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序　　　　　文

　当財団は設立後42年を迎えますが、設立以来その年度に行った研究助成の

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43号として、2019年度に行った指定課題研究（ 6 件）、自由課題研

究（10件）及びFGHR臨床研究（ 5 件）の報告書をまとめて刊行する運びと

なりました。これらの研究成果の中に、国際的に高く評価されるものが年々

増加しつつあることは喜ばしい限りです。

　本年報を通じて、2019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、2019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。

2020 年 10 月

公益財団法人 成長科学協会理事長

田中　敏章



凡　　　例

1． 内容は、当財団が 2019 年度に助成した指定課題研究（ 6 件）、自由
課題研究（10 件）、FGHR 臨床研究（ 5 件）、計 21 件につき、それぞ
れ助成対象者より提出された報告書を収載した。

2． 報告書を収載するにあたっては、前記の 3 項目の記載順とした。
 各項目内における記載順は、指定課題研究は当該年度の事業計画

に記載の順、自由課題研究及び FGHR 臨床研究は報告者の氏名の
五十音順である。

3． 助成対象者については、指定課題研究及び自由課題研究は当財団に
おいて設定した「研究助成事業に関する実施要領」に基づき、それ
ぞれ公募のうえ選考したものである。
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指定 01

「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」研究総括

	 主任研究者	 石井　智弘	 （慶應義塾大学医学部小児科学教室）
	 共同研究者	 横谷　進	 （福島県立医科大学ふくしま国際医療科学センター
	 	 	 	甲状腺・内分泌センター）
	 	 島津　章	 （草津総合病院先進医療センター）
	 	 松野　彰	 （帝京大学医学部脳神経外科）
	 	 濱崎　祐子	 （東邦大学医学部腎臓学講座）
	 	 村上　信行	 （獨協医科大学埼玉医療センター小児科）
	 	 西　美和	 （広島赤十字・原爆病院小児科）
	 	 羽二生　邦彦	（羽二生クリニック）
	 	 堀川　玲子	 （国立成育医療研究センター内分泌・代謝科）
	 	 依藤　亨	 （大阪市立総合医療センター小児代謝・内分泌内科）
	 	 棚橋　祐典	 （旭川医科大学小児科）
	 	 伊藤　純子	 （虎の門病院小児科）
	 	 田島　敏広	 （自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児科）
	 	 高野　幸路	 （北里大学医学部内分泌代謝内科学）
	 	 松井　克之	 （滋賀医科大学小児科学講座）
	 	 望月　貴博	 （希望の森成長発達クリニック）
	 	 高橋　裕	 （神戸大学大学院医学研究科糖尿病内分泌内科学）
	 	 長谷川　奉延	（慶應義塾大学医学部小児科学教室）

研究目的

　わが国における成長ホルモン（GH）分泌不全性低身長症、ターナー症候群、ヌーナン症候群、小
児慢性腎不全性低身長症、Prader-Willi 症候群、軟骨異栄養症、SGA 性低身長症、成人成長ホルモ
ン分泌不全症に対する GH 療法の治療効果、およびアドバースイベントを検討する。

研究成果

　本年度の研究のうち、特筆すべき 12 個の成果を以下にまとめる。
1.	 成長ホルモン分泌刺激試験における感度・特異度の研究（松井克之）
2.	 特発性 GHD の hGH 治療例の成人身長を規定する要因（羽二生邦彦・田中敏章・堀川玲子・横

谷進・長谷川奉延）
3.	 疾患特異的 iPS 細胞を用いた先天性下垂体形成不全の病態解明（高橋裕）
4.	 ターナー症候群の肥満指標の検討　BMI と体脂肪率の関係（伊藤純子）
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5.	 成長科学協会登録データを用いた Prader-Willi 症候群の成長ホルモン療法における疾患特異的
身長および体重 SDS の検討（棚橋祐典）

6.	 成長ホルモン療法中のプラダー・ウィリー症候群患者の骨密度：関連因子などについて（村上
信行）

7.	 SGA 性低身長症の成長ホルモン治療の投与量と治療反応性の検討（田島敏広）
8.	 小児腎移植後の成長ホルモン使用状況調査（濱崎祐子）
9.	 体質性発育遅延児の相対的思春期早発について（依藤亨）
10.	 女児の思春期開始時期（乳房 2 期）の LH・FSH の検討（望月貴博）
11.	 成人成長ホルモン分泌不全症患者に対する成長ホルモン治療のアドバースイベント（松野彰）
12.	 アドバースイベント報告（西美和）
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成長ホルモン分泌刺激試験における感度・特異度の研究

松井　克之
滋賀医科大学小児科学講座

目的

　真の成長ホルモン分泌不全症（GHD）を成長率低下があり GHD と診断され、GH 補充療法 1 年
後の成長率改善が良好の群とし、コントロール（SGA 性低身長）の各成長ホルモン分泌刺激試験の
データから ROC 曲線を作成し、GHD 診断のために適切なカットオフ値、およびそのときの感度と
特異度を求める（Pediatr	Endocrinol	Rev	2011;	9（Sup1）;	535 − 537 の方法）。

方法

1：	各成長ホルモン分泌刺激試験における感度・特異度の比較
2：	国際コンセンサスガイドライン	（GH	Research	 Society	 Consensus	 guidelines.	 JCEM	 2000;85:	

3990 − 3993）	で負荷試験施行が推奨される基準毎での真の GHD の割合
3：	真の GHD で治療開始年齢と成人身長の関連性
4：	真の GHD の IGF-1 や肥満度、（目標身長 SDS −治療開始前の SDS）等の特性の評価

結果・考察

　2000 年 1 月以降に初回申請した成長ホルモン分泌不全性低身長と SGA 性低身長の申請時および
継続時のデータを入手した。現在、解析できるようにデータを整理している。整理ができれば上記
の解析を開始する。



− 4 −

成長科学協会  研究年報  No. 43  2019

特発性 GHD の hGH 治療例の成人身長を規定する要因

羽二生　邦彦
羽二生クリニック
田中　敏章
たなか成長クリニック
堀川　玲子
国立成育医療研究センター内分泌・代謝科
横谷　進
福島県立医科大学ふくしま国際医療科学センター
長谷川　奉延
慶應義塾大学医学部小児科学教室

はじめに

　特発性成長ホルモン分泌不全性低身長（特発性 GHD）における、hGH 治療の初期の治療効果と
成人身長（adult	height;	AH）との関係について検討した。

対象と方法

　1986 年 3 月より hGH の治療を開始し、FAH に到達した男子 834 例、女子 569 例、総数 1,403 例
を対象とした。これらの症例のうち治療開始時の骨年齢が男子 11 歳未満、女子 9 歳未満の 546 症例
に限定した。開始時身長 SD は− 2SD 以下〜− 5SD 未満で、GH 分泌負荷試験は 2 個以上実施し、
2 個以上全てがリコンビナント GH 表示で 6ng/ml 以下、又は 2 個以上が 6ng/ml 以下で 1 個以上が
6ng/ml 以上の症例で治療年数は 3 年以上とした。成人身長は Bone	Age が男子 16.5 歳以上、女子	
15 歳以上 and/or Δ Ht<1cm の例とした。なお、蛋白同化ホルモン使用例、性腺抑制療法施行例及
び脳に器質性疾患を有する例は除外した。個々のデーターの学問的目的での使用に関しては FGS へ
の登録時に同意を得た。統計学的処理には Spearman の順位相関、Dunnet の multiple	 comparison
を用いた。

結果

1）	 表 1、表 2 に示す如く、AH を Upper	Quartile（上位 25%）、Lower	Quartile（下位 25%）及び
その中間に区分すると男女共に上位群のΔ Ht（0-1）、（0-2）、（0-3）及びΔ HtSDS（0-1）、（0-2）、

（0-3）は共に中間群や下位群より高値であった【女子のΔ Ht（0-1）の上位群と中間群を除く全
ての群で有意差あり】。又、これらの 6 個の要因と AH との間には有意な相関関係が認められた。

2）	 表 1、表 2 に示す様に中間群と下位群とのΔ Ht（0-1）に余り差がないにも拘らず、AH や
Total Δ HtSDS に明らかな差異が見られた。この理由として、男女の poor 群では治療開始時の
HtSDS が他の 2 群より低い事と男子では治療 4 年目以降、女子では治療 3 年目以降の伸びと成
長率の低下が考えられた（図 1-4）。
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結論

　hGH治療において、治療開始時のHtSDSと 1〜 3年の初期の治療効果がAHに重要と考えられた。

　表 1　男子Δ Ht & Δ HtSDS（0-1）、（0-2）、（0-3）と AH の相関

平均 ±
SD

SEM
平均 ±

SD
SEM

平均 ±
SD

SEM
平均 ±

SD
SEM

開始時身長
(n=413)

112.3 ±
10.6
0.5

113.0 ±
10.6
1.0

113.8 ±
10.0
0.7

108.8 ±
10.8
1.1

p=0.0002
*

R=0.1794

160.6 ±
6.3
0.3

167.6 ±
2.7
0.3

161.0 ±
2.0
0.1

152.6 ±
5.0
0.5

48.2 ±
11.2
0.6

54.7 ±
11.0
1.1

47.2 ±
10.1
0.7

43.8 ±
10.7
1.0

8.0 ±
2.0
0.1

8.9 ±
2.4
0.3

7.8 ±
1.6
0.1

7.7 ±
1.8
0.2

14.3 ±
2.9
0.2

15.8 ±
3.1
0.3

13.9 ±
2.4
0.2

13.6 ±
3.1
0.3

20.6 ±
4.0
0.2

22.8 ±
4.0
0.4

20.2 ±
3.3
0.3

19.2 ±
4.3
0.4

-3.06 ±
0.75
0.04

-2.96 ±
0.78
0.08

-2.92 ±
0.66
0.05

-3.43 ±
0.75
0.07

-1.66 ±
1.09
0.05

-0.45 ±
0.48
0.05

-1.58 ±
0.39
0.03

-3.00 ±
0.92
0.09

1.40 ±
1.10
0.05

2.50 ±
0.94
0.09

1.33 ±
0.67
0.05

0.43 ±
0.92
0.09

0.54 ±
0.34
0.02

0.67 ±
0.43
0.05

0.51 ±
0.29
0.02

0.49 ±
0.28
0.03

0.81 ±
0.48
0.03

1.00 ±
0.57
0.06

0.76 ±
0.40
0.03

0.73 ±
0.49
0.05

0.93 ±
0.64
0.03

1.22 ±
0.76
0.08

0.85 ±
0.51
0.04

0.80 ±
0.64
0.07ΔHtSDS(0-3) p=<.0001

*

R=0.2334
Dunnet vs 上位 p <.0001

*
p <.0001

*

ΔHtSDS(0-1)
(n=368)

p=<.0001
*

R=0.2513
Dunnet vs 上位 p = 0.0002

*
p = 0.0004

*

ΔHtSDS(0-2) p=<.0001
*

R=0.2060
Dunnet vs 上位 p = 0.0002

*
p = 0.0002

*

Total ΔHtSDS
(n=413)

p=<.0001
*

R=0.2935
Dunnet vs 上位

ΔHt(0-3)
(n=350)

p=<.0001
*

R=0.3729
Dunnet vs 上位 p <.0001

*
p <.0001

*

p=<.0001
*

R=0.2840
開始時身長SD
(n=413) vs 上位群

vs 中間群

- p = 0.8464

p <.0001
*

p <.0001
*

ΔHt(0-1)
(n=368)

p=<.0001
*

R=0.2935
Dunnet vs 上位 p <.0001

*
p <.0001

*

ΔHt(0-2)
(n=354)

p=<.0001
*

R=0.3253
Dunnet vs 上位 p <.0001

*
p <.0001

*

AH
(n=413)

-
Dunnet vs 上位 p <.0001

*
p <.0001

*

Total ΔHt
(n=413)

p=<.0001
*

R=0.3733
Dunnet vs 上位 p <.0001

*
p <.0001

*

表1 男子 ΔHt & ΔHtSDS (0-1)、(0-2)、(0-3)とAHの相関
AH

AHとの
相関係数

Total

Total 上位 中間 下位

p <.0001
*

- - p <.0001
*

AH SD
(n=413)

p=<.0001
*

R=0.9777

Dunnet vs 上位 p <.0001
*

p <.0001
*

vs 上位群 - p <.0001
*

p <.0001
*

vs 中間群 - - p <.0001
*
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　表 2　女子Δ Ht & Δ HtSDS（0-1）、（0-2）、（0-3）と AH の相

平均 ±
SD

SEM
平均 ±

SD
SEM

平均 ±
SD

SEM
平均 ±

SD
SEM

開始時身長
(n=133)

101.8 ±
8.9
0.8

103.1 ±
9.4
1.6

102.1 ±
8.4
1.0

99.9 ±
9.2
1.6

p=0.1178
R=0.1363

147.4 ±
5.9
0.5

154.6 ±
2.6
0.5

147.7 ±
2.0
0.3

139.8 ±
3.1
0.5

45.6 ±
9.9
0.9

51.5 ±
9.7
1.7

45.6 ±
8.4
1.0

39.9 ±
9.2
1.6

8.2 ±
2.1
0.2

9.0 ±
2.4
0.4

8.1 ±
1.8
0.2

7.6 ±
2.1
0.4

14.3 ±
2.9
0.3

16.0 ±
3.0
0.5

14.0 ±
2.7
0.4

13.2 ±
2.3
0.4

20.3 ±
3.6
0.3

22.3 ±
3.3
0.6

20.3 ±
3.1
0.4

18.4 ±
3.9
0.7

-3.23 ±
0.68
0.06

-3.08 ±
0.78
0.13

-3.14 ±
0.63
0.08

-3.56 ±
0.57
0.10

-1.91 ±
1.12
0.10

-0.56 ±
0.54
0.09

-1.86 ±
0.41
0.05

-3.35 ±
0.62
0.11

1.32 ±
1.10
0.10

2.52 ±
0.89
0.15

1.28 ±
0.60
0.07

0.21 ±
0.77
0.13

0.52 ±
0.35
0.03

0.68 ±
0.38
0.07

0.49 ±
0.29
0.04

0.44 ±
0.40
0.07

0.77 ±
0.51
0.05

1.03 ±
0.54
0.101

0.70 ±
0.45
0.06

0.63 ±
0.47
0.09

0.89 ±
0.59
0.06

1.17 ±
0.55
0.10

0.87 ±
0.50
0.07

0.66 ±
0.68
0.13

vs 中間群 - - p <.0001
*

開始時身長SD
(n=133)

AH SD
(n=133)

p=<.0001
*

p=<.0001
*

R=0.3512

vs 上位群 - p <.0001
*

p <.0001
*

vs 上位群 - p = 0.8417 p = 0.0056
*

vs 中間群 - - p = 0.0064
*

p=<.0001
*

R=0.9930

Dunnet vs 上位 p=<.0001
*

ΔHtSDS(0-2)
(n=111)

p=<.0001
*

R=0.286
Dunnet vs 上位 p=0.0075

*
p=0.0029

*

ΔHtSDS(0-3)
(n=113)

p=0.0002
*

R=0.3405
Dunnet vs 上位 p=0.0420

*
p=0.0014

*

Total ΔHtSDS
(n=133)

p=<.0001
*

R=0.8099
Dunnet vs 上位 p=<.0001

*
p=<.0001

*

ΔHtSDS(0-1)
(n=118)

p=0.0015
*

R=0.2887
Dunnet vs 上位 p=0.0306

*
p=0.0142

*

ΔHt(0-3)
(n=113)

p=<.0001
*

R=0.4406
Dunnet vs 上位 p=0.0208

*
p=<.0001

*

ΔHt(0-1)
(n=118)

p=0.0023
*

R=0.278
Dunnet vs 上位 p=0.0950 p=0.0121

*

ΔHt(0-2)
(n=111)

p=<.0001
*

R=0.3979
Dunnet vs 上位 p=0.0031

*
p=0.0002

*

AH
(n=133)

-
Dunnet vs 上位 p=<.0001

*
p=<.0001

*

Total ΔHt
(n=133)

p=<.0001
*

R=0.4236
Dunnet vs 上位 p=0.0042

*
p=<.0001

*

表2 女子 ΔHt & ΔHtSDS (0-1)、(0-2)、(0-3)とAHの相関
AH

AHとの
相関係数

Total

Total 上位 中間 下位
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　図 1　男子　治療期間・AH ランク別Δ Ht まとめ

　図 2　男子　治療期間・AH ランク別Δ HtSDS まとめ
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　図 3　女子　治療期間・AH ランク別Δ Ht まとめ

　図 4　女子　治療期間・AH ランク別Δ HtSDS まとめ
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疾患特異的 iPS 細胞を用いた先天性下垂体形成不全の病態解明

高橋　裕
神戸大学大学院医学研究科糖尿病内分泌内科学

目的

　先天性下垂体形成不全の 80-90％の原因は不明である。一部に転写因子PROP1、HESX1、LHX3、
LHX4、GLI2 などの遺伝子変異が報告されているにすぎない。また近年、iPS 細胞から下垂体 / 視
床下部への分化誘導法も報告されている。本研究の目的は、先天性下垂体形成不全の原因および病
態を解明することである。

方法

　本研究では、エクソーム解析と疾患特異的 iPS 細胞を用いたin	vitro モデルの病態解析を行った。

結果

　先天性下垂体形成不全患者のエクソーム解析により、転写因子OTX2 遺伝子異常を同定した。さ
らに疾患 iPS 細胞のin	 vitro 下垂体分化モデルを用いた解析から、OTX2 は下垂体発生過程におい
て視床下部に発現し、視床下部の増殖因子のシグナルを調節し、口腔外胚葉の転写因子の発現を上
昇させることで下垂体発生を促すことを明らかにした（3-2.	添付論文参照）。
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3-2. 添付論文

Congenital pituitary hypoplasia model

demonstrates hypothalamic OTX2 regulation of

pituitary progenitor cells

Ryusaku Matsumoto, … , Wataru Ogawa, Yutaka Takahashi

J Clin Invest. 2019. https://doi.org/10.1172/JCI127378.

  

Graphical abstract

Research Article Development Endocrinology

Find the latest version:

https://jci.me/127378/pdf
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Introduction
Anterior pituitary develops from the oral ectoderm in contact 
with the adjacent hypothalamus progenitor. Although interaction 
between hypothalamus and oral ectoderm is supposed to play a 
crucial role in this process, the underlying mechanisms are not fully 
understood. This process includes a complex cascade of transcrip-
tion factors and signaling molecules regulated by various growth/
differentiation factors (1, 2), including bone morphogenetic protein 
4 (BMP4), sonic hedgehog (SHH), fibroblast growth factors (FGFs) 
8 and 10, and Wnt5a. Congenital hypopituitarism is a multifactorial 
disorder that is usually associated with pituitary hypoplasia (3). So 
far, genetic studies in individuals with congenital hypopituitarism 
have revealed pathogenic mutations mainly in the genes encoding 
transcription factors, including POU1F1, PROP1, HESX1, LHX3, 
LHX4, OTX2, GLI2, SOX2, and SOX3 (4). These mutations demon-
strate solely pituitary hormonal defects or syndromic pituitary 
hypoplasia generally involved in midline structural abnormalities. 

Knockout mouse studies of these genes have demonstrated their 
roles in pituitary development; however, phenotypes of knockout 
mice were not necessarily identical to that of humans with delete-
rious mutations in the same gene (5, 6). Especially in humans, the 
precise underlying mechanisms remain largely unknown, owing to 
the lack of a human pituitary developmental model.

Orthodenticle homeobox 2 (OTX2) plays an important role 
in the development of forebrain, eye, and pituitary (7–9). OTX2 
mutations cause congenital pituitary hypoplasia (CPH) and hypo-
pituitarism with a variable severity (10, 11). In addition, eye mal-
formation, such as anophthalmia and microphthalmia, is often 
observed (12). It has been shown that OTX2 is expressed in both 
oral ectoderm and hypothalamus (13). OTX2 protein binds to the 
promoters of HESX1 and POU1F1, which are expressed in oral 
ectoderm and required for pituitary development, and direct-
ly upregulates their expression (11, 12, 14), suggesting the role 
of OTX2 expressed in the oral ectoderm. On the other hand, it 
has been shown that not oral ectoderm-specific but hypothala-
mus-specific Otx2-deficient mice exhibited impaired anterior 
pituitary development, suggesting that the OTX2 expressed in the 
hypothalamus plays an important role in pituitary development 
(15, 16); however, the precise underlying mechanisms, especially 
in humans, remain unclear.

Pituitary develops from oral ectoderm in contact with adjacent ventral hypothalamus. Impairment in this process results in 
congenital pituitary hypoplasia (CPH); however, there have been no human disease models for CPH thus far, prohibiting the 
elucidation of the underlying mechanisms. In this study, we established a disease model of CPH using patient-derived induced 
pluripotent stem cells (iPSCs) and 3D organoid technique, in which oral ectoderm and hypothalamus develop simultaneously. 
Interestingly, patient iPSCs with a heterozygous mutation in the orthodenticle homeobox 2 (OTX2) gene showed increased 
apoptosis in the pituitary progenitor cells, and the differentiation into pituitary hormone–producing cells was severely 
impaired. As an underlying mechanism, OTX2 in hypothalamus, not in oral ectoderm, was essential for progenitor cell 
maintenance by regulating LHX3 expression in oral ectoderm via FGF10 expression in the hypothalamus. Convincingly, the 
phenotype was reversed by the correction of the mutation, and the haploinsufficiency of OTX2 in control iPSCs revealed 
a similar phenotype, demonstrating that this mutation was responsible. Thus, we established an iPSC-based congenital 
pituitary disease model, which recapitulated interaction between hypothalamus and oral ectoderm and demonstrated the 
essential role of hypothalamic OTX2.

Congenital pituitary hypoplasia model demonstrates 
hypothalamic OTX2 regulation of pituitary progenitor cells
Ryusaku Matsumoto,1,2,3 Hidetaka Suga,4 Takashi Aoi,2,3 Hironori Bando,1 Hidenori Fukuoka,5 Genzo Iguchi,5,6,7 Satoshi Narumi,8,9 
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did not show any apparent malformation in the eyes or brain. She 
exhibited growth retardation soon after birth, suggesting the pres-
ence of congenital growth hormone (GH) deficiency. At the age of 
3 years, she was diagnosed with pan-hypopituitarism associated 
with pituitary hypoplasia. She was treated with pituitary hormone 
replacement therapy, including hydrocortisone, thyroxine, GH, 
and Kaufmann’s treatment. MRI of pituitary exhibited a severely 
hypomorphic pituitary (Figure 1A). The provocative test for ante-
rior pituitary hormones revealed the presence of pan-hypopitu-
itarism (Supplemental Table 1; supplemental material available 
online with this article; https://doi.org/10.1172/JCI127378DS1). 
Exome sequencing analysis of genomic DNA revealed a hetero-
zygous variant (p.R127W; NCBI NP_068374) in OTX2 (Figure 1B), 
and no other mutations were found in the known genes associated 
with pituitary hypoplasia. The variant was present in none of the 
mutation/polymorphism databases we searched, including the 
Human Gene Mutation Database, the Genome Aggregation Data-
base (gnomAD), 1000 Genomes Projects, and dbSNP147 (NCBI). 
The Arg127 residue is evolutionarily conserved among the ver-
tebrates. This variant was located in the nuclear retention signal 
(7), which is a hot spot for the mutations (refs. 10, 24, and Figure 
1C), suggesting that this mutation is responsible for the disease 
and nuclear translocation of the mutant OTX2 may be impaired. 
Indeed, in contrast to wild-type OTX2, which localized in the 
nucleus, R127W-OTX2 showed impairment of nuclear translo-
cation that is essential for the function of transcription factors 

Human induced pluripotent stem cells (iPSCs) are promising 
tools for studying the process of human organ development and 
its disorders (17). Thus far, various organs have been induced from 
iPSCs in vitro, and disease models for genetic disorders have been 
successfully created (18). Recently, in vitro differentiation of ante-
rior pituitary from pluripotent stem cells has been established. 
Studer et al. reported a 2-dimensional culture method in which 
functional anterior pituitary cells were induced with high efficien-
cy in a short period (19, 20). Suga et al. reported a 3-dimension-
al method (21, 22). This method allowed induction of both the 
oral ectoderm and hypothalamus progenitor simultaneously and 
recapitulates the interaction between these tissues in vitro, which 
leads to anterior pituitary self-organization (23). This method is 
considered more suitable for analysis of the pathogenesis of the 
disease involved in the impairment of interaction between the 
hypothalamus and pituitary. Nevertheless, there have been no 
reports on disease models of human pituitary disorders. Here, we 
established a disease model of CPH using patient-derived iPSCs, 
which helped to reveal the role of hypothalamic OTX2 and the 
underlying mechanisms in pituitary development.

Results
Patient with CPH harbors OTX2 mutation. A 23-year-old woman 
was referred to our hospital for endocrinological examinations. She 
was born from healthy non-consanguineous parents at gestation-
al age 41 weeks after an uneventful pregnancy and delivery. She 

Figure 1. Patient characteristics 
and detection of a mutation in 
OTX2. (A) MRI of the patient. She 
showed severe pituitary hypopla-
sia. There were no signs of ectopic 
posterior pituitary and septo-optic 
dysplasia. (B) Sanger sequence 
revealed a heterozygous mutation 
in OTX2 (R127W). (C) The localiza-
tion of the mutation in OTX2 and 
mutations previously reported in 
patients with CPH. There is a hot 
spot in the nuclear retention signal 
(NRS) region. HD, homeodomain. 
(D) Wild-type and mutant OTX2 
were expressed in HEK293T cells. 
The mutant OTX2 exhibited an 
impaired nuclear localization. (E) 
Quantitative analysis of nucle-
ar localization of wild-type and 
mutant OTX2. The line within the 
box indicates the median, the edge 
of the box represents the first and 
third quartiles, and the whiskers are 
the range of data excluding outliers; 
n = 20 per group. ***P < 0.001, 
Wilcoxon rank-sum test.
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Figure 2. Establishment of patient-derived iPSCs and induction into the pituitary and hypothalamus in vitro. (A) Characterization of established patient-derived 
iPSCs. Phase-contrast image and immunostaining for the undifferentiated markers. ALP, alkaline phosphatase. (B) Immunostaining of the cell aggregates (day 40). 
The inside of the aggregates corresponded to the hypothalamus progenitor (RX+ and NKX2.1+). The outside layer of the aggregates, indicated by dashed lines, corre-
sponded to the oral ectoderm, which is the pituitary origin (PITX1+ and E-cadherin+). (C) Immunostaining of the cell aggregates at day 100. Control-iPSCs differenti-
ated into ACTH- and GH-producing cells. OTX2mut-iPSCs did not show pituitary hormone–producing cells. (D and E) Secretion of pituitary hormones into the culture 
medium. Representative data from 3 independent experiments are shown. Control-iPSCs secreted a substantial amount of ACTH (D) or GH (E) and responded to 
CRH or GHRH stimulation, respectively. In contrast, OTX2mut-iPSCs showed scant secretion of ACTH and GH with or without the stimulation. The line within the box 
indicates the median, the edge of the box represents the first and third quartiles, and the whiskers are the range of data; n = 3 per group. *P < 0.05, Kruskal-Wallis 
test (ACTH without CRH, χ2 = 13.7, degrees of freedom [df] = 5, P = 0.02; ACTH with CRH, χ2 =12.8, df = 5, P =0.03; GH without GHRH, χ2 = 15.3, df = 5, P < 0.01; GH with 
GHRH, χ2 = 14.6, df = 5, P = 0.01) followed by post hoc Shirley-Williams test. Post hoc comparison with control-iPSCs no. 1 (far left) is presented. O, oral ectoderm; H, 
hypothalamus progenitor. Scale bars without numbers: 100 μm.
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staining clearly demonstrated a lack of LHX3 expression in the 
oral ectoderm layer derived from OTX2mut-iPSCs (Figure 3C and 
Supplemental Figure 2C). In addition, the thickness of oral ecto-
derm was obviously decreased (Figure 3C and Supplemental Fig-
ure 2C). These data indicated that the induction of pituitary pro-
genitor cells (LHX3+) from oral ectoderm (PITX1+, E-cadherin+) 
was impaired in OTX2mut-iPSCs.

It has been previously reported that mutations in LHX3 cause 
pituitary hypoplasia with variable severity of pituitary dysfunc-
tion, from isolated GH deficiency to combined pituitary hormone 
deficiency (26). LHX3 plays an essential role in the cell expansion 
of pituitary progenitor cells, and Lhx3-knockout mice exhibited 
enhanced apoptosis in the pituitary progenitor cells (6, 27, 28). 
We then analyzed cell proliferation and apoptotic markers. Simi-
lar to the results from Lhx3-knockout mice, although the number 
of Ki-67+ cells was not different (Figure 3, D and E), the number 
of apoptotic cells defined as cleaved caspase-3–positive cells was 
significantly increased in OTX2mut-iPSCs compared with control- 
iPSCs (Figure 3, F and G). Taken together, these data suggested 
that impaired expression of LHX3 caused enhanced apoptosis in 
the pituitary progenitor cells and resulted in impaired pituitary 
development in OTX2mut-iPSCs. Also, the phenotype of the patient 
can be explained by the decreased expression in LHX3.

It has been reported that the promoter region of OTX2 pos-
sesses OTX2-binding consensus sites, suggesting the presence of 
auto-positive feedback (29, 30). To further understand the mech-
anisms, we examined OTX2 mRNA expression level. Quantitative 
RT-PCR demonstrated that the OTX2 expression level decreased 
in OTX2mut-iPSCs (Supplemental Figure 3A), suggesting auto-pos-
itive feedback of OTX2 and that the loss-of-function mutation also 
affected the OTX2 expression.

Because all 3 control-iPSC lines and 3 OTX2mut-iPSC lines 
consistently demonstrated similar phenotypes (Supplemen-
tal Figure 2, C and D, and Supplemental Figure 3, B and C), we 
mainly used control-iPSC line no. 1 and OTX2mut-iPSC line no. 1 
for subsequent experiments.

Impaired function of hypothalamic OTX2 was responsible for 
LHX3 expression. It has been previously reported that OTX2 is 
expressed in both oral ectoderm and hypothalamus during mouse 
development (13). Indeed, OTX2 was expressed in both oral ecto-
derm (outer layer) and hypothalamus (inside the aggregates) in 
the iPSC-derived tissue (Supplemental Figure 4A). Interesting-
ly, OTX2 localized almost exclusively in the nucleus in control- 
iPSCs; however, it localized also in cytosol in OTX2mut-iPSCs 
(Supplemental Figure 4A). It has also been reported that OTX2 
expression in hypothalamus is required for anterior pituitary 
development (15) and that some patients with OTX2 mutation 
demonstrated a deficiency in both anterior and posterior pituitary 
lobes (31). To evaluate OTX2 expression in oral ectoderm and 
hypothalamus in the organoid tissues, we separated the cells in 
oral ectoderm and hypothalamus by FACS using anti–E-cadherin 
(oral ectoderm marker) antibody (Figure 4A and Supplemental 
Figure 4, B and C) and performed quantitative RT-PCR for OTX2. 
The expression level of OTX2 was obviously predominant in 
hypothalamus compared with oral ectoderm (Figure 4B). These 
data suggested that hypothalamic OTX2 might play a pivotal role 
in anterior pituitary development.

(Figure 1, D and E). Because it has been previously reported that 
mutations in OTX2 are associated with pituitary hypoplasia, these 
data strongly suggested that this variant was a disease-causing 
mutation. We then explored the detailed underlying mechanisms 
using patient-derived iPSCs.

Patient-derived iPSCs showed impaired differentiation into pitu-
itary. To establish patient-derived iPSCs, peripheral leukocytes of 
the patient were reprogrammed using episomal vectors as previ-
ously described (25). We established 3 iPSC lines (OTX2mut-iPSCs 
no. 1–3), and all of them showed embryonic stem cell–like mor-
phology (Figure 2A) with normal karyotypes (Supplemental Figure 
1A) and retained the mutation in OTX2 (Supplemental Figure 1B). 
These cells expressed undifferentiated markers (Figure 2A and 
Supplemental Figure 1, C and D) and were able to differentiate 
into 3 germ layers in vitro (Supplemental Figure 1, E–G), indicating 
that these cells were pluripotent.

We then compared the ability of the 3 lines of OTX2mut-iP-
SCs (no. 1–3) versus 3 lines of healthy control–derived iPSC lines 
(control-iPSCs no. 1–3) to differentiate into the pituitary using 
a 3D organoid culture method, in which the oral ectoderm and 
hypothalamus simultaneously developed in vitro as previously 
described (Supplemental Figure 2, A and B, and ref. 22). In this 
method, inside of the cell, aggregates differentiate into the hypo-
thalamic progenitor, and the outer layer of the aggregates differen-
tiate into the oral ectoderm that develops to anterior pituitary. At 
day 40, immunostaining showed that both control- and OTX2mut- 
iPSCs expressed the hypothalamic markers RX and NKX2.1 and 
the oral ectoderm markers PITX1 and E-cadherin in a similar 
fashion (Figure 2B). The other 2 lines demonstrated similar results 
(Supplemental Figure 2C), indicating that the initial step of differ-
entiation into pituitary was followed by both control-iPSCs and 
OTX2mut-iPSCs in a similar fashion. After long-term culture for 
100 days, control-iPSCs differentiated into adrenocorticotropic 
hormone–producing (ACTH-producing) and GH-producing cells 
(Figure 2C and Supplemental Figure 2D), consistent with a previ-
ous report (22); however, OTX2mut-iPSCs did not give rise to these 
hormone-producing cells (Figure 2C and Supplemental Figure 
2D). We further examined the ability to secrete hormones and the 
response to releasing of hormones (corticotropin-releasing hor-
mone [CRH] and growth hormone–releasing hormone [GHRH]). 
Control-iPSC–derived cell aggregates secreted ACTH and GH 
in the basal status and responded to CRH and GHRH (Figure 2, 
D and E). However, in line with the results of immunostaining, 
ACTH and GH concentrations in the media were significantly low-
er in OTX2mut-iPSC–derived than in control-iPSC–derived tissues, 
and responsiveness to the releasing hormones was also signifi-
cantly impaired (Figure 2, D and E). These results clearly demon-
strated that the ability of OTX2mut-iPSCs to differentiate into the 
anterior pituitary was severely impaired.

