
道衛研所報
第44集（1994）

スクリーニング･システムの改変と北海道の先天性甲状腺

機能低下症マス･スクリーニング成績(1990～93年度)

The Alteration of Screening System and Its Influence

on the Results of Neonatal Screening for Congenital

Hypothyroidism Between 1990 and 1993 in Hokkaido.

原田　正平　　市原　　侃　　新井　純理
本間　　寛　　藤枝　憲二*　　奥野　晃正**

工藤　　亨***

Shohei Harada, Naoshi Ichihara, Junri Arai,

Hiroshi Honma, Kenji Fujieda, Akimasa Okuno and Toru Kudo

緒　　　　　言

新生児スクリーニングでは、一般新生児の中から対象疾

患を有することが疑われる者を見いだし、臨床家に精密検

査（精検）を依頼する。そのためには、疾患を感度よく検

出できる検査方法を選択し、その方法での、ある基準値（カ

ットオフ値）を決め、この値より異常の側に偏ったとき、

再検査をおこなうかあるいは精検をおこなう。この際、患

者を見逃すこと（偽陰性）はできる限り避けなければなら

ない。しかし、それを恐れるあまり、カットオフ値を正常

の側に偏して設定し、患者ではないのに再検査や精検を受

ける者（偽陽性）が多くなることは、偽陽性となった児の

家族の心理的負担を増すなど、決して好ましいことではな

い。そのため、適切なカットオフ値の設定が、スクリーニ

ングをおこなう上で、きわめて大切であるとされている1）。

北海道での先天性甲状腺機能低下症（クレチン症）のマ

ス・スクリーニングをおこなうにあたり、我々は、疾患特

異的で感度のよい検査方法を導入すると共に2，3，4）、偽陰性5）

や偽陽性6）の原因を探究し、それを通して適切なカットオ

フ値の設定に努めてきた。1989年度までのスクリーニング

成績は既に報告3）したが、その後の成績（1990～1993年度）

の解析により、1992年度におこなったカットオフ値の変更

を含んだスクリーニング・システムの改変および周産期の

ヨード含有消毒剤の使用制限6）が、スクリーニング効率の

向上に有用であったことが明らかとなったので、その概要

を報告する。

対象　と　方法

1．対　象

札幌市を除く北海道内の分娩医療機関等で出生した新生

児を対象として、クレチン症マス・スクリーニングをおこ

ない、1990年4月から1994年3月までに144，372例が受検し

た。これらの児から生後4～7日に採取された乾燥血液濾

紙（濾紙血）を初回検体とし、次に述べるスクリーニング・

システムにより、「要精検」と「正常」の二つに判定した。

2．スクリーニング・システム

（1）検査方法

濾紙血中の甲状腺刺激ホルモン（Thyroid stimulating

hormone、TSH）値を測定し、その異常高値を指標として

スクリーニングをおこなった。

TSHは、Enzyme－linked immunosorbent assay

（ELISA）を原理とするエンザプレート N－TSHキット

（チパ・コーニング・ダイアグノスティックス株式会社）

を用いて測定した3）。その最低感度は0．5μU／mlにあり、単

位は全血値で表示した。

1日に100～150件の初回検体を測定し、これを1アッセ

イとした。この1アッセイの上位3％以内にTSH値が入

った場合は、同一濾紙血検体を用いてTSH値を再測定す

るとともに、遊離サイロキシン（Free Thyroxine、FT4）

値も測定した。測定には、ELISAを原理とするエンザプレ
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ート N－FT4（チバ・コーニング・ダイアグノスティックス

