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PCSPCSPCSPCS/MVA/MVA/MVA/MVA 症候群症候群症候群症候群    

    

図１．図１．図１．図１．PCS/MVAPCS/MVAPCS/MVAPCS/MVA 症候群の染色体．すべての染色分体が弓状の形を保ったままで分離していて、互いに並症候群の染色体．すべての染色分体が弓状の形を保ったままで分離していて、互いに並症候群の染色体．すべての染色分体が弓状の形を保ったままで分離していて、互いに並症候群の染色体．すべての染色分体が弓状の形を保ったままで分離していて、互いに並

んでいるものと離れているものとがあります．んでいるものと離れているものとがあります．んでいるものと離れているものとがあります．んでいるものと離れているものとがあります．    

    

１．１．１．１．PCS/MVAPCS/MVAPCS/MVAPCS/MVA 症候群症候群症候群症候群    

    PCSPCSPCSPCS（（（（premature chromatid separationpremature chromatid separationpremature chromatid separationpremature chromatid separation）症候群）症候群）症候群）症候群

またはまたはまたはまたは MVAMVAMVAMVA（（（（mosaic mosaic mosaic mosaic variegatedvariegatedvariegatedvariegated aneuploidy aneuploidy aneuploidy aneuploidy）症候）症候）症候）症候

群と呼ぶ疾患はまれですが、特異な染色体異常を伴群と呼ぶ疾患はまれですが、特異な染色体異常を伴群と呼ぶ疾患はまれですが、特異な染色体異常を伴群と呼ぶ疾患はまれですが、特異な染色体異常を伴

います。います。います。います。IUGRIUGRIUGRIUGR、知的障害、重度の小頭症、脳回の、知的障害、重度の小頭症、脳回の、知的障害、重度の小頭症、脳回の、知的障害、重度の小頭症、脳回の

低形成、低形成、低形成、低形成、DandyDandyDandyDandy----WalkerWalkerWalkerWalker complex complex complex complex、白内障、難治性、白内障、難治性、白内障、難治性、白内障、難治性

痙攣が主な所見で、ときに小眼球症、口蓋裂、男児痙攣が主な所見で、ときに小眼球症、口蓋裂、男児痙攣が主な所見で、ときに小眼球症、口蓋裂、男児痙攣が主な所見で、ときに小眼球症、口蓋裂、男児

の外性器異常を認めます。“小児がん”（の外性器異常を認めます。“小児がん”（の外性器異常を認めます。“小児がん”（の外性器異常を認めます。“小児がん”（WilmsWilmsWilmsWilms 腫腫腫腫

瘍、胎児型横紋筋肉腫、急性白血病）を伴うことが瘍、胎児型横紋筋肉腫、急性白血病）を伴うことが瘍、胎児型横紋筋肉腫、急性白血病）を伴うことが瘍、胎児型横紋筋肉腫、急性白血病）を伴うことが

多く、多く、多く、多く、2010201020102010 年現在でほぼ年現在でほぼ年現在でほぼ年現在でほぼ 40404040 例が知られています。例が知られています。例が知られています。例が知られています。

同胞罹患の報告はありますが、両親が血族結婚の例同胞罹患の報告はありますが、両親が血族結婚の例同胞罹患の報告はありますが、両親が血族結婚の例同胞罹患の報告はありますが、両親が血族結婚の例

はほとんどありません。はほとんどありません。はほとんどありません。はほとんどありません。    

    海外の海外の海外の海外の 25252525 例とわが国の例とわが国の例とわが国の例とわが国の 15151515 例では臨床所見に差が例では臨床所見に差が例では臨床所見に差が例では臨床所見に差が

あります。海外例は一般に症状が軽く、“小児がん”あります。海外例は一般に症状が軽く、“小児がん”あります。海外例は一般に症状が軽く、“小児がん”あります。海外例は一般に症状が軽く、“小児がん”

も少なく（多発性腎嚢胞も少なく（多発性腎嚢胞も少なく（多発性腎嚢胞も少なく（多発性腎嚢胞 1111 例、横紋筋肉腫例、横紋筋肉腫例、横紋筋肉腫例、横紋筋肉腫 1111 例、急例、急例、急例、急

性白血病性白血病性白血病性白血病 2222 例）、比較的長く生存し、中には成人に例）、比較的長く生存し、中には成人に例）、比較的長く生存し、中には成人に例）、比較的長く生存し、中には成人に

達した例もあります。わが国の例は症状が重く、達した例もあります。わが国の例は症状が重く、達した例もあります。わが国の例は症状が重く、達した例もあります。わが国の例は症状が重く、15151515

例中例中例中例中 13131313 例が例が例が例が“がん”を発症し、“がん”を発症し、“がん”を発症し、“がん”を発症し、WilmsWilmsWilmsWilms 腫瘍と横紋腫瘍と横紋腫瘍と横紋腫瘍と横紋

筋肉腫の重複も多く、多くは筋肉腫の重複も多く、多くは筋肉腫の重複も多く、多くは筋肉腫の重複も多く、多くは 2222 歳までに死亡してい歳までに死亡してい歳までに死亡してい歳までに死亡してい

