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小児における血清および髄液β、－microglobulin値の臨床的意義

矢野　正幸＊　　鈴木　崇代＊＊　殿内　　力＊＊＊　瀬戸　嗣郎＊＊＊＊

平尾　敬男＊＊＊＊　高橋　昌里＊＊＊＊＊三間屋純一＊＊＊　中村　　孝＊＊＊＊＊＊

　要旨　健康小児における年齢と血清β2－MG濃度の推移を検討し，更に各種疾患における血清β2・MG濃

度および髄液中β2－MG濃度を測定した．その結果，健康小児では生後加齢とともに血清β2－MG濃度は漸

減し，12歳以降で成人値に達した．今回求めた正常値を基準に各種疾患における血清β2－MG濃度を測定す

ると，患児の臨床状態を良く反映する結果が得られた．また悪性腫瘍患児において髄液／血清β2－MG濃度

比を測定したところ，髄液の細胞学的検索の結果と良く一致しており，髄液中に異常細胞が出現する以前に

髄膜浸潤の有無を確認することの可能性が示唆された．

Lはじめに
　β2－microglobulin（以下β2－MGと略す）は，

1968年Berggardら1）によって尿細管性蛋白尿の

患者尿から分離・精製された，分子量11，800の

低分子性の蛋白質であり，ヒトのリンパ球をはじ

めとする有核細胞2，3｝で産生され，血液・尿・髄

液・唾液・乳汁・羊水・腹水・関節液・精液など

に広く存在している1・4）．その分子構造が，免疫

グロブリン（lgG）のH鎖およびL鎖のconstant

domainと類似していることや5・6），さらにリンパ

球表面の主要組織適合抗原（HLA）のL鎖と同一

性が確認されていることなどから，近年その免疫

学的な意義が注目されている7）。

　体液中のβ2－MGは大部分が遊離の形で存在し，

その異化には他の低分子血漿蛋白と同様に，腎が

主要な役割りを果している．血液中のβ2－MGは

容易に腎糸球体から濾過され，近位尿細管で再吸

収され異化されるため8・9），正常尿中にはきわめ

て微量にしか排泄されない．したがって，尿中

β2・・MGは腎尿細管再吸収障害によって増加する

こととなり，血液中および尿中β2－MGを測定す

ることは腎障害の早期診断として有用である．ま

た，β2－MGはリンパ球のみならず悪性腫瘍細胞

でも産生され3・lo），自己免疫疾患などにおいても

増加する場合のあることが報告されている11）．

　著者らはPhadebasβ2－micro　Test改良キット

を使用して，正常小児における年齢と血清β2－

MG濃度の推移を検討し，さらに腎疾患・川崎病

患児の血清β2－MG濃度，悪性腫瘍患児の血清お

よび髄液中β2－MG濃度を測定したので，これら

の成績を報告する．

II．方法ならびに対象
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　1・Pbadebasβ2－micro　Test　100の原理

　本法の原理はFig．1に示すごとく，抗β2－MG

抗体をセファデックスに結合させた固相に対して

の標準β2－MGおよび未知検体中のβ2－MGと1251一

標識β2－MGの競合作用の結果，抗体と結合した

結合型β2－MGと遊離型β2－MGを，遠心操作に

より分離し測定する固相法Radioimmunoassayで

ある．
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Fig．1　Principle　of　the　procedure．

