
467

《ノート》

ヒトレニン直接定量法（IRMA）に関する基礎的
　　　　　　　　　　および臨床的検討

Fundamental　and　Clinical　Study　of　Direct　Immunoradiometric

　　　　　　Assay　in　Human　Renin　Concentration

栗本　文彦＊

桜井兵一郎＊

鈴木　洋通＊＊

猿田　享男＊＊

堀内　淳子＊ 滝田　節＊＊

Fumihiko　KuRIMoTo＊，　Hiromichi　SuzuKI＊＊，　Junko　HoRlucHI＊，

Takashi　TAKITA＊＊，　Hyoichiro　SAKuRAI＊and　Takao　SARuTA＊＊

　　　＊」し1〃ぷttb～sh　iγttka　Labora’orγof　Medica～Scie〃ce　Co．，Ltd．

＊＊D（脚r〃nen’げ加en～al　Afedicine，　Keio〃〃iv，ersity　School（ゾMedicine

1．はじめに

　レニンはTigerstedt＆Bergmanni）により1898

年に発見され，その後数多くの研究が行われ，血

圧・水電解質調節にきわめて重要な役割を果たし

ていることが明らかとなった．レニンそれ自体に

は生物活性がなく，レニン基質に作用して10個の

アミノ酸からなるアンジオテンシン1（AI）を産生

し，このAIがアンジオテンシン変換酵素の作用

により8個のアミノ酸からなるアンジオテンシン

II（AII）となって，初めて生物活性を発揮し，こ

れらの諸因子を総称してレニン・アンジオテンシ

ン（R－A）系と呼んでいる．

　このR－A系の活動状態を知るには，レニン，

AIあるいはAIIを測定することであるが，その

正確な測定が困難なことや，測定法が煩雑である

ことから，これまで血中レベルの測定法として幅
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広く使われてきたのが血漿レニン活性（PRA）の

測定である2・3）．PRAは，血中に存在するレニン

とレニン基質を37°Cで反応させて，生じたAI

あるいはAIIを測定するものであるが，レニン基

質が著明に変化する場合には，PRAは基質依存

性となる可能性がある．それゆえ，血漿レニン濃

度を正確に知るには，血漿中のレニン基質を完全

に破壊したのち，既知量のレニン基質を加えて

AIを産生させ，その濃度を測定することにより，

レニン濃度を算出する方法がとられてきた3・4）．し

かし，最近になりヒトレニンの精製が成功し，こ

のレニンを用いてモノクローナル抗体を作製し，

直接的に放射免疫測定法（RIA）によりレニン濃度

を測定することが可能となった5・6）．

　本研究では，Simonら6）により開発されたヒト

レニンに対するモノクローナル抗体を用いた

Immunoradiometric　assay（IRMA）法｝こ基づくレ

ニンの直接測定キット（Renin　RIA　Pasteur）の有

用性について，基礎的ならびに臨床的に検討した

ので報告する．

　Key　words：Immunoradiometric　assay，　Renin，　Re－

nin　concentration，　Monoclonal　antibody．
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Fig．1　1RMA　renin　assay　procedure．

H．対象と方法

　1．対　　象

　血漿レニン濃度の測定に用いた検体は，年齢

20～59歳の健常男子62名と女子57名，原発性ア

ルドステロン症4名，クッシング症候群6名およ

び非内分泌活動性腫瘍5名である．

　健常者では常食摂取下に朝9時～10時の間に採

血し，正常値を設定した．原発性アルドステロン

症，クッシング症候群および非内分泌活動性腫瘍

患者では，合成ACTH（コートロシン⑬）0．25　mg

の負荷前と負荷後1時間後に採血し，レニン濃度

を測定した．

　レニン濃度の測定は，Pasteur研究所から出さ

れたレニンの直接測定キットを用いた．本キット

によるレニンの測定法は，鉄粒子にコートされた

第1モノクローナル抗体（3E8）と，1251で標識さ

れた第2モノクローナル抗体（4Gl）がレニンをサ

ンドイッチするIRMA法である．

　2．測定方法

　測定手技の概略はFig．1に示すとおりである．

標準品または血漿250μ1に鉄粒子コート第1モ

ノクローナル抗体250μ1を加え，室温で2時間

振沮しながらインキュベートする．次に洗浄液

2m1を加え，上清除去後1251一標識第2モノクロー

ナル抗体250μ1を加え，室温で3時間振塗しな

がらインキュベートする．洗浄液2　mlで3回洗

浄後，沈渣の放射能を測定する．標準曲線を作成

して検体のレニン濃度を読みとる．

　3．検討内容

　キットの基礎的検討として，測定の再現性，回

収試験，希釈試験，検体の保存安定性，さらにレ

ニン・リアビーズキット（ダイナボット社）によ

り測定したPRAとの相関，さらに従来の測定法

（腎摘羊の血漿をペプスタチンカラムで精製して

得たレニン基質を検体に添加し，内因性レニンと

反応させ，産生したAI量をRIAにて測定）によ

る血漿レニン濃度（PRC（間接法））との相関につ
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Fig．2　Renin　RIA　Pasteur：Typical　standard　curve．

