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甲状腺1311摂取率検査時のヨード制限緩和に関する研究
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1．はじめに

　甲状腺1311摂取率検査は，各種甲状腺疾患の診

断に重要な検査の一っである1）が，この検査を施

行する際には，放射性物質に対する一般的注意や，

各種薬剤の中止とともに，約2週間にわたる厳重

なヨード制限が必要とされている．しかしながら，

甲状腺疾患患者の多くは外来通院患者であり，自

宅での厳重なヨード制限は必ずしも容易とは考え

られない．また，ヨードの生理的必要量や，各病

態におけるヨード代謝あるいは各食品中のヨード

量算出などにはおのおの議論のあるところで，ヨ

ー ド制限の内容については施設や報告者2－－5）によ

り異なっている．

　今回，甲状腺1311摂取率検査をより容易に施行す

るために，ヨード制限を従来どおりの日本食品成

分表にあるヨード含有食品のすべてを対象にした

ヨード制限，すなわち無機ヨードに換算して180

μg／日以下の制限を，海そう類およびその加工品

のみを禁止したヨード制限，すなわち無機ヨード
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に換算して250～400μg／日のヨード制限に緩和す

ることが可能か否かを，同一施設において2年間

にわたり検討したので報告する．

II．対　象Table　1

　常滑市民病院内科外来患者のうち症状および各

種内分泌学的検査により診断された正常者，1976

年15名（1977年14名，以下同様），甲状腺機能充進

症19名（20名），慢性甲状腺炎27名（25名），非中毒

性び漫性甲状腺腫9名（9名），回復期のものも含

めた亜急性甲状腺炎12名（12名）の計162名を対象

とした．対象者の年齢および性別はTable　1のご

とくで，両年の対象者の間に大差は無いものと思

われた．

III．方　　法

　1）血中T3RSU，　T3，　T4，　TSH値の測定

　対象者をヨード制限食開始前日の午前9時に約

30分間安静臥位に保たせた後，正中静脈より採血

し，血清分離後一40℃にて保存し，各値の測定

に用いた．

　血中T3RSU値は，第一レゾマットT3，　T3値は

第一リアキットT3，　T4値はサイロテストリア4

（中外製薬），TSH値は第一TSHキットを用いて
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Table　l　Subjects

