サ症患者肺胞リンパ球とP.acnesの反応

〔総説〕

サルコイドーシス患者肺胞リンパ球のPropionibacterium acnesとの反応
片岡幹男，中田安成

【要旨】
サルコイドーシス（サ症）の病因追究はこれまで種々試みられたが，未だ確定していない．この様な歴史の中で文部省特定
研究「難病」班（本間日臣班長）はサ症罹患リンパ節から皮膚常在の嫌気性菌であるPropionibacterium acnes（P. acnes）が高
頻度かつ高濃度に分離されることを明らかにした．また江石らは免疫病理学的 分子生物学的手法によりサ症リンパ節病巣内
にP. acnes が存在することを報告している．そこで我々は気管支肺胞洗浄（BAL）により得た肺胞リンパ球とP. acnesの反応に
ついて検討した．
サ症病巣局所の肺胞リンパ球にP. acnesを添加培養すると，その幼若化率は未治療，活動期のサ症症例では対照健常人に比
し有意の亢進が認められたが，N. rubraやSt. pyogenesで刺激しても，また他の肺疾患患者では亢進は認められなかった．また
肺胞リンパ球をP. acnesにて刺激するとIL-2産生の亢進と，IL-2R発現の亢進が認められた．さらにP. acnes 刺激時のサ症肺胞
リンパ球の幼若化率と IL-2 産生は正の相関が認められた．サ症肺胞リンパ球の IL-2R の発現を RT-PCR 法により測定すると，
IL-2R mRNAの発現は無刺激の場合も認められ，P. acnes 刺激すると，発現増強が認められた．一方サ症肺胞マクロファージ
をP. acnesを添加培養して，IL-1β，IL-6，TNF-αの産生を見ると，無刺激ではサ症，健常人の間に差は認められなかったが，
P. acnesで刺激すると，これらのサイトカインは健常人に比し著明な産生亢進が認められた．
サ症肺胞リンパ球はP. acnesに対して特異的に反応して種々のサイトカインを産生し，マクロファージ由来のサイトカイン
と協同して，T cellの増殖，更にT cell alveolitisが惹起され，肉芽腫形成へと進むものと考えられた．
[日サ会誌 2003;23:23-31]
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Responsiveness of Alveolar Lymphocytes Induced
by Propionibacterium acnes in Patients with Sarcoidosis
Mikio Kataoka, Yasunari Nakata

【ABSTRACT】
Despite the extensive investigations into the pathogenesis of sarcoidosis, its etiology is still unknown. Recently, Propionibacterial DNA was isolated by PCR from human sarcoidosis tissues and BAL cells. In this study, we investigated the response of
bronchoalveolar lavage (BAL) cells to Propionibacterium acnes (P. acnes). The mean stimulation index of alveolar lymphocytes
induced by P. acnes was significantly higher in patients with sarcoidosis compared both to non-sarcoid lung disease and normal
subjects. The stimulation indices of sarcoidosis patients closely correlated with the number of lymphocytes and the number of
CD4-positive lymphocytes in BAL fluid.
IL-2 production from alveolar lymphocytes induced by P. acnes was significantly increased in patients with sarcoidosis compared to normal subjects or patients with other lung diseases. The responsiveness of alveolar lymphocytes to rIL-2 was elevated
in sarcoidosis patients compared to normal subjects. Moreover the expression of IL-2R mRNA both in non-stimulated and
P. acnes-stimulated alveolar lymphocytes was increased in sarcoidosis patients. The production of IL-1, TNF-alpha, IL-6 by
alveolar macrophages stimulated by P. acnes was higher in patients with sarcoidosis than in normal subjects when those were
stimulated both by P. acnes and by LPS.
We demonstrated that P. acnes caused a cellular immune response of BAL cells in patients with sarcoidosis. These data suggest
that alveolar lymphocytes from patients with sarcoidosis are sensitized by P. acnes, which might initiate the formation of alveolitis and granulomas at the site of disease.
[JJSOG 2003;23:23-31]
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はじめに
サルコイドーシス（以下サ症）は肺，リンパ節，眼など
の全身の諸臓器に非乾酪性類上皮細胞肉芽腫を形成する全
身性肉芽腫性疾患である．類上皮細胞肉芽腫は細菌や真菌
のみならず化学物質などの刺激により形成される．これの
意味するところは炎症反応によって処理不可能な起炎物資
を局所に封じ込めようとする生体側の隔絶反応と考えられ
る．

