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【I】　序文

I－1．　　はじめに

　ネフローゼ症候群は高度の蛋白尿の結果、低アルブミン血症を生じ、浮腫、高

脂血症その他の臨床症状を呈する症候群である。ネフローゼ症候群のは、原発性

糸球体疾患に由来する一次性ネフローゼ症候群と、全身疾患の部分症としての糸

球体病変を伴った二次性ネフローゼ症候群とに大別される。ヒトの一次性ネフロ

ーゼ症候群の病型としては小児では糸球体に細胞増殖や糸球体係蹄壁にほとんど

変化の認めない微小変化型（minima1changenePhrotic　syndrome；以下MCNS）

がその約70％を占めている。　しかし年齢の増加にともないMCNSの頻度は減

少し、中高年層では膜性腎症が50％以上を占めるようになる（1）。　ここでは

成人の一次性ネフローゼ症候群の過半数をしめる膜性腎症の病因、病態生理を解

明すべく研究を行った。

　膜性腎症は、糸球体係蹄壁のびまん性の肥厚があり、炎症細胞の浸潤や、メサ

ンギウム細胞やメサンギウム基質の増殖がない点に特徴がある（2）。糸球体係

蹄壁の肥厚の原因は糸球体基底膜（以下GBM）の上皮側への免疫複合体の沈着

（deposit）であり、蛍光抗体法で1gG，C。の穎粒状の沈着として認められる。ま

たdepositとdepositの間に増生した基底膜様物質が鍍銀染色　　（periodic　acid

㎜ethenamine　si1ver　stain）でGBMと同時に染色され、GBMの外側にはみ出

し鋸歯状のスパイク形成像（spike1esi㎝）として観察される（3）。

　実験的糸球体腎炎の糸球体係蹄壁への免疫グロブリンの沈着にはおもに二っの

様式が考えられている。一つは免疫グロブリンの直線的（1inear）な沈着で、糸

球体係蹄壁の構成成分そのものに対する抗体が糸球体係蹄壁に達し、そこで作ら

れた免疫複合体が直接沈着するもので、その代表例が馬杉腎炎である（1）。　も

う一つは、穎粒状（granu1ar）の免疫グロブリンの沈着で、糸球体係蹄壁には存

在しない蛋自を繰り返し免疫すると、血清中の抗体と抗原とが免疫複合体を形成

してそれが二次的に糸球体係蹄壁に沈着する。慢性血清病腎炎（chronic　serum

sickness　nephritis）　（4）や今回の実験のテーマであるHeyηann腎炎などがその

代表例である。慢性血清病腎炎において用いられる免疫蛋白の牛血清アルブミン

（BSA）等はあくまでも免疫される動物にとって異物であり、産生される抗体

に対し、抗原が過剰にあるときはサイズの小さい可溶性の免疫複合体が作られ、
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糸球体係蹄壁に穎粒状の免疫グロブリンの沈着がおこるとされている（5～7）。

一方Heymann腎炎では、自己腎臓を免疫して抗体を産生させ、糸球体係蹄壁に穎粒

状の免疫グロブリンの沈着をおこさせるものであり、いわゆる自己免疫疾患とも

云える。ヒト膜性腎症では慢性血清病腎炎と同じく糸球体係蹄壁に穎粒状の免疫

グロブリンの沈着が起こるが、ヒトの場合に外から異種の蛋自が体内に入りそこ

で作られた免疫複合体がGBMに沈着すると云うのは考えにくい。それよりも自

己蛋自を認識して発症するHey㎜ann腎炎の方がヒト膜性腎症により近い実験モデル

であると考えられる。

　そこでヒト膜性腎症の動物モデルとしてHeymann腎炎を用いて膜性腎症の免疫複

合体の沈着機序及び起因抗原の解明を試’みた。

I’2．　He川ann腎炎とは

　1959年Heymannらは、ラットに自己の腎粥をFreund’s　co岬1eteAdjuvant

（以下FCA）と共に腹腔内に2週毎数回投与することにより、ラットに大量の

蛋白尿と高脂血症がおこることを報告した（8）。この腎炎では、糸球体係蹄壁

にびまん性の肥厚と鍍銀染色による糸球体基底膜の鋸歯状のスパイク形成像

（spike1esion）が観察された。更に糸球体係蹄壁にlgG，C3の穎粒状の沈着と、

糸球体上皮下のe1ectron　dense　depositを認めた。メサンギウム細胞やメサンギ

ウム基質の増加は認めず、ヒト膜性腎症の組織所見と類似していた（9～13）。

　当初、Hey榊annらはこの腎炎の病因としてF　CAに含まれる結核菌成分が重要と

考え、FCA単独の免疫でも腎炎は発症し、そこに腎粥を加えることで病変が強

くなると考えていた（10）。しかし、その後の検討でこの腎症を引き起こすの

には腎組織成分が必要で、　しかも免疫する腎組織成分が多いほど病変が強くなる

ことを見い出し（14）、FCAはあくまでもアジュバントとして働き、腎炎の

発症は腎組織成分の免疫により発症するものであることが明らかとなった。さら

にこの腎炎の起因抗原は腎糸球体には存在せず（15～17）、近位尿細管の刷

子縁に存在することも確認された（14，15，18～20）。また糸球体上皮

下のe王ectron　densedepositには、尿細管抗原とその抗体の免疫複合体であるこ

と、同様の免疫複合体がこの腎炎ラットの血中にも存在することが明らかにされ

た（19～21）。これらの事実からこの腎炎（以下He川ann腎炎）はDixonらの
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唱えるcircu1ating　i㎜mune　comp1ex（以下、circu1ating　lC）の腎糸球体への沈

着（4，5）が原因と考えられている（1δ、22）。しかもこのラットに大量

の蛋自尿、低蛋白血症、高コレステロール血症が見られるところから、ネフロー

ゼ症候群を呈するヒト膜性腎症に類似し（22，23）、　ヒト膜性腎症の動物モ

デルとして注目を浴びている（1，3）。

　一方Heymann腎炎の起因抗原としてラット腎尿細管細胞成分を超遠心することに

より得られた近位尿細管刷子縁成分（二Fx1A）　（14，15，　18，24）

を異種動物に免疫して作成した抗Fx1A抗体をラットに投与することにより、

前述のHe川ann腎炎と同様の腎病変が惹起されることが見いだされた（25，26）。

この腎炎を受身Heymann腎炎（passive　Heymann　nephritis、以下PHN）と称し

前述の尿細管抗原をラットにFCAと共に免疫することにより作成される　　He

ymann腎炎（active　Hey㎜ann　nephritis、以下AHN）と区別している。

互一3．Heymann腎炎起因抗原の分離

　現時点においてはヒト膜性腎症の起因抗原は同定されていない（27）。そこ

で我々はHeymann腎炎における起因抗原を同定し、その特性を調べることにより、

ヒト膜性腎症の免疫複合体の抗原を解明しようとして研究を進めている。

　前述の如くHeymann腎炎は近位尿細管上皮細胞成分の免疫により発症する。そこ

で近位尿細管成分を界面活性剤や酵素処理、電気泳動等の手技を用いて細分画し

て、単一の蛋白として抗原の同定が行なわれている。

　EdingtonらはHeymann腎炎を引き起こす抗原がラット腎尿細管にあり、近位尿細

管刷子縁成分Fx1AとFCAの免疫でHeymann腎炎を惹起した（15）。さらに

彼らはFx1Aをsodiumdeoxycho1ateにより可溶化し腎炎惹起能の強い　RTE一

α5を分離した（24）。このRTトα5はわずか3μgをFCAと共に免疫するこ

とによりAHNを惹起し、その分子量は28Sで細胞膜の1ipoproteinであると報告

した（24）。Naruseらは尿細管上皮細胞をプロナーゼ処理し、Acry1a珊ide　ge1

e1ectroPhoresisにより純化し、AHNを惹起する8．4Sの蛋白を分離した（21）。

その後、MakkerやMiettinenは、Fx1Aのなかの糖蛋白（GP）に腎炎惹起抗原が

あると報告し（28，29）、さらに1ectin　affinity　chr㎝atograPhyを用いて

Fx1Aから糖蛋白を分離．したMakker・SinghらのGP600（30）や
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KerjaschkiらのGP330（31）の報告があり、現在ではHey㎜ann腎炎起因抗原

