
1さ1・l 新潟医学会雑誌　第108巻　第3号　平成6年3月

5)全身性エリテマトーデス患者血清中のリボソーム
構成成分に対する自己抗体の解析
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We examined sera from 90 active patients with systemic lupus erythematosus (SLE)

for the presence of anti-ribosornal protein antibodies by Western-blotting, and also tested
these sera for reactivity with ribosomal RNA (rRNA) by RNase Tl protection assay.

Anti-P, anti-SlO and anti-L12 protein antibodies were detected in 38 (A2%) , 28 (31%)
and 2 (2%) patients' sera, respectively. The anti-RNA antibody specific for the GTPase

domain of 28S rRNA (anti-28S) was present in 15 (17%) sera. Cutaneous manifestations

were dominant in anti-P, anti-SlO as well as anti-28S positive patients. Among 38 anti-P

positive patients 3 developed acute lupus psychosis, and another 5 showed depression during

their course of disease. These observations suggest that anti-ribosornal antibodies provide

a useful marker for this disease. All anti-28S positive sera also contained anti-P activitiy

and two of them have anti-L12 as well. There is no difference of anti-SlO frequency between

anti-P positive sera and negative ones. It is therefore likely that strong association of

three anti-ribosomal antibodies to the P proteins, L12 and GTPase domain of 28S RNA

is due to an immune response against the limited RNA-protein complex domain in the

ribodsome.
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自己免疫疾患の新 しも､病態

は じ 耳) に

全身性エ リテマ ト-デス (以下 SLE)患者血清中か

らは,横成分や細胞質成分に対する種々の由己抗体が検

出され 抗二本鎖 DNA 抗体と抗 Sm 抗体は,疾患標

識抗体として,SLEの分類基準の項 目に挙げられてい

ら.

一見 古 くから SLE患者血清中には, リポゾームに

対する抗体が検出される三とが知 られている,寛横細胞

の リボソ-ム (沈降窪数 80S)は,約80穫額の蛋由質

と4橡額の RNA から構成される巨大複合体で,60Sの

太東粒子と 亜Sの小感粒子からなり,蛋白質合成の場

となっている.最近の研究で,自己抗原となるのは,こ

れら多 くの成分のうち,ごく限られたものだけであるこ

とが示されつつある,SLE患者血清が認識するリポソー

ム蛋白質自己抗原として,最初に PO,PL P2の3種

類の酸性 リソ蛋白質 (以下P蛋白質)が同意され呈),E陳on

らの研究により,そのエビ ト-プが,PO,PL P2に,

共通 して存在するC末端22アミノ残基に含まれることが

示された2).次に,Bomfaらにより小重粒子中の分子慶

粒子車の分子量 20kDalの蛋白質 L124)が, リボソ-

∴董自問自己抗原上して同定 された. ･jj.rRNl-1に

対する抗体 も,SLE患者血清中に存在することが知 ら

れていた,この抗体が, リボソ-ム RNA 分子のある

特定部位を認識するか否かについては,明らかでなかっ

たが,最近,uchiumiらにより声ヒ トリポソーム太東

粒子車 28SyRNA の,塩基 1944から2002部位の59塩

基断片を特異的に認識する抗体 (抗 28S)那,SLE思

者血清から検出された5㌧ この抗原部位は, 1)ボゾ-ム

I9lrl

の延長因子依存性の GTPase活性に盈要な役割を果た

す GTPasedomain とも称 される顔能部位で,薬横細

胞では種を越えて良く保存されている.

今回,払連は.活動期 SIJE90例を対象LL_して, 二ノナIL

らリボソ---ム構成成分に対する自己抗体の頻度と臨床症

状との関連について検討 した.さらに, これらの抗体出

現の相関関係を抗原成分の複合体構造の面から考察 したか

対 象 と 方 法

A況A の分額基準6)を満足するSLE 90例の活動期血

清を用いた曲また,対照として,髄の野原病3¢例と健常

成人15例の彪清を用いた.

リボソ-ム蛋白質に対する抗体の同意には,ウィス タ-

ラット肝より調整 した Tjポソーム蛋白質を抗原とした16

% sos-PAGE とウェスタンブロット法,二次元 電気

泳動とウェスタンブロット法,dotTimmunobindingassay

を併潤 した題j7㌦ また,2ssRNA に対する抗体 (抗 285)

は,既報のごとく検出 した5㌦ すなわち,マウスおよび

虹卜285rRNA の種々の断片に対応する cDNA を鋳

型に して,各 RNA 断片を,SP-6ポ リメラ-ゼを用

いて 血 流TOで含成 し,抗原として周いた,RNA と

抗体との反応性は,RNaseTl消化からの保護受験に

よって分析 した.

