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　“PER”Volume 12, No.3, 2015より，①発症機序から考えられる小児1型
糖尿病の発症予防策，②日本発の新しい疾患概念である下垂体機能低下症
を呈する抗PIT-1抗体症候群，③プラダー・ウィリー症候群における肥満の管
理の現状，についてのレビューを紹介します。
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● はじめに

　最近50年間，世界中で小児の１型糖尿病の発症が急激
に増加し，今後もさらなる増加が予想される。特に小学生
で増え，それに伴って発症年齢が低年齢化している。
　1型糖尿病の病因は遺伝や環境因子が複雑に関係し，
生涯にわたって治療が必要である。治療技術が発展した
にもかかわらず，重篤な合併症をきたし死亡率も高い。自
己免疫性糖尿病は，膵β細胞が繰り返し障害を受け，80%
障害されて初めて症状を呈する。1型糖尿病と関係が深い
GAD65抗体または膵β細胞の自己抗体が高い小児の集団
は1型糖尿病の発症が多かったが，HLA遺伝子に差異は
ないことから，発症率の急激な増加は毒性や栄養，ウイル
ス感染が関係するといえる。
　ウイルス感染症は1型糖尿病発症のリスクを増やすこと
もあるが減らすこともある。『衛生仮説』は，小児期早期に
ウイルスへの曝露が少ないと遺伝的な自己免疫機序が惹
起され，ウイルスが膵β細胞を攻撃し1型糖尿病が発症す
るという考えである。あるウイルスが流行する時期に自己
免疫が惹起されて1型糖尿病が発症するが，遺伝や環境
因子の複雑な相互作用によっても刺激を受けるため，発症
までに時間がかかり，病因を解明するのは難しい。牛ミル
クや固形食への早期曝露など，他の環境要因も膵自己抗
体と1型糖尿病発症に関係しているといわれている。

● １型糖尿病におけるウイルスの病因

　ウイルスは以下のようなさまざまな機序により1型糖尿
病を引き起こす。①膵β細胞に直接感染して非自己免疫
機序で膵β細胞を崩壊する。②膵β細胞へ直接ウイルス
抗原を表出させて，自己免疫的機序で膵β細胞を崩壊する。
③膵β細胞を直接は攻撃しないが自己反応Ｔ細胞を含む
活性化T細胞やB細胞を誘導して膵β細胞を崩壊する。
　風疹ウイルス，サイトメガロウイルス，ムンプスウイルス，
水痘ウイルスなどさまざまなウイルスが１型糖尿病の発症

誘因とされている。エンテロウイルス感染症は数週間～
数ヶ月間症状が続くが，大半が無症状なので１型糖尿病
の発症要因としてわかりにくい。直接的にはエンテロウイ
ルスが膵β細胞に感染し，分子学的に擬態してエピトープ
を広げ潜在抗原を活性化する。間接的には，妊婦のエン
テロウイルス抗体の移行により児が1型糖尿病を発症した
報告がある。フィンランドの報告では，エンテロウイルス
感染のある1型糖尿病患者の健常同胞の同ウイルスの抗
体価を6ヶ月ごとに測定したところ，同胞群に比較して糖
尿病患者の抗体価が高いことが判明した。
　長期に免疫機構がウイルス抗原に曝露されていると1型
糖尿病の発症が促進される。新規1型糖尿病患者におい
て膵生検や血中からエンテロウイルスRNAが微量で検出
された。1型糖尿病の発症前，発症時，診断時に患者家
族の採血をしたところ，エンテロウイルスの抗原の陽性率
が高く，少なくとも1型糖尿病発症時にはエンテロウイル
スは体内に存在することが示された。膵自己抗体とエンテ
ロウイルスRNAは陽性の時期が重なることが多いが，エ
ンテロウイルスRNAが陽性であれば必ず膵自己抗体も陽
性ということではなかった。エンテロウイルス感染率は，
膵自己抗体陽性者で3倍，1型糖尿病を発症した患者では
9倍であり，特に持続感染していると1型糖尿病を発症し
やすいことが示された。
　エンテロウイルスの中でもコクサッキー Bが1型糖尿病
と関係が深い。B4は膵β細胞への直接親和性が強く，動
物モデルではそれが膵β細胞のアポトーシスを誘導して高
血糖症から1型糖尿病発症に進展することが示された。

