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はじめに

表1.甲状腺ホルモン投与からみた甲状腺機能低下症

甲状腺機能低下症の患者は一般には一生甲状腺ホル
モンを服用するものと考えられている。しかし最近自
己免疫による慢性甲状腺炎、即ち橋本病による甲状腺
機能低下症の患者のなかには甲状腺ホルモンを中止で
きるものがいることがわかってきた。ここでは橋本病
患者での可逆性甲状腺機能低下症についてまとめる。
橋本病は80年前の1912年に九州帝大の橋本策
(1881‑1934)が報告した疾患である1'。橋本策は外科医
で、後に伊賀上野で開業した。橋本病は自己免疫疾患
の代表であり、モデルである。日本人の名前が付いて
いる数少ない疾患の一つである。橋本痛は自己免疫性
慢性甲状腺炎(autoimmune chronic thyroiditis)と同義
である。橋本は巨大な甲状腺腫のある患者4例の甲状
腺を分析した。しかし現在では自己免疫による慢性甲
状腺炎(autoimmune chronic thyroiditis)には甲状腺膿
のあるものと、甲状腺腫のないものがあることが分
かっている2'。前者甲状腺腫のあるものを、橋本病(狭
義) [autoimmune goitrous (Hashimoto's) thyroiditis]とい
い、後者甲状腺膿のないものを、萎縮性甲状腺炎
[autoimmune atrophic thyroiditis] (原発性粘液水腫
[primary myxedema]、特発惟粘液水腫[idiopathic
myxedema])という。この萎縮性甲状腺炎ではブロッ
キング抗体が陽性になる頻度が甲状腺膿のある橋本病
より多い3'。
成人の甲状腺機能低下症の原因の大部分は自己免疫
による慢性甲状腺炎、即ち橋本病(広義)である。慢性
甲状腺炎で甲状腺機能低下症になるのは、甲状腺組織
がリンパ球の浸潤をうけ、線維化し、甲状腺液胞細胞
が壊れるためである。従ってその甲状腺機能低下症は
永続するものと考えられてきた。しかし、最近自己免
疫による慢性甲状腺炎で甲状腺機能低下症になってい

1.甲状腺ホルモンを投与せずに様子をみていのざよい甲
状腺機能低下症;一過性可逆性甲状腺機能低下症
(丑亜急性甲状腺炎
(参無痛性甲状腺炎
(彰産後一過性甲状腺機能低下症
④クッシング術後一過性甲状腺機能低下症
2.甲状腺ホルモンを長期間服用した後、服用を中止でき
る甲状腺機能低下症;可逆性甲状腺機能低下症
ョTSHレセプター抗体に関連した自己免疫性甲状腺炎
a ブロッキング抗体消失に伴う可逆性甲状腺機能
低下症
b 母親から児へのブロッキング抗体移行による新
生児一過性甲状腺機能低下症
C ブロッキング抗体(甲状腺機能低下症)と刺激抗
体(バセドゥ病)とが同時あるいは継時的に出現
(む過剰ヨード摂取による可逆性甲状腺機能低下症:
ヨード制限により甲状腺機能低下から回復する
(彰原因不明
3.甲状腺ホルモンを一生服用する甲状腺機能低下症;永
続性甲状腺機能低下症
1 ,2以外のもの.ほとんどの甲状腺機能低下症はこれ

るもvl)の中には可逆性のものがあることが分かってき
fz,

甲状腺機能低下症の患者の大部分は生涯にわたって
甲状腺ホルモンを服用する。甲状腺ホルモン服用を中
止できない甲状腺機能低下症である(表1‑3)。すなわ
ち永続性(非可逆性)甲状腺機能低下症である。しかし
中には甲状腺ホルモン服用を中止できる患者がいる
(表1‑1.2)。表1に甲状腺ホルモン投与という点から
甲状腺機能低下症を分類した。 1、 2は可逆性甲状腺
機能低下症である。 1の甲状腺ホルモンを投与せずに
様子をみていればよい甲状腺機能低下症;一過性可逆
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表2.自己免疫性慢性甲状腺炎での可逆性甲状腺機能低下
i¥.

