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1．はじめに

　1956年Roittら1）により抗サイログロブリン

（Tg）抗体が橋本病患者の血清中に存在することが

見出されて以来，橋本病の診断に，また甲状腺自

己免疫の指標として，この抗体の測定が重要視さ

れている．抗Tg抗体の測定法として今日最も広

く用いられているのはタンニン酸処理赤血球凝集

反応（TRC）法2）によるサイロイドテスト（富士

臓器製薬）である．しかし，TRC法には非特異的

反応の存在が知られ，またその感度も十分とは言

えない．最も感度のよい方法としてはMoriら3）に

より開発されたradioimmunoassay（RIA）が知ら

れているが，この方法では血中Tg濃度の上昇に

より偽陽性となることが問題点としてあげられて

いる4）．最近新しい方法としてimmunoradiometric

agsay（IRMA）法による抗Tg抗体測定法がCIS－

Sorin社により開発され，本邦でも臨床応用が検

討されつつある5”9）．そこで，著者らはこの測定

法に関する若干の基礎的検討を行うとともに，健
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常者および各種甲状腺疾患患者について，本法で

の測定を行い，その診断的意義につき，従来の方

法，TRC法と比較検討したのでその成績を報告

する．

II．対象および方法

　1．対　　象

　京大病院放射線核医学科および第2内科の甲状

腺外来を受診し，甲状腺機能検査，あるいは針生

検による甲状腺組織診により診断の確定した橋本

病36例，バセドウ病（Graves病）26例，単純性

甲状腺腫8例，甲状腺腺腫11例，甲状腺癌9例，

および悪性眼球突出症患者13例の計103例と京大

病院勤務者を主とする健常者52例の総計155例を

対象とした．これら対象者より得た血清は測定ま

で一20°Cに保存した．

　2．抗Tg抗体の測定法

　上記全対象者の同一血清につきIRMA法およ

びTRC法で抗Tg抗体の測定を行った．

　1）IRMA法による測定

　IRMA法による抗Tg抗体の測定には昭和54年

1月以降に入手したCIS－Sorin製のキット（Lot

　Key　words：immunoradiometric　assay，　antithyro－

globulin　antibody，　tanned　red　cell　hemagglutination，

Hashimoto’s　disease

Presented by Medical*Online



110

CPM

蜘

核医学　18巻1号（1981）

CPM　B
IUOOO

5000

1㎜

500

　　　25°　　　　　　45°　　　　ω゜C　　　　　　　　　　　4。　　　　　　25°　　　　　45e　　　　ω゜C

　　　lst　incubation　temperature　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2nd　incubation　temperature

