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当財団は設立後33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 33 号として、平成 21 年度に行なった指定課題研究（６件）、自由課
題研究（31 件）、成育治療研究指定課題研究（２件）、ヨード欠乏症関係事業
（２件）及び国際交流研究（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22回公開シンポジウム「豊
かな思春期への支援」の講演要旨を収載しました。
本年報を通じて、平成21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21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 22 年８月
公益財団法人 成長科学協会理事長
入江 實

凡

例

1． 内容は、当財団が平成 21 年度に助成した指定課題研究（６件）、自
由課題研究（31 件）、成育治療研究指定課題研究（２件）、ヨード欠
乏症関係事業（２件）、国際交流研究（１件）、計 42 件につき、それ
ぞれ助成対象者より提出された報告書を収載した。
2． 報告書を収載するにあたっては、前記の５項目の記載順とした。
各項目内における記載順は、指定課題研究は当該年度の事業計画に
記載の順、自由課題研究は報告者の氏名の五十音順である。
3． 助成対象者については、指定課題研究及び自由課題研究は当財団に
おいて設定した「研究助成事業に関する実施要領」に基づき、それ
ぞれ公募のうえ選考したものである。
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成長ホルモン療法の治療効果に及ぼす諸因子の解析並びに
アドバース・イベントの調査に関する研究

主任研究者

長谷川奉延 （慶應義塾大学医学部小児科学教室）

共同研究者

横谷

進

（国立成育医療研究センター内科系専門診療部）

島津

章

（国立病院機構京都医療センター臨床研究センター）

田中弘之

（岡山済生会総合病院小児科）

和田尚弘

（静岡県立こども病院腎臓内科）

寺本

（日本医科大学脳神経外科）

明

永井敏郎

（獨協医科大学越谷病院小児科）

西

（広島赤十字・原爆病院小児科）

美和

羽ニ生邦彦 （羽ニ生クリニック）
堀川玲子

（国立成育医療研究センター内分泌・代謝科）

藤田敬之助 （大阪市立総合医療センター小児内科）
向井徳男

（旭川医科大学医学部小児科）

伊藤純子

（虎の門病院小児科）

藤枝憲二

（旭川医科大学医学部小児科）

田島敏広

（北海道大学医学部小児科）

本年度は、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
査に関する研究のうち、次の４課題につき報告する。
１．生殖補助医療（ART）は、プラダー・ウイリー症候群（PWS）の頻度を増加させるか？
（分担：永井敏郎）
２．Prader-Willi症候群における成長ホルモン治療効果

（分担：向井徳男）

３．原疾患別の慢性腎不全患児の成長ホルモン治療効果の相違

（分担：和田尚弘）

４．ターナー症候群の体格指数の検討について：ターナー症候群の新しい標準成長曲線の作成
（分担：伊藤純子）

１．生殖補助医療（ART）は、プラダー・ウイリー症候群（PWS）の頻度を増加させるか？
獨協医科大学越谷病院小児科
永井敏郎

背景
ARTは、染色体異常の頻度を増加させないとされている。しかし、最近imprinting病である
Bechwith Wiedman症候群（BWS）やAngelmann症候群（AS）がARTで惹起される可能性を示唆
した報告散見される。ARTというダイナミックな操作が、imprintingという簡単な機構に影響を及

−1−

成長科学協会 研究年報 No.33 2009

ぼすことは容易に予想される。Imprinting病の代表であるPWSとARTの関係を検討した論文は出始
めているが、症例が少なく結論は出ていない。

目的
PWS患者でのART経由での出生頻度と機構を検討する。

対象
獨協医科大学越谷病院小児科でフォロー中の157名を対象とした。

結果
157名中12名（7.7％）がARTで出生していた。これは、日本のART経由での出生頻度1.4％に比較
して明らかに高頻度であった。12名のARTの手法は、７名がICSI、１名がIVF、１名がAID（男性
不妊）、３名が排卵誘発のみ、であった。核型は、６名が片親性ダイソミー（UOD）、４名が欠失、
１名がエピ変異、１名が父親不明のため確定できずであった。

考察
BWSやASなどのimprinting病の頻度がARTに伴い増加する理由は不明である。しかし可能性と
して、ARTを行う当事者の不妊そのもの、排卵促進剤使用、胚への機械的損傷、胚の培養環境の違
い、などが推察される。今回の12例全例に関与した手技は排卵誘発であることから、今後排卵誘発
の安全性を検討する必要がある。
今回の12名の解析でUPD患者が12名中６名（50％）にまで及んでいた。一般的なPWSでのUPD
頻度は25％といわれていることからARTでは有意にUPDの頻度が増加していた。UPDの発症機構
は、母親の高年齢が関与することが知られているため、ARTで出生したPWS患者の母体年齢を検討
した。ARTで出生したPWS患者の母体年齢は40歳（36-45歳）であった。これに比較して、通常の
ART患者の母体年齢は34歳（21-53歳）であり、PWS患者でARTを実施した母体年齢は有意に高か
った（p=0.0037）。

結語
PWS患者で、ART経由で出生した患者頻度は高かった。ARTとPWSの関連は不明であるが排卵
促進剤の関与も否定しきれなかった。PWS患者にART経由が多かったが、これは、ARTそのもの
の関与ではなく、母体高年齢の関与も考慮しておく必要がある。

−2−

成長科学協会 研究年報 No.33 2009

２．Prader-Willi症候群における成長ホルモン治療効果
旭川医科大学小児科
向井徳男

対象と方法
2002年から2009年において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）を対象として、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。

結果
GH治療開始時の年齢は生後４か月〜16歳で、平均6.1歳であった。GH治療開始後１年目、２年目、
３年目につれてドロップアウトおよび未報告例が増えたため、身長SDスコアおよび変化量（ΔSDS
スコア）を解析できたのはそれぞれ97例、55例、35例であった。図１に示すように、GH治療前の平
均SDスコア（-3.0）に対して、治療後１年目には平均SDスコア-2.34と著明に改善した。

図1

次に年齢別のGH治療の効果を検討するため、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年目および２年目の治療開始前からの身長SDSス
コアの変化量（ΔSDSスコア）を解析した。その結果、９-16歳の群では他の２群に比較して有意に
ΔSDSスコアは低く、１年目では平均0.23、２年後は0.32であった（図２）
。
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図２

続いて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。結果として２群間でのGH治療後の身長SDスコアの変化には有意差はなかった（図３）
。

図３

考察
従来からの報告にあるように、PWSにおける身長SDSに対するGH治療の有用性が大規模な集約
データ解析でも明らかになった。GH治療は身長SDSの改善だけではなく、筋力向上や体組成改善、
また知能や性格にも関与する可能性があり、積極的に進められるべき治療と考えられる。
本研究では、年長児（９歳以降）における身長SDSの反応性の低下が示されたが、これは性腺機
能低下による思春期年齢における性ホルモンの関与が少ないことと関連がある可能性がある。しか
し、GH治療の身長促進以外の効果も考慮すると一概にはGH治療を否定するものではない。
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遺伝学的病型による差異は少なくとも身長SDSに関してはみられなかった。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。
今後は体組成変化に関する検討と糖代謝、脂質代謝への影響、側弯症などの副作用の面から解析
を進める予定である。

３．原疾患別の慢性腎不全患児の成長ホルモン治療効果の相違
静岡県立こども病院腎臓内科
和田尚弘

はじめに
慢性腎不全はその原因疾患が様々であり、透析に至るまでの治療も様々である。先天性腎疾患は
腎不全期間が長くゆっくり進行するのに対し、後天性疾患は、発症までは正常に発育し発症後より
成長障害がスタートし、また多くの治療が実施され、特にステロイド治療は成長に大きく影響する。
今回、原疾患別に成長ホルモンの効果を比較した。

対象
慢性腎不全によるGH治療のため成長科学協会に登録され、原疾患や治療歴（ステロイド剤）治療
の既往が明らかな慢性腎不全患児308名。原疾患を先天性群と後天性群に分けて検討した。先天性
群は213名、後天性群95名で、先天性群の内訳は腎低形成・異形成、アルポート症候群、先天性ネ
フローゼ、多発性のう胞腎、若年性ネフロンろうなどである。後天性群は慢性糸球体腎炎、巣状分
節性糸球体硬化症、急速進行性腎炎、ループス腎炎、間質性腎炎、溶血性尿毒症症候群、腫瘍など
である。

結果
先天性群の成長ホルモン治療開始時の年齢は8.7±4.3歳で、骨年齢は6.8±3.9歳、治療開始時の身
長SDSは–3.16±1.22、クレアチニンクリアランスは18.8±16.2ml/min/1.73m2であった。後天性群の
治療開始時の年齢は11.5±3.5歳、骨年齢9.2±3.3歳、治療開始時の身長SDSは−3.24±1.33、クレア
チニンクリアランスは13.3±15.2ml/min/1.73m 2であった。ステロイド治療は先天性群では９名
（４％）、後天性群では27名（28％）で施行されていた。先天性群における成長ホルモン使用後の身
長SDSは治療前−3.16±1.22、１年後−3.07±1.23、２年後−3.12±1.28、３年後−3.0±1.52であった。
一方後天性群では治療前−3.24±1.33、１年後−3.09±1.27、２年後−3.0±1.04、３年後−2.73±1.13
であった。それ以上の長期治療成績は特に後天性群で10例以下と症例数が少なかった。
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結論および考察
一般的に、成長ホルモン治療は開始後１-２年の身長増加が大きく、その後徐々にその増加率は減
少し、その傾向は先天性群にみられた、さらに、慢性腎不全、特に透析期における成長ホルモン治
療効果は、catch upは困難であり腎不全による身長のさらなる成長障害の進行を食い止める程度で
あると考えられており、先天性群ではその報告と同様であった。しかし、後天性群では先天性群と
比較し、治療開始後数年でも成長のcatch upが認められた。しかし、この結果が成長ホルモン以外
の効果であることも否定できない。一つは、後天性群では年齢が高く、先天性群における二次性徴
発来児は25名（11.7％）、後天性群における二次性徴発来児は23名（24.2％）であり、思春期による
成長の影響を考慮する必要がある。もう一点は、後天性群では原疾患治療でステロイドを使用して
おり、ステロイド治療撤退後の成長増加の可能性がある。今回検討対象の後天性群でのステロイド
治療例の成長ホルモン使用開始前の平均身長SDは−3.69±1.65、未使用例での平均は−3.06±1.14で
あるが、１年後ではそれぞれ−3.07±1.23、−3.09±1.30とステロイド治療群で急速なcatch upが見
られている。このように慢性腎不全での身長増加を検討する場合、多くの要因が影響していること
から、効果判定には注意を要することが考えられた。

４．ターナー症候群の体格指数の検討について:ターナー症候群の新しい標準成長曲線の作成
虎の門病院小児科

伊藤純子分担

国立成育医療センター

磯島豪、横谷進

概要
成長科学協会に登録された成長ホルモン開始時身長・体重を用いて、ターナー症候群の新しい標
準成長曲線を作成した。結果は、Pediatrics International (2009) 51, 709-714に報告した。（P.8〜
P.13に転載した）
成長科学協会の登録データは、低身長が明らかとなった成長ホルモン治療対象者のものであるた
め、低年齢ではターナー症候群の中でもより身長の低い群に偏っている。これを補正するため、国
立成育医療センターおよび虎の門病院で経過観察されていたターナー症候群の年少時の身長・体重
を用いた。
補正した新しい標準成長曲線はClinical Pediatric Endocrinologyに掲載予定である。

背景
ターナー症候群（TS）の成長評価には、疾患特異的成長曲線が不可欠であるが、現在の成長曲線
は、1955年-1989年生のデータ（中央値不明）により作成されており、身長のsecular trendを考慮す
ると最近の症例には適さない。
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対象と方法
1970年以降に出生し、1991年１月−2004年12月に成長科学協会にGH治療適応判定を目的にTSと
して登録された1867名と、1980年１月−2008年12月までに国立成育医療センター及び虎の門病院で
TSとして経過観察されていた205名を対象とした。TSはX染色体短腕遠位側の大部分がモノソミー
である細胞系列を含む核型を有するものとし、確認出来ないものは除外した。成長促進治療を受け
た者、測定時に思春期が確認された、または不明の者、極端な外れ値（±5SD以上）は除外し、半
縦断的データを用いた。成長曲線の作成にはLMS法を用いた。

結果
507名（核型31名、成長促進治療264名、思春期発来144名、思春期不明14名、外れ値４名、両方
に重複登録の50名）を除外した1,565名（1970年−2006年生、中央値1985年生）の5,796測定について、
外れ値24測定を除いた5,772測定について解析し、１−20歳の成長曲線を作成した。身長、体重とも
に、新旧の成長曲線の間に差を認め、secular trendによるものと考えられた。20歳時の平均身長は、
141.3 cmであり、現在の138.2cmよりも3.1cm高かった。

考案
1970年と1985年の標準成人身長（155.6cmと157.6cm）の差を考慮すると、本検討での成人身長の
差は、考えられる値であった。 GH治療が普及しているため高年齢未治療者のサンプル数の問題は
解決しがたいが、20歳における平均身長は一般集団に対して−3.30SDであり、海外からの報告
（−4.15〜−2.54）と比較しても妥当な値であった。 身長が比較的高いTS女児が低年齢では登録さ
れにくいために生じたバイアスには、遡及的な半縦断的データを用いて解決が図られた。新しい成
長曲線が、臨床のレファランスとして広く利用されることが期待される。
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重症成人成長ホルモン分泌不全症患者の治療成績に関する研究

主任研究者

高野幸路 （東京大学医学部腎臓・内分泌内科）

共同研究者

置村康彦 （神戸女子大学家政学部）
田原重志 （日本医科大学脳神経外科）

背景・目的
成人成長ホルモン分泌不全症の患者においては、体組成、脂質プロファイルの変化、骨密度の低
下等の身体面での問題や生命予後の悪化が引き起こされることが明らかになっており、成長ホルモ
ンの生理量の補充により身体的障害とともに、生命予後の悪化も改善することが証明された（1,2）。
成長ホルモン補充療法が承認される際にこれらの効果が明らかになった。しかしながら、成長ホル
モン分泌不全症の患者においては、これらの身体面での問題以外に、社会心理的な問題も起こるこ
とが明らかになっており、心理社会的障害、身体的障害の二つの面においてQOLの著しい低下が起
こることがおもに欧米からの報告によって証明されている。このQOLの低下は患者を苦しめるが、
成長ホルモン補充療法は、QOL についても改善をもたらすことが欧米からの複数の報告で示され
ている。
わが国においても第３相の臨床試験が複数行われた。重症成人成長ホルモン分泌不全症患者にた
いして、成長ホルモン補充療法が体組成、脂質プロファイルの改善をもたらすことが示され、承認
されるに至った。2007年以来、わが国でも多くの患者が補充療法の恩恵に浴するようになってきて
いる。しかしながらこれらの第３相臨床試験では、体組成、脂質プロファイルに対する良好な効果
が認められたものの、QOLの改善については有意な効果を証明することができなかった。これは、
欧米からの成績と異なっており、また日常臨床における本邦の医師の経験とも異なる結果である。
成長ホルモン補充療法を受けている患者の報告や、主治医の観察から、多くの患者さんで有意な生
活の質の改善が示されている。また、実臨床においてQOLの改善は患者の治療継続の重要な動機に
なっている。日本の重症成人成長ホルモン分泌不全症の患者において成長ホルモン補充療法がQOL
の改善をもたらすのかを客観的に示すことができるかどうかは、今後より多くの患者が成長ホルモ
ン補充の恩恵を受けることになるか否かを左右する重要な問題である。
欧米での成績や本邦の実臨床での体験に反して、日本の第３相臨床試験で補充療法によるQOLの
改善が認められなかった原因として、いくつかの可能性が考えられている。欧米で開発され、承認
のための複数の治験で用いられたQol-AGDAやSF-36などのQOL質問紙が、日本人の表現特性にあ
っておらず、QOL改善効果を捉えられていない可能性や、これらの質問紙が本来疾患特異性に乏し
い可能性などである。このような考えに基づき、日本人の間脳下垂体疾患患者のQOLを、疾患特異
に感度良く捉えるために（J）AHQ質問表が開発された。本研究では、このAHQ質問表を用いて日
本人の成人成長ホルモン分泌不全症（重症型）の患者さんのQOLを成長ホルモン補充療法前後で調
べ、治療前の状態の評価を行うとともに、補充療法によるQOLの改善が観察されるかを明らかにす
るものである。なお、（J）AHQとして開発されているQOL質問表の名称変更（AHQ）にあわせ、
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本報告書においてはAHQと表記している。
これらの成果をふまえ、本研究では重症成人成長ホルモン分泌不全症の患者さんに（J）AHQ質
問紙に答えていただき、QOL低下が認められるかをまず解析した。次に、成長ホルモン補充を受け
た患者さんに対し治療前と治療後３〜６ヶ月に（J）AHQ質問紙表を答えていただき、QOLに有意
の変化が認められるかを明らかにした。またこの結果を、治療を受けていない患者さんにおける
QOLの経時変化と比較することとした。

対象・方法
研究は、各施設の倫理委員会での承認を得て行った。アンケート調査の施行と利用は患者さんか
ら書面によるインフォームドコンセントを得たうえで行った。対象は、下垂体機能低下症の確定診
断がなされている合計97名で、この中に成人成長ホルモン分泌不全症であることがGHRP負荷試験
で証明された例が30名、成長ホルモン分泌不全のない症例が67名であった。これらの患者に対し
AHQ質問紙を用いたQOLアンケートを行った。成長ホルモン補充療法を受けた患者７名について。
治療前後のQOLスコアを比較した。成長ホルモン補充療法を受けていない患者さん10名について、
６ヶ月の間隔をおいてAHQ質問紙に回答を求め前後のQOLスコアを比較した。
アンケートは、外来受診時にアンケート用紙を手渡し数日以内に記入、事務局に郵送することで
行った。
AHQには、心理・社会関連領域と症状関連領域の２つの主要領域があり、この下に下位領域が存
在する。
検定には主要２領域の変化、下位領域の変化ともにウィルコクソンの符号付順位検定を用いた。

結果
１．重症成長ホルモン分泌不全の有無によるQOLの差
AHQ質問紙を用いたQOLについて、重症成長ホルモン分泌不全の有無によってQOLに差が認め
られるかを検定した。重症成長ホルモン分泌不全を認める30例では心理・社会領域で119.1±30.7で
あり、症状領域では151.7±36.1であり、重症GH分泌不全を認めない67例については心理・社会領域
で110.8±46.6であり、症状領域では139.7±43.9であった（図１）。重症成長ホルモン分泌不全のある
症例の方がQOL scoreが全体として低かったが有意差は認めなかった。

２．成長ホルモン補充療法を受けた重症成長ホルモン分泌不全患者におけるAHQの主要２領域の変化
AHQの主要２領域について治療前後を調べた。心理・社会関連領域について、治療前は91.3±
44.3治療後は143.3±27.8で治療前後の変化量は52.0±12.8と有意で大きな改善を認めた。症状関連で
は、治療前が126.1±80.1治療後は169.7±48.1で治療前後の変化量は43.6±11.4とこれも有意で大きい
改善を認めた。少数例においてもこのような有意差を示したことから、AHQによるQOL評価表が
日本人の成人成長ホルモン分泌不全症のQOLと治療による変化を評価するのに有効であることが示
された（図２）。
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３．心理・社会関連領域で想定される下位領域の変化
下位領域として、うつ気分、社会活動の制限、気力、日常生活・睡眠、将来・治療への不安が分
けられているが、これらの詳細をみると、うつ気分で治療前が24.6±13.3、治療後が39.1±9.7、社会
活動の制限で治療前が23.6±14.6、治療後が36.1±4.8、気力で治療前が11.1±7.5、治療後が20.0±8.7、
日常生活・睡眠で治療前が15.7±10.0、治療後が27.4±9.5、将来・治療への不安で治療前が16.4±6.2、
治療後が20.6±5.9といずれの下位領域においても有意な改善を認めた（図３）
。

４．症状関連で想定される下位領域の変化
下位領域として、体温調節、全般（ACTH）、視床下部障害、尿量調節、皮膚・毛髪、体重、性
的関心が分けられているが、これらの詳細をみると、体温調節で治療前が25.1±15.0、治療後が
31.6±12.5、全般（ACTH）で治療前が20.4±12.4、治療後が30.0±7.4、視床下部障害で治療前が
26.1±10.4、治療後が37.4±6.5、尿量調節で治療前が16.9±6.9、治療後が18.1±6.0、皮膚・毛髪で治
療前が20.4±12.1、治療後が27.3±8.4、体重で治療前が10.9±6.4、治療後が16.9±11.0、性的関心で
治療前が6.3±4.1、治療後が8.4±3.0と体重、性的関心以外の多くの下位領域において有意な改善を
認めた（図４）。

５．成長ホルモン補充療法を受けていない重症成長ホルモン分泌不全患者における６ヶ月間隔前後
でのAHQの変化
AHQの主要２領域の変化
成長ホルモン補充療法を受けた患者において治療前後にQOLの改善が得られることが明らかにな
ったが、これが偶発的に起こりうるものであるかを明らかにするために、同程度の数の成長ホルモ
ンを受けなかった重症成人成長ホルモン分泌不全症の患者において同程度の期間をおいて２回QOL
調査を行い、QOLの変動が大きく生じうるかを検討した（図５）
。
AHQの主要２領域について変動を調べた。心理・社会関連領域について、治療前は79.0±15.1治
療後は75.7±14.6でQOLに有意な変化は認めなかった。症状関連では、治療前が78.4±12.2治療後は
72.7±14.1でQOLに有意な変化は認めなかった。時間経過による変化率はQOLが低下する方向であ
った。

心理・社会関連領域で想定される下位領域の変化
図６に示すように心理・社会関連領域で想定される下位領域についても、社会活動の制限が時間
経過とともに低下している以外には有意な変化は観察されなかった。

症状関連で想定される下位領域の変化
図７に示すように症状関連で想定される下位領域についても、体重の項目でQOLの低下が認めら
れた以外は有意な変化は観察されなかった。

−17−

成長科学協会 研究年報 No.33 2009

考察
本研究において成長ホルモン治療前後でQOLの評価が可能であったのは少数例であったが、少数
例であったにもかかわらずこのような有意差が認められた。このことは日本人の成人成長ホルモン
分泌不全症のQOL評価とその成長ホルモン補充療法による変化を評価する上で、AHQ評価表によ
るQOL評価が有効であることを示唆している。心理・社会関連領域と症状関連領域の二つと、それ
らの下位領域においてもほとんどの領域おいて有意で大きい改善を認めた。これまでの、QOLAGHDAやSF-36で評価できなかった成長ホルモン補充療法によるQOLの改善をあきらかにできた
ことは重要な結果である。
一方で重症成長ホルモン分泌不全の有無でQOL scoreを比較すると成長ホルモン分泌不全のある
場合のほうがQOL scoreが低いものの有意差は認められなかった。この点については、重症成長ホ
ルモン分泌不全の患者がQOL低下状態に慣れているためにQOLの低下を自覚できていない可能性を
示唆するものであり、今後の検討が必要である。
今回の報告では成長ホルモン補充によるQOL改善が偶発的に起こりうるものであるかを明らかに
するために、同程度の数の成長ホルモンを受けなかった重症成人成長ホルモン分泌不全症の患者に
おいて同程度の期間をおいて2回QOL調査を行い、QOLの変動が大きく生じうるかを検討した。そ
の結果、未治療患者では期間をあけて行った２回の質問において、有意な変化は認められず、変化
量は経時的にQOLが低下する方向に変動する場合が多かった。この結果から、成長ホルモン治療に
よるQOL改善は偶発的な現象ではないと考えられた。

図１

重症成長ホルモン分泌不全の有無によるQOLの差
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図２

成長ホルモン治療前後の主要２領域の変化

図３

心理・社会関連領域で想定される下位領域の変化
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図４

症状関連で想定される下位領域の変化

図５

未治療患者のQOLの変動
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図６

未治療患者の心理・社会関連領域で想定される下位領域の変動

図７

未治療患者の症状関連で想定される下位領域の変動
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成長ホルモン（GH）および関連因子の測定に関する研究

主任研究者

島津

章

（国立病院機構京都医療センター）

共同研究者

立花克彦

（日本ケミカルリサーチ株式会社）

勝又規行

（国立成育医療研究センター研究所）

肥塚直美

（東京女子医科大学内分泌センター内科）

横谷

（国立成育医療研究センター）

進

圭太

顧

問

（大阪大学大学院医学系研究科）
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（国立成育医療研究センター）

藤枝憲二

（旭川医科大学小児科）

田中敏章

（たなか成長クリニック）

はじめに
成長ホルモン（GH）と関連因子であるインスリン様成長因子-Ⅰ（IGF-Ⅰ）の測定はGH分泌異常
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。従来、放
射性同位元素（RI）を用いたポリクローナル抗体による競合型免疫測定法（ラジオイムノアッセ
イ：RIA）であったが、モノクローナル抗体による捕捉抗体と標識抗体によるサンドイッチ型の非
RI免疫測定法が主流となり、測定時間の短縮・検体量の少量化・測定感度にすぐれた全自動測定キッ
トが数多く開発された。しかし、測定キットにより測定値のバラツキが問題となり、その対策とし
て成長科学協会GH・関連因子測定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行われた。

１．GH測定キット間差に関する研究
本年度、GH／IGF-1測定キットの日本における動向では、２社（栄研化学株式会社、協和メディッ
クス株式会社）が撤退することになった。現在、GH測定キットは、GHキット「第一」（株式会社テ
イエフビー）、ST Eテスト「TOSOH」ⅡHGH（東ソー株式会社）、Access GH（ベックマン・コー
ルター株式会社）、シーメンス・イムライズGHⅡ2000（シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティ
クス株式会社）の４社、IGF-Ⅰ測定キットは、IGF-Ⅰ（ソマトメジンC）IRMA「第一」（テイエフ
ビー株式会社）、ソマトメジンC・Ⅱ「シーメンス」（シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティク
ス株式会社）の２社である。
そこで、現在流通しているGH測定キットのメーカーに協力を依頼し、測定値標準化後のキット間
差について各測定キットによる同一検体の測定を行う調査を開始した。健常者６名の負荷試験検体
合計30検体を収集した。現在、キット間差はまだ残っているという予備的データが得られている。
今後、免疫学的測定法で避けられない抗体の親和性・特異性やマトリックス効果などがどのように
原因しているかなど、検討を加えたい。
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２．国際的なGH／IGF-Ⅰ測定標準化
IFCC（International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine）認証の下、
GH測定に関する国際ワーキンググループ（WG）が、Bidlingmaier教授をWG長として形成された。
その活動の一環として、2009年10月15日〜17日、米国バージニア州シャーロッテスビレのケスウィッ
ク ホ ー ル で 、 Growth Hormone Research Society（ GRS） が 音 頭 を と り 、 国 際 化 学 連 合
（International Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine（IFCC）
、International
Society for IGF ResearchとPituitary Societyが共同し、欧州、米国、豪州、日本から内分泌分野、
臨床化学分野、測定キットメーカー、行政の専門家約50名が一同に会して、GHおよびIGF-Ⅰ測定の
国際的協調のため、なすべきことの定義、戦略、実施に関するコンセンサス会議が開催された。会
議の概要については、国際協力研究助成報告1）に記載した。
GHの国際標準品はIS 98／574を、IGF-Ⅰの国際標準品はIS 02／254（Bruns C, et al. GH IGF Res
2009; 19（5）: 457-462）を用いる。測定法に関する情報開示、精度管理などが議論され、今後、ヒ
トコントロールプール血清の作成や基準範囲設定に関する国際協力・協調が必要であると共通認識
された。

３．臨床現場におけるGH・IGF-Ⅰ測定キット内およびキット間差
昨年度に引き続き、第30回イムノアッセイ検査全国コントロールサーベイ成績報告（2008年）2）
が、報告された。GH測定に関して参加施設は25で、RI法は11施設 GHキット「第一」とAbビーズ
HGH

栄研

が、non−RI法は14施設

ST Eテスト「TOSOH」（HGH）、アクセスhGH、DPC・イ

ムライズGHが使用されていた。キット内CV％は、試料１（低濃度域）がRI法で8.9％、non−RI法
では8.2％であった。試料２（高濃度域）は各々7.6％と6.6％であった。キット間CV％は試料１が
10.3％、試料２は17.0％であった。キット間の最大値と最小値の比は試料１で1.39、試料２で1.49で
あり、昨年度より改善がみられた。
IGF-Ⅰ測定に関しては、参加施設は10でソマトメジンC・Ⅱ「シーメンス」とIGF-Ⅰ（ソマトメ
ジンC）IRMA「第一」が使用されていた。キット内CV％は試料１および２でそれぞれ4.4％、5.9％
であった。キット間の最大値と最小値の比は試料１で1.01、試料２で1.07と互換性は改善されていた。
臨床現場ではキット間差はほぼ解消されていると考えられる。しかし測定法そのものに内包され
る系統的な差異について検討していく必要がある。

参考文献
１．島津 章：GH／IGF-1測定の現状と未来に関するコンセンサスワークショップに参加して、成長
科学協会年報

2009年度

２．第 3 0 回 イ ム ノ ア ッ セ イ 検 査 全 国 コ ン ト ロ ー ル サ ー ベ イ 成 績 報 告 要 旨 （ 2 0 0 8 年 ）．
RADIOISOTOPES 2009; 58（10）: 655-708.
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ヨウ素摂取と妊婦及びその出生児の甲状腺機能に関する臨床的研究
１．周産期の母体のヨウ素摂取と新生児の甲状腺機能との関連について（中間報告）
２．ヨウ素含有造影剤の母体、胎児の甲状腺機能への影響についての横断的研究（最終報告）

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

小川博康 （小川クリニック）
布施養慈 （仲町台レディースクリニック）
荒田尚子、原田正平 （国立成育医療研究センター）

研究の背景
ヨウ素は人体に必須の微量元素の一つで甲状腺ホルモンの主要な構成要素であり、ヨウ素の欠乏
および過剰はともに甲状腺機能の異常を主徴とする様々な疾患の原因となる。ヨウ素はそのほとん
どが食品から摂取されるが、わが国では古来より海藻類、魚類を日常的に摂取する習慣から一部の
地域を除いてヨウ素欠乏症は存在しないと考えられている。近年、多くの加工食品に海藻類から製
造した風味原料が添加され、また食品以外にも医薬品などにヨウ素が多く含まれるものがあり、ヨ
ウ素が過剰に摂取されている可能性が推測されるが、妊産婦、新生児にどのような影響があるかは
明らかではなく、日本人の至適摂取量も定まっていない。
胎児の発育、発達、特に中枢神経系の発達には、妊娠初期から甲状腺ホルモンが不可欠であり、
妊娠中の母胎のヨウ素欠乏は特にヨウ素欠乏地域においては児に重篤な精神発達障害をもたらすこ
とが知られている一方、食品あるいはヨウ素を含む医薬品による母胎へのヨウ素負荷によると考え
られる新生児の一過性の甲状腺機能異常も報告されている。しかし妊娠中の母体の甲状腺機能とヨ
ウ素代謝との関連については不明な点が多く、特に新生児のヨウ素代謝への影響についてはほとん
ど報告がない。

研究目的
周産期の食品からのヨウ素摂取が母体・胎児・新生児の甲状腺機能に及ぼす影響を明らかにす
る。

研究計画
対象と方法：妊娠36週以降の甲状腺疾患のない妊婦およびその新生児100組、縦断的研究、
当初の計画をやや修正した。
①母体のヨウ素摂取量調査（質問紙法による食物摂取頻度調査）：妊娠36週前後の研究へのエント
リー時、分娩後５−６日目の退院時、産後１ヶ月検診時の３回。入院期間（約５日間）中の食事内
容から実際に摂取したヨウ素量を計算する。
②母体の尿中ヨウ素濃度の測定：妊娠36週前後と分娩後３日目前後、産後１ヶ月検診時の３回
③母体の血清TSH,FT4,甲状腺自己抗体の測定：妊娠36週前後と分娩後３日目前後の３回
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④新生児の尿中ヨウ素濃度の測定：初回排尿、生後５日目前後の退院時、生後一ヶ月検診時の３回
⑤新生児の血中TSH濃度を測定する（先天代謝異常スクリーニング時）
⑥母乳中のヨウ素濃度の測定：分娩後３日目前後

本年度までの研究経過と今後の予定
平成16−19年度の指定課題研究において、次のことを明らかにした。
１．一般に市販されている加工食品19品目、368点についてヨウ素濃度を測定し、明らかにした。
２．この結果を用いて、食物からのヨウ素摂取量を推定するための食物摂取頻度調査法を開発した。
３．約800例の妊婦とその新生児を対象に、尿中ヨウ素濃度、ヨウ素摂取量、血清TSH,FT4,甲状腺
自己抗体を測定し、妊娠に伴う尿中ヨウ素排泄量の変化、ヨウ素摂取量と血清TSH,FT4,甲状腺
自己抗体との関連を明らかにした。
４．妊娠後期のヨウ素摂取量と尿中ヨウ素濃度が早期新生児期の新生児TSH値と正の相関を示した。
これらの結果をふまえ、平成20−21年度の研究課題「１．周産期の母体のヨウ素摂取と新生児の
甲状腺機能との関連について」は神奈川県横浜市内の小川クリニックおよび仲町台レデースクリニ
ックにおいて分娩予定の妊婦のうち、同意を得られた症例の研究計画へのエントリーを開始し、妊
産婦および新生児の血液、尿、乳汁の検体を保存し、予定症例数に達した時点でヨウ素濃度を測定
し、統計学的検討をおこなう予定である。

研究課題「２．ヨウ素含有造影剤の母体、胎児の甲状腺機能への影響についての横断的研究（担
当：荒田尚子、原田正平）」については最終報告とする。

参考文献
１．布施養善ほか（2010）：市販の加工食品に含まれるヨウ素量と日本人のヨウ素摂取量について、
日本臨床栄養学会雑誌（投稿中）
２．布施養善ほか（2010）：食物からのヨウ素摂取量算出のための食事調査法の開発と妥当性の検
討、日本臨床栄養学会雑誌（投稿中）
３．布施養善ほか（2009）：妊娠・分娩・産褥期のヨウ素代謝の変化と甲状腺機能に関する臨床的
研究、第52回日本甲状腺学会、名古屋
４．FUSE Y. et. al(2010) : Iodine status of Japanese pregnant women: reference values for spot
urine iodine concentrations in iodine-sufficient region. 14th International Thyroid Congress,
Paris（発表予定）
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油性ヨウ素含有造影剤による子宮卵管造影検査後のヨウ素代謝と
甲状腺機能へ与える影響に関する前向き研究

分担者

荒田尚子

原田正平

研究要旨
油性ヨウ素含有造影剤による子宮卵管造影（HSG）が、成人女性のヨウ素代謝、甲状腺機能に与
える影響について検討した。甲状腺疾患の既往のない20名では、HSG後に甲状腺機能低下症傾向を
示し、高濃度ヨウ素曝露が24週以上継続することが示された。血清遊離ヨウ素増加に伴い、サイロ
グロブリン値が増加し、４週から８週時にFT3はわずかに低下、TSH値は４〜24週後に高値となり、
FT4を維持した。さらに１年後に追跡できた11例において、１年後には高濃度ヨウ素環境は改善さ
れ、甲状腺機能も元のレベルに回復することが示された。甲状腺疾患の既往の有無にかかわらず、
成人女性において、油性ヨウ素含有造影剤によるHSGの後最低半年間はヨウ素過剰に伴う、潜在性
甲状腺機能低下症発症の恐れがあり、検査後数カ月は甲状腺機能に留意し、食事からのヨウ素摂取
を制限するなどの対策が必要と考えられた。

研究分担者
荒田尚子（独立法人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・同センター内
妊娠と薬情報センター）
原田正平（独立法人国立成育医療研究センター研究所成育医療政策科学研究室）

研究協力者
原田正平（独立法人国立成育医療研究センター研究所成育医療政策科学研究室）
齊藤秀和（独立法人国立成育医療研究センター母性医療診療部不妊診療科）
齊藤隆和（独立法人国立成育医療研究センター母性医療診療部不妊診療科）
入江聖子（独立法人国立成育医療研究センター内妊娠と薬情報センター）
村島温子（独立法人国立成育医療研究センター母性医療診療部・
同センター内妊娠と薬情報センター）
布施養善（独立法人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）
大橋俊則（日立化成工業株式会社ライフサイエンス部門）

Ａ．研究背景
近年、生殖補助医療により誕生した新生児数は増加を示し、妊娠前の子宮卵管造影
（Hysterosalpingography（HSG））検査時の油性造影剤投与がヨウ素過剰による母児の甲状腺機能
異常の原因になることがある。不妊症の検査としてHSG検査はほぼ必須であるが、妊娠率の改善を
期待されて油性造影剤（リピオドール®）を選択されることが多い（1）。リピオドール®は１mlあた
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り480mgのヨウ素を含み、約５〜10ccすなわちヨウ素2.4gから4.8gが一度の検査で使用されるが、油
性造影剤であるためにその一部が骨盤内に長期にとどまり、検査後約２年たっても血清非ホルモン
ヨウ素が高値を示すといわれている（2）。いっぽう、妊娠初期の母体の甲状腺機能低下は妊娠の転
帰に悪影響を及ぼし、児の精神運動発達にも影響を及ぼす可能性がいわれている（3, 4）。さらに妊
婦のヨウ素過剰状態は胎児や新生児の甲状腺機能低下を引き起こす報告もあり（5, 6）、HSG後の妊
娠が児の精神運動発達に多大な影響をもたらす可能性を示しており、重要な問題と考えられる。今
回は、HSG後の体内残留ヨウ素の甲状腺機能への影響について明らかにした。

Ｂ．研究方法
１．対象
国立成育医療センター不妊外来を受診した甲状腺疾患の既往のない女性のうち、HSGを施行予定
の26名を対象とした。髄腔造影や半年以内の胆嚢造影検査後の症例、かつて両側卵管閉塞を指摘さ
れたことのある症例は対象から除外した。
２．方法
HSG試行前に血中FT3、FT4、TSH、サイログロブリン（Tg）、抗Tg抗体、抗TPO抗体を測定し
た。
ヨウ素含有食品およびヨウ素含有薬剤の摂取状況、子宮卵管造影検査の既往、甲状腺疾患家族歴
について聞き取り調査を造影検査前に行い、油性造影剤（ヨウ素含有量4,800mg／10ml）を使用し
HSGを施行した。
まず、4例においてHSG前、１、２、４、８、12w後の尿中ヨウ素クレアチニン換算値の推移を検
討し、尿中ヨウ素クレアチニン換算値の頂値が約４〜12週であることを確認した後に、HSG施行後
４、８、12、24週時、12カ月時にFT3、FT4、TSH、Tg、血中ヨウ素濃度、尿中ヨウ素濃度（クレ
アチニン換算）を測定した。

（倫理面への配慮）
本研究で実施するヒトを対象とした研究については次の研究課題名として、国立成育医療センター
倫理委員会で審査を受けて承認を受けている。
子宮卵管造影検査後のヨウ素代謝と甲状腺機能への影響に関する前向き研究（受付番号258）
。

Ｃ．研究結果
I. HSG施行後12週までのパイロット研究
まず、4例においてHSG前、１、２、４、８、12w後の尿中ヨウ素クレアチニン換算値の推移を検
討した。尿中ヨウ素クレアチニン換算値平均値は886±1322.93（SD）μg／gCrtから、HSG後徐々
に増加し、４週から12週に前値に比較して有意な増加を示した。HSG後8wに頂値8067.5±3623.878
μg／gCrtとなり、12w時点でも前値に比較して有意に高値を示した（6495±2462μg／gCrt）（図
１）。
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II. HSG施行後24週までの経過
対象者26名のうち、HSG施行後24週まで経過を追えた20例（表１）について、解析を行った。
年齢は平均36.5±3.3歳（28〜42歳）、６例でTg抗体陽性、５例でTPO抗体陽性、いずれかが陽性
は７例であった。
１．血清ヨウ素濃度および尿中ヨウ素クレアチニン換算値の推移
HSG後の血清遊離ヨウ素はHSG前38.3±41.8（平均±SD）μg／LからHSG後４週時に196.1±112.1
μg／Lと頂値に達し、その後徐々に低下したが、24週の時点で77.5±56.6とHSG前値に比較して依
然として有意に高値を示した（図２）。同様に、尿中ヨウ素クレアチニン換算値もHSG前1244±
2530μg／gCrt からHSG後４週時に8163.5±4933.8μg／gCrt、８週時に6543±3172μg／gCrtと頂
値に達し、その後徐々に低下したが、24週の時点で3396.5±1846μg／gCrtとHSG前値に比較して依
然として有意に高値を示した（図２）。
２．甲状腺機能の推移
造影検査前、造影後４週、８週、12週、24週の甲状腺機能の推移を図３、４に示す。
FT3値は検査前が2.83±0.59 pg／ml（平均±SD）、造影前後４から８週にかけて、有意に低下し
（2.73±0.30⇒2.54±0.28pg／ml：p＜0.01）、その後、やや上昇し、24週時には2.62±0.29 pg／mlであ
った。FT4値は検査前が1.25±0.38ng／dlであり、造影後はやや低値をとったが、有意差は認めなか
った。HSG後のTSH値はHSG前1.50±0.70（平均±SD）μIU／mLからHSG後４週、８週、12週時
に頂値（12週時：3.12±2.79μIU／mL）に達し、24週の時点で2.34±1.32μIU／mLと低下を示した
が、HSG前値に比較して依然として有意に高値であった（p<0.01）。血中Tg値も検査前と比べ、４
週時、８週時、12週時は有意に高値で（図４）
、有意差はないが24週時も高値を保った。
また、甲状腺自己抗体陽性７例と陰性13例において、甲状腺機能の推移に差はみとめなかった
（データ未表示）。

III. HSG施行後1年の経過
対象者26名のうち12例においてHSG後１年後に経過を追った。12例のうちサイロキシン補充療法
を開始された１例を除外した11例のHSG前、後12カ月の血清遊離ヨウ素濃度、尿中ヨウ素Cre換算
値の推移を図５に示す。いずれも12カ月時には前値とほぼ同様の値に復していた。同様に、11例の
HSG前、後12カ月のFT3、FT4、TSH値および血中サイログロブリン値の推移を図６、７に示す。
いずれも12カ月時には前値とほぼ同様の値に復していた。

Ｄ．考察
平成21年度は対象が26症例に増え、20例について６か月以上、12例において１年の追跡調査を行
った。
甲状腺疾患の既往のない不妊女性において、HSG後の血清遊離ヨウ素値は〜4週後に頂値に達し、
尿中ヨウ素排泄も４週から８週に頂値に達した。その後徐々に血清遊離ヨウ素値と尿中ヨウ素排泄
量は低下し、検査後６カ月時には依然として高値であったが12カ月時には前値のレベルに戻った。
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血清遊離ヨウ素値増加に伴い、サイログロブリン値も増加し、４週時から８週時にFT3はわずか
に低下、TSH値は４〜12週後に高値となり、FT4値を維持した。HSG後約６カ月時にはFT3、FT4
値は全値のレベルに戻ったが、TSH値は依然として高値であったが、HSG後12カ月の時点では前値
との差は消失した。
甲状腺疾患の既往のない成人女性においても、甲状腺自己抗体の有無にかかわらず、油性造影剤
によるHSG後少なくとも半年間は、ヨウ素過剰に伴う甲状腺機能異常の可能性があると考えられた。

Ｅ．結論
甲状腺疾患の既往のない成人女性においても、油性造影剤によるHSG後少なくとも半年間はヨウ
素過剰に伴う甲状腺機能異常の恐れがあり、HSG後１〜３カ月時に甲状腺機能のチェックを行うこ
とが望ましく、半年から１年間は食事からのヨウ素摂取を制限するなどの対策が必要と考えられた。

Ｆ．研究発表
１．学会発表
１）荒田尚子、入江聖子、村島温子、齊藤隆和、原田正平、布施養善、大橋俊則、左合治彦．油性
造影剤による子宮卵管造影（HSG）後の体内残留ヨウ素が妊娠初期甲状腺機能へ与える影響に
ついて．第83回日本内分泌学会学術総会、平成22年３月25〜28日、京都

参考文献
１．原田正平 2005 【生活,環境,薬剤などの母児に及ぼす影響】

周産期のヨウ素含有剤使用が胎

児・新生児の甲状腺機能に及ぼす影響. 周産期学シンポジウム:87-91
２．石突吉持、広岡良文、谷川俊一、澤井喜邦 1994 Lipiodolヨウ素甲状腺腫における抗甲状腺抗体
（マイクロゾーム抗体）の推移. 日内分泌会誌（Folia Endocrinol) 70:957-966
３．Pop VJ, Kuijpens JL, van Baar AL, Verkerk G, van Son MM, de Vijlder JJ, Vulsma T, Wiersinga
WM, Drexhage HA, Vader HL 1999 Low maternal free thyroxine concentrations during early
pregnancy are associated with impaired psychomotor development in infancy. Clin
Endocrinol (Oxf) 50:149-155
４．Haddow JE, Palomaki GE, Allan WC, Williams JR, Knight GJ, Gagnon J, O'Heir CE, Mitchell ML,
Hermos RJ, Waisbren SE, Faix JD, Klein RZ 1999 Maternal thyroid deficiency during pregnancy
and subsequent neuropsychological development of the child. N Engl J Med 341:549-555
５．原田正平、荒田尚子、佐合治彦、鬼形和道、上瀧邦雄、廣瀬進一、東野博彦、今村卓司 2006
子宮卵管造影による胎児・新生児一過性甲状腺機能低下症. . In. 浜松第40回日本小児内分泌
学会学術集会
６．前坂機江 1990 母体のヨウ素過剰摂取による新生児一過性甲状腺機能低下症の14例. 日本新生児
学会雑誌 26:320-321
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表１

