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Emiko Inoue, Yuichiro Watanabe, Jun Egawa, Atsunori Sugimoto, Ayako Nunokawa,
Masako Shibuya, Hirofumi Igeta, Toshiyuki Someya

自閉スペクトラム症の多発罹患家系において，稀な変異が発症に重要な役割を果たすことが示
唆されている．自閉スペクトラム症の稀なリスク変異を同定するため，われわれは 4 人の罹患者
（同胞 2 人，母方いとこ 2 人）を有する多発罹患家系の全エクソームシークエンスおよび症例・対
照サンプル（243 対 667）を用いたフォローアップ研究を実施した．多発罹患家系の 4 人（発端
者，罹患同胞，非罹患同胞，保因者と推定される母）について全エクソームシークエンスを行っ
たところ，2 つの稀な短縮型変異（RPS24 遺伝子 Q191X 変異と CD300LF 遺伝子 P261fsX266 変
異）を同定した．これらの変異は，フォローアップ研究の 910 サンプルでは検出されなかった．
本研究により，2 つの稀な短縮型変異（RPS24 遺伝子 Q191X 変異と CD300LF 遺伝子 P261fsX266
変異）が自閉スペクトラム症の候補リスク変異であることが示唆された．
＜索引用語：自閉スペクトラム症，全エクソームシークエンス，多発罹患家系，短縮型変異＞

はじめに
自閉スペクトラム症（autism spectrum disorder：ASD）は，社会的コミュニケーションの欠

とから，ASD の病態解明につながる分子基盤を
得るには，頻度は稀だが相対危険度の高い変異を
同定することが重要と考えられる．

陥，限定され反復的な行動や興味の様式などの特

近年では高速シークエンサーの普及に伴い，ゲ

徴をもつ神経発達障害である．その病態は不明で

ノム中の全エクソンを網羅的にシークエンスする

あるが，遺伝要因と環境要因が相互に影響して発

全 エ ク ソ ー ム シ ー ク エ ン ス（whole‒exome

症に至る多因子疾患であり，遺伝率は 52.4％と見

sequencing：WES）が実施され，ASD の発症に

積もられ，その大部分は頻度の高いリスク多型に

大きな影響をもつリスク変異を効率的に同定でき

起因すると推定されている ．しかし，個々のリ

るようになった．発端者・両親トリオの WES 研

スク多型が ASD の発症に与える影響は小さいこ

究では，稀な de novo 変異が ASD の発症に重要

9）
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な役割を果たすことが示された13,17,18,20）．ASD の
発症に大きな影響を与えるリスク変異が存在する

I

1

2

場合には，家系内に複数の罹患者が認められる可
能性が高いと考えられるため，多発罹患家系を用
いた WES 研究を行うことも重要である．しかし

II

1

2

3†

1

2
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ASD 多発罹患家系の WES 研究はほとんど実施さ
れていない22,24）．血族婚家系では，ホモ接合体お
よび複合ヘテロ接合体変異が ASD と共分離して
いた24）．ASD 多発罹患 10 家系では，両親から罹
患同胞に伝達されたヘテロ接合体短縮型変異の数
は，伝達されなかったものよりも有意に多かった
と報告されている22）．これらのことから，ASD 多
発罹患家系では両親から伝達された稀な変異が
ASD の発症に関与することが示唆されているが，
結論を得るにはさらなる研究が必要である．
そこでわれわれは，ASD 多発罹患家系の WES

III

4†

5†

図 1 自閉スペクトラム症多発罹患家系
■：ASD 罹患者 □○：ASD 非罹患者
□○の中に●：罹患状態不明の者，†：ゲノム DNA サ
ンプルが得られた者
発端者（Ⅲ‒3）
：自閉性障害，境界知能
罹患同胞（Ⅲ‒5）
：特定不能の広汎性発達障害
母方いとこ（Ⅲ‒1）
：特定不能の広汎性発達障害，最重
度知的能力障害
母方いとこ（Ⅲ‒2）
：特定不能の広汎性発達障害，重度
知的能力障害，てんかん
（文献 11 より引用）

