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《ノート》

切迫流産の予後と血中TBG値
Prognosis　of　Threatened　Abortion　and　Serum　Levels　of　TBG

鰐部　春松＊　東郷市太郎＊＊
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　　　　　　　　　＊1）eρartme〃t　of　ln　ter〃alルfθdicine，

＊＊Depart〃2θ〃’of　Obぷte’ricぷa〃d（7γ〃ecology，1b丘o〃a〃2θC〃γ」』『ospi’al，　Toko〃oη昭

1．はじめに

　妊婦に切迫流産の徴候があらわれた時，妊娠を

継続できるか否かを，臨床所見のみで的確に判断

するのは困難である．

　最近では，超音波エコーによる所見や，血中あ

るいは尿中のHCG，　Estrogen，　Progesteroneをは

じめとする各種ホルモンの値から，切迫流産の予

後をより的確に判定しうると報告1・2）されている．

しかし，前者については，取り扱い技術や経時的

な観察の必要性に問題があり，後者については，

妊娠初期の血中HCG値が低値であっても，その

後の妊娠経過は全く正常で満期産に至るものが

25％あるとする報告3）や，血中Progesterone値は

切迫流産の予後判定には役立たないとする報告3）

もあるなど，問題点も少なくない．

　著者は今回，正常妊婦と切迫流産妊婦の血中

RT3U，　T3，　T4，　TSH，遊離型T4（以下FT4），　TBG

およびEstrogen（E3）値を測定し，甲状腺機能検

査値から切迫流産の予後判定が可能であるとの結

果を得たので報告する．
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II．対　　象

　常滑市民病院を受診した，甲状腺疾患や血清蛋

白異常のない，妊娠6週から15週の，正常妊婦101

名（年齢19歳から41歳），切迫流産妊婦78名（年齢

19歳から42歳）の計179名を対象とした．切迫流産

妊婦は全例入院し，1週間にわたる安静とProge－

sterone　25　m9連日筋注の後，臨床症状，内診所

見などから，妊娠を継続し得たもの（cured）47名，

流産したもの（aborted）31名と判定された（Table

1）．なお，一部の症例では1週間後の判定は困難

で，2週間以上経過を観察のうえ判定した．

III．方　　法

　午前9時に空腹のまま安静臥位にした対象者の

正中静脈より採血した．採取した血液をすみやか

に血清分離後一20°Cにて保存し，各検査の測定

に用いた．

　血中のRT3U値はT3　uptake　MAA（科研化学），

T3値はガンマコートT3（トラベノール），　T4値は

サイnテストリア4（中外製薬），TSH値はTSH

栄研（栄研化学），FT4値はアマレックスフリー

T4（科研化学），　TBG値はリアグノストTBG（ヘ

キスト），Estrogen（E3）値はトータルE3リアパ

ック（科研化学）の各キットを用いて測定した．

　Key　words：

test，　TBG．

Threatened　abortion，　Thyroid　function
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Table　l　Subjects

