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当財団は設立後36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 36 号として、平成 24 年度に行なった指定課題研究（６件）、自由課
題研究（21 件）、成育治療研究（２件）及び国外留学（１件）の報告書をま
とめて刊行する運びとなりました。これらの研究成果の中に、国際的に高く
評価されるものが年々増加しつつあることは喜ばしい限りです。
また本年報には、同年度に当財団が開催した第25回公開シンポジウム
「幼児の生活と就学前教育を考える」の講演要旨を収載しました。
本年報を通じて、平成24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24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 25 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 24 年度に助成した指定課題研究（６件）、自
由課題研究（21 件）、成育治療研究（２件）
、国外留学（１件）
、計
30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４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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成長科学協会 研究年報 No.36 2012

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

長谷川奉延（慶應義塾大学医学部小児科学教室）
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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．ターナー症候群の体格指標に関する研究
GH治療によってターナー女児のBMIはどう変化するか（伊藤純子）
２．小児腹膜透析患児の透析導入後の成長の推移（和田尚弘）
３．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）
４．Prader-Willi症候群の成長ホルモン治療中止によるBMIおよび脂肪分布への影響（永井敏郎）
５．軟骨無形成症に対する成長ホルモン治療の終了基準について（依藤亨）
６．重症成人成長ホルモン分泌不全症患者におこった重症肝硬変について（高野幸路）
７．平成24年度のGH療法のアドバース・イベント−学会報告から−（西美和）
８．GH治療のアドバースイベント: 脳腫瘍（1998〜2013.1の文献サマリー）
（寺本明）
を以下にまとめる。
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ターナー症候群の体格指標に関する研究
GH治療によってターナー女児のBMIはどう変化するか
伊藤純子
虎の門病院小児科

内容
GH治療開始時のBMIが１年間のGH治療後にどう変化するか、BMI SDSを用いて検討した。
ターナーSDSと標準女児SDSでの比較を行った。
［対象と方法］
成長科学協会に登録されたターナー症候群（以下TS）「治療開始時」と「１年目」のデータを使
用。GH治療を受けたTS 1370例のうち、１年後の身長･体重の計測値があり、GH治療開始から計測
時までの期間が0.8〜1.2年のもの688例を対象とした。
治療前と１年後のBMIを磯島らの報告によるTS BMI SDSに変換して評価。標準女児のBMI SDS
は、Katoら（2011）の標準値を基にした小児内分泌学会HPの体格指標計算ソフトを用いて算出し
た。
12.0〜13.0歳で治療を開始したグループ70名においても同様の解析を行い、全体の結果と比較を
行った。
［結果］
１） 全年齢688症例の集計において
１年間のGH治療後に、身長（平均）は標準女児身長SDSとして−3.23 SDから−3.07 SDに改
善。（p<0.001）
GH治療前の TS BMI SDSは 0.12±0.54 （−3.7〜3.2） Mean±SD（最小値〜最大値）
治療後は 0.01±1.15 （−3.0〜3.0） （p<0.001で有意に低下）
標準女児のBMI SDSでは GH治療前 0.40±1.00 （−4.7〜2.7） N=684
治療後は

0.30±0.98 （−4.5〜2.5） N=660

17歳以上でSDSが算出できないためNが異なっているが、前後のデータがそろっているもの
についてはp<0.001で有意に低下。
２） GH開始前計測時が12.0〜13.0歳であった70症例において
GH治療前の TS BMI SDSは

0.13±1.25（−3.7〜2.4）

治療後は

0.02±1.30（−3.0〜1.8）

（p<0.01で有意に低下）

GH治療前の 標準女児BMI SDSは 0.45±1.01 （−1.9〜2.5）
治療後は

0.21±1.02（−1.9〜2.0）
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治療前のBMI SDSが高い方が、治療後にSDSが低下する傾向が見られた。
（下図は標準女児のBMI SDSについて表示）

［考察と今後の展望］
GH治療はBMI SDSを低下させる可能性がある。標準女児のSDSのみならず、TSのSDSで評価し
た場合でもその変化は有意であった。肥満群での影響をさらに解析する予定である。
標準女児とTS標準を比較すると、年齢によってバイアスの大きさが異なる。Katoらの標準女児
BMI SDSを当てはめるとTSがどのような特性を示すかをさらに分析し、GHの効果を評価する。
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小児腹膜透析患児の透析導入後の成長の推移
和田尚弘
静岡県立こども病院腎臓内科

はじめに
小児慢性腎不全患者は、原疾患・病態の多様性に加え、治療のための薬剤の影響、栄養管理、生
活制限などが担当医師により様々であり、特に保存期腎不全期にはその影響が大きい。一方、透析
導入後は、末期慢性腎不全として病態が均一化してくる。小児腎不全患者数は少なく、欧米諸国の
ほとんどが移植へ移行していることから、透析患者の長期的な成長の推移のデータはほとんどない。
一方、わが国では長期透析患者も多いことから、今回小児PD研究会の協力を頂き、小児腹膜透析
（PD）患児の多数例での透析導入後の成長の推移を検討した。

対象
15歳以下にPD導入となり、小児PD研究会に登録されている患児1364名（男児770名，女児594名）
を対象とした。成長ホルモン（GH）の効果を評価するために、まずはGH未使用例（GH使用症例は
使用前まで）を解析した。症例数は1285例（男児715例，女児570例）で、PD開始年齢は7.9±5.0才
でPD施行中の成長（移植、死亡、血液透析移行症例はPD治療期間のみの身長）の身長データ数
3204個の身長SDを算出した。

結果
PD導入時の身長SDは−2.14±1.84で、PD期間が長くなるとともに身長SDSも直線的に低下した
（図１）。また個々の経年的変化をより明らかにする目的で、△SDS算出可能なデータによる△SDS
の推移を図２に示す。導入から１年間の△SDSは−0.26±0.96であるが、その後は−0.15から−
0.2SDであった。以上より、PD治療が継続されGH治療が行われない場合は、直線的に身長SDは低
下し、成長障害が進行する事が明らかになった。

考察
わが国では長期PD患者が多く、小児腎不全患者が少ないとはいえ、1000例を超す小児透析患児の
長期にわたる成長が評価できるのはわが国のみである。小児PD患者多数例の検討で、GH治療介入
のない成長は経年的に直線的に成長が障害されることが明らかになった。今後、さらに細かな解析
とGHによる影響を評価したい。
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図１ PD期間と身長SDS（GH未使用例）

PD期間（年）

図２ 身長△SDSの変化（GH未使用例）

PD経過（年）
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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。
今年度は、身長SDSスコアを通常のSDSスコアとPWS標準化SDSスコアとを用いた解析の比較検
討をおこなう。

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
１） GH治療効果
GH治療開始時年齢は生後４か月〜16歳、平均6.1歳であった。GH治療開始後１年目、２年目、
３年目、４年目につれてドロップアウトおよび未報告例があり、それぞれ97例、55例、35例、
20例の身長SDスコア（左図）とPWS標準化SDSスコア（右図）とで比較検討した。
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PWS標準化SDSスコアでは、治療開始後にPWS平均（０SD）に近づいている。両者間では
治療開始後における治療前（ベースライン）からの差（ΔSDS）には有意差がなかった。
２） 年齢依存性
年齢別のGH治療の効果を検討するために、GH治療開始時の年齢を0-３歳（39例）、４-８歳
（37例）９-16歳（21例）の３群に分け、治療後１年目、２年目および３年目における治療前
（ベースライン）からの差（ΔSDS）を、身長SDSスコア（左図）およびPWS標準化SDSスコ
ア（右図）での解析で比較した。

９−16歳の群では、一般のSDSスコアを用いた形跡では他の２群に比較して有意にΔSDSス
コアは低かったが、PWS標準化スコアでの解析では、年齢間でΔSDSスコアは有意差がなかっ
た。
３） 遺伝学的病型
PWSの遺伝学的病型を15番染色体欠失およびメチル化テストを施行し、片親性ダイソミーま
たは刷り込み変異を示すメチル化陽性例の２群に対してGH治療の効果の差異を検討した。
染色体欠失例は71例（73％）、メチル化陽性例は26例（27％）であり、平均年齢はそれぞれ
5.7歳、7.0歳であった。２群間でのGH治療後のPWS標準の身長SDスコアの変化には有意差は
なかった。

考察
PWSにおける身長SDSに対するGH治療の有用性は、SDSスコアあるいはPWS標準化SDSスコア
を用いても同様に示された。
身長SDSを用いた解析では、年長児（９歳以降）におけるGHに対する身長SDSの反応性の低下が
示されたが、PWS標準化身長SDSでは、ベースラインの違いのみで、GHにおける身長SDSの反応性
（ΔSDS）は年齢別には有意差がなかった。これは、一般のSDSスコアにおいては、PWSにおける
思春期発来がないため、身長SDSスコアが見かけ上、思春期年齢では低くなっていたことに起因す
ると思われる。思春期年齢での身長評価は、PWS標準化SDSスコアを用いるべきであると考えられる。
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遺伝学的病型による差異は、SDSスコアおよびPWS標準化身長SDSのどちらにおいてもみられなか
った。欠失例、メチル化陽性例の頻度は、従来からの頻度と一致しており、この２群間での他の要
素についての比較検討が必要と思われる。

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SDS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、GH治療の有用性は確認
できたが、特に思春期年齢では、PWS標準化身長SDSを用いた方が正確な評価ができると考えられ
た。
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Prader-Willi症候群の成長ホルモン治療中止によるBMIおよび脂肪分布への影響
永井敏郎
獨協医科大学越谷病院小児科

Prader-Willi症候群（PWS）では低身長に対し成長ホルモン（GH）治療が有効であるが、これは
成長率の改善だけでなく体組成も改善する。しかし日本ではGH治療の適応は低身長のみであり、多
くの臨床医がGH治療中止後に体重増加が顕著な例や、体組成が増悪してしまう例を経験しているが、
実際それを証明する報告は今のところない。今回PWSと確定診断されている14名において、GH治
療中止後のBMI-SDS、脂肪分布解析（内臓脂肪量、皮下脂肪量）について検討を行なった。
結果は、GH治療中止前24ヶ月、18ヶ月、12ヶ月、６ヶ月のBMI-SDSはそれぞれ0.161±1.361、
0.129±1.303、0.069±1.276、0.054±1.435、GH治療中止時のBMI-SDSは0.034±1.455、治療中止後６
ヶ月、12ヶ月、18ヶ月、24ケ月でのBMI-SDSは0.163±1.670、0.358±1.620、0.680±1.505、0.763±
1.194とGH治療中止をきっかけに有意差をもって増加していた。
GH中止時、中止前後での内臓脂肪量、皮下脂肪量での検討では、GH治療中止前24ヶ月、12ヶ月
の内臓脂肪量、皮下脂肪量は、内臓脂肪量が37.71±25.80、28.71±15.32、皮下脂肪量が220.14±
129.74、184.14±167.18であった。また中止時の内臓脂肪量、皮下脂肪量はそれぞれ37.57±20.42、
215.85±121.55、中止後12ヶ月、24ヶ月の内臓脂肪量、皮下脂肪量は、内臓脂肪量が54.56±27.33、
72.80±15.16、皮下脂肪量が244.0±156.97、262.80±70.25であった。
以上から、GH治療中止後から有意差をもってBMI-SDSが増加すること、また皮下脂肪量、内臓
脂肪量ともに増悪することが示唆された。
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軟骨無形成症に対する成長ホルモン治療の終了基準について
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
軟骨無形成症に対する成長ホルモン治療は、我が国のみの適応であり治療量や開始、終了基準も
必ずしも医学的に確立されたものとはいえない。現行の終了基準に対する再考を必要とする可能性
につき症例とともに検討した。

症例
14才女児

診断

軟骨無異形成症

小児期より成長ホルモン治療を0.35mg/kg/日で続行してきた。思春期が経過し、身長増加率が
徐々に低下しており、特に直近６か月の身長増加は0.5 cmに満たなかったが、13歳の小児慢性特定
疾患継続申請の時点で過去１年間の身長増加が１cmをわずか超えており、骨端線も完全には閉鎖し
なかったため、本人の希望により１年間の治療延長が行われた。翌年、１cm以内の伸びのために治
療中止となったが、ご家族より「この１−２年で顔がなんとなく変わった気がする」との訴えがあっ
た。客観的な計測値がなく、明らかな反対咬合なども見られないが下顎突出による可能性が考えら
れた。

考案
軟骨無形成症の顔貌の特徴の一つに下顎突出があることは知られており、高度の症例では反対咬
合にいたることもあるが、多くは思春期を経過する中で著明になる。一方、成長ホルモン産生腺腫
による症状は小児期には過成長、成人期以降では末端肥大症が主で、末端肥大症の症状として下顎
突出があることも良く知られている。現在、軟骨無形成症に対して適応の成長ホルモン治療量は非
生理量であり、下顎突出を増悪させる可能性がある。本症例の下顎突出が成長ホルモン治療により
どの程度増悪したかを推定することは容易ではなく、また突出程度を示す定量的データを欠いてい
るが、担当医の印象としては治療終了１−２年間で増悪したようである。現在、小児慢性特定疾患
の本症に対する成長ホルモン継続基準は年間成長率１cm以上であるが、骨端線閉鎖間際の非生理量
の成長ホルモン治療が下顎突出を増悪させる可能性がある。本症に対する成長ホルモン治療は我が
国のみで適応であり、国際的な責任を果たすためにも、系統的・定量的な検討が必要と考えられる。
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重症成人成長ホルモン分泌不全症患者におこった重症肝硬変について
高野幸路
東京大学医学部腎臓・内分泌内科

背景・目的
重症成人成長ホルモン分泌不全症においては、生命予後の悪化、合併症の発生、QOLの低下など
の問題点が生じることが明らかにされており、これらの多くにおいてGH補充の効果があることが次
第に明らかにされつつある。この中で、GH欠乏によって生じる合併症については、体脂肪、筋肉量
などの体組成の変化、脂質代謝プロファイルの変化、動脈硬化の進行、骨密度の低下などが特徴的
なものとして報告されている。
これらのよく知られた合併症以外に、肝酵素異常や脂肪肝が発生する可能性について、2003年か
ら報告がなされている1。GH欠乏患者において脂肪肝の発生が増えるか否かについては、最近の海
外からの報告では否定的な結果もある2。しかしながら、少なくとも本邦の症例では有意に多いこと
が報告されている3。
GH欠乏によって増加する肝酵素異常や脂肪肝が生命予後やQOLの低下に結び付くかについては
まだ十分に解明されていない。2004年のMayo Clinicからの報告4では重症例も報告されているが、
本邦での重症例報告は十分ではない。本報告では、重症成人成長ホルモン分泌不全症患者におこっ
た重症肝硬変について紹介し、今後注意すべき合併症である可能性であることを報告する。

対象・方法
研究は、倫理委員会の承認を得て行った。東京大学腎臓・内分泌内科に2012年度に受診した重症
成人成長ホルモン分泌不全症の患者の中で、Child Cに相当する肝不全の患者を抽出して検討した。
そのうち一例について症例を略述する。

結果
2012年度に受診した重症成人成長ホルモン分泌不全症患者数は58名であった。その中で、Child C
に相当する肝機能の肝疾患患者数は３名であった。
３名について、その原因が調べられたが、A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎はいずれも否定され、飲
酒量は一例がchance drinkerで他の２例は飲酒の習慣はなかった。自己免疫性肝炎、Primary
Bililary Chirrosis、ヘモクロマトーシス、α１アンチトリプシン欠損症などの他の原因も否定され
た。この結果から３名とも重症AGHDに伴う重症肝硬変と診断された。

一例について簡単に報告する
症例は64歳の女性で、15年前に尿崩症を発症しその原因が頭蓋咽頭腫と診断された。汎下垂体機
能低下症も伴っており手術、放射線治療後GH以外のホルモン補充を受けていた。重症AGHDの存在
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が確認されていたが、２型糖尿病も合併しておりGH補充は受けていなかった。肝機能異常があり、
消化器外来で脂肪肝と診断されていた。
呼吸困難で救急外来受診。大量の腹水が認められ消化器内科入院。入院後の検査で肝硬変、食道
静脈瘤が判明した。
腹部エコー

2003年脂肪肝

→

2007年肝形態変化（辺縁鈍）、脾腫

検尿で尿たんぱく（＋）、尿たんぱく量

TP/Cre 0.37 g/gCre、ケトン（−）

血算で血小板減少あり、WBC 6700/μl、Hb 12.8 g/dl、PLT 12.0×万/μl↓
生化でアルブミン低下、総ビリルビン上昇、（TP 6.5 g/dl，Alb 2.4 g/dl，LDH 470 IU/l↑，γGTP
214 U/l↑，AST 40 IU/l，ALT 21 IU/l，T-Bil 2.1 mg/dl↑，D-Bil 0.5 mg/dl，LDL-C 112 mg/dl，
Ca 8.2 mg/dl，IP 2.9 mg/dl，BUN 13.8 mg/dl，Cre 0.70 mg/dl，Na 139 mEq/l，K 4.0 mEq/l，Cl
109 mEq/l，UA 4.4 mg/dl，CK 164 U/l，CRP 4.31 mg/dl↑）
肝線維化マーカー上昇あり（４型コラーゲン7S

11.3 ng/ml↑（＜9.0）、ヒアルロン酸

185.4

ng/ml↑（＜130））
凝固PT 83％、APTT 30.7 秒、<血糖>Glu 107 mg/dl↑（随時）、HbA1c 7.9％↑
画像で胸水少量、大量腹水貯留、肝辺縁鈍、軽度脾腫あり。
上部消化管内視鏡で食道静脈瘤が認められた。
異常から機能的分類：Child C（10点：腹水，黄疸，低アルブミン）の肝硬変で腹水は漏出性で門脈
圧亢進によるものと考えられた。（細胞診class1，ADA陰性，抗酸菌陰性SAAG（serum-ascites
albumin gradient）>1.1 g/dl（>1.1g/dlで門脈圧亢進による腹水と分類））
肝硬変の原因については、
・アルコール性
・ウイルス性肝炎

大量飲酒歴なし
肝炎ウィルス陰性

・PBC 抗ミトコンドリア抗体陰性
・AIH 抗核抗体陰性
・ヘモクロマトーシス Fe 45 μg/dl，ferritin 115 ng/ml
・α1-AT欠損症 α1-AT 202 mg/dl
から明らかなものは指摘できなかった。

GHRP-2負荷試験で、GHピークは0.13と著しく低値で重症AGHDに伴うNASHが重症肝硬変に進
展したものと考えられた。2003年の腹部エコーでは単純な脂肪肝の診断であり、脂肪肝から10年たっ
て腹水や食道静脈瘤を伴う肝硬変に進展したことが分かった。

考察
本症例のほかに、２例のChild Cの肝硬変の患者さんが受診され、いずれも重症成長ホルモン分泌
不全以外に肝硬変をきたす原因はなかった。このことから、重症成人成長ホルモン分泌不全症の症
例の中に進行した肝硬変に至る症例が存在することが分かり、重症例の発生頻度、発生要因などを
検討する必要性があると考えられた。
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平成24年度のGH療法のアドバース・イベント−学会報告から−
西

美和

広島赤十字・原爆病院小児科

１．山本道子、他（あいち小児保健医療総合センター）
成長ホルモン（GH）投与治療中にネフローゼ症候群を発症したSGA性低身長症の１例。
第47回中部日本小児科学会．名古屋、H23年８月21日．
（日本小児科学会雑誌．116：1022、2012．
）

２．後藤正博、他（東京都立小児総合医療センター内分泌・代謝科）
加療中にペルテス病を合併した汎下垂体機能低下症患者へのGHの長期使用経験。
第85回日本内分泌学術総会．名古屋、H24年４月19〜21日．

３．GH治療と白血病発症（H24年）：メーカーへの報告例
・ターナー症候群で、GH治療中にB前駆細胞型急性リンパ性白血病。
（発症時）年齢；３歳６ヵ月
GH治療期間；（開始）２歳５ヵ月〜（中止）３歳６ヵ月
転帰；軽快

メーカーの治験報告書には、国内外の多数のAE情報が報告されている。
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GH治療のアドバースイベント：脳腫瘍（1998〜2013.1の文献サマリー）
寺本

明

東京労災病院

付記

以下の○は△に比してとくに信頼性の高い論文であることを示す。

１．Olsson DS, Buchfelder M, Wiendieck K, et al: Tumor recurrence and enlargement in patients
小児

with craniopharyngioma with and without GH replacement therapy during more than 10

成人

years of follow-up. Eur J Endocrinol. 2012;166(6):1061-8.〔Sweden〕

○
・GH補充療法を受けた（平均13.6±5.0年）56例と、コントロール70例を比較。
・10年間の腫瘍非進展−生存率を検討した。前者は85％、後者は65％。
・予後因子として有意なのは、放射線療法と術後残存腫瘍量。
・長期のGH補充療法は腫瘍再発には関連しない。

２．Mackenzie S, Craven T, Gattamaneni HR,et al.: Long-term safety of growth hormone
小児

replacement after CNS irradiation. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(9):2756-61.〔UK〕

成人
○

・頭部に放射線治療を受け、GHDと診断され、GH投与（１年以上、中間値８年）を受けた110
例と、放射線治療のみでGH非投与の110例を比較した。
・腫瘍の再発、または二次腫瘍発生の比率はいずれの群も約10％で差はなかった。
・放射線治療例においても、GH投与は安全である。

３．Müller HL, Gebhardt U, Schröder S, et al.: Analyses of treatment variables for patients with
小児
○

childhood

craniopharyngioma-results

of

the

multicenter

prospective

trial

KRANIOPHARYNGEOM 2000 after three years of follow-up. Horm Res Paediatr.
2010;73(3):175-80.〔Germany〕

・小児（1.1〜18.0,平均10.0歳）の頭蓋咽頭腫の手術例117例をprospectiveに３年以上観察した。
・GHは54例に平均0.7年投与したが、内25例は全摘出群、29例は非全摘出群であった。
・結果としてGH療法は腫瘍の再発や増大には影響しなかった。

４．Olsson DS, Buchfelder M, Schlaffer S, et al.:Comparing progression of non-functioning
成人
○

pituitary adenomas in hypopituitarism patients with and without long-term GH replacement
therapy. Eur J Endocrinol. 2009;161(5):663-9.〔Sweden〕
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非機能性腺腫の治療後の再発・再増大に長期的なGH療法が影響するか否かをcase-control
studyで検討した。
・GHの投与期間10±4（２〜17）年・GH投与群

121例、非投与群

114例

・投与群における非進行率は74％
・非投与群における非進行率は70％
以上より10年間のGH投与は非機能性腺腫の増大に影響を与えない。
なお、GHの投与の有無にかかわらず放射線療法は腫瘍増大を有意に抑制した。

５．Arnold JR, Arnold DF, Marland A, et al.:GH replacement in patients with non-functioning
成人
○

pituitary adenoma (NFA) treated solely by surgery is not associated with increased risk of
tumour recurrence. Clin Endocrinol (Oxf). 2009;70(3):435-8.〔UK〕

Oxfordからの報告であるが、結論は②の論文と同じ（GH投与群23例、非投与例群107例を
6.8±4.2年観察）。

６．Buchfelder M, Kann PH, Wüster C, et al.: Influence of GH substitution therapy indeficient
成人
○

adults on the recurrence rate of hormonally inactive pituitary adenomas: a case control
study. Eur J Endocrinol. 2007;157(2):149-56.〔Germany〕

・非機能性腺腫の術後再発にGH療法が影響するか否かをretrospective case-control studyで検
討した。
GH投与群

55例 German KIMS databaseから抽出

GH非投与群

55例

Erlangen大学の症例を選択

・５年以上MRIで追跡した結果、前者では16例、後者では12例で腫瘍の再増大があった。
しかし、再発率にも増大率にも有意差はなかった。
・５年という期間は十分ではないかも知れないが、少なくともこの期間はGH療法は安全に実施
できる。

７．Darendeliler F, Karagiannis G, Wilton P, et al.: Recurrence of brain tumours in patients
小児
○

treated with growth hormone: analysis of KIGS (Pfizer International Growth Database). Acta
Paediatr. 2006;95(10):1284-90. 〔UK〕
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2004年１月までにKIGSに集積された小児脳腫瘍再発に及ぼすGH療法の影響を調べた。
無再発生存率 平均追跡期間
頭蓋咽頭腫

1038例

63％

（ 10.3年）

髄芽腫

655例

92％

（ 4.6年）

上衣腫

113例

89％

（ 2.5年）

胚細胞腫

297例

71％

（ 7.4年）

星細胞腫等

400例

69％

（ 9.1年）

GHの投与量、方法で再発には差がなかった。過去の報告と比較してGH療法は脳腫瘍の再発
率を高めてはいないようである。

８．Karavitaki N, Warner JT, Marland A, et al.: GH replacement does not increase the risk of
小児

recurrence in patients with craniopharyngioma. Clin Endocrinol (Oxf).2006;64(5):556-60. 〔UK〕

成人
○

1964〜2005年に治療した頭蓋咽頭腫に関してGH療法が腫瘍再発を来たすか否かを
retrospectiveに検討した。
対象：GH療法 ○
+ 32例

10.8±9.2年

観察

投与期間6.3±4.6年（内小児期から21例）
− 53例
GH療法 ○

8.3±8.8年観察

+ 中 ４例 GH○
− 中 22例
結果：再発GH ○
性、年齢、治療法（全摘出、部分摘出、手術＋放射線）等の因子を調整して分析した。
結論：GH療法は腫瘍再発の危険性を増加させない。

９．Andreas J, Annice M, Paul AH, et al.: Adult growth hormone replacement therapy and
成人

neuroimaging surveillance in brain tumour survivors. Clin Endocrinol 2005;62:698-705.〔UK〕

○
下垂体腺腫と頭蓋咽頭腫を除く様々な小児期発生の脳腫瘍に対して成人期のGH投与の影響を
調べた。
対象：41例の脳腫瘍
GH投与：平均6.7±3.6年
34例（83％）無変化
７例

ependymomaとmeningioma：各１例が増大
＊５人に８個のmeningiomaが新たに発生
（内３個が増大傾向）

＊二次発生のmeningiomaは全て放射線誘発で平均22.8（17〜37）年後に発生している。

結論：小児脳腫瘍に対して成人期GH治療を行なっても腫瘍の再発率や増大率には変化なし。
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10．Chung TT, Drake WM, Evanson J, et al.: Tumour surveillance imaging in patients with
成人
○

extrapituitary tumours receiving growth hormone replacement. ClinEndocrinol 2005;63:274279.〔UK〕

下垂体腺腫を除く様々な傍下垂体腫瘍に対してGH投与の影響を調べた。
対象： 50例の傍下垂体腫瘍
頭蓋咽頭腫28、胚細胞腫８、クモ膜のう胞４、髄膜腫４、グリオーマ４、他２
（内74％に放射線照射）
GH投与：平均36ヶ月（７−129ヶ月）
結果：

不変

41

（ 82％）

縮小

5

（ 10％）

のう胞増大

2

（ 4％）・・・非進行性

腫瘍増大

2

（ 4％）・・・胚細胞腫１例でGH中止

基本的にGH治療は腫瘍再発面からは安全である。

11．Sklar CA, Mertens AC, Mitby P, et al.: Risk of disease recurrence and second neoplasms in
小児
○

survivors of childhood cancer treated with growth hormone: a report from the Childhood
Cancer Survivor Study. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:3136-3141.〔USA〕

CCSS（Childhood Cancer Survivor Study）13,539例中361例のGH Tx
21歳未満で診断され、５年以上生存したcancer pts。
（良性除く）
GH投与群は原疾患再発の relative risk

0.83（0.37−1.86）×

続発性 solid tumorのRR

3.21（1.88−5.46）△

死亡の RR

1.21（0.75−1.94）×

12．Hatrick AG, Boghalo P, Bringham JB, et al.; Does GH replacement therapy in adult GH成人
△

deficient patients result in recurrence or increase in size of pituitary tumours? Eur J
Endocrinol 2002;146(6):807-811.〔UK〕

Adult GH D（腺腫後）
47例 GH Tx（3.6 Y） ２例増大（NF）
28例

対照

２例増大（NFとF）
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13. Niu DM, Guo WY, Pan HC, et al.:Rapid enlargement of a residual craniopharyngioma during
小児

short-term growth hormone replacement. Childs Nerv Syst 2002;18(3-4):164-165.〔Taiwan〕

○
タイトル通り
Case report

14．Frajese G, Drake WM, Loureiro RA.:Hypothalamo-pituitary surveillance imading in
成人
△

hypopituitary patients receiving long-term GH replacement therapy. J Clin Endocrinol Metab
2001;86(11):5172-5175.〔UK〕

100例のAO-GH D（大半は腺腫術後でRAD 91例受けている）
MRI（pre，6 M，12 M，2 Y，3 Y，4 Y） １例のみ鞍内腫瘤の増大
（NFの術後GH Tx １年で）
他は全て同じか縮小した。

15．Packer RJ, Boyett JM, Janss AJ.: Growth hormone replacement therapy in children with
小児

medulloblastoma: use and effect on tumor control. J Clin Oncol.2001;15;19(2):480-487.〔USA〕

○
15歳未満の545例のmedullo. GH Tx
６年間tumor free

40±５％（３歳未満）.

59±３％（３歳以上）

全摘or亜全摘の年長児、腫瘍が局在化の２因子が生存率に関連。
170例がGH Tx.

