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● はじめに

　骨形成不全症（OI）は骨密度低下，骨の脆弱性などを特
徴とする遺伝性疾患で，ほぼ無症状なものから生後早々
に死亡するものまで重症度はさまざまである。青色強膜や
象牙質形成不全，低身長などの随伴症状が見られるもの
もある。その分類と病因を表に示す。

● 分子学的病因

　ほとんどのOIはⅠ型コラーゲンのα1鎖とα2鎖をコード
するCOL1A1，COL1A2遺伝子の変異による常染色体優
性である。ナンセンス変異やフレームシフトによるハプロ
不全ではⅠ型コラーゲン量が減少し中等症のⅠ型OIをきた
す。また，ミスセンス変異によるⅠ型コラーゲンのグリシン
のらせん状構造異常では優性阻害型作用をきたし，中等
症から重症のOIとなる。劣性遺伝形式のOIは5～10%で，
大きくは以下の5つの遺伝子群の変異が知られている。
シャペロン複 合 体を構成するCRTAP，LEPRE1，
PPIBの遺伝子群，Ⅰ型コラーゲンのα1鎖の水酸化によ
るらせん状構造形成に関係するCRTAP，P3H1，cyclo-
philin Bなどの遺伝子群，Ⅰ型コラーゲンの質を調整する
FKBP10，SERPINH1の遺伝子群，Ⅰ型コラーゲンの
修飾にかかわるPLOD2，そして骨細胞の形成や分化，骨
化に関わるSP7とSERPINF1，PEDFの遺伝子群。

● 遺伝子型表現型相関

　優性遺伝形式のOIではⅠ型コラーゲンの遺伝子変異と
疾患の表現型に特異性は認められないが，おおまかには，
置換したアミノ酸，変異の位置，どのα鎖が影響を受けて
いるかあるいは，これらの組み合わせによって表現型が異
なる。最も頻度の高い変異はⅠ型コラーゲンのα1鎖とα2
鎖の3本のらせん形成ドメインにおけるグリシンからセリン
への置換で，α1鎖上のセリン置換はα2鎖上の置換より重
症度が増す傾向にある。α1鎖上の最初のアミノ酸から
200アミノ酸残基以上下流でのグリシンからアルギニンや
アスパラギン酸，グルタル酸，バリンへの置換は一般的に

致死的であるが，α2鎖上の置換にはさまざまな表現型が
認められる。またⅠ型コラーゲン3本鎖の最初の120アミノ
酸内での変異は青色強膜を認めるが象牙質形成不全は認
めない。ハプロ不全変異では頭蓋底異常を認めるのは20
人中1人であるが，α1鎖もしくはα2鎖上のグリシン置換
のある患者では同異常が1/3以上の患者に認められる。ま
たハプロ不全患者の1/4とα2鎖のグリシン置換のある患
者の約3/4にWormian bonesが認められる。ほかにα2鎖
のC末端の変異と四肢変形や頭蓋内出血との相関を認め
るが，聴力障害と相関がある変異は認められていない。ま
た今のところ劣性遺伝形式のOIでは遺伝子型と表現型に
明らかな相関は認められない。