Gestational　weeks

Normal　pregnancy

Threatened　abortion　　　cured

　　　　　　　　　　aborted

6．7．

13

11

　7

8．9．

17

11

　8

10．11．

20

　5
　5

12．13．　　　14．15．

29　　　　22

　11　　　　9

　7　　　　4　　cases

RT3U
％

40

30

20
6．7．

占M±SE

［：コ　　normal　pregnancy

　　threatened　abortion

口　　cured
■　　threatened　abortlon

　　aborted
傘 　P《0．05

牢＊ 　P〈0』2

掌＊幸 　　P〈0．01

牟＊＊＊ 　　P〈0005

傘＊◎＊＊ 　p〈0001

8．9．　　　10．11．　　　12：13．　　　14コ5．　weeks

　　Fig．1　Serum　levels　of　RT3U．

IV．結　　果

　1．血中RT3U値（Fig．1）

　妊娠6，7週の血中RT3U値は，正常妊婦（以下

N群）13名で32．9土0．9（M土SE以下同様），切迫

流産妊婦のうち妊娠継続例（以下C群）11名で

32．2土1．0，切迫流産妊婦のうち流産した例（以下A

群）7名で36．5±1．1％であった．t検定を用い推

計学的に検討したところ（以下同様），A群はN

群あるいはC群より推計学的に有意（p〈0．05あ

るいはP＜0．02）の高値であったが，N群とC群

の間に有意差は認められなかった．

　妊娠8，9週の血中RT3U値は，　N群17名で

30．5土1．1，C群11名で31．3士0．7，A群8名で

34．6±1．0％であった．A群はN群あるいはC群

より推計学的に有意（p＜0．05あるいはp＜0．05）

の高値であったが，N群とC群の間に有意差は

認められなかった．

　妊娠10，11週の血中RT3U値は，　N群20名で

25．9土1．0，C群5名で27．0土1．2，　A群5名で

32．2土1．8％であった．A群はN群あるいはC群

より推計学的に有意（p＜0．01あるいはp＜0．05）

の高値であったが，N群とC群の問に有意差は

認められなかった．

　妊娠12，13週の血中RT3U値は，　N群29名

で23．2土0．7，C群11名で24．3土1．3，A群7名で

31．3±1．5％であった．A群はN群あるいはC群

より推計学的に有意（p＜0．001あるいはp＜0．005）

の高値であったが，N群とC群の間に有意差は

認められなかった．

　妊娠14，15週の血中RT3U値は，　N群22名で

21．7±O．7，C群9名で24．1±1．0，A群4名で

31．5土2．4％であった．A群iはN群あるいはC群

より推計学的に有意（p〈0．001あるいはp＜0．01）

の高値であったが，N群とC群の間に有意差は

認められなかった．

　2．血中T3値（Table　2）

　対象者の血中T3値はTable・2のごとくで，各

妊娠週におけるN，C，　Aの各群相互の間にはいず

れも有意差は認められなかった．

　3．血中T4値（Fig．2）

　妊娠6，7週の血中T4値は，　N群13名で9．1土

0．3，C群11名で10．1±0．4，A群7名で8．1±0．6

μ9／d1であった．　A群はC群より推計学的に有意

（P＜0．02）の低値であったが，N群とC群あるい

はN群とA群の間に有意差は認められなかった．
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Table　2　Serum　levels　of　T3，　TSH　and　FT4

Gestational　weeks 6．7． 8．9． 10．11． 12，13． 14．15．

T3（ng／m1）
N（13）134土6
C（11）137±5
A　　　　（　6）　133土3

（17）　136土5

（11）　136土6

（8）133±3

（20）　150土5　　　　（29）　153土2

（　5）　159土12　　　　（11）　145土5

（　5）　132土7　　　　　（7）　148土7

（22）　158±3

（g）151土9
（4）　146土3

　　　　　　　N　　　（13）　4．5土0．4　　　（17）　4．6±0．4

TSH（μU／m1）　　C　　（11）4．1土0．4　　（11）3．6±0．4

　　　　　　　A　　　（6）　3．8土0．2　　　（8）　5．6土1．4

（20）　4．1±0．4

（5）　4．8±0．8

（5）　4．2土0．7

（29）　4．6±0．4

（11）　4．2±0．5

（　7）　3．0土0．3

（22）　5．4土0．6

（9）　4．2土0．6

（4）　3．0±0．6

FT4（ng／dl）

餌
05

05
0
0
0

土
土
±

3
8
7
1

0
0
0

1
　
1
1
　
1
1

）
）
）

3
0
1
6

1（
（
（

N

C
A

（17）　1．04土0．04

（11）　1．07：ヒ0．05

（8）1．16土0．09

（20）1．02土0．05

（　5）0．99土0．11

（4）1．09土0．05

（27）1．00：ヒ0．04

（11）1．02±0．08

（　7）0．91土0．06

（22）0．92±0．04

（　8）0．95土0．06

（　4）1．04±0．12

N：normal　pregnancy，　C：threatened　abortion　cured，　A：threatened　abortion　aborted （n）M士SE