1877 年に Hutchinson により皮膚病変として最初に記載さ
れて以来125年が経とうとしているが1)，今日に至っても未
だその原因は不明とされている．過去には数多くの病因の
仮説と，これに対するアプローチが試みられているが，未
だ確定的証明には至っていない．しかし，これまでの多く
の研究から「サ症は遺伝的に感受性のある宿主が特定の環
境因子に曝露されて発症する」という点では大方の研究者
の意見は一致している．1973年，文部省特定研究「難病の
発症機構」班の中で，本間日臣教授を班長とする「サルコ
イドーシス発症機構に関する研究班」は感染論的立場から
サ症の原因を追究し，サ症リンパ節から Propionibacterium
acnes (P. acnes ) が高率かつ高濃度に分離されることを報
告した2, 3)．その後，江石らのグループは免疫組織学的ある
いは分子生物学的手法によりサ症リンパ節病巣内に
P. acnes が高頻度かつ高濃度に存在することを報告し，現
在，サ症の起因物質として注目を集めるに至った4-6)．この
間1980年代になり気管支肺胞洗浄（Bronchoalveolar lavage;
BAL）が行われるようになり，Crystal R. G.らはサ症肺病巣
内でのT細胞の活性化を強調したが7,8)，我々は1986年より
BAL により得られた肺病巣内免疫担当細胞と P. acnes の反
応を検討してきた．本論文ではP. acnesとサ症病巣より採取
した細胞との反応について述べるとともに，サ症病巣形成
に対する本菌の関与について報告する．

1. サ症患者の気管支肺胞洗浄液中細胞
サ症患者に行ったBALにより得られた細胞を見ると，総
細胞数，リンパ球数，肺胞マクロファージ数とも健常人に
比し有意の増加している．特にリンパ球の増加が顕著であ
り，これらのリンパ球はCD3陽性のT細胞であり，かつCD4
陽性 T 細胞が増加し，CD4/CD8 比の上昇がみられる．CD4
陽性T細胞の中で，サ症ではCD45RO陽性のメモリー T細胞
，CD45RA陽性のナイーブT細
の増加が見られ（Figure 1B）
胞はサ症，健常人とも差はなく，たかだか 1% くらいであ
る 9)(Figure 1A）
．これらの結果から，サ症の肺局所リンパ
球は何らかの外来因子により感作されていることがわか
る．
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Figure 1. Proportion of naive (A) and memory (B) T cells in BAL
fluid in patients with sarcoidosis (Sar) and normal
controls. Student's t test: * p < 0.01. The error bars
represent SD.

2. サ症肺胞リンパ球のP. acnesに対する幼弱化反応
サ症患者に BAL を施行し，得られた気管支肺胞洗浄液
（BALF）中の有核細胞を分類するとともに，フローサイト
メーターでリンパ球サブセットを検査した後，リンパ球

