83

原

著

成人発症神経核内封入体病の封入体形成における，
TGF‑βシグナル関連タンパクの関与の検討
佐藤朋江

新潟大学医歯学総合研究科分子細胞医学専攻（神経内科学）
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TGF‑beta‑RelatedProteinsintheInclusionsofAdult‑onsetNeuronalIntranuclearInclusionDisease
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旨

神経核内封入体病(Neuronal intranuclearinclusiondisease;NIID)はエオジン好性，かつ，
p62陽性の核内封入体(Nuclearinclusion;NI)が，中枢神経系の神経細胞やグリア細胞のみな
らず，末梢神経や一般臓器の細胞にも広く出現する神経変性疾患である．成人発症NIIDの大

多数は白質脳症(Leukoencephalopathy;LE)を伴う認知症を呈する．近年，診断に皮層生検が
有用であることが報告された．本疾患の病態機序は不明であるものの，組織学的に, NIの多
くはアストロサイトに出現し，病巣においてアストロサイトの形態異常やグリオーシス不全が
認められることから， アストロサイトの機能障害が疑われている． アストロサイトの活性化や

増殖を促進する主要な増殖因子としてTGF‑βが知られている. TGF‑βシグナル経路は，
Smad2/3のリン酸化と核内移行を介して伝達され, Smurf2により抑制的に調節されている．
我々はこの経路の障害がアストロサイトの機能異常を招き，本疾患の病態に関与していると推

測した．本研究では, LEを伴い中枢神経症候を呈した成人発症NIIDの剖検例5例と生検例1
例(WithLE群),および， それらを有さず剖検にて偶発的にNIが認められた3例(Without
LE群）の大脳組織と, LEを伴い中枢神経症候を呈し皮層生検にて成人発症NIIDと診断され
た7例の皮層組織を対象として, NIの形態学的特徴とTGF‑βシグナル関連蛋白の発現を検
討した． その結果, NIは概ね90%がグリア細胞に出現し， その出現頻度はLEの有無に関連
しなかった． また,WithLE群のNIは,WithoutLE群では見られない大きなサイズまで幅

広く分布していた． さらに， リン酸化Smad2/3の正常な核内の発現は,LEの有無に関わらず，
NIを有する細胞で低下や消失していた． また，一部のNIはSmurf2陽性を示し， その陽性率
Reprintrequeststo:TomoeSATo
DepartmentofNeurology,GraduateSchoolof
MedicineNiigataUniversity,
1‑757Asahimachi‑dori,Chuo‑ku,
Niigata951‑8585,Japan.

別刷請求先：〒951‑8585新潟市中央区旭町通1‑757

新潟大学脳研究所臨床神経科学部門神経内科学分野
佐藤朋江

新潟医学会雑誌第132巻第3号平成30年(2018) 3月

84

は皮質細胞および脳室上衣細胞のいずれにおいてもWithLE群において有意に高く，皮層生
検例でも同様であった．以上から, NI形成は直接的に細胞障害には結びつかず，病態の進行
に伴いその構造や組成が変化すると考えられた． また, TGF‑βシグナル経路の障害が組織障
害を来すより以前の段階から生じ，一方で, Smurf2の過剰発現がアストロサイトの機能障害
やLEの発症に関与している可能性が示唆された． また，皮層生検組織におけるp62と
Smurf2に対する抗体を用いた蛍光免疫二重染色によるNIの共陽性率の測定は本疾患の診断の
参考となり得る．

キーワード：神経核内封入体病，認知症， 白質脳症，皮層生検, TGF‑βシグナル経路
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GFAP発現低下が認められている4). これらの組

