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           学術総会会長からのご挨拶 

 

 日本結節性硬化症学会は、医師をはじめとする医療従事者や研究者と結節性硬化

症患者および家族の交流を通して、病態学・診断学や 治療学の益々の発展をはか

り、「病気・遺伝病は単なる個性である」という社会の構築と「医療の共同体」を目指す

為に設立されたものであります。 

 

 2013年11月1日 東京ガーデンパレスで第1回日本結節性硬化症学会総会が開催

される運びとなりました。医療従事者・研究者・患者・家族に考慮した、プログラムの

充実を図りました。多数のご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

第 1 回日本結節性硬化症学会学術総会会長 

順天堂大学医学部 教授  樋 野 興 夫  
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  会場案内 

 

ホテル東京ガーデンパレス 3F 平安の間 

所在地：〒113-0034 東京都文京区湯島 1-7-5 

 

交通アクセス 

 最 寄 駅  

 ＪＲ中央線・総武線「御茶ノ水駅」聖橋口(東京駅寄りの改札)より徒歩 5 分  

 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩 5 分 

 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」より徒歩 5 分 

 東京メトロ銀座線「末広町駅」より徒歩 8 分 

 

 

東京駅より  

 タクシーにて約 15 分 

 ＪＲ中央線 5 分「御茶ノ水駅」下車  

 新宿駅より ・ＪＲ中央線快速 10 分  

 羽田空港より ・タクシーにて約 50 分 

 東京モノレール空港快速で約 19 分「浜松町駅」にてＪＲ線のりかえ、東京駅または 

神田駅にて中央線に乗りかえ「御茶ノ水駅」下車(空港からの所要時間 約 50 分) 
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参加者の方々へ 

・	 事前参加登録済みの方は、事前参加受付デスクにて、ネームプカードとプログラ

ムをお受け取り下さい。 

・	 当日参加費： 会員 5,000 円、 非会員 7,000 円 

受付デスクにてお手続き下さい(当日、学会入会も可能です。年会

費: 医療従事者・研究者 5,000 円、その他一般 3,000 円)。 

患者・家族の方々は１人分の参加費で、他の 3 名のご家族の参加 

が可能です。 

・	 会場では必ずネームカードをご着用下さい(患者・家族の方々はお名前を未記入

でも構いません)。 

・	 会場での質疑応答の際は必ずマイクをご使用下さい。 

・	 ランチョンセミナーは全ての方が参加可能です。ただし、弁当の数に限りがありま
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すので、行き渡らない場合はご容赦下さい(受付順とさせていただきます)。 

・	 専用のクロークはございませんので、ホテルのクロークをご利用下さい。 

・	 メイン会場(3F 平安の間)の正面にある部屋(桂)を 11:00-14:00 の間、休憩室とし

て開放しておりますので、必要に応じてご利用下さい。ランチョンセミナーの弁当

をお持ちいただいても構いませんが、外からの持ち込みの飲食はお断りさせてい

ただきます。 

 

発表者の方々へ 

・	 ご発表はご自分で PC を操作していただく形式とさせていただきます。 

・	 極力、ご自身の PC をご準備いただくようお願いいたします。接続等の準備は係の

者が担当いたします。15 pin Mini D-sub 以外の形状のコネクターが必要な場合は、

ご自身でご準備下さい。PC では無く、データをお持ちの場合も対応いたします。 

・	 前演者の発表が開始されましたら、次演者席においで下さい。その際、ご自分の

PC を、発表用ファイルを立ち上げた状態でご持参下さい(データのみの方は必要

ありません)。 

・	 会場では演壇の両側にスクリーンを都合 2 台使用します。発表はレーザーポイン

ターでは無く、PC のカーソルにてスライドのハイライトを行って下さい。 

・	 発表終了予定時間の1分前にベルを1回鳴らして合図いたします。終了予定時間

になりましたら、ベルを 2 回鳴らして合図いたします。発表時間の厳守をお願いい

たします。 

 

座長の方々へ 

・	 ご担当のセッションが開始される前に、次座長席においで下さい。 

・	 会場進行アナウンスがセッション名と座長をご紹介した後、開始をお願いいたしま

す。 

・	 進行に関してはご一任いたします。 
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   プログラム 

 

10:00-10:30 一般演題 

 

座 長： 新井田 要 (金沢医科大学病院・遺伝子医療センター) 

 

O-1-1 

新規治療法開発に向けた結節性硬化症モデル動物の利用 

                          ---Tsc2 欠損多能性幹細胞の樹立--- 

 

小林 敏之 1, 6、伊藤 敬孝 1, 2、河野 春奈 1, 3、金井 富三夫 4、中村 衣理 4、  

多田 昇弘 5、樋野 興夫 1, 6  (1 順天堂大学大学院・医学研究科・分子病理

病態学、2 脳神経外科学、3 泌尿器外科学、4 老研センター・遺伝子解析モデ

ル、 5 アトピー疾患研究センター、6 順天堂大学医学部・病理・腫瘍学) 

 

O-1-2 

結節性硬化症モデルマウスの自閉症様行動に対するラパマイシンの治療効果 

 

佐藤 敦志 1、笠井 慎也 1、高松 幸雄 1、小林 敏之 2、樋野 興夫 2、   

池田 和隆 1、水口 雅 3 (1 東京都医学総合研究所、2 順天堂大学大学院医

学系研究科、3 東京大学大学院医学系研究科) 

 

O-1-3 

結節性硬化症の顔面血管線維腫に対する皮膚剥削術・雪状炭酸圧抵併用療法 

 

倉持 朗 (埼玉医科大学皮膚科学教室) 
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10:35-12:15 シンポジウム  

 

テーマ： 結節性硬化症のガイドラインに向けて 

オーガナイザー： 久保田雅也 (国立成育医療研究センター・神経内科) 

 

S-1 

結節性硬化症治療ガイドライン 小児科の立場から 

 

大野 耕策 （山陰労災病院・院長） 

 

S-2 

結節性硬化症の新規治療のとりくみ 

  —ラパマイシン外用薬と複数科共同での診察．治療の取り組み— 

 

金田 眞理 (大阪大学大学院医学研究科・内科系臨床医学専攻・情報統    

        合医学講座皮膚科学教室) 

 

S-3 

リンパ脈管筋腫症の治療の考え方 

 

瀬山 邦明 (順天堂大学大学院医学研究科・呼吸器内科学) 

 

S-4 

全身性疾患である結節性硬化症に対する当院の取り組み 

 

波多野 孝史 1、石井 元 1、遠藤 勝久 1、田賀 仁 2、青木 秀啓 2、      

岩崎 将之 3、奥山 伸彦 3、河野 千代子 4、山口 哲生 4、菊池 猛 5、   

大野祐樹 6、北條 智 7 (JR 東京総合病院 1 泌尿器科、2 歯科口腔外科、  
3 小児科、4 呼吸器科、5 神経内科、6 皮膚科、7 産婦人科) 
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S-5 

結節性硬化症に伴う subependymal giant cell astrocytoma（SEGA)に対する外科治療

の有効性と問題点 

 

坂本博昭、松阪康弘 (大阪市立総合医療センター 小児脳神経外科) 

 

 

 

12:25-13:15 ランチョンセミナー   協賛： ノバルティス ファーマ (株) 

 

座 長： 堀江 重郎 (順天堂大学・医・泌尿器科) 

 

結節性硬化症の腎病変 

 

