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固相化抗体法に基づくトリヨードサイロニン（T3）

ラジオイムノアッセイキットの基礎的，臨床的検討

一
スパックT3　RIAキットー

An　Evaluation　of　a　T3　Radioimmunoassay　Kit　Using　Solid　Phase　Method：

　　　　　　　　　　　　　　SPAC　T3　RIA　Kit

小泉　　潔＊　松田　博史＊ 大口 学＊　久田　欣一＊
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1．はじめに

　甲状腺疾患の診断において，従来よりトリヨー

ドサイロニン（T3）摂取率試験および血清サイロ

キシン（T4）測定がよく行なわれていたが，近年

特異性の高いT3ラジオイムノアッセイが開発さ

れ，しかも蛋白結合阻害剤の使用による直接T3

測定が可能になった1）．現在では日常臨床の場に

おいてさえ血清T3の測定が不可欠なものとなり，

それに伴いより簡便な方法で血清T3が測定でき

ることが望まれるようになってきた．その一つの

方法として固相化抗体法があげられるが，筆者ら

はチューブの内壁に抗体をコーティングすること

により非常に簡便に血清T3を測定できるキット

を入手し使用する機会を得たので，その基礎的，

臨床的検討を行ない報告する．

IL　材料と方法

1）キットの概要　使用したキットはByk一
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Mallinckrodt社製のスパックT3　RIAキット（Lot

No．9275－3，9334－4および9381－3）であり，第一

ラジオアイソトープ研究所を通じて入手した．こ

のキットは固相化抗体法に基づくラジオイムノ

アッセイキットであり，キットに含まれている抗

T3抗体を内壁にコーティングされたチューブで

アッセイし，反応後チューブ内の反応液を捨てれ

ば未結合1251－T3（F）は除去され，1251－T3抗T3抗

体結合物（B）はチューブ内壁にとどまり，従って

B－F分離が可能となる．

　なお，本キットではホルモン結合蛋白とT3と

の分離にはmerthiolateを使用している．

　2）キットの内容　1キット50検体用（100検体

用）で1251－T3溶液（0．3％merthiolateを含む0・05

mol〃TRIS緩衝液pH　8．9，総放射能2μCi以下）

55　ml　1バイアル（2バイアル），　T3標準血清0，50，

100，200，400，800ng／d／の6バイアル（6バイア

ル），および抗T3家兎血清抗体を内壁にコーティ

ングされたアッセイチューブ50本（100本）であ

る．

　3）測定操作法　次の順序で操作を行なう．

　（Dチューブに標準血清または被検血清を正確

　Key　words：T3　RIA，　Solid　Phase　Method，　Triiodo－

thyronine　value　of　human　serum，　Merthiolate
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Fig．1　Effect　of　incubation　time　or　temperature　on　B／Bo．

