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　要旨　バセドウ病の甲状腺重量別1311治療において，従来のプロトコール（旧プロトコール）から，

甲状腺重量が50g以上の症例で，期待吸収線量を5～20　Gy／g　tissue増量した新しいプロトコール（新

プロトコール）に変更して治療を行い，その5年後の成績を検討した．治療成績の評価は，治療後の甲

状腺機能を低下，潜在性低下，正常，潜在性充進，充進に分類して行った．その際，できるだけ1回

の治療で甲状腺機能の正常化を目指すというこの治療法の目的から，2回以上治療を行った症例は，す

べて充進とみなした．その結果，新旧両プロトコールの低下，正常の頻度はともに差はなく，新プロト

コールの方が有意に充進が減少していた（p〈0．05）．バセドウ病の甲状腺重量別1311治療法を改定する

ことで，低下の頻度を増やすことなく元進を減らすことができ，治療成績の改善を得た．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学34：1131－1138，1997）

1．はじめに

　バセドウ病の1311治療はすでに50年以上の歴

史を持ち，その安全性，経済性かつ効果が確実で

あるという大きなメリットから，アメリカでは治

療の主流となっている．伊藤病院でも1955年よ

り開始して以来，多くのバセドウ病患者がこの治

療で寛解を得てきた．

　しかし，1311治療には，治療後の晩発性甲状腺

機能低下症という大きな問題がある．この治療の

初期には，投与線量が370～555MBqという大量

投与の時代があり，その結果，治療5年後に70％

を超える症例が甲状腺機能低下症となった1・2）．こ

の頻度を減らすため，投与線量を中等量，さらに
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少量（平均投与量148MBq）へと変遷を重ねてき

