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ホルモン？

今日はそのホルモンについて話をさせて頂きますが、

実は、人間の体には数え切れないほどのホルモンが

存在して、微妙なバランスをとることで、「普通に」

生活できるように制御されています。

このホルモンについて話をしていきます。



簡単に言えば、1つ前に書いたように、体の色々な所から、ホルモン
が分泌されること、また、その分泌が正常であることで、人間は元気
に生きていけるという事です。

ホルモンとは？

ホルモンとは、古代ギリシア語: ὁρμᾶν（hormān,「刺激する」「興奮させる」）

を語源に、20世紀初頭にウィリアム・ベイリスとアーネスト・スターリングに

よって命名されたものです。

生体の外部や内部に起こった情報に対応し、体内において特定の臓器で

合成・分泌され、血液など体液を通して体内を循環し、特定の臓器でその

効果を発揮する生理活性物質を指す、と定義されています。



様々な臓器といいましたが、、

例えば、甲状腺、性腺、副腎、副甲状腺、膵臓（糖尿病にも関係し
ます）、腸など色々な所から出ています。

特に、甲状腺、性腺、副腎のホルモンの統制をとる働きをしている
のが、下垂体と言われ、それ以外にも成長ホルモンなど様々なホ
ルモンが出ています。

また、例えば、副腎からホルモンを出させるため下垂体から分泌
される副腎皮質刺激ホルモン（ACTHといいます）は、ストレスなど
がかかると、脳の中の視床下部というところから命令を受け、
分泌されたりもします（ホルモン同士にも繋がりがあるということ
です）。

ホルモンはどこから分泌されるの?
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下垂体?



下垂体からのホルモン



下垂体からのホルモン

これだけ多くのホルモンが下垂体から
分泌されています

下垂体前葉ホルモン

副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）

甲状腺刺激ホルモン（TSH）

黄体形成ホルモン（LH）

卵胞刺激ホルモン（FSH）

成長ホルモン（GH）

乳汁分泌ホルモン（プロラクチン：PRL）

下垂体後葉ホルモン

抗利尿ホルモン（ADH）

オキシトシン



下垂体ホルモンは何しているの？

(ソマトメジンC)

下垂体から分泌されるホルモンが刺激するホルモンも併せて
ホルモンがきちんと出ているか、出すぎたりしていないか、

適切な評価をしていくことが肝要です。

(副腎皮質ホルモン)

性ホルモン



1.ホルモン過剰：基本的に腫瘍性
ACTH産生腫瘍→クッシング病：コルチゾールが増加する
PRL産生腫瘍→プロラクチノーマ：無月経、乳汁分泌など
GH産生腫瘍→先端巨大症：手指、顎の肥大、血糖高値など
ADH分泌不適合症候群、その他のホルモン分泌性腫瘍 など

2．ホルモン低下：非機能性の腫瘍があったり、原因不明だったり
汎下垂体前葉機能低下症

ACTH分泌低下→続発性副腎皮質機能低下症
TSH分泌低下→続発性甲状腺機能低下症
GH分泌低下→成人成長ホルモン分泌不全症
LH/FSH分泌低下→続発性性腺機能低下症

中枢性尿崩症（ADH分泌低下） など

じゃあ下垂体の病気って?



それでは、様々な下垂体の病気
を説明していきましょう
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副腎皮質刺激ホルモンであるACTHを過剰に産生する下垂体腫瘍
ができ、その刺激で、副腎皮質から分泌されるコルチゾールが増加
することで、様々な症状がでてしまう病気です。

典型的な兆候
中心性肥満
満月様顔貌
水牛様肩

これらの兆候を伴わない、サブクリニカル
クッシング病というものも存在します。
両者で、
高血糖、高血圧、脂質異常
低カリウム血症、骨粗鬆症
体液貯留（むくみ）
なども生じます。

＊副腎にコルチゾールを産生する腫瘍ができたり（クッシング症候群）、下垂体以外
にACTHを産生する腫瘍ができても（異所性ACTH症候群）、同様の症状が出ます。

クッシング病



＜診断＞
クッシング病は、典型的な兆候があることの確認

下垂体腫瘍が存在すること。

ACTH高値で、コルチゾールも高値であり、日内変動消失
（一般に、ACTH、コルチゾールは朝高く、夜は低下する）

その他、薬剤の反応をみるなど様々な方法で診断していきます。

＜治療＞
下垂体腫瘍摘出術
手術不能例は薬物治療
（副腎からのコルチゾール産生を抑える薬剤の投与が広く行われて
いますが、シグニフォー（パシレオチド）や、ドパミン作動薬（カベルゴ
リンなど）でACTH産生自体を低下させる、また腫瘍縮小も期待でき
る場合もあります）
薬物治療不能例は、両側副腎摘出も治療の選択肢となります。