● 1型糖尿病予防のための臨床研究

　1型糖尿病は自己免疫の加速で発症するという考えに基
づいて，1型糖尿病予防の臨床試験が行われた。登録時
の進行ステージによって予防策を2つに分類し，1次予防
は，「遺伝的リスクは高いが自己免疫または代謝障害を認
めない群に対する予防」，2次予防は，「既に1型糖尿病の
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発症に向かっており膵自己抗体を認める群に対する予防」
とされた。
　1次予防には食事が関わる。１型糖尿病の発症に関与す
る栄養素は，牛ミルク，グルテン，ビタミンD不足といわ
れている。1型糖尿病における牛ミルクと人工乳の影響を
比較したところ，人工乳群は牛ミルク群に比較して膵自己
抗体が低値であり，腸管微生物叢に良い影響を与えて自
己免疫性糖尿病のリスクを減らすことが示唆されたという
報告がある。1型糖尿病疾患感受性HLAを有する2,159
名の新生児の母親に，生後6ヶ月までは母乳栄養で育てる
ように勧め，それが不可能な場合は，さまざまな分子量の
加水分解蛋白を含む人工乳を児に与えるパイロット研究を
行った。これは，蛋白分子が小さいほど自己免疫への刺
激が少ないという観察に基づくものであったが，最初のエ
ンドポイント（6歳になるまで少なくとも2つの自己抗体が存
在する）に有意差は認められなかった。母乳栄養児は１型
糖尿病発症が少なく，牛ミルクは自己免疫応答のトリガー
となるといわれているが，母乳栄養の期間，牛ミルクを飲
み始めた時期，膵自己抗体の陽性率を健常群と比較した
ところ，牛ミルクの早期開始が1型糖尿病発症のリスクを
増すという結論は得られなかった。したがって，牛ミルク
の早期開始の影響は小さく限定的と考えられた。
　1型糖尿病患者の小腸において小麦のグリアジンは炎症
反応を惹起し，グルテンは1型糖尿病のリスクを上げるこ
とが示された。1型糖尿病の小児は成長するにつれてセリ
アック病のリスクが高まることから，グルテンは膵臓の自己
免疫とセリアック病の両方を惹起することが示唆される。
　大規模コホートでは，乳児期早期（0～3ヶ月）と乳児期後
期（9ヵ月）にグルテンを与えると両グループとも膵自己免疫
のリスクが増加した。乳児期早期では免疫システムの未
熟性を反映し，乳児期後期では急な大量グルテンの摂取
が関係していると考えられた。
　ビタミンDは免疫を抑制するため，これが低値であると
自己免疫疾患のリスクとなる。ある一定のビタミンDを補
充すると，1型糖尿病の罹患リスクが減少したという報告
がある一方で，2,644人を対象に25（OH）D値と1型糖尿病
の発症について検討したところ，両者に関連は認められな
かった。
　2次予防を検討した複数の試験では，対象者が既に膵

自己抗体を認め1型糖尿病の発症に向かっていたため，予
防効果には限界があった。ニコチンアミド，シクロスポリン，
ケトチフェンなどの抗炎症薬，BCGワクチンによる免疫の
刺激は，いまだ期待される効果は認めていない。その他，
抗CD3治療，抗原特異療法，経腸・経口または経鼻イン
スリン治療，プロインスリンペプチド経皮的注入，GADワ
クチンなどの治療は検討中である。その他インスリン注射
は1型糖尿病の予防にはならなかった。インスリン自己抗
体が高いと１型糖尿病の発症が明らかに緩徐になるといわ
れており，この利点については現在調査中である。