1.甲状腺ホルモンを投与せずに梯子をみていればよい甲
状腺機能低下症:一過性可逆性甲状腺機能低下症
①無痛性甲状腺炎
(か産後一過性甲状腺機能低下症
③クッシング術後一過性甲状腺機能低下症
2.甲状腺ホルモンを長期間服用した後,服用を中止でき
る甲状腺機能低下症;可逆性甲状腺機能低下症
(力T S Hレセプター抗体に関連した自己免疫性甲状腺
炎

a ブロッキング抗体消失に伴う可逆性甲状腺機能
低下症
b 母親から児へのブロッキング抗体移行による新
生児一過性甲状腺機能低下症
C ブロッキング抗体(甲状腺機能低下症)と刺激抗
体(バセドゥ病)とが関連したもの
(参過剰ヨード摂取による可逆性甲状腺機能低下症:
ヨード制限により甲状腺機能低下症から回復する
③原因不明

hypothyroldism

図1.クッシング術後甲状腺機能異常症5'
†はクッシング手術、太線B、 C、 D、 Eはすで
に報告されている。細線はA、 Fは今後、こういう
症例もあると考えられる。

性甲状腺機能低下症で、よく知られているのは①亜急
性甲状腺炎(subacute thyroiditis)である。亜急性甲状
腺炎では最初に甲状腺が破壊され、甲状腺機能克進症
になり、ついで甲状腺機能低下症になる。 ②無痛性甲
状腺炎(painless thyroiditis)では、自己免疫性甲状腺
炎で一過性の甲状腺組織破壊を生じ、甲状腺機能克進
症になり、ついで甲状腺機能低下症になる。このよう
に甲状腺の破壊が起こることから、 ①亜急性甲状腺炎
と②無痛性甲状腺炎を破壊性甲状腺炎(destructive
thyroiditis)という。 2の甲状腺ホルモンを長期間服用
した後服用を中止できる甲状腺機能低下症;可逆性甲
状腺機能低下症には、 (丑TSHレセプター抗体に関連し
た自己免疫性甲状腺炎、 ②過剰ヨード摂取による可逆
性甲状腺機能低下症、と③原因不明のものがある。 1 、

表3.萎縮性甲状腺炎autoimmune atrophic thyroiditis.檎
本病autoimmune goitrous thyroiditis患者でのTBII,
TSII出現頻度7'
auCoimmune autoimmune
test

goitrous

atrophic

X‑

P

value

result thyroiditis thyroiditis
(N=172)

(N=64)

14例
%)
158例
(92%)

16例
(25%)
48例
(75%)

17例
9 %)
155例
(91%)

16例
(25%)
48例
(75%)

TBII
positive
negative

12.0

<0.01

TSII
positive

negative

8.9 <0.01

ブロッ キン グ抗体(TSBAb: TSH‑stimulation blocking
antibodies)はTSH刺激によるcAMP増加、ヨード代謝増加、
甲状腺細胞増殖を抑制する。この抑制抗体は、何を測定す
るかにより、いろいろな名前がついている。この抗体が
TSHの受容体への結合を抑制するのをみるTBIKTSH bind‑
ing inhibitory IgG). TSHによるcAMP増加を抑制するのを
みるTSII (TSH stimulated CAMP response inhibitory IgG).
TSHによる細胞増殖を抑制するのをみるTGIKTSH stimu・
lated thyroid growth inhibitory lgG)などがある。これらの
TBII. TSII. TGIIの間には強い相関がある。