株式会社）を用い、測定単位（ng／dl）は血清値で表示した。

一般新生児332例の平均±2SD（標準偏差）は2．0±1．2ng／

dlであり4）、これを正常範囲とした。

（2）TSHの基準値（カットオフ値）

初回検体が採取された後は、Fig．1に示した流れに沿っ

て「要精検」・「正常」の判定をおこなった。Fig．1の2回め

の採血を「再採血」、3回目の採血を「再々採血」と以下表

記した。

通常は、要再採血を判定するための基準値Bをカットオ

フ値1）と呼ぶが、このスクリーニング・システムでは、基準

値A～Eに区分し、総称してカットオフ値と表記した。そ

れぞれのカットオフ値は、Table1に示した値を用いた。

3．スクリーニング成績の解析

各年度の初回検体数、再採血数、精検数、クレチン症患

児数をもとに、スクリーニング成績を次の指標により解析

した。

①　偽陽性率＝（再採血数－再採血後の精検数）÷初回検体

数×100（％）

②　即精検率＝初回採血後の精検数÷初回検体数×

100（％）

③　精検率＝（初回採血後の精検数＋再採血後の精検数＋

再々採血後の精検数）÷初回検体数×100（％）

⑥　的中率＝クレチン症患児数÷精検数×100（％）

また、各年度の偽陽性者の再採血日齢、クレチン症患児

の精検日齢・治療開始日齢も解析した。この際は、出生体

重2，000g以下の児は除いて解析した。

ここでいう偽陽性者とは、初回採血時に軽度のTSH上昇

があり、要再採血とはなったが、再採血または再々採血時

のTSH値が基準値DまたはEより低値となり、「正常」と判

定されたものである。精検後に異常なしと判定された例は、

「狭義の」偽陽性とし、偽陽性者と区別した。

1992年3月以降、北海道内の大部分の分娩施設で、新生

児の臍処置に使用される消毒剤がヨード非含有消毒剤とな

り7）、また、TSH基準値もほぼ同時期の1992年5月に変更さ

れたので、この両者の影響を明らかにする意味で、スクリ

ーニング成績は、1990～91年度（Ⅰ期）と1992～93年度（Ⅱ

期）に区分して比較検討した。

4．精密検査時の検査所見および追跡調査

要精検者の精検医療機関における検査所見およびその後

の経過については、既報3）と同様に、各医療機関に年1回調

査表を送付し、その結果を集計することで調査をおこなっ

た。

診断名については、原則として厚生省研究班の定義8）に

従い、次のように定めた。

①　クレチン症：甲状腺ホルモン剤（L－T4、チラジンS）

の補充療法を継続的に必要としているものをクレチン症と

した。今回の追跡調査中に、病型診断9）のおこなわれた症例

はなかった。

②　一過性甲状腺機能低下症：濾紙血あるいは精検時の血

清中のT4値またはFT4値が異常低値、かつTSHが異常高

値を示した症例で、これが治療の有無にかかわらず正常化

し、その後、1年以上経過しても異常のないもの。精検時

の甲状腺機能検査所見が、一過性高TSH血症に相当あるい

は正常化していても、甲状腺機能低下の原因が明らかなも

のは一過性甲状腺機能低下症とした。

Fig.1 Neonatal Hypothyroidism Screening Flow Chart in
Hokkaido.

table1 Cutoff levels of Thyrotropin (TSH) in Dried
Blood on Filter Paper for Requesting a Second
(Third) Sample or Referral to Medical Examina-
tion at Neonatal Screening for Congenital
Hypothyroidism in Hokkaido Prefecture, Japan.



