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第 27 回日本ステロイドホルモン学会学術集会を迎えて 

 

 

 

この度、第 27 回日本ステロイドホルモン学会学術集会を令和元年 11 月 2 日（土）に浜松

アクトシティで開催させていただきます。 

日本ステロイドホルモン学会は、平成 5 年に設立された学会で、日本内分泌学会の分科会

として、本邦におけるステロイドホルモンの研究と臨床への貢献を目指し、基礎、内科、小児科、泌尿

器科、産婦人科などさまざまな分野の研究者が一同に集う学会として位置付けられております。ステロイ

ドホルモンは、従来からの副腎、性腺、胎盤などの内分泌組織における役割にとどまらず、骨格

筋、骨関節、脳などの非内分泌組織とされる組織においても重要な生理作用を発揮しているこ

とが明らかとされてきており、その研究・臨床分野は、大きく広がってきております。 

本学術集会におきましては、ステロイドについて多面的に理解するため、特別講演 2 題、シン

ポジウム 2 セッション、ランチョン教育講演 2 題、一般演題（28 演題）を予定しております。本

学術集会が、参加される皆様にとって、臨床および研究の発展の一助になれば幸いです。 

末筆ではございますが、先生方の益々のご発展を祈念いたしております。 

第 27 回日本ステロイドホルモン学会学術集会 

会長 緒方 勤 

浜松医科大学小児科 教授 
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【学術集会参加費】 

一般：5,000 円 

学生：3,000 円   ※大学院生は「一般」となります 

【参加受付】  

場所：アクトシティー浜松 コングレスセンター ４階ロビー 

日時：2019 年 11 月 2 日（土） 

※参加費のお支払いは現金のみとさせていただきます。 

クレジットカードのご利用はできません。 

※参加証に所属・氏名をご記入の上、会場内では必ず身につけてください。 

※学生の方は学生証をご提示ください。 

※ＡＭ９時台のセッション（一般演題 A1：優秀演題賞候補セッション、一般演題 B1 :

骨・筋・がん）の演者・座長・選考委員の方は、4 階での参加受付をせずに直接発表会

場（43 会議室または 44 会議室）にいらしてください。 

尚、セッション終了後なるべくお早めに、4 階の参加受付において参加登録をお済ませくだ

さい。 

【プログラム・抄録集】 

参加されます方は、事前にホームページの「抄録集」ページよりダウンロードをして、ご持参くださ

い。 

 

【ランチョンセミナー】 

整理券はございません。参加をご希望されるセミナーの入場時にお弁当をお受け取りください。 

 

【クローク】 

 場所：コングレスセンター4 階ロビー 

受け付けがありますので、そちらにお預けください。 

受付時間：2019 年 11 月 2 日（土）8：30～17：30 

 

参加者 へのご案内  
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【日本ステロイドホルモン学会 専門医の単位登録について】 

2022 年以降に更新予定の内分泌代謝専門医におかれましては、指定講演の聴講が必須

となります。また、新専門医制度で研修を開始された専攻医におかれましても指定講演の聴講

が必要となります。  

本学術集会においては、クッシング症候群アップデート「クッシング病・症候群の臨床は興味

津々」（11 時 25～12 時 10 分：1 単位）が日本内分泌学会の指定講演として承認されて

おります。入場時に会場入り口にて受講証明書をお渡しします。所定の欄に、日本内分泌学会

会員番号・専門医認定番号・氏名・生年月日をご記入ください。専攻医におかれましては、専

門医認定番号の欄に専攻医とご記入ください。退場時に会場出口にて事務局控を回収させて

いただきます。なお、途中入場あるいは途中退出の場合、受講証明書の配布あるいは回収をい

たしかねますので、ご了承ください。 

単位登録については自己申告となります。専門医更新申請時および専門医申請時に受講

証明書（原本）が必要となりますので、大切に保管してください。 ・ 

【その他】 

会場内はすべて禁煙です。 

原則として会場内でのお呼び出しはいたしません。 

会場内では携帯電話・スマートフォンはマナーモードに設定されるか、電源をお切りください。 

会長の許可のない掲示・展示・印刷物の配布・録画・写真撮影は固くお断りいたします。 

会場に駐車場はございません。公共交通機関をご利用いただくようお願いいたします。 
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【発表時間のご案内】 

プログラム 発表（分） 質疑応答（分） 

研究奨励賞受賞講演 １５ なし 

優秀演題賞候補セッション ７ ３ 

シンポジウム ２０ ５ 

一般演題 ７ ３ 

【座長へのご案内】 

１） 各セッション開始時間の 15 分前には、会場前方の次座長席に起こしください。 

２） 円滑な進行のため、時間厳守でお願いします。 

【演者へのご案内】 

１） 発表は、発表の 1 時間前までにロビーの「データー受付」にて係りの者にデーターでお渡しくだ

さい。会場にて試写を行うことはできません。 

２） 画像解像度は XGA（1,024×768、60Hz）を推奨いたします。 

３） 音声の出力には対応しておりません。 

４） 使用するパソコン OS は、Windows10、PowerPoint は Microsoft Office2016 を使用し

ます。 

「データー受付」にて同仕様のパソコンを設置しますので、事前確認をされる方はお使いくだ

さい。 

５） お預かりしましたデーターは、学術集会終了後に漏洩なきよう削除します。 

【COI の開示について】 

日本ステロイドホルモンの学会学術集会で発表される発表者は会員、非会員の別を問わず以

下の申告をお願い致します。 

１） 筆頭者発表者および共同演者全員は、演題投稿時からさかのぼって過去 3 年間に該当

する COI 状態について自己申告をお願い致します。 

２） 演題発表の際、発表者は該当する COI 状態について、スライドの最初（または演題・発

表者などを紹介するスライドの次）に、利益相反について開示してください。 

（申告用のスライドの見本は、学術集会ホームページに掲載しております。） 

座長 ・演 者 の先生方 へのお知 らせ  
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会場 アクトシティー浜松 コングレスセンター４Ｆ 

 

 

 

 

 

アクセス  
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フロア ー案 内 図  

クローク受 付  参 加 受 付  
 

データー受 付  



8 : 30

9 : 00

9:00～10:00（60分） 9:00～10：00（60分）

座長：市川智彦、野村政壽 座長：大月道夫、井上　聡

10:00～11:15（75分） 10：00～11:00（60分）

座長：柳瀬敏彦、田島敏広 座長：原田信広、笹野公伸
演者：1. 長谷川奉延
　　　   2. 深見真紀

11 : 00 　　   　3. 生水真紀夫

11:25～12：10（45分）

12 : 00 座長：宗友厚

演者：沖隆

12：15～13：00（45分） 12：15～13：00（45分）

座長：田中廣壽 座長：大薗恵一

演者：柴田洋孝 演者：伊東 宏晃

13：05～13:25（20分）

13:25～13：40（15分）

座長：田中廣壽

13：40～14：30（50分） 13：40～14：30（50分）

14 : 00 座長：大塚文男、佐藤　文俊 座長：堀川玲子、遠藤　彰

14：30-14：45（15分）

14：45-15：30（45分）

15 : 00 座長：緒方勤

演者：諸橋憲一郎

15：30～16：45（75分）

16 : 00 座長：武田仁勇、方波見卓行

演者：1. 田邉真紀人

　   　　2. 尾股慧

　　　   3. 藤澤泰子

17 : 00 閉会の挨拶

日　程　表

「胎生期低栄養とグルココルチコイド」

開会の挨拶

特別講演1

ランチョン教育講演（第一三共）

10 : 00

2019/11/2（土）

受付開始

一般演題B1一般演題A1

先天性ステロイド代謝異常症 副腎・ステロイド全般

優秀演題賞候補セッション 骨・筋・がん

ランチョン教育講演（ノボノルディスク）

性ステロイドと性染色体による副腎皮質と骨格筋の性差構築

副腎腫瘍関連の最近の進歩

アルドステロン

一般演題B3

研究奨励賞受賞講演

特別講演2

シンポジウム2

一般演題A2

コーヒーブレイク

43会議室 44会議室

小児内分泌・先天性副腎疾患

総会・評議委員会

クッシング病・症候群の臨床は興味津々

シンポジウム1 一般演題B2

選考委員：田中廣壽、市川智彦、野村政壽、緒方勤

「MR関連高血圧および臓器障害に対するMR拮抗薬治療」

指定講演
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特別講演 

11:25～12:10（43 会議室） 

特別講演 1 

座長：宗 友厚（川崎医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科） 

クッシング症候群アップデート  

「クッシング病・症候群の臨床は興味津々」 

  沖 隆（おき ゆたか） 

  浜松医科大学 地域家庭医療学 

 

 

14:45～15:30（43 会議室） 

特別講演 2 

座長：緒方 勤（浜松医科大学 小児科学講座） 

 「性ステロイドと性染色体による副腎皮質と骨格筋の性差構築」 

諸橋 憲一郎（もろはし けんいちろう） 

九州大学大学院医学研究院 

 

研究奨励賞受賞講演 

13:25～13:40（43 会議室） 

座長：田中廣壽（東京大学医科学研究所 附属病院抗体・ワクチンセンター免疫病治療学

分野 / 附属病院アレルギー免疫科） 

「Protein-protein interaction 検出技術によるステロイドホルモン・シグナルの可視化」 

三木 康宏（みき やすひろ） 

東北大学災害科学国際研究所 災害産婦人科学分野 

 

シンポジウム 

10:00～11:15（43 会議室） 

シンポジウム 1 

先天性ステロイド代謝異常症 

座長：柳瀬敏彦（誠和会牟田病院） 

   田島敏広（自治医科大学とちぎ子ども医療センター 小児科） 

日本内分泌学会指定講演 

申請領域：内科 

入場受付：講演開始 10 分前～開演 5 分後 

退場受付：終演～終演 5 分後 

プ ロ グ ラ ム  
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「生化学的評価で原因特定が困難な小児期発症原発性副腎皮質機能低下症におけ

る既知単一遺伝病の頻度および新たに疾患単位として確立した MIRAGE 症候群」 

長谷川 奉延（はせがわ とものぶ） 

慶應義塾大学医学部 小児科学教室 

 

「ヒトにおけるアンドロゲン産生の新知見」 

深見 真紀（ふかみ まき） 

国立成育医療研究センター 分子内分泌研究部 

 

「アロマターゼ欠損症と過剰症」 

生水 真紀夫（しょうず まきお） 

千葉大学大学院医学研究院 生殖医学講座 

 

15:30～16:45（43 会議室） 

シンポジウム 2 

副腎腫瘍の最新の進歩 

座長：武田 仁勇（金沢大学 大学院医学系研究科 循環器病態内科学 （金沢大 

学附属病院先端医療開発センター）） 

   方波見 卓行（聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科 横浜市西部病院） 

「副腎性サブクリニカルクッシング症候群の新診断基準」 

田邉 真紀人（たなべ まきと） 

福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科 

 

「原発性アルドステロン症の細胞学的・分子学的発症機構」 

尾股 慧 

東北大学大学院 医学系研究科 

 

「遺伝性副腎腫瘍」 

藤澤 泰子（ふじさわ やすこ）  

浜松医科大学医学部付属病院 小児科 

 

ランチョンセミナー 

12:15～13:00（43 会議室） 

ランチョン教育講演 1 共催：第一三共株式会社 
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座長：田中廣壽（東京大学医科学研究所 附属病院抗体・ワクチンセンター免疫病治療学

分野 / 附属病院アレルギー免疫科） 

「MR 関連高血圧および臓器障害に対する MR 拮抗薬治療」 

柴田 洋孝（しばた ひろたか） 

大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座 

  

12:15～13:00（44 会議室） 

ランチョン教育講演 2 共催：ノボノルディスクファーマ株式会社 

座長：大薗恵一（大阪大学大学院医学系研究科 小児科学） 

「胎生期低栄養とグルココルチコイド」 

伊東 宏晃（いとう ひろあき） 

浜松医科大学 産婦人科 

 

一般演題 

■一般演題 A1 優秀演題賞候補セッション 9:00～10:00（43 会議室） 

 座長：市川智彦（千葉大学大学院医学研究院 泌尿器科学） 

野村政壽（久留米大学医学部 内科学講座 内分泌代謝内科部門） 

 

A1-1  OCT ファミリー転写因子による前立腺がん細胞内でのアンドロゲン受容体下流シグナル

制御機構 

高山賢一（たかやまけんいち）１）、鈴木穣２）、井上聡３） 

1）東京都健康長寿医療センター研究所 システム加齢医学 2）東京大学大学院

新領域創成科学研究科 メディカル情報生命 3）東京都健康長寿医療センター研

究所 システム加齢医学、埼玉医科大学ゲノム医学研究センター） 

 

A1-2 マウス副腎皮質束状層細胞の転写産物量における性差 

高橋史也（たかはしふみや）１）、Antonius Christianto２） 、馬場崇１）２）、諸橋憲

一郎１）２） 

1）九州大学大学院 システム生命科学府 生命医科学講座 性差生物学研究室 

2）九州大学大学院 医学研究院 分子生命科学系部門 性差生物学講座 
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A1-3 非古典的アンドロゲンは多嚢胞性卵巣症候群の病態に関与する 

吉田朋子（よしだともこ）１）2）、松崎利也 3）、宮戸真美１）、齊藤和毅１）4）５）、 

岩佐 武 3）、緒方 勤６）、苛原 稔 3）、深見真紀１） 

1）国立成育医療研究センター研究所 分子内分泌研究部 2）東北大学大学院 

次世代小児医療講座 3）徳島大学大学院医歯薬学研究部 産科婦人科学分野 

4）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 5）茨城県小児・周産期地域医療

学講座 6）浜松医科大学 小児科 

 

A1-4 骨格筋および骨格筋へのグルココルチコイド作用に関する条件依存的変容の解析 

山崎広貴（やまざきひろき）1）、上原昌晃 1）、栗原明子 1）、西村茉優 1）、小田 彩

2）、山本元久 1）3）、吉川賢忠 1）3）、田中廣壽 1）3） 

1）東京大学医科学研究所附属病院アレルギー免疫科 2）東京都立墨東病院リウマ

チ膠原病科 3）東京大学医科学研究所附属病院抗体・ワクチンセンター免疫病治療

学分野 

 

A1-5 機械学習を用いた原発性アルドステロン症局在診断予測プログラムの構築 

唐島成宙（からしましげひろ）1）、露口啓太２）、米谷充弘 1）、青野大輔 1）、東谷拓

弥 1）、木村友美 1）、吉倉昌平 1）、武田仁勇３）、南保英孝４）、米田 隆 5) 

1）金沢大学附属病院 内分泌代謝内科 2）金沢大学医薬保健学域薬学類 

3）金沢大学附属病院 先端医療開発センター 4）金沢大学理工研究域電子情報

通信学 5）金沢大学医薬保健研究域保健学系 未来型健康増進医学分野 

 

A1-6 11β 水酸化酵素欠損症モデルマウスを用いた AAV9 ベクターによる遺伝子治療の試み 

内木康博（ないきやすひろ）1)、宮戸真美 2)、堀川玲子 1)、高田修治 3)、勝又規行 2)、

深見真紀 2) 

