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《原　著》

甲状腺機能充進症の放射性ヨード治療後の晩発性

　　　　　甲状腺機能低下症および生命的予後

藤　　井 秀　　樹＊

　要旨　本邦で1953～1967年に甲状腺機能九進症の放射性ヨード治療が行われた7，325例を対象として追跡

調査を行った．このうち甲状腺ホルモン補充療法の有無の明らかとなった1，892例について，補充療法の有

無により判定して，甲状腺磯能低下症の頻度，発生時期，その背景を検討した．女性，30歳代，放射性ヨー

ドの多い症例で低下症が多かった．また，従来の報告と同様，経年的な低下症の増加も認められ，継続した

経過観察が重要である．甲状腺腫瘍の発生についても検討したが，放射性ヨード治療例で明らかな腫瘍発生

の増加は認めなかった．

　生命的予後としては，一般大衆の死亡率を用いて対象の期待死亡数を求め評価した．有効回答のあった

2．379例を対象としたが，放射性ヨード治療群で死亡および癌死亡の有意な増加は認めなかった．若年治療群

でも死亡の増加はなかったが，放射性ヨード大量投与群で全死亡の増加傾向があり，低下症の関与が懸念さ

れ，この点からも厳重な経過観察が重要で適切な補充療法の開始が望まれる．

1．はじめに

　甲状腺機能九進症に対する放射性ヨード治療は，

比較的簡単で効果も確実なため，わが国において

も30年以上前から広く用いられてきている1｝．現

在，もっぱら晩発性の甲状腺機能低下症が本療法

の最大の問題点とされている2”4）が，甲状腺癌を

含めた誘発癌についても長期にわたる追跡調査が

必要で5”7），人種間で影響の相違も考えられ8），日

本人についてのデータの蓄積がより重要となる．

　今回，比較的初期に本邦で本療法が行われた症

例について，晩発性の甲状腺機能低下症，甲状腺

腫瘍の発生，癌死亡を含めた生命的予後につき検

討したので報告する．

II．対象および方法

　1953年から1967年にかけて全国56施設で，
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甲状腺機能克進症に対する治療として放射性ヨー

ド治療が行われ，当教室で昭和40年代に調査集計

した7，325例を対象とした9）．このうち，以前の

調査で回答の得られた症例を中心に4，673例に本

人宛にアンケートを郵送し，2，379例より有効回

答を得た（有効回答率50．9％）．調査期間は1988

年12月から1989年6月で，1988年12月1日現
在における状況により判定評価した．

　1）晩発性の甲状腺機能低下症

　有効回答2，379例のうち411例は死亡しており，

生存有効回答例は1，968例であった．これらのう

ち，前治療として手術および抗甲状腺剤以外の治

療（頸部外照射など）を受けた症例や，放射性ヨー

ド治療後，甲状腺機能充進症あるいは甲状腺腫瘍

に対して，甲状腺切除術の行われた症例を除いた

1，892例を対象とした．患者本人宛のアンケート

により，甲状腺に関する最近1年間の医療機関の

受診の有無，甲状腺機能に対する薬物療法の有無

を尋ね，受診例については，治療内容，検査所見

等について受診医療機関に資料の提供を依頼し，

内容を確認した．甲状腺機能の判定は甲状腺機能

に対する治療の有無で行い，甲状腺ホルモン補充
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療法が行われているものを甲状腺機能低下症（以

