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《原著》

バセドウ病におけるTSH結合阻害性抗体測定の
　　　　　　　臨床的有用性に関する検討

一
抗甲状腺剤治療による変化および予後との関連について一

飯田　泰啓＊　小西　淳二＊

中島　鉄夫＊　遠藤　啓吾＊

高坂　唯子＊　御前　　隆＊

鳥塚　莞爾＊

　要旨TSHのradioreceptor　assay（Smithキット）を用いて，バセドウ病におけるTSH－binding　inhibitor

immunoglobulins（TBII）活性を測定し臨床的有用性を検討した．　TBII活性は未治療患者35例中30例

（85．7％）に陽性であり，甲状腺99mTcO4一摂取率と有意に正相関した（r＝－0．721，　p＜0．01）．抗甲状腺剤

1～2錠の維持量で6か月以上経過しT3抑制試験を行った時点では48例中12例（25％）と陽性率が低下した

が，5年以上経過して3錠以下に減量できない難治例では26例中17例（65．4％）が陽性であった．T3抑制陽

性の21例は全例TBII活性陰性であったが，　T3抑制陰性の27例では12例（44．4％）が陽性と有意に高い検出

率であった（p＜0．001）．6か月以上寛解を維持した15症例は全例投薬中止時にTBII活性が陰性であった．

投薬中止時にTBIIが陽性であった5例はすべて再発した．再発時の陽性率は73．9％であった．このよう

な成績よりTBII活性の測定は抗甲状腺剤治療患者の経過観察，予後判定に際し有用な指標を与えるものと

考えられた．

1．緒　　言

　甲状腺刺激ホルモン（TSH）は，その標的臓器

である甲状腺膜に存在するTSH受容体に結合し

て，その作用を発現すると考えられている．一方，

バセドウ病患者の血中には，long－acting　thyroid

stimulator（LATS）1）などの甲状腺刺激物質の存在

が知られており，TSHと類似した甲状腺刺激作

用を示すことよりTSH受容体を介して作用して

いると考えられていた．近年，TSHのradiore－

ceptor　assayの開発とともに，これらの患者血中

の免疫グロブリンG（IgG）がTSHの甲状腺膜受

容体への結合を阻害することが明らかにされ，こ

れらの刺激物質はTSH受容体に対する抗体と考
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えられるに至っている．われわれは，従来よりバ

セドウ病患者におけるTSH結合阻害性免疫グロ

ブリン（TSH－binding　inhibitor　immunoglobulins；

TBII）の測定を行い，その臨床的意義について報

告してきたが2～5），さらにTBII測定の臨床的有

用性を明らかにするため抗甲状腺剤治療による

TBIIの変化およびTBIIと予後との関連について

検討を行った．なおTBIIの測定にはSmithら6）

により開発された可溶化ブタ甲状腺膜を用いた

TSHのradioreceptor　assayを用いたが，このキ

ットに関する基礎的検討の結果は先に報告した7）．

ll．対象および方法

　1．対　　象

　対象は健常者23例および京大病院甲状腺外来を

受診したバセドウ病患者であり，患者の内訳は未

治療症例35例，抗甲状腺剤（methimazoleまたは

Propylthiouracil）治療後3～16か月にわたって経

過を観察した15例，抗甲状腺剤を5年以上継続し
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ているにもかかわらず3錠以下に減量できない難

治例26例，抗甲状腺剤治療を受け1～2錠の維持

量で6か月以上経過した後，T3抑制試験を実施

した48例である．

　2．甲状腺99mTcO4”’摂取率およびT3抑制試験

　甲状腺99mTcO4一摂取率はすでに報告した方

法8）により99mTcO4－2mCiを静注投与30分後の

甲状腺への摂取率として求めた．T3抑制試験は，

この99mTcO4－30分摂取率を指標として行い，初

回の甲状腺摂取率測定後，T375μgを7日間投与

し，再度同様の摂取率測定を行った．T3投与後

の甲状腺摂取率が投与前の50％以下に低下した

場合、T3抑制が陽性であると判定した5）．

　3．TSH結合阻害性免疫グロブリン（TBII）の

　　測定

　可溶化ブタ甲状腺粗膜分画をTSH受容体とし

て用いるSmithら6）が開発したTSHのradio－

receptor　assayを用い，すでに報告したごとく，

患者血清より30％ポリエチレン・グリコールに

て抽出した粗免疫グロブリン分画の100　Ptl血清

相当量にてTSH結合阻害活性を測定した？）．

　TBII活性の算定は：

　　　　　　1．．．　　　　　1　　　　　　　L．
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Fig．1　The　incidence　of　TBII　in　normal　controls　and