研究を実施するとともに，症例・対照サンプルを
用いたフォローアップ研究を行った．
フォローアップ研究の対象者は ASD 患者 243
Ⅰ．研究の方法および結果

人（男性 191 人，女性 52 人，平均年齢 18.1±8.6

1．対象および方法

歳）と対照 667 人（男性 341 人，女性 326 人，平

本研究は新潟大学医学部遺伝子倫理審査委員会

均年齢 38.3±10.8 歳）からなる．患者群の診断内

で承認されており，全ての対象者およびその家族

訳は，自閉性障害 72 人，アスペルガー障害 107

から書面にて研究参加の同意を得た．対象者は全

人，特定不能の広汎性発達障害 64 人である．

て日本人である．

多発罹患家系のなかでは，発端者（Ⅲ‒3）
，非罹

ASD 多発罹患家系（図 1）には 4 人の罹患者が

患同胞（Ⅲ‒4），罹患同胞（Ⅲ‒5），非罹患両親

いる．自閉性障害と境界知能をもつ発端者（Ⅲ‒

（Ⅱ‒3，Ⅱ‒4）の DNA サンプルが得られた．発端

3），特定不能の広汎性発達障害をもつ同胞（Ⅲ‒

者（Ⅲ‒3），非罹患同胞（Ⅲ‒4），罹患同胞（Ⅲ‒

5），特定不能の広汎性発達障害と最重度知的能力

5），保因者と推定される母（Ⅱ‒4）について WES

障害をもつ母方いとこ（Ⅲ‒1）
，特定不能の広汎性

を実施した．SureSelect Human All Exon V5 Kit

発達障害，重度知的能力障害，てんかんをもつ母

（アジレント社）を用いて全エクソン領域を濃縮

方いとこ（Ⅲ‒2）である．罹患者の診断は，精神

し，HiSeq2000（イルミナ社）によりシークエン

疾患の診断・統計マニュアル第 4 版（Diagnostic

スを行った．シークエンスリードは，Burrows‒

and Statistical Manual of Mental Disorders,

Wheeler Aligner（http://biobwa.sourceforge.

Fourth Edition：DSM‒Ⅳ）に従って，児童精神科

net/）を用いて参照ヒトゲノム（UCSC19）にマッ

医により患者や家族の非構造化面接などに基づい

ピングされた．PCR 産物の重複は Picard（http://

てなされた．発端者の両親（Ⅱ‒3，Ⅱ‒4）は児童

picard.sourceforge.net/）を用いて取り除かれた．

精神科医の非構造化面接により非罹患者と確認さ

変異は Genome Analysis Toolkit（http://www.

れた．他の家族（Ⅰ‒1，Ⅰ‒2，Ⅱ‒1，Ⅱ‒2）は面

broadinstitute.org/gatk/）を用いて検出され，

接できなかったため罹患状態を不明とした．

SnpEff（http://snpeff.sourceforge.net/）により注
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サンプル（243 対 667）を用いたフォローアップ研

釈づけされた．
変異を絞り込むため，次のフィルタリング手順

究を行った．RPS24 遺伝子 Q191X 変異は Taq-

を適用した（表 1）
．①当該塩基をカバーするシー

Man 法（ ア プ ラ イ ド バ イ オ シ ス テ ム ズ 社 ），

クエンスリードの数が 10 未満の変異を除外する．

CD300LF 遺伝子 P261fsX266 変異はフラグメント

②発端者（Ⅲ‒3）と罹患同胞（Ⅲ‒5）が共有する．

解析を用いてタイピングされた．

③非罹患同胞（Ⅲ‒4）は保有しない．④保因者と
推定される母（Ⅱ‒4）から伝達された可能性のあ

2．結

果

る変異を含める．⑤SnpEff を用いて高影響と予測

多発罹患家系の 4 人の WES では合計で 202,401

された変異を含める．⑥Human Genetic Varia-

個の変異が検出された（表 1）．フィルタリング手

tion Database（http://www.genome.med.kyotou.