大家 基嗣 (慶應義塾大学・医・泌尿器科) 

 

 

 

13:20-13:35 総会 

 

 学会理事長・学術総会会長挨拶、他 

 

 

 

13:40-14:10 一般演題 (3 演題) 

 

座 長： 師田 信人  (国立成育医療研究センター・脳神経外科) 
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O-2-1 

エベロリムスにより腎血管筋脂肪腫の著明に縮小した１例 

 

寺町 昌史 1, 3、藤田 貴子 1、井手口 博 1、新居見 和彦 2、安元 佐和 3、 

廣瀬 伸一 1 (1福岡大学医学部、2福岡山王病院小児科、3福岡大学小児科) 

 

O-2-2 

結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対して Everolimus 使用した 1 例 

 

森田 知見、岩動 一将、佐藤 新、島谷 蘭子 (岩手県立中央病院・泌尿

器科) 

 

O-2-3 

てんかん合併の結節性硬化症に伴う上衣下巨細胞性星細胞腫にエベロリムスを使

用する時の抗てんかん薬の調節 

 

桑原 健太郎、高木 篤史、山西 慎吾、五十嵐 徹、前田 美穂、 

 伊藤 保彦 (日本医科大学小児科) 

 

 

 

14:15-15:05 ファミリーネット企画ワークショップ 

 

テーマ： TSC 患者の社会性 ---自閉行動や認知とどのように関わるか--- 

 

オーガナイザー： 武井 愛 (学会・ファミリーネット委員長) 

 

パネリスト 

榊原 洋一 (お茶の水女子大) 

米山 明 (心身障害児総合医療療育センター) 

平岡 まゑみ (TS つばさの会・代表) 

太田 久美子 (TS つばさの会・運営委員) 
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15:10-16:30 ワークショップ 

 

テーマ：mTOR 阻害薬の使用経験 

 

オーガナイザー： 水口 雅 (東京大学・医・発達医科学) 

 

W-1 

乳児期早期発症の上衣下巨細胞性星細胞腫に対する Everolimus の使用経験 

 

福村 忍 1、高山 留美子 1、渡邊 年秀 1、皆川 公夫 1、越智 さと子 2      

(1北海道立子ども総合医療・療育センター・小児神経科、2札幌医科大学・脳

神経外科) 

 

W-2 

胎児期からの巨大な SEGA（上衣下巨細胞性星細胞腫）に対して mTOR 阻害薬エベ

ロリムスを内服している４才男児について 

 

久保田 雅也 (国立成育医療研究センター・神経内科) 

 

W-3 

SEGA と巨大 AML による腎不全に対して mTOR 阻害薬による治療を行った小児結節

性硬化症の１例 

 

下野 九理子 (大阪大学大学院連合小児発達学研究科) 

 

W-4 

結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対するエベロリムスの長期使用成績 

 

野々村 祝夫、奥見 雅由、植村 元秀、中井 康友 (大阪大学医学部・泌

尿器科) 
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               企画の紹介 

                                              

シンポジウム：結節性硬化症のガイドラインに向けて 

 

 オーガナイザー：久保田雅也 (国立成育医療研究センター・神経内科) 

 

 結節性硬化症（TS）は古くて新しい疾患ですが、アフィニトールの登場によりその治

療戦略は修正を加えられようとしています。各専門家が個々にその専門性を発揮す

ればよかった診療からアフィニトールを介した包括的診療が要求されるようになってき

たともいえます。小児科、皮膚科、呼吸器内科、泌尿器科、脳神経外科がそれぞれの

立場から TS の診療の現状と課題を持ち寄り包括的診療とは何かを模索し問題点を

共有するのがこのシンポジウムの目的です。米国のように TS センターがあるわけで

もない日本でどのように包括的診療を展開して行くか、多科にわたる協力が不可欠な

この流れを作るひとつの試金石になるかも知れません。 

 

 

                                               

ファミリーネット企画：TSC 患者の社会性 

                      --自閉行動や認知とどのように関わるか-- 

 

 オーガナイザー：武井 愛 (日本結節性硬化症学会・ファミリーネット委員長) 

 

 個人個人で程度の差はあるものの、多くのTS患者は生まれ持って自閉傾向や認知

の問題を抱えています。発達の遅れが大きい場合、社会との関わりは主に家族・学

校に制限されますが、家族（特に母親）に自閉行動が向けられることが多く、とても大

きな負担がかかります。また、発達の遅れが軽度の場合は、学校・仕事・友人関係で

の自閉行動によるトラブルも多く、それぞれの環境で理解をしてもらうことも含め、違

う形で家族へ負担がかかるようです。いずれにしても自閉行動による家族への負担

は計り知れません。 

  さらに、多くのTS患者は抗てんかん薬を服用しており、この抗てんかん薬が自閉行

動や認知に影響を与えることもあります。 



 11 

 このような背景の中、どのようにして家族が自閉行動を上手に受け止め負担を軽減

できるか、またそこでの主治医の役割についてディスカッションができればと考えてい

ます。 

 

 

                                               

ワークショップ：mTOR 阻害薬の使用経験 

 

 オーガナイザー：水口 雅 (東京大学・医学部・発達医科学) 

 

 結節性硬化症に合併した脳腫瘍・腎腫瘍の治療薬として、2012 年 12 月から  

mTOR 阻害薬エベロリムスが日本国内で使用可能となった。その意義は、腫瘍の治

療に新しい有力な手段が加わったことに留まらない。 

 mTOR 阻害薬には、個別の臓器病変に対する表面的な治療にとどまらず、結節性

硬化症の全身的病態に対する広く深い治療となる可能性が秘められている。しかし

その一方、腫瘍の治療にあたってこの薬を使い始める基準、投与を続ける期間など

決まっていない点が多く、手探りの状態である。腫瘍以外のさまざまな症状（皮膚病

変、てんかん、自閉症など）のどれにどの程度効くのかも、よくわかっていない。 

 本ワークショップでは、mTOR 阻害薬を早速治療に用いた国内の医師らの経験を通

じて、この薬の今後の至適な使い方を模索する。 
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  演題抄録集 
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O-1-1 

結節性硬化症の新規治療法開発に向けたモデル動物の利用 

                         ---Tsc2 欠損多能性幹細胞の樹立--- 

 

小林 敏之 1, 6、伊藤 敬孝 1, 2、河野 春奈 1, 3、金井 富三夫 4、中村 衣理 4、     

小橋(張） 丹青 6、多田 昇弘 5、樋野 興夫 1, 6 

(1 順天堂大学大学院・医学研究科・分子病理病態学、2 脳神経外科学、3 泌尿器外科

学、4 老研センター・遺伝子解析モデル、 5 アトピー疾患研究センター、6 順天堂大学

医学部・病理・腫瘍学) 

 