　　　in　patients　with　Graves’disease　in　various

　　　stages．　ATD；anti－thyroid　drugs．

　　　検体試料存在下における
　　健§撲麟舞態お一×1・・（％）

　　ける⊥251－TSH特異的結合％

により行った．

IH．成　　績

　1．バセドウ病におけるTBII活性の検出成績

　Figure　1に示すように健常者23例のTBII活性

は90％～111％（100土5．5（SD））に分布し，その

平均値土2SDを正常範囲とすると正常範囲は

89％～111％となった．未治療バセドウ病患者の

TBII活性は21％～108％に分布し35例中30例

（85．7％）で陽性であった．抗甲状腺剤治療を受け

1～2錠の維持量で6か月以上経過した後に実施

したT3抑制試験時には48例中12例（25％）が陽

性であり陽性率は有意に低下していた（p〈0．001）．

一方，抗甲状腺剤治療にて5年以上経過している

にもかかわらず3錠以下に減量できなかった26例

の難治症例では17例（65．4％）が陽性であった．

　2．未治療バセドウ病におけるTBII活性と甲

　　状腺99mTcO4一摂取率

　TBII活性と臨床像との関連を知るために，未

治療バセドウ病患者においてTBII活性と甲状腺

99mTcO4一摂取率との関係を検討した．　Fig．2に

示すように両測定値の得られた14症例において，

甲状腺99mTcO4一摂取率の高いものではTBII活

｛“
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＝
°
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Correlation　between　99mTcO4－　uptake（30　min．）

and　TBII　activities　in　patients　with　untreated

Graves’disease．
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Fig．4　Relation　between　TBII　activities　and　T3　sup－

　　　pressibility．

性が強く，両者の間には有意の正相関関係が認め

られた（r＝＝－0．721，P士0．01）．

　3・抗甲状腺剤治療によるTBII活性の変動

　抗甲状腺剤治療によるTBII活性の変動をFig．

3に示した．治療開始前には15例中13例（86．7％）

でTBII活性が陽性を示したが，しだいにTBII

活性は低下を示し，3か月後には15例中11例

（73．3％），6か月後には12例中6例（50％），9か月

後には8例中2例（25％）と陽性率が低下しTBII

活性は漸次陰性化した．大部分の症例で抗甲状腺

剤治療により2～4か月で甲状腺機能は正常化し

1・・拠ポ忽
　　　　　　　●●●

§＝
一
゜
。
↑

　　　　　　O
　　　　　　　　remission　　　　　relapse

　　　　　　　　（0’15｝　　　　（5∫15）

Fig．5　The　incidence　of　TBII　at　the　time　of　cessation

　　　of　drug　in　the　patients　with　Graves’disease　who

　　　were　in　remission　or　relapsed　during　the　follow－

　　　up　period　of　at　least　6　months．

ておりTBII活性の陰性化は，甲状腺機能の正常

化より遅延していた．

　4．TBn活性とT3抑制試験
　Fig．4に示すように最少維持量の抗甲状腺剤で

6か月以上経過した後，T3抑制試験を行った症

例48例のうちT3投与により甲状腺摂取率が抑制

された21例は全例TBII活性が陰性であった．一

方，T3抑制試験陰性であった27例では12例

（44・4％）が陽性であり，T3抑制陰性例ではTBn
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Fig．6　The　incidence　of　TBII　in　the　patients　with

