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抽出操作を要しないACTH　RIA　Kitの改良
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　　　　　　　　　and　Refbrmation　of　the　Procedure．
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緒　　言

　1962年Lipscombら1）は，生物学的測定法によ

る血中ACTHの測定を初めて報告したが，手技

が複雑で一部の研究施設において利用されるにす

ぎなかった．その後免疫学的測定法も発表された

が，抗体価の高い抗ACTH血清が得られなかっ

たために，キットとしては実用化されなかった．

しかし近年になり，抗体価が高く特異性の点でも

優れた抗ACTH血清が得られるようになり，測

定キットも発売された．これらのキットは抽出操

作を必要とするものであり，日常の臨床検査には

利用されなかった．最近ミドリ十字社より，抽出

操作を必要としないキットが発売された．われわ

れはその測定法を検討したところ，感度の点で含

量の少い血漿中のACTHを測定するのに多少の

不満を感じたので，これに若干の変更を加えるこ

とにより，良好な成績を得ることができた．
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実験材料

　本キットは100検体用で，ベロナール緩衝剤1

袋，1251－ACTH，抗ACTH血清，　ACTH　O血漿，

標準ACTH（50，100，200，400，800　pg／m1）および

デキストラン被覆炭末を各1本，酵素阻止液（2－

mercaptoethanol）を1本含む．

　ベロナール緩衝液はキット付属の緩衝剤を使用

1時間前に再蒸留水200m1に溶解し，ついで酵

素阻止液0．4m1を加えて調整した．緩衝液は0．02

M，PH8．4の溶液で，測定まで2～6°Cに保存した．

　1251－ACTHはブタACTHにクロラミンT法に

より1251を標識した後，純化したものである．キッ

ト中の1251－ACTHはヒト血清アルブミン，ベロ

ナール緩衝液およびトラジロールを含む凍結乾燥

品であり，測定時に10m1の緩衝液に溶解した．

　標準ACTHは合成ACTHとヒト血漿を含む凍

結乾燥品であり，測定時に0．5m1の再蒸留水に

溶解した．ACTH　O血漿は，測定時に1m1の再

蒸留水に溶解した．

　デキストラン被覆炭末は，測定時に50・mlの緩

衝液に溶解し，デキストラン被覆炭末液の．C．C）

とし測定まで2－6℃に保存した．
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実験方法

核医学　　15巻7号（1978）

　採血は午前8時から9時の間に行い，EDTA血

漿として測定まで一20°Cに保存した．

1．Radioimmunoassay

　Table　1に，キット記載の方法（カッコ内）と

改良法を示した．測定はduplicateで行い，また

ACTH濃度は，各ACTH標準液より得られた測

定値からB／Boを計算して標準曲線を作成し，こ

れに基づいて被検血漿の示すB／Boから算出した．

　（1）　キット記載の方法

　プラスチック試験管に緩衝液，被検血漿（又は

標準液），トレーサー，抗血清を順に加え，vortex

mixerで撹絆し，4°Cで48時間incubationした．

ついでD．C．Cを加えvortex　mixerで提～持し，　5

分間静置後4°C1500～2000　Gで15分間遠心し，

沈渣をカウントした．

　（2）原法に対する検討

　キットの標準ACTH液の濃度は0，50，100，

200，および800pg／mlであるが，臨床検査として

50pg／m1以下の検体を測定する必要性がある．そ

こでキットの標準液をACTH　O血漿で希釈して，

5，10および20pg／mlの3種の標準液を追加した．

　radioimmunoassayのincubabation　volumeに

っいて0．6m1，0．7m1および1．Om1の3種の量

の検討をした．

　抗血清とトレーサーの濃度について，各原液を

緩衝剤で1．5倍および2．0倍に希釈しそれぞれの

0．1m1を使用した．

　D．C．Cについて，0．3　mlと0．5　mlの2種の量

を検討し，また緩衝液で1．5倍希釈液と2．0倍希

釈液を調整して濃度について検討した．

　抗血清の特異性を検討するために，ヒト成長ホ