To investigate the precise underlying mechanisms and which 
process was disrupted, we performed quantitative reverse tran-
scriptase PCR (RT-PCR) for representative markers of the devel-
opmental process (Figure 3A) using mRNA extracted from the 
aggregates at days 0, 20, and 40. Although there were no obvi-
ous differences in the expression of HESX1, SIX1, and PITX1, the 
expression of LHX3 was significantly decreased in OTX2mut-iPSCs 
(Figure 3B). In line with the results of mRNA analysis, immuno-
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Figure 3. Reduced expression of LHX3 and increased number of apoptotic cells in the oral ectoderm in OTX2mut-iPSCs. (A) Stage-specific transcription fac-
tors during pituitary differentiation in mouse development. (B) Quantitative RT-PCR analysis for representative markers of different developmental stages: 
non-neural placode, HESX1 and SIX1; oral ectoderm, PITX1; and pituitary progenitor, LHX3. Pituitary progenitor marker (LHX3) was significantly downregu-
lated in OTX2mut-iPSCs at day 40. Representative data from 2 independent experiments are shown. Data show mean ± SEM; n = 3 per group. ***P < 0.001, 
Student’s t test (unpaired, 2-tailed). (C) LHX3 expression in oral ectoderm (indicated by dashed lines) was impaired in OTX2mut-iPSCs. Immunostaining at day 
40. (D and E) Cell proliferation was evaluated by Ki-67 immunostaining. No significant difference in the number of Ki-67+ and E-cadherin+ cells was observed. 
Immunostaining at day 40. Representative data from 3 independent experiments are shown. Data show mean ± SEM; n = 3 per group; 1-way ANOVA (F 
= 0.22, df = 5, P = 0.95). (F and G) Abundance of apoptotic cells was evaluated by cleaved caspase-3 immunostaining. The number of apoptotic cells was 
significantly increased in oral ectoderm (E-cadherin+) derived from OTX2mut-iPSCs. Immunostaining at day 40. Representative data from 3 independent 
experiments are shown. Data show mean ± SEM; n = 3 per group. ***P < 0.001, 1-way ANOVA (F = 25.9, df = 5, P < 0.001) followed by post hoc Dunnett’s 
test. Post hoc comparison with control-iPSCs no. 1 (far left) is presented. O, oral ectoderm; H, hypothalamus progenitor. Scale bars: 100 μm.
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To clarify which OTX2 expressed in the oral ectoderm or the 
hypothalamus plays an essential role in the development of pitu-
itary, we performed a chimera formation experiment using control- 
and OTX2mut-iPSCs. We cocultured GFP-labeled control-iPSCs 
(Figure 4C and Supplemental Figure 5, A–C) and OTX2mut- iPSCs, 
and induced differentiation (Figure 4C). These culture conditions 
successfully developed the pituitary and hypothalamus with a 
mosaic formation (Figure 4C and Supplemental Figure 5D). Inter-
estingly, when the OTX2mut-iPSC–derived oral ectoderm coupled 
with control-iPSC–derived hypothalamus, LHX3 expression was 
restored in OTX2mut-iPSCs (Figure 4D and Supplemental Fig-
ure 5E). In contrast, when coupled with OTX2mut-iPSC–derived 
hypothalamus, even control-iPSC–derived oral ectoderm showed 
diminished LHX3 expression, clearly indicating that hypothalamic 
OTX2 is essential for the LHX3 expression in the oral ectoderm 
(Figure 4D). These data indicated that control-iPSC–derived hypo-
thalamus rescued LHX3 expression in OTX2mut-iPSC–derived oral 
ectoderm, suggesting that some factors present in hypothalamus 
required for the differentiation of pituitary progenitor cells might 
be absent in OTX2mut-iPSC–derived tissue.

Roles of FGFs from hypothalamus in pituitary development. 
During pituitary development, several growth/differentiation fac-
tors, including BMP4, FGF8, FGF10, SHH, and WNT5a, from sur-
rounding tissues including hypothalamus play an essential role (32). 
Among them, close interaction between OTX2 and FGF has been 
reported previously. Otx2 regulates Fgf expression and plays an 
important role in early brain regionalization (33, 34). On the other 
hand, inhibition of FGF signaling upregulates OTX2 expression in 
human embryonic stem (ES) cells (35). In addition, hypothalamic 
Shh and Fgf signaling is required for the cell specification of Lhx3+ 
pituitary progenitor cells (36, 37). Therefore, we explored whether 

these signals were altered in OTX2mut-iPSCs, especially focusing 
on FGF and SHH signals. We evaluated these signals by immuno-
staining for FGF8, FGF10, SHH, and GLI1 and quantitative RT-PCR 
for ID1 (a readout of BMP signal), FGF8, FGF10, SHH, GLI1, GLI2 
(readouts of SHH signal), and AXIN2 (a readout of WNT signal) 
in control- and OTX2mut-iPSCs. Whereas expression levels of ID1, 
SHH, GLI1, GLI2, and AXIN2 were not significantly different 
between control- and OTX2mut-iPSCs (Supplemental Figure 6, A 
and B), expression of both FGF8 and FGF10 significantly decreased 
in OTX2mut- iPSCs (Figure 4, E and F, and Supplemental Figure 3D). 
In addition, FGF8 and FGF10 were expressed predominantly in 
hypothalamus compared with oral ectoderm (Supplemental Figure 
7A), suggesting the importance of the expression in hypothalamus.

To investigate the role of FGFs in this pituitary developmental 
model, we treated control-iPSCs with FGF receptor inhibitor (PD-
173074). Inhibition of FGF signaling using PD-173074 significant-
ly decreased LHX3 expression in the oral ectoderm derived from 
control-iPSCs at the mRNA (Supplemental Figure 7B) and protein 
levels (Supplemental Figure 7C). In addition, induction into pitu-
itary hormone–producing cells was disrupted by PD-173074 treat-
ment (Supplemental Figure 7D). To clarify which FGF plays an 
essential role in this process, we performed a rescue experiment. 
Addition of recombinant FGF8 into the culture media did not res-
cue the LHX3 expression (Figure 4G), although FGF8 increased 
the thickness of oral ectoderm (Figure 4H and Supplemental Fig-
ure 7E). However, in contrast to FGF8, addition of recombinant 
FGF10 clearly restored the LHX3 expression in the oral ectoderm 
derived from OTX2mut-iPSCs at the mRNA (Figure 4G) and protein 
levels (Figure 4H). Compatible with these results, FGF10 immu-
nostaining of chimeric aggregates demonstrated that FGF10 was 
mainly expressed in the control-iPSC–derived hypothalamus 
region (GFP+) (Supplemental Figure 7F), supporting the hypoth-
esis that FGF10 expressed in GFP+ control-iPSC–derived hypo-
thalamus rescued the LHX3 expression in OTX2mut-iPSCs. Taken 
together, these results indicated that OTX2-dependent expression 
of FGF10 in hypothalamus plays an essential role in LHX3 expres-
sion in the pituitary progenitor cells.

CRISPR/Cas9–based gene correction of the mutation in OTX2 
and deletion of OTX2. To verify that the mutation in OTX2 was 
responsible for the impaired phenotype of iPSCs and for the dis-
ease pathogenesis, we repaired the mutation in OTX2 using CRIS-
PR/Cas9 genome editing in OTX2mut-iPSCs (Supplemental Figure 
8A). Two established cell lines (no. 1 and no. 2) retained ES cell–
like morphology (Supplemental Figure 8B). We then characterized 
the ability of these cells to differentiate into pituitary. Compared 
with the parental OTX2mut-iPSCs, OTX2mut-repaired-iPSCs demon-
strated a restoration of LHX3 expression during the pituitary dif-
ferentiation (Figure 5, A and B). The expression of FGF8, FGF10, 
and OTX2 (Figure 5C and Supplemental Figure 8, C, E, and F) was 
increased. The number of apoptotic cells in oral ectoderm were 
significantly decreased by the correction (Supplemental Figure 
8D). Furthermore, production of ACTH and GH was also restored 
(Figure 5D), and OTX2mut-repaired-iPSCs showed a response to the 
releasing hormones (CRH and GHRH) (Figure 5, E and F), demon-
strating an ability to differentiate into the pituitary similar to that 
of control-iPSCs. These results clearly indicated that the mutation 
in OTX2 was responsible for the impaired pituitary development.

Figure 4. Decreased expression of hypothalamic FGF10 was responsible 
for the impairment of LHX3 expression in OTX2mut-iPSCs. (A) Flow cytom-
etry analysis for E-cadherin in control-iPSC–derived aggregates (day 16). 
FACS-sorted E-cadherin– and E-cadherin+ cells were defined as hypothala-
mus and oral ectoderm cells, respectively. (B) Quantitative RT-PCR of OTX2 
in FACS-sorted hypothalamus and oral ectoderm (day 16–30). OTX2 expres-
sion was higher in hypothalamus than in oral ectoderm. Data show mean 
± SEM; n = 3 per group. **P < 0.01, Student’s t test (unpaired, 2-tailed). 
(C) Coculture of GFP-labeled control-iPSCs and OTX2mut-iPSCs produced 
chimeric aggregates. (D) The chimeric aggregates were induced for pituitary 
differentiation. We observed 4 combinations of hypothalamus and oral 
ectoderm according to the origin. The LHX3 expression in oral ectoderm 
was observed only in the presence of control-iPSC–derived hypothalamus. 
(E and F) Quantitative RT-PCR and immunostaining of FGF8 and FGF10 in 
iPSC-derived tissues. The expression of FGF8 and FGF10 was decreased at 
both the mRNA and the protein level in the hypothalamus of OTX2mut-iP-
SCs (day 40). Representative data from 2 independent experiments are 
shown. Data show mean ± SEM; n = 3 per group. *P < 0.05, Student’s t test 
(unpaired, 2-tailed). (G and H) Quantitative RT-PCR and immunostaining of 
LHX3 in iPSC-derived tissue treated with or without recombinant FGF8 and 
FGF10. FGF8 (100 ng/mL) and/or FGF10 (50 ng/mL) were added in culture 
medium from day 9 to day 40. Not FGF8 but FGF10 treatment restored 
LHX3 expression in OTX2mut-iPSC–derived oral ectoderm at both the mRNA 
and the protein level (day 40). Representative data from 2 independent 
experiments are shown. Data show mean ± SEM; n = 3 per group. *P < 0.05, 
1-way ANOVA (F = 7.67, df = 3, P < 0.01) followed by post hoc Dunnett’s test. 
Post hoc comparison with control-iPSCs no. 1 (far left) is presented. O, oral 
ectoderm; H, hypothalamus progenitor. Scale bars: 100 μm.
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Figure 5. CRISPR/Cas9–based correction of the mutation in OTX2 restored the phenotype of OTX2mut-iPSCs. (A) Quantitative RT-PCR for LHX3 mRNA 
expression in OTX2mut-iPSCs and OTX2mut-repaired-iPSCs at day 40. Representative data from 4 independent experiments are shown. The line within the 
box indicates the median, the edge of the box represents the first and third quartiles, and the whiskers are the range of data excluding outliers; n = 7 per 
group. **P < 0.01, Kruskal-Wallis test (χ2 = 16.8, df = 2, P < 0.001) followed by post hoc Steel’s test. Post hoc comparison with OTX2mut-iPSCs (far left) is 
presented. (B) Immunostaining of OTX2mut- and OTX2mut -repaired-iPSCs. OTX2mut-repaired-iPSCs restored LHX3 expression in oral ectoderm (indicated with 
dashed lines) (at day 40). (C) FGF10 expression in the hypothalamus was restored in OTX2mut-repaired-iPSCs (at day 40). (D) The induction of ACTH- and 
GH-producing cells was restored in OTX2mut-repaired-iPSCs (at day 100). (E and F) The ability to secrete hormones and the response to releasing hormones 
were restored in OTX2mut-repaired-iPSCs at day 100. Representative data from 4 independent experiments are shown. The line within the box indicates the 
median, the edge of the box represents the first and third quartiles, and the whiskers are the range of data excluding outliers; n = 7 per group for ACTH, n = 
4 per group for GH;. *P < 0.05, **P < 0.01, Kruskal-Wallis test (ACTH without CRH, χ2 = 15.0, df = 2, P < 0.001; ACTH with CRH, χ2 = 14.0, df = 2, P < 0.001; GH 
without GHRH, χ2 = 8.34, df = 2, P = 0.015; GH with GHRH, χ2 = 7.54, df = 2, P = 0.023) followed by post hoc Steel’s test. Post hoc comparison with OTX2mut-iP-
SCs (far left) is presented. O, oral ectoderm; H, hypothalamus progenitor. Scale bars: 100 μm.
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in pituitary progenitor cells (Figure 6F). Furthermore, we showed 
that mutation in OTX2 was responsible for the occurrence of CPH 
using mutation-repaired patient-derived iPSCs. In some patients 
with OTX2 mutation, eye and craniofacial defects are observed with 
pituitary defect (4). These data suggest that the pituitary defect may 
be attributable not to intrinsic defect but to structural defect includ-
ing hypothalamus. However, our results suggested that the OTX2/
FGF10/LHX3 pathway also plays an important role in pituitary devel-
opment, although the pituitary hypoplasia in the patient might be 
attributable in part to a secondary effect of structural defect.

In this study, we showed that the model for CPH based on 
patient-derived iPSCs is useful for analyzing the underlying mech-
anisms of the disease. This method enabled in vitro pituitary and 
hypothalamus self-organization along with essential interaction of 
these tissues, which recapitulates pituitary developmental process. 
Although many knockout mouse models have been previously 
used for understanding pathogenesis (5), there have been substan-
tial species differences in terms of mode of inheritance and phe-
notypes (6), and sometimes it is difficult to elucidate the detailed 
mechanisms. During genetic analyses in humans, most of the 
patients do not reveal any plausible mutations (4), and even if the 
candidate gene variant is identified, it would be difficult to prove 
that the mutation was responsible for the disease in many cases 
(38). In addition, many CPH patients demonstrate sporadic onset, 
low penetration, and variable phenotypes with the same muta-
tion. Although polygenic inheritance may explain its pathogene-
sis (39, 40), as has been previously shown in Kallman syndrome 
(41), it would be difficult to prove the precise pathogenesis. Our 
model using patient-derived iPSCs has several advantages. First, 
patient-derived iPSCs maintain all the gene variants, and theoreti-
cally, it is possible to prove which variant is responsible. Second, it 
is easy to identify which step in the pituitary development process 
is impaired and to intervene during the differentiation process to 
clarify the underlying mechanisms. Third, the hypothalamic-pitu-
itary interaction during the development process that is essential 
for pituitary organogenesis can be recapitulated using this method. 
Finally, there are no species differences when analyzing a human 
disease. In this regard, an in vitro pituitary differentiation model 
based on patient-derived iPSCs is a promising tool in this field.

Interaction between oral ectoderm and hypothalamus progen-
itor is essential for embryonic pituitary development (32). In partic-
ular, factors from hypothalamus and surrounding tissues including 
BMP4, SHH, FGF8, FGF10, and WNT5a play a pivotal role (36, 37, 
42). For example, it has been reported that SHH, FGF8, and FGF10 
from hypothalamus synergistically upregulate LHX3 expression in 
the pituitary progenitor (37). Previously, it has been reported that 
neural ectoderm–specific deletion of Otx2 delays anterior pitu-
itary development because of impaired cell proliferation, and it 
was speculated that decreased expression of Fgf10 might play an 
important role (15); however, the precise underlying mechanisms 
have not been clarified. In this study, we demonstrated that hypo-
thalamic OTX2 mediates oral ectodermal LHX3 expression, in part 
by regulating hypothalamic FGF10, which is required for pituitary 
progenitor cell maintenance. These data are compatible with the 
reports that Fgf10-deficient mice showed pituitary hypoplasia (43), 
that mice deficient in Fgf receptor 2 IIIb (receptor of Fgf10) exhibited 
a severe defect of the pituitary gland (44), and that Lhx3-deficient 

Lastly, to investigate whether haploinsufficiency of OTX2 
actually causes pituitary hypoplasia, we performed heterozy-
gous and homozygous deletion of OTX2 in control-iPSCs no. 
1 using CRISPR/Cas9 genome editing (Supplemental Figure 
9A). We named established heterozygous and homozygous 
OTX2-knockout cells OTX2WT/insFS-iPSCs and OTX2delFS/insFS-iP-
SCs, respectively (Figure 6A). These lines retained normal mor-
phology of iPSCs (Supplemental Figure 9B) and comparable 
expression of the undifferentiated markers OCT4 and NANOG 
with the parental iPSCs (Supplemental Figure 9C). Immu-
noblotting analysis demonstrated a gene dosage–dependent 
OTX2 protein expression in the differentiated OTX2WT/insFS- and 
OTX2delFS/insFS-iPSCs (Supplemental Figure 9D). We then char-
acterized the ability of OTX2WT/insFS- and OTX2delFS/insFS-iPSCs 
to differentiate into the pituitary. Both OTX2WT/insFS- and OTX-
2delFS/insFS-iPSCs exhibited impaired ability to differentiate, and 
expression of LHX3, OTX2, RX, FGF8, and FGF10 was signifi-
cantly decreased (Figure 6B and Supplemental Figure 10, A–C). 
Immunostaining also demonstrated reduced expression of 
LHX3 (Figure 6C) and increased abundance of apoptotic cells 
in the oral ectoderm (Figure 6D and Supplemental Figure 10D), 
and decreased expression of FGF10 in the hypothalamus (Figure 
6E). Furthermore, these lines exhibited impaired differentia-
tion into pituitary hormone–producing cells in long-term culture 
(Supplemental Figure 10, E and F). These results demonstrated 
that both heterozygous and homozygous OTX2 defects could 
be responsible for the impaired pituitary development and sup-
ported that the heterozygous OTX2 mutation (R127W) resulted 
in the patient’s phenotype through haploinsufficiency.

The phenotypes of OTX2WT/insFS- and OTX2delFS/insFS-iPSCs 
were similar to that of OTX2mut-iPSCs; however, there were sev-
eral differences. Hypothalamic RX protein expression was scarce-
ly observed in OTX2WT/insFS- and OTX2delFS/insFS-iPSCs (Figure 6C 
and Supplemental Figure 10B), whereas OTX2mut-iPSCs retained 
RX protein expression (Figure 2B and Supplemental Figure 2C), 
indicating that OTX2WT/insFS- and OTX2delFS/insFS-iPSCs had a more 
severe phenotype compared with OTX2mut-iPSCs. This could be 
explained by the observation that the function of mutant OTX2 
was partially impaired (Figure 1, D and E). In addition, these results 
also imply that the threshold level of OTX2 function required for 
development may be different between hypothalamus and pitu-
itary; pituitary is more sensitive to the loss of function in OTX2.

Discussion
The pathogenesis of CPH remains largely unknown. Even using 
exome sequencing analysis, gene abnormalities have been identi-
fied in fewer than 20% of patients (4). Furthermore, the underlying 
mechanisms have not been fully understood because of a lack of a 
human model. In this study, we established an in vitro disease model 
of CPH using patient-derived iPSCs. iPSCs derived from the patient 
harboring mutation in OTX2 retained the potential to differentiate 
into oral ectoderm (PITX1+ and E-cadherin+) but exhibited a severely 
impaired pituitary differentiation. The patient-derived iPSCs exhibit-
ed a reduced expression of LHX3 and enhanced apoptosis compared 
with control-iPSCs during differentiation. In addition, we demon-
strated that hypothalamic OTX2 was essential for FGF10 expres-
sion and FGF10 played an important role in the expression of LHX3 
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Figure 6. OTX2WT/insFS- and OTX2delFS/insFS-iPSCs exhibited phe-
notype similar to that of patient-derived iPSCs. (A) Sequence 
analysis of OTX2 in OTX2WT/insFS- and OTX2delFS/insFS-iPSCs. DSB, 
double-strand break; PAM, protospacer adjacent motif. (B) 
Quantitative RT-PCR for LHX3 mRNA expression in control-, 
OTX2WT/insFS-, and OTX2delFS/insFS-iPSCs (day 40). Representa-
tive data from 4 independent experiments are shown. The 
line within the box indicates the median, the edge of the box 
represents the first and third quartiles, and the whiskers  
are the range of data; n = 4 per group. *P < 0.05, Krus-
kal-Wallis test (χ2 = 7.54, df = 2, P = 0.02) followed by post 
hoc Steel’s test. (C) Immunostaining of control-, OTX2WT/insFS-, 
and OTX2delFS/insFS-iPSCs. LHX3 expression was downregulated 
in OTX2WT/insFS- and OTX2delFS/insFS-iPSCs (at day 40). (D) The 
number of apoptotic cells, stained with cleaved caspase-3 
cells (indicated by arrowheads), was increased in OTX2WT/insFS- 
and OTX2delFS/insFS-iPSCs (at day 40). (E) FGF10 expression was 
decreased in OTX2WT/insFS- and OTX2delFS/insFS-iPSCs (at day 40). 
These phenotypes were similar to that of OTX2mut-iPSCs. O, oral 
ectoderm; H, hypothalamus progenitor. Scale bars: 100 μm. (F) 
Schematic image of the role of OTX2 in pituitary development 
and the underlying mechanisms of the mutation in OTX2. OTX2 
is necessary for the expression of FGF10 in the hypothalamus. 
FGF10 from hypothalamus stimulates LHX3 expression in 
the oral ectoderm, which is required for the maintenance of 
pituitary progenitor cells to prevent apoptosis.
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especially when the phenotype was subtle. In these aspects, ani-
mal models including knockout mice may be superior; therefore, 
it is recommended to apply these approaches complementarily. 
Third, the differentiation protocol still needs to be optimized, 
because the maturity of ACTH- and GH-producing cells and the 
differentiation of some lineages, such as TSH- and PRL-produc-
ing cells, are not enough. Although these limitations may restrict 
application for some conditions, we demonstrated the usefulness 
of this approach as a tool for human cell biology in pituitary devel-
opment and disease.

In conclusion, we established a human in vitro model for CPH 
based on patient-derived iPSCs and showed at least a part of the 
underlying mechanisms by which the mutation in OTX2 caused 
CPH. This method is a useful tool for studying human pituitary 
development and disease modeling and for elucidating the under-
lying mechanisms.

Methods
Endocrinological evaluation. Endocrinological evaluation of pituitary 
function was performed by the standard method (49). For the provoc-
ative tests, serum levels of ACTH, cortisol, TSH, GH, LH, FSH, and 
PRL were measured before injection and at 15, 30, 60, 90, and 120 
minutes after i.v. administration of 0.25 U insulin/kg, 500 μg TRH, 
and 100 g GnRH. Basal, peak, and reference values are described in 
Supplemental Table 1.

Generation and maintenance of iPSCs. For generation of patient- 
derived iPSCs, OTX2, SOX2, KLF4, L-MYC, LIN28, and carboxy-ter-
minal dominant-negative fragment for p53 were transduced in periph-
eral blood leukocytes using episomal vectors as previously described 
(25, 50). Three healthy subject–derived iPSC lines (201B7, ref. 17; 
409B2, ref. 50; and HC06 no. 4, ref. 51) were used in the study for 
control. Information on iPSCs used in this study is summarized in Sup-
plemental Table 1. iPSCs were maintained on mitomycin C–treated 
SNL feeder cells (MSTO) in DMEM/F12 (Sigma-Aldrich) supplement-
ed with 20% (vol/vol) Knockout Serum Replacement (KSR; Thermo 
Fisher Scientific), 2 mM l-glutamine (Thermo Fisher Scientific), 1× 
nonessential amino acid (Sigma-Aldrich), 80 μM 2-mercaptoethanol 
(Sigma-Aldrich), and 7.5 ng/mL basic FGF (Wako).

Exome sequencing and data analysis. Next-generation sequencing 
using genomic DNA extracted from peripheral leukocytes was per-
formed as previously described (52). We used the SureSelect All Exon kit 
(V2 or 50 Mb; Agilent Technologies) to capture whole exomes accord-
ing to the manufacturer’s protocol. The DNA obtained was subjected to 
paired-end sequencing with an Illumina sequencer (Genome Analyzer 
IIx or Hiseq; 2 × 75 bp and 2 × 100 bp, respectively). Base calling, read 
filtering, and demultiplexing were performed with the standard Illu-
mina processing pipeline. We used Burrows Wheeler Aligner (BWA) 
0.7.5 to map reads against the human reference genome (NCBI Build 
37; hg19) with default settings. Local realignment, quality score recali-
bration, and variant calling were performed with GATK 3.1-0 using the 
default settings. We used ANNOVAR for annotation of the called vari-
ants. With regard to genes associated with combined pituitary hormone 
deficiency (4), we only detected a heterozygous mutation in OTX2. The 
mutation was validated by PCR-directed sequencing.

In vitro induction of pituitary-hypothalamus from iPSCs. Pituitary- 
hypothalamus induction was done as previously described with some 
modifications (22). In brief, after removal of feeder cells using CTK 

mice exhibited pituitary hypoplasia with enhanced apoptosis (28, 
45). It has been previously reported that OTX2 binds to the promot-
ers of HESX1 and POU1F1, which are expressed in the oral ectoderm 
and play an important role in its development, suggesting that oral 
ectodermal OTX2 may also be essential for its development (46). 
However, our results demonstrated that not oral ectodermal but 
hypothalamic OTX2 is essential for pituitary development, by reg-
ulating LHX3 expression in the oral ectoderm via FGF10 expres-
sion in the hypothalamus. Although LHX3 protein expression was 
observed in OTX2mut-iPSCs (Figure 4H) by addition of FGF10 into 
culture media, the oral ectoderm layer was still thin, and the LHX3 
mRNA expression was not restored to a level comparable to that of 
control-iPSCs or OTX2mut-repaired-iPSCs (Supplemental Figure 11). 
Interestingly, on addition of FGF8 accompanied by FGF10, the lay-
er thickness was restored (Figure 4H and Supplemental Figure 7E), 
although FGF8 solely did not restore the LHX3 expression (Figure 4, 
G and H). These data suggested that FGF8 and FGF10 synergistically 
promote pituitary differentiation and proliferation of oral ectoderm, 
and inhibit apoptosis. However, long-term treatment with FGF8 and 
FGF10 could not induce pituitary hormone–producing cells (data 
not shown). It is speculated that in this protocol, although LHX3 
was restored by FGF10, the expression levels were not enough for 
further differentiation as a possibility. Another possible explanation 
is that hedgehog signal, as well as FGF signaling, may play a role in 
the impaired differentiation of OTX2mut-iPSCs. Although there were 
no significant differences, GLI1 and GLI2 expression, readouts of 
SHH signaling, tended to decrease in OTX2mut-iPSCs (Supplemen-
tal Figure 6A). Because SHH also promotes LHX3 expression (37), 
downregulated SHH signaling might additionally impair induction 
into pituitary hormone–producing cells.

The precise mechanism by which OTX2 regulates FGF expres-
sion is still unclear. There have been several reports describing the 
interaction between OTX2 and FGF in neural tissues (15, 33, 47). 
Both positive and negative correlation between OTX2 and FGF 
has been observed, suggesting that FGF may not be a direct tar-
get for OTX2. Interestingly, hypothalamus-specific Otx2-deficient 
mice exhibited impaired anterior pituitary development, and the 
importance of FGF signal from hypothalamus has been suggest-
ed (15), which was compatible with the present study. Our results 
with patient-derived and OTX2-knockout iPSCs demonstrated 
that OTX2 was required for the expression of FGF8 and FGF10 
in the hypothalamus. It has been previously reported that during 
midbrain development, Otx2 regulates Fgf8 through the Limx1b 
and Wnt1 pathway (48). A similar pathway may also play a role in 
the hypothalamus. Alternatively, a secondary effect of structural 
abnormalities in the hypothalamus may also play a role.

This approach has several limitations. First, although the tis-
sue develops to the hypothalamus and pituitary simultaneously 
in this method, it lacks a pituitary portal system that is essential 
for the appropriate traffic of hypothalamic hormones to the pitu-
itary. These conditions may result in the incomplete differentia-
tion of anterior pituitary cells. Second, the protocol requires sev-
eral external growth factors and chemicals that are essential for 
pituitary differentiation, suggesting that these factors may mask 
developmental deficiencies in iPSCs from some patients. Also, the 
efficiency of the differentiation may vary depending on the cell 
lines. Therefore, it is important to interpret the results carefully, 
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to reverse transcription using ReverTra Ace qPCR RT Kit (TOYOBO). 
Quantitative PCR was performed with the Step One Plus Real-Time 
PCR system (Applied Biosystems) or LightCycler (Roche) using SYBR 
mix Ex Taq II (Takara). The thermal cycling profiles were as follows: 
initial denaturation at 95°C for 15 minutes, followed by 45 cycles of 
denaturation at 95°C for 15 seconds, annealing at 60°C for 30 seconds, 
and extension at 72°C for 15 seconds. ACTB was used as an internal 
control. Each primer sequence used in the experiments is shown in 
Supplemental Table 3. All samples were assayed in duplicate.

Western blotting. Aggregates were washed with PBS and lysed in 
M-PER lysis buffer (Thermo Fisher Scientific) supplemented with 
cOmplete Protease Inhibitor Cocktail (Sigma-Aldrich). Fifteen micro-
grams of protein per lane was subjected to SDS-PAGE, and then trans-
ferred to a PVDF membrane. The membrane was incubated with 
primary antibody overnight at 4°C. After incubation with HRP-conju-
gated secondary antibody for 1 hour at room temperature, signals were 
visualized with Immobilon Western Chemiluminescent HRP Sub-
strate (Millipore). Images were obtained using an Amersham Imager 
600 (GE Healthcare Life Science).

FACS. To separate cells derived from oral ectoderm and hypotha-
lamic tissue, 50–100 aggregates were subjected to FACS. After wash-
ing of the aggregates twice with PBS, aggregates were dissociated into 
single cells treated with 5 mM EDTA/HBSS for 10 minutes. Then, cells 
were filtered using a 100-μm cell strainer and incubated with Alexa 
Fluor–conjugated antibody against E-cadherin in FACS buffer (2% 
FBS and 20 mM HEPES in PBS) on ice for 30 minutes. After washing 
twice with FACS buffer, cells were resuspended in FACS buffer. Cells 
were filtered with a 100-μm cell strainer again and analyzed on a BD 
FACSAria III (BD Biosciences). E-cadherin–positive (defined as oral 
ectoderm tissue) and –negative (hypothalamus tissue) cells were sort-
ed into culture medium and subjected to RNA extraction.

Sequencing analysis. Genomic DNA was extracted from peripher-
al blood and cultured cells using a NucleoSpin Tissue kit (MACHE-
REY-NAGEL). DNA sequence analysis of patient and iPSCs was per-
formed by PCR-directed sequence as previously described (54). DNA 
sequence of cells with frameshift mutation (Figure 6A) was deter-
mined after cloning into the pCR2.1 vector with TA cloning (Thermo 
Fisher Scientific).

Analysis of ACTH and GH secretion. Six aggregates were cultured 
in 1 mL of gfCDM with or without 1 μg/mL CRH (Mitsubishi Tanabe 
Pharma) or GHRH (Sumitomo Dainippon Pharma). After 24 hours of 
incubation, culture medium was sampled, and concentration of ACTH 
and GH was determined by electrochemiluminescence immunoassay 
(ECLIA) using an Elecsys human ACTH kit and an Elecsys human GH 
kit (Roche Diagnostics), respectively.

CRISPR/Cas9 genome editing and screening of off-target muta-
tion. Single guide RNA (sgRNA) sequences were designed using the 
Zhang laboratory CRISPR design tool (http://crispr.mit.edu; no lon-
ger available), and single-stranded oligodeoxynucleotide (ssODN) 
sequence was designed using the Edit-R HDR donor designer tool by 
Dharmacon (https://horizondiscovery.com/en/products/tools/Edit-
R-HDR-Donor-Designer-oligo). Sequences of sgRNA and ssODN are 
listed in Supplemental Table 4. To improve the efficiency of homolo-
gous recombination, synonymous mutation was included in ssODN 
sequence as previously described (55). iPSCs were transfected with 
Cas9- and sgRNA-expressing plasmid (pX458 or pX459, Addgene 
plasmids 48138 and 62988) and ssODN using Lipofectamine Stem 

solution (0.25% trypsin [Invitrogen], 0.1 mg/mL collagenase type IV 
[Invitrogen], 10 mM CaCl2 [Nacalai Tesque], and 20% KSR in PBS), 
iPSCs were dissociated into single cells using Accutase (Nacalai Tesque). 
Then, 10,000 cells were plated in each well of a V-bottom low-attach-
ment 96-well plate (Sumitomo Bakelite) in growth factor–free chemically 
defined medium (gfCDM) (53) supplemented with 10% (vol/vol) of KSR. 
From day 0 to day 3, 20 μM Y-27632 (Wako) and 100 nM LDN-193189 
(Stemgent) were added. From day 6, 5 nM BMP4 (R&D Systems) and 2 
μM SAG (Cayman Chemical) were added. From day 18, BMP4 was with-
drawn and aggregates were maintained under the high-O2 condition 
(40%). From day 30, aggregates were cultured in gfCDM supplemented 
with 20% (vol/vol) KSR. Induction into pituitary progenitor cells (LHX3+) 
was evaluated at day 40. Induction into pituitary hormone–producing 
cells and ability to secrete these hormones were evaluated at day 100. 
The FGF receptor inhibitor PD-173074 and recombinant human FGF8 
and FGF10 were obtained from Millipore and R&D Systems, respectively. 
Hypothalamus area, indicated by “H” in the figures, was defined as RX+ 
area in the aggregates. Oral ectoderm area, indicated by “O,” was defined 
as E-cadherin+ area outside of the aggregates.

Chimera culture experiment using GFP-labeled control-iPSCs. 
GFP-labeled iPSCs were generated with pHULK piggyBack Mammali-
an Expression Vector containing CometGFP and puromycin-resistant 
gene (ATUM). After selection with puromycin, a GFP+ clone was used. 
For induction culture, 5000 cells of GFP-labeled control-iPSCs no. 1 
and 5000 cells of OTX2mut-iPSCs no. 1 were mixed at day 0 and ana-
lyzed at day 40.

To exclude the possibility that the GFP gene undergoes gene 
silencing in GFP-labeled iPSCs, we induced only from GFP-labeled 
control-iPSCs no. 1. Immunostaining revealed that all cells in the 
aggregates retained GFP expression, except for the necrotic area in the 
center of the aggregates, indicating that gene silencing did not occur 
(Supplemental Figure 5, B and C).

Plasmid construction for OTX2 expression. OTX2 cDNA was cloned 
from iPSC-derived hypothalamus-pituitary tissue. OTX2 isoform b 
was expressed in iPSC-derived hypothalamus-pituitary. Then OTX2 
cDNA was inserted into pc.DNA3.1D/V5-His (Thermo Fisher Scien-
tific). The mutant OTX2 cDNA was created by site-directed mutagen-
esis using an overlapping PCR method. Wild-type and mutant OTX2 
expression plasmid was transfected into HEK293T cells (obtained 
from ATCC) using X-tremeGENE HP DNA Transfection Reagent (Sig-
ma-Aldrich) according to the manufacturer’s instruction.