診断後２、３、５年の生存群でGH群に再発率の増加はない。

16．Swerdlow AJ, Reddingius RE, Higgins CD,: Growth hormone treatment of children with brain
小児

tumors and risk of tumor recurrence. J Clin Endocrinol Metab 2000;85(12):4444-4449. 〔UK〕

○
RADを行った小児BT（cranio除く）

GH Tx180例 GH ○
−

再発（初回）

RR

35／180，434／891

死亡

891例

0.6（0.4−0.9）

RR 0.5（0.3−0.8）

17．Maneatis T, Baptita J, Connelly K.; Growth hormone safety update from the
小児

National

Cooperative Growth Study. J Pediatr Endocrinol Metab 2000;13 Suppl 2:1035-1044.〔USA〕

○
33,161例登録例中、2,632のAE ○
+ ，863 serious，156†
leukemia 20，extracranial nonleukemic malignany 35
BT 再発率 7.6％，cranio 6.4％
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18．Howell SJ, Wilton P, Lindberg A.:Growth hormone replacement and the risk of malignancy in
小児

children with neurofibromatosis. J Pediatr 1998;133(2):201-205.〔UK〕

○
102例のNF小児. GH Tx
5例でBT再発又はBT発生 → これはNFとしてGH ○
− 群と同等
19．Price DA, Wilton P, Jonsson P.:Efficacy and safety of growth hormone treatment in children
小児
○

with prior craniopharyngioma: an analysis of the Pharmacia and Upjohn International
Growth Database (KIGS) from 1998to 1996. Horm Res 1998;49(2):91-97. 〔UK〕

488例のcranio. GH Tx
再発率

0.045／Tx Y，

H／A

0.025

fluid retention

0.005

convulsion

0.004

手術単独群は手術＋RADに比し高い。

−20−

成長科学協会 研究年報 No.36 2012

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（帝京大学ちば総合医療センター脳神経外科）

共同研究者

田原重志（日本医科大学脳神経外科）
高野幸路（東京大学医学部腎臓・内分泌内科）

本研究では
研究１、重症成長ホルモン分泌不全症患者スクリーニング法の開発の試み
研究２、成人成長ホルモン分泌不全症患者におけるNAFLDとNASHの発症の評価とGH補充療
法による改善効果について
の２つの課題を設けて研究を行った。研究１については最終報告を、研究２については中間報告を
行う。

研究１．重症成長ホルモン分泌不全症患者スクリーニング法の開発の試み

背景・目的
重症成人成長ホルモン分泌不全症患者の診断には、本邦では小児期発症症例では１つもしくは２
つのGH分泌試験が必要とされ、成人発症症例では頭蓋内器質疾患の合併があり、他の下垂体ホルモ
ンの分泌低下がある場合には１つのGH分泌刺激試験が必要である。ところが、これらの負荷試験は
患者及び医療スタッフの負担があり、外来診療中に行うことが困難な施設もある。疑わしい患者に
おいて、比較的簡便な検査を組み合わせてスクリーニングを行うことができれば臨床現場に有益で
あると考え、簡便なスクリーニング検査の開発を試みた。
GH分泌は比較的分泌量が低いうえに一日に複数のピーク状の分泌があり、血清GH濃度は分泌総
量と相関しない。IGF-1はGH分泌総量と相関があることが知られており、有用ではないかと考えら
れるが、多くの臨床試験からIGF-1のみでGH分泌不全症を診断することは不可能である。
また、GH分泌については一日尿中GH分泌量を測定するとGH分泌総量を推測することができそう
であるが、外来において一日蓄尿は困難である場合が多い。健常人では、GH分泌は深夜から早朝に
かけて多いことが知られているので、早朝第一尿のグラムクレアチニンあたりのGH分泌量をみるこ
とで正常患者とGH分泌不全症患者の区別ができる可能性がある。
これらのことから、血清IGF-1値と早朝第一尿のグラムクレアチニンあたりのGH分泌量のそれぞ
れがどの程度重症GH分泌不全症（AGHD）のスクリーニングに有用であるかと、これらを組み合わ
せてよいスクリーニング法ができないかを検討した。
対象は間脳下垂体近傍疾患加療後の59症例
男性32例、女性27例。年齢20−85歳（平均57.5±15.5歳）
に、血中IGF-1を測定しGHRP-2でGH分泌刺激試験を行った。また、これらのうち42例に対し、早朝
第一尿のグラムクレアチニンあたりの尿中GH値を測定した。
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正常コントロールとして、下垂体機能低下症のない健常人のvolunteer（15人）で、血中IGF-1と
早朝第一尿のグラムクレアチニンあたりの尿中GH値を測定した。尿中GH値には、ばらつきが大き
かったため、測定感度以上と感度以下で分類した。
症例の疾患内訳は（Table 1）
下垂体腺腫

38例

非機能性腺腫

32例

ACTH産生腺腫 1例
PRL産生腺腫
頭蓋咽頭腫

８例

ラトケ嚢胞

７例

下垂体膿瘍

１例

骨肉腫

１例

5例

下垂体炎 １例 傍鞍部髄膜腫 １例 Sheehan症候群 １例 胚細胞腫 １例

であった。

結果
１．IGF-1値での判定
図１で明らかなようにIGF-1値のみでは、AGHDを非AGHD群と弁別することはできなかった。
GHRP-2に対する反応が低値でもIGF-1値が−1.0 SDや0.0 SD以上の症例が存在する。なお非AGHD
群でIGF-1値−1.4SD以下となる症例は一例のみであった。IGF-1値による判定のROCカーブを作成
すると、IGF-1値−1.4SD以下をAGHDとした場合の感度は72.2％、特異度は95.7％であった。
年齢を考慮に入れ、60歳以下の群と60歳を超える群で判定しても明確な判定は困難であった。
２．早朝第一尿中GH濃度による判定
尿中GH濃度については、表３に示すようにAGHD群の多くの症例（23例/27例）で尿中GH濃度が
測定限界以下になった。しかし、非AGHD症例でも15例中７例で尿中GH濃度が感度以下になったた
め、尿中GH濃度とAGHDの間の相関は認めたものの、これのみで判定は不可能であった。
３．IGF-1SDスコアと尿中GH濃度の両者を用いた判定
血中IGF-1SDスコアや尿中GH濃度単独では、判定が困難であったので両者を合わせて判定ができ
ないかを検討した。
血中IGF-1値が−1.4SD以下または、早朝第一尿のグラムクレアチニンあたりの尿中GH値が測定感
度以下である症例を重症AGHDと考えた場合、GHRP-2負荷試験で判断した重症AGHDを感度96％、
特異度53％で予測することができた。

考察
今回の研究で、IGF-1SDスコアのみでは重症AGHDをスクリーニングするのは難しいものの、早
朝尿中GH濃度などのGHの指標を加味することで感度の高いスクリーニングが可能であることが明
らかにできた。
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尿中GH濃度測定は、残念ながら昨年検査が終了となり、現在は利用できなくなっている。しかし
ながら、負荷試験によらないいくつかの指標を組み合わせて簡易なスクリーニングを考えることは、
AGHD診断を一般臨床に近づけるためにも必要である。今後、尿中GH以外の指標とIGF-1値を組み
合わせてスクリーニング法を検討したい。

参考文献
１．Molitch ME, Clemmons DR, Malozowski S, Merriam GR, Vance ML (2011) Evaluation and
Treatment ofAdult Growth Hormone Deficiency: An Endocrine Society Clinical Practice
Guideline. J Clin Endocrinol Metab 96:1587-1609.
２．Thomas JDJ, Monson JP (2009) Adult GH deficiency throughout lifetime. Eur J Endocrinol
161:S97-S106.
３．Chihara K, Shimatsu A, Hizuka N, Tanaka T, Seino Y, et al. (2007) Simple diagnostic test
using GH-releasing peptide-2 in adult GH deficiency. For the KP-102 Study Group; Eur J

Endocrinol 157:19-27.
４．Kageyama K, Nigawara T, Sakihara S, Takayasu S, Terui K, et al. (2008) Diagnostic
Usefulness of the Growth Hormone-Releasing Peptide-2 Test as a Substitute for the Insulin
Tolerance Test in Hypopituitarism. Endocr J 55:777-783.
５．The Growth Hormone Research Society Workshop on Adult Growth Hormone Deficiency
(1998) Consensus guidelines for the diagnosis and treatment of adults with growth hormone
deficiency: summary statement of the Growth Hormone Research Society Workshop on adult
growth hormone deficiency. J Clin Endocrinol Metab 83:379-381.
６．Hattori N, Shimatsu A, Kato Y, Koshiyama H, Ishikawa Y, et al. (1989) Urinary excretion of
human growth hormone: daily variation and relationship with albumin and alpha 1microglobulin in urine. Acta Endocrinologica 121:533-537.
７．Shimatsu A, Chihara K, Hizuka N, Teramoto A, Tanaka T, et al. (2007) Reference intervals of
serum insulin-like growth factor-I in adult Japanese population: calculated with LMS methods.

Horumon to Rinsho 55:393-399.
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表１

図１
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図２

表２
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表３

表４
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研究２．成人成長ホルモン分泌不全症患者におけるNAFLDとNASHの発症の評価とGH補充療法に
よる改善効果について
重症成人成長ホルモン分泌不全症においては、生命予後の悪化、合併症の発生、QOLの低下など
の問題点が生じることが明らかにされており、これらの多くにおいてGH補充の効果があることが次
第に明らかにされている。合併症については、体脂肪、筋肉量などの体組成の変化、脂質代謝プロ
ファイルの変化、動脈硬化の進行、骨密度の低下などが報告されているが肝酵素異常や脂肪肝の発
生についても2003年から報告がなされている1。GH欠乏患者において脂肪肝の発生が増えるかにつ
いては、最近の海外からの報告では否定的な結果もある2。しかしながら、少なくとも本邦の症例で
は有意に多いと報告されている3。2004年のMayo Clinicからの報告4では重症例も報告されているが、
本邦でも同様に重症例が見られるかはまだ十分に報告されていない。
本年度の長谷川班の研究で高野が症例報告しているように、原因不明の肝障害から重症肝硬変に
至り、NASHと推測されることもあるようである。そこで、本年度からの研究として、本邦の成人
GH分泌不全症患者における脂肪肝の発生の分析と重症例の存在についての研究を行うこととした。

対象
研究者の所属する３施設に2004年から受診した重症成人GH分泌不全症の患者でGH以外のホルモ
ン補充が安定して行われている患者で、GH補充について未治療の患者を対象とした研究である。
2014年度まで症例を収集し50例以上の目標症例数を目指す。

研究方法
インフォームドコンセントを書面で得たのち、年齢、性別、GH分泌不全をもたらした原因疾患と
合併症、治療内容と罹病期間、身長、体重、腹囲、ヒップ周径、体脂肪率などの情報と、肝機能、
肝繊維化指標（血中ヒアルロン酸など）、腹部エコー検査結果などを収集した。
肝機能異常、肝繊維化指標の異常、腹部エコーの異常の頻度を調べ、これらの異常と臨床情報と
の関連を調べた。

中間結果
これまでの結果では、検査結果のそろった症例数が38例あり、半数以上の症例で肝酵素異常
（ALT，ASTが正常値上限以上）が認められた。腹部エコーでは約４分の１の症例で脂肪肝が認め
られ、一部に肝硬変症例が認められた。
臨床的に、Child C以上の重症例は４例認められた。

考察
これまでの本邦での報告と同様に、肝機能異常、脂肪肝の発生頻度は多かった。本研究の症例で
は、重症例が多く認められ、予想以上の頻度であり、これまでの報告を超えていた。これが、今回
の対象集団の特殊性によるものか、重症例が受診の機会が多いためにおこった出来事なのか、もし
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くは本来この程度の頻度がおこりうるものかを明らかにする必要がある。

今後の課題
１．重症例の多さについては、それらの症例がはっきりとした症状を呈するために精密検査を受け
やすい状況にある可能性があり、重症成人成長ホルモン分泌不全症患者全体をなるべく網羅するよ
うに症例数を増やすことが重症例発生の頻度の確定に必要である。
２．症例が集積された段階で、性、年齢、BMIを合わせた健常人でのNAFLDやNASHの発生頻度
と比較する必要がある。
３．肝機能異常や腹部エコーでの異常の発症がどのような臨床上の特徴と関連があるかを解析する
ことが重要であり、症例数を達成した後に解析し、脂肪肝のリスクを明らかにする必要がある。
４．対象症例の多くがGH補充を開始されており、GH補充がこれらの患者の異常をどの程度改善す
るかを明らかにする必要がある。

参考文献
１．Ichikawa T et al. Non-alcoholic steatohepatitis and hepatic steatosis in patients with adult
onset growth hormone deficiency. Gut 52:912-916, 2003
２．Gardner CJ et al. Hepatic steatosis, growth hormone deficiency and the effects of growth
hormone replacement : a LIVERpool magnetic resonance spectroscopy study. Eur J

Endocrinol. 166(6):993-1002, 2012
３．Nishizawa H et al. Nonalcoholic fatty liver disease in adult hypopituitary patients with GH
deficiency and the impact of GH replacement therapy. Eur J Endocrinol. 167(1):67-74, 2012
４．Adams LA et al. Nonalcoholic liver dysfunction among patients with hypothalamic and
pituitary dysfunction. Hepaology 39(4):909-914, 2004
発表論文
１．Hirohata, T., Saito, N., Takano, K., Yamada, S., Son, J.H., Yamada, S.M., Nakaguchi, H., Hoya,
K., Murakami, M., Mizutani, A., Okinaga, H., Matsuno, A.: Urinary growth hormone level and
insulin-like growth factor-1 standard deviation score (IGF-SDS) can discriminate adult
patients with severe growth hormone deficiency. Endocr J., [Epub ahead of print], 2013.
２．Ishii, H., Shimatsu, A. , Okimura, Y., Tanaka, T., Hizuka, N., Kaji, H., Hanew, K., Oki, Y.,
Yamashiro, Y, Takano, K., Chihara, K. Development and Validation of a New Questionnaire
Assessing Quality of Life in Adults with Hypopituitarism: Adult Hypopituitarism
Questionnaire (AHQ). PLoS ONE 7(9): e44304., 2012
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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。GH測定キット間の測定値の乖離は許容
範囲内であったが、ここ数年間、キット間差の問題が再び顕在化したため、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、リコンビナントGHの希釈直線の再検討
を行った。

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
現在、日本ではGH測定キットは５種類（GHキット「第一」：株式会社ティエフビー 略TFB，エ
クルーシス試薬hGH：ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 略Roche，Access hGH：ベックマ
ン・コールター株式会社 略Beckman，シーメンス・イムライズGH II：三菱化学メディエンス株式
会社 略Siemens，EテストTOSOH II（HGH）：東ソー株式会社 略Tosoh）が市販されている。それ
ぞれのキットの組み合わせで臨床検体を測定し、相互の互換性を計算した。臨床的に診断や治療適
応判定で問題となるGH濃度を0〜20ng/mlと仮定し、TFBによる測定値がこの範囲内にあるGH関連
負荷試験の血清検体（n=100）を検討に用いた。各キットの互換性の検討には、キットによる測定
値の平均を従属変数としてDeming回帰による線形関係式を求めた。
２．NIBSC code 98/574の希釈系列の検討
WHO IS（NIBSC code 98/574）の希釈系列を作成した。GHキット「第一」（TFB）
，エクルーシ
ス試薬hGH（Roche），Access hGH（Beckman）を用いて、各キットに付属した希釈用緩衝液にて
さらに希釈し希釈直線を求めた。
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研究の結果
今回検討した国内市販GH測定キットは、捕捉抗体にいずれもマウス抗GHモノクローナル抗体を
用い、標識抗体にマウスモノクローナル抗体もしくは他動物種のポリクローナル抗体を用いたサン
ドイッチ型イムノアッセイ法である。20k GHとの交差反応性は、それぞれのキットにより異なった。
標準品はいずれもリコンビナントGHである較正標品（WHO IS 98/574）に準拠していたが、キッ
ト内の標準品は、リコンビナントGHもしくは下垂体由来GHを使用していた。
臨床検体を用い、TFBによる測定値（横軸）を基準とした場合の各測定キットによる測定値（縦
軸）をプロットすると、図１に示すように乖離が認められた。このため各キットの互換性の検討と
して、キットによる測定値の平均を従属変数とした線形関係式（Deming回帰による）を求めた。
図２には各測定キットの測定値（横軸）と平均GH値（縦軸）の線形関係を示した。TFBによる測
定値が最も高く、次いでRoche、Tosoh、Siemensの順で、Beckmanによる測定値が最も低値であっ
た。求められた線形関係式は表１に示した。
測定キットによる乖離の原因を探るため、Instruction for use（Version 4.0,Dated 14/01/2008）
に従い国際標準品NIBSC code 98/574（原液1.95mg/mL）の希釈系列を作成した。さらに実効測定
濃度まで、各キットに添付された検体希釈液を用いて希釈しTFB、RocheおよびBeckmanの各キッ
トにて測定した。いずれのキットにおいても希釈率から計算された理論値と実測値はほぼ一致し、
キット間の乖離はみられなかった。

考察
GH測定がポリクローナル抗体を用いた競合型ラジオイムノアッセイ（RIA）法であった時代には、
測定キットにより測定値がばらつくことは比較的少なかった。しかし、モノクローナル抗体を用い
たサンドイッチ型測定法が登場すると、測定キットによる測定値の乖離が大きな問題となった。同
一患者の同一検体であっても、どの測定キットを用いて測定したかによってその測定値が異なり、
その結果、診断が異なってしまう可能性がある。このため、成長科学協会ではGH・関連因子検討専
門委員会が、使用する測定キットによって診断やGH治療適応判定の結果が異なることを防ぐために、
平成３年度以降、各測定キットによる測定値の相関を検討し補正式を作成して用いることで対処し
てきた1）。平成10年度以降は市販されているすべての測定キットによる測定値の平均を従属変数と
して線形関係式を求め、それを補正式とした2）。その後、測定キットによる測定値の乖離のほとん
どが各キットの標準品が異なる較正標品に準拠していることに起因すること、用いる標準品をリコ
ンビナントGHに統一すれば測定値の乖離を大幅に減少できることが明らかとなった 3）。このため
2005年から、各キットの標準品はリコンビナントGHあるいはリコンビナントGHの較正標品 4）
（WHO IS 98/574）に準拠したGHを用いるように変更された。これによりわが国においてGH測定
値の標準化がなされたが、リコンビナントGHを標準品あるいは較正標品とした場合、測定値は従来
の補正値の60％に減じたため、診断の手引きなどにおいてリコンビナントGHを標準品とした場合の
判定値が改訂された5）。
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
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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。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、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、臨床検体
で測定値の乖離が見られたキットにおいても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た。
キット間差は免疫学的検査法である限り避けられない問題である6）。測定原理の相違、使用する
抗体の違い（ポリクローナル抗体またはモノクローナル抗体）、抗体の認識部位の特異性（多様な
GH分子形態に対する反応の相違）
、抗原抗体反応の条件（非平衡状態または平衡状態）
、いわゆるマ
トリックス効果（血清添加の影響）、用いられている標準標品の違い、などが影響していると考え
られる。血中のGHには分子多様性が存在する7）。正常下垂体において22kのGHと20kGHが産生分泌
され、さらに血中で糖化や脱アミド化などの修飾を受けている。GHの約半量は単量体で存在するが、
２量体や多量体を形成することも知られている。また血中にはGH受容体の細胞外ドメインと一致す
るGH結合蛋白（GHBP）が存在する7）。通常の血中GH濃度では約半分がGHBPに結合していると考
えられている。このため、非平衡状態のまま短時間で測定する系では、用いる抗体の親和性から
GHBPの干渉を受けることも知られている8）。今回のキット間差は、20kGHへの交差反応性の違いの
みでは説明できず、測定系に及ぼすGHBPの影響など原因を明らかにする必要がある。
我が国のみならず国際的にもGH測定の標準化に向けた試みがなされている9）。理想的には、測定
キット毎に基準値や標準値を定めるべきであろう。しかし現実の対応として、測定値の互換や補正、
いわゆるハーモナイゼーション試料による解決策を考えている。実運用では、キットの種類による
測定値の差をなくすため、測定キットによっては補正式を用いて補正値を算出し、この補正値を用
いて診断やGH治療適応判定を行うことが望ましい。

結論
現在市販されている５種類のGH測定キットの互換性を検討し、測定値の乖離を確認した。今後、
ハーモナイゼーションによるキット測定値の補正を行うことが望ましい。
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hormone and insulin-like growth factor assays. Clin Chem. 2011; 57: 555-559
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図１．TFBを基準としたGH測定キットによる測定値

図２．各社GH測定キットによる測定値と平均GH値との線形関係

表１．各社GH測定キットによる測定値の線形関係式
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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（中間報告）
１．ヨードが早期産児の甲状腺機能と発育、発達に及ぼす影響について
２．分娩周辺期の母体ヨード代謝の変化の機序について
研究責任者

布施養善（国立成育医療研究センター研究所、サヴァイクリニック）

共同研究者

伊藤善也（日本赤十字北海道看護大学臨床医学領域）
小川博康、藤田正樹（医療法人小川クリニック）
布施養慈（仲町台レディースクリニック）
浦川由美子（鎌倉女子大学家政学部管理栄養学科）
塚田

信（学習院女子大学、桜美林大学）

荒田尚子（国立成育医療研究センター母性医療診療部代謝内分泌内科）
原田正平（国立成育医療研究センター研究所成育政策科学研究部）

１．研究の背景
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甲状腺
ホルモンの合成をおこなっている。妊娠中のヨウ素欠乏は特にヨウ素欠乏地域においては胎児の重
篤な精神発達障害をもたらす一方、ヨウ素の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。
新生児、乳児のヨウ素摂取源は出生後、母乳および人工乳に依存する。特に早期産児では経腸管
栄養が困難となることが多く、その間、ヨウ素不足となる可能性がある。一方、早期産児、病児は
新生児集中治療室で管理されることが多いが、そこで日常的に使用されているヨウ素系消毒剤によっ
て児にヨウ素が過剰に負荷される可能性が指摘されている。
（研究課題１）
我々は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、血中甲状腺ホルモン・TSH濃
度、新生児の血清TSH値、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。前年
度の研究で特に分娩周辺期において、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
報告と異なっていた。この理由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る。（研究課題２）

２．研究の目的
本研究の目的は周産期（妊娠末期から産後１ヶ月）、特に分娩周辺期の母体、新生児のヨウ素代
謝の変化とその要因について明らかにすることである。
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３．対象と方法
研究課題１
新生児集中治療施設に収容されている在胎37週未満の新生児30-60例を対象とし、出生より退院ま
で、２週間ごとに、尿中ヨウ素・クレアチニン濃度、血清FT4、TSHを測定する。同時に母親の母
乳中のヨウ素濃度と尿中ヨウ素濃度を測定する。
研究課題２
健康な妊産婦20例を対象に、分娩時、臍帯動脈血、臍帯静脈血、母体血を同時に採取し、血液中
ヨウ素濃度、FT4、TSHを測定する。また胎盤組織のヨウ素含有量、分娩直前と直後の母乳中のヨ
ウ素濃度を測定する。

４．研究経過
研究課題１
東京都内と横浜市内の新生児集中治療施設に共同研究を提案したが、承諾を得られなかったので、
他の施設に交渉中である。
研究課題２
現在、神奈川県横浜市戸塚区の小川クリニックにおいて行っているところである。

５．結果（Preliminary Study）
人工乳（粉乳）中のヨウ素含有量
Preliminary Studyとして人工乳（粉乳）中のヨウ素含有量を測定した。新生児の尿中ヨウ素濃度
と母乳摂取量との関連については前年度の研究で報告した。すなわち日齢28の新生児103例を哺乳
量全体に占める母乳の割合によって３群に分けて尿中ヨウ素濃度の中央値を比較すると、母乳が
1/3以下の児（n=26）の尿中ヨウ素濃度は130.0μg/Lに対し、母乳が3/4以上の児（n=56）では
334.5μg/Lと有意に高かった。このように母乳哺育の不可能な場合、あるいは不十分な新生児、乳
児では人工乳に含まれるヨウ素量が重要となる。
一般に市販されている調整粉乳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
て測定した結果は12.2-50.45μg/100gであった。日本食品成分表2010には41μg/100gと記載されてい
るが、各社によってヨウ素含有量に差があるものと推測される。しかし、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。したがって製品のロッ
トによるヨウ素含有量の差があり、複数のロットを試料とする必要がある。日本では粉乳にヨウ素
の添加はされていない。この少数の結果のみからでは一定の結論は得られないと考える。

参考文献
１．Zimmermann MB 2009 Iodine deficiency. Endocr Rev 30:376-408
２．Smyth PPA et al. 2007 Short-term changes in maternal and neonatal urinary iodine excretion.
Thyroid 17:219-222
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３．Fuse Y et al. 2011 Iodine status of pregnant and postpartum Japanese women: Effect of
iodine intake on maternal and neonatal thyroid function in an iodine-sufficient area. J Clin
Endoclinol Metab 96:3846-3854
４．大橋俊則．2007 生体試料中のヨウ素測定．ホルモンと臨床 55:577-586
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低身長児の生活の質評価に関する研究
低身長児のストレス反応と自己概念の特徴：軟骨無形成症児との比較
研究代表者

花木啓一（鳥取大学医学部保健学科母性・小児家族看護学講座）

共同研究者

西村直子、遠藤有里、南前恵子
（鳥取大学医学部保健学科母性・小児家族看護学講座）
田中敏章（たなか成長クリニック）
有阪

治（獨協医科大学小児科）

神闢

晋（鳥取大学医学部周産期・小児医学分野）

木村真司（島根大学医学部看護学科臨床看護学講座）

はじめに
小児にとって低身長であることが心理社会的ストレスを受ける要因のひとつになるとされている1）。
しかし、今までに、小児が感じているストレスが低身長に起因していること、低身長であることに
よって心理社会的適応に困難が生じていること、を証明できた研究は希少であった2）。つまり、低
身長児に心理社会的不適応が認められても、それが低身長に起因しているかどうかは明らかでな
かった。実際に、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
た研究はほとんどなされていない。
低身長を示す疾患のなかで、軟骨無形成症は極端な低身長と四肢短縮を呈す骨系統疾患である。
平均からの著しい身長の減少があることで高い位置にあるものに届きにくい、体育の授業の参加に
困難をきたしたりする。さらに、軟骨無形成症児は健常小児より、いじめ・からかいなどの心理的
ストレスとなりうる経験をしやすいことが考えられる。それゆえ、これらの経験が心理社会的適応
にどんな影響を与えているのかを知ることが、適応を促進するうえで重要となるが、軟骨無形成症
児（者）のQOLに関して一貫した見解が得られておらず、「ストレスにどのように対応し適応して
いるのか」、「適応を促進するには何が有効なのか」について検討した研究は希少である3，4，5）。
そこで本研究では、軟骨無形成症児（者）の心的適応プロセスについてのストレス反応モデル6）
に基づく質問紙群を作成し、軟骨無形成症児の心理社会的な特徴について調査を実施した。本研究
助成の１年目の検討では、軟骨無形成症について実施し、２年目では、軟骨無形成症以外の低身長
児（者）との比較について調査を実施する。

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。
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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、以下の８つの尺度で構成され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
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、「セルフエフィカシー」
はセルフエフィカシー尺度により、
「ソーシャルサポート」はソーシャルサポート尺度により、
「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（図２）
。
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、カイ２乗検定、ｔ検定、ANOVA（下位
検定にはTukey HSD）、Mann-Whitney検定、Kruskal-Wallis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軟骨無形成症児の心理社会指標の特徴
男女別に各指標のSD値を示す（図３）。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」の頻度は、健常集団と比較して高値であった。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」は、健常小児のそれと変わりがなく、その経験をコントロール
可能として評価する「コントロール性の認知的評価」の指標も平均的な値であった。
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。特徴的な結果としては、「self-efficacy」の指標が著明な高値をとったことであ
る。
②男女差
「低身長に関連した経験」の下位尺度の「子供との関係」、「低身長に関連した経験」を脅威と感
じる「影響性評価」、「ソーシャルサポート」、「コーピング」、「学校ストレッサー」は、女子より男
子で有意に高値であった。
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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、ソーシャルサポートやコーピ
ングもより多く利用していた。

結論
軟骨無形成症児は、低身長に関連した経験により多く遭遇していたが、心理社会的適応に問題は
生じていなかった。軟骨無形成症児では、経験を認知的評価するときに、影響性評価は強くなく、
コントロール性評価も保たれていたこと、セルフエフィカシーが高かったことが、適応指標である
自己概念やストレス反応に変化が生じなかった理由として考えられる。

文献
１）Sandberg DE, Michael P. The psychosocial stress related to short stature: does their
presence imply psychological dysfunction? In: Drotar D, editor, Measuring health-related
quality of life in children and adolescents; implications for research and practice. Mahwah,
New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates．287-312, 1998.
２）Noeker M, Haverkamp F. Adjustment in Conditions with Short Stature: A Conceptual
Framework. Journal of Endocrinology and Metabolism 13：1585-1594, 2000.
３）Gollust SE, Thompson RE, Gooding HC, Biesecker BB. Living with achondroplasia in an
average-sized world: An assessment of quality of life. Am J Med Genet. 2003;120A(4):447-458.
４）Mahomed NN, Spellmann M, Goldberg MJ. Functional health status of adults with
achondroplasia. Am J Med Genet. 1998;78(1):30-35.
５）Hunter AGW. Some psychosocial aspects of nonlethal chondrodysplasias: I. Assessment using
a life-styles questionnaire. Am J Med Genet. 1998;78(1):1-8.
６）Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Publishing
Company 1984.
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図１．軟骨無形成症児（者）の心理的適応プロセスの概念枠組み

表１．対象者の属性
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図２．評価尺度

図３．心理社会指標（性別、全体）
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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（１）
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はじめに
近年は、低身長児用サプリメント以外にも手軽に入手できて親自身が摂取しているサプリメント