ルモン，甲状腺刺激ホルモン，アルギニンー8一

バゾプレッシン，オキシトシン，卵胞刺激ホルモ

ン，黄体化ホルモンに対する結合性を検討した．

さらにα1←14ACTH，α1－18ACTHα11’1gACTH，

α20～27ACTH，α22～3gACTHの各種ACTHアナロ

グを使用し，α1～39ACTHとの交叉反応性を調べた．

　血漿ACTHの安定性を検討するために，－20°C

に凍結保存した場合と，解凍操作を1，3および5

回繰返した場合の測定値を比較した．解凍は室温

で行い，解凍後30分間室温に放置し，凍結には

一 20°Cのフリーザーを使用した．

　ヘパリンの測定値に及ぼす影響を検討するため

に，採血後ヘパリン血漿と　EDTA血漿を調製し，

各測定値を比較した．

　（3）改良法

Table　l　Procedure　for　RIA　of　ACTH．　Brackets　indicate　assay　volumes　directed　in　the　Kit．

Tubes　for

Step Total　activity Blank Standard　curve Sample

1）Buffer 0．5　　（0．9） 0．4　　（0．8） 0．3　　（0．7） 0．3　　（0．7）

2）　Free　plasma 0．1

3）　Standard　solution 0．1

4）　Sample 0．1

5）　1251－ACTH 0．1　（0．1） 0．1　（0．1） 0．1　（0．1） 0．1　（0．1）

6）　Antiserum 0」　（0．1） 0．1　（0．1）

7）　Incubate mix→incubate　for　48　hours　at　4°C

8）　Dextran－coated　charcoal 0．3　（0．5） 0．3　（0．5） 0．3　（0．5）

9）Mix vortex　mixer→wait　for　5　min．　at　4°C．

10）　Centrifuge at　1500－2000　g　for　I　5　min．　at　4°C．

11）　Decant transfer　the　supernatant

12）　Count γcounter
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抽出操作を要しないACTH　RIA　Kitの改良

　改良法では，緩衝液，ACTH　O血漿および標

準ACTHはそれぞれの原液を使用したが，1251－

ACTH，抗血清およびD．C．Cは各原液の1．5倍希

釈液を用いた．すなわち，プラスチック試験管に

0．3　mlの緩衝液，0．lm1の被検血漿（または標準

液）を加え，ついで0・1m1のトレーサーおよび

0．1m1の抗血清を加え，　vortex　mixerで撹拝し，

4°Cに48時間incubationした．　incubation後

0．3mlのD．C．Cを加えvortex　mixerで撹絆後5

分間静置した．その後4°C1500～2000Gで15分

間遠心し沈渣をカウントした．

　（4）臨床対象例

　血漿ACTHの測定は，副腎結核によるアジソ

ン病1例，クッシング症候群1例，松果体腫瘍4

例，原発性肺癌10例，低レニン性本態性高血圧

症4例について行った．また原発性アルドステロ

ン症1例にACTH－Z　lmgを筋注した前後，お

よびその左副腎腫瘍摘出後1週間目にACTH測

定を行った．治療の目的で2ヵ月以上デキサメサ

ゾンを投与されたネフn一ゼ症候群2例，シェグ

レン症候群1例およびSLE　l例の計4例について

ACTH測定を行った．さらに腎性高血圧症1例

にメトピロン39を投与し，ACTH測定を行った．

正常対象群としては，間脳下垂体副腎系に異常の

認められなかった45例を選んだ．

実験結果

　1．基礎的検討

　（D標準曲線

　キット記載の方法により得られた標準曲線を

Fig．1のAに示した．最小測定感度は16　P9／ml

であった．

　（2）　incubation　volume

　incubation　volumeは，0．6　m1の場合にもっと

も急峻な標準曲線を得た．（Fig．1のB）

　（3）抗血清とトレーサーの濃度

　抗血清とトレーサーを希釈すると測定感度が上

昇する傾向を認めた．（Fig．1のC）しかし原液を

2倍に希釈した場合，　1．5倍希釈液に比べて測定

値の偏差が大となる傾向を認めた．
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Fig．1　Effect　of　incubation　volume　or　concentration