図１

24週まで経過を終えた20例の背景

HSG後１、２、４、６、12週時の尿中ヨウ素排泄量の経時的推移（N=４）
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図２

HSG後24週までの血清ヨウ素濃度・尿中ヨウ素Cre換算値の推移

図３

HSG後24週までの甲状腺機能の推移（1）

−32−

成長科学協会 研究年報 No.33 2009

図４

図５

HSG後24週までの甲状腺機能の推移（2）

HSG後12カ月の血清ヨウ素濃度・尿中ヨウ素Cre換算値の推移
（N=11, levothyroxine Tx（-）
）
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図６

HSG後12カ月の甲状腺機能の推移（1）
（N=11, levothyroxine Tx（-）
）

図７

HSG後12カ月の甲状腺機能の推移（2）
（N=11, levothyroxine Tx（-）
）
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低身長児の心理的側面
新しい対面式身長イメージ評価尺度の開発

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）
堀川玲子 （国立成育医療研究センター内分泌代謝科）
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）

はじめに
低身長であることは、小児にとって心理社会的ストレスの要因となりうるとされている1）。しか
しながら、小児が感じているストレスが低身長自体に由来していて、低身長であることで心理社会
的適応に困難を生じていることを証明できた研究は希少である2）。
小児の心理社会的適応状態は、実測の身長より小児自身の持つ身長のイメージとより関連してい
るとされている3）4）。たとえば、実際に身長が低くても「自分は身長が低い」という認識がないと、
心理社会的適応が肯定的な場合がある。逆に、平均的な身長でも「自分は背が低い」と感じている
と心理社会的な不適応が起こりやすい5, 6）。このように、小児のもつ身長のイメージと実測の身長と
は必ずしも一致しないとされているので、小児の健全な心理社会的適応を支援していくためには、
小児自身のもつ身長イメージを正確に評価することが重要であるといえる。
自身の身長イメージを評価する方法として、従来はシルエット式が用いられていたが、この方法
は人間の模式図を平面に並べたもので、日常的に身長を意識する場面とは異なる。そこで私たちは、
児が相手と対面している模式図を作成し、日常的に感じる身長差を意識しながら図を選択する評価
方法（以下、対面式）を開発した。
低身長小児の心理社会的適応の指標としては、親の立場からみた児童の問題行動についての調査
研究が主に報告されている7）8）。これに対して本研究では、Self-Perception Profile法によって子ども
自身の自己概念を評価し、心理社会的適応の指標とした。
本研究では、身長イメージの評価方法として、対面式とシルエット式を実測身長と比較すること
により、イメージ身長の適切な評価方法を確立すること（研究１）と、イメージ身長と小児の自己
概念の関連を明らかにすることにより、イメージ身長法の臨床の場での応用の可能性を検討するこ
と（研究２）を目的とした。
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方法
１）対象
正常身長群と低身長群を対象とした。正常身長群は、A市の小学校・中学校・高校に通学してい
る６〜18歳の身長が−2.0〜＋2.0 SDの小児916名を対象とした。低身長群は、低身長を主訴に2009
年３月〜８月に3施設の外来を受診した6〜18歳の81名を対象とした。
正常身長群では、小学校・中学校の児童生徒へ質問紙を担任より配布し、郵送もしくは学校への
持参により回収した。高校生徒へは、担任が質問紙を配布しその場で回収した。低身長群では、外
来受診時に質問紙を小児へ配布し記入を求めた。

２）調査項目
実測身長・イメージ身長・心理社会指標を含む自記式の質問紙を用いて調査を実施した。

a）イメージ身長
従来から使用されているシルエット式と今回新たに開発した対面式の２つの方法を用いて評
価した（図１、図２）。
従来用いられているシルエット式は、３、25、50、75、97パーセンタイルに相当する身長の人
型を平面的に並べたものから、自分の身長がどれにあてはまるかを選択させるものである（図
１）。
本研究で開発した対面式は、こちらを向いている50パーセンタイルの平均的な身長の小児と、
それぞれ３、25、50、75、97パーセンタイルの自分が向かい合っている図を用い、平均的な身
長の小児と向かい合った場合に、自分がどの図に相当するかを選択させるものである（図２）
。

図１．シルエット式
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図２．対面式

従来のシルエット式では人間の模式図を一列に並べているが、自分の身長をこのような平面図で
意識することは日常的ではなく、必ずしも実際に児童が認識している自己の身長イメージと一致し
ているのかは議論の的であった。Hallは約２メートルの距離で相手を見下ろすと威圧感があると述
べており10）、自分の身長をより意識するのはエレベーターや満員電車など誰かと相対している時で
はないかと推察された。これらのことから、対面式は、従来法に比べて自分と他人の身長差をより
正確に認識させることを目的として作成した。
実測身長とシルエット式・対面式イメージ身長はそれぞれ、低身長から高身長の順に５つに区分
し、それぞれclass１〜５と表記し、その数値をノンパラメトリック分析に用いた。なお、順番によ
るバイアスを避けるために、半数の小児にシルエット式、対面式の順番に答える質問紙を配布し、
あとの半数の小児には対面式、シルエット式の順番に答える質問紙を配布した。

b）心理社会的指標
Harterによって開発されたＳelf-Perception Profileの日本語版を用いた（以下、SPP） 9）。
SPPは学業能力・運動能力・容姿・友人関係・道徳性・全体的自己価値の６つと、高校生につ
いては親友関係・異性関係・職業の３つの側面を加えた指標で構成されている。各側面の粗点
のSDスコアを評価に用いた。４件法にて各項目で評価の高い方から４、３、２、１と得点化
しており、得点が高い方が自尊感情が高いことを示す。

３）分析方法
統計用パッケージ SPSS ver 13.0を用いた。単純集計、Man-Whitney検定、Kruskal wallis検定、
一元配置分散分析を用いて検討した。そして有意差があった場合にはBonferroni法による多重比較
を行った。関連要因の分析ではSpearmanの相関係数（ρ）、重回帰分析を用いた。なお、許容度、
VIF値より多重共線性の問題はないと判断した。有意水準はｐ＜0.05もしくはp＜0.01とした。

４）倫理的配慮
鳥取大学倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号1163、1273）。対象者とその保護者に
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は文書にて研究の目的・意義などを説明した。調査は匿名で行い、回答は任意とした。質問紙の提
出をもって同意とした。

研究Ⅰ
結果
表１は正常身長群の属性である。質問紙を提出した455名中、有効な回答は398名であった。小・
中・高生いずれも身長SDスコアの平均はほぼ0であり標準的な身長の分布を示す集団であった。

表１

正常身長群の属性

図３に実測身長とイメージ身長の相関を示す。小・中・高生いずれの年齢でも、対面式イメージ
身長のほうがシルエット式イメージ身長より、実測身長との相関は良好であった（表２）
。

図３

実測身長とイメージ身長の相関：正常身長群
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表２

実測身長とイメージ身長の相関係数（ρ）：正常身長群

考察
実測身長とイメージ身長との相関が、いずれの年齢でもシルエット式より対面式のほうが高値で
あったことより、対面式イメージ身長法の方が小児が日常生活で認識している身長差を反映してい
る可能性が示唆された。以下では対面式イメージ身長法を用いて小児の自己概念との関連の検討を
行う。

研究Ⅱ
結果
表３は低身長群の属性である。平均年齢は11.6歳、身長SDスコアの平均は−2.3、SDの範囲は−
6.1〜−0.4であった。

表3

低身長群の属性

低身長群の実測身長とイメージ身長の相関を図４に示す。低身長群のイメージ身長と実測身長の
相関は正常身長群に比べ低値（r=0.22）で、中には大きく乖離している例がみられた。
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図４

実測身長とイメージ身長の相関：低身長群

次に低身長群についてイメージ身長と実測身長の乖離の度合いを記述統計により分析した（表4）
。
表４

イメージ身長と実測身長の差異：低身長群

イメージ身長classから実測身長classを引いた値の数字で乖離の度合いを表している。０はイメー
ジ身長と実測身長が同じであったことを示し、マイナスになるにつれ自分の身長を過小評価してい
ることを示し、逆にプラスになるにつれ過大評価していることを示す。乖離の度合いは治療の有無
や性別によって差異は認めなかったが、年齢が高くなるにつれ自分の身長を正確に把握する割合は
減少し、過大評価する割合が増加した。正常身長群にはこのような傾向はなかった。
低身長群で、正確に身長を評価した群（正確評価群）と過大に身長を評価した群（過大評価群）
の年齢別のSPPのSDスコアを比較したところ、過大評価群では容姿評価SDスコアで有意差を認め
（F値＝4.72、p＝0.02）、Bonferroni法により多重比較を行った結果、高校生のSDスコアが小学生よ
り有意に高かった（表５）。
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表５

年齢別の身長認識の違いによるSPPのSDスコア：低身長群

図５に正常身長群と低身長群についてのSPPスコアの比較を示す。小学生の低身長群では、容姿
評価スコアが有意に低く、全体的自己価値は高い傾向を示した。中学生でも小学生と同様に低身長
群では容姿評価スコアが低く、全体的自己価値は高い傾向を示したが、統計的な有意差はなかった。
高校生の低身長群では運動能力評価のみが低い傾向であった。

図５

正常身長群と低身長群のSPPスコアの比較
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また、正常身長群と低身長群の身長のとらえ方によるSPPの比較を行った（表６）。小学生では、
自身の身長を過大評価している低身長群の容姿評価のSDスコアが健常群に比べ有意に低かった。中
学生では、低身長群と正常身長群で身長のとらえかたによるSPPのSDスコアの差異は認めなかった。
高校生では自身の身長を過大評価している正常身長群の道徳評価が有意に低かった。

表６

正常身長群と低身長群の身長のとらえ方によるSPPの比較

次に、イメージ身長および実測身長とSPPのSDスコアの関連を階層的重回帰を用いて分析した。
実測身長はSPPスコアとは相関を示さなかったが、イメージ身長との差は、容姿評価と全体的自己
価値の２つの側面と有意な相関を示した（表９）。また、正常身長群では小・中・高生全ての年齢
でイメージ身長が学業能力評価と有意な相関を示した（小・中学生：β=0.20、p=0.045、⊿R2＝
0.038、高校生：β=0.18、p=0.01、⊿R２＝0.03）。
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表９

イメージ身長と実測身長との差とSPPの関連：低身長群の小・中学生

考察
１）正常身長群と比較した低身長群の身長の認識と心理社会的適応
低身長群でイメージ身長と実測身長の相関が低かったこと、年齢が高くなるにつれて自身の身長
を過大評価する割合が増加するという、正常身長群にはない傾向を示したことより、低身長群は正
常身長群とは異なったイメージ身長を持っていることが示唆された。これらのことより、低身長児
（者）の診療・治療に際してはイメージ身長を把握しながらの関わりが必要であると考えられる。
また、小・中学生の低身長群では、正常身長群より容姿評価が低く、全体的自己価値が高い傾向
であった。一方、高校生の低身長群では運動能力評価が低い傾向であった。このように正常身長群
と低身長群の心理社会的適応が年齢によって異なった様相を示したことより、特に低身長を主訴に
医療機関を受診した小児への精神的サポートには注意が必要であることが示唆された。また、医療
機関に受診している低身長児（者）としていない児童（者）では心理社会的適応に相違を認めると
の報告があり11）、この点については十分に留意する必要があると考える。

２）低身長群におけるイメージ身長と心理社会的適応の関連
低身長群の小学生で、過大評価群が、正確評価群よりも容姿評価スコアが有意に低かったこと、
イメージ身長と実測身長の乖離の度合いがSPPスコアの容姿評価・全体的自己価値と関連を示した
ことより、身長に何らかの現実的でないイメージを持っていることが、心理社会的適応に影響する
ことが示唆された。これは、外来の受診時に対面式を小児に実施してもらうことで、実測身長との
乖離が大きければ、何らかの心理社会的な不適応がある可能性を予測することが出来ることを示し
ている。SPPなどの質問紙は回答するのに時間がかかり、小児が心理社会的なストレスを感じてい
ても原因を特定するのは困難である。対面式は簡易であり、小児への負担は少ない。毎回の外来受
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診時に、対面式への回答を踏まえて小児と会話を持つことが、精神的サポートの有用な手段になる
と考えられる。

３）低身長群の年齢と心理社会的適応の関連
年齢が低いほうが自身の身長を正確に把握し、年齢が上がるにつれ身長を過大評価する傾向は先
行研究と一致していた3）。低身長児は特に思春期にかかるころにジストレスを経験するとの報告が
あるが5）、本研究の結果で過大評価している高校生の容姿評価SDスコアが小学生に比べ高値であっ
たことと、高校生の低身長群と正常身長群のSPPのSDスコアは特に差異を認めなかったことより、
高校生になると身長を肯定的にとらえると推測することができる。また、中学生では低身長群と正
常身長群でSPPのSDスコアの差異を認めなかったものの、低身長群で小学生の容姿評価のSDスコ
アが高校生より有意に低かったため、本邦の小児には小学生の時期、つまり思春期になる前の関わ
りが特に重要であると考えられる。さらに低身長であることのストレスや不便さを経験しながらも、
高校生が高い自尊感情をもっているのは、コーピングが上手く機能してきたからと考えられ、社会
資源、環境、家族のサポートなど、どの要因が寄与しているのかを検討することで小中学生への支
援の示唆を得られると考える。

今後の課題として、本研究の結果から対面式の有効性が示唆されたので、イメージ身長評価法を
診療の際に、どのように用いて児童の心理社会的適応のサポートをしていくかを検討していくこと
があげられる。また、本研究では小児が自己の身長をどのように認識しているかということに焦点
をおいたが、低身長の児童を持つ両親が質問紙の自由記載欄に記入した様々な悩みを知ることがで
きた。家族への精神的なサポートも念頭にいれた関わりが重要である。
研究の限界としては社会的背景を聴取していないことがあげられる。先行研究で人格形成には身
長よりも社会的な背景が影響している可能性が高いとの報告もあり12）13）、今後小児に介入していく
上で留意すべき点であろう。また、正常身長群の小・中学生は郵送で返送という形式ととっており、
もともと身長に興味のある対象に偏った可能性もある。高校生で実施したように、その場で回収す
る形式をとり妥当性を向上させる必要がある。
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登

先行研究からは、低身長の治療は基本的に効果が見られ、本人、家族及び医療従事者にとって満
足のいくものとなっていることが明らかになっている（Bannink et al.2005,Bertella et al. 2007, 柿沼
他2009）。しかし、急速な変化が見えにくい治療であり、緊急性も高くないため、子どもが思春期
に入ると治療の継続が難しくなり、多くの家族が子どもを説得しながら治療の継続を促している様
子が伺えた（柿沼他2009）。治療は、長期的な取り組みが必要であり、即効性のあるものではない
ため、その継続には医療従事者のサポートが重要になって来る。また、より効率のよい状態で治療
を行うためには、対象児のQOLへの配慮が重要となって来る。
また、これまでの母親を対象とした調査からは、すでに受診している就学前の母親は、子育てに
おいて社会的に周囲に支えられていると感じている（柿沼他2008）。つまり、早期の医療機関での
受診は、母子双方にとって有益であることが考えられる。一方で、慢性疾患児の研究からは、親の
QOLと子どものQOLは相互に影響しており、患者のみならず、家族を対象にした社会心理的な支援、
介入の重要性も近年指摘されている（Goldbeck & Melches 2005）。
今回は、子どもの日常生活の場を目にすることが多く、必要に応じて保護者と対応可能な立場に
ある保育園及び幼稚園を対象に調査を行った。その結果を踏まえて、治療が必要な子どもの早期発
見と母親や家族をも対象にした多角的な支援のあり方の検討を目的とする。なぜならば、これまで
の研究から、母親の不安軽減こそが、潜在的な子どもの不安の軽減と関連すると考えられるためで
ある。そのためには、保育者が早期発見の重要性を認識し、基準を下回る身長の子どもに対して検
査のために小児科を受診するよう促すことが望ましい。

方法
対象：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、沖縄県の保育園及び幼稚園。52園。
調査内容：１）在園している身長が−2SD以下の園児の数（男女別）、２）該当する園児の成育歴、
園での様子及び低身長に関する指導の有無。身長の基準は半年ごとのものを調査用紙に添付し、基
準を満たさない園児の人数を記載してもらった。
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調査方法：上記の園に直接あるいは文書で調査協力を依頼し、了解を得られた園に情報提供を依頼
した。心理士の資格を持ったものによる聞き取りか、園長、もしくは園長の指示のもと、保育士が
記入を行った。
調査項目は別紙に示すように、発達、日常の様子、問題行動などについて、該当児を念頭に記載
してもらう。また、園の対応についても記述してもらった。
回収した52部のうち、５部は該当在園児の人数が記載されていないが、日常の様子については記
載があったため、人数は不明ではあるが、該当する子どもがいると判断した。
調査期間：平成22年２月から５月。

結果
在園児の数
−２SD基準を下回る子どもが在園していると答えた園は35園。在園児に関する記載がないが、該
当児に記載のある園が５園のため、52園中、40園で、担当者が−２SDの子どもの存在を認識してい
た（図１）。内訳は男児35名、女児33名であった。いずれの園でも、該当児に何らかの問題がある
と記載してあった。

図１

−2SD以下の子どもの在園の有無
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日常生活の様子
発育に関して気になると回答した施設数（n=40）を項目ごとに図２に示す（以下同様）。体力に
関して気になる項目を図３に示す。食に関して気になる項目を図４に示す。

図２

発育に関して気になること

図３

体力面で気になること

図４

食に関して気になること
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睡眠に関して気になる項目を図５に示す。

昼夜逆転、夜泣き、睡眠時間が短い、午睡をしない

は問題として指摘されていない。言語発達に関して気になる項目を図６に示す。社会性の発達に関
して気になる項目を図７に示す。

図５

睡眠に関して気になること

図６

言語発達に関して気になること

図７

社会性に関して気になること
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指しゃぶり、排泄の問題など、日常生活において気になる行動を図８に、養育環境を含む成育歴
に関しての記載を図９に示す。

図８

気になる行動

図９

成育歴
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上記８カテゴリーにおいて、問題なしとされた件数を比較したものを図10に示す。χ二乗検定の
結果、カテゴリー間に有意差が見られた。x2（7）=26.931（p<.01）。残差分析の結果、発育に問題
なしの回答が少なく、睡眠に関しては問題なしの回答が多かった。

図10

問題なしと答えた園

身長が低いことに対する対応
身長が−2SDであることに関しての園での対応を図11に示す。

図11

−２SD以下であることの対応

問題行動として指摘されることの多かった項目と、指摘の見られなかった項目を以下に示す（表
１）。
指摘の多かった項目
（回答施設数）
体重増加不良（28）
身長の伸び（18）
言葉の遅れ（15）
小食（12）
不器用（10）
疲れやすさ（10）

指摘なし
夜泣き
昼夜逆転
午睡しない
物音に敏感
常同行動
自傷行為
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考察
調査の結果から、就学前の段階である程度低身長児について周囲が認識していることが明らかに
なった。統計的には、どの園にも該当者が在園していると思われるが、−2.5SDにならないと、周
囲が認識しない状況もあると思われる。
一方、在園していると回答した場合、いずれの園でも、何らかの問題があると感じている。具体
的には、身長の伸び、体重の伸びなど発育に関することが多かった。また成育歴に関する問題や、
疲れやすい、集中力が続かない、病気をしやすい、小食、偏食など、体力との関連項目が指摘され
ていた。言葉の遅れ、始歩の遅れ、粗大及び微細運動発達の遅れなど、発達の目安となり項目にお
いても指摘されている。一方で、高機能広汎性発達障害児にしばしば見られる睡眠の問題や常同行
動や自傷行為など、集団生活に大きな影響を与える問題は少なかった。
本調査から見えてくる低身長児像は、小柄で体力がなく、成育歴に何らかの問題を持っており、
保育者もそれなりに気にはかけているが、保育者にとって、大きな問題になっていないと推測され
る。保育の現場においては、環境にうまく適応できない子どもたちへの対応が中心となる傾向があ
る。小柄で、体力はないが、おとなしく、保育者との関わりが良好な場合は、大きな問題とはなら
ないのだろう。
このように、低身長児の問題は集団生活に大きな支障を来すものではないためか、保育者も長い
目で見守る様子がうかがえた。身長の低さに気づき、日常生活においても何らかの問題ありと答え
ながらも、反数近くの施設では、保護者に伝えることなく経過観察を行っていた。その背景には、
成長ホルモン分泌不全による低身長に対する認識不足もあると考えられる。
保育現場において、−2SDの基準を下回る子どもの中には、成長ホルモン分泌不全によるものが
含まれることを保護者に説明し、検査のために小児科受診をすすめることが、早期発見の第一歩と
なる。保育者は、就学などそのライフコースに合わせた形でのサポートが必要で、適切な治療やサ
ポートは家族の不安軽減や治療に伴う二次的問題の予防の上で重要であることを認識することが求
められる。
今回の調査では、背の低さ以外に問題がなければ、そのまま様子を見ると記載している施設が半
数をしめていた。これは、集団生活への適応がある程度できれば、多少の遅れや偏りは個人差の範
疇と考えているからではないだろうか。日本では、明らかな身体的、知的、あるいは社会性の発達
に遅れがみられないと、見守るという形で診断や治療を先送りする傾向が少なくない。確かに、治
療対象とならない子どもの場合は見守る以外の選択肢はあまりない。しかし、治療を必要とする子
どもの場合には早期の対応が望ましい。そのためには、保育施設に対して早期対応の重要性を示し、
治療対象となる子どもの基準や目安を提示し、受診増加につなげる試みが必要だと考える。
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ターナー症候群７例の空間認知および学習の障害と言語聴覚療法の検討
−女性ホルモン治療の検討−

荒木久美子
秋山成長クリニック（高知大学医学部付属病院小児科）
稲田

勤

高知リハビリテーション学院言語療法学科

はじめに
ターナー症候群はX染色体短腕の欠失による低身長、性腺機能不全、奇形などの身体的特徴をも
つ疾患で、知的能力は正常とされている。しかし、言語性知能指数（IQ）は正常だが、動作性IQは
低下しており、空間認知障害や相貌認識障害1,2）、社会的成熟の遅れなどの社会心理学的なリスク3）
も報告されている。
我々は、昨年度の本研究で、明らかな発達障害の認められないターナー症候群女児６例に神経心
理学的検査を行い、動作性IQの低下と空間認知能力の明らかな低下を認めた4）。さらに、学習の障
害の訴えのあった３例に言語聴覚療法を１〜３年実施したところ、すべての項目に向上がみられた。
特に、空間認知に関わる項目はすべて有意な向上が認められ、学習成績も向上した。
今年度、我々は、明らかな発達障害の認められないターナー症候群女児７例の神経心理学的検査
を行った。その中の６例には経年的な評価を行い、学習の障害の訴えがあり、言語聴覚療法を実施
していた２例を含む３例にエストロゲン少量療法を開始して、脳・認知機能に及ぼす影響を検討す
るとともに、カウフマン療法実施例や思春期自然発来例とも比較検討して、言語聴覚療法およびエ
ストロゲン治療の脳・認知機能への効果を解析した。また、言語聴覚療法を行った訓練効果を検討
し、小学校低学年用の言語聴覚療法訓練メニューを新たに作成した。

対象と方法
対象はターナー症候群女児７例（９〜16歳）で、症例６を除いた６例が成長ホルモン治療中であ
ったが、症例５は16歳で成長ホルモン治療を終了している（表１）。７例とも明らかな発達障害や
聴力の異常はなく、頭部MRI検査も正常であった。また、初回の神経心理学的検査を行った時は、
症例７を除いて思春期発来はなく、女性ホルモン治療も行っていなかった。
方法は、神経心理学的検査としてWechsler Intelligence Scale for Children-Third Edition
（WISC−Ⅲ）を実施した。WISC−Ⅲは、言語性IQおよび動作性IQと全検査IQに加えて、言語理解、
知覚統合、注意記憶、処理速度の４つの群指数（因子分析）の評価を行い、さらにプロフィール分
析として、下位検査の中で絵画完成と積木模様、組み合わせの３項目を空間認知機能として評価し
た。
エストロゲン少量療法としては、ターナー症候群におけるエストロゲン補充療法ガイドライン5）
に従って３例（症例３、４、６）にプレマリン（0.625mg／錠）１／10錠１日１回の経口投与を開
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始して徐々に増量した。なお、症例５は16歳で成長ホルモン治療を終了したが、17歳からカウフマ
ン療法を受けており、月経は順調である。しかし、カウフマン療法開始時にWISC−Ⅲを実施する
ことができなかったために、女性ホルモン治療の比較対照例とした。症例７については成長ホルモ
ン治療中に思春期が自然に発来して14歳時に初経がみられたが、WISC−Ⅲは１回しか実施できな
かったので、症例５と同じく女性ホルモン治療の比較対照例とした。なお、学習の障害の訴えのあ
った３例（症例１、３、４）については、月１〜２回の言語聴覚療法を３〜４年実施し、経年的に
神経心理学的評価を行い、言語聴覚療法による効果を検討した。しかし、その中の２例（症例３、
４）は15歳時のエストロゲン少量療法開始時に言語聴覚療法を自主的に終了されたので、言語聴覚
療法と女性ホルモン治療についてそれぞれ別に検討を行った。

結果
７例の中、経年的に評価できた６例のWISC−Ⅲの結果については、平均年齢12±2.53歳の初回検
査時は言語性IQの平均100.67±14.54、動作性IQの平均77.33±11.76、全検査IQの平均87.67±13.50で、
言語性IQに比べて動作性IQが明らかに低下していた（表２）。群指数では、言語理解の平均102.5±
15.46、知覚統合の平均75.17±12.61、注意記憶の平均96±8.41、処理速度の平均89.83±10.67で、言
語理解と注意記憶は正常であったが、処理速度はやや遅く、知覚統合が最も低下していた。プロフ
ィール分析での空間認知機能の評価は平均17.67±6.19と、症例５を除いて基準値の30に比べて明ら
かに低下していた。しかし、平均年齢16±2.43歳の最終検査時には、言語性IQの平均は103.33±
12.69と変化は見られなかったが、動作性IQの平均91.83±6.68、全検査IQの平均97.50±9.27といずれ
も向上し、特に動作性IQは有意（p<0.05）な向上が認められた。群指数では、言語理解の平均
108.83±13.17、知覚統合の平均91.5±11.36、注意記憶の平均93.5±5.82、処理速度の平均100.33±
14.29で、言語理解と注意記憶には変化はなかったが、知覚統合と処理速度は向上し、特に知覚統合
は有意（p<0.05）な向上が認められた。プロフィール分析での空間認知機能の評価は平均24±5.22
と有意（p<0.05）な向上が認められた。図１、２、３に個々の症例の治療経過とWISC−Ⅲの結果
の推移を示した。経過が数年にわたり、個々の症例の治療法や言語聴覚療法の有無などによる個人
差も大きいが、経年的に評価できた６例は加齢による動作性IQと空間認知機能および知覚統合の向
上が認められた。
学習の障害の訴えのあった３例（症例１、３、４）については、WISC−Ⅲは言語性IQの平均
94±16.46、動作性IQの平均70±10.39、および全検査IQの平均80.67±13.20と特に症例３と４でIQが
低く、表２の６例の平均よりも低かったが、３−４年の言語聴覚療法によりそれぞれ109.33±15.89、
94.67±5.69、102.67±11.15と明らかに向上し、特に動作性IQと全検査IQの向上は有意（p<0.05）で、
表２の６例の平均よりも向上した。（表３、図４）。群指数では、言語聴覚療法により言語理解は平
均95±17.32から114±19.97に、知覚統合の平均は70.33±12.5から93±8.19に、注意記憶の平均は92±
6.93から99±4.58に、処理速度の平均は85±10.44から101.67±5.69と明らかに向上し、特に知覚統合
と処理速度は有意（p<0.05）の向上が認められた（図５）。空間認知機能の評価は平均15.33±7.23で
あったが、言語聴覚療法により24.67±5.13と有意（p<0.05）に向上した。
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女性ホルモン治療としてプレマリンの投与を受けている３例（症例３、４、６）については、治
療開始年齢は15−16歳で、治療期間は１−２年である。WISC−Ⅲは言語性IQの平均110±16.46、動
作性IQの平均89.33±1.53、および全検査IQの平均101.33±9.81と動作性IQがやや低かったが、１−
２年の女性ホルモン治療を受けてそれぞれ103.33±15.53、89.33±5.86、96±9.54と言語性IQと全検
査IQが低下し、特に全検査IQは有意（p<0.05）に低下した（表４、図６）。群指数では、女性ホル
モン治療により言語理解は平均110.83±19.73から108±16.64に、知覚統合の平均は83.33±12.01から
85±11.36に、注意記憶の平均は102±7.55から92±7.55に、処理速度の平均は101±4.58から108.33±
11.50と注意記憶を除いて明らかな変化はみられず、注意記憶は有意（p<0.05）に低下した（図７）。
空間認知機能の評価は平均20.67±4.73であったが、女性ホルモン治療を受けても20.33±3.21と変化
はみられなかった。

考察
ターナー症候群では知的能力は正常といわれているが、空間認知障害や相貌認識障害が指摘され
ており、注意力の不足や対人関係の困難さ、不安などもしられている1,3）。この原因としては、脳の
解剖学的な構造の問題6,7）や卵巣機能不全による性ホルモンの低下1,2）などが報告されており、最近の
研究では、X染色体の短腕遠位部（Xp22.3）に存在する遺伝子が認知機能に関与する3）ことも報告
された。Rossら1）の研究によると、ターナー症候群にエストロゲン補充療法を行ったところ、非言
語的な処理速度と視覚的な運動機能は改善されたが、空間認知や作業記憶、計算能力は改善されな
かった。そこで、男性ホルモン作用も持つ蛋白同化ホルモン（oxandrolone）を成長ホルモンおよ
び女性ホルモンと併用したところ、算数に関する重度の学習障害が改善されたと報告した8）。これ
は、oxandroloneの投与により尾状核が大きくなったり、頭頂葉の神経密度が増えたりする3）ことが
原因と考えられ、動物実験では男性ホルモン投与により神経細胞が増加する9）ことも報告されてい
る。
米国では、ターナー症候群協会から家族向けガイドブック10）が出されている。それによると、タ
ーナー症候群では特定の学習障害、特に非言語性領域の学習障害を持つ可能性が高く、空間認知や
社会的認知の困難さや計算や手先の不器用さが指摘されており、問題が起こったときに適切な学術
的指導や訓練などを行い、将来の進路や職業についての計画を立てることが重要であるとしている。
また、非言語的学習障害は社会性の発達や人間関係の構築に影響を及ぼすので、社会生活を送る上
でのコミュニケーションスキルを身につけるように、ロールプレイなどの具体的な方法も記載して
いる。
しかし、我が国ではそれらの検討は少なく、有効な治療や教育的配慮などについても検討はほと
んどされていないのが現状である。そこで、我々は、動作性IQの低下と空間認知障害があり、学習
の障害の訴えのあったターナー症候群女児３例に言語聴覚療法を行ない、言語性IQおよび全検査IQ
の向上と空間認知障害が改善したことを報告した11）。さらに、昨年度の本研究で、我々は、ターナ
ー症候群女児６例にWISC−Ⅲを含む様々な神経心理学的な検討を行い、動作性IQの低下と視覚や
視覚−運動に基づく認知能力の明らかな低下を認め、６例中５例に明らかな空間認知障害を認めた。
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また、学習の障害の訴えのあった３例については動作性IQと空間認知機能が６例の平均よりさらに
低かったが、言語聴覚療法により動作性IQと空間認知に関わる項目がすべて明らかに向上してほぼ
正常化したことを確認し、学習成績の向上を認めた。
本年度の研究では、明らかな発達障害の認められないターナー症候群女児７例を検討した。経年
的に評価できた６例のWISC−Ⅲの結果は、昨年度の報告と同じく動作性IQと空間認知障害を認め
たが、平均年齢16歳での最終検査時には動作性IQと空間認知機能の明らかな向上が認められた。経
過が数年にわたり、治療が異なるために個人差も大きいが、この結果はこれらの障害が年齢ととも
に改善することが示唆された。しかし、６例中の３例が言語聴覚療法を受けており、言語聴覚療法
を受けなかった他の症例も症例７を除いて空間認知や学習などの問題の際に役立つ具体的なアドバ
イスを行っているので、その影響も考えられる。また、４例は女性ホルモンの効果も関与した可能
性が考えられるので、結論を出すにはさらに検討が必要である。
次に、学習の障害の訴えのあった３例については、言語聴覚療法を３〜４年実施し、昨年度の報
告と同じく、６例の平均より低かった動作性IQと全検査IQ、および知覚統合と処理速度の明らかな
改善と空間認知障害の向上が認められた。この結果から、個人差はあるが、訓練期間が長いと成績
が良くなる傾向が認められた。
女性ホルモン治療については、プレマリンの投与を受けている３例の検討で、言語性IQと全検査
IQが低下し、特に全検査IQが明らかに低下した。群指数は、注意記憶が明らかに低下し、空間認知
機能の変化はみられなかった。この３例の中２例は言語聴覚療法を４年間実施して、自主的に終了
した後にプレマリンの投与を受けており、プレマリンの効果より言語聴覚療法終了の影響の方が大
きいのではないかと思われた。現在、この２人は普通高校の生徒で、成績はよく、言語聴覚療法終
了後の成績も良好である。言語聴覚療法を受けなかった残りの１例は、群指数の知覚統合と空間認
知機能がやや改善しただけで、プレマリン投与の明らかな効果とは考えにくい結果であった。また、
学業成績もプレマリン投与による変化はないようである。しかし、これらの症例は治療期間がわず
か１−２年のため、結論を出すにはさらに検討が必要である。また、女性ホルモン治療の比較対照
例とした症例５は、カウフマン療法開始後の検査で動作性IQや空間認知機能は改善していた。この
症例は、カウフマン療法開始時の評価ができなかったので判断はさし控えたいが、女性ホルモン治
療により脳機能が改善した可能性も考えられると思われた。思春期が自然に発来した症例７につい
ては、動作性IQや空間認知機能は低く、群指数の知覚統合も低下していた。この症例は空間認知や
学習などの具体的なアドバイスをほとんど受けておらず、その影響も考えられたが、卵巣機能があ
る程度残っており、思春期が自然に発来しても空間認知機能は低下していると考えられた。
今回の検討から、言語聴覚療法の有効性を再度確認できた。また、わずか２例ではあるが、11歳
と比較的遅い年齢から言語聴覚療法を開始しても４年間で終了でき、その後の高校での学業にも困
ることがなかったのは大変喜ばしい結果であった。しかし、女性ホルモン投与による検討では、従
来報告されてきた脳機能の改善1,2）は明らかでなく、今後さらに症例を増やして検討していくことが
必要である。同時に、今後の検討課題として、成人の脳機能の詳細な評価ができる新たな神経心理
学的検査方法を模索していくことも重要と考えられた。
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学習課題に対するトレーニング
昨年度の本研究で、我々は視覚認知の向上と目と手の協調運動を目的とした言語聴覚療法の訓練
の中で、就学前の小児を対象とした訓練メニューを作成した。今年度は、小学校低学年の児童で相
談をうけることの多いはかりの目盛読みとコンパスについて、学習課題に対するトレーニングとし
ての訓練メニューを作成した。
１．はかりの目盛読み（図４）
はかりの目盛読みの練習は、３段階に分けて行う。まず初めに、両端に０と10の書かれたまっす
ぐな直線を用いて目盛を読む練習を行い、次に、両端に０と100が書かれたまっすぐな直線を用い
て目盛読みの練習を行う。さらに、今まで練習してきた数直線の目盛とはかりの曲線の目盛を対比
しながら、曲線の目盛を読む練習を行う。最後に、実際のはかりを用いて、目盛を読む練習を行う。
２．コンパスの練習（図５）
まず、コンパスを定規にあてて長さを測る練習を行う。できないときは、目盛読みの練習を行う。
次に、コンパスを使うときに、指先の力が弱いと鉛筆で描いた円がかすれので、透明プラスチック
板に直径１cmの穴をあけ、コンパスの頭をくぐらせて、指導者が板をおさえた状態で、コンパスの
頭をまわす練習を行う。できない場合には、コマをまわす練習を行う。コンパスの針がずれる場合
には、コンパスを縦に押す力が弱いので、厚紙に穴をあけてコンパスの針を入れて固定し、円を書
く練習を行う。
ターナー症候群では、空間認知障害のために目で見ても情報を正確に読み取れないことが多く、
特に小児では、目盛の数え間違いなどで学習につまずき、苦手意識を持つことが多いので、目盛を
段階的に増やしていくことで視覚的な負担の軽減をはかる必要がある。また、ターナー症候群では、
同時に複数の動作を行うことが苦手なので、あせらずにゆっくり、正確に動作ができるように練習
を繰り返すことも重要である。ターナー症候群の空間認知障害のトレーニングは、昨年度に本研究
で作成した折り紙遊びや色積み木遊びなどが基本であるが、学童では、さらに算数やローマ字など
の学習課題に対するトレーニングも必要と考えられるので、今後は、高学年向けの学習教材を作成
する予定である。

文献
１）Ross, J. L., et al.: Effects of estrogen on nonverbal processing speed and motor function in
girls with Turner’s syndrome. J. Clin. Endocrinol. Metab., 83:3198, 1998.
２）Ross, J. L., et al.: Use of estrogen in young girls with Turner syndrome: Effects on memory.
Neurology, 54:164, 2000.
３）Ross, J. L., et al.: Androgen-responsive aspects of cognition in girls with Turner syndrome. J.
Clin. Endocrinol. Metab., 88:292, 2003.
４）荒木久美子、他：ターナー症候群６例の空間認知および学習の障害と言語聴覚療法の検討.成長
科学協会研究年報, 32:81, 2008
５）田中敏章、他：ターナー症候群におけるエストロゲン補充療法ガイドライン. 日本小児科学会雑
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表１ ターナー症候群７例の臨床症状と各種検査結果

表２ ターナー症候群女児６例のWISC-Ⅲの評価の推移
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表３ ターナー症候群女児３例の言語聴覚療法によるWISC-Ⅲの評価の推移

表４ ターナー症候群女児3例の女性ホルモン治療によるWISC-Ⅲの評価の推移

−62−

成長科学協会 研究年報 No.33 2009

図１ WISC-Ⅲの言語性IQと動作性IQの推移
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図２ WISC-Ⅲの全検査IQと空間認知機能の推移
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図３ WISC-Ⅲの群指数の知覚統合と処理速度の推移
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図４ 言語聴覚療法によるWISC-ⅢのＩＱと空間認知機能の推移

図５ 言語聴覚療法によるWISC-Ⅲの群指数の推移
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図６ 女性ホルモン投与によるWISC-ⅢのIQと空間認知機能の推移

図７ 女性ホルモン投与によるWISC-Ⅲの群指数の推移
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図８ はかりの目盛り読みの練習
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図９ コンパスの練習
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成長ホルモン遺伝子発現調節因子に関する研究−Pit-1転写活性抑制因子AESの機能解析

井口元三
神戸大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科

【緒言】
加齢と共に、ヒトの生理的機能はすべて徐々に低下していくが、加齢に伴う種々の変化は成長ホ
ルモン（以下GH）分泌不全症患者の臨床症状との共通点が多い事から、加齢によるGH/IGF-Iの分
泌動態の変化がその一因と考えられ、somatopauseという概念が生まれた。
GH遺伝子の発現調節のマスターレギュレーターとして下垂体特異的転写因子Pit-1が重要である事
が知られている（1）。Pit-1蛋白がコアクチベーターであるCBP（CREB-binding protein）と結合し、
Pit-1/CBPコンプレックスを形成し、GHRHからのシグナル伝達を介してGH遺伝子の転写を活性化
するシグナルトランスデューサーとして機能することは、我々のグループが明らかにしてきた（2）
。
しかし、CBP以外にPit-1蛋白とコンプレックスを形成する分子の存在は明らかではない。そこで
Yeast Two Hybrid法を用いてPit-1蛋白と結合する因子を検索し、Pit-1/CBPとコンプレックスを形
成する因子について解析し、その分子メカニズムを明らかにすることを目的に今回の検討を行った。

【方法】
Pit-1蛋白をBaitとし、下垂体cDNAライブラリー（NCI CGAP Pit1 Library：インビトロジェン）
をPlayとしてYeast Two Hybrid法（ProQuest Two-Hybrid System：インビトロジェン）を用いて
Pit-1蛋白と結合する因子をスクリーニングした。
得られた遺伝子の発現ベクターを用いた培養細胞における過剰発現実験系で検討した。Pit-1蛋白
の転写活性化能をみるため、プロラクチンおよびGHのPit-1蛋白結合部位の下流にルシフェラーゼ遺
伝子をコードしたレポーター遺伝子と得られた遺伝子の発現ベクターを非下垂体由来培養細胞
（COS-7およびHEK293T細胞）に共発現しそのルシフェレース活性を測定し検討した。また、Pit-1
転写活性に影響するヒストンディアセチレースインヒビター（HDACインヒビター）であるトリコ
スタチンAを投与してHDACの関与について検討した。

【結果】
Two Hybrid法からは図１−Ａに示す如く約23個の陽性クローンがピックアップされてきたが、
３つの選択マーカーを用いた最終的な選択の結果、図１−Ｂの如く５つのクローンが得られた。こ
れらの塩基配列を決定したところ、Pit-1とコンプレックスを形成する因子としてAES（aminoterminal enhancer of split）を同定した。５つのクローンはすべてAESのスプライシングバリアン
トであった。AESは197個のアミノ酸からなるDrosophilaにおけるGroucho 蛋白のmammalian
homologであり、機能的に不明な点もあるが、Drosophilaの研究から転写因子に結合してコリプ
レッサーとして働くと考えられている。
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実際、レポーター遺伝子との共発現系で検討したところ、図２に示す如く、プロラクチンのPit-1
結合配列を上流に持つレポーター遺伝子の転写活性を抑制することが分かった。レーン１−４にお
いて２のPit-1の転写活性に対し、AESを共発現すると、４に示すようにPit-1の転写活性が約50％程
度と有意に低下した。しかし、レーン５−８に示すように、Pit-1とは異なる転写因子であるCREB
の転写活性は変化させず、Pit-1特異的な抑制に関与していると考えられた。
また、他の細胞系であるHRK293T細胞においても同様の抑制効果を発揮し、また異なるレポーター
遺伝子である成長ホルモンのPit-1結合配列を上流に持つレポーター遺伝子においてもその転写活性
を抑制した（図３）。
ヒストンディアセチレースインヒビター（HDACインヒビター）であるトリコスタチンAの投与
によりAESの抑制は解除されたことから、この抑制効果にはHDACの関与が考えられた。

【考察】
Pit-1とコンプレックスを形成する因子としてAES（amino-terminal enhancer of split）を同定し
てきた。これはDrosophilaの研究から転写因子に結合してコリプレッサーとして働くと考えられて
いる。我々の検討ではTwo Hybrid法の結果から、このAES蛋白はPit-1の転写活性化ドメインに結
合すると考えられるため、これまで報告されていないPit-1の転写抑制に関与する因子であると考え
ている。AESに関しては、これまでNFκBにおいて転写活性の抑制の報告がある（3）
。

【結論】
Pit-1蛋白と結合する因子をTwo Hybrid法を用いて検索し、AES（amino-terminal enhancer of
split）を同定した。両者は培養細胞を用いた実験系でPit-1蛋白の転写活性化能を有意に抑制し、こ
れまで知られていなかったPit-1蛋白の抑制因子である可能性が考えられた。

【参考文献】
１ Li X, Perissi V, Liu F et al (2002): Tissue-specific regulation of retinal and pituitary precursor
cell proliferation. Science 297: 1180-1183
２ Kishimoto M, Okimura Y, Yagita K et al (2002): Novel function of the transactivation domain
of a pituitary-specific transcription factor, Pit-1. J Biol Chem 277: 45141-45148
３ Tetsuka T, Uranishi H, Imai H et al (2000): Inhibition of nuclear factor-kappaB-mediated
transcription by association with the amino-terminal enhancer of split, a Groucho-related
protein lacking WD40 repeats. J Biol Chem 275: 4383-4390
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図１
Ａ．

Pit-1-TA x Pit1 Library（NCI CGAP Pit1 Library）

There were 23 possibly positive clones.
Ｂ．

１

２

３

４

５

図２
ＣＯＳ−７細胞
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図３
HEK293T細胞

図４
HEK293T細胞
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成長ホルモンの抗炎症作用：その分子機構と脂肪変性における役割

