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はじめに

　結核感染，特に潜在性感染を診断する方法は，ごく

最近まで唯一ツ反のみであった。ツ反は，結核菌培養

上清中の結核菌抗原を部分精製したものであるPPDを

皮内投与し，投与部位における遅延型過敏反応を観察

するものである。しかしツ反の感度は良好であるが，

PPDがBCGや非結核性抗酸菌の持つ抗原と高い類似性

を持つため，BCG接種や非結核性抗酸菌感染によって

もツ反は陽性を示すことがあるという特異性の点で重

大な問題を持っている。また，ツ反はこの特異性の問

題以外にも，PPD投与およびツ反測定における技術的

差，ツ反測定のための再受診の必要性，PPD再投与に

よるブースター効果を持つ等の弱点を有している。こ

れらのツ反の弱点を解決できる方法，特により特異度

の高い結核感染診断法が長年望まれていたが，近年よ

うやくBCG接種やほとんどの非結核性抗酸菌感染の影

響を受けない結核感染診断法が2種類開発された。現

在日本では全血を検体として使用するクォンティフェ

ロン®TB-2G（以下QFT-2G）が販売されており，接触

者健診等に積極的に使用されるようになっている。し

かし，QFT-2Gは採血からの血液処理時間に制限があ

るため，検査施設の無い離島などでは使用したくても

出来ない場所もあるのが実情である。今回7月6日より

発売された次世代のクォンティフェロン®TBゴールド

（以下QFT-G）は，QFT-2Gのこのような弱点を解決

し，さらに感度も向上していることから今後急速に広

まることが予想される。本稿では，このQFT-Gについ

て解説する。

1. QFT-Gの原理

　QFT-Gの原理は基本的にQFT-2Gと同様であり，

QFT-2Gの原理については幾つかの成書に既に記載さ

れているため簡単に説明する。QFT-2Gは結核菌特異

抗原ESAT-6とCFP-10で全血を刺激培養する第1段階

と，刺激培養後産生されたIFN-γ量をELISA法で定量

する第2段階から構成される結核感染診断試法である。

ESAT-6とCFP-10は，BCGやほとんどの非結核性抗酸

菌には無い抗原であるため，QFT-2G検査結果はBCG

接種や多くの非結核性抗酸菌感染の影響を受けない。

QFT-G，あるいはQFT-2Gにおける刺激培養時間約18

時間以内にIFN-γを産生するT細胞は，エフェクター

T細胞と考えられており，これは抗原刺激を受けたナ

イーブT細胞から分化・増殖してくる。従って，結核

菌抗原に反応するエフェクターT細胞の存在は，菌の

感染があったことを示している。ただし，結核感染時

期の特定はこれらの検査では不可能であるため，特に

中高年の被験者の検査結果を判断する際には注意が必

要である。

　QFT-GとQFT-2Gの異なる点は大きく2点有り，一

つはQFT-2Gに用いられているESAT-6とCFP-10に加

え，さらに結核菌特異抗原TB7.7 (Rv2654)1)の合成ペ

プチドが新たに添加されていることである。もう一つ

の点は，QFT-2Gでは血液検体を培養プレートに1ml

ずつ4ウエルに分注し抗原を加える必要があるが，

QFT-Gでは採血に3本1組の専用1ml採血管を用い，1

本の採血管には上記の結核菌特異抗原が一緒に入れら

れている。他の2本の採血管はそれぞれ陰性および陽

性コントロールである（図）。

　QFT-G検査では，採血後採血管を十分混和し培養器

に入れることにより血液培養を開始することが可能で

ある。携帯型の培養器を使用すれば，採血場所におい

て直ちに血液培養が開始可能であり，QFT-2Gと比較

し血液培養の第1段階が大幅に改善されている。また，

採血直後に培養しない場合でも，遅くとも採血後16時

間以内に培養を開始すれば良い点も，QFT-2Gの12時

間以内という制限より緩やかであるため，有利である

と考えられる。第2段階のELISAは，基本的に現行の

QFT-2Gとほとんど変わらないが，発色液が安定化さ

れた1液仕様になっているため，QFT-2Gのように使用

直前に2液を混合し作製する必要が無い。また，標準

検体の希釈系列も4点と，QFT-2Gの半分になるため，

ELISA用プレートの節約になる。

2. QFT-Gの臨床試験

　我々は，QFT-2GとQFT-Gの性能を比較する臨床試

験を行った2)。培養陽性，あるいはPCR陽性であった

結核患者10 0名，および健常者16 8名について，

QFT-2GとQFT-Gの感度と特異度を検討した結果，

QFT-2Gの感度81.4%に比較しQFT-Gの感度は92.6%と

有意に高く，さらに特異度は共に98.8%であった。す

なわち，QFT-GはQFT-2Gよりも高感度であり，かつ

高特異度を維持していることが明らかになった。高感

度の原因としては，新たな結核菌抗原の追加，採血直

後の血液と抗原の混合，各抗原反応値の相加的効果

（QFT-2GではESAT-6とCFP-10の反応値を個別に判

断していたが，QFT-Gでは3種類の抗原に対する反応

値が加算された値が得られると考えられる）という複

数の要因が考えられる。一方，これまでに報告された

QFT-Gの感度の平均値は70%と低いため3)，今後さら

に多くの報告が望まれる。

3. 今後の研究課題

　QFT - 2 GやQ F T - Gを含む検査法は I G RA s

（Interferon-Gamma Release Assays）と呼ばれてお

り，最近数年間で論文報告が200以上なされていると

いう現在活発に研究が行われている分野である。ほと

んどの論文は，IGRAsはツ反と異なりBCG接種や非結

核性抗酸菌感染の影響を受けること無く，結核感染を

高特異度で診断できる方法であると報告している。し

かし一方では，前述したように感度について個々の研

究により幅があることも報告されているため，さらな

る臨床試験が望まれる。また，IGRAsは新しい結核感

染診断法であるため，診断特性において解明されるべ

き課題を多く持つ。このようなIGRAsに関する多数の

研究課題を2007年にPaiらが提唱しているが，我々は

これを和訳しさらに当方の研究成果を加えたものを執

筆しており参考になるであろう4)。

おわりに

　QFT-Gは，製造元Cellestis社のインターネット

（ h t t p : / / w w w . c e l l e s t i s . c o m / ） で は

QuantiFERON®-TB Gold In-Tubeであり，QFT-2Gは

QuantiFERON®-TB Goldのことである。商品名が日本

と海外では異なっており，注意が必要である。これら

診断法の特性については，前述のように今後多くの解

明されるべき点があるため，これらのことを念頭にお

いた使用が重要であろう。すなわち，QFT-Gあるいは

QFT-2Gは補助診断試薬であるという認識を持ち，結

核感染診断には他の臨床所見も合わせた総合的な判断

が重要である。
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