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lgAnephTOPa沌y(IgAN)ischaracterizedbythepresenceofIgAdeposits,predomi-

nantlyintheglomerularmesangium,andbymesangialproliferativeglomerulonephritis

(GN). ConceTnlngltSPathogenesis,severalinvesも曙atOTShavesuggestedthatthede-

posited短Aisanantibody(Ab)もoviTai,bacterialoFdietaryantigens.Thus,theAb

isprobablyproducedaspartofthespecifichostimmuneresponsetovariousenviron-

mentalantigens. Suchreportsstrengthenthepossibilityofarelationshipbetween

mucosalimmunityandthepathogenesisoi'IgAN.Nevertheless,attemptstoisolatea

specificlgAcirculatingimmunecomplexassociatedantigeninpatient-SwithlgANhave

beenuIISuCCeSSrul.

Wehavesho､＼Tnthatmucosalinfectionsuchaspharyngitisareoftenassociatedwith
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theacuteonsetorlgAN.IgANis,tllen､animmunecomplexdiseasethatiscausedby

apoormucosalimmuneresponsetoenvironmentalantigenstowhicht､hepatienthas

been chronically exposed. Wehaveobserved previously that Haemophilus paT･a-

itkfiue花Zae(HP日smoreCOmmOn且yisolatedfrom thephaTynXOfpaも豆emtsw地 文gA N

thanfromthosewithotllerdiseases.Wehal,どalsoident･ifiedtheglomerulardeposition

ofouもeTmembranesOfHPan軸ens(OMHP)andanincreasedserum eOnCentTaもionof

lgA-AbagainstOMHPinpatientswithlgAN.Furthermore,Wehaveshownthatpa-

tientswithIgANhaveaspecificincreaseintheproductionoflgA-AbagainstOMHP

viapolyclonalactivationagainstthese.withswitchingofproductionfrom oneisot.vpe

toanother.e.g.from lgM tolgA,andthatasignificantrelationshipbetweenlgA-Ab

againstOl･'IHPandrenallesionsexistsinpatientswithIgAN.

Onthebasisoftheabovefindings.WeattemptedtoClarifytheimmuneresponse

between O九･,IHP and lymphocytesin tonsils from patients with lgAN or other

監iomeTulardiseases(OGDs),WehaveshownthaもIymphocytesfrom Patientsw皇th

I欝ANhaveasignificantly払igheTStimulaLtionまndexもoOMHP(thymidineincorporation

intonsillarlymphoeyteswithOh.npJP/thymidineincorporationinunstimulat.edtonsillar

lymphocytes)andaS痩nifまean損yhigherlevelofI 琵 A-Aband短Å 巨Aba琵ainstOMHP

inculturesupernatantsthanlymphoeytesfrom OGDs.Wehavealso foundpositive

correlationsbetweenconcentrationsoflgA-and l g G I A bs.betlVeen l g A -andlgh :I-Abs,

andbetweenIgG-andIgh L'I -AbsagainstO九･IIHP壬IfterPh･.tliPst･imulationbymea s uring

Absagainstinsupernatantsfrom OMHp-stimulat､edlymphoe)･･tes.

TheseresultssuggestthattheimmuneresponsebetweenO九･･'ⅠIIPandlymphoeytesin

tonsilsplaysaroleinpathogenpsisofTgAN.

Keywords:IgAnephropat･hyr.Ha(.,TTZOPhz-ILLSPnrain/ILK,nニaP,Outermembrane.Tcell.
Bcell

lgA腎症,ヘモフ ヤルス パライン7ルエンザ,外膜.T細胞,fi細胞

は じ め に

短A腎症は,わが国で最 も頻度の高い原発性糸球体

腎炎として認識されている,奉症は若年期に発症 し,梶

来は比較的予後が良好であると考えられていたが,1993

年に至って,本症の予後が従来想定されていたよりあ不

良であることが,日本とフランスから相次いで報告され,

両国において腎生検後20年には38%前後が末期腎不全に

陥ることが明らかにされ,若くして透析に導入される患

者の多くを本症が責める結果になっている.

