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　　Three　main　integral　membrane　polypeptides　were　puri丘ed　from　rat　liver　peroxisornes，　and

antibodies　against　the　polypeptides　were　i：aisecl　in　rabbits．　The　contents　of　these　membrane

polypeptides　were　determi血ed　by　immunoblot　analysis　with　the　use　of　the　antibodies．　The

nurnber　and　the　size　of　peroxisomes　in　rat　liver　were　markedly　increased　by　the　1．administration

of　di（2・ethylhexyDphthalate，　but　decreased　by　its　withdrawaL　The　change　in　each　membrane

polypeptide　was　compared　with　the　change　in　the　mRNA　level　for　the　polypeptide．　The　results

suggest　that　the　quantities　of　these　poiypeptides　are　mainiy　regulated　by　the　rates　of　synthesis，

which　are　dependent　on　the　mRNA　Ievels．

　　Zellweger　syndrome　is　a　hereditary　peroxisorne　disorder　in　which　there　are　no　morphologi－

cally　detectable　peroxisomes．　Although　two　integral　membrane　polypeptides　were　found　in

autopsied　human　livers，　these　polypeptides　were　not　detected　in　patient　specimens．　Shinshtt

Med．ノ。，87’ヱ65一ヱ72，　ヱ989
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ペルオキシソーム，フタル酸ジー2一エチルヘキシル，Zellweger症候群，内在性膜ポリペプチド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　異常疾患が存在することが確認され6），ペルオキシソ

　　　　　　　　　　　　はじめに　　　　　一ム形灘ついての研究力・綱糊噸要な手がかり

　ペルオキシソームは真核細胞に存在する細胞内小器　　を与えるものとして注目されている。またラットにク

官である1）。高等動物ペルオキシソームはこれまで痕　　ロフィブレート等の抗高脂血薬剤やプラスチック可塑

跡的な細胞内小器官と考えられてきた。しかし最近，　　剤であるフタル酸ジー2一エチルヘキシル（DEHP）を

動物ペルオキシソームに脂肪酸β一酸化系が局在する　　投与すると肝蔵のペルオキシソームが著しく増殖し，

ことが明らかにされ2）3），さらに胆汁酸合成4），プラス　　かつ脂肪酸β一酸化系諸酵素が一律的に約20～30倍増

マ・一ゲン合成5）など脂質代謝に重要な役割を担うこ　　量する7）。このペルオキシソーム増殖時の膜ポリペプ

とが明らかにされつつある。最近，ペルオキシソー一一ム　　チドの量的，質的変化などはまったくわかっていない。
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桑　原　十南雄

