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　　　　　　　　　　はじめに　　　　　　干の基礎的検討の成績と各働菟慰156例についてのua

　膵癌による人P10万対死亡率は，日本では欧米に比　　　床的検討の成績を報告する。

してかなり低いとされているが，厚生賓人rl動態統計

でみても，この15年間での増加率は人口10万に対し　　　　　　1　材料および方法

1．9から4．9となっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　A　組織抽出法

　この理由は，膵癌自身の増加に加え，その診断率が　　　　組織は剖検によりえられた死後変化の少ない正常膵

向上したことによると考えられる。膵癌の診断がなさ　　　組織，膵癌膵紺織，および人工妊娠中絶された4～6

れても，恨治手術の可能例は1α0％，5年生存率は　　　ケ月の胎児膵組織と乎術時の膵癌膵組織を用いた。採

0・2～O・3％と他の癌に比べてきわめて劣っている1）。　　　取した膵組織はTrasylo1②を加え一20°C以下に凍結

したがって，膵癌では手術可能の時期に応用しうる簡　　　して保存した。

便で安全かつ正確な診断法がのぞまれる。　　　　　　　　　抽Ll二1には，生理的食塩水（以下坐食水と略）かTris

　著者は，癌の生化学的退荷化現象という特徴と胎児　　　塩酸緩衝液（0．1M，　pH　8．2）を川い，組織を十分に

臓器組織の代謝との間の共通性を考え，膵癌の維織に　　　洗浄後，細切し，湿重董1gあたり4nllのbufferを

細胞の若がえりによる胎児性蛋白が存在するかどう　　　加え，滅菌ガーゼで濾過した後，テフロンホモジェナ

か，またこの蛋白が血清中に言IH明しうるか否かを検討　　　イザーにて5分間ごと3回ホモジェナイズした。さら

し，膵癌の免疫血清学的診断の臨床1芯用への基礎的研　　　に一部は超音波細胞破砕器（Kontes細胞破砕器K一

究を行った。その結果，ヒト胎児膵より抽出した抗原　　　881440）にて23500cpm，3分間，細胞破砕を試みた。

性物質，すなわち、胎児膵蛋白（embryonal　pancre一　　　その後2600g，20分間遠心し，tその上清をとり，それ

atic　protein，以下EPPと略）と共通の成分が膵癌　　　それの膵抽出物とした。以上の操1！Fは，すべて4℃下

膵組織膵癌患者．lftt清ならびに膵癌患者膵液中にみと　　において行った。なお，一部はホモジェナイズ衝約

められた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　70℃，20分間加熱して用いた。
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　　B　免　　疫　　　　　　　　　　　　　　　　　たものは，visking　tubeかアミコソ社のマイクロダ

　免疫動物には，家兎とモルモットを用いた。　　　　　　イアフロー⑳を用いて濃縮脱塩するか，または凍結乾

　免疫方法は，家兎の場合，ヒトの胎児膵組織抽出液　　　燥した。この全操作は4°C下にて行った。

（蛋白量1．0～2．5mg／ml）1mlを，等量のFreund’s　　　　　D　抗血清の精製

comp1ete　adjuvant（以下FCAと略）と混合し，乳　　　　抗血清の特異的精製法としてAvrameasと

化して皮下注射を行った。週1回を3回行い，その　　　Ternynck　3）のグルタールアルデヒドによる不溶化ポ

後2週めに追加免疫し，その後1週めに，全採1血し　　　リマ・・一を用いる法とCarrelとBarandun　4）のポリア

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリルアミドで抗原をentrapさせる法を用いた。こ

　モルモットではヒト胎児膵の凍結乾燥粉末10mg　　　れらの操作ではbufferにTrasylol　＠を加え，膵組

を0・6mlの生食水に溶解し，等量のFCAとともに　　　織の酵素活性をおさえるよう考慮して行った。

footpadsに注射した。週1回を3回行い，その後2　　　　　E　検査対象

週めに追加免疫し，その後1週めに，全採血した。　　　　　検査対象には，膵組織として成人正常者，膵癌患者

　血清に分離後，－70℃に凍結保存するか，凍結乾　　　のものを，血清は，正常者，膵癌憲者，膵炎患者のほ

燥して保存した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　かに，各種疾患患者のものを用いた。十二指腸液は，

