
免疫と疾患	

2.23	



新しい意味の感染症	

プリオン	  
Aβ

花粉症	



細菌、ウイルス	  
原虫	  
寄生虫	

プリオン	

Aβ	

シリカ	  
PM2.5	

花粉	

酸化LDL	
癌遺伝子産物	  
シトルリン化αエノラーゼ	

細菌、ウイルス	  
原虫	  
寄生虫	



２つの概念	

•  １）新しい感染症の概念；　微生物のみでなく、
花粉もプリオン蛋白も、傷害性分子も、生体
内で変異した自己分子も免疫系と戦いを起こ
すものはすべて感染症と考える。	

•  ２）感染によって、炎症性に組織が傷害される
が、感染原がクリアされれば、組織はもとに
戻る。感染が持続すれば様々な慢性疾患が
形成される。	



外部	

内部	



内部	

外部	



皮膚	

樹状細胞	
マクロファージ	

肥満細胞	



肺胞alveolus	

100µm	

1型上皮細胞	

II	  型上皮細胞	

肺胞マクロファージ	

毛細血管	



樹状細胞	

B細胞	



TRL	

Phagosome	

NLR	  inflammasome	

Pro-‐IL-‐1β
Pro-‐IL-‐18	

IL-‐1β
IL-‐18	

Th17	

IL-‐6,IL-‐23	

Th1	

IL-‐12	

Treg	

TGFβ	

Th2	

Microorganisms	

T-‐bet	RORγt	

GATA3	

FoxP3	

IL-‐4	

TFH	

B	  cells	

CD8	  T	



細菌感染症	

ブドウ球菌を例に	



F4/80	

ブドウ球菌	

マクロファージ	

樹状細胞	

サイトカイン	 ケモカイン	

TNFα,	  IL-‐1β,IL-‐6	



樹状細胞	

B細胞	

TFH	



IgG	オプソニン化	 抗体は細菌に結合して好中球	  
マクロファージの貪食を助ける	  
	



樹状細胞	

貪食	  
ROS,	  消化酵素	

炎症、殺菌、組織傷害	

M1マクロファージ	



TGFβ	

collagen	

M2	  macrophages	

組織修復	



細胞内感染	

結核菌	



TH1 CD4 T 細胞� CD4 TH1 Cell

CD4

ファゴライソゾーム

MHC classII

TCR

IFN-γ �

マクロファージ、樹状細胞	



自然免疫細胞受容体	

TLRs	  
Inflammasome等	



TLR1/2 �

 �

TLR4 �

LPS of Bacteria
Mannan of Fungi�

TLR5 �

Flagellin of Bacteria �

TLR11 �

TLR3 � dsRNA of 
virus �

TLR7/8 �

ssRNA of Virus �

TLR9 �

CpG of Bacteria, virus, protozoa �
Profilin-like Protein of protozoa
Uropathogenic Bacteria �

