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論 文 内 容 の 要 旨 

 

自己免疫性肝炎は中年以降の女性に好発し，慢性，進行性に肝障害をきたす疾患である。本疾患に

おける肝障害は肝炎ウイルス，アルコール，薬物性肝障害および他の自己免疫疾患に基づく肝障害を

除外したものである。インフラマソームとは炎症に関与する細胞内タンパク質複合体である。インフ

ラマソームは現在までに，Nod-like receptor protein(NLRP)1，NLRP3，NLR family CARD domain-

containing protein(NLRC)4，absent in melanoma(AIM)2 の 4 種類が報告されており，IL-1β，IL-

18 の産生に関与している。近年，関節リウマチを含めたいくつかの自己免疫疾患とインフラマソー

ムの関連が報告されている。しかしながら，自己免疫性肝炎におけるインフラマソームの役割は明ら

かになっていない。今回，α-Galactosylceramide(GalCer)誘導性の自己免疫性肝炎モデルを用いて

NLRP3 の役割について検討した。 

 

【対象と方法】 

野生型(WT)マウス(C57BL6/J)と NLRP3 のノックアウトである NACHT,LRR and PYD domains-

containing protein (NALP)3-KO マウス(C57BL6/J)に GalCer を腹腔内投与(15 μg/mouse)すること

で GalCer 誘導性の自己免疫性肝炎モデルを作製し各種検討を行った。インフラマソームの活性化を

確認するために GalCer を投与したマウスの肝組織から作製したタンパク抽出液における pro-

caspase1，P20 と Precursor IL-1β の発現をウエスタンブロットで評価した。GalCer 投与後の血清

ALT 値を経時的に測定し，HE 染色による肝組織の組織学的検討も行った。また，NLRP3 の阻害剤であ

る isoliquirtigenin(ISL)を WT マウスに腹腔内投与(500 μg/mouse)した 3 時間後に GalCer を投与

して，血清 ALT 値を測定した。GalCer 投与後の WT マウスと NALP3-KO マウスの肝組織を用いてサイ

トカインとケモカインの発現を real time RT-PCR で検討した。GalCer 投与後のマウスから肝内単核

球を採取し，CD11b⁺/Gr1+の Myeloid derived suppressor cells (MDSCs)の出現頻度を FCM で解析し

た。さらに，GalCer 投与後の肝タンパク抽出液，血清，脾細胞で IFN-γ 産生能を検討した。 

 

【結果】 

GalCer 投与後の WT マウスにおけるインフラマソーム活性を評価するために pro-caspase1 と P20

をウエスタンブロットで評価した結果，未処置の WT マウスより P20 の発現が高くなった。また，



  

Precursor IL-1β の発現をウエスタンブロットで評価したところ，NALP3-KO マウスは WT マウスと比

較して有意に Precursor IL-1β が高くなっていた。血清 ALT 値は GalCer 投与から 2 日後の NALP3-

KO マウスで WT マウスに比して有意に低く，肝組織における炎症巣，壊死巣も NALP3-KO マウスで明

らかに減少した。また，ISL を用いて NLRP3 を阻害した WT マウスの GalCer 誘導性肝傷害は GalCer を

単独投与した WT マウスよりも有意に軽減しており，NALP3-KO マウスにおける GalCer 投与後 24 時間

の肝臓での TNF-α，CCL2，CXCL10 の発現は明らかに低下していた。GalCer 投与における肝内単核球

の数を評価したところ，NLRP3-KOマウスでは WTマウスよりも明らかに低下していた。しかしながら，

GalCer 投与後の肝内単核球における CD11b⁺/Gr1intermediate MDSCs の割合は， WT マウスと比較して

NALP3-KO マウスで増加していた。GalCer 投与 24 時間後の NALP3-KO マウスにおける肝組織，血清中

の IFN-γ 値は WT マウスよりも有意に低下しており，脾臓細胞を in vitro で GalCer にて刺激して

24 時間後の上清における IFN-γ 濃度も NALP3-KO マウスで明らかに低下していた。 

 

【考察】 

 GalCer 誘導性の自己免疫肝炎マウスモデルではインフラマソームが活性化していたが，WT マウス

と比べて NALP3-KO マウスではその活性化が減弱していた。GalCer 投与後 NALP3-KO マウスの血清 ALT

値と NLRP3 インヒビター投与後の ALT 値から，NLRP3 を阻害することは GalCer 誘導性肝傷害の抑制

に繋がると考えられた。組織学的評価において GalCer 投与後の NALP3-KO マウスで肝臓に浸潤する免

疫細胞が少ないことは，GalCer 投与後の NALP3-KO マウスにおけるケモカイン発現の低下が関係して

いるのかもしれない。NALP3-KO マウスにおける GalCer 投与後の CD11b⁺/Gr1intermediate MDSCs の割合

は，WT マウスと比較して NALP3-KO マウスで増加していた。この CD11b⁺/Gr1intermediate MDSCs は IFN-γ

産生を減少させることにより炎症反応を抑制させる可能性があると報告されており，GalCer 投与後

の NALP3-KO マウスにおける MDSCs の蓄積は GalCer 誘導性の肝傷害の軽減に関係している可能性が

示唆された。 

 

【結論】 

本研究では，GalCer 誘導性の肝傷害における NLRP3 インフラマソームの役割を明らかにした。 

これらの結果から，NLRP3 活性化の阻害が自己免疫性肝炎の治療に有用である可能性が示唆された。  

 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

申請者 神戸 歩は，GalCer誘導性自己免疫性肝炎モデルにおける NLRP3 の役割を明らかにした。

NLRP3 シグナル伝達の阻害による GalCer 誘導性肝傷害の軽減には，CD11b⁺/Gr1intermediate MDSCs が関

与している可能性を示した。本研究の成果は，NLRP3 シグナル伝達の阻害が自己免疫性肝炎等の免疫

介在性の肝傷害に対する治療開発の発展に少なからず寄与するものと認める。 
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