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会 期：2013年 7月 4日（木）サテライトシンポジウム 

 2013年 7月 5日（金）、6日（土）補体シンポジウム 

会 場：サテライトシンポジウム 

 旭川グランドホテル（旭川市６条通９丁目） 

 補体シンポジウム 

 旭川医科大学医学部看護学科棟大講義室 

 （旭川市緑が丘東２条 1-1-1） 

集会長：旭川医科大学医学部微生物学講座 

 若宮 伸隆 

 〒078-8510 旭川市緑が丘東２条 1-1-1   

 TEL：0166-68-2393 

 E-mail：wakamiya@asahikawa-med.ac.jp 

第 50回 
補体シンポジウム 

講演集 



 

第 50 回補体シンポジウム参加案内 

 

会 場 サテライトシンポジウム 

 旭川グランドホテル 

 〒078-8510 旭川市６条通９丁目 TEL:0166-24-2111 

 第 50 回補体シンポジウム 

 旭川医科大学医学部看護学科棟１階大講義室 

 〒078-8510 旭川市緑が丘東２条 1-1-1  TEL:0166-68-2393 

 

受 付 サテライトシンポジウム 

 ７月４日（木）１８：００より 

 旭川グランドホテル ２階 孔雀の間前にて 

 参加費 無料 

 補体シンポジウム 

  ７月５日（金）８：００より 

 旭川医科大学看護学科棟大講義室前にて 

 参加費 一般 5,000 円  学生 2,000 円 

 懇親会費   4,000 円（旭山動物園入園料を含む） 

 

発 表 方 法  全て口頭発表、PC プレゼンテーションで行います。一般演題は討論も含めて 15

分間を予定しています。演題は、ご自身の PC または PowerPoint で作成したプレ

ゼンテーションファイルで受付することができます。集会事務局で準備できる PC

および PowerPoint のバージョンは、以下の通りです。 

Windows : PowerPoint 2007, 2010 

Mac : PowerPoint 2004, 2011 

ファイルは CD または USB メモリーでお持ちください。 

（ファイル名は、演題番号＋氏名） 

動画を含むなどファイルの互換性に問題が予想される場合は、ご自身の PC をお持

ち下さい。 

ファイルの受付は、必ず発表があるセッションが始まる前までにお済ませ下さい。

講演会場である看護学科棟大講義室入口に演題受付カウンターがあります。 

 

運営委員会 ７月５日（金）８：００ ～ ８：５０（看護学科棟４階大会議室） 

 

総 会 ７月５日（金）１２：３０ ～ １３：００（看護学科棟１階大講義室） 

        （昼食はご用意いたします。１２：００ ～ １２：３０） 

 

懇 親 会 ７月５日（金）１７：００ ～ ２０：３０ 

１６：３０ 大学の「医大中央玄関」から無料貸切バスにて出発 

１７：００ ～ １８：３０ 

 旭山動物園を貸切にて坂東園長案内の園内ツアー 
１８：３０ ～ ２０：３０ 

旭山動物園東門レストラン モグモグテラス（TEL:0166-36-7888） 



 

優 秀 賞 第 50 回補体シンポジウムに応募された演題発表者の中から、原則１名を優秀賞と

して選考し、顕彰します。優秀賞受賞者には、賞状と副賞（10 万円：複数の場合

は折半）を賞与します。 

 

交通費補助 学生参加者（筆頭発表者）には交通費の補助があります。該当者は、第 50 回補体

シンポジウム事務局に連絡下さい。（microbiology@asahikawa-med.ac.jp） 

 
年 会 費 会員で年会費未納の方、および新たに入会される方は、シンポジウム会場受付に、

補体研究会事務局受付を併設致しますので、そちらでご納入下さい。 

一般：5,000 円  学生：3,000 円（学生証等身分証明をご用意下さい） 

 

【補体シンポジウム 事務局】 

〒537-8511 大阪市東成区中道１－３－３ 

地方独立行政法人大阪府立病院機構 

大阪府立成人病センター研究所・分子遺伝学部門内 

事務局長 井上徳光  E-mail:hotai-kenkyukai@umin.ac.jp 

TEL: 06-6972-1181(ext.4101) FAX: 06-6973-5691 

 

会場アクセス案内 

旭川グランドホテル（サテライトシンポジウム） 

・ＪＲ旭川駅東口より徒歩 13 分 

・旭川空港から 

旭川市内行きバスにて終点「旭川グランドホテル前６条９丁目」下車（所要時間約 45

分）運賃 440 円 

タクシーにて（所要時間約 30 分）運賃約 3,800 円 

 

旭川医科大学（第 50 回補体シンポジウム） 

 詳細は旭川医科大学ホームページ（http://www.asahikawa-med.ac.jp/）の「交通アクセス」

をご参照下さい。 

・ＪＲで道内主要駅から旭川駅まで 

新千歳空港駅から特急スーパーカムイ（札幌駅まで快速エアポート）にて所要時間約 2

時間、自由席往復割引きっぷ（S きっぷ）… 往復 6,740 円 

札幌駅から特急スーパーカムイにて所要時間約 1 時間 20 分、自由席往復割引きっぷ（S

きっぷ）… 往復 4,940 円 

・ＪＲ旭川駅から旭川医科大学まで 

旭川電気軌道バス「医大病院前」行（「駅前緑橋通り」＊5 番のりばからバス系統 71 番、

「1 条通 7 丁目」＊12 番のりばからバス系統 80 番、81 番）にて「医大病院前」下車

（所要時間約 30 分）運賃 270 円 

  ＊バスのりばは次頁＜旭川グランドホテル案内図＞参照 

タクシーにて「医大中央玄関」下車（所要時間約 20 分）運賃約 1,800 円 

 

・旭川空港から旭川医科大学まで 

旭川市内行又は旭川行バスにて「旭川医科大学」下車（所要時間約 18 分）運賃 440 円 

タクシーにて「医大中央玄関」下車（所要時間約 15 分）運賃約 3,000 円 



 

＜旭川グランドホテル案内図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜旭川医科大学内案内図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



サテライトシンポジウム 

 

協賛 扶桑薬品工業株式会社 

7 月 4 日（木） 旭川グランドホテル ２階 孔雀の間 

腸管出血性大腸菌と補体                18:30 ~ 20:30 

座長 若宮伸隆 

 

1 ユッケを原因とする腸管出血性大腸菌 O111 による集団食中毒事例 

～概要とその影響～ 

磯部順子 

富山県衛生研究所 細菌部 

 

2 腸管出血性大腸菌感染症の病態と治療について 

～HUS を中心に～ 

石黒信久 

北海道大学病院 感染制御部 

 

 



 

日 程 表 

 

７月５日（金）８：００ 開場  旭川医科大学医学部看護学科棟 １階 大講義室 

8:55 ~  9:00 開会の辞              若宮伸隆 

9:00 ~ 10:30 
セッションＡ：補体活性化経路・自然免疫 

座長 関根英治・中尾実樹  

10:30 ~ 10:45 休 憩 

10:45 ~ 11:30 
セッションＢ：進化・系統発生 

座長 遠藤雄一・宮川周士  

11:30 ~ 12:00 
セッションＣ：アジュバント 

座長 遠藤雄一・宮川周士  

12:00 ~ 12:30 昼食（昼食はご用意いたします。） 

12:30 ~ 13:00 総会・優秀賞表彰式 

13:00 ~ 14:00 

招待講演：The lectin complement pathway- recognition, 

function and regulation 

  演者：Peter Garred 

座長 藤田禎三  

14:00 ~ 14:15 休 憩 

14:15 ~ 15:15 

第 50 回記念講演：補体シンポジウムの 50 年 

  演者：北村 肇 

座長 若宮伸隆  

15:15 ~ 16:05 

特別講演：免疫学逍遥：Bb once comes off, never binds back 

to C3b 

  演者：瀬谷 司 

座長 野中 勝  

17:00 ~ 20:30 懇親会 旭山動物園・モグモグテラス 

 

７月６日（土）８：３０ 開場 

9:00 ~ 10:00 

ミニシンポジウム：補体系と凝固系 

  演者：宮田敏行・Kazue Takahashi 

座長 木下タロウ・堀内孝彦 

10:00 ~ 10:10 休 憩 

10:10 ~ 11:25 
セッションＤ：臨床補体Ⅰ 

座長 大澤 勲・塚本 浩  

11:25 ~ 11:35 休 憩 

11:35 ~ 12:50 
セッションＥ：臨床補体Ⅱ 

座長 井上徳光・水野正司  

12:50 ~ 12:55 閉会の辞              若宮伸隆 



 

第 50 回補体シンポジウム・学術プログラム 

 

第 1 日 7 月 5 日（金） 旭川医科大学医学部看護学科棟 １階 大講義室 

 

セッション A：補体活性化経路・自然免疫        9:00 ~ 10:30 

座長 関根英治・中尾実樹 

 

A-1 黄色ブドウ球菌に対する主要抗体と Mannose binding lectin は細胞壁タ

イコ酸の修飾糖をエピトープとする 

黒川健児 1) 2)、鄭東俊 2)、安張鉉 2)、全有鎭 2)、金那香 2)、松下操 3)、姫野勝 1)、李副律 2) 

1)長崎国際大･薬･細胞生物薬学、2)釜山大･薬、3)東海大･工･生命化学 

 

A-2 マンナン結合タンパク質（MBP）はがん関連糖鎖抗原を介して結腸がん

細胞を特異的に認識する 

川嵜敏祐 1)、野中元裕 1)、今枝広丞 2)、Ma Bruce Yong1)、川嵜伸子 1)、谷 徹 3)、安藤 朗 4)、 

藤山佳秀 2) 

1) 立命館大学・糖鎖工学研究センタ―、2) 滋賀医科大学・消化器血液内科、3) 消化器外科、 

4) 感染応答・免疫調節部門 

 

A-3 コレクチン CL-L1 の組織局在と分子構造に関する解析 

松田泰幸、ロイニタイ、森健一郎、黄仁秀、大谷克城、若宮伸隆 

旭川医大・医・微生物 

 

A-4 Human serum amyloid P component (SAP) is a novel peptidoglycan 

recognition protein that induces complement-independent phagocytosis 

of Staphylococcus aureus 

Jang-Hyun An1), Kenji Kurokawa1), Dong-Jun Jung1), Min-Jung Kim1), Chan-Hee Kim1),  

Yukari Fujimoto2), Koichi Fukase2), and Bok Luel Lee1) 

1)Global Research Laboratory of Insect Symbiosis, College of Pharmacy, Pusan National University, 

Korea, 

2)Department of Chemistry, Graduate School of Science, Osaka University, Toyonaka, Osaka, Japan 

 



A-5 MASP-1 および MASP-3 の機能-ヒトとマウスの違いについて 

高橋実 1)、遠藤雄一 2)、Alexandra Antonioli3)、V Michael Holers3)、 Wilhelm Schwaeble4)、 

藤田禎三 5)、関根英治 1) 

1)福島県医大・医・免疫学、2) 福島県医大・RI、  

3) Division of Rheumatology, Department of Medicine, University of Colorado School of Medicine、

4)Department of Infection, Immunity and Inflammation, University of Leicester、 

5)福島県立総合衛生学院 

 

A-6自然免疫レセプターTLR3 によって認識される RNA 構造 

松本美佐子 

北海道大学大学院医学研究科 免疫学分野 

 

セッション B：進化・系統発生             10:45 ~ 11:30 

座長 遠藤雄一・宮川周士 

 

B-1魚類寄生性カイアシ類における C3 遺伝子の進化 

関口玲生、野中勝 

東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻 

 

B-2 カタユウレイボヤ C3 遺伝子の発生過程における発現パターン解析 

日比野拓 1)、野中勝 2) 

1)埼玉大・教育、2)東大・院理・生物科学 

 

B-3 非定型 Aeromonas salmonicida 感染症（穴あき病） 

発症時におけるコイ補体 C3 タンパク質の体内分布 

前田佑佳、杣本智軌、中尾実樹 

九州大学大学院農学研究院 

 

 

 



 

セッション C：アジュバント               11:30 ~ 12:00 

座長 遠藤雄一・宮川周士 

 

C-1 ヒトにおける MUC1-C3d ワクチンのアジュバント効果の解析 

太田里永子 1), 神田輝 2), 安藤史代 1), 今井優樹 1) 

1)名市大・医・免疫, 2)愛知がんセ・腫瘍ウイルス 

 

C-2 CR4 サブユニットを標的とした抗がん免疫アジュバント 

赤澤隆、井上徳光 

地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立成人病センター・研究所・分子遺伝学部門 

 

招待講演                        13:00 ~ 14:00 

座長 藤田禎三 

 

The lectin complement pathway- recognition, function and regulation 

 演者：Peter Garred 

Clinical Molecular Medicine, University of Copenhagen 

 

第 50 回記念講演                     14:15 ~ 15:15 

座長 若宮伸隆 

 

補体シンポジウムの 50 年 

 演者：北村 肇 

    神戸常盤大学 

 

特別講演                         15:15 ~ 16:05 

座長 野中 勝 

 

免疫学逍遥：Bb once comes off, never binds back to C3b 

 演者：瀬谷 司 

    北海道大学大学院医学研究科 免疫学分野 

 



第 2 日 7 月 6 日（土） 旭川医科大学医学部看護学科棟 １階 大講義室 

 

ミニシンポジウム：補体系と凝固系             9:00 ~ 10:00 

座長 木下タロウ・堀内孝彦 

 

1) 凝固系・補体系の接点としての血管内皮細胞障害 

宮田敏行 

国立循環器病研究センター 分子病態部 

 

2) The collectins and coagulation 

Kazue Takahashi 1), Katsuki Ohtani 2), Patience Moyo 1), Elizabeth Van Cott 3),  

Nobutaka Wakamiya 2) 

1) Department of Pediatrics, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, 

USA  

2) Department of Microbiology and Immunochemistry, Asahikawa Medical University, Japan 

3) Department of Pathology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, 

USA 

 

セッション D：臨床補体Ⅰ               10:10 ~ 11:25 

座長 大澤 勲・塚本 浩 

 

D-1 C5 遺伝子多型による PNH治療薬エクリズマブに対する不応性の解析 

西村純一 1)、山本正樹 1)、大屋敷一馬 2)、安藤潔 3)、長谷昌知 4)、柴山浩彦 1)、稲澤譲治 5)、 

木下タロウ 6)、金倉譲 1) 

1)大阪大学大学院医学系研究科血液・腫瘍内科学、2)東京医科大学、3)東海大学、4)アレクシオンファーマ、

5)東京医科歯科大学、6)大阪大学微生物病研究所 

 

D-2 OPTIMA試験：高精度フローサイトメトリー法による GPI アンカー膜蛋

白欠損血球の検出 

山本正樹 1)、西村純一 1)、細川晃平 2)、杉盛千春 2)、米村雄士 3)、小原直 4)、中村嘉彦 5)、野地秀義 6)、

七島勉 6)、安藤潔 5)、二宮治彦 4)、千葉滋 4)、川口辰哉 3)、中尾眞二 2)、金倉譲 1) 

1)大阪大学大学院医学系研究科血液・腫瘍内科学、2)金沢大学、3)熊本大学、4)筑波大学、5)東海大学、 

6)福島県立医科大学 



 

D-3 精神発達遅滞・てんかんを主症状とする疾患： 

先天性 GPI 欠損症について 

村上良子 1) 、井上徳光 2) 、九鬼一郎 3) 、高橋幸利 4) 、木下タロウ 1)  

1)大阪大学微生物病研究所 2)大阪府成人病センター 3)大阪市立総合医療センター  

4)静岡てんかん・神経医療センター 

 

D-4 PD 患者由来ヒト腹膜中皮細胞における膜補体制御因子の解析 

清 祐実 1)、水野 正司 1)2)、今井 優樹 3)、Claire L. Harris4)、松尾 清一 1)、伊藤 恭彦 1)2) 

1)名古屋大学大学院医学系研究科  腎臓内科学、2)同 腎不全総合治療学、 

3)名古屋市立大学大学院医学研究科 免疫学、 

4) Complement Biology Group, Infection, Immunology and Biochemistry, School of Medicine, Cardiff 

University 

 

D-5 補体による尿細管障害における Properdin の重要性 

長町誠嗣、大澤勲、鈴木日和、佐藤信之、久田温子、本田大介、島本真実子、堀越哲、富野康日己 

順天堂大学・医・腎臓内科 

 

セッション E：臨床補体Ⅱ               11:35 ~ 12:50 

座長 井上徳光・水野正司 

 

E-1 肝移植後 TMA における補体系の関与に関する検討 

田中宏和 1)、久保田豊成 1)、秦浩一郎 1)、内田洋一朗 1)、影山詔一 1)、平尾浩史 1)、岡村裕輔 1)、 

門野賢太郎 1)、宮川文 2)、和田道彦 3)、羽賀博典 2)、上本伸二 1) 

1) 京都大学医学部附属病院 肝胆膵移植外科、2) 同 病理診断部、3) アレクシオン ファーマ 

 

E-2 ブタ敗血症モデルにおける、C1-inhibitor 投与効果の検討 

今長谷尚史 1)、阪本雄一郎 1)、宮庄拓 2)、山下和人 3)、田村純 3)、伊丹貴晴 3)、石塚友人 3)、河村芳朗 3)、 

佐野忠士 2)、井上聡 1) 

1)佐賀大学医学部附属病院救命救急センター、2)酪農学園大学獣医看護学類、3)酪農学園大学獣医学類 

 

E-3 視神経脊髄炎増悪時における髄液中 C5a 上昇 

黒田宙 1)、高橋利幸 1)、高野里菜 1)、三須建郎 1)、中島一郎 1)、藤原一男 2)、青木正志 1) 

1)東北大・医・大学院・神経内科、2)東北大・医・大学院・多発性硬化症治療学 



 

