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《原　著〉

Radioimmunoassay法による血中Triiodothyronine濃度の測定

伴　 良雄ee　井上　 健ee　児島孝典ee　長島則夫ee
渡辺恭行井　宮本正浩ce　飯ケ谷　清＊　飯野史郎ee

緒　言

　ヒト血中甲状腺ホルモンには　1－Thyroxine

（T4）と1－Triiodothyronine（T3）があるが，

T4に比し速効性でかつ生物学的活性の強いT3

が甲状腺の機能状態や治療後の代謝状態を知る上

で注目されていた．

　しかし血中T3は微量であるために最近に至る

までその化学的測定は不可能であったが，Ster－

lingら（1969）1）はcompetitive　proteinbinding

assay法によって，またHollander（1968）2）ら

はGas　chromatography法によってそれぞれ血

中T3濃度の測定に成功するに至った．

　これらの測定法はその信頼性において必ずしも

満足すべきものではなかったが，1959年Berson

とYallowによりインスリンのRadioimmuno－

assay（RIA）3）法が開発されて以来，諸種の血中

微量ホルモンの測定が可能となりその信頼性も極

めて満足すべきものとなった．今回，われわれも

抗T3抗体を作成しT3のRIAに成功し，その
基礎的ならびに臨床的検討を行ったのでその結果

を報告する．

対　象

　対象は健康正常者20例，甲状腺機能克進症患者

20例，甲状腺機能低下症患者7例，亜急性甲状腺

炎患者3例およびTBG欠損症患者1例であり，
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基礎的実験にはプール血清および甲状腺機能元進

症患者血清を用いた．

方　法

　1．抗T3抗体の作製

　i）T：i－Albumin　conjugateの作製

　T3－Albumine　conjugateはOliverらの方

法4）に準じて，Human　serum　albumin（HSA）

〔Sigma〕50mgを25mlに溶解後，　pH　5．5に調

整褥過し，　Morpho　CDI〔1－cyclohexyl－　3－

（2－morpholiny1－4－ethyl）　carbodiimide－

metho－p－toluene－sulfonate〕（Aldrich　Che－

mical　Co．）30mgを添加，　pH5．5に調整しつつ

撹絆しながら，5mlのDimethylformamideに
T3（free　acid　form）〔Sigma〕20mgを溶解した

ものを滴下し，室温にて10分間撹拝し，さらに10

mgのMorpho　CDIを添加し，18時間暗室にて

撹絆後，visking　tubeに入れ，再蒸溜水で3日

間透折して作成し，その後一20°Cで冷凍保存し

た．

　ii）T3－Albumin　conjugateの確認

　上記の方法にて作製したTs－Albumin　conju－

gateを，蒸溜水，　HSAをblankにHitachi　124

Spectrophotometerを用いて，　Spectrophoto－

metryを行った．

　iii）免疫方法

　T3－Albumin　conjugate　l　mgを，　1m1の

complete　Freund’s　adjuvant（Difco）に加え

て乳濁液をつくり，家兎（3匹）の背筋内に1週

毎に注射し，8週後より最後の注射後5～7日目

に耳静脈より採血し，直ちに血清に分離，－20°C
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で冷凍保存した．