豪 農 リボゾ-ム構成成分に対する抗体の輝度
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薮 望 uポソ-ム構成成分に対する抗体と臨床症状との閑適

㍗ + ㍗- S10+ S10- 28Sヰ 28S-
玩 -38) (m-52) (n-28) (m-62) (n-15) (m-75)

平均 年 齢 3旦 35 29 35 30 34

女性 92% 94% 89% 94% 10000 93

腎障害 74% 56% 68% 63% 53% 65%

皮膚症状 87 5.2 82 60 ･盤 章 .疏

梁膜炎 21 二三丁 25 24 20 25

関節炎 42 48 う丁 ∴lLー 27 51

P<0.05
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結 果

P蛋白質に対する抗体 (玩.p),S10蛋白質i二村する

抗体 (抗 S10㌦ L12蛋白質に対する抗体 (抗 L12),玩

28Sは,それぞれ 38(429/占).28(31061.2 (29･0㌦

15例 (17,0,6')で陽性であ--,た (表 1).なれ 他cT)勝原

病30例,健常成人15例では,いずれの抗体も検出さIlな

かった.また､SLE90例の血清を用いた検討の範囲で

た.また.RNeLSeTli酎ヒかLL-の鶴菱実験でも,28SrRNA

分子上に抗 28S抗原部位 (GTI〕asedぐ)main)以外の

特異的抗原部位は検出されなか--1た.

こI.t鎧の抗体と臨床症状との関連を表 2に示す.抗

P,抗 Sl(),抗 28Sの有無で.腎障害cT)頻度に差はな

かったが,いずれの抗体も,既面紅斑や凍唐様皮疹など

の岐盾症状を認めた例に出現頻度が高かった.また,罪

質的精神障害と抗Pに関連く･LエムらIlなかったが,経過卓

にいわゆる機能的精神障害を示した5例全例に､治療前,

精神症状発現時ともに抗Pが検出され うち3例は抗 28S

も陽性であー_,た (表 3).なお,抗 L12陽性 2例にの

ふ特異的に出現Lた臨床症状はなかった.

次に,それぞれの抗体相互の関係を示す (表 4上 抗 28S

陽性15例は全て抗P陽性であった.また,抗 1._ll)陽性

2例も抗P陽性で.さらに,この2例は抗 28S l､陽性

考 察

りボ ･/-･･-ム構成成分に対する抗休は,SLI二以外ハ腰

慣病では検IL_1!.されIPf,抗二本銀 r)NA 抗体や抗 Sm抗

体となilっんで.その疾患標識抗体 上 し て蚤要である上考

えられる.

SLE における抗PたL■-'ぴに抗 SIOLT)出現頻度は.

欧米で,そJLlぞれ 12-190,08.-10∴ 11%3､と報告され

ており,その癖渡は奪回の成鏡と比べると低率である.

プからの報告はない4㌦ おそらく,活動期をこおける抗体

産生能の高い時期の SLE血清のみを今回の検討で済い

たことにより, リボ､ノームに対する抗体の出現矧空が高

率になり,新 しい抗体も検出できたと考えられる. しか

し 最近,他の日本のグループから,抗Pが SLEの連2

%に検出されたとの報告11)もあり,頻度の運が大観をこ

抗 28Sの頻度は.1796(15:901上 Chu iL)の成績12､

泡2%)と比べて低率であった. おそらく, この差異は

表 3 りボ､/一一人構成成分に対する抗体と
櫓神症状との閑適

P十 p- 28S十 28S-
(m-38)(n-52)(∩-15)い1-7か

器質的稗神障害 3 3 ー 5

棲能的精神障害 藩喜⊆; 凋 ､

表 4 日ボ･J--ム構成成分に
対する抗体相互の閑適

測定方法の差であろうと著者らは推測 している.すなわ

で),(llu ll'LJ:T)成績は.抗原 RNA 断片を岡し､た免疫沈

降法をこよる屯殿であり,SLE血清中に存在する非特異

的抗 RNA 抗休による干渉を 卜分には排除てきてし､な

いと考えられる,特異的な抗 RNA 抗体の検出には,

著者らの RNaseTl消化からの保護繋駿法の方が優れ

ていると思われる.

