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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式をとっている。このような術式でも，一過性に多少

　　　　　　　　1　はじめに　　　　　　　　　　の上皮小体機能不全をきたすこともあるが，両者を比

　バセドウ病とカルシウム代謝異常の歴史は古い。18　　較してバセドウ病における術後テタニーは，上皮小体

9幽・。。n・Recklingh・・se・1）が舗と麟を訴え，機能不全だけによるものではなく，若い女性で，しか

5年間にわ効・・セドウ病の臨床獄が続いた23歳の　もアルカリ・フt…フ・ターゼ値の高い症佛こおこり

剖検例を報告している。それは長管骨に著明な血管条　　やすいという事実から，これらのテタニーの発生機序

（vascular　striae）がみられ，割を入れるとその骨は　　が異なることを考えたからである。

腐った木のようにもろく割れ，頭蓋骨や胸骨はナイフ　　　本項ではバセドウ病とカルシウム代謝について，カ

で切ることができるほどであったと記載している。そ　　ルシウム調節ホルモソを含めて述べてみたい．

れに続いびセドウ病とカルシウム儲，骨代謝購　　ll血灘化靴み勧ルシウム代謝の変化

を示唆する成績が報告されるようになった。

　著者がバセドウ病のカルシウム代謝に興味を引かれ　　　A　血清カルシウム値

るようになったのは，バセドウ病の術後合併症に術後　　　バセドウ病の血清カルシウム値にっいてWade，2）

テタニーがあるが，そのテタニーはいわゆる甲状腺癌　　Robertson3）のように低値を示すという報告もあるが，

の甲状腺全摘と両側頸部郭清術後にみられるテタ＝一　　一般的に高値を示すことが正しいと思われる。高カル

と比較して，発生時期が異なることを見出してからで　　シウム血症を最初に報告したのは，1937年Wijnbla一

ある。すなわちバセドウ病の手術後のテタユーは一過　　dh4）による甲状腺クリーゼの症例であった。その後

性で，手術当夜かあるいは少なくとも48時間以内の早　　クリーゼとは限らずPuppe1ら5）は6例のバセドウ

期に発生するが，甲状腺全摘後のテPt・＝一は術後2日，　病患者のうち，3例に高カルシウ、ム血症を認めKlee－

3日以後にも発生し，また血清カルシウム値の回復が　　manら6）も56歳の黒人男性の症例で，治療前の血清

遅く，永久的低カルシウム血症をきたすことが多いか　　カルシウム値は11，3～13．6m9／d1であったが，高リ

らである。甲状腺全摘と頸部郭清術についてみると，　　ソ食を摂取させたところ代謝異常の軽減とともに血清

上皮小体機能不全がおこっても，当然のことであろう　　カルシウム値も正常化したという。BaxterとBo一

と裁ら泌．しかレ・セドウ病の術式ls上皮小体の　・dy7）はバセドウ病の診断基靴PBI・BEI・放射性

存在する甲状腺の裏面にはできるだけ手をつけない術　　ヨードの摂取率により設定し，その診断基準をみたす
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ものの22％（77例中17例）1・高・・レシ・・1血症をみ・・m・・／1・・なり，未治麟のそれより有意、。低下。た

だした・ま綱瀦の蜻・・レシウ・値は平髄とし囎を得て・・る（Pく。．。。、）11）－14、。

嚢器驚欝齢麟鶏翻に鼎繍灘警ρ蜜舗騰
鱒こ高し `示した・述べてい・・また…m・…　畷離齢す・音区分と灘。，オ。として存在す
も1°名のハセ P蜻儲の蜻・ルシ・噛坪髄・部分があ・．・れらの分画は糠人ではそれぞれ
9；72m．9／d1で正儲群は平捌直・・27m・／dlであ・て46．・％，47．2％で存在する15・（表1），血醜。、レシ