に100　lulずつ入れる．

　（2）すべてのチューブに1251－T3溶液を1，000μ1

ずつ加え軽く混和する．

　（3）水浴37±1°Cで120土5分間インキュベー

トする．

　（4）アスピレータを用いてチューブ内の液を吸

引除去する．あるいはチューブを逆さにしてチュ

ー ブ内の液を除去する．

　（5）ウェル型シンチレーションカウンタにて各

チューブの放射能を測定する．

　（6）片対数グラフ上横軸にT3濃度を対数で，

縦軸にB／Boを実数でとり標準曲線を作成し被検

血清のB／BoよりT3濃度を読みとる．

　4）検討項目　基礎的検討としてインキュベー

ション時間および温度による結合率の変化，再現

性試験，希釈試験，回収率試験を行ない，臨床的

検討として他のRIA法（RIA－Mat　T3）との比較，

健常者および各種甲状腺疾患における血清T3値

の検討を行なった．対象は金沢大学医学部附属病

院核医学科患者の175例である．

m．結　　果

　1・インキュベーション時間および温度

　インキュベーション温度を37℃として，イン

キュベーション時間を1，2，4時間とかえた時の

結合率におよぼす影響をFig．1－aに示した．時間

80
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　　　　　　　　　　T3　（ng／dの

Fig．2　Standard　curves　of　different　incubation　tempe－

　　　rature　and　time．

の変化により結合率B／Boの値は各濃度ともに変

化を受けた．

　インキュベーション時間を2時間としてインキ

ュベーション温度を4°C，22°C（室温），37°Cとか

えた時の結合率におよぼす影響をFig．1－bに示し

た．温度の変化により結合率B／Boの値は各濃度

ともに変化を受けた．

　さらに，指定条件である37°C，2時間をともに

かえて4°C，24時間でインキュベーションを行な

った時の標準曲線をFig．2に示した．

　2．再現性試験

　キット内再現性は濃度の異なる3種類の血清で

おのおの10回ずつ測定して検討したが，その結果
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をTablelに示した．　変動係数は2．8％，4．5％，

11・4％，平均6．2％であった．

　キット間再現性は濃度の異なる3種類の血清で

ロツト番号の異なる3キットで測定して検討した

が，その結果をTable　2に示した．変動係数は

5・796，8・0％，16・7％，平均10．1％であった．

　日差変動性は濃度の異なる2種類の血清で同一

キットを3回に分割使用測定して検討したが，そ

の結果をTable　3に示した．変動係数は4．3％お

よび9・9％，平均7．1％であった．

　3．希釈試験
　2種類の高濃度血清（800ng／d∫以上および781

ng／d∫）を倍数希釈して測定を行なった時のT3濃

度をFig．3に示した．　T3を含まない血清で希釈

した場合（Fig．3－a）ほぼ直線的にT3濃度は減少

したが，蒸留水希釈した場合（Fig．3－b）希釈倍数

の増加に伴い，より低値に測定される傾向にあっ

た．

　4．回収率試験

　T3濃度345　ng／dl，143　ng／d／，140　ng／dlの異な

る3種類の血清にそれぞれ50ng／d1，200　ng／d1，

Table　2　1nterassay　reproducibility

（ng／d’）

Serum　D　　Serum　E　　Serum　F

Table　l　lntraassay　reproducibility

（ng／dの

－
〔
∠
3

“K 406

452

445

231

264

268

79

111

97

Serum　A　　Serum　B　　Serum　C

Assay　l

　　　2

　　　3

　　　4

　　　5

　　　6

　　　7

　　　8

　　　9

　　10

　　x

　　SD
　　SD／X

302

278

280

288

285

278

273

279

287

285

143

150

154

140

145

142

134

133

143

143

2
2
8
1
8
8
7
3
6
5

6
8
8
8
7
6
6
7
7
6

5
1
1

SD
SD／X

434．3

24．8

　5．7％

254．3

20．3

　8．0％

95．7

16．0

16．7％

Table　3　Variation　from　day　to　day

（ng／dl）

Serum　G Serum　H

283．5　　　　　　　142．7

　8．0　　　　　6．4

　2．8％　　　　　　4．5％

Assay　1

　　　2
　　　3

308

420

386

145

122

146

74．0

8．4

1L4％

又

SD
SD／X

404．6

17．2

　4．3％

137．7

13．6

　9．9％
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a．　Diluted　with　T3　free　serum　　　　　　　　　　　b．　Diluted　with　distmed　water

　　　　　　　Fig．3　Effect　of　dilution　on　serum　T3
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Table　4　Recovery　test