磯崎

収、吉原

愛、石垣沙織、大久保久美子、西巻桃子、野添康子、村上ひとみ
東京女子医科大学内分泌疾患総合医療センター内科

Ⅰ．はじめに

成人成長ホルモン欠損症（Adult GHD）においてはインスリンの抵抗性が認められ、GH治療に
より改善することが報告されている。しかし、GHの過剰状態である先端巨大症においてもインスリ
ン抵抗性や糖代謝異常や脂質代謝異常をともなうが、薬物治療や手術により血中GHが正常化すると
これらの異常が改善することが知られている。このようにインスリン感受性や糖質、脂質代謝に対
するGHの作用と役割は複雑であり（1）、どのような機序でGHのこのような作用を発現するかにつ
いてはIGF-Iを介するか否かも含めて異論も多く、完全には解明されていないのが現状である。
当研究グループはこのような複雑な成長ホルモンの代謝作用を解明するため、いくつかのモデル
を用いて検討を行ってきた。初めにレプチン受容体に遺伝子変異があり、肥満を生じ、高レプチン
血症と高インスリン血症およびGHの低値をきたすZucker rat（2, 3, 4）を用いた検討を行った。高
用量のGHを投与したラットでは体脂肪が減少した。また低用量のGHは体脂肪量を減少させなかっ
たが、内臓脂肪におけるレプチン遺伝子発現を抑制した。また、その作用はIGF-Iを介せずGHの直
接作用であることを報告した（5）。また、この実験系を用いて更に検討を行い細胞内でグルココル
チコイドを活性化する変換酵素、１型11β-hydroxysteroid dehydorogenase（11βHSD1）の遺伝子
発現（6, 7, 8）をGHが内臓脂肪組織で抑制することが判明し、GHの内臓脂肪の機能改善効果や減少
効果の少なくとも一部は11βHSD1抑制を介する可能性が示唆された。すなわちGHは内臓脂肪組織
においては局所におけるグルココルチコイド産生を抑制するとともにグルココルチコイドによる脂
肪細胞への分化を抑制し、内臓脂肪の蓄積を抑制する可能性が示唆された。このようなGHによる内
臓脂肪の減少はインスリン抵抗性を惹起するTNF-α等のサイトカインの産生を抑制し、糖質および
脂質代謝を改善する可能性が示唆された。
しかし、糖質や脂質代謝に大きな影響を及ぼす臓器としては肝臓と骨格筋があり、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。骨格筋を介するGHの作用機構の解明とその
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
患者等に対する運動療法と同等な、新たな治療法の開発を可能とすると思われる。また、骨格筋自
体が近年発見されたmusclin（９）をはじめとして種々のサイトカイン産生を行い、糖質や脂質の代
謝に影響を与えることが判明した。よって脂肪組織より分泌されるadipokineと対応して骨格筋で産
生されるものはmyokineと呼ばれている。更に筋組織ではIL-6等の炎症性サイトカインも産生され
ることが判明している（10）。IL-6は筋組織の収縮運動により筋細胞で産生され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（10）。また、筋組織で産生されたIL-6は脂
肪組織におけるIL-6産生をup-regulationし、他の組織における糖質および脂質代謝に影響を及ぼす
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可能性もある （12,13）。
当研究グループはこのような筋細胞におけるサイトカイン産生に対するGHの影響について検討を
行い、GHがC2C12筋芽細胞におけるIL-6の遺伝子発現を抑制することを初めて発見した（14）。今
回はこのようなGHによる炎症性サイトカイン発現抑制機構とその臨床的意義について更なる検討を
行った。

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。本
研究においては筋細胞に分化し、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を含む分化培地に変えて前培養を5から７日行い筋芽細胞への分化を確認後に
使用した。この条件では既報のように細胞は筋線を形成した。

メッセンジャーRNA（mRNA）の測定

mRNA量の測定は既報（5）のようにRT-PCRを行った。培養細胞よりのRNAの抽出はQuiagen社
製のRNAeaseキットを用いて行った。キットの手順に従いDNAse処理を行い、RT-PCRによる
mRNA測定に対するゲノムDNAの増幅の影響を排除した。1.0マイクログラムのRNAをランダムプ
ライマーで逆転写を行い、RT産物（cDNA）を得た。
各種遺伝子の配列はGenebank（National Center of Biological Information, Bethesda, MD, USA）
より入手し、PCR priemer 作成プログラムであるPrimer 3（White head Institute, MIT, MA, USA）
を用いて作成した。PCR primerの塩基配列は別表に示した。PCR反応は1.0μlのRT産物を10μlの
容量でThermocylclerを用いて行った。基礎検討よりtemplateのRNAに対する用量反応性を認める
サイクル数を決定した。PCR産物は電気泳動を行い、ethidium bromide染色の後にEDAS 240
Digital Camera system（Kodak社製）を用いてそのmRNA量を定量的に測定した。各々のmRNA
量はGAPDHとの比を求めることにより算出した。得られたデーターの解析は統計解析プログラム
であるJMP8.1（SAS Institute）を用いてStudent’s unpaired t-test またはANOVAで検定を行った。
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表−１ 使用したPCR primerとその塩基配列

Mouse IL6-91F

5'- GACAACCACGGCCTTCCCTA-3'

Mouse IL6-392R

5'- GGTACTCCAGAAGACCAGAGGA-3'

Mouse IGF-I-386F

5'-TGCAAAGGAGAAGGAAAGGA-3'

Mouse IGF-1-536R

5'-TGTTTTGCAGGTTGCTCAAG-3'

GAPDH 1034F

5'-ATG GGA AGC TGG TCA TCA AC -3'

GAPDH 1254R

5'-GTG GTT CAC ACC CAT CAC AA -3'

mouse Nos 2 2604 F

5'-GGTCAAAGACAAGAGGCTGC-3'

mouse Nos 2 2798R

5'-GTGGGGTTGTTGCTGAACTT-3'

mouse TNF a 287F

5'-CCACCACGCTCTTCTGTCTA-3'

mouse TNFa 459R

5'-CACTTGGTGGTTTGCTACGA-3'

Ⅲ．結果

TNF-αはインスリン抵抗性を惹起する代表的なサイトカインであり、脂肪細胞や筋細胞を含む
種々の細胞においてIL-6の発現を誘導する（15）。また筋細胞においてその作用の一部はIL-6を介す
ることが報告されている（16）。図−１はこのようなTNF-αとGHの相互作用を検討したRT-PCRで
の結果を示したものであり、図−２にその定量結果を示した。先の報告に合致してTNF-αは筋細胞
へ分化したC2C12細胞でIL-6 mRNAを増加させた。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ばかりでなく、TNF-α非添加の状態においてもIL-6 mRNAを減少させた。
次にこのようなGHの作用機構がIGF-Iを介するものか否かを検討するためIGF-Iの作用について検
討した。図−３に示すようにIGF-IはC2C12細胞においてGTNF-a 非添加および添加の条件にてIL-6
mRNAを増加することが判明し、少なくとも比較的短時間で発現するGHによるIL-6 mRNA抑制作
用はIGF-Iを介さないことが判明した。
このようなIL-6の産生は各種の感染症において認められる。また、GHは手術時のサイトカイン増
加を抑制して肝細胞障害を阻止することが報告されている（18）。よって組織障害やエンドトキシ
ンシックのモデルであるLPS添加によるIL-6のmRNA増加に対するGHの影響を検討した。図−５、
６に示すようにLPSはIL-6およびinducible NOSであるNOS-2 mRNAを４時間後から著名に増加させ
ることが判明した。GHにて２時間前処理することによりLPSによって上昇するIL-6およびNOS-2の
mRNAの増加は抑制された。このようなGHによるLPSによるIL-6およびNOS-2のmRNA増加抑制作
用は図−７および図−８で示されるように24時間後の細胞においても認められ、GHは筋細胞におい
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て炎症性サイトカイン発現抑制作用を有することが明らかになった。
このような筋細胞におけるIL-6産生の機構をさらに明らかにするためIL-6自体の影響について検
討を行った。図−９および図−10に示すようにIL-6自体がIL-6のmRNAおよびTNF-αのmRNAを増
加させた。すなわちIL-6およびTNF-αは筋細胞で産生するとともに、産生されたこれらのサイトカ
インは自分自身を刺激してさらにサイトカインを産生させ、自己増幅機能を有することが判明した。
しかし、IL-6によるIL-6およびTNF-α産生はGHで抑制することはできず、GHは炎症反応の惹起の
比較的早期に作用して抑制作用を発現することが示唆された。
さらに筋組織における炎症は脂肪組織で筋繊維がおきかわることが知られている。よってこのメ
カニズムを明らかにするためLPSによる脂肪特異的マーカーの一つであるPPARγ遺伝子発現につ
いて検討を行った。LPSは筋細胞におけるPPARγのmRNAを増加させたが、GHはその増加に対し
て影響を及ぼさなかった（図−11、12）。

Ⅳ．考案

TNF-α、IL-6は脂肪組織や骨格筋組織をはじめとして多くの組織で発現することが報告されてお
り、インスリン感受性等に大きな影響を及ぼし、糖質代謝や脂質代謝に影響を及ぼすことが知られ
ている。このようなサイトカインの発現は種々の病態をひきおこされるが、成長ホルモン分泌不全
者においても認められ、GH治療により改善することが報告されている。しかしながらどのような機
構でGHがこのような炎症性サイトカインの発現を抑制するかについては不明な点が多かった。今回
は培養筋芽細胞を用いて筋細胞への分化状態で検討し、５から20ng／mlという比較的低濃度のGH
がIL-6発現を強力に抑制することが判明した。また、その抑制作用はTNF-αによって誘導された
IL-6 mRNAにおいても認められ、病的状態においてもGH治療によりこれらのサイトカイン発現を
抑制できる可能性を示唆した。更にGHは菌体成分であり自然免疫を惹起するLPSによるIL-6の
mRNA増加を抑制し炎症時における抗炎症作用も有する可能性が示唆された。GH欠乏では動脈硬
化が進展しやすいことがあるが、動脈硬化病変部においてはいくつかの経路を介して炎症反応が惹
起されており（19）、今回の検討でiNOSの遺伝子発現抑制を含むGHの抗炎症作用はGHがNoctchシ
グナル抑制を含む多段階で作用（20）が抗炎症作用を発現する可能性が示唆された。しかし、GHは
IL-6 自身によるIL-6やINF-α発現を抑えなかったことより、GHは単独ではこのようなサイトカイン
の悪性サイクルを抑制できない可能性もあり、今後の検討課題である。
またGHはこのようなTLR-4を介する脂肪細胞への分化シグナルは抑制することはできなかった。
GHの欠乏は筋力の減少とともに筋組織の減少をきたす（20）が最近の報告ではこのGH欠乏による
筋組織減少は筋組織の幹細胞の減少を伴うとされており（21）、筋組織の減少は脂肪変性以外の機
序も示唆され今後の検討課題である。
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Ⅴ．結語

GHがIL-6等の炎症性サイトカインの発現を抑制することが明らかとなった。このようなサイトカ
インの発現作用は感染症、ストレス、老化による動脈硬化や脂肪変性を抑制する有用な手段となる
可能性もあり今後の検討課題である。
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IGF-I 遺伝子 P1, P2プロモーター特異的な転写調節機構の解析
--- 特に hepatocyte Nucler Factor（HNF）の関与について ---

岩闢泰正
高知大学医学部門内分泌代謝・腎臓内科・保健管理センター

緒

言

内分泌専門医にとって、先端巨大症（acromegaly）は現在でも完治が困難な難病である。近年の
経鼻内視鏡手術の進歩や、ソマトスタチンアナログ・GH受容体拮抗剤などの開発により、血中
GH・IGF-Iのコントロールは従来と比較して大きく進歩した。しかしながら、特定疾患に指定され
たとはいえ依然として高額な医療費や、患者のQOLの改善など残された問題も多く、更なる病態の
解明と、それに基づいた新たな治療法の開発が求められている。

GH・IGF-I系の調節機序は、Daughadayらにより明らかにされたソマトメジン仮説に遡る（1）。
以後、日本人研究者を含む多くの先達の精力的な探求により、ソマトメジンＣ（IGF-I）およびソマ
トメジンA（IGF-II）、IGF受容体、IGF結合蛋白群、GH受容体等の遺伝子のクローニング、
GHRH／GHの合成・分泌機序の解析、そしてGHによる細胞内シグナル伝達系の解明（Jak／
STAT5B）などが次々と進展し、病態の理解、診断法の開発、および治療法の進歩に大きく貢献した。

一方意外なことに、肝臓におけるGH依存性IGF-I発現調節に関しては、ソマトメジン仮説が提唱
されて半世紀を経た現在でも、未だ解明されていない部分が少なくない。特にGH／Jak2／
STAT5BによるIGF-I遺伝子の転写調節機序という核心的な部分は、複数の仮説が提唱されているも
のの、未だに確定的な結論は出ていない（2-5）
。現時点で残された問題点を整理すると、
１．GHはホルモンというより代謝性サイトカイン（metabokine）であり、Jak2／STAT5Bのみな
らず、多くのシグナル伝達系を活性化する。GHによるIGF-Iの発現調節には少なくとも肝臓で
はJak2／STAT5B系の存在が不可欠であるが（2）、全身の細胞がこの系に依存している訳では
ない。事実、臓器によってはIGF-I非依存性にIGF-Iが発現していることはよく知られた事実で
ある。
２．ヒトIGF-I遺伝子には２つのプロモーター（P1, P2）が存在する。しかし何れのプロモーターに
も転写開始点近傍（1-3kb以内）にはSTAT5応答エレメントは存在しない。この問題は以前よ
り多くの研究者を悩ませてきた点である。2003年にWoelfleらはラットIGF-I遺伝子のintron 2に
応答エレメントの存在を（3, 4）、一方Wangらはexon 1のはるか上流（73 kb !）にSTAT5Bの
結合部位を同定した（5）。2009年にはLazらがTFBS法を用いて57ヶ所のSTAT結合部位を同定
したが、大部分はgenomic regionかintron内に存在し、典型的なプロモーター領域には見出し
得なかった（6）。
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３．前述の如く、IGF-I遺伝子の転写は必ずしもSTAT5B依存性ではない。肝臓以外の臓器ではむし
ろ細胞の栄養状態（アミノ酸などの栄養素）が何らかの受容体で感知され、細胞を「成長モー
ド」か「耐乏モード」にするかが決定された上で、IGF-Iの発現が規定されることが知られてい
る。しかしその分子機序の詳細は明らかでない。また肝臓に於いてさえ、飢餓などの低栄養や
炎症時、あるいは腎不全などの病態下では、GHの存在下にもかかわらずIGF-I遺伝子の転写は
促進されず、GHとIGF-Iの間に解離が生じることも臨床的にしばしば経験される。

私どもの研究グループは従来より、以下の仮説を立てて研究を行ってきた。すなわち１）GHと
IGF-Iの関係は必ずしも直接的な支配関係ではなく、GHは代謝性サイトカインとして、一方IGF-Iは
成長因子として独立した発現調節と機能を有していること、２）肝臓など一部の臓器においてのみ、
IGF-Iの発現がGHの支配下に入り、GHRH-GH系を介して全身のsomatic growthを調節していること、
３）肝臓におけるIGF-I遺伝子発現の調節も、必ずしもJak2／STAT5B系だけではなく、他の転写
因子が関与している可能性が高いこと、以上の３点である。

ヒトIGF-I遺伝子には異なるエクソンを調節する２種類の異なったプロモーター（P1, P2）が同定
されている。また肝細胞には、肝臓に比較的特異的な遺伝子の転写を司る数多くの転写因子が存在
し、その代表がHepatocyte Nuclear Factor（HNF）群である。最近、一部のHNFでIGF-I遺伝子発
現との関連も報告されている（7-10）。そこで今回の研究では、P1, P2各々のプロモーターにおける
STAT5Bおよび各種HNFの役割を検討し、２種類のプロモーターに機能分担が存在するか否かを明
らかにする目的で、各々の転写因子の発現ベクターを用いたin vitroの実験系を樹立し、この系を用
いて詳細な解析を行った。

方

法

私どもは、今回ヒトIGF-I遺伝子の２つのプロモーター（P1約3.7 kb, P2 約 1 kb）を個々にクロー
ニングし、luciferaseレポータープラズミドに組み込んだコンストラクトを作成した（P1-Luc, P2Luc）
。また同時に、私ども自身でヒトHNF1α, β, HNF3 α, β, γ, HNF4 α, β, HNF6の全cDNA
をクローニングし、シークエンスを確認したのち、発現ベクター（pRC／RSV）に組み込んだコン
ストラクトを作成した。なお恒常活性型STAT5B（CA-STAT5B）の発現ベクターは東大、北村俊
雄先生より供与されたものを使用した。

上記の実験材料を用いることにより、ヒト肝細胞株（HuH7）において各々のHNFないし
STAT5Bを共発現し、IGF-I P1, P2転写活性の変動を各々Luc assayで評価した。
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結

果

１．STAT5Bの共発現がヒトIGF-I P1, P2プロモーターの転写活性に及ぼす効果

過去の数多くの研究者の検討により、ラットIGF-I遺伝子の２ヶ所の転写開始近傍にはSTAT5Bの
結合部位は存在しないことが報告されている。この点を確認する目的で、私どもはヒトIGF-I P1,
P2プロモーターの転写活性に恒常活性型STAT5Bの発現が及ぼす効果を検討した。その結果、陽性
対照群として用いたSTAT5B結合エレメントを有するコンストラクト（STAT-RE-Luc）において
STAT5Bが約７倍と強力な転写増強作用を示したのに対し、ラットと同様に、ヒトIGF-I P1, P2プ
ロモーターに対しても全く効果を及ぼさなかった（図１）
。

２．各種HNFの共発現がヒトIGF-I P1プロモーター転写活性に及ぼす効果

次に我々は、HNF1α, β, HNF3 α, β, γ, HNF4 α, β, HNF6の共発現がIGF-I P1プロモーター
活性に及ぼす効果を検討した。その結果、少なくとも単独の効果としてはHNF1α, HNF3 α, およ
びHNF6が約2.5−6倍と強力な転写促進効果を示した（図２）
。

３．各種HNFの共発現がヒトIGF-I P2プロモーター転写活性に及ぼす効果

我々はP2プロモーターに関しても同様の検討を行った。その結果、HNF1α, β, HNF3 α, β, γ,
HNF4 α, β, HNF6のうち、単独の効果としてHNF1α, HNF3 α, HNF4β, HNF6がIGF-I P2プロモ
ーター活性を約５−11倍と有意に促進し、特にHNF1αの効果が強力であった。
（図３）
。

４．HNFとSTAT5Bの共発現がヒトIGF-I P1, P2プロモーターの転写活性に及ぼす効果

最初の実験でも示したごとく、今回検討したIGF-I遺伝子P1, P2プロモーターに対し、STAT5Bは
単独では直接的な効果を及ぼさなかった。そこで最後に我々はSTAT5BがHNFとの共存下において
のみ効果を発揮する可能性を考慮し、STAT5Bと各種HNFの共発現がP1およびP2プロモーター活
性に及ぼす効果を検討した。その結果、P1, P2

プロモーターに対して行った恒常活性型STAT5B

とHNF1α, β, HNF3 α, β, γ, HNF4 α, β, HNF6の全ての組み合わせ（全16種）の中で、
STAT5BとHNFとの相互作用が認められたのはP2プロモーターにおけるHNF1αとの組み合わせの
みであった。この場合、STAT5Bは単独では有意の効果を示さなかったが、HNF1α単独の効果
（約９倍）をさらに倍増させ、最終的にIGF-I P2プロモーターの転写活性を約17倍と強力に増加させ
た。（図３）。
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考

察

今回の我々の検討により、ヒトIGF-I遺伝子の発現調節機構に関し、従来未解明であった複数の新
知見が得られた。すなわち、
１．従来検討されているラットIGF-I遺伝子と同様に、ヒトIGF-I遺伝子でも、２つのプロモーター
（P1, P2）転写開始点近傍に機能的なSTAT5B応答エレメントは存在しないこと。
２．主として肝臓で発現する転写因子群HNFの一部は、P1, P2プロモーターの転写活性を、転写因
子ないしプロモーター特異的に強力に促進すること。
３．STAT5BはP2プロモーターに対しHNF1αとの共存下において転写誘導作用を発揮する可能性
があること。
などの結果を得た。

高等動物では、肝臓におけるIGF-I遺伝子の発現はGHRH／SRIF・GH系の支配下にあり、主とし
て小児期から成人に至るまでのsomatic growthに関与している。しかし、下等動物（無脊椎動物）
にはこのような個体レベルにおける内分泌調節系は存在しない。むしろ、IGF-I遺伝子は細胞内外の
栄養状態（特にアミノ酸）を何らかの機序により感知し、栄養状態が良好な場合に発現が亢進して、
その細胞自身（autocrine機序）ないし周囲の細胞（paracrine機序）に成長・増殖刺激を与えて成
長を促進しているものと考えられる。実際、このような栄養環境によるIGF-I遺伝子発現の調節機序
はヒトでも保たれており、たとえば飢餓や神経性食欲不振症などの状況下では、血中GHが
metabokineとして血糖値を維持するために高値を呈するにもかかわらず、肝臓におけるIGF-Iの産
生は抑制されており、GH-IGF-I axisに解離が生じる。すなわち肝臓におけるIGF-I遺伝子発現の調
節にはSTAT5Bのみならず、何らかの栄養刺激（特にアミノ酸、あるいは脂肪酸）で活性化された
転写促進因子も関与しているものと推察される。

今回の私どもの検討により、少なくとも肝臓においてIGF-I P1, P2両プロモーターを介した転写
調節にHNFが強く関与していることが明らかとなった。HNFはその名の如く主として肝臓で高レベ
ルに発現しているが、腎臓や膵ラ氏島など肝外組織における発現も知られている。ヒトにおける
HNF遺伝子の変異は、遺伝性糖尿病（MODY）の原因となる。HNFは共通のグループ名で一括さ
れているものの、転写因子としての機能はサブグループごとに異なっており、HNF1およびHNF6は
ホメオボックス型、HNF3はフォークヘッド型、HNF4は核内受容体のカテゴリーに属する。しかし
これらの蛋白はいずれも転写因子として機能し、細胞の発生や分化、増殖に密接に関連している。
IGF-Iが細胞増殖因子として重要な役割を果たしていることを考慮すると、IGF-I遺伝子の発現が
STAT5BのみならずHNFによる調節を受けることはむしろ自然なことと思われる。その上で、細胞
がいかなる機序で細胞内の栄養状態を感知し、おそらくHNFを介してIGF-Iの転写を調節するか、
その分子機序の詳細は未だ明らかでなく、今後の重要な検討課題である。またHNFは各々独立して
発現しているのではなく、HNF間における転写ネットワークが存在することも知られている。実際、
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GHはSTAT5BとHNF4を介してHNF6を誘導するが、発現したHNF6はHNF4自体やHNF3β, およ
びGH受容体遺伝子の転写を誘導することが最近報告された（10）。またin vitroにおいてHNF1bが
IGF-I遺伝子の転写を促進すること（9）、in vivoにおいてGHがSTAT5Bを介してHNF3γを誘導し、
これがIGF-Iの転写を促進する可能性も示されている（10）。しかし今回の我々の検討では、HNF1β
やHNF3γは、ヒトIGF-I遺伝子のP1, P2プロモーター転写活性に影響を与えなかった。これらの相
違の原因は明らかでないが、細胞内HNF転写ネットワークの機序が、用いた動物の種や細胞の種類
により異なっている可能性も否定できない。今回得られた結果および過去の報告をもとに、IGF-I
P1, P2プロモーター転写調節におけるJak／STAT5B系と各種HNFとの関連を、仮説として示した
（図４）。

今後の展望

今回の検討結果は、臨床的にも重要な意義を有している。ヒトにおいてGH-IGF-I系の過剰は先端
巨大症を招来し、また発癌を含めた合併症の多くはIGF-Iの過剰に起因するものと推察される。また
IGF-Iは細胞ならびに個体の老化を促進し、寿命を短縮することが、下等動物（C elegans

など）

から霊長類（サル、ヒト）に至るほぼ全ての動物で示されている。逆に下垂体機能低下症では、
GH-IGF-Iの欠損は成長期における低身長の原因となるのみならず、成人でも内臓脂肪の蓄積と除脂
肪体重の減少を招き、メタボリックシンドロームや動脈硬化性疾患の誘因となることも明らかにさ
れている。この背景として、GH欠損による脂肪異化作用および蛋白同化作用の低下が重要であると
推察される。従って、GH-IGF-I系の機能亢進および低下いずれの状況下においても、GHの適度な
作用の維持と、IGF-I過剰作用の抑制が重要と考えられる。このような視点から今回の結果を考察す
ると、GHとIGF-Iの発現・分泌を別々にコントロールしうる治療法の開発が望ましいと考えられる。
特にIGF-IはGHのみならず過剰栄養でも発現が亢進し、細胞ないし個体寿命を短縮する可能性があ
る。現在我々は、肝臓におけるIGF-I遺伝子発現の薬理学的なコントロール法の開発を念頭に、研究
を進めている。特に今回我々が明らかにしたIGF-Iの発現に直接関与するHNFの機能を何らかの阻
害剤により抑制すること、あるいは最近注目されているRheb／mTOR系とIGF-I遺伝子発現との関
連に焦点を当て、「細胞内メタボ」を薬理学的にコントロールして細胞老化を阻止すること、など
の手段を模索している。もしIGF-I発現の人為的な調節が可能となれば、高齢化社会を迎えた我が国
における「健康長寿」の推進に繋がる可能性が大いに期待される。
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図1． HuH7ヒト肝細胞においてSTAT5B の共発現がヒトIGF-I P1, P2転写活性に及ぼす効果。恒
常活性型 STAT5BはP1, P2の転写活性に有意の影響を及ぼさなかった（STAT-RE は陽性対照）
。

図２．

HuH7ヒト肝細胞において各種HNFの共発現がヒトIGF-I P1転写活性に及ぼす効果。HNF

のうちHNF1α, HNF3α,および HNF6 がIGF-I P1プロモーターを介した転写を強力に促進した。
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図３．

各種HNFの共発現がヒトIGF-I P2転写活性に及ぼす効果。HNFのうちHNF1α, HNF3α,

HNF4βおよびHNF6 がIGF-I P2プロモーターを介した転写を強力に促進した。

図３．

HuH7ヒト肝細胞において各種HNFの共発現がIGF-I P1転写活性に及ぼす効果。P1ないし

P2プロモーターにおける各HNFとSTAT5Bとの組み合わせをすべて検討した結果、STAT5B はP2
プロモーターにおいてHNF1αによる転写誘導効果をさらに約２倍に増強した。
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図４．

肝臓におけるP1, P2プロモーターを介した IGF-I遺伝子の転写調節（仮説）
。IGF-I遺伝子の

転写には、複数のHNFがプロモーター特異的に関与し、おそらく細胞内の栄養状態を感知して細胞
レベルで転写活性を調節しているものと推察される。またGHはJak2／STAT5Bを介して個体レベ
ルにおける転写促進作用を調節するが、従来報告されている応答部位以外に、HNFを介して、ある
いはHNFとの共存下において転写促進効果を発揮している可能性がある。
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ソマトトロフ特異的ウイルスベクターの開発

岡田誠剛
関西医科大学生理学第一講座

［要旨］
２種のウイルスベクターを作製し、ソマトトロフ特異的発現、幹細胞特異的発現に成功したが、
in situでは幹細胞はソマトトロフに分化しなかった。

［目的］
成人成長ホルモン欠乏症（AGHD）を始めとする成長ホルモン（GH）関連疾患の研究には、動物
モデルでGHの分泌を増減させることが有用であるが、トランスジェニックやノックアウトマウスは
時間と経費を要する上に、成人発症のモデルにはならない。一方、最近成熟動物にもソマトトロフ
に分化する幹細胞が存在することが発見され（Gleiberman et al., 2008）、AGHDとの関連が注目さ
れている。
レトロウイルスベクターには、分裂周期に依存せずに感染するレンチウイルスと、分裂中の細胞
のみに感染するモロニーウイルスがある。従って、GHプロモーターをレンチウイルスに組み込めば、
ソマトトロフ特異的遺伝子発現が可能になる。さらに、モロニーウイルスベクターを用いれば、接
種時に分裂中の細胞、すなわち幹細胞のみに感染し、幹細胞由来細胞特異的な発現が可能になる。
本研究は、GHプロモーターをレンチウイルスベクターに組み込み、ソマトトロフをラベルするこ
とと、モロニーウイルスベクターをもちいて、下垂体幹細胞の存在を示す事を目的とした。

［結果］
ヒトGHプロモーター及びエンハンサー（LCR）領域（Shewchuk et al., 2002）の下流に核移行シ
グナルを付加した緑色蛍光蛋白質（nuGFP）を挿入したレンチウイルスベクターを調製し、GH分
泌下垂体腫瘍株GH3細胞に感染させ、特異的発現を確認した（図１）
。
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次に、生後６日齢のラットの下垂体スライスを培養し、同ウイルス溶液を注入すると、前葉特異
的発現を認めた（図２）。

次に、下垂体幹細胞由来細胞をラベルするため、普遍性のRSVプロモーターと赤色蛍光タンパク
（mCherry）、GHプロモーターとGFP、及び両者をタンデムに配置した３種類のモロニーウイルス
ベクターを調製した。下垂体スライス培養に注入すると、普遍性RSVプロモーター下流のmCherry
発現が認められ（図３）、スライス内の幹細胞の存在が示された。しかし、同細胞はGFP陰性であ
り、未分化な状態にとどまっていることが示唆された。視床下部やcAMP刺激が必要なのかもしれ
ない。

［考察］
我々はこれまでに、ウイルスベクターを用いて神経細胞にK +チャネルや（Okada & Matsuda
2008）、NaChBac（Lin et al., 2010）を発現させ、神経細胞の興奮性を増減させることに成功してき
た。これをソマトトロフに応用すればGH分泌の人為的な増減が期待できる。また、モロニーウイル
スベクターは幹細胞特異的に発現するため、ソマトトロフへの分化の検討や、幹細胞の単離培養を
可能にする。今回我々は、脳定位固定装置を用いてラット下垂体にin vivo注入を試みたが、成功せ
ず、今後の課題として残された。
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成長ホルモンのatrogin-1遺伝子発現に及ぼす効果

置村康彦、山本大輔、中西志帆、大口広喜、山内千里、和田春香
神戸大学大学院保健学研究科病態解析学領域病態代謝分野

はじめに
筋萎縮は筋萎縮性側索硬化症などの神経疾患、悪性腫瘍、糖尿病、クッシング病、腎不全、長期
臥床などの様々な疾患、病態に伴い発症する。これらの筋萎縮時、共通して筋特異的ユビキチンリ
ガーゼであるatrogin-1やMuRF1の発現が亢進している（1,2）。タンパクのユビキチン化には、ユビ
キチン活性化酵素、ユビキチン結合酵素、ユビキチン転移酵素（リガーゼ）の３種の酵素が必要で
あり、ユビキチン化されたタンパクはプロテアソームにより分解されるが、atrogin-1のノックアウ
トマウスの成績より、種々の筋萎縮にatrogin-1が関与していることが報告されている（3）
。
一方、IGF-1は強力な筋肥大作用、筋萎縮抑制作用をもつタンパクの１つである。
IGF-Iは、phosphatidyl-inositol3-kinase（PI3K）／AKT経路を介して、Foxoをリン酸化すること
により、FoxoによるAtrogin-1の発現を抑制することが報告されている（4,5）。成長ホルモン（GH）
も筋に対して促進的に作用すると考えられているが、その作用機構は明確ではない。今回、GH自身
が筋に直接作用してatrogin-1発現に影響するか、IGF-Iと比較検討した。

方法
１）C2C12細胞分化過程におけるMyoD、myogenin、およびMHC-1発現
未分化マウス筋細胞株C2C12細胞を、10%牛胎児血清、100μg/mlペニシリンGおよび15.5μg/ml
カナマイシンを添加したDulbecco's modified Eagle's medium（DMEM）を用いて、５％CO2下、
37℃で培養した。細胞が90％ confluentになった時点で、分化メディウム（２％ウマ血清加DMEM）
に置換し、その後、24時間毎にメディウム交換した。分化開始前、分化開始後１、２、３、４、５
日後にC2C12細胞からtotal RNAを抽出、逆転写後、real time PCRでMyoD、myogenin、および
MHC-1 mRNA量を測定した。Internal controlには18SリボソームRNAを使用した。
２）atrogin-1 mRNA量に及ぼすGH、IGF-Iの作用
C2C12細胞分化誘導開始4日目に100ng/ml成長ホルモンあるいは200nM IGF1を含む分化メディウ
ムに置換した。24時間刺激した後、total RNAを抽出、逆転写後、real time PCRでRNA量を測定し
た。Internal controlとして18SリボソームRNAを使用した。
３）atrogin-1レポーター遺伝子発現に及ぼすGH、IGF-Iの効果
C2C12細胞にLipofectamine2000（Invitrogen）を用いて、3.1k、0.9k、0.4kのヒトAtrogin-1 ５’上
流配列とルシフェレースを結合させたレポーター遺伝子（それぞれ3.1k atrogin-1-Luc、0.9k
atrogin-1-Luc、0.4k atrogin-1-Lucと命名）1.6μgをトランスフェクトした。同時にCMVプロモータ
ー下にレニラルシフェラーゼを発現するphRluc／CMV5ngもトランスフェクトした。トランスフェ
クション24時間後に分化メディウムに置換、筋管細胞へ分化させた。分化誘導開始後４日目に
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100ng/ml成長ホルモン、200nM IGF1を含む分化メディウムに置換した。その24時間後、細胞を溶
解し、ホタルルシフェラーゼ活性及びレニラルシフェラーゼ活性をLuminescencer-PSN（ATTO）
で同時に測定し、活性比を求めた。
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。

結果
１）C2C12細胞分化過程におけるMyoD、myogenin、およびMHC-1発現
未分化時は紡錘形を呈していたC2C12細胞は、分化誘導４日目には細長く伸張し互いに融合し筋
管を形成した。形態的変化とともに、分化誘導４日目には、筋で発現する転写因子であるMyoD、
myogenin mRNA量、およびMHC-1mRNA量が増加した。分化誘導開始後４日目のC2C12細胞は、
形態的にも機能的にも筋細胞としての性格を有すると判断し、以降の実験には分化誘導開始後４日
目の細胞を使用することとした。
２）atrogin-1 mRNA量に及ぼすGH、IGF-Iの作用
分化C2C12細胞のatrogin-1 mRNA量はGHによって有意に増加し、IGF-1によって抑制された。ま
た、GHとIGF-1を共に添加すると、IGF-1のみの場合と同程度に抑制された（図１）
。
３）atrogin-1レポーター遺伝子発現に及ぼすGH、IGF-Iの効果
IGF-1はすべてのatrogin-1レポーター遺伝子の発現を抑制した。GHは3.1k atrogin-1-Luc発現を促
進したが、0.9k atrogin-1-Luc、0.4k atrogin-1-Luc発現に対する効果はみられなかった。またGHと
IGF-1を共に添加した場合、いずれのレポーター遺伝子においてもIGF-I単独の場合とほぼ同等の抑
制が認められた（図２）。

考察
C2C12細胞において、IGF-Iはatrogin-1 mRNA量、3.1k atrogin-1-Luc発現をいずれも減少させた
のに対し、GHは増加させ、本研究からatrogin-1遺伝子発現に関して、IGF-IとGHは相反する作用を
もつことが明らかとなった。
IGF-Iの遺伝子発現抑制効果は0.4k atrogin-1-Lucでも観察された。この成績は、atrogin-1遺伝子の
転写開始点近傍のFoxo3結合配列を介して、IGF-Iはatrogin-1遺伝子発現を抑制するという報告（4）
に合致するものであった。
GHのatrogin-1遺伝子発現に対する効果は不明であったが、今回の結果からはIGF-Iと反対の作用
を有することが明らかとなった。GHのatrogin-1レポーター遺伝子発現促進作用は3.1k atrogin-1-Luc
では観察されたものの、0.9k atrogin-1-Luc、0.4k atrogin-1-Lucでは認められず、その作用点は
−0.9kから−3.1kの間である可能性が示唆された。GHの遺伝子発現調節作用は、主にJAK-STAT系
を介して作動していることが報告されている（6）。STATのなかでも特にSTAT5bが重要とされて
いるが、この領域にSTAT5bのコンセンサス配列は確認できなかった。STAT5b以外の転写因子を
介してGHは作用している可能性もあり、GHがatrogin-1遺伝子発現を抑制する機構についてはさら
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に検討する必要がある。GHは筋萎縮に対して抑制的に作用すると考えられているが、今回の
atrogin-1遺伝子発現に関しては、その考えと相反するものであった。
GHは筋においてIGF-I分泌を亢進させる。C2C12細胞においてもGHによりIGF-I分泌が増加して
いる可能性があるが、その量は今回の実験で使用したGHの作用を打ち消すほどではなかったものと
考えられる。動物にGHを投与した場合のatrogin-1発現、GHのatrogin-1以外の因子に及ぼす作用等、
GHの筋に対する効果を明確にするため、さらに検討する必要がある。
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ルシフェラーゼ活性相対比

図１

図２
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低出生体重のSGA性低身長児におけるGH補充療法のインスリン感受性に及ぼす影響に関する研究

鴨田知博、岩淵

敦、齋藤

誠、宮園弥生

筑波大学大学院人間総合科学研究科小児科学
野末裕紀
筑波メディカルセンター病院小児科

はじめに
低出生体重児やSGA（Small-for-gestational age）児は、将来、糖尿病や心血管障害を来しやすい
とされている［1］。低出生体重児では体重が新生児期に急激に増加した場合に脂肪蓄積量が増大し、
その程度は出生体重が低く、かつ体重増加量が多い児ほど著しい傾向にあり、インスリン抵抗性も
増悪する。一方、SGAで出生した児の約10％は生後３歳までに身長のcatch-upが認められず最終身
長が低くなり［2］、在胎週数が短い早産児ほど身長のcatch-upする率が少ないとされている［3］。
最近、本邦でもSGA性低身長児に成長ホルモン補充療法が行われるようになり、合併症としてイン
スリン抵抗性の獲得が懸念されているが、その詳細は不明である。特に体重1,000g未満で出生した
SGA性低身長児における成長ホルモン補充療法の耐糖能に及ぼす影響を経時的に検討した報告は少
ない。
Insulin-like growth factor（IGF）
-Iは、成長ホルモン（GH）の作用を仲介して細胞増殖を促進す
る生体内の重要な成長因子である。GH分泌不全による血中IGF-I濃度の低下は身長発育を障害し低
身長を来す。IGF-Iには結合蛋白（IGFBP-1〜6）が存在し、血中IGF-I濃度は、この結合蛋白によっ
て調節され、その作用が修飾されている。すなわち、総IGF-Iの90％以上がGH依存性であるIGFBP3と結合した状態で存在し、１〜２％を占める遊離IGF-IがGH非依存性にIGFBP-1と結合して標的器
官まで運搬され、IGF-I活性を発揮している。従って、血中IGFBP-1濃度がIGF活性（bioavailability）
に影響を与える。一方、IGFBP-1は肝臓で産生され、門脈中のインスリン濃度によって産生量が調
節されており［4］、空腹時における血中IGFBP-1値は、インスリン感受性を反映する指標であるこ
とが知られている［5,6］。

目的
低出生体重（出生体重2,500g未満）のSGA性低身長児にヒト成長ホルモン（hGH）が薬理学的量
で補充された場合、インスリン感受性に影響を及ぼすか否かを知るために、hGH補充前後で空腹時
血糖、インスリンおよびインスリン感受性の指標である血中IGFBP-1を測定し比較検討する。

対象および方法
対象：筑波大学附属病院および筑波メディカルセンター病院小児科外来でフォローしているSGA性
低身長症児15例（出生体重2,500g未満の低出生体重児）を対象とした。奇形症候群および染色体異
常症や成長障害を来しうる全身性疾患は対象から除外した。hGH補充療法の適応に関しては「SGA
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性低身長症におけるGH 治療に関するガイドライン」［7］に従った。両親からインフォームドコン
セントを文書で得た。対象は男児11例、女児４例で平均在胎週数34.7±5.2週（25.1〜40.1週）、出生
体重1,517±774g（497〜2,444g）、出生身長38.3±6.7cm（28.0〜46.0cm）、hGH補充療法開始前の年
齢4.6±1.3歳（3.0〜7.0歳）、身長SDスコア−3.0±0.8SD、骨年齢3.7±0.7歳であった。全例でGH分泌
刺激試験が行われ、GH分泌能の低下は認められず、成長ホルモン分泌不全症の合併はなかった。
方法：hGH補充療法（0.23mg/kg/週、連日投与）を開始後、１か月毎に外来でフォローし、身長、
体重を測定した。hGH投与量は、日本小児内分泌学会の指針「SGA性低身長症におけるGH 治療の
実施上の注意、2008」［8］に従い増量した（上限0.47mg/kg/週）。治療開始前および６か月後の早
朝空腹時に採血し血糖、インスリン、IGF-I、IGFBP-1、HbA1cを測定し、HOMA-Rを計算した。血
糖、インスリン、HbA1cは採血直後に病院内検査室で測定し、IGF-IおよびIGFBP-1は血清分離後−
80℃に保存した検体を用いてDiagnostic Systems Laboratories社製のELISA kitを用いて測定した。
全例で治療前および治療６か月後の身長・体重、糖代謝関連パラメーターを比較検討し、さらに出
生体重1,000g未満（６例：平均700±195g）と1,000g以上（９例：平均2,061±436g）の２群に分けて
同様に比較検討した。統計学的解析はpaired t testと単回帰解析で行い、有意水準はp＜0.05とした。

結果（表１）
hGH補充量は治療開始後６か月の時点で平均0.32mg/kg/週になっていた。全例で注射は順調に行
われ、治療を中止する有害事象は認められなかった。身体所見および血算・血液生化学検査、尿一
般検査ではhGH療法によると思われる副作用は認められなかった。６か月間のhGH補充療法で身長
は平均−3.0SDから−2.3SDに上昇し治療開始前に比較して有意に身長は増加していた。体重も有意
に増加していたがBody mass index (BMI)は不変であった。骨年齢に有意な亢進は認められなかっ
た。IGF-I値は、平均86.3ng/mlから190.6ng/mlに有意に上昇していたが、年齢相当正常値の＋2SD
を超えた例はなかった。空腹時血糖およびインスリン値は有意に上昇し、HOMA-Rも有意に増加し
ていたが、HbA1cの上昇はなく全例正常範囲内にあった。空腹時血中IGFBP-1は、有意に低下して
いた。治療６か月後のIGFBP-1と6か月間の身長SDスコア増加率（Δ身長SDスコア：平均0.8±
0.9SD）との間には正の相関傾向（r=0.58, p=0.06）が認められたが、有意ではなかった。Δ身長SD
スコアと6か月時点でのインスリン、HOMA-R、IGF-Iとの間にはいずれも関連がなかった。出生体
重1,000g未満群と1,000g以上群の２群間で年齢、hGH補充量や投与日数に有意差はなく、治療６か
月後の身長SDスコア、血糖、インスリン、HOMA-R、HbA1c、IGF-IおよびIGFBP-1に有意差は認
められなかった。

考察
国内におけるSGA性低身長症に対するhGH補充療法の治験では、OGTTによる耐糖能および
HbA1cの評価が行われ、有害事象として糖尿病の発症はなかったとされているが、低出生体重SGA
性低身長児のみを対象としたhGH療法後のインスリン抵抗性やインスリン分泌能に関する詳細な評
価は行われていない［9］。将来メタボリックシンドロームの予備軍とされる低出生体重（特に出生
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体重1,000g未満）のSGA性低身長児を対象にhGH補充療法がインスリン感受性に及ぼす影響を検討
した研究は少なく、低出生体重SGA性低身長症に対するhGH補充療法のGH投与量や投与期間が適
切かどうかを検証する意義は大きいと考える。Bachmannら［10］はSGA性低身長児（平均8.8歳、
平均出生体重2,000g）29名において１年間のhGH補充療法（0.23mg/kg/week）を施行した後、
OGTTで耐糖能を検討した結果、HOMA-Rは有意に上昇し、Insulin sensitivity indexは有意に低下
していたが、HbA1cは不変であったと報告している。hGH補充療法中の高インスリン血症やインス
リン感受性の低下は可逆性で、治療中止後に正常に回復するとされている［11,12］。Van Dijkら
［13］の報告によれば、hGH補充療法（平均7.3年間）を過去に受けたSGA性低身長児について平均
6.5年後の時点（平均年齢22.3歳）で耐糖能およびインスリン感受性を検討し、hGH補充療法を受け
なかった同年齢のSGA性低身長対照群と比較していずれのパラメーターも有意差がなかったとして
いる。われわれの低出生体重SGA性低身長児におけるhGH補充療法６か月の時点での検討でも、空
腹時血糖・インスリン、HOMA-Rは有意に上昇し、インスリン感受性を反映するIGFBP-1は有意に
低下していた。さらに少数例ではあるが出生体重1,000g未満群と1,000g以上群の２群間で治療６か
月後の血糖、インスリン、HOMA-R、HbA1c、IGF-IおよびIGFBP-1に有意差は認められなかった。
Sandra de Kortら［14］は、４年間のhGH補充療法を行ったSGA性低身長児を早産児（在胎36週未
満、平均6.7歳）と満期産児（在胎36週以上、平均7.4歳）の２群に分けて糖代謝への影響を検討した
が、両群で各パラメーターに差は認められなかったとしている。
耐糖能やインスリン感受性の評価法として経口ブドウ糖負荷試験（OGTT）が広く行われている
が、低年齢小児において頻回に行うことは侵襲が大きいと考えられる。本研究者らも前思春期肥満
小児を対象にした検討でIGFBP-1値が空腹時インスリン値よりもOGTTにおけるインスリンのAUC
（Area under the curve）とより強い負の相関関係にあることを報告した［15］。最近、Madduxら
［16］は健康成人を対象にEuglycemic insulin clamp法を施行し、空腹時インスリンやHOMA-Rに比
較して血中IGFBP-1がGlucose disposal rateと最も強い相関関係にあり、IGFBP-1がインスリン感受
性を反映する良好な指標になりうることを改めて報告した。本研究ではhGH療法開始後、血中
IGFBP-1は有意に低下しており、インスリン分泌量は増加してインスリン感受性は低下したものと
推測された。一方、インスリン過分泌の結果、IGFBP-1が低値になっている例ほど遊離IGF-Iが増加
し、身長伸び率も高くなるのではないかと推測されたが、予想に反してIGFBP-1と6か月間の身長
SDスコア増加率との間には正の相関傾向が認められ、インスリン感受性が維持されている例ほど
hGHに対する反応性が良好である可能性が示唆された。今後さらに多数例での検討が必要である。
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双生児法を用いた周産期環境と小児期・思春期における精神機能発達との関連の検討

