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当財団は設立後38年を迎えますが、設立以来その年度に行なった研究助成
の成果を次の年度に研究年報として刊行し、全国の大学（医科大学・大学医
学部）等の図書館及び関係者に配布してきました。
その第38号として、平成26年度に行なった指定課題研究（ 6 件）、成育治
療研究（ 1 件）、自由課題研究（21件）、FGHR臨床研究（ 5 件）及び国外
留学（ 1 件）の報告書をまとめて刊行する運びとなりました。これらの研究
成果の中に、国際的に高く評価されるものが年々増加しつつあることは喜ば
しい限りです。
また本年報には、同年度に当財団が開催した第27回公開シンポジウム
「子どもと母へのサプリメント〜科学の観点から〜」の講演要旨を収載しま
した。
本年報を通じて、平成26年度の当財団の研究助成関係などの活動状況を見
て頂きたいと思います。また、本年報は関係者の研究に寄与するものと考え
ており、その活用を強く願っております。
尚これらの研究助成費は、平成26年度に当財団に御寄付下された各位の寄
付金によるものです。ここにそれらの方々の御厚意に対し、衷心よりお礼申
し上げる次第であります。

平成 27 年 8 月
公益財団法人 成長科学協会理事長
田中敏章

凡

例

1． 内容は、当財団が平成 26 年度に助成した指定課題研究（ 6 件）、成
育治療研究（ 1 件）、自由課題研究（21 件）、F G H R 臨床研究（ 5
件）、国外留学（ 1 件）、計 34 件につき、それぞれ助成対象者より提
出された報告書を収載した。
2． 報告書を収載するにあたっては、前記の 5 項目の記載順とした。
各項目内における記載順は、指定課題研究は当該年度の事業計画
に記載の順、自由課題研究及び F GH R 臨床研究は報告者の氏名の
五十音順である。
3． 助成対象者については、指定課題研究及び自由課題研究は当財団に
おいて設定した「研究助成事業に関する実施要領」に基づき、それ
ぞれ公募のうえ選考したものである。
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成長ホルモン療法の治療効果に及ぼす諸因子の解析並びに
アドバース・イベントの調査に関する研究
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研究目的
わが国における成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症、ターナー症候群、小児慢性腎不全性低
身長症、Prader-Willi 症候群、軟骨異栄養症、SGA 性低身長症、成人成長ホルモン分泌不全症に対
する GH 療法の治療効果、およびアドバース・イベントを検討する。

研究成果
本年度の研究のうち、特筆すべき成果として、
1． 成長ホルモン治療中のターナー症候群へのエストロゲン療法の開始基準についての検討
（望月貴博）
2． ターナー症候群のメタボリック症候群と出生時体重、在胎期間との関係について
（羽二生邦彦、田中敏章、堀川玲子、長谷川奉延、横谷

進）

3． 小児腹膜透析患児の最終身長（和田尚弘）
4． Prader-Willi 症候群における成長ホルモン療法に関する研究（棚橋祐典）
5． プラダー・ウィリー症候群への成長ホルモン補充は糖尿病発症頻度を減少させる？
（村上信行、綾部匡之、永井敏郎）
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6． 軟骨低形成症（FGFR3, N540K）に対する成長ホルモン治療効果（依藤
7． GH 治療と脳卒中との関連性について（西

美和）

を以下にまとめる。
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1．成長ホルモン治療中のターナー症候群への
エストロゲン療法の開始基準についての検討
望月貴博
大阪警察病院小児科

はじめに
Bondy はターナー症候群（TS）に関して 12 − 13 歳で FSH の上昇を認めれば、少量のエストロ
ゲンを始め、約 2 年かけて増量、14 歳以降で通常投与量のエストロゲンの投与を行うことを推奨し
ている［1］。2008 年に本邦においても 12 − 15 歳の間に 140cm に達した時点でエストロゲン少量
療法を開始すれば、現実的な目標（150cm）を大きく裏切らない成人身長に達する［2］とガイドラ
インに示された。TS において女性ホルモンの早期の投与開始により、自然な思春期の開始と同じ
ような状況は、身長［3］や骨密度［4］だけでなく、知能、心理社会的においてもよい影響を及ぼ
すと考えられている。しかし、アンケート調査ではエストロゲン療法の開始は 15.8±2.4 歳［5］と
報告されている。我々は、TS において GH 治療中の 12 歳から 15 歳時の身長とエストロゲン治療
開始の現状および、TS における GH 治療中の身長経過よりエストロゲン療法の開始基準を満たす
年齢についての検討を行った。

対象
成長科学協会に提出された 1991 年以降 2013 年の間に提出された GH 治療中の TS1752 名の調査
票を用いた。

方法
（1） 実際の女性ホルモンを開始した年齢と身長については、調査票に成長ホルモン治療開始後、併
用薬欄に女性ホルモン治療の記載が最初にあった時の身長測定日、身長を抽出した。
（2） GH 単独治療により、エストロゲン療法の開始基準を満たすことが現実的に多くの TS 女性に
とって可能であるかについて検討するために、身長は 135cm、140cm にもっとも近い 2 点の身
長（±5cm）である記録、年齢についてはそれぞれ 12.0、13.0、14.0、15.0 歳にもっとも近い 2
点間の記録から算出した。予測成人身長については、身長＋思春期の伸び＝− 1.01× 歴年齢＋
0.674× 身長− 1.779× 骨年齢＋ 90.997［6］によって算出した。
思春期が開始している症例、GH の治験に参加したもの、エストロゲンや蛋白同化ホルモンが投
与されていた症例は除外した。

結果
（1）について、GH 治療中に女性ホルモン補充療法の開始について記録があった例は 47 例。成長
ホルモン開始年齢は 12.1±2.9 歳、治療開始時の身長 121.0±28.7cm、身長 SDS -3.4±0.9 であった。
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女性ホルモンの開始された年齢は 16.4±1.8 歳、身長 144.1±4.4cm、身長 SDS -2.5±0.8（n=47）で
あった。そのうちガイドラインが公表された 2008 年以降の女性ホルモン開始年齢は 14.2±0.4 歳
（n=2）であった。開始時の治療内容については、カウフマン療法、結合型エストロゲン（プレマリ
ン錠 0.625mg 1 錠相当）18 名（52.9％）、結合型エストロゲン（プレマリン錠 0.625mg 0.5 錠相当：
0.5 − 0.6 錠）10 名（29.4％）、結合型エストロゲン（プレマリン錠 0.625mg 0.2 錠相当：0.1 − 0.3 錠）
6 名（17.6％）であった。
（2）について、GH にて単独治療を開始したものは 1443 名、GH 治療開始の平均年齢は 9.8±3.7
歳（骨年齢 7.8±3.2 歳）
、平均身長は 115.5±16.5cm であった。GH 治療により 135cm になる平均年
齢は 14.3 歳（骨年齢 12.0±1.5 歳）、140cm になる平均年齢は 15.0 歳（骨年齢 12.5±1.2 歳）であっ
た（表 1）。また、12.0、13.0、14.0、15.0 歳の年齢別の身長を図 1 に示し、12、13、14 歳において
135cm 以上、140cm 以上になっている割合を図 2 に示す。

考察
現在の TS に対する GH 治療では、図 1、図 2 に示すとおり、ガイドラインで示されている 12 〜
15 歳で 140cm を満たすことは難しく、実際に女性ホルモンの開始された年齢が 16.4±1.8 歳であっ
た。しかし、成長ホルモン治療の終了頃にカウフマン療法や結合型エストロゲンを成人量で開始さ
れたのが 52.9％と非常に多く、女性ホルモン開始後の初経までが 1 年以内であるのが 56％であった
というアンケート調査［5］とも一致する。16 歳という年齢からの急激な女性ホルモンの投与は TS
女性にとって自然な思春期の開始ではなく、急激な女性化を来たすことになり混乱があると思われ
る。
長谷川らは、10 − 12 歳でエチニルエストラジオールを成人量の 1% 以下から開始した場合の身
長 SDS は、日本人 TS の身長 SD スコアーは 2.3（平均 150.7cm）
、13 歳以降で始めた群では 1.2SD
［7］であったと報告しており、早期から少量の女性ホルモン治療を開始することは、成人身長の改
善につながる可能性を示している。
女性ホルモン治療の開始が遅いのは、GH 治療開始年齢が 12.1±2.9 歳と遅いことも原因であると
思われる。140cm により早く達するには、早期診断による早期の GH 治療の開始が必要と思われる。
エストロゲン開始の基準になる身長を極端に切り下げることは困難と思われるが、少量エストロゲ
ン療法の効果を考慮すれば 140cm より低い身長に切り下げることも検討に値すると思われる。
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表1

135cm、140cm での患者背景（GH 治療開始年齢、身長、歴年齢、骨年齢、予測成人身長）
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2．ターナー症候群のメタボリック症候群と出生時体重、在胎期間との関係について
羽二生邦彦
羽二生クリニック
田中敏章
たなか成長クリニック
横谷

進、堀川玲子

国立成育医療研究センター生体防御系内科部
長谷川奉延
慶應義塾大学医学部小児科学教室

はじめに
これまでターナー症候群では生活習慣病とされている糖尿病、高血圧症、高脂血症、肝機能障害
の有病率が同年齢の一般女性に比し有意に高頻度であり、BMI も明らかに高値である事を報告した。
今回はいずれかの合併症の数と、BMI の関係および上記のメタボリック症候群を有する症例におけ
る出生児の状況、殊に出生時体重と在胎期間との関連の有無について検討した。

対象と方法
アンケート調査により得られた 480 例（年齢 17.1 〜 42.5 歳、平均 26.7±0.2 歳）のターナー症候
群を対象とした。統計解析には、Mann-Whitney の non-parametric analysis を用いた。

結果
メタボリック症候群の中で糖尿病、高血圧症、高脂血症、肝機能障害のいずれも有しない例、い
ず れ か 1 個、 い ず れ か 2 個、 い ず れ か 3 個 有 す る 例 の 平 均 の BMI は 各 々 22.2±0.2（N=315）
、
24.0±0.5（N=73）、24.9±0.8（N=35）、27.2±1.0 kg/m2（N=12）で合併数が増えるとともに BMI
が上昇し、無合併群に比しいずれも有意に高値であった（全て P<0.01）
。また、3 個の合併群の
BMI は 2 個（P<0.05）、1 個（P<0.01）、無合併群のそれより有意に高値であった（P<0.01）
。2 個と
1 個の群の間には有意差が認められなかった（図 1）
。
出生時体重が判明した 443 例中糖尿病の合併は 23 例、高血圧は 32 例、高脂血症は 76 例、肝機能
障 害 は 49 例 で あ っ た。 こ れ ら の 出 生 時 体 重 は 各 々 2672.1± 97.9、2580.9±79.5、2617.2±46.5、
2572.1±66.2gm で上記合併症を全く持たない 263 例（2726.0±24.3gm）に比しいずれも低値であっ
た（糖尿病を除き

P ＜ 0.05）（図 2）。一方、在胎期間に関しては糖尿病 39.3±0.4 weeks（N=22）、

高血圧 39.2±0.2（N=32）、高脂血症 38.9±0.2（N=74）、肝機能障害 39.0±0.3（N=48）で、合併症
無しの群 39.0±0.1（N=250）と略同様でいずれも有意差が認められなかった（図 2）
。なお、合併症
の数と出生時体重との比較においては、合併症を 3 個有する例の出生時体重のデーターが乏しかっ
たため 2 個以上としてまとめると、これらの例の値は 2566.6±60.0（N=47）で上記無合併例に比し
有意な低値であった（P<0.01）。しかしいずれか 1 個群との間には有意差が見られなかった（図 3）
。
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考察
ターナー症候群においては個々のメタボリック症候群の合併と BMI との間に明らかな相関が見ら
れ、これらの合併症の数が増えるにつれて BMI が段階的かつ有意に増加した。また、個々の合併症
を有する例の出生児時体重は低い傾向が見られ、高血圧、高脂血症、肝機能障害例、及び 2 個以上
の合併例では全く合併症を持たない群に比し有意に出生時体重が低値であった。一方、これらの群
における在胎期間はいずれも 39 週前後で無合併群との間に有意差が認められなかった。
以上より、ターナー症候群におけるメタボリック症候群の合併には生活習慣（Sedentary life
style、運動量の減少）や食文化、車での移動といった社会環境の変化に伴う BMI の増加が関与し、
かかる BMI の増加は胎児期に既にプログラムされている可能性が考えられた。
外来診療においては肥満傾向のターナー女性に対し、メタボリック症候群の予防や改善のために
適切な栄養摂取や運動の指導が重要であろう。

図1

T.W. における合併症の数と BMI との比較
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3．小児腹膜透析患児の最終身長
和田尚弘
静岡県立こども病院腎臓内科

はじめに
以前は小児期に腎機能低下により、慢性腎臓病（CKD）ステージ 5D となった児の最終身長の報
告は移植例であり、腹膜透析（PD）を継続して最終身長に至った症例の報告はほとんど見られない。
わが国では長期 PD 患者が多く、移植例を除外した PD のみの継続症例で最終身長を検討した。

対象
小児 PD 研究会による登録患者（15 歳以下 PD 導入、PD 継続 1 カ月以上）1364 名のうち、男子
17 歳以上、女児 15 歳以上まで PD を継続した症例は 334 名（男児 147 名、女児 197 名）であった。
その中で、2 年間の年間成長率 1cm 未満で PD 導入時からの継続した身長記録がある 210 名（男児
88 名、女児 122 名）を対象とした。

結果
PD の開始年齢は、男児 13.2±2.5 歳、女児 12.7±2.7 歳で、
PD 開始時身長は男児 141.8±17.4cm
（-2.1±
1.6 SD）、女児 137.2±16.9cm（-2.1±2.0 SD）
、PD 期間は男児 7.9±3.4 年、女児 7.0±3.7 年であった。
最終身長は、男児 156.0（-2.6SD）±10.8cm、女児 144.9（-2.5SD）±10.8cm であった。
最終身長が男児 159cm に達した群（44 名）と達しなかった群（44 名）
、女児では 147.5cm に達し
た群と達しなかった群での比較を表にしめす。男児で 159cm の達しなかった群では、最終身長は著
明に低く、159cm に達した群では、PD 導入が遅く、開始時の身長 SD も達しなかった群と比較し
て高かった。成長ホルモンの使用頻度は、達しなかった群で多かった。女児においても 147.5cm に
達した群と達しなかった群で分けたが、男児と同様の結果であった。

考察
問題点として、今回対象となった長期 PD 症例は移植に移行できず、血液透析にも移行できない
何らかの理由があることが多い。特に染色体異常、先天性心疾患など腎以外の臓器障害、精神運動
発達遅延の合併など、腎機能障害による成長障害に加えて他の原因が存在する可能性がある。残念
ながら登録時には詳細な合併疾患の項目がないため、合併症の有無とその程度は不明である。最終
身長が男児 159cm、女児 147.5cm に達しなかった群は、
そのような合併症を有している可能性が高く、
そのためにその群では最終身長が著明に低く、PD 導入時身長もすでに低く、また PD 期間が長く
なり、成長障害が高度のため成長ホルモン使用頻度も高いことが考えられた。
さらに、今回対象症例の PD 開始年齢は比較的高い。PD 開始年齢が低い児は、移植・血液透析
へ移行あるいは死亡により PD 継続ができず、最終身長に達する症例がほとんどいないことから、
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今回の対象に含まれなかった。長期透析は本邦の特徴ではあるが、長期 PD 継続時の最終身長の検
討はかなり困難であることを痛感した。
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4．Prader-Willi 症候群における成長ホルモン療法に関する研究
棚橋祐典
旭川医科大学小児科

目的
Prader-Willi 症候群（PWS）における成長ホルモン（GH）療法は広く認知されているが、多くの
患者の治療データや臨床情報を収集・調査し、調査結果を共有することは治療方針に有用である。
本分担研究ではわが国における最大のデータベースである成長科学協会の申請登録データ解析か
ら、GH 治療後の身長の伸びと年齢および PWS の遺伝学的病型との関連について検討し、本疾患に
おける GH 治療の向上を図ることを目的とする。
今年度も引き続きデータ解析を行ったが、今年度は身長 SD スコアを通常の SD スコアと PWS 標
準化 SD スコアとを用いて、ベースラインからの成長 SDS の変化量（ΔSDS）について解析した。

対象と方法
2002 年から 2009 年まで成長科学協会に登録申請された PWS 診断症例 165 例（男 92、女 73 例）
のうち、GH 治療が行われ治療経過を把握できた 97 例（男 57、女 40 例）を対象とした。全例に遺
伝学的病型を決定し、GH 治療開始 1 年から 3 年後の身長 SD スコアを解析した。身長 SDS スコア
を 2000 年度版標準曲線データから算出したものを用いる一方で、永井敏郎先生の作成された PWS
標準成長曲線データから算出した PWS 標準化 SDS スコアを用いての解析もおこない、両者を比較
検討した。

結果
GH 治療開始時年齢は生後 4 か月〜 16 歳、平均 6.1 歳であった。GH 治療開始後 1 年目、2 年目、
3 年目、4 年目につれてドロップアウトおよび未報告例があり、それぞれ 97 例、55 例、35 例、20
例の PWS 標準の身長 SD スコアおよび変化量（ΔSDS スコア）を解析した。

1. 身長 SD スコア
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身長 SDS ではベースライン平均 -3.00 SD から 3 年後で -1.86 SD に、PWS-SDS では、-1.21SD か
ら -0.04 SD に上昇した。
2. ベースラインからの差（ΔSDS）

両者間におけるベースラインからの差（ΔSDS）には有意差がなかった。

考察
PWS における身長 SDS に対する GH 治療の有用性は、治療開始後の ΔSDS の増加によって明ら
かである。治療後 2 年で約 1SD の身長 SDS の上昇がみられる。治療反応性はやはり従来の報告通り、
治療後 1 年までの変化率が最も高く、治療年数によって徐々に ΔSDS の増加率は低下していく傾向
にあった。身長 SDS が 0 に近づくにつれて、GH の身長 SDS に対する効果は鈍くなってくるのかも
しれない。PWS 標準化身長 SDS における ΔSDS が、一般の SD スコアに対して、より大きな増加
を示していたのは、はっきりと原因がわからないが、正確に GH の治療効果を判定するためには、
PWS 標準化身長 SDS を用いた方がよいと考えられた。

結論
成長科学協会に登録された 97 例の PWS 症例における GH 治療データ解析から、一般の SD スコ
アおよび PWS 標準化身長 SDS での解析の比較検討をおこなった。両者とも、ΔSDS の治療年数に
対しての増加から、GH 治療の有用性は明らかであった。PWS 標準化身長 SDS における ΔSDS が
より大きな増加を示していた。正確な評価では、
PWS 標準化身長 SDS を用いるべきかと考えられた。
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5．プラダー・ウィリー症候群への成長ホルモン補充は糖尿病発症頻度を減少させる？
村上信行、綾部匡之、永井敏郎
獨協医科大学越谷病院小児科

内容
プラダー・ウィリー症候群（PWS）に対する成長ホルモン（GH）補充は、糖尿病（DM）を誘発
するリスクが危惧されているが、GH 補充開始後 10 年以上経過してきた現在まで、GH 補充と DM
発症に関する報告は少ない。
平成 26 年 3 月から 5 月の 3 ヵ月間に当科受診した PWS 患者 160 例中、10 歳以降の患者 86 例を
対象に DM 合併の関連を統計学的に解析した。
DM 合併率は 10 歳以降の患者 86 例中 26 例（30.2%）だった。DM 合併群の受診時 HbA1c（NGSP）
の中央値 8.1%（四分位範囲［IQR］6.4 〜 9.7%）
。DM 発症年齢の中央値は 15.6 歳
（IQR 13.7 〜 20.7 歳）
。
11 例（42.3%）が 15 歳未満で発症し、GH 補充中の発症は 1 例のみであった。DM 合併は、GH 補
充歴あり群 51 例中 7 例（13.7%）。GH 補充歴なし群 35 例中 19 例（54.3%）で、GH 補充歴あり群で
DM 合併頻度は有意に低下した。10 歳以降の DM 合併群の肥満度中央値 63.7%、DM なし群 15.9%
と 2 群間で肥満度に有意差を認めた。また肥満度についても 10 歳以降の GH 補充歴あり群の肥満度
中央値 15.6%（IQR − 2.4 〜 39.2%）、GH 補充歴なし群 58.4%（IQR 29.9 〜 85.0%）と GH 補充の有
無で差を認めた。
PWS に対する GH 補充は、DM を誘発するリスクが危惧されているが、今回の検討では GH 補充
は DM の発症頻度を減少させた。その要因のひとつに、GH 補充による肥満度の改善の関与が推察
される。小児期から思春期に使用した GH の効果が GH 中止後数年持続する機序（metabolic
imprinting）が存在するのか？
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6．軟骨低形成症（FGFR3, N540K）に対する成長ホルモン治療効果
依藤

亨

大阪市立総合医療センター小児代謝・内分泌内科

はじめに
軟骨無形成症、軟骨低形成症はいずれも FGFR3 遺伝子のヘテロ変異によって生じる allelic な疾
患で、前者の大部分が G380R 変異によるのに対し、後者では N540K 変異を筆頭として 16 種類の変
異が報告されており、さらに遺伝子変異の明らかでない症例も少なくない。一般に軟骨低形成症は
無形成症と比較して軽症であるとされるが、遺伝的異質性を反映して症状にばらつきが大きく、無
形成症に近い症状を呈するものから、正常低身長に近いものまでさまざまである。
我が国においては、軟骨無形成症・低形成症の低身長に対して、一括して軟骨異栄養症として成
長ホルモン治療の保険承認がある。しかしながら、軟骨低形成症に対する成長ホルモン治療は、ま
とまった治験を経ておらず、その効果や適切な投与方法は明らかではない。また、軟骨無形成症、
低形成症に対する成長ホルモン治療は我が国においてのみ保険承認されており、海外でのデータも
乏しい。
本研究では、成長科学協会への登録例、および自験例を対象に軟骨低形成症の中で最も高頻度で
ある N540K 症例に対する成長ホルモン治療の効果について検討した。

対象
対象は、成長科学協会データベースに登録され、遺伝子変異（N540K）が確定している軟骨低形
成症患者 2 例、自験で同変異を持ち成長ホルモン治療を行われている 4 例。成長科学協会データベー
ス内では N540K 症例は 2 例のみが登録されており、いずれも女児であった。自験の 4 例の内訳は
男児 2 例、女児 2 例であった。

方法
成長科学協会のデータベースに登録されている成長データ、自験例についてはカルテ調査により
成長データを収集した。GH 投与は 0.35mg/kg/ 週で一律である。

結果
症例数が少なく、統計学的処理が困難なため、個々の成長曲線を個別に検討した。成長科学協会
登録例の成長ホルモン開始時以降の成長経過を図 1、自験例の成長経過を図 2 に示す。治療開始時
点での身長 SDS はおよそ− 2 〜− 3 SD で、成長科学協会データベースの軟骨無形成症例（G380R）
の開始時身長 SDS の平均− 4.99 SDS（− 2.47 〜− 7.6）と比較して明らかに高値であった。軟骨低
形成症が無形成症と比較して軽症であるとされる報告を裏付けるものと考えられた。成長ホルモン
治療の開始後に、多くの症例で治療開始後に 1 〜 2 SD の身長のキャッチアップが見られ、一旦正
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常範囲内に到達するが、その後身長 SDS が低下する傾向が見られた。しかしながら、長期使用例に
おいても、その後の成長は比較的保たれており、前思春期の身長 SDS が治療にもかかわらず、治療
経過とともに身長 SDS が大きく離されていく傾向はみられなかった。
図1

成長科学協会症例
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図2

自験例

（男児）





（女児）
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考案
我が国における軟骨低形成症に対する成長ホルモン治療の成績を報告した報告は多くない。原田
ら 1）は軟骨低形成症の 25 症例（遺伝子変異の報告なし）について成長ホルモン治療の長期経過報告
し、軟骨無形成症例 28 例と比較し、軟骨無形成症での成長ホルモンによる成人身長が男児− 4.9
SD、女児− 5.3 SD で改善効果がおよそ +1SD であるのに比較し、低形成症では成人身長が男児
− 3.1 SD、 女 児 − 3.3 SD で あ り、 よ り 高 い 成 人 身 長 が 得 ら れ た こ と を 報 告 し て い る。 ま た、
Tanaka ら 2）は、軟骨無形成症 11 例、低形成症（N540K）の 4 例に対する 3 年間の成長ホルモン治
療（0.5 IU/kg/ 週または 1.0 IU/kg/ 週）の経過を報告し、初年度の成長率が軟骨無形成例で 4.1±
1.0 cm/ 年から 5.1±0.7 cm/ 年に増加したのに対し、低形成症例では 3.2±1.7 cm/ 年から 7.9±0.8
cm に増加し、低形成症例の治療反応性が無形成症例より良かったことを報告している。
いずれの報告も軟骨低形成症の治療反応性が無形成症より優れていることを報告しているが、軟
骨低形成症には遺伝的異質性があり、重症度の異質性・成長ホルモン療法への反応の異質性が想定
されるため、遺伝子型別に効果を検討することが必須であると考えられる。今回検討した症例の開
始時身長 SDS は− 2 〜− 3 SDS で Tanaka ら 2）の報告例の平均− 4.1±0.3 SDS と比較してより高
値であったが、治療開始後の成長経過は類似しており、軟骨無形成症例と比較して明らかに良好で
あった。成人身長に到達したものはなく、最終的な身長は不明であるが、キャッチアップ後の前思
春期の治療効果は概ね維持されており、治療にも関わらず、長期的には身長 SDS が低下していくこ
とが多い軟骨無形成症と比較して良好な治療経過が期待できる。今回の症例では思春期開始以後の
成長の検討ができなかったが、軟骨無形成症同様に思春期の身長スパートが見られなかったとして
も、成長ホルモン単独でも男児で 150 cm を超える成人身長を得られる可能性があることが推測された。
前述のように、軟骨低形成症に対する成長ホルモン治療の効果に対する本格的な臨床試験の結果
はなく、海外でのデータの集積も保険適用の面から期待できないため、今後の我が国における経験
の集積による検証が重要である。自然歴の集積による成長データの集積の上に立って、治療効果を
検証する必要があるが、長期治療によっても最終的に＋ 1SD 程度（5 cm 程度）の身長増加しか得
られない 1）軟骨無形成症よりも、低形成症の方が良い適応である可能性がある。ただし、低形成症
には遺伝的異質性が想定されるため、治療効果を検証するにあたっては同一の遺伝背景のもので比
較する必要がある。軟骨低形成症の X 線所見からの診断は必ずしも容易ではなく、治療効果の検証
がないままに、FGFR3 の異常を持たない他の骨疾患が軟骨異栄養症として保険診療で治療される危
惧もあり、治療前に遺伝子検査によって診断が検証されていることが望ましいと考えられた。
FGFR3 の遺伝子検査の早期の保険適用が望まれる。

文献
1.

原田大輔．軟骨異栄養症に対する成長ホルモン補充療法の長期的治療効果の検討．成長科学協
会研究年報 2013;36:131-134.
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Tanaka N, Katsumata N, Horikawa R, Tanaka T. The comparison of the effects of shortterm growth hormone treatment in patients with achondroplasia and with
hypochondroplasia.
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7．GH 治療と脳卒中との関連性について
西

美和

広島赤十字・原爆病院小児科

Poidvin A, et al. Growth hormone treatment for childhood short stature and risk of stroke in
early adulthood. Neurology 2014; 83: 780-786.

• 小児期に GH 治療を受けた患者の若年成人期の脳卒中（くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞）の発
症を検討。
• 対象は、1985 〜 96 年に特発性 GH 単独欠損症（75%）や特発性低身長症、SGA 性低身長症のた
めに GH 治療受けたフランス在住の 6,874 人（投与開始時の平均年齢 11 歳、平均投与期間 3.9 年）
。
ターナー症候群、PWS などは除外。
• 2008 〜 10 年に成人期の病歴データを収集し、医療記録や死亡診断書と画像データから脳卒中（く
も膜下出血、脳内出血、脳梗塞）の発症を確認。GH 治療開始から追跡期間終了までの平均期間
は 17 年。
• 対照の 2000 〜 12 年のフランス・Dijon とイギリス・Oxford の集団登録の脳卒中発症率と比較。
• 脳卒中を来したのは 11 人（平均発症年齢 24 歳、出血性脳卒中 8 人［くも膜下出血 5 人，脳内出
血 3 人］、脳梗塞 3 人）で、GH 投与群の脳卒中発症率は、対照の一般人口の同年代より標準化罹
患比 3.5 〜 7.0 と高かった。特にくも膜下出血の発症が多いことによるものであった（標準化罹患
比 5.7 〜 9.3）。
• 以上より、小児期の GH 治療と若年成人期の脳出血、特にくも膜下出血のリスクとの間に強い関
係が認められた。

これに対して、Endocrine Society, European Society for Paediatric Endocrinology, Growth
Hormone Research Society, Pediatric Endocrine Society, American Association of Clinical
Endocrinologists, The French society of Endocrinology and Diabetology Pediatrics は、本研究に
は色々な問題点があると指摘し、以下の statement を出している。
The Endocrine Society believes that until rigorously performed studies are done which confirm
the Poidvin et al

s observations, GH therapy can continue to be safely administered to

children who would benefit from it. In addition, there is no current evidence of a need for
cardiovascular surveillance or preventive strategies in adults who received growth hormone
therapy in childhood. In addition, the Endocrine Society discourages patients from stopping
their GH therapy without discussing the risks and benefits with their physician.
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問題点
1． 未 GH 治療の特発性 GH 単独欠損症や特発性低身長症、SGA 性低身長症の若年成人期の脳卒中
（くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞）の発症頻度との比較検討が無い。
2． 脳卒中の危険因子（高血圧、糖尿病、喫煙、飲酒、脳卒中の家族歴など）について調査されて
いない。
3． 11 人中 4 人の data が不十分である。Patient 2：GH 治療期間が 0.8 年と短い。Patient 4：脳卒
中の発症が 13.9 歳と早すぎる。Patient 8：GH 治療の情報がない。Patient 11：脳卒中発症の
年齢の記載がない。
4． 今回の解析対象集団においては脳卒中発症者が 8 人と少なく、解析結果の解釈は難しい。
5． 郵送によるデータ収集率が 45% と低いのでバイアスがある。
6． フランス人でないイギリス人集団のデータを対照としてよいのか？
7． 対照群と年齢が違うのでは？
8． 低身長自体が脳卒中発症のリスク因子である。
Honjo K et al: Adult height and the risk of cardiovascular disease among middle aged men
and women in Japan Eur J Epidemiol 2011 26:13-21.
9． GHD や SGA 自体が脳卒中のリスク因子である可能性がある。特に、SGA には生活習慣病（高
血圧、糖尿病など）が一般人に比して多い。
10． 脳卒中発症患者 11 人中で、SGA であるかないかが確認された 8 人中 3 人（37.5%）が SGA で
ある。SGA であるかないか不明の 3 人を SGA でないと仮定しても 11 人中 3 人（27%）が
SGA である。これらは、対象患者全体の SGA 19% よりも高値である。⇒ SGA 自体が脳卒中
発症に関与している可能性がある。
11． 2012 年にも、この Poidvin A らと同じ French SAGhE study から以下の報告＊がされ、世界
的にも否定的である。日本小児内分泌学会からも 2011 年 12 月 28 日に statement が出されて
いる。
https://www.ac-square.co.jp/member/jspe/img/users/r̲795842img20111228173920.pdf
＊ Carel JC, et al. Long-term mortality after recombinant growth hormone treatment for
isolated growth hormone deficiency or childhood short stature: preliminary report of the
French SAGhE study.
J Clin Endocrinol Metab. 2012;97:416‒425.
12． 総合的に判断して、GH 治療と脳卒中との間に直接的な因果関係があるか評価するのは難しい。
13． GH 治療は、リスク−ベネフィットを考えた場合、ベネフィットがより大きいと考えられる。

− 20 −

成長科学協会 研究年報 No.38 2014

下垂体腺腫における被膜外摘出の臨床病理学的検討
主任研究者

松野

彰（帝京大学医学部脳神経外科）

共同研究者

高野幸路（北里大学医学部内分泌代謝内科学）
田原重志（日本医科大学医学部脳神経外科）

研究要旨
以前よりコラーゲン線維を主体とした下垂体腺腫固有の仮性被膜があることが示されていたが、
近年これが再度注目され、手術時にも被膜外摘出が治療成績の向上に有用であると言われている。
今回、下垂体腺腫において被膜外摘出を行った症例において、仮性被膜の特徴および内分泌学的所
見を検討した。対象は内視鏡単独経鼻的手術を行った下垂体腺腫 64 例である。内訳は男性 29、女
性 35 名、年齢は 16 〜 81 歳（平均 50.9 歳）で機能別分類は GHoma、PRLoma、ACTHoma、およ
び臨床的非機能性腺腫（CNFA）がそれぞれ 9、7、1、47 例であった。各症例で病理学的検索を行い、
被膜が厚く存在する群を A、腺腫から薄い被膜を経て正常下垂体前葉に移行する群を B、被膜をほ
とんど認めない群を C とした。また、CNFA については、同一時期に同一術者が手術を行った被膜
内摘出群を対象とし、内分泌機能（GH 分泌能）の変化についても比較検討した。病理学的に A、B、
C 群はそれぞれ 50、41、9% であった。機能別には A 群が CNFA で 53% と最も多いのに対し、
GH、PRLoma では B 群がそれぞれ 56、58% と多かった。また GHoma に C 群は見られなかった。
また、CNFA について被膜内摘出群と外摘出群の GH 分泌能の変化を検討したところ、両群間に差
は認められなかった（Mann-Whitney 検定（p=0.059）
）
。下垂体腺腫の仮性被膜にはさまざまなパター
ンがあり、9% の症例で明確な被膜が認められなかった。また、被膜外摘出による内分泌機能の悪
化も見られなかった。今後、実際の再発率について長期観察が重要になると思われる。

A．研究目的
下垂体腺腫は、臨床の場において時に遭遇する腫瘍であり、頭蓋内腫瘍の約 18% を占める。その
ほとんどは良性腫瘍であるが、腫瘍の発生部位が脳深部の主要血管、神経に近いことから、その進
展様式によっては視神経障害による失明、視力視野障害、外眼筋麻痺による複視、内頚動脈の狭窄、
閉塞による脳梗塞などの重度の障害を来す恐れがあり、早期の診断、病態把握、適切な治療が必要
不可欠である。治療に関しては、当然のことながら手術が第一選択となる場合が多く、この場合、
なるべく再発・再増大を来さない治療が望まれている。
下垂体腺腫に見られる仮性被膜は Bergland らが 1975 年に初めて報告した。これによると、仮性
被膜は基底膜、コラーゲン線維、線維芽細胞、および圧迫血管の集族したものと記載されている。
また、Farnoud らは仮性被膜は腺腫と周囲の正常組織の移行帯であり、腺腫と正常細胞が混在して
いると報告している。また、著者らも 1979 年に仮性被膜について言及している。近年、下垂体腺腫
における仮性被膜に注目が集まり、被膜外摘出が治癒成績を向上させるとの報告が散見される。今
回、下垂体腺腫において被膜外摘出を行った症例において、仮性被膜の特徴を検討し、下垂体腺腫
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の再発、再増大の機序について考察するとともに、下垂体腺腫の被膜外摘出が、下垂体機能低下を
惹起しないかについても検討した。

B．研究方法
1．対象
対象症例は 2007 年 7 月から 2009 年 9 月まで当施設で内視鏡単独経鼻的下垂体腫瘍摘出術（eTSS）
を施行した 64 症例である。内訳は男性 29、女性 35 例で、年齢は 16 〜 81 歳（平均 50.9 歳）であっ
た。機能別分類では臨床的非機能性腺腫（CNFA）が 47 例、GHoma が 9 例、PRLoma が 7 例、
ACTHoma が 1 例であった。手術の手順は、まず腫瘍の内減圧を行った後、正常下垂体の残存する
サイドから腫瘍被膜をとらえ、これを剥離していった。これらの組織は、ただちに 20% のホルマリ
ン固定とした。図 1 は代表症例であり、68 歳男性で GH 産生腺腫の患者である。腺腫を内減圧の後、
正常下垂体前葉の残存する右縁より仮性被膜をとらえ、これを全摘出し、内分泌学的治癒が得られ
た。
2．分類
手術によって得られた下垂体腺腫組織はヘマトキシリン - エオジン染色、および鍍銀染色による
形態学的な検索を行うとともに、各種下垂体前葉ホルモンに対する免疫組織学的検討を行った。こ
れらの結果をもとに、腫瘍被膜を次の 3 群に分類した（表 1）。すなわち厚い被膜を有するものを A
群（図 2）
、腺腫から薄い被膜を経て正常下垂体前葉に移行するものを B 群（図 3）
、被膜をほとん
ど認めないものを C 群（図 4）とした。
3. 被膜外摘出と内分泌機能
被膜内、外摘出が内分泌機能にどのような影響を及ぼすかについて検討した。
被膜外摘出を行った CNFA の中で、術前後の内分泌機能が評価されている症例は 47 例中、37 例
であった。それと同時期に同一術者が被膜内摘出を行った CNFA 症例は 36 例であった。これらに
ついて、GHRP-2 負荷試験での GH 分泌能の変化を検討した。

C．研究結果
1．仮性被膜の性状と頻度
対象症例中、厚い被膜を有する症例（A 群）が 50％、薄い被膜を有する症例（B 群）が 40.6%、
そして被膜を認めない症例（C 群）は 9.4% であった。また機能別に検討すると、CNFA が A 群に
53.2% と最も多いのに対し、GHoma、PRLoma には B 群が最も多かった。また、被膜内に腺腫細胞
の混在が疑われる症例が 20 例（34.5%）に認められた（表 2）
。
2．被膜内、外摘出と内分泌機能の変化
被膜内摘出をした群と外摘出をした群の、年令分布、腫瘍最大径、Knosp 分類から見た浸潤度、
および再手術の頻度に差は認められなかった（表 3）
。図 5 は術前後の GHRP-2 負荷試験での GH 頂
値を見たものである。この際 GH 頂値が 9ng/ml 未満の症例を severe、15ng/ml 以上の症例を
normal、それ以外の症例を moderate と分類した。すると表 4 で示すように、被膜内摘出群で
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normal から moderate と悪化した症例が 2.7%、また moderate から severe に移行した症例が 5.4%
に見られた。一方、被膜外摘出群では、それぞれ 2.8%、2.8% であり、むしろ術後 GH 分泌能が改善
した症例も認められた。以上 GHRP-2 負荷試験から見た GH 分泌能の変化をまとめると、被膜内摘
出群で悪化した症例は 3 例（8.1%）であり、被膜外摘出群のそれは 2 例（5.6%）であった。一方、
被膜外摘出群で GH 分泌能の改善が見られたケースが 5 例（13.9%）存在した。両群を比較すると統
計学的有意差は認められなかったが（Mann-Whitney 検定（p=0.059）
）
、少なくとも、被膜外摘出が
内分泌機能（GH 分泌能）を悪化させる要因ではないことが明らかとなった（表 5）
。

D.

考察

前述のように、下垂体腺腫に見られる仮性被膜は Bergland らによって 1975 年に初めて報告され
たが、これを意識した手術はあまり行われていなかった。しかしながら 2005 年以降、仮性被膜を意
識した下垂体腺腫の摘出（extracapsular removal）の報告が散見されるようになってきた。この中
で Lee らは、意図的に被膜外摘出を行い、仮性被膜を認めた下垂体腺腫 343 例のうち、しっかりと
した被膜を認めた症例が 180 例（52.5%）に認められ、
また不完全な発達をした被膜は 163 例（47.5%）
だったとしている。我々の検討でも、A 群が 50%、B 群が 40.6% であり、ほぼ同等の結果と言える。
また、機能別に見た仮性被膜を有する頻度では PRLoma が 70.9% と最も多く、GHoma、CNFA、
ACTHoma がそれぞれ 55%、50.7%、40% であった。我々の検討では、特に機能性腺腫の頻度が少
なく、詳細は不明であるが、今後症例を積み重ねていく必要があると思われる。また仮性被膜内の
腺腫細胞の浸潤についても、いくつかの報告がある。Lee らは、同じ論文で仮性被膜への腫瘍浸潤
が 43.6% に認められ、これは腫瘍が大型なほど頻度が多かったとしている。また PRLoma に最も腫
瘍浸潤が見られたと示している。我々の検討でも、34.5% に浸潤が疑われたが、現時点で腺腫細胞
と正常下垂体細胞を比較する明確な方法がないため、今後、形態学的だけでなく、明確な両者の鑑
別方法が望まれるところである。
以上、病理学的に、被膜内への腺腫細胞の浸潤が証明されたことから、被膜外摘出が、治療成績
を向上させることが示唆される。Kawamata らは、海綿静脈洞浸潤のない GHoma に対し、被膜外
摘出を行った群がしない群よりも治癒率が高い（90.0% v.s. 61.1%）とし、また Lee らも被膜外摘出
をした GHoma の治癒率は 88.0% と高かったと報告している。今回、我々の検討で、機能性腺腫の
頻度が少なく、詳細は不明であるが、CNFA について、長期追跡を行い、腫瘍再発率の相違を検討
する予定である。
また、被膜外摘出が内分泌機能に及ぼす影響であるが、Kawamata、Lee らは、先の論文で、術
後下垂体機能悪化に違いは認められなかったとしている。我々も、最も障害されやすい GH 分泌能
について検討したが、統計学的有意差は認められなかったものの、被膜外摘出群のほうが、GH 分
泌能悪化の頻度は少なく、逆に改善する症例も見られた。少なくとも、
被膜外摘出が、
下垂体機能（GH
分泌能）を悪化させるものではないことが証明された。
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E.

