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実験的自己免疫性心筋炎の発症と進展 過 程 へ

の I C A M - 1 / L F A - 1 系 の 関 与
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Experimentalautoimmunem yocar･ditisisaseriousinflammatoryheartdiseasewhich

ischal･acteriZedbylesionsofinfiltratedmononuclcarcellsandCD4positiveTlymphocytes.

Wetdemonstratedthatlymphocytefunction-associatedantigen-1(LFA-1)positiveceus

infiltratedintotllelesi()nsc〉fthisImyOCarditis. Toelcidatether()les｡fadhesioll molecules

inthepathogenesisofautoimmunemyocarditis,intercellularadhesionmolecule-1

(lCAM-1トLFA-1pathwaywasinvestigatedusingratexperimentalautoimmune

myoearditis. MyocarditiswasinducedinLewisratsbyimmunizationwithcar･diac

myosin. Theratsweredividedint()f()urgroups:controlgroup,antトICAM-lltreated

group,anti-LFA-トーreatedgroupandacombination(bothantibodies-treated)group.

Myocardialinflammationwasdepressedineachantibodytreatedgroup,especiallythe

preventiveeffectwasaugmentedinthecombinationgr･oup. Animmunohistologicstudy

oftheratheallinthecontrolgrouprevealedmassiveinfiltrationsofLFAllorICAM-1

positivecells,andanenhancedexpressionofICAM-1ontheendothelialcells. Onthe

otherhand,theheartin thecombinationtherapygroupshowedlittleinfiltrationoflCAM-1

orLFAllpositivecells,andlCAM-1expressi()nwasnotenhancedalongtheendothelial

cells. TtleSedatasuggestthattheICAM-1了LFA-1pathwayhasacrucialroleinthe
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は じ め に

心筋 ミオシンでル1'-̂う､ソトを感作することにより実

は多核巨細胞の出現が特徴的所見であり.ヒト巨細胞心

筋炎と酷似 している1㌧ また重要な心筋炎U).LIJ,現をんる

こ上 心不全を合併すること,心筋炎後心拡大が発生す

ることなどから.拡張型心筋症の発症 メカニでムを解明

サ †I)ロスポりン2㌧ FK15063､▲卜 などの免疫抑制剤に

よる治墳効果により.T細胞が重要な役割を演 し'ている

ことが示されている.さ乙■-.,に.こC'')実験的自己免疫性心

筋炎は,心筋炎うり卜LLT)T細胞を鰹常う･､J卜(こ移入する

ことによ---て疾患転嫁が可能であり,T細胞依存性白己

免疫疾患であることを証明してきた5㌧ また,この心筋

炎は抗体では疾患転嫁できないことも確かめi▲)れている5..

この心筋炎での浸潤細胞は,心筋樹状細胞とて'7ロ771p-

ジが含まれる大型単核球と,CD4陽性T細胞がほとん

ている CDlt陽性T細胞には,Interleukin-2受容体や

LFA-1が強 く発現 していることを認めたHl. しかしこ

の心筋炎iこおけるT細胞の心筋組織へ(こり浸潤機構や抗原

認識の仕組んについてはまだ十分iこは解明されていない.

組織中の炎症の発症と進展には様々な形で免疫反応が

関与しており.特に最近では接着分If･の毛蟹性が注目さ

れている.ICAM-1は炎症巣の血管内皮細胞で強 く発

現L9㌧LFA-1はほほすべて(7)白血球に常に存在する10㌧

そ して.炎症の進展には LFA-1陽性細胞は血管内皮

細胞の ICAh4-1分子と結合する,この ICAM-1LFA-1

系はさLT)に抗原呈示をはL'めとした免疫応答にも関与し

ている.興味あることには,こか吊T)抗 ICAMl･-1抗体

や抗 LFA-1抗体を投-L5-することにより,腎炎モデIL1卜

12㌧ 7ジ:Lバン̀卜関節炎13､,自己免疫性ブ ドウ膜炎1･卜

などの炎症モデJLで,発症や進展が抑制される.心疾患

に関 しても,心臓移植15㌧ 心筋虚血再還流障害16㌧ rII

イ′しス性心筋炎171､などのモデ′Lで,この 1CAM-1:LFA--1

糸の役割が重要であることが証明さIlてきた.

そこで実験的自己免疫性心筋炎の発症機序を明t'っかに

するたれ ICl,u l-1LFA-1系の関与について,抗 ICju ト

1抗体と抗 LFA-1抗体を授与 し.発症抑制効果を検

討した.

