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《原　著》

リチウム併用によるバセドウ病1311治療

佐　　藤 賢　　士＊

　要旨　バセドウ病の1311治療にリチウムを併用し，その有用性を検討した．9例のバセドウ病において炭

酸リチウムー日量600mgを投与し，1）1311甲状腺摂取率に及ぼす影響，2）甲状腺からの1311放出に及ぼ

す影響，3）血中甲状腺ホルモンに及ぼす影響を検討した．その結果リチウム投与前では，1311甲状腺摂取

率は63．6士31．6％（n＝5），甲状腺1311有効半減期は5．4士1．1日（n＝6），血中T4は21．3土8．4μg／d1，　T3は490

土194ng／d1（n＝9）であった，リチウム投与後では，それぞれ61．4士27．3％，7．9土0．3日，12．4士2．6μ9／d／，

287土135ng／d1であった．すなわち1311甲状腺摂取率には影響せず1311有効半減期は約1．5倍に延長した．

また血中甲状腺ホルモンは低下し臨床症状も改善した．したがってバセドウ病の1311治療にリチウムを併用

することにより1311の投与量を減らすことができ全身被曝線量も減少する．さらにリチウムによって甲状

腺機能を改善させつつ1311治療が行える利点がある．

1．はじめに

　リチウムは躁うつ病の治療薬として良く知られ

ている．しかし1968年ShOuら1）がリチウム治療

中の躁うつ病患者中に甲状腺腫が高率に発生する

と発表して以来リチウムの甲状腺に対する作用が

注目されてきた．甲状腺に及ぼすリチウムの作用

に関しては多くの報告がある．リチウムは甲状腺

や唾液腺でのヨード濃縮機構を障害するとの報

告2）もあるが，一般的には主体は甲状腺からのホ

ルモン分泌を抑制するとの報告が多い3・5）．その

結果血中甲状腺ホルモンは低下しTSHは上昇す

るため甲状腺腫が発現すると考えられている．一

方リチウムの甲状腺ヨード取り込みに対する作用

については増加するとの報告2・3）があり，これは

上昇した血中TSHの作用によると考えられてい

る．またラット甲状腺を用いた実験ではリチウム

はヨード輸送4）あるいはヨード濃縮機構6）には影

響しないと言われているがリチウムが高濃度にな

ると甲状腺のヨード摂取も障害される6）．また短

期間での効果と長期間での効果には差のあること

も報告されている7）．このようにリチウムの甲状

腺のヨード取り込みに及ぼす影響については，直

接作用とTSHを介した二次的な作用とを考慮し

なければならないが必ずしも一致をみていない．

　バセドウ病甲状腺に対する報告は少ないがリチ

ウムの短期投与では1311摂取率に影響を与えず，

2か月以上になると1311摂取率も低下するとの報

告がある9）．すなわちリチウムはバセドウ病甲状

腺に対し2か月以内の投与であれば1311甲状腺摂

取率に影響せず，一方で甲状腺からのホルモン放

出を抑制することにより1311の甲状腺内貯留期間

を延長させると想定される．

　そこでバセドウ病の1311治療にリチウムを併

用することにより1311の甲状腺照射効率を増強さ

せることが可能かどうかを検討しリチウムの有用

性を認めたので報告する．

ll．対象および方法
＊長崎大学医学部第一内科

受付：57年7月26日

最終稿受付：57年11月7日

別刷請求先：長崎市坂本町7－1（●852）
　　　　　長崎大学医学部附属病院第一・一一一内科

　　　　　　　　　　　　　　　佐　藤　賢　士

　対象：バセドウ病患者9名で，その臨床像と甲

状腺ホルモン値をTable　1に示している．男2名

女7名で全例び慢性甲状腺腫を認めた．症例8は

未治療患者であるが他の8例は以前に抗甲状腺剤
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Table　l　Clinical　data　of　nine　patients　with

　　　　Graves’disease

　　　　　　　Estimated　Serum　Serum　　1311
Case　Age　Sex　Thyroidal　T4　　　T3　Uptake
No．　（yr）　　　Wt．（g）　（μg／dl）（ng／dl）　（％）

