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4)Paraneoplastic Neurological Syndrome

―臨床と抗神経抗体の認識抗原の検索
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Paraneoplastic neurological syndrome is the remote effects of cancer on the nervous

system which is the least common of the nonmetastatic complication of cancer. Present

evidence suggests that some patients with paraneoplastic syndromes harbor autoantibodies

in the serum and CSF that reacts with neuronal elements as well as with tumors. Certain

of the auto-antibodies are sufficiently specific so that their presence in a patient with or

without a paraneoplastic syndrome strongly suggests the presence of an underlying

cancer. There is at least some evidence from lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS)

that the auto-antibodies may play a role in producing the paraneoplastic syndrome by reacting

with neural antigens and interfering with function of the neural structure. The presence

of auto-antibodies may serve to retard the growth of the underlying tumor even while

it may destroy portions of the nervous system.

We demonstrate a major 58 kD protein antigen in an immunoblot of human cerebellum
by serum from a patient with paraneoplastic cerebeliar degeneration (PCD). To identify

the details of the target antigens, we isolated a CDNA clone from a human cerebeliar library
by immunoscreening using patient' s serum. Homology searches revealed a similarity with

the zinc finger proteins which may be important to maintain neural cells especially those

in the cerebellum.
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自己免疫疾患の新 しい病態

I. 臨 床

癌による神経症状は寮 息に示すようをこ多様であるが,

近年 remoもeeffeetといわれ る自己免疫的機序による

ものが明らかにきれてきた.なかで も肺小細胞癌に易疲

労を伴･1しこmltl,!1-IiltOnmyL鵜thmliLISyndr(lmL,(.L_tn･･TSl

では,神経筋接合部の presynapticの vo旺agega乞ed

cこIIcium channe一LVGCClに対す .局;tf本が検出 され.

動物への受身免疫をこ成功 しているl32). このような直接

的な証明が得 られないまで も,ある磯の癌に特赦的な抗

神経抗体 と神経症状が寮 2のように報告 されている3㌦

主なものとして,肺小細胞癌患者に感覚性多発神経限症

那,時には脳脊髄炎や辺縁系魅炎が亜急性に生 じるもの

で,患者血清中をこぼ免疫綴織化学的に神経細胞核 と強 く

反応 し,神経組織 を屑 いた免疫 プロッ トで 35-40kD

に複数の反応バソ 汀を認める抗体,すなわち抗 Hu抗

体が知 られている.また卵巣癌予乳癌,肺小細胞癌患者

に塵急性小脳失調症をきたすもので,神経細胞の細胞質

と反応 し,プ ロ ッ ト上 62kD にバン ドを認める抗 Yo

抗 体 が あ る.わ れ わ れ は卵 巣 癌 由来 と推 定 される

表 1

障害 機序

転移性 浸潤.圧迫 †･こlt~1iL･ul(叩之It恒.

代謝,栄養,煉審不全 肝性脳症
ホルモン 産生ホルモ ン Cushin欝'S症候群

栄養需要増 大 毒 し:こl血症 .低血糖

血管性 凝固能異常 脳塞栓

感染 免疫能低下 進行性多発性 白質脳症

治療の副腎 種々 放射線障害性脊髄症
周 シスプ ラチ ン多発神経炎

カルを フ-ル白質脳症

遠隔効果 自己免疫 LambertEatonmyasthenic
症候群
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こl(lLtnO｡こIrL:ill川11こlL7)癌性柏膜 'Jむ二伴 -､仁亜急性 小脳失

調症 をきた した患 拙 fil洛中に.免疫組織化学tt･こL:.卜小脳

Puykimje細胞の 椀 と 締職質を巣色す るほか,他の神経

細胞 も淡く漁色す る , am症Yoとは染色パタ-ソの異な

る臣己抗体を検出 し た隼 この抗原分子の検索について

は後に述べる. こ れ らの髄にも視力障害をきたす抗 VPS

抗体,ops(lCloIluS-ml,OClonusをきたサ抗 Ri抗体;JJj';

よく知 られている,寒暖にみられる抗神経抗体はその患

者の鷹癌組織 と屯反応することが知 られている.また抗

体は中枢神経系で産生 されるとい う報告 もある5).