たが，少量投与では，低下の頻度は減少したもの

の，甲状腺重量の大きいものほど治療効果が小さ

く，治療回数も増えるというデメリットがあっ
た3）．

　そこで，1回の治療でできるだけ速やかに甲状

腺機能を正常化させ，その状態を長期間維持する

目的で，当院では1983年より甲状腺重量別投与

法を導入した．すなわち重量の小さなものには従

来のものより吸収線量を少なめに，重量の大きな

ものにはより多めに設定することで治療成績を上

げ，かつ低下症の発症を少なくすることを目指し

てきた．しかし治療5年後になお，甲状腺機能充

進状態にあるものが32％あったため3），1989年

4月1日より，従来のプロトコールから，重量が

50g以上の症例で期待吸収線量を5～20　Gylg

tissue増量した新しいプロトコールに変更した．

　今回，この治療による5年後の成績を検討し，

また従来のプロトコールによる成績との比較を

行ったので報告する．
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1．対　　象

II．対象と方法

核医学　34巻12号（1997）

　1990年に伊藤病院を初診し，バセドウ病の診

断を受け，新しいプロトコール（Table　l）で1311初

回治療を受けた患者348例のうち，5年間追跡可

能であった251例（女性216例，男性35例，平

均年齢48．5±9．7歳，追跡率72％）を対象とした

（1群）．

　1988年初診で，従来の旧プロトコール（Table

l）で1311初回治療を受けた患者208例中，5年間

追跡可能であったのは138例である．このうち8

例は治療前甲状腺重量が不明であったため除外

し，130例（全例女性，平均年齢46．8±8．9歳，追

跡率63％）を対象とした．この130例はすべて，

シンチグラムから大久保法4）で算出した治療前甲

状腺重量が50g以上であった（lo群）．

　1群中の，甲状腺重量が50g以上の症例は166

例で，残りの85例は50g以下であった．そこ

で，新，旧2つのプロトコールの治療成績の比較

の際には，重量が50g以上の166例（女性143

例，男性23例，平均年齢46．5±9．2歳，追跡率

48％）を選んだ（ln群）．

　対象例では，1311治療適応となった理由が，

中，高年齢者で抗甲状腺薬（抗甲薬）の副作用が出

現，抗甲薬で難治性であった．

　なお，当院での川1治療前に手術を受けた既往

のあるもの，他院で1311治療歴のあるもの，1311治

療時に，少なくとも3点以上で有効半減期を測定

し得なかったものは対象外とした．

　2．　甲状腺機能の判定

　甲状腺機能の判定は以下の基準に従って行っ
た．

　　　　　〈甲状腺機能の判定基準〉

　元進：抗甲薬あるいはヨード剤服用の有無を問

わず，FT3，　FT4のいずれか一方，もしくは両方

が高値でかつTSHが抑制されているもの，およ

び，Fr3，　Fr4，　TSHがすべて正常であるが，抗甲

薬あるいはヨード剤を中止できないもの．

　潜在性充進：抗甲薬やヨード剤，甲状腺ホルモ

ン剤を一切服用していないもので，Fr3，　FT，は

ともに正常だが，TSHが抑制されているもの．

　正常：抗甲薬やヨード斉lj，甲状腺ホルモン剤を

一切服用していないもので，Fr3，　FT，，　TSHがす

べて正常なもの．

　潜在性低下：抗甲薬やヨード剤，甲状腺ホルモ

ン剤を一切服用していないもので，Fr3，　Fr4は

ともに正常だが，TSHが高値のもの．

　低下：甲状腺ホルモン剤服用の有無は問わず，

Fr3，　FT4のいずれか一方，もしくは両方低値で

かつTSHが高値のもの，および，　FT3，　FT4，

TSHがすべて正常であるが，甲状腺ホルモン剤を

中止できないもの．

　3．1311治療の実際

　トレーサ量の1311を服用する3～7日前よりヨー

ド制限を行い，抗甲薬の投与を受けていた患者で

は同時期より内服を中止した．第1日目にトレー

サ量の1311を服用し，24，48，72時間後に各々摂

取率を測定し有効半減期を求め，第4日目に治療

量の「311有効半減期を求め，第4日目に治療量の

1311を投与した．1311投与量は，甲状腺推定重量を

シンチグラムから大久保法により算出し，下記の

Quimbyの式に代入して算出した．

　　　　　　　　Teff×RAIU×Dose（MBq）
Dose（Gy）ニ14．7×
　　　　　　　　　　　　W×3．7

　Teff：有効半減期（day）

　RAIU：24時間甲状腺1311摂取率（％）／100

　W：甲状腺推定重量（g）

　1311治療後3～7日間はヨード制限を続け，抗甲

薬の投与も行わなかった．その後はヨード制限を

解除し，症状，検査成績からみて機能充進の著し

い例には抗甲薬の投与を再開した．

　4．甲状腺機能検査法および統計学的処理

　Fr3は，1988～1992年はアマシャム社製のキッ

ト（正常値：2．5～5．5pglm’）を使用してRIA法で

測定，1993～1995年5月はダイナボット社製の

キット（正常値：3．2～5．5pg／m∫）でEIA法で，

1995年6月から8月は日本コダック社製のキッ

ト（正常値：2．4～4．4pg／ml）でRIA法で，同年9
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月以降はオーソディアグノスティクス社製のキッ

