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このスライドは、米国のヘルマンスキー・
パドラック症候群ネットワークが作成した
本人や家族の知識向上並びに医療関係
者や教育関係者などに対する説明を目的
として作成されたスライドを、同ネット
ワークの依頼により日本語に翻訳し、最新ワークの依頼により日本語に翻訳し、最新
データを加え、日本の各種状況を考慮して
一部を改変・補足したものです。

翻訳責任（石井拓磨）
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ヘルマンスキー・パドラック症候群は
白皮症（アルビノ）のマイナータイプ
で次のような症状があります。

• 白皮症（色素が欠乏する部位や程度は幅広い）

• ロービジョン（弱視）• ロービジョン（弱視）

• 出血傾向（出血しやすく止血しにくい）

• 消化器症状（下痢・血便・腹痛など）

• 肺線維症（一部の患者）

• 心疾患や腎疾患（一部の進行した患者）



白皮症（アルビノ）とは？

• 白皮症（アルビノ）とは体の色素が欠乏する
ことを言います。

• 毛髪と皮膚と眼の色素が欠乏する人がいます
（眼皮膚白皮症）。

• 眼の色素は欠乏しますが毛髪と皮膚の色素は• 眼の色素は欠乏しますが毛髪と皮膚の色素は
欠乏しない人もいます（眼白皮症）。

• ヘルマンスキー・パドラック症候群の患者の
色素が欠乏する部位と程度には、非常に幅が
あります。

訳者注）ヘルマンスキー・パドラック症候群の
診断には眼の色素欠乏が必須です。



ブレンダです。

彼女は白皮症（アルビノ）には見えませんが眼の色素
欠乏があります。

彼女もヘルマンスキー・パドラック症候群なのです。



エルジーです。

彼女もヘルマンスキー・パドラック症候群です。



白皮症（アルビノ）の人は、しばしば
明るい光に過敏です。皮膚がんの発症
を避けるため、日焼けしないよう気を
付ける必要があります。付ける必要があります。

訳者注）日光の強くない日本では皮膚がんになる
可能性はそれほど高くありませんので、
神経質になりすぎてはいけません。



白皮症（アルビノ）の人には、
通常、視力障害もあります。

多くの場合、ロービジョン（弱視）
があり普通のサイズの印刷物を読むがあり普通のサイズの印刷物を読む
ことが難しく、車の運転も困難です。

訳者注）ヘルマンスキー・パドラック症候群の
診断にはロービジョン（弱視）が必須
です。



全てのヘルマンスキー・パドラック症候群
の人には出血傾向があります。

ヘルマンスキー・パドラック症候群の診断は、
外傷や手術の際に適切な治療を受けるために、
そして、妊娠及び出産の時に適切な取り扱いを
受けるために非常に重要です。受けるために非常に重要です。

アスピリン、非ステロイド系抗炎症剤、その他
血小板機能に影響を与える薬の使用は、可能な
限り避けなければなりません。

訳者注）ヘルマンスキー・パドラック症候群の
診断には出血傾向が必須です。



ＨＰＳ患者の血小板には濃染顆粒がありません
（電子顕微鏡写真）

正 常 ＨＰＳ患者

チョコチップ・クッキー バター・クッキー

訳者注）ヘルマンスキー・パドラック症候群の診断の
確定には電子顕微鏡検査が必須です。



濃染顆粒がないＨＰＳ患者は皮下出血を
起こしやすいので注意が必要です



約15～20％のＨＰＳ患者には
消化器症状があります

• クローン病に非常によく似ています（下痢・
血便・腹痛・体重減少）。

• 消化管のどこでも生じます。• 消化管のどこでも生じます。

• 腸炎のコントロールのためにしばしば種々の
薬の服用が必要です。

• 重症例では、小腸や大腸の一部の切除が必要
になることがあります。



ヘザー、カレン、アシュレーの３人
にはＨＰＳの消化器症状があります



１型の多く、２型の一部、４型の多く
は肺線維症になる可能性があります。
逆に、３型は肺線維症になる可能性が
あまりなく、５～９型及び現状で分類
できないケースは、ごく一部に肺線維
症になる可能性があります。

訳者注）原則として肺線維症は成人になってから発症
します。アルビノの人には、念のため、成人
後の定期的な肺機能検査をお勧めしますが、
小児期から心配する必要はありません。

