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ウイルス性肝炎におけるHIM試 験の臨床的意義
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1 緒 言

人肝 炎 ウイルス の 分 離 に つ い て はDavis, O'

 Malley, Bolinな どによる組織培養 を用 いて の 試 み

が あるが,今 日まで その分離が成功 していな い.し

たがつて,流 行性肝 炎 と血清肝 炎の臨 床鑑 別 には,

輸血 の有無,潜 伏期 間等 を参考 に して便宜 的 に両者

を分けざるをえない.さ らに,最 近増 加傾向 を示 し

てい る無黄疸性肝 炎の診断 には肝生検 によるか,血

清 トランスア ミナーゼ活性値 の上昇 な どの肝機能検

査成績を指標 としなけれ ばな らない現況で ある.

ところで,こ の欠点を償 うため血清反応 と して,

ヒツジ赤血球凝集反応1)～5)をは じめ と して肝 炎患者

肝臓,動 物臓器等 を抗原 とす る補 体結 合 反 応5)6),

沈降反応6),寒 冷凝集反応3), Newcastle virus感 作

血球凝集反応7)等 が提 唱 され たが,い ずれ も非特 異

的反応であ り,そ の価値 は高 い ものではなかつ た.

ところで, 1961年, Bolin8)は ヒ ト肺組織 由来の培

養細胞(HLC＃5株)を 用 いて分離 した ウイル スを

ラテックスに吸着 させ,こ れを抗原 と して患者血清

と反応 させ,こ の ラテ ックス抗原の凝集 によつて診

断を おこ な う ウイル ス ・ラテ ツクス 凝 集反 応9)10)

 (Hepatitis Infectious Mononuoleosis Test)を 発表 し,

その診断 的価値の高 い ことを強調 した.

以 下 これをHIM試 験と記 す.

今回,こ のHIM抗 原(SH 193ウ イ ル ス 吸着 ラ

テ ックス)を 入手す る機会を えたので,肝 炎患者血

清 につ いて検索 し,そ の臨床 的応用 について若干 の

検討を加えたので報告す る.

2 研 究 対 象

1966年4月 よ り1967年6月 まで に岡山大学医学部

小 坂内科,倉 敷 中央 病院内科 および香川県栗林 病院

内科に入 院 した患者 の うち流行性 肝炎37例,血 清肝

炎13例,慢 性肝 炎30例,肝 硬変症16例,中 毒性肝 炎

5例, Budd-Chiari症 候群, Dubin-Johnson症 候群,

溶 血性 黄疸各1例,閉 塞性黄疸8例,そ の他 の疾患

24例,肝 炎の既応の あつた3例,健 康 な医学 部学生

5例,看 護学校 生徒9例,受 血 者5例 および急性肝

炎(流 行性)患 者の家族9例 を対象 と した.

3 研 究 方 法

肝生検 は流行性肝 炎10例,血 清 肝炎4例,慢 性肝

炎 は全例,肝 硬変症10例,閉 塞 性黄 疸7例 お よ び

Dubin-Johnson症 候群,溶 血性黄疸,中 毒性 肝炎 お

よびBudd-Chiari症 候群 の各1例 に おこな つた.

HIM試 験 の抗 原は前 記Bolin研 究所 で 開発 され

た ものを使用 した.被 検血清 は1:5か らは じめて

2倍 連続稀釈法 によ り定量 的に力価測定 をお こなつ

た.こ の方法 を通 じて, 10×75mmの 試験管 を使 用

し 各 稀釈血清 の0.5mlに0.05mlの 抗 原 を 加

え, 37℃, 30分 温浴 し, 3400廻 転, 15分 間遠心沈

澱 して ラテ ックス粒 子の凝集 を150ワ ッ トの直接光

線 の もとで 観察 し た.対 照 に は ウイルス ・ラテ

ックス試薬 に添付 されて いる陰性 および陽性 コ ン ト

ロー ル血清 とラテ ックス コン トロールを用い比較 し

た.

さ らに,被 検患者 について は発病 初期の黄疸 の有

無や発病状 況を詳細 に検 討 した.ま た血液型,肝 機

能検査 〔黄疸指数,チ モ ール溷 濁反応,硫 酸亜鉛反

応,塩 化 コバル ト,ケ フ ァリンー コ レステ ロール 絮

状試験,血 清 トランスア ミナーゼ 活 性 値(S-GOT,

 S-GPT),ア ル カ リ性 フオ スフ ァターゼ 活性値,血

清蛋 白量 および その分画測 定〕, RA試 験 などを 検

査 した.

