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黒毛和種牛の指定遺伝的不良形質と最新の話題
～イソロイシルtRNA合成酵素異常症，バーター症候群1型，前肢帯筋異常症～

渡辺大作I)ず

1)北里大学獣医学部 大動物臨床学研究室

(2017年6月6日受付 ・2017年6月10日受理）

要約 黒毛和種牛の指定遺伝的不良形質として，バンド 3欠損症，第13因子欠損症，クローディ

ン16欠損症およびイソロイシルtRNA合成酵素 (IARS)異常症がある． さらに， 2017年3月には黒毛

和種牛の指定遺伝的不良形質として，バーター症候群 1型 (BASl)および前肢帯筋異常症 (FMA)が

追加された. BASlは， BASlを発症した胎子が妊娠中期の母牛の尿膜腔内に多量の胎水を貯留させて

胎膜水腫を起こす常染色体劣性遺伝病で，母子ともに死亡する恐れがある. FMAは，出生時の起立困

難と振戦吸乳不全，発育不良，広背筋の低形成による肩甲骨の上方隆起を特徴とする常染色体劣性遺

伝病である．また， 2016年に牛IARS異常症に症状が類似したヒトIARS異常症が報告された．本稿では

指定遺伝的不良形質の解説とこれらの 3つの遺伝的不良形質の概要と最新の話題を紹介する．

—ーキーワード：バーター症候群，前肢帯筋異常症，遺伝的不良形質，イソロイシルtRNA合成酵素

(IARS)異常症，黒毛和種牛

はじめに

和牛およびホルスタイン種の育種改良はその生産性を

大きく向上することに寄与してきたいっぽう，優秀な

遺伝的資質を有する種雄牛が保因していた遺伝的不良形

質が人工授精により多数の保因牛を生み出すことにな

り，その近親交配によって遺伝性疾患が発生している．

2014年に農水省ではそれまでの「遺伝性疾患」という

呼称を「遺伝的不良形質」と変更し，「肉用牛の遺伝的

不良形質に対する対応方針」［農水省畜産部ホームペー

ジ，肉用牛の遺伝性疾患に関する情報］を策定し，遺伝

的不良形質の指定と今後の肉用牛の改良を視野に入れた

対応を提言している．

本稿では，あまり周知されていない「指定遺伝的不

良形質」の解説および黒毛和種牛のイソロイシルtRNA

合成酵素 (isoleucyl-tRNAsynthetase : IARS)異常症

の新展開と， 2017年3月に新たに追加された黒毛和種牛

の2つの指定遺伝的不良形質であるバーター症候群 1型

(Bartter syndrome・Type 1 : BASl) および前肢帯筋

………-------------……産業動物臨床医誌 8(1): 1-6, 2017 

異常症 (forelimb-girdlemuscular anomaly : FMA) に

ついて概説したい．

1 . 指定遺伝的不良形質

「対応方針」では，経済的損失が重大な遺伝的不良形

質は「指定遺伝的不良形質」として．保因牛の抑制と発

症子牛の生産防止に努めることになっている．改正前の

「対応方針」により，これまで「指定遣伝性疾患」に分

類されたもの（バンド 3欠損症，第13因子欠損症．クロー

ディン16欠損症， IARS異常症）については改正後の「対

応方針」により．「指定遺伝的不良形質」に分類された

ものとみなすとしている．

指定遣伝的不良形質に関して，種雄牛および候補種雄

牛の所有者は遺伝子型検査を実施．専門委員会は飼養者

の同意を得たうえで結果を公表することになっている．

これを受けて. 2012年2月に公表の同意を得た種雄牛の

バンド 3欠損症，第13因子欠損症，クローデイン16欠損

症．チェディアック・ヒガシ症候群，眼球形成異常症な
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どの保因状況が農水省畜産部ホームページに公開されて

