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【背景と目的】 

先天性縮毛症・乏毛症（以下縮乏毛症）は生下時より縮毛を認め、疎らな毛髪となる

疾患である。患者の多くは毛の成長に必要となる脂質メディエーターに関連する LIPH

の変異により、常染色体劣性遺伝の形式をとる。LIPH は膜結合型の phosphatidic 

acid-preferring phospholipase A1α（ PA-PLA1α） をコ ードす る 。 PA-PLA1α は

phosphatidic acid から lysophosphatidic acid を合成し、毛の成長に重要な役割を担う。

日本人の患者の大部分は c.736T>A (p.Cys246Ser)と c.742C>A (p.His248Asn) の 2 種

類の変異のどちらかのホモ接合型か、両変異のヘテロ接合型であることが判明してい

る。この両者の変異は in vitroで PA-PLA1αの機能低下をきたすことが証明されている。

さらに過去の報告では両者にそれぞれ同一のハプロタイプを認め、創始者効果が認め

られることが示されている。今回我々は、この 2 種類の LIPH 創始者変異による先天

性縮乏毛症の表現型と、日本人における両変異の保因者率を明らかにすることを目的

とした研究を行った。 

 

【対象・方法】 

対象 

Table 1 に示した血縁関係のない 14 人の先天性縮乏毛症患者と 819 人の健常日本人

のコントロールを対象とした。 

 

変異検出 

 対象者とその家族の末梢血から抽出したゲノム DNA（gDNA）を polymerase chain 

reaction（PCR）で増幅した後、ABI PRISM 3100 Genetic Analyzer (Advanced 

Biotechnologies, Columbia, MD, USA)を用いてエクソン・イントロン境界部を含む

すべての LIPH の翻訳領域についてダイレクトシークエンス法を行った。 

  

ハプロタイプ解析 

 過去の報告に基づいた 10 ケ所の single nucleotide polymorphisms (SNPs)を調べ、

ハプロタイプ解析を行った。オリゴヌクレオチドプライマーのデザインは CLC Main 

Workbench software application (CLC Bio, Aarhus, Denmark)を用いた。 

 

819 人の健常日本人コントロールにおける c.736T>A と c.742C>A の変異の検出 

 QIAamp DNA Blood Maxi Kit (Qiagen, Valencia, CA, USA)を用いて全血から

gDNAを抽出した。TaqManTM MGB probe genotyping assay (Roche Diagnostics, 

Basel, Switzerland) を 用 い て LIPH の c.736T>A と c.742C>A の 2 変 異 に つ い て

Real-time PCR法を行い解析した。それぞれのプローブとプライマーの情報をTable 2 

に示す。Real-time PCRはLightCycler 480 system II 384 plate (Roche Diagnostics)

を用いて行い、LightCycler 480 software を用いたEndpoint 解析によりgenotyping

を行った。 
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【結果】 

臨床像 

14 例中 13 例において縮毛と乏毛がみられ、Patient 1, 2, 3 の 3 例は縮毛を伴った

軽度の乏毛であり、Patient 14 の 1 例は完全な脱毛症であった(Table 1, Fig.1)。 

 

LIPH 変異解析結果 

14 例中 10 例に c.736T>A のホモ接合型変異、3 例に c.736T>A と c.742C>A の複

合ヘテロ接合型変異、1 例に c.742C>A のホモ接合型変異を認めた。患者の両親で変

異解析が可能であった者は全て該当する変異の保因者であった(Table 1)。 

 

日本人の LIPH 創始者変異における遺伝子型と表現型の関連 

14 例中 10 例（Patients 4-13）において中等度の乏毛がみられ、そのうち 7 例は

c.736T>A のホモ接合型変異をもち、3 例は c.736T>A と c.742C>A の複合ヘテロ接合

型変異をもっていた。軽症であった Patient 1, 2, 3 の 3 例は、c.736T>A のホモ接合

型変異をもっていた。完全な脱毛であった Patient 14 は c.742C>A のホモ接合型変異

をもっていた(Table 1, Fig.1)。 

 

ハプロタイプ解析 

 c.736T>A を有するすべてのアレルは既報告と同一のハプロタプ（ATCAACCGGA）

を認めた。 c.742C>A を有する 5 アレル中 4 アレルに既報告のハプロタイプ

(GCTCGTGAGG)とは異なるハプロタイプ(GCTCATGAGG)を認めた(Table 4)。 

 

健常日本人における LIPH 創始者変異のスクリーニング 

c.736T>A と c.742C>A の対立遺伝子頻度 (allele frequency)はそれぞれ 0.79%

（13/1638）と 0.12%（2/1638）、保因者率(carrier rate)はそれぞれ 1.60%（13/819）

と 0.24%（2/819）となった（Table 3）。 

 

【考察】 

 今回我々は 14 例の縮乏毛症患者においてハプロタイプ解析を行い、c.742C>A を有

する 5 アレル中 4 アレルに既報告のハプロタイプ(GCTCGTGAGG)とは異なるハプロ

タイプ(GCTCATGAGG)を認めた。本研究で LIPH に c.742C>A の変異を有するアレ

ルについて、新たな創始者の存在を示した。 

 また、我々は今回の 14 例において 3 つの異なる重症度があることを示した。

c.742C>A のホモ接合型変異を持つ Patient 14 は最も重症であり、乳児期より、ほぼ

完全な脱毛であった (Fig.1)。一方で、c.736T>A のホモ接合型変異をもつ 3 家系

(Patient1-3) は軽度の乏毛症であり、比較的長い毛髪を認めていた。残り 10 例の中

等度の乏毛症の患者については重症度に大きな差はなかった。過去の in vitro の研究

では c.736T>A (p.Cys246Ser)と c.742C>A (p.His248Asn)はほぼ同等の酵素活性の低
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下をきたすことが示されているが、本研究からは、前者のホモ接合型変異は軽症、後

者のホモ接合型変異は重症の表現型と関連している可能性が考えられた。Cys246 と

は異なり、His248 は PA-PLA1α の catalytic triads の一つであり、このアミノ酸の置

換は酵素機能に、より大きな影響を及ぼす可能性がある。 

過去の我々の報告と本研究をあわせると、c.736T>A と c.742C>A の対立遺伝子頻度はそ

れぞれ 0.87%（16/1838）と 0.16%（3/1838）、保因者率はそれぞれ 1.7%（16/919）と 0.32%

（3/919）となり両者を合計した保因者率は約 2.1％に及んだ。この結果から、日本人における

2 変異の高い保因者率が示された。Ensembl genome browser (http://asia.ensembl.org/index.html) 

では、c.736T>A は日本人以外のアジア人、ヨーロッパ人、アメリカ人、アフリカ人には認めら

れないが、c.742C>A については中国人に 194 アレル中 1 アレルの割合で認められ、

c.742C>A は中国人においても同様に頻度の高い変異である可能性が考えられる。 

 

【結語】 

日本人の先天性乏毛症・縮毛症患者の LIPH 創始者変異である c.736T>A (p.Cys246Ser)

と c.742C>A (p. His248Asn)について、前者は軽症、後者は重症の表現型と関連してい

る可能性が考えられた。ハプロタイプの解析により異なる創始者変異の存在が示唆さ

れた。日本人におけるこの 2 つの LIPH 変異は約 2.1%と高い保因者率を示した。 
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