1976 1977
n　　Sex Age n　　Sex Age

Normal 　　M　　　315
　　　F　　12

19－35

21－52
　　M　　　214
　　　F　　12

23－33

19－48

Hyperthyroidism 　　M　　　619
　　　F　　13

23－48

18－64
　　M　　　520
　　　F　　15

21－35

19－68

Chronic　thyroiditis 　　M　　　127
　　　F　　26

42

25－67
　　M　　　O25
　　　F　　25 33－70

Nontoxic　diffuse　goiter
g　　M　　　2

　　F　　　7

36－40

15－45 9警　1
27－38

14－43

Subacute　thyroiditis 　　M　　　O12
　　　F　　12 25－37

　　M　　　O12
　　　F　　12 27－36

Tota1 　　M　　　1282
　　　F　　70

19－48

15－67

　　M　　　lO80
　　　F　　70

21－38

14－70

測定した．

　2）甲状腺1311摂取率の測定

　1976年の対象者には，日本食品成分表にあるヨ

ー ド含有食品のすべてを対象として，無機ヨード

に換算して180μg／日以下に制限したヨード制限食

を，また，1977年の対象者には，海そう類および

その加工品のみを禁止した，無機ヨードに換算し

て250～400Ptg／日のヨード制限食を，2週間にわ

たり摂取するよう具体的に食品名を挙げ詳細かつ

厳密に指示した後，従来の方法6）により甲状腺1311

摂取率検査を施行し，3および24時間値を求めた．

なお，無差別に抽出した1976年18名，1977年20名

の対象者に，ヨード制限期間中に摂取した食事の

内容を記録させ，日本食品成分表を用い1日当た

りの摂取ヨード量を算出したが，いずれも設定し

たヨード制限範囲内であった．また，著しい吸収

障害や，肝，腎などに障害の認められる者は対象

者より除外した．

　3）T3抑制試験6）

　前述の対象者中，慢性甲状腺炎あるいは非中毒

性び漫性甲状腺腫例で，甲状腺1311摂取率の24時

間値が各年の正常値より高値であった症例，1976

年11名，1977年11名の計22名に，1）の方法により

甲状腺1311摂取率を測定した後，さらにヨード制

限をつづけたまま，T3（thyronamin⑱）100γ／日を

1週間にわたり朝夕2回に分服させ，

の甲状腺1311摂取率を測定した．

1V．結　　果

T3投与後

　1）血中T3RSU，　T3，　T4，　TSH値Table　2

　正常者および各種甲状腺疾患群の両年の血中T3

RSU，　T3，　T4，　TSH値は，　Table　2のごとくで，い

ずれも1976年と1977年の各値の間には推計学的な

有意差が認められなかった．

　2）甲状腺1311摂取率　Table　3，4，5

　i．正常者：正常者における甲状腺1311摂取率

は，1976年の15名では3時間値（以下（3））は12・18

±0．74（平均土標準誤差，以下同様）％dose（以下

％D），24時間値（以下（24））は24．55土1．90％Dで，

正常値は（3）6．44～17．92％D，（24）9．81～39．2996D

と算出された．1977年の14名では（3）11．52±0．84

％D，（24）24．13土2．22％D）で，正常値は（3）5・26

～17．78％D，（24）7．55～40．71％Dと算出された．

　両年の甲状腺1311摂取率3あるいは24時間値の

間には，いずれも推計学的な有意差が認められな

かった．

　ii．甲状腺機能充進症：甲状腺機能充進症にお

ける甲状腺1311摂取率は，1976年の19名では（3）

58．32±3．90％D，（24）69．64土3．83％D，1977年の20

名では（3）63．27±4．35％D，（24）77．27±2．5806D
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Table　2　Serum　levels　of　T3RSU，　T4　T3　and　TSH　in　normal　subjects　and　patients　with　thyroidal　disorder

1976 1977

n M土SE n M土SE

Norma1

T3RSU
　T4
　T3

TSH

　　　28．±1．2

　　　8．5土0．4
15
　　124．6土6．5

　　　3．8土0．4

　　　28．：±：0．9　　　　％

　　　8．3土0．4　　　μ9／dl
14
　　135．5土5．6　　　μ9／dl

　　　3．7±0．9　　　μg／d1

Hyperthyroidism

T3RSU
　T4
　T3

TSH

　　48．1÷1．1

　　19．2土1．3
19
　　568．5±54．2

　　　UD．

　　47．7±1．2

　　18．4±1．3
20
　　563．5±51．l

　　　U．D．

Chronic　thyroiditis

T3RSU
　T4
　T3

TSH

　　26．9土5．2

　　　6．9土2．6
27
　　99．5：L31．7

　　195±30．4

　　28．2土3．6

　　　6．4：と1．9
25
　　94．8±29．6

　　17．7士30．5

NontoXic　diffuse　goiter

T3RSU
　T4
　T3

TSH

　　30．3土4．6

　　8．5土2．0
9
　126．3：と21．1

　　4．8±3．1

　　27．7士3．1

　　8．2土1．6
9
　130．2：tll．9

　　5．9±3．0

Subacute　thyroiditis

T3RSU
　T4
　T3

TSH

　　32．6±5．1

　　　9．1⊥5．8
12　　　　－
　　123．2土62．2

　　　2．9⊥2．0

　　32．0±4．2

　　　9．4±5．9
12
　　119．4±46．1

　　　3．4士1．9

Table　3　Thyroidal－1311－uptake　in　normal　subjects　and　patients　with　thyroidal　disorder

