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1．はじめに

サイロキシン（T4）は甲状腺から分泌されるホルモンの
1つであり，その血中濃度は，視床下部－下垂体－甲状腺
の間で次のように調節されている。甲状腺は下垂体前葉か
ら分泌される甲状腺刺激ホルモン（TSH）によって刺激さ
れ，T4の分泌が促進される1，2）。下垂体前葉は視床下部か
ら分泌される甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン（TRH）に
よって刺激され，TSH分泌が促進される。一方，血液中の
T3およびT4濃度の上昇によるネガティブフィードバック
作用によってそれらの分泌は抑制されており，これにより
甲状腺ホルモン分泌量が調節されることになる（Fig.	1）。

イヌ血清T4の測定は，主に甲状腺機能低下症の診断に
使用される。甲状腺機能が低下するとTSHの刺激による
T4の分泌が減少するため，甲状腺機能低下症のイヌの多
くは血清T4濃度が低値を示し，TSHが高値となることが
知られている3）。
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Abstract

We successfully developed and commercialized “FUJI DRI-CHEM IMMUNO AU Cartridge v-T4” (FDC v-T4) and 
“FUJI DRI-CHEM IMMUNO AU10V”, which is a quantitative immunoassay system for measurement of dog serum 
thyroxine (T4). This system offers rapid measurement, simple operation, and a compact analyzer by using surface plasmon-
enhanced fluorescence (SPF) as the detection principle. Highly-precise T4 inspection in veterinary clinics is possible by this 
system because the FDC v-T4 shows good correlation with the chemiluminescence enzyme immunoassay method which 
used by veterinarians via external orders.
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Fig. 1   Negative feedback mechanism for adjustment  
 of thyroid hormones.
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多くの動物病院では，T4検査を外部の検査機関へ委託
しているため，検査結果が出るまでに時間がかかり，獣医
師がすぐに原因を特定できなかった。また，ペットの飼い
主は，検査結果の確認や治療のために再度来院しなければ
ならないため，動物病院へ導入できる小型の即時検査シス
テムが求められていた。

今回われわれは，病院内でイヌ血清中のT4を測定する
ことが可能な小型定量免疫診断システムを開発し，2013年
11月より発売を開始した。本システムは，T4測定試薬「富
士ドライケムIMMUNO	AUカートリッジ	v-T4」（以下，
FDC	v-T4と略す）および専用測定装置「富士ドライケム
IMMUNO	AU10V」から構成されている（Fig.	2）。

本システムは，抗原抗体反応を利用した免疫診断システ
ムとして世界で初めて表面プラズモン増強蛍光法（SPF法）
を検出原理として実用化した。これにより，従来行なわれ
ていた微量な体内中のホルモン濃度の測定に必要な強力な
光源や，測定ノイズを低減させるための洗浄操作を不要に

することが可能となり，システムの超小型化を実現した。
また，測定時間は約10分と短時間であるため，ペットの飼
い主の来院中に結果の確認と説明が可能となり，早期の的
確な診断・治療に役立てることができる。

本報告では，これらの特長を有する本システムの基盤技
術である蛍光ナノ粒子SPF法による検出系技術構築つい
て述べる。さらにSPF法の特長を活用したFDC	v-T4免疫
反応カートリッジ設計およびFDC	v-T4の臨床性能につい
てもあわせて報告する。

2．検出系の開発

2.1　表面プラズモン増強蛍光法
透明誘電体上に形成された金属薄膜に対して光を照射し

たとき，入射角度を全反射角度以上の最適角（共鳴角）に
調整すると金属薄膜上に局在化したエバネセント波と金属
薄膜上の自由電子の粗密波（表面プラズモン）が共鳴して，
金属表面近傍に増強された光電場（近接場光）が発生する。
これを表面プラズモン共鳴（SPR）と呼ぶ。表面プラズモ
ン増強蛍光法（SPF法）は，SPRで発生する近接場光で金
属表面近傍に存在する蛍光物質を強く励起し，蛍光発光を
検出して物質量を測定する技術である。SPF法の特長は，

