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論 文 内 容 の 要 旨 

  （目的，緒言） 
視神経脊髄炎 (Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders，NMOSD)は，視神経および脊髄に繰り返し

炎症をきたすことにより，重篤な後遺症を呈する難治性の自己免疫性神経疾患の一つである。NMOSD
は，髄液中に出現する疾患特異的な自己抗体である抗 Aquaporin (AQP)4 抗体がアストロサイトの足

突起に発現している AQP4 と結合して免疫複合体を形成する結果，補体依存性細胞傷害に発展すると

いう病態メカニズムが想定されている。しかし，抗 AQP4 抗体の髄腔内への侵入メカニズムは不明で

あり，病態は未だ十分には解明されていない。一方，補体 C1q に対する自己抗体である抗 C1q 抗体

は，疾患特異性は乏しいが全身性エリテマトーデスをはじめとする様々な自己免疫性疾患患者で高値

となることが知られている。抗 C1q 抗体は，疾患特異抗体とその標的抗原により形成される抗原抗体

複合体に結合した C1q に結合し，古典的経路を介した補体反応を活性化することが報告されている。

NMOSD においても血清中の抗 C1q 抗体価が高値となることが報告されているが，その病態における

意義は明らかにされていない。今回我々は，NMOSD 患者の血清・髄液中における抗 C1q 抗体価を他

の疾患患者および健常者と比較するとともに，抗体価と臨床検査所見との関連性を検討することによ

り，NMOSD の病態における抗 C1q 抗体の役割を明らかにすることを目的として研究を行った。 
【対象と方法】 
 NMOSD 15 名の血清および髄液中の抗 C1q 抗体価を ELISA 法により測定した。対照として，多発

性硬化症(Multiple Sclerosis, MS)13 名の血清と髄液，健常者 15 名の血清，心身症（Psychosomatic disorder, 
PSD）10 名の髄液での抗 C1q 抗体価を測定し，各群間における抗体価を比較検討した。続いて NMOSD
患者における，急性期の血清および髄液中の抗 C1q 抗体価と臨床所見 (再発前の重症度，再発後の重

症度，再発前後における重症度の差)，画像所見（脊髄病変の頭尾方向の長さ)，髄液所見 (髄液細胞

数，髄液タンパク濃度，髄液 interleukin 6 (IL-6)値，IgG index，髄液/血清アルブミン比)との関連性を

検討した。重症度の評価は，Expanded Disability Status Scale (EDSS)を用いて行った。 
【結果】 

NMOSD 群において，急性期の血清抗 C1q 抗体価は，MS 群や健常者群と比較して有意に高値であ

った (p＜0.01)。急性期の髄液抗 C1q 抗体価も，MS 群や PSD 群と比較して有意に高値であった (p＜
0.01)。一方，寛解期の血清抗 C1q 抗体価は，健常者群と比較し有意差は認めなかった。 
 髄液中の抗 C1q 抗体価は，再発前後の EDSS の差，すなわち EDSS の悪化度と正の相関関係を認め

た(r＝0.696，p＝0.009)。さらに，脊髄炎を合併した NMOSD 患者では，血清および髄液中の抗 C1q 抗

体価は，脊髄病変の頭尾方向の長さと正の相関関係を認めた(血清 r＝0.675，p＝0.026; 髄液 r＝0.640，



  

p＝0.036)。また，NMOSD 患者における急性期の血清抗 C1q 抗体価は，髄液タンパク濃度(r＝0.532，
p＝0.046)，髄液/血清アルブミン比(r＝0.668，p＝0.012)と有意な相関関係を認め，急性期の髄液抗 C1q
抗体価に関しても髄液細胞数(r＝0.841，p＝0.0017)，髄液タンパク濃度 (r＝0.646，p＝0.016)，髄液 IL-
6 値(r＝0.556，p＝0.045)，髄液/血清アルブミン比(r＝0.550，p＝0.040)と有意な相関関係を認めた。 
【考察】 
 今回の研究により，NMOSD 患者の急性期の抗 C1q 抗体価は，血清のみでなく髄液中においても上

昇していることが新たに明らかになった。髄液中の抗 C1q 抗体価は，再発による EDSS の悪化度，脊

髄病変の頭尾方向の長さ，髄液細胞数，髄液タンパク濃度，髄液 IL-6 値と相関した。これらは NMOSD
の疾患活動性や重症度を示すマーカーとして既に知られているため，髄液抗 C1q 抗体は急性期

NMOSD の髄腔内での炎症を反映し疾患活動性や再発による症状の悪化と密接に関連することが示

唆された。これまでに，ループス腎炎の動物モデルを用いた実験から，抗 C1q 抗体が古典的経路を介

した補体反応を活性化することが報告されている。NMOSD の病態においても同様に，髄液中の抗 C1q
抗体が補体反応を活性化することにより神経細胞障害に関与している可能性が示唆された。 
 また，NMOSD 患者の血清および髄液中の抗 C1q 抗体価が，血液脳関門の透過性の指標である髄液

/血清アルブミン比と正の相関関係を示すことが見出された。C1q 分子は Wnt/β catenin シグナルのア

クチベーターであること，および脳微小血管内皮細胞において Wnt/β catenin シグナルは細胞間の tight 
junction を構成するクローディン蛋白の発現を亢進させることが知られている。従って，抗 C1q 抗体

が C1q 分子の Wnt/β catenin シグナルアクチベーター作用を阻害して血管内皮細胞でのクローディン

蛋白の発現が低下する結果、血液脳関門の透過性が亢進すると考えられる。NMOSD の病原性自己抗

体である抗 AQP4 抗体は，その脆弱になった血液脳関門から中枢神経系内に侵入する可能性が示唆さ

れた。 
本研究により，抗 C1q 抗体価は再発期における重症度や疾患活動性を反映していることが示され，

急性期および寛解期における免疫療法の治療方針を決定するのに有用であると考えられた。NMOSD
の病態における抗 C1q 抗体の役割に関して，今後さらなる検証実験が必要であると考えた。 
【結論】 
 NMOSD 患者の急性期において，血清および髄液中の抗 C1q 抗体価は有意に高値を示した。抗 C1q
抗体は，中枢神経系内における補体の活性化による神経細胞障害や血液脳関門の破綻などを介し，

NMOSD の病態に関与している可能性がある。さらに，抗 C1q 抗体は，再発による症状の悪化や疾患

活動性を示す新たなバイオマーカーとして有用である可能性が示された。 
 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 申請者 吉倉延亮は，NMOSD 患者の急性期において，補体 C1q に対する自己抗体である抗 C1q 抗

体価が血清および髄液中で上昇していることを明らかにした。加えて，抗 C1q 抗体が NMOSD の疾

患活動性や重症度と相関し，病態に深く関連している可能性を示した。本知見は，NMOSD の病態解

明につながるだけでなく，抗 C1q 抗体が新たなバイオマーカーとしても有用である可能性を示すも

のであり，神経内科学の発展に少なからず寄与するものと認める。 
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