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〈原著〉

PVF＊spongeのT；＊吸着メカニズム
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緒 言

　1955年Hamolsky1°）11）は，　1311標識triiodthyronine

（1311－T3）赤∫fiL球摂取率法をin　vjtroで行ないうる甲状腺

Ue　’tE検査法として報告した．その後，1958年，　Mitchelli5）

は，赤血球の代わりに，陰イオン交換樹脂Amberlite

IRA－400を用いるユ・3　tl－T3　resin　uptake法を発表した．

更に1960年，Mitchell12）らは，アメリカAbbott　Labora’

triesで，開発されたTriosorb　resin　spongeを川いる

ことにより好結果を得た．この方法は，1311－T3　resin

sponge　uptake　testと呼ばれるもので，現在もっとも

広く普及している．

　Triosorb　resin　spongeは，　polyurethaneに，陰イオ

ン交換樹脂IRA－400を含有させたもので，　T，，　T4＊＊＊

のみならず，無機ヨウ素イオンも吸着する．

　1965年，稲垣1）は，PVF　spongeがTriosorb　resin

spongeに代用しうることを紹介し，引続き，1968年，稲

垣，前田2）は，1311－T3摂取率測定にあたり，測定条件を

pH　6．0以下に調整することにより，　t一定した値を得る

ことを発表した．その後，著者等は，研究を進め，患者

血清410例について，PVF　spongeと，　Triosorb　resin

spongeを比較しつっ1311－T3摂取率を測定した．その

結果，両者間に良い相関が得られることを確認し，PVF

spongeが，現在もっとも理想的な甲状腺ホルモンの吸着

剤の1つであると信ずるに至った．また，PVF　sponge

が，無機ヨウ素イオンを吸着しない特性1）2）に着目して，

Na　1311注射後，生体に現われるヨード標識化合物の検

討を行ないヨード含有ホルモンの生成状況を追究しっつ

東京警察病院　申央検査部

受付：47年4月

別刷請求先：東京都千代田区富士見2　－10－41　（〒102）

　　　　　　　東京警察病院

　　　　　　　　　　中央検査部

　　　　　　　　　　　　稲垣克彦

あるが，一方われわれは，最近，PVF　spongeのT3

吸着メカニズムについて検討を行なったので，ここに報

告する．

材料及び方法

　PVF　sPonge：PVF　spongeは，赤木13）の方法で製造

された．すなわち，澱粉粒rを核として，PVA（poIy－

vinyl　alcohol）を，ホルムアルデヒドでアセタール化し，

未反応の澱粉粒子を水洗除去して，スポンジ状としたも

のである．本実験に使川したものは，赤木から提供され

たもので，直径1．Ocm，長さ1．5cmのIU柱状のもので

ある．

　1311－T，原液：第1ラジオアイソトープ研究所より購

入したもので，T3濃度1．0～2．0μg／ml，放射化学的純

度99％以上，放射性娠度，0．1mCi／ml，溶媒50％フ゜ロピ

レングリコールで，assay　dateから4週間以内に使用

した．

　1311－T3－PVF　spongeの作成：1311－T3原液0．03mlを，

脱イオン水50mlに加え，1311－T3溶液（約9×10－4μg／ml）

を調整する．プラスチック製試験管（ウエル型シンチレ

ー ションカウンター用）に，　PVF　sponge　1個および

1311－T3溶液1mlを加え，プラスチックポールで20回プ

ランジし，スポンジ内の気泡を追い出すと同時に，スポ

ンジと溶液の接触を充分にし，15分間室温放置する．次

に，アスピレーターで未反応のi311－T3を除去したのち，

水道水を試験管に満たし，ポールで，10回プランジし，