下，低下症と略す）と判定した．調査時までの1

年間に医療機関を受診したものは，現在補充療法

を受けている439例のほかには77例であり，受

診した医療機関に問い合わせて，これらのうち50

例についてはT3，　T4，　TSHのデータが得られた．

このうち24例はTSHのみ高値のsubclinical

hypothyroidismの状態にあったが，患者が受診し

た医療機関ではホルモン補充療法が開始されてお

らず，今回の検討では甲状腺機能正常として扱っ

た．2例は甲状腺機能低下症と診断され，ホルモ

ン補充療法が新たに開始され，この2例は低下症

として扱った．残り24例はデータのうえから甲状

腺機能正常であった．医療機関未受診は1，376例

であり，現在治療を受けていないことから，甲状

腺機能正常として扱った．

　これらのデータをもとに，性別，初回治療時年

齢，放射性ヨード投与量（2回以上の投与を受け

た場合はその合計量），前治療，推定甲状腺重量な

どの違いによる低下症の発生頻度を比較検討した．

また，放射性ヨード治療終了時から経過年数ごと

に，ホルモン補充療法の開始例の状況について調

べ，経年的な発生状況について検討した．

　2）甲状腺腫瘍の発生

　患者本人へのアンケートにより放射性ヨード治

療後の甲状腺に対する手術の有無を尋ね，手術例

については受診医療機関へ臨床診断，組織診断等

を問い合わせた．腫瘍発生例の背景因子，発生時

期，頻度等につき検討した．

　3）生命的予後

　有効回答の得られた2，379例を対象とし，各症

例の経過年ごとの一般大衆の死亡率を用いて，対

象症例の期待死亡数を求め，これらを加算して対

象例全体の期待死亡数を求めた．算出式は下記の

ごとくでこれを実死亡数と比較して評価した．な

お，治療開始年，死亡年は年の中途になるため，

1／2とした．

　　　　　　1988　8o・－
期待死亡数一ΣΣDR，，j，sx＊ni，j，、。

　　　　　　i＝1950J＝o

　　　　　　＊（1－DR，＿1，j，sx）・・…………・…

　　　　　　　　＊（1－DRa＋1，j，g．　x）＊（1－DR。，」，sx／2）

　DR：i年における性，年齢階級別死亡率

　　n：i年における性，年齢階級別症例数

　　　i：算出対象年

　　j：対象症例の年齢階級

　　SX：対象症例の性別

　　a：初回治療年

　癌死亡については，実死亡数に占める癌死亡数

の割合と，期待死亡数に占める期待癌死亡数の割

合を比較して評価した．ただ実際の死亡例411例

のうち死因が明らかなものは377例であったので，

これに占める癌死亡数の割合で評価した．期待癌

死亡数は上記の式の死亡率の第1項に癌死亡率を

代入して求めた．また，治療時年齢および投与量

の多寡と予後との関連も検討した．

　なお，各統計の有意差検定にはx2検定を用い，

危険率5％以下で有意差ありとした．

HI．結　　果

　1）晩発性の低下症

　対象症例1，892例の初回治療時の平均年齢は

39．5士9．7歳で，男女比1：4．1で女性が多く，調

査時の平均年齢は65．5土9．4歳で，平均経過年数

は26．0±2．9年であった．

　各症例の治療時の背景因子と低下症発生頻度と

の関連をみると（Fig．　D，性別では女性で有意に

低下症の発生頻度が高く，また，初回治療時年齢

では，30歳代が40歳以上の各群に比し，有意

に高率であった．投与量では370MBq（10　mci）

以上555MBq（15mCi）未満の群と555　MBq（15

mCi）以上の群間を除いては，投与量が多いほど，

低下症の発生頻度が有意に高かった．また，これ

に関連して複数回投与群で有意に高率であった．

前治療別では，術後例で低下症の発生頻度が有意

に高かったが，抗甲状腺剤の服用の有無では有意

差を認めなかった．有効半減期については短いも

ので，低下症が多い傾向はあったが，記載例が少

なく有意差は認めなかった．甲状腺重量，摂取率

では，明らかな差を認めなかった．

　甲状腺ホルモンの内服開始時期をみると，20年
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Table　l　The　background　factors　of　benign　thyroid

