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Fabry's disease is an X-linked disorder ofglycosphingolipid catabolism. Itis

uncommon for female heterozygotes to show major clinical manifestations seenin

hemi2:ygOteS. We haveexperienced a heterozygotic patientwith cardiomyopathy and

severepainintheextremities. Toelucidatethedifferenceinclinicalexpressionsbetween

thesymptomaticheterozygoteandhemlZygOteS,Weexamined thesplnaland sympathetic

ganglia,heart,liver and kidney hlstochemically and biochemically and observed the

accumulationofglycolipidsintheseorgansofthehetero21ygOte,Which wassimilartothe

hemiziygote. Quantativeanalysesrevealed marked accumulation ofceramidetrihexoside

(CTH)intheheartoftheheterozygote,whichwasincontrasttopredominantaccumulation

ofCTH andceramidedihexoside(CDH)inthekidneyofthehemizygote. Digalactosyl

ceramidewasshown to bepredominantly accumulated in CDH fraction obtained from

sympatheticgangliaoftheheterozygote. Thea一galactosidaseactivltyOftheheteroZlygOte

wasdecreasedto16-40% ofnormallevelsinvariousorgans,especiallyintheheart. Two

otherhetero2:ygOticpatientswereidentiGedbylow a-galact･Osidaseactivityandthecardiac

involvementwasdemonstrated,althoughtheydidnothaveclinicallyevidentcardiomyopatby.

Thedifferencein phenotypICexpressionsbetween sex can notbeexplained and further

geneticstudylSnecessarytOexplainit.
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は じ め に

Fabry病は,ライソソームに存在するα一galacto-

sidaseA の欠損による伴性劣性遺伝の糖脂質代謝異常

症である.本症はヘテロ接合体の女性では,多くは,角

膜の混濁あるいは蛋白尿など軽度な症状を呈するのみで

ある1). しかし.中には,男性のへミ接合 体 と同様の

症状を呈 したヘテロ接合体の女性例も報告 されてい

る2ト 5).今回,我々は症候性の女性 Fabry病保因者

剖検例を検索する機会を得た.本研究では,-テロ接合

体の女性から得た臓器の組織化学的,生化学的検索を行

い,- ミ接合体の男性例と比較検討することを目的とし

た.また,加えて-テロ接合体の発症機構についても考

察を加えた.

方 法

1.症 例

症例 1 55歳 女性.50歳時,前胸部痛と易疲労感を

訴え,心電図 (ECG)にて PR間隔の短縮 Ⅱ,Ⅲ,aVF,

V4 6 に巨大陰性 T波を認めた.心尖部肥大塾L､筋症が

疑われ,石室心筋生検で心筋細胞の空胞化と顧粒状沈着物

が認められた.電子顕微鏡による観察では沈着物は,ミエ

リン様構造を呈していた.これらの所見は脂質蓄積症を

疑わせた.55歳時,前胸部痛と易疲労感が増強し,また,

四肢の激痛を訴えた.敗血症をおこし,新潟大学医学部

第一内科に入院した.白血球ライソソーム酵素活性の測

定から,症候性の女性 Fabry病保因者と診断した(蓑1).

間質性肺炎,汎発性血管内凝固症候群および脳内出血を

併発し,入院32日目に死亡した.心症状の詳細は横山

ら6)により報告されている.皮膚に被角血管腫あるいは

無汗症は認めなかった.染色体検査に異常はなく,血液

型は 0型であった.

症例 2 27歳 女性.症例 1の娘であり,酵素学的検

査から Fabry病のヘテロ接合体と判明した (蓑 1).

診察時,無症候性で,神経伝達速度 (NCV),休性感覚

誘発電位 (SEP)は正常であった.しかし,ECG では

すでにⅡ,Ⅲ,aVFにおいて ST,T に変化を認めた.

症例 3 26歳 女性.18歳時,高血圧を指摘された.

21歳時,虚血性視神経障害の為左眼を失明した.激しい

頑痛を訴え,髄液所見で細胞数の増多を認めている.副

腎皮質ステロイドの投与により,症状は軽快 している.

蛋白尿の精査のため,腎生検を行い,糸球体上皮細胞に

空胞を認めた.酵素学的検査から Fabry病のヘテロ接

合体と判明した (表 1). ECG,心エコーでは,26歳時,

Table1 Thea-galactosidaseactivityof

leukocytesandfibroblasts,

Patient α一galactosidaseactiVity(nmole/h/mgprotein)

】eukocytes fibroblasts

1 12.4 17.1

2 27.3 N.D.