ます（松浦ら、ます（松浦ら、ます（松浦ら、ます（松浦ら、2007200720072007）。わが国の例には“小児がん”）。わが国の例には“小児がん”）。わが国の例には“小児がん”）。わが国の例には“小児がん”

を指標として診断されたものもあるので、この数字を指標として診断されたものもあるので、この数字を指標として診断されたものもあるので、この数字を指標として診断されたものもあるので、この数字

は割り引く必要がありましょう。は割り引く必要がありましょう。は割り引く必要がありましょう。は割り引く必要がありましょう。WilmsWilmsWilmsWilms 腫瘍は普通腫瘍は普通腫瘍は普通腫瘍は普通

（３歳）より早く発症し、両側性が多く、腎嚢胞を（３歳）より早く発症し、両側性が多く、腎嚢胞を（３歳）より早く発症し、両側性が多く、腎嚢胞を（３歳）より早く発症し、両側性が多く、腎嚢胞を

伴うことが多く、腫瘍の組織像は成熟度が高いのが伴うことが多く、腫瘍の組織像は成熟度が高いのが伴うことが多く、腫瘍の組織像は成熟度が高いのが伴うことが多く、腫瘍の組織像は成熟度が高いのが

特徴です（特徴です（特徴です（特徴です（Kajii et al., 2001Kajii et al., 2001Kajii et al., 2001Kajii et al., 2001）。）。）。）。    

この疾患は両側性この疾患は両側性この疾患は両側性この疾患は両側性 WilmsWilmsWilmsWilms 腫瘍、横紋筋肉腫、難治腫瘍、横紋筋肉腫、難治腫瘍、横紋筋肉腫、難治腫瘍、横紋筋肉腫、難治

性痙攣など医師にとっては予期しない事態が次か性痙攣など医師にとっては予期しない事態が次か性痙攣など医師にとっては予期しない事態が次か性痙攣など医師にとっては予期しない事態が次か

ら次へと起こって、その対処に忙殺されます。ら次へと起こって、その対処に忙殺されます。ら次へと起こって、その対処に忙殺されます。ら次へと起こって、その対処に忙殺されます。

VVVVincristineincristineincristineincristineははははWWWWiiiilmslmslmslms腫瘍の標準的な治療薬ですが、腫瘍の標準的な治療薬ですが、腫瘍の標準的な治療薬ですが、腫瘍の標準的な治療薬ですが、

投与によって痙攣が増悪した例を経験しました。投与によって痙攣が増悪した例を経験しました。投与によって痙攣が増悪した例を経験しました。投与によって痙攣が増悪した例を経験しました。

VVVVincristine, vinblastine, paclitaxelincristine, vinblastine, paclitaxelincristine, vinblastine, paclitaxelincristine, vinblastine, paclitaxel などの紡錘体などの紡錘体などの紡錘体などの紡錘体

重合に作用する物質は、この症候群の患者に使うべ重合に作用する物質は、この症候群の患者に使うべ重合に作用する物質は、この症候群の患者に使うべ重合に作用する物質は、この症候群の患者に使うべ

きではないと思われます。患者の両親（保因者）も、きではないと思われます。患者の両親（保因者）も、きではないと思われます。患者の両親（保因者）も、きではないと思われます。患者の両親（保因者）も、

これらの物質に高感受性だと推定されます。これらの物質に高感受性だと推定されます。これらの物質に高感受性だと推定されます。これらの物質に高感受性だと推定されます。    

    

２．染色分体早期解離（２．染色分体早期解離（２．染色分体早期解離（２．染色分体早期解離（ premature chromatid premature chromatid premature chromatid premature chromatid 

separationseparationseparationseparation;;;; PCS PCS PCS PCS））））        

    すべての染色体の二本の染色分体が弓状の形をすべての染色体の二本の染色分体が弓状の形をすべての染色体の二本の染色分体が弓状の形をすべての染色体の二本の染色分体が弓状の形を    
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表１．表１．表１．表１．PCSPCSPCSPCS とととと PCDPCDPCDPCD    

            PCSPCSPCSPCS        PCDPCDPCDPCD    

開離する染色体開離する染色体開離する染色体開離する染色体        全染色体全染色体全染色体全染色体        Ｘ染色体Ｘ染色体Ｘ染色体Ｘ染色体    

染色分体の開離染色分体の開離染色分体の開離染色分体の開離            ＋＋＋＋            ＋＋＋＋    

開離した染色分体の形態開離した染色分体の形態開離した染色分体の形態開離した染色分体の形態    弓状弓状弓状弓状        棒状棒状棒状棒状    

セントロメアのＣセントロメアのＣセントロメアのＣセントロメアのＣ----バンドバンドバンドバンド                ＋＋＋＋            ＋＋＋＋    

数の異常を伴う染色体数の異常を伴う染色体数の異常を伴う染色体数の異常を伴う染色体        多彩多彩多彩多彩        Ｘ染色体Ｘ染色体Ｘ染色体Ｘ染色体    

性別性別性別性別            関係なし関係なし関係なし関係なし        女性女性女性女性    

年齢年齢年齢年齢            関係なし関係なし関係なし関係なし        加齢と共に増加加齢と共に増加加齢と共に増加加齢と共に増加    

遺伝性遺伝性遺伝性遺伝性                ＋＋＋＋            ––––    

    

