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活性炭末を用いたT3テストの検討

原 正　雄 柏　森 亮

は　じ　め　に

　Hamolskyi）により始められた　i3il－triiodothyronine

赤血球摂取率試験はすぐれた甲状腺機能検査法として剖

期的なものである．その後，同じ原理にもとづき測定法

に改良が加えられ，きわめて簡単なin　vitroで行なえ

る甲状腺機能検査法として広く普及し，また使用者に使

い易いようにキット化されている．わが国で従来提供さ

れてきたキットはいずれも赤III1球に代る吸着体としてレ

ジンを用いるものである．　Herbert2｝，　Braverman3）ら

は吸着休として炭末（charcoal）を用いる方法を発表し

海外ではこれによるキット化も行なわれていた．今回私

たちはcharcoa1を用いるキットを使用する機会をえた

のでその結果について報告する．

方 法

　本キットは1キット中に12sl－T，（triiodothyronine）

を含む試験管13本と凍結乾燥した対照【「r晴を今む試験管
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1本からなる．ユ2SI－T3を含む試験管は長短二つの部分

からなり，上の長い部分に1251－T3液が入っており，下

の短かい部分に炭末が入っている．

　キットに添付された使用書に準じた測定法は下記のご

とくである．　（図1）

　1．対照川血清に蒸留水2mlを加え37°Cで加温し

完全に溶解するまで振撮する．同時に検体⊥血清を対照lfrr

清と同時に加温する．

　2．ユ可一T，の入った試験管の短かい方をとりはずし，

長い方に検体血清0．5mlずつを加える．他に1本の試

験管には対照血清0．5mlを他の1本にはブランク・テ

ストとして蒸留水0．5m1を加える．各試験管を37°C

で5分放置する．　（プレ・インキュベーション）

　3．試験管の栓をはずし，代りに炭末の入った短かい

部分を逆にして長い部分に接続する．試験管を数回強く

転倒し炭末を充分懸独させ，短かい方を下にして37°C

で10分間インキュベートする．

　4．短かい部分を下にして3000回転，20分遠心する．

　5．　上清が長い部分に残るよう静かに転倒する．炭末

は短かい部分に残るがこれをとりはずして捨て，長い部

分に栓をし，ウエル型シンチレーションカウンターで放

射能を計算する．

　6，結果は次の計算で求められる．

T・　Sストー 瓢巖i薔；：；ご；：：1麟i

　7．判定

　本法による正常値はBraverman3）によると次のごと

くである．

　　正常　　　 0．80～L20

　　甲状腺機能充進症　　　　　　　　0．80以下

　　甲状腺機能低下症　　　　　　　　1．20以上

結 果

ロット　No．　　平 均

　1．試験管ごとの放射能のばらつきについて．

　各キットごとにそれぞれ13本の試験管に入っている

1可一T3の放射能のばらつきをしらべた．このぱらつき

が大きければ遠心前に各試験管の全カウントを測定する

必要があり，ばらつきが少なければ遠心後の測定1回で

すむからである．各キットの中の任意の1本のカウント

を100としそれとの比率を調べたのが表1である．すな

わちキット中の放射能のばらつきは比較的少なかったの

で，以後の測定では遠心前のカウントは行なわなかった．

　2．臨床例

　本大学病院内科甲状腺外来を受診し臨床症状，基礎代

1
2
3
4
5

101．8％

99．5％

100．6％

99．8％

101．1％

範　　　　囲

104．4～99．1

100．5～98．6

102．5（－95．3

100．9r）98．7

102．8f－－99．2

表1　キット中放射能のばらつき

謝率，甲状腺1311一摂取率および他の方法によるT3テ

ストにより，その甲状腺機能状態の明らかな甲状腺機能

低下症7例，正常17例，同元進症9例について本法によ

る測定を行なった．結果は図2に示した．3群はほぼ分

離できたが各群の間に若干の重なりがみられる．
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図2　甲状腺機能と本法によるT，テスト