1976 1977

n hrs M士SE（％D）　n hrs M士SE（％D）

Normal
　　　（3）
15
　　　（24）

12．18↓0．74

24．55±1．90

　　　（3）
14
　　　（24）

ll．52土0．84

24．13士2．22

Hyperthyroidism
　　　（3）
19
　　　（24）

58．32⊥3．90

69．64：ヒ3．83

　　　（3）
20
　　　（24）

63．27：と4．35

77．27土2．58

Chronic　thyroiditis
　　　（3）
27
　　　（24）

19．85十3．83

28．27士4．72

　　　（3）
25
　　　（24）

17．96±3．20

28．10：i：4．63

Nontoxic　dif「use　goiter
　　　（3）
9
　　（24）

11．14－1－1．22

23．03±3．94

　　　（3）
9
　　（24）

1L57：±：1．39

25．47土4．13

Subacute　thyroiditis
　　　（3）
12
　　　（24）

13．70±2．46

28．90±6．49

　　　（3）
12
　　　（24）

13．74土3．07

24．28－F6．35

Total
　　　（3）
82
　　　（24）

26．11－L2．63

37．03：12．91

　　　（3）
80
　　　（24）

26．82：圭：2．85

38．83：］：3．16

といずれも高値であり，両年の3あるいは24時間

値の間には推計学的な有意差が認められなかった．

　iii．慢性甲状腺炎：慢性甲状腺炎における甲状

腺1311摂取率は，1976年の27名では（3）19．85±

3．8306D，（24）28．27±4．72％D，1977年の25名では

（3）17．96±3．20％D，（24）28．10±4．63％Dで，両

年の3あるいは24時間値の間には推計学的な有意

差が認められなかった．

　また，これらの症例を前述の各年の24時間値の

正常値により，低，正常，高の3っの摂取率群に
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Table　4　Thyroidal－1311－uptake　in　patients　with　chronic　thyroiditis