4 研 究 成 績

健康 な医学 部男子学 生5例 中1例 は1:20(±),

 1例 が1:5,他 の3例 は陰性で あつた.健 康 な看

護学 校生徒9例 中1例 は1:20, 2例 が1:10, 3

例が1:5,他 の3例 は陰性 であつた.

各種肝疾 患時のHIM抗 体価 を一括 してFig. 1に

示す.疾 患別 にみ ると急性肝炎,と くに血清肝 炎が

高いHIM抗 体価を示 してい る. 1:10以 上 の例 は

流行性肝 炎37例 中20例(う ち1:10, 8例),血 清



124　 奥 富 善 吉

肝 炎13例 中12例(う ち1:10, 1例, 1:40以 上11

例),慢 性肝炎30例 中9例,肝 硬 変症16例 中9例,

閉塞性 黄疸8例 中2例 で中毒性肝 炎5例 は何 れ も1

:5以 下 で あつ た.溶 血 性 黄 疸 の1例 は 陰 性,

 Dubin-Johnson症 候 群の1例 は1:5で あつ た.

急性肝 炎の発病 よ りの経過 日数 とHIM抗 体 価 と

の 関係をみ ると, Fig. 2の 如 く血清肝 炎のHIM抗

体価が流行性肝炎のそれよりも高い傾向が み られ

た.

Fig. 1 HIM titer in liver diseases

Fig. 2 HIM titer after onset of acute

 hepatitis

Fig. 3 Alterations in HIM titer after

 onset of acute hepatitis

急 性肝炎の経過 に おけるHIM抗 体 価 の消長 をみ

る と, Fig. 3の 如 くHIM抗 体価陰性 で あつ たもの

が経 過中陽性 化す る症例 は検 索範囲 では経験 されな

かつた.な おFig. 2は 発病後,最 初 に検 査 され た日

をあ らわ し, Fig. 3は 個 々の症例 につ いて経過 を追

つ て検査 され た抗体 価を示 してい る.

また保存血 の輸血を受 けた後,隔 週毎 に3カ 月経

過 を追 つた症例 で肝 障害を み とめ なか つた5例 で は

すべてHIM抗 体価の上昇 はみ とめなかつた.

慢性肝 炎症例 において も血清肝 炎患者血清 のHIM

抗 体価 は流 行性肝炎患者血 清 のそれに くらべFig. 4

の如 く,や や高 い値 を示す ものが多いが,肝 硬変症

の それ と大差 はない.

Fig. 4 Relationship of HIM titer to time

 interval since the year of hepatitis

HIM抗 体価 と年 令 および性 との間 には 相関 は認

め られなかつ た.

黄疸 指数,チ モール溷濁反応,硫 酸亜 鉛反応,塩

化 コバ ル ト,ケ フ ァ リンー コレス テロール絮状試験,

血清 トランス ア ミナーゼ活 性 値(S-GOT, S-GPT),

ア ルカ リ性 フオス フ ァターゼ 活性 値,血 清蛋 白量お

よび その分 画 とHIM抗 体価 との間 には関連を認め

えなかつ た. RA試 験 とHIM抗 体価 との 間 にも一

定 した関係 は認 めなかつ た.

受 血者5例 について3カ 月間隔週毎 に検索 した成

績 か ら輸血の みで肝 障害 を きた さぬ 場合 に はHIM

抗体 価の上昇 は認め られなかつ た.輸 血後 の一過性

の肝 障害時 に もHIM抗 体 価 の上 昇はみ られなかつ

た.

つ ぎに,慢 性肝 炎症例 で もHIM抗 体価 がかな り高

値 を示す ものがあ ることは前述 したが,こ の さい免

疫抑 制剤(Steroid hormone, 6-Mercaptopurine, Im

uran)使 用例 につ いてみ ると,慢 性肝 炎例 で はHIM

抗体 価 と該薬剤 使用量 および使用 期間 との関連は明
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らかで なかつ た.