● 考　察

　世界中で小児期発症1型糖尿病が増加しているのは，
ライフスタイルの変化による環境因子の影響が大きく，遺
伝因子の影響はあまりない。主要因子はウイルスであり，
風疹，水痘，サイトメガロウイルス，ムンプス，エンテロウ
イルスやロタウイルスが挙げられる。妊娠中に母親が風邪
を引いた場合，ウイルスが胎児の膵β細胞に移行するか，
または母体の膵β細胞抗体が児に移行して1型糖尿病が
発症するといわれている。例えば妊娠中にロタウイルスに
感染すると胎盤と母体血中のGAD65抗体が高値となり，
胎児の膵β細胞に障害を与え1型糖尿病が発症する。ロタ
ウイルスワクチンは安全であり小児の重症ロタウイルス感
染の予防になるが，このワクチンが1型糖尿病発症を招く
原因となるか，または予防するのかについては検討されて
いない。

● 結　論

　特定の食物を避けるあるいは摂取することによる1型糖
尿病予防が試みられているが，期待される結果は出ておら
ず，免疫機序による治療も奏効していない。環境因子の
重要性が挙げられているが，ウイルス感染により膵自己免
疫が刺激されて１型糖尿病が発症することもある。小児期
の1型糖尿病は，妊娠期に母から子に感染するということ
が示されれば，妊娠前にワクチンを接種することで1型糖
尿病の発症率は減少する。小児期発症1型糖尿病予防に
関する研究へのさらなるサポートが早急に必要であり，そ
れはセリアック病，若年性多発性硬化症，Graves病，橋
本病などの自己免疫疾患の減少にもつながるであろう。



4

＊Division of Diabetes and Endocrinology, Department of Internal Medicine, Kobe University Graduate School of Medicine, Kobe 650-0017 Japan

● はじめに

　下垂体機能低下症は先天性と後天性のものに分類される。
下垂体前葉細胞の分化・増殖は一連の転写因子の下垂体特
異的な発現によって運命づけられており，先天性下垂体機能
低下症の代表的な原因として転写因子の遺伝子異常が挙げ
られる。中でもPIT-1（pituitary specific transcription factor 1）
は成長ホルモン（GH），プロラクチン（PRL），甲状腺刺激ホル
モン（TSH）産生細胞の分化に必須であり，PIT-1遺伝子変
異は先天性GH・PRL・TSH分泌不全を引き起こす。一方，
後天性下垂体機能低下症の原因としては，下垂体腫瘍およ
びその術後，放射線治療，梗塞，自己免疫性下垂体炎，外
傷，感染，肉芽腫性疾患などが知られている。本稿では後
天性下垂体機能低下症をきたす新しい疾患概念として報告
された，抗PIT-1抗体症候群の病態・病因について述べる。

● 下垂体特異的転写因子，PIT-1

　PIT-1は下垂体特異的な転写因子であり，GH・PRL・
TSH産生細胞の分化およびホルモン産生に重要な働きを持
つ。これらのホルモンが障害された先天性複合型下垂体機
能低下症（CPHD）の解析からPIT-1遺伝子のさまざまな異
常が報告されている。

● 抗PIT-1抗体症候群

　抗PIT-1抗体症候群においてはPIT-1遺伝子異常症と異
なり，後天的にGH, PRL, TSHが欠損する。これまでに以
下の3例の抗PIT-1抗体症候群の症例が報告されている。
症例1: 44歳男性，顔面，手指および腕の浮腫で来院。内
分泌学的検査でTSHと遊離T4は低値，GHとPRLはいず
れも測定感度未満。下垂体前葉刺激試験ではACTH，LH，
FSHは正常反応，GH，PRL，TSHは無反応。胃粘膜組織
では萎縮性胃炎が認められ，血清中に抗ミクロソーム抗体，
抗サイログロブリン抗体，抗壁細胞抗体が認められた。症
例2: 緩徐進行1型糖尿病を有する75歳男性，中枢性甲状腺
機能低下症で発症，GHとPRLが測定感度未満で，抗ミクロ

