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マウス抗ヒト・モノクローナル抗体を用いた

　phospholipase　A、（PLA・）のRIAに関する

　　　基礎的ならびに臨床的検討（第1報）
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1．はじめに

　膵炎，とくに急性膵炎の診断に際しては最近の

画像診断法の進歩にもかかわらず，依然として血

中膵酵素の測定は重要である．このうち血清アミ

ラーゼ測定はその有用性が比較的低いとしても

Radioimmunoassay（RIA）法によるトリプシンや

エラスターゼー1の測定は信頼度が高く，血中

PSTIもほぼ同様の価値を有している．

　膵フォスフォリパーゼA2（PLA　2）は以前より

重症膵炎の発症や進展と密接な関係を有すること

が報告1’2）されているが，RIA法の開発は最近ま

で行われていなかった3）．

　今回われわれはモノクm・・一ナル抗体を用いた血

中膵PLA2のRIAキット（S－0932，塩野義製薬株

式会社）を試用する機会を得，その基礎的検討と

共に，臨床検討としてアルコール多飲者における
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本酵素の変動を追求するために，慢性アルコール

症患者を対象に，血中PLA　2の測定を行ったので

その成績を報告する．

II．対象と方法

　使用したPLA　2測定用キットは1抗体法による

もので，指定の手順はTable　lに示すごとくであ

る．なおγ一カウンターはLKB－WALLAC　80，000

オートウエルカウンターを用い，標準曲線からの

PLA2濃度算出はLOG－3次回帰曲線を用いディ

スクトップコンピュータ（Cannon　SX－350）で行

った．

　臨床検討としてはアルコールを常習的に多飲し

て精神科に入院した慢性アルコール症患者で，明

らかな膵炎の症状および膵石を認めない症例100

名（全例男性，年齢27～82歳平均47．4歳，飲

酒期間6～63年，平均10．6年，エタノールに換

算した1日平均飲酒量18～616g，平均122　g）を

選んだ．また日常的飲酒にとどまる健常者20名

（全例男性，年齢25～54歳，平均43．7歳）を対照

群とした．なお採血は早朝空腹時に行い，慢性ア

ルコール症は入院後3日以内に血清試料を得た．

　Key　words　：　phospholipase　A2，　radioimmunoassay，

chronic　alcoholic．

Presented by Medical*Online



894　　　　　　　　　　　　　　核医学

また検定はStudentのtテスト（unpaired）を用い

て行った．

　　　　　　　III．成　　績

　1・基礎的検討

　1）第1反応時間

　指定の37℃にて，第1反応時間を1．5，2．5，

3．5，4．5時間としたさいの各濃度（Standard　O，

300，10，000　ng／dl，血清A，　B）におけるB／T％を

Fig．1に示したが，反応は2．5時間後においても

Table　l　Assay　procedure　of　PLA2　RIA

St3n二3rd了）or　semple

125－1－PLA22’

A〔ti⊃ody1）

．　　　　　　　　　　l
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ゆるやかに進行した．またRIAは一般に4°Cで

行われることが多いことから，4℃における第1

反応時間を検討した．その結果はFig．2に示す

ように，4°Cにおいては16時間では不十分であり，

反応が平衡に到達するためには24時間以上を要し

た．

　2）第2反応時間

　第1反応を37℃，2．5時間とし，沈殿安定剤を

加えて撹拝した後の反応時間を，0，30，60分とし

たさいの各濃度におけるB／T％をFig．3に示し

たが，Ong／d1は時間と共にわずかに上昇したが，

全体としてはほとんど差異を認めなかった．

　3）沈殿安定剤の量

　沈殿効果をみるために，沈殿安定剤の添加量を

検討した．Fig．4に示すように，250～1，000　Kdの

範囲内でB／T％は全く変化を示さなかった．

　4）標準曲線

　前述の結果から，第1反応をキット指定の37°C，

ASDIr⊃t　）a

ー
▼

CCuntlr・9　2r，ゴこa「cコlatlo〔

t）標準PLA1麟薬：凍結乾燥品，0，ICO，390，10CO，3COO，10COO　ngdl，楕製水を

　　　　　　加えて溶解する

2）ヨウ化PLAr　：凍結乾燥品〔25／tCU、摘製水を加えて溶解する
　　（1：51）鼠薬　（黄色）

3）固相抗体試薬：マウス抗ヒトPLA2モノクローナル抗仕を
　　　　　　Po1ンacrylamtde　gelに結合させたもの，精製水を加
　　　　　　えて溶解する（青色1

