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4血液内科領域

発作性夜間へモグロビン尿症とEculizumab
‑効果と不応例について一
小林弘典
新潟大学医歯学総合病院
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要

旨

発作性夜間ヘモグロビン尿症(paroxysmalnocturnalhemoglobinuria : PNH)はphos‑
phatidylinositolglycanclassA遺伝子に後天的変異を来した造血幹細胞がクローン性に拡大し，
補体介在性の血管内溶血を来す希少疾患である．根治的治療は造血幹細胞移植で適応は重症例

に限られ，その他の症例に対しては対症療法が行われてきたが，抗補体C5モノクローナル抗体

であるエクリズマブが開発され,PNH患者の予後, qualityoflifeは劇的に改善した． しかしな
がら，本邦では少数ながらエクリズマブ不応例が認められ，その原因がC5遺伝子多型によるこ
と， この多型が日本人特有であることが見出された． この知見は生物学的製剤不応性の一因お
よび人種差により治療反応性が異なる可能性があることを明らかにした点において重要と考え
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られた．

キーワード：発作性夜間ヘモグロビン尿症，エクリズマブ，補体，遺伝子多型

発作性夜間ヘモグロビン尿症の病態

症例に対しては血管内溶血血栓症，造血不全と
いった各病態に対する対症療法が行われてきた．

発作性夜間ヘモグロビン尿症(paroWsmalnoc‑

このような状況で抗C5モノクローナル抗体であ

turnalhemoglobinuria : PNH)はphosphatidyli‑

るエクリズマブ(Eculizumab)が開発された．エ

nositolglycanclassA(PIG‑A)遺伝子に後天的

クリズマブはterminalcomplementのC5上のエ

変異を来した造血幹細胞がクローン性に拡大し，

ピトープに結合し, C5転換酵素によるC5aと

各橦血液細胞においてGlycosylphosphatidy‑

C5bの開裂を阻害し，炎症性メデイエータである

linositol (GPI)アンカーが欠損し，補体介在性の

C5aの放出とC5bからのMAC形成を阻害する．

血管内溶血を来す希少疾患で，血栓症や造血不全

その一方でC3bを介した病原体のオプソニン化

も出現する').PIG‑A遺伝子はX染色体(p22.1)

や免疫複合体の除去などには影響を与えない2)4)．

上に位置し，細胞膜糖脂質であるGPIアンカーの

結合部位である相補性決定領域(complementari‑

初期合成に関わる糖転移酵素複合体の一部をコー
ドしている.GPIアンカーにはGPIアンカー結合

tydeterminingregion : CDR)はマウスとヒトの
キメラで，重鎖定常領域(heaW‑chainconstant

型の膜蛋白(GPIアンカー蛋白）が発現し，種々

region : CH) 1にヒトIgG2を,CH2と3にヒト

の役割を果たしている.PNHではPIG‑A遺伝子

IgG4を用いることにより,Fc受容体に結合した

変異によりGPIアンカーの合成障害を来し,GPI

り，補体を活性化しないように工夫されている2)．

アンカー蛋白の1種で補体制御因子であるCD55

エクリズマブの登場により海外においては

およびCD59が血球膜に存在できなくなるため，

99％以上の症例で血管内溶血に関し良好な反応

補体感受性が冗進し，血管内溶血を来す2)．
補体系は古典経路，第2経路， レクチン経路の

が得られると同時に, qualityoflifeの改善，輸血
量の減少,血栓症リスクの低下が認められた5)−9)．

3種類の経路が補体C3活性化の段階で合流し，

PNH患者の長期生存率は年齢・性別を一致させ

最終的に膜侵雲複合体(membraneattackcom‑

た正常な集団と差が認められないまでになってい

plex :MAC)を形成する系で,C5転換酵素形成

る 0)．

までのproximalcomplementとC5活性化からC9

エクリズマブ投与方法は成人に対しては1回あ

重合によるMAC形成までのterminalcomple‑

たり25〜45分での経静脈的投与で, 600mgを

mentに分けられる. CD55はおいて血球膜上で

C3転換酵素を失活させ, proximalcomplementの

週1回で4週投与し， 5週目から900mgを2週
ごと継続投与する． また，補体系の抑制により莱

活性化を抑制し, CD59はterminalcomplement

膜形成細菌による感染症を発症しやすくなると推

においてC9重合を阻止してMAC形成を抑制す

測され，投与前に髄膜炎菌ワクチンの接種が必要

る役割を担っている3)． このため, CD55/CD59

である．

が存在しないPNH血球では補体介在性の溶血を
来す．

エクリズマブ不応例と今後の展望
エクリズマブの登場と効果・注意点

日本国内におけるエクリズマブ不応例の出現

エクリズマブの日本国内第II相臨床試験

PNHの根治的治療は造血幹細胞移植で，適応

(AEGIS試験）においても溶血の指標である

は重篤な血栓症や造血不全例に限られ，その他の

LDHは投与1週目から速やかに減少し海外の報

各科領域における生物学的製剤の現況と展望

告と遜色がなく，輸血量の減少や疲労感(FACn‑

Fatigueスコア）の改善も認めた11). しかしなが
ら，本邦では少数ではあるがエクリズマブ不応症
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【入院時身体所見】