T4
μ9／dl

13

12

11

10

6．7．

占M±SE

口n。rmal　pregnancy

ロ潴ened　ab°「ti°n

■■■■　threatened　abortion

　aborted
°　P〈0．05

．章 　P〈0．02

．＊傘 　P〈0．005

⇔口 P〈O．OOI

8．9．　　　10．11．　　　12．13．　　　14．15．　weeks

　　　Fig．2　Serum　levels　of　T4．

　妊娠8，9週の血中T4値は，　N群17名で10．0土

0．5，C群11名で11．0±0．6，A群8名で9．2土0．4

μ9／d1であった．　A群はC群より推計学的に有意

（P＜0．05）の低値であったが，N群とC群あるい

はN群とA群の間に有意差は認められなかった．

　妊娠10，11週の血中T4値は，　N群20名で

12．3士0．6，C群5名で10．7土0．4，　A群5名で

8．6±0．9μ9／d1であった．　A群はN群あるいはC

群より推計学的に有意（p＜0．05あるいはp＜0．05）

の低値であったが，N群とC群の間に有意差は

認められなかった．

　妊娠12，13週の血中T4値は，　N群29名で

10．8士0．2，C群11名で12．2士O．8，A群7名で

8．7士0．5μg／d1であった．　A群はN群あるいはC

群より推計学的に有意（p＜0．001あるいはp〈

0・005）の低値であったが，N群とC群の間に有

意差は認められなかった．

　妊娠14，15週の血中T4値は，　N群22名で

12．3±0．4，C群9名で11．5土0．4，　A群4名で

8．9土0．6μ9／d1であった．　A群はN群あるいはC

群より推計学的に有意（p〈0．005あるいはp＜

0．005）の低値であったが，N群とC群の間に有

意差は認められなかった．

　4．血中TSH値（Table　2）

　対象者の血中TSH値はTable　2のごとくで，

各妊娠週におけるN，C，　Aの各群相互の間にはい

ずれも有意差は認められなかった．

　5．血中FT4値（Table　2）

　対象者の血中FT4値はTable　2のごとくで，

各妊娠週におけるN，C，　Aの各群相互の間にはい

ずれも有意差は認められなかった．
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　　Fig．3　Serum　levels　of　TBG．