Immunostaining. Aggregates or cells were fixed with 4% parafor-
maldehyde for 15–30 minutes at room temperature. After overnight 
incubation in 20% sucrose, aggregates were embedded in OCT com-
pound (Sakura Finetek) and frozen. Then, samples were cryosec-
tioned at 8–10 μm thickness. After permeabilization with 0.3% Tri-
ton X-100, slides were incubated with primary antibodies overnight 
at 4°C, washed, and incubated with secondary antibody for 2 hours 
at room temperature. The primary antibodies used in this study are 
summarized in Supplemental Table 2. Secondary antibodies were spe-
cies-specific Alexa Fluor conjugates (Thermo Fisher Scientific). Flu-
orescence images were obtained using a BZ-X700 microscope (Key-
ence) or LSM700 confocal microscopy (Zeiss).

Quantitative RT-PCR. Total RNA was extracted from 6–8 aggre-
gates using an RNeasy Mini kit (Qiagen). For RNA extraction from a 
small number of FACS-sorted cells, TRIzol Reagent and Phasemaker 
Tubes (Thermo Fisher Scientific) were used. Total RNA was subjected 
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reagent (Thermo Fisher Scientific). After dissociation into single cells 
using Accutase, 3.75 × 105 cells were seeded with 2.5 μg Cas9- and sgR-
NA-expressing plasmid, 50 pmol ssODN (PAGE-purified), and 10 μL 
Lipofectamine Stem reagent in 2 mL culture medium supplemented 
with 10 μM Y-27632. After selection with FACS (for pX458) or puro-
mycin (for pX459), cells were transferred to MSTO-coated plates. 
Then, for limited dilution, 500 cells were seeded to 10-cm plates in the 
presence of 10 μM Y-27632. Desired homologous recombination was 
screened by restriction fragment length polymorphism (RFLP) with 
BmeT110I (Takara). RFLP+ clones were further analyzed with PCR-di-
rected sequencing.

All mutation-repaired OTX2mut-iPSC lines were tested for off-tar-
get editing events (56). The top 4 predicted off-target sites for the 
sg RNA sequence were listed using the CRISPOR Web tool (http://
crispor.tefor.net/). The region including each off-target site was 
PCR-amplified and sequenced. Predicted sites and primer sequenc-
es are listed in Supplemental Table 5.

Statistics. Data are expressed as means ± SEM or box-and-whisker 
plots. Continuous data were compared by a Student’s t test or Wilcox-
on rank-sum test. Multiple groups were compared by a 1-way ANOVA 
or Kruskal-Wallis test with a post hoc multiple comparison. Two-tailed 
P values of 0.05 or less were considered statistically significant. Statis-
tical analysis was performed using R (version 3.2.4) (57).

Study approval. All experimental protocols dealing with human 
subjects were approved by the Ethics Committee of Kobe Universi-
ty Graduate School of Medicine (approval number 1646). Written 
informed consent was obtained from the patient.
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ターナー症候群の肥満指標の検討 
BMI と体脂肪率の関係

伊藤　純子
虎の門病院小児科

　ターナー女性において、肥満と各種合併症の頻度には強い関係があることが知られている。体格
が標準とは離れているターナー症候群においては、BMI や肥満度を肥満指標として用いることが適
切であるかどうかを検討する必要がある。
　我々は、当院通院中のターナー女性 50 名のうち、DXA 法を用いて全身骨密度測定を行った 13
名において、体脂肪率と体重・BMI に良好な相関があることを報告した。13 症例の検査時の年齢：
平均 22.4 歳（範囲 16 〜 30 歳）、身長：平均 149.5 ㎝（140 〜 155 ㎝）、体重：平均 51.3 ㎏（42 〜 63
㎏）、BMI：平均 22.95（18.55 〜 30.98）であった。
　相関係数は BMI と体幹体脂肪率が最も高かった（図）。また、BMI が 25 を超えると、体幹体脂
肪率が 30% を超えるという関係が示唆された。
　今後はさらに症例数を増やしてこの傾向が変わらないか否かを確認するとともに、非ターナー女
性の体脂肪率との違いがあるかどうかについて検討を行いたい。

　図：BMI と体幹の体脂肪率

　　　y	=	1.6263x − 10.661　　R2	=	0.7475
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Prader-Willi 症候群の成長ホルモン療法における疾患特異的身長および体重 SDS の検討

棚橋　祐典
旭川医科大学小児科

背景

　Prader-Willi 症候群（PWS）における成長ホルモン治療では、身長促進効果は明らかに認められ
るが、体重増加抑止効果に関しては一定しない。また、前年までの研究結果から、GH 治療が PWS
の自然歴に対しての肥満に対してどのような変化をもたらすのかの検討が重要であり、GH 治療開
始前および治療後の PWS 疾患特異的な体重の標準化での評価が重要となっている。

目的

　PWS における、わが国における最大のデータベースである成長科学協会の登録データを解析し、
GH 治療における身長および体重の疾患特異的 SD スコア（SDS）の変化を検討する。

対象と方法

　2002 年 6 月から 2018 年 11 月まで成長科学協会に登録申請された PWS 診断症例のうち、GH 治
療が行われ治療経過を把握できた 183 例を対象とした。永井の作成した PWS 標準成長データ（パー
センタイル曲線）から算出した、PWS 標準化 SDS（PWS 標準身長 SDS）および推定 LMS 法から
算出された PWS 標準体重 SDS を使用して、GH 治療開始時から 7 年後までを解析した。

結果

　登録時（GH 治療前）から継続フォロー症例数は減少し、治療開始後 7 年目には 19 例となっていた。
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　PWS 標準身長 SDS は治療開始後から SD スコアの改善がみられた。PWS 標準体重 SDS につい
てはベースラインに対して、2 年目から 5 年目まで減少したが、それ以降では有意差はなかった。
体重Δ SDS は当初減少がわずかにみられたものの、治療開始年数とともに増加に転じた。

考察および結論

　疾患特異的 SDS からの解析により、PWS における GH 治療の体重増加抑制効果は弱いものであ
ると考えられた。しかしながら、身長体重をそれぞれ別々に評価しても、自然歴としての PWS の
体格変化を正確に反映させることはできない。したがって今後は、PWS 疾患特異的な肥満度等を用
いて、体格についての GH 治療後の変化を解析する必要があると思われる。
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成長ホルモン療法中のプラダー・ウィリー症候群患者の骨密度：関連因子などについて

村上　信行
獨協医科大学埼玉医療センター小児科

はじめに

　2002 年から本邦においてもプラダー・ウィリー症候群（PWS）患者への成長ホルモン（GH）療
法が低身長に対して開始された。成長ホルモン療法により、身長の改善のみならず体組成の改善な
ど様々な効果が認められる。
　PWS 患者では一生のうちに骨折を 1 回以上経験することが 30％と高率である 1）。PWS 患者にお
いて易骨折性がみられる原因として成長ホルモン分泌障害、性腺機能低下、活動性の低下などが考
えられる。成長ホルモン（GH）療法を行っているにもかかわらず骨密度の低下を示す患者を経験す
ることは少なくない。2015 年に Bakker らは、GH 療法中においても骨密度の低下がみられ、これ
に対して性ホルモン療法を考慮すべきであると報告した 2）。PWS 患者で骨折率が非常に高いこと、
側弯症の合併率非常に高く、側弯症手術の適応となる頻度も高いことから骨密度をより良い状態に
保つことは非常に重要なことである。このため、PWS 患者における骨密度低下の頻度や程度を明ら
かにすることは重要である。

目的

　GH 治療中の PWS 患者の骨密度について検討し、骨密度低下の頻度やこれらの性差の有無を明ら
かにする。また骨密度低下に関連する因子について検討する。

対象

　獨協医科大学埼玉医療センター小児科において GH 治療を 5 年以上行い、その骨密度を検討する
ことができた PWS 患者 70 名（男性 43 名、女性 27 名）である。Cobb 角 30 度以上の側弯症を合併
した患者、性ホルモン補充を行った患者は除外した。対象患者年齢は 8 歳から 22.8 歳、中央値 14.2
歳。欠失 49 名、母性片親性ダイソミー 21 名である。成長ホルモン療法開始年齢は 0 歳から 10 歳、
中央値 2 歳である。成長ホルモン療法期間は 5 年から 14 年、中央値 9 年である。男性 43 名、年齢
は 9 歳から 23.3 歳、中央値 14.2 歳である。欠失 31 名、母性片親性ダイソミー 12 名である。成長ホ
ルモン開始年齢は 6 歳から 9 歳、中央値 2 歳、成長ホルモン療法期間 5 年から 13 年、中央値 10 年
である。女性 27 名、年齢は 8 歳から 22.8 歳、中央値 13.8 歳である。成長ホルモン療法開始年齢は
0 歳から 10 歳、中央値 2 歳、成長ホルモン療法期間 5 年から 12 年、中央値 8 年である。

方法

　Hologic	QDR-4500 を用いて全身骨の骨密度骨を測定した。これにより得られた骨密度 z-score を
身長補正して検討した 3）。身長補正全身骨骨密度の推移について検討した。また、身長補正全身骨
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骨密度と性、body	mass	 index（BMI）SDS、insulin-like	 growth	 factor-1（IGF-1）SDS、serum	
luteinizing	hormone（LH）、follicle	stimulating	hormone（FSH）および性ホルモン（testosterone、
E2）について、その関連について検討した。

結果

　GH 療法中の PWS70 名中 33 名（47.1％）［男性 24 名（55.8％）、女性 9 名（39.1%）］が身長補正
BMD の z-score が− 2SD 以下であった（図 1，3）。男性では 11 歳以降には BMD の低下がみられ、
女性では 13 歳以降には BMD の低下がみられた（図 2，4）。
　男女ともに身長補正骨密度と年齢には相関は認められなかった（図 5，6）。また、身長補正骨密
度と body	mass	index	（BMI）	SDS、insulin-like	growth	factor-1（IGF-1）SDS、serum	luteinizing	
hormone（LH）、follicle	stimulating	hormone（FSH）および性ホルモンとの相関は認められなかっ
た。

考察

　PWS 患者への GH 療法は、欧米に続き 2002 年から低身長を伴うものに対して開始された。PWS
患者における GH 療法の効果として身長の改善、体組成の改善などがあげられる。これらに加えて
骨密度の改善も報告されている。
　PWS 患者における易骨折性はよく知られており、30％の PWS 患者が生涯に 1 回以上の骨折を経
験すると報告されている 1）。また、PWS 患者では側弯症の合併率が非常に高く、40％前後とする報
告が多い。また、側弯症手術は側弯症患者の 28％、全患者の 10％に及ぶと報告されている 4）。これ
らのことから PWS 患者において骨密度をより良い状態に保つことは重要なことである。しかし、
PWS 患者における骨密度低下の頻度や骨密度低下する時期などに関する検討は少ない。
　今回の検討により、骨密度を改善するとされている GH 療法中に 47.1％の患者に骨密度の低下が
みられ、男性においては 56％、女性においては 39％に骨密度低下がみられた。これは PWS 患者で
は生成機能低下が女性より男性の方が比較的強いものと一致するものと考えられた。また、骨密度
低下がみられる時期は男性で 11 歳以降、女性では 13 歳以降と考えられた。この時期は、Bakker
ら 2）が報告した時期に一致するものであった。PWS 患者においては少なくとも 12 歳前後で骨密度
について検討し、骨密度低下がみられる患者、特に側弯症を合併する PWS 患者には性ホルモン療
法を含めた治療を考慮すべきと考えられた。
　PWS 患者において骨密度低下が生じる原因としては、成長ホルモン分泌不全、性腺機能低下、活
動性の低下、ビタミン D 欠乏、過度な食事制限などが考えられるが、今回の検討から PWS 患者に
おいて成長ホルモン療法は PWS 患者の骨密度低下を抑制するに十分ではないと考えられた。これ
は Donze ら 5）の報告などと合致するものであった。今後、骨密度低下に関連する他の因子について
も検討する必要があると考えられた。
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結語

　GH 療法中の PWS 患者において骨密度低下が 47.1％と高頻度に認められた。骨密度低下は女性よ
り男性に高頻度であった。
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　図 1　PWS 男性の骨密度

　図 2　骨密度低下した PWS 男性の骨密度

　図 3　PWS 女性の骨密度
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　図 4　骨密度低下した PWS 女性の骨密度

　図 5　PWS 男性の骨密度と年齢

　図 6　PWS 女性の骨密度と年齢
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SGA 性低身長症の成長ホルモン治療の投与量と治療反応性の検討

田島　敏広
自治医科大学小児科

目的

　SGA 性低身長症の成長ホルモン（GH）治療の投与量と治療反応性の検討。

方法

　成長科学協会に登録された SGA 性低身長の GH 治療について、開始量、年次ごとの GH の増量の
状態を検討する。

結果

　表 1 に結果をまとめた。計 504 名が登録されており、その内訳は男子 269 名、女子は 245 名であっ
た。投与開始年齢は平均 6.82 歳であった。最高年齢は 15 歳の症例であった。開始時身長 SD は	
− 2.97 ± 0.70 であった。投与開始時の GH は 0.27 ± 0.06	mg/kg/ 週であった。
1　開始年齢が高い場合に高容量から開始されていると推定したが、そのような傾向はなかった。
2　5 歳以下（166 例）では初期投与量は 0.29 ± 0.06mg/kg/ 週であった。
3　低身長の程度が強い場合でも、高容量から開始はされていなかった。
　表 2 に 3 年以上継続されている症例についても投与量を検討した。
1　2 年目に増量されているケースが約 40％、同量または体重あたりで投与量が減少しているケース
が約 60％である。

2　3 年目で 0.4mg/kg/ 週より多い量は 21 例であった。4 年目で 0.4	mg/kg/ 週より多い量は 17 例
であった。

考案

　SGA 性低身長に対しての GH 治療として、成長科学協会のデータでは 0.4mg/kg/ 週を超えて投
与されている症例は少なかった。
　SGA 性低身長の GH 治療が認められ、ほぼ 10 年が経過し、治療経験に基づき、高容量を使用せ
ずとも身長獲得が可能と判断される症例が増加したためと思われる。
　2 年目以降で増量されずにいる症例が 60% ほど存在した。成長率を比較し、より細かな増量すべ
きかを、今後検討する必要がある。

まとめ

　SGA 性低身長の GH 治療量は適正な量が使用されている。
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　表 1　成長科学協会に登録された SGA 性低身長

登録数　性別 総計　504名　男子　269名　女子 245名

年齢±SD（yr） 6.82± 3.05

身長±SD（cm） 99.2± 15.6

身長SDS -2.97± 0.70

開始時GH投与量 0.27± 0.06（0.18-0.5）

　表 2　3 年以上の継続データのある症例 217 例についての投与量の検討

年度 投与量（mg/kg/ 週）

1年目（217例） 0.24± 0.05

2年目（217例） 0.28± 0.06

3年目（217例） 0.30± 0.19

4年目（109例） 0.30± 0.08
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小児腎移植後の成長ホルモン使用状況調査

濱崎　祐子
東邦大学医学部腎臓学講座

方法

　国内で小児腎移植患者を診察している施設を対象として、腎移植後の成長ホルモン（GH）使用状
況についてアンケート調査を行う予定である。
　アンケート調査の内容について提案し、小児腎移植研究会にて内容を検討した。

結果

　アンケート内容を以下に示す。

腎移植後成長ホルモン使用実態調査
1.	 生年月：　　　　　　　年　　　　月
2.	 性別：男性・女性
3.	 移植年月日：　　　　　　　年　　　　月　　　　日
4.	 腎不全に至った原疾患：
5.	 成長ホルモン（GH）を使用していますか、もしくは使用していましたか？
		 　はい・いいえ
6.	「はい」の場合、以下にお答えください。
		 GH 開始時期：　　　　　　　年　　　　月　　　　日
		 開始時の身長：　　　　　　　㎝、　Cr 値　　　　㎎ /dl	
7.	 GH による有害事象の有無：　あり・なし
		「あり」の場合、以下の内容をチェックください。
		 頭痛、耐糖能異常、腫瘍、頭蓋内圧亢進、腎機能障害、骨変形、
		 その他（　　　　　　　　　　　　）
8.	 GH を中止した場合、以下にお答えください。
		 GH 中止時期：　　　　　　　年　　　　月　　　　日
		 中止時の身長：　　　　　　　㎝、　Cr 値　　　　㎎ /dl
		 中止理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

結論

　研究会での討議では、実態調査の時に GH 使用をしていない症例の情報も集めることができれば、
両群を比較できるのではないか、という意見があった。調査が複雑になる点なども踏まえ、今後検
討を要する。
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体質性発育遅延児の相対的思春期早発について

依藤　亨
大阪市立総合医療センター小児代謝・内分泌内科

目的

　体質性発育遅延（CDGP,	constitutional	delay	of	growth	and	puberty）は日常診療で良く遭遇す
る低身長症である。（1）骨系統疾患の証拠がない、（2）骨年齢遅延を伴う低身長、（3）内分泌異常
がないことを根拠に診断される。思春期発来が遅延するが、自然経過でキャッチアップし、通常治
療は不要である。しかしながら、初診時の診断は必ずしも正しくなく、上記の基準により CDGP と
診断されたにもかかわらず、通常の年齢で思春期が開始し、身長予後が良くない一群が存在する。
本研究では、これらの症例について、その頻度、初診時臨床所見の特徴、またこれらの症例の頻度
が時代とともに変わっているか、について検討することを目的とする。令和 1 年度は予備的検討と
して下記の研究を行った。

方法

（対象とデータ抽出）
　自施設において、2010 年から 2018 年に低身長を主訴として受診し、初診時 Tanner	 I、骨年齢
<0.8 ×暦年齢、血中 IGF1 値年齢別 IGF1 正常範囲内、一般生化学、FT4、TSH 正常範囲内、骨系
統疾患を伴わないことを条件として該当する症例を診療録より抽出した。これらの症例について、
成長経過を診療録より抽出し、また初診時の身長 SDS、父母の身長、骨年齢、初診時血液検査所見
の各項目も抽出した。
（思春期開始の判定）
（1）	 思春期開始時期の定義

	 身体所見上の思春期開始（女児乳房 Tanner2 度、男児精巣容積≧ 4	mL）が一般に用いられるが、
受診間隔が長い場合にこれらの指標では、開始時期の判定が困難なため、本研究では思春期の成
長スパートの開始を思春期開始時期と位置付けることとした。小児の成長過程の ICP モデル 1）

より、思春期前の小児の成長（C フェーズ）は 2 次関数で良く近似できることが明らかになって
いるため、対象の児の成長過程を 2 次関数で近似し、それから上方に解離しはじめる年齢を思春
期開始年齢とすることとした。実際には身長の測定値自体にも測定誤差、日内変動があるため、
2 次関数曲線の延長から一定値の上方解離が診られた時点の年齢を思春期開始年齢とすることと
した。

（2）	 平均的思春期開始年齢の設定
	 まず、2000 年の日本人横断的成長曲線 2）を使用し、上記の方法で、平均的思春期開始年齢を求
めた。上方解離の程度として 2 ㎝と設定した。別に同成長曲線より作成された横断的成長率曲線
と比較し、その妥当性を検討した。
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（対象小児における検討）
　対象症例について、上記の方法で成長過程を 2 次関数で近似して思春期開始時期を同定し、上記
より求めた平均思春期開始年齢＋ 1 年以内に思春期開始した症例数を求めた。
（倫理委員会）
　本研究は大阪市立総合医療センター臨床研究倫理委員会にて承認済み（承認番号 2002140）。

結果

（1）　初診時 CDGP と診断された男児 45 例、女児 23 例を診療録より抽出した。男児は平均 8.4 歳
（SD2.9 歳）で骨年齢 / 暦年齢比は平均 0.68（SD0.08）、女児は平均 8.1 歳（SD3.1 歳）で骨年齢 /
暦年齢比は平均 0.69（SD0.99）であった。

（2）　日本人の 2000 年横断的成長曲線を同上の方法で近似し、上方に 2 ㎝ずれる年齢を思春期開始
年齢とすると男児 10 歳 4 か月、女児 8 歳 6 か月となった。

（3）　対象小児における検討
	 　対象小児において、上記の方法で思春期前成長曲線を 2 次関数で近似した（図 1）。身長測定

数の不足などにより近似困難な症例を除く男児 40 例、女児 18 例を検討したところ、近似の R
値平均 0.998、標準偏差 0.003 で良好な近似が可能で、症例は図 2 のように分布した。これにより
2）で求めた平均思春期開始年齢＋ 1 年未満（男児 11 歳 4 か月未満、女児 9 歳 6 か月未満）に思
春期が発来した症例は、男児 12 例（30%）、女児 3 例（16.7%）となった。

考案と今後の検討事項

　2000 年の横断的成長曲線から求めた思春期開始年齢は、男女とも身体所見から診断する思春期開
始年齢より低い年齢であった。しかしながら、同成長曲線からの成長率曲線から目視でもとめる成
長率反発年齢は男児 10 歳 2 か月、女児 8 歳 8 か月であり、ほぼ同等の年齢となった 2）。すなわち、
成長のスパートは身体所見上の思春期の開始時期より男児で 8 か月、女児で 1 年程度早期に開始す
る。
　今回の予備的検討で、初診時 CDGP と診断された症例のうち、男児で 30%、女児で 16.7% は予想
通りの経過をたどらず、正常またはより早期に思春期に入っていることが明らかになった。成人身
長までの経過観察が行われていないが、これらの症例では、当初の予想より低い成人身長となる可
能性があり注意が必要である。初診時に安易に将来の成長経過を説明しないなどの注意が必要と考
えられる。
　今回の検討は予備的検討であるため、いくつかの問題がある。まず、初診時骨年齢は担当医のみ
による判定であり、客観性を確保するためには複数の判定者による骨年齢判定や骨年齢判定ソフト
ウェアによる客観的な判定が必要と考えられる。また、2 次関数曲線への近似は全体として良好で
あったが、症例により身長測定点が少ないものがあり、その採否には一定の基準を設ける必要があ
る。さらに今回の対象は大阪近郊の都市部の小児であり、日本人全体のトレンドを反映していない
可能性も残されている。
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　今後、これらの点を改善し、さらに比較的思春期早発群と非早発群に対して、初診時の身長
SDS、父母の身長、骨年齢、初診時血液検査所見などの説明変数による Logistic 回帰を行って、こ
の現象の予測因子を同定する必要がある。また、臨床的にこのような症例の増加傾向がある可能性
があり、過去の症例に対して同様の検討を行いたい。

参考文献

1.	 Karlberg	 J.	A	 biologically-oriented	mathematical	model	（ICP）	 for	 human	 growth.	Acta	
Paediatr	1989;78:70-94.	

2.	 Yoshii	I,	Tanaka	T.	Establishment	of	a	longitudinal	growth	chart	corresponding	to	pubertal	
timing.	Clin	Pediatr	Endocrinol	2018;27:215-224.

付記　	本研究は、大矢知真希（大阪市立総合医療センター小児代謝・内分泌内科）との共同研究で
ある。

　図 1　思春期前成長の 2 次曲線近似例

　図 2　初診時 CDGP 疑い例の第 2 次性徴開始時期の分布
男児

⼥児
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女児の思春期開始時期（乳房 2 期）の LH・FSH の検討

望月　貴博
希望の森成長発達クリニック

はじめに

　思春期の開始について女児は FSH がエストロゲン産生に大きくかかわっているが、「Use	 of	
Gonadotropin-Releasing	Hormone	Analogs	in	Children:	Update	by	an	International	Consortium」1）

には、LH の基礎値 0.3	mIU/mL 未満が思春期前のパラメーターと利用されている。また、伊藤ら 2）、
吉澤ら 3）の報告で LH-RH 負荷試験の基準値が示されているが、実際の臨床上では、乳房腫大（2 期）
と LH、FSH の基礎値、成長率の変化、骨年齢・暦年齢比は、かい離している場合が多いと感じる。
今回、乳房 2 期の LH-RH 負荷試験による LH、FSH の基礎値、頂値との関係を検討した。

対象・方法

　LH-RH 負荷試験を行った 128 名を、乳房 1 期、2 期について ROC 解析を行い、閾値を求める。
乳房 1 期群と 2 期群について Mann	Whitney	U 検定を用いて比較する。

結果

　乳房 2 期の閾値（特異度・感度）は、基礎値 LH	0.10	mIU/mL（76％・56％）、FSH	1.9	mIU/mL
（35％・91％）、LH/FSH	0.11（89％・26％）、頂値 LH	7.1	mIU/mL（92％・40％）、FSH	20.4	mIU/mL
（66％・72％）、LH/FSH	0.25（86％・67％）。
　乳房 1 期の群（85 名）は年歳 5.5（4.5-6.5）歳、基礎値 LH	 0.1（0.1-0.1）mIU/mL、FSH	 2.17

（1.6-2.73）mIU/mL、LH/FSH	 0.048（0.038-0.081）、頂値 LH	 3.7（2.2-5.0）mIU/mL、FSH	 22.9
（18.9-29.9）mIU/mL、LH/FSH	0.16（0.10-0.21）。
　乳房 2 期の群（43 名）は年齢 8.8（8.2-10.3）歳、基礎値 LH	 0.1（0.1-0.3）mIU/mL、FSH	 2.6

（2.1-4.0）mIU/mL、LH/FSH	 0.05（0.037-0.106）mIU/mL、頂値 LH	 4.9（3.4-8.7）mIU/mL、	
FSH	 17.9（14.9-21.8）mIU/mL、LH/FSH	 0.32（0.18-0.56）。BA/CA	 0.99（0.88-1.1）基礎値 LH/
FSH を除き P 値 <0.01。

考察

　乳房 2 期では LH の基礎値は 0.3mIU/mL 以上になっていることは少なく、思春期開始の基準と
することは難しい。LH については前思春期の基礎値は Ropelato	MG らの報告 4）では 0.026mIU/mL
であると報告されており、現在の LH 測定キットでは測定下限値以下である。FSH については基礎
値では乳房 1 期、2 期で差はなく、頂値では乳房 1 期にくらべ乳房 2 期は低値になっていた。
LH-RH 負荷試験の FSH の頂値も乳房 1 期に比べ 2 期は低値であった。これは、前思春期の思春期
開始直前には、卵巣の FSH への反応が乏しく、卵巣機能低下症の時に見られるような FSH の過剰
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分泌が起こっている。そして、女性ホルモン産生によるフィードバックが起こる FSH の過剰分泌
が改善すると考える。
　女児の思春期の開始の内分泌学的な指標としては、閾値として、頂値 FSH	 20.4	mIU/mL、頂値
LH/FSH	 0.25 が特異度、感度とも良いが、2 群間の比較では FSH は乳房 1 期群が高く、身長 SDS
の上昇、成長率増加、乳房腫大などと合わせ複合的に判断が必要である。

問題点

　乳房 2 期における思春期の開始の内分泌学的評価には、LHは測定下限の問題があり、0.01	mIU/mL
まで測定が可能になることが望まれる。

引用文献

1.	 K.	 Bangalore	Krishna	 et	 al:	 Use	 of	 Gonadotropin-Releasing	Hormone	Analogs	 in	 Children:	
Update	by	an	International	Consortium.	Horm	Res	Paediatr	91:357-372,	2019.

2.	 伊藤純子 ,	田中敏章 ,	堀川玲子 ,	他 .	 :	 時間分解蛍光免疫測定法（TR-FIA）による小児血中
LH,FSH の検討	LHRH 負荷試験 , 夜間分泌値の思春期における変化 .	日本小児科学会雑誌 97:	
1789-1796,	1993.

3.	 吉沢敦子 ,	田中敏章 ,	堀川玲子 ,	他 .	 :	 IRMA 法による小児期血中 LH,	FSH の検討 .	ホルモンと
臨床 38:217-221,	1990.

4.	 Ropelato	MG,	Escobar	ME,	Gottlieb	S,	et	al.	Horm	Res.	1997;48:164-172.

　図 1　基礎値 LH 図 2　基礎値 FSH



− 41 −

成長科学協会  研究年報  No. 43  2019

　図 3　基礎値 LH・FSH 比 図 4　頂値 LH

　図 5　頂値 FSH 図 6　頂値 LH・FSH 比
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成人成長ホルモン分泌不全症患者に対する 
成長ホルモン治療のアドバースイベント

松野　彰
帝京大学医学部脳神経外科

　成人成長ホルモン分泌不全症患者（AGH）と診断した 31 例の患者さんについて、外来において
成長ホルモン（GH）補充療法を継続した。いずれも GH 補充は適切に行われており、合併症の発症
はなかった。
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アドバースイベント報告

西　美和
広島赤十字・原爆病院小児科

　成長ホルモンに関するアドバースイベントについて 3 点を報告する。

2019 年成長科学協会に報告されたアドバースイベント

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年1月18日　　西　美和

成長科学協会　アドバースイベント報告　（2019年1月～12月) 

成長ホルモン分泌不全性低身長症
E　A齢 年性

1 M 14歳１か月 HbA1c   6.3%1q
2 M 11    5 中枢性副腎皮質機能低下症（視床下部性）
3 M 14    9 中枢性副腎皮質機能低下症
4 M 11   11 中枢性副腎皮質機能低下症 疑い
5 M 11   10 HbA1C正常、IRI 65.1μU/mL高インスリン血症
6 M 12   10 注射時の痛み
7 M 12   10 軽度側弯症
8 F 12    6 甲状腺機能亢進症
9 M 6    1 尿潜血±
10 M 10    5 WPW症候群
11 M 15   11 AST 56U/L,   ALT 113U/L
12 F 10    3 潜在性視床下部性副腎皮質機能低下症
13 M 11    6 肥満、肝機能障害
14 F 8    0 乳房発育 疑い
15 F 6    8 尿蛋白± → 正常化
16 F 14    5 βタラセミア遺伝子異常でフォロー中
17 F 13    1 思春期早発症
18 M 13    9 MR
19 F 4    8 気管支喘息
20 M 14    3 GOT 40U/L,  GPT 73U/L
21 M 5    4 蛋白尿+
22 M 10   11 ラトケのう胞
23 M 8    2 Hgb 10.7g/dL
24 F 17    2 バーター症候群　　　　　　　　　GH治療中止
25 M 16　　7 てんかんの悪化　　　　　　　　　GH治療中止
26 M 18    0 脊椎側弯症の進行　　　　　　　　GH治療中止
27 F 13    8 ミトコンドリア病 疑い　　　　　 GH治療中止

28 M 11    0
4歳2か月時からGH治療。
1型糖尿病（11歳1か月から） 　　 GH治療中止

29 M  8    3 GH治療効果なし　　　　　　　　　GH治療中止
30 M 15    6 左大腿骨非骨化性線維症　　公費うち切りで　GH治療中止
31 M 14    7 急性虫垂炎
32 M  4    8 関節痛
33 M 14    5 ADHD ストラテラ、コンサータ投与中
34 M 10    8 注射部位の発疹
35 M 15   10 尿中蛋白＋
36 M 15    8 尿中潜血陽性（ナッツクラッカー現象による）
37 M 16    1 眠気（部活動が厳しいためと考えている）
38 F 12    5 頭痛（脳腫瘍は否定）
39 M 5    8 コフィン・シリス症候群疑い
40 ? 14    8 尿潜血陽性
41 F 12    5 尿蛋白3+
42 M 9    8 46,XY,r(2)(p25q37)、多指症術後、脳失拡大 VPシャント術後
43 M 8    8 肥満度増加
44 M 5    9 アデノイド増殖症、扁桃腺肥大、睡眠時無呼吸症候群
45 F 13    0 家族性尿潜血陽性
46 M 16    3 ロンゲス内服（高血圧症、慢性心不全）
47 M 11    6 右足関節痛（整形外科的に異常なし）
48 M 12    4 軽度発達障害
49 M 12    8 インスリン抵抗性の増大
50 M 11   11 潰瘍性大腸炎
51 F  4    7 有　詳細な記載なし
52 M 17    4 尿潜血1-2+
53 F 12    6 体重減少、二次性腎不全の疑い
54 M 16    4 有　詳細な記載なし         骨端線閉鎖   GH治療中止
55 M 15    7 てんかん 　　　　　        骨端線閉鎖   GH治療中止
56 M 15    6 尿中潜血陽性　　　         公費打ち切り GH治療中止
57 M 16    1 多発性硬化症
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ターナー症候群
性 年 齢 A　E

1 F 7   0 馬諦腎、AS、CoA（術後）、多動
2 F 9   2 側弯、左股関節ペルテス病

軟骨異栄養症
性 年 齢 A　E

1 F 12   2 両下腿延長術施行、その後にピン感染
2 M 15   7 GPT 43U/L
3 M  9   3 皮膚色素沈着
4 M  6   6 皮膚色素沈着

プラダー・ウィリー症候群　　
性 年 齢 A　E

1 F 3   4

睡眠時無呼吸 2歳5か月時にGH 0.245mg/kg/wで治療開始、2か
月間使用し睡眠時無呼吸のために治療１か月間中止し、
0.1mg/kg/wの少量から開始し、2か月後からは0.17mg/kg/wで3
か月間、その後は0.2mg/kg/w。

2 M 7   9 インフルエンザ脳症　　　来院なく不明
3 F 13   1 HbA1c 6.1%
4 F  3   8 喘息発作　便秘
5 M 16   9 側弯
6 F 12  11 HbA1c 6.0%

SGA性低身長症
性 年 齢 A　E

1 F 10    6 HbA1c 6.1%
2 M 12    7 思春期早発症　ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ治療開始
3 F 13    2 有　詳細な記載なし
4 F  8    9 注射時の痛み
5 F  8    1 発熱
6 F 13    4 甲状腺機能亢進症　　　　　　　　　GH治療中止
7 F  3   10 注射部位の発赤　　　　　　　　　　GH治療中止
8 M 15    9 CPK 1793U/L
9 M 14    4 HbA1c 5.8%
10 F 11    3 側弯
11 F 10    3 橋本病、甲状腺機能低下症でTx中
12 F 11    0 一過性CK上昇（667U/L）
13 M  6    1 高Ca尿症

小児慢性腎不全性低身長症　　　報告 なし

成人成長ホルモン分泌不全症
1 M 79   10 特発性肺線維症
2 M 20    6 肥満症



− 45 −

成長科学協会  研究年報  No. 43  2019

2019 年学会発表されたアドバースイベント

P2-18-137
SGA 性低身長症に対する成長ホルモン治療中止後に 2 型糖尿病を発症した 1 例
　吉崎加奈子，他	．（倉敷中央病院小児科）
　第 53 回日本小児内分泌学会学術集会　2019.9/26-28、京都

　　14 歳　男性
在胎 27 周 0 日　出生身長 27.0cm（−3.56SD）、出生体重　452g（−3.96SD）
広汎性発達障害あり
SGA 性低身長に対して 4 歳 10 か月〜 13 歳 1 か月 GH 治療。
GH 治療終了後 19 か月後に、口渇、多飲多尿、体重減少で発症。2 型 DM と診断し、メトホルム治
療している。