核医学　　17巻7号（1980）

（ng／d’）

Serum　I　Serum　J　Serum　K

100
2

Original　level

Added　standard

Calculated　value

Measured　value　l

　　　　　　2
　　　　　　1
　　　　　　X

345

50

197．5

186

190

206

194．0

　
　
5

43

00

九

1
1
〔
∠
－
170

154

173

165．7

140

400
270．0

284

285

272

280．3

Measured
　／Calculated 98．2％　　　　96．6％　　　103．8％

400ng／dtの標準血清を等量加え，おのおの3回

測定して検討した結果をTable・4に示した．予測

計算値に対する測定値の割合は98．2％，96．6％，

103・8％平均99．5％であった．

　5．交差性試験

　10mg／d1より100　ng／d1まで10倍ずつ希釈した

種々のT3類似物質と抗T3抗体との間の交差性

を検討した結果をFig．4に示した．抗T3抗体と

1251－T3との結合を50％阻止するT3濃度（B／B・

が50％となる時のT3濃度）をxとし，抗T3抗

体と1251－T3との結合を50％阻止するT3類似物

質の濃度をyとした場合に，％交差率はx／y×100

として表現される．それによると，％交差率は

3，5－diiodothyropropionic　acidとは1．5％，T2とは

0．2％，T4とは0．03％，　reverse　T3とは0．003％の

交差率を示し，DIT，　MITとは0．001％以下であ

った．

　6．RIA・Mat　T3との比較

　150例においてスパックT3　RIAによる値と

RIA－Mat　T3による値を比較しFig．5に示した．

相関係数r－0．962と非常に良好な相関を示した．

回帰直線はy－O．919　x＋26．3となる．

　7．健常者および各種疾患におけるT3値

　健常者および各種疾患におけるスパックT3

RIAによるT3値をFig．6に示した．健常者26

例（男17例，女9例，平均年齢33歳）における平均

値士標準偏差は159±21ng／d1であり最低値117

ng／d1，最高値195　ng／d1であった．未治療の甲状

腺機能充進症ではいずれも高値を呈し，機能低下
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　　Fig．4　Cross　reaction　test．

1：3－monoiodotyrosine（MIT）

2：3，5－diiodotyrosine（DIT）

3：3，3’，5’－triiodothyronine（reverse　T3）

4：thyroxine（T4）

5：3，5－diiodothyronine（T2）

6：3，5－diiodothyropropionic　acid

　　　
三，。。

i：：：・

i
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Fig．5　Correlation　of　serum　T3　between　SPAC　T3

　　　RIA　and　RIA－Mat　T3

症では一部健常者と重なりはあるが総じて低値を

示していた．慢性甲状腺炎のうち3例において高

値を示したが，これらは臨床症状も機能克進状態

を示している点より，いわゆるHashitoxicosisと

考えた．

IV．考　　察

　固相化抗体法は最初Cattら2）により成長ホル

モンの測定に利用され，その後チューブの内壁に
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　　　　　　　　　　　T　（ngdの100　　200　　300　　400　　500　　600　　700　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　r　　　　　　　」

