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《ノート》

Amerlex　Free　T4　RIA　kitの基礎的，臨床的検討および

In　vitro　Hemoglobin添加によるFree　T4値への干渉

Evaluation　of　The　AMERLEX　Free　Thyroxine（FT4）Radioimmunoassay　Kit

　　　　　　and　Influence　of　Hemoglobin　to　the　FT4　concentration
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L　緒　　言

　血中サイロキシン（T4）の大部分はT4結合グロ

ブリンなどの血清タンパク成分と結合し1），残り

の約0．03％がホルモン効果をあらわす遊離型サイ

ロキシン（FT4）として存在する2・3）．血清サイロ

キシン濃度はT4結合タンパク濃度の変化した場

合，甲状腺機能を正確に反映しえない．したがっ

てFT4の測定が重要な課題となっている．しかし

平衡透析法4・5），限外濾過法6），ゲル濾過法7）など

による従来のFT4測定法はいずれも煩雑な手技を

必要とし，日常検査に用いられるまでには到って

いない．近年開発されたFT4　Radioimmunoassay

は微量の血清で，しかも簡便に測定できることか

ら次第に普及しつつある．現在入手しうるFT4

RIA　kitの原理は，抗体量，時間，温度などが一

定の条件下でFT4とT4抗体との結合率がFT4濃

度に比例することを利用したもので，方法として

試験管固相法（Gamma　Coat　FT4　RIA　kit8）），固定

化抗体を用いてtoatl　T4と％FT4を個別に求め両
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者の積としてFT4値を求める方法（lmmophase

FT4　RIA　kit9）），透析膜マイクロカプセル法（Da－

mon　FT4　RIA　kitlo））などがある．

　Amersham社FT4　RIA　kit（Amerlex　FT4　RIA

kitii））は，抗T4抗体に結合するがT4結合タンパ

クに結合しないT4誘導体の標識化合物（1251－T4X）

と微粒子に結合した抗体とを用い，FT4とトレー

サーの競合反応によりFT4を測定する方法である．

今回われわれは本kitを入手する機会を得，基礎的

検討，臨床的検討およびFT4に対するHemoglobin

の干渉について検討を行ったので報告する．

H．方法および対象

　被験血清，または標準FT4血清100　plに1251－T4

誘導体液500μ1を，さらにAmerlex抗T4抗体懸

濁液500　ptlを加え，37°Cで60分間incubateする．

その後1500gで15分遠沈，　Decantationにて上清

を除去し沈査の放射能活性を計数，標準血清の

B／T％から標準曲線を作成し被験血清のFT4濃度

を算出する（Fig．　D．基礎的検討としてインキュ

ー ベーション時間および温度の標準曲線に及ぼす

影響，感度，精度，再現性を検討した．他のFT4

測定法として平衡透析法（Sterlingの変法）12｝，

　Key　words：Free　Thyroxine，　Radioimmunoassay，

lnfiuence　of　Homoglobin　to　FT4
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Standard　or　Unknown　serum　　　IOOμ1

1251　thyroxine　derivative　solution500Al

Amerlex　T．　antibody　suspension　500A1

BT％

50

MIX‘ng

incubate　in　a　water

bath　at　37℃for

one　hour

Centrifuge　for　15　minutes　at

decant　the
supernatant

Count　all　the　tubes　in　a　gamma

counter

Fig．1　Assay　Procedure　of　Amersham　Free　T4　RIA．

Gamma　Coat　FT4　RIA・kitを，他の甲状腺機能の

指標として血中T4濃度（Dinabot　T4　RIA），　T3濃

度（Dinabot　T3　RIA），　T3摂取率（Thyopac－3）お

よびFree　T41ndex（FT41（T4×Thyopac－3））を測

定した．

　対象は北大第二内科甲状腺外来を受診した甲状

腺機能）t進症患者24例，治療によりeuthyroid状

態にある甲状腺機能充進症患者18例，甲状腺機能

低下症患者8例，慢性甲状腺炎患者14例，甲状腺

腺腫患者6例，肝硬変症患者4例，原発性副甲状

腺機能克進症患者3例および正常対象者53例の計

130例である．

III．結　　果

　1．基礎的検討

　（1）標準曲線

　各濃度の標準液について5回同一ロットにて測

定したB／T％の変動係数（C．V．）は0．5～L2％であ

った．異なるロットにて6回測定した標準曲線の
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　　　　　　　　　　　　　Free　T4　concentration　（ng　de）

