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《技　術》

血中free　triiodothyronineの測定とその意義

今野　則道＊　萩原　康司＊＊　田口　英雄＊＊　今 寛＊

はじめに

　甲状腺ホルモンの生物学的作用は，遊離型のホ

ルモンによって発現される1）．甲状腺ホルモンの

うちで，血中free　thyroxine（FT，）の測定法に

ついては，すでにいくつかの報告があり2）、8），筆

者らもその詳細についてすでに報告した9）．一方

血中free　triiodothyronine（FT3）濃度につい

ても，すでにいくつかの測定値が報告されている

が10）～16），その値には少なからず差異があって一定

ではない．一般にFT，の測定は，　FT4の測定の

場合に用いられるequilibrium　dialysis法でお

こなわれているが，この方法によるFT3測定の

条件がFT4の場合と同じであるかどうかは明ら

かでない．筆者らはequilibrium　dialysis法にょ

る血中FT，9測定法の条件について検討し，血中

FT3の意義について考察を加えてみた．

対象および測定方法

　対象は，北海道社会保険中央病院をおとずれた

甲状腺疾患患者，妊婦および正常人とした．血中

thyroxine　（T4）　はTetrasorb　kit（Abbott

Laboratories）を用いて測定した．血中triiodo－

thyronine（T3）はT3－Riakit（ダイナボット

RI研究所）を用い，　radioimmunoassayによっ

て測定した．またFT4はequilibrium　dialysis

法で測定した9）．FT，の測定方法は次の通りであ

＊北海道社会保険中央病院内科
＊＊　同　病院放射線部

受付：48年12月3日
別刷請求先：札幌市豊平区中ノ島一条八丁目

　　　　　北海道社会保険中央病院（〒062）

　　　　　　　　　　　　　　　　今野　則道

る．測定用の器具，試薬はすべてFT4測定の際

に用いたもので9）　sその詳細は省略する．血清

3．Omlに1251－1－triiodothyronine（Abbott　La－

boratories，　specific　activity；69μCi／μ9）を

0．5μCi加えた．この際，加えられた1251－T3濃度

を0．2μ9／dl以下にした．　labelled　serum　3．Om1

をdialysis　tubingに入れ，　O．063M　phosphate

buffer（pH＝7．4）5．Om1の中で透析した．pho－

sphate　buffer中にはbacteriostatとしてMer－

thiolateをO．01％の割で加えた．透析は37°Cで

metabolic　shaker中で18時間行った．透析終了

後，dialysate　3．Omlを試験管に入れ，これに

carrierとして，　T4100mg十T35mg／dl　in

o．033N　NaOH液2．omlを加え，　さらに10％

MgC12　precipitating　solution　1．Omlを加え，

Vortex　mixerでMgCl2沈澱を得た．遠沈によ

って得た上清を捨て，白色の沈澱物を更にMgC12

wash　solutionで3回洗浄した．　FT3の計算式

は次の通りである．

　　　　　　　　　　旦b
　　　　DF＝＿＿一一一．－　3　＿．一．．一一

　　　　　　　　30A－3a一旦b
　　　　　　　　　　　　　3

　　　　％FT・一晋

ただしDFはdialyzable　fraction，　bは3回沈

澱法洗浄後のcpm，　Aは血清または希釈血清O．1

mlのcpm，　aは透析液1．Omlのcpm，　Dは希釈

倍数である．また　FT3＝T，a×％FT3である．

測定結果

§1　測定条件についての検討

（1）洗浄回数および回収率
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　MgC12　precipitateの洗浄を4回までおこな

い，その放射能の変化をみると，洗浄回数3回以

上では，その放射能は一定であった．またこの洗

浄によって平均19％の放射能が失われることがわ

かった．したがって，％FT3の算出にあたって

は，回収率81％で補正する必要があった．

　（2）InCubation温度の影響

　3つの異なった温度で透析をおこなった．図1

に示す通り，％FT3は温度が高くなるにつれて直

線的に上昇した．
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図1Effect　of　temperature　on　dialysis　of

　　triiodothyronine　from　serum

　（3）Incubation時間の影響

　Incubation時間をいろいろ変えて透析をおこ

ない％FT3の変化をしらべた（図2），％FT3は

時間と共に次第に上昇し，incubation時間8時

間以上で，ほぼ一一一定になった．
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図2　Rate　of　equilibration　in　dialysis　system．

