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図１．片親性ヘテロダイソミー（図１．片親性ヘテロダイソミー（図１．片親性ヘテロダイソミー（図１．片親性ヘテロダイソミー（uniparental uniparental uniparental uniparental heterodisomyheterodisomyheterodisomyheterodisomy））））    

    

一対の相同染色体がどちらも片方の親から由来し一対の相同染色体がどちらも片方の親から由来し一対の相同染色体がどちらも片方の親から由来し一対の相同染色体がどちらも片方の親から由来し

他方の親からは由来しない状態を片親性ダイソミ他方の親からは由来しない状態を片親性ダイソミ他方の親からは由来しない状態を片親性ダイソミ他方の親からは由来しない状態を片親性ダイソミ

ー（ー（ー（ー（uniparental disomy; UPDuniparental disomy; UPDuniparental disomy; UPDuniparental disomy; UPD）と呼び、相同染色）と呼び、相同染色）と呼び、相同染色）と呼び、相同染色

体が父由来（体が父由来（体が父由来（体が父由来（paternal; patpaternal; patpaternal; patpaternal; pat）か母由来）か母由来）か母由来）か母由来    （（（（maternal; maternal; maternal; maternal; 

matmatmatmat）かによって）かによって）かによって）かによって pat UPDpat UPDpat UPDpat UPD    とととと    mat UPDmat UPDmat UPDmat UPD    に分けまに分けまに分けまに分けま

す。特定の遺伝子が親由来によってそのす。特定の遺伝子が親由来によってそのす。特定の遺伝子が親由来によってそのす。特定の遺伝子が親由来によってその CpG islandCpG islandCpG islandCpG island

（（（（cytosinecytosinecytosinecytosineを多く含む）のを多く含む）のを多く含む）のを多く含む）の cytocytocytocytosinesinesinesineがメチル化され、がメチル化され、がメチル化され、がメチル化され、

5555----methyl cytosinemethyl cytosinemethyl cytosinemethyl cytosine になって機能を失っている現象になって機能を失っている現象になって機能を失っている現象になって機能を失っている現象

を遺伝子刷り込み（を遺伝子刷り込み（を遺伝子刷り込み（を遺伝子刷り込み（genetic imprinting; genomic genetic imprinting; genomic genetic imprinting; genomic genetic imprinting; genomic 

imprintingimprintingimprintingimprinting）と呼びます。刷り込みを受けた染色体）と呼びます。刷り込みを受けた染色体）と呼びます。刷り込みを受けた染色体）と呼びます。刷り込みを受けた染色体

（領域）が片親性ダイソミーになると遺伝子の機能（領域）が片親性ダイソミーになると遺伝子の機能（領域）が片親性ダイソミーになると遺伝子の機能（領域）が片親性ダイソミーになると遺伝子の機能

を発揮しないので、種々の奇形・臨床症状を生じまを発揮しないので、種々の奇形・臨床症状を生じまを発揮しないので、種々の奇形・臨床症状を生じまを発揮しないので、種々の奇形・臨床症状を生じま

す。図１のように一対の相同染色体が片親の一対のす。図１のように一対の相同染色体が片親の一対のす。図１のように一対の相同染色体が片親の一対のす。図１のように一対の相同染色体が片親の一対の

染色体から成るときは染色体から成るときは染色体から成るときは染色体から成るときは uniparental heterodisomyuniparental heterodisomyuniparental heterodisomyuniparental heterodisomy

（（（（UPHDUPHDUPHDUPHD）と呼び、片親の一つの染色体が二倍化し）と呼び、片親の一つの染色体が二倍化し）と呼び、片親の一つの染色体が二倍化し）と呼び、片親の一つの染色体が二倍化し

てできたときはてできたときはてできたときはてできたときは uniparental isuniparental isuniparental isuniparental isodisomyodisomyodisomyodisomy（（（（UPIDUPIDUPIDUPID）と）と）と）と

呼びます。呼びます。呼びます。呼びます。    

片親性ダイソミーでは片親の染色体を二本受け継片親性ダイソミーでは片親の染色体を二本受け継片親性ダイソミーでは片親の染色体を二本受け継片親性ダイソミーでは片親の染色体を二本受け継

ぎ、他の親の染色体を受け継ぎません。両親のそれぎ、他の親の染色体を受け継ぎません。両親のそれぎ、他の親の染色体を受け継ぎません。両親のそれぎ、他の親の染色体を受け継ぎません。両親のそれ

ぞれの分裂で不分離が起きて、はじめて片親性ダイぞれの分裂で不分離が起きて、はじめて片親性ダイぞれの分裂で不分離が起きて、はじめて片親性ダイぞれの分裂で不分離が起きて、はじめて片親性ダイ

ソミーが成立します。不分離の組み合わせは、１）ソミーが成立します。不分離の組み合わせは、１）ソミーが成立します。不分離の組み合わせは、１）ソミーが成立します。不分離の組み合わせは、１）

両方とも減数分裂、２）片方が減数分裂で他方が体両方とも減数分裂、２）片方が減数分裂で他方が体両方とも減数分裂、２）片方が減数分裂で他方が体両方とも減数分裂、２）片方が減数分裂で他方が体

細胞分裂、３）両方とも体細胞分裂、があります。細胞分裂、３）両方とも体細胞分裂、があります。細胞分裂、３）両方とも体細胞分裂、があります。細胞分裂、３）両方とも体細胞分裂、があります。

