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技術内容

• 安価に測定できるTRAb isotypeをもちいて、バセド
ウ病の病態を評価することができる

• 特に測定が煩雑、高価で保険に通っていない、阻害
抗体の検出ができる。

• バセドウ病は、女性の年間発病率が、1000人あたり
0.5人といわれ、甲状腺機能亢進症の９割をしめる、
頻度の高い疾患である。



背景

• 甲状腺は下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモン（TSH）
の刺激を受けて、甲状腺ホルモン（FT3, FT4）を分泌する。

甲状腺濾胞細胞が刺激され、甲状腺ホルモンが産生される
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背景

甲状腺ホルモン FT3, FT4
熱産生作用、交感神経刺激作用

甲状腺機能亢進症： 動悸、息切れ、暑がり、体重減少

甲状腺機能低下症： 無気力、倦怠感、寒がり、浮腫



背景
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甲状腺ホルモンはTSH の
刺激によって分泌されるが、
下垂体のTSH の分泌量は
血中の甲状腺ホルモンレベルが
一定に保たれるように、
Negative feedback によって
調節されている。



背景

• バセドウ病は自己免疫性甲状腺疾患

• TSHレセプター抗体 (TRAb)がTSHのかわりにTSHレセプター
に結合し、甲状腺濾胞細胞を刺激して甲状腺ホルモンの過
剰分泌による甲状腺機能亢進症をおこす。
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刺激性抗体
（TSAb）

阻害抗体
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Neutral 抗体
の３種類がある。

TRAb には



Goat anti-human 
TSHR antibody (C)

TSHR

TRAb in sample serum
Radio-labeled-TSH

Radio-receptor assay

TRAbは、TSHレセプターへのTSHの結合を阻害する活性
として測定されてきた。
このため、測定されたTRAbは３種の抗体をすべて含んで
いる。
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TSHR antibody (C)

HRP conjugated 
Goat anti-human IgG-Fc antibody

TSHR

TRAb in sample serum

IgM

TRAb isotype ELISA

これに対し、我々はTRAbを、リコンビナントヒトTSHレセプ
ターに結合した免疫グロブリンとして、IgG, IgMに分けて測
定する方法を考案した。



有用性

我々の方法を用いて、バセドウ病患者の経時的に採取された
血清中のTRAb-IgG, TRAb-IgMを測定したところ、

増悪期（亢進症の進行、または急激な低下症の出現）には

（TRAb-IgM の上昇）

TRAb-IgM/TRAb-IgG (M/G) の上昇

がみられた。
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M/G 値によって甲状腺機能が正常かどうか判定できる
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有用性

我々の方法を用いて、バセドウ病患者の経時的に採取された
血清中のTRAb-IgG, TRAb-IgMを測定したところ、

増悪期（亢進症の進行、または急激な低下症の出現）には

TRAb-IgM/TRAb-IgG (M/G) の上昇

がみられた。

ただし、亢進症の進行は従来のFT3, FT4, TSH, TRAbでも評価
可能。
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• バセドウ病では経過中、急激な機能低下がおこることがあり、
これはいままで優位であった刺激性抗体に代って、阻害抗
体が優位となるため、と考えられている。

• 臨床的には、このような急激な低下症を見た場合には、

従来のTRAb（3種類すべてを含む）と刺激性抗体を測定し

（保険の関係上2ヶ月に分けて測る）、

刺激性が正常なのに、TRAbが上がっていることを確認して、

阻害抗体出現と判断している。

• 阻害抗体の直接測定は、バイオアッセイのため測定が難しく、
高価なため、保険にも通っていない。



• 2007年、Akamizuらは重症の甲状腺機能低下症である粘液
水腫の患者の血清中にはTRAb-IgMがあることを示した～
TRAb-IgMは抑制性である可能性

• 我々はEBウイルスがTRAb の産生を刺激していることを示し
てきたが、その結果から

TRAb-IgG は刺激性抗体

TRAb-IgM は阻害抗体 + neutral 抗体

で、TRAbの作用はIgGとIgMのバランスで決まる

と考えている。

このことから、阻害抗体の出現時には、刺激性抗体である
TRAb-IgGの低下があるかもしれない。



これを患者サンプルで見てみると、急激な低下のあるときには、

TRAb-IgM/TRAb-IgG (M/G) の上昇

に加えて

TRAb-IgG の低下

がみられた。

これを用いると、確認の難しかった阻害抗体の出現が安価に判
断できる。

有用性



まとめ

• M/G 値（とTRAb-IgM）の上昇例は機能亢進症または急
激な低下症が起こっている

• Cut off はM/G = 10-13 のあたりにある
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まとめ

• 安価に測定できるTRAb isotypeをもちいて、バセドウ病
の病態を評価することができる

M/G値の上昇のみなら刺激性抗体の上昇または阻

害抗体の出現

M/G 値の上昇に加えてTRAb-IgG の低下がみら

れる例は阻害抗体の出現

• 特に測定が煩雑、高価で保険に通っていないため評価
が難しかった、阻害抗体の検出ができる。

• バセドウ病は甲状腺機能亢進症の９割をしめる頻度の
高い疾患であり、多くの患者の診療に役立つ
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