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当財団は設立後37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37号として、平成25年度に行なった指定課題研究（ 6 件）、自由課
題研究（21件）及びFGHR臨床研究報告（ 5 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26回公開シンポジウム
「子どもの豊かなコミュニケーションと心」の講演要旨を収載しました。
本年報を通じて、平成25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25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 26 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 25 年度に助成した指定課題研究（ 6 件）、
自由課題研究（21 件）、F G H R 臨床研究（ 5 件）、計 32 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 3 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
代表研究者
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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． 小児腹膜透析患児の成長と成長ホルモン（和田尚弘）
2． 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）
3． Prader-Willi 症候群患者の副腎機能の特徴‐インスリン負荷試験後のコルチゾル分泌パターン
は遷延反応を示す‐（永井敏郎）
4． 軟骨無形成症・低形成症への成長ホルモン治療効果の検討（依藤

亨）

5． 重症成人成長ホルモン分泌不全症患者に対する GH 補充療法の QOL 改善効果の性差について
（高野幸路）
を以下にまとめる。
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小児腹膜透析患児の成長と成長ホルモン
和田尚弘
静岡県立こども病院腎臓内科

はじめに
わが国では長期腹膜透析（PD）患者が多く、昨年度多数例で PD 導入後の長期にわたる成長ホル
モン（GH）未使用例の成長推移を報告したが、今回 GH を使用した長期の成長推移を検討した。

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、GH
を使用した 262 例（登録患児の 19.7％）を対象とした。PD 開始前が 46 例、
PD 導入後は 216 例であっ
た。PD 開始前症例の GH 開始年齢は 8.3±3.5 歳、PD 導入年齢は 10.1±3.8 歳、PD 導入時身長 SD
は -3.1±1.6 であった。PD 導入後症例の GH 開始年齢は 8.9±4.1 歳、
PD 導入年齢は 7.2±4.2 歳であっ
た。

結果
PD 導入前 2 年間と GH 治療開始後の身長 SDS の推移を図 1 に示す。GH 未治療では、PD 期間と
ともに身長 SDS も直線的に低下した（昨年度報告）。GH 治療にてさらなる成長障害の進行は止ま
るが、身長 SDS は横ばいであり明らかな catch up は見られていない。△ SDS の推移を図 2 に示す。
GH 未治療では、初年度に -0.26 低下し、その後も -0.15 〜 -0.2 とマイナスで推移した（昨年度報告）
。
今回検討した GH 使用例でも、使用 1 年前・2 年前までマイナス値であったが、GH 治療開始後
+0.06 とマイナスからプラスに転じた。その後も GH 未治療の様なマイナスで推移することはないが、
ほぼ ±0 と横ばいであった。

考察
多数例の長期 PD 患児の成長データの報告はほとんどなく、PD 患児に対する GH 治療の多数例で
の長期成績も稀である。GH 未治療データと比較すると、PD 患児において GH 治療は効果が認めら
れ、GH 治療によってさらなる成長障害を阻止することは可能であるが、catch up growth までの効
果は得られていない。最終身長も含めたさらなる長期効果を検討したい。
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図1

身長 SDS の変化（GH 使用例）

図2

身長△ SDS の変化（GH 使用例）
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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
ベースラインからの身長 SDS の変化量（ΔSDS）
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
例のベースラインからの成長 SDS の変化量（ΔSDS）について、標準身長 SDS であらわすと、治
療開始後、1 年後、2 年後、3 年後はそれぞれ

平均 ΔSDS は、0.661, 0.973, 1.151 であった。一方、

PWS 標準化 SDS では、治療開始後、1 年後、2 年後、3 年後、そして 4 年後はそれぞれ

平均 Δ

SDS は、0.756、1.075、1.320、1.438 であった。

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
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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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Prader-Willi 症候群患者の副腎機能の特徴
‐インスリン負荷試験後のコルチゾル分泌パターンは遷延反応を示す‐
永井敏郎
獨協医科大学越谷病院小児科

背景
Prader-Willi 症候群（PWS）患者における年間の致死率は約 3％と高率であり 1）、死亡原因が明ら
かでない突然死症例の報告も散見される。このような突然死の原因のひとつとして、中枢性副腎機
能障害（central adrenal insufficiency : CAI）の潜在が懸念されている 2）-5）。

目的
今回の研究で得られた PWS の副腎機能評価結果と、過去に報告された PWS 患者の副腎機能評価
結果を比較するとともに、インスリン負荷試験（ITT）後のコルチゾル分泌パターンが遷延過剰反
応を示す臨床的意義について考察する。

対象と方法
2001 年 1 月から 2011 年 12 月までに獨協医科大学越谷病院において内分泌学的負荷試験が実施さ
れた日本人 PWS 患者 36 名（女性 12 名，男性 24 名、年齢 7 カ月 -59 歳）に対し、ITT による副腎
機能評価を行った。
Body mass index standard deviation score（BMI-SDS）は、日本成長学会・日本小児内分泌学会
合同標準値委員会により作成された体格指数計算ソフトを用いて計算した。
身長、身長 -SDS、BMI、BMI-SDS、ホルモン値の比較は t 検定により、患者年齢は MannWhitney 検定により、ホルモン値と年齢や BMI-SDS との相関解析は Spearman の順位相関検定に
より行い、P ＜ 0.05 であった場合を有意であるとした。

結果
全症例で、インスリン負荷後 30 分で血糖が 50 mg/dl 以下、または基礎値の 1/2 以下に低下した。
負荷試験中に痙攣、意識障害などの重篤な低血糖症状を呈した患者は認められなかった。
ACTH 基礎値は 12.9±8.0 pg/ml、7 症例で ACTH 基礎値が 5 pg/ml 未満、5 症例で ACTH 頂値
は 50 pg/ml 未満であり、ACTH 基礎値・頂値ともに基準値以下であったものが 2 名認められた。
ACTH 頂値が基準を満たなかった 5 症例を除いた 31 症例中、負荷後 30 分で 22 症例、負荷後 60 分
で 7 症例、負荷後 90 分で 2 症例、それぞれ ACTH は 50 pg/ml 以上に上昇していた。
コルチゾル基礎値は 17.5±8.5μg/dl であり、ACTH 基礎値または頂値が基準を満たさなかった
症例を含む全症例で、インスリン負荷後 60 分までにコルチゾル値は 18.1μg/dl 以上に達した。30
症例でその後も経時的にコルチゾル値は上昇し続けていた。頂値を示したタイムポイントは、

−6−

成長科学協会 研究年報 No.37 2013

ACTH では 30 分後 10 症例（28％）、60 分後 5 症例（14％）
、90 分後 8 症例（22％）
、120 分後 8 症
例（22％）であり（ACTH 頂値が基準以下を示した 5 症例を除く）
、
コルチゾルでは 30 分後 1 症例
（3％）、
60 分後 5 症例（14％）、90 分後 5 症例（14％）、120 分後 25 症例（69％）であった。インスリン負荷
120 分後に血糖が十分に回復しなかった 2 症例では、
いずれも負荷前のコルチゾル基礎値は高値（56.0
μ g/dl，30.8μg/dl）であった。ACTH およびコルチゾルの基礎値、頂値、頂値と基礎値の差に、性
差、genetic cause（欠失群 vs. UPD）による差は認められなかった。
コルチゾル測定値と BMI-SDS および患者年齢との相関関係を検討した。コルチゾル基礎値は患者
年齢および BMI-SDS と有意な逆相関関係にあり（コルチゾル基礎値 vs. 患者年齢、rs=-0.67, P=3.7×
、コルチゾル頂値は患者年齢と有意な逆
10 ‒ 5、コルチゾル基礎値 vs. BMI-SDS、rs=-0.43, P=0.0083）
相関関係にあった（コルチゾル頂値 vs. 患者年齢、rs=-0.50, P=0.0022、コルチゾル頂値 vs. BMISDS、rs=-0.29, P=0.074）。また、BMI-SDS と患者年齢には有意な正の相関が認められた（rs=0.55,
P=0.00029）。ACTH 値と BMI-SDS および患者年齢には有意な相関が見いだされなかった。

考察
コルチゾル分泌自体は良好に保たれているものの、その分泌パターンが遷延傾向を示す場合、臨
床的にどのような意義を持つか、すなわち、何らかのストレスを受けた時の副腎不全による重篤な
イベント発生に直結するか、という点は明らかではない。本研究の対象となった患者群においてフォ
ロー期間内に副腎不全を疑うエピソードを呈した患者はいなかったが、今後も慎重な経過観察と、
軽度であっても急性疾患罹患時には副腎不全発症に留意することが肝要であると考えられる。また
加齢とともに ITT によるコルチゾル測定値が低下する傾向にあることから、小児期の ITT でコルチ
ゾル分泌が正常であったとしても、成人期に再度評価をする必要がある。

結論
本研究では、36 名の PWS 患者に対し ITT による副腎機能評価を行った結果、コルチゾル分泌そ
のものは基準値以上であったが、その分泌パターンは遷延傾向を示していた。また、本研究および
過去の研究結果から、PWS 患者では中枢性副腎機能評価を目的とした負荷試験を一種類、あるいは
複数行う必要性があるといえる。
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軟骨無形成症・低形成症への成長ホルモン治療効果の検討
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、ともに FGFR3（線維芽細胞増殖因子受容体 3 型）の機能獲得性
変 異 に よ る allelic な 疾 患 で あ る。 軟 骨 無 形 成 症 は よ り 重 症 で、 そ の 99 ％ が FGFR3 遺 伝 子 の
c.1138G>A または c.1138G>C による p.Gly380Arg（G380R）変異により説明される（1）
。これに対し、
軟骨低形成症は比較的軽症例から軟骨無形成症に近い重症例まで存在し、臨床診断に困難を伴うこ
とも多い（2）
。FGFR3 の変異は 70％前後に証明されるのみで、遺伝的異質性の存在も示唆されて
いる。FGFR3 変異としては c.1620C>A または c.1620C>G による p.Asn540Lys（N540K）が最も多
いが、軟骨無形成症と違って他にも多くの変異が報告されている。
軟骨無形成症に対する成長ホルモン治療の保険適用は治験を経て、1997 年 4 月に承認された。本
症に対する成長ホルモン治療の保険適用は我が国独自のものであり、その治療成績・経過を検討す
ることは、我が国の責任でもある。成長科学協会のデータベースには、平成 25 年 12 月現在 459 例
の治療経過が集積されているが、遺伝子変異を同定していない症例も多く、軟骨低形成症の重症型
で軟骨無形成症として治療されている症例があることも考えられるため、治療成績を一括して検討
することは困難である。そのため、本研究では、成長科学協会のデータベースに登録された軟骨無
形成症、低形成症のうち遺伝子変異の確定している 58 例の治療に伴う身長経過を検討した。さまざ
まな交絡因子があり解析は途上であるが、現況を報告する。

対象
成長科学協会のデータベースに登録されている成長ホルモン治療を受けた軟骨無形成症、低形成
症のうち、遺伝子変異が確定しており、経過中脚延長を受けていないと考えられる 58 例。FGFR3
遺伝子変異の内訳は、軟骨無形成症 G380R 56 例、軟骨低形成症 p.N540K 2 例。性別は男児 23 例、
女児 35 例で、成長ホルモン治療開始年齢は 3 歳 -9.5 歳であった。治療開始時の身長標準偏差スコア
（身長 SDS）は平均− 4.99（− 2.47 〜− 7.6SD）であった。軟骨低形成症については、上記に加え
N540K をもつ自験例 3 例を追加した。

方法
上記データベースより、身長経過を症例ごとに経時的に追跡した。それぞれの測定値の、性別・
年齢別平均身長に対する身長 SDS は、加藤・村田による「学校保健

健康管理支援ソフト」（勝美

印刷）を使用して算出した。成長ホルモン治療は、0.35 mg/kg/ 週の規定量で行われていると考え
られる。
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結果
（1）G380R 症例の初年度の身長標準偏差スコアの変化（ΔHt-SDS）
図 1 に G380R 症例の症例ごとの初年度 ΔHtSDS を示した。1 例を除き、比較的均一の改善がみ
られ、平均 0.42、標準偏差 0.498 であった。
図1

G380R 症例の初年度の身長標準偏差スコアの変化

（2）G380R 症例別経時的身長 SDS の推移
図 2 に G380R 軟骨無形成症の症例別の経時的身長 SDS の推移を示す（横軸：開始後年数、縦軸：
身長 SDS）。
図2

G380R 軟骨無形成症の症例別の経時的身長 SDS の推移
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（3）G380R 軟骨無形成症に対する成長ホルモン治療における身長の推移
各症例の身長経過は概ね下記図 3 の 3 種類のパターンに分類される。
図3

典型的な身長推移のパターン
パターン 1

開始後数年で徐々に身長 SDS が低下する例

パターン 2

比較的早期に身長 SDS が低下する例

パターン 3

ゆっくりとキャッチアップを続ける例

多くは上記のパターン 1，2 で当初の身長 SDS の改善が生後 1 年程度で停止し、その後身長 SDS
の停滞の時期を経て、低下に転じる。少数例では開始後長期に身長 SDS の改善が比較的長期間持続
する（パターン 3）が、開始後 8 − 9 年で大部分の症例では開始時身長 SDS に近い程度となり（図 2）
、
その後さらに低下を続ける。
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（4）軟骨低形成症に対する成長ホルモン治療の効果
図 4 に N540K の軟骨低形成症 5 例に対する成長ホルモン治療による身長経過を示す。長期経過
が得られた症例が少ないが、開始後比較的長期に渡って身長 SDS の改善が続いている傾向がみられ
た。
図4

N540K の軟骨低形成症 5 例に対する成長ホルモン治療による身長経過
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考案
G380R の軟骨無形成症に対する成長ホルモン治療では、初年度はほぼ全例で身長 SDS の改善が
みられ、改善の程度も比較的均一で 0-1 SD（平均 0.42SD）の改善であった。その後の経過には、
個人差が大きいが、身長 SDS の改善は大部分の症例で開始後 1 − 2 年で終了し、以後 3 − 7 年間維
持されたのち、再度低下に転じた。日本人軟骨無形成症児の成人身長は男児で− 7.0SD、女児で−
6.8SD 前後であるが、本研究で 10 年以上の経過が観察できた 9 例のうち 5 例が 10 年目の時点での
身長 SDS が− 6SD 前後まで低下しており、成人身長に達した際の身長 SDS が懸念された。一方、
うち 3 例では 10 年目の時点でも比較的高めの身長 SDS が維持されており、症例によるばらつきが
大きいことが示された。N540K による軟骨低形成症に対する成長ホルモン治療では、軟骨無形成症
に見られることが少なかった開始後長期に渡る身長 SDS の改善（パターン 3）が多い印象であった
が、症例数が 5 例と少なく今後の症例集積が必要であると考えられた。
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と治療社 1997．
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重症成人成長ホルモン分泌不全症患者に対する GH 補充療法の
QOL 改善効果の性差について
高野幸路
北里大学医学部内分泌代謝内科

背景・目的
成長ホルモン補充を受けていない成人成長ホルモン分泌不全症の患者においては、体幹の脂肪増
加、除脂肪体重の増加、脂質プロファイルの変化、骨密度の低下、脂肪肝の増加等の身体面の問題
や生命予後の悪化が生じることが明らかになってきた。これらの患者に成長ホルモンの生理量の補
充を行うと、これらの多くの身体面での問題が改善することが示され、また生命予後の改善も複数
の研究で証明された。成長ホルモン補充療法が承認された際には、主に体組成の改善効果をもとに
審査が行われたが、一方、実臨床では患者さんから QOL の改善効果を報告されることが多いものの、
客観的な評価は十分に行えていなかった。特に日本での承認時の治験では、QOL の有意な改善を示
すことができなかった。
この問題を解決するために、間脳下垂体疾患に特徴的な症状などを抽出することで、疾患特異性
の高い QOL 質問紙票を作成する試みがなされ、AHQ として完成し、本邦で広く用いられるように
なった。これらの結果、成長ホルモン補充を受けていない成人成長ホルモン分泌不全症患者におい
て、一般人口に比べて QOL が低下していることと、成長ホルモン補充によってこれが改善するこ
とが明らかになりつつある。
これまで、体組成の改善などの成長ホルモン補充の効果については性差が存在することが知られ
ている。最近の報告ではこの性差は成長ホルモン補充の IGF-1 増加作用に性差があるために、IGF-1
の正常化が達成されるまでの時間経過に差があることが一因であることが報告されている。しかし
ながら、QOL の改善効果についての性差についてはその検討は十分になされていない。QOL の改
善効果が GH の直接作用であるのか IGF-1 を介した作用であるのかも解明されておらず、また心理
社会面の QOL の改善と身体症状に関する QOL の改善で成長ホルモンの作用機序が異なる可能性も
考えられる。これらの疑問に答えるためには、QOL の改善効果および改善の時間経過の性差の有無
を明らかにする必要がある。
そこで、成人成長ホルモン分泌不全症患者において、QOL の改善効果に性差があるかを明らかに
するために、重症成人成長ホルモン分泌不全症の患者に対して日本で開発された疾患特異性の高い
AHQ によるアンケート調査を行い、その結果を解析した。

対象・方法
研究は、各施設の倫理委員会での承認を得て行った。アンケート調査の施行と利用は、患者さん
やボランティアの一般成人から書面によるインフォームドコンセントを得たうえで行った。ノル
ディトロピン ® 成人成長ホルモン分泌不全症特定使用成績調査において、2013 年 12 月末時点で
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AHQ を回収し得た症例のうち、成長科学協会へのデータの提供に同意を得た症例を対象とした。

AHQ の得点化
AHQ には、心理・社会関連領域と症状関連領域の 2 つの主要領域があり、この下に下位領域が
存在する。AHQ のスコア計算は、AHQ スコア計算ツールと同じ方法で行った。
各質問項目の得点は「0 が最悪、6 が最良」となるように変換し、領域得点および下位領域に帰属
する質問項目の得点を単純和した後、100 点満点に換算した。得点が高いほど、QOL が高いことを
示す。
解析は領域別に治療前後（治療開始直前と治療 3 ヵ月後）の AHQ スコアの変化の性差を比較した。

統計処理
投与前後の比較には対応のある t 検定、群間比較には分散が等しいと仮定した t 検定を用いた。
探索的な解析のため、多重性は考慮しなかった。また、統計的検定は両側検定、有意水準は 0.05 とし、
統計解析には SAS9.2 を用いた。

結果
1．心理・社会領域での GH による改善効果の性差
心理社会領域全体での QOL スコアは男性で治療前が 57.0 ± 20.0、
治療 12 か月後が 60.9 ± 22.5（p
= 0.074）、24 か月後が 62.2 ± 21.2（p = 0.3369）
、36 か月後が 64.4 ± 20.5 z（p = 0.0466）であった。
男性ではこの領域の QOL は持続的に改善し続けた。女性では治療前が 49.3±19.7

治療 12 か月後

が 51.7±18.2（p = 0.7991）、24 か 月 後 が 53.4±18.6（p = 0.795）
、36 か 月 後 が 50.0±17.6（p =
0.4502）であり QOL の有意な変化は認めなかった。治療前のスコアが女性は男性に比べ有意に低く、
GH 補充による変化に男女で大きな相違を認めた。
2．症状関連領域での GH による改善効果の性差
症状関連領域全体での QOL スコアは男性で治療前が 61.0 ± 17.4、治療 12 か月後が 65.6±17.4（p
= 0.0246）、24 か月後が 66.2±16.8（p = 0.0293）、36 か月後が 67.3±15.6（p = 0.0050）であった。
女性では治療前が 52.2±14.7、治療 12 か月後が 53.3±15.6（p = 0.9295）で、
24 か月後が 54.9±13.7（p
= 0.0385）、36 か月後が 54.3±14.0（p = 0.3622）であった。治療前のスコアが女性は男性に比べ優
位に低く、治療による改善は主に男性に認められた。
下位領域における QOL の改善についても図示した。
3．IGF-1 の SD スコアの変化
表 1 に GH 補充による IGF-1 SD スコアの変化（12 か月後）とそれに必要であった GH 投与量を
示した。女性のほうが、治療前の IGF-1 SD スコアが低かった。治療により、男女ともに IGF-1 SD
スコアは改善し、女性のほうが改善幅は大きかったものの、12 か月目の IGF-1 SD スコアはまだ男
性のほうが高値であった。
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考察
以上の結果から QOL の前値についても男女の性差があり、成長ホルモン治療の効果も男性に有
意に認められ、女性で認められにくいことも明らかとなった。
48 週目の結果も図に示しており、女性で遅れて改善が認められつつある可能性も示唆されるが症
例数が少ないので判断は控えたい。
GH 補充による IGF-1 SD スコアの変化については、女性のほうが、治療前の IGF-1 SD スコアが
低かった。治療により、男女ともに IGF-1 SD スコアは改善し、女性のほうが改善幅は大きかった
ものの、12 か月目の IGF-1 SD スコアはまだ男性のほうが高値であった。
このことが、QOL 改善の男女差に関与している可能性があるかもしれない。
女性の QOL スコアが、この後確かに改善に向かうのかを観察する必要があると考えられた。

図 1A

男性症例での GH 補充による QOL の変化
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図 2A

男性症例での GH 補充による QOL の変化
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図 3B

女性症例での GH 補充による QOL の変化
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重症成人成長ホルモン分泌不全症患者の治療成績に関する研究
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（日本医科大学脳神経外科）

背景・目的
成人成長ホルモン分泌不全症の患者では、脂肪体重の増加と除脂肪体重の減少などの体組成の変
化、脂質プロファイルの変化、骨密度の低下、動脈硬化病変の進行等の身体面での問題に加え、生
命予後の悪化が引き起こされることが明らかになっている。成長ホルモンの補充によりこれらの身
体面での問題とともに、生命予後の悪化も改善することが複数の報告で証明された。近年では成人
成長ホルモン分泌不全症患者に、脂肪肝や非アルコール性脂肪肝炎（NASH）の合併が多いことも
明らかになり、これについても成長ホルモン補充による改善効果が報告されている。
成人成長ホルモン分泌不全症の患者においては、これらの身体面での問題に加え、QOL の低下の
問題も報告されている。心理・社会関連の QOL、症状関連の QOL の二つの方面おいて著しい低下
が生じることが報告されている。また成長ホルモン補充療法は、QOL についても改善をもたらすこ
とが欧米からの複数の報告で示されている。
わが国では、重症成人成長ホルモン分泌不全症患者に対して第 3 相の臨床試験が複数行われ、そ
れぞれで成長ホルモン補充療法が体組成、脂質プロファイルの改善をもたらすことが示された。こ
れらの成果により成長ホルモン補充療法は承認され、わが国でも多くの患者が補充療法の恩恵に浴
している。しかしながら、これらの第 3 相臨床試験では、QOL の改善については有意な効果を証明
することができなかった。この結果は日常臨床における医師の経験とも異なる結果であり、これら
の試験に用いられている QOL の評価方法に限界があった可能性が考えられる。実際に GH 補充療
法を受けている患者さんの報告や、主治医の観察からも QOL の改善が示唆される。また、QOL の
改善は患者の治療継続の重要な動機になっている。
この問題を解決するために、本邦の下垂体機能低下症の患者さんからの聞き取りをもとに、下垂
体機能低下症患者に特徴的な身体的、心理的問題を整理し、下垂体機能低下症の疾患特異的な QOL
調査票が AHQ として作成された。
これまでの本研究事業の研究で、下垂体機能低下症の患者に対して AHQ によるアンケート調査
を行い、成長ホルモン補充療法がこれらの患者さんの QOL に改善をもたらすかを検討し、治療前
後の QOL で有意な改善を明らかにした。しかし、前回の報告では観察期間が少なく、改善の継時
的変化が明らかにできなかった。
そこで、本年度の研究では、症例数を増やして
1、 日本の重症成人成長ホルモン分泌不全症患者の QOL は一般成人に比較して低いか。
2、 重症成人成長ホルモン分泌不全症患者に対する成長ホルモン補充療法の効果は継時的にどのよ
うに変化するか。
の二つを明らかにすることを目的とした。
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対象・方法
研究は、各施設の倫理委員会での承認を得て行った。アンケート調査の施行と利用は、患者さん
やボランティアの一般成人から書面によるインフォームドコンセントを得たうえで行った。ノル
ディトロピン ® 成人成長ホルモン分泌不全症特定使用成績調査において、2013 年 12 月末時点で
AGHD の新規症例として AHQ を回収し得た 180 例と、下垂体機能低下症のない一般成人より回収
した AHQ67 例を解析対象とした。

AHQ の得点化
AHQ には、心理・社会関連領域と症状関連領域の 2 つの主要領域があり、この下に下位領域が
存在する。
各質問項目の得点は「0 が最悪、6 が最良」となるように変換し、領域得点および下位領域に帰属
する質問項目の得点を単純和した後、100 点満点に換算した。得点が高いほど、QOL が高いことを
示す。
解析 1

成人成長ホルモン分泌不全症患者と一般成人の AHQ スコアの分布

1．領域別
2．下位領域別
解析 2

投与前後の AHQ スコアの比較

1．投与前と投与 3 か月後の比較

領域別

下位領域別

統計処理
投与前後の比較には対応のある t 検定、群間比較には分散が等しいと仮定した t 検定を用いた。
探索的な解析のため、多重性は考慮しなかった。また、統計的検定は両側検定、有意水準は 0.05 とし、
統計解析には SAS9.1.3 を用いた。

結果
1． 日本の重症成人成長ホルモン分泌不全症患者の QOL は一般成人に比較して低いか
1-1

主要 2 領域の差

AHQ 質問紙を用いた QOL について、重症成人成長ホルモン分泌不全症患者の QOL が一般成人
の QOL と差が認められるかを検定した。重症成人成長ホルモン分泌不全症患者 179 例では心理・
社会領域で 53.1 ± 20.1 であり、症状領域では 56.6 ± 16.6 であった。一方、一般成人 67 例につい
ては心理・社会領域で 67.7 ± 16.4 であり、症状領域では 75.3 ± 16.2 であった（図 1）
。重症成人成
長ホルモン分泌不全症患者の QOL score が有意に低いことが明らかになった。
1-2

心理・社会領域での下位領域の差

図 2 に示されるように、対人関係以外のすべての下位領域で、重症成人成長ホルモン分泌不全症
患者の QOL スコアが一般成人に比して有意に低いことが明らかになった。
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症状領域での下位領域の差

1-3

図 3 に示されるようにすべての下位領域で、重症成人成長ホルモン分泌不全症患者の QOL スコ
アが一般成人に比して有意に低いことが明らかになった。
2． 成長ホルモン補充療法を受けた重症成人成長ホルモン分泌不全症患者において QOL の変化は
観察されるか
2-1

AHQ の主要 2 領域の変化

AHQ の主要 2 領域について治療前後を調べた。心理・社会関連領域について、治療前は 51.9 ±
19.9 治療後は 56.1 ± 19.9 で有意な改善を認めなかった。一方、症状関連では、治療前が 57.8 ±
16.4 治療後は 64.1 ± 15.6 で治療前後の変化量は 6.2 ± 1.6 と有意な改善を認めた。GH 治療 3 か月
後という比較的早期では症状関連の QOL が先に改善し、心理社会領域の改善はまだ認めないこと
が示された。昨年報告した、本研究の対象とは独立した患者群においては、6 か月目には両領域と
もに有意で大きい改善を示したことから、6 か月目を解析することで、改善の時間経過が明らかに
なると考えられる（図 4）。
2-2

心理・社会関連領域で想定される下位領域の変化

下位領域として、うつ気分、社会活動の制限、気力・活力、睡眠、治療への不安、対人関係が分
けられているが、これらの詳細をみると、うつ気分で治療前が 44.8 ± 25.0、治療後が 48.8 ± 25.0、
社会活動の制限で治療前が 61.2 ± 21.8、治療後が 65.5 ± 22.5、気力・活力で治療前が 47.3 ± 24.1、
治療後が 52.3 ± 25.8、睡眠で治療前が 48.6 ± 26.0、治療後が 55.4 ± 22.7、治療への不安で治療前
が 58.2 ± 24.1、治療後が 59.0 ± 23.7 といずれの下位領域においても有意な変化は認められなかっ
た（図 5）。
2-3

症状関連で想定される下位領域の変化

下位領域として、体温調節、全般的体力、免疫・消化器・筋骨格、尿量調節、皮膚・視覚、体重、
性機能が分けられているが、これらの詳細をみると、体温調節で治療前が 49.9 ± 24.0、治療後が
58.6 ± 22.7、全般的体力で治療前が 39.1 ± 23.4、治療後が 50.3 ± 21.2、免疫・消化器・筋骨格で
治療前が 68.6 ± 19.2、治療後が 71.1 ± 16.9、尿量調節で治療前が 53.7 ± 26.5、治療後が 64.8 ±
25.7、皮膚・視覚で治療前が 62.7 ± 20.2、治療後が 69.5 ± 18.8、体重で治療前が 50.1 ± 27.5、治
療後が 51.1 ± 24.1、性機能で治療前が 70.8 ± 23.9、治療後が 74.2 ± 21.3 と免疫・消化器・筋骨格、
体重、性機能以外の多くの下位領域において有意な改善を認めた（図 6）
。

参考
昨年報告したように、成長ホルモン補充療法を受けていない重症成長ホルモン分泌不全症患者に
おける 6 ヶ月間隔前後での AHQ の変化は以下のようになる。
AHQ の主要 2 領域の変化（参考図 1）
成長ホルモン補充療法を受けた患者において治療前後に QOL の改善が得られることが明らかに
なったが、これが偶発的に起こりうるものであるかを明らかにするために、同程度の数の成長ホル
モンを受けなかった重症成人成長ホルモン分泌不全症の患者において、同程度の期間をおいて 2 回
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QOL 調査を行い、QOL の変動が大きく生じうるかを検討した（参考図 1，2，3）
。
AHQ の主要 2 領域について変動を調べた。心理・社会関連領域について、治療前は 79.0 ± 15.1、
後は 75.7 ± 14.6 で QOL に有意な変化は認めなかった。症状関連では、治療前が 78.4 ± 12.2、治療
後は 72.7 ± 14.1 で QOL に有意な変化は認めなかった。時間経過による変化率は QOL が低下する
方向であった。
心理・社会関連領域で想定される下位領域の変化（参考図 2）
参考図 2 に示すように心理・社会関連領域で想定される下位領域についても、社会活動の制限が
時間経過とともに低下している以外には有意な変化は観察されなかった。
症状関連で想定される下位領域の変化（参考図 3）
参考図 3 に示すように症状関連で想定される下位領域についても、体重の項目で QOL の低下が
認められた以外は有意な変化は観察されなかった。

考察
本研究では、十分な数の成人成長ホルモン分泌不全症の症例と一般成人の QOL を比較すること
ができた。その結果、心理社会領域と症状領域の両領域において、成人成長ホルモン分泌不全症患
者さんが QOL の低下を示していることが明らかになった。これは、これまで十分には解明されて
こなかったことであり、明らかにできた意義は大きい。今回の途中経過報告では、一般成人ボラン
ティアのエントリーがまだ不十分であったこともあり、年齢、性別の厳密なマッチングが行えなかっ
たが、今後十分な結果を集積して正確な比較を行う予定である。
一方、成長ホルモン治療前後で QOL の評価が可能であったのは 40 例であったが、3 か月目とい
う比較的早期にもかかわらず症状関連領域で有意な改善が認められた。このことは AHQ 評価表に
よる QOL 評価が、日本人の成人成長ホルモン分泌不全症患者の QOL 評価および成長ホルモン補充
療法による QOL の変化を解析する上で、有効な評価方法であることを示している。これまでの、
QOL-AGHDA や SF-36 で評価できなかった成長ホルモン補充療法による QOL の改善を明らかにで
きたことは重要な結果である。
以前の指定研究で、成長ホルモン補充による QOL 改善が偶発的に起こりうるものであるかを明
らかにするために、成長ホルモンを受けなかった重症成人成長ホルモン分泌不全症の患者において、
約 6 か月の期間をおいて 2 回 QOL 調査を行い、QOL の変動が大きく生じうるかを検討した。その
結果、未治療患者では期間をあけて行った 2 回の質問において、有意な変化は認められず、変化量
は経時的に QOL が低下する方向に変動する場合が多かった（参考図 1 − 3）。今回昨年の報告と独
立した患者群において成人成長ホルモン分泌不全症患者の、とくに症状関連領域での QOL 改善が 3
か月という比較的短期間で得られた。
これらの結果から、成長ホルモン治療による QOL 改善は偶発的な現象ではないと考えられた。
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図1

重症成人成長ホルモン分泌不全症患者と一般成人の QOL の比較
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図3

症状関連領域での比較
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成長ホルモン治療前後の主要 2 領域の変化
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図5

心理・社会関連領域で想定される下位領域の変化

図6

症状関連で想定される下位領域の変化
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参考図 1

未治療患者の QOL の変動
VWYLVLW
QGYLVLW

42/VFRUH

㼜㻌㻩㻌㻜㻚㻝㻞

㼜㻌㻩㻌㻜㻚㻟㻢













≧㡿ᇦ

ᚰ⌮䞉 ♫㡿ᇦ

参考図 2

未治療患者の心理・社会関連領域で想定される下位領域の変動
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参考図 3

未治療患者の症状関連で想定される下位領域の変動
1st visit
2nd visit
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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
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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。測定キットにより測定値が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 1-3）。その結果、GH 測定キット間の
測定値の乖離は許容範囲内となっていたが、ここ数年間、キット間差の問題が再び顕在化したため、
昨年度、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、希釈率から計
算された理論値と実測値はほぼ一致しており、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た 4）。本年度は、GH 測定キット間で認められた測定値の乖離の原因
を探索した。

研究の方法
1．市販 GH 測定キットによる臨床検体の測定値の検討
昨年度、臨床検体で大きな乖離がみられた、GH キット「第一」
（株式会社ティエフビー 略 TFB）
と、アクセス hGH（ベックマン・コールター株式会社 略 Beckman）の測定値に注目した。GHRP
負荷試験を受けた被験者 3 名の両キットによる GH 測定値の比（Beckman/TFB 比）を比較した。
Beckman/TFB 比の平均値の差の検定は、t 検定で行った。
2．GH1 遺伝子の解析
前述の検討で GH 測定値の比が低値を示した被験者 2 名において、本人の同意を得た後に、GH1
遺伝子の解析を、既報の方法 5）を用いて行った。まず、末梢血液から DNA を抽出し、それを鋳型
として GH1 遺伝子を PCR 法で増幅した。増幅した PCR 産物の塩基配列を、Thermo Sequenase II
キット（GE ヘルスケアジャパン）および ABI PRIM 310 アナライザー（ライフテクノロジーズジャ
パン）を用いて決定した。
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研究の結果
被験者 3 名の GH 測定値の比（Beckman/TFB 比）を図 1 に示した。被験者 A に比し、被験者 B
および C の Beckman/TFB 比は、有意に低値であった。
被験者 B の GH1 遺伝子の蛋白コード領域に変異はみられなかった。一方、図 2 に示したように、
被験者 C では GH1 遺伝子の第 5 エクソンに、ヘテロ接合性 c.470G>A 変異が同定された。この変異
は、コドン 157 を、グリシンをコードする GGC から、アスパラギン酸をコードする GAC に変化さ
せた（p.G157D）。

考察
血中 GH を測定する測定キットについて、2005 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測定値の乖離が低く抑えられていた 2）。しかし、最近キッ
ト間の測定値の乖離が再び明らかとなったため、昨年度に、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、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、各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、測定値の乖離
は各キットの標準品の違いに起因するものではなく、他に原因が存在すると考えられる 4）。
下垂体ホルモンをコードする遺伝子の点変異は、そのホルモンの免疫学的測定法に影響を及ぼす
ことが知られている。黄体形成ホルモン（LH）の β 鎖をコードする LHB 遺伝子の点変異が、アミ
ノ酸置換を引き起し、LH の免疫学的活性を変化させ、測定に用いるキットによっては、LH が検出
感度以下になることが報告されている 6）。GH をコードする GH1 遺伝子の点変異でも、同様な現象
がみられている 7）。そこで、測定値の乖離が GH の免疫学的活性の変化に起因する可能性を考え、
被験者間で GH 測定値の比（Beckman/TFB 比）を比較した。その結果、その比が有意に低下する
被験者が存在することが明らかになった。その原因を解明するために、これら被験者で GH1 遺伝子
の塩基配列を決定した。その結果、1 名で、GH1 遺伝子の p.G157D アミノ酸置換を引き起こす点変
異 c.470G>A がヘテロ接合性に同定された。この点変異は、rs20116577 として、single nucleotide
polymorphism（SNP）登録されており、GH 欠損症の原因とはならない多型と考えられる。一方、
この点変異は、コドン 157 がコードするアミノ酸をグリシンからアスパラギン酸に置換するので、
GH の免疫学的活性を変化させ、GH の測定に影響を及ぼす可能性が考えられる。P.157D GH の免疫
学的活性については、今後 in vitro の発現実験で検討する必要がある。

結論
GH 測定キットによる測定値の乖離に、アミノ酸置換を伴う GH1 遺伝子多型が関与する可能性が
示唆される。
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図1

被験者間の GH 測定値の比（Beckman/TFB 比）の比較

被験者 B および C の Beckman/TFB 比は、被験者 A と比較して有意に低い。

図2

被験者 C の GH1 遺伝子の部分塩基配列

矢印で示したように、c.470G>A 変異がヘテロ接合性に認められる。この変異は、コドン 157 を、
グリシンをコードする GGC から、アスパラギン酸をコードする GAC に変化させる（p.G157D）
。
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ヨード摂取と妊婦及びその出生児の甲状腺機能に関する臨床的研究
1．尿中、母乳中ヨウ素濃度と新生児甲状腺機能との関連
2．乳児用調製粉乳および特殊ミルクのヨウ素含有量
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1．尿中、母乳中ヨウ素濃度と新生児甲状腺機能との関連
研究の背景
ヨウ素は甲状腺ホルモンの構成成分であり、その合成に必須の微量元素、微量栄養素である。ま
た甲状腺ホルモンは胎児の中枢神経系の発達に必須であり、胎児期初期は母体から移行する甲状腺
ホルモンに依存し、その後は胎盤を介して母体から移行するヨウ素を利用して胎児甲状腺で合成さ
れる甲状腺ホルモンを利用している。妊娠中のヨウ素欠乏は、特にヨウ素欠乏地域においては新生
児の重篤な精神発達障害をもたらす一方、周産期の母体のヨウ素過剰摂取により、新生児の一過性
甲状腺機能障害がおこることが報告されている 1）。出生後は新生児、乳児のヨウ素摂取源は母乳お
よび人工乳に完全に依存する。周産期の母体のヨウ素栄養状態の変化と、それが早期新生児期の甲
状腺機能にどのように影響するかについては未だ十分に解明されていない。
我々は（公財）成長科学協会研究助成によって、妊産婦において妊娠から産褥に至る期間の尿中
ヨウ素濃度（Urinary iodine concentration, UIC）、血中甲状腺ホルモン・甲状腺刺激ホルモン
（Thyroid stimulating hormone, TSH）濃度、新生児の血清 TSH・遊離サイロキシン（Free
thyroxine, FT4）濃度、尿中ヨウ素濃度を測定し、それらの変化と関連について報告した 2-3）。前年
度の研究 4）で特に分娩周辺期において、母体のヨウ素代謝が劇的に変化することが観察された。す
なわちヨウ素排泄量が分娩直後に一過性に増加し産褥期には非妊時のレベル以下に低下し、これは
従来の報告 5）と異なっていた。さらに分娩時の経皮的なヨウ素系消毒剤の使用により、母体、新生
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児ともに尿中ヨウ素排泄量が一過性に増加することも見られた。この母体のヨウ素代謝の変化の機
序は明らかではないが、分娩後の腎機能の変化によるヨウ素排泄量の増加、ヨウ素の貯蔵臓器とし
ての胎盤がなくなること、さらに乳腺へのヨウ素の分泌などが複雑に関与していることが推測され
た 5）。

研究の目的
1．分娩直後の母体、新生児のヨウ素代謝の変化と要因、新生児甲状腺機能との関連について明らか
にすること。
2．日本人の母乳中ヨウ素濃度（breast milk iodine concentration, BMIC）の最近のデータを示すこ
と。
3．市販されている乳児用調製粉乳および特殊ミルク（特殊調合した調製粉乳）のヨウ素含有量を測
定し、新生児、乳児のヨウ素栄養状態との関連を考察すること。

対象と方法
対象
1．2013 年 10 〜 12 月の間に神奈川県横浜市戸塚区の小川クリニックにおいて、分娩のために入院
した甲状腺疾患の既往歴、現病歴のない健康な妊産婦に対して研究の目的、詳細を説明し、書面に
より同意を得た。
2．母乳中ヨウ素濃度値の比較のために東京都板橋区の帝京大学医学部附属病院において分娩した授
乳婦 50 名より提供され、冷凍保存されていた母乳検体を用いてヨウ素濃度を測定した。分娩の時期
は 2009 〜 2013 年で中央値は 2011 年である。授乳婦の年齢は 25 〜 40 歳、平均（標準偏差）は 31.7
（4.2）歳である。既往妊娠分娩歴は初産婦 8 名、経産婦 7 名、不明 35 名である。分娩様式は 12 例
が経膣自然分娩、1 例が帝王切開、37 例が不明である。ヨウ素系消毒剤の使用の有無については不
明である。母乳の採取時期は分娩日を 0 日として分娩後 2 〜 421 日で、2 〜 14 日未満が 20 例、14
日以後が 30 例である。その平均（標準偏差）は 2 〜 14 日までが 4（2.1）日、中央値は 4 日、14 日
以降は採取時期の判明している 21 例については 116（136.5）日、中央値は 40 日である。
方法
1．小川クリニックにて出産した授乳婦においては分娩から退院までに 1 回（1 日のうち午後から夜
にかけて）、授乳時に母乳を搾乳により約 5 ml 採取した。さらに退院当日の早朝尿を約 5 ml 採取し
た。尿は尿試験紙を使用していない尿であり、母乳とともに− 40℃で凍結保存した。入院中に分娩
までの過去 1 か月間の食事内容について我々が開発したヨウ素に特化した食物摂取頻度調査法
（Food frequency questionnaire, FFQ）6）の用紙に記入を求めた。新生児は日齢 4（出生日を 0 とする）
に先天性代謝異常症スクリーニングのために足底より濾紙に採血した。
2．ヨウ素系消毒薬の使用
小川クリニック内ではすべての部署において、消毒薬はベンザルコニウム塩化物（0.025％ヂアミ
トールなど）を用い、ヨウ素系消毒薬は日常的には用いていない。しかし帝王切開時のみ手術野の
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消毒のために、10％イソジン液（1ml にポピドンヨード、povidone-iodine、100mg、有効ヨウ素
10mg を含む）の 100ml（ヨウ素として 1 ｇ）を妊婦の腹部皮膚に塗布している。
3．測定法
1）新生児血液 TSH と FT4 は（公財）神奈川県予防医学協会において、乳汁のヨウ素濃度と尿中
ヨウ素、クレアチニン濃度は日立化成株式会社メディカル事業ユニット特殊分析検査センターに
おいて測定した。
2）生体試料の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 7）を用いた。この方法の測定感度は
25μg/L であり、尿についての測定内および測定間誤差はそれぞれ 1.8 〜 6.3％、1.5 〜 6.9％である。
尿中ヨウ素濃度は μg/L とクレアチニン 1 ｇあたりに換算して μg/gCr とあらわした（UI/
Cr）。尿中クレアチニン濃度は酵素法によって測定した。
3）乳汁中ヨウ素の測定
乳汁検体は前処理として分画分子量 5 万で遠心分離し、下層の清澄な部分を測定検体とした。
また母乳原液及び 2 倍希釈で測定すると酸化不十分でヨウ素濃度の測定値が高くなるため 3 倍希
釈で測定し、μg/L であらわした。3 倍希釈の測定値が測定下限値 25μg/L 未満だったものは、
ヨウ素濃度を 75μg/L 未満とし、3 倍希釈の測定値が測定上限値 500μg/L を超えたものは、更
に 10 倍希釈して 30 倍希釈で再測定した。
4）新生児の血液 TSH と FT4 は酵素免疫測定法（Enzyme linked immunosorbent assay,ELISA）
を用いた測定キットを使用した。TSH 測定は「クレチン TSH