結論
下垂体腺腫の仮性被膜には様々なパターンが存在し、9.4% の症例では明確な被膜が認められな

かった。一方、被膜内に腺腫細胞の混在が疑われる症例が 34.5% あり、被膜内摘出での再発のリス
クが疑われた。また、非機能性下垂体腺腫症例においては、被膜内、外摘出にかかわらず、内分泌
機能の変化に差はなく、熟練した下垂体外科医が被膜外摘出を行うことが、下垂体機能の悪化なく、
術後の再発率を抑える可能性があると思われた。しかしながら、今後患者の長期追跡を行い、腺腫
の再発率を検討していく必要があると思われる。

表1

表2

仮性被膜の分類

A⩌

ཌ䛔⿕⭷䜢᭷䛩䜛䜒䛾

B⩌

⭢⭘䛛䜙ⷧ䛔⿕⭷䜢⤒䛶ṇᖖୗᆶయ䛻⛣⾜䛩䜛

C⩌

⿕⭷䜢䜋䛸䜣䛹ㄆ䜑䛺䛔䜒䛾

機能別にみた仮性被膜の性状
A⩌
(ཌ䛔⿕⭷)
25
(53.2%)
4
(44.4%)
2
(28.6%)

B⩌
(ⷧ䛔⿕⭷)
17
(36.2%)
5
(55.6%)
4
(57.1%)

C⩌
(⿕⭷䛺䛧)
5
(10.6%)
0
(0%)
1
(14.3%)

ACTHoma

1

Ͳ

Ͳ

1

Total

32
(50.0%)

26
(40.6%)

6
(9.4%)

64

NFA
GHoma
PRLoma

47
9
7

⿕⭷ෆ䛻⭘⒆⣽⬊䛾ΰᅾ䛜䜟䜜䜛䠗 

表3

被膜内、外摘出を行った症例
ᖺ㱋(y/o)
(Ave.)

ᛶู
(M/F)

⭘⒆᭱ᚄ(mm)
(Ave.)

Knospศ㢮
G0,1,2/G3,4

ᡭ⾡

⿕⭷ෆฟ⩌
(n=37)

29Ͳ81
(57.0)

19/18

15Ͳ40
(26.7)

27/10

8

⿕⭷እฟ⩌
(n=36)

21Ͳ77
(54.0)

17/19

12Ͳ52
(25.7)

27/9

6
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表4

手術前後での GH 分泌能の変化（1）

⿕⭷ෆฟ(I)⩌(n=37)
Post

Normal

Moderate

Severe

Normal

13
(35.1%)

1
(2.7%)

0

Moderate

0

4
(10.8%)

Severe

0

0

Pre

表5

⿕⭷እฟ(E)⩌(n=36)
Post

Normal

Moderate

Severe

Normal

12
(33.3%)

1
(2.8%)

0

2
(5.4%)

Moderate

4
(11.1%)

2
(5.6%)

1
(2.8%)

17
(45.9%)

Severe

0

1
(2.8%)

15
(41.7%)

Pre

手術前後での GH 分泌能の変化（2）

ᨵၿ

ኚ

ᝏ

⿕⭷ෆฟ⩌
(n=37)

0
(0%)

34
(91.9%)

3
(8.1%)

⿕⭷እฟ⩌
(n=36)

5
(13.9%)
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(80.5%)

2
(5.6%)
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図1

68 歳男性 GHoma
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図2

厚い被膜を有する症例（A 群）

Connective
tissue

adenoma

図3

腺腫から薄い被膜を経て正常下垂体に移行（B 群）

Adenoma

Normal gland

Connective tissue
(with adenoma cell?)
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図4

被膜を認めない症例（C 群）

Normal gland

FSHE

Adenoma

図5

Degenerative normal gland

術前後の GHRP-2 負荷試験における Peak GH の推移
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成長ホルモン（GH）及び関連因子の測定に関する研究
主任研究者
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（国立成育医療研究センター研究所）
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（たなか成長クリニック）

はじめに
成長ホルモン（GH）と関連因子であるインスリン様成長因子 - Ⅰ（IGF-I）の測定は GH 分泌不
全症および GH 分泌過剰症（先端巨大症・下垂体性巨人症）の診断と治療に必須であり、視床下部・
下垂体機能の指標の一つとしても用いられる。これらの測定値が測定キットによりばらつく問題の
対策として、成長科学協会 GH・関連因子検討専門委員会による測定値補正式の作成、リコンビナ
ント GH の較正標品の導入による測定値の標準化がこれまで行われてきた。その成果により GH 測
定キット間の測定値の乖離は許容範囲内であったが、キット間差の問題が再び顕在化したため、平
成 24 年度に専門委員会として実臨床の検体を用いて市販の GH 測定キットの互換性を検討し、実運
用でキットの種類による測定値の差をなくすため、補正式を作成した。本年度は、再び実臨床の検
体の GH 値を市販の GH 測定キットを用いて測定し、平成 24 年度に作成した補正式の妥当性を検討
した。

研究の方法
市販 GH 測定キットによる臨床検体の測定値の検討
現在、日本では GH 測定キットは 4 種類（エクルーシス試薬 hGH：ロシュ・ダイアグノスティッ
クス株式会社 略 ロッシュ、アクセス hGH 試薬：ベックマン・コールター株式会社 略 ベックマン、
シーメンス・イムライズ GH II：シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス株式会社 略 シー
メンス、E テスト「TOSOH」II（HGH）：東ソー株式会社 略 東ソー）が市販されている。これら 4
種類のキットを用いて臨床検体（n=104）の GH 値を測定した。
各キットの互換性の検討には、先ず、キットによる測定値の平均値（横軸）を基準とした場合の
各測定キットによる測定値（縦軸）の分布をプロットした。次に、各測定値を平成 24 年度に作成し
た補正式を用いて補正した値の平均を、従属変数として Deming 回帰による線形関係式を求めた。

− 29 −

成長科学協会 研究年報 No.38 2014

研究の結果
今回検討した国内市販 GH 測定キットの測定原理は、捕捉抗体にいずれもマウス抗 GH モノクロー
ナル抗体を用い、標識抗体にマウスモノクローナル抗体もしくは他動物種のポリクローナル抗体を
用いたサンドイッチ型イムノアッセイ法であり、
平成 24 年度に測定に用いたものと同じ規格である。
104 検体を用いて、各キットによる GH 測定を行った。そのうち 2 検体では、少なくとも 1 種類
のキットで測定範囲外の値を示したので、解析から除外した。
測定値の平均値（横軸）を基準とした場合の各測定キットによる測定値（縦軸）をプロットすると、
図 1 に示すように乖離が認められた。この乖離が平成 24 年度に観察されたものと同様であるか検討
するために、各測定値を平成 24 年度に作成した補正式を用いて補正した値の平均を従属変数として
Deming 回帰による線形関係式を求めた。表 1 に示すように、補正値を用いると各キットの値は同
等になった。

考察
GH 測定がポリクローナル抗体を用いた競合型ラジオイムノアッセイ（RIA）法であった時代には、
測定キットにより測定値がばらつくことは比較的少なかった。しかし、モノクローナル抗体を用い
たサンドイッチ型測定法が登場すると、測定キットによる測定値の乖離が大きな問題となった。同
一患者の同一検体であっても、どの測定キットを使用したかによって、その測定値が異なり、その
結果、診断が異なってしまう可能性が危惧された。このため、成長科学協会では GH・関連因子検
討専門委員会が、使用する測定キットによって診断や GH 治療適応判定の結果が異なることを防ぐ
ために、平成 3 年度以降、各測定キットによる測定値の相関を検討し補正式を作成して用いること
で対処してきた 1）。平成 10 年度以降は市販されているすべての測定キットによる測定値の平均を従
属変数として線形関係式を求め、それを補正式とした 2）。その後、測定キットによる測定値の乖離
のほとんどが各キットの標準品が異なる較正標品に準拠していることに起因しており、用いる標準
品をリコンビナント GH に統一すれば測定値の乖離を大幅に減少できることが明らかとなった 3）。
このため平成 17 年から、各キットの標準品はリコンビナント GH あるいはリコンビナント GH の較
（WHO IS 98/574）に準拠した GH を用いるように変更された。これによりわが国におい
正標品 4）
て GH 測定値の標準化がなされたが、リコンビナント GH を標準品あるいは較正標品とした場合、
測定値は従来の補正値の 60% に減じたため、診断の手引きなどにおいてリコンビナント GH を標準
品とした場合の判定値が改訂された 5）。
平成 17 年 5 月以降リコンビナント GH に準拠した標準品を用いることにより、キットの種類によ
る GH 測定値の乖離が低く抑えられていた。しかし、最近キット間の測定値の乖離が再び出現した
ため、平成 24 年度にキット間の互換性について臨床検体を用いて検討した。その結果、測定値に通
常の免疫学的測定法に内在しうる測定誤差を凌駕するキット間差が明らかとなった。一方、リコン
ビナント GH の国際標準品 NIBSC code 98/574 の希釈系列を用いた検討では、すべてのキットにお
いて希釈率から計算された理論値と実測値はほぼ一致していた。従って各キットの標準品は較正標
品（WHO IS 98/574）に準拠していることが再確認され、最近の測定キットによる測定値の乖離の
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原因は、各キットの標準品の違いではないと結論された 6）。実運用では、キットの種類による測定
値の差を解決するため、測定キットによっては補正式を用いて補正値を算出し、この補正値を用い
て診断や GH 治療適応判定を行うことを提唱した 6）。
本年度は、平成 24 年度に認められた臨床検体におけるキット間の測定値の差が依然として存在す
るか否かを検討するために、各キットを用いて臨床検体の GH 値を測定した。その結果、通常の免
疫学的測定法に内在しうる測定誤差を凌駕する GH 値のキット間差が依然として存在することが明
らかになった。その差が平成 24 年度に認められたものと同様のものであるか否かを検討するために、
平成 24 年度に作成した補正式を用いて測定値を補正した後に解析を行ったところ、その差は消失し
た。従って本年度に観察された測定値のキット間差は平成 24 年度と同等であり、今後も平成 24 年
度に作成した補正式を用いて補正値を算出し、この補正値を用いて診断や GH 治療適応判定を行う
ことが望ましいと考えられる。
キット間差は免疫学的検査法である限り避けられない問題である 7）。測定原理の相違、使用する
抗体の違い（ポリクローナル抗体またはモノクローナル抗体）
、抗体の認識部位の特異性（多様な
GH 分子形態に対する反応の相違）、抗原抗体反応の条件（非平衡状態または平衡状態）、いわゆる
マトリックス効果（血清添加の影響）、用いられている標準標品の違いなどがキット間差に影響して
いると考えられるが、依然として原因の詳細は不明である。
わが国のみならず国際的にも GH 測定の標準化に向けた試みがなされている 8）。理想的には、測
定キット毎に基準値や標準値を定めるべきであろう。しかし現実の対応として、測定値の互換や補
正、いわゆるハーモナイゼーション試料による解決策を考えている。実運用では、キットの種類に
よる測定値の差をなくすため、平成 24 年度と同様に測定キットによっては補正式を用いて補正値を
算出し、この補正値を用いて診断や GH 治療適応判定を行うことが望ましい。

結論
現在市販されている 4 種類の GH 測定キットの互換性を検討し、測定値の乖離を確認した。今後、
ハーモナイゼーションによるキット測定値の補正を行うことが望ましい。
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表1

各社 GH 測定キットによる測定値の補正後の線形関係式
全検体（n=104）による解析
ベックマン CLEIA

Y=0.97X + 0.33 r=0.996

ロシュ ECLIA

Y=0.98X − 0.20 r=0.998

シーメンス CLEIA

Y=1.00X + 0.02 r=0.998

東ソー FEIA

Y=1.03X − 0.12 r=0.998

補正後平均 GH 値が 16 ng/ml 以下の検体（n=98）による解析
ベックマン CLEIA

Y=1.01X + 0.25 r=0.994

ロシュ ECLIA

Y=0.97X − 0.18 r=0.997

シーメンス CLEIA

Y=0.99X + 0.06 r=0.997

東ソー FEIA

Y=1.01X − 0.07 r=0.997
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ヨウ素摂取と甲状腺機能、成長発達との関連に関する研究（中間報告）
1．学童全国調査による日本人のヨウ素摂取状況に関する研究 第 1 報
2．新生児のヨウ素摂取と甲状腺機能異常との関連に関する研究
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課題 1．学童全国調査による日本人のヨウ素摂取状況に関する研究

研究の背景
ヨウ素は生体内で甲状腺ホルモンの合成に必須の微量元素で、その欠乏あるいは過剰のいずれも
甲状腺機能障害を主徴とする多彩な症状を示す。日本人は、古来ヨウ素を多く含む藻類を摂取する
食習慣があるため外国と比較してヨウ素摂取量が多く、また過去に海藻の大量摂取による甲状腺疾
患の症例が多数報告されてきたことなどから、世界的に日本には集団としてのヨウ素欠乏症は存在
せず、一部の学者からは以前の報告などからむしろヨウ素過剰の国とみなされている。しかしヨウ
素の過剰摂取あるいは欠乏による Subclinical なものも含めた甲状腺疾患、甲状腺自己抗体の陽性率
などの頻度は疫学的に他の国と比較して高いのかは明らかでない。
ヨウ素栄養状態の疫学的評価には栄養調査と尿中ヨウ素濃度の測定の 2 つが用いられるが、厚生
労働省によって毎年おこなわれている全国規模の調査である国民健康・栄養調査の調査項目にはヨ
ウ素は含まれていない。また、厚生労働省が 5 年ごとに策定する日本人の栄養摂取基準においてヨ
ウ素は 1999 年より基準が決められたが、日本人についての各年齢層のヨウ素摂取状態のデータが不
十分であるため、一部、日本人以外のデータを援用して策定している。ヨウ素はほぼすべてが食品
から摂取されるが、文部科学省の「日本食品標準成分表」には、2010 年版に初めて無機質の項目に
新たにヨウ素が追加された。しかしヨウ素含有量が測定されているのは全食品の約 4 分の 1 であり、
ヨウ素摂取量の栄養調査に用いるには食品の項目数が不十分である。
日本人が実際にどのくらいの量のヨウ素を摂取しているかについては全国的なデータはなく、
WHO のヨウ素栄養状況についてのデータベースにおいても日本については永らく空白になってい
た。我々が 2002 年に成長科学協会の研究助成により、東京と北海道（旭川市、中標津町）の小学校
において、甲状腺容積と尿中ヨウ素濃度を測定した調査が WHO の推奨するヨウ素栄養状態の疫学
調査として日本で初めてのものであり、WHO のデータベースには日本の Subnational data として
掲載されている。
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研究目的
全国 47 都道府県において、地域のヨウ素栄養状態の国際評価基準である学童の尿中ヨウ素濃度を
測定し、同時に保護者への栄養調査によるヨウ素摂取量調査をおこない、日本人のヨウ素栄養状態
を明らかにする。

研究方法
1． 調査地域の選定：県庁所在地、政令指定都市を主に原則として各県 1 地域とする。
2． 2002 年に調査をおこなった北海道旭川市、中標津町、長崎市において同じ小学校を対象に含め
て調査する。
3． 調査対象：小学校 1 学年から 6 学年までの男女児童約 600 − 900 名とその保護者男女。
4． 調査項目：児童の随時尿中ヨウ素、クレアチニン濃度測定、保護者への食物摂取頻度調査法
（FFQ）による栄養調査。
5． 学童、保護者の 1 日ヨウ素排泄量とヨウ素摂取量を算定し、地域、年齢、性別により比較する。
6． 従来の生体試料のヨウ素測定方法より著しく測定感度の高い誘導結合プラズマ質量分析法
（Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry : ICP-MS）によって尿中ヨウ素濃度を測定
する方法を確立する。

研究結果
1．調査状況
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2．学童の尿中ヨウ素値（年齢は 6 から 12 歳、平均年齢は 9.2 から 9.6 歳）
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尿中ヨウ素濃度はどの地域においても年齢別、性別による差はなかったが、地域によりヨウ素濃
度の中央値に大きな差異が認められた。
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3．ICP-MS による尿中ヨウ素濃度測定方法の確立
我々は、尿中ヨウ素濃度の測定は Sandell-Kolthoff 反応を利用した比色定量法の変法である
APDA（Ammonium persulfate digestion on microplate）法（測定感度は 25μg/L）を用いていたが、
ICP-MS による測定法を別資料のように確立した。

考案
学童の尿中ヨウ素濃度中央値は 4 箇所のみの調査結果であるが、広島市が 1,350μg/L と最も高い
値を示した。北海道中標津町では、同じ小学校を対象に 12 年間の間隔をおいて調査した尿中ヨウ素
濃度値は、前回は 728μg/L に対し、今回は 1,071μg/L であり高い傾向が続いた。保護者に対して
おこなった栄養調査の結果により、この原因が明らかになると考えられる。今後も調査を継続する
予定である。

課題 2．新生児のヨウ素摂取と甲状腺機能異常との関連に関する研究

研究目的
早期産児を含む新生児においてヨウ素摂取と甲状腺機能異常、発育・発達との関連を明らかにす
る。

研究方法
1． 調査場所：京都大学付属病院小児科新生児集中治療室を含む新生児病棟
2． 対象：同病棟に収容される年間約 300 例と推定されるすべての早期産児および満期産児とする。
母体の甲状腺疾患、先天性奇形、重篤な合併症などを伴う新生児は除く。
3． 出生時より退院まで、ヨウ素バランス、すなわちヨウ素負荷（母乳、人工乳、輸液中のヨウ素、
ヨウ素系消毒剤、ヨウ素系造影剤などから）とヨウ素排泄（尿中ヨウ素濃度）を経時的に測定
する。
4． 血清 TSH、FT4 を測定してヨウ素摂取量による甲状腺機能の変化を評価する。
5． 母親に対し分娩前のヨウ素摂取状況を尿中ヨウ素濃度と FFQ によって評価する。分娩後は母
乳中ヨウ素濃度を測定する。

研究経過
平成 14 年 7 月に共同研究者河井昌彦の所属する京都大学に疫学研究（疫学研究に関する倫理指針
該当研究）実施申請書を提出し、承認を得たので実施準備中である。

参考文献
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Zimmermann MB et al. 2005 High thyroid volume in children with excess dietary iodine
intakes. Am J Clin Nutr 81:840-4.
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尿中総ヨウ素（ICP-MS）の定量分析

【使用機種】

ICP-MS（サーモフィッシャーサイエンティフィック㈱）

iCAP Qc

オートサンプラー（サーモフィッシャーサイエンティフィック㈱） SC2DX

【試薬】

標準試料

：ヨウ化カリウム（精密分析用）

和光純薬株式会社

TMAH

：25%TMAH 溶液

和光純薬株式会社

内標準液

：インジウム（試験研究用）

関東化学株式会社

：テルル（試験研究用）

関東化学株式会社

濃度 500μg/L の標準液より、0 濃度との 2 点検量線を作成

【検量線】

【測定手順】 ① 検体を 2500rpm、5 分間遠心する。
② 0.05%TMAH 溶液 5mL に、検体 100μL、内標準液 50μL を添加。
※ 最終濃度：検体 51.5 倍希釈、内標準液インジウム 4μg/L、内標準液テルル 20μg/L
③ オートサンプラーに検体を架設。
④ 検体を 90 秒間吸引後、測定。その後、洗浄液 5 秒吸引、リンス液 5 秒吸引。
（サイクルタイムとしては、120 秒 / 検体）

【結果】

直線性：1200μg/L
㻌
㻌

┤⥺ᛶ㸦➼ಸ㸧

Ǎg/L
1400

ȣJ/
1,400

1200

1,200

1000

1,000

800

800

600

600

400

400

200

200

0

┤⥺ᛶ㸦ಸᕼ㔘㸧

0
0

5

㻜

10

− 38 −

㻡㻜㻜

㻝㻘㻜㻜㻜

㻝㻘㻡㻜㻜

成長科学協会 研究年報 No.38 2014

検出感度：3μg/L
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キャリーオーバー
理論値 20,000μg/L の検体測定後、0 濃度検体を連続 3 回測定

① 検体 60 秒吸引時（単位 μg/L）
測定値

高濃度

0 濃度 -1

0 濃度 -2

0 濃度 -3

16726.6

3.4

0.9

0.5

高濃度

0 濃度 -1

0 濃度 -2

0 濃度 -3

16946.0

1.3

0.4

0.4

② 検体 90 秒吸引時（単位 μg/L）
測定値
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低身長児の体格イメージと自己概念の関連について
〜 タッチパネル式デバイスの開発による評価方法の確立 〜

主任研究者

花木啓一
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威

（津山中央病院小児科）

はじめに
低身長児が受ける心理社会的なストレスについては、その簡便な評価手法がないことより、今ま
で十分に明らかにされていない。私たちは、低身長児が受けるストレスと、ストレスコーピングや
心理社会適応の関連について調査を実施し、セルフエフィカシー（自己効力感）が心理社会適応の
指標である自己概念と強く関連していることを明らかにしてきた 1）。
一方、低身長児は、身長が低いという身体イメージに加えて、自身に「か弱い」や「弱々しい」
などの体格イメージを抱きがちで、これは心理社会適応や自己概念の形成に影響を及ぼすと考えら
れる。ところが、体格イメージの評価方法については、従来、適切な方法が存在しなかったために、
低身長児だけでなく、正常身長児の体格イメージについての知見は乏しいままであった。
そこで本研究では、低身長児の体格についての自己イメージが、セルフエフィカシーや自己概念
と関連しているかどうかを明らかにするために、新たにタッチパネル式デバイスを開発し、平成 26
年度については、正常身長児について、その有用性の検討を実施したので報告する。

対象
小中学校に通っている 10 〜 15 歳の小児 393 名のうち、同意が得られた小中学生 62 名を対象とし
た。身長体重より肥満度を算出し、肥満度−群（肥満度 0％未満）と肥満度＋群（同 0％以上）に分
けた。

方法
1）体格イメージ測定ソフトウエアの開発と評価
対象者が、自身の現在の体型と理想の体型をどのように認識しているかを評価するソフトウエア
をタブレット PC 上に作成した（図１）
。撮影された対象者の立位正面像を、対象者自身が水平方向
へ任意かつ無段階に伸縮させ、自身が「現在の体型」または「理想の体型」と判断する画像を選択
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させた。選択した画像の実像からの伸縮率（％、実像を 100）を、それぞれ「現在の体格イメージ」
、
「理想の体格イメージ」として評価に用いた。
2）肥満度の算出と群わけ
健康診断時に測定した身長と体重から肥満度を算出した。肥満度が 0％以上を肥満度＋群、0％未
満を肥満度−群とした。
3）統計学的解析
SPSS ver13 を用いて解析した。群間の比較には t 検定を用いた。有意水準はｐ＜ 0.05 とした。
4）倫理的配慮
本研究は、鳥取大学医学部倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号 2131）
。対象者と、小・
中学生の保護者へ、文書で研究の目的、意義、参加の任意性を説明した。

結果
対象の肥満度は、男＋ 0.3±12.9％、女＋ 0.6±16.6％であり、著しい偏りのない対象であった。
1）男女差の検討（表 1）
現在の体格イメージは、男 103.5±5.9%、
女 102.4±8.8% であり、
実像とほぼ同程度の身体像をイメー
ジしていた。ただし、実像と体格イメージの差は、男＋ 3.5±5.9%、女＋ 2.4±8.8%（符号を考慮し
て集計）と、実像と比べて水平方向にやや拡大した体格イメージを持っていた。実像との差の絶対
値は、男 5.6±3.9%、女 6.4±6.5% であり、実像からは一定程度の乖離が認められた。
理想の体格イメージは、男 100.9±8.6%、女 98.7±8.1% であり、実像とほぼ同程度の身体像をイメー
ジしていた。ただし、実像との差の絶対値は、男 6.6±5.5%、女 6.7±4.6% であり、実像からは一定
程度の乖離が認められた。
理想の体格イメージと現在の体格イメージの差（理想から現在の体格イメージ値を減じたもの）
は、 男− 2.6±7.3%、女− 3.6±10.3%（符号を考慮して集計）であり、男女とも水平方向にやや縮
小した体格イメージを理想としていた。ただし、その差の絶対値は、男 5.8±5.0%、女 7.8±7.6% で
あり、理想と現在の体格イメージの差異の大きさには個人差があることが窺えた。
2）肥満度の差による検討（表 2）
肥満度−群と肥満度＋群の体格イメージを比較した。現在の体格イメージは、肥満度−群で実像
の 101.6±5.6%、肥満度＋群で 104.7±9.1% であり、肥満度＋群は、自身をより肥満傾向に認識して
いたがこの差は有意ではなかった。
理想の体格イメージは、それぞれ実像の 101.2±8.1%, 98.1±8.6% であった。肥満度＋群では、水
平方向にやや縮小した体格イメージを理想としていた。
理想の体格イメージと現在の体格イメージの差はそれぞれ、− 0.4±6.4%、− 6.6±10.3%（符号を
考慮して集計）であり、肥満度＋群では、水平方向に縮小した体格イメージを理想としていた。こ
の差の絶対値をとると、それぞれ 5.0±3.9%、9.1±8.1% であり、差異の大きさには個人差があるこ
とが窺えた。
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考察
小児にとって低身長であることが心理社会的ストレスを受ける要因のひとつになるとされてい
て 2）、小児が感じているストレスが低身長に起因していること、低身長であることによって心理社
会的適応に困難が生じていることを示した研究もわずかではあるが報告されている 3）。そして、自
身がもつ自分の身体イメージが低身長者の心理社会的適応に関連していることが注目されてい
る 4）,5）。一方、低身長小児が感じる自己の身体イメージでは、身長が低いことに加えて、自身に「か
弱さ」や「弱々しさ」の体格イメージを抱きがちであることが経験される。このような意識はセル
フエフィカシーの低下に繋がり、自己概念や心理社会適応に影響する可能性があると考えられる。
本研究では、低身長児のこのような体格イメージの特徴を明らかとすることを目的としているが、
そのためにはまず、体格イメージを評価する方法を開発することが必要となった。体格イメージの
評価方法については、従来はシルエット式等が用いられてきたが、この方法は人間の模式図を平面
に並べたもので、日常的に体格を意識する場面とは異なる 6）, 7）, 8）。そこで、今回の研究では、対象者
の像を撮影して、それをもとに体格イメージを評価する手法を採用した。具体的な機器としてタッ
チパネルデバイスを用いることにより、体格イメージをより標準化して測定可能とすることを目的
とした。
新たに開発したソフトウエアによる評価では、対象者は、現在の体格イメージを実像とほぼ同程
度の身体像としてイメージしていたが、その程度には一定程度の個人差が認められた。一方、理想
の体格イメージを評価することで、対象者の現在の体格への自己概念を類推することができるもの
と考えられる。今回の検討では、男女とも水平方向にやや縮小した体格イメージを理想としていた
が、理想と現在の体格イメージの差異の大きさには個人差があることが窺えた。さらに、肥満度が＋
の群は、自身を実像より肥満していると認識する傾向にあり、実像より水平方向にやや縮小した体
格イメージを理想としていた。この差異の大きさにも個人差があることが窺えた。
本研究で開発した小児の「体格イメージ」評価方法は、健康小児の体格イメージの特徴を標準化
された方法で計測することが可能であったと考えられた。ただし、その中で認められた個人差が何
に由来するのか、対象者がもつ体格イメージを正しく反映しているのかについてのさらなる検討が
必要であると考えられた。今後は、低身長者を対象に、
本法の有用性を検討することを計画している。
本法のような簡便な機器で体格イメージを評価することができれば、低身長児（者）の診療・治療
に際して、体格イメージを把握しながらの関わりが可能になると考えられる。
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タッチパネルデバイスによる体格イメージの評価
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表１

現在と理想の体格イメージ（男女別）
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自閉症スペクトラム患者における食事およびサプリメントと成長との関連
主任研究者

宮尾益知

（どんぐり発達クリニック）

共同研究者

上村佳世子 （文京学院大学）
柿沼美紀

（日本獣医生命科学大学）

小林

（東京大学）

登

髙橋桃子

（日本大学医学部附属板橋病院）

野村智実

（どんぐり発達クリニック）

廣中直行

（株式会社 LSI メディエンス）

背景
自閉症スペクトラム（以下、ASD）の基本的特徴として、「対人的相互反応およびコミュニケー
ションの著しい異常またはその発達の障害、および著明に制限された活動と興味の範囲の存在」
（DSM- Ⅳ -TR より抜粋）がある。特に、小児自閉症は 3 歳以前にこれらの特徴が生じる広汎性発達
障害であり、およそ 1：4 の割合で女児より男児に多く見られる疾患である。
ASD では興味や活動パターンが限定的、反復的、常同的であったり、感覚偏倚を有する特性から、
食事への影響が以前から指摘されている。中でも偏食は成長発達段階にある小児に重大な問題を引
き起こす要因の 1 つであり、偏食により健康障害に陥った事例についての報告もある（中根 2008、
宮原 2014、山本 2013、後藤 2010・2012、田上 2012）
。偏食とは、一般に食事に対する極端な好き嫌
いのことを指し、小児期の偏食は必要な栄養摂取の偏りによる発育不全や年少からの肥満による成
人病発症率の増加など、様々な弊害が生じる。とくに、ASD 児は一般児と比較して絶対食べない食
品数が多く、偏食傾向が強いことが明らかになっている（篠崎 2007、高橋 2012）
。
また、近年健康への関心の高まりにより、世界中でサプリメントが普及している。サプリメント
の明確な定義はないが、一般に「特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態の製品」とされている。
調査によると日本人の約 80％が何らかのサプリメントを摂取しており、小児でも約 10％がサプリメ
ントを利用した経験を有していた。しかし、小児のサプリメントの使用実態調査は少なく、偏食の
ある ASD 児を対象とした調査報告は見当たらない。

目的
日本人の ASD 患者の偏食について調査し、その実態を明らかにし、成長への影響を検討する。
同時に、ASD 患者のサプリメントの使用状況を調査し、サプリメントによる栄養補助の可能性につ
いて検討する。
なお、本研究ではサプリメントを特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態の製品と定義する。
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研究方法
ASD の子どもを養育する養育者に、対面にて質問し調査を依頼し、同意の得られた養育者よりそ
の場で回答を得た。偏食の状況、食事への工夫、偏食の要因、サプリメントの使用状況などについて、
幼児群、学童群、中学生以上群に便宜的に分類し、結果について検討した。

結果
回答者は 45 名であり、幼児 13 名、学童 23 名、中学生以上 9 名の養育者であった。回答者の子ど
もの平均年齢は 9.06 歳（2-21 歳）、男女比は 5：1 であった。回答者の 69.5％が母親であった。59％
の回答者は子どもに偏食があると回答し、子どもの年齢が低いほど偏食があると回答する割合が高
かった（図 1）。しかし、全ての子どもの身長・体重は成長曲線の正常範囲内にあり、成長障害を来
している子どもはいなかった（別紙 1, 2）。また、
食へのこだわりを有する子どもは 64％おり（図 2）
、
偏食のある割合とほぼ同等であった。
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図1

偏食の有無に対する回答

図2

食へのこだわりの有無に対する回答

養育者の 88％が調理を工夫する、嫌いな物を食事に出さない等、偏食に対する何らかの配慮を行っ
ていた（表 1）。また、養育者が偏食に影響すると考える因子は、味・触感・舌触り・臭いなど食事
そのものに対するものが 73％を占め、食事の場所や食事を一緒にする人など、環境因子の影響は少
ないとしていた（図 3）。
調理を工夫

15 名

嫌いな物を出さない

15 名

食べるよう声かけ

20 名

特にない

6名

その他

10 名

無回答

2名

表1

偏食に対する工夫

その他の回答
★気分によって食べる時もあるので、大人と同じ食事を食卓に出す。
★なめるだけでも OK にしている（初めての物）
。
★食べ過ぎ・飲み過ぎが気になる時は、買っておかないようにしている。
★好きな物を後にして、嫌な物を少しずつ始めて、できたら誉めて、好きな物をあ
げる。
★ 1 種類は好きなものを出し、他は本人の好みに限らず普通にいつもの献立で出す。
★強制的に全て食べるまで椅子から下ろさないようにしてたら、ぱったり偏食がや
みました。
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子どもの偏食に影響する因子

食べられなかった物を食べられるようになったエピソードを有する子どもは 65％おり
（図 4）
、
きっ
かけとなった出来事としては、給食が最も多かった（図 5）
。
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図 4 食べれなかった物が食べられるように
図5

なったエピソードの有無

食べられるようになったきっかけ

サプリメントについて、7 名（15.2％）が何らかのサプリメントを服用した経験を有し、うち 5 名
は幼児期より服用を開始していた。また、2 名は費用が高額、効果がわからない等の理由により数
年で服用を中止していた（表 2）。
Ꮚࡶࡢᖺ㱋

᭹⏝ࡋࡓࢧࣉ࣓ࣜࣥࢺࡢ✀㢮

᭹⏝㛤ጞᖺ㱋

᭹⏝୰Ṇᖺ㱋୰Ṇ⌮⏤

 ṓ

࢝ࣝࢳࣗࣞࣝࣉࣟࣂ࢜

 ṓ

̿

 ṓ

⫢Ἔ

 ṓ

̿

 ṓ

ࣉࣟࣂ࢜ࢦ࣮ࣝࢻ

 ṓ

̿

࣐ࣝࢳࣅࢱ࣑ࣥ
 ṓ

ᾏእࡢࢢ࣑ࢱࣉࡢࣅࢱ࣑ࣥ&ࠊ%  ṓ

̿

 ṓ

㍺ධࡢ࣐ࣝࢳࣅࢱ࣑ࣥ

 ṓ

 ṓ㸭㧗㢠࡞ࡓࡵ

 ṓ

ฎ᪉ࡢࢧࣉ࣓ࣜࣥࢺ

 ṓ

̿

 ṓ

ࣅࢱ࣑ࣥ &

 ṓ

ᖺ㱋グ㍕࡞ࡋ㸭࠶ࡲࡾ⥆࡞
࠸ࠋຠᯝࡀศࡽ࡞࠸ࠋ

表2

サプリメントの使用状況
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考察
調査の結果、偏食を有する ASD 患者は多く、先行研究の結果と相違なかった。身体発育上の異
常を来している子どもはおらず、偏食に対する養育者の工夫により栄養状態は保たれていることが
明らかとなった。ASD では疾患の特性として同一性を保持する傾向が強く、『偏食がある』とした
回答者の大半が『食へのこだわりがある』としており、ASD の疾患特性が食事に直接的な影響を生
じていると考えられる。偏食は成長期では正常な発達の阻害要因となり、青年期では生活習慣病の
発症リスクを高めるため、過度の偏食を来している患者では早期に専門的な介入をすることが必要
だと考えられる。
養育者の多くが偏食に影響する因子として食べ物の性質を挙げている。この結果は永井（1983）
の調査と一致しているが、食べられなかった物が食べられるようになったきっかけでは、給食や外
出先等、環境要因の影響が強いことが示されている。ASD 児は成長に伴い、食べられる物の種類が
増えることが篠崎ら（2007）の研究で示唆されているが、様々な食経験を積む等の『成長』という
個人的な側面以外にも、給食等集団で食事をする機会といった環境的な側面が、食べられる物の種
類の増加を促進する可能性が考えられる。これは集団で食事をする機会の少ない幼児期に応用する
ことで、より早期に偏食に介入するための手段となり得る可能性があり、今後その効果について検
討していきたい。
サプリメントを服用している子どもの割合は、橋本（2011）らの調査結果とほぼ同様であった。
一定の割合でサプリメントを服用する子どもはいるが、子どもに関するサプリメントの情報は少な
く、使用の判断が困難な状況にあるため、根拠に基づいて適切に活用するための整備が必要だと考
える。
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個体のヨウ素感受性を規定する遺伝因子の探索
主任研究者 鳴海覚志 （慶應義塾大学地域小児医療調査研究寄附講座）
長谷川奉延、阿部清美
（慶應義塾大学医学部小児科）
安達昌功 （神奈川県立こども医療センター内分泌代謝科）
荒田尚子 （国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター）

目的
ヨウ素摂取過剰による甲状腺機能異常の感受性を規定する遺伝因子を探索し同定すること。

方法
（研究 1）妊婦のヨウ素感受性を規定する遺伝因子の探索
単胎妊娠妊婦のうち、尿中ヨウ素濃度 1000μg/L 以上の者を TSH 値にもとづき、quartile ごと 4
群に分ける。対象全例において、DUOX2 の高頻度変異（G488R, H678R, L1160del）を PCR- シーケ
ンス法で解析する。1 アリルのみ変異が観察された例では、全長の配列を決定する。
（研究 2）新生児のヨウ素感受性を規定する遺伝因子の探索
先天性甲状腺機能低下症新生児スクリーニング陽性者を尿中ヨウ素濃度にもとづき、ヨウ素曝露
群（尿中ヨウ素濃度 1000μg/L 以上）とヨウ素非曝露群（尿中ヨウ素濃度 200μg/L 未満）の 2 群
に分ける。対象全例において、TSHR、PAX8、NKX2-1、FOXE1、DUOX2、DUOXA2、TPO、

TG、SLC26A4、SLC5A5、IYD を次世代シーケンサーで解析する。
結果
（研究 1）共同研究施設での倫理審査に予定以上の時間がかかり、検体収集を行うことができなかっ
た。唾液での収集を想定し、コントロール唾液を用いた遺伝子解析系を確立した。ExTaq HS
(TaKaRa)、KOD Fx Neo (TOYOBO)、Ampdirect (Shimadzu) を比較検討したところ、Ampdirect
のみ、DNA 抽出操作を経ずに直接 DUOX2 遺伝子産物を PCR 増幅可能であることを確認した。
（研究 2）ヨウ素曝露群 3 名、ヨウ素非曝露群 7 名に対し網羅的遺伝子解析を行った。ヨウ素曝露群
の 1 名において DUOXA2 変異（Y138X ホモ接合）を同定した（尿中ヨウ素濃度 6540μg/L）
。そ
の他の症例で、先天性甲状腺機能低下症に関わる遺伝子変異を認めなかった。
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考察
研究 1 については、当初予定した研究計画を実施することができなかった。引き続き検体収集を
継続する予定である。研究 2 については、小規模のパイロット研究であり、結論的なことは述べら
れないが、それのみでも先天性甲状腺機能低下症を発症しうる遺伝性甲状腺ホルモン合成障害にお
いて、同時にヨード曝露過剰が認められたことは興味深い。今後、検体数を増しての研究を継続し
たい。

本研究助成に関連した発表・論文
・学会発表
なし
・論文
なし
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小児期・思春期プラダー・ウィリ症候群患者への成長ホルモン補充療法が
身長、肥満、糖尿病へ与える長期的効果の検討
綾部匡之、村上信行、永井敏郎
獨協医科大学越谷病院小児科

研究目的
プラダー・ウィリ症候群（PWS）は、染色体 15q11-q13 領域（または sno-RNA）の異常に起因す
る疾患で、諸々の奇形徴候（アーモンド状眼瞼裂、体幹部中心の肥満、小さな手足、色素低下など）
、
内分泌学的異常（低身長、高度肥満、糖尿病、性腺機能低下など）
、神経学的異常（発達遅滞、筋緊
張低下など）、特徴的な心理・行動症状（食への執着、頑固、こだわりが強い、パニック発作、日中
過眠など）を示す内分泌・精神神経・奇形症候群である。
PWS に対する成長ホルモン（GH）補充は低身長改善を目的として適応となったが、身長の改善
効果のみならず、体組成の改善効果を認めることも明らかとなり、PWS 患者ならびに家族の QOL
改善に大きく貢献している。しかし、これらの有用性の報告は短期的効果について検討したもので
あり、GH 補充療法を行った PWS 患者の成人身長や、GH 補充終了後の肥満、糖尿病発症などへの
長期的効果を検討した報告は少ない。
本研究の目的は、小児思春期 PWS 患者に対する GH 補充療法の長期効果について、成人身長、
肥満、糖尿病の合併頻度への影響を明らかにすることである。

対象
平成 26 年 10 月時点で、獨協医科大学越谷病院小児科に通院歴のある PWS 患者のうち 250 例。
男性 154 例（62%）、女性 96 例（38%）。当科の最終受診時の年齢中央値は 11.5 歳、
四分位範囲（IQR）
は 5.7-20.2 歳だった。
全ての患者を FISH またはメチル化試験など遺伝学的検査に基づいて診断しており、微小欠失患
者 184 例（74%）、母性片親性ダイソミー（UPD）患者 66 例（26%）。その他、染色体転座に起因す
るもの、エピ変異と考えられるものは、本解析から除外した。

解析手法
対象を GH 補充療法の治療歴があるか否か、
最終受診時に GH 補充療法中か否かで対象を 3 群［GH
補充歴あり群、GH 補充歴なし群、GH 補充中群］に分け、GH 補充中群は今回の解析対象からは除
外した。GH 補充歴あり群、GH 補充歴なし群の 2 群について、身長、体重、肥満度、BMI、糖尿病
の合併頻度に違いを認めるかを統計学的に検討した。
身長、体重、肥満度、BMI に関しては、成長が終了したと考えられる 17 歳以上の症例に限定し
て検討した。糖尿病の合併頻度に関しては、当科フォロー中 PWS 患者で糖尿病を合併した最年少
例が 10 歳での糖尿病発症だったことから、10 歳以上の症例に限定して検討した。
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結果
1）対象の内訳
① GH 補充歴あり群は 43 例（男性 22 例、
女性 21 例）
。GH 補充療法の開始時年齢の中央値 10.4 歳、
IQR6.6-12.2 歳。GH 補充療法を行った期間の中央値 6.1 年、IQR3.4-8.3 年。最終受診時年齢の中
央値 20.8 歳、IQR18.4-24.3 歳。全例が最終受診時 10 歳以上であり、35 例が 17 歳以上であった
（男性 20 例、女性 15 例）。
② GH 補充歴なし群は 85 例。最終受診時年齢の中央値 18.8 歳、IQR7.9-26.7 歳。60 例が最終受診
時 10 歳以上であり（男性 44 例、女性 16 例）、51 例が 17 歳以上であった（男性 37 例、女性
14 例）。
③ GH 補充療法中群は 122 例（男性 77 例、
女性 45 例）
。GH 補充療法の開始時年齢の中央値 1.9 歳、
IQR1.1-3.5 歳。最終受診時年齢の中央値 7.6 歳、IQR4.0-11.1 歳。本群は以降の解析対象からは
除外した。
2）17 歳以上患者の身長と肥満に関する検討
2-1）男性患者での検討（図 1-A, B）
17 歳以上の GH 補充歴あり患者 20 例
最終受診時身長の中央値 160.3cm、IQR159.3-166.3cm。
最終受診時体重の中央値 73.3kg、IQR59.4-82.9kg。
最終受診時肥満度の中央値 24.3%、IQR-2.1-45.9%。
最終受診時 BMI の中央値 27.4kg/m2、IQR21.5-32.1kg/m2。
最終受診時年齢の中央値 21.1 歳、IQR19.5-23.5 歳。
GH 補充療法の開始時年齢の中央値 10.8 歳、IQR8.3-11.9 歳。
GH 補充療法を行った期間の中央値 6.8 年、IQR5.4-8.5 年。
GH 補充療法終了から最終受診時までの期間の中央値 4.8 年、IQR3.2-6.0 年。
17 歳以上の GH 補充歴なし患者 37 例
最終受診時身長の中央値 152.9cm、IQR149.4-159.0cm。
最終受診時体重の中央値 83.8kg、IQR70.8-101.2kg。
最終受診時肥満度の中央値 61.4%、IQR29.8-94.0%。
最終受診時 BMI の中央値 36.0kg/m2、IQR28.8-42.7kg/m2。
最終受診時年齢の中央値 25.8 歳、IQR23.1-34.4 歳。