E-4 臨床移植用遺伝子改変ブタ 

宮川周士 1)、前田 晃 1)、河村拓司 1)、中畠賢吾 1)、上野豪久 1)、臼井規朗 1)、伊川正人 2)、岡部 勝 2)、 

長島比呂志 3) 

1) 阪大・医・外科、2) 阪大・遺伝情報実験センター、3)明治大・農・生命工学 

 

E-5 TNF 阻害薬の作用機序と臨床効果の関連 

堀内孝彦 1)、上田尚靖 2)、塚本浩 2) 

1) 九州大学別府病院内科、2) 九州大学免疫・膠原病・感染症内科 
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補体シンポジウムの 50年 

 
北村 肇 

神戸常盤大学   
 

 
 半世紀前の我が国は、国民にとって、モノ

はなかったが夢は溢れ、右肩上がりの古き良

き時代であった。中でも S39 年は、東海道新

幹線が開通し、東京オリンピック大会が開催

された記念すべき年である。まさにその年の

８月、箱根で第１回補体シンポジウムが開か

れた。記録によると、進藤宙二、橘武彦、藤

井源七郎、西岡久寿弥、高橋守信、真弓忠、

松橋直、井上公蔵、稲井真弥、永木和義、酒

井好古（以上、敬称略）らの諸先輩が顔を揃

えている。印象深いテーマは、井上先生の、

『C3群と呼ばれていた血清タンパクは精製す

ると C3a-C3f に分けられる』というもので、

後の C3-C9に当たる。また定量には、溶血系

や、西岡先生の immune adherence(IA) が採

用されていた。以来 50 年、毎年欠かすことな

く補体シンポジウムは開催されてきた。計 50

冊の抄録集を振り返ると、発表・論議された

テーマは大きく変遷したことがわかる。最初

は数種類の補体成分が集まって細菌に穴を開

けて溶菌する液層のタンパク群として理解さ

れていた補体は、今では、膜上の制御因子、

レセプターなどを含め、計 30 種以上のタンパ

クからなる一大ネットワークシステムである

と理解されている。構成タンパクの殆どは、

すでに遺伝子や分子構造が決定し、タンパク

同士のコミュニケーション機構についてもか

なり明らかになっている。機能としては、自

然免疫などの生体防御が主であるが、ある種

の疾患の病態にも関係していることも判明し

ており、今も興味のつきない分野である。 

 

 これ迄の抄録集から、筆者の独断と偏見に

より各回のトピックスを選び、表にしてみた。

この表は、まさに補体学の進展の歴史そのも

のを表している。各々の研究における発見の

興奮と補体シンポジウムでの発表の緊張が蘇

る。思い返せば、私たち日本の補体研究者は

ライバル意識と仲間意識（厳しさと和やかさ、

あるいは、学問と友愛）を両立させ、互いに

切磋琢磨してきたといえよう。そして、同時

に、私たちは世界の補体学をリードしてきた

ともいえよう。50回の記念に、その足跡を振

り返ってみる。更なる発展への糧となれば幸

いである。 

 

回 トピックス 

1 免疫溶血反応、immune adherence 

(IA)、緒方法のための補体 

2 C3 の電気泳動、C1-destroyer 

3 C2の decay、β1C-Aの conversion、

SLEの補体 

4 C3−inactivator、 

免疫殺菌・免疫食菌反応 

5 HANE症例、抗補体成分抗体の作成 

6 IA レセプター、IA の応用（Ag or Ab

検出）、C3の trypsinによる分解 

7 抗体の構造と補体結合性、 

蛍光抗体法による補体成分局在 

8 PNH、リンパ球マーカー 

9 C1r、C1q および C1-INA精製 

EAC1-8と C9、肝臓移植前後の C 

10 GBG（後の factor B）、第２経路、C3

の分解、無脊椎動物（カイコ）の C 

11 活性型 C56複合体、 

血清と血漿の補体価の乖離 

12 Cold activation 現象、 

CVF、Properdin 

13 ヒト赤血球の C3レセプター 

AP の不活化因子（後の H） 

14 MPGNと C3NeF、I因子、 

C1 分子内活性化機構 

15 C9 欠損症の第１例、 

I 因子のコファクター 

16 C4bp、マウス C3の遺伝子座、 

２例の C3欠損症、 

C1q binding/deviation test 

17 MΦによる B 因子産生、C4の多型性 

18 C4NeF、ICの可溶化、 

血液透析膜と補体 

19 免疫沈降反応阻害、 

C9Dのスクリーニング 

20 C２、B因子および C６の多型性、 

C3 非依存性溶血反応（C3 bypass） 

21 reactive lysis、IC-C3と赤血球上

の CR1との結合（ICのクリアランス） 

22 C3dによる抗体産生増強、

bio-material と C 

23 DAF、C9D の遺伝子解析、 

C３高次構造 
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24 RaRF、MCP、マウス slp遺伝子、 

C5 転換酵素の構造と機能 

25 ヒト赤血球膜の補体抑制因子(後の

CD59) ２題、 PNH 

26 慢性腎疾患の尿中 D因子、 

carboxy peptidase、 SP-40,40 

27 CR2は抗体産生に参加、 

C5 転換酵素の構造解析、 

腎疾患患者血清中の D 因子 

28 APの C5転換酵素の構造解析、 

in vitro の補体産生、好中球 MCP 

29 MBP、生殖系の DAF・MCP、 

ヤツメウナギ & コイの補体 

30 PNH病因遺伝子 PIG-1、 

大腸に MCP & CD59 が発現、 

cold activation とＣ型肝炎 

31 可溶性 CR1（sCR1）、MASP、 

アポトーシス細胞のクリアランス 

32 CPRは低血圧ショックに有効、 

PIG-A＆PIG-Bの遺伝子産物 

33 MBP、大腸がん患者の便中に DAF、 

C5aレセプター 

34 MBP欠損、MBP-MASP複合体、 

C42 generation assay 

35 麻疹ウィルスレセプターとしての

CD46、動脈硬化発症機序にC参加、 

尿細管でアンモニアがCを活性化 

36 アルツハイマーと C、sCR1投与によ

る Endotoxin shock 抑制 

37 PNHモデルマウス、 

正常肝細胞による D因子産生、 

異種臓器移植用 Tg ブタ 

38 ２種のフィコリン(ficolin/P35 と

博多抗原)、C5a/C3a の受容体拮抗剤

は新規の抗喘息薬に成り得る 

39 C5aRとアポトーシス細胞、便中 DAF

は大腸癌スクリーニングに有用 

40 L-ficolin/P35のアポトーシス細胞

へ結合、C3aや C5a の脳室内投与 

41 MBL欠損症、 

コイのアナフィラトキシン 

42 MCPと spelmatogenesis、MASP-1、 

sMAP遺伝子欠損マウス 

43 加齢黄斑変性に補体が参加、 

ヒト遺伝性 GPI アンカー欠損症 

44 サーファクタント蛋白質、

CL-P1(collectin placenta) 

46 D 因子前駆体, 融合蛋白質 CR2-fH、 

ヒト化抗 C5 抗体 Eculizumab の効果 

47 MBL-MASP による第二経路活性化、

hypocomplementemic urticarial 

vasculitis syndrome (HUVS)、 

properdin directed pathway(PDP) 

48 aHUSと H 因子、HAE ガイドライン 

49 C1qは老化促進因子、 

MASP1/3は形態形成に関わる 
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The lectin complement pathway- recognition, function and regulation 

 

Peter Garred 

Laboratory of Molecular Medicine, Department of Clinical Immunology, Sect 7631, Rigshospitalet, 

Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark 

 

Pathogen-associated molecular pattern 

recognition by pattern- recognition molecules is 

a central hallmark of innate immunity to 

eliminate invading pathogens via immune 

defense mechanisms, such as complement 

activation and osponophagocytosis. Collectins 

are members of the C-type lectin superfamily 

that recognize PAMPs exposed on pathogens, 

which facilitate opsonophagocytosis. In humans 

it comprises the classical C-type lectin 

superfamily consisting of mannose-binding 

lectin (MBL), surfactant proteins A and D, all of 

which possess two structural characteristics, a 

collagen-like domain and a carbohydrate-

recognition domain, which are assembled into 

trimers and further organized into higher order 

oligomeric structures. Until now MBL has been 

the only human collectin known to be involved 

in lectin complement pathway activation 

sharing this feature with the ficolin protein 

family (ficolin-1, -2 and -3, respectively). 

Recently, three novel human collectins, 

collectin-10 (collectin liver 1, CL-L1, CL10), 

collectin-11 (collectin kidney 1, CL-K1, CL-11) 

and collectin-12 (collectin placenta 1, CL-P1, 

CL-12), have been identified.  Among these 

molecules, CL-11 has been detected in plasma. 

CL-11 binds to a broad spectrum of 

microorganisms including bacteria, fungi and 

viruses in a Ca2+-dependent manner with 

particular specificity for carbohydrates like L-

fucose and D-mannose. This year, a report 

conclusively established CL-11 as being a 

recognition molecule in the lectin complement 

pathway. Thus, at present there are five 

initiator molecules in the lectin complement 

pathway. MBL, CL-11 and the ficolins form 

complexes with associated serine proteases 

named MASP-1, MASP-2 and MASP-3 and two 

non-enzymatic proteins named sMAP (MAp19) 

and MAP-1(MAp44). MASP-1, MASP-3 and 

MAP-1 are all splice variants derived from the 

MASP1 gene, while MASP-2 and sMAP are 

splice variants derived from the MASP2 gene. 

MASP-2 has a defined role in the cleavage of C4 

and C2 which leads to the formation of the C3-

convertase enzyme complex, but MASP-2 needs 

MASP-1 to become activated in vivo. Further 

downstream activation leads to cleavage and 

deposition of C3b and culminates in formation 

of the terminal C5b-9 complement complex 

(TCC).  On the other hand, MASP-1 cleaves C2, 

but not C4, and it has been shown that MASP-1 

enhances complement activation triggered by 

MASP2 complexes, but it cannot induce C3-

convertase formation itself. Recent findings 

show that about the 75% of all C2 that becomes 

activated through lectin pathway activation is 

indeed mediated by MASP-1. MASP-1 is 

therefore, crucial for efficient activation of the 

lectin complement pathway. Regarding MASP-3 

its functions and substrate specificities are still 

elusive, but it has been reported that MASP-3 

triggers the activation of the alternative 

complement pathway along with MASP-1, but 

this has yet only been shown in rodents and is 

still an area of intense debate. MASP-1 appears 

also to have important activating roles in the 

coagulation and kallikrein-kinin systems. While 

the function of the non-enzymatic protein sMAP 

is unknown, both in vitro and in vivo data show 

that MAP-1 is a potent regulator of lectin 

complement pathway activation along with C1 

inhibitor and C4 binding protein. In general, 

genetically determined deficiency states in the 

lectin pathway lead to increased tendency for 
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infections or to increased severity of certain 

conditions characterized by excessive 

inflammation. However, surprisingly mutations 

in the genes encoding CL-11 (COLEC11) as well 

as MASP-3 (the MASP1 gene) cause a severe 

rare human developmental syndrome, termed 

the 3MC syndrome. These evidences suggest a 

pivotal role of the lectin complement pathway 

not only in innate immune defense, but also in 

fundamental developmental processes.  
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免疫学逍遥：Bb once comes off, never binds back to C3b 

 

瀬谷 司 

北海道大学大学院医学研究科・免疫学分野 

 

Immunology revisited: Bb once comes off, never binds back to C3b 

Tsukasa Seya 

Department of Microbiology and Immunology 

Hokkaido University Graduate School of Medicine 

 

[抄録] 

 このような機会を頂き、何を話そうかと恐縮して

います。私は1984年に長澤滋治先生（当時北大薬学

部助教授）から学位を拝受し補体研究者としてSt. 

Louis のJohn P.Atkinson のラボへ留学しました。

この時、CD46という補体にとって自己細胞のマー

カーとなる分子を同定するというAtkinson の仕事

を手伝いました（1）。1987年に井上公蔵先生（当時

阪大医学部教授）の推薦を受けて大阪府立成人病セ

ンターの研究所に赴任しました。私は当時補体の制

御因子の専門家として第一線の研究者のつもりでし

たが、着任してから自分の赴任した組織はがんの研

究組織で私はがん免疫をしなければならないと分か

りました。かなり深刻に悩みましたが、見切りをつ

けて逃げることはしませんでした。成人病センター

には稲井・永木両先生以来の研究レベルを守る義務

もありました。 

 どうやって補体とがんを結びつけることができる

でしょうか？当時普通の免疫学者はがん特異抗原を

探す、という方向に向かい、がん特異的CTLが誘導

できるとかエピトープがどうしたという研究がハイ

ライトのときでした。私は根が補体学者のため、こ

こでころりと獲得免疫に浸かるのはどうも馴染まず、

「自然免疫の腫瘍識別」機構を（そんなものがある

と仮定して）探索するというテーマを選びました。

周辺領域を見渡しましたが自然免疫は血液の凝固系

などと同様「非特異的」だから特別な識別機構はな

い、という記載で溢れていました。 

 がんを知らずに研究はできませんので、やむを得

ずがん免疫の勉強をしました。Biological Response 

Modifier (BRM)と呼ばれるサイトカインや抗がん

免疫応答を高める物質があるとこの頃知りました。

浸潤性の強いがんに炎症が伴い、TNF- というサ

イトカインががん細胞にアポトーシスを誘導するな

ど自然免疫からみると面白そうな論文を見つけたの

もこの頃でした。NK のmissing self セオリーを引

くまでもなくどんな細胞でも自己・非自己の規定因

子というものがありこれを壊せば免疫細胞から攻撃

を受けます。私も補体のself marker であるCD46, 

CD55 を両方阻害してがん細胞を非自己化する（自

己補体で壊せる細胞にする）ことに成功していまし

た（2）。このときがん細胞は補体（C3）がたくさん

沈着して破壊されます。この頃このような視点で怪

しみながらも優れていたのは岡田秀親先生でした。

私は曲がりなりにも成人病センター研究所に馴染み、

補体の研究が展開できたのはありがたいことでした。 

 ヒト腫瘍細胞株のC3沈着を網羅的にスクリーニ

ングすると何と自己マーカーを発現しているにも拘

らず補体が付く（非自己のような）p39というマク

ロファージ系の細胞亜株（p39+株）がありました。

自己細胞を（補体によって）非自己化できる、とい

う予感を感じました。松本研究員（当時、現北大准

教授）が苦労の末p39+株のみに反応する単クローン

抗体を取りました。従って、以下は松本研究員の仕

事になりますが、担当分子をcDNAクローニングす

ることに決めました。まだNCBIのデータベースも
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整備されていない頃です。木下タロウ先生の協力を

仰ぎ、竹田潤二助教授（当時、現阪大教授）や井上

徳光現成人病センター部長のご指導でこの分子は

M161Ag というリポ蛋白として同定出来ました。 

 この分子をマクロファージに加えるとTNF-を誘

導し、補体感受性に変えました（3）。その年に奇し

くもMedzhitov とJaneway によるTLR (TLR4) の

発見がNature に公表されました。その当時リポ蛋

白がTLRのリガンドとは知られていませんでした

が、直感的にこれはTNF- 誘導も説明できると思

いました。その後の研究から松本先生が同定した

M161Agは補体を活性化するだけでなく、TLR2のリ

ガンドでもあることが判明しました（4）。補体活性

化部位はTLR2の活性部位とは異なることも分かり

ました。TLR2 の機能同定を通じてTLRの世界が開

けました。しかし、この分子が細菌由来のリポ蛋白

で結局はMycoplasma fermentans に由来すること

が分かったので、当初の非自己マーカーという概念

は確立できませんでした。 

 研究の本質はその自由性にあります。偶々当たれ

ば成功が祝福してくれます。時代がその研究を評価

できなければ研究を担うものは不幸かもしれません。

しかし、自分の研究を通じて学んだ知識・技術は社

会的に恵まれなくても確実に残ります。私は慢性的

に評価が低かったため、幸い自由を失わず暇なく働

くことを通じてサイエンスを楽しむことができまし

た。成人病センターの下積み16年間に感謝と申し訳

なさを感じています。この研究期間は多くのことを

教えてくれました。 

 がん免疫は今抗原ペプチドの投与のみでは起動し

ないことが判明してきています。TLR研究を通じて、

感染には必ず微生物のパターン分子（PAMP）が抗

原とともに提供されて強い免疫を起動することが示

されました。がんと関係ない（ように見える）自然

免疫の研究は感染を模倣するとがん免疫は起動する

よ、と教えてくれます。PAMPの識別機構が実はア

ジュバントの開発の鍵となることも判明してきてい

ます。TLR領域で私たちの見つけたTICAM-1 経路

が（5）抗がんアジュバントの鍵となることも

monophosphoryl lipid A (MPLA)やRNAアジュバ

ントの開発過程で明らかになっています。 

 年を経て、真に残るものは何でしょう？名誉とは

無縁な泥まみれの研究でしたし自分の手で成し遂げ

たものでもありませんが、落日の夕陽を見るように

当時のデータを鮮烈に思い出します。それは個人に

還元されなくても時代を越えて次に伝わります。私

はそのような基礎研究を目指したのだと自分を納得

させています。 

 大学に赴任してすぐ独法化が来、10年経ちました。

多くの学生は地道な研究より派手なパフォーマンス

に惹かれます。実用化研究と称して大型予算を投じ

る国の方針のため、その傾向に拍車がかかります。

その渦中でどのように若い研究者の研究マインドを

育てるべきか、悩みます。今の日本に似通う晩唐の

李商隠の詩を思い出します。 

 

向 晩 意 不 適。 晩に向かい 意適なわず 

駆 車 登 古 原。 車を駆りて 古原に登る 

夕 陽 無 限 好。 夕陽 無限に好し 

只 是 近 黄 昏。 只だ是れ 黄昏に近し 
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凝固系・補体系の接点としての血管内皮細胞障害 

