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症例
98歳 ⼥性
発熱の精査⽬的に来院.
既往歴は閉塞性動脈硬化症, 認知症.
来院時, 特に症状なし. 
体温含めバイタル異常なし. 浮腫なし, 貧⾎なし.
ADL: 移動は⾞いす, ⾷事は⾃⽴, その他は要介助.
発熱は誤嚥によるものと思われたが,
TSH：6.130μIU/mL, FT4：1.38ng/dL
と潜在性甲状腺機能低下症が疑われた.



⾼齢者の潜在性甲状腺機能低下症を
治療すべきか？

臨床的疑問



EBMの5ステップ

1. 患者の問題を定式化
2. 問題について情報を収集
3. 情報の批判的吟味
4. 情報の患者への適応を検討
5. Step1-4を評価
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患者の問題を定式化

P 潜在性甲状腺機能低下症の98歳⼥性
I レボチロキシンを投与
C 治療介⼊しない
O 甲状腺機能低下に伴う症状を予防できるか
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問題についての情報を収集



論⽂概要

TRUST ClinicalTrials
N Engl J Med 376;26 June 29, 2017

他施設, 無作為化, ⼆重盲検, プラセボ対照並⾏群間⽐較
参加者：2013年5⽉-2016年11⽉の4カ国,737⼈
フォローアップ中間値：17.3ヶ⽉
解析：Modified Intention-To-Treat解析



論⽂のPICO

P 65歳以上の潜在性甲状腺機能低下症の患者
I レボチロキシンを投与
C プラセボを投与
O 甲状腺機能低下に伴う症状を減らせるか



論⽂の背景

• 65歳以上の8-18%はTSH⾼値かつFT4正常値
（潜在性甲状腺機能低下症）である.

• 甲状腺ホルモンは種々の働きがあり,
潜在性甲状腺機能低下症は⾼齢者の疾患の多く
に影響を及ぼしている可能性が指摘されている.

• しかし,これまで⾏われてきた
ランダム化⽐較試験は⼩規模のものしかない.

• 本研究は潜在性甲状腺機能低下症の⾼齢者に
対する治療の意義を⾒極めるために⾏われた.



選択基準

• 65歳以上
かつ
• 潜在性甲状腺機能低下症がある

＜潜在性甲状腺機能低下症＞
3ヶ⽉から3年の間隔をあけて測定された検査を
最低でも2回施⾏し以下を満たす

• 4.6μIU/mL≦TSH≦19.99μIU/mL
• FT4は正常範囲内



除外基準
• レボチロキシンや抗甲状腺ホルモン薬,

アミオダロン,リチウムの内服
• 12ヶ⽉以内の甲状腺の⼿術

もしくは放射性ヨード治療
• 認知症
• 4週以内の⼊院や待機的⼿術
• 4週以内の急性冠症候群
• 末期疾患



介⼊⽅法
Ø レボチロキシン群

• 50μg/dayで開始.
(体重＜50kgもしくはACS既往患者は25μg/day)

• 6-8週間ごとにホルモン測定.
• 0.40μIU/mL＜TSH＜4.59μIU/mLとなるように

レボチロキシンを調整.
Ø プラセボ群

• 類似したレボチロキシン群患者と
同様にプラセボ薬の量を調整.

ü TSH値はブラインド化
ü レボチロキシン量はコンピューターが⾃動決定



• 主要評価項⽬
甲状腺機能低下症の症状スコア
(ThyPRO-39 scaleのうち以下のパートのスコア)

Hypothyroid Symptoms score
Tiredness score

• 副次評価項⽬
⼼⾎管イベント発⽣率
QOLの変化
認知機能の変化
体重や⾎圧の変化

• 有害事象
新規⼼房細動, ⼼不全, ⾻折, 新規⾻粗鬆症

評価項⽬

それぞれのスケール
を0-100で評価。

数値が⾼いほど症状
が強いことを表す。
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統計解析⽅法

• 追跡期間：1年間
• 解析⽅法：Modified Intention-To-Treat

• α：0.05, 両側検定
• 検出⼒：80%
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妥当性の吟味①

• 患者の割り振りはランダム化されているか.
→されている.

• 分からないように割り付けされているか.
→隠蔽化されている.

• 患者背景は実際両群で等しいか.
→ 等しい.



患者背景
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妥当性の吟味②
• 何重盲検か.

→四重盲検

• 解析時にランダム化は守られているか.
→ITT解析＝守られている.