さらに，アスピレーターで排液する．この操作を5回繰

返し，遊離の1311－T3は，その約90％がPVFに吸着し，

5回洗浄後は，洗液中に遊離の1311－T3は，殆んど認め

　＊　acetalized　polyvinyl　alcohol

　＊＊　　triiodothyronine

＊＊＊　thyrexine
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られない．

　T3離脱率の測定：13il－T，－PVF　spongeを，プラス

チック・製試験管に入れ，ウェル型シンチレーションカウ

ンター（日東原子工業KK製TCUIBI型）で，第1次

カウントを測定し，溶媒2．Omlを加え20回フ゜ランジし

てインキュベートし，アスピレーターで，溶媒除去後，

前記の通りに，PVF　spongeを洗浄し，　1311－T3－PVF

spongeの第2次カウントを測定する．インキュベーショ

ン時間および温度は，各実験群毎に設定する．なお，T，

離脱率は，次のように定めた．

聯脱率（％）－1・・一 ㌶‡；鴇：1｛認・…

　その他の試薬は，市版の特級品および，1級品を使川

した．

成 績

1．　結合様式にっいてのアプローチ

　PVF　spongeは，図1に示すごとく，非極性物質で．

陰イオン交換樹脂を用いたTriosorb　resin　spongeとは，

構造L異質である．一方T3は，アミノ基，カルボキシ

ル基および，フェノール性水酸基を有する両性電解質で

ある．T，離脱率を調べるにあたり，まず0．1M～2．　OM

のKC］，　NaClを用いて，イオン強度の影響，さらに，

2．5M，5．　OMのurea，　guanidineを用いて水素結合の

関与等について調べたが，何れも無関係であった．Ta－

bachnick3）4）5）は，　albumineとT4との吸着について，

biphenyl　etherの存在に意義を認めているが，　PVF

spongeのT，吸着も同様な疎水結合によるものと推察

される．

　　H2　H　　　H2　　H　　H2　H

－C－C－－C－－C－C－C一

l　　　　　　l

O＼CHO／0

図1．PVF　sponge

OH
n

2．　種々浴媒による離脱率の測定

　上記の推察を裏付けるため，a）－d）を溶媒

　　a）極性溶媒……水

　　b）非極性溶媒…オクチルアルコール

　　c）乳化剤………ドデシル硫酸ナトリウム

　　d）血清

とし，インキュベート時間，24時間，温度，25°Cの条

件で，T3離脱率を測定した．各溶媒でのT3離脱率は，

表1に示すごとくである．

溶　　　媒 T、離脱率（％）

水 0．4

オクチルアルコール 68．6

ドデシル硫酸ナトリウム 9．3

プール」llL清 76．5

　　　表1．　種々溶媒にるよT3離脱率

各溶媒2．Om1インキュベーション温度25°C

で24時間インキュベーションした後のT3離脱
率である．

3．　T3離脱率の経時変化およびそのアレニウスプロッ

　ト

　表1の結果より，非極性溶媒のオクチルアルコールを

離脱溶媒として選び，インキュベーション温度を，0～

40°Cの範囲に，インキュベーション時間を，0～180

分までとし，T3離脱率を測定し，その経時変化を図2

に示した．
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　図2．1311－T3　PVF　spongeのオクチルアルコ

　　　　ールによるT3離脱率経時変化．

1311－PVF　spongeに離脱溶媒としてオクチルアルコ

ー ル2．Omlを加えて，各温度について，0，2’，4t，

6’，8’，10’，30’，60’，90’，120’，150’，180’の各時

間について，　0°，5°，10°，15°，20°，30°，37°，

40°Cの各温度でのT3離脱率を測定した．
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これによると，いずれの温度でも1分以内に約10％の