は細胞膜の糖蛋白であると考えられている。また、AHNを惹起できないが、そ

の家兎抗体の投与によりPHNを惹起する抗原としてGP70（32）、　GP

90（33）、GP108（34）等が報告されている。
　最近ではFx1Aを免疫して作成したAHNの血中免疫複合体を分離して、65

KDの抗原を同定したとする報告もある（35）。

以上の如く、複数の蛋白がHeymann腎炎の起因抗原として報告されてはいるが、

いずれの抗原もラット体内での抗原の分布や分子量が異なり、単一の蛋白として

は同定されてはいない。

I－4．Hey㎜ann腎炎における免疫複合体の糸球体係蹄壁への沈着様式

　膜性腎症の免疫複合体の糸球体係蹄壁への沈着機序に関しては、循環血中にて

免疫複合体が形成され沈着するとするcircu1ating　lC説と、糸球体基底膜上で免

疫複合体が形成されるとするin　situ　lC形成説の両説があり、未だ結論は得られ

ていない。

　PHNは異種抗尿細管抗体を投与することにより、容易に作成され、Hey洲ann腎

炎の糸球体末梢係蹄壁への免疫複合体沈着機序を解明する動物モデルとして頻用

されている（25，26）。PHNにみられる末梢係蹄壁のe1ectron　dense

depositsをcirclu1ating　lCによるものとした場合、正常ラット血中には極めて少

量の尿細管抗原しか含まれておらず（11，21，36）、抗体過剰の状況で免

疫複合体ができていることになる。一般に抗体過剰の状況でできた免疫複合体は、

そのサイズが大きく、血中で存在した場合、網内系または腎臓のメサンギウム領

域に取り込まれる（4，37～39）。家兎の血清病腎炎の実験では、抗原過剰

の状況で7S－15Sのサイズの小さい免疫複合体が形成されることが、末梢係

蹄壁への免疫複合体の沈着には必要とされている（4，37～39）。PHNに

おいては抗Fx1A抗体の投与後、持続的に血液、尿細管から抗原が供給される

ことによってcircu1ating　lCが形成され、この免疫複合体が末梢係蹄壁に沈着す

るものと考えらる（25，37）。従ってPHNにおいて、末梢係蹄壁への免疫

複合体の沈着のメカニズムを説明するためには、血中の抗原の抗原決定基が極め

て少ないか、生成された抗体のaffinityが低いかのいずれかでなければならない。

そうすれば循環血中で形成された免疫複合体のサイズが小さいものとなり、糸球
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体係蹄壁への沈着が可能となる（41，42）。

　1978年、vaK　DammeらやCoUserらは、circu1ating　lCの関与を除くため、

iso1ated　rena1perfusion（腎灌流）系を用いて、腎動静脈から血液を除去後灌

流液に置換し、腎動脈に抗Fx1A抗体を直接投与した。すると糸球体への抗体

単独の1回の通過だけで、糸球体上皮下に免疫複合体の沈着を認めた（42，

43）。彼らは、この結果から抗Fx1A抗体はinsituに糸球体係蹄壁に直接結

合して免疫複合体を形成するのであり、腎以外の場で形成された免疫複合体（

circu1at主ng　lC）が糸球体係蹄壁に沈着するのではないと結論した。　この事実か

ら、PHNにおける免疫複合体の沈着機序としては、circu1ating　lCの沈着より

も、insitu　lCfomationによるものとする考えが有力となった。

　Kerjaschkiらは彼らの分離したHeymann腎炎起因抗原であるGP330の分布を

im㎜unoe1ectron　microscopyを用いて詳細に検討し、正常ラットの糸球体上皮細胞

足突起のcoated　pitにGP330が存在することを報告した（44）。さらに抗

GP330抗体を用いてPHNを惹起すると、抗GP330抗体と糸球体上皮細

胞上のcoated　pitにあるGP330とがin　situに免疫複合体を形成し、その免疫

複合体が時間経過とともに剥がれ落ちて糸球体の上皮下にdepositし病変を形成す

ることを報告している（45）。この事からも、Heymann腎炎の起因抗原は当初考

えられていた尿細管固有の抗原で、その免疫により流血中で抗原と抗体が免疫複

合体を形成し、糸球体上皮下に沈着するとする説よりも、尿細管抗原を免疫する

ことにより生成された抗体が、正常ラット糸球体上皮細胞に存在する抗原をも認

識し、inSituで免疫複合体が糸球体上皮下に沈着するとする考えが主流となった。

　しかしMakkerらは家兎ではなくラットで作成した同種抗Fx1A抗体を

iso1ated　perfusion系で用いた場合、糸球体には免疫複合体の沈着は認められな

かったと報告している（46）。またKawaiらと筆者らは尿細管上皮細胞をプロナ

ーゼ処理し、可溶化した尿細管抗原には主として2種類のものがあることを見い

出した。この2種類の抗原’を家兎に免疫して得られた抗体を用いてのPHNを作

成したが、一方の抗原ではinSituに免疫複合体が形成され、もう一方の抗原では

circu1ating　lCによる腎糸球体上皮下への沈着が起こった（47，48）。

　AHNにおける免疫複合体の沈着機序の検討でも、AHN惹起腎糸球体の抽出

抗体が正常糸球体と反応するとするもの（即ちin　situ　lC　for柵ation説）　（49
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～51）と糸球体とは反応しないとする説にわかれている（即ち　circu1ating

lC説）　（20，　28，　29）。　またA　H　Nの糸球体抽出抗体をiso1ated

perfusion系で腎動脈へ直接投与すると糸球体に抗体が沈着したとする報告がある

（52）。　しかし一方ではラットにFx1Aを免疫してAHNを惹起した場合、

全経過にわたり血中免疫複合体の増加があり（53）、AHNにおける

circu1ating1Cの関与を示唆する所見も報告されている。

　以上の如く現時点において、Hey㎜ann腎炎における免疫複合体の沈着機序に関し

てはcircu1ating　lC説とin　situ　lC　formation説の2説があり、未だ一定の見解

は得られていない。

I－5．研究の目的

　本研究はHey柵ann腎炎をヒト膜性腎症の動物モデルとして、まずその起因抗原を

同定し、次に免疫複合体の糸球体係蹄壁への沈着機序を明らかにすることを目的

とする。Heymann腎炎の起因抗原としては、ラット腎尿細管上皮細胞表面の糖蛋白

であることが証明されている（28，29）。従来の報告では、遠心操作により

得たFxlA（15）をsodium　deoxycho1ateを用いて可溶化したのがRTEα5（24）

であり、Fx1Aをsodium　deoxycho1ateにて可溶化し、1ectin　affinity　chromato

graPhyを用いて糖蛋白を分離したのがGP600（30）、GP330（31）である。我

々はさらに細かい糖蛋白へ分画できるプロナーゼEを用いて、尿細管上皮細胞の

膜糖蛋自を可溶化し、Heymann腎炎惹起腎尿細管抗原の分離を試みた。

　また実験はHeymann腎炎の抗原の採取、免疫動物、抗体の投与すべてをWistar

ratで行った。これは従来の研究では、抗原を採取するのに用いたラットの系とそ

の抗原を免疫したラットの系が異なるものを用いている報告が多い。その結果、

抗原の分布や反応性に相違が認められる可能性があること、Heymann腎炎を一種の

自己免疫疾患と考えるならば、遺伝子的にも全く同一のラットから発症させるべ

きだと考えたからである。

　Heymann腎炎の糸球体係蹄壁への免疫複合体の沈着機序に関しては、Hey㎜ann腎

炎起因抗原そのものが糸球体上皮細胞に存在し、糸球体係蹄壁上の局所において

免疫複合体を形成するとするin　situ　lC形成説と、血液中に免疫複合体を認めた

とするcircu1ating　lC説を支持する報告がある。そこでここでは、AHN，PH

Nの双方に関して、腎灌流系や蛍光抗体法、免疫電顕法、糸球体からの抗体抽出
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法により、如何なる機序で糸球体係蹄壁へ免疫複合体として沈着するのか検討し、

in　situ　lC　for㎜ationまたはcircu1ating　lC形成のいずれがより重要な働きをし

ているかを明らかにし、他の報告との相違点、共通点等を比較検討する。
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【1Iコ受身He㈹am腎炎（PHN）における免疫複合体の沈着機序

