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《原　著》

テクネシウム早期摂取率によるバセドウ病の寛解予測

御前　　隆＊　土光　茂治＊　黄　　俊清＊＊　新保慎一郎＊＊

日高　昭斉＊＊＊飯田　泰啓＊＊＊笠木　寛治＊＊＊小西　淳二＊＊＊

　要旨　バセドウ病を抗甲状腺剤で治療する際，投薬中止時期を決める指標としてはいろいろな方法が提唱

されているがまだ決め手となるものはない．今回は従来のT3抑制試験の前値に相当する，1回のテクネシ

ウム早期摂取率のみで服薬中止後の予後の予測を試みた．抗甲状腺剤に反応して維持量で甲状腺機能が正常

に保たれているバセドウ病患者のうち，30分摂取率が4．0％以下となった75例で投薬を中止し，毎月経過

を観察した．1年後に評価可能であった64例のうち55例（約86％）は機能正常を保ち，8例に再発，1例

に機能低下がみられた．この方法は簡便・迅速であり，しかも精度は従来の各種の試験に勝るとも劣らない

ものであった．今後実際臨床の場で用いるのに適していると考えられる．

Lはじめに
　バセドウ病を抗甲状腺剤で治療する上で，いっ

たん甲状腺機能を正常化させた後にどれだけ投薬

を続けるかは最も重要な問題の一つである．海外

の文献にはある一定の期間の治療後に一律に中

止する試みが報告されている1・2）が，この方法で

は高率に再発がみられることもあってわが国では

一般的ではなく，維持量まで漸減した後，T3抑

制試験などを行って予後を予測し中止時期決定の

目安とすることが多い3’4）．しかしT3抑制試験に

は検査のための服薬や，一定期間のヨード摂取制

限（1231ないし1311を用いたとき）または2回の

検査来院（99mTcを用いたとき）が必要，という不

便さがあり，かつ寛解・再発の予測の精度は高い

とは言えない5“’7）．また最近キットの普及により

TSH結合阻害抗体（TRAb）を測定してバセドウ

病の病勢をある程度推定できるようになったが，

まだ感度その他に不十分な点があり，これのみで

寛解を予測するのは難しい3・8）．われわれは過去

にテクネシウムを用いたT3抑制試験によるバセ

ドウ病の休薬時期決定を行ううち，前値が正常値

を超えていた群では1年以内に33％が再発したの

に対し，抑制陽性で前値が正常な群には再発が見

られなかったことに気がついた．また別のシリー

ズでも前値が高かった症例では再発率は35％と高

率であった7）．そこで未治療バセドウ病ではテク

ネシウム早期摂取率が上昇していること9）をも考

え合わせ，抗甲状腺剤服用後に摂取率が正常化す

ることをもって甲状腺の機能充進状態からの『治

癒』と仮定して寛解予測を試みた．なお今回は服

薬中止後1年の短期予後を検討の主な対象とした．
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II・対象と方法

　京都市立病院で抗甲状腺剤内服を開始したバセ

ドウ病患者のうち治療に反応して投与量を漸減で

きた105症例を対象とした．副作用や効果不十分

などのため他の治療法に切り替えた症例，または

服薬を自己中止して外来通院しなくなった症例は
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除外した．使用薬剤は2例のみがpropylthiouracii