1976 1977

n　　hrs M土SE（％D）　n　　hrs M±SE（％D）

10w
　　　（3）
9
　　（24）

5．62±0．72

4．20土0．84

　　（3）
5
　　（24）

5．26±0．63

4．04：ヒ0．88

Chronic　thyroiditis
　　　　　　　（3）
mid　　　10
　　　　　　（24）

11．81土1．10

22．58土2．63

　　　（3）
12
　　（24）

9．93±0．81

17．30↓2．08

　　　　　　　（3）
high　　　8
　　　　　　（24）

45．90土6．41

61．20：L3．38

　　（3）　　　　38．OO±4．89
8
　　（24）　　　　　59．33士3．33

分類すると，低摂取率群は1976年9名，1977年5

名，正常摂取率群は1976年10名，1977年12名，高

摂取率群は1976年8名，1977年8名であり，1976

年の方が低摂取率を示す症例が若干多かった．し

かしながら，いずれも臨床的診断に支障をきたす

結果でなく，また，各群を比較検討しても両年の

3あるいは24時間値の間には推計学的な有意差が

認められなかった．

　iv．非中毒性び漫性甲状腺腫：非中毒性び漫性

甲状腺腫において，甲状腺1311摂取率は，1976年

の9名では（3）11．14土1．22％D，（24）23．03土3．94

％D，1977年の9名では（3）11．57±1．39％D，（24）

25・47土4・13％Dで，両年の3あるいは24時間値の

間には推計学的な有意差が認められなかった．

　Ψ・回復期のものも含めた亜急性甲状腺炎：急

性期の亜急性甲状腺炎における甲状腺1311摂取率

は，1976年の5名では（3）5．14土0．36％D，（24）3．82

士1・41％D，1977年の5名では（3）3．76土0．18％D，

（24）0．52土0．07％Dといずれも低値であったが，

両年の3および24時間値の間には推計学的な有意

差（P＜0．05）が認められた．

　回復期の亜急性甲状腺炎における甲状腺1311摂

取率は，1976年の7名では（3）20．44±0．50％D，

（24）46．81土1．53％D，1977年の7名では（3）20．90

土2．83％D，（24）41．26土3．13％Dといずれも高値

であり，両年の3時間値の間には推計学的な有意

差が認められなかったものの，24時間値の間には

推計学的な有意差（P＜0．05）が認められた．しか

しながら，急性期および回復期とも，臨床的診断

に支障をきたすことのない，各病期に良く一致し

た結果であり，これらの有意差はヨード制限の違

いによるものとは考え難く，各病状の違いによる

ものと考えられた．

　vi．全症例：以上の全症例における甲状腺1311

摂取率は，1976年の82名では（3）26．11士2．63％D．

（24）37．03士2．91％D，1977年の80名では（3）26．82

土2．85％D，（24）38．83±3．16％Dで，両年の3あ

るいは24時間値の問には推計学的な有意差が認め

られなかった．

　3）T3抑制試験　Table　6

　T3抑制試験の対象者の甲状腺1311摂取率は，

T3投与前は，1976年の11名で，（3）39．17±6．85％

D，（24）49．21±5．60％D，1977年の11名で（3）30．55

土3．87％D，（24）52．85土2．55％D，T3投与後は，

Tabje　5　Thyroidal－1311－uptake　in　patients　with　subacute　thyroiditis

1976 1977
n　　　hrs M土SE（％D）　n　　hrs M±SE（％D）

Subacute　thyroiditis

lOW 　　（3）5
　　（24）

5．14土0．36

3．82土1．41

5　　（£1　　　8：豊圭8：；！　：

　　　　　　　（3）
high　　　7
　　　　　　（24）

20・4土0・50　7　（3）
46．81士1．53　　　　　　　　　　　（24）

20．90土2．83

41．26±3．13　　＊

＊p＜0．05
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Tabje　6　Thyroidal－1311－uptake　before　and　after　T3　suppression　test

