
われわれは，近年 PrP遺伝子の 16 kb下流に PrP類似蛋白（PrPLP�Dpl）をコード
する新規の遺伝子を見いだした．PrPと PrPLP�Dplの相同性は一次構造レベルでは
25％程度であるが，ともに GPIアンカー型膜糖蛋白であり，後者が N末の繰り返し配
列領域を欠く以外は類似した二次構造を有する．
そもそも PrPLP�Dplは，加齢にしたがい Purkinje細胞変性をきたす系統の PrP

遺伝子欠損マウス（Ngsk-Prnp
0�0）の神経細胞で，異所性に発現する遺伝子として同定

したものである．Ngsk-Prnp
0�0 では，PrP遺伝子スプライス・アクセプター破壊に基

づく遺伝子間スプライシングというユニークな機構により，PrPLP�Dplが PrP遺伝
子プロモーターにドライブされて神経細胞に発現する．Purkinje細胞変性が起こらな
い 2系統の PrP欠損マウス（Zrch-and Rcm-Prnp

0�0）では PrPLP�Dplの発現はない．
Ngsk-Prnp

0�0 の Purkinje細胞変性は，野生型 PrP遺伝子再導入により回避されるこ
とはすでに判明しているため，この神経細胞変性には正常 PrP（PrP

c）の機能消失と
PrPLP�Dplの異所性発現の 2要因が必要であることが強く示唆された．
同じころ，スイスのグループが Zrch-Prnp

0�0 に N末領域欠損型 PrP（PrPLP�Dpl

と類似の構造）を発現させると，同様の神経細胞死が起こることを明らかにした．すな
わち，PrP

cと結合する未知の機能分子を PrPLP�Dpl（あるいは N末領域欠損型 PrP）
が占拠し，細胞生存に必須のシグナル伝達を阻害する（あるいは細胞死シグナルをプロ
モートする）との仮説が成立する．
プリオン病では，構成的 PrP立体構造変換により PrP

cの機能消失が起こり，蓄積し
た異常 PrP（PrP

Sc）が PrPLP�Dplと同様の機能を果たすとすれば，Ngsk-Prnp
0�0 は格

好のプリオン病神経変性モデルということになる．実際われわれは，最近 Ngsk-

Prnp
0�0 の中枢神経系に生後早期よりプリオン病の特徴的病理所見であるグリオーシ

スが起こることを見出した．
初のプリオン類似蛋白である PrPLP�Dplは，その生理機能や「第 2のプリオン」と

しての病原性の有無など興味の尽きない分子であり，プリオン研究におけるその重要
性は大きい．

＊かたみね・しげる：長崎大学大学
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医学部助教授．平成10年現職．主
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1．プリオン蛋白欠損マウス（Ngsk-