1x106/ml になるように調整浮遊した．リンパ球浮遊液 0.1
ml に P. acnes pyridine extract residue（strain4182 ，RIBI
Immunochem Research Inc；PER）を0.5から500μg/mlの濃
度で6日間添加培養した後，3H-thymodineを加えてさらに7
時間培養後，液体シンチレーションカウンターで取り込み
を測定した．リンパ球の幼若化率はP. acnes添加時と無添加
時の取り込みのdpmの比を求め，stimulation index（S.I.）と
した．また末梢静脈血より分離したリンパ球についても同
様のP. acnes刺激時の幼若化率を測定した10,11)．サ症未治療
症例9例の肺胞リンパ球の幼若化率は添加濃度が5μg/mlで
S.I.が2.23±0.86（M±SD）にピークを示す濃度依存曲線が
得られた（Figure 2A）．しかしサ症ステロイド投与症例7例
の添加濃度0.5μg/mlでの幼若化率は0.85±0.17，健常人11
例では 0.78 ± 0.29 といずれの群も有意の反応は認められな
かった．また 同一症例の 肺胞リンパ 球の幼若 化反応を
Nocardia rubra，Streptococcus pyogenesの菌体成分を用いて
行ったが12)，これらの菌体成分の刺激では有意な反応は認
．一方，末梢血リンパ球のP. acnes
められなかった（Figure 3）
刺激幼弱化反応はサ症未治療例8例，サ症ステロイド投与症
例12例，健常人19例において，いずれの添加濃度において
も有意の反応は見られなかった(Figure 2B)．未治療サ症症
例44例の肺胞リンパ球の幼若化率は1.7±0.82と，健常人14
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例の0.85±0.33に比し有意の亢進が認められた（p < 0.01）．

時の 肺胞 リン パ球 幼弱 化反 応は B A L F 中 リン パ球 数

しかしサ症治療例 11 例では 1.17 ± 0.55 と健常人と比較して

（r =0.499 ，p < 0.05 ）及 び BALF 中 CD4 陽性 Ｔ 細胞 数

有意の差は認められなかった．更に過敏性肺臓炎では 1.28

（r =0.599，p < 0.01）と有意な正の相関が認められた（Figure

± 0.31，特発性間質性肺炎(IIP)では 1.08 ± 0.32，塵肺では

5）．また血清ACE，BALF中リンパ球数，67 Gaシンチグラ
ムの肺野への集積の3項目の内，異常項目数が多いほどS.I.
が高値を示していた．

1.24，肺結核では 0.87 と，いずれの肺疾患においても亢進
．サ症未治療例のP. acnes刺激
は見られなかった（Figure 4）

Figure 2. Dose response curve of lymphocyte proliferation
induced by P. acnes in untreated (closed circle) and
treated (open square) patients with sarcoidosis and
normal controls (open circle). (A) alveolar
lymphocytes. (B) peripheral lymphocytes. The error
bars indicate SD.

Figure 3. Alveolar lymphocytes proliferation induced by various
bacterial cell wall in patients with sarcoidosis.
Student's t test: * p < 0.05. P. acnes versus N. rubra or
St. pyogenes.

Figure 4. Alveolar lymphocyte proliferation induced by P. acnes
in patients with sarcoidosis and non-sarcoid lung
diseases. Student's t test: * p < 0.01. Dotted area
shows mean ± 2SD. HP ; hypersensitivity
pneumonitis, IIP; Idiopathic interstitial pneumonia.
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Figure 5. Correlation between alveolar lymphocyte proliferation induced by P. acnes
and lymphocyte count (A) and CD4-positive lymphocyte count (B) in BAL
fluid in patients with sarcoidosis.

3. サ症肺胞リンパ球のIL-2産生

と未治療サ症例で健常人およびサ症治療例に比し有意に高

肺胞リンパ球浮遊液 0.1 ml に P. acnes PER を 5μg/ml 添加

い産生が認められた（p < 0.02）（Figure 6A）．また IL-2 産

し，48 時間培養後，上清を採取した．培養上清中の IL-2 活

，サ症
生が認められたのは未治療サ症 21 例中 13 例（62％）

3

性は CTLL-2 細胞を用いて H-thymidine の取り込みを測定
し，recombinant IL-2 添加時の CTLL-2 細胞の 3H-thymidine