「SPRの励起光増強効果によるシグナル増強」および「近接
場光を用いた金属表面近傍の局所励起によるノイズ低下」
であり，この2つの相乗効果によって極めて高いS/Nが得
られ，従来の落射蛍光検出法に比べて感度を向上させるこ
とができる（Fig.	3）。

これまで，アカデミック分野ではSPF技術に関する研究
例が多数報告されている4，5）。しかし，これまで産業応用
された例は存在しなかった。これは，SPF法では蛍光物質
が金属薄膜に接近し過ぎると，励起エネルギーが蛍光発光
に遷移せず，ふたたび金属薄膜に奪われてしまうことで蛍
光発光できなくなるという「金属消光」の問題が存在する
ためである。これまで，金属消光を解決する対策として金
属薄膜上に金属消光防止層（誘電体層）を設けることで，
蛍光物質と金属薄膜表面を適度な距離だけ離間させて金属
消光を防止する試みが一般的に行なわれてきた。このアプ

動物用免疫反応測定装置
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Fig. 2   Quantitative immunoassay system for measurement of dog 
serum T4.
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Fig. 3   Schematic drawings of a) epifluorescence method and b) SPF method.
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ローチの場合，最適な膜厚設計が難しいことやコスト面で
不利になるなどの理由から実用化に対しては有効な手段で
はなかった6，7）。これに対し，当社では蛍光物質を消光防
止層に内包させた蛍光ナノ粒子を独自に設計・開発するこ
とで，金属消光の問題を解決することに成功した（Fig.	4）。

酸化などの耐久性の観点から金属材料として金を採用
し，金薄膜上に固定した蛍光ナノ粒子の検出感度を比較し
た結果，SPF法は落射蛍光法に対して10倍以上感度が向上
することを確認した（Fig.	5）。

3．免疫反応カートリッジの開発

3.1　カートリッジ構成
FDC	v-T4の免疫反応カートリッジはカップおよび基板

から構成されている（Fig.	6）。カップは血清中のT4をT4
結合タンパクから解離させる試薬（T4解離剤）を含む「反
応カップ①」および抗T4モノクロナール抗体を標識した
蛍光ナノ粒子（以下，蛍光粒子標識抗T4抗体）を含む「反
応カップ②」から構成されており，それぞれの試薬は乾燥
試薬として封入されている。基板は，PMMAプリズム上に
金薄膜が成膜されたベースおよび蓋で構成されており，金
薄膜上にはT4標識ウシ血清アルブミン（T4-BSA）が固定
されている。このベースに蓋を接合させることで，金薄膜
上部に高さ約50μmの「免疫反応流路」が形成される。

3.2　反応原理
T4の測定は次のように行なわれる（Fig.	7）。まず，検体

が反応カップ①に分注され，T4結合タンパクからT4が解
離する（Step1）。つぎに，反応液が反応カップ②に分注さ
れ，蛍光粒子標識抗T4抗体が溶解しながら検体中のT4と
反応する（Step2）。このとき，血清中のT4濃度が高くなる
に従って蛍光粒子上の抗体へのT4結合量が増えるため，
抗体の結合サイトが減少する。つづいて，反応液が基板の
流路入り口に分注され，流路出口側から吸引されることに
よって反応流路内に送液される。このとき，血清中のT4
と反応しなかった蛍光粒子標識抗体が金薄膜上のT4-BSA
と反応することで，金薄膜近傍に蛍光粒子が捕捉される

（Step3）。Step3の反応速度は，蛍光粒子上の抗体結合サイ
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Fig. 4   Methods for preventing metal quenching.

1000
SPFS
Epifluorescence

100

10

1

0.1
102 103 104

fluorescent particle density［/mm2］
105 106

flu
or

es
ce

nc
e 

in
te

ns
ity
［

a.
u.
］

Fig. 5   Fluorescence intensity of SPF and that of epifluorescence 
method plotted against the number density of immobilized 
particles.

