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序

　リウマチ性疾患は、膠原病、自己免疫性疾患、感染症やその他の原因による炎症性疾患な

どの近縁疾患を含めて、小児の慢性炎症性疾患であります。急性期におけるクライシスをは

じめ、小児では重篤かつ難治性疾患であり、その予後は多くは不良で、生命的予後を含め多

くの患児は不運な社会生活を余儀なくされているのが実態です。

　近年の治療学の進歩に伴い、小児科領域においてもこれまで治療の実践がなされその治療

効果も進歩しました。めざましい免疫学の進歩に伴い、さらに、リウマチ性疾患や炎症性疾

患の診療を進めるに画期的な治療効果をもつ生物学的製剤も新たに開発され、小児リウマチ

の治療は劇的に変化し、社会的予後も大きく改善しています。

　本著は2007年9月、「ひらかれた小児リウマチ診療」をテーマにして、「多くの医療人が

かかわれる医療の実践の展開と新たな視点から疾患の発症因子と予知・予防を知る」こと

を目的に横浜市で開催された第17回日本小児リウマチ学会学術集会を記念して、講演者に

著述していただいた論文をまとめたものであります。

　本著では、疾患の発症因子を、新たな視点から、基礎から臨床へと一連のテーマとして取

り上げ、特に、「自然免疫と炎症性疾患」「自己免疫現象と疾患発症」に言及し、また、「リ

ウマチ・炎症性疾患の発症因子と予知」については、環境因子の側面から、遺伝子変異の

異常を含め総合的な観点からみた発症因子が著述されています。

　また、同時に、実地専門医家の最新の専門知識が提供され、生物学的製剤による診療につ

いては、製剤の作用機序、臨床経験、副反応と使用上の注意点、長期的予後を扱い、新しい

分野における小児リウマチ診療を目指しています。病態や治療の方向性、問題点を明らかに

する臨床研究の蓄積が感じられ、症例を中心に議論を尽くすという形で発足した本学会の基

本が反映されていると感じられます。

　本書の発刊に際し、こどもの健全な成育と福祉のためにこれからの小児リウマチ診療の新

しい時代の幕開けと発展を祈念致します。

� （平成21年3月吉日 編者記す）
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ひらかれた小児リウマチ診療

はじめに

　感染防御システムはすべての多細胞生物において、生存
するために必須の機能であり、すべての多細胞生物は、自
然免疫システムを備えている。その防御システムの中心的
な役割を果たしているのが、病原体センサーである。病原
体センサーは現在では大きく3つのファミリーに分類され
ている。最初に発見されたセンサーは Toll-like�receptor

（TLR）である。このファミリー分子は細胞外にある病原
体に対して、認識する分子群であり、獲得免疫の活性化に
重要な病原体センサーである。一方、細胞内に侵入する病
原体も少なくなく、これに対応しうるセンサーが Nod-
like�receptor（NLR）である。NLR の中には、尿酸結晶に
応答し炎症反応を誘導するものがあり、痛風や、現在唯一
ヒトへの使用が許されているアジュバント、アラムの作用
への関与が指摘されている。細胞内のウィルス由来 RNA
は、RIG-I や MDA5といったセンサーによって認識され
る。これら、病原体センサーとそのリガンドが明らかにな
り、感染防御における役割についての解析が進むとともに、

感染症でなくとも、様々な炎症性疾患に病原体センサーが
関与していることが明らかになりつつある。本稿では、病
原体センサーとして、TLR に焦点を絞り、炎症性疾患に
おける関与、特に自己免疫疾患と TLR について最近の知
見を紹介する。

細胞表面の TLR と自己免疫疾患

　TLR4/MD-2、TLR1/2、TLR2/6などは細胞表面に発
現し、細菌の菌体膜成分である LPS（Lipopolysaccharide）
やリポペプチドを認識する。これらのリガンドは、菌体に
特異的な構造をとっており、我々ヒトの細胞膜にはない。
ところが、これら細胞表面の TLR は内因性のリガンドに
も応答するという報告がある。これらの中には、HSP（Heat�
shock�protein）、フィブロネクチン、Biglycan、酸化リン
脂質など、細胞傷害に伴って、放出されるものが多く、炎
症反応の増強や維持に関わると考えられている1）。した
がって、TLR は非感染時においても、内因性のリガンド

自然免疫と炎症疾患
Innate Immune system and inflammatory disorders

三宅　健介 東京大学医科学研究所感染遺伝学分野

Kensuke Miyake �Div.�Infectious�Genetics,�Dep.�Microbiol.�and�Immunol.,��
The�Inst.�Med.�Sci.,�Univ.�Tokyo

要　　旨
　病原体センサーである Toll-like�receptor（TLR）は、病原体成分を特異的に認識し、防御反応を誘
導する。細胞表面に発現し、菌体膜脂質成分を認識する TLR（TLR2と TLR4/MD-2）と細胞内に局
在し、病原体由来核酸成分を認識する TLR（TLR3、TLR7、TLR9）に分類される。TLR は、病原体
成分にのみ応答すると考えられてきたが、自己成分にも応答し、自己免疫疾患に関与していること
が明らかになってきた。自己免疫疾患モデルマウスを用いた解析では、B 細胞表面に発現する TLR
複合体（TLR2、TLR4/MD-2、RP105/MD-1）は感染非存在下でもなんらかに刺激に応答して B 細胞
の活性化を誘導し、マウスにおける自己免疫疾患モデルを増悪する。一方核酸は、病原体由来であれ、
自己由来であれ、構造は基本的に同じであり、その識別が難しいことは想像に難くない。実際に、
TLR7は mRNA のような自己由来の RNA にも応答することが報告されている。TLR7や TLR9など、
核酸の認識する TLR は自己由来核酸に応答し、I 型インターフェロン産生を樹状細胞において誘導
することで、SLE に関与することが、マウスモデルでわかりつつある。さらに興味深いことに、
TLR9は TLR7とシグナル伝達経路も類似しているにもかかわらず、逆に、疾患を抑制するという報
告もある。病原体センサーである TLR は、自己に対しても応答し、なんらかのバランスが TLR 間
で維持されており、そのバランスの破綻が、自己免疫疾患へつながる可能性が考えられる。
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に応答していることが予想される。B 細胞、マクロファー
ジ、樹状細胞の細胞表面には、TLR2、TLR4/MD-2とと
もに、RP105/MD-1が発現している。この分子は TLR4/
MD-2に構造的に類似しているが、細胞質内ドメインが
短く、シグナル伝達機構が異なっている。これまでの解
析から、RP105欠損マウスでは、B 細胞において、TLR2
と TLR4の応答性が低下することがわかっている。我々は、
TLR2と TLR4の2重欠損マウス、RP105欠損マウスにお
いて、無処置マウス血清の IgG3が低下していることを見
出した。さらに、脾臓の B 細胞では、刺激なしでも IgG3
のクラススウィッチ前の RNA（Germline�transcript）が
発現しているが、その RNA の発現がこれらのマウスで著
明に低下していることを見出した。この結果は、脾臓の
B 細胞は感染がなくとも、常に細胞表面の TLR1/TLR2、
TLR2/TLR6、TLR4/MD-2お よ び RP105/MD-1か ら
なる複合体からの刺激により活性化されている可能性を
示唆している。血清の IgG3は抗生物質投与や Germ-free
の状態でも低下しないことから、感染でも常在菌でもな
く、内因性リガンドによって刺激されている可能性が高
い。さらに、自己免疫疾患モデルマウスである MRL/lpr
と RP105欠損マウスを掛け合わせると、自己抗体産生は
変わらないが、腎臓での血管炎の頻度が低下し、マウスの
生存が優位に改善された2）。この結果は、細胞表面 TLR
を介する持続的な B 細胞の活性化が、自己免疫疾患の病
態に関与する可能性が示唆された。ヒトの B 細胞において、
TLR2や RP105の発現が確認されており、同様な活性化
を受けている可能性がある（図1）。RP105の発現は、SLE
の病状との関連が指摘されており、この点も興味深い3）。

