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研究要旨 

多発性硬化症（MS）は、ミエリン抗原特異的 T 細胞

が介在する自己免疫疾患であり、 IFN-γ産生性

Th1 細胞やインターロイキン 17（IL-17）産生性 Th17

細胞が病態形成に重要な役割を果たしていると考え

られている。本研究においては、T 細胞サブセットを

同定する細胞表面マーカーとして 4 種類のケモカイ

ン受容体(CCR2 と CCR5、または CCR4 と CCR6)を

用い、再発期 MS の髄液に浸潤している T 細胞サブ

セットの同定を試みた。MS の再発期と非炎症性神

経疾患（NIND）および炎症性神経疾患（IND）患者

末梢血と髄液における、T細胞亜分画の頻度を測定

したところ、CCR2 陽性 CCR5 陽性亜分画は、MS 再

発時においてのみ、末梢血よりも髄液での頻度が有

意に高いことが判明した。CCR2 陽性 CCR5 陽性 T

細胞亜分画は、IFN-γと IL-17両者の産生能を有し、

再発期 MS 患者ではこの T 細胞サブセットは MBP

に特異的に反応し、IFN-γおよび IL-17を産生した。

さらにメタロプロテイナーゼ 9（MMP9）とオステオポン

チン（OPN）を高発現し、高い基底膜浸潤能を示した。

以上より、CCR2 陽性 CCR5 陽性亜分画は MS 病態

形成に重要な役割を果たしていると考えれられる。 

背景 

 多発性硬化症（MS）は、ミエリン抗原特異的 T細胞

が介在する自己免疫疾患であり、 IFN-γ産生性

Th1 細胞やインターロイキン 17（IL-17）産生性 Th17

細胞が病態形成に重要な役割を果たしていると考え

られている。我々はこれまでに、2 種類のケモカイン

受容体（CCR2 と CCR5）を指標として T 細胞亜分画

を区別すると、CCR2 陽性 CCR5 陰性亜亜分画が

Th17 細胞を含むことを報告した 1。本研究では、MS

の再発期の、T 細胞亜分画の頻度を測定し、MS 病

態における T 細胞亜分画の重要性を検討した。 

研究方法 

(1) 対象: 年齢、性別のマッチした MS 患者 12 名、

非炎症性中枢神経疾患 6 名、炎症性神経疾患（髄

膜炎、脳炎など）患者 4 名、健常者 11 名である。 

(2) T 細胞サブセット頻度の解析：PBMC、あるいは

髄液細胞を CCR2 と CCR5、または CCR4 と CCR6

で染色し、フローサイトメトリーを用いてメモリーCD4

陽性 T 細胞に占めるケモカイン受容体発現細胞の

頻度を炎症性神経疾患の検体を加えて MS 患者と

比較した。 

(3) 抗原特異性の検討：再発期 MS 患者あるいは健

常者の末梢血より CCR2 陽性 CCR5 陽性 T 細胞、

またはこれを除いた T 細胞、メモリーT 細胞を分離し、

卵白アルブミン（OVA）あるいはミエリン塩基性蛋白

（MBP）存在下で抗原提示細胞と共培養し、培養上

清中のサイトカイン濃度を ELISA 法で測定した。 

(4) 浸潤能の検討： (3)と同様に細胞を分離し、抗

CD3/CD28 抗体で刺激後に、上層に基底膜成分を

敷いた transwell○R の通過能を比較した。 

（倫理面への配慮） 

 本研究においては、全ての患者から書面によるイ

ンフォームドコンセントを得た上で採血を行った。ま

た、患者から得られた情報は、連結可能匿名化の後、

国立精神神経センター病院にて厳重に保管されて

いる。以上から、本研究は、倫理面への十分な配慮

がなされている研究であると考えられる。 

研究結果 

（１） CCR2 陽性 CCR5 陽性亜分画は、MS にお

いてのみ、再発時に髄液での頻度が末梢

血より高いことが判明した。 

（２） 再発期 MS 患者では、CCR2 陽性 CCR5 陽

性 T 細胞は MBP に特異的に反応し、著明

な IFN-γ 産生を示した。MBP に対する

IL-17 産生は、CCR2 陽性 CCR5 陽性細胞

と、これを除いた分画の両者でみられたが、

MBP 特異的ではなかった。また健常者では

どの分画においても MBP 特異的な反応は

みられなかった。 

（３） CCR2 陽性 CCR5 陽性 T 細胞は、他の T

細胞サブセットよりも下層に移動した細胞数

が有意に多く、高い浸潤能を持つ事が分か

った。 

考察 

 MS 患者では CCR2 陽性 CCR5 陽性 T 細胞が再

発期 MS の髄液中で選択的に増加していることが判

明した。抗原特異性の検討の結果、CCR2 陽性

CCR5陽性T細胞にはMBP特異的に反応し IFN-γ

と IL-17 を産生する細胞が多く、MS 病態形成に重

要な細胞と考えられた。さらに刺激により、血液脳関

門を裏打ちする基底膜成分を破壊し効率的に浸潤

することが示され、CCR2 陽性 CCR5 陽性 T 細胞の

高い MMP-9 産生能との関連が示唆された。以上よ

り、CCR2+CCR5+T細胞はMS再発の病態形成に重

要な役割を担っていると考えられた。 

結論 

 MS増悪時に髄液で増加するCCR2陽性CCR5陽

性 T 細胞は潜在的な BBB 破壊能を有するのみなら

ず、MBP 特異的 T 細胞が集積しており、MS 病態に

おいて重要な役割を果たしていると考えられる。 
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