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バセドウ病の抗甲状腺剤治療における

　　　　血清サイログロブリン濃度
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　要旨　Imm皿oradiometric　assay法による血清サイログロブリン（Tg）の測定をH－TG　kit（CIS－Sorin社）

を用いて，基礎的検討を行うとともに，バセドウ病の抗甲状腺剤による治療時のTg濃度について検討した．

健常者35例の血清Tg値は8．1±6．9　ng／ml（mean土SD）であった．甲状腺疾患では20例の未治療バセドウ病

では274．5±158．3n9／m1，急性期の亜急性甲状腺炎では，250．6土187．1ng／mlと，甲状腺機能充進状態では，

いずれも正常に比し有意の（p〈0．01およびp＜0．05）高値を示した．抗甲状腺剤投与により甲状腺機能が正

常化しているバセドウ病を，10例ずつ寛解群（1），抗甲状腺剤維持量投与中で，抗甲状腺剤治療期間2年未

満群（II），2～3年群（III）および4～8年群（IV）の4群に分けた．1群のTg値は25．9±16・2　n9／m～であ

り，他のII～IV群の，それぞれ，85．8±49　ng／m1，105．1±59．l　ng／mlおよび142．8±94．9　ng／m1に比し，

有意に低値であった．本法は簡便かつ信頼性があり，特にバセドウ病の抗甲状腺剤治療において，寛解時期

の判定のよい指標になるものと思われた．

L　緒　　言

　サイ・グロブリン（Tg）は分子量66万のグリコ

プ・テインであり，甲状腺濾胞のコロイド中に含

まれ，この蛋白に結合した型で，甲状腺ホルモン

が貯蔵されている．従来，このTgは甲状腺濾胞

内にのみ存在するとされていたが，その後正常者

の血中にも存在し1），また種々の甲状腺疾患にお

いて上昇がみられることも明らかになってきた2）．

Tgの分泌機序に関しては，人およびラットにお

いて，TSHの刺激により増加し3），とくにラット

ではLATSにより増加する4）ことが報告されてい

る．これまでTgの測定は，　RIAが用いられてい
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るが，最近新しい方法としてimmunoradiometric

assay（IRMA）法による測定法が，　CIS－Sorin社に

より開発された．

　今回われわれは，IRMA法によるTg測定用キ

ットをミドリ十字社より提供を受けたので，この

測定法に関する若干の基礎的検討を行い，また健

常者および甲状腺疾患において，本法を用いて血

中Tgを測定したので報告する．

II．対象および方法

　1．対　　象

　東北大学第二内科甲状腺外来を受診し，甲状腺

機能検査により診断した，未治療のバセドウ病20

例，抗甲状腺剤治療を受けたバセドウ病40例，急

性期の亜急性甲状腺炎10例および健常者35例であ

る．

　2．方　　法

　IRMA法によるTgの測定：サンドイッチ法に
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より，第一段階は試験管内壁にcoatingしてある