Fig．2　Reproducibility　of　standard　curves　obtained

　　　from　6　different　assays．

　　　　　　　　　　　　　　　　　（Mean⊥S．D．）

平均値±標準偏差（M土S．D．）をFig．2に示す．

BIT％のC．v．は3．9～5．8％であった．この標準曲

線におけるB50は0．56　ng／dtであり，またBo／T％

のMean－2SD．より求めた最小測定感度は0．05　ng

／d／であった．

　（2）インキューベーション時間の影響

　37°Cでインキューベーション時間を30，60，120

240分と変化させ，標準曲線に及ぼす影響にっい

て検討した結果をFig．3に示す．いずれの濃度に

おいてもインキューベーション時間の延長ととも

にB／T％は増加した．B／Bo％は60分から120分

まで差はみられなく，240分で高かった．

　（3）インキューベーション温度の影響

　インキューべ一ション時間を60分と一定にし，

インキューベーション温度を4°C，25°C，37°Cと

して得られた標準曲線をFig．4に示す．4°Cおよ

び25°Cでは37°Cインキューベーションに比し
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Incubation　　’

　　30min一一一▲

　　60min●一一一●

　120minD－－0
　240min●＿＿●

　　　　　　　　　　　Free　T．　concentration　　（ng／d2）

Fig．3　1nfluence　of　incubation　time　on　the　standard

　　　curves．

B／T％は低値の傾向を示したが，B／Bo％は各濃度

間でほぼ同一であった．

　（4）　半吉1』ど

　低，中，高濃度の3種類4検体のpoo1血清を

それぞれ10回同一アッセイ内で測定を行った結果

をFig．5に示す．　C．v．は3．9～5．7％であった．

　（5）再現性

　濃度の異なる3種の検体を異なるアッセイ間で

4回測定した結果をTable　lに示す．　cV．はL6

～6．2％であった．

　（6）　1可叫又率

　5種類の検体に0．95，1．90，4．87ng／d1の標準血

清を添加した際の結果をTable　2に示す．　II’，｜収率

は8L9～107．2％，平均99．4±6．1％であった．

　（7）希釈試験

　3種の異なる検体をそれぞれ，水，生理的食塩

水，添付のゼロ濃度標準血清にて希釈して測定し

た結果をFig．6に示す．水，生理的食塩水で希釈

した場合，希釈倍率が大きくなるにつれ測定値は

　60
B／T％
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Fig．4　1nfluence　of　incubation　temperature　on　the

　　　standard　curves．

　　9．OFT4
（ng／dの
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Fig．5　Precision　of　within　assay．　（N－10）

希釈による予測値より高値を示した．ゼロ濃度標

準血清による希釈は水，生理的食塩水による結果

よりは予測値に近い値が得られた．
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Table　l　Interassay　varlance

