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免疫学的定性・定量法 
 
 ●古典的方法とその発展形 
 
  ○古典的方法 
    混合法：抗体（抗血清）溶液と抗原溶液を混合して沈殿の有無を検査する 
 
   重層法：血清に抗原の溶液を重ねて境界面に出来る結合物を検査する 
 
   拡散法：寒天（アガロースゲル）薄板中で抗原抗体反応を起こさせ反応物を 
       検査する．電気泳動後に拡散反応させるものを免疫電気泳動という 
 
   凝集法：抗原または抗体を結合させた小粒子(例Latex)や赤血球などの浮遊液に 
       抗体または抗原溶液を加えてその凝集を検査する 
       （凝集法と凝集阻止法がある） 
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 ○古典的方法の発展形 
   
  TIA（Turbidimetric immunoassay） 
  Latex凝集法を定量化したもの．反応液に光を当てて透過率を調べる 
  結合量に応じて濁度が減少して行く 
 
  イムノクロマト法 
  金コロイドなどでの標識抗体と検体抗原とを反応させながらセルロース 
  アセテート膜上を流し、その先に固相化されている抗体とサンドイッチ形に 
  反応させて検出する 
   
  偏光蛍光解消法 
  蛍光標識した抗原の水溶液は分子量が小さいので自由に回転するので、偏光を 
  生じない．これに抗体を加えると、分子が大きくなるので回転が止まり蛍光偏光を 
  生じる 
  これに非標識抗原を加えると競合的に標識抗原が分離されるのでその分だけ蛍光偏 
  光が解消される 
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SPR  (Surface Plasmon Resonance)法(1) 
  
 表面プラズモン： 金属と誘電体との界面に対して平行方向に伝播する表面電磁波, 
 金属表面に対する分子の吸着のような境界面での変化に非常に敏感 
 
 実際にはガラスブロック（プリズム）の表面に金属（金、銀、銅、チタン、クロム 
 等）が蒸着される（クレッチマン配置）．プリズムに光を当てると蒸着金属膜の 
 外側ではプラズモンが励起される 

 表面プラズモン波が局所粒子或いは荒い表面といった不規則なものと相互作用をする 
 とき、エネルギーの一部が光として再放射される 
 
 この放射光は金属膜の後ろでさまざまな方向から検出できる 
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SPR（Surface Plasmon Resonance) 法(2) 
  
 二分子間の相互作用は、特定の角度の入射光と表面プラズモンが金属／液体界面で 
 起こす共鳴現象を利用し、二分子間の結合と解離に伴ってセンサーチップ表面で 
 生じる微量な質量変化をSPRシグナルとして検出する 
 
 分子の相互作用をガラスに金の薄膜が蒸着させたセンサーチップ上でおこなう 
 センサーチップは、例えば、その薄膜上にリンカー層を介してデキストランが結合 
 している 
 
 相互作用を測定する分子の片方をデキストラン上に固定化し、他方の分子を含む試料 
 溶液はマイクロ流路系を介した連続送液方式によりある一定時間添加し続ける 
 分子の固定化されていない側の金薄膜に光を全反射するように当てると、反射光の 
 一部に反射光強度が低下した部分が観察される（PRシグナル） 
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SPR（Surface Plasmon Resonance) 法(3) 
 
 この光の暗い部分の現れる角度は、センサーチップ表面近傍の屈折率に依存し、 
 屈折率変化は質量(密度)変化に比例する 
 センサーチップ表面で二分子間の結合反応が起きると質量変化が生じ、光の暗い 
 部分がシフトし、逆に２分子が解離することによって質量が減少すると、その分 
 だけ戻る 
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 免疫学的測定法の歴史 
 
 免疫学的結合反応、沈降反応などを利用して物質を測定する方法は古くからあった 
 抗体と抗原の溶液の界面における沈降反応、寒天板での拡散沈降反応（オクタロ 
 ニー・テスト）、半定量的には赤血球凝集反応とか、ラテックス凝集反応、補体結合 
 反応など 
 定量性を特徴とする免疫学的測定法は、S. A. Berson とR. S. Yalowのラジオイムノ 
 アッセイ（Radioimmunoassay, RIA）に始まり、次の2論文がその殆ど全てを示し 
 ている 
 
 1)Insulin-I131 metabolism in human subjects: Demonstration of insulin  
  binding globulin in the circulation of insulin treated subject. 
    Berson, S. A., Yalow, R. S., Bauman, A., Rothchild, M. A. and Newerly, K. 
    J. Clin. Invest. 35, 170-190, 1956 
  
 2)Quantitative aspects of the reaction between insulin and insulin-binding  
  antibody. 
      Berson, S. A. and Yalow, R. S. 
      J. Clin. Invest. 38, 1996-2016, 1959 
    RIAを理論的に確立した論文 



免疫学的測定法は 
Radioimmunoassayの原理 
や構成要素を変えることに 
よりさまざまな測定法へと 
発展していった 

現在測定原理は２種類に 
大別できる。 
１．競合的結合原理 
２．非競合的測定原理 
    （サンドイッチ結合） 
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●競合的結合原理によるもの  
 (Competitive assays) 
 一定量（少量）の抗体に対して標識物 
 質と非標識物質とが競合的に結合する 
 ことを利用して測定する．反応系に標 
 識抗原のみを加えれば抗体に結合する 
 ものはすべて標識抗原である 
 これに非標識抗原を加えるとその量に 
 応じて（図では1：1）抗体と結合す 
 る標識抗原の量は減少して行く．検量 
 線は双曲線タイプになる 
 
