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　成長科学協会の業績を掲載した“PER”Volume 14, Supplement 1より，①GHとIGF-Ⅰ測定の
標準化，②GH治療後のターナー女性の成人身長と生活習慣病の合併，③日本の地方性甲状腺腫と
ヨウ素栄養状態，について紹介します。
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● はじめに

　成長ホルモン（GH）とその関連因子であるインスリン様
成長因子-Ⅰ（IGF-Ⅰ）の測定は，GH分泌不全症（GHD）およ
びGH分泌過剰症（先端巨大症・下垂体性巨人症）の診断
と治療に必須であり，視床下部-下垂体機能の指標の一
つとしても用いられる。成長科学協会GH・関連因子検討
専門委員会（以下，委員会）は，日本で市販されているGH 
測定キット間で見られる測定値の乖離の原因の探索および
補正式の作成による測定値乖離への対応，さらには日本
人の小児期から成人期まで全ての年齢にわたるIGF-Ⅰ基
準値の設定などの活動を行ってきた。本稿では，委員会
がこれまでに行ってきたこれらの活動を総括する。

● GH測定値の標準化

　GHの測定は，GH分泌異常症の診断と治療に必須であ
る。実臨床では，血中GH濃度は著しい日内変動を示すた
め，血中GH濃度は主としてGH分泌刺激試験あるいは分
泌抑制試験で測定される。血中GH濃度は免疫学的手法
で測定される。これら測定法の違いによりGH測定値に差
が見られるのは，免疫学的検査法である限り避けることの
できない問題である。その原因としては，22K GH，20K 
GHなどの血中GH分子の多様性，GH受容体の細胞外領
域が蛋白分解酵素の作用で血中に放出されて生じるGH
結合蛋白の存在，競合型あるいはサンドイッチ型など測定
原理の相違，ポリクローナル抗体，モノクローナル抗体な
ど使用する抗体の違い，これら抗体の認識部位の特異性
および多様なGH分子に対する反応性の違い，非平衡状
態または平衡状態など抗原抗体反応の条件の違い，血清
成分の影響，いわゆるマトリックス効果の違い，測定に用
いる標準標品の違いなどが考えられる。
　GH測定がポリクローナル抗体を用いた競合型RIA法
によって行われていた時代には，測定キットによる測定値
のばらつきは比較的少なかった。しかし，モノクローナル
抗体を用いたサンドイッチ型測定法が登場すると，測定
キットによる測定値の乖離が大きな問題となった。つまり，

同一患者の同一検体であっても，測定にどのキットを用い
たかによって測定値が異なり，その結果，診断が異なって
しまう可能性が出現した。これを回避するために，委員会
は1991年以降，各キットによる測定値の相関を検討し補正
式を作成して，補正値を実臨床で用いることで対処してき
た。それと同時に，測定値に差を生じる原因を探索するた
めに，キットに付属する標準品の検討を行ってきた。
　詳細を述べると，1991年以降わが国では2種のRIA
キットを含む複数のGH測定キットが市販されていた。委
員会は，これら市販のキットを用いて，60検体の血清GH 
を毎年測定した。歴史的に，GHDの診断は，RIA法で測
定されたGH値で行われていた。そのため，2種のRIA
キットの測定値の平均を基準値とし，各キットでの測定値
を基準値に合致させるための補正式を作成した。1998年
以降は，市販されているすべての測定キットによる測定値
の平均を従属変数としてDeming回帰による線形関係式を
求め，それを補正式とした。
　補正式の作成と並行して，委員会はGH測定キット間で
測定値の差を生じる原因を探索するために，標準品の検
討を行った。遺伝子組換え22K GHを希釈して標準品を
作成し，各キットに付属する標準品のGHコンテントを測
定した。その測定値は，記載されている値と一致せず，力
価に差が認められた。したがって，GH測定キット間で生
じる測定値の乖離の一部は，各キットに付属するGH標準
品の力価の違いによって生じると考えられた。一方，遺伝
子組換え22K GHに準拠した標準品を用いて各キットで臨
床検体のGHを測定すると，測定値のキット間差は小さく
なったが，測定値が従来の60%の値になった。以上の結
果を踏まえて，委員会は各キットメーカーに，GH標準品を
遺伝子組換え22K GHに準拠するものに変更するように依
頼し，2005年以降わが国で市販されるGH測定キットに
は，すべて遺伝子組換え22K GHに準拠する標準品が添
付されることになった。その結果，GH測定キット間の測定
値の乖離は許容範囲内となり，補正式の作成は不要になっ
た。同時に，小児GHDの診断に用いるGH分泌刺激試験
のカットオフ値が，従来の10 ng/mlから6 ng/mlに改定

