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It has been suggested recently that autoimmune mechanisms are implicated in the

genesis of adverse outcome of pregnancy such as spontaneous abortion, intrauterine

fetal death (IUFD), intrauterine growth retardation (IUGR), and preeclampsia. In par-

ticular anti-phospholipid antibodies (APA) are considered to be linked to the manifes-

tations of such complication of pregnancy. In order to elucidate the association be-

tween the APA and the genesis of above-mentioned adverse pregnancy more clearly, we

demonstrated following data in this paper.

1. The positive rate of APA in patients with recurrent fetal wastage or patients

with severe preeclampsia was significantly higher compared with that in normal control

women.
2. The rate of occurrence of spontaneous abortion, IUFD, IUGR, and preeclampsia

was significantly higher in the APA-positive group compared with that in the APA-
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司会 (田中) あさ~)がとうございました.なにかござ

いませんでしょうか.

林 今の高桑先生のお話で思い出したことなんですが,

私どもの心臓血管手術の術前検査として抗7)ン脂質抗体.

プロテインC,プロテインSを測定するべきだという議

論が最近いくつかの施設から出てきて,このあたりルー

チ-ン化する意義がどの程度あるのか数えてください.

高橋 今のお話はこれは何といいましょうか健康医学

というのか,お金を如何に使うかという考え方に関わっ

てくるのではないかと思います.個人的な意見としては,

今.日本人は,人間ドックを4万円前後のコースでかな

りの方が受けられていますが,似たような項目をいっぱ

い検査しているんですね.肝臓を見るのに GOT,GPT,

LDH.Al-P,γ-GTPみて,とたくさんやるのであ

れば.肝機能検査はGPTとγ-GTPだけみてですね,

他の予算は凝固系の何かをいれた方がよいのではないか

と常々考えています.人間ドックや地域の住民検診で一

つ二つの凝固系の検査を入れたらどうなるか,というこ

とをある特定の地区でやってみたいと思っています.今

までの標準的な形だけにこだわらないで,できたら同じ

予算で広い領域を見たほうがよいと思います.そういう

意味では今回テーマとして取り上げられた血栓症の項目

が特にないですね.コレステロールとか中性脂肪は入っ

てますけれども,一つ凝蘭線溶系の指標を取 り入れ,棉

来血栓症を起こす予測ができるかどうか,証拠を出しな

がら.検診の中に入れていくのがよいんじゃないかと思

います.

賞間 術前検査として,このような血栓性素因の検査

を行うべきでしょうか?

高橋 これらの先天性欠乏症は日本人では欧米人ほど

傾度が高くなく,アンチ トロンビンの異常ですと欧米人

では5千人に一人と言われていますけれど,日本人はもっ

と低いと思います.術前に凝固系の検査を行うのであれ

ば,今までは出血のリスクを見るための検査をやってき

ましたが,術後血栓症を合併しやすいアンチ トロンビン

欠乏症とか,日本人でも確度が高いプロテインC欠乏

症の有無を見るため,血中のアンチ トロンビンとプロテ

インCの測定を積極的に取り入れていきたいと思いま

す.これらの検査の意轟について証拠を蓄積しながら.

保険適用されていくとよいと思っています.

司会 (田中) それではこれで終わI)ます.この場で

ぜひ質問かご発言か,なにかありましたらおねがい しま

す.

半間 出血性脳梗塞の適切な治療はどうすれば良いで

しょうか.

司会 (田中) そうですね,出血性脳梗塞の時の治療

というのを小山先生.どうぞ.

小山 基本的には心原性脳塞栓症と診断した場合再発

予防としてヘパリンは使うのですけど.そのフォローの

CTで出血性脳梗塞になっておりその程度が中等度llJ､上

の場合はヘパリンを中止します.その場合脳の浮腫が強

くなる症例が多いのでこれ以降は脳浮腫に対する治療が

中心になります.

司会 (田中) よろしいでしょうか?

以上を持ちまして本日のシンポジウムを終了させてい

ただきます.どうもありがとうございました.
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mesterorpregnantwomen.

王n汲dditiontosuchdaも払,themeeb汲最長msoダthe欝eneSisofadversepTe欝n盈ney by

APA,andtheeffectivetreatmentforsuchpatientswerediscussedinthispaper.

Keywords:Anti-phospholipidantibodies.Recurrentspontaneousabor.tion.

Pre-eclampsia

抗リン脂質抗体,不育症,妊娠中毒症

緒 言

1986年動 ･静脈lfll栓症,不育症などの臨味症状 を示

し.抗 T)ン脂質抗体が陽性である疾患群を ｢抗 .)ン脂貰

抗体症候群｣と呼ぶことを Hughesらが提唱 し 現在

では新たな自己免疫疾患 として認知 されるに至ってい

る1).最近では,抗 リン脂質抗体が不育症のみならず,

妊娠中毒症,子宮内胎児発育遅延 (ⅠLTGR)など各種生

植異常 の発症安閑のひ とつであるこ とが指摘 され

GleieherらによりReproductiveAutoimmuneFail-

ureSyndrome(RAFS)という疾患単位が提唱 され

ている2).本稿では抗リン脂質抗体と不蘭症,妊娠中毒

症などの周産期異常との関連性について述べる.