 結節性硬化症(TSC)は常染色体優性遺伝病であり、これまで原因遺伝子として、

TSC1 と TSC2 が明らかにされている。どちらかの遺伝子の変異アレルをヘテロ接合

性に保持し、体細胞におけるもう一方の正常アレルの変異(セカンドヒット)が各種の腫

瘍性病変の発生を惹起すると考えられている。また、各種神経症状の発生など、セカ

ンドヒットを要しないハプロ不全の機構が関与することも推察されている。TSC1 と

TSC2 タンパクの複合体が mTORC1 タンパクキナーゼ複合体の機能を抑制すること

から、mTORC1 阻害剤(ラパマイシン等)による治療が試みられている。しかしながら、

副作用の問題や非著効例などもあり、現在、さらなる治療標的の解明などが期待さ

れている。我々は各種病態発生機構を明らかにするため、原因遺伝子のホモログに

変異を持つモデル動物を利用した研究を進めており、まずその全体像について紹介

したい。さらに新たな細胞モデルの開発の試みについて報告する。 

 TSC の病態発生には細胞分化異常が生じていることが色濃くうかがえる。これまで

TSC の病態発生を分化の観点から模倣する良い培養細胞実験系は知られていなか

った。そのようなモデルは各種の分子機構を明らかにするためのみならず、効率的な

薬剤スクリーニングなどに利用することができる。我々は、そのようなモデルを確立す

ることを目的として、通常胎生中期に死亡する Eker(Tsc2 変異モデル)ラットの Tsc2 ホ

モ欠損胚から多能性幹(ES)細胞を樹立することに成功した。多能性を確認する分化

誘導実験において、Tsc2 欠損 ES 細胞が示す分化能と異常所見は、組織特異的な腫

瘍発生機構を分析するための良いモデルとなることを期待させるものである。現在、

各種ヒト疾患の患者由来の iPS 細胞をモデルとして活用する研究が進められており、

今後、TSC についても同様な展開が計られるものと思われる。我々はそのプロトタイ

プとして、ES 細胞を活用した研究を展開したいと考えている。 
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O-1-2 

結節性硬化症モデルマウスの自閉症様行動に対するラパマイシンの治療効果 

 

佐藤 敦志 1、笠井 慎也 1、高松 幸雄 1、小林 敏之 2、樋野 興夫 2、池田 和隆 1、

水口 雅 3 

(1 東京都医学総合研究所、2 順天堂大学大学院医学系研究科、3 東京大学大学院医

学系研究科) 

 

【背景】結節性硬化症（Ｔｕｂｅｒｏｕｓ ｓｃｌｅｒｏｓｉｓ ｃｏｍｐｌｅｘ， ＴＳＣ）は自閉症スペクト

ラム障害（Ａｕｔｉｓｍ ｓｐｅｃｔｒｕｍ ｄｉｓｏｒｄｅｒ， ＡＳＤ）との関連が強い。一般にＡＳＤが

男性に多いのと異なり、ＴＳＣ患者では男女同様にＡＳＤに罹患し、合併率は５０％を

超える。一方、ＡＳＤ患者の１−４％はＴＳＣを原因とし、ＴＳＣはＡＳＤの最も多い原因

疾患のひとつである。てんかん、知的障害、皮質結節の合併がその理由と思われて

いたが、ＴＳＣ以外の原因によるてんかんや知的障害と比べても、ＴＳＣはＡＳＤを合

併しやすい。ＴＳＣの主要な分子病態であるｍａｍｍａｌｉａｎ ｔａｒｇｅｔ ｏｆ ｒａｐａｍｙｃｉｎ 

（ｍＴＯＲ）の活性化がＡＳＤの発症にも関わると考えられるが、これまで十分に検討さ

れていなかった。【目的】脳病変およびてんかんを呈さないＴｓｃ１＋／−マウス、Ｔｓｃ２＋／

−マウスが自閉症様行動を示すか、その異常がｍＴＯＲ阻害剤であるラパマイシンに

よって正常化するか検討した。【方法】（１）Ｔｓｃ１＋／−マウス、Ｔｓｃ２＋／−マウスを用いて、

Ｓｏｃｉａｌ ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ ｔｅｓｔ（ＳＩＴ）により新奇マウスに対する興味を雌雄別に評価した。

（２）ラパマイシン（２， ５， １０ ｍｇ／ｋｇ）を１日１回、２日間腹腔内投与し、２４時間

後にＳＩＴを行った。（３）ラパマイシン（５ ｍｇ／ｋｇ）をＴｓｃ２＋／−マウスに投与し、２４時

間後の脳におけるＳ６Ｋ１、Ａｋｔのリン酸化をＷｅｓｔｅｒｎ ｂｌｏｔｔｉｎｇで検討した。【結果】

Ｔｓｃ１＋／−マウス、Ｔｓｃ２＋／−マウスは雌雄ともに、ＳＩＴにおいて新奇マウスへの興味

が低下していた。この異常は５， １０ ｍｇ／ｋｇのラパマイシン投与後に正常化した。

Ｔｓｃ２＋／−マウスの脳組織では、Ｓ６Ｋ１のリン酸化亢進、Ａｋｔのリン酸化低下がみら

れ、ラパマイシン（５ ｍｇ／ｋｇ）はＳ６Ｋ１リン酸化レベル抑制にのみ有効だった。【結

論】Ｔｓｃ１＋／−マウス、Ｔｓｃ２＋／−マウスが自閉症様行動を示し、これがｍＴＯＲシグナ

ル系の亢進によること、発達期以降でも薬物治療に反応することが示された。ＴＳＣな

どｍＴＯＲ活性化をもつ疾患はＡＳＤを合併しやすく、その治療におけるｍＴＯＲ阻害剤

の有効性が期待される 
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O-1-3 

結節性硬化症の顔面血管線維腫に対する皮膚剥削術・雪状炭酸圧抵併用療法 

 

倉持 朗 

(埼玉医科大学皮膚科学教室) 

 

 結節性硬化症の皮膚病変中、患者から最も治療の要望の高いものは、顔面血管線

維腫である。ｍＴＯＲ阻害剤の有効例が報告されているが、現時点ではまだ、外科的

対応が治療の主体であり、本邦でも、さまざまな工夫がなされてきた（切除縫縮術、

切除＋植皮術、電気乾固術、液体窒素冷凍凝固術、皮膚剥削術、炭酸ガスレーザー

など）。本法は、従来なされてきた皮膚剥削術、および液体窒素冷凍凝固術の両者を

取り入れた変法であり、リード万能グラインダーＧ１０００とダイヤモンドバーによる皮

膚剥削術を行った後、直ちにドライアイス塊での圧抵を併用する方法である。皮膚剥

削術単独より遙かに勝る効果が、継続して（—最長のものでは１９年間に亘って—）得

られており、顔面血管線維腫に対する有効な治療法の一つになるものと考えた。口

演では治療の実際についてもお示しする。 
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S-1 

結節性硬化症治療ガイドライン 小児科の立場から 

 

大野 耕策 

（山陰労災病院・院長） 

 

 結節性硬化症のてんかんは生後 1 年以内に発症することが多く、知的障害の発生

と関係する。4 か月に点頭てんかんを発症し、4 か月までの発達が正常でも、点頭て

んかんに特徴的なヒプスアリスミアが 8 か月まで持続すると、発達レベルは 4 か月か

それ以下で、発達指数は50以下となり、生涯この遅れを取り戻すことができなくなる。

生涯の QOL を決定する因子の一つである知的障害を軽減化することが極めて重要

であり、点頭てんかんを早期に抑制することが重要である。点頭てんかんの治療の

first-line drug として欧米では低容量合成 ACTH が推奨されている。結節性硬化症で

はヴィガバトリンの効果も確認されているが、日本ではヴィガバトリンはまだ承認され

ていない。承認された場合、ヴィガバトリンを試み、効果がなければ ACTH とするのが

望ましいと考えられる。 
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S-2 

結節性硬化症の新規治療のとりくみ 

—ラパマイシン外用薬と複数科共同での診察．治療の取り組み— 

 