3 34.5 N.D.

6 2.4 5.4

normalcontrols 67.0±16.2 85.4±21.8

TheactivltyWasmeasuredwith4-methylumbelli-

ferylα-D-galactoside.Allotherlysosomalenzyme

activities(♂-galactosidase,β-hexosaminidaseA and

B)Weremeasuredwithinnormalrange.Normal

controlvalueswereexpressedasmean± S.D.

N.D.:notdetermined

異常を指摘できなかった.しかし,JL､筋シンチで心尖部

に集積を認め,糖脂質の蓄積に対応するものと思われた.

特に風呂あがりなどに四肢に捧痛を自覚 したが,NCV,

SEP に異常はなかった.弟も Fabry病であること

が判明 した.

症例4 36歳 男性.無汗症,捧痛発作,皮疹,蛋白

尿を認め,皮膚生検,腎生検から Fabry病と診断 さ

れた.腎不全にて死亡した.

症例5 41歳 男性.幼少より無汗症であった.20歳

時,蛋白尿を指摘された.39歳時,腎不全となり,透析

療法を開始した.酵素学的検査および尿中のセラミドト

リヘキソシド(CTH),セラミドジへキソシド(CDH)の

増加から Fabry病と診断された.41歳時,脳内出血

にて死亡した.

症例 6 36歳 男性.幼少時から四肢の捧痛が出現し,

蛋白尿を指摘された.白血球の α一galactosidase 活

性は正常の3.6%と低値で,Fabry病と診断された(蓑1).
2. 組織化学的検索

剖検時に得た諸臓器をホルマリン固定 した.パラフィ

ン切片を作製し,ヘマ トキシリンーエオジン(HE)染色

をした.また,30%庶糖に4oC,12時間浸潰し,液体窒

素で急速凍結した.10-20Flm の凍結切片を作製し,

ズダンⅢ染色,過 ヨウ素酸シップ(PAS)染色,ナイ

ル ･ブルー染色7)を行った.凍結切片は偏光顕微鏡を

用いて複屈折性物質の検索を行った.(症例 1と4)
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3. 蓄積脂質の検索

ホルマリン固定臓器 (症例5)は2日間 リン酸塩緩衝液

で十分に洗った.脂,脊髄神経節,交感神経節,心,肝,

腎(症例 1)と心,肝,腎 (症例 5)につき検索した.臓

器 1gをクロロホルム/メタノール (2:1(Ⅴ/V)および

1:2(Ⅴ/V))により総脂質を抽出し,ついで DEAE-

Sephadex25カラムで中性分画を得た.これを弱アル

カリで リン脂質を水解して脂肪鞍を除いた.脱塩 したの

ち,窒素で液体成分を蒸発させた.薄層板に1/10量を塗

布し,クロロホルム/メタノール/水65:35:8(Ⅴ/V)

にて展開した8).

4. CTH,CDH の定量

蒋層板より CHT,CDH 分画をかきとり,イアトロ

ビーズカラムを通し,ついでメチル化した後,脂肪酸エ

ステルを除き,さらに,トリメチルシリラン(TMS)読

導体化して,これをガスクロマ トグラフィー(GLC)

(3% OV-1カラム,カラム温度 175oC)に導入して糖

の組成を分析した.内部標準物質には,ミオイノシトー

ルを用い,精製 グロポシ ドにより検量線を作製 して

CTH,CDH を定量 した9).

5. 酵素活性の測定

症例 1では,白血球,培養線維芽細胞,前頭葉灰白質,

心,肝,腎,症例6では白血球,培養線維芽細胞の α一

galactosidase活 性を 4-メチル ウンベ リフェロン

(4-MU)誘導体を基質とした蛍光法10)により,さらに

は,症例 1の心,肝,腎について ｢3H〕-CTH を基質

としても測定した11)