川久保友紀
東京大学医学部附属病院精神神経科

目的
低出生体重などの周産期の問題は、さまざまな精神疾患や発達障害の危険因子となることが知ら
れている。一方で、精神疾患や発達障害の家族研究や双生児研究は、高い遺伝率を報告しており、
疾患の発症における遺伝的関与の大きさも明らかになっている。いずれの疾患も遺伝的要因と環境
要因の相互作用によることは明確であるが、それぞれの関与がどのような点において強いのかにつ
いては明らかになっていない。さらに、双生児法を用いて低出生体重が前頭前野機能にどのような
影響を与えるかを検討した研究は行なわれていない。そこで、本研究では、健常双生児を対象とし、
出生体重を指標として周産期の環境要因と遺伝要因が脳機能に与える影響を検討した。

方法
対象者：新聞広告および東京大学医学部附属病院精神神経科、同院こころの発達診療部のホームペ
ージなどを通じてリクルートした5〜17歳（平均年齢11.5歳）の右利き健常双生児28組（一卵性17組、
二卵性11組）を対象とした（表１）。保護者と本人に対して、書面にて研究内容を説明し同意を得
た上で、東京大学医学部附属病院精神神経科にて研究を実施した。
母子手帳を持参してもらい、出生時身長・体重・頭囲、アプガースコア、産科合併症の有無など
を記録した。爪を採取し、卵性診断のためDNA解析を行なった。精神疾患のスクリーニングのため、
児童精神科医が精神疾患簡易構造化面接法（M.I.N.I kid）を用いて面接を行なった。エジンバラ利
き手スケールを用いて、利き手の評価を行った。
前頭葉機能を評価するため、2チャンネル近赤外線スペクトロスコピー（NIRS）装置（浜松ホト
ニクス社製、NIRO200）を用いて認知課題中の前頭葉血流変化を計測した。認知課題は、30秒の安
静区間、30秒間の語流暢課題、30秒の安静区間からなっていた。語流暢課題では「あ」で始まる単
語をできるだけたくさん生成するように被験者に教示した。生成した単語数を課題遂行成績とした。
NIRSのプローブは、ブロードマン10野にあたる左右対称の部位に装着し、0.5秒毎の酸素化ヘモグ
ロビン（oxy-Hb）と脱酸素化ヘモグロビン（deoxy-Hb）変化量を記録した。
解析方法：語流暢課題実施前の安静時30秒間のoxy-Hb変化量をベースラインとして、語流暢課題遂
行中の30秒間の平均oxy-Hb変化量を解析対象とした。まず、遺伝要因の影響を検討するため、21組
のペアを対象に卵性診断結果により、一卵性双生児群および二卵性双生児群に分けてoxy-Hb変化量
の級内相関係数を算出した。次に、出生体重の影響を検討するため、二卵性双生児ペア間で、二卵
性重量出生群と二卵性軽量出生群に分けて、群×左右半球2要因の分散分析を行なった。また、前
頭前野機能の発達に関して、加齢に伴いoxy-Hb変化量が増大することが示されていることから、発
達変化を検討するため、一卵性双生児群、二卵性重量出生群、二卵性軽量出生群それぞれについて、
年齢とoxy-Hb変化量との相関解析を行なった。
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結果
１）oxy-Hb変化量の級内相関
一卵性双生児群および二卵性双生児群のそれぞれの級内相関係数は、左右半球ともに有意ではな
かった。また、群間の級内相関に、有意な差がみとめられず、oxy-Hb変化量に対する遺伝要因の影
響は確認できなかった。
２）出生体重による比較
２要因の分散分析の結果、群および半球の主効果、群×半球の交互作用はいずれも有意でなく、
二卵性重量出生群、二卵性軽量出生群間にoxy-Hb変化量の差はみとめられなかった。
３）年齢とoxy-Hb変化量の相関
右半球において、一卵性双生児群と二卵性重量出生群では、年齢とoxy-Hb変化量に有意な相関が
見られ（一卵性双生児群；r=0.341, p=0.048、二卵性重量出生群；r=0.643, p=0.033）、加齢による
oxy-Hb変化量の増大が示された.。一方、二卵性軽量出生群では、有意な相関が見られず、発達的変
化が確認できなかった。

考察
本研究では、健常双生児の前頭前野におけるoxy-Hb変化量を指標として、脳機能への遺伝的関与
と出生体重の影響を検証した。その結果、前頭前野におけるOxy-Hb変化量の遺伝的関与には、一
卵性双生児と二卵性双生児との間で違いがみとめられず、前頭前野機能への遺伝的関与が示唆され
なかった。また、二卵性双生児を対象として行なった、出生体重による前頭前野のoxy-Hb変化量の
比較においても、重量出生群と軽量出生群の間に違いが示されず、低出生体重が前頭前野機能に影
響を与えるという仮説は支持されなかった。しかしながら、年齢とoxy-Hb変化量との関連を調べた
ところ、二卵性重量出生群では、年齢が上がるにつれてoxy-Hb変化量が増大するという発達的変化
が示されたのに対して、二卵性軽量出生群ではそのような発達的変化がみとめられなかった。この
ことは、出生体重が前頭前野機能の成熟過程に影響を及ぼしていることを示唆しており、前述した
仮説を部分的に支持している。
本研究の限界と今後の課題について、最後に述べる。前頭前野の形態学的成熟や機能的成熟は、
思春期後期であるとの報告があり、本研究の対象者の多くは前頭前野機能が未成熟の段階だったと
考えられる。そのことが、前頭前野機能への遺伝的関与を明らかにできなかった一因になっている
可能性があるため、今後は成熟前後の時期に分けて前頭前野機能への遺伝的関与を検証することが
必要である。
表１．
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IGF-I不応症の研究：変異IGF-I受容体遺伝子の機能解析と表現型の関連

鞁嶋有紀
鳥取大学医学部周産期・小児医学分野
背景・目的
胎内および出生後の成長に極めて重要なinsulin-like growth factor（IGF）-I, IIの受容体である１
型IGF受容体遺伝子解析を基盤において、（１）原因不明の胎内発育不全（性低身長症）や、成長ホ
ルモン（GH）不応症の病因を明かにするとともに、（２）最大骨量獲得に及ぼす１型IGF受容体遺
伝子多型の意義を検討する。また、（３）見出された１型IGF受容体遺伝子異常から、１型IGF受容
体の各領域の機能を明らかにする。
方法
１）原因不明のIUGR性低身長児、及びGH不応症児で、１型IGF受容体（IGF-IR）遺伝子をdirect
sequence法で解析する。
２）見出された変異IGF-IR遺伝子を、IGF-１レセプターノックアウトマウス由来の線維芽細胞株
（Ｒ-細胞）に組み込み、機能解析を行う。
１．臨床対象での検討
１）原因不明のIUGR性低身長児で、特にIGF-Iの低値を認めない症例を対象に、１型IGF受容体
（IGF-IR）の遺伝子解析を行う。
２．In vitroでの検討
変異IGF-IR遺伝子をIGF-１レセプターノックアウトマウス由来の線維芽細胞株（R-細胞）に発現さ
せ、DNA合成能および IGF-I刺激後のIGF-IRβ鎖、IRS1,2およびAkt,Erkの自己リン酸化を指標に、
変異IGF-IR遺伝子の機能異常を解析する。
結果
１例のIUGR性低身長児に、IGF-IR遺伝子の新規のヘテロのミスセンス変異（D1105 E）を認めた。
また、児と同様にIUGR性低身長を呈していた母親に同様の変異を認めた。この変異は、IGF-IRの
チロシンカイナーゼドメインに存在し、この変異によりIGF-IRのリン酸化機能に影響を及ぼすこと
が想定された。
次に、変異IGF-IR遺伝子と正常IGF-IR遺伝子を前述の方法のように、R-細胞に発現させ、IGF-I刺
激後のIGF-IRβ鎖、IRS1,2のリン酸化について検討したところ、下図のように変異IGF-IRではIGF-I
刺激後のリン酸化がみられず（図１）、またDNA合成能は低下していた（図２）。従って、この変異
（D1105E）によりIGF-I受容体の自己リン酸化が障害され、機能低下を起こし、成長障害が引き起こ
されることが明らかとなった。
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＜図１＞

正常（WT）および変異IGF-I受容体遺伝子（MUT）導入細胞にIGF-Iを０, ５, 10, 50ng/mlの濃度
で５分間添加した。SDS-PAGEおよびウェスタンブロット法を用いた。

＜図２＞

DNA合成能

DNA合成能の測定はCell proliferation kit（Roche）を用いた。
96ウェルプレートに正常（WT）および変異IGF-I受容体遺伝子（MUT）導入細胞を播種し、48
時間無血清培地で培養した後、IGF-Iを添加し、その13時間後にBrdUを加えた。BrdU添加後３時間
のところでELISAにて測定した。
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成長ホルモンの脂肪細胞に対する分化段階依存性、分子作用のメカニズムの解明

工藤正孝
東北大学大学院医学系研究科腎・高血圧・内分泌学分野
菅原

明

東北大学大学院医学系研究科先端再生生命科学

【研究目的】
成長ホルモン（GH）は、成人GH分泌不全症（AGHD）患者への補充により、体脂肪減少を誘導
することが知られている。GHの脂肪細胞に対する作用は「新規脂肪分化誘導作用」と「脂肪組織量
減少作用」といった二面性を有していることから、GHは脂肪細胞の分化段階によって異なる作用を
示している可能性が考えられる。本研究課題では、その分子作用メカニズムを明らかにすることを
目的としている。

【研究経過】
分化早期：マウス3T3L1細胞を分化誘導培地MDI（インスリン、グルココルチコイド、キサンチン
誘導体混合）およびGH（50ng/ml）＋/−下で２日間培養した後（分化誘導過程）に、細胞を回収
してRNAおよび核タンパクを抽出した。分化晩期：マウス3T3L1細胞を分化誘導培地MDI存在下で
６日間培養した後（成熟脂肪細胞形成後）に、GH（50ng/ml）＋/−下で更に48時間培養した後に
細胞を回収して、RNAおよび核タンパクを抽出した。現在、得られたRNAおよび核タンパクを用
いて、PPARγ２、STAT5A、STAT5B、C/EBPα、C/EBPβ、C/EBPδ、KLF5、KLF15の発現
変動を、mRNAは定量PCRを用いて、タンパクはウエスタンブロット法を用いて、それぞれ解析を
進めている。

【おわりに】
以上の研究の遂行により、GHの脂肪細胞に対する生理的作用の新たな分子メカニズムが解明され
るものと期待され、成人GHD患者に対するGH補充療法の意義・重要性が、基礎的な面からも裏付
けられると考えられる。
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早発思春期に対する本邦の標準的性腺抑制療法が体組成に与える影響に関する研究

久保俊英
岡山医療センター小児科

はじめに
閉経後、あるいは子宮内膜症で性腺抑制療法を施行した場合、estrogenの抗肥満作用が消失する
ために肥満傾向になることが観察される。欧米では早発思春期で性腺抑制療法を施行した場合も同
様のことが観察されるとする報告がある。一方、欧米に比べてはるかに少量を用いる我が国の標準
的性腺抑制療法による同様の検討はまだない。そこで、本邦での標準療法の体組成への安全性を確
認する目的で以下の検討を行った。

対象
Leuprorelin acetateで２年以上性腺抑制療法を行っている女児16名。30μg/kg/4wから適宜増量
した。Controlの指標は欧米と同じく、LH≦0.5mIU/ml、E2≦10pg/mlとした。治療開始時年齢６
歳〜11歳（平均7.8歳）

方法
治療開始時、６ヶ月後、１年後、２年後の肥満度、BMIの変化を観察した。BMI SDは井ノ口1）の
報告を用いて計算した。

結果
（平均±SEで示す。）
１）肥満度の変化（％）：開始時 8.0±18.0、半年後 8.3±21.0、１年後 9.0±21.9、２年後 11.3±
20.8と、有意な変化を認めなかった。
２）BMIの変化（kg/m2）：開始時 17.5±2.7、半年後 17.9±3.1、１年後 18.3±3.3、２年後 19.1±
3.2と、1年後には有意な増加（p<0.05）を認めた。
３）BMI SDの変化：開始時 0.97±1.39、半年後 0.98±1.43、１年後 1.05±1.54、２年後 1.07±1.35
と、有意な変化を認めなかった。
４）骨年齢で補正後のBMI SDの変化：開始時 0.24±1.07、１年後 0.44±1.32、２年後 0.66±1.16と、
有意な変化を認めなかった。
５）開始時のBMI SDと治療中のBMI SDの相関：骨年齢補正前では１年後 r=0.982、２年後
r=0.966、骨年齢補正後では１年後 r=0.955、２年後 r=0.942といずれも強い相関を示した。
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考察
１．治療開始時点では、見かけ上はやや過体重傾向にあるが、実際は思春期年齢相当であると考え
られる。
２．少なくとも２年の治療では、肥満を助長する証拠はない。欧米との治療量の差に起因する可能
性はある。
３．治療開始時の過体重傾向はそのまま持ちこされる可能性が強いので、過体重にある者に対して
は性腺抑制療法と共に食事指導を並行して行うことも重要である。

結論
本邦での標準的な性腺抑制療法では、少なくとも２年の経過では肥満が促進する危険性はない。
１）井ノ口美香子．日本人小児の肥満−診断・頻度・国際比較−．慶應医学．85（2）: T53-T85,
2009
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グレリン受容体の機能調節機構

斎藤祐見子
広島大学総合科学研究科

（背景と目的）
グレリンは胃から発見されたペプチドホルモンであり、下垂体からの成長ホルモン分泌促進作用
と摂食亢進作用を持つ。グレリンの受容体GHS-RはGタンパク質共役型受容体（GPCR）に属する。
これまでGHS-Rの細胞内情報伝達系を修飾する分子についての報告はほとんどない。そこでGPCR
活性調節の要であるGDP-GTPのGタンパク質交換反応に着目した。RGSタンパク質は、Gタンパク
質αサブユニットに対して負の制御因子として働き、シグナル伝達の強さ、持続時間、正確さに深
く関与する。本研究ではGHS-Rの受容体活性を調節するRGSタンパク質を特定し、受容体への結合
過程を修飾する新規カスケードを見出すことを目的とした。

（方法）
RGSタンパク質は現在37種が同定されている。その中で神経系に高発現する10種類のRGS
（RGS2, RGS4, RGS5, RGS8, RGS8S, RGS9L, RGS10, RGS16, RGS19, RGS20）に着目し、それぞれ発
現ベクタープラスミドを構築した。機能発現系としてHEK293T細胞を用いた。GHS-Rと各RGSをそ
れぞれ１：４（0.2μg + 0.8μg／6 well plate）の比で細胞へ一過性遺伝子導入を行い、グレリン刺
激により誘起される情報伝達系を選択的に抑制するRGSの解析を行った。一方、脳に高発現する
GPCR（メラニン凝集ホルモン受容体, GPR54, バソプレシン受容体1b）と各RGSを1:4の比で遺伝子
導入を行い、RGS機能の確認も並行して行った。上述の４つのGPCRはGαqに共役することが知ら
れている。そこで、情報伝達系として、蛍光マイクロプレートリーダーFlexstation3を用いて細胞
内カルシウム濃度を測定した。それぞれのEC50値と最大反応値を比較することによりRGSタンパク
質の受容体抑制効果を評価した。

（結果）
RGS2はメラニン凝集ホルモン受容体、GPR54、バソプレシン受容体1bを介したカルシウム動員
を有意に阻害したが、GHS-R機能には影響を与えなかった。また、RGS8はメラニン凝集ホルモン受
容体及びバソプレシン受容体1b機能を著しく阻害したが、GHS-R機能に対して最大反応・EC50値と
もに抑制作用は見られなかった。他の８種のRGSについても検討を行ったがGHS-R活性に対して有
意な効果を示すものはなかった。GHS-R活性化はERKリン酸化を誘導すると言われている。そこで
GHS-Rを介したERKリン酸化に対してRGS2, RGS4, RGS8, RGS19, RGS20が阻害効果を持つかウエス
タンブロット法により検討したが有意な抑制作用は見られなかった。また、リン酸化ERKのbasalレ
ベルについてもRGS発現による変化は検出できなかった。
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（考察・今後の展望）
HEK293T細胞発現系を用いたアッセイにおいてはGHS-R機能を抑制するRGSの特定まで至らなか
った。一方、メラニン凝集ホルモン受容体やGPR54の機能を有意に抑制するRGSは同定できたため、
RGSの発現効率及びアッセイ系に問題はないと考えられる。今後は今回選択したRGS以外のRGSを
試す必要がある。また、synergic効果を期待して、1種類のRGSのみではなく数種のRGSを組み合わ
せることも行いたい。最近、GPCRとRGSを介在するタンパク質spinophilinが報告された。GHS-Rに
RGSが働くためにはこのような介在タンパク質を必要とするのかもしれない。従ってspinophilin安
定発現細胞を用いることにより、GHS-R機能を修飾するRGSが特定できる可能性がある。GHS-Rを
標的とした創薬を求める研究は激しい競争の渦中にある。本研究の継続により、その複合体分子群
が明らかになれば、受容体結合機能分子を特異的にブロックすることで成長ホルモン分泌を含めた
グレリンの生理作用を調節できる可能性も生まれ、今後の創薬にとって新しい方策を提示できると
考える。

−118−

成長科学協会 研究年報 No.33 2009

成長ホルモン及びグレリンが脂肪細胞の核内オーファン受容体発現を調節する機序と
その生理学的意義の解明

佐藤貴弘、児島将康
久留米大学分子生命科学研究所

グレリンは胃から分泌されるホルモンで、成長ホルモン（growth hormone, GH）の分泌促進や、
摂食亢進、脂肪蓄積など多彩な生理作用を持つ。一方で、グレリンの受容体は広範に分布している
ことから、グレリンの新しい生理作用の解明も期待されてきた。
そこで我々は、グレリン遺伝子欠損（GKO）マウスを作出してこの課題に取り組み、グレリンに
体温調節作用のあることを見いだした。絶食時などの低エネルギー環境下において、野生型（WT）
マウスではtorporと呼ばれる一過性の体温低下が観察されるが、GKOマウスではtorporが起こらな
かった。このメカニズムを明らかにするために、torporの状態にあるマウスから熱産生に重要な組
織である褐色脂肪組織を摘出し、マイクロアレイ解析を行なった。その結果、GKOマウスで発現量
が増加している遺伝子として、核内オーファン受容体のNR4A（nuclear receptor, family 4A）が抽
出された。NR4Aは標的遺伝子の転写因子として作用し、細胞増殖や細胞死、代謝などを制御する
ことが知られているため、グレリンによる体温調節にもNR4Aが重要な役割を持っている可能性が
ある。
そこで本研究では、褐色脂肪細胞においてグレリンがNR4Aを調節する生理的な意義を明らかに
することを目標とし、グレリンによるNr4a遺伝子発現量の調節とその作用機序について検討した。
また、グレリンは下垂体からのGH分泌を強力に促進することから、グレリンによるNr4a遺伝子発
現の調節がGHを介した作用であるのか否かについても検討した。

はじめに、マイクロアレイ解析で得られた結果を定量的に検討するため、絶食開始時及び絶食36
時間後にWTマウスとGKOマウスから褐色脂肪組織を摘出し、Nr4a遺伝子の発現量をリアルタイム
PCR法により検討した。絶食開始時にはWTとGKOマウスのNr4a遺伝子発現量に差は認められなか
ったが、絶食36時間後にはWTマウス及びGKOマウスともNr4a1遺伝子の発現量が著しく上昇した。
具体的には、絶食開始時と絶食36時間後の比較においてNr4a1遺伝子発現量は、WTマウスが5.17倍、
GKOマウスが18.20倍に増加した。この結果から明らかなように、Nr4a1遺伝子発現量の絶食に伴う
変化は特にGKOマウスで大きく、絶食36時間後で比較するとWTの約６倍多かった（図１）。また、
同じファミリーに属するNr4a2遺伝子発現量も、絶食36時間後にGKOマウスで約４倍多かった（図
１）。
以上の結果から、Nr4a1遺伝子発現量は負のエネルギー状態で亢進するが、グレリンが欠損すると
その程度がより大きくなることが示された。この時、熱産生に重要なアンカップリングプロテイン
（uncoupling protein-1, UCP-1）遺伝子の発現量がGKOマウスで約1.5倍になっており、また、深部体
温もGKOマウスで高かったことから、NR4Aが熱産生と密接に関与している可能性が考えられた。
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図１．グレリン遺伝子欠損マウスの絶食に伴う核内受容体NR4Aファミリー遺伝子の発現量
WTおよびGKO雄マウス（12週齢）を各群8匹ずつ用い、明期と暗期の切り替わる午後７時から
絶食を開始した。絶食36時間後の午前７時に褐色脂肪組織を採取し、定量PCRサンプルとした。

次に、Nr4a遺伝子発現に対するグレリンの作用を検討するためグレリンの投与実験を行なった。
絶食時におけるGKOマウスの結果から、褐色脂肪細胞のNR4Aが体温調節に関与している可能性が
予測されため、グレリン投与後に最も体温の低下する２時間後に材料を採取した。マウスの腹腔内
にグレリンを投与すると、NR4A1、NR4A2及びNR4A3の遺伝子発現量のすべてが減少した（図２）
。
この結果から、グレリンが積極的にNr4a遺伝子の発現量を調節していると考えられる。また、グレ
リン投与群においてucp-1遺伝子の発現量は、生理食塩水投与群の約80％にまで低下した。
絶食実験およびグレリン投与実験のいずれにおいても、Nr4a遺伝子発現量の解析と併せて熱産生
や糖脂質代謝に関わる約30遺伝子の発現量を検討した。その結果、ペルオキシソーム増殖因子活性
化受容体γコアクチベーター-1（Peroxisome Proliferator-Activated Receptor, PGC-1）のαやβな
どの遺伝子発現量は、絶食時のGKOマウスで高く、グレリン投与により減少した。このように、絶
食実験のGKOマウスで得られた結果とグレリン投与実験により得られた結果が概ね逆の増減を示し
ていた。したがって、グレリンは褐色脂肪組織において熱産生や糖脂質代謝を調節する作用をもち、
少なくともその一部はNR4Aを介していると考えられる。

図２．グレリン投与に伴う核内受容体NR4Aファミリー遺伝子の発現量
グレリン投与群と生理食塩水投与群を設け、WT雄マウス（12週齢）を各群8匹ずつ用いた。明期において、
生理食塩水あるいはグレリンをWTマウスの腹腔内に投与し、２時間後に材料を採取した。
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次に、褐色脂肪細胞でグレリンがNr4a遺伝子発現を調節するメカニズムを明らかにする目的で、
褐色脂肪細胞の細胞株であるHIB-1B細胞を中心に検討を進めた。しかしながら、HIB-1B細胞は、
細胞内に脂肪滴を貯蔵して褐色脂肪細胞として機能化する時期に、充分量のグレリン受容体を発現
できなかった。そこで、C57BL／6Jマウス由来の初代褐色脂肪細胞培養系に変更して実験を行なっ
た。グレリンおよびGHのいずれを添加した場合でもNr4a遺伝子発現量のデータを得ることができ
たが、実験内および実験間でのばらつきが非常に大きかった。NR4Aはc-Fosのような前初期遺伝子
（immediate early genes, IEGs）であるとの報告もあることから、培養系における機械的刺激や添加
溶液の温度刺激などのノイズが大きくあらわれたためだと考えている。ただし、GHの添加実験に関
しては対照群との差が常に認められなかったことから、グレリンによる褐色脂肪組織でのNr4a遺伝
子の発現調節はGHを介したものではなくグレリンの直接作用であることが推察された。一方で、グ
レリンの添加実験に関しては一定のデータを得ることができなかったために、今後の検討が必要で
ある。

以上の研究から、グレリンが褐色脂肪細胞においてNR4Aの遺伝子発現量を減少させることが明
らかとなった。また、この作用はGHを介した間接的なものではなく、グレリンの直接的な作用であ
ることも示唆された。本研究では具体的な細胞内メカニズムの解明にまで進むことができなかった
が、 Nr4a 遺伝子発現量の測定と同時に検討したさまざまな遺伝子発現量の結果は、グレリンが
NR4Aを介して体温調節や糖脂質代謝の制御に関与する可能性を示している。NR4Aは外界の様々
な刺激に対する生体の迅速な反応を司るとの報告もあることから、グレリンが長く続く飢餓時など
にNr4a発現を低下させて過度のエネルギー消費を抑制し、生命の維持にあたっていると推察される。
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成長ホルモン作用増強を介したグレリン併用運動療法の生理学的意義と臨床応用

椎屋智美
宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸内分泌代謝学分野

運動時には成長ホルモン（GH）が分泌され、骨格筋量・骨量の増加、脂肪重量の減少をもたらす。
グレリンは強力なGH分泌促進作用を有するペプチドで、骨格筋細胞の分化増殖、骨形成亢進作用な
ども有しているため、グレリンを運動療法に併用することで、GHの作用をさらに増強すると期待さ
れる。糖尿病においては運動療法が重要である。本研究においては、グレリン併用運動療法が糖尿
病の新規治療法として有用であるかどうかを検討した。

【運動療法とグレリンの併用が被検者の体組成や糖・脂質代謝に有用であることの検討】
まず健常者での安全性と有効性の予備検討を行った。健常若年男性を対象に、テストミール摂取
後、１時間安静にした後、①40％VO2Maxの有酸素運動を30分、②60％VO2Maxの有酸素運動を30
分、③グレリン1.0μg/kgを運動直前に静脈内へ急速投与して40％VO2Maxの有酸素運動を30分、こ
れら３種類の運動を別々の日にクロスオーバーで施行した。早朝空腹時、食後30分、食後60分（＝
運動直前）、運動開始後15分、運動開始後30分、運動終了後60分、運動終了後120分の７点で採血を
行い、血糖、GH、インスリン、グレリン、デスアシルグレリン、カテコラミンを測定した。
糖尿病患者においては、食直前にグレリン1.0μg/kgまたは生食を投与して食事をさせ、180分後
まで経時的に採血を行い、同様の項目を検討した。
健常人では、食前に運動を行うとGH分泌が亢進するが、今回の検討では、食後１時間経ってから
運動させると、GH分泌はほとんどみられないか、ごく軽度であった。グレリンを運動直前に投与す
ると、GHは高強度の運動を空腹時に行った場合と同等にまで増加し、運動後120分で基礎値に復し
た。血糖値やインスリン値は運動直前にグレリンを投与しても、投与しなかった場合と差を認めな
かった。
糖尿病患者において、食直前にグレリンを投与しても食後の血糖値やインスリン値には生食投与
時と比べて差を認めなかった。

まとめ
糖尿病患者に対してグレリンを連日投与する検討にまでは至らなかったが、グレリン投与による
耐糖能に対する悪影響はみられないことを確認できた。また、糖尿病患者では食後1時間経過した
頃に運動をするよう勧められるが、今回の検討で食後の有酸素運動ではGH分泌がほとんどみられな
いことを確認できたため、食前のグレリン投与は体組成の改善に効果的であろうことを改めて確信
できた。
今後はグレリンの皮下注射などの簡便な投与法の開発と、実際に糖尿病患者に連続投与したとき
の効果を確認する必要がある。
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小児血液腫瘍性疾患経験女性における骨形成ならびに骨代謝に対する
卵巣性ステロイドホルモン補充療法の効果

菅沼信彦、亀田知美、清川加奈子
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻
前田尚子、堀部敬三
国立病院機構名古屋医療センター小児科
濱島

崇

あいち小児保健医療総合センター内分泌代謝科
安藤智子、古橋

円

名古屋第一日赤病院産婦人科

概要

［目的］
近年、白血病や悪性リンパ腫などの小児血液腫瘍性疾患に対する治療法の進歩により、救命率が
著しく上昇し、その結果、成人期を迎えた小児がん経験者の数が急増している。しかしながら集学
的治療により、女性においては卵巣機能が不可逆的障害を受け、骨粗鬆症を誘発することになる。
本研究においては、卵巣性ステロイドホルモンであるエストロゲン／プロゲステロン併用によるホ
ルモン補充療法（hormone replacement therapy：HRT）中の小児がん経験者の骨密度（bone
mineral density：BMD）を測定することにより、HRTの効果を判定した。
［方法］
小児がん経験者で、治療終了後２年以上経過した女性でHRTを受けているBMD測定時の年齢が
18才以上の７例を対象とした。dual-energy X-ray absorptiometryにより、腰椎骨（L2-L4）のBMD
を測定した。BMD測定時の患者年齢は20.8±2.4才（18才５月〜25才４月）であった。HRT施行期間
は5.5±1.4年（３年９月〜７年３月）であった。
［成績］
BMDは、0.647〜0.855g/cm2と、性成熟女性の正常値（1.000±0.100g/cm2）に比して低値であり、
HRT施行期間による明らかな差異は認められなかった。
［結論］
以上の結果より、小児がん経験女性においては、さらに深刻な骨代謝異常、ひいては骨粗鬆症の
リスクが高いと推測され、HRTのみでは十分な効果が得られず、適切な治療法の確立が急務である
と考えられた。

−125−

成長科学協会 研究年報 No.33 2009

緒言
近年、白血病や悪性リンパ腫などの小児血液腫瘍性疾患に対する治療法の進歩により、救命率が
著しく上昇し、５年生存率が70％を超えるようになってきている。アメリカ合衆国では、1975−79
年には63％であった5年生存率は、1995−99年には79％に至っている1）。その結果、成人期を迎えた
小児がん経験者の数は成人350〜600人に1人と言われている2）。このように救命率が上昇し、長期予
後が期待されると、今後は、将来の生活の不安などが問題となってくる。小児がんの晩期障害には
様々なものがあるが、その一つに性腺機能低下がある。化学療法、放射線治療、骨髄移植などの集
学的治療により、女性においては卵巣機能が不可逆的障害を受ける場合が多い。これは卵巣性ホル
モン分泌不全を意味し、その結果、骨粗鬆症を誘発することになる。我々は先の研究3）において小
児がん経験者の骨密度（bone mineral density：BMD）を測定し、当該患者の骨粗鬆症のリスクが
高いことを報告した。そこで本研究においては、卵巣性ステロイドホルモンであるエストロゲン
（E）／プロゲステロン（P）併用によるホルモン補充療法（hormone replacement therapy：HRT）
中の小児がん経験者の骨密度（bone mineral density：BMD）を測定することにより、HRTの効果
を判定した。

対象・方法
１．対象
国立病院機構名古屋医療センター小児血液腫瘍外来に通院中である、急性骨髄性白血病などの血
液腫瘍性疾患患者で、治療終了後２年以上経過した女性でHRTを受けているBMD測定時の年齢が
18才以上の7例を対象とした。（表１）。2010年３月現在の年齢は23.1±3.2（平均±標準偏差）才（19
才８月〜27才２月）で、診断時の年齢は7.4±2.1才（５才２月〜11才２月）であった。BMD測定時
の身長は147.6±8.8cm（132.0〜155.3cm）
、体重は44.8±18.0kg（28.3〜79.8kg）であった。

２．BMDの測定
Hologic QDR 1000スキャナーを用いたdual-energy X-ray absorptiometryにより、腰椎骨（L2-L4）
のBMDを測定した。BMD測定時の患者年齢は20.8±2.4才（18才５月〜25才４月）であった。BMD
測定時までのHRT施行期間は5.5±1.4年（３年９月〜７年３月）であり、すべてE／P併用による消
退出血を認めていた。

結果
１．BMD
成人期以降（18才以上）でHRTを受けている小児がん経験女性の腰椎骨BMDは、0.762±
0.066g/cm2（0.647〜0.855g/cm2）と、性成熟女性の正常値（1.000±0.100g/cm2）に比して低値であ
り（図１-A）、２例（No1、No3）を除き、５例が正常範囲（平均±２標準偏差：0.800〜1.200g/cm2）
以下であった。
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２．HRTの効果
HRT施行期間と腰椎骨BMDの間に、明らかな相関は認められず（図１-B）、E／P補充のみでは十
分なBMDの改善が見られないことが明らかとなった。

考案
思春期前期のエストロゲンの上昇が骨形成に重要なことはよく知られている4）。TSならびに原発
性無月経症患者においてはこのエストロゲンの上昇を欠くため、骨形成が障害されると考えられて
いる。ターナー女性においては、骨密度の低下による骨粗鬆症の早期発生が報告され5-8）、その予防
が必要となる。これらの患者の性成熟遅延に対しては、E／P製剤の周期的投与が行われ、その改善
がはかられてきた。しかしながら我々は、これまでの解析により、成人期以降のHRTのみでは十分
なBMDの改善が得られないことを報告してきた9-11）。さらに原発性無月経症患者のBMDと骨代謝マ
ーカーである血清骨型アルカリフォスファターゼ（sBAP）、尿中遊離型デオキシピリジノリン、お
よび血清I型コラーゲン架橋N-テロペプチド（sNTx）との関連も報告した12−18）。また、E／P補充療
法、ならびに骨吸収阻害剤であるビスフォスフォネート製剤19）の骨形成ならびに維持に対する効果
に関しても検討を加えてきた13-18）。
また先の研究3）において我々は、小児がん経験女性においては、さらに深刻な骨代謝異常、ひい
ては骨粗鬆症のリスクが高いことを明らかにした。本研究においては、骨形成が完成した成人期例
においても、小児血液腫瘍性疾患経験女性においてはBMDが低値で、E／PによるHRTのみでは十
分な改善が得られないことが明らかとなった。当該患者の骨粗鬆症発症予防のための適切な治療法
の確立が急務であると考えられた。
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図１．小児がん経験者（18才以上、７例）の腰椎骨密度（BMD）
（Ａ）測定時年齢との相関
（Ｂ）ホルモン補充療法（HRT）施行期間との相関
ドット領域は正常範囲（平均±２標準偏差）を示す。
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心の発達障害モデルマウスを用いた生化学及び栄養学的解析

内匠

透

広島大学大学院医歯薬学総合研究科

１．目的
研究代表者はCre-loxP系に基づく最新のゲノム工学的手法を用いて、ヒト染色体異常型マウスを
作製し、本モデルマウスが自閉症様行動を示すことを明らかにした（Nakatani et al, Cell, 2009）。
またセロトニンをはじめとするモノアミン系の異常を見出した。本研究においては、本モデルマウ
スを用いて、生化学及び栄養学的解析を行うことにより、心の発達におけるアミノ酸の役割を明ら
かにする。

２．意義
心の発達障害モデルとして開発した本自閉症ヒト型モデルマウスは、ヒト染色体15q11-13重複モ
デルであり、社会的相互作用の障害、超音波啼鳴の発達異常、固執的常同様運動等の自閉症様行動
を示した。自閉症のモデル動物としては、lesionや感染モデルの他、ある単一遺伝子のノックアウ
トマウスの行動が自閉症様行動を示すといったものがいくつか報告されているが、本研究のもとと
なるモデルマウスは、これまでの動物モデルとは性質の異なるものである。すなわち、本モデルマ
ウスは、自閉症様行動を示すのは勿論、ヒト自閉症患者の生物学的（染色体）異常を同様に有して
おり、構成的妥当性を有するマウスと言える。この点において、ノックアウトマウスでたまたま自
閉症様症状が見られたこれまでの

putative

モデルマウスとは、一線を画しており、勿論世界初

の報告である。また、重複内のnon-coding RNAの解析より、父親由来重複マウス（patDp／+）に
おいて、セロトニン受容体2c（5-HT2cR）を介するセロトニンシグナルの異常が確認された。

３．結果
（１）発達障害モデルマウスの行動学的解析
これまでの行動解析では発達障害モデルマウスの129系統を用いていたが、あらたにC57BL系統
にバッククロスしたラインを用いて再び網羅的行動解析を行った。３-チャンバーテストでは
patDp／+マウ ス の 社 会 的 相 互 作 用 の 障 害 が 確 認 で き た 。バ ー ン ズ 迷 路 、水 迷 路 テ ス ト で は、
patDp／+マウスに空間学習能の障害は見られないものの、反転学習テストにおいて、固執的常同様
行動がみられた。129系統のみならず、C57BL系統においてもpatDp／+マウスが社会性行動の異常
を示した。
さらに、オープンフィールド、Y迷路、ホームケージ、fear conditioning、marble burying、
Novelty suppressedテストで、patDP／+マウスは探索行動の減少、新規環境での活動の減少、不安
の上昇がみられた。
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（２）発達障害モデルマウスの生化学的解析
発達障害モデルマウスのHPLCを用いたモノアミンの解析を脳各部位とともに、発達時期をおっ
て解析した。小脳、中脳及び嗅球において、発達障害モデルマウス（patDp／+）は野生型に比べて
セロトニン5-HT及び5-HIAAが減少していた。一方、ドーパミン及びノルエピネフリンは変化がな
かった。さらに、生後１〜３週の発達段階をおって調べたものでは、小脳、大脳皮質、海馬、視床
下部、中脳、橋と各部位で、発達障害モデルマウス（patDp／+）は野生型に比べてセロトニン5HTが減少していた。本マウスにみられる行動学的及び神経化学的表現型は、セロトニントランス
ポーターノックアウトマウスとも似通っており、セロトニン系の異常が発達障害モデルマウス
（patDp／+）における社会的行動異常の原因と考えられる。

４．考察
本モデルマウスは、ヒト自閉症様行動を示すという表現型妥当性を示すだけでなく、ヒト生物学
的（染色体）異常と同じ異常を有するという構成的妥当性をも充たす自閉症モデルマウスといえ、
自閉症を含む脳発達障害の分子病態解明や新規治療法の開発に有効なマウスと考えられる。本研究
において、バックグラウンドの異なる二つの系統のマウスにおいても、patDp／+マウスにおいて同
様の社会的行動異常がみられたことから、本重複領域に異常行動の原因が存在することが示唆され
る。
細胞生物学的な解析のみならず、生化学的解析からもpatDP／+マウスにおけるセロトニンの異
常が見出された。セロトニンの異常と行動異常との詳細な関係を明らかにすることが、社会性行動
異常の病態理解の一助となりうる可能性を秘めている。

論文
Nakatani J, Tamada K, Hatatanaka F, Ise, S, Ohta, H, Inoue, K, Tomonaga S, Watanabe Y, Chung
YJ, Barnerjee R, Iwamoto K, Kato T, Okazawa M, Yamauchi K, Tanda K, Takao K, Miyakawa T,
Bradley A and Takumi T. Abnormal behavior in a chromosome-engineered mouse model for
human 15q11-13 duplication seen in autism. Cell, 137: 1235-1246, 2009.
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先天性副腎低形成症の成因の解析

田島敏広、石津

桂、中村明枝

北海道大学小児科

１．研究目的
先天性副腎疾患はいくつかの成因によって発症する。その成因は徐々に解明されてきているが、
未だ未解明な部分がある。またいくつかの副腎疾患では子宮内発育不全、成長の障害を生じるため、
将来のメタボリックシンドロームの予備軍となりえる。これらの分子遺伝学的原因を解明し、新た
な治療に結びつけてゆくこと、メタボリックシンドロームの予防対策を行うことは子供たちの福
祉・保健を充実することである。

２．研究方法
北海道大学病院小児科、内科にて治療中の患者、両親、罹患同胞のインフォームドコンセントを
得て生体試料の収集を行う。採取された検体は北海道大学大学院医学研究科小児科学分野第1研究
室でリンパ球よりDNA抽出を行い、EBウイルスによるセルライン化し保管する。同時に先天性副
腎低形成の成因の一つとして報告されているAd4BPはその遺伝子のイントロン４にFetal adrenal
enhancer（FAdE）が存在し、この領域にはAd4BP結合配列が存在する。この領域の欠損・異常は
ヒトで胎児副腎の発生の異常を起こす可能性がある。FISH法あるいはPCR-ダイレクトシークエン
ス法にて異常の有無の検討を行う。またテロメア構造の維持に必要なPIP1蛋白をコードするACD遺
伝子の解析を行う。さらに最近テロメア異常疾患をおこす成因として報告されているNOP10, POT1
などの候補遺伝子について解析を行い、副腎疾患との関連、子宮内発育不全、成長障害などとの関
連について検討する。
（倫理面への配慮）
本研究では患者よりDNAを採取し、検体を収集行う必要があるため、インフォームドコンセント
に基づき、今回の研究主旨を十分に説明し、書面にて同意を得る。研究の成果を学問的理由で公表
しなければならない時は、個人が特定できないように配慮する。検体からのゲノム抽出、EB細胞に
よる細胞の不死化は北海道大学大学院・医学研究科・倫理委員会に申請を行い、許可を得た場合に
実施した。

３．研究結果および考案
成因が同定できていない原因不明の副腎疾患について8検体を収集した。1例についてセルライン
化を行った。このうち成長障害、子宮内発育不全を伴う例は3例であった。全例でAd4BPのイント
ロン、5'上流領域、ACD, NOP10, POT1の解析を行ったが、遺伝子変異を認めなかった。当初コル
チゾールの低値から副腎低形成と疑われていた症例は、ミネラルコルチコイド受容体異常であった。
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４．評価
１）達成度について
今回原因不明と考えられた副腎皮質ホルモンの欠乏症、あるいは低形成症の症例について８例の
みの収集であり、収集数が十分ではなかった。しかし副腎低形成に子宮内発育不全、重症な成長障
害を伴う新たな病態の可能性が示唆された。
２）研究成果の学術学的・国際的・社会的意義について
希少疾患であるが、新たな疾患概念の存在を示唆することができた。マウス副腎低形成の成因で
あるACD遺伝子は副腎低形成症では正常であり、マウスとヒトでのそのACD遺伝子によってコー
ドされる蛋白質の機能に差があると考えられた。
３）今後の展望について
原因不明の副腎低形成症の成因をつきとめるためには、さらなる検体の収集が必要である。また
ACD遺伝子産物の機能を明らかにすることはテロメア構造維持と副腎の発生について新たな展開を
もたらす可能性がある。さらに今後は原因不明の副腎疾患患者よりIPS細胞を樹立し、その副腎へ
の分化、細胞機能の異常などを検討してゆく新たな手法が必要である。
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矮小を特徴とする突然変異マウス（dwg）の病態解析と原因遺伝子の同定

辻

岳人

岡山大学大学院自然科学研究科

はじめに
突然変異マウスであるdwarf gray（dwg）は常染色体劣性遺伝様式により骨の著しい成長遅延や
白内障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。しかしながら、これまでに外見上の異常についてのみ報告され、骨成長不全にかかわる病態
については明らかにされていない。また、これまでにdwgマウスの原因遺伝子座は、第10番染色体
上に位置することが明らかにされているが、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、dwg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）dwg（dwg／dwg）マウスの組織学的解析
生後６ヶ月齢のdwg／dwg個体と同腹の正常（dwg／+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dwg／dwg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。二酸化炭
素により安楽死させた後、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（H.E.）
による染色を行った。
２）dwg（dwg／dwg）マウスのGgt1遺伝子に関する解析

Ggt1遺伝子の塩基配列を解析するために、dwg／dwg個体および正常（+／+）個体の肝臓より抽
出したゲノムDNAを用いて、各エクソン領域をPCR法により増幅した。また、腎臓のcDNAを用い
たRT-PCR法により全長Ggt1 cDNAを増幅し、得られた増幅断片をクローニングした。これらの増
幅したDNAはDNAシークエンサーにより塩基配列を解析し、dwg／dwg個体と正常個体の塩基配
列を比較した。
３）N-Acetyl-L-cysteine（NAC）によるdwgマウス表現型への回復効果について
１％NAC水溶液を生後３週齢から６週間自由摂取させることにより投与した。投与後、１）に記
載した方法と同様の方法で、NAC投与個体と未投与個体の脛骨成長板軟骨の組織について調べた。
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結