1　　63　F　　　60
2　　48　M　　　30
3　　　45　　M　　　150

4　　59　F　　　200

5　　48　F　　　50

6　　78　F　　　50
7　　39　　F　　　100

8　　51　F　　　50
9　　53　F　　　20

4
1
2
4
0
1
4
1
5

1
1
3
1
3
2
1
3
2

276　　　87

206　　　28

692　　　86

536　　　30

595　　　80

504　　　91

334　　　87

800　　　88

446　　　87

Iodine　restriction

一
1　　　0　　　1　　　2　　　　3　　　　4　　　5　　　6　　Weeks

Lithium　Carbonate

131
　1　activity　in

　the　thyroid

Blood　sampling

Fig．1　Protocol　for　the　investigation　of　the　effects　of

　　　lithium　on　the　Graves’thyroid．

の投与を受けておりバセドウ病の再燃あるいは生

活上の制約から1311治療に切り換えた症例であ

る、全例当内科へ入院し少なくとも2週間は抗甲

状腺剤は中止してFig．1に示すプロトコールに

従って検討を行った．Table　1に示す甲状腺ホル

モン（T4，　T3）値はプロトコール開始直前の値であ

る．

　方法：バセドウ病甲状腺に及ぼすリチウムの影

響を次の三項目の面から検討する目的でプロトコ

ールを作成した．すなわちリチウムの1）1311甲

状腺摂取率に及ぼす影響，2）甲状腺からの1311

放出に及ぼす影響，3）血中甲状腺ホルモン値へ

及ぼす影響の3点である．

　Figure　1のプロトコールに示すごとく，まずヨ

ー ド摂取を制限し一週間後にトレーサー量の1311

（40～100μCi）を経口投与して4時間後，以後24

時間ごとにシンチスキャナー（mode1：JSS－133U，

アロカ社）にて甲状腺部1311放射活性を体外測定

した．次いでトレーサー1311投与7日目より炭酸

リチウムを一日600mg投与を開始し引き続き炭

酸リチウム投与下で甲状腺部1311放射活性の減

衰を2‘［時間ごとに7日間測定した．その後炭酸リ

チウム投与は続行しリチウム投与開始から2週間

目に治療量の1311を経口投与した．この治療量

1311投与時の1311甲状腺摂取率を測定しリチウム

投与前に行ったトレーサー1311投与時の摂取率と

比較した．また経過中一週間ごとに血中甲状腺ホ

ルモンをRIA法で測定しリチウムの血中甲状腺

ホルモン（T4，　T3）値へ及ぼす影響を調べた．なお

一
例については毎日血中リチウム濃度と甲状腺ホ

ルモン濃度を測定した．統計学的検定はStudent

ttestおよびPaired　t　tcstにて行った．

III．結　　果

　まず2例についてその結果を示す．Fig．2には

症例1の結果を示している．上段のグラフはシン

チスキャナーで体外測定した甲状腺部1311放射活

性の変化を示している．この減衰から求められる

半減期は有効半減期を意味し炭酸リチウム投与前

は4．5日であり，投与後は約8日と延長した．ま

たリチウム投与翌日からグラフは二相性を示して

おり甲状腺からの1311放出に及ぼすリチウムの効

果は速やかであると考えられる．下段には1311投

与量に対する甲状腺内残存1311活性の比率の推移

を表している．すなわち，｛甲状腺部1311放射活性

（cpm）｝×100／｛物理的減衰で補正した1311投与量｝

（％）の変化を示している．したがって1311の物理

的減衰とは無関係に甲状腺に摂取された1311の生

物学的減衰のみを示していることになる．この減

衰から求められる半減期（生物学的半減期）は炭酸

リチウム投与前は11．5日で投与後は著明に延長し

た．このことは甲状腺に摂取された1311の甲状

腺からの放出がリチウム投与により著明に抑制さ

れたことを示している．一方1311甲状腺摂取率

（24h）は図の中段に示しているがトレーサー1c11

40μ三i投与時は87％，次いでリチウム投与2週

間目に行った治療量13111mCi投与時は83％で

あった．血中サイロキシン（T4），トリヨードサイ

ロニン（T3）濃度は炭酸リチウム投与後2週間目に
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　　　　　GRAVES　　DtSEASE　：　CASE　l

l311　Na　40pCi　　　　　　　1311　N・1・Ci
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Fig．2　Effects　of　lithium　on　both　the　ef1㏄tive　half－

　　　life　and　biological　half－life　of　13110fthe　thyroid，

　　　thyroidal　1311　uptake　and　the　concentrations　of

　　　thyroid　hormones　in　case　1．
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CRAVES　DISEASE：CASE　3

