
判断します。特に増悪期のCOPD、先
ほどの副鼻腔気管支症候群、気管支拡
張症とか、そういったものは好中球の
炎症が強いということになります。
　外観がちょっと黄色くても、好酸球
が多い場合もあるのです。その場合は
喘息なり、好酸球性炎症の痰であると
いうことで、少し病態が違うというこ
とをまず把握します。好中球性の炎症
の場合は、マクロライドが最近、特に
好中球性気道炎症を抑えるということ
で注目されています。好酸球の場合は
喘息的な要素があるだろうということ
で、吸入ステロイドとか抗ロイコトリ
エン薬などを使うのですけれども、去
痰薬に関しては、どちらにおいても有
効であると思いますし、先ほどのメカ
ニズムからいっても、どちらの病態に
おいても使いやすい薬であると思って
います。
　山内　急性期あるいは慢性期で、使
う期間の目安といったものはあるので

しょうか。
　近藤　急性期の場合は、症状が改善
してくれば、それで終了ということで、
１週間とかそのぐらいの感じでよろし
いかと思いますけれども、慢性期の場
合に関しては、患者さんの訴えをお聞
きして、痰の切れがよくなって、つか
え感とか痰の量が減ったとか、咳が少
なくなったとか、そういうことであれ
ば、基本治療として使ってみる。もし
その薬を使ってもあまり変わりがない
とおっしゃるようでしたら、一つは別
のタイプの去痰薬に変えてみる。もし
くは、それでもちょっとという場合は
両方を併用してみるということも可能
ではないかなと思います。
　山内　その場合はかなり長期に使っ
ても構わないということですね。
　近藤　そうですね。長期に治療薬と
して使ってもよいと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　山内　百渓先生、まず、バセドウ病
でヨードを使うというのは、一般的に
は限定された印象があるのですが、ヨ
ード剤を使う適応や利点に関して教え
ていただけますか。
　百渓　ヨード剤は、効果が不十分な
ことや、途中で効果が落ちる（エスケ
ープする）ことがあるため、抗甲状腺
薬のように一般化しないのですが、抗
甲状腺薬と比べますと、即効性がある
という利点があります。それから、何
といっても、副作用がほとんどないと
いうこと。場合によっては、効きすぎ
ないというのも利点になることがあり
ます。そこで単独で使う場合もありま
す。
　山内　初めに単独で使うということ

もあるということですね。
　百渓　抗甲状腺薬で副作用を経験さ
れている先生方は、できたらヨードを、
というお考えもあると思います。
　山内　そうしますと、使われる背景
には、ヨードの利点もありますが、抗
甲状腺薬の有名な副作用に、以前痛い
目に遭ったようなケースもあるという
ことですか。
　百渓　そうです。
　山内　この先生のご質問のような抗
甲状腺薬、主にメルカゾール錠ですが、
これとの併用治療は具体的にどのよう
な場合に行われているものなのでしょ
うか。
　百渓　昔から行われているのは、甲
状腺機能の正常化が急がれる場合、つ

バセドウ病のヨード剤併用治療

東京都予防医学協会内分泌科部長
百　渓　尚　子

（聞き手　山内俊一）

　バセドウ病でのヨード剤の併用についてご教示ください。
　甲状腺機能亢進症では、抗甲状腺薬（主にメルカゾール錠）による治療経験
は多くありますが、さらにこれにヨード剤を併用した治療経験はありません。
そこでヨウ化カリウム丸の併用療法の適応についてご教示ください。

＜大分県開業医＞
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まり亢進症によるリスクが高い場合で
す。例えば、クリーゼの場合であると
か、あるいは循環器の合併症があると
か、これから何かの手術をするのに早
く正常にしなければいけない、あるい
は、妊婦さんで流産のリスクがあると
いうようなときに併用いたします。こ
れは昔から行われている方法です。
　山内　この質問は、どちらかという
と一般的なバセドウ病の外来の患者さ
んに関してというニュアンスがあるよ
うですが、このあたり、いかがなので
しょうか。
　百渓　日本甲状腺学会のガイドライ
ンでは、抗甲状腺薬は、メルカゾール
錠が第一選択薬で、初期投与量は機能
亢進が著しい場合は別として、１日３
錠（15㎎）から始めることを勧めてい
ます。15㎎で始めたほうが副作用が少
ないというのがその理由です。そこで
機能亢進が著しくてもメルカゾール錠
は15㎎にしておいて、ヨードを併用し
てメルカゾール錠を大量に使うことに
よる副作用のリスクを避けようという
ことが行われるようになって、学会報
告もされるようになりました。メルカ
ゾール錠15㎎でコントロールに少し時
間がかかっているときで、メルカゾー
ル錠を増量しないでヨード剤を併用す
るという場合もあります。
　山内　以前、メルカゾール錠の初期
量はかなり多かったと思われますが、
最近はあまり高用量からの開始は勧め