！’セド a儲の蜻カルシ・・値が有意に高い・と，・殖はバ・・ウ病・・あ。ては離を示す。とはさき

2名の局カルシウ噸蝿者は・ミセドウ病の治搬・に述べたが，蜻イオ・イヒ。ルシ，。値でみるとさら

正常カルシウム値噸したと鮪・てb・・さらに一・糊に糀療の・・セ・ウ搬おいて離を示す。と

AdamsとJ・w・ey9）はイ・を用・・て上劇・儲購　が論られている16）17・（図、）。

と対照群にサイロキシンを投与して甲状腺機能充進状

魁欝鋤輪轟途勢蹴奥．．表・塑・シ・・の頒
謝には上皮小体は無関係であって，サイロキシンの直　　　　　分　　　　　　画　　　m9／dl　　％

接備であると述べて・…A・b1°・もすで嗣勲　蓋白齢　　　、．5546．，

購を鮪している・　　　　　　　灘骨・　　、．71　47．2
　われわれの成績では，健康人260例（年齢20歳から　　　　CaHPO4　　　　　　　0．16　　　1．6

59歳）の値は4・62±0・01mEq／1（m・a吐SE）である　　Ca　cit・at・　　　0．16　1．7

が，パセドウ病患者の未治療例81例（男15例，女66例，　　　その他のCa復合体　　　0，32　　　3．2

年齢2°歳から6°歳）e・正常離から高働示すものが　　　計　　、。．。。、。。．。
多く，4．74±O．　03mEq／1で健康人に比し有意に高値

を乱た（P〈・．…）．またバセドウリ丙翫甲状襯　　（藤田15’よ矧用）

で治療し，euthyroidの状態になると，4．54±0．01

　mEq／L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　Ga丁2＋

OaT　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　OaF　2十

　　5．o　　　　　　　　　　　　o
　　　　　　　　　　　8

　　　　　ロく）oく）o
　　4．5　　000000　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　o

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎0
　　4，0

CaF2＋

　　り　

　　　　　　　　　　　の1：1．．。　　蓬

　　　　　　　の　2．o　　■■●●．oo

　　　　　o　●　L8
　1．6

　　丁

0・443　　0．449　　　・．455　　　0、434

対　照

委　　　術　　　術療　　　　　　　　前　　　　　　　　後

図1術前・術後における血中カルシウム値
　　（渡辺ら16）より引用）
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バセドウ病とカルシウム代謝

　B　血清リン値　　　　　　　　　　　　　　　　　甲状腺ホルモン自体の作用，上皮小体機能低下あるい

　リソはカルシウムとともに骨に多量に含まれ，　　は甲状腺ホルモソ過剰による骨代謝充進によるものか

hyd，。xy。p。ti・。の構戯分である・とと，カ・レシウ　など，種・の原因カミ考妨れ轍の研究が待た泌と

ム同様に腎から排泄のさい，上皮小体ホルモソの作用　　ころである。

を受けることなどから，カルシウム代謝異常とは不可　　　C　アルカリ・フォスファターゼ値

分の関係にある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　この酵素活性はカルシウム代謝と関係が深いのでこ

　Roberts。n3）は未治療のバセドウ病患者で血中リ　　の変化も興味をよぶところである。

ソ値は低値あるいは正常であったと報告し，平均値で　　　1930年にすでにHunter2エ）がバセドウ病でしばし

みると．・．ヒドウ病，鶴14例が3．17m・／d1，懸人が　鵬働示す・と，しかしながらその上昇はOsteitis

3．83mg／d1でバセドウ病患者は健康人に比して低値　　deEormansの場合ほど高度でもなく・また常にみら

であることを述べている。しかし，このような血中リ　　れるとは限らないこと，病悩期間やOsteoporosisの

ソ低値の報告に対して，正常値であったとの報告もあ　　程度とは無関係であると思われることなどを述べてい

る18）。また逆に高リン値としているのはCook　19）で　　る。　Cook19）は血溝リン値とともに血清アリカリ’フ

ある．9例の宋治療の・・セドウ病儲のリン値は糠　・ス・・ターゼ値雌康人より高い・とを糖レ平

人より有意に高く，治療により正常化したと報告して　　野井と吉利22）はパセドウ病患者で血清アルカリ’フa’

