
緒 言

ウィルソン病（WND）は，およそ３万人に１人の割合

で発症する先天性銅（Cu）代謝異常症である．本疾患は，

日常生活において摂取されるCuが正常に排泄されず，肝

臓・腎臓・脳に多量に蓄積し重い肝障害（肝炎・肝硬変）
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Wilson’s disease(WND)is an autosomal recessive disorder of copper(Cu)accumulation leading to
 

liver and/or brain damage. WND is present in nearly all populations at a prevalence of 1：30,000
 

persons. Many patients have liver disease,neurologic or psychiatric symptoms,or die because the
 

disease may be recognized only after symptomatic disease develops. Oral chelating agents are
 

effective in treating WND. On account of this, an effective method for mass screening has been
 

needed for early detection of presymptomatic patients. Based on the observation that the concentra-
tion of holo-ceruloplasmin (Cp) in the urine of WND patients is significantly lower than that of

 
healthy subjects,we have conducted a mass screening through measuring urinary Cp levels. In this

 
report,we discuss the screening system for WND from a multilateral point of view. Pilot studies on

 
the screening were performed in three cities around the Greater Sapporo Region. We selected the

 
mandatory health examination of 3-year-old children as a sampling point. Urine samples were

 
collected,transferred to our institute and analyzed for Cp levels. Consequently,our results suggest

 
that effective communication between subjects’parents and ourselves is crucial. The awareness of

 
local governments and administrations,as well as their flexible cooperation,would enable a nation-
wide WND screening.

Key words：Wilson’s disease（ウィルソン病)；screening（スクリーニング）；3-year-old medical
 

health care examination〔３歳児健康診断（３歳児健診）〕；ceruloplasmin（セルロプラス
ミン）；urine（尿）
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や中枢神経障害を起こす病気である．しかし，Cuキレー

ト剤を用いてCuの排泄を促進することにより，重篤な症

状を呈する前に治療が可能なことから，本疾患の早期診断

法の開発・導入が望まれている．WNDの早期診断法に関

する現在までの研究から，幼児及び学童健診時の尿検体を

用いた尿中セルロプラスミン（Cp）濃度を指標とした方

法がスクリーニングにおける検査法として最も有望視され

ている ．

我々は，道央圏の３市で実施された３歳児健康診断（健

診）時の尿検査検体を用いたWNDスクリーニングをモ

デルにして，WNDスクリーニングシステムに関して検討

を行った．

方 法

１．WNDスクリーニング検査対象

WNDスクリーニングシステムモデルの構築は，道央圏

の岩見沢・小樽・北広島の３市の協力のもと実施された．

２．3歳児健診での尿検査状況の把握

まず，３市の３歳児健診会場に赴き，実際に行われてい

る健診の流れと尿検査の実施状況を確認した．図１に示す

通り，３歳児健診で使用している採尿方法は３市で異なっ

ていることが明らかとなった．そこで，３市と協議を図り，

現行の方法を極力変えずに，一般尿検査用の採尿容器と

WND検査用の採尿容器の２種類の容器を発送することと

した．

３．WNDスクリーニングシステムの構築

本スクリーニングシステムの概略を図２に示した．北海

道立衛生研究所（道衛研）から各市に対して，WNDの解

説書（図3）と検査申込用紙（図4），採尿容器セット〔Ｖ

カップ，グルコン酸クロルヘキシジン（ヒビテン）〕を塗

布した濾紙入り採尿容器，ラベル）を送付した．ヒビテン

の添加については，鈴木らの報告 に従った．それらの

セットを各市から発送される３歳児健診受診案内書に同封

して健診受診対象者に発送した．

３歳児健診の当日，自宅にて尿を採取してもらい，検査

会場でWND初回検査申込用紙（図4）と共に尿検体を回

収した．回収後，所轄の保健センターなどから尿検体を冷

蔵宅配便（4℃）で道衛研まで搬送し，尿中Cp濃度，そ

して補正のための尿中クレアチニン（Cr.）濃度を測定し

た ．

４．WNDスクリーニングでの検査体制

道衛研に送付されてきた検体を受付け，検体と検査申込

用紙を照合し，番号化を行うことにより匿名化を図った．

図1 自治体による採尿容器の違い

図2 ウィルソン病スクリーニングシステムの概略図
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検査の入力及び結果の出力は，受付番号で行った．