られていないということでよろしいで
しょうか。
　百渓　free T4の値はキットによって
違うので一概には言えないのですけれ
ども、free T4が５以下だったら３錠で
も６錠と同じ効果だったというような
成績があり、５以下だったら、少なく
とも合併症がなければ問題ないという
ことで、ガイドラインでは初期投与量
を１日15㎎としているのです。free T4

が７を超えているような場合は無理で
すが。
　山内　もう少し機能亢進が弱いよう
なケースですと、ヨードを主体とした
治療法もあるということでしょうか。
　百渓　副作用でこりごりなさってい
る先生方の中には、ヨードを先に始め
ることがあります。ある先生は、ヨウ
化カリウム丸を１日２錠から始めて、
効果が十分でなくなったときに初めて
少量のメルカゾール錠を併用し、それ
でも十分でなくなったら、メルカゾー
ル錠を増量するということをされてい
ます。この方法でかなり副作用を避け
られるようになったということですの
で、なかなかいい方法かなと私は思っ
ております。
　山内　実際の使い方ですが、まず、
ヨウ化カリウム丸、つまり錠剤を使用
というかたちになるのでしょうか。昔、
ヨード液などを飲ませていたこともあ
りますが、このあたりは今どうなって
いるのでしょうか。

　百渓　昔使っていたルゴール液はフ
ェノールが入っているので外用だけに
なってしまって、内服には不向きです。
今一番一般的なのは、ご質問の先生も
おっしゃっているヨウ化カリウム丸で
す。この薬は１錠中にヨードが38㎎ぐ
らい入っております。１日１錠で始め
るのが一般的です。症状が軽い場合に
はヨウ化カリウム液にして、10㎎、20
㎎など効き目をみながら使います。調
剤は簡単です。あるいはヨウ化カリウ
ム粉末もあります。ただ、のみにくい
ともいわれていますが。
　山内　初期量について、まず単独で
使う場合はどのぐらいの量からか。そ
れから併用する場合はどのぐらいの量
からかといったあたりですが。
　百渓　単独で使う場合は一般的には
ヨウ化カリウム丸１錠です。
　山内　併用の場合は量を下げるので
しょうか。
　百渓　いいえ、ヨウ化カリウム丸を
１錠、それとメルカゾール錠２錠か３
錠です。
　山内　いきなり併用するケースと、
ヨードを先行させて治療上あまり思わ
しくないときに抗甲状腺薬を追加する
という、この２つの方法があるという
ことですね。
　百渓　あとは、あとからヨードを補
うという方法ですね。
　山内　どちらが推奨されているとい
うことはあまりないのでしょうか。

　百渓　そういう比較試験がなくて、
使う先生方の好みですね。
　山内　繰り返しになりますが、一般
にヨードのほうを先行させて、効果不
十分と見た場合にメルカゾール錠を追
加していくという使い方がされている
のでしょうか。
　百渓　私もよくそうしますが、副作
用を嫌われる先生は、そういう使い方
をします。初めから併用という先生も、
少なくないと思います。どちらがいい
というような成績は出されていないの
で、ともかくやってみてほしい、経験
してみてほしいということです。途中
で効果が不十分になることはあります
が、そうしたら抗甲状腺薬を増量する
かアイソトープ治療などに変更すれば
よいので、もっと思い切ってやってい
ただいていいと思います。
　ヨードを嫌っていたのは外国のドク
ターなのです。バセドウ病とは関係な
いのですが、ヨードが不足している国
では、甲状腺の結節で、自動能を持っ
ているものがあって、ヨードが不足し
ているために甲状腺ホルモンが過剰に
分泌されずにすんでいたものが、ヨー
ドが十分になると過剰に分泌されるよ
うになります。そういうものを持って
いる人はお年寄りが多いものですから、
循環器に影響して心房細動を来したり
して、そんなことでヨードは嫌われて
いたのです。
　あとは、これもバセドウ病ではない
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まり亢進症によるリスクが高い場合で
す。例えば、クリーゼの場合であると
か、あるいは循環器の合併症があると
か、これから何かの手術をするのに早
く正常にしなければいけない、あるい
は、妊婦さんで流産のリスクがあると
いうようなときに併用いたします。こ
れは昔から行われている方法です。
　山内　この質問は、どちらかという
と一般的なバセドウ病の外来の患者さ
んに関してというニュアンスがあるよ
うですが、このあたり、いかがなので
しょうか。
　百渓　日本甲状腺学会のガイドライ
ンでは、抗甲状腺薬は、メルカゾール
錠が第一選択薬で、初期投与量は機能
亢進が著しい場合は別として、１日３
錠（15㎎）から始めることを勧めてい
ます。15㎎で始めたほうが副作用が少
ないというのがその理由です。そこで
機能亢進が著しくてもメルカゾール錠
は15㎎にしておいて、ヨードを併用し
てメルカゾール錠を大量に使うことに
よる副作用のリスクを避けようという
ことが行われるようになって、学会報
告もされるようになりました。メルカ
ゾール錠15㎎でコントロールに少し時
間がかかっているときで、メルカゾー
ル錠を増量しないでヨード剤を併用す
るという場合もあります。
　山内　以前、メルカゾール錠の初期
量はかなり多かったと思われますが、
最近はあまり高用量からの開始は勧め