●非競合的結合によるもの 
 (Non-competitive assays) 
 固相化した充分量のキャプチャー抗体 
 で測定対象物質を捉え、それを標識し 
 た抗体で認識させる、いわゆるサンド 
 イッチ結合により測定するものである 
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測定原理と検量線 

競合的測定原理による測定系の 
場合 
 
○横軸に標準品濃度をとった 
 場合には、双曲線型となる 
 （初期の頃用いられた） 
 
○横軸に標準品濃度の対数を 
 とった場合には、逆シグモ 
 イド曲線型になる 
 
○Log-Logit変換により直線に 
 近い形となる 
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○ELISAの場合、横軸に標準品の濃度 
 、縦軸に吸光度(absorbance)をと 
 ると右上がりの緩い曲線が得られ 
 る 
 測定範囲を絞ると直線に近くなる 
 
 
 
 
 
 
○縦軸に吸光度の対数をとると直線 
 に近いシグモイドカーブが得られ 
 る 

Shibayagi Webiner 

 
非競合的結合原理による測定系の場合 
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免疫学的測定法の分類のいろいろ 
 反応系による分類 
 ●均一系による測定(Homogeneous assays) 
   測定が終始溶液状態で行なわれる測定系 
 ●不均一系による測定(Heterogeneous assays) 
   固相化された抗体などを用いて反応、洗浄が行なわれる測定系 
 
  動物種に関する分類 
 ●Homologous Assay：同じ動物種の測定系、例えばヒトの試料を、ヒトのインス 
  リンを標準品として、ヒトのインスリンに対する抗体を使って測る系 
 ●Heterologous Assay：ある動物種のための測定系を別種の動物に使う系 
  種特異性のために高分子物質の場合、成功しないことが多い 
  サンドイッチ結合原理による測定の場合には競合的結合原理の場合よりも成功 
  する率は高くなる 
 ●Hetero-antibody Assay：RIAのような競合的測定の場合、heterologous assay 
  が成功しないとき、標識物質と標準品はhomologousなものを使用し、抗体は  
  heterologousなものを高濃度で使用すると成功することが多い 
  (Iwasawa，A．et al．Endocrinol．Japon 38，673-683，1991) 
 
 注意！：Homogeneous（均一の意味で用いる） 
     Homologous（動物種が同じであること） 
     Heterogeneous（不均一） 
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標識物質による分類 

用いられる標識物質、測定原理に
よって異なった名称がつけられてい
る 
ここには現在実用性のあるもののみ
を列挙して見た 
測定法の簡便性、測定に要する試薬
の費用、測定機器の価格などにより
選択される 
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免疫学的測定は有用か？ 
 
 特徴と問題点 
  
 免疫学的測定法は特異性の優れた、親和性の高い抗体を結合試薬として使用して 
 いるため、以下のような長所を持っている 
 
 ○測定感度が良好である 
 ○測定対象物質に対する特異性が優れている 
 ○一般的に測定精度が高い 
 ○操作が簡単で費用が安い 
 ○一度に多数の試料を扱える 
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 問題点 
  
  免疫学的測定法で最も問題となるのは、結合試薬として抗体を用いていることに 
  由来する特異性の問題です 
  特に生理活性物質の場合、免疫学的測定法の測定結果が生理活性を反映しないこと 
  があるという点である 
  抗原分子におけるantigenic determinant（抗体を作らせる部分、epitope）は生 
  理活性を発現する部分bioactive site とは通常一致しない 
  Bioactive site とは、生理活性を持つ抗原が受容体と結合する場所や作用を発現す 
  る場所を指している 
  抗体は、免疫された動物が異物と認識する場所に対してつくられる 
  つまり、種特異性の高いところが認識されやすい 
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 測定対象物質（analyteｓ)の多様性 
 
  標準品と試料中の物質の分子構造が異なるような場合には問題が生じる 
  そのようなことが実際にあるのだろうか？ 
 
 ○代謝物の存在 
   Bioactive site の代謝による変化 
   生理活性物質は役目が済んだらBioactive siteが何らかの修飾を受けることが 
   多い．不活性化されたり活性が変化する 
   その場合でも免疫活性部位が残存しているケースもある 
 
 ○分子的多様性 
   例えばステロイド類 
    同じような生理活性を示すステロイドがいくつもある 
    アンドロゲン、エストロゲン、ゲスターゲン、鉱質コルチコイド、 
    糖質コルチコイド 
 
   例えばペプチド・タンパク質 
    構造上の類似配列（XXXファミリー） 
    生合成、プロセシング過程で生じる多様性 



 
 生物活性を反映するには 
 
 ○抗体の代わりに受容体を使う 
  ホルモンなどの生理活性物質は受容体と結合してその作用を発揮するため、 
  生理活性と密接に関連していること多い。 
  （受容体上で拮抗する物質competitive inhibitor)もあることを考える必要がある 
 
 ○抗体作製の際にエピトープを活性部位にする 
  モノクローナル抗体の利用 
  合成エピトープペプチドによる免疫 
 
 ○In vitro バイオアッセイ 
  浮遊標的細胞の利用 
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 開き直ってしまえば 
 
 Bioactivity なんて本当に分かるのか？ 
 多様性があるということは構造上の問題だけでなく、生物学的半減期の多様性に 
 つながる 
 従ってバイオアッセイでも、方法論的な問題が測定結果につながってくる 
  
 In vivo assay (whole body) 
    投与から判定までの時間に左右される 
  投与された物質の生物学的半減期が影響する 
  
 In vitro assay 
    不活性化機構の不在による in vivo との乖離 
    生物学的半減期が無視される 
 
 測定法を明確にした上での測定値の提示、比較が必要である 
 一定の測定法で一定の標準品（standard preparation) との比較による測定値の 
 提示が必要である 



第２部  終わり 
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