　　　　　tumors　and　thyroid　cancer　formed　following

　　　　　treatment　of　hyperthyroidism　by　radioiodine

Benign　tumor　Cancer No　tumor

SN］

Number
Frequency（％）

Age　at　time　of

　　16　　　　　　5
　0．84　　　　　　　0．26

33．3：…：11．8　　38．4：｛：7．1

treatment（yearS）

Sex（M：F）

Amount　of

　0：16

196±100
radioiodine（MBq）

Thyroid

　weight（9）

Passage　years

　0：5

244±159

1892

39．5±9．7

　1：4．1

273土178

42．4±13．3　　39．3：！：14．6　　47．0：1：22．7

16．6－L7．3

tO　OperatiOn（yearS）

8．5±8．1

　　　　　　　　　　0　　　　　　　20　　　　　　　40　　　　　（0’，0）

Fig．1　Frequency　of　outbreak　of　hypothyroidism　by

　　　　sex（A），　by　age　at　time　of　treatment（B），　by

　　　　amount　of　prescribed　radioiodine（C），　thyroid

　　　　weight（D），　and　treatment　prior　to　radioiodine

　　　　therapy（E）．（＊：Pく0．05，＊＊：P＜0．Ol）

（9ti）

Fig．2

（persons）

100

50

　5　　　10　　15　　20　　25　　30　　35

　　　　　　　　　　　　　　（years）

The　number　of　cases　in　which　hormone　sub・

stitution　therapy　was　initiated（colu㎜），　by

number　of　years　passage　following　radioiodine

therapy　for　hyperthyroidism；also，　the　rate　of

outbreak　fbr　the　accumulated　cases　in　which

substitution　therapy　was　administered．（broken

line）

から30年経過後も新たにホルモン補充療法を開始

する症例がみられ，開始時期の明らかな377例で

みた累積の低下症の頻度は35年で30．1％となり，

経年的な低下症の増加が認められた（Fig．　2）．

（persons）

6

4

2

5　　　　10　　　15　　20　　　25　　30

（years）

Fig．3　Number　of　occurrences　of　thyroid　tumors　for

　　　　each　number　of　years　passage　following　radio・

　　　　iodine　therapy　for　hyperthyroidism；black

　　　　column　is　number　of　occurrences　of　thyroid

　　　　cancer　and　white　column　is　number　of　occur－

　　　　rences　of　benign　tumors．

　2）　甲状腺腫瘍の発生

　手術により確認された甲状腺良性腫瘍は16例，

甲状腺癌は5例であった．これらの背景因子をみ

ると，腫瘍手術例はすべて女性で，良性腫瘍で治

療年齢がやや若いものが多くみられた（Table　1）・

発生時期（手術時期）では20年以上経過後の良性

腫瘍は7例，癌は1例で，癌の残り4例はすべて

初回治療からlo年以内の発生であった（Fig．3）．

なお，甲状腺癌の組織型については，23年後に発
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生した1例は乳頭腺癌であったが，他の4例は資

