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Ⅶ Shwachman‒Diamond症候群

 血球減少をきたした患者で，慢性下痢，発育不良，骨格異常を認めた場合，Shwachman‒Diamond症候群

（Shwachman‒Diamond syndrome：SDS）を疑う．血球減少は好中球減少が主体であるが，貧血，血小板減少
を認める場合もあり，その程度も様々である．慢性下痢は膵外分泌不全による脂肪性下痢であるが，年長に
なるにつれて軽減し目立たなくなることが多い．低身長もよくみられる所見である．診断の鍵となる症状
は，程度が様々で，経時的に変化することがあり，必ずしも同時に存在しないため，時間をかけて診断に至
る場合もあることに留意する．疑い例では，SDSにみられる臨床所見，検査所見について検索し，家族歴を
聴取し，骨髄不全，膵外分泌不全の評価を行う．あわせて血球減少の原因となる他疾患の鑑別を行う．
 SDSでは特異的なスクリーニング検査がなく，臨床診断例の 90%に SBDS遺伝子の両アリル変異が認められ

るため，疑い例では SBDS遺伝子解析を行う．SBDS遺伝子の両アレルに変異が認められれば SDS確定例と
診断する．SBDS遺伝子両アリル変異が認められない場合には，その他の骨髄不全の原因を検索しながら
SDS臨床診断例あるいは疑い例としてフォローする．近年，次世代シークエンサーを用いて先天性骨髄不全
の原因遺伝子を網羅的に解析するターゲットシークエンス法が他疾患を含めた診断に有用であると報告さ
れている．
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診断へのアプローチ

①緒　言
　SDSは，1964年に Shwachmanらによって
初めて記載された，膵外分泌不全，骨髄不全，
骨格異常を主徴とし，常染色体劣性の遺伝形
式をとる先天性骨髄不全症候群である1）．造
血器異常のほか，骨格異常，肝障害など多彩
な合併症を伴うことも多く，骨髄異形成症候
群（myelodysplastic syndrome：MDS）および
急性骨髄性白血病（acute myeloid leukemia：
AML）を発症しやすいことが知られてい
る2‒6）．わが国では海外に比べ稀な疾患と考
えられていたが，日本小児血液・がん学会中
央診断事業や厚生労働省難治性疾患克服研究
事業の班研究により，本症候群に対する認知
度が高まり，わが国でも診断例が増加している．
　2004年に Boocockら7）は 7番染色体上の新
規遺伝子が本症患者の約 90%で，両アリル変
異をおこしていることを報告し，SDSの責任
遺伝子として SBDSと命名した．SBDS蛋白
はリボソーム生成に関与しており，SBDS変
異によるリボソーム生成異常が病態に関与し
ていると考えられている8‒10）．
　本症に伴う重度の骨髄不全，MDSおよび
AMLに対しては造血細胞移植が根治的な治
療となるが，前処置による心毒性などの合併
症が起こりやすく11），移植成績は不良であっ
た．近年 reduced‒intensity conditioningを用い
た移植法の進歩により，移植成功例が報告さ
れている12,13）．
　SDSは稀少疾患であるため，前方視的治療
研究によるエビデンスはなく，Drorをはじめ
とする本症の専門家のコンセンサスに基づく
暫定的なガイドライン14）に基づいて，診療ガ
イドラインを作成した．
②疾患概念
　SDSは，膵外分泌異常と造血不全による血
球減少を主徴とする常染色体劣性遺伝先天性
骨髄不全症である1）．骨格異常，肝障害など

造血器以外の臓器の異常を伴うことも多く，
MDSおよび AMLを発症するリスクが高
い2‒6）．本症候群と診断された患者の 90%に
SBDS遺伝子の両アリル変異が認められる7）．
③診断基準（表 1）
　表 1に診断基準を示す．
　乳幼児期に好中球減少を主体とする血球減
少，慢性下痢，発育不良を契機に診断される
ことが多い．年長児や成人で診断される場合
もある．
　好中球減少はほぼ全例に認められるが，程
度は様々であり，間欠的な場合もある4）．そ
のため複数回採血し，血球減少を確認するこ
とが勧められる．貧血，血小板減少が認めら
れることも多い．貧血は 80%で認められ，大
球性であることが多く，しばしばヘモグロビ
ン Fが高値である8）．溶血や栄養障害などほ
かの原因による大球性貧血を鑑別する．Fan-

