
いよいよスタート！ ALPとLDのJSCC勧告法変更
必要な対応と展望を考える
いよいよ2020年4月1日より、アルカリホスファターゼ（以下ALP）と乳酸脱水素酵素（LD）の日本臨床化学会（以下 JSCC）の
勧告法が国際臨床化学連合（以下 IFCC）の標準測定操作法と同等な方法へと変更されます。また、JSCCでは2021年3月31日
までに変更完了を達成することを目標として掲げています。特にALPの測定値は、現行法に比べておよそ1/3になることがわかって
おり、患者や臨床医への影響は大きいものと考えられます。
共通の「ものさし」となる勧告法（測定法）が変更されることにより、患者の測定値はどのように変わり、また、どのようなメリット
がもたらされるのでしょうか。今回は、JSCC 酵素・試薬専門委員会ALPプロジェクト副代表を務められている星野 忠 先生と、
IFCC法との比較検討から測定法変更後の影響について評価をされた市立釧路総合病院 医療技術部 検査科の渋木 俊幸 技師、
橘 あゆみ 技師にお話をうかがいました。

JSCCは、なぜ IFCC法への変更を決定したので
しょうか。その経緯を教えてください
星野 先生 我が国のALP活性測定法（JSCC法）
は、小腸型ALPへの反応性が高い試薬処方が
採用されています。血液型がB、O型でSe（Fut2）
が分泌型の人では、病気とは無関係に血中に
小腸型ALPが出現することから、JSCC法ではその
影響で臨床的意義が認められない高値が出現
する場合がありました。この傾向は脂肪食後に
大きく現れるといわれていますが、ALPプロジェ
クトの調査では、朝食をとらずに来院した検診
者の空腹時検体でもB、O型では小腸型ALPの

出現に起因した JSCC法とIFCC法の乖離現象が
確認されています。また、胎盤型ALPは小腸型
ALPとは逆に IFCC法に比べて JSCC法では反応
性が低いという特徴があり、小腸型ALPとは逆
の方向で乖離が生じていました。
しかも海外と測定法が違うために、日本の

ALP測定値は、国際的な治療指針を利用する場合
や治験データとしての利用にも支障をきたして
いました。今回の測定法変更は、これらの問題
を解消するために実施されるものです。

測定法の変更により、患者や臨床医にどのような

メリットがあるのでしょうか
星野 先生 疾患と無関係なALP活性上昇を見
きわめることができるようになり、ALP本来の肝、
骨疾患の臨床的意義が向上します。従来は、他の
肝疾患や骨疾患に関連する測定項目の値はまっ
たく問題ないのにALPだけが基準範囲を超えて
しまうことが患者さんの心配や臨床医の悩みの
タネとなっていましたが、これらが払拭されること
は大きなメリットとなるはずです。また、測定値を
海外と共有でき、国際的な治験や治療への参画
時に利便性が向上します。臨床医のみならず、
研究医にとっても恩恵となると期待しています。

変更に際して、注意しなければならない点があれば
教えてください
星野 先生 変更後は、ALPの測定値自体が現行
の1/3程度の数値になります。また、変更前後の
値の換算には限界があります。IFCC法に変更する
ことで血液型B、O型では小腸型ALPを含む検体
で低めになり、逆に妊婦で胎盤型ALPが出現した
場合は高めに測定されます。当然ですが、基準
範囲も変更されます。ALPプロジェクトでは成人
男女：38～113 U/Lを IFCC法の基準範囲として
定めました。よって、これまで共用基準範囲を採用
していた医療機関においても、新たな基準範囲
を使用することになります。まずは数値が変わる
ことに注意すべきでしょう。

換算係数を使用する際の注意点についてお聞かせ
ください
星野 先生 血液型B、O型の検体の比率によって
回帰式の傾きと乖離の程度が異なるため、実測値
に合致する換算係数を得ることは困難ですが、
ほぼ肝型と骨型が含まれる検体と仮定した場合
の換算係数は、JSCC法測定値の0.35倍を用い
ます。また、IFCC法からJSCC法に測定値を換算
する場合は、2.84倍してください。ただし、換算に
ついては限界があることを臨床医には認識して
いただく必要があります。

