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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　妊婦・緕帯静脈血・新生児血清中に存在する内因性Digoxin様物質について，分娩時，出生後の変化

ならびに妊婦に存在するDigoxin様物質の妊娠週数による変化について，種々の免疫学的測定法を用い

て検討した．

　分娩当日の母体血，膀帯血中のDigoxin様物質の濃度は同等であり，しかも両者の間には良好な正の

相関を認めた．生後5日目の新生児血中のDigoxin様物質は緕帯血中のそれよりも低い値を示した．

　妊娠週数による変化については，Digoxin様物質は妊娠週数とともに検出される頻度が増加した．

　これらの事実より，Digoxin様物質は胎盤通過性が良く，胎児，胎盤系で産生されると考えられた．し

かし，どのImmunoassay法でも同様にDigoxin様物質が検出される訳ではなく，その検出には使用さ

れる抗Digoxin抗体の特異性が影響を与えると考えられた．

　　　　　　　　　緒　　言

　うっ血性心不全に優れた効果のあるdigitalis剤は

至適投与量と中毒量の差が小さいため，血中濃度モニ

タリングを要する代表的な薬剤の一つである．特に使

用頻度の高いdigoxinについてはImmunoassayの手

法により容易に血中濃度を測定できるようになった．

その有効血中濃度は1～2ng／mlと考えられ1）2），最近は

これを目安に投与量が調節されている．

　このような経緯のなかでdigoxinの投与を受けてい

ない妊婦および新生児の血中にもdigoxinのim・

munoassay系で測定される物質が存在すると報

告3｝一一7）され，内因性digoxin様物質Endogenous

digoxin－1ike　substance，　Digoxin－like　immunor－

eactive　substanceなどと呼ぽれるようになった（以下

本論文では単にDigoxin様物質またはEDLSと記載
する）．

別刷請求先：（〒078－11）旭川市西神楽4線5号3の11

　　　　　旭川医大小児科　　　　　　岡　　隆治

　妊婦・新生児におけるDigoxin様物質の消長につい

ては未だ不明の点が多いので，われわれは，妊婦およ

び新生児の血液中に存在するDigoxin様物質の分娩

時，出生後の変化，ならびに妊婦に存在するDigoxin

様物質の妊娠週数による変化を検討した．

　　　　　　　　対象および方法

　分娩当日の母体静脈血（以下単に母体血と略記），膀

帯静脈血（以下，膀帯血と略記）出生時の羊水および

生後5日目の新生児よりheel　cutで得た血液（以下，

新生児血と略記）を測定に用いた．血液は採血後速や

かに血清を分離し，測定日まで一20℃で凍結保存した．

羊水も同様の方法にて保存した．

　測定法としては，Radioimmunoassay（以下RIAと

略記）法として，Digoxinリアキット（ダイナボット

社），Digoxinリアピーズキット（ダイナボット社），

Digoxin－1・125キット（Commissariat　A　L’energie

Atomique）の3キットを使用し，他に，蛍光偏光免疫

測定法（ダイナボット社，以下TDX法と略記）も使用

した．TDX法では，血清はトリクロール酢酸にて除蛋
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白後に，また羊水は除蛋白操作を加えずに測定に用い

