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1．はじめに

　糖鎖抗原（Carbohydrate　Antigen一以下CA　l9－9

と略す）はKoprowski1・2）らにより開発されたヒ

ト大腸癌の培養細胞を用いて作成されたモノクロ

ー ナル抗体が認識する新しい腫瘍関連抗原であり，

その構造はガングリオシドを含む糖鎖抗原である

ことが知られている3・4）．

　Immunoradiometric　assay（IRMA）による血中

CA　19－9の測定が可能となり，今回フランスCIS

社のエルザCA　19－9キットを使用する機会を得，

2，3の治験を得たので報告する．

II．測定原理および方法

　ヒト大腸癌由来の培養細胞からモノクローナル

抗体の手法により得られた抗体を測定チューブに
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固定し，これに検体中の抗原を結合させ，次に1251

標識二次抗体を反応させるImmunoradiometric

assay（IRMA）を原理とする．

　1．測定方法

　方法は標準法を用い次のとおりに行った．

　①各試験管に緩衝液0．2・mlをとる．

　②これに標準液または検体0．1mlを加え撹

拝する．

　③37士1°Cで3時間インキュベーションを行
う．

　④反応残液を除去し，脱イオン水3m1で4
回洗浄する．

　⑤i251－CA　19－9抗体0．3　mlをすべての試験管

に加える．

　⑥室温で約20時間インキュベーションを行い，

反応残液を除去し，さらに脱イオン水3m1で4

回洗浄する．

　⑦　各試験管の放射能量を測定し，標準曲線か

ら各濃度を算出する．

　2．基礎的検討

　1）精度および再現性，2）溶血の影響，3）抗凝

固剤の影響について検討した．

　Key　words：IRMA，　CA　19－9　values，　Tumor　related

antigen，　Pancreas　Ca，　Billiary　truct　Ca・
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　3・臨床的検討