核酸を認識する TLR と自己免疫疾患

　病原体由来の核酸を認識する TLR3、TLR7、TLR8、
TLR9は細胞内の ER やエンドソームに発現している。
TLR7と TLR8は同じく1重鎖 RNA を認識するが、ヒト
では TLR8、マウスでは TLR7が優位に機能している。
核酸は、病原体と宿主で、基本的な構造に差異はなく、こ
の点は菌体膜成分と大きく異なる点である。たとえば、
TLR4/MD-2、TLR2により認識されるリポ多糖（LPS）、
リポタンパクなどは、細菌壁の構成成分であり、宿主の細
胞膜成分とは構造が大きく異なる。一方、TLR9を刺激す
る非メチル化 CpG モチーフを含む DNA は、ウイルス、
細菌ばかりでなく宿主であるヒトにも低頻度ながら存在す
る。また、ウイルス由来の RNA に応答する TLR7、
TLR3は、mRNA など宿主由来の RNA にも応答しうる。
　このように核酸を認識する病原体センサーは、誤って自
己に応答する危険性をかかえている。実際 SLE などの自
己免疫疾患において、樹状細胞に発現する TLR7、TLR9
による I 型 IFN 産生誘導が、病態形成に関与することが
明らかにされつつある。TLR7、TLR9は、細胞外から取
り込まれた核酸をエンドソーム・ライソゾームで認識する。
細胞に取り込まれたウイルス粒子から、エンドソーム・ラ
イソゾームで核酸が放出され、TLR7/9が認識することに
なるが、宿主由来の核酸はウィルス粒子のような防護がな
く、通常迅速に分解されるため、エンドソームに到達する
ことは極めてまれである。しかし、たとえば、獲得免疫に
おける自己寛容が破綻し、宿主核酸に対する抗体が産生さ
れると、宿主核酸は免疫複合体として安定化し、Fc 受容
体などを介して積極的にエンドソームへ取り込まれ、
TLR7/9を活性化する4）。また、自己抗体以外の内因性分

内因性リガンド
核酸、脂質?など

MRL/ｌｐｒ TLR2-TLR4/MD-2-RP105-MD-1

BCR

lysosome
RNA

B細胞

ER

TLR7

TLR7

TLR7

IFNα/β Autoreactive Ab

図1　�B細胞における病原体センサーと内因
性リガンドとの相互作用

主に死細胞から放出される核酸や脂質などが、B
細胞を活性化する。内因性リガンドは細胞表面の
TLR2、TLR4/MD-2、RP105/MD-1を刺激し、
活性化する。また自己反応性B細胞においては、
抗原受容体が核酸を細胞内に取り込み、TLR7や
TLR9によって認識される。これらの活性化は、
自己抗体産生や自己免疫疾患の増悪を誘導する。
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子も核酸の TLR 刺激活性を顕在化させる。たとえば、尋
常性乾癬の皮膚病変部位で過剰産生された抗菌ペプチド

（LL37）や、大量の組織破壊で放出される核内の DNA 結
合タンパク（HMGB1,�High�Mobility�Group�Box�1）は、
宿主核酸と結合し、TLR9刺激活性を増強する。このよう
に、免疫寛容の破綻、病的炎症、組織傷害に伴い形成され
る核酸・タンパク複合体が、自己免疫疾患の病態に深く関
与していることが予想される（図2）。
　さらに興味深いことに、TLR7と TLR9は類似した構造
を持ち、ほぼ同じシグナル伝達分子を活性化すると考えら
れているにもかかわらず、自己免疫疾患の病態へはむしろ
相反する方向で作用している場合があることが報告されて
いる。自己免疫疾患モデルマウス MRL/lpr において、
TLR7欠損により症状が緩和する一方、TLR7の過剰発現
によって逆に自己免疫疾患となることが TLR7トランス
ジェニックマウスおよびミュータントマウス Yaa によっ
て示されている。これと対照的に、TLR9欠損では MRL/
lpr の自己免疫疾患が逆に悪化する5）。MRL/lpr だけでな
く Yaa マウスや PLC γ（Phospholipase�C γ）遺伝子欠
損マウスで見うけられる自己免疫疾患においても、TLR9
欠損によって症状が増悪する。これらの結果から、TLR7
と TLR9には相反する機能が有り、双方を発現する樹状
細胞においては TLR7と TLR9の活性のバランスを制御
する必要があると推測される。TLR7と TLR9の機能的差
異やバランス制御を説明しうる分子機構については全く不
明である。

SLE、I 型インターフェロンおよび核酸認識 TLR

　SLE（Systemic� lupus�erythematosus）の特徴は、核酸
に対する自己抗体の産生、免疫複合体の組織への沈着、全
身におよぶ広範な炎症反応である。SLE の患者では、血
清中の I 型インターフェロン（IFN）の値が高いことは、
古くから報告されており、最近では、患者の末梢血単核球
において、I 型 IFN によって誘導される遺伝子群の発現が
高いことも指摘されている。また、がん患者に I 型 IFN
を投与することにより、自己抗体の産生、ループス症状の
出現が認められる。このようなことから、SLE を中心と
するヒト自己免疫疾患の病態形成に I 型 IFN が関与して
いることが強く示唆されている。実際、I 型 IFN は、樹状
細胞の成熟分化を促進するばかりでなく、B 細胞に対して
は抗体産生を増強し、T 細胞に対しては、CD8陽性 T 細
胞の増殖、活性化、さらにエフェクター機能としてのキラー
活性を増強するなど、自己免疫疾患の病態形成に寄与する
種々の生物活性を有している。
　自己免疫疾患の病態における T 細胞、B 細胞の関与に
ついて精力的に調べられてきたが、樹状細胞が I 型 IFN
の産生細胞として関与している可能性が注目を浴びるよう
になってきた。I 型 IFN はさまざまな細胞によって作られ
るが、樹状細胞のサブセットのひとつである形質細胞様樹
状細胞 Plasmacytoid�DC（pDC）が特に重要であると考え
られている。pDC は、大量の I 型 IFN、特に IFN-αを産
生する特性を持っており、SLE や尋常性乾癬の皮膚病変
には、活性化された pDC の浸潤像が組織学的に認められ
る。興味深いことに、pDC においては、TLR7、TLR9が
核酸センサーとして主に機能しており、I 型 IFN 産生を誘
導する刺激として、自己核酸による TLR7、TLR9シグナ

ウィルス

Fc レセプター
Self DNA/RNA Complexed with 
AutoAb, HMGB-1,LL37

エンドソーム
ライソゾーム

小胞体

TLR7

dsDNAssRNA

TLR9
TLR7 TLR9

？

形質細胞様樹状細胞(pDC)
自己免疫疾患

I型インターフェロン

図2　�樹状細胞に発現する核酸認識TLRの、
自己由来核酸に対する応答

樹状細胞、特に形質細胞様樹状細胞に発現する
TLR7/9は自己由来核酸に対して応答し、インター
フェロンを産生することで、SLEの病態に関与し
ている可能性が示されている。自己由来核酸は自己
抗体など、タンパクとの複合体になると、TLR7/9
を刺激しうるようになり、インターフェロン産生を
誘導する。TLR7は疾患を増悪するが、TLR9につ
いては、逆に緩和している可能性もある。
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ルの活性化が特に重要であると考えられる。