● OIの管理

　リハビリ：骨折の予防と治療，運動機能，筋力や関節
可動域の増進，変形の予防にリハビリは必須であり，まず
運動機能および運動発達の評価から始め，機能の必要性，
個々の患者ごとの短期・長期目的，患者ごとの目標に向け
たプログラム作成に至る。
　外科的手術：OI治療で運動機能と自律性を改善する
には外科的矯正が重要で，長管骨の骨折治療と変形の矯
正には髄内釘が有効である。ほかにも椎体変形や頭蓋底
陥没などに対する手術が必要になる場合もある。
　薬物療法：加療が必要なOIにはビタミンDとカルシウ
ムの内服が必須であるが，ほかにも静注ビスフォスフォ
ネート製剤，経口ビスフォスフォネート製剤，成長ホルモン，
副甲状腺ホルモンによる治療が行われている。効果の点
から，中等度から重度のOI患者には現在，静注ビスフォ
スフォネート製剤が第一選択薬である。
　ピロリン酸の作動薬であるビスフォスフォネート製剤は，
骨の水酸化アパタイト結晶に取り込まれ，破骨細胞の数と
働きを抑えて骨吸収を抑制し，骨の代謝回転を減少させる
ことで骨の強度を増す。その結果，骨折頻度の減少，骨
密度の増加，椎体骨高の増加，骨皮質の肥厚が認められ
る。しかもこの製剤の投与が骨折治癒，成長率，成長軟
骨に影響を与えることはなく，2歳以下の幼児や生後1ヶ月
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の乳児に対しても有効性が認められている。静注ビスフォ
スフォネート製剤であるパミドロネートを投与した患者で
の腸骨生検では，骨皮質の肥厚と海綿骨の増加，さらに
骨表面での骨形成の低下が認められた。パミドロネート投
与開始2～4年に最も大きい治療効果が見られるが，成長
終了までの継続投与が推奨される。さらに後発の静注ビ
スフォスフォネート製剤のゾレンドロネートでは，より少な
い投与時間と回数で同等の効果が認められている。静注
ビスフォスフォネート製剤の副作用に関しては，治療中（15
年間，338例中）にのべ242回の抜歯の報告があったが抜
歯後の治癒遅延や顎骨壊死は認めなかった。
　OIにおける経口ビスフォスフォネート製剤治療はパミド
ロネートと比較して効果が限定的である。腰椎の骨密度を
増加させる効果を認めるにもかかわらず，骨折頻度は減少
しなかったとする報告と減少したとする報告がある。
　またOIに対して成長ホルモン治療を行ったところ，骨

折頻度に関しては効果を認めなかったものの，成長率，骨
代謝，骨密度に関しては効果を認めた。
　副甲状腺ホルモン治療は，成人OI患者においては効果
を認めるが，マウスの実験で骨肉腫を形成したことにより，
小児ではまだ行われていない。また，閉経後の女性骨粗
鬆症患者においては骨肉腫を認めず，慢性副甲状腺機能
低下症の小児において骨代謝マーカーは改善したが骨密
度や成長には関係がなかったとする報告がある。
　ほかにも，破骨細胞形成に重要な働きを持つRANKL
に対して抑制的に働くモノクローナル抗体や，骨吸収には
影響がなく骨芽細胞の分化に重要な働きを示すWnt経路
の抑制因子を中和させるスクレロスチン抑制剤など，新し
い治療薬の臨床研究が進行中である。またモデルマウス
を使って，変異遺伝子を働かなくさせるような遺伝子治療
の研究も進められている。
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Ⅵ型
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Ⅷ型

Ⅸ型

?

?

?

臨床症状

軽症，変形なし

周産期死亡

強度変形

中等度変形あるも他型との明らかな区別は困難

Ⅳ型に類似，前腕の骨間膜の骨化，橈骨頭脱臼，
仮骨過形成

進行性重症型，出生時は健常だが成長するにつ
れて椎体の圧迫骨折を生じる，象牙質形成不全
なし，青色強膜なし

胎内骨折と出生時の下肢の変形，白色強膜，内
反股，骨軟化症

周産期死亡

低身長を伴う中等症から重症型，象牙質形成不
全なし，白色強膜

胎内骨折と出生時の下肢の変形，三角顔貌，青
色強膜，内反股，骨軟化症，象牙質形成不全

椎体圧迫骨折を伴う中等症から重症型，象牙質
形成不全なし

易骨折性，軽度の骨変形，歯芽萌出遅延，聴力
正常，白色強膜

組織

骨層は菲薄化および非滑化，
骨細胞数の増加，蛍光染色
では骨化への障害は認めな
い

網状骨層

魚様骨層

1型OIに類似しているが骨
層形成障害はより軽度
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＊Pediatric Endocrinology, All Children’s Hospital, St Petersburg, Florida

