
はじめに
　潜在性結核感染症（latent tuberculosis infection; 
LTBI）の診断に必須の検査がインターフェロン-γ
（IFN-γ）遊離検査（IGRA）である。本邦のIGRA
は2005年クォンティフェロン®TB（QFT-2G），2009
年クォンティフェロン®TB ゴールド（QFT-3G），
2012年Tスポット®.TB（T-SPOT）が発売され，現
在，QFT-3GとT-SPOTの2つの方法が汎用され，結核
感染の補助診断として普及している。日本において
2018年2月5日に第4世代QFTであるQuantiFERON®

TB ゴールド プラス（QFT-Plus）が承認された。本
稿では，QFT-Plusに関して現在使用されている 
QFT-3Gと比較しながら説明する１），2）。

1. QFT-Plus のQFT-3Gに対する特徴
　QFT-PlusのQFT-3G対する変更点を図1に示し，そ
の中で次の点について説明する。 

（1）CD4 T細胞の他にCD8 T細胞のシグナルも利用
　QFTの反応原理として，抗原提示細胞から抗原情
報を感作T細胞に提示されると，この応答としてT細
胞からIFN-γが産生され，このIFN-γを測定して結
核感染の有無を検出する。T細胞にはCD4とCD8細胞
があり，どちらも結核の感染に関与していることが知
られているが，QFT-3GがCD4 T細胞の応答を主に利
用しているのに対し，QFT-PlusはCD4 T細胞とCD8 
T細胞のシグナルを利用していることが特徴である。
　QFT用採血管に関しては，QFT-3Gが陰性コントロ
ール，TB抗原，陽性コントロールの3本の採血管に対
し，QFT-Plusでは陰性コントロール，TB1抗原，
TB2抗原，陽性コントロールの4本の採血管（チュー
ブ）と1本増えている（図1）。QFT-3GのTB抗原採
血管にはESAT-6，CFP-10，TB7.7のペプチドが刺激
抗原として被覆されおり，QFT-PlusのTB1チューブ
にはESAT-6，CFP-10の長鎖ペプチドがTB2には
SAT-6，CFP-10の長鎖ペプチドの他にCFP-10の短鎖
ペプチドが被覆されている。CFP-10の短鎖ペプチド

が感作CD8 T細胞の免疫応用を誘導している。結核
感染時なんらかの原因によりCD4 T細胞数が低下し
QFT-3Gの陽性率が低下する場合，QFT-PlusではCD8 
T細胞のシグナルが追加されているので感度の上昇が
期待でき，実際QFT-Plusの開発段階では確認されて
いる。
　QFT-Plusを用いた臨床検討はまだほとんどない。
QFT-PlusのTB2値とTB1値の差は理論上CD8 T細胞
の反応ということになるが，この値に関して今後，最
近の感染，結核治療効果のモニター，潜在性結核感染
性と活動性結核における応答性の差，小児の結核など
への関与について詳細に検討されていくことが期待さ
れる。

（2）採血から培養まで検体保存時間が延長できるオプショ  
     ンが追加
　市販のヘパリンリチウム採血管による1本採血で採
血後，その全血検体を4℃（2～8℃）保存で48時間ま
で保存が可能となった。さらに採血管からQFT-Plus
チューブによる培養開始までは，その前後の室温操作
で3時間，2時間の猶予があり，合わせて53時間まで可
能となり操作の柔軟性が向上した。

（3）世界と同じ判定基準（判定保留がない）
　判定基準とその解釈を表1に示す。主な変更点は，
QFT-3Gにあった判定保留がQFT-Plusにはないこと
である。カットオフ値は0.35 IU/mLと変更ないが，
TB1，TB2からそれぞれ陰性コントール値を引いた
TB1値，TB2値のどちらかカットオフ値以上ならば原
則陽性である。また，判定不可は陰性コントール値
（Nil値）の高値によっても判定不可となることなどが
追加された。いずれも世界と同じ判定基準となった。

（4）日本仕様の採血管がなくなった
　現在あまり知られていないのが，QFT-3Gの採血管
は日本仕様の減圧度（真空度）で製造されて，日本に
供給されていたことである。日本における採血法では
駆血帯を外すタイミングが他の国の方法と異なるた
め，世界と共通のQFT用採血管でホルダーを用いて
直接採血をすると採血量が規定量より多く採血される
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頻度が高くなる。そのため，日本仕様として，減圧度
を低くして供給されていた。QIAGENでは今回の
QFT-Plusの日本での承認を受け世界共通の採血チュ
ーブを使用することになったとのことである。これに
よって，今までQFT-3Gで使用されていたホルダー採
血は推奨されず，直接採血ならば，翼状針などを使用
して，採血チューブを垂直に立てて，採血量の許容量
である黒印をみて採血することが推奨されている。