おわりに

　病原体センサーのリガンドの同定、シグナル伝達機構に
ついては、ほぼ、全容が明らかになったといえる。しかし
ながら、病原体センサーは病原体由来成分ばかりでなく、
自己成分にも応答し、自己免疫疾患の病態に関与している
可能性が示されつつある。獲得免疫の異常としてとらえら
れていた自己免疫疾患を、自然免疫の異常として、とらえ
なおすことが可能となりつつある。自然免疫の観点から、
自己免疫疾患の治療のための新たな標的分子の発見が期待
される。
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はじめに

　私たちの体に備わっている免疫系がいかに大切であるか
は、免疫不全症患者の症状をみれば明らかである。免疫不
全症では、凶悪な病原体はもちろんのこと、真菌や原虫な
ど健常人には何ら問題をひきおこさないようなありふれた
微生物に対しても抵抗力がなく、重篤な感染症となってし
まう。さらに、免疫不全状態では悪性腫瘍の出現率が非常
に高いことも知られている。このように免疫系は体の守護
神として、自分（自己）と自分以外のもの（非自己）をきち
んと識別して、自分に属する細胞は攻撃しないが、危険な
病原体などの非自己を攻撃するように形づくられている。
この識別が正常に機能しないと、自己の細胞を攻撃したり

（自己免疫疾患）、花粉やダニなどの無害な物質に対して
過敏に反応する（アレルギー疾患）免疫異常病態がひきお
こされる。

自然免疫と獲得（適応）免疫

　外敵である病原体には、さまざまな種類があり、細胞内
に寄生するもの、細胞外で増殖するもの、毒素を分泌する

ものしないものなど、きわめて多彩である。したがって、
免疫系も種々の方法を駆使してこれらの病原微生物のひと
つひとつに対抗している。一般的に、免疫を自然免疫と獲
得免疫（あるいは適応免疫）に分類することができる（図
1）。病原体が体内に侵入してきた際にまず作動するのは
自然免疫である。自然免疫に関与する細胞としては、好中
球などの貪食細胞、好酸球、好塩基球、マスト細胞（肥満
細胞）や NK 細胞などがあり、分裂増殖しなくとも即病原
体に対応でき、病原体を貪食殺菌したり、感染した細胞を
死滅させたりする。一方、獲得免疫（適応免疫）は、その
名のごとく、生下時にはまだ備わっていなく、成長にとも
なって獲得されてくる免疫で、その主役はリンパ球（B 細
胞と T 細胞）である。獲得免疫の特徴は特異性と記憶であ
る。自然免疫が病原体の侵入に対して即座に対応するのに
比し、獲得免疫に関与するリンパ球が効力を発揮するため
には数日を要する（図1）。特異性はないものの、自然免疫
がまずは侵入してくる病原体に立ち向かい、その間に獲得
免疫が体制を整えて、侵入してきた病原体に特異的で強力
な攻撃力を発揮するようになるわけである。自然免疫と獲
得免疫は単に時間差があって別々に行動しているわけでは
なく、互いに共同戦線をはって病原体に対抗している。病
原体を認識し貪食した自然免疫系の細胞は獲得免疫に関わ

自己免疫現象と疾患発症
Autoimmune diseases and Th17 cells

烏山　　一 東京医科歯科大学大学院・免疫アレルギー学分野

Hajime Karasuyama  Department�of�Immune�Regulation,�Tokyo�Medical�and�Dental�University�
Graduate�School

要　　旨
　自己免疫疾患の病態形成に関して最もホットなトピックスは、何と言っても「Th17細胞の登場」
であろう。20年ほど前に、Mossmann と Coffman が、CD4陽性ヘルパー T 細胞（Th）をサイトカイ
ン産生の違いによって、I 型（Th1）と II 型（Th2）の2つのタイプに大別できるということを報告・
提案した。これに基づいて、異なる病原体に対する免疫応答の違いならびに免疫異常症の様式の違
い（自己免疫疾患 vs アレルギー疾患）が大変きれいに説明できることから、このコンセプトは免疫学
の金科玉条となった。最近になって、Th1と Th2とは明らかに異なり、IL-17を産生する新たな Th
細胞（Th17細胞と命名された）が同定され、これが自己免疫疾患をひきおこす真犯人であることが示
された。しかも興味あることに、自己免疫疾患を抑制する役目を担っている制御性（サプレッサー）
T 細胞（Treg）の分化と Th17細胞の分化が互いに拮抗していることがわかってきた。このように、
CD4陽性 T 細胞といっても、実は Th1,�Th2,�Th17,�Treg という少なくとも4つのサブセットがそれ
ぞれ異なる役割を果たしており、そのバランスの破綻により免疫異常症がひきおこされるものと考
えられる。Th17と Treg という新しい役者の登場により、これらをターゲットにした新たな自己免
疫疾患の治療法の開発が期待される。
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るリンパ球の活性化に必要なさまざまな分子を作り出して、
リンパ球を刺激する。また逆に、リンパ球が作り出した抗
体が細菌などの病原体に結合すると、貪食細胞による病
原体の貪食が促進される（オプソニン効果）。したがって、
自然免疫、獲得免疫いずれに障害がおこったばあいも、感
染抵抗性に大きな影響がおよぶ。

T 細胞の種類と免疫応答

　獲得免疫において重要な働きをしている T 細胞には、
大きく分けて、ヘルパー T 細胞、キラー T 細胞、制御性
T 細胞の3種類が存在する。20年ほど前に、Mossmann
と Coffman が、CD4陽性ヘルパー T 細胞（Th）をサイト

カイン産生の違いによって、I 型（Th1）と II 型（Th2）の
2つのタイプに大別できるということを報告・提案した

（図2）。Th1細胞は、インターフェロン（IFN）γなどの
サイトカインを分泌して、結核菌など細胞内寄生病原体に
感染したマクロファージなどを活性化してマクロファージ
の殺菌作用を高めることにより、細胞内寄生病原体を排除
する。これに対し、Th2細胞は、インターロイキン（IL）
4、IL-5、IL-13などのサイトカインを分泌することによ
り、B 細胞の活性化をヘルプし、抗体産生や抗体のクラス
スイッチなどを誘導する。すなわち、Th2細胞は、細胞
外病原体に対する生体防御に重要な働きをしている。この
ように、Th1細胞はおもに細胞性免疫を、Th2細胞は主
に液性免疫に関与する。
　抗原にまだ遭遇していない T 細胞をナイーブ T 細胞と

病原体 獲得（適応）免疫自然免疫

Ｂ細胞上皮バリアー

獲得（適応）免疫自然免疫

抗体

上皮バリア

Ｔ細胞
クローン性増殖

ヘルパー
Ｔ細胞

貪食細胞

キラー
Ｔ細胞

抗原提示
細胞

補体 NK細胞

時間単位 日単位

0 6 12 1 3 5

感染後の経過時間

結核菌など細胞内寄生病原体に感染したマ
Th1細胞

結核菌など細胞内寄生病原体に感染したマ
クロファージなどを活性化してマクロファージ
の殺菌作用を高めることにより、細胞内寄生
病 体を排除す

IFNγ
病原体を排除する。

→ 細胞性免疫に関与。

→ Th1優位状態は自己免疫疾患に関与。

Th2細胞
Ｂ細胞の活性化をヘルプし、抗体産生や抗体
のクラススイッチなどを誘導し、細胞外病原体
に対する生体防御に重要な働きをするIL-4

IL-5
IL-13

に対する生体防御に重要な働きをする。

→ 液性免疫に関与。

→ Th2優位状態はアレルギー疾患に関与。
IL 13

図1　自然免疫と獲得免疫

図2　ナイーブ T細胞から Th1細胞、Th2細胞への分化



― 15 ―

ひらかれた小児リウマチ診療

呼ぶが、そのままではヘルパー T 細胞としての機能を発
揮できない。ナイーブ T 細胞が抗原提示細胞を介して抗
原刺激を受けることにより、機能的な Th1細胞や Th2細
胞に分化する。T 細胞がどちらに分化するかは、周囲の環
境に存在するサイトカインによって左右される。IL-12は
Th1細胞の分化を誘導し、IL-4は Th2細胞の分化を誘導
する（図2）。Th1細胞と Th2細胞は、それぞれ異なる種
類の病原微生物による感染防御に重要であるが、一方、生
体内における両者のバランスの乱れが免疫異常症の病態
形成に深くかかわっていると考えられている。すなわち、
Th1優位状態は、自己免疫疾患の発症・病態形成に関与し、
Th2優位状態はアレルギー病態に深く関係しているとさ
れていた。