やハーブを安易に子どもに与えている事例も散見される。食事は母親が介入しやすいため、母親の
価値観や食への関心が反映されやすい。偏食や肥満など食生活との関係、朝食欠食を補うためや代
替医療としてサプリメントを与えるなどネグレクトとの関連も憂慮すべきである。日本では、サプ
リメントの安全性や有効性は確認されておらず、小児への効果や安全性は明らかではない。小児の
サプリメント摂取に関する実態調査も少ない。アメリカでは、２〜17歳の34％がビタミンやミネラ
ルなどのサプリメントを摂取し、およそ半数は毎日摂取している（Ulfat Shaikh et al. 2009）
。日本
では、サプリメントの利用経験がある幼児が15％で、利用開始年齢は３歳前後が多かった（佐藤陽
子ら2010）。今回は、小児のサプリメント摂取の実態と親の養育態度や養育ストレスとの関係を調
査する。

Ⅱ

方法

１．対象者
本研究の対象者は、児の発達障害の有無を問わず、小児科を標榜する医療機関に受診した保護者
（全員母親）とペアレントトレーニングに参加した保護者（父親２名を含む）76名である。
投与群：調査時点で、児にサプリメントを与えている/与えたことがある/今後与えようと思うと回
答した保護者31名で、全員母親で、平均年齢は40.3歳であった。
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保護者45名（父親２名を含む）
で、母親の平均年齢は39.5歳であった。
２．手続き
調査協力医療機関に事前に調査票を各10〜20名分、合計100名分配布した。医療機関では、受診
した保護者に対して、医師、看護師、臨床心理士などが趣旨説明を行い、承諾を得られた保護者に
アンケートに回答してもらった。回答済みのアンケートは、医療機関ごとにまとめて郵便にて返送
してもらった。回収率は76％であった。
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３．調査票
１）児の行動に関するもの
CBCL Child Behavior Checklist/４-18日本語版（以下CBCL）（井澗ら、2001）は児の情緒や行動
の問題を包括的に評価する尺度である。質問項目118項目と自由記述１項目からなる。今回は保護
者が回答した。「引きこもり」「身体的訴え」「不安・抑うつ」「社会性の問題」「思考の問題」「注意
の問題」「非行的問題」「攻撃的行動」の８つの症状群尺度と、内向尺度、外向尺度の２つの上位尺
度から構成されている。
２）親の子育てストレスに関するもの
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＞＜父の摂取状況＞＜児への投与状
況＞について質問した。＜母の摂取状況＞と＜父の摂取状況＞については、摂取状況や経験を「現
在飲んでいる／過去に飲んだことがある／今後飲もうと思う」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」「何歳から飲んでいるか」「飲んだきっかけは何か」を記述し
てもらった。＜児への投与状況＞については、「子どもにサプリメントを現在飲ませている／過去
に飲ませていた／今後飲ませようと思う」から選択してもらった。投与経験がある場合は、「サプ
リメントの種類」「子が何歳から飲ませたか」「子に飲ませたきっかけは何か」「飲ませたサプリメ
ントの効果は何か」「実際にどのような効果があったか」を記述してもらった。
４．分析方法
対象者のプロフィール、父母の摂取経験と子どもへの投与の関連についてχ二乗検定および残差
分析を行った。CBCLのT得点とPSIのパーセンタイル値のt検定を行い、児への投与群と非投与群で
比較した。

Ⅲ

結果

１．対象の比較
対象者のプロフィールを表１に示した。児の平均年齢は、投与群は9.36歳（２〜17歳）、非投与群
は7.68（２〜17歳）であった。児の性別に占める男児の割合は、投与群は67.7％（21人）、非投与群
は73.3％（33人）であった。保護者の摂取経験は児への投与に有意差があり、投与群は93.5％（31人
中29人）、非投与群は60.0％（45人中27人）であった。父母別の摂取経験を表２に示した。母のみ摂
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取経験ありの場合や父のみ摂取経験ありの場合に、児への投与に有意差はかなった。父母ともに摂
取経験ありの場合に児への投与が有意に多く、父母ともに摂取経験なしの場合に児への非投与が有
意に多かった。各群における子どもの行動に関するCBCLを表３に示した。内向尺度T値、外向尺度
T値、総得点T値いずれも有意差はなかった。親の子育てストレスに関するPSIを表４に示した。投
与群と非投与群で、＜総得点＞、＜子ども側面＞、＜親の側面＞のパーセンタイルに有意差はなかっ
たが、＜子ども側面＞の下位項目「子どもの機嫌の悪さ」と「子どもの気が散りやすい/多動」は、
非投与群の方が高い傾向が見られた。

表１

対象のプロフィール

表２

父母の摂取経験と児への投与（人）

表３

子どもの行動（CBCL）
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表４

親の子育てストレス（PSI育児ストレスインデックス）

２．摂取／投与したサプリメントの種類
父母が摂取、および児に投与したサプリメントを表５に示す。サプリメントの種類は商品名では
なく一般名や主成分名で表示した。有効性レベルと食品やサプリメント摂取における安全性は、ナ
チュラルメディシン・データベース（2011）を参照した。データベースは、医薬品だけでなくハー
ブおよび健康食品・サプリメントにも、エビデンスの確実性に基づいた有効性の格付けを行ってい
る。たとえば、「有効性レベル①効きます」とは「各国の政府機関による審査と同水準の厳格な科
学的検証を通過し、特定の効能において大衆薬、オーファンドラッグ（稀用薬）、医薬品と同等の
有効性が認められるもの」と定義している。また、「有効性レベル④おそらく効きません」とは
「評価の高い文献が特定の効能の有効性が認められず、適切な臨床試験の評価項目（エンドポイン
ト）において、１つのヒト試験で否定的結果が得られたもの」と定義している。さらに科学的根拠
に基づく情報がない場合は「科学的データが不十分」と表記されている。特定の効能によって有効
性レベルが異なるため複数の有効性レベルを併記している。これらはあくまでも素材（機能性成分）
に関する情報であり、個々の市販商品の安全性や有効性と一致するとは限らないが、参考資料とし
て参照した。今回の調査では、摂取/投与が多い順に、ビタミンCや総合ビタミン剤、カルシウム剤、
鉄剤であった。児への投与が多いのは、カルシウム剤、ビタミン剤、プロテインであった。ハーブ
について記述した人はいなかった。ビタミン剤は安全とされているが、カルシウム剤、鉄剤、プロ
テインは摂取量や他の医薬品との相互作用に注意が必要であるとされており、保護者の判断のみで
投与している場合に飲み合わせや副反応が懸念される。中には安全性の情報がないものを投与され
ている児が１名いた。

−48−

成長科学協会 研究年報 No.36 2012

表５

摂取/投与サプリメント一覧

３．父母のサプリメント摂取状況および動機
今回の調査では、サプリメントを摂取した経験がある父は50％（31人）で、母は75％（57人）で
あった。父母がサプリメントを摂取した動機やきっかけを図１に示した。父母の職業を図２、３に
示した。母は、「美容/肌荒れ/にきびのため」が一番多く、「他者（家族、友人、近所の薬局）の勧
め」、「疲労回復のため」、「妊娠をきっかけに」、「貧血や体調不良をきっかけに」が動機となってい
る。父は、「病気および体調不良」が一番多く、人間ドックの結果をきっかけに摂取開始したとい
う人もいた。さらに、「飲酒の影響や食生活の乱れを心配」、「筋肉痛・関節痛の緩和」などが動機
となっている。サプリメント摂取に関して主治医からの処方や指示があったと記述した人はいな
かった。
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図１

摂取の動機/きかっけ（人、複数回答）

図２

父の職業

図３

母の職業
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４．児へのサプリメント投与状況
１）児へサプリメントを投与した動機やきっかけ
児への投与は２歳から17歳の40.7％（31人）であった。前述のアメリカの調査の結果（２〜17歳
の34％）よりも少し多いが、同程度と言えるだろう。未就学児への投与は14.4％（11人）であった。
前述の佐藤らの日本の調査（幼児の15％）と同程度であった。児への投与開始年齢を図４に示した。
今回の調査では10歳が多かったが、０歳、１歳、２歳から投与開始した例が見られた。児に投与し
た動機やきっかけを図５に示した。「成長や体力に必要」や「風邪予防のため」に与えている。「食
事の偏りがあり栄養補給のために」という場合も多かった。「他者からの勧め」の中には、部活の
先輩に勧められて飲み始めた中学生がいる。また、「親の影響」として、父母が飲んでいるのを見
た児が飲みたがったので与えるようになったという場合があった。花粉症などの「アレルギー体質
や貧血の改善のために」与えている場合もあった。児への投与も、主治医などの医療機関から処方
されたと回答した人はいなかった。
図４

児に投与開始した年齢

図５

子に投与した動機/きかっけ（人）
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２）児に投与したサプリメントに期待する効果と実感
児に投与したサプリメントに期待する効果を図６に示した。実際に感じたと回答したサプリメン
トの効果を図７に示した。児にサプリメントを投与する際に期待する効果として最も多かったのが、
「成長期に筋肉を形成し、筋力をつけ、たくましい体にする」であった。また「体を丈夫にして、
風邪を引かなくなり、元気になる」や「歯や骨を丈夫にする」など、児の健康的な身体的成長への
期待が多い。一方、実際の効果は、
「効果はない/効果はよくわからない」と回答した人が最も多く、
児に投与した親の約39％（12人）であった。「たくましい体になった」や「身長が伸びて体が大き
くなった」などのように、サプリメントの効果なのか年齢による通常の成長発達の結果なのか区別
がつかないのではないかと思われる回答も目立った。
図６

期待する効果（人、複数回答）

図７

効果の実感（人、複数回答）
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Ⅳ考察
今回の調査では、サプリメント摂取経験がある保護者が非常に多く、父は50％、母は75％であっ
た。また、２歳から17歳への投与が40.7％であり、未就学児への投与が14.4％であった。保護者は特
に医療機関からの指示で摂取したわけではなく、保護者自身の美容、健康、体調管理などへの関心
から摂取開始していることがわかった。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
一般に浸透していることがうかがわれた。また、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。児への投与も主治医からの指示ではなく、特に児の行動に問題を感じたり子育てストレ
スが強い母親だけの判断で児にサプリメントを投与しているわけではなかった。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。児に投与するサプリメントに期待する効果は、実
際に具体的な効果があるとは感じているわけではないものの、保護者が児に期待する子ども像や価
値観を反映していると考えられる。強く、たくましく、丈夫で、大きく育ってほしいという親とし
ての願いが投与する動機の根底にあるようだ。しかし、非投与群の親が同様の願いを持っていない
とは言えず、投与するか投与しないかの行動の差は、今回の調査では保護者の摂取経験の有無の他
には明らかにならなかった。ただし、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。母親の介入が多い小児の食生活には、新生児期から哺乳や離乳食の問題として始まってお
り、今回の調査では０歳から投与した母親もいた。しかし、投与開始年齢や投与するサプリメント
の種類、効果、安全性などに関する知識を十分に指導されて摂取しているわけではない。民間伝承
的な信念やコマーシャリズム、人から人へ伝えられる噂や慣習のレベルで自己判断している場合が
多いようだ。今後は偏食、過食、肥満などの食に関する問題を持つ児をフォローアップしている医
療従事者や保護者に対してサプリメント摂取と食習慣に関する調査を行いたいと考えている。小児
のサプリメント利用拡大も懸念される中、小児の摂取は慎重に対応すべきであることを啓蒙してい
く必要がある。
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成長ホルモン分泌促進物質グレリンの糖尿病合併症や膵β細胞からの
インスリン分泌に対する効果の検討
赤水尚史、西

理宏、古田浩人、島田

健、石橋達也

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。
これらの作用に加え、抗炎症、抗酸化ストレス、心血管保護作用など多彩な作用があることが明ら
かになってきている。本研究では、グレリンやデスアシルグレリンの持つ抗炎症作用などの作用に
着目し、糖尿病合併症に対する効果について検討する。また、本研究者らはこれまでに膵β細胞の
インスリン分泌や増殖に対する検討も精力的に行ってきた。本研究では、膵β細胞のインスリン分
泌や増殖に影響を与えるGLP-1、SU薬、ニコチンなどとの相互作用や細胞内シグナル伝達機構との
クロストークに関しての検討を行う。尚、本研究者はグレリン発見直後からグレリンに関する基礎
的・臨床的研究を一貫して行ってきた。具体的には、ヒトでのグレリン投与試験、種々の疾患モデ
ルにおけるグレリンの病態生理学的意義と投与効果、グレリン測定系の開発、種々のグレリン遺伝
子改変動物、高齢者や種々の疾患患者における血中グレリン濃度の測定とその意義の解析、グレリ
ンアシル化機構などである。また、創薬研究として、グレリン投与の臨床第I相試験と３つの臨床第
II相試験を実施した。2010年からは現在の所属に異動し、本研究の共同研究者とともに内分泌代謝
糖尿病におけるグレリンの病態的意義と治療的有用性に関して研究をすすめている。

研究方法
① ヒトの網膜血管内皮細胞の初代培養細胞を用い、過酸化水素による酸化ストレスで誘導されるア
ポトーシスに対するデスアシルグレリンの効果に関する検討。細胞をデスアシルグレリンで前処置
した後に過酸化水素存在下または非存在下で培養し、細胞のアポトーシスをCell Death Detection
ELISA Kitで定量した。また、Epigenase Universal SIRT Activity Assay Kitによってサーチュイ
ン（SIRT）活性に対するデスアシルグレリンの効果も検討した。さらに、manganese superoxide
dismutase（MnSOD）やcatalase（CAT）などの抗酸化酵素の遺伝子発現も測定した。
② マウスβ細胞由来のMIN6細胞のインスリン分泌に対するグレリン、GLP-1、SU薬、ニコチンの
効果に関する検討。MIN6細胞は他のβ細胞由来の培養細胞（RINm5FやHIT-T15細胞など）と比べ、
グルコース応答性インスリン分泌が正常β細胞の特性に近いことがある。MIN6細胞はDMEMで培
養した。インスリン分泌はMIN6細胞を5.5mMおよび22mMグルコース、グレリン、GLP-1、SU薬、
ニコチンで刺激した後に培養液を採取しRat/Mouse Insulin ELISA Kitでインスリンの測定をおこ
なった。細胞増殖はCell Proliferation ELISA BrdU chemiluminescent kit （Roche）を使用し測定
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した。cAMPはcAMP EIA kit（CAY）を使用し測定した。SU薬はGliclazideを用いた。

研究結果
① ヒトの網膜血管内皮細胞の初代培養細胞を用いた検討では、デスアシルグレリンの前処置により
アポトーシスが抑制された。また、同処理によって核抽出蛋白中のSIRT活性が上昇し、SIRT1の活
性阻害薬Ex-527により活性上昇が阻害された。さらに、同じ系で抗酸化酵素（MnSODおよびカタ
ラーゼ）のmRNA発現が上昇し、Ex-527によりMnSODおよびカタラーゼの発現上昇は阻害された。
② MIN6細胞を用いた検討では、生理濃度のニコチン刺激においてインスリン分泌がグルコース濃
度に応じて促進されたが、細胞増殖においては有意の影響を与えなかった。その機序を解明するた
めに、H2O2による酸化ストレスとの関係を検討した。その結果、H2O2によりMIN6細胞の増殖は抑
制されるが、ニコチンの刺激を加えたところ有意な変化はみられなかった。ニコチンの光学異性体
である（±）ニコチンまたは（−）ニコチンの差異についても検討をおこなった光学異性体による
差異もみられなかった。また、ニコチン刺激によりｃAMPは低下、特に高濃度グルコース下におい
て低下が顕著にみられた。さらに、PCR法によりニコチン受容体α７サブユニットの発現をMIN６
細胞で確認したのち、α７サブユニットに特異的阻害作用をもつα-bungarotoxin（αBTX）を用
いて実験を追加したところ、10-6M濃度のニコチンの刺激においてcAMPは低下、αBTXを加えたも
のではｃAMPの低下作用は消失した。AMPK活性化薬（AICAR）によりUCP2発現を亢進させイ
ンスリン分泌を抑制するが知られているが、同経路におけるニコチンのインスリン分泌促進との関
連の検討では、ニコチン刺激による有意なAMPK活性の変化はみられなかった。SU受容体に作用
するとされるGliclazideの刺激を追加して同様の実験をおこなったが、Gliclazide刺激後のニコチン
での分泌増強効果は有意にみられなかった。

考察と今後の予定
① デスアシルグレリンに酸化ストレスに対する保護作用があり、その機序として、SIRT1を介する
経路が関係している可能性があることが示唆された。今後は他の系の検討やグレリンの効果も検討
する予定である。
② MIN6細胞を用いた検討では、ニコチン受容体α7サブユニットの発現を確認したが、同受容体以
後のニコチンによるインスリン刺激細胞内シグナルについてはさらに今後の検討を要する。グレリ
ンのインスリン分泌抑制作用に関してIA-2βを介する機序やAMPK活性化からUCP2発現亢進によ
る機序が知られているが、この系とSU薬、GLP-1、ニコチンなどのインスリン分泌に影響を与える
物質や下流の細胞内シグナルとの関連について今後も検討を進めていく予定である。
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ターナー症候群小児と成人の空間認知障害を含む脳・認知機能の検討
−アンケート調査による実際の頻度と各種ホルモン治療の影響の検討−
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はじめに
ターナー症候群の知的レベルは一般的に正常とされるが、空間認知障害や学習障害、社会適応障
害1、2、3）などの問題が多いとされる。私たちはターナー症候群女児の神経心理学的評価を行い、動作
性IQの低下と空間認知障害を認めた 4）。ついで、学習の障害を訴える女児に言語聴覚療法を行い、
空間認知障害の訓練マニュアルを作成した5、6）。さらに、そのマニュアルを使用して家庭で小児の訓
練を行い、一定の成果を得ることができた7）。また、思春期年齢の小児にエストロゲン治療を実施
して、脳・認知機能への効果を検討した8）。昨年度は成人女性についての検討を行い、空間認知機
能の低下だけでなく、聴覚認知機能の低下も多く、一般的な知識や実行処理能力もやや低下してい
ることが判明した9）。
そこで、今年度私たちは、関西で多くの会員を抱える親の会の協力を得て小児から成人まで広く
アンケート調査を行い、空間認知障害や学習障害などの頻度を算出して小児と成人の差を明らかに
し、成長ホルモン治療や女性ホルモン治療の影響を検討した。

対象と方法
対象は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」に所属するすべての会員
160人で、郵送・無記名でアンケート調査を行った。アンケートは、本人を18歳未満と18歳以上と
に分けて実施し、18歳未満は保護者が回答し、18歳以上は本人が回答することを基本としたが、代
わりに保護者による回答も可とした。
統計検定は回答なしを除く有効回答のみを対象として、χ2検定とT検定を行った。

結果
回答は76人から得ることができ、回収率は48％であった。記入者は、18歳未満の小児34人ではす
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べて両親（100％，うち父12％，母88％）であった。年齢は0〜17歳（10.0±4.7歳）で、小学生13人、
中学生11人、高校生2人、特別支援学校生1人で、9歳未満が41％と多かった（図1）。18歳以上の成
人42人では、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。年齢は
18〜49歳（31.0±9.1歳）で、10歳代4人（9％）、20歳代16人（38％）、30歳代12人（29％）、40歳代10
人（24％）であった。診断時の年齢については小児では０〜４歳が56％と最も多く、次いで５〜９
歳が26％であったが、成人では10〜19歳が50％と最も多かった。診断時の年齢が０〜９歳である割
合は、小児では82％と成人の36％より有意（p<0.01）に多かった。
成長ホルモン治療については、小児も成人も28人が受けていたが、小児の82％より成人が67％と
やや少なかった（図２）。治療開始年齢については、１〜９歳で開始した割合は小児では85％と成
人の47％より有意（p<0.01）に多かった。
女性ホルモン治療については小児では10人（36％）が受けていたが、成人の35人（85％）より有
意（p<0.01）に少なかった（図３）。治療開始年齢については、12〜14歳で開始した割合が小児では
90％と成人の17％より有意（p<0.01）に多かった。
その他の治療については小児では12人（50％）が受けていたが、成人では18人（62％）とやや多
かった（図４）。治療内容は、小児では中耳炎などの耳鼻科疾患５人、大動脈縮搾症や大動脈弁狭
搾症などの心血管系病変３人、側弯症、股関節脱臼などの整形外科的疾患３人、性腺摘出術が１人
などであった。成人では高血圧を含む心血管系病変５人、甲状腺疾患４人、気管支喘息、側弯症、
アスペルガー症候群などであった。聴力障害については小児で１人、成人では４人に認められ、補
聴器は成人の１人が使用していた。
空間認知機能についてのアンケート結果を図５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小児が成人より有意（p<0.05）に多く、
約80％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小児と成人はほぼ同じで約60％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小児より成人が有意（p<0.01）に多く、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
は小児と成人はほぼ同じで約50％であった。小児の中では、3人（9％）が特別支援学級の授業を受
けたことがあった。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
えた人の割合は小児が成人より有意（p<0.01）に多く約40％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小児と成人は
ほぼ同じで約40％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6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小児が成人より有意（p<0.05，p<0.01）に
多く、約50％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、その他のことにつ
いて困ると答えた人の割合は小児より成人が有意（p<0.05）に多く、約50％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の写すことや漢字やその書き順を覚
えることについて困ると答えた人の割合は、小児より成人が有意（p<0.05）に多く、約20％であっ

−60−

成長科学協会 研究年報 No.36 2012

た（図７）。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小児より成人がやや多く、
約50％であった。その他のことについては、困ると答えた人の割合は小児より成人が有意（p<0.05）
に多く、約30％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は、そ
の他を除いて、すべて小児より成人がやや多かった（図８）
。
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
とでは小児が成人より有意（p<0.01）に多かったが、英語・外国語とその他のことについては小児
より成人が有意（p<0.01）に多く、約20％であった（図9）
。
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小児より成
人が有意（p<0.01）に多く、30〜50％であった（図10）
。
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小児より成人がやや多く、それぞれ80％、20％、30％、50％であった
が、特に音楽については有意（p<0.05）に多かった（図11）
。
お手伝いなどで困ることについては、洗濯物をたたむことで困ると答えた人の割合は小児と成人
はほぼ同じ20％であった（図12）。料理や掃除などの家事の準備や段取りについては、困ると答え
た人の割合は小児が成人より有意（p<0.01）に多く、約60％であった。その他のことについては、
困ると答えた人の割合は小児より成人が有意（p<0.01）に多く、約30％であった。小児の探し物を
見つけるときに困ることについては、55％がよくあった・あったと答えた。
料理や手芸で困ることについては、困ると答えた人の割合はいずれも小児が成人より有意
（p<0.05，p<0.01）に多く、約50％であった。（図13）。成人では段取りやメニューを考えたり、目で
見て作業を覚えたりするのが苦手で、細かい作業で加減ができないなどの意見がよせられた。
ゲームで困ることについては、電子機器を使用したゲームと、点を取るゲームで他の人と競争し
て勝つことができるかについては、どちらも困ると答えた人の割合は小児より成人がやや多く、約
50％であった（図14）。成人では、ゲームに興味がない、初めは下手だが、慣れると上手になった
などの意見がよせられた。
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が読めずに困ると答
えた人の割合は小児と成人は同じで約40％であったが、その場の雰囲気が読めない、勉強の段取り
がうまくできないについては、困ると答えた人の割合は小児より成人が有意（p<0.05，p<0.01）に
多く、それぞれ55％と74％であった。（図15）
。
小児の勉強や学校生活についてのアンケート結果を図16に示した。勉強のときの不注意によるミ
スは41％、勉強や遊びのときに集中できないのは35％、直接話かけられてもよく聞いていないのは
32％であった。勉強や家の仕事などを自分で最後まできちんとできないのは38％、学校の勉強や活
動などに必要な物やルールなどを忘れることが多いのは25％、自分の順番が回ってくるのをきちん
と待てないのは12％であった。
18歳以上の成人については、最終卒業学校は高校卒26％、短大・専門学校卒41％、大学卒が24％
であった（図17）。職業は会社員とその他が各26％と最も多く、パートが16％で、仕事をしていな
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いのは学生を除いた8人（19％）であった。結婚については7人（17％）が20〜30歳代に結婚されて
おり、離婚された人はいなかった（図18）。車の免許については72％が持っており、25歳までに
84％が取得していた（図19）。
18歳以上の成人で、成長ホルモン治療の有無による差を検討した（図20）。成長ホルモン治療を
受けた人は、受けなかった人より現在の年齢や診断時の年齢は有意（p<0.01）に若く、女性ホルモ
ン治療率は有意（p<0.01）に高かったが、車の免許保有率は有意（p<0.01）に低かった。空間認知
機能については、成長ホルモン治療を受けた人は受けなかった人より遊びを除いて困ることが少な
かった。算数に関しては成長ホルモン治療を受けた人が困ることが多かったが、国語やローマ字・
英語・外国語ではその差はほとんどなかった。地図や運動や音楽や絵では成長ホルモン治療を受け
た人が困ることが少なかったが、料理や手芸などではその差はほとんどなかった。友人関係や勉強
などでは、成長ホルモン治療を受けた人は受けなかった人より困ることが少なかった。