ソーム抗体，抗GAD抗体，抗壁細胞抗体が陽性で橋本病
を合併。症例3: 78歳男性，中枢性甲状腺機能低下症で発症，
GHとPRLが感度以下で，血清中に抗TPO抗体が陽性。
　この3例はいずれもGH・PRL・TSH特異的に分泌不全
を呈しており，PIT-1遺伝子異常と同様の内分泌異常を示
したが，PIT-1遺伝子変異は認められなかった。しかし3例
ともにPIT-1蛋白を特異的に認識するPIT-1に対する自己抗
体の存在が証明された。症例2では剖検が施行され，下垂
体ではACTH・LH・FSH陽性細胞が正常に存在している
のに対し，GH・PRL・TSH陽性細胞ならびにPIT-1陽性細
胞が消失していた。また胃，膵臓，副腎，肝臓，甲状腺で
はリンパ球の浸潤と組織構築の破壊が認められた。
　これらの結果から抗PIT-1抗体症候群は，①後天性
CPHDでGH・PRL・TSH特異的に障害される，②血清中
に抗PIT-1抗体が存在する，③多腺性自己免疫症候群

（Autoimmune polyglandular syndrome: APS）で見られる
膵島炎，甲状腺炎，副腎炎などの種々の自己免疫性内分泌
臓器障害が見られる，と定義された。

● 抗PIT-1抗体症候群と 
 多腺性自己免疫症候群

　多腺性自己免疫症候群（APS）は自己免疫機序による内分
泌腺を含む複数の臓器障害を呈する疾患概念である。一般
的にAPS-1（autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-
ectodermal dystrophy, APECED），APS-2，IPEX （immu-
nodysregulation, polyendocrinopathy and enteropathy, 
X-Linked）症候群の3種に分類されている。
　小児期に発症するAPS-1は粘膜皮膚カンジダ症と重篤な
免疫不全が特徴であり，副甲状腺機能低下症とAddison病
を呈する。この疾患はAIRE（autoimmune regulator）遺伝
子異常による常染色体劣性遺伝形式の単一遺伝子疾患で
ある。AIREは胸腺髄質に発現し，自己抗原の異所性発現
や自己応答性T細胞のネガティブセレクションに関与するこ
とで末梢臓器への免疫寛容が起き，自己免疫疾患の発症が
抑制される。本疾患では種々の臓器の自己免疫病変が見ら

抗PIT-1抗体症候群; 下垂体機能
低下症を呈する新しい疾患概念
Anti-PIT-1 Antibody Syndrome; a Novel Clinical Entity 
Leading to Hypopituitarism

Hironori Bando, MD＊; Genzo Iguchi MD, PhD＊; 
Masaaki Yamamoto MD, PhD＊; Ryoko Hidaka-Takeno, MD, PhD＊; 
Yutaka Takahashi, MD, PhD＊
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れ，下垂体障害は比較的まれであるが合併例では下垂体ホ
ルモンの非特異的な障害を呈する。
　APS-2はAPSで最も多く見られるタイプであり，アジソン
病，自己免疫性甲状腺疾患，1型糖尿病などを合併する。
下垂体炎はまれではあるが，APS-1同様，非特異的な下垂
体機能障害パターンを呈する。本疾患の発症には特定の
HLAとの強い関連が報告されている。
　IPEX症候群は重篤な腸炎などで発症する致死的でまれ
な自己免疫疾患であり，1型糖尿病・自己免疫性甲状腺疾
患などの内分泌腺障害が認められる。Forkhead box P3

（FOXP3）遺伝子の機能喪失変異が原因である。FOXP3は
制御性T細胞（Treg）の分化に必須の転写因子であり自己組
織抗原に対する免疫寛容維持に重要な役割を果たすが，
Tregの欠損がIPEX症候群患者では認められる。
　抗PIT-1抗体症候群では種々の自己抗体を有するととも
に，自己免疫性内分泌腺病変が認められ，APSの定義に合
致していた。しかしながら，本症候群ではAPS-1・APS-2・
IPEX症候群のいずれでも見られない下垂体ホルモンにお
けるGH，PRL，TSHの特異的欠損を認めたことから，APS
の新たな病型であり，新たな疾患概念として報告された。

