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《技術報告》

新しい前立腺特異抗原（PSA）測定用キットの

　　　　　　　　　基礎的・臨床的検討

秋山　昭人＊　　栃本　真人＊

相沢　　卓＊　　並木　一典＊

伊藤　貴章＊　　辻野　　進＊

三木　　誠＊

　要旨　ヨーロッパで開発・汎用されている血清PSA（Prostate　Specific　Antigen：前立腺特異抗原）測定用

キット（ボールエルザPSA：CISD）の日本人における有用性を検討した．前立腺癌35例，前立腺肥大症56

例，健常者18例について測定した．同時に栄研PSA，同PAPによる測定も行い比較検討した．測定感度の

検討や各種再現性試験，添加回収試験，希釈試験などによる基礎的検討の結果は満足できるものであった．

健常男性の平均＋2SD値は2．57　ng／m1であった．また，栄研PSAとの間には高い相関性が認められたが，

ボールエルザキットの測定値は栄研キットの約2．4倍高い値となった．各キット間における標準血清や希釈

液の違いが大きな要因と考えられた．この点に関して，より詳細な検討が望まれた．癌と肥大症を中心とす

る良性疾患との鑑別においてはcut　off値を10．0　ng／m1付近に設定したときに感度，特異度ともに最も良好

な成績が得られた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学29：1151－1158，1992）

1．はじめに

　前立腺特異抗原（Prostatic　Specific　Antigen：

PSA）は1979年，　M．C．　Wangら1）によって精製

され，前立腺癌における腫瘍マーカーとしてすで

に一定の評価が下されている．現在臨床上で前立

腺癌の診断手段としてよりもむしろモニタリング

の手段として広く用いられており，その有用性に

関する報告も多い1・3“’18）．今回，そのPSAの測定

法としてフランスで開発され，主にヨーロッパで

汎用されているボールエルザPSAキット（CISD）

の日本人における有用性を検討すべく，基礎的，

臨床的検討を行った．また，日本人症例における

血清PSA値の検討とともに，すでにわが国で市

販されている栄研製キットによる血清PSA，およ
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びPAP（Prostatic　Acid　Phosphatase）の測定も同

時に行い比較検討した．日本人症例における測定

結果から，感度特異度を上げるためにはcut　off

値をいかに設定すべきかなどについても検討した．

H．対象と方法

　A）対象血清

　1）　日本人前立腺癌

　　stage　B　4例，61～81歳，平均72．8歳

　　stage　C　6例，67～82歳平均76．7歳

　　stage　D　25例，57～95歳，平均76．0歳

　　　計35例，平均75．8歳

　なお，前立腺癌の診断，病期の判定は前立腺癌

取扱い規約2）に従った．

　2）　日本人前立腺肥大症56例

　　　　　50歳代　　5例

　　　　　60歳代　24例

　　　　　70歳代　16例

　　　　　80歳以上11例

　　　　　　53～95歳，平均70．1歳
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全例，TUR－P（経尿道的前立腺切除術）における

