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1．はじめに

　CEA・AFPを代表とする腫瘍マーカーは，　RIA

技術の進歩に伴って癌の診療において重要な位置

を占めるようになってきている1”’3）が，これは血

液を用い多数の検体の測定が可能となり，その測

定が正確で容易になったこと，癌の補助診断や治

療効果・予後の判定に有用であることが明らかと

なったことによると思われる．

　Tissue　polypeptide　antigen（TPA）はBj6rklund

らにより初めて報告された癌組織から精製された

蛋白質であるが4・5），最近TPA測定用RIAキット

が開発され，各種悪性疾患に対する腫瘍マーカー

としてその臨床的有用性が報告されている6A’28）．

　しかし各報告者により正常値は異なっており，

その腫瘍マーカーとしての臨床的評価も定まって

いないのが現状である．そこでRIAによる血中

TPA濃度測定の臨床的有用性を検討するため，

わが国の18施設が参加して健常人，各種悪性腫瘍

患者，良性疾患患者の血中TPA濃度を測定した

ので，その成績を述べる．

II．対象および方法
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　1．対　　象

　研究参加18施設において3，174症例を対象とし

た．健常人823例，良性疾患1，056例，内訳は呼吸
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器疾患445例（うち肺炎175例，肺結核142例，気

管支喘息28例，気管支拡張症16例，気管支炎23例，

肋膜炎13例，肺気腫5例，自然気胸16例，呼吸不

全27例），消化器疾患381例（うち胃潰瘍55例，胃

炎32例，大腸炎10例，急性および慢性肝炎134例，

肝硬変118例，慢性膵炎32例），泌尿器疾患230例

（うち前立腺肥大症128例，前立腺炎27例，尿管

結石症37例，腎結石症6例，腎不全32例）および

原則として治療前の悪性腫瘍患者1，295例，内訳

は肺癌411例，乳癌97例，胃癌263例，大腸癌

150例，肝癌161例，膵臓癌76例，膀胱癌66例，前

立腺癌71例であった．

　2．方　　法

　各種悪性腫瘍患者（原則として治療前）および

対照として健常人，良性疾患患者より静脈採血し，

血清中のTPA濃度をプロリフィゲンTPAキッ

ト‘‘第一”を用い，参加各施設においてキット添

付の使用説明書に従って測定した．TPAの臨床

的有用性を検討するため，悪性腫瘍患者では，1）

病期，2）病理組織型，3）血中CEA濃度との関

係を検討した．なお病期分類は肺癌・乳癌では

TNM分類法，胃癌・大腸癌はそれぞれ胃癌研究

会分類法・大腸癌研究会分類法に従った．

皿　結　　果

　1・健常人における血中TPA濃度について

　健常人823例，うち男性417例，女性406例を対

象として血中TPA濃度を測定した．　Fig．1に示

すごとく，血中TPA濃度は測定感度以下から185

U／Lまでに分布するものの，その95％は110U／L

以下に，97％は121U／L，99％は153　UIL以下に

分布した．健常人における平均血中TPA濃度は

66．1±24．4U／L（標準偏差）であり，男性417例で

は69．0±25．2U／L，女性406例では63．0土23．2　U／L

と男性の方が若干高値をとる傾向が見られた．

　血中TPA濃度は喫煙者群と非喫煙者群の間に

差異が認められ，喫煙者56例の平均血中TPA濃

度は79．0土29．3U／Lと非喫煙者254例での65．5土

24．OU／Lに対し有意に高値を示した．

　これに対し血中TPA濃度に及ぼす年齢の影響

をみたところ，対象とした健常人の分布が男性・

女性とも20～40歳代に多く，50歳以上の健常人が

少ないものの，高年齢者でも高値をとる訳でもな

いと考えられた．

　これらの結果より，健常人の95％が分布する

110U／LをTPAのcut・off値として以下の検討
を行った．

180

150

Nuniber

、：les　Ic°

50

蒜21、D．66四、U、）

95％

…
；
…言　　9川

　　　；

i　　99％　　　　　　　　■

‘

　　　　　　　　；

古　　　　　　30　　40　　50　　60　　了0　　89　　90　　100　110　｜20　130　140　150　160　1了0　180　190　200

　　　　　　　　　　　　　丁PA（UL）

Fig．1　Distribution　of　serum　TPA　concentrations　in　normal　control　subjects．
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　2．各種悪性腫瘍における血中TPA濃度およ

　　び良性疾患との鑑別

　各種悪性疾患患者の血中TPA濃度はFig．2に

示すごとく一般に増加しており，1，295例中804例

（62．1％）が110U／L以上のTPA値を示した．し

かし，TPAの陽性率は罹患部位により異なってお

り，それぞれ肺癌63．3％（411例中260例），乳癌

28．9％（97例中28例），胃癌51．0％（263例中134例），

大腸癌62％（150例中93例），肝癌89．4％（161例中

144例），膵臓癌69．7％（76例中53例），膀胱癌69．7％

（66例中46例），前立腺癌64．8％（71例中46例）の症

例でTPA陽性が見られた．
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Fig．2Serum　TPA　concentrations　in　normal　control　subjects　and　patients　with　various

　　　cancers．
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Fig．3A　Serum　TPA　concentrations　in　patients　with　benign　pulmonary　diseases．
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　一・方良性疾患患者では1，082例中498例（46．0％）