 

宮田敏行 

国立循環器病研究センター 分子病態部 

 

Endothelial dysfunction, a cross point of thrombosis and complement system 

Toshiyuki Miyata 

Department of Molecular Pathogenesis, National Cerebral and Cardiovascular Center 

 

血管内皮細胞は血液の流動性を保つために、抗血栓

性を示す。この抗血栓性には、細胞表面上のプロテ

イン C抗凝固システム、ヘパラン硫酸依存性のアン

チトロンビンと組織因子経路インヒビターの結合、

ecto-ATPDaseによるADPの分解を通した抗凝固機

能、およびプロスタグランディン、一酸化窒素、組

織プラスミノーゲン活性化因子の放出がある。 

 血栓が如何にして静脈の血管内に形成されるかを

追い求めた in vitro および in vivo の研究から、内皮

細胞傷害を起点とした血栓の形成は、大まかにつぎ

のように考えることができる[1]。静脈血栓症では、

まず内皮細胞は低酸素状態やサイトカインなどの

種々の刺激により活性化する。活性化した内皮細胞

は、細胞内小顆粒である Weibel-Palade 小体の内容

物である超高分子量フォンビルブランド因子

(VWF)マルチマーを放出し、膜タンパク質である P

セレクチンを細胞表面上に表出する。一部の VWF

マルチマーは糸状の構造体として内皮細胞上に留ま

り、血小板の接着・活性化を促し血小板血栓の形成

を引き起こす。P セレクチンの表出は、P セレクチ

ンのリガンドの糖鎖を持つ PSGL1 を発現する白血

球やマイクロパーティクルの集積を促す。好中球や

単球は活性化すると組織因子を発現し、これらの細

胞から生じたマイクロパーティクルも組織因子を持

つものがある。これを blood-borne tissue factor と

呼んだ次期がある。こういった組織因子含有の白血

球やマイクロパーティクルが内皮細胞障害部位に集

積し凝固系が作動する。In vitro では、内皮細胞は

サイトカイン刺激などで組織因子を発現するが、病

理的には内皮細胞の組織因子の血栓形成における重

要性は指摘されていない。加えて、血小板上の組織

因子に関しては議論のあるところで有り、核を持た

ない血小板がなぜ組織因子を持つ形質に変化するの

かについては意見の一致を見ない。傷害部位の Pセ

レクチンには好中球が集積し、クロマチン DNA や

ヒストン、好中球エラスターゼ、カテプシン Gなど

から成る Neutrophil extracellular traps (NETs)を

放出する。このように、高分子量の VWF や NETs

が内皮細胞表面にへばりつくと、これを足場に赤血

球や血小板を取り込んだ血栓が形成される[2]。 

 血管内皮細胞から放出された、もしくは細胞上に

係留された超高分子量 VWF マルチマーは、血中の

金属プロテアーゼである ADAMTS13 により A2 ド

メインの１箇所のペプチド結合が切断され、通常の

マルチマーへと低分子化される。超高分子量 VWF

マルチマーは血小板接着能および活性化能が極めて

高く、内皮に係留した超高分子量 VWF マルチマー

に血小板が結合し血小板血栓が形成される。その結

果生じる血小板数の減少、赤血球の断片化による溶

血、微小血管の閉塞を示す病態を血栓性血小板減少

性紫斑病 (Thrombotic thrombocytopenic purpura, 

TTP) と い う 。 こ れ は 溶 血 性 尿 毒 症 症候群 

(Hemolytic uremic syndrome, HUS) とともに、血

栓性微小血管傷害症と呼ばれ、しばしば臨床的には
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両者の識別が難渋する。 

 内皮上に係留した超高分子量 VWF マルチマーが

微小血管内に生じる高いずり応力に晒され、マルチ

マーが進展構造をとり、さらに VWF の A2 ドメイ

ンがほどけることにより、内部に隠れていた

Tyr1605-Met1606 結合が露出し ADAMTS13 によ

り切断を受ける。TTPでは、先天性もしくは後天性

の要因により ADAMTS13 活性が著減し VWF を切

断できず、超高分子量 VWF マルチマーが血中を循

環し微小血管に血小板血栓が生じる。このように、

ADAMTS13 は恒常的に活性型として血中を循環し、

基質である VWF がずり応力により切断部位が露出

して切断をうけるというたいへん珍しいメカニズム

により、微小血管内の血栓形成は制御されている[3]。 

 HUSは、微小血管症性溶血性貧血、血小板減少、

急性腎障害を三主徴とする疾患で 90％以上は志賀

毒素産生性腸管出血性大腸菌感染症に関連する典型

的 HUSである。残りの約 10％がいわゆる非典型溶

血性尿毒症症候群（atypical HUS）であり、補体調

節因子（factor H, factor I, MCP, トロンボモジュリ

ン）や C3、補体 B因子の遺伝子異常、factor Hに

対する自己抗体など様々な要因が原因となる。典型

的 HUSと異なり atypical HUSの予後は悪く、頻回

に再発し末期腎不全に陥る。 

 HUS を起こす志賀毒素は、１つの A サブユニッ

トと５つの B サブユニットから構成されている。A

サブユニットは RNA N-グリコシダーゼ活性をもち

60S リボソームサブユニットの 28SrRNA の 4324

位のアデニンを切断し、細胞のタンパク合成を阻害

するという毒性を示す。B サブユニットは毒素がホ

スト細胞の受容体である糖脂質グロボトリアオシル

セラミド(Gal 1-4 Gal 1-4 Glu-セラミド; Gb3)に結

合する機能を担っている。この Gb3は腎微小血管に

高発現することから、志賀毒素による HUS は腎障

害を示すとされる。最近の報告では、B サブユニッ

ト単独で内皮細胞から高分子量 VWF マルチマーを

放出させるとの報告がある。これには Bサブユニッ

トの Gb3への結合とクラスタリング、それを通した

膜ラフト依存性のシグナル伝達が起こるとされる。

Bサブユニットを ADAMTS13遺伝子欠損マウスに

投与すると、血栓性微小血管傷害を示した。このよ

うに、志賀毒素は Aサブユニットによる内皮細胞の

タンパク合成阻害による細胞死だけでなく、B サブ

ユニットによる VWF 放出を介した微小血管内の血

小板血栓が、in vitro とマウス用いた系で示されて

いる。 

 一方、atypical HUSでは、約半数の患者に補体第

２経路に関わる因子に遺伝子変異を認める[4]。通常、

内皮細胞は factor Hなどの補体制御因子により補体

の攻撃から守られているが、補体制御因子の機能低

下変異もしくは補体因子の機能獲得変異、また

factor Hの自己抗体により、この保護機能が低下し

補体により攻撃を受け内皮細胞障害が生じる。すな

わち、内皮細胞内の Weibel-Palade 小体から VWF

の放出と Pセレクチンの表出が起こり、係留された

VWF を介して血小板血栓が形成され、P セレクチ

ンによる好中球の集積、NETs の放出が起こる、と

いうストーリーが考えられる。この内皮細胞障害は

先に述べた静脈血栓症の発症メカニズムと似ている

ことに気がつく。 

 このように、内皮細胞の傷害という観点から見る

と、凝固系と補体系は緊密に連動しているようにみ

え、微小血管内の内皮細胞傷害を起点として、白血

球と血小板の集積による血栓形成とそれに続く血管

の閉塞が生じると考えられる。 
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Pattern recognition molecules, which contribute 

to maintaining the healthy state and homeostasis, 

include mannose binding lectin (MBL) and 

Collectin-K1 (CL-K1, also known as COLEC11).  

These molecules belong to “classical” and “new” 

members of the collectin family, respectively.  

Like MBL, CL-K1 has been shown to form 

complexes with MBL-associated serine protease 

(MASP)-1/3.  We have previously shown that 

MBL/MASP complexes, upon MBL binding to its 

ligands, activate the lectin complement pathway 

and coagulation, in which the activated MASP1/3 

possesses thrombin-like activity, forming a fibrin 

clot.   

Clinically, coagulation disorders, in particular, 

disseminated intravascular coagulation (DIC) is 

an independent predictor of mortality in many 

diseases.  DIC also has been strongly associated 

with infection.  Not all patients with similar 

clinical conditions and symptoms develop DIC, 

suggesting genetic components are involved.  

However, no biomarker and risk factor has been 

identified yet. 

We have recently investigated effects of CL-K1 in 

DIC.  Our results show that plasma CL-K1 

levels are significantly elevated in DIC patient 

group compared with non DIC patient and 

healthy volunteer groups.  High incidence of 

elevated plasma CL-K1 levels is associated with 

DIC, suggesting that patients with elevated 

plasma CL-K1 levels are prone to developing DIC.  

Further investigations will provide detailed 

mechanisms as to how CL-K1 as a pattern 

recognition molecule, interacts with coagulation 

as well as complement system. 



 

~ MEMO ~ 
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ユッケを原因とする腸管出血性大腸菌 O111 による集団食中毒事例 

～概要とその影響～ 

 

磯部順子 

富山県衛生研究所細菌部 

 

Food poisoning due to raw beef dish ‘Yukhoe’ contaminated by EHEC O111 

‐Outline and its effect- 

Junko Isobe 

 Department of Bacteriology, Toyama Institute of Health 

 

［はじめに］ 

2011 年 4～5 月に富山県を中心に発生した腸管出血

性大腸菌（以下 EHEC）集団食中毒は、最終的に患

者数 181名、うち溶血性尿毒症症候群(HUS）34名、

急性脳症 21 名、死亡 5 名となり、食品衛生法（1,2）

を改正するきっかけとなるなど、全国的に大きな影

響を及ぼす事件であった。この事件では、細菌検査

においても、これまでに例のない現象が認められ、

検査の現場は混迷を極めた。 

このように注目すべき点が多かった本食中毒につ

いて、その概要と、この食中毒による影響について

述べる。 

[原因食品]この事件は、焼肉チェーン店を原因施

設とするDiffuse outbreakで、系列店のある石川県、

福井県、横浜市においても重篤（死亡・HUS）な患

者が発生するなど、被害は富山県内にとどまらず、

広範囲にわたった。また、10～20歳代において重症

化例の多いのも特徴であった。調査の結果、患者の

ほとんどがユッケ（生食される牛肉料理）を喫食し

ていたことが明らかとなった。しかしながら、同じ

ユッケを食していたにも関わらず、無症状の患者も

認められるなど、患者の症状には大きな差が認めら

れた。一方、多くのチェーン店がある中で、富山県

内の2店に患者が集中した理由は解明されていない。 

[原因物質]原因菌として大腸菌 O111(VT2，VT

－)および大腸菌O157:H7(VT1,2，VT１，VT2）と

複数種の株が患者から分離された。多い人では

O111(VT2)、O111(VT－)、O157(VT1,2)、O157(VT2) 

の4種類が分離された。その一方、HUSや血便を呈

しているにも関わらず、VT遺伝子を保有するO111、

O157のいずれも分離されない患者が多く認められ

た。Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE)による

分子疫学的解析から、分離された大腸菌O111および

O157はVT遺伝子の型別に関わらず、それぞれ同一

クローンであると推定された。また、O111:H8では

stxファージが安定に保有される株と容易に脱落す

る不安定な株が認められた。その結果、ファージの

状態によっては、PCRでstx遺伝子が検出された株で

あってもPFGE像はstx－株と同一であるなど、検査

は複雑・混迷を極めた。本事例で分離されたO111:H8

はstx2遺伝子以外にeae、hlyA、ospG、norV 遺伝

子を保有したが、薬剤感受性試験において多くの薬

剤に感受性を示すなど、特記すべき性状は認められ

なかった。一方、HUSの患者を中心とした60人の 

患者について血清中の大腸菌に対する抗体価を測定

したところ、O111に対する抗体価が有意に高かっ

た。したがって、本食中毒でおもに病原性に関わっ

たのはO111群であることが明らかとなった。 
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【食品衛生法改正】この事件をきっかけとして，

2011 年 10 月 1 日の生食用食肉の規格基準と、違反

した場合の厳しい罰則の設定 1）、および，2012 年

7 月 1 日からは生食用の牛の肝臓，いわゆる「牛生

レバー」の提供の禁止 2）が厚労省より通知された。

これにより飲食店での生肉、および生レバーの提供

が大きく制限され、その結果として、2011 年、2012

年における EHEC O157 報告数、中でも 15 歳未満

の年齢群での減少が認められたと推定されている

3）。 

［まとめ］本事例では複数の患者が HUS や脳症を 

発症していることから、重症化の主な原因は EHEC 

にあるものと考えられる。しかしながら、これまで 

にあまり見られなかった現象がそれと関連するかは

現時点では未だ明らかではなく、今後も細菌学的な

研究は必要である。また、本事例では、EHEC が分

離されなかった患者が発症してから、集団食中毒で

あることを把握するまでにおよそ 1 週間が経過して

いたことが、後の調査で明らかとなった。EHEC 感

染をより早く探知するためには、EHEC が分離され

なくてもそれらを探知する方法の開発とネットワー

クの構築、日頃からの HUS サーベイランスなどの

対策が必要であると思われる。 

［文献］ 

1）平成 23 年 9 月 12 日付厚生労働省告示第 321 号 

2） 平成 24 年 6 月 25 日付厚生労働省告示第 370 号 

3） 国立感染症研究所感染症情報センター：病原微

生物検出情報 34:123(2013) 
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腸管出血性大腸菌感染症の病態と治療について 

～HUSを中心に～ 
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Pathogenesis and treatment of infections due to enterohemorrhagic Escherichia coli 

‐Focus on hemorrhagic uremic syndrome- 

Nobuhisa Ishiguro 

Infection Control Team, Hokkaido University Hospital 

 

［定義］ 

 腸管出血性大腸菌感染症は志賀毒素 (Shiga 

Toxin, Stx)あるいはベロ毒素 (Verotoxin, VT)を

産生する腸管出血性大腸菌 （enterohemorrhagic 

E. coli, EHEC）の感染によって起こる全身性疾病

で、感染症法に基づく 3 類感染症として全数届出

が義務付けられている。 

［確定診断］ 

 EHECの確定診断には、臨床検体から Stxを産

生するまたは Stx 遺伝子を保有する大腸菌の分離

が必要であるが、溶血性尿毒症症候群(HUS)症例

に限っては菌が分離されなくとも便中の VT 検出

または患者血清中の抗大腸菌抗体価の検出によっ

て届け出が可能である。 

［病態］ 

 EHEC感染が成立する最初のステップは、菌の

大腸粘膜への定着である。線毛を介して大腸粘膜

上皮細胞と接着後、タイプ 3 分泌装置を通して各

種タンパク質が注入され、最終的には pseudopod

という突起構造が形成されて、EHECが粘膜細胞

に密着する。大腸粘膜に密着した EHECから産生

された Stx が腎臓、中枢神経系、腸管の血管内皮

細胞を攻撃する。 

 Stxは抗原性とアミノ酸配列の違いからStx1及

び Stx2に分けられる。Stxは宿主細胞表面に存在

する Gb3 に結合して細胞内に取り込まれる。Stx

のサブユニットである StxA は細胞膜に存在する

タンパク分解酵素によってStxA1とStxA2に切断

され、このうち StxA1が宿主細胞の 28S rRNAの

作用を妨げることにより、細胞はタンパク質合成

が出来なくなり、細胞死につながる。 

 このほかにも、Stxには IL8, GM-CSF, TNFな

どの分泌を促進させると同時に、アポトーシスを

誘導する作用がある。 

［疫学］ 

 2012 年には EHEC 感染症患者 2362 例、無症

状病原体保有者 1406 例、計 3768 例の EHEC 感

染者が報告された。HUS症例は 94例で、EHEC

感染症の有症者の約 4％であった。O 血清群の上

位 3位は O157, O26, O103 で、これら 3群で 85%

を占めた。 

［症状］ 

 潜伏期間は一般に 3-7 日で、強い腹痛、水溶性

下痢のあとに鮮やかな血便が出現した場合には

EHEC 感染症を疑うべきである。下痢の出現後

4-10日に溶血性貧血、血小板減少、急性腎不全が

出現した場合にはHUS発症を疑う必要がある。 

［治療］ 

 国内の研究では EHEC 集団感染の際にホスホ

マイシン(FOM)を下痢発症 2 日以内に使用した群
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では抗菌薬を全く使用しなかった群に比べて

HUS発症率が低いことが示された。しかしながら、

海外ではこれとは逆の報告もあり、EHEC感染症

に抗菌薬を使用するべきか否かについては結論が

出ていない。 

 EHEC による HUS の治療は急性腎傷害に対す

る支持療法（輸血、循環血液量の維持、血圧の管

理、透析等）中心となる。 

 一方、HUS のうち 10%程度は肺炎球菌感染症

や補体蛋白の遺伝子変異などに続発する非典型

HUS（atypical HUS, aHUS）といわれ、その治

療法として血漿交換療法や血漿輸注などが推奨さ

れてきた。EHEC感染症に続発する HUS (typical 

HUS)とは治療法が全く異なるために、typical 

HUS と aHUS とを発症早期に区別することが重

要である。 

［エクリズマブ］ 

 エクリズマブは C5 に対するヒト化モノクロー

ナル抗体で、C5 に結合し C5 の C5a と C5b への

分離を阻止し、補体の最終産物であるmembrane 

attack complex(MAC)の形成を阻止し補体第二経

路の活性化を抑制する。本剤が補体の異常活性化

を収束されるとの観点より aHUSの治療に用いら

れ、その効果が確認されて欧米ではすでに認可さ

れている。 

 近年、エクリズマブが中枢神経合併症を有する

typical HUSの 3症例に有効であったとの報告が

あり、注目を集めている。 

［文献］ 

1) 日本臨牀 2012; 70: 1318-1322. 
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黄色ブドウ球菌に対する主要抗体と Mannose binding lectin は 