　I－1　目的

　　　　1）プロナーゼ処理可溶化尿細管細胞成分をゲル濾過することにより分

画した尿細管抗原の分子量、ならびにその抗原の家兎抗血清を作成してラット各

組織における同抗原の分布を検討する。

　　　　2）同抗血清を用いて、PHNを惹起しPHNにおける免疫複合体沈着

機序を検討する。

　　　　3）同抗血清を用いて、腎灌流を施行し腎灌流系における抗血清の糸球

体係蹄壁への直接の沈着（in　situ　lC　formation）の可能性を検討する。

　　　　4）血液巾での抗原の供給源として正常ラット血清巾のHeymann腎炎起因

抗原の有無を調べ、circu1ating　lCによる免疫複合体の糸球体係蹄壁への沈着の

司能性を検討する。

　1－2　方法

　　　　1）　HN起因抗原の作製　　Naruseら（21）の方法に準じ以下の方法

で作成した。あらかじめ脱血後、生食中に入れ一7ザCに保存した正常Wistar系ラッ

ト腎臓を解凍、冷却生食中で細切し生食で洗いながらNo．150㎜esh上で圧迫濾過し、

結合織等を取り除きその濾液を更にNo．200mesh上で圧迫濾過し、通過する尿細管

上皮細胞と通過しない糸球体とに分けた。集めた尿細管上皮細胞浮遊液を4℃

！5000rp㎜60分遠沈し、上清を捨て沈澄を冷生食に再浮遊し同様の遠沈操作を6

回繰り返した。得られた尿細管上皮細胞浮遊液を凍結乾燥、　0．1M　tris　HC1

bufferに再浮遊し、プロナーゼE（科研化学株式会社）にて37℃16時間消化

した。これを集めて40，000rP㎜60分超遠心し、その上清をvisking　tubeにて濃

縮、10000rP㎜15分遠沈後、0．22μミリポァフィルター（Mi11iPore　LTD．）を通

し、セファクリルS－300Super　Fine（Phar珊acia）充填カラムにて0．01M

tris　HC1bufferを用いてゲル濾過を施行した。得られたピークは溶出順に、α、

β、γ画分と命名した。

　　　　2）家兎抗血清の作成：家兎1匹あたりα、β、γ各抗原1．00D単位

（280n㎜でのODが1．0となる抗原溶液1m王に相当。）にFCA（ナカライテスク）

をほぼ等量加え、家兎の足蹴に注射した。2週毎に追加免疫を3回繰り返し、最

終免疫後10日目に全採血した。　得られた抗血清とラット赤血球にて凝集反応を
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施行、凝集の認められた抗α血清に対しラット赤血球にて吸収操作を施行した。

この抗血清を飽和硫安にて塩析し、DEAE　ce11α1ose　co1umn　chromatography

（0．01M，PB，PH8．O）にて19G分画を得た。

　　　　3）β、γ抗原の正常ラット組織における局在：正常Wistar系ラットの

小腸、肝臓、脾臓、肺及び腎臓をacetoザdry　iceにて急速凍結し、0CT　compound

に包埋し、クリオスタットにて4μmに薄切した。これらの切片を用いて、蛍光抗

体法間接法を施行し、正常ラットの各種臓器における、β、γ抗原の分布を検討

した。腎臓に関しては、免疫電顕（i㎜munOe1eCtrOn　miCrOSCOpy）間接法も行なっ

た。

　　　　4）受身Heymann腎炎（PHN）の作成：上記精製抗体を用いて作成した。

すなわちラット（体重150－250g）に家兎抗β抗体2m1、家兎抗γ抗体2m

1ずっ静注し、投与後1日目と6日目に腎生検、15日目に屠殺し、腎切片に蛍光

抗体法直接法を施行した。

　　　　5）腎灌流の方法：Van　Dam柵eら（43）の方法に準拠した。ラットを

diethy1　ether下に麻酔し、腹部を正中切開、腹部大動脈を鈍的に剥離し露出し、

左腎動脈よりも遠位側にてカニューレを挿入、左腎静脈にも直接カニューレを挿

入して、左腎動脈直上にて腹部大動脈を結紮し　peristaticpump（Pharmacia）

にてあらかじめ3グCに加温したPBs（PH7．2）を3湘1／minの流量で、左腎が蒼白に

なるまで灌流した。左腎静脈からの流出液が完全に透明になったのを確認した後、

家兎抗β、γ抗体それぞれをPBSにて5倍に希釈しその5m1を続けて流し、残

存する抗体を洗い流すため、さらにPBSを2分間灌流し、腎を摘出、蛍光抗体

法直接法を施行した。

　　　　6）血巾循環抗原の分離：CNBr　activated　Sepharose4B（Pharmacia）

を用いて家兎抗γ抗体を固相化し免疫吸着体を作成した。ゲルをO．01MPBSにて洗

浄後、正常Wistarラット血清を加え4℃にて24時間振藍、3，000rpm30分間遠

心後、9王ycine　buffer（PH2．5）を加え懸濁、3000rP狐30分遠沈した。上清を集め

1N　NaOHにてPHを7．8に調整後、visking　tubeに移し0．0！MPBS中に浸して透析

後濃縮し、これを正常ラット血清中のγ抗原とした。

　　　　7）SDS－PAGE：プロナーゼ処理尿細管細胞から分画したβ、γ抗原を

2％SDSに◎．4M2－mercaptoethano1を加えたtris－HC1buffer（PH6．8）で80℃5分間サ
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ンプルを反応させ、PhastGe18－25％を用い、Phast　syste㎜（Pharmacia）にて、