　皿．抗体の検討

　i）抗体のT3結合力の検討

　最初の免疫より8週以後，2週毎の抗血清につ

いて，1　02，103，2×103，3×103，8×1（＞3倍に

希釈し，抗体のT3結合力を二抗体法で検討した．

　ii）T4，　Diiodotyrosine（DIT）およびMono－

iodotyrosine（MIT）に対する交叉試験

　104，　6×104，105，　2×105，　5×105，106，　5

×106，107P9のT，，　DITおよびMIT（Sigma）

を用いて，T3標準曲線と同様にassayし，　T4，

DITおよびMITがB／T　50％を示す点から，

relative　activityを算出した．なおT4，　DIT

およびMITは精製せずに用いた．

　さらにT4の影響を見る目的で，　T3標準曲線

にT↓を10および20ngを添加した場合，またT3

150pgにT4を1，10，20および100　ngを添加し

た場合について検討を加えた．

　皿，T3除去血清の作製

　T3除去血清の作製はあらかじめトレーサーを

加えたプール血清30mlに8－anilino－　1　－naph－

thalene　sulfonic　acid（ANS）5）120mgを添加

し，その0．1mlを1st．　countし，残りの血清に

チャコール2．25gを加え，0℃で3時間振漫後，

10，000　rpmで1時間遠心し，その上清を再度

10，000rpmで1時間遠心し，その上清0．1mlを

2nd．　cOuntすると共に残りの上清を冷凍保存

した．なおANS処理前後のプール血清の総蛋白

量および蛋白分画についても検討した．

　IV．血中のT3の抽出

　i）Sodium　salicylate（Sali．），　Dinitrophe

nol（DNP），　ANSの検討

　血清T3測定値におよぼすTBGの影響を除く

目的で，トレーサーを添加したフ゜一ル血清に，

TBGとT4との結合を阻止すると言われるSali．6）

10”2M，　DNP　7）1．2×10－3M，　ANS　1．34×10’1M

で処理後，遊離するT3をトリオソルブ・スポン

ジの摂取率を利用して実験を行った．さらに二抗

体法のassay系にANSを1，2，4および
8mg／ml　serum用いた場合についても検討し

た．

　ii）T3－binding　affinityにおよぼすANS濃

度の検討

　トレーサーを添加したプール血清にANSを

0，0．5，LO，2．5，3．0，4．Oおよび5．Omg／ml

serumを加え，　トリオソルブ・スポンジを利用

して，　T3－TBG　binding　affinityにおよぼす

ANS濃度の影響を検討した．

　V．T3標準曲線の作製

　上記の抗体（1－0913），1251－T3（約10P9，ダイ

ナボット）およびT3除去血清を用いて，　T，，標準

曲線を作製した，

　NI．　T　3　RIA

　T3　RIAは次のごとく行った（Table　1）．

Table　l　Method　of　T3　Radioimmuneassay

T3　standard　sol．　or　serum

l251－T3

Anti－T3　serum

0．1（ml）

0．1

0．1

T3　free　serum（in　standard　sol．　only）0．1

ANS（in　serum）
Buffer

2nd　antibody

1％NRS

4°C，

4°C，

24hrs．

24brs．

centrifugation

　　count

0．1

0．6

O．1

0．1

　T3標準溶液または被験血清O．1mlに，抗体

1：51－T3各0．1ml，　T3標準溶液にはT3除去血清

0，1ml，被験血清にはANS　400μg／0．1mlおよび

ベロナール緩衝液O．6mlを加え，4°C　24時間イン

キュベーション後，第二抗体1％NRSを各0．1

ml加え，さらに4°C　24時間インキュベーション

後，4∩C20分遠心分離し，　decantationにて，

Bound（B）およびFree（F）を分離し，　Bをウエ

ル型シンチレーション・カウンターで測定し，

B／Tを求め，T3値を算出した，

　また，甲状腺機能冗進症患者血清を×1，×2

および×4倍希釈し，希釈のT3測定値に及ぼす
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影響についても検討を行った．

