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● はじめに

　さまざまな転写因子の発現と転写因子同士の相互作用
が，時間的・空間的に独特なパターンで生じ，下垂体形成
に関与している。これらの因子は，下垂体原基に対して特
異的に働き，脳や体の他の領域にも発現している。さらに，
腹側間脳部からのシグナルは下垂体の発達に必要である。
下垂体機能低下症を引き起こす変異は，これらのさまざま
な転写因子においても見いだされている。GLI2は，Gli2
転写因子ファミリーのメンバーの一つでソニックヘッジホッ
グ（Shh）の多くの機能に影響を及ぼす。Shh/Gli2は，腹側
間脳内においてラトケ嚢の早期パターンを調節する働きを
持ち，ラトケ嚢内では下垂体前駆細胞の分化促進を行っ
ている。GLI2の変異は，全前脳症（HPE）と全前脳症様

（HPE様）の両方あるいは一方の症状を示す患者において
下垂体ホルモン欠損の有無にかかわらず認められ，また同
様にHPEの頭蓋顔面症状の有無にかかわらず下垂体機
能障害患者においても認められている。

● Shh/Gli2シグナル伝達

　ヘッジホッグ（Hh）蛋白は，ショウジョウバエ属で最初に
報告され，細胞増殖と分化を制御し，胚形成のパターン
形成を行う。Shhは胚形成中の脊索・神経管の底板等の
正中組織に発現する1）。分泌Shhは，シグナル伝達ペプチ
ド産生のために自己プロセッシングと脂肪変換を行い，12
回膜貫通型蛋白であるPtcに結合することにより，遠位の
細胞を活性化する。Ptcは7回膜貫通型蛋白であるSmo
の働きを抑制する。ShhのPtcへの結合は，Ptcに拮抗作
用しを及ぼし，Smoを活性化する。Smoはさらに細胞質
内転写因子（ショウジョウバエではCi，哺乳類ではGli）を活
性化し，標的遺伝子の転写を促す。
　Gli蛋白にはDNA結合zinc-finger motifが存在する。
哺乳類には3つのGli転写因子（Gli1，Gli 2，Gli 3）が存在
し，その機能には重複が見られ，生物の種によって多岐に
わたって存在する2）。Gli1はShh周辺の細胞に発現するの
に対し，Gli2，3はさらに広範囲に分布する。Gli2の機能
低下変異は，Shhにより惹起される標的遺伝子発現を減

少を減少させる。一方，Gli3の機能低下変異は，Shhによ
り惹起される標的遺伝子発現を増加させる。Gli2は下垂
体において主要な転写因子であり，そこにはドミナントネ
ガテイブ効果を伴う転写活性抑制作用を有するアミノ酸
基と転写活性を有するC末端基が存在する。5つのDNA
結合zinc-finger motifはより中心部に位置している3）。
Gli2欠損マウスは胎児期早期に前脳，脊髄，脊柱，左右
分化が欠失しており，さまざまな下垂体機能喪失と腹側間
脳異常を伴う。下垂体原基におけるGli2は，細胞の特定
化を障害しないが，コルチコトロフ，ソマトトロフ，ラクト
トロフの細胞増殖を妨げる。またGli2は，ラトケ嚢におい
て胎生早期のパターン化を制御するため，腹側間脳部に
おいてFGF8等の発現も制御している。Shh/Gliシグナリ
ングは下垂体後葉の発達にも必要である。さらに，Shhシ
グナル経路は胚形成期における四肢発達の末梢因子にも
重要である1）。

● ヒトのGLI2変異

　HPE症候群では前脳の左右脳半球への不完全な分割
が見られ，lobar型，semi-lobar型，alobar型の3つのサ
ブタイプがある。顔貌異常（単眼症，象鼻，正中又は両側
口唇口蓋裂）は重症HPEに伴って生じることが多い。HPE
の原因にはさまざまな遺伝的・環境的因子が含まれる4）。
Shh経路を含む多数の遺伝子の遺伝子変異がHPE発症
に関連し（表1），さらに多数の候補遺伝子座が存在する。
Hhシグナル経路の遺伝子変異はGrieg症候群，Pallister-
Hall症候群，Gorlin症候群も引き起こす3）。
　HPEあるいはHPE様表現型を有する患者において，
Gli2変異は下垂体異常を伴うものと伴わないものがあり，
さらに多指症の有無も一様ではない。Gli2変異は下垂体
発達異常を伴う，または伴わない下垂体ホルモン欠損症を
有する患者にも認められる。そして下垂体機能低下症の
有無にかかわらず，HPEまたは顔面正中の低形成を示す
HPE様の症状を有することもある2）。GLI2遺伝子変異は
現在までに，下垂体ホルモン欠損症を有する8例の発端
者で同定されている（表2）。これらの変異の大半が短縮蛋
白を生じるが，下垂体機能低下症を伴わないHPEあるい

はHPE様表現型を示す症例はミスセンス変異を有する。
GLI3とGLI2の活性がオーバーラップしているため，脊髄
と同様に眼と腹側前脳の領域は正常に保たれている2）。
Hhシグナリングの増大に伴い，多指症の合併がしばしば
認められる。さらにGLI2変異はおそらくドメイン機能の抑
制調節に関与する転写因子と競合すると推測される3）。
　同じ遺伝型を有する家系例が異なる表現型を示すこと
から，GLI2が他の遺伝的因子，エピジェネティクス，また
は環境因子と相互的に作用して，不完全な遺伝浸透と多
様な表現型を招くことが示唆される1）。

● まとめ

　GLI2を介したSHHシグナル経路は下垂体と頭蓋顔面
の発達に重要である。下垂体におけるGli2の重要な役割
は，下垂体前駆細胞増殖の制御である。またGli2は，腹
側間脳部においてラトケ嚢の早期パターン形成を活性化さ
せるために，FGF8等の発現を制御している。GLI2は異
常な下垂体発達を引き起こすことがあり，特に多指症を伴

