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【目的】新潟大学腎研究施設においてヒト正常糸球体の遺伝子ライブラリーの網羅的検討を行

っているが,その過程でケモカインの一種であるフラクタルカイン (FEN)の遺伝子が正常糸

球体で発現 していることがわかった.FKNは脳などの正常組織で発現することが知 られている

が,正常糸球体に発現するFKN に関する文献的報告はない.本研究では,正常糸球体に発現 し

ているFKNの局在を明らかにすることを目的とし,また,正常と腎疾患で FKNの発現を比較

し,糸球体に発現するFKNの意義を検討 した.

【対象と方法】wKYラットを用い,RT-PCR,血sltuhybrまdization 律SH),Westernblottingお

よび免疫組織化学により,FKNとその受容体 CX3CRlの正常の腎臓における発現 とその局在を

検討 した.また,半月体形成性腎炎のモデルである抗糸球体基底膜 (GBM)抗体腎炎とネプロ

-ゼのモデルであるPAN腎症の腎臓を用いて,正常と腎疾患におけるFKNの発現を比較 した.

【結畢】RT-PCRで,ラットの正常糸球体におけるFKN遺伝子の発現を確認 した ISHと免疫

組織化学により,ラットの正常糸球体で FKNとCX3CRlがポ ドサイ トで発現 していることが

示 された.FKNの発現を正常と腎疾患モデルで比較 したところ,抗 GBM抗体腎炎とPAN腎症

の糸球体で FKN遺伝子の発現の増加を認めた.PAN腎症では,免疫組職化学によりポ ドサイ

トにおけるFKNの発現が増加 していることが示 された.また,WesternblottingによりPAN腎

症の糸球体ではFKNの多くが膜結合型として存在 していることが明らかとなった.
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勝山:ポドサイトにおけるケモカイン&actalkine発現の検討

【結論】FKNとその受容体CX3CRlがポドサイトに発現すること,ポドサイトが障害される

疾患 (PAN腎症)でFKNの発現が瓦進することから,FKNがポドサイトの機能に何らかの役

割をはたしていると考えた.

キ-ワ-ド:フラクタルカイン,CX3CRl,ポドサイト PAN腎症

緒 ロ

フラクタルカイン&actalkine膵KN)托X3CLl

は,CX3Cモチ-フを有するケモカインで,他の

ケモカインが分泌 タンパ ク質であるのに対 し,

FKNは膜タンパク質 用莫結合型 FKN)として産

生される1).FKNには膜結合型と分泌型の2種類

が存在 し,膜結合型 FKNの細胞外 ドメインがメ

タロプロテアーゼによりシェディンダ (切断)され

分泌型 FKNとして機能する2).分泌型 FKNは他

のケモカインと同様に細胞遊走活性を示す 1)4)

膜結合型FKNはケモカインドメインを細胞表面

上に提示する役割を果たすと考えられている3)

が,さらに,FKNのレセプタ-であるCX3CRlと

結合 して接着分子としても機能 し,CX3CRlを発

現しているリンパ球や単球の病変部への浸潤を誘

導するというユニ-クな特徴を持つ 1)隼 FKNは

IL-1,TNF-a,IFN-γなどの炎症性サイ トカイン

により活性化 された血管内皮細胞上に発現 し5),

リンパ球や単球の病変部への遊走 ･浸潤を促 し,

炎症性疾患の発症や進展に関与していると考えら

れている.腎疾患においては,ラット半月体形成

性腎炎モデル 6)やラットメサンギウム増殖性腎

炎モデル 7),ヒトの半月体形成性腎炎 8),ヒトの

抗好中球 細胞質抗体関連腎 炎 9),腎移植後の急性

拒絶反応 9)などで,FKNが血管内皮細胞やメサ

ンギウム細胞,尿細管上皮細胞に発現 し,リンパ

球や単球の浸潤を誘導すると報告されている.

山方,FKNの発現は正常組織でもみられ,特に

脳で多く発現 し,その生理的機能は不明であるが,

FKNが神経細胞に発現 し,CX3CRlが神経細胞と

ミクログリアで発現 していることが報告されてい

る10ト 12).脳以外でも,腸管あるいは心臓,肺,

輝臓,精巣,骨格筋,腎臓など,多くの臓器におけ

るFKNの mRNAの発現がみられている 1).新潟
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大学腎研究施設においてヒト正常糸球体の遺伝子

ライブラリーの網羅的検討を行っているが,その

過程で FKN遺伝子が正常の腎臓の糸球体で発現

していることがわかった.これまで,正常の糸球

体に発現するFKNに関する文献的報告はなく,

FKNの糸球体における生理的役割は不明である.