いる。Kleemanら6）の症例では高カルシウム血症　　スファターゼ値が高値を示す例は高頻度で85％にも及

とともに血中リン働ミ3．9～4．3mg／d1と軽度上昇し　ぶと述べている。　H・nt・・2’），小川ら23），　Krane24）も

ていたと述べている。これは高カルシウム血症の改善　　同様な成績を報告している。

とともに低下し，この現象はバセドウ病それ自体によ　　　われわれの成績では，健康人の値は5・　52±0・11K一

るものではなく，高カルシウム血症によっておこす二　　AU（mean±SE）であり，未治療のバセドウ病のぞ

次的なものであると考えているようである・Adams8）　　れは異常高値を示すものが多く，14・61±O・87K－AU

の研究ではバセドウ病患者の血清リン値は平均4・01　　で健康人に比し有意に高値を示した（P＜O・OO1）11）13）

m9／dlで健康人は平均値3．2mg／dlであってバセド　　14）iJアルカリ・フオスファターゼのアイソザイムは皿

ウ病能の血清リソ値が有意蘭いことを報告してい　分画（骨由来）の土曽加がみられ・この皿分画は血清ア

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルカリ・フォスファターゼの総活性と平行していた。

　松崎20）はサイロキシンを甲状腺・上皮小体摘除群と　　また抗甲状腺剤で治療し，euthyroidになってもま

対照群のラ川・投与したところ，瀦とも血清リソ　だ，アルカリ…ス・・ターゼ値ウ塙働示し正常

値は上昇し，前者では高リソ血症を示したにもかかわ　　化に数ヵ月遅れて復していることは興味深い。

らずサイ・キシ堪射後24師および72時間一6’M清リ　　　皿カルシウム．バランス

ン値を有意に上昇させたと述べ，甲状腺ホルモンは血

清リソ値の上昇作用があることを示唆している・しか　　　A　カルシウム・リン排泄

し，AdamsとJowsey9）はイヌで上皮小体を摘除し　　　バセドウ病患者の尿中，糞中のカルシウムが増加し

ておくとサイロキシソ投与しても，血清カルシウム値　　ていることは，PupPelとGross25）によると，1910

は増加するが，血清リソ値は不変であることを示し，　　年Towelesが始めて指摘していると言っている・

パセドウ病のリン代謝には上皮小体の機能低下が関係　　Aubら26）はバセドウ病患者に低カルシウム食餌をと

している可能性があると述べている。　　　　　　　　　らせ，カルシウム排泄を観察したが，尿中および糞中

　われわれの成績では，健康人の値は3．20±o．03m9／　　のヵルシウム排泄量が正常者よりはるかに増加してい

dl（mean±SE）であり，未治療のバセドウ病患者の　　ることを見出した。その報告によると，　BMR55％の

それは正常高値から高値を示すものが多く，3．82±　　患者では正常者の231％の増加がみられ，リソ排泄も

0，10m9／dlで健康人に比し有意に高い値を示した成　　増加していた。また健康人に甲状腺末を投与すると力

績を得ている（P＜0．001）lb－14）。バセドウ病を抗甲　　ルシウム排泄の増加がおこり，粘液水腫の患者では力

状腺剤で治療し，euthyroidの状態になっても血清　　ルシウムの排泄が低下したという・

リン値は3．79±・．・5mg／dlで有意な変動を示さなか　しかしR・b・・t・・n3）は未瀕の・ミセドウ病鶴で

った11）一’14）。このような血清リソ値の上昇については　　　カルシウムの糞中排泄は健康人とほとんど変わらなく，
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宮川　　　信