身長148cm,体重56.0kg,体温37.3℃，脈拍
55/分・整

例が認められ，その機序がC5遺伝子多型による

血圧103/42mmHg,SpO295%(酸素2L)

ものであること， この多型には人種差があること

結膜に貧血・黄疸あり．呼吸音異常なし．心尖

が解明された'2)．まず自験例を提示する．

部にLevinem/Ⅵの収縮期雑音を聴取する．

【症例】 62歳,女性．

腹部に異常なし．表在リンパ節を触知しない．
下腿に浮腫なし．神経学的に異常なし．

【主訴】発熱,ふらつき．

【入院時血液・尿検査所見（図lA)】

【既往歴】

血管内溶血による正球性貧血網状赤血球増加，

46歳右腎細胞癌に対し腎摘出術施行．

ASI､ ･ LDH･間接ビリルビン上昇，ハプトグロ

52歳左特発性大腿骨頭壊死．
54歳クリプトコッカス髄膜炎．

ビン低下，腎機能低下，尿潜血強陽性を認めた．

60歳総胆管結石・胆襄結石に対し総胆管切

腎機能低下はヘモジデリン沈着による慢性腎臓病

開採石術・胆嚢摘出術施行虚血性腸炎

に脱水が加わったためと考えられた．

【フローサイトメトリーによる末梢血PNH血球

に対しワルファリン内服開始．

の検索（図lB)】

【現病歴】
49歳時に当院泌尿器科外来通院中に汎血球減

少を認め，当科を紹介受診した．溶血所見と末梢

GlycophorinAは赤血球マーカーでCD55/
CD59陰性のPNH型赤血球を認めた（左).

nPNH血球陽性からPNHと診断，溶血に対して

CD33は顯粒球マーカーで, FIAER(nuores‑

プレドニゾロン (PSL) 10mg,造血不全に対して

cent‑labeledinactivetoxinaerolysin)は哺乳類の

メテロノン内服開始した．以後，定期的な輸血の

GPIアンカーに特異的に結合する．穎粒球におい

施行は不要(Hb5〜7mg/dl)であったが，溶血

てもFIAER陰性のPNH型血球を認めた（右).

【入院後経過（図IC)】

発作の急性増悪のため入退院を繰り返していた．

62歳時に発熱，全身倦怠感が出現，感染症を契
機にした溶血の急性増悪のため，緊急入院した．

【血算】
WBC 7170 /uI
Neut 83.4%
Lym
9.8%
Mono

6.1%
EosinoO.4%
Baso
O.3%

RBC
Ret

122×104/MI
65．7%o

Hb

40g/dI

Ht
ll｡9%
MCV97.5 fL

PIt

20．1

【尿検査】
図lA

×104/UI

抗菌薬（アンピシリン／スルバクタム:ABPC/

SBT)を開始し，感染をコントロールすることに

【生化学検査】
TP
6．7g/dl
Alb
4.2g/dl
AST
366IU/L
ALY"

LDH

47IU/L
3458IU/L

V‑GTP
65IU/L
‑r‑BIL
4"4mg/dl
D‑BIL
O､7mg/dl
BUN
40mg/dI
Cre
234mg/dl
Na
l37mEq/L
K
4.5mEq/L
CI
108mEq/L
Ca
9｡6mg/dl
P
3.6mg/dl
CRP
129mg/dl

糖(±),潜血(3+> 蛋白(2+>,ｹﾄﾝ体(‑）
ｳﾛﾋﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ(‑),ﾋﾞ ﾉﾙﾋﾞﾝ(‑）

【血清学的検査】
￨gG
713 mg/dl
IgA
76 mg/dl
IgM
45 mg/dl

ハブトグロビン6mg/dl

【凝固検査】
PT‑INR

1"98

APTT

24.1秒

FBG
FDP

392mg/dl
3．5Mg/dl

Dダイマー0｡9ug/dl
ATm

ll4%

プロテインC55%
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9
PSL

エクリズマブ中止

4

8

9mg/2日

ABPC/SBT1−麺唱

髄膜炎菌
ワクチン

ハプトグロピン
4000単位/日

1

ⅢⅡ

÷6稼圖④
①②③④⑤

③

900mg/回
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図1
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1
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X年10月