細胞壁タイコ酸の修飾糖をエピトープとする 
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Wall teichoic acid glycoepitopes govern innate and adaptive host defense against Staphylococcus aureus 

Kenji Kurokawa1) 2), Dong-Jun Jung2), Jang-Hyun An2), Yu-Jin Jeon2), Na-Hyang Kim2),  

Misao Matsushita3), Masaru Himeno1), and Bok Luel Lee2) 
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3) Department of Applied Biochemistry, Tokai University 

 

［はじめに］ 

病原性細菌が宿主に侵入すると、宿主は感染を感

知し免疫系を活性化する。その分子メカニズムを理

解し感染の予防と治療応用を目指す上で、宿主のい

ずれの受容体が病原性細菌のどのようなリガンドを

認識しそれを免疫系の活性化につなげるのかの理解

は重要である。宿主は抗体やレクチンを始めとする

受容体を有し、これらは主に細菌細胞壁の構成要素

を認識する。しかしながら細菌細胞壁は蛋白、糖鎖、

脂質等の様々な分子で構成され、その構成要素を生

化学的に高純度に精製することは一般に困難で化学

合成も難しい為、混入する不純物が宿主受容体と微

生物リガンドの相互作用の理解を妨げてきた。 

これに対し我々は細菌細胞壁の構成物の欠損変異

体を用い、宿主による黄色ブドウ球菌の感染感知の

メカニズムを調べてきた。ヒトの TLR2 受容体のリ

ガンドは従来言われていたペプチドグリカンやリポ

タイコ酸ではなく、リポプロテインであることをリ

ポプロテインの脂質修飾の変異体を用いて示した 

(1)。哺乳動物においてリポタイコ酸が菌体の貪食と

排除の標的となっていることをリポタイコ酸の欠損

変異株を用いて提示した (2)。同様にショジョウバ

エにおいては Draper 受容体が黄色ブドウ球菌のリ

ポタイコ酸を認識し菌体の貪食と排除を行うことを

明らかにした (3)。 

本発表ではヒト血清における黄色ブドウ球菌の感

知と補体活性化について報告する。2010 年に我々は

ヒト血清中のマンノース結合レクチンは黄色ブドウ

球菌の細胞壁タイコ酸 (wall teichoic acid, WTA) 

を認識し補体系を活性化すること、またヒト成人血

清中の高い抗 WTA 抗体価を報告した (4)。WTA は

ペプチドグリカンに共有結合して存在する糖鎖の総

称で、黄色ブドウ球菌を始めとするグラム陽性細菌

に存在する。黄色ブドウ球菌ではリビトールリン酸

が 20 から 40 分子ほど重合し、その 2 位及び 4 位で

は D-alanine 及び N-acetyl glucosamine (GlcNAc) 

の付加を受けている。2012 年には注射用免疫グロブ

リン製剤 (IVIG)から抗WTA抗体を affinity精製し、

この抗 WTA 抗体が黄色ブドウ球菌の好中球による

貪食を誘導し、感染防御能を有することを報告した

（5）。WTA 欠損株は血清依存の補体活性化や好中

球による貪食を回避することから、ヒト血清 IgG 抗

体が標的とする黄色ブドウ球菌抗原で最も主要であ

るのは細胞壁タイコ酸であると考えられた（5）。
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1960 年代に抗 WTA 抗体は報告され WTA 認識にお

ける GlcNAc 残基の重要性が提示されていたが、そ

の後の解析は為されていなかった。これは WTA 生

合成酵素や GlcNAc 修飾に与る酵素が未同定であっ

た為と推測される。2010 年になり WTA α-GlcNAc

転移酵素 TarM が（6）、2012 年にβ-GlcNAc 転移

酵素 TarS が同定され（7）、WTA の GlcNAc 修飾の

意義が遺伝学的に解析可能となり、驚くべきことに、

WTAのβ-GlcNAc修飾がMRSAの多剤耐性化に必

須であることが報告された（7）。本研究では抗 WTA

抗体及び MBL による WTA 認識におけるエピトー

プの同定を試みた。 

［方法］ 

 WTA のα-GlcNAc、β-GlcNAc 修飾を特異的に欠

損する tarM、tarS、及びその二重欠損変異体を作

成した。抗 WTA 抗体、及び MBL の黄色ブドウ球

菌変異株への結合、並びにこれら血清受容体に依存

した補体 C3, C4 成分の菌体への沈着をフローサイ

トメトリー法で解析した（5）。好中球による貪食は

FITC ラベルした菌体を用い蛍光顕微鏡下で計測し

た（5）。既報に基づき黄色ブドウ球菌親株並びに変

異株から WTA を精製し ELISA に用いた（5）。 

［結果と結論］ 

 β-GlcNAc修飾を欠損する tarS欠損株は抗WTA

抗体に認識されず、好中球による貪食も受けなかっ

た。一方、α-GlcNAc 修飾を欠く tarM 欠損株、及

び D-alanine 修飾を欠く dltA 欠損株は親株と同様

に抗 WTA 抗体により認識され、好中球に貪食され

た。従ってβ-GlcNAc が抗 WTA 抗体による認識エ

ピトープとして重要であることが示唆された。 

 精製した抗 WTA 抗体がα-GlcNAc WTA を認識

する抗体を含まない可能性を考え、tarS 欠損株から

α-GlcNAc WTA を精製し、ELISA によりエピトー

プ特異的抗体の存在量を調べた。精製 WTA の電気

泳動像やGlcNAc量の定量により、精製した tarS 欠

損株由来 WTA は TarM 酵素によるα-GlcNAc 修飾

を保持していると判断されたが、抗 WTA 抗体はこ

れを認識しなかった。次に抗 WTA 抗体の精製原料

である IVIG 中の各エピトープ抗体価を測定した処、

IVIG 中の抗β-GlcNAc WTA抗体価は抗α-GlcNAc 

WTA 抗体価の 2 倍以上となり、IVIG 中に抗α

-GlcNAc WTA 抗体は含まれているものの、affinity

精製中に失われると考えられた。 

 次に成人 6 名の血清中の WTA 各エピトープ抗体

価を測定した。その結果、抗β-GlcNAc WTA 抗体

価はいずれ高く平均 420 µg/ml であったが、抗α

-GlcNAc WTA 抗体価は 3 名が検出限界以下で、残

り 3 名は平均 22 μg/ml と健康な成人では抗β

-GlcNAc WTA 抗体を強く産生していた。これらの

結果はヒト免疫系が抗β-GlcNAc WTA 抗体を優先

的に産生し、黄色ブドウ球菌の排除に与っているこ

とを示唆する。黄色ブドウ球菌はβ-GlcNAc WTA

によって MRSA となり（7）、ヒト免疫系は MRSA

である為の必須分子β-GlcNAc WTA を標的として

菌排除を進めている様が見えてきた。 

MBL による WTA 認識についても同様に調べた。

MBL は GlcNAc 修飾を欠損する変異株、並びに変

異 WTA には結合出来ず、補体活性化、並びに好中

球による貪食を誘導出来なかった。従って、MBL

は WTA の GlcNAc 修飾糖と認識していることが判

明した。 

今後は、抗 WTA 抗体の産生の機序、並びに予備

的知見として見出している精製 WTA による免疫の

賦活化について、その分子機構を解明していきたい。 

［文献］ 
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マンナン結合タンパク質（MBP）はがん関連糖鎖抗原を介して結腸がん細胞を
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［はじめに］ 

 C-型レクチン、マンナン結合タンパク質(MBP) 

は分子量 200-600kDa の多量体分子であり、マンノ

ース、N-アセチルグルコサミン、フコースに結合す

る。レクチン経路を介して補体系を活性化するなど、

先天性免疫機構に重要な役割をもつ。一方、生体内

で生じた異物ともいうべきヒト株化結腸がん細胞と

結合することが知られており、動物実験において、

MBP はがん細胞傷害活性を持つことが示されてい

る（1）。数年前、われわれは代表的なヒト結腸が

ん細胞株 SW1116 より、MBP と高い親和性を持っ

て結合する糖鎖（MBP-リガンド）を単離すること

に成功し、これが 高度にフコース置換を受けた高分

子量の I-型ルイス（Le）式糖鎖複合体であることを

示した（2,3）。本研究では、上記の株化がん細胞で

得られた結果が、どの程度、実際のがん組織の性質

を反映したものであるかを臨床組織切片を用いて検

討した。 

［方法］ 

 がん患者由来の組織切片をヒトMBP と反応させ、

次に抗ヒト MBP マウス単クローン抗体で処理した

後、蛍光標識した二次抗体と反応させ免疫染色し、

共焦点レーザー顕微鏡で観察した。 

［結果と結論］ 

 200 例以上のがん組織切片について検討した結果、

約 40％の患者組織切片でMBPの結合が観察された。

この結合はマンノース結合性の植物レクチン ConA 

では阻害されず、AAL で阻害されたため、結合には

マンノースではなく、フコース残基が関与すること

が示された。また、MBP 結合部位は抗 Leb 

(Fucα1-2Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAc) 抗体染色部位

とよく一致したが、非がん部の抗 Leb 結合部位は

MBP とは結合しなかった。この結果は、がん組織

にみられる特徴的な MBP リガンドは Leb糖鎖をそ

の一部とする複雑な糖鎖複合体よりなることを示唆

しており、以前の SW1116 細胞由来の MBP リガン

ド糖鎖の構造研究の結果と一致している（2,3）。な

お、興味あることに、非がん部組織数十例について

調べた結果、MBP と結合する切片は一例もみられ

なかった。MBP 染色は False positive のない珍しい

バイオマーカーとして、将来的に有効な利用が期待

される。 
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コレクチン CL-L1の組織局在と分子構造に関する解析 
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Characterization of a novel collectin CL-L1 

Yasuyuki Matsuda, Nitai Roy, Kenichiro Mori, Insu Hwang, Katsuki Ohtani and Nobutaka Wakamiya 

Microbiology and Immunochemistry, Asahikawa Medical University 

 

［はじめに］ 

コレクチンは、脊索動物から哺乳動物まで保存さ

れた Ca2+要求性レクチンである。コレクチンの特徴

は、その分子内部にコラーゲン様領域と糖認識領域

（CRD）を持つことである。コラーゲン領域は三重

螺旋構造を形成することによって、コレクチンの多

量体形成に関与している。一方、CRDは細菌表面の

構成成分である糖鎖を認識することで、１）補体の

活性化、２）細菌のオプソニン化、３）細菌の凝集、

といった感染防御機能に寄与することが知られてい

る。またコレクチンは、一部を除き、大半が分泌型

であり、血清や肺においてコレクチンの存在が確認

されている。当研究室で単離した CL-L1（collectin 

liver 1）はヒト肝臓からクローニングされたコレク

チンである。CL-L1 内部にはコラーゲン様領域と

CRD が存在しており、他のコレクチンと同様に多量

体を形成することが推察される。ノーザンブロット

や RT-PCRを用いた解析から、CL-L1は、肝臓で強

く発現していることが明らかにされている１、２。ま

た、in vitro において、CL-L1 の CRD 領域が糖鎖

へ結合することが明らかとなり、CL-L1は感染防御

因子として機能していることが示唆されている１、２。

しかしながら、CL-L1の生理学的役割の全容解明に

は至っておらず、生体内における CL-L1の高次構造

や局在についても未だ不明である。今回我々は、

CL-L1 の生理学的な役割を明らかにするための試

みの一つとして、組織や培養細胞を用いて CL-L1

の局在や動態、分子構造について、検討、解析を行

った。 

［方法］ 

 12 週齢の野生型マウス（C57BL/6J）の各臓器か

ら RNA を精製し、cDNA を作製した。得られた

cDNA を用いてリアルタイム PCR を行い、CL-L1

を発現する臓器の特定を行った。また、CL-L1を発

現させた培養細胞を抗 CL-L1抗体で染色した後、共

焦点顕微鏡を用いて CL-L1 の細胞内における局在

を観察した。さらに、ウェスタンブロット法を利用

して、CL-L1を発現させた培養細胞の培養上清から

CL-L1の検出を試みた。また、培養上清の非還元条

件でのウェスタンブロット解析を行い、培養上清に

含まれる CL-L1の高次構造について調べた。 

［結果と結論］ 

 CL-L1 mRNA の発現をマウス組織で検討したと

ころ、CL-L1 mRNAは、マウスの肝臓、胃、小腸、

大腸で強く発現し、肺、精巣においても発現がみら

れた。共焦点顕微鏡を用いて CL-L1の細胞内局在を

観察したところ、分泌型コレクチンとして知られて

いる CL-K1（collectin kidney 1）と同様の染色画像

が得られ、CL-L1が分泌されている可能性が示唆さ

れた。また、培養細胞に CL-L1を一過性に発現させ

た後、培養上清のウェスタンブロットを行ったとこ

ろ、培養上清から CL-L1のバンドが検出された。こ

れにより、CL-L1は分泌されることが明らかとなっ

た。さらに、非還元条件でのウェスタンブロット解
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析により、CL-L1の三量体に相当するサイズのバン

ドが検出され、さらに高分子量においてもバンドが

検出された。このことから、CL-L1は三量体をサブ

ユニットとした高度な多量体として存在することが

示唆された。以上の結果から、CL-L1 は肝臓、胃、

小腸、大腸で主に発現し、分泌されるものは、多量

体を形成して生理学的機能を発揮する可能性が考え

られた。 
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Staphylococcus aureus 
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Abstract 

The human pathogen Staphylococcus aureus is 

responsible for many community-acquired and 

hospital-associated infections and is associated 

with high mortality. Concern over the emergence 

of multidrug-resistant strains has renewed 

interest in the elucidation of host mechanisms 

that defend against S. aureus infection. We 

recently demonstrated that human serum 

mannose-binding lectin (MBL) binds to S. aureus 

wall teichoic acid (WTA), a cell wall glycopolymer, 

a discovery that prompted further screening to 

identify additional serum proteins that recognize 

S. aureus cell wall components. In this report, we 

incubated human serum with 10 different S. 

aureus mutants and determined that serum 

amyloid P component (SAP) bound specifically to 

a WTA-deficient S. aureus ΔtagO mutant, but not 

to tagO-complemented, WTA-expressing cells. 

Biochemical characterization revealed that SAP 

recognizes bacterial peptidoglycan as a ligand 

and that WTA inhibits this interaction. Although 

SAP binding to peptidoglycan was not observed 

to induce complement activation, SAP-bound 

ΔtagO cells were phagocytosed by human 

polymorphonuclear leukocytes in an Fcγ 

receptor-dependent manner. These results 

indicate that SAP functions as a host defense 

factor, similar to other peptidoglycan recognition 

proteins and nucleotide-binding oligomerization 

domain (NOD)-like receptors. 
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 Teizo Fujita5), Hideharu Sekine1) 

1) Department of Immunology, Fukushima Medical University, 2)Radioisotope center, Fukushima Medical 

University, 3)Division of Rheumatology, Department of Medicine, University of Colorado School of 

Medicine, 4)Department of Infection, Immunity and Inflammation, University of Leicester, 5)Fukushima 

General Hygiene Institute 

 

［はじめに］ 

MASP1 遺伝子は 3MC 症候群の責任遺伝子である

と報告され、発生における役割も示唆されている。

MASP1遺伝子はMASP-1とMASP-3の二つのプロ

テアーゼをコードしている。MASP-1/-3を欠損した

マウスの解析から、MASP-1/-3はレクチン経路の活

性化に加え、第二経路の活性化因子である D因子の

活性化にも関与することを報告した(1)。しかし、最

近、ヒトにおいて MASP-1 は第二経路活性化に必ず

しも必要ではないと報告されて、マウスとヒトでは

その機能が異なる可能性が考えられた(2)。今回、

我々は実際にヒトとマウスで MASP-1 および

MASP-3の機能に違いがあるかどうか検討したので

報告する。 

［方法］ 

 MASP1 遺伝子に変異を持つ 2 例の 3MC 症候群

の 患 者 （ 患 者 １ :1489C>T(H497Y) 、 患 者

2:9G>A(W3Ter)）の血液サンプルを用いた。血液中

の各補体活性化能は市販のキット（Wieslab）を用

いて測定した。ヒト血清中の D因子の活性化は抗 D

抗体によるウエスタンブロットによって、分子量の

大きさの違いによって判断した。マウスにおける骨

格標本作製はコロラド大学によって行われた。 

［結果と結論］ 

 患者１（MASP-3単独欠損）、患者２（MASP-1/-3

欠損）ともに第二経路の活性化は認められなかった。

一方で、レクチン経路の活性化は患者１で健常人と

同程度認められたが、患者２では有意に低値であっ

た。古典経路はどちらの患者でも正常であった。ま

た、D因子は両患者で未活性型であることが確認で

きた。 

マウス骨格標本を作製したところ、舌骨および内

耳の構造に異常が認められた。 

以上の結果から、ヒトとマウスの両者において、

MASP-3は D 因子の活性化に必要であり、第二経路

の活性化に関与していることがわかった。一方で

MASP-1はレクチン経路に関与していることが示さ

れた。MASP1/3欠損マウス血清を用いた解析から、

MASP-1 と MASP-3 の両者が D 因子の活性化に関

与していると考えられたが、今回のヒト欠損血清を
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用いた解析より、MASP-3が D因子の活性化に働く

ことが判明した。また、MASP1/3 欠損マウスでも

3MC 症候群に相当する異常が認められたことから、

MASP-1 と MASP-3 の機能はヒトとマウスの間で

違いはないと考えられた。 

［文献］ 

1) Takahashi, M. et al. J Exp Med 207: 29 (2010) 

2) Degn, SE. et al. J Immunol:189: 3957 (2012)t
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自然免疫レセプターTLR3によって認識される RNA構造 

 

松本 美佐子 

北海道大学大学院医学研究科、免疫学分野 

 

RNA structure recognized by Toll-like receptor 3 

Misako Matsumoto 

Department of Microbiology and Immunology 

Hokkaido University Graduate School of Medicine 

 

