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診療に役立つ遺伝性ニューロパチーの話

遺伝性運動性・感覚性・自律神経性ニューロパチーの臨床
髙嶋

博1）2）

要旨： 遺伝性ニューロパチーは臨床的遺伝的に多様で，運動，感覚神経が両方とも障害される hereditary motor
and sensory neuropathy（HMSN）または Charcot-Marie-Tooth 病（以下 CMT）
，
運動神経のみが障害される hereditary
motor neuropathy（HMN），感覚，自律神経が障害される hereditary sensory and autonomic neuropathy（HSAN）
などに分類される．遺伝性ニューロパチーは，臨床的特徴と遺伝形式で分類されていたが，原因遺伝子の同定も相
次ぎ，その整合性がとれなくなっている部分も多い．同じ遺伝子の異常でも臨床的な病型にかなりのばらつきがあ
るということを念頭におき，常に発症年齢，臨床的特徴などを拡大的に解釈し，大きな視点から鑑別をすすめる必
要がある．遺伝子診断は診断確認に重要で，本邦では次世代シークエンス法による原因遺伝子の遺伝子スクリー
ニングがおこなわれている 1）．
（臨床神経 2014;54:957-959）
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成長因子などとなる．これまでの報告では，障害される線維
の種類は，それぞれの遺伝子や罹病期間ごとに広がりがあり，
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過去の病型分類のように症例ごとに特定の線維が障害される
わけではない可能性が高い．HSAN の遺伝子診断について，
われわれは感覚性の異常をひきおこしうる 16 の遺伝につい
て解析しているが，これまで本邦の症例に SCN9A，DNMT1，
WNK1 遺伝子異常を確認している．
Na チャネルをコードする SCN9A 遺伝子異常は loss-of function
の機序で，congenital insensitivity to pain（CIP）や anosmia を
ひきおこすことがわかっていたが，末梢神経障害をひきおこ
すかどうかは知られていなかった．自験例の HSAN ではホモ
接合性に SCN9A 遺伝子フレームシフト変異がある例を経験
したが，その症例において自律神経障害の合併や末梢神経障
害を明らかにし，本症を新しい常染色体性劣性遺伝性の
HSAN として，HSAN2D と名付け報告した 6）．また，DNMT1
の異常症例を報告したが，本症は HSAN1E と呼ばれ，無痛症
のほかに，難聴，軽度の知能低下などを合併する．DNMT1
は DNA のメチル化をおこなう酵素の一つで，本遺伝子の障
害により，DNA のメチル化による遺伝子発現の抑制が阻害さ
れると考えられる 7）．さまざまな HSAN が本邦には存在し，
臨床的にも注意する必要がある．
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Abstract

Clinical practice of hereditary motor neuropathy (HMN) and hereditary sensory
and autonomic neuropathy (HSAN)
Hiroshi Takashima, M.D., Ph.D.1)2)
1)

Department of Neurology and Geriatrics Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental Sciences
2)
Neurology, Kagoshima University Medical and Dental Hospital

Inherited neuropathy is a genetically and clinically heterogeneous group of neuropathies, the main category becomes
Charcot-Marie-Tooth neuropathy (CMT), also known as hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN), distal
hereditary motor neuropathy (dHMN), and hereditary sensory autonomic neuropathy (HSAN). At least 80 genes have
been associated with CMT, HMN or HSAN, a precise molecular diagnosis is often needed to make a clinical diagnosis
accurately, enable genetic counseling of the patient and understanding of their molecular mechanisms. To identify the
mutation in each patient, using a high-throughput NGS, we established a diagnostic procedure involving screening of
disease causing genes in CMT, HMN or HSAN.
（Clin Neurol 2014;54:957-959）
Key words: inherited neuropathy, hereditary sensory neuropathy, hereditary autonomic neuropathy,
Charcot-Marie-Tooth disease, hereditary motor neuropathy