ト（正常値：2．5～4．5pg／m／）を使用してCLEIA法

にて測定した．Fr4は，1988～1994年3月はアマ

シャム社製のキット（正常値：0．80・一一　1．90ng！d～）

で，同年4月から12月は日本コダック社製の

キット（正常値：0．90～1．80ng／dt）でいずれもRIA

法，1995年以降はダイナボット社製のキット（正

常値：LOO～1．80　ng／dl）を使用してEIA法にて測

定した．TSHは1988年1～4月はダイナボット

社製のキット（正常値：0．34～3．5μU／m∫）IRMA法

で，同年5月から1994年2月はファルマシア社

製のキット（正常値：0．30～3．5μU／m／）TR－FIA法

にて，1994年3月からは富士レビオ社製のキッ

ト（正常値：0．30～4．0μU／m1）を使用してCLEIA

法にて測定した．TBIIは1988～1992年はバクス

ター社製のキット（正常値：－10～＋10％）で，

Table　l　Protocol　of　the　adjusted　accumulation　dose　for

　　　　patients’thyroid　weight

Adjusted　accumulation　dose

　　　（Gy／g　tissue）

1993年以降はコスミック社製のキット（正常値：

－ 10～＋10％）を使用していずれもRRA法にて測

定した．統計学的処理はStudent－t・test，　F・test，　X2

検定にて行い，5％以下を有意とした．

Thyroid　weight

　　（9）
New　Protocol Old　Protocol

m．結　　果
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　1．新プロトコールによる治療成績

　対象とした251例全例の1311治療5年後の甲状

腺機能は，低下18％，潜在性低下27％，正常

33％，潜在性充進12％，元進10％であった．そ

のうち，単回治療を受けた症例は191例（76％）

で，これらの症例の1311治療5年後の成績は，低

下17％，潜在性低下31％，正常36％，潜在性

充進lo％，元進6％であった（Fig．1）．残りの60

例（24％）は複数回の治療を受けており，その治療

5年後の成績は，低下25％，潜在性低下15％，

正常25％，潜在性充進13％，充進22％であった．

　1311初回治療量が個々の症例に適当であったか

どうかをみるために，2回以上の複数回治療を受

けた症例は，初回治療の効果が不十分であった

例，すなわち初回治療からみると充進であった例

とみなして検討した．Fig．2は単回治療を受けた

症例191例に，2回以上治療を受けた60例をす

べて充進として加えた251例（Group　l）の，治療

5年後の成績を示したものである．低下12％，潜

在性低下24％，正常27％，潜在性充進8％，充

進29％であった．

　2．新，旧プロトコールの治療成績の比較

　In群とIo群の中で，単回治療で済ませた症例

（各々116例，87例）の治療5年後の成績の比較

をFig．3に示す．　In群では低下13％，潜在性低

Gro叩1
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Fig．1　0utcome　of　the　patients　treated　with　single　dose　of　i3’Iin　Group　I　with　New　protocol　at

　　　the　5　year　follow－up．
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Fig．2　0utcome　of　the　overall　patients　in　Group　I　with　New　protocol　a“he　5　year　follow－up．

　　　Patients　treated　with　plural　treatments　were　regarded　as　hyperthyroidism．

GrOUP　In
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Fig．3　Comparison　of　outcome　of　the　BII　single　treatment　in　l　l6patients　in　Group　In　with

　　　New　protocol　and　87　patients　in　Group　Io　with　Old　protocol　auhe　5　year　follow－up．　All

　　　the　patients　are　with　above　50　g　thyroid　weights．°p〈0．05　vs．　Group　Io　in　the

　　　Subclinical　hypothyroid，わp＜0．01　vs．　Group　lo　in　the　Hyperthyroid，　by　X　square　test．

下26％，正常41％，潜在性充進10％，充進10％，

Io群では各々16％，12％，40％，6％，26％であり，

両群で正常，低下には差がなく，In群の方が有意

に充進が少なく（p＜ODI），潜在性低下が多かっ

た（p＜0．05）．

　Fig．4に複数回治療例を初回治療効果不十分の

ため，充進として加えたIn群とIo群全例の，治

療5年後の成績の比較を示す．In群では，低下

9％，潜在性低下17％，正常30％，潜在性充進

7％，充進37％，Io群では各々11％，69。　，29％，

3％，51％で，両群で正常，低下に差はなく，In

群の方が有意に充進が少なく（p＜0．05），潜在性

低下が多かった（p＜0．01）．

　治療回数の比率は，In群では単回治療例70％，

複数回例309・，Io群では各々67％，33％であ

り，2群で有意差は認めなかった．

　3．新，旧プロトコール群対象例の臨床データ

　　の比較

　ln群とIo群のうち，単回治療例の治療前甲状

腺重量，TBII値，罹病期間は，　In群で各々60．8

±12．7（g），44．7±20．4（％），34．2±62．0（month），

Io群は59．9±8．81（g），4L3±23口（％），24．0±

36．8（month）（すべてmean±SD）で，いずれにも

有意差は認めなかった．

　In群の治療前甲状腺重量，　TBII値，罹病期間

1よ，　60．8±14．4（g），44．9±21．4（％），33．8±56．6

（month），　Io群は各々，62．7±IL5（g），45．8±

24．0（％），29．9±38．2（month）で，いずれにも有意

差は認めなかった．

　なお，1，1n，　Io群は，追跡不能のため対象外

となった例との間に上記3つの因子のいずれにも

有意差は認めなかった．
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Fig．4　Comparison　of　outcome　of　the　i3il　single　and　plural　treatments　in　166　patients　in　Group

