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主要組織適合抗原複合体不一致ドナーからの臍帯血移植による
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　慢性肉芽腫症 (CGD) は活性酸素を産生するNADPH oxidaseの欠損により好中球機能不全を引き

起こす先天性免疫不全症で，根治術として造血幹細胞移植が行われている。我々はCGDのモデルマ
ウスに簡便な前処置を施すことで主要組織適合抗原複合体 (major histocompatibility complex: MHC)
不適合ドナーの臍帯血由来造血幹細胞を生着させることに成功した。このキメラマウスに真菌由来

抗原を投与し，肉芽組織形成を誘導したところ，肉芽組織形成が有意に抑制された。従ってMHC
不適合臍帯血造血幹細胞移植はCGDの根治術となり得ると考えられる。
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序　　文

　慢性肉芽腫症 (chronic granulomatous disease: CGD)

は，gp91phox，p22phox，p67phox，p47phox，p40phoxなどの

NADPH oxidaseを構成するサブユニットの欠損により

食細胞で活性酸素が産生されず，感染を繰り返す先天

性免疫不全症である1,2。根治療法に造血幹細胞移植

(hematopoietic stem cell transplantation: HST) があるが，

HSTの治療成績は移植時の感染症の有無や前処置の違

いにより大きく左右され，またT細胞機能が正常なた

め主要組織適合抗原複合体 (major histocompatibility

complex: MHC) の異なるドナーからの造血幹細胞の生

着は難しい3。MHC適合ドナーは必ずしも見つかると

は限らず，HST適応を広げるためにはMHC不一致ド

ナーからの移植を生着させる方法の確立が必須であ

る。我々はCGDのモデルであるgp91phox-/-マウスを用い

て，MHC不一致ドナーの臍帯血造血幹細胞を生着さ

せ，その治療効果を確認することに成功した。

対象と方法

1. マウス

　gp91phox-/-マウス (CGD: H-2b) は本大学にて継代，飼

育されている。C57BL/6 (B6: H-2b)，BALB/c (B/c: H-

2d) は日本クレアより購入した。

2. 臍帯血採取

　右島らの報告4をもとにB/cとB6の交配後18.5日目の

時点で臍帯血を採取した。

3. 臍帯血移植

　ホストであるCGDマウスに抗アシアロGM1抗体200

μgを腹腔内投与した後，非致死量放射線全身照射 (5〜

6 Gy) した。照射翌日，抗CD40L抗体2.0 mgを腹腔内

投与し，1.0 × 106個／匹の臍帯血有核細胞を静脈内投

与した。

4. 好中球の解析

　各個体の末梢血から分離した好中球にA P F

(aminophenoxy fluorescein) 色素を取り込ませ，PMA (4b-

phorbol-12-myristate-13-acetate) にてNADPH oxidaseを活

性化させ，Gr-1 +好中球のAPFの蛍光強度をFACS

(fluorescence activated cell sorting) で測定した。また移

植後約2か月で末梢血を採取し，FACSにてH-2Kd陽性

ドナー由来好中球の割合を求めた。

5. 抗原の作成，投与

　培養したAspergillus fumigatus (AF) の菌糸をオートク

レーブ，超音波処理により非感染性の粉末状にし，

PBS (phosphate-buffered saline) で25μg/μlにした5。麻酔

下でマウスの左耳にAF懸濁液20μl，右耳にPBS 20μl

皮下注射した。
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6. 肉芽の評価

　抗原を皮下注射した3日後，マウス両耳を回収し，

H&E (hematoxylin-eosin) 染色により肉芽組織の有無を

病理学的に評価した。

7. 統計学的解析

　治療効果の評価はχ2検定によりP < 0.01を有意とし

た。

結　　果

1. 末梢血好中球の活性酸素産生能の評価

　APF色素を取り込んだ好中球を，PMA投与にて活性

化すると，産生された活性酸素によりAPFが蛍光を発

することが知られている。正常マウスのGr-1+好中球は