の症例において血中TPA濃度は110　U／L以上の

値を示し，特に肝炎，肝硬変などの肝疾患および

前立腺肥大症や腎不全などの泌尿器系疾患などに

高値をとる症例が多く認められた（Figs．3A・B，4，

5A・B）．しかし，肝・泌尿器系疾患を除いた600

例における血中TPAの偽陽性率は33．7％（202例）

と低く，その測定値も200U／L以下の軽度上昇

例が多かった．したがって肺疾患ではFig．3Bの

ごとく良性・悪性の鑑別にも利用され得るが，腎・
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Fig．3B　Inverse　distribution　for　TPA　concentrations　in　serum　of　patients　with　various

　　　　lung　diseases．
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Fig．4　Serum　TPA　concentrations　in　patients　with　benign　diseases　of　digestive　system．
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　　　　　Benign　disease　of　kidney　and　urin8ry　tr8ct

No．　positive／No．tested
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Fig．5A　Serum　TPA　concentrations　in　benign　disorders　of　the　kidney　and　urinary　tract．
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Fig．5B　Inverse　distribution　for　TPA　concentrations　in　serum　of　patients　with　urological

　　　　disorders．

泌尿器系疾患では悪性腫瘍例のみならず，良性前

立腺疾患などでも血中TPA濃度の増加を示し，

良・悪性の鑑別が困難iであった（Fig．5B）．

　3．病期との関係

　病期の確定した悪性腫瘍患者，特に肺癌272例，

乳癌73例，胃癌142例，大腸癌98例において，血

中TPA濃度と病期との関係を検討した（Fig．6A一

D）．いずれの腫瘍においても病期の進行ととも

に血中TPA濃度の増加する傾向があり，特に第

IV期，第V期（大腸癌）ではTPAの陽性率はそ

れぞれ肺癌72．9％（107例中78例），胃癌87．0％（46

例中40例），大腸癌89．7％（29例中26例）と非常な

高率で陽性例が見られた．
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Fig．6　Serum　TPA　concentrations　and　stage　of　the　diseases　in　carcinomas　of　lung（A），

　　　　　breast（B），　stomach（C）and　colon（D）．
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Fig．7　Serum　TPA　concentrations　and　histological　findings　in　lung　cancer．

　4．病理組織像との関係

　病理組織像の判明した肺癌347例を対象として

血中TPA濃度と組織型との関係を検討した（Fig．

7）．この症例のうち224例（64．6％）において血中

TPA濃度はcut　off値110　U／L以上を示したが，

腺癌・扁平上皮癌・大細胞癌・小細胞癌のいずれ

においてもTPAの陽｝生率は62．7～72．2％の間に

分布し，各群の間に陽性率の差異はなく，組織型

によるTPA濃度の違いは認められなかった．
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Fig．8A　Incidence　of　elevated　serum　TPA　and　CEA　levels　in　lung　cancer　and　its　relation

　　　　with　stage（Left）and　histologica1血dings（Right）．　Upper　normal　limits　of　serum

　　　　CEA　values　were　determined　as　2．5　ng／ml　with　Dainabot，5．O　ng／ml　with　Roche

　　　　and　3．5　ng／ml　with　Daiichi　RIA　kits，　resp㏄tively．
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　5．TPAとCEAの関係
　肺・乳・胃・大腸・肝・膵癌症例においてTPA

とCEAを同時に測定することにより，両者の陽

性率の比較検討を行った．いずれの腫瘍でも両者

は病期の進行に従いその陽性率を増す．しかし例

えば肺癌・胃癌ではCEAの陽性率はそれぞれ

45％，36％とTPAに比べ低く，両者の問に解離

の見られる症例も存在した（Fig．8A・B）．このよ

うな所見はCEAは肺の腺癌に比べ扁平上皮癌で

の陽性率が低いこと，胃癌では，各病期において

TPAの方がCEAよりも陽性率が高いことを反
映したものと考えられる．

　これに対し乳癌・大腸癌・膵癌での陽性率は

TPAとCEAの間に明らかな差異は認められな
かった（Fig．8C）．

　TPA，　CEAとも病期の進行に伴い血中濃度が

上昇するため，進行した癌ではTPA，　CEAとも

に陽性になることが多く，肺癌IV期では43．9％

（41例中18例），胃癌IV期では63．6％（44例中28

例）が2つの腫瘍マーカーとも検出された．一方

IV期にもかかわらずTPA，　CEAとも陰性の症例

は，肺癌では17．1°／．（41例中7例），胃癌では6．8％

（44例中3例）であった．

IV．考　　察

　TPAは癌組織から精製された分子量43，000，

30，000，17，000の3つのfragmentより成る蛋白質

である．しかしその分子量が100万以上と巨大な

ため，アミノ酸組成や生物学的作用も十分解明さ

れていない29）．しかしながらこれまでの免疫組織

学的な研究によりTPAは各種の上皮性腫瘍の細

胞膜や細胞質に多く存在することが明らかとなり，

腫瘍マーカーへの応用が検討されるようになって

きた6－28）．

　RIAにより測定した健常人の血中TPA濃度は
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欧州やわが国でも研究者間で若干の差異があり，

