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　Saturation　analysisを利用した1311・T3レジン摂

取率と，Competitive　protein　binding　assayを利用

した血中サイロキシンの測定は簡易かつ正確に血

液中の甲状腺ホルモン量を間接，直接に知る方法

として広く普及してきている．前者のKitとして

はTriosorb，　Resomat－T3，　Thyopac－3，　Trilute

があり，後者のKitとしてはTetrasorb，　Resomat・

T，，Thyopac・4，　Tetraluteがある．

　今回我々が使用する機会を得た前者のKitとし

てのTRI・TAB，後者のKitとしてのTETRA－

TABは，　吸着剤としてシリケートを利用したも

ので，使用血清畠：は0．1mlで，いずれも方法的に

簡便であり，室温で検査可能で，データの重なり

合いの少い良い成績を得ることを知り得たので，

その使用経験を報告する．

1）TRI・TAB

1．原　理

被検血清に1251・T3の溶液と吸着剤としてのシ

リケート錠を加えて振盤することにより，被検血
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清中のTBG（Thyroxine　Binding　Globulin）の

結合不飽和部分に1251・T3が結合し，残った1251－T3

はシリケートに吸着される．甲状腺機能充進症の

如く，血清中の甲状腺ホルモンが多い時はTBPが

比較的飽和されているので，1251・T3のTBPへの

結合が少なく，多量の1251・T3がシリケートへ吸着

され，逆に甲状腺機能低下症の如く血清中の甲状

腺ホルモンが少ない時は甲状腺ホルモソのTBP

への飽和度が低いので，多量の1251・T3がTBPに

結合され，シリケートへ吸着される1251－T3の割

合は少なくなる．

　遠心分離後，甲状腺ホルモン1251・T3と結合した

TBPを含む上清を捨て，沈澱しているシリケー

トの放射能を測定することにより，シリケートに

吸着された1251・T3の割合を知ることが出来，同

時に測定した標準液の放射能と比較することによ

りTBGの不飽和結合能の大きさを知ることが出

来る．

　2．方　法

　1）患者血清（または標準血清）0．1mlを正確

に試験管に入れる．

　2）1251・T3溶液2．　Omlを加え，混和する．

　3）シリケート錠1錠を加え，密栓し，1分間

以上放置する．

　4）5秒間強く振盤後，1分間緩やかに転倒し

つつ混和する．

　5）10分間以上放置後，遠心分離する．
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Fig．1　Reproducebility　of　TRI・TAB　Test　in　Euth・

　　　yrcid．　Hyperthyroid　and　Hypothyroid　using

　　　Same　Kit

　6）上清を捨て，ガーゼまたは濾紙で液を切る・

　7）沈澱物の放射能をウエル型シンチレーショ

ンカウンタで1分間計測する．

　8）被検血清の放射能を標準血清の放射能で除

し，これに標準血清を入れた容器に示してある標

準血清摂取率を乗ずることにより補正し，TRL

TAB摂取率を得る．

灘鵠膿羅×麟蜻摂取率（％）

　3．対　象

　都立大久保病院に昭和50年3月より7月の間に

来院した患者で，甲状腺疾患の診断は，臨床症状，

諸検査成績（基礎代謝率，1311－T3レジン摂取率，

血中T4量，血中T，量，　TSH値，コレステロ　一一

ル，甲状腺1311摂取率，甲状腺シンチグラム，サ

イロイドテスト，Needle　Biopsyおよび手術別出

などの病理組織診断など）によった．

　正常者47例，甲状腺機能充進症42例，甲状腺

機能低下症10例，単純禰漫性甲状腺腫16例，単

純性結節性甲状腺腫8例，悪性甲状腺腫1例，慢

性甲状腺炎17例，1311治療後治癒せる甲状腺機能

充進症23例，計164例を対象とし測定した．
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Fig．2　1nfluence　of　Incubation　Time　on　Tritab

