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丁RAbと 下SAbの変動を指標とした重症甲

状腺眼症に対するステロイドバルス療法ヘ

の放射性ヨウ素内用療法の影響について
Effects of radioactive iodine therapy on steroid pulse therapy in patients with
severe thyroid eye disease :An evaluation based on changes in TSH receptor
antibody and thyroid stimulating antibody levels
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【要約】   目的 :重症甲状腺眼症に対するステロイドパルス療法への放射性ヨウ素内用療法 (以下 ;RI)の影

響についてTRAb(丁SH receptor antibody)と TSAb(thyroid stimulating antibody)の 変重力を才旨オ票とし

て比較,検討を行うこと.

対象 :過去 13年間に当院を受診した甲状腺眼症患者は802名 であり, ステロイドパルス療法を

施行された重症例は45例であった.このうち,RI施行群 15例 ,RI未施行群は30例であった.本

稿では, ステロイドパルス治療後 3ヵ 月ごとに 1年半以上 TRAbと 丁SAbの測定が可能であった21

例について,その経時的変動を比較,検討した.

結果 :RI施行群ではRI未施行群に比しステロイドパルス療法開始時の TRAb,丁SAbと も高値で

あり, 臨床症状が軽減 した場合においても長期にわたりTRAbよ りも丁SAbが低下しない傾向が示

唆された.

結論 :甲状腺眼症の経過観察の上では, 臨床所見の経過とTRAbのみならず,丁SAbについても

経時的な測定を行い,その変動を評価することが重要であると考えられる.

【キーワード】 甲状腺眼症,ステロイドパルス療法,放射性ヨウ素内用療法,甲状腺刺激ホルモン受容体抗体,

甲状腺刺激性抗体

IAbstract)

[Keywordsl

Purpose : To examine the effects of radioactive iodine (RI) therapy on steroid pulse therapy in pa-

tients with severe thyroid eye disease as indicators of TSH receptor antibody (TRAb) and thyroid
stimulating anribody (TSA b) levels.

I\4ethods : Of 802 patients with thyroid eye disease who visited our clinic in the past 13 years, 45 had

severe disease and underwent steroid pulse therapy. They were divided into the RI therapy group(15
patients) and the non-Rl therapy group(30 patients). Of these 45 patients, 21 whose TRAb and TSAb
leve1s could be measured every 3 months for at least one and half years after steroid pulse therapy
were included to evaluate their changes over time.

Results : TRAb and TSAb levels at the start of the steroid pulse therapy in the RI therapy group
were higher than those in the non-Rl therapy group. The data suggested that the decrease in the
TSAb level tended to be smalier than that in the TRAb level for a long period even after clinical symp-
toms were alleviated.

Conclusions : Changes in TSAb, as well as TRAb over time, are important measures to evaluate
along with changes in clinical findings during the follow-up period in patients with thyroid eye disease.

Dysthyroid ophthalmopathy, Steroid pulse therapy, Radioactive iodine therapy, TSH receptor
antibody, Thyroid stimulating antibody
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表 1 対象 (計 802名 )

甲状腺眼症症例 78 269 347 43.74:±:1420 92 363 455 44.46=L1504 049

ステロイ ドバルス療法 5 5107± 1061 52.13二生1213 0.77

放射線外照射療法 45.25± 931 11 54.91± 1018 011

眼嵩減圧術 10 38.70± 1191 075

甲状腺手術 23 32 4922士:1256 10 62 72 3760二L1313 <001

た (表 2).ス テロイドパルス療法後, 臨床症状は多くの

症例で改善傾向がみられたが,MRI検査にて眼富脂肪や

外眼筋肥大の縮小が不十分なことによる高眼圧症ならび

に圧迫性視神経症状が改善されないため, 岩手県立中央

病院または,岩手医科大学附属病院放射線科にて放射線

外照射療法 (4～ 6メ ガボル トX線を用い,1回 1.5～

2.OGyを 10回で計 15～ 20Gy照 射)を施行された症例が

RI施行群4例,RI未施行群 11例,計 15例存在した.