切除標本または経直腸的生検により病理学的に診

断されたものを用いた．

　3）若年者日本人健常男性18例

　　　　　20歳代10例，30歳代8例

　　　　　平均28．6歳

泌尿器科教室の医師および学生の協力者から採血

を行ったもの．

　1）～3）の各検体血清はすべて一80°C以下で凍

結保存されていたものを用いた．

　B）測定方法について

　上記の血清を用いてボールエルザPSA，栄研

PSA，栄研PAPキットによる測定を同時に行っ

た．ボールエルザPSAキットの測定範囲は0．5～

1　30　ng／m∫に設定されている．栄研PSAの測定範

囲は1～100ng／m∫，正常値は1・4～2・2　ng／m∫，ま

た，栄研PAPの正常値は3．O　ng／mlである．ボ

ー ルエルザPSAキットにはフランスにおける参

考正常値として2．O　ng／mlと記載されているのみ

で明らかな正常値は明示されていない．その他の

二者についてはキットに記載された値を正常値と

して採用した．ボールエルザキットにてスヶ一ル

ォーバーした検体はすべて栄研キットにおいても

希釈を行った．

　C）PSA測定キットについて

　1）栄研PSA（PSAキット“栄研”）

　二抗体法（競合法）に基づくradioimmunoassay

（RIA）を測定原理とする血清PSA測定キット．

標準PSAまたは検体に1251標識PSAおよびPSA

抗血清を加えインキュベートし，第二抗体を加え

てB・F分離を行った後，沈澱の放射能をウエル

型シンチレーションカウンターで測定する．検体

中のPSA濃度を同時に作成した標準曲線から求

める．1251標識PSAおよびPSA抗血清を混和し

た後，および第二抗体添加後のインキュベーショ

ン時間はそれぞれ室温（15～30°C）で16～24時間

および30分を要する．また，B・F分離に際して

は，3，㎜r・p・m．，30分間の冷却遠心分離の後，

アスピレーターによる上澄液の吸引除去を要し，

この際に多少の技術的な問題が加味される．希釈

液には精製水を用いている．

　2）ボールエルザPSA

　immunoradiometric　assay（IRMA）法の測定原

理に基づく血清PSA測定キットで，用いている

抗体はPSAに対するモノクローナル抗体である．

B・F分離に固相法（ボールエルザ）を用いている

ため，分離が非常に容易であるという特徴がある．

ボールエルザの表面にはPSA抗体がコーティン

グ，固定されている．標準PSAまたは検体に

1251標識PSA抗体およびボールエルザを加えて

反応させると，ボールエルザの表面には抗体一抗

原一1251抗体のサンドイッチ型の複合体が形成さ

れる．反応後，ボールエルザを洗浄し，ボールエ

ルザの放射能を測定，検体中のPSA濃度を標準

曲線から求める．栄研PSAに比べてインキュベ

ー ション時間が37°C，3時間と短く，また余剰の

1251標識PSA抗体を除去する操作が精製水によ

る洗浄のみで容易に測定が可能である．栄研PSA

と異なり，希釈液にはEDTAを含む正常ヒト血

清を用いている．

m．結　　果

　A）基礎的検討事項

　1）測定感度の検討

　0．125，0．25，0．5，1．0，5．0，30．0，70．0，130．Ong／m∫

の各濃度の検体を用いて10回以上の多重測定を

行い，その変動係数CV値からprecision　profile

を作成した（Fig．1）．0．5　ng／mlにおけるCV値は

2．4％と安定しており，0．5ng／mlまでは良好な感

CV
（％）

20

10

　　　　　15　3070130　　　　　　　　　　　　　　　　PSA（ng　m2）

Fig．1　Precision　profile　of　BALL　ELSA　PSA　kit．
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度を有していると考えられた．

　2）　アッセイ内再現性・アッセイ間再現性試験

　同一検体血清を10回同時に測定して得られた

Within－Assayは，平均濃度3．20，59．6，92．9　n9／ml

の各検体血清において変動係数CV値はそれぞれ

7．5，1．9，3．4％であった（Table　1）．また，異なる

3つのロットを用いて3種の同一検体を測定して

得られたBetween－Assayは平均濃度3．17，65．0，

100・4ng／m1の各検体血清においてCV値はそれ

ぞれ2．4，1．9，3．6％であった（Table　2）．

　3）　添加回収試験・希釈試験

　2種類の検体を用い，それぞれ0．5，3．0，7．0，

13・Ong／m～の4種類の濃度の標準血清を添加し回

収率を求めた結果，平均回収率は100．15であっ

た（Table　3）．また，　PSA高値を示した前立腺癌

患者血清2検体につき標準希釈液を用いて希釈試

験を行った．その結果，希釈倍率と濃度との間に

はほぼ直線関係を認めた（Fig．2）．
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　B）臨床的検討事項

　1）　日本人症例におけるボールエルザPSA測

　　定結果

　健常者のPSA測定値は0．1～3．O　ng／m1，平均

1．15ng／m1で，平均土SDは0．44～1．86　ng／m1，

平均＋2SDは2．57　ng／mlであった．前立腺肥大

症群ではPSA測定値は0．26～42．60　ng／m1，平均

7．05ng／m1であった．前立腺癌グループの測定

値はstage　B：0．03～16．2　ng／m1，平均7．2　ng／ml，

stage　C：0．04～287．5　ng／m1，平均95．6　ng／m1，　stage

Table　3　Recovery　of　PSA　added　to　normal　serum

　　　　　PSA　　　PSASerum
　　　　　added　　　　found
No．

　　　　（ng／ml）　（ng／m～）

Recovery

Found
（ng／ml）

％

1

0
0．5

3．0

7．0

13．0

3．00

3．62

6．08

11．02

17．03

0．62

3．08

8．02

14．03

124．O

lO2．7

114．6

107．9

Table　l　Within－Assay　error　of　BALL　ELSA　PSA　kit

Serum　No．1　Serum　No．2　Serum　No．3 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