金田 眞理 

(大阪大学大学院医学研究科・内科系臨床医学専攻・情報統合医学講座皮膚科学教

室) 

 

 結節性硬化症は原因遺伝子TSC1TSC2の異常の結果、下流のmTOR の抑制がと

れ、結果的に全身に過誤腫やてんかん、自閉症、白斑をきたす疾患である。従って、

本症では全身に多彩な症状が出現し、かつ、それらの症状の発症時期や程度も様々

である。従って本症の診断や治療には多数の診療科の関与が必要となってくる。しか

しながら、現在の日本の医療システムは臓器別の区分であり、科を超えて共同で 1 つ

の疾患を診るというシステムはできていない。さらに、本症の症状は種類も程度も多

彩で、患者それぞれの症状の程度や種類に応じて種々の治療方法が必要となってく

る。今までは本症の治療法は外科的な治療法のみであったが、最近になって新しい

治療法として、mTOR 阻害剤の内服薬の使用が可能になった。しかしながら、いまだ

に、これらいずれの治療法の適応にも当てはまらない症状の患者が存在する。そこ

で、今回我々は、これらの問題を解決する為に阪大病院で行われている 2 つの新し

い試みについて紹介させていただく。1 つは、さらに新しい治療法としてのラパマイシ

ン外用薬について。その適応、有効性、安全性等などについて解説する。もう 1 つは、

“TSC ボード”とよばれる、複数の科が合同で 1 人の結節性硬化症の患者の診断や

治療方針を考えていくしくみについて。TSC ボードのシステムとその有益性などにつ

いて説明させていただく。 
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S-3 

リンパ脈管筋腫症の治療の考え方 

 

瀬山 邦明 

(順天堂大学大学院医学研究科・呼吸器内科学) 

 

リンパ脈管筋腫症（Lymphangioleiomyomatosis：LAM）は、ほぼ女性に限って発症

する性差の著しい疾患である。TSC 遺伝子異常により生じた腫瘍細胞（LAM 細胞）が、

肺や体軸リンパ節系（骨盤腔、後腹膜腔、肺門・縦隔、鎖骨上窩など）で増殖する腫

瘍性疾患である。病変内では LAM 細胞増殖に伴うリンパ管新生によりリンパ管が豊

富である。そのため、リンパ行性・血行性に転移巣を肺に形成し、肺の嚢胞性破壊が

慢性的にゆっくりと進行し、呼吸不全に至る。肺外病変として、腎血管筋脂肪腫や後

腹膜腔・骨盤腔にリンパ脈管筋腫を生じる例がある。通常、労作性呼吸困難、気胸、

血痰などを契機に診断される。乳び漏（胸水、腹水、喀痰、尿、経膣漏など）やリンパ

浮腫、などのリンパ系機能障害を生じる例がある。 

治療方針としては、①病因である LAM 細胞、②気流制限や呼吸不全、気胸、乳び

漏（胸水・腹水など）、等の合併する各病態、③腎血管筋脂肪腫（約 20-30%に合併）、

に対する治療を組み合わせて実施する。①については十分な効果を期待できる治療

法はなく、経験的に偽閉経療法が実施されてきたが、肺機能の低下速度の軽減・乳

び漏やリンパ浮腫に対して軽減効果が認められていた。最近は、MILES 試験（シロリ

ムスによる二重盲検国際共同試験）の結果をうけ、海外ではシロリムスが投与されて

いる。本邦では未発売であるため、現在、医師主導治験が実施されている。シロリム

スは肺機能を安定化させることが証明されたが、投薬を中止すると肺機能が再び低

下し始めることが知られている。そのため、LAM の自然史に照らして患者の現状を評

価し、治療介入の利益と損益を熟考して治療方針をたてる必要がある。常時酸素吸

入が必要な呼吸不全例、あるいは FEV1<30%predicted では肺移植を検討する。妊娠・

出産は禁忌ではないが、妊娠を試みる際の気流制限が重症であるほどリスクが高

い。 

 LAM を発症する年齢では腎血管筋脂肪腫（腎 AML）を合併する割合が高い。本邦

の孤発性 LAM では約 30-40%、TSC-LAM では約 80%に合併すると報告されている。

LAM に AML を合併する際には、AML サイズや動脈瘤の有無を定期的に評価し、動

脈塞栓術の適応について放射線科や泌尿器科との連携が必要となる。 
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S-4 

全身性疾患である結節性硬化症に対する当院の取り組み 

 

波多野 孝史 1、石井 元 1、遠藤 勝久 1、田賀 仁 2、青木 秀啓 2、岩崎 将之 3、  

奥山 伸彦 3、河野 千代子 4、山口 哲生 4、菊池 猛 5、大野 祐樹 6、北條 智 7  

(JR 東京総合病院 1 泌尿器科、2 歯科口腔外科、3 小児科、4 呼吸器科、5 神経内科、  

6 皮膚科、7 産婦人科) 

 

【背景】結節性硬化症に伴う AML および SEGA に対し昨年 11 月エベロリムスが治療

薬として認可された。しかし AML に対するエベロリムス治療の適応や治療開始時期

については定まっていない。また小児の TSC-AML に対するエベロリムスの安全性、

有効性は確立されていない。現在日本泌尿器科学会と日本結節性硬化症学会にお

いて TSC-AML に対する診療ガイドラインを作成中である。 

【TSC-AML に対する治療】AML は 4cm 以上になると破裂し出血する危険が増加する。

そのため今までは TAE や外科的手術が施行されてきた。しかし TAE 施行例の約 16%

は再増大し追加治療が必要となる。エベロリムスは TSC-AML に対し著明な縮小効

果を有する。Exist 2 試験では 78 例中 75 例(96%)で腫瘍縮小効果を認め、50%以上の

縮小は 39 例であった。エベロリムスの有害事象として口内炎、間質性肺炎等が指摘

されている。Mozer らの報告では、腎癌症例に対するエベロリムスによる間質性肺炎

発生率は 11.7%、口内炎発生率は 36.6%であった。一方 TSC-AML に対する間質性肺

炎発生率は 0.7%、口内炎発生率は 74.7%であった。 

【TSC に対するエベロリムスの効果】エベロリムスは TSC に伴う AML や SEGA に対し

て有効性が証明されている。加えて我々の症例において、エベロリムス治療によりて

んかん発作の回数が減少した。顔面の血管繊維腫が消退した。皮下血管腫が縮小し

た。肺 LAM を合併する症例において呼吸状態が改善し HOT から離脱できた。歯肉の

繊維腫が縮小した。等の改善所見を経験した。このようにエベロリムスは TSC 随伴疾

患に対して有効である可能性がある。TSC はいろいろな臓器に過誤腫を発生する全

身的症候群である。そのため TSC に伴う AML や SEGA に対してエベロリムスによる

治療を行う場合、随伴疾患に対しても適切に評価しなければならない。 

【今後の展望】現在当院では 30 名以上の TSC 症例が通院し、14 例にエベロリムス治

療を行っている。症例数の増加により今年 6 月より結節性硬化症専門外来を開設し

た。専門外来ではそれぞれの症例が有する随伴疾患について該当する診療科が連

携し、治療前後で評価を行い総合的判断のもと治療の継続を行っている。今後症例

を蓄積し長期の経過観察を行うとともに、TSC-AML に対する診療ガイドラインの作成

は急務であると考える。 
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S-5 

結節性硬化症に伴う subependymal giant cell astrocytoma（SEGA)に対する外科治療

の有効性と問題点 

 