※２型には白血球減少による易感染性があります。



エリサイラは、2007
年、肺線維症のため
に29歳の人生を終え
ました。

しかし、愛する夫としかし、愛する夫と
２人の子どもに恵ま
れた、本当に素晴ら
しい人生だったので
す。



ＨＰＳはどの型であって
も常染色体劣性遺伝形式
をとり原則としてご両親
はどちらも保因者です。はどちらも保因者です。

訳者注）ヘルマンスキー・パドラック症候群の
遺伝子は民族共通の遠い祖先から受け
継がれたものにすぎず、個々の家系の
責任ではありません。



現在のところ、原因となる遺伝子
の違いにより９つの型に分類され
ていますが、さらなる多くの型の
存在が想定されています。

訳者注）遺伝子解析で確定できない、逆に言え
ば否定もできないケースが少なくない
ため、遺伝子解析を診断の確定に使用
するのは不適切です。
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ＨＰＳ登録システム参加国

• オーストラリア

• ベルギー

• ブラジル

• カナダ

• 中国

• イスラエル

• イタリア

• マルタ

• メキシコ

• オランダ

• イギリス

• フィンランド

• ドイツ

• インド

• イラン

• アイルランド

• パキスタン

• ペルー

• ポーランド

• プエルトリコ

• スイス

• アメリカ合衆国

• ウルグアイ

（英語表記のアルファベット順）



医学論文で報告のある国々

• キューバ
• エルサルバドル
• フランス
• 香港

• ポルトガル
• シンガポール
• スペイン
• スリランカ• 香港

• モロッコ
• ノルウェー

• スリランカ
• トルコ
• ウクライナ
（英語表記の

アルファベット順）

＋日本



保因者頻度
1/200 – 1/500

夫婦の両方が保因者である頻度
1/40,000

一般集団の場合

訳者注）日本での正確な統計はありませんが、
大きな差はないものと考えられます。

1/40,000

出生頻度
1/500,000 – 1,000,000



プエルトリコ北西部の１型の保因者頻度
1/20

夫婦の両方が１型の保因者である頻度
1/400

１型の出生頻度

プエルトリコ人の場合

プエルトリコ全島の１型＋３型の保因者頻度
1/60

1/6,400

訳者注）特別な地域で日本とは全く異なります。

プエルトリコ中央部の３型の保因者頻度
1/36



ＨＰＳネットワークとは？

• 1992年に設立され、1995年に法人に移行した
米国の法律に基づく非営利団体です。

• 患者登録システムの管理をしています。

• 診断を含めた家族への支援を提供しています。• 診断を含めた家族への支援を提供しています。

• 家族や医療関係者への教育を提供しています。

• ＨＰＳ研究の構築と支援を提供しています。

• オンラインコミュニティーを構築しています。

• １年に１回の家族会議を開催しています。



ＨＰＳ家族会議～教育と支援～ＨＰＳ家族会議～教育と支援～ＨＰＳ家族会議～教育と支援～ＨＰＳ家族会議～教育と支援～





ちょっとしたお楽しみも・・・ちょっとしたお楽しみも・・・ちょっとしたお楽しみも・・・ちょっとしたお楽しみも・・・



ＨＰＳプエルトリコ会議ＨＰＳプエルトリコ会議ＨＰＳプエルトリコ会議ＨＰＳプエルトリコ会議



ＨＰＳの子どもたちに
囲まれたマルケロ先生

ＨＰＳの専門家が乳児
を含む一人一人に時間
をかけて対応しました



ＨＰＳの認識を広めるため
メディアの取材も受けます



患者同士でお互いの経験を語り合います



会の拡大のため国中を駆け巡ります



昨年のＨＰＳネットワーク研究基金昨年のＨＰＳネットワーク研究基金昨年のＨＰＳネットワーク研究基金昨年のＨＰＳネットワーク研究基金
はアメリカ胸部学会に贈られましたはアメリカ胸部学会に贈られましたはアメリカ胸部学会に贈られましたはアメリカ胸部学会に贈られました



