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第35回　補体シンポジウム

平成10年7月23日（木）、24日（金）、25日（土）大阪

特別講演　1　がん免疫治療の再考；BCG－CWSによる免疫刺激を中心に

豊島久真男　大阪府立成人病センター

教育講演　1　骨髄以外に存在する造血幹細胞そして胸腺外分化T細胞

安保　徹　新潟大学医学部医動物学

教育講演　ll　異種移植の現況と展望

白倉良太　大阪大学医学部附属バイオメディカル教育研究センター臓器移植学研究部

Up－to－dateシンポジウム

（1）コレクチンの感染防御における役割

鈴木定彦　　大阪府立公衆衛生研究所・病理課

（2）後期補体成分欠損症の遺伝子解析からわかること

堀内孝彦　　九州大学医学部・第一内科

（3）抗体依存性食作用のプロテインキナv一一一ゼCによる抑制の分子機構

櫨木　薫1，2、擁立　修3、松尾　毅1、宇井理生1

1理研・宇井研、2Brigham　and　Women璽s　Hospital・Halvard　Medi（xa1　School．3広島大学・薬、

（4）CD46／麻疹ウイルスレセプターの構造と機能

村上　祐介1，瀬谷　司2，長澤　滋治1

1北海道大学大学院薬学研究科，2大阪府立成人病センター研究所・免疫，

臨床サテライト1　司会：辻　孝夫

（1）消化器疾患における補体制御因子DAFの発現の変化とその臨床的意義

水野元夫、上江洲篤郎、竹内一昭、川田幹浩、岩垣尚史、那須淳一郎、志茂公洋、鳥越知美、岡咲博昭、

大家昌源、稲葉知己、中川昌浩、岡田裕之、藤田禎三1）、辻　孝夫

岡山大学第一内科　1）福島県立医大・生化学第2

（2）腸管上皮細胞の補体産生能とその制御能とその制御機構について

安藤朗、藤山佳秀、馬場忠雄

滋賀医科大学・第2内科

臨床サテライトll　司会：近藤元治

（1）喘息の治療と管理における補体系の役割

小野寺秀記、中西貞之、瀬戸信之、中原空佐、土井たかし、笠松美宏、岡本雅之、竹村周平、近藤元治

京都府立医科大学・第一内科

（2）抗うットCD59抗体により生じる急性関節炎モデルにおけるsCR1とC5aレセプター拮抗剤の抑制

効果の検討
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水野正司、西川和裕、松尾清一・

名古屋大学医学部・第3内科

臨床サテライト皿　司会：大井洋之

（1）腎尿細管間障害と補体

松尾清一、野村敦、森田良樹

名古屋大学医学部・第3内科

（2）糸球体腎炎におけるlectin　pathwayの関与

遠藤守人、大井洋之

日本大学医学部・第2内科

一般講演1

（1）メダカ補体因子C3，C4のcDNAクロs・一一・一ニングと遺伝子解析

黒田範行、成瀬　清1、嶋　蝋画1、佐々木實2、野中　勝1

名古屋市大・医・生体高分子1、東大・病理・生物、2名古屋市大・医・第二生化

（2）コイC3の多様性：複数のC3cDNAのクローニング

中尾実樹、無津呂淳一、藤木和浩、矢野友紀

九州大学農学部、水産科学第一教室

（3）ラット補体制御膜因子DAFのcDNAクローニング

三輪隆史、野中真弓、岡田則子、岡田秀親

名古屋市立大学　医学部　分子医学研究所　生体高分子

（4）マウスmembrane　cofactor　protein（CD46）のゲノム解析

野村みどり、辻村　晃1、信田京子、松本美佐子、松田洋一一2、瀬谷　司

大阪府立成人病センター・免疫、1大阪大学医学部泌尿器科

2名古屋大学農学部動物遺伝制御学講座

一般講演皿

（5）ラットC3aレセプタv・一一のcDNAクローニング

福岡良博1．2．J．A．Ember2，T．E．Hugli2

1東北大・加齢研・免疫遺伝子、2スクリップス研・免疫

（6）補体第一成分Cls欠損症の遺伝子解析

井上直和1．3　斎藤俊行，増田理亜子3、鈴木好夫4、崎山比早子1

1放射線医学総合研究所・生物影響、2第2グループ、3東邦大・理・生物分子科学、4大妻女子大

（7）補体Cls欠損症の遺伝子解析

遠藤雄一一1，菅野和子1、高橋実1、山口賢一2、河野陽一2；藤田禎三1

1福島県立医科大学・二生化、2千葉大・小児

（8）日本人集団で発見されたC9欠損遺伝子（R95X）は広くアジアに分布する？
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福森泰雄、堀内孝彦1、西坂浩明1、小島武士1、P．　M．　SChneiderk、柴田弘俊

大阪府赤十字血液センター、1九州大学医学部第一内科、2　lnstitute　of　Legal　Med　icine，　Joha：nnes

Gutenberg　University

一般講演皿

（9）血清補体に対するアンホン性高分子電解質の影響

ポリスチレンスルホン酸に関する検討

村上退軍、北野悦子1、岩田博夫、北村　肇1、筏　義人

京都大学再生率科学研究所、1大阪府立看護大学医療技術短大部

（10）血清補体に対するアンホン性高分子電解質の影響

デキストラン硫酸に関する検討

村上能庸、北野悦子1、岩田博夫、北村　肇1、筏　義人

京都大学再生医科学研究所、1大阪府立看護大学医療技術短大部

（11）胃癌由来培養細胞によるD因子産生

北野悦子、北村肇

大阪府立看護大学医療技術短期大学・臨床検査学科

一般講演N

（12）mouse　DAFのモノクローナル抗体を用いた解析

太田里永子1、今井優樹1、福岡良博2、三輪隆史1、岡田則子1、岡田秀親1

1名古屋市立大学・医学部分子研・生体高分子、2東北大学・加齢研・免疫遺伝子

（13）モルモットDAFの精巣における発現

駅長清、多田豊廣、野中真弓、岡田則子、岡田秀親

名古屋市立大学・医学部分子研・生体高分子、

（14）ヒト精子特異的CD46のmRNA一分布と発現バイアスー

信田京子、野村みどり、栗田光恵、松本美佐子、瀬谷司

大阪府立成人病センター一・・L研究所第6部

（15）麻疹ウィルスレセプターとしてのCD46一一分子集合体とシグナル伝達一

栗田光恵、松本美佐子、φ瀬谷司、上田重晴1

大阪府立成人病センター研究所6部、1阪大微研・神経ウィルス分野

一・ﾊ講演V

（16）補体活性化分子M161抗原の構造と機能解析

松本美佐子、吉川聡美、西口幸希、瀬谷司

大阪府立成人病センター研究所6部

（17）動脈硬化発機序に対する酸化LDLと補体系の関与について一ヒトCR3発現CHO細胞を用いた検

討一

目次一皿



斎藤英治、高橋和彦1、長沢滋治1

日大医・2内、1北大薬・衛生化学

（18）グラム陰性菌の補体活性化に対するBPI（Bactericidal／pemmeability　in（reas．ing　protein）の増強効

果

後上明恵1、西村仁1，2　南保明日香1、村上祐介1、長沢滋治

1北海道大学大学院薬学研究科、2カリフォルニア大学デv・一・ビス校分子細胞生物学部門

（19）S19リボソーム蛋白2量体の補体C5aレセプターに対する相反する2作用の分子機構

西村卓祐、西浦弘志、山本哲郎

熊本大学大学院医学研究科・分子病理

（20）アポトーシス細胞の食除去を仲介するS19リボソーム蛋白架橋化2量体

山本哲郎、アージュン・シュレスタ、堀野敬、西浦弘志

熊本大学大学院医学研究科・分子病理

一・ﾊ講演VI

（21）血清補体活性の新しい解析法　C42－Tmax法（第2報）

小林恵美、北野悦子、北村肇

大阪府立看護大学医療技術短期大学部・臨床検査学科

（22）Calnexinによるヒト補体C2の細胞内輸送の調節

塚本　浩、堀内　孝彦、John　E．　Volarlakis1

九州大学第一内科、1アラバマ大学医学部リウマチ学

（23）Factor　BとC2の異なったマウスーヒト間の種特異性

松本満、藤田繁

愛媛大学医学部第1内科

一般講演V旺

（24）GPIアンカー結合酵素の解析

大石一人、木下タロウ

大阪大学・微研・免疫不全

（25）PNHモデルマウスの作製と解析

村上良子、木下タロウ、竹田潤二1

大阪大学・微研・免疫不全、1大阪大学医学部修士環境医学

（26）レトロウイルスベクターによるDAF／CU59欠損細胞の治療

西村純一、竹田津二1柴野賢2、待井隆志2、金倉譲2、木下従陣ウ

大阪大学・微研・免疫不全、1大阪大学医学部修士環境医学、2同・血液腫瘍内科

一般講演田
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（27）2種類のMASPの機能

松下操、高橋実、藤田禎三

福島県立医大・医・二生化

（28）原虹eishmania　meXica：naが分泌するプロテオホスホグリカンによるMBL－MASPの活性化

川上正也1、TbniAebischer2，Christopher　Peters3，Peter　Overath2，

1北里研究所、2Max－PlanckInstitut　fur　Blologie，　TuU㎎en，　Germany

一般講演lx

（29）気管支喘息の増悪因子としてのアナフィラトキシンの作用

阿部正義、小谷譲、清水直美、坂田則行1、桂木猛

福岡大学医学部薬理学、1同第2病理学

（30）ビーズ法による慢性糸球体腎炎患者の尿中のMCPの測定

勝二達也1、中西　功2、椿原美治1、國頭一也3、廣岡由美3、

岸　雄一郎3、瀬谷　司4

大阪府立病院腎臓内科1、大阪府立母子保健総合医療センター母性内科2、扶桑薬品工業株式会社研究

開発センター3、大阪府立成人病センター研究所第6

（31）蛋白尿を有する腎疾患患者の尿中補体活性化産物の検討

森田良樹、松尾清一

名古屋大学・第3内科

（32）補体活性化の制御によるラット虚血再二流小腸粘膜障害の抑制腸管上皮細胞の補体産生能とその

制御機構について

木村敏郎、安藤朗、畑和憲、福田方子、内原啓次、作本仁志、藤山佳秀、馬場忠雄

滋賀医科大学第2内科
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特別講演1 座長　長沢滋治

がん免疫治療の再考；

　　　　BCG－CWSによる免疫刺激を中心に

　　　　　　　　豊島久真男

　　　　　（大阪府立成人病センター）
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がん免疫治療の再考；BCG－CWSによる免疫刺激を中心に

　　　　　　豊島久真男　大阪府立成人病センター

　　　　　Re－evaluation　o　f　cancer　mmunotherapy：

　　　focu　sed　on　immuno－modulation　by　BCG－CWS

　　　　　　　　　　Kumao　Toyoshima

Osaka　Medical　Center　for　Cancer　and　Cardiovascular　Diseases

端緒

我々は、実験動物における発がん実験におい

て、新生児では、十分成長した動物より発が

んさせやすく、又、胸腺を摘出したら、発が

んもがんの移植も受けやすいことを経験的に

知っている。そして、がんの治療に個体の免

疫力を強化する試みは早くから行われて来た。

しかし乍ら、なかなか有効な成績は得られず、

実用的には数種のBRMが抗がん剤の補助に

許可された程度で、それもまた、無効で高価

な薬の代表として、レばしばマスコミに取り

あげられる始末である。

　他方、我々の共同研究者の1人、林　昭は、

故山村雄一博士の存命中に、BCG－CWSと抗

がん剤との併用について議論し、併用が活性

化した免疫系を特異的に傷害する可能性を指

摘した。以来、1人で、十数年にわたり、散

発的にBCG－CWS単独使用によるがんの免疫

治療を試み、数人の長期生存例を認めた。そ

の試みを推進する一つの方法としてBCG－

CWS有効例のマーカーを検査した結果、血中

のIFNγ上昇例において、長期生存が認めら

れ、非上昇例は短期間中に死亡する例が多い

ことが明らかになった。このような状況の下

に、BCG－CWSによるがん治療と、そのマー

カーの有効性を確認するために、府立成人病

センターにおいて、1994年初めから、肺がん

を中心に、手術後のがん患者について、

BCG－CWS単独使用による治療効果の検討を

行うべく計画し、センター倫理委員会の承認

を経て、臨床研究を開始した。

方法

手術以外に、有効な治療法がなく、死亡率の

高いものとして肺がん（非小細胞）を中心に、

多種類のがんのStage　I～皿を対象とし、十

分なインフォームドコンセントを経て対象者

を決定した。

完全アジュバンド型で200　U　g　BCG一一CWSの

皮内注射を1週間隔で4回、その後、4週間

隔で、10ないし200μgBCG－CWSの皮内

注射を行った。接種前、4回接種翌日および、

’5回接種翌日に採血を行い、IFNγを中心とす

る必要な検査を行った。

対象者は、ほぼ全例について、手術施行グル

ープと共同観察を続け、転帰を確認している。

当センターにおける肺がん症例については、

全例病理検査確認済である。

結果

肺がん症例について、免疫開始時に遠隔転移

の認められなかった症例については、Stage

I～皿の全てを含めて、2人の死亡例を認め

るのみであったが、手術時のstagi㎎により

判定すると、Stage皿についてはかなりの死

亡例がみられる。この件については、手術後、

1



免疫に入る迄の1～6か月（平均3か月）の期

間に、遠隔転移の認められる例があり、それ

らについては、短期間での死亡例が多いこと

が明らかになった。

　当センターにおける肺がんの手術後、

BCG－CWS治療研究に参加した全症例につい

て同一外科グループのhistorical　controlと比

較した結果、Stage皿では、　Log－RankO．0035

で有意差となったものの、Stage　IとIIでは、

症例数が少ないこと、観察期間が短いことに

より、いまだ統計的有意差には達していない。

肺がん以外のがんも含めたBCG－CWS臨床研

究全症例について血中IFNγの上昇と治療効

果を比べると、IFNγの反応のあった患者の

生存期間が有意に長いことがわかっている。

　マウスやラットにおける実験では、BCG－

CWSに対する反応が弱く、単純な動物実験は

うまくいかない。治療前および中の患者材料

の解析からBCG－CWSによる一次反応はAPC

におこり、二次反応としてリンパ球系が活性

化されて来ることが示唆される。

共同研究者：

林昭、東一郎1、瀬谷司、鈴木隆一郎、

土井　修、児玉　憲、東山　聖彦、古河　洋、

1．北海道大学免疫科学研究所

　本研究は、臨床面は、高松宮妃癌研究基金

シニアフェローシップと財団法人大阪府成人

病予防協会研究助成金より援助を受けた。基

礎的解析については、1997年から基礎研究推

進事業より支援を受けている。
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骨髄以外に存在する造血幹細胞そして胸腺外分化T細胞

　　　　安保徹

新潟大学医学部医動物学

HematopOietic　Stem　cells　eXiSted　in　sites　other　than　the　bOne　marrow，　and　eXtra血ymjc　T　oells

　　　　　　　　　　　　　　　　Tbm　Abo

　　　　Department　oflmmunology，　Niigata　University　Schoo1　ofMedicine

　肝臓や腸管には、胸腺非依存性にその場で独自に分化・

成熟する胸腺外分化T細胞が存在する。胸腺内で分化・

成熟する通常のT細胞はその後全身のリンパ節や脾臓に

分布するが、肝や腸管の胸腺外分化T細胞は主にその部

位で仕事をする。胸腺はえらから進化している。また、

肝は腸管から進化している。これらの事実から考えると、

そもそも消化管上皮（内胚葉上皮）の下で元祖マクロファ

ージからリンパ球（T細胞）の進化が起こっている。その

部位を上から順にたどると、えら、肝、腸となる。えら

のまわりのT細胞の場合はえら穴形成の時の外胚葉上皮

の落ち込みを利用して胸腺を生み出している。MHC発現

の高い外胚葉上皮と触れてn（rgative　selectionの系を発展さ

せたのである。

　一方、肝や腸のまわりのT細胞はそのままrKrgative

sd㏄donの系を獲得しないまま進化を続けてきた。肝と腸

の胸腺外分化T細包の形質を比較すると前者にはCD4’8’

αβT細泡が存在し、後者にはCD8“yδT細胞やCD4＋8＋αβT

細胞が存在している。出会う抗原の種類によって独自の

サブセットが進化しているのである。虫垂の上皮内には

CD3＋CD4’8B220＋αβT細胞が存在する。この形質を持った

T細泡は正常マウスの他の部位には見つからない。むし

ろMRL・lpr4prマウスの異常T細胞の形質と一致している。

このように胸腺外分化T細胞はその部位特有の古い形質

を持ったT細泡として理解できる。

　では、このような胸腺、肝、腸管のT細胞はどのよう

な幹細胞からつくられてくるのであろうカ㌔B6．Ly5．1と

B6．Ly5．2マウスでパラバイオーシスをつくると、胸腺の

T細包や肝や腸の胸腺外分化T細胞は相手側の細胞が極

めて混じりにくい（1～2ヶ月後も5～15％）。一方、リン

パ節や脾臓のT細胞は、常時胸腺から補給されているの

でパラバイオーシス14日目には半数の相手側のT細胞が

混入する。また、胸腺、肝、小腸、虫垂には歯t＋L磁㎝

細胞が存在することから考えて独自の造血幹細胞からT

細包がっくられている可能性が高い。肝の。－kit’lih’　Stern

細胞はplUipotentであるが、腸と虫垂のものは胸腺外分

化T細胞にしか分化できない。胸腺の。－kit＋Stern細胞は

静脈からの投与経路ではどのT二三にも分化できず、X一

線照射したマウスの胸腺に直接移入した時のみT細1包に

分化できる。

　骨髄は生物が上陸してからできた新しい臓器であり、

他の部位の。－kit＋鵬m細胞のsouroeにはなっていないよ

うに思われる。X線などで他の剖立の。，kit＋帥㎝三三が

障害された時のみ入ってゆくのである。
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教育講演II 座長　藤田禎三

異種移植の現況と展望

　　　　　　　　　白倉良太

（大阪大学医学部附属バイオメディカル教育研究

　　　　センター・一一Hfi器移植学研究部）
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異種移植の現況と展望

　　　　　　　　　　白倉良太

大阪大学医学部附属バイオメディカル教育研究センター

　　　　　　　　臓器移植学研究部

　’lbe　present　and　perspective　of　clinical　xenotransplantation．

　　　　　　　　　Ryota　Shirakura

Division　of　Organ　Transplantation，　Biomedical　Research　Center，

　　　　　　Osaka　University　Modical　School．

　　深刻なドナー不足から異種移植が注目され

ているが、異種移植に関する研究の歴史はまだ

浅く、病態はほとんど解明されていない。異種

移植は移植臓器の拒絶のされ方によって便宜上

二画面グループに大別される。拒絶の起こる速

度も形態学的特徴も同種移植の一次拒絶反応に

近似している。on。ordant　xenotransplantationと、移

植後tt分tt単位またはtt時間“単位でグラフトが

機能不全に陥る、二次拒絶反応近似のdiscordant

xenotransplantationの2群である。臨床応用を考

えると霊長類からヒトへの移植とブタからの移

植が有面詰されている。

　　霊長類からの移植は古く1960年代に試みら

れた。1964年に腎移植20例が行われ、心移植が

1例行われた。チンパンジーからの移植腎の1

例が9カ月生着し、ヒヒからの移植腎が2カ月

生着したが、他はことごとく拒絶された。サイ

クロスポリンの時代になって試みられたヒヒか

らの心移植が20日、FK506を用いての肝移植が

2カ月生存したが、過度の免疫抑制に起因する

合併症で死亡した。この間、同種移植（Nlograft）

は、サイトカイン抑制型の新しい免疫抑制剤の

登場により、1980年代になり目覚ましい臨床成

績の向上がもたらされ、移植数は指数関数的に

増え続け、異種移植への期待は跡絶えたかのよ

うにみえた。ところが1980年台半ばを過ぎると

この増え続けてきた同種移植もドナー不足に直

面し、現在では深刻な問題となり、再び異種移

植が注目されるようになった。最近の動物実験

による研究から、。oncordantの異種移植でも、同

種移植に有効な免疫抑制剤に加えてB細胞抑制

効果のあるメトトレキセートを併用することに

より、技術的には臨床応用可能な時代になりつ

つあるが、ヒヒやチンパンジーは繁殖力が弱く

絶滅に瀕した動物であり、またヒトに感染する

病原体を多く持つためドナー不足の解消や

bridge　useは望めない。

　　ブタを臨床応用するには、移植後数分から

数時間内に臓器が破壊される超急性拒絶反応の

克服が不可欠。自然抗体がその本態と考えられ

て抗体除去、抗体産生抑制等が試みられた。1980

年代後半になって、グラフトの血管内皮上の抗

原と自然抗体が結合することにより補体系カス

ケードの活性化が起こり、内皮細胞の障害が起

こると同時に凝固系の異常が加わって血栓形成

が全血管系に起こり、虚血によってグラフトが

廃絶することが明らかになった。1988年にわれ

われは超急性拒絶反応の本態が移植されたg㎡t

細胞の補体制御因子が種差による不一致から働

かず、そのためgraftはho　stの補体の攻撃の前に

無防備な状態となり、それを回避できずに攻撃

されることを明らかにした。さらに、in　Vitroの

実験で種々のヒト補体制御因子遺伝子を異種動

物由来の細胞にトランスフェクトすると、．ヒト

5



の補体による細胞障害が抑止されたとする報告

が相次き、これを機にdiscordant異種移植の研究

がみなおされた。即ち、補体の活性化を制御す

ればブタからヒトへの移植がヒヒからヒトへの

移植と同じレベルになるという仮説のもとに、

補体抑制剤の検討、遺伝子工学的手法を用いた

ドナーの改良、グラフトの改良などについての

可能性が研究されるようになった。現在では

DAFを高発現するブタを作出し、カニクイザル

にこのブタの心臓を異所性に移植して

Cyclosporin　Aとステロイドの併用両方で平均40

日の生血が報告されている。

　　一方、ヒト血中の自然抗体のエピトープの

ひとつがヒトやヒヒになくて、他の脊椎動物に

広く存在する糖鎖（α一galactOsyl　epitope）にある

ことが判明。霊長類以外の動物でα1－3GT遺伝

子を持たない（knockout）動物の作成が試みられ

るようになった。マウスでは既にこのknockout

は報告されているが、現在ではまだにブタのES

細胞は開発されておらず、その開発には時間が

かかるとされている。またクローン羊の出現以

来、核移植法を応用してknockoutする方法がも

くろまれているが、まだしばらく時間を待たね

ばならない。現在可能な方法としては、α1，3GT

と基質を同じくする糖転移酵素であるα1，2

fUcosyltransferase（α1，2FT）　やα2，3　si　alyl－

transferase（α2，3　ST）などを過剰発現させるこ

とによる競合抑制が試みられている。α1，2Fr

を持つTgブタは既に作成されている。これに対

して我々は、抗原性の高いN－linked糖鎖に焦点

を置いて、この合成の根幹を制御する糖転移酵

素、N－acetylglucosaminyltransferase（GnT－m）、

を強制発現させることにより、α一galactosyl

epitopeも含めたN－1inked面面全体のリモデリン

グをはかることを考えている。既に、GnT一皿を

ブタの血管内皮やTgマウスに強制発現させた

ところ、ヒトに対する抗原性の著しい低下を示

すことをつきとめ、これを発現するTgブタの作

成をを検討している。

　　これらのTgブタ作成の動きとは別に、すで

に臨床が始まっている異種移植の分野があるこ

とを紹介する。ひとつは、重症の糖尿病患者に

対する治療として、ブタ胎児の膵細胞を腎皮膜

下に移植するプロジェクトであり、数年前より

スウェーデンで始まっている。また、ロサンジ

ェルスのDemetriouらはブタの肝細胞をファイ

バー中で培養することによりハイブリッド人工

肝（bioartificial　liver；BAL）を作成し、劇症肝炎

の患者に対して、治療および本来の肝移植まで

のブリッジとして臨床につかい良好な成績を治

めている。さらに、パーキンソン病の患者の脳

（被殻）にブタ胎児の神経細胞を移植し、7か

月後、移植したブタの神経細胞、繊維を確認し

たと言う報告もある。

　　これらの患者のおおくにブタのレトロウイ

ルスに対する抗体が見つかっており、新たな問

題を投げかけている。

　　異種移植の展望であるが、discordant

xenograftの超急性拒絶反応を回避することがで

きても、引き続いて別の反応系による拒絶反応

が起こることは想像に難くない。同種移植の拒

絶反応、co　ncordant　xenograftの拒絶反応のメカニ

ズムが解明されれば、超急性拒絶反応を回避し

たdiscordant　xenograftにおける免疫反応の解明

はさほど困難ではないと考える。従って、移植

用にブタを品種改良する試みは決して夢幻では

なく、21世紀初めには臨床応用が実現化すると

考えられる。
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Up－to－dateシンポジウム

　　　　　　　　　座長　木下タロウ、野中勝
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コレクチンの感染防御における役割

　　　　　鈴木定彦

大阪府立公衆衛生研究所・病理課

　　　　The　role　of　collectins　on　the　defens　against　infections

　　　　　　　　　　　　Yasuhiko　Suzuki

Department　of　pathology，　Osaka　Prefectural　lnstitute　of　Public　Health

広義のレクチンとは、糖鎖結合能を有する構造を内

部に持つ蛋白質で、しかもイムノグロブリン等の免

疫産物や酵素でない蛋白質一般を示している。狭義

には糖鎖を有する物質を凝集する活性を持ち、その

結合が単糖やオリゴ糖を添加することにより阻害で

きる物質を意味する。植物レクチンと動物レクチン

の2つに大別されている。動物血清レクチンは、植

物レクチンの動物側のカウンターパートの一部とし

て、1980年、Kawasakiらにより初めて報告さ

れた。その後しばらくその生物学的意義は不明であ

ったが、その後このレクチンの欠損と、易感染性の

関連がいくつかのグループから報告されるにいたっ

て、本レクチンの生理的意義の一つが感染に対する

基礎免疫である可能性が提唱された。

　現在ではこれらの動物血清レクチンは、その内部

にカルシウムイオン要求性の糖鎖認識領域

（Carbohydrate　Recognition　Domain；CRD）

とコラーゲン様構造を合わせ持つため、コレクチン

と呼ばれている。その構造は、上記の特徴的な領域

を含む4つのドメインからなっている。それらはN

末端から高システイン領域、コラーゲン領域、ネッ

ク領域、糖認識領域である。30～45キロダルト

ンの3本のポリペプチドがネック領域の疎水結合に

よって会合し、さらにコラーゲン様領域によりトリ

プルヘリックス構造をとっているものと考えられて

いる。このトライマーが基本単位となり2～6量体

の会合したブーケ様構造と4量体の十字架様構造の

2種類の巨大オリゴマー構造を形成している。コレ

クチンは現在血清中に存在するマンナン結合蛋白

（mannarl　bindi㎎protein；MBP）、コングル

チニン（conglutininn；BKg）、CL－43（collectin

43；CL－43）と肺のサv一一’ファクタントや羊水中に存

在するサーファクタント蛋白A（surfactant

protein　A；SP」A）やサーファクタント蛋白D

（surfactant　protein　D；SP－D）などの5種類が

見つかっている。

これらのうち、十字架様構造を持つBKgやSP－Dで

はその大きさは約100nmとウイルスに匹敵する

巨大なサイズとなっている。一方MBPやSP」Aでは、

その形はブーケ様構造で、補体第1因子q（Clq）

の構造と非常に類似している。また、コレクチンと

Clqは、アミノ酸配列および塩基配列の比較から、

同じ先祖遺伝子より派生したものと考えられている。

　ヒトでのMBP欠損症で明らかになった現象から

類推するとコレクチンの生理的役割の一つは細菌、

真菌類やウイルスなどの広範囲の微生物に対する感

染防御免疫に関与している可能性がある。また、花

粉やダニ等の抗原に特異的に結合することから、ア

レルギ・・一一・・反応になんらかの関与をしている可能性も

示唆されている。しかしながら本レクチンがどのよ

うな機序で、宿主の防御やアレルギー反応に関わっ

ているのか、詳しくはわかっていない。MBPが補

体のカスケードと並行して補体の活性化を導くこと

が最近明かとなり注目を集めている。MBPでは

CRDで異物と結合し、その後コラーゲン様ドメイン

にプロテアー一・・一ゼ（marman　binding　protein
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assoctated　serine　protease；MASP　1／2）が結合