（4）Phosphate　bufferのpHの影響
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図3Effect　of　pH　on　dialysis　ef　triiodothyronine

　　from　serum．

　Phosphate　bufferの水素イオン濃度をいろい

ろ変えて，37°C，18時間incubationし，％FT3

を測定した（図3）．pH　・7．o以下では％FT3は

上昇し，pH＝7．0以上では，ほぼ一定であった．

　（5）再現性についての検討

　同日測定の際の再現性および日差測定による再

現性をしらべた．前者についての1例をみると，

同一pooled　serumを5本の試験管に分けて各々

について％FT，を測定した．その結果は，0．25，

0．25，0．25，0．24およびO．24各％と極めて良く一

致した．また日差測定による再現性は，測定値の

高低に関係なく良好で，測定値の差異は，最も大

きな差のあった例で，第1回目の測定値がO．21％，

第2回目の値が0．18％で，その差はわずかに0．03

％であった．

　（6）血清希釈による影響

　血清希釈による％FT3の変化をみるために，血

清3．Oml，2．Oml，1．Oml，0．5mlおよび0．25m1

の各量について％FT3を測定した（図4）．％

FT3は血清希釈と共に次第に低下し，血清O．5ml

つまり希釈倍数16以上では％FT3は一定になっ

た．この傾向は未希釈血清の％FT，値の高低に

かかわらずみられ，一般に希釈による減少率は約

20％であった．

　（7）血清にT4またはT3を加えた場合の％FT3

および％FT4の変動

　血清にいろいろな濃度のT4あるいはT3を加

え，それぞれについて％FT3および％FT4を測
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定した（図5，6）．％FT4および％FT3のい

ずれもT4あるいはT3を加えることによって上昇

した．また％FT4あるいは％FT3の上昇は，

加えられic　T4およびT3のいずれによっても同程

度に認められた．しかしT4あるいはT3を加えた

場合の％FT3の上昇の方が，％FT4の上昇にく

らべ，より顕著で，上昇率は全体として，約30％

高かった．

§2　血中FT3の測定結果

　以上の測定条件の結果を考慮し，血清O．5mlな

いしO．25mlを用い，37°C，18時間，　pH＝7．4で

透析をおこない，FT4およびFT3を測定した（表

1）．T3の正常値は112士18．2ng／dl（mean±

S．D．）であり，これは，甲状腺機能元進症および

表1Summary　of　results　obtained　in　various　states　of　thyroid　function

　T4
（μ9／d1）

　T3
（ng／dl）

％free　T4
　（％）

free　T4　　％free　T3
（ng／dl）　　　　　　　（％）

free　T3
（ng／dl）

normal　subjects　（20）＊　　9．0士1．9＊＊　112±18．2　0．0171±0．0034　1．5土0．37　　0．30土0．063　　0．33士0・08

hyperthyroidism　　（10）

hypothyroidism　　（10）

pregnancy　　　　　　（8）

（3rd　trimester）

17．7±4．7
（p＜0．001）

2．9士0．9
（p＜O．OO　1）

15．2±2．3
（P＜0，01）

358±199．0
（p〈0．OO　1）

　63土28．6
（p＜0．01）

159土19．2
（p＜0．OO　1）

0．0310土0．0078
　（p＜0．OO　1）

O．0142±0．0043
　（p＜0．025）

0．0107士0．∞13
　（p＜0．001）

5．6±0．35
（P＜O．OO1）

O．4土O．25
（p＜0，01）

1．6士0．35
　（ns）

0．42士0．085
（P＜0．∞1）

O．21±0．11
（p＜0．05）

0．14士0．016
（p＜0，001）

1．52土1．19
（P＜0．∞1）

O．14士0．08
（p＜O．001）

0．23士0．04
（P＜O．01）

＊　Number　of　cases

＊＊Mean士S．D．

ns＝not　significant
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図7Ratio　of　free　T4　to　free　T3