2以外のものは3の甲状腺ホルモンを一生服用する甲
状腺機能低下症;永続性甲状腺機能低下症であり、ほ
とんどの甲状腺機能低下症はこれに属する。
A.可逆性甲状腺機能低下症、 B.可逆性甲状腺機
能低下症の発見と甲状腺ホルモン投与の中止、 C.甲
状腺機能低下症の診断と治療の要点についてまとめ
るo
A.自己免疫性慢性甲状腺炎での可逆性甲状腺機能低
下症(表2)
1.甲状腺ホルモンを投与せずに様子をみていればよ
い甲状腺機能低下症; ‑過性可逆性甲状腺機能低下症
(表2‑1)
①無痛性甲状腺炎 自己免疫性甲状腺炎で一過性の甲
状腺組織破壊を生じ、一過性可逆性甲状腺機能低下症
になる。 ②産後一過性甲状腺機能低下症と③クッシン
グ術後一過性甲状腺機能低下症は無痛性甲状腺炎の特
殊型である。
②産後一過性甲状腺機能低下症 可逆性甲状腺機能低
下症には、産後一過性甲状腺機能低下症がある。網野
らは産後に甲状腺機能異常が起こることを報告した4'。
産後甲状腺機能異常症の中でも産後一過性甲状腺機能
低下症は最も頻度が多い。妊娠により一時的にステロ
イド過剰になり、分娩によりステロイド過剰から解放
され、免疫異常が起こるものと思われる。産後甲状腺
機能異常症の発症機序を次に示すクッシング術後甲状
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図2.クッシング術後一過性甲状腺機能低下症6J
27歳のCarny'scomplex男性、横軸0はクッシング手術
でbilateral adrenalectomyをした時を表す。 ×は副腎皮質
ホルモンを投与中であることを示す。図1のDに対応す
る。

腺機能異常症5'はきれいに説明している。こういった
患者は基礎に軽い橋本病があるものと思われる。
③クッシング術後一過性甲状腺機能低下症 我々は
クッシング術後甲状腺機能異常症を報告した5'。クッ
シング術後に一過性の甲状腺機能先進症になるもの、
永続性の甲状腺機能低下症になるものがある(図1)。
クッシングでステロイド過剰になり、免疫反応が抑制
され、そして手術によりステロイド過剰から解放され
ると、免疫異常が起こるものと思われる。最近クッシ
ング術後一過性甲状腺機能低下症を経験した(図2 )61。
クッシング術後一過性甲状腺機能低下症は丁寧に患者
も観察すれば、思ったより症例は多い。
2.甲状腺ホルモンを長期間服用した後服用中止でき
る甲状腺機能低下症;可逆性甲状腺機能低下症
①TSHレセプター抗体に関連した自己免疫性甲状腺炎
a ブロッキング抗体消失に伴う可逆性甲状腺機能低
下症
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自己免疫による慢性甲状腺炎には甲状腺腺のあるも
のと、甲状腺腫のないものがある。前者甲状腺腫のあ
るものを、橋本病(狭義)といい、後者甲状腺膿のない
ものを、萎縮性甲状腺炎という。この萎縮性甲状腺炎
ではブロッキング抗体が陽性になるもののがある。し
かし、甲状腺膿のある橋本病患者でもこのブロッキン
グ抗体が陽性になることがある2'。もっとも萎縮性甲
状腺炎ではブロッキング抗体陽性になるものの頻度が
甲状腺鹿のある橋本病患者よりも多い(表3)71。
いずれにしろ、自己免疫による甲状腺機能低下症の
原因の一部は甲状腺抑制抗体、ブロッキング抗体によ
る2.3.7)。だとすれば、ブロッキング抗体の消失に伴い
甲状腺機能低下症から回復する症例があるはずである
7'。確かにそういう症例がある。21例の甲状腺抑制抗体、
ブロッキング抗体陽性の甲状腺機能低下症患者を長期
にわたって観察をしたところ(図3)、 21例中15例でブ
ロッキング抗体が消失した。このブロッキング抗体が
消失した15例の中6例でこのブロッキング抗体消失に
伴い甲状腺機能低下症から回復した。こういった症例
は「抑制(ブロッキング)抗体消失に伴う可逆性甲状腺
機能低下症」とよんでもよい疾患である。
b 母親から児へのブロッキング抗体移行による新生
児一過性甲状腺機能低下症
ブロッキング抗体強陽性母親から生まれた新生児で
は一過性甲状腺機能低下症がみられることがある8.9)。
これはブロッキング抗体が母親から児に移行したため
である。
C プロッキンヴ、抗体(甲状腺機能低下症)と刺激抗体
(バセドゥ病)とが関連したもの
甲状腺ブロッキング抗体が消失し、甲状腺刺激抗体
がでてくるものがある。こういった例では甲状腺機能
低下症から甲状腺機能先進症(バセドゥ病)になる。ま
た甲状腺ブロッキング抗体があり、甲状腺機能低下症
になっている患者血中に甲状腺刺激抗体が現れ、甲状
腺機能克進症あるいは甲状腺機能正常ということもあ
りうる。