2020 年 1 月現在の成長ホルモンと白血病

症例 性
GH分泌

GHD
開始年齢

（歳）
治療期間

（年）
製剤 病型

診断年齢
（歳）

GH治療との
期間的関係

危険因子 他

1 M I 14 6.3 p ALL 21.3 終了後 0.9年
2 M I 2.5 2.8 p ALL 5.3 治療中 Fanconi貧血
3 M I 15.5 2.4 p ALL 17.8 治療中 Germinoma、放射線療法
4 M I 14.8 3.5 p/m ALL 18.3 治療中
5 M I 12.1 5.2 p ALL 27.1 終了後 9.8年
6 M I 12.8 2.5 m/r ALL 20.2 終了後 4.8年
7 F I 9.1 2.8 p AML 11.8 治療中
8 F II 15.3 1 m MDS?→AML 17 終了後 0.8年 Turner症候群、奇形腫

胎児性がん、化学療法
9 M I 6.6 11.2 p AML 17.8 治療中
10 F I 7.7 0.3 r AML 8 治療中
11 M II 12.8 0.2 r AML 12.9 治療中 汎血球減少症
12 M II 18.4 0.5 r AML 20 終了後 0.9年
13 M II 6.7 1.7 r MDS 8.4 治療中 神経芽細胞腫

放射線・化学療法
14 M I 14.3 1 m CML 15.3 治療中 頭蓋咽頭腫

放射線療法
15 F II 13.8 1.8 p CML 18.3 終了後 3.8年
16 M II 5.3 0.5 r ALL 5.7 治療中 貧血
17 M II 9.4 6.4 r ALL 15.9 治療中
18 M II 10.6 4 r ALL 12.7 治療中 Prader-Willi症候群
19 F I 5 13.5 p/r ALL 23 終了後 5年
20 M II 11.7 0.8 r CML 13.2 終了後 0.7年
21 M II 8.8 3.6 r AML 12.3 治療中
22 M ? 13 13日 r ALL 13 治療中 ALL
23 M ? 5.5 7.5 r ALL 18 終了後4.8年
24 F II 5.6 2.5 r CML 8.1 治療中
25 F 正常 2.4 1.1 r ALL 3.5 治療中 Turner症候群
26 M ? 11.5 1.5 r CML 13.3 治療中 耐糖能異常

27 M I 57 3.5 r CML 60 治療中
頭蓋咽頭腫
放射線療法

28 M 正常 3.6 1.1 r ALL 4.7 治療中 ALL:寛解、SGA 
2016(H28)年

29 ? ? ? ? ? AMoL ? ? ?
2017(H29)年

30 ? ? 3.3 r ALL 10歳代 治療中 Turner症候群
31 I ? 0.7 r MDS 50歳代 治療中 下垂体腺腫

　2018(H30)年 2019(R1)年 報告なし

M　22
F    8
?    1

 I（重症）      13例
II（重症以外） 11
？（不明）       5
 正常            2

　ALL 　15例
AML　　7
CML    6
MDS　　2
AMoL   1

　危険因子有　  10例
　　　　　　　無  　19
               ?      2

　　症例15まで：Nishi Y. et al: JCEM 84:1961, 1999（1975-1997年12月31日）
　　r: recombinant GH,   p: pituitary derived GH,   m: methionyl GH

GH治療 白血病

広島赤十字・原爆病院　小児科　西　美和　　　2020(R2). 1.18.　GH治療と白血病
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指定 02

下垂体腺腫手術症例における術前後の成長ホルモン分泌能に関する追跡調査

	 主任研究者	 大山　健一	 （帝京大学医学部脳神経外科）
	 共同研究者	 松野　彰	 （帝京大学医学部脳神経外科）
	 	 田原　重志	 （日本医科大学脳神経外科）
	 	 福田　いずみ	（日本医科大学内分泌代謝内科）

背景

　我が国では成人成長ホルモン分泌不全症（以下 AGHD) の診断に GHRP-2 負荷試験が広く用いら
れている。GH 頂値が 9ng/ml 以下であれば重症 AGHD と診断されるが、その中でも GH 頂値が極
めて低い例から、9ng/ml に近い値を示すものまで反応性は様々である。術前に重症 AGHD が診断
された下垂体腺腫症例において、術後に成人成長ホルモン分泌能が改善する例もあるが、術前の
GHRP-2 負荷試験の結果において、術後の成長ホルモン分泌能改善を予測しうる指標は明らかでな
い。本研究では、術後に成人成長ホルモン分泌能が改善する症例における術前後の GHRP-2 負荷試
験の結果や、その臨床像を解析することで、術後の成長ホルモン分泌能の改善を予測しうる指標を
検討した。

方法

　内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術を施行された下垂体腺腫症例のうち、術前に成人成長ホルモン分泌不
全症と診断された症例 45 例のうち術前 GHRP-2 負荷試験で重症 AGHD と診断された 21 例（男性
14 例、女性 7 例、平均年齢 63 ± 1.4 歳）を対象とした。術前の GHRP-2 負荷試験における GH の頂
値 3ng/ml 未満を low	 response 群（L 群）、３〜 9ng/ml 未満を moderate	 response 群（M 群）と
に分け、両群での年齢、性別、BMI、腫瘍体積を比較解析した。また両群共に術後７日目に GHRP-2
負荷試験を再施行し、GH の頂値の推移を追跡した。

結果

　術前 GHRP-2 負荷試験で重症 AGHD と診断された 21 例の内訳は、L 群が 13 例（62%）、M 群が
8 例（38%）であった。両群間で年齢のみ有意差（L:68 ± 1.3 歳、M:55 ± 1.2 歳、p<0.036）を認め
たが、性別、BMI、腫瘍体積に明らかな差は認めなかった。M 群 9 例における術後 GH 頂値は 3ng/
ml 未満が 1 例、３〜 9ng/ml 未満が 4 例、9ng/ml 以上が 3 例（3/9=33%）であった。一方、L 群
13 例では、術後 GH 頂値は 3ng/ml 未満が 9 例、３〜 9ng/ml 未満が 4 例であり、9ng/ml 以上に改
善する例は認められなかった。

結語

　術前 GHRP-2 負荷試験で重症 AGHD と診断された非機能性下垂体腺腫のうち、GH 頂値が 3ng/
ml 以上の症例では、約３割の症例で術後早期に AGHD を脱しており、術後に成人成長ホルモン分
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泌能が改善する指標となり得る。今度さらなる症例数の蓄積と、長期的なフォローアップを行うこ
とで、術後に成人成長ホルモン分泌能が改善する指標としての <GH 頂値 3ng/ml 以上 > の妥当性
を検証する必要がある。
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指定 03

成長ホルモン及び IGF-1 測定に関する研究 
−日本人下垂体疾患患者における血清 IGF-1 濃度の縦断的解析−

	 主任研究者	 安藏　慎	 （東京都立大塚病院）
	 共同研究者	 島津　章	 （草津総合病院）
	 	 勝又　規行	（国立成育医療研究センター研究所）
	 	 立花　克彦
	 	 肥塚　直美	（東京女子医科大学）
	 	 堀川　玲子	（国立成育医療研究センター生体防御系内科部）
	 	 横谷　進	 （福島県立医科大学ふくしま国際医療科学センター）
	 	 望月　貴博	（希望の森成長発達クリニック）
	 顧問	 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）とインスリン様成長因子−１（IGF-1）は、GH 分泌不全症および GH 分泌
過剰症（先端巨大症、下垂体性巨人症）の診断および治療における指標として必要不可欠である。
2006 年に健常成人 1,200 例を用いて、本邦成人における性別・年齢別 IGF-1 基準範囲が設定され 1）、
その後小児期におけるデータ 2）と統合して 0 歳から 77 歳まで 1 歳刻みの日本人 IGF-1 濃度の基準範
囲が設定され 3）、広く診療現場で利用されている。
　しかし、これまで設定されてきた基準範囲は、全て横断的解析によるものである。GH による治
療およびGH分泌の抑制治療などにおいては、個人としてのIGF-1濃度の推移を観察する必要があり、
その成績を横断的解析データに基づいた基準範囲で判断して良いかどうかについて、個人を長期間
観察した縦断的解析データに基づいた検証が必要である。今回われわれは、長期間経過観察が可能
であった間脳下垂体疾患患者の血清 IGF-1 濃度の経時的変化について、予備的に検討した。

対象

　8 年以上の臨床経過を追うことができ、年に 1 回以上の IGF-1 測定が実施された種々の間脳下垂
体疾患症例 31 例（男性 13 例、女性 18 例、年齢 21 − 77 歳）を対象とした。疾患の内訳は、プロラ
クチノーマ（薬物治療中）、クッシング病（術後）、非機能性下垂体腺腫（術後）、ACTH 単独欠損症、
自己免疫性下垂体炎、特発性中枢性尿崩症であり、GH 分泌能は保たれていた。診療情報の二次利
用として間脳下垂体疾患患者に関する包括的臨床研究（京都医療センター）の一部として実施した。

方法

　診療録を後方視的に調査して、血清 IGF-1 濃度と測定時の年齢、性別、疾患名を抽出し、基準値
に基づいて SD 値を求めた。血清 IGF-1 濃度を IRMA 法により測定した。横断的に作成された年齢
別 IGF-1 基準値に基づいた SD スコアを算出し、経年的の変動を検討した。
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結果

　経年的血清 IGF-1 濃度 SD スコアと初回観察時の SD スコアとの差から年間当たりの SD スコアの
変化を計算すると、男性 13 例の平均値は−0.215± 0.120（SD）であり、女性 18 例の平均値は−0.178
± 0.097（SD）であった。男女ともに、経年的に血清 IGF-1 濃度 SD 値は低下傾向にあることが判明
した。
　年齢層は幅広く分布しているため、比較的データの集積がある 40 歳から 58 歳までの男性 5 例お
よび女性 6 例に限定して血清 IGF-1 濃度の SD スコアの経年的変化をグラフ化した（図 1，2）。男
女ともに、各症例の折れ線には大きな変動が見られるものの、全体としては右方に下がる傾向を示
し、経年的に血清 IGF-1 濃度 SD スコアが低下する傾向が視覚的に確認された。

考察

　今回の検討により、経年的血清 IGF-1 濃度 SD スコアは、経年的に低下傾向を示した。また、同
一症例内で大きな変動幅が見られることが判明した。
　血清 IGF-1 濃度が年齢と負の相関を示すことはよく知られているが、今回初めて SD スコアを用
いても IGF-1 濃度における年齢の影響が除外できないことが判明した。これは、横断的基準値を個
人の血清 IGF-1 濃度の経年的観察に用いることには問題があることを示唆している。このような現
象が起きる原因として、遺伝的影響の可能性が考えられる。
　血清 IGF-1 濃度は遺伝的影響を受ける。IGF-1 遺伝子多型が血清 IGF-1 濃度に影響を与えること
は古くから知られているが 4）、最近特定の SNPs が血清 IGF-1 濃度の年齢依存性の減衰に影響を与
えることが示された 5）。このことは、個人の血清 IGF-1 濃度の経年的観察においては縦断的解析に
基づいた基準値が必要であることを意味している。
　GH 分泌不全症や GH 分泌過剰症の患者に対する至適な長期管理において、病勢の指標である血
清 IGF-1 濃度の標準的目標値の設定は必要不可欠である。GH 分泌不全症や GH 分泌過剰症の患者
数は少ないため、全国レジストリ―などによる症例共有を行い、個人として目標とする適正な血清
IGF-1 濃度の目標値の設定が望まれる。

結論

　今回の予備的検討から、IGF-1 値の横断的解析による基準値は、実際の個人の縦断的変化より高
めになっている可能性がある。このため、今後 GH 分泌不全症および GH 分泌過剰症の診療におけ
る指標として、縦断的解析に基づく血清 IGF-1 基準値の設定が必要である。

参考文献
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ンと臨床 .　2007;55:393-399.
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　図 1 間脳下垂体疾患症例（測定時 40-58 歳）における血清 IGF-1 濃度 SD スコアの経年的変化

　図 2 間脳下垂体疾患症例（測定時 40-58 歳）における血清 IGF-1 濃度 SD スコアの経年的変化
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指定 04

ヨウ素摂取と甲状腺機能、成長発達との関連に関する研究 
学童全国調査による日本人のヨウ素摂取状況に関する研究　総括

	 主任研究者	 布施　養善	 （Iodine	Global	Network）
	 共同研究者	 伊藤　善也	 （日本赤十字北海道看護大学臨床医学領域）
	 	 山口　真由	 （鎌倉女子大学家政学部管理栄養学科）
	 	 浦川　由美子	（元鎌倉女子大学家政学部管理栄養学科）
	 	 塚田　信	 （女子栄養大学栄養科学研究所）

　本研究は 2013 年から継続しているものであり 1）-4））、以下に平成 31 年度の研究の成果を含めて研
究全体の総括を述べる。

研究の背景

　ヨウ素は甲状腺ホルモンの合成に必須の微量元素、微量栄養素で、その欠乏あるいは過剰のいず
れもが甲状腺機能障害を主とする多彩な症状を示す。日本およびアジアの一部の国以外ではヨウ素
欠乏症が現在においても公衆衛生の重大な問題である 5）。最近、ヨウ素添加食塩の使用によってヨ
ウ素欠乏症を克服した国において、再びヨウ素摂取量の減少が認められ、特に妊産婦、乳幼児など
においてヨウ素欠乏のリスクが高まっていると指摘されている 6）。日本においてはヨウ素欠乏より
もヨウ素過剰摂取による甲状腺機能異常が注目を受けてきたが、経腸栄養や拒食症、菜食主義など
の他にヨウ素欠乏のリスクのある集団も存在する 7）。しかし日本人が日常的にどの位のヨウ素を摂
取しているかについては我々の報告 8）-13）も含め、散発的であり、世界に発表できる日本の National	
Data は存在しない。そこで 2013 年より、公益財団法人成長科学協会ヨウ素関連調査研究委員会が
主体となって日本甲状腺学会臨床重要課題委員会と協力して、日本のヨウ素栄養状態についての全
国調査を行った 1）-4）。

研究目的と方法

　全国 47 都道府県において、地域のヨウ素栄養状態の国際的評価基準方法 5）,	14）である６歳から 12
歳の児童の尿中ヨウ素濃度（urinary	iodine	concentration,	UIC）を測定し、同時に保護者に対して
栄養調査（食物摂取頻度調査法 15）、	Food	frequency	questionnaire,	FFQ）によるヨウ素摂取量を調
査し、日本人のヨウ素栄養状態についての National	Data を作成する。
１.	 調査地域：各県１地域、主に県庁所在地、政令指定都市とする。
２.	 調査対象：甲状腺疾患の既往歴、現病歴のない健康な小学校１学年から６学年までの男女児童

約 600 名から900 名とその保護者男女で調査への参加に同意したもの。
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３.	 調査項目：
	 1）児童の生年月日、身長、体重、同胞、随時尿中ヨウ素濃度とクレアチニン濃度の測定
	 2）保護者男女への FFQ による過去１か月の日常的ヨウ素摂取量
	 3）採尿日前後２週間の学校給食の献立中のヨウ素含有量
４.	 尿中ヨウ素濃度の測定はサーモフィッシャーサイエンティフィック社の誘導結合プラズマ質量

分析計（Inductively	Coupled	Plasma	Mass	 Spectrometry,	 ICP-MS）iCAP	Q を用いた。この方
法の測定内変動は 1.5 − 6.9％、測定間変動は 1.8 − 6.3％である。

研究結果

1.	 調査の進捗状況
（1）	 本年度は 2019 年 3 月から 12 月の間に 4 道県、小学校 14 校において調査を行った。対象児童

総数は 2,760 名で、その 67％である 1,850 名と保護者男女 2,469 名より協力を得た（表１）。

　表１　調査地域と対象校・児童・保護者数

（2）	 2013年9月から2019年12月の間に合計32道府県、52市町村、小学校162校において調査を行っ
た。対象児童総数は 51,839 名で、その 62.9％にあたる 32,604 名と保護者男女 39,834 名より協力
を得た。1 都道府県で 1 箇所を原則としたが、北海道、広島県、千葉県、新潟県は複数地域にお
いて調査を行った。また初回調査でヨウ素摂取量が多い地域については再調査、2 次調査を行っ
た 16）。

2.	 尿中ヨウ素濃度値とその分布
　ヨウ素含有量の多い学校給食の影響によって尿中ヨウ素濃度が高値となった 2013 年の広島市
調査の１校を除いて、測定可能な尿検体の得られた 31,898 名の児童について集計した。年齢は
平均（標準偏差）9.6（1.7）歳である。尿中ヨウ素濃度値は 13µg/L から 66,643µg/L に分布し、
中央値は 269.0µg/L（クレアチニン比では 255µg/gCre）であり（図 1）、非対称で左絶壁型の分
布を示した（表２）。

県 市/町 
調査小学 

校数 

対象児 

童数 

調査への参加者数 
児童の参加率

(%) 
調査年 調査月

児童数 保護者数

新潟県 
新潟市 1 455 262 391 57.6 

2019 

6 
長岡市 1 387 242 348 62.5 

北海道 
利尻郡利尻町 2 68 51 92 75.0 

11 利尻郡利尻富士町 2 116 108 126 93.1 

福井県 福井市 1 395 141 207 35.7 

千葉県 鴨川市 7 1,339 1,046 1,305 78.1 12 

合計 14 2,760 1,850 2,469 67.0     
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　図 1　尿中ヨウ素濃度の分布

　表 2　尿中ヨウ素とクレアチン濃度値

3.	 ヨウ素栄養状態の評価
　World	Health	Organization（WHO）のヨウ素欠乏症の診断のためのヨウ素摂取量評価基準によ
ると、6 歳から 12 歳の小児（学童）の UIC 中央値が 100-299µg/L を適量とする 5），14）。本調査では
中央値が 269µg/L であるのでヨウ素摂取量は適量である。またヨウ素欠乏症の指標である UIC が
100µg/L 未満である地域は存在せず、全体の割合は 10％以下であるので、日本人には集団として
ヨウ素欠乏は存在しない。

  UIC (μg/L) UIC (μg/gCre) Creatinine (mg/dL) 

Median 269 255 106.2 

5% Percentile 87 90 45.3 

25% Percentile 164 157 77.0 

75% Percentile 510 498 142.0 

95% Percentile 2,207 2,218 203.3 

n = 31,898 
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4.	 地域別の尿中ヨウ素濃度値
　50 地域の UIC 中央値は 208.5µg/L から 3,138µg/L に分布し、中央値は 277µg/L であり、地域差
が認められた（表３、図 2）。図中の○印は調査した小学校の所在する市町村である。表 3 には
UIC 中央値の順に県を配列した。

　図 2　学校所在県別の尿中ヨウ素濃度中央値

　UIC 中央値は西日本ではやや低めの地域が多く、北陸地方、北海道は高い傾向がある。再調査
および 2 次調査の結果 16）、WHO 基準でヨウ素摂取過剰とされる 300µg/L を越えるのが 11 地域で、
このうち北陸地方が 3 地域、残りが北海道である。1,000µg/L を越えるのは中標津町のみであり、
今後、2 次調査を行う予定である。
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　表 3　学校所在地域別の尿中ヨウ素濃度中央値と分類

 

県 市 
尿中ヨウ素濃度 

中央値 (μg/L) 
ヨウ素摂取量＊ 

鹿児島県 種子島の 1市 2町 208.5 

標準よりやや少なめ 

熊本県 宇土市 214 

佐賀県 伊万里市 215 

神奈川県 横浜市 216 

群馬県 前橋市 217 

静岡県 浜松市 221.5 

沖縄県 浦添市・西原町 222 

宮崎県 宮崎市 225.5 

鹿児島 鹿児島市 228 

大分県 別府市 230 

北海道 旭川市 231 

山形県 鶴岡市 243 

福岡県 糟屋郡宇美町 248.5 

長崎県 長崎市 250 

新潟県 長岡市 251 

佐賀県 伊万里市 255.5 

大阪府 大阪市 259 

鳥取県 鳥取市 259 

千葉県（2019） 鴨川市 261.5 

長野県 松本市 262 

新潟県 佐渡市 265 

和歌山県 和歌山市 265 

徳島県 徳島市 274 

標準よりやや多め 

高知県 高知市 275 

岩手県 一関市 277 

秋田県 秋田市 282 

広島県（2016） 広島市 287 

兵庫県 西宮市 292.5 

香川県 高松市 293 

島根県 出雲市 293 

北海道 釧路市 293 

新潟県 新潟市 294.5 

京都府 舞鶴市 295 

北海道 根室市 297 

広島県 尾道市 298 

福井県 福井市 311 

多い 

石川県 金沢市 312 

北海道 富良野市 320 

青森県 むつ市 328.5 

富山県 富山市 332 

北海道 
函館市 358 

利尻郡利尻富士町（2018） 468 

千葉県（2015） 市原市 489.5 

北海道 

利尻郡利尻町（2019） 530 

厚岸郡厚岸町 544.5 

利尻郡利尻富士町（2019） 626 

礼文郡礼文町 633 

標津郡中標津町 1,071 
かなり多い 

広島県（2013） 広島市 1,350 

北海道 利尻郡利尻町（2017） 3,138 非常に多い 

＊WHO 基準に準じた評価 2019 年 12 月現在 
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5.	 未調査地域
　九州・沖縄地方はすべて終了し、四国は１県、中国地方は２県が未調査であるが、西日本の大
部分の県は調査を終了した。近畿、東海、関東、東北地方はほぼ半数の県が、北海道は一部地域
が未調査である。

　表 4　未調査地域（都道府県）

考案

1．ヨウ素摂取量の評価方法
　疫学的に地域集団のヨウ素摂取量の評価にはWHO、United	Nations	Children's	Fund（UNICEF）、
IGN（Iodine	 Global	Network）の基準では学齢期（6 〜 12 歳）の小児（school-age	 children、
SAC）を対象に「µg/L」であらわす UIC 中央値をもって評価し、国際比較にも用いる。小児以外
の成人、妊産婦も同様な方法で評価するが、その基準は全く同じではない。妊婦・授乳婦では
150-249µg/L、小児は 100-299µg/L である 5）。また WHO は適切なヨウ素摂取量を成人においても
100µg/L 以上としているが、科学的根拠は薄弱である。以前は 100-199µg/L を適量、200-299µg/L
を適量以上としていたが、現在はこの区分は用いられず 100-299	 µg/L を適量としている。注意す
べきことは、この基準はヨウ素欠乏症の診断と治療（ヨウ素補充）のためのものであり、過剰な
ヨウ素摂取量（300µg/L）とはヨウ素欠乏の予防、是正には過剰であるという意味で、栄養学的に
避けるべき量という意味ではない 5）。
2．日本人のヨウ素栄養状態について
　全国の 47 都道府県のうち 32 道府県において、約３万 2 千名の児童を対象として調査を行った。
未調査地域もあるが、ほぼ全国を網羅し、過去にこれだけの規模の疫学調査は諸外国にもなく、
この結果は日本の National	Data と見做すことが出来るものと考えられる。
　UIC中央値は前年度までの調査では268µg/Lであり4）、今回は269µg/Lと大きな変化はみられず、
おそらく対象地域をこれ以上、追加しても大きな変化はないものと推測される。日本人全体とし

地域区分＊ 全都道府県数 未調査都道府県名 

北海道 1 道央、道南、道北の一部地域 

東北 6 宮城、福島 

関東 9 茨城、栃木、山梨（北関東・甲信）、埼玉、東京（南関東） 

北陸 4 なし 

東海 4 三重、岐阜、愛知 

近畿 6 滋賀、奈良 

中国 5 山口、岡山 

四国 4 愛媛 

九州・沖縄 8 なし 

＊厚生労働省による区分
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てヨウ素栄養状態が国際基準で適量であることは明らかであるが、過剰と判断される複数の地域
が存在する。しかし 300µg/L 以上が過剰という WHO 基準が日本人にも当てはまるのかは不明で
あり、甲状腺疾患との関連が重要である。健康人はかなりの量のヨウ素負荷にも耐えられ、ヨウ
素摂取過剰による甲状腺機能異常についてはその発生機序は未だ明らかではない。日常的（基礎的）
なヨウ素摂取量、負荷されるヨウ素の量と期間、環境要因、甲状腺自己抗体など基礎にある甲状
腺疾患の有無、遺伝的素因、人種などの複数の因子が関与している。ヨウ素摂取量の多い地域に
おいてはヨウ素摂取源、甲状腺疾患の頻度、種類についての調査が必要である。
　ヨウ素は小児の発育、発達において必須の栄養素であり、今回の調査結果をもって摂取過剰と
される地域において安易にヨウ素摂取制限を行う方向にすすむべきではない。日本は古代から昆
布を代表とする海藻類を習慣的に摂取することによってヨウ素欠乏症を免れてきた。しかし近年、
昆布の消費量の著しい減少とヨウ素摂取源の変化がみられ、最近の我々の調査でも食事からのヨ
ウ素摂取量が欠乏に近い程度に少ない集団（若年者、授乳婦など）が存在することが認められて
いる 17）,	18）。
　本調査においては甲状腺容積の測定、血液による甲状腺機能検査行ってはいないが、問診によっ
て甲状腺疾患の既往歴、	現病歴のないことを確認した健康な小児を対象としている。今後、ヨウ素
摂取量の多い地域の小児、成人について甲状腺機能検査を行い、ヨウ素摂取量が甲状腺機能異常
の有無、ヨウ素摂取量との関連について確認することと、耐容上限量を含め、現在のヨウ素摂取
基準が妥当であるかを日本人についての最新の十分な科学的根拠を用いて再検討する必要がある。
3．ヨウ素摂取量の地域差について
　尿中ヨウ素濃度から推測したヨウ素摂取量は九州地方、関東地方が少なめであり、北陸地方、
北海道の一部地域が多い。北陸地方は昆布を多く食べる習慣があり、主なヨウ素摂取源であると
言われているが、今回の結果もそれを裏付けるものと考えられる。従来、沿岸地域の住民は海産
物を消費する量が多いためヨウ素摂取量が多いとされてきたが、現在では必ずしもすべての地域
にあてはまらない。例えば、初期の調査で UIC 中央値が高値を示した北海道中標津町は酪農地帯
であり、千葉県市原市も日本を代表する工業都市である。また、利尻島については再調査により、
UIC 中央値は 500 − 600	 µg/L で甲状腺容積も著しく大きくはなかった 16）。日本人のヨウ素摂取源
は生活様式と食生活の急激な変化により変化し、全国的に一律化しているものと推測される。本
調査では保護者のヨウ素摂取状況についての食事調査を同時に行っているので、その分析により
地域差の原因が明らかになる可能性はある。
4．世界の中での日本のヨウ素栄養状況
　2019 年時点での世界のヨウ素栄養状態は過剰（UIC:300µg/L ＜）の国は 14 か国であり、適量

（100 − 299µg/L）である国のうち 200 − 299µg/L の国は 47 か国で日本は上から 9 番目に位置す
る 19）。国レベルでのヨウ素欠乏症の予防にはヨウ素添加塩の使用が有効であり、法律で使用を定
める国もある（Universal	 salt	 iodization：USI）。ヨウ素添加塩を使用していない国は日本と韓国
のみであり、主要なヨウ素摂取源は海藻である。不適切なヨウ素量が添加された場合や大量に食
塩を摂取することにより、必要以上のヨウ素が補充されることがある。しかしこれらの国で甲状
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腺機能異常が多いのかどうかの情報はほとんどない。一方、近年、食塩摂取量を制限する世界的
傾向から、それに伴ってヨウ素摂取量が低下することが問題となっている。
5．ヨウ素摂取量と甲状腺機能異常との関連
　ヨウ素摂取過剰と甲状腺疾患との関連については多くの報告があるが、潜在性も含めた甲状腺
機能低下が指摘されている。日本と同じく USI のない韓国は UIC の中央値が 432µg/L と世界で 2
番目に高く、ヨウ素摂取源は 66％が昆布、11％が乳製品、9％が魚で、昆布はスープとして常用さ
れている 20）,	21）。最近の韓国の全国調査（甲状腺機能検査と尿中ヨウ素測定）では UIC 値が高い群
に潜在性甲状腺機能低下の頻度が高く、数か月のヨウ素制限によって TSH 値の低下、T4 値の上
昇を認めた。中国では USI が導入されており、1999 年の研究では 3 つの異なるヨウ素栄養状態の
地域を 5 年間観察、比較し、ヨウ素過剰の地域に甲状腺機能低下と自己免疫甲状腺疾患の頻度が
高いことが報告されている 22）。日本では甲状腺疾患の頻度についての全国的な疫学的研究はほと
んどなく、今回の全国調査で得られたヨウ素栄養状況を参考に、今後、研究をすすめることが必
要である。
6．日本人の食事摂取基準における小児のヨウ素摂取量について
　厚生労働省の策定する「日本人の食事摂取基準 2020」報告書が公表され 23）、次年度から 5 年間
使用される。主な改定点は小児の耐容上限量であり、「日本人の食事摂取基準 2015」24）では、6 −
11 歳は 500µg/日、12−14 歳は 1,200µg/日であったが、それぞれ 550µg/日（6−7 歳）、700µg/日	

（8 −9 歳）、900µg/ 日（10 −11 歳）、2,000µg/ 日（11 −12 歳）と改められた。耐容上限量は過
剰摂取による健康障害の回避を目的とし、十分な科学的根拠が得られない栄養素については設定
しない。ヨウ素は推定平均必要量の算定に有用な日本人についての報告がないため、1960 年代に
米国で成人において行われた放射性ヨウ素を用いた甲状腺へのヨウ素蓄積量のデータをもとにし
て推定平均必要量と推奨量を算定し、小児については参照体重の比を用いて成人の値を外挿して
算出されている。	6 −11 歳までの小児の耐容上限量の根拠は、2002、	年に我々が WHO と協力して
行った超音波による学童の甲状腺容積の国際基準値を作成するプロジェクト 12）の一部である、北
海道中標津町の児童 280 名の調査結果を基としている 22）。すなわち甲状腺容積は他の地域の約 2
倍であり、尿中ヨウ素濃度中央値は 728µg/L で推定ヨウ素摂取量を 741µg/ 日と計算し、尿中ヨ
ウ素濃度が 500µg/L を越えると甲状腺容積が増加していくと報告している 13）。そこで「日本人の
食事摂取基準 2020」では 700µg/ 日を 8−9 歳の耐容上限量とし、他の年齢層については体重比で
外挿した。しかしこの論文の著者は、米国や他のヨウ素充足地域ではこのような関連が認められ
なかったことも述べており、また我々の研究と同様に甲状腺機能についての検査は行っていない
13）。昨年度までの調査では、6 −11 歳の約 2 万４千名の小児において「日本人の食事摂取基準
2015」の耐容上限量を超える割合は 6 −11 歳が 27％、12 歳が 12.1％であったが 3）、今後、新しい
基準を用いて再検討を行う予定である。
　日本人の食事摂取基準 2020 年版では小児の耐容上限量の引き上げとともに、活用に当たって以
下の留意事項が記載された 23）。（1）耐容上限量は、習慣的なヨウ素摂取に適用されるものである。
成人の場合、昆布を用いた献立を摂取することに起因する 10mg/ 日程度までの高ヨウ素摂取が間
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欠的に出現することは問題ないが、1 週間当たり 20mg/ 日程度までに留めることが望まれる。（2）
海藻類を食べない日本人集団のヨウ素摂取量が平均で 73µg/ 日に過ぎないと報告されていること
から意図的に海藻類の摂取忌避を継続することは、いずれの年齢層においてもヨウ素不足につな
がる。したがって、ヨウ素摂取を適正に保つには、昆布をはじめとする海藻類を食生活の中で適
切に利用することが重要である。
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指定 05

低身長小児 ･ 若年者のもつ体格イメージと性格特性の関連 
（職業選択意識との関連について）

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	 高山　玲苑、中澤　廣一、原　泰寛、長谷川　慶幸
	 	 （鳥取大学医学部保健学科）
	 金山　俊介	 （島根県立大学看護学部）
	 木村　真司	 （島根大学医学部看護学科臨床看護学講座）
	 西村　直子	 （大手前大学総合文化学部）
	 難波　範行	 （鳥取大学医学部周産期・小児医学分野）
	 長石　純一	 （鳥取市立病院小児科）
	 片山　威、梶　俊策
	 	 （津山中央病院小児科）

はじめに

　低身長は心理社会的ストレスを受ける要因のひとつとされていて 1）、低身長であることによって
心理社会的適応に困難が生じていることを示した研究も報告されている 2）．また、低身長者がもつ
自身の身体イメージが心理社会的適応に関連しているとの報告も増えている 3）-7）。
　このような低身長小児が感じる自己の身体イメージには、身長が低いことに加えて、自身に「か
弱さ」や「弱々しさ」の体格イメージを抱きがちであることが経験される。私たちは現在までの研
究で、男の低身長児は、実際には痩せていないのに、より痩せた体格イメージをもち、自身に「か
弱さ」や「弱々しさ」の体格イメージを抱きがちであることを明らかにしてきた 8）。つまり、自身
を小柄（低身長）であると認識することは、偏った体格イメージ認識を助長するだけでなく、セル
フエフィカシーの低下にも繋がり、ひいては自己概念、心理社会適応、性格の形成にも影響を与え
る可能性があると考えられる。
　そこで本研究では、低身長の体格イメージをもつ小児・若年者について、対象者の性格特性や職
業選択意識等の要因の関与の有無を明らかにすることにより、小児から成人にかけてのトランジ
ション期にある低身長小児についての、適切な心理社会的適応を支援するための根拠を得ることを
目的とした。

対象

　対象は、職種に関連しない普通科の A 高校（鳥取県米子市）で，文系理系が同数となるよう設定
した 2 年生 3 クラスの 120 名とした。その中の 116 名より回答済み質問紙が回収され（回収率
96.6％）、それぞれ男 40 名（34.5%）、女 76 名（65.5%）であった（表１）。その中で、職業選択意識
についての質問へ回答があった 113 名について解析を実施した。
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方法

1）	 属性の評価
　性別、年齢、出生順位、年長同胞の性別、家族構成、居住地を質問した。
2）	 体格イメージの評価
　無記名自記式質問紙を用いて、各対象者自身に「自分の体格をどう思いますか？」と尋ね、1. 小
さいほう、2. 普通、3. 大きいほう、の中から択一させた。回答に基づき、それぞれ小柄群、普通群、
大柄群に分けて以下の解析を行った。
3）	 性格特性の評価
　性格特性の評価は、YG 性格検査（120 項目）を用いて 9）-12）、無記名自記式の方法により実施した。
本性格検査は、	対象者の性格特性を「抑うつ性」「気分の変化性」「劣等感」「神経質」「主観的」「非
協力的」「攻撃性」「活動性」「のんき性」「思考的外向」「支配性」「社会的外向」の 12 種の面から
評価してスコア化するものである。得られた各スコアを、性別・各年齢層別の健康集団で報告さ
れているデータに基づいてパーセンタイルに変換し、これらを解析に供した。
　12 種の性格特徴を、　情緒性指標である「抑うつ性」「気分の変化性」「劣等感」「神経質」「主観的」