 細胞外核酸の認識受容体である TLR3はウイルス

複製時に生じる二本鎖 RNA(dsRNA)をエンドソー

ムで認識し、アダプター分子 TICAM-1 を介してタ

イプ I インターフェロン(IFN)や炎症性サイトカイ

ン産生などの抗ウイルス応答を誘導する。TLR3 は

繊維芽細胞や上皮系細胞以外に骨髄系樹状細胞の初

期エンドソームに高発現しており、TLR3 シグナル

は樹状細胞の成熟化、NK 細胞の活性化、抗原のク

ロスプライミングによる細胞障害性 T細胞の誘導な

ど の 細 胞 性 免 疫 応 答 を 強 力 に 誘 導 す る 

(Matsumoto and Seya, ADDR 60:805,2008)。ノッ

クアウトマウスを用いた解析やヒトでの TLR3, 

TICAM-1欠損／変異患者の解析から、TLR3はポリ

オウイルスやコクサッキーウイルス感染、ヘルペス

ウイルス脳炎の防御に重要であることが明らかにな

っている。一方、dsRNAを生じにくい(-)鎖 RNAウ

イルス感染において TLR3依存的な炎症性サイトカ

イン産生が感染を増悪あるいは変調することや、非

ウイルス性の炎症において TLR3がネクローシス細

胞のセンサーとして機能することなどが報告されて

いる。しかし TLR3がどのようなウイルスあるいは

自己由来の RNA を認識しているか、また細胞外の

RNA がどのような機構で細胞内に取り込まれるか

明らかでない。 

 我々は、ポリオウイルス(PV)の遺伝子配列をもと

に、種々の長さの dsRNAと ssRNAを in vitro 転写

合成し、TLR3 を介して IFN・サイトカイン産生が

誘導されるか調べた。TLR3との結合能、RNAの細

胞内取り込みは共焦点レーザー顕微鏡で解析した。

RNA の二次構造予測は３種類の構造予測ソフトを

用いてコンピューター解析を行い、実際のマッピン

グ実験から最も適した二次構造を決定した。その結

果 、 TLR3 は dsRNA 以 外 に い く つ か の

ssRNA(PV-RNA)を認識し、IFN・サイトカイン産

生を誘導することが明らかとなった。PV-RNA は

dsRNA 同様、ラフトリンという分子に依存した経

路でエンドサイトーシスされ、TLR3 の dsRNA 結

合部位を介して結合することが判明した。二次構造

解析から、この機能性 RNA は不完全なステム構造

を有することが明らかとなった(Tatematsu et al., 

Nat. Commun.May 14, 2013)。TLR3はウイルスの

複製で生じる完全な dsRNA だけでなく不完全な

dsRNA を有する安定な構造の RNA (structured 

RNA)を認識することで多様なウイルス感染に対応

するだけでなく、損傷した細胞や組織から放出され

た自己由来の RNA に対して免疫応答を誘導すると

考えられる。最近、TLR3 シグナルでクロマチンの

リモデリングがおきやすくなることが報告され、組

織再生や炎症応答への structured RNA の関与や取

り込みレセプターの同定が今後の検討課題である。 
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魚類寄生性カイアシ類における C3 遺伝子の進化 

 
関口玲生、野中勝 

東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻 

 

Evolution of the C3 gene in parasitic Copepoda 

Reo Sekiguchi, Masaru Nonaka 

Department of Biological Sciences, Graduate School of Science, The University of Tokyo, Tokyo, Japan 

 

［はじめに］ 

脊椎動物の補体系は自然免疫の一員として、獲得免

疫系の抗体等と共に感染防御に中心的役割を果たし

ている。補体系の中心成分である C3 は分子内チオ

エステル結合を有し、その構造を共有する非補体成

分の α2-マクログロブリン（A2M）等とともに TEP 

(thioester-containing protein）ファミリーを形成し

ている。TEP ファミリーは C3 サブファミリーと

A2M サブファミリーに二分され、C3 サブファミリ

ーにはC3,C4,C5が、A2Mサブファミリーにはプロ

テアーゼインヒビターである A2M、GPI アンカー

結合型膜タンパク質の CD109、昆虫において自然

免疫を担うことが明らかになっている insect 

TEP(iTEP)が含まれる。 

節足動物門甲殻亜門に属する寄生性カイアシ類は、

魚類の鰓部や体表に付着し体液を吸う外部寄生虫で

あり、甲殻類の系統の中で比較的根元に来ると考え

られている動物種である。これまでの TEP 遺伝子

の研究で甲殻亜門に属する動物種から C3 遺伝子が

単離されたことはない。本研究では寄生性カイアシ

類を実験動物として用いて、甲殻類内の C3 遺伝子

の進化を明らかにすることを目的とした。 

［方法］ 

既知の TEP 遺伝子間で保存されているチオエステ

ル領域の配列に基づいて作製した縮退プライマーを

用いてRT-PCRを行い、各動物についてTEPcDNA

の部分塩基配列約 200bp を得た。この部分配列に 

 

基づく BLAST search 及び系統解析により TEP 遺

伝子の種類を推定した後、RACE-PCR による各

TEP 遺伝子の全長配列の決定とアミノ酸配列によ

る系統樹の作製を試みた。 

［結果と考察］ 

クサフグに寄生していたカイアシ類から、魚類 C3

とアミノ酸配列で約 70%の類似性を持つ C3 遺伝子

のコーディング領域が得られた。これまでに、節足

動物の C3 遺伝子が脊椎動物の C3 遺伝子と高い類

似性を示す例はなく、この種が多くの節足動物とは

異なる進化過程で C3 遺伝子を獲得したと考えられ

る。 

Fig. 1. TEP 遺伝子の分子系統樹 
TEP 蛋白のアミノ酸を用いて NJ法で描いた。 

http://www.weblio.jp/content/parasitic
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カタユウレイボヤ C3遺伝子の発生過程における発現パターン解析 

 

日比野拓 1)、野中勝 2) 

1)埼玉大・教育、2)東大・院理・生物科学 

 

A novel third complement component C3 gene of Ciona intestinalis expressed in the endoderm at the 

early developmental stages 

Taku Hibino1), Masaru Nonaka2)  

1) Faculty of Education, Saitama University 

2) Department of Biological Sciences, Graduate School of Science, The University of Tokyo 

 

［はじめに］ 

カタユウレイボヤは、発生学のモデル生物として

百年以上前から用いられてきた。また近年のゲノム

研究により、ナメクジウオの属する頭索動物ではな

く、ホヤの属する尾索動物が脊椎動物と姉妹群を形

成することが明らかになった。ゆえに、カタユウレ

イボヤは脊椎動物の起源と進化を理解するための重

要な生物といえる。補体系の進化を考える上でもホ

ヤは重要であり、補体系の中心的な成分である C3

について、これまで多くの研究がなされてきた。ホ

ヤ C3 はオプソニン化作用を有し、C3a 断片がホヤ

血球の走化性を誘導することから、脊椎動物 C3 と

の間で分子構造だけでなく機能も保存していること

が明らかになった。 

カタユウレイボヤのゲノム解読により発見された

２つの C3 遺伝子（CiC3-1, CiC3-2）は、変態後の

稚ボヤから発現が開始する。発生過程において C3

の発現が見られないことに大いに疑問を持ち、ホヤ

ゲノムにおける C3遺伝子の再解析を行った。 

［方法］ 

 推測されたカタユウレイボヤの全タンパク質のア

ミノ酸配列を元にドメイン解析を行い C3 に特徴的

なドメインを保有する遺伝子を探索したところ、既

知の C3 (CiC3-1, CiC3-2)の他に、新規の C3遺伝子

を発見した。この配列を元に成体の鰓と血球 cDNA

から全長塩基配列をクローニングした。分子系統解

析からこの遺伝子を CiC3-3 と命名した。終止コド

ンを含む 3’側 0.5 kbpを元に DIGラベル RNAプロ

ーブを作成し、Whole-mount in situ hybridization

を行い、カタユウレイボヤ初期胚における発現パタ

ーンを解析した。 

［結果と結論］ 

 新規にクローニングされたC3相同遺伝子CiC3-3

は、CiC3-1, CiC3-2に比べて脊椎動物 C3/C4/C5に

より高い類似性を示した。しかしながら、CiC3-3

は分子内チオエステル結合を欠き、近隣に

Lys/Arg-rich な 70 アミノ酸残基からなる挿入が見

られた。 

 CiC3-3は、初期発生において発現し、変態後はほ

とんど発現しないという、CiC3-1や CiC3-2とは対

照的な発現パターンを示した。in situ hybridization

により、原腸形成期に陥入部位で発現が開始し、そ

の後内胚葉でのみ発現することが明らかになった。 

C3 遺伝子はサンゴやイソギンチャクでも発見さ

れ、発生途中の内胚葉で発現している。内胚葉で発

現するCiC3-3と刺胞動物C3は発生過程において共

通の役割を果たしているのかもしれない。もしそう

なら、刺胞動物 C3 の発生と免疫の２つ役割を

CiC3-3とCiC3-1,-2が分担しているのかもしれない。 
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非定型 Aeromonas salmonicida 感染症（穴あき病） 

発症時におけるコイ補体 C3タンパク質の体内分布 

 

前田佑佳、杣本智軌、中尾実樹 

九州大学大学院農学研究院 

 

Immunolocalization analysis of C3 in carp infected with atypical Aeromonas salmonicida 

Yuka Maeda, Tomonori Somamoto, Miki Nakao 

Laboratory of Marine Biochemistry, Graduate School of Bioresource and Bioenvironmental Sciences, 

Kyushu University 

 

［はじめに］ 

魚類補体系の特徴として、補体成分アイソタイプ

の多様性に加えて、発現臓器・部位の幅広さが挙げ

られる(1)。しかしながら、補体成分が発現する局所

において果たす役割、特に細菌やウイルスの感染時

に魚体内で補体成分がどのような防御機能を示すの

かについては、不明な点が多い。これまでに微生物

感染時の補体成分の発現挙動は mRNA レベルでは

解析されているものの、タンパク質レベルの知見は

ほとんどない。そこで本研究では、コイの体表に炎

症・潰瘍病変を引き起こす非定型 Aeromonas 

salmonicida 感染症（穴あき病）における、補体 C3

タンパク質の体内分布を免疫組織化学的手法によっ

て解析した。 

［方法］ 

 全長約 6.5 cm のニシキゴイを非定型 A. 

salmonicida 生菌（9 × 106 CFU/ml）に 20℃、1

時間浸漬感染させた後、本菌の成育至適温度である

20℃で飼育した。体表に潰瘍が形成した後（感染 13

日目）、肝膵臓、脾臓、腎臓、腸管、鰓、潰瘍部の皮

膚・筋肉を摘出し、皮膚・筋肉はブアン固定、その

他の臓器はホルマリン固定してパラフィン切片（5 

µm）を作成した。その後、抗コイ C3 ポリクローナ

ル抗体（全アイソタイプを認識）を用いた免疫組織

染色を行った。対照として、非感染魚の各臓器を供

試した。 

［結果と考察］ 

 非感染ニシキゴイでは、肝膵臓の肝実質細胞、脾

臓、腎臓、腸管、鰓、皮膚、および筋線維間の結合

組織に C3 が検出された。腸管、鰓、皮膚において

C3 は上皮組織に局在しており、このことから C3 が

常に粘液中、すなわち体外に分泌されている可能性

が考えられる。また、皮膚とその直下の筋肉部位に

おいて、感染魚と非感染魚間で C3 の局在に違いが

見られた。すなわち、感染魚皮膚の潰瘍形成部では、

筋線維間の結合組織に非感染魚と比較してより強い

C3 のシグナルが認められた。さらに潰瘍部には多数

の白血球様細胞の浸潤が認められ、これら浸潤細胞

は C3 陽性であった。したがって、感染局所におけ

る C3 タンパク質の増加には、遊走してきた白血球

による産生が大きく寄与していることが示唆された。 

 今後は、感染部位の in situ hybridization や粘液

中 C3 のウエスタンブロッティングを行うことによ

り、感染局所における C3 の産生と動員、および活

性化機構を調べる予定である。 

 

［文献］ 

1) Nakao, M. et al．，Dev. Comp. Immunol. 35: 

1296（2011） 
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ヒトにおけるMUC1-C3dワクチンのアジュバント効果の解析 

 

太田里永子 1), 神田輝 2), 安藤史代 1), 今井優樹 1) 

1)名市大・医・免疫, 2)愛知がんセ・腫瘍ウイルス 

 

Enhancement of anti-tumor immunity by MUC1-C3d fusion protein 

Rieko Ohta1), Teru Kanda2) , Fumiyo Ando1) and Masaki Imai1) 

1)Department of Immunology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences 

2)Division of Virology, Aichi Cancer Center Research Institute  

 

<はじめに>  

 粘液の主成分で高分子糖蛋白質ムチン MUC1 は

大腸癌、前立腺癌、膵臓癌、乳癌などにおいてその

過剰発現が高頻度にみられ、MUC1発現が腫瘍の増

殖性及び転移性に寄与し、悪性度と強く相関してい

る。また、MUC1 は腫瘍細胞の細胞表面に存在し、

正常組織では細胞表面での発現量が少なく、腫瘍細

胞と正常組織とでは糖鎖付加パターンが異なること

から癌の分子標的療法のターゲットとして注目され

ている。MUC1 抗原の特徴として、MHC クラス I

非拘束的に CTL を誘導できることが報告されてお

り 1）、たとえ腫瘍細胞上の MHC クラス I の発現が

低下していても、MUC1に対する MHC class I非拘

束性 CTL を誘導できれば、MUC1 を発現している

腫瘍細胞に直接、細胞障害を与えることが出来ると

考えられる。 

 補体成分 C3の断片 C3dはアジュバント様に作用

する。目的のタンパク質に C3dを繋げることで、効

率よく補体レセプターを持つ細胞に認識させ、目的

のタンパク質に対する抗体産生能を増強できる 2）。

また、腫瘍細胞上の補体活性化は、腫瘍特異的抗体

産生の誘導のみならず、細胞性免疫の増強(T細胞応

答の誘導)にも関与している事を我々は以前に明ら

かにしている 3）。 

 そこで本研究では、乳癌患者において、腫瘍に対

する免疫応答の低い原因を解決する目的で、MUC1

に C3dを繋げた融合タンパク MUC1-C3dワクチン

を開発し、その効果とメカニズムを解析することに

した。マウスモデルにおいては、以前に報告した通

り、MUC1-C3d投与により、効率よく MUC1に対

する抗体及び、IFN-γ産生細胞を誘導できた 4）。今

回、我々は、ヒト型 MUC1-C3d を作成し、末梢血

リンパ球に与える効果を検証した。 

 

<方法>  

 MUC1 のタンデムリピート（TR）は、抗体のエ

ピトープ部位であり、また、CTLにより直接認識さ

れる部位でもある。この TR部位 5つ(一つのリピー

トは 20アミノ酸) は人工遺伝子合成により作成した。

ヒト補体成分 C3d の三量体と融合させたタンパク

質の遺伝子を発現ベクターに組み込み、COS細胞に

遺伝子導入することで目的のタンパク質を産生させ、

イオン交換カラムにより精製した。健常人より採血

後、比重遠心分離法により末梢血リンパ球(PBMC)

を分離し、精製した MUC1-C3d を添加した CTL培

養用培地で培養した。２週間後、どのような細胞が

増えてきたか解析した。コントロールとして、

MUC1 のみを添加した培地で培養した細胞を用い

た。 

 

<結果と考察>  

 MUC1-C3dを添加して培養した PBMCは、フロ
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ーサイトメトリー法により解析したところ、39.6%

の CD8+細胞が認められたのに対し、MUC1のみを

添加した培地では、26.2%と、何も添加しない培地

で培養した場合(27.4%)と同等であった。また、全体

の細胞数は、MUC1-C3d を添加して培養した

PBMC では、MUC1 のみ添加して培養した PBMC

に対して、1.78倍と増加していた。次に、MUC1-C3d

を添加して培養した PBMC より CD8+細胞を分取

し、ヒト乳癌細胞株であるMCF7と共培養し、IFN-γ

の産生を ELISPOT法により解析した。MUC1-C3d

で刺激した PBMC 由来の CD8+細胞は、MUC1 で

刺激した PBMC 由来の CD8+細胞より、1.7 倍の

IFN-γの産生細胞が認められた。 

 これら IFN-γの産生細胞が、MUC1に対して特異

的な細胞かどうかを確認するために、MUC1を発現

した LCL (Epstein-Barr virus transformed B 

lymphoblastoid cell line)を作成した。作成した

MUC1発現 LCL（LCL-MUC1）を標的細胞に、分

取した CD8+細胞をエフェクター細胞にして、

IFN-γの産生を ELISPOT法により解析したところ、

MUC1 の発現していない LCL に対して、

LCL-MUC1 を標的細胞にした場合は、1.7 倍の

IFN-γの産生細胞が認められた。これらの事から、

C3d と癌抗原 MUC1 と融合させることにより、効

率の良いアジュバントとして働き、癌に寛容になっ

ている癌患者において抗体応答のみならず細胞性免

疫を誘導できる可能性を示した。 

 

<参考文献> 

1) Alajez NM et al., Blood 105:4583-4589. (2005) 

2) Ross TM et al., Nat immunol. 1:127-131. 

(2000) 

3) Ohta R et al., J Immunol. 173:205-213. (2004) 

4) 太田 他  第 45 回補体シンポジウム講演集 . 

