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原著論文 
 
 

ラテックス凝集法を用いた高感度 CRP 測定試薬 

「LT オートワコーCRP-HS」の基礎的検討 
 
                           
一戸紀子1)、橋本幸枝1)、高橋美穂子1)、三浦ありさ1)、加藤敏夫1)、安藤正子1)、鈴木博義1) 

1) 国立病院機構仙台医療センター 臨床検査科 
 
≪抄録≫                         
近年、自動分析装置用 CRP 測定試薬の性能改善が行われ、CRP 濃度 0.1 mg/dl 付近で CV 3％以下の測

定精度および検出限界 0.02 mg/dl 以下の条件を満たす、高感度 CRP 汎用試薬が発売されている。 
今回、我々はラテックス凝集法を原理とし、従来試薬よりも低濃度域の感度をあげた試薬として発売され

ている汎用高感度 CRP 測定試薬「LT オートワコーCRP-HS」の試薬性能を評価したので報告する。 
検討項目は、再現性・希釈直線性・共存物質の影響・最小検出感度・プロゾーン現象・正確性・相関性・

キャリーオーバー（持ち越し誤差）の８項目とした。 
検討の結果、基本性能の面では再現性や希釈直線性について良好な結果が得られ、またプロゾーンの影響

も無く、正確性の点でも良好な結果であった。よって日常検査に有用な試薬であると考えられた。共存物質

の調査において、ヘモグロビンで正誤差が確認されたが、その後に行われた試薬改良品では影響は改善され

ており、採血困難な患者検体でも測定の有用性があると思われた。しかし今回の検討に使用した自動分析装

置では、キャリーオーバーについての完全なる回避は出来なかった。よって「LT オートワコーCRP-HS」
は高感度 CRP 測定試薬としての性能満たしているものの、今回の検討で使用した自動分析装置による、高

感度 CRP としての報告は難しいと思われる。 
                  
キーワード： 高感度 CRP 検出感度 キャリーオーバー 
（2010 年 1 月 4 日 原稿受領、2 月 3 日 採用） 
 
 
 
はじめに 

C反応性蛋白（C‐reactive protein：CRP）は、

5個のサブユニットが輪状に結合したペンタマー構

造を有し、分子量は 10.5 万である。1) これまでは細

菌感染および組織損傷などが原因で上昇してくる

炎症マーカーとして使用され、急性炎症の場合には

CRP濃度は正常の 1000 倍程度上昇してくることか

ら、感度の高い測定の必要性は低かった。しかし、

高感度CRP測定法の開発により、急性炎症がなく従

来、健常者と判断されていた者には、全く炎症のな

い健常者と慢性感染症を原疾患とする慢性炎症者

が含まれる事が判明した。2)
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また慢性炎症の診断は、心筋梗塞や脳梗塞などの

動脈硬化性疾患の診断に有用である事が世界中で

報告されている。高感度CRP測定法によるCRP 
0.3mg/dl程度の継続的な増加が認められた場合に

は、何らかの慢性炎症を持っており、心筋梗塞が起

こりやすいという判断が可能となる。更に、その他

の心筋梗塞発症のリスクファクター（喫煙、肥満、

高脂血症、高血圧、糖尿病）なども考慮し、積極的

な食事指導、運動指導および投薬指導を行う事で心

筋梗塞の発症を予防する事ができる。また、冠動脈

疾患患者においてもその後の経過予測が可能であ

る事が報告されており、１次予防および２次予防の

分野で注目されている。2)､3)､4)

さらに、感染症が疑われているにも関わらず、

CRP上昇が認められない新生児や未熟児などでの

感染症早期診断のマーカーとして、高感度CRPの有

用性が指摘されている。5)  

冠動脈疾患の予知因子や新生児の早期感染症診

断の為には、高感度測定法が必須であり、「CRP濃
度 0.1mg/dl付近でCV3％以下の測定精度および検

出限界 0.02mg/dl以下」が条件となる。この条件を

満たす測定法として専用分析装置であるBN-Ⅱ（デ

イドベーリング社）を用いたラテックス免疫比ろう

法（抗原抗体複合体の散乱光を測定する方法）が

FDA（アメリカ食品医薬品局）にて認証され、これ

が高感度CRPと言われている。5)、6)

