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　　　　　　　に合併する肝疾患における血清AFP含量
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Lはじめに
　Abelev1）およびTatarinov2｝が，それぞれ，1963

年および1964年に，肝癌における胎児蛋白（αフ

ェトプロティンー以下AFPという）の出現を報

告して，癌抗原の存在の可能へ糸口を開いたが，

その後，臨床的に多くの追試が行われ，血清AFP

の定量が原発性肝細胞癌の診断，病状経過，治療

およびr・後判定に役立つことが報告されてきた．

　AFPは，分子量約65000の糖蛋白で，胎児の肝

臓と卵黄嚢で産出される3）が，機能および役割は

あまり明らかになっていない．むしろ，血中ある

いは組織内のAFP濃度の意義が問われているの

が現状である．AFP発見の当初は，ゲル内免疫沈

降反応によ・、て定量がなされたが，感度が十分で

はなく，臨床研究が進むにつれて感度の改善が要

求された．

　1971年，ラジオイムノアッセイ（以下RIAと

いう）が可能となって4）・5），原発性肝細胞癌およ

び睾丸，卵巣の悪性奇形腫以外の主として肝疾患

および妊娠の血清中の含量が測定できるようにな

り，臨床的価値はさらに拡大した．

　一方，RIAの技術が改良されて，簡単なキット

になり，臨床検査室での使用が容易にな・，ている．

　今回，ドイツヘキスト社べ一リングベルケで開

発されたリアグノスト⑪AFP（RIAgnost⑱AFP

（ポリエチレングリコールー以下PEGという一に

よるB／F分離法を採用）を入手したので，基礎試

験を行うとともに，RIA以外の定量法である一元

免疫拡散法および逆受身赤血球凝集反応との比較

を行い，さらに，当院に通院している慢性日本住

血吸虫症の患者の血清AFP含量を測定し，合併

している肝疾患との関係について若干検討した．
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1．キットの内容

1）AFP－（125D約100　ng，1251として製造日に

2μCi以下，凍結乾燥．

m／にして使用する．

バイァル．使用時，20

Key　words：　AFP，　radioimmunoassay，　chronic　Schi－

stosomiasisjaponica，　liver　diseases
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　2）抗AFP家兎血清，凍結乾燥．1バイアル．

使用時，20m1にして使用する．

　3）標準AFP溶液，濃度は，0，34，68，136，

272，544ng／m1のバイヤル6本．凍結乾燥，各バ

イヤルをO．5　mlにして使用する．
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検体希釈液7．5m1，凍結乾燥．