coni貧血の鑑別には染色体脆弱性試験を行
う．骨髄所見は，通常低形成で軽度の異形成
がしばしば認められ，i（7q），del（20q）は
SDSによくみられる染色体異常である6,15）．
　膵外分泌不全の診断は必ずしも容易ではな
い．血清アミラーゼ，リパーゼといった膵酵
素を測定し年齢別の正常値に比べ低値かどう
か評価する．3歳未満では血清アミラーゼの
正常値が元来低く，診断価値は相対的に低く
なるため，欧米では血清トリプシノーゲン測
定が推奨されているが14），わが国では一般的
に検査ができない．アミラーゼはアイソザイ
ムが存在するので膵型アミラーゼを測定す
る．膵外分泌機能を直接評価する検査は多く
の施設で困難である．便中脂肪の存在16），超
音波検査，CT，MRIで脂肪膵が認められるこ
とがあり17）（口絵 7），SDSにおける膵外分泌
不全を支持する所見となる．また，ビタミン
A，D，E，Kといった脂溶性ビタミンの吸収
が不良となるため，これらの血中濃度が低値
であることも診断を支持する所見である．約
半数の SDS患者では膵外分泌機能が年長に
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なるにつれて改善し，それに伴う症状もわか
りにくくなることが知られており16），年長児
では特に膵外分泌機能不全の診断が困難とな
ることが多い．
　SDSでは，低身長，二次骨化中心の出現遅
延，幼少期には胸郭異常，肋骨，小児期から
思春期には大腿骨近位遠位にみられる骨幹端
異形成といった特徴的な骨格異常がみられ
る18）（図 1）．また，骨粗鬆症を合併し，骨量
の減量，椎骨の骨折が起こることがある19）．
　SDSでは膵外分泌不全による症状が明らか
でないなど特異的な所見に乏しい場合があ
り，臨床診断が難しい場合がある．一方，
SDSでは比較的高率に SBDS遺伝子の両アリ
ル変異が同定されることから，SDSを疑った
場合には SBDS遺伝子解析を行う．最近，次
世代シークエンサーを用いてさまざまな先天
性骨髄不全の原因遺伝子を同時に網羅的に解
析するターゲットシークエンス法が開発さ

れ20），他疾患を含めた診断に適用されている．
　表 2に診断時の検査を示した．
④鑑別診断
　先天性骨髄不全症候群としてFanconi貧血，
先天性角化不全症，Pearson症候群などを鑑
別する．各疾患の原因遺伝子が同定されてお
り，遺伝子診断が可能となっている．次世代
シークエンサーを用いたターゲットシークエ
ンス法では，種々の先天性骨髄不全の遺伝子
を含めて網羅的に解析が可能である20）．それ
ぞれの疾患の概要を示すが，Fanconi貧血な
らびに先天性角化不全症の詳細についてはそ
れぞれ本書の第Ⅲ章ならびに第Ⅵ章を参照す
るとよい．
（1） Fanconi貧血
　DNA修復欠損を基盤とした染色体の脆弱
性を背景に，進行性汎血球減少，MDSや白血
病への移行，身体奇形，固形癌の合併を特徴
とする血液疾患である．染色体不安定性（染
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表 1 Shwachman‒Diamond症候群の診断基準（平成 26年度作成）

1．臨床所見としては，好中球を主体とした血球減少，慢性下痢，発育不良を認める．
2．骨髄不全を認め，以下の 1つ以上を満たす．
 　1）絶対数 1,500/μL未満の好中球減少（間欠的あるいは慢性的；少なくとも 3か月間隔で 2回）
 　2）血球産生低下による血球減少（貧血，血小板減少，汎血球減少；少なくとも 3か月間隔で 2回）
 　3）SBDS遺伝子変異を両アリルに認める．
3．膵外分泌不全を認め，以下の 1つ以上を満たす．
 　1）膵外分泌酵素低値
 　 　　3歳未満でトリプシノーゲン低値（測定可能であれば）
 　 　　　かつ/または
 　 　　3歳以上で膵型アミラーゼ低値
 　2）画像（超音波，CT，MRI）で小型あるいは脂肪の多い膵を認める．
 　3）便中脂質の増加（72時間収集）
4．膵外分泌不全と骨髄不全の原因となる他疾患を除外する．注 1）
5．以下の所見があれば確実性が増す．
 　1）一親等に本症候群と診断された家族がいる．
 　2）骨格異常
 　3）行動異常
 　4）年齢別正常値と比較したMCV高値（ただし溶血や栄養不良などによる他の原因によらない）
 　5）ヘモグロビン F高値
 　6）骨髄検査で白血病，骨髄異形成症候群，染色体異常のうち 1つ以上に該当する．
6． 診断に際しては，1，2および 3によって本症を疑い，4によって他の疾患を除外し，5によって診断
をさらに確実なものとする．