いる. 2014年7月， 8月および10月には新たに指定遺伝

的不良形質になったIARS異常症の種雄牛の保因情報が

追加公開されている

肉用牛遺伝的不良形質専門委員会において指定遺伝的

不良形質とされた不良形質は，関係団体にプロファイル

とともにその旨が周知される全国和牛登録協会は，種

雄牛の登録時に指定遺伝的不良形質の遺伝子型検査を義

務付けるとともに保因牛は新規の種雄牛として登録しな

いまた，劣性遺伝する指定遺伝的不良形質の飼養者は，

劣性ホモ牛の精液を供給してはならず，ヘテロの雄牛（保

因牛）の精液を供給する際は，利用者に対して当該牛が

保因牛であること，交配にあたって保因牛同士の交配で

は発症子牛を生産する可能性があることを周知するよう

義務付けられるさらに国は，指定遺伝的不良形質を家

畜改良増殖法施行規則第6条第 2号に規定する遺伝性疾

患に追加することによって，種畜検査時に指定遺伝的不

良形質に係る遺伝子型検査の有無およびその結果を種畜

証明書の特徴欄に記載する． このように，指定遺伝的不

良形質については，登録，精液供給および種畜検査によ

り，雄牛を通じた発現の抑制に向けた取組みが行われて

いる．

2. IARS異常症の新たな展開

1)牛IARS異常症

牛IARS異常症は， 2013年にHiranoら [l]により報告

され， 2014年4月から指定遺伝的不良形質となった黒毛

和種牛の疾患である症状の特徴として，子宮内発育不

全（低出生体重） ，出生後の起立困難•哺乳欲の欠如 （図

1) . 難治性下痢，発育不良などがあり，虚弱子牛症候

群 (weakcalf syndrome: WCS) として治療される症例

が多い [2-4].

臨床病理学的特徴として，若齢時の貧血，血清中の（必

須）アミ ノ酸，アルブミン，コ レステロール，インスリ

ン様成長因子-1(IGF-1)および甲状腺ホルモンの低値，

成長ホルモンの分泌尤進が懃められる [2-4].

松橋 [4] は， IARS異常症子牛の約 4割は生後10日程

度まで死亡または淘汰され，生後8カ月齢までに下痢や

肺炎のために約 8割が死亡 ・淘汰されたと報告した

著者の調査でも約2/3が 1歳までに死亡あるいは淘汰さ

れ， 1年以上生存した牛もすべて発育不良を呈してい

たまた， 2カ月齢までに虚弱などでIARS異常症と 診

断された子牛42頭の予後は， 79%が10カ月齢までに死亡

あるいは淘汰されていた [2,3]. さらに保因牛同士の交

配による調査から，IARS異常症の胎子は正常に受胎す

るものの，その約半数は後期胚死滅あるいは胎子死を起

こし流産することが示唆されている [4]

公表あるいは指定遺伝的不良形質の遺伝子頗度を年度

ごとに調査した家畜改良事業団の報告［臨床遺伝研究会

第23回年会 (2016)]によればこの数年間の牛IARS異

常症の遺伝子頻度は依頼を受け検査した雄牛・雌牛では

0.05 -0.12, 屠畜場におけるランダムサンプリングでは

0.04-0,07と，クローディン16欠損症が公表された当時

の遺伝子頻度と同程度の高い遺伝子頻度が続いており，

交配にあたっては十分な注意が必要である．

2)ヒトIARS異常症の発見と牛IARS異常症の相違

2016年に日本オーストリア， ドイツでそれぞれ 1例

ずつのヒトIARS異常症が報告された [5]. それらの臨

床徴候は，子宮内発育遅延 (3/3), 小頭 (3/3), 知的障

害 (3/3), 出生後の筋緊張の低下 (2/3)および線維症

と脂肪症を伴った乳児肝障害 (2/3), 糖尿病と感音性難

聴 (1/3)で，これら 3人の患者からはIARSにおける両

アレル性変異 (biallelicmutations)が同定されている

牛IARS異常症と子宮内発育不全，出生後の筋緊張の低

下（牛では起立困難）が類似しているが，牛IARS異常

症では顕著な肝障害は確認されておらず，ヒトIARS異

常症では血清亜鉛濃度の低値と亜鉛サプリメントによる

発育改善効果がみられたが，牛では亜鉛欠乏がみられな

い点で異なっていたなお，ヒ トのIARS変異を組み込

んだ酵母とゼブラフィッシュに対して亜鉛を添加した実

験では効果はみられず，亜鉛とIARS異常症との直接的

な関連性は低いと考えられる

牛IARS異常症は常染色体劣性遺伝病で，第 8染色

体にあるIARS遺伝子の235番目の塩基であるグアニン
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(G)がシ トシン (C) に1塩基置換 したことで，79番

目のアミノ酸がバリン (Val) からロイシン (Leu) に

変わるミスセンス変異*lを起こしたもので，劣性ホモ型

になった個体が発症する [l]_ 一方ヒトのIARS異常

症では患者のIARSで全6個の変異が確認され， コンパ

ウンドヘテロ (2種の異なる機能喪失あるいは機能阻害

変異アレルの接合体）であることが確認されている [5]