Table　l　Reproducibility　of　within　and　between　assay

Withm－assay

Sample　1 Sample　2 Sample　3

　　　　　　　n

Mean　values（P9／m2）

　　　　S．D．

　　　　C．V．（％）

　9

24．6

　2．2

9寸

10

60．8

3．1

5．1

　9

176

12．0

6．8
1

Between－assay

Sample　1 Sample　2 Sample　3

　　　　　　　n

Mean　values（P9！m①

　　　　S．D．

　　　　C．V．（％）

　6

21．8

　12

　5．4

　5

52．4

3．6

7．0

　5

99．4

1α0

10．1

いて検討した．

4．統計処理

S．D．：standard　deviation

C．V．：coeftlcient　of　variation

臨床例における有意差は，Studentのt検定に

よった．

III．結　　果

　1．基礎的検討

　1）標準曲線

　本キットにより6回の測定を行った際の標準曲

線をFig．2に示した．この際4つのロットを使

用した．キット添付のOpg／m1濃度（n＝10）の平
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Table　2　Recovery　of　renin　added　to　a　known　plasma

Amount　of
added　renin
　（P9／m幻

N㎝蜘
Measured　valu●s

　　（P9／m2）

Recovory
　　（％）

0 1
2
3

12
13
　9

（一）

16 1
2
3

27
25
26

100
88
94

32 1
2
3

49
49
45

119
119
106

64 1
2
3

77
75
73

103
100
97

128 1
2
3

140
141
144

101

102
104

Mean±S．D． 103±9．O

S．D．：standard　deviation

均カウントー2標準偏差（S．D．）値を標準曲線よ

り読みとり，本キットの最少標準濃度10P9／ml

が十分にOpg／m1と有意な差があることを認め

た．したがって，本測定法による最少測定感度は

10P9／m1とした．

　2）再現性
　同時再現性，日間再現性をTable　1に示した．

それぞれ3種の異なった検体を用いた再現性は変

動係数（C．V．）が5．1～10．1％と良好であった．

　3）回収試験

　健常者血漿に標準レニンを16～128pg／m1（検

体量：添加標準液一4：1）の濃度範囲で添加し，

その回収率をTable　2に示した．平均回収率は

103土9（平均士標準偏差）％と良好であった．

　4）希釈試験

　レニン濃度が高めの患者血漿をOpg／m1希釈用

標準液にて2～128倍まで希釈した希釈曲線を

Fig．3に示した．20～200　pg／m1の濃度範囲で原

点に集束する直線を示したが，200pg／m1以上の

高値では若干低値傾向を示した．

　5）検体の保存安定性

　健常者3名の血漿および血清を一30°C，4°C，

および室温（18～24°C）下で，それぞれ0，7およ
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び17日間保存後の安定性をFig．4に示した．血

漿，血清とも室温下では著しい低下傾向が認めら

れたが，－30°C凍結保存では17日後も安定であ

った．また，4℃では血清レニン濃度は上昇傾向

を示した．

　6）PRAおよびPRC（間接法）との相関

　血漿PRAと本キットで測定したレニン濃度と

の相関をFig．5に，従来の測定法によるPRC（間

接法）との相関をFig．6に示した．それぞれの相

関係数はr＝0．832（n＝67）およびr＝0・912（n＝16）

で，有意な正の相関が認められた．しかし，PRA

との相関で一部解離例が認められた．

　2．臨床的検討

　1）基礎値の設定

　健常者で午前9時～10時の間に，空腹立位15分

後に，EDTA－2K入りチューブに採血して分離し

た血漿を用いて測定したレニン濃度をFig．7に示

した．男子32．4土18．8pg／m1に対し，女子は

37．9土22．6P9／m1であった．

　2）副腎腫瘍例におけるACTH試験前後のレ

　　ニン濃度とPRコA

　原発性アルドステロン症，クッシング症候群，

および非内分泌活動性腫瘍例におけるACTH負

荷前後のレニン濃度およびPRAをFig．8に示し
た．

　原発性アルドステロン症ではレニン濃度および

PRAともACTH投与前の基礎値は全例，測定感

度以下であり，ACTH負荷後も変化しなかった．

クッシング症候群では，レニン濃度およびPRA

の平均基礎値はそれぞれ19pg／m／および1．2　ng／

m1／hrで，　ACTH投与に対しほとんど反応しなか

った．非内分泌活動性腫瘍においてはレニン濃度
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Fig．4Stability　of　renin　in　EDTA・2K　plasma　and　serum．
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およびPRAの平均基礎値はそれぞれ75　pg／m1

