの番号ほ、図－11のクロー   

ン番号と対応している。  
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図－13．4番染色体DNAマーカーを用いた体細胞雑種パネルの確認．   

既知の4番染色体DNAマーカー252－3（♪4∫JJ∫：4p16．3）をブロープとして、  

gcoRIで消化したマウス、ヒトおよび体細胞雑種のゲノミックDNAに対してサザン  

ハイアリダイゼーションを行った。央印は、シグナルの位置を示す。  

レーン1：マウス（Balb／c）  

レーン2：ヒト  

レーン3：体細胞雑種2A42CL6（ヒト4番染色体を含む）  

レーン4：体細胞雑種2A42CL2－1（ヒト4番染色体を含む）  

レーン5：体細胞雑種CL73（ヒト4番染色体を含まない）  
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図一14．マイクロクローンの体細胞雑種パネルによる染色体マッピング．   

ユニーク配列を有することが確認されたマイクロクローンをブロープとして、  

gcoRIで消化したマウス、ヒトおよび体細胞雑種のゲノミックDNAに対してサザン  

ハイプリグイゼーションを行った。1例（クローンHD36ト3、図一11および12参照）  

について示した。央印は、シグナルの位置を示す。  

レーン1：マウス（Balb／c）  

レーン2：ヒト  

レーン3：体細胞雑種2A42CL6（ヒト4番染色体を含む）  

レーン4：体細胞雑種2A42CL2－1（ヒト4番染色体を含む）  

レーン5：体細胞雑種CL73（ヒト4番染色体を含まない）  
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図－15．染色体4p50－100％ミニプールのPCRによる増幅．   

A）染色体4p50－100％ライブラリー中のユニーククローンを48個ずつまとめたミ  

ニプールを19個作製し、それぞれのクローンインサートをPCRにより増幅した。   

B）染色体4p50－100％ライブラリー中のクローンを無作為に100、1，000および  

10，000クローンをまとめたクローンプールをPCRにより増幅した。   

A）およびB）の反応終了後、反応溶液の1／20（5〝1）を電気泳動し（1．5％アガロー  

スゲル）、臭化エチジウムで染色した。分子量マーカーとしては、タぶfIで消化した   

人－DNAを用いた。  
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図一16．ヒトゲノミックDNAをブロープに用いたミニプール増幅産物とのサザン  

ハイプリダイゼーション．  

・図－15で作製したアガロースゲルをナイロンメンプレンにトランスファーした後、   

ヒトゲノミックDNAをブロープとしてサザンハイプリグイゼーションを行なった。   

各レーンは、図－15の番号と対応している。  
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図一17．cDNAクローンのPCRによる増幅．   

PCRにより増幅したミニプールをブロープとしてヒト線条体cDNAライブラリー  

をスクリーニングし、ポジティプと同定されたファージ組換え体から直接インサー  

トDNAをPCRにより増幅した。反応溶液の1／20（5〟1）を電気泳動し（0．8％アガ  

ロースゲル）、臭化エチジウムで染色した。分子量マーカーとしては、PぶfIで消化  

した人－DNAを用いた。  

レーン1～3：cDNAクローン9－Sl  

レーン4～6：cDNAクローン10＿Sl  

レーン7～9：cDNAクローン10＿S2  
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図一18．cDNAクローン2－S5の体細胞雑種パネルを用いた染色体マッピング．  

cDNAクローン2＿S5をブロープとして、gCORIで消化したマウス、ヒトおよび体細   

胞雑種のゲノミツクDNAに対してサザンハイアリダイゼーションを行った。矢印は、  

ヒト4番染色体上の局在を示すシグナルの位置を示している。  

レーン1：ヒト  

レーン2：体細胞雑種2A42CL2－1（ヒト4番染色体を含む）  

レーン3：マウス（Balも／c）  

レーン4：体細胞雑種4Cl（ヒト4番染色体を含む）  

レーン5：体細胞雑種1Bl－36（ヒト4番染色体を含まない）  

レーン6：体細胞雑種3－2（ヒト4番染色体を含まない）  
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図－19．cDNAクローン10－Slの体細胞雑種パネルを用いた染色体マッピング．   

