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興味ある抗ミオシン抗体価の推移を呈した心膜切開後症候群の1例
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　心膜切開後症候群の患児において，経時的にELISA法を用いて抗ミオシン抗体価の測定を行った．抗

ミオシン抗体価の変化は心嚢液貯留の変化とよく一致していた．また蛍光抗体法による抗心筋抗体が，

経過中弱陽性であったのに対し，抗ミオシン抗体価は病初期から高値を呈していた．

　抗ミオシン抗体価は心膜切開後症候群の検査の一つとして有用と思われた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　心膜切開後症候群は自己免疫の関与が言われてお

り，高率に抗心筋抗体が証明される．しかし，抗心筋

抗体の証明法は蛍光抗体法によるため，必要血清量も

多く測定方法も煩雑である．今回，心房中隔欠損閉鎖

術後に心膜切開後症候群をきたした症例において，抗

ミオシン抗体価を経時的に測定し，興味ある結果を得

たので報告する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例：5歳男児．

　既往歴：特記すべきことなし．

　現病歴：昭和59年10月，3ヵ月健診時の心雑音を主

訴に当科外来を受診し，心房中隔欠損症の診断を受け

た．その後外来にて経過観察されていた．

　昭和63年4月，心臓カテーテル検査を施行し，Pp／

Ps：0．26，　Qp／Qs：228，左→右シャント率：62％の

結果を得，手術適応ありと判断された．
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　平成元年8月29日，心房中隔欠損閉鎖術をうけたが，

9月2日頃より時々発熱がみられるようになった．9

月6日，心陰影拡大と，心エコー上著明な心嚢液貯留

を認め，心膜切開後症候群と診断された．アスピリン，

水分制限にて加療するも軽快せず，9月9日当科入院

となった．

　入院時現症：貧血，黄疸は認めなかった．心拍数は

102回／分，呼吸数は28回／分で，心雑音，心膜摩擦音お

よび肺野のラ音は聴取しなかった．肝は1横指触知し

たが浮腫は認めなかった．血圧は98／46mmHgであっ

た．

　入院時検査結果：血液検査では，白血球増多，CRP
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図1　入院時胸部レントゲソ写真
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図2　入院時心電図
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図3　入院時心エコー図
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陽性，血沈元進およびIgM高値を認めた（表1）．

　胸部セントゲン写真ではCTR　66％と著明な心陰影

拡大を認めた（図1）．

　入院時心電図所見では，TV1～V5に陰性T波を認

めた．T波高は，術前と比較して全体的に低電位で

あった（図2）．

　入院時心エコー図では，著明な心嚢液貯留を認めた

が，左室駆出率は79％と正常範囲内であった（図3）．

　入院後経過：水分制限，アスピリン，利尿剤，カテ

コラミンにて加療を開始した．当科入院後は発熱はみ
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られなくなった．心嚢液貯留は9月13日頃より次第に

軽快し，9月25日には消失した，胸部レントゲン写真

上の心陰影拡大もしだいに軽減がみられ，心電図上も

T波高の上昇がみられた．

　血液検査では，トランスアミナーゼ値の変動はほと

んどみられず，CKも同様に低値であった．抗心筋抗体

は9月13日が20倍と弱陽性であった（図4）．

　ウイルス抗体価は，コクサッキーウイルス（A7，9，

16，B1～6），エコーウイルス（1，6，9，18），エン

テPウイルス（70，71）において，ペア血清上の有意
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図4　経過表
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の上昇は認めなかった．

　　　　　　　　対象及び方法

　本児の一80℃に凍結保存された血清を用いて，経時

的に抗ミオシソ抗体価を測定した．正常コントP一ル

として，急性上気道炎等で当科を受診した基礎疾患の

ない小児84例の一80℃に凍結保存された血清を用い

た．ミオシンは，Margossian＆Loweyの方法1）で家

兎心筋より抽出した．Sodium　dodecyl　sulfate　poly－

acrylamide　gel　electrophoresis（SDS－PAGE）にて確

認すると主に200KDのミナシン重鎖のバソドを呈し，

43KD付近にアクチソ，34KD付近にトロポミオシン，

25KD付近にミオシソ軽鎖1の薄いバンドを呈した

（図5a）．　ELISA法は上記ミオシンを抗原としてVol・

ler＆Bidwellの方法2）に準じて行った．また，抗ミナ

シソ抗体はimmunoblotting法にて確認した．

　　　　　　　　　結　　果

　正常コントロール群の抗ミオシン抗体価は0．407±

0．241（mean±1SD）であった．本児の抗ミオシン抗体

価は，9月13日に1．593と著明な高値を呈した．その後，

心嚢液貯留の減少と平行してしだいに低下し，発症か

ら2ヵ月後の11月1日には，0．522まで低下していた

（図4）．
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　immunoblotting法にて抗ミオシン抗体を確認する