妊婦で，有意に上昇し，甲状腺機能低下症では低

かった．％FT3の正常値はO．30土O．06％で，FT3

の正常値は0．33土O．08ng／dlであった．甲状腺機

能充進症では％FT3およびFT3のいずれも上昇

し，甲状腺機能低下症では，いずれも低かった．

妊婦のFT．，値は正常人との間に有意差を示さな

かったが，FT3値は正常人にくらべ，推計学的

に有意に低かった．血中のFT4とFT3の比をみ

ると（図7），正常人のFT4／FT3は5．0土1．9で

あった．甲状腺機能冗進症のFT4／FT3は3．2土

1．5で，正常人にくらべ有意に低く，妊婦では7．3

士2．0で，正常人にくらべ，有意に高かった．し

かし，甲状腺機能低下症では正常人との間に有意

差はなかった．

考　察

　Equilibrium　dialysis法によるFT3の測定法

の条件を検討した結果，2，3の点を除いてFT4測

定方法の条件と同じでよいことが明らかになっ

た91．1つの相異点は，T3の回収率の低いこと

である．T4のMgCl2沈澱法による回収率は91％

であったが9），T3では81％と約10％低かった．

T3の回収率が低いことはすでに知られていて，

Larsenらは85％であったとしている12）．　T8の回

収率がT4にくらべて低い原因は明らかではない

が，carrier中のT4あるいはT3濃度をかえてみ

ても81％以上にはならなかったlv）．したがって，

T3に対するMgCl2のchelating作用はT4に対

するそれより，弱いかも知れない．第2の相異点

はFT3測定の際に血清に加える1251－T3濃度の問

題である．Equilibrium　diaiysisによってFT4

を測定する際に，血清に加える1251－T4濃度は0・8

－
1．2μ9／dlであり，これは血清の内因性T4濃度

にくらべて，はるかに低い9），　これに対して，

FT3測定の場合に用いた1251－T3濃度は0．2μ9／d1

で，これは正常人の内因性T3濃度と比較しても，

それより高いことになる．したがって本法によっ

てFT3を測定する場合は，血清の全Ts濃度を人

為的に高めたことになり，この条件で，はたして

真のFT3が測定されるかどうかという疑問が生

じる．血清中のT3は主としてThyroxine　bind－

ing　globulin（TBG），　AlbuminおよびThy－

roxine　binding　Prealbumin（TBPA）の3つの

血漿蛋臼に結合している．Davisらによれば，血

清にT3を加えると，　TBGおよびTBPAに結合

する1251－T：1濃度は，加えたT3濃度が上昇するにつ

れ，次第に低下し，Albuminに結合する1251－T3

濃度が逆に増加していくという26）．一方T3の

dialyzable　fractionはTBGのbinding　capacity

が減少するにつれて，増加することも知られてい

る14）’av）．さらに血清にin　vitroでT3を加えた場

合のdialyzable　fractionの変化をみても，加え

たT3量が5．Oμ9／dlで，　dialyzable　fractionが

約50％上昇したにすぎない（図5）．Chopraら
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は甲状腺機能低下症の患者血清に，いろいろな濃

度のT4を加えて，　T3のdialyzable　fractionの

変化をしらべ，加えたT4濃度が1．Oμ9／dl以下で

はT3のdialyzable　fractionに変化がないと報

告している16）．図5に示したごとく，T3のdialy－

zable　fractionはT4を加えた場合もT3を加え

た場合と全く同じように変化するのであるから，

Chopraらの結果は，血清にT3を加えた時の変

化と解釈しても良いであろう．以上の点を考え合

わせると，FT3測定のために血清に加えた1251－T3

は，内因性T3濃度にくらべ，決して低い濃度と

は言えないが，そのためにT3のdialyzable　frac－

tionが上昇する程の量ではなく，むしろ，血漿蛋

白の3つのfraction，すなわち，　TBG，　Albu－

minおよびTBPAの間でのT3結合量に変化が
おこり，dialyzable　fractionは一定であると考

えられる．しかもin　vitroで血清にT3を加える

だけでは，TBG　capacityに変化はおこらないか

ら，TBG　capacityの変化による　dialyzable

fractionの影響も，　この際i無視して良いであろ

う．したがって，本法によって得たFT3濃度は，

本来のFT3値であると言うことができる．

　今回の測定条件で得られたFT3の正常値は

0．33土0．08ng／dlであった．　FT3の測定値は％

FT，の値とT3濃度の高低で大きく変動する．今

回radioimmunoassayで測定したT3の正常値は

112土18．2ng／dlで，　この値はLieblichら18），

Mitsumaら19），　Larsen20），　Chopraら21），の報告

した値に極めて近い．しかしcompetitive　bind－

ing　Protein　techniqueによるT3の正常値は，一

般にradioimmunoassayによる値にくらべて高

いとみてよい22’‘一　24）．一方％FT3の正常値を過

去の報告にみると，NaumanらはO．46土O．14％

（mean士S．D．）10），　Dussaultらは0．28土0．026

％11），Larsenは0．36土O．01％（mean±S．E．）13），

そしてIzumiはO．53土0．17％15）としている．今回

筆i者らが得た値は0．30土0．063％であって，これ

は過去の報告とくらべて大きな差異はない．した

がって，FT3の正常値の差異は，主としてT3濃

度の測定値の差異によるものと考えてよい．
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　甲状腺機能充進症ではFT3は上昇し，甲状腺