1）国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 内分泌代謝科 2）国立研究

開発法人 国立成育医療研究センター 分子内分泌研究部 ３）国立研究開発法

人 国立成育医療研究センター システム発生・再生医学研究部 

■一般演題 A2 アルドステロン 13:40～14:30（43 会議室） 

 座長：大塚文男（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 社会環境生命科学専攻 

総合内科学）  佐藤文俊(東北大学大学院医学系研究科 難治性高血圧・内

分泌代謝疾患・地域連携寄付講座) 
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A2-1 コルチゾール・アルドステロン同時産生高悪性度副腎皮質癌の一例 

柿沢圭亮（かきざわけいすけ）1)、山下美保 2)、池谷章 1)、大川雄太 1)、佐々木茂和 1)、

笹野公伸 3)、沖 隆 4) 

1) 浜松医科大学 第二内科 2) 浜松医科大学 国際化推進センター 3) 東北大学大

学院医学系研究科病理病態学講座 病理診断学分野 4)浜松医科大学 地域家庭

医療学 

 

A2-2 肥満は特発性アルドステロン症における重要な背景因子の一つである 

大野洋一（おおのよういち）1）、曽根正勝 1）、稲垣暢也 1）、武田仁勇 2）、栗原 勲

3）、伊藤 裕 3）、馬越洋宜 4）、方波見卓行 5）、成瀬光栄 4）、JPAS 研究班 4）  

1) 京都大学 2) 金沢大学 3) 慶應義塾大学 4) 京都医療センター 5) 聖マリアンナ医

科大学横浜市西部病院 

 

A2-3 原発性アルドステロン症患者において糖尿病は脳心血管イベント、顕性蛋白尿の独立 

リスクである 

佐伯 絢（さいきあや）１）、玉田大介１）２）、林 令子１）、向井康祐１）、北村哲宏１）

２）、大月道夫１）、下村伊一郎１）、成瀬光栄３）、JPAS/JRAS 研究班３） 

１）大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学 ２）玉田クリニック 

３）京都医療センター・武田総合病院 

 

A2-4 卵胞プロゲステロン産生におけるアルドステロンと BMP-6 の影響  

中野靖浩（なかのやすひろ）1)、長谷川 徹 2)、樫野千明 2)、長尾聡子 1)、灘 隆宏 1)、

岩田菜穂子 1)、西山悠紀 3)、細谷武史 3)、大塚文男 1) 

1）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 総合内科学 2）岡山大学大学院医歯

薬学総合研究科 産科婦人科学 3）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 腎・

免疫・内分泌代謝内科学 

 

A2-5 原発性アルドステロン症における腎障害は心血管イベントと異なり血中アルドステロン値 

と直接相関する 

川島彰透（かわしまあきゆき）１）、 曽根正勝１）、稲垣暢也１）、武田仁勇２）、伊藤 

裕３）、栗原 勲３）、一城貴政４）、方波見卓行５）、小川佳宏６）、鈴木知子７）、成瀬 

光栄８）、JPAS and JRAS Study group 

1）京都大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・栄養内科 2）金沢大学 先進医療
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開発センター 3）慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科 4）済生会横浜市東

部病院 糖尿病・内分泌内科 5）聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 代謝・内

分泌内科 6）九州大学 大学院 医学研究院 病態制御内科 7）国際医療福祉大

学 医学部 公衆衛生学 8）武田総合病院 内分泌センター 

 

■一般演題 B1 骨・筋・がん 9:00～10:00（44 会議室） 

座長：大月道夫（大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学） 

   井上 聡（東京都健康長寿医療センター研究所） 

 

B1-1 骨格筋におけるグルココルチコイド受容体標的遺伝子とその性差の解明 

吉川賢忠（よしかわのりただ）1）2）、小田 彩 3）、上原昌晃 1）、西村茉優 1）、山崎広

貴 1）、山本元久 1）2）、松原絵里佳 1）、栗原明子 1）、田中廣壽 1）2） 

1）東京大学医科学研究所附属病院アレルギー免疫科 2）東京大学医科学研究所

附属病院抗体・ワクチンセンター免疫病治療学分野 3）東京都立墨東病院リウマチ膠

原病科 

 

B1-2 SEX DIFFERENCES IN MOUSE SKELETAL MUSCLE 

Antonius Christianto, Fumiya Takahashi, Takashi Baba, Morohashi Ken-Ichirou 

Laboratory of Biology Sex Differences, Kyushu University 

 

B1-3 脂肪組織における Aromatase は骨量維持に作用する 

池戸 葵（いけどあおい）1）、山下美智子 2）、星野麻衣子 3）、今井祐記 1） 

1）愛媛大学プロテオサイエンスセンター病態生理解析部門 2）愛媛大学医学部附属

病院乳腺センター 3）東京大学大学院農学生命科学研究科 

 

B1-4 加齢に伴う体組成とエネルギー代謝の変容における骨格筋-肝臓-脂肪連関 

上原昌晃（うえはらまさあき）1）、山崎広貴 1）、吉川賢忠 1）2）、山本元久 1）2） 

田中廣壽 1）2） 

1）東京大学医科学研究所 附属病院アレルギー免疫科 2）同 附属病院抗体・ワ

クチンセンター免疫病治療学分野 

 

B1-5 乳がん悪性化に関わる RNA 結合タンパク質による転写後調節ダイナミクスの解明 

池田和博（いけだかずひろ）1)、水戸部悠一 1)、飯野 薫 1)、鈴木 貴 2)、高山賢一 3)、 
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堀江公仁子 1)、井上 聡 1）3) 

1）埼玉医科大学 ゲノム医学研究センター 遺伝子情報制御部門 2）東北大学大

学院 医学系研究科 病理検査学分野 3）東京都健康長寿医療センター 老化機

構研究チーム システム加齢医学研究 

 

B1-6 前立腺癌患者と心血管危険因子 

永山綾子（ながやまあやこ）1）、蘆田健二 1）、築井克聡 2）、矢野万未子 1）、坂本萌

子 1）、椛島正治1）、大塚由絵1）、徳渕里恵1）、和田暢彦1）、井川 掌2）、野村政壽1） 

1）久留米大学医学部内科学講座内分泌代謝内科部門 2）久留米大学医学部泌

尿器科 

 

■一般演題 B2 副腎・ステロイド全般 10:00～11:00（44 会議室） 

座長：原田信広（藤田保健衛生大学医学部 生化学第一講座） 

   笹野公伸（東北大学大学院 医学系研究科病理診断学分野） 

B2-1 診断基準改定に向けた副腎性顕性クッシング症候群の実態調査 

方波見卓行（かたばみたくゆき）1) 4) 6) 、田辺晶代 2) 4 ) 6)、成瀬光栄 3) 4) 5)  

1）聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 2) 国立国際医療研究センター病院 

3）京都医療センター4) ACPA-J 研究班 5）AMED-JRAS 研究班 

 

B2-2 加齢に伴う皮膚ステロイド産生系の亢進はタンパク質品質管理機構の異常を引き起こす 

原口省吾（はらぐちしょうご）1)、大滝博和 2)、杉浦悠毅 3)、嶋 雄一 4)、宮崎 章 1) 

1）昭和大学医学部生化学講座 2）昭和大学医学部解剖学講座 3）慶應義塾大

学医学部医化学教室 4）川崎医科大学医学部解剖学教室 

 

B2-3 UHPLC-MS/MS によるヒト血清中遊離ステロイドホルモンの測定法の開発 

宮代好通 (みやしろよしみち)、藤方明 

株式会社あすか製薬メディカル 

 

B2-4 中高年男性の糖尿病治療に対するテストステロン軟膏グローミンの効果 

上芝 元（うえしばはじめ） 

東邦大学医療センター大橋病院糖尿病・代謝内科 

東邦大学医学部内科学糖尿病・代謝・内分泌学分野 
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B2-5 中枢性副腎不全における QOL 低下とコルチゾール分泌能の関係～女性患者では関連 

が少ない～ 

北村哲宏（きたむらてつひろ）1）2）、玉田大介 1）2）、早川友朗 2）、向井康祐 2)、林 令

子 2）、佐伯 絢 2）、奥野陽亮 2）、大月道夫 2）、下村伊一郎 2） 

1）玉田クリニック 2）大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学 

 

B2-6 低 SHBG 血症は高尿酸血症の予測因子である 

藤原裕矢（ふじわらゆうや）1）2）、濵之上暢也 2）、田中智子 2）3）、岩屋智加予 1）2）、

矢野博美 4）、田邉真紀人 2）、野見山崇 2）、柳瀬敏彦 1）2） 

1）医療法人誠和会牟田病院内分泌・糖尿病内科 2）福岡大学医学部内分泌・糖

尿病内科 3）福岡大学医学部再生・移植医学 4）飯塚病院予防医学センター 

 

■一般演題 B3 小児内分泌・先天性副腎疾患 13:40～14:30（44 会議室） 

座長：堀川玲子（国立成育医療センター 内分泌代謝科） 

   遠藤 彰（磐田市立総合病院 小児科） 

 

B3-1 新生児マススクリーニングで発見されず、男性化徴候から学童期に診断された 21 水酸

化酵素欠損症の女児例 

大沼真輔（おおぬましんすけ）1)、三善陽子 1)、福井美穂 1)、福岡智哉 1)、里村宜紀 1)、 

木村武司 1)、橘真紀子 1)、別所一彦 1)、田中弘之 2)、大薗恵一 1) 

1）大阪大学大学院医学系研究科小児科学 2）岡山済生会総合病院 小児科 

 

B3-2 免疫化学的測定法による血清コルチゾール偽高値： ACTH 療法を行った古典型 21 水

酸化酵素欠損症の 1 例 

市橋洋輔（いちはしようすけ）１）、佐々木万里恵１）、坂口友理１）、武内俊樹１）、 

高橋孝雄１）、本間桂子２）、佐藤武志１）、佐々木悟郎３)、石井智弘１）、長谷川奉延１） 

１）慶應義塾大学病院小児科 ２）慶應義塾大学病院臨床検査科 ３）東京歯

科大学市川総合病院小児科 

B3-3 hCG 負荷における backdoor pathway 活性化についての検討 

中島信一（なかしましんいち）1)2) 沼倉周彦 3) 小野裕之 1) 増永陽平 1) 藤澤泰子

1) 緒方 勤 1) 

1）浜松医科大学小児科 2）聖隷沼津病院小児科 3）山形大学医学部小児科 
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B3-4 化学療法中、ボリコナゾール投与により新生児マススクリーニング検査で 11DOF 髙値を

認めた一例 

中村明枝（なかむらあきえ）１）、小林良二２）、鈴木大介２）、堀 大起２）、藤倉かおり

３）、山口健史１）、菱村 希１）、中山加奈子１）、 

1）北海道大学病院 小児科 2）札幌北楡病院 小児科 3）札幌市衛生研究所 

保健科学課 

 

B3-5 非古典型リポイド副腎過形成症女性の卵巣機能 

天野直子（あまのなおこ）1）2）、籏生なおみ 1）3）、森 潤 4）、長谷川行洋 5）、松浦宏

樹 6）、西澤和倫 1）7）鈴木まり子 8）、上牧 務 1）9）、石井智弘 1）、長谷川奉延 1） 

1）慶應義塾大学医学部小児科 2）さいたま市立病院小児科 3）東京医療センター

小児科 4）京都府立医科大学医学部小児科 5）都立小児総合医療センター内分泌

代謝科 6）信州大学医学部小児科 7）静岡赤十字病院小児科 8）静岡赤十字病

院産婦人科 9）静岡市立清水病院小児科 
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特別講演１（日本内分泌学会専門医指定講演） 

 

クッシング病・症候群の臨床は興味津々 

 

沖 隆 

 

浜松医科大学 地域家庭医療学 

 

クッシング症候群（CS）は、ACTH 非依存性 CS（AICS）と ACTH 依存性 CS（ADCS）に大別される。

ADCS のほとんどはクッシング病（CD）である。AICS は腺腫、大結節性過形成、原発性色素性結節性副腎

病などが含まれる。その腫瘍増殖やコルチゾール産生亢進の発症メカニズムとして、cAMP/PKA に関係する

PRKACA、PRKAR1A、GNAS の異常、WNT/CTNNB1 の異常、ARMC5 の異常など徐々に解明されている。

その他にも GIP 受容体、MC2R、MEN１の異常なども明らかになってきた。一方、CD は、EGFR のユビキチン化

に関与する USP8 の異常が多いことが明らかになり、腫瘍径は比較的小さくても ACTH の過剰産生となる。そ

の他にの多くにも、BRAF や USP48 の異常が見いだされ、CD の発症機序解明が一気に進んでいる。AICS と

CD は全く異なる臓器に異なる機序で発症するにもかかわらず、臨床的には少量デキサメタゾン抑制試験

（LDDST）において同一のコルチゾールカットオフ値が用いられてきた。AICS において元来 ACTH は抑制されて

いるはずであるが、さらに ACTH を抑制してもコルチゾールが自律的に分泌されること示すものである。一方、CD

では健常者とは異なり、ACTH 分泌が DST に抵抗性であることを示す必要がある。よって、AICS と CD では検

査の目的もその機序も異なるもにもかかわらず、何故同一のコルチゾールカットオフ値となるのか論じられることは

少ない。近年、特に CD において手術療法以外の治療法が進歩しつつある。これまで試みられてきたカベルゴリ

ンに加え 5 型ソマトスタチン受容体アゴニストのパシレオチドが臨床で用いられている。 
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特別講演２ 

 

性ステロイドと性染色体による副腎皮質と 

骨格筋の性差構築 

 

諸橋 憲一郎 1) 2)、Antonius Christianto
2）、高橋 史也 2）、馬場 崇 1) 2) 

 

1） 九州大学大学院 医学研究院 分子生命科学系部門 性差生物学講座 

2） 九州大学大学院 システム生命科学府 生命医科学講座 性差生物学研究室 

 

 性腺を含む生殖器官は雌雄間で顕著な性差を示すため、性・性差研究の主要な対象と位置付けられてき

た。しかしながら、我々の体を構成する全ての細胞は性を持っており、生殖器官ほどの顕著な性差は認められな

いものの、中にはその機能と形態に興味深い性差が出現する。長年に渡り、この性差は性ホルモンとの関連で

議論されてきたが、最近では性ホルモンに加え、性染色体にコードされるヒストン脱メチル化遺伝子の関与が議

論されるようになってきた。 

 我々はマウス成獣の副腎皮質と骨格筋の性差を検討してきた。これらの器官、組織には構造的な性差が存

在する。齧歯類ではメスの副腎がオスの副腎より大きく（重く）、オスの骨格筋線維の断面積はメスのそれより

広い。性腺摘出、摘出後の性ホルモン処理などの実験によって、これらの性差は性ホルモンに依存することが示

された。しかし同時に、性ホルモンだけでは説明がつかない性差の存在も指摘された。そこで、副腎皮質より束状

層の細胞を、また骨格筋からは大腿四頭筋のタイプ IIB 筋繊維（速筋線維）を調製し、cDNA ラブラリーを作

成した。雌雄のマウスに加え、性腺摘出マウス、摘出後の性ホルモン処理マウスなどから、計 10 種類のトランス

クリプトームを取得した。 

 これらのデータからは雌雄の比較のみならず、性ホルモンによって生じる興味深い遺伝子発現の変化、細胞の

活性の変化、性染色体に依存する変化、性ホルモンと性染色体が協調的に作り出す変化などの存在が示唆

された。現在、これらの遺伝子発現がどのようなメカニズムによって制御されているかを検討している。本発表では

これらの成果をもとに、副腎皮質と骨格筋の性差について議論したい。 
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シンポジウム 1-1 