第3のヘルパー T 細胞（Th17細胞）の発見と自己
免疫疾患

　ところが、この Th1/Th2分化モデルでは説明しきれ
ない現象が認められた。すなわち、IFN γ欠損マウスや
IFN γ受容体欠損マウスでも自己免疫疾患（実験的自己
免疫性脳脊髄炎やコラーゲン誘導関節炎）が誘導できる。
Th1分化に重要な IL-12は2つのコンポーネント（p35と
p40）から構成されるヘテロダイマーであり、確かに p40
欠損マウスでは自己免疫疾患の発症が抑制される。しかし、
一方、p35欠損マウスよりも p40欠損マウスの方が感染に
対する感受性が非常に高いことがわかった。以上のことか
ら、p40+X（p35ではない）から構成される新たなサイト
カインの存在が示唆され、ついに IL-23（p19+p40）とそ

IL-12IL-23
p40/p35p40/p19

IL-12Rβ1 IL-12Rβ2IL-12Rβ1 IL-23R

Jak2 / Tyk2

IL-23とその受容体の同定：IL-12/受容体との異同

IL-17 (A, F)
IL 21

Th17細胞

ナイーブ

IL-21
IL-22IL-6 + IL-1β

IL 21
IL-23 RORγt

IL-12

Ｔ細胞 Th1細胞

IFNγγ

IL-21

IFNγ

T-bet

IL-4抗原提示細胞
Th2細胞

IL-4
IL-5
IL-13

GATA3

図3　IL-12,�IL-23とその受容体

図4　Th17細胞～第3のヘルパー T細胞
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の受容体が同定された（図3）。
　p35欠損（すなわち IL-12欠損）マウスでは自己免疫
疾患の発症が抑制されなかったが、p19欠損（すなわち
IL-23欠損）マウスでは抑制された。このことから、IL-12
ではなく、IL-23が自己免疫疾患の発症に重要な働きをし
ていることが明らかとなった。さらに、IL-23で刺激され
た T 細胞は、Th1細胞や Th2細胞とは異なり、IL-17を
産生することが判明した。そこで、この第3のヘルパー
T 細胞は Th17と命名された。Th17細胞は、IL-17の他、
IL-21や IL-22も産生する。ナイーブ T 細胞から Th17細
胞への分化には IL-6と TGF βが必要で、IL-21は Th17
分化を増強し、IL-23は Th17の維持に重要な働きをして
いることが明らかとなった（図4）。
　このように、マウスの解析から自己免疫発症における
IL-17の重要性が強く示唆されたので、ヒトの自己免疫疾
患（多発性硬化症、関節リウマチ、乾癬）の罹患組織を調
べたところ、IL-17の発現が確認された。さらに、IL-17
欠損マウスや IL-17受容体アンタゴニスト処理マウスで
は、アジュバント誘導関節炎が抑制された。また、IL-17
欠損マウスや IL-17中和抗体投与マウスでは、実験的自
己免疫性脳脊髄炎の抑制が認められた。これらの実験結果
は、自己免疫の病態形成に IL-17を産生する Th17細胞が
重要な役割を担っていることを示している。

おわりに

　以上述べてきたように、これまで I 型ヘルパー T 細
胞（Th1）病とされてきた多くの自己免疫疾患において、
Th1細胞が主犯ではなく、新たに同定された Th17細胞が

真犯人であるというのである。これまで多くの基礎・臨床
研究が前提としていた「定説」が、実は幻想であったと
いうのであるから、天と地がひっくり返るほどの騒ぎと
なっている。本当にそうであろうか ?　Th1細胞の関与が
否定されたわけではなく、また IFN γと IL-17の両者を
産生する細胞も見つかっているので、今後のさらなる解析
が必要である。IL-17受容体欠損マウスは、クレブシエラ
感染やカンジダ感染に弱いことからみて、本来の Th17細
胞の働きは、Th1細胞や Th2細胞では処理しきれない病
原体に対する生体防御であると考えられる。IL-17は強力
な炎症惹起サイトカインとして作用し、様々な細胞から炎
症性サイトカイン・ケモカインを産生させ、好中球の遊走
を誘導する。この病原体に対する防御反応としての炎症惹
起作用が、自己免疫疾患の場面においては、組織破壊とい
う危険な結果を招いてしまう。
　先に述べたように、Th17細胞の分化誘導には IL-6と
TGF βが必要である。一方、TGF β単独では制御性 T
細胞が誘導されてくる（図5）。すなわち、炎症性サイト
カインである IL-6の有無が T 細胞の分化を決定している。
抗 IL-6受容体抗体が自己免疫疾患に抑制的に働くのは、
単に IL-6の炎症惹起作用を中和するだけでなく、T 細胞
の分化を Th17から制御性 T 細胞へとシフトさせること
も関与している可能性が考えられる。Th17や制御性 T 細
胞を標的とした新たな自己免疫疾患治療法の開発が進むも
のと期待される。

図5　自己免疫を誘導する Th17細胞と自己免疫を抑制する制御性 T細胞（Treg）の相反関係

自己免疫を誘導するTh17と自己免疫を抑制するTregの相反関係

Th17細胞

ナイーブ
Ｔ細胞

IL-17
IL-6 +
TGFβ 自己免疫

Treg細胞

RORγt

抗原提示細胞

TGFβ IL-10 自己免疫
抗原提示細胞

Foxp3

◆ 抗ヒトIL-6R抗体（tocilizumab ）はIL-6の作用を阻害することで、Th17分化
を抑制し、Treg分化を促進する？
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ひらかれた小児リウマチ診療

はじめに / 子宮内環境因子
Intrauterine factors

野間　　剛 北里大学大学院医療系研究科小児科学

Takeshi Noma  Department�of�Pediatrics,�Graduate�School�of�Medical�Science�Kitasato�
University

　小児のリウマチ・炎症性疾患は、遺伝学要因、環境要因、
あるいは両者の要因のなかで発症してくるものがあると考
えられる（図1）。即ち、生後直ぐに自己炎症性症候群な
どに見られるように、責任遺伝子の異常に伴って発症する
ものや家族集積性のあるものなど遺伝学的要因が発症因子
となるもの、感染症や紫外線などの環境因子が発症の誘因
あるいは原因となると考えられるもの、また、両者の要因
の中で発症してくるものがあると考えられる。

子宮内環境因子

　胎生期における子宮内環境という観点からすれば、母体
それ自身、あるいは母体が受ける生活環境が胎児の疾患発
症に少なからず影響を与えることは容易である。実際、リ
ウマチ・炎症性疾患の母体から生まれた新生児の状態に目
を転ずれば、疾患を通じての問題点と方向性が見える。
　即ち、12年間の研究のなかで、いわゆる膠原病と診断
された135例の母体から出生した新生児の在胎週数、出生
時体重は平均36.6週、2,465g と、神経疾患、気管支喘息