1976 1977
n　　　hrs M土SE（％D）　n　　hrs M土SE（％D）

T3　supPression　test

　　　　　　　（3）
before　　ll
　　　　　　（24）

39．17：ヒ6．85

49．21土5．60

　　　（3）　　　　　30．55土3．87
11
　　（24）　　　　　52．85土2．55

　　　　　　　（3）
after　　11
　　　　　　（24）

10．52土1．56

14．89±3．24

　　　（3）
11
　　（24）

9．26：ヒ0．95

12．55土2．13

1976年のIl名で（3）10．52±1．56％D，（24）14．89土

3．24％D，1977年の11名で（3）9．26土0．95％D，（24）

12．55土2．13％Dで，全例T3による抑制を認め，

しかも，両年のT3投与前あるいはT3投与後の

甲状腺1311摂取率3あるいは24時間値の間には推

計学的な有意差が認められなかった．

V．考　　察

　甲状腺1311摂取率検査時のヨード制限について

は，従来より厳密に行なうことが必要とされてき

た．この検査中に禁止される食品は，海そう類お

よびその加工品，牛乳およびその加工品，十字花

植物，イチゴ，人参，イモ類，大豆製品，魚貝類

などであり，当院の入院患者食をもとに，これら

の食品を除いた献立を作成し，1日のヨード量を

日本食品成分表を用い算出すると，無機ヨードに

換算して1　80Pt9／日以下になる．しかしながら，甲

状腺疾患患者の大部分が外来通院患者であり，自

宅でこれらの食品を除いた献立を2週間にわたり

続けることは不可能に近い．

　また，ヨードの生理的必要量にっいては諸家の

報告があるが，Wolff7）は200μg／日，上田8）は最

低124～240，平均167μg／日から最高256～348，平

均302μg／日と報告している．これらの値は，いず

れも，前述のヨード制限が厳密すぎるのみならず，

生理的必要量を下まわったヨード制限下での甲状

腺1311摂取率検査の妥当性にも問題があることを

示唆するものと思われる．

　著者らは，これらの禁止食品の各1食分あたり

のヨード量を日本食品成分表を用い算出したが，

海そう類およびその加工品については1～2mgか

ら多い時では10～20mgにもなるものの，魚貝類

では100～150μg，米飯では50μg前後であるのを

はじめとして，海そう類およびその加工品と比較

すると，他の食品のヨード含有量は相対的に極め

て少ないことを認めた．文献的にも，十字花植物

はゴイトロジェンを含むが大部分は種子に含まれ，

食用となる根や葉に少ないとする報告9）や，イチ

ゴ，人参などを飽食しても甲状腺1311摂取率に変

化を認めなかったとする報告などがあることから，

ヨード制限の対象となるべき食品は，主に海そう

類およびその加工品であり，甲状腺1311摂取率検

査時のヨード制限は，海そう類およびその加工品

にっいて特に重点的に厳密に行なうことが必要と

考えられた．こころみに海そう類およびその加工

品のみを禁止した献立の1日当たりのヨード量を

算出したところ，250～400μ9！日であった．

　以上より，甲状腺1311摂取率検査時のヨード制

限を，従来の厳密な180μ9／日以下より250～400Ptg／

日程度に緩和することが理論的に可能と考えられ，

今回の検討を行なった．

　対象者の年齢，性別は，ヨード制限を180μg／日

以下で行なった1976年と，250～400μg／日で行な

った1977年の両群に大差は認められず，対象者の

血中T3RSU，　T3，　T4，　TSH値も両群の間に推計学

的な有意差が認められなかった．さらに，同一診

療圏内における各1年間の外来患者を対象とした

ことから，食品の摂取状況も季節，天候などによ

る差異がほとんどないものと思われ，両年の各疾

患群における年齢，性別，甲状腺機能状態および

食品の摂取状況はほぼ同様と考えられた．

　甲状腺1311摂取率検査の結果は，正常者，甲状

腺機能充進症，慢性甲状腺炎，非中毒性び漫性甲

状腺腫，のいずれの疾患群においても，また以上

の全症例においても，1976年と1977年に施行した

3あるいは24時間値に推計学的な有意差を認めな
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いものであった．このことは，前述のごとくヨー

ド制限を250～400ptg／日に緩和しても，従来の180

μ9／日以下の制限下におけると同様の値が得られ

ることを示唆するものであり，対象患者に厳密で

無意味なヨード制限を強制することなく，より容

易に甲状腺1311摂取率検査を施行し得ることを示

唆するものである．Greerlo）は380μ9／日の無機ヨ

ー ドを投与した前後の甲状腺1311摂取率値に変化

はなかったと報告しているが，今回の著者の報告

と一致するものといえよう．

　また，この結果は，各病態におけるヨード代謝

状態を考えるうえでも示唆に富むものと考えられ

る．Frethem11）やRiggs12）らは，甲状腺機能充進

症では正常者と比較すると3倍のヨードを摂取す

るとし，山田13），長滝14）らも，甲状腺機能充進症

をはじめとする各病態におけるヨード代謝にっい

て報告している．今回の検討では，対象疾患の各

病態において，250～400μ9より，180μ9を減じた

70～220μg／日程度のヨード量は，甲状腺ホルモン

の合成，分泌に影響を与えない量と考えられ，さ

らに，T3抑制試験にても，このヨード量の変化前後

の甲状腺1311摂取率の間に推計学的な有意差が認

められなかったことから，視床下部，下垂体，甲状

腺系にもほとんど影響を与えない量と考えられる．

　しかしながら，亜急性甲状腺炎例のごとく，臨

床的には無視し得る程度とはいえ，1976年と1977

年の甲状腺1311摂取率の間に推計学的な有意差が

認められ，また，欧米では，かつてヨード摂取が

100Pt9／日前後とされていたが，最近ではヨード強

化食卓塩やヨード強化パンなどの普及により，甲

状腺1311摂取率値が低下しているとの報告もあり，

今後ひきつづき各病態におけるヨード代謝状態を

詳細に検討する必要があるものと思われた．

VI．まとめ

　甲状腺1311摂取率検査前の2週間のヨード制限

を，海そう類およびその加工品のみを禁止した制

限，すなわち無機ヨードに換算して250～400μ9／

日に緩和しても，従来の180μg／日以下に制限した

場合と同様，臨床的に有用な値が得られることを

認めた．

　本論文をおえるにあたり，血中T3RSU，　T3，　T4，　TSH

値の測定にご協力いただいた常滑市民病院中央検査科の

丸山博史，下之薗一郎，榊原長二の諸兄と，食品中のヨ
プ
ー ド含有量の算出にご協力いただいた常滑市民病院栄養

士の渡辺信子，杉江美千代，中村由未子の諸姉に感謝致
します。

　また，サイロテストリア4を提供していただいた中外
製薬株式会社に感謝致します．

　本論文の要旨は，第18回日本核医学会総会において発
表した．
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