● 抗PIT-1抗体症候群の遺伝的背景

　自己免疫疾患の発症には遺伝的背景が種々の程度に関与
することが明らかになっている。例えばAPS-2（特に1型糖
尿病や自己免疫性甲状腺疾患）では，その発症と関与する
cytotoxic T-lymphocyte antigen 4（CTLA-4）遺 伝 子，
protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 22 

（PTPN22）遺伝子，MHC class I chain-related（MICA）遺
伝子などの一塩基多型（single nucleotide polymorphism, 
SNP）が報告されている。抗PIT-1抗体症候群症例ではこれ
らの関連したSNPは認めなかった。また，HLAハプロタイ
プがAPS-2に関与する疾患との強い関連があるが，抗
PIT-1抗体症候群の3例においては共通のHLAハプロタイ
プは認められなかった。
　一方，興味深いことにB細胞受容体のシグナルを制御す
る酵素の一つであるsialic acid acetylesterase（SIAE）遺伝
子において，抗PIT-1抗体症候群では3例ともに共通する
SNPが認められた（c.1400C＞T, A467V）。SIAEの活性低
下を示すバリアントが自己免疫性疾患発症に関与し自己抗
体産生のリスクを高めることが報告されているが，本症候群
の発症への寄与の程度，機序については未だ十分解明され
ていない。SIAEのSNPは自己免疫の発症機序の一部を説
明し得るかもしれないが，PIT-1特異的な免疫寛容の破綻
の説明は困難であり，その他にも複数の要因が関与している
可能性が考えられる。

● 抗PIT-1抗体の特異性

　自己免疫性下垂体炎の発症要因は下垂体に対する自己免
疫によると考えられており，下垂体を認識する自己抗体が報

告されている。その抗原としてGH1やGH2，α-enolase，
pitu i tary g land spec i f ic f actor（PGSF）1a・2，
secretogranin-2などが報告されている。これらの抗下垂体
抗体は下垂体炎のマーカーと考えられているが，シーハン
症候群，下垂体腺腫などでも認められることから特異性は
比較的低く，多くは下垂体組織の破壊による結果，産生さ
れたと考えられている。
　現在のところ，病因となり得る自己抗体は報告されていな
いが，いくつかの抗体においてその特異性と病態との関連が
知られている。BellisらはACTH分泌不全症の15%，GH分
泌不全症の20%，中枢性性腺機能低下症の21%で高抗体価
の抗下垂体抗体が認められ，各々の自己抗体がACTH・
GH・ゴナドトロピン産生細胞を認識することを報告している。
また，抗PRL抗体を有したPRL単独欠損症症例も報告され
ている。抗PIT-1抗体症候群においては，PIT-1に特異的な
GH・PRL・TSH産生細胞が後天的に障害されていた点と併
せて，抗PIT-1抗体の存在は病因としてのPIT-1発現細胞
に対する自己免疫の関与を示唆すると考えられる。

● 抗PIT-1抗体症候群の発症機構

　それでは，抗PIT-1抗体自体が原因なのであろうか？抗体
自体の細胞傷害性について詳細な検討が行われたが，抗体
を含む患者血清はPIT-1を発現するGH3細胞の増殖阻害効
果やGH・PRL分泌抑制，補体依存性細胞傷害効果を示さ
なかった。一方，患者末梢血中の細胞傷害性T細胞が特異
的にPIT-1蛋白に反応することが示され，下垂体を含む障
害臓器に細胞傷害性T細胞のマーカーであるCD8陽性細
胞浸潤が認められた。これらの結果からPIT-1を認識する
細胞傷害性T細胞が組織傷害の原因であり，抗PIT-1抗体
はマーカーであることが示された。