:L二二/-て.1986年,Bonfこit､-が.′ト-tJ:'~く精神病を

示した SLf三6例全例に抗r)を検出しH∴ そLJ)後.2(刑

を報告9＼して以来,抗l)か,SLEの精神症状こし二間連す

る こ と が 指摘 されてきてし､る.抗Pが,髄液,~恒こ存在す

る こ と や 大脳皮質二:,一一｢コン)二親和性を示す二と[3 も

こ L ') 奉 賀 を 示唆している.丁とた.SchncLebaum 王■-10､は,

精 神症状を示したSuI,_r)9例中13例 (.i15Q｡)に抗Pを検

出し そのうち抑うり状態を示した8例車7例 (塵%)那

抗r'陽性であ-,たこ上 さニー)に,臨床的に反応性の機能

的楠神病と診断された例でも抗P陽性例が存在すること

も報告 している.今【‖1LJ)成績では,活動性の器質的精神

障害を示した6例rf13例 (509,(;)が抗P陽性て.抗P陽

性 o陰性例の間で,その発症率に差がみられなかった.

しかし 臨床的をこ機能的精神障害を示 したと考えられる

5例会例をこ抗Pが検出されたことから,抗Pが糖神症状

発現を予測する南周な指標と考えられた.なお, 5例率

3例をこ抗 28S も検出された.槻能性精神症状を示 し

抗Pが持続的に陽性であった1例を呈示する (図 畑 症
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抗[･吊抗体 56 1 7
?.' 土3 23
ト_-: J_一･

図 1 症 例 の 経 過 蓑
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図 2 リボ ソ- ムをこ対する抗体相互の関連模式図 図 3 太東粒子率のP蛋白質 書L12と挽 28S抗原
tくN^ Lり立体構築

大亜町子中i二は.28S,5S.5.8SRN.･1上約･10
機構の蛋白質が含まれるが,その内の一都の

機能 ドメインをこ対応 している.
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例は,I:13歳,女性.1986午に. )i--..ナ､ス腎炎で SLEが

発症 し,治療により改善したが.1988年,特に誘因な

く.抑･')-1状態が出現したたれ 三確糸抗 ･>7-)薬で治療

が,精神症状発現時には.陰門了とあー･､た,抗Pは 経過

を通Lfて陽性を示している. --~孔 これまで抗 SIOや

抗 28S陽性例の臨床症状LI)特徴に関する報告はないが,

抗Pと併せて皮膚症状の出現頻度が高い二王かL､,, こJl

lっのりボ'ノ-ム構成成分に対する自己抗体が皮膚症状発

現の一部に関与 している可能性 も考えLL7わる.

次に,検出された りポリー一人構成成分に対する抗体L')

相互関係を模式的に図 2に示 した.明i､)かに,抗 p,

抗 28S,抗 L12三者の産生に強い関連があることがわ

かる.最近,UehiumiiT_一により. P蛋白質と L12が

抗 28S抗原部位と特異的に結合する二王が示されたトい.

すなわち,三種の抗体の産生は,近接 した立体構築を示

すユニ----ウな RNA一茶白質授合体構造に対する免疫反

応の結果と坪解できる (図 :‡上 また, 三者-が GTP 水

解に/･#接に関連 している二王が判明 しており. ヒトLT)冒

位であるとし､う T;-1n l-LT)仮説lLrt7,:支持するもLJ7)LL二考

えi､)かる.

な関連はjJ -右左か一､-lL/)I;,抗 Sl()は抗 SIllと高い

関連性を示 した,NojimこIl▲,16､.眩.分 (･騒 L)lkl);-1lLJ)

りポ､/一一人蛋白質 (RI.)IL,)11に対する抗体か Sm fjLtr針rl

l与.I)ベ一丁'乍†ドLl:.交差反応性を有することを報告 して

し､るが, こLl')RP21が､ほは Sl〔)と同し､分子鼠ハ蛋

白質であることか三･̀l,彼吊7)RP21は SIOである可

能性があると考えられた.

ま と め

い 】Iボ'ノーム構成成分に対する抗体は.SLIT.に特異

的で,高頻度に検出された.

2)同抗体は,皮膚症状上関適 し､さIL,に.抗1-リ二抗 1)8S

は,精神症状の発現を予測する一つの指標と考えられた.

エピ トープの立体構築が関与 している可能性が示唆 きれ

た.
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