（外観図）

（上面） （裏面）

反応カップ①
（T4解離剤）

反応カップ②
（蛍光粒子標識
抗T4抗体）

QRコード
（検量線， 有効期限）

基板

42mm

免疫反応流路
（金薄膜上にT4-BSAを固定）

28mm

カップ
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トの量に比例するため，検体のT4濃度に反比例して低下
する。実際の検出系では，Step3の反応と同時に蛍光ナノ
粒子をレーザーで励起することによって，蛍光信号の時間
変化（レート値）を取得し，これをカートリッジ底面に貼
られたQRコードにあらかじめ記録された検量線情報に基
づいてT4濃度に変換し，最終的に測定結果が得られる。

また，この一連の測定動作（分注・撹拌・送液・検出・
濃度変換）は専用装置で自動的に行なわれるため，測定者
は検体・カートリッジ・消耗品をセットし，スタートボタ
ンを押すだけで簡単に検査することができる。

3.3　反応系開発のポイント
（1）蛍光ナノ粒子設計

前述のとおり，蛍光色素を消光防止層に内包させること
によって金属消光を解決し，高感度での蛍光測定方法を構
築した。ここでは，免疫反応測定への適用を考慮した蛍光
ナノ粒子の設計について述べる。
①粒子素材の決定

消光防止層は，蛍光発光に干渉しない光透過材料（SiO2，
各種ポリマー）が利用できるが，抗体などによる表面修飾
の容易さ，水系での分散安定性の観点からポリスチレン

（PS）を素材として選択した。
PS粒子に内包させる蛍光物質は，血清検体による蛍光

発光への干渉（吸収，自家蛍光）および測光系に使用され
るレーザーの汎用性の観点から励起波長660nm/蛍光波長
680nmの蛍光色素を選択した。
②粒子サイズの決定

SPF励起，免疫反応それぞれに対する粒子径の寄与の仕
方は異なっており，高感度かつ安定な信号を得るためには
両者の寄与を考慮した最適な粒径を選択することが重要で
ある。

SPF励起の観点では蛍光粒子径が大きいほど励起効率は
有利になる。SPRによる光増強電場は，表面から離れるに
従って指数関数的に減衰するため，表面から離れた位置に
ある蛍光色素は励起されにくくなるが，粒子内の蛍光色素
量が体積に比例して増加するので，結果的に蛍光粒子1個
当たりの蛍光量は増加するためである（Fig.	8）。一方，免
疫反応の観点では，蛍光粒子の重量％濃度が一定ならばサ
イズが小さいほどモル濃度が増加するため，反応効率が向
上する。さらに，免疫反応によって金薄膜上に捕捉された
蛍光粒子は，周囲の蛍光粒子に対して立体障害を引き起こ
し，反応効率を低下させることが起こりうるが，この点か
らもサイズが小さいことは反応効率に対して有利に作用す
る。つまり，SPF励起効率と免疫反応効率はトレードオフ
の関係となることから，粒子サイズの最適化が必要とな
る。蛍光粒子サイズと免疫反応効率およびSPF励起効率の
関係についてシミュレーションを行なった結果，最適粒径
はφ250nmと見積もられ，φ150 ～ 400nmの範囲で効率的
にシグナルが得られることが分かった（Fig.	9）。

以上の検討結果に基づき当社独自の蛍光ナノ粒子を開発
し，本免疫診断システムの反応系に採用した。

（2）ホモジニアス測定系の構築
一般的な免疫測定方法では，抗原抗体反応を行なった後

の未反応標識抗体を洗浄する洗浄操作（B/F分離）を行な
うヘテロジニアス法が行なわれているが，①廃液が発生す
る，②洗浄操作によって測定時間が長くなる，③測定装置
が大型になることから院内検査システムには不向きな方法
となっている。FDC	v-T4ではSPF法の「金薄膜近傍の標
識のみを励起する」という特長を活用し，B/F分離が不要
なホモジニアス測定を実現した。