と比較して短くて小さい。また、子宮内発育不全の発生頻
度は平均2.2%（気管支喘息：0.4%）と高い（図2）。これら
の傾向は腎臓疾患でも見られる。
　実際のところ、これらの母体からの膠原病・リウマチ疾
患患児の発生頻度は不明な点が多いが、正常妊娠と比較し
て不利な環境下では新生児ループスのように母体由来の自
己抗体陽性の新生児の場合のように自己抗体の消失に伴い
症状改善する群の他に、一方、再燃や遷延を示し疾患が発
症する群も散見される。子宮内血流量の低下、炎症の波及、
感染症、母体由来自己抗体、母体由来の免疫担当細胞など
の子宮内環境因子が疾患発症を左右することが考えられる。
　責任遺伝子変異に伴い発症する CINCA 症候群のように、
生後直ぐに発症する自己炎症性疾患は、遺伝子変異の異常
が主体となって発症する。しかしながら、これらの疾患が
示す自身の遺伝子変異の異常の他に、疾患発症が環境因子
によってどの程度左右されるのかは不明な部分が多い。即
ち、リウマチ・炎症性疾患の母体と生まれる児の状況、そ
の後の疾患発症の研究から、子宮内においても、既に環境
因子の影響が発症因子にかかわっている可能性が示唆さ
れる。

遺伝要因 環境要因

疾患発症

自己炎症性疾患
FMF,TRAPS,CINCA
など ,

遺伝子異常 Mcleod 
syndなど

子宮内因子
母体炎症性疾患
感染症 その他

胎生期、新生児期

新生乳 幼児期

思春期 青年期

遺伝子変異 環境要因

Th２優位

感染症
紫外線
その他

自然免疫 トール受容体

自然免疫 トール受容体

獲得免疫 TB受容体

新生児ループスなど

Th１

図1　リウマチ炎症性疾患発症のスキーム
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はじめに／子宮内環境因子

　これまで、多くの発症因子が動物系では報告されている。
ヒトの系では、この方面の研究は始まったばかりである。
本章では、発症因子の中でも、生後の感染症を含めて、特
に環境因子に焦点をあて、さらに、自己抗原からみた自己
免疫疾患の発症について、著者らの研究成果を論じていた
だく。
　疾患発症の予知因子を探り、将来の研究の指標と疾患の
治療と予防の一助となろう。

要　　旨

　責任遺伝子変異に伴い生後直ぐに発症する自己炎症性疾
患は、遺伝子変異の異常が主体となって発症する。一方、
リウマチ・炎症性疾患の母体と生まれる児の状況、その後
の疾患発症の研究から、子宮内においても、既に環境因子
の影響が発症因子にかかわっている可能性が示唆される。
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図2　膠原病に罹患した母体から出生した新生児の分娩週数、出生時体重、子宮内発育不全の発生頻度

12年間の研究のなかで、膠原病を基礎疾患にもつ135例の母体から出生
した新生児の在胎週数、出生時体重は平均36.6週、2,465g と、神経疾患、
気管支喘息と比較して短くて小さい。子宮内発育不全の発生頻度は平均
2.2%（気管支喘息：0.4%）と高い。これらの傾向は腎臓疾患でも見られる。
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新生児にみられる自己免疫異常
Autoimmune injuries observed in a neonate born of 
a mother with undifferenciated collagen disease

武井　修治 鹿児島大学医学部保健学科、鹿児島大学病院小児診療センター

Syuji Takei  School�of�Health�Sciences,�Faculty�of�Medicine,�Kgoshima�University.��
Medical�Center�for�Children,�Kagoshima�University�Hospital

要　　旨
　NLE とは異なる病態をもつ新生児を経験し、自己免疫疾患の発症機序として、マイクロキメリズ
ムの立場から検討を行った。
　母親は抗核抗体陽性であったが、抗 Ro/SSA 抗体や抗 La/SSB 抗体は陰性であった。特有の紅斑を
認めたが、分類不能膠原病と診断され、無治療で経過観察中に女児を出産した。出生した女児は、生
下時から母親と同じ皮疹を有していた。また、生後2か月後には母親由来の抗核抗体値は低下したが、
その一方で母親が持たない抗 dsDNA 抗体、抗 Ro/SSA 抗体、抗カルディオリピン抗体などの自己抗
体を産生し、血小板減少、肝機能障害が出現した。これらの所見はその後開始したステロイドに反
応して改善したが、自己抗体は陽性で持続した。
　これらの経過から、児には NLE とは異なった自己免疫病態の存在が推定された。
　そこで、母子の HLA を検討したところ、児は、非遺伝母 HLA 抗原 noninherited�maternal�antigen

（NIMA）を有していなかった。したがって、この母子間ではマイクロキメリズムによる免疫寛容を
得ることができず、その結果 GVHD と類似した機序が働き、母親由来の自己免疫疾患としての応答
性をもった細胞が児を傷害したり、自己抗体を産生させた可能性が示唆された。

はじめに

　自己免疫疾患の病因は不明であるが、その発症機序とし
て、遺伝的要因と環境因子とが相互に複雑に関与すること
が考えられている。そこで、遺伝的背景を単一化させた疾
患モデル動物を用いて研究が進められ、疾患によっては一
定の成績が集積されているが、その成果がヒトにおける自
己免疫疾患の病態を直接反映しているかについては問題が
残る。
　ヒトを用いて自己免疫疾患の発生機序を解明しようとす
る場合、環境因子による影響を受けていない新生児は、絶
好の検討対象かもしれない。しかしながら、新生児におけ
る免疫動態については、免疫不全病態に対する検討は進ん
でいるが、自己免疫病態の観点から検討された報告は少ない。
　その中で、新生児ループス NLE は、自己免疫疾患の病
態を検討する上で、母体以外の環境因子を排した絶好の疾
患モデルと思われる。一方、われわれは分類不能型膠原病
を疑われた母親から出生した新生児が、出生時に母親と類
似した特異的な皮膚症状を呈し、出生後に母親が持たない
自己抗体を産生するなど、従来の NLE の概念とは異なる

病態を示した新生児を経験した。
　そこで本稿では、まず新生児が母親由来の移行抗体と反
応して NLE 病態を成立させる機序についてこれまでに集
積された知見を紹介し、その上で我々が経験した症例を紹
介し、母子間の免疫寛容の破綻が、自己免疫疾患の発症病
態となり得ないかについて考案する。

1）NLEの病態
　NLE は、シェーグレン症候群の母親から出生した同胞
が先天性心ブロックを呈した症例を Aylward らが1928年
に初めて記載したことに始まる1）。その後の検討から、
NLE の発生病態として、母体血中の抗 Ro/SSA 抗体や抗
La/SSB 抗体などの自己抗体が経胎盤性に児へ移行し、そ
の結果、児に先天性心ブロック、特有の皮疹、血小板減少、
肝機能障害を引き起こすものと捉えられている。また、先
天性心ブロック以外の症状は、移行抗体が消失する6ヶ月
後には症状が消失することも、移行抗体の関与を示唆して
いる。
　しかしながら、抗 Ro/SSA や抗 La/SSB 抗体陽性の母
親から出生する児のすべてが NLE を発症する訳ではなく、
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胎児側の要因も関与しているものと考えられている。
　抗 Ro/SSA 抗原には60�kDa 蛋白（Ro60）と52�kDa 蛋
白（Ro52）の2つのアイソフォームが存在するが、両者の
アミノ酸配列に類似性はない。また、NLE では抗52Ro
抗体の陽性率が高いが、抗52Ro 抗体は52Ro 蛋白を
denature した場合にのみ反応する2）。また keratinocyte
に紫外線照射すると、細胞表面に抗 Ro/SSA 抗体が結合
することが知られており、シェーグレン症候群患者に見ら
れる光線過敏症の一因と考えられていた。