織所見から， アストロサイトの機能不全が白質脳
神経核内封入体病(Neuronal intranuclear

inclusiondisease;NIID)はエオジン好性，かつ，

症の形成に関わっているのではないかと推測され
ている6)．

ユビキチンやp62に対する抗体で標識される核内

アストロサイトの活性化や，分化，増殖を促す

封入体(Nuclearinclusion;NI)が，中枢神経系の
神経細胞やグリア細胞のみならず，末梢神経のシ

主要な増殖因子の一つとしてTGF‑βが知られ

ュワン細胞や一般臓器の細胞にも広く出現するこ

ている8). TGF‑βは, TGF‑B I型受容体を活
性化させ, Smad2/3のリン酸化と核内移行を主

とを特徴とする，進行性の神経変性疾患である')．

要なステップとするシグナル経路を介して，特定

発症時期は幼少期から老年期まで幅広く，発症年

の遺伝子発現を制御する．

その一方で, E3リガ

齢により，幼児型，若年型，成人型の三型に分類

ーゼの一つであるSmadubiquitinationregulatory

される．極めて多彩な臨床症状や経過を呈するこ

factor‑2 (Smurf2)はSmad7と核内で複合体を

とから，複数の異なる病態を有する疾患群である
事が推測されている2)．

形成し，核外に移行し, TGF‑BI型受容体複合
体をユビキチン化し分解することによって，

この

成人発症NIIDには孤発例と家族例がみられる．

シグナル経路を抑制的に調節する． マウスにおい

孤発例では白質脳症を伴う認知症が中核症状であ

ては, TGF‑βがこのシグナル経路を介してアス

り，一方，家族例では孤発例と同様に認知症を呈
する群と，四肢の筋力低下が主体となる群を認め
る． 頭部MRI画像では, T2強調画像やfluid

る7)． これらの知見から，本疾患においてTGF‑

トログリオーシスを活性化することが示されてい

βシグナル経路の異常がアストロサイトの形態
および機能異常を惹起し，病態に関与しているの

attenuatedinversionrecovery(FLAIR)画像で左
右対称な白質高信号を示す，いわゆる白質脳症の

ではないかという推測が可能である．

像と，大脳皮髄境界域の拡散強調画像高信号が特
徴的である')． また近年，本疾患の診断に皮層生

また近年，神経症状や画像上の白質脳症を呈し
ていないものの，剖検で偶発的に本疾患で観察さ

検によるNIの検索が有用であることが示され，

れるNIと極めて類似した形態や分布を示すNI

臨床症状やMRI画像の知見の蓄積と合わせて生

を認める症例が，稀ながら認められることが報告

前診断が容易となった3)．一方，本疾患の病態機

された8)． さらに，内臓器の手術検体で偶発的に
NIsを認められ， この時点では神経症状を認めな

序は未だ不明である．病理学的には，成人型にお

ストロサイトに明らかに多く出現し4)， また大脳

かったものの， 10年以上経過した後に本疾患を
発症した例も報告されている9)． このことから，

白質の海綿状変性を呈する部位には，突起の腫大

本疾患で認められるNIと極めて類似していなが

いてはNIは神経細胞に比しグリア細胞，特にア

や不規則な分岐を示す奇怪な形態のアストロサイ

ら, NIIDとは異なる機序で形成されるNIが存

トの出現や5)，反応性アストロサイトの減少，

在する可能性も否定はできないものの，本疾患に
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おいて, NIは形成されていながら白質障害には

至っていない，無症候の初期段階が存在する可能
性が示唆される．
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含む多種類の細胞にエオジン好性かつ抗p62抗体
で標識されるNIsが確認され, NIIDと病理診断
された，剖検例5例と生検例1例の合わせて6例