③　一過性高TSH血症：甲状腺機能異常をきたす原因が

なく、精検時の血清triiodothyronine（T3）・T4値が正常範

囲でかつ血清TSH値が17μU／ml以上のもので、これが治

療の有無にかかわらず正常化し、その後一過性であること

が明らかになったもの。

血清T3・T4値の正常範囲は、生後1～12カ月の健常児の

値を参考に、それぞれ107～219ng／dl、6．2～15．4μg／dlとし

た10）。

⑥　同胞例甲状腺機能異常症：同胞に要精検者がいた場

合、その児の甲状腺機能所見がカットオフ値を超えなくて

も要精検となる場合があるので、クレチン症と診断された

例を除いては、同胞例甲状腺機能異常症11）として区分した。

⑤　経過観察中：検査成績の異常が続き、診断名が確定せ

ず、無治療で経過を追っているもの。

⑥　①～⑤にあてはまらないものは、異常がなかったもの

と判定した。これが「狭義の」偽陽性に相当する。

結　　　　　果

1．適切な精検基準値

1990年度には37，107例がスクリーニングを受検し、66例

が要精検となった。その中から、TSH測定上の偽高値1例

を除いた、65例の追跡調査をおこなった。その結果、初回

採血後に精検となった20例中2例、再採血後に精検となっ

た37例中13例、再々採血後に精検となった8例中1例が「狭

義の」偽陽性と判定された。

これら「狭義の」偽陽性16例の中で、11例の初回および

再採血時濾紙血中TSH値が、共に18μU／ml未満であった

（Fig．2）。仮にこの11例を要精検とせずに、要再々採血と

し、生後21日前後に採血をおこなったとすると、その濾紙

血TSH値は全例8μU／ml未満であり、精検を要さなかっ

たと考えられた。

そこで、こうした「狭義の」偽陽性をできる限り避ける

方策として、再採血時の基準値Cを18μU／mlに引き上げる

ことを考え、その適否を次に検討した。

1988～1991年度にスクリーニングされたクレチン症患児

71例の中で、再採血が生後14日以内におこなわれた24例の

濾紙血TSH値の変動をFig．3に示した。

再々採血に相当する生後21日前後の濾紙血TSH値が、基

準値Aに相当する30μU／ml以上となった例を、「再々採血

せずに精検が必要」と仮定すると、24例中7例であった。

うち5例は、再採血時TSH値が先の基準値18μU／ml以上

であり、精検の遅れにつながらなかった。

再採血時TSH値が基準値を下回り、再々採血後に要精検

となった、すなわちこの基準値では精検が遅れたと考えら

れる2例は、ダウン症を合併し9．8→13．7→37．2μU／mlと

いう変動を示した1例と、合併症がなく24．6→17．6→57．5

μU／mlという値をとった1例であった。前者は、再採血時

のFT4値が0．2ng／dlと異常低値であり、また後者も初回検

体のFT4値が0．8ng／dlと正常下限だったことから、FT4値

も考慮に入れることで精検の遅れを最小限にできると判断

された。

以上の結果から、Fig．2に示した11例のような不要な精検

を避け、Fig．3に示した5例のようなTSH値急上昇例をよ

り早期に精検とするためには、基準値Cを18μU／mlとする

のが妥当と判断した。そこで、1992年5月からTable1に示

した基準値に変更した。

Fig. 2 Time Course of Thyrotropin (TSH) and Free

Thyroxine (FT4) Levels in Dried Blood Specimen
of Infants Who Had Falsely Positive Tests for
Congenital Hypothyroidism.



2．1990～1993年度のスクリーニング成績

各年度の偽陽性率・即精検率・精検率・クレチン症発見

頻度をTable2に示した。

この間、144，372例がスクリーニングを受検し、1，368例

（0．95％）が要再採血となり、最終的に160例（0．11％）が

精検を受けた。うち2例はTSH測定上の偽高値であったの

で、それを除いた158例について、以下、解析をおこなった。

（1）即精検後の精検者

この間、即精検のための基準値Aは変更しなかったが、

即精検率は、1990～91年度（Ⅰ期）の0．045％から1992～93

年度（Ⅱ期）には0．024％とほぼ半減した。クレチン症の的

中率はⅠ期が18／33（54．5％）、Ⅱ期は9／17（52．9％）で

あった。Table3に示すように、Ⅰ期に「狭義の」偽陽性が

3例含まれたのに対し、Ⅱ期には含まれなかった。

一過性甲状腺機能低下症13例のうち原因が推定されたも

のは、胎児造影4例、母体からの抗甲状腺剤の移行3例、

未熟児2例、外科的手技の際のヨード含有消毒剤使用1例、

母体からの阻害型TSH受容体抗体の移行1例であった。残

り2例の原因不明の一過性甲状腺機能低下症は、1990年度

の症例であった。いずれも経過中に検査所見上は低T4・高

TSH血症を示したが、機能低下症状は呈さず、軽度の一過

性甲状腺機能低下症と診断された。生後1カ月までに、2

例とも無治療で甲状腺機能が正常化した。

（2）再採血後の精検者

精検基準値Cの変更前後で、再採血後のクレチン症的中

率は、Ⅰ期の13／55（23．6％）から、Ⅱ期に8／18（44．4

％）と上昇した。この違いは、「狭義の」偽陽性が、Ⅰ期の

18例に対し、Ⅱ期は2例に減少した結果であった。

一過性甲状腺機能低下症14例のうち原因が推定されたも

のは、未熟児6例、外科的手技の際のヨード含有消毒剤使

Fig. 3Time Course of Thyrotropin (TSH) and Free
Thyroxine (FT4) Levels in Dried Blood Specimen
of Infants with Congenital Hypothyroidism
Detected by Neonatal Screening.