PEG緩衝溶液55　m1，1バイアル．

テスト血清，凍結乾燥0．5m1，1バイアル．

操作法
　各バイアル中に含まれる凍結乾燥状の試薬に，

指示通りの量の滅菌蒸溜水を加えて溶解させた．

　標準曲線（検量線の作り方）：標準AFP濃度

（34ng／m1）のバイアルから，キット中の検体希釈

液を用いて希釈し，17および8．5ng／m1の標準溶

液を追加調整した．

　各標準溶液から100μ1（duplicateで）と一，て，

ポリスチレン試験管（3～5m／入り）に入れ，次い

でAFP－（1251）液を200　m1抗AFP血清溶液を200

μ1を続けて各試験管に加え，ボルテックスミキサ

ー で撹絆後，室温に静置して，インキュベートし

た．終了後，PEG緩衝溶液を500　＃ノ加え，よく

混和してから1000920分間，4℃で遠沈し，上清

を捨てて，沈渣を1分間γカウンタで計測した（B

cpm）．片対数グラフの横軸（対数H盛）にAFP

濃度をとり，それぞれの濃度に対し，縦軸に濃度

Ong／m1の場合の沈渣のカウント（B。）に対する各

濃度の沈渣のカウント数（B）の比（B／B。）をプロ

ットし標準曲線を作った．

　検体のAFPの定量：同時に検体100μ1ずつ使

用して，同様の操作により，Bcpmを求めB／B、、

を計算して，上で作った標準曲線の縦軸（B／B。）に

照合して横軸のAFP（ng／ml）を読みとった．

　なお，血清中AFPが標準曲線の測定範囲を超

える場合は，キット中の検体希釈液で適当に希釈

し，測定範囲内で検量できる濃度にして定量し，

希釈倍数で補正し，定量した．

II1．結　　果

L　基礎的検討

（りインキュベーション条件および抗体・AFP一

（125D結合率：2．の「操作法」において，インキ

ュベーションを室温で3，4，5，6時間および4℃

で24時間行．、た場合の各AFP濃度におけるBIB・，

の変化を調べ，さらに，キット5ロットについて，

Ong／mlにおける抗体・AFP－（125D結合率を全カ

ウント数（T）に対する比（B。／T）で求めた．B／B，，

の変化をFig．1に示した．図から3～6時間のイ

ンキュベーションでは差がなく，また，4°C24時

間でもほぼ一定していた．

　抗体・AFP－（1251）結合率は，5ロットについて，

32．O，35．0，37．5，37．8，39．7°、，であり，いずれも30

％以上であった．

　（2）intraassayおよびinterassayのバラツキ：

上で求めたインキュベーション条件により，標準

曲線上のAFP含量について，低値，中値，高値

をきめ，2ロットについてそれらの濃度を含む患

者血清を，同一検体から10回ずつ定量し，変動係

数を求めた．さらに，低，中，高値のAFPを含

む同一患者血清について，同日に，別々の3ロッ
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Fig．1　Bound　rate　related　to　incubation　time
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トで測定し，各レベルでの測定値の変動係数を求

めた．
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Fig．2

　　40　　　100　　　　　ng／ml
　Standard　AFP

Standard　curve　of　AFP

　標準曲線をFig．2に，　AFP低，中，高値それ

ぞれ10回測定の平均値，標準偏差，変動係数を

Table　1に示した．変動係数はいずれも10％以内

に収まった．また，同一検体を違う3ロットで測

定した場合の測定値（10回測定の平均値）の変動

係数は10％以内を示し（Table　2）ロットの違いに

よる差はなかった．

　（3）回収率：健常人血清および患者2例の血清

に，既知量のAFP標準溶液（べ一リングベルケ

製人血清AFP，ロット2575C，濃度33　mg／d1，　M

RC標準品72／277で検定済）を添加して試料を作

り，AFPの含量を定量し，理論値に対する比を計

算して回収率とした．結果をTable　3に示した．

3例の平均回収率は99．6％であった．

　（4）抗血清の特異性：AFPと物理化学的性質の

似ている人血清アルブミンと，キット中の抗AFP

血清との交叉性を調べるために，市販の人血清ア

ルブミン（べ一リングベルス製ロット5306B，粉

末）から，濃度6，3，1．5μ9／m1，750，375，187．5，

93．75，46．875，0ng／m1の溶液を作って試料とし，

2．の「操作法」により，B／B。を求めた．なお，

人プール血清についても同様のことを行い，他の

Table　l　Intraassay　variation　coe缶cient　of　the　assays　with　RIA－gnost　AFP

Lot　of
kit

low　AFP　sample

　　serum

intermediate

AFP　sample

　serum

high　AFP　sample

　　　serum

030
　m±S．D．
（AFP　ng／ml）

　C．V．（％）

45．4±2．56

　5．64

193．2±11．99

6．21

393．0土22．49

5．72

　m土S．D．
（AFP　ng／ml）

81．0土4．0

050 C．V．（％） 4．94

146．8：と5．50

　　3．74

318．〇二と25．95

　　8．16

Table　2　1ntraassay　variation　coe缶cient　of　the　assays　with　RIA－gnost　AFP

Serum　AFP　contents（ng／m1）
Lot　of　kit

low　AFP　serum intermediate　AFP　serum high　AFP　serum

030

040

050

39．6

38．6

36．6

117．2

120．8

123．6

318．2

300．6

310．0

m±S．D． 38．27±1．25 120．53：t2．62 309．6±7．19

C．V． 3．2％ 2．17％ 2．3％
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Table　3　Recovery　of　the　added　AFP