クッシング病



下垂体腫瘍からプロラクチン（PRL）が過剰に分泌され病的状態を
来す疾患。

過剰なPRLが乳腺に作用し乳汁
分泌を促進するだけでなく、視床
下部からのゴナドトロピン放出
ホルモン（GnRH）の分泌を抑制
することで、下垂体からの黄体
形成ホルモン（LH）を低下させ、
卵胞発育不全や排卵障害などの
月経異常を来す。
男性では勃起不全なども来す。

＊薬剤性でのPRL上昇や、PRL産生がなくとも視床下部や下垂体茎などに至る
非機能性腫瘍があっても、PRL上昇もあり、鑑別が重要になります。

プロラクチノーマ



＜診断＞
下垂体腫瘍が存在すること。
更に、クッシング病と同様に様々な検査で診断していきます。

＜治療＞
薬物療法で腫瘍の
消失まで期待できる
可能性があり、第一
選択は薬物療法。
ただ、副作用例や
早期の妊娠希望例
など手術を選択する
こともありえます。

プロラクチノーマ



先端巨大症
下垂体からの成長ホルモン（GH）の分泌過剰症。骨端線の閉鎖後
であれば先端巨大症である。（閉鎖前では巨人症となり長身となる）

先端巨大症様顔貌（眉弓部の膨隆、鼻・口唇の肥大、下顎突出）

手足の容積の増大

巨大舌 を認める。

①心血管系：高血圧

（活動性症例の50%）

②呼吸器系：上気道閉塞

による睡眠時無呼吸

③内分泌系：糖尿病

を合併症として来すとされて

います。



先端巨大症
＜診断＞

下垂体腺腫を認めること

これも様々な検査で診断していきます。

＜治療＞

下垂体腫瘍摘出術。

手術で、治癒困難な時、手術が

できないとき、薬物療法を行う。

放射線治療を行うこともありますが、

最近は比較的少なくなっています。



●ドパミン作働薬（ブロモクリプチン、カベルゴリン）

・経口薬であり、安価でもある。

➡ただし、日本では保険適応外である。

●ソマトスタチンアナログ（オクトレオチド、ランレオチド）

・4週に1回の注射製剤が使用可能である

・GH/IGF-1の治療基準の達成率は60%程度である。

・腫瘍縮小効果が認められる。

・インスリンなどの分泌抑制効果も存在する。

●GH受容体拮抗薬（ペグビソマント）

・注射剤であり1日1回の皮下注射を必要とする。

・単剤で最もIGF-1の治療基準達成が期待できる。

先端巨大症の薬物療法



1.ホルモン過剰：基本的に腫瘍性
ACTH産生腫瘍→クッシング病：コルチゾールが増加する
PRL産生腫瘍→プロラクチノーマ：無月経、乳汁分泌など
GH産生腫瘍→先端巨大症：手指、顎の肥大、血糖高値など
ADH分泌不適合症候群、その他のホルモン分泌性腫瘍 など

2．ホルモン低下：非機能性の腫瘍があったり、原因不明だったり
汎下垂体前葉機能低下症

ACTH分泌低下→続発性副腎皮質機能低下症
TSH分泌低下→続発性甲状腺機能低下症
GH分泌低下→成人成長ホルモン分泌不全症
LH/FSH分泌低下→続発性性腺機能低下症

中枢性尿崩症（ADH分泌低下） など

下垂体の病気



成人下垂体機能低下症の原因



ホルモン分泌が低下すると

ホルモン過剰と同じく、さまざまな症状がでてきますが、、

重要なのは、ホルモンのなかでも、低下している状態を放置

していると、命に関わるものもありますし、死亡率の悪化、

QOL（Quality of life, 生活の質）の悪化など、様々なこと

を引き起こします。

今回は、協力いただいた御一人の患者さんの経過とともに、

まず話していきます。



【症 例】 32歳、男性

【主 訴】 全身倦怠感

【生活歴】 飲酒：ビール350 mL  2日に1回、喫煙：10本/日×12年

【既往歴】 幼少期から喘息、アレルギー性鼻炎

症例



【病歴】
X-10年、車対車の交通事故から脳挫傷を来し近医へ搬送。
即日開頭血腫除去術を施行された。術後、嘔気、嘔吐が持続し、
X-9年には傾眠傾向、低Na血症、低血糖、低血圧を認めた。
汎下垂体機能低下症と診断され、ハイドロコルチゾン（副腎皮質
ホルモン）、レボチロキシン（甲状腺ホルモン）の内服を開始され、
自宅退院となったが、全身倦怠感、自発性の低下、集中力低下
などの症状を認めていた。その後、性腺機能低下に対しテスト
ステロン製剤（男性ホルモン）の投与が開始されたが、倦怠感等
の症状は持続していた。
X年、前医で測定されたIGF-1が22ng/mLと著明低値であり、
成長ホルモンを含む下垂体機能評価及び加療目的に入院と
なった。