(2008) 
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CR4サブユニットを標的とした抗がん免疫アジュバント 

 

赤澤隆、井上徳光 

 

地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立成人病センター・研究所・分子遺伝学部門 

 

Antitumor immuno-adjuvant with the ability to target CR4 subunit 

Takashi Akazawa, Norimitsu Inoue 

Department of Molecular Genetics, Institute, Osaka Medical Center for Cancer 

 

［はじめに］ 

ペプチドワクチンや樹状細胞療法の開発に伴い、

がん患者の抗がん免疫を効果的に活性化させるアジ

ュバントの開発が期待されている。古くより、抗が

ん免疫アジュバントとして臨床応用されてきた微生

物成分の多くが、Toll-like receptor (TLR) のリガン

ドであることが近年明らかとなった。さらに、当セ

ンターで長年使用されている BCG の細胞壁成分

（BCG-CWS）もまた、瀬谷らによって、TLR2 お

よび TLR4のリガンドであることが明らかにされて

いる。しかし、これらの免疫アジュバントは、微生

物精製成分であるが故に、純度やロット差など、医

薬品としての開発過程には様々な問題が残されてい

た。また、抗がん免疫のみならず、時に局所や全身

性の炎症を誘導することもあり、より副作用の少な

い効果的な免疫アジュバントの開発が望まれていた。 

我々は、TLR2 リガンドとして知られるマイコプ

ラズマ由来のリポペプチド MALP-2（Pam2Cys- 

GNNDESNISFKEK）の構造を基に、そのペプチド

部分を機能ペプチドに置換することで、付加機能を

持つ新規 TLR２リガンドを人工設計してきた(アジ

ュバント・エンジニアリング，文献 1)。この戦略に

おいて、樹状細胞を選択的に活性化するための「標

的化ペプチド」を応用すれば、過剰な炎症を抑制し、

副作用の少ない効果的な免疫アジュバントを設計で

きる可能性がある。 

CD11b（integrinαM）および CD11c（integrin

αX）は CD18（integrinβ2）とヘテロダイマーを

形成し、iC3bをリガンドとする補体レセプターCR3，

CR4として働く。また、CD11bはマクロファージ、

CD11cは樹状細胞の細胞表面マーカーとして、それ

ぞれ知られる分子である。 

今回、我々は CR4 サブユニット・CD11c に親和

性を持つ配列を応用して、樹状細胞標的化リポペプ

チドを人工設計し、抗がんアジュバントへの応用を

試みたので報告する。 

 

［方法］ 

 CD11c に親和性を持つ環状ペプチドがスクリー

ニングされ、ICAM1 と相同性を持つことが報告さ

れていた。我々はこのヒト ICAM1 ペプチド配列と

リポペプチドの基本構造（Pam2Cys）を連結させ、

h11c（Pam2Cys-ATPEDNGRSFS）を創出した。 

 人工設計リポペプチド h11c の免疫細胞活性化能

は、in vitro 刺激における骨髄誘導樹状細胞および

脾臓細胞の各種サイトカイン産生量で評価した。抗

がんアジュバント活性は in vivo マウス腫瘍移植モ

デル（C57BL6／E.G7-OVA および mWT1-C1498）

を用いて、各がん抗原と共にワクチンとして腫瘍周

辺に皮下投与する実験系で評価した。なお、比較対

象には天然リポペプチド MALP-2 および既報の人

工リポペプチド Pam2Cys-SKKKK を用いた。 
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［結果と結論］ 

 in vitro における樹状細胞活化能（IL12p40産生）

および脾臓細胞活性化能（IFNγ産生）については、

３種のリポペプチドで大きな違いは認められなかっ

たが、in vivoの抗がんアジュバント活性はいずれの

モデルにおいても明らかな差を認めた。MALP-2の

抗がん活性は非常に弱いものであったが、

Pam2Cys-SKKKKおよびh11cは強力な抗がん活性

を示した。また、ワクチン投与部位の皮膚組織を比

較したところ、Pam2Cys-SKKKK によって好中球

浸潤や出血性病変を伴う過剰炎症（副作用症状）が

認められたが、h11cでは認められなかった。 

 さらに、蛍光標識したリポペプチドを用いて、細

胞選択性（in vitro）および投与後の体内動態（in 

vivo）を検討した。FACS解析の結果、in vitro にお

いて、h11cの樹状細胞選択性を確認することができ

た。また、体内動態解析では、Pam2Cys-SKKKK

はワクチン投与部位の皮膚に大量に蓄積しており、

持続的な皮膚炎症を誘導することが想定された。こ

れに対して h11c は投与部位から速やかに消失して

腫瘍内へ移行するため、投与部位での炎症を回避す

ると考えられた。 

 次に、マクロファージが産生する好中球遊走因

子・MIP-2に着目したところ、h11cによる脾臓細胞

からの MIP-2 産生は Pam2Cys-SKKKK よりも有

意に少ないことが明らかとなった。さらに、脾臓細

胞から精製した CD11c陽性細胞と CD11b陽性細胞

を比較すると、CD11c陽性細胞（樹状細胞）は MIP-2

をほとんど産生しなかった。 

 以上の結果から、樹状細胞標的化リポペプチド

h11c は、既報の人工リポペプチドである

Pam2Cys-SKKKK と比較して、がんワクチンにお

ける十分な活性を保持したまま、ワクチン投与部位

の皮膚過剰炎症という副作用を回避可能な理想的な

アジュバントであることが示唆された。 

 また、h11cの副作用回避メカニズムは、皮膚貯留

性の違いから持続的な刺激を投与部位に与えないこ

と、及び、樹状細胞選択性によって好中球を誘引す

る MIP-2 の産生を低く抑えられることに起因する

と考えられた。 

 

［文献］ 

1) Akazawa, T. et al. Cancer Sci 101: 1596 (2010) 
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［はじめに］ 

 発作性夜間ヘモグロビン尿症 (Paroxysmal 

Nocturnal Hemoglobinuria : PNH)は、造血幹細胞

の PIGA 遺伝子に後天的変異が起こり、その結果

GPI アンカー型蛋白の合成障害を来たし、CD55 や

CD59 といった補体制御蛋白を欠損した PNH 型赤

血球が補体介在性の血管内溶血を起こす疾患である。

PNH溶血の治療薬としてヒト化抗C5抗体であるエ

クリズマブが開発され、本邦でも広く使用されてい

る。エクリズマブは PNH における補体介在性の溶

血所見を劇的に改善する(1)。しかしながら、本邦第

2 相臨床試験 AEGIS において 29 例中 2 例に、溶血

の指標である LDH が全く低下しない、エクリズマ

ブ不応例を認めた。 欧米では 2000 例以上に投与さ

れているが、このような不応例の報告はない。 

［方法］ 

不応例のメカニズムを明らかにするため、不応例（コ

ントロールとして反応例および健常人）より血液を

採取して解析を行った。解析機関（大阪大学）なら

びに、各検体提供機関は当該倫理委員会の承認を得、

採血に際し同意を取得し行った。 

［結果および考察］ 

エクリズマブ不応 2 例における PK/PD を解析し

た。エクリズマブの有効血中濃度は 35μg/ml以上と

されているが、エクリズマブ不応 2 例も有効例と同

様に、投与開始直後より十分な有効血中濃度を保っ

ていた。採取した血清を用いて溶血試験を行ったと

ころ、有効例ではエクリズマブ投与開始直後より溶

血活性がほぼ 100%抑制されたのに対して、不応 2

例では溶血活性が全く抑制されていなかった。 

さらに詳細に解析するために、エクリズマブ投与

前血清を用いて溶血試験を行った。様々な濃度のエ

クリズマブ存在下で溶血試験を行ったところ、健常

人および有効例では 12.5μg/ml で溶血活性がほぼ

100%抑制されたのに対して、不応 2 例では

2000μg/mlまで濃度を上げてもほとんど溶血活性が

抑制されなかった。しかし、エクリズマブとはエピ

トープの異なる抗 C5 抗体 N19-8 の存在下で溶血試
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験を行ったところ、不応 2 例も健常人や有効例と同

様、50μg/ml で溶血活性がほぼ 100%抑制された。

以上の結果より、エクリズマブ不応 2 例では、C5

遺伝子に変異があるためにエクリズマブが C5 に結

合できないと考えられた。 

C5 遺伝子の変異を検索するため、エクリズマブ

不応 2 例の C5 遺伝子の全てのエクソンをシークエ

ンスした。その結果、エクソン 21 上にヘテロの変

異 c. 2654G>A を認めた。これは、アミノ酸におい

て 885番目のアルギニンがヒスチジンに変化するこ

とを意味していた。エクリズマブ有効 7 例にて同部

位をシークエンスしたが、変異を認めなかった。エ

クリズマブの承認後、さらに９例のエクリズマブ不

応例を認めたが、９例全てにおいて c. 2654G>A を

ヘテロで認めた。現在までに本邦でエクリズマブを

投与した約 300 症例中 11 例（約 3.7%）にエクリズ

マブ不応を認めている。  

日本人の健常人 288 人（男性 200 人、女性 88 人）

で c. 2654G>A のスクリーニングを行ったところ、

ヘテロの変異を 288人中 10人（約 3.5%）に認めた。

以上より、日本人における c. 2654G>A の保有率は

3~4%であると結論した。 

［結論］ 

日本人(アジア)固有の C5 遺伝子多型 c. 2654G>A

は、C5 補体活性自体には異常をきたさないものの、

エクリズマブの結合に影響する重要な変異であり、

薬剤不応性をきたすと考えられた。  

［文献］ 

(1)Kanakura Y. et al. Int J Hematol. 93: 36 (2011) 
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［はじめに］ 

 発作性夜間ヘモグロビン尿症 (paroxysmal 

nocturnal hemoglobinuria：PNH)は、造血幹細胞

の phosphatidylinositol glycan class A(PIGA)遺伝

子 に 後 天 的 に 変 異 が 起 こ り 、

glycosylphosphatidylinositol(GPI)アンカーの合成

障害を来たす疾患である。CD59 や CD55 といった

補体制御因子もこの GPI アンカー膜蛋白に属する

ため、これらの蛋白を欠損する PNH 型血球は補体

の活性化に伴い血管内溶血を起こす。したがって、

PNH の診断には GPI アンカー膜蛋白欠損血球の検

出が重要である。 

 また、高精度フローサイトメトリー法を用いるこ

とにより、一部の再生不良性貧血 (aplastic 

anemia：AA)や骨髄異形成症候群(myelodysplastic 

syndrome：MDS)の低リスク病型では 0.01%前後の

微少 PNH 型血球が検出されることが知られている

(1)。これらの群は PNH型血球が存在しない群と比

較して免疫抑制療法に対する反応性が良好であると

報告されていることから(1)、PNH 型血球の検出は

これらの骨髄不全に対する治療方針を決定する上で

有用な可能性がある。そこで、日本 PNH 研究会が

主体となり、事前に登録された症例を対象として、

高精度フローサイトメトリー法により PNH 型血球

を検出し、臨床所見との関係を前向きに観察する

「OPTIMA試験」を開始した。 

［方法］ 

AA、MDS、PNHおよびその他の骨髄不全症候群

と PNH が疑われる症例を対象とし、金沢大学で開

発された高精度フローサイトメトリー法を用いて

PNH 型血球を検出した。解析を行う 6 施設(金沢大

学、大阪大学、熊本大学、筑波大学、東海大学、福

島県立医科大学)において、クロスバリデーションを

行い、検出感度やカットオフ値などに施設間の差が
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ないことを確認した。 

PNH 型顆粒球の検出には液状 FLAER 法 (≧

0.003%)、PNH型赤血球の検出には抗 CD55抗体と

抗 CD59抗体のカクテル法(≧0.005%)を用い、フロ

ーサイトメーターは BD 社 FACSCantoⅡまたは同

等の性能を有するものを用いた。 

［結果］ 

 2013 年 5 月末において、1146 例を解析し、416

例(36.3%)に PNH 型血球が検出された。PNH 型血

球陽性症例における原疾患の割合は、AA 49%、MDS 

13%、PNH 12%であった。また、1146例中 130例

(11.3%)では 1%以上の PNH 型血球が検出された。

PNH型血球 1%以上の症例における原疾患の割合は、

AA 40%、MDS 10%、PNH 35%であった。 

 PNH 型血球 1%以上の症例の内、LDH 値が判明

している 96 例を対象として溶血所見の有無を検討

した。LDH の施設基準値上限の約 1.5 倍である

350IU/l を溶血による LDH の有意な上昇と定義す

ると、この有意な上昇を認めたのは 65例(67.7%)で

あった。この「溶血所見陽性」症例は、PNH 型血

球 3%以上(76例)では 63例(82.9%)、5%以上(66例)

では58例(87.9%)、7%以上(61例)では55例(90.2%)、

10%以上(56例)では 51例(91.1%)であった。 

［考察］ 

0.01%未満の微少 PNH 型血球を検出できる高精

度フローサイトメトリー法を確立した。また、全国

6 施設で一元化されたプロトコルを用いることによ

り、全国どこでも同じ精度で検査を受けられる体制

を確立した。PNH 型血球 1%以上の群では LDH の

有意な上昇を認めたのは 67.7%のみであったが、こ

の割合は、PNH 型血球の割合が多いほど高いこと

が示された。 

微少 PNH 型血球の意義、特に免疫抑制療法の効

果との関係を検討するために、さらなる症例の蓄積

と観察が必要である。 

［文献］ 

(1)Sugimori C. et al. Blood 107: 1308-1314 (2006) 
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精神発達遅滞・てんかんを主症状とする疾患：先天性 GPI欠損症について 

 

村上良子 1) 、井上徳光 2) 、九鬼一郎 3) 、高橋幸利 4) 、木下タロウ 1) 

1)大阪大学微生物病研究所 2)大阪府成人病センター 3)大阪市立総合医療センター 

4)静岡てんかん・神経医療センター 

 

              The disease with intellectual disability and epilepsy: inherited GPI deficiency 

     Yoshiko Murakami1), Norimitsu Inoue2), Ichiro Kuki3), Yukitoshi Takahashi4), Taroh Kinoshita1) 

1)Department of Immunoregulation, Research Institute for Microbial Diseases, 

2)Department of Molecular Genetics, Osaka Medical Center for Cancer, 

3)Department of Pediatric Neurology, Osaka City General Hospital, 

4)National Epilepsy Center, Shizuoka Institute of Epilepsy and Neurological Disorders 

 

［はじめに］ 

 最近先天性 GPI欠損症がてんかん・精神発達遅滞

を起こす新たな疾患として明らかにされつつある。

GPI（glycosylphosphatidylinositol）はタンパク質

を細胞膜にアンカーする糖脂質で哺乳細胞ではアル

カリフォスファターゼ等 140種以上のタンパク質が

この翻訳後修飾を受けて細胞表面に発現する。GPI

が欠損するとすべての GPI アンカー型タンパク質

が細胞表面に発現できないので完全欠損では胎生致

死になる。27個の遺伝子が、GPIアンカー型蛋白質

の生合成や修飾に必要であることが明らかになって

いる。我々は 2006 年に英国のグループと共同で世

界に先駆けて、てんかん・門脈血栓症を主症状とす

る先天性 GPI 欠損症として PIGM 欠損症を報告し

た 1が、最近ドイツのグループとの共同研究により、

高アルカリフォスファターゼ血症・精神発達遅滞・

てんかん・指の奇形等を主症状とする Mabry 

syndrome が PIGV、PIGO、PGAP2 を原因とする

先天性 GPI 欠損症であることを明らかにした 2-4。

他のグループからも次世代シークエンサー等による

解析により、PIGN、PIGL、PIGA を原因とする先

天性 GPI欠損症が報告されており、これらは共通症

状として精神発達遅滞・てんかん・顔貌異常・種々

の奇形を呈する 5-7。  

［方法］ 

 日本国内において精神発達遅滞・てんかんを主症

状とし、高アルカリフォスファターゼ血症や手指の

異常、奇形、顔貌異常などを呈する16名の患者を選

び、先天性GPI欠損症のスクリーニングを行った。

患者の末梢血よりゲノムを抽出する。GPI生合成と

修飾に関与する27個の遺伝子のエクソン部位にプ

ライマーを設計し、患者ゲノムを鋳型として PCR

でフラグメントライブラリーを作って次世代シーク

エンサー（Ion PGM）で変異を解析し、遺伝子欠損

のCHO細胞を使って機能解析を行った。また末梢血

のフローサイトメトリーにより、GPIアンカー型蛋

白質の発現を解析した。 

［結果と結論］ 

国内で初めて、高アルカリフォスファターゼ

(ALP)血症、重度精神運動発達遅滞、難治性てんか

んを呈する先天性 GPI欠損症、PIGO 欠損症がみつ

かった 8。好中球のFACS解析ではCD59,DAF,CD16 

等の GPI アンカー型蛋白質の発現が著明に低下し

ていた。てんかんの発症には神経細胞に発現する

GPI アンカー型蛋白質である ALP の欠損が関係し

ていると考えられる。ALPは細胞表面で、ピリドキ
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サールリン酸を脱リン酸化して細胞内に取り込める

形のピリドキサールにし、細胞内に入ったピリドキ

サールは再びリン酸化されてピリドキサールリン酸

となり、GABA(γ-アミノ酪酸) 合成酵素の補酵素と

して働く。細胞膜上に ALP が発現しないと細胞内

のピリドキサールリン酸が不足し GABA 合成が抑

制される結果痙攣発作がおこると考えられる 9。 

実際細胞内のピリドキサールを補うために、患者に

ビタミン B6（ピリドキシン）の投与を行ったところ

けいれん発作が消失した。先天性 GPI 欠損症では、

活性低下の程度や係わる生合成のステップによって

様々な症状を来す。その発症機序を明らかにしたい

と考えている。 

［文献］ 

1) Almeida AM, et al. Nat Med. 12:846 (2006) 

2) Krawitz PM, et al. Nat Genet. 42:827(2010) 

3) Krawitz PM, et al. Am J Hum Genet. 91:146(2012). 