う症例では，下垂体機能低下症の原因として考慮すべき
である。
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表1. 変異と欠失により滑脳症形成に関与する遺伝子群
HPEの型
HPE2
HPE3
HPE4
HPE5
HPE7
HPE9

遺伝子名
SIX3
SHH
TGIF
ZIC2
PTCH1
GLI2
DISP1
FOXH1
NODAL
TDGF1

蛋白の機能
眼の発達に役割を果たす蛋白
胚形成早期において，パターン形成に影響を与える蛋白
レチノイドX受容体反応因子に結合する転写制御因子，SMAD2の転写共抑制因子
転写抑制因子で，ドパミン受容体D1の組織特異性発現を制御する可能性あり
SHHの受容体
SHHシグナリングを介する転写因子
Hhパターン化活性に重要な役割を果たす可能性のある蛋白
SMAD2と結合しactivin反応分子を活性化する
TGFBスーパーファミリーのメンバー
細胞外膜に結合する上皮増殖因子関連蛋白

表2. 下垂体異常と下垂体ホルモン欠損症を伴うGLI2遺伝子変異群

欠失/変異

339G>A
Arg113X

IVS5+1G>A

2274del1

3768C>T

2362_2368del
Leu788fsX794

2801_2084del
Leu694fsX722

1138G>T
Glu380X

2q14.2欠失

GLI2

短縮蛋白

短縮蛋白

短縮蛋白

ミスセンス変異

短縮蛋白

短縮蛋白

短縮蛋白

蛋白欠失

下垂体ホルモン
欠損症

GH

GH

汎下垂体機能低下症

汎下垂体機能低下症

GH, ACTH, PRL, 
TSH, FSH/LH

GH, partial ACTH

GH, ACTH, TSH, 
ADH, （若年のため
FSH/LHを評価せず）

GH, TSH

下垂体

下垂体前葉低形成

評価なし

下垂体欠損

下垂体前葉低形成

下垂体前葉低形成
異所性下垂体後葉

下垂体前葉低形成
異所性下垂体後葉

下垂体前葉低形成

下垂体前葉低形成
異所性下垂体後葉

頭蓋顔面欠陥

小頭症，顔面正中低形成，
両眼接近症，口唇口蓋裂，
単切歯症

小頭症，顔面正中低形成，
両眼接近症，口蓋裂，
単鼻孔症

平坦な顔面正中，
両眼接近症，視神経萎縮，
口唇口蓋裂

顔面正中低形成，高口蓋

脳半球非対称

口唇口蓋裂

（－）

顔面正中低形成，
平坦な鼻尖，
脳半球非対称

多指症

（＋）

（－）

（＋）

（＋）

（＋）

（－）

（－）

（－）

その他

内臓逆位
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SHHの受容体
SHHシグナリングを介する転写因子
Hhパターン化活性に重要な役割を果たす可能性のある蛋白
SMAD2と結合しactivin反応分子を活性化する
TGFBスーパーファミリーのメンバー
細胞外膜に結合する上皮増殖因子関連蛋白