カルシウム排泄が大きいのは尿中への排泄が増加する　　りカルシウム吸収率が高くなることを報告している。

ためであると述べ，しかも外科的治療によりカルシウ　　すなわち，未治療のバセドウ病患者のカルシウム・バ

ム排泄は正常に復したと報街している。これに対し　　ラソスが負であることは，すでに述べたが，これは尿

Cook19）は9例のバセドウ病患者に通常量のカルシウ　　中ヘカルシウム排泄が増加し，糞中へのカルシウム喪

ム・リソを含む食餌をとらせ，6日間の糞をあつめて　　失が増加しているためである。しかし，このようなカ

カルシウムその他のbalance　studyを行ったところ，　ルシウム動態の成立機転についてはまだ不明な点が多

全例に尿中のカルシウム量が高く負のカルシウム・バ　　く，甲状腺ホルモンが直接骨，腸管，腎に作用するの

ラソスが認められ，4例の患者・では摂取量より多くの　　か，calcium　regulating　hormonesを介して骨，

カルシウムが糞中に存在した。これらのカルシウムの　　腸管，腎に作用するのか，これからの問題であって解

吸収排泄と負のカルシウム・バラソスはパセドウ病の　　釈はまだ充分ではない。

治療により回復し，とくに尿申排泄は著しく改善され　　　c　47Ca－kinetic　study

たと述べている。Krane24）も45Caの静脈内投与によ　　　渡辺ら16）は生体内カルシウム代謝および骨代謝を

る尿・糞中への著しい排泄を認め，負のカルシウム・　　動的かつ総合的に把握しようとして，4℃a・kinetic

バランスの状態を証明している。　　　　　　　　　　studyおよびbalance　studyを行った。パセドウ病

　B　腸管のカルシウム吸収　　　　　　　　　　　　　においては高アルカリ・フォスファターゼ血症の有無

　腸管からのカルシウム吸収試験には，4SCaを経口的　　にかかわらず骨代謝の異常充進がみられ，　miscible

に投与して腸管カルシウム吸収の検討がなされている。　calcium　poolについてみると健康人の2倍，骨形成

　Spencerら27）はバセドウ病患者またはサイロキシ　　率（bQIle　formation　rate，　BFR）および骨吸収率

ン投与により，健康入に比べ腸管からの45Ca吸収は低　　　（bone　resorption　rate，　BRR）についてみると健

下しており，血漿45Caの低値とともに糞中4℃aが増　　康人の約5～7倍の異常高値を示し，しかも骨吸収能

加していることを示している．ShaferとGregory28）　　は骨形成能を上回りnegative　calcium　balanceの

も未治療のパセドウ病患者は明らかに腸管からのカル　　状態にあることが証明された（表2）。またShafer

シウム吸収が悪く，抗甲状腺剤で治療すると健康人よ　　とGregory，28）Borderら29），　Smithら30）も同様な

表2　47Ca動態解析

畿繍・廓1搬躍T盟㌔難，£蘇歪灘瀧，

琴轄鼻・5・・・・・・…9・・一・5534…　－1・・　4・・

正常者　　2．03　　4．6　　3．4　　8，0　　56．0　－0．215　　9．1　　　　2，8　　　　6，3

乳癌骨転移　2，08　　5．0　　3．4　　5．5　　65．2　－0．182　　6．2　　　　0．8　　　　5．4

（渡辺ら16）より引用）

成績を報告している。この骨吸収の促進は甲状腺ホル　　は，Aubら26）は，バセドウ病患者の手骨と年齢，体

モソのOsteoclasticな骨への直接作用によるものと　　重，性のほぼ等しい健康人のそれを同一フィルム上に

考えている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　レントゲン撮影して，バセドウ病患者の手骨は著しい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カルシウム喪失像を呈していたと報告した頃からであ
　　　　　　　　　W骨の変化　　　　る。B＿er31）は，・セドウ病儲の、人に1人は。

　A　骨のレントゲン所見　　　　　　　　　　　　　ントゲソ上Osteoporosisが認められること，頻度

　・ミセドウ病患者の骨レントゲン写真についての研究　　には性差はないが重篤なOsteoporOsisは婦人に多く，
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バセドウ病とカルシウム代謝

ことに50歳以上にみられることを述べ，これは老人性　　である。この装置を応用して，ノギス1，C代えて第2中

あるいは閉経後骨籟症がバセドウ病のOsteoporosis　　手骨皮質幅の測定を行えばきわめて精度再現性がよく，

に合併しているためと推論している。Bartelsと　　さらに標準としてアルミ階段を同時に撮影し骨と対比

Haggart32）はバセドウ病はすべての骨がおかされるが，　することにより骨密度に相当する指標や，骨の吸収像

小さな骨，扁平骨がはじめに変化をうけ，後になって　　の解析も出来る33）。呉ら34）は未治療のパセドウ病患

椎体，長管骨の変化が現れると述べている。このよう　　者の第2中手骨のMD法を行った成績では26％に骨萎

にバセドウ病患者の骨の異常レントゲン所見の頻度は　　縮が認められ，性別では男性の方が重症度が高い傾向

報告者によって異なっているのは対象とした骨の種類，　が認められ，年齢が若いものに重症の傾向が見られた。

病悩期間，治療効果が異なっているためと考えている。　しかし，病悩期間と相関はなく血液所見ではT3・ア

　B　Microdensitometory（MD）法による骨萎縮　　ルカリ・フォスファターゼ値が高い症例に重症の傾向

の判定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　があるが，T4・カルシウム，リン値と重症度との間