　　C　免疫学的検索法　　　　　　　　　　　　　　　pancreozymin－secretin試験（以下PS試験と略）

　免疫学的検索法としてはsingle　radial　inuユ1uno一　　　の際，　secretin注射後，後半部で40～60分の胆汁色の

diffusion法（以下SRI法と略），　Oudin法，　Ouch一　　　もっとも少ない分画を採取して膵液分画として，　PS

terlony法，電気泳動法，ゲル濾過法などを組みあわ　　　試験正常者，慢性膵炎患者，膵癌患岩のものを用い

せて用いた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た。　　　　　　　　　　　　　・

　SRI法，　Oudin法は，ベロナール塩酸緩衝液（μ　　　　なお，膵癌の診断は，内視鏡的膵胆管造影法，膵血

＝O．　1，pH　8．2）を用い，支持体には，　agarose（Ho一　　　管造影法などにょり診断された臨床的診断と，手術時

echst）を用い，方法は木村の法2）により行った。　　　や剖検時に組織的に診断されたものに分けて行い，慢

OuchterlOny法は，支持体としてベロナF一ル塩酸緩衝　　　性膵炎の診断は，日本膵臓病研究会の診断基幾によっ

液（μ＝0．1，pH　8．2）による1．2％agaroseを作製　　　て行った。

して行った。直径80mmのシャーレを用いた場合，

wellの直径は8mm～10mmとし，　well間の距離は10　　　L成　績

mmとした。反応は4℃下で3～7日問行って判定　　　　A）EPPの抽出と他の癌胎児性蛋白との

した。またOuchterlony法のMicromethod（以下　　　　　　異同の研究

Micromethodと略）としては，25×75mmのスライ　　　　胎児膵抗血清（anti－－embryonal　pancreatic　ex一

ドグラス／．ff．に1．2％agaroseを2．5mlもり，　wel1の　　　tract－・serum，以下A－EPEと略）は胎児膵抽出物

凶：径は2mm，　wel1間の距離は2mmとし，反応は　　　（embryonal　pancreatic　extract，以下EPEと略）と

4°C下で24～48時間行い判定した。電気泳動法では，　　　の間に，4本以上，正常膵抽出物との間に2～3本，

セルロースアセテー一一ト膜電気泳動はベロナール緩衝液　　　膵癌膵抽出物との間に4木以上の沈降線をそれぞれ

（Ft　＝　O．　06，　pH　8，6）を用い，膜幅1cnlにつきO．・6mA　　　Ouchterlony法にてみとめた。

の定電流にて約1時間行い，染色にはポンソー3Rを　　　　A－EPEと膵癌膵抽出物との間には，2本の特異的

用いた。免疫電気泳動法は，支持体としてベロナー　　　と思われる沈降線が，また，膵癌患者血清との間に

ル塩酸緩衝液（μ＝O．1，pH　8．2）による1．2％agarese　　　は，1～2本の特異沈降線がみとめられ（Fig．1），それ

を用い，泳動は，2．5mA／Cmの定電流で約2時聞行　　　らは正常者血清，正常膵抽出物との問には，みとめら

い，染色には，アミドブラヅク10B，ニグロシンなど　　　れなかった。著者はこの特異共通成分をEPPとし

を用いて行った。ゲル濾過法は，リン酸緩衝液（O．　1　　　た。

M，pH　8．2）を用いてSephadex　G－200のカラム　　　　A－EPEを1in液型の異なる正常ヒトプール血清でじ

（L5×90cm）で行い，流働速度は4・5m1／hrで3m1　　　ゆうぶん吸収後，膵癌膵抽出物および膵癌患者血清と

つつ分画採取した。各溶出液につき，280nmでの吸　　　Ouchterlony法を行うと両者とも1～2本の沈降線の

光度を測定し，溶出曲線を作製した。また分画採取し　　　残存をみとめ，SRI法にても，1個以上のリングが残
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Fig．1　Double　diffusion　ill　agarose　geI

　　　　A－EPE（unabsorbed）

　　　　PC：pancreatic　cancer

・た・抗卿後の搬瀧て渕巳㈱出物と膵　．’．　　嚢驚、1鑑．
穂者鯖との間1：1・k・沈階カミありたがいに齢し @総、．．1．簸羅．鍵．・

1兜縷蹴㌃、騰瓢　．垣難聾．．緕珊鉦、

㌦澱灘、1愚欝1盤器…ll難驚．1菰1．鎗・
線は，A噸域に、本，。、～β、1領域に4本みとめら　鰐聾li．鰭．．．羅欝．1；11｛垂纏鱒．灘．1．．

れた（Fig・3）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．2　Behavior　of　EPE　in　electrophoresis