　　　values

　4．結　果

　A）基礎的検討

　1）再現性の検討

　同一ロット番号のKitを用いて甲状腺機能元進

症，IE常者，甲状腺機能低ド症のそれぞれの同一

血清について15回宛TRI－TAB　testを行い，そ

の再現性を調べた．

　成績はFig．1の如くで，甲状腺機能充進症の血

清では57～60％で，その偏差は58．2±0．9％，正

常者の血清では37～39％で，38．3±0．7％，甲状

腺機能低下症の血清では25～27％で25．7±0．6％

で，単純繰返しの再現性は良好であった．

　2）Incubation時間の影響

　我々はIncubation時間を10分で行ったが，　In－

cubation時間の成績に及ぼす影響を見るために，

5分，10分，20分，30分，60分の各Incubation時

間について，甲状腺機能尤進症，正常者，甲状腺

機能低下症のそれぞれの同一血清について3回宛

測定した．

　成績はFig．2の如くで，甲状腺機能充進症の血

清では5分一58％，10分・58％，20分・56％，30分一57

％，60分一57％であり，正常者の血清では，同様の
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Table　l　TRI・TAB　Values　ill　Various　Thyroid　Status
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　　Euthyroid
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　Hypothyroid
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Table　2　Evaluation　of　TRI・TAB　test　in　Various

　　　　　Thyroid　Status

　　　　　　　　　　　　（Normal　Range　33％～45％）
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　　　　thyroid　status

TRI・TAB　values　in　various

時間で43％，42％，41％，42％，42％であり，甲

状腺機能低下症ではすべて26％で，Incubation時

間の影響は5分～60分の間では見られなかった．

　3）Incubation温度の影響

　我々はIncubation温度を室温で行ったが，　Incu・

bation温度の影響を見るために，15°，25°，30°，

37°の温度で甲状腺機能充進症，正常者の同一血

清についてそれぞれ3回宛測定した．

　成績はFig．3の如くで，甲状腺機能充進症の血

清では15°・58％，25°・58％，30°・58％，37°－57％

とほぼ同値であり，正常者の血清でも同一の温度

で，41％，42％，42％，42％とほぼ同値で，Incu－

bation温度の影響は15°～37°の間では認められ

なかった．

　B）臨床成績

　1）正常値

　正常者47例のTRI・TABの値はTable　1，　Table

2，Fig．4の如くで，その範囲は30～44％，平均

±値SDは37．6±3．5％で，正常値の範囲として平
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Fig．5Correlation　of　TRI－TAB　Values　with　B．MR

均値±2SDをとると，30．6～44．5％になる．中外

一NML社の正常範囲35～45％を参考にして，仮

に33～45％を正常値とすると，Table　2の如く，

正常者47例中44例（94％）が正常範囲を示し，33

％以下は3例（6％）で，45％以上はなかった．な

お甲状腺機能充進症で45％以下を示したものは

6例（14％）で，甲状腺機能低下症で33％以上を

示したものは2例（20％）であった．

　2）各種甲状腺疾患の値

　各種甲状腺疾患のTRI－TAB値の分布および平

均値±SDは，甲状腺機能充進症42例は42～57

％，平均50．2±3．8％，甲状腺機能低下症10例は

25～35％，平均30．5±2．9％，単純性結節性甲状

腺腫16例は31～47％，平均37．8±3．9％，単純

性禰漫性甲状腺腫8例は33～41％，平均37．3±

2．8％，悪性甲状腺腫1例39％，慢性甲状腺炎17

例は30～40％，平均34．　3±3．1％，1311治療で治

癒せる甲状腺機能充進症23例は32～46％，平均

39．2±3．8％であった．

　正常範囲を33～45％とすると，甲状腺機能充

進症，甲状腺機能低下症は前述の如くであるが，
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　　　Triosorb　Values

