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《原　著》

HTSH　Radioimmunoassayの臨床応用

に関する基礎的検討
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　甲状腺刺激ホルモン（Thyroid　stimulating　ho・

rmone，　TSH）は脳下垂体前葉から分泌され，甲

状腺機能を調節する重要なホルモンである．1959

年，Yalow＆Bersonによって，感度，特異性の

優れたradioimmunoassayが開発されたのに引続

き，1967年Odel1ら1♪は，　Condliffeらによって精

製されたヒトTSH（HTSH）を用いて，　HTSHの

radioimmunoassayに成功した．当初はその供給

源が限られていたため一般に普及されなかった

が，最近，本邦においては測定kitも市販され臨

床検査として広く用いられるようになった．

　測定用kitそのものの検討については，我々は

既に一部を発表し2）・3），最近諸家によっても報告

されつつある4）－17＞．しかしこのようなkitを用い

るにあたっては，従来外国で用いられて来た標識

用HTSH，抗体，標準HTSHと比較する必要が

あり，また臨床検査として応用するには詳細な基

礎的検討を行わなけれぽならない．そこで我々は

以下のような実験を行った．

材料および方法

　HTSHのradioimmunoassayは，原理的には
Odellらの原法1）に準じて行った．材料としては，
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National　Pituitary　Agency（NPA）のHTSHを

Hunter　Greenwoodの方法18）で1311を標識したも

の，および第一ラジオアイソトープ研究所より提

供されたHTSHキット「第一」（以下Kitと略）の
J251－HTSHを用い，抗HTSHは，　Kitのものの

ほかNAPのものとNational　Institute　for　Med－

ical　Research，　Medical　Research　Council（MRC）

を用いた．標準HTSHは，　MRCのHuman　Thy－

rotrophin　Research　StandardA　（HTSH－Res－St

dA，50mU／ampoule），および最近これに代って配

布されているHTSH－68／38（147mU／ampoule）お

よびKitに添付されているものを用いた．　Fig．1

はキットの構成と操作方法を示しているが，他の

材料を用いた場合もほほぼこれに準じて行った．

実験成績

1）標準HTSHの相対力価；標識HTSH・抗
　　HTSHの種類による比較

　2種類の標識HTSH（NAPとKit）および3
種類の抗HTSH（NPA，　MRC，　Kit）を用いたrad・

ioimmunoassay系において，　HTSH・Res・StdAと

HTSH－68／38の相対力価を比較した．その結果は

Table　1に示すように，ほとんど差はみられなか

った．ただし，HTST－68／38の力価は147mU／am・

pouleと定められているが，実際はKit法でHT・

SH－Res－StdAで，表わした場合147mU×1．31＝

193mU／ampouleとなることが明らかとなった．

またKitに添付されている標準HTSHの標準曲線

はFig．2に示すように，　HTSH－68／38のそれとよ

く一致した．
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Fig．1　Procedure　of　HTSH　radioimmunoassay（Daiichi　RI　Kit）