　従来ペルオキシソーム形成は主としてマトリックス　　プチド画分をSDSポリアクリルアミドゲル電気泳動

酵素を指標として研究されてきた。カタラーゼや脂肪　　（SDS－PAGE）した14）後Coomassie　Brilliant・Blue

酸β一酸化系諸酵素などのマトリックス局在酵素は遊　　R－250で染色し，ろ紙に密着乾燥した。則i勺ポリペ

離ポリソームで合成され，サイ1ヅ・レを通ってペルオ　プチドのパ．ソドを切り1・liし・のレを0・1％SDS／10mM

キシソームに認識され，局在化され，成熟酵素となる　　　リソ酸ナトリウム（pH7．2）／0．5％メルカプトエタノ

ことが明らかとなった8）。またペルオキシソーム増殖　　一ルでホモジェナイズし，1M　Na2CO3を加えホモジ

の時，β一酸化系諸酵素が特異的に増加するが，その増　　　エネートのpHを7．0±0．2に調整した。それを遠心し

量は主としてこれら酵素のmRNA増量にもとつく生　　て上清を得た。沈殿に同上バッファーを加えホモジェ

合成速度の昂進によるものであることが明らかにされ　　ナイズし，同じ抽出操作をさらに3～4回繰り返した。

た7）。しかしオルガネラ形成に重要な役割を有するぺ　　抽出画分を凍結乾燥し，少量の水に浮遊させ10倍量の

ルオキシソーム膜ポリペプチドに關する研究は少ない。　アセトンを加え氷冷1時間後遠心し・沈殿したポリペ

膜ポリベプチドは遊離ポリソーム上で生合成され9），　　プチドを回収した12）。

サイトゾルを通り膜に組み込まれる。　　　　　　　　　各膜ポリペプチドを再度SDS・PAGEを行い染色，

　Fujikiら10）はラット肝臓ペルオキシソームを0．1M　　乾燥，切り出し・抽出・アセトソ沈殿を行った。得ら

Na，CO3で処理し得られた膜画分には3つのポリペプ　　れた沈殿がタソパク質染色色素で着色している時には

チド（69．7kDa，67．7kDaおよび2L　7kDa）が存在す　　アセトン沈殿を繰り返した。最初のSDS－PAGEに

ることを報告した。同様の炭酸ソーダ抽出法でHart1　　は10％スラブゲルを，再度SDS・PAGEを行う場合

ら11）はラット肝臓ペルオキシソーム膜画分に69kDa，　　にはポリペプチドの大きさに応じて8％または10％ス

42．5kDa，36kDa，26kDa，21kDa，および15kDaの　　ラブゲルを使用した。最終沈殿は1％SDSに加熱溶

ポリペプチドを検出した。また我々は70kDa，41kDa，　解し，0．1％SDS／10mMリン酸ナトリウム（pH7．2）

27kDa，26kDa，および22kDaのポリペプチドを分　　に透析した後，凍結保存した（－20°C）。なお本研究

離し，これ等のポリペプチドに対する抗体を得た12）。　　後半においては染色乾燥ゲルからのポリペプチド抽出

本研究ではペルオキシソーム膜ポリペプチド組成の　　には電気泳動溶出を行った。すなわち切り出しゲルを

再検討を行い，ペルオキシソーム増殖に対応した各膜　　SDS－PAGE　泳動バッファーでホモジェナイズし，

ポリペプチドの量の変化を解析した。またペルオキシ　　1　MNa，CO，で中和し蛋白質回収装置マックスイール

ソーム構造が欠損し，ペルオキシソーム局在の諸機能　　ド⑪一GPAE3590（ATTO社，東京）を用い電気泳動

が欠失している重篤な遺伝疾患である　Zellweger　　的に回収した。回収ポリペプチド画分に最終0．1Mと

（cerebro・hepato－renal）syndrome　（Zellweger　　なるように1Mリン酸ナ1・リウム（pH7．2）を加えアセ

症候群）にて主要膜ポリペプチドが欠損していること　　　トソ沈殿を行’った。

も認めた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　抗体の調製

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　膜ポリペプチド溶液（0．2mg／m1）0．1mlに等墨の
　　　　　　　　　実験方法　　　　Freu。d，。、。mp1，、e　adj＿、を臓Am。lg、m、、er

I　膜ポリペプチドの解析法　　　　　　　　　　　　（Hi・Mix，　G．　c．社，東京）で3分間混合しエvルジ

　膜ポリペプチドの精製　　　　　　　　　　　　　　　ヨンを作成した。エマルジョソは生後4週の雄家兎の

　DEHP投与ラッ1・肝臓を用いて細胞分画を行い，　　腋下部へ注射した。しかし42．5kDaポリペプチドは

その軽ミトコソドリア画分を非連続庶糖密度勾配遠心　　膝窩リソパ節を露出し，直視下に注入した15）。リソバ

し，ペルオキシソーム画分を得た13）。凍結保存ペルオ　　節はEvans　Blueの足趾間注入により染色した。ブ

キシソーム画分（－20°C，1～2日閥）に5倍量の0．1　　一スターは初回処置4週間後から週1回，3～4週に

Mリン酸カリウム（pH8．0）を加え氷冷下で30分掩は　　わたり＝・’？ルジョソを腋下部へ注射した。抗体価上昇

んした後100，　OOO×9，1時間遠心し，沈殿を得た。　　を確認した後全採血し，得られた血清を硫安分画（O

Fujikiら10）の方法にしたカミって沈殿を0．1M　Na2CO3　～50％飽和画分）し，沈殿を少量の0．5Mリン酸ナト

で抽出し膜画分を得た。この膜画分を1％（w／v）ド　　リウム（pH7．2）に懸濁し，水に対し透析した。生じ

デシル硫酸ナトリウム（SDS）に分散させ，100°C，　　た沈殿（主としてリボ蛋白質）を遠心除去した後，2

5分間加熱し膜ポリペプチドを可溶化した。膜ポリベ　　MNaC1と1Mリン酸カリウム（pH7．5）をそれぞれ終
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ペルオキシソーム膜ポリペプチド

