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要 旨

Hell-cobacteTPYlon'は家族 (親子)感染をコアとして,世界の入日の推定 50%の胃粘膜に感

染してきた.日本では母子感染と父子感染を認める.小児の場合,除薗後に親から再感染を受け

ることがある.H.pylon.には強毒株 [例 :GAGA (EPIYA-ABD),vacA (sl/ml)]と弱毒株

[例 :cagA陰性,柑CA (S2/m2)あるいはcagA (EPIYA-ABC),vacA (S2/m2)]が存在する.

新潟を含む日本には前者が分布.本研究では,強姦株による家族内感染で小児が蛋白漏出性胃

症を発症した事例を解析した.除菌治療で改善したことから,本症とH.pylon'感染との関連が

強く示唆された.この症例では,′j､児だけにtypeⅣ 分泌システム (cagA)が原因となって起こ

る特異な感染像 (台座形成)が異常に多く兄いだされた.また小児にOCRLl遺伝子変異

[A曙318Cys(∈GC-Tらc)]を認めた.台座形成は,H.pyhn'因子 (候補 :cagA)と宿主側

要因 (候補 :ocRLl変異)が決定づける病変であった.蛋白漏出性異常が,H,pylon'による膜

障害に関連する可能性がある.

キ-ワ-ド:Helicobacterpylorl.,病原型,蛋白漏酢性胃症,小児,電子顕微鏡解析

は じ め に

HeIIcobacteFPylom'は胃という過酷な環境に定

着,そこで生存するために4つの特徴をもつ.①

強いウレアーゼ活性をもっていて,胃酸抵抗性を

示す.②胃粘膜にくっつ く強い粘着能力をもつ.

③菌体がらせん形で,片方の菌端に4-6本の鞭

毛をもち,回転 しながら秒速 70pm もの高速で運
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動,胃の粘膜上を動 き回る.さらに,④胃上皮細

胞を傷害するタンパク質 (C昭A)と毒素 (VacA)

を産生する.

H,pylon'の感染経路は経口で,家族 (親子)感

染をコアとする.感染は2歳までに成立すると言

われ,小児期の感染の多くは生涯にわたる.この

結果,世界の入口の推定 50%が感染 していると

いった現実を作 りあげてきた.しか し近年では,

別刷請求先 :〒951-8510 新潟市中央区旭町適1-757
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感染状況は経済状態,生活習慣,年齢により異 な

る.一般に開発途上国では小児期から成人にわた

って高率で,先進国の場合には高齢者で高いこと

もあるが,青年や小児では低率となった.

H.pylorl'感染 1)2)は胃炎,消化性潰癌 潤 酒場,

十 二指腸漕癌),腎MALTリンパ腫と強く関連す

る.腎癌の細菌性 リスク因子でもある.また,潤

化管以外の疾患として,窯発性鹿/車板 減 少性紫斑

病と小児の鉄欠乏性貧血との関連が 指 摘 されてい

る.H.pyh露感染症に対 しては除菌 治 療 を基本と

する1)2).一方で,病原菌 H.pylof 7. を 除 菌治療す

ることで起こる病気 (逆流生食道炎)も注目され

ている.

電子顕微鏡の世界

胃粘膜の生検組織を得,粘膜を被う粘液層を除

いた後に電子顕微鏡で観察すると,感染に関する

知見 (感染像)が得られる (図1).走査型電子顕

微鏡 (SEM)では感染様式を表面からみる.多数

の H.pylon.の感染様式を一度にあることができ

るが,内部の詳細は分かりづらい.透過型電子顕

微鏡 (TEM)は,H.pylon.による上皮細胞障害を

内部からより詳細に説明する像を与えるが,多数

の H.pyJo露を観察するのには手間がかかる.本研

究では SEM とTEM を駆使 して,H.pylorl'感染

の謎にせまる.なお,電子顕微鏡像は白黒である.

日本での親子感染

分離したH.pylo露のDNAを調べることで (例

えば ribo勧)ing法によって),家族内感染を追跡

することができる3) (図2).一般に理解されてい

るように母子感染が日本でも起きている.その上

で,父子感染を認めることがある.父子感染の場

合には∴ 緊̀密な間柄"が注目される.父親の濃厚

感染が原因となるのかもしれない.また愚者が小

児の場合には,除菌後に家族内で再感染が発生す

ることがある.

病原性因子とタイプⅣ分泌システム

病原性因子と関連遺伝構造で最もよく研究され

てきたのが,そして病原型別として利用されてき

たのがタイプⅣ分泌システム (T4SS)と関連 し

たC覗Aタンパク質 (遺伝子 cagA),そしてVacA

Gastricbiopsyspecimen

図 I H.pylori感染の電子顕微鏡解析

SEW,走査型電子顕微鏡 (解析);TEN,透過型電子顕微鏡 (解析)
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図2 H.pyhn一家族内感染と小児感染

文献3を改変

毒素 (遺伝子 帽CA)である.

T4SSはCagAを含む分泌タンパク質を 腎上皮

細胞内に注入する装置一式のことで,遺 伝子領域

は染色体上の挿入配列 cagPAIである4).cagpAI

は長 さ40kbで,両端を31bpの反復配列で撲ま

れており,内部にcagAを含む32個の cag遺伝子

群をもつ.

CagAは 120kDaの巨大タンパク質で,1989年

頃に胃炎や消化性漕壕への関連が証明された.上皮

細胞内に注入されたCagAはシグナル伝達系を修

鍾,タイトジャンクションを破壊するとともに (図

3A,B),細胞増殖を異常に先進する5日 図 3A).