られていないということでよろしいで
しょうか。
　百渓　free T4の値はキットによって
違うので一概には言えないのですけれ
ども、free T4が５以下だったら３錠で
も６錠と同じ効果だったというような
成績があり、５以下だったら、少なく
とも合併症がなければ問題ないという
ことで、ガイドラインでは初期投与量
を１日15㎎としているのです。free T4

が７を超えているような場合は無理で
すが。
　山内　もう少し機能亢進が弱いよう
なケースですと、ヨードを主体とした
治療法もあるということでしょうか。
　百渓　副作用でこりごりなさってい
る先生方の中には、ヨードを先に始め
ることがあります。ある先生は、ヨウ
化カリウム丸を１日２錠から始めて、
効果が十分でなくなったときに初めて
少量のメルカゾール錠を併用し、それ
でも十分でなくなったら、メルカゾー
ル錠を増量するということをされてい
ます。この方法でかなり副作用を避け
られるようになったということですの
で、なかなかいい方法かなと私は思っ
ております。
　山内　実際の使い方ですが、まず、
ヨウ化カリウム丸、つまり錠剤を使用
というかたちになるのでしょうか。昔、
ヨード液などを飲ませていたこともあ
りますが、このあたりは今どうなって
いるのでしょうか。

　百渓　昔使っていたルゴール液はフ
ェノールが入っているので外用だけに
なってしまって、内服には不向きです。
今一番一般的なのは、ご質問の先生も
おっしゃっているヨウ化カリウム丸で
す。この薬は１錠中にヨードが38㎎ぐ
らい入っております。１日１錠で始め
るのが一般的です。症状が軽い場合に
はヨウ化カリウム液にして、10㎎、20
㎎など効き目をみながら使います。調
剤は簡単です。あるいはヨウ化カリウ
ム粉末もあります。ただ、のみにくい
ともいわれていますが。
　山内　初期量について、まず単独で
使う場合はどのぐらいの量からか。そ
れから併用する場合はどのぐらいの量
からかといったあたりですが。
　百渓　単独で使う場合は一般的には
ヨウ化カリウム丸１錠です。
　山内　併用の場合は量を下げるので
しょうか。
　百渓　いいえ、ヨウ化カリウム丸を
１錠、それとメルカゾール錠２錠か３
錠です。
　山内　いきなり併用するケースと、
ヨードを先行させて治療上あまり思わ
しくないときに抗甲状腺薬を追加する
という、この２つの方法があるという
ことですね。
　百渓　あとは、あとからヨードを補
うという方法ですね。
　山内　どちらが推奨されているとい
うことはあまりないのでしょうか。