Table. 1 HIM titer other than hepatic diseases

肝疾患以外の他の疾 患のHIM抗 体価はTable 1に

一括表示 した如 く
,白 血病 では急性骨髄性 白血病4

例中その抗体価 は1:20が2例, 1:5が1例,陰

性が1例 であ り,慢 性 骨髄 性 白血病3例 では1:5

が2例, 1:80が1例 で,急 性 リンパ性 白血病1例

は1:40で あつた.即 ち1例 の陰性例を除 き,す べ

て陽性で あつた. Hodgkin氏 病 の1例 は1:160の

抗体価を示 した.慢 性腎炎5例 のHIM抗 体価 は1

:5が2例, 1:10が1例 , 1:20が2例 であつた. 

20年, 12年 および8年 前に流行性 肝炎 に罹患 し,現

在 まつ た く健康 である3例 の抗体価 はそれぞれ1:

5, 1:10, 1:5で あつた.

症 例

症例1.　 全身倦 怠感,食 欲不振 を主 訴 に来院 した

18才 の男子高校生.診 察時,眼 球 結膜軽度黄染.

肝1/2横 指触知,圧 痛 軽度.血 清総 ビ リル ビ ン値3.0

mg/dl,直 接型1.8mg/dl ,血 清Transaminase活 性

値: S-GOT 580, S-GPT 620 (Karmen単 位).

急性肝炎 と診断 しHIM試 験を おこなつた ところ

抗体価 は1:40で あつた.そ こで本 人 と同居 し生活

を共 にしてい る父,母,姉 にHIM試 験 をお こなつ

た.抗 体価 はいずれ も1:10で あつ た.な お三 名の

肝機能検査 は正常範囲 内で あつた.

症例2.　 嘔気,食 欲

不 振,全 身倦 怠感を主

訴 に来院 した35才 の男

性.診 察時黄疸 を認 め

肝1横 指触知,脾 はふ

れない.現 病 歴 より第

14病 日と考 え られた.

尿 ウ ロビ リノー ゲ ン

(+),尿 ビ リル ビン

(〓).黄 疸 指 数40,

 S-GOT 730, S-GPT 860

 (Karmen単 位).輸 血,

注 射の機会 はな く流行

性肝 炎 と診断 した.そ

こで妻 と二人の子供 に

ついてHIM試 験 をお

こなつ た.妻 の抗体価

は1:20,子 供 二人 の

それ は,そ れ ぞれ1:

80, 1:20で あつた.な お患者 自身の抗体価 は1:

40で あつ た.患 者 以外 はすべ て 肝 機能正常 で あ つ

た.

症 例3.　 33才 男性.第7病 日の流行性 肝炎例.黄

疸指数46. S-GOT 1150, S-GPT 1370 (Karmen単 位).

 HIM抗 体価1:40.本 例 に おけ る妻 の それは1:

5で あつ た.な お,妻 の肝機能検 査 は正常 であつた.

追記:　 夫が流行性肝 炎 に 罹 患 した 他 の2症 例 の

抗体価1:5, 1:5(±)の 妻を検 査 したところ,

それぞれ1:10,陰 性 であつ た.

症例4.　 高血 圧 と糖尿病 で入 院 中の75才 の女性.

誘因 と思われ る ものな く一 日10数 行 におよぶ水様性

下痢 と嘔気 を来た し,血 清Transaminaseの 一 過性

上昇(S-GOT 125, S-GPT 75 Karmen単 位)を とも

なつたが, HIM抗 体 価 は陰性 であつ た.こ の 例 に

おけ るTransaminaseの 一 過 性上昇 は いわ ゆる肝 炎

ウイル ス以外 の原 因 によ るもの と考 え られ た.

次 に,慢 性 肝炎 におけ る抗 体価 は一 般に低値で あ

つたが例外 的に高い抗体 価を示 した2例 について検

討す ると,

症例5.　 24才 女性. 1965年5月 発熱,全 身倦怠感,

嘔気,心 窩 部痛で発 症.某 地方病 院に入院.数 日後,

黄疸 を来 た したが約20日 間で消褪 し,自 覚症状 も消

失 した. 1965年9月 再 び黄疸を来 た したが12月 初旬

にやや消褪 した.今 回 も微 熱,頭 痛 を ともなつた.
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1965年12月18日 岡 山大学 医学部小坂 内科 に入 院.入

院後 の腹 腔鏡診断:や や赤味を帯 びた大 白色肝.組

織診断:亜 急性肝炎. 1966年4月 末 よ り肝 機能検査

も好転 し,組 織学 的に も改善の徴 があ り同年12月 初

旬 まで順調 に経過 していた.こ の間, 6月4日 に退

院 し,外来通院 にて経過 を追つてい たが,同年12月 初

旬,と くに訴 え もな く黄疸を来 た し再入 院 した.入

院後,肝 機能検査 の好転 した1967年4月14日HIM

試験 をお こなつ たと ころ, 1:160で あつた.