　なお，各測定はduplicateで行い，その平均値

で示した，

結果
　1．T3－Albumin　conjugateのSpectrophto－－

metry

　HSA，　T3－Albumin　conjugateおよびHSA

をblankにした場合のT3－Albumin　conjugate

のUltraviolet　spectraはFig．1に示すごとく

1．O

Albumin　conjugateの存在が確認された．

　皿．抗T3抗体

　i）抗体のT3結合力（Table　2）

Table　2

sミ∨一＿．．一

　　　＼、　　wks

　　　　　lot　No
dilution　　　　　－．一．＿

T3　antibody　titration

｜

　　　　　B／T（％）

481

o．8

　　　O．6
0．D．

0．4

0，2

1．HSA　atone

2・　T3　c。巾gates　al。ne

3・T3　c・njugates　against

HSA　b！artk

8 15

1－・62111－・913

1　　　　102

　　　5×102
1＿＿一　　　＿　　　　　一一

73．2　　　　76，3

68．9 71．5

103 55．3

2×103

4×103

37．3

15．6

8×103 9．1

63．5

50．5

＊

37．0

＊＊

29．3

29

1－1225

91．8

86．2

76．9

65．9

＊

53．5

　　　0
　　　　220　　280　　340　　400

　　　　　　　λ．my

Fig．1　Ultraviolet　spectra　for　T3－Albumin

　　　conjugate　and　HSA

で，T3－Albumin　conjugateは2．のごとき吸

光曲線を示し，T3は320mμに，　HSAは280mμ

にピークを有するのが認められ，HSAの吸光曲

線は1．のごとくで，T3－Albumin　conjugateを

HSAで吸収すると3．の吸光曲線が得られ，　T3一

＊5×103，＊＊104

†weeks　of　immunization

＊＊

42．8

　8週免疫の抗血清（ロット番号1－0621），15週

（1－0913），　29週（1－1225）のT3結合力は

Table　2に示すごとくで，免疫回数と共に結合力

が増すのが認められ，その結合力をB／T50％で

比較すると，1－　0621は1200倍，1－0913は2100倍，

1－1225は6200倍希釈を示すのが認められたので，

以下の実験では抗血清1－0913を2000倍希釈して

用いた．

　また，免疫に用いた3匹の家兎個体間には同一

時期において，結合力に差を示すのが認められ

た．

　ii）交叉試験

　T4の抗T3抗体（1－0913）に対する交叉反応

はFig．2に示すごとくで，そのrelative　activity

はT4190，000p9がTa　490　P9に相当し，　O．2％

の交叉性が認められた．

　DITのrelative　activityはO．009％，　MITの

それは0．008％を示すのが認められた．

　T3標準曲線にT4を添加した場合，10～20ngの

範囲ではT3標準曲線には影響はなく，また，　T3

150ngに1～100ngのT，を添加した場合にもT3
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Fig．2　Cross　reaction　of　T3　antibody（1－0913）with　T4