試　　薬（いずれも凍結乾燥） TSHキット「第一」100
　　　（100検体用）

（1）　リソ酸緩衝剤
1緩翻を1・・mlの精製水を用・・て溶解する．

（2）TSH抗血清（第一抗体）

　　（ヒトTSHを家兎に感作して作製した抗血清）

（3）標準TSH

　　（ヒトTSH　　500μU）

（4）　ヨゥ化TSH－1251

（嚇：をヨウ素1慧）備したもの）

㈲　家兎γ一グロブリン抗血清（第二抗体）

　（家兎γ一グロブリンをヤギに感作して作製した抗血清）

バィアルに精製水11．Om1を加えて溶解する．

標準TSHバィアルに精製1．　Oml水を加えて溶解する．

この溶液の濃度は500μU／mlである．緩衝液を用いて

倍数希釈し，標準TSH溶液を調製する．

ヨウ化TSH－1251に緩衝液11．　Omlを加えて溶解する．

バィアルに緩衝液11．Omlを加えて溶解する．

〔操　作〕

標　準　法 two　step法

標準TSH溶液または被検血清　100μ1

ヨゥ化TSH－1251溶液　　　　　100μl

TSH抗血清　　　　　　　　　100μ1

緩衝液　　　　　　　　　　　　500μ1

4°C　4日間静置

標準TSH溶液または被検血清　　100μl

TSH　free　serumまたは緩衝液　100gel

TSH抗血清　　　　　　　　　　100μ1

⊥4°・cl日喘置

ヨウ化TSH」251溶液 1・・μl l

　　　　↓

1第二抗体

⊥4°・c2日間静置

1・・μl i
　　　　i4・c1日間静置

　　　　⊥遠沈（3。。。，pm　3。分間）

　　　　⊥上齢去

沈殿物放射能測定
　　　　↓

標準曲線から被検血清中のTSH濃度をよみとる

2）測定法の安定性に関する検討

　1．同一assay内の変動

　種々な濃度の標準HTSHを，同一一10tのKitを用

い，同一一assay内で測定した際の変動を示したの

がTable　2で，これを変動係数（C　V．）で表わす

と，低濃度では大であったが中間～高値では6．5

～2．2％であった．

　2．同一　lotを用いた異なるassay間の変動

　3種類のプ・一ル血清，すなわち未治療のパセド

ウ病と，原発性甲状腺機能低下症患者血清（TSH

低値と高値）を用い，同一lotのKitで異なるassay

で測定した値はTable　2に示すようにCV・とし

て11．0～13．2％であった．

　3．10t間の変動
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Fig．2　Standard　curve　of　HTSH　radioimmunoassay

　　　　　－Specificity　and　dilution　of　serum一

Table　l　Immunologica｝potency　estimates　for　H

　　　　　TSH　68／38　in　terms　of　HTSH－Res－Std

　　　　　－A（mU／ampoule），　by　radioimmunoassay

　　　　　using　different　labelled　HTSH　and　anti

　　　　　HTSH　sera．

Table　2 Reproducibility

assay

Exp．　No．

of　HTSH　radioimmuno一

　　　　labelled　HTSH

1311－HTSH（NPA）　　　1251－HTSH（Kit）

　　　　anti　HTSH　serum

NPA　　MRC　　Kit　　　Kit

Within－assay

Esame　lot

－
よ
ワ
・
O
J
4
「
D
6

183

235

185

171

166

185

197

195

178

166

193

176

187

216

Between－assay

Esame　lot

Within－assay

E　different　lot

HTSH（μU／ml）

mean S．D．

　3．0

15．5

61．7

260．5

0．92

1．01

2．24

5．67

＜1．O－3．0

16．3　　　　　　　　1．80

110．5　　　　 14．55

＜1．0

14，3

94．8

0，90

10．24

C．V．

（％）

30．7

6．5

3．6

2．2

11，0

13．2

6．3

10．8

mean

十SEM

187

±9

196 172 193

±7

　異なる10tによる測定値の差をみるために，前

記と同じ3種類の血清を異なる10tのKitで測定し

た結果はTable　2に示すとおりで，　C　V．は6．3～

10．8％で，前項の同一　lotを用いた場合より大と

なることはなかった．

　4．Kitの保存による影響
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Table　3　Recovery　experiment

Added
HTSH
μU／ml

Serum
HTSH
μU／ml

Estimation
of　added

　HTSH
　μU／ml

Recvery
　％

0 251

15．6 361 11 71

31．2 57i 321 102

62．・51 851 60 96

125 1631 138 110

TSH

帆u／ml）

（mean）

　94．8

　　　　　　　　　　　　d1ユvtlon
　　　　　　　　　　　　　十　　neRatlve　valL‘e

Fig．3　Dilution　experiment　of　standard　HTSH　and

　　　serUln
　　　　〔HTSH　dilution〕　　一〔Serum　dilution〕

　　　　OaBuffer（Kit）　　－Buffer
　　　　▲bBuffer（Kit）　　－TSH　free　serum

　　　　・　cTSH　free　serum－Buffer

　　　　△dTSH　free　serum－TSH　free　serum

　　　　×eTheoretical　value

同一lotのKitを用い，到着直後と3週間冷凍保

存後に行ったassayの標準曲線を比較してみると，

低濃度の所ではB％は4％程度の低下が見られる

が，高濃度ではほとんど差が見られなかった．

　3）臨床検査法としての基礎検討

　1．特異性

　本測定法の特異性を検討する目的でFig．2に示

すように，ACTH　human（NPA），　Prolactin（N

PA），　GH（Wilhelmi，　NIH），　LH（Calbiochem），

FSH（Calbiochem）をHTSHの代りにassay　sys・

temに添加してKitで測定したが，　TSHが混在し

ているとされているLH・FSHの高濃度でややB

％が減少した以外ほとんど影響がなかった．’