た．

　上記の測定法を用いて以下の順にDigoxin様物質

の測定を施行した．

　（1）Digoxinリァキットを用いて測定した群は，15

組の母体血，緕帯血，新生児血で，この群の新生児の

出生時平均体重と平均在胎週数はそれぞれ，3．215g，

39週＋1日であった．

　（2）Digoxinリアピーズキットを用いて測定した群

は3組の母体血，膀帯血と10例の新生児血，28例の羊

水である．

　（3）Digoxin－1－125キットとTDX法の両者にて測

定した群は5組の母体血，膀帯血，新生児血であり，

両測定法におけるDigoxin様物質の値を比較検討し

た．

　（4）TDX法を用いて測定した群は，7組の母体血，

膀帯血，新生児血，羊水であり，羊水は他に3例を加

え計10例で測定した．

　（5）妊娠8週から39週までの120例の妊婦静脈血中

のDigoxin様物質は，　Digoxin－1・125キットを用いて測

定した．

　　　　　　　　　結　　果

　（1）Digoxinリアキットを用いて測定した15組の母

体血，膀帯血，新生児血中のDigoxin様物質の濃度を

図1に示す．母体血中のDigoxin様物質の濃度は
0．15～0．47（平均0．32±0．10）ng／m1であり，膀帯血中

の濃度0．15～0．46（平均0．32±0．10）ng／mlと同等で

あった．これに対し新生児血中のDigoxin様物質の濃

度は0．13～0．30（平均0．20±0．06）ng／mlと緕帯血に

比して明らかに低値であった（p＜0．01）．さらにこの

15組の母体血と膀帯血中のDigoxin様物質の濃度の

関係をみると，図2の如く両者には正の相関が認めら

れた（r＝0．8，p＜0．001）．

　（2）Digoxinリアピーズキットを用いた結果を表1

に示す．3組の母体血，膀帯血では1例の膀帯血のみ

0．18ng／mlの値であったが残りは検出感度以下で

あった．また10例の新生児血中からもDigoxin様物質

を検出できなかった．また，28例の羊水のDigoxin様

物質も2例（0．4ng／m1，0．14ng／m1）で検出された以

外，残りの26例では検出することができなかった．

　（3）5組の母体血，膀帯血，新生児血中のDigoxin

様物質をDigoxin－1－125キットとTDX法の両者で測

定した結果を図3に示す．前者による測定値は平均で

母体血0．3±0．21ng／ml，膀帯血0．55±0．13ng／ml，新
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図1　母体，膀帯静脈・新生児（5日目）血中のEDLS
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図2　母体・膀帯静脈血中のEDLS

表l　DigoxinリアビーズキットによるEDLSの測定

症例 検出率 EDLS濃度

母体血
膀帯血 3組

0／3

0／3
0．18ng／ml

新生児血 10 0／10

羊　水 28 2／28 0．4ng／ml，0．14ng／ml

（最低測定感度0．125ng／m1）

生児血0．16±0．04ng／mlであった．この3つの値を比

較すると母体血と膀帯血中のDigoxin濃度には有意

差がなく，新生児血中のDigoxin濃度は膀帯血中のそ

れよりも低値を示した（p＜0．005）．これは前述の
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　　　　　母体血　　　　　　　　　　膳帯静脈血　　　　　　　　新生児血（5日目）

　　　RIA　　　　　　　　　　　　　　　RIA　　　　　　　　　　　　　　　RIA

　ng／ml　　　　　ngnl　　　　　ngyml
　　O．8　　　　　　　　　　　　　　　　　0．8　　　　　　　　　　　　　　　　　0．8

　　0．7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．7

　　0．6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．6

　　0．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．5

　　　　●
　　O．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．4

　　0．3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．3

　　　　　e　　O．2　　　　　　　　　　　　　　　0．2　　　　　　　　　　　　　　　0．2

　　0．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．1

　　　　　0．1　　0．2　　0．3　　0．4　　TDX　　　　　Oj　　O．2　　0．3　　0．4　TDX　　　　　O．1　　0．2　　0．3　　0．4　　TDX

　　　　　　　　　　　ng／ml　　　　　　　　　　　　　ng／ml　　　　　　　　　　　　n9／ml

　　　　図3　同一検体をRIAとTDXによって測定したEDLS値の比較

　　　　母体血　　　　　　　　膀帯静脈血　　　　　　新生児血（5日目）　　羊水

　叩！。1　　　　叩／・1　　　　・o！・｜　　　　・g！・1

　0．4　　　　　　　　　　　0．4　　　　　　　　　　　　0．4　　　　　　　　　　　　0．4

　0．3　　　　　　　　　　　　0．3　　　　　　　　　　　　0．3　　　　　　　　　　　　0．3

　　0．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　0．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　0・2　　　　　　　　　　　　　　　　　　0◆2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ

　　　　　　　　　　　　　　　　●

　　　　　　　　　　図4　TDX法によるEDLSの測定結果
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図5　妊娠週数別にみた母体血清中のEDLS値（点線は測定感度0．125ng／m1を示す）
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Digoxinリアキットによるものと同様の結果であっ

た．これに対し，TDX法では膀帯血中濃度は平均0．22

ng／mlを示したが，他は全例測定感度以下であり，

Digoxin・1・125キットよりも明らかに低値であった．

　（4）7組の母体血，膀帯血，新生児血および羊水中

のDigoxin様物質をTDX法を用いて測定した値を

図4に示す．母体および新生児血では7例中3例は測

定感度以下であり，残りの4例も0．10～0．12ng／mlと

最低測定感度（0．10ng／ml）に近い値であった．一方，

羊水では測定した10例の平均値は0．21ng／m1（＜

0．10～0．38ng／ml）の濃度であった．

　（5）妊娠8週から39週までの120例の妊婦静脈血液

中のDigoxin様物質をDigoxin－1－125キットを用いて

測定した結果を図5に示す．これを妊娠28週未満，

28～35週，36週以降の3群にわけて，Digoxin様物質の

検出率を比較したところ，妊娠28週未満は24％で検出

されるにすぎないが，28～35週には42％，36週以降は

79％となり，妊娠経過とともに検出される頻度が増加

するという結果であった（X2＝22．4，　p＜0．001）．

　　　　　　　　　　考　　案

　生体中にDigoxin様物質が存在することは，実験動

物では，生理食塩水を用いて容量負荷されたイヌ8），高

血圧サル9），ヒトでは腎不全患者1°），preeclampsiaの妊

婦ll）などで知られている．一方，生理的状態でも妊婦，

新生児ではDigoxin様物質が存在すると報告されて

いる3ト7｝．

　今回われわれは，妊婦・新生児におけるDigoxin様

物質の消長について検討した．分娩当日の母体血，膀

帯静脈血，羊水，生後5日目の新生児血のいずれから

もDigoxin様物質が検出された．しかし，その濃度は

測定に用いたキットによって異なり，Valdes‘），

Graves5）の報告と一致するものであった．このような

差は，各キットに使用されている抗ジゴキシン抗体の

特異性が異なるためにDigoixn様物質との反応に違

いを生じたためと思われる．またTDX法においては，

除蛋白操作を行った血清では検出不能の例が多かった

のに対し，除蛋白操作を行わなかった羊水では検出さ

れる例が多かったことから，Digoxin様物質は除蛋白

操作によって沈殿あるいは変性する可能性が考えられ

る．Digoxin様物質は抗ジゴキシン抗体との交差反応

を利用して測定することを考慮すると，Digoxin様物

質の検出率の高いキットによって測定した結果を重視

するべきであろう．

　Digoxinリアキットによる成績では母体血と膀帯血

175－（13）

のDigoxin様物質の濃度は同等の値を示し，しかも両

者間には良好な正の相関が認められた．このことは

Digoxin様物質は胎盤通過性の良い物質であることを

示唆している．また，われわれは妊婦血清中のDigoxin

様物質を測定し，妊娠28週未満，28～35週，36週以降

の3群に分けて比較検討し，Digoxin様物質は妊娠経

過とともに検出される頻度が増加することを確認し

た．すなわち胎児胎盤系の成熟につれてDigoxin様物

質の検出頻度が増加すると解釈することができる．

　Digoxin様物質の由来についてGravesら5）は母体

血清中のDigoxin様物質が分娩24時間後には検出さ

れなくなることから胎児胎盤系に由来するものと推定

している．われわれの成績もこの考えを支持するもの

である．一方，Seccombeら12）は新生児血清中の

Digoxin様物質を経時的に測定し，生後4日目にピー

クに達することから胎児由来であるとしている．しか

し，われわれの成績では生後5日目のDigoxin様物質

の濃度は膀帯血のそれよりも低値で，Seccombeらの

成績とは異なるものであり，Digoxin様物質が胎児胎

盤系のうちでもさらに胎児と胎盤のどちらに由来する

かは明らかでない．

　Digoxin様物質の生理作用について，　Korenら6｝は，

Digoxin様物質陽生の乳児血清が赤血球の86Rbの取

込みを抑制することを見いだし，Digoxin様物質は