果

１）dwg（dwg／dwg）マウスの組織学的解析
生後６ヶ月齢の骨格標本から、dwgマウスでは構成する骨の数や位置に異常は認められなかった
が、明らかな骨の成長不全が観察され矮小を呈していた（図１左）。次に、生後4週齢のdwg／dwg
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、
肥大軟骨細胞層からなるカラム構造が規則的に整列しているが、dwg／dwg個体では増殖軟骨細胞
層および肥大軟骨細胞層の細胞数が減少し、さらに軟骨細胞のカラム構造の配列が乱れている様子
も観察された（図１右）。
２）dwg（dwg／dwg）マウスにおけるGgt1遺伝子の解析
マウスゲノムデータベース上の第10番染色体に存在する遺伝子情報から、dwgマウスが示す矮小
をもとに原因遺伝子の候補遺伝子を検索した。得られた候補のうち、γ-glutamyltransferase 1 をコ
ードする遺伝子（Ggt1）を欠損したGGT1ノックアウトマウスはdwgマウスと同様に矮小とともに
白内障と毛色異常の表現型を示すことが報告されていることから（Liebermanら1996; Levasseurら
2003）、dwgマウスの原因遺伝子として最も有力な候補であることが考えられた。そこで、dwg／

dwg個体のゲノムDNAについてGgt1遺伝子の塩基配列を解析したところ、第7エクソン内に13bpの
欠損が同定された（図２）。一方、その他のエクソン領域については、正常個体との違いは認めら
れなかった。さらに、Ggt1遺伝子のmRNA配列についても解析するために、Ggt1 cDNAの塩基配
列の解析をおこなった。dwg／dwg個体由来の31クローンおよび正常個体から得た10クローンにつ
いて塩基配列を解析した結果、dwg／dwg個体由来のクローンでは、第7エクソン内の13bpのみが
欠損しているもの（Type1）、13bpの欠損領域を含む75bpが欠損しているもの（Type2）、13bpの欠
損以外に第3エクソンも欠損しているもの（Type3）、13bpの欠損以外に第3、4エクソンも欠損して
いるもの（Type4）の4種類の異常な転写産物のみが同定された（図３）。一方、正常個体由来のク
ローンでは、dwg／dwg個体で同定されたような異常は認められず、dwgマウスのGgt1遺伝子では
スプライシングの異常が起きていることが明らかになった。
３）N-Acetyl-L-cysteine（NAC）によるdwgマウスの表現型への影響

Ggt1遺伝子がコードするGGT1タンパクは、生体内の抗酸化に重要なグルタチオン（GSH）の代
謝に関与する酵素の１つである。GSHの代謝はγ-グルタミル回路において行われており、GGT1に
分解されたGSHよりシステインとグリシンが合成される。 Ggt1 遺伝子ノックアウトマウスでは、
GGT1が正常に機能しないためにシステインが欠乏しており、システインの誘導体であるNACを与
えることにより矮小や白内障発症などの表現型が改善することも報告されている（Liebermanら
1996; Levasseurら2003）。そこで、dwgマウスの原因遺伝子がGgt1遺伝子であることをさらに確認
するために、 dwg／dwg 個体においてNACによる表現型への影響について解析した。６週間の
NAC投与後、dwgマウスの体長は未投与の正常個体と同様なレベルであった（図４上）。また、成
長板軟骨組織で観察された軟骨細胞の減少とカラム構造の乱れがNACを投与したdwg／dwg個体で
は改善しており（図４下）、dwgマウスにNACを投与することで表現型の異常は回復することが明
らかになった。
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考

察
dwgマウスの骨組織の組織学的解析により、成長板軟骨における増殖軟骨細胞層と肥大軟骨細胞

層の減少が認められた。これらのことからdwgマウスにおける疾患の原因遺伝子は、軟骨内骨化に
おける増殖軟骨細胞の増殖および肥大軟骨細胞への分化に関与していることが考えられた。ヒトで
も、軟骨内骨化の過程における異常により、長管骨や椎骨などの骨の成長が阻害され低身長や四肢
の短縮などが起きる遺伝性疾患が多数知られており（Newman とWallis 2003）、dwgマウスがヒト
遺伝性低身長症の有用なモデルであると考えられた。
dwgマウスではGgt1遺伝子の第7エクソン内に13塩基の欠損が見つかり、さらにこの変異はスプ
ライシングの異常をともなうものであった。Ggt1 cDNAの塩基配列より予想されるGGT1タンパク
のアミノ酸配列から、同定した４タイプの転写産物のうち3つはフレームシフトにより早期に終止
コドンが出現するものであった。GGT1タンパクはlight chain とheavy chainの2つのドメインから
構成されているが、これらのタイプのmRNAから作り出されるGGTタンパクは機能部位であるlight
chainを欠損しており、酵素活性を失っていることが予想された。残りの１つについては、heavy
chain内の25アミノ酸残基を欠いており、機能をいくらか保有している可能性はあるが、何らかの機
能低下の影響があるものと予想された。また、Ggt1遺伝子ノックアウトマウスでの報告
（Liebermanら1996; Levasseurら2003）と同様に、NAC投与によりdwgマウスの表現型は回復する
ことを示した。これらの結果より、dwgマウスが呈する異常は、Ggt1遺伝子における突然変異が原
因であることが明らかになった。また、突然変異によりGgt1遺伝子におけるスプライシング異常が
おこり、それにより機能的なGGT1タンパクが生産されないことが考えられた。Ggt1遺伝子が骨成
長に関与することはノックアウトマウスを用いた解析により既に報告されている。しかしながら、
多様なヒトの遺伝性疾患に対応するためにも、dwgマウスはGGT1タンパクを完全欠損しているノ
ックアウトマウスとは異なる意義あるモデルであると思われる。特に、dwgマウスでは、一部活性
を持つGGT1タンパクが存在している可能性があり、GGT1活性の機能低下による影響を解析するた
めの有用なモデルとなることが予想される。
本研究により、dwgマウスの骨成長不全による矮小は、Ggt1遺伝子の変異によりγ-グルタミル回
路でGGT1が機能しないためにおこるシステインの欠乏が原因であることを示した。また、dwgマ
ウスで成長板軟骨の軟骨細胞の減少が観察されたことから、軟骨細胞の増殖や分化においてシステ
インが重要役割を担うことが予想される。しかしながら、これまでに軟骨細胞におけるシステイン
の役割についてはほとんど報告されていない。今後さらに、システインが骨の成長にどのように関
与しているかを調べることは低身長症の予防・治療法の開発にも非常に重要であると思われる。ま
た、GGT1自身が酵素活性とは無関係に破骨細胞を誘導する活性を有するという興味深い報告もあ
り（Niidaら2004）、GGT1がγ-グルタミル回路からのシステインを介した影響だけではなく、新た
な作用機構が存在するかもしれないことを示している。今後さらに、dwgマウスがシステインに関
する効果とともに、GGT1自身の骨形成に関わる機能を解析する上で有用な研究材料となることが
期待される。
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図１ dwgマウスの骨格標本と脛骨成長板組織の比較
左：６ヶ月齢の正常（dwg／+）マウスとdwg（dwg/dwg）マウス
右：４週齢の正常（dwg／+）マウスとdwg（dwg/dwg）マウスの脛骨成長板

図２

dwgマウスのゲノムDNAにおけるGgt1遺伝子塩基配列解析
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図３ dwgマウスのGgt1 cDNA遺伝子塩基配列解析

図４

NAC投与後のdwgマウスと脛骨成長板組織の比較
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プラダー・ウイリー症候群における重度側弯症の頻度と危険因子の検討

永井敏郎、村上信行
獨協医科大学越谷病院小児科

背景：
プラダー・ウイリー症候群（PWS）での側弯症の頻度は50〜80％と高頻度であることが知られて
いる。しかし、手術適応になるほどの重度側弯症の頻度は不明である。

目的：
Cobb角10度以上とCobb角60度以上の側弯症の頻度を検出し、これらを比較した。

対象：
当科外来でフォロー中患者126名中、脊柱レントゲン所見が検討されている106名を対象とした。
69名が男性、37名が女性で、年齢は1歳から51歳である。84名が欠失型、22名が片親性ダイソミー
あるいは刷り込みセンター異常の非欠失型である。

結果：
39名（39／106、36.8%）がCobb角10度以上の側弯を示した。年齢別で見ると5歳以下で35.3％、
６〜10歳で28.6％、11〜15歳で35.3％、16〜20歳で25％、21歳以上で62％であった。Cobb角60度以
上の重度側弯は11名（11／106、10.3％）に認め、全側弯症患者39名の28.2％（11／39、28.2％）が
重度側弯を示した。

考察：
Cobb角10度以上の側弯症の頻度が従来の報告頻度に比較して少ない傾向を示した。これは、患者
年齢が低年齢であることに起因すると考えられた。この所見を支持する如く、側弯症の頻度は成人
になると著明に増加した事実が明らかになった。
重度側弯症の頻度が、全患者の約1割を示し、全側弯症患者の約3割が重症化したことは今後、装
具装着、手術適応など慎重なフォローが必要である。

結語：
PWS患者では、側弯症頻度は高く、かつ重症化するリスクも高いことが判明した。今後、成長ホ
ルモン治療などに際しても慎重な観察が不可欠と思われる。

−141−

成長科学協会 研究年報 No.33 2009

小児重症成長ホルモン分泌不全症に対する成長ホルモン補充による部位別体組成変化の検討

長崎啓祐、小川洋平、菊池

透

新潟大学医歯学総合病院小児科

【緒言】
成長ホルモン（GH）は、軟骨・骨に対する作用だけでなく、多くの組織で重要な生理作用を示す
ことが明らかになっている。また生涯にわたって各種代謝の調節に関与し、各器官の機能維持に大
きく寄与している。成人GH分泌不全症（AGHD）では、内臓脂肪優位の脂肪量増加、筋肉・骨塩量
低下などに特徴付けられる体組成の変化が報告されている1）。小児においても、脳腫瘍患者などに
みられるGrowth without GH症例では、肥満、脂肪肝、脂質代謝異常などの代謝異常を高率に認め、
GH補充療法によって代謝異常が改善されることを我々は報告している2）。GHDでは、IGF-1低下を
介して11β水酸化ステロイド脱水素酵素１型（11βHSD type1）の活性が亢進し、脂肪組織などに
おいてコルチゾール作用が亢進している。特にこの酵素は皮下脂肪より内臓脂肪に多いことから、
GHDにおける内臓脂肪の増加および中心性肥満に関与していると推測されている3）。GH補充により
体脂肪量の減少、除脂肪体重の増加がみられるが、部位別の変化に関する研究はわずかであり、小
児での検討はほとんどない。GH補充による代謝異常の改善は、内臓脂肪量の減少だけでなく、脂肪
分布の正常化や除脂肪量の増加などもその要因と考えられる。本研究は、小児重症GHDに対して
GH補充による部位別の体組成の変化を検討し、代謝異常症との関連を検討することである。
【対象と方法】
対象：GH分泌刺激試験でGH頂値が全て3 ng/ml以下（GHRP-2負荷では９ng/ml以下）の重症GHD
で、GH補充を行った当科通院中の患児6名である。骨端線閉鎖前の小児で、GH以外の下垂体前葉ホ
ルモン分泌不全を伴う症例やGrowth without GHの症例も対象とした。GH以外の下垂体前葉ホルモ
ン分泌不全に対しては、適切に補充療法を行っていることとした。
方法：対象者に対して身長・体重、腹囲の測定、血圧測定、肥満度の算出、体脂肪率の測定、空腹
時IRI、LDL-C、HDL-C、TG、ALT、leptinを測定した。腹部CTにより、内臓脂肪量の測定をした。
体脂肪率の測定は、バイオスペース社製高精度体成分分析装置IN-Body3.0（以下IN-Body）で行っ
た。内臓脂肪面積は臍部CT画像を内臓脂肪測定PCソフトFat Scan-ファットスキャン（経済産業
省・大阪大学大学院医学研究科分子制御内科学・N2システム㈱共同プロジェクト）で計測した。
IN-Bodyで体脂肪率の他、脂肪量、除脂肪量、左右上肢、下肢、体幹の部位別の水分分布を計測し
た。GH補充療法後3ヶ月、６ヶ月、12ヶ月に上記の計測及び検査を行い、GH補充療法による部位別
の水分量の変化と、代謝異常との関連を検討した。
GH補充療法：GH補充は、Growth without GH症例以外は0.175mg/kg/weekから開始した。Growth
without GH症例は、6μg/kg/day（0.042mg/kg/week）から開始し、血中IGF-1濃度が年齢相当の
基準範囲内に入るようGH投与量を調整した。
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【結果】
対象患児の背景を表１に示す。男児４名、女児２名で年齢は９〜15歳である。基礎疾患は頭蓋咽
頭腫３名、その他は中枢性ランゲルハンス細胞組織球症、症候性ラトケ嚢胞、胚細胞腫瘍疑い各１
名ずつである。Case １、２、５、６はGrowth without GH症例であった。Case １、２、３、５は
汎下垂体機能低下症で、levothyroxine, hydrocortisone内服、DDAVP点鼻を行っている。Case ４、
６はGH単独欠損である。肥満症の定義に当てはまる症例はCase ２、３のみであったが、Case ５を
除き腹囲／身長比0.5以上であり、メタボリック症候群への危険因子を有していた。代謝異常に関す
る検査を表２に示す。肥満症のCase ２、３のうちCase ３はLDL-C高値であったが、メタボリック
症候群の基準は満たしていなかった。一方Case １、４は肝機能異常と高TG血症、高インスリン血
症を認め、代謝異常を有していた。
＜GH治療後の変化＞：GH治療による体格等の変化を表３に、体組成の変化率を図１に示す。代謝
異常を認めていたCase １、４は除脂肪量の増加はほとんどなく、脂肪量は軽度増加し、結果として
体脂肪率は僅かに上昇した。その他の4例は、有意に除脂肪量は増加した。脂肪量はCase ３では治
療後３ヶ月で著明に低下したあとは、変化なかった。その他の症例は、脂肪量の変化に一定の傾向
を認めなかった。体脂肪率は、Case １、４以外は低下傾向を認めていた。
＜部位別の体組成の変化＞：上腕、下肢、体幹部の水分量の変化率を図２に示す。除脂肪量の増加
を認めなかったCase １、４は、部位別の水分量の変化もほとんどみられなかった。その他の症例に
おいては、各部位毎の大きな差はなく、増加傾向を認めた。変化率は、下肢（1.43±0.60）＞上肢
（1.29±0.50）＞体幹部（1.17±0.26）の順に大きかった。

【考察】
重症GHD小児患者6例に対して、GH治療前後での体組成変化を部位別に検討した。患者はいずれ
も頭蓋内の器質性疾患を有しており、GH欠乏期間は２年以上と推測される。GH治療前では、肥満
症は２例のみであったが、その他の症例も１例を除き腹囲／身長比の増加や体脂肪率の増加を認め
ていた。また２例（Case １、４）は、ALT、IRI、TGの増加を認め、代謝異常に伴う非アルコー
ル性脂肪肝炎（NASH）が疑われた。GH治療による除脂肪量、脂肪量の変化をインピーダンス法に
より検討した。予想に反して、代謝異常を認めたCase １、４は除脂肪量の変化なく（前値の103％）
、
脂肪量は僅かに増加した（前値の118％）。その他の4例においては、有意に除脂肪量の増加を認め
たが、脂肪量は明らかに低下した症例は１例のみ（Case ３）で、その他は不変または軽度増加であ
った。成人GHDだけなく、小児GHDにおいても、GH治療により除脂肪量の増加や体脂肪量の減少
がみられるが4,5,6）、本研究ではGH治療に伴う身長増加により脂肪量も増加するために、GH治療の効
果と相殺され、体脂肪の絶対量に関しては一定の傾向をとらなかったと推測した。
GHD患者においてみられる脂肪肝、脂質代謝異常、高インスリン血症などの代謝異常症は、内臓
脂肪蓄積とそれに伴うインスリン抵抗性が基本病態であると考えられている。今回の検討では、代
謝異常を認めたCase １、４はいずれもALT、TGともに改善傾向を認めたが、体組成の変化やイン
スリン値の低下はなく、内臓脂肪減少に伴う代謝異常の改善ではないと思われた。一方GHDでは、
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内臓脂肪蓄積だけなく、四肢筋力の低下がありCushing症候群類似の臨床像になる3）。我々は、GHD
にみられる代謝異常症が内臓脂肪蓄積だけでなく、四肢の筋肉量の低下や脂肪分布の異常もその成
因であると考え、上肢・下肢・体幹部の部位別にGH治療に伴う水分量（即ち筋肉量）の検討を行っ
た。今回の検討では、上肢・下肢・体幹部での部位別の差はみられなかったが、変化率は下肢＞上
肢＞体幹部の順に大きかった。代謝異常を認めたCase １、４は、除脂肪量は増加しておらず、部位
別にみた上肢・下肢・体幹部の水分量の変化もみられなかった。従って、Case １、４の代謝異常の
改善は、四肢の筋肉量の増加や体組成変化によるものでなく、GH-IGF-1系による直接作用と考えら
れた。成人GHDに対するGH治療による部位別の脂肪量の変化をDual energy X-ray absorptiometry
（DEXA）法により行った検討では、減少した脂肪量の61％が体幹部位であったと報告されている5）。
今回の検討は、脂肪量でなく筋肉量の変化をみたものであり、部位別の変化が明らかでなかったの
かもしれない。またインピーダンス法による体幹の身体組成分析には頭部も含まれているため、
DEXA法による体幹の検討とは異なる可能性がある。今後DEXA法を用いた重症小児GHDに対する
GH補充によって、部位別体組成変化を検討したいと考えている。

【結語】
インピーダンス法を用いた小児重症GHDに対するGH補充療法による部位別体組成変化の検討に
おいて、部位による特徴的な体組成の変化は認められなかった。部位別体組成変化と代謝異常症と
の関連もみいだせなかった。

【文献】
１．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(2):379-81, 1998.
２．長崎啓祐、菊池透. 小児期Growth without GH症例に対する成長ホルモン補充療法の代謝異常改
善効果の検討. 成長科学協会研究年報31号 151-156, 2008.
３．Agha A, Monson JP. Modulation of glucocorticoid metabolism by the growth hormone - IGF-1
axis. Clin Endocrinol (Oxf). 66(4):459-65, 2007.
４．Bengtsson BA, Edén S, Lönn L, Kvist H, Stokland A, Lindstedt G, Bosaeus I, Tölli J, Sjöström
L, Isaksson OG. Treatment of adults with growth hormone (GH) deficiency with recombinant
human GH. J Clin Endocrinol Metab. 76(2):309-17, 1993.
５．Hansen TB, Vahl N, Jørgensen JO, Christiansen JS, Hagen C. Whole body and regional soft
tissue changes in growth hormone deficient adults after one year of growth hormone
treatment: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Clin Endocrinol (Oxf).
43(6):689-96, 1995.
６．van der Sluis IM, Boot AM, Hop WC, De Rijke YB, Krenning EP, de Muinck Keizer-Schrama
SM. Long-term effects of growth hormone therapy on bone mineral density, body

−145−

成長科学協会 研究年報 No.33 2009

composition, and serum lipid levels in growth hormone deficient children: a 6-year follow-up
study. Horm Res. 58(5):207-14, 2002.

図１：GH治療後の体組成の変化

図２：GH治療後の部位別水分量の変化
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発達障害・小児神経疾患症例におけるデカン酸修飾型グレリンの産生・分泌動態についての検討

西

芳寛、松石豊次郎、田中永一郎
久留米大学医学部生理学講座

児島将康
久留米大学分子生命科学研究所
御船弘治
久留米大学動物実験センター

研究要旨：
１．小児の代表的な神経発達障害であるレット症候群（RTT）、及び、その他の発達障害・小児神
経疾患におけるデカン酸修飾型グレリン（D−グレリン）の血中濃度を測定し、神経内分泌ホルモ
ンD−グレリンと、通常のオクタン酸修飾型グレリン（O−グレリン）との関連について検討した。
正常群と比較して、RTTの血中0−、D−グレリン濃度は有意に低値であった。上記の各グレリン・
アイソフォームの血中濃度の傾向は、RTTの摂食障害、消化管運動障害の重症度と相関していた。
血中のD−およびO−グレリン濃度は、RTTの病態を反映する有効なマーカーになると考えられる。
２．マウスの成長発達に伴うD−グレリンの胃内濃度はO−グレリンと同様に哺乳期に高値を示し
た。子宮内胎児発育不全モデルラットで胎児・胎盤環境でのグレリンの産生異常が確認された。マ
ウス・ラット脳内のD−グレリン濃度はO−グレリン濃度の5−10倍と高値であった。注意欠陥多動
性症候群（AD／HD）モデルラットでは、正常群と比較して血中O−グレリン値は高値、血中D−
グレリン値は低値を示した。以上１、２の結果より、小児の神経発達とD−、O−グレリンとの関
連が確認された。本研究の成果は、発達障害に対する「グレリンを用いた治療研究」へと発展する
ものと考える。尚、本研究内容は「厚生労働省 難病疾患克服研究事業」に採択され、その成果の一
部はH.21-22年度の同研究の中間報告書で報告された。

Ａ．研究目的
１．グレリン研究（ヒト）：レット症候群（RTT）は、発達障害、自律神経障害、自閉傾向をきた
す小児神経疾患である。同疾患の責任遺伝子としてMeCP2遺伝子が同定されている。グレリンは成
長・発達、摂食調節、自律神経調節などの生理作用を有するホルモンである。グレリン作用の多く
はRTTの臨床症状と関連している。本研究ではRTT患児の血中グレリン濃度（D−、O−グレリン）
を正常コントロール群と比較し、さらに、同疾患の臨床症状と血中グレリン濃度との関連について
調べる。本研究を通じて、血中グレリン濃度の測定が、RTTの病態マーカーとして有用であるか否
かについて検討する。

２．グレリン研究（マウス、ラット）：野生型（正常）マウス、子宮内胎児発育不全モデルラット、
AD／HDモデルラットにおける血中、組織内のグレリン含量を測定。発達段階での血中・組織内の

−149−

成長科学協会 研究年報 No.33 2009

D−、O−グレリンの産生・分泌調節を検討するとともに、子宮内発育障害、神経発達障害モデル
動物におけるD−、O−グレリン、および総グレリン（T−グレリン）の産生・分泌動態を野生型
（正常コントロール）動物群と比較検討する。本研究により、発達障害に対するグレリン（D−、
O−、T−グレリン）の機能的役割の解明が期待される。また、本研究は小児発達障害に対する活
性型グレリン（D−、O−グレリン）を用いたTranslational Researchへの懸け橋になるものと期待
される。

Ｂ．研究方法
１．レット症候群における血中グレリン濃度（D−、O−、T−グレリン）の測定：久留米大学の小
児科外来でフォローアップされているRTTの43家系を中心に、33症例のRTT患者より早朝空腹時の
採血を施行。血漿中のグレリン濃度について3種類の測定系（N−RIA、C−RIA、D−RIA）を用い
て測定した（学内倫理委員会承諾有り）。正常者コントロールとして同年齢の127症例の血漿中グレ
リン濃度を測定（学内倫理委員会承諾有り）、RTT症例と比較検討した。さらに調査票を用いて上
記のRTT症例の身体所見（身長、体重、肥満度）、臨床症状（摂食障害、消化管運動障害、概日リ
ズム・睡眠障害）と血漿中グレリン濃度との関連について検討した。

２−１．野生型（正常）マウスの組織内、血中D−、O−、T−グレリン含量の測定：野生型マウス
（C57BL／６）の胃、消化管、膵臓、脳（視床下部）、血漿中のD−、O−、T−グレリン含量につい
て、前述のD−、N−、C−RIAを用いて検討した。さらに栄養状態による各含量の変化について、
絶食条件下（24、48h）で検討した。

２−２．野生型マウスの発育段階におけるグレリンの産生分泌動態の検討：野生型マウス
（C57BL／６）におけるD−、N−、T−グレリンの組織内量（血漿中、胃内）を生後10、20、30、
60、90、120日齢の個体で検討。雌雄差についても検討した。

２−３．子宮内発育不全モデルラットの胎児・胎盤環境におけるグレリンの産生・分泌動態の検
討：食塩感受性高血圧発症ラット（Dahl−S ラット）の妊娠雌個体に妊娠３日目より高食塩添加食
を投与して（IUGR群）、妊娠第２、３週の時点で母獣の血中と胎盤内のグレリン（T-グレリン）含
量を測定し、食塩非添加食を投与した正常妊娠ラット（正常群）と比較検討した。

２−４．注意欠陥多動症候群（AD／HD）モデルラットにおける血中グレリン（D−、O−、T−グ
レリン）濃度の検討：AD／HDのモデル動物として汎用されているSHR ラット（10週齢♂）の血漿
中グレリン濃度を測定し、WKYラット（コントロール）の血中濃度と比較検討した。

Ｃ．研究結果
１．レット症候群（RTT）の血中グレリン濃度：RTT症例の血中グレリン濃度はT−グレリン
117.0±13.1 fmol/ml（p<0.01 vs. Control: 210.1±12.5）、O−グレリン 17.7±1.6 fmol/ml（p<0.01 vs.
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Control: 27.7±1.7）、D−グレリン38.5±4.6 fmol/ml（p<0.01 vs. Control: 64.8±3.0）（Mean±SE）
であり、全ての測定系でRTT患者はコントロール群と比較して低値を示した。この傾向は肥満度、
性差（女性のみ）、年齢を補正した後にも有意差を持って確認された。RTTの臨床病態との関連で
は、摂食障害（p<0.05）、便秘をはじめとする消化管運動障害（p<0.05）を有する症例で、同症状を
認めない症例と比較して、血中の各グレリン濃度の有意な低下が確認された。

２−１．野生型マウスの組織内グレリン濃度：T−、O−、D−グレリンの主要産生部位は胃であり
（T−グレリン4200±251；O−グレリン1580±247；D−グレリン85.9±10.4 fmol/mg）（C57BL/6J、
12週齢♂）、十二指腸がそれに続いた。視床下部でのD−グレリン含量（1430±610 fmol/g）はO−
グレリン含量（151±49 fmol/g）の約10倍と高値であった。48時間絶食では、胃内のO−グレリン
含量は有意（p<0.05）に低下したが、D−グレリン含量は有意（p<0.001）に上昇した。脳内のD−、
O−グレリン含量は48時間絶食では変化しなかった。血漿中グレリン含量はD−グレリン16.3±2.3
fmol/ml、O−グレリン 39.4±3.2 fmol/mlであり、両者ともに48時間絶食後に血中濃度は有意に
（p<0.05）上昇した。

２−２．マウスの発育段階におけるグレリンの産生分泌動態の検討：野生型マウス（C57BL／６）
の雌雄個体について、日齢10、20、30、60、90、120 で胃、血漿中のT−、O−、D−グレリン含量
を測定した。胃内のD−グレリン含量は雄・雌ともに日齢20で最大（♂ 180±95；♀ 141±75
fmol/mg）となり、離乳後の日齢30で一旦低下して（♂ 95±34；♀ 95±40 fmol/mg）（p<0.05 vs.
日齢20）。日齢60、90では日齢30前後の値を維持した。この傾向はO−グレリンの胃内含量の変化と
ほぼ同じであった。一方で、胃内の総グレリン含量（T−グレリン）は、日齢10から20にかけて上
昇した後、日齢30−90の間は、日齢20前後の値を維持した。血漿中濃度は各グレリンともに日齢10
から20にかけて上昇したのち、日齢20−90にかけて一定の値を維持した。O−グレリンについては、
全測定日齢で雌の血中濃度が雄より高値であった。

２−３．Dahl−S子宮内発育不全モデルラットの胎盤グレリンと同受容体の産生動態：高濃度食塩
負荷による妊娠中毒症に起因する子宮内胎児発育不全群（IUGR−preg）の胎盤内グレリン含量は、
正常妊娠群（Normal−preg）と比較して高値であった。一方で、妊娠第２週での胎盤内グレリン受
容体の発現量はNormal−pregと比較してIUGR−pregでは有意に低下していた。胎児・胎盤環境で
のグレリンの作用不全が、子宮内での胎児の発育に悪影響を及ぼす可能性が示唆された。

２−４．注意欠陥多動症候群（AD／HD）モデルラットにおける血漿中グレリン濃度の検討：
AD／HDモデルラットであるSHRの血中O−グレリン濃度（39.2±10.1 fmol/ml）
、T−グレリン濃度
（141.7±20.5 fmol/ml）は、各々コントロール動物であるWKYの血中O−グレリン濃度（29.8±6.0
fmol/ml）、T−グレリン濃度（111.3±14.1 fmol/ml）より有意（P<0.01）に高値であった。一方で、
血漿中D−グレリン濃度はSHR 19.2±1.9 fmol/ml、WKY 26.0±1.0 fmol/mlと、AD／HDモデル群
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で有意に（P<0.001）低値であった。神経発達障害の１つであるAD／HDモデル動物において、D−、
O−グレリンの血中濃度の変化が確認された。

Ｄ．考察
１．ヒト血中における測定データーをもとに算出した総グレリン（T−グレリン）と活性型グレリ
ン（O−、D−グレリン）の比率は10％前後に保たれていることから、同検体の処理〜保存状態は
良好であると判断される。従って、RTTでは循環血中（in vivo）でD−、O−グレリン濃度が低下
しているものと推定される。血中のグレリン濃度は食前の空腹時に上昇し、食後に低下する。また、
日中より夜間に高値となる日内リズムを有する。RTTにおける空腹時血中グレリン濃度の低下は、
同症候群の摂食行動異常や概日リズム異常と関連している可能性が高い。グレリンは自律神経調節
を介して消化管運動を促進する。RTT症候群における低グレリン血症は、グレリン作用の低下を介
して同症候群の消化管運動障害にも関連すると考えられる。グレリンを用いたトランスレーシナル
リサーチは循環器領域、消化器領域、精神科領域で積極的に進められ、順調に成果を上げつつある。
今後、小児発達障害の分野でも同ホルモンに関連した臨床研究の展開が期待される。

２．正常（野生型）マウスを用いた検討から、デカン酸修飾型グレリン（D−グレリン）の主要産
生部位は通常のオクタン酸修飾型グレリン（O−グレリン）と同様に胃であり、生後発達（日齢）
に応じて産生量が変化する事が確認された。特に哺乳期である日齢20前後でD−グレリンの胃内含
量が最大となることから、同ホルモンが生後発達段階で重要な役割を果たしていることが推定され
た。さらに、IUGRモデル動物での解析から、胎児期の成長・発達についても胎児・胎盤環境中で
のグレリンが重要な生理作用を発揮していることが示唆された。D−グレリンの脳内（視床下部内）
含量は、胃内・血中におけるグレリンの主要形態であるO−グレリンの10倍に達することから、脳
内におけるD−グレリンに特異的な生理作用の存在も推定される。AD／HDモデルラットにおける
D−、O−グレリンの変化の方向が、各々逆方向に向いていることからも、ある種の病的状態では
D−グレリンとO−グレリンが異なった生理的役割を果たしている可能性も考えられる。現在、ヒ
トRTT症候群のモデル動物であるMecP2−KOマウスにおけるD−、O−グレリンの産生分泌動態も
解析中であり、野生型マウスとの比較検討を通じて、今後さらなる新知見が集積されると考える。

Ｅ．結語
小児発達障害の典型的疾患である「レット症候群」で、血中グレリン濃度（D−、O−グレリン）
の低下が確認された。また、グレリン作用の低下が同症候群の臨床症状の発現に関与している可能
性が推定された。血中のグレリン濃度の測定は、レット症候群の臨床病態と一定の相関を示すこと
から、同疾患の病態を反映するマーカーとしての利用が期待される。さらに、各種の発達障害モデ
ル動物を用いたD−グレリンの動態・生理作用の解析も進行中であり、同疾患におけるD−グレリ
ンの解析を通じた、新しい診断・治療方法の確立へと繋がるものと確信する。
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１．Nishi Y, Yoh J, Hiejima H et al. Regional distribution and the dynamics of n-decanoyl ghrelin.
26th International Congress of Physiological Science (2009. 7.31, Kyoto).
２．Nishi Y, Hiejima H, Hosoda H, Yoh J et al.Regional and subcellular distribution of n-decanoyl
ghrelin and its dynamics.1st International Symposium on ghrelin. (2009. 11.19, Tokyo).
３．Ohya T, Nagamitsu S, Hara M, Yamashita Y, Matsuishi T. The relationship between sleep
disorder and seizure disorder in Angelman syndrome: a case report. International
Symposium on Epilepsy in Autism Spectrum Disorders and Related Conditions (2009. 5.10,
Kurume).
４．Watanabe Y, Yano S, Yoshino M, Niihori T, Matsubara Y, Aoki Y, Matsuishi T. A familial case
of Leopard syndrome associated with high-functioning autism spectrum disorder.
International Symposium on Epilepsy in Autism Spectrum Disorders and Related Conditions
(2009. 5.10, Kurume).
５．葉純子、西芳寛、原宗嗣、松石豊次郎 ほか
デカノイルグレリンの分泌動態：ヒト血中における検討

第60回西日本生理学会（2009. 11.6,

福岡）.
６．原 宗嗣、西

芳寛、松石豊次郎 ほか

Rett 症候群とグレリン 第４回 メチレーションと小児神経学研究会（2009. ８.26, 東京）.
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2010年
−論文−
１．Yamashita Y, Mukasa A, Honda Y, Matsuishi T: Short-term effect of American summer
treatment program for Japanese children with attention deficit hyperactivity disorder. Brain
Dev 2010:32;115-22.
２．Iizuka C, Yamashita Y, Nagamitsu S, ･･･Matsuishi T:Comparison of the strengths
questionnaire(SDQ) scores between children with high-functioning autism spectrum
disorder(HFASD) and attention-deficit hyperactivity disorder(AD/HD). Brain Dev (2010 in
press).
３．Nonoshita A, Nishi Y, Takushima S et al. Dynamics of placental ghrelin production and its
receptor expression in a Dahl salt-sensitive rat model of intrauterine growth restriction.
Placenta (in press, 2010.2.13).
４．西

芳寛、野々下 晃子 グレリンと生殖機能の関連 産科と婦人科

５．伊藤雅之、松石豊次郎、高橋知之、西

第77巻３号（2010）.

芳寛:レット症候群の臨床病態マーカー としてのグレリ

ンの検討および再生医療技術を利用した病態解明に関する研究（分担研究）
厚生労働省 難治性疾患克服研究事業
平成21年度

総括・分担研究報告書（2010年３月）.

−学会−
１．Yoh J, Nishi Y, Hosoda H, Hara M, Matsuishi T et al. Molecular forms and the dynamics of ndecanoyl ghrelin, another acyl-form of acive ghrelin, in human plasma.
14th International Congress of Endocrinology (2010. 3.26-30, Kyoto).
２．原 宗嗣、葉 純子、西 芳寛、山下裕史郎、松石豊次郎
濃度の検討

第52回

レット症候群における血漿中グレリン

小児神経学会（2010. 5.20-22, 福岡）.

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む）
１．特許取得：特記なし
２．実用新案登録：特記なし
３．その他：特記なし
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脱ユビキチン化酵素によるインスリン様活性の新しい調節機構

伯野史彦、福嶋俊明、吉原英人、Cunming Duan
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、多種多様な細胞の増殖・分化・サイズの増加などを誘導し、
動物の成長を促進する。一般にIGF活性は単独では弱く、他のホルモンや成長因子の共存下で増強
されるのが特徴で、IGFによる成長促進の分子機構を明らかにするためには、この増強機構を解明
する必要がある。IGFは、標的組織の細胞膜上に存在する特異的な受容体チロシンキナーゼを活性
化し、これによってインスリン受容体基質（IRS-1やIRS-2）がチロシンリン酸化される。このリン
酸化されたチロシン残基を認識してSH2ドメインを持つシグナル分子（p85 PI 3-kinase調節サブユ
ニットやGrb2）が結合、続いてPI 3-kinaseやMAP-kinase が活性化する結果、広範な生理活性が発
現することが知られている。申請者らは、他の因子の刺激に応答して、IGF-I受容体チロシンキナー
ゼの基質の一つ、インスリン受容体基質（IRS）にユビキチンリガーゼNedd4が相互作用し、IRSの
ユビキチン化量が増加すると、IRSのIGF依存性チロシンリン酸化や下流のシグナルが増強し、IGF
活性が増強されることを発見した。タンパク質のユビキチン化量は、ユビキチン化と脱ユビキチン
化のバランスによって調節されているのは言うまでもないが、これまでの研究では、ユビキチンリ
ガーゼの解析が中心で、脱ユビキチン化酵素（DUB）の役割についてはほとんど注目されてこなか
った。そこで本研究では、IRSと相互作用するDUBを同定し、DUBがIRSのユビキチン化制御に果
たす役割を検討、DUBによるインスリン様活性の調節機構を明らかにすることを目的としている。

材料と方法
１）材料
本研究で使用したヒトIRS-1 cDNA、マウスIRS-2 cDNAは、それぞれ浅野知一郎博士（広島大学）
から御供与いただいた。USP7 cDNA、USP25 cDNAはRT-PCRによってクローニングし、それぞれ
のcDNAをpCMV-mycやpCMV-FLAGベクターに導入し、タンパク質発現プラスミドを調製した。
プロテアソーム阻害剤であるMG132はBIOMOLより購入した。抗USP7抗体はBETHYLより購入し、
抗USP9X抗体はDr. Stephen A. Wood（National Centre for Adult Stem Cell Research）より御供
与頂いた。
２）細胞培養・播種・遺伝子導入・処理
本研究で用いたHEK293細胞は国立感染症研究所の鈴木幸一先生からご供与いただいた。細胞は、
10%FBS／DMEM培地で培養した。実験に用いる細胞は、3×106 cells／10 cm dishに播種し、翌日
lipofectamine 2000（Invitrogen）を用いて遺伝子を導入、24時間後にHanks氏液で洗浄後、0.1％
BSA／DMEM培地で18時間培養した。
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３）共免疫沈降法による結合解析
細胞を、氷上でlysis buffer（50 mM Tris-HCl pH 7.4、１％ Triton X-100、150 mM NaCl、1
mM NaF、1.5 mM MgCl2、1 mM EDTA、1 mM EGTA、500μM Na3VO4、10μg／ml leupeptin、
5μg／ml pepstatin、20μg／ml PMSF、100 KIU／ml aprotinin、10 mg／ml PNPP）を用いて溶
解し、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、1mg／ 1 mlになるよう希釈し、抗Flag Agarose beads（Sigma）を加
え、４℃で一晩反応させた。反応後、15,000×gで遠心し、沈降物をlysis bufferで３回洗浄、これを
沈降物としてSDS-PAGEに供した。SDS-PAGEの後Trans Blot Cell（Bio-Rad）を用いてPVDF膜
（Immobilon-P、Millipore）へ転写し、抗Flag抗体（SIGMA）、あるいは抗myc抗体（Upstate
Biotechnology Inc., UBI）
、抗USP7抗体によるimmunoblotを行った。Enhanced chemiluminescence
kit（Du Pond）を用いて発光反応を開始し、X線フィルム（X-Omat、Kodak）に露光し、現像した。
４）統計解析
バンドの濃さをimage Jで定量、独立した３回の実験の平均値（±標準誤差）をグラフで表示し、
分散分析とFisher's PLSDで統計処理、P<0.05を有意水準とした。

結果
（１）USP7とIRSの相互作用の検討（図１）
これまで、IRSと結合する脱ユビキチン化酵素として、USP7、USP9X、USP25をYeast twohybrid screeningや共免疫沈降物のTOF／MS解析によって同定している。そこでまず、IRSとUSP
との結合を解析した。HEK293細胞にFLAGのみ、FLAG-IRS1またはFLAG-IRS2を発現させ、ここ
から細胞抽出液を調製、抗FLAG抗体で免疫沈降した。沈降物をSDS-PAGEに供し、抗USP7抗体で
immunoblotすることによって結合を検出した。その結果、FLAGのみを発現させた細胞では免疫沈
降物中にUSP7タンパク質は検出されないが、FLAG-IRS1やFLAG-IRS2を発現させた免疫沈降物中
にUSP7タンパク質を検出できた（図１A）。この結果からIRS-1、IRS-2はUSP7と過剰発現系で結合
することが示された。同様な手法でIRS-1、IRS-2とUSP9Xとの結合、IRS2とUSP25との結合が検出
できた（図１Ｂ）。

（２）USP7および不活性変異体の過剰発現がIRS量に及ぼす影響の検討（図２）
HEK293細胞に野生型USP7または不活性変異型USP7-C224Sを過剰発現し、細胞抽出液を抗IRS-2
抗体でimmunoblotすることによってIRS-2のタンパク質量を測定した。その結果、ベクターのみを
導入した細胞に比べ、野生型USP7を過剰発現した細胞ではIRS-2量が増加していることが明らかと
なった。いっぽう、不活性変異型USP7-C224Sを過剰発現した細胞ではIRS-2のタンパク質量が減少
していることが明らかとなった。
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（３）プロテアソーム阻害剤によるUSP7不活性変異体の過剰発現時のIRS-2量およびユビキチン化の
変化（図３）
続いて、USP7-C224Sの過剰発現によるIRS-2量の減少がユビキチン化を介したプロテアソーム分
解系によるものかを確認するため、USP7-C224S過剰発現の際にプロテアソーム阻害剤である
MG132を添加し、同様にIRS-2のタンパク質量を観察した。その結果、MG132の添加によって、
USP7-C224S過剰発現によって減少したIRS-2タンパク質量が回復した（図３A）。さらにその際に
IRS-2を免疫沈降し、沈降物を抗ユビキチン化抗体でimmunoblotしたところ、MG132の添加によっ
てユビキチン化されたIRS-2タンパク質が200kDa付近にスメアー状に認められた（図３B）
。

（４）IGF-I刺激に応答したIRSとUSP7の結合に及ぼす影響の検討（図４）
最後にインスリン刺激に応答したIRSとUSP7の結合量の変化を観察した。インスリン標的組織で
ある肝臓由来のhepatocyteであるH4IIEをインスリンで刺激し、細胞抽出液を調製、抗IRS抗体で免
疫沈降し、沈降物をUSP7抗体でimmunoblotすることで結合量を観察した。その結果、インスリン
刺激１分からIRSとUSP7との結合は著減した。また、IRS-1やIRS-2のタンパク質量は刺激後60分で
減少していった。

考察
我々はこれまでIRS-1、IRS-2と結合するタンパク質を共免疫沈降後のTOF／MS解析によって多
数単離してきた。その中には脱ユビキチン化酵素（DUB）であるUSP7、USP9X、USP25が含まれ
ていた。図１の結果から、結合を解析したこれらすべての脱ユビキチン化酵素において、IRS-1や
IRS-2との結合が確認された（図１）。特にUSP7との結合が強く観察されたことから、この後は
USP7について解析を進めた。野生型USP7を過剰発現するとIRS-2のタンパク質量が増加し、いっぽ
うで不活性型変異体USP7を過剰発現するとIRS-2のタンパク質量が逆に減少した（図２）。この結果
は、USP7はIRS-2のタンパク質の分解を阻害しており、不活性型変異体は優性阻害変異体として機
能し、USP7とIRS-2の結合を阻害することによってIRS-2のタンパク量減少を誘導したと考えられた。
不活性型変異体過剰発現によるIRS-2タンパク量減少は、プロテアソーム阻害剤の添加によって解除
され、その際IRS-2はユビキチン化されていた（図３）ことから、IRS-2はユビキチン化された後、
プロテアソーム系によって分解されていることが予想された。さらに、インスリン刺激によって
USP7はIRS-1、IRS-2から解離すること、インスリン刺激後60分ではIRS-1、IRS-2のタンパク質量が
減少することから（図４）、以下のような仮説を考えた。すなわち、インスリン刺激のない基底状
態ではIRS-1やIRS-2はUSP7と結合することによってユビキチン化が阻害されているが、インスリン
刺激によってUSP7が遊離すると、IRSはユビキチンリガーゼによってユビキチン化され、プロテア
ソーム系によって分解される。
このようにUSP7はIRSと結合することによってIRSのタンパク質の量を制御し、インスリンやIGF
のシグナル強度を調節していることが示唆された。HepatocyteであるH4IIEで、siRNAによって
USP7をノックダウンするとIRS-2のタンパク質量が減少することから（data not shown）、USP7が
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この細胞内で、IRSの脱ユビキチン化に関して中心的な役割を果たしていると考えられた。我々は
他にもUSP9XやUSP25などがIRSと結合することを示しているが、他の細胞では異なるDUBがIRS
のタンパク質量の制御に関わっている可能性が考えられる。今後は、IRSのユビキチン化を行うユ
ビキチンリガーゼを同定する必要がある。これまでMdm2など複数のユビキチンリガーゼがIRSの
ユビキチン化に関与しているという報告（Usui et al.、Xu et al.）、p53を基質としてMdm2がユビキ
チン化、USP7がそれと拮抗して脱ユビキチン化反応を行うという報告があるため（Li et al.）、IRS
においてもMdm2とUSP7が拮抗して機能し、IRSタンパク質の量的制御を行っているのかもしれな
い。

おわりに
今回我々はIRSのタンパク質量を制御する脱ユビキチン化酵素としてUSP7を同定することに成功
した。また我々は別のユビキチンリガーゼであるNedd4がIRSと結合することによってIRSのタンパ
ク質量の変化ではなく、IRSのシグナル増強に関与していることを示している。このようにIRSはユ
ビキチン化されることによってタンパク質量ばかりでなく、IRSを介したシグナルの質が制御され
ていることになる。このようなIRSの量と質を変化させるユビキチン化は異なるユビキチンリガー
ゼ、脱ユビキチン化酵素が担っており、それぞれの結合や活性が様々なホルモンによって制御され
ることによってインスリン／IGFシグナルを調節していると考えられる。内分泌細胞をはじめ様々
な細胞において、他のホルモンとのクロストークによってIGF活性が増強されるが、その際にユビ
キチン化酵素、脱ユビキチン化酵素がどのようにIRSの量と質を制御しているか、検討を加えてい
きたいと考えている。こうした研究によって、生体内におけるIGF活性の発現機構の一端を理解で
きるようになると期待している。

