


【緒言】 

先天性筋無力症候群は臨床的にも遺伝学的にも多様な疾患群であり、神経筋接合部

に発現する分子の遺伝子変異による神経筋接合部信号伝達異常を特徴とする。シナプ

ス型の先天性筋無力症候群である終板アセチルコリンエステラーゼ（AChE）欠損症は、

終板での非対称性 AChE の欠損により起こり、臨床的には筋力低下・易疲労性・側彎・

顔面小奇形・呼吸障害が特徴で、電気生理学的検査では反復複合筋活動電位を認める。 

終板 AChE欠損症は ACHE遺伝子の変異ではなく COLQ遺伝子変異が原因で起こる。

コラーゲン Q（ColQ）はアセチルコリン（ACh）の加水分解酵素である AChE をシナ

プス基底膜に係留する細胞外構造タンパク質である。神経筋接合部において AChE は、

12 個の触媒サブユニットが 3 個の ColQ と結合して非対称型 AChE（A12）をつくり、

ColQ のコラーゲン領域と C 末端領域を介してシナプス基底膜に係留される。 

本研究では、本邦に過去 1 例のみが報告されていた終板 AChE 欠損症 3 名の遺伝子

変異を同定し ColQ の C 末端領域の変異が神経筋接合部構成タンパク MuSK との結合

を阻害することを明らかにした。 

 

【対象および方法】 

ヒト検体を用いた全ての研究は名古屋大学医学系研究科および患者主治医の所属

する機関の倫理委員会の承認を得たのち患者ならびに家族からのインフォームドコン

セントを得て行った。 

臨床的、電気生理学的特徴から終板 AChE 欠損症を疑う 3 人の患者を対象とし、患

者から同定した 5 種類の変異について機能解析実験をおこなった。実験にあたり

ACHET、COLQ、LacZ を CMV プロモータ下のベクターDNA を用いてクローニングし

た。MUSK は細胞外領域をクローニングした。また COLQ のミスセンス変異を部位特

異的遺伝子変異導入法により導入した。 

（１） 患者血液から DNA を抽出し、COLQ 遺伝子の各エクソンに対して直接塩基配

列決定法を実施した。 

（２） 同定した各変異が A12 形成に与える影響について、ACHET と COLQ ベクター

プラスミドを COS 細胞に導入し発現させ、密度勾配超遠心分析を用いて調べた。 

（３） ACHET と COLQ ベクタープラスミドを COS 細胞に導入し発現させた

ColQ-AChE 複合体をヘパリンカラムで精製した後、精製 ColQ-AChE 複合体の Colq

ノックアウト（Colq-KO）マウス筋切片神経筋接合部への結合能について免疫染

色を用いて調べた。AChR をαバンガロトキシンで認識し、1 次抗体は ColQ 抗体

を用いた。 

（４） 精製 ColQ-AChE 複合体を精製 MuSK 細胞外タンパクでコーティングしたプラ

スティックプレートへオーバーレイした後洗浄し、結合 AChE 活性を Ellman 法に

より測定した。 

（５） Colq-KO マウスの前脛骨筋に COLQ と LacZ とをそれぞれエレクトロポレーシ

ョン法を用いて遺伝子導入し、1 週間後に前脛骨筋の切片を作成し免疫染色をお

こなった。 
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（６） 野生型および p.Asp447His の変異型 pAAV8-COLQ を 2×1012 ベクターゲノム

精製し、Colq-KO マウスへ尾静脈から投与した。投与後 4 週間、ロタロッド試験

と疲労試験をおこなった。投与後 6 週間に筋切片を作成し AChR と ColQ をαバ

ンガロトキシンと ColQ 抗体で可視化した。 

 

【結果】 

（１） 患者 1 は p.Arg227X＋p.Val322Asp、患者 2 は p.Asp447His のホモ接合、患者 3

は p.Cys444Tyr＋p.Arg452Cys、だった（表 1）。P.Cys444Tyr は以前に他の日本人患

者で同定されており、他は報告のない新規の変異だった。 

（２） コラーゲン領域の p.Arg227X を導入した COLQ cDNA からは A12 が形成され

なかった。C 末端領域でも N 末端に近い p.Val322Asp 変異では A12 形成が抑制され

た。他の C 末端領域変異（pCys444Tyr、  p.Asp447His、p.Arg452Cys）では正常の

A12 の形成を認めた。（図 1） 

（３） 野生型 ColQ-AChE 複合体は Colq-KO マウス神経筋接合部の AChR に集積した

が、変異型 ColQ-AChE 複合体では集積を認めず、係留不全が示された（図 2）。 

（４） プレートにコーティングした MuSK 細胞外タンパクの上に、野生型および変

異型 ColQ-AChE 複合体をオーバーレイしたところ変異型の結合能は有意に低下

をしており、係留不全は ColQ と MuSK の結合障害によって生じることが示され

た（図 3）。 

（５） 初めに LacZ が筋線維に効率よく導入されることを確認した。そして、リアル

タイム RT-PCR では野生型と変異型の mRNA は同レベルに発現しているにもかかわ

らず Colq-KO マウスに変異型 ColQ-AChE 複合体が係留しないことを確認した（図 4）。 

（６） AAV8 を介したベクタープラスミド静脈投与後の Colq-KO マウスにおいて、

AAV8-COLQ-p.Asp447His では野生型と異なり運動機能の改善を認めず、神経筋接合

部への係留も認めなかった（図 5）。 

 

【考察】 

CMS は様々な原因によって惹き起されるが、特異的治療のためには分子病態の解明

が大切である。COLQ 変異をもつ終板 AChE 欠損症ではエフェドリンまたはアルブテ

ノールが有効であり、一方で抗 ChE 剤では症状悪化を示す群もあり、遺伝子診断によ

る確定診断は重要である。今回同定した 5 種類の COLQ 変異はすべて日本人特有の変

異であり、p.Cys444Tyr 以外は病原性が確認されておらず機能解析をおこなった。C 末

端ミスセンス変異でありながら密度勾配超遠心分析で A12 の形成がみられなかった

p.Val322Asp においては、本来疎水性に富む CTD に親水性のアスパラギン酸が導入さ

れることでコラーゲン 3 重鎖構造形成が阻害されることが推察された。他の C 末端変

異では A12 が形成されるため Colq-KO マウス神経筋接合部への係留能を調べたところ、

3 変異全てで係留不全が示された。p.Cys444Tyr は比較的軽度の変異である可能性があ

り、実際この変異をもつ患者は発症が 3 歳、独歩 18 ヵ月と他と比較して軽症の臨床像
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だった。ColQ-MuSK の結合を定量したところ野生型に比して 50%以下の結合能である

ことが示され、係留不全となるにはおよそ 50%を超える結合の減弱が必要と考えられ

た。さらに、エレクトロポレーション法を用いた変異プラスミド導入、あるいは AAV8

を介したベクタープラスミド経静脈的投与をおこなったモデル動物を用いた in vivo

実験においても変異 ColQ が神経筋接合部に係留をできないことが示され、同定をし

たすべての遺伝子変異の分子病態機構を明らかにした。 

 

【結語】 

従来 1 名しか遺伝診断が行われていなかった日本人の先天性筋無力症候群の 3 名の

患者から 5 種類の COLQ 変異を同定した。p.Arg227X および p.Val322Asp では骨格筋

において活性型である A12の形成不全を認めた。他の C末端ドメイン変異（pCys444Tyr、 

p.Asp447His、p.Arg452Cys）では A12 の形成を認めたが、神経筋接合部への係留不全を

認め、この係留不全が ColQ-MuSK の結合阻害によることを示した。 
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