Digoxinと同様にNa＋－K＋－ATPase活性を抑制する

と報告した．また，Gusdonら11｝は，　preeclampsiaの

妊婦の血中Digoxin様物質の値は正常妊婦のそれよ

りも高いと報告し，この物質はNa利尿作用によって

降圧的に働くと推論している．

　現在までにヒトでDigoxin様物質の存在が証明さ

れているのは，病的状態では，腎不全，preeclampsia

の患者であり，生理的状態では妊婦と新生児である．

このことはヒトで，Digoxin様物質が出現する条件を

考える上で興味深く，Digoxin様物質の産生が，電解質

や体液のバランスの変化と深く関係しているのではな

いかと考えられる．

　　　　　　　　　　結　　語

　妊婦および新生児血清中に存在するDigoxin様物

質の分娩時，出生後の変化，ならびに妊婦に存在する

Digoxin様物質の妊娠週数による変化を検討した．分

娩時には，母体血と膀帯血中のDigoxin様物質は同等

の値を示した．しかも両者間には良好な正の相関が認

められ，この物質は胎盤移行性の良い物質であると考

えられた．生後5日目の新生児血中のDigoxin様物質
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は，膀帯血中のそれよりも低値であった．

　　妊娠週数による検討では，Digoxin様物質が検出さ

れる頻度は，妊娠週数の経過とともに明らかに増加し

ており，この物質が胎児胎盤系由来である可能性が高

いと考えられた．

　本研究は昭和59年度，文部省奨励研究費によってなされ

た．本論文の概要は第21回，日本小児循環器学会に於いて口

演した．

　稿を終えるにあたり，御校閲いただきました吉岡　一教

授，ならびに検体の採取にあたり御協力いただいた，名寄市

立病院，産婦人科，長谷川天沫先生，旭川医大産婦人科の諸

先生，助産婦の皆様に深謝致します．
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Endogenous　Digoxin－Like　Substance　in　Pregnant　Women　and　Newborn　Infants

Ryuji　Oka，　Yoshiki　Mori，　Akira　Tsuchida，　Youko　Sakata，　Shinya　Itoh，　and　Akimasa　Okuno

　　Department　of　Pediatrics，　Asahikawa　Medical　College，　Nishikagura　4－5－3－11，Asahikawa，078－11

　　　We　studied　an　endogenous　digoxin－like　substance（EDLS）in　the　serum　of　pregnant　women，　cord

blood，　neonates　not　receiving　digoxin　and　in　amniotic　fluid．　The　EDLS　was　measured　by　immunoassay

technique　using　commercially　available　kits　for　digoxin　assay．

　　　The　EDLS　levels　in　the　paired　senlm　from　the　pregnant　women　at　delivery　and　cord　blood　were

comparable　and　there　was　a　good　positive　correlation　between　them．　The　levels　of　EDLS　in　the　serum　of

neonates　at　5　days　of　age　were　lower　than　those　in　cord　blood．　The　ELDS　levels　in　pregnant　women　were

also　studied　during　8　to　39　weeks　of　gestation．　The　EDLS　was　positive　in　24（700f　women　less　than　28

weeks　of　pregnacy，42％at　28　to　35　weeks，　and　79〔70　at　36　weeks　or　later．

　　　Our　data　may　suggest　that　the　EDLS　is　generated　from　feto－placental　system　and　is　ready　to　cross

the　placenta．
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