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はじめに

　補体研究会会長

藤　田　禎　三

　今は亡き有名な補体学者Muller－Eberhardは、その著書の中でよく「Complement

is　complicated」といわれると書いている。私もしばしばその言葉を聞くが、ほんの

少し補体のことを学べば、「Complement　is　easy」と思えるのではないかと常々思っ

ております。それは、補体系が非常に論理的に構成され、しかも、その反応経路も

蛋白の構造もすでに明らかにされているからです。その意味で39回目の補体シンポ

ジウムを機に大井会長が企画した「補体学への招待」は、的を得たもので、補体に

興味を持っていただき、補体学のますますの発展に役立てることを祈っております。

　補体は、1980年代に耐熱的な抗体が認識した微生物を殺菌する易・熱性の成分とし

て発見され、1919年にJules　Bordetがノーベル賞を受賞している。受賞時の演説原稿

と彼の略歴をノーーベル賞博物館でインターネットを通して読むことが出来る（http：

／／www．nobel．se／medicine／laureates／1919／）。1950年代から1980年代にかけて、多

くの補体成分の構造と活性が明らかとなり、補体第二経路も発見され、また、補体

系の制御機構も解明されようになった。これらの補体系の解明には多くの日本人研

究者が関わっており、日本における補体研究の歴史は決して浅いものではない。

　ここ数年の問に自然免疫の重要性が明らかになるにつれ、抗体のエフェクター分

子として発見された補体は、獲得免疫だけでなく、自然免疫においても重要な役割

を果たしていることが明らかになり、世界の免疫学の教科書「免疫学イラストレイ

テッド」「免疫生物学」ともに、はじめの方に補体の章が現れるようになった。特に

補体欠損マウスを作製し、その役割を解明する研究は、新たな補体の機能を明らか

にする可能性があり、将来の発展が期待されている。
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基礎補体研究の魅力

基礎補体研究の魅力

　　日本赤十字社技術顧問

ウイルス肝炎研究財団理事

　　西　岡　久山彌

知之者、不如好之者。好之者、不如楽之者。

　「回れを知る者は、之れを好む者に如かず⊥何事も、それを知っているというだけではそれを好むという

ような人の力には及ばない。「之れを好む者は、之れを楽しむ者に如かず。」何事につけても、好むよりは、

それを楽しむ者が上である。花を観賞するだけの人よりは花をつくることを楽しむ人の方がいっそう上手

だ。

　我が国最高の中国文学の碩学であられた諸橋三次博士が、中国の彪大な古典の中から名言を精選簡潔で

わかりやすい解説を付した珠玉の名言名句集、中国古典名言辞典、昭和四十八年講談社版、論語の中の一

節である。諸橋博士は、「之れ」を花にたとえて解説された。筆者は編者から基礎補体研究の魅力という課

題の指定を受け、直ちにこの古典の英知に満ちた章句と、諸橋博士の解釈を思い浮かべた。之れを楽しむ

という言葉の奥に秘められた、積極性、自主性、そしてゆとりの心はオリジナルな研究の展開に不可欠で

あり、諸橋博士の「花」は筆者にとっては補体にほかならない。

補体研究に魅せられて

　大日本帝国政府伝染研究所（現東京大二二科学研究所）の田宮研究室に医学部の学生の身分で出入りを

許され、本郷の講義を適当に抜け出しては、上野から山手線を一周して目黒の研究所に通い、コレラ菌や

発疹チフスのワクチン造りで菌型分類やワクチンの抗原価測定のお手伝いをさせていただきながら、戦中、

戦後の青春を送ることが出来た。とりわけ発疹チフスワクチンの補体結合反応による力価検定には腕の長

さと腕力を買われて、振蛋機がわりをつとめたことが補体との浅からざる因縁の発端となった。

　当時全国に猛威を振って、特効薬もなかった致命的な疾患であった発疹チフスの脅威はこのワクチンに

よって食い止められると意気込み、免疫学を志す者の社会に対する貢献と責務を戦争生き残りの身として

痛感、爾来五十九年、私の免疫学はこのジャンルから一歩も出られない。

　箱根の山に同学の士が集まって夜を徹して討論した第一回補体シンポジウムが開かれてから各年三十九

回を数えるに到った。この間、日米補体シンポジウムが経団連会館で、国際補体シンポジウムが志摩観光

ホテルで、併せて四十一回の会合が重ねられ斯学の進展に寄与して来たことは同学の士の献身的な努力と

すぐれた成果の集積によるもので創設者の一人としての感激を新たにするものである。
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基礎補体研究の魅力

補体研究からみた免疫

　免疫とは文字通り疫を免れる我々の身体を防衛する医学の根幹。分子生物学、遺伝子工学の進歩とあい

まって今の免疫学が形成されてきているが人類にとって重要なのは種族と個体の生命を保持する生体防衛。

今の免疫学の主流となっているリンパ球の反応だけではない。上皮細胞、白血球、赤血球、液性因子など

の諸因子が一糸乱れぬ統御のもとにはりめぐらされている人類誕生以前何億年も以前の祖先から受け継い

できた先天性機構の存在が基幹となっているのである。これこそ人類の進化の過程で丸しい外敵の侵入と

闘ってきた勝利の跡を着実に遺伝子DNAに伝えて現在に至り未来の繁栄のための機構である。

　その源流を究明することは遺伝子に刻み込まれているDNAを比較することで可能となって来た。系統発

生的には筆者が1963年に発見報告した補体たんぱくC3が脊椎動物の遠い遠い祖先、被膜動物（ホヤ）や棘

皮動物（ウニ）に存在し連綿と続いていることが報告されて来た。爾来七億年C3を中心とする補体系によ

る先天性防衛機構は連綿として人類への進化の過程を通じて生体を外敵から防御して来た。リンパ球を中

心とする免疫反応が軟骨魚類になって漸く出現するのに先立つこと三億年、その間リンパ球の関与なしに

生体防衛に当たって来た。C3を中心とする補体系の活性化が防衛反応の基幹となって来ている問にリンパ

細胞による抗体産生や細胞性免疫が枝葉となって繁り基幹の防衛反応を補充し高度に発達した統合機能を

発揮しながら哺乳類からヒトの防衛機構に進化していることが示されて来ている。

Disease　Oriented　lmmunology

　補体の生物活性はBordetの免疫細胞障害（IL）とNelsonの免疫粘着（IA）で代表される生体傷害と生体

防衛の二面性を持っている。その分岐点であるKeyたんぱくとして筆者はC3を発見。C3それ自身、血

漿レクチンあるいは抗原抗体反応を通じてC3が活性化されるとC5・6・7・8・9がカスケード的に反応し

てアナフィラトキシンやMAC（膜破壊結合物）を形成する生体障害反応となる。赤血球上のCR1と反応す

ると免疫粘着、食菌、抗体産性調節などの生体防衛につながる。（図参照）前者を抑制し、後者を維持する

ことが慢性肝炎に治癒効果をあげているグリチルリチンにその作用が認められ生体防衛を目指したdrug

huntingのストラテジーの一端が示されて来ている。

　目前に繁っている枝葉のリンパ球免疫反応にのみ目を奪われることなく、繁みの奥に存在する遺伝子に

刻み込まれた生体防衛の源流を求めて対応して行くことが現時点の免疫学では難問とされている難治性の

感染症、がん、自己免疫、老化などの対策に必要であり、その道すじはすでに開かれつつある。
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生体防御における補体系のオリエンテーション

国補体学の基礎知識

生体防御における補体系のオリエンテーション

名古屋市立大学分子医学研究所

　　　　　　生体高分子部門

　　　　岡　田　秀　親

　生体内への病原微生物の侵入に対しては、皮膚や粘膜等の体表面を覆う上皮組織が物理的障壁を形成す

るとともに、脂肪酸や抗菌ペプチドなどの殺菌性因子などが、第一次の生体防御網として働いている。そ

こを突破されて、上皮内あるいは上皮下に侵入した微生物に対しては、その侵入を直ちに感知して能動的

に生体防御反応を始動しなければならない。しかし、それに先立ち、多くの場合は咬傷などによる上皮等

の組織損傷が起こっていることが多い。そのような場合の時は、上皮下の組織が、破壊された組織の毛細

血管等から漏出して血液にさらされることになる。上皮直下の組織は補体第2経路を活性化する作用を持

つので、咬傷局所や刺傷局所で補体活性化反応が起こることが考えられる。従って漏出した血液は血液凝

固反応を起こすとともに、活性化した補体が生成するC3aやC5aなどのケモカイン活性（細胞を局所に誘引

する活性）も持ったアナフィラトキシンによつで好中球の活性化と集積に至る起炎反応を始動すると推察

される。この様な反応は、侵入してきた微生物などに関わりなく起こる反応であるが、侵入微生物を非自

己の異物として識別することにより起こる反応が更に重要な役割を果たす。この、異物識別の最初の段階

で重要な役割を担っているのが補体系である。補体系は、体液中にくまなく存在する蛋白質群から成る連

鎖反応系である。補体が発見されたのは19世紀末であるが、時代背景としては、病原細菌の発見ラッシュ

の時代であった。19世紀後半は細菌を分離同定する平板寒天培養法が発明され、病原細菌が10年余の間に

次々に発見同定され、殆ど全てのものが発見され尽くした時期である。平板寒天培養法を用いれば、コロ

ニーを作らせることにより細菌の分離同定は極めて容易にできる。細菌は交配などを必要とせず、1個の

細菌が次々に分裂してコロニーを形成するので、一つのコロニーの中にある細菌は均一になるので、簡単

にクローニングができた。遺伝子を導入した細菌のライブラリーから目的の遺伝子を持った細菌をクロー

ニングするときにも、この平板寒天培養法が基本技術として現在でも活躍している。この平板寒天培養法

の技術をいち早く手にした者たちが片端から病原細菌を同定できた、病原細菌発見のゴールドラッシュの

時代だったわけです。この病原細菌の発見は、免疫反応の研究を可能にした。免疫現象は経験則として古

くから知られており、免疫現象を誘導するために、感染予防のワクチンは病原細菌が発見されるより100年

も前に痘瘡に対して開発されたが、そのメカニズムは全くわかっていなかった。したがって、病原細菌が

同定されると直ちに免疫現象の研究が展開されることになったが、その研究の基本技術も平板寒天培養法

だった。平板寒天の上に撒いた試料から生ずる細菌のコロニー数を数えれば、簡単に生菌数を知ることが

出来たからです。病原細菌をフォルマリンなどで殺して動物に投与しておくと、その動物は免疫を獲得し

て病原細菌に対して抵抗性を獲得することが分かったので、免疫を獲得した動物（免疫動物）には殺菌作

用があると考えたわけです。そこで、免疫動物と免疫してない動物（対照動物）との間にどの様な差異が
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あるかの研究が免疫の機序を探る手段となった。免疫動物と対照動物の体内での殺菌のされ具合を調べる

には、菌を投与した後、臓器などをすりつぶして平板寒天培地の上に塗り付けてコロニーの数を数えれば

生き残っている菌の数を知ることが出来た。この様な実験により、結局は、免疫動物の血清には免疫処置

を受けていない対照動物に較べて強い殺菌力のあることが分かった。この殺菌活性を発揮する血清中の因

子をAlexinと呼んだが、血清を56度Cに加熱すると殺菌作用が消失したことから、易熱性であることも分

かった。しかし、この加熱免疫血清に免疫処置をしてない対照動物の新鮮血清を加えると殺菌活性が回復

することがわかった。このことから、耐熱性（56度Cで失活しない）の、病原菌に特異的な因子と、その作

用を補って殺菌作用を発揮させる易熱性の因子とが存在することが判り、前者を抗体、後者が補体と定義

された。この様な研究においては、免疫現象の究明が主題であったので、免疫処置を受けていない対照動

物の血清が持つ殺菌作用については無視されてしまった。すなわち、免疫していない動物の血清にも殺菌

作用が観察されても、殺菌作用が現れないところまで血清を希釈して研究が展開された。免疫動物との差

異を見つけることが目的であったので、それはやむをえないことである。血清の持つ非特異的毒性とか、

非特異的反応として、研究の妨げになる不都合なものとして、冷遇されていたことは、私が大学院に入学

した1960年代でも体験した記憶がある。1950年代にPillemerが、血清の持つ非特異的殺菌機構として

Properdin系を発表し一時話題になったが、補体は抗体があって初めて働くものであるという固定観念に囚

われていた当時の免疫研究者から、血清中に存在する自然抗体を見ているだけだということをあたかも実

証する実験結果を突きつけられて、補体系分野では稀代の天才児であったPillemerは研究会の帰途、交通事

故死してしまった。Properdinが自然抗体ではないことを立証したのは、　Pillemerの若き教え子だった

Lepow　（後に米国免疫学会会長を務めた）であり、10余年後の1968年になってからである。このProperdin

系（補体第2経路）は抗体の介在なしに侵入異物を識別するが、抗体のような認識分子を必要としない異

物識別機序について理論的に説明した我々の作業仮説が1983年忌提唱されるまでは、不可思議な現象とし

て扱われていた傾向がある。LPSや、ある種の糖鎖構造が補体を非特異的に活性化する、いわゆる

Activatorが補体系を活性化するという解釈が主流であったわけである。

　このことは、現在でも同じような流れがあるように思える。LPS　binding　proteinなどの他に、　Innate

immunityの機序として、あたかもToll　like　receptors（TLRs）が異物識別の主役の様に解釈している流れが

あるように思える。TLRsは補体その他が異物として捕らえて免疫系細胞などに運んできた異物を効率よく

認知して処理するとともに、異物侵入の緊急事態に対して細胞を活性化したりサイトカインなどを産生放

出して生体防御態勢を固めるのがその役割であろう。したがって、異物の感知網ではなく、TLRsは前線司

令部的な上位の役割を果たすシステムの呼び鈴と考えたい。最も原始的な異物識別方法は、合い言葉分子

の活用であろう。貧食品を持った単細胞生物は、種の継続あるいは保存のためには、共食いだけは避けな

ければならない。弱った仲間は貧食しても良いが、少なくとも元気の良い仲間の細胞同士で攻撃し合うの

は具合が悪い。そのために必須なことは仲間であることをお互いに認識することである。それを司る同種

認識分子が存在するはずである。同種認識分子を介したシグナルがあったときにだけ直ちに攻撃を中止す

る仕組みになっていれば、仲間以外のものは全て攻撃対象になりうるわけで、極めて簡便な異物識別方法

となる。　多細胞動物になってゆらもその仕組みは根本原理として継承されてきており、その一つとして

補体系の種特異的補体制御膜因子を挙げることができる。補体の第3成分（C3）は分子内にチオエステル
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結合を持っており、たまたま水分子の浸入を受けたC3分子のチオエステル結合が加水分解を受けると活性

型となり、B因子やD因子の作用を受けてC3　convertaseを形成し補体第2経路活性化の起点となる。この水

分子の分子内侵入で始まる自動活性化反応は継続して起こっており、形成されたC3　convertaseによりC3b

の形成もすこしずつ起こっている。しかし、血漿中のH因子や1因子などは液血中での活性化を防いでいる

ので、常態におけるこの反応は速やかに制御されている。細胞膜上に結合したC3bはH因子と1因子による制

御は十分に働かないため、細菌などの異物の上に形成されたC3bは新たな補体活性化の起点となって活性化

が進行拡大することになる。自己の細胞の上に結合してしまったC3bに対しては、　DAF（Decay　Accelerat－

ing　Factor）やMCP（Membrane　Cofactor　Protein）などの種特異的補体制御膜因子が働いて制御するので、

自己の細胞膜上だけは補体反応が起こらない仕組みになっており、これは先に述べた合言葉による認識シ

ステムと理解することができる。同様に、マクロファージなどの貧食細胞に対しても、種特異的に乞食反

応を抑制するPhagocytosis　Inhibitory　factor（PIF》が存在する。異物や、　PIFの機能が損なわれたアポトー

シス細胞や老化細胞のみを貧食し、赤血球をはじめ健常な自己細胞に対してはマクロファージなどが貧食

しない仕組みとなっている。このような、合言葉システムによる自己認識と非自己識別が浸入異物に対す

る最初の段階での生体防御反応を始動すると考えたい。しかし、レクチン、自然抗体、免疫抗体などが反

応すれば、極めて効率良く補体活性化反応が始動されるので、高等動物におけるこれらと異物認識分子の

役割は大きい。一方、生体内には自己反応性の抗体も存在する。自己反応性の抗体産生細胞は原則的にはB

リンパ球の分化過程で排除されているが、排除を免れる細胞も当然残っているので、それらが産生する抗

体はは自己細胞などにも反応する。しかし、自己細胞に抗体が反応してもDAFやMCPなどの種特異的補体

制御膜因子が補体反応を抑制するので、自己細胞には原則として強い補体反応は起こらない。補体反応が

起こらないとTリンパ球などへの抗原刺激も起こりにくく、免疫応答も抑制されやすい状況になり、この

ことも、自己に対する抗体産生が起こらない仕組みに貢献していると考えられる。また、抗体が反応して

も自己細胞膜上のPIFが貧食細胞の機能を抑制していることも自己抗原に対する免疫応答が起こりにくい仕

組みとして考慮に入れる必要もあるだろう。

　侵入異物に対して補体反応が起こると、C4a、　C3a、　C5aなどのアナフィラトキシンを生成する。　C5aは好

中球を誘引集積する作用を持ち、C3aは好塩基球を誘引する作用を持つ。従って、血管内皮細胞を刺激活性

化して毛細血管の透過性を高めたりすると共に、炎症反応にかかわる白血球を感染局所に集積させて炎症

病巣を形成して、生体防御反応の場を形成する。細菌などの侵入異物に対して補体が反応するとアナフィ

ラトキシンなどを生成するだけでなく、菌の表面にC3bなどの補体成分が不可逆的に結合し、好中球やマク

ロファージなどの補体レセプターに反応するリガンドとなる。いわゆるオプソニン化である。一方、菌体

表面のLPSなどに対しては、　LPS　binding　protein（LPS結合蛋白）が反応し、　CD14を介してマクロファー

ジなどにトラップされる反応も起こる。補体やLPS結合蛋白などの液性因子が侵入微生物を捕らえて貧食細

胞や抗原提示細胞などに運び込み、TLRsを介して細胞が刺激活性化されて生体防御反応が強力に起こるこ

とになる。従って、生体防御システムにおける補体の役割は、一言でいえば、侵入異物の発見と防御シス

テムへの警鐘を発することであろう。

しかし、組織再生にも補体反応が関与することを示す知見がイモリなどで見られることや、中枢神経系で

は海馬領域の神経細胞にC5aレセプターが発現していると言った知見などを考えると、補体系は生体防御応
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答での役割以外に、新たな役割が判ってくるようにも思う。
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はじめに

　免疫系の機能を簡潔に言い表すと異物（非自己）を識別する認識能力とそれを排除する能力である。高等

動物における免疫系は、初期感染防御において重要な働きをする自然免疫または先天性免疫（innate

immunity）と、特異的な認識機構とその記憶に特徴を持つ獲得免疫（acquired　or　adaptive　immunity）に分

けることができる。自然免疫は本来生体に備わっており、生体に侵入した病原微生物にただちに働くとい

う特徴を持つ。そして、引き続き起こる獲得免疫の反応を確実なものとする。自然免疫は、獲得免疫を持

たない無脊椎動物においても普遍的に生体防御に機能している1）。そして、自然免疫は、貧富作用を中心と

した異物排除システムでその認識機構については不明な点が多かったが、近年、この自然免疫が注目され

る大きな理由は、ショウジョウバエで発見されたTollレセプター一とその機能に関する研究が飛躍的に進むに

つれて、獲得免疫とは異なった認識機構と異物排除機構が明らかになったためと考えられる。特に、自然

免疫において生体に侵入した病原体を非自己と認識する機構は、パターン認識と呼ばれ、微生物上に保存

されているpathogen－associated　molecular　patterns（PAMPs）に対する認識機構であると考えられている2）。

このパターン認識分子は、胚細胞（germ　line）にコードされ、獲得免疫の認識分子（抗体とT細胞レセプタ

ー）が遺伝子の再構成によって多様性を得ていることときわだった違いを示している。このようなパターン

認識分子として補体系蛋白のマンノース結合レクチン（mannose－binding　lectin；MBL）が存在する。更に、

最近、フィコリンもMBLと同様に補体レクチン経路を活性化することが明らかにされた3）。そこで、本稿で

は、最近明らかとなった補体レクチン経路を含めて、補体の初期反応について概説する。

補体系の概略

　補体とは、生体に侵入した微生物を排除するための重要なエフェクターとして生体防御に機能している

一群の蛋白の総称である。補体は、約30種以上の血清蛋白質と膜蛋白質によって構成され、補体系を形成

している。補体系は、生体に病原体が侵入すると、それを認識し、一連の連鎖的な活性化反応の結果、病

原体を処理し、最終的に破壊する。補体系は、認識機構と反応開始後第3成分（C3）が限定分解に至るまでの

補体活性化経路と病原体を破壊する後半の膜傷害複合体（membrane　attack　complex：MAC）と、さらに、

補体制御因子と補体レセプターによって構成される。補体系の活性化経路には、抗原抗体反応により特異

的に活性化される古典的経路と、細菌やウイルス上の糖鎖を認識するレクチン（マンノース結合レクチンと

フィコリン）によって活性化されるレクチン経路と、非特異的にC3を結合させる第二経路が知られている。

　補体蛋白は主として肝臓で産生分泌される血清蛋白で、生体内では酵素前駆体、チモーゲン（zymogen）
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として存在する。補体活性化に伴い、活性型の酵素となる。古典的経路と膜障害複合体の場合、Clq、　Clr、

Cls、　C4、　C2、　C3、　C5、　C6、　C7、　C8、　C9の順序で反応するが、酵素反応はC5までである。　Clr、　Cls、

MASPの；場合は1本鎖の前駆体で存在し、2本鎖の酵素活性型に変化する。第二経路のD因子は唯一、活性型

で血液中に存在する。他の補体蛋白C4、　C2、　C3、　C5とB因子は、部分分解を受けて大きな分子と小さな分

子に切断される。通常、切断された小さなフラグメントに“a”に大きなフラグメントに“b”を付す。たと

えば、C3aとC3bやBaとBbのごとくであるが、例外として、歴史的な背景から、　C2の場合、酵素活性をも

つ大きなフラグメントがC2aであり、遊離する小さなフラグメントがC2bである。また、　Clr、　Cls、　MASP

などの場合、通常の酵素と同じに基質認識部分と酵素活性部分が同一分子内に存在するが、C3転換酵素、

C4b2aの場合、新たに生成したC4bが次に反応するC3分子を認識し、　C2aに酵素活性が存在する。このよう

なカスケード反応は、補体系に特有であり、遺伝子重複とエクソンシャフリングの結果生じたと考えられ

ている。

補体系の役割

　補体系は、抗体を認識分子として機能する古典的経路が先に発見されたため、抗体を補うという意味で

補体と名付けられた。最近初期免疫における補体の重要性が明らかになりつつある。まず、初回感染にお

いて、病原微生物が生体に侵入した場合の補体の働きについて考えてみよう。侵入した病原体に対する自

然抗体が存在すると、自然抗体はIgM抗体なので古典的経路を活性化する。自然抗体がない場合でも、パタ

ーン認識分子として補体系蛋白のマンノース結合レクチンとフィコリンが、微生物上の糖鎖を認識してレ

クチン経路を活性化する。また、微生物上の特有の構造によって第二経路が活性化される場合もある。い

ずれの経路が活性化されても、活性化された補体第3成分（C3b）が、侵入した病原微生物上に結合する。こ

の補体活性化に伴い、アナフィラトキシンと呼ばれる補体フラグメントができ、炎症を引き起こす（炎症の

メディエーターの放出）。アナフィラトキシンのなかでC5aは、走化性因子としての活性を持ち、食細胞を

平時のリザーバーである血管から、感染局所に動員させる。動員された食細胞は、補体レセプターを介し

て微生物を貧食し（オプソニン反応）、食細胞に処理される。さらに、補体後半成分のCsb－C9は、膜傷害複

合体（MAC）として、生体内に侵入した微生物を殺すことができる（殺菌作用）。このように生体に侵入した

病原体は処理されるが、その後に、C3フラグメント（C3d）の結合した抗原に対する抗体産生が増強するこ

とが明らかになり、補体系はアジュバントとしても機能する。IgG抗体が産生されると古典的経路が活性化

され、IgG抗体とC3によってオプソニン化された病原体は、食細胞上のFcレセプターと補体レセプターの

共同作用により、速やかに処理されると考えられている。更にClq欠損マウスの解析から、アポトーシス細

胞の排除に補体系が関与していることが明らかとなった。また、補体系は、種々の制御因子によって、補体

の活性化と無駄な消費をコントロールされており、細胞膜上には、強力な補体制御因子が存在し、自己補

体による傷害から、自己細胞を保護している。このような補体の活性化経路と生物学的活性を図1に示した。

また、これら補体系の生体防御に関する重要性と臨床的な意義に関しては最近の総説を参照されたい4・　5）。
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図1補体活性化経路と補体の生物学的活性

免疫複合体

レクチン経路

糖鎖構造　
，

補体系の活性化

　　活性化物質

灘難
・1麟体型慧ソ滋ノ和 船餓厩

補体活性化の認識分子

　古典的経路は、抗体が抗原を認識し、その結果構造的変化を起こしたlgMとIgG分子のFc部分に、　C1の亜

成分Clqが結合する。レクチン経路に関与するMBLと最近レクチン経路を活性化することが判明したフィ

コリンは、いずれも古典的経路のClqと同様にコラーゲン様構造を持つ特徴がある3）。また、構造的にも機

能的にも、ともにレクチンとして異物を多価認識するという点ではlgMにも類似している。　MB　L（マンナ

ン結合蛋白質MBPとも呼ばれる）は三下結合にカルシウムを必要とし、マンノースやN一アセチルグルコサミ

ン（GlcNAc）などに結合特異性を示す。分子量32　k　Dのサブユニットのからなり、主としてコラーゲン様ド

メインと糖鎖認識ドメイン（CRD）から構成される。一方、フィコリンはコラーゲン様ドメインとフィブリ

ノーゲン様ドメインを持つ蛋白質のファミリーで、ヒト血清には二種類のフィコリン（L－ficolin／P35とH－

ficolin／博多抗原）がある。フィコリンの糖鎖結合部位はフィブリノーゲン様ドメインにある。　Clq、　MBL、

フィコリンとも三つのサブユニットがジスルフィド結合で架橋して一つのユニットとなり、さらにユニッ

ト間の架橋でオリゴマーを形成する（図2）。L－ficolin／P35は主としてGlcNAcに結合し、　H－ficolin／博：多抗原は

N一アセチルガラクトサミンとフコースに結合すると考えられている。

　補体を活性化するレクチンが、侵入した異物を非自己として識別する機構は以下の通りである。MBLは、

CRDを介してピラノース環3、4位に水酸基を持つ糖を認識することが結晶化解析により判明している6・7）。

このことは、CRDの認識ポケットに合致する糖、すなわち、主としてマンノースとGlcNAcを認識し、生体

内に多く存在するガラクトースやシアル酸を認識することはない。もう一つの機構は、MBLが多くのCRD

を介して糖鎖を多価認識し、結合力（avidity）を増している点である。ですから、同じ糖鎖であっても、生体

内の糖鎖に結合せず、微生物上に多く連続的に存在する直鎖、すなわち、pathogen－associated　molecular

patterns（PAMPs）には結合し、自己と非自己を識別している。フィコリンについては、いまだ不明な点が多

いが、糖鎖を認識すると考えられるフィブリノーゲン構造の結晶化解析がカブトガ4のTachylectin　5Aで行

われ、ピラノースリングのN一アセチル基を認識する構造が明らかにされており、同様の機構が推定される8）。
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図2　マンノース結合レクチンとフィコリンの構造

　マンノース結合レクチン（MBL）とフィコリンは、各々3本の同一のサブユニットで構成され、　MBLは分子量32－kDaで、フ

ィコリンは35kDaで構成される。　N末端より、システインの富む部分、コラーゲン様構造、ネック領域があり、　MBLでは

CRD、フィコリンでは、フィブリノーゲン様構造を取る。　MBLには3－6量体の構造が知られており、本図では、3量体を示し

ている。フィコリンは4量体であると考えられている。
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補体活性化経路

1．古典的経路

　古典的経路の活性化は、抗体が認識分子として機能し、抗原に結合しその形状が変化した抗体分子にCl

が結合することによって始まる。ヒトにおいては、C1はlgM、　IgG1とlgG3に強く結合し、　IgG2には弱く、

IgG4と他の免疫グロブリンには結合できない。　C1分子は、　Clq1分子とClrとClsが2分子ずつ結合した複合

体で、Clq分子は免疫グロブリンへの認識と結合をつかさどっている。　Cl　q分子は3種類のポリペプチドか

らなる6本のサブユニットで構成され（合計18ポリペプチド）、N末端はコラーゲン様構造を有し、　C末端は

球状となっている（図3）。C1の酵素活性は、酵素前駆体として存在するClrとClsの活性化によって生じる。

ClrとClsはともにセリンプロテアーゼで、1本鎖の前駆体が切断されることで活性型になる。さらに生体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
内ではC1分子はC1インヒビターと非可逆的に結合しており、　Clrの自己活性化を防いでいる。しかし、　Clq

の球状部分が免疫グロブリンのFc部分に多価結合すると、　C1インヒビターを分子外に追い出し、　Clr前駆体

が自己活性化し、活性化されたClrは前駆体Clsを活性化する。

　ClsはC4をC4bとC4aに限定分解する。　C4bはその分子内に存在するチオエステル結合部位の反応性が高
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図3　補体活性化経路の分子機構

　C3分子の活性化経路は古典的経路（Classical　pathway）、レクチン経路（Lectin　pathway）、第2経路（Alternative　pathway）

が知られており、第2経路は増幅経路（Amplification　loop）としても機能する。
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まり、細胞膜上の水酸基やアミノ基に共有結合する。このように結合したC4bは、　C2を結合し、　Clsによっ

て分解されたC2aと新たな分子集合体C4b2aを形成する。この複合体がC3転換酵素と呼ばれC3をC3bとC3a

に分解する。C3の分解、すなわち活性化によって補体系の種々の生物活性が発来し、補体活性化にとって

最も重要なできごとである。

　C3分子は、　C4分子と同様に分子内にチオエステル部位を持ち、　C3転換酵素によってC3a断片が切断され

ると、エステル交換反応を起こして細胞膜上の水酸基やアミノ基に結合する。食細胞上の補体レセプター

はC3分子が結合した微生物を認識し貧食する。　C3分子の一部は、近傍に存在するC4b分子にも共有結合し、

C5転換酵素を形成する。　C3とC5を限定分解する酵素活性はC2aに存在する。

2．レクチン経路

　レクチン経路の認識分子としては、上述のようにMBLとフィコリンが存在し、多くの細菌・酵母・ウイ

ルスに結合し補体系を活性化することが判明している。その機序は、Clr／Cls様の2種類のセリンプロテア

ーゼ、MASP－1（MBL－associated　serine　protease－1）とMASP－2を介して活性化されると考えられている。両

MASPは、血清中では1本鎖の未活性型の形態をしてレクチンと結合しており、　MBLがリガンドに結合す

ると、2本鎖の活性型に変換する。活性型のMASP－2が古典的経路と同様にC4とC2を分解し、　C3転換酵素を

生成する。一方、MASP－1には直接C3を分解する活性があり、第二経路を活性化する。また、　MBLとフィ

コリンには、MASP－2と一部相同なsMAPと最近、新たに発見されたMASP－3が結合しているが、その機能
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は不明である（図3）。MBLとClq、　MASP－1／MASP－2とClr／Clsはそれぞれ構造的にも相同性があり、　MBL－

MASP複合体は、　C1複合体と機能的にも類似しているが、その詳細な機構は、今後の研究の成果を待たな

ければならない。古典的経路においては、免疫グロブリンが認識分子として機能し、Clqを介してセリンプ

ロテアーゼのClrとClsを活性化するが、レクチン経路では、レクチンが認識分子として働き、　MASPが活

性化され、抗体の関与なしに感染初期で働く重要な経路と考えられる。

3．第二経路の活性化

　第二経路の活性化機構は、古典的経路やレクチン経路と異なり、認識機構を持たず、C3分子の特異的な

性質が関与している。第二経路はC3、　B因子（B）、　D因子（D）、プロパジン（P）H因子（H）1因子（1）によ

って構成されている。C3は、前述のように分子内にチオエステルを持っていて、わずかつつで水分子と反

応し、チオエステルが開室してC3（H20）になる（図3）。　H20分子と反応して、チオエステル部位が加水分解

を受けたC3分子は、　B因子を結合し、セリンプロテアーゼのD因子の作用を受けて、初期C3転換酵素C3

（H20）Bbを形成する。この初期C3転換酵素は、　C3をC3aとC3bに分解し、上述のようにエステル結合活性

を持つC3bができ、細胞膜上に結合することができる。このことは第二経路が、常に少しつつ活性化の状態

にあることを示している。このように生成したC3bは、通常、血中の制御因子、　H因子と1因子によって不

活化されるが、第二経路の活性化物質である微生物の細胞表層の多糖類などに結合すると、これら制御因

子の反応を受けず、更にB因子とD因子が反応して、細胞膜上に第二経路のC3転換酵素、　C3bBb複合体が

形成される。C3bBb複合体は、　C3をC3aとC3bに分解し、その結果生じたC3bが、　C3bBb複合体中のC3bに

エステル結合しC3bダイマーとなり、　C5転換酵素を形成する。　C3とC5を限定分解する酵素活性はBbに存在

する。このように第二経路のC3転換酵素は、細胞膜上に結合したC3bによって形成されるので、古典的経路

とレクチン経路が活性化されても同様の反応が起こり、増幅経路とも呼ばれる（図3）。

レクチン経路の感染防御における役割

　MBLやフィコリンはおのおのの糖鎖結合特異性に基づき、微生物表面の糖鎖を認識して結合する。　MBL

が結合することが知られている微生物は多岐に渡っている。細菌では大腸菌、サルモネラ菌、リステリア

菌、髄膜炎菌、インフルエンザ菌、抗酸菌等、ウイルスではHIV－1、　HIV－2、インフルエンザA等、真菌で

はカンジダアルビカンスやクリプトコッカスネオフォルマンス等である9・10）。一方、フィコリンでは

ficolin／P35が上述のようにサルモネラ菌や大腸菌に、また博多抗原ではサルモネラ菌由来のLPSに結合する

ことがわかっている。MBLやフィコリンの微生物への結合に伴うレクチン経路の活性化はin　vitroの系で幾

つかの微生物について報告されている。実際に生体内においてレクチン経路が感染防御において果たす役

割については、MBLの欠損者が特に幼児期において易感染性を呈することから知ることができる。　MBL欠

損の主な原因は、MBL遺伝子のコドン52（Arg→Cys）、54（Gly→Asp）、57（Gly→Glu）において括弧内のア

ミノ酸置換へつながる変異にある。これらのコドンはいずれもコラーゲン様ドメイン内にあり、合成され

るMBLはオリゴマーが正常に形成されない。その結果として分泌の低下や速い代謝分解が起き、血清中の

MBL欠損になると推定されている。一方コドン54の点変異では、合成されるMBLはMASPとの結合性が損
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なわれておりレクチン経路活性化能も欠如している。このように血清MBLの欠損や低値を伴うMBL遺伝子

の変異は免疫不全を起こし、感染のリスクファクターとなりうる。これまでに細菌やHIV，慢性B型肝炎など

のウイルスの感染について、MBL遺伝子の変異との相関が報告されている。

おわりに

　補体が抗体のエフェクター分子として発見されてから、100年以上を経過して、’最近初期免疫反応におけ

る補体の役割が明らかになるとともに、抗体産生における役割やアポトーシス細胞の処理のおける役割な

どが明らかになり、補体の生体防御における重要性が再認識されている。一方、免疫の起源を探ってみる

と抗体やリンパ球や主要組織適合性遺伝子複合体（MHC）などの獲得免疫の基本形と補体古典的経路は、サ

メやエイに代表される軟骨魚類で完成したと考えられている。最も原始的な脊椎動物の円口類（ヤツメウナ

ギなど）と多くの無脊椎動物には、獲得免疫は存在せず、Tollレセプターやレクチンなどのパターン認識分

子が自己と非自己を識別し、自然免疫に機能していると考えられる。補体C3は、棘皮動物のウニと原索動

物のマボヤにおいて発見され、オプソニンとして機能していることが判明しており、原索動物のマボヤと

においてはレクチン経路の原型の存在が確認されている。この原型をもとに、遺伝子重複などを重ね、哺

乳類の存在するレクチン経路に進化したと考えられる。また、レクチン経路を原型として、古典的経路が

進化したものと思われる。このことは，抗体と補体古典的経路が出現するまで、補体が生体防御の中心的

役割を果たしてきたことを意味し、無脊椎動物の自然免疫を高等動物の獲得免疫に橋渡しをしているとい

うことができる’1）。

文献

1）　Hoffmann，　J．　A．，　Kafatos，　F．　C．，　Janeway，　C．　A．　＆　Ezekowitz，　R．　A．　Phylogenetic　perspectives　in　innate　immunity．

　Science　284，　1313－8．　（1999）．

2）　Medzhitov，　R．　＆　Janeway，　C．　Jr．　lnnate　immune　recognition：　mechanisms　and　pathways．　lmmunol　Rev　173，　89－97．

　（2000）　．

3）　Matsushita，　M．　＆　Fujita，　T．　Ficolins　and　the　lectin　complement　pathway．　lmmunol　Rev　180，　78－85．　（2001）　．

