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増殖因子として作用する）l〉．   

本稿では，多彩な機能を示すヒト・マスト細  

胞の役割について，特にアレルギー疾患病態に  

関して焦点を絞り解説する．  

は じめに  

気道や腸管などの粘膜や皮膚など全身組織に  

広く分布するマスト細胞は，1878年PaulErlich  

により発見された，栄養分の入った顆粒がぎっ  

しり詰まっているように見えたためギリシャ語  

で乳房を意味する‘mast’細胞と名づけられた．  

その後，顆粒は高度に硫酸化されたヘパリンの  

存在により，塩基性色素で強く染色されること  

がわかった．同様に好塩基性顆粒をもち流血中  

に存在する好塩基球と同様，骨髄造血幹細胞由  

来であるが，好塩基球と異なり末梢血中には成  

熟細胞としては存在せず，未分化な形態のまま  

各組織に移行し，その場所で分化成熟，そして  

機能を発現する．よく知られたマスト細胞の機  

能とは高親和性IgE受容体を介してIgE抗体と  

結合，アレルゲンの侵入により，即時型アレル  

ギー反応を引き起こすことである．アレルギー  

反応以外にもマスト細胞は多彩な機能を有して  

いることが最近，明らかになってきた．   

顆粒の染色性以外に，即時型アレルギー反応  

に関しても好塩基球と共通している部分が多い  

が，造血幹細胞の段階から好塩基球とマスト細  

胞は別々の成熟経路をたどる．ヒト・マスト細  

胞の主要な増殖因子はstemcellfactor（SCF）で  

あるが，好塩基球の増殖因子はIL－3である（マ  

ウスではSCFとIL－3ともに重要なマスト細胞  

1．即時型アレルギー反応   

a．ヒスタミン，ロイコトリエン，プロスタ  
グランジン   

マスト細胞（以降，特に示さないかぎりヒト  

・マスト細胞を指す）は，IgE抗体依存性アレル  

ギーの即時型アレルギー反応において，ヒスタ  

ミンなどの顆粒内化学伝達物質，トリブターゼ  

などの顆粒蛋白質を放出するほか，ロイコトリ  

エンやプロスタグランジンD2（PGD2）などの脂  

質メデイエーターを合成・遊離し，皮膚におけ  

るじんま疹反応や気管支平滑筋の攣縮を引き起  

こす．ヒスタミンはアミノ基により顆粒のヘパ  

リンとイオン結合した形で顆粒内に蓄えられ，  

脱顆粒と同時に細胞外に放出される．ヒスタミ  

ンの気管支平滑筋収縮作用はよく知られている  

が，ロイコトリエンによる作用と比較すると非  

常に弱い．抗ヒスタミン薬は喘息発作には効果  

がない．それに対して抗ヒスタミン薬投与によ  

りプリックテストなどの即時型皮膚反応は完全  

に抑制される．また，ヒスタミンは樹状細胞，  

T細胞や好酸球の遁走にも関与するとの報告も  

ある．ロイコトリエンはヒスタミンと異なり顆   

HirohisaSaito：DepartmentofAllergy＆Immun0logy，NatlOnalResearcllInstltuteforChildHealth＆Development  
国立成育医療センター研究所免疫アレルギー研究部   