2．84

3．06

3．19

3．45

2．88

3．10

3．24

3．38

3．22

3．60

61．1

59．8

58．3

59．4

59．4

57．8

60．4

59．2

61．3

59．2

97．2

95．4

96．7

92．2

93．5

93．3

92．6

91．1

86．8

90．3

0

0．5

3．0

7．0

13．0

21．98

22．38

24．16

28．97

34．92

0．40

2．18

6．99

12．94

80．0

72．7

99．9

99．5

叉＝100．15

X（ng！m1）

S．D．（ng／m1）

C．V．（％）

3．20

0．24

7．5

59．6

1．1

1．9

92．9

3．1

3．4

Table　2　Between－Assay　error　of　BALL　ELSA　PSA　kit

Serum　No．1　Serum　No．2　Serum　No．3

Lot　A

Lot　B

Lot　C

3．09

3．19

3．24

63．6

65．4

65．9

99．3

97．4

104．4

X（ng／ml）

S．D．（ng／m1）

C．V．（％）

3．17

0．08

2．4

65．0

1．2

1．9

100．4

　3．6

　3．6

　　　　168　4　　　　2　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　Times　of　dilution

Fig．2　Effects　of　dilution　in　sera　with　extremely二high

　　　PSA．
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D：0．07～6，162ng／m～，平均641．8　ng／mlであった．

また，前立腺癌グループ全体の平均は483．Ong／

m1であった．測定範囲を超えるような高濃度例

では10倍および20倍，必要があれば50倍まで

希釈を行い測定した．各群における測定値の分布

をFig．3に示す．図中の点線左側は2．57　ng／ml

で健常者の測定結果から得られた平均＋2SDを

示し，右側の点線は平均＋3SDを示す．

　2）栄研PSAおよび栄研PAPキットとの比較

　ボールエルザPSAとこの両者のキットにおけ

る測定値の相関分布を示す（Figs．4，5）．数値の分

布範囲が非常に広いため，両者とも対数値で示し

た．ボールエルザPSA・栄研PSA間の相関係数

はr＝0．9909，回帰式はY（ボールエルザPSA）＝

2．356X（栄研PSA）－L609であった．同じく栄研

PAPとの間の相関係数はr－0．2509，回帰式はY

（ボールエルザPSA）＝3．586X（栄研PAP）＋0．735

であった．

IV。考　　察

　PSAはヒト前立腺組織と精液上清から単離さ

れた蛋白で，化学的には93％がペプチド（240個

のアミノ酸残基で構成される一本のポリペプチド

鎖）からなる単量体の糖蛋白質で，残る7％は炭

水化物である3）．前立腺から分泌される酵素で

あり，前立腺組織に特異的に存在する．分子量
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34，000，等電点はpH　6．8～7．5で，　PAPとは免疫

