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はじめに111

血中リパーゼは，アミラーゼやトリプシンと同じく主
として膵臓からの逸脱酵素であり，急性膵炎では血中リ
パーゼ活性とアミラーゼ活性は著増する。リパーゼ活性
は，アミラーゼよりも膵臓に特異性が高く，アミラーゼ
活性よりも膵機能をより特異的に反映すると解され，血
中リパーゼ活性の高値は膵炎の診断の指標として評価が
高いとされている1）。血中リパーゼ活性測定試薬として
は，酵素共役法が主流であるが，液体法では旭化成社が
開発した1,2-ジグリセライド法，またドライケミスト
リー法ではイーストマンコダック社が開発したジアセチ

ナーゼ法などがある。
一方，人とは異なり，犬および猫などの獣医領域では，

従来のリパーゼ活性測定試薬では血中リパーゼ活性の膵
炎に対する感度，特異性が低いことが確認されており，
迅速な診断が困難な疾患として知られている。その理由
としては，膵臓以外で産生されるリパーゼとして胃リ
パーゼ，肝リパーゼ，リポプロテインリパーゼなど膵リ
パーゼ以外の複数のアイソザイムが血中に存在するた
め，リパーゼ活性値はこれらの合算としての評価になる
ためと考えられている。
このため，テキサスA&M大学のSteinerらは，膵リ

パーゼのみと特異的に結合する抗体を用いた膵リパーゼ
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Abstract

The lipase of blood is mainly a deviation enzyme from pancreas, and its activity is a highly evaluated 
index for pancreatitis diagnosis in human medical care. However, the sensitivity and specificity for the 
pancreatitis of the blood lipase activity is low in the veterinarian medical care for dogs and cats , and making 
rapid diagnosis has been difficult to conduct. The Pancreatic Lipase Immunoreactivity (PLI), a blood 
diagnosis method, is the most superior in sensitivity and specificity as a pancreatitis marker for the dogs and 
cats at present. However, because PLI is not easy and rapid, there is a strong need for the development of an 
easy and rapid method of pancreatitis screening. FUJI DRI-CHEM (FDC), a dry chemistry method, is a 
system that enables measurement of various enzymic activities in the blood easily and rapidly, which has 
widely been used in veterinary care. Now we have developed the FDC v-LIP-P Slide having high specificity 
to measurable pancreas lipase. The measurement principle we used is the triglyceride method. The specificity 
for the pancreas lipase has also been improved by prescribing colipase, bile salt and sodium dodecyl benzene 
sulphonate, which is an anionic detergent. In addition, the reactivity has been improved by prescribing 
triolein, an emulsified substrate, to secure the area of the oil-water interface for the reaction to the pancreatic 
lipase. It was confirmed that the correlation of FDC v-LIP-P Slide and PLI was excellent. This shows that 
this slide is a very effective diagnostic product for the rapid screening of pancreatitis.

本誌投稿論文（受理2010年12月2日）
	 *	富士フイルム（株）R&D統括本部
	 	医薬品・ヘルスケア研究所
	 	〒258-8577	神奈川県足柄上郡開成町牛島577
	 *	Pharmaceutical	&	Healthcare	Research	Laboratories
	 	Research	&	Development	Management	Headquaters
	 	FUJIFILM	Corporation
	 		Ushijima,	Kaisei-machi,	Ashigarakami-gun,	Kanagawa	
258-8577,	Japan

	 **	富士フイルム（株）神奈川工場
	 	イメージング材料生産部
	 	〒250-0193	神奈川県南足柄市中沼210
	 **	Imaging	Materials	Production	Division
	 	Kanagawa	Factory
	 	FUJIFILM	Corporation
	 		Nakanuma,	Minamiashigara,	Kanagawa	250-0193,	
Japan



6 膵由来リパーゼに特異性の高い「富士ドライケムスライドv-LIP-P」の開発 

免疫活性測定法（PLI）を開発し，膵炎診断に有効であ
ることを報告した。現在，犬および猫の両方において，
最も感度と特異性に優れる膵炎の診断指標はPLIである
とされている2），3）。
しかしながら，現在のところ犬および猫の唯一の血液