Tl∫2・4・25　days

131
　1Uptake｛24h　r［

　　86％イ

131
　1Na　l　mCi

ti2CO3600mq／day　　　　◆

T1，2・8　deys

131
　1Uptake｛24h　r）

　　81％

　　　　　　　　　　－2　　4　　6　　8　　10　　11　14　　16　　　　　20　　　｛days｝

T3　　692 498　　　ng’dl

　　　T4　　　　　32　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13　　　pg∫dl

Fig．3　Effects　of　lithium　on　both　the　effective　half－life

　　　and　biological　half－life　of　13110f　the　thyroid，

　　　thyroidal　1311　uptake　and　the　concentrations　of

　　　thyroid　hormones　in　case　3，
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は正常化していた．

　Figure　3に症例3の結果を示している．有効半

減期は炭酸リチウム投与前4．25日，投与後は8日

であった．生物学的半減期も炭酸リチウム投与後

には著明に延長した．血中甲状腺ホルモン値は症

例1の場合と異なり炭酸リチウム投与2週間後で

もT3の低下は軽度であった．

　以上2例について図で示したが9例のまとめを

Table　2に示している．

　1．血中甲状腺ホルモン値へ及ぼす影響

　血中T4，T3値は炭酸リチウム投与前と投与2

週間後の値を示している．炭酸リチウム投与後に

は全例でT4，　T3ともに低下しこの低下はT4，　T3

ともに推計学的に有意（P〈0．005）であった．炭酸

リチウム2週間投与でのT4，　T3の前値に対する

低下度（前値一後値／前値）は平均41．8％（T4），

41．4％（T3）であり両群に差はなかった．またT4，

T3の改善とともに臨床症状の改善をみた．

　2．1311甲状腺摂取率へ及ぼす影響

　5例において炭酸リチウム投与前および投与2

週間後で1311甲状腺摂取率を測定した．この5例

の平均は投与前63．6％で投与後は61．4％であり

両群には推計学的には有意差は認められなかった．

　3．有効半減期へ及ぼす影響

　炭酸リチウム投与前に測定した6例の有効半減

期は平均5．4日であり，この6例の炭酸リチウム

投与下のトレーサー量1311の有効半減期は7．9日

であった．この炭酸リチウム投与による有効半減

期の延長は推計学的に有意であり，平均1．46（1．1

～1．95）倍となった．

　さらに5例において治療量1311（1～3mCi）を

投与した時の有効半減期を測定したが，炭酸リチ

ウム投与下のトレーサー量投与時の有効半減期と

有意差はなかった．

　4．リチウムの血中濃度および副作用

　Figure　4に症例9の血中T4，　T3，リチウム濃度

の変化を示している．炭酸リチウムー日600mg

投与下で血中リチウム濃度は徐々に増加し4日目

に0．5mEq／Lとなった．図から明らかなように

血中リチウム濃度が0．5mEq／L以下でもすでに
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Table　2　Summary　of　the　effects　of　lithium　on　thyroid　functions

Serum　T4 Serum　T3 1311Uptake Ef　fective　half　life（days）

Case　　　　　　（μ9／dl）　　　　　　　　　（ng／d1）　　　　　　　　　　（％）

No．　　1」（一）　　Li（十）　　Li（一）　　Li（十）　　Li（一）　　Li（十）

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4
1
2
4
0
1
4
1
5

1
1
3
1
3
2
1
3
2

8
9
3
3
5
6
2
4
2

　
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1

276

206

692

536

595

504

334

800

466

132

168

498

500

267

294

250

308

166

87＊

28＊

86＊

30＊

80

91

87＊

88

87

3
3
1
0

0
0

3
8
380

Mean　　　21．3　　　12．4　　490　　　287　　　63．6＊　　　61．4
±S．D．　　　土8．4　　　±2．6　　土194　　　士135　　　±31．6　　　土27．3