「非協力的」と、行動性指標である「攻撃性」「活動性」「のんき性」「思考的外向」「支配性」「社
会的外向」のそれぞれ 6 種に区分し、6 種の性格特徴パーセンタイルの平均値をそれぞれ、情緒性
指標、行動性指標として集計した。
4）	 職業選択意識
　総務省標準職業分類 13）による 22 種の職業を例示し、将来就きたい職業を一つ選択させた。22
種の職業を産業別分類 6 種に分類した（表 2,	3）。職業別分類の 6 種とは、（１）管理・保安系（例：
国会議員・自衛隊・警察など）、（２）専門・技術系（例：医師・弁護士・音楽家など）、（３）生産・
輸送・建設系（例：建設技術者・パイロットなど）、（４）農林・漁業系（例：農業・林業・漁業
など）、（５）サービス業系（例：販売担当者・商社勤務など）、（６）その他である。
5）	 統計学的解析
　統計学的解析は、統計ソフト SPSS	 ver.23	 for	Windows を用いて行った。頻度の比較には、カ
イ二乗検定と残渣分析を、群間の比較には Mann-Whitney	U 検定と Kruskal-Wallis 検定を用いて
解析した。有意水準はｐ＜ 0.05 とした。
6）	 倫理的配慮
　対象者とその保護者に、研究内容について文書で説明を行い、質問紙への無記名の回答を求め
た。記入済質問紙の回収箱への投函をもって同意が得られたとした。本研究は、鳥取大学医学部
倫理審査委員会の承認を得て実施した。
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結果

1）	 体格イメージの自己認識
　高校生の自身の体格イメージを、それぞれ小柄、普通、大柄と回答した数（百分率）を男女別
に示す（表１、小柄群、普通群、大柄群）。高校生の集団 113 名（体格についての回答が得られた
対象者）のなかで、低身長（小柄）の体格自己認識を示した小柄群は 23 名（男 11 名、女 12 名）
であった。
　今回の検討では小柄群、普通群、大柄群に分けて評価を行った。
2）	 体格イメージの自己認識別の性格特性（12 種）
　体格イメージの自己認識（小柄群、普通群、大柄群）別に、12 種の性格特性を比較した（図 1）。
12 種の性格特性のいずれも、体格イメージの大小によって有意な差を生じなかった。
3）	 体格イメージの自己認識別の職業選択意識
　体格イメージの自己認識（小柄群、普通群、大柄群）別に、職業選択意識として就きたい職種 6	
分類との関連を示す（図 2）。それぞれの職種について、体格の３群間で有意な差は認めず、カイ
二乗検定でも対象数の頻度の増加を認めなかった（表 4）。

考察

　低身長小児が感じる自己の身体イメージでは、身長が低いことに加えて、自身に「か弱さ」や「弱々
しさ」の体格イメージを抱きがちである。このことについては、私たちは今までの研究で、男の低
身長児は、実際には痩せていないのに、より痩せた体格イメージをもち、自身に「か弱さ」や「弱々
しさ」の体格イメージを抱きがちであることを明らかにしてきた 8）。このような意識はセルフエフィ
カシーの低下に繋がり、自己概念や心理社会適応に影響する可能性があると考えられる。
　一方、私たちは過年度の研究成果として、低身長の体格イメージをもつ小児の性格特徴には有意
な性差を認めないことを報告している 14）-16）。従来の研究で認められた、男の低身長児の「か弱さ」
や「弱々しさ」の体格イメージが認められなかった理由については不詳であるが、もっとも大きな
相違点は、体格イメージの評価方法が異なること、評価項目の設定が異なることである。従来の私
たちの報告では、模式図法により対象者自身の身体イメージを評価したが、昨年度の報告では、小
柄、大柄など文字情報に基づいた自己申告により体格イメージを判定させたことがもっとも大きな
差異である。評価方法についても、従来は体格イメージと実際の体重の比較により、体格イメージ
の妥当性を評価項目としたが、平成 28 年度から 29 年度の研究では、12 種の性格特性パーセンタイ
ル値を評価項目としたことが異なっていた。
　そこで平成 30 年度からの研究では、さらに体格イメージ認識に関連する要因の幅を拡げて解析す
ることを目的として、高校生の対象について、同胞との出生順、性別等の要因が体格イメージ認識
にどのような影響を与えるのかに着目して研究を実施した。さらに令和元年度研究では、性格特性
の発露の一つとして職業選択意識についての調査を実施し、体格イメージ認識との関連について解
析を加えた。
　今回の研究では、体格イメージ認識は性格特性と有意な関係を示さなかった。対象者数が少なく、
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男女別の検討が実施できなかったことが、有意差の検出を妨げていた可能性は残されているが、過
年度の研究と併せて、低身長の体格イメージをもっている小児・若年者に特有の性格特性は明かで
ないとの結論に至った。
　職業選択意識についても、今回の調査では、体格イメージ認識との統計学的有意な関係を見出す
ことはできなかった。対象が高校生であることから、将来の明確な職業意識の形成に至っていない
段階の対象者の多くが（6）その他、を選択したこと、結果として（１）管理・保安系（例：国会議
員・自衛隊・警察など）、（２）専門・技術系（例：医師・弁護士・音楽家など）の２つの職業分類
を選択する対象者が多かったことが、有意差の形成を阻害した可能性は残されている。実際に就業
している分類としての職業分類と、高校生の職業意識としての職業分類にこの研究では明らかにさ
れなかった不一致が存在する可能性が示唆された。
　低身長者の体格イメージ認識には、男の低身長児の「か弱さ」や「弱々しさ」の特徴があること
が既報 8）で明らかにされているが、それらが成長とともに発達課題としてクリアされて成人に至る
のか、性格特性や職業選択意識などとして成人後にも影響を与えるのかについては、今後、他の評
価方法の採用や交絡因子の影響の排除等、研究方法の改善により明らかにされる必要があると考え
られた。
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　表 1　体格イメージの自己認識（性別）

小柄群 普通群 大柄群 合計

男 11(28.9) 21(55.3) 6(15.8) 38(100)

女 12(16.0) 48(64.0) 15(20.0) 75(100)

計 23(20.4) 69(61.1) 21(18.6) 113(100)

	 性と体格イメージ間に関連なし（カイ二乗検定）	 人数（％）
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　表 2　総務省標準職業分類を用いた職業分類（22 項目）

　表 3　職業の産業別分類

　表 4　体格イメージ認識と職業選択意識

2

１.法務系（弁護士、検察官、裁判官、司法書士、不動産鑑定士など）
２.公務員系 （地方公務員、国家公務員、国際公務員、外交官など）
３.公務保安系（警察官、消防官、救急救命士、海上保安官、自衛官、電力会社勤務、ガス会社勤務など）
４.対人サービス（ホテルマン、キャビンアテンダント、スポーツインストラクターなど）
５.技能サービス系 （美容師、エステティシャン、調理師、栄養士、プロスポーツ選手、動物飼育係など）
６.金融系（銀行員、証券会社勤務、保険会社勤務、税理士、アナリストなど）
７.営業・販売系（販売担当者、接客営業、商社勤務、化粧品会社勤務、セールスエンジニアなど）
８.事務系（秘書、学校職員、医療秘書、一般事務など）
９.マスコミ系（アナウンサー、TVディレクター、新聞記者、翻訳、通訳など）
１０.企画調査系（イベントプランナー、広告代理店勤務、電機メーカー勤務、ショッププランナーなど）
１１.芸能・芸術系（作曲家、漫画家、モデル、俳優、映画監督、歌手、スタイリスト、声優など）
１２.デザイン系（ファッションデザイナー、インテリアデザイナー、インテリアコーディネーターなど）
１３.教育系（保育士、小学校教諭、中学校教諭、高校教諭、大学教員、塾講師など）
１４.社会福祉系（社会福祉士、介護福祉士、医療ソーシャルワーカー、臨床心理士など）
１５.医療・看護系（医師、看護師、薬剤師、理学療法士、歯科衛生士、薬品メーカー勤務など）
１６.自然研究・技術系（気象予報士、獣医師、食品研究者、水産研究者、農業研究者など）
１７.機械・科学研究・技術系 （機械系研究者、電子・電気系研究者、電気工事士など）
１８.コンピューター系（プログラマー、システムエンジニア、ゲームクリエイターなど）
１９.建築系（建築技術者、インテリアプランナー、建築大工など）
２０.運輸系（パイロット、トラック運転手、航海士、自動車整備士、鉄道会社勤務など）
２１.その他
２２.まだ決まっていない

総務省標準職業分類を用いた職業分類（２２項目）

 

 

体格イメージ 

就きたい職業 

体格イメージ認識(人) 
合計(人) 

1 小柄 2 普通 3 大柄 

職業分類 

1 管理・保安系 5 12 3 20 

2 専門・技術系 12 34 12 58 

3 生産・輸送・建設系 1 1 0 2 

4 農林・漁業系 0 0 0 0 

5 サービス業系 0 3 3 6 

6 その他 5 18 2 25 

合計(人) 23 68 20 111 
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　図 1　体格イメージ認識別の性格特徴（12 種）

体格の 1、2、3 は、それぞれ体格自己認識の小柄、普通、大柄を示す。
健康な高校生のパーセンタイル値として表示。

　図 2　体格イメージ認識と職業選択意識

体格イメージ：1：小柄、2：普通、3：大柄
職業：（１）管理・保安系、（２）専門・技術系、（３）生産・輸送・建設系、
　　　（４）農林・漁業系、（５）サービス業系、（６）その他
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指定 06

同一府県内における低身長児での摂取栄養の地域差の検討

	 主任研究者	 森　　潤	 （京都府立医科大学附属病院小児科）
	 共同研究者	 中島　久和	（京都府立医科大学附属北部医療センター小児科）
	 	 足立　晋介	（福知山市民病院小児科）

はじめに

　小児期、特に乳幼児期の成長には栄養が大きな影響を与える。戦後から現在までの間に 17 歳男児
の平均身長は約 10cm 高くなっていることからも現在の本邦においては、栄養状態は問題ないよう
に思われる。しかし食の西洋化やコンビニエンスストアの普及により肥満などの問題が生じている
一方で、カロリーは足りているにもかかわらず必要な栄養素が足りていない「新型栄養失調」とい
う言葉も使われるような栄養の偏りが指摘されている。しかし、臨床現場では栄養に重点を置いた
診療はあまりされておらず、栄養的な偏りが低身長の原因となっている可能性がある。
　そこで本研究では、同一府内の、政令指定都市である京都市、山間部である京都府中部、海辺で
ある京都府北部の低身長児の栄養摂取量を評価することにより身長を規定する栄養素を明確にし、
将来的な低身長児の治療・栄養指導に繋げることを目的とした。

対象

　低身長を主訴に、京都府立医科大学附属病院小児科（都市）、京都府立医科大学附属病院北部医療
センター小児科（海辺）、福知山市民病院小児科（山間）を受診し、同意を得られた 16 歳未満の児を
対象とした。対象者は、都市 10 名（男児 5 名、女児 5 名）、海辺 3 名（男児 1 名、女児 2 名）、山間
3 名（男児 3 名）で、平均年齢はそれぞれ 4.3 ± 2.2 歳、11.0 ± 1.6 歳、5.7 ± 3.1 歳であった（表 1）。

方法

栄養摂取の評価方法
　写真撮影を併用した 3 日間の食事記録法を用いた。調査日は保護者が平常通りと判断した 3 日間
を選択した。評価栄養素項目は、エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物、カルシウム、リン、
カリウム、鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、レチノール活性当量、ビタミン D、ビタミン B1、ビ
タミン B2、ビタミン B6、葉酸とした。各施設の栄養士が外来で写真を見ながら食事内容や量を確
認した。各施設の栄養士が、食物摂取頻度調査法（エクセル栄養君　食物摂取頻度調査 FFQg（株式
会社	建帛社））を用い、算出を行なった。本ソフトは「日本人の食事摂取基準（2015 年版）」に基
づいてエネルギー摂取基準値や各栄養成分の摂取基準値が設定されており、摂取エネルギーや摂取
栄養素は性・年齢の基準に対する割合（%）で表示した。
　血液検査は、日常診療で低身長や栄養状態の評価に必要な以下の検査項目を収集した。ALP、ア
ルブミン（Alb）、カルシウム（Ca）、リン（IP）、尿素窒素（BUN）、総コレステロール（T-cho）、
IGF-1、25 水酸化ビタミン D（25OH	VitD）、副甲状腺ホルモン（intact	PTH）、亜鉛（Zn）、鉄（Fe）、
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トランスフェリン（Tf）、レチノール結合蛋白（RBP）。
　対象者とその保護者に研究内容について文書で説明を行い、同意を得た。本研究は京都府立医科
大学医学倫理審査委員会の承認を得て実施した。

結果

　身長（Z-score）、体重（Z-score）、BMI（Z-score）ともに明らかな統計学的有意差は認めなかっ
たが、BMI（Z-score）は都市部で高い傾向にあった（表 1）。
　摂取エネルギーは都市部で多い傾向にあった。PFCバランスでは海辺で脂質の割合が多かった（図
1）。カルシウム、鉄の摂取量は 3 群ともに少なかった。カリウム、亜鉛、マンガン、レチノール活
性当量、ビタミン B1、ビタミン B2、ビタミン B6 は山間部で少なかった（表 2）。
　血液検査では、山間部で 25OH ビタミン D が低値、レチノール結合蛋白が高値であった（表 3）。

考察

　エネルギーは都市部の方が多い傾向にあり、BMI	Z-score も大きい傾向にあった。評価した中で
は 3 群ともに摂取量が少なかった栄養素はカルシウムと鉄であった。カルシウムが年齢相当の目安
摂取量に達していない症例は全例で乳製品・魚介類の摂取が少なく、海辺でも同じであった（data	
not	shown）。ミルク（乳製品）は高エネルギーでタンパク質を含む様々な栄養素が含まれているが、
カルシウムや IGF-1 が主要な成長因子であると言われている 1),	2）。ミルク摂取量と身長の伸びの関係
は 1920 年代から言われているが、近年でも多くの国から同様の報告がなされている 3),	 4),	 5)。魚介類
に含まれる重要な栄養素としてカルシウムのみならずタンパク質も多く含まれており、魚の種類に
より違いはあるが、魚介類のタンパク質も身長と正の相関があると報告されている 6）。本研究にお
いては、タンパク質全体としては年齢相当の摂取ができている症例もあった。鉄は生後 2 年間の身
長の伸びと 2 歳時のヘモグロビン濃度と関連していたというデータがある 7）。本研究では、当初の
研究計画で Hb のデータを取得することを挙げていなかったので現段階では検討できていないが、
Hb のデータ追加するように研究計画を変更して検討を重ねていく予定である。サンプルサイズが
少ないため山間部のみ少ない栄養素に関して有意なものかの評価は難しく、今後サンプルサイズを
増やして検討を行う必要がある。
　乳製品摂取は家庭収入と正の相関があると報告されており、エネルギー全体の摂取量を含めた他
の要素も関係している可能性がある。本研究においても家庭収入の検討が必要である。

結果

　都市、海辺、山間の 3 か所での低身長児の栄養を評価したところ、カルシウムと鉄の摂取が共通
して少なかった。今後サンプルサイズを増やして更に検討をしていく必要がある。
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表 1

表 2

表 3

実年齢 
（歳） 

⾝⻑ 
Z-Score 

体重 
Z-Score 

BMI 
Z-Score 

都市部 (n=10) 4.3±2.2 -2.36±0.3 -1.79±0.7 -0.17±0.8 

海辺 (n=3) 11.0±1.6 -2.13±0.3 -1.91±0.3 -0.94±0.3 

山間 (n=3) 5.7±3.1 -2.24±0.6 -2.01±0.4 -0.64±0.5  
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ターナー症候群女児の視機能と視覚認知を含む脳・認知機能の検討
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はじめに

　ターナー症候群は視覚認知障害などの非言語性学習障害があり、知的発育は概ね正常でも認知や
行動など様々な社会心理学的な問題を持つことが多いと報告されている 1）-5）。私たちは、ターナー症
候群の視覚認知機能は低下していることが多く、小児期では視覚認知機能訓練で向上するが中止後
は低下すること 6）、社会適応の良好な成人は一般女性と差がなく、就職後数年で視覚認知機能を含
む脳・認知機能が向上すること 7）を報告してきた。
　しかし、Gravholt らのガイドライン 5）では、視覚認知に大きく関わると考えられる視機能につい
ては屈折異常や斜視・弱視が多く、1 歳からの包括的な眼科検査を勧めている。そこで、本年度の
研究では、発達障害の小児の研究で注目されている学童期用視覚関連症状チェックリスト（見え方
チェックリスト）8）や WAVES 9）などの新しい神経心理学的検査や眼科的な検査を用いてターナー
症候群小児の視機能の異常と視覚認知を含む脳・認知機能障害を検討した。

対象と方法

　対象は学習障害などの訴えのあったターナー症候群女児 5 例（6 〜 11 歳）である（表 1）。症例 1
は幼稚園年長、他の 4 例は小学生で、症例 2 を除いた 4 例が GH 治療を受けており、症例 5 は自然
に月経が初来していた。症例 2 は幼児期から様々な教育を受けており、学業や生活などで特に困る
ことはなかったが、検査を受けたいと希望された。症例 3 は幼児期より発達にやや遅れがあり、落
ち着きがなく多動で、今回の検査を契機に ADHD と診断されストラテラ投与を開始された。症例 4
は間欠性斜視（治療不要）と両混合乱視があり、症例 5 は斜視があった。

自由 01
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　方法は神経心理学的検査として Wechsler Intelligence Scale for Children-fourth Edition（WISC-
Ⅳ知能検査）10）、視機能検査としては眼科で視力・屈折検査（通常瞳孔）と色覚検査（石原式色覚検
査）を行い、視神経・眼底などの検査として医師によるチェックと OCT（optical coherence 
tomography/光干渉断層像）による3D黄斑スキャンと3D乳頭スキャンおよび頭部MRI検査を行い、
さらに見え方チェックリスト 8）や WAVES9）および Ray の複雑図形（Rey 図）11）を実施した。さらに、
保護者にはアンケート調査と聞き取り調査を行った。
　統計分析は平均値、標準偏差を算出して T 検定を行った。

結果

　5 例の WAIS- Ⅳの検査結果を表 2、表 3 および図 1 に示した。5 人の言語理解の平均値は 94.2 ±
8.3、知覚推理の平均値 91 ± 23.7、ワーキングメモリーの平均値は 90.6 ± 12.9、処理速度の平均値
89.4 ± 29、全検査 IQ の平均値 89.8 ± 18.9 と平均であったが、各項目の個人差や個人内での偏りが
大きい結果であった。そこで、環状Ｘ染色体をもつ症例 1 と発達などに問題のない症例 2 を除いた
症例 3 から症例 5 の 3 例の WAIS-Ⅳの平均値と SD を表 4 と表 5 に示した。症例 3 から症例 5 の 3
例の言語理解の平均値は 94.7 ± 9.1、知覚推理の平均値 74.7 ± 10.0、ワーキングメモリーの平均値
は 88.3 ± 17.5、処理速度の平均値 73.0 ± 18.7、全検査 IQ の平均値 79.0 ± 12.5 と言語理解は平均
であったがワーキングメモリーは平均の下で、知覚推理や処理速度および全検査ＩＱは低い（境界
域）傾向が認められ、言語理解は処理速度より優位（ｐ＜ 0.05）に高く、知覚推理よりやや高い傾
向（ｐ＝ 0.057）が認められた。下位検査の解析では、言語理解の各項目は知覚推理や処理速度の各
項目より高い傾向が認められ、言語理解の類似は知覚推理の絵の概念やワーキングメモリーの算数
より優位（それぞれｐ＜ 0.05、ｐ＜ 0.01）に高値であった。
　表 6 に 5 例の聞き取り調査と WAIS- Ⅳの検査結果を示した。症例 1 は、学業は字を書くのが苦
手で生活全般やコミュニケーションで困ることが多かった。知的レベルは平均で、視覚認知機能の
弱さは少ないが聴覚的長期記憶が苦手であった。症例 2 は学業や日常生活、コミュニケーションな
どで困ることはなかった。知的レベルは平均の上で視覚認知機能も正常であるが、聴覚認知のワー
キングメモリーがやや低下していた。症例 3 は学業や運動、生活全般、コミュニケーションすべて
で困っていた。知的レベルは低く（境界域）、視覚認知機能だけでなく聴覚認知機能も低下していた。
症例 4 は、学業やコミュニケーションはまずまずであったが、算数や運動に困っていた。知的レベ
ルは平均であったが視覚認知機能の著しい低下が認められた。症例 5 は学業や運動、生活全般、コ
ミュニケーションすべてで困っていた。知的レベルは非常に低く、視覚認知機能だけでなく聴覚認
知機能も低下していた。
　表 7 に 5 例の眼科検査と見え方チェックリスト、WAVES、Rey 図の検査結果を示した。症例 1
は眼科検査では顕性の斜視はないが、下斜筋過動症や輻輳が悪いため、屈折、視力検査を含めて眼
科精査が必要であった。見え方チェックリストでは明らかな異常はなく、WAVES では大きな動き
では処理速度はよいが正確性は低く、細かい動作ではその逆となり、視知覚検査はやや低く、単純
な形あわせはできたが形さがし、形つくりは低下していた。症例 2 は眼科検査では軽度の内斜視が
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認められたが、その他には全く異常はなかった。見え方チェックリストでも、全く異常はなかった。
しかし、WAVES では処理速度や正確性はよかったが、視知覚検査の数字みくらべ、形あわせ、形
みきわめは平均以上にもかかわらず、形さがし、形づくり、形おぼえが低下していた。症例 3 は眼
科検査では輻輳が悪く、軽い遠視か調節障害の可能性があり、眼科精査が必要であった。見え方
チェックリストではすべての項目で異常があり、WAVES では処理速度や正確性が全般的に低く、
視知覚検査の形おぼえと形うつしが低下していた。症例 4 は眼科検査では輻湊が悪く、既往歴に間
欠性外斜視があるために眼科精査が必要であった。見え方チェックリストでは全体的にやや異常が
あり、WAVES では処理速度はやや低いが正確性はよく、視知覚検査では全般的にやや低下してい
た。Rey 図は異常なく、年齢平均レベルであった。症例 5 は眼科検査では内斜視と上下斜視があり、
右目が抑制されているために両眼視ができず、手術後も引き続き眼科フォローが必要であった。見
え方チェックリストは全般的に低く、特に手指操作や空間操作が悪かった。WAVES では処理速度
が遅いが正確性はよく、視知覚検査は全般的に低下しており、形おぼえと形うつしが特に低下して
いた。Rey 図は異常なく、年齢平均レベルであった。
　表 8 に 5 例の生活全般と各種検査結果のまとめを示した。症例 1 は学業を含めた生活全般で困る
ことが多かったが、WAIS-Ⅳでは聴覚的長期記憶やワーキングメモリーが苦手であった。眼科検査
では輻輳が悪く精査が必要で、見え方チェックリストでは注意にやや問題があった。WAVES では
処理速度や正確性にやや問題があり、視知覚検査では図と地、形態完成の視覚的速度は低かった。
症例 2 は学業を含めた生活全般で困ることは全くなく、WAIS-Ⅳでは聴覚認知のワーキングメモリー
がやや低下していた。眼科検査では軽度の内斜視が認められたが他に異常なく、見え方チェックリ
ストでも異常は認められなかった。WAVES はほぼ正常であったが、視知覚検査では図と地、形態
完成の視覚的速度がやや低く、視覚的記憶はより低かった。症例 3 は学業を含めた生活全般で困っ
ておられ、WAIS-Ⅳでは知的レベルが低く境界域で、視覚認知機能だけでなく聴覚認知機能の低下
も認められた。眼科検査では輻輳が悪く精査が必要で、見え方チェックリストでは視覚認知が低かっ
た。WAVES では正確性や処理速度が全般的に低く、視知覚検査では視覚的記憶と図形構成が特に
低下していた。症例 4 は算数や運動に困っており、WAIS-Ⅳでは視覚認知機能の低下が認められた。
眼科検査では輻輳が悪く精査が必要で、見え方チェックリストでは視覚認知は比較的保たれていた。
WAVES では正確性はよかったが処理速度がやや低く、視知覚検査では全般的にやや低かった。症
例 5 は学業を含めた生活全般で困っていたが、WAIS-Ⅳでは知的レベルが非常に低く、視覚認知機
能だけでなく聴覚認知機能の低下も認められた。眼科検査では内斜視と上下斜視があり、両眼視が
できず、手術後も引き続き眼科フォローが必要であった。見え方チェックリストでは視覚認知は低
く、WAVES では処理速度が遅いが正確性はよく、視知覚検査は全般的に低下しており、特に視覚
的記憶が低下していた。

考察

　5 症例の WISC-4 の検討では、症例 1 は環状Ｘ染色体があり、症例 2 は日常生活に全く困ること
がなかったため、残りの症例 3 から症例 5 の 3 例をターナー症候群小学生としてまとめて検討した。
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この 3 例は WISC-4 の言語理解が良好で知覚推理や処理速度が低下しており、ターナー症候群でよ
くみられる視覚認知障害などの非言語性学習障害を持っている 1）−5）と考えられ、さらに症例 3 と症
例 5 は聴覚認知障害も持っていると考えられた。3 例とも学業や運動など生活全般で困っており、
ADHD を持つ症例 3 と症例 5 ではコミュニケーションでも困ることが多かったが、聴覚認知障害の
認められない症例 4 はコミュニケーションでは困ることはなかったことが注目された。すなわち、
視覚認知障害に聴覚認知障害が重なると、当然のことながら、学業だけでなく生活全般として困る
ことが増える結果であった。また、症例 1 は、学業を含めた生活全般に困ることが多かったが、
WISC-4 の検討では知覚推理は言語理解や処理速度より高く、視覚認知機能より聴覚的長期記憶が
低かった。症例 2 は幼児期より様々な幼児教育や視覚認知訓練を継続しており、学業や生活で困る
ことはなかったが、WISC-4 の検討では聴覚認知のワーキングメモリーがやや低下していた。
　視機能検査としての眼科検査や見え方チェックリスト、WAVES の検討では、症例 1 は WISC-4
では聴覚的長期記憶が苦手であったが、眼科検査や見え方チェックリスト、WAVES では視機能に
も問題があることが判明した。一方、症例 2 は WISC-4 では聴覚のワーキングメモリーがやや低下
していたが、眼科検査や見え方チェックリスト、WAVES で視機能にも軽度の問題があることが判
明した。症例 3 は、WISC-4 では知的レベルが低く、視覚認知機能だけでなく聴覚認知機能の低下
も認められ、眼科検査や見え方チェックリスト、WAVES でも視機能に明らかな問題が認められた。
症例 4 は WISC-4 では視覚認知機能の著しい低下が認められ、眼科検査や見え方チェックリスト、
WAVES では視機能に問題が認められた。症例 5 は WISC-4 では知的レベルが非常に低く、視覚認
知機能だけでなく聴覚認知機能の低下も認められ、眼科検査や見え方チェックリスト、WAVES で
は明らかな視覚認知機能の問題が認められた。以上の結果から、WISC-4 では 3 例に視覚認知機能
の低下が認められ、さらに 4 例に聴覚認知機能の低下が認められた。また、眼科検査では 4 例の輻
輳が悪く精査が必要で、見え方チェックリストでは 3 例に問題があり、WAVES では 5 例全例に問
題が認められた。
　今回の検討で特筆すべき点は、まず、輻輳や斜視などの眼科的な問題が多い可能性が考えられる
こと、また、WISC-4 で判明する視覚認知障害は 3 例であったが、WAVES で判明する視機能の低
下は程度の差はあるが 5 例全例に認められたこと、さらに視覚認知障害だけでなく聴覚認知障害が
多いことである。Gravholt らのガイドライン 5）では、ターナー症候群では約 40％に屈折異常があり、
遠視と近視の両方の有病率が高いこと、斜視と弱視もそれぞれ約 1/3 の割合でみられ、複数の視覚
障害が約 35％で見られることを指摘し、1 歳から、あるいは診断時の包括的な眼科検査を勧めてい
る。また、スウェーデンの報告 11）でも染色体の核型に関わらず眼科的な合併症の多いことが指摘さ
れており、特に遠視と乱視が多いことを報告している。今回の検討では、視機能の異常を早期に発
見するために、患者やご家族の同意を得て詳細な眼科的検査を行った。しかしながら、眼科検査は
負担が大きく、当初の計画通りに実施できたのは 5 例中の 1 例だけで、しかも数回に分けての眼科
受診を必要とした。眼科の再検査の結果を待つ必要があるが、今回の検討では 1 例に斜視があり、
他の 3 例も眼科精査が必要で、欧米の報告 5），11）と同じように遠視、斜視が多いことが判明した。こ
のことから、ターナー症候群では積極的に眼科受診を勧めることが重要と考えられた。
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　次に、視機能については、Gravholt らのガイドライン 5）では、推奨される神経心理学的および心
理学的評価方法として数種類の視覚に関する検査が紹介されている。本邦でも Developmental Test 
of Visual Perception などが研究者用として使用されているが、いまだ日本人で標準化されておら
ず、通常は Ray 図 12）を使用している状況である。Ray 図は、近年は発達障害を伴う子どもの評価
にも使われるようになってきているが、今回実施できた症例 4 と症例 5 の検査では年齢平均レベル
で異常は認められなかった。一方、今回検討した見え方チェックリストでは 3 例に問題が認められ、
WAVES については程度の差はあるが、5 例全例に問題が認められた。
　見え方チェックリスト 8）は発達障害児の視覚関連症状に対する簡便な検査方法で、日本人小児例
での感度と特異度の検討も行われており、カットオフポイントを超える症状がみられる場合は眼科
受診や視覚情報処理系の検査や発達障害に関する精査が必要とされている。しかし、この検査で問
題がなかったとしても眼科疾患がないことを示すものではなく、慎重な運用が必要とされており、
実施されている施設は少ないと思われる。一方、WAVES9）は小学 1 年生から 6 年生までの子ども
の視覚関連基礎スキルを評価する検査で、目と手の協応や眼球運動、視覚的注意、形態知覚・形態
認知、空間知覚・空間認知、視覚的記憶、図形構成を測定することができ、スクリーニング検査の
みならず、掘り下げ検査により子どもの状態を把握して支援に向けての準備をすることも可能な有
用な検査である。日本人小児の多数例での標準化および信頼性・妥当性の検討も行われている。残
念ながら実施されている施設は少ないと思われるが、最近は眼科関連の教育施設で注目されてきて
いる。今回の検討では、視機能検査としては WAVES が最もよく、次いで見え方チェックリストと
なり、Ray 図では異常は発見できず、ターナー症候群では推奨できないと考えられた。
　Gravholt らのガイドライン 5）では、ターナー女性の神経的認知機能と行動の特徴として、知的能
力や注意・ワーキングメモリと認知制御、視覚空間、知覚運動および感覚運動の発達、音声と言語、
宣言型メモリ、社会的認知、学歴および専門職の満足、心理社会的問題、ホルモン療法の影響など
について言及しており、生涯にわたるケアを必要とすること、また、身体的および認知や心理社会
的表現型には高度の個人差が認められること、必要に応じて神経心理学的評価を受けること、対人
関係や職業選択の際は慎重に目標を立てることを勧めている。今回の検討では症例数が少なく個人
差も大きかったが、注目すべき点は眼科的な問題が多いだけでなく、視覚認知障害に加えて聴覚認
知障害が多いこと、また、視覚認知障害の詳細な評価には WAVES が有用であることが判明したこ
とである。今後さらに症例を増やして検討するとともに、教育や療育などの支援策を構築すること
が重要な課題であると考える。

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.



− 82 −

成長科学協会  研究年報  No. 43  2019

 3. Ross, J. L., et al.: Androgen-responsive aspects of cognition in girls with Turner syndrome. J. 
Clin. Endocrinol. Metab., 88:292, 2003.

 4. Bondy, C. A., et al.: Care of girls and women with Turner Syndrome: A Guideline of the 
Turner Syndrome Study Group. J. Clin. Endocrinol. Metab., 92:10, 2007.

 5. Gravholt, C. H., et al.: Clinical practice guidelines for the care of girls and women with Turner 
syndrome: proceedings from the 2016 Cincinnati International Turner Syndrome Meeting. 
Eur J Endocrinol 2017 Sep;177(3):G1-G70. doi: 10.1530/EJE-17-0430.

 6. 荒木久美子，他 .：ターナー症候群の社会適応に必要な脳・認知機能育成のための教育・訓練お
よび環境要因の検討 . 成長科学協会研究年報 , 41:73, 2017.

 7. 荒木久美子，他 .：ターナー症候群の世代別の脳・認知機能の発達・成熟と社会適応に必要な資
質および環境つくりに必要な要素の検討 . 成長科学協会研究年報 , 40:71, 2016.

 8. 奥村智人，他 .：学童期用視覚関連症状チェックリストの作成 . 脳と発達 , 45:360, 2013.
 9. 竹田契一 .：見る力を育てるビジョン・アセスメントＷＡＶＥＳ . 株式会社 学研教育みらい . 東

京 . 2014.
 10. Wechsler, D.: WISCTM-Ⅳ知能検査法 . 株式会社 日本文化科学社 . 東京 . 2010.
 11. Wikiera, B., et al.: The presence of eye defects in patients with Turner syndrome is 

irrespective of their karyotype. Clinical Endocrinology, 83:842-848, 2015.
 12. Watanabe, K., et al.: The Rey–Osterrieth Complex Figure as a measure of executive function 

in childhood. Brain and Development, 27:564-569, 2005. 