不育症,妊娠中毒症における抗 uン脂 質抗体

陽性率

当科で昭和61年から平戒10年までの13年間に管埋 した

不育症症例791例における抗 リン脂質抗体 (抗カルジオ

リピン抗体,抗フォスフアナジールセリン抗体のいずれ

か)の陽性率は 17.2% (136例)であった.これら791

例を,初期流産を2回以上反復し他の妊娠歴のない 566

例,分娩歴があ りその後初期流産を2回以上反復してい

る153例,妊娠14過lM蚤の子宮内胎児死亡 (IUFD)の

既往を含め 2回以上の流 ･死産を経験 している72例に分

類し,抗 リン脂質抗体の陽性率を検討 したところ,それ

ぞれ,14.8% (84例上15.0% (23例).40.3% (29例)

であった.正常妊娠婦人100例における陽性宰4.0%に

比較 し,いずれの群においても有意に高率であったが,

特に IUFD の既往を有するグループで高率であった.

妊娠中毒症における抗リン脂質抗体の陽性率について

であるが,平成 3年から平成9年までの 7年間に当科で

管理 した重症妊娠中毒症症例94例における抗 リン脂質抗

体の陽性率は25.5% (24例)であ り,対照群に比較 し

有意に高率であった.

･.-∴方,抗カルジオリピン一㌔2グリコプロテイン Ⅰ抗

体 (以下 CIJ-[32 GPI)について208例の不育症症

例を対象に陽性率を検討 したが,陽性準は1.4% (3例)

であり,対照群 (0%)と比較 して有意差はなかった.

ただし,IUFD の既往を有する群では8.3%であ り有

意に高率であった.また∴薮症妊娠中毒症症例における

めなかった.

抗 リン脂質抗体 と妊畢現象に関するブロスペ

クテ ィブスタデ ィ

抗 リン脂質抗体の妊畢現象に及ぼす影響をより明確に

するためのブロスペクテ ィプスタデ ィを行った31.---枚

妊娠婦人860名を対象に妊娠初期に抗 リン脂質抗体の測

定を行い.妊娠帰結を検討 した.その結果杭 リン脂質抗

体陰性婦人に比較 し,陽性婦人において各種異常妊娠の

発症が有意に高準であった.Loekwood らは 737名を

対象に検討を行い.杭 リン脂質抗体陽性婦人で IUGR

と自然流産の発症率が有意に高率であることを報告 して

いる4).また,Lyneぬ らは389名を対象に検討を行い,

抗リン脂質抗体陽性例で流 ･死産などの胎児指矢が高率

であること51を報苦 し,いずれも当科における結果と同

様の報告を行っている.

抗 リン脂質抗体による異常妊娠の発症機序

抗 リン脂質抗体による各種異常妊娠の発症楓事として,

抗リン脂質抗体による血栓形成先進及び繊毛組織の直接

障害が重要である.

Carrerasらは,抗 リン脂質抗体の.-一種と考えられて

いるループスアンチコアグラントが,ブロスタサイク])

ン (強力な抗凝固作用および血管弛横作問を有する)の

産生を抑制することを報告 した6l.当科ではヒ ト折帯静

脈血管内皮細胞 (HUVEC)の増穂に対する抗 リン脂

質抗体の尊王菅について検討 し,有意の抑制活性を示す こ

とを指摘 した7).
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関して,51er-クロム酸ナトリウム標識繊毛細胞を闘い

検討した.その結果抗リン脂質抗体陽性血清が繊毛繊胞

に対 して有意の障害活性を有することを観察 した8き.

Gleieherらは抗カルジオリピン抗体が純毛細胞を舟接

障害すること9)杏,また Roteらほ抗フォスフアチジ-

ルセT)ン抗体が戟毛細胞の脱落膜への浸潤を阻害するこ

と10､を示している.

皮細胞に対する障害作榔 こより,血液凝固先進状態とな

り,繊毛間腔に血栓が生 じた場合に流 暮死産,IUGR

の発症が考えられる.第二に繊毛細胞が直接障害される

ことにより,初期流産の発症が考えられるが,初期の流

産を免れた場合でも,純毛組織の発育不全から IUGR

の発症が推察される.繊毛組織の発育不全により代償的

に血液還流を増加させるべく高血圧となり,妊娠中毒症

の病態に至ることも推察される.

抗リン脂質抗体陽性症例に対する治療

反複流 ･死産や重症妊娠中毒症 (これに関連する常位

胎盤早期剥離,IUGR,HELLP 症候群など)の既往

を有し,抗リン脂質抗体が陽性である症例に対 しては,

免疫抑制療法および抗凝固療法併周療法の有効性が推察

される.従来は主として副腎皮質ステロイドホルモン

津sL)が用いられ,これに抗凝固作用 (抗血小板作剛

を目的とした低用量アスピリンの併用が行われて き

た11).しか し,PSL の副作周を考慮 して,筆者 らは

PSL類似の作用を有する漢方合剤である紫寄港を積極

的に用いている1釘 17).これらの治療成績は80%前後

であり,末治療群に比較し,妊娠予後の有意の改革を認

めている.ヘパリン糠法の有効性 も指摘 されているが,

QOL の点で問題 く妊娠率,注射を継続しなければなら

ない)であり,筆者らは積極的には用いていない.

結 語

従来原因不明であった.反複流 ･死産や重症妊娠中毒

症の一部の症例において,その発症に抗リン脂質抗体が

関与していることが明らかになっている.これら異常妊

娠の既往を有する症例では抗リン脂質抗体をはじめとし

た自己免疫関連の検査が重要であると判断される.
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