症例6.　 1965年12月19日 卵管破裂 で肝 炎の既往歴

を もつ 弟よ り100cc.受 血 後53日 目に嘔気を ともな

つて発 黄.黄 疸 は約2ヵ 月間持続 した.自 覚症状 は

ないが,血 清Transaminase活 性値が 安定 しない た

め1966年11月20日 岡山大学医学 部小坂 内科に入院.

その後 もTransaminase値 は 安定 し て い な い.

 HIM抗 体価 は1:160で あつ た.

症例7.　 Budd-Chiari症 候群 の 診断 で手術を 受 け

A型 保存血5000ml受 血 後40日 を経て黄疸 を来た し

た症例 で,術 前 後 にHIM試 験 をお こなつた ところ,

術前1:10, 1:20(±),発 黄3日 目で1:160で

あつ た.

5 総括 および考案

肝炎 ウイルスの同定 されて いない現在,ウ イルス

性肝 炎 は疫学 的事項,臨 床症状,肝 機能検査,肝 組

織 像な どの成績 を総合 して診断せ ざるをえな いが,

人肝 ウイル スによ る特異 的血清反 応の 出現を期待 し,

諸 種の血清反応 が試 み られ た. Hoyt11)ら の アカゲ

ザ ル赤 血球凝集反応, Havens12)の ニワ トリ赤血球

凝集反応 など も注 目され たが,そ の凝集物質 がグ ロ

ブ リンに一致 する こが判明 し,ウ イル スとは無 関係

であ ることが明 らか にされ た.

さて対照例 と して健 康な医学部学 生5例 で は1:

10以 上 を陽性 とすれば,す べて 陰性 であつ たが,健康

な看護 学校生徒9名 では3例 の陽性例 が あり, 1例

は1:20で あつた. Bolin10), Weaver13),市 川,生

垣14)らに よれ ば健康 者 と考 え られ る例の40%近 くに

陽性者 をみ るとい う.従 つて本 試験が肝炎 ウイルス

に特異 的な もの と断定 す るにはなお吟味を要す る も

の と思 われ るが,流 行性肝 炎37例 中20例 陽性,血 清

肝炎13例 中12例 陽性,中 毒性肝 炎5例 中0例,閉 塞

性黄疸8例 中2例 陽性(い ずれ も1:10)で ある点

か ら考 え ると,か な り注 目すべ き成 績で あるといわ

な けれ ばな らな い.ま た慢性 ウイル ス性肝 炎では30

例 中9例 陽性(流 行性肝 炎 よりの移行例20例 中3例,

血清肝 炎よ りの 例, 10例 中6例),ウ イル ス性肝 炎よ

り移 行 した と思 われ る肝硬変症 では16例 中9例 陽性

で あつ た.ま たウイルス性肝炎発病 後,経 過 を追つ

て抗体 価の消長 をみ ると,緩 慢で はあ るが次第 に低

下の傾 向を示 した. Bolinら10)は 終生抗 体価の上昇

は続 くといい, Weaver13)は12年 前 に肝 炎既往歴 を

有 して い る例 に陽性 であつた と報告 してい るが,著

者め経験例 では20年 前, 8年 前 の肝 炎罹患例 におい

ていずれ も1:5で あ り, 12年 前 の例 に1:10で あ

つ た.他 方,流 行性肝 炎症例の健康家族 における抗

体価 は5家 族9名 中7名 が陽性で1例 は1:80で あ

つ た.そ うす ると本試験 と肝炎 ウイルス感染 との間

の関連 において,さ らに検 討を重ね る必要が あると

思はれ る.

この さい,さ らに注 目すべ きは ウイ ル ス 性肝炎

の うち流 行性肝 炎の さいの抗体価が血 清肝炎の それ

に比 し,急 性,慢 性型 と もに低い ことであ り,ま た

経過を追 つて抗体価 の消 長を追つ たさい,発 病時陰

性で あつ た場 合,中 途 よ り陽転 した例 がみ られなか

つた ことで,本 試験 の特異性 とも考え たい.