 近年、汎用自動分析装置用CRP測定試薬の性能改

善が行われ、BN-Ⅱ同様の測定精度や検出限界をも

つ試薬が発売されており、汎用自動分析装置による

高感度CRP定量が注目されている。7)､8)

今回、我々はラテックス免疫比濁法（抗原抗体複合

体の濁度を測定する方法）を原理とし、従来試薬よ

りも低濃度域の感度を約 2 倍あげた試薬として発

売されている汎用高感度 CRP 測定試薬「LT オート

ワコーCRP-HS」の試薬性能を評価したので報告す

る。 
 
方法  
「LT オートワコーCRP-HS」（和光純薬工業社）

の試薬の性能評価を行う上で、（１）再現性、（２）

希釈直線性、（３）共存物質の影響、（４）最小検出

感度、（５）プロゾーン現象、（６）正確性、（７）

相関性、（８）キャリーオーバー（持ち越し誤差）

の項目についての調査を行った。機器には日立

7600 形 P モジュール自動分析装置（日立ハイテク

ノロジーズ社）を用いた。 
また検討項目の相関性を調べる際に、比較対照と

して FDA（アメリカ食品医薬品局）で高感度 CRP
専用分析装置と認証されている BN-Ⅱ（デイドベー

リング社）の機器を用い、ラテックス免疫比ろう法

を原理とした試薬である N-ラテックス CRPⅡ（デ

イドベーリング社）での比較を行った。さらに検討

試薬と同じくラテックス免疫比濁法を原理とした

試薬である CRP ラテックス(Ⅱ)「生研」（デンカ生

研社）による比較も行った。 
 
（１）再現性 
濃度の異なる 5 種類の試料（CRP 0.09 mg/dl、

0.13 mg/dl、0.37 mg/dl、1.04 mg/dl、3.32mg/dl）
を用いて各濃度 20 回連続測定し、同時再現性につ

いて調べた。また QAP トロール 1X、２X（シスメ

ックス社）の 2 濃度を小分けに分注して－80℃での

凍結保存を行ない、これを使用毎に融解して測定す

る方法を 22 日間実施し、日差再現性についても調

査した。 
 

（２）希釈直線性 
試料を段階的に希釈し、試料の希釈倍率と測定値

が比例関係にある事を確認するため、CRP 濃度

40.0mg/dl と 0.4mg/dl の２試料を各濃度 10 段階に

希釈し、高濃度域と低濃度域の測定値の比較を行っ

た。 
 

（３）共存物質の影響 
プール血清にアスコルビン酸、抱合型ビリルビン、

遊離型ビリルビン、乳ビ、リウマトイド因子（RF）、
ヘモグロビンの各共存物質を添加した試料（プール

血清：添加物＝9：1）を作製した。この各試料を段
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階的に希釈して CRP 測定値を比較し、共存物質の

影響度合いについて調査した。この調査後、ヘモグ

ロビンの影響について試薬に改良が加えられた為、

改良試薬を用いたヘモグロビンの影響についての

再調査を行った。 
 

（４）最小検出感度 
検 出 限 界 値 を 調 査 す る た め 、 CRP 濃 度

0.025mg/dl の試料を用いて 5 段階の希釈系列を作

り、各濃度を 20 回連続測定し、各濃度における吸

光度の平均値および標準偏差を求めた。求めた平均

値と標準偏差（以下 SD）を「平均値±2.6SD」の

式にて計算し、CRP 0mg/dl の上限値（平均値

+2.6SD）が他濃度の下限値（平均値－2.6SD）と重

ならない CRP 濃度を最小検出感度として求める方

法である「平均値±2.6SD 法」を用いた。 
 

（５）プロゾーン現象 
プロゾーン現象を確認するため、高濃度試料CRP 

100mg/dl を用いて 10 段階希釈後、各濃度を 2 重測

定し、測定値の比較を行った。 
 

（６）正確性の確認 
IFCC（国際臨床化学会）認証の IFCC 血漿蛋白

国際標準品 CRM470（表示値 3.92mg/dl）を 5 重測

定し、CRP 測定値の正確性について確認した。 
 

（７）相関性 
患者血清 40 例についてラテックス免疫比ろう法

を測定原理とした N-ラテックス CRPⅡとの相関性

について比較し、さらに低濃度域（CRP 0.5mg/dl
以下）の患者血清 18 例についても比較した。同様

に、患者血清 60 例を用いて検討試薬と測定原理が

同じである CRP ラテックス(Ⅱ)「生研」との相関

性についても調査した。さらに各疾患別として、M
蛋白血症群 50 例・リウマトイド因子高値群（RF＞
40IU/ml）27 例・乳幼児群（生後 0～18 日）25 例・