　2．キットの構成および操作手順

　i）キットの構成

　（1）1251一β2－MG　（青色に着色）10．71ttCi×1

　（2）標準β2－MG　10，25，75，200，500μ9／1×1

　（3）抗β2－MG　（黄色に着色）　　　　×1

　（4）緩衝液　　　　　　　　　　　　　　×2

　ii）操作手順

　測定はFig．2に示した操作手順に従って行っ

た．

　iii）検体の調製

　検体の調製はキットに添付されている緩衝液を

用い，血清で21倍（従来法は201倍），尿で5倍

（従来法は11倍），髄液で21倍の希釈を行った．

　3．対　　象

　対象は，学童健診において採血しえた検体のう

ち，腎疾患・免疫疾患等の異常を認めない健康児

および小児喘息，風邪等の疑いにて当院を受診し，

なんらの異常も認めなかった月齢2か月から年齢

15歳10か月（平均5歳4か月）までの男児109

例，女児76例の計185例を健康小児群とした．

　疾患群としては，年齢4歳7か月から15歳2

か月（平均10歳1か月）までの急性腎炎4例（内

訳：男児1例，女児3例），年齢1歳6か月から

14歳6か月（平均8歳9か月）までの慢性腎炎

35例（内訳：男児21例，女児14例），月齢9か

月から年齢9歳3か月（平均2歳4か月）までの

川崎病15例（いずれも川崎病の診断基準を満足

する男児9例，女児6例），月齢4か月から年齢

11歳11か月（平均5歳1か月）までの急性リン

パ性白血病16例（内訳：男児12例，女児4例），

年齢9歳5か月の急性骨髄性白血病の男児1例，

年齢2歳3か月の急性単球性白血病の男児1例，

年齢3歳8か月から12歳1か月（平均8歳1か
月）までのnon－Hodgkin’s　Lymphoma　5例（内

訳：男児4例，女児1例），月齢10か月から年

齢5歳（平均2歳5か月）までの胎児性癌の男児

3例，月齢7か月から年齢9歳6か月（平均3歳

4か月）までの神経芽細胞腫4例（内訳：男児1例，

女児3例），月齢1か月から年齢11歳1か月（平

均3歳2か月）までの，その他の悪性腫瘍（赤白

血病，細網肉腫等）8例（内訳：男児3例，女児

5例）である．

　なお，疾患例のうち白血病は骨髄穿刺標本によ

りペルオキシダーゼ染色，PAS染色，エステラ

ー ゼ染色の所見を参考に，形態学的に診断し，固

形腫瘍に関しては摘出または生検によって得られ

た腫瘍組織を病理学的に診断した．また，今回扱

った川崎病および悪性腫瘍例において特に腎機能

の異常を認めていない．

　4．髄液β2・MG濃度測定のための基礎的検討

　本法による血清および尿中β2－MG濃度測定の

ための検体希釈条件は指定されているが，髄液に

関する指示は成されていない．そこで，濃度の異

なる髄液を用いて希釈試験および日差再現性を検

討し，至適希釈条件を求めた．

　5．臨床的評価法

　各種疾患における血清β2－MG濃度の評価方法

は，今回求めた正常値を基準とし，被検者の年齢

に応じた正常平均値＋2S．D．を越えるものを陽性

（異常あり）とした．

　また，急性リンパ性白血病（以下ALLと略す）

およびnon－Hodgkin’s　lymphoma（以下NHLと
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Test　tubes　for　std．　soln Test　tubes　for　unknown　sample

Std，β2－mi（lroglobulin　soln．（10～500μg／1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・…・・…・……・・50μ～

Unknown　serum　or　unknown　CSF
　　　　　　　　　　　　　………………50μ1

β2－microgiobulin－1251　solution（Blue）

　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・…　魯・50μ～

Test　tubes　for　total　count

β2－microglobulin－1251solution
　　　　　　　　　　・・・・…　◆◆・・・…　50！τ～

Sephadex－Anti一β2－microglobulin

complex　suspension（Yellow）
　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・…　50，Ctl

Cover　the　tubes　with　plastic　film

or　aluminium　foil　and　incubate

then　on　a　shaker　90min．

at　controlled　room　temperature

Phadebasβ2－microbuffer　solution
　　　　　　　　　　　　　…・……………2ml

Centrifugation（2，000×g，10min．）

↓　　↓
Remove　the　supernatant（decant）

↓　　↓
Measurement　of　count　rate

Fig．2　　Assay　procedure．
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Dilution　test　of　the　CSF

Fig．3
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Table　l　Reproducibility　ofβ2－microglobulin　concentrations　using　the　cerebrospinal　fluid