正常値上限も56U／Lから130U／Lまでと報告者

により同一ではない．今回国内18施設で検討した

健常人823例における平均血中TPA濃度は66．l

U／Lで，95％が110U／L以下に分布するため，

110U／Lをcut　off値とした．

　対象とした肺，乳，胃，大腸，肝，膵，膀胱，

前立腺の悪性腫瘍のいずれにおいても血中TPA

濃度は増加しており，肺癌では組織型による影響

がないなど，TPAは幅広く悪性腫瘍をカバーす

る腫瘍マーカーと考えることができる．血中

TPA濃度は，腫瘍の進展に伴って増加し，病期

との間に相関が見られること，これら悪性腫瘍の

有病正診率（True　positive　rate）が62．1％だったの

に対し，肝疾患や泌尿器疾患を除くTPAの偽

陽性率（false　positive　rate）が33．7％で，正診率

（accuracy）が63．4％であることなど腫瘍マーカー

としてほぼ満足できる結果が得られた．ただ血中

TPA濃度が病気の進行に伴って増加し，1期の

症例では陽性率が低いため，早期癌の診断やマ

ス・スクリーニングへの応用は期待できないと思

われる．

　現在腫瘍マーカーとして最も繁用されている

CEAとは免疫学的にも異なり，血中CEA濃度

と血中TPA濃度の間には相関関係は認められな

い．しかもTPAの陽性率はCEAと同等かそれ

以上であることが明らかとなった．しかし逆に

TPAが陰性にもかかわらず，　CEAが検出される

場合もあり，進行した悪性腫瘍ではTPAとCEA

が両方ともあるいはどちらか一方が陽性になるこ

とが多く，TPAとCEAなどの他の腫瘍マーカー

との併用の意義については今後さらに検討が必要

であろう．

　TPAは癌組織のみならず，胎盤などにも存在

することが報告されており，悪性腫瘍のみに特異

的な抗原ではない．したがって今回の検討からは

除外したが，妊婦血中のTPA濃度は30週以上で

増加傾向があり12），またCEAの場合と同様，喫

煙者では非喫煙者に比較しTPAが高値を示した．

　臨床的に最も問題となったのは，肝・泌尿器疾

患などの良性疾患でもTPAが陽性となる場合が

あることである．例えば前立腺癌の場合には，前

立腺肥大症でもTPAが上昇するため，　TPAの測

定のみでは良・悪性の鑑別診断は困難であり，肝

臓癌と肝炎・肝硬変の間も同様である．しかしな

がら，良性疾患では経過を追うと，血中TPA濃

度が低下することが多いことも臨床的には参考に

なると思われる．血中腫瘍マーカーの濃度は肝・

腎機能に影響されることが多いが，TPAの解釈

にも肝疾患や腎・泌尿器系疾患の有無を考慮する

必要がある．TPAは卵巣癌などの婦人科疾患や甲

状腺癌でも上昇することが報告されているが23・27），

今回の対象からは除外した．また治療経過に伴う

TPA値の変動に関しては別に報告の予定である．

今後TPAの生物学的作用の解明とともにTPA

fragmentの濃度の測定方法の開発や，モノクロー

ナル抗体の手法などを用いてより疾患特異的な抗

原を検索することにより，より優れた腫瘍マー

カーへと発展することが期待される．

V．まとめ

　全国18施設3，174例の血中TPA濃度を測定し，

以下の結果が得られた．

　1．健常人823例における血中TPA濃度は66．1

土24．4U／Lであり，　cut　off値を110　U／Lとした．

　2．悪性疾患1，295例中804例（62．1％）がTPA

陽性だったのに対し，肝・腎・泌尿器系疾患を除

く良性疾患では600例中202例（33．7％）が偽陽性

を示した．

　3．悪性腫瘍患者では血中TPA濃度は病理組

織型には影響されないが，病期と強い相関があり，

病期の進んだ症例ほど，TPAの陽性率，測定値

とも高かった．

　4．CEAより陽性率が高いが，　TPA陰性にも

かかわらずCEAが陽性の症例もあり，　CEAな

ど他の腫瘍マーカーとの併用が望ましいと思われ

る．

　5．血中TPA濃度の測定は肺癌・乳癌・胃癌・

大腸癌・膵癌・膀胱癌・前立腺癌などの患者の診

療に有用である．TPAは腫瘍マーカーとして感
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度が良いが臓器特異性には乏しい欠点を有してお

り，良性疾患でも血中TPA濃度が上昇すること

があるため，データの解釈には注意が必要であ

る．
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