料が不充分で組織型は不明であった．また，甲状

腺良性腫瘍については腺腫4例，腺腫様甲状腺腫

6例で残り6例は不明であった．

　3）生命的予後

　放射性ヨード治療群において全死亡および癌死

亡の明らかな増加は認めなかった．また治療時年

齢別にみても，特に若年治療例で死亡が多い傾向

は認めず，癌死亡についても有意な増加は認めな

かった（Table　2）．投与量別では有意差は認めない

ものの，投与量の多い群で全死亡がやや多い傾向

がみられた．ただ癌死亡では差を認めなかった
（Table　3）．

IV．考　　察

Table　2　The　anticipated　number　of　mortalities，　and

　　　　the　actual　number　of　mortalities　following

　　　　radioiodine　therapy　for　hyperthyroidism，　by

　　　　age　at　time　of　treatment；also　anticipated

　　　　number　of　mortalities　from　cancer，　and　the

　　　　actual　number　of　mortalities

Age　at　time

of　therapy

一
39　　　　40－59　　　　60一

（years　old）

Total

Object

Actual　No．（total）

act．／obj．（％）

Anticipated　No．

ant．／obj．（％）

1108　　　　1183　　　　88　　　　2379

　74　　　　269　　　　68　　　　411＊1

（6．7）　　　（22．7）　　　（77．3）　　　（17．3）

86．6　　　284．2　　　　52．0　　　422．8

（7．8）　　（24．0）　　（59．1）　　（17．8）

Actual　No．（cancer）　23

Cancer／total（％）　　（365）

Anticipated　No．　　30．9

Cancer／total（％）　　（35．7）

74　　　15　　　112
（29．6）　　（23．4）　　（29．7）

82．8　　　　8．5　　　123．2

（29．5）　　（16．4）　　（29．1）

　わが国は唯一の被爆国であり，放射線に対する

国民の関心は高く，漠然とした不安感には根強い

ものがある．また，チェルノブイリ原発事故に見

られるごとく，最近の原子炉事故では放射性ヨー

ドの大衆への影響が問題視されている10）．甲状腺

機能充進症は放射線治療が広く行われている，ほ

とんど唯一の良性疾患であり，少量の放射線暴露

例の長期にわたる観察が可能で，これらの問題に

も貴重なデータとなるとともに，治療後の評価は

医療サイドの重大な責任でもある．

　今回は1950年代後半から1960年代に全国56

施設で治療された症例を対象としており，経過の

長い，しかも広い地域の対象を得られた．しかし，

逆にこのため，直接の診察や検査によるデータの

収集は困難で，薬の内服の有無等についての本人

へのアンケ・・一一…ト調査で機能の評価をせざるを得な

かった．今回の調査では医療機関未受診の者が

1，367例あり，当然これらの中には無症状あるい

は症状があっても気づいていない甲状腺機能低下

症や潜在性低下症が多数存在する可能性がある．

また，医療機関を受診していても，医療機関や症

例の事情により補充療法を開始する基準は若干異

なってくるので，こちらでも低下症の頻度が影

響を受けることが予想される5）．たとえば，TSH

のみ高値でT3，　T4等が正常の場合，　subclinica1

＊1：　0f　these，　the　cause　of　death　is　clear　in　only

　　377cases．

Table　3　The　anticjpated　number　of　mortalities，　and

　　　　the　actual　number　of　mortalities　following

　　　　radioiodine　therapy　for　hyperthyroidism，　by

　　　　amount　of　prescribed　radioiodine；also　anti－

　　　　cipated　number　of　mortalities　from　cancer，

　　　　and　the　actual　number　of　mortalities

Amount　of
radioiodine

一 184　　185－369　　370一

（MBq）

Total

Object

Actual　No．（total）

Obj．／total（％）

Anticipated　No．

Obj．／tota1（9／o）

641

　96
（15．0）

118．2

（18．4）

1223

211

（17．3）

214．4

（17．5）

515　　2379
104　　　　411＊1

（20．2）　　　（17．3）

90．2　　　422．8

（17．5）　　　（17．8）

Actual　No．（cancer）　　26

Cancer／total（％）　　（29．5）

Anticipated　No．　　　　33．8

Cancer／total（％）　　（28．6）

　57　　　29　　　112
（29．5）　　　（30．2）　　　（29．7）

63．1　　　　26．3　　　123．2

（29．4）　　　（29．2）　　　（29．1）

＊1’ 　Of　these，　the　cause　of　death　is　clear　in　only

　　377cases．

hypothyroidismと称されるが，今回の調査で服薬

なしで血液データの判明した48例のうち24例が

それであった．この状態では高血圧や狭心症が多

いとの報告11”’13）があり，ホルモン補充療法を開

始すべきとの見解14）もあり，これらを含めて考

えると低下症の発生はいくらか高くなることが予
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想される．また，今回のアンケートをきっかけに