　千葉大学病院第一内科，放射線科および君津中

央病院を受診した消化器癌46例（内訳は膵癌8，

胆嚢癌5，胆管癌11，食道癌1，結腸直腸癌8，胃

癌3，肝細胞癌10），非消化器癌32例（肺癌3，悪性

リンパ腫4，舌癌3，上咽頭癌3，甲状腺癌2，卵

巣癌1，子宮頸癌1，胸腺腫1，喉頭癌5，頸部癌

1，耳下腺腫瘍2，頬粘膜癌1，陰茎癌1，下咽頭癌

4），良性疾患41例（内訳は膵炎10，胆石症2，胆嚢

炎5，肝疾患5，甲状腺疾患5，胃炎1，胃潰瘍3，

大腸炎3，その他7）および体液10検体（膵，胆道

癌患者胆汁7，良性肝嚢胞液1，甲状腺嚢胞液2）

ならびに健常人33例（男17，女16，年齢7～73歳，

平均年齢38歳）の総計152例162検体を対象とし

た．

IIL　成　　績

　1．基礎的検討

　1）精度および再現性

　コントロール血清（C）および濃度の異なる3種

類の検体（血清1，II，　III）を用いてキット内再現性

およびアッセイ間の再現性を検討した．それぞれ

の平均値（U／m1）と変動係数はintraassayにおい

て血清（C）：46．0土2．8U／m1，6．1％；血清（1）：10．2

±1．2U／m1，11．8％；血清（II）：63．5土3．9　U／m1，

6．1％であり，interassayは血清（C）：38．9土1．6

U／m1，4．1％；血清（III）：20．8土1．6　U／ml，7．7％と

いずれも満足すべき結果であった（Table　1）．

　2）溶血の影響

　CA・19－9値に与える溶血の影響をみるために凍

結融解を繰り返して得た溶血血球から各種濃度の

溶血液（生理食塩水添加液）を作製した．これら

溶血液1容に対し，非溶血血清9容を加え，最終

的にヘモグロビン濃度が100～500mg／dlになる

ようにサンプルを調製した．ヘモグロビン濃度が

高くなるにつれCA　19－9値は明らかに減少した

（Fig．1）．ヘモグロビン濃度100，200，300，400お

よび500mg／dlではそれぞれ非溶血血清値の

91．7，79．0，76．1，60．2および55．2％に低下した．

破線は同一症例の再検値である．

　3）抗凝固剤の影響

　CA　19－9高値（A）および低値血清（B，　C）の3

例につき，血清値とEDTA－2K添加（3．6　mg／血液

3m1）血漿および3．8％のクエン酸ナトリウム添

60

50

（三
＼
コ
）

40♂

－
9
＜
O

［ffects　of　haemolysis　on　values　of　CA19－9’

measured　by　repeated　tests

　　　100　　　　　　　　　200　　　　　　　　　　300　　　　　　　　　400　　　　　　　　　　500　　　（田9／dt）

　　　Ite薗0010bin　Contcnts　　in　seruロ，as　index　of　he日olys｜s

Fig．1　Effects　of　hemolyzation　on　serum　CA　19－9　values．
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　　　　　Table　l
1）　　Intraassay

Carbohydrate　Antigen　CA　19－9の基礎的臨床的検討
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Fig．2　Serum　CA　19－9　values　of　normal　subjects．

Table　2

　　　　Plasma　value　Plasma　value
Serum　　　EDTA　2K　　3．8％sodium
value　　（3．6　mgβml　citrate（0．6　m1／

　　　　　　blood）　　　2．4　ml　blood）

Sample　A

Sample　B

Sample　C

88．6＊

26．6

18．2

68．2＊

22．0

14．7

43．8＊

13．4

9．0

＊Each　value　represents　the　average　of　duplicate　runs．

加（0．6m～／血液2．4　ml）血漿中でのCA　19－9値を

比較した（Table　2）．サンプルAでは88．6　U／ml

を示したものがEDTA－2K添加血漿で68．2　U／mt

（77．0％）に減少し，クエン酸ナトリウム添加血漿

では43．8U／m1（49．4％）に減少した．サンプルB

およびCでも同様の結果となり，いずれもクエ

ン酸ナトリウム血漿での低下がめだった．

2．臨床的検討

　1）健常者における血清CA　19－9値

健常人ボランティア33人のCA　l9－9値をFig．2

に示した．年齢分布7歳～73歳の33例の平均値

と標準偏差は10．0土8．4U／m1であった．最高値

は25．1U／mlであり，5．5U／ml以下を示したもの

は13例（39％）であった．男性17例（7～55歳）の平

均値は8．1±4．4U／mlであり，女性16例（25～73

歳）のそれは12．6土8．OU／m1であり，女性が男性

に比較し，やや高値を示す傾向にあった．

　2）各種疾患患者における血清CA　19－9値

　各種悪性腫瘍患者の血清CA　19－9値をFig．3に

示す．諸家の報告に従い，cut　off値を37　U／ml

とすると各種消化器癌46例の陽性率は63％（29／

46）で膵，胆道系癌については膵癌8例中7例，
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Fig．3　Serum　CA　19－9　values　in　163　samples　with　various　diseases．