Prnp0�0）の作製

1982年 Prusiner博士によりプリオン仮説

が Science誌上に発表され，世界に衝撃を与

えた．その後の紆余曲折を経て，現在の仮説

では「α-helices構造主体の正常プリオン蛋白

（PrPc）の，β-sheet構造に富む異常プリオン蛋

白（PrPSc）への立体構造変換に基づく PrPScの

蓄積がプリオン病の本態であり，感染因子プ

リオンの本体は PrPScそのものである」と説

明される．遺伝子（核酸）の関与なしに蛋白質

分子そのものが感染・増殖の実体として挙動

するというこの仮説の検証は，生物学史の中

でも重要な意味をもつ．1990年代に入り，動

物個体レベルでの遺伝子改変技術が一般化し

た時点で，「PrPが存在しない個体では，プリ

オンの感染・増殖やプリオン病発症は本当に

起こらないのか」という最も直截的な仮説検

証実験が可能となった．坂口らは，筆者の畏

友である野田哲生博士（癌研究所）の協力を

得て PrP欠損マウスを作製し，福岡 1株を脳

内に接種した．果たして，PrP欠損マウスは

600日以上の長期観察でもプリオン病を発症

することなく，PrPScの蓄積やプリオン感染価

の増殖も全く起こらなかった1）．相前後し

て，世界の 2施設からも同様の成績が発表さ

れ，PrPが発症とプリオン増殖に必須であり，

PrPcから PrPScへの構造変換が病気の本態で

あることがほぼ証明された．これはプリオン

仮説を強力に支持する知見であり，1997年の

Prusiner博士ノーベル賞受賞に大きく貢献し

たものと考えている．

2．プリオン蛋白の生理機能

PrP遺伝子は全ての哺乳動物に保存されて

存在し，特に中枢神経系で高発現する．した

がって，PrPcは中枢神経系で必須の生理機能

を有すると想像される．作製した PrP欠損マ

ウスに特発性に何らかの異常が出現すれば，

生理機能解明の大きな手がかりとなる．PrP

欠損マウスは正常に発生し，生後の発育も良

好で，50週齢（1年）を過ぎても何の異常も観

察されなかった．ところが，70週齢を過ぎた

ころより歩行異常と振戦が出現し，以後増悪

した．病理検索の結果，加齢とともに小脳

Purkinje細胞の変性・脱落が惹起されること

が判明した2）．続いて西田が，行動学試験に

より PrP欠損マウスには記憶・学習などの

高次大脳機能にも障害があることを明らかに

した3）．すなわち，PrPcは神経細胞の生存維

持・機能発現に重要な機能を有し，その機能

不全により神経細胞の機能障害，ひいては変

性が起こることを強く示唆するものであっ

た．このことは後日，PrP欠損マウスに正常

PrP遺伝子を再導入することで神経症状の出

現が回避されることにより証明された4）．

3．PrP類似蛋白をコードする新規遺伝

子の発見

この時点で，大きな謎がひとつ残った．そ

れは，われわれのマウス（Ngsk-Prnp0�0）でみ

られた Purkinje細胞変性が，スイスおよび英

国で作製された 2系統の PrP欠損マウス

（Zrch-and Rcm-Prnp0�0）では起こらず，この表

現型の乖離をどう説明するかという点であっ

た．Li Aiminらは，両者の PrP遺伝子破壊範囲

が異なり，Ngsk-Prnp0�0の破壊領域のみがイ

ントロンのスプライス・アクセプターにまで

及ぶことに目をつけ，「Ngsk-Prnp0�0の PrPゲ

ノム領域が非通常の転写産物をコードする」

との仮説のもと検索を開始した．そして遂に

Ngsk-Prnp0�0の中枢神経系でのみ発現する非

通常 mRNAを同定したのである．構造解析の

結果，PrP遺伝子スプライス・アクセプター
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破壊に基づく遺伝子間スプライシングという