そこで今回の研究では,WKYラットを用い,正常

の糸球体 に発現 している FKN とその受容体

(CX3CRl)の局在を明らかにすることを試み,蕊

た,正常と腎疾患で FKNの発現を比較 し糸球体

におけるFKNの役割について検討した.

対象と方法

1.実験動物と腎疾患モデルの作製

12-16週齢の雌性Wistar-Kyoto(WRY)ラット

(日本チャ-ルス ･リバ-)を実験動物として用い

た.①正常,②半月体形成性腎炎モデルである抗

糸球体基底膜 (glomerularbasementmembrarle:

GBM)抗体腎炎,③微小変化型ネプロ-ゼ症候

群 のモデル で ある puromycinaminonucleoside

(PAN)腎症の 3群にわけて実験を行った.

抗 GBM抗体腎炎は,既報の方法 に従い 13),

耶 Yラットにウサギ抗 ラット基底膜抗血清 を,

体重 100gあたり25JLZl(ウサギIgGを3251tlg含

む)を尾静脈から授与 して腎炎を惹起 し,5日目

にエーテル麻酔下で腎臓 を摘出 した.PAN腎症

は,PANをPBSで溶解後に5mg/iOOg体重の用

量で W ラットの尾静脈に単回授与 して作製し,

PAN授与後8日目に腎臓を摘出した

望.RT-PCR

腎皮質および腎髄質,腎皮質からsieving法に

よ り単 離 した糸 球 体 か ら,T配zo漫Reagent

Hnvitrogen) を用 い て totalRNAを抽 出 し,
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Randomhexamerをプライマーとして Superscript

‡により逆転写反応を行い,cDNAを合成 した.

PCRは 95℃で 5分間反応 させ たのち,変性

95℃1分,アニーリング 58℃1分,伸長 72℃1

分の条件で,FKNおよび cx3CRlでは30サイク

ル,GAPDHでは20サイクル反応 させた.PCR産

物はエチジウムブロマ イドを含む lO/07ガロ-ス

ゲルを用いて電気泳動 し,Fluor-SMulti王mager

で検出した.用いたプライマーは以下のとおりで

ある.FKN:forward5'-aggagaatgggtccaagac-3',

reverse5'-agtggtggacgc仕gagtag-3', CX3CRl:

forward5'-tgccc枕ctggactcacはC-3',reverse5'-

aacaaccaccaagaggatga-3',GAPDH;forward5'-ta

aagggcatcctgggctacac卜3',reverse5'一枝actccttgg

aggccatghgg-3'

.3.illu'IILh.tbr･i(=′iLli川1rTlll)

求T-PCRにより増幅 した cDNAをpGEM-T

EasyVector(Promega)にサブタロ-ニング し,

得 られたプラス ミドを制限酵素により直線化 して

鋳 型 と した.DIGRNAbbeling氾t(SP伝/T7)

(Roche)を用いて,アンチセンスcRNAプロ-プ

は77RNAポ リメラーゼ,センスcRNAプロ-プ

は SP6RNAポ リメラーゼにより合成 した.摘出

した腎臓を4%パラホルムアルデヒドで固産後に

パ ラフィンで包埋 し6jlmに薄切 した切片を用い,

Ribomapkit(Ventana)と自動染色装置 (ベンタ

ナ IiXシステム ディヌカバ リ-)を使用 し,上記

のプローブと反応 させて ISHを行った.

4.免疫組織学的検討

腎組織の凍結切片を3〃mの厚 さで作製 し,ア

セ トン固定を行った.一次抗体 として,ヤギ抗 ラ

ットFKNポリクローナル抗体 (R&Dsystems),

ウサギ抗 ラ､ソトCX3CRlポ リクロ-ナ)L抗体 (R

&Dsystems),ウサギ抗 podocinポリクローナル

抗体 を使用 し,それぞれをPBSで 100倍 に希釈

し,4℃で一晩反応 させた.PBSで洗浄後,二次

抗体 として HRP(horseradishperoxidase)標識

ウサギ抗ヤギIgG抗体 (DAKOJAPAN),HRP標

識 ヤギ抗 ウサギ IgG抗 体/Envision(DAKO

JAPjN)を用いて室温で 30分間反応 させ,DAB

(3,3-diaminobentizine,0.09%H202,0.05MTriS-

HCL緩衝液 pH7.6)で発色を行った.