● はじめに

　下垂体細胞の増殖と分化について，近年，基礎研究と
動物モデルの研究による解明が進んでいる。細胞周期の
乱れから単一な下垂体細胞が制御されなくなると，孤発性
あるいは遺伝性下垂体腺腫の原因となる。下垂体腺腫は，
機能性（ホルモン産生あり）あるいは非機能性なものであっ
ても，腫瘤による圧迫で下垂体機能低下となる。小児にお
ける下垂体腺腫の知見は広がりつつあるが，治療・管理
の現況を成人のデータからまとめた。

● 下垂体の発生

　腺性下垂体は原始口腔に由来するラトケ嚢から形成さ
れ，神経性下垂体は神経外胚葉が延長して形成される。
下垂体細胞の増殖と分化は転写因子とシグナル伝達分子
により緊密に制御されている。
　BMP4の働きでラトケ嚢を形成する口腔外胚葉の陥入
が起こり，ソニックヘッジホッグ（Shh）シグナルとその下流
に働くzinc-finger転写因子（Gli1，Gli2，Gli3）の発現は
細胞の特化と分化に関与する。ShhとGli2はBMP4と
FGF8の発現をコントロールし，FGF8，FGF10による
FGFシグナル伝達およびFGFr2の活性化は下垂体形成
に重要である。
　Notchシグナルも下垂体発生初期に活発に働く。Notch
は，Hesx1発現を規制することで細胞の未熟な分化を防
ぎ，Prop1の発現を制御することで細胞消失をコントロー
ルしている。
　マウスでは，HESX1はラトケ嚢の発生に関与し，その
早期発現はLhx1とLhx3による5’端HESX1プロモー
ターの活性化により，また晩期発現は3’端によりコントロー
ルされている。Lhx3欠損マウスでは下垂体の分化過程で
ラトケ嚢形成までに至らない。
　HESX1はTLE1に結合する転写因子リプレッサーとし
て働き，前脳，眼，下垂体形成にかかわり，PROP1も下
垂体形成に必須である。Pit1は下垂体細胞の分化に重要
な役割を果たす。ヒトではHESX1変異が中隔視神経異

形成症（septo-optic dysplasia），複合下垂体ホルモン分泌
不全症，成長ホルモン（GH）分泌不全症の原因となり，
PROP1変異は複合下垂体ホルモン分泌不全症の原因と
なる。Pit1変異により早期のGH分泌不全が起こり，甲状
腺機能もさまざまな程度で障害される。

● 下垂体腫瘍の成因

　遺伝性疾患の一部として発生する下垂体腺腫には特定
の遺伝子変異の関与が示されているものがある一方で，
孤発性下垂体腺腫の原因はまだ明確になっていない。細
胞サイクルをコントロールする腫瘍抑制遺伝子は，遺伝子
プロモーターのエピジェネティックな過剰メチル化により，
下垂体腫瘍ではあまり発現していない。チロシンキナーゼ
受容体に関連する遺伝子は下垂体腫瘍で過剰に発現およ
び活性化しているので，腺腫の増殖に重要かもしれない。
　下垂体腺腫は同じ片親の不活化Xアレルを保有する単
一変異細胞がモノクローナルに増殖することから成長す
る。細胞サイクルはサイクリン，サイクリン依存性キナーゼ，
サイクリン依存性キナーゼインヒビターによって制御され
ている。サイクリンは特異的転写因子活性を通じて合成さ
れ，ユビキチン化により分解される。胚細胞あるいは体細
胞の変異があるとヘテロ接合性を欠き，腫瘍が増大する
可能性がある。
　メタフェーズのクロマチン分離を阻止しセクリンとして
働くPTTGは，ほとんどの下垂体腺腫に過剰発現してい
る。
　HMGA2は12番染色体上に存在し，ヒトプロラクチ
ノーマで検出される。また非機能性下垂体腺腫でも
HMGA2の過剰発現が見られる。
　TSH産生腫瘍ではPit-1が過剰に発現している。
　PROP-1変異では複合型下垂体機能低下症を伴う下垂
体前葉過形成，あるいは嚢胞が見られる。301302AGが欠
失していることが多く，下垂体低形成やトルコ鞍空洞症を
招く。