認識を広めるために医学会にも参加し
ます



アメリカ人類遺伝学会にも参加しま
した



国会議事堂での陳情活動
・研究資金の増額

・遺伝的差別禁止法

・肺リハビリテーション

への医療保険適用への医療保険適用

・旅行時の酸素使用への

医療保険適用及び飛行

機内での使用の保証

…を陳情しています。



なぜそんな珍しい病気の研究に大金
を注ぎ込む必要があるのでしょう？

・皮膚の状態

・視覚障害

・血小板の病気

ＨＰＳは、

・血小板の病気

・炎症性腸疾患

・肺線維症

数十万の人々が我々の研究の恩恵を受ける
日が来るかも知れないのです！

・・・の科学的知見を探る糸口なのです。



ＮＩＨで進行中の研究

・自然歴研究

・消化器症状に対する治療の研究・消化器症状に対する治療の研究

・重症化した肺線維症に対する

多剤併用療法研究



ＮＩＨ臨床研究センター全景



ＨＰＳロゼッタストーンＨＰＳロゼッタストーンＨＰＳロゼッタストーンＨＰＳロゼッタストーン
１００を超えるＨＰＳ患者の血液サンプルが肺線維症
の謎を解き明かすことでしょう

訳者注）ロゼッタストーン＝古代文字解読のきっかけになった
文章の刻まれた石のこと





パーティーで・・・パーティーで・・・パーティーで・・・パーティーで・・・









私たちは治療のためにあなたの
助けを必要としています。

資金提供、祈ること、道徳的支えに
なること、関心を持つこと、そして
ＨＰＳに関するお話を広めること…ＨＰＳに関するお話を広めること…
などが支援になります。

ありがとうございました



訳者補足・１

ヘルマンスキー・パドラック症候群とは、様々な程度の白皮症と
出血傾向を伴う症候群であり、そのどちらかを欠く場合は同症候
群ではありません。

確定診断は『電子顕微鏡による血小板の濃染顆粒の欠損の確認』
によってなされます。電子顕微鏡が設置された施設であればどこ
でも診断が可能（なはず）です。

『血小板の二次凝集能検査（可能な検査施設が限定されます）』
及び『セロイドリポフスチンの組織沈着の確認』は補助的な検査
です（確定診断に必須ではありません）。

現状で遺伝子検査は『研究レベルの検査』です。出血傾向の不明
確な場合や肺症状を欠く場合は発症前診断になります。早期薬物
治療の可能性はありますが、肺移植へのハードルが高い日本では
複雑な状況に陥ります。特に未成年者の場合は重大な倫理的問題
を生じます。親の希望があっても、原則として実施できません。



当然ですが「学会発表のため」などの専ら医療側の都合での遺伝
子診断の実施は厳にお慎みください。

また「白皮症の人が肺線維症を発症した」というだけで、単純に
「本症候群が強く疑われる」との説明をするのは混乱の元です。

「遺伝子診断で確定できず＝ＨＰＳが否定もされず電子顕微鏡に
よる血小板の濃染顆粒の欠損の有無の確認をしないまま放置され

訳者補足・２

よる血小板の濃染顆粒の欠損の有無の確認をしないまま放置され
ているケース」「感染症などによる二次的な肺線維症の可能性が
高いのに遺伝子診断が実施されるケース」「遺伝子検査で将来の
肺線維症の発症可能性が高い型と診断されご両親が悲嘆している
のに放置されている新生児」などの適切ならざる事例が多々存在
し、患者会や私に相談が舞い込む現状にあります。遺伝子診断を
実施したが故に逆に混乱を生じさせているのが、偽らざる日本の
実情です。正しい診断への道筋をお取りくださいますよう伏して
お願いする次第です。



訳者補足・３

進行した肺線維症のある患者の遺伝子診断は家族への影響を十分
に検討する必要があります（多くは害あって利ありません）。

手術、妊娠・出産、血小板輸血や止血剤などの薬の使用は先進国
で当然に行われていることに過ぎません。リスクを理解した本人
の意向より医療側の都合が優先するのは重大な人権問題です。

適切な時期に適切に診断し、治療に加えて家族を含む心理・社会適切な時期に適切に診断し、治療に加えて家族を含む心理・社会
的支援などの総合的フォローアップを提供するのが医療側の責任
です。これらを欠く「診断のみ」はありえません。

以前発表した『Hermansky-Pudlak症候群を理解するために・・・
〔暫定版〕・改』と数字などが異なるのは研究の進展のためです
（今後も変わって行きます）。

日本の数十倍のＨＰＳ患者が世界中にいることをお忘れなく！！

※ロービジョンへの配慮から白黒反転ゴシック体を使用