し、補体を活性化する経路がIharaらおよび

Matushitaらにより明らかにされた。また、コレク

チンは、異物と結合してオプソニンとして働き、白

血球などによって取り込まれ処理される経路も考え

られている。エンドサイトーシスの際の細胞側のレ

セプター・一一一については様々な報告があるが、現在のと

ころ確定されたものはない。オプソニンとともに重

要なのは、原始的な凝集活性である。これは、レク

チンの多価の結合手による結合であるが、単に凝集

院を形成するだけでなく、高原の密度を高めたり物

理的に排除しやすい大きさに整えたりと合目的的な

働きをしている。，

近年、分子生物学の導入により免疫学の領域は飛躍

的に進歩し、Tリンパ球、　Bリンパ球、免疫グロブ

リンなどを中心とする特異性の高い、後天的な認識

システムの解明がなされた。しかし、実際の生体で

は、そのような特異免疫ばかりでなくより広範な特

異性を持った自然免疫（マクロファージ、NK細胞、

補体等）が感染症に対する基礎免疫を担っている可

能性が大いに考えられる。最近コレクチンがこれら

の基礎免疫に重要な役割を果たしている知見が数多

く報告されてきている。本シンポジウムではわれわ

れの最近の研究を中心に、コレクチンの生理的役割

について述べたい。
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後期補体成分欠損症の遺伝子解析からわかること
一founder　effectとselective　advantageについて一

　　　　　　　　堀内孝彦、福森泰雄1

九州大学医学部・第一内科、1大阪府赤十字血液センター

Molecular　analysis　for　the　late　components　of　complement：　Founder　effect　and　selective　advantage

　　　　　　　　　　　　　Takahiko　Horiuchi　and　i　Yasuo　Fukumori

　First　Department　of　internal　Medicine，　Faculty　of　Medicine，　Kyushu　University，　Fukuoka；

　　　　　　　　　　　　　iOsaka　Red　Cross　B　lood　Center，　Osaka

　後期補体成分はC5、　C6、　C7、　C8、　C9より構成さ

れ、細菌などの表面で膜侵襲複合体（membrane・attack

complex：MAC）を形成し異物の排除に働く。これら

後期補体成分の先天性欠損症では、細菌感染、特に

Neisseria　meningitidisやNeisseria　gonorrhoeaeによる髄

膜炎や全身性感染症を繰り返すことが知られてい

る。日本人の献血者を対象にした大規模スクリーニ

ングでは、C5、　C6、　C7、　C8完全欠損症の頻度は

0．002－0．004％であるが、C9完全欠損症は0．1％と極め

て高頻度である1・2。近年、これら欠損症の遺伝子異

常の解析が進み、すべての後期補体成分について相

次いで原因が報告された。本稿ではこれらのデータ

をもとに、日本人で多いC9欠損症とその他の後期

補体成分について特色を比較し考察を加えたい。

　C9欠損症は、稲井らが1979年に初めて日本人の

一症例を報告して以来3、日本人にきわめて多い異

常であることが知られていたが、その遺伝子異常の

部位は不明であった。我々は日本人10家系10例

について解析を行い、95番目のArgのストップコ

ドンへの変異（R95X）を10家系すべて（8例が

ホモ、2例がヘテロ）、20allele中18allele（9

0％）に認めることを明らかにした4。また、残り『

の2alleleのうち1alleleの異常の原因は507番目

のCysのTyrへの変異（C507Y）であったが、残る1

alleleの異常の原因は不明であった4。さらに各国の

健常人の解析を進めた結果、R95Xは日本本土のみ

ならず広くアジアに高頻度に存在し、一方欧米人に

は極めて少ない（あるいはない）ことが明らかに

なった（詳細は本集会にて福森が発表予定）。すな

わち、R95XはC9遺伝子内のhot　Spotではなく、創

始者効果（founder　effect）により生じたことが明ら

かになった。またC9欠損症が広くアジアに分布す

ることが確認された一方で、Hobartらは腎移植患者

の検討から、欧米人でも日本人ほどではないにし

ろ、以前考えられたよりは高頻度のC9欠損症が存

在するのではないかと推測している5。このように

広く世界にC9欠損症が存在することを示唆する所

見は、種の生存の過程でC9欠損症が有利に働いた

可能性（selective　advantage）を推察させる。

　同様のfounder　effectはC8β欠損症でも明らかに認

めるが、一方、C6、　C7欠損症では本邦での我々の

解析と欧米での結果を併せて考えると、変異部位、

種類はさまざまであり、founder　e脆ctは認めない。

C5ならびにC8α一γ欠損症は、解析された例数がそ

れぞれ1例、2例で少なく症例の蓄積が必要である

と考えられた。

（文献）

1）　Fukumori，　Y．　et　al．，　lnt．　lmmunol．，　1：85

（1989）

2）　Hayama，　K．　et　al．，　lnt．　Arch．　Allergy　Appl．

Immunol．　90：400　（1989）

3）　lnai，　S．　et　al．，　J．　Clin．　Lab．　Immunol．　2：85

（1979）

4）　Horiuchi，　T．　et　al．，　J．　lmmunol．　160：1509

（1998）

5）　Hobart，　M．J．，　et　al．　Clin．　Exp．　lmmunol．

108：500　（1997）
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　　　抗体依存性食作用のプロテインキナーゼCによる抑制の機構

　　　　　　　　　　櫨木　薫1，2、野木　修3、松尾　毅1、宇井理生1

1理研・宇井研、2Brigham　and　Women’s　Hospital・Harvard　Medical　School、3広島大学・薬、

　　　　　Protein　kinase　C－medlated　abolition　of　Fcg　receptor－dependent　activation　of

　　　　　　　　　　Cbl－bound　Syk　protein　tyrosine　kinase　in　neutrophils

　　　　　　Kaoru　Hazeki　1，2，　Osamu　Hazeki3，　Tsuyoshi　Matsuo　l，　and　Michio　Ui　l

IUi　laboratory，　RIKEN，　2　Brigham　and　Women’s　Hospital　・　Harvard　Medical　School，　3　Faculty　of

　　　　　　　　　　　　Pharmaceutical　Sciences，　Hiroshima　University，

目的

　我々は食細胞の抗体受容体（FcgR）刺激に

おいて機能する情報伝達系について検討して

いる。これまでに以下の事実を公表してきた。

1一一d　3　）

（1）FcgRを架橋刺激すると癌原遺伝子産物

Cblがチロシンリン酸化され、その結果Cbl

はPI　3一キナーゼと会合する。（2）抗体に依存

した魚食反応にはPI　3一キナーゼ活性が必須

である。（3）フォルポールエステル（PMA）

処理細胞においてはFcgR刺激に依存して

生じるこれらの応答がすべて抑制される。今

回我々はPMA処理によってFcgR刺激が

遮断される機序を調べた。

方法

1．細胞

モルモット腹腔内にカゼインを投与し15時

間後腹腔内細胞を採集した。

2．細胞内タンパク質のリン酸化

32Piで標識した細胞をPMAで刺激し、可溶

化後免疫沈降し、SDS－PAGEで分離し、目的

のバンドを切り出して酸加水分解した。分解

産物を二次元薄層電気泳動にかけてリン酸化

アミノ酸分析を行った。

3．免疫沈降物に含まれるチロシンキナーゼ

とその基質の解析

免疫沈降物に［g－32P］Arpを添加し、インキ

ュベート後、SDS－PAGEで分離して、自己リ

ン酸化されたチロシンキナーゼとそれと共質

する基質を調べた。

4．免疫沈降物に含まれるチロシンキナーゼ

活性

免疫沈降物に合成チロシンキナーゼ基質

Raytideと［g－32P］ATPを添加し、リン酸化を

調べた。

結果

　抗Cbl抗体免疫沈降物はCbl自身及び外

から添加した人工基質Raytideをチロシン

リン酸化するキナーゼ活性を含有し、このチ

ロシンキナーゼ活性はFcgR刺激した細胞か

ら得られた沈降物で、著しく増大した。しか

し、あらかじめ細胞をPMへ処理しておくと、

FcgR刺激に依存したこの活性はほぼ完全に

消失した。可溶化した細胞をあらかじめ坑

Syk抗体で吸収した後、坑Cbl抗体免疫沈

降物を調製すると、そこにはもはやチロシン

キナーゼ活性は認められなかった。坑工yn

抗体を用いて同様の吸収を行っても、Cblと

会合するチロシンキナーゼ活性は全く影響を

受けなかった。そこでSyk自体の活性を調べ

たところ、：FcgR刺激で増大し、　PMA処理は

このFcgR刺激を無効にすることが判明した。

次に、PMAによるPKCの活性化によってリ

ン酸化される標的を探索した。2Piで標識した

一10一



細胞をPMAで刺激し、抗Cbl抗体で免疫

沈降するとCblのセリン残基のリン酸化が

観察された。Cb1は試験管内で、ラット脳よ

り精製したプロテインキナーゼC（PKC）の

基質となった。さらに坑Cbl抗体免疫沈降物

中には72kDaのPKC基質が共存し、これが

Sykである可能性が考えられた。事実、　PMA

処理細胞から得られたSykは高度にリン酸化

されていたので、PMA感受性PKCはCbl、

Sykの両者をともに良い基質とすることが

明らかになった。

考察

　CblはSykと（この系では常に）会合し

ており、SykはCb1自身をも基質とする。Syk

活性はFcgR刺激によって増加する。一方、

SykはPKCの基質となりセリン残基がリン

酸化されると、チロシンキナーゼ活性を消失

する。Sykは免疫系のレセプターに共通する

rrAM配列に結合する、レセプター直下のチ

ロシンキナーゼなので、：FcgR刺激に依存し

た応答はすべてがPMA刺激によって減弱す

ることになる。また、Sykのリン酸化を介し

てPKCが免疫応答全般に干渉している可能

性がある。

貧食促進作用は抗体レセプター、補体レセプ

ター、レクチンレセプターなどによって担わ

れる。これらの細胞内シグナル伝達系と相互

のクロストークは今後明らかにされるべき重

要なテーマである。本演題はFcRを主題とし

たが同様の手技は補体レセプターのシグナル

伝達系の解析にも有用と考えられる。

1）　Ninomiya，　Hazekiet　al．，J．Biol．Chem．　269，

22732－22737　（1994）

2）　Ahmed，　Hazeki　et　al．，　J．　．　Biol．Chem．　270，

23816－23822　（1995）

3）　Hazeki　et　al．，　EurJ．IMmunol．　1998　（in

press）
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CD46／麻疹ウイルスレセプターの構造と機能

　　　　　　　　　　村上　祐介1，瀬谷　司2・3，長澤　滋治1

1北海道大学大学院薬学研究科，2大阪府立成人病センター研究所・免疫，3PROBRAIN

　　　　　　　　　　Structure　and　function　of　CD46／measles　virus　receptor

　　　　　　　　Yusuke　Murakami’　，　Tsukasa　Seya2’3，　and　ShigeharuNagasawai

　　　　　　　’Graduate　School　of　PharmaceuticalSciences，　Hokkaido　University，

2Departmentof　lmmunology，Osaka　Medlcal　Centerfor　Cancerand　CardiovascularDiseases，　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3pROBRAIN

　ヒトCD46（membrane　cofactor　protein，　MCP）

は生体各組織の有核細胞に発現する補体制御膜蛋

白で，】因子によるC3b／C4b分解・不活性化反応の

コファクターとして働き，自己細胞膜での補体活

性化を制御する1。そのcDNA解析から，MCPはN

末端から4個の補体制御蛋白に共通なSCRドメイ

ン，0一結合白糖鎖で修飾されたセリンートレ心心ン

に富むドメイン（ST），機能未知ドメイン（UK）から

成る細胞外領域の後，膜貫通ドメイン（TM），細胞

質内ドメイン（CYT）に連なることが明らかにされ

た2。これまでにMCP様の補体制御蛋白はモルモ

ット3とブタ4において全一次構造が決定されてい

る。

　MCPは補体制御のみならず受精時の精子側のレ

セプター5や麻疹ウイルス（MV）のレセプター6，7と

しても機能する。MVは霊長類に感染するにもかか

わらず，ヒト以外のMVレセプターの構造は明ら

かにされていない。一・一・一・一方，モルモットのMCPホモ

ログは主に精巣で発現していることから3，趨歯類

のMCPはMV感染よりむしろ卵と精子の融合にお

いて重要な働きをしている可能性が考えられる。

　我々はレセプターとしてのMCPの意義を明らか

にすることを目的とし，一つのアプローチとして

サル8・9とマウスloのMCPホモログの構造と機能に

ついて解析を進めたところ，MCPは本来，補体制御

因子／受精レセプターとして機能する分子であった

が，哺乳類における進化過程でさらにMVレセプ

ターとしての役割も担うようになったと考えられ

た。本発表では，我々の最近の研究成果を中心に哺

乳類におけるMCPの構造と機能の多様性について

考察する。

＜参考文献＞

1）　Seya　T．　et　al．，　J．　Exp．　Med．，　163：837（1986）

2）　Lublin　D．　M．　et　al．，　J．　Exp．　Med．，　168：181　（1988）

3）　Hosokawa　M．　et　al．，　J．　Immunol．，　157：4946　（1996）

4）　Toyomura　K．　et　aL，　lnt．　lmmunol．，　9：869　（1997）

5）　Anderson　D．　J．　et　aL　Proc．　Natl．　Acad．　Sci．　U．S．A．　，

90：10051　（1993）

6）　Naniche　D．　et　al．，　J．　Virol．，　67：6025（1993）

7）　Dorig　R．　E．　et　aL，　Cell，　75：295　（1993）

8）　Murakami　Y．　et　al．，　Biol．　Pharm．　Bull．，　19：1541

（1996）

9）　Murakami　Y．　et　aL，　Biochem．　J．，　330：1351　（1998）

10）　Tsuilmura　A．　et　al．，　Biochem．　J．，　330：163　（1998）
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消化器疾患における補体制御因子DAFの
　　　　発現の変化とその臨床的意義

水野元夫、上江洲篤郎、竹内一昭、川田幹浩、岩垣尚史、那須淳一郎、志茂公洋、鳥越知美、岡咲博昭、

　　　　　　　　大家昌源、稲葉知己、中川昌浩、岡田裕之、藤田禎三1）、辻　孝夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山大学第一内科

　　　　　　　　　　　　　　　　　1）福島県立医大・生化学第二

　　　　　　Expression　of　DAF　in　gastrointestinal　diseases　and　its　clinical　implication

Motowo　Mizuno，　Tokurou　Uesu，　Kazuaki　Takeuchi，　Mikihiro　Kawada，　Naoshi　lwagaki，　Junichirou　Nasu，

　　　　Kimihiro　Shimo，　Tomomi　Torigoe，　Hiroaki　Oka　zaki，　Syougen　Ohya，　Tomoki　lnaba，

　　　　　　　Masahiro　Nakagawa，　Hiroyuki　Okada，　Teizo　Fujita　i），　and　Takao　Tsujj

　　　　　　First　Department　of　lnternal　Medicine，　Okayama　University　Medical　School，

　　　　　　　　　　i）Department　of　Biochemistry，　Fukushima　Medical　College

1．大腸粘膜における補体制御因子の局在

　液性免疫の主なエフェクターである補体の活性化

を制御するため、ヒト細胞膜上にはdecay－

accelerating　factor　（DAF），　membtane　cofactor

protein　（MCP）．　homologous　restriction　factor　20

（HR：F20）など種々の膜性補体制御因子が存在する。

正常なヒト大腸組織では、DAF、　HRF20は一部の

表層細胞のapical面にわずかにその発現が観察され

るのみで、一方MCPは粘膜上皮細胞のbasolateral

面にそってびまん性に強い染色がみられる1）。DA：F、

且RF20はglycosyl・phoshatidylinositolアンカー型

結合の蛋白であり、この結合様式は細胞のapical面

への輸送シグナルであることから、このような補体

制御因子の大腸上皮細胞上の分布の違いが観察され

るものと考えられる。

ポリープは、病理学的には腺腫性病変がほとんどで、

多くの大腸癌はこの腺腫性ポリープより発生する。

実際、大腸癌を一部に合併するポリープでは、癌の

部分と同じDNA　contentの異常が腺腫部分で観察

され2）、いわゆるadenoma－carcinoma　sequenceと

言われる現象が観察される。正常粘膜上皮ではほと

んど発現のみられなかったDA：Fは、この前癌病変

と考えられる大腸腺腫性ポリープでは、強い発現が

みられるようになる。そして、大腸癌になるとその

発現はさらに強くなり、大部分の腫瘍細胞のapical

面に増強したDAFの発現が観察される。かつ、発

現の増強したDAFが腫瘍腺管の管腔内にも染色さ

れる症例がしばしばみられる1）。すなわち、大腸癌

では発現の増強したDAFが大腸内腔へ放出されて

いるものと思われる。

2．大腸癌におけるDA：Fの発現の変化

　大腸癌は、Rasなど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。大腸

3。大腸癌患者便中におけるDAFの検出

　実際に大腸癌患者の便に含まれるDAFの量は、

大腸腺腫性ポリープ、他の消化器癌、正常コントロ
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一ルなど他室に比べ有意に高い3）。また、便中DAF

は、手術により大腸癌を取り除くと著明に低下する。

この畑中DAFは、便潜血陰性例においても検出さ

れ、癌よりの出血に含まれる赤血球に由来するもの

（赤血球膜には多量のDAFが存在する）ではなく、

大腸癌患者便中DA：Fは、大腸癌細胞により産生さ

れたDAFに由来するものと考えられる。

　大腸癌は、近年わが国で増加傾向にある重大な癌

の一つであり、そのスクリーニングには、便潜血が

用いられている。しかし、便への出血は大腸癌に特

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）大腸癌が存在サることも明

らかである。便中DAFの測定は、便潜血とは独立

した新しい大腸癌スクリーニング法の開発に役立つ

可能性が高いものと考えられる。

4．潰瘍性大腸炎におけるDAFの発現増強と患者便

中での検出

　潰瘍性大腸炎は、原因不明の大腸の炎症性疾患で、

その発症機序として消化管における補体系を含む免

疫応答の異常が密接に関与している。実際、潰瘍性

大腸炎の病変部粘膜では、補体C3活性化分子とそ

の不活化分子の沈着が観察される4）。また炎症の程

度を反映してDAF、：HRF20の発現が増強している

5）。大腸癌と同様に、潰瘍性大腸炎組織でも、DAF

はapica1面での発現が増強しており、患者の山中に

は、大腸炎の程度に応じて放出されたDAFが検出

される。すなわち、活動期潰瘍性大腸炎患者の謡言

DAF値は、非活動期患者や健常対照群などに比べ有

意に高値を示し、治療により病勢が沈静化すると低

下する6）。また、磁心DAF値は、内視鏡的、組織学

的活動度と相関し、便中DA：Fは、潰瘍性大腸炎の

非侵襲的かつ簡便な活動性のマーカーになりうるも

のと考えられる。

　潰瘍性大腸炎の治療方針の決定や、治療法の効果

判定には腸炎の病勢判定は不可欠であるが、大腸炎

の症状が悪化しているときに、大腸内視鏡検査や注

腸検査はしばしば患者の負担になる。非侵襲的な便

による大腸炎の病勢判定法の開発は、非常に重要な

研究課題であり、現在までにTNF一αなどがマーカ

ーの候補として報告されている。大腸炎症性疾患の

便中には、白血球由来の種々の水解酵素や、2次的

な感染による細菌由来の蛋白分解酵素が存在してい

るものと考えられるが、DA：Fは蛋白分解酵素に安定

であり、さらには熱に対しても安定であることが知

られているため、便中という厳しい条件下でも再現

性のある安定した濃度測定が可能である6）。この点

は他の報告されているマーカーより実用化の上で有

利な点と思われる。

文献

1）　lnoue　H．　et　al．，　Acta　Med．　Okayama，　48：271

（1994）

2）　Suzulri　S．　et　al．，　Gastroenterology，109：1098

（1995）

3）　Mizuno　M．　et　al．，　Gastroenterology，109：826

（1995）

4）　Ueki　T．　et　al．，　Clin．　Exp．　lmmunol．，　104：286

（1996）

5）　Uesu　T．　et　al．，　Lab．Invest．，72：587　（1995）

6）　lnab　a　T．　et　al．，　Clin．　Exp．　lmmunol．，　112

（1998）　（in　press）
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腸管上皮細胞の補体産生能とその制御機構について

　　　　　　　　　　安藤　朗、藤山　佳秀、馬場　忠雄

　　　　　　　　　　　　滋賀医科大学・第二内科

Regulation　of　Complement　Biosynthesis　in　Human　lntestinal　Epithelial　Cells

　　　　　．4V〈ira　．Amdoh，　Yoshihide　Fujiyama，　and　Tadao　Bamba

　Department，　of　lnternal　Medicine，　Shiga　Universit，y　of　Medical　Science

　はじめに

　　　ヒトの腸管腔には、粘膜局所で産生分

泌される補体成分（C3，C4，factor　B）が存在す

ることが知られている。さらに潰瘍性大腸炎

やCrohn病においては、これらの補体成分

の産生が尋出しているとされる1。我々は、

最近、in　situ　hybridization法を用いて、ヒ

ト大腸組織におけるC3、　factor　B　mRNAの

発現を検討した2。この結果によると、C3、

factor　B　mRNAの発現が陰窩下部1／3の上

皮細胞に確認され、これらは陰窩の上部に移

行するに従って減弱した。さらにこれらの

mRNAの発現は、大腸腺腫、大腸癌組織で

も認められた。これらの知見は、腸管局所に

おいて上皮細胞が補体成分の産生分泌部位で

あることを示すとともに、陰窩底近傍の上皮

が中心的役割を果たしているものと考えられ

る。腸管粘膜局所においては、上皮細胞がIgA

receptorを発現し管腔内への分泌型IgA輸

送を積極的に担うとともに、補体成分の産生

分泌部位として積極的に免疫担当細胞として

の機能を果たしているものと考えられる。さ

らに大腸癌由来の培養細胞を用いた検討から、

これらの腸管上皮細胞での補体成分の産生分

泌はさまざまのサイトカインにより制御され

ていることが明かとなった3・4。即ち、1：L・1b、

IL－6、　TNF・α、　INF・γなどの炎症性サイトカ

インはalternative　pathwayの構成成分の

C3、　factorBの産生分泌を誘導する。さらに

IL－IB＋IL－6．　IL－6十TNF－ot．　IFN－y＋TNF－oc

のコンビネーションは相乗的にC3、　factorB

の産生を誘導する。一方、IFN一γは単独で

classical　pathwayの構成成分C4を誘導する。

さらに、抗炎症性サイトカインであるTGF・

βやIL・4は、これらの炎症性サイトカインに

より誘導される補体成分の産生分泌を抑制す

る。腸管局所では、1：L・1β、1：L－4、TNF一α、

IFN－yなどが強力な上皮細胞のIgA　receptor

の誘導因子として作用していることを考える

と、分泌型IgAの細胞内輸送分泌と補体成分

の産生分泌の制御が組織局所において巧妙に

linkしているものと考えられる。

　一方、食物繊維の嫌気性菌による分解によ

りヒト大腸内には170－200mMにも達する大

量の温品脂肪酸（酢酸、プロピオン酸、酪酸）

が存在する5。これらの中でも、酪酸

（Butyrate）には抗炎症作用に代表されるさ

まざまの生理作用があることが明かにされて

おり、臨床的にもButyrateの注腸療法の潰

瘍性大腸炎に対する有用性が報告されている

6。最近、我々は、Butyrateの抗炎症作用の

一端を明らかにする目的で、TNF・αにより誘

導される大腸癌細胞からのC3、　factorB産生

に対するButyrateの効果について検討し興

味ある結果を見いだした。
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方法

1．ヒト大腸癌由来のHT－29、　Caco・2、　T84を

TNF・a（50ng／ml）存在下に培養して上清中

に誘導されるC3、　factorBさらに1：L・8濃度

をE：LISAにて測定した。

2C3、　factorB、　IL・8　mRNA発現をNorthern

blotにて検討した。

3，転写因子（NF－KB、　AP・1、　CIEBP、　Sp・1）の

活性化をEMSAにより検討した。

結果

1）Butyrateは濃度依存性にTNF一㏄により誘

導されたC3産生を増強した。一方、　TNF一α

により誘導されるfactor　B、　IL－8産生は濃度

依存性に抑制された。

2）これらの効果はmRNA発現のレへ“ルでも確．

認された。ButyrateのC3とfactorB　mR：NA

発現に及ぼす効果はサイクロヘキシミド

（CHX）の添加の影響を受けなかった。

3）ButyrateはTNF・αにより誘導されるNF－

KB、　AP・1の活1生化を抑制した。特にNF・KB

に対する効果が著明であった。TNF・αは

C／EBPβ（NF－IL6）の活性化を誘導したが、

ButyrateはこのNF－1：L－6活性をさらに増強

した。Sp－1に対する効果は認められなかっ

た。

4）Butyrateと同様にhistone蛋白のアセチル

化を誘導するtrichostatin　Aにも同様の作用

が確認された。

考察

生理的濃度のbutyrateにTNF・a誘導性C3、

factorB産生に対する相反する効果が認めら

れた。FactorBの産生に対する抑制効果が強

力であることより、補体性の細胞障害にとっ

てbutyrateは抑制的に作用しているものと

考えられる。一方、その効果の発現機序とし

てbutyrateによる転写因子の活性化に対す

る様々の効果が明かとなった。C3やFactor

B遺伝子の転写発現において、NF－KB、

C／EBPβ（NF・IL6）などの転写因子の活性化

が重用な役割を果たしていることが知られて

いる7・8。さらに1：L・8遺伝子でのAP・1の活

性化の重要性も知られている9。Butyrateに

よるfactorBやIL－8の産生抑制の効果に

NF・KBの発現抑制機序が関与しているもの

と考えられた。一方、C3遺伝子転写の活性

化にNF・IL6が重要な役割を担っていること

が知られているが、butyrateはNF・IL6を活

性化することによりC3産生を増強したもの

と考えられた。さらにこの反応にbutyrate．

によるhistone蛋白のアセチル化が関与して

いるものと考えられる。

文献：

1）　Ahrenstedt，　O，　et　al．，　N．EngL　」．　Med．　322：

1：345（1990）

2）Andoh　A，　et　al．，　Clin．　Exp．　Immuno1．111二

477　（1998）．

3）　Andoh　A　et　al．　」．　lmmunol．　151：4239

（199：3）．

4）　Andoh　A　et　al．　pathophysiology　2：251

（19．　95）．

5）　Cummings　cJH　Gut　22：763　（1981）．

6）Scheppach　W．　Gast，roenterolog：　103：51

（1992）．

7）Wison　DR．　et　al．　Mol．　Cell．　Biol．10二6181

（1990）．

8）　Wu　L．　et　aL　Cell　30：331　（1987）．

9）Yasumoto　K　J．　Bio．　Chem．　267：22506

（1992）
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喘息の治療と管理における補体系の役割

小野寺秀記、中西貞信、瀬戸信之、中原梨佐、土井たかし、
　　　　笠松美宏、岡本雅之、竹村周平、近藤元治
　　　　　　　京都府立医科大学・第一内科

　　　Role　of　complement　on　treatment　a　nd　management　of　asthma

Hideki　Onodera，　Sadanobu　Nakanishi，　Nobuyuki　Seto，　Risa　Nakaliara，Takashi　Doi，

　Yoshihiro　Kasamatsu，　Masayuki　Okamoto，　Shuhei　Takemura，　Motoharu　Kondo

First　Department　of　lnternal　Medicine，　Kyoto　Prefectural　University　of　Medicine

はじめに

　喘息を管理するためには実施された
治療の効果を評価することが重要で、
最大呼気流速（ピーク・フロー；PEF）

のモニターが汎用されている。喘息の
重症度を把握して治療を強化する場合
PEFによる評価は簡便かつ有効である。
しかしPEFの改善を指標とした治療の
軽減は時に治療の失敗を招く。　これは