 

生化学的評価で原因特定が困難な小児期発症原発性副腎皮質機能低下症における既知単

一遺伝病の頻度 および 新たに疾患単位として確立した MIRAGE 症候群 

 

長谷川奉延 

 

慶應義塾大学医学部小児科学教室 

 

本シンポジウムでは、前半に生化学的評価で原因特定が困難な小児期発症原発性副腎皮質機能低下症

（primary adrenal insufficiency; PAI）における既知単一遺伝病の頻度について、後半に 2016 年に疾患

単位として確立した MIRAGE 症候群について述べる予定である。 

血中 17-hydroxyprogesterone 高値を認めない日本人 15 歳未満発症の PAI 63 例（59 家系）を対象と

し、候補 12 遺伝子（CYP11A1, STAR, CDKN1C, NR0B1, NR5A1, SAMD9, AAAS, MCM4, MC2R, 

MRAP, NNT, TXNRD2）を解析した。50 例は変異陽性であった（STAR 19 例、NR0B1 18 例、SAMD9 7

例、AAAS 2 例、NNT 2 例、MC2R 1 例、CDKN1C 1 例）。既知単一遺伝病の頻度は 85%（95%CI;76-

94％）であった。臨床症状のみから責任遺伝子を推測することは必ずしも容易ではなかった。現在既知責任

遺伝子変異陰性の症例から PAI 新規責任遺伝子の特定を目指している。 

MIRAGE 症候群は、造血異常(Myelodysplasia)、易感染性(Infection)、成長障害(Restriction of 

growth)、副腎低形成(Adrenal hypoplasia)、性腺症状(Genital phenotypes)、慢性下痢(Enteropathy)

を臨床的特徴とし、SAMD9 の片アレル性機能獲得型変異に起因する。MIRAGE 症候群における副腎低形

成に関して以下は特記すべきである。（１）皮膚の色素沈着などから臨床的に原発性副腎機能低下症を疑

われた日齢は 0～51（中央値 0）である。（２）副腎不全を発症せず、内分泌学的にも糖質コルチコイド産

生に異常を認めない症例も存在する。（３）剖検例の副腎組織は過去のいずれの副腎低形成症とも異な

る。すなわち、ステロイドホルモン産生細胞の泡沫化、かつ皮質と髄質の disorganization を認める。現在

MIRAGE 症候群発症の in vivo における分子メカニズムを検討中である。 
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シンポジウム 1-2 

 

ヒトにおけるアンドロゲン産生の新知見 

 

深見真紀 

 

国立成育医療研究センター 分子内分泌研究部 

 

従来、ヒトのアンドロゲンは、精巣での cholesterol から testosterone への変換とそれに引き続く末梢組織

での testosterone から ihydrotestosterone (DHT) への変換によって産生されると理解されてきた。 

近年、このような古典的経路とは異なる新たなアンドロゲン産生経路「backdoor pathway」が見出された。

この pathway では、progesterone から allopregnanolone、androsterone、androstanediol などのステロ

イドを経て、testosterone を介さずに最も強力なアンドロゲンである DHT が産生される。また、この中間代謝産

物の一部はそれ自体がアンドロゲン活性を有する。 

Backdoor pathway は、男性胎児の正常な外性器形成に不可欠であると推測される。事実、backdoor 

pathway 関連酵素の遺伝子に変異を有する男性における外性器男性化不全が報告されている。さらに最近

の研究では、backdoor pathway で産生される androsterone が、男性胎児における主要なアンドロゲンの一

つであることが示唆された。特記すべき点として、この androsterone は胎児精巣ではなく、胎盤、肝臓もしくは

副腎において産生されていると推測される。androsterone の基質としては胎盤由来の progesterone が想定

される。この仮説は、母体胎盤機能不全がしばしば男児の男性化不全を招くことに合致する。また backdoor 

pathway は、21 水酸化酵素欠損症や POR 欠損症などの副腎疾患を有する遺伝的女児においても機能し、

副腎に蓄積した 17-OH pregnenolone を基質としてアンドロゲンを過剰産生する可能性が見出されている。 

以上の知見は、精巣外組織におけるアンドロゲン産生の生理的重要性と病的意義を明らかにするものであ

る。本シンポジウムでは、backdoor pathway の解析から得られた知見をもとに、「アンドロゲンとは精巣で

cholesterol から合成されるホルモンである」という従来の理解の見直しを図る。 
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シンポジウム 1-3 

 

アロマターゼ欠損症と過剰症 

 

生水真紀夫 

 

千葉大学大学院医学研究院 生殖医学講座 

 

アロマターゼは、CYP19A1 によりコードされるステロイド代謝酵素である。アロマターゼはアンドロゲンを原料とし

てエストロゲンを産生し、このエストロゲンを介して女性ホルモン作用を発揮する。 

アロマターゼ遺伝子（CYP19A1）変異による疾患としては、欠損症と過剰症がある。それぞれエストロゲンの

欠乏による症候、エストロゲンの過剰による症候が明らかとなり、ヒトにおけるエストロゲンの生理的な役割の解

明につながった。この中には、それまでエストロゲンの役割として想定されていなかった作用も含まれている。さらに、

CYP19A1 にはプロダクトである「エストロゲン」を介する作用以外の「作用」を有していることも明らかになった。本

講演では、CYP19A1 変異関連疾患の表現型とその解析から明らかになった CYP19A1 の意義について述べ

る。 

CYP19A1 変異の表現型から明らかになったエストロゲンの役割としては、エストロゲンの骨端への作用がある。

アロマターゼ欠損症の男児では、思春期以降も骨端が閉鎖せず高身長となる。アロマターゼ欠損症ではアンドロ

ゲンは高値となっているが骨端は閉鎖しない。したがって、男性においても骨端の閉鎖にはエストロゲンが必要で、

アンドロゲンでは代用できないことが明らかになった。 

CYP19A1 の「エストロゲン」を介さない作用としては、「男性化防止」作用がある。女性のアロマターゼ欠損症

では、Adrenarche 後に男性化症状が強く現れることから、CYP19A1 が生理的に男性化阻止に働いていると

考えられる。また、妊娠中の母体と胎児にも強い男性化症状が発現する。このことから、ヒト胎盤に強く発現す

るアロマターゼが生理的な「男性化防止」機構を担っていることが明らかになった。 
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シンポジウム 2-1 

 

副腎性サブクリニカルクッシング症候群の新診断基準 

 

田邉 真紀人 1) 柳瀬 敏彦 2) 

 

1)福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科 

2)誠和会牟田病院 

 

1996 年に厚生省（当時）班会議により策定された我が国における副腎性プレクリニカルクッシング症候群

の診断基準は、高齢化や画像診断の普及に伴う副腎偶発腫の頻度の増加に伴い、国内で広く用いられてき

た。海外でサブクリニカルクッシング症候群（SCS）の種々の診断基準が策定されたこと等を踏まえ、我々は多

施設共同のワーキンググループにて副腎腫瘍 530 例を集計し、新しい診断基準作成に向け検討を行った。解決

すべき主な課題として低濃度域血中コルチゾール濃度測定値の測定キット間誤差と、1mg デキサメタゾン抑制

試験（1mgDST）における負荷後血中コルチゾール濃度（1mgDST-F）のカットオフ値の問題があった。前者

については桑ら（産業技術総合研究所）の報告に基づく較正式を用いた検討で、較正前後でおおむね診断

に違いがないことを確認した。後者については現行基準で非 SCS 症例を対象に 1mgDST-F（μg/dL）が 1 未

満、1～2 未満、2 以上の 3 群に分けて検討したところ、1 未満群と比較して 2 以上群では高血圧、耐糖能

異常/糖尿病の両者の合併が有意に増加した。1mgDST-F の値とその他の検査項目の関連では深夜血中コ

ルチゾール≧5μg/dL と ACTH 基礎値＜10pg/mL の両者は関連が強く、特に 1mgDST-F≧5μg/dL 群では

ほぼ全例で両検査のいずれかが異常を呈していた。以上より、以前我々が試案として報告し、またいくつかの海

外の診断基準で採用されている 1mgDST-F ≧1.8μg/dL は何らかの臨床的意義を有し、≧5μg/dL は高いコ

ルチゾール分泌自律性を示すカットオフと考えられた。  
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シンポジウム 2-2 

 

原発性アルドステロン症の細胞学的・分子学的発症機構 

 

尾股 慧 

 

東北大学大学院医学系研究科 腎・高血圧・内分泌学分野 
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シンポジウム 2-3 

 

遺伝性副腎腫瘍 

 

藤澤泰子 

 

浜松医科大学小児科 

 

要旨  

1.副腎皮質腫瘍を伴う遺伝性腫瘍症候群として、リ・フラウメニ症候群・カーニー複合・ベックウィズ-ヴィーデマン

症候群・マッキューン・オルブライト症候群が知られている。リ・フラウメニ症候群は、副腎皮質がんを高率に合併

する家族性腫瘍症候群であるが、原因遺伝子はがん抑制遺伝子 TP53 である。ブラジル南部で 10-15 倍高

い頻度で発生する小児副腎皮質がんは、創始者効果による TP53 遺伝子の p.Arg337His 生殖細胞変異に

よるものであることが報告されている。この遺伝子変異は、典型的リ・フラウメニ症候群で見られる他の TP53 変

異に比べて浸透率が低く、また家系により同じ変異を保有するものでも異質性があることが知られている。われ

われは、p.Arg337His 生殖細胞変異を有するブラジル人男児に発症した小児副腎皮質がんにおける腫瘍内の

ユニークなステロイド代謝パターンおよび副腎腫瘍発症のメカニズム(Fujisawa, Ogata, et al., J Steroid 

Biochem Mol Biol 2016)を紹介する。 

2.副腎髄質腫瘍である褐色細胞腫は、これまで遺伝性の関与は低いと考えられてきた、しかし最近の研究の進

展により、全体の 30％以上が遺伝性であることが分かってきた。特に、小児褐色細胞腫では生殖細胞変異が

同定される率が高く、欧州からの報告では 10 歳以下の孤発例では 70%と報告されている。関連する遺伝子と

しては NF1，RET，VHL, SDHB，SDHC，SDHD，SDHA，SDHAF2，TMEM127，MAX などが知られて

おり、なかでも SDHB 変異は悪性と関係する。本講演では、現時点での小児の褐色細胞腫・パラガングリオーマ

における遺伝的背景についてオーバービューし、自験例も含めた本邦における小児症例について紹介する。 
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ランチョン教育講演 

 

MR 関連高血圧および臓器障害に対する MR 拮抗薬治療 

 

柴田洋孝 

 

大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座 

 

高血圧治療において積極的適応がない高血圧に対しての第一選択薬としては ARB、ACE 阻害薬、Ca 拮

抗薬、少量利尿薬を用いることが高血圧治療ガイドラインでは推奨されている。ミネラルコルチコイド受容体

(MR)拮抗薬は高血圧症を適応として用いることができる降圧薬であるが、主な使用対象は、第一選択薬の増

量や服薬法変更でも不十分な場合の併用薬、うっ血性心不全、原発性アルドステロン症などに合併する高血

圧患者である。 

治療抵抗性高血圧の主な病態として、肥満、糖尿病、慢性腎臓病、睡眠時無呼吸症候群などがあげられ

る。これらは血漿アルドステロン濃度が高値を示す病態もあるが大半は正常～やや低値の傾向を示すにもかか

わらず、MR 拮抗薬の追加投与が著明な血圧コントロールの改善をもたらすことから、血漿アルドステロン濃度上

昇以外の機序による MR 活性化が関与していると考えられる。私どもはこのような MR 拮抗薬に反応性の高血

圧を「MR 関連高血圧（MR-associated hypertension）」として提唱している（Am J Hypertens 

2014）。現在使用できる MR 拮抗薬としては、ステロイド型の spironolactone, eplerenone、非ステロイド型

の esaxerenone の３種類であるが、今後さらに増加する可能性がある。MR 拮抗薬は、降圧薬としては推奨

される優先順位は現在４番目とされているが、うっ血性心不全、原発性アルドステロン症に合併する高血圧症

では標準治療としての使用が JSH2019 で推奨されており、今後は MR 関連高血圧および臓器障害に対する

有効性が期待される。 
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ランチョン教育講演 

 

「胎生期低栄養とグルココルチコイド」 

 

伊東宏晃 

 

浜松医科大学 産婦人科  

 

 ステロイドホルモンの一つであるグルココルチコイドは抗ストレスホルモンで有り、Hypothalamic-pituitary-

adrenal axis（HPA axis: 視床下部—下垂体—副腎系）カスケードの活性化により副腎より産生される。培

養細胞にグルココルチコイドを添加すると細胞増殖が鈍化するとともに細胞の機能や構造の分化が進むことをし

ばしば経験する。このようにグルココルチコイドは急性期における抗ストレス反応のみならず、細胞の増殖や分化を

制御する。臓器の発達期において低グルココルチコイド環境は細胞増殖に適し、高グルココルチコイド環境は細

胞の機能分化誘導に適した環境と考えられている。母体由来のいわば外因性グルココルチコイド（ヒトではコー

チゾル、齧歯類ではコルチコステロン）は胎盤の 11 hydroxysteroid dehydrogenese type 2 (11 HSD-2)に

よって不活性化されるため、胎児は基本的に低グルココルチコイド環境に維持され、旺盛な細胞増殖により急速

に胎児が発育することが可能な環境となっている。そして、妊娠末期になると胎児の HPA axis が活性化され、

内因性のグルココルチコイド産生が増加して臓器発達の最終段階において全身の臓器の機能分化が誘導され

分娩後の子宮外環境への適応が進むと考えられている。 

 本来低グルココルチコイド環境である胎生期に比較的高濃度のグルココルチコイドに曝されることにより、生涯

にわたって HPA axis の反応性が亢進する可能性が注目されている。Kapoor らは、母体のストレス、母体あるい

は胎児の低栄養環境、外的なステロイドの被曝などによって成長後の HPA axis の反応性が影響を受ける可

能性を指摘している(J Physiol 572:31-44, 2006)。胎生期に予想される出生後の生活環境に適応すべくストレ

ス反応性を調節している可能性が推察されているが、必ずしも充分に証明されていない。 

 今回、母体の栄養環境の変化に対応して胎盤における 11 HSD-2 の発現が変化し、胎児の血中グルココ

ルチコイド濃度に影響を及ぼし児へ長期的な影響を及ぼす可能性を想定したマウス動物実験の結果を紹介し

たい。 
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研究奨励賞受賞講演 

 