TLR2/6	

Lipoprotein	  
of	  Bacteria	  

Peptidoglycan,Lipoprotein
LTA  of Bacteria
Zymosan of Fungi



LRR	

TIR	

LRR	

TIR	

	  PAMPs.	  DAMPs	

MyD88	
IRAK4	
IRAK1	

TRAF6	

TAB2	

TAB1	
TAK1	

IKKα	IKKβ	
IKKγ	

IKβ	

p50	p65	

MKK3	  
MKK6	

MKK4	  
MKK7	

p38	

CREB	

JNK	

AP1	

一般的TLRシグナル	

Proinflammatory	  cytokines	

エンドゾーム	

TRIF	

TRAF3	

IRF7	 IRF3	

IFNs	



TLRのアゴニスト�
病原体� 実験に使われるアゴニスト�

TLR1/2 � Peptidoglican, 
Lipoproteins of�Bacteria �
�

Pam3Cys �
�

TLR2/6 � Lipoproteins of S. aureus �
�

MALP2  10ng/ml�
�

TLR3 � dsRNA of Virus �
�

Poly(I:C)  100µg/ml�
�

TLR4 � LPS of Bacteria, Mannan 
of Fungi�
�

LPS  100ng/ml Salmonella 
minnesota from invitrogen �
�

TLR5 � Flagellin of Bacteria �
�

TLR7/8 � ssRNA of Virus �
�

R-848 100nM �
�

TLR9 � CpG DNA of Bacteria, 
Viruses, and Protozoa�
�

CpG DNA  1µM �
�



NLRP3	

ASC	

Procaspase-‐1	

Microbe	  infecXon	

Caspase-‐1	

Pro-‐IL-‐1β
Pro-‐IL-‐18	

IL-‐1β
IL-‐18	



ウイルス感染	

外部で発育できない生物の感染	



リンパ節	
RNA	

HA	NA	

インフルエンザウイルス	

直径80-‐120nm	



RNA	

マクロファージ�

貪食�

RNA	

�dsRNA �

TRIF �
NFkB�

IRF3�

TLR3 �

Type	  1	  IFNs	

Pro-‐IL-‐1b,	  IL-‐6,	  TNFa	



RNA	

RNA	

TLR7 �

エンドゾーム�エンドサイトーシス�

MYD88�IRAK4	
IRAK1	

TRAF6	
IKβ	

p50	p65	IRF7�

Type 1 IFNs � pro-inflammatory cytokines �

pDC�

ssRNA �



上皮細胞�

RIG-1�

MAVS �

5’ triphosphate viral RNA �

RNA	

エンドゾーム� 核�



細胞傷害性T細胞�
CD8 TCell

CD8

MHC classI B2microglobulin

ウイルス感染細胞

Fasリガンド

Fas

NK	  細胞	



寄生虫と花粉	

Th２免疫	



TSLP,	  IL-‐25,1L-‐33	

アレルゲン（花粉、ダニその他）	

線虫	

アラーミン	

シリカ、アラム	

ATP	 DAMPs	

ILC2s	

	  IL4	  	  	  	  	  	  	  	  IL-‐5,	  IL-‐13	

TH2	  	

TFH	

B	

IgE	
S−S

FcεR	

S−S

ヒスタミン	

M２マクロファージ	

組織修復	

IL-‐4,	  IL-‐13	



プリオン感染	

蛋白質の感染	



外部	

内部	

異常プリオン	

腸管リンパ節	

正常プリオン	  
	



外部	

内部	

異常プリオン	

腸管リンパ節	

正常プリオン	  
	



FDC	 B	  cells	

follicular	  dendriXc	  cells	  (FDCs)	

異常プリオンはリンパ節胚中心のFDCに結合する。	  
正常プリオンと結合することで増える。	

異常プリオン	

正常プリオン	

TLR	  を介した免疫応答は	  
あるが、トレランスが誘導	  
されている。	  



外部	

内部	

腸管リンパ節	

正常プリオン	  
	 交感神経を通って	  

脳に侵入	

脳のミクログリア	  
は異常プリオンを	  
排除する。	  
ミクログリアがない	  
マウスでは異常	  
プリオンが著しく	  
増える。	



異常プリオンは正常プリオンを異常プリオンに変化させる。	



異常プリオンは正常プリオンを
次々変化させるため持続感染	

変異した自己プリオン蛋白	



DAMPs	



Sterile inflammation �
•  自然免疫系のPRRs特に、TLRsやinflammasomeは微生物の
みならず、外部からの物質、破壊された自己細胞から放出さ
れた蛋白や、凝集ペプチド等に反応する。これら感染以外の
自然免疫系を活性化させる物質をdamage-associated 
molecular patterns (DAMPs)とよび、非感染性の炎症をsterile 
inflammationという。�



DAMPs	
受容体	

	  外的物質	

シリカ　　Silica	 NLRP3	

アスベスト　Asbestos	 NLRP3	

細胞内物質	  

ATP	 NLRP3	

Uric	  acid	 NLRP3	

HMGB1	 TLR2,	  TLR4,	  TLR9,	  RAGE	  and	  CD24	

HSPs	 TLR2,	  TLR4,	  CD91,	  CD24,	  CD14	  and	  CD40	

細胞外物質	

hyaluronan	 TLR2,	  TLR4	  and	  CD44	

heparan	  sulphate	 TLR4	

biglycan	 TLR2	  and	  TLR4	

β-amyloid	 NLRP3, CD36 and RAGE    
Cholesterol crystals	 NLRP3 and CD36	



もう１つの概念	

クリアされる感染は組織が基にもど
るが、持続感染は疾患を引き起こす	



組織	

微生物、寄生虫	
　　M1	  マクロファージ	  
　　好中球	 M2	  マクロファージ	

修復、再生	

傷害性刺激	

持続刺激	

組織繊維化	

幹細胞の場　（上皮細胞等）　が繊維化されると、	  
幹細胞が生存出来なくなる。	



クリアされる感染の例	

•  ブドウ球菌感染	  
•  インフルエンザ	  
•  A型肝炎	  



持続感染の例	

•  C型肝炎	  
•  結核	  
•  ヘルペスウイルス	  
	  



一過性の創傷は完全治癒	

自己抗体も含め免疫細胞の動員	



炎症	

傷害	

再生	  
治癒	

再生マクロファージ	

繊維芽細胞	

TGFβ	

自己抗体	

自然抗体	私たちの結果；	



持続性創傷は慢性炎症	



Injury �

DAMPs �

Th17細胞の誘導	  

ブレオマイシン持続投与	

私たちの結果	



DAMPs �

慢性炎症	

持続傷害	

組織傷害	



変異した自己	

変異した自己分子がDAMPsとして	  
働く	



DAMPs	
受容体	

	  外的物質	

シリカ　　Silica	 NLRP3	

アスベスト　Asbestos	 NLRP3	

細胞内物質	  

ATP	 NLRP3	

Uric	  acid	 NLRP3	

HMGB1	 TLR2,	  TLR4,	  TLR9,	  RAGE	  and	  CD24	

HSPs	 TLR2,	  TLR4,	  CD91,	  CD24,	  CD14	  and	  CD40	

細胞外物質	

hyaluronan	 TLR2,	  TLR4	  and	  CD44	

heparan	  sulphate	 TLR4	

biglycan	 TLR2	  and	  TLR4	

β-amyloid	 NLRP3, CD36 and RAGE    
Cholesterol crystals	 NLRP3 and CD36	



動脈硬化	

酸化LDL	



CD36	

SR-‐A1	

酸化LDL	

LDL	

Lysosome	

クリスタル	

NLRP3	

TLR４TLR６	

CD３６	



変化したLDLがマクロファージを刺激	

•  LDL	  	  はコレステロールとアポリポ蛋白Bの複
合体（Lipoproteins)	  

•  LDLが血管の内壁に侵入すると、酸化、酵素
によるあるいは機械的な切断、凝集を受ける。	  

•  変化したLDLはDAMPsとしてマクロファージの
受容体(NLRP3,	  CD36)結合し活性化する。	  

•  するとマクロファージはサイトカイン、ケモカイ
ンを放出して、血管から好中球、マクロファー
ジを呼び寄せる。	



Aβ 
	

自己蛋白の変化	  
アルツハイマー病	



Aβは正常蛋白APPから切り出さ
れるペプチド	

老化によって増加する持続感染	



Aβ	

APP	

β-‐site	  APP-‐cleaving	  
enzyme	  (BACE)	

γ-‐secretase	  complex	

slide49	



Aβ	

ミクログリア	

炎症性サイトカイン	  
MMPs	

ミクログリアの活性化	  
　組織の炎症性変化	  

Aβは神経細胞を破壊、Aβによってミクログリアは活性化され、
炎症が発生。Aβを貪食して処理しようとするミクログリアは凝集
したAβを処理できない。	  
Aβは炎症を惹起して貪食を抑制するという報告あり。
炎症が病気を進行させる。	  
	
	
	

私たちの結果	



Aβ	

TLR4	  
Or	  	  
TLR2/6	

	  	

NLRP3	

分解されて刺激	

ProIL-‐1b	  
ProIL-‐18	

IL-‐1b	  
IL-‐18	

最近の研究	

　TREM2	  貪食を促進	  
	  	

TYROBP	

CD33	

TREM2の遺伝子変異	  
がアルツハイマーになりやすい	

NEJM	  2013	



Aβの貪食、炎症	

•  Aβがミクログリアに貪食され、クリアされてい
るうちはアルツハイマー病は発症しない。

•  Aβがある量以上つくられてクリアされないと、
DAMPsとして働き、TRLを刺激して炎症性サイ
トカインを産生する。	  

•  また、貪食したAβもファゴゾームを破壊して、
NLRP3を刺激してPro-‐IL-‐1bやPro-‐IL-‐18をIL-‐1b,	  
IL-‐18に変換する。	  



Alzheimer病は感染するか？	

•  Aβはプリオン蛋白の様に種となり生体内でAβの凝集体をつ
くるのでしょうか？	 

•  ひとのAPP蛋白を脳に発現するトランスジェニックマウスがあ
ります。このマウスの脳にひとのAβを注射してcが発症する
か否かみればAβの感染性は確かめられます。	 

•  2006年Science紙にこの実験が発表されました。すなわちAPP
トランスジェニックマウスの脳にAlzheimer病患者の脳組織を
注射したり、ひとのAβを注射したらAlzheimer病が発症しま
した（Science.	  2006	  Sep	  22;313(5794):1781-‐4）。	 