坂本 博昭、松阪 康弘 

(大阪市立総合医療センター 小児脳神経外科) 

 

【 目 的 】  結 節 性 硬 化 症 （ TS ） に 特 異 的 に 発 生 す る subependymal giant cell 

astrocytoma（SEGA)は周囲脳への浸潤は少なく転移しないため、全摘出すれば治癒

が望める。しかし、側脳室内のモンロー孔付近と脳深部に発生し、腫瘍の増大もしく

は瘍出血（まれ）によって髄液経路が閉塞して水頭症を伴いやすく、処置が遅れれば

生命予後に影響する。また、摘出による合併症率が 20%から 30%と高いとする報告が

あり、直径 3 ㎝以上の大きな腫瘍や多発性の腫瘍は摘出が困難とされる。今回、

SEGA の摘出結果について述べ、m-TOR 阻害剤の適応について考察する。 

【対象、方法】 対象は女性 5 名、男性 2 名で、全例臨床症状や画像診断から生後 8

カ月から 2 歳時に TS と小児科で診断されていた。定期的な画像検査による SEGA の

診断は、2 歳まで 1 例、2 歳から 6 歳 3 例で、その後 2 年から 4 年間の経過で腫瘍が

増大したため、4 歳から 5 歳時に摘出した。その他の 2 例は 5 歳時の不定期な画像

検査で、1 例は 16 歳時に活動性の低下の精査のため行った画像検査で、水頭症を

伴った SEGA を認め、速やかに摘出した。手術時に SEGA の最大直径 3cm 以上は 7

例中5例あったが、SEGAの多発例はなく、TSに伴う重篤な他臓器病変は認めなかっ

た。 

【結果】 全例で肉眼的に全摘出でき、全例 SEGA の組織所見を呈した。術後 2 年から

23 年（平均 15 年）の観察で、神経症状の悪化や腫瘍の再発、水頭症は認めない。7

例中 1 例は術後 12 年目（28 歳時）に痙攣重責で死亡した。2 例は両側腎腫瘍のため

術後約 20 年で腎障害を呈し、他の 4 例では腎腫瘍を認めるが腎機能障害は認めず、

他臓器にも重篤な障害は認めない。 

【結論】 ＴＳでは小児期に SEGA が発生すれば全摘出を行い、その後は他病変の治

療に専念すべきである。発達遅滞のため SEGA による神経症状を捉えにくいため、早

期発見には定期的な画像検査がよいが、初回の検査時期、間隔、そして不要となる

時期について意見は分かれている。 

 m-TOR 阻害剤は SEGA の縮小には数か月を要し、投与中止によって再増大するた

め根治的ではなく、長期投与での副作用の問題が解決されていない。今回の結果か

ら投与の適応は、１）SEGA が比較的小さく水頭症を来さない例の中で、何らかの理

由で摘出が行えず一時的な腫瘍増大の抑制を図りたい例、もしくは大きな残存腫瘍

の再手術前の例や同時摘出が困難な多発性の例、２）大きな SEGA による水頭症に

対し髄液シャントなどにより水頭症の解除がなされた状態で摘出前の例、などに限定

されると思われる。 
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O-2-1 

エベロリムスにより腎血管筋脂肪腫の著明に縮小した１例 

 

寺町 昌史 1、藤田 貴子 1、井手口 博 1、新居見 和彦 2、安元 佐和 1、 

廣瀬 伸一 1 

(1 福岡大学医学部、2 福岡山王病院小児科) 

 

【諸言】結節性硬化症はＴＳＣ１およびＴＳＣ２の遺伝子変異により、その下流に位置す

るｍＴＯＲが恒常的に亢進することにより腎臓や脳神経系、皮膚などに過誤腫が形成

される。近年ｍＴＯＲの過剰活性を抑制するエベロリムスが使用可能となり、治療に

奏功した症例を経験した。その経過や効果を報告する。【症例】 ３８歳女性【病歴】 

生後５か月でＷｅｓｔ症候群を発症し、精査にて結節性硬化症と診断した。（ＡＣＴＨ療

法）多剤の抗てんかん薬を投与するもコントロール困難で、重度の精神運動発達遅

滞を認めている。１６歳時に両側腎血管筋脂肪腫を発症し、２１歳時に左腎腫瘍出血

のため塞栓術を施行された。３０歳時に左腎腫瘍に再出血が見られ、ショック状態で

来院した。腎動脈領域に径２７．４×１７．２㎜のｐｓｅｕｄｏａｎｅｕｒｙｔｈｍを認め、さらに

直上に 5 ㎜、中枢側に 7 ㎜のｐｓｅｕｄｏａｎｅｕｒｙｔｈｍを認めた。左腎血管脂肪腫破裂を

きたしており後腹膜出血がみられた。塞栓術を施行したが左腎機能は廃絶した。以

後エコー、ＣＴ、ＲＩにてフォローを行っていたが、右の腎血管筋脂肪腫も増大傾向に

あり、季肋部から骨盤部まで腫瘤を触知し、小腸の通過障害も見られたため３２歳時

にＥＤチューブの挿入を行い経管栄養を開始した。また脳腫瘍（上衣巨細胞性星細胞

腫）、脳室内出血に対して２２歳時に脳室ドレナージ、腫瘍摘出術を行った。【結果】 

３８歳時よりエベロリムスを開始した。エベロリムス開始時の右腎の容量はｈｅｌｉｃａｌ Ｃ

Ｔでの計測で１１３０．４ｍｌ、ＤＴＰＡシンチでＧＦＲは６０ｍｌ／ｍｉｎ（左は無機能腎）、Ｄ

ＭＳＡシンチでは摂取率は１３．６％（左集積なし）であった。治療開始後３か月後、右

腎容量は６７６．１ｍｌと縮小を確認できた。シンチはいずれも著変認めなかった。【考

察】 エベロリムスにより腎血管筋脂肪腫の縮小を図ることができた。右腎も左腎と同

様、出血によるショックなど生命予後を脅かす事態も予想されたが、腫瘍の縮小によ

りリスクの低減を図ることができた。しかし経過中に関連性は不明ながら肝逸脱酵素

の軽度の上昇が見られたり、抗痙攣薬の血中濃度の低下などが見られた。今後も副

作用の出現に注意しながら経過を見ていく予定である。 
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O-2-2 

結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対して Everolimus 使用した 1 例 

 

森田 知見、岩動 一将、佐藤 新、島谷 蘭子 

(岩手県立中央病院・泌尿器科) 

 

 結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対して Everolimus 使用し効果が得られた 1

例について報告する。症例は 36 歳男性。既往歴は昭和 61 年脳腫瘍に対して手術施

行。平成 13 年顔面の血管拡張性肉芽腫のため皮膚科受診、生検を行い結節性硬化

症と診断と診断されていた。現病歴、平成 15 年 2 月に右季肋部痛を主訴に前医受診、

エコー上両側腎に多発腫瘍、両側側腹部に圧痛を認めたため精査目的に当科紹介

となる。CT, MRI にて両側腎に脂肪成分が混在する 4-5cm の多発腫瘍を認め結節性

硬化症に伴う angiomyolipoma と診断された。疼痛を繰り返すため平成 15 年 5 月 16

日右腎下極腫瘍に対して塞栓術を施行した。その後、平成 17 年 4 月 11 日左腎上極

の腫瘍が 6.2cm と増大したため塞栓術を行った。塞栓術後は縮小傾向となるが経過

とともに再増大し、側腹部痛も繰り返し出現するため平成 21 年 4 月 3 日左腎の腫瘍

に対して 2 回目の塞栓術を施行した。さらに腫瘍の増大を認めたため平成 22 年 1 月

15 日に左腎門部の腫瘍に対して塞栓術を施行した。その後も腫瘍の増大傾向、疼痛

を繰り返しているため平成 25 年 1 月より Everolimus を開始とした。Everolimus 10mg

から投与を行ったところ軽度の口腔内不快感、口内炎が見られたがその他に重篤な

副作用は認められなかった。開始 1 か月後の CT で腫瘍の縮小が認められ、3 か月

後の CT でも著名な縮小効果が得られ、顔面の血管線維腫の改善も認められた。今

回、結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対して Everolimus 使用し、QOL を損なう