　百渓　そういう比較試験がなくて、
使う先生方の好みですね。
　山内　繰り返しになりますが、一般
にヨードのほうを先行させて、効果不
十分と見た場合にメルカゾール錠を追
加していくという使い方がされている
のでしょうか。
　百渓　私もよくそうしますが、副作
用を嫌われる先生は、そういう使い方
をします。初めから併用という先生も、
少なくないと思います。どちらがいい
というような成績は出されていないの
で、ともかくやってみてほしい、経験
してみてほしいということです。途中
で効果が不十分になることはあります
が、そうしたら抗甲状腺薬を増量する
かアイソトープ治療などに変更すれば
よいので、もっと思い切ってやってい
ただいていいと思います。
　ヨードを嫌っていたのは外国のドク
ターなのです。バセドウ病とは関係な
いのですが、ヨードが不足している国
では、甲状腺の結節で、自動能を持っ
ているものがあって、ヨードが不足し
ているために甲状腺ホルモンが過剰に
分泌されずにすんでいたものが、ヨー
ドが十分になると過剰に分泌されるよ
うになります。そういうものを持って
いる人はお年寄りが多いものですから、
循環器に影響して心房細動を来したり
して、そんなことでヨードは嫌われて
いたのです。
　あとは、これもバセドウ病ではない
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のですが、ヨードで身体の機能低下に
なる場合があるというのがやたらと強
調されていまして。
　山内　一般的には日本でのヨードの
初期投与量とその増量は、最高でどの
ぐらいの量でしょうか。
　百渓　特にそういう指針がないので
す。ですから、一番一般的なのはヨウ
化カリウム丸が１錠。本当に軽い亢進
で、妊婦さんも特に軽い亢進であれば
ヨードで大丈夫という論文を私は書い
たのですけれども、万一の場合にはヨ
ウ化カリウム液をつくっておいて１日
10㎎にしたり、20㎎にしたりしていま
す。市販のものならヨウ化カリウム粉
末。これは普通に手に入りますから、
これでなさってもいいと思います。一
般にはヨウ化カリウム丸でいい場合が
多いですね。
　山内　甲状腺機能が正常化した場合、
今度は減らすなり、中止するというこ
とになりますが、併用の場合はどちら
の薬を中止ないし減らしていくのでし
ょうか。
　百渓　著しい亢進だった場合には、
メルカゾール錠は残したほうがいいで
すから、ヨードの減量→中止が先だと
思います。そうではなくて、併用を最
初からやるとか、ヨードが先という場
合は、本当はどちらでもいいのかもし
れません。一般的にはヨードが先です
が。

　先ほどのヨードを第一選択にした先
生は、コントロールがいいと、メルカ
ゾール錠を先に減らしてみる方法をと
るそうです。私は今まではヨードを先
に中止していたのですが、ヨードを中
止しますと、ある程度効いている場合
には甲状腺機能が悪化することがあり
ます。この点は慎重を要します。でも
今まではともかくそのようにヨードが
先でした。
　でも、ヨードを積極的に使っている
先生が書かれているものを読みますと、
抗甲状腺薬が先というのもなかなかい
いようなので、トライしてみようかな
と思っています。もちろん機能が十分
正常になってからですが。
　山内　初めに戻りますが、比較的安
全性の高い薬剤なので、長期に使って
も、あまり大きな問題になることはな
いと見てよろしいわけですね。
　百渓　そうですね。途中で効き目が
落ちることには注意が要りますが、十
分正常になっていれば、別に使ってい
て悪いことはないですから。メルカゾ
ール錠だと、少量でも効きすぎたりす
ることもあるものですから。
　山内　なかなかコントロールに難渋
することもありますので、そういった
面でもう一度見直されてもいい治療法
ということですね。
　ありがとうございました。

　池田　まず最初に、いつごろからこ
のNASHという概念が生まれたのでし
ょうか。
　谷合　1980年にアメリカのメイヨー
クリニックの病理学者ルードヴィック
が、尼僧や禁酒協会の会員といった飲
酒しない人たちに、アルコール性肝障
害と全く同じ肝組織像を呈する肝障害
をきたす人々がいるという報告をしま
した。そういう人たちの共通したプロ
ファイルとして、肥満・糖尿病・高脂血
症というような合併症があり、アルコ
ールと同様に脂肪性肝炎をきたしてい
るということで、非アルコール性脂肪
性肝炎（non alcoholic steato hepatitis）
と報告しました。
　ただ、そのころは、「いや、それで
もきっと隠れて飲んでいるんだろう」

などと、お酒以外の原因でお酒と同じ
肝障害をきたす病態があるということ
が受け入れられず、ルードヴィック先
生は非常に高名な病理学者でしたが、
その論文自体も、一流雑誌には掲載さ
れず、結局メイヨークリニックの機関
誌に掲載されたという経緯があります。
　そしてNASHは、しばらく忘れられ
ていた概念なのですけれども、1990年
代ぐらいから世界的に飽食の時代を迎
えて、メタボリックシンドロームの臓
器障害が大きな問題となり、この病態
がクローズアップされてきました。し
かし、一般的に受け入れられるように
なったのは1990年代の終わりごろから
で、肝臓学会等で積極的に取り上げら
れるようになったのは2000年を過ぎて
からです。まずアメリカで注目され、

NASH

東京女子医科大学消化器内科講師
谷　合　麻紀子

（聞き手　池田志斈）

　NASHという概念がありますが、人間ドックなどで脂肪肝を見つけた場合、
どのような点に注意すべきか。二次検診に進むのはどういうときか、ご教示く
ださい。

＜宮城県勤務医＞
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