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II. 成果の概要（総括研究報告）


研究開発代表者による報告の場合
日本神経学会代議員 553 名、および重症心身障害児施設等 220 施設を対象に行った脆弱 X 症候群関連

振戦/失調症候群（FXTAS）の患者についてのアンケート調査の結果、FXTAS と診断がついている患者
はわずか 4 名であった。
平成 27 年（2015 年）7 月 1 日より、脆弱 X 症候群（告示番号 206）
、脆弱 X 症候群関連疾患（告示番
号 205：FXTAS を含む）として難病指定されており、より多くの患者を把握するためには、その診断の
普及が課題となっていた。平成 28 年度（2016 年度）の診療報酬改定に伴い、これらの疾患の遺伝学的
診断が保険収載（D006-4）された。脆弱 X 症候群は症状特徴が乏しく遺伝学的検査以外の確定診断がな
いことから、原因不明の知的障害児すべての検査が必要となる。さらに、FXTAS は神経核内封入体病、
パーキンソン病などとの鑑別が必要となり、多くの検体に対応できる遺伝学的検査体制が必要となる。し
かし、日本の現状では、この検査体制は不十分であり、全国の病院からの多くの検体を臨床検査会社が受
託して診断できる体制を早急に整える必要がある。
そのために、本年度は PCR 法を用いたキットの中で、
臨床検査会社の受託検査として妥当であり脆弱 X 症候群、FXTAS 患者の FMR1 遺伝子の延長 CGG リ
ピートを確実に診断できる方法を確定した。さらに、検査会社での再現性も確認し、平成 29 年度秋には
受託検査として開始できるように準備を進めた。
A questionnaire survey on patients with fragile X syndrome tremor / ataxia syndrome (FXTAS) was
performed on 553 deputies of Japanese Society of Neurology and 220 facilities for severely
handicapped children. But we found only 4 patients with FXTAS.
Since July 1, 2015, it has been designated intractable disease as fragile X syndrome (notification
number 206), fragile X related disorder (notification number 205: including FXTAS) by Ministry of
Health, Labour and Welfare, Japan. The promotion of the molecular testing should be necessary to
detect more patient. The genetic testing for fragile X syndrome and related disorders (D006-4) has
been covered by Japanese National Health Insurance from 2008. For diagnosis of fragile X syndrome,
the genetic testing for every children with unknown intellectual disability should be necessary. In
addition, the genetic testing for neuronal intranuclear inclusion disease, Parkinson disease and other
neurodegenerative disease is necessary for diagnosis of FXTAS. However, the system of providing
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genetic testing is inadequate and the system should be established in clinical laboratories for the
specimens from many hospitals nationwide. We can selected a commercially available reagent kit
using PCR technology for detecting every expanded CGG repeat of FMR1 gene. We confirmed the
reproducibility as laboratory testing. The genetic testing will be provided widely for Japanese hospital
from autumn in 2017.
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