　そこで Ito らは、ヒト末梢血単核球に対して紫外線照射
やヒートショックといったストレスを与えたところ、細胞
表面に Ro52蛋白のみが表出することを見出し、以下のよ
うな仮説を立てている3）。①�胎児期の発生過程で刺激伝導
系細胞に何らかのストレス刺激が加わって Ro52抗原が細
胞表面に発現し、そこに経胎盤的に胎児血流に混入した抗
Ro52抗体が反応して組織障害が惹起される。②�皮膚病変
については、出生後に紫外線に暴露することで皮膚表皮細
胞に Ro52抗原が発現して同様な反応が起こる。③�血小板
には Ro52抗原が存在するため、血小板減少についても同
じ機序で説明が可能である。
　遺伝的背景を検討するために、twin/triplets での検討
がある4）。それによると、同胞で NLE を発症したのは24
組中9組に過ぎず、一卵性でも3/6、二卵性3/15にすぎ
なかった（表1）。免疫遺伝子学的背景に関する検討では、
NLE 児を出産した母親は米国では HLA-DR3および DQ2
陽性者が有意に多いと報告されている。本邦では
Miyagawa らから、HLA-DRB1/DQA1/DQB1との関連
が報告されている。

2）NLEと異なる病態を示したわれわれの症例
　症例の詳細は本誌に掲載される嶽崎らの報告を参照して
頂きたい。

Study 母の自己抗体 Zygosity
Disease�manifestation�

Sib�1 Sib�2 Sib�3

Gawkrodger�et�al.
Cooley,�et�al.
Cooley�et�al
Buyon�et�al
Siren�et�al.
Shimosegawa�et�al.

SSA/Ro,�SSB/La
SSA/Ro
SSA/Ro
SSA/Ro,�SSB/La
SSA/Ro,�SSB/La
SSA/Ro,�SSB/La

Monozygotic
Monozygotic
Monozygotic
Monozygotic
Monozygotic,�HLA�Cw3
Monozygotic,�HLA�Cw3

CHB/rash/anemia
CHB
CHB
CHB
CHB
CHB

Rash
Healthy
Healthy
Healthy

CHB
Rash

Machado�et�al.
McCune�et�al.

SSA/Ro
RF+,�ANA-

not�reported
not�reported

CHB
CHB-death

CHB
CHB

Siren�et�al.
Silverman
Scott�et�al.
Harley�et�al.
Watson�et�al.
Brucato�et�al.
Kaaja�et�al.
Buyon�et�al
Buyon�et�al
Eronen�et�al.
Lockshm�et�al.
Lockshm�et�al.
Solomon�et�al.
Callen�et�al.
Lawrence�et�al.

SSA/Ro,�SSB/La
SSA/Ro,�SSB/La
SSA/Ro
SSA/Ro
SSA/Ro,�SSB/La
SSA/Ro
SSA/Ro
SSA/Ro
SSA/Ro
not�reported
SSA/Ro
SSA/Ro
U1RNP
SSA/Ro
SSA/Ro,�SSB/La

Dizygotic,�HLA�Cw3
Dizygotic
Dizygotic
Dizygotic
Dizygotic,�HLA�identical
Dizygotic,�HLA�identical
Dizygotic,�HLA�identical
Dizygotic
Dizygotic
Dizygotic
Dizygotic
Dizygotic
Dizygotic
Dizygotic
Dizygotic

CHB
CHB
CHB
CHB
CHB
CHB
CHB
CHB
CHB
CHB
CHB
Rash
Rash
Rash
Rash

CHB
Rash

Healthy
Healthy
Healthy
Healthy
Healthy
Healthy
Healthy
Healthy
Healthy
Healthy
Healthy
Healthy
Rash

Yazici�et�al. SSA/Ro Trizygotic Rash Rash Rash,�Pℓt ↓、肝↑

表1　多胎児におけるNLE症状の発現

図1　�ストレス刺激によるRo52抗原の細胞膜上への発現と抗原性
の獲得　伊藤保彦、他（小児科40：1437-1445、1999）
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　我々が経験した症例の NLE との相違点は、以下の点に
集約される。①�出生時からすでに母親がもつ皮疹と同じ
皮疹を認めたこと、② NLE 発症に関連する抗 Ro/SSA 抗
体、抗 La/SSB 抗体、抗 RNP 抗体が陰性であったこと。
③ NLE 類似の症状（血小板減少、肝機能障害、肝脾腫など）
は改善せず、むしろ経過とともに進行・顕在化したこと。
結果的にはステロイドによる治療を要した。④�出生時陰
性であった自己抗体（抗 dsDNA 抗体、抗 Ro/SSA 抗体、
抗 La/SSB 抗体、抗カルディオリピン抗体）がその後、陽
性化したこと（自己抗体の自己産生）。

3）マイクロキメリズム
　キメラとは、頭はライオン、胴体は山羊、尾が蛇という
ギリシャ神話に出てくる想像上の動物であり、生物学的に
は体内に遺伝的に異なる2つ以上の個体の細胞が存在する
場合を言う。一方、「マイクロキメリズム」とは、ある個
体の体内に、別の個体の細胞あるいは DNA がごく少量存
続し続ける状況をさす。
　医原性のマイクロキメリズムとしては、輸血や臓器移植
があるが、自然なマイクロキメリズムとしては、妊娠を契
機に母子間にマイクロキメリズムが成立する。この妊娠を
契機に成立したマイクロキメリズムは、胎児細胞が母体に
存続する胎児マイクロキメリズムと、逆に母親細胞が新生
児に存続する母体マイクロキメリズムに分類される。
　妊娠を継続させるためには母子間の免疫寛容が重要であ
る。この母子間の免疫寛容のために、母体側は、胎児の持
つ父親由来の HLA を異物とみなさない。また、胎児側も
母親から受け継がなかったほうの HLA（非遺伝母 HLA 抗

原 noninherited�maternal�antigens：NIMAs）を異物とみ
なさないための免疫寛容が母子間で成立し、胎児側へ侵入
してきた母親の細胞を排除しない。
　兄弟間の移植を行う場合では、GVHD 軽減し生着率を
高めるためにはこのマイクロキメリズムによる免疫寛容が
重要である。免疫寛容が得られるためには、レシピエント
が 母 親 か ら 受 け 継 い で い な い HLA ハ プ ロ タ イ プ

（NIMAs）をドナーが有している必要がある。
　このような母子間の免疫寛容は、妊娠中に特有なもので
あり、出産とともに解除されると考えられてきた。しかし
ながらその後の研究で、流産や輸血の既往がない若年者や
男性であってもマイクロキメリズムを持っていることが判
明し、自然のマイクロキメリズムが分娩後も長期にわたり
持続していることが明らかとなった。
　その一方、いくつかの自己免疫疾患で、マイクロキメリ
ズムの病因としてのかかわりが注目されている。例えば、
医原的なマイクロキメリズムである移植後の慢性 GVHD
にみられる症状はシェーグレン症候群と類似しているが、
実際にシェーグレン症候群女性患者に男性染色体である Y
染色体を検出した報告がある5）。また、橋本病、全身性皮
膚硬化症、皮膚筋炎などでもマイクロキメリズムの存在が
報告されている。