GH 補充歴の有無で 2 群間の身長（図 1-A）に有意な差を認めた（Mann-Whitney U test;
p-value <0.0001）
。また 2 群間の体重、肥満度、BMI（図 1-B）いずれにおいても有意な差を認めた
（Mann-Whitney U test; p-value=0.02, 0.0005, 0.0002、respectively）
。
さらに、GH 補充歴あり患者群における検討では、GH 補充療法の開始時年齢、GH 補充療法の
期 間 と 身 長 の 間 に 有 意 な 相 関 を 認 め な か っ た が（Spearman 検 定 ; 相 関 係 数 -0.05, -0.11、
p-value=0.86, 0.68、respectively）、最終受診時年齢と身長との間に中等度の負の相関を認めた
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（Spearman 検定 ; 相関係数 -0.59、p-value=0.006）
。
GH 補充開始時年齢と体重、肥満度、BMI との間にはいずれも有意な相関を認めなかったが
（Spearman 検定 ; 相関係数 0.14, 0.14, 0.17、p-value=0.57, 0.56, 0.49、respectively）
、GH 補充療法
を行った期間と体重、肥満度、BMI との間にはいずれも中等度の負の相関を認めた（Spearman
検定 ; 相関係数 -0.52, -0.50, -0.51、p-value=0.03, 0.04, 0.04、respectively）
。最終受診時年齢と体重、
肥満度、BMI との間にはいずれも有意な相関を認めなかった（Spearman 検定 ; 相関係数 0.12,
0.27, 0.28、p-value=0.62, 0.25, 0.23、respectively）
。さらに、GH 終了からの期間と体重、肥満度、
BMI と の 間 に も 有 意 な 相 関 を 認 め な か っ た（Spearman 検 定 ; 相 関 係 数 0.22, 0.32, 0.31、
p-value=0.41, 0.21, 0.22、respectively）。
図 1-A

17 歳以上の男性 PWS 患者の身長

図 1-B

17 歳以上の男性 PWS 患者の BMI

BMI

Appendix）遺伝子型別の検討
GH 補充歴あり群のうち、微小欠失患者 16 例
最終受診時身長の中央値 161.8cm、IQR159.8-167.2cm。
最終受診時 BMI の中央値 24.8kg/m2、IQR21.5-31.9kg/m2。
GH 補充歴あり群のうち、UPD 患者 4 例
最終受診時身長の中央値 159.8cm、IQR157.8-161.2cm。
最終受診時 BMI の中央値 31.6kg/m2、IQR27.0-32.7kg/m2。
GH 補充歴なし群のうち、微小欠失患者 32 例
最終受診時身長の中央値 154.0cm、IQR150.7-159.2cm。
最終受診時 BMI の中央値 36.6kg/m2、IQR28.7-43.1kg/m2。
GH 補充歴あり群のうち、UPD 患者 5 例
最終受診時身長の中央値 147.7cm、IQR141.0-150.0cm。
最終受診時 BMI の中央値 32.0kg/m2、IQR31.2-37.4kg/m2。

GH 補充歴あり群で、遺伝子型による成人身長、BMI に差を認めなかった。UPD 患者が 4 例と
少なく、本サンプルサイズでは、遺伝子型別の検討を行うのは不適と考える。
また、GH 補充歴なし群でも遺伝子型により BMI には差を認めなかったが、興味深いことに、
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成人身長に有意な差を認めた（Mann-Whitney U test; p-value=0.016）
。GH 非補充下での UPD 患
者の成人身長予後は、微小欠失患者に比して悪い可能性がある。しかし、遺伝子型で身長予後に
は違いがないと理解されていること、やはり、UPD 患者が 5 例と少なく低い検出力での解析結果
であることから、サンプルサイズを大きくして再解析を行うことが必要と考えられた。

2-2）女性患者での検討（図 2-A, B）
17 歳以上の GH 補充歴あり患者 15 例
最終受診時身長の中央値 148.4cm、IQR144.3-149.7cm。
最終受診時体重の中央値 57.7kg、IQR48.6-73.1kg。
最終受診時肥満度の中央値 22.4%、IQR-0.8-63.1%。
最終受診時 BMI の中央値 26.3kg/m2、IQR21.8-35.9kg/m2。
最終受診時年齢の中央値 23.6 歳、IQR20.4-27.3 歳。
GH 補充療法の開始時年齢の中央値 11.0 歳、IQR8.1-12.9 歳。
GH 補充療法を行った期間の中央値 4.1 年、IQR2.7-7.1 年。
GH 補充療法終了から最終受診時までの期間の中央値 8.9 年、IQR5.2-11.0 年。
17 歳以上の GH 補充歴なし患者 14 例
最終受診時身長の中央値 143.7cm、IQR140.5-146.9cm。
最終受診時体重の中央値 68.1kg、IQR56.0-74.0kg。
最終受診時肥満度の中央値 45.9%、IQR32.2-57.6%。
最終受診時 BMI の中央値 32.1kg/m2、IQR29.1-34.7kg/m2。
最終受診時年齢の中央値 21.7 歳、IQR19.4-26.8 歳。

男性患者での検討と同様に、女性患者でも GH 補充歴の有無で 2 群間の身長（図 2-A）に有意
な差を認めた（Mann-Whitney U test; p-value=0.041）
。2 群間の体重、肥満度、BMI（図 2-B）に
ついては、男性患者とは異なり、いずれにおいても有意な差を認めなかった。（Mann-Whitney U
test; p-value=0.52, 0.18, 0.20、respectively）
。
GH 補充歴あり患者群における検討では、GH 補充療法の開始時年齢、GH 補充療法の期間、最
終受診時年齢と身長の間に有意な相関を認めなかった（Spearman 検定 ; 相関係数 0.25, 0.06, -0.47、
p-value=0.37, 0.84, 0.08、respectively）。
GH 補充開始時年齢と体重、肥満度、BMI との間には中等度の正の相関がある（開始年齢が遅
いことと肥満度が大きいことが相関する）ようにみえるが、
いずれも有意ではなかった（Spearman
検定 ; 相関係数 0.45, 0.34, 0.34、p-value=0.09, 0.21, 0.21、respectively）
。
また、GH 補充療法を行った期間と体重、肥満度、BMI との間にはいずれも中等度の負の相関
がある（GH 補充を長期間行うことと肥満度が小さいことが相関する）ようにみえるが、やはり
有 意 で は な か っ た（Spearman 検 定 ; 相 関 係 数 -0.50, -0.44, -0.44、p-value=0.06, 0.11, 0.11、
respectively）。同様に、最終受診時年齢と体重、肥満度、BMI との間も有意な相関を検出できず
（Spearman 検定 ; 相関係数 0.47, 0.51, 0.51、p-value=0.08, 0.06, 0.06、respectively）
、GH 終了から
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の期間と体重、肥満度、BMI との間にも有意な相関を検出できなかった（Spearman 検定 ; 相関
係数 0.43, 0.49, 0.49、p-value=0.11, 0.07, 0.07、respectively）
。
図 2-A

17 歳以上の女性 PWS 患者の身長

図 2-B

17 歳以上の女性 PWS 患者の BMI

3）10 歳以上患者の糖尿病発症に関する検討
3-1）全体の検討
10 歳以上の PWS 患者 143 例のうち、2010 年改訂の糖尿病診断基準に基づいて糖尿病と診断し
た 症 例 は 40 例（28%）。 男 性 28 例（70%）
、 女 性 12 例（30%）。 微 小 欠 失 患 者 33 例（82.5%）
、
UPD 患者 7 例（17.5%）。糖尿病発症後に当院に紹介となった例もあり発症時のデータが不明な症
例もあるが、ほぼ全例がインスリン抵抗性を基礎に有する 2 型糖尿病様の病態と考えられた（定
義上は、PWS を有する場合、「その他」の糖尿病に分類されるため、2 型糖尿病とはしない。
PWS に伴う糖尿病が 2 型糖尿病と同じ病態かも明らかにはなっていない）
。
糖尿病合併例 40 例の糖尿病発症年齢の中央値（図 3-A）は 15.9 歳、IQR15.9-18.7 歳。糖尿病発
症時の肥満度の中央値は 76.5%、IQR65.7-119.6%、糖尿病発症時の BMI（図 3-B）の中央値は
36.1、IQR31.2-42.7 だった。最終受診時年齢の中央値 24.8 歳、IQR20.3-30.1 歳（最年少例 16.7 歳）
で、最終受診時の肥満度 61.4%、IQR35.5-92.5%、最終受診時の BMI の中央値 35.4、IQR29.8-41.1
であった。
最終受診時 17 歳以上で糖尿病を合併していない PWS 患者 55 例（最終受診時年齢の中央値
21.5 歳、IQR18.8-26.7 歳）の肥満度の中央値 25.8%、IQR6.8-52.1%。BMI の中央値 27.7、IQR23.133.5 と比較して、糖尿病合併例では、発症時の肥満度、BMI とも有意に大きく（Mann-Whitney U
test; p-value <0.0001, <0.0001、respectively）
、糖尿病の発症時（現在も）
、体重管理に難渋してい
る症例が多かった。
図 3-A

糖尿病発症年齢

図 3-B
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3-2）GH 補充歴の有無の検討
GH 補充歴なし群 60 例のうち糖尿病合併例 31 例（52%）に対し、GH 補充歴あり群 43 例のう
ち糖尿病合併例 9 例（21%）と、GH 補充歴がある場合に、有意に糖尿病の合併頻度が低下してい
た（表 1-A）（Fisher’s exact test; odds ratio [OR] 0.25、95% confidence interval [95% CI] 0.090.65、p-value = 0.002）。
さらに、20 歳以上患者に限定した検討では、GH 補充歴なし群 39 例のうち糖尿病合併例 24 例
（62%）に対し、GH 補充歴あり群 25 例のうち糖尿病合併例 7 例（28%）と、年齢層の上昇にとも
に糖尿病の合併率は上昇したものの、やはり GH 補充歴がある場合に、有意に糖尿病の合併頻度
が低下していた（表 1-B）（Fisher’s exact test; OR 0.25、95% CI 0.07-0.81、p-value = 0.011）
。
表 1-A

表 1-B

GH 補充歴の有無と糖尿病合併頻度（10 歳以上患者での検討）
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GH 補充歴の有無と糖尿病合併頻度（20 歳以上患者での検討）
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糖尿病発症年齢について、GH 補充歴あり群の糖尿病合併例 9 例での発症年齢中央値 15.7 歳、
IQR13.9-18.5 歳 に 対 し て、GH 補 充 歴 な し 群 の 糖 尿 病 合 併 例 31 例 の 発 症 年 齢 中 央 値 15.9 歳、
IQR13.8-19.5 歳と、GH 補充歴の有無で、糖尿病の発症年齢に違いを認めなかった（Mann-Whitney
U test; p-value=0.94）。
糖尿病発症時の肥満度、BMI についても、GH 補充歴あり群の糖尿病合併例 9 例での発症時の
肥満度中央値 71.5%、IQR48.6-88.3%、発症時の BMI 中央値 33.0、IQR29.1-38.5 に対して、GH 補
充歴なし群の糖尿病合併例 31 例の発症時の肥満度中央値 84.2%、IQR70.6-129.9%、発症時の BMI
中央値 36.4、IQR33.7-44.4 と、GH 補充歴の有無で、糖尿病発症時の肥満度、BMI に違いを認め
なかった（Mann-Whitney U test; p-value=0.21, 0.31、respectively）
。

考察
1）成人身長に関して
男女ともに、GH 補充歴あり群は GH 補充歴なし群に比して、有意に成人身長が高いことを見出
した。この結果より、PWS 患者に対する GH 補充療法は成人身長を改善することを確認した。GH
補充療法の開始年齢や補充療法の期間と、成人身長との間に有意な相関を認めなかった。
ただし、本研究の解析対象とした GH 補充歴あり群の GH 開始時年齢の中央値は 10.4 歳と比較的
遅い。近年では、新生児期に診断される症例が増加しており、コンセンサスで推奨されている通り、
2 歳以前の低年齢で GH 補充療法を開始されている症例が増えている。現在 GH 補充療法中群の GH
開始時年齢の中央値 1.9 歳であり、これらが GH 療法の第 2 世代患者とすると、本研究の GH 補充
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歴あり群は、いわば GH 第 1 世代の患者である。今後、第 2 世代患者が成人身長に達したところで、
改めて身長予後の評価、GH 療法の開始時期や補充療法期間との関連を再評価することが必要と考
えられる。
2）肥満に関して
男性患者での検討においては、GH 補充歴あり群では、GH 補充終了後の約 8 年を経過した後も、
GH 補充歴なし群に比して、体重、肥満度、BMI のいずれもが有意に小さいことを見出した。また、
GH 補充療法の開始年齢と体重、肥満度、BMI との間に有意な相関を認めなかったが、GH 補充療
法の期間と体重、肥満度、BMI との間に有意な負の相関を認めた。すなわち、GH 補充療法を長期
間行った男性患者ほど、その後も肥満になりにくいという結果が得られた。
PWS 患者では身長基準に達し、GH 補充療法を終了せざるをえなくなった後に体組成が悪化する
ことが報告されているが、GH 補充療法を行った意味がなくなるわけではなく、GH 補充療法期間に
獲得した筋肉量の増加や体組成の改善効果は、GH 補充を行わなかった場合と比較して、その後も
明らかな違いとして残存すると考えられる。Coupaye らは、この効果を

metabolic imprinting

と呼称している。
女性患者での検討では、男性患者の場合と異なり GH 補充歴あり群と GH 補充歴なし群との間に
体重、肥満度、BMI に有意な違いを認めなかった。男性患者に比してサンプルサイズが小さいこと、
GH 補充歴あり群の中に GH 補充療法の終了後に著しい体組成の悪化を来たし高度の肥満を認めた
症例が存在するため、有意差を検出できなかった可能性がある。女性患者において、GH 終了後に
体組成悪化を来たしやすい症例が存在する理由について、性ホルモン補充療法との関連があるかに
ついては、今後の検討課題である。
3）糖尿病の合併に関して
10 歳以上の PWS 患者のうち、約 3 割で糖尿病を合併していた。また、GH 補充歴がある場合に
有意に糖尿病の合併頻度が低下することを見出した。本研究が小児科単一施設での後方視的研究で
あり、バイアスが存在するという研究の限界はあるが、小児期・思春期に GH 補充療法を行うこと
は長期的には糖尿病の合併頻度を低下させると考える。
糖尿病合併患者の糖尿病発症年齢の中央値は 15.9 歳で、そのうち約 4 割が 10 代前半で糖尿病を
発症した。また、糖尿病合併例では糖尿病発症時の肥満度、BMI が、糖尿病非合併例の最終受診時
の肥満度、BMI に比して、有意に大きいことを確認した。高度肥満が PWS 患者における DM 発症
の大きなリスクであると考えられ、これは過去の報告とも一致する。
また、GH 補充療法の有無で、両群の糖尿病発症年齢や発症時の肥満度、BMI に差を認めなかった。
この結果から、GH 補充が糖代謝に直接関与して糖尿病発症に影響するわけではなく、GH 補充を行
うことにより、小児期に肥満を悪化させなかったこと、GH 補充療法の終了後も体組成の改善効果
が残存していること、ならびに定期的に医療機関を受診したことによる意識の違いが存在すること
などの理由により、GH 補充療法を行った患者では GH 補充を行わなかった患者に比して、肥満を
来さずにコントロール可能な症例の割合が多く、その結果、糖尿病を発症しない患者の割合も増加
したと推測される。
高度肥満が PWS 患者における糖尿病発症のリスク因子であることに疑いはないが、一部に、軽
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度から中等度の肥満にも関わらず糖尿病を発症した症例があること、逆に高度肥満にも関わらず糖
尿病を発症しない症例があることから、肥満以外にもトリガーとなる環境因子あるいは遺伝因子が
あるものと推測される。今回の研究では、内臓脂肪量や筋肉量、成長ホルモン分泌能といった他の
要因や交絡についての検討をできていない。今後、腹部 CT 検査や DXA 法の解析結果、成長ホル
モン分泌刺激試験の結果または IGF1 値、性ホルモン補充療法の有無等を含めた多変量解析を行う
ことが必要となる。
また、小児慢性特定疾患 / 小児慢性特定疾病での GH 補充療法が終了した PWS 患者に対して、
成人成長ホルモン分泌不全症としての GH 治療（0.021-0.084mg/kg/ 週）が、成人 PWS 患者の体組
成悪化の予防、糖尿病合併頻度の低下に有効であるかの検討も必要と考える。

結語
小児期・思春期 PWS 患者に対する GH 補充療法は、成人身長予後を改善させ、また体組成悪化
を予防し、その影響は GH 補充療法終了後も持続する。
また、その影響が持続することにより、GH 補充療法を行った患者では、肥満を来さずに管理さ
れている症例の割合が多く、そのため、糖尿病を発症しない患者の頻度も多いことが明らかとなっ
た。
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ターナー症候群の空間認知機能を含む脳・認知機能の発達・成熟過程の検討
−年齢や社会経験の差による比較−
荒木久美子
秋山成長クリニック小児科
稲田

勤

高知リハビリテーション学院言語療法学科
望月貴博
大阪警察病院小児科
藤田敬之助
大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学
甲村弘子
大阪樟蔭女子大学大学院人間科学研究科

はじめに
ターナー症候群は空間認知障害だけでなく、学習障害や社会適応障害 1）-4）などで困られているこ
とが多い。私たちは、平成 23 年度 5）と平成 24 年度 6）および平成 25 年度の本研究 7）でターナー症候
群の若年成人女性の脳・認知機能を検討し、空間認知機能や処理速度などの低下を認めた。そこで、
本年度は一定の社会経験を重ねた 30 歳以上のターナー症候群成人女性の空間認知機能を含む脳・認
知機能を検討してその発達と成熟過程を明らかにするとともに、若年成人女性の結果と比較検討し
て年齢や社会経験の差が及ぼす影響を解析した。

対象と方法
対象は、30 歳以上のターナー症候群成人女性 6 人（39.2±7.0 歳）である（表 1）
。対象者の染色
体検査の詳細は不明であるが、臨床的には外表奇形などの所見が認められた。診断時の年齢は幼児
期から 30 歳台とさまざまである。症例 3 は 10 歳台に診断されたが、当人は 20 歳台まで知らされて
いなかった。治療歴は 5 人が GH と女性ホルモンであるが、症例 6 は蛋白同化ホルモン治療を受け
ており、月経は順調であった。成育環境は 5 人が良好であったが、症例 6 は学校でいじめなどの問
題が多く、緊張した環境であった。学業は専門学校や短大・大学の卒業で、職業は事務や専門職だが、
6 人とも一定の理解と配慮のある職場で仕事をされている。資格については症例 2 を除く 5 人が複
数の資格を持っており、運転免許を持つ症例 3、4、5 は実際に車の運転をされている。症例 1 と 2
を除く 4 人が生家から独立して生計を立てており、症例 4 と 5 が結婚されている。
方法は神経心理学的検査として Wechsler Adult Intelligence Scale-Third Edition（WAIS - Ⅲ）8）
と聞き取り調査を実施し、平成 23 年度の本研究 5）で報告したターナー症候群の若年成人女性 7 人
（21.7±1.7 歳）の検査結果と比較検討した。WAIS - Ⅲは言語性 IQ および動作性 IQ と全検査 IQ に
加えて、言語理解、知覚統合、作動記憶、処理速度の 4 つの群指数の評価を行い、さらに下位検査
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の中で絵画完成と積木模様、組合せの 3 項目の評価点の合計（基準値 30）を空間認知スコアとして
評価した。
統計分析は平均値、標準偏差および変動係数を算出し、T 検定を行った。

結果
1．30 歳以上のターナー症候群成人女性 6 人の検討
各症例の WAIS - Ⅲの評価の結果を表 2 と図 1 に示した。6 人の言語性 IQ の平均値は 90.3±10.8
と平均の下限であったが、動作性 IQ の平均値 69.8±4.1 と全検査 IQ の平均値 79.0±8.8 は境界線で
やや低下しており、言語性 IQ より動作性 IQ が有意（p<0.01）に低下していた。群指数では、言語
理解の平均値は 96.0±9.7 と平均であったが、知覚統合の平均値 70.2±9.4 と作動記憶の平均値
80.3±16.1、処理速度の平均値 77.7±11.1 は境界線でやや低下していた。言語理解より知覚統合が有
意（p<0.01）に低下しており、作動記憶と処理速度も有意（p<0.05）に低下していた。空間認知ス
コア（基準値 30）の平均値は 17.3±4.1 と低下していた。表 3 の個人のさまざまな能力の差を示す
変動係数は、言語性検査と動作性検査の下位検査の各項目の評価点の変動係数が大きく、有意差は
認められなかった。しかし、IQ と群指数の変動係数は小さく、言語性検査および動作性検査とはそ
れぞれ p<0.05、p<0.01 の有意差が認められた。
次に社会適応については、比較的良好な症例 1、3、4、5 とやや不良な症例 2 と 6 に分類して検討
した（表 4）。良好組では言語性 IQ88.0±6.5、動作性 IQ69.5±4.4、全検査 IQ は 77.5±6.4、不良組で
は言語性 IQ95.0±19.8、動作性 IQ70.5±4.9、全検査 IQ82.0±15.6 と不良組が良好組より言語性 IQ
と全検査 IQ がやや高かったが、有意差は認められなかった。しかし、良好組は不良組より各 IQ の
差が少ない傾向が認められた。群指数では、良好組では言語理解 93.8±9.3、知覚統合 66.5±7.4、作
動記憶 75.8±12.0、処理速度 84.3±5.6 と言語理解が知覚統合より有意（p<0.01）に高かった。不良
組では言語理解 100.5±12.0、知覚統合 77.5±10.6、作動記憶 89.5±24.7、処理速度 64.5±4 と差がなく、
処理速度は良好組が不良組より有意（p<0.05）に高かった。動作性 IQ の下位検査の評価点につい
ては、良好組の記号探しが不良組より有意（p<0.01）に高く、符号も高い傾向を示した。表 5 に示
した社会適応に関する個人の変動係数は、良好組が不良組より言語性検査の変動係数の平均値がや
や大きく、動作性検査の変動係数の平均値がやや小さかったが有意差は認められなかった。
ついで、聞き取り調査を行い、WAIS - Ⅲの結果のまとめと問題点を表 6 に示した。学生時代の運
動については心疾患の疑いで制限されていた症例 1 を除く 5 人全員が苦手と答えた。音楽について
は、2 人がピアノを習っており、パソコンやゲームなどは症例 3 が好きと答えた。資格については
前述の通りである。苦手項目については、段取りや対応は症例 6 を除く 5 人が、地図は 6 人全員が
困っていた。一方、WAIS - Ⅲの評価については、言語性検査では症例 3 と 6 を除く 4 人が聴覚認知
と作動記憶が苦手であったが、明らかな聴覚障害は認められなかった。動作性検査では、6 人全員
の視覚認知が低下しており、症例 1、4、5 では著明な低下が認められた。症例 6 は、場面の展開を
考える結果予測や時間概念などの社会的な認知機能の低下と横の視線移動時の短期記憶の極端な低
下があり、周囲の動きや状況が理解できていない可能性が考えられた。これらの結果をまとめて表
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1 に示し、社会適応の努力を評価した。社会適応への努力は 6 人全員が行っていたが、症例 3 と 4
は仕事を遂行する上で実際に困った問題点をその都度適切に対応しており、特に優秀であった。
2．若年成人と 30 歳以上のターナー症候群成人女性の比較
30 歳以上のターナー症候群成人女性 6 人と、平成 23 年度の本研究 5）で報告したターナー症候群
成人女性 7 人の WAIS - Ⅲの評価の比較を表 7 と図 2、図 3 に示した。若年成人の染色体検査と治療
は表 8 に示した。若年成人では、言語性 IQ は 96.9±16.0、動作性 IQ85.4±12.4、全検査 IQ は 90.7±
15.3 で、30 歳以上の女性と比べて IQ はすべてやや高く、動作性 IQ には有意差（p<0.05）が認めら
れた。また、若年成人の群指数は言語理解 100.9±16.1、知覚統合 83.3±15.1、作動記憶 90.7±19.3、
処理速度 92.6±15.8 で、30 歳以上の女性と比べて群指数はすべてやや高かったが、有意差は認めら
れなかった。また、下位検査の評価点についても、若年成人が 30 歳以上の女性よりやや高い傾向を
示した（図 4）。
次に、WAIS - Ⅲの IQ と群指数の変動係数の比較を表 9 と図 5 に示した。若年成人の IQ と群指
数の変動係数の平均は 17.2±2.1 で、30 歳以上の女性の 12.4±4.3 と比較して有意（p<0.05）に大きかっ
た。表 10 に各個人の WAIS - Ⅲの変動係数を示した。若年成人は 30 歳以上の女性と比較して、言
語性検査と動作性検査の下位検査の評価点の変動係数の平均値はほぼ同じで、IQ と群指数の変動係
数の平均値はやや小さいが、有意差は認められなかった。
若年成人のアンケート調査と聞き取り調査および WAIS - Ⅲの結果を表 11 に、若年成人と 30 歳
以上の女性の比較を図 6 に示した。比較では、若年成人は 30 歳以上の女性と比較して運動苦手が少
なく、音楽活動は多く、パソコンやゲームなども好んでやっていたが、資格の取得は少なかった。
また、段取りや対応は苦手であったが、地図の苦手は少なかった。WAIS - Ⅲでは若年成人も 30 歳
以上の女性も問題点が多く、特に動作性検査では全員が困られていた。認知機能では 30 歳以上の女
性で聴覚認知、視覚認知とも困る人が増えており、視覚認知では若年成人の 1 人を除いて全員が困っ
ていた。特に 30 歳以上の女性では認知機能障害の程度がやや悪化し、視覚認知機能については著明
に低下している人が多かった。

考察
今回検討した 30 歳以上のターナー症候群成人女性の年齢は平均 39 歳と高く、社会生活もそれな
りにされており、症例 2 を除き、学業や資格は普通かそれ以上であった。しかし、WAIS - Ⅲの結果
では IQ は全体として低い傾向を示し、言語性 IQ は平均の下で、動作性 IQ と全検査 IQ は境界線
レベルであった。群指数では、言語理解は平均であったが、知覚統合、作動記憶、処理速度は境界
線レベルと低く、空間認知スコアもやや低下していた。ターナー症候群の特徴として動作性 IQ が
言語性 IQ より低下するが、今回の検討ではその差が著しく、群指数の知覚統合だけでなく、作動
記憶や処理速度についても言語理解より著しい低下が認められた。知覚統合は視覚的認知や処理を
含むので当然の結果であるが、今までターナー症候群の作動記憶、処理速度についてはあまり言及
されていなかった。しかし、作動記憶は情報処理の能動的な容量とされていて注意や学習と大きく
関っており、一方、処理速度は知的能力の発達や認知情報保持による推理、高次の課題解決のため
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の記憶の効率的利用とされている 8）,9）。作動記憶と処理速度は新しい情報を獲得するための中心的な
要素として重要な能力であるが、今回の検討で、30 歳以上のターナー症候群成人女性では知覚統合
だけでなく、作動記憶、処理速度も言語理解より著しく低下していることが推察された。
次に、個人の様々な能力の偏移を見るために変動係数を検討した。言語性検査と動作性検査の下
位検査の項目の評価点の変動係数は差がなかったが、IQ と群指数の変動係数は有意に小さかった。
この結果から、IQ と群指数の偏移には下位検査の評価点の偏移の影響は少ないと考えられた。すな
わち、ターナー症候群では、検査結果を総合的に解釈するためには IQ と群指数だけではなく、個々
の下位検査の評価点も重要であることが推察された。個人の能力は偏移が少ないほど社会適応しや
すいと考えられるので、特に社会適応がよくない場合には下位検査の評価点を十分に考慮する必要
があると思われた。
30 歳以上のターナー症候群成人女性の社会適応については、良好組は不良組より各 IQ の差が少
ない傾向が認められた。動作性 IQ の下位検査の評価点については、良好組の記号探しが不良組よ
り有意に高く、符号も高い傾向を示した。また、社会適応に関する個人の変動係数は、良好組が不
良組より言語性検査の変動係数の平均値がやや大きく、動作性検査の変動係数の平均値がやや小さ
い傾向を示した。下位検査の記号探しは処理速度や視覚的短期記憶、視覚と運動の協応、認知的柔
軟性、視覚弁別、集中力にも関連し、聴覚的理解や知覚統合、プランニング（実行機能）
、学習能力
（筆記能力）にも関係する。一方、符号は短期記憶や学習能力、視覚認知、視覚と運動の協応、視覚
的探査能力、認知的柔軟性、注意力、動機づけを評価し、視覚的処理と順序づけ処理にも関係する 9）。
また、この二者は処理速度因子であり、この能力が低いと課題を終えるのが遅くなり、急ぐとミス
が増えるので作業能力が低くなり、集団の中での評価も低くなると考えられる。これらの結果から、
ターナー症候群成人女性では個人の能力、特に動作性検査の能力については偏移が少ないほど社会
適応しやすいこと、処理速度が遅いほど社会適応しにくいことが示唆された。
聞き取り調査では、診断年齢や資格などはさまざまであったが、運動や段取り、対応や地図では
ほぼ全員が困っていた。WAIS - Ⅲの結果では、聴覚認知は 4 人が、視覚認知は全員が苦手であった
が、社会適応にはこれらの認知機能の低下や言語性ＩＱの影響はあまり認められなかった。むしろ、
日常生活の中で一つ一つの細かい問題が起こるたびに具体的な解決方法を考えて実行していく人の
社会適応がよいことから、資格取得より日常生活を行う上での毎日の問題解決の努力が必要かつ重
要と考えられた。社会適応がやや不良な症例 2 と 5 については、症例 2 は絵画関係の専門学校を卒
後したが技能はあまり取得できずに福祉制度の中で働いておられ、聴覚認知、視覚認知とも低下し
ていた。症例 6 は、言語性 IQ は平均で視覚認知機能はやや低下しており、WAIS - Ⅲの結果では動
作性の下位検査の中の絵画配列と記号探しの評価点が 2 と著明に低下していた。絵画配列は知覚統
合因子の一つであるが、結果の予測や時間的順序の理解および時間概念を意味しており、今までター
ナー症候群では問題があるとの報告はなされていない。しかし、症例 6 では場面の展開を考える結
果予測や時間概念などの社会的な認知機能の低下と横の視線移動時の短期記憶の極端な低下が認め
られ、周囲の動きや状況が理解できていない可能性が考えられた。能力の偏移や処理速度の著しい
低下もあるので、社会適応はかなり難しいのではないかと考えられた。
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若年成人と 30 歳以上のターナー症候群成人女性の比較では、若年成人は 30 歳以上と比較してす
べての IQ がやや高く、特に動作性 IQ は著しく高かった。言語性 IQ と動作性 IQ の差は若年成人
では 10 であったが、30 歳以上では 20 と大きかった。群指数や空間認知スコアも同様で、下位検査
では組合せを除く動作性検査のすべての項目でこの傾向が認められた。この結果から、若年成人の
脳機能は 30 歳以上の女性より全般的に高く、特に動作性検査に関わるほとんどすべての項目の評価
が高い可能性が考えられた。また、若年成人は処理速度がよいので社会適応に関しては心配が少な
いのではないかと考えられたが、30 歳以上の女性の脳機能は若年女性より低い結果となり、これは
年齢による差か、社会や教育などの違いによる時代の差かは不明で今後の更なる検討が必要である。
若年成人と 30 歳以上のターナー症候群成人女性の IQ と群指数の変動係数の比較では、若年成人
が 30 歳以上の女性より変動係数が有意（p<0.05）に大きかった。各個人の変動係数については、若
年成人は 30 歳以上の女性と比較して明らかな差は認められなかった。この結果から、若年成人は
30 歳以上の女性と比較して個人の様々な能力の偏移の程度は同じであるが、各個人の差は大きいと
考えられた。
アンケート調査と聞き取り調査および WAIS - Ⅲの結果では、若年成人は 30 歳以上の女性と比較
して運動苦手や資格の取得が少なかった。また、段取りや対応は苦手であったが、地図の苦手は少
なかった。WAIS - Ⅲでは若年成人も 30 歳以上の女性も問題点は変わらなかったが、30 歳以上の女
性では認知機能障害の程度が悪化し、視覚認知機能が著明に低下している人が多かった。この結果
から、若年成人の視覚認知は 30 歳以上の女性より向上しており、認知機能障害が少ないこと、30
歳以上の女性では年齢や社会経験による脳機能の向上があまり認められないことが推察されたが、
その理由については経過観察を含む更なる検討が必要である。
今回の検討からは、30 歳以上のターナー症候群成人女性は若年より全般的な脳機能がやや低下し、
視覚認知障害だけでなく聴覚認知障害も多くなり、年齢や経験による脳機能の向上や成熟があまり
認められないことや個人差が少なくなることが示唆された。今回は検討した人数が少なく、脳機能
検査も WAIS - Ⅲだけであり、パーソナリティ特性の考慮も不十分であるが、個別に時間をかけて
ていねいに聞き取り調査を行っているので一定の信頼性はあると思われる。また、社会適応につい
ては、個人の能力は偏移が少ないほど社会適応しやすいこと、処理速度が遅いほど社会適応しにく
いことが示唆され、特に処理速度の遅さは視覚認知障害よりも問題であると考えられた。
ターナー症候群成人女性の生活や教育などについての報告は少ないが、ノルウェーのアンケート
調査の報告 10）では、成人は難聴などの健康や医学的な問題が多く、教育レベルや仕事は一般女性と
同じであった。家族からの独立や性的活動は遅いが、生活にはよく適応できていた。デンマークで
1960 年代から実施されている登録事例 11）の解析では、成人ではパートナーや母親になることは対照
より明らかに少なかったが、母親になった人は約 20％であった。引退は早く、30 歳未満では収入も
少ないことが多いが、それ以降の収入は普通で教育も普通である。しかし、
健康について問題が多く、
死亡率は高かった。カナダの若い女性の報告では 12）、GH 治療の有無に関わらずその後の QOL はよ
く、生活によく適応していた。一方、米国の NIH の報告 13）では、ターナー症候群成人女性は一般
女性より教育や職業はよいが、結婚は少なく、成人身長や X 染色体の由来は全く影響しなかった。
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また、仕事は福祉や医療関係が多く、GH 治療は教育や仕事、結婚には影響がなかった。
最近の報告では、小児期に GH と蛋白同化ホルモン治療を受けたターナー症候群成人女性の認知
機能は改善されず、不安や鬱の傾向が強くなるので蛋白同化ホルモン治療は精神的な結果を考慮し
て推薦しないとの勧告 14）が出ている。蛋白同化ホルモン治療はターナー症候群の身長を伸ばすため
に本邦でも実施されていたが、小児期の治療が成人後も長く精神的に影響を及ぼすことは知られて
おらず、特に注意が必要である。症例 6 も小児期にこの治療を受けており、社会適応の困難さに影
響を及ぼした可能性は否定できないと思われた。しかし、一方では、小児にアンドロゲン不足を補
うためにその治療を実施し、空間認知機能は改善しなかったが、脂質代謝や骨塩量、集中力、反応
時間、言語記憶が向上し、健康やストレスの対処法、性的な欲求などの QOL が改善し、副作用も
見られなかった報告 15）もある。蛋白同化ホルモン治療の有効性と副作用については、長期的な観点
から慎重に検討していく必要があると思われる。
今までの私たちの検討では、ターナー症候群女性の脳機能には個人差が大きいことと年齢ととも
に向上すること、特に小児では空間認知機能の訓練で改善が認められることを報告 16）してきた。平
成 24 年度の本研究 6）で実施したアンケート調査では、ターナー症候群成人女性の学歴や職業や運転
免許保有率は一般女性と同じであったが、結婚は少なかった。また、平均年齢 39 歳の GH 治療歴の
ない女性群が、平均年齢 28 歳の GH 治療歴のある女性群より学歴はやや劣っていたが、運転免許保
有率は有意に高かった。このことは、彼女たちが空間認知障害などの様々な問題を持ちながらも努
力を続けてきた結果であり、上述の各国からの成人女性の報告と一致する結果であると思われた。
平成 23 年度に実施した 20 歳前後の若年のターナー症候群女性の検討 5）では、若年成人の視覚認知
や処理速度、遂行機能などの高次脳機能については一般女性と差がみられた。しかし、若年成人で
はターナー症候群女性と一般女性の IQ や群指数、空間認知スコアには明らかな差はなく、社会適
応で問題となる処理速度についても差が見られなかった。検討できた症例数は少ないが、
本邦のター
ナー症候群若年女性の IQ はオランダの若年女性の報告 14）と同じで、欧米との差は少ないことが示
唆された。
今回の WAIS - Ⅲを用いた検討では、ターナー症候群若年成人の脳機能は全般的に 30 歳以上の女
性より高く、特に動作性検査に関わるほとんどすべての項目が高い傾向を示した。すなわち、30 歳
以上の女性では年齢や社会経験による脳機能の向上が認められないこと、若年女性より社会適応し
にくい可能性が推察された。この結果は、時代や教育の差が大きく影響している可能性が否定でき
ないので、ターナー症候群若年女性のその後の社会適応や QOL についての継続的な検討や一般女
性の世代による脳機能の変化を検討していく必要があると思われた。
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30 歳以上のターナー女性の WAIS - Ⅲの結果
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図3

若年成人と 30 歳以上のターナー女性の WAIS - Ⅲの IQ の比較
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図5

若年成人と 30 歳以上のターナー女性の WAIS - Ⅲの平均値と変動係数、SD の比較
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表3

30 歳以上のターナー女性の WAIS - Ⅲの結果（個人の下位検査評価点の SD と変動係数）
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表5

30 歳以上のターナー女性の社会適応の差（WAIS - Ⅲの変動係数の比較）
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30 歳以上のターナー女性のアンケート調査と聞き取り調査および WAIS - Ⅲの結果
㡯┠

㻝
㐠ື

㻞

㻟

㻠

㻡

㻢

ྜィ

ⱞᡭ

ⱞᡭ

ⱞᡭ

ⱞᡭ

ⱞᡭ

ⱞᡭ 㻡㻛㻡

䝢䜰䝜

䝢䜰䝜

㡢ᴦ
⪺厯ྲྀ叫ㄪᰝ

䝟䝋䝁䞁㻛䝀䞊䝮

ືసᛶ᳨ᰝ

㼃㻭㻵㻿㻙䊢

ゝㄒᛶ
᳨ᰝ
ၥ㢟

㼜㻩㻜㻚㻞㻞㻢

ᚓព

䛒䜚 㻞㻛㻢
ዲ䛝 㻝㻛㻢

㐠㌿චチ㻛⡙
㐠㌿චチ㻛
㐠㌿චチ㻛┳ 㐠㌿චチ㻛 グ㻛ⱥ᳨㻛ಖ
䛒䜚 㻡㻛㻢
䝩䞊䝮䝦䝹
ㆤᖌ
᳨ᰝᢏᖌ ⫱ኈ㻛⾜ᨻ᭩
䝟䞊
ኈ䛺䛹

㈨᱁

⚄Ꮫᩍဨචチ㻛
䝽䞊䝗㻛䝃䞊䝡䝇
ຓኈ㻛㌟ୖ┘
ㆤ䜰䝗䝞䜲䝄䞊

ẁྲྀ䜚䜔ᑐᛂ

ᅔ䜛

ᅔ䜛

ᅔ䜛

ᅔ䜛

ᅔ䜛

ᆅᅗ

ᅔ䜛

ᅔ䜛

ᅔ䜛

ᅔ䜛

ᅔ䜛

ၥ㢟Ⅼ

⫈ぬⓗ▷ᮇグ᠈
⫈ぬㄆ▱䛸స
䛸సືグ᠈䛜ⱞ
ືグ᠈䛜ⱞᡭ
ᡭ

ၥ㢟Ⅼ

どぬㄆ▱䛾
どぬㄆ▱䛾ⴭ䛧
ⴭ䛧䛔పୗ䚸
䛔పୗ䚸どぬⓗ
どぬⓗ㢮᥎
どぬⓗ㢮᥎䜔
どぬ㢮᥎䜔
䜔ど⥺⛣ື
㢮᥎䜔ど⥺⛣ື
ど⥺⛣ື䛾▷
ど⥺⛣ື䛾
䛾▷ᮇグ᠈䚸⣽
䛾▷ᮇグ᠈
ᮇグ᠈䛜ⱞᡭ
▷ᮇグ᠈䚸⣽
䛜ⱞᡭ
㒊䜈䛾ὀព䛜ⱞ
㒊䜈䛾ὀព
ᡭ
䛜ⱞᡭ

⫈ぬㄆ▱

䜔䜔ⱞᡭ

ⱞᡭ

どぬㄆ▱

ⴭ᫂䛻పୗ

పୗ

− 77 −

ᅔ䜛 㻡㻛㻢
ᅔ䜛

⫈ぬⓗ▷ᮇ ⫈ぬⓗ▷ᮇ
グ᠈䛸సືグ グ᠈䛸సື
᠈䛜ⱞᡭ グ᠈䛜ⱞᡭ

䜔䜔ⱞᡭ
పୗ

どぬㄆ▱ᶵ
⬟䛾ⴭ䛧䛔
పୗ䚸どぬ
ⓗ㢮᥎䛜ⱞ
ᡭ

ⱞᡭ 㻠㻛㻢

♫ⓗㄆ▱
䠄⤖ᯝண 䜔
㛫ᴫᛕ䛺
ⱞᡭ 㻢㻛㻢
䛹䠅䛸ᶓ䛾ど
⥺⛣ື䛾
▷ᮇグ᠈䛜
㠀ᖖ䛻ⱞᡭ

䜔䜔ⱞᡭ

ⴭ᫂䛻పୗ ⴭ᫂䛻పୗ

ᅔ䜛 㻢㻛㻢

ⱞᡭ 㻠㻛㻢
䜔䜔పୗ

పୗ 㻢㻛㻢

成長科学協会 研究年報 No.38 2014

表7

若年成人と 30 歳以上のターナー女性の WAIS - Ⅲの比較
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表9

若年成人と 30 歳以上のターナー女性の WAIS - Ⅲの平均値と SD、変動係数の比較
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表 11

若年成人のターナー女性のアンケート調査と聞き取り調査および WAIS - Ⅲの結果
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優性遺伝性 GH1 遺伝子異常症の発症機序に関するヒト化 GH マウスを用いた研究
有安大典
熊本大学生命資源研究支援センター
疾患モデル分野