機能低下症では低下した．また妊婦では，血中

T3濃度が正常人にくらべ高かったが，％FT3，

FT3は低かった．妊婦の血中T3が正常人より高

いことはすでに知られている18）・24）．またFTBにっ

いても，Dussaultらは妊婦のFT3が正常人にく

らべて低かったとしている11）．妊婦のFT，は正常

人との間に有意差がなかったが，FT3が低下し

ていたために，FT4／FT3が正常人より高い結果

になったのであろう．

　甲状腺機能充進症ではT4／T3が正常人にくら

べて低下することが知られているが24），FT4／

FT，についても同じ傾向のあることが明らかに

なった．また正常人のFT4／FT8は5．0士1．9であ

った．T3の生物学的活性はT4のそれの約4倍で

あるとされているからas），　FT4およびFT3につ

いてみれば，両者共，等しい力価で血中に存在し

ているものと考えられる．

要　約

　Equilibrium　dialysis法1こよる血中free　tri－

iodothyronine（FT3）の測定をおこなった．測

定方法の条件を検討した結果，MgCl2沈澱の洗

浄回数，incubation温度，および時間，　phos－

phate　bufferのpHの各点において，　free　thy－

roxineの測定方法と同じ条件で良く，再現性も

極めて良好であった．また血清希釈によってFT3

は低下したが，その減少率は，約20％であった．

本法による正常人の％FT3の測定値は0．30±

O．063％（mean土S．D．），　FT3の正常値はO．33

土0．08ng／dlであり，甲状腺機能充進症では，両

者が著しく高く，甲状腺機能低下症では低下し

た．また妊婦のFT，は正常人にくらべて有意に

低かった．さらに正常人のFT4／FT3は5．0土1．9

であり，甲状腺機能元進症のFT4／FT3は低く，

妊婦のそれは正常人にくらべ高かった．

文献

1）Robbins，　J．　and　J．E．　Ra11：Physiol．Rev，40：

　415，　1960．

Presented by Medical*Online



　502　　　　　　　　　　　　　核医学

2）Sterling，　K．　and　M．　A．　Brenner：J．　Clin．

　　Invest，　45：153，　1966．

3）OpPenheimer，　J．H．　and　M．1．　Surks：J．　Clin．

　　Endocr，24：785，1964．

4）Ingbar，　S．H，，L．E．　Braverman，　N．A．Dawber

　　and　G．Y．Lee：J　．　Clin．　Invest，44：1679，1965．

5）Lee，　N．D．，　R．　J．　Henry　and　O．J．　Golob：J．

　　Clin．　Endocr，24：486，1964．

6）Lee，　N．　D．　amd　V．　J．　Pileggi二Clin．　Chem，

　　17：166，　1971，

7）紫芝良昌，清水多恵子，吉村静子，鎮目和夫：日内

　　分泌誌，46：20，1970．

8）内村英正，増山裕子，松崎　震，長滝重信：核医
　　学，10：318，1973（abstr．）．

9）今野則道，萩原康司，今　　寛：核医学，10：487，

　　1973．

10）Nauman，　J．A．，　A．Nauman　and　S．C．　Werner

　　：」．Clin，　Invest，　46：1346，　1967．

11）Dussault，　J．，　V．V．　Row，　G．　Lickrish　and　R．

　　Votp6：J，　Clin．　Endocr，29：595，1969．

12）Larsen，　P．　R．，　A．　J．　Atkinson，　Jr．，　H．N．

　　Wellman　and　R．E．Goldsmi仁h：J．　Clin．　Invest，

　　49：1266，　1970．

13）Larsen，　P．R．：J．　Clin．　Invest，51：1125，1972．

14）Dussault，　J．H．，D．A．　Fisher，　J．T，　Nico】off，

　　V．V．　Row　and　R．　Volp6：Acta　Endocr，72：

11巻4号（1974）

　　265，　1973．

15）Izllmi，　M．：Endocrinol．　Jap，19：259，1972．

16）Chopra，1．J．，　D．H．　Solomon　and　G．N．　Chua

　　Teco：J．　Clin．　Endocrinol，36：1050，1973．

17）今野則道：未発表データ
18）Lieblich，　J．　and　R．D，　Utiger：J．　Clin．　Invest，

　　51　：157，　1972．

19）Mitsuma，　T．，N．Nehei．　M．Gershengorn　and

　　C．Hollander：J．Clin．　Invest，50：2679，1971．

20）Larsen　，　P．R．：J．　Clin．　Invest，　51：1939，

　　1972．

21）Chopra，1．J，，R，　S．　Ho　and　R．　Lam：J．　Lab．

　　Clin．　Med，80：729，1972．

22）Sterling，　K．，　D．　Bellabarba，　E．　S．　Newrnan

　　and　M．A．　Brenner：J．　Clin．lnvest，48：1150，

　　1969．

23）Wahner，　H．W．　and　C．A．　Gorman：N．　Eng，J．

　　Med，284：225，1971．

24）Larsen，　P，　R．：Metabolism　21：1073，1972．

25）Blackburn，　C．　M．　McConahey，　F．R．　Keating，

　　Jr．，　and　A．　Albert，　J．Clin．　Invest，33：819，

　　1954，

26）Davis，　P．　J．，　B，S，　Handwerger　and　R．1．

　　Gregerman：J．　Clin．　Invest，　：51：515，1972．

27）今野則道：日内分泌誌，50：711，1974．

Presented by Medical*Online


	0497
	0498
	0499
	0500
	0501
	0502