　6．血中TBG値（Fig．3）

　妊娠6，7週の血中TBG値は，　N群13名で

25．9土1．1，C群11名で26．1±1．4，A群7名で

19．0土1．3μ9／mlであった．　A群はN群あるいは

C群より推計学的に有意（p〈0．005あるいはp＜

0．02）の低値であったが，N群とC群の間に有意

差は認められなかった．

　妊娠8，9週の血中TBG値は，　N群17名で
29．9土1．4，C群11名で29．0土1．0，A群8名で

21．3土1．2μ9／mlであった．　A群はN群あるいは

C群より推計学的に有意（p＜0．005あるいはp＜

0．001）の低値であったが，N群とC群の間に有

意差は認められなかった．

　妊娠10，11週の血中TBG値は，　N群20名で

34．4土1．3，C群5名で32．4土2．4，　A群5名で

26．0土2．4μ9／m1であった．　A群はN群より推計

学的に有意（p＜0．01）の低値であったが，N群と

C群あるいはC群とA群の間に有意差は認めら

れなかった．

　妊娠12，13週の血中TBG値は，　N群29名で

40．8±1．0，C群11名で36．5土2．0，A群i7名で

24．3土1．7μ9／m～であった．A群はN群あるいは

C群より推計学的に有意（p＜0．001あるいはp＜

0．001）の低値であり，C群もN群より推計学的

に有意（p＜0．05）の低値であった．

　妊娠14，15週の血中TBG値は，　N群22名で

42．0±1．2，C群9名で39．4±1．9，　A群4名で

24．8土2．9μ9／m1であった．　A群はN群あるいは

C群より推計学的に有意（p＜0．001あるいはp〈

0．005）の低値であったが，N群とC群の間に有

意差は認められなかった．

　7．血中Estrogen（E3）値（Fig．4）

　妊娠6，7週の血中E3値は，　N群13名で3．3土

0．4，C群10名で4．6土0．5，A群6名で3．3土0．7

ng／m1であった．　N，　C，　Aの各群相互の間にはい

ずれも有意差は認められなかった．

　妊娠8，9週の血中E3値は，　N群17名で4．3土

0．4，C群11名で4．7士0．6，A群8名で2．9土0．5

ng／m1であった．　A群はN群より推計学的に有

意（P＜0．05）の低値であったが，N群とC群ある

いはC群とA群の間に有意差は認められなかっ
た．

　妊娠10，11週の血中E3値は，　N群20名で

5．8土0．3，C群5名で4．1土0．7，A群5名で3．6土

0．6ng／m1であった．　A群はN群より推計学的に

有意（P＜0．Ol）の低値であり，　C群もN群より

推計学的に有意（p〈0．05）の低値であったが，C

群とA群の間に有意差は認められなかった．

　妊娠12，13週の血中E3値は，　N群29名で

7．6±0．5，C群11名で6．5土1．1，A群7名で2．9土

0．7ng／m1であった．　A群はN群あるいはC群

より推計学的に有意（p＜0．001あるいはp＜0．05）
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Estr。gen（E3）
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Fig．4　Serum　levels　of　Estrogen（E3）．

Table　3　Correlation　between　thyroid　function　tests　and　Estrogen（E3）

Y X Y＝　　AX→－　B r n P

TBG

RT3U

E3 Y＝　1．453X十24．282

Y＝－0．615X十47．832

Y＝－1．000X十33．489

Y＝　1．197X十105．578

Y＝　1．787X十134．490

0．556

T3

TBG
E3

TBG
E3

一
〇．910

－
0．572

0．509

0．299

179

＜0．01

T4 TBG
E3

Y＝　0．178X十　5．040

Y＝　0．262X十　9．384

0．708

0．391

TSH TBG
E3

Y＝　0．059X十　2．870

Y＝　0．511X十　4．277

0．144

0．081

｝N・s・

FT4 TBG
E3

Y＝－0．006X十　1．210

Yコー0．001X十　1．106
一

〇．216

－
0．197

｝＜…5

の低値であったが，N群とC群の間に有意差は

認められなかった．

　妊娠14，15週の血中E3値は，　N群22名で

10．4土0．6，C群8名で8．1±1．1，　A群3名で

2．9土0．9ng／m1であった．　A群はN群あるいは

C群より推計学的に有意（p＜0．001あるいはp＜

0．05）の低値であったが，N群とC群の間に有意

差は認められなかった．

　8．各種甲状腺機能検査値と血中Estrogen（E3）

　　値の関係（Table　3）

　血中TBG値と血中E3値の間には，相関係数

r－0．556と推計学的に有意（p＜0．01）の正の相関

を認めた．

　血中RT3U値と血中TBG値あるいは血中E3

値の間には，相関係数r＝－0．910あるいはr－

－ 0．572と推計学的に有意（p＜0．01あるいはp＜

0・01）の負の相関を認めた．

　血中T3値と血中TBG値あるいは血中E3値
の間には，相関係数r＝0．509あるいはr＝0．299

と推計学的に有意（p＜0．01あるいはp＜0．01）の

正の相関を認めた．

　血中T4値と血中TBG値あるいは血中E3値
の間には，相関係数r＝0．708あるいはr＝0．391

と推計学的に有意（p＜0．Olあるいはp〈0．01）の

正の相関を認めた．

　血中TSH値と血中TBG値あるいは血中E3値

の間に一定の関係は認められなかった．

　血中FT4値と血中TBG値あるいは血中E3値
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x声硫
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ポ
　　　O　　threatened　abortion

