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研究成果の概要（和文）：けいれん性疾患感受性遺伝子を同定するため、日本人熱性けいれん患
者 40 名を対象としてオリゴヌクレオチド解析を行った。全染色体領域について解析を行い、134
カ所の欠失領域と 17 カ所の重複領域を検出した。これらのほとんどはすでに報告されている
CNV(コピー数多型)であったが、遺伝子を含む 3つの欠失領域と 4つの重複領域が今回新たに同
定された。これらのうち８番染色体(8q13.3)と５番染色体 (5q14)の重複領域は既に報告のある
熱性けいれん遺伝子座（FEB1:8q13-q21, FEB4:5q14-q15）に含まれており、熱性けいれんの発
症との関連についてさらなる研究が必要と考えられた。 

研究成果の概要（英文）：To perform an extensive search for genomic rearrangements, 
molecular karyotyping was carried out with high-resolution oligonucleotide array 
technologies in 40 patients with familial febrile seizures.  It showed 151 copy number 
alterations, 134 deleted regions and 17 duplicated regions.  Although most of them are 
registered copy number variants (CNVs), three unregistered deleted regions and four 
unregistered duplicated regions contains several genes.  Of these, two unregistered 
duplicated regions, 8p13.3 and 5q14, have been reported as the febrile seizure loci (FEB1 
and FEB4).  Further investigation is required to determine whether these duplicated 
regions are related to the febrile seizures. 
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１．研究開始当初の背景 

 

 けいれん性疾患は小児にみられる神経疾

患のなかでもっとも頻度が高く、てんかんの
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発症率は全人口の約１％である。一般的にて

んかんよりも予後が良好と考えられている

熱性けいれんの罹患率は、日本人では約８％

と欧米と比較しても頻度が高い。家系解析や

双生児研究などから、熱性けいれんの発症に

は遺伝素因が関与していることが古くから

知られていた。熱性けいれんは、一般集団と

比較して後にてんかんを発症する危険率が

高く、長時間続くけいれん（けいれん重積）

を引き起こすこともある。また熱性けいれん

とてんかんのオーバーラップと考えられる

Generalized epilepsy with febrile seizure 

plus(GEFS+)において、同一の遺伝子変異で

両疾患が引き起こされることが報告されて

いる。以上から熱性けいれんとてんかんの遺

伝要因が一部共通である可能性があり、熱性

けいれんの発症機序の解明がてんかんの発

症機序の解明に結びつく可能性が示唆され

ている。 

 我々はこれまでに、59の日本人熱性けいれ

ん家系を解析して２つの新しい熱性けいれ

ん 遺 伝 子 座  (FEB4, FEB6) を 報 告 し た 

(Nakayama et al. 2000, 2004)。海外でも 9

つの熱性けいれん遺伝子座 (FEB1, FEB2, 

FEB3, FEB5, FEB7, FEB8, FEB9, FEB10, 

FEB11) が 報 告 さ れ て い る が 、 FEB3 

(FEB3A:SCN1A, FEB3B:SCN9A), FEB8 (GABRG2), 

FEB11(CPA6)以外の遺伝子座では責任遺伝子

は同定されていない (Wallace et al., 1996; 

Johnson et al., 1993; Peiffer et al., 1999; 

Nabbout et al., 2002; Hedera et al., 2006; 

Audenaert et al., 2006; Nabbout et al., 

2007; Dai et al., 2008; Salzmann et al., 

2012)。また SCN1A, SCN9A, GABRG2について

も同定されたのは少数の家系のみで、多くの

熱性けいれん家系に共通した責任遺伝子は

未だに同定されていない。 

てんかんの責任遺伝子であるイオンチャ

ンネルなどを候補遺伝子とした関連解析の

報告もあるが、グループ間で結果に差があり

一定の見解が得られていない。 

 

 

２．研究の目的 

 

 精力的なポジショナルクローニングが行

われているにもかかわらず、ほとんどの熱性

けいれん遺伝子座で責任遺伝子が同定され

ていない理由のひとつとして、通常行われて

いるダイレクトシークエンス法による遺伝

子解析では、遺伝子の欠失や重複といった構

造的な変異を同定することができないこと

が考えられる。遺伝子の重複や欠失はこれま

でごく一部の先天異常の原因と考えられて

いたが、近年の遺伝学の進歩により、common 

disease を含むヒトの形質に広くかかわって

いる可能性が示唆されてきた。一部のてんか

んでもチャンネル遺伝子の欠失や重複が報

告されており、熱性けいれんを含めた他のけ

いれん性疾患の原因が遺伝子の欠失や重複

といった構造異常である可能性が考えられ

る。これまでに熱性けいれんについて全ゲノ

ム上の欠失や重複をスクリーニングした報

告は、解像度の低い BAC-CGH アレイで少人数

を対象にした報告が 1 報あるのみで、多くの

熱性けいれん患者を対象にして高解像度の

オリゴヌクレオチドアレイ解析を行った報

告はない。 

 そのため本研究では、日本人の熱性けいれ

ん患者を対象として、オリゴヌクレオチドア

レイによる全ゲノムスクリーニングを行い、

ゲノムの欠失や重複といった構造的な変異

を同定し、疾患との関わりを検討することを

目的とする。 

 

 

３．研究の方法 

 

(1) 対象 

 血縁関係の無い家族性熱性けいれんの発

端者 40 名。熱性けいれんの診断は NIH の診

断基準である「Consensus Development Panel 

(1980)」に基づき、病歴カルテおよび家族か

らの聞き取りにより小児科医が行った。本研

究は筑波大学倫理委員会で承認されたプロ

トコールに基づき両親と本人の同意（インフ

ォームドコンセント、学童期以下の子供につ

いては両親の承諾）を得て行った。 

 

