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《使用経験》

Gastrinのradioimmunoassayの基礎的検討

一Wilson抗gastrin血清を用いる二抗体法と

　　　Gastrin　kit（Dainabot）法との比較について一

打　矢　　　透＊　矢　花

高　須　重　家＊　谷　内

剛＊　　角　本　芳　隆＊

昭＊　和田武雄＊

緒　言

　われわれはモルモット抗ブタgastrin血清（Wil・

son　Lab．）を用いて二抗体法によるradioimmun－

oassay（以下RIA）を確立1）・2）して血中および組

織内immunoreactive　gastrin（以下IRG）の質的

・ 量的分析を行うと共に，その生理学的・病態生

理学的意義について報告3）’4）・5）してきた．最近

gastrin　kit法の登場に伴ってその実用性の吟味か

らほぼ応用可能性が認められてきたが，なお多少

の差異・変動についての基本的検討が必用と考え

られる．

　さきには従来の二抗体法とgastrin　kit（CIS製

注1う法の基礎的吟味を行い問題点を指摘して報

告6）したが，今回はダイナボットRI研究所で開発

されたgastrin　kitについての対比的知見を発表

する．

　注1）CIS：CEA・IRE・SORIN　association

方　法

　二抗体法によるRIAは既報1）・2）のごとくである

が，今回用いた抗血清（Wilson　Lab．，　lot　no．
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155142，1：5，000titre）は血清蛋白による非特異

的抑制現象が強く，標準直線作成にあたっては，検

体が血清である場合にはdextran－coated　charcoal

処理ヒト・プール血清を用い，血清以外を測定す

るさいにはウシ血清albumin（以下BSA）加O．・Ol

M－phosphate　O．15M　NaCl　buffer　solution（BSA

－PBS，　pH　7．4，　BSA：100mg／d1）およびヒト血

清albumin（以下HSA）加PBS（HSA－PBS，　pH

7．4，HSA：250mg／dl）を用いる必要がある．

　一方gastrin　kit（Dainabot製，以下GK－D）は

gastrin　kit（CIS製）と同様結合型と遊離型の分離

にdextran－coated　charcoalを用いるいわゆる一

抗体法で，第一抗体としては家兎抗合成ヒト「gas－

trin血清を用いている．両法ともにB／T値（B：

bound　cpm，　T：total　cpm）によって標準直線を

得る．

　その他の基礎的吟味の手順は既報6）の通りであ

るが，なお2，3の点を以下に抄述する．

　1）試料蛋白質の種類およびその濃度のB／T

，値に及ぼす影響：ヒト血清albumin，ウシ血清

albumin，　egg　albuminおよびウシ血清γ一910bulin

について各種濃度にわたるB／T値への影響をみ
た．

　2）他の消化管ホルモンの交叉反応性：各種濃

度のCholecystokinin－Pancreozymin（以下CCK／

PZ），　Caeruleinおよびt－Amyloxycarbonyl（以下

AOC）－tetrapeptideについて両RIA系に対する

干渉作用を調べた．
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Fig．1　Standard　curve　in　gastrin　kit（Dainabot）．
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Fig．2　Effects　of　serum　protein　on　B／T　ratios　in

　　　double　antibody　RIA　system　（top）and

　　　gastrin　kit（bottom）．

　　　　RIA：radioimmunoassay，　BSA　l　bovine

　　　serum　albumin，　EA：egg　albumin，　BGG：

　　　　bovine　serum　γ一globulin，　HSA：human

　　　　serum　albumin．
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Fig．3　Cross・reactions　of　various　gastrointestinal

　　　　hormones　in　both　RIA　systems．

　3）同一血清についての測定値の比較：各種の

病的血清を2分し，同時に両法を用いて測定成績

を比較した，

　4）抗体の質的差異についての検討：Yalow

and　Berson7）’8）のいわゆるbig　gastrinおよび

little　gastrinをとらえる上で両者を比較した．悪

性貧血患者血清（二抗体法によるgastrin値：

2，970P9／ml）とsystemic　lupus　erythematosusの

剖検時に得られた十二指腸粘膜の煮沸抽出液（二

抗体法によりgastrin値を11，200pg／mlに調整）

おのおの1mlをSephadex　G－50，　fineカラム（1

×50cm）で分画し，各1ml中のIRGを測定して

溶出曲線を作成した．

成　績

　1）RIA法：二抗体法において半対数グラフ

上60－1，000pg／mtの間に直線を示すが，1251標識

合成gastrin（以下1251－SHG）結合能はbuffer系

で41．8％，dextran－coated　charcoal処理ヒト・プ

ー ル血清を用いた系では35．7％，また処理前血清
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を用いた系では31．1％と差異が認められ，血