4）　Walport，　M．　J．　Complement．　First　of　two　parts．　N　Engl　J　Med　344，　1058－66．　（2001）　．

5）　Walport，　M．　J．　Complement．　Second　of　two　parts．　N　Engl　J　Med　344，　1140－4．　（2001）　．

6）　’Weis，　W．　1．　Drickamer，　K．　＆　Hendrickson，　W．　A．　Structure　of　a　C－type　mannose－binding　protein　complexed　with　an

　oligosaccharide．　Nature　360，　127－34．　（1992）　．

7）　Drickamer，　K．　Engineering　galactose－binding　activity　into　a　C－type　mannose－binding　protein．　Nature　360，　183－6．　（1992）　．

8）　Kairies，　N．　et　al．　The　2．OA　crystal　structure’　of　tachylectin　5A　provides　evidence　for　the　common　origin　of　the　innate

　immunity　and　the　blood　coagulation　systems．　Proc　Natl　Acad　Sci　U　S　A　98，　13519－24．　（2001）　．

9）　Turner，　M．　W．　Mannose－binding　lectin：　the　pluripotent　molecule　of　the　innate　immune　system．　lmmunol　Today　17，　532－

　40．　（1996）　．

10）　Jack，　D．　L．，　Klein，　N．　J．　＆　Turner，　M．　W．　Mannose－binding　lectin：　targeting　the　microbial　world　for　complement　attack

　and　opsonophagocytosis．　lmmunol　Rev　180，　86－99．　（2001）　．

11）　Fujita，　T．　Evolution　of　the　lectin－complement　pathway　and　its　role　in　innate　immunity．　Nature　Rev　lmmunol　2，　34553．

　（2002）　．

一15一





補体の後期反応

補体の後期反応

名古屋市立大学大学院

医学研究科生体防御学

岡　田　則　子

　補体の溶解活性は最も最初に明らかにされた機能である。5種類の血漿中糖蛋白C5，　C6，　C7，　C8，　C9が関与

し、いずれも親水性であるが、複合体形成により疎水的な構造が顕れて両親媒性となる。この複合体は分

子量1～2x103kDの膜貫通性のチャネルを形成し、細胞膜機能を破壊するので膜侵襲複合体（membrane

attack　complex：MAC）と呼ばれる。細菌細胞壁や赤血球膜上でのMAC形成は膜破壊を引き起こすが、有

核細胞においてはMAC結合部位の細胞内取り込みや細胞外放出などの細胞機能が作動するので細胞溶解は

起こりにくい。さらに、同種細胞膜上にはCD59／HRF20などの種特異的MAC形成阻止蛋白が存在しており

MAC形成を制御している。しかし、継続的な補体活性化による不完全なMAC形成は細胞を活性化し病態形

成に関与する。また、アナフィラトキシンC5aの生成も炎症ショック病態のブァクターであり、その制御機

構の解明も重要である。

1　後期反応の開始

　補体活性化反応経路の最終段階はMACの形成反応である1）。この後期反応の第一段階はC5の酵素的分解

で始まる。C5は分子量192kDの二本鎖構造糖蛋白である。また、　C5は、α2－macroglobulinやC3、　C4とファ

ミリーを形成する蛋白であるが、分子内チオエステル基は存在しない（図1）。C5がC5転換酵素により分解

を受けるためには、C5はC3bに結合する必要がある。古典的経路C5転換酵素は三分子複合体C4b2a3bであり、

この中のC3bはC4bに共有結合している。　C5は、　C4b2a以外のものに結合しているC3bに比べて、この複合

体中のC3bに対して明らかに高い親和性を示し、選択的にC5転換酵素に結合できる。副経路C5転換酵素で

あるC3bBb3bも三分子複合体であり、　C3bBb3bの中のC3b同士が共有結合することによりC5転換酵素活性

が発揮されようになる。C5はC5転換酵素により分解されて、　C5aとC5bを生じる。　C5aは11kDのペプチド断

片であり、強力なアナフィラトキシン活性を示す。

皿　非酵素的反応によるC5b－9形成

　C5b形成以降のMAC形成反応系には酵素学的反応は介在しない。　C5bにC6とC7が順次反応してC5b67複

合体（C5b－7）を形成する。複合体C5b6は親水性であるが、　C7の結合により複合体C5b－7は疎水性に変換する。

このためにC5b－7は脂質二重層に陥入することができる。　C5b・7にさらにC8およびC9が順次反応することに

より、膜貫通性リング（チャネル）を形成するにいたる。このチャネル形成には、C9分子は最大で18分子も

の多分子が順次結合することができ、最終的に細胞溶解性のチャネル形成複合体を形成する。C5b－7にC8が
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図1　C5ファミリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　C5はC3およびC4と、蛋白分解酵素阻害活性を示すα2マクログロブリンに相同性を示す構造の類似した蛋白である。　CHO

はアスパラギン型糖鎖の結合部位を示す。矢印はBait　region’および特異酵素による切断部位を示す。α、マクログロブリン、

C3およびC4には共通して特徴的なチオエステル結合基が存在するが、　C5には存在しない。　C3，　C4，　C5からC3a，　C4a，　C5a

のアナフィラトキシンが生成される。（文献1より引用した）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぬレ　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、」、」．　　　・一♂

　　　　　　　　　　　　　　　N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C

ct2－Macroglobulin 1十
Bait　Region

　　　　　　　　　　　　C3a
　　　　　　　　　　　N

s－ceO

Complement　C3 　　十

C3　Convertase

ct

c

N”．rE：：一iiC
　　　　　　　　　　　N

Complement　C4

s－ceO

十
Cls

a
　C
ヨ　　　　　　

　N＿＿L＿」c

　　　Y

　　　　　　p　s－s
Complement　C5 ．LSiE：：

　x
C5　Convertase

or

C

図2　C9ファミリー

　C9はC6，　C7，　C8α，C8βおよびリンパ球に含まれるパーフォリンとファミリーを形成する。太黒線部分はお互いに相同性

を示す約370アミノ酸の部分である。CHOはアスパラギン型糖鎖結合部位を示す。　C9の星印はリン脂質結合部位を示し、

カルシウム結合部位（Ca2・）と共にC9重合に機能する。ボックス部位は各ホモロジードメインを表す。（文献1より改変引用

した）
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反応するだけでも若干の細胞溶解を起こすが、C9の重合が起こることによってより強力な溶解反応を引き

起こすことになる。C6，　C7，　C8およびC9はお互いに類似した蛋白である。　C6，　C7およびC9は一本鎖構造であ

る。C8はα、β、　Y鎖よりなる3本鎖構造をとりβ鎖でC5b－7に結合する。

　また、チャネルを形成する疎水性分子の重合反応はリンパ球などによる細胞性の傷害反応にも共通にみ

られる機序である。Tリンパ球やNK細胞が標的細胞を傷害するときにはチャネル形成分子であるパーフォ

リンを放出して標的細胞を破壊する。このパーフォリンはC9と構造的に最も類似した分子である2）。　MAC

形成におけるC9の重合には、　C5b－8が必要であり、　C9のみでは細胞溶解を発揮できないのに対して、パーフ

ォリンはそれのみでホモ重合体を形成して細胞膜破壊活性を発揮できる。これらの分子の重合にはカルシ

ウムイオンが必要である。C9ファミリーに属する蛋白の構造を示す（図2）。

皿　MAC形成時の反応性細胞溶解の制御

　膜に結合したC5転換酵素によって液相中で作り出されるC5b－7複合体は近傍の細胞膜に陥入することにな

るので、実際にはC5転換酵素が存在する細胞膜に限局して陥入することには成らない。これは反応性細胞

溶解（reactive　lysis）として知られている反応系であり、反応周囲の自己組織傷害を起こし得ることになる3）。

しかし、実際には、血漿中にはC5b－7が膜に結合する部分に結合してreactive　lysisを防ぐ分子が存在してい

る。それらのうち最も多量に血漿中に存在しているのはS蛋白であり、ビトロネクチンとも呼ばれる。血

漿中でS蛋白はC5b－7と結合してSC5b－7複合体を形成ずると、脂質二重層には侵入できなくなる。液相中で

C8がCsb－7に結合しても膜に侵入することができなくなる。これと同様の機序で、クラスタリン（SP40／40）

やLDL（low－density　lipoprotein）もC5b－7に液層中で結合し、　C5b－7の膜への侵入を阻止し細胞傷害活性を制

御する。

1V　宿主細胞上のMAC形成阻害作用を示す膜蛋白

　赤血球は異種補体を用いた場合には容易に溶血するが、同種補体では殆ど溶血しないということが認め

られていた。このような現象は種特異的なMAC形成阻害因子の存在の発見によって説明が可能となった。

この種特異的阻害因子には二種類のものが知られている4）。CD59（または20kD　homologous　restriction

図3CD59／HRF20のMAC形成阻止活性発現の機序モデル

　同種細胞膜に発現するCD59（またはHRF20＞は補体活性化により形成されるC5b－7複合体が膜に結合陥入しC5b－8および

Csb－9を形成すると、　C8に結合（左）、およびC9に結合（中央〉して、結果的にC9重合体形成を阻止してMAC形成不全を引き

起こす。（文献5より引用した）

の

csb－8翻

wwggg

〈SiE）），

二
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factor；HRF20）は18－20kDの糖蛋白で糖リン脂質で膜に結合する蛋白（GPIアンカー蛋白）である5）。これは

種々の細胞に広く分布しており、Csb－8複合体のC8α鎖およびC9に結合して、　C5b－8にC9が重合してMAC

形成を起こすのを阻止する分子である（図3）。第二の因子であるhomologous　recognition　factor（HRF）ある

いはC8　binding　proteinも同様の活性と生体内分布を示すが、その作用はCD59に比べて余り強くないと考え

られる。HRFは65kDのGPIアンカー蛋白でありCD59発見以前に報告された分子であるが、その分子構造は

いまだに明らかにされていない。

V　CD591HRF20発見の経緯

　1983年に岡田等はヒト及びモルモット赤血球膜より得たシアロ糖蛋白分画を、ウサギ赤血球とインキュ

ベートした後に補体第二経路（alternative　pathway）の活性化による溶血反応を検討し、その結果、ヒト分

画はヒト血清の、モルモット分画はモルモット血清の第二経路活性化を抑制して溶血阻止反応を起こすこ

とを報告した。この溶血阻止は、分画をウサギ赤血球と反応後に洗浄しても同様に示された。これにより、

膜に吸着性の同種問の補体反応のみを種特異的に阻止する同種認識補体反応制御膜因子の存在が具体的に

示された。また、ヒト赤血球をシアリダーゼで処理すると異種血清の第二経路活性化による溶血を誘導す

るが、同種血清では活性化による溶血は誘導されないことからも、細胞膜上には、種特異的に補体反応を

制御する分子の存在が示唆された。そこでシアリダーゼ処理したヒト赤血球をヒト血清で溶血反応を誘導

できるモノクローナル抗体1F5を作成し、その抗原分子1F5抗原を同定した。このIF5抗原は種特異的にヒ

ト補体のC8およびC9の反応阻害によるMAC形成阻止活性を示したので、我々はこの分子を20kDの

homologous　restriction　factor、　HRF20と命名した6）。ほぼ時を同じくして、複数の研究室より同様の分子が

同定報告された。杉田等7）はreactive　lysisを阻害する活性分子を同定し、　p18あるいはmembrane　attack

complex　inhibitory　factor（MACIF）と命名した。　Holguin等8）は夜間発作性血色素尿症（PNH）患者血球が起

こすreactive　lysisを阻止する正常ヒト赤血球膜因子として、18kDの蛋白であるmembrane　inhibitor　of

reactive　lysis（MIRL）を分離精製した。1F5抗体はMACIFおよびMIRLと反応し、これらの分子がHRF20と

同一であることが確認された。さらに、Stefanova等9）のモノクロナールナ抗体MEM43の認識する白血球抗

原が、1989年にCD59と決定された。これにより、この分子はCD59と広く呼ばれようになった。

V【CD591HRF20欠損とその生物活性

　CD59欠損症の報告は、現在の所、日本人1例のみであるが、　PNH症状を呈すると共に、脳梗塞類似症状

を併発することが知られた10）。尚この症例は、CD59遺伝子のワンポイント変異欠損が両親にそれぞれ存在

して生じた、ホモ欠損症例である。CD59のノックアウトマウスでも溶出1感受性の増大が確認されている1’）。

PNHはGPIアンカー合成不全に起因する疾患であるが、溶血病態の主因としてCD59の発現不全が考察され

る。このGPIアンカー合成不全の場合は、　CD59の他にDAF（CD55）発現も不全となる。

　CD59の種特異的MAC形成阻止活性部位の同定が、遺伝子操作により解明されている。　Boidan等はsingle

mutationの手法および活性部位に反応する複数のモノクローナル抗体との反応性により、　Trp40，　Arg53，
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Glu56を中心に構成される一カ所に集積した活性部位を見いだしている。　Yu等もLy6とのキメラ分子を用い

て、同様の疎水性グループ部位が活性発現に重要であることを示した12）。

　T細胞上に発現しているGPI一アンカー型蛋白はThy－1やしy6にみられる如くT細胞活性化を誘導する。

CD59に対するモノクローナル抗体1F5をPBLに添加培養するとT細胞活性化が起こる。細胞を穏やかな条件

で可溶化して抗CD59抗体で回収するとprotein　tyrosine　kinase（PTK）活性も回収される。特にT細胞活性

化においては、CD3／TCR複合体の存在が必要であるとされる。また、血液系細胞を抗CD59抗体、あるい

はnatural　ligandのひとつであるC8とのインキュベーションにおいても同様に、　SrcファミリーPTKの活性

化が誘導され、p120やShcさらにはSykのリン酸化が起こる13）。

W　Sublytic　MAc形成と細胞活性化

　MAC形成は細胞膜にチャネル形成をして細胞溶解を引き起こすが、有核細胞においては、免疫系の細胞

も含めて、MACによる細胞溶解は比較的起こりにくい。有核細胞では、　CD59のようなMAC形成阻止膜蛋

白が十分に存在していることに加えて、MAC結合膜部位の細胞内取り込み（endocytosis）や細胞外放出

（exocytosis）などによって、　MACが細胞膜上から取り除かれてしまうためである。細胞溶解閾値以下の

MAC（sublytic　MAC）が細胞膜に形成されると、脂質二重剛構造の乱れを生じて細胞を刺激することにな

る。その結果、アラキドン酸代謝が高まり、酸化的代謝経路が動いたり、穎粒の放出やサイトカインの産

図4Sublytic　c5b－9により誘導される増殖および生存シグナル

　膜に形成される不十分なMACは細胞にsublyticな刺激を与える。膜に陥入したSublytic　C5b－9にGi蛋白が直接会合して活性

化される。それによりGiβγ介在性のRas活性化がおこり、MEK1カスケードおよびPI3－Kカスケードが活性化される。これ

らのカスケードによりBadのリン酸化が誘導されてアポトーシスが阻止される。また、補体活性化により特異的に発現誘導

される遺伝子産物RGC・32はcdc21cyclinBと複合体を形成して細胞周期を動かし、細胞増殖を誘導する。（文献16より引用
した）
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生などが上昇することになるので、sublytic　MAC形成は補体活性化の局所における炎症反応の増大に寄与

することにもなる’4）。また、このsublyticな状態ではC5b－9はproto－oncogene産物である、　c－jun，　c－fos，　junD

などを活性化し、転写活性因子AP－1を誘導する。これらのproto－oncogene産物は強力な細胞周期発動因子

である。細胞周期の進展はサイタリン依存性カイネース（cdk）とcdkインヒビターにより制御されているが、

sublytic　MACにより発現誘導される遺伝子産物RGC－3215）がcdc2／cyclinBに結合してサイクルを動かし、平

滑筋などでは細胞分裂にまで進行する。膜に陥入した。5b－7、　c5b－8および。5b－9はいずれも細胞膜直下でGi

分子と直接に会合してそれを活性化し、Ras，　Raf－1，　MEK1，　ERK1を順次活性化する。　ERK　1の活性化はRGC－

32／cdc2／cyclinBの活性化を引き起こすと想定され、細胞周期の活性化とその細胞分裂を誘導する。さらに

sublytic　MACはGiを介してPI3－Kも活性化する。　PI3－KはAktを活性化しアポトー・シス促進因子であるBadを

リン酸化する。その結果、Badはその会合分子であるアポトーシス抑制因子であるBc1－XLを発動して、アポ

トーシスを制御する。また、PI3－Kは同時に、　S6カイネースをリン酸化して活性化し、細胞周期などに関与

する蛋白の転写を促進する16）。このような出作によりsublytic　MACは細胞の転写活性やアポトーシス抑制

のみならず、細胞周期の発動や細胞増殖なども誘導する（図4）。

V皿　アナフィラトキシンC5回

忌補体系が活性化されればアナフィラトキシンであるC3aおよびC5aが生成される。これらの生理学的役割

は、炎症局所に炎症性の細胞を集積し、それらを活性化させることである。全身的なC5aの投与、あるいは

グラム陰性菌による敗血症などによって血管内での強力な補体活性化が起こった場合には、心臓血管の崩

壊や気管支痙攣などの症状が誘発される。これは一種のアナフィラキシーショック状態であり、それゆえ

この補体フラグメントはアナフィラトキシンと呼ばれる。

　C5aは全ての骨髄系の細胞に対して強力な活性化作用を示し、好中球の化学的機能充進（chemokinesis）や

走化性（chemotaxisis）を誘導する。好中球は脱穎粒（degranuration）が起こり、　respiratory　burstによる活

性酸素の生成放出が高まる。膜アラキドン酸はプロスタグランディンやエイコサノイドに代謝生成される。

さらに、接着分子の膜発現も高まり、血管内皮細胞への好中球の接着が尤進される。単球やマクロファー

ジも同様に活性化され、さらにIL－1やIL－6などの分泌も促進される。好塩基球やマスト細胞は脱穎粒を起こ

すと、ヒスタミンやその他の血管刺激活性を示す因子が放出されることになる。これらの細胞活性化が起

こると副次的反応として、毛細血管透過1生の充進や平滑筋の収縮などが惹起される。C5aは、例えばINFγや

エンドトキシンと共に単球を刺激することによって1レ1産生を増大させるなどの様に、他の炎症性のメディ

エーターと協同して炎症反応を拡大する。

K　アナフィラトキシンの不活化とCPR

　C5aは非常に強力なメディエーターであるので、当然の事ながら血中でのその半減期は極めて短い。血中

にはカルボキシペプチターゼN（CPN）が存在しており、　C5a分子のC末端のアルギニンを切断してC5a－des－

Argに変換する。生じたC5a－des－Argは走化性は保持されているが、アナフィラトキシン活性は殆ど消失し
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てしまう。また、C5aはC5aレセプターに結合するとすぐに細胞内に取り込まれて不活性なフラグメントに

酵素分解され処理される。さらに、CPNとは異なり、血漿中ではプロ体で存在し、炎症や血流障害などで

血液凝固系が活性化されると活性化型に変換されるカルボキシペプチターゼR（CPR）が存在する17）。　CPRは

37度で不安定な酵素であり数分の半減期で失活する。また、LPS投与により、　CPN発現は変化しないのに対

して、CPRは発現上昇を示すので、　CPRは急性期反応分子である。トロンビンにより活性化されて線溶を制

御する因子（TAFI）と同一分子であることも知られるにおよび、　CPRはアナフィラトキシン、キニン、フィ

ブリノペプチドやエンケファリンなどの種々のC末端にアルギニンやリジンを持つ生理活性ペプチドの制

御に寄与して、炎症反応や血液凝固線溶の制御を反応局所において司る重要な分子であることが判明しつ

つある18）。尚、CPRの前駆体ProCPRは、トロンビンのみならず好中球エラス面目ゼによっても活性化され

ることが明らかとなり’9）、炎症局所においては補体系、凝固線溶系、好中球が複雑に絡み合っていると推察

される。
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補体制御因子とその生体防御機構

大阪府立成人病センター研究所

　　　　　瀬　谷　　　司

1．はじめに

　C3ステップの補体制御因子はregulator　of　complement　activation（RCA）proteinsとも呼ばれ、　H因子

（facotr　H，　fH），　C4b－binding　protein　（C4bp），　complement　receptor　type　1　（CRI，　CD35），　complement

receptor　type　2　（CR2，　CD21）　，　decay－accelerating　factor　（DAF，　CD55），　membrane　cofactor　protein　（MCP，

CD46）の順に機能蛋白質として同定された（図1）。

　これら制御因子がgene　cluster（RCA　cluster）を形成することが間もなく示され〔1984－5〕、ヒトでは

chromosome　lq32にマップされることが判明した（図2）。1次構造解析からこれらは全てshort　consensus

図1　補体制御因子の模式図

　RCA蛋白質のモデルとSCR　1個の構造を示す。1個の丸（または楕円）が1個のSCRに相当する。
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図2　ヒトRCA　gene　cluster：fH　gene以外は約900kDの範囲に図の順に並ぶ。

　C4bp，　CRI－MCPのpseudogenesの存在はこれらが複数のgene　duplicationを繰り返して成立したことを物語る。マウス、

トリのRCA　gene　dusterを比較すると、個々のSCR－coding　exonがshufflingを受けて各制御因子の配列が成立したのかもし

れない。各RCA蛋白質のSCR配列の自由度は基本的に高い。
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DAF 一 CR2 一
CR1

一
MCP・llke

一
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一
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表1Characteristics　of　complement－regulatory　proteins（CRPs）located　in　the　regulators　of　complement　activation（RCA）

　　cluster．

Protein Number　of

SCRs
lnteracts

with…． Bacteria

Microbial　receptor

Virus

Factor　H 20

C4bp　a　chain　8

MCP　（CD46）

DAF　（CD55）

CRI　（CD35）

CR2　（CD21）

4

4

30　（A　aiieje）

1　5（1　6）

C3b　〉　C4b

C4b　〉　C3b

C3b，　C4b

C3bBb，　C4b2a

C3b，　C4b

（iC3b，　iC4b）

C3dg

．　Streptcoccus

M　protein

．　Streptcoccus

M　protein

．　Streptcoccus

M　protein

．　Neisseria

・　E．　Coli

・　（Opsonin）

measles

HHV6

Echo
Coxsackie

Entero

HIV

EBV

repeat（SCR）と呼ぶアミノ酸60個余りのタンデムリピートを基本構造とすることが示された。　CR1，　CR2は

C3b，　C3dg　multimer（またはそれらの標識異物）とそれぞれ強く結合し、結合レセプターとして機能する。

この2つとDAF，　MCPは膜蛋白質であるが、全てに可溶型も存在する。一方、　fHとC4bpは可溶型制御因子

であるが、fHには歯型分子が報告されている。

　RCA蛋白質の機能的共通性は補体制御活性、ウィルスレセプター、細菌レセプター、受精・生殖関連因

子として指摘されてきた（表1）。補体制御はC3b又はC4bのC3コンベルターゼ形成を阻害し、　C3b／C4bの増

幅的活性化を抑えることである。2つのモードが知られており、C3b／C4bからBb／C2aの解離を促進し、　C3

コンベルターゼの安定寿命を縮める（decay・accelerating　activity），又はC3b／C4bを1因子（factor　I）のコフ

ァクターとして不活性型に限定分解する（cofactor　activity），ことで後続補体経路の活性化を抑える。前者

は阻害が可逆的（C3b／C4bは機能的に復活しうる）であるのに対し後者は不可逆的である。　CR2以外の全て

のRCA蛋白質がC3b，　C4bに解離促進かコファクター活性を発揮する。液相のfH，　C4bpの生理機能は

C3b／C4bの機能を抑えることで補体の消耗を防ぐことである。一方、　MCP，　DAFは同一膜上のC3b／C4bを

機能阻害して補体から自己細胞を守るように働く。

　RCA蛋白質の微生物レセプター機能は表1にまとめた。それぞれが特有な取込み（細胞骨格系の再構成）と

シグナル伝達を誘起する。これらは現在も推進中の研究テーマである。DAF，　MCPとCD59が精子・胎盤に

高発現し特有な構造を示すことが報じられてきた。胎盤はfeto－mutanal　junctionなので補体のallo－activation

を防ぐために高発現すると考えられている。精子のMCPは0型糖鎖修飾を欠き、高発現するがinneracro－

someに限局するなどDAFと分布は異なる。その意義は未だ不明である。　RCA蛋白質のgene　clusterはヒト、

マウス、ニワトリで証明されている。サカナでは未だ見出されていない。本稿ではヒトの制御因子を主に

解説する。
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2．　Factor　H　（fH）

　fHは1965年、　C3画分に共存する蛋白質として泳動度からβ1Hという名で始めて記載された。　fB：が2つの

モードの補体制御御活性をもつことは1976年に複数のグループから報告された。最近、分子生物学的手法

で複数のfH－related　proteinsが発見され、機能解析が進んでいる。膜型fHがヒト細胞株などに報告されてい

るが分子同定はされていない。

2－1機能

　fHの補体制御能は解離促進・コファクター活性とともにC3bに対して強く発揮される。　C4bを分解するコ

ファクター活性は極めて弱く、生理的条件では制御因子として機能しない。異物が補体を活性化するとC3b

が異物表面に結合しオプソニン化される。その際、5％以下が異物標識に関与し、95％以上のC3bは液相に

遊離する。fHは1因子（fI，プロテアーゼ）とともに液相のC3bを積極的に分解し、液相での補体活性化⇒消

費を妨げる。異物膜上のC3bはfHによって制御される場合（non－activating　surface）とされない場合

（activating　surface）があり、fHは異物の補体感受性を規定する一因子として機能する。

2－2分布

　fHはヒト血漿中に400μg／ml存在する。肝臓で産生されるが、線維芽細胞・血管内皮、単球、ダリアなど

も産生する。欠損症はまれだが、Hemolytic　uremic　syndrome（HUS）を併発する例が多い。

2－3　構造

　fHは分子量150kDaの一本鎖糖鎖蛋白質である。約18％分子量相当の糖を含む。糖鎖はfHの補体制御能に

必須でない。fHは20個のSCRドメイン、1213個のアミノ酸から成る（図3）。　X線解析ではダイマー構造が主

体である。fHには現在5つのallelic　variantsが知られている（fH＊1，　fH＊2，　fH“3，　fH：＊4，　M“5）。　M“1とfH：＊2のgene

frequencyが99％を占め、他は稀である。　M“1とfH傘2はT／C変換による384番目のTyr⇒：His置換に起因する。

　fHの構造ドメインを図3に示す。　C3b結合部位は3箇所あるがSCR1－5が補体活性を担う。補体制御活性は

微生物結合部位、ヘパリン結合部位と別にマップされる（図3）。

　ヒトfH：には多数のalternative　formsが見出される。これらはmRNAの多形性から構造まで明らかになった。

ヒトfH：のmRNAサイズは4．4kbである。1．8kbのmRNAはSCR1－7を含むスプライスバリアントで42kDaの機

能蛋白質に相当した。これはhfHL－1（human　factor　H－like　protein－1）と名付けられた。　hfH：L－1は血漿に10～

50μg／ml存在し、　fH：と機能を共有する。

　mRNA1．4kbは3種のトランスクリプトを含む。これらはhuman　fH－related　protein－1，　一2，一3（hfHR－1，一2，一3）

と呼ばる。hfHR－1と一3は5つのSCR，　hfHR－2は4つのSCRから成る。　hfHR－4はhfHR－3とよく似た蛋白質として

血漿中から同定された。hfHR－4のみダイマーとして、他はモノマーとして存在する。　hfHRには補体制御活

性はないがC3b結合活性とヘパリン結合活性は保持され、細胞・凝固活性と関連する。
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図3　補体制御因子の蛋白化学的構造

　4つのRCA蛋白質の構造機能相関を示す。　Deletion・mutantsなどを用いた結果を複数の論文から引用してまとめた。
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SCRI SC勉 SCR3 SCR4 ST

3．　C4bp

　C4bpは1975年C4bp分解に関与する因子（C3b－C4b　INA　cofactor）として記載された。さらに1977年、　C4b

に結合する蛋白質として、ヒト、モルモット、マウスから同定され、C4－binding　protein（C4bp）と名付けら

れた。精製C4bpは分子量600kDaの巨大血漿蛋白質で凝固系のprotein　S，　SAP，脂質と複合体を形成する。7

本のC4bpαchainから構成されるSS架橋蛋白質として最終的な構造が1989年に決定された。　C4bpの補体活

性化（classical　and　lectin　pathway）を強く阻害するがC3bの制御因子としても機能する。

3－1機能

　C4bpは補体制御因子としてC4b2a　classical　pathway　C3　convertaseの解離を促進する。またfl　cofactorと

してC4bをC4cとC4dに分解・不活化する。　C4bpはC3bもC3biに不活性化するcofactorとして働くが、

C3bBbの解離は促進しない。これらの反応は液相で主に進行し、　fHとともに補体の消費を防ぐ。固相での

機能は低い。C4bpはprotein　Sと1：1の強い特異複合体を形成する。　Protein　Sはプロテアーゼprotein　Cの

コファクターとして活性型凝固第V因子，皿因子の不活性化に関与する。C4bpがprotein　Sを取り込めば結

果的にprotein　Cの抗凝固活性を抑えることになり、血栓性（血がかたまりやすく）になる。　Protein　Sはβ

chainと結合するがC4bpにはαchainのみからなるisoformとβchainを含むisoformがあり、個体問でその比
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は異るので、C4bp　isoformの比が微妙な凝固調節を行っていると考えられる。他にC4bpはserum　amyloid　p

component（SAP）とも結合し、種々の疾患、特にAlzheimer病との関連が示唆されている。

3－2分布

　ヒトC4bpの血漿濃度は約160μg／mlである。肝で産生される。欠損症は極めて稀で一家計が報告されて，

いる。

3－3　構造

　ヒトC4bpは70kDaのα鎖と45kDaのβ鎖がα7β1のSS架橋複合体を形成する。α鎖は8個のSCRと短いC

末ペプチド（58アミノ酸）から成る。SS架橋はC末ペプチド間を連結する。β鎖は3個のSCRとC末ペプチド

から成る。共にN血糖鎖の結合部位がある。α鎖は549アミノ酸、β鎖は235アミノ酸である。α7β1

isoform以外にα7βOisoformが見出されている。

　C4bpには3つのallelic　variantsが知られている。　C4bp“1が98％以上を占めC4bゴ2，　C4BP’3はそれぞれ1％

以下である。C4bpβchainには2つのallelic　varinatが見出されている。　C4bpはαchain，βchainの他、　C4bp－

like　pseudogeneがあり、これらはgene　duplicationによって生じたと考えられる。

　C4bpは電顕像からspider・likeと表現される構造をとる（図1）。　C4bはSCR1－3に結合し、　flの分解を受ける

（図3）。同じ部位に解離促進活性も存在する。一方C3bはSCR1－5に弱く結合し、　cofactor活性も同部位にマ

ップされる（図3）。C3b結合とcofactor活性の見られる低イオン強度ではC4bpの構造が変化することが超遠

心解析から示唆されている。Protein　SはβchainのSCR1に結合する。

4．DAF　（CD55）

　ヒト赤血球のブタノール抽出面分にC3コンベルタ引航解離促進活性が存在することは1969年にHoffman

によって報告された。蛋白としてDAFが精製されたのは1981年、モルモット赤血球からである。ヒトDAF

は1982年CR1とは分子量・抗原性の異なる蛋白質として同定された。　DAFはGPI－anchored　proteinでPI－PLC

処理で膜から一部が遊離する。

4－1機能

　DAFはC4bC2a，　C3bBbの両方からC3コンベルターゼの解離を促進する。　fl　cofactor活性はない。　DAFは

同一膜上に存在するコンペルターゼを解離するが、他の膜上のC3b，　C4bには働きにくい（intrinsic

regulation）。また、すでに形成されたC3コンベルタ一士の解離は促進するがC3コンベルタ一雨の新規形成

には殆ど影響しない。DAFは単独のC3b，　C4bには極めてaf丘nityが弱い。

4－2　分布

　DAFは殆どの組織、細胞に表現されている。　NKと一部Tリンパ球では発現量が極めて低い。　DAF欠損血

液細胞は発作性夜間血色素尿症（PNH）患者に見られる。血液型抗原として知られたCromer抗原のlnab
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図4　補体制御因子の遺伝子

　3種のRCA　gene　family　members（fH　を除く）を示した。　DAFはGPI－anchor型を、　MCPはST領域のexonを全て含めて示

した。
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phenotypeはDAFのエピトープである。従ってInabの個体はDAFを先天的に欠く。可溶型DAFも体液に検

知されるが構造は明らかでない。

4－3構造

　DAFは4個のSCRと0－glycosylation　siteを有するSer／Thr－rich（ST）domain、　GPI－anchorから成る分子量

70kDaの膜蛋白質である。膜型DAFは319個のアミノ酸にGPI　anchorが付加する（図3）。可溶型DAFは

alternative　splicingによって生じ、406個のアミノ酸から成ると推定されている（図4）。　DAFには膜から酵

素切断によって遊離したと考えられる可溶型も同定できる。また尿のDAFは分子量の大きいもの（～80kDa）

も含む。血球のDAFにはSS結合2量体が検知される。これらは全て補体制御活性をもつと報告された。

DAFのC3コンベルターゼ解離促進活性はSCR2－4にマップされる（図3）。　STドメインはスペーサーとして解

離促進活性を保持するために必須である。SCR1はCD97結合部位と同定された。　CD97は7回膜貫通型の白血

球抗原である。この生理的意義は不明である。

5．　MCP　（CD46）

　MCPは1985年C3結合膜蛋白質として同定された。分子量から9P45－70と：呼ばれた。1986年、精製MCPを

用いた機能解析からfIコファクター活性をもち、解離促進活性は持たないことが証明された。さらにSDS－

PAGEで2バンドパターンをとり、抗体の交叉がないことからCR1，　DAFと区別された。　C3bをC4bより強く
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阻害する。MCP抗体の交換からtrophoblast－leukocyte　common　antigen（TLX）、麻疹ウィルスレセプター

と同じものと同定された。

5－1機能

　MCPは同一細胞上のC3b，　C4bを他の細胞上のC3b，　C4bより強く選択的に分解する。この点でMCPはDAF

と共にintrinsic　regulatorであり、機能的にはDAFと相補的である。　MCP＋fIはC3bをC3biに、　C4bを

C4c＋C4dに分解する。　CR1がC3bをC3c＋C3dgにまで分解するのと対照的である。

5－2　分布

　MCPは赤血球以外の血球細胞と全ての有核細胞に分布する。がん化細胞でその正常母細胞より高い発現

量を保持することが知られている。MCPは精子、胎盤のtrophoblastで高発現する。精子CD46は0－

glycosylationを受けないので分子量は41kDaと小さい。精漿にはプロスタソームという構造体が前立腺から

分泌され、これが多量のMCPを含む。可溶型MCPは56kDa，47kDa，29kDaの3種が同定され、50ng／mlの血

漿濃度である。これらはマウスの例（スプライスプロダクト）と異りプロテアーゼの限定分解産物と考えら

れている。これらはcofactor活性を保有する。

5－3　構造

　MCPは4つのSCR，　Ser／Thr－rich（ST）domain，　transniembrane　region（TM），　cytoplasmic　tail（CYT）か

らなる。ST　domain，　TM，　CYTにsplicingによる多型性があり、多数のsplice　variantsが生じる。代表的な

STBc／CYT2　isoformのアミノ酸は350個、　N－linked，0－linked　glycosylationによる修飾から分子量は45～

70kDaの間にブロードなバンドとしてSDS－PAGE上に検知される。　STABc　isoformはがん細胞によく見られ正

常細胞には見られない（図4）。STAはがん関連抗原と考えられている。　CYTには4種の異なるシークエンス

が知られており、CYT1～4と名付けられた。　CYT1はCD46のリガンド刺激でマクロファージにNOを産生さ

せる。CYT1のC末領域にはDLG4という細胞内蛋白が結合する。　CYT2にはリン酸化を受けるTry残基があ

る。CYT3，　CYT4は精子や胎盤に限局的に発現する。

　MCPはSCR2，3，4がcofactor活性に必須である（図3）。　C3b分解の際、　SCR4の重要性はC4bより強い。　ST

domainは小さいもの（STcなど）がC4b（classica1　pathway）をよく抑え、大きいもの（STABc）はC3b

（alternative　pathwaY）をよく抑える。精子MCPについてはinneracrosomeに局在し、先体反応後に表在化

するので、受精関連因子と考えられている。しかし、MCP　KOマウスは不妊にならなかった。

6．臨床応用

6－1異種移植

　補体制御因子を発現させたブタ臓器をヒトに移植することを目的にトランスジェニックブタが作製され

た。α一1，3－galactosyl　transferaseをKOすると抗体依存性の細胞障害を防ぐことが可能であるという。この

KOブタにDAFを発現させたブタの臓器をカニクイザルに移植して90日間生着したとの報告がある。しかし，
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ブタのレトロウイルスをはじめ，人畜共通感染症を助長する危惧かあり，さらにNKや獲得免疫など亜急性，