治療例7例中2例（33％）
，健常人では13例中1例（8％）
，対
照肺疾患として測定した塵肺，IIP，過敏性肺臓炎の13例で

．

は僅かに1例（8％）に認められたのみで，サ症未治療例で

P. acnes 刺激にて IL-2 産生はサ症未治療で 8.6 ± 14.4 U/ml，
サ症治療例で 82.1 ± 4.3 U/ml，健常対照では 0.2 ± 0.8 U/ml

有意に高率であった（p < 0.01）．末梢血リンパ球を同様に

の取り込みをもとに probit analysis 法により算出した

13)

P. acnes PERを添加培養し，その上清中のIL-2活性を測定し

Figure 6. (A) IL-2 production by alveolar lymphocyte stimulated by P. acnes in
patients with sarcoidosis and non-sarcoid lung diseases. Student's t
test: * p < 0.02. Untreated sarcoidosis versus normal controls and
treated sarcoidosis. HP: hypersensitivity pneumonitis, IIP: Idiopathic
interstitial pneumonia. (B) Correlation between IL-2 production and
alveolar lymphocyte proliferation stimulated by P. acnes .
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たが，サ症患者，健常人とも有意の産生は認められなかっ
た．サ症患者のP. acnes刺激時の肺胞リンパ球の幼若化率と

IL-2 産生の間には有意の正の相関が認められた（r=0.621，
p < 0.05）（Figure 6B）．未治療サ症症例で IL-2 産生の認め
られた 13 例と産生が認められなかった 8 例の血清 ACE，血
清リゾチーム，BALF 中リンパ球数及び CD4/CD8 比を比較
すると，IL-2 産生例で血清 ACE（p < 0.01）
，血清リゾチー
ム（p < 0.05），BALF中リンパ球CD4/CD8比（p < 0.01）が
IL-2産生例で有意に高値であった．

サ症患者肺胞リンパ球とP.acnesの反応

5. 肺胞リンパ球のIL-2Rα mRNAの発現
サ症では肺胞リンパ球の IL-2R の発現の亢進が認められ
たが，次に IL-2R の mRNA の発現を検討した 14)．BAL 細胞
浮遊液から付着細胞を除去して，肺胞リンパ球分画を得た．
リンパ球分画よりcytoplasmic RNAを抽出し，逆転写反応を
行い，続いて PCR 反応を行った．PCR には IL-2Rα（p55）

mRNA の 777b と 398b を増幅する 2 種類のプライマーと内部
対照としてβactin（319b）を用いた．得られたPCR産物は
アガロースゲル中で電気泳動後，エチジウムブロマイドで
発色した．さらに 32P 標識した IL-2Rα exon4（320b）をプ

4. P. acnes刺激による
肺胞リンパ球のIL-2 receptorの発現
P. acnes刺激を行った場合の肺胞リンパ球のIL-2 receptor
（IL-2R）の発現を検討した．肺胞リンパ球の IL-2R の発現
は recombinant IL-2 に対する反応能を調べることにより測
定した 13)．肺胞リンパ球浮遊液に P. acnes PER を加えて 48
時間培養後，細胞を回収し，更に肺胞リンパ球が 1x106/ml
とな るよ うに 調整 再浮 遊し た．こ の浮 遊液 1 0 0 μl に
recombinant IL-2（0.5 u/ml）を 100μl 添加し，24 時間培養
後の3H-thymidineの取り込みを測定した．またrecombinant
IL-2 添加時に抗 Tac 抗体（抗 CD25 抗体）を加えて同様に測
定した．サ症患者では P. acnes で刺激した後，recombinant
IL-2を加えて培養すると，無刺激に比しthymidineの取込が
有意に上昇していた（p < 0.02）．この上昇は抗Tac抗体（抗
CD25）により有意に抑制された（p < 0.01）．しかし対照健
常人では P. acnes 刺激後，recombinant IL-2 を添加培養して
も，thymidineの取り込みの上昇は認められなかった．この
ことはサ症では P. acnes 刺激により肺胞リンパ球表面の IL2Rの発現が亢進すると考えられた（Figure 7）．

ローブとしてsouthern blot hybridizationを行い，オートラジ
オグラフィーにより得られたシグナルはデンシトメーター
で相 対的 な発 現量 を測 定し た．サ症 症 例に おけ る I L -