Table 2 Results of Neonatal Screening for Congenital Hypothyroidism in Hokkaido.



Table3 Diagnosis of Infants Referred to Medical Examination at Neonatal Screening for
Congenital Hypothyroidism in Hokkaido.

用3例、胎児造影1例、仮死1例であった。残り3例の軽

度の一過性甲状腺機能低下症3例と、一過性高TSH血症

7例は、いずれもⅠ期の症例であり、Ⅱ期には経験しなかっ

た。

（3）再々採血後の精検者

再々採血後のクレチン症的中率は、Ⅰ期が10／20（50．0

％）、Ⅱ期は5／15（33．3％）であった。「狭義の」偽陽性

が、Ⅰ期の2例に対しⅡ期は1例であった。

一過性甲状腺機能低下症11例のうち原因が推定されたも

のは、未熟児5例、ダウン症合併1例、重症仮死1例であ

った。残り4例の軽度の一過性甲状腺機能低下症4例の中

で、3例はⅠ期の症例であり、Ⅱ期は1例のみであった。

（4）偽陽性率

偽陽性率は、Ⅰ期の1．22％からⅡ期には0．61％に半減し

た。

（5）クレチン症発見頻度

Ⅰ期のクレチン症発見頻度は1：1，802、Ⅱ期が1：

3，205であった。ポアソン分布に従って95％範囲を計算する

と、Ⅰ期は1：1，416～2，420、Ⅱ期は1：2，341～4，840と

なり、両者に有意差（p＜0．01）を認めた。

しかし、再採血以後に発見されたクレチン症に限ると、

その頻度は、Ⅰ期1：3，213、Ⅱ期1：5，423となり有意差

は認めなかった。

3．各年度の偽陽性者の再採血日齢、クレチン症患児の精

検日齢・治療開始日齢

（1）偽陽性者の再採血日齢

偽陽性者の再採血日齢は、1990年度から1993年度まで、

平均約13日とほぼ一定であった（Table4）。比較のために、

1986～89年度の偽陽性者の再採血日齢も解析したところ、

それぞれ20．2±5．0日（平均±SD）、19．2±4．6日、15．1±4．6

日、14．3±5．2日であった。

（2）クレチン症患児の精検日齢・治療開始日齢

Table4に示すように、直ちに精検となった例から発見

されたクレチン症患児の精検日齢・治療開始日齢は、ほぼ

生後2週間以内であった。また、再採血後に発見された患

児の精検日齢も14～17日であり、ほぼ生後3週間以内に治

療が開始されていた。

再々採血後に発見された患児には、比較的長期の経過観

察後に軽症クレチン症と診断される例があり、精検日と治

療開始日の差は、即精検後・再採血後に発見される患児に

比べ大きかった。1990年度は未熟児1例を除くと1例のみ

であったが、精検日齢34に対し、2歳2カ月時から治療が

おこなわれた。1991年度は未熟児1例を除いた7例の精検

日齢29．1±11．3に対し、1歳時から治療された1例を除い

た治療開始日齢は35．5±13．6日であった。1992年度、1993

年度の各2例の精検日齢は、35日と46日、26日と33日であ

り、治療開始日齢はそれぞれ37日と5カ月、31日と54日で

あった。

考　　　　　察

北海道のクレチン症マス・スクリーニングで、濾紙血中

のTSH値測定を非放射性免疫測定法による高感度測定法

に変更したところ、1988年4月以降、再採血率・精検率の

上昇がみられたことを、我々は既に報告3）している。

その後、再採血が特定の分娩施設に集中していることが

明らかになり12）、我々はその原因を探究した。その結果、こ

の要再採血となったものの大部分は、再採血時にTSH値

が正常化している偽陽性者であり、北海道ではその多くが、



Table4 The Age of Second Dried Blood Samples Obtained from False Positives, The Age of Medical Examination and
Initiation of Treatment in Infants with Congenital Hypothyroidism in Hokkaido.