　骨疾患の骨萎縮判定法としては，①胸腰椎の側面　には相関が認められなかったと述べている。

養驚灘讐、駕鰍難汐盤　　・上麟機能
N。rdinらの骨計測法。③Bone　mineral　analyzer　　A上皮小体ホルモン（PTH）値

（BMA）による骨の密度を測定する方法が知られてい　　　未治療のバセドウ病患者のPTH値は0．078±0．037

るが，①は骨の微細な変化には困難で，②は骨皮質を　　ng／ml（mean±SD）で，測定感度以下の症例が認め

ノギスで測定するので誤差が大きく再現性に問題があ　　られ，健康人のそれは0．336±0．151n9／mlに比べ有

る．BMA法はγ線吸収から骨密度を測定する方法で　　意に低値を示した（P＜0．001）13）。抗甲状腺剤で治療

あるが，放射線の取り扱いと高価な設備を要すること　　し，euthyroidの状態になっても，0．109±O．・050n9／

から一一）R的に用いることはできない。　　　　　　　　　m1で，未治療剤との間に有意差は認められないが健

　Microdensitorneterはフィルムのきわめて微小な　　康人に比ぺてなお，有意に低値を示している（P＜

部分の光の透過度を精密かつ連続的に測定でぎる装置　　　0・001）（表3）。

表3　全摘例，バセドウ病（來治療例，抗甲状腺剤治療例および亜全摘例），核出例におけるカルシ

　　ウム（Ca），リン（P），　PTH，25・OH－D，24，25・（OH）ガD，24，25－（OH）rD／25－OH－D

全摘例　　 バセドウ病・皿全摘例　　核出例

靴繍術後纈鱗腺術前術後勘趨術後

C・　m・・／1窪1128匙ll，。≧ll、6雲1121≦ll、。圭ll19皇ll。9霊ll、6

P　m・／d1聾ll44塾ll17重ll58皇ll56瓢9塾1172温162匙ll52
PTH　・g／ml蝦，。墜811，2窪81137窪191，。里lll。8蟹、3窪lll，、野25

25－・H－D　・g／m1墾、呈211、蟹1。呈をll，臨，塁bl9。蟹、望bll，

・虜25－（・・）・－D・g／m1生1926窪ll55野23翌1997斐ll66至ll79茎1933生1929

2響欝藺D％匙｝1，1蟹86墾。当ll，匙ll、。望bl8。匙ll、4匙ll28

（代田13）より引用）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（mean±SD）

B　上皮小体ホルモン（PTH）分泌予備能　　　　　　上皮小体の分泌予備能を示すといわれてるEDTA負

1　リン排泄係数phosPhate　excreti。n　index　　荷後のPEIの変動についてみると，健康人では平均

（PEI）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋0．018から＋0．084と有意に上昇するのに対し（P＜

No．3，1984　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　219



宮　川　　　信
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　　図2　バセドウ病のEDTA－Na2負荷におけるPEIの変動
　　　　　（小林14）より引用）

