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１．目的
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JCCLS 指針「尿試験紙検査法」
（JCCLS－GP3-

１.ライフ・イクステンション研究所付属永

P1 では、尿総蛋白（TP 試験紙の判定基準は、

寿総合病院臨床検査科、2．東京工科大学医

総蛋白量 30 mg/dL（300 mg/L）を（1＋）と

療保健学部臨床検査学科、 3. アークレイ

定めている。しかしながら基準となる物質、
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表示値の設定は各社にゆだねられ統一基準

和化学研究所、5. シーメンスヘルスケア・

はなく、実際の検査の現場においては測定
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結果にバラツキが生じている恐れもある。
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そこで本邦における試験紙蛋白検査を中心
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に、これに関わる尿試験紙アルブミン、尿総
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蛋白定量法、アルブミン免疫測定法も併せ、

ュ・ダイアグノスティックス株式会社、11.

標準化の現状を調査実施した。
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会
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標準物質（相当品）、実尿、精製水、アルブ
ミン添加尿（U-Alb1）を用いて反応時間、連
続波長による反射率（kinetics）を連続測定
した。
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Time course study では、プラトーに達す
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るのは各社で異なる。おおよそ 100－500 秒
であった。マトリックスの影響を受けずに

５．結果報告

濃度依存性に徐々に反応時間の延長を認め

１）尿総蛋白定量結果と尿アルブミン定量

られた。

法には良好な相関関連

各社別に 340 から 820 nm まで 10 nm 間隔で

精製ヒトアルブミン、血清マトリックス凍

連続的に変化させ、約 625 nm 付近で最も高

結乾燥品、血清アルブミン添加尿、およびプ

い分別能を得た。反射率もマトリックスを

ール尿を用いた。測定原理がそれぞれ色素

問わず、濃度依存性に増加した。

法、免疫測定法と異なる。両者間にある程度

実尿を用いて 630 nm を共通検出波長として

のバラツキを予想したが、実際には極めて

定め測定すると、参加 6 社の試験紙は精製

良好な相関性を得た。詳細は別途報告する

水、精製アルブミン、精製血清アルブミン添

予定であるが、TP 定量法もヒト血清アルブ

加尿、血清マトリックベース蛋白日常標準

ミンを検量物質としていること、検体はア

品、実尿とはす見事に並行した反射率を示

ルブミンが主成分で動態変化していること、

し、試験紙が主にアルブミンと反応してい

TP 定量は単点検量であり測定比較領域で差

ることが示された。

異が生じにくいことなどがあげられる。
２）各社試験紙 TP 検査測定（判定）結果は

６． 試験紙アルブミン、尿総蛋白定量、ア

おおむね良好に収束

ルブミン定量法の標準化の現状

試験紙検査は目視判定、あるいは自動測定

試験紙 TP に関連した事項として調査した。

機器測定と判定法は異なる。JCCLS 指針「尿

定量値の測定標準化の実現によりさらに測

試験紙検査法」
で定められた TP 定量濃度 30

定法間のバラツキの縮小が期待される。概

mg/dL (300 mg/L)で判定グレード段階（1+）

要を示しておく。

と定められた付近では、概ね良好な収束を

１） 微量アルブミン試験紙

維持していた。さらに（－）
、
（±）
、
（２＋）
、

検出原理の相違、測定波長が異なり各社間

（３＋）に至るまで、TP 定量濃度のみなら

の比較検討は難しい。このような条件であ

ずアルブミン定量濃度段階でも、ほぼ一致

っても基本測定原理は同一近似しており、

して並行上昇を示した。

高感度反射法において各社試験紙は平行し

３）高感度反射率測定法による解析－各社

た反射率を示した。下記３）に示す尿アルブ

試験紙ともヒトアルブミン量を反映して反

ミンの定量測定法の国際的な標準化により、

射率が変化

よりバラツキの少ない判定基準が定まるこ

７社のうち６社から尿試験紙の提供を受け、

とも期待される。クレアチニン（Cr）
は Jaffe

法が採用されている。小児、老人では筋肉量

される可能性がある。

の影響を受けやすく定量法での問題は、試
験紙検査でも影を落としている。

７．結語

２） 総蛋白定量

尿試験紙総蛋白検査は、目視判定、自動機器

尿中を構成する蛋白成分は、健常状態、種々

判定を問わず、総蛋白量 30 mg/dL で定めた

の病態・疾患で多種多様を極め、測定システ

+1 さらに－～３+の判定基準に至るまで、検

ム自体も各成分を等価にカバーできる測定

査結果は各社ともおおむね一致を見た。本

法はない。従って、測定標準化は困難とな

検査が測定原理上アルブミンを反映してお

る。

り、総蛋白量測定法もアルブミンを参照物

実際の臨床での測定適応病態は、アルブミ

質としていることに基づく。簡易定性検査

ンを主体とするものであり、TP 測定はヒト

であることを考慮すれば、日常臨床におい

血清アルブミン（HSA）を検量物質として測

て、ある程度標準化された現状にあると判

定するのは妥当と思われる。国際標準物質

断される。近い将来、ヒトアルブミンを中心

に traceability を有する標準物質、おそら

とする尿蛋白定量の標準化が実現した暁に

くはヒト血清アルブミンを据え、Reference

は、試験紙検査の標準化はさらなる改善、向

measurement system の構築は必須となる。

上が期待される。

これに加えて単点検量がどこまで標準化の
視点から許容できるか否か、とりわけ CKD
ガイドにみられる判定基準の日常利用にお
ける影響効果から、新たな測定法の開発、既
存法の改良の検討の余地が残されている。
３） 尿アルブミン定量
免疫学的測定法の原理によるもので現在 20
社をこえる測定システムが上市されている。
こ れ ま で の 研 究 か ら 国 際 標 準 品 （ ERMDA470k/IFCC、IRMM）から正確に値付された
日常標準品による標準化の実現の可能性が
示されている。しかし今回調査した結果で
は、国際標準品の利用は１システムを除い
て進められていない。標準化の研究は米国
でも続けられ１０年以上にも及ぶ。ようや
くリファランスステムが構築されてきてい
る。当然、米国、欧州の調整が近い将来なさ
れると思われるが、それぞれの表示値の“妥
協設定”がなされるはずである。このことの
より試験紙検査の標準化も含め一気に解決