検査の結果，正常範囲内であった検体については，ラベ

ルの名称を黒マジックで消し，高圧蒸気滅菌後，医療廃棄

物として廃棄した．要再検査とされた幼児の検体について

は，別容器（1.5mL血清チューブ）に移し，－80℃で保

存した．

再検査の通知に関しては，道衛研から再検査のお知らせ

書（図5）と採尿容器セットを送付した．再検査検体は，

居住する各市の次回の３歳児健診時に回収するシステムを

取った．再々検査（図6）についても，同様の手続きとし

た．

３回の検査（初回検査，再検査，再々検査）共に異常値

を示した幼児に対しては公文書で精密検査受診勧奨を通知

した（図7）．３回のデータをコンサルタント医師に報告

し，精密検査の実施に関する指示に従い，その旨を保護者

に通知した．その際に，精密検査実施病院，受診予定日な

どの調整を行った．道衛研で所定の手続きをとると共に，

担当する保健所や保健センターにも精密検査該当者が抽出

された旨を通知した．保護者には，精密検査受診時に精密

検査受診勧奨書を持参し，担当医に提示するように依頼し

た．精密検査実施病院の小児科担当医師には事前に連絡を

取り，スクリーニング検査データを報告すると共に，受診

予定日を通知した．

結果及び考察

小規模ながらWNDスクリーニングシステムモデルを

構築し，その運営を図った．その結果，我々の構築したシ

ステムの長所・短所を把握することができ，運営を行いな

がらシステムを改善した．

わが国におけるWNDスクリーニングは，新生児を対

象としたろ紙血を用いた先天性代謝異常等スクリーニング

（新生児スクリーニング）をモデルに，厚生科学研究事業

として開始された．しかし，３歳児健診を利用したWND

スクリーニングは，新生児スクリーニングとはシステム上，

大きな違いが認められた．新生児スクリーニングにおいて

は，産科に対して再検査・再々検査の通知がなされ，産科

小児科医師から対象児の保護者に検査の説明がなされる．

しかし，３歳児健診を利用したWNDスクリーニングで

は，検査実施機関（道衛研）から，直接，検査結果が通知

される．このため，再検査・再々検査の通知以後の保護者

からの問い合わせに対し，保護者の不安を避けるよう慎重

に対応する必要があった．

システムの運営を通して，北海道におけるWND検査

の強いニーズと関心の高さを認識することができた．また，

精密検査勧奨の実施の過程で，精密検査受診時の医療費負

担に関する問題も明らかとなった．すなわち，北海道の場

合，211市町村の内110市町村（平成14年当時）の乳幼

児医療費助成事業の対象が３歳未満とされており，３歳児

図3 ウィルソン病の解説図

ウィルソン病は，

CuとCpの結合と，肝臓から胆汁中へのCuの排泄が障害

されている病気です．そのため，肝臓や脳に多量のCuが

蓄積して重い障害を生じます．しかし，幼児期に発見して

治療を行うことによって，肝障害や脳障害などの重い症状

の発症を予防することが可能です．

診断は，尿中に排泄されるCuと結合したCpの濃度を

測定して行います．ウィルソン病患児では，健常児と比べ

て異常な低値が認められます．当所では，この検査の受診

をお勧めしています（但し，全ウィルソン病患者の５％程

度の患者では，Cp濃度の低下を示さない病型もありま

す）．

銅（Cu）は，

貝・甲殻類，レバー，豆，穀類，ココア，チョコレートな

どに多く含まれています．

Cuは，

体内に非常に少量しか含まれていませんが，生体にとって

必要不可欠な金属です．毎日の食事から少しずつ体内に取

り込まれていきます．小腸から体内に取り込まれたCuは，

肝臓でセルロプラスミン（Cp）という蛋白質と結合し全

身に供給されていますが，その一部は尿から体外に排泄さ

れています．利用されたCuや過剰のCuは，肝臓から胆

汁を介して便に含まれて体外に排泄されています．
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健診受診後の精密検査は医療費助成の対象にならないこと

が判明した．

我々は，平成15年度と16年度に，本研究で構築したス

クリーニングシステムを用いて，道内８市４町で３歳児健

診を利用した大規模なWNDスクリーニングを実施し

た ．２年間に11,362人がWND検査を受診し，尿中

Cp濃度低値を示した精密検査対象児の中から２名の銅代

謝異常を呈する幼児が発見され，１名に関しては遺伝子診

断から発症前型WND患者と確認された．このことから，

本報において検討したWNDスクリーニングシステムが，

大規模な運営にも充分に適しており，道内のみならず，他

の都府県などでも充分に機能するものと考えられた．

WNDスクリーニングを全国規模で円滑に展開・実施し

ていくためには，まず各自治体の採尿方法を統一する必要

があると思われる．また，WNDスクリーニングの運営に

あたっては，医療費助成の課題など市町村等関係機関の理

解と協力が必要不可欠であると考えられた．

結 語

WNDは，およそ３万人に１人の割合で発症する先天性

Cu代謝異常症である．本疾患は，重篤な症状を呈する前

にCuキレート剤を用いた治療が可能なことから，早期診

断法の開発・導入が望まれている．WNDの早期診断法に

関する現在までの研究から，幼児及び学童健診時の尿検体

を用いた尿中Cp濃度を指標とした方法がスクリーニング

検査法として最も有望視されている．我々は，道央圏の３

市で実施された３歳児健診での尿検査検体を用いたWND

スクリーニングをモデルにして，WNDスクリーニングシ

ステムに関して検討を行った．その結果，WNDスクリー

ニングを全国規模で円滑に展開・実施していくためには，

検査実施機関と保護者の連携を充分に取ると共に，市町村

など自治体の理解と協力が必要不可欠であると考えられた．

本研究は，平成9～11年度の厚生科学研究費補助金（子

ども家庭総合）研究事業，平成12～14年度の厚生労働科

学研究費補助金（難治性疾患克服）研究事業，そして，平

成14～16年度の北海道企画振興部重点領域特別研究事業

として実施された．

本研究事業の遂行に際し，ご指導・ご鞭撻を賜りました

北海道大学附属病院小児科窪田満先生に深謝申し上げます．
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