その成立機転はその成立機転はその成立機転はその成立機転は 1) trisomy rescue, 2) gametic 1) trisomy rescue, 2) gametic 1) trisomy rescue, 2) gametic 1) trisomy rescue, 2) gametic 

complementation, 3) postfertilization (complementation, 3) postfertilization (complementation, 3) postfertilization (complementation, 3) postfertilization (mitoticmitoticmitoticmitotic) ) ) ) 

error, 4) monoerror, 4) monoerror, 4) monoerror, 4) monosomy rescue, somy rescue, somy rescue, somy rescue, などがありますが、詳などがありますが、詳などがありますが、詳などがありますが、詳

しくは文献をご参照ください（しくは文献をご参照ください（しくは文献をご参照ください（しくは文献をご参照ください（Ledbetter and Ledbetter and Ledbetter and Ledbetter and 

Engel, 1995Engel, 1995Engel, 1995Engel, 1995）。）。）。）。    

１）全染色体対が１）全染色体対が１）全染色体対が１）全染色体対が pat UPDpat UPDpat UPDpat UPD（（（（paternal uniparental paternal uniparental paternal uniparental paternal uniparental 

diploidydiploidydiploidydiploidy）ならば全奇胎（二倍性雄核発生）で、）ならば全奇胎（二倍性雄核発生）で、）ならば全奇胎（二倍性雄核発生）で、）ならば全奇胎（二倍性雄核発生）で、

mat UPDmat UPDmat UPDmat UPD（（（（maternal uniparental diploidymaternal uniparental diploidymaternal uniparental diploidymaternal uniparental diploidy）なら）なら）なら）なら

ば良性卵巣奇形腫です。ば良性卵巣奇形腫です。ば良性卵巣奇形腫です。ば良性卵巣奇形腫です。[06g [06g [06g [06g 全奇胎と部分奇胎全奇胎と部分奇胎全奇胎と部分奇胎全奇胎と部分奇胎]]]]

をご参照ください。２）一対の相同染色体がをご参照ください。２）一対の相同染色体がをご参照ください。２）一対の相同染色体がをご参照ください。２）一対の相同染色体が UPDUPDUPDUPD

なのが、普通に言うなのが、普通に言うなのが、普通に言うなのが、普通に言う UPDUPDUPDUPD です。３）染色体の一部です。３）染色体の一部です。３）染色体の一部です。３）染色体の一部

分だけが分だけが分だけが分だけが UPDUPDUPDUPD になるのをになるのをになるのをになるのを segmesegmesegmesegmental UPDntal UPDntal UPDntal UPD と呼び、と呼び、と呼び、と呼び、

体細胞で父由来染色体と母由来染色体の間で染色体細胞で父由来染色体と母由来染色体の間で染色体細胞で父由来染色体と母由来染色体の間で染色体細胞で父由来染色体と母由来染色体の間で染色

分体が交換して生じます。正常分体が交換して生じます。正常分体が交換して生じます。正常分体が交換して生じます。正常/segmental UPD/segmental UPD/segmental UPD/segmental UPD のののの

モザイクになることもあります。モザイクになることもあります。モザイクになることもあります。モザイクになることもあります。    

6, 7, 11, 14, 156, 7, 11, 14, 156, 7, 11, 14, 156, 7, 11, 14, 15 番染色体の特定領域に集結して番染色体の特定領域に集結して番染色体の特定領域に集結して番染色体の特定領域に集結して

いるほぼいるほぼいるほぼいるほぼ 100100100100 の遺伝子が発生途上の細胞で親由来の遺伝子が発生途上の細胞で親由来の遺伝子が発生途上の細胞で親由来の遺伝子が発生途上の細胞で親由来

によって刷り込みを受け、機能を失います。一対によって刷り込みを受け、機能を失います。一対によって刷り込みを受け、機能を失います。一対によって刷り込みを受け、機能を失います。一対

の染色体が同じ親由来（の染色体が同じ親由来（の染色体が同じ親由来（の染色体が同じ親由来（UPDUPDUPDUPD）だと一対の遺伝子）だと一対の遺伝子）だと一対の遺伝子）だと一対の遺伝子
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が機能を失うので、発症します。刷り込みを受けが機能を失うので、発症します。刷り込みを受けが機能を失うので、発症します。刷り込みを受けが機能を失うので、発症します。刷り込みを受け

る領域以外の遺伝子がる領域以外の遺伝子がる領域以外の遺伝子がる領域以外の遺伝子が UPDUPDUPDUPD になっても、それだけになっても、それだけになっても、それだけになっても、それだけ

では表現型に影響しません。では表現型に影響しません。では表現型に影響しません。では表現型に影響しません。    

片親性ダイソミーは遺伝学的に興味深いのみ片親性ダイソミーは遺伝学的に興味深いのみ片親性ダイソミーは遺伝学的に興味深いのみ片親性ダイソミーは遺伝学的に興味深いのみならならならなら

ず、臨床的にも重要です。ず、臨床的にも重要です。ず、臨床的にも重要です。ず、臨床的にも重要です。GGGG----バンド分析による染色バンド分析による染色バンド分析による染色バンド分析による染色

体所見だけでは決定できませんが、臨床所見を組み体所見だけでは決定できませんが、臨床所見を組み体所見だけでは決定できませんが、臨床所見を組み体所見だけでは決定できませんが、臨床所見を組み

