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当番教室企画（第 157 回東邦医学会例会）
総

説

アレルギーと自己免疫疾患の基礎と臨床
川添

麻衣１）

南木

敏宏１）

長舩

大士２）

和田

弘太２）

近藤

元就３）

田中ゆり子３）

1）

東邦大学医学部内科学講座膠原病学分野（大森）
2）

東邦大学医学部耳鼻咽喉科学講座（大森）
3）

東邦大学医学部免疫学講座

要約：第 157 回東邦医学会例会当番教室，内科学講座膠原病学分野（大森），耳鼻咽喉科学講座（大森），
免疫学講座の 3 講座で当番教室企画，アレルギーと自己免疫疾患の基礎と臨床をおこなった．それぞれの講
座から，好酸球性多発血管炎性肉芽腫症，好酸球性副鼻腔炎の臨床像の実際と，自己免疫疾患モデルマウス，
SATB1 欠損マウスにおける自己免疫疾患発症要因とその病態について発表された．
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索引用語：eosinophilic granulomatosis，eosinophil sinusitis，Sjögrenʼs syndrome

第 157 回東邦医学会例会当番教室，内科学講座膠原病学

がしばしば検出されるため ANCA 関連血管炎（AAV）と

分野（大森）
，耳鼻咽喉科学講座（大森），免疫学講座の 3

呼ばれ，小型血管（小動脈，細動脈，毛細血管，細静脈，

講座で当番教室企画，アレルギーと自己免疫疾患の基礎と

静脈）の炎症を主病態とする．今回，AAV の中でアレル

臨床をおこなった．それぞれの講座からの発表の要約を以

ギーが関与するとされる EGPA について概説した．

下に掲載する．発表後には活発な質疑応答がなされ，基礎

EGPA は，アトピー素因の少ない好酸球増多の目立つ

研究の結果と臨床研究による知見の融合により，アレル

重症喘息や鼻茸を伴う好酸球性副鼻腔炎が数年先行し，末

ギーや自己免疫関連疾患のさらなる理解が図られるものと

梢血好酸球の著明増多とともに，全身諸臓器の好酸球炎症

期待された．

と血管炎症状の二つの病態で発症するのが特徴である．臨

〜アレルギーと自己免疫疾患の基礎と診療〜
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症について

床症状としては末梢神経障害が最も多く 90％ 以上の症例
で認め，好酸球性副鼻腔炎は 70-80％ で認める．なお耳鼻
咽喉症状がないことは，血管炎の予後予測に用いられる

血管炎とは，血管自体に炎症をきたす疾患である．血管

2009 年改訂 Five-factor Score において，予後不良因子の

壁に好中球，リンパ球などの炎症細胞が浸潤し血管壁の構

一つとされている．EGPA における ANCA 陽性率は他の

造を破壊し，その結果，血管の破綻による出血や，血管内

AAV と比較して低 く，MPO-ANCA 陽 性 率 は 30-40％，

腔の狭窄や閉塞による虚血を引き起こし，様々な臓器障害

PR3-ANCA はほとんど陽性化しない．従来は，好酸球性

を招く．血管炎は全身の血管に生じうるが，各種血管炎は

炎症がステロイドで改善することが多いことから，EGPA

１）

障害される血管のサイズにより分類される ．顕微鏡的多

は生命予後が良い疾患と認識されていたが，主に欧州から

発血管炎，多発血管炎性肉芽腫症，好酸球性多発血管炎性

の報告によると 10 年以降の生存率は良いとは言えないこ

肉芽腫症（EGPA）は，血中に抗好中球細胞質抗体（ANCA）

とが近年分かってきている．致死的症例を救うためにも，

1, 2, 3）〒143―8540 東京都大田区大森西 5―21―16
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早期診断早期治療が重要である．治療は疾患の重症度によ

特異的に欠損する SATB1 コンディショナルノックアウト

る．重篤な臓器障害を伴わない場合はステロイド中等量に

マウス（以下，SATB1 欠損マウス）には，血清中に抗二

アザチオプリン等の免疫抑制薬を適宜併用，重篤な臓器障

本鎖 DNA 抗体などの自己抗体がみられ，また，20 週齢

害を伴う場合はステロイド大量療法や場合によりステロイ

を超えるとループス腎炎様の病態を呈し，死に至るものも

ドパルス，またシクロホスファミド等の免疫抑制薬を併用

ある．このことは，SATB1 欠損マウスには全身性自己免

する． また追加治療として抗 IL-5 抗体
（メポリズマブ）や，

疫疾患が生じることを意味する．これまでに我々は，自己

末梢神経障害や心障害に有効とされる免疫グロブリン静注

反応性 T 細胞排除機構である，胸腺内 T 細胞分化時の負

療法を行う．血管炎は多彩な臓器症状を呈するため，様々

の選択に障害があること，生後直後に制御性 T 細胞が欠

な診療科で遭遇しうる疾患であり，連携して臓器障害の迅

損していることにより，SATB1 欠損マウスには自己免疫

速な評価を行い，早期診断・早期治療を行うことが重要で

疾患が発症することを示してきた３，４）．SATB1 欠損マウス

ある．

に生じる臓器特異的自己免疫疾患の詳細を精査した結果，

（川添麻衣，南木敏宏，内科学講座膠原病学分野
（大森））

好酸球性副鼻腔炎にまぎれた
自己免疫疾患について
東邦大学大森病院

耳鼻咽喉科では年間約 300 例の慢性

副鼻腔炎に対し内視鏡下副鼻腔手術を行っている．その約

SATB1 欠損マウスには 4 週齢以降に目や口腔内の乾燥症
状を特徴とするシェーグレン症候群が発症することが明ら
かとなり４），SATB1 欠損マウスはシェーグレン症候群の
病態を解析するために有用な動物モデルであることが示唆
された．
（近藤元就，田中ゆり子，東邦大学医学部免疫学講座）

半数が好酸球性副鼻腔炎である．好酸球性副鼻腔炎とは末
梢の好酸球数が 5％ 以上，CT では篩骨洞＞上顎洞で篩骨
洞優位な画像所見，気管支喘息の合併，両側鼻茸の有無に

Conflicts of interest：本稿作成に当たり，開示すべき conflict of
interest（COI）は存在しない．

２）

よって重症度が分類される（JESREC Study）．
今回我々は，術後に好酸球性多発血管炎肉芽腫症と判別
した 2 症例，および IgG4 関連疾患 1 症例について報告し
た．上記症例はいずれも膠原病科で治療を行っている．好
酸球性副鼻腔炎の中にもその中に稀に好酸球性多発血管炎
肉芽腫症や IgG4 関連疾患などが混在している場合があ
る．病理検査では判別がつかないこともあり，術後の経過
を慎重に見ていくことが重要であると思われた．
（長舩大士，和田弘太，耳鼻咽喉科学講座（大森）
）

免疫寛容不全を呈する SATB1 欠損マウスの解析
染色体構造調整タンパクである SATB1 を血球系細胞に
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