
We have successfully developed and commercialized the “FUJI DRI-CHEM IMMUNO AU Cartridge vc-TSH and v-COR”, 
which is a quantitative immunoassay system for the measurement of the thyroid stimulating hormone (TSH) and cortisol (COR) 
in dog serum. Last year, we developed the “FUJI DRI-CHEM IMMUNO AU Cartridge v-T4” for the measurement of the thyroid 
hormone (T4). We have succeeded in providing a highly accurate diagnostic method for hypothyroidism in dogs by measuring 
T4 and TSH together. Furthermore, a rapid and simple method for diagnosing Cushing’s syndrome in dogs was achieved by 
measuring COR. In addition to the competitive method, we have constructed a reaction system using the sandwich method and 
introduced dilution measurements.

Abstract

1.	 はじめに

　近年の獣医学の発達は，ペットの平均寿命を大きく延ばす
ことに成功した。一方で，ペットの高齢化により発生しやす
くなる疾患も存在する。その代表的なものが，ホルモン分泌
異常による内分泌疾患であり，イヌの場合，首に位置する甲
状腺に関わる甲状腺機能低下症および，腎臓に隣接する副腎
に関わるクッシング症候群である。甲状腺機能低下症の診断
には，甲状腺ホルモンの一種であるサイロシキン（T4），お
よび甲状腺刺激ホルモン（TSH）の血中濃度が利用される。
また，クッシング症候群の診断には，副腎皮質ホルモンの一
種であるコルチゾール（COR）の血中濃度が利用される。し
かし，多くの動物病院では，ホルモン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数日を要し，そ
の場での治療ができない。よって，院内に導入できる小型
の即時検査システムが求められていた。このニーズに応え
るために，昨年，われわれはT4測定用動物用定量免疫測定
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」を開発し，報告した1）。

　本システムでは，標識として用いる蛍光粒子の検出原理と
して表面プラズモン増強蛍光法（SPF法）を採用した。従来
使用されている落射蛍光法では，上面からのレーザー光が免
疫反応で結合していない蛍光粒子も光らせてしまうため，未
反応蛍光粒子を除去するために洗浄が必要であった。SPF法
の場合，蛍光粒子が結合した金属薄膜に対して，下面から入
射角度を調節したレーザー光を照射し，表面プラズモン共鳴
（SPR）による近接場光を発生させることで，金属薄膜表面
に結合した蛍光粒子のみが発光する（Fig. 1）。洗浄工程が不
要のため測定時間は約10分と短時間であり，洗浄液や排水
設備も不要であるため，測定装置の小型化が実現できた。ま
た，検体，カートリッジ，消耗品を装置にセットし，スター
トボタンを押すだけの簡単操作も特長である（Fig. 2）。
　一般的に，抗体を用いた免疫反応を利用してホルモンなど
の抗原を測定する免疫測定方法は，2種類ある。分子量が数
万Daの抗原（TSHなど）の場合，2つの抗体で挟みこむこ
とによって測定する「サンドイッチ法」を行い，分子量が
1000以下で抗体で挟み込むことができない抗原（T4，COR
など）の場合には，抗原の標識体と検体中の抗原とで免疫反
応を競合させる「競合法」で行う。
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　今回，新たな測定項目として，サンドイッチ法を用いた
「富士ドライケムIMMUNO AUカートリッジvc-TSH」（以下，
FDC vc-TSHと略す），および，競合法を用い，検体の希釈測
定を採用することで広い測定ダイナミックレンジを実現した
「富士ドライケムIMMUNO AUカートリッジv-COR」（以下，
FDC v-CORと略す）を開発した。本報告では，FDC vc-TSH
とFDC v-CORの技術概要および臨床性能について述べる。

2.	 サンドイッチ法を使用したFDC	vc-TSHの開発

2.1	 TSH測定の意義
　TSHは，下垂体前葉から分泌されるホルモンであり，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TSHによって刺激され，甲状腺ホ
ルモン（T4，T3）の分泌が促進される。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
T4およびT3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T4
およびT3分泌量が調整されることになる（Fig. 3）1）。

　イヌ血清TSHの測定は，イヌ血清T4の測定と合わせて，
甲状腺機能低下症の診断に利用される。甲状腺機能が低下す
ると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，T4を分泌させようとTSH
の分泌が増え，血清TSH濃度は高値となることが知られて
いる。診断には主に血清T4濃度を用いるが，血清T4濃度は
他の疾患の影響を受ける場合があり，同時に血清TSH濃度
を測定することで，診断の確度を高めることができる1）。

Fig. 2　Quantitative immunoassay system for the measurement of TSH and COR in dog serum.