● 抗PIT-1抗体症候群の謎と今後の展開

　本症候群の病因，病態について未解明の多くの謎が存在
している。特に，PIT-1特異的に自己免疫が発症した理由は
興味深い。一つの可能性としては分子擬態（molecular 
mimicry）が考えられる。よく知られた例としてはギラン・バ
レー症候群におけるヒトミエリンに存在するgangliosideと
Campylobacter jejuni菌体成分であるlipo-oligosaccharideの
相同性による交差反応がある。抗PIT-1抗体症候群も同様
の機序であるとすれば，PIT-1蛋白のエピトープと類似する
外来性抗原の感染により交差反応が起きたのかもしれない。
　本症候群は細胞内蛋白であるPIT-1に対する免疫寛容の
破綻と特異的細胞傷害によって引き起こされたが，本症候
群の存在は同様のメカニズムで発症する未知の疾患の存在
を示唆する。すなわち，転写因子など細胞内分子に対する
自己免疫によりその細胞機能が障害されるような病態であ
る。このような観点においても，抗PIT-1抗体症候群の病態
の解析はAPSを含めた自己免疫疾患の病因，病態の解明に
結び付くと考えられる。
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● プラダー・ウィリー症候群とは

　プラダー・ウィリー症候群(PWS)は15番染色体のq11.2-
13の父方アレルが欠損して生じる遺伝的疾患で15,000～
30,000出生に一人の頻度で認められる。PWSには独特な生
理学的，行動学的，内分泌学的特徴があり，視床下部障害
によって筋緊張低下，非典型的なホルモン分泌，呼吸異常，
治療抵抗性の致死的な肥満をもたらす過食などが生じる。
PWSは遺伝的原因で生じる最も頻度の高い肥満の一つで，
睡眠時無呼吸，肺性心，糖尿病，動脈硬化などの合併症や
体脂肪が多い。本稿ではPWSの過食に対する管理につい
て概説する。

● PWSにおける肥満と過食の特徴

　PWSは満腹感が低下しており，早く食べ始め遅く食べ終
わるために通常の3～6倍の量を食べる。また甘い物嗜好，
食品の貯め込み，盗食，異食症が認められ，さらに嘔吐反
射が減少しており，胃内容排出も遅い。PWSは，成長ホル
モン（GH）分泌不全が合併しているため単純性肥満と比べ
て除脂肪体重（LBM）が少なく体脂肪率が高いが，内臓脂肪
は少なくインスリン感受性も高い。基礎代謝も乳児期から低
下しているが，これはLBMで調整すると差はない。PWSの
脳を機能的画像評価で解析したところ，食事と満足感との
報酬系に機能異常が認められた。またPETでは前頭眼窩
野，側頭野，前頭前野などの皮質の満足感に関する領域で，
食事によって活動性が上がるという正常反応が認められな
かった。PWSにグルコースを投与して機能的MRIで解析し
たところ，島・前頭前皮質，腹側基底核，視床下部などの
満足感に関係した領域においてシグナル減衰が遅延してい
た。さらに視床下部，扁桃体，海馬など皮質下においては
食事に反応して過活動が認められた一方，食行動の抑制に
関与する前頭眼窩皮質や背外側前頭前皮質などでは活動
低下が認められた。またPWSは遺伝子異常の違いで食行
動に差が認められた。15番染色体長腕の欠失によるPWS

では，母親由来の15番染色体片親性ダイソミー（UPD）と比
べて，内側前頭前皮質や扁桃体において食事の前後で食欲
のネットワークの活性化が認められたが，UPDの患者では
長腕欠失の患者より背外側前頭前皮質と傍海馬回において
食後の活性化がより強く認められた。