胆嚢癌5例中5例，胆管癌11例中11例と高く，そ

の他の消化器癌では結腸直腸癌8例中3例，肝細

胞癌10例中2例と低かった．その他の非消化器癌

28例の陽性率は11％（3／28）で，陽性を示した3

例は，卵巣癌の全身転移例（120U／m～以上）と，

喉頭癌（43．OU／m1），上咽頭癌（56．6U／m1）であっ

た．良性疾患41例の陽性率は27％（11／41）で，そ

の内訳は膵炎10例中2例，胆嚢炎5例中1例，胃

潰瘍3例中2例，肝疾患5例中3例，甲状腺疾患

5例中1例が陽性を示した．cut　ofr値を100　U／ml

にすると陽性率は7％（3／41）となった．

　測定可能であった消化器癌7例の胆汁CA　19－9

値はいずれも陽性であり1例を除き120U／ml以

上の高値を示した．悪性腫瘍でない肝嚢胞例およ

び甲状腺嚢胞例の嚢胞液はいずれも120U／ml以

上の高値を示した．

　3）膵，胆道系疾患におけるCAl9－9の癌に対

　　する診断精度

　膵，胆道系疾患における癌に対するCA・19－9値

およびそれ以外の疾患におけるCA　19－9値の

sensitivity，　sPecificity，　eMciencyをTables　3，4に

示した．膵胆道系疾患ともにそれぞれの例数が少

ないのでこれらを一緒にした．

　CA　19－9のcut　off値を100　U／m1にしても，

sensitivityは96％から92％となりほとんど変わ

らない．specificityは71％から82％に，　eMciency

は85％から88％に上昇したがほとんど有意差

のある上昇ではなかった．

　一方，膵胆道系以外の疾患におけるCA　19－9の

癌に対する診断精度はcut　ofr値を37　U／m1から
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Table　3

