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改訂履歴一覧表 

 

No. 改訂内容 Ver. 改訂日 作成者 承認者 

1 新規作成 1 2018/3/26 小原 收 森 千恵 

2 名称改定 2 2018/10/19 細川淳一 森 千恵 

3 項目変更 3 2019/4/1 細川淳一 糸賀 栄 

4 項目変更 4 2019/5/21 細川淳一 糸賀 栄 

5 ACAN一部対象外の追記 5 2019/7/9 細川淳一 糸賀 栄 

6 PPIB,FKBP10重複削除 6 2019/11/12 細川淳一 糸賀 栄 

7 遺伝子一部修正 7 2020/4/1 細川淳一 糸賀 栄 

8 intron領域の追加 8 2020/8/26 細川淳一 糸賀 栄 

9 骨疾患パネルの尿細管性電解質異

常症パネルへの入れ替え 

9 2021/2/22 細川淳一 糸賀 栄 

10 一部領域追加 10 2021/5/19 細川淳一 糸賀 栄 

11 一部領域追加 11 2021/6/30 細川淳一 糸賀 栄 

12 一部領域追加 12 2021/10/2 細川淳一 糸賀 栄 
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検査項目：「 内分泌異常症 」 

本検査所で実施する内分泌異常症の遺伝子解析パネルは、以下の７種類である。以下

に各検査名とそれぞれのパネルでの解析対象遺伝子名を記載する。本検査は下記遺伝子

のタンパク質コード領域エクソンとその両端のスプライス部位領域を、次世代シークエ

ンサーで解析し、主に検出されたアレル頻度 1％以下の稀なバリアントについて報告す

る。短鎖リード型次世代シーケンサーのデータの補完が必要な場合は、サンガー法によ

るキャピラリーシーケンサーでの解析を行う。なお大規模欠失・挿入等のコピー数変化

や大規模なゲノム構造変化に関しては高精度での検出が短鎖リード型の次世代シーケン

サーでは困難なため、報告対象としない。体細胞モザイクについてはバリアントコーラ

ーで検出できたものに関しては報告するが、バリアントコーラーで検出できなかったも

のに関しては報告しない。ANOS1 には相同領域があるため正確なバリアントの同定が困

難な場合がある。また ACAN exon12の一部領域（chr15:88855416-88857005(hg38)）は反

復配列を認めるため検査対象外です。なお intron 領域である CHD7(chr8:60850480, 

chr8:60850475),AR(chrX:67722785),CUL3(chr2:224503834,chr2:224503848,chr2:22450

3850),FOXP3(chrX:49264660),SOX10(chr22:38016208),CDKN1C(chr11:2883997),GH1(chr

17:63917989),ABCC8(chr11:17394412,chr11:17427963,chr11:17444325,chr11:17476966

),HADH(chr4:108024034),INS(chr11:2160028,chr11:2160544,chr11:2161189,chr11:216

1302),KCNJ11(chr11:17388225),CDKN1C(chr11:2883997),CYP11B1(chr8:142877007),POU

1F1(chr3:87273419-87273521)についても報告する。 

検査名：【内分泌パネル１（副腎疾患）】 

CDKN1C,CYP11A1,CYP11B1,CYP17A1,HSD3B2,NNT,NR0B1,POR,STAR,NR5A1 

検査名：【内分泌パネル２（成長障害)】 

ACAN,FGFR3,GH1,GHR,GHRHR,GHSR,IGF1,IGF1R,IGFALS,JAK2,NPR2,SHOX

,STAT5B,CDKN1C,GNAS,IGF2 

検査名：【内分泌パネル３（46, XY 性分化疾患)】 

AR,HSD17B3,HSD3B2,NR5A1,SRD5A2,WT1,ANOS1,CHD7,FGF8,FGFR1,(SRY) 

検査名：【内分泌パネル４（性成熟疾患)】 

CHD7,FGF8,FGFR1,GNRH1,GNRHR,ANOS1,KISS1R,PROKR2,TACR3,IGSF1,KI

SS1,PROK2,SOX10,TAC3,WDR11 

検査名：【内分泌パネル５（下垂体機能障害)】 
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HESX1,LHX3,LHX4,OTX2,POU1F1,PROKR2,PROP1,SOX2,SOX3,CHD7,FGF8,F
GFR1,GLI2,IGSF1,KISS1R,SOX10,WDR11 

