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義新医学のトピックス

は　じ　め　に

分子遺伝学的研究の進歩により,いくつかの骨系統疾

患において,病因が解明されつつある.また一部の疾患

においては遺伝学的手法により出生前診断が可能になっ

てきた｡本稿では,近年I型コラーゲンの異常が明らか

にされた骨形成禾全症, Ⅱ型コラーゲンの異常が病園と

考えられてきた　　　　症候群

法を用いた

解折により,さらに実

用的な出生前診断が可能となった乳児塑低フオスファ

ターゼ症の3つの疾患につき,症例を提示しながら解説

する｡

これらの疾患を取り上げた理由は,骨系統疾患におけ

る分子遺伝子学的研究の成果が現在トピックとなってい

ることの他に,次の3点で日常診療上これらの疾患が重

要であると考えるからである｡

1)これらの疾患は多彩な症状を示すため,複数の診療

科(歯科,口腔外科,整形外科,眼科,耳鼻科,小児

科)の協力によるトータルケアーを必要とする｡

2)早期診断により,将来おこりうる症状(眼症状,骨

関節症状,聴力障害など)の予測,早親治療が可能と

なる｡

3 )致死性疾患における出生前診断の意義は大きい｡

1.骨系統疾患の強度と分頬

骨系統疾患は200穫頚に及び,かつ個々の疾患頻度は

非常に低い｡そのため,これらの疾患に最も関わりの深

いはずの整形外科医,歯科医,小児科医にとっても,難

解な疾患群であるように思われる｡しかし骨系統疾患を

全て合わせるとその頑度は1人　　　人であり,ダウン

症候群の発症頻度1人　　　　　人と比較しても,決

して稀なものではない｡

最近まで本症の分幾として使われていたEg際命名試案

は　　　　　　　らが　　年に発表し　　年,さらに

年の2回にわたり改訂されたもので,次の6項目に

大きく分けられている1)｡

1 )骨軟骨異形成

(abnormalities of cartilage and/or bone growth

and development)

2)翼骨症

(malformation of indivisual bones singly or in

combination)

3)特発性骨溶解

の　nW配完HH固㈲　　堕Rl印　　　堕in辻蘭｡鍋　　　肌

ment

5)染色体異常

6)代謝性骨疾患

ties)

異形成　　　　　とは,ある組織系(骨系統疾患の場

合は骨欧骨)の分化,機能,成長をつかさどる遺伝子変

異の結果,これらが持続的に侵される病態をいう｡症状

は持続性,または進行性である｡異骨症
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は,特定の骨のみ(例えば,顔面骨のみ)が侵される｡あ

る部位の軟骨,骨源蓋の発生,分化,成長の異常が原図

である.遺伝子変異,血流障害による成長障害,が原図

としてあげられ,原則として症状は固定性である2)｡

昨年発表された新Eg際分楽は,完全にⅩ線所見に基づ

いたものになっている｡旧命名で分数の指稜として用い

られた臨床経過(致死的か,生下時に発症しているか,

遅発性か,など)は削除された｡その理由は,症例の集

積により同一の疾患における多様性が明らかにされたこ

とによる｡即ち,同一の疾患に属する症例であっても臨

床経過に大きな差が認められることから,臨床経過を分

東の指標とすることは不適当であるという考え方であ

るo新Eg際分索を以下に示す8)｡

1 ) Defects of the tublar(and flat)bones and/or

axial skeleton

(1) Achodroplasia group

(2) Achondrogenesis

(3) Spondylodysplastic group

(4) Metatropic dysplasia group

(5)

(6) Atelosteogenesis/Diastrophic dysplasiagro-

up

(7) Kniest-Stickler dysplasia group

(8) Spondyloepiphysealdysplasia congenita gro-

up

(9) Other spondylo epi-(meta)-physeal dyspla-

SlaS

(10) Dysostosis multiplex group

(ll) Spondylometaphyseal dysplasias

(12) Epiphyseal dysplasias

(13) Chondrodysplasia punctata (Stippled epiph-

yses)group

(14) Metaphyseal dysplasias

(15) Brachyrachia(Short spine dysplasia)