そこで本研究では，白質脳症を呈し中枢神経症

候を有する成人発症NIID群と， それらを有さず

(白質脳症を呈する群:WithLE群,表1のPt.1‑
6)，および，臨床的にNIIDによるとみなされる

剖検にて偶発的にNIsが認められた症例群におい

中枢神経症状や白質脳症を呈していなかったもの

て,NIの形態学的特徴とTGF‑βシグナル関連
蛋白の発現を比較検討し，本疾患の発症病態につ

の，剖検による組織検索によって偶発的に，

いて考察した．

形態染色性および超微形態を示すNIsを豊富に

NIIDで認められるNIと極めて類似した分布，
有する剖検例3例（白質脳症を欠く群:Without

対象と方法

LE群，表IのPt. 14‑16)の前頭葉および大脳
基底核を含む組織である．

対象

さらに，臨床症状およ

び白質脳症を呈する画像所見からNⅡDが疑われ，

検索対象は，臨床的に1)NIIDによるとみな

皮層生検にて脂肪細胞腺細胞線維芽細胞に，

される中枢神経症状を呈し， 2）画像検査や組織

NIIDの中枢神経系NIと同様の特徴を有するNIs

検索により白質脳症(Leukoencephalopathy;LE)
を認め, 3）病理学的に神経細胞，グリア細胞を

を豊富に認め, NIIDと診断された7例（表1の

表1

対象患者の臨床像および検索組織

年齢，

罹病期間

白質脳症

Pt

発症年齢

家族歴

使用部位

月月月
２
６
１
十

前頭葉

前頭葉
前頭葉
前頭葉

前頭葉
前頭葉

皮層
皮層
皮層
皮層
皮膚
皮層
皮膚
前頭葉
前頭葉
前頭葉

検剖
検剖
検剖
検剖
検生
検生
検生
検生
検生
検生
検生
検生
検剖
検剖
検剖
検
剖

（年）

６５ケ川相旧７２５ケケ４４↑

閖刈印糾闘弱田岡閃釘朋刀閃↑︸︸

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

男女女女女男女女女女女女女男女男
９５
９７
︐５
９３
１９
９０
︐５
︐８
１８
７６
︐１
︐７
１８
９８
︐３
︐
１
７
７６
７７
６７
６６
５６
８６
３７
４

１２３４５６７８９伯例但個個帽佑

性別

Pt.7‑13)の皮層組織も検索に加えた． その他，
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疾患対照として，伸長ポリグルタミン鎖からなる神

次抗体にはAlexaFluor488goatanti‑rabbitlgG

経細胞核内封入体を豊富に認めるMachado‑

抗体とAlexaFluor555goatanti‑mouselgG抗

Joseph病患者剖検例2例の橋核を含む組織正
常対照として，非中枢神経疾患剖検例3例（61歳
女性：神経性食欲不振症， 76歳男性:Lambert‑

体(MolecularProbes,USA;1:1000)を用いた．切

Faton症候群, 73歳女性：筋炎）の正常前頭葉組

mediumwith4, 6‑diamidino‑2‑phenylindole

片はAutofluorescenceEliminatorReagent

(Millipore,USA)で処理し, VectaShieldmounting
(DAPI)nuclearstain(VectorLaboratories,USA)

織を用いた．

を用いて核を標識し，封入した．共焦点画像撮影
にはレーザー走査型顕微鏡(LSM700;CarlZeiss

組織学的解析

剖検および生検で得られた前頭葉および大脳基

Co.,Ltd.)を用いた．

底核を含む脳組織および皮肩組織のホルマリン

固定，パラフィン包埋ブロックから, 411m厚切

片を作製した. hematoxylinandeosin (HE)染色
を行い，エオジン好性を示す円形〜楕円形のNI
の存在を確認した．

また，

定量解析

NIは抗p62抗体で標識し同定した．
1. NIの面積

大脳組織では，

前頭葉皮質2−3層において，連続50個のNI

Kliiver‑Barrera染色も行い， 白質における髄鞘・

を対物40倍レンズを用いて撮影した．得られた

軸索の脱落とグリオーシスを認める場合， 白質脳

画像をグレースケールに変換し, p62陽性面積を

症を有すると判定した．

コンピューター画像解析により測定した．全ての

処理過程はImageJ (imagej.net)を用いて行った．
免疫組織化学及び免疫蛍光二重染色

前頭葉大脳基底核および皮層組織の切片に

面積ごとの出現頻度をヒストグラムで示した．
2．神経細胞内NIとグリア細胞内NI

対して，一次抗体としてモノクローナル抗p62抗体

前頭葉の抗p62抗体とNeurochromTMpan̲

(BDTransductionLaboratories,USA; 1:1000),

neuronalmarkerによる免疫蛍光二重染色切片を

抗Smurf2 (D‑5) (SantaCruzBiotechnology,

用いて，皮質2−3層， 4−6層および白質の各部

USA; 1:30), およひミポリクローナル抗リン酸化

位で対物20倍レンズを用いてそれぞれ連続10

Smad2/3抗体(pSmad2/3)

