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均衡型相互転座

図１．均衡型転座保因者（左）の隣接図１．均衡型転座保因者（左）の隣接-1 分離（中央）により生じた不均衡型転座（右）
均衡型相互転座 （ balanced reciprocal transtranslocation; t）は一般集団
t）は一般集団 400 人に１人の割合で発生
し、その構造は切断点が二ヶ所だけで単純です。し
かし、その保因者の減数分裂で派生する組み合わせ
は 16 種に達し、複雑です。

1:1の割合で、どちらも表現型は正常です。
1:1の割合で、どちらも表現型は正常です。
均衡型転座保因者から生ずる 16 種の配偶子のう
ち、受精して出生に至る可能性のあるのは 9 種です
(表 1)。生まれる不均衡型相互転座のうちわけは、隣
1)。生まれる不均衡型相互転座のうちわけは、隣
接-1 分離 71%、
71%、3:1 分離による三次トリソミーまた

１．発見の契機

はモノソミー22%
はモノソミー22%、相互交換トリソミー
22%、相互交換トリソミー2.5%
、相互交換トリソミー2.5%、隣接
2.5%、隣接

１）不妊の夫婦の染色体検査。

-2 分離 4%です
4%です (Cohen et al., 1994)。
1994)。

２）反復流産の夫婦の染色体検査。

隣接隣接 -1分離・隣接分離・隣接-2分離では、転座に関与する２
分離では、転座に関与する２

３）出生前診断。

種の派生染色体（derivative
種の派生染色体（derivative chromo
chromosomes
somes; der）の
der）の

４）均衡型転座家系メンバーの検査。

1種を受け継ぐ形をとります (図３
(図３)
図３ )。片方の染色体

５）子が不均衡型相互転座を持つので両親を染色
５）子が不均衡型相互転座を持つので両親を染色

の部分トリソミー (重複：
(重複：duplication)
重複：duplication)、他方の染色
duplication)、他方の染色

体分析し、親に均衡型転座を発見。

体の部分モノソミー（欠失：deficiency
体の部分モノソミー（欠失：deficiency）の組み合わ
deficiency）の組み合わ

６）多発奇形・知的障害のため検査してde novo

せです。
（新生）相互転座を発見。転座切断点かまた

均衡型転座保因者が妊娠して16
均衡型転座保因者が妊娠して16週まで維持できた
16週まで維持できた

は切断点から離れたところに、顕微鏡で見え
ら、羊水細胞の染色体分析をするのが理論的に適当

ない微細欠失があることが多い (Gribble et

だと思われます。胎児が均衡型転座なら表現型は異
al., 2005)。
2005)。
常ありませんが、次の世代でまた出生前診断を受け
７）他の目的で検査して、偶然に発見。
る必要が生じます。
２）不妊・無精子症・反復流産を契機として発見
２）不妊・無精子症・反復流産を契機として発見
２．転座保因者から不均衡型の子の産まれる確率
反復流産では、次の妊娠がまた反復流産に終わる
１）不均衡型転座の児を契機として発見
可能性は常にあります。他方、親が転座保因者でも、

次 子 が 不 均 衡 型 転 座 で 生 ま れ る 確 率 は 19%
19% で

その受精により生ずる接合子のほぼ半分は正常核型
(Youings et al., 2004)
2004)、ほぼ同数が自然流産します。
か均衡型転座で、表現型正常の生児を得る可能性が
均衡型転座が発端者なら、次子が不均衡型転座の確
あります。生児が無く母年齢も高くなければ、流産

率は2.9%
率は2.9%です。残りの児は均衡型転座と正常核型が
2.9%です。残りの児は均衡型転座と正常核型が
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を覚悟で妊娠し、16
を覚悟で妊娠し、16 週まで維持できたら羊水分析を