Fig．1　EffTect　of　incubation　temperature　on　1251－Tg　binding．

　　　A：Temperature　of　the　lst　incubation　was　varied　from　4°to　60℃，　while　the

　　　　　2nd　incubation　was　performed　at　45°C．

　　　B：Temperature　of　the　2nd　incubation　was　varied　from　4°to　60eC，　while　the

　　　　　lst　incubation　was　performed　at　45°C．

No．　TG　51～84）を用いた．この方法の原理はTg

を内面に付着させた試験管に血清を加えて抗Tg

抗体を反応させ，内容を除去した後，1251－Tgを

加えてその結合カウントより抗Tg抗体の存在を

検出するもので，いわゆるサンドイッチ法である．

使用血清量は0．l　m1であり，duplicateで測定し

た．結果の表示には陰性コントロール血清のカウ

ント数（N）と検体のカウント数（P）との比P／Nを

とり，PIN比が2．1以上の場合を陽性とする．ま

た測定条件のチェックのため陽性コントロール血

清のP／N比が常に8．0以上であることが求められ

ている10）．抗体価の定量には陽性検体を生理食塩

水で10倍ずつ系列希釈して陽性を示した最高希釈

倍数を求めた．

　2）TRC法による測定

　TRC法による抗Tg抗体の測定には富士臓器製

薬製の「サイロイドテスト」キットを用い，血清

は56°C，30分非働fヒして測定に供した．血清の

希釈系列は10倍希釈の後1：10×2，1：10×22の

ように2倍希釈で作成し，1：10×23以上で凝集反

応を認めるものを陽性とした．

IIL　結　　果

　1．IRMA法による抗Tg抗体測定に関する基

　　礎的検討

　測定の至適条件について検討した成績をFig．1，

2に示す．抗体陽性及び陰性のそれぞれ2例ずつ

の血清を用いてTg付着試験管内での検体のイン

キュベイション（第1インキュベイション）及び

1251－Tgと抗体との反応（第2インキュベイション）

をそれぞれ2時間と1時間，異なった温度（4°，25°，

45°，60°C）で行ったときの結合カウント数の変化

をFig．1A，　Bに示すが，第1インキュベイショ

ンは45℃で最大のP／N比が得られ，第2インキ

ュベイションは25°～45°Cでほぼ同じ高いP／N比

が得られた．次に，同じ4血清を用い45°Cの温

度で，第1，第2インキュベイションの時間をそ

れぞれ変え，1251－Tgの結合カウントの変化をみ

た結果をFig．2に示す．第1インキュベイション

では60分まで結合カウントの上昇がみられ，以後

は変化がなかった．第2インキュベイションでは

30分以後時間とともに結合カウントはゆるやかな

上昇を示したが，60分のインキュベイションで十
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Effect　of　incubation　time　on　1251－Tg　binding，

A：

　　cubation　was　done　for　60　mjn．

B：

　　1st　incubation　of　120　min．

　　　60
2nd　incubation　time

The　lst　incubation　was　performed　for　30　to　240　min．，　then　the　2nd　in一

The　2nd　incubation　was　performed　for　various　time　periods　after　the

分と考えられた．そこで，以下の測定は45°Cに

て第1インキュベイションを2時間，第2インキ

ュベイションを1時間として行った．

　測定の再現性について，P／N比0．82，12．28，

36．73の3血清について同一アセイ内で10回繰り

返し測定を行った結果，その変動係数はそれぞれ

11・o，14．8，　7．6％であった．一方，PIN比o．90及

び9．94の2血清につき異なるアセイで7回繰り返

し測定を行ったときの変動係数は14．4及び11．8％

といずれも良好であった．

　抗体陽性の血清を10倍希釈系列で測定したとき

のP／N比の変化はFig．3に示すごとくである．

一般的にはP／N比の高いもの程高抗体価を示し半

定量的と言える結果であるが，僅かの希釈倍数に

よりP／N比の急速な減少を呈する例もみられる．

これは抗体の結合親和性の差にもとつくと考えら

れ，正確な定量のためには希釈試験を行う必要が

あることを示している．また，P／N比が35以上

の著しい高値を示す血清では10倍希釈することに

より，P／N比が原血清より上昇するものがみられ

た．

　測定の特異性に関しては第2インキュベイショ

ンの際に精製Tgを同時に加えてその影響を検討
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　　　　　　　　Dilution　of　serum

Fig．3　Dilution　curves　of　anti－Tg　positive　sera．　Num－

　　　bers　on　abscissa　are　reciproca！s　of　dilution，

した．Fig．4に示すごとく添加Tgの増加ととも

にP／N比は著明に低下した．

　このassay系ではその原理より血清中にTgが

存在しても偽陽性とならないことが，その長所の
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Fig．4　Effect　of　the　addition　of　Tg　during　the　2nd