診断法とされているこの方法は簡便でなく，測定結果を
得るまでに数日を要するなど迅速診断に結びつきにくい
ことが欠点であり，迅速に膵炎をスクリーニングできる
方法が望まれている。
近年，ロシュ社により開発され普及しはじめている血

中リパーゼ活性測定試薬（液体法）であるDGGR基質法
は，これまでの主流であった1,2-ジグリセライド基質法
などに比べ犬膵リパーゼ活性の検出において特異性が高
く，測定法として有用であることが報告されている4）。
このことは，反応基質，反応助剤，反応条件の違いによ
り，膵リパーゼ活性を特異的に測定できることを示す結
果と考えられる。
ドライケミストリー法である富士ドライケム（以下，

FDCと略す）は，血液中のさまざまな酵素活性を簡便，
迅速に測定することができるシステムであり，現在でも
獣医領域において広く使用されている。そこで，膵炎診
断の要望に応えるべく，膵リパーゼ活性に特異性の高い
測定法の開発を行なったので報告する。

開発のポイント211

スライド化に採用する測定原理の決定2111

測定原理の選定211111
リパーゼ活性測定法には種々の方法があるが，FDC

アナライザーに適用可能な可視光を利用した比色法の代
表的なものとしては，以下のTable	1にまとめる方法が
ある。これまでの各種検討により1,2-ジグリセライド法
は膵リパーゼに対する特異性が低く5），6），同様にジア
セチナーゼ法も特異性が低いことが報告されている7）。
一方，DGGR基質法は特異性が高いと報告されている4）。
また，膵リパーゼの天然基質であるトリグリセライドを
用いる方法については，リポプロテインリパーゼおよび
肝リパーゼなどに比べ膵リパーゼに対する特異性が高い
ことが報告されている8）。よって，測定原理の選定にあ
たっては，DGGR基質法およびトリグリセライド法を選
択し，ドライケミストリー化の検討を行なった。

Table 1   The list of the lipase measurement principles.

方法名 開発
メーカー 測定法 膵炎への特異性 採用メーカー

ジアセチナーゼ法
（ドライ法） EK 酵素共役法 膵炎以外の疾患でも陽性となる7）。

オルソクリニカルダイアグノス
ティックス社
IDEXX社（動物専用）

1,2-ジグリセライド法
（液体法） 旭化成 酵素共役法

犬の膵炎特異性が高くない，また
ヘパリン投与血漿で活性値上昇
する5），6）。

和光純薬など国内外数社
人・動物市場でシェア1位

DGGR基質法
（液体法） ロシュ レゾルフィン基質法 人，犬の膵炎特異性が高い4）。 ロシュ，協和メディックスなど

人市場でシェア2位

トリグリセライド法
（液体法／ドライ法） 旭化成 酵素共役法

トリグリセライドは肝リパーゼ，LPL
に比べ膵リパーゼに対する特異性
が高い8）。

1DGGR基質法とトリグリセライド法のドライ化211121
可能性検討

DGGR基質法は1,2-O -ジラウリル-rac -グリセロ-3-グ
ルタル酸-（6’-メチルレゾルフィン）-エステルを用いた方
法である。この基質はアルカリ条件下でリパーゼにより
1,2-O -ジラウリル-rac -グリセロールと不安定な中間物質
であるグルタル酸-（6’-メチルレゾルフィン）-エステルに
分解される。後者はアルカリ条件下で自然にグルタル酸
と580nm付近に吸収を有するメチルレゾルフィンに分
解する（Fig.	1）。このメチルレゾルフィンの赤色の吸光
度の増加速度を測定する方法である5）。つまり，DGGR
基質法で用いる基質は非常に不安定であり，経時安定性
が懸念された。DGGR基質は弱酸性pHの液に分散され，
冷蔵では1年間安定であった。一方，中性pHの場合でも
容易に分解し，リパーゼの至適pHである弱アルカリ性
（pH＝8）の場合やリパーゼ活性化剤であるデオキシコー
ル酸ナトリウムの存在下では分解が加速されることが確
認された。基質の分解メカニズムをNMR，MASSによ
り解析したところ，2箇所のエステル結合のうち，色素
に隣接するエステル（矢印部分）が優先的に分解してい
ることが特定された。
液体法では，pHに対し不安定な基質を，使用前の段