4）沈殿安定剤：口聖ずみ溶液
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Fig．2　1nfluence　of　first　incubation　time（4℃）．
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Fig．1　1nfluence　of　first　incubation　time（37°C）．
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Fig．3　1nfiuence　of　second　incubation　time．
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Fig．4 Influence　of　the　volume　of　precipitating　aid

solution．

895

　o一→　　　0　　　　　　　　　　　100　　　　　300　　　　　　10Cb　　　　3000　　　　　10bDO

　　　　　　　　PLA2　Ccncentrat‘⊃∩〔nつLdl　）

Fig．6　Standard　curve　for　PLA2　RIA（M±SD）．
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　　　Table　2

1）　Intraassay

Intra－and　interassay　variations

Sample No PLA2（ng／d1）　　C．V．

2　、、

：
2

…

Serum　B

Serum　C

Serum　D
Control　serum

く
】
く
∠
く
∨
く
】

（M土SD）

964±33

593土19

287士13

790±21

（％）

3．4

3．2

4．5

2．6

2）　Interassay

Sample No PLA2（ng／dl）　　C．V．

　　　　　　　　PLAlCencentrnt‘en【ll・j「dl）

Fig．5　Standard　curve　for　PLA2　RIA（M土SD）．

Serum　E

Serum　F

Serum　G
Control　serum

く
ン
5
5
～
一

（M±SD）

1，036土54

622土65

389土25

784±70

（％）

5．2

10．4

6．4

8．9

2．5時間，第2反応を0分としたさいの標準曲線

と，第1反応を4°C，24時間としたさいの標準曲

線をFig．5に示した．両者にはB／T％でかなり

の差がみられたが，いずれも安定した曲線が得ら

れた．これをB／Bo％として両者を比較すると，

Fig．6に示すごとく，両曲線はほとんど一致し，

100～3，000ng／d1の範囲で良好な直線性が得られ

た．

　5）再現性

　測定系内および測定系間の再現性をそれぞれ3

種類の血清試料（血清B，C，　DおよびE，　F，　G）

およびコントロール血清を用いて検討した．

Table　2に示すように，測定系内では2．6～4．5％

（C．V．），測定系間では5．2～10．4％（C．V．）の再現性

を示した．

　6）回収率

　3種類の血清試料（血清H，1，J）について回収

率を求めた．Table　3に示すように，98．2～105．6％

の平均回収率が得られた．

　7）希釈試験

　3種類の血清試料（血清K，L，　M）を生理食塩

水で2～8倍まで希釈して測定した．Fig．7に示
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896 核医学　　27巻8号（1990）

