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国立研究開発法人・国立成育医療研究センター
研究所・分子内分泌研究部・特任研究員
（研究成果の要約）CHD7 翻訳領域変異陰性と確認した 3 名の CHARGE 症候群患者を対象に 14
の新規原因候補遺伝子バリアントを確認してきた。これらの多数の有力変異の病原性のモデル
動物を用いた in vivo 検証のために、ゲノム編集 multiplex genome editing による変異マウ
ス作成を分担研究者高田部長とともに行なった。本研究課題で導入した変異は CHARGE 症候群
患児一例 A で我々が見出した 5 遺伝子座の有害ヘテロ接合型変異である。変異導入マウスを作
成し F0 世代での表現型を解析を行い、F1 および F2 世代での F0 世代での表現型比較解析の妥
当性の検証を行った。成育医療研究センター病院、また国内他機関との連携による検体と臨床
情報の収集は分担研究者・成育医療研究センター研究所・分子内分泌研究部・深見部長、小崎
部長が遂行した。
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本研究課題では、研究への参加および撤回
が自由意思で決定されること、検体が匿名
化された後に解析されることが定められて
いる。同意は書面で行われ、同意書、患者
-匿名化番号の対応表は個人情報管理者居
室の鍵付きキャビネットで保管される。検
体試料の採取を行う各施設においても本課
題が承認されている。