＊Department of Molecular Endocrinology, National Research Institute for Child Health and Development
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された。
　しかし最近になって，測定キット間のGH測定値の乖離
が再び顕在化したため，委員会は2012年に改めてキット
に付属するGH標準品の検討，補正式の作成を行った。
WHO国際標準品（NIBSC code 98/574）の希釈系列を作
成し，希釈液中のGHコンテントを各 GH測定キットで定
量した。いずれのキットにおいても，希釈率から計算され
た理論値と実測値はほぼ一致し，キット間の乖離は見られ
なかった。一方，血清検体を用いた検討では，キット間で
測定値の乖離が認められため，実臨床でキットの種類によ
る測定値の差をなくすために，新たな補正式を作成した。
2015年には，委員会は血清検体の測定を各GH測定キット
で行い，2012 年に作成した補正式が妥当であることを確
認した。

● IGF-Ⅰ基準値の設定

　IGF-Ⅰは肝臓，骨など全身の組織
においてGH依存性に合成・分泌さ
れる。血中IGF-Ⅰの大部分は，IGF
結合蛋白（IGFBP）と結合して存在し
ており，血中半減期が長く，日内変動
が少ない。そのため血中IGF-Ⅰ濃度
は，GH分泌動態の指標として用いら
れる。血中IGF-Ⅰの測定は，血清あ
るいは血漿をIGF-ⅠとIGFBPとの結
合・再結合を阻止する試薬を含む希
釈液で処理後，無抽出によるIRMA
法で測定される。
　健常人における血中IGF-Ⅰ濃度は，
年齢および性依存性に変化する。し
たがって，血中IGF-Ⅰ測定値を評価
するには，年齢別性別の基準値が必
要である。わが国では，1996年に藤
枝らおよび島津らにより小児と成人の
IGF-Ⅰが測定され，基準値が作成さ
れたが，年齢をカテゴリーで区分した
基準値として作成されており，カテゴ
リー変化によりSDスコア値が大きく
変わってしまう不都合があった。
2007年に委員会は，別コホートを用
いた成人領域のIGF-Ⅰ基準値を報告
した。この報告では，18歳以上の健
常成人のIGF-Ⅰ値について，LMS法
を用いた平滑化曲線が作成され，基
準範囲が設定された 。しかしながら，
思春期以降，急速にIGF-Ⅰ濃度が低
下する年齢層，すなわちトランジショ
ン年齢における適正なIGF-Ⅰ基準値
は欠如していた。そこで委員会は，カ

テゴリー区分の基準値作成に用いた小児および成人の
データをLMS法により再解析し，新生児から25歳までの
部分と，既に普及していた成人のIGF-Ⅰ曲線を結合して，
全年齢をカバーする平滑化曲線を作成した（図）。新しく完
成したIGF-Ⅰ平滑化曲線を用いて，小児期発症の重症成
人GHD患者の治療前IGF-Ⅰ濃度を評価することにより，
その診断がほぼ確実にできるようになった。

● おわりに

　わが国のみならず，国際的にもGH測定の標準化に向け
た試みがなされている。理想的には，測定キット毎に基準
値や標準値を定めるべきであろう。しかし，現実の対応と 
して，測定値の互換や補正，いわゆるハーモナイゼーショ
ン試料による解決策が考えられている。

図. 日本人男性（a）と女性（b）における血中IGF-Ⅰ値の散布図と
+2SD，+SD，中央値，-SD，-2SDの平滑化曲線
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（Endocrine Journal 2012; 59(9): 771-780より許可を得て転載）
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● はじめに