2. QFT-Plus 測定目的と臨床性能
　本邦におけるQFT-Plusの薬事申請には，活動性結
核患者と結核低リスク健常人それぞれを感度と特異度
評価対象として，QFT-3Gに対する非劣性比較試験を
実施し，得られたデータに基づいて申請された。それ
ゆえにQFT-Plusの測定目的についてはQFT-3Gと同
じであり，活動性結核の診断補助，潜在性結核感染症
の診断補助である。なお，活動性結核の診断補助の測
定目的は日本独自の設定であり，肺外結核等の診断補
助に有用である。日本においては9施設以上から収集
された検体で臨床試験を実施し，QFT-PlusのQFT-
3G間の相関は，全体一致率93.8％（561/598）であっ
た。感度はQFT-3Gが93.7％（89/95），QFT-Plusが
94.1% （398/423）とやや高い。特異度はQFT-3Gが
93.8％（150/160），QFT-Plusが97.3% （713/733）で
あった。臨床試験では末梢血のCD4 T細胞，CD8 T
細胞数に関しては検討されておらず，またCD8 T細
胞のシグナル追加の有用性を期待できる80歳以上の高
齢者結核は対象群には含まれていなかったと考えられ

る。QFT-Plusは，最初に2014年欧州で承認後発売さ
れ，2015年豪州，シンガポールで，2017年にはイン
ド，韓国で承認され，さらには6月に米国で承認，10
月発売されており，現在までに70カ国以上で200万テ
ストが用いられてきているとのことである。また，現
在22カ国で30,000の被験者を用いたQFT-Plusの臨床
試験も進行中であり，新たな臨床的意義等も発表され
てくることが予想される。
　日本国内において，QFT-Plusは承認前より数カ所
の施設で所定の手続きを経て輸入して小規模ながら臨
床研究がなされている。我々の施設での活動性肺結核
は，80歳以上が約70%と非常に多く，末梢血CD4値が
200/μl未満も約40%であった。QFT-3G（TB1）陰性
例のうちQFT-Plus陽性も見られている。また，初期
結核やLTBIではQFT-3G，QFT-Plusが陽性で T-SPOT
陰性例が多く存在することも経験しており，結核の接
触者健診においては，QFT-3G，QFT-Plusの検査を
第一に行うことが重要であると思われる。

おわりに
　2015年に日本政府は日本の結核の罹患率を2020年ま
でに10.0以下に低下させることを目標に設定した。こ
の目標達成のために，免疫不全状態にある高齢者や
HIV感染者などの結核診断において最新のIGRAであ
るQFT-Plusが貢献できることを期待したい。

注1）生食での血漿中IFN-γ濃度
注2）反応: TB1, TB2からNil値を引いたIFN-γ濃度（TB1値、TB2値）
注3）判定保留はない
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≥0.35IU/ml かつ
 Nil値の≥25% 

TB2値
（IU/ml ）

Mitogen 
（IU/ml ）

判定 解釈
表１　QFT-Plusの判定基準と解釈図１　QFT-3GとQFT-Plusの比較

【参考資料】
1）クォンティフェロン TB ゴールド　添付文書　（第11版）
2）http://www.quantiferon.com/us/products/quantiferon-tb-gold-plus-us/  
    provider-resources/qft-plus-cd8-technology-providers
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〈指定寄附等〉（敬称略）
佐藤恵美子（保生の森）
〈複十字シール募金〉（敬称略）
栃木県｜（団体）那須塩原市，下野市，
塩谷町，とちぎメディカルセンター，
小山地区医師会，栃木県生活衛生同業
組合協議会　大田原支部・南那須支部・
矢板支部，栃木日野自動車，スリーゼッ
ト，ウチノ税理士法人
（個人）木平百合子
千葉県｜（団体）東庄町女性の会，横
芝光町婦人会，富津市連合婦人会，忍
足小児科，伊藤眼科医院，力武医院，
九十九里ホーム病院，江東微生物研究
所千葉支所，千葉共同印刷，東洋器材
科学，トシロ，佐野総合法律事務所
（個人）千葉大学呼吸器病態外科学�中
島崇裕
福井県｜（団体）福井県工業技術セン
ター（ゆうわ会），池田町結核成人病
予防婦人会，勝山市役所，若狭町役場，
福井県看護協会，福井県立病院看護部，
福井県食生活改善推進員連絡協議会，
福井県健康管理協会
岐阜県｜（団体）しなの薬局
京都府｜（団体）浄美社