表2. 下垂体異常と下垂体ホルモン欠損症を伴うGLI2遺伝子変異群

欠失/変異

339G>A
Arg113X

IVS5+1G>A

2274del1

3768C>T

2362_2368del
Leu788fsX794

2801_2084del
Leu694fsX722

1138G>T
Glu380X

2q14.2欠失

GLI2

短縮蛋白

短縮蛋白

短縮蛋白

ミスセンス変異

短縮蛋白

短縮蛋白

短縮蛋白

蛋白欠失

下垂体ホルモン
欠損症

GH

GH

汎下垂体機能低下症

汎下垂体機能低下症

GH, ACTH, PRL, 
TSH, FSH/LH

GH, partial ACTH

GH, ACTH, TSH, 
ADH, （若年のため
FSH/LHを評価せず）

GH, TSH

下垂体

下垂体前葉低形成

評価なし

下垂体欠損

下垂体前葉低形成

下垂体前葉低形成
異所性下垂体後葉

下垂体前葉低形成
異所性下垂体後葉

下垂体前葉低形成

下垂体前葉低形成
異所性下垂体後葉

頭蓋顔面欠陥

小頭症，顔面正中低形成，
両眼接近症，口唇口蓋裂，
単切歯症

小頭症，顔面正中低形成，
両眼接近症，口蓋裂，
単鼻孔症

平坦な顔面正中，
両眼接近症，視神経萎縮，
口唇口蓋裂

顔面正中低形成，高口蓋

脳半球非対称

口唇口蓋裂

（－）

顔面正中低形成，
平坦な鼻尖，
脳半球非対称

多指症

（＋）

（－）

（＋）

（＋）

（＋）

（－）

（－）

（－）

その他

内臓逆位
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● はじめに

　トルコ鞍は蝶形骨体部の中央に位置する鞍形の凹みで，
その中に下垂体が納まっている。トルコ鞍の前方の境界は
鞍結節で，後方の境界は後床突起が広がる鞍背である。
トルコ鞍上方は鞍隔膜を作っている硬膜で被われ，鞍隔
膜の小孔を下垂体茎と下垂体門脈が通り，鞍隔膜裂孔と
下垂体茎の上方やや前方には，視神経が視神経交叉溝に
横たわり，視交叉を形成して眼窩へと続く。視床下部の灰
白隆起と第3脳室もまた鞍隔膜のすぐ上方に位置する。ト
ルコ鞍壁の側方には内頸動脈と脳神経（動眼神経，滑車神
経，外転神経，三叉神経第１枝，2枝）が通る。トルコ鞍の
下方は薄い骨板で被われた蝶形骨洞である。蝶形骨は1）
鞍結節前方の前蝶形骨，2）トルコ鞍を含む後蝶形骨，の2
つの主要な部位に分けられる。トルコ鞍の骨化は胎生中期
に起こる。それに対し，腺性下垂体（前葉）は原始口腔の
天井で咽頭上壁に当たるラトケ嚢が胎生初期に上方に突
出してできる。この外胚葉組織が神経性下垂体（後葉）の
発生する間脳に向かう遊走は，頭蓋咽頭管を通じて起こ
る。頭蓋咽頭管の閉鎖は組織の遊走の後に起こり，時に
その遺残組織が見られることがある。頭蓋咽頭腫はこの
頭蓋咽頭管の遺残組織より発生する。
　トルコ鞍空洞症（ES）は形態学的ないしは画像診断的な
病名で，くも膜下腔がトルコ鞍内に陥入し，下垂体が圧排
された状態をいう。不完全型ESでは，トルコ鞍の50％以
下が髄液で満たされ下垂体の厚さは3mmより大きいのに
対し，完全型ESではトルコ鞍の50％以上を髄液が占め下
垂体の厚さは2mm未満である。下垂体の高さと体積は小
児期と思春期を通して変化するので，患者の年齢，性別，
思春期の程度を一致させた標準値と比較する。画像診断
が進歩するまでは気脳写が行われていたが，今ではMRI
が一般的となりESの症例報告数が増加したと考えられる。
ESの原因には原発性と続発性がある。原発性ESは鞍隔
膜が先天的に弱い場合や解剖学的に欠損がある場合に起
こる。この脆弱性または頭蓋内圧の上昇が原因となり，く
も膜下腔と髄液のトルコ鞍への陥入を引き起こす。続発性

ESは，1）下垂体卒中，2）下垂体腺腫の自然壊死やドーパ
ミンあるいはソマトスタチンアゴニストによる薬物療法に
よって腺腫体積が小さくなる，3）原発性甲状腺機能低下
症，アジソン病，高ゴナドトロピン性性腺機能低下症のよ
うな原発性内分泌機能低下症の治療によって，下垂体過
形成が改善した，4）自己免疫性下垂体炎，5）トルコ鞍また
は鞍上部腫瘤の外科的治療，6）放射線治療，7）感染症，
などの結果として下垂体体積が退縮あるいは減少して起こ
る。剖検と画像診断から総合するとESの頻度は5.5～35％
であり，多産で高血圧や肥満のある婦人ではさらに頻度が
高くなる。小児のESの頻度は，視床下部–下垂体系の欠
損症状や徴候がない小児で1.2％，下垂体機能異常を伴う
小児で11～14％，下垂体ホルモン分泌不全が明らかな小
児では頻度はさらに高くなる。非腫瘍性複合型下垂体機
能不全症あるいは成長障害の精査によって単独GH分泌
不全症と診断された31例の検討では，MRIで21例（68％）
にESが見つかった。但し，対象がESであるか，ESに伴
うホルモン異常があることがわかっているので，選択にバ
イアスがかかる傾向がある。そのため一般小児人口のES
の真の頻度は，報告に基づくよりも低頻度と考えられる。

● ESの臨床症状と内分泌異常

　ES成人例の多くは無症状である。成人男性の剖検によ
る組織学的検討では，平坦で菲薄化した下垂体前葉組織
の中に前葉細胞の全5細胞が免疫染色によって確認され，
正常な細胞内顆粒も認められた。さらに，下垂体の標的
組織（甲状腺，性腺，副腎）も重量と組織ともに正常であっ
た。
　ES症候群は，頭蓋内圧上昇による症状（頭痛，めまい，
痙攣，視野欠損，髄液鼻漏）や下垂体機能低下に伴う症
状（続発性甲状腺機能低下症，続発性副腎機能低下症，
中枢性性腺機能低下症，成長ホルモン［GH］分泌不全症），
または下垂体茎の圧迫や伸展による症状（高プロラクチン
血症，無月経，乳汁分泌症）を伴った解剖学的ESと定義
される。中枢性尿崩症として現れる下垂体後葉機能不全
もESであり，下垂体ホルモン分泌亢進がES患者に見ら

れることがあり，小児ES患者ではこれによる中枢性思春
期早発症が起こることもある。成人ES患者ではクッシン
グ病，先端巨大症，プロラクチノーマの報告があり，ホル
モン分泌不全や過剰症が高頻度に見られる。分泌不全と
して最も一般的なのはGH（30～60％）であり，次いでゴナ
ドトロピン（6％），ACTH（1％），TSH（1％）そしてADH

（1％）である。後方視的研究ではESは頭部MRI検査をし
た成人の56/338例（16.5％）に見られ，さらに精査した患者
の12/35（33％）に複合型下垂体ホルモン分泌不全が存在
した。小児では内分泌異常に関する頻度は成人よりもやや
多い。

● 原発性ESと頭蓋内圧亢進による 
● 病理学的原因

　原発性ESの根本的な原因は鞍隔膜の脆弱性である。
ESは良性頭蓋内圧亢進（偽性脳腫瘍）に関連して見られ，
肥満のある高血圧の女性に多い。小児においてESが特
発性頭蓋内圧亢進症の6/23例（26％）に見られ，同じ年齢
のコントロール群の5％にESが存在するという報告がある
が，他の報告では健常小児の1.2％というこれより低い数
値が示されている。頭蓋内圧亢進を伴うES 3症例で腰椎
穿刺やアセタゾラミドの投与によって脳圧を下げたところ，
症状が改善し下垂体ホルモンの分泌低下が軽減したとい
う報告がある。トルコ鞍内腫瘍とその治療は続発性ESの
原因になることが知られている一方で，トルコ鞍外の脳内
腫瘍におけるESの頻度もまた高率である。成人脳腫瘍患
者の57/72例に，頭蓋内圧亢進によると考えられるESが
報告されている。ESに関与する腫瘍で最も多いものは髄
膜腫で，ESは腫瘍が大きい患者や高齢患者に多い。原発
性ESは，下垂体の発 生に関係するLHX3，HESX1，
PROP1，POU1F1などの遺伝子変異に関連した家族性複
合型下垂体ホルモン分泌不全症例でも報告されている。