(SantaCruz

枚の画像を撮影した．撮影面積は各部位1.02mm2

Biotechnology,USA; 1:100),抗Smurf2 (H‑50)

であった. NIを有するNeurochromTMpan̲

抗体(SantaCruzBiotechnology,USA;大脳1:

neuronalmarker陽性の神経細胞数と，

50,皮層1：200）を用いて免疫組織化学を行った．

NeurochromTMpan‑neuronalmarker陰性のグリ

免疫組織化学はHistofineSimpleStainMAX‑PO

ア細胞数を数えた. NIを有する神経細胞および

kit (NichireiBiosciences,Tokyo,Japan)による
ポリマー法で行い, diaminobenzidine (DAB)で発

グリア細胞の密度を群ごとに箱ひげ図で示した

色した対比染色にマイヤーヘマトキシリンを用いた．

また，前頭葉，基底核および皮層組織切片につい

同様の

3. NIを有する細胞の核内pSmad2/3の消失
前頭葉の抗pSmad2/3抗体と抗p62抗体による
免疫蛍光二重染色切片を用いて，皮質2−3層を

て，免疫蛍光二重染色を行った．一次抗体として

対物40倍レンズを用いて，連続10枚の画像を

モノクローナル抗p62抗体と，ポリクローナルの神

撮影した．撮影面積は各例0.255mm2であった．

経細胞標識混合抗体であるNeurochromTMpan̲

NIを有する細胞の総数と, NIを有しかつ核内の

neuronalmarker (Millipore,USA; 1:30), もしく

pSmad2/3の発現を認めない細胞の数を求め， そ

はポリクローナル抗リン酸化Smad2/3抗体

の割合を群ごとに箱ひげ図で示した．

(pSmad2/3) (1 :50),ポリクローナル抗Smurf2

4. NIにおけるSmurf2陽性率

(H‑50)抗体(1 :25)の組み合わせで使用し，二

前頭葉および皮層組織の抗Smurf2 (H‑50)抗

佐藤：成人発症神経核内封入体病の封入体形成における, TGF‑βシグナル関連タンパクの関与の検討
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体と抗p62抗体による免疫蛍光二重染色切片を

2.8=t2.8/mm2と極めて低く，一方，同様のグ

用いて，皮質2−3層もしくは脂肪組織において各

リア細胞の密度は61．3士29．4/mm2であった．

連続50個のNIsを対物40倍レンズで撮影した．

両群間における比較では, NIを有する神経細胞

Smurf2 (H‑50)とp62に共陽性を示すNIsの数

の密度及び同様のグリア細胞の密度ともに有意差

を求め， その割合を前頭葉では群ごとに箱ひげ図
で，皮膚組織では全例で棒グラフで示した．

を認めなかった（神経細胞p=0.353,グリア細胞
p=0.369) (図1C). さらに前頭葉白質において
も, NIを有するグリア細胞の密度には，両群間

免疫電子顕微鏡的検索

で有意差を認めなかった(WithLE群30.0i

WithLE群とWithoutLE群の各1例(Pt. 1,
14）の前頭葉皮質組織を用い，包埋後免疫電子顕

12.4/mm2,WithoutLE群6．87i2.05/mm2,p=
0.213) (図1B,D).

微鏡法により, NIの超微形態を検索した．一次

抗体として抗p62抗体(1 :50)を用い，標識は
15nm金コロイド粒子結合anti‑mouselgG
(BritishBioCell,UK; 1:30)で行った． クエン酸

核内封入体の大きさ

鉛で電子染色し, HitachiHT7700電子顕微鏡で

LE群で6.05(1.85‑16.17) l,m2であった． ヒスト
グラムのピークは,WithLE群では幅広く (4.0‑

観察した．

それぞれの封入体のp62陽性面積の中央値は，
WithLE群で8.89(1.64‑21.42) l,m2,Without

13.0j,m2),WithoutLE群では3.0‑4.01,m2にピ
ークを認める鋭い一峰性を示した．

統計学的解析

さらに, 17.0

2群(WithLE群,WithoutLE群）各々の群

llm2を超えるような大きな封入体はWithLE群

内におけるNIを有する神経細胞とグリア細胞の

のみに認められ,WithoutLE群には認めなかった

密度の比較，および2群間における, NIを持つ

(図1E,F).

