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基礎と臨床消化器病学のレビュー
健常時と疾患時における胃酸分泌の調節
坪内 博仁 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 消化器疾患・生活習慣病学 教授
坪内 直子 国立病院機構鹿児島医療センター 消化器内科

Control of Gastric Acid Secretion in Health and Disease
MITCHELL L. SCHUBERT＊ and DAVID A. PEURA‡
＊

Department of Medicine, Division of Gastroenterology, Virginia Commonwealth University's Medical College of Virginia, McGuire Veterans Affairs Medical
Center, Richmond, Virginia; and ‡Department of Medicine, Division of Gastroenterology and Hepatology, University of Virginia, Charlottesville, Virginia
Gastroenterology 2008 Jun;134(7):1842-1860

胃酸分泌の理解と消化性疾患（acid-peptic disorder）の治療
における近年のマイルストーンは、
（1）ヒスタミンH2受容体の

を受賞したSir James Blackは酸分泌に新たな光を当て、消化
器病の診療を永久に変えた 7 。初めて胃酸が抑制でき、潰瘍が

発見およびH2受容体拮抗薬の開発、
（2）壁細胞のプロトンポン

予想通りに治癒した。研究は、胃酸抑制の時間と程度（1日のうち

プであるH K -ATPaseの同定とプロトンポンプ阻害薬の開発、

pH>3の割合）が潰瘍の治癒を決定すること、H2RAsの就寝前

そして、
（3）十二指腸潰瘍の主な原因であるHelicobacter pylori

の1日1 回の投与が最も効果的な治療法であることを示した 8,9 。

＋

＋

菌の発見と効果的な除菌療法の開発である。この総説では健
常時と疾患時における胃酸分泌とその制御の重要性と関連性
について、特に述べたい。我々は、酸関連疾患の治療における
胃酸分泌の生理学および病態生理学だけでなく、胃酸分泌抑
制に関するエビデンスについても概説する。

加えて、薬物の継続的な就寝前投与が潰瘍の再発を予防し、
このことがこの慢性疾患をコントロールする第一歩となった。
近年、壁細胞のプロトンポンプであるhydrogen-potassiumstimulated adenosine triphosphatase（ H＋ K＋ -ATPase）と胃
十二指腸潰瘍の原因であるHelicobacter pylori（HP）感染の
同定（同じくノーベル賞を受賞した）は、消化性疾患の理解と

酸に関する研究は今や歴史的な興味でしかないであろ

胃 うか？多くの人は消化器病学の専門性を形成するのに酸

治療の新たな大変革の先駆けとなった 10-14 。食前に投与すれば、

が果たしてきた中心的な役割を忘れてしまっている。我々の専

有効な酸分泌抑制薬であり、最も広く処方されている消化器用

門性が明確になり発展したのは「酸の時代」であった。酸は消

薬物である。PPIにより消化性潰瘍がより速やかに治癒しただ

化性潰瘍をより理解し治療するために正確に測定され、当時の

けでなく、難治性潰瘍もほとんどなくなってしまった。抗生剤に

主要な臨床的課題であった。酸に関連した上部消化管の粘膜

よるHPの除菌で初めてほとんどの潰瘍が根治した。

プロトンポンプ阻害薬（PPIs）は現在用いられているうちで最も

障害をより明確にするために内視鏡検査が開発された。酸の中

公衆衛生の向上と除菌のための努力によってHP感染率が低

和は臨床医を夢中にさせた。制酸剤はボトルではなく箱で調剤

下したことに伴い、非ステロイド抗炎症薬（NSAID）起因性の

された。種々の制酸剤の中和能、味、ナトリウム含有量、副作用

潰瘍やHP陰性あるいはNSAID陰性の潰瘍の有病率が増加し、

（下痢や便秘）のデータは学会での重要な議題であった。なぜ

より大きな臨床的な課題となってきている。Schwarzの no acid,

なら、十分に胃酸をコントロールするために制酸剤は食後1〜3

no ulcer という格言は今日でも通用する 15 。NSAIDs、ガスト

時間か就寝前に投与されていたからである 。抗コリン剤はそ

リノーマ（Zollinger-Ellison syndrome：ZES）、ストレスなどに

の副作用にもかかわらず、制酸剤の胃からの排出を遅らせ、夜

よる潰瘍はもちろん、HP陰性／NSAID陰性の原因不明の潰瘍

間の潰瘍による症状をコントロールするために食前か就寝前に

でも、その治療と予防には酸のコントロールが依然として大きな

投与された 。胃冷凍法や放射線療法は、薬物療法が無効な症

柱である 16,17 。

1

2

状のある患者で外科的治療が行えない場合に胃酸を減少させ

効果的な潰瘍治療の時代は、新たな酸関連の課題である胃

るために用いられた手段であった 。消化性潰瘍の手術は胃酸

食道逆流症（GERD）
の始まりとなった。最近まで逆流症の臨床的

分泌量の測定に基づいて計画された。すなわち、酸分泌が多

な重要性は、消化性潰瘍がひときわ目立っていたために概して

い場合は、一般により広範な切除の適応となった。不十分な

過小評価されてきた。酸抑制の持続時間と程度は、潰瘍と同様

迷走神経切離術による術後の過酸は潰瘍の再発につながり、

びらん性食道炎や逆流症状とも関連することが示された 18 。

一方、拡大切除による少な過ぎる酸分泌は栄養障害を引き起

しかし、効果的なGERDの治療にはH2RAがもっているよりも、

こした 。ミルクアルカリ症候群、幽門狭窄およびダンピング症候

さらに強い24時間の酸抑制の程度と持続時間が必要とされた。

群などの合併症は、今日の消化器病医にはほとんど知られてい

H2RAは病状を改善させたが、食道炎（特に重症の場合）
を予

ないが、よく発生した 。これら全てが消化器病学の BC（シメ

想通りには治癒させず、症状も消失しなかった。GERDは、PPI

チジン以前＝before cimetidine）の時代を特徴付けた。

が理想的に得意とする臨床的分野であった。PPIはどんなに

3

4,5

6

1972年のH2受容体拮抗薬（H2RAs）の発見によりノーベル賞

重症でも予想通りに食道炎を治癒させ、再発を予防した 19,20 。

sAGA 3-3.qxd 09.9.2 6:16 PM ページ 17

Review of Gastroenterology & Clinical Gastroenterology and Hepatology Vol. 3, No. 3 17
Review Article Alimentary Tract

長期非ステロイド抗炎症薬使用者における
胃粘膜保護療法の有効性比較
大島 忠之 兵庫医科大学 内科学 上部消化管科 講師
三輪 洋人 兵庫医科大学 内科学 上部消化管科 教授

The Relative Efficacies of Gastroprotective Strategies in Chronic Users of
Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs
LAURA E. TARGOWNIK,＊,§ COLLEEN J. METGE,‡,§ STELLA LEUNG,＊,§ and DANIEL G. CHATEAU§
＊
Section of Gastroenterology, Division of Internal Medicine, ‡Department of Pharmacy, and §Manitoba Centre for Health Policy, Department of
Community Health Sciences, Faculty of Medicine, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada

Gastroenterology 2008 Apr;134(4):937-944

Background & Aims: There are numerous gastroprotective
strategies recommended for reducing the risk of upper
gastrointestinal (GI) complications in long-term users of
nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). The
relative efficacy of the different strategies alone or in
combination is uncertain. Methods: We used the Manitoba
Population Health Research Data Repository to perform a
population-based matched case-control analysis. All
NSAID users (nonselective and cyclooxygenase [COX]-2specific) users admitted to the hospital with a primary
diagnosis for an upper gastrointestinal complication were
matched to NSAID-using controls in the community. We
used conditional logistic regression analysis to determine
the relative efficacy of different gastroprotective
strategies (proton pump inhibitors [PPIs], COX-2
inhibitors, and low-dose/high-dose misoprostol) either
alone or in combination and to adjust for multiple
pertinent covariates. Results: A total of 1382 NSAID/COX-2
users with upper GI complications were matched to
33,957 age- and sex-matched controls. Co-therapy with
PPIs or misoprostol or use of a COX-2 inhibitor all
significantly reduced the risk of upper GI complications.
COX-2 inhibitors were not statistically more likely to
prevent upper GI complications than PPIs, although they
were superior to low-dose misoprostol. The combination
of COX-2 inhibitors with a PPI was associated with
the greatest degree of upper GI complication risk
reduction. Conclusions: All of the commonly accepted
gastroprotective strategies reduce the risk of upper GI
complications in NSAID users, although the combination
of COX-2 inhibitors with PPIs promotes the greatest risk
reduction for NSAID-related upper GI complications.
Celecoxib use specifically may be superior to the
combination of nonselective NSAIDs with a PPI.

