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学位論文内容の要旨 
 

 

  博士の専攻分野の名称  博士（医 学）    氏 名  中川育磨 

 

 

学 位 論 文 題 名 

原発性シェーグレン症候群の疾患関連遺伝子 GTF2I についての機能解析 
(A functional analysis of primary Sjögren’s syndrome-associated gene GTF2I ) 

 
 
【背景・目的】原発性シェーグレン症候群(Sjögren’s syndrome ; SS)は唾液腺・涙腺の外分泌

組織におけるリンパ球浸潤と腺房破壊・外分泌機能低下を主徴とする慢性炎症性の自己免

疫疾患であるが、その病態形成についてはいまだ不明なところが多い。関節リウマチを代

表とする炎症性自己免疫性疾患の治療においては、TNF や IL-6 などの炎症性サイトカイン

及びその細胞内シグナル伝達経路を標的とした生物学的製剤の出現により患者の生命予後、

機能予後が大幅に改善した。一方、SS においてはその病態形成において炎症性サイトカイ

ンの関与を示唆する報告が多数存在するものの、関節リウマチなどで奏功する抗サイトカ

イン療法の有効性については未だ確立していない。我々はこれまでに、局所における慢性

炎症誘導の分子基盤として、IL-6 を中心として形成される「炎症回路(炎症アンプ)」とい

う機構を見出している。本機構では、線維芽細胞・血管内皮細胞などの非免疫細胞におい

て、NF-κB 経路と STAT3 経路の同時活性化により炎症性サイトカイン・ケモカインの発現

が相乗的に増加し、臓器特異的な自己免疫疾患の病態形成の起点となる。また、我々はゲ

ノムワイドスクリーニング解析を行い、炎症アンプを正に制御する 1000 以上の遺伝子群を

すでに同定しており、これらの遺伝子の中には、実際に多くのヒト慢性炎症性疾患の関連

遺伝子が含まれることを証明している。今回われわれは、同遺伝子群の中から SS 関連遺伝

子の一つである GTF2I を抽出し、GTF2I の機能解析をとおして SS における慢性炎症の病態

形成を解明することを本研究の目的とした。

【方法】 RNA 干渉法を用いた GTF2I 欠損唾液腺細胞、及び GTF2I あるいはその欠失変異

体の発現ベクターを作出し、GTF2I の炎症アンプへの関与について in vitro で検討した。ま

た、in vivo の実験としてマウス炎症モデルを用いた関節炎誘導実験を行った。さらに、炎症

アンプの維持に重要なNF-κB 経路及び STAT3 経路と GTF2Iとの関与について解析を行った。

またSS患者及び健常者の唾液腺組織を用いた免疫組織化学染色を行いGTF2Iの発現につい

て検討した。さらに、SS 患者の唾液腺組織から抽出した核酸を用いて、既報において報告

されている GTF2I を含む遺伝子座に認められる一塩基多型 (Single nucleotide 
polymorphosm ; SNP) の有無とGTF2I発現やGTF2Iのスプライシングへの関与について検討

した。 

【結果】GTF2I のノックダウンにより IL-6 をはじめとした炎症性サイトカイン、ケモカイ

ンの発現が有意に抑制され GTF2I が非免疫細胞における炎症に関与していることが明らか

になった。また、マウスを用いた関節炎誘導実験においても GTF2I に対する shRNA の関節

腔内投与により関節炎の発症が抑制された。GTF2I ノックダウン細胞では NF-κB 経路の標

的遺伝子の発現が抑制される一方、STAT3 経路の標的遺伝子は抑制されず、GTF2I は NF-κB
経路に関与していることが明らかになった。TNF 刺激後における p65 及び IκB のリン酸化、

あるいは p65 の核内移行については GTF2I ノックダウン細胞及び MOCK細胞の間で違いは

認められず、GTF2I は細胞質内では NF-κB の活性化には関与していないと考えられた。実

際にヒト唾液腺細胞やヒト滑膜細胞の免疫組織化学染色による観察では、GTF2I は定常状

態においてその大部分が核内に存在していることが明らかになった。免疫沈降法を用いた

実験により、GTF2I は実際に p65 と会合していることが示され、また、GTF2I の欠損により

p65 のプロモーター領域への結合が有意に抑制された。実際に SS 患者の唾液腺組織では、

腺細胞においてリン酸化 p65 やリン酸化 STAT3 とともに GTF2I が核内で健常者と比べて有



意に高発現していることが確認された。さらに興味深いことには、SS の臨床像を持ちなが

らも病理学的にSSの分類基準に至らなかった症例においてもGTF2Iは唾液腺組織において

高発現していることを見出した。GTF2I 及び p65 の欠失変異体を用いた免疫沈降法により、

GTF2I と p65 の会合において、p65 分子内の Rel homology domain、及び GTF2I 分子内の

Leucine zipper domain (LZ) がともに不可欠であることを見出し、実際に GTF2I の LZ 欠失変

異体は NF-κB 経路の活性化を誘導しないことをレポーターアッセイにより確認した。また、

GTF2I が基本転写因子としての活性を有するにはチロシンリン酸化が重要であることが報

告されているが、LZ 内部に唯一存在するチロシン残基 (Y50) をフェニルアラニンに置換し

た変異体 (Y50F) は、p65 と会合はするが NF-κB 経路の活性化は引き起こさないことを示

した。GTF2I には 4 つのスプライシングバリアントが存在することがこれまでに報告され

ているが、そのバリアント間での機能の相違については詳細な検討はされていなかった。

我々は、各バリアントの発現ベクターを作出し、同ベクターの強制発現下における NF-κB
経路の活性化の相違を検討したところ、4 つのバリアントは NF-κB 経路の活性化に与える

影響が異なることを見出した。また、SS 患者の小唾液腺組織から mRNA 及びゲノム DNA
を抽出し、それぞれ GTF2I ならびにその各バリアントの発現パターン、及び SS 患者で報告

されている GTF2I の SNP の有無を確認したところ、SNP は GTF2I のスプライシング自体

には影響を与えていないが、SNP を有する患者では唾液腺組織において GTF2I が有意に高

発現していることが確認された。 

【結論】SS の唾液腺組織において GTF2I は、NF-κB 経路を介して慢性炎症の形成・維持に

関与していることが明らかになった。また、GTF2I 及び p65 の欠失変異体を作出すること

により、GTF2I と p65 の会合に関与するドメインの同定を行うと同時に、GTF2I の活性化に

重要なチロシンリン酸化に関する新規のチロシン残基 (Y50) を同定した。実際に SS 患者

の唾液腺組織においては健常者と比べて GTF2I がリン酸化 p65 及びリン酸化 STAT3 と共に

有意に高発現していることを示した。また、口腔内乾燥症状と疾患特異的自己抗体を有す

るもののSSの診断に至らない症例においてもGTF2Iは唾液腺において高発現していること

が確認され、GTF2I の SS における診断マーカーとしての有用性、あるいは将来における治

療標的としての可能性が示唆された。 

 