慢性の拒絶反応を抑える必要があるなど問題が多く残る。

6。2　ウィルスレセプター

　CD46は麻疹ウィルスレセプター、　B：HV6レセプターである。　CD55はE￠hovirus，　Coxsackievirus，

Enterovirusのレセプター一である。　CR2はEBVレセプターである。ヘルペス属のウィルスには宿主細胞膜上

のDAF，　MCPをbuddingの祭にハイジャックするvirus群もあり、これらは補体からウィルスビリオンを守

るのに有効とされた。：HIVはC3断片をエンベロープに付着させてCR1，　CR2を介して細胞内に侵入する。こ

れらSCR蛋白は全てウィルスのエントリーレセプターとして機能する（表1）。シグナルレセプターは別に存

在し，最近Toll－like　receptor（TLR）のメンバーに見出されている。　RNAウイルスのdsRNAを認識する

TLR3，非メチル化CpG　DNAを認識するTLR9などがその候補である。ウィルス感染を抑えるのにSCR蛋白

の抗体が有効である。また可溶型SCR蛋白もウィルスの侵入を阻害する。

6－3　細菌レセプター

　連鎖球菌group　AのM蛋白質はSCR蛋白質に結合する。　fH，　C4bp，　MCPがgroup　A連鎖球菌と複合体形成

する。ナイセリア属もSCR蛋白に結合する。結合によってMCPはCa＋＋influxの上昇を見る。　CYTの特定の

Tyr残基のリン酸化も証明された。

6－4　他の疾患と制御因子

　宮中のDAFが大腸ガン患者で増加する。　Hのヘパリン結合能とHUS，　thrombotic　thrombocytopenic

purpura（TTP）との関連が報告されている。　fH：がレselectinのリガンドとの報告もある。　KOマウスでDAF，

MCPは不妊になるなどの直接の表現型は現れなかった。　H欠損マウスにも表現型はないという。

閑話休題

　BaltimoreのJohns　Hopkins大学にはManfled　M．　Mayer以来の液性免疫の伝統があった。　Mayerは補体学

に貢献し、従って同大学は補体のメッカであった。Mayerは石坂公成を後任に選び1971年リタイアした。石

坂はその後約20年補体を含む液性免疫や細胞性免疫の複合ラボをよく治め、IgEとアレルギーの仕事を発展

させていた。彼は後任にDoug　Fearonを撰び1989年、　Scrippsのラホイアアレルギー免疫研究所へ転出した。

Fearonによる新体制は3年後に崩壊し彼は英国に去ることになる。この状況を石坂は次のように批判してい

る。（石坂著：我々の歩いてきた道）

　“NIHのビル・ポールは「“lshizakas”を失うことはジョン・ホプキンスにとって大きな損失である。」と強

調していた。不幸にして、彼の予言は的中してしまった。我々がホプキンスを離れて1年も経たないうちに

ダグ・フェロンは免疫学カウンシルの支持を失った。彼は学者としては立派なのだが、あまりにも狭量で、

自分のやっている分子免疫学以外の領域の意義を認めず、臨床免疫学の連中や、School　of　Hygiene＆

Public　Healthのノエル・ローズを中心とする自己免疫疾患のグループの意見をまったく聞かなかった。彼
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らはそれぞれ自分たちの領域では世界的に有名な人たちだったから、自分たちのすることを認めない人を

支持する理由はなかった。結局、3年も経たないうちにフェロンはイギリスの大学に移り、ジョンス・ホプ

キンスの免疫学部門は消滅した。”

　補体研究も生命科学の研究潮流の中にある。ヒトゲノムプロジェクトもドラフトが刊行された。Gene

annotation，　gene　regulation，プロテオーム解析は網羅的な研究が開始されている。　SNPと易感染性体質，自

己免疫傾向など臨床と直結する大型企画が補体領域も取り込んで成立しつつある。基礎研究では難度の高

い問題へ挑戦しなければ落後するという厳しさもある。この潮流は先が見えない激流に例えられる。補体

研究も嵐の中で行き先不明のまま対応を迫られる小舟である。日本の補体学の伝統を維持するには広い視

野から激流の大河を鳥面する必要があり、問題提起と解決への努力の時期を次世代に誤りなく伝える情報

量が要求されるであろう。米国は再生の効く柔軟な体質が基盤にあり，Fearonも間もなくシカゴへ帰減す

る。日本では補体の芽をつんでしまうと再生は難しいであろう。広い視野から優れた次世代を育んで行き

たいものである。
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補体と炎症

　　　　　熊本大学大学院

医学研究科分子病理学講座

　　　山　本　哲　郎

1。炎症とは何かt）

　炎症とは、「ある局所組織の傷害に始まり、その傷害因子と被傷害物の除去を経過し、元の組織状態への

修復へと至る一連の過程」とされている。この際、傷害因子の種類に関わらず、過程は似たものになる。こ

の一連の過程が速やかに進行して治癒する場合を急性炎症と呼び、過程のどこかが遷延し、組織が修復で

きないで経過が持続している状態を慢性炎症と呼んでいる（表1）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表1　炎症（反応の場と経過）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臓器

　　　　　　　　　　　　実質　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　間質
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

構
成

上皮性細胞

（内分泌および中枢神経系以外は外界と交通）

血管、リンパ管、神経、

繊維芽細胞、白血球系細胞、

細胞外マトリックス

　　　コラーゲン類、エラスチン、

　
　
（
　　　グリコースアミノグリカン類、

　　　フィブロネクチン、テネイシン、
　　　　　　　し　　　　　も

　　　フミ＿ノ
透過した血漿成分

傷害受けやすい 防御反応の場（拡大と活動）

急
性
炎
症

（　血管透過性充進

　　フィブリン形成、補体活性化等

　白血球（多核球）浸潤

防御反応の終了（傷害因子の除去）と共に

増殖

　：
（元まで） 退縮

傷害の持続 傷害の波及

慢
性
炎
症 壊死数〉増殖数

防御反応の場としての特殊化と拡大

麟樋〉 i1丁丁難

硬繊［萎縮　　　　　　　　　　　　　　　繊維化］
変維
症症 （　1型コラーゲンの増生

　反応の消退
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　ところで、我々の身体を構成する各臓器は、その臓器特有の機能を発揮するように分化した実質細胞と、

多くの臓器に共通の組織構造を持ち実質細胞を支える役割の間質とに分けられる。実質細胞の多くは、表

皮、粘膜上皮、あるいは粘膜上皮から派生した腺細胞などで、外来性の傷害因子が直接作用し易い。この

ため炎症は、実質細胞の傷害として始まる場合が多く、臓器炎という形を取ることになる。臓器炎では、

臓器名の後に“炎”を付け、肺炎、肝炎あるいは腎炎などと表記する。

　一方、自己免疫反応などで、間質の構成細胞が持続的に傷害を受ける場合には、炎症は多臓器に及び、

かつ臓器炎とは異なる様相を呈する。膠原病と総称されるものがそうである。

　外来性の傷害因子としては、熱傷や紫外線などの物理的要因や、劇物や薬物などの化学因子もあるが、

多くは細菌、ウイルスあるいは寄生虫などの生物性因子である。従って、炎症過程の中核をなす「傷害因子

と被傷害物の除去」という生体反応は、炎症反応と呼ばれているが、生体防御反応あるいは広義の免疫反応

と全く同じものと考えて良い。

　さて、「傷害因子と被傷害物の除去」は、白血球系細胞と生体防御系液性因子との連繋作用により担われ

ている。これら生体防御系の細胞と液性因子の多くは、それぞれ造血・リンパ系と肝臓で産生され、血流

により全身に供給される。各臓器間質の血管外領域では、通常でも、それら液性因子が種々の濃度でゆっ

くり流れており、またそこには、常在マクロファージや肥満細胞と共に巡回中のT細胞も存在する。

　この様な生体防御系の配置を反映し、炎症反応は、局所間質において、微小循環系と血管外領域成分の

相互作用として進行しつつ、必要に応じて、造血・リンパ系や肝臓、更には脳の体温調節系を含む全身の

反応が局所反応を後方支援するという図式で展開される。体温調節系が参加するのは、ほとんどの細菌の

増殖が宿主体温の上昇で抑制されるためである。

　ところで、ギリシア・ローマの昔から炎症の局所に見られる所見として、発赤、発熱、腫脹、疹痛及び

機能障害の5徴候があげられている。この内、発赤と局所熱感は微小循環系の拡張であり、腫脹は、微小循

環系における血管透過性充進と白血球遊走に伴う浮腫と浸潤がかもし出すものである。また、疹痛は局所

の痛覚神経終末刺激によるもので異常部位を報知する役割を示し、機能障害は実質細胞傷害の反映と考え

られる。この様に、炎症の巨視的レベルでの現象と組織学的レベルでの現象の対応関係は、今では明瞭に

なっている。

　さて、上記のように傷害因子の多くが微生物であることを考えると、傷害因子に対する直接的な防御作

用は、侵入微生物の拡散及び増殖の阻止、殺傷、そして貧食処理という具合に進行することになる。拡散

阻止は、フィブリンなどの繊維網、あるいは抗体などの結合分子による微生物細胞の包囲や凝集により、

また、増殖防止は局所温度の上昇により実現される。殺傷機構は微生物細胞膜への小刀形成や膜成分に対

する分解や変性作用であり、そして、貧食は多核球や単球／マクロファージにより遂行される。

　一方、後方支援と考えられる全身反応は、末梢血白血球増多症と骨髄細胞系の増殖、自然免疫系の生体

防御液性因子である急性期蛋白（acute　phase　proteins）の肝での産生尤進、局所リンパ節における抗体産生

などの応答免疫反応、そして、視床下部体温調節中枢の反応に基づく骨格筋及び肝での三熱尤進による発

熱である。これらの全身反応により、局所における反応の効率が大きく上昇すると共に、傷害の生体内広

域拡散を予防できることになる。このような全身反応を伴う大きな炎症は、体温調節中枢以外の中枢神経

系によっても把握されており、従って、炎症の局所反応も全身反応も下垂体・副腎系、特にグルココルチ
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コイドやアドレナリンによる神経内分泌性調節も受けることになる。

　さて、このような局所性及び全身性の反応によって「傷害因子と被傷害物の除去」が終了すると、浸潤細

胞は、局所で、あるいはリンパ管経由でリンパ節へ回収されて貧食処理される。これに並行して、局所で

は実質細胞が増殖し、また、間質でも線維芽細胞等が増殖してコラーゲンやグリコースアミノグリカンと

いった間質基質を産生して、現場は傷害前の状態に修復される。

　これが、現在生体防御的視点から理解されている急性炎症の基本像である。ただし、ウイルス感染の場

合に感染宿主細胞そのものが破壊されることからも解るように、炎症反応において産生されたり遊離され

たりする細胞傷害因子は、基本的には侵入微生物細胞も宿主細胞も共に殺傷する能力をもっている。また、

白血球の浸潤においては、少なくとも通過部位の問質基質はそのこと自身によって破壊されると考えられ

るので、炎症における生体反応は、それ自身が何がしかの傷害を局所にもたらすことになるのも事実であ

る。その負の側面が端的に表われるのがアレルギーや自己免疫性疾患と呼ばれる炎症で、局所組織は不必

要に破壊される。全身反応においても、例えば、体温の1℃上昇は10％エネルギー消費を高めると共に、心

拍数や心拍出量の増大により心血管系の負担を増加させるというように、負の側面がある。従って、過剰

な炎症反応は生体に有害に作用するといえる。しかし、実際の炎症性疾患においては、どこまでが生体防

御に必要な反応でどこからが過剰な反応かは不明瞭な場合が多い。

　ところで、何らかの要因で炎症が遷延した場合には慢性炎症となる。例えば、ウイルス性肝炎において

感染ウイルスの活動が弱いにも関わらず、完全にはライルスを除去できなかったり、結核において細胞内

寄生性細菌である結核菌が学食細胞内で棲息可能であbたり、あるいは膠原病のように自己免疫性機序が

傷害因子の主体をなす様な場合である。この様な慢性炎症の局所では、単球／マクロファージ優位の浸潤

に加えてリンパ球の集籏や濾胞形成が観察される。更に、間質基質中のグリコースアミノグリカン類が減

少し、血管が新生すると共に線維芽細胞が増殖してコラーゲンが増加する。この様に、実質細胞の持続的

破壊に加えて問質の構造が変化して、局所は肉芽構造を呈する。

　慢性炎症が数年、10数年と持続すると、破壊された実質細胞の再生が不足してコラーゲンに置き換わり、

線維症、硬変症あるいは硬化症と呼ばれる状態になり、機能的には臓器不全症に陥る。これが慢性炎症の

終末像と考えられている。

2．炎症のケミカルメディエーター2》

　生体反応としての炎症反応における組織レベルでの上記の各現象は、一部は血管運動神経などの自律神

経系や痛覚知覚神経の関与があるものの、主として炎症の化学伝達因子あるいはケミカルメディエーター

と総称される局所ホルモン的な分子による細胞間情報伝達によって起こると考えられている。例えば、血

管拡張因子が血管平滑筋細胞に作用して細動脈の拡張が生じるし、血管透過性充進因子の後毛細管静脈内

皮細胞に対する伝達作用により内皮細胞が反応して血漿成分の血管外浸出が生じる。あるいは、多核球走

化因子の伝達作用により内皮細胞と白血球が連繋して反応し、後毛細管静脈からの多核球動員が起こると

いった具合である。

　ケミカルメディエーターの遊離には大まかに分けて2つの方式がある。一つは、局所の細胞内に貯蔵され
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ていた、あるいはde　novoで合成されたケミカルメディエーターが細胞外に分泌されるものであり、他の一

つは、血漿プロテアーゼ連鎖系の反応の過程で前駆形蛋白の限定分解によって、ケミカルメディエーター

としての活性型因子が遊離するというものである。

　前者型のメディエーターとして、ヒスタミンやセロトニンといったアミン類、プロスタグランディンや

ロイコトリエンなどのりビッド性分子、各種サイトカインやケモカインなどの小分子量蛋白、更にはNOや

COというガス状分子など多彩なものが挙げられる。また、知覚神経系C線維の軸索反射により神経終末か

ら分泌されるペプチドのタキキニン類もこのグループに含めることができる。

　後者の例としては、凝固系のフィブリノペプチド、線溶系のフィブリン分解産物、血漿キニン系のブラ

ディキニンなどがあげられる。補体系は、もちろん後者の方式によってケミカルメディエーターを遊離す

る。それに加えて、補体系は、微生物細胞膜に膜侵襲複合体による小孔を作るなど、生物性傷害因子に直

接作用することもできる。

　炎症反応のケミカルメディエーターは、一般的には、細胞膜表面に存在する特異的リセプターに結合す

ることにより相手細胞に情報を伝達する。ケミカルメディエーターと結合し活性化されたリセプターは、

蛋白質リン酸化カスケード、G蛋白連鎖経路あるいはアラキドン酸代謝経路などの細胞内シグナル伝達系を

介して細胞反応を引き起こす。特殊な場合として、トロンビンや活性型凝固X因子などのプロテアーゼは、

白血球や内皮細胞膜上のリセプターに結合し、それを限定分解することにより細胞に情報を伝達する。こ

の場合のリセプターは、protease－activated　receptorsと呼ばれ、ケミカルメディエーター前駆体とリセプタ

ーの両機能を併せ持つ膜蛋白と理解することができる。また、一酸化窒素（NO）や一酸化炭素（CO）は、細

胞膜を通過して細胞内に入り、グアニレイトシクラーゼなどの金属酵素に結合して酵素活性を調節するこ

とにより作用を発揮する。

　ところで、異なった複数種の細胞が同じリセプターを持っていることが多いので、一種類のケミカルメ

ディエーターが複数の細胞の反応を引き起こす。逆に、各細胞は複数種のリセプターを持っているので、

異なるケミカルメディエーターが同一の反応を引き起こすことも多い。更に、細胞内情報伝達系にしても、

上記のように幾つものものがあり、しかも、それらの間でクロストークと呼ばれる干渉作用が存在する。

つまり、ケミカルメディエーターとリセプターとが、ある細胞機能の発現に関して一対一で対応している

という訳ではない。細胞は幾つものケミカルメディエーターからの情報を受け、それらの全体を場の情報

として集約し、反応していることになる。多くの場合、その細胞反応の一部としてケミカルメディエータ

ーが更に遊離され、各細胞がどのよう反応しているかという情報が周辺の細胞にもたらされる。そうした

細胞とケミカルメディエーターとのネットワーク的反応の動的変化の総体が炎症反応を作り出していると

考えられる。

　以上のような炎症反応の理解に基づき、以後、上記の各現象に関与するケミカルメディエーターやその

他の機能性因子について、補体系に絞って眺めてみることにする。

3．局所の血管反応に関与する補体由来のケミカルメディ甲山ター3）

一1）血管透過性fi進
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　急性炎症における血漿成分の血管透過性充進は、後毛細管静脈で起こる生体反応で、2つの機序が知られ

ている。一つは、血管外で遊離されたケミカルメディエーターが内皮細胞膜リセプターへ結合することに

よって内皮細胞が反応し、内皮細胞間隙が開大したり、内皮細胞細胞質における血管内腔側から外側方向

への小胞輸送が充進したりすることによるものである。この透過性充進は、素早く起こり15分以内に終わ

る短時間作動性のものである。

　他の一つは、多核白血球の浸潤に伴って生じるもので、ゆっくり始まり数時間持続する。詳細な機序は

不明であるが、血管内皮細胞上に結合した多核球走化因子の作用を受けた多核球から何らかの化学因子が

放出され、内皮細胞に作用して上記のような内皮細胞反応が起きている可能性が高い。この因子が、多核

球二三中のアズロシディン（azurocidin）であるとの主張がある4）が、結論には至っていない。

　さて、血管透過性充進に関与する補体由来のメディエーターは、C3aとC5aである。三種全ての補体活性

化経路の過程で、それぞれ、C3コンベルターゼあるいはC5コンベルターゼの作用により、　C3あるいはC5分

子のα鎖アミノ末端から遊離するペプチドで、C3aは77、　C5aは74アミノ酸残基より成っている。共に分子

内の同様の部位に3本のジスルフィド結合を持ち、カルボキシル末端部も、一Leu－Ala－Arg－COOHあるいは一

Leu－Gly－Arg－COOHと類似している。

　C3a及びC5aは、微小循環系血管の近傍に存在している肥満細胞膜上のそれぞれのりセプターに結合して、

ヒスタミンを遊離させる。このヒスタミンが、血管透過性充進のケミカルメディエーターとして後毛細管

静脈内皮細胞膜リセプターに結合して、短時間作動性の透過性充進を引き起こす。in　vitroの実験系では、

C5aは10－9M程度でこのヒスタミン遊離を引き起こす。　C3aはC5aの50倍程の濃度を要するとされているが、

前駆体であるC3の血漿濃度（1．3mg／ml）がC5の濃度（75μg／ml）の17倍程あるので、実際の炎症の現場ではど

ちらも作用している可能性が高い。

　C5aは更に、多核球走化因子として、多核球依存性の透過性充進も引き起こす。

　C3aとC5aに類似したペプチドとして、　C4aがある。これら3種のペプチドは、アナフィラトキシンと総称

されることがある。C4aは、　C4分子α鎖のアミノ末端部から、活性型Clsによって遊離されるもので、77ア

ミノ酸残基から成り、カルボキシ末端は一Leu－Gln－Arg－COOHである。ただし、　C4aが血管透過性充進に関与

するという知見は得られていない。

2）白血球浸潤

　白血球は、白血球走化因子と呼ばれる分子が作る濃度勾配を認識し、より高い濃度の方向へ遊走する方

法により、炎症の中心部に到達する。つまり、走化因子は炎症の中心部で遊離され、その濃度勾配は走化

因子の拡散によりもたらされる。高分子量ペプチドあるいは蛋白性の走化因子の場合は、分子表面の陽性

荷電領域で、間質基質グリコースアミノグリカンの硫酸基と静電結合するので、その濃度勾配は比較的長

時間安定していると考えられている。濃度勾配の最先端では、走化因子が、後毛細管静脈内皮細胞表層の

ヘパラン硫酸と結合して血管内腔に提示される方式により、血流中の白血球と直接接するようになってい

る。

　炎症局所の後毛細管静脈では、内皮細胞が外側から走化因子の作用を受けて、内腔側表面にセレクチン

やインテグリンを発現する。すると、血流中の白血球と内皮細胞とは、互いの細胞表面のセレクチンとそ
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の糖鎖リガンドとにより接触することになり、白血球がコロコロとローリングする。そのうちに、内皮細

胞上に提示された走化因子に白血球のりセプターが結合することになる。すると、白血球は活性化されて、

インテグリン並びにインテグリンリガンドを表面に発現して、直接あるいは血小板を介して内皮細胞に強

く接着し、引き続く両細胞の連繋作用により血管外へ移動すると考えられている。

　補体由来の走化因子としてはC5aが最も重要である。　C5aに対するリセプターは、7回膜貫通型のG蛋白介

在性リセプターの一つであり、ほぼ全ての白血球種が持つと考えられている。ln　vi亡roで、　C5aは10－9M程度

を至適濃度として走化性を発揮するが、その際、C5aリセプターに対し、2段階の結合により情報を伝達す

る5）。第1段階では、C5aの塩基性アミノ酸側鎖（His15，　Arg46及びLys49）が作る陽性荷電領域と、　C5aリセ

プターのアミノ末端部に集積している6個のアスパラギン酸残基と硫酸化された2個のチロシン残基（Tyr11

及びTyr14）とが作る陰性荷電領域とが静電結合する。次に、　C5aのカルボキシル末端が、リセプターの7つ

の膜貫通ヘリックスが形成する筒状構造内側に侵入し、C5a末端のArg74のαカルボキシル基（陰性）と側鎖

（陽性）との連繋作用で、リセプターのArg306の側鎖（陽性荷電）が大きく移動して、リセプターが活性化さ

れると考えられている。

　C5aリセプターは、単一一の遺伝子にコードされていると言われており、しかも、　mRNAのスプライスバリ

アントの報告はないが、機能的には複数の異なった表現形を示す。例えば、単球のC5aリセプターは、　C5a

に加えて、S19リボン・・一・ム蛋白の架橋化2量体もアゴニストとして認識し、単球は走化する。　S19リボソーム

蛋白の架橋化2量体は、アポトーシスの過程でトランスグルタミナーゼの作用で形成され、細胞外に遊離さ

れる。S19リボソーム蛋白は、アミノ酸配列上、　C5aとの間に4％程度の相同性しかないが、　C5aと同様の2段

階反応で結合してC5aリセプターを活性化する。至適濃度もC5aと同様10－9M程度である。一・方、多核白血

球のC5aリセプターは、　S19リボソーム蛋白2量体をアンタゴニストとして認識する。その機序は現在のとこ

ろ不明であるが、この相反する性質により、S19リボソーム蛋白2量体は、単球優位性の細胞浸潤を引き起

こす。この性質と整合的に、S19リボソーム蛋白2量体は、慢性関節リウマチ肉芽巣という単球優位性白血

球浸潤が認められる炎症巣から最初に分離された6）。

　C3aは、好酸球を内皮細胞に接着させるものの、血管外への遊走までは起こさないと報告されている7）。

単球や多核球に対する走化性はない。

　興味深いのはC4aの機能である。　C4aは、10－16Mという低い濃度で単球特異的に走化性を抑制する。この

抑制作用はC4aの直接作用ではなく、C4aの作用を受けた単球から、走化抑制性の因子が遊離し、この因子

がオートタリン作用により走化を阻害する。ただし、この因子は未だ同定されていない7）。また、モルモッ

トマクロファージのC3a刺激による活性酸素遊離もC4aにより抑制される。これらの実験結果は、　C4aに特

有のリセプターの存在を示唆しているが、C4aリセプターは未だ同定されていない。

4．感染微生物に対する傷害作用や貧食処理に関与する補体因子

1）細胞膜傷害に関与する補体因子

　最も重要なものは、感染微生物膜表面における補体系活性化により形成される膜侵襲複合体（membrane

attack　complex）である。これは、　C5bにC6，　C7，　C8が結合してゆき、更に10分子を超えるC9が重合して、
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細胞膜に直径約10nmのドーナツ形の小孔を形成し、溶菌に至らすものである。全ての補体活性化経路の最

終産物とされている。

　次に、C5aの作用により引き起こされる多核球の穎粒放出反応や活性酸素種遊離反応が重要である。穎粒

中には、殺菌因子と加水分解酵素が多量含まれている。前者には、30前後のアミノ酸残基から成るデフェ

ンシン類（defensins）、221残基からなるアズロシディン、及び456残基から成るbactericidal／permeability

increasing　protein（BPI）が知られている。全てが塩基性のペプチドあるいは蛋白で、細胞膜を傷害するが、

BPIは内毒素（endotoxin　lipopolysaccharide）に親和性を持つので、グラム陰性菌外膜に特異的に作用する9）。

　加水分解酵素類では、エラスターゼやカテプシンGなどのプロテアーゼがよく知られており、細胞膜蛋白

を分解して、膜機能を障害すると考えられる。

　活性酸素種はNADPHオキシダーゼにより生成され、ミエロペルオキシダーゼや塩素、更には一酸化窒素

の共存によって様々なラジカル種に変化する。これらスーパオキシド（02一）、過酸化水素（H202）、水酸化

ラジカル（一〇H）、あるいは水酸化塩素（HOCI）やペルオキシ亜硝酸（ONOO一）が、細胞膜脂質をラジカル

化して膜機能を障害することなどを介して、殺菌効果を発揮する。

2）白血球の貧食を誘導するC3bとC4bオプソニン

　多核球や単球／マクロファージによる貧食は、リセプター依存性の反応である。貧食対象物表面に多数

結合し、このリセプター依存性反応を誘導する分子をオプソニンと呼んでいる。代表的なオプソニンは、

IgG並びにC3bとC4bである。

　C3bとC4bは、　C3あるいはC4からC3aあるいはC4aが遊離された後の活性型高分子である。もともとC3並

びにC4のα鎖には、一Cys－Gly－Glu－Gln一という配列があり、　CysとGlnの側鎖間で、アンモニアが遊離して、チ

オエステル結合が（一S－CO一）が形成されている。異物表面で補体系が活性化されC3aとC4aが遊離されると、

C3bとC4bとの構造が変化して、このチ二三スチル結合が露出し、異物表面糖鎖の水酸基（一〇H）やアミノ基

（一NH：3）との問に化学反応が生じて、　Gln（実際にはアンモニアを遊離したため、　Gluと同様の側鎖になってい

る）のγカルボキシル基が、それらとエステル結合（一〇一CO一）やアミド結合（一H2N－CO一）を形成する。その際、

Cys残基は遊離型（一SH）になる。これにより、　C3bやC4bは異物表面糖鎖に共有結合で固定化されることに

なる。多核球や単球／マクロファージは、感染微生物膜上に大量に結合した。3b（あるいはiC3b）や。4bを、

補体リセプター（CR1，　CR3，　CR4）によって認識し、微生物を二食処理する。

5．全身反応に関与する補体系因子

1）急性期蛋白産生と骨髄からの白血球動員

　血漿蛋白の中で、炎症時に25％以上濃度が増加する蛋白類を急性期蛋白と総称している。20種近くが知

られているが、C反応性蛋白（（＞reactive　protein，　CRP）、血清アミロイドA、フィブリノーゲン、セルピン

（プロテアーゼインヒビター）類、ハプトグロビンやセルロプラスミン、あるいはC3などが代表的である。

多くは静菌作用を有する。これらの内、CRPは、肺炎球菌のC多糖体と結合し、補体系を活性化する。

　この急性除蛋白産生の機序は、急性炎症反応により遊離されたインターリューキン（interleukin，　IL）一1、
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IL－6あるいは腫瘍壊死因子（tumor　necrosis　factor，　TNF）一αなどのサイトカインが、共通のリセプターサブ

ユニットであるgp　130を介して、肝細胞における急性期蛋白遺伝子の転写を促進することと考えられている。

　この肝での反応に関与する補体因子はC5aである。炎症の初期には、　C5aリセプターを有する肝クッパー

細胞にC5aが作用して上記のサイトカイン類を産生・遊離させ、間接的に肝細胞の急性期蛋白合成を進める

とされている。更に炎症が進行すると、肝細胞自身がC5aリセプターを発現するようになり、　C5aが直接肝

細胞の急性期蛋白合成を促進することができるようになると考えられている。この肝細胞におけるC5aリセ

プター遺伝子の発現は、IL－6などにより引き起こされると報告されている’o）。

　一方、骨髄からの多核球や単球の動員により、急性炎症時の末梢血白血球増多症がもたらされる。この

反応が長時間持続性であることを考えると、この現象には、穎粒球コロニー促進因子やマクロファージコ

ロニー促進因子という骨髄系細胞に対する増殖因子が主として関与していると思われる。しかし、炎症早

期における増多症成立の機序に関しては、不明な点が多い。C3分子のトリプシン分解によりC3cのα鎖から

遊離される分子量12，000のC3eが、骨髄から血流への動員により一・一一一・過性の多核球増多症を起こすという報告

があるll）。

2）応答免疫反応に影響する補体系因子

　抗原特異的な抗体産生やT細胞クローン増殖による生体防御機構を応答免疫あるいは獲得免疫と呼んで

いる。この機構は、抗原提示細胞と総称される単球／マクロファージや樹上細胞が、貧食した抗原性生体

高分子の分解物（一般的にはペプチド）をII型ヒト白血球抗原（human　leUkocytic　antigen，　HLA）に結合させ

て、ヘルパーT細胞レパトアに提示して、このHLA一ペプチド複合体を認識できるT細胞クローンを選択的

に増殖させることに始まる。

　従って、炎症の場に単球／マクロファージを浸潤させたり、感染微生物の貧食を充進させたり、あるい

はその単球／マクロファージを局所リンパ節へ誘導する因子は、結果的に抗原提示を高めるので、全て応

答免疫反応を促進することになる。つまり、一般的には、炎症反応それ自身が応答免疫を続発させると考

えてよい。

　それとは別に、C3aとC5aに応答免疫に対する調節作用があることが知られている。これらはin　vitroでの

マクロファージとリンパ球混合培養系の初感作抗体産生実験において観察されているもので、C3aは抑制性

に、逆にC5aは充進性に作用する。これらの作用は、　IL－1産生の尤進や抑制を中心として、サイトカインネ

ットワークへの影響により引き起こされる間接的なものと考えられている。このC3aとC5aの制御機能が、

局所リンパ節など実際の免疫応答の現場でどの程度の役割を持つかは不明である。

　一方、C1，　C4，　C2及びCR1各因子の先天的欠損者に、自己免疫疾患（特に全身性エリテマトーデス）が高発

症することが知られている。補体古典的経路は、抗原抗体複合体の免疫反応局所からの素早い除去により、

過剰な免疫反応を抑制していることも充分に認識しておく必要があろう。

6．遺伝子変異マウスからの情報　一まとめに代えて一

　遺伝子欠損マウスを用いた炎症反応研究の多くは、単純な実験系における表現型を観察しているもので、
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その意味ではこの研究分野は端緒についたばかりである。それでも、炎症反応を生体防御的な側面から見

る上記の視点を支持する研究成果もすでに幾つか挙げられている。例えば、C3あるいはC4欠損マウスでは

グループB溶連菌（streptococcus）に対する除去能力が欠如していたし、　C5aリセプター欠損マウスにおいて

は、呼吸器系における緑膿菌（pseudomonas）に対する抵抗性が著しく低下していた。また、　Clqあるいは

C4欠損マウスにおける自己免疫疾患の自然発症や、　B因子あるいはCR1／CR2欠損マウスを他の系統の自己

免疫疾患発症マウスと交配した場合の疾患発症率の上昇も認められている12）。今後、さまざまな交配実験や

感染実験によって、いろいろな知見がもたらされるものと期待される。
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はじめに

　「補体の機i能を一言でいうと異物排除である」とはある補体研究者の言葉である。今から17－18年前の話

を最近よく思い起こす。近年、免疫研究はリンパ球を中心とするacquired　immunity（獲得免疫）から補体系

やマクロファージ、樹状細胞、NK細胞を中心とするinnate　immunity（自然免疫／基本免疫）へとシフトし、

innate　immunityの重要性がクローズアップされるようになってきた。異物と最初に出会うのは補体やマク

ロファージ／樹状細胞などのinnate　immunity担当細胞であり、それらの活性化がリンパ球の活性化に必須

であることが明らかにされてきた。補体レセプターに関しても、結晶構造解析、ノックアウトマウスを用

いた生体内での機能解析、微生物との相互作用、新しいリガンドの同定などから異物排除における補体の

重要性とともに新知見が得られている。ここでは、innate　immunityのなかの補体レセプターについてその

構造と機能を概説し最近のトピックスを紹介する。

補体レセプター

　補体レセプターは、広義には各種補体成分をリガンドとする細胞上のレセプターの総称で、狭義には血

漿補体成分C3の膜結合断片（C3bなど）を認識するレセプターの総称である（表1）。　C3a，　C5aはアナフィラト

表1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補体レセプター

レセプター名 リガンド 構　造 分　布

cClqR clq，コラーゲン様ドメイン 分子量70，000、カルレティ 広範囲

キュリン様タンパク質

cClqR（100） clq，コラーゲン様ドメイン 分子量100，000、酸性糖タン 単球、好中球

バク質

gClqR clq，グロブラードメイン 分子量33，000 白血球、血小板

CR1（CD35） C3bおよびC4b 分子量160，000～250，000、 赤血球、好中球、

一本鎖、膜貫通、30SCR 単球、B細胞など

CR2（CD21） C3d，　C3dg（およびEBV） 分子量145，000、一本鎖、1 B細胞、FDC

二二貫通15または16SCR

CR3（CDIlb1CD18） c3bi（およびマトリックス） ヘテロニ量体 骨髄系細胞、NK細胞

CR4（CDIlc／CD18） C3bi ヘテロニ量体 骨髄系細胞、マクロ

ファージ、樹状細胞

C5aR（CD88） C5a 分子量40，000；7回膜貫通型 好中球、マクロファージ

タンパク質 マスト細胞など

C3aR C3a 分子量約60，000；7回膜貫通 同上

型タンパク質

SCR：ショートコンセンサスリピート、　FDC：濾胞樹状細胞
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キシンと呼ばれ、血管透過性の充進や白血球遊走（C5a）などの細胞応答を誘起する。　C3a，　C5aレセプターに

ついては近年一次構造が明らかにされ、両者とも7回膜貫通型のレセプターファミリーに属すことが示され

た1・2）。詳しい解説は他の総論を参考にしていただき、本論ではClqレセプターとC3レセプターについて述

べる。

1．Clqレセプター

　Clqレセプターは現在構造の異なる3種類の分子が報告されており、各々でClqとの結合部位、機能が異

なると推定されている。分子量100kDaのClqコラーゲン様ドメインを認識するレセプターがCIqのオプソ

ニン作用を最もよく説明する。他のClqレセプターの機能については不明な点が多いが、　Clqのglobular

“head”に結合する分子量33kDaのgClq－RがListeria　monocytogenesのInlB　invasion　proteinのレセプターで

あるという興味ある知見が最近報告された3）。Listeria　monocytogenesは2種類の細胞内侵入に重要な細胞表

面分子internalin－A（lnlA）とInlB（いずれもロイシンリッチリピート構造）をもち、　InlAのレセプターはE－

cadherinであることが明らかとなっている。　gClq－Rは広範囲な細胞の膜上に存在し、　Clqのglobular“head”

に結合するのみでなく、thrombin，　vitronectin，　high　molecular　weight　kininogen，　HIV－1・・　Tat　transactivator

などにも結合する多機能蛋白であることが示されている4）。gClq－RがlnlBのレセプターとして同定されたこ

とから、Lis　teria　m　on　ocytogen　esは2種類のレセプターを用いて哺乳動物細胞へ侵入すると考えられた（図1）

3＞。しかしながらgClq－Rは膜貫通領域やglycosylphosphatidyl　inositol結合モチーフをもっていないためシグ

ナルを細胞内へ伝達するには他の膜貫通型分子の存在が必要であると考えられる。時を同じくして別のグ

ループがMet　receptor　tyrosine　kinaseがInlBのレセプターであることを報告した5）。しかしながら、　gClq－R

との関係は現時点では不明である。

図1　L．monocytogθnesの哺乳類動物細胞への侵入経路（文献3より引用）
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2．　CRI　（CD35）

　1953年Nelsonによって報告された免疫粘着現象（immune　adherence）は血清にさらされた細菌やウイルス

粒子などの粒子が血液細胞に吸着する現象であり、病原体の破壊と免疫反応の誘起に重要であると理解さ

れていた。その後この反応は抗原となる粒子に結合した補体C3フラグメントと赤血球または白血球上のレ

セプターとの相互反応によるものと考えられ、1979年にFearonによって発見された補体活性化のインヒビ

ター分子、補体レセプタータイプ1（CR1）がこの反応をつかさどることが明らかにされが7）。従って、　CR1

はC3bレセプター（C3b　receptor）、　C4bレセプター（C4b　receptor）以外に免疫粘着レセプター（IA　receptor）

とも呼ばれる。生体内分布は、赤血球（50－1000／cell）、好中球（10，000～100，000／cell）、　B細胞、　T細胞の一部、

単球、マクロファージ、腎糸球体上皮細胞などである。分子量が160kDa～250kDaの膜貫通型糖蛋白質で4

種のアロタイプ（A，B，　C，　D）が存在するが190kDaのCR1－Aが最も一般的である。　CR1－AはN末端側に30個の

short　consensus　repeats（SCRs）をもつ。　SCRが7個連なって1個のlong　homologous　repeat（LHR）を形成し、

このLHRが4個連なってCR1の細胞外領域を構成する。それぞれのLHRのなかの連続した3個のSCRが補体

C3bとC4bとの結合部位を形成している（図2）。サイト1（SCRs　1－3）は主にC4bと結合しC4bC2a　convertase

の解離を促進し、サイト2（SCRs　8－10，15－17）はC3b，　C4bに結合しfactor　IによるC3b／C4b分解のcofactorとし

て機能する8）。CRIのSCRs　l5－17の結晶構造解析の結果、　SCR15モジュールの正に荷電した表面領域がC4b

の結合に・このpatchと・同一面上に露出するSCR16モジュールの塩基性アミノ酸側鎖の両者がC3bの結合

に重要であることが明らかとなった9）。CR1の機能はそれを発現する細胞の種類により異なり、赤血球上の

CR1はC3b／C4bが沈着した異物を肝臓や脾臓に運搬し除去する。　CR1には、上述したようにC3b／C4bの補体

活性化能の制御や。3分解のコファクターとして補体レセプターCR3ヘリガンド（c3bi）を提供する機能もあ

り、レセプターであるとともに補体制御蛋白質でもある。また、白血球上のCR1はFcレセプターと協同し

て貧食を促進し、B細胞上のCR1はCR2と協同して抗体産生を増強する。臨床的には、赤血球CRIは免疫複

合体病（全身性エリテマトーデスなど）で著明に減少することが知られている。

図2　CR1－Aの構造。

　CR1－Aの細胞外ドメインは30個のshort　consensus　repeat（SCR）から構成されている。　Site・one（SCRsl－3），　Site　2（SCRs