　別にEPEを70QC，20分間加熱したものと低温抽出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿

したものと構線を比較したが舗儲血清との共通　＋

抗原は同様であった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　A

　つぎにEPPと他の癌胎児性蛋白との異同を検討し

た。抗α2H－globulin血清（以下A一α2Hと略）は札

幌医大第1内科教室，抗carcinoembryonic　antigen

鯖（以下A－CEAと略）は北’tU・」g大学第1生化学教　F、931niniu。。el。・，。ph。，e・i・analysi・・f　EPE

室および大阪府立成人病センター外科の諸先生の好意　　　　and　pancreatic　cancer　extract　using　A－EpE

で供与されたものを使用した。抗a’i－fetoglobulin血　　　　　A：pancreatic　cancer　extract

清（以下A－AFPと略）はH・ech・・社のものを用い @k一登離mab、。，b。、）

た。Ouchterlony法を行うとEPEはA－AFPと沈

降線を示し，A一α2Hとも沈降線を示すものがあった　　　かった。

が，A－CEAと・蹴1辮はみとめら紘か。た。　　また，抗原としたEPE中のCEAをD・inab・tt社

　．ト胎児膵を，生剣・・てじ。うぶん洗浄し，鯖　のRIA－KITを用・・て測定すると1・7・g／mlとlec

成分をとりのぞいて拙後，A－EPE酢製すると，　f直であ・た・さら・・，・・Hがferr’ti・と同定され

。のA－EPEとAFPとの間1・沈㈱よみとめられな　た・とより，高後，漆崎ら5’の方法によ・てヒト心
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筋より坤出したferritinをモルモットに免疫して作　　　この理由については考察でのべるが，現在のとこ

製した抗ferritin血清およびHoechst社の抗ヒトフ　　　ろ，吸収過程での正常膵抽出物中の酵素活性による蛋

エリチソ抗血清を正常人血清で吸収したものを用い　　　白の消失によると考えている。

て，EPEに対する反応をA－EPEと比較すると，　EPE　　　　　C）EPPの精製

にferritinの存在はみとめられるも，沈降線は融合　　　　膵癌患者血清をpH　8．2，0．1Mリン酸緩衝液で

せずEPPと同一のものとすることはできFなかった　　　Sephadex　G－・200カラムを用いゲル濾過し，各分画

（Fig．4）。以上よりA－EPEと膵癌患者血清との間の1　　　溶出液につき，280nmでの吸光度を測定し溶出曲線

～2本の特異沈降線lx　AFP，　cEAと明らかに異なっ　　　を作製した（Fig．5）。各分画を濃縮脱塩し，　A－EPEと

た。α2H（ferritin）との異同が問題となるがこれまで　　　Ouchterlony法を行うと第一峰のピーク（fraction

の著者の研究では同定されなかった。　　　　　　　　　Na21，22）に特異沈降線を認めた（Fig．6）。以上より

EPPは分子量15万以上のかなり大きなものと考えら

れた。

　そこで，この分画をセルロースアセテート膜電気泳

動を行うと，α2～β191領域に蛋白の出現をみた（Fig．

7）。このことは，EPEがα2～β1　gl領域に泳動され

たものがあること，EPEとA－EPEとの免疫電気泳

動にて，α1～βg1領域に沈降線が4本あることよ

り，EPPはα1～βgl領域の易動度をもつと推定され

た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へFig．4　Co血parison　of　EPP　with　ferritin　　　　　　　三2．。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　E：embryonal　pancreatic　extract　　　　　　　　　勉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e　　1　：antレferritin　serum　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　£
　　2　：anti－ferritin　serurn　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　91・o

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相
　　3　：anti－ferritin　serunユ　3