ELISA Ⅱ

栄研 」（栄研科学株

式会社、東京）により、測定範囲は 0.5（±0.1）〜 80（±16）μIU/mL である。FT4 測定は「エ
ンザプレート N-FT4」（バイエルメディカル株式会社、東京）により、測定範囲は 0.20 〜 10.0ng/
dL である。測定内および測定間誤差はそれぞれ 10％前後である。クレチン症マススクリーニン
グのカットオフ値は TSH15.0μU/mL 以上あるいは FT40.70ng/dL 未満が再採血依頼である。
4．統計処理
ヨウ素濃度が測定感度（25μg/L）以下の検体は 25μg/L として計算した。尿中ヨウ素濃度値は
正規分布しないことが知られているので、測定値は対数変換し統計処理をおこなった。症例群間の
平均値、中央値は One-way analysis of variance によって有意差を検定した（Tukey's Multiple
Comparison Test）。2 群の中央値の検定は Mann Whitney test、平均値の検定は Unpaired t test を
用いた。P<0.05 以下を有意差ありとした。

結果
1．小川クリニックの対象症例は授乳婦 103 例とその新生児 102 例である。年齢は 18 〜 43 歳平均
（標
準偏差）は 31.7（5.1）歳、初産婦 46 例、経産婦 57 例である。32 例が帝王切開によって出産した。
母乳採取時期は分娩後 2 〜 8 日で、平均（標準偏差）は 4.3（1.3）日である。
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2．母乳中ヨウ素濃度
95 例において母乳中ヨウ素濃度を測定した。ヨウ素濃度は変動が大きく、
75 〜 4470μg/L であり、
対数変換しても正規分布しない。測定感度（75μg/L）以下が 10 例（10.4％）
、1000μg/L を超える
例は 3 例で、それぞれ 1040、1350、4470μg/L であった。中央値は 138.0μg/L、幾何平均値は
163.5μg/L（95％信頼域は 141.4 と 189.1μg/L）である。10％と 90％パーセンタイルはそれぞれ
75.0μg/L と 369.6μg/L である。

3．ヨウ素系消毒剤の母乳中ヨウ素濃度への影響
帝王切開（1g のヨウ素を含む消毒剤で皮膚消毒をおこなう）で出産した 29 例の母乳ヨウ素濃度
の 中 央 値 は 201.1μg/L で あ り、 経 膣 分 娩 の 66 例 の 中 央 値 129.0μg/L よ り 統 計 学 的 に 有 意 に
（p=0.0219）高値であった。
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4．尿中ヨウ素濃度
100 例において尿中ヨウ素濃度を測定した。採取時期は分娩後 2 〜 8 日で、平均（標準偏差）は
4.8（1.4）日である。尿中ヨウ素濃度は変動が大きく、
27 〜 3720μg/L（42 〜 7880μg/gCr）であり、
正規分布をしない。中央値は 90.5μg/L（163.0μg/L）、幾何平均値は 104.8μg/L（95％信頼域は
90.3 と 121.7μg/L）、176.3μg/gCr（95％信頼域は 153.1 と 203.0μg/gCr）である。
帝王切開で出産した 29 例の尿中ヨウ素濃度の中央値は 119.0μg/L と経膣分娩の 71 例の中央値
83.0μg/L より高値であり、統計学的有意差を認めた（p=0.0152）
。

母乳と尿検体の両者においてヨウ素濃度を測定した 93 例の中央値を以下に示す。それぞれの中央
値は相互に統計学的に有意の差が認められた。

5．FFQ による 1 日ヨウ素摂取量
101 例において FFQ によって 1 日ヨウ素摂取量を算出した。摂取量は変動が大きく、44.3 〜
3157μg/day であり、正規分布をしない。中央値は 363.2μg/day、幾何平均値は 349.4μg/day、
95％信頼域は 299.5 と 407.6μg/day である。
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6．母乳中ヨウ素濃度と尿中ヨウ素濃度との関連
母乳ヨウ素濃度が 1000μg/L を超える 3 例（1040, 1350, 4470μg/L）の尿中ヨウ素濃度は、各々
3180、840、3720μg/L と高値であった。母乳中ヨウ素濃度は、尿中ヨウ素濃度およびクレアチニン
補正ヨウ素濃度と正の相関を示した。

7．母乳中ヨウ素濃度と FFQ による 1 日ヨウ素摂取量との関連
母乳中ヨウ素濃度と FFQ による 1 日ヨウ素摂取量との間には有意な相関は認められなかった。
8．新生児の甲状腺機能と授乳婦の母乳、尿中ヨウ素濃度、ヨウ素摂取量との関連
クレチン症マススクリーニングにおいて再検査となった新生児はなかった。日齢 4 の血清 TSH
濃度の平均（標準偏差）は 2.74（1.6）
μIU/mL、血清 FT4 濃度の平均（標準偏差）は 2.07（0.38）ng/dL
であった。母体の尿中ヨウ素値、クレアチニン補正ヨウ素値、FFQ による 1 日ヨウ素摂取量はいず
れも新生児血清 TSH 値あるいは血清 FT4 値のいずれとも有意な相関は認められなかった。

− 38 −

成長科学協会 研究年報 No.37 2013

結果 2
帝京大学医学部附属病院において、分娩した授乳婦の母乳検体中のヨウ素濃度は 75 〜 4470μg/L
で変動が大きい。産後 13 日までの母乳（20 例）と産後 14 日以後の母乳（30 例）のヨウ素濃度は、
中央値（幾何平均値）がそれぞれ 145.5（201.8）
μg/L と 165.0（215.6）μg/L で、中央値には統計学
的有意差は認めない。産後 2 〜 49 日までの母乳中ヨウ素濃度の変化には一定の傾向は認められない。

考案
新生児、乳児期の栄養素の摂取基準は母乳汁中に含まれる栄養素の量と哺乳量から算定されてい
る。2014 年 3 月に公表された厚生労働省による日本人の栄養摂取基準 20158）においては、ヨウ素の
目安量は 0 〜 5 か月児が 100μg/ 日、6 〜 11 か月児が 130μg/ 日、耐用上限量は 250μg/ 日と定め
られており、旧版（2005）と同じ数値であるが算定根拠は旧版 9-11）とやや異なる。過去の報告から
日本人の母乳中ヨウ素濃度の代表値を 189μg/L9-10）とし、この値と 0 〜 5 か月児の基準哺乳量（0.78
L/ 日）12-13）の積は 147μg/ 日となるが、アメリカ・カナダの食事摂取基準における 0 〜 6 か月児の
目安量（110μg/ 日）14）を大きく上回っており、日本の乳児の目安量には高過ぎると判断した。そ
こで日本の 0 〜 5 か月児の目安量は、アメリカ・カナダの食事摂取基準における 0 〜 6 か月児の目
安量と日本とアメリカの乳児の体格差を考慮して 100μg/ 日とした 8）。6 〜 11 か月児では、母乳に
加えて離乳食からのヨウ素摂取が加わるが、離乳食からのヨウ素摂取量については明らかではない
ので、0 〜 5 か月児の目安量を体重比の 0.75 乗で外挿し、男女の値の平均値をそれぞれの月齢層の
目安量としている。耐用上限量も旧版の根拠 11）ではなく、ヨウ素摂取量の多い韓国の早期産児につ
いての研究結果 15）を用いている。
日本人の母乳中ヨウ素濃度値について、症例数、対象地域、試料収集時期など、統計学的に日本
人の代表値と評価できる研究は著者の知る限りにおいて報告されていない。今回の結果から横浜市
と東京都の授乳婦では、分娩後 2 週間以内の母乳中ヨウ素濃度の中央値はほぼ同じであるので、両
者の検体（合計 115 例）を合わせて計算すると、分娩後 4 日のヨウ素濃度値の中央値（幾何平均値）
は 141.0（169.6）μg/L となる。この値は従来の報告 9-11）よりやや低い値である。上記の算定方法で目
安量を計算すると、109.9μg/ 日となり、アメリカ・カナダの食事摂取基準と同じである。今回の研
究では調査は 1 地域のみであり、さらに産後 2 週間以内のものであるが、0 か月児については上記
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のヨウ素の摂取基準値（目安量）はおおむね妥当であると考えられる。
母乳中のヨウ素濃度に影響する因子は多く、主なものは環境（居住地域のヨウ素栄養状態、Salt
iodization program の有無など）、母体の因子（年齢、妊娠期間、産後日数、哺乳の時期、日内変動、
日間変動など）などがあり、さらに摂取食品中のヨウ素含有量が最も大きく影響する 16-18）。体内に
摂取されたヨウ素は 90％以上が尿中に、授乳期は乳汁中にも分泌される。食事から摂取したヨウ素
の母乳への分泌の動態についてボストンの Leung ら 19）は、16 例の授乳婦に 600μg の KI（456μg
のヨウ素）を経口投与し、1 時間毎に 8 時間まで母乳中ヨウ素濃度を測定した。母乳中ヨウ素濃度
の中央値は投与前 45.5μg、投与後 6 時間で最高値 354μg となることを報告している。
ヨウ素充足地域においては尿中ヨウ素濃度と母乳中ヨウ素濃度が正の相関をすることが知られて
我々
おり 18）、今回の研究においても確かめられた。ヨウ素を含む消毒剤の使用による影響については、
が 2010 〜 2011 年に同じ小川クリニックにおいておこなった前回の研究では母児の尿中ヨウ素濃度
が一過性に増加したが、尿中だけでなく母乳中のヨウ素濃度も増加することが確かめられた。
母乳中ヨウ素濃度は初乳で高く、以後漸減すると報告されているが 18）、今回の帝京大学医学部附
属病院の症例では差を認めなかった。この理由は明らかではないが、2 週以後の症例数が少ないこ
とも関連していると考えられる。
今回（2013 年）の結果で注目すべき点は、産後 4 日の授乳婦の尿中ヨウ素濃度中央値が 90.5μg/L
（ヨウ素負荷のない例では 83.0μg/L）と著しく低いことである。WHO 基準では、授乳婦において
は尿中ヨウ素濃度の中央値が 100μg/L 未満はヨウ素不足と分類される 18）。前回の研究では産後 2
日にヨウ素負荷のない授乳婦 108 例の尿中ヨウ素濃度を測定した時の中央値は 222μg/L であるが、
FFQ によるヨウ素摂取量は 348.1μg/day で今回の結果の 363.2μg/day と同じである。この尿中ヨ
ウ素濃度の減少理由として、授乳婦に入院中に提供される食事に含まれるヨウ素量が少なくなった
可能性が考えられるが詳細は不明である。また分娩前後の尿中ヨウ素濃度は急激に大きな変動を示
すことが知られており、前回の研究では分娩直前（151μg/L）から産後 2 日（222μg/L）にかけて
増加し、産後 30 日（105μg/L）には減少した。今回の研究で測定したのは産後 4 日の尿中ヨウ素
値であり、排泄量が減少していく過程である可能性も推測されるが、今後の研究が必要である。
母乳中にヨウ素が存在することは 19 世紀半ばから知られていた。1920 年代からスイス、ドイツ、
ニュージーランドから報告が始まったが、多くは調査試料数が少なく、また採取時期が一定しない、
測定方法がさまざまなこと、調査地域のヨウ素栄養状態などの問題があり、標準範囲を定めること
は困難であった。2000 年代初めの総説 16-17）では、母乳中ヨウ素濃度の平均値は 9 〜 1267μg/L、あ
るいは中央値が 5.4 〜 2170μg/L と報告されている。最近の総説 18）では 1980 年代半ば以降（1984
〜 2007 年）で検体数が 40 以上の試料（41 〜 710 試料）を用いた研究は 14 件あり、世界 20 地域に
ついて報告されている。これらの地域には地方性甲状腺腫のみられる地域、ヨウ素欠乏地域、ヨウ
素補充プログラムのある地域などが含まれている。母乳ヨウ素濃度の中央値は 12 〜 155μg/L であ
る。ヨウ素欠乏のないと考えられている主な国、都市の母乳ヨウ素濃度の中央値はパリ：82μg/L、
ブラッセル：95μg/L、ストックホルム：93μg/L、エスキルストゥーナ（スエーデン）
：92μg/L、
マドリッド：77μg/L、ボストン：155μg/L、ウエリントン：126μg/L、テヘラン：148μg/L、中
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国：146μg/L である。
母乳中ヨウ素についての近年の研究報告には次のようなものがある。Mulrine ら 20）は、2004 〜
2005 年にニュージーランドで産後 6 か月（24 週）までの母乳中ヨウ素濃度の変化を 109 例の授乳婦
において観察した。ヨウ素を補充しない例では、24 週間の尿中ヨウ素濃度の中央値は 41 〜 50μg/L
とヨウ素欠乏であった。母乳中ヨウ素濃度の幾何平均値は 25 〜 43μg/L で 24 週間の間に 40％減少
した。Andersen ら 21）は 2012 年にデンマークで、127 例の授乳婦の産後 31 日（中央値）において、
妊娠中にヨウ素補充をおこなった群（補充群）とおこなわなかった群（非補充群）において尿中、
母乳中ヨウ素濃度を測定し比較した。母乳中ヨウ素濃度の中央値は、補充群が 112μg/L、非補充群
が 72μg/L、尿中ヨウ素濃度の中央値は全体では 72μg/L、補充群は 83μg/L、非補充群は 65μg/L
であり、ヨウ素欠乏と評価された。デンマークの妊婦の 24 時間尿中クレアチニン濃度の平均値から
算出した尿中ヨウ素量と、1 日母乳量から算出した母乳中ヨウ素量とは良好な正の相関
（r ＝ 0.48，p ＜
0.001）を示し、ヨウ素補充の効果を評価する有効な方法であると結論している。ヨウ素充足地域か
らの報告については、de Lima ら 22）はブラジルで 33 例の 0 〜 6 か月（中央値 90 日）の乳児の尿中
ヨウ素とその母親の母乳中ヨウ素濃度を測定した。ヨウ素濃度の中央値は、乳児の尿中は 293μg/L、
（61 試料）
、
母乳中は 206μg/L であった。米国ボストンで Leung ら 23）は初乳中のヨウ素濃度を測定し
21.3 〜 304.2μg/L、中央値は 51.4μmol/L であった。韓国ではヨウ素摂取量が他国より多いことが
知られているが、1990 年代末に Moon ら 24）は、50 例の授乳婦において産後 2 − 5 日に母乳中ヨウ
素濃度を測定し、平均値は初乳では 2170μg/L、成乳では 892μg/L であった。Chung ら 15）は 2007
〜 2008 年、ソウルにおいて平均在胎 30.1 週の早期産児 69 例を対象に甲状腺機能、尿中ヨウ素濃度、
母乳中ヨウ素濃度を測定した。母乳中ヨウ素濃度の中央値は 2529μg/L（生後 1 週目）
、1153μg/L（3
週目）
、822μg/L（6 週目）と著しく高く、児の subclinical hypothyroidism の頻度が高かった。こ
のように母乳中ヨウ素濃度は、居住地域のヨウ素栄養状態と個人のヨウ素量摂取量と密接な関連が
あり、共通の標準範囲を定めることができない。
日本での母乳中ヨウ素についての報告は非常に少なく、著者の調べたかぎりでは 1968 年の Chiba
らの報告 25） が最も古いものと考えられる。その後は 1980 年代初めのいくつかの報告のみである。
Chiba らは平均（標準偏差）27.1（3.2）歳の授乳婦 50 例において、産後 3 〜 42 日（中央値 10 日）
に母乳および摂取食品中のヨウ素濃度を比色法によって測定し、乳汁中へのヨウ素の分泌率を調べ
た。また 6 例において 7 日間連続で同様に測定した。乳汁中ヨウ素濃度は 33.4 〜 149.0μg/L、平均
値（標準偏差）は 81.9（27）μg/L、中央値は 83.0μg/L であった。一日の乳汁分泌量の算出方法は
記載されていないが、乳汁中ヨウ素濃度と乳汁分泌量から計算した 1 日ヨウ素分泌量は 182 〜 968
μ g、食品からのヨウ素摂取量は 0.35 〜 21mg（中央値 0.79mg）
、
乳汁中への分泌率は 0.1 〜 16.6％（中
央値 5.9％）であった。しかし 1 日ヨウ素摂取量が 10mg 以下の例ではヨウ素分泌率は平均 7.1％で
あるのに対し、10％以上の例では平均 0.38％と低下していた。この理由は不明であり、その後もこ
の所見を追試する研究は報告されていない。多田ら 26）は東京都立筑地産院および東京警察病院にお
いて出産した、産後 2 日目〜 7 か月までの授乳婦の母乳中ヨウ素濃度をオートアナライザー
（Technicon）を用いて測定した。ヨウ素濃度は 30 〜 8250μg/L と変動が大きく、分娩後の経過中
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に一定の傾向を認めなかった。分娩後の各時期（10 の時点）のヨウ素濃度の平均値は約 220 〜 2000
μ g/L（試料数は各時期 4 〜 12、合計 88）であった。明治乳業研究所の山本、米久保ら 27）は、1979
年 7 〜 8 月と 1980 年 1 〜 3 月に日本全国から 1666 検体の母乳を収集した。採取時期は 9 つの泌乳期、
すなわち産後 3 日〜 12 か月を 8 つに分けたのと（1220 試料）
、さらに 13 か月以上である。ヨウ素
の測定は Sandell-Kolthoff 反応を利用したオートアナライザーを用いた。ヨウ素濃度は産後 3 〜 5
日が最も高く（約 1200μg/L）、以後漸減した。17 地域別の産後 21 日〜 2 か月のヨウ素濃度（735
試料）の平均値は 335 〜 1393μg/L であり、
全国の平均値（標準偏差）は 661（495.9）
μg/L であった。
同様に 3 〜 4 か月のヨウ素濃度（351 試料）の平均値は 350 〜 2220μg/L であり、全国の平均値（標
準偏差）は 706（5954）μg/L であった。産後 21 日〜 6 か月のヨウ素濃度（1220 試料）の全国の平
均値は 668μg/L であった。Muramatsu ら 9）は、茨城県東海村において 1977 と 1980 年に 25 〜 37
歳の 9 例の授乳婦から産後 7 〜 177 日に合計 33 例の母乳試料を集め、誘導結合プラズマ質量分析法
（Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry，ICP-MS）によってヨウ素濃度を測定した。ヨ
ウ素濃度は 80 〜 6960μg/L、最頻値は 150μg/L であり、
採乳前の昆布の摂取と密接な関連を認めた。
すなわち採乳 24 時間前に 12 〜 32mg のヨウ素を含む昆布を摂取した授乳婦の母乳中ヨウ素濃度は
1170 〜 6960μg/L であった。同じく村松、米久保ら 10）は、冷凍保存された母乳 39 試料のヨウ素濃
度を ICP-MS によって測定した。試料を提供した授乳婦の詳細は不明である。ヨウ素濃度は 77 〜
3970μg/L、中央値は 160μg/L、平均値は 460μg/L であった。Nishiyama11）らは、熊本県で 22 例
μg/L
の授乳婦において母乳中ヨウ素濃度を ICP-MS によって測定し、平均（標準偏差）を 144（2.5）
と報告している。これらの母乳中ヨウ素濃度についての報告は 10 〜 30 年以上のものであり、測定
方法も異なり、症例数も充分ではない。今後、地域差を考慮しながら一定の条件のもとで母乳を全
国的に収集し、ヨウ素濃度を測定することが望ましい。

2．乳児用調製粉乳および特殊ミルクのヨウ素含有量
日本では集団としてのヨウ素不足は存在しないと考えられている。しかし特殊な状況、例えば長
期間の偏食、完全経腸栄養法をおこなった場合、特に重症心身障害者（児）において、甲状腺機能
低下症がおこることが報告されている。経腸栄養剤にはヨウ素を含まない製剤も存在する。早期産
児も含めた新生児、乳児においては母乳とともに乳児用調製粉乳、特殊ミルク、離乳食に含まれる
ヨウ素の量が重要である 28）。
乳児用調製粉乳は消費者庁が定める特別用途食品に含まれる。特別用途食品とは、乳児、幼児、
妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示するもの
であり、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製粉乳及び嚥下困難者用食品がある。国内
では「乳児用調製粉乳」は、明治乳業、森永乳業、ビーンスターク・スノー、和光堂、アイクレオ、
雪印乳業の 6 社が製造し、消費者庁の許可マークがついている。各社の調製粉乳は、全授乳期を通
して同一濃度（12 〜 14％）による単一調乳方式といわれるもので、スプーン 1 杯の粉乳を 20ml に
溶かして利用するように成分が調製されている。月齢に関係なくミルクの濃さは一定で、1 回に飲
む量は月齢に応じて増えていく（一般社団法人日本乳業協会ホームページより）
。
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特殊ミルクとは栄養成分を調整した治療用ミルクと定義され、先天代謝異常症の治療のみでなく、
アレルギー、電解質代謝、腎、内分泌、消化器、神経等の疾患の治療にも用いられている。特殊ミ
ルクは医薬品目（薬価収載 2 品目）
、登録品目（国の助成事業として無償で提供される 25 品目）
、登
録外品目（企業が無償で製造・提供する 13 品目）
、市販品目（10 品目）の 4 種類に分類されている 29）。
日本では乳児用調製粉乳と特殊ミルクにはヨウ素は添加されていないが、文部科学省による日本
食品成分表 2010 30）に調製粉乳のヨウ素濃度が 41μg/100g と掲載されているように原材料である牛
乳から由来するヨウ素が含まれている。特殊ミルクのヨウ素含有量についての報告はほとんどない 27）。

目的
乳児用調製粉乳および特殊ミルクのヨウ素含有量を測定する。

方法
1．市販されている 9 種類の乳児用調製粉乳および 35 種類の特殊ミルクを対象とした。調製粉乳の
うち 1 種類は低出生体重児用の人工乳、4 種類は満 9 か月頃から使用するいわゆるフォローアップ
ミルクである。特殊ミルクは登録品目が 16 点、登録外品目が 13 点、市販品が 6 点である。
2．ヨウ素含有量の測定は、粉乳を製造業者指定の標準調製濃度（W/V％）に Milli-Q 水をオートク
レーヴで滅菌したものを用いて調乳し、そのうち約 3ml を検体とした。ヨウ素濃度の測定は既述の
母乳中ヨウ素濃度測定方法と同様で、測定感度は 75μg/L である。

結果
1．乳児用調製粉乳の調乳後のヨウ素濃度は、75μg/L 未満（9 検体中 3 検体）から 96μg/L である。
下表には参考として、ICP-MS によって粉乳の状態でヨウ素含有量を測定した結果から計算したヨ
ウ素濃度を記載した。
製品名

使用法

メーカー指定標準
調製濃度（W/V％）

調製後ヨウ素濃度
（μg/L）

調製後ヨウ素濃度
（μg/L）＊

和光堂 レーベンスミルク はいはい

13％

87

15.9

森永 ドライミルク はぐくみ

13％

75 未満

32.7

13％

75 未満

60.6

13％

78

雪印 ぴゅあ 1

乳児用調製粉乳
0 か月から

ビーンスターク ネオミルク すこやか
明治 ほほえみ
ビーンスターク ネオミルク Pm

66.8
低出生体重児用
調製粉乳

16％

78

14％

93

14％

75 未満

雪印 たっち 2

14％

96

ビーンスターク ネオミルク つよいこ

14％

81

和光堂 フォローアップミルク ぐんぐん
森永フォローアップミルク チルミル、
エコらくパック

9 か月頃から

65.6

* ICP-MS による測定（塚田ら）
2．特殊ミルクの調乳後のヨウ素濃度は 35 検体中 24 検体が 75μg/L 未満であり、測定感度以上の
11 検体では 78 〜 111μg/L である（別表）
。
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考案
乳児用調製粉乳に含まれるヨウ素の量は母乳より少なく、最大で母乳の約 65％で、ほとんどの製
品が半分以下の可能性もある。我々は 2012 年に調製粉乳 5 製品（5 社）のヨウ素含有量を日本食品
分析センターに依頼して ICP-MS によって測定した。ヨウ素含有量は 12.2 〜 50.45μg/100g であり、
指定濃度に調乳後の乳汁中ヨウ素濃度は 15.9 〜 66.8μg/L となり、今回の調査結果とほぼ同じ傾向
であった。各社によってヨウ素含有量に差が認められ、この理由は、粉乳の原料となる牛原乳中の
ヨウ素濃度は、飼料、飼育地域（牧草、土壌）
、季節によって変化するからであろう。したがって正
確にヨウ素含有量を定めるには複数のロットを試料とする必要がある。特殊ミルクについてはヨウ
素含有量が少ない製品が多く存在することが明らかになった。
母乳栄養の利点についての認識が深まり、母乳哺育が一般的な常識となっているが、実際には人
工栄養を必要とすることも少なくない。今回の結果から完全人工栄養（乳児用調製粉乳のみを使用
する）で保育する場合のヨウ素摂取量を試算すると、月齢と使用する銘柄によって異なるが、目安
量のおおよそ 10 〜 70％となり、理論的にはヨウ素欠乏症の危険性がある。しかし我々は約 100 例
中央値は日齢 4 では 225μg/L、
日齢 28 では 256μg/L で、
の健康新生児の尿中ヨウ素濃度を測定し 4）、
目安量以上のヨウ素を摂取していることが明らかであった。これらの乳児はクレチン症マススク
リーニングも陰性で、生後 1 か月の健康診断において発育、発達の異常は認められなかった。また
哺乳量全体に占める人工乳の割合によって対象例を 3 群に分けて、日齢 28 の尿中ヨウ素濃度の中央
値を比較すると、人工乳が 2/3 以上の児（n=26）においても尿中ヨウ素濃度は 130.0μg/L であり、
母 乳 が 3/4 以 上 の 児（n=56） で は 334.5μg/L で あ っ た。WHO 基 準 で は 2 歳 未 満 の 小 児 で は
100μg/L 以下がヨウ素不足である。ヨウ素過剰については定義がなく、学童では 300μg/L 以上が
ヨウ素過剰とされている 1）。日齢 4 の時期は未だ哺乳量は十分でなく、ヨウ素摂取量は少ないが尿
中ヨウ素排泄量は多く、おそらく体内に貯蔵されたヨウ素が排泄されている可能性がある。このこ
とから、日本では少なくとも生後 1 ヶ月以内の新生児においては人工乳のみの保育によってヨウ素
不足となる危険性は少ないものと考えられる。日本人の新生児と乳児の尿中ヨウ素値、甲状腺機能
についての報告はほとんどなく、完全人工栄養がヨウ素不足を惹起し、甲状腺機能異常を示すかど
うかは明らかではない。一方、周産期の母体へのヨウ素負荷が新生児、乳児の甲状腺機能異常を引
き起こす可能性があることはよく知られている。上記の研究では、日齢 28 で母乳が 3/4 以上の児の
尿中ヨウ素値は WHO 基準からはヨウ素過剰とも考えられ、そこに人工乳によるヨウ素がさらに負
荷されることは危険であると考える。厚生労働省の平成 22 年乳幼児身体発育調査によると、混合栄
養の比率は 1 〜 2 月未満が 43.8％と最も高く、月齢がすすむとともに漸減し 4 〜 5 ヶ月では 26.1％
であった。人工栄養の比率も同様な変化を示し、4.6 〜 18.1％である 31）。理論的な根拠のみから人工
栄養児はヨウ素不足であると判断し、乳児用調製粉乳にヨウ素を添加することは、人工乳が母乳の
補完として 1/4 以上の乳児に与えられている実情からもヨウ素による健康被害がおこる可能性があ
る。ヨウ素添加の必要性については、十分な検討とともにエビデンスを得るための研究が今後必要
である。
最後に今回の研究の問題点は乳汁中のヨウ素測定方法である。母乳 146 試料中 17 試料（11.6％）
、
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人工乳 44 試料のうち 27 試料（61.4％）が測定感度（75μg/L）以下であった。APDA 法は尿検体
では測定感度は 25μg/L であるが、乳汁には脂質、タンパク質が多く含まれ、3 倍に希釈して測定
したためである。今後は測定法として高感度な ICP-MS を使用すべきであると考える。
新生児 TSH、T4 の測定データは、神奈川県医師会先天性代謝異常対策委員会（平原史樹委員長、
安達昌功副委員長）の協力のもとに提供を受けたのでここに感謝する。
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食生活と養育態度が小児の QOL に及ぼす影響に関する研究（2）
−サプリメントと育児ストレス−
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登

Ⅰはじめに
子どもの食生活には、親の価値観や生活習慣、あるいは養育不安を反映した行動が出やすい。新
生児期から、哺乳や離乳食の問題が始まり、常に親の関心の多くは子どもの食事と栄養にあるとい
えよう。近年はサプリメントの普及により、子どもの利用拡大も懸念されることから、心身の発達
途上にある小児の摂取は慎重に対応すべきである。しかし、小児のサプリメント摂取に関する実態
調査は少ない。筆者らの心の発達研究委員会では、小児のサプリメント利用を含む食生活の実態調
査と親の養育行動や養育不安との関係を明らかにするとともに、安易なサプリメント利用への警鐘
をしていくことを目的に研究をしてきた。
昨年度の筆者らの調査では、手軽に入手できて親自身が摂取しているサプリメントを安易に子ど
もに与えている事例が散見され、アメリカの研究結果（Ulfat Shaikh et al. 2009）とほぼ同様に児へ
の投与は 2 歳から 17 歳の 40.7% であった。未就学児への投与は日本の調査（佐藤陽子ら 2010）と
ほぼ同程度の 14.4% であった。中には 0 歳、1 歳、2 歳から投与開始した例があることがわかった。
父母ともに摂取経験がある場合は、児への投与も多かった。児への投与は主治医からの指示ではな
かった。また、児の行動に問題を感じ、育児ストレスが強い母親だけの判断で投与しているわけで
もなかった。サプリメント摂取が医薬品服用とは違った生活習慣として一般に浸透しており、家族
の習慣としてサプリメントを摂取している様子がうかがえた。
一方で、児に投与したきっかけとして「食事の偏りを補うため」と回答した母親が多かったこと
から、偏食や食習慣がサプリメント投与に影響を与えていることが示唆された。乳幼児健診では、
児の体重増加を目安として、授乳や離乳食の与え方を確認するため、新生児および乳児の母は、授
乳や離乳食への関心が高い。その反面、授乳や離乳食が順調かどうかを心配したり不安に感じたり
してプレッシャーを感じる母も多い。したがって、新生児期から育児ストレスの要因となりうる哺
乳や離乳食の問題とサプリメントの関連も調査する必要がある。
今回は、サプリメントを投与されている子ども側の要因として、食行動の問題（授乳、離乳食、
食習慣など）との関係を、また保護者側の要因として、母親が困っている / 困ったこと（授乳、離
乳食、食習慣など）と母親の育児ストレスとの関係を調査する。
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Ⅱ方法
1. 手続き
調査票は、筆者らの職場の同僚などを通じて平成 25 年 11 月に、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、静岡県、愛知県、福岡県在住の母親に合計 100 名分配布した。回答済みの調査票は、各
被調査者から郵便にて返送してもらった。回収率は 74% であった。
2. 調査票
1）フェースシート
児の年齢、在胎週数、生下時体重、母の年齢を記入してもらった。
2）母の育児ストレスに関するもの
PSI 子育てストレスインデックス Parenting Stress Index（日本語版）は、親の育児ストレスや
親子と家族の問題などを測定する尺度である。＜子どもの側面＞と＜親の側面＞の 2 つの特徴に
関する質問項目 78 項目から構成されている。＜子どもの側面＞には 38 項目があり、
「親を喜ばせ
る反応が少ない」
「子どもの機嫌の悪さ」
「子どもが期待通りにいかない」
「子どもの気が散りやす
い / 多動」
「親につきまとう / 人に慣れにくい」
「子どもに問題を感じる」
「刺激に敏感に反応する
/ ものに慣れにくい」の 7 つの下位尺度から構成されている。＜親の側面＞には 40 項目があり、
「親
役割によって生じる規制」
「社会的孤立」
「夫との関係」
「親としての有能さ」
「抑うつ・罪悪感」
「退
院後の気落ち」
「子どもに愛着を感じにくい」
「健康状態」の 8 つの下位尺度から構成されている。
3）サプリメントに関するもの
サプリメント摂取状況や摂取経験に関しては＜母の摂取状況＞＜児への投与状況＞について質
問した。＜母の摂取状況＞と＜児への投与状況＞については、摂取状況あるいは経験を「はい /
いいえ」から選択してもらった。摂取経験がある場合は、サプリメントの種類を「ビタミン / ミ
ネラル / アミノ酸 / その他」から、またサプリメントの区分を「栄養機能食品 / 特定保健用食品
/ 不明 / その他」から選択してもらった。
4）母乳、離乳食、食べ方に関するもの
母乳、離乳食、食べ方については、厚生労働省平成 17 年度乳幼児栄養調査から抜粋した質問項
目を用いて、「はい / いいえ」を選択してもらった。
母乳は、
「母乳が不足ぎみ / 母乳が出ない / 外出時に授乳場所がない / ミルクを嫌がる / 体重の
増えがよくない / 母乳を嫌がる / 授乳が苦痛・面倒 / 仕事で思うように授乳できない / 相談する
人がいない / 特に困ったことはない」の 10 項目である。
離乳食は、
「離乳食開始が早いといわれた / 離乳食開始が遅いといわれた / 離乳食開始の時期が
わからない / 食べる量が少ない / 食べる量が多い / 食べ物の種類がかたよっている / 食べるのを
嫌がる / 離乳食の作り方がわからない / 離乳食を作るのは苦痛・面倒 / 子どもがアレルギー体質
である / 離乳食について相談する人がいない / 特に困ったことはない」の 12 項目である。
食べ方は、
「遊び食べをする / 偏食である / ばかり食いをする（食べ物を交互に食べず、白飯ば
かり食べた後に、おかずばかり食べ、味噌汁ばかり飲むなど。または、お菓子ばかり食べる、食
パンばかり食べるなど。）/ 食べ方にむらがある / 食べるのに時間がかかる / よく噛まない / 食べ
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散らかす / 口から食べ物を出す / 小食である / 食べ過ぎる / 食欲がない / 早食いである / 特に困っ
たことはない」の 13 項目である。
3. 対象者
本研究の対象者は、3 歳以下の幼児を持ち、児の発達障害の有無を問わず、特に筆者らが所属す
る小児科を標榜する医療機関を受診していない母親 74 名（母の平均年齢 34.42 歳、児の平均年齢
1.77 歳）である。
4. 分析方法
1）サプリメントの

母摂取群

と

母非摂取群 、児へのサプリメント

の間で対象者の属性を、また、児へ

投与群

と

非投与群

投与群

と

非投与群

の間で年齢、在胎週数、生下時体重、

母の年齢、AFD（appropriate for date infant）と LFD（light for date infant）の割合を t 検定で
比較した。
2）母の子育てストレスに関する PSI 得点およびパーセンタイルについては、 母摂取群
非摂取群 、サプリメント摂取する際に栄養機能食品と特定保健用食品のいずれかを
る群

と

意識していない群 、母児でサプリメント摂取を習慣としている

と母児ともにサプ

リメント摂取を習慣としていない

と

母

意識してい

母摂取 / 児投与群

母非摂取 / 児非投与群

の間で t 検定を

行い比較した。
3）母乳・離乳食・食べ方の問題を PSI 得点が平均［1］以上の
未満の

子育てストレスが低い群

子育てストレスが高い群

と平均

の間で t 検定を行い比較した。

Ⅲ結果
1. 対象者の比較
1）サプリメント摂取及び投与状況は表 1 の通りである。サプリメント摂取経験があった母は 62
人（83.8％）、サプリメント投与経験があった 3 歳以下の児は 6 人（8.1％）であった。母の摂取経
験は児への投与に有意差（p<0.05）があり、摂取している母の 9.7％が児に投与していたが、摂取
していない母で児に投与している人はいなかった。
表1

母のサプリメント摂取と児のサプリメント投与
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日本版 PSI を用いた日本の乳幼児の母親に対する一次調査（1995 年、千葉県、岩手県、宮城県の 1109 名）の結果をもとに
作成された PSI パーセンタイル表記載の得点平均（PSI 育児ストレスインデックス手引き 2006）
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2）児への

投与群

と

非投与群

の、児の年齢、在胎週数、生下時体重、母の年齢を表 2 に、

小川ら（1998）による出生時体重基準値から評価した AFD（appropriate for date infant）と
LFD（light for date infant 出生体重が在胎週数に比して小さい児）の割合を表 3 に示す。そのう
ち 12 人は、
質問項目にある生下時体重が未記入のためと、
初産か経産かの質問項目を設定しなかっ
たために判定できなかった。
投与群 ：調査時点で、児にサプリメントを与えたことがあると回答した母の平均年齢は 33.33
歳、児の平均年齢は 2.00 歳（1 歳 2 人、2 歳 2 人、3 歳 2 人）であった。児の平均在胎週数は
39.33 週、平均生下時体重は 3228.83 グラムであった。AFD と LFD の割合は、83.3％と 0％であっ
た。
非投与群 ：調査時点で、児にサプリメントを与えていないと回答した母の平均年齢は 34.52 歳、

児の平均年齢は 1.75 歳であった。児の平均在胎週数は 39.11 週、平均生下時体重は 2943.45 グラ
ムであった。AFD と LFD の割合は、70.6％と 11.8％であった。
母のサプリメント摂取群と非摂取群、および児へのサプリメント投与群と非投与群の間に、平
均在胎週数、平均生下時体重、AFD と LFD の割合の有意差はなかった。
表2

児への投与群と非投与群の比較
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3）母が摂取しているサプリメント（図 1 複数回答）は、ビタミン 52 人（83.9%）、ミネラル 13 人
（21.0%）、アミノ酸 2 人（3.2%）、その他 6 人（9.7%）であった。ビタミンを摂取している 52 人の
中には、妊娠中に葉酸を摂取していた母が 13 人いた。児に投与したサプリメントは、ビタミン 5 人、
ミネラル 1 人、その他 2 人であった。
母が摂取しているサプリメントの区分（図 2 複数回答）は、栄養機能食品 35.48%、特定保健用
食品 6.45%、不明 29.03%、その他 9.68%、記入無 19.35% であった。その他は「健康補助食品」と
記入していた。1991 年に定められた保健機能食品制度により、科学的根拠を示して表示の許可を
得ている特定保健用食品（トクホ）と、特定の栄養素を一定量含めば表示が可能な栄養機能食品
を合わせて保健機能食品とされている。しかし、不明と記入無を合わせると 48.38% の母が栄養素
や成分を確認しないまま摂取している。
児に投与しているサプリメントの区分は、栄養機能食品 2 人、不明 1 人、その他 3 人であった。
図1

母と子が摂取しているサプリメント（複数回答、人数）
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ẕ
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図2

ŵŝŶĞƌĂů

ĂŵŝŶŽ

サプリメントの区分

− 53 −

ŽƚŚĞƌ

成長科学協会 研究年報 No.37 2013

2．PSI 子育てストレスとの関連

1） 母摂取群

と

母非摂取群

における母の子育てストレスに関する PSI を表 4 に示した。

PSI は得点が高いほどストレスが高いと評価する。 母摂取群

と

母非摂取群

で、＜総点＞＜

子ども側面＞＜子どもの機嫌の悪さ＞＜子どもが期待通りにいかない＞＜子どもの気が散りやす
い＞＜親の側面＞＜親としての有能さ＞＜抑うつ・罪悪感＞＜子どもに愛着を感じにくい＞の
パーセンタイルに有意差（p<0.05）があり、＜子どもの機嫌の悪さ＞＜子どもが期待通りにいか
ない＞＜子どもの気が散りやすい＞＜親としての有能さ＞＜抑うつ・罪悪感＞＜子どもに愛着を
感じにくい＞がいずれも 母摂取群 のパーセンタイルが低く、子育てストレスが低い結果であっ
た。
＜親役割に生じる規制＞はパーセンタイルに有意差はないが、得点は両群とも平均より高かっ
た。
表4

親の子育てストレス（PSI 育児ストレスインデックス）パーセンタイル
＊は非摂取 / 摂取でパーセンタイル有意差あり（p<0.05） 太数字は平均 1）より高い
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1）PSI 育児インデックス手引き 2006
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2）サプリメントを摂取する際に栄養機能食品と特定保健用食品のいずれかを
（n=26）と

意識している群

意識していない群 （n=34）に有意差はなかったが、 意識している群

の方が＜親

役割に生じる規制＞のパーセンタイルはわずかに高く、それ以外の項目でパーセンタイルがわず
かに低い傾向はあった（図 3）。

＜親役割に生じる規制＞の下位項目を表 5 に示した。

図3

栄養機能食品と特定保健用食品の認識の有無と子育てストレス

表5

親役割によって生じる規制の下位項目
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3）母児でサプリメント摂取を習慣としている
メント摂取を習慣としていない

母摂取 / 児投与群 （n=5）と母児ともにサプリ

母非摂取 / 児非投与群 （n=11）における母の子育てストレス

に関する PSI を表 6 に示した。パーセンタイルに有意差（p<0.05）があったのは、＜抑うつ・罪
悪感＞＜子どもに愛着を感じにくい＞であり、 母摂取 / 児投与群

の得点が低かった。

パーセンタイルに有意差はないが、＜子どもが期待通りにいかない＞＜子どもの気が散りやす
い＞＜親役割に生じる規制＞＜親としての有能さ＞は

母摂取 / 児投与群

の得点が低かった。

一方、＜親につきまとう / 人に慣れにくい＞＜子どもに問題を感じる＞＜刺激に敏感 / ものに
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慣れにくい＞は

母摂取 / 児投与群

の得点が高かった。

＜子どもの機嫌の悪さ＞＜退院後の気落ち＞＜親の健康状態＞は両群とも高かった。
表6

母摂取 / 児投与と母非摂取 / 児非投与の親の子育てストレス
（PSI 育児ストレスインデックス）
得点とパーセンタイル
＊は非摂取 / 非投与と摂取 / 投与でパーセンタイル有意差あり（p<0.05） 太数字は平均 1）より高い
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1）PSI 育児インデックス手引き 2006
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3．母乳、離乳食、食べ方との関連
1）PSI 子育てストレスと母乳・離乳食・食べ方の問題との関連を分析した。PSI 子育てストレス
のうち、母乳・離乳食・食べ方の問題に相関があったのは表 7 の 11 項目であった。この 11 項目
の評価点が平均以上の

子育てストレスが高い群

と平均未満の

子育てストレスが低い群

で

母乳・離乳食・食べ方の問題を比較した（表 8）
。
子育てストレスが高い群 は、母乳について＜母乳が不足気味＞、離乳食について＜食べる量
が多い＞＜離乳食を作るのは苦痛・面倒＞＜離乳食について相談する人がいない＞、食べ方につ
いて＜食べるのに時間がかかる＞＜食欲がない＞＜早食いである＞の項目が有意に高かった
（p<0.01 〜 0.05）（図 4）。
子育てストレスが低い群

は、母乳について＜母親の仕事（勤務）で思うように授乳ができな

い＞＜特に困ったことはない＞、食べ方について＜特に困ったことはない＞が有意に高かった
（p<0.01 〜 0.05）。
表7

PSI 子育てストレスの平均評価点
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㻯㻠Ꮚ䛹䜒䛾Ẽ䛜ᩓ䜚䜔䛩䛔䠋ከື
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図4

PSI 子育てストレスと母乳・離乳食・食べ方の問題
ϭс䛿䛔 Ϭс䛔䛔䛘

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϱϬ

ϭ͘ϬϬ

ẕங䠍䠅ẕங䛜㊊䛞䜏
ẕங䠔䠅䛷ᛮ䛖䜘䛖䛻ᤵங䛜䛷䛝䛺䛔
ẕங䠍䠌䠅≉䛻ᅔ䛳䛯䛣䛸䛿䛺䛔
㞳ங㣗䠍䠑䠅㣗䜉䜛㔞䛜ከ䛔
㞳ங㣗䠍䠕䠅㞳ங㣗䜢స䜛䛾䛿ⱞ③䞉㠃ಽ
㞳ங㣗䠎䠍䠅㞳ங㣗䛻䛴䛔䛶┦ㄯ䛩䜛ே䛜䛔䛺䛔
㣗䜉᪉䠎䠓䠅㣗䜉䜛䛾䛻㛫䛜䛛䛛䜛
㣗䜉᪉䠏䠏䠅㣗ḧ䛜䛺䛔
㣗䜉᪉䠏䠐䠅᪩㣗䛔䛷䛒䜛
㣗䜉᪉䠏䠑䠅≉䛻ᅔ䛳䛯䛣䛸䛿䛺䛔