（1錠50mg）で他はすべてmethimazole（1錠5

mg）であった．投与は1日6錠から始めて血中甲

状腺ホルモン値が常に正常範囲になるように次第

に減量した．1日1錠ないし隔日1錠投与で半年

以上甲状腺機能が正常に保たれ，かつ血清TSH

の値が正常範囲（1～10μU／ml）にあることを

radioimmunoassayで確認した後に，甲状腺早期

摂取率を測定した．検査は藤田らの方法9）にした

がい，99mTcO4一を74　MBq（2　mCi）静注し30分後

の甲状腺部の放射能をシンチカメラ上で計測し，

ファントム中に置いた標準線源の放射能と比較し

て摂取率を算定するものである．当施設の正常範

囲である0．4～4．0％の値を示した例では抗甲状腺

剤を中止し，4．1％以上の場合は投与を続行しつ

つ1ないし2年おきに当検査を反復して摂取率が

正常範囲に入れば同様に中止した．1979年9月か

ら1988年12月までの約9年間に105例に対して繰

り返しを含め延べ132回の検査を施行したところ，

上記の基準を満たして最終的に服薬を止めた患者

は75人となった．休薬までの本検査の施行回数は

1回のみが70例，2回が4例，3回が1例であっ

た．中途脱落の11例を除き，投与中止後1年間に

わたり月1回の経過観察ができた64人について予

後を検討した．この64例の中止までの平均服薬期

間は56．1か月，男女比は16対18，平均年齢は

41．8歳であった．なお・寛解・再発の判定は臨床

症状・理学所見，および血中甲状腺ホルモン値を

指標にして行った．また統計学的な有意差の検定

にはウィルコクソンの順位和検定を用いた．

III．結　　果

再発した．その時期は服用中止後それぞれ15，15，

17，51，53か月であった．

　再発した8例全例で摂取率が2．0％を超えてい

たが，同じような値をとりながら寛解を続けた例

も多数あり，摂取率から両者を分離することはで

きなかった．他に再発例に何か特徴がないかを検

討したが，服薬期間，性別，年齢，甲状腺腫の大

きさのいずれも寛解例との間に群としての差は認

めなかった（Table　2）．

IV．考　　察

　今回の検討では厳密な意味での対照群，すなわ

ちテクネシウム摂取率が高いまま休薬する症例群

を平行して設けることはしなかった．これは《は

じめに》の項で述べたごとくこのような群では約

3分の1の高率に再発が予測されるため，倫理的

Table　l　Thyroid　status　12　months　after　the　cessation

　　　　of　antithyroid　drugs　in　patients　with　nor．

　　　　malized　technetium　uptake

Number　of　patients
　（％of　totaり

Euthyroid（remission）

Hyperthyroid（relapse）

Hypothyroid

55（85．9）

8（12．5）

1（1．6）

Tota1 64

Table　2　Lack　of　correlation　between　the　clinical　out－

　　　　come　of　patients　and　the　various　diagnostic

　　　　parameters　at　the　cessation　of　antithyroid

　　　　drugs

Remission　　Relapse
（n－55）　　（n＝8）

　Table　1に示すように64例中8例では1年以内

に再発がみられ，その時期は投薬中止後3か月か

らか10月，平均6．9か月であった．55例では甲状

腺機能は正常に保たれ，1例では急速に機能低下

となり甲状腺ホルモン製剤による補償を必要とす

るようになった．機能正常の55例では1年目以降

は『症状が出たら必ず再診するように』と説明し

て定期的な観察は打ち切ったが，その後に5例が

Age（years）

Male／Female　ratio

Technetium　uptake（％）

Serum　TSH　level

　（microunit／m～）

Duration　of　drug　therapy

　（months）

Goiter　size

　（diameter　in　cm）

41．8土13．3

　14／41

2．32士1．14

2．8土1．9

42．0±9．6

　1／7

2．70±0．48

3．，5土1．5

52．5土30．8　　　76．8土35．8

4．0±0．6 3．9土0．7

Data　were　expressed　as　mean±s．d．　No　difference　in

this　table　was　significant　by　the　Wilcoxon’s　rank

sum　test．
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配慮から敢えて避けたものである．したがって同

じ期間内での直接比較はできないものの，休薬に

よる再発の危険性が14％という成績は前述の二つ

のシリーズの摂取率高値の『歴史的対照群』の

33％，35％に比べて明らかに低い．他の予後予測

法と比較しても，T3抑制試験陽性群の再発率は

31％6），26％7）などと報告されており，さらにわれ

われ同様1年間の短期予後を検討したTalbotら8）

によれば，TRAb陰性化を根拠とした場合の再発

率が26％，これにサイログロブリン測定を併用し

ても23％，といずれも本法に及ばない．すなわち

本法の方が『再発を起こさず，かつ無駄な長期投

薬も避ける』という休薬判定基準の理想に一歩近

づいたと言えよう．

　バセドウ病は寛解と再発を繰り返すことがその

病態のひとつの特徴とまでされており10），特に長

年にわたって寛解状態にありながら再発した症例

では，最初の病気はいったん治ったがもともと遺

伝的に免疫系ないしは甲状腺の側に背景的な異常

があるために同じ病気にまたかかったと見なすこ

ともできる．そのような背景的異常の全容が解明

されない限り，晩期再発を治療中止時期に予測す

ることは困難であろう．したがって今回は実際の

臨床で特に重要と考えられる投薬中止後1年間の

短期予後の予測に焦点を合わせた．

　さてそのバセドウ病の寛解には2種類あるとさ

れている10）．ひとつは直接の病因である刺激型

TSHリセプター抗体が消失する免疫学的寛解で

あり，これまでは主にこちらが注目されてきた．

刺激抗体の消失ないし減少によって下垂体の反応

性が回復することを理論的根拠としてT3抑制試

験やTRH試験が行われて来たが，その予後予測

成績に関しては肯定的な意見11）がある一方で悲

観的な見解の報告も多い5”7）．またこれまでテク

ネシウムを用いたT3抑制試験では後値が前値の

半分以下になることのみが判定基準とされてきた

が今後は前値および後値の絶対値にも注目する必

要があろう．TRAb活性に関しては，キットによ

る測定値が正常範囲内に入ったことだけを根拠に

投薬を打ち切ると再発が高率にみられること（新
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保ら，未発表データ），また維持量投与後に中止