　　　　　cured

　　　●　 threatened　abortlon

　　　　　aborted

　　　6．7．　8．9．10．11．　12．13．14．15．　weeks

Fig．5　Changes　of　serum　RT3U　levels　in　the　patients

　　　with　threatened　abortion．

の間には，相関係数　r＝・　－O．216あるいはr＝

－ 0．197と推計学的に有意（p＜0．05あるいはp＜

0・05）の負の相関を認めた．

　9．経過観察症例

　1）血中RT3U値（Fig．5）

　C群およびA群の血中RT3U値を各妊娠週ご
とにプロットすると，いずれの週もこの値（upper

limit）以上では全例流産，この値（lower　limit）以

下では全例妊娠継続という値が得られ，各妊娠週

のupPer　limitあるいはlower　limitを結ぶとほぼ

直線となる．

　2週間以上経過を観察した13例の血中RT3U

値の変動はFig．5のごとくで，血中RT3u値が

lower　limit以上でしかも上昇傾向の症例は流産し，

upper　limit以下でしかも低下傾向の症例は妊娠継

続が可能であった．

　2）血中T4値（Fig．6）

　2週間以上経過を観察した13例の血中T4値の

変動はFig．6のごとくで，血中T4値が低下傾向

の症例は流産し，10wer　limit以上でしかも上昇傾

向の症例は妊娠継続が可能であった．

T4
μ9！dl

11

，upper　limit

，1。wer　limit

　threatened　abortion
Ocured

　’threatened　abortion
●　　aborted

　　　6．7．　8．9，　10．11．　12．13．14．15．　weeks

Fig．6　Changes　of　serum　T4　tevels　in　the　patients　with

　　　threatened　abortion．

TBG
μ9／ml

50

40

30

20

Fig．7

，’upper　limit

，lower　limit

　　　　　　　　　　　　threatened　abortion
　　　　　　　　　　　Ocured

　　　　　　　　　　　　threatened　abortion
　　　　　　　　　　　●　aborted

6．7．　8．9．　10．11．　12」3．　14．15．　weeks

Changes　of　serum　TBG　levels　in　the　patients

with　threatened　abortion．

　3）血中TBG値（Fig．7）

　2週間以上経過を観察した13例の血中TBG値

の変動はFig．7のごとくで，血中TBG値が
upper　limit以下でしかも低下傾向の症例は流産し，

lower　limit以上でしかも上昇傾向の症例は妊娠継

続が可能であった．
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Fig．8　Changes　of　serum　Estrogen（E3）levels　in　the

　　　patients　with　threatened　abortion．

　4）血中Estrogen（E3）値（Fi9．8）

　2週間以上経過を観察した12例の血中E3値の

変動はFig．8のごとくで，血中E3値が低下した

ものの妊娠継続が可能であったもの1例，血中E3

値が一旦低下した後，再び最初の値を上まわる値

に上昇し妊娠継続が可能であったもの2例，血中

E3値が上昇したものの流産したもの1例，のこ

る8例は血中E3値がupper　limit以下でしかも

低下傾向の症例は流産し，lower・limit以上でしか

も上昇傾向の症例は妊娠継続が可能であった．

V．考　　察

　妊婦に切迫流産の徴候があらわれた時，治療に

より妊娠を継続できるか流産するのかの判断は，

速やかにかつ的確に行われなければならない．こ

の目的のため，最近では，超音波エコーを用い良

い結果を得たとする報告もあるが，問題点も少な

くない．また，近年，RIAなどによる各種ホルモ

ンの測定が容易となり，妊娠の維持に必要と考え

られるHCG，　Estrogen，　Progesterone，　Placental

lactogen，　Prolactinなどの測定が切迫流産の予後

判定に有用と報告1・2）されている．さらに，HCGと

Placental　lactogen，　P】acental　lactogenと　Estrogen
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のように複数の測定値を用いて切迫流産の予後判