SDS－PAGEを行い、抗原の分子量を測定した。分子量のマーカーとしては、

e1ectroPhoresis　ca1ibration　kit（Pharmacia）を用いた。

　　　　8）1洲munoe1ectro　b1otti列g：前記SDS－PAGEのゲルから、Towbin，

Staehelinら（54）の方法に準拠し、lmmobi1an　PVDF　transfer　me㎜brane

（Mi11iPore）にMi11ib1o卜SDEシステム（Mi11iPore）を用いてe1ectrob1ottin9を

施行した。transfer　bufferとしては、25mM　tris20％ethano1（PH10．4）を陽極側

に、25mM　tris40㎜M6－am呈nohexan20％methno1（PH9．4）を陰極側に用いた。転写

したPVDF珊embraneを3％BSA，1％9oat　serumにて振藍した。家兎抗β、γ抗体を

1次抗体とし室温4時間反応させ、1％Tween加tris－HC1buffer（PH7．4）にて洗浄

後、ペルオキシダーゼ結合goat　anti　rabbit　lgG，heavy　and1ight　chain

specific（Cape1）を2次抗体として室温2時間反応させた。再度洗浄後、HRP

co1or　deve1opment　reagent（Bio　rad）にて発色させ、im舳nob至ottingを行った。

　　　　9）組織学的検討1腎組織は光学顕微鏡用に、10％buffered　forma1iR

で固定し，hematoxy1in－eosin（HE）、periodic　ac至d－Schiff（pAS），periodic　acid

schiff㎜ethen洲ine，si1ver（PAM），Masson－trichro㎜e染色を施した。

　蛍光抗体法はdry－ice　acetone巾で一70℃に冷却したn－hexaneにて各組織を凍

結後、0CT　compoびnd（Miヱes　lnc．USA）に包埋し、　クリオスタットにて4μ㎜に薄切

し、風乾した。0．0！M　PBS　PH7．2にて4℃5分洗浄後、浸潤箱にて直接法では、

FlTC標識抗ラットlgG（Cape1Laboratories　lns．PA，USA）を、間接法では一次抗体

として家兎抗βまたはγ抗体を、2次抗体としてFlTC標識抗家兎1gG（Cape1）を

切片上に滴下しそれぞれ室温45分間反応させた。O．01MPBS　PH7．2にて4℃5分

洗浄し、この洗浄操作を5回繰り返し、g1ycerine　bじffer滴下後、カバーグラス

をのせ、蛍光顕微鏡（Zeiss皿RS）にて検鏡した。

　免疫電顕法は、正常W至starラットをdiethy1ether下に麻酔し、腹部を正巾切開

し、PLP固定液（55）を大動脈から直接灌流し、腎を摘出した。摘出腎を2mm角

程度に細切し、10％薦糖加PB（PH7．4）中で4℃6時間放置した。同様に！5％薦糖

加PB，20％簾糖加PBに順次置換し、6時間放置した。最後に20％薦糖、5％グリセ

リン加PBにいれ、2時間固定し、0CT　compoundに包埋し急速凍結した。クリオス

タットにて！0μ洲に薄切し、切片上に！0％goat　seru洲加PBSを滴下し、37℃30

一！0一



分反応させ、！0％薦糖加PBで3回洗浄した。続いて1次抗体として家兎抗β抗体、

または抗γ抗体を切片に滴下し、4℃6時間反応させた。10％薦糖加PBで3回洗

浄し、　2次抗体としてPeroxydase標識9oat　Fab分画抗家兎19G抗体（CaPe1）を室

温2時間反応させ、同様に10％薦糖加PBで3回洗浄した。次にO．5％g1utar－

a！dehydeにて後固定し、0．01MPBSにて数回洗浄した。切片をスライドグラスごと

1COm1のO．02％diam三nobenzidine（Sig舳）加Tris－HC亘buffer（PH7．6）巾に30

分間浸し、30％H．O。液20μ1を加え、15分放置した。DAB反応後1％0smiu狐

tetroxideにて後固定を行い、漸増アルコール系列で脱水した後、EPON樹脂に包

埋した。次いで超薄切片を作製し、電子顕微鏡目本電子100－CXにて観察した。

lI－3　結果

　　　　1）抗原の性状：ゲル濾過の溶出曲線（図1）から推定される分子量は

α：100万以上、β：20－30万、γは6万程度であった。　SDS－PAGEでは

図2のごとく多数のバンドを認めたが、抗β抗体を用いたi㎜munob1ottin9にてβ

は65KDの主バンドを認め、抗γ抗体とのimmunob1ottingにてγは分子量35KDであ

ることが判明した。

　蛍光抗体法間接法でラット正常組織でのβ、γ抗原の局在を見ると、表1のご

とく抗β抗体は肝臓、脾臓、腸、腎尿細管上皮、腎糸球体係蹄壁と反応し、抗γ

抗体は腸と腎尿細管のみと反応した。また抗α抗体に関しては腎臓では抗β抗体

と同様尿細管上皮と糸球体係蹄壁の双方と反応した。

　腎に関しては蛍光抗体法間接法では図3の如く抗β抗体は腎尿細管上皮、腎糸

球体係蹄壁の双方と反応し、抗γ抗体は図4の如く尿細管上皮のみ一と反応した。

図5は免疫電顕法による正常ラット腎と抗β抗体、抗γ抗体との反応である。抗

β抗体による染色ではperoxydase陽性物質は糸球体上皮細胞の足突起表面に分布

し（図5A）、抗γ抗体は糸球体上皮細胞上には分布していない（図5B）。

　　　　2）受身Heymann腎炎：抗β抗体2m1投与群は一部のラットが2時間で

死亡した。死亡直後の蛍光抗体法直接法所見では既に糸球体末梢係蹄壁に沿った

穎粒状の抗体沈着を認め（図6）、同様に1日後の組織で糸球体末梢係蹄壁に穎
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粒状の沈着を認めた。抗γ抗体2m1投与群では1日後の組織には抗体沈着を認め

ず、6日目には明瞭な糸球体係蹄壁への微細穎粒状の抗体沈着を認め（図7）、

15臼目まで沈着は増加していった。

　　　　3）腎灌流による抗体の局在：自己血清巾の抗原や免疫複合体の関与を

除いた腎灌流による受身Heymann腎炎の惹起では、抗β抗体の灌流で末梢係蹄壁に

沿った微細穎粒状の沈着を認めるも（図8）、抗γ抗体の投与では糸球体への沈

着を認めなかった。　（図9）

　　　　4）循環抗原の性状：免疫吸着体から分離された血中のγ抗原のSDS－

PAGEは図2の如く、immunob1ottingによる抗γ抗体との反応から血巾のγ抗原の

分子量は80KDであることが判明した。

II－4　考察

　我々の今回の実験においてはラット腎尿細管細胞をプロナーゼ処理することに

より分子量の異なる3種類の画分を得、ゲル濾過にてその分子量はαは100万

以上、　βは20～30万、　γは6万程度であり、特にγに関してはSDS－PAGEにて

35KD、ゲル濾過にて6万と今までに発表されたPHNの起因抗原としては分子

量最小のものである。ゲル濾過による分子量とSDS－PAGEによる分子量が異なるの

は糖含量の多い糖蛋白ではSDS－PAGEでの分子量と移動度との間に相関性がないこ

と（56）、2－mercaptoethano1処理の影響などが考えられる。

　プロナーゼを用いて尿細管抗原を可溶化して尿細管抗原を得た報告として

Naruse等は8．　4Sの蛋白（21）を、Kawa亘、Naruse等は0．05M，0．30Mの2種類

の抗原（47）を分離し報告している。NaHseらの分離ではプロナーゼ処理する

腎組織に腎皮質を用い、処理時間を12時間としBio－Ge1A－1．5M　co1u㎜nを用い

てゲル濾過を施行し尿細管抗原を得ている。ゲル濾過の溶出曲線は我々のデータ

とは異なっており、ヒト19Gの溶出部位の直前のピーク成分を濃縮してFCAとと

もに免疫することにより、AHNを惹起したと報告している（21）。その後

Kawai，Naruse等は上記の8．4Sの蛋白をさらにDEAEによるイオン交換にて溶出液の

NaC1の濃度を0．05Mにしたもの、0．30Mにしたものの2っの抗原を得、このうちの
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0．05Mで溶出してきたものはその抗血清が糸球体係蹄壁及び尿細管に分布しSDS－

PAGEでは分子量200KD，O．30M分画は尿細管のみに分布し分子量90KDであったと報

告している。腎組織での分布のみでみた場合、この0．05M分画＝β、0．30M分画＝

γとも考えられるが、彼らの実験と我々の実験とでは以下の点で異なっている。

①プロナーゼ処理前の腎組織が腎皮質であり、尿細管上皮細胞ではないこと。②

プロナーゼの処理時間が12時間と短いこと。③ゲル濾過のゲルが異なること。

④ゲル濾過だけでなくその分離にイオン交換を要したこと。⑤SDS－PAGEでの分子

量が異なること。但し彼らの実験ではSDS－PAGEにおけるサンプル処理に

2－mercaptoethano1を用いたかどうかは不明である。従って我々の得たβ、γ抗原

はNaruSe等の抗原とは別のもので、尿細管細胞をプロナーゼ処理し、ゲル濾過の

みで分離し、さらにγは分子量35KDと過去に分離されている尿細管抗原のなかで

分子量最小のものを得たことになる。

　これらの抗原の局在としては必ずしもラット腎尿細管上皮細胞に特異的ではな

く、　これらの抗血清で染色した場合、広く肝臓、脾臓、腸、心臓、肺、胸腺など

と交差反応を示す（21，40，57）。また腎以外の臓器から抽出した上皮抗

原を用いてFreund’s　c㎝P1ete　adjuvantと共に免疫してもAHNを作成できな

い（8，21，57）。この原因として腎尿細管上皮細胞膜糖蛋白とは全く同一

の糖蛋白が他の臓器にあるのではなく、他の臓器に尿細管抗原と交差する抗原決

定基を共有している珂能性があること、腎尿細管の抗原性に比べ抗原性が非常に

弱いことなどが推定される（57）。筆者らの検討でも腎尿細管抗原のうち抗β

抗体は広く肝臓、脾臓、腸、のみでなく糸球体係蹄壁にも交差抗原を有していた

が、抗γ抗体は尿細管と腸上皮のみに反応していた（表1）。

　PHNの免疫複合体の沈着様式にっいては、Heymann腎炎が当初、尿細管抗原を

免疫することにより循環血液中において形成された免疫複合体が糸球体係蹄壁に

穎粒状に沈着するものとされてきた（14）。さらにSugisakiら（40）や

Barabasら（25）は受身He洲ann腎炎において抗Fx1A抗体の投与後、血液、

尿細管から持続的に抗原が供給されることによりcircu1ating　lCを形成し、免疫

複合体が腎糸球体に沈着するものと報告している。　しかしVanDam狐e，Couserらは、

異種抗Fx1A抗体を血清の関与を除くため腎灌流系を用い、灌流液巾に抗Fx

1A抗体を加え投与したところ同様な腎糸球体の免疫複合体の沈着を認めたと報
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告した（42，43）。以後Heyma篶n腎炎の免疫複合体沈着機序として糸球体にも