r』qor

50　　　55　　　60

　Trlosorb　tO／bl

Values　with

単純性結節性甲状腺腫は16例中14例（88％）が，

禰漫性甲状腺腫8例では全例が正常範囲にあり，

慢性甲状腺炎では17例中12例（71％）が正常範

囲を，5例（29％）が33％以下を示し，1311治療

後治癒せる甲状腺機能充進症では23例中19例

（82％）が正常範囲，2例が45％以上，2例が33

％以下であった．

　3）諸検査成績との相関

　甲状腺機能検査として一般に用いられている基

礎代謝率，甲状腺1311摂取率，1311・T3レジン摂取

率としてのTriosorb値，　Resomat・T，値，後述の

TETRA・TAB値との相関を検討した．
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　⑭　基礎代謝率

　正常者43例，甲状腺機能充進症39例，甲状腺

機能低ド症7例について，TRI－TAB値と基礎代

と謝率の相関を示したのがFig．5であり，相関係

数r＝十〇．79であった．

　⇔　甲状腺1311摂取率

　正常者35例，甲状腺機能充進症34例，甲状腺

機能低ド症3例についてのTRI・TAB値と甲状腺

1311摂i取率との相関を示したのがFig．6であり，

相関係数r＝十〇．84であった．

　lc）　Triosorb値

　］［常者47例，甲状腺機能充進症41例，甲状腺

機能低・ド症10例についてTRI－TAB値とTri－

osorb値との相関を示したのがFig．7であり，　r＝

十〇．91で良い相関を示した．

　⑪Resomat－T3値

　正常者42例，甲状腺機能充進症36例，甲状腺

機能低ド症9例について，TRI－TAB値とReso・

mat－T，値との相関を示したのがFig．8であり，

r＝－0．92で，これも良い相関を示した．

　⑧　TETRA・TAB値
　正常者45例，甲状腺機能充進症42例，甲状腺

機低ド症10例についてTRI・TAB値とTETRA－

TAB値との相関を示したのがFig．9であり，　r＝

＋0．88で相関することが示されている．
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Fig．9　Correlation　of　TETRA・TAB　Values　wit｝l

　　　　TRI・TAB　Values

　5．考按並に小括

　甲状腺ホルモン結合蛋白に対する甲状腺ホルモ

ンの結合の飽和度を利用したいわゆるsaturation

analysisによる検査Kitとしては，既にレジンス

ポンジを利用したTriosorb（Dainabbott），レジ

ンストリップを利用したResomat・T3（第一アイ

ソトープ），セファデックス頼粒を利用したThy・

opac・3（科研），セファデックスカラムを利用した

Trilute（三共工一ムス）などがあり，それぞれの

特徴があり使用されている．今回我々が使用する

機会を得たTRI－TABは中外一N．　M．　L社（Nucl－

ear　Medical　Laboratories）の製品で，従来のレジ

ン，セファデックスなどの代りに，吸着剤として

シリケート錠を利用している点に特徴がある．

　TRI－TAB　Kitの基礎的検討として，再現性，

Incubation時間，　Incubation温度などの影響を中

心に検討した．

　再現性はFig．1に示した如く，甲状腺機能充進

症，正常者，甲状腺機能低下症の血清について，

同一’10tで15回反復したが，それぞれ58．2±0．9，

38．3±0．7，25．7±0．6と甚だ良好であった．In・

cubation温度，　Incubation時間については，　TRI－

TAB　testは常に標準血清が同時に同条件で測定

され，被検血清の値はこれとの比較であるので，

Fig．2，　Fig．3に示された如く，　TRI－TAB値は
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甲状腺機能充進症，正常者，甲状腺機能低下症の