APF蛍光を発しているが，活性酸素を産生できない

CGDのGr-1+好中球はAPF蛍光を発していないことがわ

かった (図1)。

2. 臍帯血移植後のキメラ率

　現在CGDの根治療法はMHC完全一致骨髄移植が主流

であるが，この方法では慢性的なドナー不足に陥るた

め，我々はMHC不一致ドナー臍帯血を造血幹細胞源と

して生着させることを試みた。ホストマウスに少量放

射線照射とNK細胞除去を行い，骨髄保存的抑制を行っ

た。ドナー造血幹細胞にはMHC不一致のF1 (H-2b/d) 臍

帯血を使用し，移植時に抗CD40L抗体を投与し，抗原

図1.  末梢血好中球の活性酸素産生能の評価

　末梢血好中球にAPFを取り込ませ，PMAで刺激し，Gr-1+好中球の活性酸素産生能を評価した。

正常なマウスと比べてCGDではGr-1+細胞にAPFの発色はなく，NADPH oxidase活性がないことが
わかる。

提示細胞-T細胞間の補助刺激であるCD40-CD40L結合

を阻害することで，ドナー細胞に対する一過性の末梢

性トレランス誘導を試みた (図2A)。

　移植後約2か月時点で測定したFACSよりキメラマウ

スの末梢血好中球キメラ率を測定した (図2B)。キメラ

マウスの末梢好中球について，ドナー特異的MHCであ

るH-2Kdの発現の有無でドナー由来細胞の割合を算出

すると，臍帯血移植をうけた全てのマウスにドナー由

来好中球が検出され，安定なキメラ状態を維持してい

た (表1)。また末梢好中球をPMAで刺激するとドナー由

来の好中球のみAPF蛍光を発し (図2B)，活性酸素産生

能が回復したといえる。

3. 肉芽の確認，評価

　CGDに対する臍帯血移植の効果を判定するため臍帯

血移植したキメラマウス，未治療CGD，正常B6マウス

の左耳皮下にAF抗原を投与して肉芽組織形成を誘導

し，右耳には対照として同量のPBSを皮下投与した。

組織標本にて未治療CGDではAFを投与した左耳におい

て肉芽組織が確認されたが，臍帯血移植群では有意に

肉芽組織形成が抑制されており (図3)，臍帯血移植の

CGD治療に対する有効性が示唆された (表2)。

考　　察

　CGDモデルマウスにMHC不一致ドナー由来臍帯血を

骨髄保存的前処置と補助刺激阻害により移植すると，



55

主要組織適合抗原複合体不一致ドナーからの臍帯血移植による慢性肉芽腫症モデルマウスの治療

図2.  臍帯血移植およびキメラ率の評価について

A. CGD (H-2Kb) に対してMHC不一致ドナーのF1臍帯血 (H-2Kb/d) を造血幹細胞源として生着を試みた。移
植前処置として非致死量放射線全身照射と抗アシアロGM1抗体によるNK細胞除去を行い，ホスト骨髄を
温存し，また移植時に抗CD40L抗体を投与することでCD40-CD40L相互作用を阻害し，ホストにドナー細
胞に対する一過性の末梢性トレランスを誘導した。

B. 臍帯血移植2か月後の末梢血FACSの結果を示す。左: Gr-1+細胞を好中球としてgatingし，その細胞をド
ナー特異的MHCであるH-2Kdの発現と活性酸素指標であるAPFで展開した。右: ドナー由来好中球にのみ
に活性酸素産生能があることがわかる。

表1

マウスNo. キメラ率 (%)

1 58.8
初回

2 20.4

3 68.6
2回目 4 69.5

5 69.2

キメラ率 = (Gr-1+，H-2Kd+細胞)/(Gr-1+細胞) × 100

表2

未治療X-CGD キメラマウス 総数

肉芽あり 5 0   5
肉芽なし 1 5   6

総数 6 5 11

n = 11，χ2 = 7.63889，自由度1，上側確率P = 0.0057
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AF抗原による肉芽組織形成を有意に抑制でき，本法が

CGDの根治術となりうることを示した。本前処置はホ

ストへの侵襲が低く，ドナーMHCを選ばないので臨床

へ応用できれば，患者は最適な時機で移植を受けられ

るようになり，現在問題となっている生着率の低さを

改善できる可能性がある。本研究はそのための有用な

布石となると考えられる。

図3.  組織標本 (H&E染色)

A. キメラマウス左耳 (AF投与) 40倍
B. キメラマウス右耳 (PBS投与) 40倍
C. CGD左耳 (AF投与) 40倍。矢印は肉芽組織を示す。
D. CGD右耳 (PBS投与) 40倍
E. B6左耳 (AF投与) 40倍
F. B6右耳 (PBS投与) 40倍
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