小児期，思春期の下垂体腺腫
Pituitary Adenomas in Childhood and Adolescence
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● 下垂体腺腫

　遺伝性（家族性）下垂体腫瘍：下垂体腺腫の20例に
1例は遺伝性である。常染色体優性遺伝で下垂体腫瘍，
副甲状腺腫瘍，膵臓腫瘍を発症するMEN1の約33％が，
プロラクチン産生（60%），ソマトトロピン産生（20%），コル
チゾール産生（＜15%），または非機能性（＜15%）の腫瘍を
発症する。
　FGF2もMEN1の下垂体腫瘍形成においてオンコジー
ンの働きをする。
　CDKN1Bは腫瘍抑制因子p27（Kip1,12p13）をコードし，
MEN1変異を伴わないMEN1家系に見られることがある。
Carney complex（CNC）はまれな疾患で，ミクソーマ，色
素沈着，ソマトトロピン産生腫瘍等を合併する。症例の
60%にPRKAR1A（17q22-24）の変異が発見される。
　FIPAはより若年で発症し，腫瘍がより大きい傾向にあ
り，CDKN1BがコードしているAIP（11q13）の変異が15%
に見られる。

　孤発性（非家族性）下垂体腫瘍：孤発性下垂体腫瘍
は，GHRH受容体のGαサブユニットをコードするgspの
ようなオンコジーンの機能獲得型変異が原因である。
11q13のヘテロ接合性の欠如が孤発例の5～30%に見られ
る。

　プロラクチノーマ：プロラクチノーマは小児にはまれ
であるが，ホルモン的に活発な腺腫である。女児に多く，
月経不順や，乳汁分泌，思春期遅発の原因となりゴナドト
ロピンを抑制する。男児でも思春期遅発や乳汁分泌が見
られ，腫瘤による頭痛，視野異常で診断される。プロラク
チン濃度は通常100ng/ml以上となり，濃度が高いと腫瘍
も大きくなる。

　ACTH産生腺腫：クッシング病は体重増加，成長障
害，月経不順，多毛などをきたし，24時間尿中フリーコル
チゾール値，夜間唾液中コルチゾール値，デキサメタゾン
抑制試験等で診断される。経蝶形骨洞手術で72%が緩解
する。最近はソマトスタチンアナログがコルチゾール値を
有意に低下させたとの報告がある。

　GH産生腺腫：小児の下垂体腺腫の15～20%はGHを
産生する。視床下部GHRHや，ガングリオサイトーマ，気
管支カルチノイド，膵臓カルチノイドから分泌される異所
性GHRHは，ソマトトロフの過形成を起こすことが報告さ
れている。MEN1（60%），CNC（15%），McCune Albright
症候群（20%）もGH分泌過剰をきたす。巨人症は骨端閉鎖
なしに伸び，腫瘤圧迫による性腺機能低下をきたす。

　ゴナドトロピン産生腺腫：ゴナドトロピン産生腺腫
は，ホルモン分泌の異常よりも腫瘍増大による頭痛，複視，
髄液漏などの症状により確認され，非腫瘍細胞を圧迫す
ることでホルモン分泌低下をきたす。