Fig. 1　Schematic drawings of the a) epifl uorescence and b) SPF methods.
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2.2	 FDC	vc-TSHの測定原理
　サンドイッチ法のTSHの測定は次のように行われる（Fig. 4）。
（1） 血清検体が反応カップに分注されると，抗TSHモノク

ローナル抗体で標識した蛍光粒子（以下，蛍光粒子標識
抗TSH抗体と略す）が検体中のTSHと反応する［Step1］。
このとき，血清中のTSH濃度に比例して蛍光粒子上の抗
体へのTSH結合量が増える。

（2） 反応液が免疫反応流路内に送液される。免疫反応流路内
に設けられた金薄膜上には抗TSHモノクローナル抗体

（以下，抗TSH抗体と略す）が固定化されており，TSH
結合量に比例して金薄膜に蛍光粒子標識抗TSH抗体が捕
捉される［Step2］。SPF法により得られた蛍光量をもと
に，装置が自動的にTSH濃度に変換し，測定結果が得ら
れる。

2.3	 反応系開発のポイント：サンドイッチ法における
偽反応の抑制

　抗原抗体反応を利用した免疫反応系では，非特異反応によ
り測定誤差が生じる可能性がある。特に，サンドイッチ法に
おいては，血清検体中に存在する異好抗体等の非特異反応原
因物質による偽反応の問題がある。異好抗体が存在する場合，
蛍光粒子で標識した抗体と金薄膜に固定化された抗体とが異
好抗体を介して結合することで蛍光信号として検出されてし
まう。その結果，異常高値となって検出されてしまう懸念が
ある。
　今回，このような問題の対策として，非特異反応原因物質
を吸収する非特異反応抑制剤を新規に開発した。対策をしな
かった場合には，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）を対照法とした場合に異
常高値と測定された血清検体においても，本抑制剤を用いる
ことで改善することができた（Fig. 5）。

Fig. 4　Principle for measuring TSH in dog serum using FDC vc-TSH.

Fig. 3 Negative feedback mechanism for the adjustment of thyroid 
hormones.

Fig. 5　Effect of inhibition of a nonspecific reaction.
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2.4	 臨床性能
（1）相関性の確認
　今回開発したFDC vc-TSHの有効性を検証する目的で，
CLEIA法を対照法としてイヌ血清での相関性を確認した。
　FDC vc-TSHはCLEIA法に対し相関係数（ｒ）=0.983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 vc-TSH）の傾き（a）・切片（b）は，a=0.941，
b=0.077であり，FDC vc-TSHはCLEIA法と同等のTSH測定
値を示すことを確認した（Fig. 6）。

（2）同時再現性の確認
　同一サンプルをFDC vc-TSHで繰返し測定した場合の同時
再現性の確認を行った。TSH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。

3.	 競合法を使用したFDC	v-CORの開発

3.1	 COR測定の意義
　CORは副腎皮質から分泌されるホルモンであり，その血
中濃度は，視床下部-下垂体-副腎皮質の間で次のように調
節されている。副腎皮質は副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）
によって刺激され，CORの分泌が促進される。下垂体前葉
は視床下部から分泌されるACTH刺激ホルモン（CRH），ア
ルギニンバソプレシン（AVP）によって刺激され，ACTH分
泌が促進される。一方，血液中のCOR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COR分泌量が調整されることになる
（Fig. 7）2）。

　クッシング症候群は，血液中のCOR濃度が異常に高くな
る病気で，イヌに多い内分泌疾患のひとつである。クッシン
グ症候群を診断するための基本的な検査としてACTH刺激試
験が広く行われている。クッシング症候群には下垂体性及び
副腎腫瘍性があるが，いずれの場合もCORを分泌する力が
高まっており，そのためACTHを投与するACTH刺激試験を
行うことで通常よりも多くのCORが分泌される。ACTH投与
後のCOR濃度が決まった値よりも高値の場合，クッシング
症候群と診断する3）4）。

