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《ノート》

AFP　RIAキット“Gamma　Dab”の基礎的，臨床的検討

Fundamental　and　Clinical　Evaluation　of　AFP　RIA　Kit‘‘Gamma　Dab”

日比　　望＊　塚田 裕＊　平井　秀松＊

Nozomu　HIBI，　Yutaka　TsuKADA，　and　Hidematsu　HIRAI

Depart〃2θ〃τ（ゾBioche〃2∫ぷ砂，　Hokka匡do　U〃∫γθグ5砂，∫C乃001げルfedicine

1．はじめに

　1956年Bergstrand1）により胎児血清のα1領域

に成人血清には見られない蛋白成分として見い出

されたα一フェトプロテイン（AFP）は，1960年代の

初めAbelev2），　Tatarinov3）らにより肝癌の際に再

び出現してくることが認められ，肝細胞癌および

ヨークサック成分を含む悪性奇形腫4）の特異的な

診断方法として一躍注目されるに至った．1970年

代に入りAFPが精製され5），また高感度のradi－

oimmunoassay（RIA）系が確立されるに及んで6－8），

従来の寒天ゲル内拡散法ではAFPの証明されな

かった疾患にもAFPが認められるようになり，

初期の特異的診断法としての意義は若干薄らいだ

が，一方で肝炎，肝硬変などの肝疾患9～12），主に

胃癌などの悪性腫瘍の一部13，14）また産科，小児

科領域における異常妊娠15），胎児奇形16），乳児肝

炎17），一部の先天性疾患18”20）などの診断ならび

に経過観察，予後の推定などにAFPの新たな意

義が見い出されるようになった．

　現在AFPのRIA測定キットは数社から入手可

能であり21”28），その測定原理も様々である．今

回著者はCLINICAL　ASSAY研究所で開発され

た二抗体法に基づくAFP測定キットを使用する
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機会を得たので，その基礎的，臨床的検討を試み

た．一般に二抗体法による測定は結果が判明する

まで2～3日を要するが，本キットはその日のう

ちに測定結果が得られる特徴がある．

II．方法ならびに対象

　（1）キットの内容および試薬の調製法（125検

　　　体用）

　（a）　1251－AFP（凍結乾燥品）：

　使用時蒸溜水13m1で溶解，総放射能2μCi

　（b）AFP標準液：

　AFP濃度0，10，25，50，100，200，4001U／m1．

AFP　O　IU／mlは希釈用血清としても用い10m1で

他は各1m1．

　（c）コントロール血清：

　AFP濃度は1251U／mlでアッセイ系の信頼度

のチェックに用いる．

　（d）抗AFP血清（家兎）：13m1

　（e）第二抗体溶液：65　ml

　羊抗家兎血清の他，水溶性ポリマーを含む．

　（f）標準曲線作製用グラフ用紙5枚

　（2）測定操作

　実際の測定は二重測定で行ない操作の概略を

Fig．1に示す．

　（3）検討事項

　基礎的事項として（a）標準曲線，（b）インキュ

　Key　words：Alpha－fetoprotein，　Radioimmunoassay，

GammaDab　kit，　Double　antibody，　Hepatoma
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AFP　standard　or　samp1e：．0」m／