研究の背景
ステロイド 抗 炎 症 薬（ nonsteroidal anti-inflammatory

非drug：NSAID）は関節炎などの疼痛緩和に一般的に用い
られ、カナダでは65歳以上で20%に処方されている。しかし、こ
の使用により消化管出血、潰瘍穿孔、胃幽門狭窄、症候性消化
性潰瘍などの上部消化管合併症が問題となる。NSAID使用者
の約1〜2%/年に上部消化管合併症が発生し非使用者の3〜5
倍であり1,2 、上部消化管出血で入院した患者の死亡率は約 5 %
といわれている 3 。
幸い、高用量のミソプロストールの併用やcyclooxygenase
（COX）-2選択的阻害薬の使用により長期NSAID使用者におけ
る上部消化管合併症のリスクは低下する 4,5 。しかし、COX-2 選
択的阻害薬により心血管系障害が増加する懸念や高用量のミソ
プロストールに対する忍容性が低いことなどは大きな問題であ
る 6,7 。NSAIDによる上部消化管合併症の高リスク群ではプロト
ンポンプ阻害薬（proton pump inhibitor：PPI）や低用量ミソプロ
ストールの併用が推奨され、無症候性の潰瘍やびらんの発生が
抑制されるが 8-10 、長期NSAID使用者でこれらの併用が上部消
化管合併症を軽減するかどうかのランダム化試験はこれまで行
われていない。
そこで今回、カナダManitoba州の健康保険管理データベース
を用いて長期NSAID使用者での胃粘膜保護療法の有効性比較
を行った。

論文の概要
1995年4月から2006年3月までに少なくとも一種以上のNSAID
の処方を受けた466,187人の成人を対象とし、1382人が上部消
化管合併症（出血、穿孔、症候性潰瘍）で、その内736人が消化

キーワード
NSAID、COX-2選択的阻害薬、PPI、ミソプロストール、
セレコキシブ

性潰瘍で1日以上入院しており、この1382人をケース群として抽
出した。性と年齢をマッチさせたNSAIDやCOX-2選択的阻害
薬を使用していた33,957人を対照群とした。
ケース群ではPPI、COX-2選択的阻害薬、ミソプロストール、
H2受容体拮抗薬や上部消化管合併症の危険因子となる薬剤（ワ
ルファリン、ステロイド全身投与、クロピドグレル）の使用がコント
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インターロイキン21による腸管炎症とTh17反応の調節
松本 譽之 兵庫医科大学 内科学 下部消化管科 教授

Regulation of Gut Inflammation and Th17 Cell Response by Interleukin-21
DANIELE FINA,＊ MASSIMILIANO SARRA,＊ MASSIMO C. FANTINI,＊ ANGELAMARIA RIZZO,＊ ROBERTA CARUSO,＊
FLAVIO CAPRIOLI,＊ CARMINE STOLFI,＊ IRIS CARDOLINI,＊ MARTA DOTTORI,＊ MONICA BOIRIVANT,‡
FRANCESCO PALLONE,＊ THOMAS T. MACDONALD,§ and GIOVANNI MONTELEONE＊
＊

Dipartimento di Medicina Interna e Centro di Eccellenza per lo studio delle malattie complesse e multifattoriali, Università Tor Vergata, Rome;
Department of Infectious, Parasitic, and Immune-mediated Diseases, Istituto Superiore di Sanita’, Rome, Italy; and §Institute of Cell and Molecular
Science, Barts and the London School of Medicine and Dentistry, London, United Kingdom

‡

Gastroenterology 2008 Apr;134(4):1038-1048

Background & Aims: Interleukin (IL)-21, a T-cell-derived
cytokine, is overproduced in inflammatory bowel diseases
(IBD), but its role in the pathogenesis of gut inflammation
remains unknown. We here examined whether IL-21 is
necessary for the initiation and progress of experimental
colitis and whether it regulates specific pathways of
inflammation. Methods: Both dextran sulfate sodium
colitis and trinitrobenzene sulfonic acid-relapsing colitis
were induced in wild-type and IL-21-deficient mice.
CD4＋ CD25− T cells from wild-type and IL-21-deficient
mice were differentiated in T helper cell (Th)17-polarizing
conditions, with or without IL-21 or an antagonistic IL21R/Fc. We also examined whether blockade of IL-21 by
anti-IL-21 antibody reduced IL-17 in cultures of IBD
lamina propria CD3＋ T lymphocytes. Cytokines were
evaluated by real-time polymerase chain reaction and/or
enzyme-linked immunosorbent assay. Results: High IL-21
was seen in wild-type mice with dextran sulfate sodium- and
trinitrobenzene sulfonic acid-relapsing colitis. IL-21deficient mice were largely protected against both
colitides and were unable to up-regulate Th17-associated
molecules during gut inflammation, thus suggesting a role for
IL-21 in controlling Th17 cell responses. Indeed, naïve T
cells from IL-21-deficient mice failed to differentiate into
Th17 cells. Treatment of developing Th17 cells from wild-type
mice with IL-21R/Fc reduced IL-17 production. Moreover,
in the presence of transforming growth factor-β1,
exogenous IL-21 substituted for IL-6 in driving IL-17
induction. Neutralization of IL-21 reduced IL-17 secretion by
IBD lamina propria lymphocytes. Conclusions: These
results indicate that IL-21 is a critical regulator of
inflammation and Th17 cell responses in the gut.

研究の背景
rohn病（CD）
と潰瘍性大腸炎（UC）
は、炎症性腸疾患（IBD）

C と総称され、腸管内の微生物フローラなどに対する過剰な
粘膜免疫応答により惹起されていると考えられている 1 。ところ
が最近の免疫学の進歩に伴い、IBDの免疫異常に深く関与して
いるCD4 細胞には、細胞性免疫に関与しIFN-γやIL-12により
誘導されるTh1細胞と、液性免疫に関与しIL-5やIL-13により強く

誘導されるTh2 細胞の二つが存在することが明らかとなった 2 。
特にこのTh1とTh2細胞はシーソーのように両者がそれぞれを抑
制するような関係にあることが明らかとなり、大部分の免疫異常
に関与した疾患がTh1あるいはTh2のいずれかに属する形で分
類可能と考えられた（Th1/Th2パラダイム）。しかしながら、そ
の後の研究により両者の関係はそんなに単純なものではないこ
と、同一のサイトカインでもTh1/Th2の両者に関与するものがある
ことなど が 明らかとなり結 果として、一 つ の 疾 患 を 単 純 に
Th1/Th2と割り切るのではなく、それぞれの免疫応答の状態や
時期／場所などを考慮して検討する必要があると考えられてい
る3 。また、実際のIBDの病変部で見られる免疫応答は、ある意味
で免疫応答の終末期あるいは組織破壊の結果などが混在した
形で現れているものであり、例えばUC/CDともに組織中でのIL21産生が強いとの報告もある 4 。特に近年、IL-21がTh17細胞の
分化やIL-17に大きな影響をもつことが報告されている 5-7 。
また、実際の炎症の場においてはTh1細胞以上にIL-17を産
生するTh17細胞が強い活性をもっていることも報告され、これ
までTh1病といわれていたような疾患が実はTh17細胞によって
制御されている可能性が多く示されている。本論文は、IBDに
おいて過剰産生が見られるIL-21がTh17細胞の調節を介して腸