　　4　：anti－－EPE　serum　1　（1：1．5　absorption

　　　　　　　　with　normal　human　serum）　　　　　　　　　　　ユ。　ユ5　20　25　｝。　　　40　f．a。ti。n四。．

　　5・a・ti－EPE・erum　2（1・1・b…pti・n　　　G・l　filtrati・n。f　serum　f，。m。p。ti。nt

　　　　　　　　with　normal　human　serum）　　　　　　　with　pancreatic　cancer　on　Sephadex　G－200

　　6・anti－’EPE　se・um　3（1・O・6・b…pti・・　　　i。0．1M　ph。、ph。t。　b。ff。，，　pH　8．2

　　　　　　　　with　normal　human　serum）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E｝　．v　　B）抗血清の精製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

抽謬、蓉膵鷺羅τ欝灘饗響讐喜・・　醒
　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巴　　　　　　　　　i：i：．
と，特異沈降線を認めたが，正常ヒトプール1血清と　　　8　　　　　　　　　ii；ii
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　ニ

蝉ヒト膵抽出物で吸収すると特購線1胤勧　蓑

そこで抗血清の撰鵬雛としてグルター・レア・レ　　　　　毒’へへ＼
デヒドやポリアクリルアミドなどのimmunOadSOr－　　　　　　　　1。’15　’1。　25　，0　　4。f。。。しi6．　rl。．

bentを用いて正常ヒト膵抽出物での吸収を検討した　　　　　Gel　filtration　of　EPE　on　Sephadex　G－200

が，吸収後抗血清では，特異沈降線は認められなかっ　　　　　in　O．1M　phosphate　buffer，　pH　8，2

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．5

46　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信州医誌　Vo1，26



ヒト胎児膵抗原による膵癌の血清学的診断の研究

あると考えられた（Fig．5）。

　これらの成績からEPPは70℃20分間の耐熱性で

分子量は15万以上のものでありα1～βglの易動度を

もつと推定された。

　　D）　臨床での検討

　各種疾患，主として悪性疾患の血清中のEPPにつ

いて検討した。

　実験には，家兎で作製したA－EPEを用いてきた。

しかしながらMicromethodを用いて判定しようとす

る場合，非特異的沈降線をできるだけ吸収してなくす

必要があった。A－EPE家兎血清では，正常ヒトプー

ル血清で吸収すると特異沈降線の出現が弱くなるため

判定がむつかしくなったが，A－EPEモルモットtilt清

を用いるとこの問題はある程度解決できた。そこで，

A－EPE家兎lfu清およびA－EPEモルモットlfLL清と膵

Fig・61dentification　of　EPP　in　the　frac一　　　癌患者血清との間に出現する特異沈降線は同一のもの

　tionated　se「um　f「om　a　Patient　with　Pan”　　　　であることを確認後，臨床面での検討はA－EPEモル

紫ti器：ll、。n。，。，h。，，ac，、。n，。f　…鯖を用いて行い，正常・・プー・レ鯖で吸収

，erum　f。。m。p。ti。nt　with　p。n。，eati。　後・Micr・m・・h・dにて判定した・糸課はT・ble　1の

　cancer　by　Sephadex　G－200　gel　filtration，　　　　ごとくである。

　F「actions　21・22　a「e　the　Po「tion　of　the　　　　　総計156例を行い，膵癌では49例中69・4％に，慢性

　fi「st　Peak’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　膵炎では再発発作例も含めて25例中1例のみ陽性であ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　った。胃癌では38・　5％，胆道癌では42・9％とかなり高

　　　　　　　　　　欝。鱒鱒難澱　い眺率をみた．

　　　　　　　　　　鱒繋蕪．i嚢鴛繋、「　一

　　　灘欝　欝　　謬・1
　　　蓑縫i幾鯵織羅鎌．　　鎌

羅灘灘羅購

麟灘灘難・三滋難

醗難灘総
　　　　　　　　　　灘雛鰻羅1覆　Fi諜1瀞㌔錨PP㎞　1

　Fig．7　Electrophoretic　behavior　seen　in　frac－　　　　　　　　A－EPE（absorbed　with　an　excess　of　nor－

　　tionated　serum　of　pancreatic　cancer　　　　　　　　　　　　　　　　mal　pooled　sera）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1：patient　with　pancreatic　cancer　1
一方・EPEをS・ph・d・x　G－・200カラムでゲ・レ濾　　　2・P。ti。nt　with　pancreatic　cance・2

過し，濃縮脱塩後，各分画溶出液とA－EPEとで　　　　　3：patient　with　chronic　pancreatitis

Ouchterlony法を行うと，特異沈降線はfraction　Nq　　　　　　4：normal　subject

18，19，20の分画にみとめられ，EPPはこの分画に
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Table　l　　　　　　　　　Incidence　of　EPP　in　sera