注 1） 膵外分泌不全と骨髄不全がみられる Pearson症候群や Fanconi貧血などの他の先天性骨髄不全症候群，囊胞線維症と
いった膵外分泌不全の原因となる他の疾患を鑑別診断する．



色体脆弱）を示し，MMCなどの DNA鎖間架
橋薬剤で処理をすると，染色体の断裂の増強
やラジアル構造を持つ特徴的な染色体が観察
され，染色体脆弱性試験としてスクリーニン

グに用いられる．DNA修復を行うFANC経路
の種々の蛋白をコードする遺伝子が原因遺伝
子であり，その数は徐々に増加している．
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表 2 診断時・フォローアップ時の検査

診断時 フォローアップ時
遺伝関連
　SBDS遺伝子変異解析 ○ ○（診断時に未施行であれば）
　 遺伝カウンセリング（家族の遺伝子
解析，特に移植ドナー候補者）

血液・免疫系
　CBC ○ 年 2～4回
　骨髄穿刺・生検 ○ 1～3年に 1回あるいは必要時
　Fe，葉酸，ビタミン B12 ○
　HbF ○ 必要時
　IgG, IgA, IgM ○ ―
　リンパ球サブセット ― 必要時
　予防接種後抗体価 ― 必要時
　HLA検査 必要時 必要時
消化器系
　 膵酵素（膵酵素　膵型アミラーゼな
ど実施可能な検査）

○

　 脂溶性ビタミン A，D，E，プロトロ
ンビン時間（ビタミン K）の代替）

○ 膵酵素補充療法開始後 1か月，その後年
1～2回

　他のビタミン，微量元素など ― 必要時
　肝酵素 ○ 必要時
　膵画像検査（超音波，CT） ○
骨格系
　身長，体重，頭囲 ○ 年 1回
　骨単純 X‒P ○ 必要時
　骨密度 ベースライン：思春期前に 1回，フォ

ローアップ：思春期 1回
歯科口腔ケア ○ 年 1回および必要時
精神発達評価 ○ 乳幼児期，6歳，12歳，15歳

〔文献 14を元に作成〕

A B

図 1  SDS患者の骨単純
X線写真

生後 10か月児．
肋骨短縮による樽形胸郭
（A），やや太い大腿骨頸部，
骨幹端異形成（B）を示す．
（神奈川県立こども医療セ
ンター相田典子先生，後藤
裕明先生から提供）



（2） 先天性角化不全症
　古典型では爪の萎縮，口腔内白斑，皮膚の
色素沈着を伴う．また，一見後天性再生不良
性貧血と区別がつかない病型が存在し，不全
型とよばれている．いずれもテロメア長を維
持する機能の障害が考えられており，DKC1，
TERC，TERT，NOP10，NHP2，TINF2などの
テロメア関連遺伝子が責任遺伝子となってい
る．末梢血リンパ球のテロメア長を測定する
と，著明な短縮が認められ，スクリーニング
検査として用いられる．扁平上皮癌，MDS，
AML，肺線維症，肝硬変を合併しやすい．
（3） Pearson症候群
　鉄芽球性貧血と膵外分泌不全を主徴とす
る．汎血球減少症をきたし，骨髄像で赤芽球
系，骨髄芽球系前駆細胞内に特徴的な空胞を
認め，環状鉄芽球が多数存在する．ミトコン
ドリア DNAの欠失を認める．
（4） 囊胞性線維症
　わが国では欧米に比べ極めて稀であるが，
膵外分泌不全を呈する疾患として鑑別にあが
る．汗中の塩素イオンの高値が特徴的な所見
であり，診断に用いられる．

⑤重症度分類
　再生不良性貧血に関しては後天性再生不良
性貧血の重症度分類（表 3）を用いて評価す
る．本症では膵外分泌不全による症状は年齢
が上がるにつれ改善することが多く，生命予
後に最も関連するのは，骨髄不全の程度と
MDS・白血病への移行である．骨髄不全の重
症度については，再生不良性貧血の重症度分
類に準じる．また，MDSから白血病に移行す
ると，非常に予後不良であるため，白血症を
発症した場合，最も重症であるとする．