清蛋白による非特異的干渉が認められる．

　一方GK－DではFig．　1のごとく25－800P9

／mtの間で直線を示し，再現性は良好である．

1251－SHG結合能は64．　0％に達し，二抗体法

に比較して著しく高い．

　2）試料蛋白質の種類とその濃度のB／T値

へ及ぼす影響：Fig．2のごとく二抗体法では

蛋白質の種類およびその濃度によるB／T値

への影響をみると，使用した4種類の蛋白質

はいずれも49／dl以下でほとんど影響を認め

ないが，8　9／dlではB／T値の低下を示し，中

でもウシ血清albuminの影響は比較的大きい．

　一方GK－Dでは濃度29／dl以下の場合に

はいずれの蛋白質もB／Tへの影響が大きい

が，2－8　g／dl間においてはほぼ平衡状態を示

し，中でもウシ血清γ一globulinは1　9／dtで

すでに平衡に達して他の蛋白質添加の場合に

比較してやや高いB／T値を示した．ヒト血

清albuminとウシ血清albuminはほぼ同じ

態度を示す．

　3）他の消化管ホルモンの交叉反応性：

Fig．3のごとく二抗体法ではCaeruleinおよ

びAOC－tetrapeptideは共1こ1，　OOOpg／mlL！上

で直線的に抑制する．またCCK／PZはIO”2

1vy　Dog　units／ml以上で抑制効果が著明とな

る．

　一方GK－Dでもほぼ同程度にCaerulein，

AOC－tetrapeptideおよびCCK／PZの交叉反

応性を認める．

　SHGが100P9／ml時の抑制能を1とする

と，二抗体法ではCaerulein　O．175，　AOC－

tetrapeptide　O．074，またCCK／PZはO．　045

1vy　Dog　u．相当で，　GK－Dではそれぞれ

P9／ml
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0．20，0．005および0．01Harper　u．相当で，中で

もCaeruleinの交叉反応性が大きく二抗体法と近

似する点が注目された．

　4）同一血清についての測定値の比較：Fig．4

のごとく二抗体法に比較してGK－D法はやや低

値の傾向にある（y＝0．72x十15，2）が，両測定法
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　　，違・’°

647

γ＝0．89

p＜0．OOl

　O
　　　　lOO　　　200　　　300　　　400　　　500　　　600　pg／ml

　　　　　　　Double　Antibody　System

Fig．4　Relation　of　serum　gastrin　levels　between　double

　　　antibody　method　and　gastrin　kit．
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　Fig．5　Comparison　of　gel　filtration　patterns（on

　　　　Sephadex　G－50）of　immunoreactive　gast「in　in

　　　　serum　between　double　antibody　method（top）

　　　　and　gastrin　kit（bottom）．

の結果は良好な相関性を示す（r＝O．　89，P〈

0．001）．

　5）抗体の質的差異の検討

　a）血清IRGパターソ1悪性貧血血清のゲル

濾過IRGパターンはFig．5のごとくで，両方法

ともRISAとi251－insulinの間に溶出ざれるいわ
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Comparison　of　gel　filtration　patterns（on