また, Weaver13)はAzathiopurineを 使 用 した1

例 について免疫 抑制剤 によ り抗体価が抑 制 され るよ

うだと述 べてい るが,著 者が糖質Steroid, 6-mercap-

topurine, Imuranな どの免疫抑 制剤を使 用 した31例

の結 果で は効果 をみ とめて いない.

しか しなが ら,急 性,慢 性 骨髄性 白血病 で, 4例

中2例, 3例 中1例 に陽性, Hodgkin氏 病の1例 に

1:60,慢 性腎 炎5例 中3例 に陽性 の成績 をえ たこ

とは,本 試験 が肝 炎 ウイル スに特異的 でない との冒

頭 の考え を裏書 きす る.

市 川 ら15)によ ると, HIM抗 体 はDavidsohn吸 収

試験(ヒ ツジおよび ウシ赤血 球,モ ル モ ッ ト腎)に

よ り減少す ることか ら,異 好性 抗体やForssman型

抗 体が含 まれて いる可能性 があ るが,一 方HIM抗

原 で被検血清 を吸収 した場 合 にはForssman抗 体 と

異 好性抗体 は血 清中 に 残存 す るので, HIM抗 体と

異好性抗体な い しForssman抗 体 を同一視す る こと

はで きな い.

そ うす ると,健 康例や肝 炎以外 の白血 病, Hadgk

in氏 病,慢 性 腎炎な どで 陽性 を示 した 抗 体は ウイ

ル ス性肝 炎な どで陽性 を示 したそれ とは異 るものか

も知れな い.今 後 この方面 の検 討は さ らに望 まれる

ところであ る.

結 論
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肝 疾患を中心 として,各 種疾 患例 にHIM試 験 を

実 施 し,次 の結果 をえた.

1. ウ イル ス性肝 炎では本 試験の陽性率 は高 く,

血 清肝炎 は流行性 肝炎に比 し抗体価 がよ り高値 に出

る傾向に ある.

2. ウイルス性肝炎の経過を追つての抗体価の消

長は緩慢な下降 を示 す.病 初 に陰性 であつた例 は中

途 よ り陽転す る例 はみ られなかつ た.

3. 流行性肝 炎患者家族 に本試験 陽性例が多 い.

4. 免疫抑制剤 によ るHIM抗 体 の抑制効果 はみ

られなか つた.

5. 健康者 の一 部,白 血病, Hodgkin氏 病,慢 性

腎炎 の一部 には陽性例 がみ られ るが,本 陽性抗体 と

ウイル ス性 肝炎 にみ られ る抗体 とはかな らず し も同

一 とは考 え られな い.

おわ りに,ご 指導,ご 校閲 を賜わつた恩 師小 坂淳

夫教授,熊 本大学長 島秀 夫教授に深 謝の意を表 し,

貴重 な資 料を ご提 供下 さつた倉敷 中央病院 内科 医長

三宅康 夫博士,栗 林病 院内科石 川亨 先生の ご協 力に

感謝致 します.

本研究に は株式会 社 ミ ドリ十 字の 多大 の援 助をえ

た.記 して謝意を表 します.
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A Clinical Evaluation of HIM Test in Viral Hepatitis

By

Zenkichi OKUTOMI

The First Depatment of Internal Medicine Okayama University 
Medical School (Director: Prof. Kiyowo Kosaka)

HIM test was performed on the 103 patients with liver diseases and 33 cases of the 
other diseases. The results obtained were as follows;

1. The titer of HIM antibody showed high percentage in the sera of the patients with 

viral hepatitis. The titer of HIM antibody in serum hepatitis tended to be higher than that 

of infectious hepatitis.

2. In acute viral hepatitis the titer of HIM antibody was usually elevated at the begin

ning of the diseases, then the titer decreased gradually when the time lapsed. None of the 

cases of viral hepatitis were observed, in whom the HIM test was negative at the beginning 

and it became positive in the course of the diseases.
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3. The family of the patients with infectious hepatitis tended to show positive results in 

the test.

4. The suppressive effect on the producton of HIM antibody was not able to prove by 

the administration of immunosuppressive drugs such as corticosteroids, 6-MP and Imuran.

5. The positive results were observed in some cases of healthy population, leucemia, 

Hodgikin's disease and chronic nephritis. It was however, difficult to assume that the anti

body observed in the sera of viral hepatitis is consistent with the antibody proved in the 

sera of the other diseases.