　ターナー症候群（TS）は1つのX染色体の完全ないし，
部分欠失によって生じ，その主な臨床徴候は低身長と卵
巣機能不全である。本症では未治療の場合，成人身長
（AH）が一般女性よりも20cm近く低く終わるとされている。
低身長は成長ホルモン（GH）の欠損によってもたらされる訳
ではないが，TSにヒト成長ホルモン（hGH）療法を行うと明
らかにAHが改善する。本稿では，TSにおける未治療例
とGH治療後のAHについて解説する。
　TSは比較的まれな疾患であり，単一の施設で多くの症
例について，合併症の種類や頻度，染色体の核型と合併
症との関連性の有無等を詳細に検討することは困難であっ
た。今回，われわれは全国の医師にアンケート調査を依頼
し，現在17～42歳までのTS女性492例の有効回答が得ら
れた。そこで本症によく見られる肥満，糖尿病，高血圧，
脂質異常症，肝機能障害といった生活習慣病とBMIにつ
いて，総務省の調査結果と比較するとともに, 在胎週数，
出生時体重との関連についても検討した。

● 日本における
　 TS女性のGH治療後のAH

　諏訪らはアンケート調査により1955～1989年までに生ま
れた704例の未治療TS女性につき，初めて成長曲線を作
成した。それによると，性器出血の見られなかった大多数
例のAHは139.1cmで，性器出血の有無や，45,Xとnon-
45,Xの核型の間にはAHの差がなかった。また，TS女性
では正常女児に比較し出生時の体重，身長は有意に低
かった。Isojimaらは，1970年以降に生まれ，1991～1994年，
1995～1999年，2000～2005年に成長科学協会に登録され
た1,478例のTS女性において，hGH治療開始時の年齢と
身体計測値の推移について検討した結果，診断時年齢が
毎年低下し，低身長が顕著になる前に治療が開始されて
いたことを報告した。また治療開始時の年齢と身長SDス
コアは，45,Xとnon-45,Xの核型の間で有意差はなかったと
している。また，彼らは年代別の身長をLMS法で検討し，

最近の未治療TS女性の20歳時のAHがsecular trendに
より141.3cmにまで到達したと述べている。
　日本におけるhGH治療後のTS女性の平均AHは，
1997年にTakanoらが0.5 IU/kg/週と1.0 IU/kg/週の量
の投与を受けた各15例でそれぞれ142.2 cm，144.3 cmで
あったと報告した。Fujitaらは，成長科学協会に登録され
たTS女性で，0.5 IU/kg/週の低用量で治療されて2000
年までにAHに達した258例を解析した。治療開始時の平
均年齢は12.0歳，平均身長SDスコアは－3.6 SDで，エス
トロゲン治療を開始した症例での開始平均年齢は17.0歳
であった。hGHの平均治療期間は5.6年で，平均AHは
145.7 cmであった。中等症以上のGH分泌不全（GHD）の
有無，12歳未満と12歳以後に治療を開始した群，および
自然な乳房の発育の有無に分けての比較では，AHには有
意差はないが，自発月経群では非自発月経群よりも平均
AHが有意に低かった（141.9 cm vs 145.5 cm）。
　Tanakaらによると，2000年以降の高用量群（0.35mg/
kg/週）で治療されたTS女性の平均AHは149.1cmで低
用量群（0.5 IU/kg/週）より高く，わが国のGHD女子の
hGH治療後の平均AHの147.8cmと差がなかった。
Rankeらやvan Parerenらも，AHとGH投与量の間に用
量依存関係を認めている。欧米での前向き検討では思春
期誘発のための標準量のエストロゲン併用は，TS女性の
AHを低下させるが， 12歳からの低用量エストロゲン併用
はAHを増加させることが示された。わが国でも，日本小
児内分泌学会から低用量エストロゲン補充療法のガイドラ
インが出されており，それによると12歳以後遅くとも15歳
までに140cmになった時点で低用量エストロゲンを開始す
れば，150cm前後のAHが期待できるとしている。また
Sasらは，重度低身長例やhGH治療に反応性が悪い例に
は，8～10歳頃より0.03～0.05 mg/kg/日の蛋白同化ホル
モン（oxandrolone）の併用を考慮すべきだと述べている。
　以上，hGH治療によるTS女性のAHは，早期からの高
用量hGH投与，蛋白同化ホルモンの併用，少量エストロ
ゲン補充療法を行うことで，さらに改善が期待できる。

＊Growth Hormone Treatment Study Group, Foundation for Growth Science, Tokyo, Japan

日本におけるGH治療後のターナー女性の
成人身長および生活習慣病の合併
Adult Height in Patients with Turner Syndrome and 
Association with Lifestyle-related Diseases after Human 
Growth Hormone Treatment in Japan

