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Elevated serum immunoglobulin(lg) levels are frequently observed in patients with

chronic liver diseases, Ig synthesis by peripheral blood lymphocyte in vitro was

measured in 38 patients with chronic hepatitis (CH), liver cirrhosis (LC) and primary

biliary cirrhosis (PBC), using ELISA methods, Spontaneous Ig Synthesis was enhanced

in patients with LC and PBC, PWM-induced and SAC-induced IgM production in

these patients were decreased, in comparison with healthy controls and patients with

CH. These results indicate that B cells were activated in vivo and the dysfunction of

T cell existed in patients with LC and PBC.
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要　　　　　旨

慢性肝疾患でみられる蒲免疫グロブリン血産の規立磯

坪を解析する　的で慢性肝炎は例　肝硬変撒盲j　原発性

胆汁性肝硬変（摺紀）‖例，計淵例の患者について末解

きンノミ球触駁釣二7プリン産生瀾接十m誹拍∴ケンドイノブ

法を用いて検討工た。Mk＿唱和非薇加時には肝硬変群，

P招C群で免疫ダ㌫ブ　ン藤生儀は削ぎ沌示す櫨向にあ

畑　これらの疾患で叫流血車における活性化B ceuの

増加か示唆された・一一一方，開閉誹洗加による　一拍戎度生

敢増幅は健常者および慢性肝炎群に比L肝磋変節一　m氾

群で低下しておりヮ　乱賦日数柚庫にその娩向はより捕虜

であ一ノたけ　以。よ畑　こかを“疾患群を∴踪げろ　はⅩ　産生

藩の異常は主としてT細胞の機能異常に起鍼するた華浅

才1

は　じ　め　に

摩性肝疾患患者にみられる轟免疫グuプリソ血痕の成

因は複雑であ畑，圏体の有する免疫学的異常も大きく関

与しているものと想定される．抗腰刺溌凍慄骨美」ト感－
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考察-鮫をこ慢性肝疾風敬老軋みt:)れる血清免疫グロブリソ値の上昇は肝網内系細胞の数鼠的ならびに機能的異常や,i-Ort:汗ゞさpトlLl‖lit一品uTltL'潮諜_i_Pj.I:Ii㌦ナiニト丁:iL･!すなわち腺管由来の外来抗原が肝妹での処理を免れ,餐身循環系から逐緋こ抗体産生綴織へと達し,これが商免疫ダUプリン激症を招来するという考えである*しかし夢自己免疫性肝疾患であるルポ･ザド肝衆や㌘謁だにおいては病初期よりかかる高免疫ダmプuy血症がみられることかぢ3,この様な機序だ緒では説明しがたくき蘭寮をこある免疫学的巣鷹も閲覧していると推定される.寒研究においでは偽像慢性肝疾風を芝おける莱楠血1)ソバ球のnit-()LT州｣欄｣澱時巨しこ欄j救時LT)免疫■'Lミ7'､~り二′･席牛能を検討しこれ転と脇息酒免疫ダロブuソ値との開陳を検討した.
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結 語

慢性肝疾患敬老をこおける楽櫓血リンパ球免疫グロプリ

y慶饗髄をこついて鰻糾し,以下の成績を縛た.

卜 ＼lit('粁t･‥町11;T裾~工≡こlきI(lr.IL,i-1.lLr＼l井ノー.とも肝
硬.iHnl-.王't-ミし､粁二高仙十′j∴ト促ir･]車二木 .十･

i!＼=I-＼＼′11添加に.i･'1代押卜1Hiil_出汁て言lさて(;,I.ir:＼叶

敦が健常人に比し高値を示す焼肉がみられた.しかL陵M

甘牛汗触常し 慢性町衆附∴圧し肝硬宣粧.l'1号し､郡''V･::

打払∴伏卜Lていだ.

.]L∴畑㌧か 守∴ lLTl･1度牛LTl増鮎.用と常人,慢性甘美

鮮のみでみられ野肝硬変群済C群では認められなかっ

た.

I-1､)血清免吐J,､■.J,-1十′値∴紺頼十二.､球免疫L''~ミTT

=上井牛能L:1粧r_言mitLlg州 ･j日出‖巨LL'_＼1I-Ⅵ'11添

加時の蝮鎧露盤において弱い正の相関を認めた書

幅'JIT:終.十信∵ト/JJり.御指導.倒校閲Jl･腸 ･上軒

濁太字第三畳薫糾†市田文弘教授をこ深甚なる謝意を捧

げると共に,厳接御指導戴いた新潟東学医療短期東

学要石原酒教授および御協力戴いた免疫ダル-プの

なお審文の要旨は第慧望回田本肝臓学会総会におい
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