(16) Mesomelic dysplasias

(17) Acro/acr0-mesomelic dysplasias

(18) Dysplasia with significant membraneous

bone involvement

(19) Bent bone dysplasia group

eO) Multiple dislocations with dysplasias

el) Osteodysplasia primordial dwarf ism group

き,

¢

¢4) Dl,

2 ) Diorganized development of cartilagenous and

fibrous components of the skeleton

3 ) Idiopathic Osteolysis

上言己の分類によれば,骨形成禾全症は｢1)の

症候群は｢1)の(7)｣,低フオスフタ-ゼ症は

｢1)の¢3)｣に分歎される0

2.コラーゲンの席遺

骨は編胞と基薯から形成され,骨基薯の構成要素の

ひとつとしてコラーゲンが重要である｡コラーゲンは,

グリシン-アミノーアミノ酸　　　は任意

のアミノ酸)の繰り返しからなるポリペプチド也が, 3

本らせん状にまきついた　　　　　　構造をとっている

(図1)｡グリシンは3本鎖の中心部の狭い空間に入り得

る唯一最小のアミノ酸で,コラーゲン亀の安定化に重要

であるO成熟コラーゲン繊維は張力に対して強い抵抗力

をもち,骨基質を保つことができる｡

コラーゲンは現在11種楽以上の型が知られており,そ

の遺伝子の局在についても明らかにされっっある(義

1)｡コラーゲンの命名は,次のように決められてい

る｡コラーゲンの塾は　　　　　　固々のコラーゲン分

子における鎖はα,さらにCMセルロースカラムクロマ

トグラフィーで溶出されてくる順序により番号がつけら

れている(それぞれ　　　　　等)O　またコラーゲン鎖を

コードする遺伝子は次のように表される: ``

A2"はI型コラーゲン　　　　のα2鎖　　　の遺

伝子であることを示す｡本稿で取り上げた疾患に関連す

るのは, I型, Ⅱ型の2つのコラーゲンである｡ I型

コラーゲンは骨基薯を形成する主なコラーゲンであり,

鎖2本　　　　　鎖1本の3本鎖から成る. Ⅱ

型コラーゲンは軟骨基寛を形成する主なコラーゲンであ

り　　　　　亀3本からなっている4)0
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図1　プロコラーゲンの構造
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tc,opllagen chains Genes ICohc:芸n?SOmal Molecules Tissuedis血tion
Fibrillar collagens

I al(I)　COLIAl　17q21-q22

α　　　　　　　　　　　　　　　　-q22

Ⅱ　　　al(I)　COL2A1 12q13lq14

Ⅲ　　　α

Ⅴ　　　α

α

α

XI al(Xl)　COLllA 1 lq21

a2(XI)　COLllA2

A須田0月描針HE

lal(I)]3

【　　】3

【α　　】3

lal(V)]3

la2(V)]3

Skin, tendon, bone,

arteries

Above and tumors,

amniotic fluid

Cartilage, vitreous

humor

Skin, arteries, uterus

Skin, placenta, vessels,

Chorion, uterus

【α　　】2α　　､

α　　α　　α

a 1(Xl) a2(XI) a 1(II)　Cartilage

Long chain/interrupted

IV al(IV)　COL4Al　13q33-q34

a2(Ⅳ)　COL 4 A 2　13q33-q34

【α　　】2α

lal(IV)]3

la2(N)]3

Basa1 1aminae

Shor･t chain/interrupted

VI al(VI)　COL6A1　21q223

α

α

Ⅷ　　　α

Ⅸ　　　α

α

α

Ⅹ　　　α

Uncertain Ubiquitous

a 1(Ⅸ) a2(Ⅸ) a3(Ⅸ)　Cartilage

Cartilage

Extended chain/interrupted

Ⅶ　　al(Ⅶ)　C OL 7 A 1 al(Ⅶ)3　　　　　　　　Epithelial-mesenchymal
junCtions

(文献　4)より引用)

3.骨形成芥全症　　　　　　　　　　疾患頻度5':

骨系統疾患の中で頻度の高い疾患の一つであるo I型

骨形成不全症は,易骨折且青色強膜.歯牙形成不全　　は2.5万人～3万人に1人致死型であるⅡ型は4万人

症,歎聴,関節弛緩などの症状を種々のき症度で認める　　に1人　Ⅲ型, Ⅳ型は非常に稀である.

疾患である.近年I型コラ-ゲンの遺伝子異常がその病　　臨床症状5':

因であることが明かにされた0本症の分類を表2に示　　I型:青色強麓と比較的軽い骨変化を示す.乳幼児対

すO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の易骨折性により診断されることが多いO骨折部位の仮

骨形成は良好である｡歯牙形成不全のないものをI A,
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表21骨形成不全症の臨床分類（Sillenceによる）  Ⅹ線所見5）：   