いずれの成績でも，時間，温度の影響を認めなか

った．従って我々はIncubation時間としては短

時間の10分，IIlcubatiol1温度は簡便な室温を選

んで我々の標準検査条件とした．この条件は他の

saturation　analysisによる検査に比し著しく簡便

で優れている．

　臨床的検討としてまず正常値であるが，NML

社の標準正常値は35～45％を指定しているが，我

我の正常者47例の成績でもほぼこれに一致する

が，下限は正常者と甲状腺機能低下症との間に

dataの重なり合いが一部に見られたので，　Table

2，Fig．4の如くこれを33％とし，正常範囲を33

～45％とした．これによると正常者47例中94％，

甲状腺機能充進症42例中86％，甲状腺機能低下

症10例中80％に臨床綜合診断との高い一致率を

見ることが出来た．この甲状腺機能充進症と正常

者とは優れた分離を示すにも拘らず，甲状腺機能

低卜症と正常者との間で若干の重なり合いが見ら

れるのは，いずれのsaturation　analysisによるKit

にも共通の欠点であり，本原理に基く検査法とし

ては軽度の甲状腺機能低下症の診断は弱点といえ

よう．他の諸種甲状腺疾患においてもそれぞれ正

しく甲状腺機能を反映し，禰漫性甲状腺腫8例は

全例100％，結節性甲状腺腫は16例中88％が正

常範囲を示し，慢性甲状腺炎はその進展度，甲状

腺機能状態に応じて，17例中71％が正常範囲，29

％が低値を示し，その甲状腺機能の程度を反映し

た．1311で治療し治癒した甲状腺機能充進症でも

良くその臨床所見と平行し，1例の妊娠例では異

常低値を示し，妊婦のT，，TBGの特徴を正しく

示した．

　甲状腺機能検査として広く用いられている基礎

代謝率，甲状腺1311摂取率，また同種の検査であ

るTriosorb，　Resomat・T3，また後述のT，測定法

であるTETRA・TABとの相関はそれぞれ十〇．79，

十〇．84，十〇．91，－0．92，十〇．88であった．このう

ち基礎代謝率測定法は諸種の体内，体外よりの因

子の影響を受け，甲状腺1311摂取率も日本人は海

草を多く摂取するのでその影響を受け易く，これ

ら検査とTRI・TABの値とがそれほど高度の相関

を示さないのは止むを得ないであろう．Triosorb

とResomat－T3による測定はいずれもTRI・TAB

testによる値と密接な相関を示し，TRI・TAB値と

TETRA・TAB値の相関もかなり良好であった．

　以上の成績よりTRI・TAB　Kitを用いた甲状腺

機能検査は　1）使用血清量が0．lmlと少なく，

2）方法的に甚だ簡易であり，　3）再現性に優

れ，4）Incubation時間，温度の影響が無く，5）

臨床成績で正しく甲状腺機能状態を反映し，6）

Triosorb，　Resomat・T3など同種の検査と密接な

相関を示し，7）1Kitの放射能も12511μCi以

下と少いなどの諸種の利点より優れた簡便な甲状

腺機能検査法といえる．

II）TETRA・TAB

　1．原　理

　被検血清に抽出用緩衝液とシリケート錠を加え

振湯すると，血清中のT、は抽出され，シリケー

ト錠に吸着される．これを遠心分離すると変性し

たTBPは上清に残り，これを捨てる．1251・T，で

飽和されたTBG（Thyroxine　Binding　Globulin）

を含むパルビタール緩衝液を加え振握後静置する

と，シリケートに吸着されたT4とTBGに結合

した1251’T4の間に結合の競合が起り部分的交換

が行われた後に平衡に達する．この場合，1251・T、

とTBGの量が一定であるので，1251－T4は被検血

清中のT，の量に応じてTBGとの結合が離れ，こ

れがシリケート錠に吸着される．従って遠心分離

し上清を捨てた後に沈澱物の放射能を計測すれぽ，

甲状腺機能充進症の場合は甲状腺機能低下症に比

し高値を示す．同時に既知量のT4を含む標準血

清から標準曲線を作成しておけぽ被検血清のT，

量を知ることが出来る．

　2．方　法

　1）患者血清（または標準血清）0．1mlを正確

に試験管に入れる．

　2）抽出用緩衝液2．Omlをこれに加える．

　3）シリケート錠1錠を加え密栓し，1分間以

上放置する．
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Fig．10　Reproducibility　of　TETRA・TAB　Test　in