糖尿病群 44 例による相関性についても比較した。 
 

（８）キャリーオーバー（持ち越し誤差） 
CRP 高濃度６試料（CRP 約 45.5mg/dl、約 33.0 

mg/dl、約 24.1mg/dl、約 19.2mg/dl、約 11.2mg/dl、
約 5.5mg/dl）をサンプリングさせた直後に生理食塩

水（CRP 0 mg/dl）を続けて 4 回サンプリングさせ、

CRP 測定値の変化を確認した。また機器メンテナ

ンスの違いによる影響度合いを比較するため、分析

装置を日常メンテナンス実施後と機器メーカーに

よる定期メンテナンス（サンプルプローブ交換、洗

浄機構の調整など）実施後での比較を行った。 
 

結果  
（１）再現性 
濃度の異なる 5 種類の試料（CRP 0.09 mg/dl、

0.13 mg/dl、0.37 mg/dl、1.04 mg/dl、3.32mg/dl）
を用いて 20 重測定した同時再現性の結果は、

CV1.82%、0.91%、0.90%、1.46%、1.01%と良好

であった。また QAP トロール 1X、２X の 2 濃度

（CRP 0.40 mg/dl、3.35mg/dl ）を用いた日差再現

性の結果についても CV2.28％、1.67％と良好であ

った（表 1）。 

表 1 再現性 

 
（２）希釈直線性 
高濃度域（CRP 40.0mg/dl）および低濃度域（CRP 

0.4mg/dl）の 2 濃度共に原点を通る直線性が確認さ

れた（図 1）。 
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図 1 希釈直線性 

 
（３）共存物質の影響 
アスコルビン酸 50mg/dl、抱合型ビリルビン

40mg/dl、遊離型ビリルビン 40mg/dl、乳ビはイン

トラファット濃度 2.0％、リウマトイド因子 
500IU/ml までの影響は見られなかった（図２）。 
またヘモグロビン（溶血）の影響については、初

めの調査（試薬改良前）でヘモグロビン 300mg/dl
で 5％の正誤差が見られたものの、その後に試薬の

改良が加えられ、試薬改良後の再調査の結果は、ヘ

モグロビン 480mg/dl までの影響は見られなかった

（図 3）。 
（４）最小検出感度 

CRP濃度 0.025mg/dlの試料を用いて希釈系列を

作り、各濃度 20 重測定し、平均値±2.6SD 法を用

い て 判 定 し た 結 果 、 最 小 検 出 感 度 は CRP 
0.010mg/dl であり、高感度 CRP 測定の条件である

最小検出感度 0.020mg/dl を満たす事が確認された

（図 4）。 
（５）プロゾーン現象 
高濃度試料 100mg/dl を用いて 10 段階希釈を行

った結果は、CRP 理論値濃度 40mg/dl 以上で理論

値より低値となり、横ばい傾向を示したが、プロゾ

ーン現象は見られなかった（図５）。 
（６）正確性の確認 
CRP 表示値 3.92mg/dl の IFCC 血漿蛋白国際標準

品 CRM470 を 5 重測定した際の平均値は

3.7886mg/dl、SD 0.074、CV 1.94%であった。こ

れは不確かさ（0.190mg/dl）の範囲内であり、良好

な結果であった。 
（７）相関性 

患者血清 40 例を用いて、N-ラテックス CRPⅡと

の相関性について調査した結果、全濃度域では、相

関係数 r＝0.9959、回帰式 y=1.0399x－0.0031、低

濃度域 18 例では相関係数 r＝0.9895、回帰式

y=0.9572x＋0.0089 であった（図 6）。CRP ラテッ

クス(Ⅱ)「生研」との相関性は、一般検体（N=60）
では、相関係数 r＝0.9980、回帰式 y=1.0122x－
0.0009、M 蛋白血症群(N=50)では、相関係数 r＝
0.9949、回帰式 y=0.9483x＋0.0668、リウマトイド

