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II. 成果の概要（総括研究報告）
間脳下垂体疾患は適切な治療がなされないと合併症の悪化、QOL の低下を示し生命予後が悪化する
疾患である。エビデンスに基づいた診療ガイドラインを策定するにあたり、長期予後調査研究を再構
築して、主要な疾患（先端巨大症、プロラクチノーマ、Cushing 病、下垂体機能低下症、バゾプレシ
ン分泌低下症および成人成長ホルモン分泌不全症）の治療内容と合併症、社会的自立度・生活の質、
生命予後について明らかにすることを目的とした。研究課題として、(1)間脳下垂体患者における転
帰予後に関する調査研究：データ精度を保つため、間脳下垂体疾患の診療に精通した内分泌および脳
神経外科の専門医施設で症例集積を図り、新規登録を進め、患者の社会的自立度・生活の質および合
併症に関する転帰等を調査する。(2) 成人成長ホルモン分泌不全症の登録と治療成績および追跡調査
研究：重症型成人成長ホルモン分泌不全症と診断された症例に対する成長ホルモン(GH)治療につい
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て成長科学協会の症例登録・追跡調査研究に協力し長期の安全性と有効性を調査する。
平成 27～28 年度の研究成果として、
(1)間脳下垂体患者における転帰予後に関する調査研究では、
専門医施設においてこれまで登録された症例の経過を追跡するとともに、新規症例を集積して登録
作業をすすめた。主要 5 疾患における社会的自立度・生活の質、合併症に関する頻度と予後につい
て、収集した 600 症例の調査データを登録時の臨床所見等および追跡状況に関する整理を行った。
その過程で得られた成果では、先端巨大症の連続した手術症例における体細胞遺伝子変異の系統的
な検索から AIP 遺伝子異常の症例が同定された。クッシング病について脳神経外科施設における手
術の長期遠隔成績がまとめられ、手術成績に影響する諸因子および複合的治療法が検討された。１施
設におけるクッシング病患者 38 例の予後調査から死亡に至ったものが 4 例みられた。死因の内訳は
原病のコントロール不良に伴う敗血症 1 例、治癒後の突然死 1 例、心不全 1 例、下垂体癌に伴う腫
瘍死 1 例であった。成長ホルモン分泌不全症患者への GH 補充時の QOL 変化を下垂体疾患特異的 QOL
評価指標（AHQ）により経時的に観察し、男性に比べ女性において治療前の QOL が有意に低かった。
(2)重症型成人成長ホルモン分泌不全症と診断された症例に対する成長ホルモン治療について、成長
ホルモン製剤の市販後特別調査から患者の同意を得て組み入れられた例を含め、500 例以上の疾患登
録がなされた。GH 補充の安全性を検討する目的で、成長ホルモン治療中に耐糖能異常や糖尿病を併
発した症例を抽出し、背景因子や危険因子を同定する症例対照研究を実施した。成長ホルモンの有効
性について成長ホルモン分泌不全症患者の QOL 変化に焦点を当て下垂体疾患特異的 QOL 評価指標
（AHQ）を用いた 5 年間にわたる評価で、QOL の改善効果が持続することが示された。
本研究開発で得られた症例集積の研究基盤を活用してさらに長期の予後調査の実施が期待される。
Hypothalamo-hypophysial disorders are considered to have poor quality of life and poor
prognosis due to complications when they are improperly treated. In order to establish evidencebased clinical guidelines for the management of pituitary diseases, we aimed to re-construct the
systems for exploring the long-term surveillance of the patients with acromegaly, prolactinoma,
Cushing disease, hypopituitarism, vasopressin deficiency and adult growth hormone deficiency.
The case-report forms including the types of treatment, complications, self-dependency, quality
of life and survivals were obtained from the institutes of expert departments of endocrinology and
neurological surgery to ensure the high qualities of data. The other registry of the patients with
severe adult growth hormone deficiency treated with growth hormone replacement were set-up
in collaboration with the Foundation for Growth Science in Japan for exploring the long-term
safety and efficacy of growth hormone therapy.
During fiscal years of 2015-2016, we have collected clinical data of more than 600 cases and
have begun to assess the self-dependency of the patients and their quality of life. Consecutive
cases of acromegaly treated at the neurosurgical department revealed the 3 new cases of AIP
gene mutation out of 69 patients by genomic analysis. Two-hundred and fifty-two patients with
Cushing disease had been treated by the expert neurosurgeon and prognostic factors for the
better outcomes were determined. One center has treated 38 cases of Cushing disease during 10
years and 4 cases had been deceased. The causes of death were estimated as follows; septicemia
due to uncontrolled hypercortisolemia, sudden death after remission, heart failure and fetal
pituitary carcinoma. Patients with hypopituitarism had poor quality of life as assessed by Adult
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Hypopituitary Questionnaire (AHQ), especially in women compared to men. More than 500
patient records were registered at the Foundation for Growth Science in Japan, including the
cases of post-marketing surveillance studies. About 2.4% of patients had developed the diabetes
mellitus during growth hormone replacement therapy. The incidence was similar to that of the
general Japanese population. In regard to the efficacies, 5-year of growth hormone replacement
therapy maintained the improved quality of life in patients with adult growth hormone deficiency.
The future research projects may utilize these data base and investigate the real long-term
surveillance of the patients with hypothalamo-hypophysial disorders.
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