神経細胞の密度やグリア細胞の密度の比較，およ

OE, p62陽性NIsに占めるp62とSmurf2共陽性
NIsの割合の比較にはStudentt検定を使用した．

アストロサイト内核内封入体の超微形態

対象とした両者において， アストロサイトの核

2群間における, NIを有する細胞に占める，核

内に見られる抗p62抗体で標識される封入体は，

内pSmad2/3陰性細胞の割合の比較にはMann‑

膜構造を持たず穎粒を伴いつつランダムに錯走す

WhitneyU検定を使用した． 解析はSPSS
(Chicago, IL) v24.0で行った． 有意水準はp

構成されていた（図2A‑D).加えてPt. 1におい

る，概ね径10nm前後の線維状構造物によって

ては，内部に電子密度の高い均一な構造（図2A,
C矢印）を持つNIが, Pt.14(図2C,D)に比し

<0.05とした．

結

果

高頻度に認められた．

核内封入体を有する神経細胞およびグリア細胞の

核内封入体を有する細胞におけるTGF‑βシグナ

密度

ル関連蛋白の発現

WithLE群において，前頭葉皮質のNIを有す

大脳皮質細胞における，核内封入体形成に伴う

るグリア細胞の密度は同様の神経細胞のそれよ

核内pSmad2/3発現低下および消失．正常コント

りも有意に高かった（平均値士標準偏差：神経

ロール大脳皮質の観察したすべての細胞，および

細胞5．2士3.5/mm2,グリア細胞46.4±15.2/

WithLE群とWithoutLE群の大脳皮質のNIを

mm2,p=0.004) (図1A,C).WithoutLE群にお

有さない全ての細胞の核が，抗pSmad2/3抗体で
びまん性もしくは頬粒状に標識され， その程度は淡
いものから強いものまで幅広かった（図3A,B).

いては，両者に統計学的差異は認めなかったもの

の(p=0.063),NIを有する神経細胞の密度は
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図3大脳皮質における核内封人体形成に伴う核内のpSmad2/3発現低ドと，核内封人体におけるp62
とSmurf2の共局在

前頭葉皮質の抗pSmad2/3抗体（緑）と抗p62抗体（赤）を川いた免疫蛍光二重染色像(A:正常コントロ
ール,B:表1のPt. 1), および抗pSmad2/3抗体による免疫細織化学像(C,D:表lのPt. 1).核内封
入体(NI)を有する細胞の核内のpSmad2/3に対する染色性(B)は，淡い（矢頭） もしくは消失（矢印）
している．少数のNIは抗pSmad2/3抗体で核より強く標識され(C矢印),大部分のNIは標識されない(D
矢印).WithLE群及びWithoutLE群における, NIを有する細胞に占めるNIを有しかつ核内
PSmad2/3発現が消失した細胞の割合を示す箱ひげ図(K) .

前頭葉皮質におけるアストロサイトの抗

Smurf2 (H‑50)抗体による免疫組織化学像(EG:表1のPt. 1) と，抗Smurf2 (H‑50)抗体（緑）と抗

p62抗体（赤） を用いた免疫蛍光二重染色像(HJ:Pt. 2) . NIを有さない細胞(E,H), p62陽性かつ
Smurf2陰性のNIを有する細胞(F,I), p62陽性かつSmurf21"'性のNIを有する細胞(G, J) .大脳皮質
細胞及び側脳室上衣細胞における, p62陽性NIにおけるp62とSmurf2 (H‑50)の共陽性率を示す箱ひ
げ低I (L) . 箱のド端と上端は第一阿分位数と第三￨ﾉﾘ分位数を，箱中の水平線は中央値を，箱より上下に
位置する水平線は最小値および最大値を示す． Bar=20nm(A‑B), 51,m(C‑D), 3.81,m(E) , 31'm(F‑
J).N:Nucleus.
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された（図3E‑J). 同様に抗Smurf2 (D5)抗