　2．回収実験

　Table　3に示すように，血清に標準HTSHを種

種な濃度になるよう添加し，そのHTSH量をKit

で測定したところ，平均回収率は94．8％であっ

た．

　　3．血清希釈実験

　　血清試料を希釈して測定する際の基礎的検討

　を行った結果はFig．3に示すとおりで，ここで

　横軸は試料の希釈倍数を，また縦軸は本法によ

　って測定したTSH実測値を表わしている．直

　線eは理論値を示す．TSH高値の血清を緩衝液

　で希釈（a，c），またはTSH　free　serumで

　希釈して（b，d），この試料をKitで測定した．

　標準HTSHを原法どおり緩衝液で希釈して得

　た標準曲線で求めた時はa，bの結果となり，

　一方標準HTSHの方に，被験血清量と等量の

　　TSH　free　serumを添加して得た標準曲線で求＼
　　めた値はc，dとなった．すなわち，ここで理

　　論値と最も近いのは，標準HTSH側にもTSH

　　free　serumを入れ，また，血清希釈にもTSH

　　free　serumを用いたdの場合であった．した

　がってdの方法を用いることにより，Fig．2に示

　すような標準曲線に平行な血清希釈曲線を得るこ

　とができた．最近のKitではTSH　free　serumに

　よるこのような影響はほとんどみられない．

　　4．two　step法の検討

　　我々はPatelら19）の方法にならいFig，1に示す

　ように・1251－HTSHを24時間後に添加するいわゆ

　るtwo　step法を試みた．その標準曲線はFig．4

　に示すとおり50％intercept（B／Bo（％）が50％と

　なるTSH量）で，原法70μU／m1に対し，　two

　step法では35μU／mlと明らかに感度は上昇し
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、μU／ml
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TSH
Fig．4　Comparison　of　standard　curves　obtained　by　standard　procedure　and　by　two　step

　　　method　of　HTSH　radioimmunoassay

た．また，前述した3）3．の希釈実験の結果にも

とづき，標準HTSHには常に被験血清と等量の

TSH　free　serumを添加する事とした．本法によ

る最少測定感度は，血清濃度にして1～2μU／ml

であった．

　本法によって測定した血中HTSH値は，健常

人く1～8μU／ml，未治療甲状腺機能充進症く1

μU／m1，　原発性甲状腺機能低下症20μU／ml以

上であった．

考　　按

　HTSHのradioimmunoassayはOdel1ら1）の成

功以来多くの報告があるが，標識用抗原と優れた

抗体の入手が困難なこと，また，標識が常に一定

に行われねばならぬなどの難点があり一般に普及

しなかった．その点Kit化はひとつの進歩的な試

みであるが，一方これを臨床的に使用するにあた

っては，種々な点について検討を行う必要がある．

　まず，標識用HTSHと抗体のbatchの違いに

よる差を検討したが，従来から広く用いられて来

たNPAのものとKitとでは，標準HTSHの相対
力価に差はなかった．

　また測定手技の再現性は，術者の熟練度にも影

響されるものではあるが，一方広い意味でKitの

優劣を表わすことになる．我々の得た変動係数

（assay内2．2－6．　5％，　assay間は11．0～13．2％，2

S．　D，とすると22．　0－26．　2％）はRodbard2°）のra’

dioimmunoassayのquality　contorolに関する論

文中にみられるLH　rodioimmunoassayの例，つ

まり5％，13．2％やKitによる諸家の値とほぼ同

程度である．なお一般的に日常検査に要求される

精密度として，Tonks（1963）21）は，許容誤差範囲

一
麟㌶×1・・を提唱している・TSHの

正常範囲を仮に1～8μU／mlとするとこれは33．7

％になり，前記C．V．の2S．　D．22．0－26．2％はこ

の範囲内に入っているが，Tonksの計算では最大

を10％以内としているので，その点では，TSHを

日常検査的解釈をするのは慎重でなければならな

い．

　次にKitの安定性についてみると，添付の標準

HTSHは，国際的に用いられているRes－Std－Aに

よる単位とよく一致している．また最近Res－Std

－Aに代わり配布されているTSH－68／38について

は，in　vitro　bioassayで147mU／ampouleと表示

されているが，radioimmunoassayによる単位は

明らかでない．本Kitで検討したところ193mU／
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ampouleの結果を得たので，今後HTSH－68／38を