　　Table　3　Recovery　test

1

Added Expected Measured Recovery
M±SDserum （ng／dD （ng／dl） （ng／dl） （％）

0 ／ 322 ／

100 422 443 104．9

Serum　H 300 622 586 94．2 98．2±4．6

1000 1322 1277 96．6

3000 3322 3229 97．2

0 ／ 514 ／

100 614 597 97．2

Serum　　l 300 814 779 95．7 100．4±5．6

1000 1514 1522 100．5

3000 3514 3809 108．4

0 ／ 360 ／

100 460 444 96．5

Serum　　J 300 660 648 98．2 105．6±9・9

1000 1360 1500 110．3

3000 3360 3944 117．4

Table　4　Cross　reactivity

n∀Tube 0 0．05 0．15 0．5 1．5 5．0 ／

PLA2
B／Bo 100％ 88．1 68．7 36．0 12．7 4．3 ／

ng／Tube 0 0．4 1．0 2．0 10．0 30．0 100．0
　　PST　l
（シオノギ）

B／Bo 100％ 99．8 99．1 97．3 98．8 97．7 92．3

ng／Tube 0 18 34 64 126 252 ／
　Trypsin
（ヘキスト）

B／Bo 100％ 85．8 85．1 82．3 73．6 63．4 ／

ng／Tube 0 1 2 6 16 40 80
丁rypsin

（CIS） B／Bo 100％ 112．6 104．5 107．4 113．9 104．2 106．4

ng／Tube 0 0．1 0．3 1．0 3．0 10．0 ／
Elastase－1
（ダイナボット）

B／Bo 100％ 100．5 90．9 81．5 53．5 27．2 ／

U／丁ube 0 520 1145 2312 4166 8333 ／　　　Lipase
（Rhizopus　Arrhizus
Type　IX　：　Sigma） B／Bo 100％ 94．1 89．2 84．3 70．4 61．6 ／

U／Tube 0 22 45 91 183 403 ／

　　　α一Amylase

（Porcine：Sigma） B／Bo 100％ 95．9 91．5 83．2 71．5 57．5 ／
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マウス抗ヒト・モノクローナル抗体を用いたphospholipase　A2（PLA2）
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　Fig．7　Dilution　test．
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Fig．8　Paperelectrophoresis　of　125－phospholipase　A2

　　　with　whatman　3MM　paper（a）immediately
　　　after　arrival，（b）after　incubation　with　serum

　　　for　25　hrs．　at　37°C．

すように，いずれの血清も良好な直線性が得られ

た．

　8）電気泳動による1251一標識PLA　2の検定

　1251－PLA2の純度を検定するためにWhatmann

3MM濾紙（3×30cm）をあらかじめバルビタール

緩衝液（pH　8．6，μ＝0．075）に浸した後，泳動槽に

水平にセットし，1251－PLA20．l　m～とヒト・プー

ル血清0．1m1にプロムフェノルブルーを指標と

して加えた試料を濾紙面の原点にのせ，定電圧

5∞V，定電流10mAで室温にて約40分間泳動し

897

Table　s　Serum　PLA21evels　in　chronic　alcoholics　and

　　　in　normal　controls（M±SD）

〔Distribution〕

　　　　　99

　100－　　199

　200　　　299

　300　　　399

　400　　　499

　500　　　599

　600　　　699

　700－　　999

　1000　－　1999

　2000

PLA2
（ng／dり

た．終了後濾紙を乾燥させ，1cm間隔に切り，

それぞれを試験管に入れ放射能を測定した．

　その結果はFig．8（a）に示すように，キット到

着後ただちに泳動した場合，放射能は単一のピー

クを示した．またFig．8（b）に示すように，プー

ル血清と37°C，2．5時間反応させた場合もほぼ同

様の結果が得られた．

　9）交叉反応性の検討

　抗体の特異性を検討するために，現在市販され

ているPSTI測定用RIAキット（シオノギ社製），

トリプシンキット（ヘキスト社製およびCIS社

製）およびエラスターゼ・1キット（ダイナボット

社製）に添付されている標準品，ならびにリパー

ゼ（Rhizopus　Arrhizus　Type　IX，シグマ社製）お

よびα一アミラーゼ（Porcine，シグマ社製）を添加

して標準曲線を作製した．

　その結果はTable　4に示すように，　PSTIおよ

びCIS社製トリプシンではいずれの濃度におい

てもB／Bo％にはほとんど影響を与えなかったが，

ヘキスト社製トリプシン，エラスターゼー1，リ
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898 核医学　　27巻8号（1990）