値にはほとんど影響なく，T3が存在すれば少な

くとも生体に存在するT4濃度ではT3　RIAには

影響がないものと考えられた．

　皿．T3除去血清

　ANS処理後のトレーサーの残存率はO．3％であ

り，プール血清およびT3除去血清の総蛋白量お

よび蛋白分画はTable　3に示すごとくであり，

ANS処理によって，蛋白濃度およびその分画に

著差は認められなかった．

　IV．血中T3の抽出（Fig．3）

　i）Sali．，　DNPおよびANS処理効果の検討

Tabie　3　Comparison　of　the　amounts　of　total

　　　　pretein　and　protein　fractions　of　the

　　　　pooled　serum　with　those　of　the　triiodo－

　　　　thyronine－free　serum　treated　with　8－

　　　　anilino－1－naphtbalene－sulfonic　acid

Pooled　serum

Total　protein
　　　（9／dl）

6．6

T3－free　serum

　　7．0

Albumin（％）

Globulin　α1

　　　　α2
　　　　　β

　　　　　γ

55．9

4．2

11．4

13．0

15．5

61．7

2．7

9．3

12．1

14．2

　Sali．で処理した場合のトリオソルブ・スポン

ジの摂取率は74．5％，DNPのそれは81．0％，

ANSのそれは84．8％であり，上記の条件下では

ANSが最高の摂取率を示すのが認められた．

　ii）ANS濃度のT3－binding　affinityにおよ

ぼす影響

　ANS　O．5～2．5mg／ml　serumの範囲ではトリ

オソルブ・スポンジのT3－binding　affinityは直

線的に増加し，3．O～4．Omg／ml　serumでプラト

ー に達し，5　mg，ノml　serumでは低下するのが認

められ，また，二抗体系に用いた場合には2～4

mg／ml　serumの範囲でB／Tはプラトーに達す

るのが認められたので，以下の実験ではANS　4．O

mg／ml　serumを用いた，

　V．T3標準曲線
　T3の標準曲線はFig．　4に示すe’とくで，　T8除

去血清を添加した場合にはB／Boが低下するのが

認められた．

　なお，標準曲線のduplicateの間の差は1．5～

5．3％であった．

　VI．　Ta　RIA

　i）基礎的検討（Table　4，5）

　assay時期の異なる場合におけるプール血清の
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Table　4

No．

Precision　and　reproducibility　of　our

triiodothyronine　radioimmunoassay

system

　　　　　　　　　　　T3conc．（ng／100ml）

　　　　simultaneous　　　　different
　　　　　　　aSSay　　　　　tlme　aSSayS

⌒。
、
°
）
。
m
、
m

60
1
2
3
4
5

112

115

115

105

120

40

　
　
　

　

　

％

　
ロ
く

n

D
°

臼

S
V

　
　
●

M
土

C

113

5．5

4．9

113

111

121

119

111

115

4．3

3．7

　　　313　625　　125　250　500
　　　　　　　　　　　T3（P9）

Fig．4　T3　standard　curve（1　－0913）

1∞0
Table　5　Rate　of　recovery　of　triiodothyronine

T3　conc．　　calculated
（ng／100ml）　values

T3平均値ならびに標準偏差は　115ng／100m1士

4．3，変異係数（C．V．）は3．7％であり，同一

assayにおけるそれは113ng／100ml土5．5，　C．V．

は4．9％，標準曲線に血清を添加した場合の平均

回収率は106％であった．

1000

500

250

125

　62．5

　31．3

observed　　recovery
values　　（％）

1115

615

365

240

177．5

146．3

1095

655

375

245

183

150

98

108

104

104

109

111

Mean　106％
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　希釈した甲状腺機能充進症患者血清を用いた場

合には標準曲線とほぼ平行する値を示すのが認め

られた（Table　6）．

　ii）臨床的検討（Fig．5）

　健康正常者におけるTf平均値ならびに標準偏

差は127ng／100ml　t．　26であり，甲状腺機能元進症

患者のそれは575ng／100rnl±262で，健康正常者

との問にはP＜O．001で有意の増加が認められ

Table　6　Reproducibility　of　our　T3　radioimmu－

　　　　noassay　system　with　diluted　hyper－

　　　　thyroid　serum

T3　conc．（ng／IOO．nl）

dilution

　1×
　2×

　4×

observed calculated

418

214

｝1⊥＿＿．＿＿

418

428

444

（・g’100ml）20 50 100200 500 1000 M，±SD．（㌫：）

Euthyroid

， ■ ．　　　　　　　　1釦．．●●●　　　●●●饗’
u 1

127±26（20）

Hyperthyroid 晶
．晶・か．　●　　●●　　　　■

…・
茶

575±262（20）

一

Hypothyroid ● ●● ●●●
●

苦

54±22（7）

Subacute
thyroiditis

●●
●

120」26．143（3）

TBG
deficiency

● 52　　（1）

うξ　：P＜0」001，statistiCally　significant　frorn　T3　vatue　in　euthyroid　norrnal　conセ「ol・

