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【背景と目的】 
補体系は重要な生体防御機構であり, 補体 C3を活性化することで病原体の排

除や炎症反応を惹起する。補体系には第二経路, レクチン経路, 古典経路の 3

つの活性化経路が存在する。古典経路は抗体に補体成分である C1q が結合する

ことで, レクチン経路は Mannose-binding lectin(MBL)や Ficolin といった認

識分子が細菌の糖鎖に結合することで活性化される。レクチン経路の認識分子

にはセリンプロテアーゼである MBL-associated serine protease(MASP)-1, 

MASP-2が結合しており, これら MASPの活性化により C4, C2 が活性化される。

第二経路は C1qや MBLといった認識分子は有さず, C3 が加水分解され常に一定

数の C3b を産生している系である。しかし古典経路やレクチン経路の活性化の

結果生じた C3b の病原体表面への結合を担う増幅系としての機能も有する。近

年は自己免疫疾患や凝固系における MASP の関与が明らかになり,レクチン経路

の重要性や補体活性化疾患の病態が注目されている。 

 全身性エリテマトーデス(Systemic lupus erythematosus：SLE)は補体経路の

活性化を特徴とする自己免疫疾患であり, 特にループス腎炎(Lupus nephritis：

LN)は生命予後に関わる重要な臓器合併症である。これまでの知見から病態形成

には古典経路および第二経路の活性化が関与することが分かっている。しかし

古典経路を抑制することが逆に病態を増悪させることも明らかにされており, 

補体を標的とする治療法には一定の見解が得られておらず未だ確立されていな

い。また補体の関与は未解明な点も多く, 特にレクチン経路の関与を検証した

報告は少なく, ヒトにおいては MBL 沈着症例で尿蛋白の増悪が示唆されている

が, MASP に関しては病態への関与は未だ十分に検証されていない。近年レクチ

ン経路と第二経路を同時に抑制した MASP-1/3欠損 MRL/lprマウスにおいて, 尿

中アルブミン排泄量が顕著に抑制されたことから, レクチン経路が尿蛋白排出

に関与している可能性が示唆されている。 

抗リン脂質抗体症候群(Antiphospholipid syndrome：APS)は抗リン脂質抗体

(anti-phospholipid antibody：aPL)が持続的に陽性となり, 再発性血栓症お

よび妊娠合併症をきたす自己免疫疾患である。約半数が SLEを合併し, APSにお

いても免疫複合体形成が認められ, 第二経路の制御因子である H 因子の血中濃

度低下も認められることなど, 補体経路の活性化が病態形成に関与することが

示されている。しかし SLEと同様に第二経路の関与が示唆されているものの, 凝

固系との関与が示されているレクチン経路の関与は未解明である。また希少疾

患である APS において日本人の長期生存率は報告されておらず, 再発性血栓症

のリスク層別化による予後評価とともに現状の課題となっている。 

第一章では MASP-1 および MASP-3 をそれぞれ単独で欠損した MRL/lpr マウス

を作製し, MASP-1 によるレクチン経路の活性化と, MASP-3による第二経路の活



性化が LNの病態形成に及ぼす影響を解析した。第二章では primary APS(PAPS)

患者および LN患者の血清 MASP-1, MASP-2, MASP-3濃度を解析し MASPによる補

体活性化経路の病態形成への関与を検証した。第三章ではクラスター解析に基

づいて APS 患者をリスク層別化し, 日本人の APS と診断された患者の予後不良

群を特定することを目的に研究を行った。 

【対象と方法】 

第一章では補体セリンプロテアーゼ MASP-1 と MASP-3 をそれぞれ単独欠損す
る C57BL/6マウスを MRL/lprマウスに戻し交配を行い, MASP-1 欠損 MRL/lprマ
ウスおよび MASP-3欠損 MRL/lprマウスを作製した。12週齢より 2週間ごとに採
血、採尿を行い、血清中の抗 ds-DNA抗体価, 補体 C3値, 尿中アルブミン排泄
量を ELISA法により測定した。 
第二章では APS, LN, 健常人(HC)において血清中の MASP-1, MASP-2, MASP-3

濃度を ELISA法により測定した。MASP濃度と, 血清 C4, C3, 尿蛋白, aPL との
関連を評価した。 
第三章では 1990 年から 2019 年に当科で診断した APS 患者のうち, 2 年以上