　　　　Euthyroid，　Hyperthyroid　and　Hypothyroid

　　　　Using　Same　Kit
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Fig．11　1nfluence　of　Incubation　Time　on　TETRA・

　　　　TAB　Values

　4）5秒間強く振盟後，15秒間緩やかに転倒混

和する．

　5）遠心分離後，上清を捨て，ガーゼまたは濾

紙で液を切る．

　6）1251・T4　TBG溶液2mlを加え，密栓し，5

～10秒間強く振湯後，90秒間緩やかに転倒混和

し，30分間静置する．

　7）遠心分離後，上清を捨て，ガーゼまたは濾

紙で液を切る．

　8）沈澱物の放射能をウエル型シンチレーショ

ンカウソタで1分間計測する．

　9）被検血清の放射能を同様にして測定した

12μ9／dlの標準血清の放射能で除し，これに50％

を乗じたものを摂取率とする．

　これはKitに添付してある標準曲線上，12μ9／dl

が50％になるように設定してあるからである．

　10）同時に測定した1，6，12，18，24μg／dl

の標準血清の摂取率が標準曲線に正しく載るか否

か確認し，一致する場合は添付の簡易計算表で被

検血清中のT4量を読みとる．

　3．対　象

　前述のTRI・TABの対象と全く同様である．

　4．結　果

　A）基礎的検討

　1）再現性の検討

　同一ロット番号のKitを用いて甲状腺機能充進

症，正常者，甲状腺機能低下症のそれぞれ同一血

清について15回宛TETRA・TAB　testを行い，そ

の再現性を調べた．

　成績はFig．10の如くで，甲状腺機能充進症の

血清ではすべて24μ9／dlまたはそれ以上であり，

正常者の血清では8．5～9．Oμ9／dlでその偏差は

8．6±0．2μ9／dl，甲状腺機能低下症では2．5～3．0

μ9／dl，2．9±0．1μ9／dlで，単純繰返しの再現性は

良好であった．

　2）Incubation時間の影響

　我々はIncubation時間を原則として30分で行

ったが，Incubation時間の成績に及ぼす影響を見

るために，15分，30分，45分，60分，120分の各

Incubation時間について甲状腺機能充進症と正常
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Table　3 TETRA・TAB　Values　in　Vari皿s　Thyroid