＊ ＊

羽二生 邦彦　成長科学協会 成長ホルモン治療研究委員会，羽二生クリニック
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● TS女性のBMIと生活習慣関連疾患

　今回のアンケート調査により判明した432 例のTS女
性の15～19歳，20～29歳および30～39歳までの平均
のBMIはそれぞれ22.2，23.0，22.9 kg/m2であったが，
総務省の調査による914例の一般女性の値（20.3，20.7，
21.3 kg/m2）より有意に高値であった。わが国ではBMI 
25kg/m2以上が肥満とされているが，20～39歳のTS女
性におけるその割合は25.7%で，一般女性の割合10.3%を
有意に上回った。TS女性には元々肥満傾向があった訳で
はなく，本症の最初の著者であるHenry Turnerが報告し
た7例のTS女性のBMIは，平均18.4 kg/m2（13.9～20.8）
で全例がやせ型であった。最近のTSでは一般的に肥満
傾向を示すことが多く，BMI，total fat mass，visceral 
fatが多い反面，muscle massが少ないとされている。今回
の検討では，平均BMIは20～29歳で23.0 kg/m2，30～39
歳では22.9 kg/m2，そしてBMI 25 kg/m2以上（25.7%）
および30 kg/m2以上（5.6%）の割合はともに，Freriksらが
検討した多数例における平均BMI（26.2 kg/m2）とBMI 25 
kg/m2以上（52.7%）および30 kg/m2以上（20.7%）の割合を
大きく下回った。過去40年にわたって米国や他の国々では
全年齢分布において肥満の頻度が劇的に増加してきてい
る。米国のNational Health and Nutrition Examination 
Survey（NAHNES）のデーターに基づいた検討によると，
20～39歳までの女性におけるBMI 25以上の割合は54.5%
であるのに対して，わが国では10.3%と著しく低値である。
したがって，わが国のTS女性も一般女性より肥満傾向を
有するものの，Freriksらの報告よりその程度は軽い。そ
の原因としては，運動量の減少，座っていることの多い生
活スタイルへの変化，食文化や交通システムなどの社会
的環境の変化などの要因が，国ごとに異なっているためと
思われる。
　今回の調査では，20～39歳の成人の糖尿病の有病率は
TS女性では6.3%，一般女性では0.8%と，TS女性で高頻
度であった。糖尿病症例と非糖尿病症例のBMIは，前者
の方が高値であったが有意差はなかった。糖尿病の有病
率はBMIが25以上になると急に上昇し，肥満の程度が
糖尿病の発症に大きく関連していることが示唆された。こ
れまでの諸外国における報告では，TS女性における糖尿
病の有病率は10～25%とされ，日本より高頻度であった。
　20歳以上の成人の高血圧症の有病率は，TS女性（8.4%）
が 一般女性（5.1%）を上回った。高血圧症を有するTS女
性のBMIは正常血圧症例よりも有意に高値で，高血圧症
の有病率もBMI 25以上で明らかな上昇を示した。
Freriksらによると高血圧はTS女性の37%という高頻度で
見られたとしており，これまでの報告とほぼ同様であった。
　20歳以上の成人の脂質異常症はTS女性では20.2%で
見られ，一般女性（2.1%）より高値であった。脂質異常症例
のBMIは非脂質異常症例よりも有意に高値であった。な