　図 1　ターナー症候群 5 例の WISC-Ⅳ検査結果
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　表 1　ターナー症候群 5 例の臨床像

症例1 症例2 症例3 症例4 症例5

6歳（年長） 6.8歳（小1） 8歳（小2） 9.8歳（小4） 11.3歳（小5）

染色体
検査

45,X/46,Xr(X)
(p11.4q26)

45,X 45,X 45,X 45,X/46,XX

出生時
の状況

clomid+AIHで妊
娠、双胎第2子
妊娠37週1日
1920g、43.5cm

妊娠37週3日
2566g、47.1ｃｍ

母うつ病治療中
妊娠38週6日
2300g、46.5ｃｍ

妊娠40週
3210g、49.6ｃｍ

妊娠41週1日
2785g、48.3ｃｍ

合併症 なし 大動脈二尖弁
ADHD

（治療・療育
なし）

間欠性斜視（治
療不要）、両混
合乱視

斜視

既往歴 なし なし
幼児期発達遅
れあり、臍ヘル
ニア修復術

なし なし

頭部MRI
検査

異常なし 異常なし 異常なし

治療 GH治療中 なし GH治療中 GH治療中
GH治療中

自然月経あり

症例

　表 2　ターナー症候群 5 例の WISC-Ⅳ検査結果

症例1 症例2 症例3 症例4 症例5 Mean±SD

6歳 6.8歳 8歳 9.8歳 11.3歳 8.4±2.2歳

言語理解 86 101 91 105 88 94.2±8.3

知覚推理 111 120 85 74 65 91±23.7

ワーキングメモリー 91 97 88 106 71 90.6±12.9

処理速度 96 132 58 94 67 89.4±29

全検査IQ 95 117 78 92 67 89.8±18.9

症例
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　表 3　ターナー症候群 5 例の WISC-Ⅳの下位検査結果

症例1 症例2 症例3 症例4 症例5

6歳 6.8歳 8歳 9.8歳 11.3歳

類似 11 10 11 12 9 10.6±1.1

単語 7 10 9 10 7 8.6±1.5

理解 5 11 6 11 8 8.2±2.8

（知識） 8 9 8 16 9 10±3.4

（語の推理） 10 11 9 7

積木模様 10 14 10 7 4 9±3.7

絵の概念 13 12 6 4 5 8±4.2

行列推理 12 13 7 7 3 8.4±4.1

（絵の完成） 7 12 2 6

数唱 11 13 10 12 7 10.6±2.3

語音整列 6 6 10 3

（算数） 6 11 6 7 5 7±2.3

符号 9 14 3 10 3 7.8±4.8

記号探し 10 18 2 8 5 8.6±6.1

（絵の抹消） 10 17 6 10

下位検査
項目

Mean±SD症例

言語理解

知覚推理

ワーキング
メモリー

処理速度

　表 4　ターナー症候群 3 例の WISC-Ⅳ検査結果

症例1 症例2 症例3 症例4 症例5
症例3～4の
Mean±SD

有意差

6歳 6.8歳 8歳 9.8歳 11.3歳 8.8±2.3歳

言語理解 86 101 91 105 88 94.7±9.1

知覚推理 111 120 85 74 65 74.7±10.0

ワーキングメモリー 91 97 88 106 71 88.3±17.5

処理速度 96 132 58 94 67 73.0±18.7

全検査IQ 95 117 78 92 67 79.0±12.5

症例

ｐ＜0.05

ｐ＝

0.057
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　表 5　ターナー症候群 3 例の WISC-Ⅳの下位検査結果

症例3 症例4 症例5

8歳 9.8歳 11.3歳

類似 11 12 9 10.7±1.5

単語 9 10 7 8.7±1.5

理解 6 11 8 8.7±1.5

（知識） 8 16 9 11.0±4.4

（語の推理） 9 7

積木模様 10 7 4 7.0±3.0

絵の概念 6 4 5 5.0±1.0

行列推理 7 7 3 5.7±2.3

（絵の完成） 2 6

数唱 10 12 7 9.7±2.5

語音整列 10 3

（算数） 6 7 5 6.0±1.0

符号 3 10 3 5.3±4.0

記号探し 2 8 5 5.0±3.0

（絵の抹消） 6 10

処理速度

有意差Mean±SD

言語理解

知覚推理

ワーキング
メモリー

下位検査
項目

症例

ｐ ＜0.01

ｐ ＜0.05

　表 6　ターナー症候群 5 例の聞き取り調査と WISC-Ⅳ検査結果

学業 字を書くのが苦手 普通
学業成績下、読み間違え、書く
のも苦手、算数の繰り下がりが
苦手

学業成績中、今の勉強はできる
が、前のことは忘れる、時間をか
けるとできる

図形や文章題、時間不足、図を
見るのが苦手

運動 あまり困らず 普通
はじめての遊具はこわがってし
ない

ドッジボールが苦手
走るのが遅い、リズム感が足り
ない、ボールが苦手

生活全般
整理苦手、用意しても忘れ物あ
り、不器用、遊びのルールに従
えない

普通
片付けが苦手、元通りにできな
い、時計が苦手/地図や位置、
距離感は理解していない

ドッジボール、算数、早く字を書
いたり計算することが苦手

手先が不器用で片付けや物差・
楽譜を読むことが苦手、立体を
描けない、まっすぐに布を縫えな
いなど

コミュニケーション
仲間に入れてもらえないなど困
るが、双子の兄と遊んでいる

困ることなし
自分の話を通したがる、先生と1
対1でないと学習が進まない

あまり困らず
自分から話しかけられずに一人
が多い、強く怒る人は嫌い

その他
性格的に幼く、自分の要求をこと
ばにできないのでパニックにな
る、変化に反応しにくい

乳児期から七田式、幼稚園から
公文、ターナートレーニングキッ
ト、ピアノ、スイミングなどを継続
している

算数と国語は支援学級に通級、
給食も着替えに手間がかかり支
援が必要、集中力なし、ADHDあ
り

特になし
嫌なことは後回しにする、間違い
を嫌う

知的レベル 平均 平均の上 低い（境界域） 平均 非常に低い

視覚認知機能
絵の完成はやや低いが、全体と
して視覚認知機能の弱さは少な
い

明らかな低下なし
視覚的類推や視線移動時の短
期記憶、視線の追従（眼球運動
の）拙劣さあり。

視覚に関する問題を全て抱えて
いる。絵の中の細かな部分を見
るのが苦手。視覚性言語が弱
い。整然と並んでいない視覚性
刺激の認知も低下。

視空間認知、視覚的推理が苦
手。視線移動時の短期記憶の
負荷が大きい。

聴覚認知機能
聴覚的長期記憶が苦手な可能
性があるあり、短期記憶は良い
がワーキングメモリが不良。

聴覚認知のワーキングメモリが
やや低下

聴覚把持やワーキングメモリ低
下

明らかな低下なし
短期記憶は良いが、ワーキング
メモリが不良。

症例2（6.8歳） 症例3（8歳） 症例4（9.8歳） 症例5（11.3歳）検査 検査概要

聞
き
取
り
調
査

W
IS
C
ー
Ⅳ

症例1（6歳）
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　表 7　ターナー症候群 5 例の眼科検査などの検査結果

屈折検査（通常瞳孔）
 遠視か近視の判定

乱視の測定

調節麻痺剤（サイ プレジン）

使用後でも異常なし（軽度遠

視）

強度の遠視性乱視

遠視量(右+7.75D，左＋7．50D）

乱視量（両眼ともに-2.00D)

視力検査（遠見） 5mでの視力の確認 異常なし（両眼1.0）

両眼視力：未実施

右：0.7(矯正視力1.0)

左：1.0(1.2)

視力検査（近見） 30cmでの視力の確認
右0.7、左0.9

→ 異常なし（両眼1.0）

両眼0.8、右0.8、左0.7

→ 軽い遠視か調節障害の可

能性あり。精査必要。

異常なし

両眼、右、左ともに1.0

色覚検査（石原式色覚検査、

Pa nel D15）
色覚の確認 異常なし

医師によるチェ ック
網膜、視神経など視覚器の器質的疾患の

有無の確認
異常なし 異常なし

OCTによる「3D黄斑スキャ

ン」と「3D乳頭スキャン」

黄斑スキャン：網膜の厚みの計測

乳頭スキャン：視神経線維の厚み計測
異常なし 異常なし

眼球運動（①共同運動、②非

共同運動、③麻痺の有無）

①共同運動（Saccade（跳躍眼球運動）

SPM(追従眼球運動））

②非共同運動（輻輳・NPC：寄り目）

③筋のバラ ンス、麻痺の有無の確認

①異常なし

②NPC：15cm以上

③左下斜筋過動（＋）

①異常なし

②NPC：正常範囲内

（追加実施）

③異常なし

①正常

②NPC：NPC15cm

③異常なし

①異常なし

②NPC：10cm

③異常なし

①異常なし

②NPC：不可

③両下斜筋過動（＋）

眼位検査 眼位（目の位置のずれの計測） 軽度の内斜位
近見は斜視なし。

遠見含めて眼科で精査必要

近見は斜視なし。

既往歴に間欠性外斜視があ

り、精査必要

近見30cm：20Δ内斜視＆4Δ左上

斜視/遠見5 m ：30Δ内斜視＆4Δ

左上斜視

利き目 左 左 右 左 左

立体覚の精査

1）T.S.T.(チトマスステレオテスト）：偏光板

による分離（日常視に近い）

2）T.N.O.ステレオテスト：赤緑分離（日常視

とはかけ離れているため把握はTSTに比

べ難しい）

1）T.S.T。

    正常域（C7/9）。

2）TNOスクリーニングのみ可。

要精査。

1）TST

    初回：異常（C2/9）

    2回目：正常域（C7/9）

2）TNOスクリーニングのみ可

右目抑制（＋）のため両眼視（－）

大型弱視鏡では交差感のみ（＋）

現状で顕性の斜視はないが、

下斜筋過動症や輻湊が悪いた

め、屈折、視力検査を含めて、要

眼科精査。

軽度内斜位

その他異常なし

輻湊が悪い。軽い遠視か調

節障害の可能性あり。精査必

要。

輻湊が悪い。既往歴に間欠性

外斜視があり、精査必要。

内斜視。上下斜視。両眼視なし。

手術後も引き続き眼科フォ ローが

必要。

視活動に関する問題点のチェ ックリスト

A読み書き関連の視活動  （基準0-8点）

B手指の操作：（基準0-8点）

C空間の認識：（基準0-7点）

D注視関連：(基準0-1点)

総得点  （基準0-26点）

A：6点（基準0-8点） B：9点（基準

0-8点） C：5点（基準0-7点） D：１

点(基準0-1点)

総得点22点（基準0-26点） 異常なし

全ての項目で異常あり。A：18

点（基準0-8点） B：22点（基準

0-8点） C：20点（基準0-7点）

D：3点(基準0-1点)

総得点63点（基準0-26点）

3項目（A,C,D)と総得点で異常あ

り。 A：11点（基準0-8点）

B：  6点（基準0-8点） C：13点

（基準0-7点） D：  2点(基準0-1

点)

総得点32点（基準0-26点）

全般的に悪い。特に手指、空間操

作。 A：15点（基準0-8点）

B：25点（基準0-8点） C：23点（基準

0-7点） D：  7点(基準0-1点)

総得点70点（基準0-26点）

VPECI（視知覚+目と手の協

応指数)
ECGI/ECAIとVPIの総合評価

VPECI：75

（年長児のため参考結果)

VPECI：113 VPECI：62

視知覚（VPI）はかなり低い

VPECI：97 VPECI：68

ECGI（目と手の協応全般指

数）

ECAI（目と手の協応正確性

指数）

ECGI（目と手の全般と処理速度） ECAI（目

と手の正確性）

ECGI：94 ECAI：80

大きな動きでは処理速度よい

が、正確性低下。細かい動作で

はその逆となる。

ECGI：132 ECAI：110

目と手の協応の処理速度は

かなりよい。正確性もよい。

ECGI：122 ECAI：73

全般的に低い。

ECGI：91 ECAI：113

処理速度は評価点やや低い

（線なぞり９、かたちなぞり８）

が、正確性は良い。作業はゆっ

くりだが、正確にできる特性を

持

ECGI：66 ECAI：126

処理速度遅いが正確性はよい。

VPI（視知覚指数）

以下の総合評価

・数字みくらべⅠ

・形あわせ

・形見きわめ

・形おぼえ

・形うつし

形さがし、形うつし、数字みくらべⅡは個別

に評価。

VPI：75。

単純な形あわせはできるが、妨

害要因（形さがし、形つくり）が入

ると低値となる。

VPI:96

数字みくらべ、形あわせ、形

みきわめは平均以上。

一方で形さがし、形づくり、形

おぼえが低い。形おぼえの評

価点は１。

VPI:47

形おぼえ、形うつしが低い。

評価点は両方とも1。

VPI:93

VPI項目全般でやや低い程度

（評価点７～８）で基本的に良

好。特に形うつし（模写）の結果

がVPIの結果を引き上げてい

る。

VPI：58。

全般的に低値。

形おぼえの評価点は１。

視覚構成、視覚記憶 異常なし（年齢平均レベル） 異常なし（年齢平均レベル）

症例2（6.8歳） 症例3（8歳） 症例4（9.8歳） 症例5（11.3歳）

見え方チェ ックリスト

WAVES

Rey図

検査項目 検査の概要説明

眼

科

検

査

視機能

前眼部・

視神経・

眼底な

ど

斜視

検査

優位眼

立体視検査

視機能のまとめ

症例1（6歳）

　表 8　ターナー症候群 5 例のまとめ

検査 検査概要 症例1（6歳） 症例2（6.8歳） 症例3（8歳） 症例4（9.8歳） 症例5（11.3歳）

学業や生活
字を書くのが苦手で生活
全般やコミュニケーション
で困ることが多かった

普通
学業成績不良で運動、生
活全般、コミュニケーション
すべてで困っていた

学業やコミュニケーション
はまずまずであったが、算
数や運動に困っていた

学業や運動、生活全般、
コミュニケーションすべて
で困っていた

その他 双胎第2子 幼少より教育を受けていた 母うつ病治療中/ADHD 間欠性斜視、両混合乱視 斜視

W
IS

C
ー

Ⅳ

視聴覚認知
機能

知的レベルは平均/聴覚
的長期記憶が苦手でワー
キングメモリーが不良

知的レベルは平均の上/
聴覚認知のワーキングメ
モリがやや低下

知的レベルは低い（境界
域）/視覚認知機能だけで
なく聴覚認知機能も低下

知的レベルは平均/視覚
認知機能が著しく低下

知的レベルは非常に低い
/視覚認知機能だけでなく
聴覚認知機能が低下

眼
科

検
査

視機能

顕性斜視はないが、下斜
筋過動症や輻湊が悪いた
め、屈折、視力検査を含め
て眼科精査が必要。

　軽度内斜位
その他異常なし

輻湊が悪い。軽い遠視か
調節障害の可能性あり。
精査必要。

輻湊が悪い。既往歴に間
欠性外斜視があり、精査
必要。

内斜視。上下斜視。両眼
視なし。手術後も引き続き
眼科フォローが必要。

B点（注意）が高いことと視
覚認知（VPI）の形さがし、
形つくり、 形みきわめなど
が悪いといえる。

異常なし
BC点が高いので、視覚認
知（VPI)は全般的に低い。

B点の問題は正常範囲
内。視知覚は比較的保た
れている。

BC点が高いので、視覚認
知（VPI)は全般的に低い。

視
機

能
検

査

WAVES

大きな動きでは処理速度
はよいが正確性は低下。
細かい動作ではその逆と
なる。視覚的速度（図と
地、形態完成）が低い。

処理速度や正確性はよ
い。視覚的速度（図と地、
形態完成）と視覚的記憶
が低い。

処理速度や正確性は低
い。視覚的記憶と図形構
成が特に低い。

処理速度はやや遅いが正
確性はよい。視知覚は全
般的にやや低いが、図形
構成がよい。

処理速度は遅いが正確性
はよい。視知覚は全般的
に低く、視覚的記憶が特
に低い。

生
活
全
般

見え方チェックリスト



− 87 −

成長科学協会  研究年報  No. 43  2019

新規腫瘍随伴症候群としての抗 PIT-1 抗体症候群の発症メカニズムに関する研究

井口　元三
神戸大学保健管理センター

背景

　申請者は視床下部−下垂体系の機能とその意義についてこれまで一貫して研究を行ってきた。そ
の中で、後天性の GH・PRL・TSH 欠損症患者において下垂体特異的転写因子 PIT-1（pituitary-specific 
transcription factor-1）に対する自己抗体を見出し、「抗 PIT-1 抗体下垂体炎（抗 PIT-1 抗体症候群）」
として新たなる疾患カテゴリーを報告してきた（JCI 2011）。本疾患は転写因子に対する自己免疫学
的な機序を明らかにした初めての疾患であり、「Williams Textbook of Endocrinology」を初め、国
内外誌の Review に多く取り上げられてきた。その後の発展的な解析から、PIT-1 抗原を認識する
細胞障害性 T 細胞（CTL）による細胞性免疫が発症メカニズムであることを新たに見出した（JCEM 
2014）。さらに、本疾患が胸腺腫瘍を原因として発症することを明らかにした（Sci Rep 2017）。また、
GH 分泌細胞に対する自己免疫機序を、患者由来の疾患特異的 iPS 細胞を用いた下垂体分化モデル
を用いて in vitro で明らかにしてきた（内分泌学会学術総会　第 90 回（2017）YIA 審査口演、YIA
受賞、第 91 回（2018）シンポジウム発表、第 92 回（2019）発表、JES 2019、 Endocr Rev. 2019）。

目標

　これまでの研究結果を踏まえて、抗 PIT-1 抗体下垂体炎（抗 PIT-1 抗体症候群）の「自己免疫性
疾患」としての側面のみならず、「腫瘍随伴症候群」としての側面を明らかにすることを目標とする。
これまで典型的な本疾患患者には胸腺腫瘍の併発を認めたが（表１）、最近になって胸腺腫瘍を認め
ないが、他の悪性腫瘍を認める症例が集積されてきた。そこで、胸腺腫瘍を伴う本疾患患者におい
て証明された腫瘍細胞における PIT-1 蛋白の異所性発現が、他の悪性腫瘍を伴う本疾患患者におい
ても認めるかについて免疫染色を用いて検討する。また、これらの悪性腫瘍が本疾患の原因として
特異的であるかを、本疾患の悪性腫瘍と本疾患を発症していない患者のコントロール腫瘍を比較し
て検討する。

結果ならびに考察

結果

症例 1：82 歳女性【現病歴】高血圧、慢性腎臓病にて通院加療中の 79 歳時、LDL-C･CK 上昇を認め、
精査にて GH･TSH･PRL 欠損症と診断された。【既往歴】陳旧性心筋梗塞、乳癌【経過】82 歳時、
膀胱原発の悪性リンパ腫（DLBCL）と診断された。化学療法後（Rituximab-CHOP 1 コース、
Rituximab-CVP 2 コース）、経過観察中であった。
症例 2：87 歳男性【現病歴】IgA 腎症治療後、耐寒能低下を契機に中枢性甲状腺機能低下症が発見
され、精査にて GH･TSH･PRL 欠損症と診断された。【既往歴】横行結腸癌術後（pTSM, N0, M0）【経

自由 02



− 88 −

成長科学協会  研究年報  No. 43  2019

過】CT で傍大動脈リンパ節腫大 ･ 椎体浸潤、胃小彎側リンパ節腫大を認めたが、追加精査は拒否し、
椎体病変に対して緩和的放射線照射施行中であった。
　症例 1 および 2 は後天性の GH・PRL・TSH 欠損症であり、血中に抗 PIT-1 抗体が証明されたこ
とから抗 PIT-1 抗体下垂体炎（抗 PIT-1 抗体症候群）と診断された（図１）。しかし、症例１およ
び２は典型的な胸腺腫を伴っておらず、それぞれ他の悪性腫瘍（悪性リンパ腫、多発転移性腫瘍）
を伴っていた（図２）。PIT- １特異的な細胞障害のメカニズムを IFN γ ELISpot 解析を用いて検討
したところ、症例 1 の末梢血液中に PIT-1 反応性 T 細胞を認め（図３）、さらに、悪性腫瘍の組織
には PIT-1 蛋白が異所性に発現していた（図４）。

考察

　傍腫瘍症候群とは、腫瘍によって生じる生理活性物質や自己免疫反応による遠隔効果による症候
群と定義される。傍腫瘍症候群の多くで自己抗体等の自己免疫機序による臓器障害を認め、腫瘍に
おける異所性抗原提示が免疫寛容破綻を引き起こし自己免疫をもたらすとされている。
　今回新規に見出した胸腺腫を伴わない 2 症例は、いずれも血中に抗 PIT-1 抗体が存在し、下垂体
における PIT-1 陽性細胞に対する自己免疫機序が示唆された。また 2 症例とも悪性腫瘍が存在し、
症例 1 で腫瘍における PIT-1 蛋白の異所性発現が関連して PIT-1 反応性の細胞障害性 T 細胞が生じ、
自己免疫機序を引き起こしたと考えられた。
　以上の結果から、抗 PIT-1 抗体下垂体炎（抗 PIT-1 抗体症候群）は傍腫瘍症候群として発症する
ことがあり、典型的な胸腺腫を認めない場合には他の悪性腫瘍の検索が必要であることが示唆され
た。

今後の方針

　抗 PIT-1 抗体下垂体炎（抗 PIT-1 抗体症候群）の発症メカニズムをさらに詳細に解析するため、
in vitro 再構成モデルの樹立を目指して、患者由来の iPS 細胞から下垂体組織の分化を開始している。
今後、ヒト細胞を用いた傍腫瘍症候群発症モデルが樹立できれば、病態解明が進み、新たな診断法、
治療法への発展が期待される。

謝辞

　今回の研究にあたり、助成を頂いた成長科学協会ならびに関係の諸先生方に深謝いたします。
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表 1

後天性GH, 
PRL, TSH欠損

症

血中抗PIT-1
抗体

PIT-1反応性
細胞障害性T

細胞
原因

異所性PIT-1
発現

Case 1 44歳
男性

＋ ＋ ＋ 胸腺腫 ＋

Case 2 75歳
男性

＋ ＋ NA 胸腺腫 ＋

Case 3 78歳
男性

＋ ＋ NA 胸腺腫 NA

Case 4
(症例1)

82歳
女性

＋ ＋ ＋
膀胱原発

悪性リンパ腫
＋

Case 5
(症例2)

87歳
男性

＋ ＋ NA 多発転移性
腫瘍

NA

Case 6 79歳
男性

＋ － ＋ 不明 NA

抗PIT-1抗体下垂体炎（抗PIT-1抗体症候群）
これまでに集積した
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図 2

症例1 症例2
2症例に悪性腫瘍を認めた
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図 4

症例1の悪性リンパ腫組織では異所性にPIT-1が発現していた

症例1 DLBCL
対照1

DLBCL
対照2

DLBCL
対照3

陰性コント
ロール

PIT-1抗体

他の抗PIT-1
抗体症候群
症例の血清

症例1：腫瘍組織を用いた免疫染色

1次抗体
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自由 03

ヨウ素摂取量の多い地域の小児および成人の甲状腺機能と身体発育との関連について

伊藤　善也
日本赤十字北海道看護大学臨床医学領域
山口　真由
鎌倉女子大学家政学部管理栄養学科
浦川　由美子
元鎌倉女子大学家政学部管理栄養学科
塚田　信
女子栄養大学栄養科学研究所
横山　次郎
東北大学大学院農学研究科
南谷　幹史
帝京大学ちば総合医療センター小児科
布施　養善
Iodine Global Network

研究の背景

　甲状腺ホルモンの構成要素であるヨウ素の摂取不足は甲状腺機能低下により、小児では成長、発
達に大きな影響を与え、成人においても甲状腺腫などの多彩な症状を示し、Iodine deficiency 
disorder（IDD）と総称されている 1）。一方、ヨウ素摂取過剰によっても Iodine induced thyroid 
dysfunction を発症することがあるが、その機序、診断基準、経過と予後については不明な点が多い。
　我々は 2013 年より成長科学協会の指定課題研究として、日本人のヨウ素摂取量の National 
Database を作成し、現時点でほぼ全国を網羅した調査を終了した。2019 年 12 月現在で 32 都道府県、 
47 市町村、162 校において 51,840 名の児童とその保護者を対象に調査を行い、32,604 名の児童と
38,104 名の保護者から協力を得た 2）。調査の方法は WHO 方式に従い、全国 47 都道府県を対象に小
学校に在籍する児童 600 名から 900 名において尿中ヨウ素濃度を測定し、その中央値を地域のヨウ
素摂取量とした。同時に保護者男女について、ヨウ素摂取量を栄養調査法の一つである食物摂取頻
度法（FFQ, Food frequency questionnaire）によって評価した 3）。その結果、尿中ヨウ素値の中央
値は 269μg/L であり、国際基準では日本人のヨウ素摂取量は適量である 2）。
　また地域によって児童の尿中ヨウ素濃度中央値には大きな差があり、最も少ないのが鹿児島県種
子島の 208.5μg/L、最も多いのが北海道利尻郡利尻町の 3,138μg/L であった。また尿中ヨウ素濃度
中央値が 400μg/L を越える地域は北海道では利尻富士町（468μg/L）、厚岸町（544.5μg/L）、礼
文島礼文町（633μg/L）、中標津町（1,071μg/L）であり、北海道以外では広島市（1,350μg/L）、千
葉県市原市（489.5μg/L）である。広島市についてはすでに再調査を行い報告した 4）。ヨウ素摂取
量の多い地域（例えば石川県輪島地方）の住民には甲状腺機能異常、自己免疫性甲状腺疾患の頻度
が高いと報告されているが、実態は明らかではない 5）。
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研究の目的

　本研究の目的は 1．ヨウ素摂取量の地域差に関与する要因について、2．甲状腺機能にヨウ素摂取
がどのような影響を及ぼしているか、を明らかにすることである。

研究方法

　全国調査の結果、ヨウ素摂取量が多い地域（北海道、千葉県）において児童を対象に、甲状腺機
能検査、ヨウ素摂取量の調査を行った。甲状腺機能検査は一般に血中甲状腺刺激ホルモン、甲状腺
ホルモン、甲状腺自己抗体などを測定するが、無症状の小児に行うのは倫理的に許容されない。甲
状腺超音波検査は非侵襲的な検査であり、北海道の利尻、礼文地域は甲状腺腫の多い地域として報
告されているので、甲状腺の大きさを測定することを目的に超音波検査を保護者の同意を得て行っ
た。
1．対象地域：千葉県鴨川市、北海道の利尻島（利尻町、利尻富士町）。鴨川市は初回調査、利尻島
は 2 次調査である。

2．対象者：小学校に在籍する 6 歳から 12 歳の小児で、保護者の調査への同意を得たものである。
3．調査項目：
 　（1）対象者の性別、年齢、身長、体重、兄弟姉妹の有無
 　（2）甲状腺超音波断層検査（利尻島 2 次調査のみ）
 　（3）尿中ヨウ素、クレアチニン濃度
 　（4）栄養調査（FFQ）による保護者のヨウ素摂取量の評価 
 　（5）学校給食の献立とヨウ素含有量
4．測定方法：尿中ヨウ素は ICP-MS （誘導結合プラズマ質量分析法）を用いた。甲状腺超音波断層
検査は GE Healthcare 社の LOGIQ e Premium を使用し、単独の検査者が測定した。

研究結果

1．鴨川市学童調査
　2019 年 12 月に千葉県鴨川市立小学校 7 校（在校生 1,339 名）を対象に調査を行った。参加児童
数は 1,046 名（男子 567 名、女子 479 名、全在校生の 78.1％）が尿検体を提出した。尿中ヨウ素濃
度値は 17μg/L から 37,676μg/L に分布し、各校の中央値は 222.0μg/L から 300μg/L で、ヨウ素
摂取量に統計学的に差はない。全体の中央値は 261.5μg/L であり、日本全体の中央値とほぼ同じ
値であった。

2．利尻島 2 次調査
　2019 年 11 月に北海道利尻郡利尻町立小学校 2 校と同利尻富士町立小学校 2 校において 2 次調査
を行った。2017 年から 2018 年の調査と同じ学校である。4 校の在校生数と参加児童数（参加率）
は前回の調査時は 209 名中 172 名（82.3％）であり、今回は 184 名中 159 名（86.4％）であった。
平均年齢（標準偏差）と性別は前回の調査時は 9.7（1.7）歳、男児 83 名、女児 89 名であり、今回
は 9.7（1.8）歳、男児 83 名、女児 89 名で、ほとんど同じである。
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　2017 年から 2018 年の調査時、島全体で児童の尿中ヨウ素濃度の中央値は 1,076μg/L であり、
保護者 218 名（平均年齢 41 歳）のヨウ素摂取量は 561.0μg/日であった。保護者のヨウ素摂取量は
2012 年に横浜市で健康成人男女 316 名（平均年齢 47.8 歳）を対象に行った調査でのヨウ素摂取量
中央値 555.3μg/日とほぼ同じである（未発表データ）。しかし、利尻町は利尻富士町よりも児童、
保護者ともにヨウ素摂取量が多いことが認められ、保護者のヨウ素摂取が児童の尿中ヨウ素値に
反映されている（下表）。

＊：児童の尿中ヨウ素濃度（㎍ /L）、　＊＊：保護者のヨウ素摂取量（㎍ /日）
#：p=0.0191（Kruskal-Wallis test, Multiple comparisons）

　今回の調査では島全体の児童の尿中ヨウ素濃度の中央値は 1,076μg/L から 606μg/L に減少した。
利尻町立小学校は 3,138μg/L から 530μg/L に著しく減少し、一方、利尻富士町立小学校は 468μg/L
から 626μg/L に増加した。利尻町立小学校 2 校のうち、前回の中央値が 3,970μg/L の学校は 520
μg/L に減少したが、他の 1 校は 1,119μg/L から 1,689μg/L と増加した（上表）。
　甲状腺超音波検査は 163 名（全児童の 88.6％）において行った。甲状腺両葉の容積を合算した中
央値、平均値を年齢別に下表に示す。甲状腺容積は年齢とともに増加し、6 歳から 12 歳でほぼ倍に
なった。

年齢（歳） 児童数 中央値 (mL) 平均値 (mL) 標準偏差 (mL) 

6 8 1.4 1.4 0.4 

7 32 1.3 1.4 0.6 

8 20 1.6 1.7 0.5 

9 26 2.0 2.0 0.8 

10 29 2.2 2.2 0.6 

11 26 2.4 2.5 0.7 

12 22 2.8 3.2 1.2 

　各年齢の甲状腺容積の中央値を 2002 年に WHO と共同で行った東京都 8）、北海道旭川市、中標津
町の調査値 9）-11）とともに、福島県児童の標準値 6），7）と比較した（下図）。この福島県の標準値は、

学校 
2017−2018 年調査 2019 年調査 

児童数 中央値＊ 保護者数 ヨウ素摂取量＊＊ 児童数 中央値＊ 

利尻町立 A 小学校 55 3,970 69 709.2# 38 520 

利尻町立 B 小学校 20 1,119 23 832.8 13 1,689 

利尻富士町立 C 小学校 70 470 91 471.2 80 689 

利尻富士町立 D 小学校 27 458 35 335.9# 28 629 

利尻町立小学校 75 3,138 92 712.1 52 530 

利尻富士町立小学校 97 468 126 420.2 108 626 

利尻島全体 172 1,076 218 561.0 159 606 
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Suzuki らが 2011 年 10 月から 2015 年 4 月まで福島県「県民健康調査」において、福島県在住の 6
歳から 12 歳の児童 124,079 名（男児 60,497 名、女児 63,582 名）を対象に行った甲状腺超音波検査
によるものである 7）。中央値の数字のみが公表されていないので、筆者が原図から中央値を作成し
て追加した図である。利尻島児童の甲状腺容積の中央値は、東京都、旭川市、中標津町の値より高
いが、6 歳以外のすべての年齢において福島県児童の中央値より低かった。

考察

　経口的に摂取されたヨウ素の 9 割以上は尿中に排泄されることから、尿中ヨウ素排泄量はヨウ素
摂取量を反映する。世界的に地域の住民のヨウ素摂取量の評価には最もアクセスし易い集団である
6 歳から 12 歳の小学生を対象とし、尿中ヨウ素濃度の中央値をもって集団のヨウ素摂取量としてい
る 1）。疫学的調査で尿中ヨウ素濃度値に地域差が認められる場合、考えられるのは、1．その地域に
おける伝統的な食事習慣の差に基づいたもので真のヨウ素摂取量である可能性、2．調査に伴うバイ
アスによるもの、調査時期（例えばヨウ素を多く含む食品の旬の時期、また多く摂取する時期）、学
校給食の影響などによるものである。
1．千葉県調査
　2015 年に千葉県市原市の小学校を対象とした調査で尿中ヨウ素中央値が 489.5μg/L であったた
め、千葉県の他の地域、鴨川市での調査を行った。鴨川市は千葉県南東部の安房地域に位置する
人口約 3.3 万人、世帯数は約 1.4 万世帯（2015 年国勢調査）の観光都市であるが、沿岸部では漁業、
内陸部は農業が盛んである。鴨川市調査では、すべての市立小学校を含めて全体の 8 割近くの
1,000 名を超える児童が参加し、ヨウ素摂取量は日本全国の値とほぼ同じであった。市原市は千葉
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県中央部に位置する人口約 27.4 万人、世帯数が約 11.3 万世帯（2015 年国勢調査）の工業都市で工
業製造品出荷額が日本で第 2 位である。千葉県市原市の調査では 1 校のみ 480 名の児童が対象で、
調査前日の学校給食献立品目が「ごはん、牛乳、いそに（ひじき、ほしひじき含む）、いかごまフ
ライ、野菜のキムチいため」であった。給食のヨウ素含有量は算出できなかったが、採尿時間が
翌朝、登校前であるので、前日の昼食の影響が推測される。学校給食の調査への影響はすでに広
島市調査において明らかになっている 4）。広島市では初回調査で尿中ヨウ素濃度の中央値は
1,350μg/L（対象は 546 名）であり、3 年後に初回の調査対象小学校と周辺の小学校 2 校を含めた
再調査を行い、3 校合計 1,797 名の尿中ヨウ素中央値は 308μg/L であった。初回調査時の高値は、
調査前日の昼の学校給食に約 2mg のヨウ素が含まれていたことが原因と推測された。