　TSH産生腺腫：TSH産生腺腫は，非常にまれに症候
性甲状腺機能亢進症をきたし，甲状腺腫大と視野異常を
起こす。女性では乳汁分泌，無月経を伴う。検査ではT4，
T3濃度が上昇し，自律的に放出される。TSH産生腺腫で
は糖蛋白ホルモンαサブユニットとSHBGが上昇し，TRH
に対するTSHの上昇を欠くか，T3によるTSH抑制を欠
く。一般的に行われる治療法は経蝶形骨洞手術であるが，
マクロアデノーマではこの手術の数ヶ月前にオクトレオチ
ド治療を先行して行う。

　非機能性下垂体腺腫（NFPA）：NFPAはホルモン産
生腫瘍ではないが下垂体機能低下症，頭痛，視野欠損の
原因となる。NFPAはプロラクチノーマに次いで多い下垂
体腫瘍である。ベルギーの報告では下垂体腺腫の頻度は
10万 人に 対し94例 で，その14.7% がNFPAで ある。
NFPAはモノクローナルであり，成人ではゴナドトロフ細
胞から発生している。一方，小児ではGH，PRL，TSHに
染まるサイレント型の腺腫が多い。NFPAではRB1と
CDKN2A/MTS//p16，MEG3発現が欠如しているこ
とが多い。治療は外科的手術であり，47%は寛解するがそ
の後，下垂体機能低下をきたすことがある。残存腫瘍に
対しては放射線療法，最近では定位放射線外科治療（サ
イバーナイフ）が施行される。

　偶発腫瘍：MRI検査を施行する機会が増えたため，
予想外の下垂体腫瘍が発見されることがある。多くは無
症状で，初めの主訴と無関係である。剖検では若年者（0～
19歳）の1.5%に見られる。小児の自然経過は不明であるが，
成人では1cm未満の微小腺腫の10%，1cm以上の腺腫の
24%が偶発腫瘍として発見される。最近のガイドラインで
は視野検査と同様，ホルモン分泌検査のスクリーニングが
推奨されている。視野異常あるいは過剰なホルモン産生を
きたす場合は外科的手術を施行し，それ以外は6ヶ月（1cm
以上）～1年（1cm未満）ごとのMRIによる経過観察が推奨
される。

● まとめ

　近年の研究で，下垂体の発生に関連する遺伝子や転写
因子が明らかとなった。腫瘍抑制因子に影響する遺伝子
変異，サイクリン／ユビキチン系の変化，遺伝性疾患の原
因となる遺伝子変異は，下垂体腺腫形成に関与する。最
新の診断および治療方法は，小児の下垂体腺腫治療のよ
り良い治療に貢献している。
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● Cペプチドの生理学：合成・分泌・代謝

　Cペプチドは内因性インスリン分泌の指標で，インスリ
ン感受性やインスリン抵抗性などの代謝状態を反映する。
インスリン抵抗性は，思春期に増大し，成人期に体重増加
等の原因で再び増大してくる。
　血糖値の上昇は，β細胞膜表面のK-ATPチャネルを閉
鎖させ，インスリン分泌を起こす引き金となる。β細胞は
食事での反応で認められるように，血糖以外の反応性も
有する。
　Cペプチドは，α鎖およびβ鎖とで形成されたプロイン
スリンの状態で存在する。分泌時にはインスリンとCペプ
チドに分解され血中に分泌される。つまりインスリンとC
ペプチドは1：1で分泌される。Cペプチドが外れると，β
鎖末端部が受容体と結合可能となる。
　Cペプチドの95%は代謝物として近位尿細管から排泄
され，5～10%は未変化態として尿中に排泄される。一方，
インスリンは肝で40～60%が初回通過効果を受け，尿中に
は0.1%しか排泄されない。結果として，Cペプチドはイン
スリンよりも半減期が長く（35分 vs 4分），血中濃度が高い。