また, ステロイドパルス療法と放射線外照射にても眼

症がコントロールできずに愛知医科大学病院にて眼富減

圧術を施行された症例はRI施行群1例,RI未施行群 3例

であった.なお,RI未施行群で眼宙減圧術を受けた残り

の 7例は当院初診時既に眼症が重篤であり, 眼富減圧術

の紹介依頼を目的に来院された患者でステロイドパルス

療法は行っていない.

ステロイ ドパルス療法 を施行 した症例の TRAbと
TSAbの値の経時的変化を図 1に示す。

TRAbに ついては, 治療前の値はRI施行群がRI未施

行群に比 し有意に高値であった。RI未施行群において

は, ステロイドパルス療法後 3ヵ 月,6ヵ 月,9ヵ 月,

12ヵ 月,15ヵ 月,18ヵ 月の全ての期間で有意に低下 し

ていた (Dunnett法 ,P<0.01).こ れに対しRI施行群に

おいては,ス テロイドパルス療法施行後 3ヵ 月,6ヵ 月,

9ヵ 月,12ヵ 月,15ヵ 月,18ヵ 月の全ての期間で減少傾

向を認めるものの有意ではなかった(Dunnett法 ).

TSAbの値については, ステロイドパルス療法施行前

の値は RI施行群と未施行群の間に有意差はなく (Mann―

Whitney U検定),RI未施行群においてステロイドパル

ス療法施行後 3ヵ 月,9ヵ 月,12ヵ 月,15ヵ 月,18ヵ 月

で減少傾向を示したが,有意ではなかった (Dunnett法 ).

また, これに対 しRI施行群においてはステロイドパル

ス療法施行後 3ヵ 月に減少傾向を認めたが, 有意ではな

く,6ヵ 月以降では異常高値が持続 している結果となっ

た.

表2 甲状腺眼症重篤例における眼症状の内容

また,RI施行群の症例の中には TSAbが 全く低下せ

ず,3年以上にわたり3,000%を 超えていた症例が3例
,

8年以上にわたり4,000%以下にならない症例が1例存在

していたことは特筆すべきことであると考えられる。 そ

の症例を図 2に提示する。 患者は初診時 36歳の女性で

RI治療 3ヵ 月後に甲状腺眼症が発症し急速な悪化を認め

た。以後, ステロイドパルス療法を1セ ット行ったもの

の高眼圧症,眼球突出,圧迫性視神経症が改善されない

ため,眼富減圧術を施行された。現在,眼圧下降点眼薬

治療にて眼圧は正常にコントロールされており, 矯正視

力は 1.0を保っているが, 視神経乳頭には緑内障性変化

が認められている。 また, 両眼とも軽度のステロイド白

内障を呈している。

眼
「
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高眼圧症 13″」 867% 22夕」 7330。

圧迫性視神経症 533% 300°。

外眼筋肥大餘斗ネ見) 13例 867% 25夕」 8330。

網脈絡膜雛襲 67% 33%

高度眼球突出 4000。

RI施行群 RI未施行 :

‐織一|―
――一p__

1春鶴獲●:
1=1女

|||,生
■‐ 朧 :|:霧静毎齢=摯=:::

男 性 ・・ 女獲‐:

10 15 11 19 30

0 3600」=000 3 7

1679も

考按

今回, 我々は当院で過去 13年間に経験 した甲状腺眼

症症例のうちステロイドパルス療法を施行した甲状腺眼

症重篤例 45例をRI施行群と未施行群に分けて甲状腺自

己抗体であるTRAbと TSAbの変動を指標としてRI治療

が甲状腺眼症を有する患者のステロイドパルス療法に与

える影響について検討した。 ちなみに第 2世代 TSAbと

第 3世代 TSAbの相関係数は0.9以上であることが報告

されており
6), 

今回の臨床研究結果の解釈上, 第 2世代

の TSAbと 第 3世代のTSAbが混在していることについ

‐=離施篠議===‐ : RI未施行群

8例 9″」

1夕」 1,」

6'1 5夕」
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図 3 RI治療後の TRAbと TSAb
の2年間にわたる変動 .