階では安定なpHの液として保存し，自動分析機器で測
定する時に，リパーゼの至適pHであるpH＝8の別の反
応試液と混合することでリパーゼ活性測定を可能として
いる。一方，FDCスライドでは，後述の2.3に示すよう
にリパーゼ活性測定に必要なすべての試薬をスライドに
含有させておく必要がある。よって，反応基質とともに
pH＝8の反応環境を作り出すために必要な緩衝剤およ
びアルカリ成分を含有させておかなければならない。こ
のような条件下でDGGR基質をスライド内に安定に保存
することは極めて難易度が高い。
一方，基質にトリグリセライドを用いて作製した

FDCスライドは，反応場のpHを8にした場合でも，
45℃で2～ 3週間強制経時を経た後でも反応性に変化が
見られず，DGGR基質に比べ圧倒的に安定性が高いこと
が確認された。
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Fig. 1   Reaction scheme of the DGGR method.
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以上の結果より，ドライ化はトリグリセライド法で行
なうことを決定した。

1膵リパーゼの反応性および特異性向上に関2121
する検討

膵リパーゼの作用機序212111 5）

膵リパーゼの酵素学的特徴の一つは，酵素活性の十分
な発現にコリパーゼという分子量約11kDaの蛋白質を必
要とすることである。コリパーゼは膵からプロコリパー
ゼとして分泌され，腸管腔でトリプシンの作用を受けて
活性型となり，リパーゼと結合する。また，膵リパーゼ
が他のエステラーゼ類と比較して明らかに異なるのは，
脂肪酸エステルと水層との界面が形成されてはじめて高
い酵素活性を示すようになるという特徴である。した
がって，エマルジョン形成に影響を及ぼす胆汁酸塩の存
在などがリパーゼの活性に影響する9），10）。
この膵リパーゼのユニークな特性は，リパーゼが活性

中心を覆う “lid”（蓋）と呼ばれる特有の構造を有して
いるためとされている。通常，リパーゼ単独ではこの	
“lid” は閉じており，酵素活性をほとんど示さないが，
コリパーゼと胆汁酸塩の存在下で立体構造の変化が生
じ，Fig.	2のように活性中心が露出して，疎水性部分が
基質と安定して結合し，酵素活性を示すと考えられてい
る11），12）。生理的な条件下では，膵リパーゼはコリパー
ゼ-胆汁酸塩-脂質とこのような複合体を形成して脂肪の
消化を行なっていると考えられる。
また，膵リパーゼ活性に特異性が高いDGGR基質法に

おいても，胆汁酸塩とコリパーゼが組み合わされた処方
となっていることから，これらをもとに処方設計を行
なった。

Substrate emalsion

colipase

Bile salt

Pancreatic lipase
C-terminal domein

N-terminal domein

“Lid” domein

Substrate emulsion

colipase

Bile salt

Pancreatic lipase
C-terminal domein

N-terminal domein

“Lid” domein

Fig. 2   Schematic view of the reaction of the pancreas lipase.

1膵リパーゼ特異性を有するドライ化の処方検討212121
反応基質にトリオレインを用い，さらにコリパーゼお

よび胆汁酸塩を用いた処方検討を行なった。ここで，胆
汁酸塩としては，デオキシコール酸ナトリウムを主に用
いたが，デオキシコール酸ナトリウムは水溶性が高くな
いために，水溶性の高いタウロデオキシコール酸ナトリ
ウムを併用する処方とした。また，本測定原理は酵素共
役法であるために，以下の反応スキームを達成するため
の各種試薬を処方した（Fig.	3）。

Lipase, Colipase
Triolein  +  2H2O      2-Monoglyceride  +  2 Oleic acid

MGLP
2-Monoglyceride  +  H2O                     Glycerol  +  Oleic acid

GK, MgCl2
Glycerol  +  ATP                       L-α-glycerophosphate +  ADP

GPO 
L-α-glycerophosphate +  O2 H2O2 +  Dihydroxyacetone phosphate

POD
Diarylimidazole leuco dye  +  H2O2 Blue color dye  +  2H2O
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Fig. 3   Reaction scheme of the FDC v-LIP-P Slide.