2．北海道利尻島調査
　北海道利尻島は、2019 年の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」では人口
4,524 名（利尻町 2,032 名、利尻富士町 2,492 名）、2,359 世帯（利尻町 1,069 世帯、利尻富士町 1,290
世帯）、漁業と観光が主な産業である。15 歳以上の就業者数及び産業別割合（2015 年国勢調査）は、
漁業が 29.5％（総数 892 ／ 3,026 名、利尻町 435 ／ 1,407 名、利尻富士町 457 ／ 1,619 名）と最も
多い。
　歴史的に日本には地方性甲状腺腫（Endemic goiter）が存在しない、あるいは少ないと外国から
は見做されていたが、日本での報告は 1899 年、江差の竹中が北海道西海岸に甲状腺腫が多いこと
を報告したのが最も古いものである 12）。甲状腺腫の診断方法は視診と触診によるもので、一般的
には七条分類 13）Ⅱ度以上を甲状腺腫としている。1941 年、宮本らは稚内、利尻島、礼文島を調査し、
甲状腺腫が両島併せて 36.3％（928 ／ 2,560 名）、利尻島には 43.0％、礼文島には 20.3％と高率に存
在し、臨床的には euthyroid で思春期の女性に多いと報告した 14），15）。その後、1951 年、熊谷等は
利尻島において高率に甲状腺腫患者を発見したとされているが、詳細は不明である 16）。1961 年、
樋口らは利尻島、礼文島の小、中、高校の児童・生徒 3,481 名を調査し、甲状腺腫率が利尻島は
8.9％（227 ／ 2,534 名）、礼文島は 2.7％（25 ／ 947 名）であった。対象とした札幌市内の中学校生
徒の調査では甲状腺腫率は 1.3％（43 ／ 3,245 名）であった 15），17）。1967 年に再度調査が行われ、甲
状腺腫率が利尻では 8.9％から 2.1％へ、日高では 6.6％から 2.5％へ減少した。日高地方での栄養調
査では食習慣の特別な変化はないが、昆布摂取量が減少していた 18）。1961 年の日高地方の数家族
についての栄養調査では海藻類（乾燥コンブ）を 1 日 10 − 40g、平均 16.1g を 1 年間を通して味
噌汁の出汁としていた。この量は当時の北海道全体の 3 倍以上、推奨値の 5 倍であった。食事か
らの海藻類の摂取制限のみによって甲状腺腫が縮小する例があること、コンブ収穫量と多い地域
は甲状腺腫の発症率が高く、内陸地方には発生しないことなどから、ヨウ素過剰摂取による海岸
性地方性甲状腺腫として報告された 15），17），18）。1967 年の調査以後、利尻島、礼文島の甲状腺腫につ
いての疫学的調査は行われていない。
　利尻島内での甲状腺腫率の地域差は、1942 年の調査では利尻町の仙法志校が 48.6％と最も高い
と報告されていたが 19）、1960 年から 1964 年の調査では（6 − 17 歳の 8,074 名）、利尻町の仙法志
は 10.5％、沓形は 5.3％、新湊は 3.3％、利尻富士町の鬼脇は 24.2％、鴛泊は 6.9％で、地域差は残っ
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ていた 15），17）。今回の調査では、甲状腺容積については対象例が少ないため比較は困難であったが、
ヨウ素摂取量の地域差は利尻町が 530μg/L、利尻富士町は 626μg/L と大きな差はなくなった。し
かしその原因は明らかではない。

3．日本人小児の甲状腺容積
　2003 年に WHO の Zimmermann と著者らは、ヨウ素欠乏症の疫学的診断の目的で超音波断層装
置を用いて世界のヨウ素充足地域 6 地域において学童の甲状腺容積を測定し、基準値を作成し
た 10）。日本では中標津町は coastal Hokkaido、旭川市は Central Hokkaido 地域とみなされた。世
界全体で 6 歳から 12 歳の小児 3,319 名（9.3 ± 1.8 歳）の甲状腺容積を測定し、年齢と体表面積で
補正した甲状腺容積は全体では 2.54 ｍＬ、尿中ヨウ素濃度の中央値は 218μg/L であった。また中
標津町は甲状腺容積が 4.91 ｍＬ、尿中ヨウ素中央値は 728μg/L であることから、尿中ヨウ素値が
500μg/L を越えると甲状腺容積が増加すると結論付けている 11）。しかし、米国や他のヨウ素充足
地域ではこのような関連が認められなかったことも述べており、また我々の全国調査と同様に甲
状腺機能についての検査は行っていない。 
　下図にこの国際基準とともに日本での福島県、利尻島、中標津町、東京、旭川の調査結果 8）- 11）

を示す。

　甲状腺容積中央値が WHO の基準値を越えるのは中標津町と利尻島、福島県であり、福島県の
中央値が最も高く、WHO の基準値の 2 倍以上である。ヨウ素栄養状態については 2 回の調査で尿
中ヨウ素中央値は中標津町が 728 と 1,071μg/L、利尻島が 1,076 と 606μg/L であり、日本全体の
値（269μg/L）よりは高い。福島県のこの甲状腺超音波調査は対象が 12 万人を越える膨大な調査
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であるが、尿中ヨウ素濃度値については公表されていないので、ヨウ素栄養状況については不明
である。Tsubokura らは、2012 年から 2015 年に福島県三春町と茨城県大子町の 18 歳未満の小児
4,410 名（年齢の中央値は 10 歳）の尿中ヨウ素濃度を測定し、中央値は 204μg/L であり、ヨウ素
欠乏の判定基準である 100μg/L 未満の率が 16.6％であると報告した 20）。この尿中ヨウ素濃度値は
我々の全国調査の結果 3）と比較すると、日本で最も低い値であり、鹿児島県種子島調査の結果

（208.5μg/L）より低い。さらに尿中ヨウ素濃度が 100μg/L 未満の小児の率も、全国調査では中
央値は 10％以下であるので、この福島県調査は高い率である。ヨウ素摂取量と甲状腺容積とはＵ
字型の相関を示すことが知られている。甲状腺の大きさは遺伝的要因とヨウ素栄養状態を含む環
境要因など多くの因子が関与している。福島県の小児の甲状腺容積が日本の過去の報告と比較し
て最も大きい原因は明らかではないが、可能性としてヨウ素摂取不足も考えられる。今後、日本
の他の地域においての調査を行って比較することが必要である。 

結論

　ヨウ素摂取量の多い地域住民の甲状腺機能を調べるために千葉県の再調査と利尻島の 2 次調査を
行った。利尻島の小学生のヨウ素摂取量は日本全国の平均的な値よりも多めであり、甲状腺容積は
中標津町より大きく、福島県より小さい。これらの小児には臨床的に甲状腺機能の症状はみられな
い。成長に伴って甲状腺容積がどのように変化するかが、興味深いところである。今後、すでに同
島で行った成人調査と比較して検討する。また中標津町、礼文島での 2 次調査を行う予定である。

文献

 1. Zimmermann MB, Boelaert K 2015 Iodine deficiency and thyroid disorders. Lancet Diabetes 
Endocrinol 3:286-295.

 2. 布施養善，田中卓雄，荒田尚子，原田正平，小川博康，布施養慈，紫芝良昌，入江實 .　2012
ヨウ素に特化した食物摂取頻度調査票による日本人のヨウ素摂取源と摂取量についての研究 . 
日臨栄会誌 34:18-28.

 3. 布施養善，伊藤善也，山口真由，浦川由美子，塚田信 . 2019 学童全国調査による日本人のヨウ
素摂取状況に関する研究　総括 .　成長科学協会 2019 年度研究年報 43:53-63.

 4. 布施養善，伊藤善也，山口真由，浦川由美子，塚田信，児玉浩子，中村正，東出正人 . 2016 学
童全国調査による日本人のヨウ素摂取状況に関する研究　第 2 報 .　成長科学協会平成 28 年度
研究年報 40:51-59.

 5. Inoue et al. 1975 High incidence of chronic lymphocytic thyroiditis in apparently healthy 
school children: Epidemiological and clinical study. Endocrinol Jpn. 22:483-488.

 6. Suzuki S, Midorikawa S, Matsuzuka T, Fukushima T, Shimura H, Ohira T, Ohtsuru A, Abe 
M, Shibata Y, Yamashita S. Systematic determination of thyroid volume by ultrasound 
examination from infancy to adolescence in Japan: The Fukushima Health Management 
Survey. Endocrine Journal. 2015;62:261-268.



− 100 −

成長科学協会  研究年報  No. 43  2019

 7. Suzuki S, Midorikawa S, Matsuzuka T, Fukushima T, Ito Y, Shimura H, Takahashi H, Ohira 
T, Ohtsuru A, Abe M, Suzuki S, Yamashita S. Prevalence and Characterization of Thyroid 
Hemiagenesis in Japan: The Fukushima Health Management Survey. Thyroid. 2017 Aug 1; 
27(8):1011-1016.

 8. Fuse Y et a1. 2007 Smaller thyroid gland volume with higher urinary iodine excretion in 
Japanese schoolchildren・Normative reference values in an iodine-sufficient area and 
comparison with the WHO/ICCIDD reference. Thyroid l7:145-155.

 9. 伊藤善也，上田修，藤根美穂，向井徳男，中江淳，藤枝憲二，Zimmermann MB，Hess SY，
大橋俊則、紫芝良昌 .  2003 ヨード摂取と甲状腺機能に関する研究 : 学童の甲状腺容積と尿中
ヨード排泄量に関する研究 .  成長科学協会平成 14 年度研究年報 26:56-61.

 10. Zimmermann MB, Hess SY, Molinari L, de Benoist B, Delange F, Braverman LE, Fujieda F, 
Ito Y, Jooste PL, Moosa K, Pearce EN, Pretell EA, Shishiba Y 2004 New reference values for 
thyroid volume by ultrasound in iodine-sufficient schoolchildren: a World Health 
Organization/Nutrition for Health and Development Iodine Deficiency Study Group Report. 
Am J Clin Nutr 79:231-237.

 11. Zimmermann MB, Ito Y, Hess SY, Fujieda K, Molinari L 2005 High thyroid volume in 
children with excess dietary iodine intakes. Am J Clin Nutr 81:840–844.

 12. 竹中成憲 .  1899　甲状腺腫二就テ .  中外醫事新報　第四百六十二號 .
 13. 七条小次郎 .  1953　地方性甲状腺腫 .  日本内分泌学会雑誌 29 巻（7-8 号）155-188.
 14. 宮本榮二 , 飛田實 , 海保弘義 , 臼淵勇 .  1942 稚内地方ニ於ケル地方病性甲状腺腫二就テ .  北海道

醫学雑誌　20 年上、442-448.
 15. 樋口忠 . 1964　北海道地方の海岸性甲状腺腫の研究　第一報 .  日本内分泌学会雑誌　40:982-995.
 16. 井上善十郎 , 高桑榮松 , 茂木信明 , 高橋昭一 , 前橋繁雄 . 1954　地方病性甲状腺腫に関する研究　

第一編 . 北海道積丹半島及び天賣島に於ける地方病性甲状腺腫侵染度 . 北海道医学雑誌　
29:223-227.

 17. Suzuki H, Higuchi T, Sawa K, Ohtaki S, Horiuchi Y. 1965“Endemic coast goiter”in 
Hokkaido, Japan. Acta Endocrinol（Copenh）50:161-176.

 18. Suzuki H, Mashimo K. 1973　Further studies of “Endemic coast goiter”in Hokkaido, Japan 
in Mashimo K, Suzuki H. Iodine metabolism and thyroid function. Hokkaido University 
Medical Library Series 6. Sapporo, Hokkaido University School of Medicine 143-157.

 19. 臼淵勇 , 室谷幸彌 .  1947 北海道に於ける地方病性甲状腺腫 .  新臨床 2:12-15.
 20. Tsubokura M, Nomura S, Watanobe H, Nishikawa Y, Suzuki C, Ochi S, Leppold C, Kinoshita 

H, Kato S, Saito Y. 2016 Assessment of Nutritional Status of Iodine Through Urinary Iodine 
Screening Among Local Children and Adolescents After the Fukushima Daiichi Nuclear 
Power Plant Accident. Thyroid 26:1778-1785.
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成長ホルモン分泌不全症におけるグルココルチコイドホルモン代謝酵素と 
メタボリックプロファイルの関連について

齋　秀二
手稲渓仁会病院小児科

背景

　成長ホルモン分泌不全症（GHD）は、成人期にメタボリックシンドローム（MS）のリスクファ
クターとなることが知られている。MS では、脂肪細胞中のグルココルチコイドホルモン代謝酵素
11beta-hydroxysteroid dehydrogenase1（11b-HSD1）の発現が上昇する。11b-HSD1 の上昇は、細
胞内のグルココルチコイドホルモン（GC）作用増強による脂肪細胞の分化を誘導し、肥満および脂
質代謝異常症の誘因となりうる。そこで本研究では、GHD 患者において、細胞内の 11b-HSD1 の発
現が上昇していると仮説を立てた。

方法

　手稲渓仁会病院小児科にて、2019 年 12 月から 2020 年 3 月まで成長ホルモン分泌負荷試験を行っ
た低身長の小児を対象とした（計 5 例）。研究の同意を得た後、グルカゴン負荷試験前後に血液検体

（3ml）を採取した。北海道大学遺伝子病制御研究所にて、末梢血単核球（PBMC）を分離し、RNA
を抽出し、qPCR にて遺伝子発現を測定した。また LC-MS/MS にて血清中のコルチゾン、コルチ
ゾールを測定し、11b-HSD1 の活性を測定した。グルカゴン負荷試験で GH 頂値が 6ng/mL 以上を
コントロール群（3 例）、6ng/mL 以下を GHD 群とした（2 例）（Figure C）。

結果

　測定したすべての症例で、PBMC 中に 11b-HSD1 の遺伝子発現を認めた。負荷試験後の 11b-
HSD1 遺伝子発現レベルの変化は、GHD 群でコントロールに比して高い傾向を示した（Figure A）。
負荷試験 120 分後における血糖値は、GHD 群でコントロール比して低値を示した（Figure B）。低
血糖に一致して、GHD ではコルチゾール値が高い傾向を示した（Figure D）。11b-HSD1 の活性を
示すコルチゾール／コルチゾン比（F/E）と 11b-HSD1 mRNA の変化に関連性を認めた（Figure E）。

考察

　GHD 患者では、絶食中のグルカゴン負荷試験による低血糖が生じやすい傾向を示した。低血糖は
成長ホルモン分泌不全が要因と考えられるが、それを代償するためコルチゾール分泌が亢進すると
推測される。そのため GHD では、GC 過剰状態をきたしやすい可能性がある。コルチゾールは末梢
組織の 11b-HSD1 の発現を誘導させるため（Sai et al 2008 Mol Endocrinol）、上昇した 11b-HSD1
は細胞内の GC 濃度をさらに上昇させ、GHD 患者では GC 誘導性の肥満をきたしやすい状態にある
ことが推測される。GH は 11b-HSD1 を低下されることが知られており（Yamaguchi, Sai et al 
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2010）、GH 治療対象症例において 11b-HSD1 の発現が低下するのか、将来のメタボリックプロファ
イルに変化をきたすのか、今後調べる予定である。

　Figure
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先天異常に伴う低身長症における新規発症責任遺伝子の分子遺伝学的解析

佐藤　直子
たなか成長クリニック　
北中　幸子
東京大学医学部附属病院小児科学教室
高橋　克敏
公立昭和病院内分泌代謝科

研究目的

　本研究の目的は、先天異常に伴う低身長症の患者を集積し、遺伝学的検査・臨床解析を行い、原
因不明の低身長症の分子遺伝学的発症機序を明らかにする。

研究の概要

① 実施計画：先天異常は出生児の約 5％に合併し、その症状として、先天的に複数の器官系統に異
常がみられることに加え、乳幼児期に発育不良がみられる場合に疑われる。特徴的な外表奇形を示
し、先天異常による低身長症の代表的な疾患として、染色体異常を病因とするターナー症候群、
SHOX の欠失・変異が病因となるSHOX 異常症、CHD7 変異を主に病因とする CHARGE 症候群
などが挙げられるが、重症度が低く、合併する奇形が微細であり、特異的な顔貌を有するものの、
確定診断に至らない低身長症にもしばしば遭遇する。本研究では、内分泌学的検査により成長ホル
モン分泌不全性低身長症（GHD）を除外した先天異常を伴う低身長症の患者を集積し、遺伝学的
検査と臨床解析を行い、原因不明の低身長症の分子遺伝学的発症機序を明らかにする。

② 方法：本研究は以下の方法で行い、現在も継続中である。
1） 臨床情報の収集：本クリニックと上記の共同研究施設により先天異常を伴う低身長患者 8 例を

集積し、臨床像と合併症の評価を行う。低身長・性成熟、骨年齢、内分泌学的評価（成長ホルモ
ン分泌刺激試験、IGF-1 測定、甲状腺機能、性腺機能など）、家族歴、既往歴の聴取を行い、臨床
像を評価する。合併する奇形を視診、手根骨レントゲン、その他画像診断などによる評価を行う。

2） 検体収集と遺伝学的検査：臨床像に応じて染色体分析・FISH 解析などを施行する。上記の検
査に加えて、遺伝子解析による診断が必要と判断した場合、同意書が得られた患者、両親の末梢
血から白血球ゲノム DNA を抽出し、次世代シーケンサーによるエクソーム変異解析を行う。イ
ンシリコ解析で同定された変異の蛋白機能予測を行い、蛋白機能異常が疑われる場合、機能実験
を検討する。同定された変異型−表現型解析を行い、低身長との関連を調べる。

現在までの解析状況

　今回の研究では、先天異常に伴う低身長症の患者 8 例を集積し、解析を行っている。
　3 例に染色体検査行い、正常核型であることを確認した。8 例に次世代シーケンサー（NGS）に
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よる遺伝子変異解析を行い、現在 2 例が解析中で 6 例の解析が終了している。
　表現型、遺伝子型を表に示す。現時点では、CHD7 遺伝子変異が 3 例に同定され、1 例にFGFR1
ヘテロ変異、1 例に本邦未発表の先天奇形遺伝子変異が同定され、家系解析を行っている。FGFR1
は下垂体機能低下症の病因の可能性が既報の論文で示唆されているが、本症例では GHD を否定さ
れている。低身長症、難聴、骨奇形を有する 1 例において、本邦未発表の遺伝子変異が同定され、
家系解析を含め、更なる解析を進めている。変異未同定の患者 2 例において、CHARGE 症候群の
クライテリアを満たさないが、オーバーラップする表現型をもつ低身長症 1 例において、NGS 解析
を行ったが、CHD7、SEMA3A などの CHARGE 症候群の責任遺伝子に変異は同定されず、現在も
継続して解析を行っている。残りの 1 例は手指の奇形を有し、現在遺伝子解析を行っている。尚、
同定された変異について、American College of Medical Genetics and Genomics のガイドラインに
基づいて評価を行い、症例 2 から 6 で同定された変異はいずれも pathogenic な変異と推測されてい
る。
　本研究から、病因の特徴として、GHD を除外された奇形を伴う低身長症を対象とし、更に思春期
年齢に低身長を主訴に受診をした症例が 8 例中 6 例であったため、思春期遅発症が低身長症を示す
原因のひとつとして推測される。また、先天性難聴は世界で 1,000 の出生数に対し 1 人の割合で生
まれる最も多い先天性障害であり、対象疾患にも 8 例中 5 例にみられた。今後も共同研究者との協
力の下、研究対象にバイアスを生じないように研究対象の年齢を広げ、検討する患者検体数を増や
し、臨床解析および分子遺伝学的解析を進めていく予定である。
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全国のターナー症候群患者会を通じた生殖補助医療に対する意識調査

菅沼　信彦
名古屋学芸大学看護学部
林　文子
愛知医科大学看護学部
岸本　佐智子
NPO法人 OD-NET、ひまわりの会

緒言

　ターナー症候群（Turner’s syndrome：TS）患者は、女児の 2 本の X 染色体の片方が部分的また
は完全に欠失した状態により生ずる性染色体異常であり、低身長を始めとする種々の特徴的身体症
状が現れる。その 1 つが、卵巣低形成による先天性卵巣機能不全であり、そのため二次性徴の発現
が欠如する。この卵巣機能不全に対しては女性ホルモン補充療法（hormone replacement therapy：
HRT）が提供され、女性的な身体発育、骨量の増加などが図られるが、卵子形成が認められないた
め絶対的不妊となる。
　TS 女性ではミュラー管の発生・発育は正常であるため、子宮は存在する。そこで近年、卵子提供 1）- 3）

による生殖補助医療が適応されつつある。わが国においても卵子提供登録支援団体（Oocyte 
Donation NET-work：OD-NET；https://od-net.jp）により、2018 年には TS 女性が提供卵子によ
る体外受精により出産している。また TS 女性のモザイク例などにおいては 5 〜 10% に卵子形成が
みられ、二次性徴が認められる。しかしながら以降の排卵周期の確立は難しく、自然妊娠例は 1%
以下である 3）, 4）。これに対し、最近では未受精卵、あるいは卵巣組織凍結保存技術が進歩し、特にが
ん治療後の患者における妊孕性温存への取り組みが始まっている。TS 女性への適応は、わが国で
は慎重を期す体制ではあるが、諸外国では多くが実施されている 5）。さらに近年、胚性幹（embryonic 
stem：ES）細胞や人工多能性幹（induced pluripotent stem：iPS）細胞研究が発展し、再生医療の
道が開かれている。iPS 細胞を用いた配偶子（精子・卵子）の造成も可能となり、動物実験におい
ては仔も誕生している 6）, 7）。ヒトにおいても既に卵原細胞が造成され 8）、将来の臨床応用への可能性
さえ取りざたされている。
　そこで本研究においては、わが国の TS 女性における今後の生殖医療の適応に関し、卵子提供、
未受精卵 / 卵巣組織凍結保存、卵子造成に関する知識、意識、意向を調査することにより、当該疾
患患者の quality of life（QOL）の改善と将来的展望を考察した。

対象・方法

1）対象
　TS 患者ならびにその家族を対象に、卵子提供、卵子 / 卵巣組織凍結保存、卵子造成に対する意
識調査を行った。母集団は全国 12 の TS 患者会（ひまわりの会・わかばの会・青葉の会・けやき
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の会・しゃくなげの会・りんごの会・あすなろの会・えがおの会・マーガレットの会・りんどう会・
MIRAI・ガジマルの会：http://www.club-turner.jp/）に対し、「ひまわりの会」（大阪市）を通じ 
100 部のアンケート用紙を配布した。

2）方法
　自記式アンケート用紙を、手渡しあるいは郵送により配布し、返却ならびに返信をもって同意
とした。

3）アンケート内容
　我々が既に「ひまわりの会」に所属する 27 名の成人 TS 女性（20 歳以上）を対象として行った
事前調査の結果 9）を踏まえ、下記の項目を調査した。
1） 回答者（本人・母親・父親・その他）
2） 属性：患者年齢、診断時年齢、核型、治療歴（成長ホルモン治療・女性ホルモン治療・その他）
3） アンケート項目
 i） 婚姻（未婚・既婚＜結婚年齢＞・その他）
 ii） 児の有無（あり＜子どもの年齢＞・なし）
  「あり」の場合の妊娠法（自然妊娠・卵子提供・養子縁組・その他）
 iii） 卵子提供に対する意向ならびに意識 
 iv） 卵子 / 卵巣凍結保存に対する意向ならびに意識
 v） 卵子造成に対する意向ならびに意識

　卵子提供、未受精卵・卵巣組織凍結保存、卵子造成の質問の前には各々、「『卵子提供』とは、
自分の卵子が得られない場合、第三者（ドナー）から卵子の提供を受けて、パートナーの精子
と体外受精を行い、受精卵を自分の子宮にもどして妊娠・出産する方法です。産みの親・育て
の親にはなれますが、自分との血縁関係はできません」、「『卵子・ 卵巣凍結保存』とは、卵子や
卵巣を凍結して将来のために保存しておくことです。ターナー女性の中には、卵巣が十分に働
いて、自然に妊娠される方も一部にみえます。しかしながらそのような方でも、若いうちに排
卵が止まってしまい、赤ちゃんが欲しくなった時にはうまく妊娠できない場合もあります。で
すから若いうちに、あるいは子どもの時に卵子や卵巣を取っておいて、将来に備えようとする
方法です」、「『卵子造成』とは、 人工的に卵子を作り出す技術です。近年万能細胞（iPS 細胞、
ES 細胞など）を用いて、卵子を作り出す研究が進んできています。動物実験では iPS 細胞から
作られた卵子によって子どもが産まれています。もちろん安全性や倫理的な問題で、人間に使
われることはずっと先のことになるでしょう」を説明文として挿入した。
　質問項目は、「知識（よく知っている・少しは知っている・あまり知らない・まったく知らない・
その他）」「情報源（新聞 / 雑誌 / テレビ・インターネット・肉親 / 友人・医療関係者・その他）」

「医師からの説明（十分な説明を受けた・簡単な説明を受けた・まったく聞いていない・その他）」
「情報提供の希望（たいへん知りたい・少しは知りたい・特に知りたくない・その他）」「倫理的
可否（認めてよい・条件付きで認めてよい・認められない・わからない・その他）」「自らの意
向（利用したい・配偶者が賛成したら利用した・利用しない・わからない・その他）」を問い、
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卵子提供に関しては、「国内外等の実施場所の希望（海外・国内・国内外両方・わからない・そ
の他）」「これまでの経験（海外・国内・国内外両方）」の項目を付け加えた。

4）倫理的配慮
　研究への参加は任意であること、研究に参加しないことによって、不利益な対応を受けること
がないこと、データは収集時に完全に匿名化されており個人を特定できないため、アンケート提
出をもって同意とすることを説明文に明記した。
　本研究は名古屋学芸大学研究倫理審査委員会の承認を得て行った。

結果

1）対象者背景（表 1）
　回答は 76 名（回収率 76%）の TS 女性本人（49 名）ならびに母親・父親・配偶者（27 名）よ
り得られた。患者の平均年齢は 29.8 歳で 30 歳代が 24 名と最も多かった。診断時の平均年齢は
10.5 歳で 10 歳未満が 35 名と最多で、10 歳代が 26 名と 86% が 20 歳未満で診断されていた。核型
はモザイクが 34 名と約半数を占めたが、本人や家族が知らない場合も 9 名に見られた。80% 以上
の例で HRT を受けていたが、GH 投与は 72% で行われていた。26 名（34%）が婚姻しており、13
名（50%）で児を有していた。この内、自己卵での妊娠は 2 名（15%）のみで、卵子提供が 10 名（77%）
で主に海外で受けていた。養子縁組も 1 名（8%）にみられた。

2）知識（表 2）
　卵子提供や凍結保存に対する知識（よく知っている・少しは知っている）は、各々 61 名（80%）、
50 名（68%）と十分に認められたが、卵子造成に関しては「あまり知らない・まったく知らない」が 
46 名（60%）であった。主たる情報源は新聞 / 雑誌 / テレビやインターネットなどのマスメディ
アが 52 〜 73% と主であった。医師からの説明は卵子提供では 64%、凍結保存では 76%、卵子造成
では 93% が「まったく聞いていない」と答えた。しかしながら卵子提供で 83%、凍結保存で 78%、
卵子造成で 79% の TS 女性ならびに家族が情報提供を希望（たいへん知りたい・少しは知りたい）
した。

3）可否（表 2）
　これらの生殖医療技術の倫理的可否については、すべてにおいて 60% 以上の回答者が「認めて
よい・（条件付きで）認めてよい」と判断していた。

4）意向（表 2、図 1）
　自らの実施の意向に関しては、「利用したい・（配偶者が賛成したら）利用したい」とする割合が、
卵子提供（58%）と凍結保存（59%）で高率であったが、卵子造成では 46% に止まった。また卵子
提供は、国内で受ける希望が 83% と多く認められた。

考察

　絶対不妊とされてきた TS 患者においても、第三者が関わる生殖補助技術として卵子提供が適応
されている。しかしながら TS 女性が多くの合併症を有するため、妊娠・出産に関しては慎重にな
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らざるを得ない点 10）, 11）もあり、流産率が高い 12）ことなどが問題となる。さらに他者が関与する生殖
補助医療に関しては国家、宗教、伝統等により、国ごとに倫理的・法的・社会的問題が存在する 13）。
日本では卵子提供は公式には認められていないが、OD-NET では、社会的コンセンサスを得るため
にも注目すべき活動を展開している。同様に未受精卵や卵巣組織凍結保存は、がん経験者の妊孕性
温存として広く適用されているが、一部の TS 女性においては有効な手段 5）と考えられ、今後の動
向が注目される。iPS 細胞や ES 細胞を用いた配偶子造成は、臨床応用にはさらなる研究が必要では
あるが、大きな希望をもたらす技術と推測される。
　本研究においてはこれらの新生殖補助技術に関する TS 患者ならびにその家族の知識、意識、意
向を調査したが、情報不足ならびに情報提供への希望が明らかとなった。TS 女性の QOL 向上の
ため、HRT のみならず、我々医療者が対応すべき問題が数多く存在すると推察される。
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　図 1　各種生殖補助技術に対する TS 女性の実施の意向

利用したい 配偶者が賛成したら利用したい

利用しない わからない その他

卵子提供 卵子・卵巣凍結保存 卵子造成



− 110 −

成長科学協会  研究年報  No. 43  2019

　表 1　対象者のプロフィール

回答者（ｎ＝76）

　本人 49名

　母親 24名

　父親 2名

　その他 1名
現年齢（ｎ＝76） 29.8±13.2歳

　〜19歳 19名

　20〜29歳 13名

　30〜39歳 24名

　40〜49歳 18名

　50歳〜 2名
診断時年齢（ｎ＝71） 10.5±9.8歳

　〜9歳 35名

　10〜19歳 26名

　20〜29歳 5名

　30歳〜 5名
核型（ｎ＝70）

　45,X 15名

　モザイク 34名

　その他 2名

　不明 9名
治療（ｎ＝74）（複数回答）

　成長ホルモン 53名

　女性ホルモン 60名

　その他 6名
婚姻状況（ｎ＝76）

　既婚 26名

　　結婚年齢 31.2±5.3歳

　児あり 13名

　　自己卵 2名

　　卵子提供（国内外の重複例を含む） 10名

　　　海外 8名

　　　　アメリカ 5名

　　　　台湾 2名

　　　　タイ 1名

　　　国内 3名

　　養子縁組 1名

　未婚 50名
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　表 2　卵子提供、卵子・卵巣凍結保存、卵子造成に対する意識

卵子提供 卵子・卵巣凍結保存 卵子造成

知識 （ｎ＝76） （ｎ＝74） （ｎ＝73）
　よく知っている 25（33％） 9（12％） 2（3％）

　少しは知っている 36（47％） 41（57％） 24（33％）

　あまり知らない 14（18％） 20（27％） 22（30％）

　まったく知らない 1（1％） 4（6％） 25（34％）

　その他 0（0％） 0（0％） 0（0％）
情報源（複数回答） （ｎ＝61） （ｎ＝49） （ｎ＝26）
　新聞/雑誌/テレビ 38（62％） 32（65％） 19（73％）

　インターネット 32（52％） 26（53％） 16（62％）

　肉親/友人 7（11％） 9（18％） 4（15％）

　医療関係者 22（36％） 16（33％） 7（27％）

　その他 10（16％） 4（8％） 0（0％）
医師からの説明 （ｎ＝75） （ｎ＝71） （ｎ＝71）
　十分な説明を受けた 12（16％） 6（8％） 0（0％）

　簡単な説明を受けた 14（19％） 9（13％） 4（6％）

　まったく聞いていない 48（64％） 54（76％） 66（93％）

　その他 1（1％） 2（3％） 1（1％）
情報提供の希望 （ｎ＝76） （ｎ＝73） （ｎ＝72）
　たいへん知りたい 31（41％） 28（38％） 29（40％）

　少しは知りたい 32（42％） 29（40％） 28（39％）

　特に知りたくない 12（16％） 15（21％） 14（19％）

　その他 1（1％） 1（1％） 1（1％）
可否 （ｎ＝72） （ｎ＝71） （ｎ＝71）
　認めてよい 39（44％） 46（65％） 29（41％）

　条件付きで認めてよい 10（14％） 8（11％） 14（20％）

　認められない 1（1％） 0（0％） 3（4％）

　わからない 22（31％） 17（24％） 25（35％）

　その他 0（0％） 0（0％） 0（0％）
意向 （ｎ＝72） （ｎ＝70） （ｎ＝69）
　利用したい 16（22％） 25（36％） 19（28％）

　配偶者が賛成したら利用したい 26（36％） 16（23％） 13（19％）

　利用しない 9（13％） 8（11％） 10（14％）

　わからない 18（25％） 16（23％） 24（35％）

　その他 3（4％） 5（7％） 3（4％）
利用場所の希望 （ｎ＝48）
　海外 1（2％）

　国内 28（58％）

　国内外両方 12（25％）

　わからない 7（15％）



− 113 −

成長科学協会  研究年報  No. 43  2019

自由 07

2 型コラーゲン異常症 24 例の分子遺伝学的検討

髙木　優樹
糀谷こどもクリニック
長谷川　奉延
慶應義塾大学病院小児科
西村　玄
武蔵野陽和会病院放射線科

学術的背景

　2 型コラーゲン異常症は 2 型コラーゲン（COL2A1）遺伝子に変異が認められ、X 線的に共通し
た所見がある多彩な臨床表現型を示す一連の疾患群である。ヘテロ接合性変異による優性遺伝疾患
で、プロトタイプ的な先天性脊椎骨端異形成症、致死的な軟骨無発生・低発生症、比較的軽症な
Kniest 異形成症および Stickler 症候群に分類される。

目的

　臨床的に 2 型コラーゲン異常症と診断された対象でCOL2A1 遺伝子解析を行い、
1.  新規変異を同定することで遺伝子型−表現型関連に対する理解を深める
2.  同一 genotype における表現型（重症度）の差の有無を確認する
3.  変異陰性例をエクソーム解析することにより、新規責任遺伝子の同定をめざす。

対象

　扁平椎、椎体骨化不全、ダンベル変形、恥骨の骨化不全等の骨レントゲン所見から 2 型コラーゲ
ン異常症（SEDC、軟骨低発生症、PLSD type Torrance、Kniest 異形成症）を強く疑われた 24 症
例（Stickler 症候群は除く）。
 SEDC 18 例
 軟骨低発生症 1 例
 PLSD type Torrance 3 例
 Kniest 異形成症 2 例
 　　　　計 24 例

方法

　PCR-Direct sequence 法でCOL2A1 遺伝子の全翻訳領域を解析する。変異陰性例は MLPA
（Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification）法で Exon レベルのコピー数解析を行う。
　既報変異症例に関しては変異のデータベース、LOVD（https://databases.lovd.nl/shared/genes/
COL2A1）に記載されている Total variant 1,016 個（患者数 1,931 例）と照らし合わせることで表
現型の差異が存在するかを確認する。
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　PCR 直接シークエンスおよび MLPA 法による解析の結果、変異陰性出会った症例は全ゲノムエ
クソーム解析を行い、新規責任遺伝子同定を目指す。　

結果

PCR-Direct sequence 法による解析結果
24 例中 22 例で変異同定
 SEDC 18 例中 16 例で変異を同定
 軟骨低発生症 　1 例
 PLSD type Torrance 　3 例
 Kniest 異形成症 　2 例

MLPA 法による解析結果
変異陰性の 2 例を解析し、1 例で Exon4-15 にかけての広範囲の欠失を同定した。
Junctional PCR で intron3-intron15 の 5404bp 欠失を確認

 

 
 

Exome 解析
変異陰性の 1 例で Exome 解析し、Spondylometaphyseal dysplasia, Kozlowski type（SMDK）の責
任遺伝子TRPV4 に既報変異 p.Ala716Ser をヘテロ接合性（de novo）に同定した。

 

 
 

　既報変異 10 例の表現型を過去文献の表現型と比較すると、口蓋裂、眼の合併症の有無の違いはあ
るものの全例、病型（重症度）は一致していた。
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考察