の是非を判断する頃にはほとんどの例で陰性とな

ること3）が知られ，いずれも低値域の感度不良を

示唆する．感度を上げるためのアッセイ条件の改

良12）や，より病因に直結している甲状腺刺激抗体

活性（TSAb）測定13）が必要であろう．いずれにせ

よ今までは予後予測に際して甲状腺側の要素はあ

まり考慮されることがなかったが，バセドウ病の

長期服薬例の多くは慢性甲状腺炎の組織像を示す

こと14）が明らかになるにつれ，もうひとつの『治

癒』機転が注目されるようになった．それは加齢

や免疫学的破壊により，反応すべき甲状腺組織の

絶対量が減ったために異常刺激が存在してもみか

け上甲状腺機能が正常に保たれる，いわば機能的

寛解（functional　remissionlo）），とでも呼ぶべきも

のである．この概念を導入することにより，TSAb

陽性でありながら寛解を続けている症例群13）の

病態を説明することが始めて可能となる．バセド

ウ病においてテクネシウム摂取率は原理的に刺激

抗体の活性と甲状腺の機能的残存量および反応性

の両方を反映していると考えられるので，今回の

検討で摂取率が正常化し寛解を続けていた例のな

かにはこの機能的寛解の状態のものも当然含まれ

ていたであろう．なおこの他にテクネシウム摂取

率に影響を与えるものとして，当然血中TSHが

あるが，今回は1～10μU／mlの範囲内の症例のみ

を扱っており，しかも対象群内の検討ではTSH

濃度と摂取率に相関は認められず，またTSHの

中央値を境として低値群と高値群の2群に分けて

摂取率の平均値を比較しても差はなかった．した

がって少なくとも本検査を施行できる条件の整っ

た症例では先に挙げた二つの要素のほうが摂取率

の決定に大きく影響しているものと考えられる．

　一般にバセドウ病では甲状腺腫の大きい症例ほ

ど治りにくいと言われているが今回の検討では予

後と直接の相関が見られなかった．これは解析の

対象として抗甲状腺剤を維持量にまで減量でき，

しかもテクネシウム摂取率が正常化した群を選ん

だために，大きな甲状腺腫の症例は入らなかった

ためと思われる（Table　2）．
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　　本法は前投薬や前処置が不要な簡便・迅速な検

査であり，上記のように再発の危険が従来の方法

より少なく，実際臨床の場で用いる休薬の指標と

して適当と考えられる．さらに今後は本法と

TSAb活性測定とを組み合わせることにより，免

疫学的寛解と機能的寛解の識別など，より詳細な

病態・病勢の把握も可能になるであろう．
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Summary
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　　Takashi　MIsAKI＊，　Shigeharu　DoKoH＊，　Toshikiyo　KoH＊＊，
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　　In　the　clinical　management　of　Graves’thy－

rotoxicosis，　one　of　the　most　important　subject　is

when　to　stop　antithyroid　drugs　after　achieving　an

euthyroid　state．　T3　suppression　test　and　other

methods　have　been　used　to　forecast　the　outcome

after　drug　cessation，　but　the　results　were　not

always　satisfactory．　We　have　attempted　to　predict

remission　of　Graves’disease　by　single　measure－

ment　of　early　technetium　uptake　without　admin－

istration　of　triiodothyronine．　Drugs　were　discon・

tinued　in　the　seventy－five　patients　with　Graves’

disease　on　maintenance　doses　of　either　methi－

mazole　or　propylthiouracil　who　showed　normal－

ized　uptake（4．0％or　less）．　Of　64　patients　evaluable

after　twelve　months，55（86％）remained　euthyroid，

8relapsed，　and　l　became　hypothyroid．　With　its

accuracy　in　prediction　of　short－term　remission

comparable　or　superior　to　T3　suppression　test，　this

rapid　and　simple　method　seemed　suitable　for

routine　use　in　clinical　practice．

　　Key　wordS：Graves’disease，　Technetium　per－

technetate，　Thyroid　uptake，　Antithyroid　drugs．
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