　　　of　tracer，　antiserum　and　dextran－coated

　　　charcoal　on　standard　curve．

　　　Curve　A　was　obtained　by　the　procedure
　　　described　in　the　kit．　Curve　B　was　obtained　by

　　　use　assay　volume　of　O．6　m1．　Curve　C　was

　　　obtained　using　tracer，　antiserum　and　dextran・

　　　coated　charcoal　diluted　to　1．5　times　of　the

　　　solution　described　in　the　kit．

　（4）D．C．Cの量と濃度

　原液を0．3　mlおよび0．5　m1使用した場合，測

定感度や測定値の偏差には差を認めなかった．そ

こで原液，1．5倍および2．0倍希釈液をO．3　ml使

用して，ACTH　O血漿について改良法で測定し

た場合の結合率は，それぞれ61．3％，61．5％，

48．4％であり，原液と1．5倍希釈液との間に差

を認めなかった．

　（5）抗血清の特異性

　キットの抗血清は，ヒト成長ホルモン，甲状腺

刺激ホルモン，アルギニンー8一バゾプレッシン，

オキシトシン，卵胞刺激ホルモン，黄体化ホルモ

ンとは有意の結合性は示さなかった．さらに抗血

清とα1～3gACTHとの結合率に対するACTHア

ナログとの交叉反応性を検討したところ，Fig．2

に示すごとくcr1’－39ACTHとの結合性を100％と

すると，　αi”18ACTHは221．4％，α11”1gACTH

は13．8％の交叉反応性を示したがα1’14ACTH，

α20－27ACTHおよびα22”3gACTHとは有意の結
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Fig．2　Cross　reactivity　of　antiserum　to　some　ACTH

　　　analogues．

合性を示さなかった．すなわち本抗血清はACTH

の15～18位に結合すると考えられる．

　（6）血漿中のACTHの安定性

　血漿ACTHは，－20°Cで保存した場合，トラ

ジロールを添加しなくても1ヵ月間は有意な低下

を示さなかった．（P＜0．05）．また解凍操作を1，

3，5回繰返した場合と凍結しなかった場合の測定

値の間には，有意な差は認めなかった．

　（7）抗凝固剤

　Fig．3に示すごとく，ヘパリン血漿はEDTA血

漿に比べて平均44pg／m1高い測定結果を示した．

　（8）以上の結果による改良法での精度

　Fig．1のcは改良法による標準曲線である．キ

ット記載の方法による標準曲線に比して，低濃度

域の感度が改善された．最小測定感度は5pg／ml

であった．また同一血漿に25，65，150，300，600

P9／mlの標準ACTH　を添加して測定したところ，

測定値との間にr－0．994と正の相関を認めた．

Table　2に示したごとく，　intraassay　variabilityは

12．6±4．2％，　interassay　variability　をま　14．7±7．6

％であった．

　2．臨床的検討

　Fig．4に各種疾患患者のACTH測定結果を示し

た．正常対象群の血漿ACTH含量は51・4土23・4

（S．D．）P9／mlであった．アジソン病1例では800

pg／m1上の高値，クッシング症候群1例では6　pg／
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Fig．3　Difference　of　plasma　ACTH　levels　obtained

　　　from　blood　withdrawn　with　EDTA　or　Heparjn．

Table　2　1ntraassay　variability

Sample
Plasma　ACTH　levels（pg／m～）

1 2 3　　4　5

C．V，

A

B
C
D

く
」
ウ
一
「
∠
8

1
4
「
7
’
7
’