　　　　　　1　　　1　　　1　　　1　　　1　　　　1
　　　　　　p〈0．005　　　　　　p〈0．005　　　　　　　N．S．
　＊；determined　both　before　and　during　lithium　therapy

＋ ；determined　in　both　tracer　and　therapeutic　1311　administration

　　Tracer
Li（一）　　Li（十）

　5．0　　　8．0＊

　4．5　　　　　8．0＊＋

　5．5　　　　8．0＊＋

　－　　　　8．0＋

　6」　　　7．2＊

　7．0　　　8．0＊

　－　　　　8．0＋

　　　　　8．0
　4．1　　　　　8．O＊＋

　5．4　　　7．9＊　　8．0＋

土1．1　土0．3　　土O

　l　　l　　l

Therapeutic
　　Li（＋）

　　　8．0

　　　8．0

　　　7．0

m
一
乃

　7．5

土0．3

　1

P＜0．005 N．S．

Li2CO3

600㎎！day
　　　　400m　／day300mg！day

T4｛μ9／d1）

30

20

｜0

T3（ng／dt）

400

300

200

1nn

Li（mEq／L）

；：：L－e‘ftr　t＞t．：一一一

　　　　　0　　　2　　　4　　　6　　　8　　　10　　　12　　　14　　　16　days

Fig．4　Changes　of　the　serum　concentrations　of　T4，　T3

　　　and　lithium　while　lithium　therapy．

血中T4，T3の低下が認められた．この症例では

炭酸リチウム投与8日目に水様性下痢を来したた

め一日300mgに減量したところ血中リチウム濃

度も速やかに低下し下痢も消失した．他の症例に

おいても血中リチウム濃度は0．5～0．75mEq／Lの

ことが多く　1．O　mEq／Lを越す症例はなかった．

副作用として症例1で悪心を一過性に認めたが他

の7例では認めなかった．

IV．考　　案

　バセドウ病の1311治療において治療効率を良く

するためには1311の甲状腺摂取率を増加させ，さ

らに甲状腺に摂取された1311の放出を抑制し長く

甲状腺内に貯留させることである．現在1311治療

では1311の甲状腺摂取率を良くするために治療前

には抗甲状腺剤を中止したりヨード摂取を制限す

る方法が行われているが，1311の放出を抑制する

手段はとられていない．甲状腺からの1311放出を

抑制するものとして無機ヨード8）とリチウムが知

られている．しかし無機ヨードを投与した場合は

1311甲状腺摂取率が抑制されるので1311治療には

併用できない．リチウムの場合はヒトにおいては

1311甲状腺摂取率を上昇させるという報告2・3）と

影響を与えないという報告4・5）がある．またラッ

トを用いた実験でも見解は一致していない4・6）．

　ここに示したリチウムのバセドウ病甲状腺に及

ぼす作用としてまとめると，1）1311甲状腺摂取率

には有意の影響を与えず，2）甲状腺からの1311
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放出を著明に抑制した．3）さらに無機ヨード剤