疫　学

①発症頻度
　欧米では Fanconi貧血，Diamond‒Blackfan

貧血に次いで多い先天性骨髄不全症候群で，
発症頻度は 76,000人に 1人と推定され，男女
比は 1.6：1と報告されている14）．わが国では
より稀とされているが，本症に対する認知度
の高まりとともに診断される例が増加してき
ており，日本小児血液・がん学会中央診断で
は10例を超えており，報告例や筆者らが遺伝
子解析を行った例を合わせると 50例は存在
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表 3 重症度分類（平成 16年度修正）

stage 1 軽　症 下記以外
stage 2 中等症 以下の 2項目以上を満たす

　網赤血球　　60,000/μL未満
　好中球　　　 1,000/μL未満
　血小板　　　50,000/μL未満

stage 3 やや重症 以下の2項目以上を満たし，定期的な赤血球輸血を必要とする
　網赤血球　　60,000/μL未満
　好中球　　　 1,000/μL未満
　血小板　　　50,000/μL未満

stage 4 重　症 以下の 2項目以上を満たす
　網赤血球　　20,000/μL未満
　好中球　　　   500/μL未満
　血小板　　　20,000/μL未満

stage 5 最重症 好中球 200/μL未満に加えて，以下の 1項目以上を満たす
　網赤血球　　20,000/μL未満
　血小板　　　20,000/μL未満

注 1）定期的な赤血球輸血とは毎月 2単位以上の輸血が必要なときを指す．
注 2）この分類は平成 10（1998）年度に設定された 5段階分類を修正したものである．



すると考えられる．
②自然歴・予後
　典型例では乳幼児期から慢性下痢，好中球
減少で気づかれる．下痢は年齢が高くなると
改善することが多い．白血病を発症した場合
の予後は不良である．SBDS遺伝子変異の種
類と臨床症状，重症度，予後との関連は明ら
かではない21）．特定の固形腫瘍の発症リスク
の増加は報告されていない22）．

病因・病態

　SDSの責任遺伝子である SBDSは，7q11に
存在し，5個のエクソンから構成され，250ア
ミノ酸で構成される蛋白質をコードしてい
る7）．近傍には，SBDSと 97%塩基配列が一
致している SBDSP（pseudogene）が存在して
いる．SDSで高頻度に認められる変異（com-

mon mutation）として，exon2の 183‒184TA＞
CT，258＋2T＞Cがある．これらは，pseudo-

geneである SBDSPに存在する配列であり，
SBDSの変異が，SBDSと SBDSPとの組替え
によって起こる gene conversion mutationであ
ることを示している．183‒184TA＞CTによ
り，フレーム内にストップコドンが生じ，
258＋2T＞Cにより intron2の donor splice site

に障害を起こし，フレームシフトにより trun-

cation（切断変異）を起こすと予測されてい
る7）．
　SDSは，常染色体劣性の遺伝形式をとる疾
患であり，両方のアリルに変異がおこること
で発症すると考えられている．Boocockら7）

によれば，アリルの変異の組合せとしては，
183‒184TA＞CTと 258＋2T＞Cが最も多く，
次いで 258＋2T＞Cと別の変異の組合せが多
くみられる．258＋2T＞C同士の組合せは存
在するが，両アリルとも 183‒184TA＞CTの
変異を持った患者が認められないことから，
183‒184TA＞CTのホモ変異は生存を許容し
ないと考えられる．