　　　In　with　New　protocol　and　130　patients　in　Group　Io　with　Old　protocol　at　the　5　year

　　　follow－up．　Patients　treated　with　plural　treatments　were　regarded　as　hyperthyroidism．

　　　All　the　patients　are　with　above　50　g　thyroid　weights．　a　p＜0．01　vs．　Group　Io　in　the

　　　Subclinical　hypothyroid，　h　p＜0．05　vs．　Group　Io　in　the　Hyperthyroid，　byり（square　test．

IV．考　　察

　バセドウ病における1311治療の有効性は確立さ

れており，当院でも，この治療を主に中，高年者

で，甲状腺腫が大きいもの，抗甲薬中止後に再発

したもの，副作用で抗甲薬が使えないもの，抗甲

薬に抵抗性を示すものなどの難治性の症例に行っ

ている．合併症を有する症例にも安全に行うこと

ができ，痛みや傷を全く伴わずに甲状腺腫を縮小

させることもできる．

　しかし，1311治療の最大の問題は治療後の甲状

腺機能低下症である．そこでわれわれは，1311治

療成績に及ぼす因子をこれまで検討してきたが，

その一番大きな因子が甲状腺重量であることが判

明したため，甲状腺重量別に1311投与量を調節す

る方法を1983年よりとってきた3）．しかし，その

方法でも甲状腺重量の大きいものでは効果が不

十分なため，1989年4月より，甲状腺重量50g

以上の症例で，期待吸収線量を従来より5～20

Gy／g　tissue増量して設定した新プロトコールで

1311治療を行い，治療5年後の成績を検討した．

その際，2回以上治療した例は，初回1311治療効

果が不十分であったとして充進とみなした．

　今までのバセドウ病の1311治療成績の報告は，

治療回数を考慮せずに成績を判定しているものが

ほとんどである．しかし，低下症の頻度を減らす

だけでなく，できるだけ1回の治療で機能の正常

化を目指すという甲状腺重量別投与法のもう1つ

の重要な目的，言いかえれば初回t3tl投与量が

個々の症例にとって適当であったかどうかを判定

するためには，複数回治療を要した症例は，元進

とみなして成績を評価すべきと考えた．

　新プロトコールでの治療5年後の低下の頻度は

9％で，増加していなかった．

　新プロトコールの成績を旧プロトコールと比較

すると，両者で低下の頻度には差は認めず，元進

は51％から37％に減少させることができ，治療

成績の改善を得ることができた．

　新プロトコールでは，潜在性低下の頻度が増加

していたが，TSH値はその約80％で10μU／m1以

下であった．潜在性機能異常では，脂質代謝の面

からみると，TSH値が10μU／ml以下なら影響し

ないとの報告5～7）が多く，また循環器の面でも，

TSH値の平均値が15．2μU／mtの潜在性低下患者

の冠動脈病変の程度，および冠動脈再建術後の合

併症の頻度は，正常者と差がなかったことが報告

されている8）．こうしたことからすると，TSH値

が10μU！m／以下の潜在性低下の頻度はあまり問

題とする必要はないと思われ，新プロトコールの

潜在性低下の増加は，決して悪い成績ではないと

いえる．この潜在性低下が今後，顕性低下へ移行

していくのか，このことを見極める必要がある．
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　一方，潜在性充進の場合，ことに女性では，閉