しかし,まだ 短A腎症に対する有効な治療法が確立

されていないその最大の理由としては,短A 腎症を惹

起する免疫複合体の病因抗原が不明であることがあげら

れる.

本 稿 で は ,短A腎症の発症機序において豊要な役割

を果たすと考えられている病因抗原について概説し,つ

ぎに,著者らが Ⅰ腎A 腎症の病因抗原として検討を進め

ている IInE7mOPhillLSPnrnin/llH,nut.日HP)菌体外

膜抗原と本症患者編桃組織リンパ球との特異的免疫応答

についての研究成果について述べてみ/たい.

∴ tii＼幣7.1.:1';rl骨注蝉注 tl.坂.説･

現在までに得られた内外の知見を総合すると.IgA

腎症の発症においては,免疫反応を惹起させる病因抗原

の存在が必要不可欠と考えられる く固 ま).病因抗原と

してほ,1)自己抗原,2)食物抗原,3)ウイルス抗原

および4)細菌抗原などが想定されている書病因抗原の

存在と同時に,遺伝的素因の関与も加わった IgA 抗体

産生が克進している状態が存在する結果,病因抗原と

短A型免疫複合体を形成し,それが糸球体に沈着を繰
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り返すことにより 短A 腎症を惹起すると考えられる.

また,産生された IgA は J鎖を含む多量体 igA が

多く,糸球体メサンギウムに多量体 IgA からなる免疫

複合体が沈着していることから,網内系機能の低下が関

与する可能性も考えられている.さらに,本症患者にお

ける IgA1のヒンジ部 0 結合塑糖鎖異常に基づいた

非免疫学的機序により,IgAlの糸球体沈着をきたす と

いう報告 1)2)もあるが,現在では 短Alヒンジ部位の

糖鎖異常は何らかの後天的な原因によりもたらされる,

と理解されている3).

Ⅱ. 王宮A 腎症モデルの病因抗原

IgA 腎症の成因の解明には.的確な実験モデルが必

要であるが,残念ながらヒトⅠぎA 腎症モデルとして完

成された実験モデルの報告はない,しかし,種々の実験

モデルにより,IgA のメサンギウムへの沈着のメカニ

ズムが明らかとなりつつある.

これまでに報告された代表的な 晦A 腎症の実験モデ

ルにおける病因抗原としては,① 三gA 型免疫複合体形

成を応用した dextran4)と dinitrophenoH DNP)5)

が,② ウイルス抗原として Aleutianmink壷 us6)と

lymphoeyticchoTiomeningitisvirus7)が,③ 細菌

抗原としてPseudomonasaeruginosa,Escherichia

colH E.coli)および Klebsiellap花eumOniae8)

が,④ 食物 (経口)抗原として ovalbumin,feTTitim

と boviny瑠lobulin9),lactalbumi nlO),glutenll),
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そして寅薗由来のマイコトキシン nil･alenol12)があげ

られる.著者らは.IgA 腎症の発症における HP 菌体

外膜抗原の関与を報告 してお り13),同抗原 を用いた

IgA 腎症モデルの作成を C3H/HeN マウスを開いて

試みた.その結果.HP の腹腔内投与開始10過後から

IgA と C3の糸球体沈着およびメサンギウム細胞の増

殖とメサンギウム基質の増加を,さらに,その病変の程

度は週齢が進むにつれて増強することを認め,HP菌体

外膜抗原は C3H/HeN マウスにおいてヒト IgA 腎

症類似の組織病変を惹起することが明らかとなった14).

川.tg.＼腎症の病宋坑,-,P,'につい-(

本症における病因抗原を整理すると,現時点では,内

因性抗原として自己抗原,一方,外因性抗原として食物

抗原,ウイルス抗原および種菌抗原の4つの説に大別さ

れる.

I. 自己抗原 (免疫)説

自己抗原説は.IgA 腎症における血清 IgA 値の上

昇および Ⅰ欝A 型免疫複合体が非粘膜由来であるという

考え方であり,本症患者血清中から各種の自己抗体が

検出されている,現在までに自己免疫に関する報告とし

て,し?Coldreactingantinuclearantibody の存

在15),② scle溺 Sの高頻度の合併 16),③ 王gA且Theu-

matoidfaetoTの高儀17),④ typeⅣ collagenに対

する 短A抗体の高値 18),⑤ 短A 型ヒス トン抗体の高

塚酎9),⑥ 短A antimouselamininantibodyの商

億20)などがあげられる.