2RαmRNA の発現はアガロースゲル中でそれぞれ 777b と
398b に相当する部位に認められ，内部対照として用いた
βactin は 319b の位置に認められた．サ症 8 例の肺胞リンパ
球の IL-2Rα mRNA の発現は無刺激時にも８例全例に認め
られたが，対照健常人５例では認められ無かった（Table
1 ）．即ち サ症 肺胞 リン パ球 には 無刺 激で すで に I L 2RαmRNA発現が亢進していると考えられた．次に肺胞リ
ンパ球を無刺激，P. acnes 刺激，PHA 刺激後培養し，IL2RαmRNAの相対的な発現量を測定した．無刺激時の発現
量を１とした場合，P. acnes 刺激後では2.23±1.46，PHA刺
激後では 2.14 ± 0.61 と，両者とも無刺激時に比し有意の発
，P. acnesで刺激した場合は
現の亢進が認められ（p < 0.05）
PHA で刺激した場合と同程度の発現の増強が認められた
（Figure 8）．これは肺胞リンパ球が mRNA のレベルでも
P. acnesにより活性化されると考えられた．
Table 1. IL-2 R mRNA expression of alveolar lymphocytes in
patients with sarcoidosis

Figure 7. IL-2 receptor expression of alveolar lymphocyte in
patients with sarcoidosis. Student's t test: * p < 0.01,
** p < 0.02.
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6. 肺胞マクロファージの
P. acnes刺激によるサイトカイン産生

Figure 8. Relative intensity of IL-2R mRNA expression of alveolar lymphocytes in patients with sarcoidosis.
Student's t test: * p < 0.05. Non-stimulation versus P.
acnes stimulation or PHA stimulation.

BALにて採取した肺胞マクロファージを5x106/mlに調整
浮遊し，P. acnes PERを5μg/mlの濃度に添加し，24時間培
養後の上清を回収した．対照として，LPS を同じ濃度に添
加した場合と，無添加で同様に培養し，上清を採取した．
上清中のIL-1βはRIA法にて15)，TNF-α，IL-6はELISA法
にて測定した 16)．肺胞マクロファージの IL-1β産生は，無
刺激に比し，P. acnes 刺激では，サ症，健常人とも有意に増
加しており，LPS で刺激すると，健常人，サ症とも産生は
亢進していた．しかし，P. acnes 刺激時のみ，健常人に比
し，サ症で有意の産生亢進が認められた（p < 0.01，Figure
9A）．TNF-α 産生も IL-1β の場合と同じように，健常人，
サ症とも無刺激に比し，P. acnes刺激，LPS刺激の順に産生
は増加しており，P. acnes刺激時のみ，健常人に比しサ症で
．IL有意の産生の亢進が認められた（p < 0.01，Figure 9C）
6産生はIL-1β，TNF-αと同様に無刺激に比し，P. acnes刺
激，LPS 刺激で順に産生の亢進が見られた．健常人とサ症
を比較すると，無刺激，P. acnes 刺激，LPS刺激のいずれの
場合にも，サ症で有意の産生亢進が認められた（p < 0.01，
Figure 9B）．サ症におけるIL-6産生はBALF中リンパ球比率
と（r=0.585，p < 0.05），またTNF-α産生もBALF中リンパ
球比率と（r =0.611，p < 0.05）有意の相関が認められた
（Figure 10A, B）
．

Figure 9. IL-1β (A), IL-6 (B) and TNF-α (C) production by alveolar macrophages in
patients with sarcoidosis.
Student's t test: * p < 0.01. Thirteen controls (closed column) versus 24
patients with sarcoidosis (open column). The error bars represent SD.
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Figure 10. Correlation between percent of lymphocyte in BAL
fluid and production of IL-6 (A) and TNF-α (B)
stimulated by P. acnes from alveolar macrophages in
patients with sarcoidosis

