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1 成長ホルモン分泌不全症
診療のPoints

成長ホルモン分泌不全症（GHD）、頭部照射後GH神経分泌異常（radiat ion - inducedGH 
neurosecretory dysfunction ： GHND）がある。GHNDは、GH分泌刺激試験で異常はないもの
の、生理的GH分泌能が低下している概念である。この概念に対しては賛否両論がある。
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2 GH治療と二次性腫瘍
＜日本 ： GHの「使用上の注意」書き（2010年9月）＞

GHDは、頭部照射後の年数とともに増加するので、1回だけのGH分泌刺激試験が正常であっても、
GH分泌能がその後も一生正常とは限らない。

2

GH以外の他の下垂体前葉ホルモン分泌不全が2種以上あれば、GHD（とくに重症GHD）も疑う。 3

脊椎照射歴がある群では、脊椎照射歴がない群に比べて、GH治療を施行したとしても最終身長は低く
なることが報告されている。

4

CCSのGHDの治療では、中枢性の甲状腺機能低下症や副腎機能低下症を合併しているかどうかをチ
ェックすることが必要である。中枢性甲状腺機能低下症と副腎機能低下症が存在する例では、副腎皮質
ホルモン→甲状腺ホルモン→GHの順で投与する。詳細は、『Pitfall vol.4』を参照。

5

成人GHDを疑わせる症状・所見（易疲労感、スタミナ不足、集中力低下、気力低下、うつ状態、性欲低下、
月経不順、早期閉経、体脂肪の増加、筋肉量の低下、メタボリックシンドローム、QOL低下など）があれ
ば、成人GHD（年齢的に小児でも骨端線が閉鎖していればその場合を含む）を疑う。
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II

「小児がんの既往を有する患者にヒト成長ホルモンを投与した場合、二次性腫瘍の発現リスクが上昇するとの
報告がある。」

＜U.S.のWarnings and precautions（2007年）＞
  In CCS, an increased risk of a second neoplasm has been reported in patients treated with 
somatropin after their first neoplasm. Intracranial tumors, in particular meningiomas, in patients 
treated with radiation to the head for their first neoplasm, were the most common of these second 
neoplasm.　  “second cancer”ではない。

日本の注意書きには、U.S.の「In CCS, an increased risk of a second neoplasm ････」の説明のみで、
重要な点である「Intracranial tumors, in particular meningiomas, ････」の説明がない。

１．日本とU.S.の「使用上の注意」書きの相違点・問題点



●一般人でもCCSでも腫瘍、がんの発症は経年的に増加するのに対し、この再検討では逆に減少して
いる。　 GH治療とSN発症とは関係ない可能性が高い？

●SN（GH未治療群での） ： 2002年の344例に対し、2006年には555例と、32カ月間で211例
　増加（約80例/年）。　 32カ月後の再検討ではGH未治療群でのSNが増加したので、GH治療群で
のSN発症の危険性は約2倍に減少した可能性がある。

●SN（GH未治療群での） ： 1970～1986年の発症患者（21歳以下）で、2002年報告時（344例）
にはかなり年数が経っているので、もし32カ月間で211例（約80例/年）の割合で増加しているなら
2002年報告時には344例以上あっても不思議ではない（経年的に増加することは無視できない
が）　 きちんと報告されていない？　見逃されていた？

●2002年論文 ：When the analysis was restricted to malignant SN （excluding 
meningiomas）, the effect of GH on the risk of SN was no longer observed. 
　2006年論文：このような記載なし。

●2006年論文：SN20例全例が固形腫瘍で、meningioma（髄膜腫）が9例（45%）を占めている。

●2006年論文 ： GH治療群でのSNは、20例/361例（5.5%）（meningiomaを含む）、11例/352
例（3.1%）（meningiomaを含まない）。GH未治療群でのSNは、555例/13,747例（4.0%）。　
　 meningioma を除外すれば3.1%と4.0%で相違なし ！

●Meningiomaの大多数は良性である。

●Meningioma 9例の原疾患は脳腫瘍で頭部照射を受けている。
　元来、meningiomaは、GH治療とは無関係に頭部放射線治療後に発症する危険性がある。

●日本のGHの「使用上の注意書き」では、二次性腫瘍（second neoplasm ： SN）＝二次がんと誤解されや
すい｡　 SNには、良性（meningiomaなど）と悪性を含むことが記載されていない。

●GH治療すると、SN（二次がん？）の発症が高まるとの印象を与える？

●GH治療とSN発症に、因果関係があるとは断定されていない。 
　GH治療が危険因子であるかどうかは不明。　 ただ、「････との報告がある」のみ｡

●「････との報告がある」　 それでは、医療現場では患者・家族に対してどのように対処すべきか？ 医
療現場任せ？

●The Childhood Cancer Survivors Study（CCSS）、1970～1986年に発症した患者（21歳以下）で、5年
以上生存者。 Craniopharyngiomaは、除外。

●2002年にGH治療Childhood Cancer Survivors（CCS）では、GH未治療CCSに比してSN発症が約3倍多
いと報告したが、32カ月後の再検討（2006年論文）では、SN発症の危険性は約2倍に減少したと報告。
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1）Sklar CA, et al : J Clin Endocrinol Metab 2002 ; 87 : 3136-3141.
2）Ergun-Longmire B, Sklar CA, et al : J Clin Endocrinol Metab 2006 ; 91 : 3494-3498.