β2－microglobulin　conc．（μ9／’）

Sample　No．
（1） 12） （3） （4）

Mean（μ9／の±IS．D． C．V．（％）

CSF　　1

　〃　　　2

　〃　　　3

　462．2

　393．l

LO82．1

　473．1

　405．3

｜，113．1

　475．3

　401．5

1，103．1

　436．4

　384．3

LO71．4

　461．8±17．8

　396．1±　9．4

1，092．4±19．1

3．85

2．35

1．75
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Fig．4　Change　of　serumβ2・microglobulin　levels　by

　　　age　in　healthy　children．

略す）例における髄液／血清β2－MG濃度比の評価

法は，血清β2－MGが正常上限を越え，さらに髄

液／血清β2－MG濃度比が1．0を越えるとき，およ

び血清β2－MG濃度が正常範囲であっても髄液

β2－MG濃度が正常血清β2－MG濃度上限値の75

％を越えるものを陽性（中枢神経系への浸潤の可

能性あり）とした．

III．結　　果

　i）髄液の希釈条件

　異なるβ2－MG濃度をもっ4種類の髄液（原液）

について緩衝液で順次倍々希釈を行った結果，

Fig．3に示すごとく，全ての検体において16倍

希釈以上で良好な直線性を示した．したがって髄

液β2－MG濃度を測定する場合は血清と同様21

倍希釈で充分と考え，次に異なるβ2－MG濃度を

もつ3種類の髄液について同一検体による日差再

現性をみた．その結果，Table　lに示すごとく良

好な再現性が得られた．

　ii）小児期の正常値

　健康小児185例における血清β2－MG濃度の，

年齢による推移をFig．4に示す．生後，加齢と

ともにβ2－MG濃度は漸減し，12歳以降でほぼ

成人値に落ち着く結果が得られた．

　iii）各種疾患群におけるβ2－MG濃度

　悪性腫瘍群を含む各種疾患患児84例における

血清β2－MG濃度をFig．5に示す・

　1）腎疾患児の血清β2－MG濃度

　慢性腎炎35例による血清β2－MG濃度の平均士2

S．D．は，2105．3士2979．8μ9／1でrangeは732．9～

7140．0μg〃であった．前項で検討した正常値と比

較し，各年齢における正常値の平均＋2S．D．以上

を陽性とすると，陽性率は31％であった．

　急性腎炎4例による血清β2－MG濃度の平均土

2S．D．は2375．6±3054．6μ9／1でrangeは1217．9

～4580．0μ9／1であり，陽性率は50％であった．

　2）川崎病患児の血中β2－MG濃度

　川崎病と診断された患児15例の，第1病週

の血清β2－MG濃度の平均±2S．D・は2565・9土

2129．4μg／1で，rangeは1245．3～4872．Oμg／1であ

り，陽性率は20％であった．また，同一患者血

清を各病週に採取し，血清β2－MG濃度の変動を

検討すると，経過中に1度以上陽性を呈したもの

は67％に達した（Fig．6）．

　3）悪性腫瘍患児の血清β2－MG濃度

　悪性腫瘍群患児38例による血清β2－MG濃度

の平均±2S．D．は2291．7±2275．4μ9〃で，最高

Presented by Medical*Online



小児における血清および髄液β2－microglobulin値の臨床的意義 709

Chronic
　　　Nephritis

・ ←・・… ●　　● ● ● ●

Acute　Nephritis ■　　●　　　　　　● ●

MCLS 　　　●　　■　●
°°°　°°°8 ●　　　　●　　　● ●

N　H　L ●　　　　　　　■● ● ●

Neuroblastoma ●■　　　● ●

A　L　L
　　●　　　　　　　●
●■　■●●●●　●　●●

　　●
● ●

A　ML 一AMoL 一

Embryonal
　　Carcinoma

●　　● ●

1　　　　　　　　1 ↓　　　　　　　　1 1 1 l　　　　　　　　l　　　　　　　　l

　　　　　　　1．0　　　2．0　　　3．0　　　4．0　　　5．0　　　6．0　　　7．0　　　8．0　　　9．0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　β2－microglobulin　mg／l
　　MCLS：Mucocutaneous　lymphonode　syndrome，　NHL：non－Hodgkin’s　lymphoma，
　　ALL：Acute　lymphoblastic　leukemia，　AML：Acute　myelocytic　leukemia，