PEFが気道の炎症を十分に反映してい
ないためであり、こうした炎症を評価
しうるパラメーターを求めることが研
究の指針として取り上げられている1）。

そこで、喘息における補体系パラメー
ターの臨床的な検討結果を示して喘息
の管理におけるその役割や有用性につ
いて述べる。

対象と方法

　46症例の喘息患者について補体系
パラメーターの変動を検討した。

結果

　軽症喘息患者ではCH50が高値であ
り、経ロステロイド療法を必要とした
慢性喘息患者のCH50は低値であった。’
また喘息が改善するとCH50は増加し、
補体分解産物ic3bは低下した。喘息
患者の末梢血単球と穎粒球の膜表面で
はCD35，　CDllbあるいはCD55の発現
が増強していた。

考察

　軽症あるいは季節型の喘息では高補

体価を示すことが多い反面、慢性喘息
患者のCH50は低下していて2）PEFの

改善がえられても溶血活性が上昇する
ことは少なかった。そして治療によっ
て溶血活性が上昇する患者では治療を

軽減しても喘息の悪化は認められなか
った。　平成7年以降PEFのモニター
と同時に溶血活性をモニターして溶血
活性の上昇を治療の軽減の目安として
診療を行っているが、こうした患者の
病状はすこぶる安定していて救急受診
は皆無に等しかった。末梢白血球に発
現している補体系膜蛋白の内CD35，　CD

11，CD55が喘息患者では増強していた。
こうした現象3）は喘息の炎症反応を解

析する上で有用であると思われるが、
現行の喘息治療を評価するには不適と
思われた。補体溶血活性のモニターが
喘息死の予防に役立つか否か臨床治験
を行うべきであると思う。

参考文献
1）　lnternational　asthma　management　pro－

ject．　lnternational　consensus　report　on　dia－

gnosis　and　management　of　asthma．　U．　S．

Department　of　Health　and　Human　Services，

Publication　No　92－3091，　1992．

2）　Kay　AB，　Bacon　GD，　Mercer　BA．　C　omple－

ment　components　and　lgE　in　bronchial　as－

tima．　Lancet　1974；　2：　916－920．

3）　Gin　W，　Kay　AB．　The　effect　of　corticoster－

oid　on　monocyte　and　neutrophil　activation

in　bronchial　asthma．　J　AIIergy　Clin　lnrmun－

ol　1985；　76：　675－682．
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抗うットCD59抗体により生じる急性関節炎モデルにおけるsCR1と
　　　　　　　C5aレセプター拮抗剤の抑制効果の検討

水野正司、西川和裕、松尾清一

名古屋大学医学部　第三内科

　　　’1　he　suppressive　effects　of　soluble　CRI　or　Csa　receptor　antagonist

　　in　the　development　of　acute　synovitis　induoed　by　anti－rat　CD59　antibody．
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目的

アナフィラトキシン、特にCsa、は、種々の疾患

の炎症反応の過程で重要な役割を果たしていると

考えられている。一方で、これまでにmembrane

attadk　complex（MAC）が細胞融解以外に、有核細

胞に働き、様々な炎症性物質の合成・放出を起こ

していることが知られている。慢性関節リウマチ

の患者では、血中及び関節機中にMACの存在が示

されており、滑膜にもMACが形成・沈着している

ことが報告されている。我々は、先に報告した膜

補体制御因子CD59の機能を抑制することで急性の

関節炎が生じることを報告した’。この関節炎は、

急性かつ一過性の関節の腫脹・滑膜への細胞の浸

潤・滑膜表層へのMACの沈着を特徴とする。コブ

ラ蛇毒因子（CVF）で循環血中の補体を減少して

も関節炎は生じたため、関節腔局所に存在する補

体の活性化の重要性を示唆した。しかし、実際に

関節腔での補体が重要であったかどうかは不明で

ある。そこで、recombilant　human　soluble　CRI

（sCR1）を関節腔局所に投与して局所での補体の

影響を調べた。また、最近我々はKonteatisらが報

告したヒトのC5aレセプター・拮抗剤（C5aRへ）2が、

in・vitroでラットのPMNの機能を抑え、　in・vivoでも

補体依存性の致死的ショック反応及び補体依存性

の皮膚炎の反応を抑えることを報告したS4。この

C5aレセプター拮抗剤を用いてC5aが、この関節炎

に対しても炎症惹起物質として働いている可能性

があるかどうかについても検討した。

方法

　体重約150gの雌Wistarラットを用いた。先に報

告した膜補体制御因子、CD59、の機能を抑制する

rnAb・6Dlを関節内に投与することで生じる急性滑

膜炎モデルを用いた。6D　1は、　Fcを介する非特異

的な反応を避けるためF（ab冒）2の形にして使用した。

プロトコールをTable　1に示す。6D　1と、　C5aRAま

たはsCR1を同時に関節内に投与して、6、24時間

後に関節を取り出し脱灰・固定して、H－E染色を

行い滑膜の炎症の程度を光顕で評価した。また、

この時の滑膜へのMACの形成、及び投与した

sCR1の沈着を観察した。24時間後の各群の関節腫

脹の程度を関節周囲径で比較した。抗体投与6・

24時間後の血中のCH50を測定した。

結果

　6、24時間後の滑膜の炎症は、光顕上6D1単独投

与群（Group　1）、およびC5aRA併用群（Group　2）

ではほぼ同程度滑膜炎が生じたが、sCR1併用群
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　（Group　3）では明らかに滑膜炎の程度が軽度であ

るかまたは生じていなかった（Figure　1）。抗体投

与24時間後の関節の腫脹について、6D1単独群及

びC5aRA併用群ではほぼ同程度関節の腫脹が見ら

れたが、sCR1併用群では関節腫脹の程度が軽度で

あった。この時、MACの沈着は6D　1単独または

C5　aRA投与群ではほぼ同様に観察されるが，　sCR1

’投与群ではほとんど観察されなかった。sCR1投与

群ではsCR1の滑膜表層への沈着が確認された。血

中のCH50は、3群間で有意な差はなかった。

考察

　関節内のCD59の機能を抑制することで急性かつ

一過性の滑膜炎が生じる。これは、CVFで循環血

中の補体を枯渇させても生じたため関節腔内に存

在する補体が重要ではないかと考えていた㌔今

回、関節腔内の補体の活性化を直接抑えるために

sCR1を関節腔局所へ投与した時、関節炎の発生を

抑えられた。この時、全身血中のCH50はsCR1を

投与しなかった群と変わらず、投与したsCR1は滑

膜表面中心に存在しているのが確認されたことか

ら、関節炎の発生には関節腔内局所の補体成分が、

循環血中より供給される補体成分より重要と思わ

れた。また、℃5aレセプター拮抗剤を関節腔内へ

局注しても効果がなかったこと、この時もMACの

沈着が滑膜に認められたことから、C5aより例え

ばMACの炎症惹起作用が関節炎の発生に問題とな

っている可能性が示唆された。

結論

　関節で産生される補体が関節炎成立に重要な役

割を果たしている可能性が示唆された。また、

C5　a以外の補体成分、例えばMAC、がこの滑膜炎

の発症により重要であろうと考えられた。

文献
　1．　Mizuno　M．　et．al．，　Arth．　Rheum．　40：527　（1997）

　2．　Konteatis　Z．D．　et．al．，　J．　immunol．　153：4200

（1994）

　3．水野正司　他、第33回補体シンポジウム

　4．　Nishikawa　K．　et．al．，　Mol．　Immunol．　33：7（a27）

（1996）
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腎尿細管間質障害と補体

　　　　　松尾清一・野村敦・森田良樹

　　　　　　　名古屋大・第三内科

　　Complement　in　renal　tubulointerstitial　injuries

　Seiichi　Matsuo，　Atsushi　Nomura　arid　Yoshiki　Morita

lnternal　Medicine　III，　Nagoya　University　School　of　Medicine

目的

　腎臓は補体による障害の標的臓器の一つであり、

主に糸球体がその場と考えられてきた。しかし、

尿細管問質も補体による障害を様々な形で受ける

可能性のあることが最近相次いで報告されており、

膜補体制御因子も糸球体以上に多く尿細管に発現

されている1。そこで本研究においては（1）腎臓

での膜補体制御因子の役割を明らかにする、　（2）

蛋白尿（補体蛋白の尿細管腔への漏出）に伴う尿

細管障害での補体の意義を明らかにする、ことを

目的に研究を行った。

方法

1．単クローン抗体によるラット腎臓の膜補体制御

因子の機能抑制による影響の検討

　ラットのC3／C5　convertaseレベルの膜補体制御因

子であるラットC］町の機能を抑制する抗体512（名

市大分子研岡田博士より供与）と、ラットCD59の

機能を抑制する抗体6D1（英国ウエールズ大学生化

学モルガン博士より供与）のFab分画を用いてラッ

トの左腎臓を灌流し、抗体を腎臓に結合させた後

腎の血流を再開した。ラットを7日後に屠殺して

左腎を免疫組織学的に検討した。

2．ネフローゼラットを用いた尿中補体の尿細管細

胞に及ぼす影響の検討

　ラットにAmino皿cleosi（le　of　PuromyCin（PAN）を大

量に静注すると3日目から大量の蛋白尿が見られ、

7日目には腎臓の尿細管間質障害が形態学的に明

らかとなる。このモデルにおいて第3日目からコ

ブラ蛇毒因子（CVF）または可溶型CR1を投与して、

7日目にラットを屠殺し、尿蛋白、尿細管への補

体の沈着、腎機能、腎の形態変化を検討した。

3．蛋白尿患者における尿中補体活性化産物の測定

　蛋白尿を呈する患者の血漿と尿を採取し、補体

活性化産物であるiC3b、　Bb、　MACをELISAにて定

量し、尿蛋白、腎機能、組織型などに従い腎障害

との関連を検討した。

結果

1．C3レベルでの膜補体制御因子の機能を抑制した

腎臓では血流再開後、尿細管間質を中心にC3およ

びMACが沈着し、有意な間質尿細管障害を生じた。

CD59を抑制した腎臓ではこの様な異常は見られな

かった2。

2．CVFおよび可溶型CR1を用いて補体制御を行っ

た群では蛋白尿の程度は陽性コントロールと差が

見られなかったが、尿細管刷子縁への補体の沈着

はないか有っても軽度であり、形態学的な尿細管

間質障害も明らかに抑制されていた3。

3．ヒトの蛋白尿症例では尿中と血中の補体活性化

産物は全く関連が見られず、尿中補体活性化産物

の排出は腎機能が悪いほど、また、蛋白尿が多い

ほど高度であった。

考按

　腎臓においては酸の排泄のためにアンモニアを

産生しており、単位ネフロンあたりのアンモニア

産生量はアシドーシス、蛋白尿、ネフロン数の減

少により増加する。一方で、尿細管間質障害が存

在するとアンモニアの輸送や排泄が遅延し、腎局

所でのアンモニア濃度が高くなる。アンモニアは

C3をamidhtionにより活性化しC3変換酵素を形成す

る4。従って、腎尿細管間質においてはアンモニア

が補体活性化の引き金の一つと考えられている。

今回の我々の実験結果からは腎に豊富に存在する

膜補体制御因子は通常の状態においてもこの様な

補体の無秩序な活性化を阻害していると考えられ

る。
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　また、血漿中の補体成分が蛋白尿時に尿細管腔

に漏出すると、brush・borderの部分で補体副経路が

活性化される5。このメカニズムはよくわかって

いないが、C3レベルでの膜補体制御因子がこの

部分には発現されていない可能性が指摘されてい

ることもその一因と考えられる1。いずれにして

もin　vivOの系で蛋白尿に伴う尿細管障害に補体が

関与していることが証明された。ヒトの尿中補体

活性化産物の研究結果も同様のことを示唆してお

り、また、蛋白尿の高度な症例や、腎機能の悪い

症例で補体活性化産物の量が多かったことから、

腎障害進行の原因となっていることがヒトでも示

唆された。

まとめ

　尿細管間質においては常に自己補体による障害

の危険が存在しており、腎に豊富に存在する膜補

体制御因子は防御的に重要な働きをしている。

　また、蛋白尿時には尿細管腔に流れ込んだ補体

成分が活性化され、腎（尿細管）障害を引き起こ

す。

文献

1）　lchida　S．　et　al．，　Kdney　lnt．，　46：89　（1994）

2）　Nomura　A．　et　al．　J．　Clin．　Invest．，　96：2348　（1995）

3）　Nomura　A．　et　al．，　Am．　J．　Pathol．，　151：539　（1997）

4）　Hostetter　M．　et　al．，　Rev．　lnfect．　Dis．，　9：97　（1987）

5）　Bianncone　L．　et　al．，　Kidney　lnt．，　45：451　（1994）
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糸球体腎炎におけるlectin　pathwayの関与

　遠藤守人，大井洋之

日本大学医学部・第二内科

　Complement　activation　via　the　lectin　pathway　in　glomerulonephritis

　　　　　　　　　Morito　Endo　and　Hiroyuki　Ohi

2nd　Department　of　lnternal　Medicine，　Nihon　University　School　of　Medicine

　糸球体腎炎においては、その発症・進展に補

体系が重要な役割を持つことが明らかにされて

いる。補体の活性化によって生じる種々の補体

フラグメントが炎症反応を引き起こし、さらに

membrane　attack　oomplex（MAC）を形成して

組織障害に至る過程については、in　vitroで、あ

るいは実験腎炎での研究で示されており、開始

のメカニズムが異なっても、一度補体活性化が

生じれば、増幅経路によって反応の持続、拡大

に繋がって行くものと考えられる。

　近年、補体活性化初期反応のメカニズムとし

て、Classical　pathway、　Altemative　pathwayに加

えて、マンノース結合レクチン（MB：L）のマン

ノースやN一アセチルグルコサミンへの結合によ

って活性型となったMASPsが、　C4・C2および

直接的にC3を分解するLec血pathwayについ

て明らかにされた1）2）。ウイルス・細菌感染

に対する防御機構としての機能が確認され3）、

また、慢性関節リウマチにおける病態への関与

が示唆されており4）、その生体内における重要

性が認識されてきている。

　果たして糸球体腎炎におけるLectin　pathway

の関与はどうか？特異的な糖鎖認識によって補

体活性化が開始されるということから、病因を

見い出す糸口となる可能性はないか？　IgA

腎症（IgA－N）は、原発性糸球体疾患のなかで

最も頻度が高く、その20から30％が末期腎不全

に至るということで、多方面から精力的に研究

が行われているにもかかわらず病因に関しては

未だ不明なものであり、補体系からは、ほとん

どの症例においてIgAとともにC3のメサンギ

ウム沈着を認めるが、補体活性化機序について

は現在のところ十分に解明されたとは言えない

状況である5）。したがって、Lectin　pathwayの

関与の有無が、その病態解明に有用であるもの

と考え、IgA－Nに注目して検討を行ったとこ

ろ、IgA－Nの生検腎組織において、約4分の1の

症例でMASP－1をともなったMBLの糸球体沈

着を認めた6）。また、それらの症例では全例

C3b、　C5b－9が陽性であり、一方、　MBLの沈着

を認めない症例ではMASP－1も全て陰性であっ

た。MBLIMASP－1陽性例において、蛍光抗体法

での免疫グロブリンの沈着様式で特徴的な所見

は得られなかったが、組織像からみると、硬化

性病変の強い、障害の進行した症例ではMBL／

MASP－1の局在は見られず、比較的新しい、活

動性の高いような症例において陽性を示した。

臨床的には、尿蛋白量や肉眼的血尿の有無、腎

機能、血清IgA値、補体値でMBL／MASP－1陽

性例における特異的な共通点は見い出せなかっ

たが、ただ、陰性例に比べて、若年者で発症か

らの期間が短い症例であることが示された。血

中のimmune－complexや補体分腱物sC5b－9、

C4d、　BbにおいてはMBL／MASP－1陽性群・陰

性福間で有意差は認めず、制御因子であるα2－

macroglobulinおよびC4－binding　protein（C4－

bp）においても、その血中濃度に変化はみられ

なかったが、腎組織においてはMBL／MASP－1
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陽性例では全例で、また、陰性例においても半

数以上の症例でC4－bpの糸球体沈着を認めた。

　以上の検討により、IgA－NにおいてLectin

pathwayがin　situでの補体活性化経路の一つで

あることが示唆されたが、このような慢性の経

過をとる疾患の場合、腎生検の時期およびその

時の病態によって補体成分の沈着態度が異なっ

てくるものと思われ、実際にMBL／MASP－1の

陽性例は約4分の1であったが、陽性例・陰性例

含めて7割近くの症例でC4－bpの糸球体沈着を

認めたことから、このLectin　pathwayが、　IgA－

Nにおける補体活性化のより一般的な機序であ

る可能性も考えられる。

　溶蓮菌感染後急性糸球体腎炎（APS　GN）の症

例においても陽性所見を得ており、前述のよう

に病因の洞察、あるいは病態把握の指標といっ

た点から、糸球体腎炎におけるLectin　pathway

の存在は極めて興味深く、今後MBL・MASPs

の糸球体沈着機序について検討していく予定で

ある。

［文献］

1）　Matsushita　M，　et　al．，　J．Exp．Mcd．，　176：1497

（1992）

2）　Matsushita　M，　et　al．，　lmmunobiol．，　194：443

（1995）

3）　Summerfield　JA，　et　al．，　Lancet，　345’．

886　（1995）

4）　Malhotra　R，　et　al．，　Nature　Med．，　1：237

（1995）

5）　Van　Es　LA，　Kidney　lnt．，　41：1720　（1992）

6）　Endo　M，　et　al．，　Nephrol．　Dial．　Transplant．，

in　press　（1998）
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（1） メダカ補体因子C3，　C4のcDNAクローニングと遺伝子解析

　　　　　　黒田範行、成瀬清1、嶋昭紘1、佐々木實2、野中勝1

名古屋市大・医・生体高分子、1東大・院画・生物、2名古屋市大・医・第二生化

　　　　　　　Molecular　cloning　of　the　Japanese　medakafish　complement　C3　and　C4　cDNA

　　　　　Noriyuki　Kuroda，　Kiyoshi　Naruse，　Akihiro　Shima，　Makoto　S　asaki，　and　Masaru　Nonaka

（Department　of　Molecular　B　iology，　Nagoya　City　University　Medical　S　chool　I　Department　of　Biological　Sciences，

Graduate　School　of　Science　，　University　of　Tokyo　2Department　of　Biochemistry，　Nagoya　City　University　Medical

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　School）

目的

我々はこれまでに下等脊椎動物の補体系の構造及び

補体遺伝子とMHCとのリンケージの進化を明らか

にする目的で、メダカ（Oryzias　latipes）から補体成分

BflC2をクローニングし、リンケージ解析をおこなっ

た。その結果メダカにおいてはBfとC2の中間的性質

を有するBf！C2が存在しリンケージグループXXにマッ

ピングされることが明らかとなった。

今回メダカ補体系の構造を更に明らかにする目的で、

補体成分C3、　C4　cDNAを単離し、その構造解析及

び遺伝子の連鎖解析をおこなったので報告する。

方法と結果

ヒトC3とC4の共通のアミノ酸配列に基づいて作製

したpr㎞erを用いて、ヒメダカ肝臓m－RNAから

RT．PCRによってC3と思われるcDNAを三種類、　C4

と思われるcDNAを一種類、得た。三種類のC3と思

われる配列のうち最も多数得られた配列をプローブ

として用いメダカ肝臓ライブラリより19個のポジティ

ブなcDNAクローンを単離した。同様にC4と思われ

る配列をプローブとして20個のポジティブなcDNA

クロ、一ンを単離した。この19個のC3　cDNAクローン

のうち17個は同一の配列であり、これらのうち最も

長いインサートを有していたクローン4（C3－1）、そ

してこれらとは異なった配列を有していたクローン

6（C3－2）についてその全構造を決定した。

また20個のC4　cDNAクローンのうち最も長いインサー

トを有していたクローン14についてもその全構造を

決定した。

この決定された2種類のC3とC4の一次構造を他の動

物種のC3、　C4と比較するとメダカC4はヒトC3と

27．6％、ヒトC41と32．6％、マウスC3と27．1％、マウス

C4と31．9％、アフリカッメガエルC4と34．0％の相同

性を示していた。これに対してメダカC3－1はヒトC3
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と42．4％、ヒトC4と28．5％、マウスC3と42．9％、マ

ウスC4と27．0％、メダカC4と255％の相同性を示し

ていた。

またこのメダカC3、　C4をマッピングした結果、メ

ダカC4はメダカ：Bf／C2とはリンクしていないこと、

及び多型を示すC3のバンドの一つはC4、　Bf／C2のい

つれとも連鎖せず、性染色体性であることが判明し

た。

てMHCクラス皿領域に存在するという哺乳類での構

造は、硬骨魚類が分岐した以降に確立されたもので

あると示唆された。補体古典経路の機能分化との関

係に興味が持たれる。

文献

1）Kuroda　N．　et．　al．，　lmmunogenetics，　44：　459　（1996）

2）Bingulac－Popovic　J．　et．　al．，　lmmunogenetics，　46：　129

（10p7）

考察

以前解析したメダカBf／C2はBfとC2の中間的な性質

を有していたため、BfとC2の遺伝子重複は硬骨魚類

の分岐以降に生じた可能性も否定できないが1、今

回得られたメダカC3、　C4は哺乳類のものとの対応

関係が明らかでありC31C4の遺伝子重複が硬骨魚類

／哺乳類の分岐に先行していたことが確立された。

また、二倍体性が明らかなメダカにおける複数の

C3遺伝子の存在は、これまでのコイ、ニジマス、

sea・breamの結果と合わせて、　C3遺伝子の増幅が硬骨

魚に普遍的な現象であることを示し、硬骨魚に固有

の生体防御戦略である可能性を示唆した。

またメダカC3、　C4がメダカBflC2とはリンクしてい

なかったことよりBf、　C2、　C4のリンケージが硬骨

魚類の分岐した段階ではまだ確立されていなかった

ことが明らかとなった。これまでに同じ硬骨魚類で

あるゼブラフィッシュにおいても、MHCクラス1、

クラスll遺伝子がリンクしていないという分散型

MHCを示唆するデータが報告されている2。

これらのことより補体系の：Bf、　C2、　C4がリンクし

一26一



（2） コイC3の多様性：複数のC3　cDNAのクローニング

中尾実樹、無津呂淳一、藤木和浩、矢野友紀

　　九州大学農学部・水産科学第1教室

　　　　Diversity　of　carp　C3：　cDNA　cloning　of　multiple　C3　forms

　　Miki　Nakao，　Jun－ichi　Mutsuro，　Kazuhiro　Fuj　iki，　and　Tomoki　Yano

Laboratory　of　Marine　Biochemistry，　Faculty　of　Agriculture，　Kyushu　University

はじめに

　近年、ニジマスおよびタイの一種から、3～5種

類のC3タンパク質が単離され、硬骨魚類では高等

動物と異なり、C3遺伝子が複数コピー存在するこ

とが報告されている。さらに、それらのC3が種々

の異物表面に対して異なる結合特異性を示したこ

とから、獲得免疫の発達が不十分な硬骨魚類の適

応として、複数のC3が異なる病原体に対する防御

を担っている可能性が示唆されている1－3。しかし

ながら、異なる結合特異性を生じるC3の構造的要

因は明らかでない。

　これまでに我々は、1尾のコイから3種類のC3

cDNAを単離したが4、今回さらに、チオエステル

の反応特異性に影響すると予想されるアミノ酸置

換を含む3種類のC3　cDNAを単離し、その配列を解

析した。

方　法

1．RT－PCRによるコイC3　cDNA断片の単離

　これまでに完全な一次構造が決定された3種類の

コイC3の配列を基にプライマーを合成し、・チオエ

ステル部位から約200アミノ酸残基C末端側までの

領域を、コイ肝膵臓cDNAライブラリーを鋳型とし

たPCRによって増幅した。増幅産物をpBluescript

II　SK（一）ベクターにサブクローニング後、塩基配列

をABI　377シーケンサーを用いて決定した。

2．ライブラリーのスクリーニング

　チオエステル部位から約200残基C末端側までを

コードするcDNA断片、およびC3a領域とその前後

約30アミノ酸ずつを含む領域に相当するcDNA断片

をプローブとして用い、コイ肝膵臓cDNAライブラ

リーをスクリーニングした。

結　果

1．コイC3の「触媒部位」におけるアミノ酸置換

　コイC3のチオエステル部位から約200アミノ酸C

末端側までをコードするRT－PCR断片が5種類得ら

れた。既にライブラリーから単離されている3クロ

ーンとの重複を除くと、1尾のコイから8種類のC3

の配列が得られたことになる。これらのうち、5種

類（C3－Hl，　H2，　H3，　H4，　H5）は、チオエステルの野

稗・水酸基との結合を触媒するHis残基をもってい

たが、このHisがSerに置換したC3が1クローン（C3－

S）、Glnに置換したC3が2クローン（C3－Q1，　Q2）見

つかった。

2．C3－S，C3－Q1，C3－Q2の全一次構造

　C3－S、　C3－Q1、　C3－Q2のcDNAクローンをコイ肝

膵臓ライブラリーから単離し、それらの配列を、

既に決定されているコイC3（Hl，　H2，　H4）の全一次

構造と比較した（図1）。

　C3－Sは正常なβ一αの2本鎖構造をコードする

Open　Reading　Frame（ORF）を含み、他のC3タイ

プと約80％のアミノ酸配列同一性を示した。一

方、C3－Q2にもORFが存在したが、チオエステル

部位のCys残基がSerに置換しており、さらにβ鎖

の中央付近330残基とC3a領域77残基を欠損してい
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た。C3a領域の欠損は、コイ肝膵臓RNAを用いた