本処方でスライドを作製した場合の犬検体のDGGR
基質法との相関を確認した。
相関係数（r）=0.930と比較的良好な相関が得られたが，

特にDGGR基質法（リキテック	リパーゼ	カラーⅡ：ロ
シュ社製，以下DGGR基質法と略す）に対しスライドで
は低値に乖離する検体が散見された（Fig.	4a）。
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Fig. 4 Canine sample correlation of FDC v-LIP-P Slide and DGGR 
method (a. without sodium dodecylbenzene sulphonate 
(SDBS), b. with SDBS).

この低値乖離の原因として，リパーゼの反応場である
脂肪酸エステルと水層との界面形成が不十分であること
が考察された。そこでリパーゼの反応場として良好な油
水界面を形成するために界面活性剤の添加を検討した。
界面活性剤を選択するにあたって注意すべき点は，膵リ
パーゼ以外のリパーゼに対する反応性は変化させないと
いう点である。これに対し，ドデシル硫酸ナトリウムの
ようなアニオン性界面活性剤は膵リパーゼ以外のリパー
ゼ活性を阻害することが報告されている13），14），15）。そ
れらの報告をもとに検討を行なった結果，アニオン性界
面活性剤の中でもドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウ
ムが膵リパーゼ以外のリパーゼ活性を変化させず，膵リ
パーゼ活性を向上できることが確認された。先の実験と
同じ犬検体を用いた相関においても低値乖離していた検
体が改善され，相関係数（r）=0.977と非常に良好な相
関が得られた（Fig.	4b）。

1膵リパーゼの反応性の向上（基質（トリオレ212121
イン）の乳化）

リパーゼ活性の発現には脂肪酸エステルと水層との界
面形成が重要である。しかしながら，ドライケミストリー
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では，界面活性剤や保護コロイドの存在化で均一な乳化
物を形成した場合でも，乳化物を塗布乾燥すると，分散
媒である水が存在しなくなるために乳化物は凝集，合一
し，油水界面の有効な表面積が確保できなくなり，リ	
パーゼの反応速度が低下することが予想された。そこで
これまでの検討では，トリオレインをエタノールなどの
有機溶剤に溶解した状態で塗布乾燥し，反応場形成に必
要な胆汁酸塩およびドデシルベンゼンスルホン酸ナトリ
ウムを別に添加する方法でスライド化の検討を行なって
きた。これに対し，あらかじめトリオレイン乳化物を形
成する方式について膵リパーゼ反応性の確認を行なっ
た。トリオレイン乳化物形成には，界面活性剤にドデシ
ルベンゼンスルホン酸ナトリウム，保護コロイドとして
ゼラチン，ポリビニルピロリドンを用いた。また乳化は
高圧乳化分散機により行ない，平均粒径約200nmの乳
化物を作製した。
トリオレイン溶解型および乳化型のスライドについ

て，膵リパーゼ活性値が高値（800U/L）と低値（40U/L）
の管理検体を測定した時の反応速度差を比較した結果，
乳化型の方が溶解型に比べ膵リパーゼに対する反応性が
30％程度高いことが確認された（Table	2）。
以上の結果より，トリオレイン基質についてはあらか

じめ乳化物を形成し，塗布乾燥することでドライ化する
方式を採用した。

Table 2    Reactivity comparison by difference of state of substrate 
(triolein) in FDC v-LIP-P Slide.

溶解型 乳化型
反応速度差（⊿⊿ODr/min） 0.070 0.091
溶解型を100％とした時の反応速度差 100％ 130％

スライド層構成2121
FDC	v-LIP-Pスライドの層構成をFig.	5に示す。

【Spreading layer】
Triolein emulsion
(Triorein, Sodium Dodecylbenzene Sulphonate,
Gelatine, Polyvinylpyrrolidone)
Colipase
Bile acid
Sodium Dodecylbenzene Sulphonate
Monoglyceride lipase
Calcium chloride

【Reagent layer】
Polymer
Glycerol kinase,  Magnesium chloride
Adenosine triphosphate disodium salt
Glycerol-3-phosphate oxidase
Peroxidase
Diarylimidazole leuco dye

【Transparent support】
PET film

Fig. 5   Structure of FDC v-LIP-P Slide.