Sephadex　G－50）of　immunoreactive　gast「in

in　tissue　between　double　antibody　method

（top）and　gastrin　kit（bottom）．

ゆるbig　gastrin分画が主体を成す．二抗体法で

2，970P9／ml，　GK－D法で3，000　P9／mlとほぼ一致

するが，insulinのピークよりも早く溶出される分

画をbig　gastrinとすると，二抗体法で2，010P9

（67．6％），GK－D法で2，120P9（70．　9％）とほぼ同

じ結果であった．

　b）組織内IRGパターン：十二指腸粘膜エキ

スのゲル濾過IRGパターソはFig．6のごとく両

方法ともRISAと1251－insulinの間に溶出される

big　gastrin分画と，1251－insulinよりも遅れて

溶出されるSHG分画に一致するいわゆるlittle

gastrin分画の2峰性を呈す．二抗体法による試料

中のIRGは11，200　P9／ml，　GK－D法で測定する

と33，400pg／mlと3倍も高い結果を示した．しか

しbig　gastrinは二抗体法では5，947　P9（53．1％），

GK－D法では14，128　P9（42．3％）で，　big　gastrin

検出率としては二抗体法の方が比較的大きい傾向

を示した．

考　察

　GastrinのRIA実施上の問題点については，こ

れまでも数回にわたり報告1）・2）・6）してきた．gas－

trin　kit法が普及するにつれてその臨床応用成績

が報告されてきた9）・1°）が，測定法間の長所・欠点

に関する基礎的検討は必ずしも十分とはいえない．

著者らは従来の二抗体法とgastrin　kit（CIS製）法

とも対比検討し，dextran－coated　charcoa1の物理

化学的吸着現象を応用して結合型（B）と遊離型

（F）を分離するgastrin　kit法の限界を検討する

と共に，両測定値の差異は抗体そのもののもつ質

的差異に基く結果であることを報告した6）．

　今回，臨床応用が進められつつあるgastrin　kit

（Dainabot製，以下GK－D）についてもこれらの

点を検討する機会を得たが，本法においても家兎

についての抗SHG血清が用いられて，いわゆる

BとFの分離iにはdextran－coated　charcoa1が用

いられる，あらためて本法についても従来の二抗

体法との間に成績を比較検討してその特徴と問題

点を考えてみたい．

　GK－Dの抗体の1251－SHG結合能は64％と高く

半対数グラフ上25－800pg／mlの間で直線的抑制

を受け再現性も良好であるが，25pg／ml以下につ

いては必ずしも再現性はよくない，したがってこ

の濃度領域における測定値のとり扱いについては

慎重を要する．二抗体法ではその結合能は40％に

なる様に第一抗体の稀釈をはかっているが，60－

1，000pg／mlの間で直線性を示し，かつその再現

性は極めて良好であり，両測定法間の優劣はつけ

がたい．一般にRIA上の結合能は40－60％程度

が望ましいとされているが，条件設定の吟味を行

うことによって20％前後でも標準直線の作成はも

とより，実測にあたっても支障はない1〕，2）．RIA

の実際にあたっては抗体の結合能の大小ばかりで

なく，そのspecificityも重要であることを教えら

れた．

　血清蛋白質の反応系への影響をみると，この場

合の干渉は無視できず，non－specific　inhibition

の主因となり得ることを明らかにした．事実従来
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の二抗体法でも抗血清のlotによってはかなりそ