RT－PCRによって、12尾中7尾という高率で見つ

かった。C3－Q1は、β鎖に相当する領域に終止コ

ドンを生じる変異を多く含んでいた。

考　察

　ヒトC4Bのチオエステルは、　Hisllo6による触媒

作用によって水酸基に結合すると同時に、縦裂

後、非常に素早く加水分解される。一方、この触

媒部位がAspであるC4AやAsnであるα2一マクログ

ロブリンのチオエステルは、水酸基には結合でき

ず、アミノ基に対して結合特異性を示す。また、

開裂後の結合能の寿命が長い5。

　ヒト。3は触媒部位にHisをもち、　c4B様のチオエ

ステルの反応特異性を示す。また、これまでに解

析されたすべての動物の。3で、触媒部位のHisは保

存されている。これは、C4は抗体が結合した異物

表面上のClsによって活性化されるのに対し、　C3は

液相のB因子、D因子で活性化されるので、生成し

たC3bが宿主細胞表面に結合するのを防ぐために、

チオエステルが開回しても速やかに加水分解され

る必要があるためと解釈されている6。

　今回我々は、コイから触媒部位がHisでない。3の

cDNAを初めて単離したが、　C3－Q1は偽遺伝子の転

写産物であると考えられ、また、広範囲に渡る欠

損とチオエステルを破壊するアミノ酸置換がある

C3－Q2も、活性のあるタンパク質として存在する

かどうか疑わしい。これは、　「触媒部位にHisを保

持していないC3は存在すべきでない」という上記

の考察と矛盾しない。しかしながらC3－SのORF

は、正常なサイズのβ鎖、β一αプロセッシングシ

グナル、およびC3転換酵素による切断部位やチオ

エステルを保持した正常なサイズのα鎖を含んで

おり、コイ血清中にC3－Sタンパク質が存在する可

能性が高いと思われる。

　Site　Directed　Mutagenesisによって触媒部位にSer

を導入したヒトC4のチオエステルは、　C4A様の特

性を示すと報告されている7。したがって、コイ

C3－Sタンパク質もC4A様の結合特性を示すと予想

される。今後、C3－Sタンパク質の単離を試み、そ

の機能をC3－H1～H5と比較する予定である。

文　献

1）　Sunyer，　J．　O．　et　al．，　Proc．　Natl．　Acad．　Sci．　USA，

93：　8546　（1996）．

2）　Sunyer，　J．　O．　et　al．，　J．　lmmunol．，　158：　2813

（1997）．

3）　Sunyer，　J．　O．　et　al．，　Biochem．　J．，　326：　877　（1997）．

4）於保理恵ら，第33回補体シンポジウム講演集，

141　（1996）．

5）Dodds，　A　W．　et　aL，　Nature，379二177（1996）．

6）　Law，　S．　K．　A．　and　Dodds，　A，　W．，　Protein　Sci．，　6：

263　（1997）．

7）　Ren，　X　D．　et　al．，　FEBS　Letters，　368：　87　（1995）．

B　RKRR　a GCGEQrM　sAvlH

C3－tH1

RRRR

c3－s［＝＝＝＝＝＝＝＝＝±＝＝＝＝＝±±＝コヒ＝＝＝＝＝コ
GCGEQNM　SAYrS

c3、．．Q2［ゴ／＼1＝．liili｝iX　」＝＝＝コ

図1　コイC3－H1、　C3－S、およびC3－Q2の構造
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（3） ラット補体制御膜因子DAFのcDNAクローニング

　　　三輪隆史、野中真弓、岡田則子、岡田秀親

名古屋市立大学・医学部・分子医学研究所・生体高分子

　　　　　cDNA　cloning　of　rat　decay－acclerating　factor　（DAF）

　　Takashi　Miwa，　Nonaka　Mayumi，　Nonko　Okada　and　Hidechika　Okada

Department　of　Molecular　Biology，　Nagoya　City　University　School　of　Medicine

〈目的〉

　近年、補体制御膜因子が種特異的に補体から細

胞を守る性質を利用して異種移植で見られる拒絶

反応をコントロール出来ないか検討されている。

そこで、我々はマウス、ラット、モルモットの補

体制御膜因子を利用した異種移植実験動物モデル

の作成のためにマウス、ラット、モルモットの補

体制御膜因子の同定を試み、マウスではDAF1・2、

ラットでは5123，　4、モルモットではDAF5・6、　MCP7

の蛋白およびcDNAの単離に成功している。今回、

我々はラットの補体制御膜因子DAFのcD　NAクロー

ンを単離し、解析を行ったので報告する。

〈方法〉

　ヒト8，9、マウス2、モルモット4のDAFのSCRド

メインの中でアミノ酸が保存されている部位で作

成したプライマーを用いラット精巣cDNAをテンプ

レーートとしてPCR増幅を行ったところ、ヒトDAF

と高い相同性を示すフラグメントが得られた。こ

れをプローブとしてラット精巣Lambda　ZAPII

cDNAライブラリーのスクリーニングを行い、複

数のポジティブ・クU一ンを得た。これらのク

ローンの全塩基配列をサンガー法により決定し、

また分離されたクローンを基にプローブを作成し

ノーザン・プロッティングおよびゲノムDNAのサ

ザン・プロッティングを行った。

〈結果と考察〉

　得られたクローンの解析から、ラットDAFはヒト

DAF同様、リーダーペプチド部位、4つのSCRドメ

イン、セリン／スレ’二曲ンに富んだ領域、および

GPIアンカーに置き換わると思われるhydrophobi　cな。

末端領域から成り、SCR部分におけるヒトとの相同

性はヌクレオチドで66．6％、アミノ酸で52．6％で

あった。セリン／スレオニンに富んだ領域ではモル

モットDAF6同様に、多型性が認められた。また、

SCR4からC末端部分をラットおよびマウスDAFのプ

ライマーを使ってRT－PCRで検討したところ、マウ

ス膜貫通型DAFI　oと高い相同性を示すフラグメント

が得られ、ラットDAFにもマウスDA：FのようにGPI

アンカー型の他に膜貫通型が存在することが示唆さ

れた。ゲノムDNAを用いたサザン・プロッティング

の結果から、遺伝子が2つ存在するマウスDAFloと

は異なり、ラットDAF遺伝子のコピーは1つである

と予想され、セリン／スレオニンに富んだ領域から

C末端領域で見られる多型はalternative－splici　ngによる

ものと考えられる。ノーザン・プロッティングの結

果から、GPIアンカー型は精巣、肺、胎盤でバンド

が見られ、膜貫通型は精巣にのみバンドが認めら

れ、マウスDAFのメッセージとよく似た発現パター

ンを示した。

＜文献＞

1）　Kameyoshi　Y．　et　al．，　lmmunology．　68：　439　（1989）
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2）　Fukuoka　Y．　et　al，　lnt．　lmmunol．　8：　379　（1996）

3）　Takizawa　H．　et　al．，　J．　lmmunol．　152：　3032　（1994）

4）　Sakurada　C．　et　al．，　B．　B．　R．　C．　198：　819　（1994）

5）　Okada　N．　et　aL　J．　lmmunol．　154：　6103　（1995）

6）　Nonaka　M．　et　al．，　J．　lmmunol．　155：　3037　（1995）

7）　Hosokawa　M．　et　al．，　J．　lmmunol．　157：　4946　（1996）

8）　Caras　ME．　et　al．，　Nature．　325：　545　（1987）

9）　Medof　ME．　etal．，　Proc．　Natl．　Acad．　S　ci．　USA．

　　84：　2007　（1987）

10）　Spicer　AP．　et　al．，　J．　lmmunol．　155：　3079　（1995）
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（4） マウスmembrane　cofactor　protein（CD46）のゲノム：解析

野村みどり、辻村　晃1、信田京子、松本美佐子、松田洋一一2、瀬谷　司

　　　大阪府立成人病センター・免疫、1大阪大学医学部泌尿器科

　　　　　　　2名古屋大学農学部動物遺伝制御学講座

　　　　　　　　Genomic　analysis　of　mouse　membrane　cofactor　protein　（　CD46）

Midori　Nomura，　AkiraTsulimura’，　Kyoko　Shida，　Misako　Matsumoto，　Yoichi　Matsuda2，　Tsukasa　Seya

　　Department　of　Immunology，　Osaka　Medical　center　for　Cancer　and　Cardlovascular　Diseases，

　　　　　　　　　iDepartment　of　Urology，　Osaka　University　Schoo1　of　Meditme，

　　　　2Labolatory　of　Animal　Genetics，　School　of　Agricultural　Sciences，　Nagoya　University

「はじめに」

ヒトmembrane　cofactor　prote　in（CD46）は補体

制御因子であるとともに麻疹ウイルスのレセプター一

として働くことが知られている。ヒトCD46の広

範な組織での発現は、CD46が麻疹ウイルスのレセ

プターとして、また補体制御因子として機能してい

ることを肯定するものである。しかし、最近マウス、

g血eapi9ではCD46が精巣に特異的に発現して

いることが報告された。またヒトでも精子の

acrosomalmembraneに、糖鎖のない、他の組織と

は異なったabnonmal　CD46が高発現されている

ことが明らかにされている。そのため精子CD46は

受精に関わるタンパク質である可能性が提唱され、

大きな興味が持たれている。我々はこのCD46の機

能をマウスモデルを用いて解析したいと考え、マウ

スcDNAと遺伝子の単離を開始した。　cDNAの単

離については辻村らが報告している1）。辻村らはヒ

トCD46とはタンパク質レベルで45％のホモロ

ジーを示すマウスホモログを得ている。マウス

CD46の発現は、ヒトの広範な組織での発現とは異

なり、主に精巣に限られていた。また主要mRNA

のサイズも1．5kbであり、ヒトの4kbに比べて

小さいものであった。

　マウスCD46の組織特異的発現、ヒトと異なるサ

イズ等の興味深い発現調節機構の解明、さらにノッ

クアウトマウス作成への応用を目指してマウス

CD46遺伝子の単離と解析を行った。

「方法」

CD46ゲノムDNAの単離は129／SV　mouse　liver

DNAより作成された1EMBL3／mouse　genomic

DNA　Iibraryを用いて行った。プロモーター活性の

測定はピッカジーン発光キット、エンハンサーベク

ターを用いた。chromosome　mapph】gはdirect

R－baiiding　fluores　cence　in　situ　hYbridization

（FISH）法により行った。

「結果」

ゲノムDNAの解析を行ったところ、ほぼ全長を含

むと思われるlfクローンを得ることができた。11
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個のエキソンから成り、長さはおよそ50kbにわ

たると考えられた。Southern　blotti㎎により

single　geneであることが明らかとなった。また

primer　extensiorlにより1個の主要な転写開始部

位を同定した。

　訂領域について興味深い知見が得られた。ヒト

ではSTA、STB、　STCの3種が存在するが、マ

ウスでは郎タイプのcDNAしか得られていな

い。今回ゲノム解析によりマウスゲノム上にSTへ、

STB様の配列を見い出すことはできたが、いくつか

の塩基の欠如、splid㎎の◎onsensus　sequen㏄

の欠如があり、マウスではSTへ、STB領域は機能

していないと推定された。

　プロモーター領域の構造解析、活性測定を行った。

構i造解析の結果、TATA　bOx、　CAAT　bOxの無いこ

と、転写開始点の上流約300b：pの所にAP1、Myb

のモチー一・一フの存在、短いGC－rich　regionの存在、

全体的にbH田：モチーフの多いことが明らかとな

った。これらの特徴はSP1、AP2等general

transcription　fa（尤orのモチーフの多いヒトのプロ

モータ・一一・・とは異なるものであった。CD46はマウス

では精巣特異的に、ヒトではubiquitousに発現す

る。ヒトとマウスのプロモーター領域の相違から、

プロモータ・・一一・しがマウスCD46の組織特異的発現を

規定している可能性があると考えられ解析を行った

が、今のところマウスのブローモーターに組織特異

性は見られていない。このことから、マウスCD46

の組織特異的発現はプロモーター以外の領域、例え

ば3’領域、intronなどによって規定されているこ

とが示唆された。

　また　F【SHにより　CD46遺伝子は

chromosome　1、　H5にマッピングされた。

「考察」．

　ヒトではSTへ、STB、　STCの遺伝子が存在し、

スプライシングによりSTABC、srec、　srC等の

mRNAが作られることがわかっている。しかしマ

ウスではSTCタイプのcDNAしか得られていな

い。今回のゲノム解析で、マウスではSTCのみが

遺伝子として機能していることが推定された。ヒト

でも精巣ではSTCのみが発現されており、マウス

ではCD46の機能は主に精巣に限局されたもので

ある可能性を示唆している。ヒトとマウスでの

CD46の役割の相違は進化上興味深いものである。

　マウスCD46の精巣特異的発現は当初プロモーー

ター領域により規定されているものと思われたが、

プロモーター活性に組織特異性は見い出せなかった。

そのため、3’領域、intron等が組織特異性を規定

していることが推定された。3’領域を検索したとこ

ろsilencer　binding　site　2が存在することがわか

り、このモチーフの関与も考えられた。

　ImSHによりマウスCD46はchromosome　1，

H5にマッピングされた。マウスのRCA　genesの

一部はchromosome　1のtelomere近くに存在す

ることがFISHの結果からも検証された。

「文献」

1．　Tsuiimura，　A．　et　al．，　Biochem　J．　330：163　（1998）

一32一



座長　福森泰雄、崎山比早子一般講演1【



㊥
瑚

，3齢

　
　
　
　
　
O

」

　　

@
船
・
・

o
　
　
　
　
∵
曳

騨
溢
霧

　
　
盛
嘱
」
騨

　
　
　
』
｛
一
．

蕊
。
・
⑱

嘘
羅
。
。

の
●

et k

語

旨

’t



（5） ラットC3aレ・セプターのcDNAクローニング

　　　福岡良博1・2、J．　A．　Ember2、　T．　E　Hugli2

1東北大・加齢研・免疫遺伝子、2スクリップス研・免疫

　　　　　　　　　　　　Cloning　and　characterization　of　rat　C3a　receptor

　　　　　　　　　Yoshihiro　Fukuokal，　2，　Julia　A．　Ember2and　Tony　E．　Hugli2

1Department　of　Molecular　lmmunology，　lnstitute　of　Development，　Aging　and　Cancer，　Tohoku　University，

　　　　　　　　2Department　of　lmmunology，　The　S　cripps　Research　lnstitute，　CA．

〈はじめに〉

　アナフィラトキシンC3aには平滑筋に対する作用一

の他に、穎粒球の活性化作用、種々の免疫応答の抑

制作用があることが知られている。我々は以前モル

モット肥満細胞へのC3aの結合機序を解析し1、モル

モット血小板にC3aレセプター（C　3　aR）が存在するこ

とを報告した2。最近ヒトC3aRがクローニングさ

れ、7回膜貫通ドメインを持つロドプシン型レセプ

ターであることが明らかになったが、第4、第5膜貫

通ドメイン間の細胞外部分（2nd細胞外ループ）が

C5aRに比べてかなり長い特徴的構造を持ち、　C　3aR

のメッセージは脳を含めて各組織に広く分布してい

た3，・4。ヒトC3aはラット中枢神経系を刺激すること

から、今回C3aR上のC3a結合部分の解析とラットモ

デルを用いたC3aRの役割を検討するため、ラット

C3aRcDNAクローニングを行った5。

＜方法＞

　PMAで分化させたU937細胞からヒトC3aRのORF

部分をPCR法で分離し、これをプローブとしてLPS

刺激したラット肺のcD　NAライブラリー（福祉村病

院・赤津裕康先生より供与された）をスクリーニン

グした。得られた6個のクローンすべてが5’側が欠

けていたが、gene－specific　primerとベクターのT7

promoter　primerを用いたPCRにより、5’側のcDNA

断片を得て、全構造の塩基配列を決めた。

〈結果と考察〉

　得られたラットC3　aRはそのcDNA構造から、473

個のアミノ酸残基から成りヒトC3aRと同様に7回膜

貫通型のレセプターで、C3aRの特徴である長い2nd

細胞外ループ構造を持つことがわかった。前回報告

したモルモット。5aR6で用いた発現ベクターpC　Y4B

によって同様にラットC3aRを：L　cellに発現させ、

1　25　1－C3aの結合試験によりレセプターの反応特異性

を確認した。

　ラットC3aRのアミノ酸構造をこれまでクローニ

ングされているヒトとマウス7C3aRと比較すると、

全体としてはヒトと58％、マウスとは90％の相同性

が見られた。膜貫通部分は3つの種で比較的よく保

存されていた。C5aRでC5aの結合部位の一つである

レセプターのN末部分はC3aRの場合C　5aRに比べて

短くまた3種のC3aRで保存されているアスパラギン

酸は1個のみだったことから、C3aRの長い2ndルー

プ部分がC3aの結合部位になっていることが予想さ

れた。しかし、3種のC3aRでこの2ndループ部分の

相同性は34％と低く、最近Kohlのグループによって

報告されたように8・C3aRの2ndループの全体がC　3　a

の結合に関与しているわけではないことが示唆され

た。

　ラットC5aRではLPSの腹腔内投与により脾臓や肺

でのcsaRメッセージが増加する9。一方ラット。3aR

では同じ条件でノーザンプロットで解析したがそれ
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ほどC3aRメッセージの変化が見られず、　C　5aRとは

異なった調節を受けていることが示唆された。

＜文献＞

1）Fukuoka　Y．　et　al．，」．　Immunol．145：1851（1990）

2）Fukuoka　Y．　et　al．，　J．　Immunol．140：3496（1988）

3）Ames　R．　A．　et　a1．，　J．　Bio．　Chem．271：20231（1996）

4）Crass　T．　et　a1．，　Eur．　J．　Immunol．26＝1944（1996）

5）Fukuoka　Y．　et　al．，　B，　B．　R．　C．242：663（1998）

6）Fukuoka　Y．　et　a1．，　Int．　Immundl．10：275（1998）

　　ら
7）Tornetta　M．　A．　et　al．，　J．　Immunol．158＝5277（1997）

8）Hawlisch　H．　et　al．，」，　Immunol．160：2947（1998）

9）Akatsu　H．　et　al．，　IVIicrobiol　lmmunol　41：575（1997）
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（6） 補体第一成分Cls単独欠損症の遺伝子解析

井上直和”　3、斎藤俊仔、増田理亜子：、鈴木好夫4、崎山比早子1

1放射線医学総合研究所・生物影響、『第2研究グループ、3東邦大・理・生物分子科学、「大妻女子大・家政

　　　　　　Genetic　analysis　of　selective　complement　Cls　deficiency

Naokazu　lnoue　k　3，　Toshiyuki　Saito2，　Riako　Masuda’，　Yoshio　Suzuki‘，　Hisako　Sakiyama’

（’The　Division　of　Biology　and　Oncology，　National　lnstitute　of　Rad　iologica1　Science，　2（lenome　Research　Group，

　　　　　　　3Depa血ient　of　BiomolecUlerscience，　FacUlty　of　Science，　Toho　University，

　　　　　　　　　‘Faculty　of　Home　Economics　Otsuma　Women’s　University）

［目的］

　これまで報告されてきたClrlCls欠損症1）は13例

あり、そのほとんどはClrが欠損しておりClsは正

常値の0－50％の活性を示していた。しかし、1992

年に鈴木らにより報告された、S】E様の自己免疫・

疾患をともなうCls欠損症患者”は、　Clrのタンパ

ク質量が正常値の45％であり、Clsが欠損してい

た。これまでC1複合体の中で、αq欠損症の遺伝

子解析の報告3）はあるが、CIr1（ユsに関するものは

ない。今回我々は、このCls単独欠損症の遺伝子

解析を行い、その変異を同定したので報告する。

［方法］

1）CIsのDNA、　RNA、タンパク質の解析；患者

上腕皮下組織の繊維芽細胞を培養し、これをYKF

とした。YKFよりDNA、　RNA、および培養上清

を採取した。ClsのC4結合ドメイン4）付近を認識

するモノクローナル抗体（M81）s6）及び、　Clsの

N末端のClr結合部位付近を認識するM807）を用い

たウエスタンプロッティングによりClsの有無を

調べ、Cls　cDNA全長のプローブを用いてサザン

プロッティング、ClsアンチセンスRNA全長のプ

ローブを用いてノーザンプロッティングを行い、

Clsの変異のレベルを調べた。さらに、患者のCls

mRNAのコード領域全長をRT－PCRにより増幅

し、その産物の塩基配列を決定した。

2）ゲノムDNA上の変異の同定；RTPCR産物の解

析から、患者Cl　sの変異はTosiら8）の報告したエキ

ソン10にあることが予測されたので、イントロン

9の塩基配列を決定し、プライマーをイントロン9

上に5LA（KX　TGGTGTGGGGAGGIrrCAT－3’と、エ

キソン10上に5LATGTAGTAATATGGCTCcrCAiC－

3層をそれぞれ設定して、ダイレクト・シークエン

シングを行った。また、患者の母親の全血より

DNAを精製し、これと同じ方法で同変異位置の塩

基配列も決定した。

［結果及び考察］

1）Cls　mRNAは、45bp（15アミノ酸）のシグナル

ペプチド、全長2019bp（673アミノ酸）のコード

領域をもつ。ゲノムでは12個のエキソンに分かれ

る全長約10．5kbに渡る遺伝子である。本症例の

CI　s単独欠損症は、コード領域の1087－1090　bpに4

塩基（TTrG）の欠失が認められた。その結果、

フレームシフトを引き起こし、93塩基下流に終止

コドン（GTG）が生じ、トランケートしたClsタ
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ンパク質を産生することが予測された。しかし、

ウエスタンプロッティングでは、この低分子のタ

ンパク質は同定されなかった。一般にトランケー

トしたタンパク質は不安定であると考えられてお

り、これも速やかに分解されたものと考えられ

る。この4塩基の欠失は、ゲノム上ではエキソン

10に存在していた。また定量的サザシプロッティ

ングにより患者Cls　DNA量は、正常人のDNA量と

同じであることが分かった。以上の結果から、患

者のCls遺伝子は、4塩基欠失をもつホモ接合体で

あることがわかった。

2）母親のCls遺伝子にも、患者と同じ位置に4塩

基の欠失が検出されたが、対立遺伝子は正常であ

り、その補体活性CH50も正常であった。

［文献］

1）　Chevailler　A．　et　al．，　Soand．　J．　lmmunl．　40，　383－388

　（1994）

2）　Suzuki　Y．　et　al．，　Arthritis　Rheum．　35，　576一　579

　（1992）

3）　Petry　F．　et　al．，　Hum　Genet．　100，　51－56　（1997）

4）　Rossi　V．　et　al．，　J．　Biol．　Chem．　273，　1232一一1239

　（1998）

5）　Matsumoto　M．　et　al．，　J．　immunol．　139，　2907－2912

　（1986）

6）　Matsumoto　M．　et　al．，　J．　immunol．　142，　2743－2750

　（1989）

7）　Matsumoto　M．　Personal　communication

8）　Tosi　M　et　al．，　J．　Mol．　Biol．　208，　709－714　（1989）

一36一



（7） 補体Cls欠損症の遺伝子解析

遠藤雄一1、菅野和子1、高橋実1、山口賢一2、河野陽一2、藤田禎三1

　　　　　　　1福島県立医大・二生化、2千葉大・小児

　　　　　　　　　　Molecular　bases　of　human　complement　Cls　deficiency

Yuichi　Endo　i　，　Kazuko　Kanno　i　，　Minoru　Takahashi　i　，　Kenichi　Yamaguchi2，　Yoichi　Kono2，　Teizo　Fiijitai，

　　　　　　iDept．　of　Biochemistry，　Fukushima　Medical　University　SChoo1　of　Medicine

　　　　　　　　　　　　　and　2Dept．　of　Pediatrics，　Chiba　University

〈はじめに〉

補体Clr1Cls欠損症（Clr単独、　Cls単独、　Clr／Cls

両者欠損を含む）は、これまで国内外で10適例報告

されているL2。しかし、　Clr／Cls両遺伝子の構造

が部分的にしか知られていない3こともあり、その

遺伝子レベルでの解析例はない。今回、ヒトCls遺

伝子の全エクソンーイントロン構造を明らかにする

とともに、Cls単独欠損症の一家系についてCls遺

伝子の異常を解析した。

〈症例〉

患者MTは男児で、3歳9ヵ月でVAHSと診断され

ステロイド治療を受けた。6歳4ヵ月で発熱のため

入院し治療を受けたが軽快せず、8ヵ月後心臓不

全・腎臓不全のため死亡した。この間、検査でCH50

が感度以下であることが判明した。Clr、　Clsを除く

各補体成分はほぼ正常範囲であった。オクタロニー

法でClrの沈降線は認めたが、　Clsの沈降線は認め

られず、Cls単独欠損症が疑われた。

〈方法〉

症例の解析に先立ち、ヒトCls遺伝子のエクソンー

イントロン構造をPCR’法で解析した。　PCR用のプ

ライマーとして用いたCls　cDNAの配列は、ヒト

MASP（mannose　binding　lectin－assoeiated　serine

protease）1のゲノム構造を参考にその位置を選定し

た。得られた各エクソンについて、両側のイントロ

ン配列をプライマーとして用い、患者およびその家

族の末梢血から得られたゲノムDNAを鋳型にして、

PCRで増幅した。　PCR産物の塩基配列の異常の有

無をSSCP法でスクリーニングした。異常SSCPパタ

ーンを示したPCR産物について、塩基配列を決定

した。

〈結果〉

ヒトCls遺伝子は、全部で12個のエクソンからなっ

ていた。ヒトClsのプロテアーゼドメインはヒト

MASP1遺伝子とは違い、1個のエクソンでコー』ドさ

れていることが既にわかっているが、この部分を除

いてClsとMASP1遺伝子のエクソンーイントロン構

造はよく似ていた。患者および家族のCls遺伝子を

解析した結果、患者は父方由来の対立遺伝子の第10

エクソンに4bpの乙女をもち（図1）、さらに母方

由来の対立遺伝子の第12エクソンにナンセンス変

異をもつ（図2）複合ヘテロ接合体であることがわ

かった。第10エクソンの41tP欠失は、フレームシフ

トの結果約90bp下流に終止コドンを生じ、　SCRド

メインの一部とプロテアーゼドメインを欠く異常

Clsをコードしていた。また、第12エクソンのナン

センス変異は、プロテアーゼドメインのC末端の90

アミノ酸を欠く短いClsをコードすることがわかっ

た。患者の両親はそれぞれの遺伝子変異についてヘ

テロ接合体であった（図3）。また、4bpの欠失は

父方の祖母から遺伝したものであった。

一37一



〈考察〉

患者の家系の遺伝子解析の結果、今回のCls単独欠

損症は、Cls遺伝子のコード領域に生じた2種類の

変異によることが判明した。また、その遺伝様式か

ら常染色体劣性の疾患であることがわかった。両変

異遺伝子でコードされるClsは、プロテアーゼドメ

インの一部または全部を欠失しており不活性であ

ると予想される。血中異常Clsの検出を試みたが、

ウェスタンプロットでは検出できなかった。

〈文献＞

1　Reid　KBM．，　Immunodef．　Rev．　1：　247　（1989）

2　Suzulcu　Y　et　al．，　Arthritis　Rheum　35：　576　（1992）

3　Tosi　M．，　et　al．，　J．　Mol．　Biol．　208：　709　（1989）
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3

　　　　　　　，i，ii，t’