　3．　再現性の検討

　印状腺機能状態の異なる例について本法の再現性の検

討を行なった．それぞれ2回の測定でその差は0．01から

0．09であった．それぞれの群の値の中での変動であった．

（表2）

　4．遠心時間の影響

　本キットを用いる方法が他のTa，テスト法にまさる特

長の一つは測定に要する時間が短かいことである．一般

にT3テストの測定に要す時間のうちもっとも時間を要

するのはインキュベーション時間である．本法ではこれ

が10分でプレ・インキュベーションを加えても15分であ

る．本法の特長は所要時間の短かい点であるがもっと短
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検体⇒甲状腺機能

1
2
3
4
5

冗　　進

〃

〃

正　　常

低　　下

第1回
0．50

0．59

0．55

1．13

1．00

第2回 差

表2 再現性の検討

　　　1
0．41　　　　0．09

0．50　　　　　0．09

0．60　　　　　0．05

1．12　　　0．　Ol

1・5210・02

縮できないであろうか．ところでインキュベーション時

間の長短は温度とともに珂一T3の吸着体への結合に影

響することが予想される4）．また本法でインキュベーシ

ョン時間を更に短かくすることはわずかな時間の差が測

定結果に影響する可能性があり得策でない．本法では∫田

清に摂取されたユ2Sl－T3と炭末に摂取された12Sl－T．3の

分離に遠心を利用しているがこの遠心時問はインキュベ

ー トに関係しない．したがって遠心時間を短縮し全測定

時間を節約すろことをこころみた．このため遠心時聞を

5ノ」と20分の二つについて検討した．結果は表3のごと

くで2回の測定でかなりの差がみられ，測定値の増減に

遠　心　時　間
．．一一一一一…一 　　　　差

5　分　　20分

検体番号

1

2

3

4　　1

5　［

　表4

検体番号 甲状腺機能

充　　進

甲状腺機能

元　進

〃

正　　常

低　　下

〃

インキュベートの方法

常　法

0．66

0．46

0．98

1．34

1．19

同時イン
キュベート

0．45

0．55

1．25

1．07

1．54

差

プレインキュベーションの検討

1
2
3
4
5
6
7
8

〃
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0．52

0．67

0．98

0．　79

0．96

0．93

1．25

1．41

0．56

0．56

0．92

0．83

0．91

0．86

1．14

1．29

十〇．Ol

－ 0．11

－ 0．06

十〇．04

－ 0．05

－ O．07

－ O．11

－ 0．21

考

〃

〃

〃

低　　下

〃

表3 遠心時間の影響

ついて一定の傾向はない．本法では遠心による分離の不

完全を補正するためブランク・テストを同時に行なって

いるが遠心5分および20分のときのブランクテストすな

わち蒸留水の見せかけの1251－T，摂取率はそれぞれ12．0

％，12．4％で差はなかった．

　5．　プレインキューベーションの検討

　本法ではまず1251－T3溶液に血清を加え5分間インキ

ュベートし，ついで炭末を加え10分間インキュベートす

る．測定操作を簡略化するため血清を加え直ちに炭末を

追加する方法を試みた．表4に示すようにインキュベー

ション法により測定結果に著しい差がありその変化の方

向は一淀でなかった．

按

一
〇．21

十〇．09

十⑪．27

－ O．27

十〇．35

　本測定法の原理は甲状腺ホルモン結合蛋白に対する内

因性甲状腺ホルモンとユ31Lまたは」2sl－T3との結合部

位の競合を利用するものである．すなわち甲状腺機能冗

進症では甲状腺ホルモン分泌が多いためF日状腺ホルモン

結合蛋口の飽和度は高く，後から加えられた1311一また

は12SI－T3の血清への摂取は少なく第2の結合部位であ

る赤血球またはレジンまたは炭末への吸着が多くなる．

甲状腺機能低下症では逆の関係がみられる．したがって

血清または加えられた第2の結合物質のユ3」1一または

の12sl－T3摂取亨ミを知ることは甲状腺ホルモン結合蛋〔1

の不飽和部分の大きさを知ることであり，結局は血中の

F［状腺ホルモンの匿，更には甲状腺機能状態を知ること

になる．この検査の結県の表現法として血清または結合

物質のユ311－，または125LT3の摂取率として示す方法

および検体と同時に対照血清について同じ測定を行ない

それとの比として示す方法がある．いずれにしてもその