低下症が発見された症例が2例あり，従来の報

告同様低下症の経年的な増加もみられることか

ら3・15），長期にわたるきちんとした経過観察の大

切さが改めて確認された5）．

　以上のような問題点はあるが，低下症のかなり

の部分はとらえていると考えられるので，低下症

発生と各症例の治療時の背景因子との関連につい

て分析し，これらの因子から低下症の発生が事前

に予測できないものか検討した．

　30歳代，女性，多い投与量，術後の症例で低下

症が多い傾向がみられた．しかし，少量の投与で

も低下症に陥る症例もあり，事前の低下症発生の

予測は困難で，きちんとした経過観察を行う以外

にはないように思われる．ただ，甲状腺機能充進

症では抗甲状腺抗体の関与で自然に低下症に陥る

症例も報告されており16・17），今後は抗体と低下症

との関連についても検討する必要があると考える．

　甲状腺腫瘍については診察などができず，手術

を受けた症例についてその施行医に確認する方法

をとった．甲状腺腫瘍は自覚症状が少なく，未受

診あるいは検査方法が不充分のため，発見されな

い症例が相当数予想され，正確なリスク評価は困

難である．甲状腺機能充進症では一般より甲状腺

癌の発生が高いとされているが，Maxonら18）は

甲状腺機能充進症の外科療法を受けた患者の甲状

腺癌自然発生率を0．002％／年と推定している．ま

たDobynsら19）は甲状腺に結節を触れなかった甲

状腺機能充進症に甲状腺亜全摘術を施行し，その

0．4％に癌を認めたと報告している．これらの発

生率を今回の調査対象にあてはめると，0．99およ

び7．65人となる．今回実際に観察された甲状腺

癌は5例で，両者の期待値の間に位置し，放射性

ヨード治療による誘発であるかどうかは判定しか

ねる．一方，甲状腺良性腫瘍についてはMaxon

ら18）は甲状腺機能充進症における自然発生率を

0．36％／年と推定しており，これをあてはめると

期待値は179．06人となり，観察値を大きく上回る．

医療機関未受診のなかに無症状で経過し放置され

ている甲状腺良性腫瘍を合併しているものが，相
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当数存在している可能性がある．腫瘍発生に関し

てはとくに若年の放射線治療が問題となリ，今回

の調査でも良性腫瘍では治療時年齢が若干若い傾

向がみられた．また，若年の少量被曝者に甲状腺

腫瘍が多かった20）との報告があり，若年治療例

ではとくに超音波検査などによる厳重な経過観察

が必要である．

　甲状腺腫瘍は癌であっても，その予後はほかに

比べて比較的良い．しかし，放射性ヨード治療に

おいては甲状腺以外の臓器にもわずかながら被曝

があり，放射線による発癌が確率的影響である以

上，これら他臓器の悪性腫瘍についても検討が必

要である．欧米では種々の大規模な調査研究があ

り6・21），明らかな癌の増加はないとされるが，本

邦ではこのようなデータは不充分である．また，

低下症の発生および放置は循環器系などを介して

も生命的予後に悪影響を及ぼしていることが考え

られる．対照群は本来，甲状腺機能fi進症の他治

療群あるいは放置群とすべきだが，これらについ

て充分な資料が得られなかったので，一般大衆の

死亡率を用いて対象症例の期待死亡数を算出して

評価を行った．発癌については罹患率で論じるべ

きではあるが，癌告知が一般的でないわが国では

その把握は困難である．きちんとした癌登録シス

テムの整備が望まれるが，癌の死亡率が比較的高

い現状では，死因の中に占める癌による死亡の割

合を比較しても1つの評価はできると考えた．

　今回の調査では死亡，癌死亡ともに明らかな増

加は認めなかった．また，若年の治療例では発癌

の影響が大きいのではないかと考え，初回治療時

年齢別に実死亡数と期待死亡数での癌死亡の比率

をみたが，明らかな差は認めなかった．投与量

別では癌死亡に差は認めなかったものの，投与量

が多い群で全死亡が多い傾向にあった．多投与量

群で低下症が多いこととあわせると，低下症の生

命的予後への悪影響も懸念され，この点からも厳

重な経過観察を行ったうえで，必要に応じた早期

の補充療法が大切である．また放射線の慢性障害

を論じるには20～30年の年月でも十分とはいえ

ず，対象の現在の平均年齢が60歳代ということも
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あり，今後とも継続した追跡が必要と考える．