Ꮚ⫱䛶䝇䝖䝺䝇㧗䛔

Ꮚ⫱䛶䝇䝖䝺䝇ప䛔

2）母のサプリメント摂取と関連する母乳・離乳食・食べ方の問題を因子分析した。母のサプリメ
ン ト 摂 取 に 関 連 す る 因 子 は、 母 乳 に つ い て は ＜ 相 談 す る 人 が い な い（ 場 所 が な い ） ＞
＜授乳が苦痛・面倒（だった）＞＜母乳が不足気味だった＞で、離乳食については＜離乳食につ
いて相談する人がいない（いなかった）＞であった。
母のサプリメント摂取と離乳食＜食べる量が少ない＞（p<0.01）
、＜特に困ったことはない＞
（p<0.01）、食べ方＜偏食である＞（p<0.01）
、＜ばかり食いをする＞（p<0.05）に有意差があった。
サプリメント摂取している母は、児の離乳食や食べ方について、＜離乳食の食べる量が少ない、
偏食である、ばかり食いをする＞と回答している人が多かった。一方で、サプリメント摂取して
いない母は、＜離乳食で特に困ったことはない＞と回答した人が多かった（図 5）
。
母のサプリメント摂取と＜母乳について相談する人がいない（いなかった）＞（Spearman 両
側検定 p<0.05）、＜離乳食について相談する人がいない（いなかった）＞（Spearman 両側検定
p<0.01）は相関があったが有意差はなかった。
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図5

母のサプリメント摂取と児の離乳食・食べ方の問題
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3）児のサプリメント投与に関連する因子は抽出できなかったが、 母非摂取 / 児非投与群
いて、＜ばかり食いをする＞と回答した母が

母摂取 / 児投与群

にお

より有意に多かった（p<0.05）

（図 6）
。有意差はないが相関（Spearman 両側 p<0.05）があったのは、母乳と食べ方については
なく、離乳食については、＜離乳食開始の時期が遅いといわれた＞＜子どもがアレルギー体質で
ある＞であった。母摂取 / 児投与群の方が＜離乳食開始の時期が遅いといわれた＞＜子どもがア
レルギー体質である＞と回答した人が多い傾向があった。なお、＜ばかり食いをする＞＜離乳食
開始の時期が遅いといわれた＞＜子どもがアレルギー体質である＞と PSI 育児ストレスインデッ
クスには相関はなかった。
図6

児へのサプリメント投与と離乳食・食べ方の問題
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Ⅳまとめ
1. サプリメントと周産期との関連
1）母のサプリメント摂取も児へのサプリメント投与も、在胎週数、生下時体重、AF と SFD な
どに有意差はなかった。
2. サプリメントと PSI 子育てストレスとの関連
1）サプリメントを摂取している母のほうが、子どもの側面の＜子どもの機嫌の悪さ＞＜子どもが
期待通りにいかない＞＜子どもの気が散りやすい＞についてストレスが低かった。
2）サプリメントを摂取している母の方が、
親の側面の＜親としての有能さ＞＜抑うつ・罪悪感＞＜
子どもに愛情を感じにくい＞についてストレスが低かった。
3）＜親役割に生じる規制＞は、サプリメントの摂取・非摂取に関わらず本調査の対象者（3 歳以
下の幼児がいる母親）は平均得点が高く、さらに栄養機能食品と特定保健用食品を意識している
母のほうが、有意差はないものの僅かにパーセンタイルは高かった。
4）児への投与と関連する子育てストレスは見いだせなかった。
3. PSI 子育てストレスと母乳・離乳食・食べ方との関連
1）母乳が不足気味（だった）、離乳食を食べる量が多い（多かった）、離乳食を作るのは苦痛・面
倒（だった）、離乳食について相談する人がいない、食べるのに時間がかかる、食欲がない、早食
いであるなどがあると、母の子育てストレスが高い。
2）仕事で思うように授乳ができないが、それ以外は母乳と食べ方について特に困ったことはない
母は、子育てストレスが低い。
4. サプリメントと母乳・離乳食・食べ方との関連
1）サプリメント摂取している母は、離乳食の食べる量が少ない、偏食である、「ばかり食い」を
すると回答した人が多い。
2）サプリメント摂取していない母は、離乳食で特に困ったことはないと回答した人が多い。
3）サプリメントを児に投与していない母のほうが、児が「ばかり食い」であると回答している。

Ⅴ考察
今回の調査では、サプリメント摂取経験がある母は 83.8％であり、前回の筆者らの調査結果（母
75％）を上回った。母の平均年齢は、前回調査における児への投与群は 40.3 歳、非投与群は 39.5 歳
であったが、今回調査では 33.3 歳（−7.0 歳）
、34.52 歳（−4.98 歳）であった。母の年齢が下がっ
たことがサプリメント摂取率の増加に影響しているのだろうか。この点について、平成 23 年 国民
健康・栄養調査結果の概要（表 9）によると、20 歳代より 30 歳代で補助食品による栄養素等摂取量
が増加しており、ビタミン E、ビタミン B6 は 40 歳代でさらに増加している。その他は 30 歳代と
40 歳代の摂取量にあまり変化はなく、今回の調査と前回の調査の相違は年齢だけでは説明できない。
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表9

補助食品による栄養素等摂取量（女性・年齢階級別）
（一人一日あたり平均値）
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補助食品：顆粒、錠剤、カプセル、ドリンク状の製品からの摂取
出典：平成 23 年 国民健康・栄養調査結果の概要（高橋一部抜粋改変）

それでは、今回は 3 歳以下の幼児の子育て中の母を対象としたため、子育て段階による母のスト
レスの違いも反映され、サプリメント摂取率が増加したのだろうか。母のストレスの要因のひとつ
に、3 歳以下の幼児の子育て中の母の場合、児の食行動への対応の大変さがあると考えられるため、
今回調査した。確かに児の食行動について感じているストレスは、母乳が不足気味であることの他
に、離乳食に関するストレスが多かった。離乳食の摂取量と食欲や離乳食を与える所要時間が母の
思い通りにならないこと、離乳食を作ることが苦痛・面倒で相談する人もいないことが、母の育児
ストレスとして実感される結果であった。では、3 歳以下の幼児の子育て中の母は児の食行動に関
するストレスが高いからサプリメント摂取率が高いのか。もしそうであれば、育児ストレスが高い
母ほどサプリメント摂取率が高くなるはずだが、結果は違っていた。むしろ育児ストレスが低い母
のサプリメント摂取率が高かった。ただし、これは逆に考えることも可能であり、サプリメントを
摂取しているからこそ育児ストレスが緩和されているのかもしれない。
このように考えると、サプリメントは摂取している母にとっては母自身の不安解消や精神安定剤
の役割を果たしているともいえるだろう。また、母摂取 / 児投与群のほうが＜抑うつ・罪悪感＞
＜子どもに愛着を感じにくい＞の得点が低かったことから、母がサプリメントを摂取し児にも投与
することによって、育児に対する陰性感情が軽減されているのかもしれない。このような自己暗示
的なサプリメント摂取は、児の食行動において小食や偏食あるいは「ばかり食い」を気にしている
母が自分はサプリメントを摂取しているけれども、児へのサプリメント投与に明らかに関連する児
の食行動の問題はあまり感じていないという結果によっても示唆される。本調査では、児への投与
が少ないため、結論を出すのは早計であるが、児への投与・非投与で有意差があったのは、
「ばかり
食い」だけである。しかし、母の摂取・非摂取とは逆に、投与していない母のほうが、
「ばかり食い」
をすると回答しており、児の偏食や「ばかり食い」があるからといってサプリメントを投与してい
るわけではないという結果であった。中には児のアレルギー体質を気にしてサプリメントを投与し
ている場合もあったが、必ずしも投与の理由といえるほどではなかった。今回は、母自身の食行動
の問題を直接調査しなかったが、児の食行動に問題を感じている母は、母自身の食行動にも不安を
感じているためにサプリメントを摂取しているのかもしれない。
本調査では、母のサプリメント摂取は育児ストレスや児の食行動と関連している可能性があるこ
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とがわかったが、児へのサプリメント投与と児の食行動は直接結びつかないこともわかった。そし
て、成分や効果などの科学的根拠を確認してサプリメントを摂取するというよりは、どちらかとい
うと母児ともに「サプリメントを飲んでいるから大丈夫」というような安心感や満足感といった気
分的な選択によるものであることが示唆された。妊娠中から葉酸を摂取している母もいたが、母が
自分自身の習慣として摂取しているサプリメントをそのまま児に投与しているとしたら、小児への
投与に関する正しい知見を社会的に啓蒙していく意義は大きい。今後は妊娠中の母親学級などでサ
プリメント教育を推進する必要があるだろう。
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低身長児のストレス反応と自己概念の特徴：軟骨無形成症児者の自己効力感について
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はじめに
低身長児は日常生活のなかで様々なストレスを受けていると考えられるが、そのストレスにどの
ように対応し適応しているのか、どのような周囲のサポートが有効なのかを検討した研究は少ない。
昨年度までの研究では、ストレス反応モデルに基づく質問紙群を作成し、低身長と四肢短縮を特徴
とする先天性疾患である軟骨無形成症児について、そのストレス反応モデルに基づく心理指標の評
価を実施した。その結果、軟骨無形成症児は、低身長によるストレスをより多く受けているが、自
己概念などの心理社会指標の低下は見られないことが明らかとなった。
今年度の研究では、骨無形成症児の心理社会指標に影響を与える可能性のある因子としてコーピ
ング因子に着目し、骨無形成症児の自己効力感と家庭内・学校での心理的サポート状況について調
査した。

ストレスモデル
軟骨無形成症児の心理的適応プロセスの概念枠組みを示す（図 1）
。順に、①低身長に関連したス
トレッサーを受けると、それらが脅威であるか、コントロール可能であるかという認知的な評価を
する。②この認知評価とコーピングを経て、ストレッサーは心理社会的・身体的な適応と関連する。
③セルフエフィカシーやソーシャルサポートは認知評価やコーピングを調節している。

対象
全国患者家族会に属する 8 〜 18 歳の軟骨無形成症の小児
（者）
130 名を対象とした。対象者本人に、
コーピング因子（セルフエフィカシー、ソーシャルサポート）に関する自記式の質問紙への回答を
求めた。回収率は 56％であった（表 1）。

方法
「セルフエフィカシー」はセルフエフィカシー尺度（嶋田ら 1998）により評価した。この質問紙は、
公立小学校に通う 2106 名、公立中学校に通う 1305 名を対象に開発された尺度である。12 項目の質
問からなり、それぞれ 4 件法の 1（まったく思わない）から 4（強く思う）の順序尺度からなり、ス
コアが高いほど、高いセルフエフィカシーを意味する。因子分析により、小学生の群での α 係数は
0.88、中学生の群での α 係数は 0.83 と、尺度の内的整合性は良好であることが示されている。

− 63 −

成長科学協会 研究年報 No.37 2013

「ソーシャルサポート」は、ソーシャルサポート尺度（坂野 2007）により評価した。この指標では、
父、母、教師、友人の 4 者を対象者の大切な人として定義し、ストレス状況で、対象者がそれぞれ
からどれだけの積極的な支援を期待できるか、を評価するものである。小学生へは 12 項目、中学生・
高校生へは 16 項目の質問が用意され、それぞれ 4 件法の 0（まったく思わない）から 3（強く思う）
の順序尺度からなる。スコアが高いほど、対象者は、これらの大切な人と良い関係をもっているこ
とになり、低いほど、これらの大切な人といさかいがあったり、疎外されていることを意味する。
因子分析による Cronbach

sα 係数は 0.78 〜 0.88 と、尺度の内的整合性は良好であることが示さ

れている。
その他の評価項目については、
「コーピング」はストレスコーピング尺度により、
身長ストレッサー
は「低身長に関連する経験」の頻度を測定する質問紙（TACQOL SS を改変）により、「低身長に
関連した経験」への認知的評価は認知評価尺度により、
「コーピング」はストレスコーピング尺度に
より、
「学校ストレッサー」はストレッサー尺度により、「自己概念」は改訂自己知覚尺度（SPPC,
SPPA）により、「ストレス反応」はストレス反応尺度（PHR 版ストレスインベントリー）により、
それぞれ評価した。
各指標の下位尺度の素点を、健常小児集団の平均と標準偏差をもとにｚスコアに換算した。この
下位尺度ｚスコアの指標内での平均値をその指標の代表値として分析に用いた。
統計解析には、SPSS ver 18.0 を用いた。群間比較には、ｔ検定 , Mann-Whitney 検定を使用した。
要因間の相関解析には、Spearman の相関係数（ρ）を使用した。有意水準はｐ＜ 0.05 とした。
患者会の承認を得たのち、所属大学倫理審査委員会の承認を得て実施した。対象者には文書にて
研究の目的・意義などを説明した。回答は自由意志であり、質問紙の返送をもって同意とした。

結果
表 1 に対象者の属性を示す。年齢は平均 13.1±2.8 歳であった。男女差は認めなかった。身長ＳＤ
スコアの平均は−4.9 であった。
①軟骨無形成症児のコーピング因子（セルフエフィカシー、ソーシャルサポート）の特徴
セルフエフィカシー指標の Z スコアは、男で +2.7、女で +3.3 SD と、健常児の平均と比べて著し
い高値をとった。男女差は認められなかった。
ソーシャルサポート指標の Z スコアは、4 種の「大切な人」の平均値は、男で +0.6 SD,

女で

+0.2 SD と健常児の平均よりやや高値をとった（表 2）
。4 種の「大切な人」である父、母、教師、
友人それぞれの Z スコアは、男で +0.5 〜 +0.8 SD、女で +0.2 〜 +0.5 SD の範囲を示した。そのな
かで、友人からのサポートについては、男では女より有意な高値を示した（+0.6±0.7 vs +0.4±1.3,
p<0.01）。
ストレッサーとして働くと考えられる「低身長に関連した経験」の頻度が健常集団と比較して高
値であったこと、それにもかかわらずその経験を脅威として評価する「影響性の認知的評価」が健
常小児のそれと変わりがなかったこと、心理社会的適応の指標であるとされている「自己概念」や「ス
トレス反応」の指標も健常集団と同程度であったこと、
については、
昨年度の検討結果と同様であった。
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考察
昨年度までの研究では、軟骨無形成症児は低身長ストレスを多く経験していたが、適応指標であ
る自己概念は障害されていなかった。その理由を知ることは、軟骨無形成症などの低身長小児で低
身長によるストレスや心理社会適応の障害を持つ場合に、効果的なアプローチを提供する上での重
要な目安となりうると考えられる。
本年度の研究で、軟骨無形成症児では、コーピング因子のなかの自己効力感の指標が著しく高値
であることが明らかとなった。同時に、コーピング因子のなかのソーシャルサポートの指標では、
男児は女児に比べて、とくに友人から良いサポートが受けられると認識している様子が明らかと
なった。
本症では、認知的評価とコーピング因子である自己効力感が、軟骨無形成症児の心理社会的適応
を促進する要因となることが示唆された。軟骨無形成症児の心理社会的適応の評価には「心理的適
応プロセス」全体を評価することが重要であり、その結果に応じた介入を実施することが心理的適
応をサポートする上で有効であると考えられた。

まとめ
1）軟骨無形成症児は健常小児に比べて、低身長に関連した経験により多く遭遇していた。
2）それにもかかわらず、適応指標である自己概念やストレス反応には差はなかった。
3）軟骨無形成症児のセルフエフィカシーは高値であった。
4）男児は女児に比べて、より多くのストレッサーを感じていたが、
良好なソーシャルサポートを保っ
ていた。
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軟骨無形成症児（者）の心理的適応プロセスの概念枠組み

Conceptual frame work about adjustment to condition with short stature (Noeker, & Haverkamp,
2000).
Cognitive appraisal model (Lazarus & Folkman, 1984).
Model for coping with chronic illness (Maes, Leventha,l & de Ridder, 1996).
Conceptual model of child adjustment to perdiatric physical disorders (Wallander & Vami, 1998).
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表１

対象者の属性

表2

コーピング因子の評価

健常小児集団の平均と標準偏差をもとに、
尺度の各スコアを z スコアに換算した。
数字は、z スコアの平均（SD）を示す。**p < 001.
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成長ホルモン分泌促進物質グレリンと血糖調節ホルモン
（インスリン / グルカゴン）とのクロストークに関する検討
赤水尚史、古田浩人、西

理宏、有安宏之

和歌山県立医科大学内科学第一講座

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近年発見され、強力な GH
分泌作用を示すことが示されている（Kojima et al. Nature, 1999）
。グレリンは GH secretagogue
（GHS）受容体の内因性リガンドとして発見され、強力な GH 分泌作用や摂食亢進作用を発揮する。
また、グレリンは、成長ホルモン分泌促進、摂食亢進などの作用を有する消化管ホルモンとして知
られているが、これらの作用に加えて膵ラ氏島に作用してインスリン分泌や β 細胞の増殖やアポ
トーシスに対する作用するが知られている。一方、インスリンやグルカゴンがグレリン分泌に対す
る影響の報告がある。グレリンとインスリンとのクロストークに関して、我々は in vivo と in vitro
の両方の系で多数の検討と報告をしてきた（Diabetrogica,49:1264-73, 2006;Proc Natl Acad Sci USA
103:885-890, 2006; Endocrinology 151：5935-40、2010 ＆ 152:2619-25, 2011, FEBS Lett 584:1503-8,
2010 など）。今回の研究は、これらの研究を更に発展させるものである。また、研究に使用するグ
レリン過剰発現動物 / グレリン分泌細胞は我々が以前独自に開発したものである。グルカゴン試験
は我々が糖尿病患者にルーチンに施行している試験であり、反応性低血糖患者の入院も我々の病棟
（糖尿病内分泌代謝内科）にコンスタントに見込める。グレリンの測定系に我々はその立ち上げから
関与して習熟しており（J Clin Endocrinolo Metab,90:6-9, 2005, Eur J Endocrinol. 2302: E403-8, 2012
など）、系の安定性や信頼性が極めて優れていると自負している。このように、研究方法では我々が
確立したり熟知したものであり、被験者においてもリクルートが十分可能な状況にある。今回我々
は、血糖調節に重要な働きを担うグルカゴンとグレリンとの関連に関して検討を行い、糖尿病など
の耐糖能異常におけるグレリンの病態生理学的意義の理解が深まることを目指した。

研究方法
1）糖尿病のインスリン分泌能評価のために、当科はルーチンにグルカゴン試験を実施している。本
試験では 1 mg のグルカゴンを静脈内に投与し、5 分後に血中 C- ペプチドと血糖の採血をおこなう。
その試験において、血中グレリン濃度（活性型グレリンおよびデスアシルグレリン）も測定し、血
中グレリン濃度の変化や種々のパラメーターとの関連を検討する。これによってグルカゴンのグレ
リン分泌に対する影響やグレリンの糖尿病における臨床病態的意義を解析した。
2）食後低血糖が遷延する反応性低血糖では、血糖変動に対するインスリンやカウンターホルモンの
分泌異常が推察されている。このような病態において食後負荷試験や経口ブドウ糖負荷試験を行い、
5 時間程度血糖やインスリンを測定する。それらに加えて、グルカゴン / 成長ホルモン / カテコー
ルアミンおよびグレリン /GLP-1 なども測定し、その動態を解析することによって反応性低血糖の

− 69 −

成長科学協会 研究年報 No.37 2013

発症機序を探索する。特に、グレリン - 成長ホルモン軸の発動に異常がないかどうかを検討する。
3）糖尿病モデル動物や以前我々が開発したグレリン過剰発現動物 / グレリン分泌細胞を利用して上
記の病態の機序を実験的に解析した。
4）以上の実験計画に関して、倫理委員会の承認を受けた。
以上より、血糖調節に重要な働きを担うインスリンやグルカゴンとグレリンおよび他のホルモン
や調節因子とのクロストークに関して検討を行い、糖尿病などの耐糖能異常におけるグレリンの病
態生理学的意義と病態機序を解明する。

研究結果
1）実験計画に関して、和歌山県立医科大学の倫理委員会の承認を受けた。
2）男女合わせて 60 名を超える糖尿病患者から同意書をいただき、研究に参加してもらった。被験
者の BMI は 25 未満、糖尿病平均治療歴は 11 年を超え、HbA1c 値は約 9％であった。1 mg のグル
カゴンを静脈内に投与し、5 分後に血中 C- ペプチドと血糖の採血を行なったところ、ΔC- ペプチド
は約 1.7mg/dL、ΔBS は約 18mg/dL であった。一方、アシル化グレリン濃度とデスアシルグレリ
ン濃度は共に有意に抑制された。グレリン濃度の抑制は C- ペプチド濃度の変化と相関しない事から、
インスリンを介する作用ではないと推測された。
3）反応性低血糖患者におけるグルカゴン / 成長ホルモン / カテコールアミンおよびグレリン /
GLP-1 を測定し、データ解析中である。
4）グレリン分泌細胞を用いた検討では、グルカゴンによる直接的なインスリン分泌抑制作用は認め
られなかった。

考察と今後の予定
糖尿病患者において、グルカゴン投与は血中アシル化グレリンおよびデスアシルグレリン濃度を
低下させることが示された。このことはグレリン分泌調節に関する理解を深めるとともに、その分
子的機序の解明が今後の検討課題と考えられた。
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ターナー症候群の空間認知障害を含む脳・認知機能の検討
−アンケート調査および神経心理学的検査による
ターナー症候群女性と健常者女性の比較−
荒木久美子
秋山成長クリニック
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
ターナー症候群女性は空間認知障害だけでなく、学習の障害や社会適応障害 1、2、3）などの問題があ
るといわれている。私たちはターナー症候群の女児の空間認知障害を含めた脳・認知機能を検討し
てその心理学的特長を明らかにし 4）、空間認知障害の訓練マニュアルを作成した 5、6）。ターナー症候
群成人女性の検討では、空間認知障害だけでなく聴覚認知機能の低下や実行処理能力の低下がみら
れた 7）。また、昨年度は親の会の協力を得てアンケート調査を行い、ターナー症候群成人女性は最
終学歴や職業、運転免許保有率は一般女性と同じであったが、特に高次脳機能を必要とすることで
困られていることが判明した 8）。
そこで、今年度は研究の趣旨を説明して協力してもらえた女子学生にアンケート調査および神経
心理学的検査と聞き取り調査を行い、その結果をターナー症候群成人女性の結果と比較検討した。

対象と方法
対象は、研究の趣旨を説明して協力してもらえた専門学校の女子学生 40 人（22.0±3.9 歳）である。
方法は平成 24 年度の本研究 8）で実施したアンケート調査用紙を学生に配布して無記名で調査を行
い、その結果を同研究 8）で報告したターナー症候群の本人と家族の会である大阪の「ひまわりの会」
に所属する 18 歳以上の成人の調査結果と比較検討した。ついで、
協力の得られた女子学生 7 人
（20.0±
0.1 歳）に神経心理学的検査として Wechsler Adult Intelligence Scale-Third Edition（WAIS-Ⅲ）と
聞き取り調査を実施し、平成 23 年度の本研究 7）に報告した明らかな発達障害のないターナー症候群
成人女性 7 例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
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価した。
統計検定は Fisher の直接確率検定と T 検定を行ったが、アンケート調査については回答なしを
除く有効回答のみを対象とした。

結果
1．アンケート調査結果の比較
女子学生のアンケート調査の回答は 40 人全員から得ることができ、
回収率は 100％であった。一方、
平成 24 年度の本研究 8）で報告した大阪の「ひまわりの会」のアンケート調査では、所属する会員は
160 人で、回答は 76 人から得ることができ、回収率は 48％であった。18 歳以上の成人の回答は 42
人で、記入者は本人が 39 人（93％）、母親が 2 人（5％）
、父親が 1 人（2％）であった。
年齢については、女子学生は 22.0±3.9 歳（20 〜 37 歳）でターナー症候群成人女性の 31.0±9.1 歳
より有意（p<0.01）に若く、20 〜 24 歳が 80％と最も多く、30 歳代は約 10％であった。ターナー症
候群成人女性の年齢層は 18 歳から 49 歳と幅広かった（図 1）
。最終卒業学校については、女子学生
は高校卒が 65％と最も多く、ついで短大・専門学校卒が 12％であった。しかし、ターナー症候群成
人女性は高校卒 26％、短大・専門学校卒 41％、大学卒 24％、大学院卒が 2％で、専門学校卒業予定
の女子学生より学歴が高い人が多かった。車の運転免許については、女子学生の 83％とターナー症
候群成人女性の 72％が取得していた（図 2）
。
空間認知機能についてのアンケート結果を図 3 に示した。目で見て物体を認識する空間認知機能
の言葉を知っているかについては、知っていた人の割合は、調査前に説明を受けていた女子学生が
ターナー症候群成人女性より有意（p<0.01）に多く、85％であった。空間認知機能に不安を感じた
ことがあるかと幼少期に苦手な遊びはあったかについては、あったと答えた人の割合は女子学生が
ターナー症候群成人女性より有意（p<0.01）
に少なく、
約 30％であった。学生時代に苦手な教科はあっ
たかについては、あったと答えた人の割合は女子学生とターナー症候群成人女性はほぼ同じで、約
90％であった。今までに学習の問題で困ったことがあったかについては、あったと答えた人の割合
は女子学生がターナー症候群成人女性より有意（p<0.05）に少なく、約 30％であった。空間認知機
能向上について気をつけているかについては、気をつけていると答えた人は女子学生がターナー症
候群成人女性より有意（p<0.05）に少なかったが、
ターナー症候群成人女性でも約 10％と少数であっ
た。空間認知機能について兄弟や友人と比べて気になることがあるかどうかについては、あったと
答えた人の割合は女子学生がターナー症候群成人女性より有意（p<0.01）に少なく、
約 5％であった。
算数や数学で困ることについてのアンケート結果を図 4 に示した。小数点や位取り、時計やもの
さしなど目盛りの読み間違いが困ると答えた人の割合は女子学生とターナー症候群成人女性はほぼ
同じで、それぞれ約 40％と約 30％であった。表やグラフなどの理解や二つ以上の表やグラフの比較
について困ると答えた人の割合も女子学生とターナー症候群成人女性はほぼ同じで、それぞれ約
50％であった。その他のことについて困ると答えた人の割合は女子学生がターナー症候群成人女性
より有意（p<0.01）に少なく、約 30％であった。
国語で困ることについては、黒板の文字や数字などをノートに写すことや、漢字やその書き順を
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覚えることについて困ると答えた人の割合は女子学生がターナー症候群成人女性より有意（p<0.05）
に少なく、約 10％であった（図 5）。手紙や文章を書くことについては、困ると答えた人の割合は女
子学生とターナー症候群成人女性はほぼ同じで、約 50％であった。その他のことについて困ると答
えた人の割合は、女子学生がターナー症候群成人女性より有意（p<0.05）に少なく、
約 20％であった。
手紙や文章を書く時の苦手な項目について困ると答えた人の割合（複数回答）は、文章の形式や書
式（拝啓・敬具・日付等の配置）とその他を除いて、すべて女子学生がターナー症候群成人女性よ
りやや少なかった（図 6）。
ローマ字・英語・外国語で困ることについては、困ると答えた人の割合は、ローマ字を覚えるこ
とでは女子学生とターナー症候群成人女性はほぼ同じであった。英語・外国語では女子学生がやや
多く、その他のことについてはターナー症候群成人女性がやや多かったが、いずれも有意差はみら
れなかった（図 7）。
地図で困ることについては、地図の読み書きや自宅周辺の地図を書くこと、実際に道に迷ったこ
と、ほかの人に道を聞くこと、その他のことについて困ると答えた人の割合はすべて女子学生がター
ナー症候群成人女性より少なかったが、自宅周辺の地図を書くことについてのみ有意差（p<0.05）
が認められた（図 8）。
運動や音楽や絵で困ることについては、運動や音楽、楽譜を読むこと、絵や図画工作について困
ると答えた人の割合はすべて女子学生がターナー症候群成人女性より少なかった。特に運動と絵や
図画工作については有意差（p<0.01）が認められ、楽譜を読むことについても有意差（p<0.05）が
認められた（図 9）。
お手伝い、料理や手芸などで困ることについては、洗濯物をたたむこと、料理や掃除などの家事
の準備や段取り、その他のことについて困ると答えた人の割合はすべて女子学生がターナー症候群
成人女性より有意（p<0.01）に少なかった（図 10）。料理や手芸などで困ることについても女子学
生がターナー症候群成人女性より有意に少なく、有意差はそれぞれ p<0.05、p<0.01 であった。
友人関係や勉強などで困ることについては、表情や態度からその人の気持ちを読む、その場の雰
囲気を読む、勉強の段取りについて困ると答えた人の割合は女子学生がターナー症候群成人女性よ
り有意（p<0.01）に少なかった。（図 11）
。
2．WAIS-Ⅲと聞き取り調査結果の比較
女子学生の WAIS-Ⅲの評価の結果を表 1 に示した。7 人の言語性 IQ の平均は 93.9±10.8、動作性
IQ の平均 89.1±12.3、全検査 IQ の平均 90.9±7.9 と正常であった。群指数では、言語理解の平均は
95.6±14.3、知覚統合の平均 89.0±10.4、作動記憶の平均 91.9±7.9、処理速度の平均 97.6±7.0 と正常
で、空間認知スコア（基準値 30）も 25.1±5.5 と正常であった。各学生の個々の評価については、
下位検査で評価点のやや低い項目がみられたが、全体としては正常範囲内であった。
女子学生の聞き取り調査と WAIS-Ⅲの結果のまとめを表 2 に示した。学生時代の運動については
2 人が得意、2 人が苦手と答えた。音楽については、和太鼓の 1 人を除いて 4 人がエレクトーンなど
を習っており、パソコンやゲームなどは 3 人が好きでよく行っていた。資格については全員が何ら
かの資格を持っており、3 人が複数の資格を持ち、4 人が運転免許を取得していた。苦手項目につい
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ては、車の運転や運動に困ると答えたのが 3 人で、思考や記憶力など勉強全般や会話などに困ると
答えたのが 4 人であった。日常生活における仕事や学業、家事などの段取りや人との対応や地図に
ついては困ると答えた人はいなかった。一方、WAIS-Ⅲの評価については、言語性検査では 1 人は
算数の計算が苦手で、4 人が一般的な知識が苦手、その中の 1 人の聴覚認知がやや苦手であった。
動作性検査では、1 人は全般的に不注意で、4 人の視覚認知がやや苦手で、1 人の処理速度がやや遅
かった。
女子学生と平成 23 年度の本研究 7）で報告したターナー症候群成人女性の WAIS-Ⅲの評価の比較
を表 3 と図 12、図 13 に示した。女子学生とターナー症候群成人女性の比較では、年齢、言語性
IQ、動作性、全検査 IQ および群指数の言語理解、知覚統合、作動記憶、処理速度、空間認知スコ
アには有意差は認められなかった。しかし、下位検査の評価点については、動作性検査の組合せは
女子学生の平均 8.7±2.4 に比べてターナー症候群成人女性は 5.7±1.7 と有意（p<0.05）に低く、絵
画完成でも同様の傾向が認められた。また、ターナー症候群成人女性では、動作性 IQ が言語性 IQ
より低く、群指数の知覚統合が言語理解より低い傾向が認められた。
女子学生とターナー症候群成人女性の聞き取り調査と WAIS-Ⅲの結果の比較を図 14 に示した。
比較として、平成 23 年度の本研究 7）で報告したターナー症候群成人女性の聞き取り調査と WAISⅢの結果のまとめを表 4 に示した。女子学生とターナー症候群成人女性では、学生時代の運動苦手
や音楽などの習い事、パソコンやゲームについての差は認められなかった。しかし、資格の取得に
ついては女子学生に比べてターナー症候群成人女性が明らかに少なく、段取りや人との対応苦手お
よび地図苦手については、女子学生は 1 人もないのに比べてターナー症候群成人女性は段取りや人
との対応苦手が全員に、地図苦手が 5 人に認められた。一方、WAIS-Ⅲの評価については、言語性
検査では苦手の項目や推測される問題の数は女子学生とターナー症候群成人女性に明らかな差は認
められなかったが、女子学生が一般的知識の不足が多いのに対して、ターナー症候群成人女性は聴
覚的短期記憶や理解の苦手さが多かった。動作性検査については、苦手の項目や推測される問題の
数は女子学生よりターナー症候群成人女性が多く、女子学生が 4 人の視覚認知がやや苦手であった
のに対して、ターナー症候群成人女性は 1 人を除いて 6 人の視覚認知が苦手であった。

考察
今回のアンケート調査では、18 歳以上のターナー症候群成人女性と女子学生を比較検討した。そ
の結果、ターナー症候群成人女性は女子学生より平均で 9 歳年齢が高く、学歴も高い傾向が認めら
れたが、運転免許保有率はほぼ同じであった。空間認知機能については、ターナー症候群成人女性
が女子学生より不安や問題が多かった。学習の問題では、算数や数学、ローマ字や外国語、地図な
どについては、ターナー症候群成人女性は女子学生とほぼ同じか、わずかな差しか認められなかっ
たが、国語では明らかに困ることが多かった。ターナー症候群成人女性は運動や楽譜を読む、絵や
工作だけでなく、お手伝いや家事、料理、手芸などでも女子学生より困ることが明らかに多く、そ
の場の雰囲気を読むことや仕事の段取りについてはさらにその傾向が顕著であった。これらの結果
から、女子学生に比べて年齢が高く社会経験の多いターナー症候群成人女性は、学歴はやや高いが、
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空間認知機能や国語、運動、音楽、絵や工作に関することだけでなく、家事や料理にも困ることが
多く、社会生活では高次脳機能を必要とするようなその場の雰囲気を読むことや仕事などの段取り
などで特に困ることが明らかとなった。
一方、WAIS-Ⅲと聞き取り調査結果については、ターナー症候群成人女性と女子学生はともに年
齢が平均 20 歳と若く、ターナー症候群成人女性では特徴である動作性 IQ の低下と群指数の中の知
覚統合の低下傾向が認められた。ターナー症候群成人女性と女子学生との比較では、IQ や群指数、
空間認知スコアには明らかな差は認められなかったが、ターナー症候群成人女性では下位検査評価
点の中で組合せと絵画完成の低下が認められた。聞き取り調査と WAIS-Ⅲの結果の比較では、ター
ナー症候群成人女性が女子学生より取得した資格が少なく、段取りや地図が苦手で、視覚認知と処
理速度に関わる動作性（非言語性）の問題で困ることが多かった。これらの結果より、ターナー症
候群成人女性は女子学生と比較して、視覚認知や処理速度および高次脳機能を必要とする場面など
で困られていると思われた。
すなわち、今回検討した若いターナー症候群成人女性の神経心理学的検査では、視覚認知や処理
速度が低下していた。アンケート調査では、ターナー症候群成人女性では年齢がある程度高いが、
空間認知機能や運動、音楽、家事や料理に困ることが多く、社会生活では遂行機能などの高次脳機
能を必要とするような場面で特に困ることが明らかとなった。この結果と平成 24 年度の本研究 8）で
報告した小児から成人までのアンケート調査の結果を比較すると、ターナー症候群女性は小児から
成人になるにつれて視覚認知を含む脳機能は向上していくが、成人になっても遂行機能などの高次
脳機能に関しては一般女性と比較して困ることが格段に多いことが判明した。この結果から、ター
ナー症候群女性は、成人になっても視覚認知や処理速度および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、その差は経験を重ねても消失しないことが示唆された。
Davenport ら 9）は、ターナー症候群女性の神経心理学的な傾向として、1）視覚と運動機能（書字、
図形の書き写しなど）、2）視覚空間認知機能（視覚映像、部分と全体の認識、迷路、方向感覚など）
、
3）視覚と作業記憶、4）視覚的注意、5）遂行機能（計画、問題解決）
、6）社会的技能と交際術（特
に初めての状況のとき）に問題があると報告している。また、英国の Turner Syndrome Support
Society の発行した教育に関する小冊子 10）では、ターナー症候群女児は自己イメージが乏しくて傷
つきやすく、柔軟性や協調性の不足と集中力やスタミナの不足があり、視覚認知だけでなく運動技
能や遂行能力の不足もみられるので、家庭や学校では特別な注意が必要であると書かれている。
脳の機能には、図 15 に示す通り、生きるための基礎的な呼吸機能や循環機能、嚥下機能、自律神
経機能などや、知的能力や運動能力、視覚、聴覚機能などの基本的な機能があり、さらに計画して
行動するための高次脳機能と呼ばれる注意力や遂行機能などがある 11）、12）。高次脳機能障害とは、こ
れらの高次脳機能に障害があるために生活に支障をきたすことで、脳の器質的病変の原因となる事
故による受傷や疾病の発症があるとされ、その主たる原因は記憶障害、注意障害、遂行機能障害、
社会的行動障害などの認知障害である 13）。その症状は脳の損傷部位別に異なり、前頭葉では記憶、
計画、遂行、判断、注意、情動を、側頭葉では失語、記憶、頭頂葉では空間認知、後頭葉では相貌
失認などの皮質性視覚障害をもたらす 11）。
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一方、ターナー症候群女性は視覚認知機能が低下していることが多く、視覚認知は脳機能の中の
基本的な機能であるので、その結果として高次脳機能に影響が及び、遂行機能や注意機能が低下す
ることが考えられる。ターナー症候群女性は、頭頂葉や頭頂葉から後頭葉にかけての領域、前部前
頭葉が小さいことが脳機能と関係すると報告されており 14）、このことも高次脳機能に影響が及ぶ可
能性を示唆する結果と考えられる。すなわち、ターナー症候群女性は、後天的な脳の器質的病変が
なくても、高次脳機能障害と共通する生来の脳機能の障害があると考えられる。高次脳機能障害に
ついては、平成 13 年から成人のモデル事業が開始されており、平成 25 月 4 月に施行された障害者
総合支援法により各都道府県に支援拠点機関および支援コーディネーターを配置し、高次脳機能障
害者に対する専門的な相談支援などを行うことが定められている。そこで、ターナー症候群と共通
の障害を持つ高次脳機能障害の訓練方法や対応策を参考にすれば、さらなる取り組みが可能ではな
いかと思われる。
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 15）してきた。また、
平成 24 年度の本研究 8）で報告したように、ターナー症候群女性の最終学歴や職業や運転免許保有率
はほぼ一般女性と同じであり、このことは彼女たちが様々な問題を持ちながらも努力を続けてきた
結果であると思われる。しかし、今年度の検討では、このようなターナー症候群女性の努力にもか
かわらず、成人になっても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、その差は一定の経験を重ねても消失しないことが示唆された。そこで、ターナー症候
群成人女性の実情についてのさらなる調査を行ってその問題点を明らかにするとともに、前述のご
とく、同じような問題があると考えられる高次脳機能障害の訓練方法を参考にした対応策の取り組
みが必要であると思われる。
また、ホルモン治療としては、米国でターナー症候群女児に女性ホルモン治療を行い、社会的な
能力や認知機能が改善したとの報告 16）がある。また、イスラエルでは女性ホルモン治療を受けてい
る若年ターナー症候群女性にアンドロゲン治療を行い、集中力や反応時間、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 は改善したが、認識支配や空間認知機能は改善し
なかったとの報告 17）がある。しかし、本邦では女性ホルモンの補充療法は広く行われているが、い
まだこのような検討はなされていないので、今後は症例をさらに増やして女性ホルモン治療による
QOL や脳機能の変化を検討する予定である。
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女子学生とターナー症候群成人の年齢や学歴について
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運転免許について

図3

空間認知機能について
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図4

算数や数学で困ることについて
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国語で困ることについて
ே
50
45

䡌䠘㻜㻚㻜㻡

䡌䠘㻜㻚㻜㻡

䡌䠘㻜㻚㻜㻡

40
35
30
25

䛺䛛䛳䛯
䜘䛟䛒䛳䛯䞉䛒䛳䛯

20
15

Ꮫ⏕䠖ዪᏊᏛ⏕
10

ᡂே䠖䝍䞊䝘䞊
ೃ⩌ᡂேዪᛶ

5
0
Ꮫ⏕

ᡂே

㯮ᯈ䛾ᩥᏐ䜢䛩

Ꮫ⏕

ᡂே

₎Ꮠ䜔᭩䛝㡰

Ꮫ⏕

ᡂே

Ꮫ⏕

ᡂே

ᡭ⣬䜔ᩥ❶䜢᭩䛟 䛭䛾䛾ᅔ䜛䛣䛸
䠄」ᩘᅇ⟅䠅

図6

手紙や文章を書く時の苦手な項目（複数回答）
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図7

ローマ字・英語・外国語で困ることについて
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地図で困ることについて
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図 10

お手伝い、料理や手芸などで困ることについて
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図 13

女子学生とターナー症候群成人女性の下位検査評価点の比較
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図 15

脳損傷部位と主な症状
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表2

女子学生の聞き取り調査と WAIS-Ⅲの結果のまとめ
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表4

ターナー症候群成人女性の聞き取り調査と WAIS-Ⅲの結果のまとめ
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新たに発見した視床下部神経ペプチドによる成長ホルモン合成・分泌制御機構の解明
浮穴和義、岩越栄子
広島大学大学院総合科学研究科人間科学部門

背景と目的
我々は、鳥類のニワトリや哺乳類のラットの視床下部から全く新しい構造を持つ 80 アミノ酸残基
からなる長鎖神経ペプチドの前駆体遺伝子を発見している 1）。最近、ラットを用い、本神経ペプチ
ドの脳室内慢性投与や視床下部領域での前駆体遺伝子の過剰発現により、
「体重増加量は抑制する
が、脂肪蓄積が顕著に増加する」ことを見出した。この作用は成長ホルモンの生理機能と全く逆で
あり、実際に脳下垂体中の成長ホルモン mRNA 発現が低下していることも見出している。本研究
の目的は、新規神経ペプチドによる成長ホルモンの合成・分泌制御機構を解析することにより、成
長や脂肪蓄積の調節に関わる作用機序の分子メカニズムを解明することとした。
本研究では、新規神経ペプチドは成長ホルモン放出抑制作用を有すると予測し、in vivo 及び in
vitro 系での解析と視床下部領域での成長ホルモン放出調節ペプチド（GHRH 及びソマトスタチン）
との形態学的相関について解析した。