Components　of　sample

sample
（μ1）

added　AFP
（Ptl　of　ng／ml）

observed
（ng／ml）

theoretica1
（ng／ml）

recovery
　（％）

H．　　100 0 0

132

97．1

H． 50 500f　272 136

P－1　　100

P－1　　50

0 52
98．1

500f　272 159 162

P・2　　100 0

500f　272

＿9．…

141

103．7

P－2　　50 136

Mean　recovery 99．6％

H．：

P－1：

P－2：

serum　of　healthy　adult

serum　of　patient　l

serum　of　patient　2

B／B。

10U
・一一一一一一一i－・／ピ＼・／x ＼．／t
　　　　　　　　　　　albumm

Table　4　Comparison　of　the　3　diffe　rent　AFP　assays

Serum　AFP　content（ng／ml）
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Fig．3　Cross　reaction　with　anti　AFP　serum

血清蛋白との交叉性を調べた．B／B。をFig．3に

示した，人血清アルブミンとの交叉反応はみられ

ず，また人プール血清中の血清蛋白とも交叉性は

なかった．

　（5）一元免疫拡散法および逆受身赤血球凝集反

応法との比較：肝癌および肝硬変の患者7例の血

清を用い，市販の一元免疫拡散用ゲルプレート

（Mパルチゲンーα1一フェトプロテイン）を用いて

AFP含量を測定し，また，同一検体で，市販の

逆受身赤血球凝集反応用キット（FPテストモチ

ダ）を用いて半定量を行い，さらにリアグノスト⑬

AFPを用い，キットの検体希釈液で適当に希釈

して，AFPを定量し，3っの測定値を比較した．

一元免疫拡散用に用いた標準AFPはべ一リング

ベルケ製ロット2575C，含量33　mg／d1であった．

　肝癌，肝硬変の患者の血清AFPの3法による

測定結果をTable　4に示した．一元免疫拡散法と

RIA法の値は満足すべき一致をみた．また，逆受

身赤血球凝集反応は，半定量法であって，たとえ

ば，患者1．2のAFPは，正確には32，000と64，000

ng／m1の中間値と表示すべき値であり，その点を

考慮に入れれば，同法による測定値も満足すべき

一致を示すものといえる．

　（6）標準AFP溶液の同類他製品による測定：

同類他製品の標準AFPと比較するために，リアグ

ノスト⑧AFPの標準品のそれぞれをαフェト・
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Table　5　Assay　of　the　standard　AFP

the　said　level　of　　observed　level
　　　　　　　　　　　　　　　　　coincidencethe　standard　AFP　withαF－RIA　kit

