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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　最近の分子生物学の発達により次の各種の家族性心疾患の成因が遺伝子レベルで解明され始めた．

Marfan症候群は全身結合組織中の微細線維を構成するフィブリリンfibrillinの異常である．この巨大

糖蛋白は1986年に発見され，その遺伝子は15番染色体上にある．DiGeorge症候群と円錐動脈幹奇形顔貌

症候群（Velo－cardio－facial　syndrome）は22番染色体のq11の部分の欠損により生じる．家族性肥大型

心筋症の半数弱は14番染色体上の心筋myosin重鎖遺伝子の点突然変異による．心臓型糖原病（Pompe

氏病）は酸性α・glucosidaseの遺伝子の全欠損，部分欠損，点突然変異により生じる．家族性QT延長症

候群の遺伝子は染色体11番上のHarvey　ras　1（腫瘍遺伝子oncogeneの1つ）と連鎖するものもある．

　　　　　　　　　　緒　　言

　各種の心疾患の成因解明はその疾患の治療と予防の

為にも極めて重要である．多くの心疾患は多少とも遺

伝性素因に基づいている．中でもMarfan症候群や家

族性肥大型心筋症のごとく遺伝性，家族性が明瞭な疾

患もある．近年の分子生物学の発達により今迄不明で

あった各種の家族性遺伝性心疾患の成因が遺伝子レベ

ルで解明され始めた．ここではこれらの心疾患につい

て，その成因の解明のあしどりをたどってみたい．

　1．Marfan症候群

　Marfan症候群は蜘蛛指，長い手足，高身長などの骨

格異常，水晶体亜脱臼等の眼症状，上行大動脈の拡大

と僧帽弁プロラプスなどの心臓血管疾患を生じる結合

組織異常であり，常染色体優性遺伝をする1）．この疾患

は1896年に初めてParis大学の初代の小児科の教授で

あるMarfanにより記載された2｝．　Lincoln大統領，バ

イオリニストのPaganini，ピアニストで作曲家のRa－

chmaninovは多分Marfan症候群だったと推定され

ている2）．Marfan症候群の成因は最近になって丘bril一
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linの異常ないし欠如によることが明らかになっ
た3）．

　丘brillinは1986年にOregon大学の日系生化学者

Sakaiによって発見された，分子量35万の巨大な糖蛋

白で，微細な直径10nm程度の細胞外繊維の主成分で

あり，弾性繊維とともに全身の結合組織に広く分布し

ている4）．この微細繊維は培養線維芽細胞からも分泌

される4）．この繊維に対する特異抗体を用いた染色に

よって，この繊維が皮膚，肺，血管，軟骨，筋，腱な

ど，体内に広く分布することが明らかになった4）．

　この新しい結合組織繊維はMarfan症候群の研究者

の注目する所となり，Johns　Hopkins大学Pyeritz教

授がOregon大学の研究グループに加わって，　Marfan

症候群での丘brillin欠如が1990年に証明された5）．即ち

Marfan症候群の患者27人の皮膚生検からの繊維芽細

胞培養で，24人で丘brillinを含む微細繊維の減少が証

明された5）．同じ年にHelsinki大学の分子遺伝学のグ

ループから，Marfan症候群の遺伝子が染色体15番の

上にあることが報告され6），fibrillinの遺伝子も15番染

色体上（15q21．1）にあることから，　Marfan症候群の

遺伝子が丘brillin遺伝子であることが確実になった．

同時にfibrillinに対する特異抗体を用いれぽ，胎児の
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表1　Marfan症候群のfibrillin異常