CagAのC末端よりにあるEPIYAチロシンリン酸

化モチ-フの配列型と反復が,病原性 (特に胃癌)

との関連で,また地域特異性 (分布)の指標とし

て特に注 EMjされている6ト 釦.EPIYA-Cはヨ-

ロッパ,米国,オース トラリアなどに分布するの

管 ,欧 米 型 (WesternCagA) と 呼 ば れ ,

EPTYA-Dは中国,韓国,日本を含む東アジアに

分布するので,東アジア型 (Eastem CagA)と呼
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ばれる,後者は腎癌発症率の高い地域型である.

なお,EPⅣA-ABは地域に共通.ただし,極東ロ

シアにも胃癌 が存在 して注 目されているが,

CagAのEPIYAモチーフは欧米型 (EPIYA-ABC)

であった 9).日本 (新潟など)に分布するH.

pylon'はほぼすべて 喝5射場性で,EPrYA-ABD優

性である9).欧米や極東ロシアには cagA陰性株

(弱毒株)も分布する.

VacAは,細胞内に多数の空胞 を生 じさせて

(空胞化して)死滅させる毒素である.VacA活性

と消化性潰境や胃癌との関連が指摘 されている.

柑CA遺伝子産物 は 1購 kDaの巨大な前駆体でチ

N末端側に内膜通過のためのシグナルペプチ ドを

もち,C末端側には外膜通過のための分泌領域が

存在する.成熟毒素として働くのは中央部分から

作 られるAとBの 2つのサブユニットからなる

巨大なオリゴマ-である,vBCAはほぼすべての

H,pylom'がもつ.ただし,シグナルペプチ ド領域

にSlとS2型が,中央領域にはmlとm2型が存

在 し,sl/mlは高病原型,S2/m2は非活性型
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図 3 タイプⅣ分泌システムによるCagA蛋白の上皮細胞内注入とCagAによるシグナル伝達系の修飾

(A)シグナル伝達系の修飾は文献 5を改変.

(ら)H.pylom'によるタイトジャンクションの破壊を示す SEM俊一この像は ｢出現 した細胞間隙間

にH.pylon'が群がり,血柴由来成分 (尿素など)を吸い取っている｣とも解釈される,Bar,l〟m.

(VacA非産生型)で,sl/m2は中間型 (低活性型) 小児蛋白漏出性胃症での特異な感染像

と理解されている10).なお,S領域とm領域の間

に量領域 (il,i2型)を提案する報箆がある. 5歳の男児 (患者),36歳の父親,32歳の母親

に,同一 H.pylon'による家族内感染を認めた.父

親と母親の内視鏡所見は慢性胃炎.H.wlorlの遺

伝型は cagA (EPIYA-ABD),帽CA (sl/ml).父
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内 視 鏡 (豊 田 茂 原 図 ) SEM

図 4 小児蛋白漏出性胃症の内視鏡所見 (A)と走査型電子顕微鏡所見 (B)

図5 小児蛋白漏出性胃症を患った小鬼と両親 (慢性胃炎)から得た胃生検組織の走査型電子顕微鏡解析

Pedestal,台座.台座はCagAによって形成されると考えられている.小児と両親は同一

H.wlon'[cagA (EPrYA-ABD),帽CA (sl/ml)]の感染を受けている.

方祖父は腎癌で死亡,

男児は3歳児検診で蛋白尿を指摘 され,突発性

尿細管性蛋白尿症 (Dent病)と診断 された.過

伝子診断では,Dent病の主な責任遺伝子 (Ⅹ染色

体,Ⅹpil.22領域の CLCN5)は正常で,関連する

ことがあるOCRLl遺伝子 (bwe症候群の責任

遺伝子)に変異を認めた [Arg318Cys(CGC-

75

TGC)].母親の繭遺伝子は正常.

男児は5歳時に,全身性浮腫,腹痛サ発熱で入

院.血液検査で低蛋白血症を,内視鏡検査で胃休

部に多数の蛋白栓を認めた (図 4A).診断は蛋白

漏出性腎症.H.pylom'は陽性.除薗治療後,11歳

時の内祝鏡検夜で蛋白栓はほぼ消失,血清総蛋白

量も改善 した.
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5歳時の生検組織の SEM では,分泌物に被わ

れた異常な粘膜上皮が観察 された (図4B).H.

pylorlは分泌物に被われてしまったのか,極めて

まれにしか観察されなかった TEM では,さらに

異常なH.pyh再感染像が観察 された (図 5).鰭

染 H.pylo膏の殆ど (約 85%)が台座形成 (ped-

estalformation)陽性で,肥厚 した細胞膜に粘着

していた.両親の感染粘膜には台座形成像はまれ

で,男児のような典型的な橡は解析した限り認め

なかった. LF

蛋白漏出性腎症とH.pylon'感染の関係はまだ確

立されていないが,本症例はH.pylon'起因説 11)12)

を支持する成績である.感染していたH.pylodは

強毒型 [cagA (EPrYA-ABD),帽CA (sl/mlH

であった.台座形成はH.pylo露のT4SS (CagA)

が原因である.しかし本症例では,宿主側要因

(候補 :OCRLl遺伝子変異)が台座形成を決定

づけていた.この腰障害が蛋白漏出を惹起 した可

能性がある.発症メカニズムの解明にはさらに研

究が必要である.本症例は豊国 茂病院長 (神奈

川県立汐見台病院)との共同研究である.
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