
1 

 

Clinical Chemistry Podcasts March, 2018 

  

Plasma Steroid Metabolome Profiling for Diagnosis and Subtyping 

Patients with Cushing Syndrome 

 

クッシング症候群患者の診断およびサブタイプのための血漿中ステロイド・メタボローム・

プロファイリング 

 

 

 

 

 

 

Bob Barrett：     これは、Boston Children’s Hospitalの臨床検査医学部門がスポンサーとなって提

供されているClinical Chemistry からのポッドキャストです。私はBob Barrett

です。 

ちょうど100年以上前に、Johns Hopkins の神経外科医は、“polyglandular  

syndrome (多腺性症候群)”と彼が名付けた脳下垂体の機能不全によって引き起こ

される状態に関する研究について報告しました。しかし、そこでの内科医であっ

たDr. Harvey Cushing は、その後ずっと、その疾患に関連づけて自分の名前を

付けてきました。クッシング症候群(Cushing’s syndrome) は、多くの原因により

発症しますが、最も一般的な原因として、副腎皮質によるコルチゾールの過剰産

生および分泌が原因となってACTHを分泌する、小さな下垂体部腫瘍を含んでい

ます。  

当然、期待されるように、この疾病の診断は、臨床検査室におけるコルチゾンの

測定に依存しています。しかし、クッシング症候群の患者をよりよく特徴付ける

ためには、血漿あるいは尿を試料とした、マルチ‐ステロイド・プロファイル

(multi-steroid profiles)を行うことが提案されており、この独特なステロイド・プ

ロファイルが鑑別診断に役立つ可能性があります。  

Article:  

Graeme Eisenhofer, et al.  

Plasma Steroid Metabolome Profiling for Diagnosis and Subtyping Patients with Cushing Syndrome.  

Clin Chem 2018;64:586-96.  

http://clinchem.aaccjnls.org/content/64/3/586  

Guest: Dr. Graeme Eisenhofer is professor and the Chief of the Division of Clinical Neurochemistry at the 

Institute for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine at the Technical University in Dresden, 

Germany. 
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Clinical Chemistry誌の2018年3月号に掲載された論文は、クッシング症候群お

よびその他の疾患における、マルチ‐ステロイド・プロファイリングを行うため

の液体クロマトグラフィー・タンデム質量分析法について報告されています。そ

の研究の第一著者はDr. Graeme Eisenhoferです。先生は、ドイツ連邦共和国の

Technical University in Dresden における臨床化学・臨床検査医学研究所 臨床

神経化学部門の教授で責任者です。先生は、このポッドキャスト中のゲストです。  

先生が論文で述べている、現在日常的に実施されているコルチゾールの単独測定

と比較した、先生がそのように呼んでいる、ステロイドのパネル、すなわちステ

ロイド・メタボローム測定によって、どのような利点が得られるのですか？ 

 