ポリエチレンテレフタレートの光透過性支持体上に，
展開反応層で生成したグリセリンと反応する共役酵素お
よび発色色素を含む試薬層，膵リパーゼの反応基質であ
るトリオレイン（乳化物），膵リパーゼ活性発現に不可

欠なコリパーゼならびに胆汁酸塩，反応助剤であるドデ
シルベンゼンスルホン酸ナトリウム，共役酵素を含む展
開反応層の2層から構成されている。FDC	v-LIP-Pスラ
イド上に，検体を点着すると，展開層で均一に展開しな
がら基質のトリオレインと反応する。リパーゼによって
生成した2-モノグリセリドはモノグリセリドリパーゼに
よってグリセロールと脂肪酸に分解される。グリセロー
ルはATP，Mg2+の存在下でグリセロールキナーゼによ
り，L-α-グリセロリン酸を生成する。L-α-グリセロ	
リン酸はグリセロール-3-リン酸オキシダーゼにより酸
化され，過酸化水素を生成させる。過酸化水素はペルオ
キシダーゼの作用で，ジアリールイミダゾールロイコ色
素を酸化させて青色色素を生成する。この青色色素の生
成速度を650nmにおける3.0分から5.0分の反射ODの変
化より求め，専用機器に内蔵された検量線よりリパーゼ
活性値に変換される。

FDC1v-LIP-Pスライドの有効性の確認211

膵リパーゼ特異性の確認2111
今回開発したFDC	v-LIP-Pスライドの有効性を検証

する目的で，犬検体の膵リパーゼ特異性に関し，犬およ
び猫の膵炎診断に唯一有効とされている血液診断方法で
あるPLI（Spec	cPL：IDEXX社，以下PLIと略す）と
の相関性を確認した。また，従来の血中リパーゼ活性測
定法であり，ドライケミストリー法であるジアセチナー
ゼ法（ベットテストスライドLIPA	：IDEXX社製，以下
ジアセチナーゼ法と略す）と液体法である1,2-ジグリセ
ライド法（リパーゼカラーオートテストワコー：和光純
薬社製，以下1,2-ジグリセライド法と略す），DGGR基
質法に関してもあわせて確認した（Fig.	6）。
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Fig. 6 Canine sample correlation of PLI and various measurement 
of the lipase activity (a. FDC v-LIP-P Slide (dry chemistry),  
b. Diacetinase method (dry chemistry), c. DGGR method 
(wet chemistry), d.1,2-Diglyceride method (wet chemistry)).
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FDC	v-LIP-PスライドはPLIに対し相関係数（r）＝0.931
の良好な相関が見られた。一方，FDCと同じくドライ
法であるジアセチナーゼ法は相関係数（r）＝0.314と低い
ことが確認された。
また，液体法においては，DGGR基質法は相関係数	

（r）＝0.972と良好な相関が見られ，論文等で報告のとお
り膵リパーゼを特異的に測定していることが確認され
た。一方，1,2-ジグリセライド法は相関係数（r）＝0.401
と低いことが確認された。
この結果より，DGGR基質法と同様にPLIと高い相関

性を示すFDC	v-LIP-Pスライドは膵リパーゼ特異性が高
いことが推定された。それに対し，PLIとの相関性が低
いジアセチナーゼ法および1,2-ジグリセライド法は，特
にPLI低値の検体に対し高いリパーゼ活性を示している
場合が多く，膵リパーゼ以外のリパーゼアイソザイムを
測り込んでいる可能性が高いことが示唆された。
DGGR基質法およびFDC	v-LIP-Pスライドはともに膵