(2)方法 

 患者末梢血から抽出した DNA を用いて、

Infinium BeadChip Human610-Quad DNA 

Analysis Kit または HumanCytoSNP-12v2.1 

DNA Analysis BeadChip Kit (ともに Illumina

社)を用いてアレイ解析を行った。Infinium 

BeadChip Human610-QuadDNA Analysis Kit で

は全ゲノム上に平均 2.7kb感覚で存在する 55

万 個 の SNP (single nucleotide 



polymorphism: 一塩基多型)と 6 万個の CNV 

(copy number variation: コピー数多型)の

遺 伝 子 型 を 、 HumanCytoSNP-12v2. DNA 

Analysis BeadChip Kit では全ゲノム上に平

均 9.7kb 感覚で存在する 30 万個の SNP の遺

伝子型を決定した。遺伝子型決定には

Illumina BeadArray Reader を用いた。デー

タは Illumina BeadStudio Software または

Illumina GenomeStudio Software で解析を行

い、ゲノム上の欠失や重複を検出した。 

 遺伝子の欠失や重複が検出された場合に

は、ヒトゲノム構造多型コンソーシアム 

(DGV: Database of Genomic Variants, 

http://projects.tcag.ca/variation ) や

The UCSC Genome Browser (http:// 

genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgGateway) な ど

のデータベースを用いて、すでに報告されて

いる一般集団でもみられるような多型であ

るかどうかを確認した。 

 

 

４．研究成果 

 

(1)既知の熱性けいれん遺伝子座における構

造変異 

  

 これまでに報告されている 11 の熱性けい

れん遺伝子座のうち、5 つの遺伝子座に 4 カ

所の欠失領域 (8q13.3, 6q21.1, 21q22.11, 

3q26.31) と２カ所の重複領域  (8q13.3, 

5q14) が同定された。 

 4 つの欠失領域のうち 2 領域 (6q24.1, 

21q22.11) は既知の遺伝子が存在しない領

域であった。残りの 2 領域  (8q13.3, 

3q26.31) は遺伝子のイントロン部分であっ

たが、すでに報告のある CNVであった (表 1A)。 

 2 つの重複領域はこれまでに報告のない構

造変異で、既知の遺伝子が含まれている領域

であった (表 1B)。これらの中にはチャンネ

ル遺伝子や発作性の神経疾患の原因と考え

られている遺伝子もある。今後はさらに対象

患者数を増やして同構造変異の有無を確認

するとともに、熱性けいれん発症との関連の

有無を検討していく予定である。 

 また熱性けいれんは頻度の高い多因子疾

患であるため、今回同定されたすでに報告の

ある CNVが発症に関わっている可能性も否定

できない。そのため、これらの CNV について

も 伝 達 不 平 衡  テ ス ト  (transmission 

disequilibrium test: TDT)などを用いた関

連解析により熱性けいれんとの関連を検討

していく予定である。 

 

表１ 熱性けいれん遺伝子座における構造 

変異 

 

A. 欠失領域 

遺伝子座 染色体領域 大きさ 含まれる遺伝子 DGV 番号 

FEB1 8q13.3 2kb EYA1 Variation_10259 

FEB5 6q24.1 40kb なし Variation_99730 

FEB7 21q22.11 6kb なし Variation_73627 

FEB10 3q26.31 9kb NAALADL2 Variation_1653 

 

B. 重複領域 

遺伝子座 染色体領域 大きさ 含まれる遺伝子 DGV 番号 

FEB1 8q13.3 1.3Mb MSC, TRPA1, KCNB2 なし 

FEB4 5q14 800kb COX7C なし 

 

(2) 熱性けいれん遺伝子座以外の全染色体

領域における構造変異 

 

 残りの全染色体領域において、130 カ所の

欠失領域と 15カ所の重複領域が検出された。 

 

① 失失領域 

 130 カ所の欠失領域のうち、86領域は既知

の遺伝子が存在しない領域であったが、44領

域には遺伝子が存在していた。DGV データベ

ース検索および UCSC データベース検索によ

り、44 領域のうち 41 領域はこれまでに報告

されている CNV であったが、3 領域はこれま

でに報告のない構造変異であることが確認

された(表 2A)。これらの新たに同定された欠

失領域に存在する遺伝子には、既知の症候群

や難聴、ミオパチーの原因として知られてい

るものもあったが、けいれんとの関係につい

ては不明であった。 

 

② 重複領域 

 15カ所の重複領域のうち、7領域は既知の

遺伝子が存在しない領域であったが、8 領域

には遺伝子が存在していた。データベース検

索により、遺伝子が存在する 8 領域のうち 6

領域はこれまでに報告されている CNVであっ

たが、2 領域はこれまでに報告のない構造変

異であることが確認された (表 2B)。これら

の新たに同定された重複領域に存在する遺

伝子には、症候性てんかんの原因として知ら



れているものもあったが、熱性けいれんとの

関係については不明であった。 

 

表２ 熱性けいれん遺伝子座以外に同定さ 

れたこれまでに報告のない構造変異 

 

A. 欠失領域 

染色体領域 大きさ 含まれる遺伝子 

2q31.1 3kb BBS5 

12q21.31 410kb PTPRQ, MYF6, MYF5, LIN7A 

18q21.31 1.6kb NEDD4L 

 

B. 重複領域 

染色体領域 大きさ 含まれる遺伝子 

8p23.3 330kb DLGAP2, CLN8 

16q23.2 625kb DYNLRB2, CDYL2 

 

 今後はさらに対象患者数を増やしてこれ

らの構造変異の有無を確認するとともに、関

連解析などを用いてこれらの構造変異と熱

性けいれんとの関連を検討していく予定で

ある。 
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