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皮膚の遺伝病、長島型 掌 蹠 角化症の原因遺伝子を同定
病態解明と治療法開発へ
〜日本人によって 36 年前に初めて報告された疾患の病因を明らかに〜
慶應義塾大学医学部皮膚科学教室の久保亮治専任講師を中心とした、慶應義塾大学医学部・国立成
育医療研究センターらの共同研究チームは、遺伝性掌蹠（しょうせき）角化症の１つである長島型掌
蹠角化症の原因遺伝子変異が、SERPINB7 の変異であることを突き止めました。
この病気は、乳児・幼児期から手の平・足の裏の皮膚が赤みをおびて分厚く固くなってくる病気
です。1977 年に日本人皮膚科医、長島正治により初めて報告され、現在では報告者の名前を冠して
長島型掌蹠角化症と呼ばれています。これまで、この病気の原因は全くわかっていませんでした。
研究チームは次世代シーケンス技術を用いて、解析に協力していただいた長島型掌蹠角化症患者
とその両親のゲノム DNA を解析し、蛋白分解酵素阻害因子 SERPINB7 の遺伝子変異が、この病気
の原因であることを初めて明らかにしました。見つかった遺伝子変異を持つ人の頻度から、長島型掌
蹠角化症の患者数は、日本で１万人以上、中国では数十万人と見積もられました。
SERPIN はほとんど全ての生物が持つ蛋白分解酵素阻害因子で、ヒトは 36 種類の SERPIN を持つ
ことが知られています。SERPINB7 はその中の１つです。この研究成果によって、長島型掌蹠角化
症の起こる仕組みの研究が進み、病気が起こる仕組みに基づいた新しい治療法開発の研究が進むこと
が期待されます。
本研究成果は、2013 年 10 月 24 日（日本時間 10 月 25 日）に、国際科学誌 The American Journal
of Human Genetics のオンライン版に掲載されます。

１．研究の背景
遺伝性掌蹠角化症（注１）には様々な種類があります。長島型掌蹠角化症は、乳児・幼児期か
ら手の平と足の裏の皮膚が、赤みを伴って分厚く固くなってくる疾患です。しばしば手の平と足
の裏の多汗を伴います。また、赤みは手の甲側、足の甲側、手首の内側、アキレス腱部にも広が
ります（図１）
。1977 年に慶應義塾大学医学部皮膚科の長島正治助教授（当時。後に杏林大学医
学部皮膚科教授。2010 年没）が初めて報告した疾患で、1989 年に弘前大学医学部皮膚科の橋本
功教授（当時）、三橋善比古講師（当時。現・東京医科大学皮膚科教授）により、最初の報告者
の名前を冠して長島型掌蹠角化症と命名されました。日本人に本症の患者が多いことはわかって
いましたが、病気の原因はこれまで全くわかっていませんでした。
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２．研究の概要と成果
研究チームは、
慶應義塾大学病院、
京都大学医学部附属病院、東京医科
大学病院、東邦大学医療センター
大森病院、国立成育医療研究センタ
ー病院、浜松医科大学医学部附属
病院を受診され、長島型掌蹠角化症
図 1 長島型掌蹠角化症の臨床症状
と診断された 患者とその両親より
手の平、足の裏の皮膚の角質が厚くなり、時に皮が剥け、赤みが強い
血液を提供していただき、血液から
ことが多いのが特徴です。
ゲノム DNA を抽出し、国立成育医
療研究センター研究所にて次世代シーケンサー（注２）を用いたエクソームシーケンス（注３）
、慶
應義塾大学医学部にてゲノムインフォマティクス解析（注４）を行いました。患者 3 人のゲノム DNA
を解析したところ、3 人全員が SERPINB7 の変異をホモ接合体（注５）、または複合ヘテロ接合体（注
６）として持つことが明らかになりました（図２）。そこでさらに 10 人の患者のゲノム DNA を通常
のシーケンス方法で解析したところ、10 人全員が SERPINB7 の変異のホモ接合体または複合ヘテロ
接合体でした。以上より、この病気が
SERPINB7 の遺伝子変異により発症するこ
とが明らかになりました。
日本では、皮膚科を掌蹠角化症で受診する
患者の多くが長島型掌蹠角化症であることか
ら、本症は日本人に多い病気であると予想さ
図２ 長島型掌蹠角化症の家系
れていました。そこで、見つかった
四角は男、丸は女、黒は病気あり、白は病気なしを意味し
