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〔要約〕 Angiotensin II 受容体拮抗薬の irbesartan（IRB）を実験的自己免疫性神経炎（experimental autoimmune
neuritis：EAN）ラットに投与し効果を検討した．雌 Lewis rat（7 週齢）の足底にウシ P2 蛋白の一部（aa.53 〜 78）の
合成ペプチド 150μg を注射し EAN を惹起し 2 日目から連日 IRB（10mg/kg/ 日，3mg/kg/ 日）を，また対照として amlodipine（AML；8mg/kg/ 日）
，vehicle（carboxyl methylcellulose のみ）を経口投与した（各群 n＝5）
．尾，後肢，前肢の
運動障害スコアの総和で運動症状を評価した．26 日目に馬尾神経を取り出しホルマリン固定後パラフィン包埋し S‑100
と CD68 に対する組織学的検索を行った．また IRB 高用量群と AML 群の馬尾を 7，11，14，21 日後に取り出し（各群
n＝5）real time PCR にて神経内のサイトカインバランスの変化を検討した．各群ともに 11日目に EAN を発症し 14 日目
頃に最大となり軽快した．IRB 高用量群は全経過で他群と比較し軽症で組織学的所見も軽度だった．IRB 高用量群の神
経内サイトカインは，14 日目に AML 群と比べ interferon‑γ発現が低下し interleukin‑10 発現が増加した．IRB は EAN
の重症度と組織学的所見を抑制した． IRB が EAN ラットの馬尾神経内の IFN 発現の抑制の他に CCR2b 阻害作用による
macrophage の神経内浸潤の抑制にも関与していることが示唆された．

（神経治療 31：43‑49，2014）

Key Words : Guillain‑Barré syndrome, experimental autoimmune neuritis, angiotensin II receptor blocker,
cytokine, chemokine

に CC chemokine で あ る CCL2（monocyte chemoattractant pro-

はじめに

tein‑1；MCP‑1）産生が増加することが知られているが 7, 8），EAN

Guillain‑Barré syndrome（GBS）は1916年Guillain, Barré, Strohl

以外の動物モデルにおいて MCP‑1 を阻害することで脱髄や mac-

et al. により報告された急性特発性多発根神経炎である．GBS は単

rophage の末梢神経内浸潤を抑制できることも報告されている 9）．

相性経過を呈し回復するが，極期に呼吸不全に至る場合は生命予後

一方，通常は高血圧治療薬として使用されている angiotensin II

も悪く，全体の 10％は重度の障害を残すためさらに有効な治療法の

receptor blocker（ARB）は，免疫介在性末梢神経疾患の抑制と回

開発が必要である 1）．GBS の実験動物モデルである実験的自己免疫

復促進を誘導する治療法の探索において炎症性伝達物質（NF‑κB）

性 神 経 炎（experimental autoimmune neuritis：EAN）は，末 梢

抑制作用や視神経再生促進効果が示されている 10）．さらに angio-

神経の構成成分，ミエリン蛋白やガングリオシドによって実験動物

tensin II 受容体以外の受容体への結合を分子構造的に検討したとこ

を免疫することにより引き起こすことができる．GBS も EAN もと

ろ ARB の一つである irbesartan（IRB）はケモカイン受容体である

もに単核細胞の末梢神経内血管周囲腔への浸潤が組織学的な特徴で

CCR2（CCL2 受容体）への効果も併せもっていることが明らかにさ

あるが，これらの細胞は大部分が macrophage であり 1, 2），一部が

れた 11）．したがって IRB が EAN に対して抑制効果を有することが

CD4 ＋ T 細胞，CD8 ＋ T 細胞である 3, 4）．P2 蛋白成分の免疫によって

予想されるが詳細な検討はなされていない．

作成された EAN を用いた細胞移入の実験により Th1 細胞が神経炎

このような効果がみとめられれば GBS などの自己免疫性炎症性

の障害の初期に働き macrophage の神経内への流入を引き起こすこ

末梢神経疾患に対する安全な治療法開発にもつながると思われる．

とにより脱髄が生じることが明らかにされた 1, 2）．その後，病極期に

そこで本研究ではラット EAN に対する IRB の効果を検討した．

末梢神経内で Th2 細胞優位へ転換することにより Th1 細胞や mac-

対象・方法

rophage の浸潤が抑制され回復が始まると考えられている 5）．この
1. EAN の作成

とき transforming growth factor β
（TGFb）を分泌する Th3 細胞も
関与していることも知られている ．また，EAN や GBS の経過中