①　遺伝子型表現型関連

　Gly 残基の位置による遺伝子型表現型関連は不明確であった。
　Triple helix 領域の 1 アミノ酸欠失・重複は過去に 1 例のみ報告あり（Gly1089del）、その病型
は SEDC（Nishimura et al. Hum Mutat. 2005）であった。
　TRPV4 異常症の一部は SEDC との鑑別を要する。特に SEDC は経年的に扁平椎が軽快するた
め、より鑑別が困難となりうることが示唆された。

②　同一 genotype における表現型（重症度）の差
　既報変異 10 例の表現型を過去文献の表現型と比較し、口蓋裂、眼の合併症の有無の違いはある
ものの全例、病型は一致した。また当コホート中、家族例は 2 家系で全例病型は一致した。

LOVD（https://databases.lovd.nl/shared/genes/COL2A1）において同一変異で 2 例以上の報告
があるものを抽出

 Total variant 1,016 個（患者数 1,931 例）

 同一 variant で 2 例以上
 の患者登録あり 202 個（患者数 1,117 例）

 病型が全例で一致 166 個

　166/202=82% の変異で病型が一致。一致しない残りの 18% の多くは Stickler と Kniest で占め
られていた。

結語

　臨床的および分子遺伝学的に heterogenious な Stickler 症候群を除けば、2 型コラーゲン異常症
の遺伝子変異陽性率は高率（23/24 ＝ 95.8％）である。COL2A1 遺伝子の異常に関して、同じ
genotype の表現型・重症度は比較的均一である。
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自由 08

DNA 損傷修復異常による成長障害の病態解明

高澤　啓
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
発生発達病態学分野 / 小児科
鹿島田　健一
東京医科歯科大学発生発達病態学分野 / 小児科
酢谷　明人、中川　竜一、我有　茉希
東京医科歯科大学発生発達病態学分野

研究の目的

　DNA の複製・修復に関与する RecQ ヘリカーゼタンパクのひとつである BLM の異常は、若年性
発癌、免疫不全、日光過敏を呈する Bloom 症候群の原因となる。Bloom 症候群をはじめとする
RecQ ヘリカーゼタンパク異常では、胎児期からの成長障害や若年発症の耐糖能障害をきたすこと
が知られているが、その病態は明らかになっていない。我々は、Bloom 症候群患者において、IGF-1
不応と高度インスリン抵抗性が共存することに着目し、患者由来細胞を用いて BLM がインスリン
受容体および IGF1 受容体下流に与える影響を解析することで、DNA 損傷修復異常が成長障害や耐
糖能障害を生じる分子生物学的機序を明らかにすることを目的とする。

研究計画

　本研究は、下記計画に基づいて進められている。
 1） 患者由来不死化リンパ球 / 線維芽細胞を用いた検討

　Bloom 症候群患者由来細胞を用いて、インスリンおよび IGF-1 刺激による受容体下流のリン酸
化プロファイルを Western Blotting にて評価し、Bloom 症候群におけるインスリン抵抗性および
IGF-1 不応の本態を明らかにする。並行してインスリン受容体異常症、毛細血管拡張性運動失調
症の患者由来細胞でも同様の解析を行うことで、受容体下流のカスケードにおける BLM の特異
的ターゲットを絞り込む。

 2） BLM ノックアウトマウスを用いた検討
 3） 患者由来 iPS 細胞を用いた検討

進捗状況

　自験例において、NGS を用いた遺伝子解析を行い、BLMc.557_559delCAA, p. Ser186_Lys187del 
ins Ter（rs367543035）をホモ接合性に確認した（図 1A）。本症例は、SGA 性低身長症として、3
歳時より GH 治療を行われており、12 歳時に糖尿病を発症したことを契機に診断に至っている。
GH 治療前後に IGF-1 高値を認めており（図 2）、IGF-1 不応が成長障害の原因である可能性が示唆
された。糖尿病に関しては、高度インスリン抵抗性（HOMA-R:39.5）を認めており、一時的に高用
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量インスリン投与を要したが、ピオグリタゾンの投与にてコントロール良好である。
　家族解析にて、本症例におけるBLM 変異は両親由来であることが確認され（図 1B）、発端者お
よび母の不死化リンパ球樹立を試みたが、発端者由来細胞（ホモ接合体）において細胞増殖が著し
く不良なため、樹立が困難であった。この原因として、BLM 遺伝子異常による影響が推測されため、
JCRB 細胞バンクより、患者由来細胞を購入することで代用する方針とした。対照として解析予定
のインスリン受容体異常症、毛細血管拡張性運動失調症それぞれの患者由来不死化リンパ球細胞は
樹立済みである。

考察・今後の展望

　DNA 損傷修復異常による症候群の多くは、早老症や若年性発癌をきたすとともに種々の成長障
害や代謝異常を呈することが知られている一方、その関連や病態に関しては未知の部分が多い。先
行研究として、毛細血管拡張性運動失調症（AT）の原因遺伝子である ATM が脂肪細胞分化に関
与することが明らかとなり、DNA損傷修復と糖代謝やエネルギー代謝の関係性が初めて示唆された。
この研究において、ATM はインスリン受容体下流カスケードに作用することで、インスリン抵抗
性を主体とする糖尿病を生じる機序が明らかになった（図 3A）。一方で AT 患者においては成長障
害を認めるものの、Bloom 症候群で見られるような IGF-1 不応を示唆する所見は認めていない。ま
た、同様に先行研究において、インスリン受容体そのものの異常であるインスリン受容体異常症で
は、著明なインスリン抵抗性による糖代謝異常は認めるものの成長障害は認めない。我々は、イン
スリン受容体および IGF-1 受容体が下流のカスケードを共有することに注目し（図 3B）、共通カス
ケードの分子がＢＬＭのターゲットであるという仮説に基づき、分子生物学的手法を用いてＢＬＭ異
常による成長障害・糖代謝障害の病態解明を目指す。
　本研究は稀な遺伝性疾患の病態解明を主目的としているが、ＢＬＭ 遺伝子異常は発癌や細胞老化
のモデルとして研究が進められており、本研究においては、細胞の老化が発癌だけでなくエネルギー
代謝や成長障害に与える影響を明らかにすることで、胎児発育障害や成長障害に対する新たなアプ
ローチを提唱できる可能性がある。細胞老化から紐解く成長障害の病態解明は、新たな分子標的に
対する治療法の確立や新たな創薬に結びつく可能性があり、本研究の最終的な目標としたい。
　本研究の概要は、第 53 回日本小児内分泌学会学術集会（2019/9/26-28）にて発表し、進捗状況を
含め第 94 回日本内分泌学会学術総会（2020/6/4-6）において発表予定である。
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　図 2　自験例

　図 3 A

　図 3 B
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自由 09

I 型コラーゲン分子の非三重螺旋領域の異常による骨形成不全症の臨床像の確立

二川　奈都子、長谷川　高誠
岡山大学病院小児科
田中　弘之
岡山済生会総合病院小児科

研究の背景

　骨形成不全症（OI）は主にCOL1A1、COL1A2 遺伝子の異常により様々な程度の骨の脆弱性をき
たす疾患である。I 型コラーゲン分子はα１鎖２本とα 2 鎖１本が C 端から三重螺旋構造をとるが、
その過程で N 端と C 端のプロペプチドは切断、除去される。三重螺旋構造領域の遺伝子異常による
OI の臨床像については、三重螺旋部位のグリシン（Gly）-X-Y の Gly 変異は重症の傾向があり、ナ
ンセンス変異やスプライシング異常は一般に軽症となるという遺伝子型−表現型の関係性が確立さ
れつつある。一方で、非三重螺旋部である N 端、C 端プロペプチド領域やシグナルペプチド領域の
変異の報告例は少なく、遺伝子型−表現型の関係性については未確立であり、非三重螺旋部変異を
有する OI 患者の臨床像の確立を目的に本研究を行うこととした。

方法

　当院に通院中、もしくは当院に遺伝子解析依頼のあった OI 患者および特発性骨粗鬆症患者の
COL1A1、COL1A2 遺伝子解析をサンガー法で行った。骨系統疾患の遺伝子診断およびその臨床像
の解析については当院の倫理委員会の承認（研 1701-038）を取得済みである。
　それぞれの患者の臨床症状（青色強膜、象牙質形成不全の有無、その他の特徴的な合併症の有無）、
レントゲン所見（変形の有無や形態異常の有無など）も同時に収集する。解析により判明した遺伝
子変異を三重螺旋部変異（量的な変異、質的な変異）、非三重螺旋部変異（N-プロペプチド領域、
C-プロペプチド領域、シグナルペプチド領域）に臨床像を比較検討し、三重螺旋部変異による OI
患者に認められた臨床像と非三重螺旋構造部変異による患者の臨床像の相違点、類似点を抽出し非
三重螺旋部変異による患者の臨床像の特徴を明らかにする（図 1）。

結果

　2020 年 1 月時点でCOL1A1、COL1A2 遺伝子に異常を認めた個人、及び家系 116 のうち 10 個人
及び家系に N 端 /C 端プロペプチド領域の変異を認めた。その他の 106 の個人及び家系は３重らせ
ん部位の変異であった。シグナルペプチド領域の変異は認めなかった。COL1A1 遺伝子の N 端のプ
ロペプチド領域の変異はナンセンス変異１種類（２家系）及びスプライシング異常をきたす変異１
種類（1 家系）であり、これらはいずれも家族歴、青色強膜を有している Sillence 分類の１型の表
現型を有していた。COL1A1 遺伝子の C 端の異常はナンセンス変異１種類（1 家系）、フレームシ
フト変異１種類（1 家系）、スプライシング異常１種類（１人）、ミスセンス変異 2 種類（３家系）
であった。このうち、ナンセンス変異及びフレームシフト変異を認めたものは青色強膜を認める
Sillence 分類１型の表現型をとった。
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　スプライシング異常を認めたものは Sillence 分類 III 型の表現型をとった。Exon 51 のスプライシ
ングドナーサイトの変異であり、この変異は過去にも Sillence 分類 III 型の表現型をとると報告さ
れており、その報告と矛盾しない結果であった（Schleit et al. Hum Mutat, 36（7）, 728-39, Jul  
2015）。この変異はスプライシングドナーサイトの変異によりイントロンに存在する塩基が cDNA
に取り込まれ、43 アミノ酸が付加されたのちに exon 52 の一部分が cDNA に含まれ、早期の終始
コドン形成をきたし、３重螺旋形成が遅れ、過剰な修飾を受けることで III 型の臨床像につながる
と報告されている。
　COL1A1、COL1A2 遺伝子のプロペプチド領域は３重螺旋部位とは異なり、Gly-X-Y の繰り返し
配列は認められない。COL1A1 遺伝子の C 端変異を認めたうち、p.Ala1443Val 変異を認めた２家系
は臨床的には成長障害や骨変形を認めない Sillence の１型の表現型であったが、青色強膜や象牙質
の形成不全は認めなかった。またCOL1A1 遺伝子の p.Ala1375Thr 変異を認めた児は象牙質形成不
全、青色強膜は認めず Sillence の IV 型と考えられた。
　一方、COL1A2 遺伝子の p.Ser1295Pro 変異を認めた患者は青色強膜を認める一方、象牙質形成不
全は認めず、Sillence の IV 型の表現型をとった。

結語

　今回の検討では N 端、C 端におけるナンセンス変異は３重螺旋部位におけるナンセンス変異と同
様に Sillence の１型をとった。Splicing 異常に関してはその種類によって臨床像が異なった。また
ミスセンス変異については３重螺旋部位の変異と同様に青色強膜を認めるものもあれば、骨格異常
に関しては Sillence の１型でも青色強膜を認めないものもあり、多様性に富むことが示唆された。

　図 1　
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　図 2　
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先端巨大症における過剰な GH・IGF-1 が TSH の生物学的活性に与える影響

堀口　和彦、山田　正信
群馬大学大学院医学系研究科内分泌代謝内科学
登坂　雅彦
群馬大学大学院医学系研究科脳神経外科学

背景と目的

　我々は、多数例の非機能性下垂体腺腫ならびに GH 産生下垂体腺腫における中枢性甲状腺機能の
状態を検討し、非機能性下垂体腺腫に合併する中枢性甲状腺機能低下症では、血清 TSH 値はほと
んど全ての症例で低下しないこと、また、GH 産生下垂体腺腫では、非機能性下垂体腺腫と比較し
て中枢性甲状腺機能低下症の合併が少ないことを報告した 1）。同時に、この合併頻度が少ない原因は、
TSH が GH、IGF-1 と有意な負の相関関係を認め、遊離 T3、遊離 T4 が GH、IGF-1 と有意な正の相
関関係を認めたことから、GH 産生下垂体腺腫では産生される GH、IGF-1 が甲状腺を刺激すること
による可能性が考えられた。実際、これまでに GH 産生下垂体腺腫による先端巨大症では、健常人
と比較して甲状腺腫大や甲状腺結節の合併頻度が高いことが報告されている 2），3）が、実際、産生さ
れる成長ホルモン、IGF-1 と甲状腺機能の詳細な関係は明らかとなっていない。一方で、非機能性
下垂体腺腫に合併する中枢性甲状腺機能低下症において TSH が低下しない原因として、生物学的
活性低下の関与も疑った。そこで、本研究では GH 産生下垂体腺腫における血清 GH/IGF-1 レベル
が TSH の生物学的活性に与える影響を検討することを目的とした。

方法

　本研究では、TSH の生物学的活性の変化に TSH の糖鎖修飾の違いが関与している可能性を考え、
先端巨大症患者の血清中の TSH の糖鎖修飾の状態を、非機能性下垂体腺腫患者の血清 TSH の糖鎖
修飾の状態と比較することで、血清 GH/IGF-1 レベルが TSH の生物学的活性に与える影響を検討
する。
　本研究は、群馬大学、人を対象とする医学系研究倫理審査委員会の承認を取得した上で行う。対
象症例は、群馬大学医学部附属病院内分泌糖尿病内科に入院をした治療開始前の先端巨大症、非機
能性下垂体腺腫症例で、参加同意が得られた症例とした。
　人血清より TSH を抽出する必要があるため、ヒト TSH を家兎に免疫することにより大量の抗ヒ
トTSHβ抗体を作成した。作成した抗体のヒト TSH への結合能を確認するため、抗体力価試験を行っ
た。また、ヒトチロトロピンを抗原として、ウェスタンブロット法で確認した。それぞれの末梢血
から血清を分離し、アルブミン除去後、作成した抗 TSHβ抗体を用いた免疫沈降法により、TSH
を単離した。
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結果

　作製した抗 TSHβ抗体の抗体力価試験の結果を図 1 に示す。ネガティブコントロールであるウシ
血清アルブミン（BSA）と比較して、作製した抗 TSHβ抗体の抗体力価は十分に確認できた。ヒト
チロトロピンを用いて、作製した抗 TSHβ抗体を 2,500 倍、1,000 倍希釈し行ったウェスタインブロッ
ト解析の結果を図 2 に示す。ネガティブコントロール（NC）では、バンドを認めないが、2,500 倍、
1,000 倍希釈では、25kDa、18kDa、16kDa 付近に複数のバンドが確認できた。この作成した抗体を
用いて、ヒト血清の TSH の免疫沈降による抽出に着手しているが、条件設定に時間を要している。

　図 1　抗 TSHβ抗体力価試験図 　図 2　ウェスタンブロット解析

考察と今後の課題

　本研究に必要な抗 TSHβ抗体の作製はできているが、血清中の TSH は極微量であり、精製のた
めの免疫沈降法の条件設定が難航している。今後の検討事項として、血清中の TSH はマクロ TSH
と遊離 TSH に分けられることが報告されている 4）。また、このマクロ TSH が、TSH の生物学的活
性に影響している可能性が報告されている 5）。そのため、血清をポリエチレングリコールで沈降し、
沈降前後での TSH 値を測定することにより、血清中のマクロ TSH 量の差異を検討する。さらに、
この血清をゲル濾過クロマトグラフィ法にて、遊離 TSH とマクロ TSH それぞれが含まれる分画に
分離し、それぞれの分画に対して抗 TSHβ抗体を用いた免疫沈降法により、遊離 TSH、マクロ
TSH をそれぞれ単離し、濃縮する方法を試みることが今後の課題となる。
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胎生期低栄養環境による精巣機能障害発症機序の解明

小野　裕之、藤澤　泰子、緒方　勤
浜松医科大学小児科学講座
中林　一彦
国立成育医療研究センター周産期病態研究部
諸橋　憲一郎
九州大学医学研究院分子生命科学

背景

　尿道下裂や停留精巣などの比較的軽度の男児性分化疾患は、子宮内発育不全児において高頻度に
生じることが知られている。その機序は未だ明らかではないが、以下の先行研究は注目すべきもの
である。1）マウスの性分化臨界期でセルトリ前駆細胞に貯蔵されたグリコーゲンが大量に消費され
る（Matoba et al. J Cell Sci. 2005）、2）胎仔ライディッヒ細胞でエネルギー代謝関連遺伝子の発現
が亢進している（Inoue et al. Endocrinology 2016）、 3）胎生期低栄養環境に暴露された雄の精子で
は、DNA メチル化が変動している（Radford et al. Science 2014）。これらの報告は、胎生期の栄養
環境が胎仔精巣の分化や機能発現にとって重要であることを示唆している。
　今回、われわれは、母体摂餌制限により作成した IUGR モデルマウスを用いて、胎生期栄養環境
と性分化および精巣機能の関係について解明する。

方法

　野生型妊娠マウス C57BL/6 を自由摂餌群（C 群）と栄養制限群（R 群：妊娠 6.5 日から C 群摂
餌量の 50% に制限）の 2 群に分けた。胎仔精巣（胎生 17.5 日）と成獣精巣（生後 6 週）において、

（1）testosterone（T）合成に関連する遺伝子の発現量、（2）精巣内 T 濃度、（3）免疫組織学的検査、
（4）精子数および精子運動能について解析した。さらに、成獣精巣において、（5）網羅的遺伝子発
現解析を行った。

結果

　胎仔体重は、R 群で C 群より 35% 小さかったが、生後 2 週でキャッチアップし生後 6 週では両群
の体重は同等であった。（1）T 合成に関連する遺伝子（Star, Cyp11a1, Cyp17a1, Hsd3b1, Hsd17b3）
の発現量は、胎仔精巣において R 群で C 群に比べ有意に低下していたが、成獣週精巣においては両
群で同等であった。（2）精巣内 T 濃度は、胎仔精巣において R 群で C 群の 50% 程度に低下してい
たが、成獣精巣においては両群で同等であった。（3）免疫組織学的解析において、ライディッヒ細
胞マーカー（3βHSD）およびセルトリ細胞マーカー（AMH）の陽性細胞は胎仔精巣と成獣精巣の
いずれも両群で同等であった。（4）成獣精巣における精巣上体尾部の精子密度は、R 群で C 群の
56% まで減少していた。精子運動能は両群で同等であった。（5）成獣精巣の網羅的遺伝子発現解析
にて、セルトリ細胞発現遺伝子Nr0b1、Ctls、Inha、Amhr2 および精子形成関連遺伝子DAZ1 の発
現量は、R 群で C 群に比べ有意に低下していた。
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結語

　われわれは、マウスモデル系において、胎生期低栄養環境が胎児期の性ステロイド合成障害と成
獣期のセルトリ細胞機能異常および精子形成障害を引き起こすことを明らかにした。その機序とし
て、胎生期低栄養環境による胎仔ライディッヒ細胞およびセルトリ細胞のエピゲノム修飾の変動が
考えられる。現在、Ad4BP-EGFP Tg マウスを用い、胎仔精巣から FACS によって高純度の胎仔ラ
イディッヒ細胞を単離し、PBAT 法によるメチル化解析を遂行している。

　図 1　胎仔精巣における遺伝子発現
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　図 2　胎仔精巣内テストステロン濃度 　図 3　精子密度（/mg）
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　図 4　生後 6 週の精巣における網羅的遺伝子発現解析
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脳弓下器官への特異的抗体反応を認める本態性高 Na 血症に対する新規治療管理法の検討

 郷田　聡
 広島大学病院小児科

研究成果の方法と結果

研究内容の対象と方法
患者１）13 歳男児（スイス在住、初診時 11 歳）。初診時に口渇感の欠如、血清 Na 値高値（最高値
178mEq/l、最低値 148 ｍ Eq/l）、水制限試験にて部分的 AVP 分泌低下所見を認め本態性高 Na 血
症と診断され、飲水励行・AVP 補充投与で加療されていた。経過中、非典型注意欠陥・多動性障害
の合併を認めており、メチルフェニデート投与されるも改善せず、体重増加が持続していた。更な
る原因検索の為に施行した患者血清を用いたマウス SFO に対する特異的抗体反応が陽性を認めた。
PRL83.3ng/ml で高値、Co-peptine 値低下を認めていたが、成長ホルモン分泌不全症、中枢性甲状
腺機能低下所見は認めなかった。頭部 MRI で視床下部領域に微小な嚢胞が指摘されたが、有意でな
く経過観察された。体重増加と過食の行動異常が増悪し、抗体反応陽性であったことより両親、患
者の説明同意の下 13 歳 5 か月時に血漿交換 5 日間投与後、IVIG0.5g/kg/ 回が 1 回投与された。

方法

　免疫染色によるマウス脳弓下器官に対する特異的抗体反応は以下方法で施行した。マウス脳組織
を還流固定後、ホルマリン留置し 10 〜 30% スクロース液で置換する。OCT コンパウンドで包埋後、
クリオスタットで 40um 厚の凍結切片を作成した。患者血清 1:250 としたブロッキング液で 48 時間
染色、洗浄後にヒト IgG 抗体 1:500 入りブロッキング液で 24 時間染色し、共焦点顕微鏡下で観察し
た。臨床所見は血清 Na 含む血液生化学検査、AVP 値、PRL 値等ホルモン学的検査、および身長体
重・血圧・行動異常の変化等を評価し、症例１ではそれぞれ初回解析時ならびに血漿交換・IVIG 投
与直前と治療後 1 か月後、3 か月後、12 か月後で比較した。

結果

　免疫染色法によるマウス SFO に対する特異的抗体反応は、治療前の陽性反応から血漿交換後、
IVIG 投与後で有意に低下し減弱化していた。臨床所見として、血清 Na 値は治療前 144mEq/l から
治療後 1 か月で 140mEq/l となり AVP 投与量の減量となり、3 か月後も 139mEq/l で正常化した。
血清浸透圧も治療後 3 か月で正常値を認めた。PRL 値は治療後 1 か月で治療前の 80% 値程度まで低
下を認めた。AVP・Co-peptine 値は治療前後での有意変化は認めず低値であった。過食や多動症状
も治療後 3 か月までに軽快傾向と判定された。治療後 12 か月後の免疫染色での陽性反応は弱陽性と
なっており、引き続き注意深いフォローアップが継続されている。

FGHR2
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考察

　血漿交換、IVIG 治療を施行された男児例において特異的抗体反応は有意な減弱化を認め、臨床上、
治療後 3 か月までに血清 Na 値、血清浸透圧値の正常化、PRL 値低下を認めていた。免疫抑制治療
により、口渇中枢である SFO に対する抗原抗体反応が減弱化し一部の臨床所見の改善に至ったこ
とが示唆された。一方、AVP 値の低値が持続しおり、本治療が初診時から 2 年経過していることか
らも抗原抗体反応に伴った病態が進行していることが推測された。今後、免疫抑制治療の開始時期
や内容、適応基準の検討が課題であり、in vivo 実験や症例の蓄積が重要と考える。

結論

　マウス脳弓下器官への特異的抗体反応陽性症例では、血漿交換ならびに IVIG 投与が症状改善さ
せる可能性がある。

　図１　

陰性コントロール陽性コントロール

治療前（陽性） 血漿交換後（陰性） 血漿交換，IVIG施行後（陰性）
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FGHR3

MIRAGE 症候群のモデルマウスの表現型解析

柴田　浩憲
慶應義塾大学医学部小児科学教室

　MIRAGE 症候群は SAMD9 機能亢進変異により、いくつかの臨床的特徴（M：骨髄異形成、I：
易感染性、R：成長障害、A：副腎低形成、G：性分化障害、E：消化器疾患など）を示す症候群で
ある。MIRAGE 症候群のモデルマウスである、変異型（p.R1293W）SAMD9 トランスジェニック
マウス｛CAG promoter-LSL（loxP-STOP-loxP）−変異型（p.R1293W）SAMD9 ノックイン & 
CAG-Cre/Ert1 トランスジェニックマウス｝、および野生型 SAMD9 トランスジェニックマウス｛CAG 
promoter-LSL（loxP-STOP-loxP）−野生型 SAMD9 ノックイン & CAG-Cre/Ert1 トランスジェニッ
クマウス｝を作成した。変異型 SAMD9 トランスジェニックマウスおよび野生型 SAMD9 トランス
ジェニックマウスは、タモキシフェン投与により SAMD9 が誘導される時期特異的ノックインマウ
スである。
　タモキシフェン非誘導下で、野生型 SAMD9 トランスジェニックマウスは成長障害を示さないの
に対し、変異型 SAMD9 トランスジェニックマウスは週齢３から成長障害を示し、週齢 5 までに死
亡する表現型を示した。また、網羅的臓器組織診断により、変異型 SAMD9 トランスジェニックマ
ウスがリンパ組織・性腺の異常を示すことを明らかにした。タモキシフェン非誘導下でも、SAMD9
がリークして表現型を示したと考える。
　週齢 3 タモキシフェン誘導下で、野生型 SAMD9 トランスジェニックマウスはタモキシフェンに
よる一時的な成長障害のみを呈したのに対し、変異型 SAMD9 トランスジェニックマウスはタモキ
シフェン投与後から成長障害を示し、タモキシフェン投与後数日で死亡する表現型を示した。また、
網羅的臓器組織診断により、変異型 SAMD9 トランスジェニックマウスがリンパ組織・性腺・骨髄・
腸管・膵臓・腎臓・大脳の異常を示すことを明らかにした。
　今後、各臓器の組織像、たんぱく質発現や mRNA 発現を解析し、その病態を病理組織学的およ
び分子遺伝学的に明らかにし、MIRAGE 症候群および各徴候に特異的な治療の発見を目指す方針で
ある。
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性腺分化機構の解析による人工配偶子作成および胎内発育障害の病態解明への試み

中川　竜一
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
発生発達病態学分野
鹿島田　健一 
東京医科歯科大学発生発達病態学分野／小児科
高澤　啓
東京医科歯科大学発生発達病態学分野

研究内容および成果

　我々は、エンハンサーを中心とした、胎生期の性腺分化に関わる転写制御機構を解明することを
目的とし、以下の解析を行った。
　PBWtl-RG 胎仔マウスの性腺から性腺支持細胞のみを FACS で選択的に取り出し、その細胞集団
から RNA を抽出して、CAGE 法による transcriptome 解析を行った（Fig 1）。

　結果、新たに卵巣分化に重要な Rspo1 遣伝子のエンハンサー候補領域（以下 Rspol_E とする）を
同定した。

　Figure 1
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　Rspo1_E の生物学的意義を検討するため、in vitro での評価として Rspo1_E を luciferase vector
に cloning し、細胞に transfection させてその活性を測定したところ、コントロールと比較して明
らかな上昇を認めた（Fig 2）。このことから、Rspo1_E はエンハンサーとしての機能を持ちうるこ
とが確認された。

今後の課題

 ・ in vivo での解析として、Rspo1_E を reporter（LacZ）vector に cloning したものをマウス胚に
injection し、Rspo1_E+LacZ Tg マウスを作成する。このマウスの胎児性期腺を X-gal 染色を用
いて解析し、Rspo1_E が胎児期性腺で活性を有するかを評価する。

 ・ 同様に in vivo での解析として、すでに CRISPR/Cas9 システムを用いて Rspo1_E を KO したマ
ウス系統を樹立している。このマウスの表現型の解析を行い、Rspo1_E の性腺分化における役
割を解明する。

助成による論文発表、口演など

　報告書提出時点までに発表した論文 / 口演はないが、今年度中に論文化および学会での発表を予
定している。

　Figure 2
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FGHR5

生後早期の miR-322 および体組成評価は 
small for gestational age 児の catch-up growth 予測に有用か？

中野　有也
昭和大学医学部小児科学講座
根本　崇宏
日本医科大学生理学（生体統御学）

背景と目的

　Small for gestational age（SGA）児の多くは乳幼児期に catch-up growth（CUG）を認めるが、
一部は十分な CUG が認められず SGA 性低身長症を呈する。SGA 児で認められるこのような成長
のポテンシャル低下がどのような機序に基づいているのか、その詳細な機序はいまだわかっていな
い。根本らは、肝臓での成長ホルモン受容体（GHR）の発現に関与する miR-322 に着目し、ラット
モデルで miR-322 が GHR の発現を抑制することで生後の成長に関与する可能性を示した（Sci Rep. 
10（1）, 1339, 2020）。
　本研究の目的は、ラットで確認された miR-322（および GHR に結合しうる塩基配列を有する
miR-15、miR-497）が、ヒトの将来の CUG の有無を予測するために有用であるかを検討するととも
に、体組成（特に筋肉量）との関係を評価することである。

方法

　本研究は「昭和大学医の倫理委員会」で研究実施に関する審査をうけ承認を受けて施行された。
昭和大学病院 NICU に入院した新生児の中から、染色体異常や先天奇形などの重大な合併症をもつ
児を除き、両親から研究参加の同意が得られたものを本研究の対象とした。対象は将来の低身長リ
スクを来しやすい早産 SGA 児を含む極低出生体重児を主体とした。予定日周囲に施行した血液検
査の残血清を用いて、IGF-1 および miR-322 を測定し、合わせて GHR 発現を抑制する miRNA の候
補として、miR-15b および miR-497 も測定した。さらに昭和大学病院 NICU に設置されている体組
成測定器（PEA POD）を用いて、同時期の Lean Body Mass（LBM）および体脂肪量／体脂肪率
を算出した。なお、miR-322、miR-15b および miR-497 の測定は共同研究者である日本医科大学の
根本崇宏が行った。測定方法は以下の順である。血清 250μl は 3,000 × g、15 分間遠心分離し、細
胞破片を除去した。トロンビン 135U を加え、室温 5 分間インキュベート後、10,000xg 5 分間遠心、
SBI社製ExoQuick試薬を添加し、プロトコールに従いエクソソームを抽出した。抽出したエクソソー
ムからニッポンジーン社製 ISOGEN II を用い、内包される全 RNA を抽出した。RNA 濃度は分光
光度計を用いて 260nm の吸光度を測定し算出した。miRNA の逆転写反応にはクロンテック社製
miR-X miRNA first strand synthesis and SYBR qRT-PCR キットを用いた。合成された cDNA は
Thermal Cycler Dice Real Time PCR システムで 94℃ 10 秒、60℃ 4 分を 40 サイクルの PCR 反応
を行った。miRNA 発現量は U6 snRNA 発現量で補正し、いずれも 2nd derivative 法で定量した。
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　今回の検討については、現時点では n 数も少なく、1 年の研究期間では CUG の有無を評価するこ
とはできないため、中間解析として周産期因子や予定日までの成長が miR-322、miR-15b および
miR-497 や体組成にどのような影響を与えるのか、体組成と miR-322、miR-15b および miR-497 と
関係しているのかを統計学的に評価した。極低出生体重児（出生体重＜ 1,500g）と非極低出生体重児、
子宮外発育不全（予定日体重 SD スコア＜−2.0SD：EUGR）と非 EUGR 群の間での比較には Mann-
Whitney 検定を用い、p<0.05 を有意と判断した。

結果

①　対象のプロフィール
　対象は 29 名（男児 12 名、女児 17 名）、うち 22 名が極低出生体重児で未熟性の高い児を多く
含んだ集団である。SGA 児（出生体重＜−2.0SD）は 2 名のみであった。対象となる 29 名の在胎
週数、出生体重および出生体重 SD スコアの中央値（25%、75%）は、それぞれ 30.3 週（27.7 週、
34.7 週）、1,312g（1,097g、1,750g）および− 0.50（−1.5、0.05）で、評価時（予定日周囲）の修正週
数は 39.6 週（38.6 週、40.0 週）、体重は 2,770g（2,472g、3,057g）、体重 SD スコアは− 0.70（−
1.50、0.40）であった。この中に予定日周囲の子宮外発育不全（体重＜−2.0SD）となった児は 5
名いた。

②　miR-322、miR-15b およびmiR-497
　極低出生体重児と非極低出生体重児群、または EUGR 群と非 EUGR 群で比較した場合、miR-
322 および miR-15b に両群間で有意差はなかった（miR-322 は非 EUGR 群と比較して EUGR 群で
高い傾向があったが有意差はなかった）。一方 miR-497 は、非 EUGR 群と比較して EUGR 群で高
値となり（p<0.05）、EUGR 群では特に高い症例もあった。

③　体組成
　極低出生体重児群は非極低出生体重児群と比較して、体脂肪量および体脂肪率が有意に高かっ
たが（それぞれ p<0.01）、LBM に有意差はなかった。一方、EUGR 群は非 IUGR 群と比較して有
意に LBM が少なかったが（p<0.05）、体脂肪量および体脂肪率に有意差はなかった。これら体組
成の指標と miR-322、miR-15b および miR-497 との間に有意な相関性はなかった。
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考察

　今回の中間解析から、EUGR 群では U6 で補正した miR-497 が有意に高値となる可能性が示唆さ
れた。miR-497 はラットの低出生体重仔では増加しておらず、今回の結果とは相違が認められた。
一方で、ラットの低出生体重仔で上昇していた miR-322 については、EUGR 群で高い傾向があったが、
有意な違いではなかった。U6 は ubiquitous に発現する小分子 RNA であるが、その局在は本来核内
に存在する小分子 RNA であるため、internal control として適していない可能性もあり、今後補正
の仕方については更なる検討が必要である。また、miR-322 は増加せず miR-497 が増加しているのは、
ラットとヒトの生物種差である可能性もあるため、今後より詳細な検討が必要である。体組成につ
いては、極低出生体重児で体脂肪量および体脂肪率が高い、EUGR 群で LBM が少ないなど既報と
同様の結果が得られたが、現時点では miR-322、miR-15b および miR-497 との有意な相関性は見い
だせなかった。
　今回の検討は、現在も進行中の研究の中間解析である。現時点で n 数が 29 名と少なく、SGA 児
は 2 名のみで、正期産 AGA 児を対象にほとんど含んでいないため、今後は対象（特に SGA 児）を
増やして再評価する必要がある。また、CUG が認められる SGA 児と認められない SGA 児での差
異を評価することで、CUG の有無が予測できるか検証していく予定である。さらに、miR-322、
miR-15b および miR-497 について、特に値が高い症例が存在し、このような児において生後の成長
がどうなるか検証することも重要である。
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