濃度0．15Mおよび101nMになるように加え，－20°C　　ルからニトロセルロース膜へのブPaットの11与の回収率

　で保存した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が膜ポリペプチドにより異なること，SDS－PAGE泳

　抗体の検定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動位置が近接している他のタソパク質の影響が大きい

　抗原（液量1μ1，抗原0．05μg）を二卜ロセルロース　　　ことがしばしば認められ，条件1こよっては試料量を多

紙（1×1crn）にスポットし，倍k希釈血L清で後述す　　くすると逆にシグナル強度の低下が認められる場合が

るイムノブPット解析を行った。ある希釈倍率で発色　　あった。特に膜ポリペプチドの場合にはこのような異

が薄くなり始める段階の希釈倍率を基準にして抗体価　　常なシグナル強度を得ることがしばしば認められた。

を確認した。なおペルオキシソーム13－eVE化系の精製　　そこで試料使用量とシグナル強度が比例関係にある範

諸酵素とそれらの抗体を用いて本抗体価検定法とリソ　　囲で突験を行い，かつまた組織抽出液，既知量精製膜

グテスト法や活性滴定法と比絞し，本法がこれら方法　　ポリペブチド，および両者の混合物を用いる内部標準

と完全に対応するものではないが抗体価検定に利用で　　法で実験条件を検討した。

きることを確認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　H　実験動物

　膜ポリペプチド定量　　　　　　　　　　　　　　　ウィスター系雄性ラット（200　－2　「oO　9）を用いた，

　肝臓等の組織を直接10倍量2％SDS　10mMリン酸　　通常食投与群，2％（w／w）フタル酸ジー2一エチルヘ

ソーダ，pH8．　Oでホモジ＝一ナイズし，100，000×9，　　－3＝シル（DEHP）含有飼料投与群およびDEHPを2

10分遠心し，その上清を得た。蛋白質定鍛はLowry　　週ill］投与した後普通食に戻した群，3群について検討

ら16）の方法の変法17）で行oた。SDS－PAGEはLae一　　した。

mmli　14）の方法を用いた。ミニゲルを使用し，泳動タ　　皿　患者剖検肝

ンパク量：は20μg程度以下とした。イムノブロット解　　　ZeUweger症候琴洋患崩日本人症例4例の判検凍結

析はTowbinら18）の方法により，霞気泳動的にニト　　肝を岐阜大学医学部小児科と東北大学医学部小児科よ

ロセルロースにブμットした。1次抗体処理は室混で　　　り提供を受けた。なおこの4例については臨床診断の

…夜（～15～18時閥）行った。第2抗体処理にはアルカ　　ほか，電顕検索によるペルオキシソームの欠損確認，

リフォスファタービ標識抗ウサギIgGヤギ抗体を用　　　イムノブロット法によるペルオキシソーム研酸化系

いて室温で2時間行った。発色はnitro　blue　tetra一　　諸酵素の欠損確認などの検索を行って確定診断がなさ

zolium十5－bromo－4・chloro－3－indolylphosphate　　れている。

（Promega）を用いた。イムノブPットシグナルの強

蹴デ・シト・一ターで測定慨蛋口景の翻ポリペプ　　　　　結　果

チドを岡時にSDS－PAGE，ニトPt　一ヒルロースへiDブ　　1　膜ポリペフ゜チド親成

ロット，発色を行ってそのシグナルの強度と比較し組　　　ペルオキシソーム膜画分をSDS－PAGEにかけ

織中の膜ポリペブチドの定量化を行・）た。なお，組織　　（Fig・1），膜ポリペプチドと想定される5・うのポリペ

の2％SDS抽出時に少量の不溶物が認められるが，　　プチド画分を選定し，検討を行った。画分1のポリベ

その遠心沈殿残溢にSDS－PAGE試料処甦E液（2．5％　　プチド位概に長鎖脂肪酸アシルーCoAシソテターゼ

SDS／80mMメルカプトエタノール／0．125mM　Tris一　　と2頭酵素が泳動される。前者はミクPソーム，ミト