検査名：【内分泌パネル６（糖代謝異常症)】 

ABCC8,GATA6,GCK,GLUD1,HNF1A,HNF1B,HNF4A,INS,INSR,KCNJ11,NEURO

D1,PDX1,AIRE,FOXP3,HADH,KLF11,WFS1 

検査名：【内分泌パネル７（尿細管性電解質異常症）】 

SLC12A1,KCNJ1,BSND,SLC12A3,GNAS,CLCNKA,CLCNKB,CASR,NR3C2,SCN

N1A,SCNN1B,SCNN1G,WNK4,KLHL3,CUL3 

＊CLCNKA と CLCNKB は高い配列相同性を有するため、短鎖リード型の次世代シーケ

ンサーでは区別ができず解析精度が上がらない。そのため、CLCNKB の解析は、コード

エクソン領域を特異的に PCR 増幅した産物の次世代シーケンス解析として実施する。一

方、CLCNKA は次世代シーケンシングのみの解析のため、相同領域の存在で解析精度が

低下する exons 6,9,20 を解析対象から外す。 

検査名：【内分泌パネル 8（卵巣機能不全症）】 

AIRE,BMP15,TWNK,ERCC6,CYP17A1,FOXL2,FSHR,HFM1,HSD17B4,LARS2,N

ANOS3,NOBOX,NOG,NR5A1,POF1B,POR,RSPO1,STAR 

 

(1) 検査方法 

血液から回収したゲノム DNAから、該当する検査対象遺伝子のたんぱく質コード

領域エクソンとそのイントロン境界部分をハイブリダイゼーションあるいは酵素的

増量法（polymerase chain reaction法、PCR法と略）により濃縮し、次世代シーケ

ンサーによる遺伝子配列決定を行い、検査対象遺伝子のたんぱく質コード領域にお

ける低出現頻度の塩基配列変化の有無を検出する。原則血液のみの受け入れとする

が、やむを得ない場合は調整された DNAも受け入れる。この場合は個々の事例によ

り判断するものとする。 

 

(2) 基準値及び判定基準 

国際的に用いられているヒトゲノムリファレンス配列との比較から、低出現頻度変異

の有無を判定する。 

【参考データベース】 

The Human Gene Mutation Database（http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php） 

dbSNP（https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/） 

ExAc（http://exac.broadinstitute.org/about） 

ClinVar (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/) 
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(3) 医療機関に緊急報告を行うこととする検査値の範囲 

特になし。本検査は緊急性を要するものではありません。 

 

(4) 検査に要する日数 

検体が本所に届いた日から 60営業日以内。 

 

(5) 測定を委託する場合にあっては、実際に測定を行う衛生検査所の名称 

測定の委託はありません。 

 

(6) 検体の採取条件 

医療機関にて検査の目的や限界について十分に説明し、本検査の申し込みの意思

を確認する。 

 

(7) 検体の採取容器 

匿名化 ID記載ラベルが貼付された採血管 2本 

（真空密封型採血管 EDTA-2K（または Na）顆粒） 

 

(8) 検体の採取量 

採血管 2本にそれぞれ 1ml以上ずつの血液を採血する。 

 

(9) 検体の保存条件 

採血後は、速やかに冷蔵または冷凍保管する。 

 

(10) 検体の提出条件 

上記（７）、（８）、（９）を満たす検体について、保冷剤入りの発泡スチロール箱に入

れて室温にて本所に発送する。発送日の翌日に到着することを原則とする。 

 

(11) 検査依頼書及び検体のラベルの記載項目 

検体貼付ラベルには匿名化 IDならびに検体管理用 IDを記載する。 

検査依頼書は、当検査室指定の様式を使用する。主な記載項目を以下に示す。 

・希望する検査項目（疾患名、検査コード番号、検体数） 

・医療機関情報 

・遺伝カウンセリングを担当する臨床遺伝専門医 

・請求書送付先情報 

・匿名化 ID 
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(12) 検体を医療機関から衛生検査所(他の衛生検査所に測定を依頼する場合に

あたっては、当該衛生検査所等)まで搬送するのに要する時間 

発送日の翌日到着を原則とする。 

土日祝日は受付け不可なので、医療機関には十分な注意を促す。 

 

(13) 免責事項 

 

(14) 検査のお申し込み、お問い合わせ 

問い合わせ先：公益財団法人かずさ DNA研究所 遺伝子検査室 

〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足 2丁目 5-23 

Tel ： 0438-52-3335 

E-mail ： onjk@kazusa.or.jp  

 