合わせることによって疑うことはできます。疑わし合わせることによって疑うことはできます。疑わし合わせることによって疑うことはできます。疑わし合わせることによって疑うことはできます。疑わし

い例を見たら、本人と両親のい例を見たら、本人と両親のい例を見たら、本人と両親のい例を見たら、本人と両親の DNADNADNADNA 多型を検索する多型を検索する多型を検索する多型を検索する

ことによって片親性ダイソミーか否かを決定できことによって片親性ダイソミーか否かを決定できことによって片親性ダイソミーか否かを決定できことによって片親性ダイソミーか否かを決定でき

ます（この分析は専門の研究室レベルです）。ます（この分析は専門の研究室レベルです）。ます（この分析は専門の研究室レベルです）。ます（この分析は専門の研究室レベルです）。

SilverSilverSilverSilver----RussellRussellRussellRussell 症候群、症候群、症候群、症候群、BeckwithBeckwithBeckwithBeckwith----WiedemannWiedemannWiedemannWiedemann 症候症候症候症候

群、群、群、群、PraderPraderPraderPrader----WilliWilliWilliWilli 症候群、症候群、症候群、症候群、AngelmanAngelmanAngelmanAngelman 症候群などの症候群などの症候群などの症候群などの

特定の奇形症候群の特定の奇形症候群の特定の奇形症候群の特定の奇形症候群の UPDUPDUPDUPD には検査法も開発されてには検査法も開発されてには検査法も開発されてには検査法も開発されて

おり、臨床的にも欠くことのできない知識になりつおり、臨床的にも欠くことのできない知識になりつおり、臨床的にも欠くことのできない知識になりつおり、臨床的にも欠くことのできない知識になりつ

つあつあつあつあるので、その観点から説明します。るので、その観点から説明します。るので、その観点から説明します。るので、その観点から説明します。    

    

１．片親性ダイソミーによる症候群・臨床所見１．片親性ダイソミーによる症候群・臨床所見１．片親性ダイソミーによる症候群・臨床所見１．片親性ダイソミーによる症候群・臨床所見    

    表１の臨床所見の組み合わせを見たら、片親性ダ表１の臨床所見の組み合わせを見たら、片親性ダ表１の臨床所見の組み合わせを見たら、片親性ダ表１の臨床所見の組み合わせを見たら、片親性ダ

イ ソ ミ ー の 可 能 性 を 考 え ま すイ ソ ミ ー の 可 能 性 を 考 え ま すイ ソ ミ ー の 可 能 性 を 考 え ま すイ ソ ミ ー の 可 能 性 を 考 え ま す     (Kotzot(Kotzot(Kotzot(Kotzot and  and  and  and 

UteUteUteUterrrrmann,mann,mann,mann, 200 200 200 2005555))))。。。。PraderPraderPraderPrader----WilliWilliWilliWilli 症候群・症候群・症候群・症候群・AngelmanAngelmanAngelmanAngelman

症候群の症候群の症候群の症候群の 70%70%70%70%はははは 15q1115q1115q1115q11−−−−q1q1q1q13333 の微細欠失によりますの微細欠失によりますの微細欠失によりますの微細欠失によります

が、が、が、が、PraderPraderPraderPrader----WilliWilliWilliWilli 症候群の症候群の症候群の症候群の 22225555%%%%、、、、 A A A Annnngelmangelmangelmangelman 症候症候症候症候

群の群の群の群の 2222%%%%が片親性ダイソミーにより生じます。が片親性ダイソミーにより生じます。が片親性ダイソミーにより生じます。が片親性ダイソミーにより生じます。    

    

表１．臨床所見から推定できる表１．臨床所見から推定できる表１．臨床所見から推定できる表１．臨床所見から推定できる UPDUPDUPDUPD    

臨床所見臨床所見臨床所見臨床所見                            UPDUPDUPDUPD の種類の種類の種類の種類    

新生児の新生児の新生児の新生児の一過性糖尿病の一過性糖尿病の一過性糖尿病の一過性糖尿病の 20%20%20%20%。出生時低体重、巨舌、臍ヘルニア。出生時低体重、巨舌、臍ヘルニア。出生時低体重、巨舌、臍ヘルニア。出生時低体重、巨舌、臍ヘルニア    upd(upd(upd(upd(6666))))patpatpatpat; dup(6)(q24)pat; dup(6)(q24)pat; dup(6)(q24)pat; dup(6)(q24)pat    

SilverSilverSilverSilver----RussellRussellRussellRussell 症候群の症候群の症候群の症候群の 5555% % % %         upd(7)mat; upd(upd(7)mat; upd(upd(7)mat; upd(upd(7)mat; upd(7777)(q32)(q32)(q32)(q32----qter)qter)qter)qter)matmatmatmat    

IGFIGFIGFIGF----H19H19H19H19 のメチル化異常を含めて、のメチル化異常を含めて、のメチル化異常を含めて、のメチル化異常を含めて、SilverSilverSilverSilver----RussellRussellRussellRussell 症候群の症候群の症候群の症候群の    

40%~64%40%~64%40%~64%40%~64%                        dup(11)(p15)matdup(11)(p15)matdup(11)(p15)matdup(11)(p15)mat    

BeckwithBeckwithBeckwithBeckwith----WiedemannWiedemannWiedemannWiedemann 症候群の症候群の症候群の症候群の 20202020%~%~%~%~25% 25% 25% 25%             upd(upd(upd(upd(11111111)()()()(p15.5p15.5p15.5p15.5))))patpatpatpat; dup(11; dup(11; dup(11; dup(11)(p15.5)pat)(p15.5)pat)(p15.5)pat)(p15.5)pat    