● なぜCペプチドを測定するか？

　Cペプチドの測定は糖尿病（DM）の病型を正確に診断す
るために重要である。また，1型糖尿病（T1D）の部分寛解
の評価を行う上でも重要である。

　小児思春期DM–多様性のある状態
　しばしば年少例のDMはすべてT1Dと診断され，それ
以上精査されないことがある。欧州では小児DMの90%
以上はT1Dで，2型糖尿病（T2D）は思春期以降に見られ，
家族性若年糖尿病（MODY）は小児では0.8%とされる。

　なぜ正確な診断が問題となるか？
　DMにおける正確な病型診断は，適切な管理を行うため
に必要である。T1Dでは適切なインスリン治療などの教育
が必要であり，T2Dでは食事療法やメトホルミンによる治

療が必要となる。MODYでは，治療が不要な場合があっ
たり（GCK MODY），少量のスルホニルウレア（SU）薬のみ
必要な場合などがある（HNF1A/4A MODY）。MODYの
約80%は誤って診断を受け，成人期まで不適切な治療を
受けている。

　DMの各病型におけるCペプチド分泌：
　1型，2型，MODY
　CペプチドはDMの病型診断に役立つ。小児T1Dでは，
ほとんどの例が2～3年以内にインスリン分泌能が廃絶す
るが，MODYやT2Dでは，Cペプチドは保たれる。
　T2DではCペプチドの分泌は保たれているが，DMの
罹患期間が増加するに従い分泌が低下する。HNF1Aや
HNF4A，GCKのヘテロ接合性機能喪失型変異を有する
MODYでは，数十年はCペプチドの分泌は保たれる。
HNF1A/4A MODYでは，高血糖の結果，β細胞増殖の
低下やアポトーシスの増加が見られ，Cペプチドの低下を
認めるが，インスリン分泌不全になることはまれである。
GCK MODYでは，高血糖下ではインスリン分泌は認めら
れるため，空腹時の軽度高血糖のみでCペプチドは保た
れる。

　病型を鑑別するための特徴–臨床的特徴と
　膵島関連自己抗体
　臨床的特徴はT1D，T2D，MODYで類似する点があ
り，臨床所見のみで判別するのは困難なことがある。GCK 
MODYでは生下時から空腹時の軽度高血糖を認められ
る。HNF1A/4A MODYは思春期から若年成人期で認め
るが，4歳発症の報告もある。T1Dは6ヶ月以降の児で認
めうる一方，T2Dは一般には思春期を過ぎてから発症す
る。DMの家族歴はMODY患者の約90%に，T1Dでは
4～12%，T2Dでは60～80%で認める。糖尿病性ケトアシ
ドーシス（DKA）や尿ケトンは，T2Dでも認めることがあり，
T1Dで認めない場合もあるため，これらは鑑別に有用でな
い。T2Dは人種間発症率が異なり，またMODYにおいて
は真の発症率は明確でない。

＊Peninsula NIHR Clinical Research Facility, Peninsula Medical School, University of Exeter, Exeter, UK

小児のCペプチド測定：
いつが有用か？
Determination of C-Peptide in Children: When is it Useful?

REJ Besser, BSc MBBS (Hons), MRCPCH PhD＊

鈴木 潤一　駿河台日本大学病院 小児科

3



7

　膵島関連自己抗体はT1Dの鑑別に有用であるが，T1D
で常に陽性になるわけではない。特に，1種類のみの自己
抗体測定の場合や，診断時から時間が経過した場合には，
陽性にならないことがある。

　T1Dにおける部分寛解のモニタリング
　T1Dの研究では，インスリン分泌能の指標としてmixed 
meal tolerance test（MMTT）でのCペプチドのAUCを用
いることを推奨している。しかし限られた研究にのみ用い
られており，一般診療においてルーチンで行うのはまれで
ある。