0047－1852／05／￥50／頁〃CLS   



lfi7 叩」坤∂調βi那ゐβVoI63，Supp14，2005  

粒内に蓄積されることはないがIgE抗体依存性  

の刺激により速やかに細胞膜のアラキドン酸よ  

り生合成され細胞外に放出される．ロイコトリ  

エン，特にシステイニル・ロイコトリエン（Cys  

－LTs）は気管支平滑筋に対する強力な作用を有  

していることがよく知られている．好酸球など  

他の細胞もCysI」Tsを産生するがアレルゲン  

などの免疫反応を介した刺激で比較するかぎり，  

マスト細胞が最も強力なCys一打S産生細胞で  

ある2）．   

マスト細胞はPGD2産生柵胞としてもよく知  

られている．PGD2はCys－LTsと同様に，IgE  

抗体依存性刺激などで，ホスホリパーゼAの作  

用により細胞膜アラキドン酸から新たに合成さ  

れる．PGD2のアレルギー反応における役割は  

不明な点が多いが，気道過敏性の完進作用のほ  

か，最近ではT¶2細胞，好酸球や好塩基球の遁  

走因子としても作用する3）ことが判明している．   

脱顆粒反応を含む即時塑アレルギー反応にお  

けるマスト細胞活性化は，古くから創薬標的と  

して重要であると考えられていて，多くの薬剤  

が登場している．しかし，飯班加のアレルゲン  

負荷あるいはラットのマスト細胞を用いた実験  

においては，クロモグリタ酸などの，いわゆる  

抗アレルギー薬で抑制されるが，ヒトの単離さ  

れたマスト細胞では，極めて高濃度でのみしか  

抑制作用がみられない射．ヒト・マスト細胞脱  

顆粒は／ヲ刺激薬により効率的に抑制され得る  

が，24時間程度の前処理によりその抑制作用  

は消失する（脱感作）．したがって，現時点でヒ  

トのマスト細胞脱顆粒を効率よく，脱感作なし  

に抑制する薬剤は存在しない．   

b．トリブターゼ，キマーゼ   

トリブターゼはマスト細胞蛋白質重量の約  

10％にも達する最も豊富に存在する蛋白質で，  

顆粒内にヘパリンやプロテオグリカンと結合し，  

結晶樵構造を作り存在する．トリプシン用蛋白  

分解酵素であるので，トリプシン残基を有する  

すべての蛋白質に対して作用を与え得る．しか  

し，通常はヘパリンと結合した巨大分子構造を  

とっておりその作用は局所に限定する2）．しか  

し，prOteinase－aCtlVatedreceptor（PAR）－2受容   

体を有する細胞に対しては，低濃度でも作用す  

る．特に，気道平滑筋に対しては強力な増殖  

因子として作用し，組織リモデリングを引き起  

こすと考えられている．PAR－2の桔抗薬はア  

レルギー疾患治療薬として期待されているが，  

PAR－2受容体は気道や腸管租織だけでなく好  

中球にも強く発現している5）．マウスでは細菌  

感染刺激によりマスト細胞が活性化された後，  

好中球が集積し細菌を排除することがよく知ら  

れているが，好中球に存在するPAR－2の意義  

について更なる検証が必要である．   

ヒトのマスト細胞は分布する組織により，顆  

粒蛋白質の構成の違いが認められる．皮膚や粘  

膜下の結合組織に存在するマスト細胞は，トリ  

ブターゼのほかに，キマーゼを大量に保有する  

（MCT。と呼ばれる）が，肺や粘膜内に存在する  

マスト細胞は，キマーゼを欠く（MC，と呼ばれ  

る）．しかし，最近ではすべてのマスト細胞は  

キマーゼを含む酵素を保有していることがわか  

ってきた8）ので，肺などのMCTではキマーゼの  

含有量が著しく少ないと記載すべきであるZ）．   

肺のMCTタイプのマスト細胞と皮膚や扁桃  

のMCT。タイプのマスト細胞を同じ条件で培養，  

増殖させると，概してキマーゼ含有量の増加は  

認めるが肺のマスト細胞は皮膚のマスト細胞と  

比較するとキマーゼ含有量が非常に少ないまま  

である．また，長期培養による成熟（老化）に伴  

いキマーゼ8やヒスチジン脱炭酸酵素7）などの  

mRNA量はほとんど消失してしまう．すなわち，  

肺や扁桃のマスト細胞の前駆細胞を長期間培養  

して成熟させても，その特徴を大きく変更させ  

ることはできない8）．骨髄造血幹細胞は幼君な  

形態を保ったまま組織に到達し，そこでSCFの  

存在下にマスト細胞に分化することはよく知ら  

れている．組織に到達した時点で，形態学的に  

識別不可能であっても，既に肺マスト細胞前駆  

細胞のように組織固有のマスト細胞前駆細胞に  

分化しているのであろうか？あるいは，その  

租織の環境により前駆細胞の一部の遺伝子発現  

がエビジュネティツクに制御されるのであろう  

か？いずれにしても興味深い現象である．   
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ある・特に，Ⅰ－309，MIP1α，MIfし1β，MCP  

