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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，血液脳関門

の破綻、とくに基底膜とアストロサイト足突起から

成るグリアリミタンスの破綻が、病態形成における

重要なステップであると示唆されている。昨年

我々は、再発期 MS の髄液で CCR2 陽性 CCR5

陽性 T 細胞が増加することを報告した。今回

我々は、正常ヒトアストロサイトと中枢神経実質基

底膜成分ラミニンにより、in vitro グリアリミタンス

モデルを作成し、CCR2 陽性 CCR5 陽性 T 細胞

の潜在的な中枢神経系への浸潤能を解析した。

その結果、CCR2 陽性 CCR5 陽性 T 細胞は、他

のT細胞と比較して、in vitroグリアリミタンスモデ

ルの浸潤能が有意に高いことが判明した。以上

より、MS 増悪時に髄液で増加する CCR2 陽性

CCR5 陽性 T 細胞は潜在的な血液脳関門破壊

能を有し、MS 再発病態形成に重要な役割を果

たしていると考えられる。 

 

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，血液脳関

門の破綻、とくに基底膜とアストロサイト足突起か

ら成るグリアリミタンスの破綻が、病態形成におけ

る重要なステップであると示唆されている。我々

は昨年、4 種類のケモカイン受容体を指標として

T 細胞亜分画を区別し、再発時 MS 髄液で

CCR2 陽性 CCR5 陽性 T 細胞が増加することを

報告した。今回我々は、正常ヒトアストロサイトと

中枢神経実質基底膜成分ラミニンにより、 in 

vitroグリアリミタンスモデルを作成し、CCR2陽性

CCR5 陽性 T 細胞の浸潤能を解析した。 

 

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。また、フローサイトメト

リーセルソーターを用いて、CCR2 陽性 CCR5 陽

性 T 細胞およびそれ以外の T 細胞をソーティン

グした。 

(3) in vitro グリアリミタンスモデル：transwell イン

サート上面を、ラミニン 1 あるいはラミニン 2 でコ

ートした後、インサートを反転し、インサート下面

にアストロサイトを捲き、一晩静置する（in vitro グ

リアリミタンスモデル）。精製 T 細胞分画を、in 

vitro グリアリミタンスモデルの upper well に捲き、

8 時間後、lower well に移動した T 細胞数をフロ

ーサイトメトリーにより計数した。 

 

（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。非炎症

性神経疾患に加えて、他の炎症性神経

疾患も解析したが、末梢血と髄液での頻

度に有意差は認められなかった。 

（２） CCR2 陽性 CCR5 陽性 T 細胞は、それ

以外の他の T 細胞と比較して、in vitro

グリアリミタンスモデルにおける浸潤能が

有意に高いことが判明した。 

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。In vitro グリアリミタンスモデルを用

いた中枢神経への潜在的浸潤能の解析の結果、



CCR2 陽性 CCR5 陽性 T 細胞が他の T 細胞亜

分画と比較して、高い浸潤能を有することが判明

した。我々は、このT細胞亜分画が、他のT細胞

と比較して、メタロプロテイナーゼ 9（MMP-9）産

生能が高いことを見出しているが、MMP-9 はグリ

アリミタンスの破壊に重要なメディエーターである

ことが示唆されている。CCR2 陽性 CCR5 陽性 T

細胞の高い浸潤能には、高い MMP-9 産生能が

関与していると考えられる。 

 

結論 

 MS 増悪時に髄液で増加する CCR2 陽性

CCR5 陽性 T 細胞は潜在的な血液脳関門破壊

能を有し、MS 再発病態形成に重要な役割を果

たしていると考えられる。 
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