20　　　　20　　　　23　　　　25

45　　　51　　　40　　　39

68　　　　80　　　　88　　　　65

88　　　97　　　82　　　85

18．3

11．1

12．6

8．3

mean±s．d．　　12．6土4．2

Interassay　variability

Sample
Plasma　ACTH　levels（pg／m1）

1 2 3 4 5

C．V．

A

B
C
D

　4
31

56

110

　6　　　5　　　7　　　4

26　　　34　　　27　　　23

64　　　　61　　　75　　　67

107　　　118　　　　96　　　105

25．0

15．3

11．0

7．4

mean±s．d．　14．7土7．6

mlと低値，松果体腫瘍4例のうち汎下垂体機能

低下症を示した1例は12pg／m1と低値であった

が，他の3例は35～68pg／mlと正常値であった．

原発性肺癌10例のうち腺癌の1例は165pg／m1，

扁平上皮癌の1例は106pg／m1，未分化細胞癌の

1例は97pg／mlと高値を示したが，他は27～60

pg／mlと正常値であった．低レニン性本態性高血

圧症4例は44～63P9／mlと正常値であった．原

発性アルドステロン症1例では53pg／m1と正常
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Fig．4　Plasma　ACTH　levels　in　various　diseases

値であったが，ACTH－Z　l　mgを筋注2時間後に

は326pg／m1と増加した．その左副腎腫瘍摘出1

週間後には100pg／m1と高値を示した．治療の目

的で2ヵ月以上デキサメサゾンを投与されたネフ

ローゼ症候群2例，シェグレン症候群1例および

SLE　l例では，いずれも0～16pg／m1の低値を示

した．腎性高血圧症1例にメトピロン3gを投与

した48時間後には，36pg／m1から231　pg／m1と

増加した．

考　　案

　血漿ACTH測定には従来生物学的測定法と免

疫学的測定法が用いられたが，最近radiorceptor

assay　2’4）の報告もされている．生物学的測定法

による測定値はACTHの生物学的活性を反映す

るので，臨床的に最も意義があるが，繁雑で習熟

を要する方法である．radioreceptor　assayもかな

り生物学的活性を反映するが，receptorを調製す

ることが困難なので日常の臨床検査には利用され

ていない。これに対し　radioimmunoassayによ

る測定値は，必ずしも生物学的活性と一致しない

が，現在の所，もっとも簡便であり臨床的に利用

しうる方法と言える．近年，特異性と抗体価の高

い抗ACTH血清が得られ測定キットも発売され

たが，抽出操作を要する方法であった．最近抽出
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を要しないキットがミドリ十字社より発売された

が，感度の点で不充分であったので，測定法に若

干の変更を加え検討した．その結果，少量の血漿

ACTH　を測定できる感度を有し，精度と再現性

に優れた測定法であることを確認した。

　本キットの抗ACTH血清は，ヒト成長ホルモ

ン，甲状腺刺激ホルモン，アルギニンー8一バゾ

プレッシン，オキシトシン，卵胞刺激ホルモン，

黄体化ホルモンとは有意の交叉性を示さなかった．

本抗血清とACTHアナログとの交叉反応性を検

討した結果，α1“i8ACTHとは221．4％であった．

これに関して吉田5）らも高い交叉性を認めたと述

べ，鈴木6）らは117％　と述べている．一方大野

ら7）は250P9／ml以下の濃度では交叉性は低いと

述べている．ところが，α1“18ACTHの分子量は

α1’39ACTHの約1／2に相当し，重量パーセン
トが等しくてもモル濃度では，　αt　’”　1　8ACTH　は

α1－39ACTHの約2倍となる．そのために重量パ

ー セントを用いたわれわれの実験結果が221．4％

の交叉性を示したと考えられる．ACTHアナロ

グとの交叉性の検討結果，本抗血清の結合部位は

ACTHのN末端から15～18位にあると考えられ

る．ACTHの生物学的活性はN端側にあり8》，

N未端から16ないし20個のアミノ酸があれば完

全な生物学的活性を有し9），特にステロイド産生

に必要な最小単位は6～11位にあり11’12），receptor

とは15～18位が結合する11）と報告されている．

したがって本キットの抗血清は特異性が高く，そ

れを用いることにより生物学的活性に極めて近い

測定値を得ることができると考えられる．

　血漿中ACTHの安定性について凍結解凍操作

を5回繰返して検討したが，各測定値間には有意

な差を認めなかった．井村ら12）は，天然ACTH

をヒト血漿に添加し4時間incubationしても生物

学的活性に変化を認めず，凍結解凍後やstrepto－

kinaseやplasminの添加後に速やかな非活性化

を認めたが，1000u／mlのトラジロールを加える

ことにより非活性化は抑性されたと述べている．

検体の保存についてキット説明書には，2ヵ月以

上保存する場合トラジロールの添加が必要と記さ
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れている．われわれの実験では一20℃に保存す