②過剰ヨード摂取による可逆性甲状腺機能低下症
可逆性甲状腺機能低下症には、過剰ヨード摂取によ
るものがある。こういった症例では甲状腺のヨード摂
取率が高い。ヨード摂取制限をすれば甲状腺機能は正
常になる。こういった患者は基礎に軽い橋本病がある
ものと思われる。
③原因不明;原因不明の可逆性甲状腺機能低下
自己免疫による慢性甲状腺炎すなわち橋本病による
甲状腺機能低下症のなかには甲状腺ホルモン投与を中
止することができる患者がいる10)。こういった患者で
はどういう機構で甲状腺機能低下症から回復するかは
分かっていない。回復の機構が分かっているのは表2
‑1①②③、 2①②であり、 2③原因不明のものの中か
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図3.ブロッキング抗体消失に伴う可逆性甲状腺機能低下症7'
ブロッキング抗体(TSBAb)陽性の自己免疫による甲状腺機能低下症患者21例の10年にわたる観察。 21例中症例1 ‑
15(IA,IB)の15例でTSBAb(ここではTBII)は消失したが、症例16‑21の6例ではTBIIは高値のままであった。症例1
‑ 6 (IA)はTBII消失に伴い、甲状腺機能低下症から回復した可逆性甲状腺機能低下症であった。症例7‑21(IB,II)は
甲状腺機能低下症のままであった。 11は萎縮性甲状腺炎で甲状腺機能低下症のままであるo
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図4. 500^gTRH筋注前と120分後のT3(左)、 Tl(右)の増
加量(△T3、 △Tl)の変化10)
前:Tl治療前、Tj:T尋台療中、 C:正常コントロー
ル、 ○:A群(22例)、 ●:B群(70例)、 ×:正常コ
ントロール(70例)。バーは標準誤差を示す。