Cl，　pH6、8）を加え，100°C5分加熱し，　SDS－PAGE，　コン／ドリア，ペルオキシソーム膜局在性でTriton

イムノブロットを行い，膜ポリペプチドが残存してい　　X－100等の界面活性剤で初めて溶出されるものであ

ないことを確認した。イムノブPtット解析による膜ポ　　り19），後者はペルオキシソームβ一酸化系の第2と第3

リペプチドの定量化にはSDS・PAGEに用いる蛋白　　の反応を触媒する酵素である3）。これら2つの酵素は

質，＝トロセルロースのポリベプチド吸着能，抗原椙：　　量的にも多くその大部分は炭酸ソーダ抽出法で可溶化

に対する1次抗体，2次抗体の使用量等を検討し，使　されるが完全な可溶化が得られない可能性がある。

用組織抽出液を少量にし（ミニゲル使用の際，総タソ　　　そこでこの2つの酵素に対する抗体を使用しイ」・ノ

パク錨よ20tt　9程度以下が望ましい。）2次抗休として　　プロット解析をしたところ画分1はこの2つの酵素の

感度の高いアルカリフォスファターゼ標識抗体を用い　　混合物であることがわかった。なおこの画分1がすべ

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てアシル℃oA　シソテター一ビと2頭酵素からなるも

　イムノブロット法においてはポリアクリルアミドゲ　　のとの確定はできなかったが，蛋白量当たりのイムノ
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桑　原　十南雄

　　　　　　　　　　　A　B　　　　　　　　　　　たペルオキシソーム画分より得た膜標品には68kDa

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のポリペプチドはごくわずかしか含まれていなかった。

　　　　　　　　　　　　．潔　　　・た肝・・ジ・ネー・の…ブ…検索を・湖

　　　　　　　　　　擁1　　　合・肝臓ホ・ジ・ネー・を・・キーベーシ・ンすると・

　　　　　　　　　　き　毒　・；　　　　　　　　　70kDaのポリペプチドが減少するがそれ｝こ対応して

　　　　　　　　　　　　”・：tt・・、ili・　　　　　　　　　68kDaのポリペプチドが増加することが認められた。

　　　　　　ax－一　ti鞍　1　・の量騨は・ご・一ムプ・テアー礁剤璽
　　　　　　b－　　　　　　／・＝コ＿2　　　　　ロィペフチンを加κたり・ホモジェネートのpHを局

　　　　　　Cπ　 Wt　　　　くすること（・H　8・°）でlmえられたことから68kDa
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポリペプチドは70kDaポリペプチドより生じたもの
　　　　　　d－　　『　漏灘　　　　　　　　　　と推定された。特にロイペプチンとpHの効果からこ

　　　　　　e＿・　　r繍蜘．　　　3　　　　　の転換はリソソーム由来のプロテアーゼによるものと

　　　　　　　　　　　軍1　　　　考えられる・これらのポリペプチドはF・」ikiら1°）の
　　　　　　f　灘　　　　　69・7・D・と67・7kD・のポ・ペプチ・・…tlら11）の
　　　　　　　　　　鞭臨t　’：tt　　　　　　　　　69kDaのポリペプチドと同一と考えられる。画分3

　　　　　　　　　　’肇；　1　／t　　　　　　　　　　のポリペプチドの分子量は41kDaであった。70kDa

　　　　　　　　　　鷺舞コー・　と68・D・の・っの・・ペプチ・と41kD・ポ・ぺ・

　　　　　　9一硝　　　鵬懇鰍を嚇二膿繍；
　　　　　　　　　　　　　編　蜘　　　5　　　　　れないが凍結融解を繰り返したペルオキシソーム標品

　　　　　　　　　　　、鞭　　、、、　　　　　　　　　　では41kDaポリペプチドが増量することからこのポ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リペプチドは70kDaポリペプチドに由来することが