周産期に使用されたヨード含有消毒剤中のヨードによる軽

度の一過性甲状腺機能低下症であることが明らかになっ

た6）。

今回、新生児臍処置にヨード含有消毒剤が北海道内の約

半数の分娩施設で使用されていた1990～91年度7）と、ほと

んどの施設でヨード非含有消毒剤に変更された1992～93年

度の偽陽性率を比較したところ、要再採血を判定する基準

値Bの変更がなかったにもかかわらず、1．22％から0．61％

に半減していた。偽陽性が減ったことで、不要な再採血に

よる家族の心理的負担が軽減され、スクリーニング効率は

向上しており、消毒剤変更がクレチン症マス・スクリーニ

ング全体に良い効果を与えたことは明らかであった。これ

は、既報6）で提起した、不要な偽陽性者を減らすために周産

期のヨード含有消毒剤使用を制限すべきとの考えを、支持

する結果であった。

高感度TSH測定法の導入後に始まった精検率が高い傾

向3）は、1990年度にも顕著にみられた。これは、65例の要精

検老中16例（24．6％）を占めた「狭義の」偽陽性の増加が

大きな要因であったので、その病態について検討したとこ

ろ、次の2点が明らかになった。第一に、「狭義の」偽陽性

の半数以上は、初回・再採血時濾紙血中TSH値が18μU／

ml未滴で、生後3週めまでにTSH値は正常化していた。

第二に、1987年度までの偽陽性者の再採血日齢が、平均し

て生後3週めだったのに対し、1988年度以降の再採血は生

後2週めまでに完了していた。これは、高感度TSH測定法

の導入3）か測定日数の短縮につながり、その結果、要再採血

の判定が、1988年度以降、より早期におこなわれたためと

考えられた。

以上から、次のようなことが示唆された。すなわち、「狭

義の」偽陽性にみられる一過性TSH上昇は、18μU／mlま

その中等度の上昇がその多くを占め、しかも生後3週めま

でに大部分が正常化する。こうした中等度の一過性TSH

上昇者が、再採血日齢の早期化により、TSH値正常化の前

に再採血をうけ、結果として「要精検」となった。

そこで、1992年5月以後、再採血時の基準値Cを18μU／

mlに引き上げ、TSH値が9～18μU／mlのものは、生後3

週めころに再々採血をするという形に、スクリーニング・

システムの改変をおこなった。その結果、精検率の低下・

「狭義の」偽陽性の減少をみた。このことは、ヨード含有

消毒剤使用中止による偽陽性者の減少と同様6）、不要な精

検による家族の心理的負担13）を軽減し、不要な精検にかか

る費用や追跡調査の労力も軽減し、スクリーニングの効率

を向上させたものと考えられた。

ここで問題となるのは、システムの改変が偽陰性5）の原

因となったり、真の陽性者（クレチン症患児）の早期治療

を遅らせることがないかということである。

今回検討した期間内にスクリーニングを受検した新生児

から、偽陰性例は報告されていない。また、1990～91年度

と1992～93年度のクレチン症発見頻度のうち、再採血後に

発見されたクレチン症の頻度を比較すると、両者に有意差

はなく、この点からも、システムの改変が偽陰性の原因と

なった恐れはないものと判断された。しかし、追跡調査の

期間が短いため、いずれの症例も病型診断に至っておらず、

今後の検討が必要である。

治療開始時期については、この4年間に大きな差はなか

った。従来、再採血後に精検となったクレチン症では、精

検日と治療開始日に差があり、1990年度では約6日、1991

年度では約5日であった。スクリーニング・システムの改

変によって、「狭義の」偽陽性がほとんどみられなくなり、

的中率が向上したことは、この精検日と治療開始日の差の

短縮につながることが期待される。しかし、1992年度に約

4日と短縮されたものが、1993年度は、精検日齢22、治療

開始日齢37の1例のため、その差は3例の平均で約5日で

あった。精検医療機関との連携をより密にして、治療開始

を早めることがこれからの課題と考えられた。

スクリーニングで発見される疾患として、クレチン症以

外に、種々の新生児一過性甲状腺機能異常が知られてお

り14）、濾紙血TSH値の上昇によって、一時的に「陽性」と



判定される。これらは、一過性甲状腺機能低下症8,15）・一過

性高TSH血症8，16，17）などと診断されるが、前者の中には病

因の明らかでないものも多く、また後者の病因は不明とさ

れている。一過性高TSH血症は、新しい疾患として提案さ

れた際の定義16）に加え、現在では「母体にヨード過剰摂取が

ない」ことも要件の一つであるが7）、スクリーニングで精検

となった母児のヨード代謝について検討されることは少な