3.2項で述べたように，蛍光粒子標識抗T4抗体をT4-
BSAを固定化した金薄膜上に供給することで蛍光ナノ粒
子が金薄膜上に捕捉される。このとき，マイクロ流路中で
反応液を一定速度で供給し，反応領域近傍の試料の濃度低
下（拡散律速状態）を防ぐことによって，反応速度を低下
させずに直線的で安定した信号が短時間で得られる。ま
た，SPFによる蛍光信号は，金薄膜上部に存在する蛍光ナ
ノ粒子による散乱の影響を少なからず受けるが，反応液が
供給され続けることで粒子濃度が一定となるため，散乱の
影響は時間変化せず，目的の抗原抗体反応のレート値には
影響しない（Fig.	10）。このように，測定方法としてレート
法を採用することで，洗浄を行なわずに目的の信号のみを
得ることを可能にし，短時間測定を実現しただけではな
く，装置の小型化にも成功した。
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（3）蛍光ナノ粒子の凝集抑制
血清中において蛍光ナノ粒子を標識とした免疫反応を行

なった場合，粒子が凝集し，緩衝液中よりも反応性が著し
く低下する問題があった。これを解決するため，本試薬で
は前処理試薬として血清中に高濃度の塩化マグネシウムを
添加することによって蛍光ナノ粒子の凝集を抑制し，反応
性の低下を改善した。これによって，検体を希釈せずに測
定することを可能にした（Photo	1）。	

4．FDC v-T4の臨床性能

4.1　相関性の確認
今回開発したFDC	v-T4の有効性を検証する目的で，動

物専門検査センターで使用されている化学発光酵素免疫測
定法（CLEIA法）8）を対照法としてイヌ血清での相関性を
確認した。

FDC	v-T4はCLEIA法に対し相関係数（r）＝0.958と良好
な相関性を示した。また，回帰直線（y＝ax＋b；x：CLEIA
法，y：FDC	v-T4）の傾き（a）・切片（b）は，a＝0.972，
b＝－0.116であり，FDC	v-T4は，CLEIA法と同等のT4測
定値を示すことを確認した（Fig.	11）。この結果は，これま
で実施されていた外注検査と同等の検査を極めて短時間に
院内で検査できることを示している。
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4.2　同時再現性の確認
同一サンプルをFDC	v-T4で繰返し測定した場合の同時

再現性の確認を行なった。T4濃度の異なる3つの検査液を
用い，それぞれ10回繰返し測定した結果をTable	1に示し
た。いずれの濃度レベルにおいてもばらつきの尺度である
変動係数（CV）は6％以下であり，免疫測定試薬として十
分高い再現性（定量性）を有することを確認した。

5．まとめ

今回われわれは，動物用定量免疫診断システム富士ドラ
イケムIMMUNO	AUカートリッジ	v-T4および専用測定
装置富士ドライケムIMMUNO	AU10Vを開発した。検出
原理としてSPF法を採用することにより，通常の免疫測定
装置で必要であった洗浄工程を不要とし，コンパクトなシ
ステム設計を実現することで，動物病院施設内での簡単・
迅速なT4検査を可能にした。卓上タイプの検査装置であ
りながら，外注検査で使用されているCLEIA法との高い
相関性を示しており，高精度な検査結果を提供することが
できる。

当社は，動物病院市場において，生化学検査システム，
デジタルX線画像診断システムや超音波診断装置など多
岐にわたる製品をラインアップしており，さまざまな施設
に導入されている。今後，この免疫診断システムをプラッ
トフォームとし，T4以外の測定項目への展開を図ること
で免疫診断分野の拡充を行ない，さらなる動物医療の質の
向上に貢献していきたい。
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T4 level Low Middle High
1 1.26 4.24 6.01
2 1.08 4.29 6.13
3 1.24 4.34 6.15
4 1.25 4.41 6.00
5 1.20 4.44 6.40
6 1.20 4.37 6.41
7 1.21 4.16 6.49
8 1.06 4.50 6.31
9 1.15 4.11 6.13
10 1.13 3.95 6.78

Ave.（μg/dL） 1.18 4.28 6.28
SD（μg/dL） 0.07 0.17 0.18
CV（％） 5.9 4.0 2.9

（μg/dL）

Table 1   Reproducibility of measurements with FDC v-T4.