を投与した場合と同様に血中甲状腺ホルモン値を

速やかに改善させた．

’ 甲状腺の1311有効半減期は炭酸リチウム投与に

より約L5倍に延長した．このことはリチウムを

バセドウ病1311治療に併用すると従来のリチウム

を併用しない方法に比べて1／1．5すなわち0．7倍

の1311投与量で同等の照射量を得ることができる

ことを示している．これは経済的であるばかりで

なく1311の投与量を減らすことにより全身被曝線

量を減少させることができる．

　ただLazarusら9）によるとバセドウ病に2か月

以上リチウムを投与すると1311甲状腺摂取率は低

下している．2か月という長期間の後に現われる

このリチウムの作用は甲状腺に対する直接作用と

するよりも甲状腺ホルモン放出抑制作用によって

甲状腺内に甲状腺ホルモンが過剰に貯留したこと

による二次的な効果であると考えられる．いずれ

にしても1311治療前には長期間リチウムを使用す

ることは好ましくないと思われる．逆に治療量

1311投与後に何日間リチウムを投与する必要があ

るかについては計算上3週間投与すれば期待する

効果の90％以上が得られる．

　Figure　4から血中リチウム濃度が0．5mEq／L以

下でも血中T4，T3値の低下が認められた．血中

リチウム濃度と甲状腺ホルモン抑制を詳細に検討

した報告はない．しかし著者の行った6例におい

ては炭酸リチウム投与翌日から有効半減期の延長

がみられ，このリチウム投与下の有効半減期は全

例で約8日となり1311の物理学的半減期に近似し

ていたことは十分な効果が得られたことを意味し

ている．したがって血中リチウム濃度が0．5mEq／

L前後であれば十分であると推測される．5例で

血中リチウム濃度を測定しているが投与後3～4

日で平衡となり0．5～0．75mEq／Lであった．した

がってリチウム投与量は吸収と排泄に依存はする

が多くの場合は炭酸リチウムー日量600mgで甲

状腺ホルモン分泌を十分抑制するものと考えられ

る．躁うつ病に対しては血中リチウム濃度を0．7

～1．4mEq／L程度に維持することが好ましいとさ
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れている10，11・13）．また2．O　mEq／L以上となると

意識障害などの中毒症状が出ると言われているlo）．

これに比較するとバセドウ病に使用する場合は少

量であり比較的安全であると考えられる．事実筆

者の症例9名においても一例で一過性の下痢，一

例で一過性の悪心を来した以外は副作用は認めら

れなかった．一般にリチウムの副作用としては，

消化器症状，精神症状や振戦，あるいは痙攣など

の中枢神経症状，それから腎性尿崩症がくること

がよく知られている．安全域については一般的に

は前述のごとく1．5mEq／L以下の血中濃度が好ま

しいとされているが，0．6mEq／Lでも多尿を来し

たとの報告もある12）のでリチウム投与中は副作

用の出現には常に注意しておく必要はある．なお

今回はバセドウ病に対して炭酸リチウムを一律に

一 日600mg投与したが，バセドウ病甲状腺から

のホルモン放出を抑制するに必要な適量について

は症例を増やしてもう少し詳しく検討する余地が

あるものと思われる．

　以上のごとく比較的低い血中濃度のリチウムで

甲状腺から1311の放出を抑制できることからわれ

われは最近では甲状腺照射線量を算出する場合に

トレーサーでの検討は1311摂取率のみ測定し，有

効半減期は8日として計算している．したがって

有効半減期を測定するために要する約1週間を省

略することができると考えており，これも大きな

利点の1つとなるであろう．

　また従来のバセドウ病の1311治療では前述した

ごとく抗甲状腺剤の投与を中断する必要があるた

め患者は1311投与前には甲状腺機能充進状態にお

かれることになる．しかしリチウムを併用すれば

甲状腺機能も改善させつつ1311治療を行うことが

できるのもまた利点である．

V．結　　論

　バセドウ病の1311治療に炭酸リチウムを併用す

ることは次の利点があり有用な治療法である．

　1）1311の甲状腺に対する照射効率を増し1311

投与量を減少させることができる．したがって全

身被曝線量も減少する．
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　2）甲状腺機能を改善させつつ1311治療が行え