5.Westernblotting

腎皮質および,皮質からS呈eving法により分離

した糸球体を1ysisbuffer(8Murea,1mM繭thio-

thTeitol,1mMEDTA,50mMTris-HCl,PHS.0)

とともにホモジナイズし,タンパク質を抽出 した.

Lowry法によりタンパク質を定量 し,各サンプル

の タンパ ク質 が 20pgとなるように調製 した.

10%のゲルで SDS-ボ T)アJL/リJL,ア ミドゲル電

気泳動を行い,PVDFメンブレンに転写 した.転

写後,PVDFメンブレンをブロッキング液 (5%

スキム ミルクを含む0.05%TweeI120/PBS)と室

温で 1時間反応 させた後,一次抗体と4℃で一晩

インキュべ- トした.一次抗体には,ヤギ抗 ラッ

トFKNポ リタロ-ナル抗体 は &Dsystems),

ウサギ抗 ラッ トCX3CRlポ リタロ-ナル抗体 (R

&Dsystems)をブロッキング滴で 1000倍に希

釈 して使用 した.二次抗体 として HRP標識 ウサ

ギ抗ヤギ短G抗体 (DAKOJAPAN),HRP標識ヤ

ギ抗 ウサギ IgG抗体/Envision(DAKOJAPAN)

を 用 い , ECLplusWestem blottingdetection

system (GEHealthcare)を使用 した化学発光に

より検出した.

結 果

1.24時間尿蛋白排雅量

正常群の尿蛋白量は24時間で 2.0±0.7mgと

有意な蛋白尿は認めなかった.抗 GBM抗体腎炎

モデルでは抗GBM抗体静注 5日目で尿蛋白量は

24時間で 95.0±15.7mg,PAN腎症では PAN静

注 8日目で尿蛋白量は 24時間で 151±30.2mg

であった.

2.ラ ッ トの 正 常 の糸 球 体 にお け る FKN,

CX3CRlの発現

ラットの正常の腎臓で,FKN遺伝子とCX3CRl

遺伝子の発現 をRT-PCRで検出 した (図1上ま
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G C M G C M

図1 うりトの正常の腎臓におけるFKN,CX3CRl退伝子の発現 (RTIPCR)

G ;糸球体,C ;皮質,M ;髄質
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CX3CRl

図2 正常ラットの腎臓におけるFKN,CX3CRl遺伝子の発現 (血S血 hybridization)

ポドサイト(乗FP)においてFKN (A,B,C),CX3CRl(D,E)のシグナルを認める.

たWIPCRでは,FKN逓伝子は腎臓内で糸球体優

位に発現 し (図 1A),CX3CRl遺伝子は皮質と髄

質で同じ程度発現 していることが示 された (国 I

B).ISHでは,糸球体におけるFKN遺伝子の発

現細胞がポ ドサイ トであること (図2A,B,C),

CX3CRl遺伝子もポ ドサイ トで発現することがわ

かった (図 2D,E).免疫組織化学では,FKN蛋

白を糸球体内の細胞 と血管内皮細胞に認め (図

3A),CX3CRlを糸球体内の細胞 と尿細管上皮細

胞および間質の細胞に認めた く図 3C).連続切片

を作製 し,それぞれをFm ,podoeinの抗体で行

った免疫組織化学から,正常糸球体内の FXN発

現細胞は主にポ ドサイ トであることが示 された

(図 31批 Westemblo枕ingによるFKNの抗体を

用いた解析で,糸球体由来のサンプルでは分泌型

と考えられる 75kDa付近のバ ン ドと膜結合型 と
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図3 正常ラットの糸球体におけるFKN,CX3CRlの発現 (免疫組織化学)

正常ラットの糸球体においてFKNとCX3CRlの発現を認める (A,Cの鮮 rn.podocinとの

連続切片による検討で,FKNの糸球体内の発現細胞は主にポ ドサイトであることが示された

(B),FKNは血管内皮細胞 (A,Bの矢頭)における発現も認め,CX3CRlは尿細管上皮細胞

(Cの先頭)における発現も認める.

R cx'.ll(二H1

G C G C

図4 正常 ラッ トの腎臓 における FKN,CX3CRl蛋白の発現

(Westtlrllblotting)

A :95kd付近の FKNのバンドは膜結合型,75kd付近のFKNの

バンドは分泌型と考えられる.糸球体では膜結合型と分泌型

のFKNを認め,皮質では膜結合型 FKNはごくわずかで分泌

型が中心となる.

ら :CX3CRl蛋白の発現は皮質と髄質で同じ程度発現している.