キーワード
炎症性腸疾患、実験腸炎、Th17細胞、IL-17、IL-21

管炎症の成立に関与している可能性を示すとともにその制御が
腸管炎症の治療に貢献する可能性を示すため、主として動物の
実験腸炎モデルを用いて行われたものである。

論文の概要
方法
C57Bl/6の野生あるいはIL-21ノックアウトマウスを用いた。
DSS（Dextran Sulphate Sodium）腸炎
7 %DSS投与による実験的大腸炎モデルを作成した 8 。体重、
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大腸発癌において緑茶成分はbFGFの翻訳後発現を抑制する
梶 雅子 徳島大学大学院消化器内科学 助教
高山 哲治 徳島大学大学院消化器内科学 教授

A Green Tea Component Suppresses Posttranslational Expression of Basic Fibroblast
Growth Factor in Colorectal Cancer
MUGDHA SUKHTHANKAR,＊ KIYOSHI YAMAGUCHI,＊ SEONG-HO LEE,＊ MICHAEL F. MCENTEE,＊
THOMAS E. ELING,‡ YUKIHIKO HARA,§ and SEUNG JOON BAEK＊
＊
Laboratory of Environmental Carcinogenesis, Department of Pathobiology, College of Veterinary Medicine, University of Tennessee, Knoxville,
Tennessee; ‡Laboratory of Molecular Carcinogenesis, NIEHS, Research Triangle Park, North Carolina; and §Mitsui Norin Co., Ltd, Food Research Lab,
Miyabara, Fujieda City, Japan

Gastroenterology 2008 Jun;134(7):1972-1980

Background & Aims: Green tea catechins are known to
have anticarcinogenic effects. Epigallocatechin-3-gallate
(EGCG) accounts for almost 50% of the total catechin
content in green tea extract and has very potent
antioxidant effects. EGCG also inhibits angiogenesis,
possibly through the inhibition of proangiogenic factors
including vascular endothelial growth factor (VEGF) and
basic fibroblast growth factor (bFGF), which in turn,
inhibits tumor growth and metastasis. However, the exact
molecular mechanism by which EGCG suppresses bFGF
expression is not known. Our objective was to elucidate
the molecular mechanisms by which EGCG inhibits bFGF
expression in colorectal cancer. Methods: We examined
posttranslational regulation of bFGF by EGCG in human
colorectal cancer cells. We also examined bFGF in
intestinal tumor formation of APC Min/＋ mice with and
without catechin treatment. Results: The bFGF protein
was quickly degraded in the presence of EGCG, but a
proteasome inhibitor suppressed this degradation. EGCG
was also found to increase ubiquitination of bFGF and
trypsin-like activity of the 20S proteasome, thereby
resulting in the degradation of bFGF protein. Furthermore,
EGCG suppressed tumor formation in APC Min/＋ mice,
compared with vehicle-treated mice, in association with
reduced bFGF expression. Conclusions: The ubiquitinproteasome degradation pathway contributes significantly
to down-regulation of bFGF expression by EGCG.
Catechin compounds have fewer adverse effects than
chemotherapeutic agents and hence can be used as
proof-of-concept in cancer therapeutics to suppress
growth and metastasis by targeting proteins such as
bFGF.

研究の背景
進国における大腸癌の罹患率、死亡率はともに高く、米

先国では悪性腫瘍中第3位を占め、腫瘍関連死の主要な原
因となっている。食料品成分は大腸癌の病因・予防研究分野に
おいて重要な役割を担うようになっており、これに伴い大腸癌の
治療・予防への食料品成分の利用は、従来の治療薬よりも高い
効果を発揮する可能性がある。中でも緑茶はその抗腫瘍効果
から注目されており、最も有効な構成要素は、epigallocatechin
3-gallate（ EGCG）、epigallocatechin、epicatechin 3-gallate
（ECG）およびepicatechinを含むポリフェノール（カテキン）であ
（特にEGCG）の抗腫瘍効果について
る 1 。これらの緑茶カテキン
は細胞レベルでの研究が進められており、腫瘍細胞のアポトー
シスや細胞増殖サイクルの停止を引き起こし、また抗酸化活性、
cyclooxygenase、lipoxygenaseの抑制、activator protein-1の抑
制、p53癌抑制遺伝子の活性化およびテロメラーゼ活性の抑制
といった働きをもつといわれている。さらにEGCGはvascular
endothelial growth factor（ VEGF）や basic fibroblast
growth factor（bFGF）
といった血管新生促進因子の発現を抑制
する抗血管新生作用を有するともいわれている 2 。
血管新生はヒトの成長、発達および創傷治癒において生理的
にみられるものであるが、腫瘍の癌化においても同様の血管新
生が認められる。bFGFは血管新生における重要な血管由来分
子のひとつであり、腫瘍細胞はこのbFGFを合成し、周囲組織
に分泌する。これまでにEGCGがbFGF発現を抑制することに
より腫瘍の血管新生を阻害することは報告されているが 3 、その
実際のメカニズムはまだ解明されていない。本研究では、EGCG
によるbFGF発現抑制の分子的メカニズムを解明した。

キーワード
EGCG、bFGF、Angiogenesis

論文の概要
緑茶カテキンによるbFGFの抑制
bFGFの発現を認めるヒト大腸癌細胞株にEGCGを添加した
ところ、bFGF蛋白の発現が抑制された。しかしRT-PCR解析
では、EGCG、ECG処理のいずれにおいてもmRNAは減少して
いなかった。EGCGおよびECGは濃度依存的にbFGF蛋白の発
現を抑制し、ともに50μmol/Lの段階で完全に抑制した。また
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食道扁平上皮癌に伴う血管新生における
線維芽細胞の重要な役割
木下 芳一 島根大学医学部 第二内科学 教授

The Essential Role of Fibroblasts in Esophageal Squamous Cell Carcinoma-Induced
Angiogenesis
KAZUHIRO NOMA,＊ KEIRAN S. M. SMALLEY,＊ MERCEDES LIONI,＊ YOSHIO NAOMOTO,‡ NORIAKI TANAKA,‡
WAFIK EL-DEIRY,§ ALASTAIR J. KING,‖HIROSHI NAKAGAWA,¶ and MEENHARD HERLYN＊
＊
The Wistar Institute, Philadelphia, Pennsylvania; ‡Departments of Gastroenterological Surgery, Transplant and Surgical Oncology, Graduate School of
Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences, Okayama University, Okayama, Japan; §Hematology-Oncology Division and ¶Gastroenterology
Division, Department of Medicine, Department of Genetics, Abramson Cancer Center, University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia,
Pennsylvania; and ‖GlaxoSmithKline, Collegeville, Pennsylvania

Gastroenterology 2008 Jun;134(7):1981-1993

Background & Aims: Esophageal squamous cell
carcinoma (ESCC) is known to be a highly angiogenic
tumor. Here, we investigated the role of the stromal
fibroblasts in the ESCC-induced angiogenic response
using a novel 3-dimensional model. Methods: A novel
assay was developed where cocultures of ESCC and
esophageal fibroblasts induced human microvascular
endothelial cell (HMVEC) vascular network formation in a 3dimensional collagen gel. Biochemical studies showed
that the ESCC-induced activation of the fibroblasts
was required to induce vascular network formation
via a transforming growth factor (TGF)-β and vascular
endothelial growth factor (VEGF)-dependent pathway.
Results: Conditioned media from a panel of 4 ESCC lines
transdifferentiated normal esophageal fibroblasts into
myofibroblasts via TGF-β signaling. The presence of
fibroblasts was essential for efficient HMVEC network
formation, and the addition of ESCC cells to these
cultures greatly enhanced the angiogenic process. The
role of TGF-βin this process was shown by the complete
inhibition of network formation following TGF-β inhibitor
treatment. Finally, we showed that ESCC-derived TGF-β
regulates angiogenesis through the release of VEGF from the
fibroblasts and that the VEGF release was blocked
following TGF-βinhibition. Conclusions: This study shows
the essential role of fibroblasts in the ESCC angiogenicinduced response and suggests that the pharmacologic
targeting of the TGF-β signaling axis could be of
therapeutic benefit in this deadly disease.