　Fig．5　Serum　T3　concentration輌n　various　thyroid　diseases

た．甲状腺機能低下症患者におけるT3平均値な

らびに標準偏差は54ng／100　m1土22で，健康正常

者との間にはP〈O．OO　1で有意に低下しているの

が認められた．3例の亜急性甲状腺炎患者（治療

中）におけるT3値は120，126，147n9／100m1と

健康正常者の範囲にあり，1例のTBG欠損症患

者におけるT3値は52ng　，！　1　00m1と健康正常者の

範囲より低下しているのが認められた．

考　案

　T3に用いるT3特異抗体の作製法には種々の方

法が考案されているが，Tnとアルブミンとの結

合物を免疫する方法7）・9）’13），サイログロブリン

で免疫する方法R），さらにT3一高分子加合物で免

疫する方法14）等がある．いずれの方法によっても

T3特異抗体を作製することができるようである

が，T古Albumin結合物を用いる以外の方法で

は，T4との交叉性が幾分高いので，血中T4が無

視できない点から，T4との交叉性がより少ない

T，－Albumin結合物による方法が良いようであ

る．われわれもT3－HSA結合物によって，抗T3

抗体を作製し，そのT辻の交叉性はO．2％であっ

たが・T3標準曲線にtr　4一を添加した場合には，

T3標準曲線に影響は見られなかった．現在まで

報告されている抗体のT4との交叉性はO．1～O．2

％であり，われわれの抗T3抗体も充分使用に耐

えるものと考えられる．

　RIAの標準溶液には血液成分を含まないため

に，標準溶液にホルモン除去血清を加えるか，ま

たは被験血清の蛋白成分が測定値に影響しない程

度にまで，血清を希釈することが必要である．わ

れわれは被験血清0．1m1を用いたので，その蛋白

によるassay系の影響を除外できないので，　T3

除去血清を作製して，そのO．1mlを標準溶液に添

加し，その蛋臼濃度を補正した．標準曲線はT3

除去血清を加えると，一般に低下する傾向を示し
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た．

　T3除去血清の作製法にはDextran　coated

charcoal（DDC）液で処理する方法，　レジン’