表２．表２．表２．表２．PCSPCSPCSPCS 陽性細胞の頻度陽性細胞の頻度陽性細胞の頻度陽性細胞の頻度    

            PCSPCSPCSPCS 陽性細胞陽性細胞陽性細胞陽性細胞    

一般集団一般集団一般集団一般集団            集団の集団の集団の集団の 80%80%80%80%で陰性で陰性で陰性で陰性. . . . 残りの残りの残りの残りの 20%20%20%20%でででで 0.5%~2.5%0.5%~2.5%0.5%~2.5%0.5%~2.5%    

保因者（患者の両親）保因者（患者の両親）保因者（患者の両親）保因者（患者の両親）    1%~33%1%~33%1%~33%1%~33%    

PCS/MVAPCS/MVAPCS/MVAPCS/MVA 症候群患者症候群患者症候群患者症候群患者    49%~87%49%~87%49%~87%49%~87%    

        

表３．表３．表３．表３．PCS/MVAPCS/MVAPCS/MVAPCS/MVA 症候群患者の症候群患者の症候群患者の症候群患者の WilmsWilmsWilmsWilms 腫瘍核型腫瘍核型腫瘍核型腫瘍核型    

10101010 細胞の核型を細胞ごとに記載細胞の核型を細胞ごとに記載細胞の核型を細胞ごとに記載細胞の核型を細胞ごとに記載    

    48,XY, +8, +1348,XY, +8, +1348,XY, +8, +1348,XY, +8, +13    

    48,XY, 48,XY, 48,XY, 48,XY, −−−−2, 2, 2, 2, +4, +8, +12, +13, +4, +8, +12, +13, +4, +8, +12, +13, +4, +8, +12, +13, −−−−20202020    

    50,XY, +8, +12, +13, +1750,XY, +8, +12, +13, +1750,XY, +8, +12, +13, +1750,XY, +8, +12, +13, +17    

    51,XY, +6, 51,XY, +6, 51,XY, +6, 51,XY, +6, −−−−7, +8, +10, +12, +13, +18, 7, +8, +10, +12, +13, +18, 7, +8, +10, +12, +13, +18, 7, +8, +10, +12, +13, +18, −−−−21212121    

    47,XY, 47,XY, 47,XY, 47,XY, −−−−2, +8, +10, 2, +8, +10, 2, +8, +10, 2, +8, +10, −−−−11, +12, +17, 11, +12, +17, 11, +12, +17, 11, +12, +17, −−−−21212121    

    48,XY, +5, +12, +13, +17, 48,XY, +5, +12, +13, +17, 48,XY, +5, +12, +13, +17, 48,XY, +5, +12, +13, +17, −−−−21, 21, 21, 21, −−−−22222222    

    51,XY, +2, +8, +151,XY, +2, +8, +151,XY, +2, +8, +151,XY, +2, +8, +12, +13, +172, +13, +172, +13, +172, +13, +17    

    49,XY, 49,XY, 49,XY, 49,XY, −−−−3, +5, +8, +13, +173, +5, +8, +13, +173, +5, +8, +13, +173, +5, +8, +13, +17    

    51,XY, +7, +8, +12, +13, +15, +17, 51,XY, +7, +8, +12, +13, +15, +17, 51,XY, +7, +8, +12, +13, +15, +17, 51,XY, +7, +8, +12, +13, +15, +17, −−−−18181818    

    51,XY, +8, +12, +13, +15, +1751,XY, +8, +12, +13, +15, +1751,XY, +8, +12, +13, +15, +1751,XY, +8, +12, +13, +15, +17    

    

10101010 細胞の核型を統合：細胞の核型を統合：細胞の核型を統合：細胞の核型を統合：[  ] [  ] [  ] [  ] は細胞数は細胞数は細胞数は細胞数    

    47~51,XY, +2[1], 47~51,XY, +2[1], 47~51,XY, +2[1], 47~51,XY, +2[1], −−−−2[2], 2[2], 2[2], 2[2], −−−−3[1], +4[1], +5[2], +6[1], +7[1], 3[1], +4[1], +5[2], +6[1], +7[1], 3[1], +4[1], +5[2], +6[1], +7[1], 3[1], +4[1], +5[2], +6[1], +7[1], −−−−7[1], +8[9], +10[2], 7[1], +8[9], +10[2], 7[1], +8[9], +10[2], 7[1], +8[9], +10[2], −−−−11[1], +12[8], +13[9], 11[1], +12[8], +13[9], 11[1], +12[8], +13[9], 11[1], +12[8], +13[9], 

+15[2], +17[8], +15[2], +17[8], +15[2], +17[8], +15[2], +17[8], +18[1], +18[1], +18[1], +18[1], −−−−18[1], 18[1], 18[1], 18[1], −−−−20[1], 20[1], 20[1], 20[1], −−−−21[3], 21[3], 21[3], 21[3], −−−−22[1][cp10]22[1][cp10]22[1][cp10]22[1][cp10]    