キーワード
食道癌、TGF-β、VEGF、線維芽細胞、血管新生

研究の背景
瘍細胞が直径数ミリメートルを超える塊を形成するために

腫 は、腫瘍内へ酸素や栄養物を運搬する血管の新生が必
要であり、腫瘍内および腫瘍の周辺で血管が新生される機序に
ついて様々な検討が行われている。腫瘍は実際は腫瘍細胞、線
維芽細胞、内皮細胞、免疫担当細胞の混合物であり、特に固型
腫 瘍 の 辺 縁 には 癌 関 連 線 維 芽 細 胞（ C A F s：c a r c i n o m a associated fibroblasts）が存在する。CAFsは腫瘍細胞が産生
する増殖因子によって活性化された線維芽細胞で、α-smooth
muscle actin（α-SMA）やビメンチンを発現し筋線維芽細胞の
形態をとるとされている 1 。CAFsは細胞外基質を産生したり、増
殖因子を産生したり、浸潤を刺激したりすることによって腫瘍の
進展を促進していると考えられている。
一方、CAFsが腫瘍に伴う血管の新生にどのような役割を有
しているかは明らかとはなっていない。線維芽細胞はvascular
endothelial growth factor（VEGF）を産生して血管の新生に
関与する可能性があるが 2 、腫瘍細胞、線維芽細胞、血管内皮
細胞の3種の細胞を三次元的に構成し、体内と類似した状態で
互いの相互作用を検討することは容易ではなかった。
本論文では、食道の扁平上皮細胞、線維芽細胞、血管内皮
細胞を三次元培養することによって、血管新生を伴いやすい癌
である食道扁平上皮癌細胞によって新生血管が誘導される機
序に線維芽細胞がどのように関わっているかが検討されている。

論文の概要
研究材料としての食道癌細胞は、ヒト食道癌細胞株である
TE 1、TE8、TE10、TE11、TE12を用いている。ヒト食道の線
維芽細胞としてはFEF3と名付けられた初代培養食道線維芽細
胞 を 用 いている。また 、血 管 内 皮 細 胞としては H M V E C s
（human microvascular endothelial cells）
と呼ばれるヒト微小脈
管内皮細胞を購入して用いている。これらを三次元培養するた
めには、まずHMVECs（内皮細胞）を単層培養し、この上に細
胞を含まないコラーゲン層を重積している。重積したコラーゲ
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非便秘型過敏性腸症候群に対するセロトニン3受容体拮抗薬の
症状の改善効果ならびに便秘誘発作用：ランダム化対照比較
臨床試験の系統的検索とメタ解析
福土

審 東北大学大学院医学系研究科行動医学 教授

Effects of 5-Hydroxytryptamine (Serotonin) Type 3 Antagonists on Symptom Relief and
Constipation in Nonconstipated Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review and
Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
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Background & Aims: We performed a systematic review
and meta-analyses to estimate treatment efficacy and
constipation rate of 5-hydroxytryptamine (serotonin) (5-HT3)
antagonists in patients with nonconstipated (NC) or
diarrhea-predominant (D)-irritable bowel syndrome (IBS).
Methods: Two reviewers independently searched MEDLINE,
EMBASE, and Web of Science (January 1, 1966 to December
15, 2006) for randomized controlled trials of 5-HT3 antagonists
in IBS reporting clinical end points of the IBS symptom
complex and safety parameters. Study characteristics,
markers of methodologic quality, and outcomes for the
intention-to-treat population for each randomized controlled
trial were extracted independently. Results: We found 14
eligible randomized controlled trials of alosetron (n = 3024)
or cilansetron ( n = 1116) versus placebo ( n = 3043) or
mebeverine (n = 304). Random-effects meta-analyses found
5-HT3 antagonists more effective than the comparators in
achieving global improvement in IBS symptoms (pooled
relative risk, 1.60; 95% confidence interval [CI], 1.49 -1.72; I2 =
0%) and relief of abdominal pain and discomfort (pooled
relative risk, 1.30; 95% CI, 1.22-1.39; I2 = 22%). Benefit was
apparent for both agents, in patients of either sex. These
agents were more likely to cause constipation (pooled
relative risk, 4.28; 95% CI, 3.28-5.60, I2 = 65%); there was less
constipation with 5-HT3 antagonists in D-IBS patients than in
mixed populations (NC-IBS and D-IBS; relative risk ratio,
0.65; 95% CI, 0.41-0.99). Nine patients (0.2%) using 5-HT3
antagonists had possible ischemic colitis versus none in
control groups. Conclusions: 5-HT3 antagonists significantly
improve symptoms of NC-IBS or D-IBS in men and women.
There is an increased risk of constipation with 5-HT3
antagonists, although the risk is lower in those with D-IBS.

研究の背景
敏性腸症候群（irritable bowel syndrome：IBS）
は頻度が

過高い機能性消化管障害であり、人口の約3〜15%を占め
を障害する
る 1-3 。IBSは良性疾患ではあるが、生活の質（QOL）
ことがよく知られており、その重要性が認知されている 4 。IBS
は、腹痛あるいは腹部不快感が便通異常に関連して持続する症
候群である 5 。IBSの病態生理はいまだ完全には解明されては
いないが、消化管運動の異常、内臓知覚過敏、自律神経系の機
能異常、心理社会的要因は消化管壁内神経系と脳腸相関の異
常が存在することを示している。
セロトニン
（5-hydroxytryptamine：5-HT）
は脳腸相関に深く
関係する神経伝達物質であり、蠕動運動を含む消化管機能に
関与している 6 。セロトニンには少なくとも7種類の受容体が報告
されている 7 。その中でもセロトニン 3 受容体（ 5 -HT3 ）は脳にも
腸にも存在し、5 -HT3 拮抗薬は動物の消化管への侵害刺激に
対する反応を減弱させる 8-11 。
IBSに適応のある5-HT3 拮抗薬が数種類存在するが、本論文
ではalonsetronとcilansetronを取り上げる。Alonsetronは米
国で認可され、限定的ではあるが臨床で使用されている。
Cilansetronは大規模な第Ⅲ相試験がなされたが、未認可の薬
物である。健常者とIBS患者に対してこれらの5 -HT3 拮抗薬を
用いた研究の結果、これらはプラセボに比較して多くの点で明
瞭な効果があることが示されている。その効果とは、内臓伸展
刺激に対する内臓知覚の感覚あるいは閾値 12 、食後の消化管
反応 13 、消化管通過時間 14,15 、ならびに便通状態の変化である。
5-HT3 拮抗薬は便形状をより硬化させ、排便頻度と便意促迫を
減弱させる。

キーワード
過敏性腸症候群（irritable bowel syndrome：IBS）、
下痢型過敏性腸症候群（diarrhea-predominant irritable
bowel syndrome：D-IBS）、
セロトニン3受容体拮抗薬（5-hydroxytryptamine 3-receptor
［5-HT3］antagonist）

臨床第Ⅱ相ならびに第Ⅲ相試験では、alonsetronもcilansetron
もい ず れもプラセ ボ に 、あるいは I B S に 適 応 の ある 薬 物
（mebeverine）に比較して主要評価項目に対してより優れた臨
床効果が証明された 16-22 。しかし、主要評価項目は研究により異
なっている。初期の研究では「腹痛もしくは腹部不快感の改善」
がIBSの主要評価項目として注目されたが 5 、その後の研究に

sAGA 3-3.qxd 09.9.2 6:17 PM ページ 41

Review of Gastroenterology & Clinical Gastroenterology and Hepatology Vol. 3, No. 3 41
Review Article Alimentary Tract