3.2	 FDC	v-CORの測定原理
　競合法のFDC v-COR測定は次のように行われる（Fig. 8）。
（1） 血清検体が反応カップ①に分注される。すると，血清中

のCOR結合グロブリンと解離剤が溶解しながら反応し，
フリーのCORが生成する［Step1］。

（2） 反応カップ①の反応液が反応カップ②に分注され，抗
CORモノクローナル抗体で標識した蛍光粒子（以下，蛍
光粒子標識抗COR抗体と略す）が検体中のCORと反応
する［Step2］。このとき検体中のCOR濃度に比例して
蛍光粒子上の抗体へのCOR結合量が増えるため，抗体
の結合サイトが減少する。

（3） 反応液が免疫反応流路内に送液される。免疫反応流路内
に設けられた金薄膜上にはCOR標識ウシ血清アルブミ
ン（以下，COR-BSAと略す）が固定化されており，COR

Fig. 6　Correlation between CLEIA method and FDC vc-TSH.

Fig. 7　Negative feedback mechanism for adjustment of cortisol.

Table 1　Reproducibility of measurements with FDC vc-TSH.
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結合量に反比例して金薄膜に蛍光粒子標識抗COR抗体
が捕捉される［Step3］。SPF法により得られた蛍光量を
もとに，装置が自動的にCOR濃度に変換し，測定結果
が得られる。

3.3	 反応系開発のポイント：希釈測定による高濃度
測定の実現

　ACTH刺激試験によるクッシング症候群の診断に際して
は，CORの測定範囲上限は30.0μg/dLまでで充分であり，
FDC v-CORでは血清検体をそのまま測定する場合の測定範囲
を1.0μg/dL ～ 30.0μg/dLとした3）4）。しかし，われわれ
の調査において，病気の状態の把握や今後の治療方針の計画
等に役立てるために，ACTH刺激試験後に30.0μg/dLを超
える高値となった場合にも，正確なCOR濃度測定が求めら
れる場合があった。そこで，通常の測定に加え，高濃度域の
測定も可能な希釈測定（測定範囲：COR濃度1.0μg/dL ～
50.0μg/dL）も可能な反応系を開発した。
　希釈測定を精度よく行うためには，希釈液の選定と反応条
件の設定が極めて重要である。今回，安価かつ，獣医学分野

で入手が容易な生理食塩水を希釈液に選定し，最適な反応条
件を設定することで，希釈測定を実現した。測定操作に関し
ても，秤量器具の準備や，用手による煩雑な希釈操作を廃し，
測定装置の希釈モードを使用することで，自動での希釈測定
を実現した。

3.4	 臨床性能
（1）相関性の確認
　今回開発したFDC v-COR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CLEIA法を対照法とし
てイヌ血清での相関性を確認した。
　FDC v-CORはCLEIA法に対し相関係数（r）は，無希釈で
はr=0.931，希釈ではr=0.963と無希釈・希釈共に良好な相
関性を示した。また，回帰直線（y=ax+b; x：CLEIA法，y：
FDC v-COR）の傾き（a）・切片（b）は，無希釈ではa=0.939，
b=0.840，希釈ではa=0.999，b=0.285であり，FDC v-CORは，
無希釈・希釈共にCLEIA法と同等のCOR測定値を示すことを確
認した（Fig. 9）。この結果は，これまで実施されていた外注検
査と同等の精度の検査を院内で実施できることを示している。

Fig. 8　Principle for measuring cortisol in dog serum using FDC v-COR.

Fig. 9　Correlation between CLEIA method and FDC v-COR (left: without dilution, right: with dilution).
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（2）同時再現性の確認
　同一サンプルをFDC v-CORで繰返し測定した場合の同時
再現性の確認を行った。無希釈測定ではCOR濃度の異なる
3つの検査液，希釈測定ではCOR濃度の異なる4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 2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5％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。

4.	 まとめ

　今回，われわれは，動物用定量免疫測定試薬富士ドライケ
ムIMMUNO AUカートリッジvc-TSHおよび富士ドライケム
IMMUNO AUカートリッジv-CORを開発した。イヌの甲状腺
機能低下症の診断に際しては，昨年開発・上市したT4測定
と共に，TSHの測定を行うことで，高い精度の診断法を提供
することに成功した。また，イヌのクッシング症候群に対し
てCORによる迅速・簡便な診断法が完成した。
技術面においては，競合法に加え，サンドイッチ法での反応
系構築を成し遂げ，また，システムにおける希釈測定の導入
も実施した。今後は，本システムのプラットフォームを利用
し，測定項目の拡充を行うことで，動物病院施設内での簡単・
迅速な検査を実現し，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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Table 2　Reproducibility of measurements with FDC v-COR (left: without dilution, right: with dilution)
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