G ;糸球体 C ;皮質
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FKN

GAPDH

1 -I:3 諾 一千二j吉 iニ1-､駐

図5 ラット腎疾患モデルにおけるFKN遺伝子発現の変化 (RT-PCR)
正常と比べて抗 GBM抗体腎炎,pAN腎症の糸球体におけるFKN

遺伝子発現の増加を認める.

FKN

CX:liCR1

J ;;･'･ !.:iL;巨与畑 ･;,･' け＼畑 て･_き

図6 ラット腎疾患モデルにおけるFKN,CX3CRl発現の変化 (1-ns血hybridiza也on)
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考えられる95kDa付近のバ ンドの明瞭な2本の Westernblottingによる解析では,糸球体,使質と

バンドが検出され,皮質由来のサンプルでは明瞭 もに同 じ程度の CX3CRl蛋白の発現 を認めた

な約 75kDaのバンドとごくわずかな95kDa付近 (図4B).

のバ ン ドが検 出 された (図 4A).CX3CRlの
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B

図7 ラット腎疾患モデルにおけるFKNの発現 (免疫組織化学)

A,C,D:正常糸球体 B:抗GBM抗体腎炎 E,F:打IN腎症

抗GBM腎炎とPAN腎症の糸球体においてFKN蛋白の発現の増加を認める.

3.抗 GBM抗体腎炎モデル,PAN腎症におけ

るFXNの発現

糸球体に発現するFKNの役割を明らかにする

ため,正常とラット腎疾患モデル (抗 GBM抗体

腎炎モデル,Pm 腎症)におけるFKNの発現の

変化を検討した.

RT-PCRによる検討で,正常と比べて,FKN

遺伝子の発現が抗 GBM抗体腎炎モデルとPAN

腎症の糸球体で増加していることがわかった (図

5).ISHでは,抗 GBM抗体腎炎モデルの糸球体

でFKNのシグナルの増強を認め (図6B),PAN

腎症では正常と同様にポ ドサイトにおけるFKN

遺伝子の発現を認めた (図6C).cx3CRlの発現

をISHで検討したところ,抗 GBM腎炎の糸球体

におけるCX3CRlのシグナルの増強を認め (図

5E,半月体の部分では浸潤したマクロファージが

CX3CRlを発現していると考えられる),Pm 腎

症ではCX3CRlのシグナルをポ ドサイ トに認め

た.

免疫組織化学では,抗 GBM抗体腎炎モデルと

PAN腎症の糸球体でFKN蛋白発現の増強を認め

た (図6).westernblottingによりFKN蛋白発

現を検討したところ,nlN腎症の糸球体由来のサ

ンプルでは,膜結合型と考えられる95kDa付近の

明瞭なバンドを認めたが,分泌型と考えられる

75kDa付近のバンドはごくわずかであった (図

8).
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正常 pAN腎症
図8正常とPAN腎症の糸球体におけるFKN

蛋白の発現 (Westernblotting)
正常の糸 球 体 で FKN蛋 白は膜 結合型

(95kDa)と分泌型 (75kDa)が存在するが,

PAN腎症の糸球体ではFKN蛋白は主に膜結合

型として存在する.

考 察

ケモカインは白血球に対する走化作用を有 し,

血管内から組織内へ白血球の遊走をもたらして,

炎症性疾患の発症や進展に重要な役割を果たす因

子として研究 されてきた.腎臓においても,腎固

有細胞であるメサンギウム細胞,ポ ドサイト,糸

球体内皮細胞あるいは尿細管上皮細胞が.IL-8

や IP-10.MCP-1,RANTES等のケモカインを

産生して,腎炎などの病態形成に関与することが

明らかとなっている14).一方で,ケモカインは炎

症における白血球遊走のみならず,発生やリンパ

球のホ-ミング,血管新生,膿癌細胞の転移,ウ

イルス感染などにおいても重要な役割を果すこと

が判明してきた15).腎臓においては,ケモカイン/

ケモカイン受容体がメサンギウム細胞やポ ドサイ

トなどの腎固有細胞に発現し,腎固有細胞の生理

的機能に関与することが報告されている16)17)

今回の研究では,ケモカインの一種である

FKNとその受容体 CX3CRlが糸球体で生理的に

発現していること,その発現細胞がポ ドサイトで

あることが王SHおよび免疫組織化学により示 さ
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れた.腎炎において血管内皮内皮細胞やメサンギ

ウム細胞などでFKNが発現することが報告され

ているが 6)~ 9),正常の糸球体でポ ドサイ トが

FKNを発現 しているとする文献的報告はない.