ては許容 される範囲内であると考えている.

その結果,RI施行群においては TRAb,TSAbと も治

療時の値が高値でステロイド投与後, その値が十分に低

下せず高値が遷延 しやすい傾向にあることが明 らかと

なった.RI治療は甲状‖泉眼症のステロイドバルス療法へ

の抵抗性因子となるのではないかとオf食 測 される.ま た
,

このことは,RI治療はT網胞系を中心とする免疫系を賦

活 し'1,TRAb.TSAbの 遷延化に関与していることを示

唆す るので はないか と思 われ る.し か しなが ら
,

TRAb,TSAbの (直 がどの程度であればステロイ ドバル

ス療法に抵抗性が大きいかどうかについては,今後さら

なる検討が必要と考えられた。

現在,TSAbの 測定法は改良が重ねられ.そ の精度と

特異度は格段に向上 している
681.甲

状腺眼症の診療にお

いては TRAbだけではなくTSAbの 推移に注意を向け,

診療にあたっていく必要があることを強調 したいと思

う.すなわち,BasedOw病 の内科診療においては TRAb
が病状の把握には一般的に用いられているが、TSAbの

測定は日本甲状腺学会の診断ガイ ドライン上は必須項 目

にはなっていないからである。 甲状腺眼症の治療におい

てはBasedow病 の免 |:を 学的寛解 (自 己抗体正常化)が 目標

となるが,TSAbを その指標とする方向は現状において

免疫学的にも‖艮科臨床 上も有効的であると考える
0-141.

本研究においてステロイ ドバルス治療に抵抗 した外眼筋

肥大ならびに高度眼球突出を伴う市篤例 15症例には放

射線外照射療法を施行 したが, 治療前の TRAbは 2.0～

40.OIU/L(平 均 22.21U′ L)で あったのに対 し,TSAbは
1,018～ 10,274%(平 均 4,543.9%)と 異常高値を示 した.

このことはLF状腺眼症の経過観察 11,TSAbの変動が重

要であることを示す結果と思われる.も ちろん自己抗体

のみでは説明のつかない多彩な臨床像を有する症例 も存

在するため, 総合的な判断が必要であることは BasedOw

病診療における病診連携の重要性を示 している.

RI治療は我が国でも60年以上の歴史があり, 米国の

治療方針が日本にも浸透 し, その患者数は増加 している

ようである
1516..RI治

療の甲状腺眼症に対する影響につ

いては多くの報告が出されているが, その内容は多岐に

わたっており、RI治療を受ける BasedOw病 患者の病状

の程度や人種差など多くの因子が関与している
17-Ⅲ .口

本人では RI治療後の眼症悪化率は比較的低いとされて

いる
211.ま

た,RI治療においての ン防的なステロイ ドの

内服投与については有効であるという報告
21231が

ある ・

方で無効との報告
1,24251も

あり,議論が分かれていると

ころである.明 らかな点としては RI治療が甲状腺眼症

の新規発症や既存の眼症の悪化につながることであ

り
21261, 1寺

にIJ:|′告:1者
~で

は` リスクカ`Fttitヽ こと
19211, トロ,1犬月泉

眼症の活動性が高 く, 中等度以上の眼症を認める場合に

は眼症悪化の危険性を高めることなどが挙げられる.

RI治療後に TRAbが 上昇することはよく知 られてい

る
7271が ,TSAbの動きについての報告は少ないようであ

る
141.今

回の研究を行っている中で RI治療後の TRAb
とTSAbの変化について当院で 2年間にわたり経過を追

うことができた 11名 のデータを図 3に示す.RI施行時

における眼庁は全てEUGOG041に よる重症度評価では軽

庁以 下の症例であり,RI治 療前の TRAbの 平均値 は

28.31U/L,TSAbの 平均値は 768.1%で あった.図から
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