定をより的確にしようとする試みも報告4・5）され

ているが，いずれも100％判定可能とは言いがた

い．

　一方，妊娠時には，EstrogenあるいはProgest－

eroneの作用で，肝でのTBG産生が増加するこ

とによって血中TBG値が高値となる6）が，切迫

流産妊婦では正常妊婦と比較して血中TBG値が

低値とされている7）．したがって，甲状腺機能検

査値による切迫流産の予後判定も可能と考えられ，

血中RT3U値が切迫流産の予後判定に有用とす

る報告8’”11）などもある．しかし，従来の切迫流産

の予後と甲状腺機能検査値に関する報告は，いず

れも各妊娠週ごとに詳細に検討したものでないこ

とや，血中TBGあるいはFT4値が測定されてい

ないため切迫流産の原因に甲状腺機能充進症を推

定していることなど，不備な点も多い．

　著者は今回，これらの点を考慮し，甲状腺疾患

や血清蛋白異常のない，妊娠6週から15週，年齢

19歳から42歳の正常妊婦101名，切迫流産妊婦

78名の計179名の血中RT3U，　T3，　T4，　TSH，　FT4，

TBGおよびEstrogen（E3）値を測定し，各妊娠週

ごとにこれらの測定値と切迫流産の予後について

詳細に検討した．

　その結果，正常妊婦では，従来の報告12）どお

り，妊娠週数に従って血中T3，　T4，　TBGおよび

Estrogen（E3）値は増加，血中RT3UおよびFT4

値は低下するものの血中TSH値は不変であり，

切迫流産妊婦のうち1週間の治療後妊娠を継続し

得た症例でもほぼ同様の傾向を認めた．これらの

症例と比較して，1週間の治療にもかかわらず流

産した症例では，各妊娠週において血中T3，　TSH

およびFT4値には有意差は認められなかったも

のの，血中RT3U値は有意に高値，血中T4，　TBG

およびEstrogen（E3）値は有意に低値であった．

また，全症例において，血中TBG値と血中

Estrogen（E3）値，血中T3値と血中TBGあるい

はEstrogen（E3）値，血中T4値と血中TBGある

いはEstrogen（E3）値には有意の正の相関が，血

中RT3U値と血中TBGあるいはEstrogen（E3）
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値，血中FT4値と血中TBGあるいはEstrogen