Tg抗体と標準Tgまたは被検血清中のTgを結合

させ，反応残液を除去したあと，次の段階で1251一

標識Tg抗体を加え，試験管壁に結合している

Tg－Tg抗体結合体に結合させる．結合する1251一標

識Tg抗体は，　Tg量の増加に伴い増加するため，

試験管内壁に結合した放射能を測定し，B／T比を

算出し，標準曲線から血清Tg濃度を読みとる．

　測定方法は，キットに示された方法に従い以下

のように行った（Fig．1）．

　1）　標準Tgおよび被験血清の各0．2　mlを抗体

試験管に加える．

　2）　リン酸緩衝液を05m1ずつ加え振塗混和

し，室温にて24時間放置する．

　3）　反応残液を吸引除去し，蒸留水2m～で2

回洗糠する．

　4）1251一標識Tg抗体0．2　m1およびリン酸緩衝

液0．5m～を加え，振塗混和し，室温にて再び24

時間放置する．

　5）　反応残液を吸引除去し，蒸留水2　mlにて

2回洗瀧する．

　6）　試験管の放射能を測定する．

　7）標準Tgについて得られたカウント数より

B／Tを算出し，標準曲線を作製し，被験血清の

Tg値を求める．

　抗Tg抗体の測定：血中に抗Tg抗体が存在す

る場合には，Tg値はその影響を受けるため，抗

Tg抗体を抗Tg　radioimmunoassay　kit（CIS－Sorin

社）にて測定した．

　甲状腺機能検査：甲状腺ホルモンT4およびT3

は，それぞれのRIAキット（ダイナボット社）を

用いて測定した．

In．結　　果

　1．基礎的検討

　1）標準曲線

　Figure　2に本assayの標準曲線を示す．3ng／m1

から1，000ng／mlまでのTg濃度間において良好

な標準曲線が得られた．

　2）Incubation温度

　第1incubationの時間，および第2・incubation

の時間と温度を原法通りとし，第1incubation温

度を，4°C，22°Cおよび37°Cとした場合の各種

濃度の標準Tg血清を用いて，　assayを行った

Tg　antibody　coated　tube
　　↓

Sample，　standard，　or　control　serum　O．2m2

Phosphate　buffer（pH　6．0）　　　　　　0．5m2

At　room　temperature　for　24hrs．

Aspirate　and　wash　by　2m20f　distilled

　water
　　↓

1251－anti－Tg　antibody

Phosphate　buffer

0．2m2

0．5m2

At　room　temperature　for　24hrs．

Aspirate　and　wash

　Counting

Fig．1　Procedure　of　Tg　immunoradiometric　assay
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Fig．2　Standard　curve　of　serum　Tg　by　IRMA．
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Fig．3　Effect　of　first　and　second　incubation　temperature　on　serum　level　of　Tg　by　IRMA．
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Fig．4Effect　of　first　and　second　incubation　time　on　serum　level　of　Tg　by　IRMA．

（Fig．3－A）．その結果，温度上昇とともに，結合

カウント数の上昇が見られた．

　次に第1incubationの時間と温度，および第2

incubationの時間を原法通りとし，第2incubation

の温度について検討したところ（Fig．3－B），結合

カウント数は，22°Cの時に最も高かった．

　3）　Incubation時間

　第1incubation温度および第2incubationの温

度と時間を原法通りとし，第1incubation時間の

影響をみると，incubation時間の延長につれて，

結合カウント数の上昇が見られた（Fig．4－A）．同

様に第2incubation時間についても検討したが，

この場合にも同様の傾向が認められた（Fig．4－B）．

　4）稀釈曲線

　3例のバセドウ病より得られた血清を，キット

に含まれているTg濃度ゼロの標準血清により，

それぞれ1／2，1／4，1／8および1／16に稀釈して求

めた稀釈曲線は（Fig．5），いずれもほぼ原点に向

う直線上にPlotされた．
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Table　l　Intraassay　and　interassay　variations　in　IRMA

　　　　of　serum　Tg

　　　　　　lntraaSSay　VariatiOn

　　　　　　　Serum　A　　Serum　B
Mean（n9／醜）

S．D．

C．V．（％）

18．7

1．4

7．5

218．6

10．2

　4．7

lnteraSSay　VariatiOn

　　　　　Serum　C
Mean（n9／m2）　16．6

S．D．　　　　　2．1

C．V．（％）　　　　12．7

（n＝＝　5）

Serum　D
454．0　　　　　　（n＝3）

　55．8

　12．3

Table　2　Recovery　test　in　IRMA　of　serum　Tg

Serum　Tg
（ng／ml）

Added　Tg
（ng／ml）

Mea馳red　Tg

　　（ng／ml）

Rec。vered　Tg

　（ng／mり

Recovery
　　（％）

20．9

　5

15

50

25．9

35．6

64．4

25．9

35．9

70．9

100

99．1

90．8

112．4

　5

15

50

120．4

122．5

141．8

117．4

127．4

162．4

102．5

96．1

87．3

Mean　recovery　　95．9二5．8％

　5）精度および再現性

　血清Tgが正常および高値の二種の血清につい

て同一一　assay内で5回測定を行った際（intraassay

variation）の平均値および標準偏差は，それぞれ

18．7土1．4ng／mlおよび218．6±10．2　ng／mlであり，

変動係数は7．5％および4．7％であった（Table　1）．

また同様に二種の血清で，異なったassayでの測

定を3回行った際（interassay　variation）の平均値

および標準偏差は，それぞれ16．6土2．1ng／m1お

よび454・0土55・8ng／m1であり，変動係数はそれ

ぞれ12．7％および12．3％であった（Table　1）．

　6）回収率試験

　異なる濃度の二つの血清に，種々の濃度の標準

Tg血清（10，30および100　ng／m1）を添加して測

定し，理論値と実測値とを比較したところ（Table

2）平均回収率は95．9±5．8％と良好であった．
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Fig．5　Dilut輌on　curves　of　serum　level　of　Tg　in　3