リパーゼ特異性が高いことが，犬検体のPLIとの相関性
において確認された。そこで，DGGR基質法とFDC	
v-LIP-Pスライドの相関を犬検体および猫検体で確認し
た（Fig.	7a）。
犬検体について，DGGR基質法とFDC	v-LIP-Pスライ

ドとの間には，相関係数（r）＝0.993の非常に良好な相
関が認められた。また猫検体についても，試験した検体
としては中～高濃度域の検体数が少ないものの相関係数
（r）＝0.983と良好な相関が認められた（Fig.	7b）。
猫検体に関しては，FDC	v-LIP-Pスライド，DGGR基

質法ともにPLIとの相関関係は確認できていない。また，
中～高濃度域の検体数が不足しているために，更なる膵
リパーゼ特異性に関する検討が必要であるが，両方法間
で高い相関性が認められたことから，膵リパーゼ以外の
アイソザイムの測り込みは少ないことが予想された。
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Fig. 7 Correlation of FDC v-LIP-P Slide and DGGR method  
(a. canine samples, b. feline samples).

同時再現性の確認2121
繰返し測定した場合のバラツキの程度が許容レベルか

どうかの確認を行なった。リパーゼ活性値の異なる3つ
の犬血清を用い，それぞれ20回繰返し測定した結果を
Table	3に示す。いずれの活性値レベルにおいてもバラ
ツキの尺度である変動係数（CV）は4％以下であり，膵
炎診断に対しては十分許容できるレベルにあることが確
認できた。

Table 3    Reproducibility in measurement with FDC v-LIP-P Slide 
for dog serums.

dog serum 1 dog serum 2 dog serum 3
1 37 678 412
2 36 706 406
3 38 671 392
4 37 707 396
5 37 723 375
6 37 686 382
7 38 719 386
8 35 680 393
9 36 695 377
10 37 713 386
11 37 725 394
12 35 700 399
13 35 722 399
14 34 749 397
15 38 730 397
16 34 704 400
17 36 708 397
18 36 683 388
19 37 676 390
20 40 685 394

average (U/L) 36.5 703.0 393.0
SD (U/L) 1.47 21.1 9.0
CV (%) 4.0 3.0 2.3

まとめ411

獣医領域において，膵炎を簡便・迅速にスクリーニン
グ可能なFDC	v-LIP-Pスライドの開発について検討した。
膵リパーゼに特異性の高い測定原理としては，DGGR

基質法またはトリグリセライド法が適している。DGGR
基質法に用いる反応基質である1,2-O-ジラウリル-rac-グ
リセロ-3-グルタル酸-（6-メチルレゾフフィン）-エステル
は膵リパーゼ至適pHであるpH＝8条件下では，非常に
分解しやすく，不安定であった。一方，トリグリセライ
ド法の基質であるトリオレインは安定であった。FDC
スライドでは反応に必要なすべての試薬をスライドに含
有させなければならない，トリグリセライド法の反応基
質であるトリオレインは保存環境であるpH＝8におい
ても安定であり，ドライ化可能と判断し，トリグリセラ
イド法を測定原理に選択した。
膵リパーゼの特異性確保のために，コリパーゼおよび

胆汁酸塩に加え，ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウ
ムを処方した。これによって犬検体において良好な相関
を得ることができた。
また，反応基質であるトリオレインを乳化分散し，ス

ライドに処方することで膵リパーゼに対する反応性の向
上を図ることができた。
上記の施策を導入したFDC	v-LIP-Pスライドは，犬検

体においてPLIと良好な相関が得られた。また同じく
PLIと良好な相関を有するリパーゼ活性測定法である
DGGR基質法との相関も良好で，バラツキも許容レベル
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にあることが確認された。
現在，犬および猫の膵炎診断に唯一有効とされている

PLIは簡便ではなく，また測定結果を有するまでに数日
を有することから迅速診断に結びつきにくいという欠点
がある。今回開発したFDC	v-LIP-Pスライドは，膵リパー
ゼに特異性が高く，従来より獣医領域で使用されている
簡便，迅速測定が可能なFDCシステムに搭載できるこ
とから，獣医領域の膵炎診断において非常に有効な診断
薬となることが期待される。
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