対象並びに方法

実験動物には,CharlesRi＼,er(Atsugi.Japanl)よ

ラ.･/卜は新潟大学医学部L')動物施設内で隔離飼育 した.

抗原には.村上等の方法卜 Id､iこ準 し'てブ 心々臓より

精製 した心筋 ミナシン分画を用いた.心筋 ミ1-シバよ.

･ミント (A,Iycobacterium tutx,reulosisを Img.ml含

む)とよく混和した 0.1ml(心筋 ミ十二ン換算 O.5mg

lCAM-1分子･LL_LFAl 分子を抑制するために.既

に報告さ1,,Lている抗ニラり卜ICAh;卜1てrL･.lモノ')ロー.I

ある WT.1(IgG2こ11-20､を脂性授与してFm ､た.このモ

ノFJ口-十,L抗体を硫酸アン{ニ｢りムで楕製 ･透析 し.

PI3S 液で免疫 >/ロイi】ン嵐 1.Omgmlに凋解 し使用

した.

匹の lA29単独群 豆itlCA_Mll抗体を投与･).5匹LJ')

WT.1単独群 し抗 LFJ1rl抗体を投与1.5匹の lA29

+Ⅵ･7ーⅠ､.1併用群 し抗 ICAM-1抗体及び抗 LFA一･1抗

体の両方を投与)の計20匹である.それぞれの抗体を既

ら感作後第17しヨまで腹腔内に隔E三]間隔で授与 した.

全ての二j･.′卜は,第18日で官殺した.すく.､に肉眼的な

の心重量を測定 し,心重量:体重比を求めた.向日艮病母

は変化をこ応 じて3群に分けた1).スコア0は正常,スコ

-r'1は局所的変化.スこ772は禰慢性または広範な変化

とした.また,心轟液貯留も程度をこ応 じて複段階にスコ

ア化した.ス二Jア0は心養液貯留なし.ユニJTJ'1は lml

l上下の軽度貯留, て=lI''2ほ 1--3mlの中等度貯留.



細野 :実験的自己免疫性心筋炎の発症と進展過程-の ICAM-1/LFA11系の関与 . 377

スコア3は 3ml以上の高度貯留とした.心筋組織の一

部は,免疫縫線羊的検索のために OCrcompotmd(Miles,

USA)に浸潤させた後-70℃の n-Hexaneで急速凍結

固定 し,検査時まで-70℃で保存 した.乳頭筋の中位 レ

ベルで輪切 りにした心筋切片を,中性ホルマリンで6時

間固定 し,パラフ ィン包埋切片をヘマ トキシリン-エオ

ジンにて染色し検鏡 した.心筋病変は広がりの程度に応

じてスコア化 した.スコア化には,以前報告した方法に

準じ3),100倍の顕徽鏡視野で,1mm 2 のマス目を設け,

1マスごとにスコア化 した.0は病変無 L lは心筋炎

の広がりがマス目の1/3以下,2は病変範囲がl/3から2/

3まで,3は病変範囲が2/3以上とし,-切片全部のマス

目を数えた▲最後に1切片当たりの平均スコアを算出し

評価 した.

免疫組織学的には,凍結漂本より 4fLm の凍結切片

を作成 し検索 した, 1次抗体には前に述べた 1A29と

WT.1モノクロ-ナル抗体を用い,酵素抗体間接法を

行った.

ラット流血中の抗心筋 ミオシン はG 抗体の産生と抗

マウス lgG 抗体の産生については,尾静脈より感作前

日,感作後それぞれ3日, 7日,11日,15勘 18日目に

経時的に採血 し,120℃で凍結保存 した血清を用いて評

価 した,測定には ELISA 法を用いた.

全てのデ-タは,平均値±標準偏差値で示した.心重

量′/体重比と纏頗芋的スコアについては,onewayANOVA

と Sheffe法を用い統計学的検定を行った,また,肉眼

的スコアと心嚢液貯留スコアは百分率の差の検定として

Turkey法を用いた.

結 果

1. 実験的自己免疫性心筋炎での lCAM11と

LFA-1の発現

末治療の実験的自己免疫性心筋炎の病変部では,心筋

組織内の血管内皮細胞で ICAM-1の発現増強を認め

た.血管内皮細胞での エCAMll発現の増強は,壊死に

陥った強い炎症巣の中心部のみでなく,炎症巣の周囲や,

細胞浸潤の見られない部位でも同様に認めた.また,多

数の ICAM-1陽性細胞の浸潤を炎症巣を中心に認めた

(図 1Al).一万,炎症巣やその周囲に浸潤する細胞の

ほとんどが LFAl 陽性であった (図 1A-2).

