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acceptor site of intron 9 causes exon 10 skipping in the ACAT1 gene  
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論 文 内 容 の 要 旨 

 
 β-ケトチオラーゼ欠損症(OMIM #203750)はミトコンドリア・アセトアセチル-CoA チオラーゼ(T2，

gene symbol:ACAT1)の欠損によりイソロイシン異化経路とケトン体利用に障害をきたす常染色体劣

性遺伝疾患で，現在までに 100 症例以上が報告されている。当教室ではこれ迄スプライシング(Spl)

異常をきたす変異を含め 70 以上の遺伝子変異を明らかにしてきた。 

 またスプライスアクセプター部位のポリピリミジンストレッチ（PPS）において同定された 1 塩基

置換が疾患をきたす変異となるのかどうかについてはいまだ課題があり，この領域の 1 塩基置換を

病的変異であると証明した報告は少ない。 

 本研究では，ACAT1 のイントロン 9 の PPS 内に c.941-9T>A をホモ接合で認めたものの，当初は病

的変異ではないと判断され病因変異が長期間不明であった T2 欠損症例の解析を行った。そして，

c.941-9T>A がエクソン 10 スキップを引き起こすことを，ミニ遺伝子 Spl 実験などを用いて証明し

本症例の病態を明らかにした。 

 

【対象と方法】 

1) 解析対象：症例 GK03 は 1986 年に報告された T2 欠損症男児である。これまでの研究では線維芽

細胞において T2 酵素活性が低下し，T2 mRNA の発現量も対照コントロールの 10%以下と低下してい

たが，通常の cDNA 解析では異常を認めず変異は長期間不明であった。症例 GK124 は，臨床的には

T2 欠損症が疑われ，ACAT1 にホモ接合で c.941-9T>A を認めていたが，この塩基置換の病的意義が不

明で岐阜大学にコンサルトされた。 
2) イムノブロット解析：患者(GK03)線維芽細胞のタンパク質抽出物を用い，ヒト T2 タンパク質と

ヒト SCOT タンパク質に対する抗体を用いてイムノブロット解析を行った。 

3) ゲノムレベルでの遺伝子解析：患者(GK03)線維芽細胞から Sepa Gene kit を用いて DNA を抽出し

た。その後，ACAT1 に対し PCR 法でエクソンイントロン境界部を含むように各エクソンを増幅し，

ダイレクトシークエンスを行った。 

4) Nonsense-mediated mRNA decay(NMD)抑制下の cDNA 解析：患者(GK03)およびコントロール線維芽

細胞をサイクロヘキシミド(CHX)存在下，非存在下で培養した後に総 RNA を抽出した。その後 RT-PCR

によって T2 および対照として GAPDH の cDNA を増幅しポリアクリルアミド電気泳動で比較した。 

5) 定量的リアルタイム PCR：4)で作成した各 cDNA サンプルに対し，Light-Cycler FastStart DNA 

Master CYBR Green I Kit を用いて，定量的リアルタイム PCR を行った。 

6) ミニ遺伝子 Spl 実験：T2 のエクソン 9-11 を含む野生型ミニ遺伝子コンストラクトは以前に作成

したものを用いた。QuikChange Site-Directed Mutagenesis Kit を用いて c.941-9T>A を変異導入



  

し，ミニ遺伝子 Spl 実験を行った。 

 

【結果】 

1) イムノブロット解析：GK03 の T2 発現量はコントロールの 1/8 以下と減少を認めた。 

2) ゲノムレベルでの遺伝子解析：GK03はACAT1のイントロン9にホモ接合でc.941-9T>Aを認めた。

他の変異は検出されなかった。 

3) Nonsense-mediated mRNA decay(NMD)抑制下の cDNA 解析：コントロール細胞では CHX 存在下，非

存在下にかかわらずエクソン 10 をスキップした cDNA は認められなかった。しかし GK03 においては

CHX 非存在下では正常サイズの T2 cDNA と極少量のエクソン 10 をスキップした cDNA が認められた

が，CHX 存在下ではエクソン 10 をスキップした cDNA が明瞭に認められた。 

4) 定量的リアルタイム PCR：患者(GK03)線維芽細胞でエクソン 10 を含む正常サイズの cDNA 量はコ

ントロールの 8%(±1%)まで低下していた。 

5) ミニ遺伝子 Spl 解析：野生型ではエクソン 10 をスキップした転写産物は認められなかったが，

c.941-9T>A 変異体では正常 Spl の転写産物のみでなくエクソン 10 をスキップした転写産物を生じ

ることが示された。 

 

【考察】 

 今回，T2 欠損症において，従来は病的変異と考えられていなかった PPS 内の c.941-9T>A がエク

ソン 10 のスキップをきたし，病因となる変異であることを示した。一般的に，スプライスアセクセ

プター部位の PPS 内ではいくつかのプリン残基が存在することもあるため，その部位の塩基置換が

病的なものかどうかを決定することが困難である。このことが PPS 内の変異の報告が少ない原因と

なっている。近年，in silico での Spl 予測アルゴリズムも使われるが，PPS 内の塩基置換による

Spl 異常の予測精度はまだ十分ではない。今回の解析においても，Spl 異常を明らかにするために

CHX 存在下での cDNA 解析とミニ遺伝子 Spl 実験が非常に有用であった。 

 

【結論】 

本研究では， CHX 存在下の cDNA 解析とミニ遺伝子 Spl 実験を用いて，ACAT1 のイントロン 9 の PPS

領域内の c.941-9T>A が異常な Spl を誘導することを新たに証明し，これまでは病変変異が長期間不

明であった T2 欠損症例の病態を解明した。 

 

 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

申請者 笹井英雄は，β-ケトチオラーゼ欠損症において長年病因となる変異が不明であった症例に

おいて，スプライスアクセプター部位の PPS における１塩基置換がエクソン 10 スキップをきたすこ

とを明らかにした。このような PPS における塩基置換が病因となる変異であることの証明には，シ

クロヘキシミドを用いた細胞での cDNA 解析とミニ遺伝子 Spl 実験が有用であることを示した。この

研究は臨床遺伝学および小児科学の発展に少なからず寄与するものと認められる。 
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