● PWSにおける栄養学

　PWSと単純性肥満との違いは乳児期から成人期にかけ
て過食が生じることである。これを栄養学的に分類すると0
期は胎生期で胎動の減少と出生時体重とBMIの低下を示
し，1a期は生後9ヶ月までで筋力低下から来る吸引力低下に
よる哺乳不良と体重増加不良の時期，1b期は9～25ヶ月で
正常の食欲で正常に成長する時期，2a期は2.1～4.5歳で食
欲亢進は認めないが食事制限をしないと肥満になる時期，
2b期は4.5～8歳で過食が始まり食事への執着と摂食量の増
加などが顕著になってくる時期であるが，この時期のPWS
は食に関する話題から容易に話題変換ができ満足感も得ら
える。3期は8歳～成人で過食が継続し，盗食，食品を貯め
込む，ゴミ箱をあさる，異食症，うそをつくなど，食に関す
る悪い行動が認められる。食の話題から離れられず，かん
しゃくも認められる。食べ物に対するアクセスや食事量が制
限なされなければ肥満の悪化が認められる。4期は食欲に
対処する行動や食に関する異常行動が改善し満足感を得る
ことができる状態で，成人PWSでしばしば認められる。

● 過食に対するこれまでの治療

　現在のところ，PWSの食への執着に対してFDAが有効
と認める治療法はないが，これまでにいくつかの研究がされ
てきた。ソマトスタチンはPWSにおいてもグレリンを減少さ
せることが認められたが食欲は落ちなかった。オクトレオチ
ドは小児PWSにおいてグレリンを減少させたが，やはり食
欲には影響なかった。他には選択的セロトニン再取り込み阻
害薬に使用により，皮膚をつねるなど適応障害行動，食べ物
に関する行動，そして体重が改善したという報告もある。

1Division of Endocrinology and Diabetes, Seattle Children’s, University of Washington; 2Division of Developmental Medicine, Seattle Children’s, University 
of Washington; 3Division of Genetic Medicine, Seattle Children’s, University of Washington; 4Division of Pulmonary and Sleep Medicine, Seattle Children’s, 
University of Washington, Seattle, WA 98105, USA; 5Center for Integrative Brain Research, Seattle Children’s Research Institute, Seattle, WA 98101, USA
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PWSに対するGH治療は2000年にFDAに認可されGH分
泌に伴う低身長は改善するが，BMIやLBMは正常化しな
かった。また生後4ヶ月のPWSでの有用性も報告されてい
る。8年間のGH使用（1mg/m2/日）の報告ではLBMとBMI
と身長が改善したという報告があるが，過食には無効であっ
たためGHは補助的治療と考えるべきである。このようにGH
は効果的であるが，これまでにGH投与開始後9ヶ月以内の
PWSに呼吸器疾患による死亡例がある。これはGHによるリ
ンパ組織の成長によると考えられるため，呼吸状態を緊密に
観察すべきである。最近では，インスリン抵抗性と耐糖能障
害を示すPWSにメトホルミンを投与しても体重減少はな
かったとする報告がある一方，GLP-1を投与した報告では糖
尿病のコントロールと体重と満腹感が改善した報告もある。

● 外科的手術

　PWSの減量目的でこれまでに胆膵バイパス術，胃バイパ
ス術，胃内バルーン留置術，空回腸バイパス術，シリコンバ
ンド胃形成術，迷走神経幹切断術などの報告があるが，単
純性肥満と比べて減量効果が少なく，多くの患者は後に元
の体重に戻る。加えて術創の感染症や肺動脈塞栓を伴う深
部血管閉塞，胃腸管出血，胃拡張，胃穿孔，下痢，栄養欠乏，
死亡などの合併症が多く報告されている。それゆえ，ほとん
どのPWSにおいて外科的手術は推奨されない。