お，脂質異常症の有病率は糖尿病および高血圧症とは異
なりBMIが20～24.9の時点から上昇を示した。Freriksら
は40%の症例で脂質異常症を認めているが，これまで脂
質異常症の合併率に関しては一貫した報告がなされてい
ない。
　20歳以上の成人の肝機能障害（γ-GTPの異常）はTS女
性では12.4%で見られ，一般女性（1.9%）より多かった。肝
機能障害症例のBMIは非肝機能障害症例よりも有意に高
値で，その有病率は脂質異常症と同様にBMIが20～
24.9kg/m2の時点から上昇を示した。Freriksらは全体の
33%に肝機能障害を認めたが，Sylvenらは何らかの肝機
能障害が80%の高頻度で見られたとしている。この原因は，
欧米ではTS女性の肥満度の割合が高いことにあると推察
される。
　TS女性の生活習慣関連病の複数の合併とBMIの関連
について検討した。各BMIカテゴリーにおいて何らかの
合併症を有する症例数および合併症の総数は，標準の体
重群（BMI 20.0～24.9 kg/m2）に比較してBMIの増加と共
にいずれも有意に増加した。個別の合併症の組み合わせ
では例数の少ない糖尿病と高血圧症，および糖尿病と肝
機能障害の組み合わせを除き，いずれの組み合わせもこ
れらの合併症を持たないグループよりもBMIが有意に高
かった。全体で126例が何らかの合併症を有し，合併症
の数とBMIの関係を検討すると，BMIは合併症が1つの
場合は24.0，2つでは24.9，3つでは27.5 kg/m2となり，こ
れらの値はいずれの合併症も持たない310例のBMI（22.2 
kg/m2）を有意に上回った。合併症が3つの群のBMIは，
合併症が1つおよび2つの群より有意に高値であった。合
併症を4つ有する例は１例もなかった。なお，いずれの合
併症も持たない症例においても，平均のBMIは前述の一
般女性に比し，各年代とも有意に高値であった。これらの
事実は，TSの生活習慣関連病の発症に，肥満が大きく関
与していることを示している。
　高血圧症，脂質異常症，肝機能障害を有する例の平均
出生体重は，それぞれ2,609.3g，2,617.2g，2,579.0gで，生
活習慣病を持たない例の平均2,752.1gに比して有意に低
値であった。しかし，糖尿病を有する例の平均出生体重
は生活習慣病を持たない例と有意差が見られなかった。
一方，単独の生活習慣病を有する例と全く合併症を持た
ない例の在胎週数には差異が見られなかった。これらの
生活習慣関連病を有する例では出生時体重が低い傾向が
あり，Barkerらの胎児プログラミング仮説を支持するもの
である。
　以上，今回の検討でTS女性の生活習慣病は体重増加
と強い相関があり，特にBMIが25 kg/m2以上でこれらの
有病率が明らかに上昇した。なお，生活習慣病を持つ例
のみならず，それを持たない例でもBMIが一般女性よりも
有意に高かったが，この理由の解明が待たれる。
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● はじめに

　ヨウ素は甲状腺ホルモンの合成に必須の微量元素で，
欠乏と過剰のいずれもが甲状腺機能異常を引き起こす。ヨ
ウ素欠乏症（IDD）は世界で1億5千万人が罹患し，重篤な
場合はすべての年齢層において甲状腺腫，甲状腺機能低
下，甲状腺の放射線感受性の増強などがみられる。また
胎児，新生児の非可逆的な脳傷害，小児の運動発達遅滞
はヨウ素の補充によって予防可能な脳障害である。ほとん
どの健康人はウォルフ－チャイコフ効果により，かなり多量
のヨウ素負荷に耐えられるが，危険因子を有するものは甲
状腺機能低下症，自己免疫性甲状腺炎を発症する。ヨウ
素過剰は甲状腺機能亢進症も引き起こすが，ヨウ素に対
する甲状腺の相反する反応の機序は明らかではない。

● 世界のヨウ素栄養状態

　集団のヨウ素栄養状態の評価には，μg/Lで表す尿中ヨ
ウ素濃度（UIC）の中央値，甲状腺腫の頻度，小児と妊婦
ではサイログロブリン（Tg）濃度，新生児ではTSH濃度な
どが用いられる。適切なヨウ素栄養状態でのUIC中央値
は，学童で100～299μg/L，妊婦では150μg/L以上であ
る。IGNによる2014年報告では，状況は改善し続けてお
り，重度のヨウ素欠乏国（UIC＜20μg/L）は存在しない。
しかし20～99μg/Lのヨウ素欠乏国は194中25カ国，デー
タがない国が41カ国存在する。日本については2008年ま
でWHOのデータベースにはデータなしと記載されていた。
2002年，著者とWHOの共同調査が東京，北海道の旭川
市，中標津町で行われ，その結果である287μg/Lが現在
の日本のsub-national dataで，ヨウ素栄養状態は適量で
ある。しかし中標津町ではUIC中央値が728μg/Lと高値
で，甲状腺容積も世界の標準値よりも多いが，その理由は
不明である。