（E3）値には有意の負の相関が認められたが，血中

TSH値と血中TBGあるいはEstrogen（E3）値に

は一定の関係は認められなかった．

　以上より，妊娠時には血中Estrogen（E3）値が

増加し，それに伴って血中TBGおよびT4値が

増加，血中RT　3U値が低下するものの，切迫流

産の予後不良例では，なんらかの原因により正常

妊婦あるいは切迫流産の予後良好例と比較して血

中Estrogen（E3）値が低値となり，それに伴って

血中TBGおよびT4値が低値，血中RT3U値が
高値となるものと推察される．

　また，2週間以上経過を観察した症例のうち，血

中RT3U値上昇，血中T4，　TBGおよびEstrogen

（E3）値低下傾向の症例は予後不良であり，血中

RT3U値低下，血中T4，　TBGおよびEstrogen

（E3）値上昇傾向の症例は予後良好であったことを

併せ考えると，血中RT3U，　T4，　TBGおよびEst－

rogen（E3）値から切迫流産の予後を判定すること

は十分可能と考えられた．

　さらに，経過観察症例をより詳細に検討すると，

血中T4値については，一部にupper　limitを越

えていてもその後低下傾向となり流産した症例も

認められ，血中Estrogen（E3）値については，

upper　limitを越えていてもその後低下傾向とな

り流産した症例，一旦低下した後上昇傾向となり

妊娠継続可能であった症例，低下傾向でも妊娠継

続可能であった症例，上昇傾向でも流産した症例

も認められた．これに対し，血中RT3U値にっ

いては，lo’？ver・limit以上でしかも上昇傾向の症例

は全例流産し，upper　limit以下でしかも低下傾向

の症例は全例妊娠継続可能であり，血中TBG値

については，upper　limit以下でしかも低下傾向の

症例は全例流産し，lower・limit以上でしかも上昇

傾向の症例は全例妊娠継続可能であったことから，

切迫流産の予後判定における血中RT　3U値およ

び血中TBG値測定の有用性は，血中T4値およ

び血中Estrogen（E3）値測定のそれより高いもの

と考えられた．

VL　まとめ

　切迫流産の予後判定における甲状腺機能検査値

の有用性を検討するため，甲状腺疾患や血清蛋白

異常のない，妊娠6週から15週，年齢19歳から42

歳の正常妊婦（N）101名，切迫流産妊婦78名の計

179名を対象に，血中RT3U，　T3，　T4，　TSH，　FT4，

TBGおよびEstrogen（E3）値を測定し，以下の結

果を得た．

　なお，切迫流産妊婦は全例1週間入院し，安静

とProgesterone　25　mg連日筋注の後，妊娠継続

（C）47名，流産（A）31名と判定され，一部症例

では1週間後の判定は困難で，2週間以上経過を

観察のうえ判定した．

　1・血中RT3U値
　各妊娠週において，AはNやCより有意に高

値であり，NとCの間には有意差は認められな
かった．

　2・血中T4値

　各妊娠週において，AはCより有意に低値で

あり，NとCの間には有意差は認められなかっ
た．

　3．血中TBG値
　妊娠10，11週をのぞく各週において，AはC

より有意に低値であり，妊娠12，13週をのぞく

各週において，NとCの間には有意差は認めら

れなかった．また，各妊娠週において，AはN

より有意に低値であった．

　4．血中Estrogen（E3）値

　妊娠12から15週において，AはCより有意

に低値であり，妊娠10，11週をのぞく各週にお

いて，NとCの間には有意差は認められなかっ

た．また，妊娠6，7週をのぞく各週において，A

はNより有意に低値であった．

5．血中T3，　TSHおよびFT4値

　各妊娠週において，N，　C，　A相互の間にいずれ

も有意差は認められなかった．

6．各種甲状腺機能検査値と血中Estrogen（E3）

　　値の関係

　TBGとE3，　T3とTBGあるいはE3、　T4と
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TBGあるいはE3の間には有意の正の相関が，

RT3UとTBGあるいはE3，　FT4とTBGあるい
はE3の間には有意の負の相関が認められたが，

TSHとTBGあるいはE3の間には一定の関係は
認められなかった．

　7．経過観察症例

　2週間以上経過を観察した13名の切迫流産妊婦

のうち，血中RT3U値低下，血中T4，　TBGおよ

びEstrogen（E3）値上昇傾向の症例は全例妊娠継

続が可能であり，血中RT　3U値上昇，血中T4，

TBGおよびEstrogen（E3）値低下傾向の症例は全

例流産した．

　以上の結果より，妊娠時には血中Estrogen（E3）

値が増加し，それに伴って血中TBGおよびT4値

が増加，血中RT3U値が低下するものの，　Aでは

なんらかの原因によりNやCより血中Estrogen

（E3）値が低値となり，それに伴って血中TBGお

よびT4値が低値，血中RT3U値が高値となるも

のと推察され，これらの甲状腺機能検査値が切迫

流産の予後判定に有用であると考えられた．

　本論文を終えるにあたり，ご指導とこ校閲をいただき

ました浜松医科大学第三内科仁瓶礼之助教授に深く感謝

致します．

　また，甲状腺機能検査値などの測定にご協力いただい

た常滑市民病院中央検査科の諸氏に感謝致します．

　本論文の要旨は，第22回日本核医学会総会において発

表致しました．
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