Protein-protein interaction 検出技術によるステロイドホルモン・シグナルの可視化 

 

三木康宏 

 

東北大学災害科学国際研究所 災害産婦人科学分野） 

 

Protein-protein interaction（PPI）は様々な細胞シグナルにみられる基本的な現象であり、ステロイドホル

モン・シグナルにおいては、受容体の二量体形成や転写共役因子との複合体形成等で PPI が認められる。この

ステロイドホルモン・シグナルにおける PPI は in vitro では共免疫沈降反応や BRET/FRET 法等の評価方法が

確立されているが、病理組織標本を用いた解析では in vitro で用いられる手技を用いることはできず、病理組

織切片上で PPI を評価することは困難とされてきた。近接ライゲーション法（PLA: proximity ligation assay）

は抗体に結合したプローブのハイブリによって、40nm 以内に近接する２つのタンパクを検出する方法である。

我々はこれまでにステロイドホルモン・シグナルを臨床検体で検討するため、PCR や免疫組織化学による受容体

および関連因子の発現解析、LC-MS/MS によるホルモン濃度の測定といった検討を行い、乳癌や子宮内膜癌

のホルモン依存性メカニズムを明らかにしてきた。今回、さらに PLA を用いてエストロゲン受容体（ER）の二量体

形成の検出を試みた。乳癌培養細胞を用いた検討ではエストロゲン添加によって、ER の二量体を示すシグナル

の増加を認めた。また、超解像顕微鏡を用いた PPI 解析においても PLA と一致する結果が得られた。子宮内

膜癌（ホルマリン固定／パラフィン包埋組織）での病理組織学的検討では、ERα ホモ二量体陽性症例にお

いて LC-MS/MS で測定した estradiol 濃度と免疫組織化学にて評価したプロゲステロン受容体の発現が、そ

れぞれ有意に高いことを明らかにした。この PPI 検出技術を用いることによって、臨床検体を含む病理組織標本

でのステロイドホルモンの活性を評価できるものと考えられる。 
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A1-1 OCT ファミリー転写因子による前立腺
がん細胞内でのアンドロゲン受容体下流シグ
ナル制御機構 
 

高山賢一（たかやまけんいち）1）、鈴木穣 2）、井上聡 1）3） 

 

1） 東京都健康長寿医療センター研究所 システム加療

医学 

2） 東京大学大学院新領域創成科学研究科 メディカル

情報生命 

3） 埼玉医科大学ゲノム医学研究センター 

 

背景と目的 

 OCT ファミリー遺伝子は OCT モチーフを認識する

DNA 結合部位を有する転写因子群であり、生理的に

は個体の発生、再生能を制御し前立腺がんでも高発

現している。前立腺がん細胞においてアンドロゲン受容

体(AR)のシグナルは重要であるが、OCT ファミリー遺伝

子の AR との相互作用、ファミリー間での役割の違いは

十分知られていない。本研究では前立腺がん細胞にお

ける AR および OCT ファミリーのゲノムレベルでの作用の

解析を目的とする。 

方法 

 Chromatin immunoprecipitation (ChIP)と次世

代シークエンス解析を組み合わせた ChIP-sequence 

(ChIP-seq)によりヒト前立腺がん細胞(LNCaP, 22Rv1)

における OCT ファミリー遺伝子 (OCT1, OCT4)および

AR のゲノムへの結合部位の網羅的解析を行った。

HOMER を使用してピーク周辺のゲノム配列を解析し

た。また siRNA およびマイクロアレイを用いて発現制御

を受ける遺伝子群の抽出、解析を行った。 

結果 

 前立腺がん細胞において AR, OCT1 ならびに OCT4

の結合部位を同定した(P<1.0E-4)。ホルモン療法耐性

モデルの 22Rv1 細胞においてホルモン感受性の

LNCaP 細胞と比較し結合部位が大幅に増加してい

た。AR 結合部位は OCT1, OCT4 両者の結合部位と

分布の重なりが観察され、結合ピークにおいて OCT1 は

OCT ファミリー結合モチーフの集積が認められたが、

OCT4 は他の転写因子群の結合モチーフが強く濃縮さ

れていた。また AR 下流シグナルは OCT ファミリーの発

現抑制により発現低下が観察され、特に OCT1 が細

胞周期遺伝子を、OCT4 は未分化能に関する遺伝子

群を制御していた。 

考察 

 OCT1 は OCT モチーフを介し AR を制御し細胞周期

促進に働くのに対し、OCT4 は他の転写因子の相互作

用が AR の制御に重要であり、未分化能の獲得に寄

与する可能性が示唆された。 
 
 

A1-2 マウス副腎皮質束状層細胞の転写
産物量における性差 
 

高橋史也（たかはしふみや）1）、Antonius Christianto1）、

馬場崇 1）2）、諸橋憲一郎 1）2） 

 

1） 九州大学大学院 システム生命科学府 生命医科学

講座 性差生物学研究室 

2） 九州大学大学院 医学研究院 分子生命科学系部門 

性差生物学講座 

 

はじめに 

 マウス副腎のサイズは雄より雌の方が大きく、副腎皮

質束状層で生産されるコルチコステロンの血中濃度は

雄より雌の方が高い。このように副腎皮質には明瞭な

性差があるが、その性差構築機構は不明である。 

対象と方法 

 マウス副腎皮質束状層細胞の機能的な性差を明ら

かにするため、レーザーマイクロダイゼクションによって束状

層細胞を調製し、トランスクリプトーム解析を行った。こ

れにより、単位面積（＝細胞数）当たりの値としてトラ

ンスクリプトームを得た。また性腺摘出マウス、その後に

性ホルモン処理を行ったマウスを作出し、同様に束状層

細胞のトランスクリプトームを得た。 

結果 

 正常雌雄個体のトランスクリプトーム解析より、副腎

皮質束状層細胞で発現する遺伝子の内、大部分の

遺伝子の発現量が雄で少ない（雌で多い）という興

味深い結果が示された。この結果より、単位面積あたり

（細胞の大きさに性差はないので 1 細胞あたり）の転

写産物量に性差があると推測された。そこで、同様のサ

ンプルから mRNA を抽出・定量したところ、1 細胞あ

たりの mRNA 量に顕著な性差（雌＞雄）が認めら

れた。肝細胞の mRNA 量には性差は認められなかっ

た。 

考察 

 これまで、雌で高い血中コルチコステロン濃度は副腎

皮質束状層の細胞数が雌で多いことに由来するとされ

てきた。実際に、副腎の細胞数を制御する因子の発現

量が雌で多いとの報告がある。今回我々は、1 細胞あ

たりの mRNA 量に性差があることを明らかにした。この

結果は、副腎皮質の性差が細胞数の性差のみなら

ず、1 細胞あたりの転写産物量の違いに由来する可

能性を示唆している。遺伝子発現の雌雄における顕著

な差は細胞の代謝活性や分裂活性の性差など、細胞

の質に性差をもたらすと考えられる。転写産物量におけ

る性差の生物学的意義や、何がこの性差を誘導してい

るのかなど、興味深い問題を見据えつつ、これまでに取

得したトランスクリプトームを検討している。 
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A1-3 非古典的アンドロゲンは多嚢胞性卵
巣症候群の病態に関与する 
 

吉田朋子（よしだともこ）1）2）、松崎利也 3）、宮戸真美
1）、齊藤和毅 1）4）5）、岩佐武 3）、緒方勤 6）、 

苛原稔 3）、深見真紀 1） 

 

1） 国立成育医療研究センター研究所 分子内分泌研究

部 

2） 東北大学大学院 次世代小児医療講座 

3） 徳島大学大学院医歯薬学研究部 産科婦人科学分

野 

4） 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 

5） 茨城県小児・周産期地域医療学講座 

6） 浜松医科大学 小児科 

 

【背景と目的】 11-oxygenated C19 steroids 

(11oxC19s)は、近年ヒトで存在が確認された非古典

的アンドロゲンである。多嚢胞性卵巣症候群 (PCOS)

患者では、男性化徴候が特徴的であるが、血中の古

典的アンドロゲン [テストステロン (T)、アンドロステンジオ

ン (Δ4A)、ジヒドロ T] 高値は必ずしも検出されない。

本研究の目的は 11oxC19s が PCOS の病態に関与

するか否かを明らかとし、さらに 11oxC19s 過剰産生の

修飾因子を見出すことである。 

【方法】 日本人 PCOS 患者 28 人と正常月経女性

31 人の血中 11oxC19s (11 ケト T、11 水酸化 T、11

ケト Δ4A、11 水酸化 Δ4A) と古典的アンドロゲンの値

を液体クロマトグラフ－タンデム型質量分析で測定し、

患者の臨床データと共に解析した。 

【結果】 11 水酸化 T、T、Δ4A は対象群に比して患

者群で有意に高値であった。いずれの 11oxC19s も患

者群では対照群に比してばらつきが大きく、一部の患

者で著明高値であった。患者 28 人中 8 人では

11oxC19s および古典的アンドロゲンの両者が、12 人

では古典的アンドロゲンのみが、4 人では 11oxC19s の

みが高値であった。11 水酸化 T と 11 ケト T は、非肥

満患者より肥満患者において有意に高値であり、それ

らの値は BMI と相関した。 

【考察】 PCOS 患者の一部で 11oxC19s のみが高

値であった結果は、従来の測定で古典的アンドロゲン

高値を認めなかった患者において、11oxC19s が男性

化に関与していた可能性があることを示す。患者のアン

ドロゲンプロファイルの多様性は、肥満や他の修飾因子

のステロイド産生への影響を反映していると考えられる。 

【結論】 非古典的アンドロゲンの蓄積が PCOS の病

態に関与することを明らかとした。また、肥満が

11oxC19s の蓄積を促進する可能性があることを見出

した。 

A1-4 骨格筋および骨格筋へのグルココルチ
コイド作用に関する条件依存的変容の解析 
 

山崎広貴（やまざきひろき）1）、上原昌晃 1）、栗原明子
1）、西村茉優 1）、小田彩 2）、山本元久 1）3）、吉川賢忠 1）

3）、田中廣壽 1）3） 

 

1） 東京大学医科学研究所附属病院アレルギー免疫科 

2） 東京都立墨東病院リウマチ膠原病科 

3） 東京大学医科学研究所附属病院抗体・ワクチンセンタ

ー免疫病治療学分野 

 

【背景・目的】 

 グルココルチコイド（GC）は個体の恒常性維持を担

うホルモンであるが、その重要な作用臓器の一つに骨格

筋がある。我々は先行研究で、骨格筋 GC 作用が、

代謝物やホルモンの変化を介して個体全体の代謝を調

節することを示した。一方で、生体の代謝は複雑な制

御のもとにあり、GC 作用もまた複雑に修飾されると考

えられるが、その全貌は不明である。本研究では、骨格

筋および骨格筋 GC 作用が内外環境変化によって受

ける影響を明らかにするため、各種モデルを利活用した

包括的解析を行うことを目的とした。 

【方法・結果】 

(1) 肥満・耐糖能異常を示すレプチン欠損（ob/ob）

マウスにおいて、オスでは骨格筋 GC 受容体(GR)のノッ

クアウト(KO)が耐糖能改善につながる一方で、メスでは

耐糖能改善を認めなかった。 

(2) ob/ob マウスでは高 GC 血症と筋萎縮が生じる

が、骨格筋 GR 下流遺伝子の発現変化は、急性の

GC 応答の際にみられるものとは異なっていた。 

(3) クッシングモデル（4 週間のコルチコステロン飲水投

与）においても、GR 下流遺伝子は、急性の GC 応答

とは異なる変化を示した。 

 次に、性の違いや肥満の有無など個体背景に応じた

骨格筋変化について包括的解析を進めるため、各種

条件下で骨格筋のオミクスデータを取得した。骨格筋

GC 作用の変容についても調べるため、骨格筋 GRKO

マウスも解析対象とした。骨格筋のトランスクリプトーム

やメタボロームは条件依存的に変容し、骨格筋 GR の

意義にも変化が見られた。 

【考察】 

 骨格筋および骨格筋 GC 作用は、個体背景に応じ

た変化を示すことが明らかとなり、生体システムの多様

性が示唆された。そのような多様性の基盤には、骨格

筋の代謝が多因子による制御を受けること、多段階的

な影響を受けること、があると想定され、かかる生体シス

テムの理解にはオミクス解析が有用なアプローチになると

考えられた。 
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A1-5 機械学習を用いた原発性アルドステ

ロン症局在診断予測プログラムの構築 

 
唐島成宙（からしましげひろ）1）、露口啓太２）、米谷充弘
1）、青野大輔 1）、東谷拓弥 1）、木村友美 1）、吉倉昌平
1）、武田仁勇３）、南保英孝４）、米田隆 5) 

 

1） 金沢大学附属病院 内分泌代謝内科 

2） 金沢大学医薬保健学域薬学類 

3） 金沢大学附属病院 先端医療開発センター 

4） 金沢大学理工研究域電子情報通信学 

5） 金沢大学医薬保健研究域保健学系 未来型健康増

進医学分野 

 

【背景】 原発性アルドステロン症（PA）は頻度の高

い二次性高血圧症である。PA は、本態性高血圧と比

較し心血管疾患、不整脈、慢性腎臓病の合併が多

く、治療のためにはアルドステロンの局在診断が重要で

ある。局在診断には副腎静脈サンプリング（AVS）が

ゴールドスタンダードであるが、侵襲的で費用が高く、手

技も難しいため限られた専門施設での施行が望まし

い。近年、機械学習を用いた予測システムが医療分野

でも応用されている。【目的】機械学習を用いて PA の

片側性予測診断アルゴリズムを構築する。 

【対象、方法】 2005 年 4 月から 2018 年 3 月に金

沢大学附属病院で AVS を施行され、両側副腎静脈

へのカニュレーションが成功した 373 名を対象とした。デ

ータセットとして PA スクリーニング時に施行された年齢、

性別、血圧、BMI などを含んだ身体所見、電解質、腎

機能、肝機能、糖代謝、脂質代謝を含む一般的な血

清生化学検査、レニン活性、血漿アルドステロン濃度、

ACTH、血清コルチゾール濃度、CT スキャンによる副腎

の結節性病変の有無など合計 39 変数を用いた。機

械学習の方法として、近年広く用いられているロジステ

ィック回帰（LR）、ランダムフォレスト（RF）、サポート

ベクターマシン（SVM）、k 近傍法（K-NN）、多層

パーセプトロン（MLP）の 5 つ方法を用い ROC 曲線を

作成し比較した。 

【結果】 LR、RF、SVM、K-NN 及び MLP の ROC 曲

線の平均は、順に 0.618、0.626、0.638、0.635、

0.631 であった。RF ベースのサブセットでトレーニングされ

た MLP アルゴリズム が感度 0.846 と最も高く、全変

数を用いたデータセットでトレーニングされた RF アルゴリズ

ムの特異度は 0.889 と最も高かった。【結論】スクリーニ

ング時の一般データを利用して、PA の新しい局在予測

診断システムを構築した。本アルゴリズムにより、両側性

の可能性が極めて高く AVS を必ずしも必要としない症

例や、一般的な臨床情報だけでは局在が判断されにく

く AVS を施行が望ましい症例などの判断に応用できる

可能性がある。 

 