メ ス の Lewis 系 ラ ッ ト（ 体 重 145 〜 165g， 週 齢 7 週；Charles

6）

River Japan, Yokohama）を用いた．ウシのミエリン P2 蛋白の一
部，53‑78 アミノ酸シークエンスに相当する合成ペプチド（SP26：

東邦大学医学部内科学講座神経内科学分野（大橋）
（2013 年 9 月 20 日受付／2013 年 11 月 12 日受理）
＊

オペロン，東京）150μg を完全 Freundʼs adjuvant（Sigma，MO，
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USA）とともに左足底に注射した 12）．

House keeping gene である GAPDH（glyceraldehyde‑3‑phophate

2. 薬物投与

dehydrogenase）発 現 量と interferon‑gamma（IFN）
，IL‑10 発 現

今回の検討で使用した薬物は，irbesartan（IRB）
，amlodipine

量との比を IRB 高用量投与群と AML 投与群とで比較した．Primer

（AML）と carboxylmethyl cellulose sodium salt（CMC）である．

はリアルタイム PCR 用の perfect real time primer を，サーマルサ

IRB 投与群（n＝10）は高用量投与群（n＝5，10mg/kg/day）と

イクラーは MiniOpticon（BioRad）を用い，melting curve が単一

低用量投与群（n＝5，3mg/kg/day）の 2 群とした．免疫 2 日後から

であることを確認した．Day0 の値を 1としたΔΔCt 法で各日の RNA

連日 IRB を 0.5％ CMC 水溶液 0.65ml に懸濁し経口胃管で投与し

発現量を表現した．
6. 統計学的分析

た．対照群は AML 投与群（n＝5，8mg/kg/day）と vehicle 投与群
（n＝5）の 2 群とした．AML 投与群は IRB 投与群と同様に投与し，