参考文献
Usui I, Imamura T, Huang J, Satoh H, Shenoy SK, Lefkowitz RJ, Hupfeld CJ, Olefsky JM. (2004).
beta-arrestin-1 competitively inhibits insulin-induced ubiquitination and degradation of insulin
receptor substrate 1. Mol Cell Biol 24 (20): 8929-8937
Xu X, Sarikas A, Dias-Santagata DC, Dolios G, Lafontant PJ, Tsai SC, Zhu W, Nakajima H,
Nakajima HO, Field LJ, Wang R, Pan ZQ. (2008). The CUL7 E3 ubiquitin ligase targets insulin
receptor substrate 1 for ubiquitin-dependent degradation. Mol Cell 30 (4): 403-414
Li M, Chen D, Shiloh A, Luo J, Nikolaev AY, Qin J, Gu W. (2004). Deubiquitination of p53 by
HAUSP is an important pathway for p53 stabilization. Nature. 428(6982):1 p following 486
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骨形成不全症の予後予測に関する研究:
Genotype-Phenotype−尿中骨代謝マーカーの関連性の確立

長谷川高誠
岡山大学病院小児科

１）はじめに
骨形成不全症（Osteogenesis Imperfecta:OI）は主にⅠ型コラーゲン遺伝子であるCOL1A1、
COL1A2遺伝子の変異により様々な程度の骨脆弱性を来す疾患である。骨折頻度などの臨床症状
（Phenotype）とⅠ型コラーゲン遺伝子の変異（Genotype）との関連については完全には解明され
ていない。一方我々は尿中NTXの尿中βCTXやハイドロキシプロリンに対する比がSillenceの分類
のⅢ型とⅠ型、Ⅳ型では異なり、OIの重症度予測に利用できる可能性があることを報告した
（Hasegawa et al. J Bone Miner Metab（2008）26:394-399）。しかしOIのPhenotype、Genotype、尿
中骨代謝マーカーの関係については不明である。本研究ではgenotype-phenotype−尿中骨代謝マー
カーの関係を解明し、巨大な分子であるⅠ型コラーゲン分子の遺伝子診断を行わずとも患者の予後
予測や遺伝子変異の種類の予測を日常的な検査で行えるようにすることを目的として本研究を計画
した。

２）結果
（OIにおけるⅠ型コラーゲン遺伝子変異の同定）
患者12名より遺伝子変異を同定した（表１）
。
終始コドンを形成するナンセンス変異を２例、フレームシフトを起こし後に終始コドンが形成さ
れる変異を２例、アミノ酸３個分のフレームがずれる変異を１例、グリシンが他のアミノ酸に変異
する変異を７例に同定した（Gly→Ser：５名。Gly→Arg：１名、Gly→Asp：１名）
。
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（表１）

（尿中骨代謝マーカーとSillence分類の関連性）
我々は以前尿中NTX及びβCTXが骨形成不全症患
者における重症度を分別する可能性があることを報
告した。今回患者数を増やし、（N=39、type Ⅰ：19
名、type Ⅱ：４名、Type Ⅲ：７名、Type Ⅳ：９
名）同様の検討を行った。その結果、尿中NTX及び
βCTXのハイドロキシプロリン（HYP）に対する比
は健常対照に比してOI患者で有意に低く、さらに健
常者では尿中CTXのHYPに対する比は５未満となる
者はいなかったためこの比が５未満の者はOI患者で
あると考えられた。
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さらにOIの型毎にこれらの比を比較したところ、
これらの比は重症であるⅡ型、Ⅲ型において低い傾
向が有り、さらに尿中NTXのHYPに対する比が３未
満のⅠ型患者は認められず、この比が３未満であれ
ばⅡ-Ⅳ型の比較的重症〜重症のOIである可能性が高
いと考えられた。
最後にOI患者においてN端とC端のピリジノリン
架橋形成が異なるかどうかを検討する目的でCTXに
対するNTXの比について検討をしたところ、Ⅱ型、
Ⅲ型の患者の中に他の患者と比べて異常に高い比の
値をとる者がいることがわかった。このことから異
常に高いNTX／βCTX比をとる者はⅡ型、Ⅲ型など
の重症患者である可能性があると考えられた。また
これらの異常に高い比をとる患者を除いた場合、以
前の我々の報告と同じく、Ⅲ型患者においてこの比
が有意に低く、またⅡ型ではⅢ型よりもやや高い値
をとることがわかった。

（遺伝子型と尿中骨代謝マーカーの関係）
今回行った遺伝子診断及び我々の施設の片岡
が行った遺伝子診断の結果（Kataoka K et al.
Pediatrics International（2007）49, 564-569）と
尿中骨代謝マーカーの関係性について検討を行
った。
遺伝子変異と尿中NTX、βCTXの値が対応さ
せることができた患者13名について検討した。
解析患者数が少ないためpreliminaryなデータで
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あるが、NTX／βCTXが異常高値を示した患者のうちの一人がCOL1A1遺伝子の９アミノ酸の欠失
であり、最も低値を示した患者が９アミノ酸の挿入であった。また、グリシンの変異、終始コドン
を形成するナンセンス変異についてはこの比が0.5〜１程度の値になると考えられ、遺伝子変異の種
類の大まかな予測が可能ではないかと考えられた。

３）最後に
今後も同様の解析を行っていき、遺伝子型と表現型、尿中骨代謝マーカーの関連性を確立し、重
症度の判定基準を確立し骨形成不全症患者のQOLの向上に寄与したい。
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複合型下垂体ホルモン欠損症におけるLHX4遺伝子変異の頻度および変異LHX4機能解析
長谷川奉延
慶應義塾大学医学部小児科学教室
闍木優樹
慶應義塾大学大学院医学研究科

目的
LHX4は下垂体発生に必須な転写因子である。近年ヒトにおいて、LHX4遺伝子のヘテロ接合性変
異が複合型下垂体ホルモン欠損症を引き起こすと報告された。しかし、多数の複合型下垂体ホルモ
ン欠損症（以下CPHD）患者においてLHX4遺伝子の変異の有無を検討した国内からの報告はない。
今回の研究目的は、CPHDおよび重症成長ホルモン分泌不全性低身長症（severe GHD）における

LHX4遺伝子変異の頻度を明らかにし、かつ変異LHX4の機能をin vitroで解析することである。
対象
研究の対象は、MRIにおいて下垂体前葉低形成を認めるCPHD56例およびsever GHD８例の計64
名（男性36名、女性28名）である。同胞例は２例、診断時年齢は０〜57歳（中央値3.8歳）である。
経膣骨盤位分娩を10例に、正中線上の奇形合併を12例に認めた。
全例において、本人あるいは親権者から書面により研究に対するインフォームドコンセントを取
得した。また、健常者80名を対照とした。

方法
（１）LHX4遺伝子（6エクソン）の全翻訳領域をPCR−直接シークエンス法で解析した。Sequence
variationを同定した際はさらに以下の検討を加えた。
（２）変異陽性例の詳細な臨床情報を収集した。
（３）正常コントロール160アリルで同sequence variationの有無を検討した。
（４）RNA解析をおこなった。すなわち患者のEB-transformed lymphocyteよりtotal RNAを回収し、
RT-PCR、Direct-sequence法で解析した。
（５）LHX4蛋白の機能解析を行った。１．野生型あるいは変異体発現ベクターを作成した。COS7
細胞にこれらのベクターとLHX4結合領域を有するPOU1F1遺伝子のプロモーター部位を有するレ
ポーター遺伝子とを共発現させ、野生型および変異型LHX4の転写活性をluciferase reporter assay
で解析した。２．野生型あるいは変異体LHX4−GFP融合蛋白の細胞内局在をCOS7細胞で観察した。

成績
（１）LHX4遺伝子解析
新規変異２例（症例１； c.249-1 G>A,

症例２； V75Iを同定した。
）
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（２）臨床情報
症例１；13歳女児。sever GHD。 症例２；11歳男児。CPHD。
（３）正常コントロール
正常コントロール160アリルでc.249-1 G>A およびV75Iをともに認めなかった。
（４）RNA解析
症例１においてexon3が欠損するmRNAが産生されていることを確認した。
（５）LHX4蛋白の機能解析
１．c.249-1G＞A、V75I変異型によるPOU1F1の転写活性は共に、empty vectorと同程度であった。
２．c.249-1G＞A変異型の一部は核に移行するも、大部分は核外に存在した。V75I変異型は野生型と同
様に核に移行した。

考察
頻度；本邦のLHX4変異による下垂体機能低下症の頻度は２／68であった。
臨床像；GH単独欠損であっても、下垂体前葉の低形成を伴う場合はLHX4異常症の可能性がある。
症例１では今後、複合型への進行の有無を注意深く観察する必要がある。
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転写制御因子δEF1およびSIP1のコンディショナルノックアウトマウスを用いた、
下垂体前葉細胞の分化成熟過程と成長ホルモン（GH）遺伝子の発現制御機構に関する研究

東雄二郎、杉山良典、松井ふみ子
愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所周生期学部

平成21年度の研究成果
マウスにおいては、出生後５−10日において、下垂体前葉細胞の分化が成熟し、成長ホルモンを
含む各種ホルモン産生細胞が生じる。最近の分生物学的研究から、この過程における転写制御因子
δEF1とCoREST因子複合体の機能が指摘されている。本研究では、δEF1（およびその類似因子
であるSIP1）転写因子の下垂体前葉ホルモン産生細胞の分化成熟過程における機能、およびGH遺
伝子の発現制御機構に関して、それらのノックアウトマウスを用いて検討し明らかにすることを目
的としている。Wangらは、δEF1とLSD-CoREST-CtBP核内転写抑制複合体が直接GH遺伝子の発
現制御領域に作用し、Lactotroph細胞においてはその発現に対して抑制的に働くことを示唆してい
、いずれも下垂体由来株化細胞であるMMQやGC
るが（Wang et al、 Nature 446:882-887（2007））
細胞を用いた結果である。一方、申請者らのグループで作製し解析されているδEF1ノックアウト
マウスは、出生後蘇生が起こらず致死となり、実際にδEF1が下垂体前葉の細胞種特異的なホルモ
ン産生機構に関わっているかどうかを検討することは不可能である。そこで本研究ではマウス個体
を用いて実際にδEF1が下垂体前葉細胞の特異化とGH遺伝子の発現制御に関与しているかどうかを
検討するために以下の計画に沿って実施する予定である。
１．δEF1の下垂体前葉での組織特異的ノックアウトを行うために、LoxP配列をエキソン７の両側
に配置したδEF1 floxマウスを作製する。また下垂体前葉で特異的にCre recombinaseを発現する
Pitx1-Creマウスを米国Jackson研究所から導入する。
２．次にδEF1 floxマウスとPitx1-Creマウスを交配させることにより、下垂体前葉特異的なδEF1
欠損マウスを作製する。この変異マウスに関して、下垂体前葉の発生と各種ホルモン産生細胞の有
無や特異性、また各ホルモンの産生に関して、マーカー遺伝子や抗体等を用いて解析を行う。（例
えば、この変異マウスはプロラクチン産生細胞においてGHの産生が起こるのかどうか、等）
３．申請者のグループではδEF１の類似体であるSIP1転写因子のfloxマウスは作製済みであり、
SIP1に関しても同様の検討を行う。δEF１とSIP1は構造的、機能的にも類似した因子であり、お
互いに重複した機能を有している可能性は高い。これについては、交配により二重floxマウスを作
製し同様の検討をすることが可能である。
本年度は、まず上記１のδEF1 floxマウスを作製するための、ターゲティングベクターの作製を
行い、現在（平成22年４月27日）までにほぼ完成することができた。その概要を以下に示す。
（１）δEF1はマウスでは18番染色体に存在し、エキソン１から８までが約180kbにわたって存在し
ているが、エキソン3から8までは、3 側の30kb中に局在している。この中で第６エキソンはδEF1
タンパクの約半分をコードし、その機能に必須であるzinc fingerやホメオドメイン、CtBP結合ドメ
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インを含んでいることから、この第６エキソンをLoxP配列で挟み、Creを作用させることでコンデ
ィショナルノックアウトを行うことを考えた。この方法はSIP1の場合とほとんど同じである（図１、
左側）。

図１

δEF1遺伝子コンディショナルノックアウトの方法
（参考のために右側にSIP1の場合を示した）

（２）まず、δEF1の遺伝子を含むBAC（Bacterial Artificial Chromosome）クローンをChildren's
Hospital Oakland Research Institute（Oakland, California, USA）より購入した。次に
Recombineering法を用いてDT-A（Diphteria toxin A chain）カセットの入ったベクターに、今回
のターゲティングに使用する、第6エキソンの上流と下流、約20kbを含む領域をサブクローニング
した（図２

ステップ１）。

（３）次にこのプラスミドベクターにLoxP配列で挟まれたネオマイシン耐性遺伝子発現カセット
（LoxP-Neoカセット）をステップ１と同様にRecombineering法を用いて第７イントロンに挿入した
（図２

ステップ２）。

（４）このプラスミドを、培地にアラビノースを加えることでCre recombinaseを誘導できる大腸菌
EL350に導入し、ネオマイシン耐性遺伝子を除いた。この際、LoxP配列は１コピーが残存する（図
２

ステップ３）。
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（５）最後に、LoxP-FRT-Neoカセット｛FRT配列（FLPaseが認識しその間にあるDNAを除去でき
る）に挟まれたネオマイシン耐性遺伝子発現カセットとLoxP配列を１コピーもつ｝
を同様に
Recombineering法を用いて第６イントロンに挿入した（図２

ステップ４）
。

図２ δEF1 conditional knockout mouse作製用Targeting bvectorの構築方法
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チトクロームP450オキシドレダクターゼ (POR) 欠損症の分子基盤と臨床像の解明

深見真紀、中村美智子
国立成育医療センター小児思春期発育研究部

Ⅰ．はじめに
チトクロームP450オキシドレダクターゼ（POR）は、すべてのマイクロゾームP450酵素および一
部の非P450マイクロゾーム酵素に対する電子伝達系補酵素である1。PORの機能喪失変異は、POR
依存性酵素の活性低下に起因する多彩な臨床症状を招く。POR欠損症の中核症状は、アントレービッ
クスラー症候群に一致する骨形成異常、男女に共通する性分化異常、複合型副腎ステロイド合成障
害、妊娠中母体男性化である2。これらの症状は、主として５つのPOR依存性酵素の活性低下によっ
て説明される2,3。
これまでに、世界で約70例のPOR欠損症患者が報告されている2,3。これらの患者の解析の結果、
POR欠損症を招く遺伝子異常にはさまざまなミスセンス変異、ナンセンス変異、フレームシフト変
異が含まれること、無機能型変異のホモ接合体患者はおそらく胎生致死であることなどが明らかと
なった2,3。しかし、POR欠損症患者の約12％を占める変異陰性患者における発症メカニズムは不明
である。
また、POR欠損症患者の中核症状以外の臨床像は充分検討されていない。この点に関し、われわ
れは、PORが活性型ビタミンA（all-trans retinoic acid, atRA）の代謝を触媒するCYP26酵素の活性
化に関与することから、POR機能喪失変異がatRA蓄積に起因する消化管と腎泌尿器の形成異常を招
く可能性を見出している。この仮説は、Porノックアウトマウスにおいて、重度の腎泌尿器奇形と
消化管閉鎖が認められることに一致する4。しかし、これまでPOR欠損症患者における消化管・腎泌
尿器形成異常の発症頻度を検討した報告はない。
本研究では、これらの点を明らかとするため、日本人POR欠損症患者の分子遺伝学的および臨床
的解析を行った。

Ⅱ．対象と方法
１．対象
臨床的にPOR欠損症が疑われる日本人患者37例（46,XY 16例、46,XX 21例）
。

２．POR遺伝子変異解析
患者末梢血またはリンパ芽球様細胞株からゲノムDNAを採取し、直接塩基配列決定によりPOR翻
訳領域であるエクソン2−16およびその周辺のイントロンの塩基配列を検討した。ヘテロの塩基置
換または塩基挿入/欠失が疑われた場合は、当該PCR産物をサブクローニングし、２つのアリルの
塩基配列をそれぞれ決定した。
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３．変異陰性患者における疾患成立機序の解明
（１）mRNA解析
上記の解析で遺伝子内変異が同定されなかった患者を対象として、mRNAの解析を行った。リン
パ芽球様細胞株からmRNAを抽出してRT-PCRを行ない、POR cDNAの塩基配列を決定した。この
PCRでは、異なるエクソン上にプライマーを設計することによりゲノムDNAの混入の影響を除いた。
一方のアリルのmRNAが検出されなかった症例では、転写障害とmRNA分解亢進の有無を明らかと
するため、リンパ芽球様細胞株をmRNA decay阻害剤cycloheximide（CHX）で処理し5、再度RTPCRを行なった。
（２）欠失解析
RT-PCRで転写障害が疑われた患者を対象として、オリゴアレイCGHによる欠失解析を行った。
本研究では、POR遺伝子周辺の約８Mb領域の塩基配列に対応するオリゴDNAをプローブとして搭
載したカスタムアレイを使用した（Agilent社、２ｘ105ｋフォーマット）。患者およびコントロール
のゲノムDNAをCy3またはCy5でラベル後hybridizationを行ない、Genomic workbench (Agilent社)
を用いて各プローブのシグナルを解析した。
（３）欠失領域の機能解析
転写障害患者で同定された欠失領域の塩基配列を対象として、バイオインフォマテイックス解析
と in vitro 解析を行った。バイオインフォマテイックス解析では、当該配列をUCSC genome
browser（http://genome.ucsc.edu/）とRepeatmasker（http://www.repeatmasker.org/cgibin/WEBRepeatMasker）で解析し、CpG配列、反復配列、転写因子結合候補配列の抽出を行なっ
た 。 In vitro 解 析 で は 、 対 象 配 列 を PGL3-enhancer vector（ Promega社 ） に 組 み 込 み 、
Lipofectamine（Invitrogen社）を用いてHEK293細胞に導入した。導入48時間後にDual luciferase
assay system（Promega社）を用いてルシフェラーゼ活性の測定を行った。

４．POR欠損症の消化管・腎泌尿器合併症の検討
（１）消化管・腎泌尿器形成異常の頻度
37例の患者を対象として、臨床的に消化管形成異常の有無を検討した。さらに、尿路感染症の既
往がある患者に対しvoiding cystourethrography、intravenous pyelographyなどの画像検査を行い、
腎泌尿器奇形の有無を解析した。
（２）血中atRA測定
患者の血清中atRA濃度の測定を行なった。測定は、既報の方法６を用いて行ない、測定値は既報
の標準域７と比較した。

Ⅲ．結果
１．POR遺伝子変異解析
37例中34例では、両アリルに変異が同定された。このうち、15例は日本人創始者変異（R457H）
のホモ接合体、12例はR457Hと無機能変異（ナンセンス変異、フレームシフト変異、スプライス変
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異、エクソン２−13の欠失）の複合へテロ接合体、７例はそのほかの変異の複合ヘテロ接合体であ
った。３例（症例18、26、27）では、一方のアリルにR457Hが同定されたが、もう一方のアリルの
翻訳領域には異常が同定されなかった。なお、症例18、26、27の臨床症状は、R457Hと無機能変異
の複合へテロ接合体患者とほぼ同等であった。
２．変異陰性患者における疾患成立機序の解明
（１）mRNA解析
症例18、26、27を対象としてRT-PCRを行なった。その結果、３例ともにR457H陽性アリルのみ
が検出された。CHX処理後の検体においても同様の結果であった。この結果は、これらの患者にお
ける転写障害を示唆する。
（２）欠失解析
オリゴアレイCGHでは、３例においてPOR遺伝子内微小欠失が同定された（図１Ａ）。症例26と
27ではエクソン１と２を包含する領域、症例18ではエクソン１のみを包含する約3kbの領域の欠失
であった（図１Ｂ）。
（３）症例18の欠失領域の機能解析
非翻訳領域に限局する微小欠失が転写活性に関与するか否かを検討するため、症例18で欠失して
いた３ kbの領域の解析を行った。バイオインフォマテイックス解析では、エクソン１の周辺にCpG
配列と複数の転写因子結合候補配列が同定された（図２）。ルシフェラーゼアッセイでは、エクソ
ン１周辺の約１ kbの領域が強い転写活性化能を有することが明らかとなった（図２）
。
５．POR欠損症の消化管・腎泌尿器合併症の検討
（１）患者における消化管・腎泌尿器形成異常の頻度
37例中、４例において鎖肛が、３例において膀胱尿管逆流が確認された。また、１例では、無陰
茎、神経陰性膀胱、膀胱尿管逆流、左腎無形成、右腎重複が認められた。
（２）血中atRA測定
12例で血中atRA測定を行なった。９例では高値、３例では正常範囲内であった（図３）
。

Ⅳ．考察
１．POR欠損症の分子基盤
本研究により、POR欠損症の遺伝子異常には、遺伝子内微小欠失に起因する転写障害が含まれる
ことが明確となった。このような欠失は、既報告の変異陰性欧米人患者3においても存在する可能性
がある。この成績は、POR欠損症の遺伝子診断において、直接塩基配列決定に加え、オリゴアレイ
CGHおよびＲＴ-ＰＣＲなどを用いた解析が必要であることを示唆する。
症例18では、POR非翻訳領域の約3 kbの範囲のみを包含する微小欠失が同定された。この患者の
RT-PCRでR457Hを含むアリルのみが検出されたこと、またその臨床症状がR457Hと無機能変異の
複合へテロ接合体患者とほぼ同等であったことから、この微小欠失はPOR遺伝子の転写をほぼ完全
に抑制すると推測される。これに関しわれわれは、エクソン１周辺のCpG配列を含む約１kbの塩基
配列が強い転写活性化能を有し、またこの領域に複数の転写因子結合候補配列が存在することを見
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出した。したがって、エクソン1周辺の約１kbの領域内にPORの発現に必須のプロモーターまたは
エンハンサーが存在すると推測される。今後、この領域内の塩基配列を対象としたOne-hybrid アッ
セイおよびCHIPアッセイなどにより、PORプロモーターまたはエンハンサーに結合する転写因子
が同定され、PORの発現制御メカニズムが解明されると期待される。

２．POR欠損症の合併症
本研究では、37例のPOR欠損症患者の10.8％において鎖肛が、8.1％において膀胱乳管逆流が、１
例において複合型腎泌尿器形成異常が同定された。POR患者における鎖肛と膀胱乳管逆流の頻度は、
一般集団における発症頻度（鎖肛：約0.0002％ 、膀胱乳管逆流：約1.0％）より有意に高かった。し
たがって、これらの奇形はPOR欠損症に特徴的な症状のひとつであると推測される。なお、今回、
画像検査による腎泌尿器形成異常の検討は尿路感染症の既往がある症例のみを対象として行なわれ
たため、実際の膀胱乳管逆流の頻度は8.1％より高い可能性がある。
一方、消化管・腎泌尿器合併症の頻度は、骨形成異常や性分化疾患など他の中核症状の頻度に比
べて有意に低かった。このことから、消化管・腎泌尿器合併症の発症にはPOR遺伝子異常以外の遺
伝的または環境要因が関与し、このような症状は高い感受性を有する患者においてのみ発症するこ
とが示唆される。
POR欠損症における消化管・腎泌尿器合併症の発症機序は現在不明であるが、POR依存性CYP26
酵素の活性低下に起因するatRA蓄積が関与する可能性が高いと推測される。この仮説は、患者の大
部分において血中atRAが高値であったことにより支持される。一方、CYP51A1酵素活性低下によ
るhedgehogシグナル異常など、他のPOR依存性酵素の血清低下がこのような奇形に関与する可能性
は否定できない。
今後、日本人以外の人種における消化管・腎泌尿器合併症の頻度の検討、および、これらの症状
の発症に関与する遺伝的因子と環境因子の解明が重要であると考えられる。

Ⅴ．謝辞
今回の研究に際し、全国の小児科医より検体と臨床情報の提供を受けた。また、患者の臨床診断は、
西村玄博士と本間桂子博士の解析に基づく。血中atRA解析は、瀧谷公隆博士によって行なわれた。

Ⅵ．文献
１．Wang M, Roberts DL, Paschke R et al. (1997) Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 94 8411-8416.
２．Scott RR, Miller WL (2008) Horm. Res. 69 266-275.
３．Fukami M, Nishimura G, Homma K et al. (2009) C J. Clin. Endocrinol. Metab. 94 1723-1731.
４．Ribes V, Otto DM, Dickmann L et al. (2007) Dev. Biol. 303 66-81.
５．Freddi S, Savarirayan R, Bateman JF (2000) Am J Med Genet 90:398-406.
６．Takitani K, Tamai H, Morinobu T et al. (1995) Jpn. J. Cancer Res. 56 400-405.
７．Tang GW, Russell RM (1990) J. Lipid Res. 30 175-182.

−174−

成長科学協会 研究年報 No.33 2009

Ａ：オリゴアレイCGHによる欠失の同定。
Ｂ：患者の欠失範囲。症例26と27ではエクソン１と２を包含する欠失、症例18ではエクソン１のみを包含
する欠失が同定された。

欠失領域内には、CpG配列、転写因子結合候補配列、反復配列が同定された。ルシフェラーゼアッセ
イでは、エクソン１周辺の約１kbの配列が強い転写活性化能を有することが見出された。
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白丸は患者のデータを、灰色の範囲は正常域（文献７）を示す。
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レチノイン酸による胎生期下垂体におけるGH細胞の分化調節機構に関する研究

藤原

研、屋代

隆

自治医科大学医学部解剖学講座組織学部門

はじめに
レチノイン酸（RA）は下垂体GH細胞の調節因子として知られている（1）
。一方、RAは血中の前
駆物質から代謝を経て最終的にレチノアルデヒド脱水素酵素（RALDH）によりレチノールから合
成される。我々はRALDHがラット下垂体前葉で胎生初期から発現していることを見出し、局所で
RAが合成されオートクライン・パラクライン的に作用することを示唆してきた（2）。しかし、胎
生期GH細胞系譜の細胞でRALDHが存在するか否かについては明らかにされていない。そこで、本
研究ではGH細胞の各分化段階でのRALDHの発現動態をin situ hybridization法を用いて検討した。

実験材料と方法
１）実験動物
Wistar系ラットは日本SLC株式会社より購入した。膣スメアに精子を認めた日を胎生0.5日（E0.5）
とした。動物は室温22℃±2℃、12時間サイクルでの照明調節の条件下で飼育し、餌と水は自由に
摂取させた。本実験は、自治医科大学動物実験委員会での承認を得て、動物実験指針に則っておこ
なった。
２）組織の固定
各妊娠期のラットをネンブタール（25 mg／kg体重、腹腔内投与）で深麻酔し、E14.5−E19.5の
胎仔を取り出し、頭部を４％パラフォルムアルデヒド（0.05 M カコジル酸緩衝液、pH 7.4）にて
4℃ 、 一 晩 固 定 し た 。 そ の 後 、 30％ シ ョ 糖 液 に ４ ℃ 、 二 晩 、 置 換 し た 。 組 織 を Tissue Tek
compound（Sakura Finetechnical）に包埋し、急速に凍結した。
３）In situ hybridization
cRNAプローブの作成
E17.5ラ ッ ト 下 垂 体 か ら Trizol Reagent（ Invitrogen） を 用 い て total RNAを 抽 出 し た 。
Superscript III逆転写酵素（Invitrogen）を用いたRT-PCR法によりcDNAを合成し、ラット
RALDH2、 RALDH3、αGSU（2）、Ptx1、Prop-1、Pit-1、GHをPCRで増幅した。得られたPCR産
物をpGEM T-vector（Promega）に挿入し、クローニングした。クローニングしたプラスミドを鋳
型としてT7もしくはSP6 RNA polymeraseによりdigoxigenin-labelingキット（Roche）を用いて
cRNAプローブを合成した。
In situ hybridization
矢状断の凍結切片（８μm厚）をクライオスタット（CM3000；Leica）で作成した。切片をProK
処理、アセチル化処理を行い、プローブを加えたHybridization bufferを滴下し、湿箱中で、55℃、
一晩ハイブリダイゼーションを行った。切片を50％ホルムアミド／2xSSC、2xSSC、0.2xSSCで洗い、

−177−

成長科学協会 研究年報 No.33 2009

1％ Blocking Reagent（Roche）でブロッキングを行い、抗Dig抗体−アルカリフォスファターゼ
（Roche）を反応させた。抗体を洗浄後、NBT/BCIP（Roche）で陽性反応を検出した。
４）免疫組織化学
In situ hybridizationの後、切片をPBSにて洗浄し、２％ normal goat serumでブロッキング
（30℃、30分）を行った。PBSで洗浄後、PBS希釈した抗pit-1抗体（x1,000；Santa Cruz）を滴下し、
室温で一晩反応させた。続いて、PBSで洗浄し、biotinを結合した抗ウサギIgG抗体をPBSで希釈し
た 液 を 加 え 室 温 で 30分 間 イ ン キ ュ ベ ー ト し た 。 さ ら に PBSで 洗 浄 し 、 ABC kit（ Vector
Laboratories）を用いて、3,3 −diaminobenzidine（Dojindo）を基質として陽性反応を検出した。

結果
１）E14.5の下垂体原基におけるRALDH2、RALDH3とProp-1 mRNAの発現領域の比較
E14.5では、口腔上皮が陥入して閉じた袋となった下垂体の原基が形成される。RALDH2と
RALDH3は下垂体原基に広範に発現が認められ（図１a、b）、Prop-1もそれら発現領域に一致して
発現していることが分かった（図１c）。しかしながら、下垂体前葉のすべての細胞タイプで発現す
るPtx1の発現領域が下垂体原基の全領域であるのに対し（図１d）、RALDH2、RALDH3、Prop-1の
発現は隆起部となる領域では発現していなかった。
２）下垂体原基におけるRALDH2、RALDH3とPit-1発現細胞の比較
まず、Pit1 mRNA発現時期を特定した。E15.5ではRALDH2とRALDH3はProp-1のmRNA発現領
域と一致して下垂体原基で発現が見られたが、Pit1 mRNA発現は見られなかった（図２a-d）。Pit1
mRNA発現はE16.5より認められ（図２e）、データは示していないが、抗Pit1抗体を用いた免疫組織
化学によっても、Pit1はmRNA発現と同様にE16.5以降で下垂体前葉領域に認められた。次に、Pit1
が出現し始めたE16.5でRALDH2またはRALDH3のin situ hybridizationとPit-1の免疫組織化学によ
る二重染色を行った。Pit-1免疫陽性細胞にはRALDH2を発現する細胞と、そうでない細胞が存在す
ることが観察された（図３）。データは示していないが、RALDH3についても同様であった。
３）RALDH2、RALDH3とGH mRNA発現時期の比較
E16.5からE19.5まで日を追ってRALDH2、RALDH3、GH mRNA発現をin situ hybridizationによ
り検出した（図４）。両酵素遺伝子ともE17.5まで強い発現が観察されたが、E18.5よりその発現は著
しく減弱した。一方、GH mRNA発現細胞はE18.5より僅かに確認され、E19.5で前葉の広範で見ら
れるようになった。また、E19.5の下垂体ではRALDH2、RALDH3発現細胞が中葉に面した領域に
観察されたが、その領域ではGH発現細胞はほとんど見られなかった（図５）
。

考察
GH細胞の細胞系譜は、Prop-1細胞からPit-1細胞に分化し、Pit-1細胞からGH細胞が派生すること
が知られている（3）。本研究ではこれらGH細胞の分化段階におけるレチノイン酸合成酵素
（RALDH）の発現パターンを明らかにした。
RALDH2とRALDH3はE14.5の下垂体原基で、Prop-1 mRNA発現領域に一致して発現していた。
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以前の我々の研究で、両酵素ともE12.5の下垂体原基の形成初期で既に発現し、E14.5では糖タンパ
ク質ホルモンのサブユニットであるαGSUが発現した領域では発現しないことを報告している（2）
。
これらのことから、RALDHは未分化な細胞で発現すると考えていた。本研究では、未分化な細胞
の中でもProp-1を発現する細胞ではRALDHの発現が維持されていることが示唆された。
一方、E16.5ではPit-1発現細胞が出現し、その一部はRALDHを発現しなくなることが分かった。
Prop-1細胞からPit-1細胞へ分化すると、RALDHは徐々に発現しなくなると考えられた。この時期
ではGH細胞は出現しておらず、また同じPit-1系譜に属するプロラクチンも出現していない（データ
は示していない）。しかし、TSH細胞は同時期に既に出現していることを観察しており（データは
示していない）、RALDHを発現しなくなったPit-1細胞がTSH細胞に分化したものなのか否かはさら
に検討が必要である。
また、GH mRNAはE19.5で前葉に強く発現していたが、RALDH mRNA発現は著しく減弱してい
た。中葉に面したRALDHを発現する領域ではGH細胞がほとんど観察されなかったことから、GH
細胞に分化するとRALDHを発現しなくなることが示唆された。中葉に面した領域にはProp-1を発
現する未分化な細胞集団が存在することが報告されており（4-6）、これらのことからE19.5でも
RALDHの発現を維持している細胞はホルモン産生細胞に分化していない未熟な細胞であることが
推測される。
以上のことから、発生初期の未分化なGH前駆細胞がRALDHは発現することでレチノイン酸を産
生し、オートクラインもしくはパラクラインにより作用することが示唆された。今後、レチノイン
酸によるGH細胞の分化誘導の機序について検討する必要がある。
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成長ホルモン分泌顆粒形成に関わる新規因子の同定と解析

水谷晃子１）２）３）、冲永寛子１）２）、松野

彰２）

帝京平成大学

１）

帝京大学医学部

２）

東海大学医学部

３）

はじめに
成長ホルモン（GH）は、成長ホルモン放出ホルモン（GHRH）やソマトスタチンにより分泌調節
を受けるペプチドホルモンであり、身体の成長、代謝や免疫機能の維持に重要な役割を担っている。
GHをはじめとするペプチドホルモンは、粗面小胞体での合成の後、分泌顆粒への選別、輸送、貯留
され細胞外からの分泌刺激に応じて開口放出することが知られている（１）。
我々はこれまでに、GHの分泌顆粒の形成から貯留、開口放出に至るまでの過程に注目し、Rab3B
タンパクとSNARE機構が成長ホルモンの分泌に必須であること（２）、蛍光タンパクを用いて生細胞
における成長ホルモン分泌顆粒の動態（３,４,５）を明らかにしてきた。本研究ではこれを更に発展させ、
成長ホルモンの分泌顆粒形成の分子機構を明らかにすることを目的とした。
成長ホルモン分泌顆粒形成に関わる新規因子を、より効率的に検出する手法として改良型yeast
two hybrid systemを用いた。これは、申請者自ら開発に携わり、検出感度が既存システムの約10
倍と非常に高感度な系であり、既に他の疾患関連遺伝子をベイトに用い、その有効性を確認してい
るものである（投稿準備中）。従って、既存システムで検出が困難とされる新たな因子の同定が期
待され、成長ホルモン分泌顆粒形成の分子機構のみならず、輸送機構の解明にも繋がるものである。
また、得られる結果は、ホルモン産生を抑制することが治療の主眼とされている成長ホルモン産生
線腫において、分子標的治療をはじめとした新たな治療法を模索することを可能にするものである
と考えられる。

方法
１）改良型Yeast two-hybrid法を用いたGH結合タンパク質の同定
① Library のscreeningと陽性クローンの選別
Yeast two-hybrid（YTH）法は、独自に構築した改良型YTH法を用いた。この方法は偽陽性・
偽陰性の判別に新たなコンセプトを導入したことによる高い信頼性を特徴とし、また、従来型
YTH法に比較して10倍以上の検出力を示す。スクリーニングのベイトにはヒト成長ホルモン
cDNA（full length）を用いた。ベイト用DNA binding domainとしては、従来より用いられてい
るGAL4（ダイマーとしてDNAに結合する）に加えて、モノマー型DNA結合ドメインを併せて使
用した。プレイライブラリーは、ヒト多組織混合型のcDNAを標準化したものより独自に作成し、
これを用いた。スクリーニングでは、既報によりsecretograninⅢとの相互作用が明らかになって
いるchromograninAをベイトとしたベクターを作成し、スクリーニングのコントロールとして用
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いた。寒天培地上での栄養要求性を回復し（His3リポーターを使用）、さらに、ベイト・プレイの
双方に対する依存性（独自の蛍光タグ判定による）を確認したものを陽性クローンとした。
②

陽性クローンのインサート確認
寒天培地上の酵母をアルカリ性溶液に適量加え、熱処理後の溶液（上清）を用いてPCRを行っ

た。ゲル電気泳動により増幅を確認後、スピンカラムを用いてPCR productの精製を行った。続
いて、インサートの５'から約500bpのシークエンスを行い、BLAST検索よりアミノ酸のシーケン
スアライメントを行い、YTH法における成長ホルモンとの相互作用因子を同定した。
２）哺乳類細胞内における相互作用の確認
酵母細胞内において、成長ホルモンとの相互作用が確認されたタンパク質について、細胞内局
在や主な機能を基に以下の実験対象の絞り込みを行った。同定された因子について、哺乳類細胞
におけるGHとの相互作用を確認するために、エピトープタグ（HAまたはtriple FLAG）を融合
させたGHまたはその相互作用因子のcDNAをcytomegalovirus（CMV）プロモーターの下流に挿
入し、遺伝子発現ベクターを構築した。遺伝子導入細胞株には、ACTH産生下垂体腫瘍細胞株
（AtT-20）を用い、遺伝子導入から約48時間後にwhole cell lysateを調製した。ウエスタンブロッ
ト法により、目的のタンパク質の発現を確認後、anti-HA affinity matrix（Riche）で免疫沈降、
anti-FLAG抗体を用いて相互作用の確認を行った。
３）細胞内局在の確認
GHとの相互作用因子の細胞内局在を明らかにするために、蛍光タンパク質融合ベクターを次の
ように構築した。上記２）で作製した発現ベクターのエピトープタグ部分について、そのN末端
側にモノマー型Venusまたはモノマー型CFPの蛍光タンパク質を融合させ、細胞内局在観察用ベ
クターとした。上記２）と同様に、AtT20細胞へ導入後、蛍光顕微鏡により各々の局在を観察す
る（現在進行中）。

結果と考察
１）改良型Yeast two-hybrid法を用いたGH結合タンパク質の同定
今回、ベイト用DNA binding domainとして、従来より用いられているGAL4（ダイマーとして
DNAに結合する）に加えて、モノマー型DNA結合ドメインを併せて、GHとの相互作用因子探索
を行った。その結果、約150の陽性クローンが得られ、PCRによるインサートの確認により、平
均1kb〜3kbのインサートが導入されていることが確認された。インサートの5'から約500bpのシ
ークエンスデータを基にBLAST検索を行ったところ、約58種類の候補因子が同定された。同定さ
れた因子の多くはモータータンパク質、酵素、細胞内輸送機能を持つ分子であり、このことから、
成長ホルモンの分泌顆粒への輸送、凝集過程での相互作用の可能性が示唆された。なお、
chromograninAをベイトに用いてスクリーニングを行ったところ、約24種類の候補因子が同定さ
れ、陽性クローンの約34％は既に相互作用が確認されているsecretogranimⅢであった。これまで
に行われた、chromograninAをベイトに用いたyeast two hybrid system（６）では、1000万以上の
トランスフォーマントのスクリーニングに対して、数種類の相互作用因子が同定されている。今
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回、我々が用いた改良型YTH法は、既存の方法の1/10程度のスケールで、20種類以上の相互作用
因子の同定が可能であるという点で、非常に高感度な系であり、既存システムで検出されなかっ
た新たな相互作用因子の同定を可能にするものである。
２）哺乳類細胞内における相互作用の確認
同定された候補因子の中から、モータータンパク質、酵素タンパク質、細胞内輸送タンパク質
（各１種類）を選び、Ｃ末端側にtriple FLAG tag、GHについてはHAtagを融合させた発現ベクター
を構築し、AtT-20細胞株へ導入した。Pull down assayの結果、３つの候補因子全てがAtT-20細
胞株においても成長ホルモンと相互作用することが確認された。中でも非常に強い相互作用が認
められた因子については、調節性分泌経路において重要な役割を担っている分子であることから、
成長ホルモンの輸送、分泌に不可欠な要素であることが示唆される。
３）GH及び相互作用因子の細胞内局在
GHと蛍光タンパク質（mVenus）をAtT-20細胞内で融合タンパク質として一過性に発現させ、
その局在を蛍光顕微鏡で観察した。その結果、GH顆粒は黄色の輝点で観察され、細胞の先端部分
（突起部分）全体に輝点が観察された。他の分子との細胞内における共存の有無については、今
後解析予定である。

今後の予定
今回、相互作用因子として同定された分子、および成長ホルモンの部分欠損体を作成し、２分子
（GHと各因子）間における効率的な相互作用に必要な領域の同定し、また、RNA interference法に
より各因子のノックダウンを行い、成長ホルモン分泌への影響を検討することで、成長ホルモン分
泌顆粒の形成、貯留過程における相互作用因子の役割を明確にする。

引用文献
（１） How peptide hormone vesicles are transported to the secretion site for exocytosis.
Joshua J.Park and Y.Peng Loh , Mol.Endcrinology. 2008, 22(12) 2583-2595
（２） Dynamics of subcellular organelles, growth hormone, Rab3B, SNAP-25, and syntaxin in rat
pituitary cells caused by growth hormone releasing hormone and somatostatin.
Matsuno A, et.al. Microsc Res Tech. 2003, Oct 15;62(3):232-9.
（３） Establishment of stable GH3 cell line expressing enhanced yellow fluorescein proteingrowth hormone fusion protein Matsuno A, Mizutani A, et.al J Histochem Cytochem
2005,53: 1177-1180
（４） Analysis of the mechanism of intracellular transport and secretion of pituitary hormone,
with an insight of the subcellular localization of pituitary hormone and its mRNA Matsuno
A, Mizutani A, et al. Brain Tumor Pathology 2006,23:1-5
（５） Co-transfection of EYFP-GH and ECFP-rabeB in an experimental pituitary GH3 cell:
observation of rab3B in secretion of GH through porosome Matsuno A, Ito J, Mizutani A,
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targeting to secretory granules in pituitary cells and pancreatic β-cells Hosaka M et al.
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非カノニカルWnt経路によるFGF経路を介した長管骨伸長制御機構の解明

山本裕之、森山賢治
武庫川女子大学薬学部臨床病態解析学講座
田上哲也
国立病院機構京都医療センター

研究目的
哺乳類の内軟骨性骨化に伴う骨形成には、Ihh、PTHrP、FGFなど様々な生理活性物質が関与し
ており、またそれらのシグナル伝達における関連分子の役割及び遺伝子変異に伴う疾患に関して多
くの報告があるものの、これらの分子レベルでの骨形成制御に関しては不明な点が多い。本研究で
は、形態形成において必須の分子であり、転写制御、細胞極性や細胞移動、更に癌の浸潤転移への
関与など多機能な分子として知られているWntファミリー、特にnon-canonical Wntに着目すること
で、内軟骨性骨化に伴う長管骨形成におけるWntシグナル伝達の役割を明らかにするものである。
特に四肢長管骨の伸長に重要であるFGF receptor 3（FGFR3）を介するFGFシグナル経路とnoncanonical Wntシグナル経路の関連性は、それぞれのノックアウトマウスが鏡像的な表現型を呈して
いることから推察され、両者のシグナル経路が拮抗している可能性が考えられる。本研究は、この
ような詳細な分子メカニズムを明らかにすることにより、新たな四肢長管骨伸長メカニズムの解明
を目的としたものである。この解明は、骨格系を始めとする形態形成異常あるいは骨形成異常など
の病態理解へと繋がり、新たな治療法へと展開され得るものである。

実施状況及び結果
これまでに、培養細胞を用いた解析においてFGF／FGFR3シグナル経路に重要な正の制御分子と
して知られる転写因子Snailのタンパク質発現量を、canonical Wnt（Wnt3a）処理では増加させる
のに対し、non-canonical Wnt（Wnt5a）刺激では著明に減少させることを見出した。また、この
non-canonical Wnt（Wnt5a）によるSnailの発現量低下は、Snail mRNAの低下を示さないことから
タンパク質分解誘導による可能性が考えられた（平成20年度成長科学協会研究助成成果）。そこで、
non-canonical Wnt（Wnt5a）によるSnailの分解及びその分子メカニズムを明らかにすることを試み、
以下の解析をおこなった。

１）Wnt5a刺激依存的な内在性Snailタンパク質の発現量減少
これまでに培養細胞に強制発現させたSnailタンパク質の発現量がWnt5a刺激に伴い減少するとい
う結果より、内在性Snailにおいても同様の結果が得られるのかを解析した。その結果、Wnt5a刺激
に伴い、また濃度依存的に発現量が減少することが明らかとなった（図１）
。

２）Wnt5a刺激に伴うSnailタンパク質の分解促進
Wnt5a刺激に伴うSnailタンパク質の発現量の減少がタンパク質分解促進によるものであるのかを
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明らかにするため、タンパク質分解酵素阻害剤（MG-132）もしくはタンパク質合成阻害剤（シクロ
ヘキシミド）を用いて解析を行った。その結果、MG-132で処理することでWnt5a依存的なSnailタ
ンパク質の発現量減少が抑制された（図２a）。また、Wn5a刺激下でシクロヘキシミドを行い分解
への影響を解析したところ、コントロールと比較し、Wnt5a刺激ではSnailの分解が促進しているこ
とが明らかとなった（図２b）。

３）GSK-3活性阻害によるSnailの分解抑制
１）及び２）の結果より、Wnt5a刺激に伴うsnailタンパク質の分解促進がどのようなメカニズム
により引き起こされているのかを明らかにすることは重要であると考えられる。そこで、canonical
Wnt経路における制御因子GSK-3に着目した。我々は以前に、培養細胞をWnt5aで刺激すると、
GSK-3活性が亢進する可能性を報告している。一方、SnailはGSK-3によってリン酸化されることで
分解が促進することも報告されている。これらより、GSK-3阻害剤（LiCl）を用いてSnail分解への
影響を解析した結果、LiCl処理ではWnt5a依存的なSnailの分解が抑制されることを見出した（図３）
。