Crohn病における抗TNFα抗体製剤の有効性と安全性：
プラセボ比較試験を対象としたメタ解析
松井 敏幸 福岡大学筑紫病院消化器科 教授

Efficacy and Safety of Tumor Necrosis Factor Antagonists in Crohn’s Disease:
Meta-Analysis of Placebo-Controlled Trials
LAURENT PEYRIN-BIROULET,＊ PIERRE DELTENRE,＊,‡ NICOLAS DE SURAY,＊ JULIEN BRANCHE,
WILLIAM J. SANDBORN,§ and JEAN-FRÉDÉRIC COLOMBEL＊
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Background & Aims: We performed a meta-analysis of
placebo-controlled trials to evaluate safety and efficacy of
tumor necrosis factor (TNF) antagonists for Crohn’s
disease. Methods: We searched MEDLINE, Cochrane
Library, and EMBASE. The primary end points were
clinical remission for luminal Crohn’s disease and fistula
closure at ≥2 consecutive visits. Deaths, serious
infections, and malignancies were also analyzed by the
methods of Peto and Der Simonian and Laird. Results:
Fourteen luminal Crohn’s disease trials enrolled 3995
patients. In overall analysis, anti-TNF therapy was
effective for induction of remission at week 4 (mean
difference, 11%; 95% confidence interval [CI], 6%-16%;
P < .001) and maintenance of remission at weeks 20-30 in
patients who responded to induction therapy and in
patients randomized before induction (mean difference,
23%; 95% CI, 18%-28% and mean difference, 8%; 95%
CI, 3%-12%, respectively; P < .001 for all comparisons).
Ten studies evaluated anti-TNF for treatment of fistulizing
Crohn’s disease, involving 776 patients. In overall
analysis, anti-TNF therapy was effective for fistula closure
only in maintenance trials after open-label induction
(mean difference, 16%; 95% CI, 8%-25%; P < .001). In 21
studies enrolling 5356 individuals, anti-TNF therapy did
not increase the risk of death, malignancy, or serious
infection. Conclusions: Infliximab, adalimumab, and
certolizumab are effective in luminal Crohn’s disease.
Efficacy of anti-TNF agents other than infliximab in
treating fistulizing Crohn’s disease requires additional
investigations. A longer duration of follow-up and a larger
number of patients are required to better assess the
safety profile of TNF antagonists in Crohn’s disease.

研究の背景
ンフリキシマブ
（レミケード）
を使用したTNFα阻害
（TNF-A）

イ療法は炎症性、瘻孔型Crohn病（CD）の緩解導入と緩解

維持療法に効果的であるため1998年、臨床応用された 1-5 。さら
に、adalimumab（Humira）
、certolizumab pegol（Cimzia）
という
TNF-Aが炎症性CDの治療に有効であることが示された 6-12 。
Etanercept（Enbrel）
とCDP571、onerceptは有効性が示されな
かった。
既に発表された 2 つのメタ解析では、CDに対するTNF-Aの
臨床的緩解導入と有効効果が認められている 13,14 。しかしなが
ら、これらのメタ解析は6つの大規模試験（adalimumabの試験
の全てを含む）
を含んでおらず、瘻孔型CDあるいは、炎症性CD
の反応／緩解の維持におけるTNF-Aの有効性を評価していな
い 13,14 。したがって、CD治療適応対象の全てを包含し、全ての
TNF-A製剤によるランダム化二重盲検プラセボ対照試験実施試
験（RCT）
を含むメタ解析はこれまでに存在しない。
TNF-Aのリスクと利点の評価は、CD患者にとって重要であ
る。TNF-A治療を受けた関節リウマチ患者のメタ解析では、重
症感染症と癌化のリスクが増加するが、この結果を単純にCD
の治療例に当てはめることはできない。CDにおけるTNF-Aの
安全性に関するメタ解析は存在しない。
今回、6 種のTNF-A（インフリキシマブ、adalimumab、
certolizumab、etanercept、onercept、CDP571）
と個々の薬剤
による、緩解導入と維持、ステロイド減量効果、瘻孔閉鎖効果に
ついてプラセボと比較した。その際、単一の効果評価指標を用
いて治験デザインが類似したものを採用した。また、安全性も
解析した。

キーワード
Crohn病、抗TNFα抗体製剤、ランダム化プラセボ対照試験、

論文の概要

有効率、安全性、メタ解析

本論文は、CDに対するTNF-Aの安全性と有効性の評価の
ためRCTのメタ解析を行った。臨床効果評価指標は、炎症性
CDでは、CDAIによる緩解（CDAI≤150）であり、評価時期は
4週と20〜30週であった。瘻孔型CDに関して、有効との判定の
指標は排膿中の瘻孔の50%以上の閉鎖であり、完全閉鎖との判
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肝細胞増殖因子（HGF）はGalectin-7によるSmad3の核外
移送を介して肝線維化を促進する細胞内シグナル伝達を抑制する
持田

智 埼玉医科大学 消化器内科･肝臓内科 教授

Hepatocyte Growth Factor Suppresses Profibrogenic Signal Transduction via Nuclear
Export of Smad3 With Galectin-7
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Background & Aims: Hepatocyte growth factor (HGF) and
transforming growth factor-β(TGF-β) regulate diversified
cellular functions and often act antagonistically against
each other. For example, TGF-β is the most potent factor
accelerating liver fibrosis, whereas HGF treatment
prevents its progression. Here, we propose a novel
molecular mechanism by which HGF counter represses
TGF-β-stimulated profibrogenic signal transduction.
Methods: Effects of HGF on TGF-β-responsive gene
transcription of type I collagen, the major matrix
component of fibrotic liver, were examined by using
cultured hepatic stellate cells (HSC) and transgenic mice
harboring α2 ( I ) collagen gene (COL1A2) promoter.
Expression and subcellular localization of Smad3 were
determined by Western blot analyses and immunofluorescence
staining, respectively. A mass spectrometric analysis
was employed to identify immunoprecipitated proteins
with antiphospho-Smad2/3 antibodies. Results: Over
expression of HGF inhibited COL1A2 transcription in
cultured HSC and suppressed activation of COL1A2
promoter in liver tissue induced by carbon tetrachloride
administration. A mass spectrometric analysis identified
galectin-7 as one of the immunoprecipitated proteins
with antiphospho-Smad2/3 antibodies following HGF
treatment. HGF accelerated nuclear export of Smad3 by
enhancing its interaction with galectin-7. Transfection of
cells with galectin-7 small interfering RNA inhibited
nuclear export of Smad3 and abolished suppressive effect of
HGF on expression of TGF-β-responsive genes such as
COL1A2 and plasminogen activator inhibitor-1. On the
other hand, over expression of galectin-7 suppressed
TGF-β-stimulated expression of those target genes.
Conclusions: These results reveal a novel function of
intracellular galectin-7 as a transcriptional regulator via its
interaction with Smad3 and provide a molecular basis for the
antifibrotic effect of HGF.

研究の背景
硬変はあらゆる慢性肝疾患の終末像で、肝線維化と類洞

肝 の毛細血管化に起因して肝不全と門脈圧亢進を呈する
病態である。わが国で多いウイルス性慢性肝疾患では肝硬変に
進展すると高率に肝発癌を生じることも問題である。
しかし、2000
年以降はB型慢性肝疾患では核酸アナログ製剤が利用可能
となり、また、2004年以降はC型慢性肝炎に対するリバビリン併
用ペグインターフェロン治療が広く普及した。これら治療でウイ
ルス排除が得られた症例では肝線維化が軽減し、肝硬変が正
常肝に回復する場合がある。
「肝硬変は不可逆的な病態である」
という従来の考え方は否定され、肝臓病学は転換期を迎えてい
る。しかし、これら抗ウイルス療法が無効ないし実施できない症
例では、肝硬変は相変わらず進行性の病態であり、肝線維化を
抑制する治療法の確立が求められている。
肝線維化の過程で中心的な役割を担うのは肝星細胞である。
障害肝では肝星細胞が活性化し、筋線維芽細胞用に形質変
換する 1 。活性化した星細胞はTGF（transforming growth
factor）-β受容体を発現し、同因子を介するオートクリンないし
パラクリンの機構で増殖、Ⅰ型コラーゲンなどの細胞外マトリッ
クスを産生する 1 。一方、この過程を抑止するサイトカインとして
は肝細胞増殖因子（hepatocyte growth factor：HGF）が注目さ
れている 2-4 。星細胞は静止期にはHGFを産生するが、活性化
するとその受容体であるc-Metを発現し 5 、HGFの作用で増殖
が抑制され、アポトーシスが誘導される 6 。また、HGFは肝に
おけるTGF-βの発現を抑制し 4 、MMPの発現を増強する 7 。
障害肝ではTGF-βのみならずHGFの発現も増強しているが 8 、
HGFの多面的な作用で肝星細胞の活性化は制御され、TGF-β
を中心とした肝線維化の促進機構に抑制的なフィードバックを
かけていると考えられる。しかし、肝星細胞に対するHGFの
作用機序、特にその細胞内シグナル伝達は明らかになっていな