Status

20

｜5

｜0

O日m桶0‘0

●柵闇㎜0 Thyroid　Status

　　Euthyroid

　Hyperthyroid

　Hypothyroid

Simple　diffuse　Goiter

Simple　nodular　Goiter

Chonic　Thyroiditis

Cured　Hyperthyroid

Malignant　Goiter

No．　of

Cases

7
2
0
8
6
7
3
1

4
4
1
　1
1
2

TETRA・TAB　Value
　　　　　（μ9／dの

Range Average

4．4～12．0

11．0～24．0

0．0～2．0

5．2～9．6

4．6～10．1

2．3～11・5

4．1～13．7

　　7．8

8．0±1．8

19．6±4．5

1．1±0．8

7．9±1．3

7．4±1．6

5．0±2．5

8．1±2．7

　　7．8

Table　4　Evaluation　of　TETRA・TAB　test　in

　　　　Various　Thyroid　Status
　　　　　（Normal　Range　4．5μ9／dl～12．　Opt9／dの

Thyroid　Status

No．

of

Cases

incubatLon　Tem　perature

Fig．12　1nfluence　of　Incuvation　Temperature　on

　　　　TETRA・TAB　Values

者のそれぞれ同一血清について，3回宛測定した．

　Fig．11はそれぞれの平均値で成績を示したも

ので甲状腺機能充進症の血清では各時間とも24

μ9／dlまたはそれ以上であり，正常者の血清では

15分・6．8μ9／dl，30分・7．4μ9／dl，45分・6．8μ9／dl，

60分・6．7μ9／dt，120分・7．　Opt9／dlで，　Incubation

時間の影響は15～120分の間では認められなかっ

た．

　3）Incubation温度の影響

　我々はIncubation温度は室温で行ったが，　Inc・

ubation温度の影響を見るために，15°，25°，30°，

37°のIncubation温度で，甲状腺機能充進症，

正常者の同一血清について，それぞれ3回宛測定

した．

　Fig．12はそれぞれの平均値で成績を示したも

のであるが，甲状腺機能尤進症の血清ではいずれ

の温度でも24μg／dlまたはそれ以上であり，正常

者の血清でも15°・7．Oμ9／dl，25°・6．4μ9／dl，30°・

　　Euthyroid　　　　47

　Hyperthyroid　　　42

　Hypothyroid　　　10

SimplediffuseGoiter　8

Simple　nodularGoiter　16

Chronic　Thyroiditis　17

Cured　Hyperthyroid　23

Malignant　Goiter　1

Tetratab　Value（μg／dの

＜4．0
4・・5－12・・1

0（0％）

0（0％）

10（100％）

0（0％）

0（0％）

9（53％）

1（4％）

0（0％）

47（100％）

2（5％）

0（0％）

8（100％）

16（100％）

8（47％）

18（78％）

1（100％）

12．5〈

0（0％）

40（95％）

0（0％）

0（0％）

0（0％）

0（0％）

4（17％）

0（0％）

6．5μ9／dl，37°・6．4μ9／dlで，　Incubation温度の影

響は15°～37°では認められなかった．

　B）臨床成績

　1）正常値

　正常者47例のTETRA・TABの値はTable　3，

Table　4，　Fig．13の如くで，その範囲は4．4～12．0

μ9／dtで平均値±SDは8．0±1．8μ9／dlで，正常値

の範囲として平均値±2SDをとると，4．4～11．6

μ9／dtとなり，　Fig．　13と比較し，甲状腺機能充進

症，甲状腺機能低下症との成績の重なり合いを考

慮しても，4．・5～12．Oμg／dlを正常範囲とすること

が適当と思われた．

　4．5～12．Oμ9／dlをTETRA・TAB値の正常範

囲とした場合，正常者47例は全例この範囲に入
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り，甲状腺機能充進症でこの範囲のものは42例

中2例（5％）であり，甲状腺機能低下症は全例
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Fig．15　Correlation　of　TETRA’TAB　Values　with

　　　　1311・Thyroid　Uptake

4．0μ9／dl以下であった．

　2）各種甲状腺疾患の値

　各種甲状腺疾患のTETRA・TAB値の分布およ

び平均値±SDは，甲状腺機能充進症42例は11．0

～24．Opt9／dl，19．6±4．5μ9／dl，甲状腺機能低下症

10例は0．0～2．Opt9／d1，1．1±0．8μ9／dl，単純性

禰漫性甲状腺腫8例は5．2～9．6μ9／dl，7．9±1．3

μg／dl，単純性結節性甲状腺腫16例は4．　6～10．1

μ9／dl，7．4±1．6μ9／dl，悪性甲状腺腫1例7．8

μ9／dl，慢性甲状腺炎2．3～11．5μ9／dl，5．　0±2．5

μ9／dl，1311治療後治癒せる甲状腺機能充進症23

例は4．1～13．　7Pt9／dl，8．1±2．7μ9／dlであった．

　正常範囲を4．5～12．0μ9／dlとすると，甲状腺

機能尤進症，甲状腺機能低下症は前述の如くであ

るが，単純性甲状腺腫は24例すべて正常範囲で

あり，慢性甲状腺炎17例は8例（47％）が正常範

囲，9例（53％）が4μ9／dl以下を示し，1311治

療後治癒せる甲状腺機能充進症23例では正常範

囲18例（78％），4μg／dl以下1例（4％），12．5

μ9／dl以上4例（17％）であった．
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　3）諸検査成績との相関