考察
四肢長管骨伸長メカニズムの解明に向けて、この過程に重要であるFGF receptor 3（FGFR3）を
介するFGFシグナル経路とnon-canonical Wntシグナル経路の関連性を分子レベルで明らかにするた
め、転写因子の一つであるSnailに着目した解析を行った。今回の解析結果から、non-canonical
Wntの一つであるWnt5aは強制発現したSnailのみでなく、内在性レベルのSnail発現量も低下させる
ことが分かった。また、この発現量の低下は、タンパク質分解酵素阻害剤により抑制されることか
ら、分解促進の結果である可能性が高いこと、更にSnailの分解はGSK-3阻害剤により抑制されるこ
とが明らかとなった。これらの結果は、Wnt5a刺激がGSK-3を活性化させることで、GSK-3による
Snailのリン酸化を引き起こし、ユビキチン化を介したプロテアソーム系によるタンパク質の分解が
誘導されている可能性が考えられる。よって、Wnt5a刺激に伴うSnailタンパク質の発現抑制は
FGFR3シグナル伝達経路を負に制御にすることが予想され、この分子メカニズムにより両者のシグ
ナル伝達経路による四肢長管骨の伸長が制御されている可能性がある。
今後の展開としては、non-canonical Wnt経路がSnail の発現量制御を行うことで、FGF経路を制
御しうるのかどうかを解析する予定である。

謝辞：本研究は、平成21年度成長科学協会の研究助成によるものであり、御支援頂きましたことを
深く感謝致します。
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成長ホルモン産生腺腫におけるmiRNAの解析

吉本勝彦、岩田武男、水澤典子
徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部分子薬理学分野
銭志

栄、佐野壽昭

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部人体病理学分野
山田正三
虎の門病院内分泌センター間脳下垂体外科
はじめに
2006年に、家族性成長ホルモン（GH）産生腺腫の原因遺伝子がaryl hydrocarbon receptor interacting protein（AIP）であることが報告されたが1）、散発性のGH産生腺腫における体細胞変異
による不活化はまれであることが明らかにされている2）。これまでのGH産生細胞の腫瘍化機構の解
析において、約50％に認められるgsp遺伝子変異や一部の腺腫で認められるメチル化異常による発
現低下以外は明らかになっていない3）。
microRNA（miRNA）は21〜23塩基対からなる機能性non-coding RNAで、標的となるmRNAに
結合し、その翻訳を抑制する。最近、miRNAは標的遺伝子発現調節に関与し、発生や細胞死、細胞
増殖、分化のみならず腫瘍形成において重要な役割を担うことが示唆されている。しかしながら、
下垂体腺腫におけるmiRNAの解析については、一部の報告があるのみである4-6）。
本研究では、新たながん遺伝子・がん抑制遺伝子の候補であるmiRNAに着目し、GH産生腺腫に
おけるmiRNAの発現レベルの解析および血清におけるmiRNAレベルを解析した。
研究方法
１．クローニング・塩基配列決定法によるmiRNAプロフィールの解析
正常下垂体組織および下垂体腺腫組織よりISOGEN（ニッポンジーン）にてtotal RNAを抽出した。
Total RNAからsmall RNA画分をカラムで分別し、15％変性アクリルアミドゲルにて200ヌクレオチ
ド以下のSmall RNA画分を電気泳動後、20〜23ヌクレオチド付近を切り出して抽出した。T4 RNA
ligaseでRNAに３'ドナーオリゴヌクレオチドをつなげた後、RNAをゲルで精製した。その後、T4
RNA ligaseでRNAに５'アクセプターオリゴヌクレオチドをつなげた。RNAをゲルで精製した後、
RT-PCRでRNAを増幅した。T-ベクターにクローニング後、大腸菌の形質転換体を選抜し、cDNA
の挿入を確認した。挿入クローンに対して塩基配列の決定を行った。データベースとしては
miRBaseなどを用いた。
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２．定量的リアルタイムRT-PCR法（qRT-PCR）
正常下垂体組織および下垂体腺腫組織からRNAを抽出し、mirVana qRT-PCR miRNA detection
Kit（Ambion）を用いてlet-7 miRNAの定量を行った。組織における発現の内部標準としてはU6
RNAを用いた。

３．免疫組織化学
正常下垂体組織および下垂体腺腫組織のパラフィン包埋標本を用いて、high mobility group AThook 2（HMGA2）蛋白の発現を検討した。抗体は、ヤギポリクロナル抗HMGA2抗体（Santa Cruz）
を用い、抗原抗体複合体はcobalt-3,3'-diaminobenzidine反応にて検出した。

４．miRNAのアレイ解析
正常下垂体５例、GH産生腺腫14例、プロラクチノーマ６例、ACTH産生腺腫13例（うち
Cushing病を示すもの８例）
、FSH／LH産生腺腫15例からsmall RNAを抽出し、723種のヒトmiRNA
および76種類のヒトウィルスmiRNAのプローブを搭載したhuman miRNAマイクロアレイキット
（V2）（Agilent）を用いて解析を行った。

５．血清からの低分子RNAの抽出およびmiRNAの定量
下垂体腺腫手術前に血液を採取し、−20℃に保存していた血清を、細胞成分を除くためにさらに
10,000 x gで遠心した。低分子RNAの抽出にはAmbion mirVana PARIS Kit（ABI）を用いて
miRNAを含むsmall RNAを分離した。
cDNA 5'末端のUniversal Tag配列に結合するmiScript Universal Primer、miRNA特異的なプラ
イマーとQuantiTect SYBR Green PCR Master Mixを含むmiScript SYBR Green PCR Kit（Qiagen）
を用いてqRT-PCR解析を行った。個々のmiRNA特異的なプライマーはmiScript Primer Assay Set
（Qiagen）で用意されているものを用いた。

結果
１．正常下垂体におけるmiRNAプロフィール
クローニング・塩基配列決定法により、miRNAとしてmiR-7-1、miR-7-2、miR-375、let-7a、let7b、let-7c、let-7e、let-7g、let-7i、miR-29a、miR-29b、miR-29c、miR-26a、miR-26b、miR-30a-5p、
miR-30b、miR-30c、miR-125a、miR-125b、miR-200a、miR-200b、miR-200c、miR-99a、miR-99b、
miR-34a、miR-320、miR-342、miR-127、miR-199a、miR-652、miR-16、miR-17-5p、miR-24、miR96、miR-107、miR-128、miR-148b、miR-181a、miR-181b、miR-182、miR-185、miR-186、miR-195、
miR-204、miR-212、miR-212、miR-218、miR-324-3p、miR-368、miR-374、miR-409-3p、miR-410、
miR-424、miR-454-3p、miR-520a、miR-565、miR-593、miR-597、miR-633、miR-638、miR-566を検
出した。このうち、miR-7、miR-375、let-7が高頻度に検出された。
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２．下垂体腺腫におけるlet-7 miRNA発現低下
下垂体腺腫55例について検討した結果、let-7の発現が50％以上減少しているのが23例（42％）に
認められた。一方、let-7の発現の軽度増加が15例（27％）、３倍以上の増加が17例（31％）に認めら
れた。let-7の発現減少はプロラクチノーマ（６例中９例、68％）、ACTH産生腺腫（12例中７例、
58％）、FSH／LH産生腺腫（６例中17例、35％）に認められた。しかしながら、GH産生腺腫では
let-7の発現減少は12例中1例（８％）にしか認められなかった。むしろ、let-7の発現増加が12例中６
例（50％）に認められた。

３．ヒト下垂体腺腫におけるHMGA2蛋白の過剰発現
let-7の標的遺伝子の一つであるHMGA2の発現を免疫組織化学法により検討した。正常下垂体組
織において、HMGA2蛋白発現は認められなかった。下垂体腺腫において、核におけるHMGA2蛋白
発現は39％で認められた。このうち、FSH/LH産生腺腫では22例中15例（38％）に、ACTH産生腺
腫では18例中12例（67％）に、プロラクチノーマでは16例中５例（31％）に認められた。一方、GH
産生腺腫では26例中２例（７％）、GH・プロラクチン産生腺腫では５例中０例と、低頻度の発現を
認めた。let-7の発現レベルとHMGA2蛋白発現レベル間には負の相関が認められた。

４．正常下垂体と下垂体腺腫におけるmiRNAのアレイ解析
正常下垂体と下垂体腺腫間で、47種のmiRNA発現レベルの差異を認めた。このうち32種は下垂体
腺腫で発現が増加し、残りの15種は下垂体腺腫での発現低下を認めた。加えて、GH産生腺腫、プロ
ラクチノーマ、TSH産生腺腫においては、３種の腺腫での共通のmiRNA発現が多く認められた。
これらの結果より、miRNAの発現パターンからも、GH産生腺腫・プロラクチノーマ・TSH産生腺
腫系、ACTH産生腺腫系、FSH／LH産生腺腫系に区別しうることが明らかとなった。また、どの系
の腺腫にも共通に増減を示すmiRNAが３種認められた。変化が認められたmiRNAについては、
qRT−PCRによる発現量の差異についての確認を進めている。

５．血清におけるmiRNA
これまでの報告から、miR-23a、miR-26a、miR-26b、miR-7、miR-21、miR-375、miR-212を選ん
で血清中での存在を検討した。このうち、miR-375、miR-212は血清ではほとんど認められなかった。
マウス単離膵島における同一プライマーセットを用いたmiR-375の検討では、発現を確認できた。
miRNA量比較のための内部標準として、miR-185を用いた。GH産生腺腫の血清において、miR-23a、
miR-26a、miR-26b量は健常人血清に比して、減少傾向を認めた。

考察
miRNAは癌細胞における染色体の不安定領域にしばしばマップされ、各種がん細胞が固有の
miRNA発現プロファイルを有することや各種がん患者の生命予後に関連するプロフィールが同定さ
れるなど、さまざまな形でmiRNAの異常が腫瘍化に関与していることが明らかになっている。実際
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に、これらの発現異常を示すmiRNAの一部は、がん遺伝子あるいはがん抑制遺伝子として働くこと
が確認されつつある。
本研究において、下垂体腺腫でのlet-7 miRNA発現低下を高頻度に認めた。let-7の標的遺伝子と
してはK-ras遺伝子、c-myc遺伝子やHMGA2遺伝子が知られている。このことから、let-7の発現低
下はK-ras、c-myc、HMGA2などの発現増加につながると考えられる。これまでの研究で、let-7は
腫瘍抑制因子として作用していることが、多くの研究で支持されている7）。すなわち、let-7は肺が
ん、大腸がん、卵巣がんなどで発現低下が認められ、発現レベルががんの進展度と関連しているこ
とが報告されている。
しかしながら、腫瘍におけるlet-7発現低下の機構については解明されていない。
HMGA2を発現させたトランスジェニックマウスにおいては、GH・プロラクチン産生腺腫が発症
する8）。このことから、HMGA2は下垂体腫瘍化に関わるがん遺伝子の候補の一つと考えられる。本
研究では、GH産生腺腫やGH・プロラクチン産生腺腫に比べて、ACTH産生腺腫やFSH／LH産生腺
腫において、HMGA2の発現増加が認められた。また、GH産生腺腫やGH・プロラクチン産生腺腫
では、HMGA2蛋白の発現を負に制御するlet-7の低発現は認められなかった。let-7およびHMGA2の
GH・プロラクチン産生腺腫の腫瘍化への関与の差異が、ヒトとマウスの種の違いによるものか否か、
今後の検討が必要である。
GH産生腺腫とプロラクチノーマで、miR-23a、miR-23b、miR-24-2発現が増加していること、
miR-23aおよびmiR-23bの発現増加は、GH産生腺腫・プロラクチノーマとACTH腺腫、非機能性腺
腫を分別するのに有用であるとの報告がある5）。しかしながら、我々のマイクロアレイによる検討
では、正常下垂体組織との間に、これらのmiRNAの発現量の差異は確認できなかった。マイクロア
レイによる解析で、GH産生腺腫で発現増加あるいは発現抑制が認められたmiRNAについて、qRTPCRにて発現差異が確認できるか検討を進めている。
血清でのmiRNAはエクソソーム（細胞外に放出される細胞膜構造物）内に存在することにより、
RNaseによる分解を免れ、安定な存在様式をとることや、エクソソームが他の細胞と融合すること
により、細胞内に移行したmiRNAが標的mRNAを切断するなどの生理的機能を示すことが報告さ
れている9-13）。また、がんのバイオマーカーとしてのmiRNAの重要性が注目されており、特に血清
中あるいは血漿中に存在するmiRNAの検討が種々の腫瘍で始まっている。
GH産生腺腫症例血清におけるmiR-23a、miR-26a、miR-26b量の減少傾向については、症例数を増
やすことによる確認が必要である。また、血清や血漿におけるmiRNAの定量において、内部標準と
してのmiRNA種は確立されていない。どの条件でも発現レベルが変わらないsmall RNA種の同定が
必要である。また、GH産生腺腫をはじめとする下垂体腺腫でのmiRNA発現量の変化が血清中に反
映されるか否かについても、今後の検討が必要である。

結語
GH産生腺腫におけるlet-7の発現減少はまれであること、その標的遺伝子であるHMGA2の発現増
加も認められないことが明らかとなった。今後、GH産生腺腫で特異的な発現変化を示すmiRNA種
の検索と、その量的変化が血清において反映されるか否かの検討が必要である。
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本邦における神経線維腫症1型の成長パターン、治療効果の検討：GH過剰症例も含めて

依藤

亨

京都大学医学部附属病院小児科

［はじめに］
神経線維腫症１型は一般には低身長を伴うことが多いとされるが、本邦における本症患児の成長
パターンは明らかではない。低身長に伴って成長ホルモン治療を受けている患児が散見される一方、
海外を中心に本症で視神経膠腫を伴った症例の中に成長ホルモン分泌過多によると思われる過成長
を伴う症例がみられることが報告されている。過成長を伴う症例における視神経膠腫そのものの予
後は必ずしも不良ではなく高度の視力障害に至らない例も多い。すなわち無症状で経過している症
例の中にも存在する可能性がある。また、これら症例における成長ホルモン過分泌はさまざまな内
科的治療に反応すると報告されている。本研究では、我々が経験した同様の症例を検討するととも
に、本症患児の成長に異質性が存在する可能性を検討することを目的とした。

１．過成長症例とその検討
【主訴】 過成長
【既往歴】 在胎周産期に問題なく、39週１日、体重 3220 gで出生。発育発達に特に問題なかった。
【家族歴】 父Basedow病。父175 cm、母165 cm。
【現病歴】 10カ月健診で全身のカフェオレ斑を指摘され、神経線維腫症1型（以下、NF1）の疑いで
近医でフォローされていた。元々の身長はほぼ標準であったが、３歳前くらいから身長の伸びが著
しくなり、４歳７か月時の定期受診時に+ 2 SD近くまで増加傾向であることに気づかれ入院精査と
なった（図１）。
【理学所見】４歳７ヶ月時
身長 111.2 cm（+1.76 SD）、体重 22 kg（肥満度 14.8％）、体温 36.6 ℃、血圧 92／40 mm Hg、心
拍数 86／min
呼吸数 24／min、 SpO2 98％
顔面：鞍鼻を認める
口腔：巨舌はみられず

眼：右眼に虹彩小結節あり
声色：低音

心音：整、雑音聴取せず
呼吸音：清明、ラ音聴取せず
腹部：平坦・軟、圧通なし、肝脾腫なし
外陰部：精巣両側 ２ mL程度、恥毛 1 度
四肢：分厚い手掌・足底、Wet doughy hand
皮膚：カフェオレ斑（0.5 cm以上、6 個以上）
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【検査所見】
一般検査所見では、血算・生化学に異常を認めず、ホルモン基礎値ではIGF-1の軽度上昇を認め
た（表１）。また骨年齢 5.3歳と若干の進行を示した。内分泌負荷試験では、中枢性思春期早発を示
唆する所見はなく、経口ブドウ糖負荷試験で成長ホルモンの抑制が不十分で成長ホルモン過分泌の
存在がうかがわれた（表２）。頭部MRI（図２）では下垂体腺腫を認めず、視床に過誤腫を疑わせ
る異常信号を認めた。また、視交叉と下垂体柄の間に視床下部より伸びる腫瘤の形成を認めた。
【髄液中GHRH・ソマトスタチンの検討】
上記より、過去の文献記載に一致する神経線維腫症１型にともなう過成長症候群と考えられた。
過去の症例においては成長ホルモン過分泌は高度ではなく、むしろソマトスタチンのトーンが減弱
することによる相対的な過分泌が推測されているが、直接的な証拠を欠くため、本症例において過
成長機序を検討するための片上らの超高感度測定法を用いて髄液中GHRH、ソマトスタチンを測定
した。結果はGHRHが 髄液：5.0 pg/mL（４-14 pg/mL）
血漿：10.5 pg/mL（２-10 pg/mL）で髄腔内GHRH産生腫瘍の可能性は否定的であった。またソマ
トスタチンは

髄液：0.3 pg/mL

、血清：2.9 pg/mLで年齢別の正常値を欠くものの明らかな異常

値ではなかった。
【臨床経過】
本症例ではオクトレオチド負荷にて、成長ホルモン抑制が見られたため、オクトレオチドを皮下
持続注入にて投与したところ成長率の正常化を認めた。頭部ＭＲＩを経時的に検討しているが、現
時点で変化は認めない。
【考案】
同様の症例は過去に海外で少なくとも9例報告されているが、本邦での報告は我々が検索した限
り本例が初例と思われる。視神経膠腫を伴う症例が多く報告されているが、本例では画像上視床下
部過誤腫と思われる病変も伴っており、いずれが症状の発生と関連したかは明らかではない。過成
長の発生機序についても成長ホルモンの過剰が目立たないためソマトスタチンのトーンが減弱する
機序が想定されているが、直接的な証明はない。髄液中のソマトスタチンが測定されたのは本報告
が初めてであるが、明らかな異常値ではなく、意義は不明である。比較的検査異常が軽微であるた
め、容易に見逃される可能性が高く、他の神経線維腫症1型について検討を行うため、２の検討に
着手し継続中である。
（参考文献）
（１） Main KM, Sehested A, Feldt-Rasmussen U.

Pegvisomant treatment in a 4-year-old girl

with neurofibromatosis type 1. Horm Res. 2006;65:1-5.
（２） Drake AJ, Lowis SP, Bouffet E, Crowne EC.

Growth hormone hypersecretion in a girl

with neurofibromatosis type 1 and an optic nerve glioma: resolution following
chemotherapy. Horm Res. 2000;53:305-8.
（３） Drimmie FM, MacLennan AC, Nicoll JA, Simpson E, McNeill E, Donaldson MD. Gigantism
due to growth hormone excess in a boy with optic glioma.
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2000;53:535-8.
（４） Fuqua JS, Berkovitz GD. Growth hormone excess in a child with neurofibromatosis type 1
and optic pathway tumor: a patient report. Clin Pediatr (Phila). 1998;37:749-52.
（５） Duchowny MS, Katz R, Bejar RL. Hypothalamic mass and gigantism in neurofibromatosis:
treatment with bromocriptine. Ann Neurol. 1984;15:302-4.
（６） Costin G, Fefferman RA, Kogut MD. Hypothalamic gigantism. J Pediatr. 1973;83:419-25.
（７） Manski TJ, Haworth CS, Duval-Arnould BJ, Rushing EJ. Optic pathway glioma infiltrating
into somatostatinergic pathways in a young boy with gigantism. Case report. J Neurosurg.
1994;81:595-600.
（８） Miriam Spiegel, Konrad Oexle, Denise Horn, Elke Windt, Annegret Buske, Beate Albrecht,
Eva-Christina Prott, Eva Seemanová. Joerg Seidel, Thorsten Rosenbaum, Dieter Jenne,
Hildegard Kehrer-Sawatzki, Sigrid Tinschert. (2005) Childhood overgrowth in patients with
common NF1 microdeletions. European Journal of Human Genetics 13:7, 883-888.

２．神経線維腫症1型症例中に潜在的に過成長症例が含まれる可能性について
【成長曲線の収集について】
神経線維腫症１型症例の成長曲線を収集した報告は少なく、海外では北米、スペイン、イタリア
などで横断的成長曲線が報告されており、いずれも10歳前後以降から成長遅延がはじまり、成人身
長も低く、かつ頭囲が大きいことが報告されているが、国内では同様の検討は行われていない。ま
た、海外の報告もすべて横断的成長曲線であり、本症例のような症例が少数含まれていても、縦断
的成長曲線でなければ同定できない可能性が高い。さらに、本症は皮疹以外に目立った症状をきた
さないことも多く、医療機関を受診するものは全体の１/３であるともいわれており、医療機関を
受診したものの成長曲線ではなく、population-based studyでないと正確な成長曲線が書けない可能
性が高いが、昨今個人情報保護の問題もありこのようなデータを得るのは容易ではない。本研究で
はpopulation-based studyの前段階として医療機関受診中の本症患者の成長曲線を収集し、過成長患
児が含まれている可能性について予備的に検討した。
【方法】
京都大学医学部付属病院小児科、滋賀県立小児保健医療センターに受診中の患児で比較的長期に
経過観察されている16症例の成長曲線を検討した。
【結果】
１例において思春期開始前に身長増加傾向を認め、血中IGF1 251 ng/mLと思春期レベルの数値
を認めたが、経口ブドウ糖負荷試験では成長ホルモンは１ng/mL以下に抑制された。本例には視神
経膠腫は認めなかったが、両側淡蒼球に過誤腫様病変を認めた。その他の15例の中には過成長症例
は見られなかった。
【考案】
16例の検討症例の中で、疑診例を一例認めた。経口ブドウ糖負荷試験では成長ホルモンの抑制が
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認められ疑診であるが、元来下垂体腺腫を対象とした診断基準が、このような症例に適応されうる
かも検討の余地があり、本症例のような例は少なくない可能性がある。元来低身長傾向のある本症
例に比較的軽症の成長ホルモン過分泌が起こった場合慎重そのものも正常範囲で推移する可能性が
ある。一方、慢性的成長ホルモン過分泌がさまざまなmorbidityの原因となる可能性もあるため症例
の集積を行って予後調査をおこなう必要もあると考えられた。
【参考文献】
（１） Szudek J, Birch P, Friedman JM. Growth in North American white children with neurofibromatosis 1 (NF1). J Med Genet. 2000; 37:933-8.
（２） Clementi M, Milani S, Mammi I, Boni S, Monciotti C, Tenconi R. Neurofibromatosis type 1
growth charts. Am J Med Genet. 1999; 87:317-23.
（３） Rafia S, García-Peña JJ, López-Pisón J, Aguirre-Rodríguez J, Ramos-Lizana J, García-Pérez A,
Martínez-Granero MA, Sans A, Campistol J, Peña-Segura JL, Espino-Hernández M. Growth
charts for the Spanish population with neurofibromatosis type 1. Rev Neurol. 2004; 38:100912. [Article in Spanish]
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図２ 頭部MRT所見 （上）T1強調画像矢状断。視交叉と下垂体柄の間に入り込む視神経膠腫を認める。
（下）冠状断。両側視床に過誤腫を疑わせる異常信号あり。

図１ 患児の成長曲線
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表１

検査所見

WBC

8800

/μL

BUN

8

mg/dL

Hb

13.3

g/dL

Cre

0.2

mg/dL

PLT

27.7

x103/μL

Na

140

mEq/L

AST

26

IU/L

K

3.9

mEq/L

ALT

12

IU/L

CL

106

mEq/L

LDH

264

IU/L

Ca

9.6

mg/dL

ALP

643

IU/L

IP

5.3

mg/dL

γ-GTP

10

IU/L

CRP

0.0

mg/dL

Ch-E

268

IU/L

LH

<0.1

IU/L

TP

6.6

mg/dL

FSH

0.6

IU/L

Alb

4.5

mg/dL

E2

<10

pg/mL

T-Bil.

0.4

mg/dL

Testosterone

T-CHO

119

mg/dL

PRL

7.7

ng/mL

TG

133

mg/dL

GH

1.49

ng/mL

Glu

94

mg/dL

IGF-1

193

ng/mL

HbA1c

4.6

%

骨年齢

5.3 歳

<0.05 ng/mL

胸部Ｘ線 異常なし
Heel-pad thickness 18 mm
腹部超音波 異常なし

表２

内分泌負荷試験

（１）LHRH／TRH負荷試験
負荷前

30分後

60分後

90分後

120分後

LH

<0.1

0.87

1.18

1.04

0.92

FSH

0.26

2.49

3.75

4.08

4.09

TSH

1.35

12.35

8.65

6.89

3.95

fT4

1.33

GH（ng/mL）

5.79

1.63
2.8

11.6

7.86

10.6

（２）経口ブドウ糖負荷試験
負荷前

30分後

60分後

90分後

120分後

GH（ng/mL）

4.31

2.74

1.5

2.53

3.9

Glu（mg/dL）

84

98

103

117

113

Insulin（μU/mL）7.8

13

12.3

31.1

40.9

−202−

成育治療研究指定課題研究報告

成長科学協会 研究年報 No.33 2009

思春期早発症の分子遺伝学的研究

佐藤直子
国立成育医療研究センター研究所
堀川玲子
国立成育医療研究センター内分泌・代謝科

背景
近年、思春期発来にKiss−1−GPR54（Kiss−1 receptor）シグナルが重要な役割を果たしている
ことが明らかにされ、2008年に、思春期早発症の女児において、常染色体優性遺伝形式で、GPR54
遺伝子機能亢進変異（Arg386Pro）が世界で初めて報告された。しかしながら、Kiss−1活性化シグ
ナルやGnRH分泌促進機序など、まだ充分に解明されていない。

目的
本研究の目的は、中枢性思春期早発症患者における分子遺伝学的な解析を行い、変異陽性例の臨
床スペクトラムを決定し、思春期早発症の疾患成立機序を明らかにすることである。

本研究の特徴
本研究の独創的な点として、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表現型の比較検討が可能となり、合併症予測など
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）リュープリン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
中枢性思春期早発症患者の臨床診断、検体収集を行うと共に、当疾患における既知の責任遺伝子
および新規責任遺伝子の抽出と変異解析条件の標準化を行った。
（１）中枢性思春期早発症患者の診断
すでに診断済みの中枢性思春期早発症患者30例に加え、新たな患者の同定を試みた。中枢性思春
期早発症が疑われる患者を対象に、ゴナドトロピン分泌能（LH、FSH分泌能）を評価し、女児では
血中エストラジオール値を、男児では血中テストステロン値を測定した。
（２）先天性中枢性性腺機能異常症の患者検体の収集と変異解析
すでに収集済みの30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、白血球よりゲ
ノムDNAを抽出した。ゲノムDNAをテンプレートとして、既知責任遺伝子および新規候補遺伝子
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、塩基配列を決定した。
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解析経過
診断・検体を約40検体収集し、そのうち22例において、GPR54およびKiss−1の変異解析が終了し
た。現在のところ、3個の多型が同定されたが、有意な変異の同定はみられていない。

今後の方針
GPR54、Kiss−1の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、成育医療センターとの共同研究により、臨床検体収集は順調に進んでいる。

研究課題に関連した論文リスト（最近３年間）
１．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.
２．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.
３．OTX2 mutation in a patient with anophthalmia, short stature, and partial growth hormone
deficiency: functional studies using the IRBP, HESX1, and POU1F1 promoters. Dateki S,
Fukami M, Sato N, Muroya K, Adachi M, Ogata T. J Clin Endocrinol Metab. 93:3697-3702,
2008.
４．Hypogonadotropic hypogonadism in an adult female with a heterozygous hypomorphic
mutation of SOX2. Sato N, Kamachi Y, Kondoh H, Shima Y, Morohashi K, Horikawa R, Ogata
T. Eur J Endocrinol. 156(2):167-71, 2007.
５．Kallmann syndrome phenotype in a female patient with CHARGE syndrome and CHD7
mutation. Ogata T, Fujiwara I, Ogawa E, Sato N, Udaka T, Kosaki K.Endocr J. 53: 741-743,
2006.
６．Kallmann syndrome: somatic and germline mutations of the fibroblast growth factor receptor
1 gene in a mother and the son. Sato N, Ohyama K, Fukami M, Okada M, Ogata T. J Clin

Endocrinol Metab 91:1415-8, 2006.
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肝移植小児の成長に関する研究

笠原群生

国立成育医療研究センター移植外科

上本伸二

京都大学移植外科

木内哲也

名古屋大学移植外科

猪俣裕紀洋 熊本大学移植外科

研究目的
小児肝移植術前後の成長を明らかにする。

研究報告
国立成育医療センターにおいて2009年４月から2010年３月までに34例生体肝移植を行った。

年間小児生体肝移植症例数は世界最多であった。対象疾患は胆汁うっ滞性肝疾患43.7％、代謝性
肝疾患24.3％・劇症肝炎18.5％等であった。
レシピエント年齢は生後１ヶ月から16歳で平均3.6歳、体重は2.8kgから63.8kgで平均14.4kgであっ
た。１ヶ月以内の新生児症例が３例（2.9％）、１歳以下の乳児症例が47例（45.6％）、体重６kg以下
の症例が15例（14.6％）であった。術後細菌感染症を30.1％に、EBV／CMV感染症を28.2％、17.5％
に認めた。急性拒絶反応の頻度は33.0％、移植後リンパ増殖性疾患の発症はなかった。患者・グラ
フト生存率92.2％であった。
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現在、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中で
あるが、特に乳児症例で良好な成長が認められる傾向にあった。

文献
１．Egawa H, Ozawa K, Takada Y, Teramukai S, Mori A, Kasahara M, Ogawa K, Ogura Y, Oike
F, Kaido T, Ono M, Sato H, Takai K, Uemoto S. Impact of Preexisting Circulating Effector T
cells on the Outcome of ABO-Incompatible Adult LDLT. Dig Dis Sci. 2009;54,2253-2263.
２．Sato S, Kasahara M, Fukuda A, Mizuguchi K, Nakagawa S, Muguruma T, Saito O, Karaki C,
Nakagawa A, Yoshii K, Horikawa R. Liver transplantation in a patient with propionic
acidemia requiring extra corporeal membrane oxygenation during severe metabolic
decompensation. Pediatr Transplant. 13,790-793, 2009.
Uchida Y, Sakamoto S, Egawa H, Ogawa K, Ogura Y, Taira K, Kasahara M, Uryuhara K,
Takada Y, Kamiyama Y, Tanaka K, Uemoto S. The impact of meticulous management for
hepatic artery thrombosis on long-term outcome after pediatric living donor liver
transplantation* Clin Transplant.
３．2009;23,392-399.
４．Sasaki K, Kasahara M, Fukuda A, Shigeta T, Tanaka H, Nakagawa S, Nakagawa A,
Nakayasiro M. Living donor liver transplantation with vena cava reconstruction using a
cryopreserved allograft for a pediatric patient with Budd-Chiari syndrome.Transplantation.
2009 Jan 27;87(2):304-5.
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５．Yoshitoshi EY, Takada Y, Oike F, Sakamoto S, Ogawa K, Kanazawa H, Ogura Y, Okamoto S,
Haga H, Ueda M, Egawa H, Kasahara M, Tanaka K, Uemoto S. Long-term outcomes for 32
cases of Wilson's disease after living-donor liver transplantation.Transplantation. 2009 Jan
27;87(2):261-7.
６．Yokoyama S, Kasahara M, Fukuda A, Sato S, Koda F, Nakagawa A. Epstein-Barr virusassociated erythema nodosum after living-donor liver transplantation: A case report. Liver
Transpl. 2009 Apr;15(4):446-448.
７．Shigeta T, Kasahara M, Kimura T, Fukuda A, Sasaki K, Arai K, Nakagawa A, Nakagawa S,
Kobayashi K, Soneda S, Kitagawa H.

Liver transplantation for an infant with neonatal

intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency using heterozygote living donor. Pediatr
Transplant 2009;3:52-55.
８．Hayashi T, Kato H, Kaneko M, Kasahara M. Management of Arterial Hypertension Occurring
Early After Living Donor Liver Transplantation in Children: Report of Three Cases and
Review of the Literature. Pediatr Cardiol 2009; 8: 1161-5.
９．Sakamoto S, Kasahara M, Shigeta T, Fukuda A, Tanaka H, Matsuno N. Feasibility of using
the graft's umbilical vein as a patch graft for hepatic vein reconstruction in pediatric living
donor liver transplantation. Transpl Int. 2009 Sep 8.
10．Sasaki K, Kasahara M, Fukuda A, Shigeta T, Tanaka H, Nakagawa S, Mitsui K, Harada R,
Nakagawa A. Living donor liver transplantation for hepatoblastoma with BeckwithWiedemann syndrome. Pediatr Transplant. 2009 May 30.
11．Kasahara M, Nakagawa A, Sakamoto S, Tanaka H, Shigeta T, Fukuda A, Nosaka S, Matsui A.
Living donor liver transplantation for congenital absence of the portal vein with situs
inversus. Liver Transpl. 2009 28;15(11):1641-1643.
12．Kasahara M, Horikawa R, Sakamoto S, Shigeta T, Tanaka H, Fukuda A, Abe K, Yoshii K,
Naiki Y, Kosaki R, Nakagawa A. Living donor liver transplantation for glycogen storage
disease type Ib. Liver Transpl. 2009 Dec;15(12):1867-71.
13．
【肝移植

その適応疾患と移植のタイミング】

群生、依藤亨、高田泰次、上本伸二

クリニカ

シトルリン血症

阪本靖介、森岡大介、笠原

33巻３号 Page160-16

14．小児劇症肝不全に対する生体肝移植適応基準に関するpilot study福田晃也、笠原群生

今日の

移植22巻３号 Page273-288、2009
15．小児劇症肝不全の集学的管理と生体肝移植適応
藤修、齊藤一郎、中川聡

唐木千晶、笠原群生、清水直樹、六車崇、齊

日本集中治療医学会雑誌16巻３号 Page279-288、2009

16．生体肝移植前に術前透析を施行したメチルマロン酸血症７症例の経験

亀井宏一、白川利彦、

寺町昌史、、笠原克明、中山真紀子、鈴木輝明、清水直樹、中川聡、堀川玲子、横山智至、福田
晃也、森岡大介、笠原群生、飯島一誠

日本小児腎不全学会雑誌28巻 Page114-116、2009

17．
【急性肝不全／劇症肝不全】 肝移植後の再発病態はあるのか?
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也、重田孝信、中川温子、江川裕人、小倉靖弘、上本伸二

肝・胆・膵59巻３号 Page491-496、

2009
18．尿素サイクル異常症に対する急性血液浄化療法についての検討
夫、菊池絵梨子、堀川玲子、笠原群生、中川聡、伊藤秀一

貝藤裕史、亀井宏一、小椋雅
日本小児腎不全学会雑誌29巻

Page300-302、2009
19．当院における小児劇症肝不全９症例に対する血液浄化療法／人工肝補助の経験

白川利彦、亀

井宏一、寺町昌史、笠原克明、中山真紀子、鈴木輝明、肥沼幸、新井勝大、清水直樹、中川聡、
笠原群生、飯島一誠

日本小児腎不全学会雑誌28巻 Page202-204、2009

20．常染色体劣性多発性嚢胞腎で、生体肝腎同時移植を行った４歳女児例

寺町昌史、亀井宏一、

笠原克明、白川利彦、中山真紀子、鈴木輝明、黒田達夫、中川聡、土田聡子、石倉健司、幡谷
浩史、笠原群生、飯島一誠

日本小児腎不全学会雑誌28巻 Page232-234、2009
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インド・タミル・ナードゥ州におけるヨード充足状況の評価

高村

昇

長崎大学医歯薬学総合研究科放射線疫学分野

【緒言】
インドにおいて、これまでヨード不足は大きな問題として取り上げられてきた。1995年の報告で
は、インドにおいて１億6,700万人がヨード不足にあることが報告されている（1）。これをうけて同
年、インドではヨードが添加されていない食塩の販売を禁じる法律が施行されているが、その効果
については明らかではない。
タミル・ナードゥ州はインドの西南端に位置し、1990年代にはそのほとんどの地域がヨード欠乏
状態にあることが知られている。このうちいくつかの地域において、ヨード入り食塩の普及後に調
査が行われているが、残りの部分についての調査はいまだ行われていなかった（2，3）。特にタミ
ル・ナードゥ州のうち海岸に面するカニャークマリ県は、以前より「高放射能バックグラウンド地
域」であることが知られており（4）、この地域における住民の健康影響とあわせて、ヨードの充足
状況を評価することは、特に放射線に感受性の強い甲状腺への影響を評価するためにも重要である。
以上の観点から我々は、カニャークマリ県における尿中ヨード濃度のスクリーニングを行ったの
で報告する。

【対象と方法】
サンプル収集は、タミル・ナードゥ州のうち、特に高放射能バックグラウンド地域として知られ
るカニャークマリ県のチナ・ビライ、カディヤパティヤム、パラム・アナイナガールの各村におい
て行われた。尿サンプルはインフォームドコンセントを得た後に収集した。それぞれの村の位置に
ついては図１に示す。チナ・ビライ、カディヤパティヤム、パラム・アナイナガールの人口はそれ
ぞれ1,300、10,000、1,500人である。サンプルは測定まで４度で保存した。
尿中ヨード濃度はsimple micro plate法で測定した。得られた結果はWHOの基準に従い、5099mg/Lを軽度、20-49 mg/Lを中等度、20mg/Lを重度のヨード不足とした。各村のヨード濃度の比
較にはMann-Whitney検定を用いた。結果は中央値（25％−75％値）で示した。
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図１．カニャークマリ県地図

【結果】
３つの村で331サンプルが収集された（チナ・ビライ村86サンプル、カディヤパティヤム村204サ
ンプル、パラム・アナイナガール村41サンプル）。尿中ヨード濃度は、チナ・ビライ村で257（170356）mg/L、カディヤパティヤム村で262（148-382 mg/L）、パラム・アナイナガール村では454
（284-540）mg/Lであった。チナ・ビライ村とカディヤパティヤム村での尿中ヨード濃度に差は見ら
れなかったが、パラム・アナイナガール村の尿中ヨードは他の２つの村に比して高かった。331名
の住民のうち、36名（8.2％）が軽度のヨード欠乏でそのうち１名（0.3％）のみが中程度のヨード欠
乏であった。

【考察】
今回の研究で、我々は高放射能バックグラウンド地域として知られるタミル・ナードゥ州カニャ
ークマリ地区のチナ・ビライ、カディヤパティヤム、パラム・アナイナガールの各村における尿中
ヨード濃度を測定し、現在これらの地域でヨード不足は見られないことを示した。これは、食塩中
のヨードの充足が順調に行われていることに加えて、これらの地域は海に面しており、他の地域に
比して海産物を摂取する機会が多いためと考えられる。最近、我々は近接する高放射能バックグラ
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ウンド地域における住民の年間被ばく線量が1.36-1.50mSvと、公衆の線量上限（１mSv）を上回る
レベルであることを示した（5）。特にヨードの充足状況と密接な関連がある甲状腺は、外部放射線
被ばくに対して感受性が高いことが知られており、住民の健康影響評価について今後さらなる調査
が必要であると考えられる。

【謝辞】
以上の結果は、Endocrine Journal誌上に掲載された（Brahmanandhan GM, Hayashida N, Taira
Y, Malathi J, Khnna D, Selvasekarapandian U, Matsuda N, Takamura N. Urinary iodine
concentrations in the high background radiation areas of Kanakumari district, Tamilnadu, India.
Endocr J 57(1): 87-91, 2010.）
。本研究の遂行にあたり、成長科学協会の御協力に深謝いたします。

【参考文献】
１．Indian Rare Earth Limited (2008), Annual Report. Manavalakurichi: Indian Rare Earth
Limited
２．Tiwari BK, Ray I, Malhotra RL. Policy guidelines on National Iodine Deficiency Disorders
Control Programme-Nutrition and IDD Cell. Directorate of Health Services, Ministry of
Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi 1998; 1-22.
３．Kapil U, Singh P, Dwivedi SN, Pathak P (2004) Profile of iodine content of salt and urinary
iodine excretion levels in selected district of Tamilnadu. Ind J Pediatr 71: 785-787.
４．Malathi J, Selvasekarapandian S, Brahmanandhan GM, Khanna D, Meenakshisundaram V and
Mathiyarsu R (2005), Study of radionuclide distribution around Kudankulam nuclear power
plant site (Agastheeswaram taluk of Kanyakumari district, India). Radiat. Prot. Dosim 113:
415-420.
５．Brahmanandhan GM, Selvasekarapandian S, Malathi J, Khanna D, Jose MT,
Meenakshisundaram V (2008) Population dose from indoor gamma exposure in the dwellings
around Kudankulam Nuclear Power Plant. Rad Prot Dosim 129:481-495.
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ラオス人民民主共和国首都部の妊婦におけるヨード欠乏症と、今後の展望

中澤裕美子、前川貴伸、阪井裕一
国立成育医療研究センター総合診療部
Saysanasongkham Bounnack
母子保健病院（ラオス人民民主共和国）

【概要】
我々は2008年度にラオス人民民主共和国（以下ラオス国）都市部で尿中ヨード排泄（Urinary
Iodine Excretion；以下UIE）を指標とした妊婦のヨード欠乏の有病率に関する横断的調査研究を行
った。その結果、対象妊婦995名中529名（53.2％）のUIEが100μg/L未満であり、さらに164人
（16.5％）が中等度欠乏（UIE 20-49μg/L）、６人（0.6％）が重度欠乏（UIE <20μg/L）であった。
この結果をうけ、現地ラオス小児科医とさらなる追加調査の可能性を探るとともに、我々の調査結
果を、他の年齢層や地域における調査結果と比較した。

【背景】
ヨード欠乏症はヨード摂取不足によって引き起こされる甲状腺機能低下に起因する病態であり、
知的発達および身体的発達に永続的な障害を引き起こす重大な疾患である。さらにヨード欠乏症に
よって引き起こされる知的発達や認知機能に対する軽度の障害はまだまだ過小評価されている可能
性があり、その社会的な損失は計り知れない。
国立成育医療センターは2006年にラオス国の国立母子保健病院と友好病院協定を結び、母子保健
分野での協力を進めてきた。内陸国であるラオス国もヨード欠乏国の一つであり、その対策として
ラオス国政府はUniversal Salt Iodization（USI）の考え方に従い1995年よりヨード添加塩の法制化
を行った。その結果、ヨード添加塩普及率はラオス国の全国調査で1996年31.1％2）、2000年70.9％3）
と上昇し、都市部では現在までにWHOの提言目標1）である90％以上の普及率を達成していると報告
された。しかし、ラオス国でのヨード欠乏症の調査研究は調査対象が学童にかぎられており、妊婦
や新生児のヨード欠乏についての評価が行われていなかった。
そこで我々は2008年度、ラオス国都市部で尿中ヨード排泄（Urinary Iodine Excretion；以下UIE）
を指標とした妊婦のヨード欠乏の有病率に関する横断的調査研究を行った。その結果、対象妊婦
995名中529名（53.2％）のUIEが100μg/L未満であり、さらに164人（16.5％）が中等度欠乏（UIE
20-49μg/L）、６人（0.6％）が重度欠乏（UIE <20μg/L）であった。この結果をうけ、現地ラオス
小児科医とさらなる追加調査の可能性を探るとともに、我々の調査結果を、他の年齢層や地域にお
ける調査結果と比較した。

【方法】
ラオス小児科医と、調査結果を踏まえて議論を行い、問題点とさらなる研究の可能性を探った。
また他国のヨード欠乏症に関する調査報告と、我々の調査結果の比較検討を行った。
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【結果】
現在の問題点として、以下の３点についてカウンターパートの小児科医と検討を行った。
①妊婦のヨード不足の原因が不明
②それが与える影響について評価が不明
③それらを踏まえて、どのような対策をとるべきか

①妊婦のヨード不足の原因
ラオス国で2000年に行われた８−12歳の学童を対象とした全国調査では尿中ヨード排泄量の中央
値は至適域に達しておりUIE100μg/L未満は全体の26.9％と報告されているが、妊婦を対象とした
我々の調査では妊婦のうち53.2％がUIE100μg/L未満であった。学童に比して、妊婦のヨード摂取
が不十分である理由として、以下の（１）〜（４）が考えれらた。

（１）ヨードの必要量が増大している
妊娠中にヨードの必要量が増加する理由として以下の３つが考えられている。すなわち①母体の
甲状腺ホルモンが胎児に移行するので、母体の甲状腺ホルモンの恒常性を保つためにThyroxin
（T4）の産生が増加する、②とくに妊娠後期はヨードそのものが母体から胎児に移行する、③妊婦
は腎ヨードクリアランスが増加している、という理由である。
したがって、WHO、UNICEF、ICCIDDも１日のヨード所要量について、以下を推奨している。
・90μg

０〜59ヶ月

・120μg

６〜12歳

・150μg

12歳以上

・250μg

妊婦および授乳婦

（２）ヨード添加塩の普及が不十分
2005年UNICEFがおこなったラオスにおけるヨード添加塩普及率に関する調査ではヨード添加塩
の普及率は85％で、都市部においては約90％のヨード添加塩普及が達成されていた。
2006年に我々が行った質問紙を用いた調査では、79.8％の妊婦がヨード添加塩を使用しており、
15.7％の妊婦はヨード添加塩を使用しているかどうかわからないと答え、ヨード添加塩を使用して
いないと答えたものは全体の4.2％であった。また使用していると答えた妊婦と、わからないと答え
た妊婦のUIEに有意差はなく、わからないと答えた妊婦もヨード添加塩を使用している可能性は高
いと考えられた。