　　　incubation　on　P／N　ratios．

一つと考えられるが，実際抗体陰性の血清にTg

を10μ9／m1まで添加してもP／N比に変化はみら

れなかった（Fig．5）．一方，抗体陽性の2血清に

Tgを10μg／m1まで添加し，室温1時間，次いで

4°Cで・一夜静置した後測定に供した結果はFig．5

に示すごとくである．いずれもP／N比の低下は

軽度であり，P／N比14の血清に10μ9／m1のTg

を添加した場合，なおP／N比は9と陽性域にあ

った．このことはTg存在下でも抗Tgの検出が

可能なことを示している．

　2．IRMA法による抗Tg抗体の測定成績

　IRMA法を用いて抗Tg抗体の測定を行った結

果をFig．6に示す．健常者52例は全例P／N比1．4

以下であり，その平均値と標準偏差は0．93±0．22

であった．従って，陽性判定基準のP／N比2．1は＋5

SDに相当する．橋本病では36例中30例（83．3％）

が2．1以上のP／N比を示し，100以上の高値を示

すものもみられた．バセドウ病での陽性率は26例

中16例（61．5％）であった．単純性甲状腺腫では8
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Fig．5　Effect　of　the　addition　of　Tg　to　the　test　sera　on

　　　P／Nratios．

例中1例のみ陽性であった．その他，甲状腺腺腫

および癌でも低率ながら陽性例がみられた．悪性

眼球突出症13例では3例に陽性であった．

　橋本病と単純性甲状腺腫をIRMA法による抗

Tg抗体で鑑別しようとする場合の正確度は両疾

患患者総数44例中，true　positiveが30例，　true

negativeが7例であったことより8496（37／44）

となる．

　3．TRC法による抗Tg抗体の測定成績

　同じ対象者についてTRC法で測定した抗Tg

抗体の陽性率はFig．6右端に示すごとくであった．

すなわち，健常者では全例陰性であり，橋本病で

は33．3％，バセドウ病では19．2％の検出率であ

った．その他，単純性甲状腺腫では全例陰性であ

り，腺腫，癌，および悪性眼球突出症ではほぼ

IRMA法と同様の検出率であった．

　TRC法による抗Tg抗体で橋本病と単純性甲

状腺腫の鑑別を行うときの正確度はtrue　positive

12例，tnle　negative　8例より45％（20／44）となる．
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Fig．6　Anti・Tg　antibodies　in　normal　controls　and　patients　with　variouslthyroidl　diseases

　　　detected　by　IRMA　in　comparison　to　those　by　TRC．

　4・両測定法による抗Tg抗体価の関係

　抗Tg抗体陽性の血清にっいてIRMA法および

TRC法による抗体価の関係をみるとFig．7に示

すごとく両測定値の間には良好な正相関が認めら

れたが，IRMA法の値が一般に高抗体価となる傾

向が認められた．

　5．橋本病およびバセドウ病におけるTRC抗

　　体価とP／N比の関係

　上述のように橋本病およびバセドウ病における

抗Tg抗体の検出率はTRC法に比べIRMA法で
著しく高率であることが認められたが，個々の症

例におけるTRC抗体価とP／N比の関係をみると

Fig．8のごとくである．すなわち，　TRC抗体陽

性の症例でIRMA法により陰性であった症例は

1例もなく，一方，TRC法で陰性の症例に多i数

P／N比の上昇例が認められた．このことは明らか

にIRMA法の感度がTRC法に比し優れているこ
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Fig．7　Relation　between　antibody　titers　obtained　by

　　　TRC　and　those　by　IRMA．　Antibody　titers

　　　are　expressed　as　reciprocals　of　dilution．
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　　　Hashimoto’s　and　Graves’diseases．　Antibody