Graeme Eisenhofer： それは、とくにコルチゾールを単独測定するより、クッシング症候群の診断をす

るためには、さらに多くの物質が存在することから、その質問に答えるのは容易

ではありません。しかし、単純な答えとしては、ステロイド・パネルは、初期の

スクリーニングおよびサブタイプ分類の両方にとって、1つの選択肢を提供する

と言えるでしょう。 

現在、クッシング症候群の診断は、骨の折れる、多重ステップのプロセスが必要

です。最初のスクリーニング・ステップには、典型例としては、多くの検査、す

なわち、24 時間畜尿中の遊離コルチゾール測定、唾液中の遊離コルチゾール測

定、および低用量のデキサメタゾン抑制試験が含まれます。それらの全てが不正

確であり、疾患を有する患者たちと疾患の無い患者たちの間で、かなりのオーバ

ーラップが見られるのです。  

したがって、それらの検査は、しばしば、組み合わせ検査あるいは全ての検査を

同時に実施しなければなりません。しかし、それは診断プロセスのスタートにす

ぎないのです。一旦、高コルチゾール症が発見されたならば、特定のサブタイプ

を識別しなければなりません。そこには、ACTH依存サブタイプとACTH非依存

サブタイプが存在します。前者は、通常、Dr. Harvey Cushingにより最初に記述

された、古典的な脳下垂体腺腫(pituitary adenomas)によるものです。後者は、

直接コルチゾールを産生する副腎腫瘍(adrenal tumor)です。  

さて、これらの2つのサブタイプは、通常、ACTH依存サブタイプでは、ACTH が

明らかな高値を示し、ACTH非依存サブタイプでは、それは副腎腫瘍であり、腫

瘍により産生されたコルチゾールによるフィードバック阻害によりACTHが低

値を示すことから、ACTHの追加的な測定を実施することにより識別されます。 

ACTH依存クッシング症候群では、ACTHが、脳下垂体部位腫瘍によってではな

く、肺のような他の部位における腫瘍によって産生される場合があり、さらに異

所性サブタイプが存在する場合があります。 
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脳下垂体のサブタイプでは異所の識別がとくに困難であり、しばしば侵襲的な、

高用量デキサメタゾン抑制試験、CRH(corticotropin-releasing hormone)刺激テ

スト、ACTH測定を伴う錐体静脈洞サンプリングを必要とします。 

私は、これらの現在適用されている全ての検査の使用を回避するつもりですが、

ステロイド・メタボロームの測定は、有効に疾病を確定または除外するのを支援

して、診断プロセスを合理化する可能性を備えた、単独の初期検査として使えま

す。また、同時に、それは、特定のクッシング・サブタイプのより迅速な分類を

する上で、臨床医たちに適切な方向性を示すことができます。それは、実際、ス

テロイド・メタボロームが、コルチゾールを測定する、現在、利用可能なスクリ

ーニング検査に対して提示しなければならない主な利点と言えるでしょう。  

 

Bob Barrett：     先生の研究では、診断が出来なかった患者を除外していますね。それは、研究に

いくらかのバイアスを取り込むことになるからですか？  

 

Grame Eisenhofer：  そうですね。それは研究の限界なのです。 デキサメタゾン抑制試験が陽性の結

果を示した患者について、私たちが疾患を確実に確認することができなかった場

合、あるいはフォローアップにより疾患を除外出来なかった場合は、この研究か

ら除外しました。ステロイド・メタボロームが、この研究から除外された、これ

らの患者たちにとって役立ったかどうかについて知る方法を、私たちが持ち合わ

せていなかったからです。 

これは、また、私たちが、その検査が、実際に、日常のスクリーニング検査を超

える診断的利点があるかどうかについて、判断出来なかったことを意味します。

したがって、私たちは、その新しい検査が、日常用いられる検査のようによかっ

たかどうかについて、ただ単に判断するしかないのです。また、これは、まさに、

多くの後ろ向き診断研究の共通の問題点となっています。  

疾患を除外するための幾つかの代替的な方法を含む、研究および長期のフォロー

アップへの設計に関する種々の見通しがない限り、その問題についての容易な手

段は存在しないのです。 

 

Bob Barrett：     先生のグループが提案しているパネルについて、他の利点がありますか？  

 

Graeme Eisenhofer： この研究で検討されたような検査は、それが外来で一般的であるように、午前中

に採取された単独の血液試料から実施することが可能なのです。これは、実施す

ることが不便な24 時間畜尿検査、遊離コルチゾールの測定、あるいはデキサメ

タゾン抑制試験における真夜中の唾液の収集のような、標準的な検査法と比較さ
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れます。 

 

Bob Barrett：    単に、血漿コルチゾールを測定するだけでは駄目なのでしょうか？ それは、既に

パネルの一部になっているのですか？ 

 

Graeme Eisenhofer： それはパネルの一部ですが、午前や随時のコルチゾールの測定は役に立たないこ

とが解明されており、推奨できません。 私たちの研究では、それは、相当なオ

ーバーラップを示しており、むしろ、デオキシコルチゾールがコルチゾールを単

独の分析成分として測定するよりはるかによいことが分かりました。 

この理由は、コルチゾールが日内変動を示し、午前中に最高値になり、夜遅く最

低値を示すということが分かっているからです。日内変動に混乱が生じて、それ

が腫瘍の信号でもあることから、最低値を示す深夜が、コルチゾールを測定する

最上のタイミングなのです。 

コルチゾールと血漿は、強力に蛋白質と結合しており、それが、さらに、付加的

な問題点となることから、深夜の唾液の遊離コルチゾール、あるいは24 時間畜

尿中の遊離コルチゾールの測定が望ましいことになるのです。 

 

