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先天性筋無力症候群（congenital myasthenic syndrome，
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よび骨格筋の細胞構造タンパクであるプレクチン
（plectin）

CMS）は神経筋接合部に発現をする分子の先天的な遺伝子変
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異により筋無力症・骨格筋委縮・軽度の顔面奇形を特徴とす
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板電位を骨格筋表面に伝播する骨格筋電位依存性ナトリウム

症状が発現する症例が少なからずある．また，CMS のなかで
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チャンネル（NaV1.4）

唯一優性遺伝形式をとるスローチャンネル症候群は成人発症

（AChE）とともに高分子複合体を形成し AChE をシナプス基

をする症例も多い．今までに同定をされてきた神経筋接合部
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，x）終板膜に埋め込ま
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を筋終板に集積をさせる細胞膜直下の構造タンパクラプシン
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の 15 種類の遺伝子にコードをされる 11 種類の分子である
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受容体を形成する筋終板膜の MuSK，
（v）MuSK と共同して

CMS の疾患表現型は 4 種類に大別される．第 1 の表現型

，vi）皮膚お
アグリンシグナルを伝達する細胞内分子 Dok-7５）（

は，AChR のイオンチャンネル動態の異常であり，AChR サブ
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Fig. 1 先天性筋無力症候群において遺伝子変異が同定された 11 種類の欠損分子．欠損が同定をさ
れた分子は ChAT, collagen Q, AChR, agrin, MuSK, Dok-7, rapsyn, plectin, β2-laminin, GFPT1,
NaV1.4 である．AChR は 5 つのサブユニットから構成をされるために欠損遺伝子数は 15 種類となる．
ChAT, choline acetyltransferase；AChE, acetylcholinesterase；AChR, acetylcholine receptor；
NaV1.4, 骨格筋電位依存性ナトリウムチャンネル；MuSK, 骨格筋特異的受容体チロシンキナーゼ；
LRP4, LDL 受容体関連タンパク 4．
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ユニット遺伝子のミスセンス変異が原因である．この表現型

ネル症候群 1 例，ファーストチャンネル症候群 1 例，終板

には，イオンチャンネルの開口時間が異常に延長をするス

AChR 欠損症（Dok-7 2 例，AChR サブユニット 4 例，GFPT1

ローチャンネル症候群と開口時間が異常に短縮をするファー

1 例）
，終板 AChE 欠損症 3 例である．本邦で同定をされた遺

ストチャンネル症候群がこのカテゴリーにふくまれる．ス

伝子変異は 1 例を除き今までに報告がされていない本邦特有

ローチャンネル症候群は CMS の中で唯一 gain-of-function に

の変異であり，西欧のファウンダー変異が偶然に本邦に移入

よる優性遺伝性疾患であり成人発症も多く神経内科診療にお

されたものではないことが示唆される．また，積極的な遺伝子

いて鑑別が重要な病態である．加えてスローチャンネル症候

診断により 12 例の症例を診断できたことは西欧諸国と同様

群は Fluoxetine や Quinidine が有効であり正確な診断が重

に本邦においても未診断の CMS 症例が多数存在する可能性

要である．スローチャンネル症候群は上肢伸筋群の筋力低下

があり，今後とも CMS を積極的に診断をすることが重要で

を 特 徴 と し て お り，反 復 神 経 刺 激 に て 筋 複 合 活 動 電 位

ある．

（CMAP）から 3.5〜4.0msec 遅れて反復 CMAP が出現をする
ことを特徴とする．この反復 CMAP は骨格筋ナトリウム

※本論文に関連し，開示すべき COI 状態にある企業，組織，団体
はいずれも有りません．

チャンネルの不応期を超えて終板活動電位（endplate poten-

文

tial）が持続をすることを示しており，スローチャンネル症候
群に加えて，後述の終板 AChE 欠損症，高カリウム性周期性
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Abstract

Congenital myasthenic syndromes
Kinji Ohno, M.D., Ph.D.
Division of Neurogenetics, Center for Neurological Diseases and Cancer, Nagoya University Graduate School of Medicine

Congenital myasthenic syndromes (CMS) are caused by germline mutations of molecules expressed at the
neuromuscular junction (NMJ). Mutations in 11 molecules encoded by 15 genes have been reported in association
with CMS. CMS can be classified into four clinical categories. First, missense mutations in the acetylcholine receptor (AChR) subunits lead to slow- and fast-channel syndromes. Second, mutations in the AChR subunits, rapsyn,
agrin, MuSK, Dok-7, plectirn, and GFPT1 lead to endplate AChR deficiency. Third, collagen Q (ColQ) anchors acetylcholinesterase (AChE) to the synaptic basal lamina and mutations in COLQ lead to endplate AChE deficiency.
By exploiting the synaptic basal lamina-targeting signal of ColQ, we recently reported that the exogenously administered AChE!ColQ complex can be specifically localized to the NMJ. The protein-anchoring therapy can be
potentially applicable to a wide spectrum of defective extracellular matrix molecules. Fourth, CMS associated
with episodic apnea is caused by mutations in choline acetyltransferase (ChAT) and skeletal muscle voltage-gated
sodium channel (NaV1.4). In the past two years, we diagnosed 15 cases with CMS in Japan, and identified mutations
in 12 patients. All the mutations except for one are unique to Japanese patients. We assume that more CMS cases
still remain undiagnosed in Japan.
(Clin Neurol 2012;52:1159-1161)
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