H.心筋炎抑制実験

1. 肉眼所見

コソトロール群のすべてのラットの心臓に表面の心筋

壊死による灰白変化と腫大を認めた (図 2A-I).また,

心嚢液が全例で貯留 していた.これに対 し lA29単独

群は,2例ではコソトロ-ル群と変わりなく発症 してい

たが,その他の3例では心臓表面の変色,心臓腰大と心

嚢液貯留は軽減 していた (図 2B-1).Wyr.1単独群で

は1例を除きほぼ発症は抑制されていた く図 2C-1).lA29

+WT.1併用群では肉眼的病変を認めなかった (図 2Ⅰト

1㌦

心墨量/体重比は,コントロール群で 5.70±0.93(mg,/

冒),lA29単独群で4.66±1.28(mg/g),WT.1単独

群で4.35±1.34(mg/g),1A29+WT.1併用群で3.46

±0,14(mg/g)であった.lA29+WT.1併用群はコ

ソトロ-ル群に比 して有意に低下 していた (図 3A).

肉眼的スコアは,図 3B に示すように各抗体投与に

より抑制効果を認め,1A29+WT.1併用群がコソトロ-

ル群に比 して低下 していた.

心褒貯留スコアは,図 3Cに示すように,lA詔+WT,1

併用群がコソトロ-ル群に比 して着意に低下 していた.

2. 光轟所見

コソトロ-ル群では,全例で広範な炎症性細胞の浸潤

と心筋壊死を特徴とする心筋炎像を認めた.細胞浸潤の

一部には多核巨細胞が出現 していた (図 2A-2).1A29

単独群では心筋炎の所見が強いものと弱いものに分かれ

た.3例では,コントロール群と変わりなく,広範な細

胞浸潤と細胞壊死を認めたが,2例では細胞浸潤は僅か

であった (図 2B-2).WT.1単独群では, 1例を除い

て心筋炎が軽微であった (図 2C-2).1A29+WT.1併

用群では,全例で心筋の一部に僅かに組織学的細胞浸潤

を認めるのみであった (図 2Ⅰト2).

組織学的スコアをまとめると,コソトロー-ル群では1Al

±0.21,1A29単独群で0.67±0.54,WT.1単独群で

0,38±0.61,1A29+WT言 併用群で0.05±0.04とな

り,WT.1単独群と 1A29+WT.1併用群ではコント

ロール群に比 し有意に低下 した事1A29+WT,1併用群

では 1A29単独群に比しても有意に低値であった (図 4).

3. 免疫纏戯学的所見

lA29単独群では血管での ICAM-1発現が抑制され

ていた (図 IB-1).炎症巣には LFA-1陽性細胞 (図 1B-

2)と ICAM-1陽性細胞の浸潤像が多数みられた.WT.1

単独群では,コソトロ-ル群と同様に血管内皮に ICAM-1

の強い発現を認めた (図 1C-1).軽度認めた炎症細胞

の浸潤巣には LFA-1陽性細胞がみられた (図 1C-2).

一万,1A29+WT.1併用群では血管内皮の ICAM-1

の発現は抑制されていた (図 ID-1),また LFA-1陽

性細胞の浸潤は有意に抑制され,一部に僅かに認めるの
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A-2

図 1 免疫鼠織所見

A ='ノトロール札 B IA29世故凍 り群.C WT l嘩独投与群,D IA刀 と WT l

併用投与群をホす

左パネル (1)は一次抗体に IA29を用いたもので,lCAM｣ の発現を祝賀 した 右 パネ

ル (2)は一次抗体に WT lを用い.LF∧11の発現を観'!Sした (倍率 300倍)

コソ トt'-ル群と WT L単独投与群では血管内皮に lCAM-1の発現の増鼓を認めるが.

lA29単独投与群.LA29と W~rlの併用投与辞では血管内皮の lCAMllの発現は抑制 さ

れていた LFA-1陽性細胞は, コソ トロ-ル群では多億に認め.抗体投与により叔少 した･

lA29と WT lの併用投与辞では=く-馴 こ脹状の LFA-1陽性細胞を認めるのみであった
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A-1 A-2

図 2 舟哩組織所見

A コ/卜rl-ル群.B IA29単独投与群,C WTl単独投与梓.D IA29と WT l

併用投与群
左パネル 弱拡大.石パネル 300倍の拡大

='ノトL]-ル群では,心監如ま題大 し.多魚の郡胞浸潤と心筋壊死を認めた 一部に多核巨細

胞も認めた 抗体投与に上り心筋炎は抑制傾向にあり,掛 こ lA29 と WT lの併用投 ワ群

では,肉取的な変化を認めず,紳胞浸潤 もほとんど認めなかった

379
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*

a.

