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研究成果の概要（和文）： 

バセドウ病に対する外科的治療は、抗甲状腺剤、内照射療法に次ぐ治療法である。適応は、
抗甲状腺剤使用により重篤な副作用が認められるか、内照射療法ができない症例である。従
って外科治療となったバセドウ病患者は、術後再発防止のために術後甲状腺ホルモンは低下
症となることが多い。現在、甲状腺低下症に対してはT4製剤の服薬にて対処しているが、バ
セドウ病患者の自己甲状腺組織の移植において、甲状腺機能低下症を回避できる可能性があ
る。本研究では、まず、バセドウ病術後患者における、バセドウ原因抗体であるTSH受容体
抗体の推移を確認した。我々の施設では、バセドウ病術後は、ほとんどの症例で長期的に甲
状腺ホルモン低下症となっていることが確認された。また、TSH receptor抗体の陰性化が18％
に認められた。このような症例においては凍結保存している自家甲状腺組織の移植の候補と
なると考えられる。凍結保存は無血清培地を使用し保存しているが、患者希望および同意が
得られて移植に至った症例は現時点では認められない。将来的に患者希望がでてきた場合は、
最適な移植により、完全コントロールを試みる。 なお、培養系に関しては、数例の保存組
織よりviabilityに関しては生存組織が存在することを確認した。培養系および調整系を検
討中である。 
 
研究成果の概要（英文）： 
 After surgery for Graves’ disease, majority of the patients underwent total/near total 
thyroidectomy became hypothyroidal state.  Hypothyroidal state is the goal of the 
surgical treatment, because surgical treatment is the last chance to treat/avoid Graves’ 
disease. We checked the TSH receptor antibody after surgery for the patient with Grave 
disease and reveled about 18% the patient became normal range of TSH receptor antibody. 
Up to now, no patients want to transplantation after surgery. 
 We preserved the tissue from Graves’ patients after surgery without using serum for 
freezing preservation. Some of them were thawed and confirmed good viability of thyroid 
tissue.   
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１．研究開始当初の背景 
  バセドウ病に対する治療方法は、抗甲状
腺薬、内照射療法、外科治療がある。外科
治療の適応となる患者は、抗甲状腺薬に対
しては無効であるか副作用が認められる症
例、内照射療法に対しては使用が不可能な
症例である。従って外科治療を受ける患者
にとって、バセドウ病手術はどうしてもバ
セドウ病から離脱させないとならぬ“最後
の砦”となっている。外科治療の使命は、
手術の合併症なく、患者の満足度を保ち、
病態からはバセドウ再発という機能亢進状
態に再度陥ることのないようにすることで
ある。勿論究極の目標は一回の手術で生涯
の甲状腺正常状態へ導くことであるが、現
時点では切除量や TSH 受容体を考慮した手
術でも不可能である（Sugino K World J Surg. 
(209) :801-6 1996）。そのため術後甲状腺
機能低下症とすることがバセドウ病から離
脱する確実な方法である。しかし、術後甲
状腺機能低下症の患者は、一生甲状腺剤を
服用する必要がある。バセドウ病自体から
は開放されるものの、薬物服用の呪縛から
は逃れられないのである。元来、甲状腺ホ
ルモン亢進状態であったバセドウ患者が、
その自己組織を再利用することは、移植免
疫学上に問題はなく、患者の精神的苦痛や
医療経済に対しても、福音となりえるもの
と考えられる。 

 
２．研究の目的 
  バセドウ病術後の甲状腺ホルモンは低下
症となることが知られているが、その患者さ
んの中で、TSH 受容体抗体の推移を臨床的に
評価する。臨床データにより、術後何年で TSH
受容体抗体が正常に戻るのか、また、どの程
度正常に戻るかを検討する。 
 その後、凍結保存していた標本組織を使用
し、初代培養系を試みる。また、その長期培
養系およびホルモン産生能について評価す
る。 
 移植方法については、組織片や単層培養系
が可能かを検討する。更には、生体において
長期間のコントロールが可能かを検討する。 
 
３．研究の方法 

(1)甲状腺ホルモンモニタリング 
甲状腺ホルモン状態へ影響を与える因
子として、甲状腺組織のviabilityや環境
以外に、全身病としてのバセドウ病因と
なっている甲状腺刺激抗体(TSH受容体抗
体)の解析は重要である。ホルモンやその
周辺因子の解析を、既知の因子に加え、
免疫機構を含めた解析を行う。 
(2)自己甲状腺組織の適切な培養方法お
よび機能の解析 

組織片培養および単層培養は技術的に問
題なく行っている。 

(3)移植方法の開発 
現在、前腕への組織片移植方法は確立し
ているが、移植部位のマーキングとコン
トロールを目指して、甲状腺組織片の被
覆媒体を工夫し、また、長期コントロー
ル時の移植片へのPEITなどの操作を目的
として、移植部位も安全かつ患者さんに
優しい部位を探索する。 

(4)甲状腺ホルモン亢進（再発）状態への対
処 

甲状腺組織移植後に甲状腺ホルモン亢進
状態となりえることが予想される。しかし、
移植片が原因であれば、局所麻酔下のエタ
ノール注入や切除にて対処可能である。こ
のように容易にかつ安全にコントロール
できることが、移植する最大の利点である
ため、その方法についても探索する。 

 
４．研究成果 
 (1)バセドウ術後の甲状腺ホルモンモニタ
リングにおいては、ほとんどの患者で低下
症となっており、甲状腺ホルモン補充が必
要となっていた。術後患者 141 名中 TSH 受
容体抗体が陰転化した患者は 25名に認めら
れた。 
(2)バセドウ病術後患者より清潔操作にて、
甲状腺組織を凍結保存した。凍結保存は無
血清培地を使用した。陰転化した患者にお
いて、患者希望があれば移植予定であるが、
凍結保存した組織はそのまま保存中である。
そのため、viabilityの評価は行っていない。 
(3)移植方法の開発 
副甲状腺組織移植において、臨床例では研
鑽を積んでいるが、対象患者における凍結
保存組織の移植は行っていない。 
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