および4．4ng／m1／hrであり，　ACTH投与により

レニン濃度は30分，60分後にそれぞれ46，34

pg／m1と有意に低下したが，　PRAでは3．7，2．9

ng／m〃hrと低下傾向を示したものの，有意な低下

ではなかった，
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Fig．8　Changes　of　renin　concentration　after　adminis－

　　　tration　of　ACTH．

IV．考　　案

　従来，レニンの測定法としては，レニンを含有

する血漿あるいはレニンを含有する組織から抽出

した検体を既知量のレニン基質と反応させて生じ

るAIをRIAで測定する方法がとられてきた3・4）．

この方法では通常活性型レニンと不活性型レニン

の総量を測定していることが多く7），今回用いた

キットによる活性型レニンの測定より，かなり粗

な測定法であった．さらに腎摘したヒトや諸動物

の血漿からレニン基質を作製してそれを添加して

測定しなければならない煩雑さがあった．

　今回用いたキットは，高感度で特異性の高いモ

ノクローナル抗体を使用しており，活性型レニン

を少量の検体で簡便に測定できることが判明した．

標準曲線は10～640pg／mlの範囲で良好な直線性

を示し，再現性，回収率とも満足できる成績で，

精度，正確度とも良好と考えられた．しかし，希

釈曲線で読み値の高い検体は多少低値を示す傾向

が認められた．

　本キットによるレニン測定は，レニンそのもの

の測定であり，これまでR－A系の活性をみるた

めに主として測定されてきたPRAの測定のよう

にレニン基質の影響を受けるものではない．それ

ゆえ，レニン自体の測定に際しては，本キットが

きわめて優れ，有用であることは確かである．し

かし一般臨床上，R－A系の活動状態を知るだけな

ら，本キットによるレニン自体の測定でも，PRA

の測定でも，それほど大差ないと考えられる．実

際に今回の健常者を対象とした検討でも，本キッ

トによるレニン値とPRAとの問には一部の検体

で多少の解離がみられたものの，全体的にみて比

較的よい相関がみられた．今回の検討ではレニン

基質は測定していないが，健常者ではレニン基質

が，レニン・レニン基質反応に大きな影響を与え

るほど各人間で著明な差を示さないために，PRA

と本キットによるレニン値との間に大きな差が生

じなかったと想定された．妊娠や経口避妊薬服用

時，あるいは肝硬変などレニン基質に著しい変化

をきたす場合には，本キットによるレニン測定で

R－A系の活性を的確にとらえることができると

考えられた．ただし，従来からのPRA測定と，

本キットによるレニン測定と，どちらがより正確

に測定値が出せ，さらに簡便な測定法かである．

本キットによるレニン測定では，レニン・レニン

基質反応によらないため，PRAの測定に比し，

より再現性のよい正確な値が得られ，測定操作も

簡単であると考えられた．

　このほか，本キットによるレニン測定ではかな

り微量な濃度まで測定が可能と思われたことから，

現在本邦で使用されているPRA測定キットでは，

測定が不可能なことが多い原発性アルドステロン

症等，副腎疾患を対象として，レニンの測定を試

みた．血漿レニンが著しく低い原発性アルドステ

ロン症では，このキットにおいても測定感度以下

のものが多かったが，PRAに比し，かなり低濃

度まで比較的に正確に測定できると考えられた．

　以上のいくつかの点より，本キットはR－A系
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の検討に新しい情報を与えるキットであり，さら

に一般臨床上でも従来のPRA測定より有用性の

高いレニン測定キットと考えられた．

V．まとめ

　IRMA法による血中ヒトレニン測定用キット
“Renin　RIA　Pasteur”について，その有用性を検

討した．従来行われてきたレニン基質の添加によ

るレニン濃度の間接的測定に比し，簡便にしかも

正確に活性型レニンを直接測定できることが判明

した．健常者においてこのキットによるレニン値

とPRAとはよく相関した．またこのキットは，

かなり低濃度のレニン濃度まで測定可能と考えら

れた．

謝辞　本キットを提供いただいた㈱第一ラジオアイ

ソトープ研究所に深謝いたします．
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