経前後にかかわらず骨吸収の促進，骨塩量の減少

が生じるとの報告9・1°）があり，心拍数，上室性期

外収縮の頻度も増え，心機能に影響するとされて

いる川．

　以上のことから，TSH値が10μU！m／以下の潜

在性低下を正常，潜在性充進を充進に入れて，改

めて今回の成績を見直すと，新プロトコールでは

低下13％，潜在性低下（TSH＞10μU／m／）3％，正

常64％，充進20％，旧プロトコールでは各々

16％，1％，51％，32％で，両プロトコールでい

ずれにも有意な差は認めなかったものの，このよ

うにみても新プロトコールでは旧プロトコールに

比べ，充進が少なく，正常が多くなっていること

がわかる．

　1311治療効果を左右する因子として，甲状腺重

量の役割は大きい3・12’13）．しかし，重量のみが規定

因子ではない．その他の因子として，バセドウ病

の甲状腺組織の放射線感受性14｝や，治療前TBII

値，罹病期間が重要である3・15・16）．だがこれらの因

子だけでは説明のつかない，何か他の1311治療に

影響する因子が実際に存在することは，現在まで

晩発性機能低下症の発生を防ぎえていない現状

からも推察される．個人の放射線感受性も関与す

ることはよく知られており12），また，1311治療後

にTBII値が上昇する例では低下症になりやすい

との報告17・18），あるいは治療後に抗甲薬を使用す

ると低下症を減らすことができるとの報告もあ
る19～22）．

　Bll治療において，晩発性低下症を避けて通る

ことはできない．しかし低下症になっても，適切

量のサイロキシン補充で正常機能を保つことがで

き，長期の内服が必要という以外に特に問題はな

い．1996年に長崎大の富永らによって行われた，

国内52施設67名の専門医へのアンケート調査で

も，1311治療の目的は「十分に甲状腺を破壊し，eu

またはhypothyroid　statesへ導く」が6割に上り，

「euthyroidを維持し，ホルモン補充療法を避ける」

の4割を上回ったことが報告されており23），今ま

での，低下症を必要以上に問題視する傾向が見直

されてきていると思われる．

　低下症以外に1311治療で問題とされる眼症に関

しては，1311治療後増悪するとの報告もあるhln‘・2s），

否定する報告もある26・27）．吉村らは1311治療前後に

CTにて眼球突出と外眼筋の測定を行い，いずれ

も不変であったことを報告しており28），現在まで

のところ増悪させるという確証は本邦では得られ

ていない．発癌性，奇形発生率に関しても，一般

健康人発生率と変わらないことは周知の事実とな

り29、35），1311治療後の避妊期間も，現在では最低

3か月でよいとされている36）．

　アメリカ，イタリア，フランスなどの欧米諸国

では，投与線量が740～1，1　10MBqまでの場合

は，周囲の人間および環境への安全性の面から問

題はないとし，外来で治療を行っており，the

European　Thyroid　Association（ETA）でも外来での

1311治療を主眼としている37）．本邦でも，患者へ

の十分な教育，放射性物質を使う治療に対する正

しい認識，1311治療に対する規制の緩和などが実

践され，積極的に治療が行える環境が整えば，か

なりの患者が外来通院で1311治療を受けることが

できると考えられ，今後の改善が望まれる．

　今回の目的は，できるだけ1回のt311治療で甲

状腺機能を正常化させることができるかどうかを

検討することにあったが，もちろん患者にとって

大事なことは，治療回数にかかわらず最終的な甲

状腺機能状態が良いかどうかである．

　バセドウ病の1311治療は，今後も工夫を重ねる

ことにより，治療成績をさらに改善させることが

できると思われた．

V．　まとめ

　バセドウ病の甲状腺重量別1311治療法を改定す

ることにより，甲状腺機能低下症を増やすことな

く，充進症を減らすことができ，治療成績の改善

が得られた．

文　　献

1）Kendall－Taylor　P，　Keir　MJ，　Rose　WM：Ablative

　radioiodine　therapy　for　hyperthyroidism：long　term

　follow　up　study．　Br　Med　J　289：361－363，1984

Presented by Medical*Online



バセドウ病の甲状腺重量別1311治療成績 1137

2）DeGroot　LJ，　Mangklabruks　A，　McCormick　M：

　　Comparison　of　RA　131いreatment　protocols　for

　　Graves’disease．　J　Endoclinol　Invest　13：111－ll8，

　　1990

3）吉本　緑，飯野史郎，吉村　弘，石川直文，百渓

　　尚子，浜田　昇，他：2つの1311投与法によるバ
　　セドウ病治療成績の比較と治療効果への影響因子

　　の検討．日内分泌会誌70：995－1006，1994