は配偶子は常に不均衡型になるので、生児を得るこ

受けるのが理論的に適当だと思われます。

とは不可能です。不妊を契機として均衡型転座を発

均衡型相互転座による不妊でも、2006 年から日本

見したときは、転座したセグメントが大きいために

産科婦人科学会よる承認を経て卵の顕微授精、胚細

子の不均衡の度合いが大きくて出生に至らなかった

胞の FISH 分析による着床前診断、胚の子宮内移植

と思われます。無・乏精子症を契機として夫に均衡

の一連の生殖補助医療ができるようになりました。
の一連の生殖補助医療ができるようになりました。

型転座を発見したら、転座のために減数分裂が途中

家系によっては反復流産を繰り返し、生児を得ら

で止まり、進行しなかったと考えます。

れないこともあります。相同染色体間の全腕転座で

表１．均衡型相互転座保因者から出生する可能性のある核型（図３）
減数分裂での分離

子の核型

染色体数

表現型

正常

1

46

正常

均衡型

1

46

正常

隣接隣接-1分離

不均衡型

2

46

異常

隣接隣接-2分離

不均衡型

2

46

異常

三次トリソミー

不均衡型

1

47

異常

三次モノソミー

不均衡型

1

45

異常

相互交換トリソミー

不均衡型

1

47

異常

交互分離
2:2分離
2:2分離

3:1分離
3:1分離

種類

転座セグメントが小さく、隣接転座セグメントが小さく、隣接-1 分離に至ることが多い。

転座点よりセントロメア側のセグメントが小さい。
隣接隣接-2分離が起こり易い。

十字が不均衡：3:1
十字が不均衡：3:1分離が起こり易い。
3:1分離が起こり易い。

転座セグメント・セントロメア側のセグメント
が共に大きく、出生に至らないことが多い。

図２．転座保因者の第一減数分裂での四価染色体の形から推定した分離形式
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図３．相互転座保因者の減数分裂での分離形式

常染色体全部（1
常染色体全部（1-22 番）を横に並べてつないだ長

３）転座セグメントの大きさ
小さいほど不均衡型の児でも生存する可能性が高

さ を ハ プ ロ イ ド 常 染 色 体長 （ haploid
haploid autosomal

くなります。隣接
くなります。隣接。隣接-1 分離では派生染色体は２種類あ

length; HAL）と呼びます
HAL）と呼びます [14b 染色体の尺度]
染色体の尺度 ] 。

り、どちらも転座染色体の部分モノソミーと転座相

HAL の 2%の欠失
2%の欠失（部分モノソミー）、4%の過剰
4%の過剰（部

手の染色体の部分トリソミーになります（図３）。

分トリソミー）をつないだ直線と x 軸、y
軸、y 軸で囲む

部分モノソミー・部分トリソミーのそれぞれについ

三角形の中にあれば、出生する可能性が大です

て大きさ・部位によって表現型に与える影響を推定

(Cohen et al., 1994)。ちなみに９番染色体の
1994)。ちなみに９番染色体の HAL

し、合算します。表現型に対する影響はモノソミー：

は 4.8%、
4.8%、13 番は 3.74%、
3.74%、21 番は 1.9%です。
1.9%です。

トリソミーはほぼ 2:1
2:1 です。部分トリソミー・部分

図１の t(1;4)(q44;q31.3)均衡型転座保因者の隣接
t(1;4)(q44;q31.3)均衡型転座保因者の隣接

モノソミーは互いに表現型に対して相補的に働くの

-1 分離からは：

で、それぞれ単独のときよりも表現型は軽くなると

１）1q44
１）1q44モノソミー＋4q31.31q44-qter モノソミー＋4q31.3
4q31.3-qter トリソミー

する説もあります。

２）1q
２）1q44
1q4444-qter トリソミー＋4q31.3
トリソミー＋4q31.34q31.3-qter モノソミー
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の 2 種の子ができます。1q44
種の子ができます。1q441q44-qter は 1 番染色体長

れて微細な欠失・挿入・重複・逆位などがある可能

腕末端のバンドなので、トリソミーでもモノソミー

性があります (Gribble et al., 2005)。両親の染色体
2005)。両親の染色体

でも生存に差し支えありません。4
でも生存に差し支えありません。4 番染色体は HAL

は正常で、児の転座は de novo（新生）です [03d de

の 6.3%を占めますが、
6.3%を占めますが、1q44
を占めますが、1q441q44-qter は 4 番染色体の

novo 均衡型構造異常と表現型異常]
均衡型構造異常と表現型異常]。このような不

18%なので
18%なので HAL の 1.14%に相当します。トリソミ
1.14%に相当します。トリソミ

均衡の多くは通常の染色体分析では検出できません

ーでもモノソミーでも生存できます。

が、少なくともその可能性を考えて転座切断点を再
検討すべきです。
６．染色体カウンセリング

以上を総合して、転座発見の契機が不均衡型転座

[03aa 相互転座の染色体カウンセリング]
相互転座の染色体カウンセリング] をご参

の生児＞出生前診断＞自然流産＞反復流産＞不妊

照ください。

の順に次の妊娠で不均衡型転座を持つ児の生まれる
確率が高く、不均衡断片が小さい方が高いと言えま
確率が高く、不均衡断片が小さい方が高いと言えま
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５．表現型異常を伴う均衡型転座
多発奇形・知的障害のために染色体分析をして均

梶井 [2010 年 8 月 6 日：改訂]
改訂]

衡型転座だったら、転座切断点に接するかまたは離
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