既存の報告があるc.1252C > T変異を除いて残りの 5

個の変異 (c.760C>T , c.1109 T>G , c.1310 C>T , c.2974 

A>G , c.3521 T> A)は，これまでに報告がない新規の

変異で，ヒトからウサギまでアミノ酸配列が同一の進化

的に保存された領域のアミノ酸の置換を引き起こし，こ

れによ り有害な影響が出たと考えられている． この同定

された各IARS変異体の機能を解析した結果では，3人

の患者ともIARS機能喪失変異アレルと機能が低下した

機能阻害変異アレルのコンパウンドヘテロであったこ

と，牛IARS異常症は機能阻害変異アレルのホモ型であっ

たことが判明している. IARSの役割の重要性は，機能

喪失変異をホモで持つヒトおよび牛が存在しないこと ，

ゼブラフィッシュを用いたIARSモノファリノノックダ

ウンで重度の致死性を示したことからも伺える [5].

牛IARS異常症においてヒトIARS異常症のようなコン

パウンドヘテロによる発症があるのかどうかは不明だ

が，突然変異は常に起こ り得るので考慮しておく必要が

ある．

*l: ミスセンス変異 ：G. A, T, Cのうち一つの塩基が別の

塩基に置き換わってしまう突然変異によ り異なるアミ

ノ酸残基への変異となるもの

3. BAS1 

2014年，島根県内において特定種雄牛と供胚牛を交配

した同ーロット胚を移植した受胚牛が胎膜水腫を発症し

（図2)' 母子ともに死亡する事例が複数発生した．疫

学調査の結果，同県内で2009-2014年の 5年間で38例

の黒毛和種の胎膜水腫の発生があり，そのうち17例では

母牛も死亡していた [6]. 発症胎子は雌雄でみられ，こ

の38例のうち35例で，胎子の両親に特定種雄牛が存在し

たことから常染色体劣性の遺伝性疾患が疑われた [6,7]. 

その後島根県と動物遺伝研究所の調査によ り， BASl

を発症した胎子が，妊娠5-9カ月の母牛の尿膜腔内に

多量の胎水 （尿膜水）を貯留させて胎膜水腫を起こした

ことが判明した [6,7] 

ヒトのバーター症候群 (Barttersyndrome : BAS) 

は， Bartterら [8]が報告したヘンレ係蹄の太い上行脚

(TAL)の機能不全を特徴とする続発性アルドステロ

ン症の一つで，遺伝的素因によるものと考えられてい

る． ヒトのBASは，発症機序から 1-5型が報告され

ているが，このうち l型は第15番染色体上のNa+-K+-

2Cl—共輸送態NKCC2 をコードするSLC12Al遺伝子の

変異によって発症する [9]. ヒトのBASlの臨床的特徴

として，低カリウム血症による筋力低下，四肢麻痺およ

び尿濃縮力低下による多尿等がみられ，進行すると腎不

全に陥るとされる [9]

島根県で報告された牛のBASlも，牛第10番染色体に

図2 胎膜水腫を起こした母牛

（島根県畜産技術センター 長谷川清寿先生提供）

あるSLC12Al遺伝子のミスセンス変異による常染色体

劣性の遺伝的不良形質であり ，症状が重篤で，胎膜水腫

により母子ともに死亡する例が多いという，これまでの

遺伝的不良形質ではみられなかった重大な特徴を有して

いる [6,7]. このため，疾病の発見から短期間で指定遺

伝的不良形質になった．現在のところ，BASl保因種雄

牛は島根県有種雄牛の茂重桜の家系に限定され，島根県

の迅速な対策もあって全国的な広がりは少ないと考えら

れる．茂璽桜の父牛 （茂重波）とその母牛はBASlの変

異を有しないことから，茂重桜が変異の始祖牛であるこ

とが判明している [6]. 予防法と島根県における保因種

雄牛の情報は島根県ホームページの「しまね和牛種雄牛

情報」に掲載されている．

4. FMA 

南九州で多くの発生がみられた常染色体劣性の遺伝的

不良形質で，外貌の特徴から 3枚肩 (2枚肩）などとも

呼ばれる [10].人気のあった気高系種雄牛が保因して

いたため， この家系の雌牛が全国各地で飼育され，また

精液の利用が多い後継種雄牛にも保因牛が認められてお

り，家畜改良事業団の報告［臨床遺伝研究会第23回年会

(2016)] では，屠畜場でのランダムサンプリングで遺

伝子頻度の増加傾向がみられている （図3)
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臨床症状の特徴として，出生後の起立困難と振戦がみ

られ，その後起立は可能になるが前肢の固着性が弱く ，

肩甲骨が上方に隆起する （固4).歩行は正常なものか
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図3.ランダムサンプリングによる前肢帯筋異常症の遺
伝子頻度（家畜改良事業団 遺伝検査部提供）