る．

　稿を終わるに当りご指導いただいた長瀧重信教授，和

泉元衛講師（長崎大学第一内科）に深く感謝の意を表しま

す．またご協力いただきました内分泌班諸先生方にお礼

申し上げます．

文 献

1）Shou　M，　Amdisen　A，　Jensen　SE，　et　a1：0ccurrence

　　of　goiter　during　lithium　treatment．　Brit　Med　J　3：

　　710－713，1968

2）Lazarus　JH，　Bennie　EH：Effect　of　lithium　on　thy－

　　roid　function　in　man．　Acta　Endoclinol　70：266－272，

　　1972

3）Sedvall　G，　Jonsson　B，　Pettersson　U，　et　al：Effects

　　of　lithium　salts　on　plasma　protein　bound　iodine　and

　　uptake　of　1311　in　thyroid　gland　of　man　and　rat．　Life

　　Sciences　7（1）：1257－1264，1968

4）Burrow　GN，　Burke　WE，　Himmelhoch　JM，　et　al：

　　Effect　of　lithium　on　thyroid　function．　J　CIin　Endo－

　　crinol　Metab　32：647－652，1971

5）Temple　R，　Berman　M，　Robbins　J，　et　a1：The　use　of

　　lithium　in　the　treatment　of　thyrotoxicosis．　J　CIin

　　Invest　51：　2746－2756，　1972

6）Berens　SC，　Bernstein　RS，　Robbins　J，　et　al：Anti－

　　thyroid　effects　of　lithium．　J　CIin　Invest　49：1357－

　　　1367，1970

7）Hullin　RP，　Johnson　AW：Effect　of　lithium　salts　on

　　uptake　of　1251　by　rat　thyroid　gland．　Life　Sciences　9：

　　9－20，1970

8）Wartofsky　L，　Ransil　BJ，　Ingbar　SH：Inhibition　by

　　iodine　of　the　release　of　thyroxine　from　the　thyroid

　　glands　of　patients　with　thyrotoxicosis．　J　CIin　Invest

　　49：78－86，1970

9）Lazarus　JH，Richards　AR，　Addison　GM，et　al：Treat・．

　　ment　of　thyrotoxicosis　with　lithium　carbonate．　Lan－

　　cet　2：1160－1162，1974

10）Smith　A，　White　AC：Saliva　and　serum　lithium　esti－

　　mations　in　psychiatric　patients．　Brit　J　Psychiat　124：

　　　106－107，1974

11）Neu　C，　DiMascio　A，　Williams　D：Saliva　lithium

　　levels：Clinical　applications．　Am　J　Psychiat　132：66－

　　68，1975

12）Shou　M：リチウム療法　　最近の話題．臨床精神

　　　医学10：1409－1421，1981

13）Rosenbaum　AH，　Maruta　T，　Richelson　E：Series　on

　　pharmacology　in　practice．1．Drugs　that　alter　mood．

　　II　lithium．　Mayo　Clin　Pr㏄54：401－407，1979

Presented by Medical*Online



177

Summary

1311Therapy　of　Graves，　Disease　Using　Lithium

Kenshi　SATO

The　First　Depart〃ient（of　lnternal　Medicine，　Schoo1　of　Medieine，～Vα8α5αん↓伽ver∫〃γ

　　Lithium　is　known　to　cause　goiter　and　hypothy－

roidism．　In　the　mechanism　of　goitrogenesis，　there

is　general　agreement　that　lithium　inhibits　the　re－

1ease　of　the　thyroid　hormones　from　the　thyroid

gland　without　significantly　impairing　other　thyroid

functions．

　　The　present　study　was　undertaken，　therefore，　to

investigate　the　usefulness　of　lithium　in　the　radio－

iodine　treatment　of　Graves’disease．　Nine　patients

with　Graves’disease　who　were　a11，　except　one，

previously　treated　with　antithyroid　drugs　were

studied．600　mg　of　lithium　carbonate　were　adminis－

tered　daily　to　investigate　the　efrects　on　thyroidal

1311uptake，　disappearance　rate　of　l311　from　the

prelabeled　thyroid　and　the　serum　concentrations

of　thyroid　hormones．　Lithium　showed　no　signifi－

cant　e行ξct　on　the　thyroidal　1311　uptake　when　the

24hour　thyroidal　1311　uptakes　were　determined

both　befbre　and　during　lithium　treatment　in　the

five　cases．　On　the　other　hand，　lithium　clearly　pro一

longed　the　mean　value　of　effective　half－lives　of

l311　to　approximately　8　days　vs．5．1　days　before

lithium　treatment（p＜0．005）．　Both　mean　T4　and

T31evels　significantly　decreased　during　lithium

treatment，　from　21．3　to　12．4μg／d1（n－9，　p〈0．005）

and　from　490　to　287　ng／dt（n＝9，　p〈0．005），　respec－

tively．　Clinical　signs　and　symptoms　were　also

improved　without　lithium　toxicity　except　one　who

had　transient　diarrhea．

　　In　conclusion，　since　therapeutic　dose　of　1311　for

the　Graves’disease　can　be　reduced　by　using　lithium，

the　radiation　exposure　to　the　total　body　is　de－

creased．　Moreover，　it　is　possible　to　perform　the

1311therapy　while　improving　the　thyrotoxicosis

with　lithium．

　　Finally，　it　is　concluded　that　lithium　is　a　very　use－

ful　drug　to　be　combined　with　the　1311　therapy　of

Graves’disease．

　　Key　words：　Graves’disease，　Radioiodine　ther－

apy，　Lithium．
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