考察
今回の検討では、診断年齢や成長ホルモン治療開始年齢は小児が成人より早期であった。女性ホ
ルモン治療については小児が成人より少なかったが、開始年齢は早かった。これらの結果は、時代
とともに診断時期や治療開始時期が早くなったためと思われた。その他の治療については、小児が
成人よりやや多かった。小児では耳鼻科疾患が多く、ついで心血管系病変、整形外科的疾患であっ
たが、成人では心血管系病変と甲状腺疾患が多かった。聴力障害は小児、成人とも少なく、補聴器
使用は成人の１人だけであった。対象年齢を16歳以上とした望月ら10）のアンケート調査結果と年齢
を同じにして比較すると、心血管系病変は多く、甲状腺疾患や精神疾患、難聴は少なかった。これ
は対象の違いもあるが、本検討ではその他の治療の項目に疾患名を自由記載としており、記載漏れ
が多かったり、逆に気になることを記載したためではないかと思われた。しかし、難聴は独立した
項目として扱っているので、本検討で少ない理由は不明である。
空間認知機能については、言葉は小児が成人よりよく知っており、空間認知機能向上についても
小児が成人よりよく気を付けていた。これは、最近になって空間認知機能が注目され、小児でその
訓練もされるようになってきた6，7）ためと思われた。苦手な教科について困ることは小児より成人
が明らかに多く、学習の問題とあわせて半数以上にみられた。空間認知機能の不安や兄弟・友人と
の比較については、小児と成人は同じくらいで約半数であった。この結果から、小児も成人も空間
認知機能には不安があり、成人になるにつれて教科別の学習などで困る問題が増えていると思われた。
算数や数学については、簡単な項目では小児が、複雑な項目では成人が困ることが多く、成人で
は約半数にみられた。国語についてはすべての項目で小児より成人が困ることが多く、特に成人で
は約半数が文章や手紙を書くときに困ると回答した。ローマ字・英語・外国語については、ローマ
字を除いて小児より成人が困ることが多かった。地図では、すべての項目で小児より成人が困るこ
とが多かった。これらの結果から、小児では算数、国語、英語、地図などの基礎的な学習で困るこ
とが多く、成人では複雑な問題で困ることが増えていた。各教科の質問はすべて空間認知機能が必
要な項目を選んでおり、空間認知機能の向上が十分でなければ年齢とともに困る問題が増えてくる
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と考えられた。
一方、運動や音楽や絵では、困ると答えた人の割合はすべてで小児より成人がやや多かった。こ
れらの課題は空間認知機能だけでなく、器用さやスピード（課題処理能力）も必要である。特にボー
ル運動のように、3次元空間で素早く移動する小さな物体を追って運動することは高い技術と集中
力と体力を必要とするので、成人でも苦手とすることが多いと考えられた。
日常生活の中のお手伝いなどでは、洗濯物をたたむことで困ることは小児と成人は同じであった
が、料理や掃除などの家事の準備や段取りについては小児が成人より多かった。また、小児では探
し物を見つけるときに困ることが多かった。洗濯物をたたむことは空間認知機能と器用さが必要で
あるが、家事の準備や段取りは空間認知機能だけでなく計画性や管理などの実行力（遂行機能）も
必要で、料理なども同様である。探し物には空間認知機能が必要であるが、特に幼児では困ること
が多いようである。生活のためには様々な行動をしないといけないが、小児は空間認知機能だけで
なく、器用さやさらに高次の脳機能である遂行機能などの発達が不十分のため日常生活で困ること
が多いと考えられた。成人になるにつれてこれらの機能は向上するので困ることは少なくなると考
えられるが、求められる課題もより高度となるために事前の十分な準備が必要と思われる。ゲーム
については、空間認知機能だけでなく器用さやスピードを必要とする遊びである。小児より成人が
困ることが多かったが、成人ではゲームの好き嫌いがはっきりしており、興味のない人や慣れると
上手になった人がおり、好みの差が見られた。
友人関係や勉強などでは、人の気持ちや雰囲気が読めない、段取りが悪いことすべてで小児より
成人が困っており、成人では約半数にみられた。人の気持ちや雰囲気を読むためには、空間認知機
能だけでなく状況把握や集中力も必要である。成人になるにつれてより複雑な状況への対応が求め
られた結果、困ることが増えたと思われた。
小児の勉強や学校生活についての検討では、広汎性発達障害と共通する特徴である不注意による
ミスや集中できない、よく聞いていない、自分で最後まできちんとできない、物やルールなどを忘
れることが３割にみられた。しかし、順番が回ってくるのをきちんと待てないのは１割で、ADHD
の傾向は少ないと思われた。
成人に関しては、総務省の平成22年国勢調査のデータと比較すると、最終卒業学校は短大・専門
学校卒が20.6％、大学・大学院卒11.9％であったが、ターナー女性はそれぞれ41％と24％と高学歴で
あった。職業は国勢調査では20〜40歳代で正規職員が約50％、パート・アルバイトが約40％であっ
たが、ターナー女性は学生を除いてそれぞれ39％と25％とやや少なかった。有配偶者の割合は国勢
調査では35〜39歳で69.7％、40〜49歳で73.2〜76.4％であったが、ターナー女性では35〜39歳で13％、
40〜49歳で40％と少なかった。また、運転免許については、交通事故総合分析センターの交通統計
では20歳以上で保有率が77％とされており、ターナー女性の72％と同じであった。すなわち、ター
ナー成人女性では学歴や運転免許保有率は一般女性と同じであったが、正規職員や有配偶者率はや
や少なかった。
18歳以上の成人で成長ホルモン治療を受けた人は、受けなかった人より平均年齢や診断時の年齢
が10歳以上若かったが、車の免許保有率は少なかった。また、成長ホルモン治療を受けた人は、空
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間認知機能や地図や運動や音楽や絵、友人関係や勉強などについては受けなかった人より困ること
が少なかったが、算数では逆に多い傾向が認められた。この結果は、成長ホルモン治療の効果と考
えるより世代、すなわち年齢による経験の差ではないかと思われた。なお、18歳以上の成人で女性
ホルモン治療を受けている人は35人、受けていない人は６人であった。受けていない人が少なかっ
たので、今回は女性ホルモン治療の有無による差は検討しなかった。
今回の検討では、空間認知機能については小児も成人も不安があり、学習の問題では成人になる
につれて困る問題が増えており、特に算数の表やグラフ、国語の文章作成、地図の読み書きなどで
その傾向が明らかであった。運動や音楽や絵では小児と成人の差は学習の問題ほどでなく、家事や
料理、手芸などはむしろ成人になるにつれてよくなっていた。しかし、空間認知機能以外の他の高
次脳機能の関与もあると考えられる人の気持ちや雰囲気が読めない、段取りなどについては、成人
になるにつれて問題が明らかに増えていた。また、小児では約3割に広汎性発達障害と共通する特
徴がみられたが、ADHDの傾向は少ないと思われた。一方、成人の最終学歴は健常者より高く、職
業や運転免許保有率はほぼ同じであったが、有配偶者の割合は少なかった。成人の成長ホルモン治
療の効果については明らかではなかった。
ターナー症候群女性の知的発育は正常とされるが、個々の女性については幼児期から発達が少し
遅かったり、非言語性学習障害に見られるような認知や行動、社会心理学的な特徴を持っているこ
とが多いと報告されている11）。ターナー症候群女性の神経心理学的な傾向は、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）社会的な技
術と交際術（特に初めての状況のとき）に問題があるとされ12）、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いる13）。
ターナー症候群女児の学習の問題については、Rovetがカナダの6〜16歳のターナー症候群女児67
人と対照27人について神経心理学的な評価を行い報告した14）。その結果では、ターナー症候群女児
は視覚認知や記憶に選択的な障害があり、算数、特に数字、暗算、幾何学、推理などが不得意であっ
た。学習障害は37人（55％）と対照の7人（26％）より多く、算数の学習障害は12歳以上で認められ
た。その中で特別な教育は21％しか受けておらず、26％が進級できなかったが、これは対照の８％
より多かった。また、多動や注意不足、動作緩慢、書字障害なども見られた。また、Russellらは、
米国の7〜16歳のターナー症候群女児50人について神経心理学的な評価を行った15）。厳密な定義で判
定したADHDは24％と一般女児の頻度より18倍多く、男女合わせた頻度より５倍多かったが、これ
は主に多動あるいは衝動的とされる稀なタイプのADHDであった。知的レベルはほぼ正常であった
が、38％が特別な教育を受けており、16％が進級できず、一般頻度の２％より多かったと報告してい
る。英国の報告でも33％が特別な教育を受けており、XMの女児がXＰより特別な教育が必要であった
としている16）。
今回の検討での小児の学習障害の頻度はRovetの報告14）よりやや少なく、特別な教育を受けてい
る人数も少なかった。また、注意不足などは３割にみられたが、ADHDの傾向はRussellらの報告よ
り少なかった15）。この理由としては、今回の検討での対象年齢は０〜18歳で学齢期の人数が少ないこ
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と、および評価が家族によるもので客観性にやや欠けることが考えられた。今後は、さらに人数を
増やしての詳細な検討が必要と思われる。
今回の検討の成人については、有配偶者の割合は少なかったが、最終学歴や職業や運転免許保有
率はほぼ健常者と同じであった。これは、各個人が学習や人間関係などでいろいろな課題を抱えな
がらも、努力を続けてきた結果であると思われる。しかし、日本社会で特に女性に必要とされるそ
の場の雰囲気を読むことや仕事などの段取りについては、ターナー女性では明らかに問題があると
考えられた。空間認知機能だけでなく、遂行機能のような高次の脳機能を必要とする場面や行動に
ついては、さらに詳細な解析が必要と思われた。
ホルモン治療と認知機能については、リトアニアのターナー症候群18人の成長ホルモン治療終了
後の研究で、認知機能（精神運動速度）の低下や情緒の変化（緊張や不安、うつ、落胆などの増加、
活力の低下）、QOLが低下したとする報告がある17）。米国では３〜12歳のターナー症候群女児42人に
ついて心理学的評価を行い、女性ホルモン治療前の女児は社会的な能力や認知機能が障害されてお
り、この差を理解することが個々の症例の対応に必要であると報告している18）。また、イスラエル
では、17〜27歳の女性ホルモン治療を受けているターナー症候群14人に、アンドロゲン不足を補う
ためにその治療を１年間行った。その結果、脂質代謝や骨塩量だけでなく、集中力や反応時間、言
語記憶が向上したが、認識支配や空間認知機能は改善しなかった。しかし、健康やストレスの対処
法、性的な欲求などのQOLは改善し、副作用も見られなかったと報告している19）。今回の検討では、
成人で成長ホルモン治療による差は明らかではなかった。また、人数が少なく女性ホルモン治療に
よる差は検討できなかったが、これらのホルモン治療についての詳細な検討も今後の課題である。
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図1

アンケート回答について

図2

成長ホルモン治療について
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図3

女性ホルモン治療について

図4

その他の治療と聴力障害について
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図5

空間認知機能について

図6

算数や数学で困ることについて

−69−

成長科学協会 研究年報 No.36 2012

図7

国語で困ることについて

図8

手紙や文章を書く時の苦手な項目（複数回答）
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図9

図10

ローマ字・英語・外国語で困ることについて

地図で困ることについて
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図11

運動や音楽や絵で困ることについて

図12

お手伝いなどで困ることについて
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図13

料理や手芸で困ることについて

小児： 遅い、不器用、大雑把
段取りが悪い
手順通りにできない
道具を使うことが苦手
成人： 段取りが苦手
メニューを考えるのが苦手
目で見て覚えるのが苦手
細かい作業が苦手
加減ができない

図14

ゲームで困ることについて
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図15

友人関係や勉強などで困ることについて

図16

小児の勉強や学校生活について

−74−

成長科学協会 研究年報 No.36 2012

図17

成人の最終卒業学校や現在の職業について

図18

成人の結婚について
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図19

成人の車の免許について

図20

18歳以上の成人のGH治療の有無による差
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次世代シークエンサーを用いたエクソゾーム中の
成長ホルモン誘導遺伝子の同定とその臨床的応用
大久保由美子
東京女子医科大学医学教育学
磯崎

収

東京女子医科大学第二内科学
古川

徹

東京女子医科大学統合医科学研究所

I. はじめに
ヒトにおいて成長ホルモン（GH）の作用は複雑であり、ヒトにおける欠乏状態の一つである成人
成長ホルモン欠損症（Adult GHD）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存在し、その一部はGH治療により改善することが報告されている。ま
た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、
手術や薬物治療により血中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の作用は複雑である。このようなGHの作用は局所および血中Insulin-like
growth factor（IGF）-Iを介す作用の他にGH自体による直接作用も提唱されているが、その作用機
構は完全には解明されていない（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、いくつかの実験系
を用いて検討を行ってきた。肥満、高レプチン血症および高インスリン血症が認められ、GHの分泌
不全を伴うZucker ratを用いた検討では、高用量GHを投与したラットでは体脂肪の減少が認められ
たが、低用量のGHを投与されたラットでは体脂肪量は変化を認めなかった。しかし、低用量のGH
が投与されたラットではレプチン遺伝子発現が内臓脂肪でのみ特異的に減少し、GHは内臓脂肪で特
異的に代謝作用を発揮することが示唆された。また、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、GHによる内臓脂肪のおける代謝作用はIGF-Iを介さない直接作用と考えられた（2）
。
また、この実験系ではGHは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明らかとなり、GHは内臓脂肪にグル
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）
。
しかし、成長ホルモンが代謝作用を発揮することが想定される臓器としては脂肪組織以外にも骨
格筋や肝臓があり、特に骨格筋はエネルギー産生を介して糖代謝に大きな影響を及ぼすと考えられ
る。このような骨格筋を介する新規の代謝改善機構の解明とその情報伝達系を利用した新たな治療
戦略の開発は、糖質および脂質代謝異常を伴うメタボリック症候群患者等に対する新たな治療法と
連結しており、疾患発症の予防や進展阻止の観点からもその臨床的意義は大きい。IL-6等の炎症性
サイトカインも骨格筋細胞で産生されることが明らかになり、骨格筋におけるエネルギー産生やイ
ンスリンの感受性に影響を及ぼすことが報告されている。また、このように骨格筋で産生されたIL-
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6は他の組織の糖質および脂質代謝にも影響を及ぼすことも報告されている。このような骨格筋に
対するGHとIGF-1の作用をC2C12筋芽細胞にて検討した。GHはIL-6の遺伝子発現を抑制するがIGF1はその発現を増強し、骨格筋に対する作用においても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）。
このようなGHのIGF-1を介さない作用機構を明らかにするため、GHおよびIGF-1により誘導され
る遺伝子群を網羅的かつ定量的に解析することが必要であり、既に甲状腺濾胞癌組織、患者血中、
株化細胞にてその結果を報告しているSOLiD SAGEシステム（5）を用いて解析することとした。
さらに今回は将来的には血中RNAの解析を用いた臨床検査としての応用を考慮して、細胞外に分
泌されるRNAの解析も含めることとして研究をすすめた。

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に対する反応は筋細胞に分化し、Tublesを形成させた状態で検討を行った。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５日行い、筋芽細胞への分化を確認後
に使用した。IGF-1、GHおよび各種サイトカイン添加後４時間で細胞を用いて解析をおこなった。
培養細胞におけるRNA発現についての検討
培養細胞よりRNAをQuagen RNAease kitを用いて抽出した。既報のようにランダムプライマー
を用いて逆転写を行った後に、下記に示すプライマーを用いて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。
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表１

使用したPCR primerとその塩基配列

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５mlを用いてエキソソーム沈降剤であるExoQuick-TC液（System Biosciences, 米国カリ
フォルニア州）を１ｍｌ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 fuffer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の抽出を行った。
エキソソームRNAの塩基配列の決定と発現量の定量的解析
抽出されたエキソソーム由来のRNAは、溶解後にMnCl2とATPを添加後にpoly A polymeraseを
用いてpoly A tail を添加した。さらにoligo dTを用いて逆転写をおこないcDNAを作成した。
得られた一部のcDNAは、SeraMir PCR primerを用いてPCR反応にて増幅した後に蛍光ラベルを
行い、T7 RNA 転写酵素を用いてsense RNAを作成し、マイクロアレー解析が可能とした。また一
部はアンビオン社製のtotal RNA-Seq kitを用いて、ライフテクノロジー社製のIon PGMシステムを
使用して、small RNAの塩基配列の解析と発現量の定量が可能となるように試料を調整した。

III. 結果と考察
１．筋芽細胞におけるGHとIGF-1
マウス筋芽細胞を用いてGHとIGF-1の作用を比較検討した。C2C12細胞は培養条件により脂肪細
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胞や骨芽細胞への分化も可能であり、継代数等により性質が異なることが判明しているため、いく
つかの株をもちいて基礎的検討を行い、GHによる抗炎症作用が発現し、IGF-1による増強作用が明
らかになる条件と細胞を検索した。その結果新たにATCCより取り寄せ、継代数の少ないものを用
いた。図−１はTNF-αの作用とその効果に及ぼすGHの作用を検討した結果を示したものであり、
比較的未分化な血清濃度を0.2％にして５日間培養した細胞においてはTNF-αは IL-6 mRNAを増加
させたが、GHはTNF-α によって増加した IL-6 mRNAを用量反応的に抑制した。しかし IGF-Iは
IL-6のmRNAを増加させた。この条件においてはGHによるIL-6 mRNA抑制作用はIGF-Iを介さない
ことが示唆された。
２．GHの直接作用の分子機構についての検討
つぎにこのようなGHによる直接作用の分子機構と簡易な判定法を開発するため、GHおよびIGF-1
にて刺激した細胞より分泌されるRNAを解析することとした。図−１は解析に用いた細胞における
細胞内遺伝子発現に対するGHおよびIGF-1の特異作用を確認したものであり、図に示すようにGH処
理の細胞においてはIL-6遺伝子の発現が抑制されていることが確認された。現在この細胞において
特異的にGHにて調節を受けるマイクロRNAを検討中である。また、培養液中からエキソソーム抽
出を既に行い、RNAを抽出して、マイクロアレーおよび次世代シークエンサーにてそのRNAを網
羅的かつ定量的に解析を試みているが、解析結果の分析は得られていない。しかし、甲状腺濾胞癌
患者血中RNA解析においては良好なデーターが得られており、今後の解析を待つ必要がある。

IV. 結語
マウスC2C12細胞を用いてGHの直接作用により特異的に発現する分泌型マイクロRNAを同定中
であり、今後は患者血中にエキソソームによる測定を行い、臨床応用が可能か検討する予定である。

V. 引用文献
1. Melmed S & Kleinberg D. Metabolic actions of growth hormone. In: Larsen PR et al. Eds
Williams Textbook of Endocrinology 10th ed. Saunders, Philadelphia 2002: 224
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図１

GHによるTNF-α刺激によるIL-6ｍRNA増加抑制作用

図２ IGF-1によるTNF-α刺激によるIL-6ｍRNA増加
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図３

GHおよびIGF-1による特異的作用の確認
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成長ホルモンによる生殖内分泌機能への影響、新たなアプローチ
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
視床下部・下垂体の疾患やその治療により、間脳・下垂体障害をもつ女性では、ゴナドトロピン
分泌障害に因る排卵機能や卵巣ステロイドの低下に加え、成長ホルモン（GH）の分泌低下により妊
孕能が低下する。卵巣の卵胞発育の鍵となるBMP（bone morphogenetic protein）に着目して、GH
およびGH抑制治療の卵巣への影響とゴナドトロピンの相互作用を解明し、間脳・下垂体障害女性の
生殖機能の改善を目指す研究を企画した。
我々はこれまで、BMPが共通してFSHによるprogesterone（P4）合成を抑制し正常な排卵を導く
作用をもつこと、また一部のBMP分子は卵母細胞とともにFSH受容体下流のMAPKを調節して
estrogen（E2）の産生を促進することを明らかにした。本研究では卵母細胞の単離培養系と卵母細
胞・顆粒膜細胞共培養系を用い、GH/IGF-1およびGH系の抑制因子であるSomatostatinに着目して
研究を行った。

今回の研究成果
成長ホルモン（GH）は排卵までの卵胞成長の早期段階において重要な役割をもつ。GH分泌の過
剰・低下とも生殖内分泌機能に悪影響を与えるが、その機序は十分に解明されていない。我々は卵
胞に内在するBMPとIGF-1に着目し、GHが卵胞ステロイド産生能に与える影響についてラット顆粒
膜初代培養細胞を用いて検討した。GHはFSHにより活性化されるERKシグナルを増強してFSHに
よるaromatase発現とestradiol（E2）産生を抑制した。また、GHはFSHによるStAR，P450scc，
3βHSDの発現とprogesterone（P4）分泌を促進した。GHはJAK/STAT経路を活性化してIGF-1の
発現を促したが、IGF-1活性の阻害によりGHのP4促進作用は抑制された。さらにGHによるE2/P4の
分泌調節は卵母細胞の有無に影響されず、BMP結合蛋白Nogginの存在下でGH作用が増幅された。
またBMPシグナル活性下では顆粒膜細胞のGH/IGF-1受容体の発現が減弱したが、IGF-1の活性下で
はBMP受容体発現・Smadシグナルが抑制された。つまり卵胞内のBMPとGH/IGF-1システムは相
互に拮抗作用をもち、GHの多寡による卵巣への影響を緩和して卵巣ホルモン分泌の恒常性に寄与す
ることが示された（図１）。
また、GHを抑制する因子であるSomatostatin（SS）は、視床下部・膵・消化管などに発現してお
り種々のホルモン分泌を制御する。SS受容体（SSTR）のうち、SSTR-2/-5が齧歯動物の卵胞にも発
現し、顆粒膜細胞・卵母細胞に分布することが報告されている。先端巨大症や神経内分泌腫瘍の治
療にSS-analogを用いるが、SSが卵巣に与える影響について十分には知られていない。未成熟雌ラッ
トから単離した卵巣顆粒膜細胞の初代培養系において、Pasireotide（SOM230）とOctreotideを用
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いて、SS-analogの卵胞ステロイド産生への影響について卵胞成長因子BMPとの関係に着目して検
討した。SS-analogは、卵母細胞の有無に関わらずFSH誘導性のsteroid産生を抑制した。その作用は
SSTR-2よりもSSTR-5に親和性の高いPasireotideにおいて顕著であった。BMP作用を中和する
Nogginの存在下では、SS-analogによるP4産生とcAMP抑制が減弱することから、SS-analogの作用
機序に内因性BMPの関与が示唆された。SS-analogはBMPの抑制性Smad6/7の発現を減弱すること
で、卵胞に内在するBMPシグナルを増強して卵胞ステロイド産生を制御している可能性が示された
（図１）。さらに本研究の過程で、ゴナドトロピン作用を負に制御するGRK分子への影響がFSHによ
るE2分泌調節の鍵となっていることも示され、今後GRKへのGH/IGF-1系への影響についても研究
を進めたい。

おわりに
BMPは受容体および結合蛋白の種々の組み合わせにより組織特異的作用を発揮する。GH/IGF-1
の生殖内分泌系（視床下部・下垂体・卵巣）での作用に加えて、他の内分泌組織（副腎・膵・甲状
腺・乳腺・骨・脂肪）においても同様に研究を進め、in vivoでの研究へ展開したいと考えている。
末筆ではございますが、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。

Nakamura E, Otsuka F, et al. J Steroid Biochem Mol Biol 134: 67-74 (2013)
Otsuka F. Acta Med Okayama (Review) 67: 75-86 (2013)

図１

GH/IGF-1系とソマトスタチン作動薬による卵巣ステロイド合成への影響
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ソマトトロフ新生の加齢変化
岡田誠剛
関西医科大学生理学第一講座

目的
成長ホルモン（GH）分泌は、加齢により減少する。ソマトトロフは生後にも新生するが、その詳
細や、加齢によるGH分泌減少との関連は未解明である。我々は生後に新生するソマトトロフの分裂、
分化を、GH遺伝子のプロモーターと緑色蛍光タンパク（GFP）を組み込んだレトロウイルスベクター
を用いて検討した。また、BrdUを用いて、新生の加齢変化を検討し、GH分泌低下との因果関係を
考察した。

結果
生後のソマトトロフ新生を検討するため、分裂期の細胞だけに感染するレトロウイルスルスベク
ターにGH遺伝子LCRとプロモーターの下流にGFPを組み込んだベクターを、生後８日ラット下垂体
に注入した。GFP発現は、抗GH免疫反応性に先行し、GFP陽性細胞のうち抗GH陽性だったのは、
16日後で半数、30日後に80%以上であった（図１）。また、GFP陽性細胞はクラスターを形成してお
り、一個の幹細胞に由来すると考えられる。GFP陽性クラスターは、1）全細胞がGH陽性、2）全細
胞が陰性、3）両者が混在のものが認められ、クラスター数を解析すると、1）と2）の数は、陽性
と陰性細胞がアットランダムにクラスターを作ると仮定した数より多く、細胞が分裂する前に、ソ
マトトロフに分化するか否かが決定されているようである。また、抗GH陰性の細胞で構成されるク
ラスターの細胞数は、陽性のものより多く、陰性の細胞は分裂能を有した未分化のソマトトロフ幹
細胞なのかもしれない。

図１

GFP陽性細胞の分化。ウイルス注入16日（16DPI）では、GH陽性と陰性の細胞が
混在したが、30DPIでは80%以上の細胞がGH陽性になった。
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生後発達、加齢に伴うソマトトロフ新生、分化の変化を検討するため、生後１、３、11、30週齢
のラットに、分裂期の細胞に取り込まれるBrdUを注射し、分化が終了する30日後に固定し、抗
BrdU、抗GH免疫染色を行った。図２のように、発達、加齢によって、総GH陽性細胞数は変化しな
いものが、BrdU陽性数、並びに、BrdU/GH二重陽性細胞数は、顕著に減少し、新生ソマトトロフ
は減少していた（図２）。BrdU陽性の新生ソマトトロフと陰性細胞の抗GH免疫反応性を比較すると、
陽性細胞のほうがGH免疫反応性は低く、活発な分泌を反映しているのかもしれない。

図２

発達、加齢による新生ソマトトロフの減少。総ソマトトロフ数(左)は、
発達、加齢で変化しないが、BrdU陽性細胞数(中央)、BrdU・GH二重
陽性の新生ソマトトロフ数（右）は顕著に減少した。

考察
レトロウイルスベクターを用いた研究で、新生細胞の分化と分裂の様式を明らかにした。また、
本ベクターは生細胞で蛍光を発するため今後の研究への応用が期待される。
発達、加齢に伴い、ソマトトロフの総数に変化は見られなかったが、ソマトトロフ新生は減少し
た。これまでに、GH分泌能が異なる２種類のソマトトロフが存在することや、海馬の新生神経細胞
の膜電位は成熟細胞よりも浅く、伝達物質を放出しやすいことが報告されている。新生ソマトトロ
フのGH分泌能は成熟細胞より高く、新生の減少が、加齢による分泌低下を招いたのかもしれない。
新生ソマトトロフの興奮性とGH分泌能を成熟細胞と比較する必要がある。

文献
Okada M, Matsuda H, Okimura Y (2013) Lentiviral and Moloney Retroviral Expression of Green
Fluorescent Protein in Somatotrophs In Vivo. PLoS ONE 8(1): e54437.
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ES細胞から成長ホルモン産生細胞への分化誘導に関する研究
置村康彦、西田ひかる、相原

愛、

梶原絵美、池上彩香、金子千晶
神戸女子大学家政学部管理栄養士養成課程
中西志帆、青山倫子
神戸大学大学院保健学研究科病態解析学領域

はじめに
下垂体形成・分化は、時間的空間的に巧妙に調節された転写因子の逐次発現によって制御されて
いる。in vitroでも下垂体形成・分化に関与する転写因子発現を制御することができれば、生体にお
いてと同様、下垂体を形成させることができるはずであり、私どもを含めてこれまでもそのような
試みがあったが、実際には下垂体を形成させ、下垂体各細胞を分化させることはできなかった。
2011年、須賀らは自然の下垂体形成を模倣する画期的なES細胞からの下垂体細胞分化法を報告した。
今回、この方法を応用して、ES細胞から成長ホルモン（GH）産生細胞への分化を検討した。

方法
１）ES細胞凝集塊における下垂体転写因子発現
須賀らの方法に準じて1）、浮遊培養用96穴プレート（住友ベークライト）にsmoothened agonist
（SAG）を含むgrowth factor-free chemically defined medium（gfCDM、Iscove’s modified
Dulbecco’s medium/Hams F12 1:1，1x chemically defined lipid concentrate，450μM
monothiogycerol，5mg/ml purified BSA）に分散させた１万個のES細胞（EB5）をまき、細胞凝集
塊を形成させた。gfCDMを定期的に交換し、40％O2の条件下で培養を継続した後、10日目にSAGを
含まないgfCDMに交換した。15日目にGSK3β inhibitorである6-bromoindirubin-30-oxime（BIO）
を含むgfCDMに置換、２日間培養した。10日目のSAG処理後のES細胞凝集塊、15日目のBIO処置前、
17日目のBIO処置後のES細胞凝集塊を12個集め、これから総RNAをトリゾールで抽出した。ES細
胞凝集塊12個を１つの単位（n=1）として、各処置群でn=４〜８となるよう設定した。未分化ES細
胞からも同様にRNAを抽出した。これらのRNAを使用しRT-PCRを行い、細胞凝集塊における
Pitx2、Lhx3発現を未分化ES細胞のそれと比較した。内因性コントロールとしては、GAPDHを使
用した。有意検定はANOVAでおこない、差があるとみなされた場合、違いはTukey-Kramer test
により検定した。
２）デキサメサゾン+T3、あるいはleukemia inhibitory factorのES細胞凝集塊におけるProp1、GH発現
に及ぼす効果
１）と同様の処置を行い、17日目までのES細胞凝集塊を得た。その後、20-25日目まで、50nMデ
キサメサゾン+0.5nMT3、あるいはleukemia inhibitory factor（LIF，1000U/ml）を含むgfCDMに
培養液を置換した。24日目に細胞凝集塊を12個集め、これからRNAを抽出、RT-PCRでProp1，GH
mRNA量を検討した。Studentのt検定でコントロール群と処置群に差があるかを検定し、p<0.05の
とき有意差があるとみなした。
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結果
１）ES細胞凝集塊における下垂体形成初期転写因子発現
未分化ES細胞に比べ、10日目のES細胞凝集塊では、Pitx2、Lhx３発現は増加傾向にあったが有
意ではなかった。15日、17日には、Pitx2、Lhx３発現は、10日目に比べ低下傾向にあったが、有意
ではなかった（図１）。
２）ES細胞凝集塊におけるProp1、GH発現
デキサメサゾンおよびT3の刺激によりProp1発現には影響が見られなかった。GHは低下する傾向
にあったが、有意ではなかった。LIF刺激により、Prop1およびGH発現は増加する傾向にあったが、
有意ではなかった（図２）。

考察
ES細胞凝集塊を形成させ、SAGを含むgfCDMで培養することによって、形成後10日目にPitx2、
Lhx3発現が増加する傾向は得られたが、有意差は認められなかった。須賀らの報告では、SAG処理
により、Pitx2、Lhx3発現が亢進していた。今回の検討では、サンプル間のばらつきが大きかった
ため有意差が検出できなかった可能性は否定できない。Pitx2は下垂体形成の初期に出現し、Lhx3
はPitx2発現後に出現する2）。Lhx3ノックアウトマウスの下垂体はラトケ嚢が形成された時点で停止
している3）。Pitx2および類似するPitx1のダブルノックアウトマウスでは、Lhx３発現が認められな
いこと、下垂体の形態がLhx3ノックアウトマウスのそれと類似することから、Pitx1/2の下流に
Lhx3が存在すると考えられている2）。今回の検討で、凝集塊形成後10日で両者が同様に増加傾向を
示したのは、凝集塊は下垂体形成の方向に向かったことを示すものかもしれない。
SAG、BIO処置をおこなった後のES細胞凝集塊に、さらにデキサメサゾン+T3処置を行った。こ
れまで、ラット胎児下垂体の器官培養で、グルココルチコイド+T3はGH産生を促進することが報告
されている4）。そのとき使用された用量に相当するデキサメサゾン+T3濃度を使用して、ES細胞凝
集塊がさらにGH産生細胞の方向に分化しないか検討したわけであるが、Prop1発現には明確な差は
なかった。GH発現は低下傾向を示したが、有意差はなかった。
私どもは、500〜2000個のES細胞からhanging drop法で胚様体を形成させ、その後、これをコラー
ゲンコートされたディシュにまくという方法でもES細胞の分化を検討しているが、この方法を使用
したとき、LIFはGH産生細胞数を増加させることを見出している5）。そこで、細胞凝集塊を浮遊培
養するという今回の方法でも、20日目からLIFを添加した。LIFはProp1、GH発現を増加させる傾向
を示したが、ばらつきが大きく有意ではなかった。
今回、これまでの胎児下垂体器官培養や他のES細胞分化法を用いた検討から見出されたGH産生
細胞分化を進める液性因子の分化誘導作用を、ES細胞凝集塊浮遊培養法において検討した。今回の
検討では、LIFはGH産生細胞分化を進める可能性はあるものの、明確な成績は得られなかったが、
須賀らの方法は、自然の下垂体形成をよく模倣しており、非常に魅力的な方法である。この方法を
基に、さらに効率的なGH産生細胞の分化誘導法について検討する余地がある。
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胎盤発育におけるインプリンティング遺伝子の関与の検討
鏡

雅代

独立行政法人国立成育医療研究センター研究所
分子内分泌研究部

はじめに
インプリンティング遺伝子は、親由来に発現が異なり、クラスターを作って存在する。インプリ
ンティング遺伝子の発現は、親由来に領域内のCpG配列のメチル化修飾が異なるメチル化可変領域
（Differentially methylated region: DMR）によって制御されている。14番染色体長腕遠位部
（14q32.2）には父性発現遺伝子である DLK1 、 RTL1 、母親由来アレルからのみ発現する MEG3 、