8－10，SCRs　15－17）が補体C3b，　C4bとの結合に重要である。

CRI－A
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pm－pmwgdi一一一
　　　LHn　LHR　LHR　LHR

一47一



補体レセプター

3．　CR2　（CD21）

　ヒトCR2は分子量145kDaの1本鎖膜貫通型糖蛋白質で成熟B細胞や濾胞樹状細胞（FDC）に発現し、　C3bの

分解産物であるC3d，　C3dgのレセプター・として機能する（C3dレセプター）。　EBウイルスはこのレセプターを

介してB細胞に感染することからEBウイルスレセプターともいわれる。ヒトB細胞上のB2抗原、　HB－5抗原

はCR2と同一分子である。　CR2の構造はCR1同様SCRの繰り返し構造で、　alternative　splicingの結果15個あ

るいは16個のSCRからなる蛋白が生じる。　CR2はB細胞上でCDI9，　TAPA－1（CD81），　Leu－13と複合体を形成

している。CR2－CD19複合体を架橋すると膜型lgMを架橋した場合と同じくB細胞が活性化される。

C3dg／C3dが結合した抗原で両複合体を同時に架橋すると、活性化に必要な抗原の閾値は非常に低くなるこ

とが報告されている（図3）。また、FDC上のCR2は、抗原を長い間とどめることで記憶B細胞の維持に関与

すると考えられていた。1996年にFearonらのグループは、モデル抗原としてhen　egg　lysozyme（HEL）に

マウスC3dを2コピーあるいは3コピー融合させたものをマウスに免疫し、　HEL単独に較べ1000倍から10，000

倍抗原性が高まることを示した’o）。このことは、C3dが免疫アジュバントとしてCR2を介してinnate

immunityとacquired　immunityの橋渡しをするという非常に興味深い知見を提供するものであった11）。しか

しながらKopfらは、　C3およびCR2ノックアウトマウスを用いてインフルエンザウイルスの感染実験を行い、

C3欠損マウスはインフルエンザウイルスの一次感染に対して非常に感受性が高く、ウイルスの排除が遅く

肺でのウイルスタイターが高くなる一方、CR2欠損マウスは正常にウイルスを排除することを示した’2）。更

に、CD4＋T　cell依存性の抗ウイルス抗体産生と肺へのT　cellリクルートおよびリンパ節でのウイルス特異的

CD4＋T　cell，　CD8＋T　cellのプライミングがC3欠損マウスでは欠如しているが、　CR2欠損マウスでは正常で

図3　B細胞活性化におけるCR2の役割〔文献20より引用〕
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あることを示した。このことは、少なくともインフルエンザウイルスの一次感染防御においてはC3による

ウイルス抗原の標識が重要でありプロフェッショナルな抗原提示細胞へのtargetingはこれまで考えられて

いたCR2以外の分子によって媒介されていることを意味するものであり興味深い。

4．　CR3　（CDI　t　b／CDI　8）　．　CR4　（CDI　1　c／CDI　8）

　ヒトCR3は165　kDaのα鎖（CDllb）と95　kDaのβ鎖（CD18）が、　CR4は150　kDaのα鎖（CDllc）とβ鎖

（CD18）が非共有結合したヘテロニ量体である。β鎖はCR3，　CR4のほかLFA－1（CDlla／CD18）が共有し、こ

れらはβ2インテグリンファミリーと呼ばれる（図4）。CR3は好中球、単球、マクロファージ、　NK細胞など

の一部のリンパ球に分布し、リガンドは。3の分解産物。3biである。好中球のcR3は炎症性の刺激（fMLP，

C5aなど）で発現量が著明に増加する。好中球、単球のCR3はC3biで標識された異物の貧食に関わり、　NK細

胞上のcR3は標的細胞の。3biと結合し、結果としてNK細胞と標的細胞の接着を強めADccやNK活性を増強

する。CR3はLPSや酵母細胞壁由来ザイモザンなどの多糖体にも結合することが知られている。また、血管

内皮のICAM－1のカヴンターレセプターとして白血球の血管内皮への接着因子として機能する。ヒトでは、

β2鎖の合成不全によりLFA－1，　CR3，　CR4が白血球表面で欠損する遺伝疾患、白血球粘着不全症（leukocyte

adhesion　deficiency；LAD）が知られており、反復性の細菌感染がみられる。一方、　Leishmania

prornastigotesなどの病原体は補体を活性化しC3biを細胞上に結合させ、マクロファージ上のCR3を介して

細胞内へ進入する13）。細菌やウイルス粒子による補体C3活性化機構に関しては補体活性化／結合分子が同定

されているものは少なく不明な点が多いが、筆者らはMycoplasma　ferm　en　tansから分子量43kDaのリポプロ

テイン（M161抗原）を精製し、この分子がalternative　pathwayを介してC3を活性化しM．　ferm　en　tansおよび

その感染細胞を。3b／c3biで標識することを明らかにした14・15）。更に、　M161抗原は補体活性化以外に、マク

ロファージ、単球から炎症性サイトカイン産生を誘導し樹状細胞を成熟化をさせることを示し、これらの

活性がToll－like　receptor　2（TLR2）を介して行われることを明らかにした16）。近年、微生物構成成分による

innate　immunity活性化機構が明らかにされ、　Toll－tike　receptor　familyが微生物構成成分pathogen

associated　molecular　patterns（PAMPs）を認識しシグナルを伝達することが判明しているユ7・’8）。　PAMPsの

図4　CR3，　CR4の基本構造
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なかには、M161抗原のように補体系を活性化するものが多く、この場合PAMPsによるTLRsからのシグナ

ルはCR3を介したシグナルでモジュレートされると考えられる。

　　一方CR4は、好中球、単球、マクロファージ、樹状細胞に強く表現されており、　c3biをリガンドとするが

機能に関しては不明な点が多い。CR4のα鎖CDllcはヒトおよびマウス樹状細胞のサブタイプを区別するマ

ーカー分子となっている19）。CDllc陽性樹状細胞では、　CR2の項で述べたようにC3結合異物による樹状細胞

の活性化と抗原特異的B／TcellプライミングにCR4が何らかの役割を果たしていると考えられる。

おわりに

　　補体レセプターの構造と機能について興味深いと思われる点を概説した。最初に述べたように、補体系

は微生物の排除においてinnate　immunityの中で重要な位置を占め長い年月微生物と対峙してきたと思われ

る。感染防御における補体レセプターの役割について、他のレセプターとの協同作用など今後の詳しい解

析が待たれる。
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遺伝子からみた補体系の成り立ち

東京大学大学院理学系研究科

　　　　　　生物科学専攻

　　　　野　中　　　勝

　補体系は多数の成分からなる高度に組織化された生体反応系であるが、各成分の遺伝子には多様な起源

のものが混在しており、その成立過程は進化学的に極めて興味深い。ここでは近年の多彩な生物種におけ

るゲノムサイエンスの進展により明らかになりつつある、補体系遺伝子の起源と進化についてまとめてみ

たい。先ず、多細胞動物の系統関係の概略を図1に示す。多細胞動物は便宜的に前口動物と後口動物に大別

される。前者は発生過程での原口の位置がそのまま成体の口となる動物で、後者は原口の位置が成体の肛

門となり口は新たに形成される動物である。後口動物が一つのまとまったグループであるのに対して、前

口動物は雑多なグループの寄せ集めであり、ゲノムサイエンスの観点から重要なものとしては、センチュ

ウ、ショウジョウバエなどが含まれている。後口動物は基本的に3つの門、棘皮動物門、半索動物門、脊索

動物門からなり、脊索動物門には尾索動物、頭索動物、脊椎動物の3亜門が存在する。現存の脊椎動物は顎

のない円口類と、それ以外の二藍脊椎動物に大別される。免疫系の進化を動物の進化に重ね合わせて考え

ると、獲得免疫は有顎脊椎動物の系統で確立されたと考えられ、獲得免疫に中心的な役割を果たす、免疫

グロブリン、T細胞受容体、　MH：C分子などの遺伝子は軟骨魚類のサメには存在するものの、円口類からは

見つかっていない。一方自然免疫の起源はそれよりずっと古いことが知られており、近年注目されている

Toll様受容体などは後口動物、前山動物の問で共有されている1）。

図1　多細胞動物の系統樹

　前口動物については、本文に関係のある一部の門のみを示す。ゲノム解析が一応の終了をみた動物名を、所属門の下に示

してある。

前口動物 後口動物 灘

脊索動物

線形動物　　　節足動物　　　　　棘皮動物　　半索動物　　尾索動物　　頭索動物　　脊椎動物

センチュウ　　ショウジョウバエ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒト
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　それでは、補体系の起源はどこまで遡れるのであろうか？　図2に示す様に哺乳類の補体系には多種多様

な成分が含まれているが、補体系の中心成分がC3であることには多くの人が同意すると思われる。従って、

ここでは先ず、何時C3が出現したかについて考察したい。　C3は分子量20万程度の巨大分子であるが、明瞭

なドメイン構造や繰り返し構造をもたない点で、他の補体成分とは著しく性格を異にする。補体系の中に

はC4，　C5という近縁な分子が存在し、これらは遺伝子重複によりC3から生じたと考えられるが、補体系の

外にはα2－macroglubulin（α2M）と呼ばれるプロテアーゼインヒビターが基本構造を共有しており、α2M

がC3，　C4，　C5の祖先であったと考えられる2）。　C3，　C4，　C5の共通祖先と考えられる分子は棘皮動物のウニ3）、

尾索動物のホヤ4）、頭索動物のナメクジウオ5），から見つかっており、補体系の起源が後口動物の出現初期に

まで遡れることは疑いない。一方、ゲノムプロジェクトが一応の完結を見ている前口動物の線虫6）、ショウ

ジョウバエア）などのゲノム中には、α2M様遺伝子は認められるものの、　C3／C4／C5様遺伝子は認められず、

これまでのところ前口動物が補体系を有することを示す強い証拠は存在しない。興味深いことに昆虫の

α2M様遺伝子は複数コピー存在し、機能的にも二食促進活性を有するなどC3との類似性を示す8）・9）。しか

しながら、構造的にはC3と直接の類縁関係を持たないことは明らかであり、上記の結果は機能上の収敏現

象によるものと思われる。無脊椎の後ロ動物及び円口類からはC3，　C4，　C5の共通祖先と考えられる遺伝子が

みつかっているのみであり、一方軟骨魚類、硬骨魚類からはC3，　C4，　C5が確認されており、これらの遺伝子

重複と分化は野晒脊椎動物の出現初期に生じたと考えられる。

　それでは他の成分の起源はどうであろうか？　図2に示される如く、他の成分のほとんどは顕著なドメイ

ン構造を有している。哺乳類の補体成分に認められる各ドメインが、ゲノム解析の終了した各種の真核生

物にどのように分布するかをまとめたのが表1である10）。この表から明らかな様に、哺乳類補体系で使われ

図2　哺乳類補体成分のドメイン構造

　各ドメイン構造を有する成分名を左側に示してある。カッコ内はよく似た、しかしながら同一ではないドメイン構造を有

する成分名を示す。各ドメインはそれぞれの塗りパターンで区別し、ドメインの名称は下部に示す。

c3，c4，cs　c＝ Fll：

Bf，　C2

MASP－1，　一2，　Clr，　Cls

I

D

Properdin

C6
（C7，　C8ct，　C8B，　C9）

CRI
（CR2，　H，　C4bpot，

C4bpB，　MCP，　DAF）

ezzzzzrzzmptigezgisgssgEcggx

allllllllllillrmlMIIIIIII

eggggg1ggsegg

［一NNININN－INII

Clqoら　B，　Y　　　　㎜固

MBP　　　　　　皿図

Fico髄n　1，2，3　　　〔田代

一u；i；Elpmggegggfic

匠ヨLDLRA吻SCR焼畑ヨ▼WFA　　國FM　　■■TSP　■TransmembrandCytoplasmic

pm　MAorP　KIY］EGF　Ililllflllllle　CUB　pm　Serine　Protease
■■■■■■蘭　SR　　　　皿O　Co照agen　　　醗ヨClq　　團　C・L㏄髄n　　蟹　　Fibrinogen　〔＝〕Others
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表1哺乳類補体系に見られるドメインの各種生物ゲノムにおける分布

Dmain　Name 月．saρ’θη5 ame’aηogasホer σθ’6gaηs s．oθハθM’s’a 、4．飾a〃aηa

CIq 24 0 0 0 0

回忌C！P 6 0 0 0 0

SCR 53 11 8 0 0

Collagen 65 10 174 O 0

EGF 108 45 54 0 0

CUB 47 9 43 0 0

C－Lectin 47 23 91 0 0

LDLRA 35 33 27 0 0

SR 11 4 1 0 0

Fibrinogen 26 10 覧　　6 0 0

vWFA 34 0 17 0 1

TSP 41 11 18 O 0

数字は各種のゲノム中に存在する、各々のドメインを含む遺伝子の数を表す。ドメインの数ではないことに注意。

文献8）より改変。

ているほとんどのドメインはヒト、ショウジョウバエ、線虫には存在するもののシロイヌナズナ、酵母に

は存在せず、多細胞動物に固有のものであることが分かる。単細胞生物から多細胞動物への進化に際して

は、新たに細胞間の相互作用や、情報伝達に関わる多くの細胞外分子が必要となり、ここに挙げたドメイ

ンはそれらの分子の構築ブロックとして進化してきた可能性が考えられている。従って、細胞外で作用す

る補体系の成分がこれらのドメインを利用しているこ：とは自然ではあるが、これらのドメインの出現期

（多細胞動物出現の頃）と、補体系のそれ（後口動物出現の頃）には大きな隔たりがあり、これらのドメイ

ンの出現が、補体系の成立の直接の契機ではなかったことを示している。従って補体系を構成する素材と

いう観点からは、α2Mもこれらのドメインもすでに前口動物の段階で揃っていたことになり、何が補体系

誕生の直接の引き金を引いたかを明らかにすることが、今後明らかにされるべき重要課題である。この点

に関して興味深いのは、表1中のMAC／perforin，　Clqドメインで、いずれも後口動物になって獲得されたド

メインと思われる。MAC／perforinドメインは膜障害性の補体後期成分と、リンパ球の膜障害因子であるパ

ーフォリンに共有されるドメインで、膜障害反応に中心的な役割を果たしていると考えられている。近年、

このドメインを有するC6様遺伝子がナメクジウオ5）からみつかり、またユウレイボヤのゲノム中にはこのド

メインを有する遺伝子が数種類存在することが明らかになった。実際にこれらの遺伝子の産物が他の補体

成分と連動して補体系の一員として機能しているのかどうかは未だ明らかではないが、何らかの形で膜障

害反応に関与している可能性は高いと思われる。ドメイン構造を有する補体成分遺伝子としては、これま

でに後口無脊椎動物からはBf11），MASP12），CR3　alpha鎖13），C6様分子5）などが報告されており、最近のユウ

レイボヤゲノムの予備的解析結果からは更に多くの成分の存在が予想されている。どうやらこれらの動物

は、脊椎動物とは独立に独自の補体系を発展させているようである。

　ここまでドメインの出現といった大規模な変化について議論してきたが、最後に既存のドメインの微調

整、または入れ替えによって進化してきたことが最近になって明らかになった2種の補体系セリンプロテア

ーゼについて述べる。B因子（Bf）及びC2のセリンプロテアーゼドメインは、共に塩基性アミノ酸残基のC

末側を切断するというトリプシン様活性を有しながら、基質結合ポケットの底に位置してこの特異性に中
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心的役割を果たすとされるアスパラギン酸残基を欠き、どのようにトリプシン様活性を発現しているのか

興味が持たれていた。最近ヒトBfのセリンプロテアーゼドメインの立体構造が決定された結果、活性中心の

セリン残基から約40残基C末側に存在するアスパラギン酸残基が基質結合ポケットに顔を出し、この特異性

を担っていることが明らかになった’4）。このアスパラギン酸残基を含む約10残基からなる配列はBf，　C2に特

異的であり、他のセリンプロテアーゼには認められない。系統発生学的には、この特異的な配列はサメを

含む全ての有顎脊椎動物のBf，　C2に存在していたが、ヤツメウナギ、ホヤ、ウニのBfには存在していなかっ

た15）。これらの動物のBfは、代わりにトリプシンと共通のアスパラギン酸残基を有しており、Bfの進化過程

で有顎脊椎動物の出現に際して構造上の二化が生じたことが示唆された。この構造上の二化がどのような

機能上の変化をもたらしたかは興味深い問題であるが、未だ明らかにされていない。

　補体系のセリンプロテアーゼでまた別の独特な進化過程が明らかになったものにMASP／Clr／Clsがある。

Clsの遺伝子が単離され、そのエクソンーイントロン構造が解析されると驚くべき事実が明らかになった。

遺伝子の他の部分にはイントロンが存在したにも関わらず、セリンプロテアーゼドメインはイントロンな

しの単一のエクソンにコードされていた16）。レトロトランスポジションによって生じたと考えられるイント

ロンなしの遺伝子は必ずしも珍しくないが、遺伝子の一部のみからイントロンを除く機構を考えるのは難

しく、Cls遺伝子及びその後同様な構造であることが明らかになったClr，　MASP－2遺伝子の生成過程は謎で

あった。この謎は、MASP－1遺伝子の構造が明らかになった時に氷解した。　MASP－1タンパクはClr，　Clsと

基本的に同じドメイン構造をしており、祖先を共有すると考えられている。しかしながらMASP－1遺伝子に

は、セリンプロテアーゼドメインをコードする領域にもそれ以外の領域にも通常通りイントロンが存在し

ていた。最近になって、この二つの領域の間に第二のセリンプロテアーゼコード領域がみつかり、しかも

そこにはイントロンが存在しなかった17）。タンパクレベルで同定されたMASP－3はこの新しいセリンプロテ

アーゼ領域と、MASP－1と共通のそれ以外の領域とからできていた。これらの結果は、図3に示す様に

MASP－1遺伝子に新たなセリンプロテアーゼドメインをコードする領域がレトロトランスポジションによっ

て挿入されることによって、MASP－1／3と呼ぶべき遺伝子が誕生したことを物語っている。その後、　MASP－

1に使われているセリンプロテアーゼドメインが欠損することによってClr，　Cls，　MASP－2型の遺伝子が生じ

図3　MAS　P／C　1　r1C1　s遺伝子の進化モデル

　各ドメインは図2と同一のパターンで示してある。レトロトランスポジションで挿入されたセリンプロテアーゼドメイ

ン・コード領域にはイントロンがないことに注目。

Prototype　Gene

MASP－1／3　Gene

旦 Retretransposition

mull－EmnHrmHasasS＄HwwiwaP

エエDuplicati・n

DeRetion

MASP・2，　C　lrls　Gene　一皿皿H一睡ド福riロ・・戸
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たと考えられる’8）。系統発生学的にはホヤにはMAsP－1型の遺伝子しかみつからず、ヤツメウナギには

MASP－1／3型の遺伝子が存在することから、レトロトランスポジションによる第二のプロテアーゼドメイン

の挿入は脊椎動物の出現初期におきた可能性が強いと考えられる。

　　以上を纏めると、補体系は後口動物が出現したころα2Mから遺伝子重複によりC3が生じたことといくつ

かの新たなドメインの創設をきっかけに確立され、その後当時すでに存在していた様々なドメインのリク

ルートと遺伝子重複により成分を増やし、最後は各遺伝子の微調整を行うことによって、今日哺乳類に見

られるような高度に組織化された生体反応系へと進化したと思われる。
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臨床補体学の魅力

　　京都府立医科大学名誉教授

医療法人恒昭会　藍野病院院長

　　　　近　藤　元　治

　「魅力」とは「人の心を、こころよく引きつける力」である。英語なら“charm”が普通だが、この言葉には

（1）まじない、呪文（2）魔力、魅力、引きつける力、など多くの意味がある。

　ひとつの学問に「魅力」を感じるかどうかには、いくつかの要素があり、〈受け取り方〉やくのめり込み方〉

も個々の人間で千差万別なのは当然だろう。

　ここに掲げる文章は、1996年から1998年にかけて19回にわたり、医学雑誌「治療」（南山堂）に連載された

「The・補体」からの抜粋である。

　すでに過去の補体学者（？）となりつつある著者が補体に取り付かれた経緯に過ぎないが、初心の方には

なにがしかの参考になるかも知れないと思い、敢えて再掲させていただくことにした。

『プロローグ』から

【1939年秋京都】

　医科大学の基礎教室は、敷地の東南の一画にある。昭和28年に出来たコンクリート建てだから、まだ10

年余りしか経っていないが、物資の乏しかった時代の常で、天井には電線やパイプがむき出しで走ってい

る。蛍光灯になったところもあるが、裸電球がぶら下がり、慣れないと夜は気持ちが悪い。系統解剖や病

理解剖の実習をした建物だから、余計にそう思うのかも知れない。

　4階建ての屋上に、中央動物室がある。名前だけは立派だが、継ぎ足し継ぎ足しの小屋だから、雨風がし

のげる程度のバラック造りである。けれども、そこからの眺めは素晴らしい。目の前には、仏の寝姿にた

とえられる東山連峰の顔の部分にあたる如意ヶ嶽の「大」の文字が浮かび、左の方に目を移すと比叡山が美

しい山並を見せている。そして眼下には鴨川の清流が、悠久の歴史を刻みながら流れている。河川敷にあ

るテニスコートでは、医学生たちがボールを追っている。

　動物舎というのは、』どこの施設でも騒々しい。野犬狩りで捕らえられ、実験用に送り込まれた犬たちが、

不安と焦燥にかられて人を見れば吠えつく。以前は近所から苦情が出たので声帯の手術をして騒音を抑え

た時代もあったが、犬舎が屋上に移されてからは鳴き声が人家までは届きにくく、誰もが慣れっこになっ

てしまっている。

　その動物舎の片隅に、1頭めヒツジがいつの頃からか飼われている。理由は、その赤血球にあった。

　免疫学というのが学問的な形態を整える前、「抗原と抗体が結合すれば沈降物を形成する」という程度の

知識しかなかった時代には、もっぱら〈赤血球凝集反応〉というのが抗原や抗体の検出に使われていた。そ

れに用いる赤血球を得るには、ヒツジを飼う必要がある。今ならば、金さえ出せばヒツジの赤血球を買う

ことができるが、当時は赤血球を自前で調達するのが常識だった。
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　2週間に1度の割合で、ヒツジは屋上に引き出された。白衣を着た2人の男が

必ずやってくる。一応は白衣だが、腰から尻のあたりは黒く汚れていて、手ぬぐいがわりに汚れた手をこ

すりつけたのが分かる。そのうちの1人は、いつも同じ顔である。

　馴れた手付きで4つ足をロープでしばると、ヒツジは簡単に横倒しにされる。その胴体と足を手伝いの1

人が押さえ、その男が膝で顔を押さえ込むと、さしもの図体の大きなヒツジも身動きができない。

　指で頚動脈を探ると、Alserver液が半分入った100ccの注射器の太い針を器用に頚動脈に刺入する。注射

器がいっぱいになり、およそ50ccの採血を終えると、しばらく穿刺部位を圧迫してから足のロープを解く。

目をしばたかせながら、ヒツジはいつものように小屋に戻されるのだった。

　男は、ビーカーに移された血液を満足そうに見つめると、自分が6年間走り回った河原のテニスコートを

しばらく懐かしそうに眺めている。それから、手動式のエレベーターのハンドルを廻して、階下に降りて

いくのが常だった。

　その男は、2年前に医科大学を卒業してインターンを終え、内科の教室に入った。一人前の臨床家になる

のが夢であった。

　学生の頃からその内科教室とは馴染みが深く、実験：の手伝いや学会発表のスライドの下ごしらえに出入

りしてはいたが、外科医になろうと思っていたから、それほど熱心に手伝っていたわけでもない。

　インターンを終えると、国家試験がある。そろそろ将来の進路を決めねばならない。外科医になるつも

りは、インターンの問も変わっていなかった。だが、学生時代にテニスで痛めた腰の具合が思わしくなく、

長時間の手術に耐えることが出きるか不安になっていた。そして、ギリギリの時点で内科に進路を変更し

たのだった。

　入局して間もない6月、教授に突然呼び出された。　　　　　　　　　　　　　　　　’

　「しばらくデンケンに行って、勉強して来て貰う」

　「えっ？　デンケンって、電子顕微鏡のことですか？」

　「いや、東京大学に伝染病研究所というのがある。つまり伝研じゃ。そこに進藤宙二教授という方がおら

れて、ホタイというのを研究しておられる。それを習ってくるんだ」

　「そのホタイというのは何ですか？」

　「日本語では補体、英語ではComplement。進藤先生のお話では、アレルギーや免疫の中で、面白い分野

らしい。詳しいことはワシには分からんが、東京に行ってそれを習って来るんだ」

　こうして、マステンこと増田正典教授の命令で、彼こと近藤元治は江戸に修行に行かされた。ちょうど伝

研には、アメリカから西岡久寿弥が最新の補体の知識を引っ提げて帰国してきた。「免疫粘着現象（Immune

Adherence）」の発見者であり、　Nelsonグループの補体成分の分析にも多大の功績をあげている。そこの大

学院に、童顔の岡田秀親が入学してきた。

話をヒツジに戻そう。補体の研究には、ヒツジ赤血球を使った「血清補体価」の測定が不可欠である。デー

タを揃えるためには、できれば同じヒツジのものが望ましい。近藤が東京から帰って来てから、それまで

はあまり採血されることのなかった動物舎のヒツジに、受難の時期が続いたのである。

一60一



臨床補体学の魅力

　いつも2人で採血に現れたのは、もう1人に押さえ役と見学を兼ねさせていたからである。こうした年中

行事は、近藤が留学する1969年の春まで続いていた。WHOのリサーチ・フェローとして留学は決まってい

たのだが、丁度その頃この大学も学生紛争の嵐に見舞われた。大学の古い体質を改善しようと立ち上がっ

た学生たち。赤ヘルに占拠された病院では、診療も満足には行われず、ましてや研究どころではない。

　2年間の留学を終えて帰国した彼が見たのは、荒廃した大学と、ほとんど空っぽの動物舎だった。いつの

間にか、ヒツジの姿も消えていた。どう処分されたのか、知る者はいない。

『ある臨床医の補体事始め』から

【1995年夏京都】

　夜の11時をまわった頃、1台の救急車が、けたたましいサイレンを鳴らしながら、意識不明の女性を運ん

できた。

　遷都1200年を祝ったばかりの古都、京都にあるこの医科大学は、鴨川の流れとともに歩んできた古い病

舎から、最新の設備を備えた白亜の8階建てに変身し、その屋上にはヘリの発着場が京都府下からの患者の

移送に備えて作られている。現在は基礎研究棟の建設の最中でもあり、日中は工事の騒音やダンプの出入

りが賑やかだが、夜の11時ともなれば、さすがに静かになる。京の夜を彩る〈大文字の送り火〉、外国から

の観光客がFire　Festivalと楽しみにする京都のイベントも、まもなくである。

　今夜の内科の当直は、卒業後5年目の医師。現在の身分は大学附属病院修練医。ここの大学を卒業し、2

年間の研修医の期間を終え、京都府下の公立病院で2年間を過ごし、今春大学に戻ってきたところである。

　卒業してすぐの研修医時代には、いつでもオーベンと呼ばれる助手や講師がいてくれたから、肉体労働

では忙しかったものの、気分的には学生に毛の生えた程度の気楽なものだった。その研修医の2年間がアッ

という間に過ぎ、いざ一般病院に勤務するとなると、もちろん上に内科の部長はいるけれども、患者の診

察や治療は自分一人で責任を持たねばならない。

　患者もナースも、そして職員も「一人前の医者」として見てくれているから、良い加減なことはできない。

ただし、臨床の度胸はつくけれども、ゆっくり書物を読む時間はない。「時間がない」といえば語弊がある。

仕事がすむと皆でボーリングに行ったりテニスをしたり、やれレクリエーションだ飲み会だと、若さにま

かせて、それなりに忙しい毎日なのである。

　「どうせ内科の仕事は一生やるのだから、勉強は今後の問題として残しておこう。今でないとできない

〈人間関係〉のトレーニングに励むのだ」というのが、その頃の彼の言いわけでもあった。

　その日の午前中の仕事は、外来で教授の診察につくシュライバーである。聞こえはよいが、要は処方箋

を書き、検査の予約を入れ、診察中の教授と患者の顔をチラつと眺め、病舎からの電話に呼ばれ…　　と、

あわただしい時間帯でもある。教授がどういうプロセスで患者に接し、診察をし、診断をつけるかを見習

いたいのだが、それどころではない。

　教授の方も、ポリクリと呼ばれる外来実習の学生の指導をしながらの診察だから、忙しくてこちらに二
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しかけてくれるのは珍しい。もっともその方が気楽だから、不平をいう筋合いでもない。

　午後は、アンギオと呼ばれる血管造影の手伝いである。肝臓ガンが疑われる老人の大腿動脈を切開し、

カテーテルを挿入して、肝臓の血管分布を調べるのである。暗室での検査だが、放射線防御のために防弾

チョッキを思わせる鉛の入ったプロテクターをつけねばならない。クーラーが効いてはいるが、ガウン1

枚の患者には高温でも、鎧兜に身を固めたこちらには辛い。

　それが終わると病舎に行く。ガンの末期の患者と、化学療法中で清潔操作をしている白血病患者を抱え

ているから、目が離せない。昨夜も、病院を出たのは午前2時を過ぎていた。

　当直なので、夕食を食べに外出するわけにはゆかぬ。近所の天狗食堂から、中華ドンブリとマーボ豆腐

を出前でとってかき込み、「10時検」と呼ばれる関係病舎のパトロールをすませてから、詰め所でカルテを

にらんでいたところだった。

救急室からの電話である。

　「意識不明の女性患者です。お願いします1」

　「エッ、意識がないの？　それなら神経内科か脳外科じゃない？」

　「とにかくご覧になってから、先生が判断してください1」

　「ハイツ1今いきます」。

　こうなると、4年忌まりの経験で養成された条件反射である。救急室に向かって走りながら、「意識不明」

の病名を思いだそうとするが、「脳卒中」「心疾患」「薬物中毒」「低血糖」までで、記憶の呼び出しがストップ

してしまう。国家試験のときにはきちんと覚えていたのに、試験がすめば「急性詰め込み知識」は煙のよう

に消えてしまうから不思議だ。

　患者は、20才の女子大生。心配した母親が、ベッドの横でオロオロしている。患者は強い刺激には反応

するが、質問に対する応答はない。四肢はだらりとしていて、痙攣や片麻痺はない。瞳孔も正常である。

やや頬が紅潮して見えるが、結膜を見ると軽い貧血がある。チアノーゼはない。脈、血圧、呼吸や心音な

どのバイタルには問題ない。体温は38．4度とやや上昇しているが、すぐに生命にかかわる病気ではなさそう

なので、内心「ホッ」とした。

　母親に状況を尋ねてみる。なかなか要領を得ないのをまとめると、「ここしばらくグズグズしていたが、

2日前から39度の熱があり、薬局でガ二藍を買って飲ませたがいっこうに下がらない。今日は夕食もとらず

に、一日寝ていた。午後9時頃に起こしても返事がなかったので、熟睡しているものと思っていた。12時過

ぎにのぞいたら、グッタりして目を覚まさないので、救急車に来てもらった」という。普段はまず元気で、

学校を休むことはなく、大学に入ってからはテニスをしていたが、「そういえばこの2ヶ月ほど、何となく

元気がなかった」という。

落ち着きを取り戻すと、少しずつ記憶がよみがえってきた。〈患者の記憶〉ではない。よみがえったのは、

〈当直医〉の医学的知識のことだ。今の患者の状態は、意識障害の中でも「傾眠」とも「昏睡」ともいえそうだ。

うまい具合に副直の研修医が「救急診療」の本を持ってきて、「昏睡」の項目を調べてくれたので助かった。
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　睡眠薬の常用はなく、自殺を図る理由もなさそうなので、ガ下薬のアレルギーを記憶の片隅に残してお

いた。瞳孔には縮瞳はなかったから、先日来のサリン騒ぎでニュースに出ていた化学物質のたぐいは除外

できそうだ。

　すぐに緊急の血液検査を行う。赤血球数は軽度の貧血。女性にはよくあることだ。白血球数はやや少な

いから、感染症は否定できそうだ。血小板数はOK。肝機能は正常でアンモニアも高くないので、肝性昏睡

は否定。腎機能は尿素窒素やクレアチニンが正常なので、腎性昏睡も否定できる。尿タンパクはテープで

弱陽性だが、これも女性によくあること。血糖値も正常だから、糖尿病性昏睡や低血糖ではない。血液の

ガス分圧は正常である。心電図には問題がない。ポータブルのX線でも、胸部にはほとんど異常は見られ

ない。

　脳がいちばん怪しい。片麻痺はないが、脳血管傷害や腫瘍も否定はできない。熱があるから、ウイルス

性の髄膜炎も考えられるが、頭痛や嘔吐はなかったらしい。脳腫瘍には原発性と転移性があるが、どうな

のだろう？　女性に特有のヒステリーなどの心因性のものも否定できない。

　まとめると、外傷（X），高血圧（X），糖尿病（X），腎疾患（X）、心疾患（X），肝疾患（X）、慢性肺疾患

（x）、脳卒中（？）、脳腫瘍（？）脳脊髄膜炎（？）、内分泌疾患（？）、心因性反応（？）などがある。（x）は

一応除外、（？）のついたのを明日から調べることで、緊急入院させることにした。気道確保の必要はなさ

そうである。熱があって脱水が心配なので、輸液だけしておこう。

　母親も、少し落ち着きを取り戻し、今夜は付き添うという。一応テキパキとやれたから、年輩のナース

にイやな顔をされずにすんだ。これで仮眠がとれそうだ。

　翌日、すぐに行った頭部MRIでは、期待（？）していた病変は見られなかった。当直で診た患者が入院す

ると、当直医は自動的に主治医になる習慣がある。このところ睡眠不足の彼にとって、脳に大きな異常が

見つからないとすれば、また頭を悩ませねばならぬ厄介な患者が、1人増えたことになる。

　髄膜炎の可能性を調べるには、脳脊髄液の検査が必要である。昨夜の副直だった研修医を指導しながら、

脊髄液を採取することになった。ルンバール針、3方活栓のチェック、穿下部位の確認、髄圧の見方と髄液

採取のやり方を教える。初めての時には、誰でも緊張するものだが、この研修医は割には器用な手つきで

三針をうまくこなした。髄液圧は正常で、液の性状もきれいな透明である。細胞数は56／3と軽度の上昇は

あるが、蛋白は増えていない。“positive”のデータには違いないが、その意味づけは分からない。そこで診

断は、完全に行き詰まってしまった。

　患者は依然として傾眠状態で、発熱が続いている。赤沈は充進し、CRP陽性。　IgGとlgMが高値だ。「何

かありそう」なのだが、もうひとつ分からない。

　その日の午後は、教授回診がある。20人余りの教室員がついて廻るのだが、狭い病室には全員が入れな

いし、ポリクリの学生もいる。自分に関係のない患者のときには廊下でダベッているのだから、なかばお

義理でお供をしている勘定だ。

　まだ意識の戻っていない患者のベッド・サイドで主治医の説明を聞き、簡単な診察をすませると、主治

医に「早急に、抗核抗体と補体を調べるように」と言い残し、付き添っている母親には「少し時間がかかりま
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すよ」と微笑むと、教授はもう次の患者に向かってしまっている。