Bob Barrett：     パネル中の他のステロイドは同様の日内変動が起こりますか？  

 

Graeme Eisenhofer：  Clinical Chemistry誌にSteve Soldinのグループによって報告されているよう

に、他の多くの副腎ステロイド類がコルチゾールと同様の日内変動を示します。 

 

Bob Barrett：     そうであるとすれば、分析を目的として採取されたその日の特定の時間帯におけ

る基準範囲を設定する必要性が重要になるでしょうか？ 

 

Graeme Eisenhofer： その考えは、正しいと思います。 基準範囲はサンプリングの時間にマッチしてい

なければなりません。しかし、ステロイド類が老化に伴い非常に動的な変動が生

じることから、実際にはより複雑になります。また、これらは幼年期から増加し

初め、次いで、20 歳代の初め以後に低下します。性別による相違を考慮すべき

です。私たちの解析では、年齢別と性別に関連する特定の基準範囲を使いました。 

 

Bob Barrett：     年齢別・性別の特定の基準範囲の必要性は、ステロイド・メタボローム検査にと

って、別の欠点となりませんか？  

 

Graeme Eisenhofer： それは、正に事態を複雑にしますが、私は、それを欠点とは呼ばないでしょう。 最
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近のように、適切な患者情報として、長い要求が付随している場合は、年齢別と

性別の特定の基準範囲を用いた結果の報告をプログラムすることは比較的単純

な問題です。ただ１つの実際的な問題点は、それらの年齢別・性別の特定の基準

範囲を、先ず第１に設定し、検証していることです。しかし、一回設定したら、

その多くの利点および正常限界の内外に存在する、より良く定義された測定結果

が、診断精度を向上させることに繋がるでしょう。 

 

Bob Barrett：     最後に先生、満たされる必要があり、注目しなければならない、他のハードルが

存在しますか？ ステロイド・メタボローム診断法を日常の臨床検査室へ持って

来る場合の次のステップは何ですか？  

 

Graeme Eisenhofer： 臨床に認められることがその鍵となるでしょう。また、そのためには、私たちは、

注意深く研究の見通しについて計画する必要があります。 臨床検査室間のハー

モナイゼーションは、さらに、私たちが取り組む必要のある問題の1つです。私

たちは、一次元の思考から、分析成分のパネルに含まれているこれらの結果を、

どのように解釈するかという多次元のアプローチに移行しなければなりません。 

もう1つの他の問題として、私は、ステロイド・メタボローム・パネルについて

の、非常に重要な利点について、先に言及することを忘れていました。それは、

副腎ステロイド機能の他の障害に適用することができる検査です。例えば、私た

ちは、原発性アルドステロン症を分析するために、正に同じパネルを使用します。

そして他のものとして、Mayo Clinicおよびロンドンの King’s College からの、

Clinical Chemnistry誌の最近の11月号および12月号に掲載された、副腎皮質が

んのためのステロイド・パネルが存在します。  

そのように、これは別の副腎の障害です。そのような幾つかのパネルが、適用可

能なのです。しかし、単独のテストパネルのようなさらなる修正で、多数の障害

の診断に適用できる、多くの可能性が存在します。また、これは、診断法をベー

スとしたメタボロミクスで行われています。したがって、質量分析を利用して、

同じことが出来ない理由はないと思います。  

 

Bob Barrett：     ドイツ連邦共和国のTechnical University in Dresdenにおける臨床化学・臨床検

査医学研究所 臨床神経化学部門の教授で責任者である、Dr.Graeme Eisenhofer 

でした。先生は、ステロイド・メタボロームに関するこのポッドキャスト中のゲ

ストでした。私はBob Barrettです。ご静聴有難うございました。 

 

（訳者: 中 甫） 


