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は じ め に

間脳下垂体系の障害時 のみでな く種 々の病態下で

人成長 ホルモ ン(human growth hormone; HGH)

の分泌が障害 され ることが知 られるようにな り,HGH

測定 が下垂体機能を知 る上 で重要 であることは論 を

またない. HGH分 泌予備能 を知るために多種の分泌

刺激試験が報告 されてい るが,簡便性, ACTH-副 腎

皮質系の予備能力を も同時 に知 ることがで きるな ど

の利点か ら, Rothら1)に よって最初 に報告 された イ

ンス リン低血糖試験 が現在最 も広 く用い られている.

本稿において,過 去6年 間に著者 らが経験 した症

例の うち,内 分泌疾患 および内分泌疾患 ときわめて

関連の深い症例126例 を選び,それ らの患 者における

基礎HGH値 およびインスリン低血糖試験時のHGH

分泌動態について報告す る.

対象お よび方法

対象は正常人40例 と内分泌疾患 および内分泌疾患

ときわめて関連の深 い疾患々者合計126例 であ り,そ

の内訳けはTable 1に 示 して ある.

全症例 とも一夜絶食の後,空 腹安静 のまま原則 と

して午前9時 に基礎HGH測 定 の ための ヘパ リン加

血 を採血 し,次 いで正規 インス リン0.1U/kg(血 糖

値の高い ものについては0.15U/kg)を 静注 し,経 時

的に採血 してHGHを 測定 した.

また,先 端肥大 症および神経性食思不振症につい

てはインス リン試験 を施行 した例 を含めて,そ れぞ

れ13例 ずつについて,又 同一症例 については 日を変

えて,基 礎HGH値 を測定 した.

血漿HGH測 定 には市販 の ダイナボ ッ トRI研 究

所製 の2抗 体 法Radioimmunoassay kitを 用いた.

なお,有意差検定はStudent's t testに よ った.

結 果

1) 基礎HGH値

正常人40名 の平均基礎HGH値 は2.7±0.3 (Mean

±SE,以 下同様)ng/mlで あった. Table 1に 示 し

た ように視床下部下垂体系腫瘍術後例および下垂体

性小人症において危険率5%以 下ではあ るが,基 礎

HGH値 は正常人 に比較 して有意 に低値 をとった.し

か しなが ら,こ れ らの疾患々者の個々の例 と正常人

の個々の例 とはかな りの例でoverlapし てお り,個

々の例 の基礎HGH値 を もって正 常人 との区別 をす

る ことは困難で あった.

Fig. 1.　 Basal plasma HGH levels in 13

 acromegalic patients.

先端肥大症お よび神経 性 食 思不 振 症で は,基 礎

HGH値 はきわめて有意に(P<0.001)正 常人 よ り高

値を示した.先端肥大症13例 の基礎HGH値 をFig. 1

に示すが,同 一 症例 で も日によ って基礎HGH値 は

動揺 を示 した.ま たFig. 2の 神経性食思不振 症13例

の基礎HGH値 も日なよって 変動 を示 したが,先 端

肥大症以上に動揺 が激 しく,全 般的 に,外 来初診時

に高 く,寛 解後 には低 くなる傾向があ った.ま た全

症例の合計44回 の基礎HGH値 測定の うち半数 の22
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回が正常値(5ng/ml以 下)よ り高値 を示 した.

Fig. 2　 Basal plasma HGH levels in 13

 patients with anorexia nervosa.

その他 の疾患の基礎HGH値 は正 常人 と有意差 を

認 めなかった(Table 1).

2) インス リン低血糖刺激試験時 のHGH反 応

正常人40例 のインス リン低血糖刺 激試験(以 下 イ

ンス リン試験 と略す)時 の最 高血 漿HGH値 は29.6

±1.9ng/mlで,こ れ と有意差 を全 く認 めなか った疾

患 は神経性食 思 不振 症 とprimordial dwarfismで

あった.先 端肥大症は基礎HGHが 高値で あったが,

インス リン負荷後10例 中7例 でHGH値 は上 昇 反応

を示 した.汎 下垂体機能低下症,下 垂体性小人症,

 Cushing症 候群 および甲状 腺 機能 低下症で はHGH

増加反応 はきわめて不 良であ った.

その他, hypogonadotropic hypogonadism,甲 状

腺機能亢進症,糖 尿病お よび単純 性肥満症ではHGH

の増加反応は認 め られ るものの,そ の値 は正常人 に

比較 して有意に低値であった.

考 案

Table 1.　 Plasma HGH concentrations before and after insulin hypoglycemia.

* Significant vs normal subjects by Student's t test.

血漿HGH値 測定 のために現在最 も広 く用いられて

いるのは2抗 体法によるradioimmuno assay (RIA)

法であ る.従 来2抗 体法RIAに よる下垂体機能低下

症の基礎HGH値 と正常人のそれ とはoverlapが あ

り,有 意 差がないと され て きたが,す でに著者 らは,

 2抗 体法RIAに よって も,下垂体機能低下症患者の
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基礎HGH値 は正常 人 よ りも低 目であ り,し か も特

殊な固相法RIAに よ り基礎HGH値 のみで両者 の鑑

別が可能で あることを報告 した21.今回,多 数例 につ

いて2抗 体法RIAに よ る測定 値 をま とめてみると,

視床下部下垂体系腫瘍術後例 と下垂体性小人症 の基

礎値は正常人 よ り有意に低値であ った.