• 追跡率や追跡期間は⼗分か？
→フォローアップ期間中央値：17.3ケ⽉

1年フォローアップ完遂率：90.7%

• 潜在性甲状腺機能低下症以外の疾患は
等しく治療されているか？
→同等.



主要評価項⽬の評価

甲状腺機能低下に関連する症状は
両者で有意差を認めない



⼼⾎管イベントと有害事象の評価



⼼⾎管イベントと有害事象の評価

⼼⾎管系イベントリスクは両者で有意差なし.
⼼不全や⼼房細動などの有害事象のリスクも
有意差なし.



Limitation 1
• TSHの⽬標値 0.40-4.60 mIU/Lがガイド

ラインが薦める 0.40-2.5mIU/Lと異なる
Ther Adv Endocrinol Metab 2016；7：12-23

• サブグループ解析されているがTSH 10 mIU/L
以上が少ない

JAMA 2010；304：1365-19
• 登録患者の症状が軽度なものが多かった

積極的な治療で利益が得られる可能性は否定できない

⾼齢者においてもTSH10mIU/L以上では
⼼⾎管イベントが増加するという報告もあり注意

より症状が強ければ治療で利益が得られる可能性あり



Limitation 2
• 抗甲状腺抗体を測定していない

• ⼼⾎管イベント、死亡を検証するのに⼗
分な⼈数を集めることができなかった

抗体陽性患者では甲状腺機能低下症へ進展する
可能性があり治療が有益な可能性がある

治療による⼼⾎管イベント、死亡の抑制・増加
については検証できていない
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論⽂の患者
• 平均約74.4歳
• ⼥性は約53%
• TSH中間値：6.8μIU/mL
• FT4中間値：1.04ng/dL
• 無症状も含まれている
• 認知症は除外

実際の患者
• 98歳
• ⼥性,⽇本⼈
• TSH：6.130μIU/mL
• FT4：1.38ng/dL
• 無症状
• 認知症あり

患者の適応を吟味

認知症が除外基準に該当
論⽂の患者よりも⾼齢



評価項⽬を吟味
• 主要評価項⽬/副次評価項⽬

＝甲状腺機能低下症の症状スコアの変化.
→⽇常⽣活に影響する症状は患者にとって

重要なアウトカム.

• 有害事象
⼼⾎管イベントや有害事象の評価
→⼼⾎管系イベントや有害事象のリスク

は治療の適応を考える上で重要.

評価項⽬は本症例のニーズを満たす



治療コストを吟味

レボチロキシン50μg
1錠 9.6円

1カ⽉ 1錠×30⽇ 288円
1年 12ケ⽉ 約3600円

治療コストは⾼くない.



治療効果と有害事象を吟味

• 治療によって症状は変わらないが,
治療による有害事象発⽣率も変わらない.

• ⼀⽅,⼼⾎管イベントの発⽣率も変わらない.

有害事象は増えないが,
治療による利益も認められなかった.



• Clinical State/Circumstances
98歳⼥性, 既往歴は閉塞性動脈硬化症, 認知症あり. 
内服薬はなし. 症状はなし.

• Patient’s Preferences, Actions
本⼈の希望は特になし.

• Research Evidences
今回の論⽂では潜在性甲状腺機能低下症の治療に
伴う利益は⾒られなかった.
より⻑期の治療を⾏なった際の利益はまだ不明.

まとめ



患者への対応
実際の患者は認知症もあり, より⾼齢で
今回の論⽂の対象とは異なっていた.
より⻑期間の治療により利益が得られる
可能性もあるかもしれないが, より限ら
れた予後である可能性も⾼く, 少なくと
も今回の論⽂では利益は認めていない.
→レボチロキシンによる治療は⾏わない
こととした.
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Step1-4の評価
1. 患者の問題を定式化

→潜在性甲状腺機能亢進症に関して適切に
PICOを建てることができた.

2. 問題について情報を収集
→PubMed Clinical Queriesを⽤いて迅速に
検索できた.

3. 情報の批判的吟味
→フォーマットに沿って, 内的・外的妥当性を評
価した. 

4. 情報の患者への適応を検討
→患者の背景や考え, 論⽂の結果を統合して結論
を出した.



⾼齢者の潜在性甲状腺機能低下症に
対しては, TSH上昇が軽度である場合, 

治療を⾏なっても, 有益性は乏しい.

まとめ