    

混成核型（トリソミー混成核型（トリソミー混成核型（トリソミー混成核型（トリソミー1111 細胞、モノソミー細胞、モノソミー細胞、モノソミー細胞、モノソミー2222 細胞以下を除外）細胞以下を除外）細胞以下を除外）細胞以下を除外）    

    47~51,XY, +5, +8, +10, +12, +13, +15, +17, 47~51,XY, +5, +8, +10, +12, +13, +15, +17, 47~51,XY, +5, +8, +10, +12, +13, +15, +17, 47~51,XY, +5, +8, +10, +12, +13, +15, +17, −−−−21[cp10]21[cp10]21[cp10]21[cp10]    

保ったまま分離する現象です（保ったまま分離する現象です（保ったまま分離する現象です（保ったまま分離する現象です（Kajii and Ikeuchi, Kajii and Ikeuchi, Kajii and Ikeuchi, Kajii and Ikeuchi, 

2004200420042004）。）。）。）。10101010××××対物レンズで核板をスキャンすると対物レンズで核板をスキャンすると対物レンズで核板をスキャンすると対物レンズで核板をスキャンすると

PCSPCSPCSPCS は拡がりの悪い核板として除外してしまうこは拡がりの悪い核板として除外してしまうこは拡がりの悪い核板として除外してしまうこは拡がりの悪い核板として除外してしまうこ

とが多いのですが、とが多いのですが、とが多いのですが、とが多いのですが、40404040××××でスキャンすれば確実に認でスキャンすれば確実に認でスキャンすれば確実に認でスキャンすれば確実に認

識できます。女性の識できます。女性の識できます。女性の識できます。女性の XXXX 染色体が加齢と共に染色体が加齢と共に染色体が加齢と共に染色体が加齢と共にセントロセントロセントロセントロ

メアの機能を失い、染色分体が分離して二本の平行メアの機能を失い、染色分体が分離して二本の平行メアの機能を失い、染色分体が分離して二本の平行メアの機能を失い、染色分体が分離して二本の平行
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な 棒 状 に な る 現 象 をな 棒 状 に な る 現 象 をな 棒 状 に な る 現 象 をな 棒 状 に な る 現 象 を premature centromere premature centromere premature centromere premature centromere 

divdivdivdiviiiision (PCD)sion (PCD)sion (PCD)sion (PCD)    と呼び、と呼び、と呼び、と呼び、45,X45,X45,X45,X, , , , 47,XXX47,XXX47,XXX47,XXX 細胞の原因細胞の原因細胞の原因細胞の原因

になります。似ていますが、別の現象です（表１）。になります。似ていますが、別の現象です（表１）。になります。似ていますが、別の現象です（表１）。になります。似ていますが、別の現象です（表１）。    

１）染色体標本の作製１）染色体標本の作製１）染色体標本の作製１）染色体標本の作製    

PCSPCSPCSPCS の頻度は低張液の温度と処理時間によっての頻度は低張液の温度と処理時間によっての頻度は低張液の温度と処理時間によっての頻度は低張液の温度と処理時間によって

変わります（変わります（変わります（変わります（Ikeuchi et al., 2004Ikeuchi et al., 2004Ikeuchi et al., 2004Ikeuchi et al., 2004）。我々は試行錯誤）。我々は試行錯誤）。我々は試行錯誤）。我々は試行錯誤

の末に、次の処理法に落ち着きました（の末に、次の処理法に落ち着きました（の末に、次の処理法に落ち着きました（の末に、次の処理法に落ち着きました（MatMatMatMatssssuura et uura et uura et uura et 

al., 2006al., 2006al., 2006al., 2006）。末梢血リンパ球を短期培養し、）。末梢血リンパ球を短期培養し、）。末梢血リンパ球を短期培養し、）。末梢血リンパ球を短期培養し、0.1 0.1 0.1 0.1 µµµµg/ml  g/ml  g/ml  g/ml  

ColcColcColcColceeeemid mid mid mid をををを 2222時間添加した後に時間添加した後に時間添加した後に時間添加した後に 0.075 M KCl 0.075 M KCl 0.075 M KCl 0.075 M KCl 低張低張低張低張

液の液の液の液の 32323232℃の温浴で℃の温浴で℃の温浴で℃の温浴で 20202020 分低張液処理して作成した染分低張液処理して作成した染分低張液処理して作成した染分低張液処理して作成した染

色体標本を、色体標本を、色体標本を、色体標本を、40404040××××対物レンズを用いて対物レンズを用いて対物レンズを用いて対物レンズを用いて 200200200200 核板をス核板をス核板をス核板をス

クリーニングします。クリーニングします。クリーニングします。クリーニングします。    

２）２）２）２）PCSPCSPCSPCS の頻度（表２）の頻度（表２）の頻度（表２）の頻度（表２）    

上に述べた条件で作った染色体標本で得た結果上に述べた条件で作った染色体標本で得た結果上に述べた条件で作った染色体標本で得た結果上に述べた条件で作った染色体標本で得た結果