順を適用し，われわれは 2 つの稀な短縮型変異を

ac.jp/SnpDB/）
または Ensembl Genome Browser

同定した（表 2）
．1 つは RPS24 遺伝子の一塩基変

（http://asia.ensembl.org/index.html）
上の 1000 人

異（chr10：g.79814469C＞T）で，本来はグルタ

ゲノムプロジェクトの日本人データにおいて変異

ミン（Q）を指定する 191 番目のコドンが終止コ

アレル頻度が 0.01 未満の変異を選ぶ．以上の手順

ドン（X）となる．もう 1 つは，CD300LF 遺伝子

により絞り込まれた 2 つの短縮型変異（RPS24 遺

の 14 塩基欠失（chr17：g.72691313_72691326delG

伝子 Q191X 変異と CD300LF 遺伝子 P261fsX266

TTGCAGTAGGTCG）で，本来はプロリン（P）

変異）について，サンガーシークエンスにより存

を指定する 261 番目のコドンからフレームシフト
（fs）を起こし 266 番目のコドンが終止コドン（X）

在を確認した．
次に，多発罹患家系の WES で同定された稀な
変異と ASD との関連を調べるため，症例・対照

となる．これらの変異はサンガーシークエンスに
より確認された．
次に，われわれは患者 243 人と対照 667 人につ
いて RPS24 遺伝子 Q191X 変異と CD300LF 遺伝

表1

子 P261fsX266 変異をタイピングしたが，910 人全

全エクソームシークエンスにおける
変異フィルタリング手順

フィルタリング

員が変異アレルを保有していなかった．

残った変異の数

全検出
カバーリード 10 以上
発端者と罹患同胞が共有
非罹患同胞は保有しない
母から伝達
高影響
変異アレル頻度 0.01 未満

202,401
101,832
57,629
6,342
4,047
22
2

Ⅱ．考
1．考

察

察

本研究では，ASD 多発罹患家系の WES によっ
て 2 つの稀な短縮型変異（RPS24 遺伝子 Q191X 変
異と CD300LF 遺伝子 P261fsX266 変異）が同定さ
れたが，フォローアップ研究の 910 人ではこれら
の変異は検出されなかった．RPS24 遺伝子 Q191X

（文献 11 より引用）

表2

全エクソームシークエンスにより同定された稀な短縮型変異

染色体

座位†

変異

遺伝子

タンパク質

10
17

79814469
72691313_72691326

C＞T
delGTTGCAGTAGGTCG

RPS24
CD300LF

Q191X
P261fsX266

†

座位は GRCh37 に基づく．
（文献 11 より引用）
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変異と CD300LF 遺伝子 P261fsX266 変異は多発罹