臨 床 症 状は各 群の EAN score を IRB 高 用量 投 与 群と他 群間で

vehicle 投与群は 0.5％ CMC 水溶液 0.65ml のみを同様に投与した．

Dunnʼs multiple comparison 検定を用い，組織学的には S‑100 で染

IRB 高用量群の用量は，ラットの慢性投与試験で影響がなかった用

色されず CD68 陽性細胞が浸潤している部分を IRB 高用量投与群と

量（30mg/kg）以下であり降圧効果がある 10mg/kg とした 13）．また

vehicle 投 与 群 の 2 群 間 で，mRNA 発 現 量 を IRB 高 用 量 投 与 群と

用量による効果の比較のために IRB 3mg/kg を低用量群として設定

AML 投与群の 2 群間で，ともに Mann‑Whitney 検定を用いて検定

した．AML 投与量は，慢性投与実験において IRB 10mg/kg 投与群

し，p＜0.05 のとき有意差ありとした．

で認められた降圧効果にほぼ等しい降圧効果をもたらした用量とし

7. 動物実験の承認

た 14）．

本研究は東邦大学動物実験委員会により承認された（承認番号

また，サイトカイン mRNA の分析をするために，上記とは別の

12‑55‑84，11‑54‑84，10‑53‑84，13‑51‑215）
．

IRB 高 用 量 投 与 群（n＝20； 免 疫 後 0 〜 7 日，n＝15；8 〜 11 日，

結

n＝10；12 〜 14 日，n＝5；15 〜 21 日）と，対照群として AML 投

果

1. 臨床症状（Fig. 1）

与群（n＝20；免疫後 0 〜 7 日，n＝15；8 〜 11 日，n＝10；12 〜 14
日，n＝5；15 〜 21 日）の 2 群に同様に薬物投与した．

ラットはいずれも尾の先端の弛緩性麻痺から発症し弛緩性四肢麻

3. 臨床症状

痺へと進展した．各群ともに免疫後 11 日目に発症し，14 日目で

免疫後連日，臨床症状を評価した．尾と後肢と前肢の麻痺の程度

EAN score がピークとなりその後低下した．IRB 高用量投与群の

をそれぞれ評価した．尾は，0＝無症状，1＝尾先端の麻痺，2＝尾

EAN score は全経過で他の群と比較し低く，症状悪化から極期の免

全体の不全麻痺，3＝尾全体の完全麻痺とし，後肢は，0 ＝無症状，

疫 後 12 〜 14 日目と，回 復 期 の 免 疫 後 22 日目に 統 計 的に 有 意 に

1＝爪先のみの脱力，2＝歩行時に足関節の背屈不完全，3＝歩行時

EAN score が低かった（Dunnʼs multiple comparison 検定にて p＜

に足を引きずるとし，前肢は，0＝無症状，1＝前肢を使って柵を登

0.05；免疫後 12，13，22 日，p＜0.001；14 日）
．IRB 高用量投与群

れない，2＝前肢を動かせるが歩行は不可能，3＝完全麻痺とし，合

以外の他群では，全経過で各群間において有意差はなかった．
2. 組織像（Fig. 2，3）

算し EAN score とした（0 〜 9）
．
4. 免疫組織学的検討

臨床症状が改善し EAN score の変動がみられなくなった免疫 26

臨床症状が改善し EAN score の変動がみられなくなった免疫 26

日後の IRB 高用量投与群と vehicle 投与群で馬尾神経の組織像を検

日後の各群ラット（IRB 高用量，IRB 低用量，AML，vehicle）を

討した．S‑100 で染色されておらず CD68 陽性細胞が浸潤している

深麻酔下で 4℃の 0.1M PBS を用いて十分に灌流した後，馬尾神経

部分が，
すべての群において馬尾神経断面内に散在していた．S‑100

を取り出した．10％中性緩衝ホルマリン液で固定後パラフィン包埋

陰性部分と CD68 陽性細胞の浸潤部位はほぼ一致していた．CD68

し，厚さ 7 〜 8μm の連 続 切 片を作 成した．Standard antigen re-

陽性細胞が浸潤している S‑100 陰性部位が馬尾神経断面積に占める

trieval protocol（クエン酸ナトリウムを用いた加熱法）の後，抗

割合は，IRB 高用量投与群では 3.45％，IRB 低用量投与群では 9.65

S‑100 モノクローナル抗体（Ab4066，Clone 4C4.9）と抗 CD68 モ

％，AML 投与群では 7.17％，vehicle 投与群では 10.68％で，IRB

ノクローナル抗体（Ab31630）を用いて免疫組織学的染色（ABC

高用量投与群では他群と比べ有意に少なかった（Mann‑Whitney 検

法 DAB 発色）を行った．S‑100 が染色されず連続切片において

定にて p＜0.05）
．他群間では有意差はなかった．
3. サイトカイン発現（Fig. 4）

CD68 陽性細胞が浸潤している部分が神経根の断面積に占める割合
を image J（NIH，USA）を用いて測定した．各動物につき，S2‑3

ラット馬尾神経内の GAPDH はすべての試料でほぼ同一の mRNA

にかけての 1 切片を用い 4 倍の対物レンズで確認できる視野内に存

発現量を認めた．同一試料における IFN，IL‑10 mRNA の発現は

在するすべての神経根を対象とした．

house keeping gene である GAPDH mRNA との比によって表現し

5. 末梢神経内サイトカイン mRNA の分析

た．IRB 高用量投与群と AML 投与群の 2 群で，各時期各群とも 5 匹

IRB 高用量投与群と AML 投与群の馬尾神経を（各群 5 匹）免疫後

の馬尾神経内での平均値につき検討した．IFN mRNA の発現は両群

7，11，14，21日に，深麻酔下で 4℃の 0.1M PBS を用いて十分に灌

ともに EAN のピークである免疫後 14 日目に向けて徐々に増加した

流した後に取り出した．馬尾神経を RNA later 中に保存し，組織破

が，14 日目の IRB 高用量投与群では AML 投与群に比べ発現の低下

砕機（シェイクマン，バイオメディカルサイエンス，東京）を用い

が認められた．IL‑10 mRNA の発現は両群ともに免疫後 14 日目の

て破砕後に RNeasy mini kit を用いて total RNA を抽出した．抽出

みにおいて著明に増加したが，IRB 高用量投与群では AML 投与群

された RNA を iScript One‑Step RT‑PCR kit for SYBR Green によ

に 比 べ 発 現 の 増 加 が 認 め ら れ た． し か し IFN mRNA と IL‑10

ってリアルタイム PCR を行い，組織内の RNA 発現量を測定した．

mRNA の発現はともにすべての時期で有意差はみられなかった．
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Fig. 1 The effect of irbesartan on the severity of experimental autoimmune neuritis rats
（* ; p＜0.05, ** ; p＜0.001, by Dunnʼs multiple comparison test.）
The EAN score of the high dose irbesartan‑treated rats was lower than the other groups in 12, 13, 14 and 22 days post‑immunization.