出生時または出生後の低身出生時または出生後の低身出生時または出生後の低身出生時または出生後の低身長、筋緊張低下、関節の過可動性、長、筋緊張低下、関節の過可動性、長、筋緊張低下、関節の過可動性、長、筋緊張低下、関節の過可動性、        

    大頭、思春期早発、肥満、小さい手足、知的障害、大頭、思春期早発、肥満、小さい手足、知的障害、大頭、思春期早発、肥満、小さい手足、知的障害、大頭、思春期早発、肥満、小さい手足、知的障害、IIIIIIII 型糖尿病型糖尿病型糖尿病型糖尿病    upd(upd(upd(upd(14141414))))matmatmatmat    

羊水過多、早産、瞼裂狭小、小さい胸郭、細く短い肋骨、呼吸羊水過多、早産、瞼裂狭小、小さい胸郭、細く短い肋骨、呼吸羊水過多、早産、瞼裂狭小、小さい胸郭、細く短い肋骨、呼吸羊水過多、早産、瞼裂狭小、小さい胸郭、細く短い肋骨、呼吸        

    困難、知的障害困難、知的障害困難、知的障害困難、知的障害                        upd(upd(upd(upd(14141414))))patpatpatpat        

PraderPraderPraderPrader----WilliWilliWilliWilli 症候群で症候群で症候群で症候群で 15q1115q1115q1115q11−−−−q13q13q13q13 欠失を伴わないとき。症候群欠失を伴わないとき。症候群欠失を伴わないとき。症候群欠失を伴わないとき。症候群        

    全体の全体の全体の全体の 22220000%%%%~30%~30%~30%~30%                    upd(upd(upd(upd(15151515))))matmatmatmat    

AngelmanAngelmanAngelmanAngelman 症候群で症候群で症候群で症候群で 15q1115q1115q1115q11−−−−q13q13q13q13 の欠失を伴わないとき。症候群の欠失を伴わないとき。症候群の欠失を伴わないとき。症候群の欠失を伴わないとき。症候群        

    全体の全体の全体の全体の 2222%%%%~5%~5%~5%~5%                        upd(upd(upd(upd(15151515))))patpatpatpat    

胎児期胎児期胎児期胎児期 IUGRIUGRIUGRIUGR の一部の一部の一部の一部                        upd(upd(upd(upd(16161616))))matmatmatmat    

    

２．核型から片親性ダイソミーを疑う２．核型から片親性ダイソミーを疑う２．核型から片親性ダイソミーを疑う２．核型から片親性ダイソミーを疑う    

    核型を見ただけで片親性ダイソミーの確率が高核型を見ただけで片親性ダイソミーの確率が高核型を見ただけで片親性ダイソミーの確率が高核型を見ただけで片親性ダイソミーの確率が高

いと推定できるときがあります（表２）。本人が正いと推定できるときがあります（表２）。本人が正いと推定できるときがあります（表２）。本人が正いと推定できるときがあります（表２）。本人が正

常変異のホモ接合で親がヘテロ接合のときは、片親常変異のホモ接合で親がヘテロ接合のときは、片親常変異のホモ接合で親がヘテロ接合のときは、片親常変異のホモ接合で親がヘテロ接合のときは、片親

性ダイソミーの可能性が高いと言えます。本人の一性ダイソミーの可能性が高いと言えます。本人の一性ダイソミーの可能性が高いと言えます。本人の一性ダイソミーの可能性が高いと言えます。本人の一

対の対の対の対の 22222222 番染色体がどちらもサテライトが巨大で、番染色体がどちらもサテライトが巨大で、番染色体がどちらもサテライトが巨大で、番染色体がどちらもサテライトが巨大で、

母の母の母の母の 22222222 番染色体の片方だけが巨大サテライトなら、番染色体の片方だけが巨大サテライトなら、番染色体の片方だけが巨大サテライトなら、番染色体の片方だけが巨大サテライトなら、

mat UPD 22mat UPD 22mat UPD 22mat UPD 22 だと推定します。だと推定します。だと推定します。だと推定します。    

１）１）１）１）der(14;14)der(14;14)der(14;14)der(14;14)————t(14;14)t(14;14)t(14;14)t(14;14)またはまたはまたはまたは i(14;14)i(14;14)i(14;14)i(14;14)とも書くとも書くとも書くとも書く

————はははは RobertsonRobertsonRobertsonRobertson 型転座の一種ですが、型転座の一種ですが、型転座の一種ですが、型転座の一種ですが、63,63,63,63,000000000000 例の例の例の例の

羊水分析で羊水分析で羊水分析で羊水分析で 1111 例もみつからないほどまれです。例もみつからないほどまれです。例もみつからないほどまれです。例もみつからないほどまれです。

der(14;14)der(14;14)der(14;14)der(14;14)で表現型異常を持っていれば、それだけで表現型異常を持っていれば、それだけで表現型異常を持っていれば、それだけで表現型異常を持っていれば、それだけ