学的にも化学的にも異なっており，セリンプロテ

アーゼのカリクレイン族に属している．現在一般

に用v・られているPAP，γ一SM（Gamma－Semino－

protein）などの他の前立腺癌の血清マーカーと比

較して，最も信頼性の高いものとされており4’”6），

特にそのprognostic　factorとして，治療に対する

反応7・8）や，再発・再燃の検出9・10）などに有用と

されている．しかしその反面，治療前診断におい

てはGleason　scoreとの間に高い相関が見られた

ものの11），前立腺肥大症組織の混在の問題12）や腫

瘍のstage間やgrade間のばらつきの問題6・7・13・14）

などがあり，症例個々における正確な病期診断に

は至っていないのが現状である．

　すでにわが国では小川，町田，三木ら15・16）の開

発した栄研キットをはじめとして，測定原理の異

なる数種の血清PSA測定キットが市販されてお

り，ボールエルザキット以外のいくつかのキット

間の比較検討を行った報告もある17・18）．

　ボールエルザPSAはIRMA法の原理を用いた

血清PSA測定キットであり，使用している抗体

はモノクローナル抗体でB／F分離には固相法（ボ

ー ルエルザ）を用いている．測定範囲は0．5～130

ng／mlで，フランスにおける正常値はフランス人

における平均＋2SD値から2．O　ng／m1以下に設定

されている．二抗体法（競合法）の栄研PSAに比

べてインキュベーションに要する時間が短く，ま

た測定手技も簡単で，初心者でも技術的な問題も

なく容易に測定が可能であった．特に測定時間が

大幅に短縮されたことから，例えば午前中に採血

を行えばその日のうちに結果を得ることが可能と

なり，この点はボールエルザキットの大きな利点

と思われた．

　今回われわれが行った基礎的検討では，まず測

定感度の面から見るとキットに表示されている測

定範囲内（0．5～130　ng／ml）においては十分信頼で

きるものと考えられた．また，アッセイ内・アッ

セイ間における再現性試験においても各濃度にお

けるCV値はおおむね4％以下と低値を示し，安

定した測定系であると考えられた．添加回収試験
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における平均回収率は100．15で，希釈試験の結

果もグラフはほぼ直線に近いものとなり，これら

も満足できるものであった．

　今回，日本人健常男性における測定では，平均

＋2SD値は2．57　ng／m～であった．この値はボー

ルエルザPSAキットのフランス人における平均

＋2SD値である2．O　ng／mlと比較して若干高い値

となっている．今回のわれわれの検討では，健常

者として20～30歳代の若年男性群を選択した．

PSAなどに関しては健常者として前立腺癌や前

立腺肥大症などの群とのage　matchグループを用

いるべきとの意見もあり，他のPSA測定キット

においてそのような検討を行っている報告もみら

れる17）．しかしこの場合，潜在的にかなりの割合

で肥大症その他の前立腺疾患が含まれてくる可能

性があり，正常値を考察する上であまり好ましく

ないのではないかと考え，今回の検討ではあえて

若年群を選択した．前立腺疾患を対象とするマー

カーなどでは，健常者としてどのような群を用い

るべきかということも問題点として指摘されてお

り18），今後も検討していく必要があると思われる．

　次に，同時に測定した他のキットとの比較では，

栄研PSAキットとの間にr＝0．9909と非常に高

い相関性が認められた．しかし，この両者の回帰

式を見ると回帰直線の傾きは2．356となり，同一

血清を測定した場合，ボールエルザPSAの測定

値は栄研PSAの測定値の2倍以上になるという

結果になった．この原因については明らかなこと

はいえないが，標準血清が統一されたものでない

ということもその大きな原因の一つであろうと考

えられた．この異なるキットによる同一物質測定

における粗データの相違という点については他

のキット間においても問題となっており3・17・18），

Gravesら18）もその原因としてやはり標準血清の

問題と正常値設定におけるcontrol群の選択の問

題を挙げている．また，希釈液についてみると，

ボールエルザキットではEDTAを含む正常ヒト

血清を用いているのに対して，栄研キットでは精

製水を用いている．これに関しては希釈液の蛋白

濃度の違いを問題とする報告18）もある．今回のわ
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れわれの結果では，PSA測定用の2つのキット