考

降圧による効果ではなく IRB に特有の効果である可能性が高いと考

察

えられる．

本研究では，EAN ラットの臨床所見，組織所見に対する IRB の

従来の報告では，EAN ラット馬尾神経内の IFN mRNA の発現は

効果を検討し，Th1/Th2 バランスの面から効果発現の機序を探るた

臨床症状発現の直前から増加し臨床症状が悪化し続けている時期に

めに末梢神経組織内の IFN と IL‑10 の mRNA 発現について検討し

ピークに達し，IL‑10 mRNA の発現は症状がピークに達する頃に同

た．

時にピークに達するとされている 5）．今回の検討でも IRB 高用量投

IRB 投与群，AML 投与群，vehicle 投与群すべてにおいて免疫後

与群と AML 投与群の両群で，IFN，IL‑10 双方の mRNA 発現の時

11 日目に EAN を発症し，14 日目で EAN score がピークとなりその

間経過は同様であった．しかし，IRB 高用量投与群では，免疫後 14

後低下した．各群の中で IRB 高用量投与群の EAN score は全経過

日 の IFN mRNA の 発 現 は AML 投 与 群 に 比 べ 抑 制 さ れ，IL‑10

を通して他の群に比べ低く，症状悪化から極期（免疫後 12 〜 14 日）

mRNA の発現は AML 投与群に比べ増加していた．

と回復期（免疫後 22 日）において統計的に有意だった．組織学的

EANの馬尾神経内では浸潤した活性化 Th1 細胞が IFNを産生し 15），

にも，臨床症状が改善し EAN score の変動がみられなくなった免疫

IFNは macrophageを活性化し 16, 17），最終的に脱髄が生じる 15）．その

26 日後の IRB 高用量投与群馬尾神経内では vehicle 投与群と比べ，

後にTh2 細胞優位へ転換することによりTh1 細胞やmacrophageの浸

S‑100 の染色部が少なく脱髄が軽度で，CD68 陽性細胞の浸潤も軽

潤が抑制され脱髄の回復が始まると考えられており 5），極期のIL‑10

度であり，両群の症状の程度の違いを組織学的にも裏付けていると

mRNA の発現の増加が脱髄の回復に関連していると考えられている．

考えられた．同様に，極期の神経内 IFN 発現は減少傾向を示し逆に

今回の結果ではIRB 投与によって臨床症状は悪化初期から有意差が認

IL‑10 発現は増加傾向を示したことも両群の症状の相違の裏付けで

められており，EANの改善にIL‑10の発現増加，つまりTh1/Th2 バラ

あると考えられた．

ンスのTh2 への偏位だけが関連しているとは考えにくい．今回の検討

14）
IRB と同程度の降圧作用を有する用量の AML（8mg/kg/day）
投

では，EANに生じる本来のTh2 細胞優位が IRB 投与によって軽度な

与に比べて IRB 高用量投与群が神経症状，組織，サイトカイン発現

がら強調されただけではなく，症状発現前からIRBが有する多くの機

すべてにおいて抑制効果を示したことから，これらの効果は単なる

能；NF‑κB 抑制作用などを経由した Th1 細胞の抑制，Vitamin‑D
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a）

b）

c）

d）

Fig. 2 Histological examination of the cauda equina（CE : cauda equina, bars indicate 100μm）
a）CE from vehicle‑treated EAN rat, CD68
b）CE from vehicle‑treated EAN rat, S‑100
c）CE from high dose irbesartan‑treated rat, CD68
d）CE from high dose irbesartan‑treated rat, S‑100
CE from EAN rat showed reciprocal expression of S‑100 protein and CD68. Those from vehicle‑treated EAN rat（a, b）contained more
CD68 positive cells（inset）and wider S‑100 negative area compared to irbesartan‑treated EAN rat.
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Fig. 3 Proportions of S‑100 negative area
with infiltrated CD68 positive cells in cauda
equina of each group
IRB : irbesartan, AML : amlodipine, CE :
cauda equina, *: p＜0.01 compared to the
other groups by Mann‑Whitney comparison
test. Bars indicate standard deviations.
The high dose IRB‑treated rats showed significantly less inflammation than the other
groups.