因子高値群（N=27）では、相関係数 r＝0.9956、
回帰式 y=0.9865x+0.0813、乳幼児群（N=25）では、

相関係数 r＝0.9996、回帰式 y=1.0909x－0.0100、
糖尿病群（N=44）では、相関係数 r＝0.9896、回

帰式 y=1.1409x－0.0243、であった（図 7）。 
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図 2 共存物質の影響 

 

 
図 3 溶血ヘモグロビンの影響 

 
図 4 最小検出感度 

 
図 5 プロゾーン 

 

 

図 6 相関性（ラテックス免疫比ろう法） 

 

（８）キャリーオーバー（持ち越し誤差） 
検体間の持ち越し誤差について、日常メンテナス

後に調査した結果では、CRP 約 11.2mg/dl から生

理食塩水への持ち越しは CRP 0.140mg/dl であり、

CRP 10.0mg/dl 以上では 0.1 mg/dl 以上の明らかな

持ち越し誤差があることが確認された。その後に行

われた機器メーカーによるメンテナンス後の再調
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査では、CRP 約 28.2mg/dl からの持ち越しは

0.005mg/dl、CRP 約 20.9mg/dl からの持ち越しは

0.002mg/dl となり、検体間の持ち越しは改善され

たものの完全な回避は出来なかった（表 2）。 

 

 

 

図 7 相関性（ラテックス免疫比濁法） 

 

 

表 2 キャリーオーバー（持ち越し誤差） 

 
考察  

 「LTオートワコーCRP-HS」試薬の性能を調査す

るために、日立 7600 形Pモジュール自動分析装置

を用いて検討した。その結果、再現性・希釈直線性・

最小検出感度・正確性はいずれも良好であった。

FDA（アメリカ食品医薬局）が高感度CRP測定と

して認証している性能は、測定感度が 0.02mg/dl、
CRP濃度 0.1mg/dl付近のCVが 3%以下とされてい

る。6) 今回の検討試薬は、測定感度 0.010mg/dl、 
CRP濃度0.1mg/dl付近のCVが1.82％の結果であり、

高感度CRPとしての試薬性能を十分に満たしてい

ることが確認できた。 
抗原抗体反応において抗原または抗体のどちら

か一方が過剰なために反応が抑制され、見かけ上、

ピーク値から下がり低値を示す現象をプロゾーン

現象と言われている。このプロゾーン現象がなく、

相関性についても FDA 認証の N-ラテックス CRP
Ⅱおよび検討試薬と同じ原理を持つ CRP ラテック

ス(Ⅱ)「生研」の両試薬との相関性が良好であり、

さらに疾患等による差も認められなかった。よって、

多様な検体提出時においても他試薬と同等の結果

が得られると思われた。 
干渉物質の影響調査では、はじめの調査において、

ヘモグロビンの正誤差が見られたものの、その後の

試薬改良により影響は改善された為、採血困難時へ

の対応も可能であると考えられる。特に、高感度

CRP の測定意義のひとつである新生児感染症の検

査時は、新生児からの採血であり、困難ゆえに溶血

は免れず、かつ再採血も難しい事が予想される。よ

ってヘモグロビンの影響についての試薬の改良は、

測定値を解釈する上での問題が軽減されたと考え

ている。 
汎用自動分析装置を用いた高感度測定ではサン

プルプローブによる検体間の持ち越し誤差（キャリ

ーオーバー）の有無の確認が必要である。このキャ

リーオーバーについては、日常メンテナンスのみで

は高値検体の持ち越しが認められ、機器メーカーに

よるメンテナンスにより初めて軽減できた。軽減し

たとは言え、完全な回避には至らなかったため、日

常のメンテナンスでの回避が出来ない以上、検討に
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用いた自動分析装置では高感度測定としての報告

は難しい。ただし、今回の自動分析装置には機能が

なかったが、自動分析装置の種類によっては、サン

プルプローブの持ち越し回避プログラムが組み込

めるものもあるため、7)､8)それらを利用する事で臨

床側への報告が可能になると思われる。 
 

結語  
今回、検討した「LT オートワコーCRP-HS」は、

高感度 CRP 測定試薬としての性能を満たしていた。

また基本的性能も良好であり、汎用自動分析装置へ

の適応が可能だと思われた。課題として、高値検体

の持ち越し誤差が見られるため、測定者は自動分析

装置の性能について熟知し、使用する際には回避法

などの工夫が必要だと思われる。 
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