control 1A29 WT.l lA29+WTl

**

contr01 1A29 WT.1 1A29十WT.1

controf 1A29 WT.1 1A29+WT.1

図 3 肉眼所見とスコア

A :JL､重畳/体重辻,B :肉眼病理 スコア,C∴L､重液貯留 スコ

アを示す

C｡ntrol:コソトロ-ル群,1Å29:lA29単独投与群,WT.1:

wT.1単独投与群,lA29+WT,1:lA29と WT,1併用投与群

統計学的検定はAでは Sheffe'S多重比較を行 った･デ-タは全

て平均値±標準偏差値で表示 した.デ-タは全て平均値±標準偏差

値で表示 した (* :P〈O.01).ら,Cでは,Turkey法で有意差検

定を行った (** :p<0,01).

心重畳/体重比は,lA29とWT.1の併用投与群のみ有意に低下

した.肉眼重症度,心嚢液貯留は抗体治療により抑制効果を認めた,
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■●

】●
● ●

contro1 1A29 WT.1 1A29+WT.1

図 4 病理組織スコア
eontrol::-_1ントlコ一一JL群､IA29:lA29単独投与群.WT,1:WT.1

単独投与群,lA29+WT.I:1Al)9と WT.1L,')併用投与群

検定は Sheffe'S多重比較で行った (○ :平均値±標準偏差値,義 :

個々し71う･ソトの値 *:p<0.05.**:p<0.01㌦
コントロー一,L群に比して,細胞浸潤は抗体投与により減少した.1A29

単独投与群では5匹車2匹が,WTや且単独投与群では5匹車1匹が,
コントt--!L群と同様に発症 してし､るが.他し7)もJ)では細胞浸潤が抑制
されていた.ll:＼29と W'｢.1L')併鞘投与群では嘗明に細胞浸潤が抑制

されていた.

みであった (固 ま‡ト望).

4. ELISA

実験ラット流血中の抗 ミオシン抗体価は,感作後第 7

円より急激に上昇し,その上昇時期,上昇の程度に,各

群間に差を認めなかった (図 5A),特に心筋炎が有意

に抑制された 1A29+WT.1併用群でも抗休価の上昇

にはコソトロ-ル群と差がなかった.実験ラット流血車

の抗マウス抗体価は,感作後第7日より急味な上昇を認

め,第18日まで上昇を続けた.単独投与群と併用投与群

間では差は認めなかった (図5B).

考 察

今回cT)実験的自己免疫性心指炎を対象とした研究iこお

いて-1CAM-Iは心筋組織LJl血管内皮細胞で強い発現

を認めた.血管内皮細胞での ICAM-1は,炎症が発現

するt_lLl,TNF､IFNて などの炎症性サ1トカ ヤ

ンで増強されることが示されている2い22㌧ 心筋虚血で

も心筋内LT)血管内皮に ICAM-1tT)発現が増強すること

が報告されているが16),このときは白血球浸潤のみら

れる虚血領域にのム ICAM-1が発現 してくる.したが---､

て血管内乾での lCAM-1発現の増強は､浸潤細胞の後

で引き起こされる現象であると考えられている16).-

方,実験的自己免疫性心筋炎では,浸潤細胞が多数みら

れる炎症の中心部のみだげでなく,組織学的に正常と思

われる領域の血管内夜でも ICAM-1の発現増強を認め

た.また.抗 LFA-1抗体単独投与群で組織学的iこ細

胞浸潤を認めない心筋にも ICAM-1の強い発現を認め

た. Lたがって ICAM-1の発現誘導は浸潤 してきた炎

症細胞由来ではなく,抗原感作に対する全身的反応とし

て細胞浸潤の前に引き起こされる現象と考えられる.抗

ICAM-1抗体投与により血管内皮の ICAM-1の発現

は抑制され 心筋炎の発症と進展が抑制された.このこ

とは lCAM-1の強い発現は LFA-11陽性細胞の組織浸

潤に際 して蚤要な役割を果たしていることを示唆する.