骨基質の主要成分であるⅠ型コラーゲンの異常のため  
膜性骨化が妨げられている。管状骨は骨阻怒症，骨折，  

変形とともに0VermOdelingを示して細い。骨折数の  

多い場合は管状骨がアコーディオン様に変形し太くなる  
ことがある。頭蓋冠は膜性骨化不全のため膜様頭蓋や  

wormianboneを生じる。   

歯牙形成不全のⅩ線像は歯髄腔の狭小化，歯冠一歯根  

移行部の狭純化である。また骨間膜に石灰化の認められ  

ることがある。  

病 因8）：   

遺伝形式  臨 床 像  Ⅹ 線 像   

tl  青色強膜，難聴  

歯牙形成不全  
なし  

1ナ   青色強膜，難聴  

歯牙形成不全  
あり   

ⅡJ  

太い長管骨  

Ⅱ月  
性腺モザイクの  太い長管骨  
ため再発率7％  
程度  

Ⅱc   周産期死亡   
子宮内発育不  
仝   

Ⅲ  AD，AR   乳幼児期には  重症～中等症  
青色強膜。次  骨幹端のポップ  
第に白色強膜  コーン状石灰  
となる   化。Ⅲβと鑑別困  

難例あり   

m  白色強膜，難聴  

歯牙形成不全  
なし  

AD  白色強膜，難聴  

歯牙形成不全  
あり   

Ⅰ型：骨形成不全症Ⅰ型の殆どは，】型コラーゲン  

をっくらない異常遺伝子と正常遺伝子のヘテロ接合体で  
ある。遺伝子異常は完全には解明されていないが，  

splicing異常によりstopcodonが形成されることが多  

いと考えられている。   

Ⅲ型，Ⅲ型．Ⅳ型：遺伝子変異の殆どは単一塩基置換  

であり，その変異はすペてコラーゲン鎖のグリシンが他  

のアミノ敢に置換されるものである。置換される部位に  

より重症度に差が見られる。  

症 例．  

症例1こ   

市川総合病院で正常妊娠，正常分娩にて出生した男  

児。血族結婚なし。生下時体重2708g，身長46．8cm。  

1ケ月健診で青色強膜に気付かれ（図2），骨形成不全症  

と診断された。長管骨の骨基質はやや希薄であった。家  

族歴では母，母の姉，母方祖母に青色強膜，易骨折性  

（3人とも2～3回の骨折歴あり，とびばこ等でも骨折  

するため学校の体育はできなかった）を認める（図3）。  

家族に歯牙形成不全はなく，IA型と診断した。今後難  

AD：常染色体性優性遺伝 （文献 5）より引用）  
AR：常染色体性劣性遺伝  

あるものをIBとする。耳小骨異常による伝音性難聴，  

蛸牛異常による感昔性難聴の両者が見られる。難聴は学  

童期以降に明らかになり．加齢とともに進行する。   

Ⅲ型：周産期致死型である。骨脆弱性が強く，多発性  

子宮内骨折により四肢の変形，短縮を認める。膜様頭蓋  

を認め，顔面骨低形成のため顔面は三角形となる。青色  

強膜を認める。   

Ⅲ型：多発性子宮内骨折，膜様頭蓋を示す。生後早期  

から四肢骨，助骨の骨折を繰り返し，著しい四肢の変  

形，発育障害を来す。生下時は青色強膜を認めるが，加  

齢とともに白色に変化する。   

Ⅳ型：白色強膜をもつ軽症型で．歯牙形成不全の有無  

によりⅠVA，ⅠVBに分けられる。初めての骨折は幼  

児期以降にみられる。  

1 3：  

図2 骨形成不全症Ⅰ型患児（症例1）の顔。青色  
強膜が認められる。   
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聴発症について経過をみる必要があるとともに,易骨折

性を配慮した生活指導を必要とする｡本家系は常染色体

優性遺伝と推測された｡

症例2 :

某総合病院で正常妊娠,分娩にて出生した女児｡血族

結婚なし.生下児　　　身長　｡胎児エコーです

でに四肢短縮が認められていた0 4下時四肢短縮(図4 )

および青色強膜,両大月退骨,下腿骨骨折(図5),蹟骨,

数本の助骨骨折(図6 )を認め,生後は右前腕,上腕骨骨

折を認めたO頭蓋骨所見,臨床経過からⅢ型と診断し

たO家族歴には特記することなく　　　　　　　と考

えられた｡塊在カルシトニン筋注,チューブ栄養を行っ

ている｡

Ill

ノ

症例1
青色強睦

図3　症例1の家系図｡

図4　骨形成不全症Ⅲ型患児(症例2)の全身像｡
四肢短縮を認める.