　甲状腺機能検査として一般に用いられている基

礎代謝率，甲状腺1311摂取率，特に同じThyro・

xineを測定するThyopac・4，　Radioimmu　noassay

（AbbOtt）による方法との相関を調べた．

　④　基礎代謝率

　正常者43例，甲状腺機能充進症39例，甲状腺

機能低下症7例についてTETRA・TAB値と基礎

代謝率との相関を示したのはFig．14であり相関

係数r＝十〇．83であった．

　⇔　甲状腺1311摂取率

　正常者35例，甲状腺機能元進症34例，甲状腺

機能低下症3例についてのTETRA・TAB値と甲

状腺1311摂取率の相関を見るとFig．15の如くであ

り，r＝十〇．82であった．

　◎　Thyopac－4値

　正常者46例，甲状腺機能充進症39例，甲状腺

機能低下症10例についてTETRA・TAB値とTh・

yopac－4値との相関を示したのがFig．16であり，

r＝十〇．・96と密接な相関を示した．

　⑪　RIAによるT，の測定値

　正常者47例，甲状腺機能充進症40例，甲状腺

Fig．17　Correlation　of　TETRA・TAB　Values　with

　　　　Serum　Thyroxine　Values　by　R．1．　A．　Method

　　　　（Dainabbott）

機能低下症8例について，TETRA・TAB値と

Abbott社のKitであるRIAによるT、の測定値

との相関を示したのがFig．17であり，　r＝十〇．93

で，これも優れた相関を示した．

　5．考按並びに小括

　1251で標識したT，とエタノールなどで抽出し

た検体血清中のT，との間で，サイロキシン結合

蛋白に対する結合を競合させ，結合し得なかった

過剰のT4をレジン，セファデックスなどで吸着

させ，その割合を放射能を利用し計測し，検体血

清中のT，の量を知るCPBA法（competitive　pro－

tein　binding　assay）はその特異性，簡易性におい

て優れ，PBI法などに代って広く用いられてきて

おり，故にレジンスポンヂを利用したTetrasorb，

レジンストリップを利用したResomat－T，，セ

ファデックス穎粒を利用したThyopac－4，セフ

ァデックスカラムを利用したTetraluteなどが

使用されている．我々が今回使用する機会を得た

TETRA・TAB　Kitは前述の如く，抽出用緩衝液
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で検体血清中のT，を抽出し，特殊なシリケート