パーゼおよびCt一アミラーゼについては高濃度の

場合にB／Bo％はいずれもかなPの低下が認めら

れた．

　2．臨床的検討

　慢性アルコール症100名の血中PLA2値は
Table　5に示すように，270±二289（M±SD）ng／dl

と，対照群の257二64ng／d1と比べて有意の差異

を認めなかった．しかしその変動幅は大きく，対

照群のM±2SDを正常域（120～400　ng／d1）とす

ると，異常高値例は14名（14．0％），逆に異常低値

例は18名（18．0％）を示した．なお本症100名の

PLA　2分布はTableに示すごとく，1，000　ng／d1以

上が3名に認められた．

IV．考　　察

　前述のように，RIA法による血中膵酵素の測定

はすでにトリプシンとエラスターゼー1が広く日常

臨床に用いられている．しかし重症膵炎，とくに

出血性膵炎の発症と密接に関係するとされる

PLA　2のRIA法についてはこれまでに報告3）さ

れているがそのキット化はいまだ実現していなか

った．今回モノクローナル抗体を用いた血中

PLA　2の測定キット（S－0932）が塩野義製薬株式会

社で開発されたので，著者らも本キットについて

基礎的検討を行った．

　まず反応時間はキット指定では第1反応は

37°Cで2．5時間となっているが，今回の検討で

は反応系が完全にプラトーに達するまでには4．5

時間程度を要すると考えられた．しかし後述のよ

うに2．5時間においても良好な標準曲線が得られ

た．一方4°Cの条件下では24時間では同様に不

十分であり，48時間程度が適当と考えられた．次

に沈殿安定剤添加後の第2反応時間を検討する

と，この場合には0（直後）～60分までB／T％は

全く差異を示さず，添加撹拝後ただちに遠心操作

に入っても問題はないと思われた．また沈殿安定

剤の添加量についても250～1，000　111の範囲内で

B／T％には差異を認めず，キット指定の500μ1で

十分と考えられた．ロットの異なる5種類のキッ

トを用いて同時に作製した37°C，2．5時間および

4℃，24時間の標準曲線は当然のことではあるが

B／T％には両者でかなPの差異が存在したが，こ

れをB／Bo％としてみると両者は極めてよく一致

し，100～3，000ng／d1の間で良好な直線性が得ら

れた．また本キットの再現性については測定系内

で2．6～4．5％，測定系間で5・2～10・4？。であり，

RIA法としてほぼ満足すべき結果を示した．回

収率についても98．2～105．6％と良好な成績が得

られた．さらに希釈試験では高，中および低濃度

のいずれの領域においても原点を通る直線が得ら

れた．

　さらに今回は濾紙電気泳動を用いて1　L’　51一標識

PLA2の純度検定を行った．その結果1251一標識

PLA　2の放射活性は原点に近い部位にそのほとん

どがとどまり，ヒトプール血清と共に移動する部

分は認められず，damaged　fractionは極めて少な

いと判断された．さらに抗体の特異性をみるため

に市販の膵酵素，RIAキットの標準品などを用

いてその影響を検討すると，PSTI，　CIS社製トリ

プシンはB但o％にほとんど影響を与えなかった

が，ヘキスト社製トリプシン，エラスケーゼー1，

リパーゼおよびCt一アミラーゼでは高濃度領域で

B／Bo％はかなりの低下が認められた．その理由

については明らかではないが，これら標準品中に

おけるPLA2の混在，本キットの抗体との交叉反

応性の存在などが考えられる．この点に関する詳

細な検討は今回は実施しなかったが，エラスター

ゼー1，リパーゼ，α一アミラーゼが極めて高濃度に

存在する場合は，一部の重度膵炎のみと思われ，

通常の測定ではほとんど影響はないと考えられる．

　phospholipaseはリン脂質を分解する酵素であ

り，作用部位の特異性によりいくつかに分類され

る．このうちPLA2は膵液中に分泌され，トリプ

シンによってproenzymeから活性型PLA2に変

化し，リン脂質を分解する4）．　リン脂質が細胞膜

の重要な構i成因子であることを考えると，PLA2

が細胞膜機能に対して大きな役割を有しているこ

とが推測される．事実これまでの報告5・6）をみて

も，膵PLA2は膵炎の中でも重症壊死性膵炎の発
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マウス抗ヒト・モノクローナル抗体を用いたphospholiPase　A・，（PLA2）