図5　骨形成不全症Ⅲ塑(症例2)の下肢のⅩ線所
見O複数の大腿骨,肇骨骨折を認めるo

図6　骨形成不全症H型(症例2)｡鎖骨,助骨骨
折を認める｡

症候群

症候群一

一は,特異的顔貌,口蓋裂,眼病

変,菓聴,骨関節症状,を特徴とする常染色体性優性遺

伝疾患である｡

疾患強度7) :

本邦における報吾はまだ少ないが,発症頻度は2万人

に1人と高い　　　　　　　　症候群の臨床像を示す

患者の30%は　　　　症候群であるとされている｡

臨床症状:

表塊型の多様性が本症候群の特徴である｡
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1)特異的顔貌:

顔面中央部は低形成で,軽度の眼間解離,眼内角牽

皮,小顎症,口蓋裂が認められる｡

2)眼症状:

高度の近視,硝子体網膜変性,網膜剥離,白内障が認

められる｡網膜剥離は本症候群の40%近くに認められ,

平均発症年齢は　　歳と若い0本症の確定診断は,定親

的な眼底検査による網膜剥離の早期発見,予防を可能と

する｡

3)歎　聴:

感昔性歎聴が80%に見られる｡検査しなければ気付か

れないものが多いが,進行性であるとされている｡

4)骨関節症状:

幼児親には関節弛緩が認められるが,年長児,成人で

は関節拘綿が冒立っようになり,早期に変形性関節症が

庄じる｡大関節部の腫大が見られる｡

Ⅹ線所見7) :

骨殆核異形成が主なⅩ線異常である.骨埼核は后平,

軽度不妾を示す｡大脳骨頑と頭骨遠位骨塊核の変化の強

い傾向がある｡軽度の后平椎がみられることがある｡上

顎骨は低形成である｡

病　因:

らは,本症候群患者家系において,

遺伝子(II型コラーゲンa l鎖の遺伝子)に

おける1塩基置換を認めた｡この変異はα　　位のアミ

ノ酸であるアルギニン　　　　を終始コドン　　　　に

変化させる｡従来のプロコラーゲン配合に関する研究か

ら　　　　が終始コドンに変異した遺伝子から倉成され

た蛋白は, II型コラーゲンを形成することはできないこ

とが明かになっている｡従って,このような遺伝子変異

はII型コラーゲンの合成を減少させると推測され,本症

の病因としての可能性が示唆されている｡しかし,従来

=型コラーゲンの含有量の少ないとされている眼組織に

重症な病変を釆たすにもかかわらず, H型コラーゲン含

有量の多い軟骨組織に比較的軽度の病変しか来さないこ

とについての説明はなされていない｡

症　例:

症例1 :

5歳男児,血縁関係のない両親の第1子である｡

妊娠,分娩に異常なく,在胎42週　　　で出生｡小

童,口蓋裂を認め　圭　　　症候群と診断｡東京歯

科大学で口蓋裂の手術を施行された. 5歳時,身長は25

パーセンタイル,特異な顔貌(眼間距離開離,鼻根部

平坦,長い人中,小顎) (図　　　　　近視(左右とも

混合性難聴,膝関節腫大(図8)を認めることから

症候群と診断した｡眼底の異常所見はない｡

膝関節Ⅹ線所見では大腿骨遠位骨幹端の幅の増大を認め

た(図9)o家族歴では歎聴はないが,父親に患児と同様

の藤関節部腫大を認め,父親も軽症の　　　　症候群

であると推測された｡身長は父親　　　母親　　｡

今後,葉聴の程度および網膜所見を定親的に経過観察

することが重要である｡

症例2 :

10歳女児｡血縁関係のない両親の第2子｡妊娠,分娩

に異常なし｡在胎40過　　　　で出生した｡出生直後

より軽度呼吸困巣を認め,小顎,口蓋裂より

症候群と診断された｡発語遅延以外には運動発

逮,精神発達に異常を認めなかった｡ 1歳時,高度近視

-34-

図　　　　　　　　症候群患児(症例1 )の顔貌｡

鼻取部低形成,長い人中,小童を認める.全
体的に后平な顔である｡
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図　　　　　　症候群患児(症例1 )の膝関節に腫
大を認める｡

図　　　　　　症候群患児(症例1 )の膝関節のⅩ線

所見o幅広い大腿骨遠位骨幹席を認めるo (♂)