V．まとめ

　1950～60年代に本邦で放射性ヨード治療を行っ

た2，379例の追跡調査を行った．晩発性の甲状腺

機能低下症は全体の23．3％（単純平均）にみられ，

経年的な増加もみられ，事前に発生の予測が困難

なこともあり厳重な経過観察が大切である．

　甲状腺癌5例，良性甲状腺腫瘍16例が観察され

たが，放射性ヨード治療が誘発したものとは判定

しかねた．

　生命的予後では明らかな死亡，癌死亡の増加は

なかったが，大量投与群で若干全死亡が多い傾向

にあり，低下症との関連も予想され適切な補充療

法の開始が望まれる．

　稿を終わるにあたり，本研究のご指導とこ校閲をいた

だきました鳥取大学放射線医学教室太田吉雄教授に深甚

なる謝意を表します．また，調査にご協力いただきまし

た医療機関各位ならびに当教室の方々に深く感謝いたし

ます．なお，本論文の一部は第49回日本医学放射線学

会総会において発表した．

文 献

1）阿武保郎，佐々木勧，竹下昭尚，他：甲状腺機能充

　　進症1311治療後の甲状腺機能低下症．日本医学放射

　　線学会誌35：545－555，1975

2）浜田　昇，伊藤国彦，三村　孝，他：甲状腺機能冗

　　進症の1311治療の遠隔成績　　特に治療後の甲状腺

　　機能低下症の発生について　　．核医学16：1343－

　　1352，1979

3）Sridama　V，　McCormick　M，　Kaplan　EL，　et　a1：

　Long・term　follow・up　study　of　compensated　low－

　dose　1311　therapy　fbr　Graves’disease．　New正ngl　J

　　Med　311：426－432，1984

4）Ronga　G，　Esposito　M，　Baschieri　I，　et　al：Incidence

　of　hypothyroidism　more　than　twenty　years　after

　therapy　in　hyperthyroid　patients　treated　with　radio・

　active　iodine．　J　Nucl　Med　32：231－233，1988

5）原　正雄，北畠　隆：甲状腺機能尤進症に対する

　　1311療法の晩期副作用．臨放18：527－541，1973

6）Hoffman　DA，　McConahey　WM，　Fraumeni　JF，

　et　a1：Cancer　Incidence　Following　Treatment　of

　hyperthyroidism．　Int　J　of　Epidemiology　11：218－

　224，1982
フ）Spencer　RP，　Chapman　CN，　Rao　H：Thyroid　carci一

28巻9号（1991）

　　noma　after　radioiodid　therapy　for　hyperthyroidism．

　　Clin　Nucl　Med　8：216－219，1983

8）Schnejder　AB，　Favus　MJ，　Stachura　ME，　et　a1：

　　Incidence，　prevalence　and　characteristics　of　radia－

　　tion－induced　thyroid　tumors．　Amer　J　Med　64：

　　243－252，1978

9）Anno　Y，　Takeshita　A，　Iwamoto　M：Medical　use　of

　　radioisotopes　in　Japan，　especially　for　treating

　　hyperthyroidism　and　evaluation　of　the　consequent

　　radiation　risk．　GANN　Monograph　9：241－253，

　　1970

10）Strand　SE，　Erlandsson　K，　Lowenhielm　P：Thyroid

　　uptake　of　iodine・131　and　iodine・133　from　Cher－

　　nobyl　in　the　population　of　southern　Sweden．　J

　　Nucl　Med　29：1719－1723，1988

11）Bastenie　PA，　Vanhaelst　L，　Bonnyns　M，　et　al：

　　Preclinical　hypothyroidism：arisk　factor　for　coro－

　　nary　heart・disease．　Lancet　i：203－204，1971

12）Tunbridge　WMG，　Evered　DC，　Hall　R，　et　al：Lipid

　　profiles　and　cardiovascular　disease　in　the　whickham

　　area　with　particular　reference　to　thyroid　failure．

　　Clinical　endocrinology　7：495－508，1977

13）Althaus　BU，　Staub　JJ，　Leche　AR，　et　al：LDLIHDL－

　　changes　in　subclinical　hypothyroidism：possible

　　risk　factors　for　coronary　heart　disease．　Clinical

　　endocrinology　28：157－163，1988

14）Anonymous：Subclinical　hypothyroidism．　Lancet

　　i：251－252，1986

15）Holm　LE：Changing　a皿ual　incidence　of　hypo－

　　thyroidism　after　iodine－131　therapy　fbr　hyper－

　　thyroidism，1951－1975．　J　Nucl　Med　23：108－112，

　　1982

16）Kasagi　K，　Iida　Y，　Konishi　J，　et　a1：Paired　deter－

　　mination　of　thyroid・stimulating　and　TSH・binding

　　inhibitory　activities　in　patients　with　Graves’disease

　　during　antithyroid　drug　treatment．　Acta　Endocrinol

　　111：474－480，1986

17）Tamai　H，　Hirota　Y，　Kasagi　K，　et　al：The　mecha－

　　nism　of　spontaneous　hypothyroidism　in　patients