でこれを吸着する点に特徴がある．

　まず基礎的検討として，再現性，Incubation時

間，Incubation温度による影響を調べた．

　再現性はFig．10に示した如く，同一ロットで

甲状腺機能充進症，正常者，甲状腺機能低下症の

血清についてそれぞれ15回反復測定したが，いず

れの血清でも殆どTETRA－TAB値に動揺がなく，

卓越した再現性を示した．Incubation温度，　Incu・

bation時間についても，TETRA－TAB　testは常に

標準血清が同時，同条件で測定されるので，我々

の検討した15°～37°の温度，15分～120分の範囲

ではその成績に殆ど変化がなかった．従って我々

はIncubation温度としては簡易な室温，　Incuba・

tion時間としては30分を選び，　Tetratab　testの標

準条件とした．これは本法がT，の抽出法なども

含めて，他のCPBA法による測定に比し，簡便

なることを示している．

　臨床的検討としてまず正常値であるが，正常者

47例のTetratab値の分布より平均値±2SDをと

ると4．4～11．6μ9／dlであり，甲状腺機能充進症

甲状腺機能低下症との成績の重なり合いを考慮し

ても4．5～12．OPtg／dlの正常範囲は適切であり，

これはNML社の4．5～11．5μ9／dlの正常値と一・

致した．この正常範囲は，正常者の全例，甲状腺

機能低ド症の全例を満足せしめ，甲状腺機能充進

症でも2例（5％）が正常範囲を示したに過ぎず，

TETRA・TAB　testが臨床診断と高度に一致する

ことを認め得た．これは他の甲状腺疾患において

も同様であり，単純性甲状腺腫では全例正常範囲

であり，慢性甲状腺炎でも17例中47％が正常範

囲を，53％が機能低下値を示し，良く臨床所見と

一致した．慢性甲状腺炎の一部症例はTRI・TAB

testの成績と必ずしも一致していないが，これは

他のCPBAによる成績と同様にTETRA－TAB
値の方が正しく甲状腺機能状態を反映していると

考えている．

　甲状腺機能検査として広く用いられている基礎

代謝率，甲状腺1311摂取率，同様T，を測定する

方法としてのThyoFac－4，　Radioimmunoassayに
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よるT4の測定値についてのTETRA・TAB値と

の相関はそれぞれ十〇。83，十〇．82，十〇．96，十

〇．93であった．基礎代謝率と甲状腺1311摂取率と

の相関値がやや低いのはTETRA・TAB　testより

むしろ基礎代謝率甲状腺1311摂取率の方がTRI－

TAB　testの項で述べた如く，諸因子の影響を受

け易い点に問題があると思われる．TETRA・TAB

testと同様な血中T4測定法であるThyopac－4，

RIAによるT，の測定値とは共に高度の相関を示

し，本検査もまたT，の測定法として優れたもの

であることが確認された．

　以上の成績より，TETRA・TAB　Kitを用いた

甲状腺機能検査は　1）従来のT4の測定法によ

る測定値と高度の相関を示し，2）使用血清量が

0．1mlと少なく，3）方法的に簡単で短時間で済

み，4）再現性が優れ，5）Incubation時間，温

度の影響がなく，6）甲状腺機能を正しく反映し，

甲状腺機能充進症，甲状腺機能低下症と正常者と

のdataの重なり合いが殆どなく，7）1Kitの放

射能が12511μCi以下と少ないなど諸種の利点が

あり，今後普及する可能性のあるT，測定法であ

ることを確認した．

結　　論

　シリケート錠を吸着剤とし，saturation　analysis

に基づくTRI－TAB　testとcompetitive　protein

bin　ding　assayに基づくTETRA－TAB　testにつ

いて基礎的検討を加え，また正常者および各種甲

状腺疾患について臨床使用経験を得，また従来の

各種甲状腺機能検査との相関を検討し次の如き結

論を得た．

　1）基礎的検討として再現性は両者ともに優れ，

両テスト共にIncubation温度，時間の影響が少

なく，方法的に簡便で短時間で行い得た．

　2）正常者47例，甲状腺機能充進症42例，甲状

腺機能低下症10例を中心に正常値の検討を行い，

Tritab　testは33～45％TETRA・TAB　testは4．5

～12．OpS9／dlが適切な正常値であり，　TRI・TAB

testが甲状腺機能低下症に一部dataの正常者と

の重なり合いが見られたほかは，両testとも正し
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く甲状腺機能を反映した．

　3）甲状腺機能検査法としての基礎代謝率，甲

状腺1311摂取率の他にTRI－TAB　tetsはTriosorb

test，　Resomat・T3　testと，　TETRA・TAB　testは

Thyo　pac－4とRIAによるT，測定法との相関を

検討したが，いずれも優れた相関を確認した．

　4）使用血清量は両者とも0．1mlであり，使用

アイソトープも1Kitについてi251　1　，aCi以下で，

使用上管理し易い．

　以上の諸点より使用方法が簡便で，再現性が良

く，正しく甲状腺機能を反映するなどの利点を確

認したTRI－TAB，　TETRA・TAB　testは今後普

及する可能性の高い，新しい甲状腺機能検査と思

われた．
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