で片親性ダイソミーと考えて表現型がで片親性ダイソミーと考えて表現型がで片親性ダイソミーと考えて表現型がで片親性ダイソミーと考えて表現型が mat UPD14mat UPD14mat UPD14mat UPD14, , , , 

pat UPD 14pat UPD 14pat UPD 14pat UPD 14 に合致するか否かをチェックします。に合致するか否かをチェックします。に合致するか否かをチェックします。に合致するか否かをチェックします。

der(14;14)der(14;14)der(14;14)der(14;14)    のラインのほかにのラインのほかにのラインのほかにのラインのほかに+14,der(14;14) +14,der(14;14) +14,der(14;14) +14,der(14;14) の細の細の細の細

胞を少数でも認めれば、トリソミー胞を少数でも認めれば、トリソミー胞を少数でも認めれば、トリソミー胞を少数でも認めれば、トリソミー14141414 の受精卵からの受精卵からの受精卵からの受精卵から

出発して発生早期に出発して発生早期に出発して発生早期に出発して発生早期に+1+1+1+14444 染色体を失ったラインが生染色体を失ったラインが生染色体を失ったラインが生染色体を失ったラインが生

じ、発生の進行とともに優位になったと推定できまじ、発生の進行とともに優位になったと推定できまじ、発生の進行とともに優位になったと推定できまじ、発生の進行とともに優位になったと推定できま

す。す。す。す。confined placental mosaicismconfined placental mosaicismconfined placental mosaicismconfined placental mosaicism の説明の説明の説明の説明 [06d  [06d  [06d  [06d 自自自自

然流産・死産の染色体分析然流産・死産の染色体分析然流産・死産の染色体分析然流産・死産の染色体分析] ] ] ] をご参照ください。をご参照ください。をご参照ください。をご参照ください。    

    ２）２）２）２）der(14;15)der(14;15)der(14;15)der(14;15)で表現型異常があれば、そので表現型異常があれば、そので表現型異常があれば、そので表現型異常があれば、その 30%30%30%30%

がががが UPDUPDUPDUPD です。です。です。です。    
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    ３）小型過剰マーカー染色体３）小型過剰マーカー染色体３）小型過剰マーカー染色体３）小型過剰マーカー染色体    

    小型過剰マーカー染色体（小型過剰マーカー染色体（小型過剰マーカー染色体（小型過剰マーカー染色体（small supernumerary small supernumerary small supernumerary small supernumerary 

marker chromosomes; sSMCmarker chromosomes; sSMCmarker chromosomes; sSMCmarker chromosomes; sSMC）を持つ染色体異常）を持つ染色体異常）を持つ染色体異常）を持つ染色体異常

（染色体数（染色体数（染色体数（染色体数 47474747）で、）で、）で、）で、3333 本の染色体対のうちの本の染色体対のうちの本の染色体対のうちの本の染色体対のうちの 2222 本の本の本の本の

正常染色体が正常染色体が正常染色体が正常染色体が UPDUPDUPDUPD で、そのためにで、そのためにで、そのためにで、そのために UPDUPDUPDUPD による臨による臨による臨による臨

床所見を伴うことがあります。床所見を伴うことがあります。床所見を伴うことがあります。床所見を伴うことがあります。6666 番（新生児の一過番（新生児の一過番（新生児の一過番（新生児の一過

性糖尿病）、性糖尿病）、性糖尿病）、性糖尿病）、7777 番（番（番（番（SilverSilverSilverSilver----RussellRussellRussellRussell 症候群）、症候群）、症候群）、症候群）、14141414 番、番、番、番、

15151515 番（番（番（番（PraderPraderPraderPrader----WWWWilliilliilliilli 症候群；症候群；症候群；症候群；AngelmanAngelmanAngelmanAngelman 症候群）、症候群）、症候群）、症候群）、

16161616 番（胎児期番（胎児期番（胎児期番（胎児期 IUGRIUGRIUGRIUGR）、）、）、）、20202020 番、番、番、番、22222222 番がそれです番がそれです番がそれです番がそれです

（（（（Kotzot, 2002; Liehr, 2010aKotzot, 2002; Liehr, 2010aKotzot, 2002; Liehr, 2010aKotzot, 2002; Liehr, 2010a）。）。）。）。    

    

表２．核型から表２．核型から表２．核型から表２．核型から UPDUPDUPDUPD を疑うときを疑うときを疑うときを疑うとき    

            核型核型核型核型                        UPDUPDUPDUPD の種類の種類の種類の種類    

１．１．１．１．45,XX or XY, der(14;14)(q10;q10)45,XX or XY, der(14;14)(q10;q10)45,XX or XY, der(14;14)(q10;q10)45,XX or XY, der(14;14)(q10;q10)            upd(upd(upd(upd(14141414))))mat or mat or mat or mat or upd(upd(upd(upd(14141414))))patpatpatpat    

２．２．２．２．45,XX or XY, der(14;15)(q10;q10)45,XX or XY, der(14;15)(q10;q10)45,XX or XY, der(14;15)(q10;q10)45,XX or XY, der(14;15)(q10;q10)            upd(upd(upd(upd(14 14 14 14 ) ) ) ) orororor upd ( upd ( upd ( upd (15151515))))    

３．３．３．３．45,XX or XY, der(1545,XX or XY, der(1545,XX or XY, der(1545,XX or XY, der(15;15)(q10;q10);15)(q10;q10);15)(q10;q10);15)(q10;q10)            upd(upd(upd(upd(15151515))))mat or mat or mat or mat or upd(upd(upd(upd(15151515))))patpatpatpat    

４．４．４．４．47,XX or XY, +psu dic(15;15)dn47,XX or XY, +psu dic(15;15)dn47,XX or XY, +psu dic(15;15)dn47,XX or XY, +psu dic(15;15)dn                upd(upd(upd(upd(15151515))))mat or mat or mat or mat or upd(upd(upd(upd(15151515))))patpatpatpat    