ればトラジロールを加えなくても1ヵ月間は安定

である結果を得た．したがってEDTA血漿中の

ACTHは凍結解凍による影響を受けにくく，

－ 20°C　で保存すれば比較的長期間安定であると

考えられる．

　抗凝固剤としてヘパリンを使用した場合の血漿

ACTH含量はEDTA使用時よりも高値を示し，

実際のACTH含量を反映しなかった．したがっ

て本キットを用いる場合は，EDTAを使用するこ

とが望ましいと考えられる．

　改良法による血漿ACTH含量の正常値は51・4

土23．4pg／mlであり，本測定法が臨床検査上有用

であるためには少くとも50P9／m1以下の血漿AC－

TH含量を正確に測定できなければならない．わ

れわれは測定法に改良を加えたところ，測定値の

変動が小さく感度の高い測定法とすることができ

た．

　臨床対象例のうち肺腺癌の症例は71歳女性，

皮膚に色素沈着を認めなかった．血清電解質は，

Na　141　mEq／L，　K　4．O　mEq／L，　Cl　108　mEq／L，　Ca

4．5mEq／L，　P　3．2　mg／d∫と正常であり，耐糖能の低

下はなく，血漿コーチゾル含量　5．2μ9／d1，尿中

17－OHCSは7．Omg／日および17－KSは2．6mg／日

と正常であった．さらにデキサメサゾン抑制試験

後の17－OHCSは2．3　mg／日と減少した．臨床上

クッシング症候群は認められなかった．扁平上皮

癌の症例13）は72歳男性，皮膚に色素沈着認めず

血清電解質はNa　151mEq／L，　K　3・6　mEq／L，　Cl　l　l4

mEq／L，　Ca　6．4　mEq／L，　P　2．1　mg／d1と高カルシ

ウム血症を認めた．尿中17－OHCSは4・5　mg／日，

17－KSは2．3m9／日　と正常であった．血漿副甲状

腺ホルモン含量は0．3ng／mlと正常値，血漿カル

シトニン含量は140pg／m～と高値を認めた．カル

シウム負荷試験の結果，副甲状腺ホルモンは正常

に分泌され，高カルシウム血症がカルシトニン分

泌を増加させたと考えられる．血漿プロスタグラ

ンジンE含量は2．26ng／mlと高くプロスタグラ

ンジン産生腫瘍が疑われた症例である．本症例お

よび未分化癌症例には臨床上クッシング症候群は

認められなかった．

　改良法により測定した血中ACTH含量の正常

値は従来の報告とほぼ一致しており，アジソン病，

ACTH－Z筋注後およびメトヒ゜ロン投与後では高値

を，クッシング症候群，汎下垂体機能低下症を伴

った松果体腫瘍およびデキサメサゾン長期投与例

では著明な低値を示し臨床的に充分利用可能と考

えられる．

結　　語

　ミドリ十字社提供のCIS製ACTH測定キット

に若干の変更を加える事により，測定感度を上昇

させる事に成功した．これによりACTH含量の

低い血漿でも0．1m1使用により，抽出なしに正確

な測定値を得る事ができた．本法に用いた抗AC－

TH血清の検討結果から，測定値はほぼ生物学的

活性と平行した値を示すものと考えられる．すな

わち本キットは日常の臨床検査に用い診断に充分

使用しうるものであると考えられる．

　測定キットを提供下さった（株）ミドリ十宇，ACTH

アナログを提供下さった塩野義製薬（株）に感謝いたしま

す．
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