図3．Cls単独欠損症の家系図．．III－2は患者を、

また図の網かけおよび黒塗はそれぞれ4bp欠失とナ

ンセンス変異を示す．
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（8）

日本人集団で発見されたC9欠損遺伝子（R95X）は広くアジアに分布する？！

　　　　　　福森泰雄、堀内孝彦1、西坂浩明1、小島武士1、P．　M．　Schneider2、柴田弘俊

大阪府赤十字血液センター、1九州大学医学部第一内科、21nstitute　of：Legal　Medicine，Joh　annes　Gutenberg

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　University

　　　The　C9　deficient　gene　（R95X）　found　in　Jap　anese　population　is　widely　distributed　in　Asia

Yasuo　Fu：kumori，　Takahiko　Horiuchi1，　Hiroaki　Nishizaka1，　Takeshi　Kqi血a1，　Peter　M．　Schneider2　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hirotoshi　Shibata

Osaka　Red　Cross　Blood　Center，　i　First　Dep　artment　of　lnternal　Medicine，　Kyushu　University，　2　lnstitute　of

　　　　　　　　　　　　Legal　Medicine，　Joh　annes　Gutenberg　University

【はじめに】

　福森らは以前、大阪の献血者集団に対して補体欠

損症のスクリーニングを行い、C9欠損症が日本人

集団では、他の国に比べて飛び抜けて多いことを明

らかにした1。そして、C9欠損症は日本の特定地域

に片寄ることなく、日本全体にほぼ均一一に分布して

いることもわかった2。

　最近われわれは、C9欠損症の日本人10人を分子

遺伝学的に解析し、その遺伝学的原因が、エクソン

4上の343番目のCがTに置換して、95番目のア

ルギニンがストップコドンに変異したナンセンス

ミューテイションであったことを明らかにした（こ

こでこの変異遺伝子をR95Xと呼ぶ）3。しかも、

このR95Xが10例すべてのC9欠損者に見られたこ

とから、このR95X遺伝子は日本人集団に広く分布

し、日本人のC9欠損症の主要原因となっていると

考えられた。しかも、R95X遺伝子の起源はかなり

古いと予想された。

　そこで、R95X遺伝子が本当に日本人集団に広く

分布しているか否かを検定し、さらには、この遺伝

子がどこから来たかを考察するため、近隣集団での

R95X遺伝子の検索を行った。

【材料・方法】

　被検定材料は、日本人302人、韓国人189人、

沖縄在住の日本人（ここでは琉球人と呼ぶ）189人、

タイ人108人、ドイツ人141人、イタリア人190

人、の末梢血よりDNAを抽出し、もちいた。

　R95Xの持つ343番目のC／T置換検出のため、

ミスマッチプライマー一・Lを用いたPCR－RFLP法（制

限酵素はBstUIを使用）を考案し、上記DNAサン

プルに対し検査を行った。

【結果】

　血清学的に正常な（C9欠損症ではない）日本人

302人のDNA検体に対し、　PCR－RFLP法による

スクリーニングを行った。うち、22人がR95X遺

伝子をヘテロで所有していた。この成績は以前、血

清学的スクリーニングで求めた、C9欠損ホモの個

体が日本人集団では1／1000の頻度で存在するとい

う成績からハーディ・ワインバーグの法則より、求

めたヘテロの頻度とほぼ等しい。

　さらに、R95X遺伝子のルs・一一’ツを調べるため、韓

国人、琉球人、タイ人、ドイツ人およびイタリア人

のDNAサンプルについて同様の方法を用いて、ス

クリーニングを行ったところ、その検出頻度は異な
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るが、ヨーロッパ人のドイツ人とイタリア人を除く、

すべての集団でR95X遺伝子が見い出された（表

1）　o

【考察】

　C9欠損遺伝子、　R95Xが、日本人一般集団のなか

に広く、均一に広がっていることが、血清学的方法

のみならず、直接、遺伝子を検出する方法でも、証

明された。しかも、日本のC9欠損症の多くがR95X

遺伝子によるものであることがわかった。

　さらに、アジア人を中心とした他集団に対する、

R95X遺伝子のスクリーニングの結果から、　R95X

遺伝子が日本人のみならず、アジア人全体に広がっ

ている可能性が示唆された。この遺伝子の起源につ

いても、日本人、韓国人、琉球人とは異なる、南ア

ジア人集団に属するタイ人のなかにもR95X遺伝子

が存在することがわかり、かなり古い時期、すなわ

ち、東アジア人集団と南アジア人集団が分離する以

前、また白人とアジア人が分離したあと、この突然

変異が起こり、集団内に固定された可能性を支持す

る結果を得た。

　R95X遺伝子が集団内に保存され、自然淘汰を受

けなかったのは、この遺伝子の遺伝荷重が少なく、

欠損であることが生存にそれほど影響をおよぼし

ていないか、逆に、この遺伝子の存在が生存に有利

に働いている可能性も否定できない、と考えられた。

【参考文献】

1）　Fukumori，　Y．　et　al．　lntemational　lmmunology

　1：　85　（1989）

2）　Hayama，　K．　et　al，　lnt．　Ar（ih．　Allergy　AppL

　Immunol．　90：　400　（1989）

3）　Horiuchi　T．　et　al．　J．　lmmunoL　160：　1509　（1998）

表1Distribution　of　the　R95X　gene　in　Asian　and　European

Population No　studied genotype
一／一

一B95X o／，R95X

　Asian
Japanese

Korean

Ryukyuan
Thai

　European
German
Italian

302
189

189

108

1
0
4
9
1
1

280
186

182

104

ー
ハ
U4
9

1
1
⊥

2

2
3
7
40ハ
U

6
8
9
9

0
り
0
1
1
O
A
U

O
O
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座長　天野哲基、奥田智子一般講演皿
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（9） 血清補体に対するアニオン性高分子電解質の影響

　　1）ポリスチレンスルホン酸に関する検討

　村上能庸、北野悦子1、岩田博夫、北村　肇1、筏　義人

京都大学再生医科学研究所、1大阪府立看護大学医療技術短大部

　　　　　　　Effect　of　polyanion　on　the　serum　complement　system

　　　　　　　　　　1）　Study　of　polystyrene　sulfonic　acid

Yoshi皿obu　Murakami，　Etsuko　Kitano1，　Hiroo　lwata，　Haji　e　Kitamu正a1，　and　Yoshito　n曲

　　　　　　Institute　for　Frontier　Medical　Sciences　Kyoto　University，

　　　　　　　　　i　Osaka　Prefectural　College　of　Health　Sciences

【はじめに】血清にヘパリンやデキストラン硫酸な

どのポリアニオンを添加し、補体系への影響を調べ

た実験はこれまでに多数行われてきた。しかし、『ポ

リアニオンが補体活性化を抑制する』という論文も

あれば、rポリアニオンはaltemative　pathway（AP）

を活性化する』という論文もあり、作用機構につい

ても未だ不明な点が数多く残されている。そこで、

今回、スルホン酸基を有するポリアニオンであるポ

リスチレンスルホン酸（PSSa）の正常ヒト血清（NHS）

への影響を調べた。

【方法】所定量のPSSaを添加したNHSの補体価

（CH50、　ACH50）、ELISAによる補体活性化産物

の定量、補体各成分の活性測定、Immunoblotting、

C42－Tmax等を行った。

【結果】CH50はPSSaの添加量0～0．05g／d1の濃度

域では濃度依存的に低下し、0．01～O．05g／dlでは

NHSの10％以下にまで低下したが、添加量0．19／dl

付近で上昇、NHSの40％程度まで回復した。さら

に添加量を増やすと0．5g／dl以上では0になった。

ACH50はPSSaの添加により濃度依存的に単調減少

し、添加量0．01g／dl以上で0になった。　C3活性は

PSSa濃度0～0．005g／dlの間で濃度依存的に減少し、

0．005～0．059／d1の間で活性は0％になったが、0．1g／dl

以上で100％近くに回復した。PSSa添加血清の補体

活性化産物の定量を行ったところ、classical　pathway

（CP）の活性化産物であるC4dの生成は確認されなか

った。一方、APの活性化産物であるBbの生成は、

C3活性が0になる濃度範囲で最大になった。　C42－

Tmaxの測定からは、　PSSa添加量0．5g／d1以上で明ら

かなピークを示さなくなった。

【考察】PSSa添加濃度0．005～0．0591d1でのCH50、

ACH50、　C3活性の低下は、この濃度域でBbの生

成も認められたことから、　PSSaはAPを活性化して

いると考えられる。0．059／dl以上の濃度では、　C3活

性は100％近くまで回復することから、この濃度域

ではPSSaによるAPの活性化は起こっていないと

考えられる。一方、PSSa添加濃度0．05g！dl以上で

はC42－Tmaxの結果から、CPにも影響を与えている

と考えられる。
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（10） 血清補体に対するアニオン性高分子電解質の影響

　　　　2）デキストラン硫酸に関する検討

　村上能庸、北野悦子1、岩田博夫、北村　肇1、筏　義人

京都大学再生医科学研究所、1大阪府立看護大学医療技術短大部

　　　　　　　EEfect　of　polyanion　on　the　serum　complement　system

　　　　　　　　　　　　　2）　Study　of　Dextran　suifate

Yoshinobu　Murakami，　Etsuko　Kitanoi，　Hiroo　lwata，　Haji　e　Kitamurai，　and　Yoshito　lkada

　　　　　　　Institute　for　Frontier　Medical　Sciences　Kyoto　University，

　　　　　　　　　’Osaka　Prefectural　College　of　Health　Sciences

【はじめに】デキストラン硫酸を血清に添加し、補

体系への影響を調べた研究はこれまでに多数存在

する。この中には『分子量10000以上のデキストラ

ン硫酸を血清に添加するとaltemative　pathway（AP）

を活性化し、C3活性が低下する』という論文と、

『補体系の活性化を抑制する』という論文があり、

双方で相反するような結論を導いているように思

われる。今回、分子量5000、8000および10000の

デキストラン硫酸を用い、デキストラン硫酸の添加

による補体の活性化の有無およびC3の分解の有無

を調べた。

【方法】所定量のデキストラン硫酸を添加したNHS

の補体価（CH50、　ACH50）の測定、　ELISAによる

補体活性化産物の定量、C3の活性測定、デキスト

ラン硫酸によるC3転換酵素の形成阻害の有無を調

べる実験を行った。分子量10000のデキストラン硫

酸に関しては、EDTA存在下（final・O．01M）でも実験を

行った。

【結果】CH50およびACH50はデキストラン硫酸

の添加濃度依存的に低下した。分子量が高いものほ

ど補体価を低下させる作用が強かった。E：LISAによ

りdassical　paihway（CP）の活性化産物であるC4dと

APの活性化産物であるBbを定量したところ、いず

れもその生成は認められなかった。また、CPおよ

びAPのC3転換酵素の形成を阻害することもわか

った。この傾向はデキストラン硫酸の分子量による

違いはなかった。分子量5000と分子量8000のデ

キストラン硫酸を添加した血清では、そのC3活性

に変化は見られず、C3aとic3bの生成も認められな

かった。他方、分子量10000のデキストラン硫酸を

添加した血清では、濃度依存的にC3活性の減少、

C3aおよびiC3bの生成量の増加が確認され、　EDTA

存在下においても同様の結果が得られた。

【考察】分子量5000と8000のデキストラン硫酸の

補体価減少の原因はC3転換酵素の形成阻害による

ものと考えられる。分子量10000のデキストラン硫

酸の補体価減少の要因はC3転換酵素の形成阻害お

よびAPの活性化によらないC3の分解によるもの

と考える。

一　42　一



（11） 　　　　　胃癌由来培養細胞によるD因子産生

　　　　　　　　　　　　北野悦子、北村　肇

　　　　大阪府立看護大学医療技術短期大学部　臨床検査学科

　Synthesis　of　Complement　Factor　D　by　Gastric　Cancer－Derived　Cell　Lines

　　　　　　　　Etsuko　Kitano　and　Hajime　Kitamura

Department　of　Medical　Technology，　Osaka　Prefectural　College　of　Health　Sciences

【はじめに】

　D因子は主として脂肪組織で脂肪細胞（adipocyte）

によって産生されると報告されている1。今回、4

種の胃癌由来培養細胞のいずれもがin　vitroでD因

子を産生することを見いだしたので報告する。

【材料および方法】

　4種のヒト胃癌由来培養細胞株2（MKN28、

MK：N74、　MKN45およびKATO－III）を使用し、培

養は原則として無蛋白無血清培養液protein・free

hybridoma　medium（PFHM－II）中で5％CO2／95％air、

37℃の条件下で行い、1～3日間培養の後、培養液

を採取し遠心して細胞を取り除き、培養一ヒ清とした。

上清中のD因子濃度をサンドイッチE：LISA　3により

測定し、各細胞が産生するD因子量を算出した。

【結果】

1．胃癌由来細胞培養上清中のD因子量

　4種の胃癌由来細胞をPFHM－IIで培養し、3日後

の培養上清を採取しD因子濃度を測定した。

MKN45細胞の培養上清が最も高濃度（7．21±5．94

ng／106　cells）のD因子を含み、次いでKATO－III

（2，17士1．30ng／106　cells）、MKN74（2．10±O．59

ng／106　cells）　．　MKN28　（O．94±O．49　ng／lO6　cells）

の順であった。

2．胃癌由来細胞のD因子産生への時間の影響

　4種の胃癌由来細胞の培養開始後、1日目、2日

目および3日目に培養上清を採取し、D因子濃度を

測定した。MKN45の場合は1日目で106　cells当り

5ng以上のD因子が検出された。いっぽうMKN28

では2日目から検出され3日目でも1ngにも満た

ない量であった。KATO－IIIおよびMK：N74の場合

は2日目まで検出されず、3日目で約2ngのD因

子が検出された。

3。蛋白合成阻害剤の影響

　cycloheximideはKATO－III細胞によるD因子産生

を可逆的に抑制した。このことは、KATO－III細胞に

よるD因子産生がde・novo産生であることを示す。

【結論1

　4種の由来の異なる胃癌細胞のいずれもがfn読ro

で、無刺激剤状態でD因子を産生することを示した。

【文献】

1）Morgan　B．　P．　and　Gasque　P．，　C丘n．　Exp．　Immunol．．，

107：　17．　（1997）

2）　Kitano　E．　and　Kitamura　H．　，　Clin．　Exp．　lmmunol．，

94：　273－278．　（1993）

3）北村肇北野悦子，補体測定法，“免疫と生体防

御1”（長澤滋治，豊島聡編）廣川書店，P．213（1993）
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座長　川本保子、福岡良博一般講演IV
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（12） マウスDAF機能を抑制するモノクローナル抗体

　太田里永子1，今井優樹1，福岡良博2，三輪隆史1，岡田則子1，岡田秀親1

1名古屋市立大学・医学部分子研・生体高分子，2東北大学・加齢研・免疫遺伝子

　　　　　　　　Monoclonal　antibodies　which　inhibit　the　functionl　of　mouse　DAF

Rieko　Ohtai，　Masaki　lmai　i，　Yoshihiro　Fukuoka？　Takashi　Miwa　i，　Noriko　Okadai，　Hidechika　Okadai

　　　　　iDepartment　of　Molecular　Biology，　Nagoya　City　University　School　of　Medicine，

　　2Department　of　Molecular　lmmunology，　lnstitute　of　Aging　and　Cancer，　Tohoku　University，

くはじめに〉

　異種移植の動物実験モデルの作成のため、種々の

動物において、種特異的補体制御膜因子の解析が必

要である。マウスでは、ヒトDAF及びMCPの両方

の機能を持ち合わせているCrryが明らかになってい

る他、我々は、DAF1）、　MCP及びCD59のcDNAの

クローニングに成功した。DAFについては、モル

モットDAF2）3）のように、　GPIアンカー型と、膜貫

通型（TM型）が存在することが明らかになった4）。さ

らにマウスDAFについて解析を進めるため、　GPIア

ンカー型のcDNAをCHO細胞に遺伝子導入して発現

させたトランスフェクタントを作成した。これを免

疫原にモノクローナル抗体（mAb）産生株を樹立

し、マウスDAFの機能に対するmAbの作用を検討

した。

〈方法＞

1．抗マウスD4FmAbの作：成

　Armenian　hamsterをCHO－DAF細胞で免疫し

た。その脾臓細胞とP3U　1（mouse　myeloma　cell

line）を細胞融合しハイブリドーマを作成した。培

養上清をELISAでスクリーニングし、三回クローニ

ングを行った。なお、コントロールとして、我々が

以前作成した抗マウスDAFポリクローナル抗体5）を

用いた。

2．抗原分子の解析

マウス赤血球とCHO一一DAF細胞のcell　lysateを作成

し、Western　blottingを行った。

3．C3　deposition　assay

lx106個のCHOトランスフェクタントを、　anti一

CHO　rabbit　ser㎜と氷上で30min反応させ、洗浄

後、種々の量のmA：bと30％normal　mouse　serum

（in　GVB＋＋）を加え37℃、30min反応を行った。細

胞洗浄後、FITC標識抗マウスC3抗体を反応させ、

フローサイトメトリーで解析を行った。

〈結果と考察〉

マウスDAFを認識するハイブリドーマをELISAに

よりスクリーニングし、17個のウェルを選んだ。

クローニングを行い、その中から7クローンを選

び、培養上清の反応性をフローサイトメトリーで検

討したところ、すべて、コントロールの細胞に比べ

てCHO－DAF細胞及び、マウス赤血球に反応性を示

した。また、mA：bのマウスDAF阻害活性を、　C3

deposition　assayで検討したところ、2クローン

（RIKO－1，　RIKO－2）に阻害活性が確認できた。

CHO－DAF細胞のCell　lysateを作成し、　RIKO－2の

培養上清を用いて、Western　blottingを行い、　DAF

と思われる分子量約60，000にバンドを確認した。

さらに、作成したmAbはTM型のトランスフェクタ

ントにも反応性を示した。

〈文献＞

1）　Fukuoka　Y，　et　al．，　lnt　lmmunol．　8　：　379（1996）

2）　Nonaka　M．　et　al．，　J．　lrmiunol．　155　：　3037

（1995）

3）　Wang　G．　et　al．，　J．　lmmunol．　160　：　3014（1998）

4）　Spicer　AP．　et　al．，　J．　lmmunol．　155　：　3079

（1995）

5）　Kameyoshi　Y．　et　al．，　lmmunology．　68　：

439（1989）
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（14） ヒト精子特異的CD46のmRNA一一分布と発現バイアスー

　　　　　信田京子、野村みどり、栗田光恵、松本美佐子、瀬谷司

　　　　　　　　　大阪府立成人病センター研究所第6部

A　testis－specific　message　of　human　CD46　一　distribution　an　expression　profiles－

Kyoko　Shida，　Mitsue　Kurita，　Midori　Nomura，　Misako　Matsumoto，　Tsukasa　Seya

　　　　Osaka　Medical　Center　for　Ca　ncer　and　Cardiovascular　Diseases

はじめに

　ヒト精巣にはO－glycosylationをうけない低分

子量のCD46が多量に発現する1）。これらは精巣の

間質や支持細胞（セルトリ細胞など）由来でなく、

成熟精子由来であることが確認されている。このよ

うな特異なCD46が成熟精子のみに限局して現わ

れるメカニズムも生理的意義も明らかでない。

CD46は卵との結合に関与する受精レセプターと

の仮説提示がある。

　本研究で我々はヒトとマウスに共通して精巣に特

異的なsmall　sized　messageが存在することを明ら

かにした。ヒトCD46の局在性とmessage　sizeの

関連を調べたので報告する。

結果及び考察

No曲㎝blotでヒトCD46には～1．5kbの精

巣特異的メッセージと～4kbのubiquitousなメッ

セージが存在する。クローニングとシークエンスの

結果、両者は3’UTの長さの相違に帰因することが

判明した。マウスでは～4kbのubiquitousなメッ

セージが検知できず1．5kbの精巣特異的メッセーー

ジのみが極めて優位に発現する。また精子形成に異

常のあるマウスや生後23日目までの未成熟のマウ

スにはこのメッセージが検知できない。従って

1．5kbのメッセージは精子由来と考えられる。

　ヒトCD46の3’UT　short　formには典型的な

poly　A付加シグナルがなく、long　fomには

AAUAAAがある。　poly　A修飾が早く来ると1．5kb、

後に来ると4kbのメッセージに結果する。また既

知のsilencer配列なども見い出せなかった。

　これらをpME18S　expression　vector（SRαの

promoter）に組み込み、　lipofecfamine又は

electroporatio：n法でrnammalian　cellに強制発現

させた。Cell　lineはサル腎のVero，　Cosl，　Cos7，マ

ウスのLcel（fibroblast），　F9（teratocarcinoma）な

どを用いた。これらのうち、L㏄n以外はその動物

由来のCD46を発現している。　Long　3’UT，　short

3’UT　formsでtransientの発現量をFiow

cytometerで査定したが、どの細胞株でも両者に有

意差は見られなかった。従って体細胞由来の細胞株

は動物種に拘わらず3’UTの長さと発現量に関連が

ないと結論された。

　次にこれらの発現量の差が精子にコミットされる

細胞環境に依存する可能性を考慮してmouse

embryonic　stem（ES）㏄ll　lこtransfectionを行い、

発現量の差を見た。これらはmouse　CD46を発現

しており、かつ短い3’UTのみが高発現を誘導する知

見を得た。ヒトCD46トランスジェニックマウス

（TG）では3’UTの5’側にsilencer一likeに働く部

位があることが示唆されている2）。TGでこの長

短の3’UTの発現への影響を確かめる予定である。

精子特異的な発現が何に起因するかメチレーション、

プロモーター、イントロンを含めて検索する必要が

ある。

1）　Hara　et　al．，　lmmunology　93；　546－555，　（1998）

2）　Miyagawa　et　al．，　B．B．R．　C．　233；　829－833，（1998）
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（15） 麻疹ウィルスレセプターとしてのCD46一分子集合体とシグナル伝達一

　　　　　　栗田光恵、松本美佐子、瀬谷司，上田重晴＊、

大阪府立成人病センター研究所6部、阪大微研・神経ウィルス分野＊

Molecular　complex　involving　CD46，　which　serves　as　a　signaling　receptorvia　measle　s　virus

　　　　　Mitsue　Kurita，　Misako　Matsumoto，　Tsukasa　Seya，Shigeharu　Ueda

　　　　　　Osaka　Medical　Center　for　Cancer　and　Cardivaseular　Diseases

目的

CD　46は補体C3bと麻疹ウィルス（M恥のレセプ

ターである。In　vitroでCD46の抗体、　C　3の天然

誘導体・C3bは、Mφの1：L・12産生を抑制する。あ

る種のMV株は、レセプターであるCD46と結合

することにより活性化Mφ中の正t・12産生を抑制

する。またMVは感染は一過性免疫抑制を誘起し、

delayed　hypelsensit：Mtyを含む高次免疫を抑制す

る。このことは、CD46がアゴニスト刺激を介して、

免疫系を抑制的にoontmlするnegative　receptor

であることを示唆する。今回我々はCD46の免疫抑

制レセプター能をMVをリガンドとして検討した

ので報告する。

方法、結果

まず免疫抑制を分子レベルで解析するためにCD　46

とass㏄iateする細胞膜上、細胞内分子を共焦点レ

ーザー顕微鏡と免疫沈降で同定することを試みた。

African　green　monkeyのvero　ce皿を主に用いた。

CD46は膜上ではtetraspan　transmembrane

protein　CD　9，α3β1　integrinとlatera1に共存し、

膜内では、ERM　familyのmoesinとcomplexを形

成していた。従ってCD46は麻疹感受性の細胞で

は細胞内・細胞外で分子複合体を形成していること

が示唆された。　MoesinはMV　r㏄eptorと報告さ

れてきた。しかし、我々はmoesin　knoc：k　out　ES　ce皿

を用いmoesinはMVr㏄epotrでもなく、CD46の

oo・receptorでもないことを証明した1）。ある種の

MV株と結合したCD46は45分以内にdown・

regulationを誘起した。このdown・regulationを誘

導する株のみにCD46依存性のphosphatase

SHP　1の速やかな（15分以内）解離が認められた。

又、既報と異なり、このMV株によってIL・12産生

は上昇した。

考察

CD46はMVやC3bが結合することによって

down・regulationが起きることが知られている。

CD46　のcytoplasmic　tailにはこの　down・

regulationに関与するYXX：L（endosome　targeting）

sequenoeが含まれる。　一般に免疫系のnegative

receptor　CTLA・4，　KIR（NKのk皿er　in：hibitory

receptOr）などは、このsequenceをもち、最近、こ

こにphosphatase　SM　Iが直接結合して㎞ase

をmodulateすることが判明した。我々はvirusが

結合することによってphosphatase　SHP　1が解離

し、CD46・　associated　kinaseやそのリン酸化基質

の㎞eticsが変わり、down・regulationや1：L－12産

生促進を誘導すると推定している。　この知見は

CD46を含む分子集合体がmon（xcyteの細胞応答

と高次免疫系のインターフェイスをモジュレートす

ることを強く示唆する。ただし、これまで提出され

たようなCD　46＝免疫抑制レセプターといえるほど

単純な結果は得られていない。

1）　Doi　et　al．，　J．Virol．　72；　1586－1592　（1998）
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（16） 補体活性化分子M161抗原の構造と機能解析