と感音性歎聴を指摘された｡ 4歳時Ⅹ脚のために某総合

病院を受診したo lO歳時身長は25パーセンタイル,特異

な慮貌(鼻根部平坦,小童,長い人中),肘関節腫大(図

右　　　　　　関節,左　　　　　　関節の屈曲

拘縮(図11)を認めた｡ Ⅹ線所見では,幅広い中手骨,脂

骨骨幹塊(図　　后平椎,腺骨翼低形成,幅広い大月退骨

頚部(図　　幅広い大鹿骨遠位骨幹端(図14)を認めたO

家族歴には特記することなく　　　　　　　と推測さ

れた｡

今後,関節症状に対する理学療法の必要性,若年性網

麓剥離発症時の対応について,家族に充分説明すること

が憂要である｡

図　　　　　　症候群(症例2)の上半身像O鼻頼
部平坦,長い人中,小顎を認める｡肘関節の
腹大ありO

図　　　　　症候群(症例2)の手指｡ P I P関
節の屈曲拘縮を認める｡

5.乳児型低フォスファタ-ゼ症

Childhood Hypophosphatasia

低フオスファクーゼ症は,組織非特異的アルカリフオ

スファクーゼ(管,肝,腎のアイソザイム)の欠也により

骨,歯牙の形成異常をきたす遺伝性代謝疾患である｡小

腸型,胎盤型アルが)フオスファクーゼは正常であるo

尿中に　　　　　　　　　　　を証明することにより

確定診断される｡本症は臨床的,遺伝的に其質性が多

く,茎症度に基づき周産期致死型,乳児型,小児型,成

人型に分索されるo　ここでは,鼻近PCR法を用いた

解析により簡便かつ迅速な出生前診断が可能と

なった乳児型低フオスファクーゼ症について述べる.
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図　　　　　　症候群(症例2)の手Ⅹ線所見｡幅
広い中手骨,指骨骨幹鳩を認める｡

図　　　　　　症候群(症例2)の骨盤部Ⅹ線所
見｡幅広い大腿骨頚部,膳骨翼低形成を認め
る｡

疾患頻度:

10万人に1人の発症とされている｡

臨床症状9) :

出生時には明らかな異常を認めない｡生後4-5ケ月

ころまでに,噛乳力不良,体重増加不良,筋緊張低下が

出現する｡大泉門は大きく,青色強膜を認め, Ⅹ線所見

は頭蓋骨の桂台閉亀不全を認め(図　　重症のくる病様

変化を示す(図　　｡骨幹端の　　　　はくる病より

著しく,過剰肥大軟骨層が骨幹部深く,舌状に入りこむ

のが特徴である(図　　特に縫合早期癒合も認められ

る｡本症の予後は不良で,半数以上が致死性であるo

図　　　　　　症候群(症例2 )の下肢Ⅹ線所見｡
幅広い大髄骨遠位骨骨幹鳩を認める.

図15　低フオスファタ-ゼ症の頭蓋骨Ⅹ線所見｡

頭蓋縫合閉鎖不全を認めるo

病　因:

乳児型低フオスファクーゼ症の1家系において, 1番

染色体上に存在する組織非特巽的アルカリフオスファ

クーゼ　　　　　遺伝子の第7エキソンのミスセンス

変異が見いだされ,本症の病因が　　　　　遺伝子自

体の構造異常によることが明らかにされた

出生前診断:

本症は　　　　　遺伝子の教師かつ多様な変異によ

り発症するため　　大部分の家系において遺伝子内の

を指標とする出生前診断が可能である｡奥山
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図　　　低フオスファタ-ゼ症の全身および大

腿骨Ⅹ線所見｡重症くる病の所見である｡

ら12)は　　　　法を用いて2種幾の

を指標とした出生前診断を試み,約60%の症例

において出生前診断が可能であることを示した｡ P CR

法を用いることにより,教室のゲノムDNAでの検査が

可能となり, (1制限酵素につき0.5〃gのゲノムDNA

で検査可能),かつ簡便な操作のため短期間での診断が

可能となる(3日間で診断可能)｡ちなみに妊娠早期の紡

毛生検により待られるゲノムDNAは約50〃 gであり,

サザンプロット解析は1制限酵素につき　　　〃 gの高

189

図18　低フオススァタ-ゼ症の大腿骨Ⅹ線所見｡

過剰肥大軟骨層が骨幹部深く舌状に入り込ん

でいる｡

分子精製DNAを必要とし,診断には10日を要する｡今

後,本症の出生前診断において　　　　法を用いたRF

LP解析により迅速かつ確実な情報が得られることは,

達伝相談を行う際に大変重要なことであると思われる｡

稿を終えるにあたり,責垂な症例の掲我を許可してください

ました慶慮義塾大学小児科学教室松尾宣武教授,佐藤清二先

生,伊勢原協同病院小児科滝山宣明先生,そして市川総合病院

小児科の症例の診断に御助言くださいました清水市立病院放射

線科画村玄先生に深謝致しますo　また本稿の多くの部分におい

て,西村先生の著書,骨系統疾患Ⅹ線アトラスを参考にさせて

いただきました｡
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