● 続発性ESの原因

　トルコ鞍に直接焦点を当てなくても，放射線外照射によ
る治療はESの原因となる。化学療法と頭蓋脊柱あるいは
全身放射線治療を受けた小児白血病治癒患者で成人に達
した6名中4名に，放射線治療の10～20年後にESや下垂
体萎縮が起こっている。自己免疫性要因もESの原因とし

て病理学的に重要である。健康なコントロール群（0～
22％）と比較して，ES患者（5～75％）では下垂体ホルモン
に対する抗体陽性率が高い。報告された抗体陽性率に差
があるのは，測定した抗体の種類や測定方法の差異によ
る。逆に，リンパ球性下垂体炎が後にESに発展すること
もある。ESは他の自己免疫性内分泌疾患，例えば，原発
性自己免疫性甲状腺機能低下症に関連していることもあ
る。このような例は，一般的な自己免疫性疾患の機序とい
うより，下垂体の向甲状腺細胞（サイロトローフ）の過形成
が改善した結果である。下垂体由来の蛋白をSJLマウス
に免疫して作製したリンパ球性下垂体炎のモデルでは，
下垂体にリンパ球が浸潤して下垂体体積が初め増大し，
引き続いて下垂体前葉の退縮が起こり徐 に々ESに発展す
る。少数の個体例では，下垂体炎が下垂体卒中のような
壊死を伴う下垂体の急速な退縮を招いた。

● ESの評価と治療

　ESでは，治療法を決めるために下垂体前葉・後葉の機
能評価を行う。GH分泌，下垂体–甲状腺系，–副腎系，–性
腺系を検査しホルモン分泌不全に対しては適切な補充療
法が必要であり，その後も経過観察が重要である。ES症
候群の患者が，視交叉のくも膜嚢胞への陥入によって視
野欠損をきたした時は，視交叉固定術あるいはトルコ鞍に
脂肪，筋，軟骨，骨，生体に吸収される素材，硬膜，シリ
コンコイル，バルーンを詰めるなど外科的に対処する。髄
液鼻漏は髄膜炎のリスクを高めるため，トルコ鞍床の外科
的治療が必要となる。ESに頭蓋内高血圧を合併したら，
利尿剤（アセタゾラミド），腰椎穿刺，時にシャントによって
頭蓋内圧を下げた方がよい。場合によっては，頭蓋内高
血圧を改善することで下垂体機能が回復する。

● 結　論

　両耳側半盲，下垂体機能低下，頭蓋内圧亢進をきたし
た小児，あるいは続発性ESの原因となるようなリスク要因 

（頭蓋照射，視床下部–下垂体手術，薬物療法を行った下
垂体腺腫，自己免疫性下垂体炎等）を持つ小児ではESを
疑うべきである。画像でESと診断された小児に対しては
下垂体前葉・後葉の機能評価を行い，機能不全に対して
は治療が必要である。

トルコ鞍空洞症候群
Empty Sella Syndrome
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● はじめに

　トルコ鞍は蝶形骨体部の中央に位置する鞍形の凹みで，
その中に下垂体が納まっている。トルコ鞍の前方の境界は
鞍結節で，後方の境界は後床突起が広がる鞍背である。
トルコ鞍上方は鞍隔膜を作っている硬膜で被われ，鞍隔
膜の小孔を下垂体茎と下垂体門脈が通り，鞍隔膜裂孔と
下垂体茎の上方やや前方には，視神経が視神経交叉溝に
横たわり，視交叉を形成して眼窩へと続く。視床下部の灰
白隆起と第3脳室もまた鞍隔膜のすぐ上方に位置する。ト
ルコ鞍壁の側方には内頸動脈と脳神経（動眼神経，滑車神
経，外転神経，三叉神経第１枝，2枝）が通る。トルコ鞍の
下方は薄い骨板で被われた蝶形骨洞である。蝶形骨は1）
鞍結節前方の前蝶形骨，2）トルコ鞍を含む後蝶形骨，の2
つの主要な部位に分けられる。トルコ鞍の骨化は胎生中期
に起こる。それに対し，腺性下垂体（前葉）は原始口腔の
天井で咽頭上壁に当たるラトケ嚢が胎生初期に上方に突
出してできる。この外胚葉組織が神経性下垂体（後葉）の
発生する間脳に向かう遊走は，頭蓋咽頭管を通じて起こ
る。頭蓋咽頭管の閉鎖は組織の遊走の後に起こり，時に
その遺残組織が見られることがある。頭蓋咽頭腫はこの
頭蓋咽頭管の遺残組織より発生する。
　トルコ鞍空洞症（ES）は形態学的ないしは画像診断的な
病名で，くも膜下腔がトルコ鞍内に陥入し，下垂体が圧排
された状態をいう。不完全型ESでは，トルコ鞍の50％以
下が髄液で満たされ下垂体の厚さは3mmより大きいのに
対し，完全型ESではトルコ鞍の50％以上を髄液が占め下
垂体の厚さは2mm未満である。下垂体の高さと体積は小
児期と思春期を通して変化するので，患者の年齢，性別，
思春期の程度を一致させた標準値と比較する。画像診断
が進歩するまでは気脳写が行われていたが，今ではMRI
が一般的となりESの症例報告数が増加したと考えられる。
ESの原因には原発性と続発性がある。原発性ESは鞍隔
膜が先天的に弱い場合や解剖学的に欠損がある場合に起
こる。この脆弱性または頭蓋内圧の上昇が原因となり，く
も膜下腔と髄液のトルコ鞍への陥入を引き起こす。続発性