4) Krawitz PM, et al. Am J Hum Genet. 92:584 (2013) 

5) Maydan G, et al. J Med Genet.;48:383 (2011) 

6) Johnston JJ, et al. Am J Hum Genet. 90:295 (2012) 

7) Ng BG, et al. Am J Hum Genet. 90:685 (2012) 

8) Kuki I, et al. Neurology in press (2013) 

9) Waymire KG, et al. Nat Genet. 11:45 (1995) 
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PD 患者由来ヒト腹膜中皮細胞における膜補体制御因子の解析 
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Analysis of membrane complement regulators in patients on peritoneal dialysis therapy. 

Yumi Sei1), Masashi Mizuno1),2), Masaki Imai3), Claire L. Harris4), Seiichi Matsuo1) 

and Yasuhiko Ito1),2) 

1) Division of Nephrology,2) Renal replacement therapy, Nagoya University Graduate School of Medicine 

3) Immunology, Nagoya City University Graduate School of Medicine 

4) Complement Biology Group, Infection, Immunology and Biochemistry,  

School of Medicine, Cardiff University 

 

［はじめに］ 

腹膜透析（以下 PD）に伴う合併症として、腹膜

機能低下、腹膜線維症、被嚢性腹膜硬化症があり、

PD 継続においてその予防および進展の抑制は最も

重要な課題である。 

腹膜障害をきたす要因は多数あり、そのうちの一

つとして補体活性化経路が関与している。これまで

我々はラットにて、ザイモザン（真菌由来成分）投

与で補体活性増大による炎症反応が惹起され、腹膜

障害が長期にわたり遷延することを示した(真菌性

腹膜炎モデル)。また同モデルに対し治療実験を行い、

腹膜線維症に対する抗補体療法の有用性も確認して

いる 1)。さらにラット腹膜において Crry および

CD59 の二つの膜補体制御因子を同時に抑制するこ

とで腹膜障害が惹起されることを示し、この障害が

腹膜透析液曝露にて増悪することも報告している 2)。 

 このように、ラットを用いた動物実験で腹膜障害

と補体活性化経路の関連が徐々に解明されているが、

ヒトにおいて十分な検討はなされていない。そこで

本研究では、PD 排液由来ヒト腹膜中皮細胞におけ

る膜補体制御因子の発現を解析し、PD 患者の臨床

状況との関連を検討した。 

 

［方法］ 

 名大病院および関連病院に通院中の PD 患者から

得られた PD 排液中の腹膜中皮細胞を培養し、膜補

体制御因子（CD46、CD55、CD59）の発現を解析

した(flow cytometry 法)。また、膜補体制御因子の

タンパクとしての発現、mRNA ﾚﾍﾞﾙでの発現を患者

間で比較し、臨床状況との関連の有無及びその意義

について検討した（flow cytometry 法、real-time 

PCR 法）。 

 

［結果］ 

 PD患者 29名における腹膜中皮細胞の膜補体制御

因子の発現を flow cytometry で解析し、mean 

fluorescence intensity(MFI)を計測した。 

腹膜中皮細胞上で CD55の発現はD/P Crと負の相

関を示した（図 1）。CD46、CD59 については D/PCr

との有意な相関は認められなかった。また、CD55
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の発現とその mRNA の産生は有意に相関していた

が（図 2）、CD46、CD59 では同様の傾向は認めら

れなかった。 

 

［考察］ 

ヒト腹膜中皮細胞における膜補体制御因子の役割

に関しては、C5b-9(膜侵襲複合体)による細胞傷害に

対し CD59が防御的に働いているという報告がある

3)が、その他の制御因子に関しての検討は十分され

ていない。 

今回我々は、PD 患者由来腹膜中皮細胞を用いた解 

析で、腹膜機能の指標の一つである D/P Cr と CD55

の発現に負の相関を認め、また CD55 の発現と

mRNA の産生に正の相関があることを明らかにし

た。この臨床的意義については今後さらに検討する

必要があり、まず我々はCD55の発現の個人差がPD

患者の腹膜における補体制御に影響を及ぼしている

と仮説を立て、現在 PD 排液上清中の補体活性化産

物の測定を進めている。 

一方で、D/PCr と CD55 の発現に負の相関を認め

ることから、腹膜障害の進展に補体制御因子が関与

している可能性が示唆される。これに関連して、腹

膜透析液を含めた PD 治療そのものが膜補体制御因

子の発現に影響を及ぼしている可能性について、酸

性液使用の有無や腹膜炎の既往等を含め、症例数を

さらに増やし今後解析を行う必要がある。 

 

［結論］ 

PD 患者由来腹膜中皮細胞における膜補体制御因

子の発現には個人差があり、腹膜における補体活性

化制御に対して影響を及ぼしている可能性が示唆さ

れた。今回得られた結果を元に、その臨床的意義に

ついてさらに解析を進める予定である。 

 

 

 

［文献］ 

1) Masashi Mizuno et al. J. Immunol.  

183:1403-1412 ; 2009. 

2) Tomohiro Mizuno et al. Nephrol. Dial. Tra

nsplant. 26: 1821–1830,2011. 

3) Giancarlo Barbano et al. Adv Perit Dial. 

15:253-7, 1999. 

 

        図 1 D/P Cr および CD55 

 

 

       図 2 CD55 の発現および mRNA の産生 

 

p=0.001,R2=0.342 

p=0.0001,R2=0.574 
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補体による尿細管障害における Properdinの重要性 

 

長町誠嗣、大澤勲、鈴木日和、佐藤信之、久田温子、本田大介、島本真実子、 

堀越哲、富野康日己 

順天堂大学・医・腎臓内科 

 

The role of properdin in complement-mediated renal tubular damage 

Seiji Nagamachi, Isao Ohsawa, Hiyori Suzuki, Nobuyuki Sato, Atsuko Hisada,  

Daisuke Honda, Mamiko Shimamoto, Satoshi Horikoshi and Yasuhiko Tomino 

Division of Nephrology, Juntendo University Faculty of Medicine 

 

［はじめに］ 

蛋白尿を呈する腎疾患では、尿中に補体が検出

され 1)、尿細管障害に alternative pathway(AP)

活性化の関与が示唆されている 2)。また、近年

properdin (P) から始 まる properdin directed 

pathway（PDP）が再び注目されている 3)。腎臓で

の PDP の活性化に関し、ヒトの近位尿細管上皮細

胞（PTEC）においては、P がヘパラン硫酸プロテ

オグリカン（HSPG）に結合し、PDPを活性化する

ことが示されている 4)。一方、APの制御因子である

factor H（fH）においても、PTECの HSPG に結合

し C3b の結合を抑制することで、AP の活性化を制

御することが報告されているが 5)、Pおよび fHの相

互関係については明らかではない。 

今回我々は、P と fH を中心に尿細管障害にお

ける補体の役割について検討した。 

［方法］  

 各種腎疾患患者の尿中補体(P・fH・MAC)を

ELISA にて測定し、臨床所見との関連を検討した。 

また、培養 HK-2 細胞（PTEC）に補体源として

正常ヒト血清を添加し、細胞の形態変化および補

体 AP 成分の mRNA 発現の変化を観察した。さ

らに、補体(P・fH)や正常ヒト血清、Ｐ欠損血清

を添加し、細胞への補体の沈着を検討した。 

［結果と結論］ 

１．腎疾患患者では、尿中補体(P・fH・MAC)が

健常人と比べて高値であり、尿蛋白量および尿細

管障害マーカーと相関したことから、原尿中への

補体の漏出による尿細管障害の関係が示唆され

た。 

２．25％までの血清添加では、PTECの形態変化

および補体 AP 成分の mRNA 発現の増幅はみら

れず、PTECへの補体の沈着（P・fH・C3・MAC）

は血清由来と考えられた。 

３．Pと fH は PTECへ濃度依存的な沈着を示し

たが、混合添加において、P は fH によって阻害

されず PTECに結合することが示めされた。 

４．血清添加による PTEC への P・C3・MACの

沈着、さらに P先行添加後の血清および P欠損血

清添加により、PTECへの Pの沈着と共に、C３

およびMACの沈着が増強を示したことから、AP

および P を介した PDP による補体の活性化が示

唆された。 

５．補体による尿細管障害の抑制には、Pの PTEC

への結合を阻害する治療法の開発が有用である

可能性が示唆された。 

以上より、Pは fHによる阻害を受けずにPTEC

に直接結合することが可能であり、AP の活性化

を加速して尿細管障害を起こす可能性があると

思われた。 
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肝移植後 TMAにおける補体系の関与に関する検討 
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Complement activation in thrombotic microangiopathy after liver transplantation 

Hirokazu Tanaka1), Toyonari Kubota1), Koichiro Hata1), Syoichi Kageyama1),  

Hirofumi Hirao1), Yusuke Okamura1), Aya Miyagawa2), Michihiko Wada3),  
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［はじめに］ 

肝移植は現在、多種多様な末期肝疾患の最終的か

つ唯一の根治的治療として世界中に定着するに至っ

ているが、その周術期死亡率・合併症発生率はまだ

まだ高率であり、改善すべき課題は山積している。 

肝移植の成否を単一の指標で判断する事は極めて

困難であるが、以前より肝移植後早期には血小板が

著明に減少し、この程度が高度な程予後不良となる

事が報告されてきた。この機序については未だ一定

の見解が得られていないものの、移植肝血管床にお

ける血小板血栓の形成と引き続く微小循環障害の関

与が示唆されている。我々はこの血小板減少および

肝類洞内における微小循環障害を血栓性微小血管障

害 (thrombotic microangiopathy; TMA) の一亜系

としてとらえ、病態の解明および治療法の開発を進

めている 1), 2)。 

［方法］ 

 2010年 4月より 2013年 2月までに当院で施行し

た肝移植 187 症例を対象とし、術後 60 日以内に移

植後TMAの診断基準である1) 血小板数低下、2) 溶

血性貧血、3) LDH上昇、4) 破砕赤血球の出現、の

各項目を満たす頻度と予後について検討した。更に

移植後周術期の肝生検標本を用いて補体 (C4d) 染

色を行い、特異的な補体沈着の有無を確認した。 

［結果と結論］ 

全症例の実に 95% (178 例) が上記 2 項目以上を

満たしていた。全項目を満たす症例も 33% (63 例) 

存在しており、その予後は全体に較べ明らかに不良

であった (3年生存率: 61.7% vs. 74.5%)。TMAが疑

われる症例では、拒絶を認めない症例においても肝

類洞に広範な C4d沈着を認めた。 

一般に臓器移植後 TMA の発症率は数パーセント

程度とされるが、肝移植後は pre TMA とも言える

状態に陥っている可能性、またこの病態には補体に

よる類洞傷害が強く関与している事が示唆された。

C4dの沈着は現在、抗体関連型/液性拒絶反応におけ

る特異的な病理所見として診断に用いられているが、

肝移植後 TMAの診断にも有用な可能性がある。 

今後、肝移植後 TMA における補体系の関与につ

いて更なる解析を進める予定である。 

［文献］ 

1) Hori, T. et al. World J Gastroenterol. 14: 1848  

(2011) 

2) 田中 宏和 他、臨床検査 57: 567(2013)
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Hisashi Imahase1), Yuichiro Sakamoto1), Taku Miyasho2), Kazuto Yamashita3), Jun Tamura3),  

Takaharu Itami3), Tomohito Ishizuka3), Yoshio Kawamura3), Tadashi Sano2), Satoshi Inoue1) 

1)Emergency and Critical Care Center, Saga University Hospital 

2)Department of Veterinary Science, Rakuno Gakuen University 

3)Department of Veterinary Medicine, Rakuno Gakuen University 

 

［はじめに］ 

敗血症、特に臓器障害を合併した重症敗血症や敗血

症性ショックに対する治療により、予後を改善する

ことは、救急・集中治療医学で非常に重要なテーマ

の一つである。 

敗血症は、感染を合併した SIRS（全身性炎症症候

群）である。感染に対する治療は進んできたが、全

身性の過剰な炎症を制御する治療で、有効なものは

いまだなく、様々な薬剤や血液浄化など治療方法が

検討されている。 

C1-inihibitor は、遺伝性血管性浮腫以外の疾患に対

しても有効である可能性が、これまでの研究で示唆

されている（1, 2）。 

今回、我々は、ブタ敗血症モデルに C1-inhibitor（ベ

リナート®P）を投与した効果について、検討を行っ

た。 

［方法］ 

約 10kg のブタに、LPS（大腸菌 O55 B5）40μg/kgを

30 分かけて投与するのと同時に、治療群 C1inhibitor

（500 倍 n=3, 1000 倍 n=3）、コントロール群生理食

塩水(n=3)を 30 分かけて投与する 2 群に分けた。ブ

タ敗血症モデルに対する C1-inhibitor の効果につい

て、各群の転帰、心拍数や血圧など生理的指標、胸

水量・腹水量について、検討した。 

［結果と結論］ 

転帰は、治療群 5/6, コントロール群 2/3 と生存率に

有意差はなかった。LPS 投与終了後 180min での心

拍数、治療群 153.0±11.9, コントロール群 205.3±47.6。

実験終了後の病理解剖結果(治療群 n=5, コントロー

ル群 n=3) 腹水(ml) 治療群 165.8±33.0, コントロー

ル群 210.0±60.8 胸水(ml) 治療群 13.3±3.13, コント

ロール群 9.87±4.33 であった。 

C1-inhibitor は循環動態を安定させる傾向にあるが、

腹水・胸水量については、有意な差をもって、減少

させることはできなかった。 

［文献］ 

1) C. Caliezi et al. Pharmacol Rev. 2000 

Mar;52(1):91-112. 

2)Ignin AA et al. Crit Care Med. 2012 

Mar;40(3):770-7. 
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視神経脊髄炎増悪時における髄液中 C5a 上昇 

 

黒田宙 1)、高橋利幸 1)、高野里菜 1)、三須建郎 1)、中島一郎 1)、藤原一男 2)、青木正志 1) 

1)東北大・医・大学院・神経内科、2)東北大・医・大学院・多発性硬化症治療学 

 

Increase of complement fragment C5a in cerebrospinal fluid during exacerbation of 

neuromyelitis optica 

Hiroshi Kuroda1), Toshiyuki Takahashi1), Rina Takano1), Tatsuro Misu1), Ichiro Nakashima1),  

Kazuo Fujihara2) and Masashi Aoki1) 

1) Neurology, Graduate School of Medicine, Tohoku University 

2) Multiple sclerosis therapeutics, Graduate School of Medicine, Tohoku University 

 

［はじめに］ 

視神経脊髄炎（Neuromyelitis optica; NMO）患者血

清中には水チャネル蛋白アクアポリン４(aquaporin 

4; AQP4)に対する自己抗体が高率に存在し(1)、これ

が補体介在性にアストロサイトを傷害することが疾

患の本態と推測されている(2)。NMO病変では病理学

的に AQP4脱落，血管周囲への免疫グロブリンと活性

化補体の沈着、炎症性細胞浸潤などが認められる(3)。

C3a、C4a、C5aは補体活性化経路の中間産物であり、

血管内皮細胞透過性亢進や炎症細胞走化性などの生

理活性を持つことからアナフィラトキシンとも呼ば

れる。アナフィラトキシンのもつ生理作用は NMO 病

変形成・伸展に関与している可能性があるものの未

だその詳細は不明である。今回我々は、NMO 病態へ

のアナフィラトキシン関与の有無を調べるため、急

性期 NMO 患者の髄液中におけるアナフィラトキシン

濃度を測定した。 

［方法］ 

 ビーズおよびフローサイトメトリーを用いた多項

目同時測定キットにて NMO急性期（n = 15）、多発性

硬化症（multiple sclerosis; MS）急性期（n = 15）、

疾患コントロール（非炎症性神経疾患，n = 12）患

者から得られた髄液・血清中のアナフィラトキシン

濃度を測定した。 

［結果］ 

NMO患者髄液中C5a濃度（中央値188pg/ml, 範囲

29.5-1,000）は疾患コントロール（61.2, 25.9-190）

と比較して有意に高く（p＜0.05）、この差は髄液蛋

白濃度で補正後も有意であった。また、NMO患者髄液

中C5a濃度は多発性硬化症患者（168，41-516）と比

較しても高い傾向はあったが有意差はなかった。髄

液中C3a、C4aおよび血清中C3a、C4a、C5aに関しては

3群間で差を認めなかった。髄液中C5a上昇は頭部あ

るいは脊髄MRIで多発造影病変を呈する患者で顕著

に認められ、髄液中C5a上昇とNMO再発時における神

経学的尺度悪化の間には相関が認められた。 

［考察］ 

急性期 NMO髄液中では C5a 濃度が上昇しており、C5a

が強い血管内皮細胞透過性亢進作用・炎症細胞走化

性を有することを考慮すると、C5a は単に補体活性

化の中間産物というだけでなく、NMO 病変での血液

脳関門破綻の長期化や炎症細胞浸潤を引き起こす因

子として作用し、症状の悪化に関与している可能性

がある。さらに、補体系抑制が NMO 治療の選択肢に

なりうる。 

［文献］ 

1) Lennon, V.A. et al. Lancet 364: 2106 (2004) 
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2) Fujihara K. et al. J. Clin. Exp. Neuroimmunol.  