キーワード
肝線維化、星細胞、TGF-β、HGF、Galectin-7

かった。
Ⅰ型コラーゲンはα1 鎖とα2 鎖からなるヘテロ三量体の蛋白
で、COL1A1 およびCOL1A2 遺伝子によって転写される。これら
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進行性家族性肝内胆汁うっ滞症typeⅡ（BSEP欠損症）
：
109家系における82のABCB11遺伝子変異
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Severe Bile Salt Export Pump Deficiency: 82 Different ABCB11 Mutations in 109
Families
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Background & Aims: Patients with severe bile salt export
pump (BSEP) deficiency present as infants with
progressive cholestatic liver disease. We characterized
mutations of ABCB11 (encoding BSEP) in such patients
and correlated genotypes with residual protein detection
and risk of malignancy. Methods: Patients with
intrahepatic cholestasis suggestive of BSEP deficiency
were investigated by single-strand conformation
polymorphism analysis and sequencing of ABCB11.
Genotypes sorted by likely phenotypic severity were
correlated with data on BSEP immunohistochemistry and
clinical outcome. Results: Eighty-two different mutations
(52 novel) were identified in 109 families (9 nonsense
mutations, 10 small insertions and deletions, 15 splice-site
changes, 3 whole-gene deletions, 45 missense changes). In
7 families, only a single heterozygous mutation was
identified despite complete sequence analysis. Thirty-two
percent of mutations occurred in >1 family, with E297G
and/or D482G present in 58% of European families
(52/89). On immunohistochemical analysis (88 patients),
93% had abnormal or absent BSEP staining. Expression
varied most for E297G and D482G, with some BSEP
detected in 45% of patients (19/42) with these mutations.
Hepatocellular
carcinoma
or
cholangiocarcinoma
developed in 15% of patients (19/128). Two proteintruncating mutations conferred particular risk; 38% (8/21) of
such patients developed malignancy versus 10% (11/107)
with potentially less severe genotypes (relative risk, 3.7
[confidence limits, 1.7- 8.1; P = .003]). Conclusions: With this
study, >100 ABCB11 mutations are now identified.
Immunohistochemically detectable BSEP is typically
absent, or much reduced, in severe disease. BSEP
deficiency confers risk of hepatobiliary malignancy. Close
surveillance of BSEP-deficient patients retaining their
native liver, particularly those carrying 2 null mutations, is
essential.
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研究の背景
SEP（bile salt export pump）
とは、肝細胞の毛細胆管細

B 胞側膜に発現するABC（adenosine triphosphate-binding
cassette）
トランスポーターで、その主な働きは肝細胞内の胆汁
酸（主にタウロコール酸などの抱合型胆汁酸）
を胆管へと排泄す
ることである。severe BSEP欠損症（severe bile salt export
pump deficiency）は 、進 行 性 家 族 性 肝 内 胆 汁 うっ 滞 症
（progressive familial intrahepatic cholestasis：PFIC）type
Ⅱと呼ばれ 1 、BSEPをコードするABCB11遺伝子の変異によっ
て発症し 2 、肝細胞内の胆汁酸が排泄されずに胆汁うっ滞が引
き起こされる病気である。血清胆汁酸濃度高値、黄疸（高ビリ
ルビン血症はあるが、γGTP値は正常かやや高値）
、掻痒感、吸
収障害、成長障害などが起こり、進行性で成人になる前に肝硬
変症へと進展する。治療としては肝移植が必要となる重篤な疾
患である 3 。ちなみにPFIC typeⅠはATP8B1遺伝子の変異
で、PFIC typeⅢはMDR3遺伝子の変異によって発症する。
本 研 究 は 英 国 King’s Collegeと 米 国 University of
California, San Francisco（UCSF）の共同研究である。彼らは
109家系132人という大きな母集団で、BSEPをコードする
ABCB11遺伝子の変異を同定し、さらに肝癌発症のリスクにつ
いての関連を調べた。
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肝細胞癌症例に対する肝移植：MELD割り付けシステムの
及ぼした影響と予後因子
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Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma: Impact of the MELD Allocation
System and Predictors of Survival
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Background & Aims: Since February 27, 2002, patients
with early-stage hepatocellular carcinoma (HCC) have
received priority for liver transplantation in the United
States under the Model for End-Stage Liver Disease
(MELD) allocation system. We aimed to determine the
impact of this system on liver transplantation for HCC.
Methods: Data were provided by the United Network
for Organ Sharing on 19,404 first-time, cadaveric, adult
liver transplantations performed in the United States
between 2002 and 2007 and 15,906 performed between
1997 and 2002, an equal-duration period immediately
preceding the MELD allocation system. Results: In 19972002, 4.6% of liver transplant recipients had HCC
compared with 26% in 2002-2007, the majority of whom
received HCC-MELD-exceptions allowing expedited
transplantation. Posttransplantation survival of patients
with HCC without an HCC-MELD-exception was
significantly worse than the survival of patients without
HCC. In 2002-2007, patients with an HCC-MELDexception had similar survival to patients without HCC.
However, for the subgroup of patients with tumors 3-5 cm in
size had significantly worse survival. When compared with
patients with similar MELD scores, patients in the HCCMELD-exception group had worse posttransplantation
survival than patients without HCC. The most important
predictors of poor posttransplantation survival were
MELD score ≥20 (hazard ratio, 1.61; 95% CI: 1.3-2.1) and
serum α-fetoprotein level ≥455 ng/mL (hazard ratio, 2.15;
95% CI: 1.5-2.0). Conclusions: The adoption of the
MELD allocation system has led to a 6-fold increase in
the proportion of transplantation patients with HCC.
Patients with larger (3-5 cm) tumors, serum α-fetoprotein
level ≥455 ng/mL, or a MELD score ≥20 have poor
posttransplantation survival.

研究の背景
年から2001年にかけて、ヨーロッパにおける単一施

1996 設での 4 つの研究において、単発 5 cm以下または
3cm以下で3個以内の肝癌であれば、移植後の5年生存率が71
〜75%であると報告された 1-4 。この端緒となった論文 4 の発祥地
ミラノの名前を取ったこの「ミラノ基準」内の肝癌に対しては、そ
の後肝移植が広く行われるようになり、肝移植が有用な治療で
あるとされるに至っている。
UNOS（United Network for Organ Sharing）
によるドナー肝
の割り付けシステムは、血清ビリルビン、クレアチニン、INR
（international normalized ratio for prothrombin）から計算
されるMELD（Model for End-Stage Liver Disease）スコアによ
って行われていた。このMELDスコアでは、肝機能不良例が優
先的に肝移植を受けられるシステムであり、肝機能の良好な肝
癌患者の多くが移植リストでの待ち時間にミラノ基準を超える
進行肝癌に至るという実情であった。このためUNOSは2002年
2月27日に、肝癌にある程度の移植優先権を与えるために、新し
い臓器割り付けシステムを導入することとした。この新システムで
は当初、ステージ1の肝癌（2cm未満単発）では24点、ステージ2
の肝癌（単発2〜5cmまたは3cm以下2〜3個）
では29点を与え
ることとした。この肝癌症例に対する移植優先権は、2003年4月
に改定が加えられ、ステージ1には20点、ステージ2 には24点を
与えることとした。その後、ステージ1の肝癌には0点、ステージ2
の肝癌には24点と改定され、さらに2005年 3月には最終的に、
ステージ1 には 0 点、ステージ2には22点を与えることとなった。
これまでミラノ基準内の肝細胞癌患者であれば肝移植を行っ
た後の生存率は、肝癌非合併例と
「同等」であるというのは一般
的に認められているものの、個々の専門施設のデータのみであ
り、大規模な良好な対照群をおいての米国でのデータは存在し
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なかった。また、これまで報告されているデータでも、肝癌非合併