1251－AFP　　　　　　　　　O．1　ml

l
Anti　AFP　antiserum　　　　O．1　mt

l

核医学　18巻4号（1981）

　Incubate　at　r．t．（20－25°C）for　3　hr（1st　reaction）
　
1　－Second－antibody　　　O．5　mt

　Incubate　at　r．t．（20－25cC）for　30　min（2nd　reaction）

　l
　cfg（1，000　xg，　at　2－8cC　for　15min）

　l
　ppt
　l
　Count
　l
　Calculation

Fig．1　Assay　procedure　for　GamaDab　AFP　RIA　kit．

ベーション温度および時間の影響，（c）再現性，

（d）測定感度を上昇させる試み，（e）希釈試験，（f）

AFP標準溶液の検定，（g）添加回収率試験，（h）他

社キット（ダイナボットRI研究所α一フェトリア

キットII）との相関などの8項目について検討す

る一方，臨床的検討としては正常成人49例，妊

婦50例，脾帯血5例，急性肝炎2例，慢性肝炎

10例，肝硬変症22例，肝細胞癌13例（血清11

例，腹水2例），転移性肝癌2例，yolk　sac　tumor

1例，その他の悪性腫瘍33例，良性疾患26例の

計213例の血清（腹水）を対象として測定した．

IIL　結　　果

　（1）基礎的検討

　（a）標準曲線

　本測定キットによる標準曲線の一例をFig．2に

示す．キットに添付されている標準曲線作製用グ

ラフ用紙が101U／m1から目盛るようになってい

るようにAFP値10～4001U／mlで急峻な曲線が

得られ，一応この範囲が測定可能範囲と思われる．

標識AFPの抗体との結合率（B／T％）は各測定に

おいてAFP値OIU／mlで40％前後，　AFP値

4001U／m1で9％前後の値であった．なおAFP

のngへの換算は使用説明書にある通り，上記の

国際単位（IU）に1．29のfactorを乗じて行なった．

しかし後述するように筆者らの精製AFPを用い

た比較検討実験では11Uは約1．2　ngに相当した

？
9
・
£
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Fig．2　Standard　Curve

r．t．（24土1°C）

B／B。（°／。）　B／T（°／。）
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　　　　　　　　　　　　　　AFP（IU’ml

Fig．3　Effect　of　Incubation　Temperalue　on　the　lst

　　　Reaction．

（Fig．10参照）．

　（b）インキュベーション温度および時間

　まず第一反応でのインキュベーション温度の影

響をみるため第一反応を4°C，室温（24土1°C），

37°Cの3通りの温度で3時間インキュベートし

た（Fig．3）．室温で測定を行なった場合と比較し，

37°C，4°CともB／T％の明らかな低下がみられた．

従ってキット添付の使用説明書にある通り第一反

応は室温で行なうのが望しいと思われる．次に第

二抗体を用いBoundとFree　1251－AFPを分離す

る第二反応での温度の影響は，30分のインキュベ

ー ション時間でFig．4に示す通り，4°c，室温，

37°Cの間で著明な差はみられなかった．ただ反

応を37°Cで行なった場合，低濃度と高濃度AlrP
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Effect　of　Incubation　Temperature　on　the　2nd

Reaction．

領域で曲線がねてしまう傾向がみられた．従って

第二反応も第一反応同様室温で行なうのが望しい

と思われる．

　次に第一反応，第二反応におけるインキュベー

ション時間の影響を検討した．第一反応について

は1，3，6，12時間（Fig．5），第二反応については

15，30分，1，3時間（Fig．6）と時間を変えてそれ

ぞれ測定を行なった．第一反応は1，3，6時間と

反応時間が長くなるほどB／T％の著明な上昇が，

特に低濃度AFP領域でみられたが，6時間以上

ではさらに時間を長くしても（12時間）標準曲線

に大きな差はみられなかった（Fig．5）．また第二

反応は15，30，60分間ではほとんど差のない標準

曲線であったが，3時間になるとAFP各濃度で

B／T％の減少がみられ，標準曲線はちょうど15～

60分間の反応で得たものを全体的に下方へ平行移

動した形となった（Fig．6）．従って特に低濃度レ

ベル（20～301U／m1以下）のAFP測定は6時間

以上のインキュベーションを行なうことにより，

より正確な測定が期待できる．また第二反応は15

分間では二重測定のバラツキが大きい場合がある

ので指定通り30分間行なうのが適当と思われる．

　（c）再現性

　各濃度の標準AFP血清を同時に各々10回測定

し（intra－assay）得られたcpmの変動係数CV％

を求めた（Fig．7）．　AFP　4001U／m1でCV　5．4％で

あった他は全て2～3％前後のCVであり再現性

B／丁（°／。）
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　　　　　　　　　　　　　　AFP（IU／ml）

Fig．5　Effect　of　lncubation　Time　on　the　lst　Reaction．
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Fig．6
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Effect　of　lncubation　Time　on　the　2nd　Reaction．
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Fig．7　1ntra－assay　Reproducibility．

5．4

は非常に良いといえる．また各点を平均±2SD

で表示してみると測定感度は約101Uであり，

4001U／mlまではAFPが十分正確に測定可能で
ある．

　また日を変えて標準AFP血清をそれぞれ6回
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Table　l　Inter－assay　Reproducibility　B／T（％）