ことなく縮小効果が得られた症例を経験したので報告する。 
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O-2-3 

てんかん合併の結節性硬化症に伴う上衣下巨細胞性星細胞腫にエベロリムスを使

用する時の抗てんかん薬の調節 

 

桑原 健太郎、高木 篤史、山西 慎吾、五十嵐 徹、前田 美穂、伊藤 保彦 

(日本医科大学小児科) 

 

 結節性硬化症では全身に腫瘍が形成され、腫瘍が臓器を障害することにより二次

的な症状を引き起こす。脳には大脳皮質／皮質下結節、脳室上衣下結節（ＳＥＮ）、

上衣下巨細胞性星細胞腫（ＳＥＧＡ）が形成され、難治性てんかん、発達遅延または

精神遅滞、自閉症または広汎性発達障害を引き起こす。エベロリムスはｍＴＯＲ（哺

乳類ラパマイシン標的蛋白質）の過剰活性を抑制し、結節性硬化症に伴うＳＥＧＡを

縮小することが期待できる。ＳＥＧＡの場合、３．０ｍｇ／ｍ２を１日１回経口投与し、全

血中トラフ濃度が５−１５ｎｇ／ｍｌとなるように投与量調節することが求められている。

しかしながら、結節性硬化症に合併するてんかんに用いられる抗てんかん薬はエベ

ロリムスの血中濃度に影響するため、添付文書では併用注意とされている。てんか

んのコントロールをしながら、エベロリムス血中濃度を上昇させるために抗てんかん

薬の調節に苦慮した症例を経験したので報告する。症例１ １６歳、女性。結節性硬

化症に伴う腎血管筋脂肪腫（腎ＡＭＬ）とＳＥＧＡに対しエベロリムスを使用開始した。

合併するてんかんに対し、ゾニサミド （ＺＮＳ）、フェノバルビタール（ＰＢ）を使用して

いたがエベロリムス血中濃度が上昇せず、ＰＢを中止してレベチラセタム（ＬＥＶ）に置

き換えた。現在けいれん発作回数はふえることなくエベロリムス血中濃度は上昇して

いる。症例２ ２４歳、女性。結節性硬化症に伴う腎ＡＭＬとＳＥＧＡに対しエベロリムス

を使用開始した。合併するてんかんに対し、デパケン（ＶＰＡ）、クロナゼパム （ＣＺＰ）、

カルバマゼピン （ＣＢＺ）、レベチラセタム（ＬＥＶ）を使用していたがエベロリムス血中

濃度が上昇せず、ＣＢＺを中止してＬＥＶを増量した。その結果けいれん発作回数は少

し増えたがエベロリムス血中濃度は上昇してきている。抗てんかん薬にはエベロリム

ス血中濃度を低下させるもの（ＰＢ，ＣＢＺ，ＰＨＴ）、上昇させるもの（ＶＰＡ，ＺＮＳ？，Ｃ

ＺＰ？）、影響しないもの（ＬＥＶ，ＧＢＰ，ＬＴＧ）と様々である。エベロリムス自体にもて

んかん発作減少効果があるとされるが、エベロリムス血中濃度を十分上昇させＳＥＧ

Ａ病変を縮小させるためには、抗てんかん薬のエベロリムス血中濃度に与える特徴

を知り、てんかん発作状況をみながら、抗てんかん薬を調節することが必要である。 
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W-1 

乳児期早期発症の上衣下巨細胞性星細胞腫に対する Everolimus の使用経験 

 

福村 忍 1、高山 留美子 1、渡邊 年秀 1、皆川 公夫 1、越智 さと子 2 

(1 北海道立子ども総合医療・療育センター・小児神経科、2 札幌医科大学・脳神経外

科)  

 

【はじめに】結節性硬化症（tuberous sclerosis:TS）に合併する上衣下巨細胞性星胞

腫（subependymal giant cell astrocytoma：SEGA）に対して、everolimus が適応認可さ

れた。今回、乳児期早期に判明した巨大 SEGA に対し everolimus を投与した経験を

報告する。【症例】1 歳男児。妊娠分娩時に異常指摘なし。生後 2 ヵ月に右偏向する発

作が出現、多発皮膚白斑、眼底の脱色素斑からTSと診断した。心病変なし。頭部CT

で石灰化を伴い、頭部 MRI で T1 高信号、T2 低信号の巨大腫瘤を左前角に認め、

SEGAと診断した。脳室拡大を伴っていたが、腫瘍の拡大や圧迫症状を認めないため、

外科的な緊急の摘出はみあわせた。生後3ヵ月からシリーズ形成性spasmsを認めた

ため、ACTH 療法や各種抗てんかん薬治療を行ったが、難治に経過した。発達は生

後 4 ヵ月までは順調であったが、それ以降停滞した。生後 10 ヵ月時に家族の同意の

元、everolimus を開始した。少量より漸増し、3mg/日（0.4 mg/kg/日）(血中濃度 9.8 

ng/ml)に達した投与 3 ヵ月目の評価では、投与前と比べ腫瘍径は 58.1×25.2×

22.8mm から 54.4×21.3×17.7mm に縮小とともに脳室径も縮小、てんかん発作は平

均 7-8 回/日から 1-2 回/日に減少した。投与 9 ヵ月目の評価では、腫瘍径、てんか

ん発作ともに 3 ヵ月目評価時のレベルを維持できている。また発達年齢は内服前の 4

ヵ月齢相当から、投与 3 ヵ月後に 6 ヵ月齢相当に、投与 9 ヵ月後に 6 ヵ月相当に上昇

した。副作用として口内炎を認めたが、食事摂取量には影響しなかった。また体重に

関して、投与 9 ヵ月時点でも投与開始時の 8kg 前後から増加していない。【考察】乳児

期早期の SEGA は手術による摘出が主であったが、乳児期の手術のため安全性など

が問題であった。Everolimus により腫瘍の縮小ばかりでなく、水頭症の改善、てんか

ん発作減少、発達促進も認めた。Everolimus は乳児期早期の SEGA に対して、手術

摘出に代わる方法となる可能性が示唆された。 
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W-2 

胎児期からの巨大な SEGA（上衣下巨細胞性星細胞腫）に対して mTOR 阻害薬エベ

ロリムスを内服している４才男児について 

 

久保田 雅也 

(国立成育医療研究センター・神経内科) 

 