0，001），未治療のバセドウ病患者のそれは平均一〇．051　　者のETRの短縮はPTHの分泌によってカルシウム

から一〇．117と逆に有意に低下している　（P＜O，・05）。　　値が回復したのではなく，甲状腺ホルモンによる骨代

抗甲状腺剤で治療し，euthyroidの状態のそれは平均　　謝充進状態がETRの短縮をきたしたものと考えてい

一〇．008から＋O．008となり負荷前後でいずれも有意差　　る。

耀められない14）（図2）・すなわち・未瀕のバセド　　　Wカルチト⇒（CT）
ウ病患者ではPTHの追加分泌がおこらない。また抗

甲状腺剤でeuthyroidの状態になると，しだいに改　　　A　血中カルチトニン値（CT値）

善はされるがまだ充分でないと考えられる。　　　　　　　未治療のバセドウ病患者の血漿カルチトニン値は，

　2　尿細管リン再吸収率・tubular　reabsorption　　低下しているという報告37）38）と，上昇しているとい

of　phosphate（％TRP）　　　　　　　　　　　　　　う報告39）まである。

　血中無機リソは90％程度が糸球体で濾過され，尿細　　　われわれの成績では，健康人も未治療のバセドウ病

管でその大部分が再吸収され，残りが尿中に排泄され　　患者とともに300p9／ml以下であって，両者の間に差

ることが知られている。PTHは近位尿細管における　　異は認めなかった40）41）。

無機リンの再吸収を抑制するか，遠位尿細管において　　　甲状腺組織をBoiling　MethodでCTを抽出し，

その排泄を促進する機序を利用して，PTHの腎に対　　それを　radioimmunoassayで測定してみると，正

する作用を検査する方法であるが，未治療のパセドウ　　常甲状腺組織は7。04±1．57（mean±SE）n9／wet・

病患者の％TRPは上昇しているといわれている8）35）。　9．　tissueであって，バセドウ病組織は4．85±1．5

　バセドウ病の上皮小体機能は，PTH値の低値とと　　ng／wet．　g，　tissueである。この結果からバセドウ

もに分泌予備能も低下していると考えてよいであろう。　病患者の甲状腺組織はカルチトニン含有量は少ないこ

　3　期待回復時間（ETR）　　　　　　　　　　　とが判る。しかし，正確には組織重量あたりのカルチ

　EDTA－Na2負荷によるカルシウム圓復能をみる　　　トニン含有量ではなく，DNA量あたりのカルチトニ

と，未治療のバセドウ病患者は3．7±0．2hr，であって，　ン量を計算すべきであろう。

抗甲状腺剤で治療し，euthyroidの状態のそれは6．1　　　B　カルシウム負荷によるカルチトニン値

±0．7hr．で，健康人のそれは7．1±1，0hr．であっ　　　カルチトニン分泌予備能をみる目的で，カルシウム

た36）。とくに未治療のバセドウ病患者のETRは最も　　負荷テストを行ったわれわれの成績を述べると，体重

短く，対照の約半分の時間で前値に復した。この検査　　kgあたりカルシウム3mgを10分間で静注し，静注後

はカルシウムの回復値からみたもので，バセドウ病患　　10分，20分，30分の血中CT値を測定すると，健康人で
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は10分後に血中CTの上昇がピークになるが，未治療　　カルシウム吸収を促進させ，骨からカルシウムを動員

のバセドウ病患者ではカルシウム負荷による血中CT　　させ，．血中カルシウムを上昇させる，いわゆるホルモ

の上昇する反応が遅く，30分後にCTのピークを諏め　　ソと解釈されている。また24，25－（OH）2－Daは現在不

ている。これはバセドウ病はカルシウムに対するCT　　活性と考えられているが骨形成，軟骨形成にあずかる

の放出が遅延している興味ある成績と考えている40）　　という報告もある。ビタミンD3の代謝はPTHは大き

41）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く関与し，25・OH・Dsから1α，25・（OH）2・D3の生成