T3離脱率が生じた．以後この現象をinitial　burstと呼

ぶことにする．T3離脱反応は，温度の上昇，時間の経

過と共に進行し，インキュベーション時間90分の時点で，

0°Cでは36％，40°Cでは69％のT3離脱率を示し，

その後ほぼプラトーとなった．特に0～10分間までの離

脱率は直線的であった．この直線部分から，T，離脱率

K（％／rnin）を計算したが（図3），その結果アレニウス

プロットは直線で，活性化エネルギーは，5．8Kcal／deg

mo1と算定された．
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図3．PVF　spongeよりのT3離脱に関するア
　　　レニウスプロット．

k：1分当りのT3離脱率
T二絶対温度
図2．よりkを計算し，プPットしたものであ
る．

　initial　burstが生じるのは，　PVF　spongeを作成す

る際に用いる澱粉粒子の残存物による弱い結合が考えら

れたので，PVF　spongeにアミラーゼを作用させ，遊

離する糖をアンスロン反応で確認しながらPVF　sponge

内の澱粉を除去した後，そのスポンジを用いて，initiaI

burstの有無を検討した，また，澱粉粒子を用いないで

作成したPVF　spongeについても同様の実験を行なっ

たが，いずれも約10％のinitial　burstを生じ，予測に反

する結果となった．

4．　種々のアルコールを溶媒としたT3離脱率の変化

　前章で非極性拓媒としては，オクチルアルコールを川

いて実験を行なって来たが，ラセン構造体と考えられる

PVF　spongeとdipheny］ether型のT，とが，疎水性

の結合をしているとすれば，疎水性を示すアルコールの

　図4．諸種アルコールによるPVE　spongeよ

　　　　りのT3離脱率

1311－T3　PVF　spongeに種々のアルコール2．　Omlを

加え30°C15分間インキュベートしてT3離脱率を
求めた．

A二溶媒2m1あたりのT3離脱率
Bl溶媒1モルあたりのT3離脱率

側鎖の長さと離脱率の関係を検討しなければならない．

炭素数1～9までのアルコールを溶媒として，30°C，

15分間の条件で，T3離脱率を測定したところ図4を得

た．曲線Aで示されるように，メチルアルコール，エチ

ルアルコール，プロピルアルコール，およびブチルアル

コールまでは，側鎖の長さに関係なく，T3離脱率は，

約40％であった．アミルアルコール，ヘキシルアルコー

ルでは，炭素数の増加に伴なって急激にT，離脱率が減

少した．さらに炭素数が増加したヘプチルアルコール，

オクチルアルコール，ノニルァルコールでは，約14％の

T3離脱率を示した．これをモル当りのT3離脱率値とし

てプロットすると，曲線Bに示す通り，メチルアルコー

ルからヘプチルアルコールの間では，ブチルアルコール

を最高値として対称的になった，さらにヘプチルアルコ

ー ルからオクチルアルコール，ノニルアルコールと炭素

数の増加に伴って，T，離脱率が増加している．以上の

結果より，T，離脱の至適溶媒は，ブチルアルコールで

ある．

考 按

　PVF　spongeが，血清1311－T3摂取率テストに使用さ

れ，方法もトリオソルブ法に準じたもので，測定値の変

動は，2％以下と非常に信頼性があり，トリオソルブに

優るとも劣らない精度の測定値が得られた．
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　PVF　spongeの特徴は，　T3，　T4を吸着するが無機

