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Bob Barrett：     これは、Boston Children’s Hospitalの臨床検査医学部門がスポンサーとなって提

供されているClinical Chemistryのポッドキャストです。私はBob Barrettです。 

心臓トロポニンは、急性心筋梗塞の診断で使用される主要なバイオマーカーです。

これらは、一般的に免疫測定法により測定されますが、それは、心筋梗塞を除外

診断する上での臨床診療で必要な広範囲の有用性および迅速な結果を提供しま

す。しかし、心臓のトロポニンI のように、ターゲットとする分析成分濃度に低

下現象が見られる場合は、免疫測定法はある程度の制約が生じます。 

初期の研究では、アミノ酸残基30番目と110番目の間に位置する中央部位が、そ

の分子の最も安定した部位であることを示唆していました。これは、中央部位内

に位置するエピトープを含む種々の抗体を利用している、大多数の現在の診断シ

ステムにおけるドライバーとなっていました。このアプローチでは、自己抗体が

この領域に結合し、誤った結果を引き起こす短所があります。 

ごく最近の研究では、新たな心臓トロポニンI 蛋白の分解断片の存在が確認され

ており、急性心筋梗塞の患者の血中におけるそれらの存在様式および存在量を理

解することが重要視されるようになりました。さらに、心臓トロポニンI 分子の

中央部以外の部位に特異性を示すモノクローナル抗体が、心臓トロポニンI 測定

法に使用できて、現時点で測定できる方法に比較して、改善された性能を示すか
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どうかを評価する必要があります。  

Clinical Chemistry 誌の2018年7月号に掲載されている原著論文は、このような

概念に関する研究です。第１著者であるDr. Ivan Katrukha が、このポッドキャ

ストのために招かれています。先生は、フィンランド トｳルクにあるHyTest 社

における研究者であり、Moscow State University のSchool of Biologyにおける

生化学の研究者です。 この研究を行った主な目的は何だったのですか？ 

 

Dr. Katrukha：    心臓トロポニンI は、現在、免疫測定法により心臓発作を発症した多くの患者群

に対して測定されます。しかし、いくつかの研究で、トロポニンI は低下する傾

向が見られ、この点が、実際に、測定結果に影響を与える可能性を示しています。

現在、急性心筋梗塞の患者群の血液中で、11種類にも及ぶ種々のトロポニンI の

分解断片が見つかっているのです。 

私たちの早期の生体外研究のうちの１つでは、私たちは、トロポニンI 分子の中

央部位である、アミノ酸残基のほぼ30番目から110番目の部位が、この分子の最

も安定な部位であることを示していました。その時以来、最も信頼性が高く、最

も精確な診断用免疫測定法の結果を得るには、このトロポニンI 分子の中央部位

に特異的なモノクローナル抗体を使用すべきであることが示唆されました。しか

し、その後、トロポニンI 分子のこのまさに中央部位が、ある患者群に存在する

自己抗体の影響を最も受けやすいことが分かったのです。また、これらの自己抗

体は、トロポニンI の免疫測定法に負の影響を与えます。  

したがって、その後、私たち研究者たちは、少し板ばさみ状態になりました。１

方では、トロポニンI の低下が、測定法の開発において、分子の中央部を使用す

ることを彼らに強いることになりましたが、他方、中央部位の使用は、自己抗体

によって引き起こされる干渉により偽陰性の結果に結びつく可能性がありまし

た。  

そこで、私たちの仕事の目的は、心臓トロポニンの低下に関して徹底的に調査す

ることに向けられました。最初に、私たちは、心筋梗塞を有する患者群の血液中

に存在する、トロポニン断片を明確にする必要がありました。次に、私たちは、

これらの断片の相対存在量を計算し、梗塞後のこの相対存在量の経時的変化を研

究する必要が生じました。この情報に基づいて、私たちは、診断用免疫測定法を

開発する際の安定な中央部位以外の、心臓トロポニンI のいくつかの部位に特異

的な抗体を使用することが良いのかどうかについて、理解したかったのです。  

 

Bob Barrett：     その研究を通してどのような方法を使用したのですか？ 
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Dr. Katrukha：     私たちは、冠動脈へのステント留置術後あるいは冠動脈閉塞後に生じる、心電図