P261fsX266 変異保有者において脳脊髄炎の既往

患家系のみに同定されたことから，これらの変異

は認めなかった．CLM‒1 の過剰発現は，ラットの

が特定の家系では ASD の発症に重要な役割を果

線条体と大脳皮質への N‒methyl‒D‒aspartate 注

たす可能性が示唆された．

入による急性脳障害を軽減した19）．このことか

RPS24 遺伝子は，リボソーム新生に関与するリ

ら，CLM‒1 は神経炎症に対して保護的作用を有

ボソームタンパク 24（RPS24）をコードしてい

するといえる．脳内の慢性炎症が ASD の病態に

る ．別のリボソームタンパク遺伝子である

関与することを示唆する報告もある6）．これらの

RPL10 遺伝子の稀なミスセンス変異
（L206M 変異

知見から，CD300LF 遺伝子 P261fsX266 変異が慢

と H213Q 変異）もまた，ASD 罹患同胞を有する

性神経炎症を引き起こす結果として，ASD 発症

2 つの異なる家系で同定されている ．また，こ

に至るのかもしれない．

3）

14）

れらの変異はリボソームサブユニットの生成に変
化をきたすことも明らかにされている14）．した

2．苦労・工夫したこと

がって，リボソーム新生の機能不全が ASD 発症

ASD の WES 研究に関して日本は後れをとって

に関与するものと考えられる．RPS24 遺伝子は

いるが，ASD 発症に大きな影響をもつ稀なリス

Diamond‒Blackfan 貧血 3（DBA3）の原因遺伝子

ク変異を同定できるよう，本研究では優れた研究

であり，患者では以下の 4 つのヘテロ接合変異が

デザインを組むように工夫した．多発罹患家系の

報告されている

． す な わ ち，Q106X 変 異

WES 研究は疾患発症リスクに大きな影響をもつ

（rs104894188），R16X 変異（rs104894189）
，エク

稀な変異の同定に有用と考えられている4）．その

ソン 2 のスキップを生じるイントロン 1 とエクソ

ため，本研究では 4 人の ASD 罹患者を有する家

ン 2 境界の欠失・挿入（rs116840806）
，エクソン

系サンプルを収集し WES を実施した．ただし，

1・2 およびエクソン 3 の一部を含む欠失である．

罹患者である母方いとこ 2 人のゲノム DNA サン

ASD 多発罹患家系において，発端者，罹患同胞，

プルを得られず，彼らが RPS24 遺伝子 Q191X 変

母親は Q191X 変異のヘテロ接合体であるが，

異と CD300LF 遺伝子 P261fsX266 変異を保有して

DBA3 の特徴的症候（貧血，骨髄赤芽球減少症，

いるか否かを確認できなかった．また，多発罹患

10,15）

先天奇形など）は認めなかった．このことから，

家系の WES により同定された候補リスク変異と

Q191X 変異は DBA3 の原因変異ではないと考え

疾患との関連を，独立サンプルを用いて確認する

られる．RPS24 遺伝子の mRNA 発現レベルは，

ことも重要である5）．そこで，症例・対照サンプ

胎児脳で高く成人脳では低い10）．この胎児優位な

ル（243 対 667）を用いたフォローアップ研究によ

発現パターンは，症候性神経発達障害，知的能力

り，RPS24 遺伝子 Q191X 変異と CD300LF 遺伝子

障害，ASD に関連する遺伝子群の発現パターン

P261fsX266 変異が特定の家系のみでなく一般に

と一致する ．以上のことから，RPS24 遺伝子

ASD の発症リスクに大きな影響を有しているこ

Q191X 変異が，ASD の基底をなすある種の神経

との確認を試みた．これらの変異は計 910 サンプ

発達機能障害を引き起こしうると推測される．し

ルでは同定されなかったが，変異アレル頻度が極

かしその機能的意義は依然解明されていない．

めて低く，フォローアップ研究のサンプルサイズ

1）

CD300LF 遺伝子は CD300 遺伝子複合体の 1 つ
であり，CMRF35 様分子 1（CLM‒1）をコード

が十分ではないために検出できなかった可能性が
ある．

し，CD300f とも呼ばれる2）．CLM‒1 は骨髄細胞
に発現する免疫受容体であり，Cd300lf 遺伝子

3．意

ノックアウトマウスは，重篤な自己免疫性脳脊髄

本研究では ASD 発症に大きな影響を有する可

炎を生じる

． し か し，C D 3 0 0 L F 遺 伝 子

2 3）

義

能性のある 2 つの稀な短縮型変異（RPS24 遺伝子
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Q191X 変異と CD300LF 遺伝子 P261fsX266 変異）
を見出した．
おわりに
―今後の課題および方向性―
われわれは ASD 罹患者が複数いる他の家系に
ついても WES 研究を進めている．ASD 罹患状態
一致一卵性双生児を有する 1 家系の WES 研究で
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