SERPINB7 の変異を 1000 人ゲノムプロジェ
ます。今回の研究では、＊が付いている方のゲノム DNA
クト（注７）のデータで検索してみたところ、
をエクソームシーケンスで解析し、 SERPINB7 の変異
c.796C>T という変異を持つ保因者（注８）が、 （緑、赤、青の+）を同定しました。病気ありの方は２つ
の変異を持っていました。それぞれの両親は１つだけ変異
日本人 89 人のうち 2 人、中国人 197 人のう
を持つ保因者で、症状は全くありませんでした。
ち 6 人に見つかりました。このことから、長
島型掌蹠角化症はアジア人に多い遺伝病で、日本では１万人あたり 1 人以上（すなわち日本人全体で
１万人以上）
、中国では１万人あたり 3 人以上（すなわち中国人全体で数十万人）の患者がいると考
えられました。この変異は、今回調べた 13 人の患者全員が少なくとも１つ持っていました。一方、
1000 人ゲノムプロジェクトで調べられた非アジア人 806 人には変異は見つかりませんでした。以上
のことから、アジア人の祖先となった人々の中の 1 人に生じた、SERPINB7 の c.796C>T という突
然変異が、アジア全体に広がったと考えられました。
３．研究の意義・今後の展開
長島型掌蹠角化症はこれまで原因不明であったため、効果的な治療法がありませんでした。
SERPINB7 蛋白が蛋白質分解酵素阻害因子であることから、本症が皮膚における蛋白質分解酵素活
性の過剰によって発症する可能性が示されました。この発見によって、長島型掌蹠角化症の病態解明
が進むことが期待されます。また、SERPINB7 と同様の蛋白質分解酵素阻害効果を持つ薬剤を開発
し、その薬剤を塗り薬として使うことで本症を治療できるようになることが期待されます。
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４．特記すべき事項
本研究は、主に以下の事業・研究領域・研究課題によって遂行されました。
・文部科学省科学研究費補助金 基盤研究（A）
・厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等克服研究事業
H22−免疫−一般−003、H23−実用化−（難病）−一般−003、H23−実用化−（難病）−一般−013、
H23−難治−一般−028、H25−難治等（免）−一般−001
・成育医療研究開発費（24-5）

５．論文について
【英文タイトル】
“Mutations in SERPINB7, Encoding a Member of the Serine Protease Inhibitor Superfamily,
Cause Nagashima-type Palmoplantar Keratosis”
【タイトル和訳】
「長島型掌蹠角化症の原因は、セリンプロテアーゼインヒビターをコードする遺伝子 SERPINB7 の
変異である」
【著者名】
久保亮治、塩濱愛子、佐々木貴史、中林一彦、川崎洋、厚木徹、佐藤尚武、清水厚志、三上修治、
谷崎英昭、内山真樹、前田龍郎、伊藤泰介、坂部純一、平家俊男、奥山虎之、小崎里華、小崎健次郎、
工藤純、秦健一郎、梅澤明弘、戸倉新樹、石河晃、新関寛徳、椛島健治、三橋善比古、天谷雅行

【掲載紙】
2013 年 10 月 24 日（日本時間 10 月 25 日）に、国際科学誌
「The American Journal of Human Genetics」
のオンライン版に掲載。

【共同研究施設】
慶應義塾大学医学部皮膚科学教室、同総合医科学研究センター、同遺伝子医学研究室、同分子生
物学教室、同臨床遺伝学センター、同 MSD アレルギー研究寄附講座；慶應義塾大学病院皮膚科、
同病理診断部；国立成育医療研究センター研究所周産期病態研究部、同再生医療センター生殖・
細胞医療研究部；国立成育医療研究センター病院皮膚科、同遺伝診療科、同臨床検査部；京都大
学大学院医学研究科皮膚生命科学講座；京都大学医学部附属病院皮膚科、同遺伝子診療部；東京
医科大学医学部皮膚科学教室；東京医科大学病院皮膚科；東邦大学医療センター大森病院皮膚
科；浜松医科大学医学部医学科皮膚科学講座；浜松医科大学医学部附属病院皮膚科
【用語説明】
注 1：遺伝性掌蹠角化症（いでんせいしょうせきかくかしょう）