Liver transplantation、Hepatocellular carcinoma、MELD、

例での 5 年生存率は87%、肝癌合併例では71%とされており4 、

HCC-MELD-Exception、Milan criteria

本当に肝癌症例に対する肝移植の成績が「同等」であるのかは
まだ分からない状態であった。実際に2002年に導入された肝
癌の移植優先スコアについても、米国のみで行われているシス
テムであるが、これでミラノ基準内であっても 8 〜15%の肝癌再
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自然免疫に関連する細胞質内ウイルスセンサーおよび
関連調節因子の抗ウイルス応答における関与
井廻 道夫 昭和大学医学部消化器内科 教授
広石 和正 昭和大学医学部消化器内科 講師

Potential Relevance of Cytoplasmic Viral Sensors and Related Regulators Involving
Innate Immunity in Antiviral Response
YASUHIRO ASAHINA,＊ NAMIKI IZUMI,＊ ITSUKO HIRAYAMA,＊ TOMOHIRO TANAKA,＊ MITSUAKI SATO,＊,‡
YUTAKA YASUI,＊ NOBUTOSHI KOMATSU,＊,‡ NAOKI UMEDA,＊ TAKANORI HOSOKAWA,＊ KEN UEDA,＊
KAORU TSUCHIYA,＊ HIROYUKI NAKANISHI,＊ JUN ITAKURA,＊ MASAYUKI KUROSAKI,＊ NOBUYUKI ENOMOTO,‡
MEGUMI TASAKA,§ NAOYA SAKAMOTO,§ and SHOZO MIYAKE＊
＊

Department of Gastroenterology and Hepatology, Musashino Red Cross Hospital, Tokyo; ‡First Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine,
University of Yamanashi, Yamanashi; and §Department of Gastroenterology and Hepatology, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan
Gastroenterology 2008 May;134(5):1396-1405

Background & Aims: Clinical significance of molecules
involving innate immunity in treatment response remains
unclear. The aim is to elucidate the mechanisms
underlying resistance to antiviral therapy and predictive
usefulness of gene quantification in chronic hepatitis C
(CH-C). Methods: We conducted a human study in 74 CH-C
patients treated with pegylated interferon α-2b and
ribavirin and 5 nonviral control patients. Expression of
viral sensors, adaptor molecule, related ubiquitin E3ligase, and modulators were quantified. Results: Hepatic
RIG-I, MDA5, LGP2, ISG15, and USP18 in CH-C patients
were up-regulated at 2- to 8-fold compared with nonhepatitis C virus patients with a relatively constitutive
Cardif. Hepatic RIG-I, MDA5, and LGP2 were significantly upregulated in nonvirologic responders (NVR) compared with
transient (TR) or sustained virologic responders (SVR).
Cardif and RNF125 were negatively correlated with RIG-I and
significantly suppressed in NVR. Differences among
clinical responses in RIG-I/Cardif and RIG-I/RNF125
ratios were conspicuous (NVR/TR/SVR = 1.3:0.6:0.4 and
2.3:1.3:0.8, respectively). Like viral sensors, ISG15 and
USP18 were significantly up-regulated in NVR (4-fold and 2.3fold, respectively). Multivariate and receiver operator
characteristic analyses revealed higher RIG-I/Cardif ratio,
ISG15, and USP18 predicted NVR. Lower Cardif in NVR
was confirmed by its protein level in Western blot. Also,
transcriptional responses in peripheral blood mononuclear
cells to the therapy were rapid and strong except for
Cardif in not only a positive (RIG-I, ISG15, and USP18)
but also in a negative regulatory manner (RNF125).
Conclusions: NVR may have adopted a different
equilibrium in their innate immune response. High RIGI/Cardif and RIG-I/RNF125 ratios and ISG15 and USP18
are useful in identifying NVR.

研究の背景
型慢性肝炎に対する抗ウイルス療法は、1990年代のイン

C ターフェロン（IFN）単独療法から始まり、今日ではIFN徐放
剤であるペグインターフェロン（PEG-IFN）
とリバビリンの併用が
行われている。特に難治性といわれる高ウイルス量のHCV

genotype 1bに感染した患者においては、初期に行われて
いたインターフェロン単独24週間の治療で 5%前後であった
sustained virologic response（ SVR）率 が 、48週 間 の PEGIFNとリバビリンの併用で50%程度まで上昇した。今後は新規
治療薬として、プロテアーゼ阻害薬やポリメラーゼ阻害薬の併用
が日常の臨床で行われる予定となっており、さらなるSVR率の
上昇が期待されている。
しかし、IFN治療には様々な問題点がある。費用の面では国
庫負担制度が導入され患者負担は軽減されたが、多彩で、時に
は致死的な副作用や週に 1 度は医療機関を受診する時間的制
約は、依然として患者を悩ませる。さらに、そのような困難な状
況を乗り越えても、約20%のC型慢性肝炎患者は、48週間のIFN
とリバビリンの併用においてHCVが陰性化しない、いわゆる
non-virologic responder（NVR）である。
そういった観点から、治療前にどのような症例が無効となり
やすいかを検討していくことは、無用な治療を行わないという
観点からは大変重要である。これまでの臨床データから、著効
となりにくい要因としては、HCV genotype 1b型、高ウイルス
量、高齢、女性、血小板減少、LDLコレステロール低値などが、
肝病理組織像では高度の線維化や脂肪沈着が指摘されている。
近年、HCVの分子生物学的な検討から、非構造蛋白領域であ
るNS5AのC末端側に存在する40個のアミノ酸からなる部分
（IFN-sensitivity determining region）の変異は、IFN治療の
有効率と関連があるとされている 1 。さらに、詳細な機序は不明
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であるがHCVコアの70番目や91番目のアミノ酸変異がSVRに
影響を及ぼすことも報告されている 2 。
HCVが持続感染を起こす原因としては様々な機序が想定さ
れているが、中でもHCVが自らの蛋白を用いて宿主の免疫を
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サイトカインに対する肥満に起因するリンパ球の過剰反応―
肥満マウスにおける脂肪肝炎の新しいメカニズム
岡上

武 大阪府済生会吹田病院 院長

Obesity-Induced Lymphocyte Hyperresponsiveness to Chemokines:
A New Mechanism of Fatty Liver Inflammation in Obese Mice
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Gastroenterology 2008 May;134(5):1459-1469

Background & Aims: Hepatic lipid retention (steatosis)
predisposes hepatitis. We investigated the mechanisms of
lymphocyte homing to fatty liver and the role of
lipopolysaccharide (LPS) in the onset of inflammation in
ob/ob mice. Methods: We decreased intestinal bacterial
compounds by oral antibiotic treatment to test the role of
endogenous LPS in liver inflammation. Adoptive transfer
of lymphocytes was used to study the respective
contributions of steatosis and lymphocytes to liver
inflammation. We tested lymphocyte response to
chemokines by in vitro chemotaxis assays in ob/ob, their lean
controls, and “non-obese ob/ob” mice, generated by
controlling caloric intake to distinguish between the
effects of obesity and leptin deficiency. Results: Antibiotic
treatment decreased liver infiltration with CD4＋ T, CD8＋ T,
natural killer (NK)T, B, and NK cells. Adoptive transfer of
lymphocytes from ob/ob or control mice showed that
(1) steatosis increased lymphocyte recruitment to the liver;
(2) CD4＋ T, CD8＋ T, and B cells from ob/ob mice had a
greater propensity to migrate specifically to the liver. This
migration was enhanced by LPS. These results were also
observed in a model of high-fat diet-induced obesity.
CD4＋ T and B cells were hyperresponsive to CXCL12 and
CXCL13, respectively. Weight normalization in “non-obese
ob/ob” mice decreased liver inflammation, lymphocyte
response to chemokines, and homing to the liver.
Conclusions: Our study provides the first evidence that
liver inflammation in mice with genetic or diet-induced
obesity results from both steatosis and lymphocyte
hyperresponsiveness to chemokines expressed in the
liver. These abnormalities are reversible with weight
normalization.
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研究の背景
アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）には単純性脂肪