これまでの研究の背景
成長ホルモン（以下 GH）欠損症は、下垂体前葉 GH 産生細胞において細胞外への GH 分泌不全
が起こる結果、低身長をきたす疾患であり、およそ 3500 〜 10000 人の小児に 1 人の割合で発症する。
原因の 1 つとして、GH をコードする GH1 遺伝子異常症が挙げられる。

GH1 遺伝子のヘテロ欠失患者の身長が正常であることから、血液中の GH 濃度を正常範囲内に保
つには 1 アリルの野生型 GH1 遺伝子で十分であることが推察される。しかし、1 アリルの GH1 遺
伝子のイントロン 3 ドナーサイトに遺伝子異常を有する患者は、もう 1 アリルが野生型であるにも
かかわらず低身長をきたすことが知られており、この疾患を優性遺伝性 GH1 遺伝子異常症（以下
IGHD2）と呼ぶ。
IGHD2 では、変異アリルからスプライシングエラーによって exon 3 がインフレームにスキッピ
ングを受けた変異型 GH（以下 Δ3 GH）が産生される。Δ3 GH は細胞外に分泌されないため、細
胞内で野生型 GH（以下 WT GH）の分泌を妨げる何らかの優性阻害効果が提唱されているが、その
詳細な分子生物学的機序は、この疾患が初めて報告された 1994 年からおよそ 20 年が経過した現在
もいまだ不明である（下図参照）。
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問題点
In vitro の問題点：今までの先行研究の殆どは株化細胞を用いた in vitro の研究であり、WT GH
および Δ3 GH が heterodimer を形成し、proteasome による分解に WT GH が巻き込まれることが
優性阻害効果の本態であるというのが通説になっているが、今まで heterodimer の存在を証明した
データはなく、仮説の域を脱していない。
In vivo の問題点：2003 年に Δ3 GH のトランスジェニックマウスがアメリカのグループから報告
されており 1）、このマウスが現存する IGHD2 の唯一のモデルマウスである。このマウスでは
macrophage の浸潤により重度の下垂体障害が起こり、成長障害が見られるが、以下の点で in vivo
での病態を再現していると言い難い。
①下垂体の損傷が激しく、ウェスタンブロッティングおよび RTPCR のいずれを用いても下垂体
におけるトランスジーンの発現自体が確認されていない。
② Δ3 GH がマウス GH に対して優性阻害効果を発揮する evidence が他にない。
③下垂体の障害が重度であるために組織学的検証がなされていない。

解決策
上記の問題点を解決するためには、よいモデルマウスの樹立が必須である。IGHD2 の病態を正確
に再現するモデルマウスができれば、その下垂体組織を用いることで今までの先行研究で解決しな
かった病態の機序が解明される。そのために、以下のマウスが理想的であると考えられる。
①内因性マウス GH が産生されない。
②野生型 GH1 遺伝子（以下 WThGH1 遺伝子）、変異型 GH1 遺伝子（以下 Δ3hGH1 遺伝子）が
マウス Gh 遺伝子（以下 mGh 遺伝子）の promoter 下において産生される。
すなわち、mGh 遺伝子座に WThGH1 遺伝子および Δ3hGH1 遺伝子をノックインしたマウスが
遺伝学的に最も IGHD2 に近く、理想的なモデルマウスと考えられる。

研究目的
本研究の目的は、上記ダブルノックインマウスを作製し、IGHD2 における Δ3 GH の優性阻害効
果の分子生物学的詳細を解明することである。

研究方法
熊本大学生命資源研究・支援センター疾患モデル分野が独自に開発した、変異 lox サイトを用い
た遺伝子組み換えを容易にする「exchangeable vector（以下、置換ベクター）
」を用いて、mGh 遺
伝子座に WThGH1 遺伝子および Δ3hGH1 遺伝子をノックインしたマウスを作製した。以下、方法
の詳細を述べる。まず、通常の相同組み換えを用いて、neo 耐性遺伝子を mGh 遺伝子座に挿入し、
neo 耐性遺伝子を持つ ES 細胞を用いてキメラマウスを作製した。次に、キメラ率の高い ES 細胞に
Cre 発現ベクターおよびヒト GH1 遺伝子を含む上記の置換ベクターを導入した。上記の neo 耐性遺
伝子の 5’ 側、および置換ベクター内 GH1 遺伝子の 5’ 側には変異 lox サイトが配置されており、一
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旦遺伝子置換が起こった後に Cre により再切断を受けないような仕組みになっている。これにより
高確率かつ容易な遺伝子置換が可能になる。
（シェーマ参照）
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結果
① mGh 遺伝子ノックアウト
まず、マウス ES 細胞 KTPU8 に mGh 遺伝子の 5’ 側および 3’ 側の領域数 kb を組み込んだノッ
クアウトベクターを導入し、neomycin で選択した。計 192 個のクローンを採取し、サザンブロッ
トで組み換えを起こした 9 個のクローンを同定した。それぞれからキメラマウスを作製し、キメラ
率のよい 2 つの ES クローンを用いて以下の遺伝子置換を行った。
② hGH1 遺伝子置換
上述の ES クローンに、WThGH1 遺伝子あるいは Δ3hGH1 遺伝子を含む置換ベクターを導入し、
puromycin で選択した。計 60 個のクローンを採取し、サザンブロットでそのうち 51 個の高確率な
遺伝子置換を同定した。これらを掛け合わせて、WThGH1/Δ3hGH1 マウスを作製したところ、
IGHD2 に類似した表現型を得ることに成功した。

考察
mGh 遺伝子座に WThGH1 遺伝子、Δ3hGH1 遺伝子を置換した IGHD2 モデルマウスの作製に初
めて成功した。モデルマウスの表現型は IGHD2 の臨床像と酷似しており、IGHD2 における GH 分
泌不全の分子生物学的機構を解明する大きな手掛かりになると考えられる。

− 83 −

成長科学協会 研究年報 No.38 2014

FAM111A の生体内における機能の解明
磯島

豪、田村麻由子、北中幸子

東京大学医学部附属病院小児科

背景

FAM111A 遺伝子は、Kenny-Caffey 症候群（KCS）2 型の原因遺伝子として、筆者らが同定した
遺伝子である。KCS2 型は、著明な低身長、副甲状腺機能低下症、長管骨の骨膜肥厚などを特徴と
する症候群である。さらに FAM111A は、最近、プロテオミクスを用いた解析で、細胞周期を調節
する重要な蛋白であることが判明した。しかしながら、FAM111A の生体内における機能について
はほとんどわかっていないため、KCS2 型の症状の発症機序は全く不明である。

目的
本研究は、FAM111A の機能を分子生物学的に解析することにより、KCS2 型にみられる各症状
の発症機序を解明することを目的とする。

研究の概要
FAM111A の生体内での機能はほとんどわかっていないため、KCS に特徴的な症状である、骨の
成長（低身長）、副甲状腺機能低下症、低マグネシウム血症に着目する。
（1）FAM111A 遺伝子のマウス軟骨内における発現の分布の検討
KCS2 型の表現型から FAM111A が内軟骨内骨化や膜性骨化に重要な蛋白質であることが明
らかではあるが、どの分子と相互作用しているかは全く不明である。そこで、野生型マウスの
骨の免疫染色を行い、骨分化の中でどの段階で最も発現しているかを検討することで、相互作
用をする分子の探索を行う。
（2）ATDC5 細胞を用いた in vitro での FAM111A の発現のパターンの解析
ATDC5 細胞を用いて、時間とともに FAM111A がどのように発現していくかを検討する。
さらに、KCS2 型のホットスポットである R569H や、Osteocraniostenosis で同定された変異を
強制発現して、その発現パターンの違いを解析する。
（3）iPS 細胞を用いた解析
KCS2 型の患者から採取した血液から iPS 細胞を作成して、軟骨細胞や骨芽細胞に分化させ
て KCS2 型発症のメカニズムを検討する。
（4）トランスジェニックマウスを用いた発症機序の解明
KCS2 型で検出されている変異は R569H が多いこと、より重症の Osteocraniostenosis では
異なる変異が検出されていることから、これらの変異は機能喪失変異ではなく、何らかの機能
異常を獲得していると考えている。そこで、FAM111A トランスジェニックマウスを作出する。
その表現型を観察し KCS2 型でみられる成長や副甲状腺機能などに注目する。さらに、KCS2
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型のホットスポット変異である R569H をノックインしたトランスジェニックマウスを作出す
る。これらのモデルマウスを用いて、
マグネシウム代謝に関わる蛋白及び本研究で明らかとなっ
た FAM111A と相互作用する分子の発現の違いを各組織にて、検討する。
（5）副甲状腺機能と骨異常を伴う類縁疾患症例を解析することにより、FAM111A 異常による疾患
の全容解明に取り組み、遺伝子型−表現型の関連性を検討する。

これまでの実施状況
（1）免疫染色にて実験中である。
（2）FAM111A の野生型および変異型（KCS2 型と Osteocraniostenosis で変異と報告されている 6
種類）を作成して、real time PCR 法を用いて実験中である。
（3）東大医科学研究所と東京大学医学部整形外科との共同研究で、患者血液から iPS 細胞を作成中
である。
（4）ベクターを作成して、トランスジェニックマウスの作成を開始した。
（5）全国の小児内分泌学会評議員および未熟児新生児学会評議員へのアンケート調査により、6 例
の KCS および KCS 類縁疾患についての臨床情報を収集した。その中から類縁疾患 1 例および
KCS2 型 1 例の遺伝子解析（TBCE,FAM111A ）を行った。類縁疾患には変異は同定出来なかっ
た。KCS2 型には、ヘテロ接合性に、新規変異を同定した。
この変異は、健常の両親には同定出来なかったため病因の可能性はあるが、in silico 解析では、
機能は保たれる可能性の高い変異であり、今後の機能解析系を確立したら確認予定である。

今後の展望
FAM111A は機能が全く不明な遺伝子であるため、機能解明には時間がかかると考えられるが、
本研究費により着実にその基礎となる実験を開始することができた。今後はこれらの実験を進める
ことで、FAM111A の生体内での機能が解明されることが期待される。
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福島第一原子力発電所事故後の低線量被爆地域における
子どもの心への発達の影響について
−出生児のコホート研究−
板垣俊太郎、及川友江、曽田恵美、畠山

毅、

佐藤亜希子、松本貴智、増子博文、矢部博興
福島県立医科大学神経精神医学講座

研究目的
発達障害は幼小児期に始まり、かつては成人するまでに問題が解決すると思われていたが、近年
の研究の発展により、成人期まで障害が持続することが確認されてきている。小児期に注意欠如多
動性障害（ADHD）と診断された者の内 49 〜 66％は成人まで ADHD 症状が持続する事が示されて
いる 1）。そして、就学や就労場面で社会的機能不全を呈すことが多く、精神科臨床場面において重
要視されてきている。さらに福島県においては震災から 4 年経過したが、福島県県民健康調査の ｢
こころの健康度・生活習慣調査 ｣ によれば、SDQ の通常のカットオフ値である 16 点以上の割合が
先行研究で 9.5％であるのに対して 21.5％と高値を示した。避難者の不安の第一は低線量放射線被曝
恐怖であり、幼い幼児を抱えながらも親の判断で福島県外へ転居されるケースも多い 2）。
本研究は、東日本大震災とそれに続く福島第一原子力発電所事故による影響のために低線量被爆
地域となった福島県において、環境省のエコチル調査の追加調査として、出生児を精神発達遅滞、
注意欠陥多動障害、自閉症スペクトラム障害の 3 つの視点から評価し、2 歳から 13 歳までの 12 年
間の追跡調査を行うものである。このことで、当県における発達障害の有病率や潜在率を明らかに
することのみならず、低線量被爆地域における子育てへの心理的な影響を推測する。さらに放射性
セシウムや放射性ヨードとの関連性についても検討することで、低線量被爆懸念が子育てに影響す
るか調査できるものと考えられる。

対象
平成 25 年 9 月から平成 26 年の 3 月末日までに、市内 2 カ所の産婦人科医療機関にてエコチル調
査に同意されたコホート群。

方法
コホート群のリクルートは福島市内の A 病院と B 病院の 2 カ所にて実施した。環境省エコチル本
体調査の同意を得られた妊婦を対象とした。本調査に同意が得られた妊婦から出生した児を調査対
象者群とした。なお、その後、本体調査に同意撤回した群はコホート群から除外する予定である。
調査法は郵送によるアンケート調査である。2 歳〜 12 歳のそれぞれの誕生日月の最終日に郵送を
予定する。郵送物は Child Behavior Checklist: CBCL 日本語版とし、親が評価する。CBCL は 64 の
言語に翻訳され広く国際的に使用されている 3）。質問項目のみならず、子どもの病気や障害、最も
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心配な点、調書について自由記述にて回答することになるので、スケール得点のみならず、評価対
象の子どもの種々の特異的な情報も得ることが出来ると考えられる。なお、評価は対象者の家庭で
の様子がわかる養育者が行う。

結果
同意取得は平成 25 年 9 月 1 日平成 26 年 5 月 31 日までの 9 ヶ月間で行った。A 病院にて 227 名、
B 病院にて 112 名の同意を得て計 339 名のコホート群を作成した。しかしその後、5 名の辞退者が
出たため、334 名の母親コホート群となった。
平成 25 年 11 月 4 日から平成 26 年 11 月 11 日にかけて、母親コホート群より児 335 名が出生し名
簿を作成した。内訳は男児 174 名、女児 161 名であり、男児 2 名は双子であった。

考察
今後は、出生児コホート群が 2 歳の誕生日を迎えた月に第 1 回質問紙送付を実施する予定であり、
以後毎年送付する予定である。第 1 回質問紙送付時期は平成 27 年 11 月 30 日である。調査結果によ
り、健康度に著しい偏りがみられた児においては子育て支援を予定している。なお、この結果は平
成 26 年度福島県立医科大学エコチル調査福島ユニットセンター学内報告会にて、進捗状況について
の報告を行った。

参考文献
1.

Kessler, R.C., et al.: The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States;
results from the National Comorbidity Survey Replication. Am. J. Psychiatry, 163(4):716-723,
2006.

2.

丹羽真一．: 福島第一原子力発電所事故の影響−避難者のメンタルヘルス−．精神神経学雑誌
116(3):219-223, 2014.

3.

http://www.spectpub.com/CBCL/CBCLaboutASEBA.pdf.（2015.4.11 最終アクセス）
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グレリン− GH 軸を用いた肥満治療の可能性に関する基礎研究
上野浩晶、中里雅光、十枝内厚次、迫田秀之
宮崎大学医学部内科学講座
神経呼吸内分泌代謝学分野

研究の背景と目的
グレリンは GH secretagogue（GHS）受容体の内因性リガンドとしてラットとヒトの胃から発見
され、強力な GH 分泌作用と摂食亢進作用を示す（1, 2）。グレリンは 28 個のアミノ酸からなり、3
番目のセリン残基にオクタン酸が結合したユニークな構造を有し、このオクタン酸修飾が生物活性
に必須である。グレリンは、末梢投与によって最も強力に GH 分泌を促進する物質であり、骨格筋
の維持・増大に必要な基質の摂取、つまり摂食亢進作用を示す唯一の物質である。
グレリンによる骨格筋の萎縮予防は、サルコペニアを改善し、エネルギー代謝量の抑制をくい止
める。GH は脂肪分解を抑制することから、グレリンは相加・相乗的に肥満の予防に寄与する可能
性がある。本研究では、グレリンの骨格筋増進作用と成長ホルモン分泌・摂食作用を介した肥満治
療の可能性に関して検討した。

研究方法
本研究は、雄性 C57BL/6J マウス（日本チャールズリバー）
、Dwarf ラット（日本エスエルシー）
、
グレリン受容体欠損マウスを使用した。高脂肪食は、
リサーチダイエット社の超高脂肪飼料
（D12492、
60% kcal 脂肪含有量）を用いた。後肢懸垂を用いた実験は、３時間の絶食後におこなった。後肢懸
垂は、マウス尾部を、後肢が底面に設置しないように上部から懸垂した。後肢懸垂時の餌、水への
アクセスは自由にできるよう配慮した。被験筋は、遅筋が豊富なヒラメ筋と速筋が豊富な足底筋を
対象とした。
実験 1

後肢懸垂した成長ホルモン欠損ラット（Dwarf ラット）へのグレリン投与の影響

Dwarf ラットは、14 日間の後肢懸垂中、グレリン（107 nmol/kg 体重）、もしくは生理食塩水の
いずれかの投与を受けた。最終投与 24 時間後にヒラメ筋と足底筋を採取し、筋重量を測定した。
実験 2

グレリン受容体欠損マウスへのグレリンによる筋萎縮抑制作用の検討

グレリン受容体欠損マウスは、14 日間の後肢懸垂中、グレリン（107 nmol/kg 体重）、もしくは
生理食塩水のいずれかの投与を受けた。最終投与 24 時間後にヒラメ筋と足底筋を採取し、筋重量を
測定した。
実験 3

単離ヒラメ筋および足底筋の蛋白合成におけるグレリンの影響

マウスからヒラメ筋と足底筋を単離した後、酸素で飽和させた緩衝液で培養した。培養液中に 2‒
デオキシ− D −グルコース（2DG）を投与し、グレリン投与群とグレリン非投与群で、筋中 2DG
濃度を測定した。また、培養骨格筋に対するグレリン投与がインスリンシグナルを変動させるか解
析した。
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実験 4

高脂肪食による末梢神経炎症とグレリン抵抗性に関する検討

マウスに 12 週間高脂肪食を摂取させ、1、2、4、8、12 週の各時点でのグレリンの摂食および GH
分泌作用を測定した。また、12 週でグレリンの迷走神経求心性電気活動の抑制作用を解析した。

結果および考察
脂肪摂取の増大は肥満を招き、生活習慣病のリスクを高める。肥満の予防には、運動と栄養の管
理が重要であり、身体活動の基盤となる骨格筋の維持・増進がエネルギー代謝の観点から重要であ
る。これまで我々は、後肢懸垂中のグレリン投与が後肢懸垂中の筋萎縮を抑制すること、また萎縮
筋の回復にも有効であることを明らかにしてきた。その作用は GH-STAT5 系を介した IGF-1 シグ
ナルの増大によってもたらされることを報告した。さらに筋重量の増大には、増大に必要な基質の
摂取が必要であり、摂食亢進が GH 分泌の両方に機能するグレリンの有用性を提示してきた。本研
究にあたり、野生型マウスにおいて、骨格筋でグレリン受容体の遺伝子が発現していることを確認
した。GH 欠損ラットでは、グレリンは摂食を一過性に増やすものの、筋重量の抑制を抑えること
ができなかった。またグレリン受容体欠損マウスにおいても、後肢懸垂による筋重量の減少を抑制
しなかった。
単離骨格筋に対するグレリンの投与は、糖の取り込みを改善しなかった。また蛋白合成シグナル
の一つであるインスリンシグナルマーカー蛋白である Akt のリン酸化、および蛋白分解系のユビキ
チンリガーゼの一つであるアトロジン− 1 mRNA 発現には影響しなかった。グレリンの骨格筋抗萎
縮作用は、GH 分泌と摂食の相加、もしくは相乗作用であり、直接の作用ではないと考えられる。
また骨格筋のグレリン受容体の役割は不明であり、さらに検討する必要がある。
高脂肪食の摂取は、マウスの肥満を増悪化させた。肥満したマウスのグレリン血中濃度は低く、
高脂肪食開始４週間以降、グレリンの摂食亢進作用も消失した。この原因の一つとして迷走神経の
情報伝達不全が認められた。高脂肪食摂取は、迷走神経が集積する迷走神経節の炎症を増大し、迷
走神経求心機能を障害するものと考えられる。また高脂肪食摂取の早期にグレリンを投与すると、
迷走神経節の炎症が抑制されるという基礎知見を得た。今後、グレリンの抗炎症作用を介した、摂
食調節改善による抗肥満作用を検証する必要性があると思われる。

まとめ
グレリンの筋の作用は、視床下部−下垂体系を介した作用であると考えられる。一方でグレリン
は、肥満の原因である摂食調節破綻を予防する可能性があることが示された。肥満が進行するとグ
レリン作用が消失することから、グレリンを投与する時期等、さらに詳細な検討が必要である。

− 90 −

成長科学協会 研究年報 No.38 2014

成長ホルモンによる骨芽細胞分化への影響とその機序の検討：骨老化という視点から
大塚文男
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
総合内科学分野

はじめに
本研究では、骨老化による骨形成プロセスへの影響という視点から、内分泌の４つの老化
（Somatopause‒Menopause‒Andropause‒Adrenopause）に着目し、加齢による内分泌老化に伴う
サイトカイン作用の増強に関連した骨粗鬆症の発症機転にアプローチした。様々な原因による骨粗
鬆症は高齢化社会の問題であるが、的確な治療戦略には発症の分子機序の解明が重要である。
今回、骨形成因子である BMP（Bone Morphogenetic Protein）と、BMP 作用に影響する成長ホ
ルモン（GH）/IGF-I 系、ステロイドホルモン（Estrogen, Androgen, Glucocorticoid）、骨形成に影
響する炎症性サイトカイン（TNFα）や FGF ファミリー分子に着目し、老化に関連した骨芽細胞
障害を制御することを目的として基礎的研究を行った。

今年度の主な研究概要と成果
我々は、間脳・下垂体・卵巣・副腎・甲状腺などの内分泌組織や骨・血管において、BMP 分子の
作 用 に 関 す る 知 見 を 報 告 し て き た（Endocrine Rev 2004, Mol Reprod Dev 2011, Mol Cell
Endocrinol 2012, Acta Med Okayama 2013）
。これらの研究から、BMP が autocrine/paracrine 機
序により多様な組織で細胞増殖・分化に重要であることを証明した。今回の研究では、BMP による
骨形成誘導に対して、Aging による内分泌変化と新規骨作動因子 FGF-8 に着目し、炎症・加齢に関連
した骨粗鬆症の進展機序とその抑止に迫ることを期待して研究を進め、以下の２つの主な成果を得た。
1）骨芽細胞分化に対する FGF-8 および TNFα の影響
関節リウマチなどの炎症性骨疾患では、骨形成と骨吸収の不均衡により骨破壊が進行する。TNF
αを始めとする炎症性サイトカインにより、破骨細胞が活性化されるが骨芽細胞機能も低下する。
これまで我々は、TNFα が BMP-2 による骨芽細胞分化を抑制する機序として、JNK・NFκB 経路
の関与について報告した。FGF -8 は四肢発生や頭蓋形成に寄与するが、骨分化への影響は十分知ら
れていない。我々は pilot study から、関節リウマチ患者の滑膜で有意に FGF -8 の発現が亢進して
いることを確認した。FGF -8 の作用は TNFα に比し小さいが、筋芽細胞 C2C12 において BMP -2
による骨芽細胞マーカーの発現を濃度反応性に抑制し、TNFα 共存下でこの作用は相加的となった。
同様の影響は、分化の進んだ MC3T3- E1 細胞やラット頭頂部骨芽細胞においても認められた。この
機序として、FGF -8 が BMP -2 による Smad1/5/8 シグナルを抑制し、TNFα によりその抑制作用
が増強することが明らかとなった。FGF -8 は MAPK を介して、TNFα と相加的に BMP 誘導性の
骨芽細胞分化に拮抗することが示され、炎症に伴う骨破壊において FGF -8/TNFα 相互作用の関与
が示唆された。
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2）骨芽細胞の分化誘導に対する Androgen と GH の相互的影響
Aging に伴う Androgen と GH の減少も骨量減少の成因となる。Androgen 受容体（AR）を発現
する骨芽細胞は骨分化に重要であるが、Estrogen における知見と異なり、Androgen や GH 減少に
よる骨形成への影響は十分に知られていない。今回 C2C12 細胞を用いて、Androgen と GH/IGF - I
による骨芽細胞分化への影響とその機序を検討した。C2C12 には AR・GH 受容体（GHR）
・IGF-I・
IGF-I 受容体（IGF-IR）の発現を認めた。骨芽細胞分化に及ぼす Dihydrotestosterone（DHT）およ
び GH の影響を評価したところ、DHT により BMP -2 誘導性の Runx2 発現が増加し、GH 処理は
BMP-2 による Smad1/5/8 のリン酸化を増強した。一方で、BMP-2 は AR・GHR の発現レベルを減
弱した。GH により IGF-I の発現は増加したが、これは DHT により抑制された。内因性 IGF-I を抑
制しても骨芽細胞分化には影響を与えないことから、GH 作用は IGF - I に依らない直接作用である
と考えられた。このように、Androgen・GH/IGF-I は BMP による骨芽細胞の分化誘導を促進するが、
一方で BMP シグナルは AR・GHR 作用を制御する。Androgen と GH/IGF-I が BMP と相互作用し
ながら骨芽細胞分化を調節することが明らかとなった
（図 1）
。

おわりに
様々な成因が関与する骨粗鬆症は、高齢化社会における重要な問題である。本研究では、骨親和
性因子である GH/IGF-I 系、骨形成因子である BMP、加齢因子である Steroids、また骨形成に負の
影響をもつ TNFα や FGF 分子に着目し、Aging に関連した骨分化への影響の解明とその抑止を目
指して研究を進めた。
慢性炎症が成因となる関節リウマチでは、TNFα をはじめ炎症性サイトカインが破骨細胞による
骨吸収を活性化する。この炎症性骨破壊では、抗 TNFα 治療により骨破壊の抑制のみならず骨修
復も認めるため、炎症性骨障害への治療ターゲットは骨破壊抑制から骨修復促進へと移行しつつあ
る。また、成人成長ホルモン分泌不全（AGHD）や先端巨大症などの GH 分泌異常や、LOH 症候群
などの男性ホルモン低下状態では、骨形成能への障害が主体となり、糖尿病などの生活習慣病でも
老化産物 AGE の蓄積による骨架橋構造の劣化による骨化障害を生じる。
本研究では、何れの病態も少なからず関与する骨老化という視点から、骨芽細胞の機能を重視し
た病態へアプローチした。さらなる骨芽細胞の機能解析により、骨芽細胞の老化や炎症性骨障害の
分子機序を解明し、現在臨床で用いられている骨移行性薬剤、あるいは臨床の場で他の目的で使用
されていた骨移行薬の適応拡大や創薬を目指して研究を展開したい。
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骨芽細胞分化に対する GH と Androgen の相互作用

BMP -2 による骨芽細胞の分化誘導に対して、GH・DHT は増強作用を示す。逆に、
BMP シグナルは、AR と GHR の発現を抑制する。IGF-I は Collagen-1 の発現を増加さ
せるが、DHT は IGF-I の発現を抑制する。BMP により誘導される骨芽細胞分化におい
て、GH と T は 基 本 的 に は 相 加 的 に 作 用 す る が、BMP に よ る AR/GHR の 減 弱、
Androgen による IGF-I 抑制など、負の作用も併せ持つことが明らかとなった。
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CRISPR/Cas 法を用いた矮小変異マウス peewee の原因遺伝子
Slc10a4 の機能解析
加納

聖

山口大学共同獣医学部獣医発生学分野

はじめに
低身長が主な特徴であるヒト小人症は、特定の遺伝子の突然変異、ホルモン異常など様々な原因
が考えられ、数多くの症例があるとされる。本研究課題において、矮小変異マウス peewee をヒト
小人症モデル動物として、その表現型の詳細な解析ならびにその原因と考えられる新規遺伝子

Slc10a4 を分子生物学的、遺伝学的に解明することによって、骨形成を中心とした peewee マウスに
おけるボディサイズ矮小化メカニズムの解析、さらに既知のヒト小人症原因因子との関連、ならび
に臨床への応用を目的とする。

peewee マウスは、ボディサイズが矮小である以外に特に異常がみられない、Jackson 研究所の
ENU ミュータジェネシスプロジェクトによって作出された比較的健常な変異マウスである
（Fig. 1）
。
ポジショナルクローニング法を用いた解析によって、peewee の原因遺伝子は 5 番染色体の約 1cM
の領域に存在することをまず同定した（Fig. 2）
。この領域に存在する複数の候補遺伝子の発現を解
析したところ、peewee マウスにおいてのみ Slc10a4 遺伝子の発現が有意に低下していた（Fig. 3, 4）
この Slc10a4 遺伝子を含む SLC トランスポーター
［1］。Slc10a4 遺伝子の詳細な機能は不明であるが、
ファミリーの中には、骨形成に関与する因子が含まれていることがわかっている。
以上のことより、Slc10a4 遺伝子ノックアウトマウス、さらには全身性過剰発現マウスを作出す
ることにより、生体内、特に骨形成と Slc10a4 遺伝子の機能との関連について解析を行う。
具体的には、まず、新規遺伝子標的破壊法の一つである CRISPR/Cas 法によって、Slc10a4 遺伝
子ノックアウトマウスを作出し、その表現型を詳細に解析する。peewee マウスの表現型との比較
を行い、Slc10a4 遺伝子の機能と骨形成の関連を調べる。
材料と方法
1．使用した実験動物

peewee 原因遺伝子の解析実験には、ENU ミュータジェネシス法を応用して、5 番染色体の約
30cM に及ぶ Rump White Region 特異的に点突然変異を誘発し、作出された矮小ミュータントマウ
ス peewee を用いた。peewee マウスはホモ個体同士を繁殖させて維持し、自由摂餌・摂水のもとで、
照明コントロールを 12 時間（7:00 〜 19:00）
に設定した SPF 環境にて飼育した。対照マウスとしては、
C57BL/6J マウスを用い、peewee マウスと同様の環境で飼育した。
また、CRISPR/Cas ベクターの導入は C57BL/6NCr マウス受精卵に対する顕微注入によって行っ
た。
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2．ゲノム DNA の抽出
ゲノム DNA はマウス尻尾より抽出した。マウスの尻尾を約 3 〜 4mm 切除し、
Tale buffer（0.05M
Tris,0.1M EDTA,0.125M NaCl,1％ SDS）とプロテインキナーゼ K（10mg/ml）の混合溶液に入れ、
55℃、16 時間反応させた。5M 酢酸アンモニウム 200μl を加えて攪拌後、30 分間氷冷、15,000rpm
で 10 分間遠心した。この上清に 2 −プロパノール 500μl を加えて攪拌後、15,000rpm で 10 分間遠
心した。上清を除去したのち 70％エタノールで沈殿を洗浄し、15 分間乾燥させて得られたゲノム
DNA は、TE300μl に溶解して実験に用いた。
3．Slc10a4 ゲノム領域のシークエンス解析

peewee マウス尻尾から得たゲノム DNA を用いて、Slc10a4 のゲノム領域のクローニングを行っ
Slc10a4 のゲノム領域をプロモーター領域、
た。データベース上（Ensemble Mouse）の配列を参考に、
5’ および 3’ 非翻訳領域を含む 13 個の領域に分割して forward と reverse の二つのプライマーを設
計した（Fig. 6）。得られた PCR 産物に対して、ABI PRISM 3100 Genetic Analyzer を用いて塩基
配列を得た。その後、Clustal W を用いてデータベース上にある C57BL/6J マウスの Slc10a4 ゲノム
領域の塩基配列と比較し、変異箇所の有無を調べた。

結果
1．peewee マウスの体重変化

peeweee マウス（オスメス各 9 匹ずつ）を用いて 4 週齢から 9 週齢の体重を測定し、データベー
ス（Mouse Phenome Database）上の C57BL/6J マウス、C3H/HeJ マウスの体重と比較した結果、
どの週齢においても peewee マウスの体重は離乳直後の 4 週齢において C57BL/6J マウス、C3H/
HeJ マウスに対して著しく低く、その後も低く推移していた（Fig.5）
。
2．Slc10a4 ゲノム領域のシークエンス解析

Slc10a4 遺伝子を peewee 候補原因遺伝子と考え、Slc10a4 ゲノム領域塩基配列の解析を行った。
データベースの配列を参考に、Slc10a4 ゲノム領域を 13 個の領域（①−⑬）に分割して設計したプ
ライマーを用い（Fig. 6）、尻尾より抽出した peewee マウスゲノム DNA を鋳型にして PCR を行っ
た。PCR 産物を T ベクターにサブクローニングし、キャピラリーシーケンサーにより PCR 産物の
塩基配列を決定した。解析した peewee マウス Slc10a4 ゲノム領域の塩基配列と、データベース上
にある C57BL/6J マウス Slc10a4 ゲノム領域の塩基配列の比較を行ったところ、変異はみられなかっ
た（Fig.6）。
3．CRISPR/Cas 法による Slc10a4 遺伝子ノックアウトマウスの作出
CRISPR/Cas システムによる破壊標的は Slc10a4 遺伝子の開始コドンをはさんだエクソン 1 にお
いて行った。まず C57BL/6NCr 受精卵 100 個に対してｇ RNA ならびに Cas9 をコードしたベクター
の顕微注入を行い、そのうち生存し 2 細胞期に到達した胚を移植した結果、4 匹の個体を得た。得
られた全ての個体において標的ゲノムへの変異導入が認められ、次世代への伝達も認められたが、
in-frame 変異であったため、標的配列を変更し（Fig. 7）
、さらに約 100 個顕微注入した。これらの
うち 2 細胞期に到達した胚を凍結し、今後移植に供する予定である。
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考察
この peewee マウスは劣勢遺伝様式を持ち、遺伝的背景として C57BL/6J マウスと C3H/HeJ マウ
ス に 由 来 す る。 た だ し、peewee マ ウ ス の 原 因 遺 伝 子 が 存 在 す る Rump White Region は、
C57BL/6J マウス由来であることがわかっている。peewee マウスは成体の体重が正常マウスの約
60％である。ホモ個体同士の交配によって子孫を得ることが出来、矮小な表現型を持ちながら妊性
を保つ比較的健康なミュータントマウスである。このように、妊性を維持し外見も一見正常である
矮小マウスは比較的まれであり、peewee マウスは体のサイズに関する研究を行うには非常に適し
たミュータントモデルマウスといえる。

peewee マウスは、5 番染色体上の約 30cM にわたる Rump White Region の範囲内の点突然変異
による ENU ミュータントマウスのみをスクリーニングできる、Jackson 研究所の Schimenti らが開
発した系［2］を用いて作出された矮小マウスである。ポジショナルクローニング法を用いた解析に
より、Rump White Region 上の peewee Region（マウス 5 番染色体 70.4Mb 〜 73.9Mb）内の 18 個
の遺伝子に peewee マウスの原因遺伝子が絞り込まれ、さらに peewee マウスにおける、slc10a4 遺
伝子の発現の低下によってこの Slc10a4 遺伝子の変異が peewee マウスの表現型をもたらしている
と考えられる（Fig. 6）
。しかしながら、この Slc10a4 遺伝子のゲノム領域の詳細な塩基配列の解読
を行ったものの、peewee マウスにおける変異は見つけることができなかった。今後さらに、

Slc10a4 遺伝子の発現調節に関与すると考えられ、上流ならびに下流の塩基配列の解読を行う必要
がある。
現在、新規遺伝子標的破壊法の一つである CRISPR/Cas 法を用いて、Slc10a4 遺伝子ノックアウ
トマウスを作出中である。C57BL/6 受精卵に対してｇ RNA ならびに Cas9 をコードしたベクター
のマイクロインジェクションを行い、標的ゲノムへの変異導入が認められる 4 匹の個体を得たもの
の、in-frame 変異であったため、標的配列を変更した（Fig. 7）。この配列を変更し顕微注入を行っ
た約 100 個の 2 細胞期胚を凍結し、今後移植に供する予定である。この産子の表現型を詳細に解析
することによって Slc10a4 遺伝子の機能と骨形成の関連を調べる。
また近傍には、Slc10a4 遺伝子と相同性の高い機能がまだよくわかっていない遺伝子である
Gm5868-001 が存在する。CRISPR/Cas 法は２つ以上の遺伝子を同時に破壊することができるため、

Slc10a4 遺伝子と Gm5868-001 遺伝子のダブルノックアウトマウスも作成する予定である。
さらに、近年のデータベースの充実によって Slc10a4 遺伝子は神経系の細胞と下垂体で高い発現
があることがわかってきた。CRISPR/Cas 法による Slc10a4 遺伝子ノックアウト実験と平行して、
下垂体細胞における Slc10a4 遺伝子の機能解析も同時に行っていく予定である。
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ドパミン神経系による情動の変化が IGF-1 とインスリン作用を介した
糖脂質代謝に及ぼす影響の解明
笹岡利安、恒枝宏史、和田

努

富山大学大学院医学薬学研究部病態制御薬理学

まとめ
生活習慣や社会構造の急激な変化による糖代謝異常の増大に、うつ・不安などの情動系の異常が
関連することが知られている。そこで、情動シグナルに中心的な役割を担うドパミンシグナルが個
体の糖代謝に及ぼす影響と、代謝臓器での IGF-1/ インスリン作用への関与を検討した。ドパミン 1
型受容体欠損マウスでは体重の減少を認めたことから、ドパミン 1 型受容体シグナルが、摂食や行
動量の調節に関わる可能性が考えられた。一方、ドパミン 2 型受容体欠損マウスの体重は対照マウ
スと比べて同等であり、ブドウ糖負荷試験では耐糖能に明らかな異常を認めなかった。しかし、ピ
ルビン酸負荷試験で肝糖産生を検討すると、ドパミン 2 型受容体欠損マウスでは肝糖産生が亢進し、
その原因として肝糖新生関連酵素 G6Pase の発現上昇を認めた。ドパミン 2 型受容体欠損マウスは
肝糖産生の亢進にも関わらず個体での耐糖能が変化しないことから、糖代謝に重要な役割を担う
IGF-1 受容体とインスリン受容体の発現量を検討した。ドパミン 2 型受容体欠損マウスの肝組織や
白色脂肪組織では、IGF-1 受容体とインスリン受容体の発現量に変化を認めなかったが、骨格筋で
は両受容体の発現上昇を認めた。以上より、ドパミン系シグナルの適切な制御が、情動の変化を考
慮した新規糖尿病治療の開発に繋がる可能性が考えられた。

はじめに
生活習慣や社会構造の急激な変化により、小児の肥満が増加している。肥満者ではうつ状態やひ
きこもりが生じ易く、情動の変化が発達・成長障害や糖脂質代謝異常と密接に関連することが知ら
れている。中枢性エネルギー代謝を担う視床下部は、情動系の制御にも重要であり、偏桃体や中脳
と連携して怒りや不安などの情動反応への連関異常により、情動系と糖脂質代謝・発達異常の連鎖
が引き起こされると考えられている。米国では最近、ドパミン 2 型受容体作動薬の速放性ブロモク
リプチンが 2 型糖尿病の治療薬として用いられ、その意義が重視されている。また、肥満モデル動
物を用いた検討により、中脳を含めた臓器間ネットワークがインスリン抵抗性に対する防御因子と
して重要な役割を果たすことが明らかにされている。しかし、中脳ドパミン神経系が糖代謝を調節
する機序は未知な点が多い。中脳ドパミン神経は、視床下部オレキシン神経との密接な連係を介し
て、脳の報酬作用などの機能し寄与することが明らかになりつつある。我々は、今までにオレキシ
ン神経系が概日リズムに合致した中枢性糖代謝調節に重要であり、さらに、うつに伴う糖代謝異常
の防御作用を発揮することを見出している。そこで本研究では、中脳ドパミン系の糖・エネルギー
バランス調節に及ぼす影響をより明確にするためにドパミン欠損マウスを用いて解析し、情動の変
化が糖代謝に及ぼす影響を解明することを目的とした。
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方法
1）実験動物の飼育
C57BL/6J マウス、ドパミン 1 型受容体欠損マウス、ドパミン 2 型受容体欠損マウスを実験に使
用した。動物実験は国立大学法人富山大学動物実験取扱規則に則り、動物実験委員会の承認を受け
た実験計画に基づき行った。実験動物は、富山大学生命科学先端研究センター・動物実験施設にお
いて、温度：24±1℃、湿度：55±10％、照明：12 時間の明暗サイクル（7:00 on/ 19:00 off）の環境
下で飼育した。また、食餌（PicoLab Rodent Diet; #5053, PMI Nutrition International, St. Louis,
MO, USA）および水は自由に摂取させた。
2）グルコースおよびピルビン酸負荷試験
マウスに、グルコース負荷試験（GTT）およびピルビン酸負荷試験（PTT）を行った。6 時間あ
るいは一晩絶食させたマウスに、2 g/kg グルコースまたは 2g/kg ピルビン酸を投与し、0、15、30、
60 および 120 分後に尾静脈より採血した。血糖値はグルコース脱水素酵素法（ニプロフリースタイ
ルセンサー , NIPRO, Osaka, Japan）を使用して測定した。
3）遺伝子発現解析
マウスより肝臓、骨格筋、精巣上体白色脂肪組織（eWAT）
、鼠頸部白色脂肪組織（iWAT）を摘
出し、液体窒素を用いて凍結し−80℃で保存した。その後、Total RNA の抽出を TRIsure（Nippon
Genetics, Tokyo, Japan）を用いて行った。逆転写反応には、Total RNA（1μg）および Primer
Script ™ RT reagent Kit（for Perfect Real Time）（Takara Bio Inc., Shiga, Japan）を用いた。
Real-time PCR は SYBR Premix Ex Tag II（Takara Bio Inc., Shiga, Japan）を用いて Mx3000P/
3005P real-time PCR system（Stratagene, La Jolla, CA , USA）により行った。定量した各 mRNA
量は、18s ribosomal RNA の mRNA 量との相対比で示した。