Fig．1Comparison　of　the　polypeptides　of　pe．　　推定された。画分4のポリペプチドは分子量27kDa

　「oxisomes　and　the「nemb「ane　f「action・　　　　　と26kDaの2つのポリペプチドの混合物であった。

　A’Pe「oxisomes（80μ9）；B’memb「anes（48μ9）　SDS－PAGEを繰り返し両者の分離精製を行って26

1膿寵織）1艦nl塞撒濃，潔：1・D・は・ヒ較的単一・標品・して得・れた…27・D・

　mal　polypeptides　are　indicated：a，　enoyl．CoA　　ポリペプチド画分は単一ポリペプチドとしては得られ

　hydratase－3－hydroxyacyl－CoA　dehydrogenase　　なかった。26kDaポリペプチドに対する抗体も27

　bifunctional　protein　and　long・chain　acyl－CoA　　kDaのポリペプチドに反応したがこれら2つのポリ

認讐1認間゜稀謡認層監ll｝：ペプチ・・関係は明・かで齢…の26・D・のポ

C。A。xidase；。，3．k。t。acyl－C。A　thi。1。，e；f，　リペプチドはH・・tlらの報告した26kD・のポリペプ

　urate　oxidase；9，　component　C　of　acy1－CoA　　チドと同じものと考えられる。画分5のポリペプチド

　oxidase’The　PolyPePtides　in　the　memb「ane　　の分子量は22kDaと推定された。このポリペプチド
fracti・n・・ami・・d　a「e　numbe「ed・（1～5）　　はF。jikiら1・）の21．・7kD。，　H。，tlら11）の21kD。と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同一のポリペプチドと考えられる。

プロットシグナルの強度からこの画分の大半はこれら　　　なおHartlらは36kDaポリペプチドが存在すると

2つの酵素よりなるものと判定された。したがってこ　　報告している11）。しかし，尿酸オキシダーゼがSDS・

の画分は研究対象外とした。　　　　　　　　　　　　PAGEでこの位置に泳動されること，また抗尿酸オ

　画分2のポリペプチドは主要な膜ポリペプチドであ　　キシダーゼ抗体を用いたイムノブロット法で強陽性の

る。この画分には70kDaと68kDaが検出されるが　　シグナルが認められることから，彼等の36kDaポリ

両者を分離することは行わなかった。68kDaのポリ　　ペプチドは膜ポリペプチドとは考えられない。

ペプチドについてはイムノブPット法で検討した。こ　　　ペルオキシソーム画分を炭酸ソーダ抽出した場合，

の70kDaと68kDaのポリペプチドの量的比率は膜標　　可溶化される膜ポリペプチドの存在が考えられる。そ

品間のバラツキが大きく，凍結融解を繰り返さなかっ　　こで膜画分の分離について2層分離法を試みた。すな
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わち，疎水性の強い膜タγバク質は非イオン界面活性　　　　　　　　　　　　　＿DEHP

としてT「1t°nX－114を用い”’ミ順一界i醐生賛・
剤混含ミセルを回収し20），そのポリペプチド組成を　　ε　塁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　　　4
SDS・PAGEで検討した。その結果炭酸ソーダ抽1，Li法　　冨　“

灘畿麟1綴野外の膜ポ・ペプチ舞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x
llペルオキシソーム誘導時の膜ポリペプチド量の変　　　　♀1

化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Σ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

剤で処理すると疎水性タソパク質と相互作用している

撒分子が擶融剤躍き変2。り河醗のタ．パ　E　14
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　eク質一界面活性剤混合ミセルを形成する。界面活性剤　　　　吾　　　12
　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　己∠

　10

58
登．

ll　6

睾4

2

口“－ cEHP－一騨controI

VA

・、Q。

・、9“、

　㌧、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
　ラットにクロフィブレートなどの抗高脂血薬剤やフ　　　　　　　　　Ol　　7　　14　　21　　28
タル酸ジー2一エチルヘキシルを投与すると肝臓ペルオ　　　　　　　　　　　Days　afte「change°f　diet

キシソームが著しく増殖し，ペルオキシソーム局在性　　Eig．2　Effect　on　the　main　integral　membrane

脂肪酸β・酸化系が特異的に増量する3）。ラットを2　　　・：，　PolyPePtides　of「at　live「Pe「oxisolnes　by　the

％o（・・・・…レ酸ジー2一エチルー…レ舗飼料で’し b蹴t纏拠。躊mli（譲欝1）膿a謙
鮪し・繍的にぺ・レオギシソー・ll莫ポリペプチド量　・tar　ra・，　were　f，d　wi・h。di，t、。。t。i。i。g、％

を測定した。Fig．2に示すように検討した3つの主要　　　（w／w）DE宜P　for　the　indicated　periQds，　Some

なペルオキシソーム内在性膜ポリペプチドはフタル酸　　　　「ats　we「e　given　a　control　diet　after　the　DEHP

ジー2一エチルヘキシ・レ鮒撚｝・よ。て・F御勺に髄　 diet　f°「～wρ・k・・The　mean　v・lues・f　three

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rats　are　indicated，
し，約1週間鵬でほ畷大値嘆した・飼料樋常　　MP．7・kD、，　MP－26kD、，、。d・MP．22kDa　a。e