　C　バセドウ病のカルチトニン感受Jl生　　　　　　　に促進的に働き，24，25－（OH）2・D8の生．成に抑制的に

　CTの感受性をみる目的でブタ・カルチトニンを負　　働くことが知られている。本項では，われわれの成績

荷し血清カルシウム値の低下を測定してみると，未治　　を紹介する13）（表3）。

療のバセドウ病患者では，血清カルシウム値はしだい　　　A　25－OH・D

に低下し，6時間後には負荷前値に比べ有意に低下す　　　未治療のバセドウ病憲者は　15，39±3．30n9／m1

るが（Pく0．OO1），健康人あるいは抗甲状腺剤で　　（mean±SD）で，健康人のそれは15．39±5．49n9／mt

euthyroidになったバセドウ病患者ではCT負荷後に　　で有意差はなかった13）43）。他の報告をみると，バセド

著明なカルシウムの低下は認められなかった。しかし，　ウ病における25－OH－Dは健康人に比較して高いとす

血清リン値においては未治療のバセドゥ病患者，　　る報告44）や低い45）とする報告があるが，Bouillon

euthyroidになったバセドウ病患者，健康人いずれも　　ら46）はわれわれの成績と同様の成績を報告している。

負荷による変動は認められなかった14）36）。　　　　　　　　B　24，25－（OH）2－1）

　カルチトニソの尿中カルシウム排泄作用にっいては，　　未治療のバセドウ病患潜は3。13±1．23ng／mlで，

生体の状態によっていろいろな反応がみられるが，1　　健康人のそれは1．40±0．33n9／mlであって健康人に

回のヵルチトニン注射にょって尿中ヵルシゥム排泄は　　比べ有意に高値を示した（PくO．OO1）。抗甲状腺剤で

促進するといわれている42）。われわれの成績では，尿　　治療しeuthyroidになった状態では低下し，未治療

中カルシウム排泄最は未治療のパセドゥ病患者におい　　のそれに比べ有意に低くなるが（P〈0，02），健康人

て負荷後1時間から2時間にかけて著明に増加し，健　　のそれとは有意差は認められなくなった13）43）（衰3）。

康人に比較し有意の差を示した（Pく0．05）14）36）。血　 未治療のバセドウ病患…沓の24，25・（OH）2－Dと，甲状

清カルシウム値の変動とともtc重esな指標となると考　　腺ホルモン（Ts，　T・）値との相関をみると，それそ

える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れr・＝O．74（Pく0．001），r＝＝O。67（PくO．01）で正の

　尿中リン排泄量は，ここでも未治療のバセドウ病患　　相関が認められた13）43）。このことは甲状腺ホルモン

老において負荷後3時間以後の値は，健康人に比べ著　　がビタミンD代謝，ごとに24水酸化反応に関与してい

明に増加し，有意の差を示した（P＜0．05）14）36）。　　　る可能性が考えられるが甲状腺ホルモソが直接作用す

　またカルチトニンが腎に作用すると増加するといわ　　るのか，あるいはカルシウム，リン，PTHなどを介

れているcyclic－AMPの排泄量に関しても，未治療　　して作用するのか今後の検討が待たれる。

のバセドウ病患者は負荷後2晧間から4時間にかけて，　　C　1α，25－（OH）2・D

健康人に比べ有意に増加しCT感受性が強いことを示　　　Bouillonら46）はバセドウ病における1α，25・（OH）

している14）（P〈0．005）。　　　　　　　　　　　　　2－Dを測定したところ，バセドゥ病は28．0±10．6ng

　以上のことより未治療のバセドウ病はCTに対し強　　／1（mean±SD）で健康人は42±13ng／1でバセドウ

い感受性を示すことが認められた。　　　　　　　　　　病のそれは有意に低くsubnormalな状態であると述

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べている（P＜0．01）。また，福永ら47）もバセドウ病
　　　　　　　　v「ビタミンD　　　　は糠人砒べ低値を示し，さらに・・c。の腸管からの

　カルシウム代謝をつかさどる重要な因子である活性　　カルシウム吸収を検討したところカルシウム吸収障害

型ビタミンDは肝臓でその前駆物質である25・dihy一　　が認められたと報告している。

droxyvitamin　Ds〔25・OH・Ds〕が合成され，さらに　　　バセドウ病における1α，25－（OH）2Dは，24，25－（OH）2

腎で1α，25－dihydroxyvitamin　Da〔1α，25－（OH）2・　　Dの高値，上皮小体機能低下状態，骨代謝充進による

Ds〕，24，25・dihydroxyvitamin　Ds〔24，25－（OH）2一　　高カルシウム血症などから合わせ考え，減少している

D8〕が合成される。1α一25－（OH）a－D，の作用は小腸で　　ことは納得できるところである。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おいては代謝異常を招来し，1α，25・（OH），・Dの低下
　　　　　　　　　　田　おわりに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を招いている。

　パセドウ病は，骨代謝の充進にともなう血清カルシ　　　バセドウ病とカルシゥム代謝は古くから研究がなさ

ウム，リン，アルカリ・フォスファターゼ値の異常が　　れてはいるが，まだ不明な点がある。しかしカルシウ

みられ，負のカルシウムバラソスを示している。上皮　　ム調節ホルモンの解明とともにバセドウ病と骨・カル

小体機能は機能低下を示し，上皮小体ホルモン分泌予　　シゥム代謝に対する考察に，少しながらも光明がさし

備能も低下している。カルチトニン分泌能はほぼ正常　　てきたように思われる。また，カルシウム代謝と関係

．と考えられるが，カルシウム負荷験試による分泌予備　　の深いマグネシゥム，あるいは最近注図をあびている

能を見ると遅延している。またバセドウ病はカルチト　　プロスタグランディンについて別の機会に論じてみた

ニンに対する強い感受性が認められる。ビタミンDに　　いと考えている。
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