4）大久保忠：シンチグラムによる甲状腺重量測定法

　　に関する研究．日医放誌19：120－128，1959

5）Miura　S，　Iitaka　M，　Yoshimura　H，　Kitahama　S，

　　Fukasawa　N，　Kawakami　Y，　et　al：Disturbed　lipid－

　　metabolism　in　patients　with　subclinical　hypo－

　　thyroidism：Effect　of　1－thyroxine　therapy」nternal

　　Medicine　33：413－417，1994

6）Franklyn　JA，　Daykin　J，　Betterridge　J，　Hughes　EA，

　　Holder　R，　Jones　S，　et　a1：Thyroxine　replacement

　　therapy　and　circulating　lipid　concentrations．　Clin

　　Endocrinol　38：453459，1993

7）Arem　R，　Patsch　W：Lipoprotein　and　apolipoprotein

　　levels　in　subclinical　hypothyroidism．　Arch　lntern　Med

　　150：2097－2100，1990

8）Mantzoros　CS，　Evagelopoulou　K，　Moses　AC：Out－

　　come　of　percutaneous　transluminal　coronary　angio－

　　plasty　in　patients　with　subclinical　hypothyroidism．

　　Thyroid　5：383－387，1995

9）Diamond　T，　Nery　L，　Hales　I：Atherapeutic　dilemma：

　　SupPressive　doses　of　thyroxine　significantly　reduce

　　bone　mineral　measurements　in　both　premenopausal

　　and　postmenopausal　women　with　thyroid　carcinoma．J

　　CIin　Endocrinol　Metab　72：1184－l　l　88，1991

10）Lecomte　P，　Lecureuil　N，　Salazar　CO，　Lecureuil　M，

　　Valat　C：Effects　of　suppressive　doses　of　levothyroxine

　　treatment　on　sex－hormone－binding　globulin　and　bone

　　metabolism．　Thyroid　5：19－23，1995

11）Biondi　B，　Fazio　S，　Carella　C，　Amato　G，　Cittadini　A，

　　Lupoli　G，　et　al：Cardiac　effects　of　long　term　thyroxine－

　　suppressive　therapy　with　levothyroxine．　J　CIin　Endo－

　　crinol　Metab　77：334－338，1993

12）浜田　昇，伊藤國彦，三村　孝，西川義彦，百渓

　　尚子，井野英治，他：甲状腺機能充進症の1311治

　　療の遠隔成績．核医学16：1343－1352，1979

13）Peters　H，　Fischer　C，　Bogner　U，　Schleusener　H：

　　Treatment　of　Graves’hyperthyroidism　w油radio－

　　iodine：Results　of　a　prospective　randomized　study．

　　Thyroid　7：247－25　1，1997

14）Wartofsky　L二Radioiodine　therapy　for　Graves’

　　disease：Case　selection　and　restrictions　recommended

　　to　patients　in　North　America．　Thyroid　7：213－216，

　　1997

15）Murakami　Y，　Takamatsu　J，　Sakane　S，　Kuma　K，

　　Ohsawa　N：Change　in　thyroid　volume　in　response　to

　　radioactive　iodine　for　Graves’hyperthyroidism

　　correlated　with　activity　of　thyroid－stimulating

　　antibody　and　treatment　outcome．　J　Clin　Endocrinol

　　Metab　81：3257－3260，1996

16）Davis　TF，　Platzer　M，　Farid　NR：Prediction　of

　　therapeutic　response　to　radioactive　iodine　in　Graves’