と，主にミオシン重鎖及びその分解物のバンドとの反

応がみられた（図5b）．

　　　　　　　　　考　　案

　心膜切開後症候群は，開心術後1～2週に発症する

症候群で，発熱，心嚢液貯留，胸水貯留等がみられる3）．

　本症の成因や病態に関しては種々の報告がある．

Engelらは，本症候群において，抗心筋抗体の上昇と，

アデノウイルス，サイトメガロウイルス，コクサッキー

ウイルス（B1－－6）等に抗体価の上昇を報告してい

る4）5）．De－Scheerderらは，82例の心臓手術後の患者の

観察で，16例（19．6％）の心膜切開後症候群を認めて

いる．その全例に抗心筋抗体を認め，75％にimmune

complexの増加を認めている．心膜切開後症候群を呈

した群と他の群との間には，抗心筋抗体とimmune

complexでは有意差を認めるものの，ウイルス抗体価

の上昇に関しては有意差を認めていない6）．また心臓

手術や心筋梗塞の後に，心膜切開後症候群と同様の症

状を呈した症例（post－cardiac　injury　syndrome）にお

ける検討で，抗ミオシン抗体価と抗アクチン抗体価の

有意の上昇を報告している7）8）．

　このように，本症候群は開心術時に障害をうけた蛋

白成分が血中に流出することにより始まり，抗心筋抗

体や抗ミオシン抗体等の自己抗体の産生がなされた症

例において発症すると考えられている．したがって本

症候群においては，術直後の血中のミオシン，アクチ

ン等の蛋白の測定も意義あるものと思われるが，その

後の抗心筋抗体，抗ミオシソ抗体，immune　complex

などの免疫学的反応の有無のチェックがより重要と考

えられる．

　本症例では，経過中抗心筋抗体は弱陽性であり

immune　complexも陰性であった．これに対し抗ミオ

シン抗体価は，病初期より著高を呈しており，より鋭

敏であった．またその経時的変化から病勢の推測も可

能と思われ，治療方針の一つの指標となる可能性が示

唆された．

　更に，抗心筋抗体の証明には蛍光抗体法を用いるた

め，心要血清量も多く操作方法も煩雑である．抗ミオ

シン抗体価はELISA法で測定するので，必要血清量

も少なく手技も簡単であり，この点も有益であると思

われる．

　　　　　　　　　結　　語

　心膜切開後症候群の症例に於いて，経時的に抗ミオ

シン抗体価を測定した．抗ミオシン抗体価は，抗心筋
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抗体より鋭敏でありかつ測定方法も簡単なため，心膜

切開後症候群の検査法の一つとして有用と思われた．

　　今後も症例を重ねて更なる検討が必要と思われる．

　本論文の要旨は第26回日本小児循環器学会（1990年，奈良

市）において発表した．
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Changes　in　Titer　of　the　Anti－myosin　Antibodies　in　a　Patient　with

　　　　　　　　　　　　　　　　Post－pericardiotomy　Syndrome

Yuichi　Nomura，　Masao　Yoshinaga，　Takashi　Noda，　Masahiko　Shigemori，　Sougo　Aihoshi，

　　　　　　　　　　　　　Syouzou　Oku，　Tsutomu　Haraguchi　and　Koichiro　Miyata

　　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　Faculty　of　Medicine，　Kagoshima　University

　　　The　anti・myosin　antibodies　in　a　patient　with　post－pericardiotomy　syndrome　were　examined．

　　　The　patient　is　a　5－year－01d　boy　who　was　undergone　the　direct　suture　of　atrial　septal　defect　on

August　29th　in　1989．　On　September　6th　he　was　diagnosed　as　post・pericardiotomy　syndrome　with　the

findings　of　the　enlargement　of　cardiac　shadow　in　chest　X’ray　and　a　large　quantity　of　pericardial

effusion　in　echocardiography．　His　pericardial　effusion　disappeared　with　the　treatment　of　aspirin，

diuretics　and　catecholamines　on　September　24th．

　　　　Anti・myosin　antibodies　were　examined　using　ELISA　method　with　rabbit　heart　muscle　myosin　as

the　antigen．　The　titer　of　the　anti－myosin　antibodies　was　strongly　pOsitive　at　first（1．593：control　O．407

±0．241，N＝84），　although　the　titer　of　anti・heart　antibodies　on　September　13th　was　weekly　positive．　In

accordance　with　his　pericardial　effusion，　the　titer　of　anti・myosin　antibodies　decreased　gradually　to

O．5220n　November　lst．　It’s　also　another　advantage　that　the　examination　of　anti－myosin　antibodies

need　much　fewer　serum　in　quantity　than　that　of　anti・heart　antibody．

　　　　These　data　suggest　that　the　examination　of　anti－myosin　antibodies　is　useful　for　the　diagnosis　and

following　of　the　patient　with　post・pericardiotomy　syndrome．
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