を、正常、保因者（患者の両親）、患者に分けて示を、正常、保因者（患者の両親）、患者に分けて示を、正常、保因者（患者の両親）、患者に分けて示を、正常、保因者（患者の両親）、患者に分けて示

します。します。します。します。1%~2.5%1%~2.5%1%~2.5%1%~2.5%なら、正常と保因者の両方の可能なら、正常と保因者の両方の可能なら、正常と保因者の両方の可能なら、正常と保因者の両方の可能

性があります。性があります。性があります。性があります。6G36G36G36G3 多型保因者よりは多型保因者よりは多型保因者よりは多型保因者よりは BUB1BBUB1BBUB1BBUB1B 変異変異変異変異

保因者の方が保因者の方が保因者の方が保因者の方が PCSPCSPCSPCS の頻度が高い傾向がありますが、の頻度が高い傾向がありますが、の頻度が高い傾向がありますが、の頻度が高い傾向がありますが、

例数が少ないので決定的ではありません。例数が少ないので決定的ではありません。例数が少ないので決定的ではありません。例数が少ないので決定的ではありません。    

ヘテロ接合保因者は表現型正常でヘテロ接合保因者は表現型正常でヘテロ接合保因者は表現型正常でヘテロ接合保因者は表現型正常で、、、、MVAMVAMVAMVA 陰性で陰性で陰性で陰性で

す。知的障碍・す。知的障碍・す。知的障碍・す。知的障碍・PCSPCSPCSPCS 症候群ではない多発奇形・反復症候群ではない多発奇形・反復症候群ではない多発奇形・反復症候群ではない多発奇形・反復

流産・不妊などを理由に染色体検査をしてたまたま流産・不妊などを理由に染色体検査をしてたまたま流産・不妊などを理由に染色体検査をしてたまたま流産・不妊などを理由に染色体検査をしてたまたま

PCSPCSPCSPCS をををを 3333%%%%~33~33~33~33%%%%の核板でみつけても、それが知的障の核板でみつけても、それが知的障の核板でみつけても、それが知的障の核板でみつけても、それが知的障

碍・多発奇形・反復流産・不妊の原因ではありませ碍・多発奇形・反復流産・不妊の原因ではありませ碍・多発奇形・反復流産・不妊の原因ではありませ碍・多発奇形・反復流産・不妊の原因ではありませ

ん。ん。ん。ん。    

PCS/MVAPCS/MVAPCS/MVAPCS/MVA 症候群患者の染色体は細長く、染色分症候群患者の染色体は細長く、染色分症候群患者の染色体は細長く、染色分症候群患者の染色体は細長く、染色分

体同士がバラバラに離れていることが多いのが特体同士がバラバラに離れていることが多いのが特体同士がバラバラに離れていることが多いのが特体同士がバラバラに離れていることが多いのが特

徴です（図１）。徴です（図１）。徴です（図１）。徴です（図１）。    

    

３．多彩異数性モザイク（３．多彩異数性モザイク（３．多彩異数性モザイク（３．多彩異数性モザイク（ mosaic variegated mosaic variegated mosaic variegated mosaic variegated 

ananananeeeeuploidy; MVAuploidy; MVAuploidy; MVAuploidy; MVA））））    

    患者の末梢血培養リンパ球で染色体数をカウン患者の末梢血培養リンパ球で染色体数をカウン患者の末梢血培養リンパ球で染色体数をカウン患者の末梢血培養リンパ球で染色体数をカウン

トすると、トすると、トすると、トすると、10%10%10%10%~92%~92%~92%~92%の核板での核板での核板での核板で 45454545, , , , 47474747, , , , 44448888 などの数のなどの数のなどの数のなどの数の

異常を認めます。異常を認めます。異常を認めます。異常を認めます。45454545 よりよりよりより 47474747, 48, 48, 48, 48 の核板が多いのがの核板が多いのがの核板が多いのがの核板が多いのが

特徴です。数の異常に関係する染色体は多彩なので、特徴です。数の異常に関係する染色体は多彩なので、特徴です。数の異常に関係する染色体は多彩なので、特徴です。数の異常に関係する染色体は多彩なので、

多 彩 異 数 性 モ ザ イ ク （多 彩 異 数 性 モ ザ イ ク （多 彩 異 数 性 モ ザ イ ク （多 彩 異 数 性 モ ザ イ ク （ mosaic variegated mosaic variegated mosaic variegated mosaic variegated 

ananananeeeeuploidyuploidyuploidyuploidy; ; ; ; MVAMVAMVAMVA）と呼びます。）と呼びます。）と呼びます。）と呼びます。MVAMVAMVAMVA を確認するにを確認するにを確認するにを確認するに

は少なくともは少なくともは少なくともは少なくとも 30303030 細胞を分析し、間隔をおいて分析細胞を分析し、間隔をおいて分析細胞を分析し、間隔をおいて分析細胞を分析し、間隔をおいて分析

を繰り返すのが望ましいと考えます。末梢血リンパを繰り返すのが望ましいと考えます。末梢血リンパを繰り返すのが望ましいと考えます。末梢血リンパを繰り返すのが望ましいと考えます。末梢血リンパ