　「抗核抗体？　補体？　なぜですか？」と聞くのも格好悪いが、教科書で調べるよりも、聞いた方が早い。

「聞くは一代の恥、聞かざるは末代までの恥」という言葉を聞いたことがある。横にいた講師に目で問うと、

「CNSループス」と小声で教えてくれた。

　CNSとは中枢神経系の略だが、　CNSループスというのには、まだお目にかかったことがない。「全身性エ

リテマトーデス（SLE）で神経症状を伴ったもの」というのを思いだした。ただ、国家試験では「神経症状」

という言葉を丸覚えしただけで、具体的にどんな症状を指すのかは知らない。回診をそっと抜け出し、医

局に内科学大系を調べに戻った。

　『SLEの精神・神経症状：本症の20％に見られる。「意識障害」、「精神症状（精神分裂病様あるいはうつ病

様）」、「全身の痙攣発作」、「中枢神経症状（片麻痺などの錐体路障害、小脳失調などの錐体外路症状、髄膜

刺激症状）」、「末梢神経症状」などがあり、必ずしも特定の症状でないため、治療との関連も含めて注意が

必要』とのことだった。

　数日して、検査の結果が返ってきた。〈抗核抗体〉は強陽性で、蛍光抗体法ではshaggyタイプの染色との

こと。〈補体価〉はCH50が12単位、　C4が6mg／dl，　C3が22mg／d1といずれも三値である。なぜSLEで補体価が

下がるのか、理由などこれまで考えたこともなかった。「SLE＝低補体」というのが国試の記憶方式だった

から、抗核抗体も陽性だし、患者はSLEには間違いないのだろう。でも、この意識障害が「CNSループス」

によると確認するには、どうずればよいのだろう？　迷っていたら、「大量のステロイドに反応するはずだ」

と、例の講師がアドバイスをくれた。

　尿タンパクは軽度だが、腎臓が傷害を受けている可能性もあるので、腎生検を行うことになった。背中

から超音波ガイド下で針を刺し、腎臓の組織を採取して病理学的に調べるためである。超音波が開発され

るまでは、うちの教授はレントゲン写真で腎臓の位置を確かめ、ブラインドで腎生検を行う名人だったら

しいが、最近は泌尿器科にまかせている。

　結果が返るのに時間がかかるから、それを待てずにステロイドを開始した。プレドニソロン100mg／口か

らスタートして5日目、患者の状態は徐々に改善し、7日目にはほぼ意識レベルは正常になった。患者は、

救急車で運び込まれて入院したことを、全く記憶していないようだった。

　腎臓の病理学的診断は軽度の糸球体腎炎で、蛍光抗体法では免疫グロブリン、C4，　C3の補体成分の糸球体

への沈着を認めたとの報告が来た。2ヶ月を過ぎる頃、血液中の抗核抗体が少し低下し、低かったCH50，

C4，　C3の値も回復の傾向を見せた。

　「医学と言うのは、経験：の学問なんだ」と、最近つくずくそう思う。いちど経験すれば、とっさの判断が

求められるときに、手遅れにならずにすむ。今回は、教授のアドバイスのおかげで、ステロイドがタイミ

ングよく投与できたからよかったものの、「もし診断が遅れていたら…　　」と思うと、冷や汗が出る。20

才の女性の運命が、わが手にかかっていたのだから。
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酒　井　好　古

　十九世紀捧尾　血清による殺菌作用は耐熱性で抗原特異的な抗体と易熱性で非特異的な成分が必要なこ

とが知られ補体（complement）発見の端緒となった。細胞の場合感作抗体と補体の働きによって細胞溶解が

起る。

　現在では血漿や細胞表面に存在し、30以上の成分より成る補体タンパクのすべてを補体系（complement

system）と総称するのが一般的認識である。

　C4、　C3、　C5はα2－macroglobulinと共通の祖先タンパクより分化して来た1）。　Clr、　Cls、　MASP、　C2、　B、

D、1の各因子はすべてserine　proteaseであり、　chymotripsinファミリーに属し、このファミリーメンバーは

補体系活性化酵素はじめ凝固、線溶、キニン、生殖、消化、細胞分化に関与する巾広い領域の分子を包含

している2・　3）。膜攻撃複合体（MAC）タンパクファミリーに属するC6、　C7、　C8α、　C8β、　C9の各成分は1型

thrombospondin（TSPI）、クラスA低比重リポタンパク受容体（LDLRA）、上皮成長因子（EGF），補体制御

タンパク（CCP）、　MACパーフォリン（MACPF）構造を保存している4）。補体タンパクは進化の過程で巧み

にこれら分子構造をモデュールとして取り入れながら補体系タンパクの分子構造を構築して来た。

　補体系タンパクは赤血球、白血球、血小板の血球成分や免疫グロブリン、凝固線溶、キニン系、リポタ

ンパク、各種ホルモン、糖、電解質などの血漿成分とともに袖摺り合いながら循環血液中を流れている。

外来の異物や免疫複合体によって補体系が活性化されるとこれらの細胞成分や血漿成分との相互作用によ

りさまざまな生命現象を織り成す。さらに血管内皮細胞、抗体産生細胞はいうまでもなく、精神神経内分

泌免疫相関、受精、胎生期より生老病死にまで生命体の営みに思いをめぐらせば補体世界（complement

world）は実に時空を超えたひろがりをもっている。

感染に対する補体系の防御

　グラム陽性球菌（GPB）に対する生体防衛には抗体によるオプソニン化から古典経路の補体活性化、貧血、

細胞内殺菌にいたるプロセスが正常に遂行される必要があるが、これら病原菌に対する主要な補体オプソ

ニンはthioester結合を介して菌体に共有結合するC3の分解産物C3bとiC3bである。グラム陽性球菌は貧食

作用に感受性を示すが、膜攻撃複合体（MAC）に抵抗性を示す。

　グラム陰性桿菌（GNB）菌体成分リポポリサッカライド（LPS）は古典、第二経路いずれの経路も活性化す

るが、菌体表面に膜攻撃複合体が形成されて溶菌する。GNBによる敗血症では血管内凝固異常症（DIC）と

同時に急激な補体活性化が起り、第二経路のプロパーヂン（P）、B因子、　C3、　C5、　C6、　C9の著しい低下を
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来たし、ショック症状を呈する5）。

　わが国における献血者15万人のサーヴェイによってC9欠損138人、　C5、　C6、　C7あるいはC8欠損16人の計

154人の欠損症が発掘された6）。17人の髄膜炎症例について検索された成績：によれば先天性欠損症8人、うち

C7とC9欠損症それぞれ4人が発見された7）。

　髄膜炎菌は線毛が膜コファクタータンパク（MCP、　CD46）、不透明体結合性タンパクaと。がそれぞれ

CD66とヘパラン硫酸プロテオグリカン受容体に結合して鼻咽頭粘膜上皮細胞に感染、増殖する。その一部

は血行性に第二経路を活性化し、炎症性サイトカインTNFα、IL－1β、　IL－6、　IL－8や非炎症性サイトカイン

IL－10を産生して、血液・脳関門（BBB）を通過し、脳脊髄腔内に入り化膿性髄膜炎を起こす8）。

　6ヶ月より2歳児の化膿菌の反復感染例で酵母菌サッカロミセスに対して減弱した患児血清のC3オプソニ

ン作用は　血清mannose　binding　lectin（MBL）の濃度低下と相関した。　MBL経路は母親由来の受動免疫が

消失し、自分の免疫能が発達するまでの発育期の生体防衛にとって極めて重要である9）。

ウィルス感染症の成立

ウィルスや細胞内細菌は細胞膜補体制御タンパクやレセプターを介して細胞内に侵入する。Ebstein－Barr

ウィルスは2型補体レセプター（CR2、　CD21）をエンヴェロープ糖タンパクgp350／220のレセプターとして用

いる。B細胞が同レセプターを保有しているのでこのウィルスのB細胞親和性が説明される。はしかウィル

スの宿主レセプターはMCP（CD46）で標的細胞はリンパ球、マクロファージ、樹状細胞、ニューロンである。

エコーウィルスやコクサッキーウイルスレセプターのdecay　accelerating　factor（DAF、　CD55）が知られて

いる。

　ヒト免疫不全ウィルス（HIV）や病原性好酸菌は宿主の補体を活性化し、表面に結合したC3bをリガンドと

してC3レセプターを介して細胞に入る。　HIVはウィルスエンヴェロープに補体制御タンパクを取り込み、

補体の作用を免れる仕組みを備えている。ヘルペスウィルスは糖タンパクCがC3bに結合することにより補

体に対し抵抗性を示す10）。

補体制御系の異常によって発症する2、3の疾病の例

C3　Nephritic　Factor（C3NeF）の生成

　C3NeFはC3転換酵素C3bBbに結合し、この酵素を安定化する自己抗体である。　C3NeFは膜性増殖性糸球

体腎炎（MPGN）とpartial　lypodystrophy（PLD）において検出される11）。　MPGNはメサンジウム細胞増殖、

毛細血管壁肥厚、免疫グロブリンとC3の内皮下への沈着が組織学的特徴である。　PLDは上半身の脂肪組織

の萎縮が臨床的特徴であるが、下肢の方は保たれる。脂肪組織はD因子の主たる産生細胞であるが、脂肪細

胞のD因子の濃度が上半身により濃く分布していることより脂肪萎縮の分布が説明される。C3NeFによって

安定化したC3bBbが脂肪細胞に形成され、過剰のC3分解と膜攻撃複合体形成により脂肪細胞溶解が起る。
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発作性夜間血色素尿症（PNH）

　この病気では造血前駆細胞クローンの体突然変異によってglycosylphosphatidylinositol（GPI）

phospholipidの合成に必要なphosphatidyl－inositol　glycan　class　A（PI（｝一A）が欠損し、それが発病の原因と

なる12）。

　PIG－Aの変異の結果、細胞膜に40以上のタンパクを繋ぎ留める脂質GPIが合成されず、　PNH患者の血球表

面のDAF（CD55）とhomologous　restriction　factor　20（HRF20、　CD59）の補体制御タンパクが欠損すること

により赤血球は補体感受性充進を示し、血管内溶血とヘモグロビン尿を来たす13・　14）。

補体は自然免疫と獲得免疫の橋渡しをする15）

　T細胞依存性抗原に対する抗体産生はC3が枯渇した動物で減弱することが示され、補体は抗体産生による

免疫応答を誘導することが知られた。抗原がB細胞表面の免疫グロブリン分子（抗原受容体）に結合すると増

殖を開始する。B細胞の活性化は2型補体レセプター（CR2、　CD21）のコレ・セプター機能によって調節される。

抗原がC3dgと結合すると抗原のみの場合に比し1万分の1の抗原量で同等の抗体産生を誘導する。

　IgM自然抗体は微生物抗原やある自己抗原などの抗原に結合してClq依存性メカニズムによって抗体産生

を増強する。IgM抗体を欠如したマウスではリミット量の抗原刺激に対しIgG抗体応答が認められなかった。

リミット量の抗原刺激によって起きる免疫応答は補体と自然抗体とによって増幅されることを示唆された。

かくしてClqは自然免疫と獲得免疫の橋渡し的役割を演じる。

全身性エリテマトーデス（SLE＞の病因と病態

　SLEの病態は免疫システムに最初の刺激を与えるトリガー相、免疫調節機構が関与するレギュレーション

相、免疫システムによって組織が傷害されるエフェクター相に区分される。

　補体はアポトーシス細胞に結合し、組織からこれらの細胞を除去する。補体系に機能的欠陥があればア

ポトーシスに伴う細胞質や核の部分的分解産物が蓄積し、これらが自己抗原刺激（antigen　driven）となって

自己抗体産生応答を刺激することになる。Clq欠損症患者のほとんど全てがSLEを発症する。未熟な樹状細

胞が自己抗原を取り込み、炎症性サイトカイン存在下で抗原提示細胞に成熟し、TH2細胞に自己抗原を提

示する。免疫グロブリンレセプターを介して自己抗原を取り込んだ自己反応性B細胞はTH2細胞によって形

質細胞に成熟、自己抗体を産生する16）。

結語

　免疫システムは　外来性の病原体や異物をキャッチし、排除する精巧なメカニズムを発達させて来たが、

今日的意義は生体の内的環境をパトロールしながら傷害細胞、腫瘍細胞、感染細胞を確認して排除し、死

滅細胞や免疫複合体の処理を助け、内的ホメオスターシスを保全する免疫システムが発達したと理解され

る点にある。

　脳卒中や心筋梗塞など組織の虚血性変化や壊死性疾患の予後因子として補体系の関与が注目されている。

補体制御タンパク生物製剤開発への治療的アプローチが期待される所以である。
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　大阪府立看護大学

医療技術短期大学部

北　村　　　肇

　補体にはあまり馴染みがない方々がベッドサイドや検査室で、血清補体価の異常値に接したときの、次

の検査の進め方やデータの解釈から診断に至る解析の方法について概説する。はじめに基礎知識として必

要な臨床補体学のいくつかのキーワードについて述べ、次いで具体的な方法を示す。

1　知っておくべき基礎知識

補体測定法のいろいろ

　補体の測定には活性値を測定する方法と個々の蛋白濃度を測定する方法の2種類がある。活性を測定する

方法はさらに、多くの補体成分の活性を一括して測る方法と個々の成分の活性を測る方法に分けられる（表

1）。ここでは活性測定法について述べる。

表1補体測定法

測定対象 方法（呼称） 測定原理 使用試薬など 外注 キット販売 備考，注意

補体価（CH50）
古典経路を介する

@免疫溶血反応

感作ヒツジ赤血球

@　　（EA）
可 ○

血漿の場合は凝固

ﾜの種類に注意
一括

ACH50
第2経路を介する

@　溶血反応
ウサギ赤血球（Er）

活
性

個々の成分 溶血活性法 免疫溶血反応
中間生成体，精製

@　補体成分
手技が煩雑

C1～C2

@0r
b3以降

C42　generation

≠唐唐≠凵iC42　Tmax

@　　法）

2段階免疫

n血反応
EAおよびNHS

個々の成分

ネフェロメトリ

[，比濁法，

dLISへSRID

ゲル内沈降反応，

dIAなどの免疫化

@学的測定

特異抗体 可 ○
ネフェロメトリー

ﾍ混濁検体に注意蛋
白
濃
度

分解産物

C3a，　C5a，Bbなど

ﾌ活性化フラグメ

@　ント測定

RIA，　EIAなどの

ﾆ疫化学的測定
モノクローナル抗体 可 ○

表2　補体価異常と主な疾患

高補体価
慢性関節リウマチ，ホジキン病，ウェジナー肉芽腫症，

ｫ性腫瘍，感染，炎症など

低補体価

SLE，急性糸球体腎炎，

倦攝B性糸球体腎炎（MPGN），慢性肝疾患，

謫V性補体成分欠損症，cold　activation現象
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　活性測定1）：通常、赤血球を溶血させる活性として測定するので、溶血活性測定ともいう。一括測定法は、

いわゆる血清補体価（CH50）が多用される。この方法の原理は、古典経路を介して感作ヒツジ赤血球（EA）

を溶血させる活性で、血清補体の膜侵襲複合体（MAC）形成能として測定する。また、第2経路を介して（ウ

サギ赤血球に対する溶血能として）測定する一括測定法（ACH50）もある。個々の補体成分の活性もEAに対

する免疫溶血反応で測定されるが、一部の種類の補体が反応したEA中間生成体（intermediate　cell）やいく

つかの種類の精製補体成分の準備や煩雑な手技を要する。ただし、以下に述べるC42　generation　assayは、

（精製補体成分を必要とせず）検体とEAおよびN且S（正常ヒト・プール血清）さえあればできる簡便な活性測

定法で、C1～C2とC3～C9の2つの一括した活性が測定できる。

C42　generation　assay（C42　Tmax法）2）

　私たちが最近発表した、補体活性データを得る新しい方法である。21・　22）。これは検体を感作赤血球（EA）

と反応させ、一部を経時的にくみ出し、過剰のNHSをEDTA存在下で加え、60分後の溶血を測定すること

によって、EA上に形成される古典経路のC3　convertaseすなわちC42の量を知る方法で、検体中のC1，　C4

およびC2の活性を一括して測定するものである。検体とNHSを逆にすれば、検体中のC3～C9の一括した活

性が分かることになる。すなわち、特殊なintermediate　cellや精製補体成分を必要≒せず、　C1，　C4＆C2の活

性とC3～C9活性が十分か不十分かが明らかになる。活性化経路の推定、　cold　activation、各種の補体成分欠

損症など、低補体血症の解析には便利な方法である。

補体系の活性化の特徴と測定値について

補体系では活性化＝不活性化である

　他の分野の方には不思議に響くだろうが、多くの補体成分では、

　活性化＝不活性三二分解＝消費　である。これについて説明する。

　　　X　一一．　Xa　＋　Xb

　nativeな蛋白Xが補体経路活性化によってXaとXbに分解されるとする。　Xのままでは機能を示さず、　Xa

とXb　に分解されてはじめて生物学的な機能を果たすので、これは当然、“分解”であり“活性化”である。

これが起こると、（XaとXb量は増えるが）元のX量は減少する。次の（新しい）経路活性化によって機能しう

る蛋白はXだけ（XaやXbは短時間のうちに機能を発揮した後は機能しなくなるあるいは代謝される）なので、

Xの減少は、元の検体（血清）から見れば活性が低下することになり、その意味で“不活性化”あるいは“消費”

になる。すなわち、活性化と不活性化は同じ現象を表と裏から見たものである。この蛋白に含まれるのは、

C1、　C4、　C2、　B因子、　C3やC5である。なお、　D因子は血清中ですべての蛋白が活性型と言われている。ま

た、C6、　C7、　C8およびC9は活性化によって分解されることはなく、（細胞膜に潜り込んだあるいは液層の）

C5bに結合し、　C5b－9（membrane　attack　complex、　MAC）の形成に参加する。

測定値との関係について

1）蛋白濃度測定：通常の（ポリクローナル）抗Xで測定する蛋白濃度では、XはもちろんXaやXbも反応する。

　活性化がvivoで起こるとXaやXbの分解産物は速やかに代謝される（消失する）ことが多く、主として（減

　少した）Xだけが反応するので、結果としてXの蛋白濃度は低下することになる。ただしvitroで起こると

一70一



日常の臨床で補体価異常を見つけたらどうしたらよいか？

　XaやXbは代謝されることがなくXと共に検出されるので蛋白濃度としては低下しない。

2）（溶血）活性：活性測定では、XaやXbは検出されず、　Xだけを測定していることになる。古典経路の溶

　血活性を例にとると、感作赤血球上の抗原抗体複合体によって経路の活性化が進み、Xに働いてXaとXb

　に分解し、それによって次のステップへ進み、最後に形成されるMACを測定しているので、結局（Xaと

　Xbではなく）Xの濃度を反映しているからである。

3）活性化フラグメント測定：分解産物の測定の場合は、モノクローナル抗体を使って（Xではなく）Xaある

　いはXbだけを検出している。

以上より、（溶血）活性は残っているXの濃度を、分解産物は形成されたXaあるいはXbを検出することにな

る。なお、XとXaあるいはXbの電気移動度の差があることを利用した免疫固定染色法（検体をゲル内で電気

泳働し、抗体と反応させ、染色する）でもXとXaあるいはXbの量的関係が分かる。

CH50値

　原理から考えると、検体中のC1～C9によるEAの溶血度からCH50値が算出されるので、　C1～C9の活性が

一括して表される。すなわち、古典経路（classical　pathway，　C1～C2）と最終経路（terminal　pathway，　C5～

C9）に関わる成分のうちいずれかの活性が低くなるとCH50値は低値になる。その意味で、　CH50はスクリー

ニングとしての意義が高いということができる。

高CH50値

　慢性関節リウマチ、ホジキン病、ウェジナー肉芽腫症、悪性腫瘍や感染などの炎症のときにCH50値は高

くなると言われる。これらの疾患で高値になる原因は、C9を含むいくつかの補体成分は急性期蛋白である

から、と考えられている。実際には、臨床上それほど問題になることはない。

低CH50値

　CH50値が三値を示すときが問題になる。　C1～C9のうちいずれかの活性が低くなるとCH50値は下値を示

すが、成分のうちには、単位体積当たり十分過剰に存在していて、（NHSの50％～20％にまで）低下してい

てもCH50値には影響しないものと、低下すると簡単にCH50値を下げるものがあると考えられている。前者

の代表は。4や。3であり、後者の代表は。2であると言われている。低値になる原因は、　vivoの産生低下ある

いは消費に依ることが多い（図1）。この場合、前者の例は肝臓疾患による産生低下や欠損症が、後者の例は

SLEなどに見られるin　vivoでの活性化である。また、　vivoでは正常なのにvitro（採血後）で活性化が起こり

結果としてCH50値が低下するcold　activationと言われる現象がかなりの頻度で見られる（後述）。

個々の成分蛋白濃度と活性化fragmentの測定

個々の成分蛋白濃度測定

　蛋白濃度は免疫化学的方法、すなわち測定対象となる成分に対する特異抗体を用いて被検体中の抗原性

を指標として測定される。以前は平板内単純免疫拡散法（SRID）やローレル法などゲル内沈降反応が用いら

れたが、現在はネフェロメトリー法やELISAが頻用される。臨床検査では補体成分のうちでは、　C4やC3が
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図1CH50下値の主な原因

低補体価血清

vivOでは下値 viVOでは正常

産生低下 活性化による消費

採血後の不活化

肝臓疾患など、

補体成分欠損症

古典経路 第2経路

SLEなど MPGNなど cold　activation

よく測定される。この場合通常、nativeな成分だけではなく不活性化された当該成分（fragment）も検出さ

れることを忘れてはならない。例えば、後述のcold　activationの場合は活性化によってCH50やC4活性は著

明に低下するが、C4蛋白濃度は（分解産物をも検出するので）低下しない。

活性化フラグメント（分解産物）濃度測定

　活性化フラグメントの濃度は、活性化フラグメントに特異的なモノクローナル抗体を用いて測定される

ので、nativeな蛋白を測り込むことはない。　RIAやELISAによるC3a、　C3b，　C3c，　iC3b，　C5a、　Bb，　MAC，　C9

neoAgの測定などがその例である。前述のように、免疫固定染色法でも検体の活性化（不活性化）の程度は

分かる。

補体プロフィール

　1つの検体のCH50および種々の補体成分の活性and／or蛋白濃度を並べたものを補体プロフィー・ルと言い、

補体異常の解析の資料となる3）。

補体成分完全欠損症の補体プロフィール

　当然のことながら、補体成分完全欠損症の場合は、当該成分の活性and／or蛋白濃度は0で、通常CH50も0

あるいは0に近い。理論的には欠損蛋白以外の成分は正常である。

古典経路活性化の補体プロフィール（図2）

　通常古典経路活性化ならC4およびC2の活性and／or蛋白濃度が低下し（消費による）、　C3以降は低下しない

ことが多い3）。このとき、CH50値は活性化の程度による。

　程度が軽ければ（C4活性が10％以下に低下しないなら）、　CH50値は影響なく、正常範囲である。活性化が

著明な場合は（C4活性が5％以下に低下すると、　C2活性も低下し）CH50値も明らかに低下する。したがって

CH50でスクリーニングと前述したが、活性化の程度が軽度～中程度の場合は検出することができないこと

になる。なお、古典経路活性化ではC4の活性化フラグメントであるC4bが増える。後述するcold　activation
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図2補体プロフィール（臨床免疫13，161－175，1981より）

　　　　A＝cold　activation現象を示す患者の血清補体プロフィール

　　　　B：　cold　activation現象を示す患者の血漿補体プロフィール

　　　　C＝MPGN患者の血清補体プロフィール
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の場合、その血清では、in　vitroの古典経路活性化のため心C4とC2の活性およびCH50値は低下するが、　C4

蛋白濃度としては低下しないのが特徴である。

第2経路の活性化の補体プロフィール（図2）

　B因子、C3およびC5が活性化・消費されその活性／蛋白濃度が低下する。当然ACH：50値は低下し、　B因子、
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C3およびC5の活性が低下し、　C3a、　C3b，　C3c，　iC3b，　C5a、　Bbなどの分解産物濃度が増える。その程度が著明

な場合は、CH50値も低下する。

補体成分欠損症

　ここではいわゆる先天性（遺伝性）完全欠損を扱う4）。遺伝形式は常染色体性共優性（co－dominant）と言わ

れるが、血清中の当該蛋白濃度がhomozygoteが約0％、　heterozygoteが約50％（共にNHSを100％とする）に

なるので、正しくはsemi－dominamt（半優性あるいは不完全優性）と言われるできであろう。

日本の補体成分欠損症の特徴

　欠損する成分に関しては、欧米と比較してわが国はいくつかの特徴をもつ。日本では、C4やC2の欠損症

は非常にまれで、これまで報告はないこと、およびC9欠損症は非常に多く、1／1000人という高率である

ことである5）。

症状・病態

　免疫複合体病と易感染が多いと言われる。一般にはC1、　C4やC2の欠損症では免疫複合体病が多く、C3以

下の欠損症では感染が多いと言われている。C1、　C4、　C2およびC3はimmune　complexのクリアランスに、

C5以降はmembrane　attack　complexの形成に必要と考えれば理屈は合うが、私たちの経験ではC3以下（C9

欠損は例外）でもSLEあるいはSLE様症状を示す例が多かった。わが国では、欧米からの報告にあるような

重症の感染を繰り返す例はほとんどないと考えている。私たちが経験したC3欠損症は抗核抗体が陰性であ

ったがSLEの診断がついていた6）。この例では、自己抗体現象はないがC3欠損のためimmune　complexのク

リアランスができなくなり、組織に沈着し、SLE様症状を呈した例と考えられる。

補体欠損症ではCH50値は0単位か？

　補体成分完全欠損症のCH50は0単位／mlになる筈であるが、　C3欠損症とC9欠損症では例外である。　C3欠

損症のCH50値はNHSの約15％の値になる。これはC3非依存性免疫溶血反応（古典経路のC3　convertaseすな

わちC42が直接C5にも反応しうる）による7・　8）。　C9欠損症のCH50値については後述する。

補体成分欠損症の診断

　完全欠損症の場合は、当該成分の活性and／or蛋白濃度は0で、通常CH50値も0あるいは0に近い。その他

の成分が正常範囲であり、精製した当該成分を検体に加えてCH50を測定し、正常値に戻れば欠損症と診断

できる。この場合、family　studyを行い、遺伝性かどうか、あるいは遺伝形式について調べるのが常である。

C9欠損症9）の特徴

1）頻度：欧米では非常にまれであるが、日本人に非常に多い10）。

2）症状：無症状のことが多い。従って献血者にも高頻度で見つけることができる。

3）CH50値の特徴：完全欠損でもCH50値は0にはならず、　NHSの20～40％め値となる11）。すなわち、正常値
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　が40単位／mlのCH50測定法の場合は、15単位／ml前後となる。これはEAにC1～C8まで反応するだけで

　（C9なしで）かなりの溶血を示すからである11）。

4）低イオン強度緩衝液でのCH50：更に特徴的なことは、　CH50測定を通常のGVBではなく、glucoseあるい

　はsucroseを加えた低イオン強度の緩衝液（GGVBあるいはSCVB）を用いるとCH50値は極端に低くなるこ

　とである12）。C9欠損の確定診断は、　C9の活性測定や特異抗体によるELISAでC9蛋白が存在しないことを

　証明できれば問題ないが、それが難しい場合は、この低イオン強度の緩衝液でのCH50は大いに役立つ。

　このことはC9以外の欠損症では見られない現象なので、　C9欠損症を疑う場合は試して戴きたい。

　なお、抗C9を用いるオクタロニー法でも簡単にC9欠損症は診断できる。数年前某病院から、　C9を含め測

定した（検査センターへ外注）すべての補体成分は正常範囲にあったにもかかわらずCH50が低域であったた

め我々に血清補体解析の依頼のあった1例は、C9欠損症であった。後に、混濁検体であったため、ネフェロ

メトリー法でC9蛋白濃度が正常範囲に出たことが判明した。

C1－INH欠損症の特徴

　Hereditary　angi（）一neurotic　edema（HANE）の原因疾患であることは周知のとおりである。大事なことは、

患者は欠損症と言われるが、homozygoteの完全欠損ではなく、heterozygoteであり、（通常患者血清中で

CHNHは正常人の1／2程度は存在しているが）ある種のきっかけでC1－INHが消費され、コントロールが利か

なくなり、古典経路が激しく活性化され、発作を起こす、と考えられている。遺伝形式は、H：ANEとして

は優性、血清中の蛋白濃度としては半優性である。発作のとき血清ではC1－INHだけではなくC4、　C2、

CH50値は著しく低山となる。なお、近年C1－INHに対する自己抗体が出現する例が報告されている’3）ので、

自己抗体の検索もされるべきであろう。

cold　activation現象

発見と意義

　‘血清と血漿の補体価（CH50）の解離現象’が、凝固とは無関係で低温による活性化（cold　activation現象）

であることを遍い出したのは私たちで、1975年の補体シンポジウムで最初に発表した14）。こめ現象の発見は、

血清CH50はin　vivoの補体活性を反映しない場合があること、および補体活性測定には、必ずしも（採血後

補体活性の低下を防ぐため）検体は低温に保つべきとは限らないこと、を明らかにしたという意味で、それ

までの常識を破るものであった。

補体活性化メカニズム

　その後の研究で、この検体中には古典経路を強力に活性化させる因子が存在し、低温（常温でも）にする

だけで活性化が起こることが示された15）。すなわち、血漿のCH50値が低下しないのは、（血液凝固や血小板

には関係なく）血漿中の抗凝固剤がCaをキレートすることによって補体活性化をも抑制するためであった。

cold　activationという呼称

　私たちは低温による活性化ということからcold　activationと名付け、現在この名称は我が国では定着して
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いるが、これはいわゆるJapanese　Englishで、このままでは欧米では通じない。正しい英語としてはcold－

induced（あるいはcold－dependent）activation（of　serum　complement）と表現すべきであろう。

補体プロフィールの特徴（図2）

　血漿ではCH50値もC4活性も低下していないが、血清では典型的な古典経路活性化のパターンを呈し、

CH50値、　C4およびC2の活性が著しく低下する。但し、このときC3以下の活性は低下しない。なお、採血後

のin　vitro補体活性化によるため、（C3はもちろん）C4の蛋白濃度は血清でも低下しない。また、採血後全血

を直ちに37℃に保ち、血清分離して得た37℃血清では、活性化が起こらないためCH50値は低下しない。

血漿中の抗凝固剤はEDTA

　血漿中の抗凝固剤の種類が問題である。結論から述べると、この場合の血漿はEDTA血漿に限る。クエ

ン酸血漿はお勧めできない。最近、私たちは血漿中でも補体活性化が進みCH50値が下がる例を調べた結果、

クエン酸血漿では補体活性化を抑制することができず、CH50値は低下することを明らかにした。要するに、

検査外来で用いられる通常のクエン酸血漿用真空採血管で採血する場合のクエン酸濃度では、凝固は抑え

るが補体活性化は進むことが判明した。いっぽう、EDTAの場合は、通常のEDTA血漿用真空採血管の

EDTA濃度で、凝固も補体活性化も抑制した16）。

頻度

　私たちが見つけたころからこの現象は圧倒的に慢性肝疾患に高頻度で見られることがよく知られていた。

その後、肝疾患に比し頻度は低いが原発性腎疾患（5人／574人）17）や健常人（血液センター・の献血者）に（4

人／6700人）13）も見られるという報告がある。

C型肝炎患者とは限らない

　1993年頃からcold　activation現象はC型肝炎患者に見られるという報告が相次ぎ18・　19）、現在ではそれが常識

になっている。しかし私たちが補体学的解析の依頼を受けた検体のなかには、あきらかにHCV陰性の例が

かなり見られた（表3）。すなわち、cold　activation現象を示すすべての患者がHCV陽性ではないことは明ら

かで、（表7から）特に患者が小児の場合にHCV陰性患者にcold　activation現象が見られることが多いのでは

ないかと考えている。

表3　依頼検体中に見つかったcold　activationを示す症例

症例・施設 年齢・性別 症状・診断 依頼前の補体検査など C型肝炎

＃1（T大学内科） 53才・♂ 肝炎・C型肝炎 CH50低下・各種補体成分蛋白濃度正常 十

＃2（盛岡K病院） 1才・♂ 難治性下痢 CH50低下・各種補体成分蛋白濃度正常 一

＃3（福井T病院） 5ヵ月・♀ 髄膜炎 CH50著減・欠損症の疑 一

＃4（札幌S病院） 3才・♂ 急性散在性脳脊髄炎 血清＆血漿のCH50著減・成分蛋白濃度正常 おそらく一

＃5（大阪K病院） 70才・♂ 間質性肺炎 CH50著減・欠損症の疑「 不明

1994年からの5年間に私たちが低補体血症の精査依頼を受けた計20例のうちcold　activationが低補体価の主たる原因であったのはここに挙げた5例

である。cold　activation現象を示す症例が必ずしもC型肝炎ではないこと、および小児にHCV（一）のcold　activationが多いことを示唆する。
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活性化因子の本態

　なお、肝心の「cold　activation現象を示す血清中に存在する低温にすると古典経路を活性化させる因子」

については、多くの研究者がその解明を試みたが（polyanion－polycation説、　cryoglobulin説、　lectin経路説、

HVC説、：HVC一三HVC複合体説、などあるが）未だ明らかにはなっていない。

皿　低補体価血症に遭遇したときの進め方

　低CH50値を示す検体に遭遇した時の私たちの解析法は、　CH50値、　ACH：50値、　C3蛋白濃度、　C4蛋白濃度

およびC42　generation　assayで大凡の絞り込みをしたうえで、個々の成分溶血活性測定、活性化フラグメン

ト測定などで確定し、症状や他の臨床データと共に最終診断へと進むのが常である。

　通常の検査室では補体はCH50およびC4とC3の蛋白濃度が測定されることが多いので、ここでは、　C4と

C3の蛋白濃度の低下の有（」）無（⇒）の4つの組み合わせに分けて考えてみる。

1）CH50値」、　C4蛋白［⇒　and　C3蛋白⇒

　vivoで古典経路あるいは第2経路が活性化されて血清cH50値が低下する場合はl　c4と。3どちらかの蛋白

濃度は低下するので、in　vivo活性化は考えにくい。考えられるのは、　cold　activationあるいは補体成分欠損

症である。血漿（EDTA）のCH50あるいは37℃血清のCH50を測れば確定診断に近づく。すなわち、血漿あ

るいは37℃血清のCH50が低下してなければ、　cold　activationであろう。血清の各成分の活性を測定してC4

とC2の両方が低下していれば、あるいは、　C4の分解産物であるC4bが（患者の血漿あるいはNHSに比し）増

加していれば、確実である。

　血漿（あるいは37℃血清）のCH50が血清と同様に低下していれば、欠損症の可能性が高い。　C4とC3につ

いては活性を持たないC4やC3蛋白ができている場合も含まれる。ここでC42　generation　assayができれば欠

損成分の見当がつけられる。低下しているCH50値がN且Sの30％前後なら、　C9欠損症を疑い、低イオン強度

緩衝液によるCH50測定and／orオクタロニー法を試すべきである。各成分の蛋白濃度や活性を測り、欠損成

分が推定できたら、精製成分を被検血清に添加してCH50を測り、　CH50値が正常に戻れば、その成分の欠損

症であると言える。欠損症なら、family　studyへと進む。

2）CH：50値β、　C4蛋白む　and　C3蛋白O

　c4蛋白濃度が低下して低補体になっている状態なので、　vivoで古典経路活性化が起こっている可能性が

高い。私たちのラボではここでC4、　C2およびC3－9の活性を測る。　C3－9の活性が低下せず、　C4＆C2の両方の

活性が低下していればvivoでの古典経路活性化と断言できる。　c4bが増加している場合も同様である。

　その病態について可能性の高いのは、SLEなどの免疫複合体病である。なお、　SLEの場合は、第2経路も

活性化され、C3蛋白濃度もある程度低下するのが常である（但し、　NHSとの比で見ると、　C3よりC4の方が

大きく低下する）。

　なお、わが国ではまれであるが、C4欠損症もこのパターンになる。精製C4を被検血清に加えてCH50を測

定すれば、C4欠損症かどうか判明する。
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図3低補体血清に接したときの代表的な考え方と対処法

C4およびC3蛋白濃度測定

C4蛋白⇒

C3蛋白O
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CH50測定
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3）CH50面面、　C4画面⇒　and　C3蛋白5

C3蛋白濃度が低下して低補体になっている状態なので、第2経路活性化によるC3消費の可能性が高い。採血

後に第2経路が活性化されるという報告はなく、vivoでの活性化と考えて良い。このときはB因子も消費さ

れ低下している筈である。ACH50あるいはB因子の蛋白濃度を測定し、低下していれば確認できる。一B因子、

C3やC5の活性あるいは活性化フラグメントを測定しても同様に第2経路活性化の確認できる。

いっぽうC3欠損症もこのパターンになる。　C3以外の成分（活性や蛋白濃度）には特に異常はなく、精製C3を

血清に加えてCH50値が正常に戻れば確定できる。

4）CH50値δ、　C4蛋白母　and　C3蛋白δ

　前述のように、活動性のSLEでは、古典経路も第2経路も活性化されるので、このパターンになる。但し、

古典経路活性化の方が強く、NHSとの比較において、（C3より）C4蛋白濃：度の低下の方が著しい。両経路の

活性化の有無や程度は、成分の活性あるいは活性化フラグメント

を測定すれば分かる。

　なお理屈上は、C3とC4の両者の欠損が偶然重なった場合もこのパターンになる。

　以上、補体にはあまりfamiliarでない方々を対象に、臨床補体学の基礎知識と補体価異常を示す症例に接

したときの対処法について述べた。本文が少しでもお役に立てれば幸いである。最近は多くの病院でCH50

を初めとする補体検査は外注されることが多いと聞くが、CH50だけでも自分の手で測定すると補体学への

興味と理解が増し、臨床にも役立つものと思われる。
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臨床からみた補体活性