掌蹠角化症とは、手の平、足の裏の皮膚の角質が分厚くなる病気です。生後すぐから症状が出てくる場
合もあれば、小児期になって症状が出てくる場合もあります。いずれも、何らかの遺伝子変異が原因とな
って発症する遺伝性のものがほとんどです。症状の重いものから、比較的症状の軽いものまで、様々なタ
イプの掌蹠角化症が知られています。
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注２：次世代シーケンサー
これまでの方法では１つ１つの遺伝子を個別に解析していました。次世代シーケンサーでは、沢山の遺
伝子を小さな断片にしてから解析することで、大量のデータを一度に得ることができます。
注３：エクソームシーケンス
我々のゲノム DNA の情報（約 60 億文字の暗号）のうち、蛋白質を作るための暗号になっている部分は
およそ１~２％です。エクソームシーケンスは、ゲノム DNA のうち蛋白質の設計図になっている部分だけ
を次世代シーケンサーで解析する方法です。得られた大量のデータをコンピュータ上で基準となる配列と
比較することで、ほぼ全ての遺伝子の変異情報を一度に得ることができます。
注４：ゲノムインフォマティクス解析
人間は約 2 万個の遺伝子を持っていますが、我々は誰でも、2 万個のうちの数百の遺伝子に変異（暗号
の文字が書き換わっていること）を持っています。それは何も起こさない変異の場合もあれば、個人差を
作っている変異である場合もあれば、病気を起こす可能性を持った変異である場合もあります。病気の原
因となっている遺伝子の変異を探すためには、見つかった数百の変異から、どれか１つが原因であること
を見つけなければなりません。その解析がゲノムインフォマティクス解析です。
注５：ホモ接合体
我々は SERPINB7 の遺伝子を 2 つ持っています。１つは父親から受け継いだもの。もう 1 つは母親か
ら受け継いだものです。2 つの遺伝子のうち、どちらか１つだけが自分の子供に伝わります。SERPINB7
の２つの遺伝子の両方に病気を起こす変異があると、長島型掌蹠角化症になります。長島型掌蹠角化症の
ホモ接合体とは、2 つの遺伝子の両方に全く同じ変異を持っている場合を言います。
注６：複合へテロ接合体
一方、長島型掌蹠角化症の複合ヘテロ接合体とは、SERPINB7 の２つの遺伝子それぞれに病気を起こす
変異があるが、その 2 つの変異が同じではない、別々の変異である場合を言います。
注７：1000 人ゲノムプロジェクト
様々な人種の人々、計 1092 人よりゲノム DNA を採取してエクソーム解析を行ったプロジェクト。その
研究結果はインターネット上で公開されています。
注８：保因者
長島型掌蹠角化症の保因者とは、SERPINB7 の２つの遺伝子の 1 つにだけ病気を起こす変異が入ってい
て、もう 1 つの遺伝子には病気を起こす変異が入っていない人のことを指します。保因者には全く何の症
状もありません。日本人には長島型掌蹠角化症の保因者がおおよそ 50 人あたり 1 人いると考えられます。
保因者同士が結婚した場合（1/50 かける 1/50 で 1/2500 の確率）、1/4 の確率で長島型掌蹠角化症を発症す
る子供が生まれます（1/2500 かける 1/4 で、全体としては 1/10000 の確率）。
※ご取材の際には、事前に下記までご一報くださいますようお願い申し上げます。
※本リリースは文部科学記者会、科学記者会、厚生労働記者会、厚生日比谷クラブ、各社科学部等に送信
させていただいております。
【本発表資料のお問い合わせ先】
慶應義塾大学医学部 皮膚科学教室
久保 亮治（くぼ あきはる）専任講師
TEL 03-5363-3823 FAX 03-3351-6880
E-mail: akiharu@a5.keio.jp
http://www.derma.med.keio.ac.jp/derma/
p_special/genetic.html
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慶應義塾大学信濃町キャンパス
総務課 冨田、齋藤
〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35
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