　　　　　　　　　　　　　　（OuchterlOny）

Diseases

・・…ea・・c　cancerま1建1認、

　　　　　　　　　　　（stone）

Chronic　pallcreatitis　　　（relapse）

　　　　　　　　　　　（others）

Gastric　cancer

Cancer　of　bile　ducts＆gallbladder

Cancer　of　colen　＆　recttlnユ

Primary　hepatOma

Pulmonary　cancer

Multiple　myeloma

　　　　　　AMLLeukemia
　　　　　　others

Tota1

T…I　P・si・i・・i％
　　　　　　　　　　　　　　　mn－

25　1　16
・乱一L一里．一．

　　　1
　　　i　　o

251　1
　　　1　　0
一1－　　　　　　　＿

　　　d
13　　1　　　5

7

7

9

10

3

2

2

2

12　　　　　　2

　　　　　　524
　　　　　　0

156

69，4

4．0

38．5

42，9

28．6

22．2

20．　0

16．7

20，8

Table　2　1ncidence　of　EPP　in　duodenal　juice　obtained　by　PS　test

　　　　　　　　　　　　　　　（Ouchterlony）

Diseases

Pancreatic　cancer

Chronic　pancreatitis

Normal　Subject

Total

6

5

16

Positive

3

1

Negative

3

4

O　i　　16

　膵液についても検討した。PS試験の際に採取した　　　とはいえ，難聞も多く実用化には至っていない。後者

胆汁色の少ない分画をとり，吸収A－EPEとMicro一　　　は，臨床診断にも応用されるようになりその代表的

methodを行うと（Fig．8），　PS試験正常者16例では　　　なものが原発性肝癌におけるAFPの検出である。腫

全て陰性でありt膵癌6例では3例陽性，慢性膵炎で　　　瘍化の際，産生される物質は胎児組織や胎児血中にも

は5例中1例，膵液EPPが陽性であった（Table　2）。　　　存在する蛋白であることが多く，これを癌胎児性蛋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白（carcino－fetal　protein）とよび，’・アカー物質と

　　　皿　考　　按　　　　　　　　　　　　　　　　　　して癌の診断に利用している。しかし，この面からの

　癌の免疫学的診断法を試みる場合，アプローチの　　　膵癌の診断に関する研究はすくない。

仕方に，腫瘍抗原に対する宿主の応答性を調べる方法　　　　一方，膵癌における血清学的診断の試みとしては，

と，腫瘍から産生された物質を検出する方法とがあ　　　1959年，1960年に，Thal，　Murrayら8）一10）が橋本病

る6）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　での自己抗体の出現にヒントをえて慢性膵疾患および

　前者は，癌患者において癌に対する免疫応答がある　　　膵癌患者の1血晴中に正常人膵に対する特異循環抗体の

ことを利用しその多様性を分析して診断に用いるが，　　　存在を示したのが最初である。1968年Weilandら11）

癌細胞の特異抗原性は微弱でかつ変動しやすいもの　　　は，膵癌患者ItlLtw中に膵癌膵に対する自己および同種

であり7）この方面での研究は最近急速に進歩している　　　の自己抗体を示している。しかしながら，これらは膵
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癌に特異的なものとして臨床応用にまでいたっていな　　　領域に特異胎児性蛋白をみつけ，1964年TatarinoviS）

いのが現状である。　　　　　　　　　　　　　　　はとト原発性肝癌1血1清中にもみつけて現在の普及をみ

　そこで著者は癌の若がえり現象に注目しヒト胎児膵　　　ている。

抗原を用いて・膵癌の免疫血清学的診断法の可能性を　　　　また1965年GoldとFreeClman19）20）は大腸癌より抽

検討した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽した抗原性物質は正常人大腸組織中には存在せず，