　　disease　using　TSH－receptor　antibodies　and　HLA－

　　status．　Clin　Endocrino116：183－191，1982

17）小西淳二，笠木寛治，飯田泰啓，御前　隆，新井

　　圭輔，徳田康孝，他：アイソトープ療法．ホルモ

　　ンと臨床34二15－19，1986

18）飯田泰啓，他：日内分泌会誌抄録61：520，1985

19）Wilson　R，　McKillop　JH，　Black　E，　Jenkins　C，　Thomson

　　JA：Early　prediction　of　hypothyroidism　following　l311

　　treatment　for　Graves’disease．　Eur　J　Nucl　Med　14：

　　180－183，1988

20）Reynolds　LR，　Kotchen　TA：Antithyroid　drugs　and

　　radioactive　iodine．　Fifteen　years’experience　with

　　Graves’disease．　Arch　lntern　Med　139：651－653，1979

21）Wu　P，　Mclver　B，　Thomson　K，　Toft　A：Predictive

　　factors　of　recurrent　hyperthyroidism　following

　　radioactive　iodine　treatment　for　Graves’disease．76th

　　Annual　Meeting　Endocrine　Society　Abstract＃255：

　　265，1994

22）Tuttle　RM，　Patience　T，　Budd　S：Treatment　with

　　Propylthyouracil　before　radioactive　iodine　therapy　is

　　associated　with　a　higher　treatment　failure　rate　than

　　therapy　with　radioactive　iodine　alone　in　Graves’