MEG8、多数のsnoRNA、microRNAがクラスターとなって存在している1）。領域内に存在するDIO3
は父性発現遺伝子と予想されているが、ヒトではインプリンティングをうけているかの検討はなさ
れていない。これらの遺伝子の発現調節は、生殖細胞レベルでメチル化修飾が確立しているIGDMRと受精後にメチル化修飾が確立するMEG3-DMRによって制御されている。ともに父親由来ア
レルでメチル化をうけ、母親由来アレルではメチル化をうけない1）。14番染色体がともに父親に由
来する14番染色体父親性ダイソミー（upd（14）pat）はベル型、コートハンガー型と形容される小
胸郭、妊娠中期より出現する羊水過多、胎盤過形成、腹直筋離開および臍帯ヘルニアといった腹壁
の異常をほぼ全例に認め、豊かな頬、前額部突出、眼瞼裂狭小、平坦な鼻梁、小顎といった特徴的
な顔貌を示す1,2）。近年、我々は母親由来のDMRを含む欠失およびDMRのエピ変異（過剰メチル化）
がupd（14）pat表現型を引き起こすことを報告し1）、upd（14）pat症候群という疾患名を提案してい
る。
我々はupd（14）pat表現型を示すダイソミー症例、エピ変異症例、欠失症例の胎盤パラフィンブ
ロックを用いた解析から、体においてIG-DMRは MEG3 -DMRのメチル化状態を支配し、MEG3DMRがインプリンティングセンターとして14番染色体インプリンティング遺伝子の発現を制御して
いること、胎盤においてはMEG3-DMRはDMRとなっておらず、IG-DMRのみがDMRとなっており、
IG-DMRがインプリンティングセンターとして機能することを明らかにした3）。さらに、発現解析か
ら胎盤におけるRTL1，DLK1の父性発現を確認し、upd（14）pat症例、エピ変異症例、欠失症例で
RTL1の過剰発現を確認したが、定量化は不可能であった 1）。今回我々は、胎児診断された２例の
upd（14）patの新鮮凍結胎盤を用いた14番染色体インプリンティング遺伝子の発現定量解析および
２例のupd（14）pat胎盤に加え、パラフィン包埋された母親由来の14番染色体インプリンティング
領域の欠失をもつ患者の胎盤を用いて組織学的検討、および発現定量解析を行い、胎盤における14
番染色体インプリンティング遺伝子の発現制御メカニズム、胎盤における14番染色体インプリンテ
ィング遺伝子の機能を明らかにした。
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方法および結果
既報の遺伝子診断アルゴリズムに従い、症例１-４の遺伝子診断を行った（図１）4）。Case１、２
はupd（14）pat、症例３は既報のように母親由来アレルのDLK1からMEG3までの108, 768bpの欠失
症例、症例４は父親由来アレルの重複例であった。Case１-３は胎盤過形成を認める。症例４は胎盤
過形成を認めない。表現型はCase１-３は典型的なupd（14）pat表現型を示すが、症例４は腹壁異常
および特徴的顔貌のみを認める。
症例１-３の胎盤の組織学的は、光学顕微鏡でのHE染色標本の検討、電顕像の検討、DLK1抗体、
RTL1抗体、DIO3抗体を用いた免疫染色法による検討を行った（図２）。DLK1抗体、DIO3抗体は
購入し、RTL1抗体については我々が作成した。光顕像では、症例１-３において、中間から幹絨毛
において、血管内腔の拡張が認められたが、末端絨毛での変化は同定されなかった。電顕像では、
末端絨毛の血管内皮、周皮細胞の腫大が同定された。免疫染色にて、DLK1、RTL1、DIO3ともに
絨毛血管内皮および周皮細胞で発現していることが明らかとなった。DLK1は症例1、２では発現が
増強していたが、症例３ではコントロールと同程度の発現であった。RTL1はCase１-３全てで過剰
発現となっていた。DIO3は発現の差は認められなかった。Case１、２の新鮮凍結胎盤を用いた定
量PCR法による発現定量解析では、DLK1、RTL1の過剰発現を認め、すべての母性発現遺伝子の発
現は消失していた（図３）。DLK1、RTL1が発現している絨毛の血管内皮基底膜および周皮細胞の
分布のサンプル間でのばらつきを補正するために、Case１と２のDLK1発現量が正常コントロール
の２倍となるようにし、それぞれRTL1、DIO3の発現量を補正した。結果、upd（14）patの２症例に
。
おいてDLK1は正常コントロールの２倍、RTL1は４-６倍、DIO3は１倍という結果になった（図３）
考察
我々は、upd（14）patと胎児診断された２症例および、母親由来の14q32.2インプリンティング領
域の欠失を持つ症例の胎盤解析を行った。さらに14q32.2インプリンティング領域の父親由来の重複
を持つ症例の胎盤表現型解析も行い、14番染色体インプリンティング遺伝子の胎盤における発現制
御メカニズムおよび胎盤発育における機能を明らかにした。
症例１-３の組織学的検討により、DLK1、RTL1、DIO3が絨毛血管内皮に発現し、upd（14）pat
の２例において電顕にて、血管内皮基底膜および周皮細胞の腫大が同定された。免疫染色にて胎盤
過形成を認める症例１-３全てにRTL1の過剰発現を認めたが、DLK1はCase１、２では発現増強を
認めたが、Case３では認めなかった。これらの結果によりupd（14）patに認められる胎盤過形成の
責任遺伝子はRTL1であり、胎盤絨毛血管の発育に重要な役割を果たしていることが明らかとなっ
た。
発現定量解析では、upd（14）pat胎盤の２例においてDLK1は約２倍、RTL1は約４-６倍、DIO3
はコントロールとほぼ同程度、母性発現遺伝子の発現は消失という結果となった。RTL1の過剰発
現はRTL1as内のmicroRNAsの発現消失により１コピーあたりのRTL1発現量が増加し、２コピーか
らの発現でさらにその発現量が増加したと考えられる。以上の結果より、１）DIO3はインプリンテ
ィングをうけていない、２）RTL1はRTL1as上のmicroRNAsによってtransにRNAiで制御されてい
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る、ことが明らかとなった。この結果はマウスでの解析結果に一致する結果である 5）。さらに、
Case４において、胎盤過形成が認められなかったことは、母親由来アレルからの RTL1as 内の

microRNAsが２コピーのRTL1の発現を制御し、胎盤過形成発症の閾値以下にRTL1の過剰発現を抑
制したためと推定される（図４）。

結論
Upd（14）pat表現型を示す患者胎盤を用いた解析にて、以下を明らかにした。①upd（14）patの
胎盤過形成の責任遺伝子はRTL1である。②RTL1は胎盤絨毛血管の発育に重要な役割を果たしてい
る。③ DIO3 はインプリンティングをうけていない。④ RTL1 は RTL1as 内の microRNAs によって
transにRNAiで抑制をうけている。
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図1

UPD
（14）pat 表現型患者遺伝子診断法

図2

発現定量解析結果
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図３

胎盤の組織学的検討

LM : 光学顕微鏡像、EM : 電顕像、DLK1 : DLK1抗体を用いた免疫染色、
RTL1 : ＲＴＬ1 抗体を用いた免疫染色、DIO3 : ＤＩＯ3 抗体を用いた免疫染色。
下段は在胎週数、胎盤重量、在胎週数別平均胎盤重量比を示す。
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図4

症例 1- 4 における14番染色体インプリンティング遺伝子の発現
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SGA児の胎内でのインスリン抵抗性と出生後の発育に関する検討
河井昌彦、松倉

崇

京都大学医学部附属病院小児科

目的
Small for gestational age（SGA）児は低身長症・メタボリックシンドロームなど生涯にわたる内
分泌学的な問題を有する児が多い。これらの病態の多くが胎生期にプログラムされると考えられて
いるが、出生時の情報から、将来のインスリン抵抗性・低身長症などを予見する方法はない。本研
究において、我々は胎生期の成長因子を測定し、その指標と発育予後との関連を検討する。

対象
京都大学医学部附属病院で出生し、出生後の管理を行った児のうち、両親から研究の同意を取得
し、臍帯血が得られた児33名（検討期間：2012年６月15日〜2013年４月16日）
。
なお、本研究は京都大学医学部「医の倫理委員会」の承認を得ている。

方法
臍帯血を採取後速やかに血清分離した後に測定まで-30℃で凍結保存して、以下の項目を測定した。
<測定項目>
１）C-peptide：ALPCO社製 human C-peptide ELISA kit
２）IGF-1：IGF-I（ソマトメジンC）IRMA「第一」
３）血糖値
<臨床情報>
在胎週数・出生体重・性別・胎盤重量・アプガースコア・新生児期以降の成長の推移

結果
在胎週数：32.0 ± 4.8w（25.0〜41.6w）
出生体重：1,592 ± 822g（573〜3,464g）
性別：男児21名、女児12名
AGA/SGA；21名/12名
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・C-peptide値（25-75％タイル）
（n=32）：141.4（119.2−232.2） … Figure 1に個別データを表示
※C-peptide値が測定感度以下１名
・IGF-1値（25-75％タイル）（n=17）：31.0（20.8−53.6）

…

Figure 2に個別データを表示

※IGF-1値が測定感度以下４名
Figure 1

Figure 2

・在胎週数とC-peptide値（n=32）：r=0.07（p=0.117）
・在胎週数とIGF-1値（n=17）：r=0.393（p=0.119）
・出生体重とC-peptide値（n=32）：r=0.316（p=0.078）
・出生体重とIGF-1値（n=17）：r=0.656（p=0.004） … Figure 3に個別データを表示
※Spearmanの順位相関係数ρ=0.672（p=0.003）
Figure 3
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・血糖値とC-peptide値（n=32）：r=0.062（p=0.734）
※C-peptide値が測定感度以下1名
・C-peptide値とIGF-1値（n=17）：r=0.527（p=0.030）

… Figure 4に個別データを表示

※IGF-1値が測定感度以下４名
Figure 4

結論
本検討では、臍帯血のIGF-1値は出生体重とは強い正の相関を認めた（Figure 3，p=0.004）。この
ことは、胎児期の体重増加が臍帯血のIGF-1値に規定されていることを意味している。
一方、臍帯血のC-peptide値も同様の傾向は認めたが、出生体重との相関は統計学的な有意差は認
めなかった（p=0.078）。
SGAとAGAに分けた検討では、SGA児はC-peptide値に対してIGF-1低値を示す症例が多かった
（Figure 4）
。

考察と今後の予定
胎児は母体から胎盤を介して移行する栄養に反応して膵β細胞からインスリンを分泌させる。イ
ンスリンは自体が胎児成長を促すとともに、IGF-1などの成長因子の分泌を促進させ、これらの成
長因子が協調して胎児の成長を促すと考えられている。以上の背景から、臍帯血のC-peptide値・
IGF-1値は胎児成長促進因子として重要だと考えられる。
本研究で、我々は臍帯血のC-peptide値・IGF-1値を測定し、胎児発育との関連を検討した。
今回の検討で、臍帯血のC-peptide値・IGF-1値と出生体重が正の相関を示すことが分かったこと
は、これらの成長因子が胎児発育に重要であることを示唆している（Figure 3）
。
また、SGA児が、C-peptideに対してIGF-1が低値である傾向を認めたことはSGAの成因を考える
上で、興味深い（Figure 4）。今後、症例を増やすとともに、臍帯血IGF-1・C-peptide値と出生後の
成長・HOMA-IRなどインスリン抵抗性の指標との関連を継時的に観察してゆく。
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非致死性骨形成不全症患者における遺伝学的背景と表現型との関連の検討
菅野潤子
東北大学大学院医学系研究科

背景
骨形成不全症（Osteogenesis imperfecta，OI）は、易骨折性、歯牙形成不全、青色強膜などを特
徴とする遺伝性の骨粗鬆症である。OI患者では、Ⅰ型コラーゲンをコードするCOL1A1、COL1A2
に病因変異を有することが多く、遺伝形式は殆どは常染色体優性遺伝である。近年、劣性遺伝形式
をとるものを含むLEPRE1、CRTAP、PPIB、SERPINH1、FKBP10などが原因遺伝子として同定さ
れたがこれらによるものは稀である。欧米では、Ⅰ型〜Ⅳ型のOI患者の約90％で COL1A1 、

COL1A2 に変異が検出されている（Marlowe，2002）。日本人OI患者におけるDHPLC法による
COL1A1、COL1A2の変異解析において、変異検出率は41％と低く（Kataoka，2007）、COL1A1、
COL1A2の欠失や、他の遺伝子の関与が示唆される。また、病型、原因遺伝子、遺伝子型と、合併
症や、パミドロネート治療効果を含む表現型の関連を検討した報告は少ない。

目的
日本人非致死性OI患者における、COL1A1、COL1A2の包括的な変異検索と病型、原因遺伝子、
遺伝子型とパミドロネート治療効果を含む表現型、合併症との関連の検討。

対象
当院通院中のOI患者、19家系、20名、調査時の年齢は、３歳〜19歳、病型の内訳は、Ⅰ型６名、
Ⅲ型11名、Ⅳ型３名。

方法
末梢血DNAを用いた直接シークエンス法及び、MLPA法によるCOL1A1とCOL1A2の全エクソン
変異解析。病歴の調査による、表現型（歯牙形成不全、青色強膜、胎内骨折、治療前BMD、身長）
と病型、原因遺伝子、遺伝子型との関連の検討。パミドロネート治療（月１回、計６回治療）前後
の骨密度SDSの変化と、病型、原因遺伝子、遺伝子型との関連の検討。統計学的方法としてFisher's
exact test、Chi-squre test、Kruskal-Wallis testを用いた。

結果
直接シークエンス法よるCOL1A1、COL1A2変異解析においては、全19家系中、COL1A1は８家
系（42％）COL1A2は６家系（32％）、全14家系（74％）で変異陽性。変異の内訳は、ミスセンス10
家系、ナンセンス２家系、フレームシフト変異２家系。GlyからSerへの置換がCOL1A1、COL1A2
とも最多。異なる家系間で同一の変異は検出されなかった。直接シークエンス法で変異が検出され
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なかった家系においてMLPA法によるCOL1A1、COL1A2の解析を施行したが、欠失は検出されな
かった。病型と表現型の関連においては、歯牙形成不全、青色強膜の頻度は、病型による差は認め
ず、Ⅲ型は、Ⅰ型、Ⅳ型に比して胎内骨折は高頻度、治療前BMDが最も低く重症であった。原因遺
伝子と表現型の関連の検討では、歯牙形成不全、青色強膜、胎内骨折、治療前BMDSDS、治療前身
長SDSにおいて、原因遺伝子による差は認めなかった。遺伝子型と表現型の関連の検討においては、
歯牙形成不全、胎内骨折は、GlyからSerへの変異陽性群でより高頻度、青色強膜は、変異全陽性例
において検出され、治療前BMDSDSは、GlyからSerへの変異陽性群で他の変異群よりも低く、重症
であった。パミドロネート治療効果と病型、原因遺伝子、遺伝子型との検討において、半年間のパ
ミドロネート治療により、骨密度SDSは全例で上昇し、平均1.854の上昇でした。パミドロネート治
療効果において病型、原因遺伝子、遺伝子型による差はみとめなかった。 COL1A2 Exon 44 に
G949S変異を認めた患者において、硬膜下血腫、脳室内出血の合併を認めた。

考察

COL1A1、COL1A2の変異陽性率は74％で、過去の報告の日本人の陽性率（41％）より高く、欧
米の報告による陽性率（90％）より低く、また、異なる家系間で同一の変異は検出されず、

COL1A1、COL1A2変異は異質性に富んでいた。表現型はⅢ型で重症、病因遺伝子による表現型の
差は認めなかった。GlyからSerへの変異がCOL1A1、COL1A2とも最多（７家系/14家系）で、過去
の報告と一致し、この変異陽性の患者は重症であった。パミドロネート治療効果は全例で認められ
たが、治療効果と病型、原因遺伝子、遺伝子型との相関は認めなかった。COL1A2 Exon 44に変異
を認めた患者で、脳出血の合併を認めた。この患者のplasminogen activator inhibitor-1（PAI-1）活
性は測定感度以下であった。OIと脳内出血の合併の報告は散見され、過去の報告で遺伝子変異が判
明しているものはCOL1A2 Exon 49に変異を認められている。OIと脳内出血の合併の報告は散見さ
れ、過去の報告で遺伝子変異が判明しているものはCOL1A2 Exon 49に変異を認めている。また、
過去の脳出血合併のOIの患者において、PAI-1欠損症の合併を認めたとの報告もある。PAI-1欠損症
の責任遺伝子SERPINE1とCOL1A2は、局在が近接しており、関連が示唆される。
結語
日本人非致死性OI患者における、COL1A1、COL1A2の変異陽性率は74％であった。パミドロネー
ト治療効果は全例において認められ、病型、原因遺伝子、遺伝子型との相関は認めなかった。

COL1A2変異陽性のOIと脳出血合併の関連が示唆された。
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SGA性低身長症児での成長ホルモン療法が体組成に与える影響に関する研究
久保俊英、古城真秀子、高橋亨平、片山寿夫
国立病院機構岡山医療センター小児科

はじめに
我々は､第114回日本小児科学会総会で､SGA性低身長症の中にpartial GHDの児がそこそこ含まれ
ていることを報告し､更にGHDを伴うSGA性低身長症児はGHD児と同じGH 0.175 mg/kg/week投与
でGHD児と同等の伸長効果があることを報告した。一方、DOHaDの概念とともに､SGA出生児では
代謝異常を合併する危険性が高いことが報告されている。また､SGA性低身長症では高インスリン
感受性や皮下脂肪量の減少が報告され､GH治療で皮下脂肪は更に減少し､インスリン感受性が低くな
ることなどが報告されてきている。このようにSGA出生児では元々体組成のアンバランスがある上
に､GH加療による急激なcatch-up growthが加わると､将来的に生活習慣病等の代謝異常の危険性が
更に高まることが懸念される。したがって､たとえSGA性低身長症であってもGHDを合併している
ならば､GHDとして加療したほうが､より安全である可能性がある。
本研究は､SGA性低身長症児の体組成の実態を明らかにし､更に成長ホルモン分泌動態によるその
差異､成長ホルモン加療が与える影響を明らかにすることを目的とするが、最終目標は､より安全で
有効な成長ホルモン投与量を決定することである。

対象と方法
過去４年間でGH療法を２年間以上行った児のうち、経過中思春期発来を認めなかった患児の中か
らGHDを伴うSGA性低身長症児（SG群）、GHDを伴わないSGA性低身長症児（S群）、SGAでない
GHD児（G群）の３群を各10例ずつを無作為に抽出し、治療前・１年後・２年後について、身長
SDS、BMI SDS、肥満度、骨年齢、IGF-1、総コレステロール（TC）などの値および変化率につい
て比較検討を行った。
G群とSG群は0.175mg/kg/weekで、S群はSGA性低身長症の開始推奨量である0.23mg/kg/weekで
２年間GH投与を行い、治療効果と体組成変化を比較検討した。

結果
（１）治療前
平均年齢は4.3±1.1[歳]（図１）、平均身長SDSは-3.0±0.6（図２）であり、各群差異を認めなかっ
た。BA/CAは0.7±0.2であり、G群が他の２群と比べて低い傾向が見られた（p=0.05）
（図３）
。
BMI SDS（図４，図５）、及び肥満度（図６）は骨年齢補正前後ともS群が他の２群より有意に低
かった。すなわち痩せ傾向が認められた（p＜0.01）。TC値はS群で低い傾向が見られたが、明らか
な有意差は認められなかった（図７）。IGF-1 SDSはS群に比べてSG群が有意に低かった（p＜0.05）
（図８）。

−103−

成長科学協会 研究年報 No.36 2012

（２）治療後
身長SDS の改善度は１年後及び２年後ともに群間差異を認めなかった（図９，図10）。BA/CAは
全群において増加し、群間差異を認めなかった。BMI SDSと肥満度は１年後、２年後もS群が低
かった（p＜0.05）（図11a,b、図12a,b）。２年間の投与でも３群ともBMI SDSと肥満度の低下は認め
られなかった（図13，図14）。TC値は１年後、２年後もS群が低い傾向にあった（図15a,b）。IGF-1
SDSは１年後には全群が同程度に改善しているが（図16a）、２年後ではSG群がもっとも改善傾向が
強かった（図16b）。

考察
SG群ではGH0.175mg/kg/weekでG群と同等の伸長効果が得られ、また初期推奨量
（0.23mg/kg/week）を投与したS群とも同様であった。従って、SGA性低身長症であっても、GHD
を合併している場合は、AGAにおけるGHDと同量のGHで十分な伸長効果が得られる。一方、GHD
を合併していないSGA性低身長症では、ガイドラインの推奨量で開始すればGHDでの加療と同等の
伸長効果が得られる。
GHDを伴わないSGA性低身長症児ではBMI、肥満度およびTC値から脂質を含めた体組成に差が
あると考えられたが、２年間のGH治療では悪化はないと考えられた。しかし、基礎的な差異と将来
的な懸念を考えれば、より長期のフォロー研究が必要である。

結論
SGA性低身長症のGH治療にあっては、日本小児内分泌学会が「SGA性低身長症におけるGH治療
の実施上の注意」に示すように、GH負荷試験を施行した上で、至適量で加療を始めるべきである。
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図１

GH開始年齢

図２

身長SD̲開始時

図３

骨実年齢比̲開始時

図４

BMISD̲開始時
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図５

BA補正BMISD̲開始時

図６

肥満度̲開始時

図７

TChol̲開始時

図８

IGF1SD̲開始時
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図９

身長SD̲0-1の差

図10 身長SD̲0-2の差

図11a BMISD̲１年後

図11b BMISD̲２年後
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図12 a

肥満度̲１年後

図13 BMISD̲0-2の差

図12b

肥満度̲２年後

図14 肥満度̲0-2の差
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図15 a TChol̲１年後

図15b TChol̲２年後

図16a IGF-1SD̲0-1の差

図16 b IGF-1SD̲0-2の差

−109−

成長科学協会 研究年報 No.36 2012

ゴナドトロピン補充療法に対する中枢性男性性腺機能低下症患者の長期治療経過と
遺伝子異常が治療効果に与える影響
佐藤直子
たなか成長クリニック
瀬尾美鈴
京都産業大学工学部生物工学科

背景
中枢性男性性腺機能低下症（以下HH）は、ゴナドトロピン分泌異常による二次性徴の遅延・欠
如を示す疾患である。治療の目標は、心理問題、骨密度の問題、最終身長を考慮した二次性徴の導
入・成熟と妊孕性獲得であるが、今までにHH患者の詳細な治療経過と治療への反応性を検討した
報告はない。

目的
HHにおける長期治療経過（小児期〜成人期）を示し、遺伝子異常が治療効果に与える影響を明
確にすることである。

本研究の特徴
独創的な点として、本研究を遂行することにより、（１）当疾患における変異陽性例の臨床スペ
クトラムの決定や、変異陽性例と陰性例の治療効果の比較検討が可能となり、臨床に直結するデー
タを還元することが可能になること、（２）ゴナドトロピン補充療法にたいする反応性を分子の観
点から評価することが可能になり、治療法選択の一助になりうること、が挙げられる。

実験方法
既に診断され、経過観察されているHH患者の治療経過をまとめ、検体収集を行うと共に、当疾
患における既知および新規責任遺伝子の変異解析を行った。
（１）HH患者の治療経過のまとめ：患者の治療前・治療開始〜現在までのTanner stage（精巣容
量・陰茎長・陰毛成熟度）の評価、身長・体重測定、結婚歴、精子形成の有無、性腺ホルモンの測
定結果、治療歴を収集した。
（２）現在治療中のHHの患者検体の収集と変異解析
既に収集済みの検体に加え、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、既知責任遺伝子・新規責任遺伝子群の翻訳領域を
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
を決定する。遺伝子欠失・重複が疑われる場合には、MLPA，CGHの解析などを行う。
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解析経過
既に治療経過をまとめ、検体収集済みの検体が15検体において、新規・既知遺伝子変異解析が終
了している。現在のところ、５個の変異が同定されている。また、既知遺伝子変異解析に対する実
験条件の最適化も行われ、今後の解析が迅速に進むものと考えられる。また、京都産業大学との共
同研究により、変異機能解析も順調に進んでいる

今後の方針
今後次世代シーケンサーによる解析を導入し、遺伝子解析の迅速化を進める予定である。現在ま
での解析で、HH患者の長期経過観察により、妊孕性の獲得が可能であった症例、困難である症例
が明確化してきている。両者において遺伝子変異解析が進められ、治療効果と遺伝子変異の種類と
の関連を解析中である。今後さらに臨床解析と遺伝子解析が進むことにより、遺伝子変異が治療効
果に与える影響を推測することが可能となると考えられる。

研究課題に関連した論文リスト（最近３年間）
1．Sato N.

Genetics of male hypogonadotropic hypogonadism. Pediatric Endocrinology

Reviews. 2012 (in press）.
2．佐藤直子．Kallmann症候群の病因・病態

日本生殖内分泌学会雑誌

研究フロンテイア 第17

号，2012 .
第15版

3．佐藤直子．今日の小児治療指針
4．佐藤直子．中枢性性腺機能低下症

Kallmann症候群

医学書院，2011（総説）

ホルモンと臨床 vol.58:551-558, 2011 （総説）

5．Sato N. Molecular genetics of hypogonadotoropic hypogonadism. The Fourteenth Lilly
International Symposium. Growth and Sexual Development Part II. October 29, 2011, Tokyo
Japan （招待講演）
6．Sato N（15番目）（他12名）Heterozygous OTX2 mutations are associated with variable
pituitary phenotype. J Clin Endocrinol Metab 95: 756-764, 2010.（査読あり）
7．Sato N（ 4番 目 ）（ 他 5名 ） Hypothalamic dysfunction in a female with isolated
hypogonadotropic hypogonadism and compound heterozygous TACR3 mutations and clinical
manifestation in her heterozygous mother. Horm Res Peadiatr 73: 477-481, 2010.（査読あり）
8．佐藤直子．低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 小児内分泌学テキスト 第１版・283-29.日本小
児内分泌学会編

診断と治療社, 2010.（総説）

9．佐藤直子，（他1名）Prokineticin signaling pathwayとKallmann症候群．医のあゆみ233 （9）
（第５土曜特集：G蛋白質共役受容体研究―疾患解明とシグナル制御の新時代）, 2010.（総説）
10．佐藤直子．低ゴナドトロピン性性腺機能低下症の分子遺伝学的メカニズムと治療

Life-Cycle

Care, Vol. 7. No.1, 2010.（総説）
11．Sato N. Recent progress in hypogonadotropic hypogonadism. The 14th International
Congress of Endocrinology, SY 13-1-4, March 26-30, 2010, Tokyo, Japan. （招待講演）
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12．Fezf1 is required for penetration of the basal lamina by olfactory axons to promote olfactory
development. Watanabe Y, Inoue K, Okuyama-Yamamoto A, Nakai N, Nakatani J, Nibu K,
Sato N, Iiboshi Y, Yusa K, Kondoh G, Takeda J, Terashima T, Takumi T. J Comp Neurol.
10;515(5):565-84, 2009
13．CHD7 mutations in patients initially diagnosed with Kallmann Syndrome - the clinical overlap
with CHARGE syndrome. Jongmans MC, van Ravenswaaij-Arts CM, Pitteloud N, Ogata T,
Sato N, Claahsen-van der Grinten HL, van der Donk K, Seminara S, Bergman JE, Brunner
HG, Crowley WF Jr, Hoefsloot LH.Clin Genet. 2009 Jan;75(1):65-71, 2009

研究課題に関連した学会発表リスト（最近３年間）
1．佐藤直子，堀川玲子，内木康博，田中敏章．ゴナドトロピン補充療法に対する中枢性男性性腺
機能低下症患者の長期治療経過．第86回日本内分泌学会．仙台，2013．
2．佐藤直子，勝又規行，緒方

勤．Kallmann症候群の病因・病態にoligogenicityが関与する．第

85回日本内分泌学会．名古屋，2012．
3．佐藤直子，勝又規行，緒方

勤．Kallmann症候群の病因・病態にoligogenicityが関与する．第

45回小児内分泌学会．東京，2011．
4．佐藤直子，堀川玲子，内木康博，田中敏章，緒方

勤．ゴナドトロピン補充療法と生殖補助医

療の併用により挙児に至った中枢性性腺機能低下症患者の一例．第46回小児内分泌学会．大阪，
2012．
5．佐藤直子，堀川玲子，勝又規行，内木康博，田中敏章，緒方

勤．ゴナドトロピン補充療法と

生殖補助医療の併用により挙児に至った中枢性性腺機能低下症患者の一例．第57回人類遺伝学
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SGAの発達障害を成長ホルモンは改善できるか
高屋淳二、黒柳裕一、田邊裕子
関西医科大学小児科

はじめに
SGA（Small-for-gestational age）はAGA（Appropriate-for-gestational age）に比べて広汎性発
達障害、注意欠陥/多動性障害、学習障害を高頻度に伴うことが知られている。しかしながら、そ
の原因は明らかではない。SGAへの成長ホルモン（GH）補充療法が行われているが、本治療が身
長促進に加えて上記症状をも改善するか期待される。臨床の場でSGAの学習障害を客観定量的に判
定し、GH補充療法の効果を経時的にフォローすることは困難とされてきた。発達障害とGHの治療
的効果を科学的に評価することを試みた。

目的
GH補充療法が行われているSGA性低身長症を対象に、GH治療が身長促進に加えて発達障害をも
改善するか否かを明らかにする。発達障害とGHの治療的効果を客観的に評価する。

方法
①当教室では発達障害の小児に対する客観的診断法の開発を心身発達専門医が行い、豊富な症例を
抱えている。広汎性発達障害（自閉症・高機能自閉症・アスペルガー症候群）、注意欠陥/多動性障
害（ADHD）、学習障害児のなかには、少なからずSGAが含まれ広範な疫学調査が望まれる。SGA
に対するGH補充療法の患児10名中、３名の学習障害児をフォローしているが、心身発達専門医と発
達検査（WISC-IVなど）を行う。
②近年ADHDのバイオマーカーとしてオキシトシン、アペリン、ピトシンが注目されている。家
族／本人の同意を得て患児の血清を採取保存し、血清オキシトシンをELISAで経時的に測定する。
学習障害の改善度を定量化し、その他バイオマーカーとの相関を評価した。
対象としては、成長ホルモン分泌不全性低身長症（GHD）でGH補充療法中の患児を正常対照児
とした。