日本大学医学部内科学講座内科2部門

　　　　　　　遠　藤　守　人

はじめに

　生体内において、補体系は異物の排除という点から防御機構として重要な役割を担っているが、一方、

過度に補体活性化が生じた場合には自己の組織をも傷害し、ある種の疾患を惹起することとなる。したが

って、常に補体活性化と制御のバランスの保たれていることが健常な状態では必須であり、そのバランス

がどの時点でどのように変化しているのかを的確に把握することで、補体系から疾患の病因・病態にアプ

ローチしていくことが臨床的に可能となるものと考えられる。本稿では、補体系との関与が古くから論じ

られてきた糸球体腎炎を中心に臨床からみた補体活性について述べる。

補体活性化と疾患

図1画面活性化経路と生体反応

Lectin　　　　　　　　　　　Classical

pathway　　　　　　pathway

　lMBL　　　　Cl

　lMASP・　C2
　ロ　I　　　　　　　　　C4

i磁鍵lAm騨
　一一一一一一一一　　C3

　　1灘灘灘灘

　　　　　　　　　　c売、

　　　　　　　　　　　ll

　　　　　　　　　　　C9

　　　　Membrane　attack　complex（MAC）

Alternative

pathway

fB　（＋fD）

活性化U9　＜　　制御　　⇒　　易感染

活性化　⇒　＝　　制御　　⇒　　正常

活性化tt　＞　制御　　⇒　　自己組織傷害
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　補体活性化の欠如は様々な感染症あるいは

免疫複合体病といった疾患と関連することが

知られている（別項参照）。また、補体の侵

襲が自己組織に及んだ場合には当然の結果と

して疾患と結び付くことなる（図1）。臨床の

場においては血清補体価、補体成分の測定が

行われており、さらに組織での補体成分の沈

着の有無が検討されているわけであるが、実

際には、局所での反応の場合には血清レベル

まで影響を与えないものが大部分であり、組

織学的検査の行い得る疾患も限られている。

しかし、実験的な検討も含めてみてみると補

体系が関与する疾患は極めて広範囲に渉って

いることが示されて来ており、生体における

補体系の役割を改めて認識する必要がある。

現在、補体による組織傷害が考えられる代表

的な疾患として、糸球体腎炎、自己免疫疾患

および虚血・再三流傷害などを挙げることが

できる（表1）が、それぞれ　1）補体経路のイ

ニシエーションは何か、2）活性化が制御を

越えて過度に持続するのは何故か、3）補体

活性化によってどのような生体反応が生じて

いるか、といった点について考察していくこ

とが重要であると思われる。

各疾患における活性化因子

　補体系はClassical　pathway、　Alternative

pathwayあるいはLectin　pathwayが引き金と

なって動き出すわけであるが、それぞれの経

路を誘導するものとして表2に挙げたような

物質が知られている。これからも明らかなよ

うに、補体系は病原体等の異物の処理すなわ

ち基本的に生体にとって有益となることを目

的として開始される。

　各疾患における活性化因子という面からみ

表1補体活性化の関与する疾患・病態（文献1を改変）

虚血・再二流傷害＝心筋・骨格筋・肺など

全身性エリテマトーデス（SLE）

慢性関節リウマチ

糸球体腎炎

発作性夜間血色素尿症（PNH）

自己免疫性溶血性貧血

アルツハイマー病

脳血管障害

気管支炎喘息

成人呼吸窮迫症候群（ARDS）

多発性硬化症

重症筋無力症

ギラン・バレー症候群

外傷・火傷

敗血症性ショック

血管神経性浮腫

血管炎

動脈硬化

乾癬

甲状腺炎

非特異性炎症性腸疾患

心肺バイパス

血液透析

不妊症

臓器移植拒絶反応

表2　補体活性化を誘導する物質（文献2を改変）

Classical　pathway

　免疫複合体（抗原結合1gM、　lgG）

　C反応性蛋白（CRP）、血清アミロイドP（SAP）

　アポトーシス細胞

　心筋ミトコンドリア

　一部のウイルス・細菌

　［C4　nephritic　factor］

Alternative　Pathway

　“Tickover”

　細菌・真菌

　　ポリサッカリド（ザイモザンなど）

　　エンドトキシン

　免疫複合体（抗原結合lgA）、免疫グロブリン軽鎖

　コブラ毒因子（CVF）

　ウイルス感染細胞（麻疹・インフルエンザ・Epstein－Barr）

　一部の腫瘍細胞

　C3　nephritic　factor

Lectin　pathway

　糖鎖（マンノース、N一アセチルグルコサミン）
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臨床からみた補体活性

表3　血清補体値からみた病態（文献3を改変〉

CH50 C4 C3 （fB） 活性化機序

．

畢

倉

；？

畢
↓

倉

1？

畢

．

倉

1？

（畢）

（t一）

（J）

（t）

（　・”一　）

（；　？）

C＆A

c

A

急性期反応

cold　activation

L

例）SLE、　MPGN　type　l

例）血清病、SLE、全身性血管炎

　　本態性クリオグロブリン血症

例）溶蓮菌感染後急性糸球体腎炎

　　MPGN　type　ll、敗血症

例）急性・慢性感染症

　　炎症性疾患、妊娠

C：Classical　pathway、　A＝Alternative　pathway、　L＝Lectin　pathway、　SLE：全身性エリテマトーデス、　M　PGN：膜性増殖性糸球体腎炎

表4　腎炎における補体成分の沈着

疾患 主な補体成分

原発性糸球体腎炎

　　lgA腎症

　　膜性腎症

　　MPGN　type　l

　　MPGN　type　11

　　PSAGN
　　微小変化群

　　FSGS

二次性糸球体腎炎

　　ループス腎炎

　　紫斑病性腎炎

　　Goodpasture症候群

尿細管間質性腎炎

C3，　properdin，　Csb－9

C3，　Csb－9，　（C4）

C3，　properdin，　Csb－9，　（C4）

C3，　properdin，　Csb－9

C3，　Csb－9，　（C4，　C2，　properdin）

（一）

Csb－9，　（C3）

C3，　Clq，　C4，　Csb－9，　（C2）

C3，　properdin，　Csb－9，　（C4）

（C3，　Csb－9）

C3，　Csb－9

cf．　MBLIMASPsの沈着を認める腎炎

lgA腎症、紫斑病性腎炎、　PSAGN、　HCV関連腎炎、ループス腎炎

MPGN：膜性増殖性糸球体腎炎　　PSAGN：溶蓮糸感染後急性糸球体腎炎

FSGS：巣状分節性糸球体硬化症　　MBL：マンノース結合レクチン

MASP＝MBL関連セリンプロテアーゼ　　HCV：C型肝炎ウイルス

ると、全身性エリテマトーデス（SLE）、血清病、クリオグロブリン血症等では、循環血中に存在する免疫

複合体あるいはクリオグロブリンを構成するIgGやlgMがClassical　pathwayを介して補体活性化を生じるこ

とが想定され、これはin　vitroにおいても再現可能な現象であり、臨床的にも疾患活動性を反映して血清補

体価（CH50）、血中C3・C4値の低下として認められる。また、溶蓮菌感染後急性糸球体腎炎では、　A群溶蓮

菌のうち特定の菌群で腎炎惹起性を有する菌体内あるいは菌体外抗原が直接、Alternative　pathwayを優位

に作動するものとされるが、一過性には血中C4レベルの低下がみられ、　ClassicalまたはLectin　pathwayも

多少なりとも動いていることが示唆される。表3は血清レベルでの補体値と病態との関連についての例を表

したものである。

　局所での反応として、慢性関節リウマチ（RA）では関節腔内でのリウマチ因子あるいはlgG3サブクラスの

ll型コラーゲン自己抗体によるClassical　pathwayを介した補体漕性化機序が考えられてきたが、近年、　RA
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における糖鎖異常（ガラクトース欠損）IgGの存

在4）が注目され、マンノース結合レクチン（MBL）

の結合による：Lectin　pathwayの関与が推察さ

れている。悪性関節リウマチ（MRA）と呼ばれ

る全身の血管炎を伴う病態では低補体血症を呈

するが、通常、RAでは、慢性的な炎症反応に

伴い血清中の補体成分は増加している。同様に、

IgA腎症でも血清中補体成分に影響を及ぼさな

いものの、腎糸球体にはlgAとともにC3、時に

C4の沈着を認め、局所での活性化として捉える

ことができる。凝集IgAはin　vitroでClassical

pathwayではなくAlternative　pathwayを活性

化するとの実験結果からその病態にAlternative

pathwayの関与が論じられて来た5）が、生検腎

組織でのLectin　pathway成分の沈着6）およびin

vitroで凝集IgAがLectin　pathwayを活性化すると

の報告7）から、Alternative　pathwayのみならず

Lectin　pathwayによる補体活性化経路の開始8）

図2　各種糸球体腎炎における補体成分＝C3の沈着

a．膜性腎症

b。膜性増殖性腎炎type　I

c．19A腎症

d．溶蓮菌感染後急性糸球体腎炎

e．フレープス腎炎

も考えられる。表4および図2に、各種腎炎の生検組織において認められる主な補体成分と沈着様式を示した。

　補体系が組織傷害の重症度に極めて大きな影響を与える疾患として、虚血・再灌流傷害、特に急性心筋

梗塞が注目されており、補体活性化産物の血漿レベルでの上昇、梗塞巣での補体成分の沈瀞10）が示されて

いる。活性化を生じる物質としてダメージを受けた心筋のミトコンドリア成分や急性期蛋白であるCRPによ

りClassical　pathwayが働くとする一方で、　Alternative　pathwayによるとする報告、さらにLectin　pathway

の関与も示す報告11）もなされている。

　このように補体活性化のイニシエーションにおいて、疾患によっては必ずしも3つの経路のうちどれを介

しているのかを明確にすることが容易でないことも多い。疾患を惹起する組織の傷害が、補体活性化が一

過性ではなく過度にかつ持続的に生じた結果であるとするならば、活性化物質が多量に継続して存在する

状況を別にすれば、後述する補体制御因子の役割あるいは増幅経路としてのAlternative　pathwayの意義が

重要であろう。しかし、疾患における活性化因子の追求が病因解明への糸ロとなる可能性があるという点

については考慮しておく必要があるものと考える。

活性化の持続と疾患

　異物排除を目的として生体内で生じた補体活性化が、過度に反応を持続することなく速やかに制御され

れば、本来の生体防御機構として自己に有利に作用するだけで、自己に悪影響を及ぼす状況、すなわち疾

患は起こさないはずである。したがって、ヒトの生体内には血中および細胞膜上に複数の補体制御因子が
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存在し、活性化の各ステップにおいて厳重なコントロールが行われている。その補体制御因子の機能が不

十分であった場合には、当然の結果として自己組織は傷害され、疾患を惹起することとなる。

　補体制御因子の機能の欠如が引き起こす細胞傷害を顕著に表現している疾患が発作性夜間血色素尿症

（paroxysmal　nocturnal　hemoglobinuria；PNH）である。これはグリコシルポスファチジルイノシトール

（GPI）を介して細胞上に発現している補体制御蛋白である、　DAF（decay－accelerating　factor；CD55）および

CD59の欠失によって、自己の補体により容易に血管内溶血発作を生じる12）ものである。

　糸球体腎炎など局所において補体活性化が生じてくる状態では、通常、血中補体制御因子が作用すると

共に細胞膜上の補体制御因子の発現増強が認められ、過度の補体反応を防いでいるわけである。血中に存

在する補体制御因子の一つであるfactor　Hの遺伝的な欠損が、膜性増殖性糸球体腎炎（MPGN）や溶血性尿毒

症症候群（HUS）に関連すること13）が明らかにされ、さらに、　factor　Hに対する自己抗体を持つMPGN症例も

報告’4）されており、C3レベルでの補体反応の制御の不足がこれらの病態の重要な要因であることを示すもの

である。また、腎機能に大きな影響を及ぼすものとして蛋白尿による尿細管障害が認識されているが、そ

の傷害機序にも補体系が関与15）しており、蛋白尿時に尿細管腔に漏出した補体成分が、近位尿細管刷子縁に

は補体制御因子が存在しない16）ために、アンモニア等により活性化が生じ易い状況下で、活性化反応を持続

し組織傷害を導くことが示唆される。同様に心筋梗塞においても、傷害細胞表面における補体制御因子の

発現低下が認められ、二次的な梗塞巣の拡大に関与するものと考えられている。

　補体活性化の持続という面でもう一つ古くから注目されて来たものに、C3　nephritic　factor（C3NeF）の存

在17）がある。MPGNやpertial　lipodystrophy（PLD）患者血清中に多く検出されるが、これはAlternative

pathwayのC3　convertaseであるC3bBbに対するIgGクラスの自己抗体であり、その結合によってC3bBbを安

定化させC3の分解を持続することとなる。したがって、前述のfactor　Hの欠損の状況に拍車をかけた病態が

想定される。このC3NeFのなかには、　C3bBbにプロパージン（P）の結合した状態に対する抗体として存在

するものもあり、C3　convertaseのみならず、　C5　convertaseの安定化作用を有するものと考えられる。また、

C3bBbと同じくC3　convertaseとして働くC4b2aの自己抗体、　C4NeFも、低補体血症を呈する糸球体腎炎患

者において報告されている。これらが、補体活性化の持続による低補体血症、組織傷害の重要な因子であ

ることには間違いないであろう。

活性化産物による組織傷害

　補体活性化産物による主な生体反応を図3に示したが、活性化産物による組織傷害としては、直接的には

膜侵襲複合体（membrane　attack　complex；MAC）形成による作用であり、間接的にはC3a、　C5aといった

アナフィラトキシン産生に基づくものである。

　In　vitroにおいては、補体後期反応によりMACが形成され感作赤血球の細胞膜に孔があくことよって溶血

が起きるわけであるが、in　vivoで組織を形成している有核細胞では、　MACによるcytolysis、　necrosisに至

るためにはかなり多量のMACを必要とする。したがって、むしろ“sublytic”な量のMACの持続的刺激が多

くの疾患において病理学的な意味を持つものと考えられる。培養細胞や実験モデルの検討18）から、“sublytic”

な量のMACが細胞を活性化し、活性酸素、プロテアーゼ、サイトカインなど炎症メデイエーター、　platelet
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derived　growth　factor　（PDGF）．　transforming

growthfactor－6　（TGF－6）．　basic　fibroblast

growth　factor（bFGF）など成長因子、細胞外

基質の産生を促すこと、あるいは接着因子の

発現を増強することが示されており、また、

necrosisを生じる前にも、形成されるMACの量

により、apoptosisからの防御、逆にapoptosis

の誘導が認められるという報告19）もなされてい．

る。いずれにせよ、生体内の細胞膜上での

MACの形成が、疾患の病態に大きく関与して

いることは明らかである。

　補体反応が進行する過程で産生されてくる

C3a、　C5aもまた、アナフィラトキシンとして

それぞれのレセプターと結合し、生物学的活

性を発揮することによって組織傷害を惹起す

る。肥満細胞や好塩基球からのヒスタミンな

図3　補体活性化による生体への作用

補
体
活
性
化

Clq：アポトーシス細胞のクリアランス

。4b、　c3b．　iC3b：オブソニン化

　　　1

　免疫複合体の可溶化・クリアランス

C3dg：B　cellの活性化

Csa、　C3a、（C4a）：アナフィラキシー
　
1

好中球遊走・活性化
　1

Csb・6・7

Csb－9　（membrane　attack　complex）

　細胞溶解（細胞膜の破壊）

　細胞活性化

　アポトーシス誘導

ど細胞質穎粒の放出は、平滑筋の収縮、血管透過性の二進により、重篤な場合には血圧低下によるショッ

クや呼吸困難といった症状を生じる。C5aはこの他、好中球遊走能を有するとともに、好中球や血小板の凝

集、好中球と血管内皮細胞との接着増強などに働く。さらには、白血球を活性化し、elastase・

peroxidase・lactoferrinなどの放出、活性酸素や炎症性サイトカイン（IL－1、　IL－6、　IL－8）の産生など、生体

での炎症作用にきわめて重要な因子であり、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図4　腎糸球体における補体系の生体反応
アナフィラキシーのみならず多くの疾患で組

織傷害との関連が考えられる。

　活性化産物による組織傷害について述べた

が、実際の生体内では局所においても図4のよ

うに、一連の補体活性化によって多様な反応

が生じており、単一疾患であっても補体反応

が全て負の方向に働いているのではないこと

も念頭におく必要がある。

腎糸球体

○補体活性化G

おわりに

　近年、遺伝子操作により各補体成分欠損マ

ウスが作製20）され、これによって生体における

補体系の役割が鮮明になり、補体活性化とそ

の制御のメカニズムについての理解が一層深

まりつつある。急速に伸展している基礎的な

Clq：アポトーシス細胞の処理

C3b1（C4b）：免疫複合体の処理

C5a1（C3a）：白血球の活性化・遊走

C5b－9：固有細胞の活性化

　　　　（炎症メデイエーター・成長因子・細胞外基質産生）

　　　アボトーシスの誘導
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研究成果を、今後、臨床の場において有効に活用すること、すなわち、関与する多くの疾患における病態

の的確な把握、および、より効果的な治療へと繋げていくことが望まれる。
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補体欠損症

補体欠損症

　　　　1九州大学大学院病態修復内科学分野、

　　　　　　　　2大阪府赤十字血液センター

堀内　孝彦’、塚本　浩1、福森　泰雄2

はじめに

　補体系には、血中あるいは細胞表面に存在する30以上のタンパクが含まれ、ヒトにおいてはこれらの構

成タンパクの多くに先天性欠損症が報告されている。また最近同定されたレクチン経路のMannose　binding

lectin（MBL）は人種をこえて高頻度に欠損症が存在することが明らかになり、さまざまな疾患との関連が精

力的に検討されている。さらに近年、補体ノックアウトマウスを用いた研究で、各補体成分の機能そして

補体欠損症の病態が詳細にわかってきた。

　本稿ではこうした現状をふまえながら、先天性補体欠損症の臨床像、病因、疫学について概説したい。

補体欠損症の臨床像

　補体系は、1．前期反応成分、2．後期反応成分、3．補体制御分子・受容体に大きく分けることができる。1．

と2．からなる補体活性化の経路ついては本書の前半部分に詳述されているので重複はさけるが、簡単に示

すと図1のようになる。補体活性化には、古典経路、第二経路そしてレクチン経路の3つの独立した経路が

存在し（前期反応）、それらの機能はC3を活性化することに集約され、その結果さまざまな生物活性を持つ

分子を形成しつつ、後期反応へといたる。これら補体活性化の成分については、そのほとんど全てについ

図1補体活性化経路

Classical　pathway Lectin　pathway Alternative　pathway
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表1補体欠損症の種類と特徴

　　　　　　　　報告数・日本人での報告 主たる臨床所見 その他の所見 備考

レクチン経路

　MBL　一H十一
古典経路

　Clq　一
　Ctr　十
　Cls　十
　C4　一
　C2　十第二経路

　B　　　　　　　　十

　D　十．　P　　　　　　　　十

C3

　C3　一跨障害複合体

　C5　一
　C6　一
　C7　一　C8a－y　一
　C8B　一H－
　C9　　　　　　　→十卜

制御分子

　Cl　lnhibitor　一H十

　1　　　　　　　　十

　H　　　　　　　　十

　DAF，CD59　一H－1一

補体レセプター

　CR3　一

十
十
一
十

十
十
十
十
十
一
十
十
一
一
十
十

感染症（細菌，ウイルス）　　SLE，　RA　　　人種を問わず5－10％に完全欠損症あり

SLE　　　　　　　　　　　再発性感染症

SLE，免疫複合体病　　　　　　再発性感染症

SLE　　　　　　　　　　　　慢性糸球体腎炎，橋本病，　VAHS

SLE，免疫複合体病　　　　　　再発性感染症

SLE，免疫複合体　　　　　　　再発性感染症

ナイセリア感染症　　　　　　　　　　　　　1例のみ報告

再発性呼吸器感染症　　　　　　　　　　　　1例のみ報告

髄膜炎菌性髄膜炎

再発性感染症　　　　　　　　SLE

髄膜炎菌性髄膜炎

髄膜炎菌性髄膜炎

髄膜炎菌性髄膜炎　　　　　　多くは健康であるが髄膜炎のリスクは

髄膜炎菌性髄膜炎　　　　　　明らかに高い

髄膜炎菌性髄膜炎

ときに髄膜炎菌性髄膜炎

浮腫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これのみ常染色体優性

再発性感染症

溶血性尿毒症症候群，膜性増殖性腎炎

発作性夜間血色素尿症　　　　　　　　　　　後天性PIG－A遺伝子異常

再発性感染症　　　　　　　　　　　　　　　β鎖（CD18）の欠損で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LFA－1，p150，95，CR4も欠損する

a，世界での報告数　　十：＜10例， 十＝10｛列～50｛列， 十ト：50例以上

て欠損症が報告されている。

　表1にこれら補体成分の欠損症の種類と特徴についてまとめた。一覧してわかる臨床像の特徴は、①古典

経路のClq，　Clr，　Cls，　C4，　C2ならびにレクチン経路のMBLなど前期反応成分の欠損症では、易感染性に加え

て、全身性エリテマトーデスなどの自己免疫疾患を合併する例が多いこと、②同じ前期反応成分でも第二

経路の補体の欠損症では、易感染性はあるが、自己免疫疾患は合併しないこと、③C5以下の後期活性化成

分の欠損では、髄膜炎菌の感染のリスクが高いことである。

　こうした大きな傾向をふまえた上で、個々の補体欠損症を羅列して記述することはさけ、それぞれの経

路の代表的な欠損症を中心に病像を述べる。

〈レクチン経路の欠損症〉

1．MBL欠損症

　レクチン経路は第二経路とともに、抗体の存在を必要としない自然免疫（lnnate　immunity）に重要な役割

を果たしている。MBLはこのレクチン経路の最も上流に位置して、病原菌上のマンノースを含む糖タンパ

クや糖鎖に結合して、MBL－associated　serine　proteases（MASP－1，　MASP－2，　MASP－3）を活性化し、さらに

下流のC4、　C2を活性化する1）。1989年に血中のMBLが低下した症例でオプソニンの障害を呈することが初
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図2
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表2　MBLにみられる変異の頻度
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neck　region

タンパク構造

CRD
（carbohydrate

　recogrition　domain＞

アミノ酸変異を示す遺伝子頻度

コドン52　　　コドン54　　　コ ドン57
人　　種 （Arg→Cys）　（Gly→Asp） （Gly→Glu）

UK（White） O．06　　　　0．16 0．00

Denmark 0．05　　　　0．13 0．02

Hong　Kong　Chinese O．01　　　　0．11 0．00

Japanese 0．00　　　　　0．23 0．00

Greenland　Eskimo 0．OO　　　　O．13 O．OO

Papua　New　Guinea 0．OO　　　　O．07 0．00

Vanuatu（SW　Pacific） 0．OO　　　　O．01 O．OO

Gambia 0．02　　　　0．00 O．29

Kenya 0．05　　　　0．03 0．23

Xhosa（S．Africa） 0。00　　　　0．00 0．27

San　Bushmen（Namibia） 0．00　　　　　0．03 O．0萌

めて報告され、以来さまざまな疾患との関連が精力的に研究されてきた。

病因（図2）：52番目、54番目あるいは57番目のアミノ酸の変異によって、タンパクの構造が変異して、分

解が充進ずる結果欠損症になる。とくに54番目と57番目のアミノ酸の変異では、血中のMBLタンパク濃度

は測定感度以下まで低下するため、MBL欠損症の大きな原因である。また、プロモーター領域の2カ所にも

転写の効率を左右するポリモルフィズムが報告されており、MBLタンパク濃度に少なからず影響を与えて

いる。

疫学：表2をご覧になっていただいてわかると思われるが、注目すべき点が2つある。一つは、きわめて

MBL欠損症の頻度が高いことであり、完全欠損症（54あるいは57変異のホモ接合体）は、全ての人種に5－

10％存在する。この頻度の高さは補体欠損症に限らず、ヒトで認められている欠損症ではきわめて例外に

属する。もう一点は、人種間でアミノ酸変異を認める部位と頻度が異なることである。即ち、白人、アジ

ア人では、54番目の変異がほとんどを占めるのに対し、アフリカ系では57番目の変異がほとんどを占める。
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病気との関連：1）感染症。とくに小児の再発性感染症との関連が欧米の大規模スタディで明らかにされた。

続いてMBL欠損症ではhuman　immunodeficiency　virus（HIV）へ罹りやすく、また罹患した後も予後が悪い

ことが明らかにされて注目を浴びた。また議論の分かれるところではあるが、MBL欠損症ではB型肝炎ウイ

ルス、C型肝炎ウイルスの予後が悪く、インターフェロンへの反応性も悪いことが報告されている。2）自己

免疫疾患。欧米では慢性関節リウマチ（RA）と全身性エリテマトー・デス（SLE）ではMBL欠損症が有意に頻

度が高いことが報告されている。特にRAではMBL欠損症を有する患者の方が、若年に発症し、症状が重く、

予後が悪いことが報告されている。ただし日本人では議論の分かれるところである2）。3）流産。欧米からの

報告で、MBL欠損症を有する場合、流産のリスクが高くなることが示された。他の補体欠損症ではみられ

ないこの関連が、妊婦の易感染性に起因するのか、あるいは他の原因によるのかは不明である。

2．その他の欠損症

　MASP－1、　MASP－2、　MASP－3は近年その存在が同定されたこともあり、欠損症は報告されていない。

〈古典経路の欠損症〉

　古典経路の欠損症では、感染症のリスクが高いこと以外に、SLEに代表される免疫複合体病やそれに似た

症状が出現することが多い。Clq欠損マウスでは、自己抗体の出現、腎炎の発症を認め、アポトーシスを起

こした細胞の除去に障害を生じていた。すなわち、Clqの欠損の場合には、免疫複合体の原因となる物質が

蓄積することで自己免疫を生じると考えられる。また血中の免疫複合体の除去に働くことがわかっている

分子であるSerum　amyloid　P（SAP）あるいはDNase　Iを欠損したマウスでも同様にSLE様の病態を呈する。

実際、我々と徳島大学、安友らは、ヒトのSLE患者にも、　DNase　Iの遺伝子異常によりDNase活性の欠損し、

ヌクレオソームに対するリンパ球の抗体産生が充進した2例を報告した3）。これらの事実から、免疫複合体

の異常な蓄積がClq欠損症においては病態形成に重要な役割を果たしていると考えられる。一・方、　C4欠損マ

ウスでは、B細胞の免疫寛容に異常が生じていることが明らかになった。図3に示すように免疫複合体除去

にかかわる様々な分子（C1，　C4，　C2，　DNase　I，　SAP）の異常により、免疫寛容の破綻が生じて、自己免疫疾患

を生じると考えられる。

1．C2欠損症

　C2遺伝子は、　B因子、　C4と共に、第6染色体短同上のMajor　histocompatibility　complex（MHC）class　IH

領域に存在する。我々は、C2とB因子の完全長のcDNAをはじめて分離し機能解析を行った4・　5）。我々を含め

多くのグループからの報告から、C2とB因子は構造的、機能的にきわめて相同性が高いことが明らかになっ

た。欠損症についてはC2の完全欠損症は欧米で多く報告されているが、一方B因子の完全欠損の報告は髄膜

炎菌（Nmeningitidis）感染を併発した白人の1家系のみ報告されている（第16回ICW，1996）。　B因子欠損マウ

スでは、特に明らかな異常は認められなかった。

C2欠損症の原因：Type　I（C2タンパクを患者線維芽細胞内、血中いずれにも認めない）とType　II（C2タン

パクは患者線維芽細胞内には認めるが、異常C2の分泌障害があり血中にはC2を認めない）に分けられる。
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図3
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C2欠損症の約95％はType　Iであり、　MHC　haplotypeで、　HLA－A25，　B　18，　C2QO，　BfS，　C4A4，　C4B2，　Crw2と強

い連鎖不平衡を示す。Type　Iでは、　C2ゲノム上のエクソン6一イントロン6の境界領域の28塩基の欠失によ

り、エクソン6のスキップが起こり、変異したC2　mRNAはフレームシフトを起こすため、タンパクが形成

されない。一一方Type　IIでは、アミノ酸の置換が1ヵ所生じている。その変異は3種類報告されているが、い

ずれも患者線維芽細胞での変異タンパク産生は認めるものの、細胞外への分泌障害があり、血中のC2タン

パクは欠損する。アミノ酸置換によるタンパクの高次構造の異常による分泌障害と考えられる。

疫学：白人には頻度が高く、ホモ接合体は10，000人に1人とされている。ちなみに日本人では報告が皆無で

あり、明らかな人種差が存在する。

病気との関連：1）自己免疫疾患。約35％にSLE、血管炎などの自己免疫疾患を合併すると言われている。

ただし、Clq，　Clr，　Cls，　C4などのより上流の古典経路の位置する補体分子の欠損症に比べると頻度は少ない

（たとえばClq欠損症では94％、　C4欠損症では75％にSLEを合併する）。2）感染症。再発性の細菌感染が見ら

れることがあり、H．　influenza，　N．　meningitidis，　S．　pn　eumoniaeなどが多く報告されている。

2．C4欠損症

　C4には2つの遺伝子（C4A，　C4B）があり、これら二つは99％の相同性を有しており、　gene　duplicationで

生じたと考えられている。C4AとC4Bともにタンパクの多型性に富み、35以上のアロタイプが報告されてい

る。すなわちC4遺伝子は多様性が大きな遺伝子である。

病因：欠損症の原因となる遺伝子異常も多様である。C4を含む大きな遺伝子領域が欠失するものから、1、

2塩基の置換、挿入・欠失まで多彩である。

疫学：高頻度にnull　alleleが存在する（それぞれ健常人の5－15％、10－20％）。しかしながら、　A，　Bどちら

か片方がnull　alleleとなる場合がほとんどであり、　A，　Bあわせて4つの遺伝子座がすべてnullになる完全欠損

症はきわめて稀で世界で10数例報告されているに過ぎない。完全欠損症は、ほとんどが白人であり、日本
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人の報告はない。

病気との関連：1）自己免疫疾患。完全欠損症の75％にSLEの合併が報告されている。血管炎、　Henoch－

Schonlein　purpuraの報告もある。次に述べるClq欠損症と同じく抗DNA抗体の陽性率は低い。2）感染症。

約50％に、再発性かつ重症の細菌性ならびにウイルス感染症を合併する。敗血症、呼吸器感染、髄膜炎、

消化管感染など多彩である。

　なおA，Bのいずれかが欠損するC4A欠損症、　C4B欠損症もSLEなどの自己免疫疾患との関連が報告されて

いる。ただし、C4完全欠損症とは異なり明確なデータはない。これは、通常の血液検査ではC4AとC4Bを

区別して測定することができないことから、それぞれの診断が容易でないことによると思われる。

3．その他の古典経路の欠損症

　Clq完全欠損症は約35例報告されており、日本人3家系も含まれる。ほとんどすべての症例にSLEを合併

する。ClqはClqA，　ClqB，　ClqCの3種類の遺伝子から構成される3種類のポリペプチドから構成される。

ClqA，　ClqB，　ClqCのそれぞれについて遺伝子異常が報告されている。1塩基置換や1塩基欠失などのsmall

mutationが原因である。

　Clr欠損症は10数例報告されているが、そのほとんどがClrが欠損しCls活性が低下している型であり、プ

エルトリコ人の症例が多い。遺伝子異常は明らかにされていない。一方Cls単独欠損症も3例報告があり、

うち2例は日本人家系であった。これら日本人2家系の遺伝子解析では、1家系は4塩基のホモの欠失であり、

別の1家系は前者と全く同じ4塩基心心と1塩基置換による終止コドン出現のcompound　heterozygoteである

ことがわかった6・　7）。Clr欠損症の約半数にSLEを合併する。また5aαreαsやS・pneumoniaeなどの細菌感染も

多い。

〈第二経路欠損症〉

　B因子、D因子、　Properdinの完全欠損症はそれぞれ1家系、1家系、数家系報告されているが、きわめて頻

度は少ないと思われる。ほとんどが白人例で日本人の報告はない。いずれの欠損症も、N．meningitidisの再

発性かつ重症感染症を呈する。

〈C3欠損症〉

　ヒトC3遺伝子は第19番染色体短二上に41個のエクソンよりなる全長約42kbの遺伝子として存在し、転写

ざれた約5．2kbのmRNAは翻訳後pr（）一C3（1663アミノ酸）となる。ヒトC3欠損症は三種類存在する。ひとつは

先天性一次性の欠損でC3自身、主にC3遺伝子の異常によるもので通常先天性C3欠損症といわれるものであ

る。二番目は先天性二次性の欠損で1因子やH因子の欠損に伴うもの、三番目は後天性の欠損でC3　Nephritic

factor（C3　NeF）といわれる自己抗体がC3転換酵素を安定化させるためにおこるものである。

　先天性一次性C3欠損症は国内外の様々な地域より自験：例を含め16家系が報告されている。

病因：自験例を含め6家系で遺伝子異常が同定されている。ほとんどが、一塩基置換にともなうアミノ酸置
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換、終止コドンの出現、スプライス異常であるが、エクソン21、22を含むゲノムDNA上の800塩基欠損も報

告されている。自験例はイントロン38の3’スプライス部位のAG－GG置換によるエクソン39のスキッピングが

原因でC3の分泌が障害されていた。

病気との関連：1）自己免疫疾患。膜性増殖性糸球体腎炎、IgA腎症、紅斑等が報告されている。　SLEまたは

SLE様症状は欧米では少ないが、本邦では自験例を含め5例（3家系）中4例（3家系）がSLEまたはSLE様症状

を呈している。2）感染症。C3欠損によりオプソニン作用ならびに全ての補体活性化経路がブロックされる

ため幼少時より細菌性肺炎、髄膜炎、中耳炎を繰り返す例が多い。起炎菌としてはS．pneumoniae、　N．

meη加g縦d∫s、　H．　Jnfluenzaeが多く報告されている。

〈後期成分欠損症〉

　わが国では、上述のようにMBL以外の前期反応成分欠損症が稀であるのに対し、後期成分欠損症は多く

認められる。

疫学：稲井らと大阪府赤十字血液センターとが行った145，640人の献血者を対象にした検討で、後期補体欠

損症の頻度が明らかになった8，　9）。すなわち、完全欠損症の頻度は、C5欠損症2名（0．0014％）、　C6欠損症4

名（0．0027％）、C7欠損症6名（0．0041％）、　C8欠損症4名（0．0027％）、　C9欠損症138名（0．095％）で、日本人で

は1，000人に1人と圧倒的にC9欠損症が多い。また日本ではMBL欠損症以外の前期補体成分欠損症は欧米と

異なりきわめて頻度が低いことがわかる。日本以外の国ではこのような一般集団を対象にした補体欠損症

の大規模スクリーニングはない。

　後期補体成分の欠損症においても、前期補体欠損症と同じく、明らかな人種差が存在する。たとえばC9

欠損症は、日本人に1，000人に1人という高頻度で存在するが、日本人だけでなく、アジア人にも広く認めら

れることを我々は報告している（福森ら、平成10年　第35回補体シンポジウム）。これはfounder　effectの存

在を示唆するものである。一方、白人ではC9欠損症は数例しか報告されていない。またC8欠損症は日本で

はC8α一γ欠損症のみしか報告されておらず、　C8β欠損症の報告はない。ところが欧米では逆に90％以上が

C8β欠損症であり、　C8α一γ欠損症はぎわめて稀である。

病因：我々はC6欠損症、C7欠損症、C8α一γ欠損症そしてC9欠損症の遺伝子異常を明らかにした10・　11・1am4）。

またC5欠損症、　C8β欠損症の遺伝子異常については国外からの報告がある。その後のいくつかの施設から

相次いで後期補体欠損症の遺伝子異常の報告がなされた。日本人に最も多いC9欠損症は、その90％以上が

95番目のアミノ酸のArgをコードするコドンCGAがTGAに変異しており（R95X）、終止コドンとなることで

タンパクのtruncationを生じることがわかった。この変異は、日本本国のみならず、琉球、韓国、タイに分

布している一方で、白人には1例のみにしか認められなかった。日本人ではR95X以外の変異は、アミノ酸置

換が1ヵ所、1例に報告されているにすぎない13）。一方白人では、C9遺伝子異常は5ヵ所に報告されている。

頻度は稀な白人のC9欠損症では、変異は多様性に富み、いずれも散発性で終止コドンが4カ所（3例）、アミ

ノ酸置換が1カ所（1例）であった（図4参照）。一方、日本人には見られないC8β欠損症では、白人の非血縁

の34家系についての検討があり、その86％に374番目のArgをコードするコドンCGAの終止コドンTGAへの

変異（R374X）によるものであった。その他の後期補体成分欠損症（C5，　C6，　C7，　C8α一γ）の遺伝子異常は、1，

一95一



補体欠損症

図4　C9欠損症の遺伝子異常
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2塩基の欠失か、1塩基置換による終止コドン形成、アミノ酸変異あるいはスプライス異常によるものであ

った。遺伝子の大きな欠失ではなく、small　mutationが後期補体成分欠損症の原因のほとんどであると考え

られる。

病気との関連：C5以降の補体成分欠損症ではN．　m　eningitidisによる髄膜炎、敗血症などの感染症を合併する

ことが多い。臨床像の理解のために、重症の臨床経過を呈したC7欠損症の自験例を提示する。

　患者は33歳男性。会社員。1987年9月17日咽頭痛出現。9月19日飲酒後、深夜に嘔吐。9月20日起床直後よ

り発熱、ふらつき、下痢があり、再び嘔吐した。午後には38℃となり四肢と胸部の多数の発疹に気づいた。

翌9月21日朝、症状改善しないため近医受診したが、診察中ショック状態となり、某病院に搬送された。諸

検査より、敗血症性ショックと診断され、血液培養、輸液と昇圧剤による全身管理が開始された。9月22日、

心電図で限局性のST上昇があり、心エコー所見、血液生化学検査より、心筋炎が疑われ、別の循環器専門

病院に転送された。その際髄膜刺激症状があり、髄膜炎を疑われた。髄液所見は細胞数4400／ulうち好中球

97％でタンパク濃度も上昇しており、細菌性髄膜炎の所見であった。さらに血小板減少、FDPの出現により

播種性血管内凝固症候群（DIC）も併発したため、九大第一内科に入院となった。入院時、意識は混濁。胸

部から四肢に広がる皮疹が認められた。一部の皮疹は、中心が自潰したNmeningitidis感染症の特徴的皮疹

を呈しており、細菌同定の結果を待たずに、N．meningitidisの感染症に対する第一選択の抗生剤ABPCの投

与を開始した。培養結果はN．meningitidis，　serogroup　Bが検出された。この患者は幸い全快して退院した。

補体検査ではC7のみが、検出感度以下まで低下していた。精製補体C7を補充すると補体価は正常化し、　C7

inhibitorは検出されなかった。

　本例は、C7欠損症にIV．meningitidisによるDIC、ショック、心筋炎などをともなった劇症髄膜炎が発症し

たものであった。遺伝子解析の結果、728番目のアミノ酸CysをコードするコドンTGTの終止コドンTGAへ

の変異（C728X）をホモで認めた。両親、妹がヘテロでC728Xを有しており、また妹はSLEであった11）。
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＜補体制御分子・受容体の欠損症＞