食に変えると，これら膜ポリペプチドは減少し，約1　　　the　integral　membrane　polypeptides　with

週間でほぼコントP一ルレベルになった。このような　　　molecular　weights　of　70kDa，26kDa，　and　22

量的変化はマトリックス局在のβ一酸化系諸酵素で確　　　kDa’「esPectively’

認されている3）。β・酸化系諸酵素の最大増量はコント

ロールレベルの20～30倍であるが，膜ポリペプチドの　　かを検討した。Table　1に本実験で得られたフタル

増量は70kDaポリペプチドは5倍，26kDaポリベプ　　酸ジー2一エチルヘキシル投与による各膜ポリペプチド

チドは13．5倍，22kDaポリペプチドは2．4倍であった。　　増量の比癖と，既報の翻訳活性から推定したmRNA

　これら膜ポリペプチドの増量がこれらポリペプチド　　の量的変化9）をまとめた。その結果各膜ポリペプチド

をコードしているmRNAの増最によるものか，ペル　　増最とこれらポリペプチドのmRNA増量は良く対応

オキシソーム構造の分解の遅れのためなどによるもの　　　していることがわかった。

Table　l　Effect　Qf　DEHP　treatment　on　me田brane　polypeptides

　　The　amounts　of　three　integral　membrane　polypeptides　were　determined

　　as　described　in　Materials　and　Methods．　The　translatable　mRNA　levels

　　fQr　three　polypeptides　were　taken　from　reference　9．

MP・70kDa

MP－26kDa

MP－22kDa

Polypeptide（μ9／91iver）

Control

　A
86

26

136

DEHP
　B

426

350

329

B／A

4．9

13，5

2．4

1・・an・1…ble　mRNA　I・v・・

COntrol

　A
5．0

3，4

10，5

DEHP
　B

26．9

38，4

28．3

B／A

5．　4

11，4

2，7
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A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品を得，3種の内因性膜ポリペプチドが存在すること

PczzzzGR　　を報告している・またHa「tlら’1）はFujikiらと肌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方法で得た膜標品に6つの内因性膜ポリペプチドが存

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在することを認めている。今回我々が得たポリペプチ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド群は彼らのものと同一のものと思われる。
靹　　鼎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一　　　　　　　　一

　　一一v40．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペルオキシソーム形成には2つの説が提案された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1つはペルオキシソーム膜は滑面小胞体より発芽する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　という考えで，他の1つはペルオキシソームは独立の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オルガネラであるという考えである。これら2つの説

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　についてまずペルオキシソームの膜の脂質組成と蛋白

P　C　Z　Z　Z　Z　C　R　　　　質組成の比較がなされた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2つのオルガネラはほぼ同様な脂質組成を示してい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るが，これは両者相互間で脂質が輸送されていること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　によるものと考えられている。

　　B　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2つのオルガネラの蛋白質組成はまったく異なる10）・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しかし発芽時特定の蛋白質が集合して発芽体膜を構成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　するという考えを否定することができない。発芽説で

　　　　噛鴨一～　　　　　　　　　　　’Stnv’Ut　　　はベルオキシソーム膜ポリペプチドは粗面小胞体で生

　　　　　　　　　　　　　．　　．　　　　　　　　合成され，その過程で粗面小胞体膜上でのポリペプチ
Fiw。1器盤｝ll，lnalys’s°f　lnteg「al　mem’・生合成…ノ末端・・グナル・・列・切・，出・，す

　A，70kDa　polypeptide；B，22kDa　polypeptide　　なわちプロテオリティックプロセシングが共役するは

　Lane　P・Pu「ified　P「otein；Lane　C・autoPsied　　ずである。しかしマトリックス酵素を含め膜ポリペプ

liver（・・nt・・1・　2・ca・e・）；L・n・Z・・utrP・i・d　live「　チドの70kD、，22kD。でブ・テオリテ、。クプPt

（Zellwege「4cases）；Lane　R・「at　live「・　　シ．グは認めらオ。なか。た，…。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これらの事実はペルオキシソーム形成は発芽による