結果
６か月間GHの補充により血清オキシトシン濃度は上昇傾向ではあったが、有意差は認めなかった。
血清オキシトシン濃度はSGA群が高値であるが、３群間に有意差を認めなかった。SGA群では対
象に比較して、活性型オステオカルシンが有意に高値であった（P<0.01）。血清アディポネクチン
はSGA群、GHD群で高値であった（P<0.01）。血清レプチン、レジスチンは、３群間に有意差を認
めなかった。
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結論
GH補充により血清オキシトシン濃度は上昇するが、有意差はなかった。GH補充３年間程度では、
発達検査において有意な変化を認めない。SGAの中にはオキシトシン濃度が高い者が含まれ、オキ
シトシンに抵抗性を示すことが考えられる。SGA自体heterogeneousな集団であり、どのような背
景をもつ集団かの見極めが療育指導に大切である。
症例数がまだ少なく、発達障害に対するGH効果判定には、更なる検討が必要である。
対象の背景と血中オキシトシン濃度

Mean ± S.E

図

GH治療前後の血中オキシトシン濃度の変化

SGA４例、GHD３例の成長ホルモン補充療法前と約６か月後の血中オキシトシン濃度の
変化を示すが、両群共に有意な変化を認めなかった。
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症例の紹介
SGA:８歳 男児
在胎28週６日，出生体重

902g，出生身長

31.0cm

成長ホルモン（0.47mg/Kg/週）を５歳1か月から開始。

発達検査
GH治療開始前［平成22年３月３日（５歳１か月）
］
診断；広範性発達障害、多動、こだわりあり。
新版K式：DQ 80（境界型）

表２

WISC-IV検査の経過

２年目と３年目には有意差なし
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矮小を示す突然変異（stb）マウスにおける原因遺伝子の同定と機能解析
辻

岳人

岡山大学大学院環境生命科学研究科

はじめに
突然変異マウスであるStubby（stb）は常染色体劣性遺伝様式により矮小を特徴とする系統とし
て確立され、ヒトの遺伝性低身長症の有用なモデルとして考えられている。これまでにstbマウスの
原因遺伝子座は、第２番染色体上に位置するとの報告があるものの、原因となる遺伝子変異の同定
にはいたっていない。本研究では、stbマウスの骨組織における病態と疾患の原因遺伝子を明らかに
し、低身長症にかかわる因子の一端を解明することを目的とした。

方法
１）stb（stb/stb）マウスの組織学的解析
生後６ヶ月齢のstb/stb個体と同腹の正常（stb /+または+/+）個体の骨格標本を作製した。二酸
化炭素により安楽死させた後、筋肉、臓器を除去した後エタノールで固定し、軟骨部分をアルシア
ンブルー、石灰化した骨組織をアリザリンレッドによりそれぞれ染色した。また、生後４週齢の

stb/stb個体と同腹の正常個体の脛骨成長板軟骨組織について組織切片を作製した。脛骨を４％パラ
ホルムアルデヒドにより固定し、10％EDTAにより脱灰した後、パラフィンに包埋した。５μmに
薄切した切片を用い、ヘマトキシリン・エオジンによる染色を行った。
２）原因遺伝子のマッピング
stbマウスのヘテロ（stb/+）個体とC57BL/6マウスとの交配により得られたF1マウスのうち、ヘ
テロ（ stb /+）個体同士の交配によりF 2 個体を作製した。得られたF 2 個体のうち、矮小を示す

stb/stb個体のゲノムＤＮＡを肝臓から抽出し解析に用いた。各F2個体の遺伝子型のタイピングには、
マウスゲノムデータベースより得られたマイクロサテライトDNAマーカーを利用し、94℃（30秒）、
55−60℃（30秒）、72℃（30秒）を35サイクルのPCR反応の後、３％アガロースゲルによる電気泳
動により遺伝子型の判別を行った。

結果と考察
１）stbマウスの組織学的解析
生後６ヶ月齢の骨格標本から、stbマウスでは構成する骨の数や位置、骨・軟骨領域に異常は認め
られなかったが、骨格全体の成長不全が観察された（図１）。次に、生後４週齢のstb/stb個体と正
常個体の脛骨成長板組織の比較を行った。正常個体では静止軟骨細胞層、増殖軟骨細胞層、肥大軟
骨細胞層が規則的に整列しており、stb/stb個体でも成長板組織の各細胞層は正常マウスと同様に観
察され、異常は認められなかった。また、海面骨組織に存在する骨芽細胞、破骨細胞、骨細胞にも
顕著な異常は認められなかった。骨の成長には、全身の広範囲に作用する内分泌性の因子と、骨組
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織内で生産・作用する局所性の因子が機能する。stbマウスは明らかな骨格全体の成長不全を示すが、
骨組織を構成する細胞に異常は見当たらなかったことから、原因となる因子は全身性の成長に関わ
る因子である可能性が考えられた。
２）原因遺伝子のマッピング
まず、F2個体のタイピングに使用するためのDNAマーカーの探索をおこなった。第２染色体上の
約40マーカーについてstbとC57BL/6マウスでPCRにより増幅されたＤＮＡのサイズを比較したとこ
ろ、第２染色体の全体をカバーできる７つ（Ａ〜Ｇ）のマーカーで多型が観察され利用可能である
ことが明らかになった。次に、stbマウスとC57BL/6マウスとの交配により得られた矮小を示す47匹
のF2個体について、７マーカーに関する遺伝子型のタイピングを行った。その結果、マーカーＣは
すべての個体でstbマウス由来のホモタイプであった。その他のマーカーでは、大半の個体がstbホモ
を示したが、一部の個体でC57BL/6とのヘテロタイプを示した。このことから、stbの原因遺伝子は、
マーカーＣ近傍でマーカーＢとＤ間の約17Mbの領域内に存在することが明らかになった（図２）
。
本研究により、これまで不明であったstbマウスの原因遺伝子が存在する領域を17Mbの範囲に絞
り込むことができた。ただし、この領域内には約300以上の遺伝子が存在することから、原因遺伝
子の候補を選び出すことは困難である。したがって、本研究ではstbの原因遺伝子の同定に至らなか
ったが、その理由は、繁殖効率が悪いために十分な数のF2個体を得ることが出来なかったことにあ
る。今後はさらに解析頭数を増やすことで候補領域を狭めることが可能であり、それにより矮小の
原因遺伝子が同定され、骨格の成長に関する重要な知見を得ることが期待される。

図１

stbマウスの外観および骨格標本写真

右：10週齢のstb/stb個体および同腹の正常（+/?）

個体の写真。

左：６か月齢のstb /stb個体および同腹の正常（+/?）
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図２

stb遺伝子座の染色体マッピング

左側のパネルにF2個体に関するDNAマーカー（A−D）の結果を示している。
右側にタイピング結果より特定したマウス第２染色体上におけるstbの領域を示している。
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インスリン様成長因子（IGF）による新しいmRNA代謝制御機構の解明
伯野史彦、尾添淳文、成田佑果
東京大学大学院農学生命科学研究科

はじめに
インスリン様成長因子（IGF）は、特定の遺伝子の転写、タンパク質の翻訳を誘導し、動物の成
長や発達などを発現することが知られている。最近、我々はIGFシグナル伝達に重要なIGF受容体
チロシンキナーゼ基質の一つ、インスリン受容体基質（IRS）-１が、チロシンリン酸化非依存的に
様々なタンパク質と結合し、この結合タンパク質がIGFシグナルの調節を行っていることを示した。
さらにそのようなIRS結合タンパク質の中にmRNA代謝に関与する多数のタンパク質が含まれてい
た。そこで本研究では、１）IRS複合体にmRNAが含まれることを証明し、２）IRSとmRNAの相
互作用機構を検討する。これらの結果から「IGFが、IRSを介した全く新しい分子機構でmRNAの
代謝を制御し、IGF活性を発現している」ことを証明することを目的としている。

材料と方法
１）材料
免疫沈降およびimmunoblotting解析に用いた抗体を以下に示す。
抗IRS -１抗体：NH2-PRSSEDLSNYASINFQKQPEDRQ-COOH［IRS -１C末端ペプチド配列
（Qiagenにて委託合成）］のN末端にシステイン残基を加え、MBS（m-maleimidobenzoyl-Nhydroxysuccinimide ester）を用いてキャリアタンパク質KLH（keyhole limpet hemocyanin）に結
合し、これを抗原として、定法に従ってウサギに免疫し取得した抗血清。免疫沈降にはアフィニティー
精製した抗体を利用した。
抗PABP抗体：Santa-Cruz, #sc-28834
２）細胞培養
MCF7細胞、L6筋芽細胞の培養は、150 cm2 flask（IWAKI）を用い、37℃、湿度100%、CO2濃度
５％の条件下で行った。培地は、10% FBS培地を用い、２〜３日おきに交換した。細胞から血清の
影響を除去する場合、細胞がsubconfluentな状態に達したところで、無血清培地で16時間培養した。
３）プラスミドの過剰発現
発現プラスミドの細胞への導入はlipofectamine 2000（Invitrogen）を用いて、添付のプロトコー
ルに従い行った。
４）免疫沈降
細胞をlysis buffer（50 mM Tris-HCl pH 7.4,１% Triton X-100, 150 mM NaCl,１mM NaF, 1.5
mM MgCl2,１mM EDTA,１mM 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、15,000×g, ４℃で10分
間遠心、上清を回収した。Bio-Rad Protein Assay Kit（Bio-Rad）を用いタンパク質濃度を測定、１
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mg/１mlになるよう希釈し、SDS-PAGEに供した。免疫沈降を行う場合は、抗体あるいは抗血清を
加え、４℃で２〜３時間反応させた。その後、Protein A-Sepharose（Amersham）を10μl添加し、
さらに４℃で1時間反応させた。反応後、沈降物をlysis bufferで3回洗浄し、沈降物をSDS-PAGE用
のサンプルとした。SDS-PAGEの後、Trans Blot Cell（Bio-Rad）を用いてPVDF膜 （Immobilon-P,
Millipore）へ転写し、図に示した種々の抗体によるimmunoblotを行った。
５）PABPC1の同定
SDS-PAGEに供したIRS-1結合タンパク質をsilver quest（invitrogen）を用いて、silver stainによ
り可視化した。可視化されたIRS-1結合タンパク質のバンドを切り出し、トリプシンによる分解の後、
matrix-assisted laser desorption/ionization-time-of-flight mass spectrometry（MALDI-TOF-MS）
に供した。その後、Mascot search engine（http://www.matrixscience.com/search̲form̲select.
html）
．を用いて、Peptide mass fingerprinting 法によるタンパク質の同定を行った。
６）Poly-(dT) beadsによるmRNAの精製
Oligo-（dT）25 beads（Invitrogen）を用いたpoly（A）+ RNA-タンパク質複合体の精製は次のよ
うに行った。dishから培地を除去し、氷冷PBS（− ）で洗浄後、氷上でBinding buffer [20 mM
HEPES （pH 7.6）
, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 0.5 %（v/v）NP40, 15 μg/ml calpain inhibitor, 10
μg/ml leupeptin, 5μg/ml pepstatin, 20 μg/ml PMSF, 100 KIU/ml aprotinin, 10 mg/ml PNPP] を
加えて細胞を溶解した。cell scraperを用いてかき集め、氷上で10分間静置後、よく撹拌して
15,000×g,４℃で10分遠心した。上清中のタンパク質濃度をBio-Rad Protein Assay Kit（Bio-Rad）
を用いてプロトコールに従って測定し、１mg/mlに調製したものをpull-down assayに用いた。
Binding bufferで平衡化したbeadsを加えて、４℃で１時間転倒混和した。RNaseを加える場合は、
最終濃度１ mg/mlになるようにRNase A（Qiagen）を加えて同様に転倒混和した。Binding buffer
でbeadsを洗浄した後、3×Laemmli's bufferを適量加えて５分間煮沸したものをSDS-PAGE用のサ
ンプルとした。
７）スクロース密度勾配遠心分画法
細胞抽出液を10 kDa以下の分子を通過させるAmicon Ultra（Millipore）で限外濾過、約500 μlま
で濃縮した。一方、５〜45％のsucrose密度勾配をGradient Master Model 106（東和科学）を用い
て作製した。濃縮した細胞抽出液を上層し、200,000xg、４℃で18時間遠心後、低密度側から1.12 ml
ずつ11画分に分けた。この際の沈殿物はlysis bufferに再溶解してppt画分とした。各画分から700μl
分取し、等量の氷冷アセトンを加えて−80℃で1時間静置した後、10,000xg、4℃で15分遠心して上
清を吸引除去した。その沈殿物にLaemmli s bufferを加え、５分間煮沸し、SDS-PAGEに供する試
料とした。細胞抽出液中のRNAを分解する場合、 同様のlysis bufferに終濃度100 mg/mlになるよ
うにRNase Aを添加して、超遠心分離に供する前に25℃15分間のインキュベーションを行った。
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結果
（１）IRS -１結合タンパク質の単離
L６筋芽細胞をConfluentまで培養後、無血清培地で16時間培養し、細胞抽出液を調製、抗IRS -１
抗体で免疫沈降した。沈降物をSDS-PAGEに供した後、Silver Stainを行い、IRS １
- 結合タンパク質
を可視化した（図1-A）。陰性コントロールには含まれず、抗IRS -１ 抗体免疫沈降物に含まれる、
70kDa付近のバンドを切り出し、常法通りMALDI-TOF-MS解析を行った。その結果、Poly A
Binding Protein Cytoplasmic１（PABPC１）の同定に成功した。PABPC１とIRS -１との結合をL６
筋芽細胞の細胞抽出液を用いた共免疫沈降法によって確認した（図1-B）。IRS -１とIRS -２の発現が
認められるMCF -７においても結合を確認したところ、PABPC１はIRS １
- とは結合するが、IRS -２
とは結合できないことが明らかとなった（図１- C）
。陰性コントロールとして免疫沈降の際に抗原ペ
プチドを加え抗体をブロックした場合には、IRS １
- とPABPC１の結合はみられなかった。
（２）IRS-1複合体にはmRNAが含まれる
（１）の結果から、IRS -１とPABPC１が結合することが示された。PABPC１はmRNAのpolyA
に結合することが知られているため、次にmRNAとIRS -１が複合体を形成しているか調べた。
MCF -７細胞を培養し、細胞抽出液からOligo （dT）beadsを用いてmRNAを回収した。その際に陰
性コントロールとしてRNaseを加えた。Oligo （dT）beadsによる沈降物をSDS-PAGEに供し、抗
IRS -１または抗IRS -２抗体によるimmunoblotを行った。その結果、予想通り、回収したmRNAの中
にIRS -１が含まれていた（図2-A）。共免疫沈降によってPABPC１との結合が認められなかった。
IRS -２は検出できなかった。
我々はこれまでの研究成果から、IRS-1は細胞内で実際の分子量よりも大きな約1,000kDaの巨大な
複合体を形成していることを明らかにしてきている（Fukushima et al. 2011a）。HEK293細胞に
FLAG-IRS1を過剰に発現させ、細胞抽出液をFLAG抗体で免疫沈降、沈降物をBlue-Native PAGE
（非変性状態での電気泳動）に供した。その結果、実際のIRS-1の分子量（180kDa）に比べはるかに
大きな約1,000kDa付近にバンドが認められ、そのバンドは電気泳動する沈降物を前もってRNaseで
処理することによって消失した（図２-B）。MCF-7の細胞抽出液を用い、内在的に発現している
IRS-１、IRS-２に関して、同様な実験を行った場合にも、1,000kDa付近のIRS-１複合体はRNaseによっ
て消失し、IRS-２複合体はRNaseによる消失が認められなかった（図２-C）。さらにスクロース密度
勾配遠心分画法によってIRS複合体の検出を行った。MCF-7細胞の細胞抽出液をスクロース密度勾
配遠心に供し、各画分を電気泳動、IRS-１、IRS-２に対する抗体でimmunoblottingを行った。その結
果、IRS-１、IRS-２とも高密度画分と低密度画分の二つに分画され、IRS-１はRNase処理によってそ
の高密度画分が消失し低密度画分に移行した。IRS-２はそのような画分の移動が認められなかった
（図2-D）。

考察
我々はこれまでにIRS １
- やIRS ２
- が複数のタンパク質と結合して巨大な複合体を作っており、そ
れらのタンパク質がインスリン様生理活性の発現を制御していることを示してきた（Fukushima et
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al. 2011a）。今回、我々は、このIRS -1複合体の中にはmRNAが含まれていることを明らかにした。
IRS １
- とPABPC1との結合がRNase処理によって阻害されることから、IRS １
- とPABPC１との結合
はmRNAを介して起こっていることがわかる。我々はタンパク質合成が盛んに行われている
Polysome fractionにIRS １
- が存在していることも明らかにしており、IRS １
- はmRNAを含む複合体
を形成することによってタンパク質の翻訳に重要な働きを担っている可能性がある。

おわりに
上述したように、これまで我々はIRSが複数のタンパク質と結合して巨大な複合体を作っている
ことを示してきた（Fukushima et al. 2011a）。実際に、HSP90ß、53BP2SやNexilinはIRSと結合し、
インスリンシグナルを制御していることを示している（Fukushima et al. 2011b, Hakuno et al. 2007,
Lee et al. 2013）。一方で、AP-1はIRS １
- と結合してIRS １
- の細胞内小胞への局在を制御しているこ
とを示している（Yoneyama et al. 2013）。今回はIRS -1と結合するタンパク質の中にRNA結合タン
パク質が含まれており、実際にmRNAも複合体に含まれていることを示した。残念ながら、mRNA
と直接結合するタンパク質の同定には至らなかったが、これまでにいくつかのRNA結合タンパク質
をIRS １
- 結合タンパク質として単離しており、その中から、IRS １
- とmRNAとの橋渡しをするタン
パク質の探索を行っている。さらに、タンパク質とRNAの結合を検出するCLIP法を行うことによっ
てIRS １
- は様々なsnoRNAと直接結合していることも見いだしている。このことはIRS １
- がRNA代
謝全般に関与しており、いわゆる一般的に受け入れられている古典的な機能とは全く異なる機能を
有していることを強く示唆している。このように我々はIRS結合タンパク質を網羅的に探索するこ
とによってIRSが持つ全く新しい機能の一部の解明に成功した。今後もIRSの持つ新たな機能の探求
を進めていきたい。
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図１
(A) 無血清培地で一晩培養したL6筋芽細胞の細胞抽出液を調製し、抗IRS-1抗体で免疫沈降した。免
疫沈降物をSDS-PAGEに供した後、ゲル中タンパク質をsilver stainにより可視化した。抗IRS-1抗
体作成に用いた抗原ペプチド（IRS-1 Pep.）の存在下で免疫沈降を行ったものをネガティブコント
ロールとした。 IRS-1 および PABPC1に帰属されるペプチド断片が検出されたバンドを示した。
(B) (A)と同様の条件で培養したL6 筋芽細胞の細胞抽出液を用いて抗IRS-1抗体による免疫沈降の
後、抗PABPC1抗体を用いたimmunoblottingに供した。normal rabbit IgG (NR IgG) を用いた免疫
沈降をネガティブコントロールとした。
(C) 無血清培地で一晩培養したMCF-7細胞の細胞抽出液を調製し、抗IRS-1抗体および抗IRS-2抗体
で免疫沈降した。免疫沈降物中のPABPC1を抗PABPC1 抗体によるimmunoblottingにより検出し
た。
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図２
(A) 無血清培地で一晩培養したMCF-7細胞の細胞抽出液中のmRNPをRNase Aの存在下あるいは非
存在下でoligo(dT) beadsにより回収した。回収したmRNPに結合するタンパク質をSDS-PAGEによ
り分離後、抗IRS-1抗体および抗IRS-2抗体を用いたimmunoblottingに供した。
(B) HEK293細胞にFLAG-IRS1を一過的に発現させ、無血清培地で一晩培養した。 RNase Aの存在
下あるいは非存在下で抗FLAG抗体による免疫沈降を行い、FLAG-IRS-1を精製した。FLAG ペプ
チドを用いた溶出産物のうち、90%をBN-PAGE (top panel)に供し, 残りをSDS-PAGE (bottom)に供
した。その後、抗IRS-1抗体を用いたimmunoblottingによりIRS-1を検出した。
(C) 無血清培地で一晩培養したMCF-7細胞の細胞抽出液をBN-PAGEおよび immunoblottingに供
し、IRS-1を検出した。
(D) 無血清培地で一晩培養したMCF-7細胞の細胞抽出液をスクロース密度勾配遠心分画法により分
画した。各画分に含まれるタンパク質をSDS-PAGEにより分離し、抗IRS-1抗体および抗IRS-2抗体
でimmunoblottingした。分画番号 (Fr. #) を図に示した。ppt: 超遠心後の沈殿物
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複合型下垂体ホルモン欠損症および単独成長ホルモン分泌不全性低身長症における
次世代シークエンサー用いた包括的高速同時遺伝子解析
長谷川奉延
慶應義塾大学医学部小児科学教室
鳴海覚志
慶應義塾大学地域小児医療調査研究講座

目的
本研究目的は、複合型下垂体ホルモン欠損症（以下CPHD）および単独成長ホルモン分泌不全性
低身長症（GHD）における既知単一遺伝子疾患の責任遺伝子を、包括的かつ高速同時解析する系を
確立することである。

方法
次世代シークエンシングを用いた。すなわち、ゲノムDNAを物理的に断片化し、CPHDおよび単
独GHD、さらに低ゴナドトロピン性性腺機能低下症の責任遺伝子、計38遺伝子（下記参照）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不可視（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。

結果
CPHDおよび単独GHD、低ゴナドトロピン性性腺機能低下症の責任遺伝子38種の包括的かつ高速
同時解析を可能とする解析系を確立した。38遺伝子リストは以下の通りである。

CHD7, FGF8, FGFR1, FSHB, GH1, GHR, GHRH, GHRHR, GHSR, GLI2, GLI3, GNRH1, GNRHR,
HESX1, IGF1, IGF1R, IGFALS,KAL1, KISS1, KISS1R, LHB, LHX3, LHX4, OTX2, NELF, PAX6,
POU1F1, PROK2, PROKR2, PROP1, RBM28, SIX6, SOX2, SOX3, STAT5B, TAC3, TACR3,
WDR11
考察
本研究により、次世代シークエンサーを用いたCPHDおよび単独GHD、低ゴナドトロピン性性腺
機能低下症の包括的同時解析系が我が国で初めて確立した。今後、全国から検体を受け付け、迅速
かつ正確な遺伝子診断に寄与する予定である。
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軟骨異栄養症に対する成長ホルモン補充療法の長期的治療効果の検討
原田大輔
大阪厚生年金病院小児科

背景
軟骨無形成症（achondroplasia: ACH）および軟骨低形成症（hypochondroplasia: HCH）を含む
軟骨異栄養症は、四肢短縮型低身長症の中で最も頻度の高い遺伝性疾患群である。ACHの平均成人
身長は男子で約131cm（−6.8 SD程度）
、女子では約124cm（−6.4SD程度）と報告されている［１］
。
現在のところ軟骨異栄養症に対する根本的な治療法はないが、身長予後を改善する目的で、本邦
では世界に先がけて1997年に成長ホルモン（GH）補充療法（0.35 mg/kg/week）が保険承認された。
以後、軟骨異栄養症に対してGH補充療法が広く行われてきた。
保険適応承認から15年が経過し、成人身長に達した患者も増えてきているが、現在のところ軟骨
異栄養症におけるGH補充療法後の身長予後を含めた長期的治療効果を評価した報告はない。
われわれは臨床試験の段階から多数の軟骨異栄養症患者に対してGH補充療法を継続してきた
［2−5］。近年、軟骨異栄養症に対する新規治療法に関する研究も行われており［6，7］、GH補充療
法の長期的治療効果を判定することは今後の臨床診療を考える上でも早急の課題として重要であ
る。今回、GH補充療法の軟骨異栄養症に対する適応の再評価を目的として、長期的な治療効果と副
作用を検討する。

対象と方法
対象は大阪厚生年金病院において継続してGH補充療法を行った軟骨異栄養症症例のうち、終了基
準（身長増加率＜１cm/yearもしくは骨年齢が男17歳以上、女15歳以上もしくは男156.4cm、女
145.4cm）を満たした、軟骨異栄養症53症例（ACH28症例およびHCH25症例）について検討した。
診療録をもとに以下の項目について後方視的に検討した。
・治療開始時および治療終了時における年齢・身長SDスコア
・骨延長術の有無と延長幅
・性腺抑制療法の有無
・合併症（精神発達遅滞、脊柱管狭窄･大孔狭窄、脊柱変形、中耳炎・難聴、水頭症、睡眠時無
呼吸）の有無
・GH注射による副作用（痙攣、ネフローゼ症候群、甲状腺機能亢進症、糖尿病、O脚の悪化、皮
膚障害など）の有無
統計学的検討には、骨延長術施行数についてはχ2 検定を、その他はMann-WhitneyのU検定を用
いて検討した。
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結果
ACHおよびHCHについて、治療開始時における年齢はそれぞれ4.6±2.2歳、5.9±3.2歳、身長SD
スコアはそれぞれ−4.8±1.1SD、−3.2±0.5SDであり、ACHの身長SDスコアはHCHに比較して有意
に低値であった（p=0.000030）
（表１）。治療前に認めた合併症として、ACH患児のうち10人（36％）
に大孔狭窄、2人（7.1％）に脊柱管狭窄症、3人（10.7％）に睡眠時無呼吸症候群、5人（17.9％）に
巨大アデノイド、1人（3.6％）に側彎症を認めた。また、HCH患児のうち3人（12％）に精神・運動
発達遅滞を認めた（表２）。これらは乳幼児期もしくは初診時の精密検査時から認められている。
骨延長幅を差し引いた身長はACHでは男児140.0±3.3cm（−5.7SD）、女児126.3±11.1cm（−5.9SD）、
HCHでは男児139.1±0.1cm、女児130.5±0.6cmであり、骨延長幅を含めた最終身長はACHでは男児
142.0±3.8cm（−4.9SD）、女児129.5±13.5cm（−5.3SD）、HCHでは男児152.3±4.7cm（−3.1SD）、女
児140.1±0.2cm（−3.3SD）であった（表３）。すべての症例においてGH治療による合併症のあきら
かな増悪は認めなかった。
下肢延長術を行った症例数と延長幅はACHでそれぞれ12人（42％）、9.3±4.9cm、HCHでそれぞ
れ3人（12％）、9.1±0.2cmであり、施行人数はACH患児が有意に多かった（p<0.05）が骨延長幅に
有意差は認めなかった（p=0.478）。また、性腺抑制療法はACHで5人（18％）に併用したが、HCH
で併用した患者はいなかった。
GH補充療法による副作用は、ACH患児２人（3.8％）で耐糖能異常を認めた（表４）
。これらはブ
ドウ糖負荷試験で「境界型」と判定したが、いずれも一過性であり治療は要さなかった。また、
ACHとHCHそれぞれ１人ずつに甲状腺機能低下を認めた。ACHの症例では一過性にTSHの上昇を
認めたが治療は要しなかったが、HCHの症例ではレボチロキシンナトリウム内服を要した。

考察
GH補充療法開始年齢はACHがHCHより低年齢である傾向があり、骨延長術施行症例もACH患児
の方が多い。これはACH患児の身長が有意に低いため、より早期に診断され、骨延長術の必要性が
より強いためと考えられた。ACHに対するGH治療の効果は骨延長幅を差し引いても無治療の場合
は−6.5〜−7.5SD程度であることを考慮すると−5.8SD前後とSDスコアで+1.0程度の改善が得られ
た。さらに骨延長術を併用した場合は−5.0SD前後と+1.5以上の改善が得られている。これらの治療
によってもまだ低身長は著明であると言わざるをえないが、原疾患の重症度と代替治療法がない現
状を考え合わせるとGH補充療法と骨延長術を併用することでかなりの低身長の改善が得られたと考
えられる。また、HCHでは疾患概念そのものに多様性が含まれているため、重症度にかなりの幅が
あると考えられる。そのため骨延長術を併用する患者もACHに比較すると少ない。ACH・HCHと
もに無治療の場合、成人期になると幼少時よりさらに身長SDスコアが低下することが多いと考えら
れるが、GH療法によって−3.0SD程度に維持できていることが判明した。
軟骨異栄養症に対する投与量（0.35mg/kg/week）は本邦における成長ホルモン分泌不全症の投
与量の２倍量にあたる。GH補充療法による副作用については、最近悪性腫瘍の頻度増悪などが再度
指摘されて議論が残るところである。今回の検討では最長で25年間の経過観察を行ったが、悪性腫
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瘍を疑わせる症例は認めなかった。またあきらかなGHの副作用としての大孔狭窄や脊柱管狭窄症の
悪化は認めなかった。しかし、耐糖能異常はわずかであるが副作用として認めたため、GH補充療法
開始時における家族歴などの問診や定期的な経過観察が必要であると考えられた。
以上の結果から、軟骨異栄養症に対するGH補充療法は成人身長を著明に改善した。特に、骨延長
術と併用することでより有利な身長獲得が可能である。
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表１

GH補充療法開始時の患者背景
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表２

合併症

表３

GH補充療法および骨延長術による成長促進効果

表４

GH補充療法による副作用
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好塩基球細胞を用いた成長ホルモンの合成・貯蔵・送達システムの開発
平嶋尚英、田所