1．CI　lnhibitor欠損症

　ストレスなどが誘因となって全身に浮腫を来す遺伝性疾患として古くから知られていたHereditary

angioedema（HAE）は、1962年CI　Inhibitor欠損によって生じることが明らかにされた。　H：ereditary

angioneurotic　edema（HANE）ともいわれるが、この呼称はこの疾患が「神経原性に血管の透過性が上昇し

たためである」という初期の不正確な病因論によるものであるため、原因が明らかになった現在使用するの

はあまり適当でないと思われる。図5に発症の機序を示す。CI　Inhibitor欠損では、ヘテロ接合体がHAEを

発症するため、常染色体優性遺伝と考えられる。ホモ接合体すなわちCl　Inhibitorの完全欠損患者の報告は

ないことから、完全欠損は致死的であると考えられる。

疫学：頻度は10，000～50，000人に1人といわれている。本症の頻度は欧米ではMBL欠損症、　C2欠損症に次ぐ

とされているが、日本でも50家系以上の報告がある。また家族歴のない早発例も全体の20％にのぼり、新

規の遺伝子変異も稀ならず生じていると考えられる。

病因：Type　I（タンパクの発現を認めないもの）とType　II（タンパク発現は認めるが、活性がないもの）の2

種類があるが、Type　Iが85％を占める。このType　Iの原因の約20％は数kbの大きな欠失やduplicationであ

るが、残りは一塩基置換か数塩基以下の欠失か挿入である。Type　IIも、酵素活性中心付近の一塩基置換に

図5HAEの病態

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CI　lnhibitorの遺伝子異常

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cl　lnhibitorの機能低下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（正常のく35％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s

Cl　r，　Cls

C4の低下
（正常のく50％》

’（E十一wv．．一．．．

Cl　，C4，C2

活性化

抑制の障害

　　，

Plasminの生成

，

　／

Kallikrein

．

Kininogenの切断

Kininの放出←一一一一一1

　　，

Angioedema

　（Cioardi　et　al，　N　Engl　J　Med　1996より改変）
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よるアミノ酸置換である。

病気との関連：外傷、感染症、日光暴露、生理、妊娠、感情的な動揺、不安などのストレスが誘因となっ

て、発作的に顔面、頭部、四肢の皮下に限局性、無痛性の浮腫が出現し、4，5日間持続する。再発性であ

る。抜歯、扁桃摘出術などロ腔・咽頭領域を扱うことは、HAE患者ではしばしば致死的な喉頭浮腫を誘発

するので注意が必要である。消化管に浮腫が生じると、嘔吐、下痢、腹痛、イレウスなどを呈し、間違わ

れて開腹手術を受けることもある。

2．その他の補体制御分子ならびにレセプター欠損症

　血中で働く補体制御分子の1因子欠損症、H因子欠損症がそれぞれ数家系ずつ報告されている。1因子は

C3bやC4bを切断することによって、第二経路の活性化を抑制する酵素であり、　H因子は1因子のcofactorと

して働く。1因子欠損によって第二経路は常に活性化され、C3、　B因子の活性は著減し、　H因子、　Properdin

も低下する。敗血症、肺炎、髄膜炎などの重症感染症を生下時より繰り返す。H因子欠損症は、膜性増殖性

腎炎、溶血性尿毒症症候群（hemolytic　uremic　syndrome）との関連が注目されている。

　さらに細胞膜表面にも制御分子が存在し、自己の細胞を補体の活性化による侵襲から保護している。

Complement　receptor　1　（CRI，　CD35）．　membrane　cofactor　protein　（MCP，　CD46），　decay　accelerating

factor（DAF，　CD55）、20kDa　homologpus　restriction　factor（HRF20，　CD59）などが知られており、後3者は

Glycosil－phosphatidylinositol　anchor（GPI　anchor）という糖鎖で細胞膜に結合している。発作性夜間血色素

尿症（Paroxysmal　nocturnal　hemoglobinuria，　PNH）では、　PIG－A遺伝子の異常によるGPI－anchorの欠損によ

って、DAF、　CD59などが細胞表面に表出されず、赤血球表面で補体が活性化され血管内溶血が起こること

によって発症する15）。PIG－Aの異常は体細胞突然変異によるものであり、遺伝性ではない。またDAFの単独

欠損症、HRF20の単独欠損症も報告されており16）、前者では溶血症状を示さないが、後者ではPNH様の病

態を示す。また精子特異的なヒトCD46欠損症が男性不妊患者から見いだされ、受精とCD46の関連が示唆さ

れる17）。

　補体レセプターの一つであるCR3（Mac－1，　CDllb／CD18）は、　CR1とともに異物の貧食に関与しているが、

この欠損症はβ鎖（CD18）の異常により同じβ鎖をもつLFA－1（CDlla／CD18）、　p150，95（CDllc／CD18）、

CR4（CDIld／CD18）も欠損し、再発性の細菌性ならびに真菌性感染症を起こす。

　補体レセプターのCR1は血液細胞上に広く存在し、赤血球上の数は遺伝的に規定されているが、　SLEでは

後天的にその数が減少しており、疾患活動性が低下するに従って回復するとの報告がある。また、4種類の

異なった分子量のCR1があり、160kDaのCR1の出現頻度が高いとの報告もあるが明確ではない。しかし最

近、マウスのSLE感受性遺伝子の一つが、　Cr2（ヒトではCR1、　CR2に相当）であることが明らかになり、改

めてSLEとの関連が注目される。

おわりに

　補体欠損症は、再発性あるいは重症感染症、免疫複合体病をはじめ様々な病像を呈し、その病因、病態

について解析が進んでいる。しかしながら一方で、いまだにわからないことも多い。たとえば、上記のよ
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うな疾患を呈するにもかかわらず、MBLやC9などのきわめて頻度が高い欠損症が存在するのはなぜであろ

うか。すなわち欠損症であることが、むしろ生存に有利に働くこと（selective　advantage）はないのであろ

うか。また近年明らかになりつつある免疫寛容における補体の役割はいかなる機序によるものであるろう

か。あるいは補体と生殖との関連はあるのであろうか。今後のさらなる研究が期待される。
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1．はじめに・・なぜ動物実験モデルは必要か？

　動物を用いた実験：は医学研究には欠かせないものである。本章では補体に関する動物実験モデルを紹介

し、その意義や利用法について概説したい。一般的に動物実験モデルの必要については以下のように考え

られている。

（ア）ln　vitro実験とln　vivo実験の結果は必ずしも一致しない

　試験管内や培養細胞を用いたin　vitro研究では生体内でのイベントを単純化した形で解析する系を組み立

てることが可能であり、副次的な要素を排除することができる。しかし生体を用いたin　vivoでは様々な要

素が関与して最終的な現象となってあらわれる。その結果は必ずしもin　vitro研究から予想されたものと一・

致しないこともある。

（イ）前臨床試験としての動物実験の意義

　特に薬の開発においてはヒトにおける臨床試験の前に予想される効果や副作用につき最大限の情報をあ

らかじめ得ておく必要があり、そのため、動物実験は欠かせないものとなっているし、目的に沿った適切

な実験モデルの存在は有効なツールとなっている。

（ウ）動物モデルの限界

　しかし種差の問題もあり、ヒトの疾患をそのまま忠実に再現したモデルが存在しないことも事実である。

補体の場合には進化の過程によって補体の各成分の構成、分布、生体における意義が種によって大きく異

なっていることもまた事実であり、本書の他の部分で詳述されている。従って、このような限界を十分理

解した上で、目的を明確にしてモデルを利用することが重要である。

2．補体に関する動物モデル

　補体に関する動物モデルは、補体が関与するということを原点としてあげれば、数えきれないくらい存

在する。本稿では動物実験に用いるモデルのうちで自然にあるいは遺伝子改変技術を用いて補体系蛋白の

異常を示すモデル動物と、補体制御蛋白、コブラ蛇毒因子、抗体、などを用いて一時的に補体機能を改変

した動物実験モデルの主なものとその特徴を列記する。

（ア）自然発症補体欠損ないし低下モデル

　　自然発症補体成分欠損ないし低下動物はこれまで多く報告されている1）（これらは総説として文献1を参

　照されたい）。その主なものはモルモットにおけるC4やC2の欠損およびC3の部分欠損、イヌにおけるC3

　欠損、ウサギにおけるC6欠損、ラットにおけるC6欠損、マウスにおけるC5欠損、ブタにおけるFactor　H
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の欠損、などである。これらの動物における異常を検索することで該当する補体成分の役割がある程度

推測できる。また、これらの動物に様々な病的状態を作成して、そのような病態における各補体成分の

役割を検討することができる。いくつかの例を以下に解説する。

①Factor　H欠損ブタ

　　　Factor　Hを欠損したブタでは全身の補体活性化の上昇や血清C3の低下とともに糸球体にC3と

　　Membrane　Attack　Complex（MAC）の沈着を伴う膜性増殖性糸球体腎炎（MPGN）を自然発症する2）。

　　ヒトでも同様の症例が見られるが、ヒトではFactor　H欠損を伴うMPGNは稀であるが、病態解明のた

　　めには興味あるモデルと言える。

②C6欠損マウス

　　　ラットのPVG／cストレインの亜系にC6欠損を呈するPVG／c一ラットが発見され、もっぱらMACの役割

　　を研究する目的で使用されている3）。すなわち、このラットでは補体活性化刺激を加えた場合、C5迄は

　　活性化されるがそれ以後の補体反応は進行しないためMACの形成が起こらない。従ってワイルドタイ

　　プであるPVG／c＋ラットと比較することによって、臓器障害がC5以前の補体反応（例えばC5aやC3aなど

　　のアナフィラトキシン）によるのかMACによるものなのかをin　vivoで解析できる利点がある。

（イ）遺伝子改変モデル

　　遺伝子改変技術の進歩により特定の補体成分の欠損や過剰発現モデルが主にマウスで作成されている。

　また、近年移植医療における深刻な臓器不足により異種移植（おもにブタ臓器をヒトへ移植）の可能性が

　さかんに研究されている。

①C3ノックアウトマウス

　　　補体は生体では様々な病変の発症に寄与しているのか、あるいは防御的に働いているのかは感染症

　　の場合を除いては以外と明らかにされてはいない。最近開発されたC3ノックアウトマウスは生体にお

　　けるC3の役割につき重要な示唆を与える研究成果を生み出している。例えばC3欠損マウスとそのワイ

　　ルドタイプマウスに抗基底膜抗体型腎炎（馬杉腎炎）を惹起する。このモデルではマウスに異種（例えば

　　ウサギ）の抗基底膜抗体を投与して、抗体が糸球体基底膜に反応して炎症を惹起する急性期

　　（heterologous　phase）と、基底膜に結合した異種抗体に対して自己抗体が産生されることによって引き

　　起こされる後期（autologous　phase）の順で糸球体腎炎が起こる。　Heterologous　phaseでは反応は補体依

　　存性であり、C3欠損マウスでは腎炎は有意に軽くなるが、後期のautologous　phaseでは糸球体基底膜か

　　らの免疫複合体の除去がC3欠損マウスでは遅延してむしろ病態を悪化させることがわかった4）。このよ

　　うに生体においてはC3は悪役にもなり、味方にもなりうる。

　　　また、ひとループス腎炎モデルであるMPL／lprマウスにおいては糸球体にC3を含む免疫複合体の沈

　　着が見られるが、C3が病態を悪化させているのか、あるいは軽減しているのかを見るために、　C3ノッ

　　クアウトマウスとMRL／lprマウスを交配してC3欠損を示すMRL／lprマウスを作成した報告がある。そ

　　れによればこのマウスではワイルドタイプのマウス（MRL／lpr）に比べてlgG沈着は有意に増加し、アル

　　ブミン尿の増加がみられ、かつ腎病理組織変化には差が見られなかったとのことで、少なくとも

　　MRL／lprマウスにおける腎炎の完成のためにC3が絶対的に必要ではないことがわかった5）。このように、

　　他のモデルマウスとの組み合わせによりより複雑な病態の解明が可能である。
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②Clqノックアウトマウス

　　Clqを欠損したマウスは抗核抗体陽性と糸球体腎炎を伴い、ヒト全身性エリテマトーデス／ループス

　腎炎と類似の病態を呈する。このマウスでは糸球体にlgGとC3の沈着が見られる。このようなヒトルー・

　　プス腎炎に類似した自然発症腎炎にC3がどのように関わるかを見る目的でfactor　BとC2の双方をノック

　　アウトしたダブルノックアウトマウスをかけ合わせてトリプルノックアウトマウスを作って腎炎の状

　態を検討した報告がある。それによればトリプルノックアウトマウスではlgGの沈着は見られるがC3の

　沈着は見られない。それにもかかわらず腎炎の状態は悪化しており、その原因は糸球体におけるアポ

　　トーシス細胞の処理が遅延しているためであることが推測された。即ち、このモデルにおいてはC3は

　　腎炎の形成にはあまり寄与しておらず、Clqは逆にアポトーシスに陥った細胞を処理するために必要で、

　　その欠損は糸球体修復を遅延させることが示唆されている6）。このように、Clqノックアウトマウスは

　　ループス腎炎などの免疫複合体病の解析に大きく貢献することが期待される。

③Crry過剰発現モデル

　　　ラットやマウスにおいて、C3レベルの膜補体制御因子として重要な働きをしているCrry分子を過剰

　発現させたモデルが創られている。Crryは通常細胞膜上に発現してC3変換酵素の作用をブロックして

　　いるが、これを可溶型にしたsoluble　Crry（sCrry）を過剰発現したトランスジェニックマウスが作成さ

　　れている。このモデルにおいて抗基底膜抗体を投与する実験腎炎を作成すると、腎炎の程度は有意に

　軽減される。すなわち、可溶型crryは生体を補体による障害から防御できることが示された7）。

④ヒト膜補体制御因子過剰発現ブタ

　　　異種移植における大きな問題点のひとつは超急性拒絶反応（hyperacute　rejection）であるが、これに

　補体活性化が深く関与していることが明らかになっている。そこでヒトの補体制御因子を発現させた

　　遺伝子改変ブタを作成してこれを克服しようとする研究がなされている。ヒトでは全身の臓器組織の

　　細胞膜上に3種類の主要な膜補体制御因子、membrane　cofactor　protein（MCP、　CD45）、　decay

　　accelerating　factor　（DAF、　CD55）、およびCD59が発現している。ブタの細胞にも膜補体制御因子は

　　発現しているが、ヒト補体の活性化を効果的に制御できない。そこでこれらヒトの膜補体制御因子を

　　単独または複数組み合わせて発現させた遺伝子改変ブタを作成して、その臓器をヒトrecipientに見立て

　　たサルに異種移植してhyperacute　rejectionが軽減されるか否かを検討した報告がなされている8）。その

　　結果、異種肝移植、異種心臓移植、異種肺移植などでその効果が確認されている。またこの補体反応

　　を引き起こす原因となる自然抗体（anti－galactosyl　antibody）を除去して超急性拒絶反応を阻止しようと

　　する試みもある。異種移植は一方でブタに内在するレトロウイルスのヒトへの伝播が大きな壁となつ

　　ており、なお慎重論も根強くあることを付記しておく。

（ウ）一時的補体機能改変モデル

　　これまで述べた遺伝子改変動物は特定の補体系蛋白を持続的に強発現したり、あるいは欠損したりし

　ているモデルである。このような系はそのほとんどがマウスであり、疾患モデルを作成する上で大きな

制約となっている。例えば実験的腎炎モデルを作成するのに圧倒的に多用されているのはラットであり、

　遺伝子改変ラットの作成はマウスに比べて大変遅れている。そこで、補体全体の働きを評価する目的で

古くからコブラ蛇毒因子を投与して補体を枯渇させておいて一時的に無補体の状態とし、実験：が行われ
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てきた。また、機能抑制的に働く抗体やペプチドを作成してこれをin　vivoで投与することによって一時

的に標的分子の機能を抑制することができれば、その分子のもつ機能や臓器障害時の役割を評価できる。

さらに、可溶型の補体制御因子を過剰投与して補体活性を抑制することにより、補体の役割を評価する

と共に、抗補体薬としての臨床応用をめざした研究も多くなされている。

①補体機能制御モデル

　1．コブラ蛇毒因子投与による補体枯渇モデル

　　　コブラ毒からその主要な活性であるphospholipase　A2活性を取り除いたのがコブラ蛇毒因子であ

　　り、強力な補体副経路活性化能を有する。これを1ないし2日おきに静脈注射するとこれに対する

　　抗体が産生されるまでの問、約1週間くらいは血清補体価を感度以下にすることができる。このよ

　　うな状態下で様々な実験を行うことができる。しかしこのモデルの欠点は補体を活性化することに

　　より補体を枯渇させるため、補体活性化産物であるアナフィラトキシンなどの影響がどうしても出

　　てしまうことである。また異種蛋白であるため、長期投与には向かない。

　2．補体制御因子（可溶型complement　receptor　type　1：sCR　1）投与によるC3レベルでの補体活性化制

　　御モデル

　　　可溶型膜補体制御蛋白、とりわけsCR1は強力なC3変換酵素阻害作用を有している。すなわちC3活

　　性化のamplificationレベルで補体の活性化を強力に抑制するため、コブラ蛇毒因子で見られたような

　　補体活性化産物による影響を排除することができる点で優れていると共に、その作用が確実かつ強

　　力であり、リコンビナント蛋白として大量生産が可能であるので将来の臨床応用が期待されている。

　　実験：的には多くの補体依存性臓器障害モデルでその有用性が繰り返し確かめられている9・　10）。sCR1に

　　よる補体活性化能の抑制は、一方面感染の危険性や免疫応答反応の減弱、などといった副作用を生

　　ずることも可能性として考えられるので、慎重な臨床試験が必要であろう。

　3．C5a　receptor　antagonist　peptideによるC5a機能抑制モデル

　　　アナフィラトキシンC5aは標的となる細胞、例えば好中球などの細胞膜上のレセプターに作用して

　　その細胞の機能を変調させる。C5aの構造から計算され、　nativeなC5aのレセプターへの結合を競合

　　的に阻害する人工的ペプチドが作成され、in　vivoの実験：に用いられている。　C5aレセプターは膜7回

　　貫通型のレセプターでIL8やphorborエステル（PMA）レセプターと同じファミリーに属する。このペ

　　プチドはC5a特異的に働き、　PMAによる刺激には影響しない11）。このペプチドを用いれば、ある臓器

　　障害モデルがアナフィラトキシンC5aの関与によるものか否かを解析できる。

　4．ポテトカルボキシペプチダーゼ（PCI）によるアナフィラトキシン過剰モデル

　　　アナフィラトキシンは強力な生理活性を有しているが、末端のアルギニンが切断されてdesArgの

　　形になるとその作用は大幅に減弱する。PCIはアルギニン特異的カルボキシペプチダーゼ（CPR）の活

　　性を抑制し、アナフィラトキシンのdegradationを遅延させることによって、アナフィラトキシンの

　　作用を増強する。この性質を利用して相対的にアナフィラトキシン過剰な状態を人工的につくり出

　　し、その役割や影響を評価できる12）。

②中和抗体（単クローン抗体512および6D1）投与による膜補体制御因子機能抑制モデル

　　ラットにはヒトにおけるMCPとDAFの機能を合わせもつような膜貫通型膜補体制御因子であるcrry
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が発現されている13）。このcrryを認識しかつその機能を抑制する単クローン抗体512が作成されている。

この抗体をそれ自身が補体を活性化しないようにFabフラグメントとしてin　vivoで用いると、抗体が結

合した部位でcrryの機能を抑制するものと考えられる。例えば四型流によりこの抗体をラット腎臓に結

合させ、その後血流を再開させることによってcrryが生体でどのような機能をもっているかが推測でき

る。腎臓のcrryを抑制した場合、補体依存性に間質性腎炎を惹起し14）、皮膚においては皮膚炎を惹起す

る15）。また静注により全身投与した場合には一過性のショックを引き起こすことが我々の研究により明

らかにされている’6）。即ち、crryというC3レベルでの膜補体制御因子は補体の自然活性化による臓器障

害に対して防御的に働き、生体の恒常性の維持に重要な役割を果たしていることが明らかになった。

　一方、ラットにはMAC形成レベルでヒトCD59に極めてよく相同性のあるラットCD59が発現されて

いる。この機能を抑制する単クローン抗体6D1が作成されており、先に述べたのと同じストラテジーで

CD59の役割を評価することができる。興味あることに、6D1によってCD59の機能を単独で抑制しても

ラットの諸臓器には何も影響が見られない。ところが、補体を活性化した状態にしてCD59の機能を抑

制すると、障害が増幅される。従って、CD59は生体においては補体活性化がある程度起こっている時

に防御的に働くことがわかる。

　少し変わったモデルとしてラット致死的ショックモデルがある。それ自身では生体に影響を及ぼさ

ないようなごく微量のbacterial　lipopolysaccharide（LPS）をあらかじめラットに投与しておいて、しか

る後に512を静脈内投与すると5分以内にラットが100％死亡する致死的なモデルを作成することができ

る17）。これはsCR1やコブラ蛇毒因子で完全に反応が抑制されるので補体依存性であるが、　C5aレセプタ

ー拮抗ペプチドによっても致死的反応を免れることができる。作成が容易であり、再現性が100％保証

されており、かつアナフィラトキシンC5aの関与が明確であるので後で述べるような利用が可能である。

3．おわりに＝動物モデルの利用法

　以上述べてきたようなモデルの他にも様々なモデルが作成されているものと考えられる。これらを用い

ていくつかの利用法が考えられる。即ち、以下のような目的で利用が可能である。（1）個々の補体系蛋白の

生体における役割の解析、（2）補体依存性臓器障害の病態の解析、解明、（3）抗補体薬の薬効や副作用のス

クリーニング、である。

　補体はヒトの様々な病態の臨床的には有効な抗補体薬は存在していない現状を考えるとき、安全かつ有

効な抗補体薬の臨床応用が切望されるが、上で述べたモデルを取捨選択して（2）の目的で利用することは抗

補体薬の創薬の上では不可欠である。
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消化器疾患における補体、補体制御因子一病態、
　　　　　　　　診断、治療との重要な関わり

岡山大学大学院医歯学総合研究科

　消化器・肝臓・感染症内科学

　　　　　水　野　元　夫

はじめに

　消化管内腔には常に食物成分や腸内細菌など外来性の異物が存在するが、消化管は、粘液による物理的

バリヤーや粘膜免疫機構により病原性細菌の進入を防御している。粘膜免疫における初期反応として自然

免疫の果たす役割は大きく、消化管内腔に放出される補体は重要なエフェクターのひとつであり、活性化

補体の消化管粘膜での沈着も観察される。一方、消化管粘膜上皮細胞は、このような活性化補体からの傷

害を制御するためdecay－accelerating　factor（DAF）など種々の膜性補体制御因子を発現している。これらの

補体制御因子は、様々な疾患で特徴的な発現パターンを示し、診断、病態の解明などの応用が期待されて

いるものもある。また、クローン病などの炎症性腸疾患やリュウマチ疾患に対する治療薬として、最近話

題となっているサイトカインを標的とした抗サイトカイン抗体も、抗体の補体結合性が治療効果と密接に

関連しているが判ってきた。そして、補体の主たる産生臓器の肝臓の疾患に関しては、肝炎ウイルス感染

により引き起こされる補体系の異常も報告されている6このように、消化器と補体系は、密接な関連があ

り、本稿では消化器疾患と補体、補体制御因子の、病態、診断、治療など臨床面での関連を中心に解説す

る。

1．補体制御因子と消化器疾患

1）大腸ガンと便中DAF

　大腸ガンは、近年わが国で増加傾向にある重大なガンの一つであるが、レントゲン間接撮影などの検診

体制の確立された胃ガンに比べ、大腸ガンはレントゲン、内視鏡検査の煩雑さのため、スクリーニングに

は便の中の出血を調べる便潜血検査が用いられている。欧米では1993年、便潜血検査による大腸ガンのス

クリーニングにより大腸ガンの死亡率の減少が報告されたが1）、この報告では多数の大腸内視鏡検査が施行

されており、死亡率の減少は便潜血のスクリーニングとは無関係で、多数施行した内視鏡検査によりもた

らされたのではないかとの反論もある。便への出血は大腸ガンに特異的ではないことが明らかであり、ま

た出血のみられない（便潜血陰性の）大腸ガンが存在する。したがって、大腸ガンに特異的で、出血とは無

関係なマーカーの発見が大腸ガンのスクリーニングには不可欠である。

　ヒト悪性腫瘍の発達過程においては、細胞性のみならず液性免疫応答を引き起こすことが知られている。

そのうち液性免疫の主なエフェクターのひとつである補体に関しては、ガン細胞は種々の膜性補体制御因

子を発現し自己の補体による障害から免れているものと考えられる。これらの補体制御因子の作用をブロ

ックすることによりヒト腫瘍細胞を、補体による免疫反応で傷害し治療する試みが主として血液系の悪性
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腫瘍で検討されている2）。われわれは大腸ガンにおける補体を介する

免疫応答の解析のため、これら膜性補体制御因子の発現の変化につ

いて検討している過程で、補体制御因子の一つであるDAFを用いた

新しい大腸ガン診断法の開発につながる知見を得ているので紹介す

る。

　代表的な補体制御因子である、C3／C5転換酵素を制御するDAF：

CD553）、　Membrane　cofactor　protein（MCP：CD46）と、細胞膜攻撃

複合体であるC5b－9の形成を阻害するHomologous　restriction　factor

20（HRF20：CD59）の大腸ガンに発現を免疫組織学的に観察すると、

正常大腸粘膜上皮細胞では、DAFは一部の表層細胞の管腔面にわず

かにその発現が観察されるのみで、HRF20も同様の発現を示す。一

方MCPは、粘膜上皮細胞の側底面にそってびまん性に強い染色がみ

られる4）。すなわち、血球細胞のように極性のない細胞と異なり、粘

膜上皮細胞のように管腔面、細胞隣接面、基底膜面などのように各

図1　DAFの模式図
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表面ドメインを有する細胞では、細胞表面に存在する補体制御因子の局在が異なっている。このような分

布の違いのメカニズムの一つとして、これら補体制御因子の細胞膜への結合様式が密接に関与している。

極性を有する細胞での細胞膜蛋白のそれぞれの細胞表面ドメインへの輸送、ソーティングに関し、glycosyl－

phoshatidylinosito1（GPI）を介する結合様式が細胞の管腔面への輸送シグナルであることが示されている5）。

DAF、　HRF20がGPIアンカー型結合の蛋白であるのに対し（図1）6）、　MCPは膜貫通型の蛋白であることから、

このような補体制御因子の細胞膜表面での分布の差は、これら分子の細胞膜への結合様式によってもたら

されているものと考えられる。

　さて、大腸ガンは、Rasなどのガン遺伝子およびp53などのガン抑制遺伝子の複数の遺伝子の異常が積み

重なり、正常粘膜より多段階に発生していくモデルが提唱されている7）。いわゆる大腸ポリープは、病理学

的には腺腫性病変がほとんどで、多くの大腸ガンはこの腺腫性ポリープより発生する。実際、大腸ガンを

図2　大腸ガンにおけるDAFの免疫染色
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A）正常、B）大腸ガン
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図3　健常者、大腸ガン患者、大腸ポリープ患者、他の消

　　化器ガン患者便中DAFの分布（文献10）
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図4　大腸ガン手術前後での便中DAFの推移（文献10）
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一部に合併するポリープでは、ガンの部分と同じ　　表1便潜血検査と便中DAFテスト

DNAの異常が腺腫部分で観察され、いわゆる　　　　　　　　　　　　　　　便中DAF

adenoma－carcinoma　sequenceと言われる現象が観　　　　　　　　　　　　　　　＋（n＝82）一（n＝18）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グアヤックテスト　十（n＝64）　　　56　　　　8
察される8）。正常粘膜上皮ではほとんど発現のみら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　（n＝36）　26　10
れなかったDAFは、この前ガン病変と考えられる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　免疫学的便潜血　　十（n＝83）　　　72　　　　11

大腸腺腫性ポリープでは、腫瘍腺管の管腔面に強
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一（n＝1　7）　10　7

い発現がみられるようになり、大腸ガンになると

その発現はさらに強くなり、大部分の腫瘍細胞の管腔面に増強したDAFの発現が観察される（図2）4）。大腸

ガン組織を用いてDAF　mRNAを解析すると、正常組織に比べて明らかにDAF　mRNAの増加がみられ9）、大

腸ガン細胞表面におけるDAF発現の増強は、細胞内プールの細胞表面へのシフトではなく、DAF　mRNAの

増加に伴う変化であるものと考えられる。

　そして、大腸ガン患者便中では、発現が増強し大腸内腔へ放出されたDAFが検出される（図3）10）。抗

DAF抗体を用いたサンドイッチELISA法により、便中DAFを測定したところ、大腸ガン患者の便中DAF量

は、ポリープ、他の消化器ガン、正常コントロールなど他群に比べ有意に高く、また、便中DAFは、手術

により大腸ガンを取り除くと著明に低下した（図4）。2種類の抗DAFモノクロナール抗体による継続して供

給可能な新しいELISA測定法を開発し11）、多数の患者で検討すると、検査回数3日間での判定では大腸ガン

検出のための便中DAF測定法の感度82％、特異度89％であった。大腸癌のTNM　stageが進行し、腫瘍径が

大きくなるほど陽性率は上昇したが、転移のない根治手術可能なstageの大腸癌で80％以上の感度であり、

大腸癌の部位ではどの部位でも同等の良好な感度がみられる。また、便潜血検査陰性例の半数以上で便中

DAF陽性であり（表1）、ヘモグロビンの検出されない便においてもDAFは検出されることから、大腸ガン

患者野中DAFは、赤血球由来のDAFではなく、大腸ガン細胞により産生されたDAFに由来するものである

可能性が高い。便中DAF測定は、便潜血とは独立したマーカーとして、大腸癌スクリーニングに有用性の
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図5　潰瘍性大腸炎患者の臨床経過と便中DAF
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高い検査法と考えられる。また、比較的診断の困難な深部結腸のガンにおいても検出され、実際の臨床の

場において非常に有用性の高い検査法といえる。

2）潰瘍性大腸炎の病勢マーカーとしてのDAF

　潰瘍性大腸炎は、血便、下痢をおもな症状とする原因不明の慢性大腸炎である。主に20歳前半の若い人

に発症し、消化器領域の難病として特定疾患の指定を受けている。近年患者数は急増し、約7万の患者が罹

患している。重篤になると腸管の穿孔や、大出血を起こし、生命にも関わることもあり、適切な治療方針

の決定には、大腸炎の病勢判定は不可欠である。

　病因としては、腸管免疫のコントロールの異常が関連しているもの推測されているが、未だ解明されて

いない部分が多い。潰瘍性大腸炎の病変局所にみられる免疫応答について補体の面からみると、病変部に

おける補体C3活性化分子とその不活化分子の沈着が観察され12）、病変部での補体活性化が推測される。そし

て、この補体活性化を制御する種々の膜性補体制御因子の発現にも変化がみられ、DAFは病変大腸粘膜上

皮で、炎症の程度を反映して発現が増強する13）。大腸ガンと同様に、活動期潰瘍性大腸炎患者でも便中

DAFの増加がみられ、大腸炎の増悪に一致して直中DAFの増減が観察され（図5）、便中DAFが、潰瘍性大

腸炎の非侵襲的な活動性のマーカーとして応用できる可能性が示唆される14）。潰瘍性大腸炎のもっとも客観

的な活動性の指標は、大腸内視鏡所見であるが、粘血下利便や、腹痛のある活動期の患者にとっては、内

視鏡検査は負担であることがしばしば経験される。したがって、便中DAF測定は、組織の採取や、採血を

必要としないもっとも非侵襲的な方法であり、頻回の検体の採取も患者にはなんら負担とならず、優れた

マーカーと思われる。

3）パレット粘膜に発生する特殊円柱上皮の分子マーカーとしてのDAF

　近年増加傾向にある逆流性食道炎に発生するパレット粘膜は食道腺癌の発生母地となり、特に腸上皮化

生型の粘膜（いわゆる特殊円柱上皮細胞）が悪性化の危険因子とされている。腸上皮化生は、一般的には

Helicobac亡er　py：iori菌感染による慢性胃炎の経過中に胃粘膜に発生し、胃腺腫、分化型胃癌の発生母地と考
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表2　胃粘膜上皮細胞、腺腫、癌細胞における各補体制御因子の発現

　　　　　　　　　幽門腺　　　　　　　　　胃底腺 癌

腸上皮化成

被蓋上皮 腺細胞　　　被蓋上皮　　　腺細胞 腺腫 分化 未分化

DAF

HRF20

MCP
十
十

十

十十

十
十 十十

十
十
十

十
十
十

十十

十

十十

十－’v十十

　十

十十 十．Nt十十

図6　パレット粘膜の特殊円柱上皮におけるDAFの免疫染色

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　灘

　　　　　　　　　　　　　　　　A）特殊円柱上皮、B）特殊円柱上皮を伴わないパレット粘膜

えられている。パレット食道では、逆流性食道炎による傷害食道粘膜の再生過程で、食道扁平上皮が円柱

上皮に置換されているが、この円柱上皮がさらに腸上皮化生を起こしたものがいわゆる特殊円柱上皮で、

食道腺ガン（扁平上皮ガンではない）の発生母地と考えられている。

　胃粘膜におけるDAFなどの補体制御因子の発現をみてみると、分化型胃癌では、腸上皮化成細胞に類似

の、一方未分化型胃癌では、胃底腺細胞に類似の発現パターンを示し、分化型胃癌と未分化型胃癌の発生

母地の相異を示唆する所見と考えられる（表2）。また、分化型胃癌および、その前癌病変と考えられる胃腺

腫、腸上皮化生粘膜では、DAFの発現充進がみられる15）。そして、パレット粘膜に発生する特殊円柱上皮

細胞でも、DAFタンパク質、　mRNAとも発現の増加がみられる（図6）。　DAFは、特殊円柱上皮の管腔側面

に強発現することから，内視鏡下の特殊円柱上皮の同定、イメージングの標的分子など，特殊円柱上皮に

特異的な分子マーカーとして臨床への応用が期待される。

2．新しいクローン病治療薬、抗TNFα抗体の補体結合性と治療効果の関連

　クローン病は、特に20歳代前半の若い人に好発する、主に小腸や大腸に縦長の潰瘍を起こす原因不明の

慢性腸炎で、潰瘍性大腸炎と同様に特定疾患に指定されている。主な症状は、腹痛、下痢で、しばしば痔

痩を伴う。やはり、食事成分を含め、腸管の内容物に対する過剰な免疫反応が病因に関与しており、この
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表3　抗TNFα抗体の特徴

lnfliximab　（Remicade） lgGl ●補体を介し産生細胞も破壊する

●放出されたTNF一αだけでなく、細胞表面結合性TNF一αも制御

　（細胞表面結合性TNFαT細胞活性化の2ndシグナルとして重要）

●耳掻投与で長期間有効（8週間）

CDP571 1gG4 ●放出されたTNF一αだけ制御

免疫反応の制御が治療の目標になっている。最近我が国でも使用可能となった抗TNFα抗体、インフリキ

シマブは、惹起された過剰な免疫反応の最終段階でのエフェクターである炎症性サイトカインのTNFαを

制御する治療薬である。この抗体は、TNFαに対する特異的可変領域はマウス由来で、定常領域はヒト

IgG1由来のキメラ抗体で、クローン病患者に一回投与するだけで約三分の二の患者で急速な病状の改善が

得られ、その効果が2ヶ月くらい持続する。・一方もう一種類の抗TNFα抗体、　CDP571は、κ型L鎖のヒト

IgG4にマウスの抗ヒトTNFαモノクロナール抗体の抗原結合部位である相保性決定領域を組み込んで作成

されたヒト化型抗体である。ほぼ95％がヒト由来の抗体で、約25％がマウス由来のインフリキシマブに比べ、

異種の抗体反応を起こしにくいという点で有利である。しかし、CDP571の効果は2週くらいしか持続せず、

これら2種類の抗TNFα抗体の間には明らかな効果持続期間の違いがみられる16）。いずれの抗体も血中に

freeで存在するTNFαと結合し中和するが、マクロファージや活性化T細胞の表面膜上に存在するTNFαに

結合した場合、補体結合性を有するlgG1抗体であるインフリキシマブは、補体依存性に、またADCC

（antibody－dependent　cell－mediated　cytotoxicity）により、これら炎症の持続の原因となる細胞を傷害し除去

する（表3）17）。このことがインフリキシマブ単回投与での長い効果持続期間につながっているものと思われ

る。一方、IgG4抗体のCDP571にはこの作用はみられない。

3．C型肝炎ウイルス感染と血清補体のcold　activation

　慢性肝疾患患者の血清を低温下で保存していると、採血直後は正常の補体価を示す血清でも補体価の低

下がみられることがある。この現象は、cold　activationと呼ばれる現象で、その原因はよくわかっていなか

ったが、1989年、C型肝炎ウイルスの発見により、血清補体のcold　activationとC型肝炎ウイルス感染との密

接な関連が明らかとなってきた18）。補体の活性化経路には、免疫複合体形成から始まるclassical　pathwayと、

組織因子によるalternative　pathway、血清中のmannose　binding　proteinにより活性化されるlectin

pathwayがあるが、　C型肝炎ウイルスによるcold　activationでは、補体の活性化はclassical　pathwayまたは

lectin　pathwayを介した機序が想定されている19）。　C型肝炎ウイルス感染症では、関節炎や糸球体腎炎など

の免疫複合体が関与すると思われる肝外病変の合併がよくみられるので、免疫複合体形成とcold　activation

の関連が示唆される。さて、C型肝炎ウイルス感染症におけるcold　activationの臨床的意義に関しては、イ

ンターフェロン治療によりC型肝炎ウイルスが消失するとこの現象もみられなくなることが報告されている

20）。一一方、肝機能異常は正常化したもののC型肝炎ウイルスは駆除されず残存している症例では、血清補体

のcold　activationも持続し、この現象がインターフェロン治療の効果判定の参考所見として有用である可能
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性も示されている。