4）新生児にみられた自己免疫異常の機序
　そこで、提示した母子の A、B、DR�locus で HLA を
検討したところ、母はそれぞれ A2、B46、DR8、児
は そ れ ぞ れ A2　A31、B46、B35、DR8　DR4で あ っ
た。母→子への移植を考えた場合、母は A2,�B46,�DR8の

図2　本症例の経過
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homozygote であるため、児にとっての NIMA を有して
いない。したがって、この母子間ではマイクロキメリズム
による免疫寛容を得ることができず、もし母→子の移植を
行えば重篤な GVHD 発現の可能性がある。
　したがって、この症例では胎内においてもマイクロキメ
リズムによる母子間の免疫寛容が得られなかった可能性が
ある。一方、児の母親は分類不能膠原病であることから、
胎児側に流入した母親由来の免疫担当細胞は、自己免疫疾
患としての応答性をもった細胞が含まれるものと思われる。
したがって、胎児側へ侵入した母由来の免疫担当細胞は、
マイクロキメリズムによる母子間の免疫寛容を得られず、
GVHD と類似した機序が働き、児の皮膚に対しても傷害
性を発揮した結果、母親と同じ皮疹を胎内で形成したのか
もしれない。
　ところで、SLE などの膠原病患患者が妊娠すると、分
娩後に急速に病態が悪化することが知られている。妊娠中
に存在した免疫担当細胞に対する何らかの抑制機序が、分
娩後に解除されることが推定されるが、その機序のすべて
がマイクロキメリズムに由来する母子間免疫寛容とは考え
にくい。
　一方、提示した症例では、出生時に陰性であった
dsDNA、Ro/SSA、カルディオリピンなどに対する自己
抗体が、生後2か月頃に陽性化し、同時に血小板減少や肝
機能障害が進行した。また、その後に開始したステロイド
により、それらの所見は軽快した。これらの事実や時間的
経過から、児に移行した母親由来の自己応答性の免疫担当
細胞に対する抑制が分娩後に解除されて活性化され、直接
あるいは児由来の免疫担当細胞を介して、自己抗体の産生
や自己免疫病態を形成したのかもしれない（図3）。

おわりに

　分類不能膠原病と診断された母親から出生した児が、出
生時から母親と同じ皮疹を持ち、出生後に抗 Ro/SSA 抗
体、抗 dsDNA 抗体、抗リン脂質抗体などの自己抗体を自
身で産生し、同時に血小板減少や肝機能障害などが出現す
るなど、NLE とは異なる病態を示した新生児を報告した。
また、この症例の自己免疫異常の発生機序として、母子間
の免疫寛容の破綻が関与している可能性を検討した。
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図3　新生児にみられた自己免疫病態の発生機序
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自己抗原からみた自己免疫疾患の発症機序
Characteristics of autoantigens and pathogenesis of autoimmune diseases

伊藤　保彦 日本医科大学小児科

Yasuhiko Itoh Department�of�Pediatrics,�Nippon�Medical�School

はじめに

　自己抗体の産生メカニズムはいまだに十分解明されては
いない。免疫担当細胞側の機能異常にその原因を求める考
え方は勿論重要であるが、抗原側にも自己抗体の標的とさ
れてしまうそれなりの原因があると考えられる。これまで
Ro,�La,�U1-RNP,�Sm などの自己抗原分析を続けてきたが、
これらの自己抗原の生化学的、細胞生物学的性格の中にそ
のヒントがあると考えられる。
　まず、多くの自己抗原は核酸－蛋白複合体であり、その
複合体自体にあたかも細胞内微小器官としての機能が期待
されていることである。その形態も動態もまるで一つの生
命体であるかのようである。もう一つの特徴として、ある
種の刺激やストレスなどが加わると細胞内での局在性が変
化し、細胞表面に発現する場合があることが挙げられる1）。
アポトーシスをきたした細胞では surface�bleb（apoptotic�
body）内にこれらの自己抗原が濃縮され、死にいく細胞か
ら真っ先に逃れ出て行く像が観察されている2）。このよう
な自己抗原の形態と挙動は、免疫系から見るとウイルスと
誤解されやすいのかも知れない。それに加えて、分子相同性、
cryptic�epitope の 存 在 と epitope�spreading、 ウ イ ル ス
RNA と自己抗原蛋白の結合などの機序が働くと、免疫系
の標的として認識されるようになる可能性が考えられる3）。
　また、自己抗体の病態への関与については、これまでは
免疫複合体の形成が主と考えられてきたが、自己抗原の細
胞表面への発現が観察されたことにより、直接的細胞傷害
や、さらには自己抗体分子の細胞内への侵入も想定される
ようになった4）。自己抗体の細胞内への侵入は細胞内にお
ける自己抗原の本来の機能を障害しうる。自己抗体の病原
性はこの観点から再評価されるべきと考えられるのである。

Ⅰ RNA ワールド

　図1は Y-RNA（Ro/La）複合体と U-RNA（RNP/Sm）
複合体の模式図である。どちらも1本鎖の RNA をいくつ

かのタンパク分子が取り囲んだ構造をしている。細胞内に
存在する RNA としては mRNA,�rRNA,�tRNA ばかりが
有名だが、実はそれ以外に、図に示したような小さな
RNA が、ほとんどの場合いくつかのタンパク分子との複
合体として、無数に存在している。実は snRNP と呼ばれ
るこれらの構造体の存在は、患者自己抗体の対応抗原探し
によって解明が進んだものである。臨床医学から基礎医学
を飛び越えて、生物学の根本に新知見を与えたと言えるの
だが、直感としてこの構造はウイルスに似ていると言えな
いだろうか。実際タバコモザイクウイルスなどは単に1本
の RNA と1個のタンパクの複合体という構造をしている。
構造だけではない。例えばタンパク合成過程における
tRNA の働きを初めて知ったとき、まるで一個の生き物の
ようだと感じられたのではないだろうか。実は snRNP 達も
細胞内でみな甲斐甲斐しく働いており、まるで細胞内でウ
イルス達が活動しているような様子になっているといえる。
　生命の起源に関する最近の生物学では、細胞という形態
をもった生物が現れる以前の太古の地球は、RNA ワール
ドであったと考えられている。アミノ酸と核酸のどちらが
先に誕生したかについての結論は出ていないが、とにかく
太古の決して短くないある時期、RNA- タンパク複合体
こそが生命体であったという。RNA ワールドであった海
水の中で、おそらく超微細な泡が最初のきっかけになった

図1
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と考えられているらしいが、やがて小さな閉じられた空間
（細胞の原初）の中で、複数の RNA 生命体が共同生活を
するようになる。更に長い時間の後、RNA 達は自分たち
のいわば名簿を DNA という安定な核酸を用いて記録する
ようになる。やがて細胞という形態が完成し、名簿である
DNA は核という構造物の中に納められる。最初はそれぞ
れの RNA に役割があったかも知れないが、やがてコード
しているタンパクは重要だが RNA 自体は不要とされるも
のが増えていく。今日 mRNA というものは DNA からの
命令書に過ぎないと考えられやすいが、実はおそらく
mRNA として存在するごく短い時間だけ、もとの RNA
生命体に戻った状態なのだと考えられる。そして tRNA
や snRNP などは、現在も RNA 生命体として機能し続け
ている姿なのである。
　このように、細胞とは非常に秩序だった RNA ワールド
の最終形態なのであるが、細胞という形態が完成した後も、
仲間になろうとする RNA 生命体（後には DNA 生命体も）
は外部からやって来る。この遅れてきた連中はウイルスと
いう扱いになるわけだが、その侵入（感染）はときには細
胞を破滅させただろうが、ときには役に立つ場合もあった
だろう。感染した後に snRNP として働くようになったウ
イルスもいたかも知れない。時とともに名簿に記録される
RNA（すなわち DNA 量）は増加して行き、おそらく生物
の進化にも一役買ってきたものと想像される。
　さて、抗核抗体の対応抗原は数多く知られているが、そ
のほとんどは核酸 - 蛋白複合体という構造を有している。
このような構造物が自己抗体の標的となっているのは、上
述してきたように、構造的にも、挙動の点でも、由来とい
う意味でもウイルスとの類似性が関係しているのではない
だろうか ?