Experiment

AFP
1 2 3 4 5 6 Mean　　SD．　C．V．

　OIU／m／　　43．1

10　　　　　　39．5

25　　　　　34．6

50　　　　　　29．9

100　　　　　　21．4

200　　　　　　14．5

400　　　　　　10．7

44．7

41．8

36．3

30．1

21．8

14．5

10．0

40．2

37．4

32．9

26．5

19．6

13．4

9．0

36．7

35．1

31．2

25．1

18．9

13．1

8．5

37．5

35．0

31．0

25．2

18．5

12．8

8．5

37．3

34．7

29．6

25．1

18．5

12．4

8．6

39．9　　3．4

37．3　　2．9

32．6　　2．5

27．0　　2．4

19．8　　1．5

13．5　　0．9

9．2　　0．9

8．5

7．8

7．7

8．9

7．6

6．7

9．8

測定してみると（inter－assay），　AFPの各濃度で共

にCVは10％以内，平均すると8．1％と満足す

べき結果であった（Table　1）．

　（d）測定感度を上昇させる試み

　拮抗法に基づくimmunoassayでは，通常標識

抗原（hot）と測定しようとする抗原（cold）を同時

に抗体と反応させるequilibrium　methodが用いら

れるが，coldを先に抗体と反応させ（preincuba－

tion）次いでhotを加えるsequential　method（遅

延添加法）をとると感度は大幅に上昇することが

知られている．そこで本キットについてもcoldの

AFPと抗体を予め1，2，4時間反応させた後，　hot

のAFPを加えて通常通り時間反応し，　equili－

brium　methodと標準曲線を比較してみた（O　hrは

coldとhotを同時に加える標準法，　Fig．8）．低濃

度領域（10～1001U／ml）での感度は反応時間が長

くなるほど高くなり，1時間のpreincubationで

もかなり標準曲線の傾きは急峻となる．しかし一

方で高濃度領域の曲線が次第にねてきてしまうの

で測定の上限は下がることになる．従ってある濃

度範囲（10～1001U／ml）ではsequential　methodの

方が優れているが通常の測定にはequilibrium

methodの方がむしろ適当と思われる．

　（e）希釈試験

　異なるAFP濃度をもつ3種の検体A，　B，　C

（270，105，451U／m1）にっいてAFP　O　ng／mlの希

釈用標準液で順次倍々希釈して，希釈試験を行な

った．Fig．9に示すように希釈倍数の高い低濃度

領域を除いては3検体とも原点を通る良好な希釈

曲線が得られた．

BIT（°10）

〆Ohr
　lhr
　　2hr
　　　4hr

さ
　　　　　　　　10　　　　　25　　　50　　　100　　200　　400
　　　　　　　　　　　　　　AFP（IU／m【）

Fig．8　Effect　of　Pre・incubation　Time　on　the　lst　Re－

　　　action（Sequential　Method）

AFP（IUIml）

　300

200

100

x32x；6　x8　　　x4

Fig．9

　x2　　　　　　　　　　　xl
　　　　Ditution

Dilution　Test．

　（f）AFP標準溶液の検定

　各種の異なるキットあるいは異なる測定系で

AFPを測定する場合，同一表示のAFP標準溶液

を用いてもその濃度に差がみられることが往々に
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してある．そこで本キットに添付されている標準

溶液の他，当教室で通常使用しているAFP標準

溶液（Hokudai当教室調製精製AFPを10％正常

馬血清に溶解したもの），およびDainabot　RI研究

所製AFP標準溶液について，本キットを用いて

標準曲線を作製し，相互の比較検定を行なった

（Fig．10）．3者の標準曲線には多少のずれがみら

れたがAFP　25　ng／m1以上の濃度では良好な平行

性がみられた．即ち同一検体を測定した場合，Dai－

nabot　Hokudai，　Gamma　Dabの各標準液を用いて

測定した順に少しずつ高いAFP値を与える．こ

れは3者の標準液の間でAFPの含量に少しずつ

差があることを示す．但しGamma　Dab標準溶液

については11U－1．29　ngの換算をしており，こ

れを11U＝1．2　ngとすればHokudaiスタンダー

ドとほぼ一致する．またAFP　20　ng／m1前後で3者

の標準曲線は交差し，特にGamma　Dabの場合他

2者に比べその交差性が著しい．これは標準AFP

を溶解している溶液がキットによりそれぞれ異な

るためAFPの低濃度でその影響がでてくるもの

と思われる．溶液の種類，蛋白濃度が抗原・抗体

反応の起こり具合に多少影響するためと考えられ

る．20ng／m1以下といったAFP濃度の低い検体

を測定する場合，Gamma　Dab標準液を用いて求

めた値は他2者の標準液から求めた値より低く出

るわけで，その例として正常成人血清のAFPを

測定してみると0以下のマイナスの値となること

がしばしばみられた（（2）（a）項参照）．従って以下

BIT（°／。）　　　Hokudai

－
4ζD・i・瓢m。D、b

’