球以外の組織では球以外の組織では球以外の組織では球以外の組織では MVAMVAMVAMVA の頻度がより高く、特定のの頻度がより高く、特定のの頻度がより高く、特定のの頻度がより高く、特定の

染色体（染色体（染色体（染色体（7, 8, 15, 18, X7, 8, 15, 18, X7, 8, 15, 18, X7, 8, 15, 18, X）に集中することがあります。）に集中することがあります。）に集中することがあります。）に集中することがあります。    

    MVAMVAMVAMVA は低張液処理の条件に影響されないことがは低張液処理の条件に影響されないことがは低張液処理の条件に影響されないことがは低張液処理の条件に影響されないことが

利点ですが、保因者では陰性なこ利点ですが、保因者では陰性なこ利点ですが、保因者では陰性なこ利点ですが、保因者では陰性なことが欠点です。とが欠点です。とが欠点です。とが欠点です。

PCSPCSPCSPCS は低張液処理の条件を厳格に守る必要がありは低張液処理の条件を厳格に守る必要がありは低張液処理の条件を厳格に守る必要がありは低張液処理の条件を厳格に守る必要があり

ますが、保因者も検出できるのが利点です。ますが、保因者も検出できるのが利点です。ますが、保因者も検出できるのが利点です。ますが、保因者も検出できるのが利点です。    

    この疾患の染色体分析の報告に固形腫瘍の分析この疾患の染色体分析の報告に固形腫瘍の分析この疾患の染色体分析の報告に固形腫瘍の分析この疾患の染色体分析の報告に固形腫瘍の分析

に使う混成核型（に使う混成核型（に使う混成核型（に使う混成核型（composite karyotypecomposite karyotypecomposite karyotypecomposite karyotype）を用いて）を用いて）を用いて）を用いて

いるのを見かけますが、賛成できません。混成核型いるのを見かけますが、賛成できません。混成核型いるのを見かけますが、賛成できません。混成核型いるのを見かけますが、賛成できません。混成核型

は腫瘍の核型進化をたどるためにクローンを抽出は腫瘍の核型進化をたどるためにクローンを抽出は腫瘍の核型進化をたどるためにクローンを抽出は腫瘍の核型進化をたどるためにクローンを抽出

して表現するものですが、して表現するものですが、して表現するものですが、して表現するものですが、MVAMVAMVAMVA は多彩な染色体数は多彩な染色体数は多彩な染色体数は多彩な染色体数

の増減が重要です。細胞ごとに核型を記載する方法の増減が重要です。細胞ごとに核型を記載する方法の増減が重要です。細胞ごとに核型を記載する方法の増減が重要です。細胞ごとに核型を記載する方法

を推奨します。を推奨します。を推奨します。を推奨します。PCS/MVAPCS/MVAPCS/MVAPCS/MVA 症候群患者の症候群患者の症候群患者の症候群患者の WilmsWilmsWilmsWilms 腫瘍腫瘍腫瘍腫瘍

で核型分析した実例で説明します（表３）。混成核で核型分析した実例で説明します（表３）。混成核で核型分析した実例で説明します（表３）。混成核で核型分析した実例で説明します（表３）。混成核

型にすると、多彩なモ型にすると、多彩なモ型にすると、多彩なモ型にすると、多彩なモザイクの情報が失われてしまザイクの情報が失われてしまザイクの情報が失われてしまザイクの情報が失われてしま

います。います。います。います。    

    

４．遺伝子と遺伝形式４．遺伝子と遺伝形式４．遺伝子と遺伝形式４．遺伝子と遺伝形式    

    １）１）１）１）BUB1BBUB1BBUB1BBUB1B 遺伝子変異遺伝子変異遺伝子変異遺伝子変異    

15q1515q1515q1515q15 にあるにあるにあるにある BUB1BBUB1BBUB1BBUB1B 遺伝子の産生する遺伝子の産生する遺伝子の産生する遺伝子の産生する BubR1BubR1BubR1BubR1

タンパク質の活性低下が本態です。タンパク質の活性低下が本態です。タンパク質の活性低下が本態です。タンパク質の活性低下が本態です。BubR1BubR1BubR1BubR1 は細胞分は細胞分は細胞分は細胞分

裂における紡錘体チェックポイント（裂における紡錘体チェックポイント（裂における紡錘体チェックポイント（裂における紡錘体チェックポイント（ spindle spindle spindle spindle 

checcheccheccheckkkkpointpointpointpoint）に関与する因子のひとつで、その活性）に関与する因子のひとつで、その活性）に関与する因子のひとつで、その活性）に関与する因子のひとつで、その活性

低下は全部の染色分体にキネトコアが接続しない低下は全部の染色分体にキネトコアが接続しない低下は全部の染色分体にキネトコアが接続しない低下は全部の染色分体にキネトコアが接続しない

うちに染色分体の乖離を来たし、染色体数の乱れにうちに染色分体の乖離を来たし、染色体数の乱れにうちに染色分体の乖離を来たし、染色体数の乱れにうちに染色分体の乖離を来たし、染色体数の乱れに