ESは，1）下垂体卒中，2）下垂体腺腫の自然壊死やドーパ
ミンあるいはソマトスタチンアゴニストによる薬物療法に
よって腺腫体積が小さくなる，3）原発性甲状腺機能低下
症，アジソン病，高ゴナドトロピン性性腺機能低下症のよ
うな原発性内分泌機能低下症の治療によって，下垂体過
形成が改善した，4）自己免疫性下垂体炎，5）トルコ鞍また
は鞍上部腫瘤の外科的治療，6）放射線治療，7）感染症，
などの結果として下垂体体積が退縮あるいは減少して起こ
る。剖検と画像診断から総合するとESの頻度は5.5～35％
であり，多産で高血圧や肥満のある婦人ではさらに頻度が
高くなる。小児のESの頻度は，視床下部–下垂体系の欠
損症状や徴候がない小児で1.2％，下垂体機能異常を伴う
小児で11～14％，下垂体ホルモン分泌不全が明らかな小
児では頻度はさらに高くなる。非腫瘍性複合型下垂体機
能不全症あるいは成長障害の精査によって単独GH分泌
不全症と診断された31例の検討では，MRIで21例（68％）
にESが見つかった。但し，対象がESであるか，ESに伴
うホルモン異常があることがわかっているので，選択にバ
イアスがかかる傾向がある。そのため一般小児人口のES
の真の頻度は，報告に基づくよりも低頻度と考えられる。

● ESの臨床症状と内分泌異常

　ES成人例の多くは無症状である。成人男性の剖検によ
る組織学的検討では，平坦で菲薄化した下垂体前葉組織
の中に前葉細胞の全5細胞が免疫染色によって確認され，
正常な細胞内顆粒も認められた。さらに，下垂体の標的
組織（甲状腺，性腺，副腎）も重量と組織ともに正常であっ
た。
　ES症候群は，頭蓋内圧上昇による症状（頭痛，めまい，
痙攣，視野欠損，髄液鼻漏）や下垂体機能低下に伴う症
状（続発性甲状腺機能低下症，続発性副腎機能低下症，
中枢性性腺機能低下症，成長ホルモン［GH］分泌不全症），
または下垂体茎の圧迫や伸展による症状（高プロラクチン
血症，無月経，乳汁分泌症）を伴った解剖学的ESと定義
される。中枢性尿崩症として現れる下垂体後葉機能不全
もESであり，下垂体ホルモン分泌亢進がES患者に見ら

れることがあり，小児ES患者ではこれによる中枢性思春
期早発症が起こることもある。成人ES患者ではクッシン
グ病，先端巨大症，プロラクチノーマの報告があり，ホル
モン分泌不全や過剰症が高頻度に見られる。分泌不全と
して最も一般的なのはGH（30～60％）であり，次いでゴナ
ドトロピン（6％），ACTH（1％），TSH（1％）そしてADH

（1％）である。後方視的研究ではESは頭部MRI検査をし
た成人の56/338例（16.5％）に見られ，さらに精査した患者
の12/35（33％）に複合型下垂体ホルモン分泌不全が存在
した。小児では内分泌異常に関する頻度は成人よりもやや
多い。

● 原発性ESと頭蓋内圧亢進による 
● 病理学的原因

　原発性ESの根本的な原因は鞍隔膜の脆弱性である。
ESは良性頭蓋内圧亢進（偽性脳腫瘍）に関連して見られ，
肥満のある高血圧の女性に多い。小児においてESが特
発性頭蓋内圧亢進症の6/23例（26％）に見られ，同じ年齢
のコントロール群の5％にESが存在するという報告がある
が，他の報告では健常小児の1.2％というこれより低い数
値が示されている。頭蓋内圧亢進を伴うES 3症例で腰椎
穿刺やアセタゾラミドの投与によって脳圧を下げたところ，
症状が改善し下垂体ホルモンの分泌低下が軽減したとい
う報告がある。トルコ鞍内腫瘍とその治療は続発性ESの
原因になることが知られている一方で，トルコ鞍外の脳内
腫瘍におけるESの頻度もまた高率である。成人脳腫瘍患
者の57/72例に，頭蓋内圧亢進によると考えられるESが
報告されている。ESに関与する腫瘍で最も多いものは髄
膜腫で，ESは腫瘍が大きい患者や高齢患者に多い。原発
性ESは，下垂体の発 生に関係するLHX3，HESX1，
PROP1，POU1F1などの遺伝子変異に関連した家族性複
合型下垂体ホルモン分泌不全症例でも報告されている。

● 続発性ESの原因

　トルコ鞍に直接焦点を当てなくても，放射線外照射によ
る治療はESの原因となる。化学療法と頭蓋脊柱あるいは
全身放射線治療を受けた小児白血病治癒患者で成人に達
した6名中4名に，放射線治療の10～20年後にESや下垂
体萎縮が起こっている。自己免疫性要因もESの原因とし

て病理学的に重要である。健康なコントロール群（0～
22％）と比較して，ES患者（5～75％）では下垂体ホルモン
に対する抗体陽性率が高い。報告された抗体陽性率に差
があるのは，測定した抗体の種類や測定方法の差異によ
る。逆に，リンパ球性下垂体炎が後にESに発展すること
もある。ESは他の自己免疫性内分泌疾患，例えば，原発
性自己免疫性甲状腺機能低下症に関連していることもあ
る。このような例は，一般的な自己免疫性疾患の機序とい
うより，下垂体の向甲状腺細胞（サイロトローフ）の過形成
が改善した結果である。下垂体由来の蛋白をSJLマウス
に免疫して作製したリンパ球性下垂体炎のモデルでは，
下垂体にリンパ球が浸潤して下垂体体積が初め増大し，
引き続いて下垂体前葉の退縮が起こり徐 に々ESに発展す
る。少数の個体例では，下垂体炎が下垂体卒中のような
壊死を伴う下垂体の急速な退縮を招いた。

● ESの評価と治療

　ESでは，治療法を決めるために下垂体前葉・後葉の機
能評価を行う。GH分泌，下垂体–甲状腺系，–副腎系，–性
腺系を検査しホルモン分泌不全に対しては適切な補充療
法が必要であり，その後も経過観察が重要である。ES症
候群の患者が，視交叉のくも膜嚢胞への陥入によって視
野欠損をきたした時は，視交叉固定術あるいはトルコ鞍に
脂肪，筋，軟骨，骨，生体に吸収される素材，硬膜，シリ
コンコイル，バルーンを詰めるなど外科的に対処する。髄
液鼻漏は髄膜炎のリスクを高めるため，トルコ鞍床の外科
的治療が必要となる。ESに頭蓋内高血圧を合併したら，
利尿剤（アセタゾラミド），腰椎穿刺，時にシャントによって
頭蓋内圧を下げた方がよい。場合によっては，頭蓋内高
血圧を改善することで下垂体機能が回復する。