、

＼
　　　　　10　　　　　25　　　50　　　100　　200　　400

　　　　　　　　　　　AFP（nglmt）

Fig．10　Comparison　of　AFP　Standards．
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の添加回収試験と実際の血清試料の低濃度AFP

の測定にはGamma　Dab標準溶液の他に当教室

の0，10　n3／ml標準溶液も同時に用いて測定を行

なった．

　（g）添加回収率試験

　5種の正常成人血清Sl～S590μ1に当教室で調

製した4種の濃度のAFP標準液10μ1を最終濃

度でそれぞれ0，10，50，2501U／ml（11U－1．2　ng

として計算）となるように加え，その添加AFPの

回収率を検討した．Table　2に示すように10，50，

2501U／m1における5種の血清の平均回収率はそ

れぞれ104，96，96％と低濃度（101U／m1）でのバ

ラツキが多少大きいが，ほぼ100％に近い回収率

であった．なお前述したように当教室で調製した

0，10ng／m1標準溶液を用いて測定した場合のAFP

値と回収率を括孤内に示した．

　（h）他社キットとの相関

　36種類の患者血清を本キットとダイナボット

RI研究所製α一フェトリアキットIIで測定し，そ

の測定値を比較検討した（Fig．11）．両者の間の相

関係数はr－0．99であり非常に良い相関関係がみ

られた．全般的にダイナボットキットでの値が本

キットでの値より低く出ているのは（80％前後），

（e）の項で述べたように両キットに添付されている

AFP標準溶液の濃度に差があるためと考えられ
る．

　（2）臨床的検討

　（a）正常成人血清

　正常成人血清49例について測定した．既に述

べたように，本キット添付の低濃度AFP標準溶

液（0，101U／mt）を用いて測定するとかなりの数

の血清が0以下（マイナス）の値となるので，当教

室で調製したAFP標準溶液（10％正常馬血清に

溶解）も同時に用いて標準曲線を作製，それぞれ

の標準曲線よりAFP値を算出した．　Gamma　Dab

標準液を用いて測定した場合0以下の値を示す血

清を一応全部Ong／mlとすると49例の血清のう

ち最高値は13ng／m1，平均土SDは0．53±2．O　ng／

mlであった．一方当教室のAFP標準溶液を用い

て測定した場合最高値は18ng／m1，平均±SDは
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　Table　2　Recovery　Test

sera
added

（IU／ml）

determined
（IU／ml）

recovered
（IU／ml）

recovery
　（％）

S1

　0
10

50

250

　0　　（3．8）

11．6　　　（16．0）

50

245

11．6

50

245

（12．2） 116

100

98

（112）

S2
　0
10

50

250

　0　　（6）
　9．3　　　（14．0）

43

239

　9．3

43

239

（8．0） 93

86

96

（80）

S3
　0
10

50

250

　0　　（4．2）

　7．5　　　（12．5）

50

245

　7．5

54

245

（8．3） 75

108

98

（83）

S4
　0
10

50

250

　0　　（5．6）

10．6　　　（15．0）

46

232

10．6

46

232

（9．4） 106

92

93

（94）

S5
　0
10

250

250

　0　　（3．8）

12．9　　　（15．5）

46

239

12．9

46

239

（11．7） 129　　　　（117）

92

96

Mean

10

50

250
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Fig．11　Correlation　of　AFP　Values　Obtained　by　Two

　　　　RIA　Kits．

9．4±2．4ng／m1であった．しかし正常値の上限を

20ng／m1に設定し，各種AFP陽性血清でfalse

negativeがみられなかったことから通常の臨床検

AFP（ng／ml）

400

300

200

100

噌●・

　　　　　　　　　　20　　　30　　　40
　　　　　　　　　　Weeks　of　Gestation

Fig．12　AFP　Concentrations　in　Maternal　Sera．

査室レベルでは問題はないと思われる．

　（b）妊婦血清

　妊婦血清50例につき測定を行ない，妊娠時期
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Fig．13　AFP　Values　in　Healthy　Controls　and　Various　Diseases．