 

 

A1-6 11β 水酸化酵素欠損症モデルマウスを用い

た AAV9 ベクターによる遺伝子治療の試み 

 

内木康博（ないきやすひろ）1）、宮戸真美 2）、堀川玲子

1）、高田修治 3）、勝又規行 2）、深見真紀 2） 

 

1） 国立成育医療研究センター内分泌代謝科 

2） 国立成育医療研究センター分子内分泌研究部 

3） 国立成育医療研究センターシステム発生・再生医学研

究部 

 

【背景】 第 23 回の本学会において我々は 21 水酸

化酵素欠損症モデルマウスを用いて、副腎皮質外にア

デノウィルス随伴ウィルスベクター(AAV)によって

Cyp21a1 遺伝子を導入することでステロイド代謝が改

善し得たことを報告した。さらに第 24 回の本学会で

CYP21A2 欠損症では AAV2 による線維芽細胞への

CYP21A2 遺伝子導入で 21 水酸化酵素活性を獲得

したが、これに対して CYP11B1 欠損症において線維芽

細胞への導入では 11β 水酸化酵素活性を得られない

ことを報告した。 

【目的】今回我々は 11β 欠損症患者(CYP11B1D)の

モデルマウスを作成し、副腎組織へ直接 AAV による遺

伝子導入を行うことで酵素活性が得られるか否かを検

証した。 

【方法】 マウス Cyp11b1 遺伝子を含んだ血清型 9

型 AAV（AAV9-Cyp11b1）を作製した。ゲノム編集

技術を用い Cyp11b1 遺伝子をヘテロに欠損するマウ

スを作成し、これを掛け合わせて Cyp11b1 ホモ欠損マ

ウスを作成した。この成獣マウスに対して、背部から開腹

して目視下に片方の副腎に AAV9-Cyp11b1 を注入し

た。投与前、投与後 5 か月まで 1 か月毎にマウス血清

中のデオキシコルチコステロン(DOC)とコルチコステロン(B)

を LC-MS/MS で測定した。また Cyp11b1 遺伝子の

発現は RT－PCR を用いて確認した。 

【結果】 マウス血清中の DOC/B 比は AAV9-

Cyp11b1 接種後 1 か月より著明に改善し、投与後 5

か月まで持続した。このことから副腎皮質細胞のミトコン

ドリア内で作用する 11β 水酸化酵素ではステロイド産

生細胞に遺伝子を導入することで酵素活性が改善す

ることを確認した。さらに以前に報告した Cyp21a1 欠

損マウス筋肉内への Cyp21a1 遺伝子導入に比べても

有意に改善を認めた。 

【結語】 CYP11B1D などミトコンドリア性のステロイド

合成酵素欠損において AAV9 ベクターを用いた副腎内

への遺伝子導入による遺伝子治療の可能性を示唆す

る。 



31 

A2-1 コルチゾール・アルドステロン同時産生

高悪性度副腎皮質癌の一例 
 

柿沢圭亮（かきざわけいすけ）1）、山下美保 2）、池谷章
1）、大川雄太 1）、佐々木茂和 1）、笹野公伸 3）、沖隆 4） 

 

1） 浜松医科大学 第二内科 

2） 浜松医科大学 国際化推進センター 

3） 東北大学大学院医学系研究科病理病態学講座 病

理診断学分野 

4） 浜松医科大学 地域家庭医療学 

 

【症例】 57 歳女性。【現病歴】50 歳台に 3 回の骨

折歴あり。X-1 年 10 月近医で指摘された低 K 血症の

精査にて、腹部 CT で長径 48mm 大の左副腎腫瘍を

認め、腫瘍からのコルチゾール(F)・アルドステロン(Ald)の

自律産生も疑われたため、更なる精査目的に X 年 2

月当院当科入院となった。 

【経過】 Cushing 徴候はなく、内分泌学的検査では

基礎値血清 Ald(PAC) 297 pg/ml, レニン活性 0.4 

ng/ml/hr、ACTH 感度未満、F 17.0 μg/dl であり、機

能確認検査にて Ald および F 自律性分泌の診断に至

った。DHEA-S は 9 μg/dl と低値であった。CT 上、腫

瘍は短期間で長径 61mm まで増大しており、膵臓へ

の浸潤も疑われた。FDG-PET では腫瘍以外に異常集

積を認めず、ENSAT 分類 StageII(T2N0M0) F・Ald

同時産生副腎皮質癌の術前診断のもと、開腹左副

腎摘除術を施行した。術中所見では膵臓浸潤は認め

ず、腫瘍は完全摘出された。病理検査にて Weiss 基

準が 6 項目陽性、Ki-67 の標識率は 13％と高悪性

度であった。腫瘍細胞でのステロイド合成酵素発現動

態を検討したところ、

YP11Bl,CYP11B2,C17,C21,3βHSD1/2 が比較的明

瞭に発現しており、DHEA-ST の発現は認めなかった。

術後、PAC 78.7 pg/ml, F 2.3 μg/dl へ低下を認め

た。術後の追加治療として、ミトタン投与開始に加え、

腫瘍床への放射線照射も施行し、現在外来にて加療

を継続している。 

【結語】 高悪性度の副腎皮質癌からの F・Ald 同時

産生を、腫瘍内ステロイド合成酵素発現動態にて証明

しえた貴重な症例を経験した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2-2 肥満は特発性アルドステロン症におけ

る重要な背景因子の一つである 
 

大野洋一（おおのよういち）1）、曽根正勝 1）、稲垣暢也
1）、武田仁勇 2）、栗原勲 3）、伊藤裕 3）、馬越洋宜 4）、

方波見卓行 5）、成瀬光栄 6）、JPAS 研究班 

1） 京都大学 

2） 金沢大学 

3） 慶應義塾大学、 

4） 京都医療センター、 

5） 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 

 

【目的】 アルドステロンは肥満や糖尿病、脂質異常

症といった代謝異常に関係している。原発性アルドステ

ロン症（PA）は片側のアルドステロン過剰分泌による

アルドステロン産生腺腫（APA）と両側の過剰分泌に

よる特発性アルドステロン症（IHA）の 2 つの病型に

大別されるが、両者の相違については明らかではない。

そこで我々は全国 29 施設共同で構築した PA 患者デ

ータベース(JPAS)を用いて、両者における代謝指標の比

較を行った。 

【方法】 本研究は後ろ向き研究である。サブクリニカ

ルクッシング症候群合併例を除外し、副腎静脈サンプ

リングに基づき分類した 516 例の APA 患者と 1015

例の IHA 患者データを抽出し、診断時の年齢、性別、

血清 K 値、血漿アルドステロン濃度（PAC）等の患

者背景と、BMI 及び肥満、糖尿病、脂質異常症の有

病率等の代謝指標の比較を行った。また、ロジスティッ

ク回帰分析にて患者背景を補正した上で、APA と

IHA 間の代謝指標の比較を行った。さらに、年齢、性

別、血圧をマッチさせた病院受診中の本態性高血圧

（EHT）患者と代謝指標の比較を行った。 

【結果】 APA 群は IHA 群と比較して有意に PAC が

高く、血清 K 値が低かったが、BMI、及び肥満の有病

率は IHA 群で有意に高かった。さらに年齢、性別、

PAC といった患者背景を調整した上でも BMI、及び肥

満の有病率は IHA 群で有意に高かった。HbA1c は

IHA 群で有意に高く、患者背景を調整しても高 TG 血

症、低 HDL-C 血症は IHA 群で有意に多かった。ま

た、IHA 患者は EHT 患者よりも有意に肥満の有病率

が高かった。 

【考察】 アルドステロンは脂肪細胞分化を促進させる

ことが報告されている。アルドステロン過剰分泌が PA の

肥満の原因だとすれば、高 PAC 血症を呈した APA 群

で肥満や代謝異常が多く認められるはずであるが、本

研究ではむしろ IHA 群で肥満が多く認められた。アディ

ポサイトカインはアルドステロンの分泌を促進させることか

ら、肥満によりレニン非依存性にアルドステロンの分泌が

亢進することが IHA の病態の一因である可能性が示

唆され、肥満は IHA における重要な背景因子の一つで

あると考えられた。  
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A2-3 原発性アルドステロン症患者において
糖尿病は脳心血管イベント、顕性蛋白尿の
独立リスクである 
 

佐伯絢（さいきあや）1）、玉田大介 1）2）、林令子 1）、向

井 康祐 1）、北村哲宏 1）2）、大月道夫 1）、下村伊一郎
1）、成瀬光栄 3）、JPAS/JRAS 研究班 

 

1） 大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科

学 

2） 玉田クリニック 

3） 京都医療センター・武田総合病院 

 

【背景】 原発性アルドステロン（PA）において糖尿

病（DM）の合併は 8.2〜23%であり、一般人口に比

べ多い。PA と DM は両者ともに脳心血管（CCV）イ

ベントや腎障害のリスク疾患であるが、PA において DM

合併がそれらのリスクとなるかは不明である。 

【対象と方法】 JPAS/JRAS 登録 2814 例の PA 患

者のうち、DM 合併（コルチゾール自律分泌を認めな

い）2524 例を対象とした。DM 合併群（DM 群）と

非 DM 合併群（nDM 群）で臨床的背景、CCV イ

ベント、腎障害を比較検討した。 

【結果】 DM 合併は 15.4%（389 例）であった。

DM 群は nDM 群（2135 例）に比し、有意に男性が

多く（60.7% vs. 45.2%）、高齢（59 vs. 53 歳）で

あり、BMI が高く（25.9 vs. 24.1 kg/m2）、高血圧

罹病期間が長く（10 vs. 5 年）、降圧薬数が多く

（1.3 vs. 1.1 個）、脂質異常症（45.0% vs. 

23.6%）、喫煙（44.3% vs. 34.3%）の頻度が高く、

eGFR が低く（76.8 vs. 78.4 ml/min/1.73m2）、顕

性蛋白尿（24.8% vs. 9.6%）および CCV イベント

（13.9% vs. 6.0%）の頻度が高かった。また顕性蛋白

尿、CCV イベントを従属変数とした多変量解析におい

て、DM は顕性蛋白尿（OR 2.25, 95% CI: 1.59-

3.16）、CCV イベント（OR 1.59, 95% CI: 1.05-

2.41）のリスク因子であった。 

【考察・結論】 PA において DM の合併は、CCV イベ

ントや顕性蛋白尿のリスク因子であることが明らかとな

った。PA 治療は、CCV イベント発症や腎症の進行を防

ぐのみならず、耐糖能障害を改善する。また高血糖状

態は、腎臓におけるミネラロコルチコイド受容体（MR）

遺伝子発現上昇や MR の安定化を招くことから、DM

合併 PA は、PA 治療ばかりでなく、DM 自身の治療が

CCV イベントや顕性蛋白尿リスクを減らすために重要で

ある。 

 
 
 
 
 

A2-4 卵胞プロゲステロン産生におけるアル
ドステロンと BMP-6 の影響 
 

中野靖浩（なかのやすひろ）1）、長谷川徹 2）、樫野千明
2）、長尾聡子 1）、灘隆宏 1）、岩田菜穂子 1）、西山悠紀
3）、細谷武史 3）、大塚文男 1） 

 

1） 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 総合内科学 

2） 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科婦人科

学 

3） 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 腎・免疫・内

分泌代謝内科学 

 

【目的】 卵巣における卵胞発育には多数の局所因子

が関与する。卵胞にはミネラルコルチコイド受容体(MR)

が存在し、アルドステロン(Aldo)濃度も高いことが知られ

ているが、その役割は未だ解明されていない。今回我々

は、高 Aldo 状態が卵胞ステロイド合成系へ及ぼす影

響を顆粒膜細胞に発現する BMP-6 との関連に着目

し、ラット顆粒膜細胞の初代培養系を用いて検討し

た。 

【方法】 生後 21 日齢の雌ラットから単離した顆粒膜

細胞に、Aldo(1-300 nM)と卵胞刺激ホルモン(FSH)を

添加し、48 時間培養後に Estradiol(E2)・

Progesterone(P4)産生・cAMP 合成の変化を評価し

た。同処理下に total RNA を抽出し、卵胞ステロイド

合成酵素系・BMP 受容体の mRNA レベル・BMP-6

刺激下での Id-1 mRNA 発現レベルを定量 RT-PCR

で評価した。Aldo 処理後の顆粒膜細胞を BMP-6 で

刺激した後、Western blot で Smad1/5/9 リン酸化を

評価した。 

【結果】 Aldo 刺激は顆粒膜細胞における FSH 誘導

性の P4 産生を濃度反応性に増加し、FSH 誘導性の

P4 合成酵素(StAR・P450scc・3βHSD)の mRNA およ

び cAMP 合成を増加したが、Aldo 処理は E2 産生に

は影響を与えなかった。また、BMP-6 による

Smad1/5/9 のリン酸化は Aldo の存在下で抑制さ

れ、BMP 標的遺伝子 Id-1 の mRNA レベルも低下し

た。Aldo 処理は BMP 受容体の発現には影響を与え

ず、抑制性 Smad6 の mRNA 発現を増強した。一

方、BMP-6 は MR の mRNA レベルを減弱した。 

【結論】 Aldo 処理は顆粒膜細胞において抑制性

Smad6 の発現増強を介して BMP シグナルを抑制する

ことで、FSH による P4 産生能を増強する。高 Aldo 状

態が卵胞ステロイド合成系へも直接影響することが示さ

れた。 
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A2-5 原発性アルドステロン症における腎障
害は心血管イベントと異なり血中アルドステロ
ン値と直接相関する 
 

川島彰透（かわしまあきゆき）1）、曽根正勝 1）、稲垣暢也
1）、武田仁勇 2）、伊藤裕 3）、栗原勲 3）、一城貴政 4）、

方波見卓行 5）、小川佳宏 6）、鈴木知子 7）、成瀬 光栄
8）、JPAS and JRAS Study group 

 

1） 京都大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・栄養内

科 

2） 金沢大学 先進医療開発センター 

3） 慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科 

4） 済生会横浜市東部病院 糖尿病・内分泌内科 

5） 聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 代謝・内分

泌内科 

6） 九州大学 大学院 医学研究院 病態制御内科 

7） 国際医療福祉大学 医学部 公衆衛生学 

8） 武田総合病院 内分泌センター 

 

【目的】 原発性アルドステロン症 (PA)にはしばしば腎

障害を合併することが報告されている．我々は PA にお

ける腎障害の有病率と，そのオッズ比を増加させる因

子を解析した． 

【方法】 日本における PA 患者の多施設共同研究 

(JPAS)のデータベース，および本態性高血圧症 (EHT)