　　　titers　are　expressed　as　reciprocals　of　dilution．

とを示している．

IV．考　　察

　IRMA法による抗Tg抗体測定法の測定条件に

関しては規定の通りで良好な結果が得られたが，

第1インキュベイションの時間は1時間に短縮す

ることも可能と考えられた．測定の再現性は良好

であり，非標識Tgの添加による1251－Tgの結合

阻害より，測定の特異性が確認された．臨床測定

の結果はTRC法に比べて，この方法が著しく感

度に優れていることを示した．すなわち，橋本病

における抗Tg抗体陽性率はTRC法では33．3％

であったのに対し，IRMA法では83．3％の高率

であり，バセドウ病においてもTRC法の19．2％

に対し61．5％とそれぞれ約2～3倍検出率の向上

がみられた．TRC法での陽性例は全例IRMA法

で陽性であり，偽陰性例は認められず，一方，陽

性率の上昇に伴い偽陽性の出現が考えられるが，

健常者52例は全例陰性であった．

　抗体検出率の上昇には二つの要因が関与してい

る．その一つは，TRC法では非特異的凝集の存

在や，判定に主観的要素が入るため通常1：80以

上の希釈で凝集を認めるものをはじめて陽性と

判定しうるのに対し，IRMA法では非希釈血清

で測定を行うことができ，その判定が放射能の測

定により客観的な基準で容易に行える点である．

実際，この方法で用いている陽性判定基準である

P／N比2．1は健常者の平均P／N比＋5SDであり，

健常者でこれを越えるものはほとんどないと考え

られ，判定は容易である．もう一つは測定法自体

のもつ感度の上昇であり，これは両測定法での抗

体価を比較した時，Fig．7のように全体として

IRMA法の抗体価の方がより大きくなることより

明らかである．

　これらの要因が加わって得られたIRMA法の

抗体検出感度はこれまでの方法で最も感度がよい

とされているMoriら3）のRIAのそれに匹敵す

るものである．さらに，彼らのRIA法では血中

Tg濃度が高いとき偽陽性となる点に注意を要す

るが4），IRMA法ではTgの添加でなんら影響が

みられなかった．Tgの存在により偽陽性となら

ないことは原理的にもうなづけるところであり，

この方法の長所である．さらに抗Tg抗体とTg

が共に高い血清では前記RIA法では過大評価が

起こる4）のに対し，この方法ではTgによる影響

が比較的少なく，大量のTgではP／N比の低下が

みられたが，抗体の検出は可能であった．これら

の成績はBayerとKrissの最近の報告11）とも合致

しており，血中Tgがしばしば高値を示すバセド

ウ病患者12）での測定に有利であることを示して

いる．

　なお，この方法での抗体検出率に関する従来の

報告では増岡ら5），加藤ら6），宮崎ら？）はTRC法

より感度が低いとしており，また小泉ら8），鈴木

ら9）はTRC法とほぼ同じ感度としている点，今

回の結果と異なっているが，著者らも以前のキッ

トでは良い結果を得ておらず，感度の向上は，そ

の後Tg付着試験管の変更やTgの標識などに改良

が加えられた結果と考えられる．従来の報告5・6・9）
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に比べ，今回の検討成績では橋本病患者における