3: 58 (2012) 

3) Misu, T. et al. Brain 130: 1224 (2007)
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臨床移植用遺伝子改変ブタ 
 

       宮川周士 1)、前田 晃 1)、河村拓司 1)、中畠賢吾 1)、上野豪久 1)、臼井規朗 1)、 

伊川正人 2)、岡部 勝 2)、長島比呂志 3) 
1) 阪大・医・外科、2) 阪大・遺伝情報実験センター、3)明治大・農・生命工学 

 

Genetically-modified pigs for clinical transplantation 

     Shuji Miyagawa1), Akira Maeda1), Takuji Kawamura1), Kengo Nakahata1), Takehisa Ueno1),  

Noriaki Usui1), Masahito Ikawa2), Masaru Okabe2), and Hiroshi Nagashima3) 

1) Department of Surgery, Osaka University Graduate School of Medicine 

2) Genome Information Research Center, Osaka University 

3)Department of Life Science, Meiji University 

 

［はじめに］ 

 目的は、医療用バイオ人工細胞・臓器の開発であ

る。主眼をバイオ人工膵島とし、その細胞供給用の

遺伝子改変ブタの作出をめざしている。現有する糖

転移酵素 GnT-III と補体制御因子 DAF(CD55)を遺伝

子導入、かつ異種抗原α-Gal を knockout(KO)したブ

タに、他の補体制御因子、抗凝固因子、細胞性免疫

制御分子やレトロウイルス制御用遺伝子を導入し、

臨床応用可能な膵島細胞の供給源となるブタを作出

する。将来的には糖尿病患者へのこのバイオ人工膵

島を足がかりに、劇症肝炎治療へバイオ人工肝臓、

透析患者にバイオ人工腎臓の供給を目指す。 

 移植用臓器の開発は1990年頃より世界的にべンチ

ャー産業と結び付きヒトの遺伝子を導入（

transgenic:TG）、あるいはブタの遺伝子をつぶした

（knockout:KO）遺伝子改変ブタの開発競争が始まっ

た。ハーバード大学はDAF,Gal-KOに続き、CD47ブタ

を開発。Mayo ClinicではGal-KO+MCP-TGブタを作製

。 ピ ッ ツ バ ー ク 大 で は 既 に Gal-KO/MCP 

/TFPI/CTLA4-Igブタを作成。インデアナ大ではα

-Galに続きCMAH遺伝子（Hanganutziu-Deicher抗原）

のKOに成功している。一方、欧州”XENOME”プロジ

ェクトはGal-KO/DAF/CD59/CD39/HTブタを報告して

いる。ハノーバー大でも、Gal-KO、DAF、TM、HO-1

、ブタ内在性レトロウイルス(PERV)のKD、CTLA4-Ig

とA20のブタも作成。豪のメルボルン大では、Gal-KO

をベースにDAF/CD59/CTLA4-Igを導入。韓国では、ソ

ウル大が３年後の臨床実施に向けて、Gal-KO、HO-1

、TNFR-Igブタ、又 M-gen社が、DAF、HLA-Eブタを報

告。台北大学でもDAFブタとHO-1ブタを開発している

。一方、WHOはホームページに、35件の臨床報告を掲

載している。注目すべきは、５年前よりニュージー

ランドでは免疫隔離膜下の膵島移植の臨床が始まっ

ている（LCT社）。ロシアでもアルゼンチンでもこれ

に続いている。 

  今回新たに、補体制御因子を中心に重合分子の構

築を行い、さらなる遺伝子改変ブタを作成すること

を目的とした。 

 

［方法］ 

1.遺伝子の選択。 

*  補 体 制 御 因 子 ----C1-INH, MCP(CD46), 

DAF(CD55) 

* 凝固系（抗凝固因子）--Thrombomodulin(TM) 

2.遺伝子構築。 

 一般的に現在使われている promoterは、CMVやRSV

のウイルス promoter、Chick  actin(pCAGGS)、human 

EF-1、 humanmouse H2k、あるいは rat insulin II 

or pig Insulin promoter。加えて、導入 gene 本来

の promoter である。膵島での遺伝子発現は、一般的

に insulin promoter が確実と思われるが、他の臓器

での発現が望めない欠点が有る。一方、pCAGGS はユ

ビキタスに発現するが、一部の報告では膵島での発

現が弱いとされている。今回は insulin promoter

で発現させることにした。 諸外国のブタ作出方法は

ヒトの遺伝子=cDNAや genome を 1つ 1つ導入し、高
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発現の系統を樹立し、交配により重ね合わせる方法

である。また、最近は IRES に換え 2A システムを用

い、2-3 の分子を繋いで一度に発現させる方法も始

められている。 

  我々は(1）.高発現を得るのに、cDNA の codon

を改変しブタで至適なものとする方法を取る。これ

までに DAF を codon 変換し in vitro, in vivo（マ

ウス）での強発現を確認している。 

  （2）.各分子の機能ドメインを、同分子、別の

分子間で繋いだ多重合分子（hybrid）を作製し、こ

の人工 cDNA をブタに遺伝子導入する方法をとる。 

 * CTDM: Thrombomoduline 部分に関しては，直接

抗凝固機能に関与する EGF4-6 と EGF3の一部を選ん

だが、Thrombin の結合には EGF3の部分のさらに 12

個のアミノ酸の必要と判断し、これを加えた。＜

NCTDM＞ 

3.In vitro での確認 

 ブタの血管内皮細胞（PEC）及び繊維芽細胞で

検定する。導入方法は，lipid 法（リポフェクト

アミン、等）、あるいは電気ショック法を用いた。 

4.Transgenic マウス作り 

  コンストラクト＜CTDM＞を、通常のマイクロイ

ンジェクションにより BDF1xBDF１にそれぞれ 150個

の胚を移植した。生後８週令のマウスの各臓器での

発現を RT-PCRで検討した。 

5.Transgenic ブタ作り 

NCTDM を Intracytoplasmic sperm 

injection-mediated gene transfer（ICSI）法によ

りブタ体外成熟卵へ注入した。精子との共培養に用

いる DNA 濃度を 1.25ng/µl および 2.5ng/µl とし、

顕微授精胚の正常分割率、胚盤胞形成率への影響を

両区で比較した。得られた胚盤胞（発生培養 7 日目）

の PCR 解析により、遺伝子導入の有無（一過性導入

も含む）を調べた。 

 

［結果］ 

1-2.新規に作製した遺伝子構築。 

* NCTDM < 補体制御 + >  

     C1-INH –  Thrombomodulin –  DAF –  MCP 

<NCTDM> ---pCAGGS/NCTDM 及び pCPI(pig insulin 

promoter + CMV enhancer)/NCTDM 

3. In vitro での発現   

 発現の確認には FACSを用いた。 

4.マウスでの発現 

 pCPI/CTDM をマウスに TGし、2 lineを得た。発現

を生後８週令で RT-PCRで解析した（膵臓での発現を

1 とした）。 

 *CTDM#1：腦（5.41）、心（0.19）、肺（1.17）、胸

腺（0.30）、肝（0.06）、腎（0.13）、腸（0.39）、脾

(1.61)、膵（1）＜n=2＞ 

 *CTDM#2：心（2.45）、肺（7.29）、胸腺（9.25）、

肝（0.03）、腎（0.71）、脾(14.25)、膵（1） 

5. ブタでの発現 

1.25ng/µl区では2.5ng/µl区に比してより高い胚

盤胞形成率が得られる傾向であった (NCTDM : 47.8% 

[11/23] vs 24.0% [6/25])。一方、胚盤胞の遺伝子

導入効率については、両区に差は見られなかった

（75.0-100%）。胚移植試験には、発生率が高い傾向

であった 1.25ng/µl の DNA 濃度を採用した。NCTDM

遺伝子を導入した顕微授精胚、69個を 2頭のレシピ

エントブタに移植した。 

 

［考察］ 

 顕微授精法の応用により、CTDM遺伝子を導入した

ブタの作出は、十分可能であると考えられた。 

  また、個々の hybrid 遺伝子のブタ個体での発現

を確認した後、これらを繋ぎ合わせた比較的長い

構築を作製し、Gal-KO ブタからの fibroblast に

in vitro で遺伝子導入し、高発現の line からの

核移植により、遺伝子改変ブタを作製する方法を

考えている。 

  マウスでの評価に戻すとともに、ICSI法でブタ

に遺伝子導入し、ブタでの発現を検討中であるが、

遺伝子導入した個体はまだ得られていない。 

 

［文献］ 

1) Miyagawa S, et al. Xenotransplantation 

17:11(2010) 

2) Matsunari H, et al: Chapter 3:    

Xenotransplantation. InTech, 2012
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TNF阻害薬の作用機序と臨床効果の関連 

 
堀内孝彦 1)、上田尚靖 2)、塚本浩 2) 

1) 九州大学別府病院内科、2) 九州大学免疫・膠原病・感染症内科 

 

Association between clinical effects and action mechanism in TNF inhibitors 

Takahiko Horiuchi 1), Naoyasu Ueda 2), Hiroshi Tsukamoto 2) 

1) Kyushu University Beppu Hospital, Department of Internal Medicine,  

2) Kyushu University Hospital,  

Department of Clinical Immunology, Rheumatology and Infectious Diseases  

 

＜はじめに＞ 

 TNF (Tumor necrosis factor) 阻害薬は、関節リ

ウマチをはじめとした難治性慢性炎症性疾患の画期

的治療薬として劇的な効果を上げている。TNF阻害

薬は、抗体そのものあるいは抗体をベースにした生

物学的製剤である。現在では 5種類の製剤が臨床の

現場で使用され、そのうちの 3製剤は 2012年の世

界の医薬品売り上げの第 1位、2位、4位にランク

された。 

TNF阻害薬は等しく可溶型 TNFを阻害するにも

かかわらず、臨床効果と副作用にお互いに相違点が

あることがわかってきた。たとえば抗体製剤はクロ

ーン病に対して効果があるが、受容体製剤は効果が

ない。一方で、抗体製剤は受容体製剤に比べて副作

用としての結核発症の頻度が高い。本発表では、

TNF 阻害薬の作用機序の違いを補体依存性細胞障

害活性(complement- dependent cytotoxicity; CDC)

をはじめとして提示し、TNF阻害薬の臨床効果、副

作用の違いとの関連について考察する。 

＜方法＞ 

細胞表面に表出した膜型 TNFに対する作用（す

なわち TNF産生細胞への作用）の違いについて解

析した。 

膜型 TNF導入細胞に対する 5種類の製剤が結合

するか解析した。さらに、補体または NK細胞存在

下、あるいは非存在下に TNF阻害薬を膜型 TNFに

作用させ（37℃、3時間）、細胞障害活性を検討した。 

＜結果ならびに考察＞ 

 5製剤（インフリキシマブ、アダリムマブ、ゴリ

ムマブ、エタネルセプト、セルトリズマブ・ペゴル）

はすべて膜型 TNFに結合した。抗体製剤（前 3者）

は、CDC、ADCCそしてこれらには依存しない内向

き作用の 3つの作用を示して強力に TNF産生細胞

を抑制した。その他の製剤はこれら作用のいくつか

が欠如していた。膜型 TNFは肉芽腫形成に関与し

ていることから、膜型 TNFへの作用の違いが、臨

床効果と副作用の違いの原因の一つと考えられた。 

＜文献＞ 

1) Horiuchi et al. Rheumatology (Oxford) 

49(7):1215-1228, 2010 

2) Ueda et al. Inflamm Bowel Dis 19(6): 

1224-1231, 2013 



補体研究会（補体シンポジウム）会則 
 

I 総則 

（1）本会は補体研究会（The Japanese Association for Complement Research）という。 

（2）本会は補体研究ならびにこれに関連する分野の進歩発展を図ることを目的とする。 

（3）本会は前条の目的を達成するため、次に定める事業を行う。 

  1）年１回以上にわたる総会ならびに学術集会（補体シンポジウム）の開催 

  2）内外の関連学術団体との連絡及び協力 

  3）その他の必要な事業 

 

II 会員 

（4）本会は、補体研究ならびにこれに関連する分野の学問の研究を志す人々、及びそれに賛同する 

  賛助会員を以て組織される。 

（5）本会に会員として入会を希望する者は、所定の申込書に必要事項を記入し、会費を添えて本会 

  事務局に提出するものとする。 

（6）本会の会費については細則で定める。 

（7）会員は学術集会において、その実績を発表できると共に、その抄録集の配布を受ける。 

（8）会員で故なくして２年間会費を滞納したものは退会とみなす。 

（9）本会の名誉を著しく毀損した会員は、運営委員会の議を経て除名することが出来る。 

（10）本会に特に功労のあった方で、細則に定める規定により推薦された方を名誉会員とする。 

 

III 役員 

（11）本会に次の役員をおく。 

      会長                   １名 

      運営委員                 １０名程度 

      監事                   ２名 

      補体シンポジウム当期および次期集会長   ２名 

（12）会長は、本会を代表し、運営委員会を召集する。会長の選出は運営委員会が行い、総会での承 

  認を得て決定する。任期は４年とし、２期を限度とする。ただし再任後の任期は２年とする。 

（13）会長は必要に応じ、運営委員会の承認を得たうえで、自身の任期の範囲内の任意の任期を有す 

  る会長補佐を任命することができる。 

（14）運営委員は会員から選挙により選出し、任期は４年とし連続の再任は認めない。細則で定める 

  ところの選挙規定に従って２年毎に選挙を行い、半数ずつ交代するものとする。 

（15）監事は、運営委員経験者の中から運営委員会が選出し、総会での承認を得て決定する。 

（16）監事は会計および選挙等を監査する。監事の任期は４年とし、連続の再任は認めない。任期中 

  監事を辞退するものが生じた際には、所定の手続きを経て速やかに後任を補充するものとし、そ 

  の際の任期は前任者の残留期間とする。 



（17）運営委員会の構成員は、運営委員、監事、補体シンポジウム集会長（当期および次期）、会長、 

  および会長補佐とする。 

（18）運営委員会は、構成員の過半数の出席を要する。 

（19）運営委員会は、会務の審議、本会の運営に当たる。 

（20）補体シンポジウムの集会長は、運営委員会が選出決定する。 

（21）補体シンポジウム集会長は、補体シンポジウムを主宰する。 

（22）補体シンポジウム集会長の任期は、前期補体シンポジウム開催時に始まり、主宰補体シンポジ 

  ウム終了時に終る。 

 

IV 学術集会・総会 

（23）年次集会（補体シンポジウム）を行う。時宜に応じて必要な集会を開催することが出来る。 

（24）運営委員会は、補体シンポジウム開催中または必要に応じて会長がこれを召集する。 

（25）総会は年１回、補体シンポジウム開催中に当期集会長が召集し、運営委員会決定事項の報告と 

  必要な討議を行い、承認を求める。 

 

V 会計 

（26）経理会計は事務局において行うほか、必要に応じてシンポジウム集会長もこれにたずさわる。 

（27）本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入および利子をもってこれにあてる。 

（28）補体シンポジウムにおいては、出席会員から参加費を徴収することが出来る。 

（29）本会の会計年度は１月１日に始まり、１２月３１日に終わり、総会において会計報告を行う。 

（30）監事は会計の監査を行い、その結果を総会において報告する。 

 

VI 会則変更 

（31）本会の会則を変更する場合は、総会出席会員の３分の２以上の賛成を必要とする。 

 

付則 

   この会則は昭和６０年３月１日より施行する。 

     平成２年８月７日   一部改訂 

     平成４年７月２３日  一部改訂 

     平成５年７月２１日  一部改訂 

     平成１６年８月２１日 一部改訂 

 平成２２年９月１１日 一部改訂 



 

 

 

細 則 
 

I 会費 

（1）本会の年会費は当分の間年額５,０００円とする。但し学生会員（学部学生および大学院生）は 

  ３,０００円とする。学生会員は、学生証の写し等を毎年事務局へ提出し、確認を受けるものと 

  する。賛助会員の会費は年間１口３０,０００円とする。 

 

II 選挙規定 

 運営委員の選出は当分の間次の規定に従って行う。 

（2）運営委員の定数は１０名を原則とする。 

（3）選挙事務は事務局において行う。 

（4）運営委員の選挙にあたり、運営委員候補者名簿を作成する。 

（5）運営委員候補者として、任期満了の運営委員は３名、運営委員経験者は１名を推薦することが 

  出来る。 

（6）事務局は、運営委員候補者名簿および投票用紙を、会員に総会開催２ヶ月前までに郵送し、会 

  員はそれにもとづき、所定の日時までに３名連記で投票を行う。ただし、候補者以外のものに投 

  票しても差し支えない。 

（7）開票には、少なくとも監事１名の立会いを必要とする。監事は、開票結果にもとづいて、得票 

  数の上位３名の運営委員と次点１名を定め、運営委員会および総会に報告する。 

（8）次点者は運営委員に欠損が生じた場合に、その任に当たる。 

 

III 事務局 

（9）本会の事務局は会長の指名する事務局長のもとに置く。 

 

IV 名誉会員 

（10）名誉会員の候補者の推薦は、運営委員２名以上の推薦によって成立する。名誉会員候補者は運 

  営委員会において選考され、総会の承認を得て名誉会員に決定される。 

 

付則 

  細則（1）は昭和６２年度より、賛助会員については平成５年度より施行する。 

    平成２年８月７日  一部改訂 

    平成４年７月２３日 一部改訂 

    平成５年７月２１日 一部改訂 

    平成２２年９月１１日 一部改訂 

 



補体研究会賛助会員 

 

（五十音順） 

アレクシオン ファーマ株式会社 

エーザイ株式会社 

CSLベーリング株式会社 

田辺三菱製薬株式会社 

Meiji Seika ファルマ株式会社 

 

補体研究会 

 

会 長 木下 タロウ 

会長補佐 野中 勝 

         

運営委員 遠藤 雄一 

（ＡＢＣ順） 畑中 道代  

 堀内 孝彦   

 水野 正司  

 若宮 伸隆 

  

 中尾 実樹 

 岡田 秀親  

 大井 洋之   

 大澤 勲  

 塚本 浩  

         

監 事 藤田 禎三 

 瀬谷 司 

 

事務局長 井上 徳光 

 

集会長 若宮 伸隆 

次期集会長 畑中 道代 



協賛・広告掲載会社一覧 

 

 

第 50 回補体シンポジウムへのご支援を賜りました。 

厚く御礼申し上げます。 

 

第 50 回補体シンポジウム   

集会長 若宮 伸隆   

 

【協賛サテライトシンポジウム】 

扶桑薬品工業株式会社 

 

【広告】 

アレクシオン ファーマ株式会社 

CSLベーリング株式会社 

 

 