FKNは活性化血管内皮細胞のほか,正常組織で

は,腸管上皮細胞 18)や気道上皮細胞 19),神経細

胞 10ト 12)などで発現することが知られ,FKNが

炎症における白血球遊走以外の生理的作用を持つ

ことが明らかとなっている./3､腸では小腸上皮細

胞でFKNが構成的に発現 し,生理的状態での粘

膜内へのリンパ球の遊走に関与している18).正常

ラットの脳でFKNが神経細胞に発現 し,CX3CRl

がミクロダリアで発現することから,FKNが神

経細胞からミクログリアへの情報伝達分子として

機能 している可能性が考えられている 11)12).今

回の検討結果から正常の糸球体でFKNは,ポ ド

サイ トで構成的に産生 され ポ ドサイ ト自身の

CX3CRlに作用し,ポ ドサイ トの生理的機能に何

らかの役割を果たしている可能性が考えられた.

正常の糸球体に発現するケモカインとして,IP-

10(単球やT細胞への遊走活性をもつ)とその

受容体 CXCR3が正常ラットのポ ドサイ トで発現

していること,IP-10がポ ドサイトの分化維持に

重要な働きをしていることが示されている20)

また興味深いことに,多くの炎症細胞の浸潤が

みられる抗 GBM抗体腎炎モデルのみならず,秦

球体に炎症細胞の浸潤がみられないPAN腎症の

糸球体においてもFEN遺伝子発現の増強を認め

た.抗 GBM抗体腎炎モデルにおけるFKNの発

現は,これまでの報告 6)のとおり,血管内皮細胞

で FKNが発現 し,CX3CRlを発現する単桟球の

浸潤を誘導しているものと考えられるが,糸球体

に細胞浸潤のみられない PAN腎症でケモカイン

FKNが果たす複軌は不明である.免疫組織化学

ではPAN腎症のポ ドサイ トにおけるFKNの免

疫染色性の増強 を認め,Westernblottingでは

PAN腎症の糸球体でFXN蛋白は主に膜結合型と

して存在 していることが示 された.PAN腎症で

は,ポ ドサイ トで産生 されたFKNが贋結合型の

ままポ ドサイ 吊ことどまり,白血球遊走以外の何

らかの役割を果たしていると考えられた.ポ ドサ
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イ トに発現するケモカイン/ケモカイン受容体と

蛋白尿 (ポ ドサイ ト障害)に関して,いくつか報

哲がある.微小変化型ネプロ-ゼ症候群の再発時

に患者莞軌滑車の IL-8(CXCI_a)が増加すること

から,IL-8と蛋白尿 との関連が報告 されている

21)22).Huberらは IL-8の受容体である CXCRl

などのケモカイン受容体がポ ドサイ トに発現する

こと,これらのケモカイン受容体にリガンドが結

合するとsuper- oXideanionの産生が先進 して

ポ ドサイ ト障害をきたすことを報箆している23)

一 方で,病変時にケモカインがポ ドサイ トに対 し

て保護的に作用するという報告もある.Hanらは,

PAN腎症のポ ドサイ トにおけるIP-ま0/CXCR3

の発現の増加がみられることを明らかにし,病変

時にIP-10が増加するのはポ ドサイ トの機能を

維持するための保護的な反応である可能性を報告

している 24).ヒ トの腎臓の発生において,IP-10

とその受容体 CXCR3,SDF-1(CXCL12)とその

受容体 CXCR4,そして FKN とCX3CRlの発現が

報告され,これら腎発生の過程で発現するケモカ

インは腎障害時の組織修復過程に関与する可能性

が示唆 されている25).IP-10とSDF-1は腎障害

時に腎組織に対 して保護的に作用することが示 さ

れている24)26)が,現時点ではFKNに関してその

ような報告はない.脳では,神経細胞の障害時に,

FKNが神経細胞に対 して保護的な作間を示すこ

とが報告 されている 10)27)28).FKNが腎臓でも同

様の機能を果たし,PAN腎症において障害 された

ポ ドサイ トに対して保護的に作用しているとした

ら興味深い.また,今後 さらなる検討が必要であ

るが,PAN腎症において障害 されたポ ドサイ トに

発現する膜結合型 FKNは,隣 り合ったポ ドサイ

トに発現するCX3CRlと結合することで接着分

子として機能 し,ポ ドサイ トの傷害修復や糸球体

ろ過障壁の維持に関与 している可能性も考えられ

た.

結 論

FKNとその受容体 CX3CRlがポ ドサイ トに発

現すること,ポ ドサイ トが障害 される疾患 (PAN

腎症)で FKNの発現が先進することから,FKN

がポ ドサイ トの機能に何 らかの役割をはたしてい

ると考えた
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