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研究成果の概要（和文）：これまで原因遺伝子が同定されていない先天性魚鱗癬様紅皮症患者の遺伝子解析を次世代シ
ークエンスにて施行した。結果、既知の病因遺伝子として知られているTGM1、ABCA12、NIPAL4、CYP4F22、ALOXB12、AL
OXE3遺伝子にはやはり変異を認めなかった。また、これらの遺伝子のmRNA発現量に低下は認められなかった。他の角化
関連遺伝子を変異検索したところ、ケラチン10遺伝子に変異を同定した。現在、この変異の病原性を解析中である。

研究成果の概要（英文）：Mutation analysis in a patient with congenital ichthyosiform erythroderma who carr
ies no mutation in any of the known causative genes was performed using whole-exome sequencing. No causati
ve mutation was indeed identified in any of the known causative genes including TGM1, ABCA12, NIPAL4, CYP4
F22, ALOXB12, ALOXE3. mRNA expression levels were subsequently analyzed, but no decrease in the expression
 levels were detected. Further mutation analysis of genes encoding keratinization-related proteins identif
ied a mutation in KRT10. Now the pathogenicity of the mutation is being analyzed.  
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

先 天 性 魚 鱗 癬 様 紅 皮 症 (congenital 

ichthyosiform erythroderma; 以下 CIE と

略)は、ともに稀な常染色体劣性遺伝性の重

症角化症である。近年、病因の解明が進んで

いるが、病因は多様であり、脂質輸送タンパ

ク質や脂質分解酵素をコードする遺伝子を

中心に、これまでに 6つの遺伝子異常が報告

されている(TGM1、ABCA12、NIPAL4、CYP4F22、

ALOXB12、ALOXE3)。研究代表者の研究室では

これまで本疾患患者DNAを多数収集しこれら

の遺伝子異常を報告しており、これまで多数

の遺伝性角化症の遺伝子変異を同定するこ

とに成功している。しかし、これら 6つの遺

伝子に変異を持たない症例も少なくなく、実

際、本疾患患者のうち、病因遺伝子が同定さ

れていない症例も少なくない。最近になり、

ほ ぼ 全エク ソ ンをシ ー クエン ス す る

whole-exome sequencingが安価に施行できる

ようになり、whole-exome sequencing を用い

て種々の遺伝性疾患の病因遺伝子が同定さ

れるようになってきている。そこで、

whole-exome sequencing により、新たな病因

遺伝子の同定を目指すことにした。 

 

また、2011 年 4月に、表皮リパーゼ Nをコー

ドする LIPN 遺伝子の欠失変異が中東の CIE

患者に同定された。LIPN 遺伝子の変異検索は

これまで日本人家系での報告がなく、日本人

にこの遺伝子変異が認められるかどうか未

知である。また、表皮リパーゼ Nと同様に表

皮に発現する表皮リパーゼKや表皮リパーゼ

M は表皮リパーゼ N と似た機能を持つため、

それらをコードする、LIPK 遺伝子や LIPM 遺

伝子も CIE や LI の病因遺伝子である可能性

があるが、これらの変異は世界的にも未だ同

定されていない。 

 

２．研究の目的 

本研究の目的は、whole-exome sequencing を

用いて、CIE の新規病因遺伝子の同定を目指

すとともに、表皮リパーゼ遺伝子（LIPN, LIPK, 

LIPM）の遺伝子変異検索を行い、両疾患の病

因を明らかにすることである。また、CIE は

稀な疾患ではあるが、CIE で認められる皮膚

バリア障害の病態解明は、同じくバリア障害

を基盤に発症するアトピー性皮膚炎の病因

の解明や新規治療法の開発に繋がる可能性

を秘めている。研究代表者の所属する研究室

ではこれまで250例を超えるアトピー性皮膚

炎患者から DNA を採取しており、これまでア

トピー性皮膚炎と皮膚バリア障害の関連を

フィラグリン遺伝子変異を中心に明らかに

していきた。本研究では、新規病因遺伝子と

アトピー性皮膚炎の関連についても明らか

にすることを目的とする。 

 

３．研究の方法 

（１）これまで既知の病因遺伝子に変異が見

つかっていない CIE 患者の DNA を用いて、

whole-exome sequencing を行った。得られた

sequence variants をリスト化し、病因遺伝

子変異候補を抽出した。また、患者皮膚より

RNA を抽出し、CIE 病因遺伝子 mRNA 量を real 

time RT-PCR にて測定した。さらに、ケラチ

ン 10 遺伝子、ロリクリン遺伝子など、他の

角化関連遺伝子について、遺伝子変異解析を

行った。また、電子顕微鏡や HE 染色、免疫

染色を用いて組織学的検討も行った。 

 

（２）病因遺伝子がこれまで同定されていな

い CIE 患者の DNA を用い、LIPN, LIPK, LIPM

遺伝子解析を Sanger 法を用いて施行した。 

 

４．研究成果 

（１）患者は 36 歳男性で、生下時から全身

に潮紅と鱗屑を認め、病理学的に不全角化を

伴う過角化と表皮の肥厚を認めるものの顆

粒変性はなく、家族歴もないことから、先天

性魚鱗癬様紅皮症と診断されていた。この患

者より DNA を抽出し、whole-exome sequence

を行ったところ、やはり本症の既知の病因遺

伝子には変異を認めなかった。また、最近新

たに CIE の病因遺伝子として報告された

CERS3 遺伝子などにも変異を認めなかった。

次に、患者皮膚から抽出した RNA を用いて、

TGM1、ABCA12、NIPAL4、CYP4F22、ALOXB12、

ALOXE3 遺伝子の mRNA 発現を検討したが、す

べてコントロールと比べ正常または増加し

ており、発現が低下しているものはなかった。

従って、本患者は新規病因遺伝子変異を有し

ている可能性が高いと考えられた。次に、他

の角化関連遺伝子の検討を行ったところ、ケ

ラチン 10 遺伝子に変異を認めた。この変異

は症状がない両親には認められず、de novo

で起こった変異と考えられた。また、この変



異は健常コントロールにも1例も認められな

かった。ケラチン10遺伝子の変異では通常、

表 皮 融 解 性 魚 鱗 癬 や ichthyosis with 

confetti を発症するが、今回解析した患者は

臨床的に水疱やびらんを認めず、病理学的に

も顆粒変性を認めなかった。また、confetti 

spot も認めなかった。現在、本患者における

ケラチン 10 遺伝子変異の病原性についてさ

らに詳細に検討中である。 

 

（２）これまで収集した CIE 患者 DNA を用い

て表皮リパーゼ遺伝子（LIPN, LIPK, LIPM）

の遺伝子変異検索を行ったが、1 例も遺伝子

変異を有しておらず、日本人患者ではこれら

の遺伝子変異は確認できなかった。本邦では

未だにこれらの遺伝子異常の報告はなく、極

めて稀と考えられた。 
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