く18）、一過性高TSH血症と診断された例のヨード代謝も

不明なことが多い。また、原因不明とされていた一過性甲

状腺機能低下症について検討した報告によれば19）、その多

くに母体のヨード過剰がみられた。さらに、新生児臍処置

時のヨード含有消毒剤使用中止は、偽陽性者数の減少だけ

ではなく、初回採血時にみられる中等度の一過性TSH上

昇（15～30μU／ml）を減少させることも明らかになってい

る6）。

今回、ヨード含有消毒剤の使用中止とスクリーニング・

システムの改変をおこなったところ、原因不明の軽度の一

過性甲状腺機能低下症・一過性高TSH血症・「狭義の」偽

陽性の三者が、Ⅰ期では要精検者108例中それぞれ8、7、

23例だったものが、Ⅱ期には50例中1、0、3例と大きく

減少した。新生児にヨード過剰が起こった場合、その甲状

腺機能は種々の程度に抑制され、胎児造影にみられる重度

のものから20）、軽度の一過性TSH上昇（＝偽陽性者）まで6）

様々である。今回の解析で明らかになったように、異なる

診断名でくくられた三者が、ヨード含有消毒剤の使用中止

後に一様に減少したことは、その大部分が同じ病因（＝ヨ

ード過剰）によるものであり、単にその甲状腺機能抑制の

程度の差にすぎなかったことを示唆すると考えられた。

一過性高TSH血症については、種々の病態を含んでい

ることが指摘されており、また、定義上は17）、ヨード過剰を

その病因とすることはできない。しかし、その除外診断と

して、ヨード代謝の検討が必要であることは明らかであ

り18）、今後の検討が必要である。

結　　　　　語

北海道のクレチン症マス・スクリーニングで、1992年度

に次の2点の変更をおこなった。

第一に、新生児の臍処置の消毒剤をヨード非含有消毒剤

とした。第二に、再採血後の精検基準値をTSH18μU／ml

以上とし、9～18μU／mlについては要再々採血とした。

その結果、偽陽性者・「狭義の」偽陽性の減少がみられ、

スクリーニング効率が向上した。また、一過性甲状腺機能

低下症・一過性高TSH血症も減少し、これらの病因にヨー

ド過剰も関与している可能性が示唆された。

要精密検査児･クレチン症患児の管理をお願いし､毎年

の追跡調査にご協力頂いています､北海道内の各医療機関

の担当医の方々に感謝いたします｡

なお､本研究は北海道保健環境部の協力によるものであ

る｡
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英　文　要　約

To evaluate the influence of the alteration of screen-

ing system and withdrawal of use of iodine-containing

antiseptics (povidone-iodine, PVP-Ⅰ) on neonatal

screening for congenital hypothyroidism (CH), we

compared the results of the screening between phase I

(1990-91) and phase Ⅱ (1992-93) in Hokkaido prefec-

ture, Japan.

ⅰ) False positive rate decreased from 1.22% in phase

Ⅰ to 0.61% in phase Ⅱ. ⅱ) There is no significant

difference of the incidence of CH detected in second



and/or third dried blood specimens between phases I

and ‡U.îñ) Infants with mild transient hypothyroidism

and transient hyperthyrotropinemia decreased in
number through phases‡T and ‡U.

These results indicate that the alteration of screening
system and withdrawal of PVP-‡T may have improved

the efficiency of the screening. Further follow-up study

would be needed.

Key words : congenital hypothyroidism, neonatal
screening, iodine-containing antiseptics, cutoff