N＝4 Serum　A　　Serum　B　　Serum　C

1

2

3

4

Mean

1．29

1．26

L26
1．30

1．28

2．68

2．50

2．50

2．30

2．49

1．64

1．80

1．80

L81

1．76

0．15 0．08

4．64

Fr“T‘

conc●ntr8tion

ng／dl

9．0

8．0

7．0

　S．D．　　　　O．02

　C．V．（％）　　1．63

（Unit：ng／dノ）

6．15

　2．臨床的検討

　（1）正常者および各種疾患におけるFT4値

　　（Fig．7）

　正常者53例におけるFT4値は1．10～1．85　ng／d／

に分布し，平均値±標準偏差は1．48土0．20ng／d／

を示した．M土2S．D．を正常範囲とすると，それ

は1．08～1．88ng／dlであった．甲状腺機能充進症

患者24例では2．68～9．On9／dlに分布し，平均5．40

土2．11ng／d1，抗甲状腺剤投与にてeuthyroid　state

6．0

5．0

4．0

3．0

2．0

LO

Saline

Ostandard

　　　　1／8　 1！4　　　　　1／2　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dilution

Fig．6　Effect　ofdilution　with　T4　free　serum，　saline　and

　　　water　on　free　T4　values．

Table　2　Recovery　of　added　standard　Free　T4　from　serum

Sample

Plasma　A
O．75（ng／d’）

Plasma　B
l．29

Plasma　C
1．80

　Amount　of
added　standard
　Free　T4

　　0．95

　　1．90

　　4．87

　　0．95

　　1．90

　　4．87

　　0．95

　　1．90

　　4．87

Free　T4　concentration

Measured Expected

Recovery
　（％）

Regresslon
equatlon

1．71

2．60

4．60

2．25

3．12

5．70

2．74

3．88

7．15

L70
2．65

5．62

2．24

3」9

6．16

2．75

3．70

6．67

100．6

　98」

　81．9

100．3

　97．7

　92．5

　99．6

104．0

107．2

102．3

　98．5

　98．2

100．3

104．6

104．3

Mean土SD．
99．4士6．1％

Y＿0．7744X
　十〇．9204

（r二〇．9948）

Y－0．8974X

　十L3590
（r二〇．9995）

Y－L1062X
　十1．7575

（r＝0．9998）

Plasma　D

2」6

Plasma　E

2．42

0．95

L90
4．87

0．95

1．90

4．87

3．18　　　　　　　　3．11

4．00　　　　　　4．06
6．90　　　　　　　　　　　7．03

3．38　　　　　　　　　　　3．37

4．52　　　　　　　　　　4．32

7．60　　　　　　　　　　　　7．29

X：Free　T4　added

Y：Free　T4　quantified

y－O．9663X
　－十一2．1950

（r＝0．9997）

Y＝1．6719X

　十2．4203
（r＝0．9997）
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Subjects Noof
cases

Mean±S．D．
（ng／dの 1　　　2

Free

3

T4

4

concentration（ng／d幻

　　　　　5　　　6　　　　7 8 9
皇　　　　　　　　　1 ‘ ■ 」　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　． 」 1