● ヨウ素の食事摂取源と海藻のヨウ素含有量

　日本では昆布，魚類などの海産物が主なヨウ素の摂取

源であるが，他の国ではヨウ素添加塩，パン，牛乳，酪農
品，魚類，育児用乳，サプリメント，健康食品などである。
食用藻類のヨウ素含有量は藻の成育環境など種々の条件
によって大きく変動し，また調理方法によって最終摂取量
が決まる。主な食用藻類は海苔，わかめ，昆布の3種類で
ある。ヨウ素含有量は海苔16～43μg/g，わかめ66～
1571μg/g，昆布1542～5307μg/gである。ヨウ素の１日あ
たりの推奨量，耐容上限量などは地域，国によって異なる。
推奨量は日本130μg/L，米国とWHOは150μg/Lである。
成人の耐容上限量は日本3mg，米国1.1mg，WHO 0.6mg
である。日本ではヨウ素欠乏が公衆衛生上の主要な問題
ではなかったため，ヨウ素栄養についての日本人全体の
データは存在しない。1999年までヨウ素は厚労省の食事
摂取基準に含まれず，また2010年まで日本食品成分表に
ヨウ素含有量は掲載されなかった。

● 日本の地方性甲状腺腫とヨウ素栄養の
　 歴史的レビュー

　日本はヨウ素充足あるいは過剰の国とみなされてきた。
ほとんどの日本人が海藻から過剰なヨウ素を摂取している
という誤った概念は，1960年代に北海道沿岸地域で行わ
れた疫学調査の結果とヨウ素過剰摂取に関連した甲状腺
機能異常の症例報告に端を発している。日高，礼文，利
尻における調査で甲状腺腫の率が札幌市と比較して高く，
さらに日高地域の栄養調査では日常の食事に10～20gの昆
布が含まれ，UICが高く，ヨウ素制限によって甲状腺腫が
縮小する例があることから，長期間の多量のヨウ素摂取に
よる「地方性沿岸性甲状腺腫」として報告された。甲状腺
腫はヨウ素欠乏によるものと考えられていたため，この英
文の報告は世界の甲状腺研究者に大きな影響を与えた。
　日本の甲状腺腫の存在について，19世紀後半に外国か
ら訪れた研究者たちは相反する報告をしている。甲状腺
腫が少ない，あるいは存在しない理由として，日本食のヨ
ウ素含有量が多いことを指摘しているものもある。日本人
による報告で最も古いのは，1899年に竹中が北海道沿岸

＊Chair, Research Committee for Iodine Related Health Problems, Foundation for Growth Science, National Coordinator for Japan, Iodine Global Network(IGN); 
Research Fellow, Teikyo University School of Medicine, Department of Pediatrics

ヨウ素と甲状腺機能：
日本の地方性甲状腺腫と
ヨウ素栄養状態の歴史的レビュー
Iodine and Thyroid Function: A Historical Review of 
Goiter and the Current Iodine Status in Japan

＊
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部の住民に地方性甲状腺腫があることを報告したものであ
る。七条は1950年前後の報告をまとめ，北海道以外の地
域にも甲状腺腫が存在し，全国各地の小児の甲状腺腫発
症率は0.9～20.6%，中央値は11.1%であるとした。1970年
代の石川県の調査では，慢性リンパ性甲状腺炎の頻度が，
沿岸地域にやや高いことが報告された。その後，日本では
甲状腺腫の疫学的調査は行われていない。

● 食事からのヨウ素摂取に関連した
 　甲状腺機能異常についての日本の報告

　習慣的に多量の昆布を摂取することによる可逆性甲状
腺機能低下，妊娠中の母親がヨウ素を多く含む食品を摂
取することによる児の一過性あるいは永続性甲状腺機能
低下などが報告されている。甲状腺機能低下は，ヨウ素
制限によって自然に回復する例が多く，放射性ヨウ素取込
率（RAIU），甲状腺の病理所見と関連し，また必ずしも甲
状腺腫を伴わず，摂取したヨウ素の量，期間もさまざまで
ある。ヨウ素誘発性可逆性甲状腺機能低下症の病態生理
は不明である。