cDNAクローン10＿Slをブロープとして、月coRIで消化したチャイニーズハムスタ  

ー（CHO）、ヒトおよび体細胞雑種のゲノミックDNA（BIOSTMchromosomepanel  

Blots）に対してサザンハイプリグイゼーションを行った。矢印は、ヒト4番染色  

体上の局在を示すシグナルの位置を示している。  

レーン1、12：ヒト  

レーン2：体細胞雑種937  

レーン3：体細胞雑種854  

レーン4：体細胞雑種507  

レーン5：体細胞雑種983  

レーン6：体細胞雑種1079  

レーン7：体細胞雑種1006（ヒト4番染色体を含む）  

レーン8：体細胞雑種756  

レーン9：体細胞推種904  

レーン10：体細胞雑種909  

レーン11、22：CHO  

レーン13：体細胞雑種967  

レーン14：体細胞雑種862  

レーン15：体細胞雑種860  

レーン16：体細胞雑種1049  

レーン17：体細胞雑種683  

レーン18：体細胞雑種867  

レーン19：体細胞雑種750  

レーン20：体細胞雑種212  

レーン21：体細胞雑種734  
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図－20．cDNAクローン4－S3の体細胞雑種パネルを用いた染色体マッピング．   

cDNAクローン4－S3をブロープとして、gCORIで消化したマウス、ヒトおよび体細  

胞雑種のゲノミックDNAに対してPre－reaSSOCiation法61）を用いてサザンハイアリダ  

イゼーションを行った。矢印は、ヒト4番染色体上の局在を示すシグナルの位置を  

示している。  

レーン1：マウス（Balb／c）  

レーン2：ヒト  

レーン3：体細胞雑種2A42CL2－1（ヒト4番染色体を含む）  

レーン4：体細胞雑種4Cl（ヒト4香染色体を含む）  

レーン5：体細胞雑種1Bl－36（ヒト4番染色体を含まない）  

レーン6：体細胞雑種3－2（ヒト4番染色体を含まない）  
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臥21・スライドグラス上の染色体標本からのグルコセレアロシダーゼ遺伝子（エ  

クソン10の一部分）の増幅   

実験方法と材料の草で述べた方法に従って染色体標本を作製し、1セットの中期   

分裂染色体（A）および20個以上の間期染色体の集団（B）をピックアップ溶液ⅠⅠ  

（但しNaClを含まない）により回収、除タンパクした。そして、50〟1のPCR溶液  

（10mMTris－Cl（pH8・3）、50mMKCl、1．5mMMgClい0．001％（w／v）gelatin、200   

FLMdATP、200FLMdGTP、200jLMdCTP、200jLMdTTP、0．8nMプライマー混   

合液（PGCl－105：5l・CAAAGCAGACCTCAGACCTCTTAC＿3一、PGCl＿227：   

5一－GACTGTCGACAAAGTTACGCACCC－3，、1．25unitAmpliTadTM）を加え、PCR   

（92℃、1．5分間；65℃、50秒間；72℃、2分間）を20サイクル行った。さらに、   

50〟1のPCR溶液（プライマー混合液濃度を0．き〝〟にした以外は上記の組成に準ず   

る）を加え、さらに同一の温度条件で40サイクルの反応を行った。反応終了後、5  

〝1をアガロースゲル電気泳動法（1．5％アガロース、SigmaTyp8ⅠⅠ）にて分析した。  

なお、DNA分子量のサイズマーカーには、ユーDNAを制限酵素P5fIで滑化したものを用  

いた。央印は、490bpの増幅産物を示す。以下に、用いたDNA試料を示した。  

A）レーン1～8：1セットの分裂中期染色体  

レーン9：1ngヒトゲノミックDNA（高分子）  

レーン10：全ての染色体を破壊したネガティブコントロール  

B）レーン1：1ngヒトゲノミツクDNA（高分子）  

レーン2－4：20個以上の問期染色体  

レーン5：全ての染色体を破壊したネガティブコントロール  
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