ヨウ素イオンを吸着しないことで，この点が，Triosorb

resin　spongeとの大きな相違点である．この無機ヨウ

素イオンを吸着しないことは，Nat3il療法を受けてい

る患者の甲状腺ホルモンの生合成についての情報を提供

する有力な手段となり得るものと考えられる．

　PVF　spongeのT3吸着メカニズムに関する検討の

結果から，極性溶媒では，T3離脱が行なわれず，非極

性溶媒で高い離脱が生じるという結果と，イオン強度を

高くしても，T3離脱に影響がないこと，　PVF　sponge

が，pHに影響されずに，　T3およびT4を吸着する

ことから，PVF　spongeの吸着は，疎水結合に「1」来す

るものと思われる．initial　burstにみられるごとく，比

較的不安定な結合の他に，安定な結合が存在することも

わかり，後者は，アレニウスフロットの直線性から，そ

の結合の熱力学的均一・性が考えられる．

　ブチルアルコールが，T3離脱溶媒として，最適であ

るのは，PVF　spongeのラセン構造とT3，さらにアル

コール側鎖との相五作用が，からみあった結果であると

推測できる．しかし，ブチルアルコールが，アミロース

の精製に利用できるとのT．J，　Schochi4）の報告と合わ

せ考えるとき，非常に興味あるものである．いずれにせ

よ，その詳細な機構については明らかでなく，将来に残

された問題である．PVF　spongeの吸着作川が疎水性

なものであることから，T3テストのみならず，ステロ

イドホルモン，カテコールアミンをはじめ，生休内に存

在する種々の非極性的物質の分離定量にも応用できるも

のと考えている．さらにPVF　spongeは安価で容易に

得られる利点をもつ．

　終わりに，本研究にあたり，ご指導，ご協力をいただい

た順天堂大学医学部亀山恒夫講師，および第1ラジオア

イソトープ研究所小川弘博士に深く感謝の意を表します．
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Summary

PVF　Sponge　as　an　Adsorbant　of　Thyroid　Hormones

Katsuhlko　INAGAKI，　Takahiro　MAEDA，　Tetsuo　HIRANO，

Mitsue　TAKASE，　Tsutomu　YANAGISAWA，　Hiroko　MATSUZAKI

Cen彦夕ακ〃nical　L励rato・ry，　Tok夕oルfetroPolita〃P∂／‘6θ鋤s餌α1，　Tokツo

　　PVF　（Acetalized　polyvinyl　alcohol）　sponge　has

already　been　introduced　as　more　useful　than　the

Triosorb　resin　sponge　for　determination　of　T3　uptake

rate，　and　moreover，　it　has　the　advantage　of　strongly

adsorbing　T3　and　T4　with　no　adsorption　of　inorganic

iodine．

　　This　report　refers　to　the　mechanism　ol　why　the

PVF　sponge　adsorbs　T3　and　T4．

　　The　results　were　as　follows：

1）　The　binding　of　T3　to　the　PVF　sponge　is　believed

　　to　be　hydrophobic，　because　non　polar　solvents　eluate

　　T3　far　better　than　polar　so｜vents．

2）　High　concentrations　of　urea　or　guanidine　so】u－

　　tions　have　no　effect　upon　T，　release．　Therefore，　it

　　is　assumed　that　a　hyrogen　bond　is　not　involved　in

　　the　binding．

3）　The　fact　that　pH　and　ionic　strength　had　no　in－

　　fluence　shows　the　binding　to　be　non　ionic．

4）We　invest三gated　the　potency　octyl　alcohol　which

　　eluated　T3　from　the　T3　bound　PVF　sponge　under

　　various　conditions　of　temperature　and　elution　time，

　　annd　found　that　about　10％of　the　bound　T3　was

　　rapidly　eluated　from　the　sponge　within　the　first

　　minute．　The　second　phase　o壬elution　was　found

　　to　be　slow．　The　latter　phase　show　ed　a　linear　curve

　　by　the　Arrhenius’plot，　which　proved　the　bindlng

　　mechanism　to　be　thermodynamicaliy　uniform．

5）　The　elution　rates　of　T3　from　the　T3　bound

　　sponge　were　determined　with　alcohol　having　1～9

　　carbons．

　　　　Judging　from　the　re｜easing　rate　per　mol　of　sol－

　　vent，　butyl　alcohol　believed　to　be　the　best　eluating

　　reagent．

　　　　The　facts　above　mentioned　showed　that　hydro．
　　　　ノ

　　phbic　I）onds　contribute　to　binding　of　thyroid　ho－

　　rmones　to　the　PVF　sponge，　which　suggests　the

　　usefulness　of　the　PVF　sponge　for　separation　and

　　determination　of　non　polar　substances　found　in

　　biological　materials．

＊ ＊ ＊ ＊ ＊
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