2.食物抗原説

粘膜,特に消化管粘膜上皮に関連した病因抗原として,

食物抗原が考えられる.食物抗原に関する報告としては,

① 網内系機能低下による食物抗原に射する抗体の処

理の遷延21),② giuten 含有食物の摂取 と 主監A 免疫

複合体の高値22),③ まgA 統 監Iiadin 抗体の高樋23),

④ soybeanpTOteim と easeimの糸球体沈着24),⑤

抗 dextran抗体の高値 25)などがあげられる.

3. ウィルス抗原説

王gA 腎症患者において,急性発症,急性腎炎症候群

および肉眼的血尿を里する場合に,先駆症状として多 く

の愚者に上気道感染の症状が認められており,上気道粘

膜上皮におけるウイルスあるいは細菌の感染説は有力

視されてきた.現在までに,ウイルス抗原に関する報告

としては,① herpesSimplexviTuS抗原の糸球体沈

鄭 6),② adenoviTuS と herpessimplexviTuS抗

原の糸球体沈鄭 7),③ hepatitisBvirus抗原の糸球



258 新潟医学会雑誌 第114巻 第 7号 平成12年 (2〔柵)17月

体内存在28),㊨ cytomegaloviTuS抗原の糸球体沈

着29)などがあげられる.

4. 細菌抗原説

ウイルス抗原説と同様に,IgA 腎症の臨床症状など

から上気道粘膜組織を中心とした.細菌抗原の経気遣感

作による可能性が十分に考えられる.現在までに,細菌

抗原に関する報告としては.① E.coliO7株に対する

抗体の商債30),② 糸球体 短A 沈着を示す慢性肺疾患

の剖検肺から緑膿菌を高傾度に検出31).③ HP菌体外

膜構成成分の糸球体沈着および同抗原に対する IgA 型

抗 HP抗体の高儀13㌔⑥ ス-パ-抗原としてのメチ

シリン耐性黄色ブドウ球菌 (h･･IRSA)321などがあげら

れる.細菌が生体内租税にまでに到達した場合,その防

御槻構は後入した細菌の種類により異なil).細菌壁を構

成する蛋白質 ･多糖類は,免疫応答の重要な標的抗原と

なる.

W.糸球体沈潜 IgAの性状

IgA 腎症の発症樺序を考える時,糸球体沈着 IgA

の性状を考えることは重要である.IgA のサブクラス

は.分泌液中 IgA では IgAlと IgA2のサブクラス

比は約 1:1であり,lhL中 IgA では IgAlが全体の

約8590を占める.IgA 腎症における糸球体 IgA のサ

ブクラスに関しては,Andreら33)が Ⅰ監A2が優位 と

の最初の報告をしたが,同年 Conley ら紬 が 玉露Al

が僅位という逆の結果を報吉して,しばらく論争が続い

た.その後,Tomino ら35) らの 短Alが優位 との発

表以来,多数の I監Al優位の報告がなされ,著者 ら36)

の多数例の検討でも同様の結果が得られており,現在で

は本症の糸球体沈着 TgA のサブクラスは IgAlであ

ることが広く認められている.分泌潤中の IgA は90%

以上が J鎖を有する多厳俸であるのとは対照的に,血

中においては多選体の 王監A は5-15%程度であり,輿

量体が主体である.IgA 腎症における糸球体沈着の多

量体 王gA の検討では,E監idoら37)の報告以来,多産

体 重監A が優位 との報告がなされているが,著者 ら38)

の検討においても,J鎖を有する 短M の糸球体沈着を

考慮しても,多量体 IgA が優位との結果を得てお り,

現在では本症の IgA は,多産体が主体であることが一

般的に認められている.以上の結果から,短A 腎症の

糸球体沈着 IgA は,多量体 IgAlと考えられる.次に

糸球体沈着 短A が粘膜由来の 短A か,あるいは,管

髄由来の IgA なのか,という点が問題になる.転し,

粘膜由来の 短Aならば,糸球体に分泌成分 くsecreもoTy

Component:SC)の沈着が考えられるが,多くの報告

では分泌成分の糸球体沈着は認められていないが,著者

ら38)の多数例における検討では,低頻度ながら分泌成

分の糸球体沈着を認めており.本症における IgA の産

生博序には局所免疫反応が重要と考えられる.