ユニークな機構による，PrP遺伝子と下流の

新規遺伝子の癒合 mRNAであることが判明

した5）．この mRNAは下流遺伝子の翻訳領域

全長を含むため，PrP遺伝子プロモーターに

ドライブされて，下流遺伝子産物が Ngsk-

Prnp0�0の神経細胞では異所性に発現する．米

国の Prusinerのグループも，異なるアプロー

チから PrP遺伝子の下流の遺伝子を同定し，

その産物を Doppelと命名した6）．驚いたこ

とに，この新規遺伝子産物（PrPLP�Dpl）は，

PrPの N末領域約 100アミノ酸を欠く以外

は PrPと高い相同性を有する膜糖蛋白で

あった（図）5）．

4．異所性PrPLP�Dpl発現と神経細胞死

この時点で，Ngsk-Prnp0�0の Purkinje細胞

変性には PrPcの機能消失と PrPLP�Dplの異

所性発現の 2要因が必要であることが強く

示唆された．同じころ，スイスのグループが

Zrch-Prnp0�0に N末領域欠損型 PrP（PrPLP�

Dplと類似の構造）を発現させると同様の神

経細胞死が起こることを明らかにした．すな

わち，PrPcと結合する未知の機能分子を

PrPLP�Dpl（あるいは N末領域欠損型 PrP）が

占拠し，細胞生存に必須のシグナル伝達を阻

害する（あるいは細胞死シグナルをプロモー

トする）との仮説が成立する．プリオン病で

は，構成的 PrP立体構造変換により PrPCの機

能消失が起こり，蓄積した PrPScが PrPLP�
Dplと同様の機能を果たすとすれば，Ngsk-

Prnp0�0は格好のプリオン病神経変性モデル

ということになる．新らは，Ngsk-Prnp0�0の中

枢神経系に生後早期よりプリオン病の特徴的

病理所見であるグリオーシスが起こることを

見いだし，この考えをさらに支持した7）．

5．PrPLP�Dpl の正常マウスにおける発
現と生理機能

正常マウスの各臓器における PrPLP�Dpl

mRNAの発現を in situ hybridizationにより

調べると，成体マウス脳組織では発現は認め

図 Dpl�PrPLPと PrPの構造比較

プリオン病 67



られなかった．しかしながら，新生児マウス

脳では生直後から PrPLP mRNAの発現が認

められ，生後 6日にそのピークを迎え，その

後減少し，8週には検出できなくなった．第

8因子抗体の免疫組織化学との二重染色によ

り，新生児マウス脳における発現細胞は，血

管内皮細胞であることが明らかとなった8）．

この時期は脳血管内皮細胞の増殖が最も顕著

であることから，PrPLP�Dplの血液脳関門形

成における役割を推測させる．成体マウス組

織では精巣に高い発現を認める．最近，スイ

スで樹立された PrPLP�Dpl欠損マウスの雄

に，高頻度に不妊が認められるとの報告がな

されている．

6．PrPLP�Dpl によるプリオン病の病態
修飾の可能性の検討

PrPLP�Dplは初のプリオン類似蛋白であ

り，立体構造変換による病原性獲得の可能性

（第 2のプリオンの可能性）が最大の興味で

ある．また，PrPとの相同性から，PrPLP�Dpl

の神経細胞における発現がプリオン病におけ

る PrPScの蓄積あるいは病態に影響を与える

可能性があり，遺伝子改変マウスを用いて検

討した．まず，神経細胞で PrPLP�Dplを異所

性に発現するマウス（Ngsk-Prnp0�＋）にプリオ

ン（Fukuoka-1株）を脳内接種し，発症までの

潜伏期，病理変化，PrPSc蓄積を解析し，PrP

を同等レベルに発現するが PrPLP�Dplは発

現しないマウス（Zrch-Prnp0�＋）と比較検討し

た．両者の潜伏期の平均はそれぞれ 282±23

および 286±27日と有意差を認めず，病理学

的にも同様の部位（大脳皮質と海馬）に同レベ

ルの海綿状変性とグリオーシスが検出され

た．蓄積した PrPSc量にも差はなく，糖鎖付加

パターンも同様であった．すなわち，PrPLP

�Dplはプリオン病マウスモデルにおいては，

その病態を正にも負にも修飾しないと結論さ

れた．また，プリオン接種 Ngsk-Prnp0�＋マウス

脳内にはプロテアーゼ抵抗性 PrPLP�Dplは

検出されず，プリオンによる PrPLP�Dpl構造

変換を示唆する証拠は得られなかった．さら

に，プリオン接種 Ngsk-Prnp0�＋マウス脳乳剤

を，PrPは発現せず PrPLP�Dplのみを発現す

る Ngsk-Prnp0�0マウスに脳内接種したが，接

種後 400日以上経過しても発症はみられて

いない．すなわち，プリオンによっては

PrPLP�Dplの構造変換を誘導することはで

きず，病原性も獲得しないことが示唆された．
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質 疑 応 答

