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研究成果の概要（和文）：　稀少性の原因不明の産科疾患の原因同定に、次世代シークエンサーやSNPアレイ技術を利
用した網羅的配列解析は極めて有効であると考えられる。本研究では、次世代シークエンサーで取得した大規模配列解
析情報やマイクロアレイ技術で取得したゲノムワイドな一塩基多型（SNP）情報を駆使し、産科領域の稀少疾患である
反復胞状奇胎の日本人の症例でNLRP7遺伝子の変異を疾患責任遺伝子として特定した。また、合併症のない正期産411例
のゲノムワイドなSNP情報を収集し、産科疾患を解析する際に有用な日本人コントロール産婦のcopy number variant（
CNV）データベースを構築した。

研究成果の概要（英文）：　This study aimed to clarify the genetic and epigenetic features of rare 
obstetric diseases in Japanese using whole-exome sequencing and arrays. A novel homozygous nonsense 
mutation in NLRP7 (c.584G>A; p.W195X) was identified in recurrent hydatidiform mole of a Japanese patient 
using whole-exome sequencing. DNA methylation assay demonstrated that some maternally methylated regions 
in villi obtained from the case failed to methylate completely. The results reveal that the mutation of 
NLRP7 gene and the loss of DNA methylation in maternally methylated regions contribute to establish the 
disease. In addition, using a high resolution genotyping array and samples from 411 Japanese women with 
normal parity without significant complications, we have compiled 1043 copy number variable regions. This 
resource is useful for reducing the candidate pathogenetic variants of rare obstetric diseases in 
Japanese.

研究分野： 産婦人科学
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１．研究開始当初の背景 
遺伝学的解析手法の進歩により、家系症例

を収集可能な一つの遺伝子の異常で発症す
る単一遺伝性疾患や、大きな染色体の構造異
常を有する疾患で、原因遺伝子が同定されて
いる。その一方で、点変異や微細な欠失によ
る、遺伝的な要因と環境的な要因の両方に影
響される、あるいは新しく生じた変異等の背
景があることが推測される稀少産科疾患で
は、従来の遺伝学的手法を含む臨床診断では
責任遺伝子の同定が困難である。 
近年、ゲノムワイド関連解析（GWAS）の手

法が導入され、大規模なケース・コントロー
ルスタディが可能である罹患者数の多い2型
糖尿病などで、多くの画期的な研究成果が得
られている（Nat Genet 40: 1092-1097, 
1098-1102, 2008）。稀少産科疾患では、罹患
者数が少ないため、大規模なケース・コント
ロールスタディを計画することが難しく、
GWAS 研究を産科疾患の原因遺伝子の同定に
応用した例は少ない。しかし、GWAS で取得さ
れる一塩基多型（SNP）情報は、染色体全体
にわたる点変異や微細欠失、コピー数異常と
いった構造異常の検出に利用でき、さらに次
世代シークエンサーの普及に伴い、個人の全
ゲノム情報に基づいた、大規模配列解析が可
能となり、罹患者が少ない稀少疾患について
も、疾患の責任遺伝子が明らかにされつつあ
る（Nat Genet 43: 527-529, 2011）。 
 
２．研究の目的 
稀少性の原因不明の産科疾患の原因同定

に、次世代シークエンサーや SNP アレイ技術
を利用した網羅的配列解析は極めて有効で
あると考えられる。本研究では、次世代シー
クエンサーで取得した大規模配列解析情報
やマイクロアレイ技術で取得したゲノムワ
イドな一塩基多型（SNP）情報を駆使し、産
科領域の難治性疾患や稀少疾患の関連遺伝
子を解明する事を目的とする。 
 
３．研究の方法 
（1）研究対象と試料 
母体の遺伝的要因の関与が推測され、生児

を得ることが困難な症例、胎児の発育異常を
繰り返す症例など、現状での治療では生児を
得ることができない不育症を解析対象とす
る。遺伝子解析に同意した症例の母体末梢血
液及び臍帯血・胎盤組織から抽出したゲノム
DNA（gDNA）を主たる材料とする。 
 
（2）解析方法 
① 検体からの gDNA の抽出 
QIA symphony（自動化 gDNA 抽出ロボット）

を用い、血液から gDNA を抽出する。血液以
外の胎盤組織は、QIA amp DNA mini kit を用
い、gDNA を抽出する。 
 
② エクソン解析による de novo 変異同定 
約 60 Mb の全エクソン配列を網羅したオリ

ゴキャプチャーで、gDNA からエクソン領域を
選択的に捕捉回収し、次世代シークエンサー
（HiSeq）で網羅的に配列情報を取得する。 
 
③ 網羅的 SNP 解析 
illumina社の BeadChip (Human Onmi2.5-8) 