を追ってプロットしたのがFig．12である．この

結果は従来報告されているもの29）と良く一致す

る．即ちAFPは母体血中に妊娠10週頃より出現

し，20週を越えるあたりから急激に増加し32週

前後でピーク（300～400ng／ml）を形成し，以後

少しずつ減少するというパターンが見られた．

　（c）患者血清，踏帯血

　急性肝炎2例，慢性肝炎10例，肝硬変症22例，

肝細胞癌13例（血清11例，腹水2例），転移性肝

癌2例，yolk　sac　tumor　l例，その他の悪性腫瘍

33例，良性疾患26例，膀帯血5例について測定

した結果をFig．13に示す．

　肝炎では慢性肝炎の1例が126ng／mlを示した

他は全て20ng／m1以下であった．肝硬変では22

例中10例が20　ng／ml以上のAFP値を示し，そ

のうち3例は100ng／m1以上で1，612　ng／mlもの

高値を示すものも1例認められた．肝硬変症では

500ng／ml以上のAFP値を示すことは極めて稀な

ので，この1例は肝細胞癌の合併の可能性が強い．

肝細胞癌11例では2例が10ng／m1以下を示した

他は94ng／m1～516μg／m1までの種々の濃度のも

のが認められた．一方転移性肝癌では2例のうち

1例は胃癌からの転移であったが，共にAFPは

10ng／m1以下であった．　Yolk　sac　tumorの1例は

29歳の女性患者のものであり，645ng／mlのAFP

が認められた．その他の悪性腫瘍33例では胃癌の

1例と急性白血病の1例で50ng／m1前後のAFP

がみられた他は全て20ng／m1以下，また肝疾患

以外の良性疾患26例ではAFPは全て20　ng／m1

以下であった．膀帯血5例のAFP値は83～194
μg／mlであり，平均値は136μg／mlであった．

IV．考　　察

　AFPは沈降定数45s，分子量約65，000，等電点

4．7の糖を4％前後含む酸性糖蛋白で，アルブミ

ンと非常に類似した物理化学的性状を示す5）．胎

生期には主として肝とyolk　sacで産生され，胃腸

管がごくわずか関与している31）．AFPの生理的

意義については今だ議論の多いところであるが，

肝癌の特異的なclinical　markerとしてAFPが注

目され始めてから2・3），約15年の歳月が経った現

在，臨床面ではRIAの多大な貢献により，　AFP

の診断上の価値あるいは基準は一応確立されたと

いって良い29・30）．即ち高値血中AFPを示し寒天

ゲル内沈降反応で陽性を示す疾患は，1）原発性肝

癌のうち肝細胞癌（70～80％），2）yolk　sac　tumor

（50～80％）の他に3）転移性肝癌の一部（特に胃癌

の肝転移）13・14）4）乳児肝炎17），先天性胆道閉鎖
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症20），未熟児などがある．また軽度ないし中等度