座長（品川） どうもありがとうございまし

た．それではどなたかご質問がございますで

しょうか．

小野寺 節（東京大） 小脳の Doppelを染

め出しておられて，プルキンエ細胞がよく染

まっていますが，周りの顆粒細胞も染まって

いたような染まっていなかったような感じに

見えますが，あそこも多少は染まっているの

ですか．

片峰 染まっています．

小野寺 それは量が少ないから，顆粒細胞

のほうでは細胞死が起きないということです

か．

片峰 PrPのプロモーターにドライブされ

て全部発現しているわけですから，私たちの

ノックアウトマウスには PrPの発現レベル

と同じ Doppelの発現があります．そういっ

た意味では，海馬の錐体細胞にも非常にたく

さん発現しています．

小野寺 あれは mRNAですか．

片峰 はい．でも海馬の錐体細胞は死にま

せん．グリア細胞もいまのところ死にません．

これが何を意味しているのか，なぜプルキン

エ細胞だけなのか，いつも聞かれるのですが，

いまのところお答えできるエビデンスを持ち

ません．

座長 私が誤解しているかどうかわからな

いものですから，まず確認したいと思います．

この Ngsk-Prnp，プリオン蛋白のノックアウ

トは 0�0でよいわけですが，＋�＋というの
はあとから入れてレスキューしたものです

か．それとも完全にワイルドタイプですか．

片峰 同腹のワイルドタイプです．ヘテロ

ザイガスブリーディングを行ったときに出て

くる同腹のワイルドタイプをコントロールに

使っています．

座長 そうしますと，Doppelはある時期ワ

イルドタイプのマウスできちんと発現してい

る遺伝子であるといってよいわけですね．

片峰 成体の脳では発現はありませんが，

新生児期には発現があります．あるいは睾丸

や心臓では正常に発現があります．

座長 最初にそれをわかっていただいたう

えで，山内先生，どうぞ．

山内一也（日本生物科学研） いまの続きで

すが，そうしますとワイルドタイプの場合に

も，Doppelは同じ PrPのプロモーターを使っ

ていますか．それとも Doppel特有のプロ

モーターがあるのですか．

片峰 Doppel特有のプロモーターがあっ

て，それがドライブするかたちで睾丸や内皮，

心臓には出ています．ところが私たちのノッ

クアウトマウスでは，どういうわけか PrP

のプロモーターにドライブされて，intergenic

splicingという非常に珍しいメカニズムで発

現しています．

山内 そのときには Doppelのプロモー

ターは働いていないのですか．

片峰 先ほど小野寺先生が言われました

が，非常におもしろいことがあって，もとも

と Doppel特有のプロモーターがアクティブ

な組織，たとえば睾丸や心臓といったところ

では，intergenic splicingは起こりません．私

たちのマウスでもともと Doppelのプロモー

ターがサイレントな組織，たとえば成体の脳

のニューロンが典型的だと思いますが，そこ

では intergenic splicingが非常に効率よく起

こって，あのように出ます．ただし RT-PCR

で見ると，非常に少ない量ながら正常のマウ

スでも intergenic splicingは起こっています．

ひょっとしたら intergenic splicing自体，生理
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学的に何か意味があるのかもしれません．

山内 この Doppelの場合も，PrPと同様，

かなり下等な動物からずっと保存されている

のでしょうか．

片峰 私たちは行っていませんが，Prusi-

nerのグループのデータでは，少なくとも哺

乳類では保存されています．

八谷如美（国立精神・神経セ神経研） 教え

ていただきたいのですが，新生児の睾丸で一

時的に発現ということですが，胎児では見ら

れたことがありますか．また，最後のスライ

ドで Doppelだけが出ているところと PrPだ

けが出ているところがあったと思います．な

ぜそういう分布になるのか，その特異性につ

いて，何か知見があるのでしょうか．

片峰 胎児はけっこういろいろなところに

発現があって見にくいのですが，血管の内皮

細胞には確実に出ています．二つ目は何の特

異性でしたか．

八谷 最後のほうのラットの睾丸の切片の

スライドで，Doppelだけが染まっているとこ

ろ，PrPだけが染まっているところ，Doppel

と PrP両方が染まっているところがありま

した．そういう特異性ができる仕組みはどう

なっているのですか．

片峰 わかりません．あれはたまたまだと

思いますが，精巣というのは一方で細胞が分

裂していて，一方でどんどん死んでいるとい

う組織なので，PrPと Doppelと両方あったり

片方だけあったりするのは，何かそういうこ

とが起こっているのではないかと言いたいわ

けです．

八谷 では時間の差ということでしょうか．

片峰 それと場所ですね．まだ全然エビデ

ンスはありません．蛋白レベルで見ると，実

は精子にもあります．

金子清俊（国立精神・神経セ神経研） 大変

重要な点だと思うのでおうかがいしたいので

すが，Doppelの過剰発現，ノックアウトと異

常プリオンの感染力との関係はいかがでしょ

うか．

片峰 それは抄録に書きましたが，もう一

つ非常に重要なポイントは，初めてプリオン

蛋白とホモロジーがある蛋白質が見つかった

ので，Doppelがプリオン蛋白と同じように，

プリオンとしての挙動をするのかどうか．あ

るいは conformational changeで病原性を発

揮する可能性があるのかどうか．そこは非常

におもしろいところだと思います．

少なくともいま私たちが持っているデータ

では，PrPプリオンでは何も起きません．たと

えば脳で Doppelが過剰発現しているマウス

に，プリオンを打ち込んでも何も起きません．

ただし，以前金子先生が行われたように，試

験管の中で Doppel自体のコンフォーメー

ションを βシートに変えたときに，正常の

Doppelが conformational changeを起こして

病原性を発揮する可能性はまだ残っていると

思います．ただ，Prusinerのグループも言って

いるように，SS結合が一つか二つかというの

はきわめて重要なところで，ひょっとしたら

第 2 のプリオンの可能性は少ないかもしれま

せん．

座長 最後に教えていただきたいのは，

ノックアウトマウスをつくる場合，いまは構

造遺伝子ばかりいじっています．そうではな

く，プロモーター自身をつぶすという考え方

はないのでしょうか．

片峰 そのあたりについて私はわかりませ

んが，プロモーターが特定できていれば．

座長 プリオンの場合は，プロモーターが

特定できますね．第 1エクソンを含めて上流

の 1 kbくらいのデリーションを起こしてし

まえば，なくなってしまうだろうと思います．

片峰 Crypticなものがなければそれでう

まくいくと思いますが，ほかの先生のほうが

よくおわかりかもしれません．

座長 どうもありがとうございました．
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