値は用いる結合物質，インキュベーション条件等により

ことなる．

　本キットを用いての測定結果は臨床診断とよく一致し

た．しかし甲状腺機能元進症と正常例，および正常例と

甲状腺機能低下症の間にある程度の重なりがみられた．

とくに正常例と甲状腺機能低下例との間の重なりが大き

い．これは他の方法によるT3テストでも同様である．

　T3テストの測定法として各種のキットがあるがそれ

ぞれ吸着物質，インキュベーションの時間と温度，血清

と吸着物質の分離方法がことなる．臨床検査としては同

じ目的であれば診断的価値を損なうことなしにより簡単

で，より早くかつ再現性のあるものであることがのぞま

しい．本法ではインキュベーションの温度は37°Cで，

これがインキュベーション時間の短縮をもたらしている

ものと思われ，この温度条件をかえる必要はないであろ

う，インキュベーション時間はプレインキュベートの5
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分を含めて15分であるが，これをさらに短縮することは

とくに有利と思われず，インキュベートの時間の検討は

行なわなかった．本法では測定時間を短縮することは遠

心時間を短かくすることにより可能である．遠心時間5

分でも20分でもその測定結果の差は再現性の検討を行な

った測定結果の差と同じ程度だからである．またブラン

ク・テストでの蒸留水および血清摂取率も遠心時間によ

る差をみとめなかった．

　測定を簡略化するためのプレインキュベーションを省

略する試みは測定結果に影響を与えるのでなお多数の検

体についての検討を要する．

　本法における再現性は必ずしも満足すべきものではな

い．このことは測定結果の解釈や同一例の経過観察に注

意を要する．

　本法においては血清に摂取された1251－T3と炭末に摂

取された12Sl－T3の分離に遠心を利用し，ピペット操作

を省き試験管をかたむけて血清と炭末を分離している．

T3テストではいずれの方法によっても血清と吸着物質

を完全に分離することはむつかしいが，本法ではブラン

クテストの結果が示すように分離はあまりよくない．し

たがって測定にさいしブランクテストを行なってその補

正を行なうことが必要である．蒸留水による補正は血清

の存在するぱあいと全く同一ではないが，本法の精度か

らみれば問題でない．

お　わ　り　に

　吸着物質として炭末を用いたT，一テスト用キットを試

用した経験を述べた．本キットによる測定結果は臨床所

見とほぼ一致し，甲状腺機能のスクリーニング法として

役立つものと思われる．本法の特長のひとつは測定に要

する時間の短かいことであるが遠心時間を短縮すること

により更に時間を短かくできる．

　（本キットの提供を頂いたミドリ十字に謝意を表しま

す）
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Summary

An　in　vitro　thyroid　function　test　by　charcoal

Masao　HARA　and　Ryo　KAYAMORI

DePt．　of　1～adiolO8ッ，　School｛ゾルfeばicine，　Niigata　Uj¢劫．

　　　　　　　　（」Director：Pプof．　Taleash『Kitabatale¢）

　　The　thyroid　function　test　with　chacoal　as　adsorbent

using　1251－triiodothyronine　was　described．

　　The　distribution　of　activity　in　the　incubation　vials，

reproducibility　and　time　of　incubation　and　of　cen・

trifugal　separation　were　investigated．

　　The　test　showed　an　appreciale　correletion　with

the　patient’s　clinical　status　and　revealed　to　be　useful

for　the　screening　method　for　thyroid　function．

　　It　ls　one　of　merits　of　this　test　method　that　the

time　required　for　the　manual　process　of　this　test　is

shorter　than　that　of　other　tests　with　same　principle．
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