血中AFP増加を示し，　RIAで初めて陽性となる

ものとしては上記疾患の一部の他，1）肝炎，肝硬

変9－t12），2）ataxia　telangiectasia18），　tyrosinemia19）

などの先天性疾患がある．また産婦人科領域では

妊婦の血中あるいは羊水中のAFPを（RIAで）測

定することにより奇胎妊娠15），無脳児，脊椎二分

症16）などの出生前診断が可能といわれている．

AFPの測定は上記の各種疾患の診断的意義の他

に病状経過，治療効果および予後の推定に有用で

ある．同一症例を経過を追って観察していくと，

腫瘍の増大や症状の悪化に伴って血中AFPの増

加がみられ，抗癌剤が有効であった例，腫瘍切除

の成功した例では血中AFPの速やかな減少がみ

られる．わが国では肝硬変から肝細胞癌へ移行す

る例が多いことから肝硬変症については経過を追

って，また肝細胞癌のhigh　risk　groupについても

低濃度のAFPを測定することにより，肝細胞癌

の早期発見の可能性が指摘されている29）．

　現在までのところ市販されているAFPのRIA
キットには拮抗法21　”’　27）とサンドイッチ法28）があ

るが，拮抗法が現段階では主流を占めている．ま

た拮抗法AFPキットにおけるB．F分離には第二

抗体を用いる方法27）やポリエチレングリコール

（PEG）21”’26）などが用いられる．　PEG法は，遊離

AFPと抗体（lgG）または抗原・抗体結合物のPEG

に対する溶解度が大きく違うことを利用してB．F

分離を行なうもので，短時間で反応が完了する反

面，高度に希釈を必要とする血清ではIgG濃度が

余り低くならないよう注意が必要である21）．一方

第二抗体によるB．F分離は，反応の特異性は高い

が反応が完了するのに長時間を要する場合が多い．

今回我々が検討を行なったCLINICAL　ASSAYS

研究所のGamma　Dab　AFP　RIAキットは二抗体

法であるにも拘らずB．F分離は非常に短時間（30

分間以内）で済み，また第一反応も3時間で満足さ

れる結果が得られた．ただ第一反応は反応時間を

長くすると特にAFPの低濃度領域（20～301U／ml

以下）でB／T％が上昇し，標準曲線の傾きが急峻

となる．従って低い濃度のAFPを測定する場合

には6時間以上のインキュベーションを行なうこ

とにより，より精度の高い測定が期待できる．ま

た3時間のインキュベーションでは反応が未だ平

衡に達していないので，inter－assayの比較をする

場合などは時間を厳密に一定にする必要がある．

反応温度については4°C，37°Cに比べ室温の方が

却って良い結果が得られた（Fig．3，4）．測定感度

は約101U／m1（12．Ong／m1）で通常の測定には十

分満足されるものであり，さらに低濃度（20～30

1U／m1以下のような）AFPの測定を必要とする場

合は，第一反応を6時間以上に延長するか，まず

coldの抗原を抗体と数時間反応させた後でhotの

抗原を加える，いわゆるsequential　methodを行

なうことが望しい（Fig．8）．再現性はintra一およ

びinterassay共に（Fig．7，　Table　I），また希釈試

験（Fig．9），添加回収試験（Table　2）も良好な結果

が得られた．

　ただ一つ本キットは低濃度領域でAFP値が低

く出る傾向があり，正常成人血清を測定した場合

などかなりOng／m1以下のマイナスの値となって

しまう．これは本キットとその他2種類のAFP

標準溶液を用いて同一条件で検量線を作製し，相

互に比較検討した実験（Fig．10）からその原因が

判明した．即ち3種の標準溶液はそれぞれ少しず

っAFP含量に差があり，その分だけ3つの曲線

は平行にずれるはずであるが，Gamma　Dab標準

液の場合20ng／ml前後で他の2つの曲線と大き

く交差してしまう（Fig．10）．これはAFP標準液

を溶解している溶液の差によるものと思われ，

20ng／m1以下のAFPを測定する場合にはこの点

を考慮しなければならない．またAFPの正常値

は20　ng／ml以下と設定され，多くの検体血清で

false　negativeとなる例がみられなかったことから

通常の臨床検査室レベルで問題はないといえるが

本キットは添付のAFPスタンダード溶解液に一

考の余地が残されているのではないかと思われる．

　このような点から正常成人血清49例については

本キット添付の標準溶液の他，当教室で使用して

いるAFP標準溶液も用いてAFP値を測定した．

前者では0．53±2．O　ng／m1（平均±SD）であるのに
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対し，後者では9．4±2．4ng／mlの値が得られた．

　臨床的検討として正常成人を含め213例の患者

血清のAFPを測定した結果，正常成人（49例）で

は20ng／m1を越えるものはなく，妙娠各週の妊婦

（50例），月齊帯血（5例）や肝細胞癌（13例），yolk　sac

tumor（1例）など各種悪性，良性疾患患者の血清

（腹水）AFP値は従来報告されている結果10・29・30）

と良く一致し（Fig　13），また他社キット（ダイナボ

ットRI研究所AFPリアキットII）21）での測定値

とも非常に良い相関（r＝0．99）を示した（Fig．11）．

本キットの特異性と臨床的有用性が十分確認され

たといえよう．

V．結　　論

　二抗体法に基づくAFP　Gamma　Dab　RIA測定

用キットに関する基礎的・臨床的検討を行なった．

本キットは室温で反応を行ない，操作が簡単で，

比較的短時間で測定結果が得られる特徴がある．

Assay　range，再現性，希釈試験，添加回収試験で

も満足される結果を得たが，AFP低濃度の検体

（20～301U／m1以下）についてはその測定値が実

際より低めに出る傾向があり，これらの検体の測

定には第一反応の3時間をさらに延長するなどの

配慮が望しい．しかし妊婦血清，膀帯血及び肝疾

患を中心としたAFP陽性血清（腹水），正常成人

を含めAFP陰性の各種良性・悪性疾患患者血清

AFP値は従来の報告と良く一致しており，他社キ

ットとの相関も良いことから本キットの特異性が

確認され，臨床的に今後広く応用されるものと思

われる．
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