　この現象に関して，1930年代にHirzfelFlら12）や　　　癌特異的であることをみつけ，さらにこの物質が胎生

Witebskyi3）はヒト癌と胎児組織，妊娠時⊥n1清とが共　　　6ケ月までのヒト胎児の腸管にもふくまれることより

通の抗原性を有することを補体結合反応を用いて示し　　　carcin。embryonic　antigen（CEA）となづけてい

ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る。

　著春ら14）がこの研究成績の第一報を1973年に報告し　　　　Buffeら21）は，胎児の肝で産生されるα2H－globu一

た後に，1974年Banwoら15）はヒト胎児膵を抗原とし　　　lin（α2H）をみつけ，各種悪性疾患の患者血清中にみ

て抗血清を作り，ヒト血清および膵組織で吸収後，胎　　　いだされるとしている。

児肝，腸には存在せず，胎児膵のみに特異的にみいだ　　　　このほかにも数種のいわゆる癌胎児性蛋白について

される抗陳を検出した。これはα2の易動度をもち，　　　の報告があるが，著者は今回EPPとAFPおよび膵

AFP，　CEA，ユactoferrin，　non－specific　cross－re一　　癌の際も高値を示すといわれるCEA22）さらに電気泳

acting　antigenとも異なり膵癌患者血清中に，37例　　　動にてα2領域に出現するα2H（ferritin）との異同を

中，36例に証明されたと報告している。　　　　　　　　　検討した。AFPはヒト胎児膵中に存在しうるも膵癌

　以下著者の突験成績についての考察を行う。　　　　　　に特異的に出現する物質ではありえない。CEAにつ

　　A）抗原について　　　　　　　　　　　　　　　　いては抗原として用いたヒト胎児膵中のCEA値が低

　4～6ケ月の中絶ヒト胎児膵を抗原として使用した　　　いこと，またEPEが抗CEA血清とも反応しなかっ

が，なかには死後暗間の長いものもあるため，抗原と　　　たことよりEPPとは異なると考えられた。

して不適格なものが含まれることが多く，量的には最　　　　α2Hに関しては正常血清吸収A－EPEと膵癌患者

低5個以上が必要と思われる。保存，抽出法以前に新　　　血清との間にOuchterlony法で2本の特異沈降線が

鮮な胎児膵の十分量を集積することがまず問題であっ　　　存在することがあることより，その一方はα2Hであ

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ろうと考えた。しかしながら，現在のところ著者は他

　胎児膵よ1）抗原を抽出する方法をTrasylol⑪の付加　　　の1木が曄癌特異的EPPであると考えている。

の有無，超音波処置の有無，70°C前後の熱処理の有　　　　最近α2Hがferritinと同定され，またferritlnが

無などで検討したが，抗原は耐熱性であり，α1～β領　　　膵癌患者血清中1’L「かなり高値を示すといわれる5）23）こ

域にあり，脂肪をほとんど含まないかなり大分子最の　　　とよりEPPとの異同をさら1に詳細に検討した。

蛋白と考えられた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　癌患者血清に出現するcarcino－fetal　ferritin24）が

　ここで著者の用いているEPPの意味するところは　　　ヒト心筋のferritinと類似性があるといわれる5）た

IE常人血清中にはみられず，膵癌患者の膵組織および　　　め，ヒF心筋よりferritinを抽出し抗血清を作製し

1血L清rlコに特異酌にみられ，しかも，ヒト胎児膵組織rl－1　　てA－EPEと比較したが，同一物質と考えることはで

にも存在するものである。　　　　　　　　　　　　　　　きなかった。

　従って癌胎児性螢白といわれるものや正常膵ホモジ　　　以上の成績にもかかわらず，n．illがSephadex

エネート中にあって，膵疾患の際血中に出現すると　　　G－200カラムのゲル濾過で第一峰ピークにあって，

されるいわゆる膵特異抗原などとEPPとの関連性が　　　α2領域に泳動され，膵癌をはじめ，急性骨髄性白血病，

問題となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肺癌などでも血清中に陽性にでること25）などのEPP

　癌胎児性蛋白といわれるもので，最も臨床的に応用　　　との類似点があることより，この両者の異同はなお検

されているものはAFPである。1956年Bergstrand　　　討を要する。

とCzar16）が，胎児lfll清中に成人ではみられないA1　　　次に，正常膵抗原との関連性であるが，　Thalら8）

とαi－－glの間に泳動された成分をSubstance　Xと　　　一10）は，膵疾患患者血清中に，正常人膵に対する特異

して記載したのが最初の発見といわれる。1963年　　　循環抗体をみつけ、FonkalsrudとLQngmire26）は正

Abelevら17）は移植肝癌での担癌rtウスの血清にα一gl　　常人膵ホモジェネートで抗血清を作り，膵疾患患者血
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清とOuchterlOny法にて反応させ，　i自L清中に循環膵　　　　膵癌患者i血清をゲル濾過にて分画しA－EPEと特異