観察可能であった患者を対象とした。クラスター分析により患者を分類し, 観
察期間内におけるイベント（死亡, 血栓症再発, 重篤な出血）の有無について
後ろ向きに検討を行った。 

【結果】 

第一章では MASP-1欠損 MRL/lprマウスにおいて野生型と比較して尿中アルブ
ミン排泄量が抑制された。一方で MASP-3 欠損 MRL/lprマウスでは尿中アルブミ
ン排泄量は抑制されなかった。 
第二章では血清 MASP-2濃度が APS, LN において HCより有意に低かった(順に

p=0.0013, p=0.0156)。血清 MASP-3濃度は PAPS, LNにおいて, HC より有意に低
かった(順に p<0.001, p<0.001)。PAPSにおいて, MASP-1は IgG/IgM aPS/PT と
負の相関を示し(順に p=0.0308, r=-0.4415 および p=0.0175, r=-0.5010), 
MASP-2は IgG aPS/PT と正の相関を示した(p=0.0158, r=0.5318)。LNにおいて, 
MASP-1は C4(p=0.0164, r=0.3975)および C3 (p=0.0484, r=0.3313)と正の相関
を, MASP-2は C4 と正の相関を示し(p=0.0479, r=0.3524), MASP-3は C4と正の
相関を示した(p=0.0198, r=0.3921)。 
第三章では 168 例の APS患者のうち 144 例（86%）が女性であり, 診断時の年

齢中央値は 39歳[30 – 55歳], 観察期間中央値は 10年[5 – 15年]であった。
10 年生存率は 92.7%, 10 年無イベント生存率は 64.7%であった。これらの APS
患者はクラスター分析により 3群に分類された。A群(n=61)は SLEの二次性 APS, 
B群(n=56)は動脈血栓症の既往, 心血管リスク合併（高血圧, 脂質異常症, 糖
尿病）, 高齢患者, C群(n=51)は aPLが全て陽性, 静脈血栓症の既往が多い群で
あった。B群では他の群と比較してイベント発生率が有意に高く, 死亡率も高か
った(log-rank test p=0.0112、p=0.0471)。 

【考察】 

第一章では LNにおいて, 古典経路, 第二経路の活性化が糸球体腎炎の病態形
成に関与するが, MASP-1による補体レクチン経路の活性化が尿中アルブミン排
泄に関与する可能性が示されたたため, MASP-1は尿蛋白排泄抑制を目的とした
治療標的となる可能性が示唆された。しかし糸球体や尿細管における MASP-1の
作用機序は明らかになっておらずさらに腎病理所見の解析が必要と考えられる。
またレクチン経路が関与するのであれば MASP-2においても同様の検討が必要と
考えられ, 今後のさらなる解析が必要である。 
第二章では APS, LN において,MASP-1, MASP-2によるレクチン経路の活性化, 

および MASP-3による第二経路の活性化が病態形成に関与する可能性が示された。
両疾患において補体系を標的とした治療法は確立されておらず, 特にレクチン
経路や MASP に関しては未解明な点が多い。本研究で MASP の活性化による補体



活性化経路の病態への関与を示したことで, MASPに焦点をあてた病態形成機序
の解明や, 治療法開発の一助となることが期待される。またレクチン経路の関
与の関与として, MBL をはじめとする認識分子なども含めた経路としての一連
の補体成分の変化もさらなる検討が必要である。 
第三章ではクラスター分析を用いて従来の予後不良因子を組み合わせた層別

化解析を行い, 動脈血栓症の既往, 心血管リスクを有する APS 患者群が, 二次
性 APS や aPL が全て陽性である患者群よりも死亡率やイベント発生率が高いこ
とが明らかにした。心血管リスクを有する患者群において, 一層のリスクマネ
ージメントを要する必要があると考えられた。 

【結論】 

APS, LN において病態形成に MASPの活性化による補体活性化経路の関与が示

唆され, さらに LNにおいてはレクチン経路の活性化が尿蛋白排泄に関与するこ

とが示された。また補体活性化を病態のひとつとする疾患である APS で, クラ

スター分析により患者を 3 群に分類し長期予後を解析した結果, 動脈血栓症の

既往や心血管リスクをもつ APS 患者群が長期予後不良群であることが明らかと

なった。これらの事実により, 補体関連疾患に対して補体をターゲットにした

新たな治療法の開発, 血栓の総合的リスクのマネージメントを併せて行うこと

が予後改善に貢献する可能性が考えられた。 