スポンジで処理する方法等があるが，われわれは

プール血清をANSで処理し，　チャコール単独

で，遊離するT3を吸着し，蛋白濃度を変化させ

ることなく作製することができた．

　B，Fの分離にはDDC法，二抗体法，　Resin

法，Sephadex法等があるが，いずれの方法でも

分離は可能である．われわれは二抗体法によって

分離したが，その際のduplicate間の差はDDC

法より少なく，したがって，この点に関しては

DDC法に優ると考えられた．

　正常人における平均血中T3値は，抗原にサイ

ログロブリンを用いるChopra8）の値（大部分100

n9／100m1以下），　T，一との交叉性の比較的高い

Gharibら9）の値（218土55n9／100ml）・およびア

ルコール類による抽出法を用いた場合の値13）（96

土52ng／100ml），を除けば108～138ng／100mlと報

告されている7）・10））13）．われわれの測定した正常

人平均血中T3値は127ng／100ml±26（S・D・）で

あり，現在までの報告と一致するものであった．

　甲状腺機能冗進症患者における血申T3値は200

～1700ng／100mlに分布し，その平均値は397～

680ng／100mlとする報告が多いが，われわれの測

定した甲状腺機能冗進症患者においては229～

1178ng／100mlに分布し，その平均値は575ng／100

m1土262（S．D．）であった．甲状腺機能低下症患

者においては測定感度以下～100ng／1OOm1に分布

し，その平均f直は41～94ng／loomlと報告されて

いるが，われわれの測定した甲状腺機能低下症患

者においては21～83ng／100mlに分布し，その平

均f直は54ng／100ml士22（S．D．）であり，両症に

おいて，正常人T，9値との間にはそれぞれ有意に

　（P＜0．OO　1）の差が認められた．

　以上，われわれの作製した抗T3抗体を用いる

T3　RIAは他の測定者による測定値とほぼ一致す

るものであり，臨床的応用に充分耐えうるもので

あると考えられる．

結　論

　1）われわれはT3－HSA結合物で家兎を免疫

し，15週後に得た抗T3抗体によって血中T　，・・値

をT3　RIAで測定することができた．

　2）T3標準曲線を作製する際のT3標準溶液に

添加するT3除去血清は，血清にANSを添加し，

遊離するT3をチャコール単独で吸着し，蛋白

濃度を変化させることなく作製することができ

た．

　3）本法によって測定したT3値は正常人にお

いては127ng／100ml±26（S．D．），その範囲は98

～185ng／100mlであり，甲状腺機能元進症患者に

おいては575ng／100m1士262（S．D．），その範囲

は229～1178ng／100mlで，甲状腺機能低下症患者

においては54ng／100ml±22（S．D．）で，その範

囲は21～83ng／100mlであった．

　4）われわれのT3　RIAによる血中T3値は他

の測定者による測定値に一致し，本法は臨床的応

用に充分耐えうるものであると考えられた．
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Summary

AStudy　on　the　Radioimmunoassay　of　Serum　TriiodothyreniRe

Yoshio　BAN，　Takeshi　INOUE，　Takahumi　KOJIMA，　Norio　NAGASHIMA，

Yasuyuki　WATANABE，　Masahiro　MIYAMOTO，　Kiyoshi　IIGAYA　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shiro　IINO

T〃夕4D吻吻lent（ヅlnternalルfedicine，　S加獺乙Tniversity　School　oたMθ∂ゴC屹，7’吻0

　Preparing　antibody　for　triiodothyronine（T3）

by　ourselves，　the　serum　T3　concentration　were

determined　by　radioimmunoassay．　Twenty　eu－

thyroid　normal　control　volunteers，　twenty　hyper－

thyroid　patients，　　seven　hypothyroid　patients，

three　patients　with　subacute　thyroiditis　and　one

patient　with　TBG　defjciency　were　employed　in

this　stady．　The　conjugate　of　T3　to　human

serum　albumin　was　made　by　carbodiimide　Method

of　Oliver　et　a1．，　emu1sified　in　equiva】ent　volume

of　complete　Freund！s　adjuvant，　then　injected

into　back　muscles　of　rabbit　every　week　and　sera

were　drawn　and　served　for　assay　successively

at　adequate　intervals．　It　was　fonnd　that　the

relative　activity　of　thyroxine　to　Ts　was　O．2％，

but　there　is　no　effect　on　T3　concentration　when

100r　20　ng　of　thyroxine　was　added　to　standard

doses　of　T30r　1，10，200r　IOOng　of　thyroxine

to　150pg　of　T3，　The　relative　activities　of　DIT

and　MIT　to　T3　were　O．OO9％and　O．OO8％，　respec一

tively．　The　assay　procedure　was　similar　to　the

conventional　method，　except　for　using　T3　free

serum　treated　with　8　－anilino－1－naphthalene

sulfonic　acid（ANS）and　charcoal．　The　presision

and　the　reproducibility　of　this　assay　system　were

quite　excellent，　having　coefficient　variation　of

4．9％for　the　former，　and　8．6％for　the　latter．

The　rate　of　recovery　was　106％．　The　concentra－

tion　of　serum　T8　was　127±26（mean土S．D．）ng／

100ml　for　euthyroid　normal　volunteers，575士262

ng／100ml　for　hyperthyroid　patients　and　54±22ng／

100ml　for　hypothyroid　patients．　Our　euthyroid

average　value　was　well　comparable　to　those

reported　by　Sakurada　et　al．，　Hachiya　and　Mitsu－

ma．　In　three　patients　with　subacute　thyroiditis

they　were　120，126　and　147ng／100ml　and　in　one

patient　with　TBG　deficiency　it　was　52ng／100m1．

It　was　concluded　that　the　developed　T8　radio－

immunoassay　system　was　very　reliable　and　could

be　used　for　the　routine　T3　determination．

Presented by Medical*Online


	0479
	0480
	0481
	0482
	0483
	0484
	0485
	0486
	0487