哲

名古屋市立大学大学院薬学研究科

背景
好塩基球細胞は血中を循環する免疫系の分泌細胞で、細胞表面に抗体であるIgEの受容体を発現
しており、これを介して細胞表面にIgEを結合させることができ、さらに、このIgEが認識する抗原
と結合すると、分泌小胞内の内容物をエクソサイトーシスによって分泌する。我々は、これまでに、
この好塩基球細胞の細胞内シグナル伝達およびエクソサイトーシスによる分泌機構の研究を行って
きた。
ところで、成長ホルモンを必要な時に必要な場所に送達することは、成長ホルモンを使った治療
法を構築する上で、極めて重要なことである。したがって、好塩基球に成長ホルモンを発現させ、
分泌小胞に局在させることができれば、成長ホルモンを自ら合成・所蔵し、抗原刺激に応じて成長
ホルモンを分泌する系へと改変できる。これまでの研究によって、成長ホルモンを好塩基球細胞に
発現させると、分泌小胞内に局在することが知られている。このことを利用して、本研究では、好
塩基球細胞に成長ホルモンを発現させ、抗原依存的に成長ホルモンを分泌する細胞系（図１）を確
立することを目的とする。

図１

特定の分子に応答して成長ホルモンを分泌する系

方法
（１）細胞
細胞は、ラット好塩基球株であるRBL-2H3細胞を用いる。培地はイーグルMEM培地（ニッスイ）
に、L-grutamine（0.725 mg/ml）、NaHCO3（２mg/ml）を混合し、これにFBSを10％添加したもの
を使用した。培養は37℃、CO2濃度５％の条件下で行った。
（２）トランスフェクション
遺伝子導入株はNucleofectorTM2b（LONZA）およびAmaxa Cell Line Nucleofector Kit Lを用い
て、エレクトロポレーション法により行った。
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（３）蛍光観察
ヒト成長ホルモンと蛍光蛋白質Venusの融合蛋白質およびキメラ受容体と蛍光蛋白質YFPの融合
蛋白質の観察は、共焦点レーザースキャン顕微鏡（LSM510，Carl Zeiss）を使用した。488nmのア
ルゴンレーザーで励起し、505nm以上の蛍光を取得した。
（４）分泌の観察
ヒト成長ホルモンと蛍光蛋白質Venusの融合蛋白質発現したRBL-2H3細胞を、観察の前日に1×
10 になるように滅菌したガラスボトムディッシュ（MATSUNAMI）に撒き一晩培養した。培養し
5

た細胞をHEPES bufferで洗浄し、anti-DNP IgE（200 ng/ml）を細胞に結合させた後、DNP-BSA
で刺激した。分泌によるVenus由来の蛍光の消失の観察には、全反射蛍光顕微鏡（IX71、
OLYMPUS）を用いた。488nmのアルゴンレーザーで励起し、505nm以上の蛍光を取得した。

結果
（１）成長ホルモンの好塩基球株での産生と局在
ヒト成長ホルモン遺伝子をトランスフェクションすることで、ヒト成長ホルモンが好塩基球株で
産生され、かつ分泌小胞に局在することを確認するために、蛍光タンパク質であるVenusとヒト成
長ホルモンの融合蛋白質を発現するcDNAを導入し、その局在を調べた。図２に示したように、ヒ
ト成長ホルモン‐Venusの蛍光が、分泌小胞に局在しているのが観察された。

図２

ヒト成長ホルモン‐Venusの好塩基球における局在

（２）成長ホルモンの好塩基球からの分泌
好塩基球で合成され、分泌小胞に貯蔵された成長ホルモンが、抗原刺激によって細胞外に分泌さ
れるかどうかを検討した。そのために、ヒト成長ホルモン‐Venusを発現する好塩基球細胞表面に
DNP（dinitrophenyl）基を特異的に認識するIgEを結合させ、DNPで抗原刺激した際の、ヒト成長
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ホルモン‐Venusの分泌によるVenus由来の蛍光の減少を観察した。その結果、図３に示したよう
に、抗原刺激をしない場合にはほとんど変わらなかったVenus由来の蛍光が、抗原刺激によって減
少するのが観察された。このことは、分泌小胞内のヒト成長ホルモン‐Venusが細胞外に分泌され
たことを意味する。

図３

ヒト成長ホルモン‐Venusの好塩基球からの分泌

（３）キメラ受容体発現によるIgGを介した分泌系の構築
好塩基球に発現するIgE受容体とIgEを介して、分泌小胞内の成長ホルモンが分泌されることが示
されたが、IgEは抗体として得にくいので、IgGを用いることができれば、より多様な抗原を使って、
好塩基球から成長ホルモンを分泌させることができる。
そこで、好塩基球のIgE受容体の細胞外のIgE結合ドメインを、IgG受容体のIgG結合ドメインで
おきかえた、キメラ受容体を発現させた細胞を構築した。キメラ受容体発現好塩基球に、DNP基を
特異的に認識するIgGを結合させ、DNPで抗原刺激したが、分泌は観察されなかった。
原因として、キメラ受容体が好塩基球の細胞表面に発現していないために、IgGが結合できない
可能性が考えられた。そこで、キメラ受容体に蛍光タンパク質であるYFPを融合させたものを発現
させ、その細胞内分布を調べた。その結果、図４に示すように、キメラ受容体は細胞膜ではなく、
細胞質に分布することが明らかになった。すなわち、キメラ受容体が細胞膜に発現しなかったため
に、IgGが細胞膜表面に結合できず、その結果抗原による刺激ができなかったと推察される。
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図４

キメラ受容体の好塩基球における細胞内分布

考察
本研究において、好塩基球に成長ホルモンを発現させ、かつ分泌小胞に貯蔵し、抗原刺激に応じ
て分泌させることができることが示された。今後、好塩基球から細胞外に分泌された成長ホルモン
が生理活性をもつかどうか、十分な量が分泌されるかどうかを検証する必要がある。
一方、IgGを抗体とする分泌系の構築に関しては、成功に至らなかった。IgG結合ドメインを有す
るキメラIgE受容体が、好塩基球の細胞膜に正しく発現しなかったことが原因であると推察された。
今後は、キメラ受容体がIgE受容体と同じく、細胞膜に発現されるようにシグナル配列を付加する
などの工夫が必要である。

謝辞
本研究を遂行するにあたり、公益財団法人成長科学協会より御助成を賜りましたことを深く感謝
申し上げます。
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亜鉛シグナルはどのように成長を制御するのか？
深田俊幸
理化学研究所免疫アレルギー科学総合研究センター
サイトカイン制御研究グループ

緒言
亜鉛は生命活動に必要な微量元素であり、その恒常性異常は成長遅延をもたらす[1]。亜鉛イオン
の恒常性は亜鉛トランスポーターやカチオンチャネルが制御しており[2]、それらが制御する亜鉛イ
オンがシグナル因子（亜鉛シグナル）として機能することが示されている[3,4]。申請者は亜鉛トラン
スポーターZIP13 [5]とZIP14 [6]がマウスやヒトの全身成長に必要であり、それらの亜鉛シグナルが骨
軟骨代謝に関わるシグナル伝達分子群を制御することを見出した。Slc39a13/ZIP13遺伝子は、ゴル
ジ体に局在する細胞内亜鉛トランスポーターZIP13をコードしており[2]、ZIP13は骨芽細胞・軟骨細
胞 ・ 繊 維 芽 細 胞 に お い て ゴ ル ジ 体 か ら 細 胞 質 側 へ の 亜 鉛 輸 送 を 担 っ て い る [5,7]。 一 方 で

Slc39a14/ZIP14遺伝子は細胞膜表面に局在する細胞内亜鉛トランスポーターZIP14をコードしてお
り[2]、軟骨細胞や肝細胞において細胞外から細胞質への亜鉛の導入に関わっている[6]。本申請研究で
は、成長制御における亜鉛シグナルの役割を解明するために、成長遅延を発症する新規エーラス・
ダンロス症候群の原因となる病原性ZIP13タンパク質の特徴と、骨軟骨代謝を制御するZIP14の基質
特異性について解析した。
新規エーラス・ダンロス症候群の患者は、膜ドメイン内のグリシンがアスパラギン酸に置換され
たZIP13変異体（ZIP13Mut）をコードする遺伝子配列を保持し、申請者らはZIP13Mutを機能喪失型変
異体として同定した。しかしながら、なぜZIP13Mutタンパク質が亜鉛シグナルの機能を失うのか、
ZIP13Mutタンパク質はどのような特徴を持つのか、ZIP13Mutタンパク質の生化学的特性については明
らかにされていない。膜ドメイン内のアミノ酸点変異によってZIP13タンパク質本来の特徴が変化
しているとの仮説を立てて、ZIP13Mutタンパク質の特徴を以下の実験手法で解析した。

方法
ZIP13Mutタンパク質の強制発現系による特徴解析
ZIP13Mutタンパク質を細胞に発現させて、その特徴を生化学的に解析した。具体的には、ヒト細
胞株に発現ベクターによって野生型ヒトZIP13タンパク質とヒトZIP13Mutタンパク質を強制発現さ
せ、それぞれのタンパク質やmRNAの代謝と亜鉛輸送能力について比較検討した。

結果
１：病原性ZIP13タンパク質の発現量の減少
野生型ヒトZIP13とヒトZIP13Mutの発現プラスミドを293T細胞にトランスフェクションして、それ
ぞれの転写産物とタンパク質について、RT-PCRと特異抗体を用いたWestern blottingで検出した。
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その結果、両者間のmRNA発現量に差は認められなかったが、ZIP13Mutの発現プラスミドを用いた
場合はそのタンパク質の発現量に顕著な減少が認められた（図１）
。

図１

病原性変異型ZIP13タンパク質の顕著な減少

病原性変異型ZIP13（ZIP13Mut）の発現プラスミドを導入した細胞では
ZIP13Mutタンパク質の発現が減少する。

２：病原性ZIP13タンパク質は亜鉛制御能を失う
野生型ヒトZIP13とヒトZIP13Mutの発現プラスミドを293T細胞にトランスフェクションして、細胞
内亜鉛イオン量の変化をメタロチオネイン１（MT1）遺伝子の発現量を指標に評価した。その結果、
野生型ヒトZIP13を発現させた場合に見られた細胞内亜鉛イオン量の上昇が、ZIP13Mutの発現プラス
ミドを用いた場合には著しく抑制されていた（図２）
。

図２ ZIP13Mut の亜鉛制御機能の欠如
ZIP13Mutの発現プラスミドを導入した細胞では、ZIP13WT（野生型ZIP13）
が示すような亜鉛の制御が見られない。亜鉛イオンに応答して発現が
上昇するメタロチオネイン１遺伝子（MT1）の発現量をQ-PCRで定量
した。
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３：病原性ZIP13タンパク質はプロテオソーム系によって分解される
ZIP13Mutタンパク質の減少がタンパク質分解系の活性亢進によるものか検討するために、プロテ
オソーム阻害剤を用いて検討した。野生型ヒトZIP13とヒトZIP13Mutの発現プラスミドをそれぞれ
293T細胞にトランスフェクションして、プロテオソーム阻害剤MG132を処理した後に特異抗体を用
いたWestern blottingで検出した。その結果、ZIP13Mutタンパク質はMG132処理によって顕著に増加
するが、そのほとんどが不溶性画分に蓄積することが明らかになった（図３）
。

図３ ZIP13Mutタンパク質はプロテオソーム系で分解される
ZIP13Mutの発現プラスミドを導入した細胞ではZIP13Mutタンパク質は不
溶性画分に蓄積し、プロテオソーム阻害剤処理によってその蓄積量が
さらに増加する。

考察
今回の実験結果から、ZIP13Mutタンパク質は膜ドメインに生じた点変異によって不安定になり、
プロテオソーム系で分解されてタンパク質発現量が減少して細胞内亜鉛量の制御に支障を生じたと
考えられた。プロテオソーム阻害剤MG132処理によって量的に回復したZIP13Mutタンパク質は亜鉛
イオン制御機能を有するのか（図３）、プロテオソーム阻害剤や関連薬剤は本疾患の治療薬になり
うるのか、これらの疑問については今後さらに検討を加える。
また、亜鉛トランスポーターZIP14については鉄輸送に関与することを示し[8]、亜鉛トランスポー
ターの基質特異性が亜鉛シグナルの特異性の決定に関わる可能性が示された。亜鉛シグナルの選択
性獲得機序：亜鉛シグナル機軸[1]の解明には亜鉛トランスポーターの比較研究が必要であり、今後
もZIP13とZIP14を分子モデルとして成長制御における亜鉛シグナルの機能とそのメカニズムを解明
していきたい。
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日本人のヨウ素摂取量基準策定のためのヨウ素摂取量の変動と
その要因についての研究
布施養善
国立成育医療研究センター研究所、
サヴァイクリニック
浦川由美子
鎌倉女子大学
塚田

信

学習院女子大学、桜美林大学
横山次郎
日本農産工業株式会社

研究の背景
ヨウ素は微量元素として甲状腺ホルモンの合成に必須であり、その欠乏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。わが国では一部の地域を除いてヨウ素欠乏症は存在
しないと考えられており、諸外国と比較してヨウ素摂取過剰とも評価されている。厚生労働省によ
る食事摂取基準2010年版では成人の１日あたりのヨウ素摂取量の推定平均必要量は95μg、推奨量
は130μg、耐容上限量は2.2mgとされている。これらの基準の算定にあたっては、日本人のデータ
がないものについては欧米でおこなわれた研究の結果をあてはめている。
ヨウ素は一部の食品に大量に含まれており、日本ではヨウ素摂取源の９割以上が特定の食品であ
る。そのため摂取する食品の種類、頻度によって摂取量には大きな変動があることが知られている。
主要な変動として個人内変動、個人間変動、季節間変動、地域間変動などがあるので、推奨量、特
に耐容上限量を定めるのが困難であるが、日本人成人においてこれらの変動が実際にどの程度であ
るのかについては報告がほとんどない。

研究目的
日本人のヨウ素摂取基準値の策定のために、成人のヨウ素摂取量の変動（個人内変動、個人間変
動、季節間変動）とその要因について明らかにする。

研究方法
１）対象は甲状腺疾患の既往歴、現病歴のない健康な男女大学生24名。
２）連続した10日間、早朝尿を採取し冷凍保存する。ヨウ素とクレアチニン濃度を測定する。
３）年４回（４月、７月、10月、１月の各月）おこなう
４）採尿最終日に食物摂取頻度調査法（FFQ法）によって過去１ヶ月間の１日ヨウ素摂取量を調査
する。
５）鎌倉女子大学倫理委員会の承認を得た。
（平成24年９月）
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研究経過
１．鎌倉女子大学家政学部管理栄養学科に在籍する女子学生14名と関東学院大学人間環境学部健康
栄養学科に在籍する男子学生10名より書面により研究への参加の合意を得た。平均年齢は男子学生
は20.6歳、女子学生は21.0歳である。
２．第１回の調査を平成24年10月下旬、第２回の調査を平成25年１月下旬におこなった。
３．Preliminary dataであるが、２回の調査でFFQによる１日ヨウ素摂取量（Dietary iodine intake,
DII）の中間値は以下の表のとおりである。DII値は男子学生、女子学生の間に統計学的有意差を認
めた。さらに男子学生、女子学生ともに季節により摂取量が大きく変動した。

DII (μg/day)
１回目（10月） ２回目（１月）
男子学生

1650.5

3414.3

女子学生

1023.2

676.2

４．今後、第３回および第４回の調査を平成25年４月上旬および７月に予定している。
５．尿中ヨウ素およびクレアチニン濃度の測定は検体を一括しておこなう。
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１．日本人の食事摂取基準2010年版2012厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/sessyu-kijun.html
２． 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．日本臨床栄養学会雑誌 34:18-28
３．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−．
日本臨床栄養学会雑誌 35(1) 印刷中
４．Willett W 1998 Nutritional Epidemiology 2nd Edition, Oxford University Press, New York
５．大橋俊則．2007 生体試料中のヨウ素測定．ホルモンと臨床
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GH療法中のPrader-Willi症候群患者における側弯症の危険因子に関する検討
村上信行、田中百合子、永井敏郎
獨協医科大学越谷病院小児科

研究目的
側弯症はPrader-Willi 症候群（PWS）患者において高頻度にみられる合併症の一つであり、その
頻度は近年40〜50％と報告されている。側弯症を高頻度に合併するPWS症候群にその低身長に対し
て成長ホルモン（GH）療法が開始された。PWS患者にGH療法を行い、身長が伸びることにより側
弯症の増加・増悪が危惧された。しかしながら、GH療法がPWS患者の側弯症にどのような影響を
およぼすかについての報告はなかった。2006年Nagaiらの報告以後、いくつかの研究報告がなされ
た。それらの報告によれば、PWS患者においてGH療法は側弯症の頻度を増加させないとしている。
しかし、GH療法中に側弯症が発症し、急速に進行するなどの患者が存在する。これらの患者におい
ては、GH療法と側弯発症の因果関係は否定し得ないものと考えられる。つまり、PWS患者におい
てGH療法は側弯症の頻度を増加はしないが、個々の症例においては側弯症の発症に関与していると
考えられる。
今回の我々の研究目的は、GH療法中に側弯症を発症したPWS患者について詳細に検討し、側弯
症の危険因子を明確にすることである。

対象
2011年４月の時点で、獨協医科大学越谷病院小児科外来にてフォロー中のPWS患者は207名であっ
た。その内、GH療法中またはGH療法を受けた患者は78名であった。78名中31名にCobb角10度以上
の側弯症がみられた。GH療法前から側弯症の合併がみられた患者や側弯症の経過を検討できなかっ
た患者を除き、GH療法中に側弯症を発症し、その経過を検討できた患者は15名であった。

方法
６ヵ月毎に脊椎X線写真をとり、Cobb角10度以上を側弯とした。身長の伸び・体重増加に関して
は、それぞれ成長曲線を作成し、それぞれ検討した。体組成評価のため腹部CT scanを行い、その
フィルムを用いて傍脊柱筋の面積を測定した。傍脊柱筋の左右差{（larger muscle volume−smaller
muscle volume）x 100} / smaller muscle volumeとして、それぞれについて検討した。

結果
対象患者13名、年齢は６歳から19歳（中央値：９歳）、男性10名、女性３名であった。遺伝型は
欠失８名、片親性ダイソミー５名であった。①GH開始年齢は、11か月から10歳11か月（中央値：２
歳４か月）であった。②側弯症発症年齢は、２歳６か月から15歳10か月（中央値：５歳６か月）で
あった。③GH療法開始から側弯症発症までの期間は、６か月から８年（中央値：２年４か月）であっ
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た。④側弯症発症時の傍脊柱筋の左右差は、0から17.5％（中央値：3.4％）であった（表）。側弯症
発症時身長の伸び・体重増加は、著しい伸び・増加を示した患者はなかった。⑤傍脊柱筋の萎縮・
脂肪変成を認める症例が13名中７例あった（図）
。

図 患者７腹部CT

考察
当院で外来フォロー中のPWS患者でGH療法中に側弯症を発症し、その臨床経過を観察すること
ができた13例について側弯症の危険因子について検討した。
① GH開始年齢
今回検討することができた側弯症を発症した患者GH開始年齢は、11か月から10歳11か月（中央
値：２歳４か月）であったが、ほとんどが４歳以下である。このことからGH療法開始が低年齢であ
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る方が側弯症を合併する頻度が高くなるようにみえる。しかしながら、これまでの報告からもGH療
法開始年齢と側弯症の発症頻度は関連がみられなかったことから、近年PWS患者におけるGH療法
開始年齢が低下傾向にあるため上記のような結果になっているものと考えられた。
② 側弯症発症時年齢
側弯症の発症年齢は、２歳６か月から15歳10か月（中央値：５歳６か月）であったが、８歳以下
のものが10例、12歳以降のものが３例に大別できるようである。今回の検討では示していないが、
12歳以降に側弯症を発症するものの側弯症の進行は、８歳以下のものの側弯症の進行に比較して遅
い印象がある。
③ GH療法開始から側弯症発症までの期間
６か月から８年（中央値：２年４か月）であった。この期間については、ばらつきが強く、一定
の傾向はみられなかった。
④ 側弯症発症時の傍脊柱筋の左右差
側弯症発症時の傍脊柱筋左右差は、0から17.5％（中央値：3.4％）であった。2012年に我々はGH
療法中に側弯症が認められたPWS患者における傍脊柱筋の検討を報告した。この結果から７％以下
の傍脊柱筋の左右差は正常範囲内と考えられた。７％以上の傍脊柱筋の左右差を指名したものは、
13名中４名（30.8％）であった。つまり、側弯症の発症時（側弯発症早期）に傍脊柱筋の左右差を
慎重に検討すれば、側弯症を予見できる可能性があると考えられた。しかし、１年毎の検討では、
これを予見することは困難と考えられた。
⑤ 側弯症発症時の傍脊柱筋の筋萎縮
傍脊柱筋の萎縮・脂肪変成を認める症例が13名中７例（53.8％）あった（図）。この他にも傍脊柱
筋の軽度異常を示すものが３例あり、13名中10例（76.9％）に傍脊柱筋の異常がみられた。この結
果からPWS患者の側弯症の発症には傍脊柱筋の萎縮・脂肪変性、つまり傍脊柱筋の筋力低下が関連
するものと考えられた。

結論
当院で外来フォロー中のPWS患者でGH療法中に側弯症を発症し、その臨床経過を観察すること
ができた13例について側弯症の危険因子について検討した。検討した危険因子の中で、傍脊柱筋の
左右差およびその萎縮・脂肪変性が側弯症の危険因子であることが明らかとなった。特に傍脊柱筋
の萎縮・脂肪変性は注目すべき因子であると考えられた。

今後の研究について
今回、検討できなかった危険因子と考えられる歩行開始年齢などを加えてさらに検討を行う。ま
た、傍脊柱筋の萎縮・脂肪変性については、側弯症を発症していないPWS患者などの傍脊柱筋につ
いても比較検討を行う。
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先天性高インスリン血症の長期オクトレオチド治療の
成長・発育に対する影響の研究
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
先天性高インスリン血症のうち、ジアゾキサイド無効例に対してオクトレオチドの長期皮下注症
例が増加してきている。オクトレオチドはソマトスタチンアナログで成長ホルモンの分泌抑制をす
ることが知られているが、長期治療の際の成長抑制と使用量、使用期間の関連は明らかではない。
本研究では、長期使用例を集積することにより、本剤の成長に対する効果を明らかにして、より良
い治療方針や量の設定の基礎資料としたい。

対象
遺伝子診断によりKATPチャネル性先天性高インスリン血症であることが確定し、ジアゾキサイド
治療が無効で、オクトレオチド持続皮下注射療法を６か月以上継続した15例。

方法
６か月以上オクトレオチド持続皮下注射にて維持された症例を対象にして、血糖をコントロール
するのに必要なオクトレオチド使用量の経過、成長の長期経過、血中IGF1値を検討し、さらに一部
の症例に対しては成長ホルモン分泌刺激試験を行って使用量と成長抑制効果を検討した。また、オ
クトレオチドは甲状腺ホルモン分泌も抑制することが知られているため、血中甲状腺ホルモン値も
同時に検討した。

結果
（１）症例の遺伝子型、18F-DOPAPET所見、治療経過を表に示す。３例は両アリル変異、他の12
例は父由来の片アリル変異であった。オクトレオチドは全例に有効であったが、両アリル変異の患
者では17−25μg/kg/日の比較的大量が必要であったのに対し、片アリル変異の患者では0.5−21
μg/kg/日と有意に必要量が少なかった。膵体部病変で手術が容易な症例は、オクトレオチド続行
下で膵部分切除により治癒した。手術困難例、びまん性症例は長期継続例となった。継続症例のう
ち３例は2.5、3.3、5.9歳でそれぞれ治療終了し自然治癒した。てんかん・発達遅滞などの神経学的
後遺症は全例に見られなかった。
（２）両アリル変異をもつ３例の成長経過を図１に示す。膵部分切除後オクトレオチドを継続した
症例１を除き、２−３歳以降に成長速度が低下する傾向であった。症例３においては、成長障害の
ためオクトレオチド投与量を17μg/kg/日から８μg/kg/日に減量したが、それに伴って成長速度の
改善がみられた。減量前の成長ホルモン分泌刺激試験で成長ホルモン頂値が1.43ng/dL（L-DOPA）、
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3.33 ng/dL（クロニジン）と低値で成長ホルモン分泌抑制による成長障害と考えられた。
（３）片アリル変異をもつ３例の成長経過を図２に示す。比較的少量のオクトレオチド治療を受け
ており、明らかな成長障害はみられなかった。

考案
オクトレオチドは保険未承認ながら重症の先天性高インスリン血症にしばしば使用される薬剤で
ある。インスリンのほか、消化管ホルモン、成長ホルモン、TSHなどの分泌抑制が知られているが、
今回の検討では成長障害は17μg/kg/日以上の大量を２歳以降も使用し続けた場合にのみ問題とな
り、それ未満の年齢ではむしろ高インスリン傾向によると思われる過成長の傾向を示した。今後の
オクトレオチド治療を考えるうえでの基礎資料として有用なデータが得られた。

発表論文
Yorifuji T, Kawakita R, Hosokawa Y, Fujimaru R, Matsubara K, Aizu K, Suzuki S, Nagasaka H,
Nishibori H, Masue M.

Efficacy and safety of long-term, continuous subcutaneous octreotide

infusion for patients with different subtypes of K(ATP) -channel hyperinsulinism.
Endocrinol (Oxf). 2012 Oct 15. doi: 10.1111/cen.12075.

−150−

Clin

成長科学協会 研究年報 No.36 2012

−151−

成長科学協会 研究年報 No.36 2012

図１

KATPチャネル両アリル変異患者の成長曲線

図２

KATPチャネル片アリル変異患者の成長曲線
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平成23年度自由課題研究報告（最終報告）
日本人成人のヨウ素摂取量と甲状腺機能との関連について
布施養善
国立成育医療研究センター研究所共同研究員、
サヴァイクリニック
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。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１−４mgとされている。我々は2002年
から首都圏に居住する学童、新生児、乳児、妊産婦および成人男女の尿中ヨウ素濃度を測定し、甲
状腺機能との関連を報告した。また日本人を対象としたヨウ素摂取量についての質問紙による食事
調査法を開発し、19歳以上の成人男女と妊産婦を対象にヨウ素摂取量を調査した。

目的
13−18歳までの健常者を対象としてヨウ素栄養状態を調査し成人と比較すること。

方法
横浜市立高等学校および中学校に在籍する生徒を対象に、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。
１．横浜市教育委員会の同意を得て、市立高等学校および中学校に調査への協力を要請した。
２．保護者に書面により研究への同意を得た。
３．自宅で早朝尿を約５ml採取し、学校へ持参し、同日昼には回収し、−30℃で凍結、保存した。
４．食物摂取頻度調査（FFQ）法により、１日ヨウ素摂取量を推定した。

結果
１．横浜市立西谷中学校において平成24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。
２．131名の生徒が調査に参加した。尿検体は117名から、FFQ票は91名より得られた。
３．以下の身体的プロファイルは88名の生徒について得られた。
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４．FFQによる１日ヨウ素摂取量（DII）
全体として１日ヨウ素摂取量の中間値は961.3μg、幾何平均値は711.9μgであり、男女間に統計
学的有意差はなかった。

５．尿中ヨウ素濃度は今後測定する予定である。

考察
食事調査法には食事記録法（秤量法と目安量法）、24時間思いだし法、陰膳法、FFQ法、また生
体指標（血液、尿などの生体試料）があり、それぞれ特徴がある。尿中ヨウ素濃度はヨウ素の生体
指標としてゴールデン・スタンダードとされるが、直近の食事中のヨウ素含有量のみを反映するた
め、尿中ヨウ素濃度によって平均的な摂取量を評価するのは困難である。FFQ法では数十から百数
十項目の食物の習慣的な摂取頻度を、調査票を用いて質問する。簡便であるが、対象者の過去の記
憶や食品成分表の精度に依存する。
次の表は今回の結果も含め、我々のおこなったFFQ法による各年齢層の１日ヨウ素摂取量（μg）
である。また塚田らによる秤量法を用いた大学生のヨウ素摂取量も示す。2010年以前におこなった
調査結果は、日本食品成分表2010によって再計算した。
中学生（平均年齢13.5歳）の１日ヨウ素摂取量961.3μgは、ほとんど同じ地域に居住する成人（平
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均年齢47.8歳）の値1141μgと近い値である。
横浜市と船橋市（千葉県）の妊産婦を比較すると、調査時期は同じではないが、船橋市の妊産婦、
非妊婦人のヨウ素摂取量は横浜市の住民よりも多いと考えられる。このことは随時尿中ヨウ素濃度
を比較しても同じ傾向が認められた（妊婦：219 vs. 164μg/L、褥婦： 135 vs. 116μg/L）
。
秤量法とFFQ法の値は大きく異なるが、これは調査法の特性による。秤量法は対象者が摂取した
食物の重量を、そのつど調査票に記入する方法で、対象者の記憶に依存しないためゴールドスタン
ダードとして扱われる。しかし尿中ヨウ素濃度のように調査（検査）日と前日のヨウ素摂取量は正
確に評価できるが、平均的な摂取量を表すものではない。

結論
食事からのヨウ素摂取量の評価はヨウ素という微量栄養素の特性から容易ではなく、食習慣の差
も加わって年齢差、地域差がある。我々の結果は首都圏という限定されたものであるが、FFQ法で
評価した１日ヨウ素摂取量は１mg前後と推定される。尿中ヨウ素濃度との乖離をどのように解釈す
るか、FFQ法の精度の検討も含め、今後の課題である。また全国調査をおこなう必要性があると考
えられる。