　SBDS蛋白は既知のドメイン構造を持って
おらず，その機能は不明であったが，SBDS遺
伝子が種を超えて高度に保存されているこ
と，ノックアウトマウスが胎生致死になるこ
とから，SBDSは生命維持に必須の蛋白であ
ると考えられた．その後生物種間のゲノム比
較解析や酵母を用いた分子遺伝学的解析によ
りSBDSはRNAのプロセシングやリボソーム
生成に重要であることがわかってきた8,9）．特
に SBDSはリボソームの 60Sサブユニットと
40Sサブユニットが結合し，成熟したリボ
ソームが形成される過程に必須の蛋白である
ことが報告された．リボソーム生成におい
て，pre60Sサブユニットから 60Sサブユニッ
トとなって 40Sサブユニットと結合するため
には SBDSによって eIF6の 60Sからの放出が
促進されることが必要である．SDSでは，
SBDS蛋白の発現・機能低下により eIF6の
60Sサブユニットからの放出が起こらず，そ
のため 40Sと結合できなくなり，成熟した
80Sリボソームの生成が阻害されると考えら
れている（図 2）9）．実際，SBDS欠損ヒト細胞
株や SDS患者細胞でも，60S：40Sの比が低
下するなど，60Sサブユニットの成熟阻害を
示唆する所見が得られている9,10）．Diamond‒
Blackfan貧血，5q‒症候群といった他の骨髄不
全も，リボソーム関連遺伝子の異常によって
起こることから，リボソームの異常が骨髄不
全のおもな原因となり得ることがわかってき
ており，こういった疾患をまとめてリボソー
ム病（ribosomopathies）という疾患概念が提
唱されている23）．
　SDS患者のCD34陽性骨髄細胞では，Fasを
介したアポトーシスが亢進していることが報
告され，造血前駆細胞の細胞死が血球減少の
原因であることが示唆されている24）．Hela細
胞で siRNAを用い SBDSをノックダウンして
も，細胞死が亢進することが報告されてい
る25,26）．
　SBDS蛋白は細胞分裂の際の紡錘糸に局在
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することが報告されている27）．SBDSの欠失
により，細胞分裂の異常や異数性が起こるこ
とが示され，紡錘糸の安定性の喪失が，SDS

患者における骨髄不全や白血病発症の機構に
寄与していることが示唆されている．
　Scaddenら28）は，osteoprogenitorで sbdsを
conditionalに欠失させると骨髄異形成が生じ
ることを示した．このことは，造血細胞その
ものの異常に先駆けて，骨髄ニッチを形成す
る間葉系細胞の異常が，SDSにおける骨髄異
形成，白血病発症に重要な初期段階の異常に
なっていることを示唆しており，興味深い．
実際，SDS患者では骨髄微小環境に異常があ
ると報告されている29）．
　好中球においてSBDS蛋白はF‒アクチンと
共局在しており，SDS患者では F‒アクチンの
重合が阻害され，好中球遊走能低下が報告さ
れている30）．

臨床症状

①臨床症状ならびに身体奇形
　乳幼児期から膵外分泌異常による脂肪便を
伴う慢性下痢，体重増加不良があり，好中球

が減少していることで気づかれることが多
い．好中球減少により感染を繰り返し，貧血，
血小板減少がみられ，輸血を要する場合もあ
る．胸郭狭小などの骨格異常，低身長もよく
みられる症状である．肝障害，精神発達遅滞，
行動異常，歯牙の異常の頻度も高い2,14）．膵外
分泌不全による，ビタミン D，ビタミン Kと
いった脂溶性ビタミン不足がみられることが
ある2,14）．
②悪性腫瘍の合併
　MDS，AMLの発症リスクが高く，15～30%

の患者がMDS，AMLを発症すると報告され
ている．また，白血病発症のリスクは，男児
が女児に比べ 10倍高いことが知られてい
る2‒6）．固形癌の発症リスクは報告されてい
ない22）．

治療法・治療指針

①血液学的合併症
（1） 血球減少
　貧血，血小板減少に対しては必要に応じ輸
血を行う．
　G‒CSF投与は多くの場合必要ないが，細菌
や真菌の感染を繰り返す場合には使用を考慮
する．G‒CSFを長期に使用する場合は，好中
球数の正常化ではなく，感染の予防を目的と
する．
　アンドロゲンの効果に関してはデータが乏
しく，少数例で反応があったとする報告はあ
るが，もともと肝障害を合併することが多い
ため，第一選択薬として使用することは推奨
されない14）．
（2） MDS，AML

・診　断
　MDSは，骨髄の異形成，芽球の割合，病理
所見に基づいて診断する．SDS患者の骨髄で
は，軽度の異形成がしばしば認められ，異形
成や染色体異常がみられながらも長期にわた
り AMLに移行しない場合がある．SDS患者
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図 2 SBDS蛋白のリボソーム生成における機能
SBDS遺伝子変異により eIF6が60Sから放出されなくなる
と，60Sと 40Sの結合ができなくなり成熟した 80Sリボ
ソームが生成されなくなる．