症や進展と関わPが強いと考えられている．すで

に小川ら7）によP本キットを用いた臨床検討の結

果が報告されているが，それによれば急性膵炎12

名ではいずれも血中PLA2の上昇（560～12，100

ng／d1，平均5，130　ng／d1）が認められ，呼吸不全や

腎不全などの多臓器障害を示す壊死性膵炎では著

明な上昇を示したとし，PLA2測定の意義を強調

している．

　膵炎の原因としては多くの要因8）があげられて

いるが，アルコールの常飲は慢性膵炎やその急性

化の上で主要な役割を果している9）．著者らはこ

の点に注目し，アルコールを常習的に多飲して精

神科病院に入院した慢性アルコール症患者の血中

膵酵素の変動10・11）をこれまで追究して来た．そ

の結果をみると，少くとも膵炎を思わせる臨床

症状や膵石を認めない本症患者の血中トリプシ

ン10）やエラスターゼー111）はいずれも有意に上昇

し，血中PSTII2）においても同様の上昇を認めた．

これらの成績はアルコール多飲が何らかの機序で

血中膵酵素やPSTIの上昇をもたらしているもの

と考えられ，膵炎の発症や進展と密接な関係を示

す現象ではないかと推測している．そこで今回も

臨床検討として本キットを用いて慢性アルコール

症の血中PLA　2値の変動を観察した．本症は全例

男性であったことから，対照群もほぼ同一年齢の

男性群としたが，両群の間には推計学的には有意

の差異は認められなかった．しかし対照群の

M士2SDを正常範囲とすると129～385　ng／d1と

なることから120～400ng／d1を今回の正常値と考

えると，異常高値を示した症例が100名中14名

（14．0％），また異常低値を示した症例も18名

（18．0％）を示し，68名が正常範囲内となった．

　アルコールの常習的多飲者では形態的にも，機

能的にも異常所見がみられることから13”　15），今回

の検討結果も，その異常高値あるいは異常低値が

それぞれアルコール性慢性膵炎やその急性化と何

らかの関係を有するものと推測している．今後は

他の膵酵素やPSTIとの関連性，断酒後における

変動などにつき検討をすすめることにしている．

V．結　　論

899

　1．基礎検討

　1）第1反応は37°Cでは4．5時間程度が適当

と考えられたが，2．5時間でも良好な標準曲線が

得られたことから，測定を急ぐ場合には2．5時間

で十分と考えられた．遠心操作は沈殿安定剤添加

直後でよく，添加量もキット指定の量で十分であ

った．

　2）再現性，回収率および希釈試験においては

RIA法としてほぼ満足し得る結果が得られた．

　3）濾紙電気泳動を用いた1251－PLA2の純度検

討では高い均一性が認められた．

　4）抗体の特異性検討はPSTIとCIS社製トリ

プシンではほとんど影響を受けなかったが，ヘキ

スト社製トリプシン，エラスターゼー1，リパーゼ

およびα一アミラーゼでは高濃度領域でB／Bo％が

それぞれかなりの影響を受けた．

　2．臨床検討

　1）慢性アルコール症の血中PLA2は平均値の

上では対照群との間に有意の差異を認めなかった．

　2）しかし対照群のM士2SDを正常範囲とす

ると，異常高値が14％に，異常低値が18％に認

められた．

　以上より本キットはRIA法としての信頼性は

高いと考えられ，またアルコールと膵炎との関連

性がその測定値からも推測された．

　本論文の要旨は第2回ホスホリパーゼ研究会（平成1

年3月，大阪市）で発表した．本研究会世話人，森武

貞教授（大阪大学医学部第二外科）およびPLA2測定キ

ットの提供をいただいた塩野義製薬株式会社に謝意を表

します．
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