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《使用経験》

リアマヅトT4キットの基礎的ならびに臨床的検討

原 正　雄＊

はじめに

　甲状腺ホルモンの正確な測定は甲状腺疾患の診

断，病態の把握に重要である．以前，この目的に

PBI（蛋白結合ヨード）やBEI（ブタノール抽出

性ヨード）として，サイロキシン（T、）中のヨー

ドを化学的に定量する方法が用いられた．しかし，

これらの測定には熟練を要し，ヨードに影響され

やすい欠点がある．その後，ラジオアイソトープ

を利用して，血中甲状腺ホルモン濃度を間接的に

反映するT3摂取率が広く用いられるようになっ

た1・2’．さらに近年は，T、及び1311－T、のサイロ

キシン結合グロブリン（TBG）に対する競合反応

（competitive　protein　binding　analysis：CPBA）を

利用して，血中T4濃度の測定が行なわれている3）．

この方法では，はじめ，甲状腺ホルモン結合蛋白

よりT，を遊離抽出することが必要である．最近，

これらの操作を要しないラジオイムノァッセイ法

にもとつくT、測定キットが提供されるにいたっ

た．著者は，今回，そのひとつであるRIA－Mat

T4キット（第一ラジオアイソトープ研究所）を入

手し使用する機会を得たので，その基礎的および

臨床的検討を行なった成績を報告する．

測定方法

本キットの組成は以下のものからなる．
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　1）抗T、血清（凍結乾燥）

　2）標準T4濃度（1，2，5，10，20，40μ9／d1の6

種類）

　3）　1251－T4溶液．8－anillino－1－naphthalene　sul　fo－

nate約600μ9を含む0．075　Mバルビタール緩衝

溶液，リアクション・バイアルにlm1ずつ分注

してある．

　4）　レジンストリップ

　測定法
　測定法はキットに添付された使用説明書に従っ

たが，以下のごとくである．

　1）抗T4血清を5．5m1の蒸留水で溶解する．

溶解後は0．075Mバルビタール緩衝，0．1％ヒト

血清アルブミン溶液となる．

　2）’251－T4溶液の分注してあるリアクション・

バイアルのnet　cpmを，ウェル型カウンターで測

定する（第1回カウント）．

　3）各濃度の標準T4溶液または被検血清10μ1

を各々，リアクション・バイアルに加える．なお，

測定はすべて二重測定で行なった．

　4）抗T4血清100　Ptlを各リアクション・バイ

アルに加える．

　5）　リアクション・バイアルに栓をし，ローテ

ー タを用い，室温で1分間撹枠する．

　6）37°C温浴に入れ30分間インキュベートす
る．

　7）温浴からリアクション・バイアルを取出し，

レジンストリップを1枚ずっ加える．

　8）各バイァルに栓をし，ローテータで30分

間室温でインキュベートする．

　9）　レジンストリップを取除く．
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10）各リアクション・バイアルのnet　cpmをウ

ェル型カウンターで計測する（第2回カウント）．

　11）抗T4血清に結合した1251－T、の割合を次式

より求める．

　　　　　　　　第2回カウント
　　　B／T（％）一　　　　　　　　　　　　　　　×100
　　　　　　　　第1回カウント

　12）標準T、溶液について片対数グラフを用い

log側を横軸にしてT，濃度を，縦軸にB／T（％）

をとり各標準T，溶液での値をプロットし，標準

曲線を作成する．

　13）被検血清についてB／T（％）を算出し，標

準曲線よりT4濃度を読みとる．

　なお，温浴及び室温でのインキュベーション時

間は，それぞれ30～40分と取扱い説明書には記

されてあるが，著者らはいずれも30分間ときめ

て行なった．

結　　果

　（1）基礎的検討

　a）標準曲線Fig．1に標準曲線の1例を示し
た．

　b）稀釈試験　バセドウ病血清4検体にっいて，

倍数稀釈して測定した．Fig．2のごとく，いずれ

も直線関係が得られた．

　c）回収率試験　3検体につき血清に1，2，5，10，

20，40μ9／dlの標準液を等量ずつ加え測定した．回

収率は濃度により異なり，高濃度になるにっれ，

回収率は低下する傾向があった．平均回収率は

97．5％であった（Table　l）．

　d）再現性　2本の検体について5回ずつ測定

した結果の変動係数は，それぞれ，3．4％，8．6％

で多重測定の変動は少なかった（Table・2）．同一試

料を日を変えて，異なるロット番号のキットで2

回測定した結果は，Table　2のごとく，やはり変

動は少なかった．

　（2）臨床的検討

　a）正常人及び各種甲状腺疾患患者の血清サイ

ロキシン値

　正常男子23例のサイロキシン値は65土1．6μ9／dl

（Mean圭1S．D．）（4．0－10．5μ9／dり，女子20例では
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Table　l　Recovery　test（5　sample）

T4　added Recovery C．V．（％）

（μ9／d1）

　1
　2
　5
　10

　20

　40

（Mean±SD）％
102．2±10．6

100．0±　2．0

104．2±19．5

　93．4±　7．5

　92．7±　8．7

　92．3±　3．5

10．4

2．0

18．7

8．0

9．4

4．4
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　　　　Table　2

b　Within　assay
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ReProducibility　test　　　　　　　5．5土1．0μg／d1（3．5－7．3μg／d1）であった．男女合

serum　l serum　2

　1

　2

　3

　4
　5

Mean
S．D．

S．E．

C．V．（％）

6．2μg／d／

6．0

5．8

6．0

6．0

6．0

0．2

0．09

3．4

4．2μg／d／

4．8

5．3

5．2

6．0

5．1

0．44

0．12

8．6

2）　Between　assay

No．　1st　assay（A）　2nd　assay（B） M－A
　M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