結 果

1. 組織化学的所見

症例 1の脊髄神経節では,神経細胞の消失が認められ

たが,残存する神経細胞の約40%はズダンⅢ染色,FAS

染色が陽性であった.交感神経節の神経細胞にも陽性細

胞を認めた.これらの細胞には偏光顕微鏡による観察で

複屈折性物質が認められた (図 1A).症例4の神経節

においても糖脂質の蓄積が確認されていた (図2A).神

経節細胞の糖脂質はズダンⅢ染色,ナイル ･ブルー染色

でも全 く同様に保持されたが,ズダンⅢ染色切片の偏光

顕微鏡による観察では遠位尿細管の複屈折性物質は保た

れるものの,心筋,腎糸球体などに複屈折性物質の存在

は確認されなかった.症例 4の心,肝,腎のナイル ･ブ

ルー染色,偏光顕微鏡による観察では,心臓では心筋

(図 2A),肝臓では肝細胞とクッパー細胞 (図 2B),腎臓

では糸球体 (図2C)と遠位尿細管 (図 2D)に 複屈折

性物質の蓄積を認めた.血管壁にはこれらの臓器のすべ

てに複屈折性物質の蓄積を認めた.

2. 生化学的所見

症例 1の脊髄および交感神経節では CTH,CDH の

蓄積を認めた (凶3). 蓄積糖脂質の量および糖組成は

蓑2のごとくである.糖組成の分析から,これらの神

経節に蓄積する CDHは主に ceramide血galactoside

(CDG)優位であることが判明した.症例 1では,心,

肝,腎においても CTH の蓄積が認められた.腎と心

では CDH の蓄積も認められた (図 4A).GLC によ

る心と腎の CTH の定量では正常コント.3-ルと比し
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Fig.3 Thinlayerorchromatography(TLC)Of
orsplnaland sympatheticgangliaofa
heterozygoteofFabry'sdisease (Pa-
tient1). BothCTH andCDH areac-

cumulatedintheseganglia.

Fig.2 Heart,liverand kidney ofa heterozygoteofFabry'sdisease (Patient1)
stained Nileblue(left)and observed withpolarizationmicroscopy (right).
Birerringentmaterialsareseen in myocardialcells(2A). MostKuppercells

andhepatocytescontainbirerringentmaterials(2B)Birefringentmaterialsare
seeninendothelialandepithelialcellsofglomeruliandBowman'sspace(2C)
andintheepithelium ofdistaltubules(2D). ×160
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Table2 AnalysesofaccumulatedCTH in

spinalandsympatheticgangliaofPatient1

galactose
amount-

glucose

(pg/gwetweight日molarratio)

splnalganglia CTH 1,74() 2.0
CDH 339 5.3

sympatheticgangtia CTH 1,610 2.0

て心で32倍,腎で 7倍の増量であった (表 3). 女性の

ヘテロ接合体では心優位に蓄積 していた.一方,症例 5

の男性 例では,よ り多量 の CTH CDH,が蓄積 して

いた (図 4B). GLC による心と腎の CTH の定量で

は正常 コントロールに比 して心で81倍,腎で64倍増量 し

ていた.男性のへ ミ接合休では CTH は腎で心の2.2倍

量蓄積 していた.CDH も腎では著明に,心,肝でも増

加を認めた (表 3).

症例 1の心,肝,冒,脳の α一galactosidase活性を

表 4に示す. 白血球,培 養線維芽細胞を含め残存酵素

活性は正常の16-40%の範囲にあった.一方,症例 6の

男性例の白血球,培養線維芽細胞の残存酵素活性は正常

コントロールと比 し,3.6%,6.3% とよ り低値であった

(蓑1).症例 1の女性例では残存酵素活性は心で約20%,

腎で約40%と心ではより低い値を示 した.尚,症例 1の

白血球の残存 α-galactosidaseの 4-MU 誘導体を

用いて測定 した ミカエリ定数は正常とほぼ同 じ値を示 し

た.
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Fig.4 TLCofheart,liverandkidney.(4A):a
heterozygoteofFabry'sdisease(Pati-
ent1)and control1(55y.0.female).
One-tenth ofamountofneutral glycolipids
isappliedontheplateinheartandki-
dneyofPatient1. TheamountorCTH
isremarkablyincreasedinthLeheartof
Patient1. (4B):ahemi2;ygOteOfFa-
bry･sdisease(Patient5)andcontrol2(45
y.0.male)･ One-tenth ofamountof
neutralglycolipidsisappliedontheplate
inheartandki血eyorPatient･ CTH and
cDH ispredominantlyincreasedinthe
kidneyofPatient･

Table3 ConcentrationofCTH andCDH inPatient1and4with

Fabry'sdiseaseandnormalcontrols

Age Sex Heart Liver

55y.0. F 98.4 12.7 20.5 19.8 212

45y.0. M 65.0 15.9 15.0 17.5 182

55y.0. F 3,190 258 76.6 14.0 1,440

44y.0. M 5,290 621 317 59.3 ll,600

(〟g/gwetweight)
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Table4 Theα一galactosidaseactivityofvariousorgansobtainedfrom

Patient1.