一方先端肥大症では基礎HGH値 は高値 をとるが
,

 Fig. 1に 示 したよ うに同一症例の基礎値 を日を変 え

て採血 してみると,そ の値はかな りの巾の動揺 があ

り,下垂体のHGH産 生腫瘍のHGH分 泌は常 に一定

なのではな く,か な りのepisodeの ある ことが明 ら

かにな った. Cryerら3)も 同様の所見がみ られ るこ

とを最近報告 してい る.ま た神経 性食思不振症 の基

礎HGH値 は,正 常人 よ り有 意 に高 く,し か もそれ

らの 日差による動揺 は先端肥大症 よりは るかに激 し

かった.ま た一般 に外来初診時に高 く,寛 解後 には

外来通院時のよ うに比較的安静が不充分 である と考

えられ る場合で も低値 をとる傾向があ り, Franzら4)

が精神的ス トレスでHGH分 泌が惹 起 されるごとを

報告 してい るの と相通ず る もの と考え られる.こ の

神経 性食 思不振 症におけるHGH分 泌動態 とその臨

床経過 との関係 は興味 ある課題であ り,詳 細 は別 に

報告の予定 である.

インス リン試験についての基礎 的検討か ら,血糖値

が前値の28.6%以 上低下すれば インス リン試験 とし

て成立 し,正 常人で はその場 合少な くと も9.4ng/ml

あるいはそれ以上にまでHGH値 は上昇 し,またHGH

増加 は血糖値の低下率に比例す ることはす でに報告

した5).インス リン試験に対 して先端肥大症で はHGH

増加反応がみ られないとい う報告6)が あるが,著 者 ら

の10症 例では7例 で増加反応がみ られ,平 均値 をと

って も増加傾 向が認 められ, Rothら7)Glickら8)お

よびGreenwoodら9)の 報告 と一致 した.

視床下部下垂体系腫瘍術後例 でインス リン試験に

対 して全 くHGHの 増加 反 応がみ られなか ったが,

これは低血 糖 に対す るHGHの 分泌反応のためには

視床下部一下垂体間の神経性 および血管性の連絡が

必要 であることを示唆す るものであろ う.甲 状腺機

能亢進症のHGH反 応は正常 あるい は低反 応 とい う

種 々の報 告10)-12)がみ られ るが,一 方,甲 状腺機能低

下症 については反応が不良で あるとい う報告13)14)が

多 く,著 者 らの今 回の成績で も,正 常人 と全 く同様

の血糖の 低 下率 を示 しなが ら, HGHの 反応 はきわ

めて不良で あった.

Cushing症 候群 にお いては,下 垂体性あ るいは副

腎腺腫例,い ずれ もイ ンス リン試 験 に対 す るHGH

反応 は不良であ ることか ら,こ の反応の不良性 は中

枢異常に よるものではな く,年 余の高 グル ココルチ

コイ ド血状態に起因す る もの といえよう.こ の こと

は低血糖 に対す るHGH反 応 が グル ココルチ コイ ド

剤 によって抑制 される とい う報告4)15)と合致す る.

糖尿病患者 と単純性肥満症 においては,正 常人 に

比較 して インス リン試 験 に対 してHGHの 増加 が不

充分であ ったが, HGH増 加 反応 が血 糖 の低 下率 と

比例す る5)ことか ら,これ ら両疾患のHGH反 応 の不

良性は血糖 値の低下が正常人 に比較 してやや不良で

あ ることが関係 しているのであろう5).hypogonadot

ropic hypogonadismもHGH反 応 が 不良 であった

が,こ れ も血糖 の低下率が不良であ り5),大部分 の例

で軽度の肥満を伴 って いるためであろ う.し か し,

 hypogonadismで なぜ血 糖 値が低下 し難 いか は明 ら

かでない.

全症例 を通 じて重篤な副作用は認 めなか ったが,

下垂 体性小人症の1例 で以前か ら存在 した不整 脈が

増悪 したが,ブ ドウ糖静注によ りすみやかに改 善を

みた.

ま と め

内分泌疾患お よび内分泌疾患 ときわめて関連の深

い疾患 々者126例 のHGH分 泌動態について検討 した

が,基 礎HGHで は先端肥大症 と神経 性食 思不振症

において高値 をと り,し か もこれ らの個 々の例 の日

差変動の 巾は大 きか った.

インス リン低血糖刺激試験 では,汎 下垂体機能低

下症,下 垂体性小人症, Cushing症 候群お よび甲状

腺 機 能低 下 症 にお いて, HGHの 増加反応は きわめ

て不良で あった.
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Regulation of Human Growth Hormone Secretion 
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The basal plasma human growth hormone (HGH) levels and the plasma HGH response to 

insulin in 126 patients with various endocrine and metabolic disorders have been compared with 

the results found in 40 control subjects.

In patients with acromegaly and anorexia nervosa, basal plasma HGH concentrations are 

high and fluctuated widely when measured frequently in their clinical courses.

In all patients with panhypopituitarism, pituitary dwarfism, Cushing's syndrome and hypot

hyroidism, an absent HGH response to insulin-induced hypoglycemia was obtained.

The HGH response to insulin proved of value in differentiating patients with hypothalamic 

or pituitary hypofunction and those with anorexia nervosa.