　　Ong／ml

　34
　68
　136

　272

　544
K（90）＊

　　O　ng／ml

　37
　72
　142

　280

＞320

　95

　一　　％
92

94．4

95．8

97．1

94．7

（25％），慢性肝炎は20例中8例（40％），肝硬変は

34例中13例（38％），肝線維症は16例中3例（19％），

肝癌は17例中12例（70％）が21ng／m1以上であっ

たが，101ng／m1以上を示したのは肝硬変と肝癌

のみであった．501ng／m1以上を示した肝癌6例の

実測値は，0．71，1．04，1．12，1．20，16．5，157．5mg／d1

の高値を示した．

Mean　coincidence 94．8％ IV．考　　案

＊Control　serum（90　ng／m1）

リアキット（ダイナボット社製）で測定し実測値

を表示の値と比較した．αフェトリアキットは2

抗体法であり，蛋白濃度は馬血清で調製した．

結果をTable　5に示した．べ一リングベルケ製標

準AFPのほうが，ダイナボット社のそれより低値

であったが，よく一致した．

　2・　慢性日本住血吸虫症における血清AFP含

　　　量

　当院に通院している慢性日本住血吸虫症を合併

する肝疾患別に分類し，血清AFPをリアグノス

ト⑬AFPで測定した．患者は男84例女31例で

あった．結果をTable　6に示した．健常人では

20ng／m1以下であった．急性肝炎は20例中15例

　1959年Bersonら6）が，　RIAを開発して以来，

その普及には目覚しいものがあり，かなり経験が

積まれたが，主な問題点は3つの側面から集約で

きる．1つはアッセイ系から，第2は試料側から，

他の1つは標準物質からの問題である．前者の2

っについては，開発者自身のYalow7）が詳細に記

載しているが，技術上の問題以外に，RIAが実用

的に普及したことにより，標準物質の標準化の問

題がある．AFPの場合，1970年Nishi8）が分離精

製に成功し，その後他の研究者によって分離精製

された標準AFPが存在しているが，必ずしも一致

した値が得られていないことが報告されている9）．

本研究では，べ一リングベルケ製の標準AFPを

用いたリアグノスト⑱AFP標準溶液と，西信三

氏の標準AFPを用いたαフェトリアキットとの

Table　6　Serum　AFP　content　in　liver　diseases　complicated　to　Schistosomiasis　Japonica

0－10ng／ml 11－20ng／m1 21－100ng／m1　101－200　ng／ml　201－500　ng／m1501　ng／m1〈

Normal　● ●

acute　　　　　●●●●

hepatitis

●●●●●●●●●●●　　●●●●●

chronic　　　●●●●

active　H．

●● ●●●

chronic　　　●●●

hepatitis

serum　　　●●

hepatitis

● ●

liver　　　　　　　　　　 ●●●●●●●●　　　　●●●●●●●●●●●

cirrhosis　　　　　　　　　　　　　　●●●

●●●●●●●●●●●　　●

fibrosis　　　●●●●●●●　　　 ●●●●●●

hepatoma　●●●●● ●●●　　　　　　　　●

●gaStriC　metaStaSiS
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比較を行ったが，結果は前者が後者より幾分低値

であったが，よく一致した．これは，Keyserら9）

の結果と一致している．

　AFPアッセイに関する試料側の問題としては，

AFP，　RIAは他の多くのRIAと異なり，検体に

含まれる含量の範囲がきわめて広いため含量の多

い検体では希釈する必要があることであるが，そ

の場合，希釈液の選択には注意を要する．本研究

において，リアグノスト⑪AFPに備えられてい

る希釈液で希釈する限り，RIAと血清原液をその

まま用いる一元免疫拡散法による測定値とはよく

一致した．

　正常値については，Ruoslahtiら10），　Purvesら11），

Chayvialleら12），西13），　Masseyefrら14）の結果と

一致しており，平均して10ng／m1以下，範囲は0

～20ng／m1が一致した所見である．

　各種肝疾患の血中AFP含量については，本邦

の他の報告13）・15）では，いずれも500ng／m／以上

のものは50％以上であるが，本研究の対象におけ

る肝細胞癌においては，17例中わずか6例（36％）

であった点が注目される．日本住血吸虫症を伴う

肝細胞癌において，Yamadaら16）は，さきに320

ng／m1以上のものは13例中6例（46％）であり，こ

れに反し東京地区での肝細胞癌13例中10例（77％）

と差がみられたことを報告しており，今回の報告

もそれを裏付ける．日本住血吸虫症を基礎疾患と

した肝細胞癌で何故αフェト蛋白の血清濃度が高

くないものが多いかは興味ある問題であり，現在

検討を続けている．

V．結　　語

　1）　リアグノスト⑱AFPの適正インキュベーシ

ョン条件は，室温3，4，5，6時間あるいは4°C24

時間であった．

　2）低，中，高レベルにおけるintraassayおよ

びinterassayの変動係数はいずれも10％以内であ

った．

　3）　健常人あるいは患者血清に加えたAFPの

回収率は，ほぼ100％であった．

　4）　抗血清の特異性：キット中の抗血清は，人

血清アルブミンともプール血清中のいずれの血清

蛋白とも全く交叉しなかった．

　5）　一元免疫拡散法および逆受身赤血球凝集反

応と比較する場合，厳正な条件下ではRIAの値

と満足すべき一致をみた．

　6）　リアグノスト⑬AFPの標準品と西氏の標準

AFPとはよく一致した．

　7）　慢性日本住血吸虫症における血清AFP含

量は，全例114例中41例（36％）が21ng／ml以上

で，101ng／m1以上のものは肝硬変で1例，肝癌

で9例，そのうち6例は500ng／m1以上で，150

万ng／m1以上のものもあった．
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