　　　Graves’disease　who　relapsed　or　were　in　remis－

　　　sion　during　the　follow－up　period　of　at　least　6

　　　months．

活性が有意に高率に検出された（p＜0．001）．

　5．抗甲状腺剤中止時のTBII活性と予後

　T3抑制試験を実施した後，抗甲状腺剤を中止

して，その後6か月以上にわたって予後を観察す

ることのできた症例30例について，服薬中止時の

TBII活性と予後との関係をみた．　Fig．5に示す

ように寛解例15例は全例抗甲状腺剤中止時の

TBII活性は陰性であった．これに対し再発した

15例では5例で陽性であり，投薬中止時にTBII

活性が陽性であった症例は全例，その後再発した．

　6．予後判定時における患者のTBII活性

　抗甲状腺剤を中止して6か月以上経過した後に

TBII活性を測定し，その時点での再発の有無と

の関係を32例について検討した．Fig．6に示すよ

うに再発症例23例では17例（73．9％）がTBII活性

陽性であった．これに対し，寛解症例9例中陽性

例は1例のみであり，再発群でTBII活性の検出

率が有意に高率であった（p＜0．01）．

IV．考　　察

　今回の検討で未治療バセドウ病患者における

TBII活性の陽性率は85．7％であった．これまで

の諸家の報告2匂4）・9”14）では57～93％とされてい

るが，このような陽性率の相違は使用した甲状腺

膜や患者IgGの純度の差異によるものと考えら

れる．今回用いたアッセイでは試料としてPEG

により抽出した粗Ig分画を用いているが，ブタ

甲状腺膜の可溶化によって検出率の向上がみられ

たものと考えられる．

　甲状腺99mTcO4一摂取率等の甲状腺早期摂取率

検査は甲状腺自体の機能状態をよく反映すると考

えられているが，この摂取率とTBII活性との間

には有意の正相関が認められた（P＜0．01）．この

成績はMukhtarら10）．　Endoら2・3），　Clagueら16）

のデータとも一致しており，バセドウ病における

TBIIが甲状腺刺激作用を発揮していることをう

かがわせる所見である．

　抗甲状腺剤治療によるTBII活性の変動は，

TBIIのバセドウ病における病因的意義を考える

上で興味深い．治療後におけるTBII活性の低下

は抗甲状腺剤療法10・11・15）だけではなく，手術療

法後10）においても報告されている．われわれの成

績もこれらの報告とほぼ一致しており，抗甲状腺

剤治療によりTBII活性はしだいに低下し，9か

月後には陽性率は25％にまで低下していた．ま

た抗甲状腺剤の維持量で6か月以上経過した症例

の検索でもTBII活性は48例中12例（25％）にしか

認められず有意に陽性率が低下していた（P＜

0．001）．しかし，抗甲状腺剤療法開始後5年以上

経過しているにもかかわらず，抗甲状腺剤を3錠

以下に減量することのできない難治例では65．4％

と，未治療時に匹敵する陽性率であった．このこ

とはTBII活性の低下が抗甲状腺剤の直接作用に

よるものではなく，バセドウ病の病態の推移と密

接な関係にあることを示唆している．

　バセドウ病の治癒判定の手段として広く用いら

れているT3抑制試験の結果とTBII検出率との

関連については種々の報告がみられる．Kuzuya

ら15）はT3抑制のない群では半数がTBII陽性で

あったが，T3で抑制された症例では全例でTBII

が陰性であり，両者間に相関が認められると報告

している．しかし，Schleusenerら17）のように両

者間には相関がないとの報告もある．われわれの

成績では，T3抑制のない症例の44．4％でTBII
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活性が陽性であったのに対して，T3抑制の認め

られる症例では全例TBII活性が陰性であり，両

者の間でTBIIの検出率に有意差が認められた

（P＜0．001）．この結果はKuzuyaらの報告15）とほ

ぼ一致しており，T3抑制性がTBII等のバセドウ

病特異抗体に支配されている可能性を示唆する．

　TBII活性と予後との関連について，0’Donnell

ら11）は抗甲状腺剤中止時にTBII活性が陽性であ

った症例では再発がみられたのに対して，TBII

が検出されなかった症例では一例も再発がみられ

なかったとして，TBIIが予後の指標となる可能

性を示唆した．しかし，Schleusenerら13）やTeng

ら18）はTBII活性陽性例には再発が高率であるが，

TBII活性陰性例にも再発がそれぞれ41．7％，

55．6％あったと報告しついる．われわれは，T3

抑制試験の結果を加味して投薬の中止を決めたた

め予後を観察した症例中にTBII活性陽性の例が

少なくなったが，TBII活性陽性であったものは

全例がその後再発し，寛解例では全例がTBII活

性が陰性であった．一方TBII活性陰性例の再発

率は25例中10例（40％）であり，Schleusenerら13）

の成績と同様であった．したがってTBIIが検出

される間は投薬を中止しないのがよいと言えるが，

陰性化は必ずしも寛解を意味するものではなかっ

た．

　また投薬を中止した症例について6か月以上経

過を観察した後のTBII活性の検討では，再発し

た症例では73．9％と未治療バセドウ病に匹敵す

る陽性率があったのに対して，甲状腺機能が正常

に保たれている9症例では1例を除いてTBII活

性が陰性であり，投薬中止時に陰化していたTBII

活性の再陽性化が再発の一因と考えられる．

　以上の成績は，TBIIがバセドウ病の病因と深

くかかわっていることを示しており，TBIIの測

定は抗甲状腺剤治療の経過観察，特に効果判定お

よび治療中止時期の決定などにおいて臨床的に有

用な指標を与えるものと考えられた．

V．結　　語

可溶化ブタ甲状腺膜を用いるTSHのradio一
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receptor　assay（Smithキット）を用いて，バセド