［はじめに1

　　　　　　松本美佐子、吉川聡美、西口幸希、瀬谷司

　　　　　　　　大阪府立成人病センター研究所6部

A」m．ycOplasmaderivedcomplement　activating　protein／c）πokinei血ducer，　M　161Ag

　Misako　Matsu血oto，　Satomi　Kikkawa，　Miyuki　Nishiguchi，　Tsukasa　Seya

　　　　Osaka　Medical　Center　for　Cancer　and　CardiovascularDiseases

　　　　　　　　　　　　　　　　　3‘urのp。1yA付加シグナルとp。lyAがゲノムに存

M161抗原は、補体系による自己・非自己識別に関

与する分子量43・kDaの蛋白質である。　cDNAクローー

ニングより、24個のシグナルペプチドを含む428個

のアミノ酸からなる可溶型蛋白質であること、また、

。pen　reading　frarne中に5個のTGA　cod。nを含むこと

からセレン含有蛋白質の可能性があることが示唆さ

れていた1）。今回M161抗原の遺伝子の単離並びに

生化学的解析を行い、M161抗原がMycoplasma

t’erm　entans由来のリポプロテインであり、基本免疫

系のBiological　Response　Modifier（BRM）であること

を明らかにしたので報告する2）。

［方法］

　遺伝子構造を明らかにするため、cDNAをプロー

ブとしたサザンハイブリダイゼ・・e一一ションとgenomic

cloningを行った。生化学的解析には、　M　161抗原の

アミノ酸分析と生合成ラベル実験を行った。基本免

疫系の活性化能は、血uman　monOC）πesからのサイト

カイン産生の誘導を測定することで調べた。

［結果及考察】

　遺伝子解析の結果、M161抗原遺伝子には原核生

物特有のプロモータ…一・一領域とリボゾーム結合部位の

シャインダルガーノ配列が存在すること、cDNAの

在することが明らかとなり、原核生物由来であるこ

とが確認された。更に、Mt’ermentansの遺伝子産物

であるmonocyte　differentiationlactivation　factorP48

の遺伝子（621　bp）と塩基配列で99％一致することが

明らかとなった。しかし、アミノ酸レベルではN末

端114アミノ酸以外全く異なっており、両者は一次

構造上異なる分子であると考えられた。生化学的解

析より、M161抗原cDNAのORF，に存在するTGA

コドンはトリブトファンに翻訳されること、N末シ

ステイン残基がパルミチン酸で修飾され脂質部分を

介して膜に結合していることが判明した。また、

M161抗原はmonoc）rees／macrophagesから炎症性サイ

トカイン（IL－1β，　TNF一α，　IL－6）の産生をLPSより強力

に誘導するとともにThOからT血1／Th2の分化に影響

を及ぼすIL－10とn，一12の分泌も誘導し．基本免疫系

のみでなく高次免疫系にも影響を及ぼすBRMと考

えられた。

［文献1

1）　Matsumoto　M．　et　al．，　Narure　Medicisie，　3：1266　（1997）

2）　Matsumoto　M．　et　al．　J．　Biol．Chem．　，273：12407　（1998）
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（17） 動脈硬化発症機序に対する酸化LDLと補体系の関与

について一ヒトCR3発現CHO細胞を用いた検：討一

目的

斎藤英治、高橋和彦1、長澤滋治1

日大医・2内、1北大薬・衛生化学

Int㎝（；tion　of　oxidiZed　LDL　and　complement　system　for血e　development　of　atherosclerosis

　　　　　　　Eiji　S　aito，　Kazmbiko　Takahashi　i　and　Shigeharu　Nagasawa　i

　　　　2nd　D　epartment　of　lnternal　Medicine，　Nihon　University　School　of　Medicine

lDΦa血nent　of　Hygienic　Chemistry，　Faculty　of　Pharmaceutica1　Sceiences，　Hokkaido　U血versity

　動脈硬化の形成にLDLの酸化変性が重要視されて

いる1。酸化LDL（Ox－LDL）はマクロファージの

scavenger　receptor2やCD363　CD684などの複数の受容

体により認識されることはin・Vitroでは明らかであ

るが、生体内ではどの受容体が主に働いているか

など不明な点が多い。最近Ox－LDLに対する自己抗

体価と動脈硬化性疾患との間に相関関係があるこ

とが報告され5、動脈硬化の形成に免疫学的な機序

が働いていることが示唆されている。一方、C6欠

損のウサギにコレステロールを負荷しても有意な

動脈硬化の観察がされないこと6や、コレステロー

ル負荷ウサギに補体の活性化を抑制するK－

76COONaを投与すると動脈硬化の進展が抑制され

たこと7、またヒト動脈硬化巣中には各補体成分や

C5b－9complex8や補体レセプター9が存在しているこ

となどから、動脈硬化の発症進展に補体系の活性

化が関与していることが示唆されている。今回

我々は、Ox－LDLが補体系にどのように関与してい

るかについて検：討したので報告する。

方法

1）LDL（1．O19＜d＜1．063），　Ox－LDL，アセチルLDL（Ac－

LDL）は超遠心法により調製し、正常ヒト血清（NHS）

と37℃にて反応させ、その血清中のC3の分解産物

を抗ヒトC3d抗体を用いたウェスターンプロッティ

ング法にて検：討した。また、NHSと反応させたリ

ポ蛋白を、超遠心法にて再度分離し、回収したリ

ボ蛋白に結合しているC3の分解産物を同様に検：貸

した。

2）ヒトCD　l　lbおよびCD　18cDNA（Mckstein博士より

供与）を発現ベクターpCXN2（阪大宮崎純一博士

より供与）に組込み、リン酸カルシウム法により

CHO細胞にトランスフェクションした。　G418にて

セレクションした細胞を限界希釈した後、CDllb単

独あるいはCR3安定発現株をクローニングした。

NHSと反応させたローダミン標識のLDL，Ox・

LDL，Ac－LDI，の各種CHO細胞へのassociationをflow－

cytometerにて測定した。

結果

1）リボ蛋白と反応させた血清中のic3bやC3　dは、

LDLやAc．LDLに比較し、　Ox－LDLと反応させた場合

に多く認められた。NHSと反応後超遠心にて再分

離したリボ蛋白では、Ox－LDLに最も多くのiC3bや

。3　dが結合しており（Fig．1）、15分から60分野反応時

間では時間依存性にiC3bから。3dへの分解が進んで

いた。この結合は、非働化血清（56℃30分間）や

EDTA添加血清では観察されず、　EGTA－Mg2・添加血

清で観察されたことより、酸化LDLがaltemative

pathwayを活性化し、　C3の分解産物を結合したこと

が示唆された。

2）各種CHO細胞の無血清培地中に、それぞれのリ

ボ蛋白を添加しそのasso　ciationについて検：討した。
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に添加した場合では、CR3発現細胞へのassociation

が増加した。しかしLDLやAc－LDLでは、　NHSを加

えた場合には、どの細胞でもassociationが抑制され

た。この効果は、Ox－LDLとNH：Sとをpre－incubation

するとさらに増強され、非働化血清（56℃30分間）

や、c3欠損血清では有意に抑制された（Fig．2）。ま

た、Ox－LDLとNHSとを反応させた後、超遠心にて

Ox－LDLを再度分離回収し、　iC3bの結合したOx．LDL

を調製した。このOx－LDLをCR3発現CHO細胞の培

地中に添加すると、非働化血清やNHSと0℃で反応

させた場合のOx－LDLに比較し、細胞へのasso　Ciation

が有意に増加した。以上から、Ox－LDLをNHSと反
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　　　semm
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応させると、ic3bが結合することによりCR3発現細

胞に認識されることが示唆された。

考察

Ox－LDLは、　alternative　pathwayを介して補体系を活

性化し、iC3bが結合することでCR3に認識されるこ

とが示唆された。ヒト末梢血由来単球／マクロフ

ァージにもCR3が発現しているが、　scave皿ger

receptorやCD36，CD　68などのOx一：LDLを認識する受容

体がより強く発現しているため、in　Vitroで血清を

添加しても補体系の影響については明らかでな

い。しかしコレステロール負荷ウサギでは、動脈

の内皮下に細胞の侵入がない早期から、既に内皮

下にCsb－9complexが認められるという報．告もあり

10、vivoにおいてもし動脈の内皮下でLDLが酸化さ

れるとすれば、ここで血清成分と反応し補体が活

性化され、ic3bと結合したOx－LDLがマクロファー

ジのCR3に認識されることは否定できない。また

iC3bやC3dと結合したOx－LDLは、　B細胞のCR2に

よって認識される可能性もあり、自己抗体の産生

との関連についても今後さらに検：労する必要があ

ると思われた。

結論

　Ox－LDLは、　alternative　pa血wayを介して補体系を

活性化し、iC3bが結合することでCR3に認識される

ことが示唆され、補体系の活性化が動脈硬化発症

の早い段階から関与していることが考えられた。
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（18）グラム陰性菌の補体活性化に対するBPI（Bactericidal／permeab血ty

increasing　Protein）の増強効果

後上　明恵1，西村　仁1・2，南保　明日香1，村上　祐介1，長澤　滋治1

　　　　　　　　　　1北海道大学大学院薬学研究科，

　　　　　2カリフォルニア大学デービス校分子細胞生物学部門

　　　　　Enhancement　of　complement　activation　on　Gram－negative　bacteria　by　BPI

Akie　Gogarni　i，　Hitoshi　Nishimurai’2，　Asuka　Nanbo　i　，　Yusuke　Murakarni　i，　and　Shigeharu　Nagasawa　i

　　　　　　（iGuraduate　School　of　Pharrnaceutical　Sciences，　Hokkatdo　University，

　　　　　　　　2Molecular　and　Cellular　Biology，　University　of　California　Davis）

〈はじめに＞

　BPI　（Bactericidal／permeability　increas　ing

protein）は、好中球のアズール穎域内に存在する抗

菌タンパク質であり、生体内にE．　coliなどが侵入

した際に脱路粒反応により好中球から放出される。

この分子はグラム陰性菌外膜の構成成分である

LPSを介して細菌と強く結合し、細胞膜透過性を

高めることにより抗菌作用を示す1）2）。さらに、最

近、好中球によるE．coliの食食の際にBPIはオプ

ソニン作用を持つ3）ことが報告されたが、その機構

については不明である。そこで、当研究室におい

てBPIを介した好中球によるE，　coliの食食機構に

ついて検討したところ、BPIがE，　coli上へのC3

フラグメント沈着を促進し、好中球によるE．coli

の食食を充進させることを見い出したので以下に

報告する。

〈方法＞

1）好中球によるE．　coliの貧食量の測定

　FnTC標識したE．　coli（FITC－E。　co1Dと組換えヒ

トBPIをインキュベーション後、ヒト血清および

ヒト好中球を順次加え、種々の条件下で反応させ

た。好中球によるFITC一一E．　coliの取り込み量は、

細胞外の蛍光をトリパンブルーで消光した後、フ

ローサイトメーターで測定した。

2）E．　coli上に沈着したC3フラグメントの検出

　BPIとEco1ノを反応させた後、血清を加え、ヒ

ドロキシルアミン処理により且coliに沈着した

C3フラグメントを遊離させた。その後、遠心して

菌体を除き、得られた上清に含まれるC3フラグメ

ントを抗ヒトC3抗体を用いたウエスタンプロッ

ト法で解析した。

〈結果と考察〉

　好中球によるE．coliの貧食活性は、　bufferある

いはBPIを加えた条件下では、殆ど観察されなか

った。4％血清を加えた場合でも、わずかな取り込

みが見られただけであったが、BPIおよび血清共存
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下では、顕著な食食元進が観察された（図1）。BPI

存在下におけるE．coliの取り込みは、　BPI非存在

下に比べ顕著な血清濃度依存性を示し、特に4－

10％血清において、BPIの効果が高かった（図2）。

また、4％血清存在下でBPIの濃度依存的な取り込

みの増加も観察された。これらの結果より、E．　coli

上での補体系活性化がBPIにより促進され、好中

球によるE．coliの食食が充進された可能性が考え

られた。

　次にE．coliへのC3フラグメント沈着をウエス

タンプロット法で解析したところ、BPIの濃度なら

びに時間依存性が観察された。さらに、沈着した

C3フラグメントは主にC3bおよびic3bであるこ

とが示唆された。そこで本実験系において、好中

球上のCR3がE　coliの取り込みに関与していると

考え、ヒトCR3に対するモノクローナル抗体を用

いて取り込みの阻害実験を行った。その結果、BPI

および4％血清共存下でのEcoliの取り込みは、

抗CR3抗体により約40％阻害された。

　以上の結果より、BPI／ヒト血清処理によりE．

coli上での補体活性化が促進され、　E．　coliに沈着

したiC3bが好中球のCR3を介した食食応答を充

進ずることが示唆された。現在、E　coli上でのBPI

による補体活性化機構ついて、分子レベルでの検

討を進めている。

　本研究を遂行するにあたり、貴重なご助言を賜

りました大阪府立成人病センター瀬谷　司先生に

深く感謝いたします。
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（19） S19リボソーム蛋白2量体の補体C5aリセプターに

対する相反する2作用の分子機構

　西村望診、西浦弘志、山本哲郎

熊本大学大学院医学研究科・分子病理

Molecular皿echanisms　of　the　agonistic　and　antagonistic　effects　of　cross－linked　S19　ribosomal　protein

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dimer　to　Csa　receptor

　　　　　　　　　　Taku皿asa　Nishimura，　Hiroshi　Nishiura　and　Tetsuro　Yama皿o’to

　　　　　　　Kumamoto　Un　i　v．　Grad．　Sch．　of　Med．　Sc　i．，　Div．　of　Mo　l　ecu　lar　Patho　l　ogy

　慢性関節リウマチ滑膜肉芽巣から分離されたS19

リボソーム蛋白架橋化2量体1）は、単球の補体C5a

リセプターに対してアゴニストとして作用するこ

とにより走化性を発現する。ところが多核球に対

しては、走化性を示さないばかりか、リセプター

アンタゴニストとして、多核球のC5aに対する走

化を抑制する2）。この現象に関しては、基本的に

3つの説明されるべき課題が存在するだろう。1

っは、全体としてはアミノ酸配列上の相同性が4％

しかないS19蛋白とC5aがなぜ同じリセプターを

活性化できるのかである。2つ目は、単一遺伝子

産物であるC5aリセプターに対して、　S19蛋白2

量体が単球ではアゴニスト、そして多核球ではア

ンタゴニストとして作用する分子機序は何かであ

る。そして3期目は、なぜS19蛋白が2量体化し

た時のみこれらのリガンド機能が出現するかとい

うことである。

　ところでC5a分子がC5aリセプターに結合し活

性化する機構に関する近年の知見は反応の2段階

説をもたらした。すなわち、C5aN船側の頭部とC5a

リセプターN端部位とが静電結合によりまず結合

する。この結合は高い親和性をもたらすが、リセ

プターの活性化は起こさない。これに引き続いて、

C5aC端尾部が、リセプターの7回膜貫通性ドメ

インが作る円筒内部に結合してリセプターを活性

化するというものである3）。この第2の結合には、

C5a　C末端配列一Leu72－Gly73－Arg74のうち、　Leu72

とArg74の側鎖並びにArg74のαカルボキシル基

が必須だという。このC末端配列に類似の配列を

S19蛋白上で探したところ、　C末端から10数残基

N端側に一Leu　131－Asp132－Arg133一という配列が

存在した。そこでこのAsp132のβカルボキシル基

がC5a　Arg74のαカルボキシル基に相当すること

により、C5aC末端と相同の構造を作りだしてい

るとの仮説を立てた。今回、S19蛋白の部位特異

的変異体とC5aのアナログペプチドを用いて、こ

の仮説を検証した。

方　法

　ヒトS19リボソーム蛋白及びその変異体は大腸

菌の発現系を用いた組み換え体として調整した。

合成ペプチドは、九州大学西野憲和教授により固

相法を用いて調整された。走化性の測定は、健常

ヒト末梢血から分離した単核細胞及び多核球を用

いたボイデンチャンバー法4）により行った。
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結　果

1．Asp132をGlyに変異させたS19蛋白2量体は

　単球に対する走化活性を失った。しかし、この

　変異体のIle134以下を更に除去した変異体（C

　末端配列一Leu－G　l　y－Arg）の2量体は再び単球

　走化活性を獲得した。

2．上記のAsp132　Glyで11e134以下除去体の2

　量体は多核球に対しても走化性を発揮した。

3．C5aC末端側アナログデカペプチド5）は10－4M

　で単球及び多核球に対する走化性を発揮した。

4。このデカペプチドのGly9をAspに変え、更に

　S19蛋白のIle134以下12残基をC末端部に結

　合させたキメラペプチドは、単球にのみ走化性

　を発揮した。

多核球走化性抑制部位を同定した。
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5）　Finch，　A．　M．　et　al．，　J．　Med．　Chem．　40：

　877（1997）

考察
　S19蛋白2量体は、　C5aとの全体の相同性は低い

ものの、C5a分子C末端部位（一Leu－G　ly－Arg）の

りセプター活性化部位と同等の局所構造←Leu－

Asp－Arg一）を有することによりC5aリセプターを

活性化していると考えられる。S19蛋白2量体は

単球に対してはC5aと同等もしくはより高い親和

性を有しているため、C5aの頭部の相当する第一一

番目のリセプター結合部位が存在すると考えられ

るが、その部は未だ同定できていない。

多核球C5aリセプターに対するS19蛋白2量体の

アンタゴニスト作用は、S19蛋白C末端部位12ア

ミノ酸残基による走化性抑制作用により発揮され

ている。恐らく、多核球のC5aリセプターの近傍

に、この12残基と結合し抑制性シグナルを発生さ

せる分子が存在すると思われる。

結論
　S19蛋白分子上のC5aリセプター活性化部位と
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（20） アポトーシス細胞の貧食除去を仲介する

S19リボソーム蛋白架橋化2量体

山本哲郎、アージュン・シュレスタ、堀野　敬、西浦弘志

　　　　熊本大学大学院医学研究科・分子病理

Phagocytic　clearance　of　apoptotic　cells　mediated　by　cross－linked　S19　ribosomal　protein．

　　　　　Tetsuro　Yama皿oto，　Arjun　Shrestha，　Kei　Horino　and　Hiroshi　Nishiura

　　　　Kumamoto　Un　i　v．　Grad．　Sch．　of　Med　Sc　i．，　D　i　v．　of　Mo　l　ecu　l　ar　Patho　l　ogy

はじめに

　C5aリセプターに結合して単球走化を惹起する

S19リボソーム蛋白架橋化2量体は、最初に慢性

関節リウマチ滑膜肉芽巣から分離された1）。この

リボソーム小サブユニット構成成分であるS19蛋

白が、いかなる状況下においてリボソームから遊

離し、トランスグルタミナーゼの作用により架橋

2量体化するかについては全く不明であった。最

近、慢性関節リウマチ肉芽巣にアポトーシス細胞

が散見されるという報告2）や、アポトーシス細胞

ではトランスグルタミナーゼ活性が上昇する3）と

の報告がある。そこで、このS19蛋白2量体はア

ポトーシスの過程で形成、遊離される、自己の単

球系貧食細胞に対する鼠食処理要請のための走化

シグナルではないかと考えた。

方　法

　ヒト白血病細胞株HL－60細胞を、無血清培地下

で43℃30分熱処理してアポトーシスに誘導した。

この処理直後に、モルモットあるいはウサギの皮

内にHL－60細胞を接種し、白血球浸潤やアポトー

シス細胞貧食処理の様子を経時的、形態学的に観

察した。一方、熱処理後無血清培地下で培養を継

続し、経時的に上清を採取して、白血球走化活性

を測定した。走化性の測定は、健常ヒト末梢血か

ら分離した単核細胞及び多核球を用いた形態学的

極性変化法4）により行った。

結　果

1．アポトーシス細胞を接種した局所には24～36

　時間目に二期を示す強い単球浸潤が発生した。

　浸潤単球はアポトーシス細胞を貧食した後、48

　時間目までに局所から速やかに局所リンパ節

　へ移行した。局所リンパ節では免疫系細胞の

　増殖反応が観察された。皮内の単球浸潤の程

　度は、S19蛋白2量体を失活させるプロテアー

　ゼの局所投与により大幅に減弱した。

2．熱処理後24時間目の培養上清中に単球特異的

　　な走化活性が出現した。この走化因子は、免

　疫学的並びに物理化学的にS19蛋白2量体と

　同定された。

考察
　S19蛋白はアポトーシスの過程で何らかの機序

でリボソーム小サブユニットから遊離し、トラン

スグルタミナーゼの作用で2量体化すると考えら

れる。このS19蛋白2量体のアポトーシス細胞か

らの遊離は、血流中の単球をアポトーシス局所に
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浸潤させ、自らを貧食処理してもらうシグナルに

なっているようである。アポトーシス細胞の方は、

トランスグルタミナーゼの作用でアポトーシス小

体化することが知られているので、この一連の浸

潤、貧食処理の過程はトランスプルタミナ一調を

軸とした一一種のシステムとも考えられる。多核球

の浸潤を伴わないアポトーシス細胞の素早い除去

処理は、S19蛋白2量体が単球C5aリセプターに

はアゴニストとして、逆に多核球のそれにはアン

タゴニストとして作用する5）ことによりもたらさ

れると考えられる。このことが従来アポトーシス

は炎症反応を惹起しないと考えられてきた理由で

あると思われる。アポトーシス細胞を貧食したマ

クロファージは、リンパ管を経由して局所のリン

パ節に移動したが、そのリンパ節でリンパ球の増

殖反応が生じていることは、マクロファージが貧

食したアポトーシス細胞の分解物を抗原として提

示していることを想定させる。

　1279（1991）

5）山本哲郎他第34回補体シンポジウムにて報

　告（1997）

6）　Horino，　K．　et　al．，　Lab．　lnvest．　78：　in　press

　（1998）

結論
　アポトーシス細胞ではS19リボソーム蛋白がト

ランスグルタミナーゼの作用で架橋2量体化して

細胞から遊離し、血流中の単球を浸潤させる。こ

れは、アポトーシス細胞の貧食処理を行うシステ

ムとして機能している可能性が大きい5）。

参考文献

1）　Nishiura，　H．　et　al．，　J．　Biol．Chem．　271：　878

　（1996）

2）　Firestein，　G．　S．　et　al．，　J，　Clin．　lnvest．　96：

　1631（1995）

3）　Knight，　C．　R．　L．　et　al．　Biochi皿．　Biophys．

　Acta　1096：　312（1994）

4）　Matsubara，　S．　et　a　l．．　Am．　J．　Patho　l．　138：
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（21） 血清補体活性の新しい解析法、C42－Tm　ax法（第2報）

　　　　　　　　　小林恵美、北野悦子、北村　肇

　　　　　大阪府立看護大学医療技術短期大学部　臨床検査学科

　A　new　analytical　method　for　serumcomplement　activity，C42－Tmax　（No．　2）

　　　　　　Erni　Kobayasi，　EtsukoKitano　and　Hajime　Kitamura

Department　of　Medical　Technology，Osaka　Prefectural　College　of　Health　Sciences

【はじめに】

　私達は低補体価血清の補体活性の面からの解析の

ためのC42－Tmax法を考案し、発表した1）。本法

は、検体血清によってEA上に形成されるC42　site

数の時間的変化を見る方法で、前回はC3以下とし

てモルモット血清を使用したが、今回は正常ヒト・

プール血清（NHS）あるいは被検血清を用いた。

【材料および方法】

EA（1．5x108／ml）と第1血清を37℃で反応させ、種々

の時間に汲み出し、EDTA緩衝液で希釈した第2血

清を加え、さらに37℃60分反応させた後の溶血を

測定した。横軸に反応時間、縦軸に溶血率をプロッ

トし、C42－Tmax曲線とした。1つの被検血清につ

き、第1及び第2血清としてそれぞれ被檎血清及び

NHSを使った場合（T－NHS）と逆の組み合わせの場

合（NHS－T）の2種のC42・Tmax曲線を描いた。

【結果】

1．第1及び第2血清濃度の検討

NHSを用いた実験：より第1及び第2血清濃度は、

それぞれ1：400及び1　；8希釈と決定した。

2．正常ヒト血清の場合

健常人9人の血清はすべてT－NHSもNHS－TもTmax

を3分、Ymaxを66－75％とする1つのピークを持つ

曲線が得られた。

3．classical　pathway活性化血清の場合

ヒトグロブリン結合latexを用いて作成した種々の

程度にclassical　pathwayが活性化された血清では、

T－NHSの場合にCH　50値を反映し、　Y－maxが大きく

低下した。

4．alternative　pathway活性化血清の場合

zymosanで作成した種々の程度にalternative　pathway

が活性化された血清では、T－NHSではほとんど変わ

らなかったが、NHS－TではCH50値を反映し、

Y－maxが大きく低下した。

5．低補体価血清によるC42－Tmax曲線

実際の低補体価血清を用いてC42－Tmax曲線につい

ても検討した。

【結論】

　本法は、特殊な中間生成体や精製補体成分を必要

とせず、補体活性の面から情報が得られるため、一

般の検査室や研究室で施行可能な有用な方法である

と考えられた。

【文献】

1）小悪恵美ほか　臨床化学26：221－228（1997）
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（22） Calnexinによるヒト補体C2の
　　　　細胞内輸送の調節

　塚本　浩、堀内　孝彦、John　E．Volanakis1

九州大学第一内科、1アラバマ大学医学部リウマチ学

　　Regulation　of　intracellular　transport　of

human　complement　component　C2　by　calnexin

Hiroshi　Tsukamoto，　Takahiko　Horiuchi　and　John　E．　Volanakis’