Ⅴ.HP菌体外膜抗原に着眼 した経緯

著者らは,IgA 腎症における IgA 産生機序には分

泌型 IgA を含めた局所免疫反応が重要であることを,

上述のごとく報吉してきた.さらに,急性発症例と潜在

例を比較 した結果,前者は発症時に高確度に上気道炎を

伴うことを報告し39㌔轟桃および咽頭をはじめとする上

気道の粘膜組織における細菌あるいはウイルス抗原に対

する免疫応答が IgA 腎症の病因に関与すると考えた.

そのため.急性発症を呈した IgA 腎症,敷者の中で.宿

桃誘発試験が陽性を示し.編桃摘出術を受けた患者の摘

出扇桃の細菌培養を行ったところ,全例において,いわ

ゆる口腔内常在菌として考えられている IIP を検出し

た.

次に,咽頭粘膜からの HPの分離頻度を検討 したと

ころ,対照群 し1992年に新潟大学医学部附蟻病院で実

施された入院 ･外来患者に対する咽頭培養)の 1724例

中44L)例 (260も)に比べて.IgA 腎症患者では44例中

40例 (91%)と有意に高率に検出された (P<0.011.

その後.福井医杵大学附端病院にても同様の検討を行い,

対照群 (1995年実施)1470刑中 180例 (12%)に比べ

て,1gA 腎症患~苗で は11例中10刑 (9lOb)と有意に高

率に検LLIJ,し (P<0.()ll.地域差はない可能性が考えら

れた.

以上の著者らの検討成績から,IgA 腎症の発症が局

所免疫反応と関係が深く,本症が腎疾患の中でも高頻度

に認められることから,稀に存在する細菌は考えにくく,

また,本疲患者例においてほ通常は炎症反応が認められ

ないことから.病原性の強い細菌は考えにくい,と考え

て lgA 腎症患者の咽蛸培発において高率に検出された

常在菌として軽視されてきた HPが IgA 腎症の発症

に関与するのか否かを検討 した,まず,糸球体沈着の

HP菌体外膜抗原の検索のため,正常人の咽頭粘膜から

分醒 ･培養した HP を超音波破砕 したものを抗原とし

て家兎抗 HP抗体を作成し,IgA 腎症患者血清と共に

HP抗原との反応を Western blottingで検討 したと

ころ,両者共に 19.5kD.30kD,33kD および 40.5

kDの HP外膜成分を認識した.作成した家兎 HP 抗

体を用いて,王gA腎症患者糸球体における HP 薗体外
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隈構成成分の存在を検討 したところ,IgA 腎症患者で

は対照群に比べて有意に高率に,糸球体内に HP 南体

外膜抗原の沈着が認められた.また,HP菌体外膜抗原

に対する抗体価を ELISA によ冊 臆 したところ,IgA

腎症群は他の糸球体疾患群に比べて,有意に高い IgA

型抗 HP抗体価を示 しが 3).さらに,IgA 型抗 HP

抗体と共に,IgG および Igh-･1那 ILLHP抗体が本症患

者血清中に存在し.前述した HP固有の4種類の備体

外膜成分を認識し,また,短A,IgG および IgM 型抗

HP抗体価の相互間に,それぞれ正の相関関係が認めら

れたことから,IgA 腎症患者における HPに対する免

疫応答において,lgA のクラスス トソチが関与するポ

リクローナルな抗体産生機序が存在することが明らかと

なった頼 .また,主監A 野鼠吸着群において,三gA 型抗

HP抗体価と糸球体病変との閏に有意な関係が認めら

れることを報告 した頼.三富A 腎症患者血清中に IgA

型抗 HP菌体外膜抗体が,また,本症患者糸球体中に

HP菌体外膜抗原が存在することが明らかとなり,さら

に 王gA 腎症患者の HP菌体外膜抗原に対する帝展的

免疫応答の存在も明らかとなり,HP菌体外膜成分が

短A 腎症の発症に病因抗原として関与する可能性が示

唆される.