の点が大きい場合があり，この場合にはdextran－

coated　charcoal処理によって得られた無gastrin

血清を用いて標準直線の作成をはかる必要がある．

GK－Dにおいても蛋白質の種類およびその濃度に

よる反応系への影響は大きいと考えねばならず，

特に蛋白質濃度19／dl以下の，血清以外の組織抽

出物等について測定する際には留意すべき点であ

る．これが蛋白質による第一反応（抗原一抗体反

応）における直接的抑制現象か否かについては必

ずしも明らかにし得ないが，各種の異った物理化

学的特徴をもつ蛋白質から成る血清の反応系への

影響はかなり複雑と考えられ，鬼原ら11）もinsulin

のRIAについて同様のことを指摘している．今

回の成績では各種蛋白質の中でもウシ血清γ一glO・

bulinで高いB／T値が得られ，その濃度19／dl以

上で比較的安定している点から推測して，γ一glO・

bulin濃度のGK－D法における意義は重要であろ

う．しかしGK－Dはgastrin　kit（CIS製）に比較

すると蛋白質による影響は比較的少ない印象を受

けた6）．

　次に両測定法における他の消化管ホルモンの交

叉反応性について検討するとほぼ似た結果が得ら

れた．すなわちSHGの抑制能を1とすると，二

抗体法ではCaerulein，　AOC－tetrapeptideおよび

CCK／PZはそれぞれ0．175，0．074，および0．045

1vy　Dog　u．相当であるのに対して，　GK－Dでは

それぞれ0．20，0．005，および0．01Harper　u．相

当と推測されCCK／PZおよびAOC－tetrapeptide

に関しては松尾ら9）の成績に一致するが，Caeru・

！einによる交叉反応は予想外に大きい．またgast－

rin　kit（CIS製）に比較してGK－DではCCK／

PZおよびCaeruleinの交叉反応性が大きい結果を

得た6）が，同じく抗SHG血清を用いる系の間に

おける交叉反応性の差異という点において興味深

い．いずれの測定法においてもCCK／PZはこの

反応系に対して影響するものと考えられるが，

Reeder12）らのRIA上の成績から推測すると実際

問題としてはCCK／PZの影響は少ないもののよ

うである．しかし，将来高感度のgastrin－RIAを

649

手にする際には留意すべき点であろう．

　次に同一血清の測定値を比較したが，両者間に

は良い正の相関関係が得られ，さきに報告6）した

gastrin　kit（CIS製）に比較するとGK－Dの方が

二抗体法に近い結果を示した．松尾ら9）もモルモ

ット抗ブタgastrin血清（Wilson　Lab，，1：25，000

titre）を用いたレジン法との比較を行い極めて

良好な相関性（r＝0．989，P〈0．001）を得て報告

している．もちろんこれらの方法の中で2方法の

結果が一致したからといって直ちに血清gastrin

を正確にとらえているとは限らないが，同じく

SHGで免疫して得られた家兎抗血清でも血清

gastrinをとらえる上で差異があり，　その一方が

むしろ抗ブタgastrin血清を用いた二抗体法に近

い結果を示したことは興味ある現象である．

　さらにYalow　and　Berson7）’8）によって提唱さ

れたbigおよびlittle　gastrin分画パターンの比較

を行うと，血清と組織間には著しい差異が認めら

れた．すなわち悪性貧血血清IRGは二抗体法で

は2，970　P9／ml，　GK－Dでは3，000　P9／mtと一致

し，big　gastrin分画もそれぞれ，2，010P9（67．・6

％），2，120pg（70．9％）とほぼ一致を示した．し

かし組織抽出液内IRGを測定すると二抗体法で

は11，200　P9／ml，　GK－Dでは33，400　P9／mlと後

者が約3倍の高値を示した．このゲル濾過分析に

よる分画内蛋白濃度は0．25g／dl前後で，　GK－D

を用いて測定する際には添付無gastrin血清を用

いて補正しているから蛋白濃度のRIA系に及ぼ

す影響は比較的少ないと推測されるが，今後に検

討の余地をのこす．big　gastrinの検出率は二抗体

法では53．1％，GK－Dでは42．3％と前者で高い傾

向が認められた．

　以上のような血清の場合と異なる差異の理由で

あるが，これは組織内IRGの中にはbig　gastrin

分画であれ，little　gastrin分画であれ，それらの

抽出法が煮沸という単純な方法であるため分子量

の似た非特異的共通抗原物質をとらえている可能

性を否定できない．このような観点からすれぽ，

抗体の力価ばかりではなく，そのIRG分画パタ

ー ンの上からも抗体の質的差異を検討することが
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有意義といえよう．

　一方既報6）のごとくgastrin　kit（CIS製）にょ

る血清IRG測定値は二抗体法の20％程度であっ

たが，組織内抽出液内IRGは二抗体法の結果と

ほぼ一致し，そのIRG分画パターンの差異も少

なかったが，これらの結果はbigおよびlittle

gastrin識別能ばかりでなく抗血清の力価がまた

重要な役割を成すものと推測される．

　最近Hansky13）らはgastrin－1（non－sulfated

type）とgastrin－II（sulfated　type）に等しく反応

する抗SHG血清と，　gastrin－1に反応するがgas・

trin－IIにはほとんど反応を示さない抗SHG血清

を手にして血清gastrinの測定を行うと，前者は

後者の約2倍の値を示し，さらに後者では十二指

腸潰瘍で正常対照群よりも低値を示すことを認め，

その理由は血中を循環するgastrinがいわゆる

gastrin－IIを主体とするためと推測している．　Big

gastrinにも1とnが存在することがGregory14）

らにより明らかにされており，さらにbig　big

gastrinの存在についても確定15”16）しているから，

今後はgastrin－RIA上におけるこれらの点につい

ても検討することが必要であろう．Kit間の測定

値の差に関してもHanskyi3）らの指摘するgastrin

Iおよびliの交叉反応性上の差異の影響も否定で

きまい．

　以上血清を対象とする際にはGK－Dが，組織を

対象とする際にはgastrin　kit（CIS製）6）が二抗

体法の結果に近い値を示したが，血中gastrinを

測定する臨床応用上の方法としては，二抗体法に

おける第一抗体の入手法およびRIA系の繁雑さ

からみてGK－D法の利用価値が大といえよう．

結　論

Gastrinのradioimmunoassayの上で，　Wilson

抗ブタgastrin血清を用いる二抗体法とgastrin

kit（Dainabot製），以下GK－D法について基礎

的検討を行い以下の成績を得た．

　Cl）二抗体法では血清gastrinレベル60－1，000

P9／mlの間，　GK－D法では25－800P9／mlの間で

測定可能であり，よい再現性が得られた．

　（2）GK－D法では二抗体法に比較して蛋白質お

よびその濃度変化の影響を受け易く，低蛋白濃度

試料を対象とする際にはその補正に留意する必要

がある．二抗体法においても蛋白濃度のB／T値

に対するnon－specific　inhibitionの主因になる

ものと考えられる．

　③他の消化管ホルモソ間の交叉反応性は，抗

血清作製上の差にもかかわらず両方法間には著し

い差は認められなかった．

　（4）血中および組織内IRGの分画分析結果は，

血清では両方法間に差を認めないが，組織では

GK－D法が高値を示し，　big　gastrin検出率の上

においては二抗体法よりも低率を示した．

　以上より血清を対象とする限りGK－D法は二

抗体法との間に極めて近似の成績が得られ，方法

上の簡易さからみて臨床応用意義は評価されてよ

いものと考えた．
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