● 海藻摂取と甲状腺機能異常との関連

　健康日本人における海藻類の摂取と甲状腺機能との関
連についての研究は少なく，1958年の報告が最も古い。
23mgのヨウ素を含むとろろ昆布10gを１回摂取したところ
RAIUが低下した。さらに1日7～16gを2週間摂取すると
RAIUが15～21%から5%未満に低下した。別の報告では
とろろ昆布15または30gを7～10日摂取したところ，血清
TSH値が倍近く上昇し正常上限を超えるものもあった。長
期間（55～87日），15gの昆布を摂取した研究ではTSHが
上昇し，FT4，FT3は正常範囲内で僅かに低下し，摂取
終了後7～40日で前値に戻った。同様に27mgの無機ヨウ
素を4週間投与した研究では，甲状腺容積の増加，血清
TSH，Tgの増加，FT4の減少があり，投与終了後１ヶ月
で基準値に戻った。甲状腺機能が正常な健康成人では，
多量のヨウ素摂取による甲状腺機能の抑制は軽度で可逆
的である。米国での前方視的無作為二重盲検法による昆
布サプリメント投与研究では，低用量（660μg）と高用量
（1320μg）のヨウ素を36人の健常人に4週間投与したとこ
ろ，FT4値に変化はなく、TSH，T3値には変化があるも
のの，甲状腺腫大，機能異常は認められなかった。
　しかし世界では昆布摂取による甲状腺機能異常を示す
症例が報告されている。集団で社会的問題となったのは，
オーストラリアで豆乳に含まれる昆布エキスによる成人，
新生児の甲状腺機能異常である。ヨウ素摂取による甲状
腺機能異常のリスクは，個人の背景にある甲状腺疾患，人
種的因子，地域のヨウ素栄養状態などに依存している。最
近，昆布摂取と甲状腺癌との関連を調べた2つのコホート

研究が日本から報告されたが，その結果は相反している。
日本も含め世界では甲状腺癌，特に乳頭癌の発生率が増
加している。ヨウ素摂取はリスク因子の一つに挙げられて
いるが，最近の総説では，甲状腺癌の頻度は通常の摂取
量では影響がなく，むしろヨウ素欠乏がリスク因子である
と述べられている。

● ヨウ素栄養状態についての近年の疫学的研究

　1988年に1623名の健康人を対象にした調査では，UIC
の平均値は山形1620μg/L，沖縄1480μg/Lであり，長野
810μg/L，神戸1200μg/Lの値よりも高いが，甲状腺自己
抗体の陽性率には差がなかった。1992年の調査は北海道
の5つの沿岸部に住む1061名の成人を対象に，血清TSH
とUICを測定し，札幌市の調査結果（UIC平均値は3300
μg/L）を基準として比較した。基準値より高いUICの頻度
は，自己抗体陰性の甲状腺機能低下症の頻度と比例し，
ヨウ素充足地域では慢性甲状腺炎に加えてヨウ素過剰摂
取が甲状腺機能低下の原因の可能性があると推測された。
2000年の調査では長崎（小児），浜松と北海道南かやべ（成
人）のUIC中央値は各 3々62.9，208.4，1015.5μg/Lであった。
2005年の神戸の調査で妊娠初期の婦人のUIC中央値は
328.0μg/Lで，TSH値と正の相関を認めた。興味深いこ
とに，1990年代の調査は電極法でヨウ素を測定しており，
2000年以降の化学的定量法変法（APDM法），ICP-MS法
による値と比較して著しく高値である。北海道沿岸部の地
方性甲状腺腫は1970年代には消滅したようであるが，ヨウ
素摂取量はその後20年間は多く，理由は不明である。
2002年から著者らは東京，千葉，神奈川で約2500名の成
人，妊産婦を対象にUICを測定した。UICには地域差が
あり，また一部地域ではヨウ素摂取量がWHO基準で欠乏
に近い値であった。近年、工業化国でヨウ素欠乏症が再
びみられており，日本においても日本食を食べない個人の
ヨウ素摂取量が少ないことが報告されている。日本人の推
定ヨウ素摂取量は昆布消費量から推定すると１日1.2mgで
ある。文献には，摂取量は１日1～3mgで，その大部分を
昆布から摂取しているという報告もある。栄養調査法では
成人のヨウ素の習慣的摂取量の平均値は１日あたり女性
1.414μg，男性1.572μgと報告されている。

● ヨウ素栄養状態の全国調査

　2013年より全国47都道府県を対象に6～12歳の健康小
児のUIC測定と保護者のヨウ素栄養状態についての食事
調査を開始した。2017年2月の時点で21道府県，約1万7千
名（平均年齢9.6歳）の小児のUIC中央値は217～1071μg/L
に分布し，全体の中央値は265μg/Lで，ヨウ素摂取量は
適量と判断された。また6～11歳の小児の27.1%，12歳の
小児の11.7%が耐容上限量を超えていた。
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