を用い、ゲノムワイドなSNP情報を収集する。
収集した多型情報に基づき、コピー数の異常
など染色体構造解析や、アミノ酸置換を伴う
多型の解析を行う。 
 

④ 網羅的 DNA メチル化解析 
illumina 社 の BeadChip (Human 

Methylation 450) を用い、ゲノムワイドな
DNA のメチル化情報を収集する。 
 
⑤ データベースの活用 
OMIM と文献情報データベースへのアクセ

スツールを利用して、責任遺伝子候補の同定
とその生物学的機能注釈を行う。 
 
４．研究成果 
（1）反復胞状奇胎の原因遺伝子の同定 
絨毛性疾患である胞状奇胎の多くは、雄核

発生（ゲノム欠損卵子に 1精子受精あるいは
2 精子受精）や正常卵子に 2 精子受精が原因
で発症すると考えられているが、海外の複数
のグループから、家族性・孤発性の反復胞状
奇胎の報告がされている（Hum. Mol. Genet. 
1999; 8: 667-671, Nat. genet. 2006; 36: 300
–302）。日本人の反復胞状奇胎症例を収集し、
5 症例について母体血液から gDNA を抽出し、
次世代シークエンサーを利用して全エキソ
ンの配列情報を取得した。その結果、5 症例
のうち 1 症例に染色体 19 番にコードされて
い る NLRP7 (NLR family, pyrin domain 
containing 7) 遺伝子に変異が見つかった
（図 1参照）。 
illumina社の BeadChip (Human Onmi2.5-8) 

を用いて収集したゲノムワイドなSNP情報に
基づいて染色体構造について調べた結果、こ
の症例（母体）では NLRP7遺伝子を含む周辺
領域はヘテロ接合性を欠いていることが明
らかになった。つまりこの症例では、NLRP7
遺伝子にホモ変異が生じ、その変異により、
アミノ酸のトリプトファンをコードするコ
ドンが終始コドンに変わるため、全長 1037
アミノ酸で構成される NLRP7 タンパク質が
194 アミノ酸までしか翻訳されず、不完全な
タンパク質が産生されていることがわかっ
た（図 1参照、Ito Y. et al., Gynecol. Obstet. 
Invest. 2015）。 
この症例の反復胞状奇胎の組織では、通常

の雄核発生による胞状奇胎とは異なり、父母
に由来するゲノムを１セットずつ継承して
いることが一塩基多型情報を利用した解析
により検証された。さらに反復胞状奇胎の組
織の gDNA を材料に供して DNA メチル化解析
を行ったところ、この症例の奇胎組織では、
通常母親由来のアレルにメチル化が高度に



生じる領域で低メチル化状態になっている
など、DNA のメチル化に異常が生じているこ
とがわかった。本研究で用いた手法により、
日本人の反復胞状奇胎症例で疾患原因遺伝
子とその病態の一端が明らかになった。 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
図 1 NLRP7遺伝子変異が同定された 

反復胞状奇胎の症例 
 
（2）反復流早産症例の解析 
流早産を 7回繰り返し、生児を得ることが

できなかった原因不明の症例について、次世
代シークエンサーを利用したエキソーム解
析を行った。その結果、妊娠初期から中期に
かけて子宮筋の抑制に関与する PTGER3（プロ
スタグランジンレセプターのひとつ）遺伝子
に一塩基多型があることがわかった。この一
塩基多型が疾患関連遺伝子の有力な候補に
なりうるか、反復流早産症例で見出された
PTGER3 遺伝子に生じた一塩基多型の頻度を、
核 酸 の 質 量 分 析 法 ( シ ー ケ ノ ム 社 の
MassARRAY)を用いて正常妊産婦約 100 例の
gDNA を利用して調べた。反復流早産症例で見
つかった PTGER3 遺伝子の一塩基多型は、稀
な一塩基多型であることがわかった。 
 
（3）日本人コントロールの copy number 
variant（CNV）データベースの構築 
難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研

究事業と連携し、コントロール（合併症のな
い正期産）のリファレンスデータの収集を行
った。具体的には合併症のない正期産 411 例
について、illumina 社の BeadChip (Human 
Onmi2.5-8) を用い、ゲノムワイドな SNP 情
報を収集した。収集した多型情報に基づき、
コピー数異常（欠失、copy neutral loss of 
heterozygosity、重複）について詳細な解析
を行い、日本人コントロール産婦の copy 
number variant（CNV）データベースを構築
した（Migita O. et al., J. Hum. Genet. 2014）。
これらのデータベースは、今後産科疾患の症
例を解析する際に、日本人の参照データとし

て活用されることが期待される。 
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