　5．5μg／dt

　6．8

　4．9

　4．5

4．1

　6．7

20．4

＜1

く1

　1．4

　5．7μg／d1

　5．8

　5．5

　4．6

　4．6

　6．2

24．0

〈1

＜1

　1．3

　1．8％

　7．9

　5．8

　7．8

　6．8

　3．1

　8．1

〈1

＜1

　7．7

5．0±2．1

（M±S．D．）

せた43例では6．0土1．4μ9／d1であった（Fig．3）．

　バセドウ病25例では15．9±4．7μ9／d1であった．

甲状腺機能低下症では原発性10例中6例が，本

法の測定限界である1μ9／d1以下であった．下垂

体性甲状腺機能低下症では，原発性のばあいより

やや高く4例の平均は2．8μg／d1であった．本法

により測定したT、の測定値はバセドウ病と甲状

腺機能正常例及び後者と甲状腺機能低下症との間

の重なりは少なかった．

　単純性甲状腺腫はびまん性10例，結節性12例

でそれぞれ6．1土1．6μ9／d／，7．5±1．6μ9／d1であっ

た．甲状腺癌6例でもほぼ同様であった．亜急性

甲状腺炎では3例中2例が高値を示し，慢性甲状

腺炎11例では5．0土1．5μg／dlでやや低値を示し

た．妊娠16例では10．1士2．7μ9／dlで比較的高値

を示した．

　b）CPBA法による血中サイロキシン値との相

関

　CPBA法によるサイロキシン値をレゾマットT、

キットを用いて測定し，本法での測定値と比較し

た．レゾマットT4キットでは20μ9／dl以上は測
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Fig．3　Thyroxine　concentration　with　radioimmunoassay　in　normal　subjects，　various

　　　thyroid　diseases　and　pregnancy．
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5101520P9／dl　T4（RIA）

Fig．4　Correlation　of　thyroxine　concentration　between

　　　RIA　and　CPBA

定不能で，一方，本法では1μg／d1以下は測定で

きないのでこれらの値を示す例は除外した．両者

を同時に測定し得た71例の相関は，Fig．4のご

とくで相関係数は0．80であった．しかし，本法

による測定値はCPBA法にくらべ低値を示した．

考　　案

　今回，測定したリァマットT、キットはCPBA

法によらず，ラジオイムノァッセイ法によりT、

を測定するもので，CPBA法のごとくアルコール

によるT，の遊離抽出を必要としない利点がある．

濃度を対数目盛にとった片対数グラフで，良好な

標準曲線が得られた．しかし，高濃度域での読取

りには誤差が大きいと思われる．また，血清5検

体に，それぞれ，1～40μg／dlのT、を加えたとき

の回収率は，Table　1のごとく，平均97．5％であ

るが，T4が高濃度になると，やや回収率が低下

した．

　本法での取扱い説明書で指示されたインキュベ

ー ション条件は37°Cで30～40分温浴し，つい

で室温での30～40分のローテートである．著者

らは，それぞれ30分ずつの温浴とローテートで

測定した．このインキュベーション条件は容易で，

インキュベーション時間が短く済むのも，本キッ

トの利点のひとつと考える．

　標準曲線の再現性は，比較的良好で，同一血清

の測定値の再現性も良好であった．

　本法での血清必要量が10μ1で微量て済むこと

も，本キットの特長である．

　本キットで得られた，健常人の正常値は，6．0

士2．8μg／d1（M±2S．D．）で，　CPBA法による著者

らの正常値，8．9土2．8μ9／d1（M土2sD．）より低値

を示した．しかし，本法とCPBA法とは相関を

示し，バセドウ病，妊娠，亜急性甲状腺炎の一部

では，両者とも高値を示し，甲状腺機能低下症で

は，いずれも，低値を示した．

　同一血清の測定で，CPBA法とラジオイムノア

ッセイ法による測定値が一致しない点について，

十分な説明はできない．本キットでは結合型T、

と遊離型T・の分離にレジンストリップを用いて

いるが，Chopra，　Beckerらは，それぞれ，2抗体

法を用いてT4のラジオイムノアッセイを行ない，

その測定結果はCPBA法による結果と相関は良

好であるが，測定値は一致せず，ラジオイムノア

ッセイによる結果が高値を示すことを報告してい

る4，5）．このような測定法による測定結果の相違

の原因として，CPBA法ではアルコールによる抽

出率が測定の都度，必ずしも一定しないこと，標

準T、濃度2点のみで標準直線を引いていること

などが考えられるが，著者らの成績のごとき大き

い差を説明できない．本キットを用い，甲状腺機

能正常群と，機能充進群及び機能低下群との区別

は可能であり，臨床的に有用であると思われる．

測定法によりT4の値が異なる場合には測定値と

ともに，測定法，キット名を明記して混乱を避け

る配慮が必要であろう．

おわりに

　リアマットT，キットを用い，T、のラジオイム

ノアッセイの基礎的及び臨床的検討を行なった．

本キットでは測定値の再現性，稀釈試験は良好で

あった．また，回収率も満足すべきものであった．

本法では必要血清量は微量で，測定操作も容易で，

かつ所要時間も短い特長を有する．
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リアマットT4キットの基礎的ならびに臨床的検討

　　正常人及び各種甲状腺疾患患者のT4を測定し

た．本法の正常値は6．0土2．8μg／d1であった．

CPBA法によるT4値との相関は良好であったが，

本法での測定値はCPBA法のばあいより一般に

低値であった．
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