Ⅵ.頁桃リンパ球の HP抗原に対する免疫応答

著者らは,以前より,気道粘膜の慢性的細菌感染で轍

治性疾患であったびまん性汎細気管支炎 (DPB)の患

者に,エリスロマイシンの少量使用が劇的な治療効果を

示す事実に注目していた.上述した HP と 短A 腎症

患者の気道粘膜における局所免疫反応との間に特異な関

係が示唆されたため,エuスロマイシンがびまん性汎細

気管支炎と同様に 主監A 腎症患者の粘膜免疫に影響を与

える可能性を考慮して,数例の本痘患者に対して十分な

インフォームドコンセントを行って,同薬剤の服用の同

意を得た.エリスロマイシンを1日600mg服用を6カ

rJ継続 Lて,IgA 腎症患者の血清 IgA 型抗 HP抗体

価の変動を観察したところ,エリスロマイシンの服周に

よる 短A 型抗 HP抗体価の変動は認められなかった

が,1柳 こおいて血尿の軽減を認めた.山方,扇挑摘出

術を受けた1症例において,扇桃摘出後,血清 Ⅰ哲A 型

抗 HP抗体価の著明な低下を認めた42).以上の著者ら

の検討成績から,扇桃組織と HP との関連が強 く示唆

されたことから,南桃組織リンパ球の HP菌体外膜抗

原に対する免疫応答を,短A 腎症および腎機能 ･尿所

見正常の慢性扇桃炎患者を対照群として検討を行ったと
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ころ,以下に示す新たな知見を得た.

正 編桃組織リンパ球を.HP菌体外膜抗原にて刺激

し,3H-サイミジンの取り込みを測定 した結果,壬腎A

腎症における刺激指数 〔StimulationIndexLSI):HP

刺激後のリンパ球活性 (epml/刺敵前のリンパ球活性

(epm日 は,対照群における SIに比Lて有意に高値を

示した (P<0.002)(図2).

② 扇桃組織リンパ球を,HP菌体外膜抗原にて刺激

し,ELISA により培養 日昏中 IgA 型拭 HP抗体価

を測定した結乳 IgA 腎症における SI〔IIP刺激後の

I)ンパ球による IgA 型抗 I.IP 抗体価 (ODl/刺敵前

の同抗体価 (OD)〕は,対照群における SIに比して有

意に高値を示 Lた (p -0.00021.

③ 扇桃観梅リンパ球を,HP菌体外膜抗原にて刺激

し,ELISA により培養上清申 短Ai塑抗 HP抗体価

を測定した結私 IgA 腎症における SH HP刺激後の

lJンパ球による IgAl型抗 t-IP抗体価 LOD)/刺激前

の同抗体価 (OD)〕は,対照群における SⅠに比して,

有意に高儀を示した (p-0.004).

⑥ 扇桃組織リンパ球を,HP菌体外膜抗原にて刺激

し,EL王SA により培養上清申 王gA 型,IgG 塑および

IgM型抗 HP抗体価を測定 した結果,Ⅰ瞥A 腎症群に

おいて.1gA 型.IgG 型,IgM 型抗体価の相互間に,

有意な正の相関関係を認めた.

以上の研究成鮮 3)44)より,IgA 腎症患者においては,

扇桃組織率リンパ球の HP菌体外膜抗原に対する特異

的免疫応答が先進しており,短A 腎症の発症機序にお

いて HP菌体外膜抗原は,病棟を中心 とした局所免疫

機構と共に,塞要な役割を果たしていることが示唆され

た.

お わ り に

IgA 腎症においては,粘膜組織における病因抗原と

その抗原に射する 言質A 抗体産生が本症の発症機序 と深

く関与していることは明らかである.著者らが提唱 して

いる HP菌体外膜抗原説も含めて,今後,多 くの 短A

腎症の病因の解明に迫る研究の進展が期待される.
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