年 研究老 記載事項

1896 Marfan 手足骨格異常の小児例を記載

1986 Sakai Fibrillin発見

1990 Kainulainen Ma㎡an症候群の遺伝子：15番染色体上．

1990 Hollister Marfan症候群でフィブリリン微細繊維欠如．

1992 Dietz Marfan症候群の遺伝子変異点発見．

羊水の繊維芽細胞の培養による胎児診断，或いは皮膚

生検からの非定型例の診断が可能となった．

　丘brillinは巨大な蛋白なので，その分子生物学的な

異常点を探すのは容易でないが，早くもJohns－

Hopkins－Oregonの研究グループから，fibrillin遺伝子

の突然変異が報告された7）．即ちこの研究では3世代

にわたるMarfan症候群の1家系で，　Marfan症候群

の患者に限り，codon　1409のアミノ酸がシステインか

らセリンに変わっていた．またこのアミノ酸1個の異

常は，この家系以外のMarfan症候群60人には見つか

らなかった7｝．従ってMarfan症候群の丘brillin遺伝子

の異常点は各家系毎に異なっていると推定される．

　2．DiGeorge症候群と円錐動脈幹奇形

　DiGeorge症候群は初め胸腺と副甲状腺の欠如によ

る細胞性免疫異常と低カルシウム血症としてDiGeor・

geにより記載されたが8），通常特有の顔貌と先天性心

疾患，特に円錐動脈幹奇形を合併する9）．これら全ての

奇形は発生初期の神経堤細胞の異常により生じること

が確かになってきたlo｝．また高尾により記載された円

錐動脈幹奇形顔貌症候Xt　11）は特有の顔貌と円錐動脈幹

奇形の組み合わせであり，しぼしぼ胸腺の低形成と細

胞性免疫の異常が合併し，DiGeorge症候群と重なり

合う症候群である．同じ症候群がVelo－cardio－facial

syndromeとしてShprintzenにより記載されてい
る12）．

　DiGeorge症候群の染色体異常として，まず散発性

に発生した3症例で22番染色体の長腕の転座があり，

日小循誌　9（2），1993

22q11部分のmonosomy（1染色体での部分欠損）が証

明された13｝．またDiGeorge症候群はときに家族性に

生じることがあり，その場合に患者では22番染色体の

部分欠損（band　22q11）があることが報告されてき

た14）15）．従ってDiGeorge症候群の染色体異常が22番

染色体上，特にq11（長腕の中心部近く）にあり，その

部分の多数の遺伝子の欠失（monosomy）がDiGeorge

症候群の1原因になると推定されている．最近の研究

では家族性の場合だけでなく，散発性のDiGeorge症

候群でも，その大部分に22番染色体のql1部分の欠失

が証明されている16）17）．この方面の研究の第一人者で

ある英国のBurn教授は1992年に私達の教室を訪問さ

れた折りに，丁度入院していたDIGeorge症候群の1

患児から採血して英国に持ち帰り，染色体分析を行っ

たが，その結果も，22番染色体のq11の微小部分の欠失

が証明された．

　さきに述べたように高尾により記載された円錐動脈

幹奇形顔貌症候群は欧米ではVelo－cardio－facial　syn・

dromeとして記載されている18｝が，この症候群でも

DiGeorge症候群と同じ22番染色体のq11の極小部分

の欠失が証明された’7）．更に私達は円錐動脈幹奇形顔

貌症候群の5症例について，英国のBurn教授と共に

染色体検査を含む共同研究を行い，全例で同じ22番染

色体のq11の部分の欠失を証明した（世界小児心臓・心

臓外科学会一1993一パリで発表）．従って臨床的な

overlapと一致して，この症候群がDiGeorge症候群

と成因上も共通していることが判明した．

　Burnのグループでは，更に円錐動脈幹奇形（総動脈

幹症，Fallot四徴症，大動脈弓離断症）の家族発生例

について研究を進め，9家系中の5家系で片親と心奇

形患者に染色体22q11の部分欠失を証明した19）．この5

家系中の3家系にはDiGeorge症候群が認められ，残

る2家系では認められなかった．従ってこの研究から

DiGeorge症候群と合併しない場合でも，円錐動脈幹

奇形が遺伝性に生じる場合に染色体22q11の欠失によ

表2　DiGeorge症候群，円錐i動脈幹奇形顔貌症候群の染色体22　q　11欠失．

年 研究者 記載事項

1965 DiGeorge 細胞性免疫異常と胸腺欠如の臨床例を報告．

／981 de　la　Chapelle 22qll欠失（monosomy）のDiGeorge症候群家族例．

1982 Kelley 22q11欠失（monosomy）のDiGeorge症候群散発例．

1992 Driscoll DiGeorge症候群14例全例に22　q　11の微小欠失

1992 Scambler，　Burn 円錐i動脈幹奇形顔貌症候群10例全例に22q11欠失．

1992 Wilson，　Burn 家族性円錐動脈幹奇形5家系に22q11欠失．
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ることが確実になってきた．22番染色体のq11の欠失

（monosomy）と神経堤細胞との関係，22番染色体の

q11に含まれている多数の遺伝子の中でこれらの奇形

を生じる最も重要な役割を果たしている遺伝子の問題

などは今後解明されるべき問題である，

　3．肥大型心筋症

　肥大型心筋症は小児にも成人にも見られる，特別の

原因無しに生じる心室特に中隔の肥大である．肥大型

心筋症の半数弱に家族性・遺伝性が認められ，通常常