● 結　論

　両耳側半盲，下垂体機能低下，頭蓋内圧亢進をきたし
た小児，あるいは続発性ESの原因となるようなリスク要因 

（頭蓋照射，視床下部–下垂体手術，薬物療法を行った下
垂体腺腫，自己免疫性下垂体炎等）を持つ小児ではESを
疑うべきである。画像でESと診断された小児に対しては
下垂体前葉・後葉の機能評価を行い，機能不全に対して
は治療が必要である。

トルコ鞍空洞症候群
Empty Sella Syndrome

Anne M. Lenz, MD1，Allen W. Root, MD2

小笠原 敦子　茨城県立こども病院
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動問題などによって神経認知発達に悪影響が及ぼされる
と結論付けた。彼らによると，SGA出生では超未熟児に
比べて重篤な脳障害はまれであるが，重篤ではない脳障
害の危険性は高かった。Tamaruらは生後18ヶ月の超低
出生体重児170人，SGA出生児52人，AGA出生児118人
を対象に調査したところ，神経認知発達は在胎週数が長
いほど，出生体重が重いほど高い傾向を認め，AGA出生
に比べSGA出生で低かった。De Bieらも1972～2009年2
月までの文献を多数調べ，SGA出生が神経認知発達に負
の影響を及ぼすとしている結果をまとめた。Fattal-
ValevskiらはSGA出生児136人を出生から10歳まで経過
観察し，9～10歳時のIQと神経学的発達は1歳時の身長
によって予測され，頭囲とも正の相関があることを示した。
Guelletらはフランスの9地域の超未熟児2946人を8歳ま
で経過観察し，AGA出生と比べてSGA出生は死亡率が
高く，軽度な認知障害，注意欠陥障害，学校生活の障害
などが多いとした。最近Arcangeliらは，28の文献から
SGA出生児7681人を正常対照91619人と比較したところ，
SGA出生の方が神経認知発達においてわずかに低かった
と報告した。Pyhäläらは成人における影響を検討すべく，
低体重で出生し成人になった103人（SGA出生児37人を
含む）と正常体重で出生した対照105人（平均年齢25歳）を
比較したところ，神経感覚的に有意な影響はなかったと報
告した。神経認知発達におけるGH治療の効果について
の報告は多くないが，1997年にVan der ReijdenらはGH
治療がSGA児において自己評価と人間関係だけでなく集
中力も改善すると報告した。Van ParerenらはGH治療を
受けたSGA出生児において知能，行動，自己認識が改善
していたとし，またHokken-KoelegaらはGH治療を受けた
SGA出生児79人において頭囲とIQが正に相関していたと
報告した。一方Lagrouらの行ったSGA出生児34人に対
してGHを高用量投与した2年間のコホート研究では，神
経認知発達と心理社会的機能には影響を認めなかった。
しかしベルギーのグループは，GH治療が長期的には発達
と行動に良い影響を与える可能性を示唆した。Lemらは
低身長用TACQOLと汎用版TACQOLを用いて認知機能
が正常対照と比較して有意に低下していることを示し，特

に思春期前に2年間GH治療を行うことで心理社会感情面
で改善し，LHRH アナログを足してもGH効果を損なわな
いと報告した。この報告では対象者数が少なく観察期間
が短いため神経認知発達については触れていないが，汎
用版TACQOLではなく低身長用TACQOLの使用を推奨
している。近年Lundらは，SGA出生児では14～21歳で
精神疾患の頻度が特に高いと報告した。Pugaらは，より
長期に観察を行いGH治療がIQにもたらす影響を分析す
ると同時に，GH治療の開始年齢がもたらす影響も分析し
た結果，多くの研究者と同様にSGAで出生すること自体
が神経認知発達において重要な危険因子であると結論付
けた。SGA出生の負の影響は進行性であり，身長キャッ
チアップ（－）症例においてより強く表れ，GH治療開始が6
歳以降の場合，その影響を回避することはできない。

● 結　論

　子宮内発育不全（IUGR）のためにSGAで出生することは
神経認知発達にとって明らかな危険因子である。著者らは
最長11年にわたり多数のSGA出生児を経過観察し，この
点について調査してきた。対象患者は無作為に抽出され
無差別に調査されているため，可能性のある交絡因子は
新規症例において再評価されていないが，一般人口にお
いてと同様に，社会経済的な要因は7歳以上では重要な役
割を担うため，これについては再評価した。身長キャッチ
アップ（＋）群と（－）群はともに知能が低かったが，（－）群で
は有意に低かった。両群とも特に8～9歳以降IQが低下す
る傾向があった。こういった症例は注意欠陥障害を示し，
多くの場合学力も低く薬物療法を必要とした。キャッチ
アップせずGH治療を行った群では，開始年齢が6歳以前
と6歳以降のいずれもIQの低下は防げなかった。SGA出
生が神経認知発達において負の影響を及ぼすことが多く
の研究で認められており，これに対する予防策が必要であ
る。この意味でこれまでの研究によって示された危険性に
ついて啓蒙を図り，妊娠中に良い習慣を心がけること，
IUGRをきたす要因の中で喫煙など避け得る危険因子は避
けるよう推奨すべきである。

● はじめに

　2009年までは低出生体重児（SGA）の神経学的発達につ
いての研究は数少なく，それらの中でも統一した見解は認
められなかった。それは，研究方法や交絡因子が異なり，
長期経過観察がなされていなかったためと考えられる。ま
たSGAに対する成長ホルモン（GH）の使用開始からまだ日
が浅くGHが神経学的発達に与える影響に関しての報告
がまだ少なく，ほとんどわかっていない。しかし，今まで
に発表された文献の多くがSGAで出生することに神経学
的に負の影響がかかわっていることを示している。本稿で
は，著者らが長期に経過観察した結果得られたGHの開始
時期が神経学的発達に与える影響について述べる。

