
中枢性性腺機能低下症と思春期遅発症（おくて）との鑑別は、思春期年齢でも困難なことがある。7

乳房低形成 ： 小児期～思春期に乳腺組織が20Gy以上の照射を受けると乳房低形成を生
ずる危険性がある。20Gy以下のTBIでは乳房低形成の危険性は低いとされているが、日
常診療において、乳房発達に対するフォローは行うべきである。

9

中枢性性腺機能低下症（男性 ： 性欲低下、勃起不全など、女性 ： 閉経、生理不順など）があれ
ば、下垂体機能低下症（特にGHD）の合併を疑う。

8
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1 性腺系
診療のPoints

中枢性思春期早発症、中枢性性腺機能低下症（LH、FSH低値）と原発性性腺機能低下症
（LH、FSH高値）に分類される。
1

頭部への放射線照射療法や
性腺（精巣、卵巣）への放射線
照射、さらに化学療法が複雑
に関与し、思春期早発症・早発
傾向（わせ）あるいは性腺機
能低下症・思春期遅発の相反
する現象が、一個人にも認め
られる。従って、思春期が発来
しても、正常の思春期発達や
一生正常な性腺機能を示すと
は限らない（図1）。

2

頭蓋照射時の年齢が若いほど思春期発来も早い。思春期早発症・早発傾向（わせ）は女児が男児
より多い。照射量が18Gy以上で思春期早発症・早発傾向（わせ）をきたし、30Gy以上で性腺機
能低下症（LH/FSH分泌不全症）を呈するようになる。しかし、造血幹細胞移植時の全身照射
（TBI : Total Body Irradiation）の12Gyぐらいでも思春期早発症・早発傾向（わせ）や思春期
遅発をきたす例もあれば、思春期が発来しても性腺機能低下症をきたす例もある（　を参照）。

3

4 思春期早発症・早発傾向（わせ）で、身長が低いのに思春期が発来すると思春期の全体の身長の伸
びが少なく、成人身長は期待したよりも低くなる可能性がある。身長が急に伸びたことをcatch-up 
growthと誤解せずに、成長曲線、二次性徴、骨年齢などをフォローすることが重要である。

IV

図1．CCSと性腺機能

中枢性思春期早発症・早発傾向（わせ）

中枢性性腺機能低下症・思春期遅発症（おくて）

原発性性腺機能低下症

精巣・卵巣への照射（TBI＊など）、化学療法
＊TBI : Total Body Irradiation

 思春期が発来しても、正常の思春期発達や一生正常な性腺機能を示すとは限らない。

相反する現象 頭蓋照射量による ！

思春期早発症・早発傾向（わせ）に対して、GnRHアナログ（酢酸リュープロレリンなど）に
よる性腺抑制療法も考慮されるが、将来的に永続的性腺機能低下症に移行する危険性もあ
るため、性腺抑制療法は慎重に検討すべきである。

6

頭部への放射線療法以外に、家系内の思春期早発傾向（わせ）や低出生体重は思春期早発
傾向（わせ）を発症する危険因子である。

5

10
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原発性性腺機能低下症は精巣・卵巣そのものが障害される場合に認められる。TBIや腹部・
骨盤部位への照射による精巣・卵巣への照射、アルキル化剤（シクロフォスファミド、ブスル
ファン）、アントラサイクリン系薬剤投与、まれに精巣・卵巣への白血病細胞の浸潤が原因と
なる。原発性性腺機能低下は、男児、若年齢のほうに危険性が高い。
１） 精巣への影響 ： Leydig細胞からのテストステロン産生能は比較的保持（血中テストス
　  テロン値は正常）されるが、LHは高値のPartial Leydig cell dysfunctionを示す。
　  Sertoli細胞と胚細胞はより障害を受けやすく、思春期が発来しても精巣は小さくて硬
　  めで精細管発育障害、精子形成障害を呈し、正常な思春期進行の障害や生殖能力の低
　  下を呈する。FSH高値である。また、中枢性思春期早発症をきたすこともある。
２） 卵巣への影響 ： 思春期が発来しても経年的に無排卵性月経、不妊、流産、早期閉経など
　　の性腺機能低下症に陥る可能性がある。

10

性腺機能低下症、思春期早発症（疑いも含む）は、専門医に紹介する。11
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＜参考文献＞ Nandagopal R, et al : Horm Res 2008 ; 69 : 65-74.
JPSLG 長期フォローアップ委員会 ： 小児がん経験者の長期フォローアップ集学的アプローチ. 第１版. 東京. 日本医学
　館, 2008.
日本小児内分泌学会 CCS委員会 ： 小児がん経験者（CCS）のための医師向けフォローアップガイド（近日発刊予定）

2 Radiation-induced cavernous hemangioma 

血管腫以外に、放射線誘発動脈瘤、モヤモヤ病、動脈炎、脳出血、アテローム性動脈硬化症、動脈
閉塞がある。

図2. Radiation-induced cavernous hemangiomaと病因
 Strenger V, et al : Strahlenther Onkol 2008 ; 184 : 276-280.

1980.1.～2003.12.　頭蓋照射を受けた171例中8例（4.7%）
にcavernous hemangioma（頭蓋海綿状血管腫）あり。
危険因子 ： 頭蓋照射 10歳以前。 照射量、悪性疾患とは無関係

男児 ： AML発症時 6歳10カ月、 20歳時のMRI　
表1. Radiation-induced cavernous hemangioma  

症例
性

1

F

2

F

3

M

5＊

M

4＊

M

6＊

F

7＊

M

8＊

F

疾患 ALL ALL ALL 髄芽腫髄芽腫 髄芽腫 上衣腫 頭蓋咽頭腫

照射量
（Gy)

8.2 10.9 3.5 7.49.0 7.6 4.8 6.3照射時
（歳）

18 12 12 5555 60 55 55

血管腫
照射後（年） 14.5 18.4 8.5 3.93.2 2.9 3.3 10.0

血管腫の
症状 なし なし なし なしなし なし なし なし

血管腫の
処置

MRIで
フォロー

MRIで
フォロー

手術、 
血管腫の

Dx前に出血

手術
（1年後
増大）

MRIで
フォロー

MRIで
フォロー

手術
（2.5年後

増大）

MRIで
フォロー

＊治療前にMRI/CT施行。 脳腫瘍 72例 （頭蓋咽頭腫 1例）、白血病 83例

1． MRI/CTで見つからない occult cavernomaが照射により大きくなる ？
２． Fibronectin、 vascular endotherial growth factor、basic fibroblast
    growth factorなどが、照射により産生？
３． Radiation-induced venous restriction 
    → 静脈圧↑→ cavernous malformation ?

Morris, et al : Neurology 2009 ; 73 : 1906-1913.

症状 なし

左前頭葉大脳鎌近傍に出血の痕
→（ヘモジデリン沈着がみられる）

T2＊、T2スター家族歴 ： なし TBI 12Gy