•  さらに凝集Aβでなく溶液に溶けるAβでもアミロイド班をつ
くるすなわち、感染性があることがわかりました。	 



老人性全身性アミロイドーシス	

•  TTRが老化によって変異し、心臓をはじめ全
身のアミロイドーシスをきたす疾患、剖検で９
０歳以上で３７%	  が心臓に認められる。	  	  

•  初発症状は心房細動、手根管症状	  
•  80歳以上の人でアミロイドーシス	  TTRのアミノ

酸変異はなかった。(1990PNAS)。	



アミロイド	

•  AL:	  異常免疫グロブリン、免疫グロブリンL鎖
由来；多発性骨髄腫、原発性マクログロブリ
ン血症	  

•  AA;	  肝臓から産生される血清アミロイドA,自己
免疫疾患（RA,	  	  血管炎、クローン　　）	  

•  β2ミクログロブリン由来のアミロイド；透析患
者	  

•  家族性アミロイドニュウロパシー；　トランスサ
イレチン変異TTR,末梢神経傷害	  



パーキンソン病	

α-‐synuclein	



黒質	

神経細胞の破壊	



黒質	

神経細胞の破壊	

ミクログリア細胞	  
の浸潤	  
	  
炎症性サイトカイン	  
NO	

α-‐synuclei	

ニトロ化	

DAMPs	



病態	

•  黒質神経細胞の破壊によってドーパミン産生
の低下から運動障害	  

•  破壊された組織にミクログリアの侵入、炎症	  
•  炎症性サイトカイン産生に加え、NO産生	  
•  α-‐synucleiのニトロ化　DAMPsとしてさらにTLR,	  
NLRP3	  の活性化、炎症の進行	  



シトルリン化	

関節リュウマチと歯周病	



アルギニンをシトルリンに変える	

•  P.	  gingivalisはpepXdyl-‐arginine	  deiminase	  
(PPAD)を持ちアルギニンをシトルリンに変える。	  

•  特に創傷治癒に重要なEGFのアルギニンをシ
トルリンに変えるため、歯肉の創傷が直りにく
くなる。	  

•  αエノラーゼのC末のアルギニンをシトルリン
に変え、それに対する自己抗体ができ、関節
リュウマチが発症する。	



Oncogeneは変異した自己	

DNA傷害性薬剤、放射線、紫外線は　
DNAを変化させ　oncogeneを活性化

させる。	



癌免疫	

•  Omcogeneが活性化し、非自己蛋白が発現す
ると、細胞内蛋白であっても、MHC+pepXdes
の形でCD8T細胞に認識される。また、NK細胞
も認識する可能性がある。	  

•  新たな癌細胞が発生した場合、これらの細胞
に攻撃される。	  

•  その中で、増殖力の強い癌、あるいは抗原性
の弱い癌は免疫から逃れて次第に増えると
考えられる。	



腫瘍	

変異した自己細胞が増殖する。	

癌は変異した自己細胞の感染状態	  
である。	



癌遺伝子	

拒絶	

変異した自己細胞を完全にクリア	  
した場合もとに戻る。	



わざと強い抗原を導入して	  
弱い抗原も認識させる	

癌の異物化	



非自己蛋白；細胞融合	  
アロ抗原移入	  
ウイルス移入	  
Oncogene移入	

拒絶	 拒絶	

もとの癌	

私の最初の研究テーマ；川島康平グループ	



癌の発生	

変異した自己を持つ癌が	  
発生するとマクロファージ	  
樹状細胞が認識し、T	  細胞	  
に情報を伝える。これらの細胞	  
が癌を排除しようとする。また、	  
ウイルス発癌ではNKが働く。	

クリアできればOK	



癌の発生	

癌が免疫系を逃れてクリア	  
できずに大きくなると、組織	  
も破壊され、組織修復の	  
M2マクロファージ、繊維芽細胞	  
が誘導され、癌細胞はコラーゲン	  
繊維で覆われる。また、制御性	  
T細胞が誘導され、キラーT細胞	  
が作用できなくなる。	  
	  

繊維芽細胞	



癌の発生	

放射線	  
抗がん剤	



癌の発生	

放射線	  
抗がん剤	

放射線、抗がん剤で癌を殺す	  
とDAMPs	  が発生するため	  
自然免疫系が活性化される。	  
樹状細胞が壊れた癌細胞の	  
抗原をT細胞に運ぶため、キラー	  
活性も高まる。残存癌細胞はこの	  
キラーT細胞に攻撃される。	  



癌の発生	

変異した自己を持つ癌が	  
発生するとマクロファージ	  
樹状細胞が認識し、T	  細胞	  
に情報を伝える。これらの細胞	  
が癌を排除しようとする。また、	  
ウイルス発癌ではNKが働く。	

クリアできればOK	



癌の発生	

癌が免疫系を逃れてクリア	  
できずに大きくなると、組織	  
も破壊され、組織修復の	  
M2マクロファージ、繊維芽細胞	  
が誘導され、癌細胞はコラーゲン	  
繊維で覆われる。また、制御性	  
T細胞が誘導され、キラーT細胞	  
が作用できなくなる。	  
	  