 SEGA に対する mTOR 阻害薬エベロリムスの効果は治験でも確認されているが胎

児期からの巨大な SEGA に対する効果は不明である。今回胎児期からの巨大な

SEGA を有する４才男児に対しエベロリムス投与を開始したのでその経過を報告す

る。 

症例 ４才男児 

 胎児 MRI にて心臓腫瘍と頭蓋内腫瘍があり TS が疑われ、出生後皮膚白班、脳波

異常があり TS と診断された。家族歴に特記すべき所見なし。新生児期には両心室

内・中隔の多発心臓腫瘍、脳病変（左側脳室を満たす石灰化を伴う巨大腫瘍 (SEGA, 

4x5x6cm,ほぼ均一な輝度で右半球を圧迫)、左前頭・頭頂葉皮質形成異常、側脳室

上衣下結節、皮質結節）を認めた。脳波上左半球に発作波を頻繁に認め SpO2 低下

を伴ったため PB を開始した。その後 ZNS+NZP にて週数回の複雑部分発作にコント

ロールされている。現在右不全片麻痺、座位保持は可能だが、立位は不可、有意語

はない。SEGA の大きさはほとんど変わっていないが内部の造影所見は拡大、嚢胞

構造が出現し広汎な石灰化を伴う。両側腎臓に 2-7mm の AML あり。肝右葉に

2-3mm の高輝度結節を認める。SEGA に対し４才８か月からエベロリムスを開始（４週

間２mg 隔日投与の後、２mg 連日）した。口内炎は２度起こったがエベロリムスを中断

することなく短期で軽快し、その他の副作用は認めず。現在エベロリムス開始後６か

月になる。てんかん発作の頻度は変わらず。日中の activity はやや改善、治療前より

も非言語性理解が改善した印象はある。フォローの画像所見、脳波の経過、発達に

つき報告する。 
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W-3 

SEGA と巨大 AML による腎不全に対して mTOR 阻害薬による治療を行った小児結節

性硬化症の１例 

 

下野 九理子 

(大阪大学大学院連合小児発達学研究科) 

 

はじめに： 2012 年に結節性硬化症（TSC）の上衣下巨細胞性星細胞腫（SEGA）と腎

血管筋脂肪腫（AML）への治療薬として承認された mTOR 阻害薬（エベロリムス）は

これらの症状に対する効果のみならず、全身性の多臓器に渡る疾患である TSC の

様々な症状に対して有効である可能性がある。今回 SEGA と巨大 AML による腎不全

に対してエベロリムスによる治療を行った小児 TSC の１例の臨床経過について報告

する。 

症例： 15 歳男児。出生時に心臓腫瘍を指摘され、皮膚の白斑から TSC と診断され

た。５ヵ月時にスパスム発作出現し、West 症候群と診断され、各種抗てんかん薬で発

作改善なく、ACTH 治療にてコントロールされた。１歳４ヵ月時に急性脳症を発症し、

腹部大動脈の狭窄・左腎動脈閉塞、右腎動脈狭窄を合併し、高血圧、腎不全、心不

全を来した。左腎は萎縮腎となり、壊死性腸炎により大腸切除し、人工肛門・胃瘻造

設を必要とした。４歳時頭部 MRI にて SEGA の出現を認め、増大傾向を認めたため６

歳、７歳で摘出術施行。5 歳時の腎 MRI では、径 2.5〜3.0 cm の AML を認め、12 歳

時には 8.5 cm 大の巨大 AML となり腎機能低下が進行し、14 歳 6 ヵ月時より血液透

析管理となった。今回、残存する SEGA に対する治療としてエベロリムス治療を導入

した。血液透析を週 3 回で行っていたが、エベロリムス開始 3 日後より尿量の増加傾

向を認め、BUN, Cr も改善し、2 週間後には透析管理を中止した。エベロリムス開始 4

ヵ月後の頭部 MRI で SEGA の縮小傾向、腹部 MRI でも AML の明らかな縮小を認め

た。副作用として一過性の肝機能悪化とアミラーゼの上昇を認めた。 

考察：TSC に対する mTOR 阻害薬の適応は SEGA では３歳以上の小児例を含むが、

AML に対しては１６歳以上で小児例は対象外である。本症例においては片腎であり、

残存した腎臓の AML を手術的に摘出することにはリスクが大きく、腎動脈の狭窄の

ため塞栓術を行うことも困難であり、血液透析を必要とした。TSC の AML は思春期以

降に増大することが多いが、時に本症例のような年少から急激な増大を見る症例が

存在する。体格の小さな小児例では塞栓術の困難な場合もあり、mTOR 阻害薬の治

療が望まれる例もある。今後の mTOR 阻害薬の適応と使用方法については議論の

余地があると考える。 
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W-4 

結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対するエベロリムスの長期使用成績 

 

野々村 祝夫、奥見 雅由、植村 元秀、中井 康友 

(大阪大学医学部・泌尿器科) 

 

 結節性硬化症（tuberous sclerosis complex: TSC）患者は高率に腎血管筋脂肪腫

（angiomyolipoma: AML）を合併することが知られている。TSC では TSC1 遺伝子や

TSC2 遺伝子変異のために、mTOR を中心としたシグナルが活性化していることが知

られている。本講演では mTOR 阻害剤であるエベロリムスを用いた国際共同 double 

blind randomized clinical trial（EXIST-2 試験）の結果を紹介し、大阪大学における登

録症例についての長期成績を報告する。EXIST-2 試験においては、腎に最長径 3cm

以上の AML が 1 個以上有する症例を対象に、実薬：プラセボ＝２：１で割り付けられ、

それぞれ 79 例、39 例が登録された。エベロリムスは、10mg/day の内服とし、評価は

腎における全標的病変の体積の総和が 50%以下になった症例の割合で行った。その

結果、投与 12 週目における効果は、実薬群 41.8%、プラセボ群 0%であった。さらに、

投与 24 週目では、それぞれ 54.9%、0%であった。また、大阪大学において加療した 7

例（男性 3 例、女性 4 例）につき、2cm 以上の測定可能な腎 AML（22 病変）の長径と

CT 値の変化を長期にわたって観察し評価した。年齢の中央値は 32 歳（19-36）で、エ

ベロリムス内服期間の中央値は 30 ヶ月（22-34）、観察期間の中央値は 33 ヶ月

（22-34）であった。長径の中央値は 4.1cm（2.0-11.7）、CT 値の中央値は 7HU 

(-64-48)だった。22 病変の AML の長径は、エベロリムス投与半年後、1 年後、2 年後

には平均 18.3%±6.4%、23.6±9.2%、31.4±8.9％縮小した。AML の CT 値は半年後、1

年後、2 年後には平均－8.27±5.90HU、－10.36±5.81HU、－11.00±6.91HU 低下し

た。投与開始前の CT 値（脂肪含有量）は縮小率には相関しなかったが、半年間の

Relative Dose Intensity （RDI）（R=0.4766; p=0.0289）及び、１年間の RDI が有意に相

関していた（R=0.4367; p=0.0478）。 
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第 1 回日本結節性硬化症学会学術総会 運営 

 

会  長： 樋野 興夫 (順天堂大学・医学部・病理・腫瘍学) 

副会長： 水口 雅   (東京大学・医・発達医科学) 

 

事務局： 小林 敏之、折茂 彰、森田 まゆみ、高垣 哲也 

      〒 113-8421 東京都文京区本郷 2-1-1 

      順天堂大学医学部 病理・腫瘍学 

      TEL: 03-5802-1039 (直通) 

      FAX: 03-5684-1646 

      E-mail: tscres@juntendo.ac.jp 

 

 

                                                       

 

協賛・広告掲載企業 (50 音順) 

 

エーザイ株式会社 

ノバルティス ファーマ (株) 