　　　patients　with　Basedow’s　disease．

　2・臨床的検討

　1）健常者および甲状腺機能充進症における血

清Tg濃度
　健常者35者の血清Tg濃度は0から30．2　ng／m1

に分布し，平均および標準偏差は8．1±6．9ng／ml

であり，mean土2SDは0～21．9　ng／m1であった

（Fig．6）．未治療のバセドウ病20例のTg値は

274．5±158．3ng／m1であり，血中ホルモン上昇を

示す急性期の亜急性甲状腺炎10例では，250．6土

187．1ng／m1と，いずれも著明な高値を示した

（Fig．6）．なおこれらの例では，いずれも抗Tg抗

体は陰性であった．

　2）抗甲状腺剤治療における血清Tg

　Table　3に示す如く，抗甲状腺剤治療をうけた

バセドウ病40例を4群に分類した．すなわち

Group　Iは寛解群であり，抗甲状腺剤中止時期に

は血中T4およびT3は正常化しており，中止後

半年から3年間甲状腺機能は正常化を保っている

10例である．Group　IIからIVは，維持量の抗甲

状腺剤（MMI　5　mg／日またはPTU　50　mg／日）を

投与中の群であり，抗甲状腺剤による治療期間が，

Group　IIでは2年未満，　Group　IIIでは2～3年，

およびGroup　IVでは4～8年である．これらの

例における血清Tgおよび甲状腺ホルモン（T4お

よびT3）を測定した．寛解群では，抗甲状腺剤中

止時期の血清を測定に用いた．また40例はいずれ

も抗Tg抗体は陰性である．寛解群の血清甲状腺

ホルモン値は他群に比べほとんど差がなかったの
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Fig．6　Serum　Tg　concentration　in　nomlal　subjects，　untreated　Basedow’s　disease　and

　　　subacute　thyroiditis．

Table　3　Serum　Tg，　T4　and　T3　in　patients　with　Basedow’s　disease　in　remission（1）and

　　　euthyroid　treated　with　maintaining　doses　of　antithyroidal　drugs（II，　III，　IV）

Duration

　　of

treatment

No． Tg（ng／nd） T．（μ9／100頑） T3（ng／100mの

IRemissbn 10 25．9±16．2 10．0±2．0 134．4±29．1

皿ATD 2Y＞ 10 85．8±49紳 9．9±3．7 145．5±44．8

皿ATD 2－3Y 10 105．1±59．1＊＊ 7．8±1．5＊ 111．3±38．4

瓜1ATD 4－8Y 10 142．8±94．9＊＊ 9．7±2．9 141．4±44．4，

＊＊P＜0．01（lvs五，菰，　y）

＊P＜0．02（lvs皿）

（一∈
＼
b
o
c
）
切
↑
§
」
Φ
⑩

Fig．7

60

50

40

30

20

10
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　　　　Anti－Tg　Ab　P／N　Ratio

Value　of　serum　Tg　in　patients　with　positive

antithyroglobulin　antibodies．

に対して血清Tgは著明に減少し，10例のmean±

SDは25．9土16．2　ng／m1であり，他群に比し有意

に（P〈0．01）低値であった．Group　II～IVの血清

Tgは，それぞれ85．8土49．O　ng／mt，105．1土59．1

ng／mlおよび142．8士94．9　ng／mtと，治療期間が

長いほど高値を示す傾向がみられたが推計学的に

有意差は認められなかった．なお各群間のT3値

には有意差はなかったが，T4値については，

Group　IIIが最も低く，しかもGroup　Iのそれに

比べて有意に低値（p＜0．02）であった．

　3）抗Tg抗体陽性例の血清Tg濃度

　抗Tg抗体は，被検血清（p）／抗体陰性コントロ

ー ル血清（N）比が2．1以上を陽性と判定すること

から，同比が2．1以上の抗Tg抗体陽性のバセド

ウ病17例の血清Tg濃度を測定した．同比が2．5

以下の2例における血清Tg値は，51．7　ng／mlお

よび25．7ng／m1であったが，その他では5ng／m1

以下と低値であった（Fig．　7）．

IV．考　　察

　血中Tgの測定は，　Hjort1）が，赤血球凝集反応

抑制試験により，半定量的に行ったのが最初であ
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る．RIAによる測定は，はじめRoittとTor・