P／N比の分布が100以上の著しい高値に及んでい

ることも感度の上昇を裏づける所見である．

　健常者における抗Tg抗体の検出率については，

TRC法で約2．3％と報告され，特に高年の女性

では高率とされている13）．著者らの対象例が全例

陰性であったのは20～30歳代を主とする健常者

であったことによるとも考えられるが，両法でと

もに陰性であった．高感度のIRMA法を用いて

の多数例のスクリーニングによりどのような陽性

率が得られるかは興味深い今後の課題である．

　抗体陽性の場合，そのP／N比は半定量的な意

味を持ち，その値よりおよその抗体価が推測され

得るが，抗体価の変動などを検討するには希釈系

列を作成して定量を行う必要がある．なお，P／N比

が35以上の高抗体価血清で10倍希釈によりP／N

比が逆に上昇するものがみられたが，P／N比の低

いものではこのような現象はみられなかった．従

って，これは血清蛋白などによる非特異的な反応

阻害によるものではない．抗体過剰域で至適な抗

原抗体複合体の形成が行われない，Roittらのいわ

ゆる「ウマ型」抗体14）による現象かと考えられる．

　バセドウ病は甲状腺機能検査により診断される

ので実地臨床上，抗体検査の有用性は橋本病の診

断，特に単純性甲状腺腫との鑑別診断にあるとい

えるが，この両疾患を抗Tg抗体で鑑別する場合

の正確度（true　positiveとtrue　negativeの％）は

TRC法では，わずかに45％であるのに対し，

IRMA法では84％であった．一方，単純性甲状

腺腫の症例でIRMA法により陽性となった症例

が1例あるため，本法による抗Tg抗体の診断上

の特異性は計算上TRC法より低いことになるが，

針生検による診断であるためこの症例が実際には

散在性甲状腺炎を伴っている可能性も否定はでき

ない．この点はさらに単純性甲状腺腫の症例をふ

やして検討する必要があるものと思われる．

　従来，TRC法では抗Tg抗体の検出率が低い

ため，これより高い検出率を示す抗マイクロゾー

ム抗体の方が橋本病の診断上より有用とみなされ

る傾向にあったがlt°），感度に優れたこの方法の導
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入により再び抗Tg抗体測定が重要性を持つこと