　　AMoL：Acute　monocytic　leukemia

Fig．5　Serumβ2・microglobulin　concentration　in　various　disorders．

値は玉NHL患児の5838．0μ9〃であった．

　悪性腫瘍患児の初診時に採血した血清β2－MG

濃度の陽性率は，ALL　38％（6／16），急性骨髄性白

血病（以下AMLと略す）100％（1／1），急性単球性

白血病（以下AMoLと略す）100％（1／1），　NHL

40％（2／5），胎児性癌33％（1／3），神経芽細胞腫

（以下N．B．と略す）25％（1／4），その他の悪性腫瘍

38％（3／8）であった．

　4）ALLおよびNHL患児における髄液／血清

β2－MG濃度比

　複数回，髄液および血液を同時採取したALL

6例（18回），NHL　3例（8回），　AML　1例（4回），

AMoL　1例（2回）の計11例（32回）における髄液／

血清β2－MG濃度比をFig・7に示す・

　血清β2－MG濃度が正常上限を越え，さらに髄

液／血清β2－MG濃度比が1・0を越えるとき（図中

●印で示す），または血清β2－MG濃度が正常範

囲であっても，髄液β2－MG濃度が正常血清β2－

MG濃度上限の75％を越えるとき（図中▲印で

示す）を異常とし，それ以外を正常（図中○印で

示す）とすると，異常率はALL　33％（2／6），　NHL

100％（3／3），AML　O％（0／1），　AMoL　100％（1／1）

であった．

IV．　考　　察

　正常人の血清β2－MG濃度は，　Berggard1）らが

1．3～2．5mg／1（Single　radialimmunodiffusion法），

Evrinら11）が0．8～2．4　mg／1（Radioimmunoassay

法），河合ら12）が0．7～1．2mg〃，小児に関しては

日衛島ら13）が0．6～1．8mg／1と報告している．わ

れわれの測定した結果はFig．3に示すように生

後加齢とともに漸減し，12歳以上で諸家の報告

している成人値に達するように思われた．この結

果は小児期の腎の発育状態とよく相関しており，

臨床データを読む際非常に重要な意味を持つもの

と考えられる．β2－MGは低分子蛋白であるため・

血液中のβ2－MGは腎糸球体で容易に濾過される

が，糸球体機能障害が生ずると濾過能が妨げられ

血中β2－MG濃度が著明に高くなる14）・また・腎

糸球体で濾過されたβ2－MGはそのほとんどが近

位尿細管で再吸収され異化されるが8・9），異化

能に障害が生ずると尿中β2－MG濃度が増加す

る8・15・16）．以上の観点から血清β2－MG濃度の測

定は糸球体機能の評価に，尿中β2－MG濃度の測

定は尿細管機能の評価にと広く臨床に応用されて

いる．
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Fig．6　Serial　determinations　of　serum　P2－microglobulin