一方で,WithLE群とWithOutLE群の両群にお
いて, NIを有する細胞の核の抗pSmad2/3抗体
に対する標識は淡くもしくは消失していた（図3

体でもNIsは楪識された.大脳皮質細胞において，

p62陽性NIsに占めるp62とSmurf2 (H‑50)共
陽性のNIsの割合は,WithoutLE群に比し，

B). p62陽性NIを持つ細胞に占める，核内
pSmad2/3陰性となる細胞の割合には, 2群間で

WithLE群で有意に高かった(WithLE群76．0

有意差を認めなかった（平均11肖士標準偏差：

=t17.4%,WithoutLE群28.0±7.2%,p=

WithLE群16．0±6.3%,WithoutLE群13.9=t

0.003)．

12.8%,p=0.905) (図3K) ． いずれの群において
も大部分のNIは抗pSmad2/3抗体で標識されな

けるそれも同様に,WithoutLE群に比し,With

また，側脳室周囲の上衣細胞のNIsにお

LE群で有意に,断かつた(WithLE群84.4r

され, NIがそれよりも強く標識される細胞も認

15.4%,WithoutLE群46.0i17.8%,p=0.018)
(図3L) ．一方, 2例のMachado‑Joseph病患者

められた（図3C矢印). いずれの症例において

の橋核細胞における, 1c2陽性NIsに占める1c2

かったものの（図3D矢印),稀に核が淡く標識

とSmurf2 (H‑50)共陽牲のNIsの割合は6%と

も胞体は標識されなかった（図3C,D) .

10%と低かった（データ提示無し) .
大脳皮質細胞内核内封入体におけるP62と

皮膚生検組織の脂肪細胞内核内封入体における

Smu㎡2の共局在

いて,神経細胞やグリア細胞の胞体および核内は，
NIの有無に関わらず抗Smurf2 (H‑50)抗体で淡

p62とSmurf2の共局在
大脳皮質の細胞と同様に，正常コントロールを
含む全ての検索皮膚組織において，脂肪細胞の胞

く標識され，

体および核内は，封入体の有無にかかわらず抗

正常コントロールを含むすべての検索症例にお

さらに一部のNIsは明瞭に強く標識
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図4皮膚生検組織の脂肪細胞内核内封入体におけるp62とSmurf2の共同在

表lで示した思者10(A‑C)と患者13 (D‑F)から得た皮膚'1杖組織の脂肪細胞の抗Smurf2 (H‑50)抗体
による免疫組織化学像(AC:#1のPt. 10)および,MSmurf2 (II‑50)抗体（緑） と抗p62抗体（赤）
を用いた免疫蛍光二重染色像(DF:x1のPt. 13).核内封人体(NI)を有さない細胞(A,D), p62陽性
かつSmUrf2陰性のNIを有する細胞(B,E),p62陽性かつSmurf2陽性のNIを有する細胞(C,F) ． 各症

例における脂肪細胞内p62陽性NIにおけるp62とSmurf2(H50)の共陽性率を示す棒グラフ(G).Bar=
5j'm(A‑F).
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Smurf2 (H‑50)抗体で淡く標識され（図4A‑
F), さらに，一部のNIsは明瞭に強く標識された
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も内部にコア様の電子密度の高い部分を有する

（図4C,F). p62陽性NIsに占めるp62と

NIを高頻度に認めたこれらの結果から, NIの
構造や組成が疾患の進展に伴い変化している可能

Smurf2共陽性のNIsの割合は90.0i7.2%であ

性が考えられた．

った（図4G).