結果
1）ドパミン受容体欠損が体重と耐糖能に与える影響の解析
通常食餌下で飼育したドパミン 1 型受容体欠損マウスは、対照マウスと比較して体重の低下を呈
し、低体重を反映して空腹時血糖値の低下を認めた。一方、ドパミン 2 型受容体欠損マウスは、通
常食餌下では体重や空腹時血糖値に変化を認めなかった。経口血糖負荷テスト（OGTT）により耐
糖能を検討すると、ドパミン 1 型受容体欠損マウスおよび 2 型受容体欠損マウスの耐糖能は、いず
れも対照マウスと同等であった。
2）ドパミン受容体欠損が肝糖産生に与える影響の解析
情動の変化は、中枢性に視床下部と自律神経系を介して肝の糖産生を制御する可能性が考えられ
る。そこで、ピルビン酸負荷テスト（PTT）により肝糖産生を検討した。ピルビン酸投与による肝
糖産生はドパミン 1 型受容体欠損マウスでは変化を認めなかったが、ドパミン 2 型受容体欠損マウ
スの肝糖産生能は亢進していた。ドパミン 2 型受容体欠損マウスで認めた肝糖産生亢進の原因を明
らかにするため、肝糖新生関連酵素の遺伝子発現を調べたところ、ドパミン 2 型受容体欠損マウス
の肝での Glucose 6 phosphatase（G6Pase）の発現亢進を認めた。
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3）ドパミン 2 型受容体欠損マウスでの IGF-1 受容体とインスリン受容体の遺伝子発現の変化
ドパミン 2 型受容体欠損マウスでは肝糖産生が亢進しているが、個体の耐糖能には変化を認めな
かったことから、糖代謝に深く関わる IGF-1 受容体とインスリン受容体の代謝標的組織での発現変
化を検討した。肝臓での IGF-1 の発現量は、対照と比べ変化を認めなかった。本成績と一致して、
肝組織での IGF-1 受容体とインスリン受容体の発現量は、ドパミン 2 型受容体欠損マウスと対照マ
ウスでは同等であった。同様に、副睾丸白色脂肪組織（eWAT）と鼠頸部白色脂肪組織（iWAT）
における IGF-1 受容体およびインスリン受容体の mRNA 発現量は、対照マウスと比べ変化を認め
なかった。一方で、骨格筋での IGF-1 受容体の mRNA 発現量は、対照マウスと比べ有意に上昇し
ており、また、インスリン受容体の mRNA 発現量も増加傾向を認めた。

考察
視床下部は扁桃体や中脳との連係を介して怒りや不安などの情動反応に関与すると共に、自律神
経を介して末梢組織における糖脂質代謝に重要な役割を担っている。そこで、急性あるいは慢性ス
トレス状態での糖脂質代謝異常において、報酬系を司るドパミン神経系の糖代謝への関与が推定さ
れるが、その実態は未知な点が多い。本研究により、ドパミン 1 型受容体は、体重の変化により深
く関わる可能性が考えられる。その原因として、摂食や行動の変化を明らかにする必要が考えられ
る。一方で、ドパミン 2 型受容体は、中枢性の糖代謝調節により直接的に関わる可能性が示唆され
る。肝臓の糖産生調節は、交感神経と副交感神経のバランス調節により中枢性の影響を受けやすい
ことが知られている。本知見に基づき、覚醒や怒り・不安などの情動シグナルに関わるドパミン 2
型受容体は、中枢性の肝糖産生の調節に重要な役割を担うことが示唆される。しかし、本マウスで
の肝糖産生の亢進の程度は、個体での耐糖能異常を惹起するには至っていない可能性が考えられる。
一方で、ドパミン 2 型受容体欠損マウスにおいて、骨格筋での IGF-1 受容体やインスリン受容体の
発現亢進を認めたことは、骨格筋で糖代謝が亢進している可能性が考えられる。本マウスでの骨格
筋での IGF-1 受容体とインスリン受容体の発現亢進が、骨格筋への糖取り込みの変化に及ぼす影響
は今後の検討課題である。骨格筋は糖代謝に重要な役割を担うことから、本マウスでは、肝での糖
産生の亢進と骨格筋での糖代謝の促進により、個体内での肝臓と骨格筋における糖利用の臓器間連
関調節が生じている可能性は興味深い。
以上より、ドパミン 2 型受容体シグナルは、中枢性に肝糖産生を制御し、骨格筋での IGF-1/ イン
スリン作用に影響を及ぼすことで、個体内での糖利用を双方向性に調節する可能性が考えられた。
本知見に基づき、ドパミンシグナルの適切な制御は、情動の変化を考慮した新たな糖尿病治療に繋
がる可能性が考えられた。

関連文献
Tsuneki H, Tokai E, Nakamura Y, Takahashi K, Fujita M, Asaoka T, Kon K, Anzawa Y, Wada T,
Takasaki I, Kimura K, Inoue H, Yanagisawa M, Sakurai T, Sasaoka T. Hypothalamic orexin
prevents hepatic insulin resistance via daily bidirectional regulation of autonomic nervous system
in mice. Diabetes. 64:459-470, 2015.
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低身長思春期早期発来の原因検索と治療法の確立
佐藤直子
たなか成長クリニック
瀬尾美鈴
京都産業大学

研究目的
前年度に低身長思春期早期発来（以下 EPFH）患者において、生下時〜現在までの経過を集め、
既知遺伝子群の変異解析を行った。本年度における研究の目的は、引き続き EPFH の成長と治療経
過を追跡し、EPFH の既知遺伝子に加え、新規責任候補遺伝子変異解析を行い、疾患発症への関与
と変異が治療効果へ与える影響を検討することである。

研究の概要（実施計画と方法）
低身長思春期早期発来（以下 EPFH）とは、低身長にも関わらず、思春期が正常な思春期開始年
齢に発来し、最終身長が低身長に終わる疾患のことである。しかしながら、EPFH は思春期発来の
年齢が思春早発症の診断基準と一致しないため、多くの患者が性腺抑制療法の適応外として適切な
治療を受けられていない。昨年度、われわれは EPFH 患者群の生下時〜成人身長までの成長、性成
熟度、治療経過を集計し、性腺抑制療法が予測最終身長を改善する可能性をみいだした。本年度は
EPFH 患者群を対し、引き続き臨床経過の追跡と既知遺伝子および新規の責任候補遺伝子の変異解
析を行い、疾患発症の原因究明を行った。
〔対象〕対象は、本クリニックで経過観察中の EPFH 患者約 50 例（男児：30 例、女児 20 例）で
ある。
〔方法〕臨床解析：EPFH 患者群において、生下時〜現在までの成長曲線を作成した。初診時に身
長、身長 SD スコア、骨年齢、Tunner stage 評価、性ホルモンの測定、家族歴、既往歴を聴取し、
以後 3 〜 6 か月ごとに診察を行い、前述の項目を追跡した。変異解析 : 書面にて同意が得られた
患者の末梢血を採取し、ゲノム DNA をテンプレートとして、性成熟、思春期発来に関与が推測
される責任遺伝子 A 群（KAL1, FGFR1, FGF8, PROKR2, PROK2, CHD7, GnRHR, GPR54, Kiss1,
TAC3, TAC3R 遺伝子等）および EPFH の新規責任候補遺伝子である遺伝子 B においての翻訳領
域を、次世代シーケンサー及び直接シークエンス法での解析を計画した。特に、本年度は遺伝子
B の解析を中心に行った。

現在までの解析状況
当クリニックに通院中の EPFH 患者約 25 例において、初診時から定期的に身長、身長 SD スコア、
骨年齢、性成熟評価、性ホルモンの測定を行い、データを収集している。本年度は、上記の症例に
対し、新規候補遺伝子と推測される遺伝子 B の遺伝子変異解析を中心に順次解析を行っているが、
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有意な変異は未だ同定されていない。現在、遺伝子群 A において変異が 3 個同定され、インシリコ
解析にて蛋白機能へ影響が少ないと予測されたが、機能多型である可能性も考えられ、機能解析を
検討中である。今後もさらに検体集積を行い、遺伝子 B の変異解析を継続して行い、EPFH の原因
究明を行う予定である。
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ゲノム編集技術を基盤とした軟骨細胞分化・成長に必須の新規転写因子の探索
高畑佳史
大阪大学大学院歯学研究科生化学教室

はじめに
骨格系は、脊椎動物の最も基本的な特徴であり、その構造は力学的にも適応した形態を持ち、生
体の支持や運動機能の維持に必須の役割を果たしており、それと同時に生体のカルシウムの貯蔵庫
として血中 Ca2+ 濃度維持にも不可欠である。そのため、軟骨内骨化による骨新生後も、破骨細胞に
よる骨吸収と骨芽細胞による骨形成を絶えず繰り返し、再構築（リモデリング）を営むことにより
骨の形態や機能を維持している。
骨格の支持・成長に重要な役割を果たす軟骨組織の多くは、骨格形成において胎生期に存在し、
軟骨基質の石灰化に続いて骨組織に置換されることで、体幹形成を決定し、筋肉とともに運動器の
中核としての役割を果たしている。多分化能を持つ未分化間葉系幹細胞は、まず骨原生と血液原生
の間葉系細胞に別れるが、このうち骨原生の細胞からは、軟骨細胞、骨芽細胞及び骨細胞の 3 種類
の細胞が分化する。また、軟骨組織は、静止軟骨細胞層と成長板より成り立っており、この成長板
には異なる分化段階の軟骨細胞が存在し、分化過程が正常に進行することにより、骨格の長軸方向
への伸張を促進する。この分化の初期過程（Col II positive）を転写因子 Sox5,6,9 が促進的に制御し
ており、分化の後期課程（Col X positive）にあたる前肥大化期からは、転写制御因子 Runx2 や、
前肥大化期に産生されパラクライン因子として分化を調節する Indian hedgehog（Ihh）などによっ
て制御されている。さらに、BMP2、FGFs および IGF 等の成長因子や、PTHrP および Wnts 等の
分泌型蛋白質など、多くの因子により軟骨分化は制御されている事が明らかとなりつつある。

SOX5

SOX6
Runx2
SOX9

Resting

Proliferating

Col II
Hypertrophic

Col X
Col II

Col II

Ihh

Pre-chondrocytes

Proliferating
chondrocytes

Prehypertrophic
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Col X

Cancellous
bone

Mesenchymal stem cell
(MSC)

図1

軟骨組織を構成する軟骨細胞の分化様式
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このように、骨格の伸張は細胞内の情報伝達機構や転写因子などによる調節を介して緻密に制御
される。間葉系幹細胞から成長軟骨細胞への分化においては、転写因子 Sox9 が機能することが必
須であることが既に明らかにされているが、この転写因子 Sox9 を制御する上流の転写因子につい
ては未だ同定されていない。転写因子 Sox9 の発現を調節する転写因子を同定し理解することは、
軟骨細胞の分化・機能の制御機構解明にとどまらず、この転写因子に対して特異的あるいは重点的
に作用する薬剤の開発が、軟骨成長障害を有する患者に光明を与える可能性が見込まれる。そこで、
本研究ではエピジェネティクス情報に着目し、最新のゲノム編集技術を駆使することで、Sox9 遺伝
子を制御する上流の転写因子を探索し、その機能解析を行うことを目的とした。

方法および結果
1．enChIP 法による Sox9 発現制御に特異的な転写因子の同定
こ れ ま で の 我 々 の 研 究 か ら、 未 分 化 間 葉 系 幹 細 胞 株 で あ る C3H10T1/2 細 胞 に Bone
morphogenetic protein 2（BMP2）刺激を加えることで、軟骨細胞分化に必須の転写因子 Sox9 が
誘導されることを明らかにしている。本研究では、Sox9 が最も発現誘導される最適な時間を検討す
るため、C3H10T1/2 細胞に BMP2 を刺激後 3 時間から 48 時間の間で時間条件を振り total RNA を
回収後、Sox9, Col II 遺伝子発現を qRT-PCR 法を用いて定量を行った。その結果、Sox9 の発現は
BMP2 刺激後 6 時間で最大となり、Col II の発現は遅れて 12 時間後が最大となった（図 2A,B）
。

図2

BMP2 刺激による Sox9, Col II 遺伝子の時間依存的変化
（A）Sox9 mRNA の発現量
（B）Col II mRNA の発現量

Sox9 誘導を引き起こす BMP2 刺激によって生じる下流のシグナル伝達、転写因子は未だ不明で
ある。なぜなら（図 1A,B）で示すように、Sox9 の発現誘導は転写レベルで速やかに行われるため、
従来の Microarray 解析等では発現誘導に関わる遺伝子を捉えることができなかったため、Sox9 の
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上流を制御する転写因子の解明は困難であった。しかし、本研究ではエピジェネティクス解析が突
破口であると考え、enChIP 法が効果的であることに着目した。
本研究で使用する enChIP 法は、変異型 CRISPR/Cas9 を用いてクロマチン構造を保持したまま
特定のゲノム領域に結合するタンパク質を同定し、目的遺伝子の制御に関わる遺伝子を網羅的にス
クリーニングすることが可能な非常に強力で画期的であり、本研究にもっともふさわしい手法であ
る。生物種間で高度に保存されている Sox9 遺伝子のプロモーター領域を標的に、変異型 Cas9
（dCas9）が結合できるようにガイド RNA（gRNA）を設計し、C3H10T1/2 細胞に dCas9 と gRNA
をレトロウィルスを用いて導入した（図 3A）。dCas9 と gRNA を導入から 48 時間後に BMP2 刺激
を行い、細胞をホルマリンでクロスリンクした後、Flag-tag に対する抗体を用いてクロマチン免疫
沈降を行った。免疫沈降後のサンプルを SDS-PAGE 後、銀染色を行い、BMP2 刺激によって増加が
見られたタンパク質のバンドを切り出し MS 解析を行った（図 3B）
。
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図 3 （A）Sox9 プロモーターを標的にした enChIP 法
（B）2 種類の gRNA を用いた enChIP 後の銀染色図
（赤い * が増加したタンパク質を表す）
2．Sox9 発現制御に関わる新規転写因子の機能解析
MS 解析の結果、発生に関わる重要な候補転写因子がスクリーニングにより得られた。この新規
転写因子が Sox9 の発現制御に実際に関わっているのかどうかを検討するために、新規転写因子の
N 末端に 3xFlag tag を導入した発現ベクターを構築した。この新規転写因子を C3H10T1/2 細胞に
レトロウィルスを用いて導入を行い、Flag-tag 抗体を用いて ChIP assay を行ったところ、Sox9 プ
ロモーターに結合していることを確認した（図 4B,C）
。
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図 4 （A）Sox9 プロモーター上での PCR 増幅部位
（B）ChIP assay を行い、標的部位の増幅を確認
（C）増幅部位を qPCR で定量した結果

さらに、スクリーニングで得られた新規転写因子の局在を調べるため、3xFlag タグ付き新規転写
因子を C3H10T1/2 細胞にレトロウィルスを用いて導入し、抗 Flag-tag 抗体を用いて免疫組織化学
染色を行った。核を染色する DAPI とともに、局在を検討すると新規転写因子は核内に存在するこ
とが明らかとなった（図 5）。

Flag

図5

DAPI

Merge

C3H10T1/2 細胞を用いた免疫組織化学染色
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以上の結果から、この新規転写因子は通常核内に存在し、Sox9 プロモーター上に結合しているこ
とを明らかにした。今後は、Sox9 発現を制御するこの新規転写因子が実際に Sox9 を誘導するのか
どうか検証し、Sox9 発現上昇を引き起こした場合にはそのメカニズムを解析することを検討課題と
したい。

おわりに
本研究で明らかにした最も重要な所見は、C3H10T1/2 細胞を用いて Sox9 プロモーターを標的に
enChIP 法を行い、プロモーター上に結合する転写因子をスクリーニングで得られたことである。
この発見は、BMP2 により Sox9 が活性化されるシグナル経路の詳細な解明と、下流の遺伝子の活
性化を明らかにする糸口になりうる可能性がある。実際に本研究では、スクリーニングで得た新規
転写因子は核内に存在し Sox9 プロモーター上に結合することが明らかになった。しかしながら、
この転写因子が Sox9 を誘導するのかどうかについては現在解析中であり、そのメカニズムについ
ては未だ分かっておらず将来的な検討課題である。
enChIP 法の導入と基礎的条件の検討から始まった本研究は、まだまだ最適な条件下で行ったと
はいえず、今回のスクリーニングで得た転写因子もアーティファクトによる結果でないことは否定
できない。今回の実験条件では、enChIP 後の銀染色結果図では、BMP2 刺激によって増加が見ら
れたバンドにはさまざまなタンパク質が含まれており、サンプルが微量であるがゆえに外部からの
ケラチン汚染による影響を受けやすいなどの問題も多かった。MS 解析においてケラチンによる影
響をできるだけ少なくするために、ゲル切り出し法を用いた今回の実験方法とは別に回収したタン
パク質を、ショットガン法を用いて新たに解析しなおしてみることも必要である。
今後は、今回のスクリーニングで得た転写因子の活性化メカニズムを明らかにするとともに、
enChIP 法の実験系にも改良を加え、Sox9 を制御する複数の候補転写因子群の探索も継続して行う。
最終的にはスクリーニングで得られた転写因子の制御を通じて、最終的には軟骨の成長障害の新規
治療法の理論構築および軟骨の成長を促す新規薬剤の開発を目指していきたい。

謝辞
本研究は、公益財団法人成長科学協会からの平成 26 年度研究助成金を受けて遂行したものであり、
本稿を終えるにあたりここに厚く御礼申し上げます。
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体質性低身長児における ACAN 遺伝子異常に関する研究
棚橋祐典
旭川医科大学小児科

研究の背景と目的
Aggrecan は軟骨の細胞外基質の主要構成蛋白であり、それをコードする ACAN 遺伝子の変異は、
Spondyloepiphyseal dysplasia, Kimberley type や Spondyloepimetaphyseal dysplasia, aggrecan
type、Osteochondritis dissecans, short stature, and early-onset osteoarthritis とよばれる骨系統疾
患を呈するが、近年、特発性低身長児において ACAN 遺伝子ヘテロ接合性変異が同定された。そ
の表現型として、前思春期から認める骨年齢の促進や思春期における成長不良が指摘されている。
今回、体質性低身長児を対象に ACAN 遺伝子解析を行い、その頻度や表現型について検討した。

対象と方法
対象は、身長 SD スコア -2SD 以下の低身長小児（特発性低身長、家族性低身長、SGA 性低身長
症を含む）53 例。インフォームドコンセントを得た後、末消血リンパ球からの genomic DNA 抽出
を行い、PCR- ダイレクトシークエンス法にて ACAN 遺伝子の coding exon（現在解析中の exon12
を除く）および exon-intron 境界部について塩基配列を決定した。

結果
53 例中 2 例（3.8%）において、それぞれ① c.553C>A（p.P185T）、② c.1496C>A（p.A499D）と
いう新規のミスセンス変異をヘテロ接合性に同定した（図 1）。いずれも SNP のデータベースには
なく、PolyPhen-2 にて

Probably damaging であることから病的変異と考えられた。

2 例とも診断は特発性低身長で、一例は思春期未発来でまだ成人身長に達しておらず、もう一例
は転居のため成人身長までの経過を追うことができなかった。また、既報とは異なり、骨年齢はそ
れぞれ 2.5 歳（暦年齢 3.3 歳）、3.5 歳（暦年齢 4.8 歳）と遅延していた（表 1）
。

考察
今回、体質性低身長児 53 例を対象として、PCR- ダイレクトシークエンス法による ACAN 遺伝
子解析を行ったところ、2 例（3.8%）において変異が同定された。解析途中のためさらに症例が増
える可能性もあり、体質性低身長における遺伝子異常として比較的頻度が高いものである可能性が
示された。また、その表現型に関しては従来指摘されているような骨年齢の促進は認められず、よ
り多彩なものである可能性が示された。思春期における成長に関しては今回の症例では未確認であ
るが、今後、二次性徴を含めた成長の注意深い経過観察が必要である。
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図1

同定された ACAN 遺伝子変異

① c.553C>A（p.P185T）

表1

② c.1496C>A（p.A499D）

ACAN 遺伝子変異を有する 2 例の表現型
Genotype

Ĭ P185T

ĭ A499D

Age (years) / Sex

13.5 / male

4.8 / female

Gestational age (weeks)

38

40

Birth length (cm) / weight (g)

45.7 / 2350

47.3 / 2750

Height of Father / Mother (cm)

165 / 150

161 / 156

Height (cm)

136.8

93.5

Height-SDS

-2.7

-2.5

IGF-1 (ng/ml)

163 (at 3-year-old)

130

Bone age (years)

2.5

3.5

Chronological age at evaluation
of the bone age (years)

3.3

4.8

GH provocation test

ND

normal

Diagnosis

ISS

ISS
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原因不明の SGA 性低身長症に対する包括的遺伝子解析
中村明枝
国立成育医療研究センター研究所
分子内分泌研究部

目的・背景
IUGR（子宮内発育不全）には、胎児因子、母体因子、胎盤因子が複雑に関わって発症するが、胎
児側の遺伝学的要因が同定されている SGA 性低身長症例は少ない。胎児側の遺伝的要因としては、
単一遺伝子異常症、インプリンティング異常症、染色体微細構造異常などが含まれる。今回、我々
は原因不明の SGA 性低身長症を集積し、
（1）奇形症候群や骨系統疾患を含む既知の責任遺伝子と
GH-IGF-1 系のシグナル伝達や成長板に発現する候補遺伝子を対象としたターゲットリシークエンス
による次世代シークエンスを用いた包括的な遺伝子解析、（2）パイロシークエンス法によるメチル
化解析、（3）CGH アレイを用いたコピー数異常の同定を行うことにより、原因不明とされていた
SGA 性低身長症の遺伝的要因の解明を目的とする。

対象
以下の基準を満たす症例を前方視的に集積した。
（1）出生時の身長と体重が 10 パーセンタイル未
満、（2）3 歳をすぎて身長が -2.5SD 未満、（3）染色体異常、成長障害遺伝子変異が同定された症例
は除外した。

方法
患者末梢血由来ゲノム DNA を抽出し、パイロシークエンス法にて既知のインプリンティング疾
患のメチル化可変領域（DMR）（表 1）のメチル化状態を定量的に評価した。

表1

解析対象としたメチル化可変領域と既知のインプリンティング疾患
DMR

Locus

㧗࣓ࢳࣝ

ప࣓ࢳࣝ

H19

11p15

Beckwith-Wiedemann ೃ⩌

Silever-Russell ೃ⩌

Kv

11p15

Silver-Russell ೃ⩌

Beckwith-Wiedemannೃ⩌

PEG1

7q32.2

Silver-Russell ೃ⩌

PEG10

7q21.3

Silver-Russell ೃ⩌

IG

14q32.2

Kagami-Ogata ೃ⩌

Temple ೃ⩌

MEG3

14q32.3

Kagami-Ogata ೃ⩌

Temple ೃ⩌

PLAGL1

6q24

SNRPN

15q11-13

GNAS A/B

20q13.3

᪂⏕ඣ୍㐣ᛶ⢾ᒀ
Prader-Willi ೃ⩌

Angelman ೃ⩌
ഇᛶ⏥≧⭢ᶵ⬟పୗ
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メチル化異常を同定した症例については、コピー数の異常の有無、片親性ダイソミーの有無を調
べるため、CGH アレイあるいは MLPA、マイクロサテライト解析を施行した（図 1）
。

図1

メチル化異常症例の異常パターンと解析方法

また、既知の成長障害をきたす疾患の、責任遺伝子 406 個の全翻訳領域を標的として濃縮する
Haloplex を作成した。

解析経過
76 例中 6 例（7.9%）にて、既知のインプリンティング疾患の責任領域（メチル化可変領域・
DMR）にメチル化異常を認めた。内訳は、1 例で PEG1-DMR 、PEG10-DMR の高メチル化、1 例で
IG-DMR、MEG3-DMR の低メチル化、1 例で SNRPN -DMR の高メチル化を認めた。また、既知の
インプリンティング異常症のメチル化パターンではないが、2 例で PLAGL1-DMR の高メチル化、1
例で GNAS A/B の高メチル化を同定した。メチル化異常を同定した症例では、染色体構造異常あ
るいは片親性ダイソミーの有無を確認するため、CGH アレイ、MLPA、マイクロサテライト解析を
行った。いずれの症例もコピー数異常は認めず、両親の検体を入手できた症例にてマイクロサテラ
イト解析を行った結果、6 例中 4 例にて片親性ダイソミーを確認した（表 2）
。

− 116 −

成長科学協会 研究年報 No.38 2014

表2

メチル化異常を同定した症例の解析結果のまとめ

CGH ࣞ

࣓ࢳࣝࣃࢱ࣮ࣥ

࣐ࢡࣟࢧࢸࣛࢺゎᯒ

MLPA
 1

PEG1ࠊPEG10-DMR 㧗࣓ࢳࣝ

ࢥࣆ࣮ᩘ␗ᖖ࡞ࡋ

UPD(7)mat
(Iso + Heterodisomy)

 2

IG-DMRࠊMEG3-DMR ప࣓ࢳࣝ

ࢥࣆ࣮ᩘ␗ᖖ࡞ࡋ

UPD(14)mat
(Segmental isodisomy)

 3

SNRPN-DMR 㧗࣓ࢳࣝ

ࢥࣆ࣮ᩘ␗ᖖ࡞ࡋ

ᮍ⾜

 4

PLAGL1-DMR 㧗࣓ࢳࣝ

ࢥࣆ࣮ᩘ␗ᖖ࡞ࡋ

UPD(6)mat
(Segmental isodisomy)

 5

PLAGL1-DMR 㧗࣓ࢳࣝ

ࢥࣆ࣮ᩘ␗ᖖ࡞ࡋ

ᮍ⾜

 6

GNAS A/B 㧗࣓ࢳࣝ

ࢥࣆ࣮ᩘ␗ᖖ࡞ࡋ

UPD(20)mat (Isodisomy)

UPD㸸∦ぶᛶࢲࢯ࣑࣮ࠊmat : ẕᛶ
考察
既知のインプリンティング異常症の診断に至ったのは 3 症例だが、いずれもそれぞれの疾患の臨
床症状を呈していたが、典型的な所見を認めず臨床的に診断に至るのが困難であった。
また、6 番染色体、20 番染色体の母性片親性ダイソミーの症例が同定された。いずれも過去に症
例が数例報告されているが、父由来の 6 番染色体の Plagl1-DMR をノックアウトしたマウスで子宮
内発育不全をきたすことや、20 番染色体で父由来アレルから発現する XLAS が成長に重要な役割
を果たすなどの報告があり、UPD(6)mat や UPD(20)mat で SGA 性低身長をきたしたことと矛盾し
ないと考えられる。しかし、両者において過去の報告例と我々の症例を比較して、IUGR をきたす
以外に共通する特徴的な臨床所見は認めず、今後さらなる症例の蓄積を要すると考えられた。

今後の方針
更に SGA 性低身長症例数を増やし、メチル化解析、さらに、メチル化異常を同定されなかった
症例に対しては、成長障害をターゲットとする Haloplex を使用して作成したライブラリを用いて次
世代シークエンサーによる網羅的な遺伝子解析、CGH アレイを行い更なる遺伝的要因の特定を行
う。
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インスリン受容体基質を介したインスリン受容体の
新しい選択的スプライシング制御機構と
インスリン様活性調節機構
伯野史彦、尾添淳文、成田佑果、李

子政

東京大学大学院農学生命科学研究科

はじめに
インスリン受容体には、選択的スプライシング（AS）によって生じる二つのバリアント IR-A と
IR-B が存在する。IR-A は、インスリン様成長因子（IGF）-II とも高い親和性が結合することが報
告され、特に、がん化した細胞で IR-A の発現量が増加していることから、IR-A と細胞増殖・がん
化との関連が示唆されている。申請者らは最近、インスリンシグナルの仲介タンパク質であるイン
スリン受容体基質（IRS）-1 がスプライシング関連タンパク質と結合していることを発見した。本
研究では、
「IRS-1 がスプライシング関連タンパク質と結合することにより、IR RNA の AS が制御
され、その結果、インスリン様活性が調節される」という作業仮説を証明することを目的としている。

材料と方法
1）材料
ヒト乳癌由来上皮細胞 MCF-7 は、東京理科大学薬学部の早川洋一博士からご供与いただいた。
マウス線維芽細胞および MCF-7 細胞は 10%FBS/DMEM 培地で培養した。IR-A または IR-B を安
定発現した NIH3T3 細胞は、レトロウイルスを感染させて作製した。
2）IR-A、IR-B 安定発現 NIH3T3 細胞の作製
レトロウイルスベクターは、北村俊雄博士（東京大学医科学研究所）より御供与いただいた
pMX-neo または pMXs-puro に human IR-A または human IR-B の cDNA を組み込んで作製した
（pMXs-IR-A、pMXs-IR-B）。PLAT-E 細胞に Lipofectamine2000（Invitrogen）を用いて、pMXsneo、pMXs-IR-A、pMXs-IR-B を遺伝子導入し、24 時間後から、24 時間おきに計 3 回培養上清を回
収した。培養上清は φ45 mm のフィルター（Sartorius, Goettingen, Germany）で濾過滅菌してレ
トロウイルス液とし、使用まで 80℃で保存した。前日に播種した NIH-3T3 細胞に、1 μg/ml
polybrene, 50% のレトロウイルス液を含む FBS 培地を添加して 24 時間培養した。その後培地交換
を行い、さらに 24 時間培養し、1 μg/ml puromycin 含有培地で細胞を selection した。作製した
NIH-3T3-Ctrl, NIH-3T3-IR-A. NIH-3T3-IR-B の 3 種類の細胞を 48well plate に段階希釈して播種し、
1 個の細胞由来の細胞系をそれぞれ 3 つずつ作成した。
3）マウスの飼育
実験には C57BL/6JJcl マウスを用いた。マウスには飼料（マウス用固形飼料 CE-2、日本クレア）
および水を自由接種させた。飼育室は 24±1℃で明期（8:00-20:00）
、暗期（20:00-8:00）の 12 時間サ
イクルで管理した。なお、全ての実験は東京大学動物実験施設規則に従って行った。
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4）IR-A、IR-B mRNA の定量
培養細胞の場合には、dish から培地を吸引除去し PBS(‒) で洗浄した後、TRIzol（Invitrogen）を
用い、同社のプロトコールに従って培養細胞から total RNA を抽出した。マウス組織については、
液体窒素で凍結した後、ホモジェナイザーで破砕してから TRIzol を添加し、上記と同様に total
RNA を抽出した。total RNA は DNase 処理を行ってから使用した。1 μg 相当量の total RNA に
SuperScript II を加え、Random primer を用いて逆転写反応を行い、cDNA を作製した。特異的プ
ライマーを用いて遺伝子を増幅し、得られた PCR 産物は、10 〜 12% のポリアクリルアミドゲルで
ミニ泳動槽（ATTO）を使用し、泳動 buffer（1×TAE）中で 100V、約 1.5 時間電気泳動した。そ
の後エチジウムブロマイド溶液で約 5 分間染色して DNA を検出した。IR-A および IR-B の絶対定
量的な mRNA 解析を行うために、IR-A と IR-B をそれぞれ特異的に増幅させるプライマーを設計し
てリアルタイム PCR を行った。絶対定量に際して、濃度既知の human IR-A および IR-B の cDNA
配列を組み込んだプラスミドを 1/4 ずつ段階希釈した希釈系列を作り、この希釈系列により作製し
た検量線を元に mRNA 量の絶対値を算出した。
5）細胞内シグナルの解析
dish から培地を除去した後、氷冷 PBS(‒) で 2 度洗浄し、氷上で lysis buffer（50 mM Tris-HCl,
150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1 % Triton X-100, 500 μM Na3VO4, 100 KIU/ml Aprotinin, 10 mg/ml
PNPP（p -nitrophenylphosphate）, 10 μg/ml leupeptin, 5 μg/ml pepstatin, 20 μg/ml PMSF
（phenylmethylsulfonyl fluoride）, pH 7.4）を加えて細胞を溶解し、溶解液を cell scraper を用いて
かき集めて細胞抽出液を調製した。細胞抽出液を 7 〜 10% のポリアクリルアミドゲルを作成後、ミ
ニ泳動槽（ATTO）を使用して電気泳動し、
Trans Blot Cell（Bio Rad）を用いて PVDF（polyvinylidene
fluoride）膜に転写した。転写後の膜を 1 時間の blocking 反応を行い、blocking buffer で希釈した
一次抗体液で 4ºC で一晩静置した。その後、希釈した二次抗体を用いて膜を室温で 1 時間インキュ
ベートした。最後に、Enhanced chemiluminescence kit（PerkinElmer）を用いて、
添付のプロトコー
ルに従って X 線フィルム（FUJIFILM）に露光し、タンパク質を検出した。
6）細胞増殖の解析
NIH-3T3 細胞浮遊液を調製し、1.0×104 cells/35mm dish となるように、各細胞株について 7 枚
ずつ播種した。播種してから 1 日おきに全細胞数の計数、および培地交換を行った。

結果
1．マウス IR-A/B mRNA の分別測定法の確立およびマウス組織での発現量の検討（Figure 1）
2 つのスプライシングバリアントを分別して測定する方法の確立を目指した。まず、マウス IR の
エクソン 10 とエクソン 12 の間を増幅させるプライマーを設計した（Figure 1B）
。3T3-L1 脂肪細胞
の cDNA を鋳型として、このプライマーセットを用いた PCR を行った後、ポリアクリスアミドゲ
ル電気泳動を行ったところ、異なる長さの 2 種類の増幅産物が確認された（Figure 1C）
。データベー
ス上では登録されていなかったが、この結果からマウス IR にもヒトと同様に少なくとも 2 つのア
イソフォームが存在することが明らかとなった。シークエンスの結果、マウスとヒトのエクソン 11
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はどちらも 36 塩基であり、配列も非常によく類似していた。続いてマウス各組織について、IR-A/
B の mRNA 発現を解析した（Figure 1C）。2 匹の 7 週齢の雄マウスについて、一匹は 20 時間絶食
を行い、もう一匹は 18 時間絶食後 2 時間再給餌を行った。それぞれのマウスの各組織（肝臓、精巣
周囲脂肪、腓腹筋、ヒラメ筋、大脳、小脳、海馬、視床下部）から total RNA を抽出し、IR-A/B
の mRNA 発現を解析した。その結果、肝臓と脂肪では IR-B が多く、脳はすべての部位で IR-A が
高発現していることが明らかとなった。また、同時に調製した組織抽出液（肝臓、腓腹筋、大脳、
小脳、海馬）を immunoblotting に供し、タンパク質レベルでも IR の発現を確認した。なお、腓腹
筋からは他の組織と比較して十分な濃度の組織抽出液を調製できなかった。
2．IR-A/B の安定発現株の増殖能（Figure 2A,B）
IR-B が主にインスリンと結合して代謝活性を仲介するのに対して、IR-A はインスリン様成長因
子（IGF）-II との親和性も高く、細胞増殖活性を誘導することが示唆されている。そこで、実際に
IR-A の高発現が細胞増殖を促進するかを検証するために、IR-A および IR-B の安定発現株を作製し
て増殖解析を行った。NIH-3T3 細胞に IR-A または IR-B 遺伝子を組み込んだレトロウイルスを感染
させ、NIH-3T3-IR-A、NIH-3T3-IR-B、NIH-3T3-Ctrl（以下それぞれ IR-A 細胞、IR-B 細胞、コントロー
ル細胞を記す）の 3 種類の安定発現株を作製した（Figure 2A）
。各細胞は 3 クローンずつ単離した。
作製した 9 種類の細胞について 1 日おきに細胞数を計数した。その結果、コントロール細胞と IR-B
細胞では増殖に違いはなかったが、IR-A 細胞では増殖速度が大きく、confluent になって増殖を停
止した際の細胞数も多かった（Figure 2B）
。
3．IR-A および IR-B の機能的差異（Figure 2C）
IR-A および IR-B の安定発現株の増殖解析により、IR-A の高発現は細胞増殖を促進することがわ
かった。そこで、IR-A の高発現によって細胞増殖が誘導されるメカニズムを解析するため、細胞内
シグナル経路の活性化を測定した。それぞれの細胞のインスリンおよび IGF-II に応答したシグナル
伝達を解析した結果、インスリン刺激に応答した MAP kinase 経路および PI 3-kinase 経路の活性
化が IR-A または IR-B の安定発現によって促進されていた。一方で、IGF-II 刺激に応答した PI
3-kinase 経路の活性化はコントロール細胞とほぼ同レベルだったのに対し、MAP kinase 経路の活
性化はコントロール細胞や IR-B 細胞と比較して IR-A 細胞で亢進していることがわかった。Erk の
リン酸化の亢進が IGF-II 刺激時のみに生じたのは、
IR-A が IGF-II と親和性が高いためと考えられる。
血清含有培地中には IGF-II も含まれているので（Valentinis and Baserga, 1996）
、
これらの結果から、
IR-A 細胞で観察された細胞増殖の促進は、IGF-II に反応した MAP kinase 経路活性化を介したもの
であると考えられた。
4．インスリン /IGF あるいは血清刺激が IR-A/B の mRNA 発現に与える影響（Figure 3A,C）
これまでに我々は、IRS1 とスプライシング関連タンパク質が結合することを明らかにしている。
IRS1 はインスリン /IGF シグナル伝達の起点となる重要なシグナル分子である。そこで IRS1 のチ
ロシンリン酸化が増加するインスリン /IGF 刺激や血清刺激などで IR-A/B mRNA の発現が変動す
るかを検討した。無血清培地で 18 時間培養した MCF7 細胞を、①無血清培地（0.1% BSA）、②
10nM インスリン、③ 10nM IGF-I、④ 10nM IGF-II、⑤血清を含む培地（10% FBS）の 5 種類の培

− 121 −

成長科学協会 研究年報 No.38 2014

地に切り替えて 24 時間培養した。細胞から total RNA を抽出し、RT-PCR およびリアルタイム
PCR を行い IR-A/B mRNA 量を測定した。その結果、いずれの条件でも IR-A mRNA は無血清培
地で培養した場合（基底状態）と有意差は観察されなかった。しかし、IR-B mRNA 量は、無血清
培地で培養した細胞で最も多く、逆に血清含有培地で培養した細胞で最も少なかった、また、イン
スリン /IGF-I/IGF-II 単独で添加した細胞はその中間程度の発現量となった。このことから、血清
刺激によるインスリン /IGF シグナルの活性化は IR-B mRNA の産生を抑制すると結論した。
5．PI 3-kinase 経路あるいは MAP kinase 経路の阻害が IR-A/B の mRNA 発現に与える影響
（Figure 3B,D）
インスリンや IGF、血清刺激が活性化する代表的な下流シグナル伝達経路である PI 3-kinase 経路
と MAP kinase 経 路 の 活 性 化 が IR-A/B の mRNA 発 現 に 及 ぼ す 影 響 を 調 べ る こ と に し た。
LY294002 は PI 3-kinase 阻害剤、PD98059 は MEK（MAP kinase 経路に存在するキナーゼ）阻害
剤である。無血清培地で 18 時間培養した MCF7 細胞を、①血清含有培地、②血清含有培地 + 50
mM LY294002、③血清含有培地 + 50 mM PD98059 の 3 種類の培地に切り替えて 24 時間培養した。
これらの細胞について、先と同様な方法で IR-A/B の mRNA 量を解析した。その結果、PD98059
処理した細胞ではほとんど変化は見られなかったが、LY294002 処理した細胞では IR mRNA 全体
の発現が顕著に増加し、特に IR-B mRNA の割合が増加することを見出した。このことから、血清
刺激によって観察された IR-B mRNA の減少の一因として、PI 3-kinase 経路の活性化の関与が考え
られた。

考察
本研究での IR-A および IR-B の発現はすべて mRNA レベルで評価しており、今回得られた
mRNA 比や量がそのまま受容体タンパク質の発現比や発現量に対応するとは言えない。実際には
IR-A、IR-B タンパク質に特異的な抗体が必要だが、IR-A と IR-B の構造的な差異は受容体 α 鎖の
わずか 12 アミノ酸の有無だけであるため、IR-A と IR-B をそれぞれ特異的に認識する有効な抗体は
現在のところ存在しない。そこで、本研究では RT-PCR に加え、IR-A mRNA と IR-B mRNA を特
異的に増幅させるプライマーを用いたリアルタイム PCR 法を開発し、それぞれの mRNA の絶対定
量が可能となった。
今回 3T3-L1 細胞を用いた実験から、マウス IR にもヒト IR-A/B のような 2 つのアイソフォーム
の存在が確認された。今回マウスで得られた組織特異的な IR-A/B mRNA の発現パターンはヒトで
の報告とかなり共通している。IR-B はインスリンと特異的に結合するのに対し、IR-A は IGF-II と
親和性が高い。実際マウスでも、IR-B の発現が高かった組織は、肝臓や脂肪組織、筋肉といったイ
ンスリン依存的な代謝活性が高い組織であり、一方、IR-A の発現が高いのは、脳や増殖が盛んな組
織であった。このように組織特異的に AS が合目的的に適切に制御されていることがわかった。
これまで、IR-A は IGF-II とも親和性があり、がん細胞で発現が高いことから、IR-A は増殖活性
が高いと考えられていた（Belfiore et al., 2009, Frasca et al., 1999）
。我々の安定発現細胞の結果か
らも IR-A の安定発現細胞が血清依存的な細胞増殖が亢進していた。細胞シグナルを解析した結果
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から、IR-A 細胞でのみ IGF-II 依存的な MAP kinase 経路の活性が上昇しており、この MAP kinase
経路の活性化を介して、細胞増殖が亢進していることが示唆された。
さらに、今回、インスリンシグナルの活性化、特に PI 3-kinase の活性化が IR-A/B の量比を制御
していることがわかった。IRS1 がスプライシング関連タンパク質と結合することを考えると、イン
スリンシグナル活性化による IRS1 タンパク質の変化がスプライシング関連タンパク質との結合や
その活性を変化させ、IR-A/B のスプライシングを制御している可能性が考えられた。

おわりに
本研究成果により、IR-A の発現が IGF-II 依存的な MAP kinase 経路活性化の亢進を介して細胞
増殖を制御していることが示唆された。さらに IR-A/B の選択的スプライシングが PI 3-kinase の活
性を介して制御されていることがわかった。しかし、なぜ IR-A を介したシグナルが PI 3-kinase 経
路の亢進をせずに MAP kinase 経路の亢進のみを行うのか、なぜ、組織において IR-A/B の発現比
が異なるのか、なぜインスリン様刺激の活性化によって IR-A/B の比率が変化するのか、などに関
しては全く明らかになっていない。今後はインスリン様シグナルの活性化とスプライシング制御と
いう点に注目して、解析を進めていきたい。

参考文献
1． Belfiore A, Frasca F, Pandini G, Sciacca L and Vigneri R (2009). Insulin receptor isoforms and
insulin receptor/insulin-like growth factor receptor hybrids in physiology and disease.