●●●
●●●●●

Normal 53 1．48±0．20
工゜ξ踏゜°

●●●●●
●●

Hyperthy一
24 5．40±2．11 ● ●●●

：
・
　
●

● ：　・・・… ●　● ● ●● ●

roidism ■

Treated　Hyper ●

thyroid 18 1．29±0．34
●　●●■　●●

●　●　　　●　●　　　　　●
●　●●●　■●

（Euthwoid）

Hypothy－

roidism
8 0．51±0．14

膓
゜
．
．
　
●
　
●

Chronic

Thyroiditi5
14 1．05±0．22

Thyroid
6 1．07±0．29 ・：…

Adonom8

Liver

Cirrhosis
4 1．02±0．39 ・・ ：

Primary
1

Hypgrpara 3 1．43±0．25 ●●　　　●

一 thyroidisrn

Fig．7　Free　T4　concentrations　in　various　group　of　patients．

にある甲状腺機能充進症患者18例では0．80～2．10

119／dtに分布し，平均1．29±0．34　ng／d1であった．

甲状腺機能低下症患者8例では0．35～0．75ng／d1

に分布し，平均0．51士0．14ng／dlを示した．慢性

甲状腺炎患者14例では0．81～1．40ng／dtに分布し，

平均1．05±0．22ng／d1，甲状腺腺腫患者6例では

0・76～1・50n9／d1に分布し，平均1．07±0．29　ng／d～，

肝硬変症患者4例では0．50～1．32ng／dtに分布し，

平均1．02±0．39ng／dlで2例が正常範囲以下の値

を示した．原発性副甲状腺機能充進症患者3例で

は1．23～1．71ng／d1に分布し，平均1．43±0．25　ng／d1

であった．甲状腺機能充進症患者における平均値

は正常者に比し有意に高値（p〈0．001）を，また甲

状腺機能低下症患者では低値（p＜0．001）を示し，

いずれの群においても正常者群における値との間

に重なりはみられなかった．

　（2）平衡透析によるFT4値との相関

　各種疾患患者37例について，血清Amerlex　FT4

値と平衡透析によるFT4値との関係をFig．8に示

す．相関係数γ一〇．872，y－0．54x＋0．61と有意の

正の相関（P＜0．01）があった．

　（3）Gamma　Coat　FT4値との相関

　各種疾患患者89例より得た血清のAmerlex　FT4

値とGamma　Coat　FT4値との比較をFig．9に示

す．9検体はGamma　Coat　FT4　RIA　kitでは標準

血清の最高濃度以上のため測定不能であったが，

そのうち8例はAmerlex　FT4　RIA　kitで測定範囲

内の値が得られた．全体を直線相関とみると，γ＝

0．967，y＝0．72x＋0．35と有意の正の相関（p＜0．Ool）

が認められた．

　（4）T4濃度との相関

　各種疾患患者73例で比較したところ，y－2．25x

＋5．10，r＝0．860と有意の正相関（P〈0．001）がみ

られた．

　（5）Fr41との相関

　各種疾患患者73例でy＝1．66x＋1．39，　r＝0．938

と有意の正相関（p＜0．001）があった．

　（6）T3濃度との相関

　各種疾患患者86例においてy＝0．53x＋0．80，　r＝＝

0．796と有意の正相関（p〈0．001）があった．

　（7）Thyopac－3値との相関

　各種疾患患者73例においてy－3．50x±39．11，
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FTrRIA
　100
（ngdの

1 10

y＝0．54x＋0．61

r＝0．872　cPぐ0．01’i

N＝　3T

●Hyperthyroidism
xHypothyroidism
△Liver　cirrhosis

：Pregnancy
こNormal

　FT4⇔EquMbrlum．Diatysis
100　　　　（．g／dの

Fig．8　Correlation　between　Free　T4　values　estimated　by　the　Amerlex　RIA　kit　and　those

　　　by　equilibrium　dialysis．

（ng／d2）

5．0

　　4．O
Gamma　Coat
FT．

　　3．0

2．0

1．0

y＝0．72x十〇，35

r＝0．967　（P＜0．001）

N＝89

●Hyperthyroidism
xHypothyroidism
△Liver　cirrhosis

　　　　　　　　1．0　　　2．0　　　3．0　　　4．0　　　5．0　　　6．0　　　7．0　　　8．0　　　9．0　（ng／dの

　　　　　　　　　　　　　　　　Amerlex　FTる
Fig．9　Correlation　between　Free　T4　values　estimated　by　the　Amerlex　RIA　kit　and　those

　　　by　Gamma　Coat　RIA　kit．

r－0．709と有意の正相関（p〈0．001）がみられた．

　3．In　vitroのHemoglobin添加のFT4値への

　　影響

　FT4高濃度，中濃度および低濃度血清に純化ヒ

トHemoglobin（Sigma社）を添加しそれぞれ1．259，

2．59，5．09，10．09／dlの濃度とし，4°Cで96時間

incubation後に測定を行った（Fig．10）．　FT4低濃

度血清ではHemoglobin添加でほとんど影響がみ

られなかったが，FT4中濃度および高濃度血清で

はいずれもFT4値の低下がみられた．この低下

はFT4高濃度血清でより著明であった．　Fig．11

は高FT4血清を用いてHemoglobin添加のFT4

値への影響を，Hemoglobin無添加血清のFT4

濃度に対する百分率で示したものである．Hemo－

globin添加濃度0．16，0．32，0．63，1．25，2・50，5・0

および10．09／d1におけるFT4濃度はそれぞれ
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（ngd2）
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84．5＝6．0，68．2二8．6，50．9＝6．6，43．4土5．2，40．1土