Ⅱウイルスと自己抗体産生機序

　ウイルス感染が自己抗体産生のひきがねとなる可能性を
示唆するデータは数多くあるが、ここでは自己抗原との関
係を中心にその機序を考えてみたい。

1. ウイルスRNAと自己抗原蛋白の結合
　RNA 結合蛋白である自己抗原は、本来の結合相手の
RNA でなくても、一定の構造的条件が合えば他の RNA
にも結合しうる。例えば La 蛋白はもともと RNA ポリメ
ラーゼⅢで転写された RNA とは結合しやすく、EBV や
アデノウイルス由来の RNA と結合する事実が観察されて
いる。このようなウイルス由来の RNA と行動をともにす
るのは、直感として免疫監視システムに誤解されやすいと
思われる。

2. 自己抗原とウイルス抗原の分子相同性
　分子相同性（molecular�mimicry）とは、二つの蛋白の
一次構造（アミノ酸配列）にたまたま類似している箇所が

図2
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表1　自己抗原とウィルス抗原の分子相同性
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ある場合に、一方の蛋白に対する抗体がもう一つの蛋白に
も交差反応する現象のことである。自己抗原のエピトープ
解析が進み、そのアミノ酸配列と類似した箇所を持つウィ
ルス蛋白抗原が次々と報告された（表1）。しかし、SLE
患者などで認められる自己抗体の強い親和性は、単に交差
反応だけでは説明がつきにくい。また多くの自己抗体はポ
リクローナルであり、複数のエピトープを認識する。かつ
自己抗原蛋白の三次構造（conformational�epitope）を認識
する抗体成分がかなり含まれている5）。それにそもそも自
己の蛋白と同じアミノ酸配列が抗体産生の対象として認識
されうるのかという疑問が生じる。

3.�Cryptic�epitopeと epitope�spreading
　そこで現在考えられている仮説は、以下のようなもので
ある。まず、たまたまある自己抗原のアミノ酸配列と分子
相同性のあるウィルス抗原のエピトープが認識され、抗
体が産生される。その抗体を受容体とする B 細胞が交差
反応により自己抗原分子と結合し、今度は抗原提示細胞
としてこの抗原を T 細胞に提示する。すると当初のエピ
トープ以外の領域に対しても抗体産生が始まり、やがて
真の自己抗体が産生されるようになる、というものであ
る。この仮説を epitope�spreading という6）。この場合は
conformational�epitope も標的となりうる。
　さらに、自己抗原と相同性のウィルスエピトープが認識
されうることを裏付ける現象も観察されている。自己抗原
蛋白のアミノ酸配列の中には初めから自己とは認識されて
いない隠されたエピトープ（cryptic�epitope）と呼ばれる
部 分 が 存 在 す る ら し い。 図2は cripitic�epitope の
immunogenecity について示したものである。マウス U1-
RNP の D 蛋白自体でマウスを免疫しても抗体産生は誘導
されないが、D 蛋白の第26～40あるいは第56～70アミ
ノ酸からなる合成ペプチドを免疫すると抗体産生が誘導さ
れる。このペプチドと U1-RNP 複合体そのものを同時に
免疫すると、今度は D 蛋白のみならず、U1-RNP 複合体
を構成するその他の蛋白に対しても抗体が産生されるよう
になるという7）。従って、たとえ自己抗原と分子相同性の
あるウィルス抗原エピトープに対しても抗体産生は十分起
こりうるのである。

Ⅲウイルスの持続感染と自己免疫

　ウィルスは感染した細胞を増殖させて自らも繁栄しよう
としているのであって、決して宿主細胞を殺そうとは思っ
ていない。むしろウィルスの最終目標は宿主細胞の不死化
すなわち腫瘍化にある。実際には免疫機構が感染細胞ごと
破壊することによって、ほとんどこれを回避している。皮

肉なことに、ウィルスはむしろ宿主細胞の繁栄を願ってい
るのであって、組織を破壊しているのは免疫機構の方であ
る。しかし感染細胞が一度腫瘍化してしまえば、やがて個
体の生命が脅かされる以上、このような犠牲もやむを得な
い。この免疫機構をかいくぐって、宿主細胞の腫瘍化を達
成することは容易ではない。それでも一部のウィルスは潜
伏感染というねばり強いゲリラ作戦を展開する。この状態
が続くと免疫機構の方は更に監視の目を強化せざるを得な
くなり、やがて疑いは身内にも向けられ、こうじると魔女
狩りを始めてしまうことになる。こうして自己免疫現象が
生じてしまうのではないだろうか。つまり自己免疫も結局
はウィルスに対する過剰防衛とも考えられるのである。も
ともと、ウィルスに感染した細胞ごと破壊するというやり
方は、いわば一つの自己免疫であり、ここに至って、怪し
い細胞や抗原なら片っ端から破壊しようという状態になっ
たということでもある。しかも内在性レトロウィルスなど
のように、究極の潜伏感染ともいえる状態で、そのまま宿
主のゲノムの一部になったり、細胞内小器官としていつの
間にか働かされてしまっているウィルスもある。彼らは普
段は完全に同化しているが、新たなウィルス感染などに
よって上述した魔女狩りのようなものが始まれば、やはり
真っ先に疑われてしまうのではないだろうか。

おわりに

　もちろん自己免疫現象の発生機序はこれだけではないが、
少なくとも一部の自己免疫疾患患者ではこのような機序も
想定できるのである。今回は少し科学的ではない表現が多
すぎたことを反省しているが、ウィルスと自己免疫の関係
を考えることで、生体防御とは何なのか、などと考えさせ
られることを感じ取っていただけただろうか。
　講演においては、更に自己抗原と自己抗体の反応と組織
障害の発症機序について、自己抗原側からみた最近の知見
と仮説をお話しした8）。本稿では冗長となることを避け、あ
えて自己抗体産生機序に重点を置いて書き記すにとどめた。
　最後にこのような発表の機会を与えていただいた第17
回日本小児リウマチ学会会長　野間　剛先生に深謝いたし
ます。
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　本著は2007年9月、横浜市で開催された第17回日本小児リウマチ学会学術集会
（会長　野間　剛、北里大学医学部小児科）でご講演いただいた演題の中から、投
稿していただいた論文を編集したものである。［ひらかれた小児リウマチ診療］の
テーマのもとで、小児リウマチ・炎症性疾患の発症因子および予知、薬物療法の個
人差と薬物代謝酵素の遺伝子多型などに関する、多くの臨床実地医家の先生による
ご講演を掲載することができた。さらに新しい治療として生物学的製剤による治療
についての講演論文も掲載させていただいた。治療領域の論文については特に倫理
委員会で承認されたものに限って掲載したが、この分野ではこれから新しいガイド
ラインを作成しそれに従った診療が必要になると考えます。
　本著を通して、小児リウマチ・炎症性疾患の発症因子について新しい免疫学的見
地を得ることができます。また実際の臨床の解析からまとめられた報告によって、
最新の情報と診療における今後の新しい方向性がえられるものと考えます。改めて
著者の方々に感謝申し上げる次第です。（編者）