骨髄の染色体異常として i（7q），del（20q）が
よく認められるが，これらは自然に消失する
ことがある6,15）．SDSにおけるMDSの診断の
臨床的意義についてはこのような点に留意が
必要である．SDSでは AMLを発症する割合
が多く，様々なタイプの AMLが報告されて
いるが中でもM6が多い14）．
・化学療法
　SDSに合併する MDS（RAEB）に対する
AML型化学療法の意義については確立して
おらず，推奨されていない．早期に造血細胞
移植を行う．
　AMLに対して化学療法は病勢のコント
ロールに有効な場合があるが，通常それだけ
で寛解を維持することはできず，長期にわた
る重篤な骨髄抑制のリスクがあるため，早期
に造血細胞移植を行う．
・造血細胞移植
　造血細胞移植の適応は，骨髄不全による重
篤な血球減少，MDS（RAEB），AMLである．
SDSに対する造血細胞移植については，少数
例での報告がほとんどのため，現在のところ
前処置，GVHD予防法を含む最適な移植方法
を推奨するのは困難である．重篤な血球減少
に対する移植では生存率が約 80%，MDS/
AMLに対する移植では 30～40%と移植適応
により成績は異なっている14）．SDS患者で
は，重篤な骨髄抑制，感染，心毒性をはじめ
とする臓器障害11），生着不全，GVHDといっ
た化学療法や造血細胞移植による合併症のた
め移植成績は不良であった．近年 reduced‒
intensity conditioningを用いた移植法の進歩に
より，移植成功例が報告されている12,13）．
②膵外分泌異常，栄養
　SDSと診断され脂肪便が確認されれば，膵
酵素補充療法を開始する．SDS患者での膵酵
素補充の効果は囊胞線維症患者に比べおおむ
ね良好である．SDSでは，年齢とともに膵機
能が徐々に改善し，膵酵素補充療法を中止す
ることができることが多い．そのため経過を

みながら膵外分泌機能の評価を行う．
　血中脂溶性ビタミン値を 6～12か月ごとに
測定し，低値の場合には補充する．血中脂溶
性ビタミン値は，脂肪吸収障害の間接的な指
標であるため，膵酵素補充療法のコンプライ
アンスを確認することが重要である．
　受診時には，身長，体重を測定し，栄養の
評価を行う．食欲不振，食行動障害はよくみ
られ，この場合は心理的評価を行い，心理士
によるサポートを依頼する．経口摂取が不十
分な場合は，サプリメントの使用を考慮す
る．膵酵素補充療法が適切に行われているに
もかかわらず，体重増加不良が続く場合に
は，他の原因がないか検索する14）．
③骨異常
　骨幹端軟骨異形成による骨変形は通常臀
部，膝部におこるが，整形外科に紹介し，手
術が必要になることがある．骨粗鬆症を起こ
す可能性があり，十分な栄養，脂溶性ビタミ
ンの摂取による予防を行い，栄養摂取が十分
でなければビタミン D，カルシウムの補充を
行う．
　骨異形成は診断時に画像評価を行い，症
状，所見に応じフォローアップする．骨変形
や圧迫骨折は単純X線で評価する．骨粗鬆症
は DXA（2重エネルギー X線吸収測定法）に
よる骨密度検査により思春期発来前，中，後
と所見に応じて評価する．
　血清 25‒OH‒ビタミン D，血漿副甲状腺ホ
ルモンをモニターする14）．
④歯科的合併症
　SDS患者では歯科的合併症がよくみられ
る．口腔粘膜潰瘍，エナメル質欠損，石灰化
の異常が認められる場合があるため，早期よ
りケアを行う14）．
⑤神経発達
　SDS患者では，発達遅滞，学習障害，行動
異常が報告されている．標準的な検査や臨床
的な観察により認知，行動，社会，適応能力
を評価し，必要な場合には専門医へ紹介する14）．
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フォローアップ

　表 2にフォローアップ時の検査を示した．
SDSの症状や合併症は年齢とともに変化する
ことを念頭においてフォローする．
　わが国でも SDS診断に至る例が増加して
いるが，症状や重症度は多様であるため未診
断例が存在していると考えられ，わが国での
疫学，臨床像，予後を把握するためには，今
後も症例の把握，登録を進めていく必要があ
る．また，移植のタイミングを含め，至適な
移植法はいまだ確立されていない．リボソー
ムに関連する異常が骨髄不全の原因になる
が，その詳細な機序が解明され，SDSを含め
たリボソーム病に対する新たな治療の開発が
期待される．
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