2．6，37．8±2．7，39．2±3．4％でありHemoglobin添

加濃度0．16から2．5g／d／の問で濃度依存性のFT4

濃度の低下がみられた．

IV．考　　案

　本法の原理はT4抗体に結合するがT4結合タン

パクにはほとんど結合しないT4誘導体標識化合

物（1251－T4X）と微粒子に結合させた高力価のT4抗

体とを測定系に用い，FT4と1251－T4Xとの競合反

応によりFT4を測定するもので，　one－tube，　one－

step　assayのため測定操作がきわめて簡単で短時

間で測定できる利点がある．

　標準曲線による検討では，最小測定感度は0．05

ng／d1で高い感度を示した．

　種々のFT4濃度の患者血清による変動係数は

intraassayで5．7％以下，　interassayで6．2％以下で

あり，回収率は平均99．4土6．1％と良好であった．

したがって本法は臨床検査としてほぼ満足すべき

感度，精度および再現性を持っているといえる．

　著者らの行った測定条件の範囲ではincubation

の温度が高いほど，またincubation時間が長いほ

どB／T％は上昇した．しかしBIBo％については，

incubation温度による変化はほとんどなく，また

incubation時間は240分でやや高値を示した以外

30分から120分で著明な変化はなかった．したが

って各sampleの時間，温度を一定にする限り

37°C，60分の標準方法を用いてよいと考える．

　本法による正常値は1．48土0．20ng／dtと他の著

者による値11）とほぼ一致した．各種疾患患者血清

による測定値は，甲状腺機能充進症で高値を，甲

状腺機能低下症で低値を，euthyroidの甲状腺疾

患でほぼ正常範囲の値を示した．甲状腺機能充進

症および低下症の患者血清は1例をのぞきすべて

測定範囲内にあった．したがって本法は臨床検査

として低濃度から高濃度まで広い範囲にわたる

FT4濃度の変化を測定できる特長があるといえる．

　Amerlex　FT4値は平衡透析法によるFT4値およ

び試験管固相法によるFT4値（Gamma　Coat　FT4

RIA　kit）のいずれとも良い相関を示した．これら

の事実は，本法によるFT4値が臨床的な甲状腺機

能状態を最も良く反映すると考えられている生体

内のFT4濃度の良い指標になりうることを示唆す

るものであり，臨床検査としての本法の有用性を

示すものと考える．

　Davisら13）はHemoglobinを血清に添加すると

T4－RIA（Charcoal法）値が低下することを報告し

ているが，HemoglobinのFT4に対する効果を検

討した報告はまだみられない．著者らの検討では，

高FT4血清のAmerlex　FT4　RIAで，　in　vitroに

添加したヒトHemoglobinはHb濃度依存性の負

の干渉を示した．他のRIA　kitによるFT4値に及

ぼすHemo910binの効果についての著者らの検

討では，試験管固相法（Gamma　Coat　2－steP　FT4

RIA）ではほとんど影響がみられず，間接法（lm－

mophase　FT4　RIA）では総T4濃度に負の干渉を示

したが，FT4％には影響を与えなかった14）．この理

由としてHemoglobinがFT4と結合してFT4濃

度を低下させる，またはHemoglobinがIL’51－T4X

と結合し，それが抗体と反応するなどの可能性が

考えられるが，これらのFT4　RIA系に及ぼす

Hemoglobinの正確な干渉機序は現在のところ不

明である．いずれにせよ本法によるFT4　RIAで

は，特に高FT4血清を使用した場合，溶血が測定

結果に影響する可能性を示唆するものであり，今

後の詳細な検討を必要とすると考える．

V．結　　語

　（1）本kitはone　tube，　one　stepと簡便である

とともに感度，精度，再現性も良好であった．本

kitによるFT4値は平衡透析，　Gamma　Coat　RIA

によるFT4値といずれも有意の正相関を示した．

これらの事実より本法は臨床検査として有用であ

ると考えられる．

　（2）本法によるFT4値はO．16から2．50g／d1の

Hemoglobin添加により，濃度依存性の低下を示

した．これは溶血による測定値への干渉の可能性

を示すもので，本法のassay上，特にFT，高濃度

血清においては注意すべきものであると思われる．

　本論文の要旨の一部は，第2｜回日本核医学会総会にて

Presented by Medical*Online



Amerlex　Free　T4　RIA　kitの基礎的，臨床的検討 1273

発表しk．稿を終わるにあたり，Amerlex　Free　T4　RIA

kitを御提供下さった科研化学株式会社に深謝致します．
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