非 肝と炎症・線維化を伴う非アルコール性脂肪肝炎（NASH）
があるが、肥満者における減量目的のjejuno-ileal bypass術
後には腸管内での細菌増殖の結果LPSの吸収が増加し、しば
しばNASHが発症することから、NASH発症へのエンドトキシン
の関与が示唆されてきた。NAFLDでは、単純性脂肪肝から
炎症を伴うNASHへの進展に2nd hitが必要といわれている
が 1 、2nd hitに際して炎症性細胞浸潤がどのような機序で起こ
るかは明らかにされていなかった。IFNγのようなサイトカイン
分泌に起因するLPS肝障害はTNFαに対する肝細胞の感受
性を増加させる 2 。
本研究は肥満自体が肝臓への炎症性細胞浸潤に関与して
いるとの推測の基に、実験的肥満マウスを用いて、肥満状態
の肝臓における炎症性細胞浸潤機序の解明を試みたもので
ある。
今回使用したC57BL/6 ob/obマウスではレプチン生成が阻
害されているが、ALT高値を伴う著明な脂肪肝を呈し、LPS
への高い感受性を示す 3 。エンドトキシン血症を伴うマウスで
はchemotaxis作用を示すCXCケモカインの発現が増強してい
るが 2,4 、本研究ではNASH発症におけるLPSの役割を明らか
にすることを試み、LPS投与による肝組織中のCD4 + T細胞、
CD8+ T細胞、B細胞の動態を明らかにした。
今回の実験で、肥満に伴う肝臓の炎症はchemotactic
agentsに対する脂肪肝とリンパ球の過剰反応に起因すること
が初めて明らかになった。

論文の概要

肥満、ケモカイン、リンパ球浸潤、エンドトキシン

C57BL/6 ob/obマウスとコントロールマウスを用い、LPS
刺激後にコントロールマウスから採取したリンパ球をob/obマ
ウスにtransferし、ob/obマウス肝から採取したリンパ球をフ
ローサイトメトリーで解析し、CXCL12、CXCL13、CCL19、
CCL21を用いて、in vitro chemotaxis assayも行った。
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Ae2a,bノックアウトマウスでは抗ミトコンドリア抗体および
原発性胆汁性肝硬変に類似した病像が出現する
阿部 雅則 愛媛大学大学院医学系研究科 先端病態制御内科学 講師
畔元 信明 愛媛大学大学院医学系研究科 先端病態制御内科学 大学院生
恩地 森一 愛媛大学大学院医学系研究科 先端病態制御内科学 教授

Ae2a,b -Deficient Mice Develop Antimitochondrial Antibodies and Other Features
Resembling Primary Biliary Cirrhosis
JANUARY T. SALAS,＊ JESÚS M. BANALES,＊ SARAI SARVIDE,＊ SERGIO RECALDE,＊,‡ ALEX FERRER,＊
IKER URIARTE,＊ RONALD P. J. OUDE ELFERINK,‡ JESÚS PRIETO,＊ and JUAN F. MEDINA＊
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Gastroenterology 2008 May;134(5):1482-1493

Background & Aims: Cl−/HCO3− anion exchanger 2 (AE2)
is involved in intracellular pH (pHi ) regulation and
transepithelial acid-base transport, including secretinstimulated biliary bicarbonate excretion. AE2 gene
expression was found to be reduced in liver biopsy
specimens and blood mononuclear cells from patients
with primary biliary cirrhosis (PBC), a disease characterized
by chronic nonsuppurative cholangitis associated with
antimitochondrial antibodies (AMA) and other autoimmune
phenomena. In mice with widespread Ae2 gene
disruption, we previously reported altered spermiogenesis
and reduced gastric acid secretion. We now describe the
hepatobiliary and immunologic changes observed in these
Ae2a,b-deficient mice. Methods: In this murine model,
splenocyte pHi and T-cell populations were studied by
flow cytometry. CD3-stimulated cytokine secretion was
estimated using cytokine arrays. AMA were evaluated by
immunoblotting and proteomics. Hepatobiliary changes
were assessed by immunohistopathology, flow cytometry,
and serum biochemistry. Cholangiocyte gene expression
was analyzed by real-time polymerase chain reaction.
Results: Ae2a,b−/− mice exhibit splenomegaly, elevated pHi in
splenocytes, increased production of interleukin-12p70
and interferon gamma, expanded CD8＋ T-cell population,
and under represented CD4＋ FoxP3＋ /regulatory T cells.
Most Ae2a,b− /− mice tested positively for AMA, showing
increased serum levels of immunoglobulin M and G, and
liver-specific alkaline phosphatase. About one third of
Ae2 a,b−/− mice had extensive portal inflammation with
CD8＋ and CD4＋ T lymphocytes surrounding damaged bile
ducts. Cholangiocytes isolated from Ae2a,b−/− mice showed
gene expression changes compatible with oxidative stress
and increased antigen presentation. Conclusions: Ae2
deficiency alters pHi homeostasis in immunocytes and
gene expression profile in cholangiocytes, leading to
immunologic and hepatobiliary changes that resemble PBC.

キーワード
原発性胆汁性肝硬変、AE2、抗ミトコンドリア抗体、T細胞、
胆管上皮細胞

研究の背景
−

− 陰イオン交換体（CI− /HCO3− anion
3 exchanger 2：AE2）は、細胞内pH

CI /HCO

（pHi）の調節に関与している 1 。また、胃酸分泌や胆汁の重炭酸
塩の分泌 2 を含めた酸塩基平衡にも関与している。リンパ球の
pHiのアルカリ化はリンパ球の増殖、分化、活性化に影響を与え
る 3 。AE2の活性はリンパ球のみならず胆管上皮細胞の酸・塩基
平衡や細胞の機能にも影響を与えることから、このトランスポー
タ ー の 変 化 が 原 発 性 胆 汁 性 肝 硬 変（ primary biliary
cirrhosis：PBC）の成因と病態形成における役割を果たしてい
るのではないかと考えられている 4-6 。
PBCでは、肝内小〜中等大胆管が障害される。その機序は
不明であるものの自己免疫の関与が強く考えられているが、
通常の免疫抑制療法に対する反応性は乏しい。肝臓から重炭
酸塩の豊富な胆汁分泌を促すウルソデオキシコール酸がPBCの
臨床経過を改善するという事実は、AE 2の機能不全がPBCの
病態形成に役割を果たしているという考え方とも一致する 6 。
実際、AE 2 遺伝子＊の発現はPBC患者の肝生検組織や末梢血
単核球で低下していた 4,5 。
（＊編者注：マウスではAe2 遺伝子）
pHiの調節がリンパ球の機能の修飾に重要であると考えられ
ているが、AE2活性の変化が免疫システムのホメオスタシスに与
える影響についての報告はない。また、AE2の機能欠損により
胆管細胞の障害が起こるかについても分かっていない。本論文
では、Ae2a,bノックアウトマウスにはPBCと同様な免疫学的異
常および肝胆道系障害が特徴としてあることを示した。

論文の概要
Ae2a,bノックアウトマウスにおける脾臓および脾細胞の変化
15月齢のAe2a,bノックアウトマウスでは、同月齢のコントロー
ル（野生型、ヘテロ欠損マウス）に比べて脾臓が腫大していた
（図1A、B）
。Ae2a,bノックアウトマウスの脾細胞のpHiは、コント
ロールに比べて上昇していた
（図1C）
。また、Ae2a,bノックアウト