● 行動修正

　体重制限は非常に困難で，行動修正や摂食量制限，運動
療法，緊密な監視，食べ物やお金を制限することは養育者
に大変な負担を強いる。食事に対する行動は，栄養がきち
んと摂取できているかの管理と同じくらい大変重要で，家族
はまずすべての食事や軽食を計画立てて日常化し，それを
守る必要がある。食べ物へのアクセスやその摂取ができる
ことに確信が持てないと，多くのPWS患者を不安がらせ，
問題行動を起こさせることになるため，いつになったら食べ
られるかを理解させることで彼らの不安を抑え行動を規律
化する助けになる。行動や食事を管理することで食事に関
する安心感を起させることもできる。食事に関する安心感の
原則はピッツバーグパートナーシップによって考案され，「疑
わない」「希望を持たない」「失望しない」から成り立つ。「疑わ
ない」とは何をどれくらい得られるのかを知ること，「希望を
持たない」は食べ物はきちんと管理され自分も監視されてお
り，決められた以外に食べ物を得られるチャンスはないと知
ること，そして「失望しない」は期待を裏切らないことである。
行動療法には親戚や友達，学校職員など，児の養育に関わ
る者すべてが参加する必要がある。児が3歳になると，学
区ごとに提供される公共サービスによる支援への移行が図
られる。個別教育プランには，PWSの診断を行う，言語・
理学療法を受けさせる，就学前発達支援教室に通わせるな
どが含まれる。この教室では，食べ物への無制限なアクセ
スをなくし，良い行いへの報酬として食べ物を用いることな

く，定期的な運動時間を学校生活に組み入れる。子どもが
成長し食べ物を探すようになったら，1対1で補助教員が一
日中つくか，最低でも教室間の移動に付き添って食べ物に
近づかせないように注意する。高校では職業訓練が始まる
が，PWSにはレストランや食物関係の仕事にはつかせない。

● 食事制限

　PWSは生後4～6ヶ月までは経管栄養が必要で，家族は
児の成長に必要な栄養量算出や摂取スケジュール決めなど
について，また経口摂取に移行してからもカロリー制限の必
要から摂取栄養量の管理についても栄養士の支援を受ける
必要がある。PWSの栄養学的な分類2期には，摂取カロ
リー制限によって体重をコントロールする必要がある。PWS
は基礎代謝が減少しているため同年齢児の必要摂取カロ
リーの60～80%に制限する。PWSでは2歳までのより早い
時期に，身長1cmあたり10kcalを制限することでその後の
過体重を予防することができるとする報告がある。最近で
は，脂質が約30%，炭水化物が45%，蛋白質が25%の割合
で食物繊維が1日当たり最低20g含まれている食事にするこ
とで，高炭水化物食より脂肪沈着が少なかったとする報告
がある。また食事制限によってカルシウム，鉄，ビタミンD，
トコフェロールなどの必須栄養素が低下することがあるた
め，定期的に検査し補充する。

● 将来の治療

　肥満と過食に対する新しい治療薬の治験が進行中であ
る。一つはベロラニブ（メチオニンアミノペプチダーゼ2阻害
薬）で，現在PWSの肥満と過食に対し第3相の治験中であ
る。第1相，第2相ではPWSと単純性肥満において体重減
少と空腹感の減少とLDLコレステロールや中性脂肪，CRP，
アディポネクチンなどの心血管代謝リスク因子の改善が認
められた。もう一つはRM-493（メラノコルチン受容体4作動
薬）でPWSの肥満を対象に第2相の治験中である。最初の
動物実験では体重減少と摂食量の減少が認められたが，単
純性肥満に対する第1相治験では投薬によって基礎代謝の
増加が認められた。三つ目はPWSの視床下部に電極を留
置する深部脳刺激で，現在，第1相治験の参加者を募集中
である。治療困難な肥満を伴うPWS 3名に対し視床下部外
側を刺激することで基礎代謝が増加し体重が0.9～16.4%減
少した。PWSでは脳の機能的画像検査に異常所見が認め
られるため，この治療法は中枢性過食の原因を治療して体
重減少が得られる独特な治療法である。

● 結　論

　PWSの肥満を制限する治療手段は行動修正や厳しい食
事制限以外は限られているが，病態生理の解明が進むこと
で，食欲や体重に対する新しい治療法が将来もたらされる
であろう。



12-3
OT 416-1 1606

MM 12 MED

株式会社 メディアート
〒101-0065　東京都千代田区西神田1-4-11 　　　　©MediArt, Ltd. 2016