ともと局在する抗原と血液巾の抗体がin　Situで免疫複合体を形成し、糸球体係

蹄壁に沈着するという説が多い。

　そこで筆者らは抗β抗体、抗γ抗体を経静脈的に投与した場合、腎灌流を用い

て投与した場合の両抗体の腎糸球体での動態を検討した。抗β抗体の静脈への投

与では投与後2時間で既に糸球体係蹄壁への沈着を認め（図6）、また少量の抗

体の投与でラットに対し強い毒性を有していた。一方抗γ抗体の投与では当初腎

糸球体への家兎抗体の沈着を認めなかったが、6日目の組織にて微細穎粒状の糸

球体係蹄壁への家兎抗体の沈着を認めた（図7）。

　腎灌流実験では、元々糸球体係蹄壁と交差する抗β抗体を用いたときは　Van

DammeらやCouserらの腎灌流系の実験（42，43）と同様糸球体係締壁の穎粒状

沈着を認めた。これは彼らが用いた抗Fx1A抗体が腎糸球体上皮細胞にも交差

する抗原決定基を持った抗体であったためと考えられる。従って抗β抗体による

PHNではin　situ　lC　for洲ationによる免疫複合体の沈着機序が考えられた。一

方我々の作成した抗γ抗体での灌流では、腎糸球体への沈着は認められなかった。

即ち抗γ抗体によるPHNでは血清の関与が必要で、さらに正常ラット血清中か

ら抗γ抗体を固相化することにより分子量80KDの蛋白（血中γ抗原）を分離し得

た（図2の　1aneD、及び王aneG）。血巾の尿細管抗原に関しては、少量の存在が

過去にも報告されてきた（11，21，36）。最近では、Singhらが、彼らの分

離した尿細管抗原GP600（32）の家兎抗体と反応する70kDの抗原を正常ラット血

清から分離している（58，59）。この結果から抗γ抗体によるPHNでは、

血中のγ抗原と抗γ抗体が免疫複合体を循環血中で形成し、circリ1ating1Cによ

る糸球体係蹄壁に沈着する機序が想定される。

　Bagchusらによれば尿細管抗原Fx1Aには多くの抗原決定基（epitope）があ

り、このなかでもラット胸腺細胞膜上の抗原との反応に着目し、家兎抗Fx1A

抗体をラット胸腺細胞で吸収操作をし、吸収された抗体と吸収されなかった抗体

の特性を調べたところ、ラット胸腺細胞で吸収後の抗Fx1A抗体はFx1Aの

うちの330KDの抗原を認識し、糸球体係蹄壁との反応性がなく、ラット胸腺細胞に

吸収された抗体は90KDを認識しラット糸球体係蹄壁に交差反応を示した（60）。

抗γ抗体と抗β抗体との差がこのラット胸腺細胞膜抗原との反応性の差によるも
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のなのか、抗原のプロナーゼ処理を行うことによってラット胸腺細胞との反応性

のある部分を分離することが可能なのかという点に関しては第皿章にて述べる。

　我々の腎灌流実験において、抗β抗体の投与ではinsitulCfor㎜ationによる

沈着が考えられたが、抗γ抗体の腎灌流では糸球体係蹄壁の抗体の沈着は認めら

れなかった。また抗γ抗体によるPHNが初期に沈着を認めず、6日目に穎粒状

の沈着を糸球体係蹄壁に認めたことは、ラット正常血清巾にγ抗原と同一の抗原

性を持つ蛋白の存在することとあわせ、PHNの免疫複合体の沈着様式として

circurat三ng1Cの沈着を示唆する。

　α抗原に関しては腎糸球体、尿細管の双方に分布しているがその分子量が！00万

以上と大きく仮に血中で免疫複合体を形成したとしても糸球体係蹄壁には沈着で

きず、PHNを惹起した場合in　situ　lC　formation以外の免疫複合体沈着機序は

考えられないため今回の実験では除外した。
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　1I－5　まとめ

　　　　1）プロナーゼ処理尿細管抗原の性状

抗原画分βの分子量は65KD、抗原画分γの分子量は35KDのものが主であった。

　　　　2）ラット正常組織と抗β、抗γ抗体との反応

抗β抗体は肝臓、脾臓、腸、腎尿細管上皮、腎糸球体係蹄壁と反応した。特に免

疫電顕法により糸球体上皮細胞の足突起表面に分布しているのがわかった。

抗γ抗体は腸と腎尿細管のみに反応し、糸球体上皮細胞上には分布していない。

　　　　3）受身Heymann腎炎

抗β抗体投与群は2時間で末梢係蹄壁に沿った穎粒状の抗体沈着を認めた。

抗γ抗体投与群では1日後の組織には抗体沈着を認めず、6日目には明瞭な係蹄

壁への微細穎粒状の抗体沈着を認め15日目まで沈着は増加していった。

　　　　4）腎灌流による抗体の局在

抗β抗体の灌流で末梢係蹄壁に沿った微細穎粒状の沈着を認めた。

抗γ抗体の投与では糸球体への沈着は認められなかった。

　　　　5）血中γ抗原の分離

正常ラット血中から抗γ抗体と反応する分子量80KDの蛋白（血中γ抗原）を分離

した。抗γ抗体によるPHNではこの蛋白と静注した抗γ抗体とが血中で免疫複

合体を形成し、糸球体係蹄壁に沈着するものと考えられた。
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n－6　図表
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　　図1

曲線。

プロナーゼ可溶化尿細管成分のSephacry1－S－300によるゲル濾過の抽出

　矢印（→）はマーカー蛋白の溶出位置を示している。
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　　図2　プロナーゼ処理尿細管抗原のSDS－P舳E及びその抗体を用いた

　　　　　　　　immmob1ottin9所見。

　　　　　（A）5－25％gradientPhastGe1によるSDS－PAGE．

　　　　　　　　A：α抗原、　B：β抗原、C：γ抗原、　D：血中γ抗原

　　　　　（B）immunoe1ectrob1ottin9．

　　　　　　　　E：β抗原をSDS－PAGE後、家兎抗β抗体を1次抗体とし、ペルオキシ

ダーゼ標識抗家兎抗体を反応させ発色させたもの。

　　　　　　　　F：γ抗原に抗γ抗体を1次抗体とし反応させたもの。

　　　　　　　　G：血中γ抗原に抗γ抗体を1次抗体として反応させたもの。

　　右端の数字は標識蛋白の分画位置と分子量を示す。
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kidney

91emeru1i tubu1us inteStine 1iver SP王een

β 十 十 十 十 十

γ ’ 十 十 凹 凹

　表1　β抗原、γ抗原の正常ラット組織での分布。

正常ラット組織の凍結切片上で一次抗体に家兎抗β、γ抗体を用い蛍光抗体法間

接法反応を施行した。反応を認めた臓器に十を記してある。
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・、小汐！

　　図3　腎切片におけるβ抗体の局在。

一次抗体として家兎抗β抗体を用い正常ラット腎切片における蛍光抗体法間接法

を施行した。尿細管及び糸球体の双方に抗β抗体は反応している。　（280x）

一21一



　　図4　腎切片におけるγ抗原の局在。

一次抗体として家兎抗γ抗体を用い正常ラット腎切片における蛍光抗体法間接法

を施行した。　γ抗体は尿細管のみと反応し、糸球体とは反応しない。　（280×）
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　　図5　正常ラット腎糸球体係蹄壁でのβ、γ抗原の局在。

　　　　（A）免疫電顕法間接法による家兎抗β抗体の正常糸球体との反応。抗

β抗体は、糸球体上皮細胞の足突起の表面に分布していた。　（25000×）

　　　　（B）免疫電顕法間接法による家兎抗γ抗体の正常糸球体との反応。抗

γ抗体は、正常糸球体とは反応しない。　（25000x）
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　　図6　抗β抗体による受身11eymann腎炎（PHN）。

抗β抗体の静注によるPHNの腎蛍光抗体法直接法所見では、投与後2時間で腎

糸球体係蹄壁に沿った、抗β抗体の沈着を認めた。　（670×）
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　　図7　抗γ抗体による受身1ieymann腎炎（PHN）。