５．両親が共に５．両親が共に５．両親が共に５．両親が共に RobertsonRobertsonRobertsonRobertson 型転座の保因者で、本人が片方型転座の保因者で、本人が片方型転座の保因者で、本人が片方型転座の保因者で、本人が片方    upd(upd(upd(upd(14141414) ) ) ) or or or or upd(upd(upd(upd(15151515))))    

            の転座を継承の転座を継承の転座を継承の転座を継承    

６．絨毛細胞でトリソミー・モザイク（６．絨毛細胞でトリソミー・モザイク（６．絨毛細胞でトリソミー・モザイク（６．絨毛細胞でトリソミー・モザイク（14141414、、、、16161616、、、、22220000）。）。）。）。        upd(14), upd(16) or upd(20)upd(14), upd(16) or upd(20)upd(14), upd(16) or upd(20)upd(14), upd(16) or upd(20)    

            出生後リンパ球はトリソミー・モザイクか正常核型出生後リンパ球はトリソミー・モザイクか正常核型出生後リンパ球はトリソミー・モザイクか正常核型出生後リンパ球はトリソミー・モザイクか正常核型    

７．７．７．７．14, 16,14, 16,14, 16,14, 16,    またはまたはまたはまたは 20202020 のトリソミー・モザイクを持ち、のトリソミー・モザイクを持ち、のトリソミー・モザイクを持ち、のトリソミー・モザイクを持ち、    upd(14)pat, upd(16)mat,upd(14)pat, upd(16)mat,upd(14)pat, upd(16)mat,upd(14)pat, upd(16)mat,    

            成長障害を伴う新生児・乳児成長障害を伴う新生児・乳児成長障害を伴う新生児・乳児成長障害を伴う新生児・乳児                  upd(20) mat  upd(20) mat  upd(20) mat  upd(20) mat    

８．８．８．８．45,X/46,X,r(X)45,X/46,X,r(X)45,X/46,X,r(X)45,X/46,X,r(X)で、で、で、で、r(X)r(X)r(X)r(X)    がががが XISTXISTXISTXIST 陽性、多発奇形、小頭、陽性、多発奇形、小頭、陽性、多発奇形、小頭、陽性、多発奇形、小頭、     ( ( ( (XXXX)))),,,, upd  upd  upd  upd rrrr((((X)X)X)X)    

            知的障害があるとき知的障害があるとき知的障害があるとき知的障害があるとき    

９．小型過剰染色体があり、その属する染色体対の９．小型過剰染色体があり、その属する染色体対の９．小型過剰染色体があり、その属する染色体対の９．小型過剰染色体があり、その属する染色体対の UPDUPDUPDUPD のののの    

            臨床所見があるとき臨床所見があるとき臨床所見があるとき臨床所見があるとき                    upd(6), (7), (15), (16), (20), or (22)upd(6), (7), (15), (16), (20), or (22)upd(6), (7), (15), (16), (20), or (22)upd(6), (7), (15), (16), (20), or (22)    

    

表３．羊水分析：核型から表３．羊水分析：核型から表３．羊水分析：核型から表３．羊水分析：核型から UPDUPDUPDUPD を疑うとき（を疑うとき（を疑うとき（を疑うとき（Dawson et al., 2011Dawson et al., 2011Dawson et al., 2011Dawson et al., 2011））））    

            核型核型核型核型                        UPDUPDUPDUPD の種類の種類の種類の種類    

１．１．１．１．14, 1514, 1514, 1514, 15 番の番の番の番の RobertsonRobertsonRobertsonRobertson 型転座またはイソ染色体を持つか、型転座またはイソ染色体を持つか、型転座またはイソ染色体を持つか、型転座またはイソ染色体を持つか、    

            または真性クロマチンを保たないまたは真性クロマチンを保たないまたは真性クロマチンを保たないまたは真性クロマチンを保たない de novode novode novode novo sSMC sSMC sSMC sSMC        upd(upd(upd(upd(14141414) ) ) ) or or or or upd(upd(upd(upd(15151515))))    

２．親が２．親が２．親が２．親が 14, 1514, 1514, 1514, 15 番の番の番の番の RobertsonRobertsonRobertsonRobertson 型転座保因者で、子は核型正常型転座保因者で、子は核型正常型転座保因者で、子は核型正常型転座保因者で、子は核型正常    upd(upd(upd(upd(14141414) ) ) ) or or or or upd(upd(upd(upd(15151515))))    

３．羊水細胞分析で３．羊水細胞分析で３．羊水細胞分析で３．羊水細胞分析で 6, 7, 11, 14, 156, 7, 11, 14, 156, 7, 11, 14, 156, 7, 11, 14, 15 番のレベル番のレベル番のレベル番のレベル IIIIIIII またはまたはまたはまたは IIIIIIIIIIII のののの        

モザイクモザイクモザイクモザイク                        upd(6), (7), (11), (14upd(6), (7), (11), (14upd(6), (7), (11), (14upd(6), (7), (11), (14), or (15)), or (15)), or (15)), or (15)    

    

    ４）成長障害があり、４）成長障害があり、４）成長障害があり、４）成長障害があり、14, 16, 2014, 16, 2014, 16, 2014, 16, 20 番染色体のトリ番染色体のトリ番染色体のトリ番染色体のトリ