ら歩様が硬く，ロボット様の歩行がみられることもあ

る．一部の症例では，吸乳不全，耳介下垂がみられる．

一般に歩行などの運動機能に問題はないが，成長しても

両肩の突出，発育不良等で商品価値に乏しく，多くは廃

用される病理所見では広背筋の低形成が特徴である（図

5) [10]. 病理組織所見では顕著な病変に乏しいが，著

者らが経験した 1例では，広背筋の低形成との関連は不

明であるが，広背筋の筋膜と筋周膜の肥厚，同部におけ

る弾性線維の腫大と膨化が認められている

原因遺伝子は，第26番染色体中央付近にあるGFRAl

(GDNF family receptor alphal)遺伝子のナンセンス

変異*2(c.430C>T (p.Glnl44*)で， GFRAl遺伝子は運

動ニューロンを中心とする神経細胞の成長と分化に関わ

る成長因子であるGDNFの受容体遺伝子であることか

ら，本症の発症に神経系の異常が関わっている可能性も

ある [11].

*2: ナンセンス変異：一つの塩基が別の塩基に置き換わり終

止コドンとなるもの．タンパク 質はこ こで翻訳が終結す

るので遺伝子の機能に大きな影響がでる

5 まとめと謝辞

近年の 目覚ましいゲノム解析技術の発達で多くの遺伝

的不良形質が発見され，その中には今回紹介したIARS

異常症やBASlのようにヒトと共通する疾患も確認され

ている．医学との共同研究も含め，今後の研究の進展に

期待したい．

指定および公表遺伝的不良形質は家畜改良事業団遺伝

検査部で遺伝子型検査が可能で，試料の送付方法等は家

畜改良事業団のホームページからみることができる公

開された種雄牛の保因清報と飼育する繁殖雌牛の遺伝情

報が，黒毛和種牛の遺伝的不良形質の抑制と優良な子牛

生産につながることを願ってやまない．著者の研究室で

はバイオバンクによる貴重な遺伝子保存と遺伝的疾患の

R
爪
乙

図4.両肩が突出，発育不良を呈した前肢帯筋異常症．
11カ月齢の去勢牛．

図5.症例牛の広背筋（破線内）は罪薄化，黄褐色へ変
化し，筋線維間に脂肪組織が入り込んでいる．

病態解明を行っている．遺伝的疾患が疑われる症例があ

るときには，連絡していただければ幸いである．

なお，この稿で紹介した研究と資料については農林水

産業 ・食品産業科学技術研究推進委託事業でコンソーシ

アムを形成する畜産技術協会附属動物遺伝研究所，東京

大学東京農業大学岐阜県， 兵庫県 鳥取県 島根県

鹿児島県および家畜改良事業団の共同研究者の皆様から

多大なご協力をいただいたまた，岡山大学 国枝哲夫

先生から貴重な助言と症例提供をいただき感謝する．本

研究で紹介した調査研究の一部は，農林水産業 ・食品産

業科学技術研究推進事業の助成によって行われたことを

付記する
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Current topics in nationally designated defective hereditary traits of 
Japanese Black cattle - isoleucyl-tRNA synthetase deficiency, Bartter 

syndrome and forelimb-girdle muscular anomaly -

D. Watanabe1
)t 

1) Laboratory of Large Animal Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Kitasato University 

ABSTRACT Band 3 deficiency, factor XIII deficiency, claudin-16 deficiency and isoleucyl-tRNA 
synthetase (IARS) deficiency are nationally monitored defective genetic traits of Japanese Black cattle. 
In March 2017, bovine Bartter syndrome type 1 (BASl) and forelimb-girdle muscular anomaly (FMA) 
were newly added to this category. Bovine BASl is an autosomal recessive disorder in which the 
affected fetus exhibits increased production of urine that accumulates in the allantois. Consequently, its 
dam develops hydrallantois at mid-gestation risking the lives of both the fetus and dam. FMA is another 
autosomal recessive disorder characterized by tremor and astasia at birth, suckling difficulty, growth 
retardation and abnormally-shaped shoulders with swelling scapula. Recently, human IARS deficiency 
that is symptomatically similar to bovine IARS deficiency was reported in 2016. The present review will 
discuss the hereditary defective traits of beef cattle and provide the outline and latest information on 
these three newly added disorders. 
--Key Words : Bartter syndrome, forelimb-girdle muscular anomaly, hereditary defectiveness trait, 

isoleucyl-tRNA synthetase (IARS) deficiency, Japanese Black cattle 
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