本症の診断は羨 望のような特徴的な神経症状をとら

えること,免疫プロット法や免疫観織学的検索をこより血

清または髄液車の抗神経抗体を検出することである,ど

くに免疫プロット法は多数検体の処理ができるため,わ

れわれはこの方法でスクリ-ニソダを行 っている.本症

の診断における最 も麗質な点は,症例の約半数で神経症

状の発現が腰癌の発見に発行することであり,特徴的な

抗体の検出は強力な鷹癌て-カ…として有周である.最

近われわれの教室で亜急性小脳失調を昼 した女性で,高

い抗 Yo抗体 を検出 し,婦人科癌 を疑 い各種画像診断

を行 -)たが,検出で きず試験開腹に踏み切 り小 さな卵管

癌を発見 し早期治療に成功 した症例を経験 している6).

本症の抗神経抗体は患者の賭癌 とも反応することから,

抗腰轟作用をもつことが期待 さわり これが本症 に見られ

る腰癖が しば しば小 さく発見 しに くいことと閑適がある

とい う考え方 もある.

本症は発症後塵急性に遊行することが多 く,その時点

では既に神経細胞の障害,消失が起 こっていると考えら

れ著 しい治療効果は期待 しに くいとされている. しか し

抗体除去,産生抑制や腰痛内の抗原除去をはかる目的で

血薬液遇, ステロイ ド',免疫抑制剤,魔窟の摘出などに

よって症状の改善や進行の停止をみた報告 もある7)-9)

表 望

抗 体 神経症状 癌の健棒 免疫組織化学 免疫プロット

抗 日u抗 Y(I 感覚性多発神経根症脳脊髄炎辺縁釆脳亜急性小脳失調 肺小細胞癌卵巣,乳房,柿 神経細胞核神経細胞督 35--10kl)3嶺& 62kD

抗 VPS 視官陣書 肺小細胞癌 網膜神経節細胞 20-24,65,145205kDSS& 80kD
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図 1 CZF断片Ll)ア ミ/酸配列

281'-･ミノ酸の繰 り返 しで構成 され 既知の zincfinger蛋白

と高い相同性を示す.圃んは zincfinger蛋白C)コンセンサ'･く

配列を示す.大文字は個々し')分子内で高度に,′ト文字は中程度に

保存されているアミ}酸を,xは錬存されてないアミ}酸を示す.

悪性腫壕に対する生存率が改善されつつある現在,qualitIT

oflifeの観点かi･二･,神経症状に対する治療は重要である.

本症をいわゆる白己免疫疾患とするiこは以下の問題点

Lり解明が必要上思われる.抗神経抗体の産生機序.何が

引き金に在るのか.抗体の認識抗原は何か.神経細胞-

n移'Tj-とそし')障害耗序.神経症状',T)選択性と多様tUこと:

である.

II. 抗神経抗体 の認 識 抗原 の検索

本症の自己抗体の認識抗原検索の方法として患者の自

ニンゲする試んが左されている.亜急性小脳一失調症にお

ける Yo抗原10､It＼ 感覚性 多発限神経症における Ilur)

抗原 12)の cDNA 夕田-ニソダがなされている.われわ

れは前述 したように塵急性小脳失調症をきた した患者血

清中に､anti-Yoとは異なる自己抗体を検出 した. こC.7)

血清を用いて 1umbdagtllヒ ト小脳 cDNA ニラ1''1

ニラり-を免疫 てJ7-一 二ン7Lして,抗原分子L17)部/'ycr)NA

を得た.得iL-)わた陽性 '7r･-一穴よSil塩基.28ア ミノ酸か

rっなる zinefingerrl･10tifLr)繰 り返 し配列で構成 され

たJしこ-A)なもL･r)千,Slrlや KrupIガl等n zinc-fin粁r

蛋白と高い相同性を有 しておりき転写制御因子と考えら

は小臥 一部は大脳にく)発現 していたが肝臓には発現 し

ていなかった.本骨子の解析は変性疾患などにおける神

経細胞死の理解をこ屯寄与する可能性があり,われわれは

この分 (-を C､Zt/(.cerekllこIrZiIICfingeri)roll,in上 し:

命名し解析を進めている.
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