　　　levels　in　MCLS．

　　　＊MCLS：Mucocutaneous　lymphonode　syn－

　　　　drome

　今回著者らが検討した慢性腎炎35例中11例

（31％），急性腎炎4例中2例（50％）に血中β2－

MG濃度の上昇を認めた．これらの陽性例では

諸家の報告14・17）にあるように血清クレアチニン

の上昇傾向を示していた．しかし，血中β2－MG

濃度の上昇は腎疾患に特異的でなくリンパ増殖性

疾患，悪性腫瘍，自己免疫疾患においても上昇す

ることが知られ注目されている3・9・10）．臨床面から

みた著者らの成績でも悪性腫瘍群における初診時

血清採取の38例中15例（39％）に陽性例を認め，

さらに症状が進行するにつれて陽性率は増加した．

また，中枢神経系への浸潤は悪性腫瘍の治療にお

いて重大な障碍の一つであり，その評価の手段と

　　　：Central　nervous　systems　mvolvement

　ALL：Acute　lymphoblastic「eukemia．　AML：Acute　myelocytic　leukemia，

　AMoL：Acute　monocytic　leukemia，　NHL：non－Hodgkin’s　lymphoma

Fig．7　Serial　determinations　of　the　ratio　of　CSFβ2－

　　　microglobulin／serumβ2－microglobulin　in　ma－

　　　1ignant　tumor．

して髄液／血清β2－MG濃度比の検討を行った．

その成績はFig．7に示すごとく，髄液の細胞学的

検索の結果とよく一致しており（図中※印は細胞

学的検索陽性例），今後の課題として髄液中に異

常細胞が出現する以前に髄膜浸潤の有無を確認す

ることが可能か否か検討する必要があると考える．

最後に，β2－MGの機能は解明されていないが，

その構造が免疫グロブリン（lgG）のH鎖およびL

鎖の一部と類似していることや5・6），HLAのL鎖

と同一であるとされ7），液性および細胞性免疫の

両面より免疫学的な意義が注目されている．そこ

で川崎病における免疫異常の可能性18）を考え合わ

せ，川崎病患児15例について血清β2－MG濃度の

検討を行ったところ，急性期の陽性率は20％を

示し，さらに回復期までに採取した複数回の血清

β2－MG濃度を測定すると，陽性率は67％に増加

した．特に，重症例ほど陽性率の高くなる興味あ

る所見が得られた．

V・総括ならびに結論

　Phadebasβ2－micro　Test改良法を用いて臨床的

検討を行い，以下の成績を得た．

　1．正常小児期における血清β2－MG濃度の年
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小児における血清および髄液β2－microglobulin値の臨床的意義

齢による推移は回帰式Y－2055．3X－o’2，相関係数

r－0．973で示され，加齢とともに漸減し12歳以

上でほぼ成人値に落ちつく結果が得られた．

　2・腎疾患患児における血清β2・MG濃度は患

児の病態をよく反映していた．

　3．悪性腫瘍群では正常小児と比較して有意に

高値を示す例が多く，症状の進行に従って血清

β2－MG濃度の陽性率が増加した．また，髄液／血

清β2－MG濃度比は細胞学的検索の結果と比較的

一致をしており，中枢神経系への浸潤を示唆する

結果を得た．

　4．川崎病の急性期から急性終期にかけて血清

β2－MG濃度の上昇を認める例があり，特に重症

例において陽性率が高くなる傾向を認めた．

　稿を終わるに当たり，Phadebasβ2・micro　Test　100を

提供していただいた第一ラジオアイソトープ研究所に深

謝致します．また，本キットの統計処理に際して御協力

いただいた県西部浜松医療センター核医学延沢秀二先生

に深謝致します．
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S㎜ary
Clinica1　Significance　of　p2－microglobUlin　in　Serum

　　an《1　Cerebrospinal　FIUid（CSF）in　Childhood

Masayuki　YANo＊，　Takayo　SuzuKI＊＊，　Tsutomu　ToNoucHI＊＊＊，　Shirou　SETo＊＊＊＊，

　　　　　　　Takao　HIRAo＊＊＊＊，　Shouri　TAKAHAsHI＊＊＊＊＊，　Junichi　MIMAYA＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Takashi　NAKAMuRA＊＊＊＊＊＊

＊Divisio〃〈）f　Nuctear　Medici〃θ，＊＊Depart〃lent（ゾP』r〃lacy，＊＊＊Diyisio〃（）f　Haematology　a〃d　Oncologγ，

　　　　　＊＊＊＊鋤ision　of　A〃ergγ，加〃lu〃ologγ　and　lnfeetiouぷD’sease，相林D∫v∫ぷ∫o〃of　Nephro　logγ，

　　　　　　　　　　＊＊＊＊＊＊Divisio〃of　1〃’θr〃atルledicine，　Shizuoka　Ch〃dre〃’ぷ・H∂spi’a1，　Sh　iz〃oka

　　Beta　2－microglobulin（β2－MG）concentration　in

serum　and　cerebrospinal　fluid（CSF）under　various

diseases，　and　the　concentration　in　serum　with　rela－

tion　to　the　age　of　healthy　children　were　investigated．

　　The　normal　value　in　serum　decreased　with　the

age　of　children　and　reached　the　level　of　adults

after　12　years　old．　Comparing　with　the　normal

Ievel，　the　serumβ2－MG　concentration　in　patients

with　disease　reflected　well　their　clinical　findings．

　　In　children　bearing　malignant　tumor，　the　ratio

ofβ2－MG　concentration　in　CSF　to　that　in　serum

showed　good　coincidence　with　the　result　of　CSF

cytodiagnosis．　Therefore，　the　possibility　for　con－

firmation　of　meningo－infiltration　prior　to　the　ap－

peranse　of　abnormal　cells　in　CSF　was　suggested．

　　Key　words：　Radioimmunoassay，β2－microglo－

bulin，　Healthy　children，　Mucocutaneous　lym－

phonode　syndrome，　Cerebrospinal　fluid．
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