rigiani5）により報告され，さらにVan　Herle2）ら

により感度のよい二抗体法が開発されて，臨床上

に応用されその測定が可能になった．しかし，後

者の方法ではincubation時間が長く5日間を要

していた．

　今回CIS－Sorin社より開発されたH－TG－IRMA

法は，試験管壁に抗Tg抗体がコーティングされ

ている，いわゆるサンドイッチ法を用いており，

第1および第2incubation時間が，それぞれ24時

間と短縮され，また遠心などによる操作を必要と

せず，手技が簡単である．

　基礎的検討の中で，incubation温度は第1in－

cubationでは室温（22°C）から37°Cの間における

結合カウント数の上昇は緩かであり，また第2

incubationは室温で最も高い結合カウント数が得

られたことより，温度条件は室温でよいものと思

われた．

　incubation時間も，第1および第2incubation

とも24時間で十分な結合カウント数の上昇がみら

れ，24時間が適当と思われた．

　再現性に関しては，intraaSSayおよびinteraaSSay

でともに良好な結果が得られ，回収率試験および

稀釈試験の結果も満足すべきものであった．

　今回測定した健常者の血清Tg濃度は，　mean土

SDが，8．1土6．9　ng／m1であり，　mean土2SDを正

常域とすると，正常域は0－21・9ng／mlとなった．

これまで報告されている値と比較すると，Van

Herle2）らの，5．1±0．4　ng／ml（mean土SE）よりは

高いが，IzumiとLarsen6）の11．2±6．4　ng／ml

（mean土SD），およびShlossberg7）らの32．2土4．O

ng／m1（mean土SE）よりは低値であり，方法の違

いを考慮すれば，ほぼ妥当な値と思われた．

　未治療のバセドウ病2・8）や，急性期の亜急性甲

状腺炎2）での血清Tg値上昇が報告されており，

われわれも一致する結果を得た．

　バセドウ病におけるTgの増加は，ラットにお

いてLATS投与により血中Tgが上昇することか

ら，thyroid　stimulating　immunoglobulin（TSIg）

により，刺激を受け分泌されるものと考えられて

いる4）．抗甲状腺剤投与により甲状腺機能が正常

化後もTgの高値が続くことから，バセドウ病の

治療経過をみる際には有用でないとする報告8・9）

がある．しかし一方では，Tgは抗甲状腺剤治療

により寛解期に入った症例では減少することから，

TSIgとともにTgは抗甲状腺剤治療時のよい指標

になる11）との意見もある．

　われわれは，抗甲状腺剤を中止後，半年から3

年の間，甲状腺機能を正常に保っている寛解状態

にある10例（1群）の抗甲状腺剤中止期のT4，　T3お

よびTgの値を，抗甲状腺剤で種々の期間治療中

の群（II～IV群）でのそれらと比較した．　T3は4

群間に差はなく，T4は2～3年間治療のIII群の

みが1群に比して低くかったが，すべて正常域に

あった．しかし，Tg値は明らかな差があり，1群

では，25．9土16．2ng／mlとほぼ正常値に近い値ま

で低下し，治療中の3群では，いずれも高値を示

したことからTg値は，寛解の判定指標として有

用と思われた．治療中のII～IV群間でのTgは，

治療期間が長くなる程高値の傾向を示し，コント

ロールの困難な例ではTgが高値を保つものと思

われた．なおIII群のT4が低値を示したことは，

やや過剰投与の傾向があることも考えられる．

　血中に抗Tg抗体が存在する場合には，　RIA法

ではTgを測定することは不可能とされており5），

今回も抗Tg抗体陽性で，　P／N比が2．1以上の症

例のうち，2．5以下の2例ではTgを測定し得た

が，他の例では0～4ng／m1と低値であり血中に

存在する抗Tg抗体の影響を受けているものと思

われた．

　以上より，本法は抗Tg抗体陰性の血清に限ら

れるという欠点はあるが，手技が簡単で再現性が

あり，多数検体を短時間内に処理出来ることなど

の利点があり，またバセドウ病の抗甲状腺剤治療

経過中における寛解の指標のひとつになり得ると

考えられた．

V．結　　語

　1）CIS－Sorin社のIRMA法による人血清Tg

測定用キット（H－TG　kit）を用いて，血清Tg濃
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バセドウ病の抗甲状腺剤治療における血清サイログロブリン濃度