N X卜SD

Norrual ● 26 159・21

HyPGrtllyrOldlsm ●●4駒・　●●●　　　零 14 522±404

HyPothyrαd［Sm ●　・ l
l 104±38

Cllronlc　thyrOldltls ●呪●　　　●●・ 9 269：156

Subacte　thyrol伽s ■　　● 2 280上49

Adenoma　ol　Adent）ca 亀●● 6 153⊥25

PI［LIItary　tumぴ ●●　　● 4 154こ52

Fig．6　T3　value　in　various　diseases

抗体をコーティングすることに発展し3），その結

果測定操作の非常に簡便なRIAの開発が可能と

なった．T3　RIAに関しても固相法による方法が

最初に報告され4）て以来，筆者らもすでに市販さ

れた固相法に基づくT，　RIAキットの使用経験が

ある5）．今同使用したスパックT3　RIAキットは，

キットに含まれている抗T3抗体を内壁にコーテ

ィングされたチューブでアッセイし，反応後チュ

ー ブ内の反応液を捨てるのみで末結合1251－T3（F）

は除去され，1251－T3・抗T3抗体結合物（B）はチ

ューブ内壁にとどまり，従ってそれだけでB－F分

離が可能である．この際チューブの洗浄操作は不

要であり（今回特にチューブ洗浄操作の必要性に

関しては検討しなかったが，スパックT4　RIAで

はチューブ洗浄操作は不要という報告がある6）），

それゆえB－F分離剤分注操作や遠心分薗匡操作など

まったく必要としない非常に操作の簡便な測定キ

ットである．

　インキュベーション時間を変化させることによ

り結合率は変化を受けるが，指定条件である2時

間の反応時間が最も反応域が広かった．インキュ

ベーション温度を変化させることによって結合率

は変化を受けるが指定条件である37°Cの反応温

度が最も反応域が広かった．このことよりインキ

ュベーションは指定条件である37°C，2時間が最

適条件であると思われた．時間的に都合のつかな

い検者を想定して4°C，24時間のインキュベーシ

ョンを行ない，標準曲線を描いてみたが，むしろ

反応域の広い十分満足のいく曲線が得られたこと

は，4°C，24時間法の可能性も示唆された．

　再現性試験においては，キット内，キット間，

日差変動性いずれにおいても低濃度血清で比較的

変動係数は高い値を示したものの，平均するとそ

れぞれ6．2％，10．1％，7．1％と十分満足できる値

であった．通常キット間再現性の検討は，日をか

えて行なわれるからその中には日差変動性の要素

も加わり，したがってキット間再現性の変動係数

はキット内再現性や日差変動性の変動係数より高

くなることが予測されるが，今回の検討でもその

ような傾向を認めており，このデータが十分納得

のいくものであることが示唆された．

　希釈試験においては，T3を含まない血清で希釈

した場合には，16倍希釈まではほぼ十分満足ので

きる結果を得たが，蒸留水希釈の場合は8倍や16

倍希釈になると予測値よりも低く測定される傾向

にあった．甲状腺ホルモンとホルモン結合蛋白の

分離剤としてANSが使われた場合，希釈により

血清蛋白量の減少につれANSによるT3一抗T3抗

体結合阻害作用が出てくることが報告7）されては

いるが，本キットに使用されているmerthiolate

にはその作用は少ないとも述べられている7）．

　いずれにしても日常臨床上T3高濃度血清を測

定する場合，T3を含まない血清で希釈するのが好

ましいがやむを得ない場合，蒸留水希釈でも4倍

程度までなら許容できると考える．

　回収率試験では，予測値に対する測定値の割合

は平均99．5％と非常に良好な成績であった．

　交差性試験においてわずかではあるが3，5一
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diiodothyropropionic　acid，　T2，　T4，　reverse　T3で

は交差性を認めた．3，5－diiodothyropropionic

acidおよびT2はSigma社から入手し，また

revers　T3はCalbiochem社から入手していずれ

も未精製のまま使用しているので，T3の混入を

完全に否定することはできない．T4はSigma社

から入手したものを精製の上使用している．いず

れにしてもT4で0．03％の交差率では日常臨床

上ほとんど問題にならない．

　臨床的検討においても既存のT3　RIA法ともよ

い相関を示していた．また，未治療甲状腺機能充

進症と健常者は良好に分離されており，臨床応用

に際してもほぼ問題のないキットと考える．正常

値は平均値土2SDとすると，117～201　ng／d／とな

るが筆者の検討した健常者26例の平均年齢は33歳

と若く，従って平均値は高めに出ているかもしれ

ない．今後さらに臨床例の蓄積が期待される．

V．ま　と　め

　スパックT3　RIAキットは基礎的検討において

再現性試験，希釈試験，回収率試験に良好な値を

示し，臨床的検討においてもほぼ問題のないキッ

トである．甲状腺疾患の診断や経過観察に血清

T3測定が欠くことのできない昨今，操作が簡便

であるスパックT3　RIAキットは非常に有用なキ

ットであると考える．

今回の検討にあたり，スパックT3　RIAキットを提供

していただいた第一ラジオアイソトープ研究所に感謝致

します．
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