さらに本研究では， アストロサイトの生理的機

能の調節に関わるTGF‑βシグナル経路の主要
考

察

蛋白であるpSmad2/3の正常な核内への発現が，
NIの形成に伴い減少，消失することを示した．

本研究では，成人発症NIIDにおいて， 白質脳症
を発症している群と， それを有さず偶発的にNIs

抗pSmad2/3抗体で標識されるNIを有する細胞

た. NIsは神経細胞よりもはるかに多くグリア細

は稀であり， またpSmad2/3の発現が核内から消
失する機序は不明であるものの, NIを形成して
いる細胞においてTGF‑βシグナル経路が障害さ

が認められた症例群のNIsについて比較検討し

胞に出現し， その出現頻度は白質脳症の有無に関

れている可能性が示唆された. pSmad2/3が核内

連しないこと， そして白質脳症を発症している群
のNIは，白質脳症を欠く群では見られない大き

から消失している細胞の割合は白質脳症の有無に

なサイズまで幅広く分布していることを示した．

ル経路の障害は，組織障害を来すより以前の段階

さらに, TGF‑β関連蛋白の発現については, NI
を形成している細胞の核内では白質脳症の有無に

から生じている可能性が示された．

関わらず, pSmad2/3の正常な発現が低下，消失

要蛋白であるSmurf2は，一部のNIsに強く発現

していること，

よって差がないという結果から, TGF‑βシグナ

一方で，

この経路を抑制的に調節する経路の主

また一部のNIsはSmurf2陽性を

していた． 白質脳症を発症している群のNIsにお

示し， その割合は白質脳症を発症している群にお

けるSmurf2陽性率が有意に高かったことから，
Smurf2の過剰発現がTGF‑βシグナル経路を抑

いて有意に高いことを示した．

本疾患の最大の組織学的特徴は，障害部位を超

制してアストロサイトの活性化やアストログリオ

えた広範な領域かつ多種の細胞にNIの形成を認

ーシスを障害し， 白質脳症の発症に関与している

める点である．

のではないかと推測した．

これは, NI形成が直接的に細胞

障害には結びつかない可能性を示唆している．本
研究で得られた，大脳におけるNIの出現頻度は

白質脳症の有無に関連しないという結果も， これ
を支持すると考えられる． また, NIを有する神
経細胞の出現頻度が明らかに低く，かつ白質脳症
の有無に関連しないという結果からは, NIを有

また同一群内の大脳皮

質細胞と側脳室周囲上衣細胞のNIsにおける

Smurf2陽性率は近似しており, Smurf2の過剰発
現は部位や細胞種に関わらず進行していると考え

られる．疾患対照として行ったMachado‑Joseph
病の1C2陽性NIsにおけるSmurf2陽性率は極
めて低く, NI形成の過程においてSmurf2が非

するアストロサイトの異常が神経細胞の異常に波

特異的に巻き込まれている可能性は否定的であっ

及して組織障害を引き起こすとは考え難かった．

た．

むしろ，既報同様にNIを有するグリア細胞特

白質脳症を発症している群の皮層組織の脂肪細

にアストロサイトの出現頻度が圧倒的に高いこと

胞においても, NIsにおけるSmurf2陽性率は大

から，

脳皮質細胞や脳室周囲上衣細胞のそれと同様に高

アストロサイトが本疾患の病態に直接的に

関与している可能性が考えられた

かった．現在，本疾患の皮層生検診断において

本疾患におけるNIの形成機序は未だ不明であ

NIのマーカーとして使用されているユビキチン

る．本研究の検討では， 白質脳症を発症している

やp62は，いずれも異常凝集蛋白を広く標識する

群のNIは， 白質脳症を欠く群では見られない大

ため, p62陽性NIsが高いSmurf2共陽性率を示

きなサイズまで幅広く分布しており，超微形態で

すことは診断の参考となり得る可能性がある．
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M,YoshidaM,WatanabeHandSobueG:Skin

biopsyisuSefulfortheantemortemdiagnosisof

本研究により,TGF‑βシグナル経路の異常が
成人発症NIIDにおけるNIの形成や，病態機序
に関与している可能性が示された． また皮層生検

組織における，抗p62抗体と抗Smurf2抗体を用
いた蛍光免疫二重染色によるNIsの共陽性率の測
定は，成人発症NIIDの生前診断の参考となる可
能性が示された．
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