使用の際の参考とすべきであろう．Kitの保存に

よりややB％の低下がみられるが，低濃度を測定

するのでなければ3週間くらいは使用できるよう

である．測定値については，lot間のC．　V．は同一

10t間のそれをこえることがなく，各lotが一定で

あることを示している．

　次に，臨床検査としての必要条件の1つとして

特異性をみると，他の下垂体前葉ホルモソによる

影響はほとんどなく，LH，　FSHによる影響も混

在するTSHのためと思われる．

　血清添加の回収率実験では94．8％とほぼ満足す

べき結果をえた．しかし，希釈実験で血清及び標

準HTSHを，緩衝液又はTSH　free　serumで希釈

して，4つの組合せで測定値をよんだ場合Fig．3

のような結果となつた．これは，血清の有無によ

って非特異的にB％が変化し，測定値が見かけ上

異なる値を示したと考えられる．この実験成績を

みると，被験血清の希釈をTSH　free　serumで行

い，標準HTSHにもTSH　free　serumを添加し

て，両者の血清濃度を等しくした場合（d）が最も理

論値（e）に一致することが示されているので，実際

のassayに際しても標準HTSHにTSH　free　ser・

umを添加することが望ましい．　TSH　free　serum

としては下垂体摘除患者血清が最も理想的である

が，実際入手は困難なので，これとほぼ一致する

未治療バセドウ病患者血清を用いている．

　次にincubateの際，標識HTSHを後から入れ

るいわゆるtwo　step法にすると，抗体の種類に

よっては感度がよくなることが報告されている19）

ので我々も試みた結果，Fig．4に示すとおり感度

良好となった．

　Rodbardら2°）はquality　control　systemのpar・

ameterとして10項目をあげているが，そのひと

つ50％interceptをみると原法70μU／mlに対し，

two　step法35μU／m1と改善されることが明らか

となった．さて本法の感度についてみると1～2

μU／mlで，また健常人血中TSHはく1～8μU／

m1でありこれは従来他の系を用いた諸家の報告

とほぼ同程度である．

結　　語

　二抗体法によるTSH　radioimmunoassayにつ

き基礎的検討を行い，次のような結果を得た・

　1．標準HTSH（HTSH－Res－Std　A，　HTSH－

68／38）の相対力価は，標識HTSH（NPAの1311

－HTSH及びHTSHキット「第一」のi251－HTS

H），抗HTSH（NPA，　MRC，及びKit）の種類

によってほとんど差はなく，Kitの標準HTSHも

上記のものとよく一致した．なおHTSH－68／38の

力価は，Kitで測定して，　HTSH－Res－Std　Aで表

わした場合，147（表示）×1．31＝193mU／ampoule

となった．

　2．同一検体測定の際の再現性を変動係数で表

わすと，Kitでは同一　assay内で2．2－6．5％，同

一一一・　lotを用いた異なるassay間で11．0～13．2％，

異なるlot間で6．3～10．8％であった．

　3．ACTH，　GH，　LH，　FSH製剤で検討したと

ころ，通常測定範囲内では影響が認められなかっ

た．

　4．標準HTSHを血清に添加した回収率は94．

8％であった．

　5．希釈血清の測定値は，被験血清及び標準

HTSHの希釈にTSH　free　serumを用い，両者

の血清濃度を等しくした時に最もよく一致した．

　6．標準HTSH（TSH　free　serum添加）また

は被験血清と抗HTSH血清を4°C24時間incu－

bate後，1251－TSHを添加するtwo　step法によっ

て測定感度は上昇（血清濃度にして1～2μU／ml）．

50％ipterceptは35μU／m1程度となった．

　以上により本測定法は，臨床検査として用いう

るとの結論を得た．

終りに，測定用材料を提供していただいた第一ラジォ

アイソトープ研究所，NPA，　MRCに感謝する．
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Summary

E▽aluation of　Radioimmunoassay　of

　　　　　　　　　for　Clinical　Use

Human　Thyrotropin

　　　　　Mizuo　AZUKIZAWA，　Kiyoshi　MIYAI，　Hisako　AZUKIZAWA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Yuichi　KUMAHARA

Central　Laborator：ソノbグ　Clinicat　Inves彦igation，　05αゐα　University」Vosカital，　Osaka

　　The　immunological　potency　of　a　reference

standard　preparation　of　HTSH　68／38　in　terms

of　HTSH　Research　Standard　A　was　slightly

different　according　to　the　labelled　HTSH　and

antisera　obtained　from　different　sources，　and

was　estimated　as　147×1．31＝193mU／ampoule　us一⑱

ing　a　HTSH　radioimmunoassay　Kit“Daiichi”．

Reproducibility　of　the　double　antibody　radioim－

munoassay　for　HTSH　using　the　kit　was　as　fo・

llows．　The　coefficient　of　variation　was　2．2－6．5

％（within－assay　using　same　lot），11．0－13．2％

（between，assay　using　same　lot）and　6．3－10．8％

（within－assay　using　different　lot）．　No　cross　re－

action　was　observed　with　ACTH，　GH，　LH　and

FSH．　Recovery　of　HTSH　added　to　serum　was

94．8％．Dilution　of　serum　resulted　in　parallel

curves　to　that　obtained　for　the　standard　HTSH，

when　both　serum　and　standard　HTSH　were

diluted　with　TSH　free　serum．　The　minimum

detectable　concentration　and　50％　　intercept　of

the　standard　HTSH　were　made　smaller　using

two　step　method．　The　method　was　capable　of

measuring　serum　HTSH　as　low　as　1～2μU／m1．
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