Organs 4-MU-α一galactoside [3HトCTH

Patientl Controlsn-3 Patient1 Controls∩-3

Heart 8.4 49.7±4.6 1.45 6.77±1.21

Liver 22.2 84.9±24.1 2.74 9.25±2.36

Kidney 32.4 90.3±17.8 4.62 ll.7±2.07

Theactivitywasmeasuredwith4-methylumbelliferyトD-galactosideand[3H上

CTH.Normalcontrolvalueswereexpressedasmean±S.D.

N.D.:notdetermined

考 案

Fabry 病は,α-galactosidaseAの欠損による

Glycosphingolipidの代謝異常症で,CTH が血管系

を中心に.腎,心,神経節細胞などに蓄積する疾患であ

る1).腎,障,脊髄神経節細胞には CDH も蓄積するこ

とが知られている1H z). 本症は伴性劣性遺伝を呈し,

小児～青年期に四肢末端部の灼熱感を伴う激烈な痔痛発

作で発症する.ことが多く,次第に腎不全,心不全および

脳血管障害が出現する.これまで男性へミ接合体におけ

る組織化学的,生化学的検索が報告されてきたⅠ3ト 16)

蓄積糖脂質は尿沈潜 9),心臓 15)において分析されてい

る.一方,ヘテロ接合休の女性例では,一般には眼の角

膜混濁など症状は軽く,ほとんど無症候性である.しか

るに中には,男性に匹敵する症状を呈する症例が,心障

害を中心に報告されている2)~5). 我々も症例 1におい

て心筋症と四肢の捧痛を伴った女性症例を経験した.症

例 1は中年になってはじめて心筋障害を指摘され,心筋

生検によってはじめて Fabry病が疑われた症例であ

る.これまで-テロ接合体の女性例では,形態学的検索

はなされたものの2),生化学的および組織化学的検索は

なされておらず,今回がはじめての検索である.

Fabry病の組織化学的検索においては蓄積糖脂質の

証明として,ズダン染色,PAS染色が用いられてきた.

また,偏光顕微鏡による複屈折性物質は,電子顕微鏡に

よって観察されるミエリン様構造物と対応し,Fabry

病には特徴的である.今回の検索で,我々はヘテロ接合

体の脊髄および交感神経節においても捌 旨質の蓄積を確

認できた.Fabry病における捧痛の機序はわかってい

ない.我々は光顕 レベルでは,皮膚の汗腺,末梢神経に
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(nmole/h/mgprotein)

は糖脂質の蓄積を確認できなかった.また,症例 2およ

び3における神経伝達速度,体性感覚誘発電位で異常を

とられることはできなかった.これらの所見は捧痛の原

因を脊髄神経節にもとめる説17)を支持する.

組織学的には,ズダンⅢ染色標本では心筋や腎糸球体

に複屈折性物質の確認はできなかった.これはその染色

過程で糖脂質がアルコールの中-ぬけだす可能性が考え

られる.複屈折性物質の確認は,無染色切片でもよいが

構造がわかりにくい.その点ナイル ･ブルー染色7)は リ

ン脂質との鑑別にもなり,糖脂質の保持もよい.ヘテロ

接合体の腎では,糸球体,遠位尿細管に複屈折性物質が

譜められ,これはへミ接合体の腎の初期病変と同様であ

る181.しかし,組織学的に,心,肝,腎においても,ヘ

テロ接合体とへミ接合体で分布に基本的差異は認められ

ない.

興味ある所見は,症例 1の-テロ接合体の交感神経節

に CDG の優位な蓄積を認めたことである. この所見

はへ ミ接合体の交感神経節に CDG の蓄積を認めない

という報告12)とは異なっている. 症例は 1例であり,

一定の結論を出すことは難しいが,男女間で代謝系に相

違がある可能性もありうる.