抗γ抗体の静注によるPHNの腎蛍光抗体法直接法所見では、投与1日目には抗

γ抗体の沈着を認めず、投与3日目頃より少量の抗γ抗体の沈着を認めるように

なり、6日目には図の如く糸球体係蹄壁に沿った微細穎粒状の抗γ抗体の沈着を

認めた。　（630x）
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　　図8　抗β抗体の腎灌流。

抗β抗体の腎灌流によるPHNの蛍光抗体法直接法所見では、抗β抗体は瞬時に

糸球体係蹄壁に沈着していた。　（650×）
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一紗剖・

　葦二

　　図9　抗γ抗体の腎灌流。

抗γ抗体の腎灌流によるPHNの蛍光抗体法直接法所見では、抗γ抗体は血清巾

の抗原の存在しない腎灌流では、糸球体係蹄壁に沈着しない。　（250x）
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【皿】古典的Heymann腎炎（AHN）における免疫複合体の沈着機序

　皿一1　目的

　前章においてPHNの免疫複合体沈着機序としては抗β抗体によるin　situ　lC

formation及び抗γ抗体によるcircu1ating　lCの両機序があることを報告した。

ここではラット腎粥をラットに免疫してHeymannらの古典的Heymann腎炎（AHN）

を作成し、その抽出抗体および腎組織と筆者らの得たプロナーゼ処理尿細管抗原

β、γとの関係を調べ、AHNにおける免疫複合体沈着機序を考察する。また酵

素処理を行なわない粗な尿細管抗原であるFx1Aを用いてβ、γが如何なる分

子量の分画と対応するのか、他の報告と比較検討を行なう。

　皿一2　方法

　　　　1）古典的Heymann腎炎の作成：Heymannらの方法（8）に準拠し、正常

Wistar系ラットより腎臓を摘出しすりつぶし、等量のsa1ineを加え4000rPm90

分遠沈した。この上清を古典的He洲ann腎炎抗原とした。雌8週令Wistar系ラット

20匹に古典的Hey㎜ann腎炎抗原をほぼ等量のFCA（ナカライテスク）とともに

e㎜u1sionを＝作成し、その0．5m1を腹腔内に2週毎に計7回投与した。尿蛋白は2週

毎に代謝ケージを用いて、24時間蓄尿を採取しsu1fosa王icy1ic　acid法にて一日

尿蛋白量を測定した。3回免疫後、5回免疫後に各々ラット2匹を屠殺し、血液、

腎臓を採取した。さらに7回免疫後尿蛋白20mg／day以上出現したラットを

He㈹ann腎炎発症とみなし、屠殺し、血液及び腎臓を採取した。

　　　　2）Hey㎜ann腎炎血清抗体価の測定：正常Wistarラット腎をacetone－dry

iceにて急速凍結し、OCT　co岬oundに包埋後、クリオスタットにて4μ㎜に薄切し

た。上記Hey珊ann腎炎ラットから得た血清を原液から4倍毎の希釈系列を作成し、

この正常ラット腎切片に滴下し45分間反応させた。0．01M　PBS　PH7．2にて洗浄後、

FlTC標識rabbit　ant卜rat　lgG（Cape1）を滴下し、室温45分反応させ、蛍光顕微

鏡（Zeiss皿RS）にて検鏡し、尿細管あるいは糸球体に蛍光を認めた最大希釈倍数

をもってHeymann腎炎ラット血清抗体価とした。

　　　　3）Hey㎜ann腎炎腎糸球体からの抽出抗体の分離：対照に比し1日尿蛋白

が有意に増加し、蛍光抗体法にてラットlgGの糸球体係蹄壁に沿った穎粒状の沈着

を確認した古典的Hey㎜ann腎炎ratの腎臓を摘出し、sieving　methodにより糸球体

と尿細管に分離した。糸球体に対しては超音波破壊後g1ycine　buffer　PH2．4にて
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1時間抽出した。3000rpmで遠心後の上清を巾性化し、0．01M　PBS　PH7．2にて透析

し抽出抗体を得た。

　　　　4）Fx1Aの作成：Edgingtonらの方法に準拠し（24）、sieving

methodによりWistar　rat腎臓から尿細管成分を分離し、4倍量のsa王ineに浮遊し

400G10分の遠沈を2回行い上清を集め、78680G45分間超遠心を施行した。

その沈潜に蒸留水を加え同様に超遠心を3回施行し、沈澄を集め凍結乾燥しFx

1Aとした。

　　　　5）Fx1Aの可溶化二Makkerらの方法に準拠しFx1Aを可溶化した

（30）。即ち1％sodiu洲deoxycho1ate（DOC）を加えたtris－HC1bufferPH8．4

100m1にF　x1Aを1g加え90分間振濠した。78000G1時間超遠心後の上清に！／4飽

和硫安を加え4℃1晩放置した。80000G45分間超遠心後の上清をO．o川PBS

PH7．2にて透析したものを司溶化Fx1Aとした。

　　　　6）SDS－PAGE及びim洲汕nob1otting：4－20％gradient　SDS－PAGEゲル（第一

化薬）を用い、2％SDSに0．4M2－mercaPtoethano1を加えたtris－HC1buffer　PH

6．8で80℃5分間サンプルを反応させSDS－PAGEを施行した。分子量のマーカーとし

ては、e1ectroPhoresisca1ibrationkit（Pharmacia）を用いた。Towbin，

Staehe1inらの方法に準拠し（54）、　ミリブロットSDEシステムを用いて上記

ゲルをnitroce王1u至ose膜に転写した。transfer　bufferとしては、25洲tris20％

eth舳o1PHlo．4を陽極側に、25mM　tris4C洲6一洲inOhexan20％methan01　PH

9．4を陰極側に用いた。転写したニトロセルロース膜を3％BSA，1％goat　seru㎜に

て振濠し、抽出抗体を1次抗体とし室温4時間反応させ、1％Tween加tris－HC1

buffer　PH7．4にて洗浄後、ペルオキシダーゼ結合goat　anti　rat　lgG　（Cape1）

を2次抗体として室温2時間反応させた。再度洗浄後、HRP　color　deve1opment

reagent（Bio　rad）にて発色させた。

　　　　7）組織学的検討：電子顕微鏡用に3％g1utara1dehydeにて固定し、

！％Osmi㎜tetrox三deにて後固定を行い、漸増アルコール系列で脱水した後、

EPon樹脂に包埋した。次いで超薄切片を作製し、酢酸ウラン、鉛の2重染色を施

して電子顕微鏡（日本電子100－CX）にて観察した。免疫電顕用にはPLP固定液

（55）に腎の小片を6時間浸漬し、その他は前述の如く処理した。
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皿一3　結果

　　　　1）古典的Heymann腎炎：20匹のWistar　ratに2週毎、計7回腹腔内

にFCAとともにラット腎粥を免疫した。うち3回免疫後、5回免疫後に各々2

匹ずつ屠殺した。6ヵ月の全経過を追えた16匹中、7回の免疫で20m9／day以上

の尿蛋白が出現したのは8匹のみであった。　（発症率50．0％）

　蛍光抗体所見では糸球体係蹄壁に沿ったラットlgG（図10）、C3の微細穎粒状

の沈着を認めた。光顕所見では糸球体係蹄壁の肥厚を認めた。また電顕所見では

広範な足突起の融合に加え、糸球体基底膜上皮下にe1ectron　dense　depositsを認

めた（図11）。

　屠殺時の血清を用いた血清抗体価の測定では3回免疫後では1280倍希釈で、5

回免疫後では680倍希釈で、尿蛋自出現後では80倍希釈でいずれも尿細管とのみ反

応し、尿細管に対する抗体価は免疫回数に従い低下傾向を示した。またいずれの

時期においても血清抗体は糸球体との反応は認められなかった（表2）。

　　　　2）古典的Heymann腎炎腎糸球体抽出抗体の性状：古典的Hey棚ann腎炎腎

糸球体からの抽出抗体を用いた蛍光抗体法間接法所見でも、血清抗体と同様正常

ラット腎切片上では糸球体とは反応せず、尿細管とのみ反応を認めた（図12）。

　β抗原画分、　γ抗原画分、DOC可溶化F　x1AをSDS－PAGE後ニトロセルロース膜

に転写し、古典的Hey珊ann腎炎糸球体抽出抗体を1次抗体として反応させ発色した

ところ、β抗原画分との間には反応を認めず、γ抗原画分との間に反応を認めた。

DOC可溶化Fx1Aとの間には330KDを含め70KD，45KD，33KD等数種類のbandを認

めた（図13）。

　　　　3）β抗原画分、γ抗原画分とFx1Aとの関係：DOC可溶化Fx1A及

びβ抗原画分、γ抗原画分にSDS－PAGEを施行した。図14はimmnob1ottin9にて家

兎抗β抗体を1次抗体とし反応させ発色したものである。β抗原画分は抗β抗体

との間に65KD，30KDのmainのband以外に数種類のbandを認めた。　DOC可溶化Fx

1Aに関しても330KDを含む多数のbandを認めた。図15は同様に家兎抗γ抗体を

1次抗体として反応発色させたbandである。　γ抗原の分子量は35KDであり、さら

にDOC可溶化Fx1Aと抗γ抗体は、330KDのbandのみ反応していた。また抗β抗

体、抗γ抗体との問には交差反応は認められなかった。
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　　　　4）古典的Heymann腎炎腎組織での抗β抗体、抗γ抗体との反応：古典的