ソミー・モザイクを伴う新生児・乳児ソミー・モザイクを伴う新生児・乳児ソミー・モザイクを伴う新生児・乳児ソミー・モザイクを伴う新生児・乳児    

    このような子で成長障害その他の臨床所見があこのような子で成長障害その他の臨床所見があこのような子で成長障害その他の臨床所見があこのような子で成長障害その他の臨床所見があ

れば、ダイソミー（染色体数れば、ダイソミー（染色体数れば、ダイソミー（染色体数れば、ダイソミー（染色体数 46464646）ラインの）ラインの）ラインの）ラインの UPDUPDUPDUPD をををを

考えます。トリソミーによる表現型異常と考えます。トリソミーによる表現型異常と考えます。トリソミーによる表現型異常と考えます。トリソミーによる表現型異常と UPDUPDUPDUPD にににに

よるそれが複合しているはずです。よるそれが複合しているはずです。よるそれが複合しているはずです。よるそれが複合しているはずです。mat UPD 14mat UPD 14mat UPD 14mat UPD 14 もももも

ありますが、その主要症状である思春期早発は新生ありますが、その主要症状である思春期早発は新生ありますが、その主要症状である思春期早発は新生ありますが、その主要症状である思春期早発は新生

児・乳児期には見られないので診断が難しいと思わ児・乳児期には見られないので診断が難しいと思わ児・乳児期には見られないので診断が難しいと思わ児・乳児期には見られないので診断が難しいと思わ

れます。新生児・乳児のトリソミー・モザイクに伴れます。新生児・乳児のトリソミー・モザイクに伴れます。新生児・乳児のトリソミー・モザイクに伴れます。新生児・乳児のトリソミー・モザイクに伴

うううう UPDUPDUPDUPD は報告例が少ないので、今後報告例が増えは報告例が少ないので、今後報告例が増えは報告例が少ないので、今後報告例が増えは報告例が少ないので、今後報告例が増え

るにつれて概念るにつれて概念るにつれて概念るにつれて概念が変わると思われます。が変わると思われます。が変わると思われます。が変わると思われます。    

羊水分析で表１～表３に載っている染色体異常羊水分析で表１～表３に載っている染色体異常羊水分析で表１～表３に載っている染色体異常羊水分析で表１～表３に載っている染色体異常

に遭遇したらに遭遇したらに遭遇したらに遭遇したら UPDUPDUPDUPD の可能性を考える必要がありまの可能性を考える必要がありまの可能性を考える必要がありまの可能性を考える必要がありま

すが、臨床所見を参考にすることができないのが問すが、臨床所見を参考にすることができないのが問すが、臨床所見を参考にすることができないのが問すが、臨床所見を参考にすることができないのが問

題です。題です。題です。題です。    

    

３．劣性変異遺伝子の発現３．劣性変異遺伝子の発現３．劣性変異遺伝子の発現３．劣性変異遺伝子の発現    

    親の片方が劣性に発現する変異遺伝子の保因者親の片方が劣性に発現する変異遺伝子の保因者親の片方が劣性に発現する変異遺伝子の保因者親の片方が劣性に発現する変異遺伝子の保因者

で子がそれを受け継いでで子がそれを受け継いでで子がそれを受け継いでで子がそれを受け継いで isodisomyisodisomyisodisomyisodisomy になると、ホモになると、ホモになると、ホモになると、ホモ

接合になって発症します。接合になって発症します。接合になって発症します。接合になって発症します。MendelMendelMendelMendel が予想しなかっが予想しなかっが予想しなかっが予想しなかっ
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た遺伝形式で、メチレイションとは関係ありません。た遺伝形式で、メチレイションとは関係ありません。た遺伝形式で、メチレイションとは関係ありません。た遺伝形式で、メチレイションとは関係ありません。

2006200620062006 年現在で、年現在で、年現在で、年現在で、13131313 種類の常染色体と種類の常染色体と種類の常染色体と種類の常染色体と X, YX, YX, YX, Y 染色体で染色体で染色体で染色体で

40404040 の劣性遺伝病がの劣性遺伝病がの劣性遺伝病がの劣性遺伝病が UPDUPDUPDUPD によって発症したことが報によって発症したことが報によって発症したことが報によって発症したことが報

告されています（告されています（告されています（告されています（EEEEngel, 2006ngel, 2006ngel, 2006ngel, 2006）。）。）。）。    

１）子が劣性遺伝病の遺伝子のホモ接合体で片方１）子が劣性遺伝病の遺伝子のホモ接合体で片方１）子が劣性遺伝病の遺伝子のホモ接合体で片方１）子が劣性遺伝病の遺伝子のホモ接合体で片方

の親だけがヘテロ保因者のときはの親だけがヘテロ保因者のときはの親だけがヘテロ保因者のときはの親だけがヘテロ保因者のときは isodisomyisodisomyisodisomyisodisomy の可能の可能の可能の可能

性を考えるべきです。ただし、父親が本当の父親で性を考えるべきです。ただし、父親が本当の父親で性を考えるべきです。ただし、父親が本当の父親で性を考えるべきです。ただし、父親が本当の父親で

ない可能性を除外する必要があります。ない可能性を除外する必要があります。ない可能性を除外する必要があります。ない可能性を除外する必要があります。    

２）女性の２）女性の２）女性の２）女性の XXXX 染色体の染色体の染色体の染色体の UPDUPDUPDUPD でででで XXXX 染色体劣性遺伝染色体劣性遺伝染色体劣性遺伝染色体劣性遺伝