多額のご寄附をくださった方々

大阪府｜（団体）キヤノンライフケア
ソリューションズ，日月神一条本部
（個人）郡慶三，丸岡幸一，久禮三子雄
愛媛県｜（団体）日本郵便四国支社，
伊予銀行，伊予鉄道，キタムラメディ
カル，愛媛県看護協会，イサムモー
ター，太陽印刷，四国ガス松山支店，
佐伯ビル管理，高圧ガス工業，浅野病
院，吉野病院，大久保内科クリニック，
片山医院，司法書士藤田行雄事務所，
長楽寺，潮冷熱，苫居栄治税理士事務
所，瀬川隆久税理士事務所，内科消化
器科�羽鳥病院，眞理こころのクリニッ
ク，白石・安藤法律事務所，シンワ，
村上耳鼻咽喉科，吉田眼科，山電工業，
伯方造船，岩城診療所，セトデン，武
智ひ尿器科・内科，喜多医師会，カネ
シロ，サカワ，宇和島青果市場，ロッ
キー産業，知元医院，宮原医院，セラ
テック，福本外科胃腸科医院，井門ク
リニック，大野内科
（個人）玉木芳郎，冨永忠志，小田茂，
白石喜徳，木元裕子，池田築，山下外記，
眞田明志
本部｜（団体）依田印刷，東京都同胞
援護会事業局，日新化熱工業，ヤマト
特殊鋼，霞会館，全国友の会，日本フ
イルコン総務部，秩父石灰工業，日本
看護協会総務部，本浄寺，前川本店，
渡辺電機工業，光西寺，カトリックレ
デンプトール修道会，藤倉化成，国精
工業，ヒロセ電機，六合製作所，木村

バルサ
（個人）福田喜一郎，古屋長子，松本
博義，矢島眞気子，小平靖，石井迪子，
中澤悠紀彦，藤井宏昌，松本淳一郎，
山本嶋子，須藤サチ子，滝沢武雄，土
肥松男，稲田和子，明田堅次，荒木元，
伊藤冨貴子，宮川美知子，今井清兼，
大和田實，舞田正暉，増地昭男，増田
一郎，村田秀寛，山本宗孝，山原八重，
五井一雄，御園生保子，佐藤潮，修多
羅亮玄，霜田光一，須藤和子，菅野晴夫，
鈴木照男，外山洋，河野和雄，高良義雄，
竹内行夫，竹中小夜江，土屋キヨ，岩
間淑子，明石尚子，浅沼俊道，井田栄一，
伊藤正巳，石井栄城，石村英雄，鬼塚
昭夫，織畑直義，草野高昭，小島海雄，
大山智子，上田光，松村芳朗，小林保彦，
小俣宗昭，佐藤雅子，下田賢司，鈴木
一郎，千野素行，飯田和道，喜多崇介，
加藤千潯，清水よし，久富順平，熊田
忠真，清水かつ子，福田孟，平沢久男，
宮崎富夫，田中耕三郎，田村碩子，多
田泰子，高野内恒夫，出井弘八，鳥飼
和子，中谷律子，中村福子，長谷川奎一，
木曽マス子，早川一胤，青木秀久，村
上美知子，辻田元子，手嶋敏，岩田達明，
寺田真文，石田弘子，海老沢節子，小
石幸雄，武川節，尾形恵子，大島義和，
近藤泰，野崎健一，山岡建夫，渋谷幸保，
高間敬一，江奈武久，吉野賢治，桜井
澄子，難波卓壮，恩田明久，樋口孝夫，
斎藤元泰
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なくすため100年近く続いている世界共通の募金活動
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⃝お詫びと訂正⃝
　本誌No.379（2018年3月号）P19『教育の頁「新しいIGRA－第4世代QFT:Plusについて」』の記事の，「表1　
QFT-Pulsの判定基準と解釈」の等号付き不等号の一部を誤って掲載いたしました。正しくは下記右の表のとお
りです。
　お詫び申し上げますとともに訂正いたします。
【誤】 【正】
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