● 対　象

　スペイン・サラゴサのMiguel Servet大学小児病院と
Andrea Praderセンターの内分泌科を受診する1～17歳の
233人（女児147人，男児86人）を年1回，最長11年間にわ
たり長期的に経過観察し，これを正常対照の長期の経過
観察結果と比較した。対象は，4歳までに自然に身長が
キャッチアップした（+）80人（女児45人，男児35人）と
キャッチアップしなかった（－）153人（女児102人，男児51
人）の2群。キャッチアップ（－）群の153人のうちGH治療
を受けたのは64人であった。患者家族の社会経済的地位
については，Graffar質問紙によって親の職業・学歴，世
帯収入，住まいの様式，住居近隣の環境の5つの要因を
解析した結果， 94.9%が中流階級（中流上層18.4%，中流中
層61.3%，中流下層15.2%），1.4%が上流， 3.2%が下流とい
う正常な分布を示し，これまでの研究と相違なかった。今
回の解析では，過去に159例の解析で孤発症例でしか影
響を示さなかった在胎週数，APGARスコア，周産期合併
症などの交絡因子は解析しなかった。

● 方　法

　試験者間誤差を除くために，Andrea Praderセンターで
被験者を生後6ヶ月から18歳になるまで評価した心理士

が，この研究でも精神運動発達と知的発達の評価を年1回
長期にわたり行った。10項目における月齢相当の発達をも
とに，姿勢のコントロール，手と目の協調運動，言語，社
会性の4領域で発達指数（DQ）を評価するBrunet-Lézine
早期乳児発達スケールを用いて，生後12，24ヶ月の39人
の乳児の発達を評価した。3～6歳の幼児90人には，言語，
認知，操作，数，総合認知，記憶の6領域で合計18のテ
ストで評価するMcCarthy’s Scale of Children’s Abilities

（MSCA）を用いた。7歳以降はWISCを，16～18歳は
WAISCを用いて評価した。これらのスケールは，言語性
IQと動作性IQにおいて各5つから成る10のテストで全検
査IQを評価するもので，その結果を長期的に比較した。
またGHの投与量の範囲は0.20～0.22mg/kg/週であった。
全体では，IQが－2SDを下回ったものは25.8%，1SDもし
くはそれ以上であったものは7.7%であった。成長のキャッ
チアップとの相関を見ると，キャッチアップ（＋）群ではIQ
が－2SDを下回ったのは15%，キャッチアップ（－）群では
31.4%であった。一方IQが1SDを上回ったのはキャッチ
アップ（－）群では5.9%，キャッチアップ（＋）群では11.3%

（表）と，著者らが以前に得た結果と一致するものであった。
本研究の全体的な結果から，SGA出生児はいずれの発達
段階でもすべて注意欠陥を認め，学習量が増えるに従い
成績にさらに悪い影響が認められた。

● 考　察

　Therdoreらなどのいくつかの報告を除けば，SGA出生
児は同年齢よりさまざまな程度で発達が遅れているとされ
ている。WestruppらはSGA出生児354人と在胎週数相
当体重（AGA）出生児2461人について母親が記入した
SDQ質問用紙を5歳になるまで比較した結果，SGA児は
情緒障害の危険性が中程度に高まる一方，知能には問題
なかった。Wassenærは4つの国際的研究をまとめ，認知
記憶と視覚空間認知能力や特殊運動機能，行動，意欲な
どが原因となり，学業成績低下が広く認められたとした。
2008年にLundgrenとTuvemoはAGA出生と比較して
SGA出生ではIQ，学力成績および社会性が低いことや行

1Andrea Prader Foundation. IACS (Instituto de Ciencias de la Salud – Institute of Health Sciences), Government of Aragon. 2 Miguel Servet University Children’s 
Hospital, Saragossa, Spain

表. 身長のキャッチアップ別IQ分布

IQ －2SD未満

IQ －2SD以上

IQ 平均未満

IQ 平均以上

IQ ＞1SD

キャッチアップ（＋）
（n＝80）

15％

85％

37.5％

36.3％

11.3％

キャッチアップ（－）
（n＝153）

31.4％

68.6％

45.1％

17.6％

5.9％

SGA出生児の神経学的発達
Neurocognitive Development of Children Born Small for 
Gestational Age (SGA). An Update

Beatriz Puga, PhD1，Paloma Gil, PhD1，Antonio de Arriba, MD1,2，
José Ignacio Labarta, MD2，Agustín Romo, MD2，
Esteban Mayayo, MD2，Ángel Ferrández Longás, MD1

内木 康博　国立成育医療研究センター生体防御系内科部内分泌・代謝科
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いと報告した。この報告では対象者数が少なく観察期間
が短いため神経認知発達については触れていないが，汎
用版TACQOLではなく低身長用TACQOLの使用を推奨
している。近年Lundらは，SGA出生児では14～21歳で
精神疾患の頻度が特に高いと報告した。Pugaらは，より
長期に観察を行いGH治療がIQにもたらす影響を分析す
ると同時に，GH治療の開始年齢がもたらす影響も分析し
た結果，多くの研究者と同様にSGAで出生すること自体
が神経認知発達において重要な危険因子であると結論付
けた。SGA出生の負の影響は進行性であり，身長キャッ
チアップ（－）症例においてより強く表れ，GH治療開始が6
歳以降の場合，その影響を回避することはできない。