方法
1） アデノ随伴ウィルスを用いた新規神経ペプチド前駆体遺伝子過剰発現ラットにおける成長ホル
モン・インスリン様成長因子（IGF-1）分泌量の解析
まず、前駆体遺伝子の過剰発現ラット（8 週齢、オス）を用い、アデノ随伴ウィルスベクターを
用い、視床下部領域に過剰発現を行った。過剰発現開始後、摂食量、飲水量、体重を毎日測定した。
過剰発現開始約 40 日目にサンプリングし、脂肪量、体長、大腿骨長を測定した。さらに、ELISA
法により血中の成長ホルモン量及び IGF-1 のレベルを測定した。
2） 新規神経ペプチドによる脳下垂体株化細胞 GH3 細胞への影響
GH3 細胞を用い、新規神経ペプチドを培養液中に作用させ、成長ホルモン mRNA 発現量に及ぼ
す影響をリアルタイム PCR 法により解析した。さらに、新規神経ペプチド投与後の細胞内カルシウ
ム濃度変化を FlexStation により解析した。
3） 新規神経ペプチドと成長ホルモン放出調節ペプチド（成長ホルモン放出促進因子：GHRH 及び
成長ホルモン放出抑制因子のソマトスタチン：SST）との形態学的解析
成長ホルモン放出調節ペプチドである GHRH 及び SST は、視床下部の弓状核付近で産生されて
いることが明らかとなっている。そこで、新規神経ペプチドとの分布相関や神経投射について、免
疫組織化学的手法及び in situ ハイブリダイゼーション法を用い解析した。
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結果
1） アデノ随伴ウィルスを用いた新規神経ペプチド前駆体遺伝子過剰発現ラットにおける成長ホル
モン・インスリン様成長因子（IGF-1）分泌量の解析
体重増加量の抑制と脂肪蓄積量の促進効果が観察できた（図 1）。体長及び大腿骨長がコントロー
ル群と比較して有意に短くなっていた。摂食量や飲水量には顕著な変化は見られなかった。また、
脳下垂体中の成長ホルモン mRNA 量をリアルタイム PCR 法により解析した結果、mRNA 発現量の
減少が認められた。
さらに、血中の成長ホルモン及び IGF-1 の量を ELISA 法により定量したが、有意な変化は認め
られなかった。
2） 新規神経ペプチドによる脳下垂体株化細胞 GH3 細胞への影響
成長ホルモン産生細胞の株化細胞である GH3 細胞を用い、新規神経ペプチドによる成長ホルモン
mRNA 発現に及ぼす影響を解析した。その結果、新規神経ペプチドの濃度依存性及び反応時間依存
性について条件検討を行ったが、有意な変化は認められなかった。さらに、新規神経ペプチド投与
後の細胞内カルシウム濃度変化も解析したが、顕著な効果は認められなかった。
3） 新規神経ペプチドと成長ホルモン放出調節ペプチド（成長ホルモン放出促進因子：GHRH 及び
成長ホルモン放出抑制因子のソマトスタチン：SST）との形態学的解析
新規神経ペプチド、GHRH、SST に対する特異的な抗体を用い、産生細胞の局在を解析した。そ
の結果、視床下部弓状核尾側部においてこれら 3 つの神経ペプチド産生細胞を検出できたが、互い
の産生細胞の局在は異なっていることが明らかになった（図 2）。次に、GHRH 細胞と SST 産生細
胞への新規神経ペプチドの神経線維の投射を解析する目的で、GHRH と SST の産生細胞を in situ
ハイブリダイゼーション法により検出し、新規神経ペプチドの神経線維を免疫組織化学的手法によ
り検出した。その結果、GHRH 及び SST 産生細胞の近傍に新規神経ペプチド陽性の神経線維が検
出された（図 3）。

考察
本研究から、新規神経ペプチド前駆体遺伝子の視床下部における過剰発現実験により、
「新規神経
ペプチドは体長、大腿骨長、体重増加量を抑制することにより成長を抑制する一方で、脂肪蓄積を
促進する」という生理機能を有することを見出した。このことから、成長ホルモンが有する成長促
進と脂肪分解作用とは真逆であり、さらに、新規神経ペプチド過剰発現時に脳下垂体中の成長ホル
モン mRNA 発現量の低下が生じることから、新規神経ペプチドは、成長ホルモンの合成・放出を
抑制することにより上記の作用を発揮することが示唆された。しかしながら、過剰発現により成長
ホルモン及び IGF-1 の血中レベルに有意な変化は認められなかった。成長ホルモンはオスでは特に
パルス状の分泌を示すことが知られているため、成長ホルモンの増減を正確に測定できていなかっ
た可能性がある。また、IGF-1 の血中レベルも個体差が大きく、今後の詳細な検討が必要である。
また、肝臓中の IGF-1 mRNA レベルも測定したが、有意な変化は認められなかった。
次に、株化細胞である GH3 細胞を用い、新規神経ペプチドによる成長ホルモン mRNA 発現量及
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び細胞内カルシウム濃度変化への影響を解析した。これも有意な変化は認められなかった。今後、
培養液中の成長ホルモン濃度を測定していくことで、脳下垂体へのダイレクトな作用の有無を解析
していく予定でいる。また、脳下垂体初代培養を用いた解析を行う必要があると考えており、現在、
条件検討を進めているところである。
さらに、形態学的解析から、視床下部レベルにおいて GHRH や SST 細胞へ新規神経ペプチドが
作用し、GHRH や SST の発現や分泌量に影響を与えることで成長抑制や脂肪蓄積を生じさせてい
る可能性が示唆された。つまり、視床下部を介した脳下垂体への間接作用である。今後、視床下部
スライスを用いた GHRH や SST の合成・分泌調節を詳細に解析していくことで、この可能性を検
討していきたいと考えている。
これまで多くの先行研究から、成長ホルモン分泌不全や受容体異常により成長遅延と肥満状態が
生じることが知られている 2-7）。特に、成長ホルモンの受容体異常であるラロン症候群では、背丈が
小さく、小太り状態になっている。最近の研究から、ラロン症候群の人達は、糖尿病やがんの罹患
率が低く、長寿の可能性が指摘されている。我々が見出した新規神経ペプチドの作用は、成長遅延
と脂肪蓄積であり、このラロン症候群と同様な表現型を示す。また最近では、筋肉量の低下を伴う
肥満であるサルコペニア肥満が注目を集めているが、原因の解明は進んでいない。我々が発見した
新規神経ペプチドの作用機序の解明が進めば、成長遅延や脂肪蓄積の改善等の応用研究への発展も
十分に考えられる。新規神経ペプチドの生理機能及び作用機序の研究はまだ緒に就いたばかりであ
るが、今後も精力的に解析を進めていくことで、新しい神経内分泌調節の制御機構を解明したいと
考えている。
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図1

新規神経ペプチド過剰発現による体重増加と脂肪蓄積への影響

図2

視床下部弓状核尾側部における新規神経ペプチド・GHRH・SST 産生細胞の局在
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図3

GHRH 産生細胞（左・黒色）と SST 産生細胞（右・黒色）周辺における新規神経ペプチド
神経繊維（赤色）の投射

Bars=100μm
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次世代シークエンサーを用いた成長ホルモン反応性 RNA の同定と
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I. はじめに
成長ホルモン（GH）の多彩な作用を有すると共に、その作用機序は複雑であり、GH 欠乏状態で
ある成人成長ホルモン欠損症（Adult growth hormone deficiency: AGHD）においては筋力の低下、
意欲の低下、脂質代謝障害、内臓脂肪増大、インスリンの抵抗性が生じることが判明しており、ヒ
ト GH の投与により少なくとも部分的には改善することが報告されている。反対に GH の過剰状態
である先端巨大症においても糖代謝異常、インスリン抵抗性や脂質代謝異常を生じ、下垂体腫瘍に
対する摘出術や薬物治療により GH が正常化するとこれらの異常が改善することが報告されている。
このように生体における GH の不足や過剰の影響は複雑である。一般に GH は局所および血中
Insulin-like growth factor（IGF）-1 を介す作用を有するが、その他にも GH 受容体を介する他のシ
グナル伝達系や遊離脂肪を介する直接作用も提唱されているが、その作用や作用機構については不
明な点も多い（1）。
当研究グループはこのように複雑な成長ホルモンの代謝作用を解明するために検討を行なってき
た。当初は肥満、高レプチン血症および高インスリン血症を伴い、GH の分泌低下が認められる
Zucker rat を用いた研究を行い、高用量 GH を投与したラットでは体脂肪が減少することや低用量
の GH を投与では体脂肪量は変化を認めないが、内臓脂肪におけるレプチン遺伝子発現を特異的に
抑制することを報告した。このような作用は GH が内臓脂肪に特異的な代謝作用を発揮すること有
することを示唆した。さらに IGF-I を持続投与したラットではこのような変化は認められず、内臓
脂肪に対する GH の作用は IGF-I を介さない直接作用の可能性が示唆された（2）。さらに GH が内
蔵脂肪組織でグルココルチコイドを活性化する 11β-hydroxysteroid dehydorogenase（11βHSD1）
の遺伝子発現を抑制することも判明し、GH が内臓脂肪においてグルココルチコイド産生抑制し、
脂肪細胞の増加を抑制する可能性も示唆された（3）
。
また、マウス C2C12 細胞における検討では、GH は TNF−α や IL-6 等の炎症性サイトカイン発
現を抑制するが、IGF-1 はこれらのサイトカインの発現を増強することが判明し、GH と IGF-1 は異
なる作用を発揮する可能性が示唆された（4）
。
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このような GH は必ずしも IGF-1 と同一の生物学的作用を有しないことが判明したが、臨床的に
GH の特異的作用の過不足を判定するバイオマーカーは存在しない。しかし近年、血中の遊離型
RNA の測定が有用であるとの報告がある。私たちもマイクロアレーや次世代シークエンサーを用い
て血中 RNA の測定を試みた。腫瘍患者では血中に腫瘍由来と推測される RNA の発現を認めたが、
血清中の RNA 発現量は極めて少なく、非腫瘍患者ではその測定の臨床的意義は明らかとならなかっ
た（5）
血液中には細胞から分泌されるエキソソームと称される分泌顆粒が存在し、このエキソソーム中
には小分子 RNA や分泌蛋白が含まれ、血清中の RNA 分解酵素や蛋白分解酵素から守られて存在
する。今回は血中エキソソーム中の RNA 測定による GH および IGF-1 特異的血中バイオマーカー
の探索法の確立を目標として基礎的検討を行うこととした。また、このようなエキソソーム中に含
まれる RNA は細胞内とは異なり小分子の RNA 群であり、small RNA を標的として解析を行うこ
ととした。また将来的に臨床検査としても応用を目的として Small RNA の解析が比較的迅速に比
較的安価に塩基配列決定が可能である、卓上型の次世代シークエンサーである、Ion Torrent（ライ
フテクノロジーズ社）を用いて今回は解析を行なうこととした。

II. 方法
マウス C2C12 筋芽細胞培養
マウス筋芽細胞 C2C12 は、大日本住友製薬を通じて American Type of Culture Collection
（ATCC,
Rockvill MD, USA）より購入した。C2C12 細胞は 10% FCS を含む DMEM 培地にて増殖させた。
GH および IGF-1 に対する反応は未分化の細胞を用いて行なった。すなわち、増殖期の細胞を type I
コラーゲンコートのカルチャーディシュに播種し、定着後にセミコンフルエントの状態で培地を
0.2％の FCS を含む分化培地にて、前培養を 2 日間行なった細胞を用いてリコンビナントマウス
IGF-1 およびヒト GH を添加後、18 時間培養した細胞より細胞内 RNA を Qiagen 社の RNA 抽出
キット（RNease Mini Kit）を用いて抽出した。
培養細胞における RNA 発現についての検討
培養細胞より抽出した RNA は既知のランダムプライマーを用いて逆転写を行った後に、PCR を
行い、産生物を Kodak EDAS system を用いて定量し、mRNA 量を測定した。
培養液よりのエキソソーム抽出
培養液中に分泌されるマイクロ RNA を解析することを目的として、GH、IGF-1 および各種のサ
イトカインにて処理された細胞の培養液を 3000g で 15 分間遠心して、その上静を採取した。これ
らの培養液 5 ml を用いてエキソソーム沈降剤である ExoQuick-TC 液（System Biosciences, 米国カ
ルフォニア州）を 1 ml 添加してよく混和後、4°にて一晩静置した。1500g にて 30 分遠心して沈殿
させてエキソソームを回収した。上静を吸引して除去したのち、再度 1500g にて 15 分間遠心して
上静を再度吸引して除去した。

Lysis buffer にてエキソソームを溶解後にエタノールを添加して、

SBI 社製の RNA 抽出キットを用いて RNA の抽出を行なうとともに、同社の SeraMir Exosome
RNA Amplification kit を用いて cDNA を作成した。
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Ion Torrent を用いたエキソソーム RNA の定量的解析
抽出されたエキソソーム由来の RNA は Ion Total RNA-Seq Kit v2（Life technologies）を用いて
処理した。はじめに small RNA 分画の濃縮を行い、
poly A tail を有するプライマーとのライゲーショ
ンを行い、逆転者をした。再度 small RNA を有する逆転写産物を濃縮してＰＣＲにて増幅を行い、
Ion Torrent 用の small RNA library を作成した。

III. 結果と考察
はじめに RT-PCR を用いてコントロール、GH および IGF-1 刺激後の細胞より RNA を抽出して
IGF-1 をはじめとして各種 RNA を測定し、細胞の応答性を確認した。既報の報告と同様な発現が認
められ、細胞の培養条件が適切であることが確認された（データー省略）
。
次に培養液中のエキソソームを抽出し、それに含まれる RNA の塩基配列を決定した。これらの
塩基配列を 2035 種類の small RNA 由来の reference sequence を参照として同一部位由来の塩基配
列の総数を発現量として算定した。最大発現量はコントロール細胞での 1321 コピー、GH 刺激細胞
では 1216、IGF-1 刺激細胞では 663 コピーである IGF-1 刺激細胞における解析可能な RNA 量が少
なかったことが判明した。
各々の処理をした細胞における発現量を比較検討したが、図 1 および図 2 に示すように各々の
Small RNA の発現量は全体としては相関を示すことが判明した。次に GH により特異的に発現量が
多い RNA を選択するため、GH 処理細胞と IGF-1 処理細胞における発現比（GH/IGF-1 ratio）が高
く、GH 処理細胞で発現量が多い 42 の RNA を選択した（図 3）。さらに GH により増加を認める
RNA を選択するため、図 4 に示すようにコントロール細胞に対する GH による発現量の増加を示す
GH stimulation ratio が高値となる 5 種類の RNA を選択された。表 1 にこれらの選択された RNA
を示す。
選択された RNA の機能について NIH のデーターベースを参照して検討を行なった。miR-30b に
ついては肺癌細胞に対する CD8+ T lymphocytes の調節因子であることが報告されている（6）
。
miR-15b については腫瘍細胞に対する免疫を抑制的に制御することが報告されている（7）
。miR101a はあす種の腫瘍細胞において VEGF の発現を抑制して血管新生を阻害することが報告されて
いる（8）。miR-30e は脂肪細胞および骨芽細胞への分化制御を LDL receptor-related protein 6 をター
ゲットとして行なうことが報告されている（9）
。miR-367 については肺内胚葉前駆細胞を制御する
ことが報告されている（10）。このようにマイクロ RNA の発現は他の遺伝子発現に対して抑制的な
制御を行なうことが多く、今回の検討では血中バイオマーカーとしての選択であったため成長ホル
モンにより増加した RNA を選択したが、その生物作用を反映するバイオマーカーとしては減少す
るものも意義がある可能性も示唆され、今後の検討課題である。

IV. 結語
血中に分泌されるマイクロ RNA を利用したバイオマーカーの探索のための基礎的検討として、
GH で特異的に分泌されるエキソソーム中のマイクロ RNA を次世代シークエンサー Ion Torrent に
て測定する方法を確立することが可能であった。
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表1

選択された small RNA
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図3

GH 特異的 RNA の選択：GH/IGF-1 ratio による選択
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成長ホルモンによる生殖内分泌機能への影響：Kisspeptin と時計遺伝子に着目して
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
少子化の進む本邦において、種々の病因により生ずる不妊の解明と新治療の開発は重要な課題の
一つである。視床下部・下垂体の疾患やその治療によって間脳・下垂体障害をもつ女性では、ゴナ
ドトロピン（FSH, LH）分泌障害に因る排卵機能や卵巣ステロイド（Estrogen, Progesterone）分
泌の低下に加え、成長ホルモン（GH）・インスリン様成長因子（IGF）-I 作用の減弱により妊孕性が
障害されやすい。
今回の研究では、間脳・下垂体障害の病態を想定し、生殖機能の改善を目指すために卵巣発育と
ゴナドトロピン分泌調節の鍵となる BMP（bone morphogenetic protein）システムに着目して、
GH/IGF-I 系と H-P-O（視床下部・下垂体・卵巣）系との機能連関にアプローチする研究を行った。

今年度の研究概要と成果
我々はこれまで、下垂体に発現する BMP システムが FSH 分泌を促進すること、さらに視床下部
では Estrogen による GnRH 分泌の負のフィードバックを調節することを報告した（Endocrinology
2002, J Endocrinol 2007, Mol Cell Endocrinol 2012）
。今回の研究では、Estrogen による GnRH 分泌
への正・負の両方のフィードバックに寄与するキスペプチン（Kisspeptin）システムに注目した。
視床下部 GnRH ニューロン細胞 GT1-7 を用い、GH/IGF-I によるゴナドトロピン分泌機序を探索
した。生体内の視床下部 GnRH ニューロンには ERα を認めないが、Estrogen が ERβ を介して
GnRH ニューロンにおける Kisspeptin 受容体（GPR54）の発現を増加することが報告されている。
つまり、Estrogen による GnRH の正のフィードバック機構には Kisspeptin 感受性も関与する可能
性がある。我々は、GnRH 分泌制御における Kisspeptin・Estrogen 両者の作用に着目し、BMP の
関与について検討を進めた。Kisspeptin の刺激により、GT1-7 細胞の培養液中 GnRH 分泌量と
GnRH mRNA レベルはともに弱い増加反応を呈した。Kisspeptin により増加した GnRH の発現は、
BMP 分子のうち特に BMP-4 により抑制され、GPR54 発現レベルも BMP により減少することから、
Kisspeptin と BMP が互いに拮抗し合うことが示された（図 1）
。また、Estrogen は GPR54 の発現
を促し、Kisspeptin も ERα/ERβ 発現レベルを増加するという相互の増幅作用も認められた。
Kisspeptin による GnRH 分泌シグナルとしては、ERK 経路を含む MAPK・PI3K/AKT 経路などの
報告があるが、GT1-7 細胞では ERK シグナルが主に関与し、BMP-4 は Kisspeptin による ERK 活
性化を抑制して GnRH 分泌を制御すると考えられた。このように GT1-7 ニューロンモデルを用いる
ことで、Kisspeptin・Estrogen 相互の応答性の増幅と Kisspeptin・BMP-4 の相互の拮抗的な GnRH
調節システムの存在が示された。ただし、本検討は限られた培養系を用いて行われたものであり、
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GnRH 分泌へのフィードバックを調節する BMP の生理学的意義については、in vivo における今後
の詳細な検討が必要といえる。
また、我々は日内変動の形成に重要なホルモンである Melatonin および Melatonin 受容体シグナ
ルが、下垂体からの ACTH/PRL 分泌に強い抑制作用を持つこと、そしてこの作用が下垂体 BMP-4
と相互作用をもつことを明らかにした（Mol Cell Endocrinol 2013）
。GH/IGF-I による生殖機能への
影 響 を 考 え る う え で、 ス ト レ ス シ グ ナ ル CRH に よ る GnRH の 直 接 抑 制 お よ び CRH → β
Endorphin → Dopamine 抑制→ PRL 上昇→ゴナドトロピン抑制という抑制軸の存在にも着目した。
哺乳動物の時計遺伝子（Bmal/Clock/Per/Cry）には負の feedback loop が存在している。つまり、
正の転写因子である Clock/Bmal 複合体が E-Box に結合して負の転写因子 Per/Cry 転写を活性化し、
さらに Per/Cry 複合体が核移行して Clock/Bmal 複合体を抑制するという周期が作動する。現在、
Melatonin 作用とそれに連動する時計遺伝子の変動パターンについて、GH/IGF-I 作用との機能的リ
ンクについて研究を進めている（図 1）。

おわりに
GH/IGF-I と Kisspeptin による GnRH 調節機構とその調節因子と考えられる Estrogen・BMP の
関与について検討した。現在までに GnRH 分泌における様々な中枢性調節因子の検討が行われ、巧
妙な生殖内分泌調節の解明に向けて目覚しい進歩がみられる。しかし、Kisspeptin・Esteogen によ
る思春期発来の仕組みや排卵調節のメカニズム、そして中枢性性腺機能低下における病態とその解
釈は明確とは言えない。Kisspeptin はシナプス伝達するニューロトランスミッターの作用に加えて
エンドクライン因子としての作用も備えていることから、視床下部のみならず副腎・膵・性腺など
末梢内分泌腺における生理活性にも注目し、時計遺伝子群やそれを取り巻く因子との関連について
も探索を続けたい。

謝

辞
本研究助成につきまして深く感謝申し上げます。貴協会への謝辞を以下の論文に記しております。

Terasaka T, Otsuka F, et al.: Mutual interaction of kisspeptin, estrogen and bone morphogenetic
protein-4 activity in GnRH regulation by GT1-7 cells. Mol Cell Endocrinol. 381: 8-15, 2013.
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GnRH 分泌調節と Kisspeptin・BMP-4・Estrogen・Melatonin の関与

GH/IGF-I, Kisspeptin, Estrogen および BMP-4 は各々相互に作用しながら、GnRH 分泌を調節する。
時計遺伝子（Bmal, Clock, Per, Cry）の発現は、GnRH の発現レベルと相関しており、Estrogen は
時計遺伝子発現を誘導するが、BMP-4、Kisspeptin、Melatonin 作用はこの作用に拮抗する。
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精神的ストレスに応じて成長ホルモン分泌を抑制する分子の探索
岡田誠剛
関西医科大学生理学第一講座

成長ホルモン（GH）の分泌は、社会・心理的なストレスによって抑制され、身体の成長の遅れを
きたす（Gardner, 1972）。しかし、ストレスがどのような機序で GH の正常な分泌を抑制するかは
未解明ある。社会・心理的なストレスによる成長の抑制は実験動物でも再現でき、我々は離乳前の
ラットを隔離飼育すると、成長・体重の増加が抑制され、GH 遺伝子プロモーターの活性化が抑制
されることを GH プロモーター・緑色蛍光タンパク・レンチウイルスベクターを用いて明らかにし
ている（Okada et al., 2013）。
本研究では、隔離飼育のストレスが成長ホルモン分泌異常、
・GH プロモーター抑制をきたす機序
を探るため、①隔離飼育したラット脳のうち、神経活動が活発になる神経核を、c-fos の免疫染色で
明らかにし、②神経活動を活性化する機序をマトリックス支援レーザー脱離イオン化法質量分析顕
微鏡（MALDI-IMS）によって、それらの部位を神経活動の活性化に関与する物質を明らかにする
ことを試みた。
①隔離飼育ストレスによって活動が亢進する神経核
SD ラットを 1 日 3 時間母親、兄弟ラットから隔離し、外部を 34℃に保温した不透明なプラスチッ
クビーカーに入れた。この隔離を生後 9 または 10 日から 10 日間行ったラットを潅流固定し、神経
活動のマーカーである抗 c-fos 抗体で免疫染色し、c-fos 発現を GH 分泌調節、ストレスに関連する
神経核を中心に検討した。隔離飼育による c-fos 増加は、視床下部室傍核、弓状核、扁桃体中心核
にも認められたが、最も顕著な増加は、視床室傍核（PVT）と、外側手綱核（LHB）に認められた。
両神経核は視床下部に投射し、PVT はソマトスタチンを、LHB は GHRH を発現しているため、両
部位の活性化は GH 分泌の異常への関与が示唆された。
②質量分析顕微鏡による解析
隔離飼育ラットの PVT と LHB で、1）他の神経核と比べて、2）対照ラットと比べて含量の変化
が認められる物質を検出するため、α- シアノ - 4 - ヒドロキシケイ皮酸をイオン化支援剤として用
いた MALDI-IMS で検討した。その結果、分子量が 85 のある特定の化合物が隔離飼育ラット PVT
で減少していた。本化合物の構造は未決定であり、構造の決定、神経細胞への作用が、今後の問題
として残された。
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図

MALDI-IMS で検討した PVT で減少している化合物

（A）対照
（B）隔離飼育ラット、DG 海馬歯状回、3V 第三脳室、PVT 視床室傍核。

参考文献
Okada M, Matsuda H, Okimura Y (2013) PLoS ONE 8(1): e54437.

謝辞
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共同で行った。
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成長ホルモンと分岐鎖アミノ酸の協調的筋萎縮抑制作用に関する検討
置村康彦、西田ひかる、池上彩香、
金子千晶、西

寿野、角間

瞳

神戸女子大学家政学部管理栄養士養成課程
青山倫子、宇佐美眞
神戸大学大学院保健学研究科病態解析学領域

はじめに
成人成長ホルモン欠損症（AGHD）では、筋量・筋力の低下が認められ、筋の維持、萎縮抑制に
成長ホルモン（GH）が大きな役割を果たすことが知られている。GH は筋において IGF-I の産生分
泌を促進し、この局所で産生された IGF-I が筋量維持に重要であることが、筋特異的 IGF-I 過剰発
現マウス、筋特異的ドミナントネガティブ IGF-I 受容体発現マウスを使用した研究から推測されて
いる 1,2）。IGF-I はタンパク合成を促進するのみならず、タンパク質の分解を抑制し筋量を維持、筋
萎縮を抑制するが、この機構において mTOR の活性化が重要な役割を果たしている。
一方、分岐鎖アミノ酸（BCAA）も同様に mTOR を介し、筋萎縮を抑制することが報告されて
いる。BCAA が IGF-I と類似した機構で筋萎縮を抑制するなら、AGHD の筋量・筋力の低下にも
BCAA は有効である可能性がある。このことを検証する目的で、GH を欠く spontaneous dwarf rat
（SDR）にデキサメサゾンを投与し筋萎縮を誘発させ、それに対する BCAA の効果を GH の補償の
有無で比較検討した。

方法
1）GH 欠損 SDR におけるデキサメサゾン誘導性筋萎縮に及ぼす BCAA の効果
SDR を、（1）デキサメサゾン（600μg/kg/day、5 日間、腹腔内投与）群、
（2）BCAA（600mg/
kg/day、5 日間経口投与、46％ ロイシン、28％ バリン、23％ イソロイシン）群、
（3）デキサメサ
ゾン +BCAA 投与群、（4）対照群（デキサメサゾンと同量の生理的食塩水、5 日間、腹腔内投与）
の 4 群に分割した。すべてのラットの体重、摂食量を毎日測定した。6 日目に、麻酔下でヒラメ筋、
長趾伸筋を摘出、ATP 染色を行い、type1 fiber、type2 fiber の筋線維断面積を測定した。また、
筋から総 RNA を抽出、RT-PCR でオートファジー関連遺伝子である Bnip3、筋タンパクの分解に
関与するユビキチンリガーゼである atrogin-1、および MuRF1 の mRNA 量を測定し、筋タンパク
分解系を評価した。一方、タンパク合成促進系を評価するため、ウェスタンブロットで S6 kinase
（S6K）、4E-BP1 のリン酸化を調べた。
2）GH 補充された SDR におけるデキサメサゾン誘導性筋萎縮に及ぼす BCAA の効果
SDR に浸透圧ポンプで GH（10mg/h）を持続的に 14 日間皮下投与した。第 10 日から、1）と同
様の処置を行い、15 日目に麻酔下でヒラメ筋、長趾伸筋を摘出した。ATP 染色を行い、type1
fiber、type2 fiber の筋線維断面積を測定した。1）と同様に、Bnip3、atrogin-1、MuRF1 mRNA 量、
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S6K、4E-BP1 のリン酸化を調べた。

結果
1）SDR におけるデキサメサゾン誘導性筋萎縮に及ぼす BCAA の効果
BCAA はデキサメサゾン投与に関わらず、筋線維断面積を増加させなかった。予期しなかったこ
とであるが、デキサメサゾンは筋線維断面積をわずかに増加させ、デキサメサゾン +BCAA 投与時
には、筋線維断面積は減少した（図 1）。
2）S6K、4E-BP1 リン酸化に及ぼす BCAA の効果
。
SDR 筋において、BCAA は S6K、4E-BP1 のリン酸化を増強しなかった（図 2）
3）Bnip3、atrogin-1、MuRF1 mRNA 量に及ぼす BCAA の効果
SDR において、筋 Bnip3 mRNA 量はデキサメサゾンで増加したが、BCAA はこの増加を抑制し
なかった（図 3）。また、atrogin-1、MuRF1 mRNA 量に対して BCAA は影響を及ぼさなかった。
4）GH 補充された SDR におけるデキサメサゾン誘導性筋萎縮に及ぼす BCAA の効果
GH を補充されていない SDR と異なり、GH を補充された SDR の筋では、デキサメサゾンにより
筋線維断面積は減少し、BCAA はデキサメサゾンによる筋線維萎縮を抑制した（図 4）
。
5）GH を補充された SDR 筋における S6K、4E-BP1 リン酸化に及ぼす BCAA の効果
。
GH を補充された SDR の筋では、BCAA は S6K、4E-BP1 のリン酸化を増強させた（図 5）
6）GH を補充された SDR 筋における Bnip3、atrogin-1、MuRF1 mRNA 量に及ぼす BCAA の効
果
Bnip3 mRNA 量はデキサメサゾンで増加したが、BCAA はこの増加を抑制した（図 6）
。同様に、
デキサメサゾンは atrogin-1、MuRF1 mRNA 量を増加させ、BCAA はこれらの増加を抑制した。

考察
私どもは、GH が欠損していない SD 系のラットにおいて、BCAA はデキサメサゾン誘導性の筋
萎縮を抑制することを報告している 3）。これと異なり、GH を欠く SDR において、デキサメサゾン
誘導性筋萎縮に対する BCAA の抑制作用は認められなかった。しかし、SDR に GH を補充すると、
筋線維断面積は増加した。さらに、デキサメサゾン誘導性筋萎縮に対する BCAA の抑制効果が観察
されるようになった。すなわち、BCAA が筋萎縮抑制作用を発揮するためには、GH が必要である
ことが明らかとなった。
この理由を明らかにするため、BCAA の細胞内情報伝達系について調べた。すでに BCAA は、
mTOR を活性化して S6K、4E-BP1 のリン酸化を促進し、タンパク合成を促進することが報告され
ている 4）。SDR では、BCAA による S6K、4E-BP1 のリン酸化促進は観察し得なかったが、SDR に
GH を補充することによって、BCAA による S6K、4E-BP1 のリン酸化は回復した。オートファジー
関連遺伝子である Bnip3 の発現もグルココルチコイドにより増強され、BCAA により抑制されるこ
とが知られているが、GH を補充した SDR では、デキサメサゾン誘導性の Bnip3 発現の増加も
BCAA で抑制されるようになった。以上の成績から、GH 補充により、SDR で障害されていた
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BCAA シグナルの伝達が回復することが明らかとなった。
BCAA シグナルの要の物質は、mTOR を含む mTOR 複合体 1（mTORC1）である。今回検討し
たシグナル分子は、いずれも mTORC1 の下流にある。SDR では、mTORC1 の機能が抑制されて
おり、GH 補充はこの機能を回復させた可能性が示唆される。今後、この点をさらに解明すること
が必要である。
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gsp 遺伝子変異が GH 産生腫瘍の TRH 受容体発現に及ぼす影響ついての研究
後藤雄子、押野

悟、吉峰俊樹

大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科
齋藤洋一
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科
大阪大学産学連携本部脳神経機能再生学
木下

学

大阪府立成人病センター脳神経外科

目的
本研究の目的は gsp 遺伝子が TRH 負荷による GH 上昇に及ぼす影響を解明し、その機序を探索
するものである。
Gsp 遺伝子は細胞内シグナル伝達系の G-protein の α-subunit をコードする遺伝子であり、1987
年に初めて GH 産生腫瘍細胞の体細胞変異として同定された（1）
。この gsp 遺伝子変異が cAMP を
介したシグナルを活性し GH 過剰産生を引き起こすことから、腫瘍細胞の生物学的特性との関連性
が示唆されている。我々は 2012 年に、TRH 負荷による GH 奇異性上昇の有無が GH 産生腫瘍の生
物学的特性に関連することを明らかにした（2）
。さらに、TRH による GH 上昇率は gsp 遺伝子変異
例において有意に高いことを同定した（3）。Takano らは TRH 受容体（TRHR）発現量とも関連性
を指摘している（4）が、明確な機序は明らかになっていない。そこで本研究では、gsp 遺伝子変異
の有無と TRHR 発現量との関連性について検討した。

方法
2013 年 1 月−2014 年 3 月に大阪大学医学部附属病院で初回手術を行った先端巨大症患者のうち、
手術検体で採取した組織の RNA と genomic DNA を採取しえた 6 例（平均年齢 43.5 歳）を対象と
した。genomic DNA からは gsp 遺伝子変異を、mRNA からは TRHRmRNA を同定し、TRHR 発
現を定量的に評価した。比較対象として、非機能腺腫 3 例、プロラクチノーマ（PRLoma）7 例の
手術検体組織から RNA を抽出し、TRHRmRNA を定量した。
<gsp 遺伝子変異解析 >
手術検体として採取後−70 度で凍結保存しておいた下垂体腫瘍組織から、QIAamp DNA Mini
Kit（QIAGEN）で genomic DNA を抽出した。抽出した DNA を、gsp 遺伝子変異の同定のために
設 計 し た primer（codon201、codon227） を 用 い て PCR 法 で 増 幅 し、 得 ら れ た PCR 産 物 を
QIAquick PCR Purification Kit（QIAGEN）によって精製した後、BigDye Terminator Sequencing
Kit version 1.1（Life Technologies）でシークエンス反応を行った。最後に X terminator（Life
Technologies）で精製したものを Applied Biosystems 3730× DNA analyzer（Life Technologies）
を用いてサンガーシーケンス解析した。
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<RNA 解析 >
手術検体として採取後−70 度で凍結保存しておいた下垂体腫瘍組織を RNA later® -ICE Solution
で RNA を安定化させたのち、PureLink® RNA Mini Kit（Ambion®）で RNA を抽出した。抽出し
た RNA から SuperScript® VILO ™ cDNA Synthesis Kit（Life Technologies）によって cDNA 合
成した。合成した cDNA を、GAPDH、TRHR（TaqMan® Gene Expression Assays）の primer を
用いて増幅し、リアルタイム PCR 法によって解析した。
先端巨大症群を G 群、PRLoma を P 群、非機能腺腫を N 群とし、TRHRmRNA 発現量の比較を行っ
た。また、Gsp 遺伝子変異陽性群を gsp（+）
、陰性群を gsp（−）とし、両群間における TRH 負
荷 GH 上昇率、TRH 負荷 TSH 上昇率、TRHRmRNA 発現量、その他の項目について検討した。

結果
＜ gps 遺伝子変異＞
先端巨大症 6 例のうち、gsp 遺伝子変異群（mut 群）は 3 例（全て Arg201Cys）であった。
＜ TRHRmRNA 発現量＞
G 群、P 群、N 群において、TRHRmRNA 発現量比は G：P：N ＝ 0.12：0.24：1.0 であった（Table
1,Figure 1）。G 群において、gsp（+）と gsp（−）で TRHRmRNA 発現量に有意差は認めなかった。
G 群のうち、gsp（+）3 例では、TRH 負荷による TSH 上昇率、GH 上昇率、TRHRmRNA 発現量
の増加程度が相関した（Table 2,Figure 2）
。

Table 1
G

P

N

平均

0.121286786

0.242651721

1

標準誤差

0.095846806

0.200241237

0.534309743

Figure 1
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Table 2
TRH 負荷 GH

TRH 負荷 TSH

gsp 遺伝子変異

上昇率（％）

上昇率（％）

TRHRmRNA 発現量

G1

-

103.5

2750

0.118025295

G2

-

89.5

1906.896552

0.000546957

G3

-

651.3

1056.097561

0.421673618

G4

+

865.16

1488.235294

0.04868756

G5

+

909

2224.324324

0.13752416

G6

+

392.5

671.0743802

0.058194757

Figure 2
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考察
今回の結果から、gsp 遺伝子変異によって TRH 負荷 GH 奇異性上昇が生じるのは、TRHR の発
現量に影響しているのではなく、TRHR のリガンドの選択制の低下によるのではないかと考えられ
た。先端巨大症患者において、gsp 遺伝子変異が TRH 負荷 GH 奇異性反応と関連する機序として、
gsp 遺伝子変異によってもたらされた cAMP を介したシグナル伝達系活性化が、G 蛋白共役受容体
。TRH 負荷によっ
の 1 種である TRHR にクロスカップリングしている可能性が示唆されている
（5-9）
て本来反応しないはずの GH 分泌が奇異性に生じているのは、gsp 遺伝子変異による細胞内シグナ
ル伝達系の持続的な活性化が一部影響している可能性がある。また、我々の既報において、gsp 遺
伝子変異陽性群では somatostatin analog（SA）による GH 抑制率が有意に高いという結果があった。
今回の実験結果をふまえ somatostatin receptor（SSTR）の発現量を追加比較することで、gsp 遺
伝子変異によるリガンド選択制低下についてさらなる検討が期待できる。今回の実験では手術検体
（凍結組織）からの抽出 RNA を用いたため、検体数が限られたが、検体数を増やして追加検討を行
う予定である。gsp 遺伝子変異は GH 産生腫瘍細胞の生物学的特性解明に重要であると考えられ、
さらに詳細な解析が期待される。
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肥満・インスリン抵抗性病態での血小板由来増殖因子（PDGF）シグナルの遮断が
インスリン様増殖因子 1（IGF-1）とインスリンの作用に及ぼす影響の検討
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
創傷治癒過程での新生血管の成熟には血小板由来増殖因子 PDGF が深く関連する。脂肪組織の肥
大化においても脂肪細胞の増大だけではなく、脂肪組織を支持する血管の新生能も重要である。肥
大化脂肪組織では局所的な低酸素状態に陥り、血管新生が促進される。しかし、脂肪組織の肥大化
や血管新生および糖代謝に対する PDGF の関与や意義と脂肪組織 IGF-1 作用との関連は全く不明で
ある。そこで本研究では、PDGF 受容体 β 欠損マウスを用いて、肥満過程での脂肪組織リモデリン
グに対する PDGF の作用とインスリン抵抗性病態への関与を明らかにした。対照マウスは高脂肪食
負荷により体脂肪蓄積の増加することで著明な体重増加を呈した。脂肪細胞サイズが増大し、低酸
素状態に応答する脂肪組織での HIF1α と IGF-1 の発現上昇を認めた。KO マウスは、高脂肪食負
荷による体重増加と脂肪組織肥大化が軽度であり、HIF1α と IGF-1 の発現上昇は抑制されていた。
以上より、脂肪組織の IGF-1 作用の低下と関連した PDGF シグナルの遮断は、低酸素応答による脂
肪組織肥大化を抑制し、全身のインスリン抵抗性を改善したことから、PDGF シグナルを標的とし
た薬剤の創出は、肥満とインスリン抵抗性の病態に対し有効な治療戦略であることが示唆された。

はじめに
本邦では食生活の欧米化に加え過食や運動不足などのエネルギー過剰の生活習慣により肥満者が
急増している。また、小児や成人での成長ホルモンの欠乏は、内臓脂肪の増大による肥満やインス
リン抵抗性病態を生じ易いことが知られている。過食に伴い肥大化した脂肪組織では炎症性アディ
ポカインの分泌亢進により免疫細胞が浸潤する。脂肪組織における慢性炎症の進展はインスリン抵
抗性を誘導する。インスリン抵抗性はメタボリックシンドロームや糖尿病の基盤病態であり、その
改善には慢性炎症の病態の解明が重要な課題となる。脂肪組織の肥大化には脂肪細胞の増大だけで
はなく、脂肪組織を支持する血管の新生能も重要であることが知られている。肥大化脂肪組織では
局所的な低酸素状態に陥り、血管新生が促進される。
創傷治癒過程での新生血管の成熟には血小板由来増殖因子 PDGF が深く関連する。しかし、脂肪
組織の肥大化や血管新生および糖脂質代謝に対する PDGF の関与や意義と、脂肪組織での IGF-1 作
用との関連は全く不明である。そこで本研究では PDGF 受容体 β 欠損（KO）マウスを用いて肥満
過程での脂肪組織リモデリングに対する PDGF の作用とインスリン抵抗性病態への関与を明らかに
することを目的とした。
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方法
１）動物の作製と飼育
すべての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。8-9 週齢雄性の PDGFRβ flox/flox（対照）マウス および ER-TM-Cre
PDGFRβ flox/flox（KO）マウスを使用した。PDGFRβ を欠損させるために 8-9 週齢のすべての
マウスに 9 mg/kg/day のタモキシフェン（Tamoxifen: TM; Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA）
を連続で 5 日間経口投与した。TM 投与開始と同時に通常食（ND: CE-2, CLEA Japan, Inc., Tokyo,
Japan） ま た は 高 脂 肪 食（HFD: Rodent diet with 60 kcal% fat, Research Diets Inc., New
Brunswick, NJ, USA）を 12 週間給餌した。マウスは 12 時間の明暗サイクル下、自由摂食および飲
水下で飼育した。
２）体脂肪量の解析
通常食または高脂肪食負荷開始から 12 週目において、マウスの体脂肪量を核磁気共鳴画像法
（MRI）を用いて解析した。MRmini SA（DS Pharma Biomedical, Osaka, Japan）により連続した
軸位断の T1 強調画像を撮像した。横隔膜から肛門までの内臓および皮下脂肪組織の体積は、ソフ
トウェア Image J（National Institutes of Health, Bethesda, MD）を用いて定量した。それぞれのス
ライスにおける脂肪面積の合計にスライス枚数を乗じて算出した。
３）グルコースおよびインスリン負荷試験
通常食または高脂肪食負荷開始から 12 週目以降のマウスに、グルコース負荷試験（GTT）およ
びインスリン負荷試験（ITT）を行った。6 時間絶食させたマウスに 2 g/kg グルコースまたは 0.75
U/kg インスリンを投与し、0、15、30、60 および 120 分後に尾静脈より採血した。血糖値測定はグ
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）を使用した。イン
スリン測定はマウスインスリン測定キット（Morinaga Institute of Biological Science, Inc.,
Kanagawa, Japan）を使用した。
4）遺伝子発現解析
Total RNA の抽出は TRIsure（Bioline Reagents Ltd., London, UK）を使用した。Total RNA（250
ng）を Primer Script ™ RT reagent Kit（for Perfect Real Time）
（Takara Bio Inc., Shiga, Japan）
を用いて逆転写反応を行った。Real-time PCR は SYBR Master PCR mix（Takara Bio Inc., Shiga,
Japan）を用いて Mx3000P/3005P QPCR system（Agilent Technologies., California, USA）により
定量した。

結果
１）PDGFRβ 欠損が体重と体脂肪分布に与える影響の解析
通常食条件下において対照マウスと KO マウスとの体重変化に差異を認めなかったが、高脂肪食
負荷条件下において対照マウスは通常食条件下に比べ著明な体重増加を呈した。一方、高脂肪食負
荷を行った KO マウスの体重増加は有意に抑制された。体脂肪分布を評価するために核磁気共鳴画
像法を用いて T1 強調画像を撮像した。通常食条件下において体脂肪の蓄積は、対照マウスと KO
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マウスとの間で差異を認めなかった。高脂肪食条件下において、対照マウスの皮下脂肪および内臓
脂肪体積の顕著な増加を認めたが、KO マウスでは高脂肪食負荷による体脂肪蓄積の増加が著明に
抑制されていた。また、除脂肪体重には各群に差異を認めなかった。
２）PDGFRβ 欠損が耐糖能とインスリン感受性に与える影響の解析
通常食条件下においては対照マウスと KO マウスとの間に耐糖能は差異を認めなかった。しかし、
高脂肪食条件下では対照マウスは著明な血糖値の上昇を示したが、KO マウスの血糖値の上昇は軽
度であった。また、通常食条件下において、対照マウスと KO マウスとの間にインスリン感受性に
差異を認めなかった。しかし、高脂肪食負荷を行った対照マウスは、インスリンによる血糖降下作
用が減弱しており、血糖値は有意に高値を示した。一方、高脂肪食負荷を行った KO マウスの血糖
値は、対照マウスに比べ低値を示した。これらの結果より、高脂肪食負荷した KO マウスにおいて
耐糖能およびインスリン感受性が維持されていると考えられる。
３）PDGFRβ 欠損が遺伝子発現に与える影響の解析
脂肪細胞における HIF1αmRNA 発現量は、高脂肪食負荷を行った対照マウスにおいて有意な上
昇を認めたが、KO マウスにおいて HIF1α の発現上昇は軽度であり抑制されていた。また、IGF-1
mRNA 発現量は、高脂肪食負荷を行った対照マウスにおいて軽度上昇し、KO マウスにおいては低
下を呈した。その際、IGF-1 受容体の発現量は、いずれのマウス群においても変化を認めなかった。

考察
PDGFRβ 欠損マウスは高脂肪食負荷に伴う体重増加と脂肪組織肥大化が抑制され、低酸素状態
に応答して発現する HIF1α の発現が軽度であった。PDGF シグナルの抑制は、3T3-L1 脂肪細胞の
分化・成熟には直接関与しないことから、PDGFRβ 欠損マウスに認められた脂肪組織肥大化の抑
制は血管新生の抑制に依存すると考えられる。従って、PDGF シグナルの遮断が脂肪組織肥大化を
抑制したことは、脂肪組織肥大化における血管新生の新たな制御機構の存在を示唆している。
PDGFRβ 欠損マウスは高脂肪食負荷に対し肥満抵抗性を示すだけではなく、耐糖能とインスリ
ン感受性が保たれていた。これは脂質蓄積だけではなく、PDGFRβ 欠損マウスの脂肪組織に浸潤
する炎症性マクロファージ数の減少に関連すると考えられる。 また、PDGFRβ 欠損マウスの脂肪
組織での IGF-1 発現の低下が血管新生の抑制に関与する可能性が示唆され、そのメカニズムの解明
が必要と考えられる。これらの機序による脂肪組織におけるインスリン感受性の維持が、PDGFRβ
欠損マウス個体のインスリン抵抗性進展の抑制に寄与すると考えられる。
以上より、PDGF シグナルの遮断は食餌性肥満の抑制により、全身のインスリン抵抗性の進展か
ら保護すると考えられる。よって、脂肪組織での IGF-1 と連関した PDGF シグナルの阻害は、肥満
に伴うインスリン抵抗性の病態に対し有効な治療戦略であることが示唆された。
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低身長思春期早期発来の原因解析と治療法の検討
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
本研究の目的は、低身長思春期早期発来の患者群の長期経過を観察し、生下時〜成人身長に達す
るまでの経過と治療の現状を把握すること、遺伝子解析によりこの疾患の原因を追究することであ
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
年齢が思春期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。本研究では EPFH 患者群の生下時〜成人身長までの成長、性成熟度、
治療経過をまとめ、治療の現状を把握し、さらに当疾患発症に関与が推測される遺伝子の変異解析
を行い、疾患発症の原因究明を行う。
1.