⑥

９０
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００
⑧
Ｏ９
Ｇ
弱
調
お⑪
郡り
帽９
沁鋤０

︵壱蔵頁亟ぐ

図l(j

エクリズマブ

600mg/錘

０８５４２︐

f

退院

3月

人￨塊￨￨､↑検代Ⅳi兇・人￨塊後絲過

(A)入院l1,↑Ⅲ液･ lｨ《検介所兇
(B) フローサイ l､メトリーによるｲ沖i'illlPNHⅢ球の検索

（/,f)GlycophorinAは赤li1球のマーカーで,CD55/CD591i2'l'￨2のPNHII味を,認める．
({i) FIAER(nu()rescent‑labele(linactivetoxinaerOlysin)はl'lli孔知のGPIアンカーに
特典的に結合する．畑幟上￨《でもFIAERIif'￨'1ﾐのPNHlil球を1泌める．
(C)入院後経過

より，急性溶血発作の收善を耐めたが，依然とし

常エクリズマブl世jj時にはlⅢ清衲体価(CH50)

てI甫度の慢性溶血が残ｲfした． また!『f保!稚のため，

が符￨ﾘlに低下するが，エクリズマブ投引淵始後血

ハプトグロビンを投与した．

, , ,淡嘆トラフIIfだけでなく， ピーク時もCH50の

髄1I蝋炎￨粥iワクチン接繩後に，エクリズマブの投
与を開始したが，溶Ⅲ[の改善は認めなかった．通

低￨〈が認められず，エクリズマブ無効と､卜'l断し, 9
1 , il l lを雌後に推与' ￨ ! llそした．
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Eculizumab有効例
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図2

肌

invitro溶血試験･C5遺伝子解析

(A･B)エクリズマブ投与前血清を用いたinvftro溶血試験
エクリズマブまたはエクリズマブとはC5の異なるエピトープを認識する抗C5抗体である
N19‑8を様々な濃度で添加したinvitroでの溶血試験を行った．エクリズマブ有効例の血清

ではエクリズマブは25"g/mlで,N19‑8は100/4g/mlで完全に溶血が抑制された(A).一
方本症例の血清ではエクリズマブを2,000"g/mlまで濃度を上げても約40%溶血が残存した
が,N19‑8添加では100"g/mlで完全に溶血が抑制され，エクリズマブ有効例と同等の溶血
阻止効果を認めた．

(C)C5遺伝子解析
本症例ではC5のエクソン21上にヘテロの変異c.2654G>Aを認めた（大阪大学血液・腫
瘍内科学西村純一先生より提供)．
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エクリズマブ無効の原因として， まず血中濃度

今後の展望

の低下と中和抗体の存在を検討したが，血中濃度

エクリズマブ不応例に対する新規薬剤として，

(35"g/ml)は保たれていて，中和抗体も検出さ

エクリズマブと異なるエピトープを認識する抗

れなかった．次にエクリズマブ投与前血清を用い

C5抗体(LFG316)や肝におけるC5発現を抑制

たinvi伽溶血試験を行った13)．抗ニワトリ赤血

するsiRNA¥(ALL‑CC5)が開発され，臨床試

球ポリクローナル抗体で感作した，ニワトリ赤血

験が進行中でその効果が期待される． また,C5以

球にエクリズマブまたはエクリズマブとはC5の

外を標的とした治療薬の開発も進んでいる．

異なるエピトープを認識する抗C5抗体である
至叩

N19‑8を様々な濃度で添加したmvitmでの溶血

結

試験を行った（図2A。B).エクリズマブ有効

例の血清ではエクリズマブは25/zg/mlで,N19‑
8は100"g/mlで完全に溶血が抑制された (A).
一方本症例の血清ではエクリズマブを2,000"g/

C5遺伝子多型がエクリズマブ不応の原￨団となり

mlまで濃度は上げても約40%溶血が残存した

得ることが分かった． このことは，広範な領域で

が,N19‑8添加では1001ug/mlで完全に溶血が

様々な生物学的製剤が使用され，新規薬剤の導入

抑制され，エクリズマブ有効例の血清と同等の溶

が海外で先行することが多い現状で，薬剤不応性

エクリズマブの登場により, PNH患者の生活

は劇的に改善したが， その一方で日本人特有の

血阻止効果を認めた． このため,C5遺伝子変異に

の一因および人種差により治療反応性が異なる可

よるエクリズマブ親和性の低下を疑い，遺伝子の

能性があることを明らかにした点において，重要

塩基配列を決定したところ，エクソン21上にヘ

な知見と考えられた．

テロの変異c.2654G>Aを認め, p.Arg885His多
型が予測された（図2C).これらの結果から上記
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