症例
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症例



概念
種々の原因により副腎皮質ホルモンが急激に欠乏し、循環不全を来した状態

原因
急激な副腎皮質不全
慢性副腎機能低下症にストレスが加わった場合
長期の副腎皮質ホルモン投与後の突然の中断

症状
全身症状：倦怠感、疲労感、発熱、意識不明
消化器症状：食欲不振、嘔気、嘔吐、腹痛、下痢
精神症状：頭痛、筋肉痛、関節痛、不安感、興奮、痙攣、意識障害
循環器症状：低血圧、尿量減少、ショック

検査所見
血清ナトリウム低下、血清カリウム上昇、好酸球増多、血中コルチゾール低値

西川哲男. Modern Physician. 2009;29:657-659 など

副腎クリーゼ



副腎クリーゼ

治療

急性期はハイドロコルチゾンの非経口投与を原則とする。

初日：①ハイドロコルチゾン（商品名：サクシゾン、ソル・コーテフ）100mgを直ちに

静注。以後6時間毎に100mg/30分点滴静注あるいは20mg/hで維持。

②輸液（生理食塩水）など3-4 L/日。

2日目：ハイドロコルチゾン50mg/30分点滴静注を6時間毎。輸液は続行。

3-4日後以降、バイタルサイン、意識レベルが安定したら、経口ハイドロコルチゾ

ン内服（商品名：コートリル）へ変更する。

適宜、昇圧剤、抗生物質、酸素吸入等の対症療法を行う。

適切な副腎皮質ホルモンの投与を行わなければ、生命にも関わる
疾患であり、非常に注意が必要。また、多種のホルモン低下では、
一番に補充しないといけないのは、副腎皮質ホルモンである。

高柳涼一、阿部一朗. Expertに学ぶ「副腎」(第21回臨床内分泌代謝update[2012年])  など



下垂体

視床下部

副腎

CRH

ACTH

(副腎皮質刺激ホルモン)

コルチゾール

副腎からのコルチゾールはこのような仕組みで分泌される

ストレスなど

副腎クリーゼは
副腎疾患だけで
なくACTH分泌不
全やCRH分泌不
全による続発性
副腎皮質機能低
下症例でも来す

ちなみに



【病歴】
X-10年、車対車の交通事故から脳挫傷を来し近医へ搬送。
即日開頭血腫除去術を施行された。術後、嘔気、嘔吐が持続し、
X-9年には傾眠傾向、低Na血症、低血糖、低血圧を認めた。
汎下垂体機能低下症と診断され、ハイドロコルチゾン（副腎皮質
ホルモン）、レボチロキシン（甲状腺ホルモン）の内服を開始され、
自宅退院となったが、全身倦怠感、自発性の低下、集中力低下
などの症状を認めていた。その後、性腺機能低下に対しテスト
ステロン製剤（男性ホルモン）の投与が開始されたが、倦怠感等
の症状は持続していた。
X年、前医で測定されたソマトメジンCが22ng/mLと著明低値で
あり、成長ホルモンを含む下垂体機能評価及び加療目的に入院
となった。

症例



意識清明、身長 162.3 cm、体重 56.35 kg、BMI 21.5 kg/m2

体温 36.5 度、血圧 91/59 mmHg、脈拍 63回/分(整)

［頭頸部］ 眼瞼結膜:貧血なし、眼球結膜:黄疸なし

瞳孔、視野などの異常なし

甲状腺腫大なし

［胸部］ 心音、呼吸音：異常なし

［腹部］ 異常なし

［皮膚］ 顎髭、口髭、腋毛、陰毛：疎

色素沈着：なし

［外性器］ 睾丸は縮小

入院時現症
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＜血算＞ ＜血液生化学＞

入院時検査所見

一般採血では、それほど大きな異常はなさそうに見える
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入院時検査所見