度を測定した．

　2）Incubationの温度と時間については，第1

および第2incubationとも原法通り，室温にて24

時間という条件で満足すべき結果が得られた．

　3）標準曲線，再現性，稀釈試験および回収率

試験の結果も良好であった．

　4）健常者35例の血清Tg濃度は8．1土6．9　ng／

m1（mean土SD）であり，　mean土2SDから求めた

正常域は0～21．9ng／mlであった・

　5）　未治療のバセドウ病や，急性期の亜急性甲

状腺炎では，いずれも著明な高値を示した．

　6）抗甲状腺剤治療により寛解した10例のバセ

ドウ病における抗甲状腺剤中止時の血清Tgは，

25．9圭16．2ng／mlと，ほぼ正常に近い値を示し，

血清Tgを測定することは，寛解時期の判定の指

標になるものと思われた．

　7）抗Tg抗体陽性血清でのTg測定は不可能

であった．

　8）　本法は，手技が簡単で，従来のRIAより

もincubation時間が短かく，多数検体の処理が

可能であり，臨床的に広く利用できるものと思わ

れた．

　本研究に用いたIRMA法による人血清Tg測定用キ

ットは（H・TG　kit）ミドリ十字社より提供されたもので

ある．
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Summary

Serum　ThyroglobUlin　Concentration　in　Patients　with　Basedow，s

　　　　　　　　　Disease　Treated　with　Antithyroidal　Drugs

Makiko　YAMAMoTo，　Toshiro　SAKuRADA，　Katsumi　YosHIDA，　Kazuro　KAIsE，

Nobuko　KAIsE，　Hirofumi　KiTAoKA，　Hiroshi　FuKAzAwA，　Michiko　SuzuKI，

　　　　　　　　Takashi　NoMuRA，　Shintaro　SAiTo　and　Kaoru　YosHiNAGA

5θCO〃d　Depart〃len’q〃カ’ε％1ル偏∫C加θ，　Tohokuし励γθ吋y　School　of　Medici，〃θ

　　Serum　thyroglobulin（Tg）concentration　was

measured　by　immunoradiometric　assay　with　H－

TG　kit（CIS－Sorin）．

　　The　mean　Tg　value　was　8．1土6．9　ng／m1（土SD）

in　35　normal　subjects．　It　was　elevated　in　20　pa－

tients　with　untreated　Basedow’s　disease　and　10

patients　with　hyperthyroidism　due　to　subacute

thyroiditis，　the　values　being　274．5土158．3　and

250．6土187．1ng／m1，　respectively．　The　40　patients

with　Basedow’s　disease　who　were　treated　with

antithyroidal　drugs　were　subdivided　into　four

groups：remission　group（1，　n＝10），　antithyroidal

medication　for　less　than　2　years（II，　n＝10），　for

2－3　years　（III，　n＝10）　and　for　4－8　years　（IV，

n＝10）．The　patients　in　group　II－IV　had　been

treated　with　maintenance　doses　of　MMI（5　mg）

or　PTU（50mg　per　day）．　The　value　of　Tg　in

group　I（25．9土16．2　ng／m1）was　significantly　lower

than　those　of　group　II，　III　and　IV（85．8土49　ng／m1，

105．1±59．1ng／ml　and　142．8±94．9　ng／ml，　respec－

tively）．　The　level　of　serum　thyroid　hormone　was

almost　the　same　in　each　group．　All　subjects　studied

had　no　circulating　Tg　autoantibodies　as　measured

by　anti－Tg　radioimmunoassay　kit（CIS－Sorin）．

　　It　is　concluded　that　this　method　was　simple，

accurate　and　useful　for　routine　examination，　and

that　the　evaluation　of　serum　level　of　Tg　was　useful

for　decision　of　time　of　discontinuing　antithyroidal

drugs．

　　Key　words：　human　serum　thyroglobulin，

immunoradiometric　assay，　Basedow’s　disease，

treatment　with　antithyroidal　drugs，　antithyro－

globulin　antibody．
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