The　First　Department　of　lnternal　Medicine，　Kyushu　University　School　of　Medicine，

　iDivision　of　Clinical　lmmunology　and　Rheumatology，　Department　of　Medicin　e，

　　　　　　　　　　　　Univerfity　of　Alabama　at　Birmingham

［目的］

　ヒト補体C2においてalternative　splicingに

より少なくとも5種類のmRNAが存在することが

報告されているが1、我々はこの中でexon　17が

splice　outされたmRNAの産物であるC2△（17）

がfoldingの異常が原因で小胞体（ER）に停滞し、

wild－type（wt）crの分泌を抑制していることを

報告している2。一方、Mo夏ecular　chaperone

であるcalnexinは糖蛋白との関連が示唆されて

いる3。今回我々はC2△（17）がERに停滞する機序

を明らかにするため、C2△（1・7）のprocessingに

おけるcalnexinの役割につき検討した。

［材料及び方法】

　wt　C2、　C2△（17）、　B因子cDNAを発現ベク

ターpcDNA3に、　D因子はpRc1CMVにそれぞれ

組み込み、COS細胞またはCHO　K　1細胞に発現さ

せた。蛍光抗体法では、遺伝子導入された細胞を

48時間後固定し、種々の一次抗体、二次抗体と培

養後、蛍光顕微鏡にて観察した。CH（＞K1細胞に

産生されたwtC2，C2△（17）とcalnexinとの細胞

内における結合を［35S】一meth　ion　in　eを用いた

metabolic　labeling，　sequential　immuno－

precipitation，　SDS－PAGEにて解析した。

［結果】

wt　C2cDNAを遺伝子導入した細胞では二重染色蛍

光抗体法にてcalnexinはwtC2と共にER－Golgi

intermediate　compartment（ERGIC）に局在

しその発現は増強していた。calnexinは

C2△（17）cDNAを遺伝子導入した細胞においては

C2△（17）と共にERに局在しその発現は増強してい

た。ヒト補体C2はhigh－mannose　typeと

complex　typeの一鎖を有している。　B因子はC2

と類似の構造を持つものの糖鎖はcomplex　type

のみを有している。またC3はhigh－mannose

typeのみの糖鎖を有し、D因子は糖鎖を持たない4。

B因子、C3、またはD因子のcDNAを（ms細胞に

遺伝子導入し二重染色蛍光抗体法を用いて

calnexinとの細胞内分布の差異について調べた。

calnexinはB因子と共にERGICおよびERに局

在しその発現は増強していた。calnexinはesあ
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るいはD因子と共にERGICに局在するものの発現

の増強は認められないか、ごく軽度であった。

抗calnexin抗体と抗C2抗体を用いて

sequential　immunoprecipitationを施行した

ところ、calnexinに結合していたのは不完全な糖

鎖を持つ93kDaのwt　C2と88　kDaのC2△（17）

であった。calnexinは88　kDaのsi　ngle　band

として認められた。kineticsをみてみると新しく

産生されたwt　C2の大部分とcalnexinの結合が

30分以内であるのに対し、C2△（17）は120分後で

もそのほとんどがcalnexinに結合していた。

［考察】

従来よりcalnexinはERに局在すると考えられて

いたが3、本研究の結果よりERGICにも移動するこ

とが明らかになった。ERGICよりreturn

pathwayを用いてERへ復帰しているものと考え

られる。C2やB因子を発現させることにより

calnexinの発現が増強するのは新しい知見であ

り、その機序は明らかでないが、糖鎖の種類に基づ

く影響も示唆された。またsequential

immunoprecipitationを用いた実験より、

calnexinとの持続的な結合が、　C2△（17）のERへ

の停滞の原因であると考えられた。

［総括1

calnexinによるquality　controlにより

C2△（17）はERに停滞していると考えられた。

［文献】

1）　Cheng　J．　and　Volanakis　J．　E，　J．

　Immunol．，　152：　1774（1994）

2）Tsukamoto　H．　et　al．　J．　lmmunol．　156：

　4901（1996）

3）Hammond　C，　et　al．　Proc．　Natl．　Acad．　Sci．

　USA．　91：　913（1994）

4）Tomana，　MM．　et　al．　Mol．　lmmunol．

　22：107（1985）
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（23） factor　BとC2の異なったマウス．ヒト間の種特異性

　　　　　　　　　　　松本　満、藤田　繁

　　　　　　　　　　愛媛大学医学部第一内科

　Distinct　species　specificity　of　factor　B　and　C2　between　mouse　and　human．

　　　　　　　　Mitsuru　Matsumoto　and　S　higeru　Fuj　ita

First　Department　of　lnternal　Medicine，　School　of　Medicine，　Ehime　University

目　的

　C3　convertaseを形成するfactor・BとC2はき

わめて類似した構造と機能をもち、その遺伝

子はMHC　class皿領域に近接して存在するこ

とから、C2はfactor　Bの遺伝子重複（gene

duplication）によって形成されたと考えられる。

しかしながち　C2が作用する古典経路の活性化

機構とは異なり、factor　Bによる第二経路の活

性化には、1）C3　tickoverによるC3bの形成、

2）C3bの異物表面への付着による活性化の

起動と、それに続いて起こるpositive　amplifi－

cationという2つの反応過程が存在する。本

研究では精製ヒトfactor　Bの添加によりfactor

B欠損マウス血清における第二経路の再構築

を試み、それによって第二経路の活性化にC3

tickoverとpositive　amplificationという2つの独

立した機構が関与する意義について検討した。

さらにマウス古典経路の活性化におけるヒト

C2の作用についても解析し、マウスとヒトと

の間で第二経路と古典経路が異なった種特異

性を示すことを明らかにした。

方　法

　第二経路の活性化はMg！EGTA添加GVBS

中でzymosanとマウス血清を37℃、15分間反

応させ、zymosan粒子表面に結合したC3を

HTC標識抗マウスC3血清を用いたflowcyto－

metryにより検出した。　factor　B欠損マウスに

おける第二経路の再構築には、1）factor　B欠

損マウス血清を用いた上記反応系に精製ヒト

factor　Bを添加した場合、あるいは、2）factor

B欠損マウス血清に精製ヒトfactor　Bを添加し

て反応後、zymosan粒子を洗浄し、さらに正常

マウス血清との反応を行った場合の両者につ

いて、それぞれzymosan粒子上に沈着したC3

量の測定を行った。また、マウス古典経路の

活性化におけるヒトC2の作用については、ヒ

トC2を発現するトランスジェニックマウスの

血清に熱変性マウスIgGを加えて古典経路を

活性化し、血清中に残存するヒトC2活性を溶

血活性により測定した。

結　果

　factor　B欠損マウス血清を用いた反応系に精

製ヒトfactor　Bを添加してもzymosan粒子上に
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有意なC3の沈着は検出されず、ヒトfactor　B

によるfactor　B欠損マウス第二経路の再構築は

みられなかった。これに対し、factor　Bヘテロ

欠損マウス血清に精製ヒトfactor　Bを添加した

場合にはzymosan粒子上のC3沈着は明らかに

増強し、ヒトfactor・Bがマウスの第二経路で機

能しうることが分かった。この解離した現象’

の原因を明らかにするため、今度はfactor・B欠

損マウス血清に精製ヒトfactor　Bを添加して反

応後、zymosan粒子を一度洗浄し、次いでfactor

Bヘテロ欠損マウス血清と反応させたところ、

毎ctor　Bヘテロ欠損マウス血清に直接精製ヒト

factor　Bを添加した場合と同様なC3沈着の増

強が認められた。このことからヒトfactor　Bは

factor・B欠損マウス血清におけるC3・tickoverは

再構築できるがpositive　amplificationを再構築

することができず、その結果factor　B欠損マウ

スにおける第二経路の再構築が起こらないも

のと考えられた。他方、ヒトC2を発現するト

ランスジェニックマウス血清では加えた熱変

性マウスIgGの量に依存してヒトC2が消費さ

れ、ヒトC2がマウス古典経路で機能しうるこ

とが分かった。

ficationとが異なったマウスーヒト間の種特異

性を示すことを明らかにした。このことはC3

tickoverとpositive　arnplificationが互いに独立

し、しかも共に第二経路の活性化に必要な機

構であることを明確に示す成績である。

参考文献

Matsumoto　M，　et　al．　Proc　Natl　Acad　Sci　USA　94：

8720　（1997）

考　察

　遺伝子重複により形成されたと考えられる

factor・BとC2が、マウスとヒトとの間で異な

った種特異性を示すことが明らかになった。

さらにfactor　Bを介する第二経路の活性化に関

わる2つの機i構、C3　tickoverとpositive　ampli一
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（24） GPIアンカー結合酵素の解析

　大石一人・木下タロウ

大阪大学・微研・免疫不全

　　　　　　　　　　　Analyses　of　GPI　anchor　transamidase

　　　　　　　　　　　Kazuhito　Ohishi　and　Taroh　Kinoshita

Department　of　lmmunoregulation，　Research　lnstitute　for　Microbial　Diseases，　Osaka　University

　CD5gやDAFはGPIアンカーを介して細胞表面に結

合する蛋白である。これらの蛋白は、翻訳直後には

そのC末端にGPIアンカーの付加シグナル配列を持っ

ている。この付加シグナル配列は、GPIアンカーの

転移に際して除かれ、新たに形成されたωサイトと

呼ばれるC末端のアミノ酸にあらかじめ合成された

GPIアンカーが付加される。この一連の反応はトラ

ンスアミダーゼと呼ばれる酵素により行われている

が、ωサイトのアミノ酸には種特異性があることが

知られている。哺乳動物細胞ではωサイトがアスパ

ラギンでもシステインでも効率よく付加シグナルが

除去されGPIアンカーが付加されるが、酵母ではωサ

イトがシステインではその効率は非常に悪くなる。

　昨年度の本シンポジウムで、酵母GAA　11）および

GPIS　2）のヒトホモログのクローニング、哺乳動物の

GAA　I　3）およびGP184）の2つの遺伝子産物は、小胞体

で複合体を形成しGPIアンカーの蛋白への転移に働

いており、トランスアミダ目糞の構成成分であるこ

とを報告した。今回は、GAAIがωサイトの種特異性

を担っていること、すなわちGPIアンカー付加シグ

ナル配列、特にωサイトの認識に関与していること

を報告する。

（方法）

1）ヒトGAA1（H－H　GAA1）およびヒトGAAIの前半

部分に酵母GAA1の後半部分をつないだキメラGAA　l

（H－YGAA　1）の発現プラスミドをPCRを用いて作製し

た。

2）ωサイトがアスパラギンあるいはシステインに

なっているCD59、　Thy－1、　Gas　l（酵母のGPIアンカー一

型蛋白）のGPIアンカー付加シグナルを持ったキメラ

CD59のcDNAを作製した。これらを恒常的に発現

し、GAA　1が相同組換えにより破壊されたマウスF9

細胞株を樹立した。（これらの細胞株ではGPIアン

カーのタンパク質への転移に必須な遺伝子GAA　1が

無いため、キメラCD59は細胞内にのみ発現してい

る。）

3）これらの細胞株に1）で作製したH－HGAA1およ

びH－YGAAIを遺伝子導入し、2日後に細胞表面に発

現したCD59をフ彫上サイトメトリーで測定した。

（結果）

1）Gas　1のGPIアンカー付加シグナル（野生型のωサイ

トはアスパラギン）の場合、H－Y　GAAIはCD59を細胞

表面に発現することができたが、ωサイトをアスパ

ラギンからシステインに変えると全くCD59を発現で

きなかった。

2）CD59のGPIアンカー付加シグナル（野生型のωサ

イトはアスパラギン）の場合も同様に、H－Y　GAAIは

CD59を細胞表面に発現することができたが、ωサイ

トをアスパラギンからシステインに変えると全く

CD59を発現できなかった。

3）Thy－1のGPIアンカー付加シグナル（野生型のωサ

イトはシステイン）の場合は、H－Y　GAA1はCD59を細

胞表面に発現することができなかったが、ωサイト

のシステインをアスパラギンに変えると発現できる

ようになった。

4）H－HGAA1は、ωサイトがシステインあるいはア

スパラギンになっているいずれのGPIアンカー付加

シグナルの場合でもCD59を発現できた。

（考察）

　H－Y　GAAlは、いずれのGPIアンカー一付加シグナ

ルでもωサイトがアスパラギンのときにはCD59を発

現できるが、システインのときにはそれができな

かった。すなわち、ヒトGAA　1の後半部分を酵母

GAA　1に変えることで酵母型のωサイトの特異性を再

現できたことから、GAA　1はその後半部分でωサイト
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を含むGPIアンカー付加シグナルを認識している分

子であることが明らかになった。

　GPI8はシステインプロテアーゼと相同性があるの

でωサイトとω＋1サイト（ωサイトの1つC末側のアミ

ノ酸）の間のペプチド結合の開裂を行う成分であると

考えられる。すなわち、GPIトランスアミダーゼ

は、ωサイトを認識するGAA1とそのC末側のペプチ

ド結合を切断するGPI8からできていると考えられる

（図1）。さらに、GPIアンカーを認識する成分が含ま

れているかは今後の課題である。

（文献）

1）　Hamburger，　D．　et　al．，　J．　Cell　Biol．，　129：　629　（1995）

2）　Benghezal，　M．　et　aL，　EMBO　J．，　15：　6575　（1996）

3）　Hiroi，　Y．　et　al．，　FEB　S　Lett．，　421：　252　（1998）

4）　Yu，　J．　et　al．，　Proc．　Natl．　Acad．　Sci．　USA，　94：　12580

　　（1997）

（図1）GPIトランスアミダーゼのモデル
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（25） 発作性夜間血色素尿症モデルマウスの作製と解析

　　　　　　村上良子、木下タロウ、竹田潤二1

大阪大学微生物病研究所免疫不全．1大阪大学医学部修士環境医学

　Production　and　analysis　of　model　mice　for　paroxysmal　nocturnal　hemoglobinuria

　　　　　　Yoshiko　Murakami，　Taroh　Kinoshita　and　Junji　Takedal

Department　of　immunoregulation，　Research　lnstitute　for　Microbial　Diseases，　Osaka　University

　　　1　Department　of　Emvironmenta1　Medicine，　Osaka　University　Medical　School

目的

　GPIアンカー欠損症である発作性夜間血色素尿症

（PNH）の発症には、多能性造血幹細胞におけるX染

色体遺伝子PIG－Aの体細胞突然変異と、その異常幹

細胞クローンの拡大が伴っている。PIG－Aのマウス

ホモログであるPiga遺伝子をノックアウトしたES

細胞でキメラマウスを作製すると、出生したのは

キメラ率の低いマウスのみであった。これらを解

析した結果、Pigaの変異のみでは直ちに異常クロー

ンの拡大は起こらないことがわかった1）。しかし6

匹中1匹のマウスで生後1年以降に異常クローンの

拡大がみられた。昨年の本学会で、我々は血球系

においてのみPiga欠損細胞をもつキメラマウスの作

製と、その一部の解析結果について発表した。今

回、異常クローンの拡大のメカニズムの解明のた

めに、同様の方法で多数のキメラマウスを作製し

解析を行ったのでその結果を発表する。

方法

1）10xP配列でPigaのエクソン6をはさんだマウス2）

と、hCMVプロモーターでCre蛋白を発現するトラ

ンスジェニックマウスを交配させて受精卵の着床

前からCre蛋白を発現させた。

2）loxP配列ではさまれたPigaをヘテロにもち、かつ

Creを受け取った雌は出生直前まで生存し、その大

部分が頭部及び顔面の異常を伴っていた（野崎ら発

表予定）。これらの胎児の全身の細胞はGPIアンカー

型蛋白欠損細胞と正常細胞とのモザイクとなる。

これはloxP配列ではさまれた一方の染色体上のPiga

がC！e蛋白によって欠損し、さらにこれらの細胞に

おいて、PigaはX染色体上にあるために染色体の一一

方のランダムな不活化を受けることによる。

3）一方、胎児肝細胞には多数の造血幹細胞が含ま

れており、これを移植することにより致死レベル

の放射線照射をしたマウスの造血系の再構築がで

きることが知られている3）。そこで14日目のPiga欠

損胎児の肝細胞を放射線照射をしたマウスに移植

することにより血液系においてPiga欠損細胞をもつ

キメラマウスを50匹作製し、巨細胞移植後6週から

最長44週までその末梢血を時間経過を追って解析

した。

結果

1）すべてのマウスにおいて肝細胞移植より6週後に

は末梢血中に移植細胞由来のGPIアンカー型蛋白欠

損細胞が全血球系においてみられ、移植後44週に

至るまでほぼ同じ割合で存在した。即ち、Piga欠損

多能性造血幹細胞が骨髄に生着したが、クローン

の拡大は認められなかった。

2）各血球系でGPIアンカー欠損細胞の占める割合が

異なっていた。特にBリンパ球では低率、Tリンパ

球では高率で約90％以上を占めるものがあり、こ
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の傾向はすべてのマウスにおいてみられた。

3）GPIアンカー欠損赤血球は正常赤血球に比べて補

体感受性が充進していた。

考察

50匹のマウスの末梢血での解析では、全血球系に

おいてある割合でGPIアンカー欠損細胞がみられ、

しかもGPIアンカー欠損赤血球は補体に高感受性を

示した。以上よりこれらのキメラマウスはPNHの

モデルマウスとなりうると考えられる。しかしGPI

アンカー欠損細胞の割合は最長44週に至るまで特

に変化はなかった。これはPNH患者にみられる異

常クローンの拡大にはPIG－Aの変異に加えて第2の

因子が必要であるという仮説と一致している。現

在この系を使って免疫学的機序の関与等の第2の

因子について検索中である。またTリンパ球系にお

いてGPIアンカー欠損細胞の割合が他より高率であ

ることは、あるGPIアンカー型蛋白がTリンパ球の

分化に関与している可能性を示している。

文献

1）　Kawagoe　Ket　al．，Blood，87：3600（1996）

2）　Tarutani　M．et　al．，

　Proc．Natl．Acad．Sci．USA，94：7400（1997）

3）　Craig　T．et　al．，Cell，61：953（1990）
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（26） レトロウイルスへ“クターによるDAFICD59欠損細胞の治療

西村純一、竹田潤二1、柴野賢2、待井隆志2、金倉譲、木下タロウ

阪大・微研・免疫不全、1阪大医・修士環境医、2同・血・腫内

　　　　　　　Retrovirus－mediated　PIG－A　gene　restoration　in　DAF／CD59　deficient　cells

　Jun－ichi　Nishimura，　Junj　i　Takeda’，　Masaru　Shibano2，　Takashi　Machii2，　Yuzuru　Kanakura2，　Taroh　Kinoshita

Department　of　lmmunoregulation，　Research　lnstitute　for　Microbial　Diseases，　Osaka　University，　’Department　of

Environmental　Medicine，　and　2Department　of　Hematology　and　Oncology，　Osaka　University　Medical　School

目的

　発作性夜間血色素尿症（PNH）はGPIアンカー型蛋白

（GPI－AP）である補体制御因子（DAF、　CD59）が欠損す

ることに起因する血管内溶血を主徴とする。本症

は、後天性のクローナルな造血幹細胞由来疾患であり、

GPIアンカー合成に関与しているPIG－A遺伝子が病因遺

伝子である。今回われわれは、PIG－A遺伝子を用い、

分子生物学的治療法の確立をめざした。

方法

　レトロウイルスベクターであるMFG1にPIG－A遺伝子およびマ

ーカー遺伝子として神経成長因子レセフ．ター（NGFR）2を

internal　ribbsome　entry　site（IRES）3にて連結しコンストラ外

（MPIN）作成した。このコンストラクトより調製したウイルス上

清（最大力価：8．8×10s－TU加1）を用い、種々のPNH型

細胞にPIG－A遺伝子を導入しGPI－AP発現回復の効果

を判定した。

結果

1）まず、PIG－AおよびNGFRを導入された細胞が長

期にわたり安定してその蛋白を発現しうることを

確認するために、PIG－A変異ヒトBリンハ．芽球株JY5に

MPINを導入し、　CD59＋1NGFR＋細胞をソーティングの後、

39日目に蛋白の発現を調べた。ほぼ100％の細胞で、

NGFRと複数のGPI－AP（CD551CD591CD48）の長期

にわたる安定した蛋白の発現回復を認めた。

PNH患者由来PIG－A変異Bリンハ．芽球株TK－14、赤白

血病株（K562）より樹立したPIG－A変異株、ならびに

PNH患者由来PIG－A変異Tリンハ．球クローンにおいても効

果が確認された。

2）次に、実際にPNH患者より分離した末梢血単核

球中のT細胞をIL2、　anti－CD3、　anti－CD28にて刺激

し、MprNを導入後、19日目に蛋白の発現を調べた。

マー一h一遺伝子であるNGFRを指標に判定すると、約20

％の細胞に遺伝子導入による蛋白の発現を認めた。

3）PNH患者の血液幹細胞および前駆細胞に対する

MPINの有効性を確認するために、その前段階とし

て、健常人肥帯血より分離した単核球にMPINを導

入し、Flt－3L、　Epo、皿r3にて赤血球系細胞に分化

誘導し12日目に蛋白の発現を調べた6得られた細

胞の約90％はE6＋の赤血球系細胞で、20％以上の細

胞に遺伝子導入によるNGFR蛋白の発現を認めた。

この系を用いて、PIG－Aを導入されたPNH患者の前

駆細胞が、赤血球系細胞に分化した時に、GPI－AP

発現の回復のみならず溶血に対する抵抗性という

機能面での回復も確認して行く。

総括

　MP】［Nベクターの血液幹細胞における有効性につい

ては、現在解析進行中であるが、今回われわれは、

種々のPNH型細胞における細胞レベルでの有効性と

安定性を確認した。今後は、コンデイショナルジーンターゲッテ

イング法にて作成したPNHモデルマウスを用いて生体レベル

での有効性と安全性を確認する予定である。
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文献

1）　Sadelain　N．　et　al．，　Proc．　Natl．　Acad．　Sci．　92：6728

（1995）

2）　Mavilio　F．　et　al．，　Blood　83：1988　（1994）

3）　Kim　D．　G．　et　al．，　Mol．　Cell　Biol．　12：3636　（1992）
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（27） 二種類のMASPの機能

松下　操、高橋　実、藤田禎三

　福島県立医大・医・二生化

　　　　　　　　　　Functions　of　two　types　of　MAS　P

　　　　　Misao　Matsushita，　Minoru　Takahashi　and　Teizo　Fuj　ita

Department　of　Biochemistry，　Fukushima　Medical　University　S　chool　of　Medicine

〈目的〉

　血清レクチンのMBL（マンノース結合レクチン）

は微生物の表面のマンノース等の糖鎖に結合後

補体系を活性化する。ヒトMBLにはClr，Cls様のセ

リンプロテアーゼのMASP11），　MASP22）および

MASP2のtruncated　form（P22）が結合しており、MBL

が三三リガンドに結合するとMASPが活性化され、

C4，　C2，　C3が限定分解を受ける。また、ヒト血清中

にはMBLに結合していないMASP1が存在すること

も明らかにされている3）。今回、我々は二種類の

MASPを分離して、補体成分に対する基質特異性に

ついて検討を行った。

〈方法＞

1）ヒト血清より、マンナンーSepharose，抗MBL－

Sepharose，抗MASP1－Sepharoseを順次用いて、　MBL－

MASP複合体からMBL，MASP1，MASP2を分離した。

また、マンナンーSepharoseの非吸着国分より抗

MASPl－SephafoseとMono　Qを用いてMBL非結合性

MASPIを得た。

2）MASPのプロテアーゼ活性は、　C4，C2については

溶血法を用いて、C3については限定分解をSDS－

PAGEで調べた。　　　　　　　　　　　　　　．

〈結果＞

1）ヒト血清より、マンナンーS　epharoseと抗MBL－

Sepharoseを用いて得られたMASP11MASP2は、

EDTA存在下抗MASP1－Sepharoseにより、MASPlと

MASP2とに分離された。

2）1）で得られたMASP1とMASP2画分のプロテア

ーゼ活性を検討したところ、MASP1にC3およびC2

分解活性が、一方MASP2にC4およびC2分解活性が

認められた。

3）MB：L非結合性のMASP1を精製したところ、同時

にMASP1に比して少量のMASP2とP22も得られた。

また、Superoseによるゲル濾過でのMASP1の分画か

ら、P22が結合したMASP1とP22非結合性のMASPl

が存在することが判った。また、両画分にC3分解

活性が見られた。

〈考察＞

　MASP1とMASP2には基質特異性に違いがあるこ

とが判明した。MBL非結合性のMASP1の一部に

MASP2が結合していることは、　MASP1－MASP2が

MBLとの複合体中で、機能分担をしている可能性

を示唆している。また、先に報告したようなMBレ

MASP1から成る複合体では、　MASP1が自己活性化

によりC3分解を起こして、第二経路活性化に繋が

ることが考えられる。

〈文献＞

1　）　Matsushita　M．et　al．，　J．　Exp．　Med．，　176：　1497

　　（1992）

2）　Thiel　S．　et　al．，　Nature　386：　506　（1997）

3　）　Terai　1．　et　al．，　Clin．　Exp．　lmmunol．，　110：　317

　　（199D
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（28） 原虫Lefsナ㎜anla　mexfcanaが分泌するプロテオ

ホスホグリカンによるMBL－MASPの活性化

　川上正也1，Toni　Aebischer，2Christopher　Peters2，　Peter　Overath2

1北里研究所、2Max－Planck　lnstitut　f（ir　Biol（）gie，　T冠bi㎎en，　Germany

Activation　of　MBレMASP　by　proteophosphoglycan　secreated　by　Leisimania　mexicana．

　　Masaya　Kawakami　（Kitasato　Institute），　Toni　Aebischer，　Christopher　Peters

　　and　Peter　Overath　（Max－Planck　InstitUt　fttr　Biologie，　Tabingen，　Germany）

目的’

　Mannose－binding　lectin（MBDはMBL－

associated　serine　protease（MASP）と複合体を

形成する補体活性化レクチンであって、この複合

体はRa－reaOdve　factor（RaRF）として各種の脊

椎動物の血清に見い出された1。MBLがN一アセ

チルグルコサミン（GlcNAc）やマンノース（Man）

などを含む微生物の多糖体に結合すると、MASP

が活性化され、C4およびC3が部分水解されて

（MBLectin経路）補体カスケードの活性化が起こ

り、食菌、殺菌などの抵抗反応が惹起される2’3。

　Leishmania　mexl（別1aはヒトに感染して発熱と

肝脾腫などを伴う消耗性疾患を起こす原虫で、イ

ンドをはじめ世界各地で流行が見られる。その前

鞭毛体（promastigote）と無鞭毛体（amastigote）

は多量のプロテオホスホグリカン（PPG）を分泌

することが知られており、このPPGが宿主の補

体を消費することが観察された。そこで、われわ

れはPPGがいかなる補体経路を活性化するかを

マウスの系で調べた。その結果、PPGは

MBdectin経路を活性化することが判明した。

方法

PPGは、　CBA／JマウスのL．　mexi’ama感染組

織より抽出し、DE52一　ce皿uloseおよび㏄ty1－

Sepharoseカラムで分画した後、フェノールで除

蛋白して精製した4。マウス血清をIg－Sepharose

4Bカラムに通してCID血清とした3。通常の

CH50測定のほかに、ウサギ血球溶血法による全

補体価4およびAPH50を測定した。　EAとC4Dを用

いてC4消費を測定した3。　PPGをコートしたプレ

ートに精製マウスRaRFを加えて洗浄後ウサギ抗

RaRF抗体をもちいてELISA．を行った。

結果

1）抗体およびC1の関与

（1）CBA／JマウスまたはRAG（一／一）ノックアウト

マウスに10μgのPPGを静注すると、30分後にウ

サギ血球溶血活性は75－95％低下したが、C1の低

下は見られなかった。（2）in　vitroで、　CBA／Jまた

はRAG（一／一）の血清にPPGを加えた時にもウサギ

血球溶血活性は75－95％低下し、CH50、　APH50

も低下した。（3）C1を除去したRAG（一／一）血清

にPPGを加えた時にも95％活性低下が起こった。

ゆえにPPGによる補体の活性化には抗体および

C1はほとんど関与していないと考えられる。

2）RaRFの関与

（1）プラスチックプレートに結合させたPPGに

CBA／J血清を加えると、血清のRaRFはPPGに

結合し、結合はGlcNAcおよびManで阻害され

た。（2）血清に添加されたPPG分子上では活性化

したC3がPPGと共有結合していることが観察さ

れた。（3）PPGに精製RaRFを加えるとRaRFは

PPGの量に応じて結合した。（4）PPGに結合した

RaRFに（）4を加えるとC4は消費された。

結論と考察

　RaRFはL．　mexi’αmaが分泌するPPGに結合し

てC4を活性化する。　L．　mexicanaがマウスに感

染したときの補体活性の低下の主な原因は、PPG

がMBIectin経路を活性化するためであると推定

される。L．　meXicanaはこの方式によって宿主の

抵抗応答を回避していると考えられる。

文献

1）　Kawakarni，M．　et　al．　J．　Immunol．　129：2198，

1982；　J．　lmmunol．　132：2578，　1984．

2）　Matsushita，M．　and　T．Fuiita．　J．Exp．Med．　176：

1497，1992．
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（29） 気管支喘息の増悪因子としてのアナフィラトキシンの作用