ALPアイソザイム検査についての最新情報を
教えてください

星野 先生 これまで IFCC法に対応したALP

アイソザイム試薬の開発に関わってきましたが、
このたび、各ALPアイソザイムの反応性が活性
測定法とほぼ一致した試薬の作製に成功しま
した。その性能評価については、第59回日本臨床
化学会年次学術集会（2019年9月）で報告しま
した。IFCC法でALP活性測定した際のアイソ
ザイム分析と臨床評価は、この新規試薬を用いて
実施してください。

当社試薬の基本的な性能についてはいかがでし
たか

渋木 技師 私たちはSiemens Healthineersの
臨床化学自動分析装置Dimension EXL200を
使用して、フレックスカートリッジ アルカリホス
ファターゼ ALPIとフレックスカートリッジ 乳酸
脱水素酵素 LDIについて、精度や再現性など
基礎的な性能の検討を行いました。結果は、
第68回日本医学検査学会（2019年5月）で発表
しましたが、その検討では十分に使用できる性能
を有していることを確認しました。そのうえで、ルー
チン検査で行っているJSCC法での測定値と比較
検討を行い、ほぼ予測通りの傾きと相関係数を
得ることができました。

ALPについて、星野先生が言及されていらっしゃい
ましたが、JSCC法とIFCC法とで実際にどのような
違いがありましたか
渋木 技師 JSCC法では基準範囲上限を超えて
いた検体が IFCC法では基準範囲内に入る検体
が多くみられました（図1）。我々はその頻度に
注目し、さらなる研究を行いました。その結果、
血液型B、O型では IFCC法で測定することにより
基準範囲内に収まる確率が高いことがわかりま
した。これまでALPだけが基準範囲上限を超えて
しまい、追加検査や精密検査を行っていたような
ケースがどのくらいあったのか、そこまでは把握
できませんでしたが、クリアカットにALPの測定
値を評価できるようになったことで、臨床医およ
び患者さんの負担軽減につながると大いに期待
しています。

星野 忠 先生

図1. JSCC基準範囲上限を超えた検体のうち IFCC基準範囲内の検体の割合
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疾患がないにも関わらず、ALPが高値側へシフト
していたケースがあったということでしょうか
橘 技師 その問題を確認するために、ALP以外

の肝機能関連検査が正常と判断される検体を選び、
さらに JSCC法では基準範囲上限を超えて IFCC法
では基準範囲内に収まった検体を抽出して、ALP

アイソザイム検査を行いました。その結果、小腸
型ALPとの強い相関性を認め、IFCC/JSCC比との
間に負の相関を確認することができました。この
結果を受けて、ABO式血液型別に JSCC法とIFCC

法の相関性を確認してみたのですが（図2）、A、
AB型の相関係数に比べてB、O型の相関係数が
低いことが判明しました。このことは、ABO式血液
型の情報なしに相関性を検討すると、B、O型の
検体が含まれる割合に応じて相関係数が低下
することを示唆していると考えられます。変更の際
の検討時に注意すべき点であると考えます。

最後に、これから変更を実施する各施設の皆様へ
コメントをお願いします
星野 先生 JSCCのホームページに、測定法変更
に関する情報を掲載していますのでご覧ください。
また、ALPプロジェクトとしては、変更の暫定期間内
（2021年3月31日）にすべての作業を終了する
ことを目指しています。ご協力をお願いします。
渋木 技師 医師の皆さまに対して、測定法の
変更に伴い基準範囲が大きく異なる点について

図2. ABO式各血液型における JSCC法とIFCC法の相関性
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周知していきます。IFCC法に変わることで、偽陽性
と考えられるALP高値症例が減少するメリット
を中心に、検査部から情報を発信してご理解を
得たいと考えています。

（2019年12月13日、15日取材）

渋木 俊幸 技師 橘 あゆみ 技師

Dimension EXL200 届出番号：13B1X10041001021
フレックスカートリッジ アルカリホスファターゼ ALPI  届出番号：13A2X10031001098
フレックスカートリッジ 乳酸脱水素酵素 LDI 届出番号：13A2X10031001082
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