患者のデータを用いて後ろ向きに解析した．年齢，性

別，収縮期血圧，罹病期間をマッチさせた EHT の患

者と PA 患者の chronic kidney disease (CKD)，蛋

白尿，推算糸球体濾過量（eGFR）低下の有病率

の比較を行った．また，これらの腎障害のオッズ比を増

加させる因子を解析するため，多変量ロジスティック回

帰分析を行った． 

【成績】 2366 人の PA 患者が解析された．腎障害

の有病率は，CKD 19.7%，蛋白尿 10.3%, eGFR

低下 11.6%であった．背景因子をマッチさせた EHT

患者との比較では，PA 患者において蛋白尿が有意に

多かったが (16.8% vs 4.4%, p = 0.002)，CKD，

eGFR 低下の割合は有意差を認めなかった (28.9% vs 

19.1%, p = 0.079, 17.2% vs 15.0%, p = 0.628)．多

変量ロジスティック回帰分析では，既存のリスク因子で

調整しても血漿アルドステロン濃度 (PAC)は，CKD，

蛋白尿，eGFR 低下のオッズ比を増加させる因子であ

ることが示された． 

【結論】 PA 患者における腎障害は PAC と密接に相

関していることが示された．我々は最近，同じデータベ

ースを用いた研究で，PA 患者における心血管合併症

は PAC 自体との直線的な相関を認めないことを報告し

ており，今回の結果とは対照的である．PA 患者にお

ける腎障害は大血管合併症とは異なる機序が想定さ

れ，興味深い結果であった． 

 

B1-1 骨格筋におけるグルココルチコイド受容
体標的遺伝子とその性差の解明 
 
吉川賢忠（よしかわのりただ）1）2）、小田彩 3）、上原昌晃
1）、西村茉優 1）、山崎広貴 1）、山本元久 1）2）、松原絵

里佳 1）、栗原明子 1）、田中廣壽 1）2） 

 

1） 東京大学医科学研究所附属病院 アレルギー免疫

科 

2） 東京大学医科学研究所附属病院 抗体・ワクチンセ

ンター免疫病治療学分野 

3） 東京都立墨東病院リウマチ膠原病科 

 

【背景・目的】 骨格筋量調節は全身の代謝調節機

構と密接に関連しつつ、筋蛋白質異化と合成のバラン

スによって精緻に制御されている。ここで骨格筋量には

明確な性差が存在し、筋線維タイプ構成やエネルギー

代謝様式にも性差が存在するが、その機構の詳細は

不明である。これまで我々は、骨格筋グルココルチコイド

受容体（GR）が、骨格筋量や筋代謝調節の鍵分子

であり、GR の働きが性ステロイドの影響も受けることを

報告してきた。そこで今回、骨格筋における GR 標的遺

伝子を網羅的に解析し、その性差を明らかにすることを

目的とした。 

【方法】 20 週齢、雌雄のコントロールマウス

（GRf/f）および骨格筋特異的 GRKO マウス

（GRmKO）を非絶食・絶食下で飼育後、腓腹筋サ

ンプルを採取し、DNA マイクロアレイ解析を行った。 

【結果】 既知の GR 標的遺伝子である MuRF1 など

の異化関連遺伝子発現は GRf/f のみで絶食により有

意に誘導され、雌雄差は認められなかった。絶食後

GRf/f のみで発現が増加した遺伝子を GR 標的遺伝

子と定義したところ、GR 標的遺伝子には、雌雄共通

遺伝子が多数存在する一方、雌雄特異的な遺伝子

も存在し、雌の方が特異的遺伝子数が多かった。

Gene Ontology 解析では、雌雄共通の遺伝子群とし

て、オートファジー、ユビキチン化、アミノ酸輸送、活性酸

素種代謝、低酸素応答、アポトーシス制御、筋細胞分

化関連遺伝子群などが同定された。雄特異的な遺伝

子群として、褐色脂肪調節、インスリン分泌調節、電

気刺激応答関連遺伝子が、雌特異的な遺伝子群と

して、概日リズム調節、リンパ球制御、細胞食作用、ウ

イルス防御関連遺伝子などが同定された。 

【考案】 骨格筋 GR が恒常性維持に必須の機能を

雌雄共通に制御する一方、エネルギー代謝、免疫応答

などにおいて遺伝子発現レベルで性特異的に調節する

機構を有する可能性が示され、骨格筋形態・機能の

性差とステロイドホルモンの関係を考える上で興味深い

結果と考えられた。 
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B1-2 SEX DIFFERENCES IN MOUSE 
SKELETAL MUSCLE 
 

Antonius Christianto1）, Fumiya Takahashi1）, Takashi 

Baba1）, Morohashi Ken-Ichirou1） 

 

1） Laboratory of Biology Sex Differences, Kyushu 

University 

 
 
Introduction: Skeletal muscles consist of several types 
of fibers, that are characterized in part by their 
preferential energy production. Differential ratios of 
these fibers between two sexes lead to sexually 
different weight and contractility of the muscles. It 
has been reported that metabolisms in the skeletal 
muscles regulated by sex hormones resulted in 
alteration of growth, strength, and antioxidant level. 
However, little is known about the contribution of sex 
chromosomes to the sex differences of the skeletal 
muscles.   
Objective: The purpose of this study is to reveal a 
differential contribution of the sex chromosomes and 
sex hormones in the skeletal muscle fibers of males 
and females. 
Methods: Three-weeks old male and female mice 
were gonadectomized. After five weeks from the 
operation, they were treated with sex steroids for 3 
weeks. The weight of seminal vesicle and uterus were 
measured to confirm the effectiveness of the 
treatments. Five different types of muscles were 
isolated and weighed, and thereafter subjected to 
histological and immunohistochemical analyses. A 
specific type of muscle fiber was isolated from skeletal 
muscles and then subjected to transcriptome analysis.  
Results: Weights were not significantly different 
among the muscles (gonadectomized and thereafter 
sex hormone treated), except those treated with 5-
dihydrotestosterone (5-DHT). In addition to the sex 
hormones, examination of cross-sectional area 
strongly suggested that sex chromosomes affect the 
quadriceps muscle fibers. Fast type glycolytic (type 
2B) fibers, the predominant population in the mouse 
quadriceps, were isolated and their transcriptome 
were obtained. 618 genes were identified as the 
differentially expressed gene between male and 
female. Gene ontology analyses of these genes 
suggested that male enriched genes are related to 
broad range of metabolic processes, while the genes 
enriched in female are related to extracellular matrix. 
Many of the genes above are found to be regulated by 
sex steroids, although the fold-changes were different 
between the two sexes. Considering the localization 
of histone demethylase genes in sex chromosomes, 
these results suggest that the sexually dimorphic 
effect of sex hormones in gene expression depends in 
part on the differential sex chromosome composition.  
 
Keywords: muscle, sex difference, sex chromosomes, 
sex hormones, transcriptome 
 
 
 

B1-3 脂肪組織における Aromatase は骨
量維持に作用する 
 
池戸葵（いけどあおい）１）、山下美智子 2）、星野麻衣子
3）、今井祐記 1） 

 

1） 愛媛大学プロテオサイエンスセンター病態生理解析部

門 

2） 愛媛大学医学部附属病院乳腺センター 

3） 東京大学大学院農学生命科学研究科 

 

【背景】 Aromatase はテストステロンを 17β エストラジ

オール（E2）に変換する CYP である。これまで

Aromatase の機能喪失型遺伝子変異患者や全身

的遺伝子欠損マウスの骨量減少のみならず、

Aromatase inhibitor による閉経後女性での骨量減

少が報告されている。ところが、性腺を除いた組織にお

ける Aromatase の作用により局所で生合成される E2

が骨量維持に寄与するのかは不明である。そこで我々

は、ステロイドホルモンの貯蔵庫とされる脂肪組織に着

目し解析を行った。 

【目的】 脂肪組織特異的 Aromatase 欠損マウスの

骨組織表現型を解析する。 

【方法】 aP2 Cre マウスと Aromatase flox マウスを

交配し、脂肪組織特異的 Aromatase 欠損マウス 

(cKO) を作出した。コントロールには Aromatase flox

マウス (CON) を用いた。16 週齢の雄マウス (CON お

よび cKO)、ならびに 8 週齢で卵巣摘出 (OVX) および

偽手術 (Sham) を施した 13 週齢の雌マウス (CON

および cKO) を対象に、体重、組織重量、遺伝子発

現、骨密度の評価を行った。 

【結果】 雄マウスの体重および脂肪組織重量に群間

差は認められなかった。精巣周囲脂肪の Aromatase

発現は、cKO で有意な低下を認めた (p < 0.05)。脛

骨および大腿骨骨密度は、cKO で有意な低値を示

し、いずれも近位部において顕著な差が見られた (p < 

0.05)。雌マウスでは、体重に群間差は認められず、子

宮重量は OVX 群で有意な低値を示した (p < 

0.01)。卵巣周囲脂肪の Aromatase 発現は cKO で

検出されなかった。脛骨および大腿骨骨密度は Sham

群と比較して OVX 群で有意な低値を認めた。Sham

群において、cKO と CON に特筆すべき群間差は無か

ったが、OVX 群では、cKO の脛骨近位部骨密度が有

意に低い値を示した (p < 0.05)。 

【考察】 Aromatase の活性により脂肪組織局所で

生合成された E2 が、雄および OVX した雌の如く血中

E2 濃度が低い状態において、骨量維持に重要な役割

を果たすことが明らかとなった。 
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B1-4 加齢に伴う体組成とエネルギー代謝の
変容における骨格筋-肝臓-脂肪連関 
 
上原昌晃（うえはらまさあき）1）、山崎広貴 1）、吉川賢忠
1）2）、山本元久 1）2）、田中廣壽 1）2） 

 

1）東京大学医科学研究所附属病院 アレルギー免疫科 

2）東京大学医科学研究所附属病院 抗体・ワクチンセン

ター免疫病治療学分野 

 

【背景目的】 エネルギー代謝系は栄養状態や身体活

動状況など様々な変化に応じて変容し、その解明は恒

常性維持機構の本質的理解に必須である。我々は骨

格筋特異的グルココルチコイド(GC)受容体(GR)ノックア

ウトマウス(GRmKO)の解析からエネルギー代謝での骨格

筋 GR をノードとした骨格筋-肝臓-脂肪連関を報告

し、さらに GC 過剰モデルにおける体組成変化やインスリ

ン抵抗性増加などのエネルギー代謝異常が GRmKO で

は軽減されることを明らかにした。GC 作用に応じて体組

成やエネルギー代謝を変化させる共通の分子生物学基

盤が示唆されたことから、生理量 GC の範疇においても

かかる基盤が肥満性サルコペニアなど体組成変化を呈

する疾患の形成に関与する可能性が示唆された。そこ

で、GRmKO を用いて加齢に伴う体組成やエネルギー

利用の変化を解析し、骨格筋を起点としたエネルギー

代謝制御機構の更なる究明を目的とした。 

 

【方法】(1)高齢マウス作成:雌雄ともに GRmKO と対照

群を自由飲食で飼育した。(2)体組成・生化学・運動

機能解析: 高齢マウスの各群の一部で握力測定を行

い、2 年齢(104 週齢)で血漿、臓器を採取した。 

 

【結果考察】 (1)雄では GRmKO は対照群に比べて

生存期間が延長したが、雌では両群に差は見られなか

った。(2)加齢に伴う脂肪増加、肝臓脂肪化は雄で顕

著だが、GRmKO で抑制された。加齢に伴う筋萎縮は

雌雄ともに認めたが、GRmKO では腓腹筋萎縮は軽減

した。一方、高齢雄の握力は GRmKO は対照群に比

べて低下した。 

 

【考察】 高齢の雄 GRmKO では筋萎縮を含む体組

成変化の軽減にも関わらず握力低下を呈したことから、

背景として骨格筋エネルギー利用の変化が考えられる。

一方で雌では雄に比べ変化は小さく、骨格筋を介した

体組成とエネルギー代謝調節における性差の存在が示

された。これらの結果は、エネルギー代謝調節の分子生

物学基盤を考える上で意義深い。 

 
 
 
 
 

B1-5 乳がん悪性化に関わる RNA 結合タ
ンパク質による転写後調節ダイナミクスの解
明 
 
池田和博（いけだかずひろ）1）、水戸部悠一 1）、飯野 

薫 1）、鈴木 2）、高山賢一 3）、堀江公仁子 1）、井上 聡
1）3） 

 

1） 埼玉医科大学ゲノム医学研究センター 遺伝子情報

制御部門 

2） 東北大学大学院医学系研究科 病理検査学分野 

3） 東京都健康長寿医療センター 老化機構研究チーム 

システム加齢医学研究 

 

【背景と目的】 乳がんはステロイドホルモンであるエスト

ロゲンと関連が深く、最も罹患数が多い女性のがんであ

り、本邦でも増加している。近年、がんにおいて RNA 結

合タンパク質による RNA 制御機構の異常が報告さ

れ、RNA 結合タンパク質を標的とした新規診断・治療

法の開発が期待されている。特に、DBHS (drosophila 

behavior/human splicing)ファミリーRNA 結合タンパ

ク質である PSF (PTB-associated splicing factor)と

NONO (Non-POU domain-containing octamer-

binding)は、がん特異的 RNA スプライシングに関わる

ことが明らかになってきた。本研究では乳がんにおける

PSF と NONO の分子機構と臨床的意義の解明を目

的とした。 

【方法と結果】 倫理基準を満たす乳がん臨床検体を

用いて、免疫組織化学法による PSF、NONO の発現

解析を行ったところ、両分子の免疫染色性は各々乳が

ん患者の予後不良と有意に相関していた。乳がん培養

細胞における PSF、NONO の発現を特異的 siRNA に

より抑制すると、細胞増殖能が強く抑えられた。マイクロ

アレイ 解析により、PSF はエストロゲンシグナル経路、

NONO は細胞増殖関連経路に強く関わることが判明

し、特に PSF はエストロゲン受容体 ESR1 RNA に結合

し、発現を転写後に制御していることを明らかにした。マ

イクロアレイおよび RNA 免疫沈降シーケンス解析等の

統合的解析により、PSF および NONO がそれぞれ異

なる標的 RNA 群の転写後調節に関わることを明らか

にした。 

【考察】 以上より、RNA 結合タンパク質である PSF、

NONO は、各々に対する標的 RNA 分子群をターゲッ

トとしてその転写後調節を制御することにより、乳がん

悪性化に関わることが示唆された。 
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B1-6 前立腺癌患者と心血管危険因子 
 
永山綾子（ながやまあやこ）1）、蘆田健二 1）、築井克聡

2）、矢野万未子 1）、坂本萌子 1）、椛島正治 1）、大塚由

絵 1）、徳渕里恵 1）、和田暢彦 1）、井川掌 2）、野村政壽
1） 

 