染色体優性遺伝である．その遺伝子異常について，約

30％が14番染色体上のmyosin重鎖遺伝子の点突然変

異によることが最近つきとめられた．

　肥大型心筋症は1958年に英国のTealeにより初め

て病理所見が記載され，同時に家族性発生が認められ

た2°）．その後肥大型心筋症の臨床と病理は様々の角度

から研究されたが，最近になってようやくその分子生

物学的原因が明らかになり始めた．

　ーまず心筋の重要な収縮蛋白であるmyosin重鎖の遺

伝子が14番染色体上にあることが東京女子医科大学心

研小児科松岡，その他の研究により1988年に確定し

た21）．Harvard大学のSeidmanのグループはこの方

面の研究を精力的に進め，まず1989年に家族性肥大型

心筋症の遺伝子が14番染色体の長腕q1上にあること

を確かめ22），続いて1990年に肥大型心筋症の2家系で，

14番染色体上のmyosin重鎖の遺伝子異常を報告し

た22）．初めに報告された2家系の遺伝子異常は，1家系

では共通して遺伝子を構成する核酸の塩基配列の1個

の点突然変異，即ちアミノ酸2，000余りから成る蛋白で

あるmyosinのアミノ酸1個の異常（アルギニンのグ

ルタミンへの変換）であり，第2の家系の遺伝子異常

はmyosinのαとβの融合遺伝子と報告された．また

1992年には合計25家系についての研究が同じグループ

により報告された23）．これによると25家系中の半数弱

12家系に心筋myosin重鎖のアミノ酸1個の点突然変

異があり，ほぼ家系毎にその突然変異が異なっていた．

また1990年の報告で融合遺伝子とされた家系は別にア

ミノ酸1個の点突然変異が見つかり，これがより重要

な遺伝子異常と結論された．Boston以外の研究グルー

プによっても，myosin重鎖の別の点突然変異が発見

されている24）～26）．

　しかしlinkage　studyの結果では家族性肥大型心筋

症の中で14番染色体とlinkageが証明されない家系が

多々あり27）28），14番染色体上のミオシン重鎖の異常に

よるのは欧米で約30％，わが国ではより少ないとも言

われている23）28）29）．

　14番染色体以外では，18番染色体のプレアルプミン

遺伝子とのlinkageが久留米大学西により報告され

た3°）．最近名古屋大学からミトコンドリア遺伝子の点

突然変異による肥大型心筋症が報告された31）．

　Seidman達は更に1993年に心筋myosin重鎖に異

常の発見出来ない本症10家系の3家系に1番染色体上

にその遺伝子（troponin　1，　tropomyosin，又はactin）

があると報告した32）．

　4．Pompe氏病（心臓型糖原病）

　この疾患は細胞内ライソゾーム（水解体）にある酸

性α一グルコシダーゼの欠損により心筋と骨格筋のラ

イソゾームにグリコーゲソが蓄積する先天性代謝異常

であり，常染色体劣性遺伝をする33）．この疾患の大部分

は心不全と呼吸不全により乳児期に死亡するので，乳

児型と呼ぽれるが，少数は症状が軽く，10歳以後に全

身骨格筋力低下を生じ，成人型と呼ぽれる33）．

　Pompe氏病は1932年にPompe（オランダ）より初め

て記載された34）．その後その遺伝形式が明らかになり，

酵素欠損が解明された．

　Pompe氏病の遺伝子は染色体17番の上にある事が

1979年に2研究グループにより報告された35）36）．

　この疾患の酸性α・グルコシダーゼの酵素活性の研

究から，本疾患の酵素活性低下の基礎にある異常は単

一でなく，雑多であろうと考えられてきた．

　さらに最近は本疾患の遺伝子異常がDNA，　RNAレ

表3　家族性肥大型心筋症のmyosin重鎖遺伝子異常 表4　Pompe氏病の酸性α一グルコシダーゼの酵素異常

年

1958

1988

1989

1989

1990

1992

1993

研究者

Teale

松岡

Jarcho

西

Tanigawa

Obayashi

Watkins

記載事項

肥大型心筋症の病理像と家族発生．

心筋ミオシン重鎖遣伝子は14番染色体上にある．

家族性肥大型心筋症の遺伝子は14番染色体上にある．

家族性肥大型心筋症の遺伝子は18番染色体上にある．

肥大型心筋症2家系の心筋ミオシソ重鎖遺伝子異常．

ミトコンドリア遺伝子の変異．

1番染色体遺伝子異常による家族性例．

年 研究老 記載事項

1932 Pompe 心臓型糖原病を記載．

1962 Hers 酸性α一glucosidase：酵素異常の確立．

1979 Solomon 本症遺伝子が17番染色体上にある．

D’Ancona 同　上

1986 Martiniuk 本症で遺伝子の全欠損，部分欠損．

1991 Zhong 本症で稀に遺伝子の点突然変異．
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ベルで直接研究されるようになった．それによると大

部分の患者ではこの酵素の遺伝子の全欠損ないし部分

欠損があり37）一一39｝，少数の場合のみこの酵素の遺伝子の

点突然変異によることが判明した38）．即ち1991年に

Zhongは本疾患の1例でこの酵素の遺伝子の点突然

変異を証明したが，ほかの37例では点突然変異は証明

出来なかった4°）．

　以上の最近の研究から，Pompe氏病の酸性α・グル

コシダーゼの酵素活性低下は，酵素としての蛋白の点

突然変異，蛋白の部分欠損，蛋白の全欠損など雑多な

遺伝子異常によることが判明しつつある．

　5．家族性QT延長症候群

　QT延長症候群は心電図上QT時間の延長があり，

しばしば心室性不整脈を生じ，急死することもある疾