本クリニックの EPFH 患者において、生下時〜成人身長に達するまでの経過観察を行う。

1） 生下時〜成人身長に達するまでの成長曲線を作成し、思春期開始時の身長を推測する。
2） 初診時：身長、身長 SD スコア、骨年齢、性成熟評価、性ホルモンの測定、家族歴、既往歴の
聴取を行う。
3） 経過観察：以後 3 〜 6 か月ごとに診察を行い、成長の経過と検査データを集積する。
2.

EPFH 患者検体の収集と変異解析
書面にて同意が得られた患者の末梢血を採取し、白血球ゲノム DNA を抽出する。ゲノム DNA

をテンプレートとして、性成熟、思春期発来に関与することが推測される責任遺伝子群（KAL1,
FGFR1, FGF8, PROKR2, PROK2,CHD7, GnRHR, GPR54, Kiss1,TAC3, TAC3R 遺伝子など）
（以下
遺伝子群 A）と新規責任遺伝子（以下遺伝子 B）の翻訳領域を含むエクソンを PCR 法で増幅し、当
該領域の遺伝子配列を直接シークエンス法で解析し、塩基配列を決定した。

現在までの解析状況
当クリニックに通院中の EPFH 患者（男児 25 例、
女児 10 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。同意が
得られた 6 例において、順次遺伝子群 A の遺伝子変異解析を直接シークエンス法で解析中である。
また、新規候補遺伝子と推測される遺伝子 B の遺伝子変異解析条件の最適化を行い、患者検体にお
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いても順次解析を開始している。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
の機能変化予測にて蛋白機能へ影響が少ないと予測されているが、機能多型である可能性も考えら
れる。今後の変異の集積状況によってこれらの変異について機能解析を検討し、EPFH の原因究明
を行う予定である。
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成長ホルモン /IGF-1 シグナル下流の転写因子群と核内受容体による
糖・脂質・エネルギー代謝調節メカニズムに関する研究
田上哲也
国立病院機構京都医療センター臨床研究センター
内分泌代謝高血圧研究部分子内分泌代謝研究室
森山賢治
武庫川女子大学薬学部

はじめに
成人成長ホルモン（GH）分泌不全症（AGHD）では内臓脂肪の蓄積や炎症、脂質異常症を認め、
GH 治療により改善する。GH/IGF-1 系の下流では多くの細胞内蛋白や転写因子が情報伝達を担う。
IGF-1 は IGF-1 受容体に結合してプロテインキナーゼ AKT をリン酸化し FOXO の機能を抑制する。
FOXO は細胞増殖とアポトーシスに関与するフォークヘッド型転写因子である。FOXO の抑制は核
内受容体 PPAR（ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体）γ、
その活性型転写共役因子 PGC1（PPAR
γコアクチベーター 1）、UCP（ミトコンドリア脱共役蛋白）の発現を促し、肥満によるインスリ
ン抵抗性を改善する。PGC1 はストレスや栄養素によって誘導され、糖や脂質のホメオスターシス
を維持しエネルギー代謝の中心的役割を担う。
カロリー制限による NAD 依存性脱アセチル化酵素 SIRT1 の誘導は脂肪蓄積を抑制し、寿命を延
長する。SIRT1 は種々の核内受容体や PGC1、β カテニン、FOXO などと結合してその活性を制御
し、メタボリック症候群・生活習慣病の元凶であるミトコンドリアでの活性酸素の産生（酸化スト
レス）を抑制する。Wnt/β カテニン情報伝達経路は抑制型転写共役因子を介して PPARγ 遺伝子
発現を抑制し脂肪細胞分化を制御している。
一方、脂質代謝（脂肪の蓄積）やエネルギー代謝（脂肪の燃焼）には PPARγ、PPARα、PPAR
δ、TR（甲状腺ホルモン受容体）、LXR（肝 X 受容体）
、FXR（ファルネソイド X 受容体）などの
核内受容体が関与している。ビタミン D 受容体（VDR）は骨・カルシウム代謝を調節する核内受容
体であるが、これら核内受容体はリガンド依存性転写因子であり、ヘテロダイマーパートナーであ
るレチノイド X 受容体（RXR）を共有し、類似した標的遺伝子配列を認識する。
このように、GH/IGF-1 下流の転写因子群と脂質・エネルギー代謝に関わる核内受容体ファミリー
間のクロストークが成人成長ホルモン分泌不全症の病態に関与している可能性が高いが、その詳細
は不明である。本研究では、酸化ストレスや脂質・エネルギー代謝に関連した遺伝子応答における、
種々の薬剤による転写調節メカニズムを解析した。

目的
GH/IGF-1 情報伝達系下流の転写因子である STAT5 や FOXOs と糖・脂質・エネルギー代謝に
関わる核内受容体ファミリーのクロストークを標的遺伝子発現調節の観点から解析し、ホルモンや
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薬剤による核内受容体活性化を介した GH/IGF-1 による糖・脂質・エネルギー代謝調節の分子メカ
ニズムを明らかにする。薬剤 - 受容体 - 転写因子結合部位相関を明らかにし、既存薬剤の修飾によ
る創薬に関する情報を得る。

方法
糖・脂質・エネルギー代謝に関連する SIRT1、PGC1、UCP1-5、PPARαγδ、β カテニン、アディ
ポネクチンなどの遺伝子プロモーターをクローニングし、ルシフェラーゼ発現リポーター遺伝子を
構築する。ヒト由来培養細胞に各種核内受容体を STAT5、FOXOs とともに遺伝子導入し、各種薬
剤（チアゾリジン誘導体、フィブラート系高脂血症治療薬、アンギオテンシン受容体拮抗薬、甲状
腺ホルモン等）を添加して、STAT5・FOXOs と核内受容体とのクロストークによる標的遺伝子発
現調節メカニズムを検証する。核内受容体にアミノ酸変異を導入し、
薬剤結合や転写因子のリクルー
トメントに及ぼす影響を解析して、薬剤や転写因子の受容体結合様式を明らかにする。脂肪あるい
は骨格筋由来の培養細胞を用いて、標的遺伝子発現をリアルタイム RT-PCR で検討し、内因性遺伝
子の STAT5・FOXOs と核内受容体とのクロストークによる発現調節を確認する。

結果
、PPARα（1181bp）
、PPARγ（2052bp）
、
1）SIRT1（915bp）、PGC1（2600bp）、UCP1-5（1 〜 2kbp）
PPARδ（2040bp）プロモーターをクローニングした。これらプロモーターをルシフェラーゼ発現
ベクターに移植、培養細胞に導入し、細胞内シグナル伝達系転写因子や甲状腺ホルモン、ビタミン
。まず、TR と VDR の標的遺伝子の DNA 配列の認
D が転写活性に与える影響を解析した（図 1-5）
識様式を確認した（図 1）。核内受容体結合サイトは、
AGGTCA のダイレクト（同方向）リピート（DR）
の間に挿入される塩基数により、DR1 〜 DR5 に分類されている。DR1：PPAR、DR2 と DR5：レ
チノイン酸受容体（RAR）、DR3：VDR、DR4：TR である。ビタミン D は DR3 のみを刺激したが、
甲状腺ホルモンは DR4 だけでなく、DR1 や DR5 も刺激した。本法で、各種プロモーターのビタミ
ン D や甲状腺ホルモンによる転写調節能を検討した（図 2）。ビタミン D や甲状腺ホルモンは
PGC1、UCP1, 4, 5 プロモーター活性を刺激した。次に、キメラ受容体を用いたワンハイブリッドアッ
セイによる標的遺伝子への結合能を確認した（図 3）。各種核内受容体のヘテロダーマーである
RXR は DR1 〜 DR5 の全てに結合したが、VDR は DR3 のみ、TR は先の実験で転写刺激が確認さ
れた DR1、4、5 に結合した。本法を用いて、各種プロモーターへの RXR、TR、VDR の結合能を
検討した（図 4）
。RXR は PGC1、UCP2, 4, 5 と PPARα に、TR は PGC1、UCP2,3 と PPARα、γ
に、VDR は SIRT1、PGC1、UCP3-5 と PPARα、γ、δ に結合した。次に、GH/IGF-1 情報伝達
系下流の転写因子である FOXO1,3,4、STAT5A, B、SIRT1、PGC1α、β の、プロモーター活性に
対する影響を検討した（図 5）。FOXO は PGC1、
UCPs プロモーター活性を刺激し、
PPARs プロモー
ター活性を抑制した。STAT5 は UCPs プロモーター活性を刺激し、PPARs プロモーター活性を抑
制した。SIRT1 は UCP4 プロモーター活性を刺激した。PGC1 は SIRT1、PGC1、UCPs プロモーター
活性を刺激した。
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2）内因性 FOXOs、UCPs、PGC1s、PPARs、SIRT1、アディポネクチン、β カテニン遺伝子に対
する核内受容体を介した各種ホルモンまたは薬剤の効果をリアルタイム PCR でスクリーニングした
（図 6-10）。①甲状腺ホルモンにより内因性 PPARγ 遺伝子が有意に増加した（図 6）。②ビタミン
D により内因性 PGC1α 遺伝子が有意に減少した（図 7）。③内因性アディポネクチン遺伝子が
。
PPARα の刺激で増加し、PPARγ および δ の刺激で減少した（図 8-10）

考察
AGHD では内臓脂肪蓄積や脂質異常症をきたし、GH 治療により改善する。GH 欠損症の寿命は
短いが、GH 分泌過剰症（先端巨大症）では心血管病の合併率が高いのも事実である。IGF1-R の
ノックアウト（KO）マウスは致死的であるが、そのヘテロ接合体や GHRKO マウスの寿命は延長
している。このように、GH/IGF-1 系は動脈硬化や老化において重大な役割を担っており、正常に
保つことが極めて重要である。GH の作用は直接作用と、肝臓や局所で産生された IGF-1 による間
接作用に大別される。GH 作用は GH 受容体（GHR）を介して最終的には転写因子 STAT5 に伝達
される。IGF-1 作用は IGF-1 受容体（IGF1-R）を介して最終的には FOXOs の作用を阻害する。一方、
脂肪細胞の分化には PPARγ がマスターレギュレーターとして、その他、PPARα、PPARδ、
TR、LXR、FXR など多くの核内受容体が脂質代謝やエネルギー代謝に関与している。本研究では、
GH 治療による糖・脂質・エネルギー代謝に与える影響を、下流の転写因子とホルモンや薬剤によっ
て活性化される核内受容体とのクロストークの観点から、UCP などの遺伝子発現を指標にして検討
した。今後は、種々の変異核内受容体を用いることにより、薬剤や転写因子の受容体結合様式が明
らかにし、既存薬剤の修飾による創薬に関する貴重な情報が得られるものと考える。

結論
GH/IGF-1 シグナル下流の酸化ストレス応答性転写因子群と核内受容体ファミリーのクロストー
クにより、AGHD はメタボリック症候群と共通の分子基盤をもつことが示唆された。
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図1

Reporter assay（転写調節）
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図3

One hybrid assay（DNA 結合）
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図5

Reporter assay（転写調節）
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図7

Realtime PCR（VDR）
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Realtime PCR（PPARα）

5.0

**

4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

Control
Pioglitazone
Rosiglitazone

− 129 −

*,W<0.05

klotho

CYP27B1

ɴͲcatenin

adiponectin

SIRT1

PPARɷ

PPARɶ

PPARɲ

PGC1ɴ

PGC1ɲ

UCP5

UCP4

UCP3

UCP2

UCP1

FOXO4

FOXO3a

FOXO1

ɴͲactin

GAPDH

0

成長科学協会 研究年報 No.37 2013

図9

Realtime PCR（PPARγ）
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Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification（MLPA）法による
低身長の網羅的分子遺伝学的解析
棚橋祐典
旭川医科大学小児科

研究の背景と目的
GH-IGF1 axis は成長を規定する主たる内分泌学的要因であり、それらのホルモンやその受容体を
コードする遺伝子の変異が、重度成長障害の原因として同定されている。一方、軽度成長障害を呈
する低身長においてもこれらの遺伝子変異がヘテロ接合性に認められることがある。以前我々は、
低身長小児における成長関連遺伝子について PCR-ダイレクトシークエンス法による解析結果を報
告しているが、今回 Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) 法による解析を加
えて、低身長小児の分子遺伝学的背景を明らかにする。

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）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 抽出を行った。
すでに終了している PCR-ダイレクトシークエンス法による GH1、GHR、IGF1、IGF1R 遺伝子解析
について、今回さらに GHRHR 遺伝子を追加した。さらに、これら全ての遺伝子について MLPA
法による解析を行った。

結果
GH1、GHR、IGF1、IGF1R 遺伝子の PCR-ダイレクトシークエンス法についてはすでに報告して
いるが（表）
、今回施行した GHRHR 遺伝子の PCR-ダイレクトシークエンス法について、既報の
SNP を認めたほかは変異は同定されなかった。また、MLPA 法ではいずれの遺伝子についても欠失
は同定されなかった。

考察
今回、低身長小児 53 例を対象として、PCR-ダイレクトシークエンス法による GHRHR、GH1、
GHR、IGF1、IGF1R 遺伝子解析を行ったところ、3 例（5.7%）においてヘテロ接合性変異が同定さ
れた。しかし、MLPA 法では変異は同定されず、PCR-ダイレクトシークエンス法で同定しえない
欠失などの可能性は極めて低いものと推測された。
低身長小児の約 5％についてはこれらの遺伝子の関与が考えられるが、残り約 95％の遺伝学的要
因については不明であり、骨代謝や甲状腺・性腺機能など成長に関連する様々な遺伝子についてさ
らなる検討が必要と思われた。
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表

遺伝子解析結果
遺伝子

変異

症例数

GH1

c.117 A ＞ C

p.E39D

1

GHR

c.1660 C ＞ T

p.L554F

1

c.2014/2015insA

p.K672fsX9

1

IGF1R
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グレリン- GH 軸による骨格筋の蛋白合成を介したサルコペニア改善に関する研究
十枝内厚次、山口秀樹、土持若葉、南宮

哲

宮崎大学医学部内科学講座
神経呼吸内分泌代謝学分野

はじめに
グレリンは、ヒトとラットの胃から発見されたペプチドホルモンで、成長ホルモン分泌と摂食に
機能する。またグレリンは、細胞の生存や生体のエネルギー代謝調節にも関与している。ヒトにお
いて、グレリン発現や血中グレリンレベルは、加齢に伴い減少することが知られている。グレリン
レベルの減少は、成長ホルモン分泌の減少を引き起こすソマトポーズにも関連し、サルコペニアの
原因となると考えられる。また、申請者らは、グレリンレベルの減少が、高齢期の高血圧患者の動
脈硬化進行と関連することを報告した。このことから適正なグレリンレベルを保つことは、生活習
慣病予防や高齢期の健康体力向上に重要である。本研究は、グレリン投与によるサルコペニア改善
作用について検証した。

グレリン発現における加齢の影響
ヒトにおいてグレリンは、加齢に伴い減少するが、後期高齢期になるとこの関係性はくずれ、病
態や個人の身体条件に依存して変化すると考えられた。以前我々は、ヒトにおいて、グレリンの亜
種であるデスアシルグレリンの低下が、高齢高血圧患者の動脈硬化進行に関連することを明らかに
したが（Atherosclerosis 2009）、新たに血中デスアシルグレリンの低下は、心血管系疾患全体のリ
スクを高めることを明らかにした。グレリン補充によるグレリン濃度の維持は、動脈硬化や心血管
疾患のリスクを軽減し、高齢期の健康維持に重要であることが明らかになった（1）
。

グレリンの分泌制御
マウスにおいて、グレリンの分泌もしくは蛋白合成は、エネルギー代謝や栄養素の影響を受ける
ことが推察された。グレリン細胞は、GPR40、GPR119 を発現しており、それぞれ短鎖脂肪酸、長
鎖脂肪酸に対する応答性を有していると考えられる。またインスリン受容体や 2 型糖輸送単体
（Glut2）を発現していることから、糖質の情報も受け取っている。短鎖脂肪酸の受容体である
GPR41 も強く発現している。GPR41 は、腸内細菌によって代謝された短鎖脂肪酸によって活性化さ
れることが知られており、局所の炎症反応と関係する。グレリン分泌が、食事に含まれる栄養素や
炎症反応によって変化する可能性を示し、グレリン分泌は摂取した栄養素の内容とそれに伴い変化
する腸内細菌の影響を強く受けることが推察された。今後、栄養素とグレリン分泌の関係を明らか
にして行く。
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サルコペニアにおけるグレリンの臨床的意義
脱負荷による筋萎縮モデルとして、後肢懸垂モデルマウスを作出した。2 週間の後肢懸垂中のグ
レリン皮下投与は、非投与群に比して、ヒラメ筋と足底筋の萎縮を軽減した。特に足底筋で作用が
顕著であり、筋萎縮が大きい速筋に対してより有効性が示された（表 1）
。12 週間の後肢懸垂拘束か
ら解放した後、5 日間のグレリン投与は、非投与群に比して、骨格筋量の増加率が大きかった（表 2）
。
グレリン投与は、骨格筋の IGF-1 合成と STAT5 のリン酸化を有意に増加させた。グレリンによっ
て分泌が亢進した GH は、骨格筋の IGF-1 合成を高め、骨格筋自身の STAT5 経路を活性化するこ
とで、骨格筋再生に機能することが明らかになった。また、グレリン投与群では、ユビキチン化酵
素であるアトロジンや MAF-1 が抑制傾向にあり、グレリンは蛋白分解も抑制すると考えられる。
グレリン受容体欠損マウスでは、インスリン抵抗性が改善傾向にあり、グレリンがインスリン抵抗
性を引き起こす可能性が提示されたが、投与されたグレリンは、グレリン受容体欠損マウスの骨格
筋糖取り込み能を改善した。このことは、グレリンが骨格筋に直接作用する可能性を提示し、かつ
新たな標的蛋白の存在を予測させることから、今後、新たなグレリンの標的蛋白の探索を実施して
いく。心血管機能が低下した高齢者の多くは、運動機能も低下している。グレリンの低下は、高齢
者の虚弱性とも関係しており、申請者は、グレリンの補充がサルコペニアの治療を介して運動機能
を改善できる可能性を提示した。

まとめ
グレリンの分泌は、特に後期高齢期では、加齢の影響よりも、食事やエネルギー代謝、身体条件
の影響を強く受けると考えられる。血中を介したグレリンの GH 分泌は、肥満やサルコペニアでも
残存することから、グレリンの臨床的意義は高いと思われる。また高脂肪食や高糖食は、グレリン
の血中濃度を低下させる可能性があることから、長期にわたる血中グレリン濃度の低下は、高齢期
に生じるサルコペニアや動脈硬化、心血管疾患の早期発症を引き起こす可能性も示しており、グレ
リンの製剤化におけるメリットは計り知れない。

参考論文
1.

Yano Y, Nakazato M, Toshinai K, Inokuchi T, Matsuda S, Hidaka T, Hayakawa M, Kangawa
K, Shimada K, Kario K: Circulating Des-acyl Ghrelin Improves Cardiovascular Risk
Prediction in Older Hypertensive Patients. Am J Hypertens, 27:727-733. (2014)
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表1

グレリン投与がマウス体組成と血液性状に与える影響
（2 週間の後肢懸垂中にグレリンを投与した場合）
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表2

グレリン投与がマウス体組成と血液性状に与える影響
（後肢懸垂終了後から 5 日間グレリンを投与した場合）
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遺伝性女性化乳房症に対するアロマターゼ阻害剤治療の有効性の検討
長崎啓祐
新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科
深見真紀
国立成育医療研究センター分子内分泌研究部

緒言
遺伝性女性化乳房症は、エストロゲン合成酵素であるアロマターゼ遺伝子（CYP19A1 ）過剰発現
に起因するまれな常染色体優性遺伝病である。性腺外組織におけるエストロゲン作用の亢進により、
男性においては、女性化乳房、低身長、中枢性性腺機能低下症などをきたし、女性においても低身長、
巨大乳房症、不正性器出血などをきたす疾患である 1-4）。本疾患は、アロマターゼ過剰が原因である
ことから、乳がんの治療薬であるアロマターゼ阻害剤により症状の改善や発症予防効果が示されて
いる 2,3,4）。すなわち、アロマターゼ阻害剤を投与することにより思春期早発症、女性化乳房、低身長、
不正性器出血などの発症を予防することが期待される。しかし、現時点では本症の男性における女
性化乳房の根本治療は、外科的な乳腺切除であり、小児における骨年齢の促進や低身長、中枢性性
腺機能低下症に対する長期的なアロマターゼ阻害剤の治療は、確立したものではない。本症は稀な
疾患であること、新しい疾患概念であることから、世界でも 10 数家系の報告があるのみである。今
回、遺伝性女性化乳房症の 1 症例に対して長期にアロマターゼ阻害剤を使用し、
その効果を検討した。

対象と方法
対象は、厚生労働省難治性疾患克服研究事業の「遺伝性女性化乳房の実態把握と診断基準の作成
に関する研究」の診断の手引きをもとに、遺伝性女性化乳房症と臨床的に診断され、以下の 1-4 の
条件を満たし文書にて同意の得られた患者とした。
1. 女性化乳房を呈する男性または巨大乳房症の女性で、乳腺除去術を希望しない。
2. 小児例で、骨年齢進行のために、身長予後が悪いと判断された場合。
3. 成人男性で、勃起不全や不妊などの症状があり、低ゴナドドトロピン性性腺機能低下症を呈
している場合。
4. 成人女性で、不正性器出血を認める場合。
対象患者に対して、アナストロゾール（アリミデックス®）1 mg/日内服から開始し、症状をみな
がら最大 2 mg/日まで増減する。治療開始前、1、3、6、12 ヶ月後に以下の検討を行った。
1. 内服状況、副作用の有無
2. 身長、体重、血圧、外器所見、乳房の所見、体組成（In-body）
3. 血 中 LH、FSH、 エ ス ト ラ ジ オ ー ル、 テ ス ト ス テ ロ ン、AST、ALT、T-chol、HDL-C、
LDL-C、Ca、P、25-OHD、intact PTH
4. 骨密度、骨年齢、脊椎側面レントゲン（前 , 6, 12 ヶ月）
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評価の方法：a）女性化乳房：思春期のステージ（Tanner stage）の変化、乳腺サイズの最大横径
の変化、b）骨年齢の進行：骨年齢／暦年齢の変化、Growth-Potential 法による予測最終身長、c）
性腺機能低下症：勃起不全、不妊などの症状の変化、LH、FSH、テストステロン値の変化、筋肉量
の変化

症例：10 歳男児
当科で経過観察中の遺伝性女性化乳房症（父 38 歳、兄 12 歳、患児 10 歳男児）に対し、CGH ア
レイ解析を施行し、CYP19A1 上流領域に約 18 万 bp の微小欠失を同定した（図 1）5）。また思春期
早発傾向を認めた 15 歳姉にも同領域の欠失を同定した。女性化乳房症に関しては、父と兄は両側乳
腺除去術後であり、患児も外科的手術を予定している。
患児は 10 歳 3 ヶ月時の骨年齢は、13 歳 9 ヶ月と著明に骨年齢の進行を認め、Growth-Potential
法による予測最終身長が 150cm と身長予後不良であった。身長予後の改善目的に、アロマターゼ阻
害剤の使用を行った。アロマターゼ阻害剤の使用に関しては、新潟大学医歯学総合病院の医薬品・
医療機器臨床研究審査委員会（IRB）において未承認医薬品等の臨床使用の許可を得た。

結果
アナストロゾール（アリミデックス®）1 mg/ 日の内服開始後の身体計測値、および検査結果を表
1 に示す。内服開始 1 ヶ月後から、乳房腫大の改善傾向（図 2）および LH/FSH の上昇、テストス
テロン値の上昇を認めた。開始 1 ヶ月の時点で、テストステロン値の上昇が急速と判断し、以後ア
ナストロゾール 1 mg を隔日投与とし、現在継続中である。治療後 9 ヶ月間で、身長 5.5cm 増加し
たが、骨年齢は不変であり、予測最終身長 155.6cm まで改善している。現在まで、特記すべき副作
用はみられていない。

考察
本症の思春期開始後の男児に対して、女性化乳房および身長予後改善目的に、アナストロゾール
0.5 〜 1.0mg/日を 9 ヶ月間使用した。開始後 1 ヶ月で、女性化乳房は改善傾向を認め、血液検査で
は LH/FSH およびテストステロンの上昇を認めた。骨年齢相当の身長 SD スコアは、治療前− 1.8
SD から治療後 6 ヶ月の時点で− 1.3 SD と改善傾向を認めている。
本症に対するアロマターゼ阻害剤による治療の報告は、数例あるのみである 2-4）。Martin ら 2）は、
本症の成人男性に対して、アナストロゾール 2 mg/日を 1 週間使用し、速やかに estradiol（E2）の
低下（171 から 21 pg/ml）、LH/FSH の上昇（LH 0.9 から 3.6 mIU/ml、FSH 1.0 から 1.5 mIU/ml）
、
テストステロン上昇（119 から 417 ng/dl）を認め、アロマターゼ阻害剤による治療の可能性につい
て述べている。Binder ら 3）は、18 歳の男性に対して、第 1 世代のアロマターゼ阻害剤であるテス
トラクトン 5 mg/kg/日を 1 年間使用し、軽度のテストステロンの増加を認めたが、Estrone（E1）
の有意な低下を認めず、第 3 世代のアナストロゾール 1 mg/日では、速やかにテストステロンが増
加 し、E1 の 正 常 化 が み ら れ た と し て い る。 ま た 1 年 間 の 治 療 期 間 中、 効 果 が 持 続 し て い た。
Fukami ら 4）も 13 歳、20 歳の男性に対してアナストロゾール 1 mg/日を使用し、LH/FSH の上昇
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およびテストステロンの上昇を報告している。また Fukami ら 4）は、病因により重症度が異なり、
最も重症な CYP19A1 のプロモーター領域の染色体微細逆位では、より高用量のアナストロゾール
を用いたと報告している。本例は、CYP19A1 上流領域の欠失が病因であり、逆位タイプに比べよ
り少量のアナストロゾールで治療可能であったと思われる。
アナストロゾールは、閉経後乳がんに対して効能・効果が認められる薬剤であり、通常成人には 1
mg を 1 日 1 回、経口投与する。一方、アロマターゼ阻害剤を用いた小児の適応外使用は数多く報
告されており、エストロゲン過剰すなわちアロマターゼ過剰症や機能性卵巣嚢腫（McCune-Albright
症候群など）、テストステロン過剰すなわちテストトキシコーシスや先天性副腎過形成症、その他思
春期女性化乳房、低身長、思春期遅発症などの疾患で有効性が検討されている 6）。その中で、アロ
マターゼ過剰症すなわち遺伝性女性化乳房症に対しては、最も有効であると報告されている 6）。現
在まで、本症に対するアロマターゼ阻害剤の使用例は僅かであるが、いずれも副作用はみられてい
ない 2-4）。しかしながら、特発性低身長や体質性思春期遅発症に対する letrozole 使用により、脊椎変
形の risk の増加が報告されており 7）、前思春期や思春期早期の男児に対する本剤の使用は勧められ
ないとされている 6）。本例は、現在のところ脊椎の変形などもなく、副作用は認められていないが、
本症に対して身長予後の改善目的に、思春期早期より長期にアナストロゾールを用いた報告はなく、
治療効果含めて今後注意深い経過観察が必要である。

結語
身長予後不良な遺伝性女性化乳房症の思春期男児に対して、９ヶ月間のアナストロゾールによる
治療を行った。副作用は認めず、女性化乳房および身長予後の改善を認めた。
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図2

表1

治療開始前後の乳房の変化

左

治療前 10 歳９ヶ月 Tanner stage 4°

中

治療開始 3 ヶ月後 Tanner stage 3°
（アナストロゾール 0.5mg/ 日）

右

治療開始 6 ヶ月後 Tanner stage 2°
（アナストロゾール 0.5mg/ 日）

アリミデックス内服後の変化

暦年齢
身長 cm（SD）

治療開始時

1 ヶ月

3 ヶ月

６ヶ月

９ヶ月

10y9m

10y10m

11y

11y3m

11y6m

148.8（+1.28） 150.6（+1.39） 151.4（+1.39） 152.2（+1.32） 154.3（+1.35）

体重 kg

37.3

38.5

40.3

42.3

42.4

%BMI

43.4

53.4

61.2

51.6

骨年齢

13.9

13.9

骨年齢相当の身長 SDS

-1.8

-1.3

Tanner stage 乳房

4

3

3

2

2

精巣サイズ（ml）

4

6

8

10

10

体脂肪率（%）

16.3

14.1

14.4

脂肪量（kg）

6.1

5.5

5.7

筋肉量（kg）

29.3

31.7

32.7

Testosterone（ng/dl）

19.5

389.6

167

436.3

385

LH（mIU/ml）

<0.6

2.9

2.9

2.9

1.9

FSH（mIU/ml）

1.9

2.8

3.2

3.6

3.3

E2（pg/ml）

<25

<25

<25

<25

<25

0

1.0

0.5

0.5

0.5

Anastrozole（mg/day）
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低出生体重ラット仔にみられる GH 受容体発現量低下への
GH 受容体プロモーター領域のエピジェネティック修飾の解析
根本崇宏
日本医科大学大学院医学研究科生体統御科学

背景と目的
低出生体重児の出産要因には母親の喫煙や飲酒、妊娠中あるいは妊娠前の低栄養摂取が挙げられ
ている。子宮内発育不全の発生率は母親が喫煙者である場合は、母親が非喫煙者である場合の 3 〜
4.5 倍で、70 〜 400g の平均出生体重の低下が報告されている 1）。喫煙は母親の摂食量の低下による
胎児の発育遅延だけでなく、ニコチンとそれに続くカテコラミンの放出によるプロスタグランジン
の生合成の低下とともに、胎盤の血管抵抗の上昇により胎盤由来の栄養物質と酸素供給の低下が生
じ胎児の発育が阻害されるという機序も存在すると考えられている。しかし、妊娠前に母親が 1 年
間の禁煙をしてもその出生児は非喫煙母親からの出生児より出生時体重が 100g 程度低下するとの
報告 2）もあることから、卵あるいは生殖器官の遺伝子になんらかの障害が生じることが考えられる。
妊娠中のアルコール摂取が直接の原因となって生じる胎児性アルコール症候群（FAS, Fetal
alchol syndrome）では、出生前および出生後の発育不全、知識障害などの中枢神経系の障害、小頭
症や心奇形などの先天性の奇形がみられる 3）。アルコールは肝臓においてアルコール脱水素酵素
（ADH; alcoal dehydrogenase）、 ア セ ト ア ル デ ヒ ド 脱 水 素 酵 素（ALDH; acetoaldehyde
dehydrogenase）により酢酸へ代謝され体外へと排出される。ADH と ALDH 活性はエストロゲン
により阻害されるが、妊娠中はエストロゲンが高値のためアルコールを代謝しにくく、アルコール
は胎盤を通過するため、ADH をほとんど持たない胎児はアルコールの影響を直接受ける 4）。FAS
における成長障害の機序の詳細は明らかではないため、妊娠中のアルコール摂取による成長遅延を
認められているラットを用いてこの機序を探ることにした。
子宮内での発育が障害された出生時低体重児の 87％は追いつき成長し、2 歳までに健常児の平均
身長 -2SD 以内になるとの報告がある 5）が、約 10％には追いつき成長がみられず、追いつき成長を
規定するホルモンの役割の詳細は明らかにされていない。そこで、妊娠中のニコチン投与あるいは
アルコール摂取が胎児の成長や出生時体重に影響するか、また成長後の追いつき成長を障害するか、
追いつき成長を妨げるのであればその内分泌学的な機序はどのような機構によるかについての検討
を行った。

方法
I．アルコール投与
日本医科学動物より購入したウィスター系ラットを用いて、日本医科大学動物実験規約に基づき
本研究を行った。すべてのラットは室温 23±1℃、湿度 60％、12:12 時間の明暗調整下（朝 8 時点灯、
夜 8 時消灯）で飼育した。予めアルコールに慣化した 10 週齢の正常雌ラットおよび対照雌ラットは、
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連日膣インピーダンスをインピーダンスチェッカー MK-10C（室町機械）で測定し、性周期を判定
した。発情前期の雌ラットと正常雄ラットを交配させ、翌朝膣栓あるいは精子の有無を肉眼的ある
いは顕微鏡下で観察し交配の確認を行った。交配後の雌ラットはいずれの群も個別ケージで飼育し、
アルコール摂取群には妊娠全期にわたり 20％アルコールを与えた。出産後はアルコール摂取を解除
し自由摂餌、自由飲水とした。仔ラットは 3 週で離乳し、体長および体重を測定した。アルコール
摂取群からの出生仔で体長および体重が対照ラットの平均 -2SD キャッチアップしていなかった群
（Alc-S）とキャッチアップした群（Alc-N）に分け、無麻酔下で断頭採血し、視床下部、下垂体、肝
臓を摘出した。
II．ニコチン投与
浸透圧ポンプ（ALZET Model 2006）を用いて 1 あるいは 3 mg/kg 体重 / 日のニコチンあるいは
対照として生理食塩水を 1 週間持続投与された雌ラットを雄ラットと交配し、妊娠期間全期にわた
り持続投与した。出生仔の出生時体長・体重、離乳までの成長の変化を計測した。
III．mRNA 発現量の解析
各ラットから摘出した視床下部および、下垂体、肝臓は RNA iso plus（Takara）を用い、添付プ
ロトコールに従い全 RNA を抽出した。RNA 濃度は分光光度計を用いて 260nm の吸光度を測定し
算出した。抽出した RNA は PrimeScript RT キットを用い、37℃ 15 分、99℃ 5 分、4℃ 5 分で逆転
写反応を行った。合成された cDNA は Takara perfectPCR システムにより合成されたプライマー
および SYBR Premix ExTaq（Takara）を用いて、Thermal Cycler Dice Real Time PCR システム
で 94 ℃ 10 秒、60 ℃ 4 分 を 40 サ イ ク ル 反 応 さ せ た。mRNA 発 現 量 は 内 部 標 準 と し た GAPDH
mRNA 発現量で補正し、2nd derivative 法で定量した。
IV．GH 受容体遺伝子のメチル化の解析
ラット肝臓より抽出した DNA を用いたバイサルフェートシークエンス法による GH 受容体コー
ド領域におけるメチル化の解析は Epigen DX 社に依頼した。

結果
対照群の出生日の体重は雄 6.88±0.10g、雌 6.58±0.16 ｇであったのに対し、妊娠中に全期にわた
りアルコールを摂取した母ラットからの出生仔の体重は雄 5.77±0.28 g、雌 5.71±0.15 g と、雌雄共
に有意に軽かった。対照群の体長は雄 63.00±0.60 mm、雌 62.40±1.12 mm であったのに対し、ア
ルコール投与母ラットからの出生仔は雄では 68.46±2.79 mm、雌では 67.21±2.71 mm と統計学的
な差はみられなかった。
離乳時の 3 週齢時では、対照群の体重は雄 42.44±0.48 g、雌 41.00±1.31 ｇであったのに対し、ア
ルコール投与母ラットからの出生仔は雄 34.86±1.53 g、雌 36.24±0.37 g と、有意に軽かった。対照
群の体長は雄 173.75±1.54 mm、雌 170.40±0.81 mm であったのに対し、アルコール投与母ラット
からの出生仔は雄では 156.70±2.52mm、雌では 159.09±1.24mm と、短体長であった。
アルコール摂取母ラットからの出生仔のうち、対照ラットの平均体重 -2SD 以内まで追いつき成
長した群を Alc-N、平均 -2SD 以下で追いつき成長しなかった群を Alc-S とした。Alc-S ラットにお
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ける下垂体の GHRH-R および GHS-R mRNA 発現量は対照ラットに比べそれぞれ 2.15±0.12 倍、
2.08±0.10 倍と有意に高かった。GH および sstr2 の mRNA 発現量には有意な変化はみられなかった。
Alc-N ラットの下垂体ではいずれの mRNA 発現量にも対照群との間には変化はみられなかった。
Alc-S ラットの肝臓における IGF-1 および IGF-ALS の mRNA 発現量は、それぞれ対照ラットよ
り 43.54±14.44 ％ お よ び 33.19±2.17 ％ の 有 意 な 低 下 が み ら れ た。GH 受 容 体 お よ び IGF-BP3 の
mRNA 発現量には有意な変化はみられなかった。Alc-N ラットでは、IGF-1 の mRNA 発現量は対
照ラットに比べ低下の傾向を示したが有意な変化ではなかった。
妊娠期間全期にわたり、ニコチン投与母ラットの妊娠中の体重増加率および体重あたりの摂餌量
はいずれの投与量においても対照群との間に有意な差は見られなかった。また、出生仔の在胎期間、
出生仔数にもいずれの群間にも差は見られなかった。離乳時の 3 週齢時の体重は生食投与群（SAL）
の雄の平均が 55.43 ± 2.80 g（N=11）、雌の平均が 52.75 ± 4.09 g（N=15）に対し、1 mg/kg bw/
day のニコチン投与群（NIC1）の雄の平均は 45.70 ± 3.65 g（N=21）
、雌の平均が 47.44 ± 5.06 g
（N=9）、3 mg/kg bw/day のニコチン投与群（NIC3）の雄の平均は 46.65 ± 2.62 g（N=19）
、雌の
平均が 44.08 ± 3.22 g（N=21）と有意に軽く、離乳時において SAL の体重の平均 -2SD 以内まで追
いつき成長を示さない低体重ラットが雌雄共に生じることが明らかになった。
離乳時の血中 GH 値は SAL の雄は 16.6 ± 11.5 pg/ml（N=8）
、雌は 18.9 ± 8.5 pg/ml（N=8）
、
NIC1 の雄が 16.7 ± 9.2 pg/ml（N=8）、雌が 15.5 ± 7.8 pg/ml（N=8）、NIC3 の雄が 17.5 ± 11.1
pg/ml（N=8）、雌が 14.5 ± 5.6 pg/ml（N=8）で、いずれの投与量でも雌雄共に有意な差はみられ
、雌は 3.55 ± 0.18 ng/ml（N=8）
、
なかった。血中 IGF-1 値は SAL の雄は 3.56 ± 0.19 ng/ml（N=8）
NIC1 の雄が 3.14 ± 0.26 ng/ml（N=8）、雌が 3.15 ± 0.32 ng/ml（N=8）
、NIC3 の雄が 3.11 ± 0.18
ng/ml（N=8）、雌が 3.14 ± 0.35 ng/ml（N=8）で、ニコチン投与は両投与量で雌雄共に血中 IGF-1
値の有意な低下が見られた（図 1）。

図1

ニコチン投与母ラットからの出生仔における血中 GH および IGF-1 値の比較
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視床下部の GHRH およびソマトスタチン、下垂体の GHRH 受容体、ソマトスタチン受容体、GH
の mRNA 発現量はいずれのニコチン投与量でも雌雄共に有意な差は見られなかった（結果図示せ
ず）
。肝の GHR の mRNA 発現量は雄の NIC1 は SAL の 62.1 ± 14.5 ％（N=8）、NIC3 は SAL の
57.2 ± 7.1 ％（N=8）と有意に低下し、雌の NIC1 では SAL の 74.1 ± 7.5 ％（N=8）
、NIC3 は SAL
の 74.6 ± 8.7 ％（N=8）と低下の傾向がみられた（図 2）
。
図2

ニコチン投与母ラットからの出生仔における肝の GHR mRNA 発現量の比較



、
NIC3 が SAL の 23.6 ±
肝の IGF-1 mRNA 発現量は雄では NIC1 が SAL の 40.0 ± 13.7 ％（N=8）
3.1 ％（N=8）と有意に低下し、雌では NIC1 が SAL の 69.0 ± 16.2 ％（N=8）で低下の傾向を示し、
NIC3 が SAL の 47.6 ± 16.9 ％（N=8）と有意に低下していた（図 3）
。