参考文献
１．Zimmermann MB 2009 Iodine deficiency. Endocr Rev 30: 376-408
２．日本人の食事摂取基準 2010年版 2012 厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/sessyu-kijun.html
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．日本臨床栄養学会雑誌 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−．日本臨床栄養学会雑誌 35(1) 印刷中
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５．Willett W 1998 Nutritional Epidemiology 2nd Edition, Oxford University Press, New York
６．大橋俊則．2007 生体試料中のヨウ素測定．ホルモンと臨床 55:577-586
７．Fuse Y et al. 2007 Smaller thyroid gland volume with high urinary iodine excretion in
Japanese schoolchildren.: Normative reference values in an iodine-sufficient area and
comparison with the WHO/ICCIDD reference. Thyroid 17: 145-155
８．Fuse Y et al. 2011 Iodine status of pregnant and postpartum Japanese women: Effect of
iodine intake on maternal and neonatal thyroid function in an iodine-sufficient area. J Clin
Endocrinol Metab 96:3846-3854
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小児肝移植術後の成長発達に関する研究
笠原群生、阪本靖介
国立成育医療研究センター臓器移植センター
上本伸二
京都大学移植外科
今留兼一
国立成育医療研究センター研究所母児感染研究部

研究目的
小児肝移植術後の成長・発達に関し免疫抑制剤の関与を明らかにする。

研究の報告
国立成育医療研究センターにおいて2012年４月から2013年３月までに46例の肝移植を実施した。
そのうち42件は生体ドナー臓器提供、４件は脳死ドナー臓器提供による肝移植手術であった。
国立成育医療研究センター

臓器移植センター実施

■国立成育医療研究センターにおける肝移植症例数

年間症例数

2005/11〜2013/3

合計237例（生体ドナーからの肝移植227例、脳死ドナーからの肝移植10例）

年間小児生体肝移植症例数は世界最多であり、2012年度における肝移植対象疾患は肝硬変、劇症
肝炎が2.2％、肝腫瘍が4.3％、移植後肝不全が6.5％、肝線維症が8.7％、劇症肝炎が10.9％、代謝性疾
患が13.0％、胆汁鬱滞が52.2％であった。また当センターにおける肝移植後の患者生存率は95.6％と
良好であった。
16歳以下の小児末期肝疾患症例において、術前・術後の成長曲線、骨密度、成長ホルモン値、
Rapid turn over protein値、カルシウム値等を測定し、肝移植が成長に与える影響を解析した。移
植前に末期肝硬変で骨密度低下・Rapid turn over protein値低下している症例で、肝移植後半年以
降の成長が著しかった。劇症肝炎症例では骨密度・成長に優位な差は認めなかった。今後、学童期
を迎える肝移植後患者の発達及び学力の評価を検討すべきである。
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研究課題に関連した論文
１．Sakamoto S, Kasahara M, Fukuda A, Tanaka H, Kakiuchi T, Karaki C, Kanazawa H, Kamei
K, Ito S, Nakazawa A: Pediatric liver-kidney transplantation for hepatorenal fibrocystic
disease from a living donor. Pediatr Transplant. 2012 Feb;16(1):99-102
２．Kanazawa H, Sakamoto S, Fukuda A, Shigeta T, Loh DL, Kakiuchi T, Karaki C, Miyazaki O,
Nosaka S, Nakazawa A, Kasahara M：Portal vein reconstruction in pediatric living donor
liver transplantation for patients younger than 1 year with biliary atresia. J Pediatr Surg.
2012 Mar;47(3):523-7
３．Kasahara M, Sakamoto S, Kanazawa H, Karaki C, Kakiuchi T, Shigeta T, Fukuda A, Kosaki
R, Nakazawa A, Ishige M, Nagao M, Shigematsu Y, Yorifuji T, Naiki Y, Horikawa R: Livingdonor liver transplantation for propionic acidemia. Pediatr Transplant. 2012 May;16(3):230-234
４．Karaki C, Kasahara M, Sakamoto S, Shigeta T, Uchida H, Kanazawa H, Kakiuchi T, Fukuda
A, Nakazawa A, Horikawa R, Suzuki Y: Glycemic management in living donor liver
transplantation for patients with glycogen storage disease type 1b. pediatric
transplantation,2012 Aug;16(5):465-70
５．Sakamoto S, Shigeta T, Fukuda A, Tanaka H, Nakazawa A, Nosaka S, Uemoto S, Kasahara
M: The Role of Liver Transplantation for Congenital Extrahepatic Portosystemic Shunt.
Transplantation. 2012 93(12):1-6
６．Kido J. Nakamura K, Mitsubuchi H, Ohura T, Takayanagi M, Matsuo M, Yoshino M,
Shigematsu Y, Yorifuji T, Kasahara M, Horikawa R, Endo F: Long-term outcome and
intervention of urea cycle disorders in Japan. J Inherit Metab Dis. 2012 Sep;35(5):777-85
７．Sakamoto S, Nosaka S, Shigeta T, Uchida H, Hamano I, Karaki C, Kanazawa H, Fukuda A,
Nakazawa A, Kasahara M: Living donor liver transplantation using grafts with hepatic cysts.
Liver Transpl. 2012 Dec;18(12):1415-20
８．Uchida H, Sakamoto S, Shigeta T, Hamano I, Kanazawa H, Fukuda A, Karaki C, Nakazawa A,
Kasahara M: Living Donor Liver Transplantation with Renoportal Anastomosis for a Patient
with Congenital Absence of the Portal Vein. Case Reports in Surgery 2012, Volume 2012, 1-3
９．笠原群生, 濱野郁美, 内田 孟, 重田孝信, 福田晃也, 金澤寛之, 小林めぐみ, 北嶋俊寛, 田中秀明,
阪本靖介 : 自施設における小児脳死分割肝移植6例の成績. 日本外科学会誌.2013; 114(1):66-70
10. 笠原群生 :【最先端医療の進歩−臓器移植・再生医療・遺伝子治療】 臓器移植の進歩. 肝臓移
植.2012; 小児科診療 75(1):22-28
11. 阪本靖介, 笠原群生 : 小児肝移植後の一般的管理. 2012; 小児科臨床 65(4):893-901
12. 笠原群生, 阪本靖介, 堀川玲子 : 特集 クローズアップ ここまで治せるようになった先天代謝異
常症 ２．肝臓移植で治療可能になった先天代謝異常症. 2012; 小児内科 44(10):1594-1597
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抗リン脂質抗体症候群合併妊娠と胎児の発育
村島温子
国立成育医療研究センター母性医療診療部
伊藤裕司
国立成育医療研究センター周産期センター新生児科
渡邉典芳
国立成育医療研究センター周産期センター産科
山口晃史
国立成育医療研究センター母性医療診療部
膠原病・一般内科

はじめに
合併症妊娠では、母体の予後ばかりでなく児の予後も重要である。
抗リン脂質抗体症候群（APS）は不育症、子宮内胎児発育不全の原因となり、本抗体を保有する
女性の妊娠中の管理には注意を要するのは一般にも周知されつつある。しかし、抗リン脂質抗体に
は多くの種類があり、その測定法も統一されていないなど抗リン脂質抗体の評価自体にまだ混乱が
あるのも事実である。また、APS合併妊娠の病態も軽度な者から重度なものまで様々である。当院
には血栓症や妊娠中期流産の既往があるなど、重症と思われる症例が多い。APS合併妊娠症例では
早産例も少なくなく、児の予後について評価する必要がある。

目的
不育症の原因として重要な抗リン脂質抗体症候群（APS）の母体から出生した児の予後を評価す
ることにより、今後のAPS母体の管理、出産時期、新生児期の治療方針の策定に役立てる。

方法
対象：2002年３月から2013年３月まで国立成育医療研究センターで妊娠管理を行い、出産した
APS診断基準を満たす、あるいは抗体のプロフィールからAPSと判断された症例。
方法：以下のデータを診療録から後方視的に抽出し、APSの治療方法、分娩時期、新生児期の状
況と児の発達との関連を検討する。
周産期の母児の臨床データの収集：抗リン脂質抗体のプロフィールをはじめとする検査データ、
既往歴、合併症、妊娠高血圧症候群などの妊娠合併症の有無、妊娠中の薬物治療の内容、分娩週
数、児の生下時体重、合併症、生後の発達状況。
生後の発達状況についてはリハビリを含めた通院が必要なものを要治療、経過観察が必要なもの
を要観察、１ヶ月検診でフォローアップ不要と判断されたものを通院不要とした。
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結果
対象症例は20症例23妊娠であった。20症例のうち、10例はSLE合併、１例はバセドウ病合併であっ
た。深部静脈血栓症４症例、５妊娠、動脈血栓２例であった。
37週以降の正期産12妊娠、早産11妊娠（28週未満：５妊娠、34週未満：３妊娠、37週未満：３妊
娠）であった。抗リン脂質抗体プロフィールではループスアンチコアグラント（LAC）陽性ないし
は抗プロトロンビン抗体（PT/PS抗体）陽性の症例で早産の傾向が強かった。
34週未満の早産の理由として妊娠高血圧症候群（PIH）発症３妊娠、頚管無力症１妊娠、Fetal
Growth Arrestが４妊娠、胎盤血腫１妊娠、母体の腰痛１妊娠、母体のAPS関連を疑う症状の出現1
妊娠であった。このうち、APSに直接関連していないと考えられる頚管無力症ならびに母体の腰痛
症例を除く早産例（すべて34週未満）６妊娠（A群）と、34週以降に出産した12妊娠（B群）の抗
体のプロフィールと、妊娠中の治療方法、児の長期予後について表1に示す。A群８妊娠のうち６妊
娠がLACないしはPS-PT抗体が陽性であり、ヘパリン（He）と低容量アスピリン（LDA）のみの治
療が６例であった。１例はHe+LDA療法に妊娠初期からの大量ガンマグロブリン療法（IVIG）を行っ
たが、PIH発症にて早産となった残りの１例は頸管無力症のため早産となったが、IUGRは認めなかっ
た。B群の中にLACないしはPS-PT抗体が陽性のものが８妊娠だったが、そのうちの６例は標準的
治療であるHe+LDA療法のほかに妊娠初期にIVIGを追加していた。B群の中のLAC、PS-PT抗体陰
性の７症例はすべてHe+LDA療法のみであった。
児の子宮内の発育状況として、Fetal Growth Retardation（FGR）はA群に４例に認められたが、
そのうちLight for Dateであったのは３例であった。ハイリスク群と考えられるLAC陽性and/or抗
PS/PT抗体陽性の症例は16妊娠あったが、妊娠初期から当院で治療した症例のうちLight for Date
症例はHe+LDA療法のみで治療した１例であった。残りのLight for Date2例は他院からの転院であっ
たが、これらは神経運動発達上の問題があり、通院を必要としている（表１）。当院でAPSとは関
連しないと思われる理由で早産となった症例では、25週、26週と超早期の出産でありながら大きな
問題を生ずることなく観察のみになっている。また、APS合併妊娠の標準的治療であるHe+LDA療
法を行いながらも胎盤機能不全による34週未満の早死産歴のある４例、妊娠歴はないがリベドーや
梗塞などのAPS症状がありLACが高値であった4症例に対して、妊娠初期に大量ガンマグロブリン
療法を追加することによりすべてに生児を得ることができた。
エピジェネティックな観点からは正常妊娠群、母体抗リン脂質抗体症候群を伴わないFGR群、母
体抗リン脂質抗体症候群を伴うFGR群の三群間で、出生児のDNAメチル化状態を比較検証し、群間
で特徴的に差異が認められるDNAメチル化状態の変化（エピゲノム変異）の有無について詳細な解
析が継続されているが、群間の比較までには至っていない。

考察
不育症の原因は様々であるが、そのうち治療可能なものとして抗リン脂質抗体症候群（APS）が
認知されるようになり、薬物治療の結果、生児を得ることが可能となってきている。しかし、APS
は軽症のものから重症のものまであり、一般的に行われているヘパリン（He）と低容量アスピリン
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（LDA）による薬物治療では生児を得られない例や、得られたとしても子宮内発育不全や母体の合
併症から極小未熟児として出生する例が少なくない。APS合併妊娠の症例が多く集まる施設は限ら
れているが、当院では開設当初より多くの症例を扱ってきた。これらに対しては内科医、産科医、
新生児科医が協働で取り組み、当研究助成の成果も踏まえ、それまで流死産していた症例で生児を
得るという実績を上げてきた。
これまでの研究でLACないしはPS-PT抗体が陽性の症例は重症症例として治療方針を慎重に決め
るべきであることを示し、このような重症症例では標準的治療であるHe+LDA療法に妊娠初期の大
量γグロブリン療法（IVIG）を追加することが有効であることを示してきた（論文投稿中）。今回
の研究では重症度に合わせた治療方針を選択することにより34週未満の早産になるリスクが軽減で
き、児の成長発達上も良い結果を導ける可能性を示すことができた。

結語
APSは母体ばかりでなく児の予後にも重大な影響を与える疾患であり、産科、小児科、内科の連
携した診療を行うことが重要である。臨床の現場からは重症例の予測ならびに治療指針の整備が求
められているが、そのためにはさらなる症例の蓄積ならびにつなげていくことが求められている。

研究発表
（学会発表）
１．村島温子，松木祐子，他.：標準的治療に抵抗性の抗リン脂質抗体症候群合併妊娠の予測ならび
に治療方法に関する検討．第22回腎と妊娠研究会，東京，2012.2.25
２．本村健一郎，村島温子，他.：抗凝固療法で転帰不良のため次妊娠にガンマグロブリン療法を施
行した重症抗リン脂質抗体症候群の1症例．第48回日本周産期・新生児医学会総会および学術講
演会，大宮，2012.7.9
表１

34週未満と34週以降の出産例の抗体プロフィールと児の予後
APSに関連しない原因で早産となった３妊娠例も含む

＊APSとは関連しないと思われる理由による早産
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１．報告者氏名

２．所属施設名

伊達木澄人

（留学時）国立成育医療研究センター研究所分子内分泌研究部
（現在） 長崎大学病院小児科

３．留学先の国及び地名

Baltimore, MD, USA

４．留学先の施設及び所属（部門）の名称
Johns Hopkins University, Division of Pediatric Endocrinology

５．指導者名（指導教官名） Prof. Sally Radovick

６．留学期間

2010年９月28日〜2012年９月28日

７．留学の趣旨・目的

研究

８．研究課題

優性阻害効果を有するPOU1F1遺伝子変異の下垂体機能低下症発症
機序の解明

９．研究内容・成果の要点
＜はじめに＞
近年、下垂体前葉の発生・分化に関わる液体因子や転写因子群が同定され、これら諸因子の時
間的・空間的相互作用による下垂体前葉の発生・分化課程が明らかにされてきた。さらにヒトに
おいてこれらの一部の転写因子に対応する下垂体機能低下症症例が同定されている。POU1F1は、
下垂体発生分化の最終段階で働き、GH、PRL、TSH産生細胞への分化に必須な転写因子である。
その遺伝子異常症の臨床像は、GHとPRLは完全欠損で、TSH分泌不全の程度には、症例間で差異
が認められる。現在まで、30を超える劣性遺伝形式をとる変異が報告されているが、優性阻害効
果を有する変異もわずかながら報告されている。
＜研究の目的＞
本研究の目的は、優性遺伝形式を有するPOU1F1変異R271WとK216Eの下垂体機能低下症発症
機序を解明することである。
＜方法＞
われわれは、これら二つの変異タンパクのDNA結合能を明らかにするために、electrophoretic
mobility shift assay（EMSA）を行った。ターゲットとするプローブ配列は以下のとおりである。
GH-1（5 −CTATACATTTATTCATGG−3 ）、GH-2（5 −CTTCTAAATTATCCATCA−3 ）
、
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PRL-1P（5 −GATTATATATATTCATGA−3 ）、PRL-1D（5 −GCATTAAAAAATGCATTT−3 ）
。
EMSAには、T7 TNT-coupled reticulocyte lysate system ならびに His-tagged protein
expression and purification systemにて得られたPOU1F1タンパクを使用した。
＜結果＞ 図、まとめ参照
Wild-type POU1F1は、既報告のとおり、GH-1、PRL-1P に、DimerならびにMonomerとして
結合していた。しかし、GH-2 、PRL-1Dには、Monomerとしてのみ結合していた。R271W 変異
タンパクは、GH-1、PRL-1P 、PRL-1D にMonomerとしてのみ結合しており、Dimer形成能が障
害されていた。一方、K216E変異タンパクは、GH-1にDimerとしてのみ過剰に結合していた。し
かし、その他の領域には、monomer、dimerどちらとしても結合していなかった。
＜結論＞
これらの結果は、この二つの変異タンパクのDNA結合能が、われわれが思っていた以上に、よ
り複雑であることを示していた。さらなる発症メカニズムの解明のため、たんぱくの結晶化と構
造解析を現在行っている。

10．まとめ（感想及びコメント）
Johns Hopkins大学での留学生活を終え、昨年秋に帰国しました。研究に没頭し、さまざまな国
から集まった研究者のなかで過ごした２年間はとても貴重な経験でした。ラボの仲間だけでなく、
日本全国から集まった留学生とその家族と知り合えたことも一生の財産です。また、自然豊かなの
びのびとした環境で過ごせたこの２年間は家族のよい思い出となりました。私事ですが、日本とは
異なる医療環境のなか、次女の出産、育児を経験する機会もありました。このような貴重な留学生
活をご支援いただいた成長科学協会、関係者の皆様に深く感謝いたします。
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保育の質と子どもの発達
秋田喜代美
東京大学教育学研究科

本稿では、３つの論点、第１になぜ保育の質が議論されているのか、保育の質に関する1980年代
後半からの議論の動向や背景、第２に保育の質は子どもの発達にどのような影響を及ぼすのかに関
する米国、英国をはじめとする各国の議論の動向、そして第３には具体的に実践における保育の質
とは何か、どのようにして実践を高めていけばよいのだろうかという点に関して論じた。

１

保育の質をめぐる議論
保育の質に関しては1980年代後半から英米を始め世界各国で議論がなされるようになってきてい

る。OECDが刊行した

Starting Strong （2000）においても、「幼年期に質の高い教育を用意する

ことが、生涯学習の基盤を形成することである。質の高い就学前教育および保育環境で育った子ど
もは優れた思考力や問題解決能力を発達させる」として質がカギとなることが報告されている。
国際経済協力機構が保育の質に言及する理由は３つある。第１は、質の高い幼児教育・保育は、
潜在成長力を高める最も効率的な戦略であり、子どもが成人した時点での税負担能力を高め、社会
政策費用を抑制するからである。人生の各時期を見ると、幼児教育・保育へ公的な投資を行うこと
が社会全体にもたらす経済的効果が最も高いことが教育経済学者たちから指摘されている。たとえ
ばノーベル経済学賞をとった、ジェームズヘックマンら（Heckman and Masterov, 2007）は

幼児

期のスキル形成はその後の人的資本形成の基礎を作る。学びは更なる学びへとつながる。幼児期へ
の投資は重要である。 と述べている。
また第２には、質の高い幼児教育や保育は、親の子育てを支援するものであり、女性の労働支援
により、国や自治体から見れば、税収ベースをアップすることができる一方で、保育産業という産
業自体を活性化すること、また親の子育ての悩みや孤立を防止するといった利点が生れる。ただし
そのためには労働政策と子育て支援政策の間に整合性があり、総合的に支援策が政策パッケージと
してとられ、育児休暇やワークライフバランスを考えた支援となることが必要とされている。
第３には、子どもは社会にとっての公共財であり、市民として将来を担う子どもの発達の権利保
障は、社会の義務であるとも考えられる。現在のように、経済不況によって経済格差が大きくなっ
ている中でも貧困からの連鎖を断ち切ることが、教育の格差を是正しすべての子どもにとって育つ
権利を保障することになる。これは、2010年に開催された保育幼児教育UNESCO世界会議において
もモスクワ行動計画として、０歳から８歳までの時期は障碍の基礎を築く重要な時期であり、子ど
もの権利を保障することの重要性がいわれてきている。
保育の質は、保育幼児教育の関係者にとってだけではなく、国の将来を創るために社会全体で考
えるべき、次世代投資の問題ともなってきている。こうしたことが、日本においても議論されてき
ている、子ども・子育て新システムの問題の背景にある。
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２

保育の質が子どもの発達に与える影響
保育の質が子どもの発達のさまざまな側面に与える影響に関しては、長期縦断研究によってその

効果が明らかにされてきている。米国国立子どもの健康と人間発達研究所（NICHD）による一連の
研究では、36か月時点での保育の質が言語理解能力や就学前レディネスに与える影響を明らかにし、
語彙能力に関しては小学校高学年まで保育の質が影響を及ぼすことや、経済的状況として特に世帯
収入の低い子どもたちにとっては保育の質が就学レディネスに与える影響が大きいことを示してい
る。またハーバード大学によるスタープロジェクトは、就学前のＫにおいて、学級定数を挙げても
その後の子どもの発達に大きな影響は与えないが、10年以上の経験年数保育者に担任されたクラス
の子どもたちとそうでない子どもたちの間では、その後20代後半までの追跡調査をすると年収に違
いが年1104ドル生まれるという結果を示している。そしてそれは、中３時点でも学力には影響を及
ぼしていないのに、非認知技能と言われる能力については影響を及ぼしていることを考えみると、
他者とうまくやっていく能力や前向き・肯定的態度、しつけられている（Discipline自分を律するこ
とができる）というような能力は大学までの学業成績とは関連がないが職業について社会で人とう
まくやっていくには必要な能力であることからこのような結果がでてくるのではないかと結論づけ
ている。米国NIEER（全米幼児教育研究センター）のスティーブ・バーネット教授は、米国の幼児
期の教育プログラムの長期的効果を調べた123の研究のメタ分析からは、認知能力への効果は初期
には.70 sd（.90 max）、５−10歳で.35 sd（.60 max）
、10歳以上で.30 sd（.45 max）と次第に減少し
ていくこと、一方、社会情緒的行動への効果は.14 sd で高品質であれば年齢による変化はなく、ま
た学校への効果（成績、留年、特別な支援）は.15 sdであり、効果量に時間的変化はないことを指
摘している。また米国以外の世界各国の長期効果研究38のメタ分析研究からは、行った、幼児期の
教育介入は強力な公共投資となりうること、そして社会問題の現象と不平等格差是正に貢献し、生
産性増大とGDP成長に寄与すること、初期の長期効果研究では経済的、あるいは発達にハンディの
ある子どもたちへの効果がいわれてきたが不利益な子どもだけではなくどの子どもにとっても、高
い質（教育的効果）が子どもの発達の鍵となっていることを指摘している。そして、保育・幼児教
育への経費はかかるが、その効果は十分に大きいこと、これはプログラムや教師だけではなく、仲
間の効果もまた大きいと述べている。
いまや、国際的に保育・幼児教育がその後生涯にわたる人生に認知的、社会的発達において与え
る影響の大きさが明らかにされているといえる。

３

実践における保育の質
具体的に保育の質をとらえるには構造の質、過程の質、成果の質が問われると言われているがそ

のもっとも鍵となるのは、保育者である。保育者の子どもとのかかわりにおける関わりの性質（応
答性、知的刺激の提示、関わりの頻度、行き届いた注意）、また保育者の研修や教育、保育者が継
続して働ける職場環境が準備されていることが必要である。英国のEPPE、REPEY研究プロジェク
トは、１教育課程と活動のバランス、２活動における挑戦的課題の設定、３協働を支える保育者の
役割を挙げている。すなわち、見通しと即興性のバランス、子どもの課題意識をどのように高める
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か、そして共に高め合う仲間の創意工夫を繋ぐ保育者の働きが大事だと言えるだろう。
当方はベルギー、リューベン大学のフェール・ラーバーズ教授の理論に基づき、子どもがどれだ
け安心と夢中になれているかが保育の質をきめると考え、日本版SICSとよばれる尺度を開発してい
る。
（詳しくはhttp://www.yescom.sakura.ne.jp/kodomono.html）
ラーバース教授は、保育を、豊かな環境：子どもにおける行為の連続性を生み出すような環境、
感受性：子どもの要求を共感的に理解しているような関わり、主体性の発揮：空間、時間、活動等
が子ども側にどの程度主体性が与えられているかが必要としている。
乳幼児期には、あこがれ、惹かれ、なりこみ、遊びこむような遊びの保障が重要である。
それによって子どもは、①他者との出会い、②ものとの出会い、③出来事の中での同化

④みた

てやファンタジー、⑤活動の持続発展的深化・変形を経験することができる。
講演会では、現在子どもの運動能力が低下していることから、子どもの運動能力を振り返る実践
として１園での子どもの育ちの映像を視聴しながら子どもの発達は各側面が個別に独立して発達す
るのではなく、身体の育ちが子どもの知的な育ちや表現能力の根幹になることを事例としてお話を
させていただいた。
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子どもの保健
岩田

力

東京家政大学家政学部児童学科

講演抄録
・本公開シンポジウムのメインテーマは「幼児の生活と就学前教育を考える」であるが、その中で、
子どもの保健について述べる意味を明らかにしたい。まず、幼児の生活が成り立つための条件を考
えると、「健康」であることが重要である。一方、子どもに関する社会の状況は、「少子化」を念頭
に置かざるを得ないであろう。減少していく子どもたちを大切に育てるには、ますます健康を保持
することすなわち保健が重要となる。
・少子化は明らかで、平成23年度推計では出生数は105万7000人で、昭和60年のおよそ３分の２と
なる。合計特殊出生率は1.39であり、2.08を切って久しい。現在の総人口は約１億2700万人であるが、
2050年には１億人を切ると言われている。2010年の集計では65歳以上の人口に占める割合は、
23.1％であり欧米先進国に比較してかなり高い。このような数字が示すことから了解されることは、
少ない子どもを大事に育てる必要性である。
（図１）
・健康とは、WHOの1948年定義では「身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態であり、たん
に病気あるいは虚弱でないことではない。」とされる。1999年定義では、「身体的・精神的・霊的・
社会的に完全に良好な動的状態であり、たんに病気あるいは虚弱でないことではない。」と若干の
変更がなされた。英語の原文は「Health is a dynamic state of complete physical, mental, spiritual
and well-being and not merely the absence of disease or infirmity.」であるが、先の定義に対して、
dynamicとspiritualという言葉が加えられている。これらの加えられた言葉の解釈と評価は様々で
あるかもしれないが、もう一つ日本語化しにくい表現・言葉にwell-beingがある。何れにしても単
純に病気がないということだけで健康であるとは言えず、人としての存在そのものが良いものでな
ければならない。
・ しかし、子どもの保健を文字通りに実践していく場合、疾患についても一定の知識が必要である。
子どもに見られる疾患については以下のように分類できる。
先天異常（先天奇形、先天性代謝異常、染色体異常症など稀な疾患を含む）
急性疾患（感染症、外傷、異物誤嚥など）
慢性疾患（アレルギー疾患、腎疾患、先天性心疾患、糖尿病（I型）
、脳性麻痺）
発達障害
・これらの中で、就学前年齢の子どもたちに頻度高く見られるものとして感染症とアレルギー疾患
は重要である。
感染症は、病原体の感染によって生じる。病原体には、ウイルス、細菌、真菌、マイコプラズマ、
クラミディア、リケッチャ、原虫、寄生虫、プリオンなどがある。病原体に感染しても発症に至ら
ないこともある。それぞれの病原体の感染を受け、発症した時には十分な治療が必要であることは
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言うまでもないが、感染そのものの予防、流行の阻止が重要である。予防接種の役割は大きい。こ
この感染症や対策については、学校保健安全法や保育所における感染症ガイドラインを参考にされ
たい。
アレルギー疾患は、アレルギーという免疫系を介した反応によって生じる一群の疾患である。小
児では、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、気管支喘息、アレルギー性鼻炎などが多い。幼稚園
においては「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」を、保育所においては「保育
所におけるアレルギー対応ガイドライン」を活用していただきたい。
・ 就学前教育に求められることの中で、再度、健康評価（健康状態の把握）について記す。
新生児期：よく飲む、よく眠る、よく泣く、手足をよく動かす、尿も便も出ている。
乳児期：よく眠る、よく食べる、よく動く、よく笑う、機嫌がよい、顔色もよい。
幼児期：言語表現がまだ未熟なため、本人の訴えだけではなく全身状態を観察し、判断する。よ
く笑っていて機嫌がよいかどうか、元気よく、活発に動き（遊び）回っているかどうか、よく眠っ
ているかどうか、顔色や表情がよいか、食欲はあるかどうか。
就学前の全年齢を通しての健康チェックとして客観的評価を行う項目は以下の通りである。
体重：急激な増減があるかを見る。
食欲：食欲があるかどうかを見る。
顔色：顔色がすぐれないか、顔がほてっているか、貧血があるか。
目：焦点があっているか、眼球結膜が充血しているか、目の動きは普通か。
口：口内にただれがあるか、のどが発赤しているか、舌に白いコケがついているか。
尿：尿量は、回数は、尿の色は、排尿時に痛みを訴えているかどうか。
便：便の回数は、便の性状（便の色、便の臭い、軟便か下痢便、など）
。
・最後に保育者の役割、求められることを少し考えてみたい。子どもに関わる職業として、小児科
医がある。小児科学と小児科医に何が求められるのか、簡潔な文章でしかし明確に述べているもの
がある。それは、米国の小児科学の教科書として有名で、我が国でも広く用いられているNelson
Textbook of Pediatricsである。小児科医の役割は、子どもの持つすべての可能性を引き出し、大人
として社会で独り立ちできるように関わることであり、それは単に身体的な面に対してのみではな
く、精神的、あるいは情動の発達に責任を持ちかつ子どもたちとその家族がおかれている社会、環
境にまで配慮することが求められている。なぜならば、子どもは社会における最弱者であるので、
そのwell-beingを保証するためには、彼らの示す様々な要求、必要性に特別の注意を払うべきであ
るからである。英文のニュアンスはもっと深みのある文章であるが、このようなことは実は保育者
に求められるものとまったく等しいものであると考える。また、保育者は、小児科医と同じく、子
どもの立場を擁護する代弁者としての役割を果たすことが要求される。そのような意識のもとに、
保健並びに就学前教育についても今後さらに考察していきたい。
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図１：人口動態総覧の年次推移
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