1） 久留米大学医学部 内科学講座内分泌代謝内科

部門 

2） 久留米大学医学部 泌尿器科 

 

背景と目的： 前立腺癌(PC)は、罹患率が年々増

加し 2025 年には日本人男性の死因第 5 位に浮上す

ると推測されている。PC はアンドロゲン依存性に増殖す

るため、去勢や抗アンドロゲン薬投与によるアンドロゲン

産生・機能阻害が、アンドロゲン除去療法（ADT）と

してＰＣの標準的治療法である。一方で、ADT はイン

スリン感受性や脂質代謝を悪化させて代謝異常を引き

起こすが、ADT と心血管疾患（CVD）の関連につい

ては、未だに一定の見解が得られていない。PC 患者の

予後改善を目的として、CVD 危険因子を ADT 前後

で検討した。 

対象と方法： 2018 年 12 月から 2019 年 2 月の

間に当院で治療を受けた PC 患者 642 人を対象とし

て、その臨床情報を後ろ向きに調査した。また、代謝機

能・体組成、合併症の有無を PC 治療法、年齢・治療

期間などで層別解析を行った。 

結果と考察： 診療記録から代謝検査項目が評価

可能な 263 人を解析対象とした。初診時の患者背景

（平均±標準偏差）は、 BMI 23.1±2.8 kg/㎡ (n= 

236)、随時血糖 121.3±33.8 mg/dL (n= 75)、

HbA1c 6.3±0.8% (n= 35)、LDL-C 124±34 mg/dL 

(n= 33)、TG 119±54 mg/dL (n= 53)。 耐糖能異

常、高血圧および脂質異常症の有病率は、24％ (n= 

62)、40％ (n= 105)および 25％ (n= 68)であった。

FIB-4 index は 2.31±1.81 (n= 156)であり、PC 患者

の 22％ (n= 34)は肝線維化指標の cut-off 値 2.67

を超えていた。49 人が手術治療を受けたが、そのうち 8

人は追加 ADT を行った。合計 96 人の患者が内分泌

療法を行い、LH-RH アゴニスト(n= 66)、LH-RH アンタ

ゴニスト(n= 22）、抗アンドロゲン薬(n= 59)、または

MAB(maximal androgen blockade)療法(n= 44)で

治療された。 

結語： PC 患者は、CVD 危険因子を合併する頻度

が高く、ADT 治療後も代謝障害に注意した管理が重

要である。 

 

 

 

 

B2-1 診断基準改定に向けた副腎性顕性
クッシング症候群の実態調査 
 
方波見卓行（かたばみたくゆき）1）4）6）、田辺晶代 2）4）

6）、成瀬光栄 3）4）5）  

 

1） 聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 

2） 国立国際医療研究センター病院 

3） 京都医療センター 

4） ACPA-J 研究班 

5） AMED-JRAS 研究班 

 

【目的】 近年、軽症顕性 Cushing 症候群(OCS)の

発見増加がいわれるが、わが国の実態は明らかでな

い。多施設共同研究を行い、1997 年の全国調査結

果と比較。 

【方法】 2006 年 1 月〜16 年 12 月に診断された副

腎癌非合併副腎性 OCS の臨床像、内分泌検査結

果を解析。 

【結果】 対象は 104 例、男/女=9/95 例、診断年

齢の中央値 46.5 歳。特徴的徴候の満月様顔貌、中

心性肥満・野牛肩、皮下出血、筋力低下、赤色皮膚

線条の頻度は 87、68、37、21、20%。陽性所見数は

中央値 2。非特異的な赤ら顔, 精神症状、ざ瘡、男

性化・多毛の頻度は 1〜2 割、血圧, 脂質, 血糖, 骨

量の異常は 79, 63, 47, 45%。現行の副腎性 OCS 診

断基準で高頻度とされる早朝血中 F≥20μg/dl、UFC

施設基準値≥4 倍の例は約 2 割のみ。 

【考察】 97 年の調査と比べ、OCS 診断年齢は 2-3

歳若年、特徴的 Cushingoid の頻度は総じて低率、F

分泌は以前より低値と推定され、わが国でも OCS は

早期発見による比較的軽症例の増加が示唆。【結

語】現行の副腎性 OCS 診断基準は 97 年の調査に

基づき作成され、最近の実態を反映した改定が必要。

(本研究は国立国際医療研究センター国際医療研究

開発費「24 指 1402」、「30 指 1008」、AMED 課題

番号 JP18ek0109352、厚生労働科学研究費「難病

一般 046」の支援を受けた。) 
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B2-2 加齢に伴う皮膚ステロイド産生系の
亢進はタンパク質品質管理機構の異常を引
き起こす 
 

原口省吾（はらぐちしょうご）1）、大滝 博和 2）、杉浦 悠

毅 3）、嶋 雄一 4）、宮崎 章 1） 

 

1） 昭和大学医学部生化学講座 

2） 昭和大学医学部解剖学講座 

3） 慶應義塾大学医学部医化学教室 

4） 川崎医科大学医学部解剖学教室 

 

【はじめに】 皮膚にもステロイド産生系が存在し、性

腺由来のステロイドと協働して多様な皮膚機能の制御

に関わっている。しかし、加齢に伴う性腺由来のステロイ

ドの減少が皮膚のステロイド産生系にどの様な変化を

引き起すのかは不明である。そこで本研究では、加齢に

伴い皮膚ステロイド産生系にどの様な変化が生じるの

か、また、それが皮膚機能にどの様な影響を及ぼすのか

を明らかにすることを目的として研究を行った。 

【対象と方法】 2 か月齢(若齢)と 20 ヵ月齢(高齢)の

雄 C57BL/6J マウスを用いた。ステロイド濃度は血清あ

るいは皮膚組織のステロイドを抽出後、さらに多孔性珪

藻土カラムを用いて精製し、LC-ESI-MS/MS(AB 

SCIEX Triple Quad 4500)で測定した。 

【結果】 血清中のテストステロンやエストラジオールの濃

度は加齢に伴い減少したが、皮膚では加齢に伴ってテ

ストステロン濃度が上昇した。そこで高齢マウス皮膚でテ

ストステロン増加を引き起こすメカニズムを解析し、加齢

に伴う長期的な血中エストラジオール低下が皮脂腺で

テストステロン合成酵素 Hsd17b3 の発現を増加させる

ことを明らかにした。 

続いて、高齢マウス皮膚に存在する高濃度テストステロ

ンはマウス背部の毛の伸長を抑制することを明らかにし

た。その作用機序について解析を行い、高濃度テストス

テロンは毛包幹細胞のゴルジ体に発現している亜鉛トラ

ンスポーターZIP9 に作用し、ゴルジ体内を亜鉛欠乏状

態にすることでゴルジ体機能を障害し、発毛制御に関

わるタンパク質の品質管理を障害することを明らかにし

た。 

【考察】 老人性脱毛症は加齢に伴う毛包の機能低

下(老化)であると考えられているが、加齢に伴う皮膚で

のテストステロンの過剰産生・蓄積も老人性脱毛症を

引き起こす一因になっていると考えられる。 

 

 

 

 

 

B2-3 UHPLC-MS/MS によるヒト血清中遊
離ステロイドホルモンの測定法の開発 
 

宮代好通（みやしろよしみち）1）、 藤方明 1） 

 

1） 株式会社あすか製薬メディカル 

 

【はじめに】 ステロイドホルモンはタンパク質と結合して

いない遊離型が生理活性を示すと考えられている。現

在、遊離テストステロンが加齢性腺機能低下症 (LOH

症候群) の診断に利用されているが、その他のステロイ

ドホルモンについては疾患との関連について殆ど検討さ

れていない。血中においてステロイドホルモンの大部分は

アルブミンやグロブリンなどのタンパク質と結合して存在

し、遊離型のステロイドホルモンは数％しか存在していな

いため、遊離型の濃度測定には高感度な測定法が求

められる。そこで、今回、限外ろ過法を用いたヒト血清

中遊離ステロイドホルモンの測定法を開発した。 

【対象と方法】 測定対象ステロイドはコルチゾール(F)、

コルチゾン(E)、テストステロン(T)、デヒドロエピアンドロステ

ロン(DHEA)とした。ヒト血清 0.25mL を限外ろ過し、ろ

液 0.1 mL を固相抽出カートリッジで精製した。精製

後、ピコリン酸誘導体化し、固相抽出カートリッジで精

製後、UHPLC-MS/MS で測定した。 

【結果】 バリデーション結果はいずれのステロイドホルモ

ンにおいて良好な結果が得られた。 

また、男女血中において遊離ステロイドホルモンを測定し

たところ、女性の血清中遊離 T 濃度を除いて測定が可

能であった。また、遊離 F 及び遊離 E 濃度は、ほぼ同

程度の濃度で存在しており、遊離型のステロイドホルモ

ンの存在割合はトータルの存在割合と異なっていた。 

【考察】 限外ろ過を用いた血清中遊離型ステロイドホ

ルモン濃度の測定法を開発した。本法を用いてヒト血

清中遊離ステロイドホルモンを測定したところ、トータルの

ステロイドホルモン濃度とは異なる割合で存在しているこ

とが分かった。今後、本法がステロイドホルモンの機能を

解明する上で有用な方法となることを期待する。 
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B2-4 中高年男性の糖尿病治療に対する
テストステロン軟膏グローミンの効果 
 

上芝元（うえしばはじめ）1）2） 

 

1） 東邦大学医療センター大橋病院 糖尿病・代謝内科 

2） 東邦大学医学部 内科学糖尿病・代謝・内分泌学分

野 

 

【目的】 テストステロンがインスリン抵抗性を改善する

という報告やメタボリックシンドロームを伴う男性性腺機

能低下症において、テストステロン製剤（エナルモンデポ

筋注）は、ウエスト周囲径、体脂肪率、空腹時血糖、

HbA1c、中性脂肪のメタボリック因子を改善させるとい

う報告もある。今回、中高年男性の低テストステロン血

症を伴う２型糖尿病症例において、テストステロン軟膏

製剤による補充を行い、糖尿病状態の改善がみられた

症例を２例経験したので報告する。 

【方法】 症例１は 54 歳男性、推定罹病期間 13

年、BMI31.3、８年前にインスリン導入となり、現在強

化療法中である。最近１年間の随時血糖 150〜

259mg/dl、HbA1c9.2〜10.4％であり、血中遊離テス

トステロン 1.9〜3.2pg/ml と低値であった。症例２は

67 歳男性、糖尿病の推定罹病期間 18 年、

BMI37.2、３年前にインスリン導入となり、現在経口薬

とインスリン療法（超速効型と持効型）の併用治療

中である。最近１年間の随時血糖 190〜

277mg/dl、HbA1c8.5〜9.0％であり、血中遊離テス

トステロン 2.9〜3.8pg/ml と低値であった。両症例とも

に倫理委員会の承認を得て、インフォームドコンセントを

行い、テストステロン軟膏（グローミン）を使用して、補

充を行い、糖尿病状態の改善を試みた。 

【結果】 両症例ともグローミン 0.6g/日（0.3gx2 回、

頚部塗布）を６か月継続したところ、症例１では随時

血糖 109〜173mg/dl、HbA1c7.9〜8.2％と糖尿病

における血糖コントロールの改善がみられた。また症例２

でも随時血糖 121〜175mg/dl、HbA1c7.2〜7.8％

と糖尿病における血糖コントロールの改善がみられた。

両症例とも血中 PSA の変化や他の副次反応について

は、臨床上大きな問題となるものはみられなかった。 

【結論】 テストステロン軟膏（グローミン）は、中高年

男性で肥満及び低テストステロン血症を伴う２型糖尿

病症例において、血糖コントロール改善に寄与する可能

性が示唆された。２症例から考えるとテストステロン低

値、肥満、インスリン抵抗性状態を呈している２型糖

尿病男性の治療にテストステロン軟膏が補助的手段に

なる可能性が示唆された。 

 

 

B2-5 中枢性副腎不全における QOL 低下
とコルチゾール分泌能の関係～女性患者では
関連が少ない～ 
 

北村哲宏（きたむらてつひろ）1）2）、玉田大介 1）2）、早川

友朗 2）、向井康祐 2）、林令子 2）、佐伯絢 2）、奥野陽亮
2）、大月道夫 2）下村伊一郎 2） 

1）玉田クリニック 

2）大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科

学 

 

背景 副腎不全において生活の質(QOL)の低下とそ

の性差が報告されている。しかし、既に副腎皮質ホルモ

ン(GC)が補充されている患者での検討であり、この

QOL 低下が本当に副腎不全に起因するかは不明であ

る。 

目的 未治療中枢性副腎不全(SAI)における ACTH、

コルチゾール(F)分泌能と QOL との関係を明らかにする。 

方法 162 名の視床下部下垂体疾患患者を対象と

した。機能性下垂体腺腫、うつ等の合併、GC 補充患

者は除外した。インスリン負荷試験より、SAI の有無、F

頂値(FMAX)、ACTH 頂値、QOL は Short-Form 

36(SF36）にて評価。SAI の有無において SF36 の各

項目を比較、また国民標準値とも比較した。FMAX、

ACTH 頂値と SF36 の各項目の関係は、他の下垂体

ホルモンの影響を除外するため多変量解析にて検討し

た。 

結果 162 名中 88 例を SAI と診断。全患者と男性

患者(n=78)の解析において F 分泌正常の SAI 無に比

し、F 分泌低下の SAI 有で SF36 の複数の項目で有

意な低下を認めた。しかし女性患者(n=84)では SAI

有無において SF36 の各項目に有意差を認めなかっ

た。F 分泌低下の SAI 有では、男女各々の患者の

QOL は国民標準値より有意に低下していた。F 分泌

正常の SAI 無では、男性患者の QOL は国民標準値

と有意差を認めなかったが、女性患者では F 分泌正常

にも関わらず QOL は国民標準値より有意な低下を認

めた。さらに、男性患者はほぼ全ての SF36 の項目で

FMAX と相関を認めたが、女性患者では 1 項目のみ

であった。女性患者では ACTH 頂値は SF36 の 4 項

目と相関を認め、QOL における ACTH 分泌能の意義

が示唆された。 

結語 男性患者の QOL 低下は F 分泌能と強く関連

していた。一方、女性患者の QOL 低下は F 分泌能と

の関連は少なく、診断・治療時において QOL の解釈に

注意が必要である。 
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B2-6 低 SHBG 血症は高尿酸血症の予測
因子である 
 
藤原裕矢（フジハラユウヤ）1）2）、濵之上暢也 2）、田中智

子 2）3）、岩屋智加予 1）2）、矢野博美 4）、田邉真紀人

2）、野見山崇 2）、柳瀬敏彦 1）2） 

 

1） 医療法人誠和会牟田病院内分泌・糖尿病内科 

2） 福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科 

3） 福岡大学医学部再生・移植医学 

4） 飯塚病院予防医学センター 

 

[目的、方法] 我々は、男性におけるテストステロン

（T）やその結合蛋白の性ホルモン結合グロブリン

(SHBG)の低下が肥満やメタボリックシンドローム(MetS)