　　disease．　Thyroid　5：243－247，1995

23）Tominaga　T，　Yokoyama　N，　Nagataki　S，　Cho　B，　Koh

　　C，Chen　J，　et　al：International　differences　in　ap－

　　proaches　to　1311　therapy　for　Graves’disease：Case

　　selection　and　restrictions　recommended　to　patients　in

　　Japan，　Korea，　and　China．　Thyroid　7：217－220，1997

24）Tallstedt　L，　Lundell　G，　Trring　O，　Wallin　G，　Ljunggren

　　J－G，Blomgren　H，　et　a1：0ccurrence　of　ophthal－

　　mopathy　after　treatment　for　Graves’hyperthyroidism．

　　N　Engl　J　Med　326：1733－1738，1992

25）Sanchez　JRF，　Pradas　JR，　Martinez　OC，　Vela　ET，

　　Jimenez　FE，　Fuentes　IG，　et　a1：Graves’ophtha1－

　　mopathy　after　subtotal　thyroidectomy　and　radioiodine

　　therapy．　Br　J　Surg　80：1134－1136，1993

26）Gwinup　G，　Blias　AN，　Ascher　MS：Effect　on

　　exophthalmos　of　various　methods　of　treatment　of

　　Graves’　disease．　JAMA　247：2135－2138，1982

27）Bauer　FK，　Catz　B：Radioactive　iodine　therapy　for

　　progressive　malignant　exophthalmos．　Acta
　　Endocrino1（Copenh）51：14－22，1966

28）吉村　弘，三倉亮平，石川直文，百渓尚子，内田

　　正志，伊藤國彦：バセトウ病眼症にRI治療が及ぼ

　　す影響について．第36回甲状腺分科会抄録69：

　　914，1993

29）Becker　DV，　Hurley　JR：Current　status　of　radioiodine

　　（’3’1）　treatment　of　hyperthyroidism．1n：Freeman　LM，

Presented by Medical*Online



1138 核医学

　　　Weissmann　HS．　eds．，　Nuclear　Medicine　Annual，

　　　Raven　Press，　New　York，1982，　pp．265－290

30）Holm　LE：Malignant　disease　following　iodine－131

　　　therapy　in　Sweden．　In：Boice　JD，　Fraumeni　JF，　eds．，

　　　Progressive　in　Cancer　Research　and　Therapy，　Vol．26，

　　　Radiation　Carcinogenesis：Epidemiology　and　Bio－

　　　10gical　Significance，　Raven　Press，　New　York，1984，

　　　pp．263－27　1

31）Hoffman　DA：Late　effects　of　I－131therapy　in　the

　　　United　States．　In：Boice　JD，　Fraumen　JR，　eds．，

　　　Progressive　in　Cancer　Research　and　Therapy．　Vol．26．

　　　Radiation　Carcinogenesis：Epidemiology　and　Bio－－

　　　logical　Significance，　Raven　Press，　New　York，1984，

　　　pp．273－280

32）Sanger　EL，　Thoma　GE，　Thompkins　EA：1ncidence　of

　　　leukemia　following　treatment　of　hyperthyroidism．

34巻12号（1997）

　　　JAMA　205：855，1968

33）Safa　AM，　Schumacher　OP，　Rodriguez－Antunez　A：

　　　Long－term　follow－up　results　in　children　and

　　　adolescents　treated　with　radioactive　iodine（NI）for

　　　hyperthyroidism．　N　Engl　J　Med　292：167－171．1975

34）Roberttson　JS，　Gorman　CA：Gonadal　radiation　dose

　　　and　its　genetic　significance　in　radioiodine　therapy　of

　　　hyperthyroidism．　J　Nucl　Med　17：826，1976

35）Schlumberger　M，　Vathaire　M，　Ceccarelli　C，　Francese

　　　C，Pinchera　A，　Parmentier　C：Outcome　of　pregnancy

　　　in　women　with　thyroid　carcinoma．　J　Endocrinol　Invest

　　　18：150－151，1995

36）日下部きよ子，牧　正子：バセドウ病の放射線治
　　　療の適応．臨床医19：42－45，1993

37）Beckers　C：Regulation　and　policies　on　radioiodine　1311

　　　therapy　in　Europe．　Thyroid　7：221－224，1997

Summary

The　Outcome　of　Adjusted　Accumulation　Dose　of　Treatment　of　Graves’1）isease

Yukari　GoM1＊，　Nobonl　HAMADA＊＊＊，　Hiroshi　YosHIMuRA＊＊，　Naofumi　IsHIKAwA＊＊，

　　　　Naoko　MoMoTANI＊＊，　Kunihiko　ITo＊＊，　Takeshi　INouE＊and　Seiji　SuzuKi＊

＊D∫v輌sion　（ゾEndθcrin‘ノ1θgy　and〃etabθli．9〃1，　Dep・rf〃ient　・flnterna’Medicine，

　　　　　　　　　　　　　　Showa　Un’vers輌ty　Fujigaoka　Hosp’fO∫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊1rθ〃θ．ゾ’o∫，　T（，ky（，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊∫醐ire〃ospital，0∫o』

　　We　evaluated　the　outcome　of　1311　treatment　of

Graves’disease　in　two　different　protocols（old　and

new　protocol）of　adjusted　accumulation　dose　from

1988tol995．
　　Adjusted　accumulation　doses　of　patients　with　above

50gthyroid　weights　were　increased　by　5－20　Gy／g　tis－

sue　in　new　protocol　compared　to　those　in　old　one．　In

l66　patients　treated　with　single　and　plural　doses　of　1311

treatment　in　l　990（Group　In），　the　therapeutic　doses

were　calculated　according　to　new　protocol　and　in　l　30

patients　in　l988（Group　Io），　according　to　old　one，

modification　of　Quimby’s　formula．　The　patients

treated　with　plural　doses　were　classified　as　hyperthy－

roidism　because　the　efficacies　of　the　first　treatments

with　1311　were　insufficient．

　　At　the　5－yr　follow　up，　the　incidence　of　hypothyroid

in　Group　In　was　9％，　subclinical　hypothyroid　17％，

euthyroid　30％，　subclinical　hyperthyroid　7％，　hyper－

thyroid　37％．　In　Group　Io，11％of　the　patients　were

hypothyroid，6％subclinical　hypothyroid，29％euthy－

roid，3％subclinical　hyperthyroid，51％hyperthyroid．

　　The　incidence　of　hyperthyroid　in　Group　In　was

lower　than　that　in　Group　Io（p＜0．05）．　There　were　no

significant　differences　in　hypothyroid　and　euthyroid．

　　In　conclusion，　we　suggest　that　an　adjusted　dose　of

l311　in　relation　to　the　patients’thyroid　weight　shows

some　room　for　improvement．

　　Key　words：　Graves’disease，1311　treatment，　Ad－

justed　accumulation　dose，　Thyroid　weight．
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