ら新しい型の可逆性甲状腺機能低下症が発見されるも
のと思われる。自己免疫による慢性甲状腺炎、橋本病
の中には自然に軽快するものがあるように思われる。
原因不明の可逆性甲状腺機能低下症の中にはこういっ
たものが含まれている。自己免疫による慢性甲状腺炎、
橋本病の自然の経過を見ている可能性がある。
原因不明の可逆性甲状腺機能低下症の頻度はかなり
多く、現在甲状腺ホルモン服用中の自己免疫による慢
性甲状腺炎、橋本病による甲状腺機能低下症患者の5
人に1人は甲状腺ホルモン投与を中止することができ
る。これはかなりの数で5人に1人は甲状腺ホルモン
を不必要に投与されていることになる。甲状腺ホルモ
ン投与が心筋梗塞、狭心症、時には骨租黙症を引き起
こすことを考えると極めて重要である。
B.可逆性甲状腺機能低下症の発見と甲状腺ホルモン
投与の中止
Aで可逆性の甲状腺機能低下症があることを詳述し
た。それでは、甲状腺ホルモン投与中の甲状腺機能低
下症患者で甲状腺ホルモン投与を中止することができ
るかどうか判断できるのだろうか?T,服用中に甲状腺
機能が回復したかどうかを判定する方法を開発した…'。
T・'服用中にTRH負荷試験を行い、 0と120分の血中TJ、
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の欠乏状態である。症状は多岐にわたる。疑ったら甲
状腺機能検査をすることである。診断は甲状腺機能検
査によるO血中T3、 T。は低値を示し、 TSHは高値を
示す。臨床症状が出ていない例でもTSHは高値となり、
早期診断に役立つ。視床下部・下垂体性のものでは
TSHは低値になる。
甲状腺機能低下症は甲状腺ホルモンを投与すること
により治療する。甲状腺機能低下症での甲状腺ホルモ
ン投与は甲状腺ホルモンの足りないのを補う補充療法
であり、原因療法ではない。甲状腺ホルモン投与は甲
状腺機能低下症患者の血中甲状腺ホルモンレベルを一
定に保つことを目的とする。
甲状腺ホルモン製剤には乾燥甲状腺末(チラーヂン、
チレオイド)、合成T3(チロナミン、サイロニン、 1錠
‑5.25/Jg)と合成T′l製剤(チラーヂンS、 1錠=50/∠g)
の3種がある。甲状腺ホルモンの作用は主としてT3に
よる。このT3をアクティブホルモンと呼ぶ。乾燥甲状
腺末は有機ヨードの含量が0.3‑0.35%になっている
が、 T3、 T.含量は一定しない。またT3製剤は血中半
減期が約1日と短いため、血中T3濃度を安定にするの
は困難な事が多い。一方、 T4製剤は投与後に末杓組織
でT3に転換するので、血中T3、 T・'濃度はT4投与のみ
で正常化できる。したがって、通常、 T4を用いる。
T3製剤の使用はバセドゥ病でのT3抑制試験とMyxede‑
ma Comaに限定される。一般には甲状腺機能低下症の
ォ
ー
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o
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T‑を測定し、T3、T4の増加(△T3、△T4)をみた(図4)。
常人では仝例△Ta>O and △T< >0であったが、
T l投与前の甲状腺機能低下症患者では仝例△T。 ≦O
and/or △T4≦0であった。 T4服用中△T3、 △T.を
みると、 △T3>O and△Tォ>0になるものと△T3
<O and/or △T4≦0になるものとがある。前者△T。
>O and △T̀、 >0になるものでは患者の甲状腺機能は
正常になっていて、 T4を中止することができる(92例
中22例日図5)。しかし後者△T3≦O and/or △T.I
≦調こなるものでは患者の甲状腺機能は低下したまま
であり、 Tlを引続き投与することになった(92例中70
例)O このように、 T服用中にTRH負荷試験を行い、
0と120分の血中T3、 T,'を測定し、 T3、 T.の増加
(△T二、 ∠LT4)をみることにより甲状腺機能が回模し
ているかどうかを判定することが出来るようになって
¥'∴
T'服用中にTRH負荷試験を行い、 0と120分の血中
T二t、 T4を測定し、 T3、 T・.の増加(△T3、 △TOを見て、
甲状腺機能低下症から回復したかどうかを判定するこ
とができ、 5人に1人は甲状腺ホルモン投与を中止す
ることができる。しかしこの方法は煩雑であり、また
経済的ではない。一般には1日のサイロキシン投与量
を50!∠gに減量し、 1‑2カ月観察し、血中TSHが5
〃U/ml以下であればサイロキシン投与を中止し、血
中TSHが5 /∠U/ml以上になれば、もとのサイロキシ
ン投与量に戻すことを勧める。
C.甲状腺機能低下症の診断と治療の要点
甲状腺機能低下症の診断と治療は以前に詳述したの
で別稿を参考にして頂くことにし11,12)、要点のみを簡
単にまとめる。甲状腺機能低下症は、甲状腺ホルモン

m

図5.甲状腺ホルモン投与中止後の甲状腺機能10'

治療はT・.で行なう。体重1kg当りl‑2//g/日のTJを
投与する。しかし適正維持量の決定は、臨床症状の改
善、血中T3、 T.,値の正常化、原発性甲状腺機能低下
症では血中TSH値の正常化、心臓の動きを指標にする。
甲状腺ホルモン投与に当り注意すべきことは2つあ
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る。まず第1は甲状腺ホルモン投与は狭心症、心筋梗
塞を誘発することがあるということと、第2には、下
垂体性甲状腺機能低下症あるいは、 Schmidt症候群で
副腎皮質機能が低下している患者に甲状腺ホルモンを
投与すると、 Adrenal Crisisをひきおこすことである。
このような副腎皮質機能が低下していて、 Adrenal
Crisisをひきおこしそうな患者では、甲状腺ホルモン
を投与する前に、副腎皮質ホルモン、 hydrocortisone
20mg/日を112過投与し、その後、 T4を投与する。
実際のT4投与の方法は、患者の状態によって異なる。
すなわち、機能低下症の重症度、病期、年齢、心電図
変化の有無により初期投与量、増量の速度を変える。
T・.は3分割で投与するO
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