抗原の存在を認めている。　　　　　　　　　　　　　　沈降線の出現する分画をみると，Sephadex　G－200カ

　またFriemelら27）は人膵ホモジェネートを100，000　　　ラムで第1峰のピークにあり，　EPPの分子量は15万

g，4時間遠心し，その」二清を抗原として，膵特異蛋　　　以上のかなり大きなものであると考えられた。α2Hは

白を分析しSephadex　G　200カラムでYル濾過する　　　約60万，　ferritinは約45万の分子量であるといわれ

と，5分画に分かれfraetion　N，100～127の第5分画　　　る28）ことよりこれらとの差異は明確にできなかった。

で，最も純化されているとし，これをウサギに免疫し　　　　EPEをSephadex　G－200カラムでゲル濾過し，特

て抗血清を作り・急性膵炎憲者血清とOuchterlony　　　異沈降線の出現する分画をとりだしたが，それ以上の

法にて沈降線の出現をみている。このFrieme1らの　　　分折はできず，さらに，精製されたEPPをとりだし

いう膵特異蛋白（抗原）は，循環膵抗原との異同は不　　　て抗血清を作ることは，蛋白量が少なすぎてできなか

明であるが，EPPとは，ゲル濾過の成績から分子量　　　った。

の点で明らかに異なる。　　　　　　　　　　　　　　　また，EPEの電気泳動，膵癌患者血清のゲル濾過

　　B）抗血清について　　　　　　　　　　　　　　　でのEPPの存在した分画の電気泳動，および，

　抗血清作製に関して，免疫方法を，抗原の量，免疫　　　A－EPEとEPE，膵癌患者血清との免疫電気泳動の

の間隔などでかえてみたが，充分納得のいく抗体価の　　　成績より，EPPそのものでの検討ができなかったと

上昇した抗血清はえられなかった。当初免疫動物と　　　はいえ，EPPはαi～β　gl領域の易動度をもつと推定

して家兎を用いたが，抗原とする新鮮なヒト胎児膵　　　された。Banwoら15）は膵癌患者血清中に特異的に出

が手に入りにくいこと，家兎での抗血L清の抗体価の上　　　現するヒト胎児膵抗原がα2の易動度をもつと報告し

昇に個体差があることより，抗原量が少なくて沢山　　　ている。しかしながら，α2Hも同様の領域に泳動され

使えるモルモットを使用することにした。その結果，　　　ることより易動度からは差異はいえない。

力価を高めることができ正常人で，1frL液型の異なるプ　　　　つぎに，　EPEを70℃，20分間加熱して作製した

一ル」血清で吸収した後も，特異沈降線の残存をみとめ　　　抗血清と低温抽出して作製した抗血清は，膵癌患者血

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清との間に共通の特異沈降線を示したことより，EPP

　さらに，正常人血清と正常膵抽出物で，抗【血清を吸　　　はCEAや、α2H（ferritin）などと同梯に耐熱性で

収することを試みた。この操作はbufferにTras一　　　あると判明した。

ylo1⑪やTransamin⑭を加え，4°C下で行った。また，　　　　D）臨床応用について

immunoadsorbentとしてグルタールアルデヒドやア　　　　Micromethodにて，特異沈降線の有無を検討した。

クリルアミドなどを使用し，それにTrasylol⑪を加え　　　血液型のことなる正常ヒトプール血清で吸収後，反応

て吸収操作を行い，OuchterlOny法の際の寒天にも　　　をみた。したがって，厳密には正常血清で吸収しきれ

Trasyloゆを加えて行うもBanwoら15）の成績とは異　　　ないもの，すなわちAFP，　ferritin（ことにcarcino

なり，吸収後抗1血1清では，特異沈降線の証明はでぎな　　　一fetal　ferritin），正常膵抗原などは，沈降線として存

かった。　　　　　　　　　　　　　在する可能性を考慮しなけれぽならない。しかし，正
　この理由として，i）抗体価が低すぎること，　ii）吸収　　　常対照例もふくめて，多数の検体の反応を同時に行