Endocrine Reviews , 30:586-623.
2． Frasca F, Pandini G, Scalia P, Scialia L, Mineo R, Costantino A, Vigneri R. (1999). Insulin
receptor isoform A, a newly recognized, high-affinity insulin-like growth factor II receptor in
fetal and cancer cells. Mol. Cell. Biol. 19:3278-88.
3． Valentinis and Baserga (1996). The IGF-I receptor protects tumor cells from apoptosis
induced by high concentrations of serum. Biochem. Biophys. Res. Commun . 224:362-368.
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Figure 1

IR-A と IR-B の差異と生成機構および IR-A/B mRNA の分別検出

A. IR RNA の選択的スプライシングの様子。選択的スプライシングによって exon11 がスキップさ
れた RNA からは IR-A が生じ、exon11 がスキップされない RNA からは IR-B が生じる。IR-A
と IR-B の構造上の違いを示す。 exon11 は受容体 α 鎖の C 末端にあたる 12 アミノ酸
（赤い部分）
をコードしている。IR-A はインスリンとも結合するが IGF-II との親和性が高く、IR-B はインス
リンのみ結合する。
B. PCR に用いたプライマーペア（黒矢印）の位置と増幅産物を示す。new exon11 は、今回新たに
検出された 36bp の exon を示す。exon10 と exon12 の間を増幅することで、new exon11 を含ま
ないマウス IR-A mRNA からは 402bp、new exon11 を含むマウス IR-B mRNA からは 438bp の
PCR 産物が増幅される。36bp の違いを検出するために、増幅産物はポリアクリルアミドゲル電
気泳動に供した。
C. 上図：2 匹の 7 週齢♂マウスについて、1 匹は 20 時間絶食を行い、もう 1 匹は 18 時間絶食後 2
時間再給餌を行った。2 匹の各組織から total RNA を抽出して cDNA を合成後、IR mRNA の
exon10 と exon12 の間を増幅するプライマーを用いて PCR を行った。PCR 産物をポリアクリル
アミドゲルで電気泳動後、エチジウムブロマイドで染色し可視化した。 F : 絶食マウス , R : 再
給餌マウス , Gapdh : 内部標準 , M : マーカー。
下図：2 匹の各組織について、細胞抽出液を調製して SDS-PAGE を行い、それぞれに特異的な
抗体を用いた immunoblotting に供した。F : 絶食マウス , R : 再給餌マウス
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Figure 2

ヒト IR-A/IR-B の安定発現株の増殖解析

A. NIH-3T3 細胞にヒト IR-A/IR-B 遺伝子を組み込んだレトロウイルスを感染させ、NIH-3T3-IR-A,
NIH-3T3-IR-B, NIH-3T3-Ctrl の 3 種類の安定発現株を作製した。各細胞はクローン化を行い、1
個の細胞由来の細胞系をそれぞれ 3 つずつ（#1, #2, #3）作製した。作製した 9 種の細胞から
total RNA を抽出し、RT-PCR を行って IR-A/B の発現を解析した。同時に immunoblotting に
供し、IR の発現増加を確認した。
B. NIH-3T3-IR-A, NIH-3T3-IR-B, NIH-3T3-Ctrl の 9 種類の細胞を、1.0×104 cells/35mm dish とな
るように播種し、1 日おきに全細胞数を計数した。グラフの縦軸は細胞数（*10^6 cells）
、横軸は
播種してからの日数を表す。
C. 9 種類の細胞を無血清培地で培養後、10nM インスリンおよび 10nM IGF-II で刺激した。細胞か
ら細胞抽出液を調製し、それぞれに特異的な抗体を用いた immunoblotting に供した。
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培養条件が IR-A/B の mRNA 発現に与える影響

A. 無血清培地で 18 時間培養した MCF7 細胞を、無血清培地（0.1% BSA）
、無血清培地＋ 10nM イ
ンスリン、無血清培地＋ 10nM IGF-I、無血清培地＋ 10nM IGF-II、血清培地（10% FBS）の 5
種類の培地に切り替えて 24 時間培養した。細胞から total RNA を抽出し、RT-PCR を行い
IR-A/B の発現を解析した。
C. リアルタイム PCR を行って、Ir-a/b mRNA 量を絶対定量し、グラフ化した。
B. 無 血 清 培 地 で 18 時 間 培 養 し た MCF7 細 胞 を、 血 清 培 地（10% FBS）、 血 清 培 地 +50mM
LY294002、血清培地 +50mM PD98059 の 3 種類の培地に切り替えて 24 時間培養した。細胞から
total RNA を抽出し、RT-PCR を行い IR-A/B の発現を解析した。Gapdh : 内部標準。
D. リアルタイム PCR を行って、Ir-a/b mRNA 量を絶対定量し、グラフ化した。
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軟骨低形成症における遺伝的背景の網羅的検討
長谷川高誠
岡山大学病院小児科

1）はじめに
軟骨低形成症（Hypochondroplasia）は主に Fibroblast Growth Factor Receptor Type 3（FGFR3 ）
遺伝子の異常による四肢短縮型低身長である。軟骨低形成症の低身長の度合いは -2.0 SD 程度と比
較的軽度のものもあり、四肢の短縮や顔貌の異常、骨レントゲン写真の異常の程度も同じ FGFR3
遺伝子異常でおこる軟骨無形成症と比べても軽度であるため、特発性低身長やその他の疾患などと
の混同もあり、その診断は必ずしも容易ではない。
また過去に、軟骨低形成症の中には FGFR3 遺伝子の存在する 4 番染色体に連鎖しないものがあ
ることが報告されており 1）、実際臨床的に軟骨低形成症と診断される患者のなかには FGFR3 遺伝子
異常を認めないことも多い。我々の施設や多施設で過去に軟骨低形成症と診断され、遺伝子診断を
希望された患者の中には FGFR3 遺伝子変異が認められないものや他疾患の混同も多く認められた 2）。
このため、我々の施設に遺伝子診断依頼のある軟骨低形成症疑いの患児について、FGFR3 遺伝子
以外の遺伝的素因を探索する目的で本研究を行った。

2）結果
2014 年 1 月〜 2015 年 3 月にかけて、当院に遺伝子診断依頼のあった軟骨低形成症疑いで我々の
施設に紹介のあった 9 名の患児に対して、当院倫理委員会の承認の下、FGFR3 遺伝子の全コード領
域を解析した。その結果、1 名に既報 3）の N540T 変異を同定した。変異が陰性であった 8 名につい
て、過去に FGFR3 遺伝子異常による軟骨低形成症と SHOX 遺伝子の異常が類似の臨床像をとると
報告されたこと 4）や、FBN1 遺伝子異常による Acromicric dysplasia/Geleophisic dysplasia

が過

5）

去に軟骨低形成症疑いの患者に 3 名認められた 2）ことがあることから、SHOX 遺伝子、FBN1 遺伝
子についての検討を行ったが、ダイレクトシークエンス法では明らかな変異は同定されなかった。

3）最後に
我々の過去の報告と併せて臨床的に軟骨低形成症が疑われた児の約 1/3（12/34）に FGFR3 遺伝
子変異が認められた一方、今回解析した 9 名中には SHOX 遺伝子や FBN1 遺伝子異常は認められな
かった。SHOX 遺伝子の欠失は今回検討出来ていないことから完全に否定できているわけではなく、
今後の検討を要する。
また今後過去に FGFR3 遺伝子変異が陰性であった患児の検体も用いて、上記の遺伝子および特
発性低身長に認められる NPR2 遺伝子のヘテロ変異 6）の有無について検討することも計画中である。
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骨伸長促進効果を有する結合組織成長因子 CTGF/CCN2 の
低身長治療への応用のための基礎研究
服部高子、西田

崇、久保田聡

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
口腔生化学分野

研究の背景と目的
我々はこれまでに結合組織成長因子 connective tissue growth factor/CCN family protein 2
（CTGF/CCN2, CCN2）の軟骨組織における特異的発現を見出し、培養軟骨細胞への CCN2 の作用
を in vitro で確かめてきたところ、CCN2 が軟骨細胞の増殖、分化、成熟を全て促進する事を報告
してきた。さらにこの CCN2 の作用を in vivo で証明するために作製した軟骨組織特異的過剰発現
マウスは野生型と比較して大きく成長し、この変化は内軟骨性骨形成の促進に起因する、長管骨長
の増大のためである事が明らかとなった（文献 7）
。この所見に基づき、軟骨組織における CCN2 の
過剰発現を成長遅延の治療に応用するため、我々はまずこの CCN2 の過剰発現が軟骨組織の成長促
進に及ぼす総合的な分子基盤を明らかにし、もし CCN2 の下流の経路の誘導のみで同様の効果が期
待できるのであれば、よりターゲットを絞った分子標的が定まるはずであると考えた。したがって、
出生後に CTGF/CCN2 を軟骨組織で誘導できれば低身長の治療につながることが予想されるため、
効率良く、安全に軟骨組織で CTGF/CCN2 を誘導し、骨成長を促進する方法の確立を目指すことを
目的とした。
さらに我々が作製した軟骨組織特異的 CCN2 過剰発現マウスでは、関節軟骨においても CCN2 の
発現が認められ、老齢期における自然発症的変性関節症様退行性変化から軟骨組織が保護されてい
る事を明らかにしている（文献 9）
。本研究では長管骨の伸長促進効果が期待できるだけでなく、老
齢期においても関節軟骨のアンチエイジング効果として期待できる。

材料と方法
軟骨組織特異的 CCN2 過剰発現マウス
軟骨組織特異的過剰発現を得るために、2 型コラーゲンプロモーター− 1st イントロンの下流にマ
ウス ccn2 cDNA を接続し、さらに外来遺伝子の発現トレーサーとして IRES を付加した LacZ 遺伝
子を下流に接続した。この遺伝子断片をマウス受精卵核に注入することにより、軟骨組織特異的
CCN2 過剰発現マウス（ccn2 col2a1tg ）を得た。
軟骨組織特異的 CCN2 過剰発現マウスより肋軟骨細胞の単離と培養
出生後 2 日齢の同腹マウスより肋骨を取り出し、軟組織を取り除いた後、骨化部分（骨）と軟骨
を切り離し、軟骨組織を回収した。残存している軟組織をトリプシンで消化後、コラゲナーゼで細
胞を遊離した。軟骨細胞は 10％牛胎児血清入り DMEM で 37℃、5％ CO2 条件下でコンフルエント
になるまで培養した。
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培養肋軟骨細胞から RNA の単離とマイクロアレイ遺伝子解析
軟骨細胞はコンフルエントまで培養後、PureLink RNA mini kit（Ambion, Carlsbad, CA）を用
いて RNA の回収を行った。採取した RNA は Agilent Technologies, SuperPrint G3 mouse 8x60K
ver.1.0 1 color 解析 （Hokkaido System Science Co., Ltd., 札幌）によって遺伝子発現の網羅的解析
を行った。
培養肋軟骨細胞のシグナル伝達経路の解析
コンフルエントまで培養した肋軟骨細胞におけるシグナル経路の解析は、PathScan RTK
Signaling Antibody Array Kit (Cell Signaling Technology, Danvers, MA) を用いて行った。

結果と考察
培養肋軟骨細胞から調整した RNA のマイクロアレイ遺伝子解析

ccn2 col2a1tg および同腹野生型マウスより単離、培養した初代肋軟骨細胞より得られた RNA を用い
たマイクロアレイ解析（約 63000 遺伝子）の結果、多くの遺伝子発現の増減が観察された（図 1）。
パスウェイ解析の結果、内軟骨性骨形成への関与が示唆されている遺伝子の増減も確認された。我々
が既に報告している IGF-I, II の発現上昇も検出されており（図 2）
、解析は成功していると思われる。
現在、内軟骨性骨形成を促進する転写制御因子の誘導の有無、または軟骨分化を負に制御する転写
調節因子の発現抑制が無いか検索し、追試験を行っている。更には、多くの lncRNA の発現が抑制
されていることが明らかになり、これらは内軟骨性骨形成の抑制、さらには軟骨の老化促進に関わっ
ていることが推察される。我々は CRISPR-Cas9 システムを用いた遺伝子編集を導入しつつあり、今
後これらの遺伝子の発現を消失、過剰発現、組織特異的過剰発現と、自由に発現させたマウスを作
製し、表現型を確かめる予定である。
培養肋軟骨細胞のシグナル伝達経路の解析
PathScan RTK Signaling Antibody Array Kit を用いてチロシンキナーゼ型受容体のリン酸化の
誘導を確認した（図 3）
。今回リン酸化が確認されたチロシンキナーゼ群は、これまで内軟骨性骨形
成で活性化が確認されているものがほとんどであったが、さらに前述した遺伝子発現の変化と総合
的に考慮し、細胞内でのシグナル活性化経路を解明する予定である。
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図2

マイクロアレイによって測定された遺伝子発現変動のパスウェイ解析。
内軟骨性骨形成に関与する多くの遺伝子の発現変動が観察された。

PathScan® RTKSignalingAntibodyArrayKit
(CellSignalingTechnology)

wt

STAT3(Tyr705)
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lysates fromrib chondrocytes (used150ʅl of1.5mg/mlprotein)

図 3 CCN2 col2a1tg 由来肋軟骨初代培養細胞におけるチロシンキナーゼ型受容体の活性化
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成長ホルモン産生下垂体腺腫の腫瘍浸潤性に関連する
Long non-coding RNA の同定と作用機序の解明
福岡秀規
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井下尚子
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研究目的
成長ホルモン産生下垂体腺腫（GHoma）の治療は手術療法が第一選択であるが、浸潤性の高い腫
瘍では根治困難例も多い。病理学的に Sparsely granulated adenoma は Densely granulated
adenoma に比して腫瘍増殖能が高いとされているが、その原因については不明な点が多い。最近肝
細胞癌において Long non-coding RNA（lncRNA）が腫瘍増殖性、浸潤性と関連している事が報告
された（Cancer Cell 2014:25;666-681）
。本研究は腫瘍浸潤性に関連する因子を同定し、治療標的と
して、薬物療法の開発につなげる事を目的とする。

研究方法
①手術が施行された下垂体腺腫を腫瘍増殖性、浸潤性と関連していると考えられている Knosp 分類
を用い、Knosp 分類 grade0-1 の腫瘍と Grade3-4 の腫瘍に分け、lncRNA の microarray キットを
用いて発現プロファイルを網羅的に解析する。
② Knosp grade との相関関係、腫瘍の大きさとの相関関係により強い関連を示す lncRNA を同定す
る。
③同定した lncRNA の発現ベクターを C 末端に M2 binding site をもつコンストラクトを用いて作
成し、M2-GFP fusion 蛋白発現ベクターと HEK293T 細胞に共発現することにより細胞内の局在
を明らかにする。
④同定した lncRNA が核内に存在していれば転写因子との関連性を、細胞質に存在していれば
microRNA との結合や mRNA との結合についてバイオインフォマティクスや RIP アッセイを用
いて検討する。

結果
① GHoma は術前にソマトスタチン誘導体を使用している検体としていない検体が混在しているた

− 135 −

成長科学協会 研究年報 No.38 2014

め、まずは下垂体腺腫の中で EGFR 発現とその浸潤性が明らかとなった ACTH 産生腫瘍を
Knosp grade 0-1 の腫瘍 n = 4 と grade 3-4 の腫瘍 n = 3 でマイクロアレイ解析を行った。
②マイクロアレイ解析の結果、浸潤性の高い腫瘍で 5 倍以上の発現を認めた lncRNA を 19 個同定
した。さらに、腫瘍の大きさ 1.2cm をカットオフに分け、大きい腫瘍で 5 倍以上発現の高い 18
個の lncRNA を同定した。さらに浸潤性が高く、大きい腫瘍に関連する lncRNA を 5 個同定する
ことに成功した。
③現在この 5 個の lncRNA をクローニングし、発現ベクターを作成している。

考察と今後の予定
lncRNA が腫瘍の増殖、予後と関連するという事が多くの報告によって現在示されているが、下
垂体腺腫におけるその重要性は Matemally expressed gene 3（MEG3）が非機能性下垂体腺腫で発
現低下があるとの報告があるものの、まだまだ不明な点が多く、臨床的追うようには至っていない。
我々は、腫瘍の浸潤性とその大きさに関連する lncRNA の同定に成功した。今後、これらの
lncRNA が本当に浸潤性、大きさと関連しているかをさらなる腫瘍検体で確認するとともに、その
分子生物学的機序を明らかにする予定である。また、GHoma に関する検討も現在腫瘍の選別の段
階であり、同じ手法を用いて今後検討していく予定である。
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食物からのヨウ素摂取量を正確に評価するための研究
−調理によるヨウ素含有量の変化と加工食品のヨウ素含有量（中間報告書）
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研究の背景
ヨウ素摂取過剰あるいは不足によって、乳幼児では一過性あるいは永続性の甲状腺機能障害によ
る発育・発達異常が起こることが知られている。厚生労働省はヨウ素の耐容上限量を年齢毎に定め
ているが、その根拠となっているのはヨウ素過剰摂取による甲状腺機能異常の症例報告である。し
かし、これらの報告では実際に摂取したヨウ素量を評価するのに確立された栄養調査法を用いてい
ない。主な栄養調査法として秤量調査法と食物摂取頻度調査法（FFQ）があるが、食品のヨウ素含
有量の情報が不十分であることが大きな問題である。文部科学省が作成している日本食品標準成分
表 2010 には加工食品、特に調味料、だし、めんつゆなどのヨウ素含有量は掲載されていない。日本
人においては食物からのヨウ素摂取源は 8 割以上が海藻類であること、市販の「だし」類には高濃
度のヨウ素を含むものがあることが知られている。
また従来から、調理によって食品中のヨウ素含有量が変化することが報告されているが、系統的
な研究は行われていない。

研究の目的
本研究の目的は、食品中のヨウ素含有量と調理によるヨウ素含有量の変化を明らかにすることに
よって栄養調査法の精度を改善し、ヨウ素摂取量を正確に評価することである。

研究方法
1． 標準的な調理法で作成した「だし」に含まれるヨウ素含有量を測定する。
「だし」は「こんぶ
だし」、「かつおだし」、「煮干しだし」の 3 種類とする。
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2． 昆布 4 種類（真昆布、利尻昆布、日高昆布、羅臼昆布）、各 2 ｇを 200ml の水に浸漬し、1、5、
10、15、20、25、30 分後に遊出したヨウ素の量を測定する。
3． 上記 2 において 30 分間経過した時点で、沸騰するまでさらに約 10 分間加熱し、遊出したヨウ
素の量を測定する。
4． 6 種類の市販の「昆布巻き」に含まれるヨウ素量を測定する。
5． こんにゃくに含まれるヨウ素量を測定する。
6． 市販されている「だし」、
「めんつゆ」などの加工食品のうち販売シェアの高い商品を選び、ヨ
ウ素含有量を測定する。
7． ヨウ素含有量の測定は、食品を標準的な食品成分分析法によって前処理し、誘導結合プラズマ
質量分析法（Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry : ICP-MS）によって測定する。

結果
1． 上記 1 から 4 については実験を終了し、検体を凍結保存している。
2． 食品中のヨウ素含有量の ICP-MS による測定法を開発中である。
3． こんにゃく 10 商品のヨウ素含有量は以下のとおりである。

こんにゃく 10 商品のヨウ素含有量（μg/100g）
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測定法：ガスクロマトグラフィー（日本食品分析センター）
検出せず：定量下限（50μg/100g）以下

考察
こんにゃくには、収穫したこんにゃく芋を蒸しそのまま使う生芋こんにゃくと、こんにゃく芋を
乾燥させ粉にしたものから作る精粉こんにゃくがあり、ヨウ素含有量はそれぞれ 93μg/100g、
4μg/100g と日本食品標準成分表（2010 年版）には掲載されている。こんにゃくには着色（灰色→
黒色、緑色）のためにひじき、カジメ、アラメ、あおのりなどの海藻粉末を入れた品がある。今回
ヨウ素含有量を測定した 10 商品のうち 1 商品（刺身こんにゃく）を除き、海藻粉末入りこんにゃく
には魚介類より多いヨウ素を含むものがあることが明らかになった。
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Natriuretic Peptide Receptor 2 を介する
「軟骨伸長シグナル」の細胞分子生物学的解析
道上敏美
大阪府立母子保健総合医療センター研究所
環境影響部門

1．緒言
Natriuretic Peptide Receptor 2（NPR2）は C 型ナトリウム利尿ペプチド（C-type natriuretic
peptide; CNP）に対する受容体であり、guanylyl cyclase として機能する。これまで、主として遺
伝子改変マウスを用いた解析から、CNP/NPR2 を介するシグナルが軟骨成長に関わる事が示されて
きた。ヒトにおいても、NPR2 の機能喪失変異は著明な低身長を呈するマロトー型遠位中間肢異形
成症（acromesomelic dysplasia, Maroteaux type）を引き起こす。さらに最近、筆者らは遺伝的過
成長による著明な高身長を呈した 2 つの家系において、NPR2 の機能獲得型変異を世界に先駆けて
。複数の家系が見
同定した（Miura, et al. PLoS ONE 2012; Miura, et al. Am J Med Genet A 2014）
いだされたことにより、本病態は疾患単位として確立した（Epiphyseal chondrodysplasia, Miura
type; ECDM, OMIM #615923）。筆者らが報告した家系で見いだされた変異のうち、p.V883M は
catalytic domain、p.A488P は linker domain（topological domain）に位置する変異である。また、
NPR2 は guanylyl cyclase として機能するが、共同研究者らが p.V883M について酵素学的な検討を
行い、本変異により酵素反応の最大速度が増加し、また、desensitization が障害されていることを
報告した（Robinson, et al. Bone 2013）。NPR2 の機能獲得型変異が過成長による高身長をもたらし
たことから、NPR2 を介するシグナルは「軟骨伸長シグナル」として機能することが推察され、骨
系統疾患などに伴う低身長に対する治療標的として期待できる。しかしながら、実際に NPR2 を介
するシグナルが具体的にどのような細胞分子機序により軟骨伸長をもたらすのか、ということにつ
いては不明な点が多い。そこで、本研究においては NPR2 を介するシグナルの軟骨伸長作用のメカ
ニズムの詳細を明らかにすることを目的として解析を行った。

2．方法と結果
1）軟骨細胞株 ATDC5 分化過程における CNP および NPR2 の発現変化
マウス間葉系細胞株 ATDC5 は、インスリン存在下で増殖から肥大化分化を経て石灰化に至る軟
骨細胞分化の過程を in vitro で再現できる優れたモデル細胞である。まず、軟骨細胞分化過程にお
いて CNP や NPR2 の発現がどのように変化するかを検討する目的で、ATDC5 細胞を軟骨細胞分化
誘導条件下で培養し、0、2、4、6、8 週後の時点で RNA を回収し、軟骨細胞分化マーカー遺伝子お
よび CNP 、Npr2 、およびクリアランス受容体をコードする Npr3 の発現変化を real-time PCR によ
り解析した。その結果、CNP の発現は増殖軟骨細胞に相当する 2 週後で著明なピークを示し、分化
の進行とともに低下した。Npr2 は 2 週後から上昇し、4 週をピークとしてその後もほぼ同等の発現
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を認めた。Npr3 については 0 週時点がもっとも高く、分化の進行とともに低下した。
2）軟骨細胞株 ATDC5 の CNP 応答性
分化後期においても Npr2 の発現が認められたことから、この時点においても CNP に対する応答
性が存在するのではないかと考え、分化開始後 4 週および 8 週の時点でリコンビナント CNP[32‒53]
（Bachem, 1 μM）を添加し、10 分後に細胞を回収し、ELISA（Cayman）を用いて cGMP の産生
量を測定することにより、CNP に対する応答性を検討した。いずれの時点においても CNP 添加に
より cGMP の産生が著明に誘導され、分化過程を通じて CNP に対する反応性を有することが確認
された。
3）CNP および NPR2 に対する抗体を用いた免疫染色
上述したように、ATDC5 の軟骨細胞分化過程を通じて Npr2 の発現が確認され、CNP の添加に
対して応答性を認めたことから、軟骨組織における NPR2 および CNP の蛋白質発現部位を検討す
るため、マウス軟骨を対象として免疫染色を行った。抗体は、Santa Cruz 社の抗 NPR-2（NPR-B）
抗体（H-80）および抗 CNP 抗体（H-115）を使用した。いずれの抗体を用いた場合にも、増殖軟骨
細胞から肥大軟骨細胞にかけてシグナルを認めた。なお、すべての動物実験は、大阪府立母子保健
総合医療センター研究所の動物実験委員会の承認のもとに行った。
4）NPR-2［p.V883M］を発現するトランスジェニックマウスの解析
筆者らは、遺伝的過成長家系で最初に同定された機能獲得型変異 NPR-2［p.V883M］を軟骨特異
的に発現させたトランスジェニックマウスを作出しており、ヒトの患者と同様に過成長を示したこ
。この論文においては、8 週齢のトランスジェ
とを報告している（Miura, et al. PLoS ONE 2012）
ニックマウスの軟骨を病理学的に解析し、 軟骨成長板の拡大、増殖軟骨カラムの配列の乱れ、肥大
化軟骨細胞の増加を認めた。今回、より幼若な 4 週齢時点のマウスを用いて、軟骨表現型を病理学
的に解析した。その結果、4 週齢時点では増殖軟骨層の拡大や細胞カラムの配列の乱れは認めなかっ
たが、肥大化軟骨細胞層の明らかな拡大を認めた。これらの結果から、CNP-NPR2 シグナルの増強
は肥大化軟骨細胞層の拡大をもたらすことが推察された。
5）軟骨細胞分化過程において CNP-NPR2 の下流で働くシグナルの探索
上述の検討結果から、CNP-NPR2 シグナルは軟骨細胞分化の比較的後期においても cGMP の蓄積
を惹起し、肥大化軟骨細胞層の拡大をもたらすことが推察される。CNP は FGF2 の添加により誘導
される ERK1/2 のリン酸化を抑制することが報告されているが、CNP-NPR2 が軟骨細胞分化に影響
を及ぼす分子機序については不明な点が多い。そこで、ATDC5 を分化誘導し、2、4、6、8 週後の
時点で、24 時間血清を含まない培地でインキュベートし、0.5 mM IBMX で 10 分間処理し、その後
CNP（1 μM）もしくは溶媒のみを添加して 30 分後に RIPA バッファーを用いて蛋白質を回収した。
回収した細胞抽出物をサンプルとして Western blot を行い、これまでに ERK1/2 および Akt のリ
ン酸化を検討した。分化誘導 2、4、6、8 週後のいずれの時点においても、CNP は ERK1/2 および
Akt のリン酸化状態を変化させなかった。現在、他のシグナル経路について検討を進めている。
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3．考察
今回の検討から、CNP-NPR2 シグナルは軟骨細胞分化の比較的後期にも作用して cGMP の蓄積を
惹起すること、また主として肥大化軟骨細胞層の拡大をもたらすことが明らかとなった。また、
CNP の単独投与では ERK1/2 および Akt のリン酸化状態は変化しなかったことから、CNP-NPR2
の軟骨伸長作用には他のシグナル経路が関与していることが推察され、今後、この点について解析
を進める予定である。

4．文献
1． Miura K, Namba N, Fujiwara M, Ohata Y, Ishida H, Kitaoka T, Kubota T, Hirai H, Higuchi C,
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associated with excessive production of cGMP due to a gain-of-function mutation of the
natriuretic peptide receptor 2 gene. PLoS One , 7:e42180, 2012.
2． Robinson JW, Dickey DM, Miura K, Michigami T, Ozono K, Potter LR. A human skeletal
overgrowth mutation increases maximal velocity and blocks desensitizationof guanylyl
cyclase-B. Bone , 56:375‒382, 2013.
3． Miura K, Kim OH, Lee HR, Namba N, Michigami T, Yoo WJ, Choi IH, Ozono K, Cho TJ.
Overgrowth syndrome associated with a gain-of-function mutation of the natriuretic peptide
receptor 2 (NPR2) gene. Am J Med Genet A , 164A:156‒163, 2014.
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45,X と 45,X/46,XX の Turner 症候群の身長についての検討
八木弘子
東京都立小児総合医療センター遺伝子研究科
髙木優樹、後藤正博、長谷川行洋
東京都立小児総合医療センター内分泌代謝科
麻生敬子
東邦大学医療センター大森病院小児科
井垣純子
群馬県立小児医療センター内分泌代謝科

背景と研究目的
Turner 症候群において低身長をきたす主要な因子として、SHOX 遺伝子の半量不全および染色
体不均衡による影響 1）の少なくとも 2 つが示されている。この 2 つの因子による低身長の重症度は、
45,X が最も重症で、45,X/46,XX が最も軽症と考えられる。さまざまな核型間で身長の差を検討し
た報告 2）,3）はあるが、45,X と 45,X/46,XX の身長を直接比較した検討はない。
本研究の目的は、日本人の Turner 症候群で、45,X と 45,X/46,XX の患者の身長を 2009 年に報告
された Turner 症候群の年齢別身長 SD 値（Z スコア）4）を用いて比較し、身長の差を検討すること
である。

研究の概要
【対象】
末梢血リンパ球の G 分染法にて 45,X または 45,X/46,XX の Turner 症候群と診断された患者で、
診療録から後方視的に情報を得ることができ、身長に寄与する合併症のない患者を対象とする。
【方法】
主要評価項目は成長ホルモン（GH）治療開始時の身長Ｚスコア、GH 未治療児では女性ホルモン
治療開始時または最終受診時の身長 Z スコアである。45,X と 45,X/46,XX の二つの群において、上
記のＺスコアの差異の有無について、t 検定を用いて解析した。
またこの主要評価項目に影響を与えうる副次評価項目は、
1）生誕年、 2）両親の身長、 3）46,XX のモザイク比（45,X では 0%）とした。
これら 3 項目を用いて、secular trend、target height, モザイク比率の Z スコアへの影響の有無に
ついて検討を行った。
また、6 症例については G 分染法を再検査し、100 細胞を解析する FISH 法でのモザイク比率に
違いがないかどうか検討した。
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研究結果
1．患者内訳（表 1）
15 施設から計 132 名、内訳は 45,X が 90 名、45,X/46,XX が 42 名の情報を解析した。
① GH または女性ホルモン治療開始時または最終受診時の平均年齢は、45,X 群のほうが若く、統
計学的にも有意差を認めた（P>0.05）
。
② 45,X/46,XX 群と比較してより多くの 45,X 群の患者が GH 治療を行っていた。
③ 2 群の Target height（SD）には統計学的な有意差は認められなかった（P<0.01）
。
④ 低身長を主訴に受診した患者の割合は 45,X 群のほうが多かった。
2．45,X と 45,X/46,XX 群の身長の比較（図 1）
2 つの核型と身長 SD に統計学的な有意差は認められなかった（P<0.01）
。
3．45,X/46,XX 群における 46,XX の割合と身長 SD の比較
① 46,XX の割合と身長 SD 値には、統計学的に有意な相関は認めなかった（R ＝ 0.114）
。
（図 2）
② G-banding と FISH における mosaic 比率に明らかな違いは認められなかった。
（表 2）

考察
1．この研究には、以下の 2 つの限界があると考えられる。
① 患者選別：45,X/46,XX 群の身長が高いと仮定すると、標準身長に近い患者は、月経不順や不
妊を契機に産婦人科で診断される症例もある 5）。今回の研究は各施設の小児科を対象にしたア
ンケート調査であり、標準身長に近い症例は含まれない可能性がある。実際、低身長を主訴に
受診した患者の割合は 45,X 群の 50% に比較して、45,X/46,XX 群では 90% と高く、低身長を
呈さない患者が対象にならなかったことが考えられる。
② 検体選別：本研究においては、患者のリンパ球における染色体の核型と身長を比較している。
限られた症例ではあるが、FISH 法も行い、G banding とのモザイク比率の明らかな解離は認
めなかった。しかし、末梢血におけるモザイク比率が各組織におけるモザイクの比率と異なっ
ていることが知られており、リンパ球のモザイク比率が軟骨など他の組織のモザイク比率を正
確に反映しておらず、身長との相関が認められなかったことが考えられた。
2．上記 2 つの限界を無視できたと仮定し、2 つの核型間に身長の差が認められない場合、身長を規
定する因子は、SHOX 遺伝子の半量不全および染色体不均衡による影響を反映する mosaic 比率で
はなく、X 染色体の由来や X 染色体のインプリンティング機構の関与など他の因子であると考える。

結論
Turner 症候群において、45,X と 45,X/46,XX の末梢血の核型の違いによる身長の差は認められな
かった。
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図1

45,X と 45,X/46,XX の身長の比較
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図2

45,X/46,XX 群における 46,XX の割合と身長 SD（R ＝ 0.114）
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頭蓋咽頭腫の腫瘍化機構の解析
吉本勝彦、岩田武男、水澤典子
徳島大学大学院医歯薬学研究部分子薬理学分野
山田正三、西岡

宏

虎の門病院内分泌センター間脳下垂体外科
井下尚子
虎の門病院病理部

はじめに
頭蓋咽頭腫は、胎生期の頭蓋咽頭管内の遺残上皮が腫瘍化した良性腫瘍である。全年齢層にわたっ
て発症するが、約 20％は 15 歳未満に発生し、視神経、下垂体、視床下部、第３脳室などの圧迫症
状が主体を示し、成長ホルモン分泌不全性低身長症などの原因となる。
頭蓋咽頭腫は主に「エナメル上皮腫型」と「扁平上皮乳頭型」の 2 つのタイプに分類される。ま
れに「線毛化頭蓋咽頭腫（頭蓋咽頭腫とラトケ嚢胞の移行型）
」が認められる。
「エナメル上皮腫型」
は小児に多く、術後に再発しやすい。一方、
「扁平上皮乳頭型」では発症年齢が比較的高い。遺伝子
変異に関しては、「エナメル上皮腫型」では β- カテニン（CTNNB1）の活性化変異 1）および「扁平
上皮乳頭型」では BRAF の活性化変異 2）が明らかにされた。
本研究は、頭蓋咽頭腫の各タイプにおける遺伝子変異を検討することにより、腫瘍化機構の解明
および治療法への応用を目的とする。

研究方法
1．「エナメル上皮腫型」、「扁平上皮乳頭型」
、および「線毛化頭蓋咽頭腫」の遺伝子変異解析
「エナメル上皮腫型」26 例、「扁平上皮乳頭型」10 例、および「線毛化頭蓋咽頭腫」3 例の凍結腫
瘍組織からゲノム DNA を常法により抽出した。CTNNB1 遺伝子エクソン 3 および BRAF 遺伝子
のエクソン 15 内のコドン 600 の変異について直接塩基配列決定法により検討した。CTNNB1 変異
検 出 用 プ ラ イ マ ー の 塩 基 配 列： セ ン ス 5’-ctgcagcatcttcattccaa-3’ お よ び ア ン チ セ ン ス
5’-tgatttttgtgaatactgggaac-3’（増幅サイズ 612 bp）、BRAF 変異検出用プライマーの塩基配列：セ
ンス 5’- tactgaattggggctctgct -3’ およびアンチセンス 5’- tgtcagttcagggattgcac -3’（増幅サイズ 801
bp）。増幅された PCR 産物を ExoSAP-IT（USB Corporation, Cleveland, OH, USA）で処理後、
ABI 3500xL sequencing analyzer（Applied Biosystem、Foster City, CA, USA）により塩基配列を
決定した。
2．Competitive Allele-Specific TaqMan® PCR (castPCR) による BRAF 変異検出
間質成分や別のタイプの腫瘍細胞の混入割合度が高い腫瘍においては、直接塩基配列決定法では
特定の変異を検出できない可能性がある。高感度で 1％程度の変異アレルを検出可能とされている
castPCR（商品名、TaqMan® Mutation Detection、BRAFc.1799T>A/p.V600E 検出用、Applied
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Biosystem）の添付プロトコールに従い、直接塩基配列決定法で変異陰性だった腫瘍ゲノム DNA の
変異解析を行った。

結果
1．CTNNB1 および BRAF 変異の直接塩基配列決定法による解析
頭蓋咽頭腫 39 例からゲノム DNA を抽出し、直接塩基配列決定法により CTNNB1 のエクソン 3
部分および BRAF 遺伝子コドン 600 について変異の有無を検討した。
「エナメル上皮腫型」26 例中
4 例に 3 種の CTNNB1 活性型変異（p.T41A、p.T41I、p.S33F）
、「扁平上皮乳頭型」10 例中 9 例に
BRAF p.V600E 活性型変異を認めたが、「線毛化頭蓋咽頭腫」3 例においては CTNNB1、BRAF 遺
伝子のいずれにおいても既報の変異を検出しなかった。
2．castPCR による BRAF V600E 変異検出
直接塩基配列決定法で変異陰性であった「エナメル上皮腫型」と「扁平上皮乳頭型」が混在して
いる腫瘍 9 例のうち 1 例において、castPCR により BRAF 変異を検出した。この腫瘍では、100 ア
レルに対して 1 アレルの割合で変異（V600E）を認めた。このことは腫瘍組織の 2％の細胞が
BRAF V600E 変異を有していることを示す。

考察
頭蓋咽頭腫は 5 - 14 歳の小児期と 50 歳代に発症のピークを持つ。小児では成長障害症状が、腫瘍
の全摘出後には下垂体視床下部障害症状が出現する特徴を有する。
「エナメル上皮腫型」では 2001 年に CTNNB1 遺伝子に 1）、「扁平上皮乳頭型」では 2014 年に
BRAF 遺伝子に 2）、それぞれのドライバー変異が見いだされた。CTNNB1 のエクソン 3 にはセリン
/ スレオニン残基に富む部分があり、この部位の GSK-3β や CK1 によるリン酸化が β- カテニンタ
ンパク分解に重要である。これらのリン酸化部位に変異を生じた β- カテニンタンパクは安定化さ
れ、核に移行して細胞増殖に関連する遺伝子転写を促進する。BRAF の V600E 変異はメラノーマ
や甲状腺乳頭癌など多くの腫瘍で認められる。この変異により BRAF のキナーゼ活性が促進し、そ
の結果 mitogen-activated protein kinase 経路の恒常的活性化が細胞増殖を引き起こす。そのため
BRAF キナーゼの阻害剤であるベムラフェニブがメラノーマに有効とされ、実際に患者に投与され
始めている。
「エナメル上皮腫型」での CTNNB1 変異（S33、S37、T41、S45 部位）の検出頻度（約 60%、
16％から 100％にわたる）頻度の報告に大きな差異があるが、理由は明らかにされていない 1）, 3）-8）。
一方、
「扁平上皮乳頭型」における BRAF 変異は、3 グループにより 81％ - 100％と高頻度に検出さ
れることが報告されている 1）, 8）, 9）。このうち英国のグループは「エナメル上皮腫型」の一部に
CTNNB1 および BRAF 変異が共存することを報告しているが、その腫瘍化における意義は不明で
ある 8）。これまでに「線毛化頭蓋咽頭腫」での変異についての報告はなく、別の遺伝子変化が腫瘍
化に関与している可能性がある。
本研究において、「エナメル上皮腫型」で検出した CTNNB1 変異が 15％と低頻度であるのは、間
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質成分が多い腫瘍において、変異検出感度の優れない直接塩基配列法を用いたため変異を見逃して
いる可能性がある。直接塩基配列法では 20-30％の変異対立遺伝子までしか検出できない。今後、
「エ
ナメル上皮腫型」での β- カテニンの免疫組織化学を実施し、β- カテニン核陽性と直接塩基配列法
による結果を対比する必要がある。また、レーザーマイクロダイセクション法により腫瘍部分のみ
を採取して解析すれば検出感度が向上する可能性がある。β- カテニン核陰性症例および「線毛化頭
蓋咽頭腫」では別の遺伝子変異が関与している可能性がある。
以上、頭蓋咽頭腫における CTNNB1 変異および BRAF 変異の有無を検討した。「扁平上皮乳頭
型」においては、BRAF V600E 変異を 90％に認めたが、「エナメル上皮腫型」で β- カテニン変異
は 15％であった。「線毛化頭蓋咽頭腫」では、β- カテニン変異および BRAF V600E 変異いずれも
検出されなかった。
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次世代遺伝子解析装置を用いた 46,XX 精巣性性分化疾患の責任遺伝子の同定
石井智弘
慶應義塾大学医学部小児科

研究の目的
46,XX 精巣性性分化疾患（46,XX 精巣性 DSD）の少なくとも一部では、SRY の X 染色体への転
座が発症要因と考えられている［1］。しかし、SRY 陰性の 46,XX 精巣性 DSD については、一部で

WNT4 や RSPO1 の機能低下変異が報告されている［2, 3］が、大部分で原因が同定されていない。
本研究では、次世代遺伝子解析装置を用いて SRY 陰性の 46,XX 精巣性 DSD の分子遺伝学的機序の
解明を目指した。

研究方法
1）対象
本研究の解析に親権者が同意した SRY 陰性の 46,XX 精巣性 DSD 小児 11 例。SRY 陰性の確認は
PCR 法ないし FISH。全員法律上の男性。Quigley の外性器分類で 3 〜 4 度（中央値 4 度）
。性腺組
織は 5 例で卵精巣、1 例で異形成精巣、他は不明。
2）既知責任遺伝子の解析

WNT4 や RSPO1 を含む既知 DSD 責任遺伝子 38 個を次世代遺伝子解析装置で解析した。具体的
には、SureSelectXT（アジレント社）で解析対象遺伝子翻訳領域を選択的に濃縮し、MiSeq（イル
ミナ社）で塩基配列を決定した。コールされた変異はサンガー遺伝子解析で確認した。
3）エクソーム解析
既知責任遺伝子に変異が同定されなかった対象に対して、エクソーム解析を行った。具体的には、
SureSelectXT で全遺伝子翻訳領域を濃縮し、HiSeq（イルミナ社）で塩基配列を決定した。常染色
体劣性遺伝疾患、常染色体優性疾患を想定して新規候補遺伝子変異を選別した。コールされた変異
はサンガー遺伝子解析で確認した。3 例では両親も同時に解析した。

結果
1）既知責任遺伝子の変異
11 例中 1 例で SOX9 に sequence variant（p.E50K）がヘテロ接合性に同定された。PolyPhen-2
のアルゴリズムではスコア 0.173（benign）
、
SIFT のアルゴリズムではスコア 0.28（tolerated）であっ
た。その他の 10 例では、疾患との関連が示唆される sequence variant は同定されなかった。
2）エクソーム解析
常染色体劣性遺伝疾患ないし de novo の常染色体優性疾患モデルに合致し、かつ複数症例に共通
する候補遺伝子は同定されなかった。常染色体優性疾患モデルに合致し、複数症例に共通し、DSD
と副腎疾患以外の先天性内分泌疾患で sequence variant が同定されず、かつ他の遺伝疾患の責任遺
伝子として報告されていない候補遺伝子は合計 15 個同定された。
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考察
現時点までの解析では、明らかな原因を同定できた症例はいない。WNT4 や RSPO1 は全て野生
型であった。SOX9 の重複による 46,XX 精巣性 DSD は報告されている［4］が、SOX9 の機能亢進
型のミスセンス変異の報告はない。p.E50K が 46,XX 精巣性 DSD の原因となりうるかどうかを判断
するためには、機能検証が必須である。エクソーム解析で新規の候補遺伝子は同定されたが、責任
遺伝子かどうかは現時点では結論が出ていない。15 個の候補遺伝子のそれぞれにおいて、未分化性
腺ないし胎児性線での発現の確認、sequence variant による機能低下ないし機能亢進の検証などが
今後の課題である。