CST ジャパン株式会社 
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付録１：日本結節性硬化症学会会則 

 

第1条：名称 

1. 本会は「日本結節性硬化症学会」(The Japanese Society of Tuberous Sclerosis Complex) と称す

る。 

 

第2条：目的 

1. 本会は、結節性硬化症の病因、診断、治療について、基礎的・臨床的研究の発展、知識の普及、啓

発に貢献することを目的とする。 

 

第3条：事業 

1. 本会の目的を達成するために次の事業を行う。 

(1) 日本結節性硬化症学会学術総会の開催 

(2) 国内・国際シンポジウムの開催 

(3) ホームページの開設 

(4) その他、本会の目的に必要な調査、研究、知識の普及などの事業 

  

第4条：会員と入会 

1. 本会は次の会員で組織する。 

(1) 正会員：目的にかなった調査･研究を行う研究者、医師、医療関係者、およびその他の者で、所

定の手続きを経た後、理事長によって承認された者とする。原則として研究の成果を発表し、規

定した目的にかなった活動に協力する。 

(2) 賛助会員：本会の事業に協賛する個人又は団体で、所定の手続きを経た後、理事長によって承

認された者とする。 

2. 入会を希望する者はホームページに示された方法によって手続きを行い、承認を受ける。会費を納

入した時点で入会を認める。 

3. 会員は年会費を支払う義務を負う。 

4. 会員としてふさわしくない行為を行った者は、理事会の議を経て除名することがある。 

 

第5条：役員 

1. 本会に次の役員を置く。 

(1) 理事長 1名 
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(2) 副理事長 1名 

(3) 理事 若干名 

(4) 監事 2名 

 

第6条：役員の選任 

1. 役員は本会の会員であることを条件とする。 

2. 必要に応じ、理事会において若干名の理事を推薦することができる。 

3. 理事長、副理事長は理事会での互選で選出する。 

 

第7条：理事の職務 

1. 理事長は本会を代表し、会務を統括する。副理事長は理事の統括を補佐する。 

2. 理事は理事会を組織し、会則に定めるものの他、各種事項を議決し、執行する。 

3. 理事は理事長、副理事長の業務を補佐する。 

4. 理事長は本会の運営に必要な各種委員会を設置・委嘱することができる。 

 

第8条：監事の任務 

1. 監事は本会の会計、資産および理事の業務執行状況を監査する。 

2. 監事は理事会に出席する。 

 

第9条：役員の任期 

1. 理事長、副理事長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし原則として連続は2期までとする。 

2. 理事の任期は3年とし、再任を妨げない。 

3. 監事の任期は3年とし、再任を妨げない。 

4. 補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 

5. 理事の構成と任期は細則に記載する。 

 

第10条：理事会 

1. 理事会は理事長が招集する。 

2. 理事会の議長は、理事長とする。 

3. 理事会は理事数の3分の2以上の出席をもって議事を開き、議決できる。ただし、あらかじめ文面で

委任の意志を示した者は出席者とみなす。 

4. 理事長は必要に応じ、各種委員会の委員に理事会への出席を要請する。 
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第11条：総会 

1. 総会は会員を持って組織する。 

2. 定例総会は、年1回、学術総会の時に理事長が招集し、開催する。 

3. 臨時総会は、理事会が必要と認めた時、理事長が招集して開催する。 

4. 理事長は総会の議長となる。 

5. 理事長は理事会での議決事項などを総会において報告し、必要な場合は、総会にて承認を求める。

承認には正会員の10%の出席を必要とする。 

 

第12条：学術総会 

1. 学術総会は年1回行う。 

2. 学術総会会長は理事会で選出する。任期は前任者が主催する学術総会の翌日から次の自らが主

催する学術総会の期間までの約1年とする。 

3. 学術総会会長は、学術総会の開催およびこれに伴う事業を主催する。 

4. 学術総会において発表する者は会員であるものとする。ただし、学術総会会長が特に委嘱する者は

この限りでない。 

 

第13条：会計 

1. 本会の運営には、次の資金をあてる。 

(1) 正会員年会費 

(2) 学術大会参加費 

(3) 賛助会員年会費 

(4) 寄付金 

(5) その他の収入 

2. 本会の会計年度は、毎年4月1日から、次の年の3月31日までとする。 

3. 年度会計は、監事の監査を経た後、総会の承認を得る。 

 

第14条：年会費 

1. 本会の年会費の額は理事会で決定し、細則に定める。 

2. 年会費は支払った日より1年間を有効期間とする。 

 

第15条：会則の変更など 

1. 本会則の変更は理事会において議決し、総会において承認を得ることが必要である。 

2. 細則の変更は理事会で決定する。 
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第16条：事務局 

1. 本会の事務局は、理事会の指定する所におき、詳細を細則に記載する。 

 

第17条：附則 

1. この会則は平成25年4月1日から適用する。 

 

細則 

 

1. 年会費を次のように定める。 

(1) 正会員のうち、研究者、医師および医療従事者は、年額 5,000 円とする。 

(2) 正会員のうち、(1)に定めるもの以外は年額 3,000 円とする。 

(3) 賛助会員は個人の場合、年額 3,000 円、団体の場合は年額 10,000 円とする。 

 

2. 理事および任期 

平成 25 年 4 月 1 日より平成 28 年 3 月 31 日まで 

理事長 樋野 興夫 (順天堂大学 病理・腫瘍学教授)  

副理事長 水口 雅  (東京大学 発達医科学教授) 

理事 大野 耕策 (独立行政法人労働者健康福祉機構山陰労災病院 院長) 

 金田 眞理 (大阪大学 皮膚科学講師) 

      久保田雅也 (国立成育医療研究センター 神経内科医長) 

      新井田 要 (金沢医科大学 遺伝子医療センター長) 

 

3. 事務局 

〒113-8421東京都文京区本郷 2-1-1 

順天堂大学大学院医学研究科・分子病理病態学 

(医学部・病理・腫瘍学講座)内 

 TEL 03-5802-1039 

 FAX 03-5684- 1646  

     

事務局担当者 小林 敏之 順天堂大学 分子病理病態学准教授 

          折茂 彰  順天堂大学 分子病理病態学准教授  

          森田まゆみ 順天堂大学 病理・腫瘍学 
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付録 2： 平成 25 年度 日本結節性硬化症学会 役員・事務局 

 

【役員】 

 

理 事 長： 樋野 興夫 (順天堂大学 病理・腫瘍学 教授) 

 

副理事長： 水口  雅 (東京大学 発達医科学 教授) 

 

理   事： 大野 耕策 (独立行政法人労働者健康福祉機構山陰労災病院 院長) 

       金田 眞理 (大阪大学 皮膚科学 講師) 

       久保田 雅也 (国立成育医療研究センター 神経内科 医長) 

       新井田 要 (金沢医科大学 遺伝子医療センター長) 

 

監   事： 波多野 孝史 (JR 東京総合病院 泌尿器科 担当部長) 

       師田 信人 (国立成育医療研究センター 脳神経外科 医長) 

 

【事務局】 

 

〒 113-8421 東京都文京区本郷 2-1-1 

    順天堂大学医学部 病理・腫瘍学 

    TEL: 03-5802-1038 (直通) 

    FAX: 03-5684-1646 

    E-mail: tscres@juntendo.ac.jp 

 

                                                       

 

日本結節性硬化症学会 

ホームページ URL： http://jstsc.kenkyuukai.jp/special/?id=8468 
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