Hey㎜ann腎炎の腎組織において免疫電顕を施行したところ、糸球体基底膜上皮下の

e1ectrondensedepositsに抗β抗体（図16）、抗γ抗体（図17）の双方が反

応した。

　皿一4　考察

　　　　1）古典的Heymann腎炎（AHN）における免疫複合体の沈着機序。

　Heymann腎炎の発症にはラットの系による発症率の差（61～65）があり、こ

れら発症抗原の検討のなかでも抗原を得たラットの系とHeymann腎炎を惹起したラ

ットの系が必ずしも同一でないものが多く（24，　31，34，66）これらは

厳密な意味での自己免疫疾患による腎炎（autO1OgOuS　i㎜une　COmp1eX

nephritis）とは言い難い。特に抽出抗体を用いた検討ではSprague－Daw1y（S－D）ラ

ットから得たFx1Aを同系ラットに免疫して作成したHeymann腎炎の抽出抗体は、

尿細管上皮のみと反応し（20，28，29）、同じ抗原をLewisラットに免疫し

て得られた抽出抗体は、TBMや糸球体係蹄壁との反応を認めている（28，

49）。またwistarラットから得たFx1AをPvG／cラットに免疫した場合も糸球

体係蹄壁との反応性を認めている（52）。さらにNea1eらはS－Dラットから得た

Fx1AをLewisラットに免疫して得られたHeymann腎炎腎抽出抗体をBuffa1oラッ

トの腎組織切片を用いて蛍光抗体法間接法を施行したところ、糸球体係蹄壁との

反応性をほとんど認めなかったと報告している（49）。

　我々の実験で用いたラットはすべてWistarratで、その腎粥を免疫して発症さ

せた古典的Heymann腎炎の腎抽出抗体は、蛍光抗体法間接法で尿細管のみと反応し

た。　これは過去の同系ラットを用いたAHNの報告（20，28，29）とも合

致するものであった。経過中に得られた血清抗体及び腎抽出抗体が尿細管のみと

反応することは、同種、同系のラットを用いたことにより得られた結果と思われ

た。また免疫回数の増加に伴い尿細管に対する抗体価が減少していくのは、免疫

を繰り返すことによりaffi双itymaturationが起こり、抗体の結合価が減少した可

能性、尿蛋白の出現にともない特に抗尿細管抗体が糸球体を通過して、尿細管に

結合するようになった可能性などが考えられる。

　古典的Heymann腎炎腎糸球体抽出抗体とDOC可溶化Fx1Aとの反応では、抽出
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抗体はGP330を含む多数のbandと反応を認めた。このことから古典的Hey㎜ann腎炎

の発症にはGP330やγだけでなく複数の抗原抗体系の関与が想定された。即ち古典

的Heymann腎炎の糸球体係蹄壁に沈着した免疫複合体は単一の抗原抗体複合体では

なく、複数の蛋白に対する抗体が産生され、免疫複合体を形成し糸球体係蹄壁に

沈着するものと考えられる。　しかし抽出抗体は我々の作成したプロナーゼ処理尿

細管抗原のうちβ抗原とは反応せず、γ抗原とのみ反応したこと、血清抗体、抽

出抗体とも糸球体とは反応せず尿細管とのみ反応したことから、これら古典的

Hey㎜ann腎炎における複数の抗原もγ抗原と同様尿細管のみに存在する抗原とその

抗体の免疫複合体が糸球体係蹄壁に沈着したものと考えらる。

　古典的Heymann腎炎の上皮下e1ectr㎝dense　deposit内にγ抗原やβ抗原が存在

したのは、免疫した抗原がcrudeな腎粥を用い、　しかもプロナーゼ等の酵素処理を

していないのであるから、このときの抗原蛋白がβ、　γの両抗原決定基を持って

いることは十分考えられる。但し、得られた抽出抗体や血清抗体が尿細管に対す

るものだけであったことから、主として尿細管抗原（糸球体上皮細胞と同一の抗

原決定基を有する尿細管抗原を含む）と尿細管のみに対する抗体が免疫複合体を

形成し、上皮下にe1ectron　dense　depositができたものと思われる。

　Ryde1らは、抗Fx1A抗体をラットに投与し、腎糸球体での経時的な変化を観

察したところ、投与1時間では抗Fx1A抗体は糸球体毛細管壁に局在し、2日

程度の時間を要して糸球体上皮下にe1ectro列dense　depositの沈着を認めるよう

になると報告している。これは糸球体係蹄壁（主として1amina　rara　interna）に

抗Fx！A抗体が局在している間に、糸球体係蹄壁の透過性を九進させ、その後種々

の免疫複合体が透過性の克進したGBMを通過して上皮下にe1ectron　dense

depositの形成を促進するからである（67）。透過性の九進した糸球体係蹄壁か

らAbrassらの報告の如くAHNにおいて血中に増加した免疫複合体（53）が糸

球体係蹄壁を通過し、上皮下のe1ectron　dense　depositを形成すると考えられる。

このGBMの透過性を冗進させる要因として、糸球体係蹄壁のcharge　barrierの

変化（68，69）や補体（70～73）、細胞性免疫（64，74～76）、

免疫を介さない種々の柵ediatorの関与（77）に関する報告が近年多く出されて

いる。　7S前後のサイズの免疫複合体が血中に存在し、この免疫複合体が糸球体

末梢血管壁に付着すること（38）がtrigerとなって、透過性が九進するのか、
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尿細管抗原の免疫によりなんらかめ　mediatorが放出され、GBMlの透過性を冗

進させるのか、この点に関しては、筆者らの今後の検討課題と思われる。

　　　　2）β、　γ抗原とGP330との関係

　1982年　Kerjaschkiらは、S－Dratの腎尿細管刷子縁をsodiumdeoxy－

cho1ate（以下DOC）にて可溶化し、糖蛋白のみを集め、この中から330KDの抗

原（GP330）をHe洲ann腎炎惹起抗原として提唱した（31）。さらに家兎抗

GP330抗体を用いた免疫電顕にて、GP330はLewis　ratの糸球体上皮細胞内の

coated　pitsに存在することを見いだした（44）。彼らの精力的な研究により現

時点ではこのGP330が単一の蛋自でHeymann腎炎を惹起する抗原として最も有

名である。　しかしGP330単独の免疫では腎糸球体係蹄壁の免疫複合体の沈着

が十分でなく病変の程度は軽いとする報告（78）もある。

　我々の実験ではi㎜unob1ottingによるDOC可溶化Fx1Aと抗β抗体、抗γ抗体

との反応では図14の如く抗β抗体が330KDを含む多数のbandと反応し、図15の

如く抗γ抗体が330KDのみと反応したのは、GP330が複数の抗原決定基を持ち、

DOCでの可溶化ではなくプロナーゼ処理をすることにより、GP330はさらに細

かい糖蛋白へと分画できるものと思われた。即ち我々の得たγ抗原はGP330

の一部または少なくともGP330と同一の抗原決定基を持ち、GP330から

糸球体上皮のcoated　pitと交差する抗原決定基を持たない尿細管固有抗原がγで

あることが判明した。この点に関しては家兎抗GP330抗体の投与では電顕上、

糸球体基底膜上皮下にe1ectron　dense　depositを認めるも、モノクローナルの抗

GP330抗体の投与では上皮下にe1ectron　dense　depos三tは出現しないとの実

験結果もあり（79）、GP330に複数の抗原決定基があることが証明されて
いる。

　Bagchusらは、家兎抗Fx1A抗体はラットT　ce11及び尿細管刷子縁に対する反

応性を有し、ラットTce11に対する抗体はFx1AのうちのGP90を認識し、尿細

管刷子縁に対する抗体はGP330を認識していると報告している（59）。こ

の抗F　x1A抗体から抗GP90抗体を除いた抗体（抗GP330抗体）は腎灌流で

はラット腎糸球体への沈着を認めず、静注することにより初めて腎糸球体への微

細穎粒状の沈着を認めたとしている（80）。この抗GP330抗体が我々の抗

γ抗体と同じ特性を持っものと考えられ非常に興味深い。
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　以上、我々の得たγ抗原はGP330の一都であり、β抗原もGP330と同