至ります。至ります。至ります。至ります。BubR1BubR1BubR1BubR1 の活性低下はの活性低下はの活性低下はの活性低下は cohesincohesincohesincohesin（染色分体（染色分体（染色分体（染色分体

間の接着を司るタンパク質）の機能低下も来して、間の接着を司るタンパク質）の機能低下も来して、間の接着を司るタンパク質）の機能低下も来して、間の接着を司るタンパク質）の機能低下も来して、

PCSPCSPCSPCS を生ずるとともに分を生ずるとともに分を生ずるとともに分を生ずるとともに分裂中期の染色体配分の乱裂中期の染色体配分の乱裂中期の染色体配分の乱裂中期の染色体配分の乱

れを生ずると推定されます。れを生ずると推定されます。れを生ずると推定されます。れを生ずると推定されます。    

海外の例の半数は海外の例の半数は海外の例の半数は海外の例の半数は BUB1BBUB1BBUB1BBUB1B 遺伝子の一方がタンパ遺伝子の一方がタンパ遺伝子の一方がタンパ遺伝子の一方がタンパ

ク質（ク質（ク質（ク質（BubR1BubR1BubR1BubR1）を殆ど作らないヌルタイプ変異、他）を殆ど作らないヌルタイプ変異、他）を殆ど作らないヌルタイプ変異、他）を殆ど作らないヌルタイプ変異、他

方がタンパク質発現が低下するミスセンス変異の方がタンパク質発現が低下するミスセンス変異の方がタンパク質発現が低下するミスセンス変異の方がタンパク質発現が低下するミスセンス変異の

組み合わせで、残りの半数では変異がみつかってい組み合わせで、残りの半数では変異がみつかってい組み合わせで、残りの半数では変異がみつかってい組み合わせで、残りの半数では変異がみつかってい

ません（ません（ません（ません（Hanks et al., 2004Hanks et al., 2004Hanks et al., 2004Hanks et al., 2004）。わが国の例はヌルタ）。わが国の例はヌルタ）。わが国の例はヌルタ）。わが国の例はヌルタ

イプ変異＋イプ変異＋イプ変異＋イプ変異＋ 6G36G36G36G3 と呼ぶハプロタイプと連鎖しと呼ぶハプロタイプと連鎖しと呼ぶハプロタイプと連鎖しと呼ぶハプロタイプと連鎖し

BubR1BubR1BubR1BubR1 の発現が低下する型の組み合わせですの発現が低下する型の組み合わせですの発現が低下する型の組み合わせですの発現が低下する型の組み合わせです

（（（（Matsuura et al., 2006Matsuura et al., 2006Matsuura et al., 2006Matsuura et al., 2006）。どちらの組み合わせも）。どちらの組み合わせも）。どちらの組み合わせも）。どちらの組み合わせも

BubR1BubR1BubR1BubR1 の活性が正常のの活性が正常のの活性が正常のの活性が正常の 50%50%50%50%以下になります。この以下になります。この以下になります。この以下になります。この

ようなようなようなような異なる遺伝子変異の組み合わせを異なる遺伝子変異の組み合わせを異なる遺伝子変異の組み合わせを異なる遺伝子変異の組み合わせを compound compound compound compound 

heterozygoteheterozygoteheterozygoteheterozygote と呼び、血族結婚の報告がないことをと呼び、血族結婚の報告がないことをと呼び、血族結婚の報告がないことをと呼び、血族結婚の報告がないことを

これで説明できます。タンパク質を殆ど作らない変これで説明できます。タンパク質を殆ど作らない変これで説明できます。タンパク質を殆ど作らない変これで説明できます。タンパク質を殆ど作らない変

異のホモ接合体や異のホモ接合体や異のホモ接合体や異のホモ接合体や compound heterozygotecompound heterozygotecompound heterozygotecompound heterozygote は生存は生存は生存は生存

できないと思われます。できないと思われます。できないと思われます。できないと思われます。    



08b  PCS/MVA08b  PCS/MVA08b  PCS/MVA08b  PCS/MVA 症候群症候群症候群症候群    

 4 

    PCS/MVAPCS/MVAPCS/MVAPCS/MVA 症候群保因者・患者はどちらも症候群保因者・患者はどちらも症候群保因者・患者はどちらも症候群保因者・患者はどちらも PCSPCSPCSPCS 陽陽陽陽

性で、保因者よりも患者で性で、保因者よりも患者で性で、保因者よりも患者で性で、保因者よりも患者で PCSPCSPCSPCS の頻度が高い傾向の頻度が高い傾向の頻度が高い傾向の頻度が高い傾向

があり、このような遺伝形式をがあり、このような遺伝形式をがあり、このような遺伝形式をがあり、このような遺伝形式を intermediate intermediate intermediate intermediate 

dominancedominancedominancedominance と呼びます。つまり、表現型・と呼びます。つまり、表現型・と呼びます。つまり、表現型・と呼びます。つまり、表現型・MVAMVAMVAMVA はははは

常染色体劣性、常染色体劣性、常染色体劣性、常染色体劣性、PCSPCSPCSPCS はある種の優性発現形式です。はある種の優性発現形式です。はある種の優性発現形式です。はある種の優性発現形式です。    