患である41）．家族性QT延長症候群は初めJervellと

Lange－Nielsenにより難聴を合併する1家族例が報告

され42），この型は常染色体劣性遺伝をする．次に難聴を

合併しない家族発生例がRomano43）とWard4¶こより

別々に報告された．一般にQT延長の原因は様々で心

筋細胞の膜電位の異常，特にイオンチャンネルの異常

が注目されてきた42）．1991年に至り，家族性QT延長

症候群の遺伝子が染色体11番上にあるがん遺伝子（on－

cogene）であるHarvery　ras－1遺伝子と高い確率で連

鎖しているとの研究がKeatingにより発表され
た45）46）．

　Keatingの研究したのは8代にわたる，急死と失神

発作の多発している大家族である．この中に40人の本

症候群の患老と保因者がおり，linkage　studyにより本

症候群の遺伝子とHarvey　ras－1遺伝子の完全なlin・

kageが確かめられた45）．更に別の6家系についても同

様のlinkageが証明された46）．従ってこの2つの研究

からHarvey　ras－1遺伝子は非常に高い確率で本症候

群の遺伝子と連鎖していると結論された．

　更にこの研究の延長として，家族性QT延長症候群

で保因者と健常者をHarver　ras－1遺伝子マーカーを

つかって診断し，QT延長との相関を調べた研究が発

表されている47）．

表5　遺伝性QT延長症候群

年 研究老 記載事項

1957

1963

1964

1991

Jervell

Romano
Ward
Keating

先天性聾とQT延長（常染色体性劣性遺伝）

家族性QT延長と急死

家族性QT延長症候群．

LQT遺伝子はHras－1遺伝子と同じ可能性．

日本小児循環器学会雑誌　第9巻　第2号

　Harvey　ras－1は腫瘍遺伝子（oncogene）で，　QT延

長症候群との関連は次のように考察されている48）49）．

QT延長症候群では心筋細胞の膜のKチャンネルの

異常（電流の遅れ）がある．Kチャンネルは大きい

polypeptideでG蛋白により機能が調整されている．

G蛋白は交感神経と副交感神経の受容体とKチャソ

ネルを結合させる役割をしている．Harvey　ras・1遺伝

子はこのG蛋白の構造と機能を変える作用があり，

従ってその機能異常によりQT延長がおこる，との仮

説が成り立つ48）49）．

　　　　　　　　　　結　　語

　最近の分子生物学の手法により解明されはじめた

Marfan症候群，　DiGeorge症候群，肥大型心筋症，

Pompe氏病，家族性QT延長症候群の分子生物学的成

因について解説した．Noonan症候群など，優性遺伝と

されながらまだ遺伝子も不明で分子生物学的に未解明

の疾患もある．わが国でも研究を進めたい分野であり，

更に新所見が続出するはずである．
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Molecular　Biology　of　Familial　Heart　Disease

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kazuo　Momma

Department　of　Pediatric　Cardiology，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　Recent　advances　in　molecular　biology　have　made　it　possible　to　clarify　molecular　mechanisms　of

familial　heart　diseases．　The　molecular　basis　of　Marfan　syndrome　is　the　absence　or　abnormal　forms　of

the　recently　identified　glycoprotein；fibrillin，　which　is　an　essential　constituent　of　microfibrills　in、

connective　tissue．　DiGeorge　syndrome　and　velo－cardio－facial　syndrome　are　caused　by　micro・deletion　of

chromosome　22・q11．　Less　than　half　of　familial　hypertrophic　cardiomyopathy　is　caused　by　point

mutations　of　myosin　heavy　chain　gene　on　chromosome　14．　In　Pompe’s　disease，　diverse　abnormalities　of

acidα・glucosidase　have　been　found　such　as　total　or　partial　absence　and　rarely　point　mutation　of　the

gene　on　chromosome　17．　Linkage　study　of　familial　QT　prolongation　syndrome　has　shown　that　the　gene

of　this　syndrome　is　closely　linked　with　Harvey　ras　l　gene　on　chromosome　11：an　oncogene　which　can

regulate　K　channel　of　myocyte　membrane　through　the　effect　to　G　protein．
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