一の抗原決定基を持っていることが判明した。またGP330には少なくとも2

種類の抗原決定基を有し、プロナーゼ処理を加えることによりGP330は尿細

管固有に存在する抗原と尿細管、糸球体の双方に存在する抗原に分画可能である

ことがわかった。今後GP330をさらに細分化した尿細管固有抗原であるγの

免疫により、ラットにaCtiVe　Heymann腎炎を惹起できるのかが我々の検討課題と

考えられる。

Heymann腎炎がヒトの腎炎の動物モデルである以上、最終的にはヒトに帰納でき

なければならない。成人の原発性ネフローゼ症候群の原因として最も多い特発性

膜性腎症に関しては、未だその起因抗原はほとんど解明されていないに等しい。

特発性膜性腎症の糸球体係蹄壁沈着物に尿細管抗原を認めたとする報告は、

1970年台に、Naruse等の報告（81，82）や特発性膜性腎症患者の血清巾に

ヒト尿細管に対する抗体を得たとする報告（83）もあるが、その後否定的な報

告が多く出され（84～87）、少なくともヒトの特発性膜性腎症に対する、尿

細管抗原の関与は2次性の一部の膜性腎症に限られているようである（88～

93）。また、特発性膜性腎症の抽出抗体を用いてもヒト腎組織との反応性はな

いとした報告もあり（86）、GP330等の糸球体上皮細胞に交差する抗原決

定基を持った抗体のin　situ　lCfor測ationによる免疫複合体の糸球体上皮下沈着

を支持する報告はない。　しかし、特発性膜性腎症の66％までに血中の免疫複合体の

増加を認めたとする報告（94）もあり、ことヒト膜性腎症に関しては、

circu1ating　lCの糸球体上皮下沈着を示唆する所見が多い。

　現在のところ、　ヒト特発性膜性腎症の起因抗原や免疫複合体の糸球体上皮下沈

着機序、最終的にはその根本治療まで、未だ推測の範囲を越えたものはなく、こ

の分野における研究、解明の発展が望まれる。
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　皿一5　まとめ

Wistar系ラットにWistar系ラットの腎粥を免疫して作成した古典的Hey洲ann腎炎に

おいては

　　　　1）その血清抗体は尿細管のみに対する抗体であった。

　　　　2）Hey鰍ann腎炎発症腎からの抽出抗体も尿細管のみに対するものであっ

た。

　　　　3）im㎜unob1ottingにてHeymann腎炎発症腎からの抽出抗体は尿細管のみ

に存在する抗原γ画分と反応し、糸球体、尿細管の双方に存在する抗原β画分と

は反応しない。

　　　　4）Wistarラット腎をWistarラットに免疫して作成した古典的Heymann腎

炎では、主として尿細管固有に存在する抗原とその抗体がlCを形成して腎糸球体

に沈着した。

　　　　5）司溶化Fx1Aのうち分子量330KDは、尿細管、糸球体双方を

認識する抗β抗体及び尿細管のみを認識する抗γ抗体の両者との反応を認められ

ることからβ、γの両抗原の複合体であると結論された。
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皿一6図表
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　図10　古典的Heymann腎炎腎組織所見。

蛍光抗体法直接法にて、末梢係蹄壁に沿ったラットlgGの穎粒状の沈着を認める。

（650×）
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　　図11　古典的Heymann腎炎腎組織所見。

透過型電顕にて腎糸球体基底膜の上皮側に広範な足突起の融合（→）及び

subePithe1ia1e1ectrondensedeposits（▲）を認める。　（6600×）

　　GBM＝糸球体基底膜、　RBC＝赤血球
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No．　of　injection O 3 5 7

No． 20 20 ！8 ！6

PrOteinuria 0 0 0 8

seru㎜　antibody

tαbu1es i 1280x 640x 80x

910洲eru1uS ’ 一 一 ■

direct　IF

g！omeru1us－IgG ocasina1 　fine

granu1ar

COaSe

granu1ar

　　表　2　古典的Heymann腎炎の経過、血清抗体価、腎組織の推移。

　免疫回数の増加に伴い尿細管に対する抗体価は低下した。腎組織においては、

rat　lgGの穎粒状の沈着が明瞭となっていった。
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　　図12　古典的Heymann腎炎腎抽出抗体の正常ラット腎組織との反応。

糸球体からの抽出抗体を1次抗体とした、正常ラット腎切片での蛍光抗体法間接

法。抽出抗体は正常ラット腎では糸球体とは反応せず、尿細管とのみ反応した。

（250×）
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330－KD→

94KD→

67KD→

43KD→

30KD→

Fx1Aγ　β

　　図13　古典的Heyma㎜腎炎腎糸球体抽出抗体とγ抗原、DOC可溶化Fx1A

との反応（immunoe1ectro　b1otting　assay）。

　古典的Heymann腎炎腎糸球体抽出抗体はβ抗原との反応は認められず、ゲ抗原お

よび可溶化Fx1Aの数種類の蛋白と反応した。

　　　　　左端の数字は標識蛋白の分画位置及び分子量を示す。
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330KD→

94KD→＾

67KD→、
　　　　　　ミ

43KD→，

30KD→1
　　　　　　■†

β　γFx1A

　　図14　家兎抗β抗体とβ抗原、可溶化Fx1Aとの反応（i㎜unoe1ectro

　b1otting　assay）。

　抗β抗体はγ抗原とは反応せず、司溶化Fx1Aのうちの330KDを含む数種類の

蛋白およびβ抗原と反応した。

　　　　　　　　左端の数字は標識蛋白の分画位置及び分子量を示す。

一42一



94KD→■シ

67KD→

43KD→養
　　　　　　櫨

30KD→　1

一

　　　　　　　　　　　　　　　　β　γFx1A

　　図15　家兎抗γ抗体とγ抗原、可溶化Fx1Aとの反応　（immunoe1ectro

　　b1otting　assay）。

　抗γ抗体はβ抗原とは反応せず、可溶化Fx1Aのうちの330KDおよびγ抗原と

反応した。

　　　　　　　　左端の数字は標識蛋白の分画位置及び分子量を示す。
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A．、1・’

腐”

　　図16　古典的Heymann腎炎腎組織の免疫電顕法間接法所見。

（A）一次抗体として抗β抗体を用いて免疫電顕法間接法を施行した。上皮下

e1ectrondense　depositsにperoxydase陽性物質が認められ、depositsの構成成分

にβ抗原が含まれることを示唆している。　（7730×）

（B）古典的Heymann腎炎腎組織での1次抗体を家兎抗γ抗体とした免疫電顕法間

接法所見。上皮下e1ect∫ondensedepositsに（A）と同様にperoxydase陽性物質

が認められ、depositsの構成成分にγ抗原も含まれていることを示唆している。

（10400×）
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　【W】　結論

　尿細管細胞をプロナーゼ処理しゲル濾過することにより、受身Heymann腎炎を惹

起するβ、γの2っの画分を分離した。

　この内のγ画分はゲル濾過では分子量6万程度、SDS－PAGEでは35KDの抗原で

今まで発表されたHeymann腎炎惹起抗原の中では分子量最小であった。

　　Heymam腎炎における免疫複合体の沈着様式としては

PHNでは

　　　　　　　　　抗β抗体によるinsitulCformation

　　　　　　　　　抗γ抗体によるcircu王atinglC

　　　　　　　　　　　　　　　　　　の両機序が存在していた。

AHNでは

　　　　　尿細管固有抗原であるγがより重要な働きをしており、

　　　　　　　　　　circu王ating　lCの沈着機序が優位と考えられた。

　尚、本研究の一部は

　　　第30回日本腎臓学会総会、　1987年11月、東京

　　　第31回日本腎臓学会総会、1988年10月、奈良

　　　第32回日本腎臓学会総会、　1989年11月、浜松

　　　第87回日本内科学会講演会、1990年4月、東京

　　　XIth．Internationa1congressofnephro1ogy，Ju1y，！990，Tokyo

において発表した。
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