Carbohydrate　Antigen　CA　19－9の基礎的臨床的検討

Sensitivity，　specificity　and　e伍ciency　of　CA　19－9　values　in　pancreas　diseases

　　　　　　　　and　billiary　tract　diseases

859

Tumor　markers Sensitivity Specificity Ethciency

CA　19－9（37）＊

CA　19－9（100）＊＊

95．8％（23／24）

91．7％（22！24）

70．6％（12／17）

82．4％（14／17）

85．4％（35／41）

87．8％（36／41）

＊The　value　in　parenthesis　shows　the　cut　off　value（37　U／m／）

＊＊The　value　in　parenthesis　shows　the　cut　off　value（100　U／m～）

Table　4　Sensitivity，　specificity　and　e伍ciency　of　CA　19－9　values　in　others

Tumor　markers Sensitivity Specificity Efnciency

CA　19－9（37）＊

CA　19－9（100）＊＊

16．7％（9／54）

7．4％（4／54）

75．0％（18／24）

100．0％（24／24）

34．6％（27／78）

35．9％（28／78）

＊The　value　in　parenthesis　shows　the　cut　off　value（37　U／mt）

＊＊The　value　in　parenthesis　shows　the　cut　off　value（100　U／m∫）

100U／m1とすると，sensitivityは低いがspecificity

は75％から100％と統計的に有意の上昇を示し

た．

IV．考　　察

　CA　19－9はガングリオシドを含み3），その抗原

決定基はsialylated　lacto－N－fuco－Pentaose　IIであ

ることがMagnaniら4）により解明されている．

当科でもELSA　CA　19－9TMキット（CIS）を使用

する機会を得，2，3の知見を得た．

　本キットの精度は同時，日差再現性ともにほぼ

満足すべき結果であった．しかし通常のRIAキ

ットに比較すると多少バラツキが大きいのは固相

法（ELSA・チューブ使用）に共通する点であると

思われる．

　サンプルの溶血はその程度が強くなるにつれ，

測定値は明らかな減少をきたし注意を要する．

　また血清値と血漿値ではとくにクエン酸ナトリ

ウム添加血漿において血清値の約50％の低値を

示した．なお測定データは示さなかったが希釈試

験では良好な直線性が得られなかった．これは諸

家らの報告6・7）と同様であり，そのため高値を示

した全例の希釈測定は行わなかった．血中の抗原

量に比較して，固相抗体が少なすぎる可能性があ

リ，キットの改良が望まれる．

　臨床的には膵癌，胆嚢癌，その他の消化器癌，

非消化器癌，膵炎，胆石症，その他の良性疾患の血

清CA　19－9値および各種体液について検討した．

膵癌では8例中7例が120U／ml以上の高値を

示したが，一方28．9　U／mlと陰性を示した1例は

エラスターゼ1，Tissue　Polypeptide　Antigen（TPA）

ともに陽性を示した．この例はその後の再検でも

CA　19－9値は15．6U／m1と低値を示したがさらに

2か月後の剖検で7×7×4cmの膵頭部癌が確認さ

れた．Brockhausら9）の報告によると，　Lewis血

液表現型（a－b－）の症例ではLea抗原が生成さ

れず，したがってそのシアル化物であるCA　19－9

抗原の生成も不可能となりfalse　negativeとなると

いっている．この例ではLewis血液型を調べてお

らずそれに相当するかは不明である．胆嚢癌5例

では全例が陽性であり，希釈測定を行い得た4例

では106．8～4，873U／m1と高値を示した．胆管癌

では11例全例が陽性を示し，うち9例が120U／mt

以上の高値（最高値94，620U／m1）を示した．肝細

胞癌での陽性例（2例）は41．6と120U／m1であ

り結腸直腸癌では56．1～111．5U／mlにあった．

　卵巣癌の全身転移例（しかし，膵，胆道系に転

移は認められなかった）と食道癌の肺転移例はい

ずれも100U／m1以上を示した．胃癌および悪性

リンパ腫（治療中，II期）ではすべて陰性であっ

た．

　膵炎の陽性例は44．2U／m1と109．3　U／m1を示
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し，肝内胆石症2例は100U／m1以上の高値を示

した．例数は少ないが肝内胆石症と胆管癌との鑑

別は困難な結果を示した．その他の陽性例は，急

性胆嚢炎（53．4U／mt），急性肝炎（41．9　U／ml），慢

性肝炎（70．6U／ml），胃潰瘍（53．5，60．1　U／m～），食

道静脈瘤（40．6U／m1）であった．

　体液では膵胆道癌患者の胆汁中CA　19－9値の

ほとんどが120u／m1以上（49，200　U／m1，64，500

U／m1など）の著明高値を示した．また良性の甲

状腺嚢胞液および肝嚢胞液でも120U／m～以上の

高値を示し，石田10），岡崎11）らの報告と同様の

結果であった．

　Brockhausら9）によれば，　Lewis（a十b－）およ

びLe（a－b＋）血液群の正常人唾液中にCA　19－9

抗体に結合するムチンが存在するとの報告があり，

石田ら10）も追試し，同様の報告をしている．さ

らに正常人糞便中10），正常人精液中の存在12）も

報告されている．

　癌に対するsensitivity，　specificityについてはcut

off値を100　U／m1としても，膵胆道系癌に対し

てはsensitivity，　specificityともに有意の変化はな

く良好な成績を示した．

　膵胆道系癌以外の癌に対してはsensitivityは全

く低いがspecificity（100％）は高い検査法である

と考えられた．

　本法は膵胆道系癌患者における陽性率がきわめ

て高く，臨床上有用な検査法であるが，epithelial

腺から分泌されるムチンあるいは偽ムチン性卵巣

嚢腫によるfalse　positiveの可能性13）およびLewis

血液型によるfalse　negativeの可能性を考慮して

データを利用するべきであると考える．

V．まとめ

　1）ELSA　CA　19－9キットの精度は，同時，日

差再現性ともに，満足すべきものであった．

　2）血清値に対する溶血の影響は強く，溶血の

程度が増すにつれ測定値は減少した．

　3）クエン酸ナトリウム添加血漿では，血清値

の約50％に減少した．

　4）膵胆道系癌で高い陽性率を示した．

　5）膵胆道系癌以外の癌における本法のspeci－

ficityはcut　off値を100にすると，100％という

高い結果であった．

　6）膵癌および胆道系癌患者の胆汁CA　19－9

値，および悪性腫瘍のない肝嚢胞液および甲状腺

嚢胞液中CA　19－9値はともに高値を示した．

なおELSA　CA　19－9キットを提供していただいたミ

ドリ十字社に感謝します．
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