が非常に高い相関性を示したことから，これらの

要因の中では標準液の設定値の問題が特に大きく

影響していると考えられた．希釈液や標準血清の

問題を含め，今後さらなる検討が望まれる．

　健常者，前立腺肥大症，前立腺癌の各群におけ

るボールエルザPSA測定値の分布をFig．3に示

したが，PSAを測定するにあたり臨床上特に問

題となるのは肥大症と癌の鑑別，すなわち，いわ

ゆるcut　of「値をいかに設定するかということで

ある．仮に平均＋2SD値である2．57　ng／mlをそ

のままcut　off値とした場合，前立腺肥大症のグ

ループでは56例中25例，45％が偽陽性となっ

た．しかし，今回測定した前立腺肥大症グループ

の平均値は7．05ng／mlで，図からも分かるように

偽陽性を示した前立腺肥大症例の大部分が10ng／

ml以下であった．当然，前立腺癌グループでは高

率に高値を示し，このグループの平均値は641・8

ng／m1で前立腺肥大症グループと比較して統計学

的に有意な差（p＜0．01）を認めた．このグループ

では平均＋2SD値をcut　off値とした場合の陽性

率は35例中30例，86％であった．前立腺肥大

症との比較で顕著な差が認められたのは，前立腺

癌グループでは陽性を示したもの全てが10ng／m～

以上であったことで，cut　off値を平均＋2SDに

設定した場合と平均＋3SDに設定した場合では

Sensitivityに差を認めなかった．前立腺癌グルー

プをstage別に見ると，おおむねstageの進行と

ともに高い値を取る傾向が認められたが，この群

において陰性例が5例あり，この5例については

現在組織学的な差異などについて検討中である．

cut　off値を平均＋2SDに設定した場合，　Sensitiv－

ityは86％と高い値を示したが，　Specificityは

37．5％と不満足な値となった．cut　off値を平均

＋3SD値，すなわち3．28　ng／mlに設定した場合，

SensitivityはかわらないままSpecificityは43％

に上昇した．Sensitivityを犠牲にすることなく

Specificityをいかに高めるかということが重要な

点となるが，前述の考察から仮に10ng／mlをcut

off値として計算した場合，　Sensitivityは86％の

まま，Specificityは81％と飛躍的に向上した．

cut　off値の設定については今後stage　A例を含め

症例数を増やして検討していく必要があるが，今

回われわれが検討した範囲では10ng／mt前後に

設定するのが妥当と思われた．

V．結　　語

　新しい血清PSA測定用キット，ボールエルザ

PSAキットについて基礎的臨床的検討を行った．

　1）　測定感度，各種再現性試験，添加回収試験，

希釈試験などによる基礎的検討の結果は満足でき

るものであった．

　2）同時に測定を行った栄研PSAに比べて測

定に要する時間が短く，またその測定手技も簡単

であった．

　3）　日本人健常男性における測定の結果，平均

＋2SD値は2．57　ng／m1であった．

　4）感度，特異度の面からcut　ofr値を段階的

に検討した結果，10ng／mlに設定したときに最も

良好な成績が得られた．

　5）栄研PSAキットとの間には非常に高い相

関性が得られたが，おのおののデータには違いが

みられ，この点に関してさらに検討が必要と思わ

れた．

　本論文の要旨は，第31回日本核医学会総会（松山）に

おいて発表した．

　本検討にあたり，多大なるご協力をいただきましたシ

ー アイエスダイアグノスティック㈱ならびに栄研化学㈱

に深謝いたします．
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S㎜a】ry

Basic　and　Clinical　EΨaluation　of　the　New　Kit　for　1）etection

　　　　　　　of　Serum　Prostate　SpecMc　Antigen　（PSA）

Akihito　AKIYAMA，　Masato　TocHiMoTo，　Takaaki　ITo，　Susumu　TsuJINo，

　　　　　　　　Taku　AIzAwA，　Kazunori　NAMIKI　and　Makoto　MIKI

D巳ワa〃〃re〃’q∫Urol（）9γ，7bんyoルledical　CO〃ege

　　BALLELSA　PSA　is　a　monoclonal　radio・

immunometric　assay　kit　for　detection　of　serum

prostate　specific　antigen　（PSA）　developed　and

generally　used　in　Europe．］Basic　and　clinical　study

of　the　kit　was　performed　fbr　evaluation　of　it’s

utility　in　Japanese　patients．　The　sera　from　56

pati頭ts　with　benign　prostatic　hyperplasia（BPH），

35patiellts　with　prostate　cancer（PCA）and　18

normal　males　were　examined．　Other】dts　such　as

EIK：EN　PSA　and　EIKEN　PAP（prostatic　acid

phosphatase）were　also　evaluated　in　same　sera．

The　results　of　the　rallge　in　the　measurement，

within－assay　error，　betw㏄n－assay　error，　dilution

test，　recovery　test　and　others　were　well　satisfied．

In　our　clinical　study，　mean十2SD　of　serum　PSA

values　in　normal　males　was　2．57　ng／m1．　Serum

PSA　values　determined　by　the　two　RIA　kits，

BAI工一ELSA　and　EIKEN，　showed　a　good　correla・

tion（r＝0．9909），　but　the　BALLELSA　PSA　kit

yielded　values　about　2．4　t㎞es　higher　than　the

EIKEN　PSA　kit　on　the　salne　sample．　We　think

that　the　difference　might　be　largely　due　to　dif二

ferences　in　assigned　PSA　ca∬brators　and　diluents

between　the　assay　kits．　Further　investigations　and

discussions　were　expected　on　this　po血1t．　In　our

study，　the　most　suitable　cut－off　level　fbr　distin－

guishing　PCA　from　BPH　in　BALL－ELSA　PSA　kit

was　10．O　ng！m1．

　Key　words：Prostate－specific　antigen，　Tumor

marker，　Prostate　cancer．
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