になると考えられる。特に抗マイクロゾーム抗体

と，この方法による抗Tg抗体の測定の併用によ

り，橋本病患者のほとんど100％近くにいずれか

の抗甲状腺抗体を検出し得ることが期待される．

　自己免疫性甲状腺疾患として知られる橋本病お

よびバセドウ病ではIRMA法で著明に抗体検出

率が増加したのに対し，甲状腺腫瘍における抗Tg

抗体の検出率は両法ともに約20％前後であり，

IRMA法ではじめて陽性となったものは20例中

1例のみであった．このように測定法の感度の上

昇にもかかわらず，検出率に大きな変化がみられ

ないことは，甲状腺自己免疫を随伴する症例が素

因を有する一群のものに限られており，腫瘍を有

する患者に一般的なものではないことを示唆して

いる．

　悪性眼球突出症患者においても同様に感度の良

いIRMA法を用いても陽性率の増加がみられな

かった．悪性眼球突出症の患者では，甲状腺機能

充進症を伴う場合も一般的に軽症のものが多く16），

その原因の一つとして従来より橋本病の合併が想

定されている．今回，著者らの検討した13例のう

ち5例では甲状腺組織の検索を行うことができた

が，実際にそれらのうち1例で橋本病の像が認め

られた．しかしその他の4例はいずれも過形成の

みであり，橋本病の合併はむしろ少数であった．

高感度のIRMA法を用いても抗Tg抗体陽性例が

増加しなかったことはこのうよな成績を裏づけす

るものであり，悪性眼球突出症患者のうち橋本病

を合併するものは約20～30％と考えられる．従

って，橋本病の合併により，機能充進が著明にな

らないとの上記の考え方では全てを説明すること

はできない．

　以上の諸検討から明らかなようにIRMA法に

よる抗Tg抗体測定は日常臨床において甲状腺組

織診なしでの橋本病の診断を著しく容易にするの

みならず，各種の甲状腺疾患における自己免疫機

序の関与を解明していく上でもきわめて重要な手

段となり得るものと考えられる．
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V．結　　論

核医学　　18巻1号（1981）

　IRMA法による抗Tg抗体測定法にっき基礎的

検討を行うとともに臨床的有用性について従来の

TRC法と比較検討した．

　測定条件に関しては規定の通りで良好な結果が

得られたが，さらに第1インキュベイションにっ

いては1時間に短縮することが可能と考えられた．

測定の再現性及び特異性は良好で，特に血中Tg

濃度による影響が少ないことが利点である．また

結果の判定はTRC法に比べ客観的で容易である．

判定基準のP／N比2．1は健常者52例の平均値＋

5SDの値であった．この方法で103例の甲状腺

疾患患者の抗Tg抗体を測定した結果，橋本病患

者の83％，バセドウ病患者の62％が陽性であっ

た．一方，TRC法ではそれぞれ33．3％，19．2％

の陽性率で明らかにIRMA法の感度が優れてい

た．このような高い感度とTgによる偽陽性など

の可能性がないことより，この方法は現在ルーチ

ン検査として利用し得る最も優れた測定法と考え

られた．感度の上昇により橋本病と単純性甲状腺

腫の鑑別が一段と容易になることが明らかにされ

た。一方，甲状腺腫瘍および悪性眼球突出症では，

この方法を用いてもTRC法に比べ抗体陽性率の

著しい増加は認められなかった．この成績よりこ

れらの疾患と甲状腺自己免疫との関わりについて

考察を加えた．

　稿を終わるにあたり，サイロイドテストによる抗体測

定にご協力いただきました京都大学医学部第2内科桜美

武彦先生に感謝致します．またCIS－Sorin製抗サイログ

ロブリン抗体測定キットを提供された株式会社ミドリ十

宇に謝意を表します．

文　　献

1）Roitt　IM，　Doniach　D，　Campbell　PN，　et　al．：Auto－

　antibodies　in　Hashimoto喝s　disease．　Lancet　2：820－

　821，1956．

2）Fulthorpe　AJ，　Roitt　IM，　Doniach　D，　et　a1．：A

　　stable　sheep　cell　preparation　for　detecting　thyro－

　　globulin　antibodies　and　its　classical　apPlications．

　　JCIin　Path　14：654－660，1961．

3）Mori　T　and　Kriss　JP：Measurements　by　compe－

　　titive　binding　radioassay　of　serum　anti－microsomal

　　and　antithyroglobulin　antibodies　in　Graves’disease

　　and　other　thyroid　disorders．　J　CIin　Endocrinol

　　Metab　33：688－698，1971．

4）Pinchera　A，　Mariotti　S，　Vitti　P，　et　aL：Interference

　　of　serum　thyroglobulin　in　the　radioassay　for　serum

　　antithyroglobulin　antibodies．　JClin　Endocrinol

　　Metab　45：1077－1088，1977．

5）増岡忠道，三本重治：サイログロブリン抗体のRIA
　　Kitの使用経験．ホルモンと臨床26：801－805，1978．

6）加藤亮二，野口志郎：Solidphaseによるthyroglo－

　　bulin抗体検出用キット（AB－HTGK）の検討．ホル
　　モンと臨床27：227－230，1979．

7）宮崎忠芳，岡本邦雄，吉村　学，他：RIAによる抗

　　サイログロブリン抗体の検出一CIS，　HTG抗体キ
　　ットの使用経験．ホルモンと臨床27：1079－1082，
　　1979．

8）小泉　潔，伊藤　広，立野育郎：抗サイログロブリ

　　ン抗体ラジオイムノアッセイキットの基礎的臨床的
　　検言寸．　Radioisotopes　28：388－390，1979．

9）鈴木　仁，中村　勤，笠井貴久男，他：固相法によ

　　る抗サイログロブリン抗体radioimmunoassay　Kit
　　の臨床的検討．ホルモンと臨床27：279－281，1979．

10）Package　insert　for　kit　to　determine　the　presence　of

　thyroglobulin　antibodies，　CIS，　March，1977．

11）Bayer　MF　and　Kriss　JP：Asolid　phase，　sandwich－

　type　radioimmunoassay　for　antithyroglobulin：
　Elimination　of　false　positive　results　and　semi－

　quantitative　measurement　of　antithryroglobulin　in

　the　presence　of　elevated　thyroglobulin．　J　Clin

　Endocrinol　Metab　49：565－571，1979．

12）Torrigiani　G，　Doniach　D　and　Roitt　IM：Serum

　thyroglobulin　levels　in　healthy　subjects　and　in

　patients　with　thyroid　disease．　J　Clin　Endocrinol

　　Metab　29：305－314，1969．

13）長岡研五，桜美武彦，深瀬政市，他：正常健康者に

　　おける抗甲状腺抗体の出現頻度．日内分泌会誌51：
　　98－102，　1975．

14）Roitt　IM，　Campbell　PN　and　Doniach　D：The
　　nature　of　the　thyroid　autoantiヒodies　in　patients

　　with　Hashimoto’s　thyroiditis．　Bioch　J　69：248－256，

　　1958．

15）小西淳二，鳥塚莞爾：甲状腺自己抗体．日本臨床38：

　　1452－1470，1980．

16）小西淳二，鳥塚莞爾：悪性眼球突出症．内科4：
　　924－926，1979．

Presented by Medical*Online


	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
	0114
	0115
	0116