時間(分) 0 15 30 60 90 120

ACTH(pg/mL) <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

コルチゾール(µg/dL) 1.0 1.0 1.0 0.8 0.6 0.5

TSH(µU/mL) <0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04

PRL(mg/mL) 1.2 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3

LH(mU/mL) ≦0.2 ≦0.2 0.3 0.3 0.3 0.3

FSH(mU/mL) ≦1.0 ≦1.0 ≦1.0 ≦1.0 ≦1.0 ≦1.0

CRH/TRH/LHRH負荷試験

時間(分) 0 15 30 45 60

GH(ng/mL) ≦0.10 0.10 0.20 0.10 0.10

GHRP-2負荷試験

頭部交通外傷10年後であるが、汎下垂体前葉機能低下症の状態。

負荷試験



頭部MRI

画像所見

下垂体は著明に萎縮



［腹部エコー］ 脂肪肝

［骨塩定量（腰椎）］ YAM値の 75 %と低下

［睾丸エコー］ 右8 mL、左4 mLと著明に縮小

（成人男性＞12 mL）

その他の所見



本症例の病態

頭部交通外傷、脳挫傷

汎下垂体機能低下症

成長ホルモン分泌不全男性ホルモン補充不十分

骨密度低下

全身倦怠感、無気力

性腺機能低下 脂肪肝
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テストステロン筋注

ゴナトロピン5000単位筋注

ゴナトロピン
自己注射開始

治療経過

更にこの後、成長ホルモン補充開始し、脂肪肝、倦怠感も改善

睾丸エコー：3か月後のエコーで、左睾丸は4 mL→8 mLと増大

コートリル 20mg/日

チラーヂンS 50mg/日

テストステロン
(ng/mL)

(1.31-8.71)

入院7日前 入院3日後 6日後 7日後 8日後 9日後 10日後 11日後 3か月後



汎下垂体機能低下に対し補充するホルモンは、副腎
皮質ホルモン、甲状腺ホルモンの補充に加え、成長
ホルモンやhCG（ゴナドトロピン：もし下垂体機能低下
によるものなら、テストステロンではなく、hCG補充
（＋hMG併用） を行う必要がある）を適切に補充するこ
とで、倦怠感などの症状、さらに骨粗鬆症、脂肪肝など
の改善も期待できる。

もちろん女性でも、女性ホルモン（エストロゲン）が低下
している時、下垂体性であれば、単なるエストロゲン補
充やカウフマン療法ではなく、病状による治療が望まれ
る。

本症例のまとめ①



成長ホルモンは現行1日1回自己注射をせねばならず、
症状も、一見大きな障害もなさそうに見えますが、、

本症例のように、QOL（Quality of life:生活の質）や、
脂肪肝の改善、骨密度の改善も期待できます。

実は図のような報告もあります。

成長ホルモンの補充は、重症
成人成長ホルモン分泌不全の
方の死亡リスク（特に心筋梗塞
など）を減らすとされています。

成長ホルモン補充は本当に重要なんです。

本症例のまとめ②



重症成人成長ホルモン分泌不全症の診断



治療の実際

重症成人成長ホルモン分泌不全症を伴う汎下垂体機能低下症では、生命
にかかわる、ACTH-コルチゾール系の補充を開始

ACTH-コルチゾール系の補充が問題なければ、TSH-甲状腺ホルモン系、
尿崩症があれば、デスモプレッシンの補充を開始

性腺機能が必要な年代では、LH/FSH-男性/女性ホルモンの補充（可能な
ら、hCG（+hMG）投与が望ましい）を行う。

以上の状態が安定してから、GHの補充を開始。
重症成人成長ホルモン分泌不全症単独では、もちろんここから開始する
が、どちらにせよ、術後であれば、1年間はIGF1の経過をみて、上がって来
なければ開始



治療の実際

コルチゾールの補充はコートリル15mg2XMA(10,0,5)が原則。
<一般成人はコルチゾール分泌は15-20mg/day程度>

甲状腺ホルモンの補充はfreeT4正常下限を目安に少量(25μg/day)より
開始。デスモプレッシンの補充は症例によりばらつきがあるので適宜調整。

HCG 4000-5000u/weekの補充。妊孕性が必要がない、またHCG投与
が難しい際は、テストステロン/エストロゲン（+プロゲステロン）投与を行う。

成長ホルモンは0.2mg/dayで開始（高齢では0.1mg/dayのこともある）
1年間程度の経過で、IGF1値、自覚症状などを鑑みて、補充量を調整。



中枢性尿崩症について
下垂体後葉から分泌される、抗利尿ホルモン（尿を出させす
ぎないようにするホルモン：ADH）が、例えば、下垂体や下垂
体近くにできた腫瘍による下垂体後葉の圧排がおきたりする
ことにより（原因不明の特発性も比較的多くあります）、適切
に分泌できなくなり、多尿→多飲となってしまう状態です。

治療としては、デスモプ
レッシンスプレーの点
鼻で補うしかありません
でしたが、ミニリンメルト
錠という錠剤が登場し、
治療が非常にしやすく
なりました。



ホルモンというのは、本当に、人間にとって重要であり、その
分泌の異常は、時に生命を脅かすことさえありますが、医療
の発展でホルモン治療は劇的によくなってきています。

最後に