Fig. 4 Sequential expression of interferon‑
γ
（Fig. 4a）and interleukin‑10（Fig. 4b）
mRNA in cauda equina of EAN rats treated
with high dose IRB or AML
IFN : interferon‑γ, IL‑10 : interleukin‑10
IFN mRNA expression in high dose IRB‑
treated group（shown as IRB）at day 14
post‑immunization was suppressed compared to that in AML‑treated group although statistically not significant. IL‑10
mRNA expression in high dose IRB‑treated
group at day 14 post‑immunization was up‑
regulated compared to that in AML‑treated
group although statistically not significant.
Bars indicate standard deviations.
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receptor（VDR）を介した神経 保護 作用，CCR2b 阻害 作用による
Perfect Real Time primer

macrophageの神経内浸潤の抑制が作用していたものと考えられる ．
11）

バイオラッドラボラトリーズ
タカラバイオ 大津，滋賀

東京

EANでは，発症前の無症状の時期から末梢神経内のMCP‑1が発
現し症状の進行につれ増加する 7）．IRBが MCP1とCCR2bの結合を

本論文は COI 報告書の提出があり，開示すべき項目はありません．

阻害したことによりmacrophageの神経内浸潤が抑制されたことも今
回認められたEANの改善に影響したものと思われる．また，ARBは
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結

論

EAN ラットに IRB を投与し
1）IRB は EAN ラットの症状を全経過にわたり抑制する
2）IRB は EAN ラットの組織学的所見を抑制する
ことが明らかになった．IRB が EAN ラットの馬尾神経内の IFN
mRNA 発現の抑制のほかに，CCR2b 阻害作用による macrophage
の神経内浸潤の抑制にも強く関与していることが示唆された．
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Irbesartan Ameliorates Experimental Autoimmune Neuritis in Lewis Rats
Hisao KITAZONO, Wataru HAGIWARA, Masashi INOUE, Shingo KONNO, Toshiki FUJIOKA
Division of Neurology, Department of Internal Medicine（Ohashi）, Toho University School of Medicine

We investigated the effect of irbesartan（IRB）, angiotensin II receptor blocker, on experimental autoimmune
neuritis（EAN）in Lewis rats. P2 protein peptide‑induced
EAN rats were divided into four groups, i.e. received IRB
10mg/kg/day, IRB 3mg/kg/day, amlodipine（AML）8mg/
kg/day, or vehicle（carboxyl methylcellulose）only. Rats
were treated from two days post‑immunization through
26 days post‑immunization using gastric tube. Rats were
checked daily for the motor impairment score（max. 9
points）
.
Cauda equina（CE）from the rats in 26 days post‑immunization were fixed by 10% buffered formalin, embedded in paraffin and examined for location of S‑100 or
CD68. CE of IRB（10mg/kg/day）or AML rats in 7, 11, 14
and 21 days post‑immunization（n＝5 in each time points）
were examined for cytokine mRNA expression using real
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time PCR.
All rats developed EAN at 11 days post‑immunization.
Their motor symptoms peaked in 14 days post‑immunization, and improved spontaneously. IRB（10mg/kg/day）‑
treated rats have significantly mild clinical course and
pathological changes compared to other three groups.
Real–time PCR revealed less intraneural interferon‑gamma mRNA expression and more intraneural IL‑10 mRNA
expression at 14 days post‑immunization.
IRB may suppress EAN presumably by shifting cytokine
balance towards Th2 dominancy. Since IRB has CCR2b antagonism it may play a role in suppression of EAN additionally. IRB can be a therapeutic option for human GBS
although its effect against other receptors（vitamin D receptor, angiotensin II type 2 receptor, etc.）which may influence immune system, will be further investigated.
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