上で ST 上昇を伴う患者群の一連の血清試料を用いて検討を行いました。また、

各患者については、５種類の試料を採取しました。最初の試料は、血行再建術の

前に採取された試料で、これは、胸痛の発症後約 1～5 時間の間に採取されまし

た。また、その後の４種類の試料は、血行再建術後に採取されたもので、それら

は、胸痛の発症後36時間以内に時間を変えて採取されました。また、私たちは、

２種類の異なる測定法により心臓トロポニン Iの低下に関する研究を行いました。 

第１の方法は、ウェスタンブロット法でした。また、第２の方法は、サンドイッ

チ蛍光免疫測定法でした。断片を明確化するために、私たちは、心臓発作を発症

した患者の血液試料から免疫沈殿させられたトロポニンのウェスタンブロット

法を実施しました。また、私たちは、心臓トロポニンI 分子上の異なるエピトー

プに特異的な、15 種類の異なるモノクローナル抗体により、このブロッティン

グを染色しました。この断片の相対存在量を計算するために、私達は、すべての

検出可能な断片と反応することができることが分かった、１種類のモノクローナ

ル抗体と結合した、トロポニンとその断片を染色しました。 

ここで、最も重要なことは、この抗体は、それらの断片のいずれに対しても等し

い結合度を持っていたことでした。  

理論的に正しい免疫測定を行なうために、私たちは、２種類の抗体を同時に使用

して、試料中の心臓トロポニンI の濃度を測定しました。そのうちの１種類の抗

体は、トロポニンI 分子の末端部位に特異的な抗体を使用しました。また、もう

１種類の抗体は、トロポニンI 分子の安定した中央部位に特異的な抗体を使用し

ました。次いで、私たちは、各時間ポイントにおける各患者の測定された２種類

の抗体から得られたトロポニンI 濃度の比を計算しました。そこで、私たちが想

定したことは、もしトロポニンI の末端部位が研究を実施している時間枠内に分

解が生じた場合には、私たちが計算した比に可成りの低下を見ることになり、も

し末端部位の分解が生じない場合には、その比は時間枠内で低下しないだろうと

いうことでした。  

 

Bob Barrett：     その結果、どのような所見が得られたのですか？ 

 

 Dr. Katrukha：    私たちは、完全分子型トロポニンI と11 種類の蛋白質分解断片を検出すること

ができました。 また、同時に、私たちは、断片のセットがすべての研究対象試

料中で同じであることを発見しました。検出された最も小さな断片は、ほぼ23番

目から126番目に位置するアミノ酸残基に相当していました。これは、実際に、

私たちが以前に記述した最も安定した部位とよく一致しています。  
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私たちは、また、無傷のトロポニンとして存在していた、検出された全トロポニ

ン I の約 40% に相当する断片の総量を定量化しました。驚いたことに、検知さ

れた全トロポニン Iの80%以上が、アミノ酸残基の23番目から196番目を含ん

でいたことです。 梗塞後の異なる時間帯に採取された試料による研究で、私た

ちは、全く予期しなかった所見を発見しました。それは、第１に、ステント留置

術が、種々の心臓トロポニン I断片の量に著しい影響を及ぼさなかったことです。

そして第２に、種々の断片の量が、梗塞後の 36 時間内で著しく変化しなかった

ことです。この後者についても、蛍光免疫測定法により確認しましたが、そこで

は、私たちは、末端部位および中央部位に特異的な２種類のモノクローナル抗体

を使用して測定されたトロポニン I 濃度の比の僅か 1/2 に相当する濃度の低下を

観察しました。 

 

Bob Barrett：      最後に、これは私たちにとってどのような意味があるのでしょうか？  

 

Dr. Katrukha：    以前は、心筋梗塞の患者群の血中での心臓トロポニンI は、急速に低下すると考

えられてきました。 また、これは、分子の末端部に特異的な抗体の使用法に対

する明らかな制約となっていました。しかし、私たちの研究は、血中の心臓トロ

ポニンI の低下が、以前に考えられていたほど深刻ではないことを示していまし

た。第１に、時間ごとの種々の断片の存在量が変化しないことは、心臓トロポニ

ンI の体内における低下は、患者の血中ではなく、主として壊死した心筋内で起

こることを示唆しています。  

第２に、心臓トロポニンI 断片の濃度比が、ステント留置術後に変化しなかった

という事実が、私たちが正しいモデルを使用していることと、ステント留置術を

行った患者群から得られたデータが、心筋梗塞患者群に外挿できることを示して

います。その診断は、明らかに、ステント留置術前なのです。また、検出された

トロポニンI の80%以上が、アミノ酸残基の23番目から196番目内にあるエピト

ープを含んでいます。 

梗塞発症後、その断片の濃度比が、最初の36 時間の間に殆ど変化しなかったと

いうことは、これらのアミノ酸残基に特異的なモノクローナル抗体を利用する免

疫測定法が、その試料中のトロポニンI の70～90%以上の断片を検知できる可能

性を示しています。それは、早期の試料だけでなく、時間が経過した試料中でも、

同様に測定できることも示しています。 

以前に、Dr. Kim Petterssonのチームは、心臓トロポニンI のこれらの部位に特

異的なモノクローナル抗体が、自己抗体の存在にほとんど影響が無いだろうとい

うことを最初に示しました。したがって、アミノ酸残基の23番目からスタートし
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40番目で終わる部位に特異的な抗体、あるいはアミノ酸残基の140番目からスタ

ートし200番目で終わる部位に特異的な抗体の選択が、心臓トロポニンI の２種

類の主な欠点、すなわち心臓トロポニンI 蛋白の分解による測定値の低下という

負の影響およびトロポニンの Iの他の抗体による負の影響に対する合理的な解決

に結びつく可能性があります。 

 

Bob Barrett：     Dr. Ivan Katrukha は、フィンランド トｳルクにあるHyTest 社における研究者

であり、Moscow State University のSchool of Biololgyにおける生化学の研究者

です。先生は、Clinical Chemistryからの本日のこのポッドキャスト中の私たち

のゲストでした。私はBob Barrettです。ご静聴有難うございました。 

 

（訳者：中 甫） 

 