を行う正常膵組織中の酵素活性によって蛋白の消化，　　　い，そこでの沈降線の写∫無を比較し判定することによ

消失がおこること，iii）正常膵組織中にEPPと部分　　　ってその欠陥をおぎなってきた。　AFPに関しては，

交差反応を示すものがあること，iv）正常膵組織中に　　　原発性肝癌でAFPのtiterの高いものと比較し，

EPPと同一成分が存在すること，などの可能性が考　　　正常膵抗原に関しては，慢性膵炎の急性増悪期のもの

えられるがA－EPEと膵癌膵組織および膵癌患者血清　　　と比較したが，それらでは，1例のみをのぞきいずれ

との間には，1E常膵組織とには認められない特異沈降　　　も特異沈降線は，証明されなかった。したがって，

線が存在していることより，著者は，i）およびi｛）を　　　ferrftinとEPP．の区別はできずに判定している可能

理由として考え，さらにEPPはIE常膵組織中にある　　　性はあるが，他vm・一応，除外できると考えた。

FonkalsrudとLongmire26）のいう循環膵抗原とは，　　　　成績は，膵癌で69．4％の陽性率で高く，また，慢性

ことなると考えた。　　　　　　　　　　　　　　　　’膵炎が4．o％であることより，両者の鑑別にも有効と

　　C）EPPの精製1性状　　　　　　　　　　　　　考えられる。しかし，胃癌，胆道癌，大腸癌でも，や
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や高率にみられ，carcino－－fetal　ferritinとの関連性　　　る成績を得たが、さらに検討の余地がある。

やEPPの純化などの問題が残る。　　　　　　　　　　　　4）臨床応用ではMicromethodにて判定し，症例

　AFP29）・CEA3°）・α2H25）でe　k・すでに報告されてい　　　実数156例を行い，膵癌患者1直1清49例中69．4％のEPP

るが，EPPでもt膵癌の手術によって術前陽性であ　　　陽性率を示した。

ったのが陰性になったものがある。検索疲例がt1例　　　　また，膵癌患者の膵液中にもEPPの存在がみとめ

のみなので断言できないが・今後・例数を増していけ　　　られた。

ば，臨床経過との関連性からも利用しうる可能性があ　　　　以上，胎児膵抗原を用いて，膵癌の免疫血清学的検

ると考える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　討を試み，基礎的ならびに臨床応用の成績をのべた。

　　E）膵液中のEPP　　　　　　　　　　　　　　　　本研究は，いまだ緒についたばかりのものであり，予

　EPPが膵癌患春膵液中に出現し，しかも血清中よ　　　報的内容も含まれるが，膵癌にかんする他の検査法と

り早く出現して，膵癌の早期発見に役立ちうるかを　　　異なった方面からの方法として検討した。

検討するため，PS試験での最も黄疸指数の低い膵液　　　　胎児膵抗原の生化学的性質の概略と，ある程度，臨

分画をとりだし，正常人血清で吸収したA－EPEと　　　床応用しうる成績を報告した。

Ouchterlony法にて反応させた。

　成績は，膵癌患者6例中3例にEPPの存在を認め　　　　　本論文の要旨は，第61回（昭和50年4月）、激写

た。症例数は少なく他の悪性腫瘍患春膵液での検討が　　　　63回（昭和52年4月）日本消化器病学会総会・

ない・鰍・膵脇膵液中のEPPの存鶴確　翻鷹饗礁1罵綴薫愚
認された・しかし早期診断にむすびつくか否かは検討　　　　いて発表した。

でぎなかった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本研究の一部は，昭和51年度文部省がん特別研

　以上，研究成績｝こついて若干の考察をのべたが，こ　　　　究（課題番号101539昭和51年度）（本間）の研

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　究費によった。
の研究における最大の難点は・抗原となる新鮮なヒト　　　　稿を終るにあたり，御指導ならびに御校閲を戴

胎児膵が十分に集積されないことにあった。ヒトの中　　　　いた小田正幸教授に深甚なる謝意を蓑するととも

絶胎児膵の組織培養をおこない抗原をより多く採取し　　　　に・本研究に終始御助言・御教示いただいた本間

…試みた・・鰍した．現畝膵癌の転移巣　耀鱗灘：購簾髪麟押内
（主として肝）を多く集め，これを抗原とする研究を　　　　　さらに，本研党の材料の提供に，御協力いただ

継続している。多貴の抗原成分が集まり，EPPの精　　　　いた長野，山梨県下の・各産婦人科の諸先生およ
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