これまでの報告と同様 2卜 5I,症例 1では心症状を主

体としているが,これは CTH の蓄積が心に顕著であ

ったことと対応している.へミ接合体では腎に CTH,

CDH の蓄積が顕著であったこととは対照的である.へ

ミ接合体の腎に糖脂質の蓄積が著明であることは,腎が

もともと代謝系のさかんな臓器であり,代謝系のブロッ

クにより多く蓄積するものと考えられてきた.ヘテロ接

合体ではなぜ心臓に糖脂質が蓄積するかは,今回の我々

の検索で,ヘテロ接合休の心においてより著明な残存酵
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素活性の低下が認められたことから,残存酵素活性の相

違により説明できる.しかし,なぜ心臓で残存酵素活性

が低いかは不明である.症例 2では心電図で.症例 3で

は心筋シンチで心異常がとらえられている.女性発症例

は中年以後になって急速に心症状が進むようである.症

例 2と3では白血球の残存 α一galactosidase活性は

症例 1より高くはあるが,今後の経過観察が重要と思わ

れる.

女性では 2本のⅩ染色体のうち1本が発生初期にお

いてランダムに不活性化されると考えられている19).も

し不活性化がランダムに均等におこるものとしたら,女

性の Fabry病保因者では,α一galactosidaseA の

構造遺伝子は Ⅹq22-q24に在存することが解明されて

いるので 20)α-galactosidase活性は正常の約 1/2と

なっているはずである.しかるに症例 1の白血球 α -

galactosidase活性は対照の約20,%と他の女性保因

者と比べても低値であり,また検索したいずれの臓器で

も対照の50%以下の値を示した.更に,臓器間でも残存

活性に差異があり,心でより高度の低下が認められた.

このような相違をきたす機構として以下のような3つの

可能性が考えられる.

第一は各器官の分化が起こる前の段階で各器官の原基

となる細胞群における正常細胞と Fabry病の形質 を

もった変異細胞の構成比が異なっているために臓器にお

ける残存酵素活性が異なってくるという考えである.こ

の説は直接的な証明は困難である.

第二は正常細胞と変異細胞では in vivoにおける生

存率が違うという考えである.伴性劣性遺伝性疾患であ

る adrenoleukodystropy(ALD)のヘテロ接合体の

培養線維芽細胞では,異常形質をもった細胞の方が正常

形質をもった細胞より invitroでは増殖しやすいこと

が報告されている21).一方,Fabry病ヘテロ接合体の

培養線維芽細胞においても,正常の酵素活性をもつ細胞

と欠損酵素活性をもつ細胞の 2種類のクローンが存在す

ることがすでに示されているが22),我々の観察では

Fabry病の-テロ接合体の線維芽細胞は継代するに

従い,α一galactosidaseの比活性は上昇 してゆくこ

とが認められている (未発表). 従って,invitro で

は正常形質の細胞の方が増殖に有利であると考えられ,

invivoでの所見とは逆の可能性が示唆されている.正

常細胞と異常細胞の比率が臓器により異なる二次的な環

境因子によって制御される可能性を考えなければならな

し､.

第三の考えは,Ⅹ染色体の不活性化がランダムでな く

選択的におこるとするものである23). Duchenne型筋

ジス トロフィーの臨床像を呈 した女性患者で,Ⅹ染色体

の Ⅹp21の部分が分断されて,常染色体との間で相互

転座がおきている症例が報告されている24). 均衡型の

常染色体-Ⅹ染色休の相互転座がある場合には,形態

学的には正常にみえる染色体が81%の症例では特異的

に不活性化されており,一方,非均衡型の転座では,76

%の症例で転座のあるⅩ染色休が不活性化される251

本症例の染色体分析では明らかな転座,欠失は認められ

ていない.2本のⅩ染色体の 1本に変異あるいは欠失の

ある場合,その程度によりどちらかのⅩ染色体が選択

的に不活性化される機序が在存するか否か未だ明らかで

はないが,本例は,Ⅹ染色体の一方における何らかの

変異により,正常のⅩ染色休がより選択的に不活性化

されている可能性が考えられる.しかし,この場合も臓

器による差異は十分説明されない.Fabry病の遺伝子

の解析もすでに始められており,分子遺伝学的手法で明

らかにされる遺伝子レベルの異常から,臨床症状におけ

る臓器特異性,男女差を明らかにすることが今後の重要

な課題である.男女間の差異,Ⅹ染色体の不活性化の

機構は生物学上の重要な問題であり,女性 Fabry病保

因者の研究は,この問題の解明に寄与するものと考えら

れる.

本研究を終始御指導下さいました新潟大学脳研究所神
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