図3

ニコチン投与母ラットからの出生仔における肝の IGF-1 mRNA 発現量の比較

GH 受容体遺伝子の発現低下のみられた NIC1 および NIC3 の肝臓における GH 受容体コード領域
の DNA のメチル化の程度をバイサルフェートシークエンス法で調べたが、いずれの領域もその程
度に有意な差はみられなかった。
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考察
本研究により、母ラットへのニコチンあるいはアルコール摂取で、その出生仔に追いつき成長を
示さない低体重仔が生じることが明らかになった。アルコールは GH 受容体発現には影響を与えず、
IGF-1 と IGF-ALS の発現量を低下させたのに対し、ニコチン投与は、GH 受容体と IGF-1 を低下さ
せたことから、その機序には違いが見られた。
ニコチン投与ラットで GH 受容体発現が低下した機序として、メチル化の上昇を考え調べたが、
その程度に対照群との差はみられなかった。GH 受容体はエクソン 1 と開始コドンが存在するエク
ソン 3 との間に 13,000bp 以上の長鎖のイントロン 1 および 2 が存在する。今回、epigen DX 社の協
力により独自のアルゴリズムによって影響を受けるであろう 8 箇所のメチル化の変化を調べ、差は
みられなかったが、他にも多数のメチル化サイトは存在するため、今後はさらに広範囲にわたり調
べる必要がある。
妊娠末期に子宮動脈を結紮したラットからの出生仔では離乳時の IGF-1 分泌量が減少すること、
その機序として IGF 遺伝子でのエピジェネティックな変異が生じることが報告されている 6）。アル
コール摂取あるいはニコチン投与の両モデルで、IGF-1 遺伝子におけるエピジェネティックな変異
の解析は行っていないが、同変異により IGF-1 の mRNA 発現量が減少した可能性が考えられる。
IGF-ALS の mRNA 発現量が Alc-S ラットの肝臓で減少した機序は明らかになっていない。IGFALS は IGF-BP3 と共に IGF-1 に結合し、IGF-1 の血中での安定性を増す。IGF-ALS 欠損マウスは
血中 IGF-1 が対照の 62％に減少し、10 週齢で 13-20％小さくなるとの報告がある 7）。IGF-1 および
IGF-ALS は GH 依存性に肝実質細胞から産生・分泌されのに対し、IGF-BP3 は主として肝 Kupffer
細胞から産生・分泌される。Alc-S では IGF-BP3 の mRNA 発現量には変化がみられなかったこと
から、肝実質細胞での GH の情報伝達が傷害されている可能性も考えられる。子宮動脈結紮ラット
からの出生仔では、GH 刺激に対し、GH 受容体からの情報伝達物質の一つである STAT-5b の活性
化が正常ラットに比べ減弱しているとの報告もあることから 8）、今後 Alc-S ラットにおける IGFALS 遺伝子のエピジェネティックな変異や肝実質細胞での GH 情報伝達経路の解析を行い IGF-ALS
遺伝子発現量低下の機序を明らかにしていく予定である。
Alc-S ラットの視床下部では GHRH-R および GHS-R の mRNA 発現量が増加していた。GHRH-R
や GHS-R の mRNA 発現は IGF-1 によって抑制されることが明らかになっていることから 9, 10）、
Alc-S ラットでは IGF-1 および IGF-ALS の低下により GHRH-R および GHS-R の mRNA が増した
と考えられる。一方、分泌量の測定は行っていないが、視床下部における GHRH やソマトスタチン
の mRNA 発現量、さらには下垂体での SSTR2 の mRNA 発現量には変化がみられなかった。下垂
体での GH の mRNA 発現量には変化がみられなかったことから、下垂体での GH 発現調節機構に
も何らかの障害が生じている可能性も考えられる。
以上の結果から、妊娠中のアルコール摂取によりその出生仔で、対照ラットからの出生仔の体長
および体重の平均 -2SD までキャッチアップしなかった Alc-S ラットが短体長低体重を呈する機序
として、肝での IGF-1 と IGF-ALS の mRNA 発現量の減少の関与の可能性が考えられた。
以上より、妊娠中のニコチン投与あるいはアルコール摂取は、その機序は不明なままだが、GH
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受容体発現や IGF-1 発現を低下させることにより、その一部に追いつき成長を示さない短体長低体
重ラットを生じさせることが明らかになった。
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成長ホルモン（GH）による糖輸送担体（GLUT）4 の
分子内修飾を介したインスリン抵抗性発生の新機構
伯野史彦、米澤芽里、渡部千尋
東京大学大学院農学生命科学研究科

はじめに
GH は、成長促進活性の他に抗インスリン作用を有し、臨床上問題となっている。これまでに申
請者らは、GH 処理した 3T3-L1 脂肪細胞において、GLUT4 がインスリン依存的に細胞膜移行する
。更に最近
にも関わらず、糖取り込みが抑制されることを発見している（Sasaki-Suzuki et al. 2009）
の研究成果を併せ、「インスリンは、GLUT4 を細胞膜に移行させると同時に、GLUT4 の分子内修
飾を誘導し、糖輸送能を活性化する。GH はその分子内修飾を阻害し、糖輸送能を抑制する」とい
う仮説を構築するに至った。そこで本研究では、1）GLUT4 のインスリン依存的な糖輸送能活性化
に必須な分子内修飾を同定する、2）GH がこの分子内修飾に及ぼす影響を解析し、GH によるイン
スリン抵抗性発生の新機構を明らかにすることを目的としている。

材料と方法
1）材料
HEK293 細胞は国立感染症研究所の鈴木幸一先生からご供与いただいた。細胞は、10％ FBS/
DMEM 培地で培養した。遺伝子導入は、lipofectamine 2000（Invitrogen）を用いて行った。マウ
ス 3T3-L1 脂肪前駆細胞は十分に confluent になるまで DMEM/CS 培地中で培養した後、分化誘導
培地（DMEM/FBS, 0.25μM dexamethasone（Dex）
, 500μM isobutylmethylxanthin（IBMX）
, 1μ
g/ml insulin）で 4 日間培養し、さらに DMEM/FBS+insulin 培地で 2 日間培養した。引き続き
DMEM/FBS 培地で細胞が 80 〜 90％脂肪細胞に分化するまで培養し、分化誘導開始から 8 〜 12 日
後の細胞を実験に用いた。
2）GLUT4 変異体の作製
Rat GLUT4 cDNA を pcDNA3 ベクターに適当な制限酵素を用いて導入し、ラット GLUT4 を発
現させるプラスミドを作製した（pcDNA-WTGLUT4）。このプラスミドに適当なプライマーを用い
て、点変異を導入した。57 番目の Asn を Gln に置換した GLUT4 変異体、Q57NGLUT4 を発現さ
、488 番 目 の Ser を Ala に 置 換 し た GLUT4 変 異 体、
せ る プ ラ ス ミ ド（pcDNA-Q57NGLUT4）
、242 番目の Lys を Arg に置換し
S488AGLUT4 を発現させるプラスミド（pcDNA-S488AGLUT4）
、261 番目の
た GLUT4 変異体、K242RGLUT4 を発現させるプラスミド（pcDNA-K242RGLUT4）
Lys を Arg に 置 換 し た GLUT4 変 異 体、K261RGLUT4 を 発 現 さ せ る プ ラ ス ミ ド（pcDNAK261RGLTU4）、495 番目の Lys を Arg に置換した GLUT4 変異体、K495RGLUT4 を発現させるプ
ラスミド（pcDNA-K495RGLUT4）を作製した ｡
GLUT4 の細胞膜移行を調べるためには、GLUT4 の細胞外ループになる部分に myc エピトープ
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を GLUT4 の C 末端に GFP を融合したタンパク質を発現させるプラスミド pmyc-WTGLUT4-GFP
を使用した（Dr. Jeffery E Pessin（Albert Einstein College of Medicine, USA）より御恵与頂いた）
。
S488AGLUT4 の細胞膜移行量を測定するためには、pmyc-WTGLUT4-GFP の 488 番目の Ser を
Ala に変異させた、pmyc-S488AGLUT4-GFP を使用した。
3）Immunoblotting 解析
細胞を、氷上で lysis buffer（50 mM Tris-HCl pH 7.4, 1％ Triton X-100, 150 mM NaCl, 1 mM
NaF, 1.5 mM MgCl2 , 1 mM EDTA, 1 mM EGTA, 500μM Na3VO4, 10μg/ml leupeptin, 5μg/ml
pepstatin, 20μg/ml PMSF, 100 KIU/ml aprotinin, 10 mg/ml PNPP）を用いて溶解し、ボイルせず
に SDS-PAGE に供した。SDS-PAGE の後、抗 phospho-GLUT4（S488）抗体（Santa Cruz）、抗
GLUT4 抗体（Santa Cruz）による immunoblot を行った。
4）糖取り込み測定
種々のプラスミドを導入した HEK293 細胞または 3T3-L1 脂肪細胞を、KRP-Hepes buffer［30
mM Hepes-NaOH pH 7.4, 0.1％ BSA, 128 mM NaCl, 1.4 mM CaCl2, 1.4 mM MgSO4, 5.2 mM KCl, 10
mM Na2HPO4］で 15 分間、37℃でインキュベーションした。続いて、2-deoxy-D［2,6-3H］glucose
（Amersham-Pharmacia）を加えることにより糖取り込み反応を開始させ、10 分間、37℃でインキュ
］を加えることで糖
ベーションした。氷冷した Stop solution［10 mM D-glucose を含む PBS（−）
取り込み反応を停止させた後、細胞を 0.05 N NaOH 300 μl で溶解し、細胞内に取り込まれた［3H］
の放射活性を液体シンチレーションカウンター（Aloka）で測定し、糖取り込み量とした。
5）HEK293 細胞でのビオチンラベル法による GLUT4 の細胞膜移行量の測定
HEK293 細胞にリポフェクション法でプラスミド（pWTGLUT4, pS488AGLUT4, pK495RGLUT4）
を導入した。24 時間後、PBS（−）で 3 回洗浄し、0.5 mg/ml NHS-LC Biotin（PIERCE）を添加し、
4℃で 30 分静置した。その後、15 mM Glysin in PBS（−）で 2 回洗浄し、lysis buffer で細胞抽出
液を調製した。この細胞抽出液に streptavidin agarose beads（SIGMA）を添加し 4℃で 2 時間イ
ンキュベートした。その後、beads を種々の buffer で洗浄した後、サンプルバッファーを添加し、
SDS-PAGE に供し、抗 GLUT4 抗体で immuno blotting を行った。
6）3T3-L1 脂肪細胞での GLUT4 の細胞膜移行量の測定
3T3-L1 細 胞 に エ レ ク ト ロ ポ レ ー シ ョ ン 法 で プ ラ ス ミ ド（pmyc-WTGLUT4-GFP, pmycS488AGLUT-GFP）を導入した。その 24 時間後、DMEM/BSA 培地に交換し、24 時間培養し、さ
らに、0.1 nM インスリンで 20 分間刺激した。その後、PBS（−）で 3 回洗浄し、固定液［PBS（−）
/4％パラホルムアルデヒド］で 10 分間室温でインキュベーションし、細胞を固定した。その後、
1 時間室温で blocking を行った。その後、
PBS（−）
Blocking buffer［PBS（−）/3％ BSA］を加え、
/3％ BSA で希釈した一次抗体（抗 myc 抗体 :Upstate Inc）を加えて 1 時間室温で反応させた。さ
ら に、PBS（−）/3 ％ BSA で 希 釈 し た 二 次 抗 体（Alexa Fluor 594 donkey anti-mouse IgG:
Invitrogen）を加えて 1 時間室温で反応させた。最後に、スライドガラスにマウンティングし、サ
ンプルとした。サンプルの観察は、共焦点レーザースキャン顕微鏡（OLYMPUS, FLUOVIEW
FV500 または Leica, TCS SP5）を用いて行った。myc-GLUT4-GFP は、細胞内ドメインになる C
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末端に GFP が、細胞外ドメインになる N 末端側の最初のループ構造に myc-tag の部分配列がそれ
ぞれ挿入されている。界面活性剤による細胞膜の透過化処理を行わずに固定すると、細胞膜外のタ
ンパク質のみを抗体が認識するため、細胞膜に移行し融合した GLUT4 だけを抗 myc 抗体で免疫染
色することができる。これを共焦点レーザースキャン顕微鏡により観察し、GFP が発現している細
胞（遺伝子が導入されている細胞）において、細胞膜上の myc のシグナルを、細胞全体の GFP の
シグナルで割った値を GLUT4 の細胞膜移行量の指標とした。

結果
（1）種々の GLUT4 変異体の糖取り込み能
GLUT4 は図 1a に示すように 12 回膜貫通構造をとっており、また翻訳後修飾が起こることが報
告されている。まず、GLUT4 に起こる翻訳後修飾可能部位を探索したところ、GLUT4 には 5 ヶ所
の既知あるいは予測される翻訳後修飾が存在した。すなわち、アミノ酸番号 57 のアスパラギンにお
ける糖鎖修飾、アミノ酸番号 488 のセリン残基におけるリン酸化修飾、アミノ酸番号 242、261、
495 番目のリジン残基における SUMO 化修飾である。そこで、糖鎖修飾部位であるアスパラギンを
グルタミンに置換した変異体 N57QGLUT4、リン酸化修飾部位であるセリンをアラニンに置換した
変異体 S488AGLUT4、SUMO 化修飾部位である 242 番目、261 番目、495 番目のリジンをアルギニ
ンに置換した変異体 K242RGLUT4、K261RGLUT4、K495RGLUT4 をそれぞれ作製した（図 1b）
。
まず、内在性 GLUT4 が発現していない HEK293 細胞にそれぞれの変異体をリポフェクション法で
発現、細胞抽出液を調製し、SDS-PAGE で分離後、抗 GLUT4 抗体、抗 phosphoGLUT4 抗体で
immunoblotting を行った。S488A 変異体のリン酸化修飾が起こらないことを抗 phosphoGLUT4 抗
体での immunoblotting 解析で確認した（図 2）
。また、N57QGLUT4 に関しては糖鎖付加が起こら
ないことをバンドシフトで確認した（図 2）
。K242RGLUT4、K261RGLUT4、K495RGLUT4 に関し
ては SUMO 化付加が起こらないことを確認出来ていない。次にそれぞれの変異体の糖取り込み能
を評価するため、HEK293 細胞に各変異体を発現させ、24 時間血清存在下で培養後、細胞内への糖
取り込み量を測定した（図 2）。その結果、GFP を過剰発現させた HEK293 細胞（対照細胞）と比
較して WTGLUT4 を過剰発現させた細胞では糖取り込みの増加が観察され（図 2）、この系で発現
した GLUT4 の糖膜透過能を測定できることが明らかとなった。一方 WTGLUT4 を過剰発現させた
HEK293 細胞と比較して、S488AGLUT4 を過剰発現させた細胞では糖取り込みが増加し（図 2）
、
K495RGLUT4 を過剰発現させた細胞では糖取り込みが減少する（図 2）ことが明らかとなった。
K242R 変異体に関しては再現性のある効果が認められず、さらに他の変異体に関しては WTGLUT4
と 比 べ て 糖 取 り 込 み 量 に 大 き な 変 化 は 認 め ら れ な か っ た。 ま た 抗 GLUT4 抗 体 を 用 い た
immunoblotting 解析でも、WTGLUT4 と比べて発現量に大きな差がなかったことから、これらの
翻訳後修飾は糖取り込み能に大きな影響を及ぼさないと考えられた。
（2）種々の GLUT4 変異体が細胞膜存在量に及ぼす影響
続いて、糖取り込み量に差が観察された S488AGLUT4 および K495RGLUT4 変異体について、こ
れらの差が細胞膜上の存在量の違いのために起こったのかどうかを確認した。すなわち、HEK293
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細胞に WTGLUT4 と S488AGLUT4、K495RGLUT4 をそれぞれリポフェクション法で過剰発現させ、
細胞抽出液を調製し、
NHS-LC Biotin を添加して細胞膜上タンパク質をビオチンラベルした。その後、
ストレプトアビジンビーズを用いてビオチン化された膜上のタンパク質を沈降した。沈降したビオ
チン化タンパク質を SDS-PAGE で分離し、抗 GLUT4 抗体で immunoblotting を行い、細胞膜上に
存在している GLUT4 量を測定した（図 3）
。その結果、HEK293 細胞に過剰発現させた WTGLUT4
と比較して K495RGLUT4 の細胞膜存在量はやや減少したが、S488AGLUT4 は同程度であった（図
3）。以上の結果から、K495RGLUT4 の糖取り込み量の減少は、細胞膜上の存在量の減少を反映し
た結果と考えられた。一方、S488AGLUT4 は細胞膜上の存在量が WTGLUT4 と同程度であるにも
かかわらず糖取り込み量が上昇したことから、この部位のリン酸化は、GLUT4 の糖膜透過能の制
御に関与する翻訳後修飾と結論した。
（3）S488A 変異体がインスリン依存的な細胞膜移行に及ぼす影響
続いて、3T3-L1 脂肪細胞を用いて、WTGLUT4 と S488AGLUT4 のインスリン依存的な細胞膜移
行量を解析した。3T3-L1 脂肪細胞にエレクトロポレーション法を用いて myc-WTGLUT4-GFP、
myc-S488AGLUT4-GFP を発現するプラスミドを導入し、0.1 nM インスリンで 20 分間刺激した後、
GLUT4 の細胞膜移行を測定した。その結果、3T3-L1 脂肪細胞において myc-S488AGLUT4-GFP は
。
myc-WTGLUT4-GFP とインスリン依存的な細胞膜移行能には差が認められなかった（図 4）
（4）GH 長時間処理が S488 のリン酸化に及ぼす影響
ここまでの結果より、GLUT4 の 488 番目のセリン残基のリン酸化が糖膜透過能を抑制する可能
性が考えられた。そこで最後に、GH 長時間処理した 3T3-L1 細胞を用いて内在性 GLUT4 の 488 番
目のセリン残基がリン酸化されているかを検討した。3T3-L1 脂肪細胞を 24 時間 100nM GH を含む
培地あるいは含まない培地で培養し、10 nM のインスリンで 15 分間刺激後、細胞抽出液を調製した。
抗 GLUT4 抗体で免疫沈降し、共免疫沈降物を SDS-PAGE で分離し、GLUT4 のセリン残基の 488
番目のリン酸化を認識する特異抗体を用いて immunoblotting 解析を行った。その結果、GH 長時間
処理によって GLUT4 の 488 番目のセリン残基のリン酸化が増加することが明らかとなった（図 5）
。

考察
これまで、糖鎖付加、リン酸化、SUMO 化など、様々な翻訳後修飾が GLUT4 に起こることが報
告されているが、これらの修飾と糖取り込みとの関係を解析した報告はない。今回、HEK293 細胞
に N57QGLUT4 を発現させた細胞では WTGLUT4 と比べて発現量、糖取り込み量共に変化が認め
られなかった（図 2）。この結果から、この細胞条件下では、GLUT4 の糖鎖修飾は糖膜透過活性に
関与していないと考えられた。GLUT4 は SUMO 化され GLUT4 のタンパク質量が増加することが
報告されているが（Lalioti et al., 2002）、GLUT4 のどのアミノ酸残基に SUMO 化が起こるかは明ら
か と な っ て い な い。 今 回、 配 列 予 測 か ら SUMO 化 さ れ う る 部 位 を 検 索 し、K242RGLUT4、
K261RGLUT4、K495RGLUT4 の 3 つの変異体を作製した。HEK293 細胞に K495RGLUT4 を発現
させた細胞では WTGLUT4 と比べて発現量は同じであるが糖取り込み量が減少した（図 2）。この
とき K495RGLUT4 の細胞膜上の存在量も減少していたため（図 3）､ 糖取り込みの減少は、細胞膜
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上の存在量の減少を反映したものと考えた。すなわちこの部位の SUMO 化は GLUT4 の糖膜透過能
の制御には関与しておらず、細胞膜移行などを制御していると結論した。また、リン酸化修飾がお
こる 488 番目のセリン残基は、GLUT ファミリーの中でも GLUT4 に特徴的である（Lawrence et
al., 1990）。今回、S488AGLUT4 は WTGLUT4 と比べて細胞膜上の存在量が同じであるにもかかわ
らず、糖取り込み量が増加した（図 2，3）
。さらに、GLUT4 の糖膜透過能を抑制する GH 長時間処
理によって、S488 のリン酸化が亢進していた。このように、488 番目の Ser のリン酸化が GLUT4
の糖膜透過能を負に制御していること、GH 長時間処理によって引き起こされるインスリン抵抗性
の少なくとも一部は S488 のリン酸化によることが示唆された。

おわりに
現在までにインスリン抵抗性や糖尿病患者で GLUT4 の 488 番目のセリン残基のリン酸化に変異
が起こっている症例の報告はない。糖尿病患者で GLUT4 の 488 番目のセリン残基近傍に変異など
が入りリン酸化が過剰に起こって糖取り込みが抑制されている症例や、セリン残基に変異が入って
糖取り込みが上がっているような症例が見つかれば、新しい糖尿病発症機構の解明に繋がる可能性
がある。
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(b)
modification

mutation

description

Phosphorylation

Ser 488 Ala

S488AGLUT4

Sumoylation

Lys 242 Arg

K242RGLUT4

Sumoylation

Lys 261 Arg

K261RGLUT4

Sumoylation

Lys 495 Arg

K495RGLUT4

Glycosylation

Asn 57 Gln

N57QGLUT4

図1

GLUT4 の翻訳後修飾が推定されている部位

（a）GLUT4 の予想される構造と予想される翻訳後修飾を示した。
（b）5 つの翻訳後修飾を表に示した。左のカラムが修飾の種類、真ん中のカラムにそれぞれの修飾
が起こる可能性のあるアミノ酸残基を置換したアミノ酸残基を示した。右のカラムはこれらの変異
体 GLUT4 の本研究での表記を示す。
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IB: GLUT4

ϯϬϬ
ϮϬϬ

Q57N

K242R

K216R

S488A

Ϭ

WT

ϭϬϬ

IB:GLUT4
図2

ϮϬϬ

*

ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϱϬ
Ϭ

K495R

$

WT

*

2-deoxy-D [2,6-3H] glucose uptake

ϰϬϬ

Control

2-deoxy-D [2,6-3H] glucose uptake

IB: phosphoGLUT4 (S488)

IB:GLUT4

HEK293 細胞での変異体 GLUT4 の糖取り込み量の解析

HEK293 細胞にリポフェクション法を用いて pGFP、pWT、pQ57N、pK242R、pK261R、pK495R、
pS488AGLUT4 をそれぞれ導入した。24 時間血清存在下で培養後、2-deoxy-D-［1,3-3H］glucose を
加えて 20 分間インキュベートし、細胞内に取り込まれた［3H］の放射活性を糖取り込み量として測
定した。値は平均値 ± 標準誤差で示している（n=5）
。GFP の取り込み量を 100 として WTGLUT4
の割合を求めた。 *p<0.05

WT と比較した。$: データに再現性がなかった。下図は HEK293 細胞

にリポフェクション法を用いてそれぞれの変異体 GLUT4 を発現させ、細胞を調製し SDS-PAGE で
分離し、抗 phosphoGLUT4 抗体または抗 GLUT4 抗体で immunoblot を行った。

− 155 −

成長科学協会 研究年報 No.37 2013

(a)

(b)

䝥䝹䝎䜴䞁䠖 䝇䝖䝺䝥䝖䜰䝡䝆䞁䝡䞊䝈
䝡䜸䝏䞁 (-)

䝡䜸䝏䞁 ;нͿ

GLUT4
IB:GLUT4

図3

HEK293 細胞に発現させた変異体 GLUT4 の細胞膜移行量の解析

（a）ビオチンラベル法の概略を示した。HEK293 細胞にリポフェクション法を用いて pWTGLUT4、
pS488AGLUT4、pK495RGLUT4 をそれぞれ導入した。その 24 時間後に NHS-LC Biotin を添加し、
細胞膜上のタンパク質をビオチンでラベルした。ブランクとして PBS（−）で同様にインキュベー
トした処理群も用意した。その後、細胞抽出液を調製し、ビオチンに特異的に結合するストレプト
アビジンビーズを用いて部分精製した。精製したビオチン化タンパク質を SDS-PAGE で分離し、
immunoblotting に供した。
（b）
（a）の実験の結果を示す。左の 3 レーンのビオチン（−）はビオチンを添加していない PBS（−）
でインキュベートした細胞であり、右の 3 レーンのビオチン（+）はビオチンを添加した細胞を示
している。
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(a)
Insulin

WTGLUT4

S488AGLUT4

䠇

䠉

䠇

䠉

GFP

myc

(b)
Myc rim cells (% of total)

ϰ
ϯ͘ϱ
ϯ
Ϯ͘ϱ
Ϯ
ϭ͘ϱ
ϭ
Ϭ͘ϱ
Ϭ
Insulin
GLUT4

図4

-

+
WT

-

+
S488A

3T3-L1 脂肪細胞における WTGLUT4､S488AGLUT4 のインスリン依存的な細胞膜移行量

（a）図はエレクトロポレーション法により、3T3-L1 脂肪細胞に pmyc-WTGLUT4-GFP、pmycS488AGLUT4-GFP をそれぞれ導入し、24 時間血清存在下で培養、さらに 24 時間無血清で培養した。
0.1 nM インスリンで 20 分間刺激した後、膜透過処理をせず、細胞を PBS（−）で洗浄後、4％パ
ラホルムアルデヒドで固定し、抗 c-myc 抗体を用いて免疫染色を行い、二次抗体（Alexa Fluor 594
donkey anti-mouse IgG :Invitrogen）を用いて、myc のシグナルを共焦点レーザースキャン顕微鏡
で赤色で検出したもので、典型的な結果を示した。
（b）実験結果を示した。各群あたり細胞 20 個の GLUT4 細胞膜移行量を定量し、
統計処理を行った。
グラフはインスリン無処理の細胞の GLUT4 細胞膜移行量を 1 とし値は平均値 ± 標準誤差で示して
いる（n=20）。
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図5

GH 長時間処理を施した 3T3-L1 脂肪細胞における GLUT4 の
488 番目のセリン残基のリン酸化量の変動

（a）3T3-L1 脂肪細胞を 100nM GH 存在下あるいは、非存在下で 24 時間培養後、10 nM インスリン
で 20 分間刺激して細胞抽出液を調製した。細胞抽出液を抗 GLUT4 血清で免疫沈降を行い、免疫沈
降物を SDS-PAGE で分離し、抗 GLUT4 抗体、抗 phospho GLUT4 抗体（S488）で immunoblotting
を行った。
（b）グラフは、（a）の結果の GH 無処理 / インスリン無処理、GH 処理 / インスリン無処理の結果
のみを表しており、GH 無処理 / インスリン無処理の細胞の GLUT4 のリン酸化量を 1 とし、各処
理群の割合を計算した。値は平均値 ± 標準誤差で示している （n=3）
。
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成長障害を有する骨形成不全症の分子遺伝学的特徴
長谷川奉延
慶應義塾大学医学部小児科学教室
髙木優樹
都立小児総合医療センター内分泌代謝科

背景
骨形成不全症（osteogenesis imperfect; 以下 OI）は骨脆弱性により易骨折性を示す疾患群であり、
現在までに少なくとも 13 種の責任遺伝子（COL1A1 , COL1A2 , IFITM5 , LEPRE1 , CRTAP , PPIB ,

FKBP10 , SP7 , SERPINF1 , SERPINH1 , BMP1 , WNT1 , TMEM38B ）が証明されている。臨床的には、
遺伝形式、責任遺伝子などにより少なくとも 15 型に分類され、COL1A1 あるいは COL1A2 遺伝子
変異による 1 型 OI 〜 4 型 OI が 90％以上を占める。生命予後の良好な 1 型、3 型、4 型 OI の一部
は成長障害を有することが知られているが、成長障害合併の分子遺伝学的機序は不明である。

目的
本研究の目的は、成長障害を有する 1 型、3 型、あるいは 4 型 OI の分子遺伝学的特徴を明らかに
することである。

対象
臨床症状および骨レントゲン所見から、OI と臨床診断した日本人 163 家系を対象とした。臨床的
分類は、1 型 OI 103 家系、3 型 OI 50 家系、4 型 OI 10 家系である。なお、いわゆる周産期致死型
である 2 型 OI および COL1A1 および COL1A2 以外の遺伝子変異による 5 型〜 15 型 OI は本対象
から除外した。

方法
PCR- 直接シークエンス法により COL1A1 および COL1A2 遺伝子を、あるいは次世代シークエン
シング法により OI の 10 個の責任遺伝子（BMP1 , COL1A1 , COL1A2 , CRTAP , FKBP10 , LEPRE1 ,

PPIB , SERPINF1 , SERPINH1 , SP7 ）を解析した。すなわち次世代シークエンシング法においては、
ゲノム DNA を物理的に断片化し、これら 10 遺伝子の全エクソン領域を SureSelect で濃縮した。
この DNA にインデックス配列を付加し（12 検体マルチプレックス）、MiSeq で解析（150 塩基ペア
エンド）した。データ解析には BWA、snpEff、ANNOVAR などを使用した。次世代シークエンシ
ング法で認めた COL1A1 および COL1A2 遺伝子変異陽性例については PCR- 直接シークエンス法
で変異を確認した。
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結果
１．1 型 OI 79/103（76.7%）で COL1A1 あるいは COL1A2 の遺伝子変異を同定した。
２．3 型 OI 45/50（90.0%）で COL1A1 あるいは COL1A2 の遺伝子変異を同定した。
考察
現在 4 型 OI の遺伝子解析を進めるとともに、各症例の成長障害の有無を確認中である。成長障
害を有する群（身長＜ ‒2S.D.）と有さない群（身長≧ ‒2S.D.）の COL1A1 あるいは COL1A2 の遺
伝子変異陽性率を比較検討予定である。
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新たに分離された成長遅延・運動失調マウスの遺伝子および病態解析
秦野

修

奈良県立医科大学第一解剖学
竹森

洋

医薬基盤研究所
代謝疾患関連タンパク探索プロジェクト
松田潤一郎
医薬基盤研究所
疾患モデル小動物研究室

はじめに
本研究は、C57BL/6J（以下、B6）マウス集団から自然発生的に出現し、新たに分離した著しい
成長遅延、若齢死亡、不妊、運動失調を呈するマウスに関して、遺伝子・病態解析を行なうことを
目的として行った。本マウスは常染色体性劣性遺伝であり、本年度は、原因遺伝子の染色体同定と、
下垂体の成長ホルモンなどの測定を行い、原因遺伝子が第 1 染色体上に存在すること、及び、下垂
体の成長ホルモン量が顕著に低いことなどが明らかになった。

方法
遺伝子解析：
最初に出現した低体重 B6（−/−）変異マウス精子と C3H（＋/＋）マウス（排卵誘発卵）間の
体外受精によって B6/C3H の F1（低体重遺伝子＋/−）個体を作成し、その F1（＋/−）メス個体
から過排卵処理によって採卵し、低体重 B6（−/−）精子との体外受精による戻し交配によって、
N2 個体 8 匹（低体重 4 匹、通常体重 4 匹）を作成し、B6 と C3H のゲノム間のマイクロサテライト
配列の違いを PCR 法で検出して、染色体同定を行った。又、
先の B6/C3H の F1（低体重遺伝子＋/−）
間の兄弟間交配（F2）によって得られた 20 匹の低体重マウス（F2 −/−）において、第 1 染色体
上の 4 つのマイクロサテライト配列（D1Mit232, D1Mit386, D1Mit34, D1Mit362）に関して、B6、
C3H 系統との連鎖解析を行った。
本マウスは、
（−/−）個体でオスメス両性共に不妊であり、
（+/ −）個体でも生殖能力が低いため、
確実な交配のため体外受精を併用した。
使用したマイクロサテライト（表 1）のプライマー配列は、
http://www.informatics.jax.org/marker/ に記載されているが、低体重形質と連鎖した第 1 染色体
上の D1Mit386 と D1Mit34、及び、第 1 染色体上の連鎖しなかった遺伝子座である D1Mit294、
D1Mit232、D1Mit362 のプライマー配列を以下に示す。
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D1Mit386

第 1 染色体 48.81 cM （Chr1:100400482-100400577）

Primer 1 sequence: ACTCTTTTTGTCTCTCTTTGTCCA
Primer 2 sequence: TGCCTTGAAGGCACAATGTA
Product size: B6: 96 bp

C3H: 90 bp

MGI Accession ID: MGI:702827

D1Mit34

第 1 染色体 67.5 cM（Chr1:155706491-155706677）

Primer 1 sequence: CACGAAAATCCCTTCCTCAA
Primer 2 sequence: CCCTGCCATGTACCTACATACA
Product size: B6: 187 bp, C3H: 186 bp
MGI Accession ID: MGI:700986

D1Mit294 第 1 染色体 2.61 cM （Chr1:11741307-11741452）
Primer 1 sequence: CCCAAGGACACCTACGTGAT
Primer 2 sequence: CTGGCAAGTTCTGCTTTAACC
Product size: B6: 146 bp, C3H: 156 bp
MGI Accession ID: MGI:703962

D1Mit232 第 1 染色体 18.85 cM （Chr1:40262417-40262558 bp）
Primer 1 sequence: TTGTCCTCTGACCTTGCAGA
Primer 2 sequence: TCCCCCTTCATTTCCTCTTT
Product size: B6：142 bp, C3H: 148 bp
MGI Accession ID: MGI:706738

D1Mit362

第 1 染色体

94.35 cM （Chr1:189250913-189251027）

Primer 1 sequence: TGTGTGACTGCTTGGAAGATG
Primer 2 sequence: CTGAGTCCCTAAAGTTGTCCTTG
Product size: B6: 115 bp, C3H: 148 bp
MGI Accession ID: MGI:704467

下垂体のホルモン量測定：
マウス下垂体を摘出し、0.1％ CHAPS-PBS 1 ml 中で sonication を行い可溶化させた。下垂体ホ
ルモン量（GH, PRL, LH, FSH, TSH）は、Europium 標識 IgG を用いた蛍光免疫測定法（FIA）を
用いて以下の順で行った。
①、96 穴平底プレートに抗原（Porcine の GH, PRL, LH, FSH, TSH）を 5μg/ml で 100μl 添加
し て、4 ℃ で 一 晩 固 着、 ②、0.2 ％ Tween 20-PBS で 3 回 洗 浄、 ③、 下 垂 体 サ ン プ ル を GH 用
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x10,000、PRL 用 x100、LH 用 x100、FSH 用 x5、TSH 用 x100 で 100μl 加えると同時に 1 次抗体
を加えて、96 穴プレート上の固着された抗原と競合的に室温 2 時間反応。用いた 1 次抗体は以下の
通りである。Goat anti-Porcine GH、Guinea Pig anti-Porcine PRL、Rabbit Anti-Porcine LH、
Rabbit Anti-Porcine FSH、Rabbit anti-Porcine TSH、④、0.2％ Tween 20-PBS で 3 回洗浄、⑤、
Europium 標識 2 次抗体 IgG を 200 倍希釈し 100μl 加えて、室温 2 時間反応、⑥、0.2％ Tween
20-PBS で 3 回洗浄、⑦、DELFIA エンハンサー液（パーキンエルマー）を 100μl/well 添加し、室
温 5 分間振とう反応、⑧、パーキンエルマー ARVO X4 で、蛍光を測定（DELFIA モード）
。
測定は各下垂体サンプルにおいて 4 回独立して行い、平均と CV 値を算出した。

結果と考察
自然発生突然変異・成長障害 / 低体重マウスの分離
C57BL/6J（以下、B6）の飼育中に自然発生的に、成長遅延・低体重の個体（通常体重の約 1/2
ないし 1/2 以下）が、同腹兄弟中に複数個体（オス 1 匹、メス 1 匹）
、発見された（図 1、図 2 参照）
。
そのオス個体から精子を採取して、過排卵させた B6 メスの卵子と体外受精を行い、得られた個体
は全て通常の体重であった。次に、この第 2 世代の ＋/− 個体間の交配によって得られた子は、通
常体重の個体と、低体重の個体が、オスメスに関わらずほぼ 3：1 の割合で見出された（第 3 世代）
。
これらの結果から、この低体重形質が、常染色体性劣性遺伝を呈することが明らかになった。
この成長遅延・低体重マウスは、4 〜 6 ヶ月齢で若齢死亡するが、死亡前期に約 3 割の個体で、ケー
ジ交換などの軽度なストレスによって、その場での左方向への回旋走行運動を開始する個体が認め
られた（図 3）。この回旋走行運動を認めた個体は、その後、1 週間程度で死亡した。又、歩行も野
生型マウスと異なる特徴的歩行が認められるため、運動失調に関与する脳神経系の異常が推察され
る。
先に採取した B6 低体重マウスの精子と、過排卵させた C3H メス卵子と体外受精を行い、B6/
C3H 間の F1 個体（＋/−）を得た。この個体は全て通常体重であった。次にこの B6/C3H F1 個体（＋/−）
の卵子と、B6（−/−）個体の精子とを体外受精による戻し交配を行い、N2 個体 8 匹を得た（表
1a）。8 匹中 4 匹は低体重であり、残り 4 匹は通常体重であった。遺伝様式はこれらの交配結果を含
めて、全て常染色体性劣性遺伝であることを示していた。
遺伝子解析
得られた N2 個体 8 匹を用いて、マウス染色体上の B6 と C3H 間で異なるマイクロサテライトマー
カー解析を行ったところ、第 1 染色体上の近接する D1Mit386、D1Mit34 において、低体重 / 通常
体重形質と、B6 マーカー /C3H マーカーの 100％一致が認められた（8/8）
（表 1b）。又、これより
離れた第 1 染色体マーカーにおいては、低体重形質と B6 のマイクロサテライト配列の連鎖は認め
られなかった。又、調べた他の染色体（第 2 〜 7 染色体）において、低体重形質と B6 のマイクロ
サテライトマーカーとの一致は認められなかった（表 1c 〜 1h）。毛色遺伝子は第 2 染色体上に座位
し、アグーチ色（A）は優性で、黒色（a）は劣性遺伝であるが、毛色との相関も認められなかった
（表 1c）。
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更に、第 1 染色体においては、低体重遺伝子（＋/−）の F1（B6/C3H）の兄弟間の交配によって
得られた F2 における 20 匹の低体重マウス（−/−）に関しても、D1Mit386、D1Mit34 は、20 匹全
て に お い て、B6 型（ 各 96 bp と 187 bp） で あ っ た。 こ れ ら の 両 外 側 に 隣 接 す る D1Mit232 と
D1Mit362 には、B6 型との連鎖は認められなかった。これらの結果から、この低体重形質は、第 1
染色体上の D1Mit386、D1Mit34 近傍に存在するものと結論した。
D1Mit386、D1Mit34 は、各々、第 1 染色体上の、Chr1:100400482-100400577 と Chr1:155706491155706677 に存在する。又、その外側の連鎖しなかった D1Mit232 と D1Mit362 は、Chr1:4026241740262558 と Chr1:189250913-189251027 に存在する。
したがって、本マウスの低体重形質は、第 1 染色体上の 100400482-155706677 の 55M bp 近傍、
最長では 40262417-189251027 の 150M bp 中に存在するものと結論された。
下垂体のホルモン量
メスの低体重変異マウスと通常体重マウスの下垂体におけるホルモン量を測定した結果を表 2 に
示す（マウス #1 〜 3 は同腹の姉妹）。低体重変異マウスでは、成長ホルモンとプロラクチンの下垂
体 1 個当たりの含有量が、通常マウスより明らかに低い結果であった（下垂体 1 個当たりで、成長
ホルモンが 1/3-1/5、プロラクチンが 1/4-1/20。又、8 週齢の同腹姉妹間では、成長ホルモンが
1/4、プロラクチンが 1/8）。他の LH, FSH, TSH については、低体重変異マウスで少し低い値では
あるが、低体重マウスでは下垂体自体も小さいことから、顕著な差は認められなかった。
今後の展望
今後は、より精細な遺伝子マッピングが可能な B6 と C3H の配列の違いを利用した SNP 解析な
どを用いて、本変異マウスの低体重形質の遺伝子座を更に狭い領域まで絞込み、原因遺伝子の特定
を目指したい。又、骨の成長様式や脳、生殖腺などの異常を解析し、本変異マウスの低体重、運動
異常、不妊、若齢死亡との関連について解析していきたい。又、本変異マウスで、下垂体の成長ホ
ルモン量の顕著な低下が認められたため（約 1/4）、成長ホルモン投与等による治療の可能性につい
て検討していきたい。
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図1

8 週齢の野生型（左：WT）および、本・成長遅延 / 低体重変異マウス（右 : − / −）



図2

12 週齢オスの本・成長遅延 / 低体重変異マウス（− / −）の体重




図3

本・成長遅延 / 低体重変異マウスの死亡前期に認められる、軽度ストレスによる左回りの
回旋走行運動
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表1

各染色体の遺伝子座と低体重形質（B6 由来）との連鎖解析

表 1a: N2 マウス（B6:75％ , C3H:25％）
、12 週齢の体重
判定欄は、その個体の低体重形質の遺伝子座が、B6（C3H）由来かどうかを記載。
ಶయ 㻺㼛㻚㻌

ᛶู㻌

య㔜㻌

㻌㻌

ุᐃ㻌

㻝㻌

䗢㻌

㻞㻡㻚㻞㼓㻌

పయ㔜

㻞㻌

䗢㻌

㻠㻠㻚㻠㼓㻌

㻌㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻟㻌

䗢㻌

㻠㻟㻚㻟㼓㻌

㻌㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻠㻌

䗢㻌

㻝㻤㻘㻠㼓㻌

పయ㔜

㻮㻢㻌

㻡㻌

䗢㻌

㻝㻤㻚㻡㼓㻌

పయ㔜

㻮㻢㻌

㻢㻌

䗢㻌

㻠㻣㻚㻣㼓㻌

㻌㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻣㻌

䗢㻌

㻠㻞㻚㻜㼓㻌

㻌㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻤㻌

䗠㻌

㻝㻣㻚㻝㼓㻌

పయ㔜



㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

表 1b 〜 1h：各染色体のマイクロサテライトマーカーと低体重形質（B6 由来）との連鎖解析。連
鎖している箇所を水色（■）で表記している。1c（第 2 染色体）では、同染色体に座位する毛色
との連鎖率も記している。

表 1b: 第 1 染色体
㻯㼔㻝㻌

F0

㻌

ಶయ 㻺㼛㻚㻌

ุᐃ㻌

㻝㻌

㻮㻢㻌

F0 F0

F0

F0

㻰㻝㻹㼕㼠㻞㻥㻠 㻰㻝㻹㼕㼠㻞㻟㻞 㻰㻝㻹㼕㼠㻟㻤㻢

㻰㻝㻹㼕㼠㻟㻠㻌

㻰㻝㻹㼕㼠㻟㻢㻞㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻞㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌 㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻟㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌 㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻠㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻡㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌 㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻣㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌 㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻌 㻡㻛㻤㻌

㻌 㻡㻛㻤㻌

㻌 㻤㻛㻤㻌

㻌 㻤㻛㻤㻌

㻌 㻢㻛㻤㻌

㻤㻌
㐃㙐⋡㻌

㻮㻢㻌
㻌㻌
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表 1c: 第 2 染色体
ಶయ 㻺㼛㻚㻌

ุᐃ㻌

㻰㻞㻹㼕㼠㻡㻢

㻰㻞㻹㼕㼠㻝

㻰㻞㻹㼕㼠㻟㻢㻡

ẟⰍ㻌

㻝㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㯮㻌

㻞㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㯮㻌

㻟㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㯮㻌

㻠㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

䜰䜾䞊䝏

㻡㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

䜰䜾䞊䝏

㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㯮㻌

㻣㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

䜰䜾䞊䝏

㻤㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

䜰䜾䞊䝏

㻌 㻟㻛㻤㻌

㻌 㻡㻛㻤㻌

㻌 㻠㻛㻤㻌

㻌 㻞㻛㻤㻌

㐃㙐⋡㻌

㻌㻌

表 1d: 第 3 染色体
ಶయ 㻺㼛㻚㻌

ุᐃ㻌

㻰㻟㻹㼕㼠㻝㻝㻣㻌

㻰㻟㻹㼕㼠㻝㻤㻠

㻰㻟㻹㼕㼠㻠㻞

㻰㻟㻹㼕㼠㻠㻡㻌

㻝㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻞㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻟㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻮㻢㻌

㻠㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻡㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻣㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻮㻢㻌

㻤㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻌 㻣㻛㻤㻌

㻌 㻟㻛㻤㻌

㻌 㻡㻛㻤㻌

㻌 㻞㻛㻤㻌

㐃㙐⋡㻌

㻌㻌

表 1e: 第 4 染色体
ಶయ 㻺㼛㻚㻌

ุᐃ㻌

㻰㻠㻹㼕㼠㻞㻢㻠㻌

㻰㻠㻹㼕㼠㻠㻞

㻝㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻞㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻟㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻠㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻡㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻣㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻤㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻌 㻡㻛㻤㻌

㻌 㻟㻛㻤㻌

㐃㙐⋡㻌

㻌㻌
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表 1f: 第 5 染色体
ಶయ 㻺㼛㻚㻌

ุᐃ㻌

㻰㻡㻹㼕㼠㻟㻠㻡㻌

㻰㻡㻹㼕㼠㻥㻡

㻝㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻞㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻟㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻠㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻡㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻣㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻤㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻌 㻟㻛㻤㻌

㻌 㻟㻛㻤㻌

㐃㙐⋡㻌

㻌㻌

表 1g: 第 6 染色体
ಶయ 㻺㼛㻚㻌

ุᐃ㻌

㻰㻢㻹㼕㼠㻝㻜㻞㻌

㻰㻢㻹㼕㼠㻟㻡㻝

㻰㻢㻹㼕㼠㻢㻝㻌

㻰㻢㻹㼕㼠㻝㻠㻥㻌

㻝㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻞㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻟㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻠㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻡㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻣㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻤㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻌 㻠㻛㻤㻌

㻌 㻟㻛㻤㻌

㻌 㻡㻛㻤㻌

㻌 㻡㻛㻤㻌

㐃㙐⋡㻌

㻌㻌

表 1h: 第 7 染色体
ಶయ 㻺㼛㻚㻌

ุᐃ㻌

㻰㻣㻹㼕㼠㻞㻝㻌

㻰㻣㻹㼕㼠㻟㻟㻜

㻝㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻞㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻟㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻠㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻡㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢

㻢㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻣㻌

㻯㻟㻴㻛㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻤㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻮㻢㻌

㻌 㻠㻛㻤㻌

㻌 㻝㻛㻤㻌

㐃㙐⋡㻌

㻌㻌
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表2

メス変異マウスの下垂体中のホルモン量の測定

表 2a: 成長ホルモンとプロラクチン（μg/ 下垂体）
䝬䜴䝇㻏㻌 㻌 㻌
㻝㻌

㻌㻌

㻌㻌

㻗㻛㻗㻌㼛㼞㻌㻗㻛㻙㻌 㻮㻢㻌 䝯䝇㻌

㻳㻴㻌

㻔㻯㼂㻌㻑㻕

㻼㻾㻸㻌

㻔㻯㼂㻌㻑㻕

㻤 㐌㱋㻌

㻟㻞㻜㻚㻥㻌

㻔㻠㻚㻣㻕㻌

㻡㻚㻡㻡㻟㻌

㻔㻝㻚㻡㻕㻌

㻞㻌

㻙㻛㻙㻌

㻮㻢㻌 䝯䝇㻌

㻤 㐌㱋㻌

㻌 㻥㻟㻚㻤㻌

㻔㻠㻚㻟㻕㻌

㻝㻚㻜㻠㻝㻌

㻔㻝㻝㻚㻞㻕

㻟㻌

㻙㻛㻙㻌

㻮㻢㻌 䝯䝇㻌

㻤 㐌㱋㻌

㻌 㻢㻞㻚㻝㻌

㻔㻝㻟㻚㻟㻕

㻜㻚㻟㻡㻜㻌

㻔㻞㻚㻣㻕㻌

㻠㻌

㻙㻛㻙㻌

㻮㻢㻌 䝯䝇㻌

㻟㻚㻡 䜿᭶㱋

㻌 㻥㻜㻚㻠㻌

㻔㻝㻚㻜㻕㻌

㻝㻚㻡㻡㻡㻌

㻔㻝㻟㻚㻤㻕

㻗㻛㻗㻌㼛㼞㻌㻗㻛㻙㻌 㻮㻢㻌 䝯䝇㻌

㻡㻚㻡 䜿᭶㱋

㻟㻜㻢㻚㻞㻌

㻔㻢㻚㻥㻕㻌

㻢㻚㻣㻞㻞㻌

㻔㻝㻜㻚㻥㻕

㻸㻴㻌

䠄㻯㼂㻌㻑㻕

㻲㻿㻴㻌 㻌

㻔㻯㼂㻌㻑㻕

㼀㻿㻴㻌

㻔㻯㼂㻌㻑㻕㻌

㻡㻌

表 2b: LH, FSH, TSH（μg/ 下垂体）
䝬䜴䝇㻏㻌
㻝㻌

㻗㻛㻗㻌㼛㼞㻌㻗㻛㻙㻌

㻜㻚㻞㻥㻤㻌

㻞㻚㻣㻌

㻜㻚㻜㻠㻜㻜㻌

㻔㻝㻝㻚㻢㻕

㻠㻚㻢㻣㻌

㻔㻞㻞㻚㻝㻕㻌

㻞㻌

㻙㻛㻙㻌

㻜㻚㻞㻟㻠㻌

㻢㻚㻞㻌

㻜㻚㻜㻟㻜㻝㻌

㻔㻝㻝㻚㻜㻕

㻞㻚㻡㻞㻌

㻔㻠㻜㻚㻝㻕㻌

㻟㻌

㻙㻛㻙㻌

㻜㻚㻝㻡㻝㻌

㻝㻜㻚㻢㻌

㻜㻚㻜㻟㻢㻣㻌

㻔㻣㻚㻞㻕㻌

㻟㻚㻠㻡㻌

㻔㻝㻝㻚㻠㻕㻌

㻠㻌

㻙㻛㻙㻌

㻜㻚㻟㻝㻠㻌

㻢㻚㻥㻌

㻜㻚㻜㻟㻣㻣㻌

㻔㻝㻟㻚㻣㻕

㻡㻚㻣㻟㻌

㻔㻞㻣㻚㻣㻕㻌

㻡㻌

㻗㻛㻗㻌㼛㼞㻌㻗㻛㻙㻌

㻜㻚㻣㻡㻤㻌

㻝㻞㻚㻠㻌

㻜㻚㻜㻟㻢㻞㻌

㻔㻠㻚㻥㻕㻌

㻢㻚㻠㻟㻌

㻔㻝㻠㻚㻢㻕㻌
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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食事調査法の開発
−秤量調査法、食物摂取頻度調査法、尿中ヨウ素濃度測定法の比較（中間報告書）
布施養善
国立成育医療研究センター研究所
成育政策科学研究部
浦川由美子、山口真由
鎌倉女子大学
塚田

信、川端輝江

女子栄養大学
横山次郎
日本農産工業株式会社

研究の背景
ヨウ素は甲状腺ホルモンの合成に必須の元素であり、その摂取不足および過剰は甲状腺機能異常
を主としたさまざまな病態を引き起こす。ヨウ素は特定の食品に大量に含まれる微量栄養素である
ため摂取量には大きな変動があり正確に評価するのは容易ではない。集団または個人の日常的なヨ
ウ素摂取量を評価することは妊産婦、乳幼児でのヨウ素過剰あるいは不足の診断、アイソトープ検
査、治療におけるヨウ素制限の評価などに必要であるほかに、栄養摂取基準値の策定のためにも必
要である。ヨウ素摂取量を評価する方法として、食事調査法のうち実際に摂取した食品を秤量して
記録する秤量調査法（food weighing method, FWM or weighed dietary records, WDR）と生体指
標としての尿中ヨウ素排泄量は Golden standard とされている。秤量調査法は実施が煩雑であるの
で、我々はより簡便なヨウ素に特化した食物摂取頻度調査法（food frequency questionnaire, FFQ）
を開発し妥当性、再現性を検討し有用であることを報告した。しかし秤量調査法と尿中ヨウ素濃度
は直近のヨウ素摂取を反映するのに対し、FFQ は 1 日の平均的なヨウ素摂取量を評価するため、こ
の 3 つの方法で得られたヨウ素摂取量は互いに相関はするものの、絶対値は必ずしも一致しないこ
とが知られている。

研究目的
正確なヨウ素摂取量の評価方法を開発するために、同一成人において FFQ、秤量調査法、随時尿
中ヨウ素濃度測定の 3 者を同時においておこない、その相関を検討する。

対象と方法
研究について鎌倉女子大学の倫理委員会の審査、承認を得て、同大学家政学部管理栄養学科に在
籍、在学する甲状腺疾患の既往歴、現病歴のない健康な女性に対し、研究の趣旨を説明し、任意の
志願者を募った。書面により研究への同意を得た 21 名において、2014 年 2 月 25 日から 3 月 6 日の
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期間に、①連続 3 日間の秤量調査、②調査の当日と前後 1 日の計 5 日間の随時尿（早朝尿）採取、
③ FFQ による過去 1 か月間の 1 日ヨウ素摂取量調査をおこなった。尿検体は尿中ヨウ素およびク
レアチニン濃度を測定するまで、− 30℃で凍結保存した。

結果
1． 被験者 21 名の年齢は 22 から 29 歳、平均（標準偏差）は 23.2（2.6）歳である。
2． 秤量調査による 1 日ヨウ素摂取量（Dietary iodine intake by WDR, DII-WDR とする）の連続
3 日間の平均値は 5.3-7066.3μg/day であり、中央値は 396.3μg/day であった。
3． FFQ による 1 日ヨウ素摂取量（Dietary iodine intake by FFQ, DII-FFQ とする）は 38.6-1430
μg/day であり、中央値は 281.2μg/day である。
。
4． DII-WDR と DII-FFQ 値を対数変換した値は正の相関を示した（Y = 0.3010X + 1.615,P=0.003）

㻌

今後の予定は尿検体中のヨウ素およびクレアチニン濃度を一括して測定し、秤量法、FFQ 法の結
果と比較する。

参考文献
1.

日本人の食事摂取基準 2015 年版．2014．厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/sessyu-kijun.html（2014 年 5 月アクセス）

2.

Willett W 1998 Nutritional Epidemiology 2nd Edition, Oxford University Press, New York

3.

布施養善ほか．2012．ヨウ素に特化した食物摂取頻度調査表による日本人のヨウ素摂取源と摂
取量についての研究．日臨栄会雑 34:18-28

4.

塚田信ほか．2013．日本人学生のヨウ素摂取量調査−「日本食品標準成分表 2010」に基づいて−

日臨栄学誌 35:30-38
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成長ホルモン / インスリン様成長因子 -1 の
エネルギー代謝制御における分子基盤の解明
森山賢治
武庫川女子大学薬学部臨床病態解析学講座
二若久美
武庫川女子大学薬学部臨床病態解析学講座
田上哲也
国立病院機構京都医療センター臨床研究センター
内分泌代謝内科高血圧研究部

緒言
成長ホルモン（growth hormone:GH）分泌不全症患者（AGHD）では、脂質代謝が障害され、
内臓脂肪の蓄積や脂質代謝異常症をきたすことが示されている。このことから GH は、脂質代謝に
おいて重要な役割を担っていることが臨床観察研究より明らかにされている。GH のこれらの作用
は、成長作用と同様に、インスリン様成長因子（insulin-like growth factor-1:IGF-1）を介した間接
的作用として考えられている。一方、最近になり GH は GH 受容体に結合し、その細胞内シグナル
として Janus kinase/signal transduction and activator of transcription（JAK/STAT）経路を介
して様々な生理作用を発揮していることも示唆されているものの詳細は不明の点が多い。特に、脂
質代謝をはじめとしたエネルギー代謝に関する直接作用に関して、分子メカニズムは検討が尽くさ
れたとは言いがたい。
GH は GH 受容体結合以後、JAK/STAT 経路を介して作用を発揮することが知られている。そ
こで本研究では、GH による脂質代謝をはじめとしたエネルギー代謝に直接作用をもつのか、もつ
とすればどのようなシグナル伝達因子を介して、どのような遺伝子が標的であるのか、ミトコンド
リア脱共役タンパク質（uncoupling protein:UCP）他、liver X receptor（LXR）遺伝子群、
farnesoid X receptor（FXR）遺伝子などの核内受容体に注目して検討を行った。

方法
1．プラスミドコンストラクション
UCP 遺伝子群、LXR、FXR の遺伝子のプロモーター領域を 1.0 〜 1.4kb にわたりヒトゲノムよ
りクローニングした。クローニングしたプロモーター領域は、シークエンスを確認後、Luciferase
発現ベクター（pGL4.10）と結合してキメラタンパクを発現するレポーターコンストラクトを作成
した。野生型 Signal Transducer and Activator of Transcription 5（STATs）は Addgene
（Cambridge, MA）より購入した。恒常活性型 pCMX-STAT5A、STAT5B を用いた。UCP-1 〜 3
については、STAT5 のコンセンサス配列のスクリーニングを行い、deletion constructs の作成に
際して参考とした。
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2．転写活性測定
各遺伝子プロモーター領域結合したレポーターコンストラクトに、恒常活性型 pCMX-STAT5A、
STAT5B のいずれか、あるいは両者をリン酸カルシウム法によりプラスミド導入を行い、24 時間
後に回収し、デュアルルシフェラーゼ法により転写活性を評価した。
3．培養細胞と遺伝子導入方法
使用細胞：ヒト胎児腎臓細胞由来 TSA201 を用いた。ラット骨格筋細胞 L6、マウス筋芽細胞
C2C12、マウス前駆脂肪細胞 3T3-L1。以上、何れも理研 BRC より購入した。遺伝子導入方法は、
TSA201 で は カ ル シ ウ ム リ ン 酸 法 で、 そ の 他 の 細 胞 は、Lipofectamine ® 3000 Reagent（Life
Technologies）、あるいはエレクトロポレーション法にて導入した。
4．mRNA 発現量測定
ヒト GH（Sigma-Aldrich ジャパン）を、添加量は既報を参考に GH 500ng/mL を添加し刺激した。
24 時間後、内因性遺伝子の mRNA の発現量をインターカレーション法により Real-time qPCR 法を
用いて評価した。内部標準遺伝子として、β-actin または GAPDH を用いた。
5．統計解析
一元配置分散分析後 Bonferroni 法による多重比較をおこなった。P<0.05 の場合、統計的有意と
判断した。

結果
1．脂質代謝、エネルギー代謝に関与する標的遺伝子のスクリーニング
方法に記載した標的遺伝子候補のプロモーター領域に対して、STAT5s をプローブとしてスク
リーニングを行った。その結果、UCP1 〜 5 では STAT5s の添加により活性の上昇を認めた。それ
以外の遺伝子については、転写活性の変化は認められなかった。
2．UCP1 〜 3 に対する STAT5s 濃度依存性による刺激活性
1 で得られた結果に基づき、STAT5 の添加濃度に勾配を配して転写活性の変化についてスクリー
ニングをおこなった結果、UCP1 〜 3 の何れにおいても濃度勾配に従い転写活性の増加を認めた。
TAT5A と STAT5B の相加、相乗効果は認めなかった。
3．STAT5s が認識するコンセンサス配列のスクリーニング
UCP2 〜 3 のプロモーター領域を用いて、STAT5 のコンセンサス配列に基づきシークエンス解析
を行った。この結果に従い、Deletion constructs を作成し、STAT5 のコンセンサス配列の有無に
ついて検討した。現時点で、何れのプロモーター領域においてもコンセンサス配列が存在する可能
性が示唆された。
4．STAT5s の導入による、内因性 UCP の相対発現量の検討
STAT5A、B 各 400ng を導入した L6 培養細胞での UCPs の発現量をコントロールと比較した結果、
STAT5A 導入時における UCP2 相対発現量は約 2.18±0.36 倍、UCP3 は約 2.70±0.42 倍、STAT5B
導入時における UCP3 の相対発現量は約 6.50±1.42 倍、UCP3 は約 20.92±0.56 倍増加した。
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5．GH 添加による UCPs 相対発現量の検討
UCP-2、3 が本来発現している白色脂肪細胞、筋細胞を用いて GH による UCP の発現解析を行っ
た。C2C12 細胞の場合、コントロールと比較して GH 添加時における UCP-2 の mRNA 発現量は約
2.13±0.17 倍増加した。3T3-L1 細胞の場合、コントロールと比較して GH 添加時における UCP-3 の
mRNA 発現量は約 2.74±0.32 倍増加した。

考察
GH は、肝細胞表面の受容体に結合し、GH 受容体結合以降のシグナル伝達経路は、JAK/STAT5
を介して Sirt-1 など数種の標的遺伝子を制御していることが報告されている。このシグナル伝達経
路を介して、インスリン様成長因子 -1（ソマトメジン C, IGF-1）の転写を促進し、間接的に成長に
関わる作用やカルシウム代謝などの生理作用を担っていると考えられてきた。最近になり、GH は、
成長ばかりでなく、脂質代謝をはじめとしたエネルギー代謝にも直接的に関わっているという可能
性が示されてきた（Takahashi et al., Endocr. J, 955-62, 2012）
。ラットでは、GH は肝臓の GH 受容
体に結合し IGF-1 とは独立して脂質代謝を改善し、Non-alcoholic steatohepatitis の発症を抑制して
いることが報告されている（Nishizawa H, et al., Biochem Biophys Res Commun. 2012）
。また、膵
β細胞膜上には GH 受容体と IGF-1 受容体が発現しており、リガンドが結合した際に両受容体は会
合して β 細胞のアポトーシスを抑制していると報告された（Ma F,et al., Mol Endocrinol, 2011）
。
しかしながら、GH が独立して作用しているのか、あるいはクロストークを介して他のシグナル伝
達因子と相互作用しているのか不明のままであった。
今回我々は、GH の GH 受容体以降のシグナル伝達とそのエフェクター分子を明らかにすること
を目的として検討を行った。GH/JAK/STAT 経路の下流に存在する標的遺伝子の候補として遺伝
子数種のスクリーニングを行った結果、UCPs のみ STAT5 により濃度依存的に発現増加が認めら
れた。UCP は脂肪酸やグルコースなどを、ATP を経ずに直接熱へと変換する作用を有しており、1
〜 5 までのサブタイプが知られている。最もエネルギー代謝に関連が深いのは、脂肪細胞や筋細胞
で発現している UCP-2、3 と想定される。STAT5 を直接導入したり GH を添加したりした場合、
UCP 発現量は何れも増加を認めた。更に、UCPs deletion constructs での検討より、UCP-2、
3 各プ
ロモーター上での STAT5 のコンセンサス配列の存在が示唆された。以上より、GH は STAT5 を介
して、少なくとも筋や脂肪で発現する UCP-2、3 において影響を及ぼしている可能性が示唆された。
既報では、GH を投与したマウスにおいて UCP1 〜 3 の発現量が増加すると報告されているが、
その分子メカニズムは明らかになっていない（Hioki C, et al., Horm Metab Res, 36,607-13, 2004）
。
本実験より、GH は IGF-1 を介さず直接エネルギー代謝に関与している可能性が示唆された。
今 後、 ク ロ ス ト ー ク を 担 う 分 子 と し て、 甲 状 腺 ホ ル モ ン 受 容 体、PPARs、PPARgamma
coactivator-1（PGC-1s）をはじめとするエネルギー代謝に関与している核内受容体との間でスクリー
ニングを行い、シグナル伝達経路におけるクロストークの可能性を検討する。そして、成長などの
作用に影響を来さずにエネルギー代謝をコントロールする介入点について、検討を重ねていく予定
である。

− 175 −

成長科学協会 研究年報 No.37 2013

結語
GH は GHR/JAK/STAT 以降のシグナル伝達経路の標的遺伝子として、UCPs の発現調節に関与
し、エネルギー代謝にも直接的に関与している可能性が示唆された。
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成長ホルモン産生腺腫における 14q32.3 インプリンティング領域の
miRNA 発現増加機構の解析
吉本勝彦、岩田武男、水澤典子、小野信二
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部
分子薬理学分野
山田正三
虎の門病院内分泌センター間脳下垂体外科

はじめに
成長ホルモン産生腺腫（GH 産生腺腫）の約半数に Gsα 変異が認められ、腫瘍化との関連が示唆
されるが、残りの GH 産生腺腫の腫瘍化機構は不明である。他の遺伝子変異はまれであることから、
エピゲノム調節分子としての miRNA の関与が示唆される。
これまでのマイクロアレイを用いた研究により、数種の miRNA が GH 産生腺腫に特徴的な発現
を示すこと、特にゲノムインプリンティング領域の一つである 14q32.3 に位置する miRNA クラス
ターが、GH 産生腺腫において発現が増加していることを認めた。本研究は GH 産生腺腫に特徴的
な miRNA の発現解析とインプリンティング領域 miRNA 発現異常の機構を解析することにより、
GH 産生細胞の正常機能の維持および腫瘍化への関与を解明することを目的とする。

研究方法
1．下垂体腺腫における miRNA 発現量の検討
一部の miRNA について qRT-PCR を行い、マイクロアレイ解析結果の検証を行った。本研究で
は正常下垂体 4 例、GH 産生腺腫 10 例、PRL 産生腺腫 5 例、ACTH 産生腺腫 7 例、FSH/LH 産生
腺腫 6 例、ナルセル腺腫 5 例の下垂体組織を使用した。
各下垂体腺腫から ISOGEN Ⅱ（ニッポンジーン、東京）を用いて、small RNA 画分を含む total
RNA を抽出した。100 ng の各 total RNA を鋳型として、各 miRNA に対応する逆転写用プライマー
（TaqMan MicroRNA Assay: Applied Biosciences, Foster City, CA, USA）と TaqMan® MicroRNA
RT Kit（Applied Biosystems）を用いて cDNA を合成した。cDNA を鋳型に各 miRNA 特異的プラ
イマーおよびプローブ（TaqMan ® MicroRNA Assay）を用いて、7300 real-time PCR System
（Applied Biosciences）による qRT-PCR により miRNA 発現量を評価した。内部標準の小分子
RNA として RNU44（TaqMan MicroRNA Assay）および RNU48（TaqMan MicroRNA Assay）
を用いた。各 miRNA 発現量を、それぞれの内部標準の発現量に対する相対値として表した。
2．下垂体腺腫における mRNA 発現量の検討
miRNA の発現量測定と同様に small RNA 画分を含む total RNA を抽出した。500 ng の各 total
RNA を鋳型として、Primescript ™ RT regent kit（タカラバイオ、滋賀）を用いて cDNA を合成し、
各遺伝子特異的プライマーと THUNDERBIRDTM SYBRR® qPCR Mix（東洋紡、大阪）を用いて
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qRT-PCR を行った。内部標準の mRNA として GAPDH を用いた。
3．下垂体腺腫における MEG3-DMR のメチル化解析
各 2 例の正常下垂体組織と GH 産生腺腫、FSH/LH 産生腺腫における MEG3 メチル化可変領域
（differentially methylated region: DMR）
（MEG3-DMR の CG7）のメチル化解析をバイサルファイ
トシーケンシング法により行った。ゲノム DNA のバイサルファイト処理には MethylEasy ™ Xceed
Rapid DNA Bisulphite Modification Kit（Human Genetic Signature, North Ryde, Australia）を用
いた。ゲノム DNA を鋳型に、MEG3-DMR の CpG アイランドを含む領域を Ex Taq ™ Polymerase
（タカラバイオ）とプライマー対により増幅した。得られた PCR 産物を pT7Blue vector（Novagen,
Darmstadt, Germany）にサブクローニングし、クローンの塩基配列を ABI 3500xL sequencing
analyzer（Applied Biosystems）により解析した。
4．下垂体腺腫における 14q32.3 インプリンティング領域のゲノムコピー数の解析
GH 腺腫においては 14q32.3 領域のゲノムコピー数の増幅の可能性、FSH/LH 腺腫においては欠
失している可能性については、SALSA® MLPA® UPD7/UPD14（MRC-Holland, Amsterdam, the
Netherland）を用いて解析した。

結果
1．GH 産生腺腫で特徴的発現を示す miRNA の同定
正常下垂体でのマイクロアレイの検出蛍光強度が 50 以上、かつ各タイプの腺腫で正常下垂体に比
べて 2 倍以上の有意な発現量の差異を認めた miRNA の中から、11 種類の miRNA について qRTPCR による検証を行った（図 1）。正常下垂体と比較して miR-7（9q21）の発現は GH 産生腺腫で有
意に高かった。miR-137（1p21.3）は ACTH 産生腺腫と FSH/LH 産生腺腫で高発現しており、ナル
セル腺腫でも発現が高い傾向にあった。miR-410（14q32）は ACTH 産生腺腫、FSH/LH 産生腺腫、
ナルセル腺腫での低発現が認められた。miR-495（14q32）は GH 産生腺腫での高発現、ACTH 産生
腺腫、FSH/LH 産生腺腫、ナルセル腺腫での低発現が認められた。これらの各タイプの腺腫におけ
る miRNA 発現はマイクロアレイ解析によるものとほぼ一致した。
一方、マイクロアレイ解析において GH 産生腺腫と FSH/LH 産生腺腫で高発現、ACTH 産生腺
腫で低発現を認めた miR-96（7q32.2）は、qRT-PCR では FSH/LH 産生腺腫での高発現および GH
産生腺腫とナルセル腺腫で発現が高い傾向を認めたが、ACTH 産生腺腫での低発現は認められな
かった。miR-132（17q13.3）は ACTH 産生腺腫でのみ低発現が認められた。miR-183（7q32.2）は
正常下垂体、GH 産生腺腫、FSH/LH 産生腺腫、ナルセル腺腫間に発現の差異はなく、PRL 産生腺
腫と ACTH 産生腺腫において低発現を示した。miR-551b（3q26.2）は GH 産生腺腫での高発現と
、miR-375（2q35）
、miR-1260（14）
ACTH 産生腺腫での低発現が認められた。miR-144（17q11.2）
では qRT-PCR では正常下垂体と各タイプの腺腫間で発現に有意な差はみられなかった。
この経過において 14q32.3 のインプリンティング領域に位値しクラスターを形成する miRNA が
GH 産生腺腫で発現上昇が認められることを見いだした。
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2．14q32.3 インプリンティング領域の miRNA レベル
マイクロアレイ解析において、FSH/LH 腺腫およびナルセル腺腫では 14q32.3 インプリンティン
グ領域に位置する miR-1185 から miR-656 において、46 種の miRNA いずれにおいても正常下垂体
に比べ発現低下（2 倍以上）を認めた。一方、GH 腺腫においては miR-494 および miR-410 を除い
た他の miRNA で発現増加（2 倍程度）を認めた（図 2）
。
3．14q32.3 インプリンティング領域の mRNA レベル
母親アリル由来の発現を示す long non-coding RNA である MEG3 （maternally expressed 3）と

MEG8 の発現レベルは正常下垂体と GH 産生腺腫間で差を認めなかった（図 2）。一方、FSH/LH 産
生腺腫およびナルセル腺腫においては正常下垂体に比べて発現低下を認めた。父親アレルから発現
し、タンパク質をコードする DLK1 （delta-like 1 homolog）は GH 産生腺腫で発現増加を認めたが、
FSH/LH 産 生 腺 腫 お よ び ナ ル セ ル 腺 腫 に お い て は 低 下 を 認 め た。 一 方、DIO3 （deiodinase,
iodothyronine, type III）の発現は GH 産生腺腫では、FSH/LH 産生腺腫とともに低下を認めた。

RTL1 （retrotransposon-like 1）の発現レベルは DLK1 と同様に GH 産生腺腫で増加を、FSH/LH
産生腺腫、ナルセル腺腫においては低下を認めた。
4．14q32.3 インプリンティング領域の CpG のメチル化の解析
2 種の正常下垂体における MEG3-DMR の CG7 のメチル化を解析した結果、1 種では 8 ヵ所の
CpG がほとんどメチル化されているプラスミドクローンとほとんどメチル化されていないプラスミ
ドクローンが 1：1 の比で得られ、他の 1 種ではメチル化と非メチル化クローンの割合が 2：1 の比
が得られた。この結果は正常下垂体において、この領域は父親アレルでのみメチル化を受けている
結果を示すと考えられる。
GH 産生腺腫においては、2 種の腫瘍（番号 23, 24）においては、24 では全プラスミドクローン（5
個）が、23 では 15 プラスミドクローン中 13 クローンが高メチル化状態であった。1 種のナルセル
腺腫では 6 プラスミドクローンが全てメチル化されていた。
5．GH 産生腺腫における 14q32.3 インプリンティング領域のゲノムコピー数の解析
4 例の GH 腺腫および 3 例の FSH/LH 腺腫においては、ゲノムコピー数は正常コントロールと同
様に 2 コピーで、増幅あるいは欠失は認められなかった。

考察
近年、miRNA の発現異常が種々の腫瘍で見いだされている。miRNA は組織発生、分化、細胞増殖、
アポトーシスに重要な役割を果たしているが、腫瘍の発症、進展の過程にも関与していることが明
らかにされている。
ゲノムインプリンティング（遺伝子刷り込み）とは、特定の一方の親から継承した遺伝子が選択
的に機能し、他方の遺伝子は機能しないという遺伝子発現様式を示す。現在までに 100 種以上のイ
ンプリンティング遺伝子が同定され、Wilms 腫瘍や神経芽細胞腫などの胎児性がんや種々の成人が
んの腫瘍化に関与する遺伝子も含まれる。
14q32.3 には父性発現遺伝子である DLK1 、RTL1 、母性発現遺伝子である MEG3 、MEG8 、多く
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の snoRNA および miRNA がクラスターを形成して存在している。これらの領域の遺伝子の発現の
調節は、IG-DMR と MEG3-DMR によって制御されていると考えられている 1）。ともに父親アレル
でメチル化を受け、母親アレルではメチル化を受けない。14q32 領域の miRNA 発現低下が認めら
れる腫瘍として、神経芽細胞腫、メラノーマ、乳がん、グリオーマ、上皮性卵巣がんなどが報告さ
れている。一方、14q32.3 領域の miRNA 発現増加が、肝がん、子宮がん肉腫、t（15；17）転座を
示す急性前骨髄性白血病、甲状腺髄様がん、前庭部神経鞘腫などで報告されている 1）。
こ れ ら の miRNA お よ び MEG3 が 非 機 能 性 腺 腫 に お い て 発 現 低 下 を 示 し、MEG3 と 14q32
miRNA の発現レベルは正の相関を示すことが Klibanski らのグループによって報告されている 2、3）。
また、彼らは非機能性腺腫において MEG3-DMR がメチル化を受けていることを示している 2）。
本研究においては GH 産生腺腫における MEG3 と 14q32 miRNA の発現レベルに関して明らかな
正の相関は認められなかった。この結果は GH 産生腺腫では MEG3 と 14q32 miRNA が別の発現調
節を受けている可能性を示唆する。一方、FSH/LH 産生腺腫およびナルセル腺腫においては、

DLK1 、MEG3 、MEG8 、14q32 miRNA はいずれも低発現であった。我々の MEG3-DMR の CG7 の
メチル化解析では、ナルセル腺腫で高メチル化を認めた。GH 産生腺腫では、低メチル化であると
の仮説のもと検討したが、むしろ高メチル化の状態であった。IG-DMR と今回検討した部位以外の
MEG3-DMR の低メチル化が GH 産生腺腫での miRNA の高発現に関与している可能性、ヒストン
修飾状況の変化が関与している可能性、あるいは本領域の発現調節に関与する転写因子の活性化の
可能性を今後検討する必要がある。
さらに、14q32 miRNA が高値を示す GH 産生腺腫での転写活性型の母方アレルの遺伝子増幅が認
められる可能性、14q32 miRNA が低値を示す FSH/LH 腺腫では転写活性型の母方アレルが欠失し、
転写不活性型の父方アレルが残存している可能性について MLPA 法を用いて検討したが、ゲノム
コピー数は 2 コピーと異常は認められなかった。しかし、FSH/LH 腺腫では転写活性型の母方アレ
ルが欠失し、転写不活性型の父方アレルが 2 コピーである可能性は否定されていない。
以上、GH 産生腺腫における 14q32.3 インプリンティング領域の miRNA は、FSH/LH 産生腺腫と
ゲノム DNA のコピー
異なり発現上昇を認めた。この発現上昇に MEG3-DMR の CG7 のメチル化状態、
数の変化は関与しない可能性がある。
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各タイプの下垂体腺腫における miRNA 発現

正常下垂体 4 例、GH 産生腺腫（GH）10 例、PRL 産生腺腫（PRL）5 例、ACTH 産生腺腫（ACTH）
7 例、FSH/LH 産生腺腫（FSH/LH）6 例、ナルセル腺腫（ナルセル）5 例の small RNA 画分を含
む total RNA を鋳型に各 miRNA（括弧内は染色体上の位値を示す）に対して qRT-PCR を行った。
各 miRNA 発現量を内部標準小分子 RNA である RNU44 の発現量で補正し、正常下垂体での発現量
を 1 とする相対値で表した。正常下垂体の発現量と比較して有意差を求めた。*p<0.05 、**p<0.01 。
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図2

14q32.3 インプリンティング領域における遺伝子発現

IG-DMR および MEG3-DMR 部分の白抜きは非メチル化を、黒塗りはメチル化状態を示す。
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平成 23 年度自由課題研究報告（最終報告書改訂）

12 − 15 歳の小児における食物からのヨウ素摂取量と尿中ヨウ素排泄について
布施養善
国立成育医療研究センター研究所
成育政策科学研究部
伊藤善也
日本赤十字北海道看護大学臨床医学領域
紫芝良昌
ゆうてんじ内科

研究の背景
ヨウ素は甲状腺ホルモンの合成に必須な微量元素、微量栄養素であり、その欠乏および過剰はと
もに甲状腺機能異常の原因となる。特に新生児、
乳児、
小児においてヨウ素欠乏は永続的な身体発育、
精神運動発達を引き起こし、またヨウ素摂取過剰による新生児、乳児の一過性甲状腺機能障害も報
告されている 1）。日本は諸外国と比較してヨウ素摂取過剰とも評価されてきているが、ヨウ素摂取
量についての全国的な疫学調査はおこなわれていない。1980 年代までの文献によると成人の尿中ヨ
ウ素排泄量から推定したヨウ素摂取量は 1 日平均 1-4 mg とされている。我々は 2002 年から首都圏
に 居 住 す る 学 童 2-4）、 新 生 児、 妊 産 婦 お よ び 成 人 男 女 の 尿 中 ヨ ウ 素 濃 度（urinary iodine
concentration, UIC）を測定し、甲状腺機能との関連を報告した 5-6）。また栄養調査法の一つである
食物の習慣的な摂取頻度を質問票（food frequency questionnaire, FFQ）によって調べる食物摂取
頻度調査法（以下 FFQ 法とする）を開発して、成人、妊産婦を対象に食物からのヨウ素摂取量
（Dietary iodine intake, DII）を調査し報告した 7）。しかし小児のヨウ素摂取量、特に乳幼児、中学生、
高校生についての報告はほとんどない。したがって厚生労働省が策定する日本人の栄養摂取基準 8）
においても、ヨウ素について小児では推定平均必要量・推奨量を成人値から算出し、耐用上限量は
日本人以外についての研究結果を参考に設定している。

研究の目的
12-15 歳までの小児において、食事調査法および尿中ヨウ素濃度の測定によってヨウ素栄養状態
を評価する。

対象と方法
横浜市保土ケ谷区にある横浜市立西谷中学校に在籍する生徒を対象に、横浜市教育委員会の同意
を得て、2012 年 7 月 19 日に調査をおこなった。西谷中学校は生徒数 660 名（男子 348 名、女子 312
名）である。保護者から書面により研究への同意を得て調査日当日の朝、自宅で尿を約 5 ml 採取し
て学校へ持参し、同日昼には回収し、測定まで− 30℃で凍結保存した。同時に FFQ 票を配布し、
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生徒自身の 1 日の DII（μg/day）を算出した。
尿中ヨウ素濃度（Urinary iodine concentration, UIC）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）法を用いた 9）。この
方法の測定感度は 25μg/L であり、測定内および測定間誤差はそれぞれ、1.8-6.3％、1.5-6.9％である。
尿中ヨウ素濃度は［μg/L］とクレアチニン 1 g あたりに換算して［μg/gCr］とあらわした。尿中
クレアチニン濃度は酵素法によって測定した。

統計学的検討方法
ヨウ素摂取量および尿中ヨウ素濃度は正規分布を示さず、中央値と幾何平均値を算出した。中央
値 の 男 女 差 は Mann Whitney test を、1 日 ヨ ウ 素 摂 取 量 と 尿 中 ヨ ウ 素 濃 度 と の 相 関 は
Nonparametric correlation（Spearman）を用いた。

結果
1． 男子生徒 73 名、女子生徒 57 名の合計 130 名の生徒が調査に参加した。これは全校生徒の
19.7％（男子生徒の 21％、女子生徒の 18.3％）である。
2． 尿検体は 117 名から、FFQ 票は 91 名から得られ、両者ともに得られたのは 78 名である。
3． 生年月日、身長、体重について情報が得られたのは 91 名（男子 47 名、女子 44 名）の生徒であ
り、下記に示す。年齢は 12.3 から 15.3 歳で平均 13.5 歳である。
Mean

SD

Range

Total

13.5

0.88

12.3-15.3

Male

13.6

0.94

12.3-15.3

Female

13.3

0.79

12.3-15.2

Total

156.2

8.4

135-175

Male

158.8

8.9

140-175

Female

153.6

7

135-173

Total

45.7

9.5

30.6-92

Male

47

9

30.6-63

Female

44.2

9.9

32.3-92

Total

18.7

3.2

14.3-38.3

Male

18.6

2.5

14.3-24.9

Female

18.7

3.8

15-38.3

Age (year)

Height (cm)

Weight (kg)

BMI

4． 尿中ヨウ素濃度値の分布
117 名（男子生徒 67 名、女子生徒 50 名）の尿中ヨウ素濃度は 37.0-4330μg/L と変動が大きく、
中央値は 230.0μg/L 、幾何平均値は 255.5μg/L である。尿中クレアチニン濃度の平均（標準偏差）
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値 は 全 体 で は 177.4（71.8）mg/dL、 男 子 生 徒 は 179.8（69.0）mg/dL、 女 子 生 徒 は 167.0（75.5）
mg/dL であり、クレアチニン補正ヨウ素濃度（UI/Cr）の中央値は 176.2μg/gCr、幾何平均値は
158.3μg/gCr である。尿中ヨウ素、クレアチニン濃度の中央値、平均値は男女間で統計学的有意差
はない。


UIC(ȝg/L)

UI/Cr㻌 㻌 㻌
(ȝg/gCr)

Median

Range

5, 95 Percentile

Geometric Mean

95% CI of geo. mean

Total

230

37.0-4330

59.7, 1783

255.5

214.7, 304.1

Male

257

37.0-4330

65.6, 1828

281

220.2, 358.5

Female

227.5

51.0-3290

56.1, 1505

235.5

183.5, 302.3

Total

176.2

47.1-418.5

59.3, 307.0

158.3

145.4, 172.4

Male

146

47.1-318.5

63.3, 309.2

190.7

147.7, 183.8

Female

113

50-4790

54.9, 1222

156.9

119.6, 206.0



5． FFQ による 1 日ヨウ素摂取量（DII）
91 名（男子生徒 47 名、女子生徒 44 名）の 1 日ヨウ素摂取量は 6.2-3086μg と変動が大きく、中
央値は 272.3μg、幾何平均値は 250.2μg であり、男女間に統計学的有意差はない。
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6.

㻌

Median

Range

5, 95 Percentile

Geometric Mean

95% CI of geo. mean

Total

272.3

6.2-3086

19.8, 1200

250.2

195.4, 320.4

Male

291.5

6.2-2311

11.0, 1431

255.9

175.7, 372.7

Female

236.7

11.5-3086

28.5, 1246

244.3

175.2, 340.5

1 日ヨウ素摂取量と尿中ヨウ素濃度との関連
78 名において、FFQ による DII 値と UIC 値、DII 値とクレアチニン補正値（UI/Cr）との相関を

検討したが、Spearman r はそれぞれ 0.1881 と 0.2131 で、有意な相関は認められなかった。

考察
12 から 15 歳の日本人小児（中学生）のヨウ素摂取量についての報告は、これが初めてのもので
ある。尿中ヨウ素濃度の中央値は 230.0μg/L（176.2μg/gCr）であった。2002 年とやや古いデータ
であるが、我々が同じ方法で東京都区部（平均 9.6 歳、654 例）と旭川市（平均 9.1 歳、302 例）で
おこなった学童の尿中ヨウ素濃度、それぞれ 282.2μg/L と 296.8μg/L であり比較するとやや低い
、妊婦、授乳婦、
値である 2-4）。2010-11 年に我々は同じ横浜市内で新生児（出生直後から生後 1 ヶ月）
成人の尿中ヨウ素濃度を測定した 10）。新生児の中央値は早期新生児期が 109 から 225μg/L 、後期
新生児期が 256μg/L、妊婦は 164μg/L、授乳婦は 116μg/L、成人男女（平均年齢 47.7 歳）は 213
μ g/L であった。妊産婦のヨウ素代謝は特異的であるので比較にならないが、中学生の尿中ヨウ素
濃度値は新生児と成人の値の中間であり、尿中ヨウ素排泄量が年齢とともに減少していくという報
告と一致する。
WHO（World Health Organization）の推奨する学童を対象とした疫学調査法によって得られた
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尿中ヨウ素濃度の中央値は、その国、地域のヨウ素栄養状態を代表し、国際間の比較にも用いられ
る 1）。下記の WHO の基準によると、東京、旭川は

more than adequate

と評価されるが、同時

におこなった北海道の東部、根室管内の中部に位置する中標津町（280 例、平均 9.4 歳）での調査で
は尿中ヨウ素濃度は 728μg/L と非常に高値で、児童の甲状腺容量も大きかった 3）。また 2000 年の
長崎での調査（250 例、7-14 歳）では 362.9μg/L と報告され 11）、いずれも

excessive

とされる。

このようにヨウ素摂取量には著しい地域差が認められている。約 930Km 離れている東京都と旭川
市の学童のヨウ素摂取量がほとんど同じであるのは、都市部においてはヨウ素についての食習慣に
はあまり差がない可能性を示唆している。

Median UIC (ȝg/L)

Iodine intake

Iodine status

< 20

Insufficient

Severe iodine deficiency

20-49

Insufficient

Moderate iodine deficiency

50-99

Insufficient

Mild iodine deficiency

100-199

Adequate

Optimal

200-299

More than adequate

Risk of iodine-induced hyperthyroidism in susceptive groups
Risk of adverse health consequences

Excessive

Ӎ 300

(Iodine-induced hyperthyroidism, autoimmune thyroid
disease)

栄養調査法（FFQ 法）による中学生の 1 日ヨウ素摂取量の中央値は 272.3μg であった。同じ地
域に居住する妊産婦を含めた成人の値（下表）と比較すると、女子大学生と成人の値より高く、産
後 1 ヶ月の授乳婦とほぼ等しい値であった。

n

M/F Ratio

Mean Age

Dietary iodine intake (ȝg/day)

(Years)

Median

5, 95 Percentile

Children

91

1:0.94

13.5

272.3

19.8, 1200

Adults

332

1:0.75

47.8

257.7

32.2, 1518

Female college students

204

-

18.2

218.9

45.8, 987.4

Pregnant women

150

-

32.0

368.9

85.7, 1771

Postpartum women

124

-

32.1

276.3

51.6, 1434



随時尿中ヨウ素濃度（230.0μg/L）と FFQ 法による 1 日ヨウ素摂取量（272.3μg）の中央値を比
較すると、FFQ 法がやや高めであるが非常に近い値であった。それぞれの調査法には特性があり、
尿中ヨウ素排泄量は直近の食事に含まれるヨウ素量に依存する。食物に含まれるヨウ素の生体利用
率は 92％で、吸収されたヨウ素の 90％が尿中に排泄される。また 1 日尿中ヨウ素排泄量を正確に評
価するには 24 時間蓄尿が必要である。成人の場合は随時尿中ヨウ素濃度と 1 日ヨウ素排泄量が近似
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すると考えられている。一方 FFQ 法は食物の習慣的な摂取頻度を調査票によって質問し、1 日の平
均的な摂取量を算出するものである。FFQ 法の精度は対象者の過去の記憶や食品成分表の精度に依
存するが 12）、現在、日本食品標準成分表中のヨウ素含有量のデータ 13）は十分ではない。今後、デー
タの蓄積によって精度がさらに上がるものと考えられる。
厚生労働省による食事摂取基準 2015 年版では 12-14 歳の小児では 1 日あたりのヨウ素摂取量の推
定平均必要量は 100μg、推奨量は 140μg、耐容上限量は 1.2mg とされている 8）。今回の調査結果
では、尿中ヨウ素濃度から生体利用率と尿中排泄率から計算したヨウ素摂取量の中央値は 1 日 277
μ g/L となる。この量は推奨量のほぼ倍であるが、耐容上限量は超えておらず、健康に障害がある
摂取量ではないと考えられる。
ヨウ素は特定の食品に多量に含まれるという特徴から摂取量の変動が大きく、時に個人内変動が
個人間変動を上回ることがあることが知られている。したがって日常的な摂取量の評価は容易では
なく、今後は変動の要因とその程度を明らかにするとともに全国的な疫学調査によって National
Data を作成することが必要である。
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の報告書 14 − 15）の改訂最終版である。
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AHO（オルブライト徴候）を規定する GNAS 遺伝子の genotype/epigenotype の解析
臼井

健

国立病院機構京都医療センター臨床研究センター
湯野暁子
勤医協中央病院糖尿病内分泌科
三井俊賢
慶應義塾大学小児科

研究目的
偽性副甲状腺機能低下症（PHP）等で認められるオルブライト徴候（低身長、円形顔貌、中手骨
の短縮等）は、基本的には PHPIa 型および偽性 PHP（PPHP）で認められ PHPIb 型では基本的に
認めないとされてきた。本研究ではオルブライト徴候の有無を規定する GNAS 遺伝子の genotype
のみならず、epigenotype について検討しオルブライト徴候規定因子の同定を試みる。