    

    ２）２）２）２）CEP5CEP5CEP5CEP57777 遺伝子変異遺伝子変異遺伝子変異遺伝子変異    

    11q2411q2411q2411q24 にあるにあるにあるにある CEP57CEP57CEP57CEP57 遺伝子のホモ接合または複遺伝子のホモ接合または複遺伝子のホモ接合または複遺伝子のホモ接合または複

合ヘテロ変異により生じた合ヘテロ変異により生じた合ヘテロ変異により生じた合ヘテロ変異により生じた 4444 例の報告があります例の報告があります例の報告があります例の報告があります

（（（（Snape et al., 2011Snape et al., 2011Snape et al., 2011Snape et al., 2011）。）。）。）。MVAMVAMVAMVA はははは 24%~53%24%~53%24%~53%24%~53%陽性です陽性です陽性です陽性です

が、が、が、が、PCSPCSPCSPCS は正常範囲～陰性（は正常範囲～陰性（は正常範囲～陰性（は正常範囲～陰性（3333 例）、または低頻度例）、または低頻度例）、または低頻度例）、または低頻度

陽性（陽性（陽性（陽性（14%14%14%14%）です。成長障碍（全例）、小頭症（）です。成長障碍（全例）、小頭症（）です。成長障碍（全例）、小頭症（）です。成長障碍（全例）、小頭症（2222 例）、例）、例）、例）、

IUGRIUGRIUGRIUGR（（（（2222 例）、知能正常～軽度遅滞、心奇形（例）、知能正常～軽度遅滞、心奇形（例）、知能正常～軽度遅滞、心奇形（例）、知能正常～軽度遅滞、心奇形（2222 例）、例）、例）、例）、

甲状腺機能低下（甲状腺機能低下（甲状腺機能低下（甲状腺機能低下（2222 例）、短肢症（例）、短肢症（例）、短肢症（例）、短肢症（2222 例）、成長ホル例）、成長ホル例）、成長ホル例）、成長ホル

モン反応不全（モン反応不全（モン反応不全（モン反応不全（1111 例）を認めます。例）を認めます。例）を認めます。例）を認めます。DandyDandyDandyDandy----Walker Walker Walker Walker 

complexcomplexcomplexcomplex や“小児がん”を発症した例はありません。や“小児がん”を発症した例はありません。や“小児がん”を発症した例はありません。や“小児がん”を発症した例はありません。    

    

    ３）未知３）未知３）未知３）未知の変異遺伝子の変異遺伝子の変異遺伝子の変異遺伝子    

    BUB1BBUB1BBUB1BBUB1B, , , , CEP57CEP57CEP57CEP57 のどちらにも変異がない例が多のどちらにも変異がない例が多のどちらにも変異がない例が多のどちらにも変異がない例が多

数あるので、未知の変異遺伝子があると思われます。数あるので、未知の変異遺伝子があると思われます。数あるので、未知の変異遺伝子があると思われます。数あるので、未知の変異遺伝子があると思われます。    

    

５．出生前診断５．出生前診断５．出生前診断５．出生前診断    

PCS/MVAPCS/MVAPCS/MVAPCS/MVA 症候群は羊水細胞染色体分析によって症候群は羊水細胞染色体分析によって症候群は羊水細胞染色体分析によって症候群は羊水細胞染色体分析によって

出生前診断できます。フラスコで培養し、トリプシ出生前診断できます。フラスコで培養し、トリプシ出生前診断できます。フラスコで培養し、トリプシ出生前診断できます。フラスコで培養し、トリプシ

ン処理して浮遊細胞にした後にン処理して浮遊細胞にした後にン処理して浮遊細胞にした後にン処理して浮遊細胞にした後に 37373737℃℃℃℃20202020 分、低張液分、低張液分、低張液分、低張液

処理します。あらかじめ両親を染色体分析して、保処理します。あらかじめ両親を染色体分析して、保処理します。あらかじめ両親を染色体分析して、保処理します。あらかじめ両親を染色体分析して、保

因者であることを確かめておくのがよいでしょう。因者であることを確かめておくのがよいでしょう。因者であることを確かめておくのがよいでしょう。因者であることを確かめておくのがよいでしょう。

男児二人が男児二人が男児二人が男児二人が PCSPCSPCSPCS 症候群で死亡した次の妊娠で羊水症候群で死亡した次の妊娠で羊水症候群で死亡した次の妊娠で羊水症候群で死亡した次の妊娠で羊水

染色体分析により染色体分析により染色体分析により染色体分析により PCSPCSPCSPCS をををを 4.5%4.5%4.5%4.5%に認め、保因者と診に認め、保因者と診に認め、保因者と診に認め、保因者と診

断して表現型正常な女児を出産した家系を経験し断して表現型正常な女児を出産した家系を経験し断して表現型正常な女児を出産した家系を経験し断して表現型正常な女児を出産した家系を経験し

まままました（した（した（した（Kajii and Asamoto, 2004Kajii and Asamoto, 2004Kajii and Asamoto, 2004Kajii and Asamoto, 2004）。）。）。）。    
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