病を発症することがあります。病を発症することがあります。病を発症することがあります。病を発症することがあります。    

３）父の３）父の３）父の３）父の XYXYXYXY 染色体の染色体の染色体の染色体の UPDUPDUPDUPD で、で、で、で、XXXX に載っているに載っているに載っているに載っている

遺伝病が父から息子に伝わることがあります。遺伝病が父から息子に伝わることがあります。遺伝病が父から息子に伝わることがあります。遺伝病が父から息子に伝わることがあります。    

    

４．片親性ダイソミーの検査４．片親性ダイソミーの検査４．片親性ダイソミーの検査４．片親性ダイソミーの検査    

    １）１）１）１）PraderPraderPraderPrader----WilliWilliWilliWilli 症候群、症候群、症候群、症候群、AngelmanAngelmanAngelmanAngelman 症候群症候群症候群症候群    

末梢血から抽出した末梢血から抽出した末梢血から抽出した末梢血から抽出した DNADNADNADNA をををを bisulfitebisulfitebisulfitebisulfite 処理し処理し処理し処理し、、、、

15q1115q1115q1115q11−−−−q13q13q13q13 にあるにあるにあるにある SNRPNSNRPNSNRPNSNRPN 遺伝子を挟んでメチ遺伝子を挟んでメチ遺伝子を挟んでメチ遺伝子を挟んでメチ    

ル化・非メチル化セグメントに特異的なプライマール化・非メチル化セグメントに特異的なプライマール化・非メチル化セグメントに特異的なプライマール化・非メチル化セグメントに特異的なプライマー

を使ってを使ってを使ってを使って PCRPCRPCRPCR 増幅した後に、電気泳動します。正増幅した後に、電気泳動します。正増幅した後に、電気泳動します。正増幅した後に、電気泳動します。正

常では父由来（非メチル化）、母由来（メチル化）常では父由来（非メチル化）、母由来（メチル化）常では父由来（非メチル化）、母由来（メチル化）常では父由来（非メチル化）、母由来（メチル化）

の二本のバンド、の二本のバンド、の二本のバンド、の二本のバンド、PraderPraderPraderPrader----WilliWilliWilliWilli 症候群では母由来バ症候群では母由来バ症候群では母由来バ症候群では母由来バ

ンドのみ、ンドのみ、ンドのみ、ンドのみ、AngelmanAngelmanAngelmanAngelman 症候群では父由来バンドのみ症候群では父由来バンドのみ症候群では父由来バンドのみ症候群では父由来バンドのみ

です。です。です。です。[13c SNP[13c SNP[13c SNP[13c SNP アレイとメチル化アレイとメチル化アレイとメチル化アレイとメチル化 PCR PCR PCR PCR を参照を参照を参照を参照]]]]。。。。    

    ２）２）２）２）DNADNADNADNA 多型多型多型多型    

    本人・両親の血液本人・両親の血液本人・両親の血液本人・両親の血液 DNADNADNADNA を抽出し、問題の染色体を抽出し、問題の染色体を抽出し、問題の染色体を抽出し、問題の染色体

の全長に亘っての全長に亘っての全長に亘っての全長に亘って DNADNADNADNA 多型を分析することによって多型を分析することによって多型を分析することによって多型を分析することによって

その由来を決定し、その由来を決定し、その由来を決定し、その由来を決定し、UPDUPDUPDUPD か否かを推定できか否かを推定できか否かを推定できか否かを推定できます。ます。ます。ます。    

    ３）メチル化特異的３）メチル化特異的３）メチル化特異的３）メチル化特異的 MLPAMLPAMLPAMLPA    

    メチル化特異的メチル化特異的メチル化特異的メチル化特異的 MLPAMLPAMLPAMLPA でででで PraderPraderPraderPrader----WilliWilliWilliWilli 症候群、症候群、症候群、症候群、

AngelmanAngelmanAngelmanAngelman 症候群、症候群、症候群、症候群、BeckwithBeckwithBeckwithBeckwith----WiedemannWiedemannWiedemannWiedemann 症候群、症候群、症候群、症候群、

RussellRussellRussellRussell----SilverSilverSilverSilver 症候群などの解析ができます症候群などの解析ができます症候群などの解析ができます症候群などの解析ができます [13d  [13d  [13d  [13d 

MLPA MLPA MLPA MLPA を参照を参照を参照を参照]]]]。。。。    

４）４）４）４）SNP SNP SNP SNP アレイアレイアレイアレイ    

    SNP SNP SNP SNP ア レ イ で ゲ ノ ム を 分 析 し てア レ イ で ゲ ノ ム を 分 析 し てア レ イ で ゲ ノ ム を 分 析 し てア レ イ で ゲ ノ ム を 分 析 し て loss of loss of loss of loss of 

hehehehetttterozygosity (LOH) erozygosity (LOH) erozygosity (LOH) erozygosity (LOH) 領域を検出することによっ領域を検出することによっ領域を検出することによっ領域を検出することによっ

て、て、て、て、UPDUPDUPDUPD 領域を同定できます領域を同定できます領域を同定できます領域を同定できます [13c SNP [13c SNP [13c SNP [13c SNP アレイとアレイとアレイとアレイと

メチル化メチル化メチル化メチル化 PCR PCR PCR PCR を参照を参照を参照を参照]]]]。。。。    
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