の危険因子となることを報告してきた。一方、T や

SHBG と高尿酸血症との関連は明確ではない。今

回、健診受診の中高年男性 363 例（平均年齢

51.1±8.7 歳）を尿酸高値群（≧7.0 mg/dL）74

例と非高値群（＜7.0 mg/dL）289 例の 2 群に分

け、その関連性を検討した。[結果]尿酸高値群では有

意に BMI、ウェスト周囲径、血圧、中性脂肪、空腹時

血糖、F-IRI、HOMA-R, HOMA-β、AST、ALT、

γGTP、Cre、TP、Alb、MetS の有病率が高値で、相

対的に遊離 T (cFT)、SHBG、総テストステロン(TT)、ア

ディポネクチン、HDL-C が低値であった。ロジスティック

解析の結果、SHBG＜52nmol/L およびアディポネクチ

ン<5.0 µg/mL 血清 Cre≧1.0 mg/dL、TP ≧7.0 

g/dL が、尿酸高値(≧7.0mg/dL)の有意な予測因子

であった。また、ROC 分析の結果、SHBG≧46.5 

nmol/L（AUC=0.645）およびアディポネクチン<3.68 

µg/mL (AUC=0.691), TP≥7.2 g/dL (AUC=0.617)、

cre<1.0 mg/dL (AUC=0.700)が尿酸高値

(≧7.0mg/dL)の最も強い予測因子であった。 

[考察] 肝臓で合成される SHBG は、高インスリン血

症や炎症性サイトカインにより負に、アディポネクチン-

AMPK シグナルで正に調整され、肝内の異所性脂肪

蓄積と負の相関が報告されている。高尿酸血症はイン

スリン抵抗性・炎症の惹起による肝内脂肪蓄積に関連

して、肝臓での SHBG 産生の減少をもたらす可能性が

ある。  

[結語]  SHBG 低値は、高尿酸血症のマーカーとなり

得る可能性が示唆された。 

 

 

 

 
 

B3-1 新生児マススクリーニングで発見され
ず、男性化徴候から学童期に診断された 21
水酸化酵素欠損症の女児例 
 
大沼真輔（おおぬましんすけ）1）、三善陽子 1）、福井美穂
1）、福岡智哉 1）、里村宜紀 1）、木村武司 1）、橘真紀子
1）、別所一彦 1）、田中弘之 2）、大薗恵一 1） 

 

1） 大阪大学大学院医学系研究科 小児科学 

2） 岡山済生会総合病院 小児科 

 

【背景】 21 水酸化酵素欠損症(21OHD)は本邦で

は新生児マススクリーニング検査(NMS)が行われてお

り、ほとんどが新生児期に発見される。しかし NMS で

発見されず、乳幼児期以降に明らかになる 21OHD も

報告されている。 

【症例】 12 歳女児、在胎 37 週 6 日、体重 2754g

で出生。家族歴に特記事項なし。日齢 5 の NMS で

異常なしと判定された。出生時より父は児の陰核肥大

を気にしていたが、母は違和感を感じず、特に精査を受

けなかった。以後副腎不全症状なく経過したが、5 歳

時に恥毛発育に気づき、6 歳時に前医受診。乳房 1

度、恥毛 3 度、陰核肥大、膣前庭の低形成あり。皮

膚色素沈着を認めず。骨年齢 9.1 歳(暦年齢 6.3 歳)

と促進あり。腹部超音波検査で副腎腫大を認めず。

血液検査で ACTH 66 pg/mL、17OHP 45.5 

ng/mL、T 1.06 ng/mL、DHEA-S 93 μg/dL、LH 

0.09 mIU/mL、FSH 0.20 mIU/mL、E2 10 pg/mL、

電解質異常なし。インスリン負荷試験でコルチゾール 

7.6 (基礎値)→8.7 μg/dL (頂値)と反応不良。迅速

ACTH 負荷試験でコルチゾール 7.9 (基礎値)→8.7 

μg/dL (頂値)と反応不良、17OHP は 82.0 (基礎

値)→135 ng/mL(頂値)と基礎値、頂値ともに高値で

あった。CYP21A2 遺伝子検査を行い 8bp-del 

(exon3)と p30L の複合ヘテロ接合変異を認め、

21OHD と診断されヒドロコルチゾン内服を開始。陰核

肥大は徐々に改善傾向となった。転居に伴い 12 歳時

に当院紹介となった。身長 138.9cm(-2.1SD)、陰核肥

大 2cm×1cm、骨年齢 11.1 歳(暦年齢 12.3 歳)、ヒ

ドロコルチゾン 20mg/日（17mg/㎡/日）補充中であ

る。 

【考察】 21OHD では NMS が陰性となる症例があ

り、特に非古典型 21OHD では、その頻度が比較的高

いとされる。本症例は出生時より父が児の陰核肥大に

気づいていたことと、迅速 ACTH 負荷試験の 17OHP

の値から、古典型である単純男性型 21OHD の可能

性が高い。昨年度我々は NMS をすり抜けた非古典

型の同様の症例を報告したが、古典型と考えられる症

例であっても、NMS が陽性とならないことがあり、注意

が必要であると考えられた。本症例の経過を内分泌学

的検査、遺伝子検査結果と併せて報告する。 
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B3-2 免疫化学的測定法による血清コルチ
ゾール偽高値： ACTH 療法を行った古典型
21 水酸化酵素欠損症の 1 例 
 

市橋洋輔（いちはしようすけ）1）、佐々木万里恵 1）、坂口

友理 1）、武内俊樹 1）、高橋孝雄 1）、本間桂子 2）、佐藤

武志 1）、佐々木悟郎 3）、石井智弘 1）、長谷川奉延 1） 

 

1） 慶應義塾大学病院 小児科 

2） 慶應義塾大学病院 臨床検査科 

3） 東京歯科大学市川総合病院 小児科 

 

【背景】 

免疫化学的測定法によるステロイドホルモン値は交差

反応（使用する抗体が本来の抗原以外の類似物質

と反応すること）により偽高値を示すことがあるが、通

常どの物質が交差反応の原因かは特定されていない。 

【症例】 

現在 6 か月の 46,XX 女児。日齢 1 に色素沈着と

ambiguous genitalia を認め、21 水酸化酵素欠損

症(21OHD)の疑いでヒドロコルチゾン治療を開始した。

尿ステロイドプロフィルでプレグナントリオロン高値、および

遺伝子検査で CYP21A2: 

Δ8bp(p.Gly110Valfs21X)/E6 cluster を認め、古典

型 21OHD と診断した。日齢 3 に発症した原因不明

の白質脳症に引き続き、生後 5 か月時に West 症候

群を発症し、ACTH 療法を行った。ACTH 療法中に血

清コルチゾール値を免疫化学的測定法と質量分析法

(LC-MS/MS 法)の両者で測定した。ACTH 治療開始

前、および開始後 2 週の免疫化学的測定法と LC-

MS/MS 法によるコルチゾール値は、それぞれ、12.6 

µg/dL（開始前）・27.6 µg/dL（2 週後）、9.5 

µg/dL（開始前）・11.6 µg/dL(2 週後)であった。 

【考察・結論】 

２つの測定法による血清コルチゾール値の乖離は、治

療開始前よりも 2 週後で大きかった。免疫化学的測

定法による血清コルチゾール偽高値と考える。交差反

応の原因となる物質を特定するため、血清コルチゾール

免疫化学測定法を用い、各種副腎皮質ステロイド中

間代謝産物の標準物質を測定中である。 

 

 

 

 

 

B3-3 hCG 負荷における backdoor 
pathway 活性化についての検討 
 
中島信一（なかしましんいち）1）2）、沼倉周彦 3）、小野裕

之 1）、増永陽平 1）、藤澤泰子 1）、緒方勤 1） 

 

1） 浜松医科大学 小児科 

2） 聖隷沼津病院 小児科 

3） 山形大学医学部 小児科 

 

【はじめに】 アンドロゲンの産生経路には、通常の

frontdoor pathway に加え、17α-OH-DHP から

17α-OH-AP、androsterone を経て、testosterone

を介さずに dihydrotestosterone を産生する

backdoor pathway が存在する。hCG(ヒト絨毛性ゴナ

ドトロピン) は 237 のアミノ酸からなる 36.7kDa の糖タ

ンパク質であり、LH 作用を有し、精巣ライディッヒ細胞

上の LH 受容体に作用し、testosterone の合成・分

泌を促進する。hCG 負荷試験は、男児においてはアン

ドロゲン産生能を評価するために行われる検査である。

今回われわれは hCG 負荷前後のアンドロゲン産生の

中間産物を LC-MS/MS 法で測定し、hCG 刺激による

アンドロゲン産生過程における backdoor pathway の

関与について検討した。 

【対象】 明らかな基礎疾患を認めず、ミクロペニスの

精査のために GnRH 負荷試験・hCG 負荷試験を施

行されいずれも正常な T 値上昇をしめした 4 例と

PORD 症例 2 例。 

【結果】 hCG 負荷試験後の T 値の上昇は、いずれ

の症例でも DHT の上昇と frontdoor pathway ・ 

backdoor pathway 由来代謝物の上昇を伴い、また

backdoor pathway に特異的な 17α-OH-AP の上昇

も含まれていた。DHT/T 比はミクロペニス症例、PORD

症例の間で差は認められなかった。 

【考察】 (1) hCG 負荷試験では frontdoor 

pathway と backdoor pathway が共に活性化され

る。(2) 今回解析した PORD の 2 症例では POR 依

存性酵素の活性がある程度残存していたため、hCG

負荷による frontdoor pathway 由来の T 産生が認め

られていた。(3) hCG 負荷試験において DHT/T 比に影

響するような backdoor pathway 由来の DHT 産生は

認められない。 
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B3-4 化学療法中、ボリコナゾール投与によ
り新生児マススクリーニング検査で 11DOF 髙
値を認めた一例 
 
中村明枝（なかむらあきえ）1）、小林良二 2）、鈴木大介

2）、堀大起 2）、藤倉かおり 3）、山口健史 1）、菱村希 1）、

中山 加奈子 1） 

 

1） 北海道大学病院 小児科 

2） 札幌北楡病院 小児科 

3） 札幌市衛生研究所 保健科学課 

 

【背景】 ケトコナゾールは副腎ステロイド合成経路に関

与する複数のチトクロム P450 酵素を阻害してコルチゾ

ール産生を抑制するため、海外では Cushing 症候群の

治療薬として使用されている。 

【目的】 急性骨髄性白血病に対する化学療法中、

ボリコナゾール内服により新生児マススクリーニングで 11-

DOF 高値を認めた症例を経験したので報告する。 

【症例】 生後 1 ヶ月の女児。子宮内感染症が疑わ

れ、在胎 36 週 0 日、出生体重 2,466 g、正常経膣

分娩にて仮死なく出生したが、特異顔貌より染色体検

査を行い Down 症候群の確定診断となった。WBC 

33,210 /µL と高値を認め、日齢 13 より末梢血に芽

球が出現し、一過性骨髄増殖症(TAM)として経過観

察を行っていた。しかし、WBC 97,360 /µL まで増加した

ため、紹介受診となり、骨髄検査の結果、急性骨髄

性白血病(M7)の確定診断にて、日齢 16 より化学療

法が開始となった。日齢 5 の新生児マススクリーニング

にて TSH 軽度上昇を認めたため、日齢 36 で再検を行

い TSH は正常化していたが、11-DOF 22.8 ng/mL と

上昇を認め、日齢 51 に 11-DOF 83.6 ng/mL と更に

上昇傾向を認めた。化学療法開始とともにボリコナゾー

ル内服を開始しており、同薬による副腎ステロイド合成

経路の抑制が原因と考えられた。ボリコナゾール中断し

て再検したところ、11-DOF 測定感度以下に低下して

いることを確認した。 

【考察】 アゾール系抗真菌薬であるケトコナゾール、フ

ルコナゾールは 11β 水酸化酵素活性を障害するが､ボ

リコナゾールの副腎ステロイド代謝経路への影響について

詳細な検討の報告はない。しかし、ケトコナゾールと同様

に 11β 水産酵素活性を抑制し、11-DOF が上昇した

と考えられる。 

【結論】 ボリコナゾールも副腎ステロイド代謝経路へ影

響を及ぼすため、その評価には注意が必要である。 

 

 

 

B3-5 非古典型リポイド副腎過形成症女
性の卵巣機能 
 

天野直子（あまのなおこ）1）2）、籏生なおみ 1）3）、森潤
4）、長谷川行洋 5）、松浦宏樹 6）、西澤和倫 1）7）、鈴木ま

り子 8）、上牧務 1）9）、石井智弘 1）、長谷川奉延 1） 

 

1） 慶應義塾大学医学部小児科 

2） さいたま市立病院小児科 

3） 東京医療センター小児科 

4） 京都府立医科大学医学部小児科 

5） 都立小児総合医療センター内分泌代謝科 

6） 信州大学医学部小児科 

7） 静岡赤十字病院小児科 

8） 静岡赤十字病院産婦人科 

9） 静岡市立清水病院小児科 

 

【背景】 古典型リポイド副腎過形成（LCAH）は副

腎・性腺のステロイドホルモン産生異常により、新生児・

乳児期早期に副腎不全を発症し、46,XX 個体では思

春期発来するものの無排卵月経で、最終的に早発閉

経を来たすと報告されている。しかし、乳児期後期から

小児期に副腎不全を発症する非古典型 LCAH の卵

巣機能についてはほとんど報告がない。 

【目的】 非古典型 LCAH 女性 4 例の思春期以降の

卵巣機能について診療録から後方視的に情報収集し

た。 

【結果】 対象全 4 例の STAR 遺伝子解析を行い、

片アレルを p.Q258*変異とする複合ヘテロ接合性変異

(症例 1 と 3 に p.R272C、症例 2 に p.M225T、症例

4 に p.R188H)を同定。症例 1：6 歳時に副腎不全を

発症し、10 歳時に乳房腫大、13 歳時に初経発来

（月経 40 日周期、整）、27 歳と 30 歳時に自然妊

娠、プロゲステロン補充なしに分娩に至った。症例 2：

乳児期（詳細不明）に副腎不全発症し、11 歳時に

乳房腫大、14 歳時に初経発来（月経ほぼ 1 か月周

期、やや不整）、29 歳時にクロミフェン療法後に妊

娠、プロゲステロン補充なしに分娩に至った。症例 3：4

歳時に副腎不全発症、11 歳以前に乳房腫大、14 歳

時に初経発来（月経周期ほぼ 28 日、整）。症例

4：6 歳時に副腎不全発症、10 歳時に乳房腫大、

12 歳時に初経発来（月経周期ほぼ 28 日、整）。 

【考察・結論】 全 4 症例の思春期発来・初経発来

時期は健常女性と同様であり、3 例で月経周期も安

定していた。4 例中 2 例で妊娠・出産を経験しており、

1 例は自然妊娠が可能であった。非古典型 LCAH 女

性の卵巣機能は、少なくとも若年成人期には健常女

性と同程度に維持されると考える。 