研究方法
偽性副甲状腺機能低下症と臨床診断された 25 症例（PHPIa/PPHP 5 症例、常染色体優性 PHPIb
14 症例、孤発性 PHPIb 6 症例）について、患者の同意を得た上で末梢血より genomic DNA を抽出
し、GNAS 遺伝子エクソン 1-13 の PCR ダイレクトシークエンス法による塩基配列の検討および
MS-MLPA（Methylation specific multiplex ligation dependent probe assay）による、GNAS 遺伝
子領域のゲノムコピー数異常の有無の検索およびメチル化解析を行った。

結果
明らかにオルブライト徴候を呈する PHPIa/PPHP 患者 5 例中 3 例において、GNAS 遺伝子 PCR
ダイレクトシークエンス法にて遺伝子変異を認めたが、2 例においては変異を認めなかった。変異
を認めなかった 2 例のうち 1 例に MLPA 法にて STX16 領域の欠失を認め、残り 1 例においては
MS-MLPA 法にて GNAS-DMR（メチル化可変領域）のメチル化異常（エピ変異）を認めた。
常染色体優性 PHPIb14 例において、12 例に STX16 領域の欠失変異を MLPA 法にて認めた。し
かし 1 家系 2 例においてこの領域の欠失は認めず、部分的なエピ変異のみを認めた。
。
孤発性 PHPIb 6 例においては、全例で GNAS-DMR 領域のエピ変異を認めた（図 1）

考察
解析した PHP 25 症例の全てで上記の解析で何らかの異常を検出することが可能であった。特に
MS-MLPA 法はゲノムコピー数異常とメチル化解析が同時に解析可能であり、本症の診断に有用で
あった。また PHP の臨床病型と genotype, epigenoyupe には一定の相関が認められるものの完全に
は一致せず、オルブライト徴候を規定する他の因子が関与していることが示唆された（図 2）
。
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文献
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図1

図2
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遺伝性低リン血症性くる病に成長ホルモン分泌不全症を
合併した症例に対する成長ホルモン治療効果の検討
大幡泰久
大阪大学大学院医学系研究科小児科学

研究背景
遺伝性低リン血症性くる病（X linked hypophosphatemic rickets: XLH）はリン利尿ホルモンで
ある線維芽細胞増殖因子 23（fibroblast growth factor 23: FGF23）が過剰になるために低リン血症
を呈する。FGF23 は腎近位尿細管でのリン再吸収を抑制したり、活性型ビタミン D［1,25（OH）
2D］
の産生を抑制したりすることで低リン血症をもたらすことが明らかとなっている。この XLH の主
要な症状の一つに成長障害がある。FGF23 過剰による低リン血症や、ビタミン D 代謝異常は成長
障害の原因となっており、リンやビタミン D の投与による治療で成長障害は部分的な改善を認める
が、リンやビタミン D を正常化しても完全には成長障害は改善しない。また我々はこれまでに
FGF23 の軟骨増殖に及ぼす作用についても研究を行っており、過剰な FGF23 シグナルが軟骨増殖
を抑制することを示してきた（1）。これらのことは、XLH における FGF23 過剰が成長障害をもたら
す機構があることを示唆するものである。しかし FGF23 過剰状態下での成長ホルモン（growth
hormone: GH）治療の効果や、GH 治療の FGF23 のミネラル代謝に対する作用に及ぼす影響につい
ては不明な点が多い。

研究目的
XLH における過剰な FGF23 が成長障害に関与している可能性を検証すること。

方法
被験者は大阪大学附属病院小児科を受診し、XLH と診断された小児である。これらの被験者のう
ち、特に低身長を呈する小児に対しては成長ホルモン分泌負荷試験を行い、成長ホルモン分泌不全
症（growth hormone deficiency: GHD）の合併が確認された症例に対しては GH 治療を開始している。
本研究ではこれらの被験者の身長を評価した。また被験者より採血を行い、血中カルシウム、リン、
FGF23、25 位水酸化ビタミン D（25OHD）
、1,25（OH）2D、NT-proCNP、可溶型 Klotho を測定した。
血清 FGF23 の測定には Kainos 社の intact FGF23 アッセイキット（ELISA）を、血清 NT-proCNP
測定には Biomedica 社の NT-proCNP アッセイキット（ELISA）を使用した。また FGF23 過剰状
態の GH 治療効果に及ぼす影響を確認するため、GH 治療を行っている XLH 症例の GH 治療開始前
と 1 年後の身長 SD 変化を、GH 治療を行っていない XLH 症例の 1 年間の身長 SD 変化と比較した。
また FGF23 のミネラル代謝に及ぼす作用や、血中 NT-proCNP 濃度に対する GH 治療の影響を検討
するため、GH 治療を行っている XLH 症例と GH 治療を行っていない XLH 症例で上記のパラメー
タを比較検討した。
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研究結果
対象は XLH 患者 11 名で、そのうち GHD の合併が確認された症例は 3 例であった。治療開始前
身長 SD は GHD 非合併 XLH 群（XLH）に比較して、
GHD 合併 XLH 群（GHD-XLH）で有意に低かっ
。GHD-XLH 群の GH 治療開始前と 1 年後の身長 SD 変
た（-2.94 ± 0.43 vs -1.58 ± 0.92: p < 0.05）
化（ΔSD）は、GH 治療を行っていない XLH 群の 1 年間の身長 ΔSD 比較して、有意差は認めない
、身長 SD に有意差は消失した（-2.50 ± 0.43
が高値であり（0.44 ± 0.27 v.s -0.05 ± 0.44: p = 0.11）
vs -1.58 ± 0.92: p = 0.14）。GH 治療後の各パラメータを GHD-XLH 群と XLH 群で比較したところ
可溶型 Klotho 濃度が GHD-XLH 群で有意に高値であった（2114.5 ± 480.5 vs 1179.9 ± 482.5 pg/ml:
p < 0.05）。その他のパラメータに有意な差は認めなかった（Table 1）
。

考察
今回の検討では GHD-XLH 群に GH 治療を行ったところ 1 年後には身長増加を認め、XLH 群と身
長 SD で有意差が消失した。このことは XLH を合併していても GHD に対する GH 治療は有効であ
ることを示唆するものである。しかし田井らの GHD の日本人小児に対する GH 治療効果の報告に
よれば、治療前の GHD 群の身長 SD は -2.73 ± 0.63 で、1 年後には -2.22 ± 0.68（治療 1 年間身長
、治療 1 年
Δ SD: 0.51）となったと報告している（2）。GHD-XLH では治療前身長 SD（-2.94 ± 0.43）
後身長 SD（-2.50 ± 0.43）、ΔSD（0.44 ± 0.279）いずれも上記の既報のデータよりは低値であった
ことから、XLH を合併することで GHD による低身長が増悪している可能性や、GH 治療による身
長増加が阻害されている可能性が示唆された。
一方で GHD-XLH 群に対して GH 治療を行うことで可溶型 Klotho 濃度が GH 治療を行っていない
XLH 群に対して高値となったが、FGF23 濃度に影響はなく、また血中 Ca、Pi、%TRP、Tmp/
GFR、intact-PTH、25OHD、1,25（OH）2D への影響も認めなかったことから、GH 治療は XLH の
FGF23 のミネラル代謝調節に影響を及ぼさないことが示唆された。
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Table 1
名前
身長 SD

XLH+GHD
GH 治療前

SD

XLH+GHD
GH 治療 1 年後

SD

XLH

SD

-2.94

0.43

-2.50

0.43

-1.58

0.92

0.44

0.27

-0.05

0.44

332.0

182.1

263.9

257

Δ 身長 SD
FGF23（pg/ml）

124.0

113.4

25OHD（ng/ml）

31.0

6.5

22.0

9.6

Klotho（pg/ml）

2114.5

480.5

1179.9

482.5

Ca（mg/dl）

9.4

0.23

9.1

0.35

9.4

0.92

Pi（mg/dl）

2.7

3.3

2.6

0.25

3.3

0.70

ALP（U/l）

1121.7

275.2

1356

483.9

1537

756.8

intact-PTH（pg/ml）

21.1

1.77

46.1

19.8

39.8

27.6

2D（pg/ml）
1,25（OH）

42.1

22.2

59.1

31.2

41.8

8.8

%TRP（%）

0.78

0.040

7846

0.12

0.70

0.15

Tmp/GFR（mg/dl）

2.2

0.30

2.1

0.52

2.3

0.52

NT-proCNP（pmol/l）

12.2

0

9.8

0

10.8

3.4

IGF-1（ng/ml）

111.7

54.4

291

100.7

189.7

101.4

参考文献
1.

Kawai M, Kinoshita S, Kimoto A, et al. FGF23 suppresses chondrocyte proliferation in the
presence of soluble alpha-Klotho both in vitro and in vivo. J Biol Chem. 2013; 288(4):2414-27.

2.

Tai S, Tanaka T, Hasegawa T, et al. An observational study of the effectiveness and safety
of growth hormone (Humatrope(®)) treatment in Japanese children with growth hormone
deficiency or Turner syndrome. Endocr J. 2013; 60(1):57-64.
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原発性および続発性副腎皮質機能低下症の病態把握と治療方針決定における
持続血糖測定（CGM）の有用性の検討
小澤厚志
群馬大学大学院医学系研究科病態制御内科

研究目的
副腎皮質機能低下症はコルチゾールの絶対的・相対的不足に伴う機能異常症であり、病因として
原発性（副腎性）あるいは間脳 - 下垂体障害に伴う続発性に大別され、いずれも有病率こそ低いも
のの生命危機に直結する可能性のある疾患である 1）。治療としては原発性、続発性ともにヒドロコ
ルチゾンの補充が必須となるが、従来の治療アルゴリズムは本人の自覚症状（倦怠感、食欲減退、
体重減少等）を参考に、血圧、随時血糖値、血清電解質、尿中遊離コルチゾール値等の検査データ
を総合的に解釈し、内服量を決定するものである。一方で、近年糖尿病患者においては持続血糖測
定（Continuous Glucose Monitoring : CGM）の普及により、深夜無自覚低血糖の危険性をふまえた
上で個々の患者において低血糖を同定、予防する事が治療において重要となってきている。避ける
べきイベントとして低血糖誘発性の心室性不整脈があるが、深夜無自覚低血糖は QT 延長症候群を
惹起し、致死的転機を辿る可能性があることが 1 型糖尿病患者において同定されており、同様の危
険性が副腎皮質機能低下症の患者においても懸念される 2）。過去に小児の副腎皮質機能低下症と原
発性副腎機能低下症（Addison 病）において CGM を用いることで深夜無自覚低血糖を同定し、内
服調整により補正する際に有用であった事を示す報告があるが 3）4）、成人における原発性および中枢
性にわたって副腎皮質機能低下症を横断的に検討した研究は認められない。
以上を踏まえ、本研究では成人における副腎皮質機能低下症の治療調整において CGM の有用性
を示し、患者のより良い QOL の達成と有害事象の予防効率改善に寄与する可能性を示す事を目的
とした。

研究方法
当院にて治療継続中の原発性あるいは中枢性副腎皮質機能低下症患者において、入院時より CGM
機器（日本 Medtronic 社 CGMS-gold®）を装着し、2-3 日間の血糖プロファイルを採取した。得ら
れた結果を元にヒドロコルチゾン内服量の調整を行い、再度 CGM 機器を装着し、血糖プロファイ
ルを解析した。また、従来の治療アルゴリズムに含まれる血圧、血清電解質、尿中遊離コルチゾー
ル値等についても治療前後で測定を行い、評価項目に加えた。

結果
以下の 5 症例につき検討した。① 31 歳女性：Addison 病 . ② 29 歳男性：頭蓋咽頭種術後汎下垂
体機能低下症 . ③ 71 歳男性：ラトケ嚢胞による汎下垂体機能低下症 . ④ 63 歳男性：下垂体卒中後
汎下垂体機能低下症 . ⑤ 61 歳男性：ACTH 単独欠損症 .
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全 5 症例の解析結果は以下の通りであった。①朝方の頭痛、吐き気を主訴に入院した。ヒドロコ
ルチゾン 20mg/日内服（朝食後 10mg、夕食後 10mg）下にて深夜 1 時および朝 7 時に低血糖を認
めた。尿中遊離コルチゾール値は 84.9μg/day とやや高値であったことから 1 日投与量を 15mg へ
減量した。さらに深夜の低血糖を予防すべく、朝食後 5mg、夕食後 10mg と内服時間、方法を変更
した。深夜帯における低血糖を認めなくなり、尿中遊離コルチゾール値も 45.2μg/day と至適範囲
に至った。②ヒドロコルチゾン 30mg/日を内服していたが、尿中遊離コルチゾール値は正常範囲を
やや上回っていた。内服量を 1 日 15mg へ総投与量を減量する事で安定した血糖プロファイルと尿
中遊離コルチゾール値の正常化が図れた。③ヒドロコルチゾン 5 mg/日の内服をしていたが、CGM
にて午前 3 時に低血糖が頻発していた。ヒドロコルチゾン内服を 15mg/日（朝食後 10mg、夕食後 5
mg）へ増量し低血糖を消失し得た。④ヒドロコルチゾン投与開始前に認めていた深夜の低血糖が、
ヒドロコルチゾン 10mg/day 投与開始後には消失した。⑤ヒドロコルチゾン内服 15mg/日（朝食後
10mg、夕食後 5mg）では、深夜帯に低血糖が頻発した。夕食後のヒドロコルチゾンをデキサメサ
ゾンに変更したところ、低血糖の消失を認めた。

考察
今回の解析の結果、尿中遊離コルチゾール値が至適範囲にあるのにもかかわらず、自覚症状が残
存する症例があり、無自覚低血糖が関与していたことが CGM にて明らかとなった。CGM データを
参考にヒドロコルチゾン投与パターンを調整し、血糖パターンの正常化と共に自覚症状の改善を得
る事ができた。24 時間尿中遊離コルチゾール値によってヒドロコルチゾンの 1 日体内循環総量が至
適範囲に入っている症例においても、個々の症例毎に血糖プロファイルは異なっており、症例毎の
生理環境も含めてホルモン補充量、補充方法の適正化を図りうると言う観点で CGM は有力なツー
ルになり得ると考えられた。

引用文献
1.
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IMAGe 症候群およびシルバーラッセル症候群における第 11 番染色体
インプリィンティングドメイン ICR2（CDKN1C -KvDMR1 領域）の解析
加藤芙弥子
浜松医科大学小児科

はじめに
シルバーラッセル症候群（SRS）は、代表的インプリンティング疾患である。現在までに H19 DMR のエピ変異や第 7 染色体母親性ダイソミー（UPD（7）mat）の関与が報告されているが、本邦
における詳細な解析はなされていない。また、IMAGe 症候群は、子宮内発育不全、骨幹端異形成、
副腎低形成、男児における外性器異常を伴う症候群であり、CDKN1C の機能亢進変異がその原因と
して報告されているが、本邦における報告はほとんど見られない。本研究では、SRS と IMAGe 症
候群患者における遺伝学的解析と遺伝子型−表現型解析を行った。

対象及び方法
対象
SRS 患者 138 例と IMAGe 症候群患者 3 例である。SRS 患者は、全員 Netchine らのクライテリア
を満足した（1）。これは、生下時身長あるいは体重が - 2SD 以下であることを必須条件とし、さらに、
［2］生下時の相対的頭囲拡大（身長あるいは
［1］生後の成長障害（2 歳以降の身長が -2 SD 以下）、
体重 SDS と頭囲 SDS の差が 1.5 以上）、［3］早期の前頭部突出、［4］左右非対称、［5］早期摂食障
害の中の 3 つ以上を満足するものを SRS と見なすものである。IMAGe 症候群患者 3 例の内訳は、
子宮内発育不全、骨幹端異形成、副腎低形成、外性器異常を呈する 2 名の男児、および子宮内発育
不全、骨幹端異形成、副腎低形成を示す女児の 1 名である。
方法

H19 -DMR のメチル化状態は、pyrosequecning 法を用いて H19 -DMR 内 21 か所の CpG のうち 4
か所について検討した（図 1A）。UPD（7）mat の同定には、PEG1/MEST -DMR のメチル化解析を
行い、高メチル化を示した症例に対しマイクロサテライト解析を行い 7 番染色体の親由来を確認し
た。CDKN1C の解析は、直接塩基シークエンスで行った。さらに、11 番染色体インプリンティン
グ領域内の KvDMR のメチル化解析、および CDKN1C を含む 11p15.5 領域にカスタムに作成した
array CGH を用いてコピー数異常の有無を検討した。その後、SRS 症例については、遺伝学的原因
に基いて 3 グループ（H19 -DMR エピ変異群、UPD（7）mat 群、原因不明群）に分類し詳細な臨床
的解析を行った。さらに、SRS と IMAGe 症候群患者における遺伝子型−表現型解析を行った。

結果と考察
SRS 患者

H19 -DMR のエピ変異は 43 例（31.2%）で見いだされた。すなわち、患者のメチル化係数が、低
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メチル化と正常メチル化の 2 峰性分布を示した（図 1B）
。また、第 7 染色体母親性ダイソミー
（UPD（7）mat）は 9 例（6.5%）で同定された。残る 85 例（62.0％）は原因不明であった。次に、

H19 -DMR のエピ変異症例において、IGF2 の発現量を反映すると考えられるメチル化係数と生下時
身長、体重、頭囲の SDS、生後の身長、体重、頭囲の SDS、胎盤重量 SDS を比較検討した。結果、
出生時身長・体重および生後の身長・体重、胎盤重量はメチル化係数と良好な相関を示し、生下時
および生後の頭囲 SDS とは相関しないことを見出した（表 1）
。次に、胎盤重量 SDS と出生時身長、
体重、頭囲の SDS とを比較検討した。胎盤重量は生下時身長と体重 SDS と良好な相関を示し、生
下時頭囲 SDS とは相関しないことを見出した（表 1）。これは、IGF2 発現量がエピ変異陽性患者の
胎児期における成長決定因子であることを示す。一方、IGF2 は胎児の脳においては H19 -DMR のメ
チル化状態に関係なく両親性に発現することから（2）
、脳における IGF2 発現量は H19 -DMR のエ
ピ変異症例においても正常で頭囲が保持されると考えられる。
SRS

3 グループの表現型比較

3 グループの表現型比較から、いくつかの重要な所見が得られた（表 2）。まず、エピ変異群と
UPD（7）mat 群の比較では、出生児身長と体重はエピ変異陽性例で有意に小さく、頭囲はエピ変異
陽性例で有意に大きいこと、SRS に特徴的な半身低形成や短指は、エピ変異陽性例において有意に
高頻度で出現すること、言語発達遅滞は UPD（7）mat 群で有意に高頻度であること、胎盤低形成は
同程度であることなどが明らかとなった。
また、SRS 診断クライテリアに用いられた 5 つの症状の解析からも、重要なデータが得られた（表
2）。これら 5 つの症状全て陽性患者は、グループ 1 では 23.2% 、グループ 2 では 22.2% に認められ
たが、グループ 3 では皆無であった。一方、3 つのみの症状しか呈さなかった患者は、グループ 1
では 39.5% 、グループ 2 では 33.3% であったが、グループ 3 では 77.6% に求められた。すなわち、
軽度の症状の患者では、変異検出率が低いことが明確となった。さらに、客観的評価に基づく頭囲
拡大がグループ 3 で低頻度であったにもかかわらず、
主観的評価に基づく前頭部突出は 3 つのグルー
プ間で同等であった。これは、臨床評価における客観的評価の重要性を示唆するものである。
IMAGe 症候群
3 例中 2 例（Case 1,

Case 2）において CDKN1C 遺伝子変異（c.820G>A, p.Asp274Asn）が同定

された（図 2）。Case1 は de novo 変異、Case 2 は母由来であった。この変異は PCNA-binding ドメ
インに存在し、機能亢進変異として報告されているものと同じであった（3）
。Case 3 では変異は同
定されなかった。3 症例において、KvDMR のメチル化異常および 11p15.5 領域のコピー数異常は認
めなった。Case 1 は de novo 変異のため、CDKN1C 変異が父方アレル、母方アレルどちら由来で
あるかを証明することはできないが、典型的な臨床像を示していることから母親由来アレル上の

CDKN1C に変異があると予想される。
IMAGe 症候群患者の表現型
表 3 に示す通りである。重要な所見として、出生前後の成長障害は重度であるが、それに比較し
頭囲は保たれている。CDKN1C は胎児脳では両親性に発現していることから、CDKN1C 変異を持
つ症例でも脳における発現量は正常であるためと予想される。また、症例 2 では副腎低形成が軽度
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であった。また、外性器異常を伴う男性患者の下垂体・性腺系の内分泌所見は正常であり、これは、
IMAGe 症候群の外性器異常が胎盤低形成に起因する胎児期の精巣ホルモン分泌低下に起因するこ
とを示唆する。
SRS と IMAGe 症候群患者の表現型類似性
IMAGe 症候群患者の表現型は、左右非対称を欠くものの出生前後の成長障害、相対的頭囲拡大
といった SRS に対する Netchine らのクライテリアを一部満たすことが判明した（表 4）
。これに一
致して、最近、左右非対称を欠く SRS 家系において PCNA-binding domain 内の CDKN1C の軽度
機能亢進変異（p.Arg279Leu）が報告された（4）
。以上のことから、CDKN1C の強い機能亢進変異
は IMAGe 症候群を、軽度の機能亢進変異は左右非対称を欠く SRS のサブタイプを発症すると推測
される。

おわりに
以上、われわれは、日本人 SRS 患者と IMAGe 症候群患者の解析を行い、その発症機序の解明と
臨床的特徴を明らかとした。今後、原因不明患者の解析が進むと期待される。
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図 1 H19 -DMR のメチル化解析
A. H19 -DMR メチル化解析領域
21 か所の CpG site が含まれる。父親由来アレル上 CpG はメチル化を受け（●）
、母親由来アレ
ル上 CpG はメチル化をうけない（○）
。Pyrosequencing 法では非メチル化アレル、メチル化ア
レルをともに増幅するプライマーセット（PyF, PyR）を用いて増幅し、
シークエンス用プライマー
（SP）を用いて CG5、CG6、CG7、CG9 領域をシーケンスし、そのメチル化状態をパイロシーケ
ンサーで測定した。
B. H19 -DMR メチル化解析結果
左： Case 1 は低メチル化を示し、H19-DMR エピ変異群に分類した。Case 53 は正常コントロー
ルと同様のメチル化係数を示し原因不明群と分類した。
右： SRS 患者、正常コントロールのメチル化係数の分布を示す。SRS 患者では低メチル化を示
す症例と正常メチル化を示す症例が二峰性に分布する。
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図 2 CDKN1C 変異解析結果
上段：CDKN1C 遺伝子の蛋白質ドメインの構造と IMAGe 症候群における既報告変異
下段：変異陽性者のクロマトグラム
Case 1 は de novo 変異、Case 2 の変異は母由来。

表 1 H19 -DMR エピ変異群における関連解析
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表2

シルバーラッセル症候群の 3 グループ間における表現型比較

成長科学協会 研究年報 No.37 2013

− 204 −

成長科学協会 研究年報 No.37 2013

表3

IMAGe 症候群患者 3 症例の臨床所見
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表4

IMAGe 症候群患者 3 症例における臨床的特徴
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次世代型遺伝子解析装置を用いた先天性甲状腺機能低下症の
迅速遺伝子診断システムの確立
鳴海覚志
慶應義塾大学地域小児医療調査研究寄附講座

目的
次世代型遺伝子解析装置を用いた先天性甲状腺機能低下症の迅速遺伝子診断システムの確立。
方法
本邦で出生し、神奈川県立こども医療センターで経過観察中の先天性甲状腺機能低下症患者 216
名を対象とした。遺伝子診断の精度を従来型遺伝子診断法（従来法）
、次世代型遺伝子解析を用い
た方法（次世代法）で比較するため、同一検体を 2 法で解析した。①従来法：全例で TSHR , PAX8 ,

NKX2-1 , FOXE1 を解析。甲状腺ホルモン合成障害を疑われた場合 DUOX2 , DUOXA2 , TPO , TG ,
SLC26A4 , SLC5A5 , IYD を追加解析。②次世代法：全例で上記の全 11 責任遺伝子を次世代シーケ
ンシングで解析（SureSelect ターゲットエンリッチメント法を使用）
。
結果
変異陽性患者は 45 名（DUOX2 27 名 , TG 7 名 , TSHR 5 名 , PAX8 4 名 , TPO 2 名）であり、従
来法、次世代法はそれぞれ 44 名、43 名を診断した（感度 98%, 96%）
（P=0.37, Fisher 正確検定）
。
従来法で見逃された DUOX2 変異患者は、初診時にサイログロブリン値と超音波が未評価であり、
合成障害を疑われていなかった。次世代法で見逃された変異は PAX8 の 15 塩基挿入と DUOX2 の
17 塩基欠失であった。
考察
従来法ではサイログロブリン値、超音波所見などの臨床情報をもとに解析遺伝子を絞るため、こ
れら臨床情報の有無が診断精度に影響を与えた。次世代法では、既知の特性である挿入・欠失変異
の検出不良が再確認されたが、診断法全体としての精度は従来法と差がなかった。次世代法は従来
法に比べ解析速度に大きな優位性があることから、今後、遺伝的異質性が高い疾患における遺伝子
診断法として第一選択になると予想する。
本研究助成に関連した発表・論文
・学会発表
鳴海覚志，阿部清美，室谷浩二，朝倉由美，安達昌功，長谷川奉延．従来法 vs 次世代法：先天性
甲状腺機能低下症における遺伝子診断アプローチの精度比較．第 47 回日本小児内分泌学会学術集会．
2013 年 10 月 11 日，浅草 .
・論文
なし
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乳児期のコミュニケーションと音楽
−豊かなコミュニケーションを育むために−
志村洋子
埼玉大学

音楽のなかでも、とりわけ歌は子どもをリラックスさせる力があるようで、特に小さい子どもと
コミュニケーションをはかる上でとても役立つものです。
最近の研究成果では、ヒト以外の類人猿などは音楽的刺激の弁別の訓練は可能であっても、音楽
よりも静寂を選好することがわかっており 1）、音楽が包含している「感情性」を聴取して楽しむこ
とができるのは人間の優れた特性といえるでしょう。
ここでは、乳児期のコミュニケーションの基盤になる乳児期のことばの獲得について、また音楽
や歌唱音声の聴取について概観し、われわれがどのような環境を用意したらよいかを考えたいと思
います。

1．音楽や歌声をききわける乳児
これまでも臨床では新生児が、ガッシャーンといった物が落ちた音には驚愕反応を示すものの、
看護師の大きな笑い声には驚かないなど、音量に反応するだけでなく音そのものの特性も聴き分け
ていることはよく知られています。また 2 ヶ月齢を過ぎると、周囲からの呼びかけの音声に探索的
な反応を示したり、特に人の声への反応が目立ちます。例えば、胎児のときから親しんでいたと思
われる母親の声には、初期喃語ともいえる音声の表出や微笑など「快」により反応を示すようにな
るものの、未知の男女の声には泣き出すなどの不快反応が起きることが分かっています。
乳児の聴く能力に関する研究については、その実験方法の困難さから科学的な evidence が不足し
ていましたが、近年、一般化してきた心理学的実験方法、例えば音刺激に対する乳児の弁別を測る
ための「首の振向き」の継続時間を調べたり、
「注視時間」などにより、どちらを長く聴くかを測定
する手法などが定着してきました。つまり、
馴化 - 脱馴化法（habituate dishabituate paradigm）や、
選好振り向き法（head-turn preference looking paradigm）、選好注視法（preferential looking
paradigm）などの実験手法が一般的になったことで、
「楽音」や「歌唱音声」などの刺激についても、
乳児の持つ力を再認識できるようになったのです。
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図1

選好注視法で使用される実験ブース内の様子

選好注視法で使用する実験ブースとその実験方法を示した。ブース内で左右のスピー
カーからランダムに提示される音に、母親の膝に抱かれた赤ちゃんがどのくらいの間、
どちらのスピーカーから提示された音に顔を向けて注聴するかを実験者が計測し、提
示音に対する注聴時間を比べるものである。なお、抱いている母親はヘッドフォンを
装着して音楽を聞いており、児が聞いている音は聞いていない。

こうした手法により得られた成果の一端を具体的に示してみると、まず新生児や乳児は、対成人
向けの通常の歌より対乳児向けの歌を選好すること 2）3）、また、子守歌や遊び歌を「静けさ」よりも
選好すること 4）、「楽音」については、2 〜 4 ヵ月齢の乳児は協和音と不協和音の弁別が可能である
こと、さらにその協和音への選好は文化間に共通すること 5）、6 ヵ月齢児は絶対的音高の記憶や弁別
はできないものの、1/2 オクターブ移調した曲の対的なメロディ輪郭について同じ曲として記憶し
ている可能性があること 6）が示されています。
さらには 2000 年には Saffran ら 7）により、7 〜 8 ヵ月児がモーツァルトのソナタの一部を 2 週間
にわたって記憶できることが報告されました。この報告は世界中を驚かせましたが、最近報告され
た麦谷ら 8）による新しい知見では、6 ヵ月齢児が親和性のあるメロディを 2 ヵ月間という長い期間、
記憶している可能性も示されています。この麦谷らの実験のスタイルは、赤ちゃんに聞かせる「古
いイギリス民謡」のメロディに、一方の赤ちゃんたちには通常のメロディを、もう一方の赤ちゃん
たちには通常メロディの一部分に雑音を混ぜたものを聞かせる、という手法で行われました。家庭
に送られた CD 音源を、保護者に一日 1 回赤ちゃんが機嫌のよい時に再生してもらい、7 日間聞か
せた後で、70 日程度経過してから実験ブースに来てもらい、選好注視法により聴取実験が行われま
した。赤ちゃん達が始めて耳にする新しい曲もともに提示され、その記憶の違いを調べたのです。
その結果、これまで知られているよりはるかに長い 2 ヵ月という間に渡って、赤ちゃんは 7 日間一
日 1 回聞かせてもらったメロディを覚えていること、しかし、メロディの中の一部分に雑音を入れ
た不完全なメロディは認知が難しくなるということも合わせて示され、赤ちゃんが持つ音楽に対す
る聴き取りの力を再確認できる成果でした。
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2．ことばの獲得の基盤となるもの
ところで、Mampe ら 9）により新生児の「泣き声」のイントネーションには胎内で聴取・経験し
た言語の「訛り」がみられることが報告されています。胎児は胎生 5 ヵ月ごろには聴覚機能を完成
させる 10）ことが分かっていますので、この結果は胎内での母親の音声や外界からの音声の聴取経験
がそのメロディ産出に関わっていることを示すものとして、再び体内の音環境についての興味がも
たれるようになりました。
胎内の音環境については、わが国でも室岡 11）の妊娠子宮を使った胎内音研究に代表されるように、
例えば子宮に密着している大動脈や子宮内の動脈、静脈の脈拍音が中心で、胎児自身の心拍音など
も併せた低い周波数成分からなる環境であることが報告されています。現在では、新生児・早期乳
児を泣き止ませる音源として CD や玩具として多く使用されていますが、近年は胎内での録音等の
実験は倫理上の規制がなされ、特別な場合を除いて研究の殆どはシミュレーション実験となってい
ます。ここで、われわれがこれまでに実施した「胃」を使用したシミュレーション実験 12）の一端を
紹介し、乳児が胎内で経験したであろう「母親の音声」の特性を説明しましょう。
この実験方法としては、まず、羊水とほぼ同量の水 300 ㏄を満たした胃を子宮に見立て、同一特
性を持つ 2 本の小型防水マイクロフォンの 1 本を胃内に挿入し、もう 1 本は体外腹壁近傍に置き、
腹壁から 1m にスピーカーを置いて、条件を統一した「ピンクノイズ」（オクターブバンドとよばれ
る帯域ごとのエネルギーが一様になる雑音で、さまざまな音響測定に使用されている音源）と、
「発
話音声」を再生して体内での録音を実施しました。さらにマイクロフォンを挿入された被験者自身
の胃内（これを母親の体内状況と考える）で被験者の発話音声も収録し、録音データは音響解析を
行い、体内と体外との相違を抽出しました。
図 2 には体内にマイクロフォンを挿入された被験者の発話音声を胃内で収録した結果、図 3 には
同時に体外腹壁正面で収録した結果を示しました。横軸は時間（min）
、縦軸は周波数（Hz）を示し
ています。図 2 の「ある日北風と太陽が」/ aruhi ｋ（i）takazeto taiyoga / の発話は、0 〜 6KHz
の周波数帯域で縞模様（スペクトル）が明瞭であったものの、図 3 では、3KHz 以上のスペクトル
は全くみられない結果でした。このことは、
胃内では「子音」を伝搬する高周波部分が大きく減少し、
「子音が不明瞭な発話音声」が伝播されることが示されたことになります。一方、音量などの条件を
統一した「発話音声」をスピーカーから胃に向けて放射した実験では、周波数帯域によって微細に
異なるものの、胃内への伝搬は音量（dB）が 15 〜 20dB 程度減衰するものの、子音はかなり明瞭
に伝播される結果がえられました。
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/ある

ひ きた か ぜ とた いよー が /

/ある

縦軸：周波数（Hz） 横軸：時間（min）
図2

体外で録音した自己発話音声のサウンド

ひ きた か ぜ とた いよー が /

縦軸：周波数（Hz） 横軸：時間（min）
図3

スペクトログラム

胃中で録音した自己発話音の音声のスペ
クトログラム

このように、体内（胃内）には外部からの騒音は低周波数帯域では音量は減衰せずに伝わるものの、
高周波数帯域では大幅にカットされる特殊な環境であるとともに、直接体内に伝搬される母親の音
声は「子音が不明瞭」な特殊な音声となる環境であることがわかりました。この声は声道壁や骨、
筋肉などの多くの組織に音波が反射して胃内に到達することで、くぐもった音色になっており、実
際に聞いてみると、おんぶをしてもらったとき、おぶった人の背に耳を付けて声を聴くような音色
に酷似していました。一方、外部からの「発話音声」は、腹壁に１ｍ程度までごく近づけば子音も
伝播されるものの、音声の音量としては、15 〜 20dB 程度（例えれば、ふすまを 1 枚隔てて 1 メー
トルずつ離れて声を聴く程度）減少することも明らかになりました。なお、音声が持つリズムにつ
いては全く変容しなかったことも重要な結果と考えます。
胎児はここに示したような音環境の中で、母親の日々の体調やホルモン分泌の変化による胎内環
境の変化と共に、主に子音が殆ど伝わらない母音が中心の発話を聴き、イントネーションやメロディ
が優位の音声パタンに親しんでいることになります。そして、小さい音量ながらも体外からの子音
も伴った音声も併せて聞いていると考えることができるのです。このように見てくると、前述した
Mampe ら 9）の結果、泣き声には胎内で聴取・経験した言語の「訛り」がメロディ産出に関わって
いることもうなずけます。

3．音声に内包された感情情報が果たす役割
さて、乳児の行動を詳細に観察すると、早期乳児期から既に母親の音声への選好性を顕著に見る
ことができます。音声で話し手が誰であるかを特定する「話者特性の同定」は、早期から可能であ
ることは明確です。しかし、音声には言葉の意味と共に、発話者自身の感情も包含されています。
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この音声の「感情」に関わる情報の多くは、
プロソディ（韻律）と呼ばれる要素から成り立っており、
発話のリズムや音声の長短、子音と母音の組み合わせのパタンや、アクセントの配列といった様々
な要素が担っています。
例えば、母親がイライラしたりして声の調子が変化すると、不思議なことに乳児も急に機嫌が悪
くなり、ぐずり始めてしまうような場面に遭遇するとこがあります。このことは、母親の発話のプ
ロソディから、乳児が「優しさ」や「穏やかさ」などの感情情報の変化も聴き取っていることを示
しているといえましょう。
一般的に乳児に向けた発話音声は、マザリーズ（Motherese）や対乳児発話音声（Infant-DirectedSpeech）として知られるようになりました。表 1 には、その音響特性についてまとめて示しました。
意味や内容を中心とした「メッセージを伝えよう」とする音声の対成人発話音声（Adult-Directed
Speech）に比べ、対乳児発話音声（Infant-Directed Speech）はこうした顕著な音響的特徴を持っ
ています。乳児の声の高さに合わせるように、発話全体のピッチを高くし、やや大げさな抑揚で、
相手の反応を見るようなタイミングの取り方をしながら、繰り返しの言葉が多いゆっくりした話し
かけをすることが知られています。

表1

Motherese / IDS の音響特性
1. 発話の声全体が高くなり、ピッチが上昇
2. 抑揚が大きくなり、変化範囲が拡大
3. 発話速度の低下
4. 間をとり相手の反応を待つように、潜時が変化
5. 同じ言葉の繰り返し

図 4 には、2 ヵ月齢の乳児と母親のやり取りの録音から抽出した部分をピッチパタンとして示しまし
た。横軸は時間経過を、縦軸はピッチ、すなわち音の高さを示しています。まず、母親が M/ んー /
と発話し、乳児の I/ N ー / という発声の直後に、母親が再度 M/ んー / と発話していますが、図
からもわかるように母親の声の高さは、乳児の / N ー / の高さに見合った高さになっており、
「んー」
という発話は大人同士のそれに比べより長く、抑揚も大きく、乳児の発声後の発話のタイミングも
絶妙で、聴覚印象として会話のやり取りに聞き取れるものになっていました。こうしたお互いの
「快」
を共有したような親密なコミュニケーションの姿は、実際の母親達の言葉を借りると、
「赤ちゃんを
胸に抱き取った瞬間からなんだか話し方が変わった気がする」
、
「赤ちゃんが声を出すと、嬉しくなっ
てたくさん話しかけてしまう」、「つい、うろ覚えの童謡を歌いかけている」といった感想に現われ
ているといえましょう。
こうした日々の親によるマザリースは、乳児の音声言語獲得の基盤となると共に、コミュニケー
ションの発達にも、さらには健やかな心の成長にも大きな意味を持つことになると思われます。乳
児ばかりでなく幼児期の子どもにも心地よさや安心感をもたらすことが理解され、またこうした特

徴を持つ発話は、音声行動をも活発化させることも報告されています 13）。
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縦軸：pich（Hz）横軸：time（sec）
図4

2 ヵ月齢乳児の発声と母親の Motherese 音声のピッチパタン

4．豊かなコミュニケーションを育む音楽の力

乳児は出生後直ぐから音声や音・音楽に囲まれ、生活の中で耳にする様々な音声や音の中から
ある特定の音の集まりを特定の人と結びつけたり、さらには楽音としてメロディを認識したり、
乳児自身も多様な音声表現や音楽的表現行動を示しながら発達していきます。また、母親等の養
育者との「快」感情を顕著に示す音声経験が基盤になり、周囲からの言葉かけの意味や内容を伝
える言語情報と共に、話者自身が表現する非言語の感情情報も聞き取ることができるようになっ
ていきます。
こうした音声や音楽による赤ちゃんとのやり取りについて、新しい視点の研究がなされるよう
になってきました。前述したように親や養育者は取り立てて気づかないまま、赤ちゃんが出す声
の高さや息づかいにあわせるように積極的に応答し、また、赤ちゃんの体の動きにあわせてリズ
ムをとったり、お互いに触りあいその反応を確かめるような間の取り方でかかわり、実に多様な
や り と り を 繰 り 広 げ て い ま す。 こ う し た 相 互 作 用 を コ ミ ュ ニ カ テ ィ ブ ミ ュ ー ジ カ リ テ ィ
（communicative musicality）と捉える新しい概念 14）が提示されています。つまり、歌唱や楽音に
限定した狭い意味での「音楽性」ではなく、親子間、そして赤ちゃんと大人の相互作用の中で生
起する触覚、視覚、聴覚を通したやりとりを「音楽性」と捉え、そのやりとりのタイミングや声
音（こわね；声の音色）、ジェスチャーのパタンなどを観点とした、マルチモダルで客観的な新し
い概念です。この概念は、
乳児と親などの養育にかかわる人との多様な相互の関係性構築の進展に、
新しい知見をもたらすことが期待されています。
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人を引き込む身体的コミュニケーション技術
渡辺富夫
岡山県立大学

人は、単に言葉だけでなく、うなずきや身振りなど身体的リズムを共有して互いに引き込むこと
で円滑にコミュニケーションしている。この身体性の共有が一体感を生み、人とのつながりを実感
させている。そのコミュニケーション研究の基盤として、まず母子間の原初的インタラクション・
コミュニケーションに着目し、母親の語りかけに対して乳児の手足の動きの引き込みを音声・画像
解析して、そのインタラクションのメカニズムをマン・マシン・インタフェースに応用しようと試
みたのが 1978 年であるから、この身体的コミュニケーションの魅力に取り憑かれて早 36 年になる
［1］。この間、母子間インタラクションから成人間インタラクション、集団インタラクションの引き
込みを合成的に解析して、うなずきや身振りなどの身体的リズムの引き込みをロボットや CG キャ
ラクタのメディアに導入することで、対話者相互の身体性が共有でき、一体感が実感できる「心が
通う身体的コミュニケーションシステム E-COSMIC（Embodied Communication System for Mind
Connection）」を研究開発し、人を引き込む身体的コミュニケーション技術（身体的引き込み技術）
を開発してきた（図 1）
。本技術は、身体を介してのコミュニケーションの解析理解と創出支援技術
であり、高度メディア社会の生活情報技術として期待されている。とくに音声から豊かなコミュニ
ケーション動作を自動生成する技術は、iRT（インタロボット技術）と呼ばれ、人とかかわるロボッ
ト・玩具、メディアコンテンツ、e-Learning やゲームソフト等に導入・実用化されており、教育・
福祉・エンタテインメントなど広範囲な応用が容易に可能である［2］
。さらに対話者や演者の音声・
音響に基づいて引き込み反応する観客 CG やメディアロボットなどの仮想観客を生成して、身体的
引き込みにより場を盛り上げ、場の雰囲気をつくるシステム・技術を研究開発している［3］,［4］
。
本研究開発の一例として、語りかけに対して絶妙のタイミングでうなずき反応する身体的引き込
みシステム PekoPeko（「ペコッぱ」、「花っぱ」）が「ドラえもんの科学みらい展」で日本科学
未来館（2010 年 6 月〜 9 月開催）を皮切りに 2013 年 9 月まで日本全国を巡回し、人気を集めた（図
2）
。のび太の話をウンウンとうなずいて聞いてくれるドラえもんの大切な聞き手機能を実現したも
のだ。何故、うなずくだけで場が和み、会話（おしゃべり）が弾むのだろうか。
人はつながるためにコミュニケーションをする。それにはコミュニケーションすることが身体の
歓びであり、身体が歓ぶ仕組みになっていなければならないであろう。語り掛けに対して思わずう
なずくことで対話者相互の身体的リズムが引き込まれ、一体感や共有感が実感される。人は話せば
必ず引き込みが生起され、思いが通じ合えるのだ。確かに会話は楽しいものである。リズムを合わ
せてくれるのは快感であり、それが身体的引き込みで、コミュニケーションのエッセンスである。
身体的引き込みの重要性と不思議さを体験してもらうために、PekoPeko だけでなく、音声から
コミュニケーション動作を自動生成するロボット InterRobot を開発した。この InterRobot を用い
たコミュニケーションロボットシステムが日本科学未来館に常設展示されている（図 3）。マイクス
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タンドを通して語り掛けると、その音声に基づいて 1 体の InterRobot が話し手として動作し、他の
3 体の InterRobot が熱心な聞き手として身体全体でうなずき反応をする。まさにロボット同士が手
振り・身振りとともにうなずき合い、あたかも会話しているような盛り上がりの場が形成される。
身体的引き込みによる一体感や共有感は、理解に基づいた共感ではなく、情動共有に基づいた感
情移入である。PekoPeko や InterRobot を介してコミュニケーションを楽しみ、
身体的コミュニケー
ションの素晴らしさ・可能性を体感いただければ幸いである。




図1

心が通う身体的コミュニケーションシステム E-COSMIC

図 2 「ドラえもんの科学みらい展」での PekoPeko 展示
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図3

日本科学未来館でのコミュニケーションロボット常設展示
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