● 結　論

　子宮内発育不全（IUGR）のためにSGAで出生することは
神経認知発達にとって明らかな危険因子である。著者らは
最長11年にわたり多数のSGA出生児を経過観察し，この
点について調査してきた。対象患者は無作為に抽出され
無差別に調査されているため，可能性のある交絡因子は
新規症例において再評価されていないが，一般人口にお
いてと同様に，社会経済的な要因は7歳以上では重要な役
割を担うため，これについては再評価した。身長キャッチ
アップ（＋）群と（－）群はともに知能が低かったが，（－）群で
は有意に低かった。両群とも特に8～9歳以降IQが低下す
る傾向があった。こういった症例は注意欠陥障害を示し，
多くの場合学力も低く薬物療法を必要とした。キャッチ
アップせずGH治療を行った群では，開始年齢が6歳以前
と6歳以降のいずれもIQの低下は防げなかった。SGA出
生が神経認知発達において負の影響を及ぼすことが多く
の研究で認められており，これに対する予防策が必要であ
る。この意味でこれまでの研究によって示された危険性に
ついて啓蒙を図り，妊娠中に良い習慣を心がけること，
IUGRをきたす要因の中で喫煙など避け得る危険因子は避
けるよう推奨すべきである。

● はじめに

　2009年までは低出生体重児（SGA）の神経学的発達につ
いての研究は数少なく，それらの中でも統一した見解は認
められなかった。それは，研究方法や交絡因子が異なり，
長期経過観察がなされていなかったためと考えられる。ま
たSGAに対する成長ホルモン（GH）の使用開始からまだ日
が浅くGHが神経学的発達に与える影響に関しての報告
がまだ少なく，ほとんどわかっていない。しかし，今まで
に発表された文献の多くがSGAで出生することに神経学
的に負の影響がかかわっていることを示している。本稿で
は，著者らが長期に経過観察した結果得られたGHの開始
時期が神経学的発達に与える影響について述べる。

● 対　象

　スペイン・サラゴサのMiguel Servet大学小児病院と
Andrea Praderセンターの内分泌科を受診する1～17歳の
233人（女児147人，男児86人）を年1回，最長11年間にわ
たり長期的に経過観察し，これを正常対照の長期の経過
観察結果と比較した。対象は，4歳までに自然に身長が
キャッチアップした（+）80人（女児45人，男児35人）と
キャッチアップしなかった（－）153人（女児102人，男児51
人）の2群。キャッチアップ（－）群の153人のうちGH治療
を受けたのは64人であった。患者家族の社会経済的地位
については，Graffar質問紙によって親の職業・学歴，世
帯収入，住まいの様式，住居近隣の環境の5つの要因を
解析した結果， 94.9%が中流階級（中流上層18.4%，中流中
層61.3%，中流下層15.2%），1.4%が上流， 3.2%が下流とい
う正常な分布を示し，これまでの研究と相違なかった。今
回の解析では，過去に159例の解析で孤発症例でしか影
響を示さなかった在胎週数，APGARスコア，周産期合併
症などの交絡因子は解析しなかった。

● 方　法

　試験者間誤差を除くために，Andrea Praderセンターで
被験者を生後6ヶ月から18歳になるまで評価した心理士

が，この研究でも精神運動発達と知的発達の評価を年1回
長期にわたり行った。10項目における月齢相当の発達をも
とに，姿勢のコントロール，手と目の協調運動，言語，社
会性の4領域で発達指数（DQ）を評価するBrunet-Lézine
早期乳児発達スケールを用いて，生後12，24ヶ月の39人
の乳児の発達を評価した。3～6歳の幼児90人には，言語，
認知，操作，数，総合認知，記憶の6領域で合計18のテ
ストで評価するMcCarthy’s Scale of Children’s Abilities

（MSCA）を用いた。7歳以降はWISCを，16～18歳は
WAISCを用いて評価した。これらのスケールは，言語性
IQと動作性IQにおいて各5つから成る10のテストで全検
査IQを評価するもので，その結果を長期的に比較した。
またGHの投与量の範囲は0.20～0.22mg/kg/週であった。
全体では，IQが－2SDを下回ったものは25.8%，1SDもし
くはそれ以上であったものは7.7%であった。成長のキャッ
チアップとの相関を見ると，キャッチアップ（＋）群ではIQ
が－2SDを下回ったのは15%，キャッチアップ（－）群では
31.4%であった。一方IQが1SDを上回ったのはキャッチ
アップ（－）群では5.9%，キャッチアップ（＋）群では11.3%

（表）と，著者らが以前に得た結果と一致するものであった。
本研究の全体的な結果から，SGA出生児はいずれの発達
段階でもすべて注意欠陥を認め，学習量が増えるに従い
成績にさらに悪い影響が認められた。

● 考　察

　Therdoreらなどのいくつかの報告を除けば，SGA出生
児は同年齢よりさまざまな程度で発達が遅れているとされ
ている。WestruppらはSGA出生児354人と在胎週数相
当体重（AGA）出生児2461人について母親が記入した
SDQ質問用紙を5歳になるまで比較した結果，SGA児は
情緒障害の危険性が中程度に高まる一方，知能には問題
なかった。Wassenærは4つの国際的研究をまとめ，認知
記憶と視覚空間認知能力や特殊運動機能，行動，意欲な
どが原因となり，学業成績低下が広く認められたとした。
2008年にLundgrenとTuvemoはAGA出生と比較して
SGA出生ではIQ，学力成績および社会性が低いことや行

1Andrea Prader Foundation. IACS (Instituto de Ciencias de la Salud – Institute of Health Sciences), Government of Aragon. 2 Miguel Servet University Children’s 
Hospital, Saragossa, Spain

表. 身長のキャッチアップ別IQ分布

IQ －2SD未満

IQ －2SD以上

IQ 平均未満

IQ 平均以上

IQ ＞1SD

キャッチアップ（＋）
（n＝80）

15％

85％

37.5％

36.3％

11.3％

キャッチアップ（－）
（n＝153）

31.4％

68.6％

45.1％

17.6％

5.9％
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C O N T E N T S

　“PER”Volume 9, No.4より，①下垂体機能低下症の原因遺伝子は数多く
報告されているが，その中の１つであるGLI2変異，②下垂体ホルモン異常症
で頻度の高いトルコ鞍空洞（empty sella）症候群，③SGAで生まれた子ども
の神経的発達と成長ホルモン治療効果，についてのレビューを紹介します。
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