● T1DにおけるCペプチドの自然経過

　小児T1Dの多くは，細胞性免疫によるβ細胞の破壊の
結果，重度のインスリン欠乏となり発症する。これは膵島
関連自己抗体の存在や，経時的なCペプチドの減少によっ
て裏づけられる。インスリン治療開始後に回復が見られ，
インスリン必要量が減少し血糖値も正常域に近くなる部分
寛解期（ハネムーン期）を認めることがある。発症後2年間
は約30%の児でCペプチドが残存するが，5年以内に約
90%が重度のインスリン欠乏に陥る。しかし一部では長期
にわたりCペプチドが存在する場合もあり，Cペプチドの
減少にはかなり多様性が見られる。
　成人発症より小児期発症の方がCペプチドは低値で，
診断後の低下も小児の方が速い。思春期もインスリン分
泌の重要な因子で，思春期発症より前思春期発症の方が
Cペプチドが低値である。
　Cペプチドの残存は，児にとって有益である。DCCTで
は食後90分のCペプチドが0.2nmol/l以上あることは，細
小血管障害の減少および低血糖頻度低下に関連しており，
臨床において≧0.2nmol/lがCペプチド残存と定義される。
Cペプチドの存在は，患児にも医師にも有用な情報となる。
血糖値の安定性について説明し，重症低血糖やDKAの
リスク，食事や運動に対する血糖の反応性について検討
することができる。また，T1Dはコントロールが難しく，モ
チベーションを保ち続ける必要があるため，後に血糖値が
不安定となった際に，それは児や家族のせいではなく，
β細胞機能の廃絶に起因していることの理解に役立つ。

● どのようにCペプチドを測定するか？

　Cペプチドは血中（血漿または血清）で空腹時または食後
に測定することができ，また尿でも非侵襲的に測定するこ
とができる。空腹時および食後血中Cペプチドと尿中Cペ

プチドはそれぞれ高い相関がある。

　血中Cペプチド
　分泌刺激でのCペプチド反応はMMTTやグルカゴン
負荷試験（GTT）で評価が可能である。MMTTは嘔気も
なく再現性が高く，より良い負荷であるが，煩雑で時間も
かかり夜間の絶食が必要であるため，ルーチンで行われる
ことは少ないが，研究等においてはβ細胞機能評価の
standardとして用いられる。近年では，食後90分の1回
採血でMMTTの全採血に代わる信頼性があることが示
され，臨床で使用されている。
　空腹時Cペプチドは分泌刺激後のCペプチドと相関し，
臨床ではより多く用いられている。しかし空腹時Cペプチ
ドは食後90分Cペプチドと比較するとインスリン分泌能の
評価において信頼性に欠ける。
　血中Cペプチドは，K-EDTA管による全血保存におい
て24時間安定しており，検査会社での測定が可能となっ
ている。

　尿中Cペプチド
　24時間尿中Cペプチドは，空腹時および食後Cペプチ
ドと相関があり，さらにDM罹病期間と相関する。この方
法では，繰り返し尿を採取する必要があり不完全な検体
採取になることを避ける必要がある。成人T1Dにおいて，
食後2時間および4時間の尿中CペプチドはGTTでのC
ペプチドと相関すると報告される。
　随意尿における尿中Cペプチド・クレアチニン比

（UCPCR）の測定は非侵襲的で実践的な評価法で，小児に
おいて有用である。尿の希釈の度合いも加味され1回の随
意尿で実施でき，検体採取や保存の困難さがない。小児
DMでは早朝空腹時UCPCRは24時間尿中Cペプチドと
正の相関を示し，インスリン治療期間およびHbA1cと負の
相関を示す。UCPCRは保存剤なしの室内保存で24時間
安定し，ホウ酸入りの場合では72時間安定している。

● 結　語

　Cペプチドは内因性インスリン分泌の指標で，インスリ
ン治療中でも使用できる。Cペプチド測定の重要な役割と
して，DMの病型を正しく診断することや，T1Dにおける
部分寛解のフォローに用いることが挙げられる。随意尿を
用いたUCPCRや，空腹時または食後90分の血中Cペプ
チド測定は，小児DMのインスリン分泌能を評価する上で
実践的な方法である。
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