ウ1'′Lrく性心筋炎では.心筋細胞に ICA丸ト1が発現

することが報告されている17㌧ 心筋細胞での ICAM-1発

現は.同時に心筋細胞iこ発現する組織適合性抗原ととも

に23㌧ 十十:lう,Lキラーー細胞やT細胞が標的細胞とし

てLT)心筋細胞に接着する段階iこ大きく関与 していると考

えiLIIlるtT＼'13＼q･11l. しかし自己免疫性心筋炎では.心筋

細胞に ICAM-1の発現は認めず,炎症巣に ICAM-1

陽性浸潤細胞を多数認めた.このことから自己免疫性心
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図 5 ELISA
A:流血中の抗心筋 ミオシン IgG 抗体価,B :抗てり-iIgG 抗体価

抗心筋 ミナシン′抗体は全てt')群で.同様に塵生された.投与した lA29

と WT.Iに対する中和抗体は単独投与でも併用投与でも7日頃より上

昇 した.
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筋炎では ICA九ト1:LFA-1系は,標的細胞である心筋

細胞と浸潤細胞間の反応i･こは関与せず,むし71--I′7口7-r･M

Jや CD4陽性T細胞など浸潤細胞相互間の反応に大き

く関与していると思われる.

今回の検討では抗 ミオシソ抗体の産生は,心筋炎がほ

ぼ完全をこ抑制された抗 ICAM弓 抗体と抗 LFA-1抗体

の併用投与群においても.二)ントローーJL群と全く同様に

上昇していた.腎炎モj':/Lでも,抗 ICAM-1抗体や抗

LFA弓 抗体の投与にもかかわらず抗基底膜抗体の産生

がみられることと同様であったiま).このことから,〟

つには,接着分子間の遮断によって抗原刺激後に液性免

疫は誘導されるが,細胞性免疫は誘導されなくなること

が考えられる.むう-つの可能性として,接着分子間の

結合の遮断は抗原認識にはあまり関与せず,細胞浸潤,

標的細胞障害の際の接着を主として抑制することも考え

i､)かる.

慢性関節 リウマチのモデルとして知られる実験的アジュ

バント関節炎では,細胞移入葉陰系を用いて,抗 ⅠCA牲 1

抗体の効果は inductionphaseである抗原呈示の際の

細胞間接着障害にも及んでいることが示されている旦那.

また心臓移植実験では.抗 ICAMll抗体と抗 LFA-1抗

体の併用投与で抗原特異的なトレランスを導入出来るこ

とを示してし､るlSL.この現象は,costimulatorysignal

が欠如した状態で抗原刺激が起きるとT細胞の トレラソ

スが誘導 されるという説により説明される25).今後

ICAMllLFA-1系が実験的自己免疫性心筋炎において,

どの段階に強く関与してし､るか.また ICA九･ト1･LFA-1

系の抑制をこよりトレランスが誘導されるのかを検討する

必要がある.

抗体単数投与実験では,-部のラットで心筋炎の抑制

効果が殆どみられなかった.抗体投与量は 5mg/kgで

か )抑制効果を期待するに十分であったと考え吊tる11､13､

また,授与 した抗体に対するラットの中和抗体の産生は

第7日頃より急峻に上昇していたが,心筋炎の程度と中

和抗体の産生には相関関孫は認めなかった.このことよ

小事和抗体の産生による抗接着分子抗体の力価の減少が

心筋炎抑制効果の減少の原因となっているとは考えられ

心筋炎L,')抑制効果を認めた.これは,ICA九ト1,LFA-1

は心筋炎の発症抑制に十分ではないことを示している.

ICAM-1には,LFA11の他 Mae---1や CD43も結合

することや26127㌧ LFA-1には ICAM-1の他 ICAM-I

2,ICAM-3と少なくとも3つのリガンドがあることが

知られている28)-30).従って,実験的自己免疫陵心筋炎

の発症には ICAMl/I_FA-1糸が重要な役割を果たし

ているが,一方のみの遮断では他の接着分子を介して反

応が進行してしまうことが考えられ 今後の検討を要す

ち.

実験的自己免疫性心筋炎の発症には.T細胞の活性化,

標的陣器である心筋への浸潤,そして浸潤先での心筋細

胞との反応といった過程が順次進行していると考えられ

していることが今回の検討で確かめられた功今後はそれ

ぞ才lの過程においてどの様に ICA入Il-1/LFA.-1糸が関

与しているのか検討 していく必要がある.

お わ リ に

実験的自己免疫性心鷹炎の発症と進展過程-の ICAM-

1/LFA-1系の関与について検討した.心筋炎を発症 し

た心筋では.LFA-1陽性細胞と ICAM-1陽性細胞の

浸潤と,血管内皮での ICAM-1発現の増強を認めた.

抗 ICAM-1抗休.抗 LFA-1抗体をミサ⊥ン免疫前よ

り投与することにより心筋炎発症が有意に抑制された.

このことより受験的自己免疫性心筋炎の発症と進展をこお

いて,ICAM-1/LFA-1系が重要な役割を果たしている

と思われた.
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