まとめ
サルコイドーシスの肉芽腫は類上皮細胞が密に集簇し，
多核巨細胞が散在する中心部と，それを取り囲むリンパ球
や単球

マクロファージなどの単核球からなる被殻部より

構成されている．この様な類上皮細胞肉芽腫が形成される
までには，種々の炎症反応の段階を経ることが明らかにさ
れている．特に肺における初期炎症反応は活性化 T 細胞と
マクロファージの集積が特徴である17,18)．サ症病巣に集積
したT細胞はCD4陽性T細胞であり，この中で中心的な役割
を担っているのがCD45RO陽性Th1型T細胞である．我々の
成績からも CD45RO 陽性メモリー T 細胞がサ症で増加して
いることを示しており，何らかの抗原刺激により，ナイー
ブT細胞からメモリー T細胞に分化したものと考えられる．
病巣局所におけるCD4陽性Ｔ細胞の増加は，1つは末梢血か
ら炎症局所への遊走であり，これに続く肺局所での増殖が
考えられる．炎症局所への遊走にはIL-8，IL-15，IL-16，IP-

10，RANTESなどの遊走性サイトカインの関与が明らかに
されている19-21)．BALF中のT細胞は特定のT細胞抗原受容
体タイプの T 細胞が単一クローン性に，あるいは複数の少
数クローン性に増加していることが認められており22)，こ
のことは何らかの抗原刺激に対して肺局所で T 細胞が増殖
していることを示している．ここで我々はサ症の原因抗原
がP. acnesではないかとの仮説のもと，サ症肺胞リンパ球に
対するP. acnesの種々の反応を検討した．サ症肺胞リンパ球
はP. acnes 刺激にて増殖亢進するが，N. rubraやS. pyogenes
などの刺激では反応せず，またIIPや過敏性肺臓炎などの他
の肺疾患患者の肺胞リンパ球とは反応せず，サ症肺胞リン
パ球は P. acnes に特異的に感作されていることが窺われた．

P. acnes により感作された肺胞リンパ球は，更なる P. acnes
刺激により IL-2 の産生とリンパ球表面への IL-2R の発現を
亢進させ，P. acnes 特異的活性化T細胞クローンが増殖する
と考 えら れた．サ 症肺 胞リ ンパ 球の IL-2 産生 の亢 進も
P. acnes 特異的であり，IL-2RもmRNAレベルでの発現亢進
が認められた．これらのP. acnesに対するサ症肺胞リンパ球
の反応性は活動期サ症において亢進しており，寛解期症例
やステロイド投与症例ではこの反応性の亢進は見られず，
さらに BALF 中 Ｔ リンパ球数と相関が認められたことよ
り，肺病変の活動性，特にT cell alveolitisの程度を反映して
いると考えられた．この様なリンパ球のP. acnesに対する反
応性の亢進も末梢血では認められず，サ症病巣での特異的
反応と考えられた．一方，サ症患者において，活性化され
たマクロファージは，一つは抗原呈示細胞として，もう1つ
は炎症性サイトカインの産生細胞としての役割を担ってい
ると考えられる．P. acnes を貪食したマクロファージは，
CD4 陽性ナイーブ T 細胞に抗原呈示を行い，これをメモ
リー T 細胞に分化させる．メモリー T 細胞は再度抗原に曝
露されると，IL-2 の産生，IL-2R の発現し，病巣局所で増
殖，拡大する．TNF-α，IL-1β，IL-6などのマクロファー
ジ由来の炎症性サイトカインはサ症で産生の亢進が見ら
れ，P. acnes 刺激した場合，有意の産生亢進が見られたが，
これらのサイトカインは Th1 細胞の炎症局所への集積や増
殖に関 与し，肉芽腫形 成に寄与し ていると 考えられた
（Figure 11）
．
サ症肺病巣における免疫担当細胞である肺胞リンパ球と
P. acnes の反応について検討し，サ症の起因体としての
P. acnesの可能性について概説した．
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Figure 11. Pathogenesis of sarcoidosis
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