阿部正義、小谷護、清水直美、坂田則行1、桂木猛

　　福岡大学医学部薬理学、1同第二病理学
　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　Role　of　anaphylatoxins　as　one　of　exacerbating　factors　in　bronchial　asthma

Masayoshi　Abe，　Marnoru　Kodani，　Naomi　Shimizu，　Noriyuki　Sakata’，　and　Takeshi　Katsuragi

Department　of　Pharmacology　and　i2nd　Pathology，　School　of　Medicine，　Fukuoka　University

（目的）

　アナフィラトキシンC5aは種々の刺激により補体

が活性化されると産生されるポリペプチドであり、

細胞走化作用、ケミカルメディエーター遊離作用、

平滑筋収縮作用等、多彩な作用を示す。C5aは色々

な炎症性疾患への関与が示唆されているが、実際に

関連を指摘する所見が得られているのは、成人型呼

吸促迫症候群（ARDS）並びに多臓器不全（MOF）、腎

透析時の病態に関するものを除くと少ない1）。

　一方、システイニルロイコトリエン（cysLTs）は

気管支喘息を含めた1型アレルギー反応での重要な

ケミカルメディエーターであり、その受容体拮抗

剤、合成酵素阻害剤の一部は既に臨床応用されてい

る。アレルギー性疾患におけるC5aとcysLTsの病態

での関連を主体に検討した。

（方法）

1．能動感作

　体重200g前後の雄性Brown－Norwayラットを用い

た。水酸化アルミニウム200mgと卵白アルブミン

（OA）1mgを皮下投与し同時に6x　109個の百日咳死菌

を腹腔内投与した。3日後に水酸化アルミニウムと

OAを追加投与し、初回投与から2－4週間後に実

験に用いた。

2．気道抵抗値（Raw）の測定

　ウレタン麻酔下に、気管を切開し気管内にカ

ニューレを留置し、同時に胸腔内に翼状針を挿入

し、気流速度、一回換気量、および胸腔内圧と口腔

内圧との差圧を測定しGilesらの方法2）によりRaw

を算出した（PULMOS－IIシステム）。

3．胆汁中N－Ac－LTEの定量
　　　　　　　　　　　
　肺で産生されたcysLTsの主排泄経路は胆汁で主要

代謝物はN－Ac－LTEであるとされているので、ラッ
　　　　　　　　る
トの総胆管にカニューレを留置し1時間毎に胆汁を

採取した。胆汁はミニカラムで抽出後、C18カラムー

HPLCで精製しN－Ac－LTE4分画をRIA法で定量した。

4．肺の病理組織学的検討

　刺激剤の気管内投与後6時間目に、ラット肺を15

cm水柱圧で経気道的に10％ホルマリン液を注入し

固定した。組織はH－E染色後、顕微鏡下で炎症性細

胞の浸潤を計測した。

5．C5aとしてはZAS並びに精製ラットC5ades　arg

（T．E，　Hugli博士より供与）の2種類を用いた。

　また、ロイコトリエンD4／E4拮抗剤であるプラ

ンルカストおよびヒスタミンH1受容体拮抗剤であ

るジフェンヒドラミンは経口投与した。

（結果）

　ラットはOA単独投与群（A群）、OAとZAS（C5a）

同時投与群（B群）、ZAS（C5a）単独投与群（C群）

に分けて行った。

1）Rawの経時的変化

　A群ではOAの気管内投与直後よりRawが上昇

し、30分以内に前池付近まで戻る、即時型反応と、

4時間前後より再び上昇する遅発型反応の二相性反

応を認めた。一方、B群では即時型反応の後、　Raw

は前沼に戻らないまま徐々に上昇しA群と比較して

有意に高値を示した。またC群では即時型反応を認

めず30分後あたりからゆっくりとしたRawの上昇

を認めた。C5a　100，50，10　ngを気道内投与すると

ZASと同様にゆっくりとしたRawの上昇を認めた

が、最小量の10ngがむしろ強くRawを上昇させた

為、以下の実験ではOAとして10ngを用いた。

2）プランルカストとジフェンヒドラミンの効果

　プランルカスト（30mg／kg）を前処置してOA＋

ZASを気管内投与すると、無処置群（B群）に比し

Rawの上昇は有意に抑制されたが、　OAあるいは

ZAS単独投与によるRawの上昇はプランルカスト前
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処置で抑制されなかった。OA＋C5aを同時に気管内

投与すると、即時型反応はOA＋ZAS投与よりも更

に増強され、5匹中4匹のラットが6時間以内に死

亡した。プランルカスト（30mg！kg）あるいはジフェ

ンヒドラミン（1mglkg）単独投与では死亡率を改善

せず、両拮抗剤を併用すると即時型反応を抑制する

とともに死亡率も改善した。

3）胆汁中N－Ac－LTE、量の変化

　A群ではOA投与後2時間目までN－Ac－LTE4量は

増加したが、C群では有意の変化はなかった。一方、

B群では投与直後から6時間目まで持続的にN－Ac－

LTE4量は増加した。

4）肺の病理組織学的変化

　気道粘膜下組織への炎症性細胞の浸潤は好中球を

主体に少数の好酸球を混じており、炎症細胞数はB

群＞A群＞C群の順に多かった。

（文献）

ユ．Mulligan　MS．　et　aL，　J。　Clin．　Invest．　98：503（1996）

2　．　Giles　RE．　et　al．，　Arch．　lnt　Pharm　acodyn．　194：　21！

（1971）

3　．　Hagmann　W．　et　al．，　Prostaglandins　31　：　239　（1986）

4　．　Teran　LM．　et　al．，　Clin．　Exp．　Allergy　27　：　396　（1997）

5　．　Abe　M．　et　al．，　lnflamm．　Res．　46　：　S　198　（1997）

（考察）

　OAで能動感作したラットにOAでチャレンジして

1型アレルギー反応を惹起すると即時型及び遅発型

反応の二相性のRaw上昇を認めたが、　OAチャレン

ジにZAS（C5a）を加えると持続的Rawの上昇がもた

らされた。このRawの上昇はLTD41E、受容体拮抗剤

であるプランルカスト前処置により抑制され、また

胆汁中へのN－Ac－LTE4の排泄量も持続的に増加した。

肺で産生されたcysLTsは流血中に入り、主に胆汁へ

N－Ac－LTE4として排泄されるので3）、　OAとZAS

（C5a）で刺激すると肺でのcysLTsの持続的な産生が

もたらされると考えられる。この様に、C5aは1型ア

レルギー反応による一一過性のメディエー四一産生・

遊離を持続的なものに変える作用をしていることが

考えられる。最近、気管支喘息患者の肺胞洗浄液中

にC5a／C5a　des　argが検出されると報告されており4）、

慢性アレルギー性疾患である気管支喘息では気道内

での持続的なメディエーターの産生・遊離に気道内

のC5aが関与している事が考えられる5）。C5a受容体

レベルでの薬剤による抑制はIgE依存性疾患に対す

る新たな治療法に成り得る事が示唆される。

（結論）

　気道内のC5aは気管支喘息での気管支収縮、気道

粘膜下組織への炎症性細胞浸潤、cysLTsの持続的な

産生を刺激し、気管支喘息の増悪因子として働くと

考えられる。
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（30）
ビーズ法による糸球体腎炎患者の尿中MCPの測定

勝二達也1、中西 功2、椿原美治1、國頭一也3、廣岡由美3、

岸　雄一郎3、瀬谷　司4

大阪府立病院腎臓内科1、大阪府立母子保健総合医療センター母性内科2、扶桑薬品工業株式会

　　　　　　　　社研究開発センター3、大阪府立成人病センター研究所第6

The　analysis　of　u血ary　MCP　exretion　in　chronic　glomerubnephritis　using　mo：noclonal

　　　　　　　　　　　　antibody－coate　d　paramagnetic　beads

Tatsuya　Shoji，　lsao　Nakanishi，　Yoshiharu　Tsubakihara，　Kazuya　Kunitou，　Yumi　Hirooka，

　　　　　　　　　　　　　　Yulchiro　Kisi，　Tsukasa　Seya

Osaka　Prefectural　Hospital，　Osaka　Medical　Center　and　Research　lnstitute　for　Maternal　and

Child　Health，　Fuso　Pharmaceuticallndustries，　LTD．，　Center　for　Adult　Disease，　Osaka

目的

　実験腎炎において補体の活性化が糸球体腎炎に関

与していることが明らかにされ［1］、さらに可溶型

CR1の投与が実験腎炎の組織傷害を軽減すること

が相次いで報告された［2，3］。ヒト腎炎における尿

中の補体制御蛋白については、従来、DAF、　CD59

の報告がある［4］。MCPはヒト正常腎では糸球体、

尿細管で発現しており［5］、糸球体腎炎では糸球体

のMCP発現が増強することが報告されている［6］。

しかし、腎炎患者の尿中MCPは、これまで報告さ

れていない。今回、ビーズ法を用いたMCPの測定

系を新たに開発し、これを用いてヒト腎炎の尿中

MCPを測定し、その意義を検討した。

対象と方法

　対象は未治療の糸球体腎炎患者で、正常腎機能の

19A腎症（lgAN）13名、急速進行性糸球体腎炎

（RPGN）7名で検討した。19ANは組織学的に軽度

な患者（坂口分類1または2）7名をmild　IgAN、

中等度の患者（同4または5）6名をmoderate

IgANとした。正常人13名をcontrolとした。

　尿中MCPの測定は、ビーズ法を用いて以下のよ

うに行った。抗CD46抗体（コスモバイオ）結合ピーー

ズ50万個にサンプル500ml、緩衝液で1000倍希

釈したPOD標識抗CD46抗体（M160）を500ml
加える。室温で2時間反応させた後、磁石でビーズ

を固定し上清を捨てる。ビーズを洗浄の後、基質液

150m1を加え回転させながら室温で30分間反応さ

せる。反応停止後、490㎜での吸光度を測定した。

血清MCPの測定は、抗CD46抗体（コスモバイオ）

を用い、POD標識抗CD46抗体（M　160）を検出

用抗体としたサンドイッチELJSA法で行った。

結果

1．lgANのクレアチニン補正した尿中MCP（U－

MCP）、血清MCP（S－MCP）は正常人に比して有意

に多く認められた。mild　IgANとmoderate　IgAN

を比較すると、U－MCPはmoderate　19ANで多い

傾向を認めたが、統計学的に有意な差は認めなかっ

た。　（図1、2）

2．RPGNのU－MCP、　S－MCPは正常人、19ANに比

して有意に多く認められた。　（図1、2）

3．正常人、19AN、　RPGNを対象とすると、　U－MCP

とS－MCPは有意に相関した（r＝O．446，p＜0．05）。

（図3）

考察

　今回、ビーズ法を用いたMCPの測定系を新たに

開発し、これを用いてヒト糸球体腎炎の尿中MCP

を測定した。その結果、正常人および糸球体腎炎患

者の尿中にMCPの出現を認めた。　U－MCPは正常

腎機能の19A腎症で増加し、腎機能の低下した急速

進行性糸球体腎炎ではさらに増加していた。19A腎

症のみで検討すると、組織障害の程度とU－MCPが

相関する傾向を認めており、U－MCPは糸球体腎炎

の疾患活動性の指標となりうる可能性が示唆された。

参考文献

1）Morita　Y．，　et　al．，　J　Am　Soc　Nephrol　1997

（8）：1363－72
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（11）：1888－94

4）大井洋之他第33回補体シンポジウム1996：73－
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5）Nakanishi　1．，　et　al．，　Eur　J　lmmunol　1994

（24）：1529－1535

6）Endoh　M．，　et　al．，　Clin　EXp　lmmunol　1993
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（31） 　　　　　蛋白尿を有する腎疾患患者の

　　　　　尿中補体活性化産物の検討

　　　　　　　　森田良樹、松尾清一

　　　　　　　　名古屋大学・第三内科
Complement　activation　products　in　urine　from　the　proteinuric　patients

　　　　　Yoshiki　Morita　and　Seiichi　Matsuo

　　lnternal　Medicine　lll，　Nagoya　University　School　of　Medicine

目的・

　慢性腎炎、糖尿病性腎症においては蛋白尿は予

後不良因子である。近年、蛋白尿による尿細管間

質障害のメカニズムに注目が集まり、補体は種々

の原因物質の中の一つとされている。昨年、我々

はラットメサンギウム増殖性腎炎モデルを用い尿

細管間質障害における蛋白尿中の補体の役割を報

告した。その報告の中で、蛋白尿として漏出した

補体が尿細管管腔中で活性化され、尿細管間質障

害が起こることを示した。そこで今回は、ヒトの

蛋白尿を有する腎疾患で補体が尿細管間質障害に

実際関与しているかどうか調べた。

方法

1．微少変化型ネフローゼ（MCNS）、巣状糸球体硬

化症（FGS）、　IgA腎症σ9A）、膜性腎症（MN）．糖尿

病性腎症（DM）患者の尿中補体C3分解産物につい

てWestern・blot法により検討した。

2．補体活性化産物であるic3b，　Bb，　MACについて、

上記腎疾患患者79症例の血液と尿の定量をELISA

により行いその差異を検討した。

3．各腎疾患における尿中補体活性化産物と各種パ

ラメーターとの関係について検討したe

結果

1．Western・blotによる尿中C3フラグメントのパター

ンはDM，　FGS，　MNと腎機能の悪いIgA症例において

iC3bが検出され、　MCNSや腎機能の良いIgAでは検

出されず、定量の結果と一致していた。

2．補体活性化産物であるic3b，　Bb，　MACを血液と尿

で比較すると有意な相関は見られなかった。

3．MNにおいては尿中MACは尿中iC3b，　Bbに比べ高

値で解離していたが、全症例では尿中ic3b，　Bb，

MACの間には有意な相関が認められた。

4．尿中ic3b，　Bb，　MACを各疾患別に比較すると腎障

害の進行が早いDM，　FGSで高値で、予後の良い

MCNSと進行が遅い19Aでは低値であった。　（図1）

5．尿中ic3b，　Bb，　MACはそれぞれ血清クレアチニン

の逆数（1／S－Cr）と有意な負の相関が認められた。

6．尿蛋白量と尿中iC3b，　Bb，　MACとの間にはそれぞ

れ有意な相関が認められた。更に、層別に尿蛋白量

を比較すると尿蛋白が3．5（UPIU－Cr）以上のネフロー

ゼ患者で尿中ic3b，　Bb，　MACが著明に増加していた。

7．同程度に大量の尿蛋白を認めたFGS，　MN，　DMに

ついて単位尿蛋白当たりの尿中iC3b，　Bb，　MACを比

較すると単位尿蛋白当たりのiC3b，　Bb，　MACの値が

異なり、疾患によって補体の活性化の度合いが異な

ることが示唆された。

考察

従来MNでは尿中にMACが大量に認められることが

知られ、免疫抑制剤などの治療により尿蛋白量が減

少すると尿中MACが減少することから、　Heymann腎

炎と同様な機序で尿中にMACが放出されると考え

られている。一方、1991年、ogrodowskiらはMN以

外のDM，FGSでも尿中に大量のMACを検出するが、

尿細管管腔中での補体活性化の仮説を報告している

3。我々の今回の結果でもMNでは尿中MACは増加

していたが、尿中ic3b，Bbとは解離しているので、

MNに関してはMACが糸球体由来かか尿細管由来か

不明である。しかし、全症例では血液と尿は全く相

関せず、しかも100万以上の分子量のMACは

Heymam腎炎以外の腎炎では通過しないとされるの

で、尿中ic3b，Bb，MACは大部分尿細管管腔側で活性
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化されたと考えられる。また、今まで疾患別によ

る定量の報告は殆どみられず、このような疾患の予

後に一致するような結果は興味深いと考えられる。

更に、腎機能や尿蛋白量と尿中補体活性化産物が相

関するという結果は、我々がラットの実験で示した

蛋白尿中の補体による尿細管間質障害の仮説と間接

的に一致すると考えられる。何故、尿細管管腔中で

補体が活性化されるかについては不明な点が多いが、

我々のグループが以前報告したように、尿細管管腔

側には膜補体制御因子の発現が弱いため、大量の尿

蛋白が出現する症例では一度補体が活性化されると

増幅するためではないかと推測されます4。また、

腎機能の悪い症例で尿中ic3B，Bb，MACがなぜ多くな

るかについては、原因か結果か不明だが、従来腎不

全患者で報告されているように補体成分である

FaCtorDが尿中に増加していることやラットの5！6腎

摘モデルでアシドーシスによりアンモニアの産生が

増加すると補体が活性化し尿細管間質障害を起こす

という報告と関連しているかもしれない。また、疾

患別で単位尿蛋白当たりで補体の活性化が異なる理

由は、疾患によるselectivityの違いが関連している

かもしれない。

総括

1．ヒトの腎疾患においても蛋白尿として漏出した補

体が尿細管管腔中において活性化され、その活性化

産物が尿中に排泄されることが確認された。

2．尿中補体活性化産物は腎機能や尿蛋白量と相関し、

腎機能が悪く、高度に尿蛋白を認める症例でより多

いことがわかった。

3．従来言われているようにMNでは尿中MACは多か

ったが、尿中iC3b，　Bbとは解離しており尿細管管腔

中での補体活性化の指標としては尿中ic3b，　Bbの方

が適当と考えられた。

1）Remuzzi　G．et　al．，　Kidney　lnt　51：　2－15（1997）

2）Morita　Y．et　al．，　J　Am　Soc　Nephrol　8：　1363・一

1372（1997）

3）Ogrodowski　JL．et　al．，　Kidney　lnt　40：　1141－1147（1991）

4）lchida　S．　et　al．，　Kidney　lnt　46：　89－96（1994）
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補体活性化により誘導される肥満細胞脱網野の虚血

再灌流小腸粘膜障害における意義

　　　　　木村敏郎、安藤朗、畑和憲、福田方子、内原啓次、作本仁志、藤山佳秀、

　　　　　馬場忠雄滋賀医科大学第2内科

ABIockade　of　Complement　Activation　Prevents　Rapid　Intestinal　Ischemia－Repe血sion

　　　　Iru’ury　by　Modulating　Mucosal　M　ast　Cell　Degranuration　in　Rats

Toshio　Kimura，　Akira　Andoh，　Kazunori　Hata，　Masako　Fukuda，　Keiji　Uchihara，　Hitoshi

　　　　　　　Sakumoto，　Yoshihide　Fujiyama　and　Tadao　Bamba

　　　　Department　of　lnternal　Medicine　，　Shiga　University　of　Medical　Science．

目的

虚血再灌流（Ischemia－ReperfUsion；1／R）により惹

起される小腸粘膜障害発症機序における補体

の活性化と肥満細胞の役割について検討した。

方法

ラット上腸間膜動脈の血流を1時間血管クリッ

プにて遮断し、再灌流後より90分までの小腸

粘膜透過性の変化をKanwar・’ら1）の方法に準じ

51Cr－EDTAを用いて経時的に測定した。

（実験1．）　1／Rにおける肥満細胞の関与を評価

するため、このモデルにおいて肥満細胞欠損ラッ

ト（Ws／Wsラット）を用い正常（＋／＋）ラットと比較検討

した。

（実験2．）1）1／Rにおける補体活性化の関与を検

討するためにWistar系雄性ラットを用い同様のモ

デルにおいて生食投与群、抗補体剤である

K76COOH（200mg／kの投与群、K76COOH

（200mg／kgl＋FUT175（40mg／kゆ併用投与群に

ついて比較した。K－76COOHは補体成分C5

の特異的阻害剤で、in　vivoにおいて古典経路

活性を約50％、第二経路活性を約90％阻害する。

さらに蛋白分解酵素阻害剤FUT－175と併用す

ることにより古典経路活性、第二経路活性はそ

れぞれ約70％，100％阻害される2）。さらに、補体

活性化により産生されるアナフィラトキシンC5a

の関与を明かにする目的で、carboxypeptidase

阻害剤（CPI）の粘膜透過性の変化に対する効果

について検討した。CPIはcarboxypeptidase活

性を阻害することによりC5aの分解を抑制する

3
）
0

2）形態学的に、再官憲後45分時における小腸

粘膜障害をヘマトキシリン／下立シ’ン染色、走査型電

子顕微鏡（SEM）により観察した。また、粘膜型肥

満細胞の脱穎粒は、抗RMCP（rat　mast　cen

protease）n抗体陽性の粘膜面肥満細胞数を計

測することにより評価した。

3）粘膜障害に対する好中球浸潤の影響を検討

するために再灌流45分後の組織内
myeloperoxidase（MPO）活性を測定した。また、

新たな活性化蛋白の影響、例えば誘導型

Nitric　oxideがどのように影響しているかRT－

PCR法によるiNOS　mRNAの発現とWestem

blotting法によるiNOS蛋白の発現を観察する

ことにより評価した。

結果

（実験1．）小腸粘膜透過性は再灌流15分後よ

り有意に充進を示し、再二流45分後にpeakに

達した。Ws／Ws肥満細胞欠損ラット群（0．46±

0．18ml／min／100g）、十／＋群（1．31±0．34

ml／min／100g）と45分後の透過性の充進が
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Ws／Ws群では有意に抑制された（P＜0．01）。

（実験2．）1）再灌流45分の粘膜透過性は、

それぞれ生食投与群（1．12±0．32

mVmin／100g）、K76COOH投与群（0．67±0．07

ml／min／100g）、K76COOH＋FUT175併用投与

群（0．443±0．14ml／min／100g）であった。

K76COOH、K76COOH＋FUT175の投与は、

再灌流45分後の透過性の桐畑を有意に抑制

した（K－76COOH投与，　P〈0．01；K－76COOH

＋FUT－175投与，　P〈0．01）。一方、　CPIの投与は、

再最把45分における透過性の充進をさらに増

悪させた（1．79±0．19ml／min／100g；P＜0．01）。

2）組織学的に生食投与群では、絨毛先端の脱

落、出血および潰瘍が観察されたが、

K76COOH、　K76COOH＋FUT175投与群では

絨毛形態がほぼ正常に保たれていた。また、粘

膜型肥満細胞数は、生食投与量の100絨毛当

たり216±110個に比べ、K76COOH投与群

641±101個、K76COOH＋FUT175投与群

960±217個とその減少が有意に抑制された

（p〈O．Ol）0

3）再灌流45分時のMPO活性は、生食投与

群（15．03±3．75Unit／mg　tissue　weight）、

K76COOH投与群（14．37±0．23　Unit／mg

tissue　weight）、　K76COOH＋FUT175併用投与

群（15．87±1．17Unit／mg　tissue　weight）で、有

意差はなかった。また、生食投与群において

iNOS　mRNAの強い発現を認めたが、　iNOS蛋

白の発現はむしろ弱くなる傾向が見られた。

考察

Ws／Ws肥満細胞欠損ラットを用いた検討で1／R

惹起小腸粘膜障害において粘膜型肥満細胞が

強く関与していることが示唆された。

　1／Rにより生ずる活性酸素などのoxidant

stressが、直接、補体第二経路の活性化を惹起

することが知られている。上腸間膜動脈の1／R

により惹起される小腸粘膜透過性の充進は、抗

補体剤の投与により抑制され、一方、

carb　oxpeptidase阻害剤の投与により増悪した。

このことは、1／Rにより惹起される小腸粘膜障害

の発症機序において、補体の活性化に伴う直

接的な補体性の組織障害機序と遊離される

C5aなどのanaphylatoxinの関与する組織障害

機序が重要な役割を果たしていることを示して

いる。anaphylatoxinは、強力な肥満細胞の

activat。rであることから、遊離した

anaphylatoxinは粘膜型肥満細胞の活性化を誘

導し、この肥満細胞の歯面粒により遊離されるヒ

スタミンなどのchemical　mediatorが粘膜障害の

一部を惹起したと考えられる。

結論

1／Rによる小腸粘膜障害において、補体の活性．

化とこれに連続した肥満細胞の活性化が重要

な役割を演じていることが示された。

文献

1）　Kanwar　S　et　al，　Mast　cells　contribute　to

　ischemia－reperfusion－induced　granulocyte

　in伍tration　and血testj［nal　dysfUnction．　Am　J

　Physiol；　267，　G316’G321　（1994）

2）Miyagawa　S　et　al，　Prolonging　discordant

　xenograft　survival　with　anti－complementary
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　Transplantation；　55：709－713　（1993）
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　　　　　　　　　　　　　　　正誤表

　（訂正）

　プログラム　p．6　講演集　目次一皿

　一般講演皿

　血清補体に対するアンホン性高分子

　→血清補体に対するアニオン性高分子

　プログラム　p．9、講演集　目次一V、p．81

一般講演IX

補体活性化の制御によるラット虚血再灌流小腸粘膜障害の抑制腸管上

皮細胞の補体産生能とその抑制機能について

→補体活性化により誘導される肥満細胞油漉粒の虚血仁心流動腸粘膜

障害における意義

　（追加）御支援頂いた会社名を追記して、お礼を申し上げます。

講演集p．83

武田薬品㈱、石津製薬㈱、オリンパス販売㈱、ナカライテスク㈱、

持田製薬㈱、中外製薬㈱

　7月24日（金）は503号室を控え室として（9：00～5：00）用意いた

しております。　皆様のご歓談に御利用ください。

また、何かご用の際は水色のリボンの者か、502号室の事務局までご

連絡ください。
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