おわりに

　　消化器疾患にみられる補体、及び補体制御因子の変化について、おもに診断などでの臨床応用の可能性

の観点から概説した。臨床の場での実用化にはまだまだ検討されるべき点が多く残されているが、今後の

発展が期待される。

謝辞：抗DAFマウスモノクロナール抗体は、福島県立医科大学、藤田禎三先生、抗HRF20マウスモノクロ

　　　　　　ナール抗体は、名古屋市立大学、岡田秀親先生より供与いただきました。
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補体系よりみた治療の可能性

東京大学医学部附属病院

　　　腎臓内分泌内科

　　南　学　正　臣

（1）補体系に対する治療の対象となる疾患

補体の不適切な活性化の役割としては、糸球体腎炎を含む免疫疾患（reviewed　in　1’一’3＞）や、移植などのみな

らず、最近では、心筋梗塞などの虚血性病変から動脈硬化（reviewed　in　4））に至る幅広い疾患における重要

性が再認識されている。一・方、悪性腫瘍においては、腫瘍細胞の補体に対する抵抗性が、治療上問題になる

ものがある（reviwed　in　5））。このようなことに注目して、補体系を対象とした治療が開発され、徐々に臨床

応用されつつある6）。

（2）補体系を対象とした治療法の理論的根拠

腎疾患

　腎不全の主要な原因である糸球体腎炎の病因に、補体の不適切な活性化は深く関わっている。一方、こ

のような病態において、補体制御蛋白は、生体防御機構として重要な役割を果たしていることが示されて

いる7’一9）。このため、補体の過剰な活性化を抑制することが、治療上有益であると考えられる10一一12）。

呼吸器疾患

　ARDSの補体系は、好中球と凝固に起因した組織障害過程における非特異的な増幅系として作用している

と考えられており、C3を含む補体成分の急速な減少が観察される。このため、補体系の異常な活性化を抑

えることによる治療効果が期待される。

虚血再環流障害

　心筋梗塞、脳梗塞、手術時の虚血などでみられる虚血再環流障害において、補体系の活性化が障害の増

悪に関与している。このため、虚血性疾患において、機械的あるいは薬物的治療により血流を再開させた

後の障害を軽減するために、補体を対象とした治療が行われている。

癌

　抗体と補体の働きで腫瘍細胞を破壊しようという試みがある。しかし、一般の腫瘍では補体の添加のみ

では腫瘍細胞の障害は起こらず、腫瘍細胞上では一旦活性化された補体系の阻止が起こると考えられてい

る5）。これは、補体調節蛋白が腫瘍細胞では過剰に発現していることが主因であり、補体調節蛋白に対する
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抗体の利用の有効性が期待されている’3・’4）。

移植

　現在の移植医療が抱える大きな問題として、臓器提供者の不足が挙げられる。これを解決する方法とし

て注目されているのが、異種移植である。異種移植には、同種移植でみられる拒絶反応の他に、異種移植

特有の超急性拒絶反応というハードルがある。超急性拒絶反応の原因の1つは、受容者が異種組織に対して

持っている自然抗体であると言われており、その抗原としてはいくつかの糖蛋白や糖脂質が報告されてい

る。自然抗体が移植臓器の血管内皮細胞に結合すると、補体の古典経路が活性化されるが、更に移植片の

細胞上では補体調節蛋白の作用が種差のため十分働かないため第2経路の増幅ループをも抑えることができ

ず、補体の活性化が爆発的に起こる。補体経路を対象とした治療は、超急性拒絶を抑制するのに有効と考

えられる。

（2）補体を対象とした治療法の開発

　低分子化合物などを利用した補体系に対する治療はなかなか十分な効果が得られず、現在注目されてい

るのは遺伝子組替え補体調節蛋白を用いる方法と、ヒト型にした抗補体成分モノクローナル抗体を利用し

た方法である。また、これとは別に、transgenic　animalの手法を用いて補体調節蛋白を高発現させた動物

の臓器を、異種移植に用いる、という試みもなされている。

（a）遺伝子組替え補体調節蛋白を用いる方法

　補体調節蛋白は、生体が本来備えている補体の

過剰な活性化に対する防御機構であり’5・16）、これ

を治療に用いることは理論的にも有効性が期待さ

れ、特に可溶型CRIを中心に研究が行われてきた。

図t　遺伝子組替え可溶型補体調節蛋白sCR1

　膜結合型補体調節蛋白の膜貫通部位を遺伝子組替えに

より除去し、可溶化してある。

可溶型complement　receptor　l（sCR1）とその類

縁蛋白

　本来生体が備えている二型補体調節蛋白を、

遺伝子組替えにより可溶型にして利用したもの

（図1）。CR1は1回膜貫通型の補体調節蛋白で、

C3bによりオプソニン化されたものの貧食と、

C3およびC5の活性化の調節を司っている。　CR1

はC3bおよびC4bに結合し、　factor　Iのco－factor

としてこれらのdegradationを促し、また古典経

路および第2経路のC3／C5　convertaseのdecay

を促進する。膜貫通部位を取り除いた遺伝子組

■
■
■
■
■
■

O
Short　consensus

repeats

■
■
■
■
■
■

一116一



補体系よりみた治療の可能性

み替え可溶型CRIは、　C3／C5　convertaseの段階に働く内因性の可溶型補体調節蛋白であるC4bpや

factor　Hよりも強力な活性を持つことが示されており、種々の虚血再潅流モデルにおいてその有効性が

示された17）。更に、その有効性は糸球体腎炎モデル18）、Arthus反応、　ARDS、移植モデルにおいても示

された。

　Soluble　CR1はTP10としてAVANT　Immunotherepeutics社（MA，　U．SA．）より供給され、虚血再環流

障害を対象として、high－risk　cardiovascular　surgeryを施行した564人の患者に対し予後改善をエンド

ポイントとしてPhase：H　trialが行われたが、残念ながらプライマリーエンドポイントの改善は得られな

かった。

　同社からは、更にsCRIにselectinのリガンドであるseLeXのoligosaccharideを組み込み、補体の活性

化と同時に白血球などの遊走も阻害できるようにしたsCRlseLeXI9）がTP20として供給された。　TP20は、

虚血再環流障害、誤嚥性肺炎などに対し有効であることが、実験的に示されている20“一22）。

　その他、complement　control　protein　repeatの数を調節して、より特異度の高い組み替え蛋白が開発

されており、また、血中半減期を延ばすために免疫グロブリンなどと組み合わせたキメラ蛋白23）、C4b

に対する結合部位を除去し第2経路を特異的に抑制するsCR1（desLHR－A）an・25）などが開発されている。

Complement　activation　blocker－2　（CAB－2）

　CD46とCD55のキメラ蛋白としてのCAB－2が作成され、両分子の補体調節能を持ち、異種移植26）や体

外循lkav）における有用性が実験レベルで示されている。

Cl　inhibitor

　Serpin　superfamilyに属しているが、対象とするプロテアーゼのスペクトラムはplasmin、　factorXII

なども含み、広く様々なキニン産生系に働く。

　本蛋白の欠損症の患者は、遺伝性血管性浮腫（Quinckeの浮腫）を引き起こすため、精製CI　inhibitor

は以前よりその治療に用いられてきたが、それ以外の疾患に対してこれを用いた大規模臨床試験はな

い。CI　inhibitorは補体の観点からは古典経路にしか効かないものの、その凝固系に対する影響も考え

合わせると、両者が同時に活性化されることが悪影響を及ぼす敗血症性ショックなどに有効ではない

かと考えられる28）。

（b）中和抗体を用いる方法

C5に対する抗体

　　C5をターゲットとした場合、　C5b－9の形成やanaphylatoxinであるC5aの生成は抑制されるが、補体の

持つ重要な役割であるopsonizationや免疫複合体のクリアランスには影響を与えない、というメリット

がある。C5に対する抗体の有用性は、ループス腎炎のモデルなどを用いて示された29）。現在、　Alexion

社（CT，　U．S．A．）がヒト化モノクローナル抗体30）を開発し、急性疾患を対象とした短時間作用型のsingle－

chainモノクローナル抗体（Pexelizumab；5G1．1．sc）と、慢性疾患を対象とした長時間作用型のモノクロ

ーナル抗体（Eculizumab，5G1．1）の臨床試験を行っている。
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　心臓のバイパス術において血液が体外循環される問に起きる炎症を軽減し、手術合併症を軽減する

ことを目的としたPhase　II　trialで、　Pexelizumbは有効であり31）、現在Phase　IHとしてPRIMO－CABG

trial　（Pexelizumab　for　Reduction　in　lnfarction　and　Mortality　in　Coronary　Artery　Bypass　Graft

Surgery）が施行中である。この他、　Pexelizumbについては心筋梗塞において血流再開後の虚血再環流

障害を対象としたphase　H　trialが行われており、長時間作用型のEculizumabについては、慢性関節リ

ウマチ、膜性腎症、ループス腎炎を対象にphase　II　trialが施行中である。

factor　Dに対する抗体

　factor　Dに対するモノクローナル抗体166－32を用いて補体の第2経路を抑制することが、体外循環の際

にみられる補体の過剰な活性化を抑制することが実験レベルで示されている32）。現在、Tanox社（TX，

U．S．A．）によりTNX－224として供給され、体外循環についてPhase　I　clinical　trialが予定されている。

図2　抗イディオタイプ抗体によるワクチン療法

　免疫グロブリンの抗原認識部位のvariable　regionに対する抗体を、抗イディオタイプ抗体という。抗イディオタイプ抗体

の中には、元の抗原のエピトープをmimicし、免疫反応の際にsurrogate　antigenとして働くものがあり、internal　imageと呼

ばれる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　抗イディオタイプ抗体（jnternal　image）

　　　　　　　　　sy〈re．t：rpmt・“　NXx，　〈K　1

　　　　　　　　　内在するもとの抗原

　　　　　　　　　　る＼

補体調節蛋白DAFに対する抗イディオタイプ抗体

　DAFをmimicする抗イディオタイプ抗体である105AD7を利用したワクチン療法（図2）は、腫瘍細胞

にしばしば過剰発現している補体調節蛋白であるDAFに対する強力な免疫反応を惹起し、腫瘍細胞の

補体抵抗性を弱めてその細胞死を引き起こすと考えられる。Onyvax社（London，　UK）が大腸癌の患者

を対象に、clinical　tria1を始めた。

（c）低分子化合物など

　ヘパリンは補体活性化を抑制するが、凝固系に対する反応に比べ補体系に及ぼす作用は弱い。また、

メシル酸ガベキセートやメシル酸ナファモスタットなどの蛋白分解酵素阻害剤が開発され、セリンプロ

テアーゼ（補体成分ではClr、　Cls、　C2、　B、　D）を阻害し、特に古典経路に対する阻害作用が強い。しか

し、これらの薬剤でも臨床的に十分な治療効果は得られなかった。現在、その他の新しい補体系に働く

新しい化合物がいくつか開発されてきている。
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Compstatin

　　C3結合性の13－residue　cyclic　peptideで、　C3の活性化を阻害するss）。異種移植などのモデルで、有効

性が示されている。

Aptamer

　　ClqあるいはC5に特異的に結合するRNAのaptamerがSELEXにより作成されている34）。

C3a拮抗剤

　　C3aの受容体との作用にはC末端のアルギニンが必須であることから、1，3－diiminoisoindoline核を持つ

低分子化合物をスクリーニングすることにより、新しいC3a拮抗剤が開発された35）。

C5a受容体拮抗剤

　　C5aはanaphylatoxinであり、その受容体拮抗剤がショックなどに有効である可能性が示されている36）。

（d）補体調節蛋白のtransgenic動物

　　補体調節蛋白を過剰発現させたtransgenic　animalの臓器が、超急性期拒絶に有効で異種移植への道を

開くものとして期待されている37）。ただ、異種移植については、超急性期拒絶以外にも、感染症などの解

決すべき問題がある。
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回現在市販されている補体測定キット

富士レビオ㈱開発部

渡　邊　祐　嗣

元
　
筑

売
　
E

発
名
訪

造
品
℃

製
製

C4d　EIA

Bb　EIA

C3a　EIA

SCsb－9　EIA

CH50Eq　EIA

CIInh　ELISA

製造発売元

製品名

Quidel　（USA）

抗iC3bモノクロナール抗体を用いたサンドイッチEIAで、血清、血漿及びその他の体液中

のiC3bを定量する。

抗C4dモノクロナール抗体を用いたサンドイッチEIAで、血清、血漿及びその他の体液中

のC4dを定量する。

抗Bbモノクロナール抗体を用いたサンドイッチEIAで、血清、血漿及びその他の体液中

のBbを定量する。

抗C3a－desArgモノクロナール抗体を用いたサンドイッチEIAで、血清、血漿及びその他

の体液中のC3aを定量する。

抗SC5b－9モノクロナール抗体を用いたサンドイッチEIAで、血清、血漿及びその他の体液

中のSCsb－9を定量する。

被検血清の古典経路を活性化させ、生じたTCCを抗TCC抗体を用いたサンドイッチEIA

で定量しCH50相当量に換算する。

ビオチン化活性Clsと結合したCIInhをアビジン固相化プレートに結合させた後、酵素標

識抗CIInh抗体と反応させ、血清、血漿中のCIInhを測定する。　HAEの補助的診断。

POLYMEDCO　（USA）

Factor　Hrp　ELISA　（BTA　Track）

　　　　　　　抗H因子モノクロナール抗体を用いたサンドイッチEIAで、尿中のH因子を定量する。膀

　　　　　　　胱癌の補助的診断。

Factor　I　ELISA（未発売、治療中）

　　　　　　　抗1因子モノクロナール抗体を用いたサンドイッチEIAで、便中の1因子を定量する。大腸

　　　　　　　癌のスクリーニング。

製造発売元　　　Research　Diagnostics　lnc（USA）

製品名

　Complement　C3a－desArg　ELISA

　　　　　　　　抗C3a－desArgモノクロナール抗体を用いたサンドイッチEIAで、血清、血漿及びその他

　　　　　　　　の体液中のC3aを定量する。
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製造発売元　　　Antibody　Shop（Denmark）w…Anti

製品名

　Mannan－binding　lectin　（MBL）’　ELISA　kit

hoD．com
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回国際補体学会（lnternational　Complement　Society，　lCS）が設立さる

大阪大学微生物病研究所

　免疫不全疾患研究分野

　　木　下　タロウ

　2000年7月米国ユタ州ソルトレークシティー近郊のスキーリゾート地であるスノーバードで、第18回国際

補体ワークショップが開催された。国際補体ワークショップは、世界の補体研究者が2年ごとに一堂に会す

る国際研究集会で、参加者の投票により選出された任期6年の12名の組織委員会により運営されてきた。日

本からは、阪大の井上公蔵名誉教授、名市大の岡田秀親教授、阪大の木下が委員を務めた。400人から500

人が参加し、基礎から臨床にわたる補体研究の最新の成果が発表される会で、口頭発表はすべて1会場で行

われるため、口頭発表に選ばれた補体研究者にとっては世界中の同業者に一度に聞いてもらう晴れの舞台

での発表となる。米国とヨーロッパで交互に開催されるのが通例であるが、1993年井上名誉教授の主催で

第15回が初めて日本（京都）で開催されたことをご記憶の方も多いと思う。

　1996年にボストンで開かれた第16回ワークショップ時の組織委員会において、経営基盤を強化しさらに

補体研究を国際的に活性化する場を形成するため、学会として正式な団体になることが提案され検討が開

始された。1998年のギリシャでの第17回ワークショップで学会設立が決定され、会則の制定、非課税団体

の申請などの作業が2年をかけて行われた。スノーバードでのワークショップの会期中に、現組織委員会が

そのまま初代の理事会に移行して国際補体学会が発足した。日本からは木下が2004年までが任期の理事に

なった。理事の相互投票により、初代会長にセントルイスWashington　UniversityのJohn　P．　Atkinson教授、

次期会長にオランダUniversity　of　LeidenのMo　Daha教授を選出した。さらに、コロラド大学のV．　Michael

Holers教授、テキサス大学タイラーのMichael　Pangburn教授の両Mikeを事務局長と会計に選出し、新執行

部の体制が整った。

　国際補体学会のホームページにでている要約はThe　International　Complement　Society　is　a　professional

society　which　promotes　advances　of　complement　research　and　development　through　the　encouragement

of　cooperative　educational　programs，　clinical　applications，　and　professional　standards　in　the　complement

field．である。学会の活動としては、国際補体ワークショップを開催することのほかに、基金を作って学会

賞を出すこと、各国の免疫学会に補体の重要性をアピールして研究費の獲得をサポートすることなどが考

えられている。2002年9月22～26日にイタリアのシシリー島で開催される第19回ワークショップが国際補体

学会主催の最初のワークショップになる。

　国際補体学会への入会はホームページから可能で、www．com　lement．or／から入会申請用紙をダウンロ

ードし、クレジットカードの情報を入れてファックスすれば手続きができる。年会費は、一般50ドル、学

生30ドルである。日本から多数の補体研究者が参加し、国際舞台で大いに活躍されることを期待している。
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回補体研究会事務局より

　　　　　事務局

松　下　　　操

　補体研究会は1964年（昭和39年）、東京大学伝染病研究所の西岡久壽彌先生が中心となり設立されました。

この経緯については、会の設立に関わった進藤宙二先生が書かれた一文（アレルギー，14巻P20，1965年）

をご参照下さい。現在、会長（藤田禎三　福島県立医科大学医学部教授）、8名の運営委員、2名の監事が

会の運営にあたり、事務局は福島県立医科大学医学部生化学第二講座にあります。会の構成は一般会員159

名、学生会員5名、賛助会員4社（2002年5月現在）となっています。補体研究会の主な活動は、会員の研究

報告会となる年1回の補体シンポジウムの開催です。第1回の箱根での開催以来、今年で39回目を迎えま

した。このように、国内の研究者が一同に会して補体のテーマで研究成果の発表を行う会は海外では例が

ないと思われます。この事は、日本における補体研究の水準の高さと活発な研究活動を物語っています。

事実、補体シンポジウムにおいて補体の重要な知見が多く報告されて来ました。

　今後とも、補体研究会の発展のために皆様の御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げます。

補体研究会連絡先

　〒960－1295福島市光が丘1・番地

　福島県立医科大学医学部生化学第二講座内　補体研究会事務局

　Tel：（024）一548－2111回線2232

　Fax　：　（024）一548－6760

　E－mail：biochem2＠fmu．ac．jp

ホームページ・アドレス

　http：／／www．fmu．ac．jp／home／biochem2／complement／compindex．html
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編集後記

　私が補体シンポジウムに初めて参加したのは、約30年も前になってしまいました。補体学の魅力を感じ

ながら、尊敬する先生方、良い仲間、将来が期待させる優秀な後輩達に囲まれながら楽しく参加し、此処

まで来た感じがしています。毎年、補体シンポジウムが開催される日が待ち遠しかった。自分の発表に対

しどんな質問や意見が出るのか、昨年、発表されたあの演題は今年はこんなに進展しているのか、あの先

生の質問は受けたくないけど、聞いている分には楽しい等々、今までの思い出は一杯であります。

　初めて参加した頃は、補体学そのものが未知のことが多かった為と思いますが、補体学の範囲で参加者

が共通した興味を持ってともに歩んでいた感じがします。その為、激しい、楽しい議論が活発に行われて

いたように思います。補体学の基礎が少しずつ解明されていくにつれ、補体学の理解に幅広い知識が要求

されています。補体学を基盤に他の分野へ研究を進展させ素晴らしい成果もあがっています。

　敏感に反応する補体系は、様々な現象の解明にあたり、一度は補体の関与がないかを考えてみる必要が

あると思います。その意味でもどんな分野に於いても補体の知識は必要ではないかと思っています。

　そんな中で、集会長としてお世話をさせていただくことになりました。折角やるのなら、補体に興味を

持っている人、臨床に携わっている人（臨床医、検査技師など）や他の分野の研究者等が補体学の現状を

容易に把握出来るようなことが何か出来ないかなと思いました。補体学の魅力を知ってもらう為の教育講

演を行い、より理解してもらう為に冊子も作ろう、と講演や執筆をしていただく先生方のご苦労も考えず

に勝手に思い立ちました。早速、会長の藤田禎三先生、前会長の岡田秀親先生にご相談したら、喜んで賛

成していただきました。引き受けて頂けるだろうかと不安を感じながら、執筆の依頼をさせていただいた

先生方が大変お忙しいのにも関わらず、快く引き受けていただき感激しました。補体学に対する思いは皆、

同じなのだとこれも勝手に思いました。もっと色々な人に書いて戴きたいと思ったのですが、いろいろ制

約もあり困難でした。これをきっかけに補体学の進歩に合わせ何年か後、改訂版の冊子を作成すればとも

思いました。

　この冊子を謹んで皆様にお届けします。冊子の内容から補体学の魅力とともに補体学に携わっている研

究者の思いを感じていただけると思います。

　終わりにこの冊子を作成するにあたり、ご援助頂き又大変お世話になりましたファイザー製薬株式会社

様に感謝致します。

第39回補体シンポジウム集会長

　日本大学医学部内科第二部門

　　　　　大　井　洋　之
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補体学への招待

編集責任者：第39回

　平成14年7月13日発行

補体シンポジウム集会長

　　　　大　井　洋　之

本書の無断複製、転載はご遠慮下さい。



，！顧罵繍／融辮嫉靴1糟

∴総弘：　繊1密鶴

メ凱鰍顯 四㌔転
搾　雛駆∵

烈簸鰯耀1鶉

　　　　　　　　り

聯麟灘：干隈ll｝i
　　　1
’

@　一■1喝門，
ツ冒　曝
　　　卿L■甲ll噛目戸

　　　鞭々

f

ナ馬　

”
一
二
－

弛’ザ

耀
一麟櫨纒

騨
、
岬
～

r
　
　
㌘

曜
　
　
　
　
　
晒

叩
瀞
μ
一
冠
・
犀
藤
織

－
譜
ザ

ー
　
　
一
　
嬢
匹
藍
蝋

　
　
－
　
　
　
　
　
　
野
　
　
　
　
醐

一
」
　
　
　
　
　
　
　
　
解
礁

　
　
　
　
　
ぽ
　
い

J
　

f
　
r
　
　
　
一
　
鮮

，
　
一
㌍
　
μ
r
　
－
　
　
騨

一
勘
　
団
f
ヂ
ー
伊
日
御
　
　
解

1
　
　
　
　
　

1
　

」
－
T
r
仰
r

　
　
｝
h
　
－
％
　ノ
　

一

　
ー
ー
【
　
　
　
　
　
　
ー
ツ
ー

　
停
鞭

麟　
｛

轟
難
鑛

　
　
　
　
　
　
　
だ

菰

　
　
　
　
　
　
　
僑

㌍
露燃　漁

繍

　
　
　
櫨

　
　
響

　
　
ゐ
罪

阿

肇錫畷　
解

、
　

儲

曽
　
一
　
　
　
り

τ
　
1

黙藤
一

　
　
F

　
r

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
　
な
ノ
　
ザ
　
　
　
タ
　
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ノ
　
　
　
　
　

メ
　

ケ
　
　
　
　
　
　
　

び
る
　
　
　
　
　
　
　

ニ
し
ノ
ド
キ
サ

　
一
回
」
臼
幽
一
臼
詞
㎏
、
切
諾
剤
吻
協
一
杵
帯
御
－
μ
砂
物

　
　
　
　
　
ぜ
　
　
　
　
　
　
ワ
ド
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

げ
一
㍗
，
峰
枷
鴉
漁
諸
幽
払
蜘
ψ
・
哩
帰
♂
吻

　
』
岸
一
南
一
謁
肩
、
虐
寧
伽
㌧
ー
ー
哲
，

一
　
ト
　
一
、
脚
F
r
／
1
陥
曲
、
、
、
弓
㍗
ρ
吻
「
’
僻
訓
び
砂
晦
蝉
驚
ン
縄
纏
晶
雛
仙
聖
輔

．
遡
響
鰐
撮

　
，
環
櫛
．
，
、
，
戴
磯
灘
溝

　
　
　
　
　
　
　

」
－
　
　
磯
嘱
－
　
赫
　
　
　
　
　
　
　
毒

　
ぬ
一
／
閣
が
　
　
－

一
脇
欝
網
　
　
蝋
亀
翻
糠
韓
奔
騨
緬
騨
綴

轟
嚇
．
、
，
、
耀
磯
綴
灘

　’弓沼　f

　　／　／　．ChlJ

』　島r’

　　　1

レ潮湖
　”L評

　　　　　鼻　　1
　　　　　　嵌

繍　　　騨／’弘
　　　　　　　財「甥

欝懸盤1，

　
　
ガ

日
州
鍵
鍵

・，ci2iii：l　s）

ファーrザー

謬∵1鋸雌
卿∵／無償

漕
鴎
轟
胤
縦
篭
一
繕
鱒

欝
馳
擁
μ
，

ー
ー
μ
「
〆
㎡
ぜ

辮
1嚇

ρ
力
写
声
伽
瓢
密
綴
駿

　　　　　β一ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

覆暴燦龍瓢勲糊警
iJNASYNmPS　lV　指定医薬品要指示医藁品（E意医師等の処方せん指示により使用すること）　薬価基準収載

●効能・効果、用法・用量、禁忌・原則禁忌を含む使用上の注意等

については添付文書をご参照ください。

L漉ゐ。麗ア⑳’s　work
　主ゆ惹守δo獺1を当の蝉1軌

ファイザー製薬株式会社
東京都新宿区西新宿2・11〒163・0461

資料請求先　マーケティングサーヒス部

作成2002年3月

ゴ
ト
ノ

　
劉
　
謂
7

　
非
を
艶
r

嘘
欺

噺
騰

増悪晦瓢ノ
　　　　　　　　　　　　　黛．

　　　　　　　　　　　翻

　　　　　　　　　　　　職

欄嚢

μ品 ﾌ，、

轡贈

携

駅　　　tI

噸
欝

eep

…蕊騰騨
ド・…、吻翫，・

　ぜ　　ぴ　　　　ピ　　

極熱
　　　ゴけド

品loψ卿

　　　　　　　　　　　　　g

響黒
㌔．覗塀β

搾曇1

瓢：∴寄蒜

　　を卿箔窟訊
　1“・…1騒裕～「　　1
　　’

　　　　　　　　　A

Gi2iilllll）

ファイ’ザー

舗纂襲難灘羅
●効能・効果、用法・用量、禁忌・原則禁忌を含む使用上の注意等

については添付文書をご参照ください。

Life　is　our　life’s　work

　滋ゆre守δe）eqx，をヨらの蝉マ「ず；

ファイザー製薬株式会社
東京都新宿区西新宿2－1－1〒163－0461

資料請求先　マーケティングサービス部

作成2002年3月



深在性真菌症治療剤
指定医薬品要指示医薬品（庄意医師等の処方せん指示により使用すること）

ミノヲル”ン
。闇四α田『⑬富『漏壷覆：石蟹

魎

×

×

×

×

×

X
×
X

（2）併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等 臨床症状措置方法 機序・危険因子

アステミソール QT延長、心室性不整脈（torsades　de　polntes

を含む）等の心血管系副作用の報告がある。

ワルファリン プロトロノビン時間の延長及び出血傾向（挫傷、

本剤はこれらの薬剤の肝臓

ﾉおける主たる代謝酵素て

驛`トクロームP450を阻
Qするのて、併用によりこれ

轤ﾌ薬剤の血中濃度が上
ｸすることがある。

鼻出血、消化管出血、血尿、下血等）の報告がある。’

タクロリムス

a物、
塔Nロスポリン

これらの薬剤の血中濃度上昇の報告がある。

ﾜた、併用により腎障害の報告がある。

フェニトイン フェニトインの血中濃度上昇の報告がある。

スルホニル尿素

n血糖降下薬
iクロルプロバミド

スルホニル尿素系血糖降下薬の血中濃度上
ｸの報告かある。また、併用により低血糖の報

垂ｪある。

クリベンクラミド、

トルブタミド等）

リトナビル リトナビルの血中濃度・時間曲線下面積（AUC）

繽ｸの報告かある。

ミダノラム ミダノラムの血中濃度上昇の報告かある。

テオフィリン テオフィリンの血中濃度上昇の報告かある。

経口避妊薬 エチニルエストラノオール、レボノルケストレル

の血中濃度上昇の報告がある。

ジトブジン ンドブノンの血中濃度上昇の報告かある。 本剤はンドブノ！の代謝を阻

Qするのて、ノトフンノの血
Z度が上昇することかある。

リファンピノン 本剤の血中濃度の低下及び血中濃度半減期
ﾌ戒少の報告がある。

リファンピノノは代謝酵素で

驛`トクロームP450を誘導

ｷる。その結果、本剤の肝代

ﾓが増加すると考えられる。

4副作用
因開発時及び承認後6年間（平成元年3月31日～平成7年3月30日）の調査（再審査終了時）におい

　て、989例中63例（637％）に副作用又は臨床検査値異常が認められた。副作用の主なものは、嘔

　気（030％）、下痢（O　3001．）、発疹（020％）、頭痛（020％）、浮腫（020％）等であった。臨床検査

　値異常の主なものは、GPT上昇（152％）、GOT上昇（121％）、Al　P上昇（1　Olol．）等であった。

圖開発時及び承認後6年間（平成元年3月31日～平成7年3月30日）の調査（再審査終了時）において、

　2473例中279例（“　280／e）に副作用又は臨床検査値異常か認められた。副作用の主なものは、発

　熱（020％）、嘔気（016％）、食欲不振（O　1　6‘？！．）、発疹（012％）等てあった。臨床検査値異常の主な

　ものは、GPT上昇（392％）、GOT上昇（368％）、Al　P上昇（255％）、BUN上昇（1　74％〉等てあった。

　（1）重大な副作用　×1）ショノク　アナフィラキノー反応（血管浮腫、顔面浮腫、廣痒等）を起

（フルコナソール製剤）

こすことがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置

を行うこと（自発報告のため頻度不明）。2）皮膚粘膜眼症候群（Stevens－Johnson症候群）、

中毒性表皮壊死症（Lyell症候群）皮膚粘膜眼症候群（Stevens　Johnson症候群）（團004％）、

中毒性表皮壊死症（Lyell症候群）があらわれることがあるので、このような症状かあらわれた場

合には投与を中止し、適切な処置を行うこと（因自発報告のため頻度不明、圖Lye川症候群は自

発報告のため頻度不明）。　×3）血液障害　無穎粒球症、汎血球威少症、血小板減少、白血

球減少、貧血等の重篤な血液障害があらわれることかあるので、定期的に検　を行うなど観察を

禁忌（次の患者には投与しないこと）

※（1）次の薬剤を投与中の患者’トリアソラム、シサプリト、テルフェ

ナシン［「相互作用」（1）の項参照］

（2）本剤に対して過敏症の既往歴のある患者

（3）妊婦又は妊娠している可能性のある患者［「妊婦、産婦、授乳

　　婦等への投与」（1）の項参照］

■効能・効果

カノノダ属、クリプトコノカス属及びアスヘルギルス属による下記感染症

　真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症、尿路真菌症、真菌髄膜炎　　　　　　　　　　　※

■用法・用量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　》く
カンジダ症通常、成人にはフルコナゾールとして50～100mgを1日1回経口または静脈内に投
与する。

クリプトコノカス症、アスペルギルス症通常、成人にはフルコナゾールとして50～200mgを　X
1日1回経口または静脈内に投与する。なお、重症又は難平性真菌感染症の場合には、1日量
として400mgまで増量できる（カプセル、静注液共通）。　　　　　　　　　　　　　　　　×

■使用上の注意
1慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

　（1）アステミゾールを投与中の患者［「相互作用」（2）の項参照］（2）薬物過敏症の既

　往歴のある患者（3）腎障害のある患者［血中濃度が持続するので、投与量を戚ずるか、投与

　間隔をあけて使用すること（「薬物動態」6の項参照）。］（4）肝障害のある患者［肝障害を悪化

　させることかある。］

2重要な基本的庄意
　（1）腎障害のある患者に投与する場合は、投与前にクレアチニンクリアランス試験を行い、
　投与量及ひ投与間隔に十分，主意すること［「薬物動態」6の項参カ日。（2）本剤の投与に　　×

　際しては適宜、血，夜検査、腎機能肝機能検査等を行うことが望ましい。×（3）本剤の投　　》く

　与に際しては、アレルギー既往歴、薬物過敏症等について十分な問診を行うこと。（因に追

十分に行い、異常か認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと（自発報告のため

頻度不明）。×4）急性腎不全　急性腎不全等の重篤な腎障害が報告されているので、定期的

に検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処

置を行うこと（自発報告のため頻度不明）。　×5）肝障害　黄疸、肝炎、胆汁うっ適性肝灸、肝

壊死、肝不全等の肝障害が報告されており、これらの症例のうち死亡に至った例も報告されてい

る。これらの発症と1日投与量、墨壷期間、患者の性別・年齢との関連性は明らかではない。本剤

による肝障害は通常、投与中止により回復している。投与にあたっては、観察を十分に行い、異

常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと（自発報告のため頻度不明）。

（2》その他の副作用　次のような副作用が認められた場合には、・Z要に応じ、識量、投与中止

等の適切な処置を行うこと。

●カプセル

鍍
頻度不明＊1 1％以上 01～1％未満

肝　　　臓
黄疸 GOT、GPT、

`IPの上昇
LDH、ビリルビンの上昇

過敏症＊2 発疹

嘔吐、消化不良、
消　化　器

鼓腸放屍

嘔気、しゃっくり、食欲不振、

ｺ痢、腹部不快感、腹痛　　　　　　　一

精神・神経系 めまい『 頭痛、手指のこわはり

腎　　　臓 BUN、クレアチニノの上昇、乏尿

塵コレステロール血症、 低カリウム血症
代謝異常 高トリクリセライト血症

血　　　液 好酸球増多、好中球戚少

そ　の　他
熱感、痙攣、脱毛、

｡覚倒錯、意識障害

浮腫、発熱＊2、倦怠感

●静注液

X

　加、両腰共通）

3相互作用
（1）併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等 臨床症状措置方法 機序・危険因子

トリアゾラム

iハルノオン等）

トリアノラムの代謝遅滞による血中濃度の上昇、作用の

搴ｭ及び作用時間延長の報告がある。

ノサプリド

iアセナリノ等）

Q丁延長、心室性不整脈
itorsades　de　polntesを含む）等の報告がある。

本剤はこれらの薬剤

ﾌ肝臓における主た

髑緕ﾓ酵素であるチ
gクロームP450を阻
Qするので、併用に
謔閧ｱれらの薬剤の

健Z度が上昇す
驍ｱとかある。

云ルフエナノン 杢剤400mg／日以上とテルフェナジンとの併用により、
．（トリルダン） テルフェナジンの血中濃度上昇の報告がある。

：また、他のアソール細編真菌剤（イトラコナゾール、ミコナ

ゾール）との併用により、QT延長、心室性不整脈（！or銘des

堕POIntesを含む）、あるいは外国では心停止（死亡を

宣む）等の心血管系副作用の報告がある。

×

X

鍍
1％以上又は頻度不明＊1 01～1％朱満 01％未満

肝　　　臓 GOT、GPT、周P、LDH、ビリルビンの上昇 黄疸

過敏症＊2 発疹

，肖　化　器
しゃっくり判、腹部不快感＊1、∠二化不良＊1、

ﾛ腸放屍零1

嘔気、食欲不振 下痢、腹痛、　　一

n精神・神経系 頭痛＊1、手指のこわはり制、めまい＊1

腎　　　臓 BUNの上昇 クレアチニンの上昇 乏尿

高コレステロール血症＊1、 低カリウム血症．

代謝異常 高トリグリセライド血症＊1

血　　　液 好酸球増多 好中球戎少

そ　の　他
熱感＊、血管痛紋痙攣赦味覚倒錯＊1、

ﾓ識障害判
発熱屹 浮腫、脱毛、

荘ﾓ感

　＊1　自発報告のため頻度不明。　＊2　発現した場合には投与を中止すること。
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●その他の使用上の注意等については添付文書をご参照ください。

Life　us　our　lzfe’s　work
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