2．「二次性腫瘍の発現リスクが上昇するとの報告がある」2論文の要旨と問題点

要　　旨

問 題 点
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＊GH治療終了後、何年までフォローすればよい？
経年的に腫瘍は増加するので、フォロー期間が長ければ長いほど発症する。
GH治療終了後のフォローは不完全である。

The National Cooperative Growth Study（NCGS）で、1985～2006年1月の調査、GH治療期間のみ、
約55,000人で、内約1,500人： intracranial malignancies（craniopharyngiomaは除外）、約1,000人：
extracranial malignancies。
49例/2,500例（2%） ： SN発症

●GH未治療群での二次性腫瘍発症率のデータはなし。
●Sklarらの2論文と比較して、元の疾患として白血病、retinoblastomaが多いが、頭蓋内腫瘍は不明。

●Meningiomaは無症状の期間が長く、ＧＨ治療
患者には積極的に頭部MRI/CT検査をした可能
性があり、ＧＨ治療をしなくても数年後には
meningiomaを発症した症例を早期に発見し
た可能性がある。実際に、meningiomaを発症
したＧＨ治療群（361例中9例）の頭部放射線治
療からmeningioma診断までの期間は12.2
年で、ＧＨ無治療でmeningiomaを発症したＧＨ無治療群（13,747例中62例）の19年よりも短
く、ＧＨ治療群では頭部MRI/CT検査が積極的に行われたことが示唆される。

●GH治療により発症したであろうmeningiomaが、早く大きくなった？

●GH治療量・治療期間とSN発症との関連はない。

Meningioma

ＧＨ治療群
（361例中9例） 12.2年

ＧＨ無治療群
（13,747例中62例） 19 年

Meningioma
診断までの期間

Sklarらの2論文
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放射線療法 ： SN発症の危険因子であることは認められているが、GH治療が危険因子であるかどうかは不明。
　 GH治療が危険因子かどうかは、
（1）血液腫瘍性疾患（白血病、MLなど）、（2）固形腫瘍（骨肉腫、神経芽腫など）、（3）脳腫瘍で治療法も違
い、SN、二次がん発症率も異なるため、各々の群で、①放射線量あり＋GH治療あり群と、②放射線治療あり＋
GH治療なし群とでの比較検討が必要である。

3．Sklarらの2論文とBellらの論文から

Bell J, et al : Long-term safety of recombinant human growth hormone in children.
 J Clin Endocrinol Metab 2010 ; 95:167-177.
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GH治療患者での白血病発症率は、Fanconi
貧血やBloom症候群、がんを発症しやすい染
色体異常などのリスクファクターがない場合は
一般小児の白血病発症率と差がなく、GH治療
とは無関係である。GHDに対するGH治療は補
充療法であり、薬理学的治療法ではないからで
ある。

1

4 Growth without GH
頭蓋咽頭腫など視床下部・下垂体領域の腫瘍の一部には、完全GHDでGH未治療にもかかわらず身長が伸
びる例もある。機序は不明だが、肥満との因果関係が指摘されているが、肥満を伴わない例もある。

1

GHのmetabolic effectsを期待してのGH治療も考えられるが、低身長でない例では小慢/保険
適応の問題がある。

2

次第に身長の伸びは不良となる例もある。3

リスクファクターのある患児に対するGH治療
によって本当に発がん性が高まるのかどうかは
不明である。しかし、リスクファクターがある患
児にGH治療を実施する場合には、本人・家族に
対する十分な説明が必要である。

2

脳腫瘍の再発率も、GH治療群でGH非治療群よりも再発率が高まることはない。しかし、脳腫瘍治療後1～2年
は再発の可能性があるため、GH治療なしで様子を見たほうがよいと思われるが、case by caseで考える。

4

リスクファクターがない場合には、GH治療と新しい白血病・悪性疾患発症とは無関係である。5

血清IGF-Ⅰ値が基準値の＋2SDを超えないように、GH治療中は年2回程度のIGF-Ⅰ検査を実施することが望ましい。6

白血病治癒患者の頭部照射後によるGHDに対するGH治療による白血病再発の危険性も否定されている。3

診療のPoints

3 GH治療と新しい白血病・悪性疾患発症、脳腫瘍再発について

GH治療と白血病発症

国
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白血病発症率
（10万人・年）

GH治療患児の
発症率

（10万人・年）

3.3～4.33.3

3.3

3.6

2.9～4.0
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（～1995）

7.8
3.0
44.6
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without risk
with risk

USA & Canada
（1985～1995）

6.8～7.2
4.1～4.3

total
without risk

Europe
（1988～1992）

6.4
3.0
71.4

total
without risk
with risk

Japan
（1975～1997）

　CureSearch : Ver. 3.0  10/2008. Children's oncology Group.　http://www.curesearch.org/ 
1）People who received certain chemotherapy drugs.
2）People who received radiation therapy, especially at a young age.
3）People who have a history of cancer in their family.
　 GH治療に関しては記載なし。

4．Who is at risk for second cancer？（二次がん発症の危険因子）