　　with　Graves’disease　after　antithyroid　drug　treat－

　　ment．　J　Clin　Endoc血01　Metab　64：718－722，1987

18）Maxon　HR，　Thomas　SR，　Sanger　EL，　et　al：Ionizing

　　irradiation　and　the輌nduction　of　clinically　significant

　　disease　in　the　human　thyroid　gland．　Amer　J　Med

　　63：967－978，1977

19）Dobyns　BM，　Sheline　GE，　Workman　JB，　et　al：

　　Malignant　and　benign　neoplasms　of　the　thyroid　in

　　patients　treated　for　hyperthyroidism；Areport　of

　　the　cooperative　thyrotoxicosis　therapy　follow－up

　　study．　J　Clin　Endoc血ol　Metab　38：976－998，1974

20）Morimoto　I，　Yoshimoto　Y，　Sato　K，　et　al：Serum

　　TSH，　thyroglobulin，　and　thyroidal　disorders　in

　　atomic　bomb　survivors　exposed　in　youth：30－year

Presented by Medical*Online



甲状腺機能尤進症の放射性ヨード治療後の晩発性甲状腺機能低下症および生命的予後

　　　follow－up　study．　J　Nucl　Med　28：1115－1122，1987

21）｝lof㎞an　DA，　McConahey　WM，　Diamond　EL，

　　　et　al：Mortality　in　women　treated　for　hyperthy一

1073

roidism．　American　J　of　Epidemiology　115：243－

254，1982

S㎜a】ry

ALong－term　Fo皿ow－up　Study　of　Late－onset　Hypothyroidism　and　Prognosis

　　　　　　　　　　　of　Hyperthyroid　Patients　Treated　with　Radioiodine

Hideki　FuJII

D卿吻2θ〃t　of　Radiologγ，　To”ori・Univerぷity　School　of　Medici，〃θ

　　We　performed　a　follow－up　study　of　7，325　cases

of　hyperthyroidism　treated　with　radioiodine　in

Japan　from　1953　to　1967．　Of　these　cases，　there

were　1，892　which　clearly　had　or　had　not　received

thyroid　hormone　substitution　therapy．　Based　on

this，　the　frequency，　period　of　onset　and　back－

ground　of　patients　of　hypothyroidism　were　in－

vestigated．　There　was　a　high　incidence　of　cases

among　women　in　their　thirties　who　had　received

large　doses　of　radioiodine．　Also，　consistent　with

previous　reports，　a　continuous，　long－term　increase

in　hypothyroidism　was　recognized．　There　is　a　need

to　investigate　the　course　of　the　disease　more

thorOughly．

　　The　outbreak　of　thyroid　tumors　was　also　in－

vestigated．　No　clear　increase　in　the　incidence　of

tumors　was　seen　in　cases　that　had　received　radio－

iodine　therapy．

　　An　evaluation　of　prognosis　was　made　to　estab一

1ish　the　anticipated　mortality　rate　using　the　mor－

tality　rate　of　the　population　at　large　as　a　base　for

comparison．　In　the　2，379　cases　in　which　there　was

an　effective　response，　no　significant　inc「ease　in

either　mortality　or　cancer　mortality　was　recognized

in　the　group　that　received　radioiodine　therapy．

Nor　was　there　an　increase　in　the　mortality　rate

among　the　younger　patients　in　the　treated　group．

Although　there　was　a　tendency　for　the　overall

mortality　to　increase　when　large　quantities　ofradio・

iodine　were　prescribed．　There　is，　however，　some

uncertainty　as　to　whether　or　not　there　is　a　direct

relationship　to　hypothyroidism．　From　this　stand・

point，　rigorous　observation　during　the　course　of

treatment　is　important　as　well　as　commencement

of　apPropriate　substitution　therapy．

　　Key　words：　Hyperthyroidism，　Radioiodine

therapy，　Late－onset　hypothyroidism，　Thyroid　tu－

mor，　mortality．
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