結論

SRY 陰性の 46,XX 精巣性 DSD における既知責任遺伝子の変異頻度は低い。
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原因不明 SGA 性低身長患者における包括的メチル化解析
鏡

雅代

国立成育医療研究センター研究所
分子内分泌研究部

はじめに
SGA で出生した児の多くは 2 歳までに身長が catch-up するが、10-15% は低身長が持続し SGA
性低身長に分類される。SGA 性低身長は、母体の栄養・環境といった母体因子、胎盤発育不良など
の胎盤因子、児の遺伝学的異常などの胎児因子により引き起こされた heterogeneous な病態である。
胎児因子の遺伝的な要因の中にも多因子遺伝によるもの、GH/IGF-1 axis に関連する遺伝子の異常、

SHOX 異常症、骨形成異常症、先天奇形症候群、染色体異常など様々な要因があるが、大部分の症
例で遺伝学的な原因は不明である。Epigenetics はゲノムに変異がなく、DNA メチル化やヒストン
修 飾 な ど に よ り ク ロ マ チ ン 構 造 を 変 化 さ せ 遺 伝 子 の 発 現 を 制 御 す る 機 構 で あ る。 代 表 的 な
Epigenetic 疾患であるインプリンティング異常症は、
親由来に発現パターンが異なるインプリンティ
ング遺伝子の発現異常により引き起こされる。インプリンティング遺伝子は胎盤、胎児で強く発現
しており、Silver-Russell 症候群（SRS）、Temple 症候群（TS）
、Prader-Willi 症候群（PWS）
、新生
児一過性糖尿病（TNDM）、偽性副甲状腺機能低下症（PHP）は出生前後の成長障害を示す（表 1）
。
本研究では、代表的な SGA 性低身長を示す SRS 症例のうち、既知の遺伝学的原因である 11 番染
色体上の H19 -DMR の低メチル化、7 番染色体母親性ダイソミーを認めない原因不明 SRS 症例に対
し、我々が開発した包括的インプリンティング異常症診断システムを用いて解析し、SRS 表現型に
対する 11 番染色体、7 番染色体以外のインプリンティング遺伝子の関与について明らかにすること
を目的に研究を行った。

方法（図 1）
SRS の臨床的診断基準を満たす 138 名のうち、H19 -DMR 低メチル化、7 番染色体母親性ダイソ
ミーを認めない 85 名に対し、8 インプリンティング異常症の責任 Differential methylated Region
（DMR）9 か所についてパイロシーケンス法にてメチル化解析を行う。H19 -DMR 低メチル化症例

H19 -DMR 低メチル化群に分類し、7 番染色体上の PEG1 , PEG10 -DMR が高メチル化を示した症例
については、マイクロサテライトマーカー解析を行い 7 番染色体母親性ダイソミーを確認する。そ
れ以外の DMR のメチル化異常を認める症例については、責任インプリンティング領域に対するマ
イクロサテライトマーカー解析、MLPA、CGH、FSH 解析にて遺伝学的原因を確定する。メチル化
異常がない症例は原因不明とした。
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結果
2 名において、14 番染色体インプリンティング領域内の IG-DMR と MEG3 -DMR の低メチル化を
認めた（図 2）
。14 番染色体インプリンティング領域を含む欠失、母親性ダイソミーを認めず、TS
のエピ変異と遺伝子診断された（図 3、表 3）。2 名の臨床像は表 1 の通りである。ともに Netchine
らによって提唱された SRS の診断基準を満たしていた。

考察
我々は SRS の診断基準を満たす 85 名の原因不明症例において、包括的メチル化解析を行い、2
名において TS エピ変異を同定した。表 1、表 4 に示すように TS と SRS の臨床像はオーバーラッ
プすることから、TS はまれではあるが SRS 表現型の原因となることを明らかとした。

図1

遺伝子解析方法
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図2

メチル化解析結果

図3

FISH 解析、aCGH 解析結果
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表1

8 インプリンティング異常症

ᝈྡ
Silver-Russell ೃ⩌ (SRS)
Beckwith-Wiedemann ೃ⩌ (BWS)
Kagami-Ogataೃ⩌ (KOS14)
Templeೃ⩌ (TS14)
Prader-Willi ೃ⩌ (PWS)
Angelman ೃ⩌ (AS)
᪂⏕ඣ୍㐣ᛶ⢾ᒀ (TNDM)
ഇᛶ⏥≧⭢ᶵ⬟పୗ (PHP)

表2

㈐௵㡿ᇦ
11p15
Ch 7
11p15
14q32.2
14q32.2
15q11-13
15q11-13
6q24
20q13.3

DMR
H19
䠄Ch 7䛿᫂䠅
H19 , Kv
IG, MEG3
IG, MEG3
SNRPN
SNRPN
ZAC1
GNAS A/B

せ䛺⮫ᗋ≧
ᡂ㛗㞀ᐖ䚸㢌ᅖᣑ䚸㦵᱁䛾ᕥྑ㠀ᑐ⛠䚸➽⥭ᙇపୗ䚸ᑠ䛥䛺ᡭ
㐣ᡂ㛗䚸ᕧ⯉䚸༙㌟⫧䚸ప⾑⢾䚸⫾┙㐣ᙧᡂ
ᑠ⬚㒌䚸㢦ㇺ␗ᖖ䚸⭡ቨ␗ᖖ䚸⫾┙㐣ᙧᡂ䚸Ⓨ㐩㐜
ᡂ㛗㞀ᐖ䚸ᛮᮇ᪩Ⓨ䚸➽⥭ᙇపୗ䚸ᑠ䛥䛺ᡭ
ᡂ㛗㞀ᐖ䚸⫧‶䚸➽⥭ᙇపୗ䚸Ⓨ㐩㐜䚸ᑠ䛥䛺ᡭ
⢭⚄㐠ືⓎ㐩㐜䚸䛶䜣䛛䜣
㧗⾑⢾
PTHᢠᛶ䚸AHO

SRS 表現型の評価

Case 1
Case 2
TS 
SRSཎᅉ᫂
᰾ᆺ
46,XY
46,XX
㑇ఏᏛⓗཎᅉ
Epimutation
Epimutation UPD(14)mat (n=44)
Unknown (n=85)
SRS デ᩿ᇶ‽a
SRS䛾デ᩿䛾ᚲ㡲㡯┠
BL and/or BW 䍸 –2 SDS
+
+
28/35
85/85
SRSデ᩿ᇶ‽䝇䝁䜰
4/5
4/5
b
+
+
11/21
16/45
ฟ⏕┦ᑐⓗ㢌ᅖ ᣑ
+ (–2.2 SD)
+ (–3.6 SD) 21/37
52/61
PH 䍸 –2 SDS at 2 years
๓㢠✺ฟ
+
+
17/21
41/53
య䛾ᕥྑ㠀ᑐ㇟
+
+
1/1
19/59
–
–
20/25
25/51
့ஙⰋ
䛭䛾
ᅾ⫾㐌ᩘ (㐌)
41
37
38 (26~42) (n=34)
38 (27~41) (n=65)
(–2.9 ± 1.4) (n=60)
BL cm (SDS)
46.5 (–2.1)
36.5 (–6.0) N.D
(–2.7 ± 1.1) (n=64)
BW kg (SDS)
2.2 (–2.7)
1.2 (–4.6)
N.D
(–1.9 ± 1.1) (n=48)
BOFC cm (SDS)
32.5 (–0.7)
30.0 (–2.0) N.D
7:10 (0:3~30:0) (n=43) 4:3 (0:1~18:6) (n=60)
⌧ᅾ䛾ᖺ㱋 (ᖺ:᭶)
9:06
9:02
d
PH cm (SDS)
120.4 (–2.3)
(–3.2 ± 1.5) (n=61)
125.5 (–1.0) N.D
(–2.8 ± 1.3) (n=59)
PW kg (SDS)
26.5 (–0.7)
22.3 (–1.2) N.D
18.3 (+1.0) SD) 14.2 (–1.1) …
…
BMI (kg/m2) (SDS)
(–1.8 ± 1.6) (n=35)
POFC cm (SDS)
51.5 (–0.9)
50.3 (–1.5) N.D
c
–
–
10/20
29/43
⌧ᅾ䛾┦ᑐⓗ㢌ᅖ ᣑ
㏫୕ゅᙧ䛾㢦
+
+
2/12
65/65
⪥䛾ወᙧ
–
–
2/5
15/55
ṑิᩚ
+
–
2/3
12/45
➨5ᣦᒅ᭤
+
+
6/6
50/58
ྜᣦ
+
–
6/6
34/56
⊷⥺
+
–
7/7
6/49
➽⥭ᙇపୗ
+
–
29/40
12/50
+
–
5/7
18/43
ゝㄒⓎ㐩㐜ᘏ
≉グ䛩䜉䛝Ⅼ
IVF-ET
TS: Temple ೃ⩌; SRS: Silver-Russell ೃ⩌; BL: ฟ⏕㌟㛗; BW: ฟ⏕య㔜; BOFC: ฟ⏕㢌ᅖ ; PH: ⌧ᅾ
䛾㌟㛗; PW: ⌧ᅾ䛾య㔜; BMI: body mass index; POFC: ⌧ᅾ䛾㢌ᅖ , SDS: standard deviation score; N.D.: not
determined; and IVF-ET: in vitro fertilization-embryo transfer.
a
SRSデ᩿ᚲ㡲㡯┠䛻ຍ䛘䚸5䛴䛾デ᩿ᇶ‽䛾䛖䛱3௨ୖ㝧ᛶᡤぢ䛜䛒䜛䚹 (Netchine et al.2007)
b
BL or BW (SDS) – BOFC (SDS) 䍸 –1.5.
c
PH or PW (SDS) – POFC (SDS) 䍸 –1.5.
d
㌟㛗ቑຍ䛿ᛮᮇ᪩Ⓨ䛾䛯䜑䚹
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表3

マイクロサテライトマーカー解析結果

Locus

Position

Case 1 Mother Father Assessment

D14S80

14q12

98/106 98/106 98/104

Biparental

D14S608 14q12

205/213 209/213 197/205

Biparental

Case 2

Mother

Father

Assessment

96/98

98/106

96/104

Biparental

197/213 197/209 213/225

Biparental

D14S588 T 114/126 114/118 122/126

Biparental

114/130 114/130

114

Biparental

D14S1000 14q31.1

136/138 126/138 136/140

Biparental

126/136

126/136

Biparental

D14S617

139/161 161/165 139/153

Biparental

139/143 143/165 139/161

Biparental

136/138 126/138 136/140

Biparental

126/136

126/136

Biparental

129

Biparental

14q32.12

D14S1006 14q32.2
D14S985

14q32.2

137

137

129/137

D14S1010 14q32.33

146/148 144/146 144/148

D14S292

108/112

表4

14q32.33

112

N.I.

126
126

129/145 129/145

Biparental

144/150 136/144 140/150

Biparental

108/112 Biparental†

108/112 108/112 112/114

Biparental

TS 表現型の評価

᰾ᆺ
㑇ఏᏛⓗཎᅉ
⌧ᅾ䛾ᖺ㱋 (ᖺ:᭶)
ᛶู
᪩⏘
ᅾ⫾㐌ᩘ (㐌)
ฟ⏕๓ᡂ㛗㞀ᐖ
ฟ⏕ᚋᡂ㛗㞀ᐖ
ᛮᮇ᪩Ⓨ
ึ⤒ (ᖺ:᭶)
့ஙⰋ
⢭⚄Ⓨ㐩㐜ᘏ
⫧‶
BMI (kg/m2) (SDS)
➽⥭ᙇపୗ
ഃᙃ
㛵⠇䛾㐣ఙᒎ
ᑠ䛥䛺ᡭ
๓㢠✺ฟ
䛩䜛୰⪥⅖

Case 1
46,XY
Epimutation
9:06
Male
–
41
+
+
–
…
–
–
–
18.3 (+1.0)
+
–
+
+
+
–

Case 2
46,XX
Epimutation
9:02
Female
–
37
+
+
+
+ (8:8)
–
–
–
14.2 (–1.1)
–
–
...
+
+
+
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Temple ೃ⩌
Normal:Abnormal=15:29
UPD(14)mat (n=44)
7:10 (0:3~30:0) (n=43)
M:F=21:23
13/36
38 (26~42) (n=34)
28/35
21/37
13/22
8:11 (8~11) (n=5)
20/25
14/37
9/32
…
29/40
7/29
14/30
33/38
17/21
9/22
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Long isoform のみを障害する新規 POU1F1 遺伝子変異の機能解析
髙木優樹
東京都立小児総合医療センター内分泌代謝科

概要
下垂体の発生・分化には非常に多くの転写因子が複雑なカスケードを形成しながら関与している。
近年それら転写因子の遺伝子変異によるヒト CH の報告が相次いでいる。現在までに責任遺伝子と
し て 報 告 さ れ て い る の は POU1F1 、PROP1 、HESX1 、LHX3 、LHX4 、SOX3 、SOX2 、OTX2 、

GLI2 の 9 種類である。申請者は、2007 年から一貫して CH の分子遺伝学的研究に従事しており、
日本人 CH における既知の単一遺伝子疾患の占める頻度が 3.3% であることを明らかにした（Takagi
M et al.,PLoS ONE 2012）。単一遺伝子異常による CH は、基礎研究のみならず臨床においてもその
重要性が再認識されつつある。
POU1F1 は胎生期の下垂体に発現する転写因子であり、下垂体前葉ホルモンの中でも GH、PRL、
TSH 産生細胞の発生分化に必須とされている。事実、POU1F1 遺伝子変異陽性者は、上記 3 ホルモ
ンの完全あるいは部分欠損による成長障害、著しい低身長を呈する。POU1F1 にはアミノ酸 291 か
らなる short isoform と 317 からなる long isoform が存在する。両者ともにヒト下垂体に発現して
いることが報告されているが、発現時期あるいは下垂体内での発現部位の差異、両者の機能の相違
に関しては全く解明されていない。

POU1F1 は 6 個の exon からなるが、exon 1、3-6 は short、long isoform の両者で共通で、exon
2 のみが異なる。今回我々は新生児期に甲状腺機能低下症を契機に診断された CH（GH、PRL、
TSH の欠損）同胞例において、新規 POU1F1 変異、IVS-5A>G（long isoform）あるいは、IVS78A>G（short isoform）をヘテロ接合性に同定した（図 1）
。本変異は 200 人の日本人健常コントロー
ルで検出されず、1000 人ゲノム計画のデータベースにも記載されていない。また既知の CH 遺伝子
は PCR-Direct sequence 法および MLPA 法で網羅的に解析されており、POU1F1 以外に変異が無
いことも確認済みである。両親の解析で無症状の母親が同変異をヘテロ接合性で有しており、TA
cloning 法より、低頻度モザイクの状態で変異を有していることを確認している（図 2）
。
POU1F1 異常症は 2 アリルの異常（劣性遺伝形式）が基本であるが、一部の 1 アリル変異が優性
阻害効果を有し、1 アリルの異常（優性遺伝形式）で発症することも知られている。患者 2 名が典
型的な POU1F1 異常症の臨床症状を呈すること、POU1F1 の 1 アリル以外に変異を認めないこと、
母がモザイクで変異を有していること等から、本症例が優性遺伝する POU1F1 異常症であることが
強く示唆される。本変異の結果生じた変異型 POU1F1 が優性阻害効果を有し、CH を発症したこと
が推測されるが、現時点で優性阻害効果を起こす詳細な機序は不明である。本変異が long、short
のどちら（あるいは両方）を障害しうるかは不明である。現在までに 40 種類程度の POU1F1 変異
が報告されているが、long isoform のみを障害しうる変異は存在しない。
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目的
本研究の目的は、先天性下垂体機能低下症（Congenital hypopituitarism 以下 CH）患者で同定し
た、POU1F1 遺伝子の新規 splice 変異がどのようなメカニズムで CH を発症するのかを解明するこ
とである。

方法
Exon trapping vector を用いて野生型、あるいは変異を導入された変異型コンストラクトを作成、
HeLa 細胞に transfect し、その細胞から mRNA を回収、RT-PCR を行い、変異型 POU1F1 の配列
を決定する（図 3）。

成績
野生型では RT-PCR の結果、long および short 両方のバンドが検出された。変異型では long の
バンドのみが検出された（図 4）。

考察
Exon trapping vector を用いた検討で、変異型においては short isoform が検出されず、Exon2
が正常な splice を受けずに skip されることが示された。一方で long isoform は検出されていること
から、この変異により long isoform には異常をきたさないことも確認された。今後 Exon2 が skip
された変異型 POU1F1 がどのような機序で CH 発症に関与するかを検討していく。優性阻害効果に
よる発症が強く疑われるため、野生型と変異型を co-transfection し、ルシフェラーゼアッセイを行っ
ていく予定である。

結論
我々が CH 同胞例で同定した新規 splice 変異は、short isoform POU1F1 の Exon2 を skip する変
異であることが証明された。同時に、long isoform には本変異が影響しないことも確認された。今
後どのようなメカニズムで Exon2 を欠いた POU1F1 が CH 発症に関与するのかを解明していく。

参考文献
1． Takagi M et al.,PLoS ONE 2012
2． Vila et al., J Pediatr Endocrinol. 1993
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図１

図2

図3

図4
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造血幹細胞移植後に生じる部分型脂肪萎縮症の発症頻度と危険因子の解明
花川純子、室谷浩二、大戸佑二、朝倉由美、
安達昌功
神奈川県立こども医療センター内分泌代謝科
後藤裕明
神奈川県立こども医療センター血液再生医療科

背景
白血病、脳腫瘍、および神経芽細胞腫等の固形腫瘍等を含む小児がんは、治療方法の向上によって、
長期寛解を維持できる患者が増加し、近年では小児がん経験者 Childhood Cancer Survivors（CCS）
と呼ばれている。CCS では、がん自体および治療行為により、原病の寛解後にも多くの健康障害を
併発し、とりわけ内分泌 ･ 代謝関連の晩期合併症が高頻度である。
造血幹細胞移植（HSCT：hematopoietic stem cell transplantation）では、全身放射線照射（TBI：
total body irradiation）や強力な化学療法が行われ、また慢性 GVHD（graft-versus-host disease）
併発の際は、ステロイドホルモン等の免疫抑制剤が投与されるため、晩期合併症の発症がより高率
で、かつ程度も重篤であることが多い。
我々はこれまで 5 名の CCS 患者において、HSCT 実施後 10 年以上の遠隔期に「部分型脂肪萎縮
症」を発症していることを見出した。部分型脂肪萎縮症の特徴は以下の通りである。
（1）皮下脂肪の分布異常：頬部〜頸部では増加し、四肢 ･ 臀部では萎縮状となる。
（2）内臓脂肪の蓄積と肝臓の脂肪沈着。
（3）高度のインスリン抵抗性と耐糖能異常および脂質代謝障害。
HSCT 後に部分型脂肪萎縮症が生じる機序解明は今後の課題であるが、我々は強力な治療が皮下
脂肪の脂肪蓄積能を障害し、異所性脂肪蓄積と内臓脂肪増加、および糖 ･ 脂質代謝障害を引き起こ
していると考えている。これまで同様の報告例がほぼ皆無なのは、脂肪分布異常の診断が容易では
なく、また発症まで長期間を要することが主因と思われる。すなはち、多くの症例が見逃されてい
る可能性がある。あるいは、脂肪萎縮の程度が顕著なものから軽度なものまで、患者ごとに大きく
異なることも想定される。いずれにせよ、部分型脂肪萎縮症は CCS における新規の晩期障害である
可能性があり、同時に、HSCT の障害部位としての皮下脂肪の重要性を示唆するものでもある。本
症では、耐糖能異常と脂質代謝異常が重積するため、動脈硬化性疾患発症の重大な危険因子となる。
従って、HSCT 後の CCS における部分型脂肪萎縮症の有病率の検討と、そのリスク因子の解明は、
意義あるものと考えられる。

方法
小児がんに対して HSCT が施行され、現在当センターに通院している患者を対象とした。糖 ･ 脂
質代謝の検査につき説明し、同意の得られたものにつき、以下の項目を検討した。
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（1）小児内分泌科医の診察による、皮下脂肪分布異常の有無の評価。併せて、血圧測定、体格指数
（BMI）の算定、腹囲の計測。
（2）早朝空腹時の血清検体による以下の項目の測定。
・血清脂質濃度：LDL-コレステロール、HDL-コレステロール、中性脂肪
・血糖、インスリン、HbA1c
（3）画像検査による脂肪肝の有無の評価。

結果
小児がんおよび血液疾患に対して HSCT を含む治療をうけた者を対象とし、先天性代謝異常症や
免疫不全症は除外した。このうち、転院例や死亡例を除き、平成 26 年 1 月時点で当センターに通院
中の 115 名が調査対象となった。平成 25 年 4 月 17 日の段階で 61 名から研究参加の同意を得ること
ができた。表 1 に 61 名の概要を示す。
現段階で、明らかになった事項は以下の通りである。診察上、明らかな部分型脂肪萎縮症を呈し
たものは 8 名であり、診察ができた 49 症例の 16.3％に該当した。うち 5 名は画像上、脂肪肝と診断
され、更にこのうちの 3 名は、日本糖尿病学会の診断基準による糖尿病に該当した。従って、脂肪
肝を伴う脂肪萎縮症の横断的有病率は 10.2%、脂肪萎縮性糖尿病は 6.1％となった。
部分型脂肪萎縮が明らかではない症例のうち、糖尿病が 1 例、脂肪肝が 11 例存在した。従って、
糖尿病と脂肪肝の有病率は、各々 6.6%、26.2% であった。

考察
HSCT 後の脂質代謝異常症や糖代謝異常症は、われわれのケースシリーズを含め、文献上での報
告が増加している 1）-3）。しかし全てが症例報告であるため、その発症率や発症様式、危険因子など、
まだ未解明な点が多く残されている。今回、横断的な評価であるが、当センターで経過観察中の
HSCT 後の CCS 患者の 10.2％に脂肪肝を伴う部分型脂肪萎縮症を認め、また脂肪萎縮性糖尿病の有
病率が 6.1% であったという結果は、本症におけるはじめての疫学的調査結果とみなすことができる。
部分型脂肪萎縮の存在は、注意して診察をおこなうことで診断が可能であるため、見逃される危
険性が高い。たとえ脂肪萎縮性糖尿病に至っても、通常の糖尿病と考えられてしまった場合には、
やはり脂肪萎縮の存在は見逃されてしまう。HSCT 以外の脂肪萎縮症と同様に、レプチン治療によ
る糖代謝および脂肪代謝への有効性が期待されるため、脂肪萎縮の認識は臨床的意義が大きい。今
後は、部分型脂肪萎縮発症のリスク因子の検討を進める予定である。
HSCT 後に脂肪肝の頻度が高いとする報告も増加しており、今回の検討結果もそれに一致する結
果であった。これらが、皮下脂肪の機能障害に由来するもの、即ち、部分型脂肪萎縮症の前段階に
相当するものか否かは不明である。しかし、部分型脂肪萎縮症を発症した症例は高率に脂質代謝異
常と脂肪肝を有していることを考えると、これらには密接に関連している可能性がある。今後、こ
れら 3 つのリスク因子の解析を通して、それぞれの関連性について解析を進めていきたい。
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IGSF1 遺伝子変異により先天性中枢性甲状腺機能低下症を引き起こす病態の解明
森川俊太郎、田島敏広
北海道大学大学院医学研究科小児科学分野
母坪智行
NTT 東日本札幌病院小児科

はじめに
我々のグループは日本で初めて X 連鎖性中枢性先天性甲状腺機能低下症の原因が
Immunoglobulin super family gene 1（IGSF1 ）遺伝子異常によることを次世代シークエンサーによ
る解析で明らかにし、臨床的特徴も含めこれまで報告を行ってきた（1，2）
。過去の報告では IGSF1
が inhibin の co-receptor であり、activin、inhibin、TGFβ などの作用に関与する可能性も示唆さ
れているが（3）、生体内における IGSF1 の正確な役割や、先天性中枢性甲状腺機能低下症（CH-C）
の発症機序に関してはほとんど不明である。
今回我々は、更に日本人における IGSF1 変異の探索を行うとともに、IGSF1 の in vitro での機能
を明らかにする目的で以下の実験を行ったので報告する。

方法
1．遺伝子解析
患児の白血球より genomic DNA を抽出ののち、IGSF1 を PCR 法によって増幅した。増幅条件と
使用したプライマーは既報の通りである（3）
。Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer（Applied
Biosystems, Foster City, CA, USA）を用いた PCR direct sequencing 法により IGSF の解析を行っ
た。遺伝子解析に際しては、両親より書面での同意を得て施行した。
2．In vitro 解析
2-1

Igsf1 の PRL 産生に対する効果の検討

ラット下垂体腺腫由来 GH3 細胞には、ラット Igsf1 が発現していないことを RT-PCR 法により
予備的に確認した。
（A）Activin 刺激による PRL promoter 活性化の検討
GH3 細胞に PRL promoter-luciferase ベクターをリポフェクション法でトランスフェクト
し、24 時間後に無血清培地へ交換。無血清培地で 24 時間培養ののち、activin 1.0nM で 6
時間刺激を行った。補正には、同時にトランスフェクションした B-galactosidase を用いた。
（B） Igsf1 が activin 刺激による PRL promoter 活性化に与える影響の検討

Igsf1 野生型、既報の変異型（p.Q645X,
GH3 細胞に PRL promoter-luciferase ベクターと、
p.Q1189X）発現 vector のいずれかをリポフェクション法でトランスフェクトし、24 時間
後に無血清培地へ交換。無血清培地で 24 時間培養ののち、activin 1.0nM で 6 時間刺激を
行った。補正には、同時にトランスフェクションした B-galactosidase を用いた。

− 169 −

成長科学協会 研究年報 No.38 2014

2-2

TGFβ-betaglycan シグナル伝達における IGSF1 の効果についての検討

アフリカミドリザル腎細胞由来 COS7 細胞において、activin receptor I, Ic, IIa, IIb, TGFβR-II
は発現し、Igsf1, activin receptor Ib, TGFβR-I, TGFβR-III（=betaglycan）は発現していないこ
とを RT-PCR 法により予備的に確認した。
Activin/TGFβ は activin receptor, TGFβ receptor, betaglycan を介して、Smad 2, 3 をリン
酸化により活性化したのち細胞膜より離れ、common mediator Smad である Smad 4 と複合体を
つくり、核内に移行することが知られている（4）
。
（A）TGFβ による smad 活性化に Igsf1 がどのような作用を示すかの検討
COS7 細胞に Smad 結合エレメントを持つルシフェラーゼベクター pGL4.48［luc2P/
SBE/Hygro］（Promega 社 ） と、Igsf1 野 生 型、 既 報 の 変 異 型（p.Q645X, p.V1082E,
p.Q1189X）発現ベクターのいずれかをリポフェクション法でトランスフェクトし、24 時
間後に無血清培地へ交換。無血清培地で 24 時間培養ののち、TGFβ 10g/ml で 6 時間刺
激を行った。同時にトランスフェクションした Renilla reniformis -luciferace を用いて補正
を行った。
（B）Activin/inhibin による smad 活性化に Igsf1 がどのような作用を示すかの検討
COS7 細胞に Smad 結合エレメントを持つルシフェラーゼベクター pGL4.48［luc2P/
SBE/Hygro］
（Promega 社）と、betaglycan 発現ベクター、Igsf1 野生型もしくは既報の
変異型（p.Q645X, p.V1082E）発現ベクターのいずれかをリポフェクション法でトランス
フェクトし、24 時間後に無血清培地へ交換。無血清培地で 5 時間培養ののち、activin、
inhibin 単独もしくは両者による刺激を 24 時間行った。同時にトランスフェクションした

Renilla reniformis -luciferace を用いて補正を行った。
結果
1．遺伝子解析
3 つの新規 IGSF1 変異（p.G1085Wfs39X, c.2335+1G>A, 124kb deletion）を同定した。
今回の検討により、新生児マススクリーニング検査、もしくは低身長を契機に発見された CH − C
の男児 3 例において、3 つの新規 IGSF1 変異（p.G1085Wfs39X, c.2335+1G>A, 124kb deletion）を
同定した。いずれも過去の報告（1-3）と同様、IGSF1 の C 末端に存在する変異であった。
2．In vitro 解析
2-1

Igsf1 の PRL 産生に対する効果の検討

（A）Activin 刺激により PRL promoter 活性は抑制される。
（Fig.1）
Activin 刺激により PRL promoter 活性は抑制され、これは既報の報告（5）に矛盾しな
い結果であった。
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Fig.1 Activin 刺 激（−） を 1.0 と し た 場 合 の、activin 刺 激 に よ る relative PRL
promoter activity を示す。（*, P<0.05）

（B）変異型 Igsf1 は activin 刺激による PRL promoter 活性化に影響を与えない。
（Fig.2）
MOCK との比較では、Igsf1 のトランスフェクションそのものにより、PRL promoterluciferase 活性の低下を認めた。一方で、野生型と変異型 Igsf1 による PRL promoterluciferase 活性の差は認められなかった。
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MOCK の Activin 刺激（−）を 1.0 とした場合の、変異型もしくは野生型
Igsf1 の relative PRL promoter activity を示す。
（WT, Igsf1（wild type）; 645,
Igsf1（p.Q645X）; 1189, Igsf1（p.Q1189X）; *, P<0.05）
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2-2

TGFβ-betaglycan シグナル伝達における IGSF1 の効果についての検討

（A）変異型 Igsf1 では、野生型 Igsf1 と比較して TGFβ 刺激による smad 活性が低い。
（Fig.3）
変異型 Igsf1 では野生型 Igsf1 に比べて有意に smad 活性は低値であった。
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Fig.3 MOCK の TGFβ 刺 激（−） を 1.0 と し た 場 合 の、 変 異 型 も し く は 野 生 型
Igsf1 の relative smad activity を示す。（WT, Igsf1（wild type）; 645, Igsf1
（p.Q645X）, 1082, Igsf1（p.V1082E）; 1189, Igsf1（p.Q1189X）; ***, P<0.0001）

（B）Igsf1 は、Activin/inhibin による smad 活性化に影響を与えない。
（Fig.4）
野生型 Igsf1 と変異型 Igsf1 とでは、inhibin による smad 抑制の差は認めなかった。
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考案
①

今回変異を同定した 3 症例のうち 2 症例は新生児 TSH スクリーニング（札幌市における FT4/
TSH 同時測定）で発見されていた CH-C であった。CH-C の発見契機として TSH/FT4 同時測
定の有用性が再確認された。

②

過去には、IGSF1 が inhibin の co-receptor との報告（6-8）もある。しかし、Igsf1 欠損マウス
では妊孕性、LH、FSH の分泌が正常（3）であり、また IGSF1 と inhibin は直接結合しないと
いう報告（9）もあることから、現在では IGSF1 は inhibin の co-receptor ではないと考えられ
ている。
今回我々の in vitro の解析でも IGSF1 が inhibin の作用を媒介することは証明できなかったが、

TGFβ のシグナル伝達系に関与する可能性が示唆された。下垂体前葉における TSH 産生細胞であ
る thyrotrope に関しては不明な点が多く、今後は TGFβ-smad を介した thyrotrope の増殖の検討
を行うことにより、IGSF1 異常による CH-C の病態を解明できる可能性がある。
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（留学時）旭川医科大学小児科
（現

3.

留学先の国及び地名

4.

留学先の施設及び所属（部門）の名称

在）旭川厚生病院小児科

アメリカ合衆国メリーランド州

Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health & Human Development,
National Institutes of Health (Program in Reproductive and Adult Endocrinology)

5.

指導者名（指導教官名）

Dr. Tomoshige Kino

6.

留学期間

2013 年 1 月− 2015 年 3 月

7.

留学の趣旨・目的
グルココルチコイド感受性の変化に関わる分子機構の解明を目的とし、グルココルチコイド
受容体と代謝に関する領域で最先端の研究を行いたいと考えた。グルココルチコイドは成長、
発達において生理的、薬理的にも多様な作用を与えることから、将来的には同研究所で行う研
究を基盤とし発展させることで、申請者の専門としている小児内分泌学の進歩に貢献したいと
考えた。

8.

研究課題とその成果
（1）季節的な体内時計リズム変化を伴う倦怠感、睡眠異常を来す家系の病態解明
上記の表現系を持つ三世代にわたる常染色体優性遺伝形式を呈する家系の原因遺伝子の探索
を行った。対象、これら罹患者 3 名と家系内の健常者 5 名とし、ゲノム DNA を用いて、全エ
クソンをキャプチャーし、次世代シークエンサーを用いてエクソームシークエンスをペアエン
ド法にて行った。平均 58coverge でヒトゲノムレファレンスシークエンスにマッピングされ、
86942 個のバリアントが同定された。このうち、quality filter で抽出かつ罹患者だけに認めら
れたものは、100 個で、既知 variant を除くと、4 つの variant が抽出された。このうち、1 つ
は intergenic に位置し、二つは nonsynonemous 変異であり、一つだけがミスセンス変異であっ
た。この変異が罹患者のみ存在することをサンガーシークエンスで確認した。In silico 解析では、
中等度の機能障害を認めた。さらに、発端者の夫および発端者の娘の夫の全ゲノムアレイデー
タと上記 8 例のエクソームデータを用いた連鎖解析により、このミスセンス変異近傍の LOD
スコアは 1.0425 であった。また、他の 3 つの variant の LOD はいずれも 0 未満であった。今後、
このミスセンス変異の機能解析を予定している。
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（2）SIRT1 によるグルココルチコイド受容体 (GR) 機能調節機構の解明
グルココルチコイド（GC）は、種々の代謝作用、免疫反応、ストレス応答など生命活動維持
に必須であり、その作用は核内受容体であるグルココルチコイド受容体（GR）を介して発揮さ
れ、GR はリガンド依存性に標的遺伝子群の発現を転写レベルで調節する。SIRT1 は抗老化因
子と知られる NAD+ 依存性のヒストン脱アセチル化酵素であるが、ヒストンのみならず種々の
転写因子に結合することで、それらの機能を制御する。SIRT1 もまた代謝、免疫、心血管系等
の標的遺伝子発現調節を介して、広く生理機能に寄与する。今回、GR の標的遺伝子発現を
SIRT1 が修飾しているとの仮説を立て、SIRT1 が GR の転写活性に与える影響を解析した。
HeLa、HepG2 および HCT116 細胞に MMTV-luc reporter を一過性発現させたルシフェラーゼ
アッセイにて、SIRT1 は GR の転写活性を上昇させ、SIRT1 ノックダウンにより、GR の転写
活性は減少した。一方、脱アセチル化酵素活性を欠く変異体も、野生型と同様に GR 転写活性
を上昇させ、SIRT1 活性化薬および阻害薬は、SIRT1 の GR 転写活性上昇に対する効果に影響
を与えなかった。GST pull-down アッセイにて、SIRT1 は GR の DNA 結合領域と結合するこ
とを見いだし、免疫共沈降にて GR と SIRT1 は細胞核内でデキサメサゾン（DEX）依存性に結
合することを確認した。SIRT1 をノックダウンした HeLa 細胞を用いた RNA-seq において、
SIRT1 は、GR により陽性に制御される遺伝子のうち 21% の発現に関与し、さらにそのうちの
74% の遺伝子の発現を促進した。このノックダウン実験にて見出された SIRT1 感受性の GR 応
答遺伝子である GILZ 遺伝子の GR 応答配列（GRE）を用いた ChIP-qPCR にて、SIRT1 は
DEX 依存性に GRE にリクルートされた。以上から、SIRT1 はその脱アセチル化酵素非依存性
にアダプターとして働く GR のコアクチベーターであることが示唆され、SIRT1 に関わる種々
の生理機能が、この分子を介して GC 作用に影響を与えているものと考えられた。

9.

まとめ（感想及びコメント）
留学先の NIH では、自分自身の研究だけでなく、毎週、他大学や研究機関から招待された著
名な研究者のレクチャーがオープンに開催されており、様々な分野の最先端の話しを聞くこと
ができ、刺激を受ける機会が多くあった。また、自分のラボの同じフロアには小児内分泌・遺
伝分野のセクションもあり、NIH で行われている臨床研究などに関するカンファレンスにも参
加して、知見を深めることができた。さらに、研究分野の異なる日本人と知り合いになれる機
会が多かったのも有意義であった。
この度は、成長科学協会の助成を受け、留学によるこのような貴重な研究生活を遂行させて
いただくことができましたことに、心より感謝申し上げるとともに、今後の臨床、研究に微力
を尽くせるよう今後とも精進したいと思う次第です。
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子どもと母へのサプリメント使用の現状と課題
児玉浩子
帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科、
帝京平成大学健康科学研究科
若林健二
帝京平成大学健康科学研究科

1．サプリメントとは
近年、サプリメントの言葉は広く一般に使用されている。米国のダイエタリーサプリメントの略
語で、食事を補充する食品で、ビタミン、ミネラル、ハープ、アミノ酸、食事を補充するために人
が用いる食品成分等の 1 つ以上を含むものと定義されている。
現在、保健機能食品として我が国で表示が認められているものは、特定保健用食品（トクホ）と
栄養機能食品である。トクホは消費者庁の審査を受け、許可されたもので、現在約 1,000 食品が承
認されている。栄養機能食品は、ビタミンまたはミネラルを栄養成分として含み、
企業の自己認証で、
その機能を表示できるもので品目数は不明である。しかし、これら保健機能食品以外の

いわゆる

健康食品 が市場に氾濫しているのが現状である。サプリメント市場はアメリカでは約 320 億ドル
（約
3 兆 2 千万円）、我が国では約 1 兆 8 千万円と推定され、年々増加している。

2．我が国でのサプリメント使用状況
2014 年 3 月に消費者庁が行った 15 歳〜 79 歳の男女 3,000 人対象のヒアリング調査「食品の機能
性表示に関する消費者意向等の調査」では、全体としてサプリメントを使用したことがある割合は
43.8% で、特に妊娠中・妊娠計画中の者では半数以上がサプリメントを使用している。

3．子どもへのサプリメント使用状況
1）サプリメント使用小児の割合
Mori らは 1）、我が国の 3 〜 17 歳小児・青年の 20.4% はサプリメントを使用していると報告して
おり、Sato らの幼稚園・保育園の保護者からの聞き取り調査でのサプリメント使用経験園児は 15%
であった 2）。これらの結果より、我が国の小児の 15 〜 20% はサプリメントの使用経験があると考
えられる。
海外の報告では、アメリカの 1 〜 13 歳の 49% 3）、オーストラリアでは 5 歳以下の子どもの 22.6% 4）、
中国では 5 歳以下の子どもの 32.4% 4）、韓国では小児思春期の 34% 5）、台湾では幼児の 34.9% にサプ
リメントが使用されており 6）、世界的に小児でもサプリメントが使用されている。
2）使用されているサプリメントの目的と種類
図 1 に、わが国での年齢別に利用されているサプリメントの種類の割合を示す。ビタミン・ミネ
ラルが大部分である。しかし、表 1 に示すように、JHFA マークに注意して購入している保護者は
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少なく、自然物由来や栄養表示を参考に購入している。自然物由来が必ずしも安全とは言えず、ま
た栄養表示も国が認めた表示であるか、企業が勝手に表示したものかアンケート調査からは不明で
ある。効果の実感もビタミン類等では

なし

と回答した人が多い。サプリメントの中には過剰表

示などもあり、保護者は小児にサプリメントを摂取させるときは、表示内容や安全性等も考えて慎
重であるべきと思われる。

4．妊娠女性のサプリメント使用状況
平成 25 年度消費者庁の「新たな機能性表示制度の検討にむけた消費者意向等に関する調査結果」
では、妊娠中・妊娠計画中の 114 名中、サプリメントを使用したことがある割合は 53.5％と多い。
また、そのうちの 37.7% はトクホ・栄養機能食品以外の「いわゆる健康食品」を摂取していた。妊
産婦に関する実態調査は非常に少なく、今後の課題である。

5．小児でのサプリメントの健康被害
最近、アメリカで表 2、3 のような報告がある。今後、我が国でもますます小児でのサプリメント
使用が普及すると思われる。「いわゆる健康食品」には、
成分管理が十分なされていないものもあり、
サプリメントを小児に使用する場合は、①トクホまたは栄養機能食品である、②効果が実証されて
いるかどうかの確認、③効果が実感できなければ止める、漫然と続けない、④取り過ぎないことな
どの注意が必要である。

6．食育の推進
普通の小児・妊産婦では、適切な食生活で、栄養素が欠乏することはない。サプリメント使用を
考える前に、適切な食生活を送ることが大切である。

引用文献
1． Mori N. Health 3:135-140, 2011.
2． Sato Y et al. J Nutri Sci Vitaminol 55:317-325, 2009.
3． Balley RL et al. J Nutri 141:261-268, 2011.
4． Chen S et al. Nutrients 21:815-828, 2014.
5． Yoon JY. Korean Med Sci 27:512-517, 2012.
6． Chuang CH et al. Nutri 54:71-76, 2012.
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図１

表1

我が国の小児で使用されているサプリメントの種類：  ミネラル・ビタミン；  その他
その他：魚油（44.6%）、キシリトール（10.8%）
、プロテイン (9.5%）
、ハープ（8.1%）
（Sato Y et al. J Nutr Sci Vitaminol 55: 317-25, 2009 より引用）

購入の目的、購入時の注意、効果の実感
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表2

Dietary supplement でのビタミン D 摂取過剰症 7 例の報告

表3

米国の栄養素強化食品での過剰摂取の恐れがある割合
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分子栄養学に基づく栄養療法
― オーソモレキュラー療法 Orthomolecular medicine ―
谷口洋子
谷口医院