ウ病患者におけるTBII活性を測定し，特に抗甲

状腺剤治療の際の変動を観察してその臨床的有用

性を検討した．

　1）　健常者23例のTBII活性は90～111％でそ

の平均値土2SDを正常範囲とするとき，正常域

は89～111％であった．TBII活性は末治療バセ

ドウ患者の85．7％に陽性であり，甲状腺99mTcO4一

摂取率と正相関に示した．

　2）抗甲状腺剤治療により陽性率は低下し，最

少の維持量を6か月以上続けT3抑制試験を行う

に至った時点では25％と有意に低下していた

（p〈0．001）．一方，抗甲状腺剤治療で5年以上経

過しても3錠以下に減量することのできない難治

例では65．4％の陽性率を示した．

　3）　T3抑制試験陰性例では陽性例に比して

TBIIの検出率が有意に高率であった（p〈0．001）．

　4）　投薬中止後寛解を保っている症例では全例

が投薬中止時のTBII活性が陰性であった．これ

に対し，その時点でTBII活性が陽性であった症

例は全例が再発した．TBII活性陰性例の再発率

は40％であった．

　5）再発時のTBII活性陽性率は寛解群に比し

有意に高率であった．

　以上の成績よりTBIIの測定は抗甲状腺剤治療

患者の経過観察に有用と考えられた．

稿を終えるにあたり，キットをご提供頂きました日本

トラベノール株式会社に感謝の意を表します．
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Summary

Clinical　UsefUlness　of　the　Assay　of　TSH－binding　lnhibitor

㎞m皿10910bulins（TBIl）in　Patients　with　Gmves，　Disease：

　　　　　Effect　of　Antithyroid　Drug　Treatment　on　TBil

Yasuhiro　IIDA，　Jur蓼i　KoNlsHI，　Tadako　KousAKA，　Takashi　MlsAKI，

　　　　　　Tetsuo　NAKAJIMA，　Keigo　ENDo　and　Kanji　ToRizuKA

Deρar〃nent　of　RaゴiOlogy　and　Nuclear　Medic加e，　Kン0τo仇輌verぷ〃夕Schoot　ofル岳4∫C∫〃θ，」《ン080，　Japa〃

　　Using　a　TSH－radioreceptor　assay　kit（B．R．

Smith），　we　assayed　TSH－binding　inhibitor　im－

munoglobulins（TBII）in　patients　with　Graves’

disease　before　and　after　anti－thyroid　drug　treat－

ment．

　　In　untreated　patients，　TBII　activity　was　positive

in　30（85．7％）out　of　35　cases．　The　activity　de－

creased　after　anti－thyroid　drug　treatment．　At　the

time　of　T3　suppression　test　after　having　bcen

euthyroid　for　at　least　6　months　with　maintenance

doses，　TBII　were　positive　in　12（25％）out　of　48

cases．　On　the　other　hand，　TBII　were　detectable　in

30　out　of　35　patients（85．7％）who　had　been　medi－

cated　with　more　than　l5mg　of　methimazole　for

over　5　years．

　　All　21　patients　who　were　T3　suppressible　were

negative　in　TBII．　On　the　other　hand，　twelve　out　of

27patients　who　were　not　T3　suppressible　were

positive　in　TBII　activity．　Thus，　TBII　activity　was

significantly　associated　with　negative　T3　suppres－

sibility（p＜0．001）．　TBII　had　not　been　detected　at

the　cessation　of　therapy　in　any　of　15　patients　who

remained　euthyroid　during　the　follow－up　period．

All　patients　who　had　been　positive　in　TBII　re・

1apsed．　In　23　patients　who　relapsed，　TBII　were

detectable　in　as　high　as　73．9％at　the　time　of

relapse．

　　These　data　indicate　that　TBII　are　closely　related

to　a　pathogenic　factor　of　Graves’disease　and　are

uscful　in　the　follow－up　of　the　patients　treated　with

anti－thyroid　drugs．

　　Key　words：　radioreceptor　assay，　TSH－binding

inhibitor　immunoglobulins，　Graves’　disease，

antithyroid　drug，　prognosis．
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