皿　ペルオキシソーム欠損疾患と膜ポリペプチド　　　　ものではなく既存のペルオキシソームの増殖とその退

　1964年Bowensら21）によって報告された脳肝腎症　　縮によってその量が変動するものと考えられ，現在で

候群（Cerebro・hepato－rena1（Zellweger）synd一　　はこの考えが一般に受け入れられている。

rome）は常染色体劣性遺伝でその多くは生後半年く　　　もちろんこの2つのペルオキシソーム形成のメカニ

らいで死亡するペルオキシソーム欠損による重篤な遺　　ズムのほかにその組合せともいうぺき機構も考えられ

伝疾患で世界各地に分布している。Fig．3に日本に於　　よう。

ける本症例剖検肝4例について膜ポリペプチドを検討　　　Zellweger症候群はペルオキシソーム構造が欠損

した結果を示す。対照として用いた剖検肝では70kDa，　し，その諸機能も欠失していることから新しく認知さ

22kDaポリペプチドともイムノブロットシグナルが　　れたペルオキシソーム疾患群の原型と見なされてい

検出され，ラット膜ペルオキシソームポリペプチドに　　る6）。本疾患の病因解明はペルオキシソーム形成のメ

対する抗体がヒトペルオキシソーム膜ポリペプチドと　　ヵニズムの解明にもつながるものである。本疾患の日

も交叉することがわかった。4例とも70kDa，22kDa　　本人症例において患者剖検肝ではペルオキシソーム内

ポリペプチドが検出でぎなかった。なお26kDaポリ　　在性ポリペプチド（70kDaと22kDa）が欠失してい

ペプチドは含有量が少なく，その欠失の有無について　　ることがわかった。しかしこの欠失が完全な欠失なの

は検討できなかった。　　　　　　　　　　　　　　　　かその量の著しい減少なのかは明らかでない。本症候

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　群ではペルオキシソーム局在の諸機能が欠失しており，
　　　　　　　　　考　案　　　　　。れが本症候胸重鍍の螺とな。てL、る．たとえ

　Fujikiら10）はラット肝臓より分離したペルオキシ　　ば本症候群におけるペルオキ．：ンソームβ一酸化系の欠

ソームを0．1M　Na2CO3で抽出することによって膜標　失はβ一酸化系諸酵素そのものの生合成ではなく，生
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脅成された酵素のペルオキシソームへの局在化が完成　　少の時間経過と良い対応を示すこと，またペルオキシ

しないため，容易に分解されることが明らかになって　　ソーム膜内在性ポリペプチドはマトリックス諸酵素量

いる22）23）。本症候群におけるペルオキシソーム欠損が　　と同じく，主としてこれら蛋白質のmRNAの増減に

膜ポリペプチドの欠失によるか否かを検索したが，単　　よりコソトロールされていることがわかった。すなわ

一ポリペプチドのみの欠失を認めることができなかっ　　ち，これら膜ポリペプチド量は他のペルオキシソーム

た。したがって，今後これらポリペプチドの機能につ　　蛋白質と同様，おもに生合成活性によって決定され，

いての解明と，今回解析を行ったポリベブチド以外の　　その生合成活性はこれらポリペプチドをコードする

ポリペプチドなどに異常があるか否かを検索する必要　　mRNAに依存することを強く示唆している。

があろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しかし膜内在性諸ポリペプチドのDEHP投与によ

　ペルオキシソーム誘轟の時ペルオキシソーム膜ポリ　　る増量は70kDaは5倍であり26kDaは13．5倍，22

ペプチドの増量も予測されることである。すべての膜　　kDaは2．4倍であって量的変動は同一でないこともわ

ポリペプチドが平行して増えるのか，特定の膜ポリペ　　かった。これは対照群と誘導群とでペルオキシソーム

プチドのみ増量するのか，その増量はどのような機構　　膜の組成が異なり，膜脂質組成や膜の流動性にも変化

によって調整されるのかはペルオキシソーム形成あ筍　　がおこりうることを示すものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いはその誘導機構の解明にとってきわめて重要な問題

拷えら泌。　　　　　　　1－「　　　　　おわりに
　ペルオキシソーム誘導剤投与によるペルオキシソー　　　本論文の要旨は，第60回EI本生化学会大会（1987年

ム増殖とその投与中断によるペルオキシソーム減少の　　10月，金沢）たおいて発表した。稿を終えるにあたり

実験系でペルオキシソーム膜内在性ポリペプチドの増　　御指溝頂きました，儒州大学医学部生化学教室，橋本

量と減少の時間経過はマFリックス諸酵索の増量と減　　隆教授に深謝申し上げます。
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