はじめに
ヒトの身体は約 60 兆個の細胞で構成されているが、
その細胞を構成する分子のバランスの乱れ
（イ
ンバランス）に対して栄養素を与えることで、あるべき正常な状態に整えることにより疾病の予防
や症状の改善を図るという方法がオーソモレキュラー療法である。
Ortho は整えるという意味であり、molecular は分子であるので、Orthomolecular medicine は分
子整合栄養医学と訳されている。分子栄養学に基づいて、どのような栄養素がどこでどのような働
きをしているか認識し、症状の改善に必要な食事指導やサプリメント使用による栄養素の補給を提
案する（図 1）。たとえば、月経困難症の女性には、ホルモン受容体が存在する細胞膜の抗酸化物質
である天然型ビタミン E と、アラキドン酸からプロスタグランディン E2 が産生されることを抑制
し子宮の収縮痛を緩和させる γ リノレン酸が、症状の緩和に有用であることを患者さん達の喜びの
声から実感している。
分子整合栄養医学に基づく栄養療法は海外では 1960 年代からガンや精神疾患などの補完療法とし
て応用されてきた（図 2）。最近はメディアなどを通じて国内でも栄養療法を実践している医療機関
や医師が紹介されることが珍しいことではなくなっている。
抗加齢医学会や日本ビタミン学会においては、疾病予防やアンチエイジングなどに潜在性の栄養
素欠乏に対応するような栄養素の補給効果が報告されている。加齢黄斑変性に対してのルテインや
亜鉛などの補給効果、また血中ホモシステイン濃度の上昇抑制に有用と考えられているビタミン
B6、B12、葉酸などのビタミン B 群のサプリメント使用による認知症予防効果、心血管疾患予防効果、
ロコモティブシンドローム予防効果などへの利用が国内外で研究され発信されている。高齢化社会
を迎える日本にとって、このような予防医学は非常に重要な研究テーマである。
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1．個体差や生活スタイルを配慮した栄養療法
この方法論に出会うまでは、「バランスの良い食生活をしていれば栄養は足りているはずだ。」と
私自身も認識していた。しかし、患者さんに栄養素を補給してもらうことにより様々な症状が改善
していく様子を経過観察した経験や、分子整合栄養医学を取り入れている医師たちの多数の症例経
験報告などから、
「潜在性の栄養障害は、現実には頻繁に起きていることなのだ。」ということを認
識した。
摂取した食物の消化吸収や代謝には個人差がある。たとえば、ピロリ菌が感染している胃の場合、
胃炎を発症していなくても高率に胃粘膜萎縮が起きており、それにより胃酸分泌低下、ペプシンの
分泌低下、内因子分泌低下が惹き起こされる。その結果、タンパク質の消化障害、鉄やカルシウム
などのミネラルのイオン化障害、ビタミン B12 の吸収障害が起こる。結果的に、多くの栄養素の吸
収率が低下し潜在性の栄養素欠乏になり易くなる。また、さまざまなストレス状態にさらされると
消化管の機能が低下し、栄養素の消化吸収も低下する。腸内細菌バランスの乱れによりビタミン B
群やビタミン K をはじめとした栄養素の吸収も低下する。
遺伝子多型による酵素活性安定性の個人差もある。たとえば、葉酸ホモシステイン代謝にかかわ
るメチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素（MTHFR）遺伝子の変異型 TT 型ではタンパク質構造が不
安定であり、安定型の CC 型に比べると 70％酵素活性が低下する。その結果、メチオニン合成酵素
の基質である 5 - メチルテトラヒドロ葉酸の生産量が低下することによって、ホモシステイン（Hcy）
からメチオニンへの経路が阻害され Hcy 濃度が上昇する（図 4）
。この多型の頻度は、人種により
差があり、日本人では変異型ホモ TT 型は 15％程度と比較的多く存在する。妊娠初期に Hcy 濃度
が高くなると、胎盤早期剥離、自然流産、早産、未熟児といった妊娠合併症や周産期合併症のリス
クが高くなることが報告されている。また、母体の高ホモシステイン血症が、胎児の二分脊椎、無
脳症などの神経管閉鎖障害に関与していることが推測されている。血清葉酸濃度が低いほど Hcy 濃
度に対する多型の影響が強くなることも、コホート研究で示されている。穀類への葉酸強化以降、
欧米では二分脊椎症の発症率は低下しているのだが、残念ながら日本においては改善がみられず、
むしろ増加している（図 3）。葉酸の必要量については「食事だけでは十分な量を確保出来ない人が
いる。」ということへの対策が遅れているのである。葉酸のサプリメントを、妊娠が判明してから医
療機関に勧められて摂取するという方法では、神経管の閉鎖が起きる時期とされている妊娠 6 週〜
10 週には間に合わないという実態が妊娠可能年齢の女性に伝わっているとは言いがたい。このよう
に、遺伝子多型により栄養素の必要量も個人差があるのだが、そのようなことは栄養所要量を決め
る際には考慮されていない。血中 Hcy 濃度に影響している栄養素は葉酸だけでなく、ビタミン B2、
B6、B12 などビタミン B 群が相互に関連してかかわっているので、ビタミン B 群コンプレックスと
して摂取するほうが望ましい。
ライフスタイルの差により栄養素の必要量も異なる。ストレス過多の状態や疾病罹患中、スポー
ツ選手、妊娠授乳期や成長期などでは栄養素の需要が増加する（図 5）
。糖質摂取過多の食生活では、
ビタミン B 群の消費が高まっており不足し易い。
さらに残念なことに、現代生活では環境汚染により水銀や鉛などの重金属が体内に入ってきてお
り、本来は酵素の活性中心にある亜鉛や鉄の代わりに有害な重金属が置き変わってしまうことで酵
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素活性を抑制してしまうこともある。また、土壌がやせたことにより野菜に含まれるビタミンやミ
ネラルが非常に減少している。加工や冷凍によるビタミンやミネラルなどの栄養素の損失もある
（図 6）
。
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このように様々な要因で栄養素の不足が起きる可能性があることを認識する必要がある。平成 26
年 12 月に厚生労働省が発表した「平成 25 年国民健康栄養調査結果」によると、多くの世代でビタ
ミン A、ビタミン B1、ビタミン B2、ビタミン C、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛などの摂
取不足が目立っている。次世代を育てる 20 歳代女性では、
多くの栄養素が足りていない状況である。
さらに、本人が必要量を摂取しているつもりでも、その人の消化吸収に問題があることで吸収され
る栄養素量が不足している場合もある。
食事だけでは吸収量が必要量に満たない場合、サプリメントで栄養素補給を行うことにより不定
愁訴の改善や担ガン患者さんの QOL の改善、高齢者の QOL の改善を図ることが出来るのだという
方法論が日本でも広がりつつある。アスリートに対して、サプリメントや食事による栄養療法を指
導実践して成績向上やケガをしにくい身体を作ることなどが既に広く活用されている。小児に対し
て、そのような方法論を使ったアプローチを紹介させて頂きたいと思う。

2．鉄欠乏症を中心とした栄養障害
鉄はヘモグロビン合成に使われるだけでなく、多くの酵素活性の中心として全身の細胞内に存在
している。エネルギー産生にかかわる電子伝達系の酵素チトクロームもヘム鉄酵素であり、鉄不足
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ではエネルギー産生に支障が起こり疲れ易くなる。鉄の不足による主な症状を図 8 に示した。鉄欠
乏症は作業能力の低下、認知機能の低下、情緒の不安定、体温調節機能の障害、免疫機能の低下、
細菌に対する抵抗力の低下などに関係している。貧血と診断されなくても貯蔵鉄の減少（フェリチ
ンの低下）の段階にて、そのような症状を来たしていることもある（図 7）。妊娠中の女性、成長期
の子ども達では特に鉄欠乏に陥りやすい（図 9）
。神経伝達物質の合成過程において、図 10 に示し
たように、鉄はヒドロキシラーゼの活性中心であり、ドーパミンやセロトニン合成に重要なミネラ
ルである。また、髄鞘形成においても鉄が必要である。胎児期乳幼児期の鉄欠乏が精神神経系の発
達に及ぼす影響についても研究が報告されている（図 11）
。
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症例 1

登校困難だった体調不良が栄養補給により改善した 11 歳男児（図 12 〜 15）

乳幼児期から感染症に罹患することが多かった児であるが、11 歳時に腹痛や吐き気などの消化
器症状を訴え登校が困難になってしまったために当院を受診。特に友人関係などストレスとなる
原因もない様子であった。過去のカルテを見直すと 4 歳と 9 歳の時点では貧血はなかったが鉄欠
乏症であった。今回の受診時にもヘモグロビンは基準値内にあるものの、フェリチンの低下や血
清鉄の低下などを認め、鉄欠乏症と判断し鉄を補給した。
医療用の鉄剤は無機鉄であり、胃腸の粘膜で活性酸素を発生させて粘膜障害を引き起こす可能
性がある。親の了解を得て副作用のないヘム鉄のサプリメントを使って鉄補給を行なった。この
男児は、初期には保健室登校の状態の時期もあったが、約 2 ヶ月で普通に教室に登校出来るよう
になった。消化器系の様々な訴えもなくなり、学習や部活動に意欲的に過ごせるようになった。
現在、中学 3 年生になっているが、元気に登校し学習や部活動も積極的にこなしている。ヘム鉄
は今も飲み続けており、血液検査を定期的に実施して過不足をフォローしている。
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症例 2

鉄補給で元気になったうつ状態の母親（図 16 〜 18）

かかりつけの子どもの母親であるが、第 3 子を出産したあとにしばらくしてから体調不良にな
り、心療内科で抗うつ剤（SSRI）の処方を受け内服を続けたが改善しないとのことだった。顔色
も不良であったので鉄欠乏症を疑って検査を実施したところ、ヘモグロビンが 10.0g/dl

MCV は

70.4 と鉄欠乏性貧血であった。これを改善させることで体調が改善する可能性を説明したが、主
治医の心療内科医に相談したいという希望だったため、当院で栄養療法を開始することは出来な
かった。
2 年近く経て再来院されたが、うつ状態はまだ持続しており、当院で再検査したところ、貯蔵
鉄のフェリチンは、5.3ng/ml と重度の鉄欠乏状態であった。再度説明をしてヘム鉄による鉄補給
を開始したところ、1 ヶ月後には意欲的になり、数ヶ月後には仕事にも復帰している。
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抑うつ症状と血清フェリチンとの関係について、女子学生 205 人を抑うつ群と健康群に分けて、
ヘモグロビン・フェリチン・葉酸・ビタミン B12 などを測定し比較した研究がある。その結果、フェ
リチンのみに有意差が認められている（図 19）
。
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ᅗ䠍䠕

৮ƏƭၐཞƱᘉฌȕǧȪȁȳ͌ƱƷ᧙̞

6JGTGNCVKQPUJKRDGVYGGP
FGRTGUUKQPCPFUGTWOHGTTKVKPNGXGN
'WTQRGCP,QWTPCNQH%NKPKECN0WVTKVKQP  ệ
FQKULGLEPRWDNKUJGFQPNKPG1EVQDGT
ỉ ҔܖᢿƷܖ܇ڡဃʴᲢ dബ
ỉ ǢȳǱȸȈᛦ௹ƴǑƬƯǰȫȸȗЎƚ
ệ ʴ ৮Əƭǰȫȸȗ
ệ ʴ ͤࡍ፭
ỉ ᳂᳜ᲦHGTTKVKP'54%42ᓶᣠ᳐ Ǜยܭ
ỉ ኽௐ
ệ ȕǧȪȁȳƷǈஊॖࠀŴƦƷ˂ƸஊॖࠀƳƠ
ỉ &GRWTGUUGFd ᳡᳧᳆
ỉ %QPVTQNd
ệ ȕǧȪȁȳ சƷҩǊǔྙ
ỉ &GRWTGUUGF
ỉ %QPVTQN
ỉ ᎋݑ
ệ ɲ፭ƱǋȕǧȪȁȳƷ͌רƸŴؕแ͌ϋưƋƬƨ


3．胎児期からの食育の重要性
乳児期の貧血や難治性のアトピー性皮膚炎の患児について、母親の妊娠中の栄養状態との関連性
を多数のケースから気付かされた。妊娠中の母親への栄養指導介入を試みた結果、乳児期だけでな
く、その後も児が非常に健康に育つことを実感した。
母親自身の体調も良く、育児不安などの予防にもなることを親へのアンケートで確認した。
まず、母親の妊娠中の栄養障害が、乳児期の体調に影響している例を 2 例紹介する。

症例 3

母親の栄養障害が原因と推測される乳児期の鉄欠乏性貧血（図 20 〜 23）

後に栄養障害のあったことが判明した母親のケースである。第 1 子が、貧血のほかに下痢溢乳
便秘などの消化器症状、湿疹、肛門周囲炎などの皮膚症状にも悩まされ育児に苦労していた。一
般的な解釈でデータをみると、37 週で 2202 ｇと低出生体重児である上に完全母乳哺育であるが
ために、生後 6 ヶ月過ぎに鉄欠乏性貧血になったのだと解釈するだろう。
分子整合栄養医学的な解釈をすると、生後 2 ヶ月頃からの粘膜や皮膚のトラブルは鉄や亜鉛な
ど細胞分裂に欠かせないミネラルが不足していた可能性があると推測できる。
母親に妊娠中の体調や食生活などをインタビューすると、図 22 のようなことが判明した。産後
7 ヶ月時、当院での検査時の血清フェリチン値 26.5ng/ml からも推測出来るが、妊娠中にめまい
を自覚していた時点でフェリチンを計測していたら、おそらく、さらにもっと低値であったと思
われる。この母親は、体重制限の指導以外に特に栄養指導はされていなかった。
この母親が 2 年後に第 2 子を妊娠したのであるが、9 週で貧血になっている（図 23）
。
ヘモグロビン 10.2g/dl は軽度の貧血と扱われるかもしれないが、MCV が 96 で正球性貧血であ
ることから、鉄欠乏で小球化、ビタミン B12 や葉酸不足で大球化するという両方の影響が相殺さ
れて正球性になったと読み取れる。また赤血球数が 337 万と減少していることより、細胞分裂に
必要な亜鉛なども不足していたことが推測できる。母親の栄養障害はおそらく継続していたもの
と思われる。この母親からの第 2 子は超低出生体重児で生まれている。
妊娠中の貧血を認めた際、不足している栄養素は鉄だけではないことを認識すべきである。赤
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血球を作るために必要な栄養素であるところのビタミン B 群、ビタミン A、亜鉛、タンパク質な
どの栄養素が総合的に不足している可能性を考えなければならない。母体の栄養障害は、妊娠の
継続に必要な栄養素の欠乏でもある。貧血の検査を、鉄欠乏の有無を評価するだけのために使っ
ているのでは、もったいないと思う。
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症例 4

ឬ˯Јဃ˳δ



妊娠中の食事制限方法の誤りなどが母親や子どもの体調に影響した例

生後 5 ヶ月の時に、全身の湿疹で来院。びらんを伴う重症のアトピー性皮膚炎であった。
母親から聞いた妊娠中のエピソードであるが、体重増加に対する厳重なカロリー制限に対して
肉や魚などのタンパク源を絶ち、カロリーの少ない野菜や果物のみ摂取したとのこと。妊娠 8 ヶ
月時のヘモグロビンは 9.4g/dl であったが、2 週間の鉄剤処方のみで終了し、再検査も行なってい
ないとのことであった。産後、母親は出血、発熱、むくみなどの体調不良が 2 週間続いたとのこ
とであった。
当院受診時の母親の血液検査結果は図 24 にあるが、産後 5 ヶ月経過しているにもかかわらず、
フェリチンは 9.4ng/ml と重度の鉄欠乏状態で、亜鉛も 62μg/dl と少ない。
患児の経過は図 25 の通りである。生後 9 ヶ月で重度の鉄欠乏性貧血があるほか、多数抗原に対
する食物アレルギーもあり、全身に痒みのある湿疹が広がっていた。また、母乳の飲みが悪いこ
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とや夜間の頻回の覚醒や情緒不安定など、母親は育児に大変苦労していた。
母親の血液検査と患児の検査から、鉄や亜鉛などのミネラルとビタミン B 群、タンパク質不足
を読み取り、必須アミノ酸、ビタミン B 群コンプレックス、亜鉛、鉄などの栄養素を児に経口で
補給した。1 歳 3 ヶ月頃には、湿疹はほとんど消失している。当院受診後、母親の希望もありス
テロイド軟膏は塗布していない。その後、喘息の発症もなく、現在は 5 歳になるが元気に保育園
に通園している。皮脂や汗の分泌力も十分あり排泄器官としての働きや体温調節機能が備わって
いる健康的な皮膚になっている。即時型食物アレルギー症状も認めていない。ステロイド軟膏忌
避のケースに対しても、アミノ酸やビタミンミネラルを補給することにより低蛋白血症や貧血の
改善を促すことができ、心身ともに健康に成長できることを実感させられたケースである。
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妊婦の 1 日の鉄必要量は図 26 に示したように、中期から後期にかけて高くなる。特に後期では、
胎児の貯蔵鉄になるために鉄が胎盤を通じて移動する。図 27 に示したように、妊娠に伴う鉄需要の
増加は、トータルで 1000mg になるとされている。
日本では、ヘモグロビンが 11g/dl 以下を妊娠貧血として鉄剤投与の適応を考慮することになって
いるが、海外では予防的にルーティンに鉄が投与されていることも多い。
東京大学産婦人科教授の上妻志郎氏は日本医学会雑誌の論文の中で、血清フェリチンが鉄欠乏の
指標であって、貯蔵鉄という観点からは 30ng/ml 以上が妥当と述べている。
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4．亜鉛欠乏による様々な症状と亜鉛のサプリメントの効果について
亜鉛が細胞分裂の際に重要な役割を果たしていることを、分子栄養学を学んでから知ることが出
来た。亜鉛は、図 28 に示したように DNA ポリメラーゼなどの酵素の活性中心であり、不足するこ
とで細胞分裂の盛んな組織にまず影響が出る。
アルカリフォスファターゼ（ALP）も亜鉛酵素であり、亜鉛不足では活性が低下し骨代謝に影響
する。亜鉛の関わる酵素は約 200 あるとされている。インスリンや成長ホルモンなどのホルモンの
合成や分泌にもかかわっている。亜鉛を補給することで皮膚炎が改善するだけでなく、身長の伸び
も良くなることが多い。血液検査では、亜鉛が増えると ALP 活性の上昇を伴ってくる。骨代謝が
促進され骨の成長が促されることや、成長ホルモンの合成分泌にも亜鉛の上昇が良い効果を及ぼし、
その結果、成長が促進されると考えられる。成長期の子どもで ALP が成人の基準値内にとどまっ
ている場合は、亜鉛欠乏を考える必要がある。加治正行氏らは、内分泌疾患などがない低身長児の
60％は、潜在的亜鉛欠乏があると報告している。潜在性の亜鉛欠乏の診断は難しいが、ALP の活性
などが参考になる。
溶血によって血中亜鉛濃度が上昇することにも注意が必要である。分子整合栄養医学では亜鉛が
欠乏してくると、銅が上昇してくることがコンセンサスになっている。
水銀などの有害な重金属を体外に排泄する働きを担うメタロチオネインという金属結合タンパク
は、体内の亜鉛の量に依存して産生される。したがって、亜鉛不足により重金属の排泄がうまく行
かなくなる可能性がある。環境汚染がある現代に生きる人の亜鉛の必要量は、汚染のなかった時代
より増えていると考えるべきである。
亜鉛の働きと不足することで起こりうる症状を示した（図 29）。亜鉛は妊娠後期に鉄と同様に胎
盤を通じて母親から胎児に供給される。鉄と異なるのは、亜鉛は母乳にもかなり分泌されることで
ある。図 30 に示したとおり、初乳を含めて分娩後の日が浅いほど母乳中の亜鉛含有量が高い。この
ようなことから、妊娠中に母体が亜鉛不足になってしまうと胎児に様々な不利益をもたらす可能性
がある。
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児玉浩子氏は、｢ 亜鉛欠乏は低出生体重児の乳児期、スポーツ選手、糖尿病、慢性炎症性腸疾患、
ネフローゼ症候群に起こりやすく、皮膚炎、低身長、味覚障害などが症状としてある。｣ と述べて
いる。稲毛康司氏は、
「小児特発性関節炎（JIA）のような慢性炎症性疾患では、亜鉛欠乏がみられ、
亜鉛欠乏が起きると食思不振、性腺機能低下、骨粗鬆症、易感染傾向がみられる。」と述べている。
亜鉛欠乏症について、国内の小児科医によりこのような警鐘があっても、亜鉛が含まれている医薬
品はポラプレジンクがあるが、保険適応は胃潰瘍のみである。亜鉛欠乏症の際に適応外でポラプレ
ジンンクを使うか、食品添加物の無機亜鉛を利用していると思われる。有機亜鉛サプリメントは吸
収率もよく胃腸への負担も少ないため利用し易い。

5．母体への栄養療法によるアレルギー予防の試み
栄養療法により小児のアトピー性皮膚炎が改善するという経験を重ねた。さらに、妊娠中の栄養
療法が、母体にも生まれる赤ちゃんにも良い効果をもたらすことを、分子整合栄養医学の先達の医
師達の情報から知った。
そこで、子どものアトピー性皮膚炎で苦労した母親の中で希望があったケース 18 名に対して、次
の妊娠の際に栄養療法を指導して実行していただいた。血液検査でフェリチンや亜鉛などを測定し
ながら不足している栄養素を食事とサプリメントにより補給した。
妊婦検診をしている施設で、カロリー制限を指導されている場合には具体的にどのように食事を
するかについて指導した。タンパク質は十分摂ることを中心に、血液検査でもタンパク質不足が認
められた場合は、栄養補助としてサプリメントのプロテインを使った。子どもが生まれたあとにア
ンケートを送り、15 名から回答を得ることができた（図 31）
。
アンケートの内容は図 32 に示した内容である。集計結果は図 33 である。
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栄養療法をしていなかった時と比べた母親たちの実感を尋ねた結果では、妊娠中や産後の体調に
違いを感じている方が多いことがわかる。生まれた赤ちゃんの様子についても、アトピー性皮膚炎
になった赤ちゃんと比較すると、皮膚の状態も良く、睡眠の質が良くなり、ぐずったり、夜泣きを
するなどの育児の苦労を惹き起こすような問題が少ないことが認められた。このアンケートの協力
して頂いた赤ちゃんたちは、現在 4 歳〜 7 歳に成長しているが、全員がアトピー性皮膚炎もなく、
喘息も発症せず、感染症にもかかりにくく、情緒も安定していて、幼稚園や保育園などでの集団生
活への適応力の良い子に成長している。アンケート協力していただいた母親たちは、自由記載の欄
に実感をたくさん書いてくださった。その一部として 3 人の母親の文章を紹介させていただきたい
と思う。
「正直、栄養療法については半信半疑でした。一人目の育児が大変で、生後一ヶ月のころからの湿
疹、夜泣き、昼のぐずりのほか、いろいろ苦労しました。今回は、妊娠の途中から栄養療法を開始
しました。貧血でしたが、すぐに解消出来ました。妊娠経過も良く、上の子の育児をしつつ、仕事
も疲れを感じることもなく続けることができました。
出産もスムーズでした。生まれた赤ちゃんの肌はすべすべでした。母乳が良く出て、赤ちゃんの
飲みもよかったです。今は 3 歳になりましたが、アトピーにもならず、風邪をひいても軽くすみ、
活発な子に成長しています。一人目の子の時も栄養療法を同じようにできていれば良かったと思い
ます。」
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「栄養療法をして産んだ第 2 子（娘）と、していなかった第 1 子（息子）の違いに驚いています。
息子の場合は、生後 1 ヶ月で風邪で入院。その後も風邪をひきやすく、アトピー以外でも、病院通
いの日々でした。また、寝つきが悪く、夜間も何度も起きる子でした。私の体調もあまり良くない
状態での育児なので、
『育児ってなんてつらいものなんだろう』と思ってしまい息子のことを可愛い
と思って育てる余裕がありませんでした。
二人目の妊娠中から栄養療法を始めました。大きな違いは、産後の私の体調の良さでした。息子
の産後にあったような発熱もなく、高齢になっているのに、術後の回復も早かったです。娘は息子
に比べると丈夫で、よく眠る子で、おだやかな赤ちゃんでした。私は、はじめて、
『育児はこんなに
楽で楽しいものなんだ』と感じることができました。息子自身も栄養療法を始めてからは、風邪を
ひきにくくなり、健康になり毎日元気よく遊んでいます。以前はパニックのようなぐずり方をして
いたのですが、最近では、とても情緒が安定し、精神的にも成長しました。栄養療法は心身の健康
に効果があると感じています。そして、私たち家族の生活の質を飛躍的に上げてくれました。とて
も感謝しています。」
「栄養療法を実施した時と、実施しなかった一人目の時で、まず違いがあったのは、つわりの辛さ
でした。一人目の時は、妊娠中ずっと出産するまでつわりがひどく、一日で何度も吐いていました。
栄養療法をした二人目と三人目の時は、初期に少しのつわりがあったくらいで済みました。お産も
とても楽でした。一人目の時は、産後に私自身がマタニティーブルーになってしまって周囲のちょっ
とした言葉で傷つき涙を流していました。赤ちゃんも泣いてばかりで何をしても泣きやまないこと
が多かったです。自分自身もイライラして周囲の人にあたってばかりいました。栄養療法をした二
人目と三人目の産後は、自分でもびっくりするくらいイライラやピリピリした気持ちがなく、子ど
ももたっぷり飲んでくれて、泣く時はきちんと自分の要求があり、満たされれば寝てくれるという
日々でした。こんなに違うんだと思いました。
湿疹も一人目は、生後 2 日目あたりから出てだんだんひどくなり、アトピー性皮膚炎が薬を塗っ
ても治らず、食物アレルギー、喘息と心配する日々でした。二人目の子は少し湿疹が出たりしまし
たが、すぐに治っていきました。三人目も良い子です。書ききれないほど、一人目と違いがありま
した。栄養療法を行なって良かったと心から思っています。
」
この母親は、第 2 子を妊娠する前に、ピロリ菌の除菌も行なった。胃粘膜に感染していたピロリ
菌を除菌したことにより粘膜が回復したことも、栄養素の消化吸収力をさらに改善させていると思
われる。

妊娠中の栄養療法の効果についてまとめ
1．栄養療法は妊娠中や周産期の母親の体調を良好にする。
つわりの軽減、楽なお産、産後の回復の良さ、精神的な安定があり、育児がしやすくなる。その
理由は心の安定に重要な役割をする神経伝達物質のセロトニンや、GABA の合成に必要な鉄や
ビタミン B 群、タンパク質などが十分にあるためと推測される。また、母親の粘膜や免疫担当
細胞に栄養素が供給されることにより、妊娠中や産後の感染症も防ぐことができる。
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2．胎児期に十分な栄養素をもらって生まれた子どもは感染症にもなりにくく、
情緒も安定しており、
睡眠パターンも良くなり育児のしやすい子どもになる。母親と同様に粘膜や免疫担当細胞や神経
伝達物質の合成材料の不足がないことやミエリン形成に必要な材料が十分に供給されたことな
どが関係しているのかもしれない。
消化管粘膜も丈夫になることにより、溢乳、飲みが悪い、便秘、下痢などの消化器症状も少なく
なる。
3．妊娠中の栄養療法は、生まれた子のアトピー性皮膚炎、食物アレルギー、喘息などのアレルギー
疾患を予防することができる。健康な粘膜・皮膚を作るための材料が、胎児期に胎盤を通じて十
分に供給されているからであると思われる。
妊娠中の鉄欠乏は、産後うつ・不安・認知機能・ストレスと深い関係にあるという報告がある。
鉄欠乏の母とそうでない母を比較すると母子関係が正常群では良好であり、子どもの反応性も正常
群の方が良好であったという報告もある（図 34）
。
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鉄に限らず、タンパク質、良質の脂質（ω3 系脂肪酸など）、ビタミン B 群、亜鉛などの様々な栄
養素が胎児期に十分に供給されると、胎児の細胞分裂や分化に良い影響を及ぼす。近年、世界中で
DOHaD（Developmental Origin of Health and Disease）について研究されている。胎児期や乳児
期の環境因子が、成長後の健康や様々な疾病の発症リスクに影響を及ぼすということが検証されて
きている。研究者の中では、疾病の起源は低栄養や環境因子により、胎児にエピジェネティックな
変化をもたらすことであるとの考え方が有力視されている。エピジェネティックな変化にはメチル
基が不可欠であり、体内でメチル基を運んでいる葉酸、ビタミン B12 等の栄養素が充足しているこ
とも重要な点であると示唆されている。
厳しい体重制限指導に従った結果、栄養素不足状態になってしまい、その状態で妊娠中や産後を
過ごしてしまった母親たちの苦い経験から学んだことであるが、妊娠中の栄養指導については、単
なるカロリー制限だけに偏らないように留意すべきである。具体的な指導をせずにカロリー制限だ
けを指導していたのでは誤った栄養摂取に陥ってしまう妊婦が少なくないことを実感している。
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6．精神神経系症状への栄養療法の効果
症例 5

トゥレット障害の 9 歳男児（図 35）

既往歴として乳児期からのアトピー性皮膚炎と、幼児期からのアレルギー性鼻炎がある。
7 歳時、チックが出現し始めた。首ふり、まばたき、鼻をクンクンならしたり、咳払いや立っ
ている時につま先立ちになり「アッ」と声が出してしまったりする。
小児神経専門医のもとで 1 年 6 ヶ月経過観察してきたとのこと。音声チックと運動性チックが
慢性的に出現しており、トゥレット障害と診断され、抗精神薬内服を考慮に入れ経過観察を続け
ていた。9 歳 5 ヶ月時、
「栄養療法を試みたい」とのことで当院を受診。初診時は緊張のためか、
常に肩や頚部が動いていた。母親の話によると、情緒も不安定で学習も集中力がないとのこと。
夜の睡眠の質にも問題があり、中途覚醒、寝言などが多く、朝の寝起きが悪い。消化器症状として、
腹痛が週に 2 〜 3 回ある。アトピー性皮膚炎による湿疹が、顔と前胸部にある。初診時の血液検
査（図 36）から推測できる栄養素を補給した。
10 歳 3 ヶ月時に 2 回目の血液検査を実施（図 37）したところ、血液検査データ上に変化が読み
取れる。ALP 活性の上昇が認められるが、これは活性中心である亜鉛の増加によるものである。
フェリチン MCV の上昇は鉄の増加によるものである。10 歳 7 ヶ月時、すべてのチック症状は消
失した。情緒が安定し、学習への集中力が出て勉強にもスポーツにも積極的になった。湿疹も出
現しなくなり、腹痛の訴えもなくなった。身長が非常に伸びて体つきがしっかりした。花粉症の
症状が例年に比べて軽くなった。
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症例 6

アトピー性皮膚炎と言語発達遅延が改善した 2 歳男児

生後 3 ヶ月頃から湿疹が出現して、慢性化したためアトピー性皮膚炎としてステロイド軟膏を
中心とした治療を行なっていたとのこと。湿疹が全身に広がり痒みによる睡眠障害も出現してき
た。2 歳時、アトピー性皮膚炎に対する栄養療法を希望して当院を受診。
2 歳になっているにもかかわらず、有意味語がほとんど認められず、多動傾向、情緒の不安定、
親との会話も成立せず、あやそうとするスタッフともコミュニケーションがとれなかった（図
38）。
初診時の血液検査データ（図 39）から、鉄、亜鉛などのミネラルや、ビタミン B 群やビタミン
D の欠乏が読み取れた。鉄や亜鉛やビタミン B 群は、細胞分裂の早い組織である粘膜や皮膚を健
康な状態に保つのに必須の栄養素である。ビタミン D は腸管免疫にかかわっており、免疫寛容に
おいて重要な役割を果たす制御性 T リンパ球（Treg）を産生する際に必要なことが分かってき
ている。したがってビタミン D は、食物アレルギーには有効な栄養素と言える。これらの栄養素
補給には天然型のサプリメントを使い、また腸内環境を改善するようなラクトフェリンと乳酸菌
なども摂取していただいた。
7 ヶ月間の栄養療法の後、再検査を実施（図 40）。ALP の上昇は、亜鉛の上昇と関連している。
フェリチンの上昇、TIBC の低下などは鉄の増加によるものである。
25OH ビタミン D が 19.7ng/ml だったものが、7 ヶ月間で 44.1ng/ml まで増加した。
栄養療法 7 ヶ月実践後の状態であるが、湿疹は全く出現しなくなり、乾燥肌傾向も認められなく
なった。保湿剤もステロイド軟膏も塗布していないが、皮膚の新陳代謝に必要な栄養素が十分に
供給されたことで皮脂や汗の分泌が改善し自前の保湿膜が形成されるようになったためと思われ
る。
精神発達においても、有意味語は多数になり、3 語文、疑問文なども使い親と会話が成立する
ようになった。落ち着きも出てきて同年齢の子ども達との交流も出来るようになった（図 41）
。
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症例 5、症例 6、ともに栄養素の補給によって精神神経系の問題点が解決している。同時にアト
ピー性皮膚炎などの皮膚症状と、呼吸器系や消化器系などの粘膜症状も著明に改善している。ま
ず、神経伝達物質の産生に必要な栄養素が十分に供給されることで精神神経系のコントロールが
スムーズになった可能性が考えられる。また、神経細胞や神経細胞突起や神経線維を健康に成長
させるために必要な栄養素が十分に供給されることにより、精神神経系の発達も促されたとも考
えられる。消化管や呼吸器の粘膜上皮細胞のターンオーバーは 3 日くらいであるため、細胞分裂
に必要な栄養素が十分供給されないことにより、脆弱な粘膜となり、呼吸器の過敏性や消化吸収
力の低下を招くが、サプリメントで栄養素を補給したことで、粘膜や皮膚のターンオーバーに必
要とされる栄養素が十分供給され、結果として不定愁訴ととらえられがちな様々な症状が改善し
たもの考えられる。

7．ビタミン D について
ビタミン D の作用としては、小腸におけるカルシウム取り込みや細胞膜におけるイオンチャンネ
ルの開口などが古くより知られているが、これらは遺伝子を介さない作用である。近年、細胞増殖、
分化制御、免疫応答などの多彩な生理作用が明らかとなっているが、これらは遺伝子を介した作用
である。核内受容体に結合したビタミン D により遺伝子発現が制御されている。ヒトの遺伝子の 3％
がビタミン D により制御されていることが知られるようになった。ビタミン D は魚に多く含まれ
ているが、食品からでは十分な量が充足出来ない。生体内ではコレステロールからの生合成が主な
供給ルートである。ビタミン D は皮膚においてコレステロールから生合成されるが、その際に紫外
線（UVB）の作用が必要である（図 42）
。屋外での活動時間の減少、UV カット製品の使用、居住
地域の高緯度傾向などの理由により、潜在性ビタミン D 欠乏症は世界中のヒトで高率に発生してい
ると言われているが、日本においても完全母乳栄養、食物アレルギーによる食事制限、外出の不足
などに起因したくる病など、小児のビタミン D 欠乏症に対する警鐘を目にすることがある。
近年、栄養と疾病にかかわる国際学会では、ビタミン D に関連した研究発表が非常に多い。日本
においても、慈恵医大の分子疫学研究室室長であり小児科医でもある浦島充佳氏は、ビタミン D が
インフルエンザに対する予防効果があることを立証した。ビタミン D を投与した児童生徒グループ
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が、そうでないグループに比べてインフルエンザ発症率が有意に低いという研究結果である（図
43）。ガンのリスクとの関連や、自己免疫疾患やアレルギー疾患の発症との関連も報告されている。
妊娠中の母親のビタミン D と子どもの認知機能との関連や、自閉症児ではビタミン D 濃度が低い
という研究もある（図 44, 45）。
ビタミン D の過不足の指標には、活性型である 1,25OH ビタミン D の血中濃度ではなく、25OH
ビタミン D の血中濃度を使う。国内の検査会社が現在示している基準値ではいずれも下限値が 7 〜
9ng/ml で、上限が 34ng/ml 〜 41ng/ml であるが、基準値を決める母集団自体に欠乏症が高率に含
まれている可能性があり、基準値に入っていれば十分とは言えない。
順天堂大学加齢制御学講座の斎藤糧三氏が海外の論文からまとめたビタミン D の血中濃度と関連
疾病の表を参考にすると、30ng/ml 以下では欠乏症ということになる（図 46）
。
大阪市立総合医療センター小児代謝内分泌科の依藤亨氏の研究であるが、新生児 1120 人の 25OH
ビタミン D 測定を行い完全母乳栄養のグループと人工混合栄養のグループを比較したところ、完全
母乳栄養児では 56.9％が 10ng/ml 未満となり基準値下限を下回っていたという。人工混合栄養児で
は 20 〜 25ng/ml に最も多数の児の測定値が分布しているのに対して、完全母乳栄養児では、5 〜
10ng/ml に最も多数の児が分布しており 5ng/ml 未満の児も数名認めたという。妊娠可能年齢の女
性のビタミン D 濃度が低いということの影響であろう。
アトピー性皮膚炎の患児たちを診察していて、低蛋白血症を伴うような重症のアトピー性皮膚炎
になって来院するケースは、明らかに完全母乳栄養児に多いことに以前から気がついていた。最近
の小児アレルギー専門医たちの研究でも、論文の中で母乳哺育がアレルギー疾患のリスクを上げる
ような報告の文言にも出会うようになった。昔は母乳がアレルギーを予防すると言われていたはず
であるが、現在はそうとも言えない。
免疫寛容で重要な役割を担っている制御性 T 細胞（Treg）が分化成熟するためには、ビタミン
A とビタミン D が必要であるという基礎研究からの報告がある。このような栄養素の不足により食
物アレルギーからのアウトグローが遅れてしまう可能性がある。母乳栄養児のアトピー性皮膚炎の
増加については、母親のビタミン D などの栄養欠損との関連で考えてみる必要もあるだろう。
皮膚ケラチノサイトは「抗菌ペプチド」である「デフェンシン」や「カセリシジン」を産生して
おり、皮膚の細菌感染症の発症の防御にかかわっている。皮膚ケラチノサイトからの抗菌ペプチド
の産生には、ビタミン D 受容体を介する刺激が重要であることが明らかにされている。アトピー性
皮膚炎の患者の皮膚には黄色ブドウ球菌が増加しているが、ブドウ球菌由来スーパー抗原は Treg
に機能障害を誘導することでアレルギー炎症を増悪させる可能性が報告されている。
ビタミン D の補給によりアトピー性皮膚炎が改善することを症例 6 で示したが、上記のような免
疫系への作用により効果が得られた可能性が考えられる。ビタミン D により冬季のアトピー性皮膚
炎の悪化を改善させうるという報告もある（図 47）
。
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精神神経系に対するビタミン D の関わりについても、ビタミン D 不足が冬季うつ病の原因のひ
とつと考えられるなど研究が発表されている。脳内セロトニンはトリプトファンヒドロキシラーゼ
によりトリプトファンから生合成されるが、トリプトファンヒドロキシラーゼはビタミン D により
転写活性化される酵素である。症例 6 の 2 歳男児では、7 ヶ月間の栄養療法の結果として、言語の
発達や情緒の安定など、精神発達の著しい促進が認められた。症例 5 の男児もチックが消失しただ
けでなく、情緒の安定や学習やスポーツへの意欲が向上している。これらにも様々な栄養素の補給
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がかかわっていると思われる。トリプトファンヒドロキシラーゼの転写活性化に必要なビタミン D
が、十分な濃度に上昇したことやトリプトファンヒドロキシラーゼの活性中心である鉄や、補酵素
のビタミン B 群が十分供給されたことで、セロトニンが必要に応じて産生され感情調節能力が高ま
り、多動やパニックのようなぐずりが改善したと考えることができる。またドーパミンや GABA の
産生にも必要なアミノ酸、鉄、ビタミン B 群などが十分に供給されたことにより、集中力、認知機能、
睡眠の質などに良い影響をもたらしている可能性が高い。

8．最後に
オーソモレキュラー療法で使われるサプリメントは、すべて天然型である（図 49）
。
医薬品では得られないメリットが、天然の栄養素を凝縮したサプリメントにはあることの可能性
を患者さん達やご家族の勇気ある協力で実感することができた。
骨粗鬆症などで使用される医薬品のビタミン D 製剤は活性型になっているが、サプリメントの天
然型ビタミン D は活性型ビタミン D の前駆物質であるので、必要に応じて肝臓で 25 位の水酸化、
腎臓やその他の細胞で 25 位や 24 位が水酸化される。生体のホメオスターシスによる調節にゆだね
ているのである。天然型の栄養素を使う場合には、そのような生体の調節機能にゆだねているから
こそ、医薬品にあるような副作用がほとんど認められないのである。
医薬品の鉄剤は非ヘム鉄であり、吸収率の問題もあり、さらに消化管粘膜において活性酸素を発
生させることにより粘膜障害を起こしうる。胃への負担感により鉄剤内服の継続が出来なかったと
いう妊婦の話を何度も耳にした。そのような妊婦や胃腸の不調を訴えて不登校になっている児童生
徒にヘム鉄を使った鉄補給をすることで、胃腸障害を起こさずに鉄欠乏症から回復させることがで
きる（図 48）。
近年、腸内細菌と生活習慣病や免疫疾患との関連性が明らかになりつつある。栄養療法の場にお
いても栄養素だけでなく、腸内環境を改善させる目的のプロバイオティクスやプレバイオティクス
やバイオジェニックス（乳酸菌生産物質）などのサプリメントも多く開発されている。消化吸収の
問題をサポートするために、タンパク質、脂質、炭水化物を消化するための酵素の含まれたサプリ
メントなどもある（図 50）。
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ᅗ䠑䠌

ҔᅹӼƚǵȗȪȡȳȈ
ǢȡȪǫƷȉǯǿȸϼ૾ƴؕƮƍƯ
ଐஜʴӼƚƴᙌԼ҄ƞǕƨ᭗ԼឋƳእ

ᲫᲣ ᭗ҥˮᲢਁЈȷຜƴǑǔјྙƷǑƍઅӕᲣ
ᲬᲣ ฆӳ˳ᲢԈӓྙǍႻʈјௐǛᎋƑƯƍǔᲣ
ᲭᲣ ଐஜʴƷ˳ឋƴӳƏǑƏƴᒉƷ̲ദǛƠŴ
ƋƘǇư၏७Ʒોծƴ̅Ƒǔእ



不妊治療に栄養療法を併用して良い結果を報告している産婦人科医、多剤併用による副作用に悩
む精神疾患患者さんの減薬をする際に栄養療法を利用している精神科医や心療内科医、糖尿病や脂
肪肝などのメタボリックシンドロームに対して糖質制限などの食事指導に加えてサプリメントによ
る栄養療法も同時に行い改善させている内科医、胃がんによる胃切除後の栄養の消化吸収障害に対
して栄養療法により術後の QOL 向上を図っている外科医など、専門とする領域は様々であるが、
現代医療だけでは改善が困難であった問題へのアプローチとして既に多数の医師が分子整合栄養医
学に基づいた栄養療法を導入している。http://www.orthomolecular.jp/ で検索できる。
国際的な学会として、International Society for Orthomolecular Medicine（ISOM）があり、毎年
カナダで国際学会が開催されており、今年は 44 回目になる。

小児科領域で、栄養療法がどのように応用できるかについて、紹介させて頂きました。
2014 年 6 月 14 日に成長科学協会第 27 回公開シンポジウムでの講演内容をもとに説明を加えさせ
ていただきました。発表の機会を与えてくださいました宮尾益知先生、成長科学協会の先生方、ま
たシンポジウムに参加してくださいました方々に心より感謝申し上げます。
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