繊維芽細胞	



癌の発生	

放射線	  
抗がん剤	



癌の発生	

放射線	  
抗がん剤	

放射線、抗がん剤で癌を殺す	  
とDAMPs	  が発生するため	  
自然免疫系が活性化される。	  
樹状細胞が壊れた癌細胞の	  
抗原をT細胞に運ぶため、キラー	  
活性も高まる。残存癌細胞はこの	  
キラーT細胞に攻撃される。	  



アロThy-‐1抗原応答の解析	

中島研	  
１つだけアミノ酸の異なる蛋白を免

疫系が認識する。	



肥満による生活習慣病	

脂肪細胞の傷害	



M2マクロファージ	

正常	

AdiponecXn	



脂肪細胞の	  
ネクローシス	

肥満	

M1マクロファージ	

M2マクロファージ	

正常	

Crown-‐like	  structure	



脂肪細胞の	  
ネクローシス	

肥満	

M1マクロファージ	

TNFa,	  IL-‐6,	  IL18,	  CCL2	  
LepXn	



slide49	

インスリン受容体	

IRS1	  
IRS2	  
IRS3	  
IRS4	

Ras	

ERK	

PI3K	

AKT	

mTOR	

TNFR	

JNK	



まとめとメカニズムの研究	



感染刺激　LPS等　PAMPs	  
傷害性刺激	  	  DAMPs	

活性酸素	  
NOラジカル	  
ER	  ストレス	  

内部からのDAMPs	

老化変化等	  

本来生体防御に働くが	  
組織傷害に働く場合もある	



感染刺激　LPS等　PAMPs	  
傷害性刺激	  	  DMAPs	

活性酸素	  
NOラジカル	  
ER	  ストレス	  

内部からのDAMPs	

老化変化等	  

本来生体防御に働くが　持続	  
すると組織傷害に働く	

GADD34の研究 	

長谷川、小島	  
	  
現在進行中	  
	

Zfp148	  
武内　Nature	  GeneXcs	



持続炎症は組織の繊維化から
組織不全	

多くの疾患がこの経過をたどる	



COPD	

肝硬変	

腎不全	

アルツハイマー	  
変性脳疾患	

動脈硬化	

心筋梗塞	  
脳梗塞	



組織傷害になってしまったらどう
するか？	

再生	



高齢者の組織から再生は可能
か？	



老化マウスからiPS細胞	

老化した個体からiPS細胞ができる
か？	



マウスでは可能	

Chen	  et	  al.,	  	



Exp NO.  Transplanted
Aggregated 
 embryos  

GFP 
positive 
chimera 

Chimera 
dead  

Chimera 
alive 

Date of 
birth  

1 84 4 1 3 2010/11/01  

2 143 6 3 3 2011/03/21  

3 153 7 3 4 2011/03/28  

4 139 8 4 4 2011/05/15  

5 129 8 3 5 2011/05/30 

6 136 8 6 2 
 
 

2011/06/07  

Table	  of	  aggrega+on	  	  



老化マウスから作成したiPS細胞
は再性能を持つ	



キメラ
(BD; 2011.11.11)

3歳	  



プロテアーゼ阻害剤	



COPD	

肝硬変	

腎不全	

アルツハイマー	  
変性脳疾患	

動脈硬化	

心筋梗塞	  
脳梗塞	

タバコ	

予防可能	  

C型肝炎	  
脂肪肝	

治療可能	

予防可能	  

予防可能	  



C型肝炎	

持続感染	



新しい効果的な治療	

シメプレビル；プロテアーゼ阻害剤	  
　リバベリン；RNAポリメラーゼ阻害

剤	



作用機序	

•  RNAウイルスであるC型肝炎ウイルスが肝細胞
に感染後、RNAを複製し、自己の蛋白をRNAから
つくり、それが機能蛋白になるにはプロテアーゼ
による切断が必要である。	  

•  RNA複製を阻害するリバベリン	  
•  プロテアーゼ（NS3/4A)を阻害するプロテアーゼ

が開発された。	  
•  初回治療にPeg-‐IFN+リバベリン＋プロテアーゼ３

剤併用療法で８０％以上の症例で肝炎ウイルス
がクリアされた。	  



X線	

移植	

X線照射した若いマウスに老化マウスの造血	  
幹細胞を移植	

老化マウスの免疫系が若返った。	

幹細胞は老化せずに場であるストローマ	  
の老化	



自分の残った幹細胞から組織を
つくる	

3D培養	
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