（３）ヨード添加塩が作られてから家庭で摂取するまでの過程での喪失
WHO、UNICEF、ICCIDDはヨード添加塩のヨード含有量が少なくとも塩１kgあたり15mg
（15ppm；１gあたり15μg）、できれば80-100ppmであることを推奨している。またこれらの含有レ
ベルは食品衛生局がモニタリングを行うことを推奨している。
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しかし、工場でヨード添加され、パッキングされ、製品となるまでの工程に加えて、製品の保存
法、家庭での保存法、家庭での使用法や調理法により大部分のヨードが失われ、摂取時には
20−40ppmまで低下してしまうことに留意が必要である。特に高温多湿環境ではヨードが失われや
すい。加熱を繰りかえす、煮出すなど調理過程でもヨードが失われる。

（４）塩分摂取
ヨード添加塩を家庭で使用する際のヨード含有が40ppm（１gあたり40μg）であったとすると、
WHOの推奨量である１日250μgをヨード添加塩のみで補給しようとすると、１日6.3gの塩分摂取が
必要となる。ヨード含有量が15ppmを下回ると、１日15g以上の塩分摂取を行う必要がある。しか
るに、平均塩分摂取量は食文化におおきく左右される。ラオスで日常的にどれくらいの塩分を使用
しているのか、妊婦はどれくらいの塩分を使用しているのか、定かではない。
また、妊婦においては塩分を制限するような指導がなされている可能性や、無添加の重湯などを
中心とする低塩生活をよしとする文化的な背景がないかどうかもにも留意が必要である。

②妊婦のヨード欠乏の程度と、それが与える影響の評価
（１）妊婦に与える影響
我々の研究では、妊婦の尿中ヨード排泄のみを指標としており、それ以外のヨード欠乏に関する
調査（たとえば甲状腺腫の頻度など）は未調査である。

（２）胎児および新生児に与える影響
ラオスでは新生児を対象とした甲状腺機能低下に関する調査データがない。
次のステップとして、新生児への影響に関する調査が必要である。
理想的には、妊婦のヨード摂取状況と新生児の甲状腺機能を組み合わせて調査することが望まし
い。ただし、他国ではすでに妊婦と新生児を組み合わせた研究がなされている。妊婦の尿中ヨード
排泄量と新生児TSHレベルの関連については結論を得ていない。
将来的には、妊婦のヨード欠乏を定期的にモニタリングすること、新生児の甲状腺機能低下症マ
ススクリーニングを導入すること、これらを同時進行させて調査をするが望ましい。母体のヨード
欠乏が予防され、甲状腺機能低下児の発症が低下することが理想である。
ヨード欠乏の与える影響が深刻である理由は、一部の新生児に重度の神経障害をきたすのみなら
ず、数多くの新生児に軽度の知的障害を引き起こす可能性があるからである。ただし、児の軽度の
知的発達をアウトカムとする研究は何らかの大規模なコホート調査を行わない限り実施は困難である。

（３）諸外国との比較
ヨード欠乏に関する調査は全世界で行われており、WHOを中心としたヨード欠乏に関するデー
タベース化がすすんでおり利用可能であるが、妊婦を対象とした調査はまだ少ない。妊婦を対象と
した調査研究結果をラオスの自験調査結果と比較した（表）
。
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（表）諸外国における妊婦の尿中ヨード排泄量に関する報告

③妊婦のヨード不足に対する対策
以上、①②をふくめて考えると、ラオスにおいてはWHO、UNICEF、ICCIDDが推奨する妊婦の
ヨード摂取量目標250μg/dayが十分に達成されていない可能性が高い。ヨード添加塩が普及してい
る都市部においてヨード不足が明らかとなった結果を考えると、妊娠中のヨード必要量が増加して
いることにみあうヨード摂取がヨード添加塩の施策では達成が難しいのかもしれない。
ヨード添加塩の適正保管・使用がどれだけなされているのか、妊婦の塩分制限がなされていない
か、などは検討と改善の余地がある。
ただ、ヨード添加塩の適正保管・使用指導と並行して、食事・ヨード添加塩以外のヨード補給法
の検討の余地がある。実際に他のヨード欠乏国では妊娠中に利用できるサプリメントが利用されて
おり、それらの利用率と妊婦の尿中ヨード排泄量に関連が示されている。
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【考察】
１．我々の調査はヨード添加塩がおおむね普及している都市部の妊婦を主な対象とした研究であっ
たにもかかわらずヨード摂取が不足しているという結果であった。ヨード添加塩については普及率
の地域格差が指摘されており、国境沿いの地域でのヨードが添加されていない安価な輸入塩の流通
や、地方の零細企業による技術や精度管理不足によるヨード添加率が基準に満たない食塩の流通の
問題などが指摘されている。国策としてはヨード添加塩の供給とモニタリングを基本とする政策の
維持徹底を図ることが望まれる。草の根として可能な対策としては、地域の保健士や産科医師、小
児科医師をまきこんだIEC活動（Information, Education and Communication）の継続が必要である。

２．ラオスにおいてはWHO、UNICEF、ICCIDDが推奨する妊婦のヨード摂取量目標250μg/dayが
十分に達成されていない可能性が高い。この目標を達成できない理由は明らかではないが、
ヨード添加塩が普及している都市部においては、ヨード添加塩の適正保管・使用の指導だけでは効
果が不十分である可能性があり、食事・ヨード添加塩以外のヨード補給法の検討の余地がある。実
際に他のヨード欠乏国では妊娠中に利用できるサプリメントが利用されており、それらの利用率と
妊婦の尿中ヨード排泄量に関連が示されている。

３．もし、サプリメントとしてヨード補給をすすめるとすれば、妊産婦健診の実施などと組み合わ
せて保健サービスの一環として行うこともできるかもしれない。もちろん、ラオスにおいては妊婦
健診実施率の向上や、地域のヘルスワーカーの機能向上も必要であろう。

【結論】
ラオスにおいてはWHO、UNICEF、ICCIDDが推奨する妊婦のヨード摂取量目標250μg/dayが十
分に達成されていない可能性が高い。ヨード欠乏に関する妊婦教育、添加塩の適正保管・適正使用
教育と並行して、食事・ヨード添加塩以外のヨード補給法の検討の余地がある。

研究費：
本研究は財団法人

成長科学協会から研究費の助成を受けた。

【参考文献】
１．Tahirovic H, Toromanovic A, Balic A, Grbic S, Gnat D. Iodine nutrition status of pregnant
women in an iodine-sufficient area. Food Nutr Bull. 2009 Dec;30(4):351-4.
２．Ristic-Medic D, Piskackova Z, Hooper L, Ruprich J, Casgrain A, Ashton K, et al. Methods of
assessment of iodine status in humans: a systematic review. Am J Clin Nutr. 2009
Jun;89(6):2052S-69S.
３．Mian C, Vitaliano P, Pozza D, Barollo S, Pitton M, Callegari G, et al. Iodine status in
pregnancy: role of dietary habits and geographical origin. Clin Endocrinol (Oxf). 2009

−217−

成長科学協会 研究年報 No.33 2009

May;70(5):776-80.
４．Hieronimus S, Bec-Roche M, Ferrari P, Chevalier N, Fenichel P, Brucker-Davis F. [Iodine
status and thyroid function of 330 pregnant women from Nice area assessed during the
second part of pregnancy]. Ann Endocrinol (Paris). 2009 Sep;70(4):218-24.
５．Gregory CO, Serdula MK, Sullivan KM. Use of supplements with and without iodine in
women of childbearing age in the United States. Thyroid. 2009 Sep;19(9):1019-20.
６．Gowachirapant S, Winichagoon P, Wyss L, Tong B, Baumgartner J, Melse-Boonstra A, et al.
Urinary Iodine Concentrations Indicate Iodine Deficiency in Pregnant Thai Women but
Iodine Sufficiency in Their School-Aged Children. J Nutr. 2009 June 1, 2009;139(6):1169-72.
７．Gatseva PD, Argirova MD. Benefits and risks from the national strategy for improvement of
iodine nutrition in Bulgaria: study on schoolchildren living in a rural area. Public Health. 2009
Jun;123(6):456-8.
８．Costeira MJ, Oliveira P, Ares S, de Escobar GM, Palha JA. Iodine status of pregnant women
and their progeny in the Minho Region of Portugal. Thyroid. 2009 Feb;19(2):157-63.
９．Andersson M, Berg G, Eggertsen R, Filipsson H, Gramatkovski E, Hansson M, et al. Adequate
iodine nutrition in Sweden: a cross-sectional national study of urinary iodine concentration in
school-age children. Eur J Clin Nutr. 2009 Jul;63(7):828-34.
10．Zimmermann MB, Jooste PL, Pandav CS. Iodine-deficiency disorders. Lancet. 2008 Oct
4;372(9645):1251-62.
11．Caldwell KL, Miller GA, Wang RY, Jain RB, Jones RL. Iodine status of the U.S. population,
National Health and Nutrition Examination Survey 2003-2004. Thyroid. 2008 Nov;18(11):120714.
12．Zimmermann MB. The adverse effects of mild-to-moderate iodine deficiency during
pregnancy and childhood: a review. Thyroid. 2007 Sep;17(9):829-35.
13．Zimmermann MB. The impact of iodised salt or iodine supplements on iodine status during
pregnancy, lactation and infancy. Public Health Nutr. 2007 Dec;10(12A):1584-95.
14．Rajatanavin R. Iodine deficiency in pregnant women and neonates in Thailand. Public Health
Nutr. 2007 Dec;10(12A):1602-5.
15．Leung AM, Braverman LE, Pearce EN. A Dietary Iodine Questionnaire: Correlation with
Urinary Iodine and Food Diaries. Thyroid. 2007;17(8):755-62.
16．Laurberg P, Andersen S, Bjarnadottir RI, Carle A, Hreidarsson A, Knudsen N, et al.
Evaluating iodine deficiency in pregnant women and young infants-complex physiology with
a risk of misinterpretation. Public Health Nutr. 2007 Dec;10(12A):1547-52; discussion 53.
17．Elaheh A, Arash O, Mehdi H, Fereidoun A. Assessment of intertrimester and seasonal
variations of urinary iodine concentration during pregnancy in an iodine-replete area. Clinical
Endocrinology. 2007;67(4):577-81.

−218−

成長科学協会 研究年報 No.33 2009

18．Al-Yatama FI, Al-Bader MD, Al-Mazidi ZM, Ali A, Al-Omair A, Al-Ajmi NH, et al. Iodine
status among pregnant women in Kuwait. J Endocrinol Invest. 2007 Dec;30(11):914-9.
19．Travers CA, Guttikonda K, Norton CA, Lewis PR, Mollart LJ, Wiley V, et al. Iodine status in
pregnant women and their newborns: are our babies at risk of iodine deficiency? Med J Aust.
2006 Jun 19;184(12):617-20.
20．Temple VJ, Haindapa B, Turare R, Masta A, Amoa AB, Ripa P. Status of iodine nutrition in
pregnant and lactating women in national capital district, Papua New Guinea. Asia Pac J Clin
Nutr. 2006;15(4):533-7.
21．Rose SR, Brown RS, Foley T, Kaplowitz PB, Kaye CI, Sundararajan S, et al. Update of
newborn screening and therapy for congenital hypothyroidism. Pediatrics. 2006
Jun;117(6):2290-303.
22．Zimmermann MB, Aeberli I, Torresani T, Burgi H. Increasing the iodine concentration in the
Swiss iodized salt program markedly improved iodine status in pregnant women and
children: a 5-y prospective national study. Am J Clin Nutr. 2005 Aug;82(2):388-92.
23．Caldwell KL, Jones R, Hollowell JG. Urinary iodine concentration: United States National
Health And Nutrition Examination Survey 2001-2002. Thyroid. 2005 Jul;15(7):692-9.
24．Schulze KJ, West KP, Jr., Gautschi LA, Dreyfuss ML, LeClerq SC, Dahal BR, et al. Seasonality
in urinary and household salt iodine content among pregnant and lactating women of the
plains of Nepal. Eur J Clin Nutr. 2003 Aug;57(8):969-76.
25．(WHO/ICCIDD/UNICEF) WHOICftCotIDDUNCF. Assessment of the iodine deficiency
disorders and monitoring their elimination2001.
26．Kung AW, Lao TT, Chau MT, Tam SC, Low LC. Goitrogenesis during pregnancy and
neonatal hypothyroxinaemia in a borderline iodine sufficient area. Clin Endocrinol (Oxf). 2000
Dec;53(6):725-31.

−219−

国 際 交 流 研 究 報 告

成長科学協会 研究年報 No.33 2009

GH/IGF-1測定の現状と未来に関するコンセンサスワークショップに参加して

島津

章

国立病院機構京都医療センター臨床研究センター

はじめに
2009年10月15日〜17日、米国バージニア州シャーロッテスビレのケスウィックホールで、Growth
Hormone Research Society（GRS）が音頭をとり、国際化学連合（International Federation for
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine（IFCC）
、International Society for IGF Researchと
Pituitary Societyが共同し、欧州、米国、豪州、日本から内分泌分野、臨床化学分野、測定キット
メーカー、行政の専門家約50名が一同に会して、GHおよびIGF-1測定の国際的協調のため、なすべ
きことの定義、戦略、実施に関するコンセンサス会議が開催された。
日本からは財団法人成長科学協会を代表して成育医療センターの堀川玲子先生と小生が参加し
た。１日目はホルモン測定一般とGH測定の問題が、２日目はIGF-1測定の問題が取り上げられ、３
つのグループに分かれてそれぞれ課題の議論をし、３日目の午前中にコンセンサス文書の推敲が行
われた。堀川先生は、GH測定の問題点を解説し日本におけるGH測定の標準化について報告した。
ここではコンセンサス会議における議論を要約して報告したい。

１．GHおよびIGF-1測定の今日的問題点
GHおよびIGF-1の測定は、小児期および成人期の下垂体疾患や他疾患、特にGH過剰症やGH分泌
不全症の診断・治療に重要である。しかし、GHおよびIGF-1測定の標準化が世界的に行われていな
い現在、測定系により測定値が異なるという大きな問題点がある。測定の標準化を妨げる要因を明
らかにするには、免疫学的測定自身に潜む内的要因について理解する必要がある。測定法による測
定値の相違にかかわるのは、標準品の違いの問題が大きい。また測定物質の多様性と用いる抗体の
性質も問題となる。血中に存在するGH結合蛋白やIGF結合蛋白の影響もある。測定結果の報告方法
にも問題がある。
測定の比較可能性を追及するには、まず共通の国際標準品に統一すること、測定系に関する基本
的事項（測定物質、用いる抗体の特異性、結合蛋白の干渉など）、測定試料の前処理、マトリック
ス効果、内部および外部精度管理などに関する標準化が必要である。

２．GH測定
ａ）検体試料の前処理
試料の採取、処理、保存と輸送に関する方法では、GHやIGF-1は比較的安定である。血液を血球
と速やかに分離するのが望ましい。キットメーカーはそれぞれの測定法で、検体の処理に関して最
適な方法を見つけ、公表する必要がある。GH測定を要する臨床場面では、負荷試験など検査と対象
疾患により大きく異なり、試験方法は、既に公表されているプロトコールに従う必要がある。
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ｂ）標準物質と抗体の特異性
国際標準品に準拠した標準品を用いることは既に推奨されているが、WHOから供与される、
22kDaのリコンビナントGHであるIS 98/574で、値付けする必要がある。この標準品は96％以上の
純度で生物活性、安定性等検討すみで、３国際単位/mgと定義されている。
用いる抗体は高い親和性と特異性を有し、22kのGHに特異的な測定でなければならない。GH分泌
は脈動的であり、臨床的に重要な低濃度域においても精度が高く再現性がよい測定が必要である。
具体的には0.05μg/L以下の濃度でも測定変動係数（CV）が20％以下である。
ｃ）マトリックスの問題
測定の標準系列に用いられるマトリックスは出来る限り正常ヒト血清の性質を持つものにする。
もし利用不可能であれば、直線性や回収率が十分である他の動物種の血清が使用可能である。
ｄ）GH結合蛋白（GHBP）の干渉
測定系に及ぼす生理的濃度のGHBPの影響を提示する。リコンビナントGHBPと試料を最低12時
間以上混和しGH／GHBP複合体を形成させてから検討する必要がある。
ｅ）精度管理
検査機関は測定キットメーカー以外の独自の内部精度管理を行わねばならない。国内の外部精度
管理プログラムにも参加しなければならない。国際的な外部精度管理プログラムが望まれる。この
ため、IFCCとCAPなどとの協力が必要である。測定方法の違いによる測定値の変動要因と許容範
囲の確定が必要である。比較試験のため、長期に渡り利用可能である精度管理用コントロールプー
ル血清（低濃度域もカバーできる）が大量に必要である。
ｆ）測定結果の表示
検査結果は、IS 98／574に準拠した重量単位（μg/L）で表記し、用いたGH測定法を表示する。
統一した標準物質を用いても測定間誤差は残るであろうが、変換の換算式を設定する方法ではすべ
ての測定法の違いに対処できず、推奨されない。
ｇ）協同作業と教育
学会、キットメーカー、精度管理団体、エキスパートに働きかけて、国際標準品 IS 98／574を採
用すること、学術雑誌でも承認されたGH測定法に言及することを勧める。測定キットメーカーの性
能文書には、標準品の中身と校正標品のトレーサビリティ、20kGHや胎盤性GH、GH受容体拮抗剤
等のアナログとの交差反応性、GHBPの干渉、測定範囲と測定精度、精度管理のデータなどを盛り
込む必要がある。これらの情報の提供を容易にする。測定法の変更などは臨床診断・治療に大きく
影響する可能性があり、検査機関および臨床医に遅滞なく報告しなければならない。

３．IGF-1測定
ａ）IGF-1標準物質
WHO国際標準品 IS 02／254を使用する。97％以上の純度で、世界20か所以上の検査機関で分析
検討されており、生物活性も確認されている。
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ｂ）精度管理
測定法間の変動を検証するため、国際的に流通できる種々の濃度の対照試料のセットを確定する
ことが望まれる。ヒトプール血清を用い、IGF結合蛋白量が変動する病態（１型糖尿病、慢性腎不
全、肝硬変、GH分泌異常症など）の血清試料が必要である。測定精度とともにIGFBPによる干渉
などの情報は臨床医に伝達されなければならない。
ｃ）IGF-1の生物学的変動
１個人でもIGF-1濃度の変化があるため、特に異常と正常の間にある場合、１回だけの測定値の
解釈には慎重となるべきである。別の試料で測定しなおし、臨床情報を考慮して結果を解釈する。
GH分泌刺激・抑制試験を実施することや別の測定法を用いることも考慮する。
ｄ）測定結果に影響する要因
IGF-1濃度には多くの生理学的条件や臨床病態が影響する。特に、年齢、思春期段階、妊娠、極
端な体格指数(BMI)が重要で、結果の解釈に考慮すべき要因である。成人領域では性差や人種差は
変動要因としては小さい。日内変動や食事の影響はほとんどない。１型糖尿病や慢性腎不全の病態
では測定自身も問題となる。特異病態として糖尿病、肝疾患、腎疾患、栄養状態はIGF-1濃度に影
響するため、結果の解釈に注意が必要である。経口エストロゲン製剤など薬剤もIGF-1濃度に影響
する。
ｅ）測定に影響する技術的要因
試料の採取と処理は、それぞれの測定法に従う。血清の使用が望ましい。採取時の抗凝固剤の影
響は個別で検討する必要がある。血液試料は遅滞なく処理する（人工的に高値となる場合がある）
。
最も測定に影響するのは、IGFBPの存在である。結合蛋白と干渉しないでIGF-1を認識する測定
法が理想である。一般に、IGFBPは、IGF-1測定値を低濃度と見間違わせる。通常、試薬を用いて
IGF-1をIGFBPから乖離させ、再結合を阻止する方法が採られている。
個々の測定系においてIGFBPの干渉を防ぐ方法を検証し、その情報を報告する必要がある。現在
の標準法として、酸性条件下のゲルクロマトグラフィーで結合蛋白の干渉を除外している。全ての
測定法において、IGFBPの干渉の除去がどの程度か、残ったIGFBPが干渉しうる臨床病態がどのよ
うなものかの情報も必要である。
ｆ）測定法の検証
正常人血清とともにGH分泌異常症や1型糖尿病、腎疾患や肝疾患患者の血清でも測定し、検証結
果を報告するべきである。また次の３点についても検討する必要がある。
１．IGFBPの干渉を除去する方法での測定結果は、標準の酸性条件化クロマト法による測定結果と
同等であること
２．試料処理前に、臨床試料でありうる高濃度の２倍までIGFBP-2およびIGFBP-3を添加して測定
し、IGFBPの干渉がないことを確認すること
３．試料に既知量のIGF-1を添加し、十分な回収率が得られること
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４．基準範囲の設定
基準範囲の設定には、対象とする一般集団から無作為に選択した全年齢層を用いる。測定結果に
影響する可能性のある疾病や薬物治療を受けている対象は除外する。正常範囲は質量単位で表現し、
2.5％〜97.5％の範囲と定める。SDスコア表現でも報告する。
年齢の層別解析は、今まで報告された基準範囲に準じて統計学的方法で行う。特に小児期〜青年
期では、狭い年齢範囲（３歳ごと）と思春期段階で検討する必要がある。IGF-1濃度の性別基準範
囲は、6歳から18歳の年齢層で必要となる。
体格指数はBMI 22-37の間では、IGF-1濃度にほとんど変化がないが、それ以上と以下の場合、
IGF-1濃度は低下することが知られていることに留意する。

GH分泌異常症において、GH分泌刺激試験と抑制試験は診断に重要である。健常人のGH反応を測
定法別および負荷試験別に基準範囲を定めることが必要である。この場合、体格指数と年齢の影響
を考慮する。小児期における基準範囲の設定は、倫理面から限定的にならざるを得ない。

参考文献
１．Frystyk J, Freda P, Clemmons DR. The current status of IGF-I assays - A 2009 update,
Growth Horm IGF Res 2010; 20(1): 8-18.
２．Bidlingmaier M, Freda PU. Measurement of human growth hormone by immunoassays:
Current status, unsolved problems and clinical consequences, Growth Horm IGF Res 2010;
20(1): 19-25.
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養護を必要とする児童への対応

梶原隆之
文京学院大学人間学部

１．緒言
ここでいう養護とは、特に「社会的養護」のことを意味する。すべての児童には、養護が必要で
あり、家庭で養護されるのが一般的である。しかし、さまざまな事情から、それが不可能な場合、
児童は里親や児童養護施設に措置され、社会的養護を受けることになる。児童養護施設とは、児童
福祉法第７条に基づく児童福祉施設（第１種・入所）であり、「乳児を除いて、保護者のない児童、
虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、養護し、自立を支援する」と規
定されている。児童とは、０歳以上18歳未満を指す。措置延長の児童を含め、入所児童はおおむね
３歳から20歳くらいである。児童養護施設（旧養護施設）は、生活に困る戦災孤児を入所させるこ
とをイメージして、終戦直後にできたものであるが、現在では、多くの児童には親が存在していて
も家庭で暮らせない子どもたちが多くいるのが実態である。さまざまな問題が、「環境上養護を要
する」ことなので、児童は生活上の問題とともに、心理的な問題も抱えている。虐待によるPTSD、
不登校、非行、精神疾患などである。
筆者は、かつて児童養護施設の児童指導員として勤務した経験があり、児童に生活のケアをしな
がら、生活環境カウンセリングを行ってきた。その経験をもとに、児童への対応を検討していきた
い。

２．事例検討
児童養護施設では、青年期になると、子ども時代には問題にならなかったような問題が起こって
くる。それら対する援助の在り方を、事例を通して検討する。なぜ問題がおこるのか、またその問
題の背景にある原因、ニーズを探り、そのニーズに対応した援助を考える。

（１）発達段階から考える援助
①事例１

自立に失敗したＡ男

本児は、幼児期から児童養護施設に入所していた。母親は精神障害を持ち長期入院を繰り返し、
離婚して父親が親権を持っていたが、仕事を転々としていた。父親には借金があり、長期にわたっ
て行方不明になることがあった。
ものすごく強がりであり、１日も早く施設を退所したいと言っていた。中学卒業時、工場に就職、
寮に住みながら、高校定時制に通学していたが、行方不明になった。後に、食料を万引きして逮捕
されて発見された。幼い頃、施設内で年長児から押さえつけられて生活していた。
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②事例２

虐待の事例

Ｂ男

本児は、母親からの虐待を受け続け、中学校２年生で入所した。母親は本児からなんらかの攻撃
を受けているという被害妄想を持ち、寝ているところを起こして、暴力を振るったり、物置に鍵を
かけて閉じ込めたりした。入所後、中学校３年４月より不登校になった。
学校に行けずに施設の中で生活する日々が続いたが、夏休みのキャンプには参加できた。海で、
難しい１人乗りのカヌーを、初めてなのにうまく操った。「僕は、これからは、得意なスポーツは
カヌーと書くことにしよう。」と言った。筆者は、「とてもかっこいいことだ。」と、褒めた。２学
期になり、９月下旬に、登校刺激は一切しない中、本人の意思で再登校できた。

③事例３

愛着不全

Ｃ男

実親の養育能力不足のため乳児院へ措置された。その後、里親のもとで養育されたが、里親の家
庭の事情で養育が困難になり、児童養護施設へ措置変更された。中学時代に窃盗事件を起こし、さ
らに児童自立支援施設に措置変更された。実親、乳児院、里親において、愛着形成を失敗したとと
らえられる。また、見離され感、数々の裏切られ感を無意識に持っており、自分の基礎となる根拠
が持てなかったように見受けられた。

④考察
これらの事例をE.H.エリクソンの心理社会的発達段階から考えると、乳児期の危機「基本的信頼
対

不信」の段階において適切な養育がなされなかったことにより、不信が強くなり、青年期の

「アイデンティティ

対

アイデンティティの拡散」の段階において、「時間的展望

対

時間的展

望の拡散」で拡散が強くなり、自立を阻んでいると伺える。また、幼児期や学童期には、親に対す
る疑念や、施設内で個が十分に尊重されない養育を受けたことにより、青年期の段階で、否定的同
一性、労働麻痺が強くなるおそれがある。これは、古くからホスピタリズムといわれているもので
あろう。
これらに対応するには、子どもの育ちなおしを促す援助が必要である。それは、いいかえれば、
子どもの可塑性への期待と希望であり、臨界期への挑戦でもある。基本的信頼感の獲得を、臨界期
を超えるといわれる年齢で取り組み、学童期には、有能感や自己効力感、自己肯定感の獲得ができ
るような援助に取り組む必要があるということである。

（２）心の傷を癒す援助
①虐待を再現してしまういくつかの事例
父親から、小学生のときに性的虐待を受けた女子が、高校時代に援助交際を繰り返したという事
例がある。またある県では、施設職員が入所児童との性的関係を持ってしまった事例が複数発覚し、
再発防止に組織的対応を整えたことがある。
身体的虐待を受けた児童が、暴言をはくなどして、職員を怒らせることがよくある。施設内での
体罰を引き起こす誘因となりうる。また、そういった場面で叩かれないということでパニックを起
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こし倒れてしまうという児童もいる。

②考察
子どもの人権を守る上では、子どもと性的関係を持ってしまう大人が悪いことは明白である。性
的虐待を受けた子どもは、親密な大人との人間関係を、過去の体験から性的関係に求めてしまうお
それがある。性的関係を持つことが、愛情を持ってくれていることであるかと感じてしまうように、
学習してしまっている。身体的虐待についても同様で、愛情を叩かれることと学習してしまってい
る。人間関係を、暴力をもって再現させようとするのである。これらは、感情転移である。表面的
には叩いてほしいということを表現し、叩かれたことで安定したいようにみえる。しかし、それは
習慣が断ち切れないだけであって、潜在的なニーズは愛されたいのであり、あたたかく抱きしめら
れたいのである。ただ、そのような経験を持たないので、抱きしめられると逆に不安定になってし
まう。児童が本来の欲求を表現し、それを愛情で受け止めるという援助まで持っていくのが理想で
ある。
よって、施設職員を含めた大人は、過去の児童の習慣に巻き込まれないように対応しなければな
らない。児童との関係を、冷静に洞察し、援助することが大切である。
これらの心の傷を積極的に癒す援助が必要であるが、近年、ようやく心理担当職員が児童養護施
設に配置されるようになった。配置の遅れにつながったのは、もともと児童養護施設（旧養護施設）
は、1947年に児童福祉法に基づき設置されたもので、当時は戦災孤児の保護という目的で、衣食住
の保障という援助をメインにしていたという歴史があるからだ。
心理担当職員は1999年より非常勤で導入、2006年より常勤で、１施設１名という配置である。心
理職の業務は施設によりさまざまであり、プレイセラピーや面接を行うほか、保育士や児童指導員
とともに生活環境カウンセリングを行ったり、保育士や児童指導員のコンサルテーションを行った
りしている。児童は、かつてより心理的サポートを得られるようになったことは間違いない。しか
し、施設の定員が30名であっても、100名であっても、心理担当職員は１名であり、すべての児童
に十分な心理的ケアが行き渡るわけではないので、やはり日常の生活における児童指導員や、保育
士による援助が重要になってくる。

（３）新しい援助方法
21世紀までは前頭葉でトラウマを理解させ、扁桃体の興奮を鎮め、新しい行動を理解させるとい
う認知行動療法などのトップダウンアプローチが行われてきた。しかし、ストレス障害では、「考
える脳」が閉鎖し、「感じる脳」の視床があらゆる刺激を通してしまう。
場面によっては、扁桃体の異常興奮がおこり、緊張ホルモンの分泌を促し、自律神経をつかさど
る脳幹の機能を高揚させ、心拍・血圧上昇、再体験、過覚醒がおきてしまう。あたらしいボトムア
ップアプローチは、脳幹の正常な機能を再生「感じる脳」の扁桃体の興奮を鎮め「考える脳」の働
きを取り戻す。
EMDR（Eye Movement Desensitization and Reprocessing：眼球運動による脱感作と再処理）な
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どがこれにあたる。トラウマの記憶に対する肉体の反応に重点を置き、トラウマの記憶を思い起こ
して、その出来事に対峙し、それに立ち向かう、または逃げることに成功する経験をするのである。
最 近 、 習 得 す る の が 簡 単 と い う こ と で 注 目 さ れ て い る の が EFT（ Emotional Freedom
Techniques）である。これは、感情のためのツボ療法ともいわれ、言葉を言いながら、特定の身体
の場所をタッピングする方法であり、一連の流れの中で脱感作とリフレイミングが行われる。「出
来事に伴う不快な感情を軽減し、自己を受容し、肯定的な思考へ導く」ともいえる新しい技法であ
る。アメリカでは、エネルギー心理学の領域のものである。
この方法は、心理担当職員の面接室で用いられるだけではなく、保育士や児童指導員による日常
の援助の中で用いることが十分検討できるものである。社会的養護を必要とする児童のために、心
理学的観点からの新しい援助方法の研究や開発が促進されることが求められている。
EFTのタッピングポイント

EFTの流れ
①ターゲットに対する不安の測定
②セットアップ
「・・・・（ネガティブな感情）だけれど、・・・・
（ポジティブな感情）になることを信じる。
」と言いながら、
タッピングをする。
③ネガティブタッピング
脱感作したいことを言いながら、タッピングする。
④ポジティブタッピング
植え付けたいことを言いながら、タッピングする。

＜参考文献＞
へネシー・澄子

2006

気になる子理解できるケアできるー脳から見た「子どもとトラウマ」

学

習研究社
大熊信成・梶原隆之編

2002

スーザン・J・ブーセン著
どもにできること

児童福祉援助技術実践〜ケース研究〜

ブレンダ・梶原隆之訳

2009

久美出版

EFTタッピングセラピー

おとなが子

春秋社（Suzan J. Busen 2007 Tap into Joy A Guide to Emotional

Freedom Techniques for Kids and Their Parents iUniverse）
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思春期と環境−発達加速現象の視点−

日野林俊彦
大阪大学大学院人間科学研究科

はじめに
子ども時代から青年期（adolescence）への転換期として、思春期（puberty）が存在する。第二
の誕生とか、第二次反抗期と称され、心理的離乳期・心身の動揺期ともいわれる。見る自分と見ら
れる自分が分離し、自意識過剰な発達段階でもある。形式的操作能力が発達し、理屈っぽい議論も
可能になる。さらに、第二次性徴の発現にともない、性に目覚める時期にもなる。様々な心身の変
化期であるといえよう。子どもとしての同一性保持が困難となる時期と考えられている。いつどの
ように、このような思春期変化を経験するかは、各個人の発達に大きな影響があると考えられる。
あらためて、子どもたちの思春期変化の様相を確認していくことが重要と思われる。

発達加速現象
現代の思春期や青年期を考える場合、いわゆる発達加速現象（acceleration, secular trend）とい
われる現象の進行のことを無視することはできない。20世紀初頭あたりには、ヨーロッパの新兵検
査における身長の増大が指摘されはじめ、世界規模で現象が進行していると報告されてきている。
北欧の男子身長の平均は180cmを超えているとされるが、100年前は170cm前後と推定されているの
である。また、このような身長の変化のみならず、時代と共に人間の身体の成長･成熟、形態等が
様々に変化していると考えられている。
発達の面で、より大きな影響を与えていると考えられるのは成長と成熟の時期が低年齢化してき
ているということである。図１は日本における17歳（高校3年生）男子と女子の平均身長の推移を
明治33年（1900年）から平成20年（2008年）まで、いくつかの年代に分けて示したものである。明
治時代から、第２次世界大戦前後の低下を除き、大正・昭和と平均身長が10cm以上伸び、昭和57年
（1982年）には男子の平均が170cmに到達している。しかし、それ以降はほとんど伸びが低下し、現
在は171cm弱で推移している。同様に、女子も10cm以上高身長化し、現在158cm前後で推移している。
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他方、大阪大学で12回にわたり定期的に実施してきた全国初潮調査によれば、2008年２月には12

歳2.3ヵ月で50％が来潮しているとみられる。小学校６年生の12月末くらいで半数の女子児童が来潮
している計算である。また各小学校で３年生、４年生でも来潮者がいるのが当たり前になってきて
いる。身体的には早くに思春期変化を迎えていることになる。なお一方で、中学校３年生２月現在
で、1.2 ％前後の未潮者が存在することから、中学校卒業時に全国で数千人の未潮者がいることも推
定されている。原発性無月経の可能性も含め、いわゆる早熟群のみならず、このような晩熟群にも
心身のサポートが必要と考えられる。
日本では、昭和30年代の高度成長期と平成デフレの時代に、低年齢化が進行し（図２参照）、平
均初潮年齢は、世界でも最も早い水準にあると考えられている。男子の精通もある程度連動してい
ると考えられる。従来は、平均身長の伸びのような体格の向上と性成熟の低年齢化が連動して変化
していた。近年の日本では、身長の伸びの見られない状況で初潮年齢が、低年齢化するという特徴
的な変化が見られた。朝食習慣や睡眠時間のような健康習慣の悪化と初潮の低年齢化とが関連して
いることも示唆されている。また地域の肥満傾向の出現率と平均初潮年齢が関係しているというよ
うな報告もなされている。従来、平均初潮年齢の低下は健康指標とみなされることもあったが、こ
のような健康指標としての意味は変化して来ていると考えられる。
ヒトは系統発生の中で、性成熟の時期を遅くする方向に進化してきたと考えられている。発達加
速現象の進行は、この方向性に逆行しているようにみられる。また、他の霊長類と比較してヒトが
人間的存在として発達していくことができる原因の一つは、ゆっくりとした安定的な成長期である
少年期・児童期の存在にあるといわれている。成長と成熟の低年齢化は、青少年が人格的・心理的
に未成熟な段階で性的に成熟する発達の時差をもたらしていると考えられる。
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思春期の心と身体−思春期変化の時期の意味するもの−
思春期変化の時期は、その変化そのものだけではなく、近年、幼少年期の発達環境と青年期の行
動を結ぶものとして注目されている。かつて母子隔離実験を経験したニホンザルが正常な性行動が
とれないことが報告されたり、初潮年齢に、健康習慣や家庭環境のような非・性的な条件が影響す
ることも指摘されたりしている。ベルスキー等（1991）は、アタッチメント理論や進化心理学をも
とに、幼児期における家庭内のストレスや両親の結婚（夫婦）関係が、子どもの早期の性成熟、青
年期以降の生殖戦略（異性関係、性行動、子への養育態度）に影響およぼす可能性を指摘している
（BSD理論、図３参照）。ベルスキー等は、この理論・仮説をもとに二通りの典型的な発達経路を示
している。ひとつは、幼少年期がストレスの多い環境で、養育者と安定した愛着関係を形成できず、
早期の思春期、早期かつ活発な性行動が発現し、大人になってからも短期的かつ不安定な人間関係
を持ち、子どもの養育にも熱心ではないとする発達経路である。人間は家庭内で、情緒的欲求が満
たされなかった場合、補償的に家庭外で求めようとするのではないかということである。このよう
な文脈では、早くに身体的思春期変化を経験し、二次性徴が発現することは、家庭内で満たされな
かった情緒的絆を他者との関係に求める場合に、有利に働くと考えられる。
それに対して、他方の発達経路は、援助的、応答的で良好な夫婦関係・家庭環境に育つことによ
り安定的な愛着関係を形成し、思春期変化や性行動も遅く、大人になってからは長期的で安定した
人間関係を形成し、子どもの養育行動にも熱心な経路である。社会的には望ましいとされるが、晩
熟の個々人の異性獲得には不利とも考えられる。
このような文脈では、各個人の初潮の時期は生理的な指標であるのみならず、心理･社会的な指
標とも考えられる。また初潮という思春期の変化の時期に、両親の社会・経済的地位、健康習慣、
また様々な環境変化と関連があることが示されている。言い換えれば、初潮は個人の発達指標であ
るとともに、様々な集団の平均初潮年齢は、各集団の発達環境や健康度の指標でもあることを示し
ていると考えられる。
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おわりに
発達加速現象の進行とともに、身体的思春期の低年齢化が進行してきたことは疑いないところで
ある。さらに近年は、体格の向上のない性成熟のみの低年齢化も進行したと考えられる。思春期到
来の時期が多様化し、同年齢でも多様な発達段階にあると考えられる。個人差が大きくなってきた
とも考えられる。
日常的には、思春期の子どもたちの変化をからかったり、自分を基準に比較したりしないことが
重要である。思春期は外見的には大人になりつつあるが、心は大人と子どもの間を行き戻りしてい
ると考えられる。周囲の人間の評価に過敏に反応しやすい時期でもある。
社会全体としては、子どもたちの発達環境の見直しと、健康教育が豊かな思春期への第一歩と考
えられる。また初潮や性成熟の時期の発達における意義や意味を深めるような研究が必要と考えら
れる。

文献
Belsky，J，Steinberg，L．Draper，P．(1991)Child experience，interpersonal development，
and reproductive strategy: An evolutionary theory of socialization．Child Development，62：647670．
日野林俊彦（2007）青年と発達加速、南

徹弘編「発達心理学」朝倉書店

文部科学省（2009）平成20年度学校保健統計調査報告書、国立印刷局
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ターナー症候群と思春期の性発達

横谷

進

国立成育医療研究センター内科系専門診療部

【思春期の性発達と性腺機能低下症】
男女の思春期に起こる身体的変化は、内分泌のしくみによって支えられている。すなわち、内分
泌腺と呼ばれる器官から血中に放出された微量物質（ホルモン）が標的器官に働いて、標的器官の
もつ機能を調節するしくみが内分泌系である。内分泌系の中心になるのが脳下垂体で、脳下垂体か
ら分泌される性腺刺激ホルモンは、性腺（女性の場合は卵巣、男性の場合は精巣）に働いて、性ホ
ルモン（女性では主に女性ホルモン、男性では主に男性ホルモン）を分泌させる。思春期に増加し
た女性ホルモンは、女子において、乳房発達、子宮発達・月経を起こさせる。男性ホルモンは、男
性において、陰茎腫大、陰嚢発達、陰毛・腋毛発生を起こさせる。思春期の骨に起こる成長促進、
骨成熟、骨塩量増加は、男女とともに主に女性ホルモンによっている。思春期年齢になる前は、性
腺刺激ホルモンの分泌はわずかであるが、思春期年齢に達すると、分泌が盛んになる。性腺刺激ホ
ルモンは、脳下垂体より上部にある視床下部から分泌されるホルモンによってコントロールされて
おり、このホルモンの増加が、性腺刺激ホルモン、性ホルモンの増加を通して思春期の身体的変化
を起こさせていると言える（図１）。
思春期の男女に起こる体表の性成熟の過程は、タナー（Tanner）分類によって評価できる。思春
期が始まる前を１度、完全な成熟を５度と表現する。乳房の２度は、乳輪が隆起するが乳房全体の
ふくらみはわずかである場合に定義される。この2度が思春期の始まりで、日本人では、平均9.5歳
で起こることが報告されている。男子の外陰部の性成熟のうち、精巣の腫大が最も早く起こり、腫
大の始まり（精巣容積が3.5mlないし４ml以上）は、平均11.5歳である。このように、思春期の始ま
りは男女で約２年の差がある。身長が最も急速に伸びる年齢も、女子11歳、男子13歳である。女子
では、初経年齢の平均（50％既潮率）は、12.2歳である。
このような思春期の身体兆候の現れる年齢には個人差がある。たとえば、乳房発達の始まり
（Tanner ２度）の年齢の分布を調べると、9.5歳を中心に、その前後に対称の広がりを示す正規分布
にきわめて近い分布を示すが、その標準偏差（SD）は、1.1歳である。9.5歳の前後2.2年（±２SD）、
すなわち7.3〜11.7歳の間には約95％の女子に乳房の発達が始まっていることになる。乳房２度の年
齢に限らず、初経年齢、最大成長速度の年齢など、男女の性成熟兆候の年齢はそれぞれ正規分布す
ると考えてよく、いずれもSDは約１年である。
このような性成熟の起こる範囲を超えて、性成熟の現れが遅れている場合を思春期遅発症と呼ん
でいる。思春期遅発症は、思春期が遅れて起こるだけで病気らしくないもの（狭義の思春期遅発症、
いわゆる体質性思春期遅発症）と、永続的に思春期の兆候が現れないもの（性腺機能低下症）に分
類される。後者の性腺機能低下症の中には、中枢性（性腺刺激ホルモンの低下）と、原発性（性腺
自体の異常による性ホルモンの低下）がある。中枢性には、生まれつきの原因によるものがあるが、
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脳腫瘍や小児がんの治療後の小児（小児がん経験者Childhood Cancer Survivors）に起こるのも少
なくなく、近年その重要性が増している。原発性では、女性にみられるターナー（Turner）症候群
と、男性にみられるクラインフェルター（Klinefelter）の頻度が高い（それぞれ、約2,000人に１人）
。
ここでは、女性の性腺機能低下症の代表として、ターナー症候群についてやや詳しく述べる。

【ターナー症候群】
ターナー症候群を一言で説明すれば、①身長が低く、②卵巣がよく働かないことが多く（月経が
始まらない割合は約80％）、③詳しく診察すると身体に小さな特徴（ターナー兆候）や、時に合併
症がある、しかし、④「ふつうの子」である。原因は、多くの女性では２本あるＸ染色体のうちの
１本の、全体か一部が欠失していることによる。通常は、遺伝によるものではなく、受精卵ができ
る前後の頃に、ある確率で偶然に起こるものである。
低身長に対しては、未治療の場合の成人身長が平均142cmほどであるのに対して、遅れずに成長
ホルモンを開始すれば平均148−149cmの身長に到達することができるようになった。
性腺機能低下（卵巣機能不全）のために、二次性徴（はじめに現れるはずなのは乳房の隆起）が
始まらないことが多いので、クラスメートからあまり遅れずに12−14歳（最近の欧米のガイドライ
ンではとくに理由がなければ12歳）で女性ホルモン（正しくは、卵胞ホルモン、または、エストロ
ゲンと呼ぶ）を少量から開始し、２年間ほどで成人量まで6−12か月ごとに段階的に増量する方法
が勧められている（図２）。この方法であれば、自然と同様の速さで二次性徴が進行する。また、
増量がゆっくりであるので、エストロゲンによる骨成熟の促進のために身長が低いままで成人にな
る心配も、しなくてよい。
ターナー症候群は、エストロゲンの補充療法や合併症の管理が成人後にも必要であるので、小児
科医や小児内分泌科医から成人診療医（内分泌科医等）にスムーズに移行（トランジション）する
ことが大切である。

【まとめ】
１．女子の思春期の性発達は、主に卵巣から分泌されるエストロゲンによる。
２．卵巣機能不全では、エストロゲンが不足するので、乳房発達などの二次性徴が起こらない。
３．ターナー症候群は、「小柄なふつうの女の子」であるが、多くの場合に卵巣機能不全を伴う。
４．思春期の卵巣機能不全の治療には、エストロゲン製剤を少量から段階的に増量する方法により、
クラスメートから遅れずに、ふつうの速さで二次性徴を進め、完成することができる。
５．ターナー症候群では、成人診療科への移行と一生の健康管理も大切である。
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図１．ホルモンによる性発達の調節

図２．少量からの段階的増量によるエストロゲン補充療法
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