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社会性障害と遺伝負因
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双子研究をはじめとする様々な研究から社会性

障害に遺伝負因が存在することは疑いのないこと

である．しかし，遺伝研究をするにあたって，社

会性障害は単純なメンデル遺伝の様式をとってい

ないことから，家族研究などから具体的な遺伝負

因を絞り込むことは困難であった．遺伝負因の解

析の一つの方向性として，遺伝子の明らかな障害

があると考えられるAngelman syndromeや

Prader-Willi  syndrome，Rett  syndrome，

Fragile X syndromeなど，社会性障害が合併す

ることがわかっている症候群に注目した研究が進

んだ ．遺伝研究の初期ではGiemsa染色した

染色体の顕微鏡による観察など，研究手段が限ら

れていたこともあったが，研究が進むにつれ

15q11-q13領域や 7q領域などいくつかの候補領

域が発見された．更にPCR法などが開発され，

具体的な遺伝子の解析が行えるようになると，

15q11-q13領域にはUBE3Aや GABR B3，

ATP10Cなどが，7q領域にはWNT2やFOXP2，

CADPS2，NRCAM な ど が，X染 色 体 に は

MECP2やFMR1/2，NLGN3/4などが，22q13

領域にはSHANK3などが社会性障害との関連

を指摘されるようになった．また，欠損などの明

らかな表現形の違いが予想される違いの他に，一

塩基多型（SNPs）と呼ばれる違いが発見された

ことも更なる詳細な遺伝研究につながった．

一方，分子生物学的な研究の発展は新しい知見

をもたらした．関連が指摘された遺伝子の働きを

調べてみると，シナプスの可塑性に関係している

遺伝子や，遺伝子の発現調節に関わっている遺伝

子であることが明らかになった ．神経可塑性も

精神活動の基盤となる現象であるが，可塑性の中

でも細胞内情報伝達に着目した仮説もいくつか立

っている ．我々のグループも新しい分子生物学

的な知見を元に仮説を立て，社会性障害と

GRPRとの関連性や ，NF-1との関連性 ，Ta-

chikinin-1の SNPsとの関連 ，NRCAM との

関連 ，15q11-13領域のATP10Aとの関連 な

どを明らかにしていった．しかし，その逆に他国

での関連研究では相関が示されているのに，

7q31領域のFOXP や 15q11-13領域のGABA

受容体遺伝子 ，リアノジン受容体遺伝子 な

ど，日本人での母集団では否定的な結果となった

ものもある．相反する結果が報告されるのは，検

出力の問題もあるが，母集団の遺伝学的な質の問

題もあり，単純な統計学を当てはめただけでは社

会性障害に関連のある遺伝子を洗い出すのは困難

である現状を示している．

これまでの考えは種々の仮説に基づくアプロー

チによるものであったが，技術的な進歩によりゲ

ノムDNAを簡便にかつ大量に調べることができ

るようになり，新たなアプローチが生み出された．

いわゆるhigh-throughputな技術であるが，そ

の最たるものがDNAチップによる解析であろう．

これらの技術的進歩により15番染色体上から新

しく遺伝子候補が見つかる など次々と新たな

知見が報告されている．一度に大量の遺伝子を調

べることができることから新しい概念としてゲノ

ムワイド関連解析（Genome-Wide Association
 

Study：GWAS）という考えも出てきており ，
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次々と新しい遺伝子の報告がなされている．恣意

的に仮説を立てずに全てを調べてしまうのもこれ

からの遺伝研究のひとつの方向性と考えられる．

単純なDNAチップを用いた解析手法の発展と

してComparative Genomic Hybridization

（CGH）法を応用した，アレイCGH法による解

析がある．我々のグループで現在行っている研究

のひとつなので詳しく解説する．従来のDNAチ

ップによる解析では蛍光標識したゲノムDNAの

断片がチップにあるプローブに結合する程度を観

察するのみであったが，CGH法では対照群と疾

患群の両方のゲノムDNAをそれぞれ別の蛍光標

識を行い，等量ずつを競合（comparative）させ

てプローブに結合させ，それぞれの蛍光強度を測

定し，その比を取る．通常のDNAチップの解析

の方法では定性的な解析しかできなかったため，

遺伝子のコピー数の違いを測定することができな

かった．CGH法では対照群と疾患群の量的な違

いが蛍光強度の比として測定できるため，簡便に

その違いを明らかにすることが可能になった．チ

ップのみの解析ではあるが社会性障害において遺

伝子コピー数の異常が遺伝負因となっていること

が示唆される結果も報告されている ．

我々は15番染色体に特化した設計のアレイ

CGH法用のチップを用いて社会性障害の疾患群

と，標準的な遺伝子のモデルとしての対照群とな

る遺伝子プールを比べることによって，スクリー

ニングとしてのアレイCGH解析を行った．その

結果いくつかの候補領域が発見されたが，アレイ

CGH法では正確さに限界があると考え，その候

補の中で遺伝子コピー数の違いがあると考えられ

る遺伝子を選び，更にリアルタイムPCR法で確

認を行った．すると，スクリーニングでは数例の

違いが検出されたに過ぎなかったが，疾患群と対

照群では遺伝子コピー数の分布の違いがあること

が示唆される結果となった．この結果は従来の報

告ではアレイCGH法のみの結果でコピー数の違

いを指摘されてきたが，実際にひとつひとつ調べ

てみると極端な例だけではなく，コピー数の違い，

つまり，遺伝子の量的違いが疾患の遺伝負因にな

っている可能性を示唆している．これは，従来の，

複数の遺伝子が社会性障害に関わっているだけで

なく，その量的違いもリスクの一つだと示唆して

いるといえる．

ま と め

社会性障害の遺伝負因を明らかにする研究の方

向性として，分子生物学的な知見からの仮説を元

にしたりGWASの考え方のようにゲノム全体を

扱うアプローチがあるが，その中の一つとして遺

伝子コピー数の違いに着目したアプローチがある．

アレイCGH法を用いた研究で目覚しい知見が得

られているが，技術的な制約で明確に提示できる

レベルではない．しかし，次世代シーケンサーの

開発などが進んでおり，将来的にはより明確に解

析できることが期待できる．これらのアプローチ

により社会性障害の遺伝負因が明らかになってい

くことで，早期発見・早期介入及び根本的な治療

に貢献するものと考えられる．
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