－1は，IgE抗体依存性刺激により発現増加する  

全遺伝子の中でも最も著しく増加する部類に属  

する（表1）11）．また，興味深いことに，これら  

のCCケモカイン発現パターンはヒトとマウス  

のマスト細胞で著しく近似している11）．したが  

って，これらのCCケモカインに関するメカニ  

ズムの解明にはコストのかかるヒトのマスト細  

胞を使用しなくともマウスのマスト細胞で十分  

であるということがいえる．これらのCCケモ  

カインは，T細胞や好酸球を組織に遁走させる  

と考えられる．  

2．アレルギー炎症とマスト細胞   

a．n2サイトカイン   

マスト細胞は即時型アレルギー反応終了後，  

数時間を経て，様々なサイトカイン，ケモカ  

インを分泌する．細胞106あたり1mgを超える  

ものとしては，IL－8，IL－13，顆粒球・マクロ  

ファージコロニー形成刺激因子（GM－CSF），l  

309，maCrOphagein瓜ammatoryprotein（MIP）－  

1α，MIP－1β，mOnOCyteChemoattractantpro－  

tein1（MCP1）が知られている．上記のほか，  

IgE受容体を介した刺激によりIL4やIL－5な  

どのTh2サイトカインを産生するとの報告が  

あるが，前者に関しては，定量可能なほどの産  

生は確認されていか－．インターフェロンγな  

どのnlサイトカインは産生しないので，マス  

ト細胞活性化はTh2優位状態を引き起こしア  

レルギー炎症を増強すると考えられる．マスト  

細胞は好醍球やT細胞と異なり，グルココルナ  

コイドによるアポトーシスには抵抗を示すが，  

長時間作用させることによりIgE受容体を介し  

たサイトカインの産生は抑制される．   

マスト細胞をIL4で48時間以上前処理して  

おき，IgE受容体を介して刺激を加えるとIL－  

13やIL－5，GM－CSFなどのサイトカイン産生  

は10倍以上増強する9）．また，マスト細胞を同  

様にインターフェロンγにより前処理すると  

IgG受容体の発現が増強し，IgG受容体を介し  

た刺激により脱顆粒も認められるようになる10）．  

また，このときにはTNF－αの産生量が著しく  

増大する．したがって，マスト細胞は微小環境，  

特にIL－4とインターフェロンγの存在により，  

サイトカイン産生能などの機能を大きく変化さ  

せる能力をもち，アレルギー疾患や自己免疫疾  

患病態に大きな影響を与えることができる．マ  

スト細胞もIL－10などの免疫調節性サイトカイ  

ンを産生するが，他の細胞と比較した場合，ど  

の程度の生物学的意味をもっているのかは，今  

後の研究課題である．   

b．CCケモカイン  

IL－8を除き，IgE抗体依存性にマスト細胞が  

産生するケモカインはすべてCCケモカインで  

3．組織リモデリングとマスト細胞   

アレルゲン負荷後数分から数十分で起こる即  

時型アレルギー反応，数時間から数日持続する  

遅発性の炎症反応に引き続き，組織リモデリン  

グ治療薬においては吸入性ステロイド喘息息者  

の気管支平滑筋層内において，マスト細胞の増  

殖が認められる12）．この平滑筋層内マスト細胞  

の増殖は気道の過敏性を伴う気管支喘息患者に  

特異的であり，この発見により，気道リモデリ  

ングにおけるマスト細胞の重要性が再確認され  

た・脱顆粒により遊離されるβトリブターゼの  

みならず，マスト細胞より恒常的に分泌される  

αトリブターゼは，古雅〃か∂において気管支平  

滑筋増殖因子活性をもつ．そのほか，マスト細  

胞はキマーゼ，majorbasicprotein（MBP），  

Cathepsin，Carboxypeptidase，tissue－tyPeplas－  

minogenactivator（tPA）など多くのプロテアー  

ゼやコラゲナーゼを大量に保有し（表1）－3），組織  

リモデリングに関与すると考えられる．MBP  

は従来好酸球特異的と考えられていたが，マイ  

クロアレイ研究によりマスト細胞にも大量に存  

在することが判明した．なお，MBPの別名を  

プロテオグリカン2という．マウスのマスト細  

胞ではヘパリンはプロテオグリカンと結合する  

が，ヒトではMliPがプロテオグリカンとして  

非常に豊富に存在している．したがって，ヒト  

・マスト細胞のMBPはヘパリンと結合する顆  

粒構造を支持するプロテオグリカン分子として  

存在すると想定される．   
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表1代表的マスト細胞特異的発現遺伝子リスド…・13〉  

lfi9 

乱 恒常的に発現している遺伝子で他の血球での発現が低いもの  
（http：／／wwwnch．go．jp／imal／GeneChip／JACI．htm参照）  

210％  

24％  

175％  

92％  

17％  

74％  

119％  

76％  

92％  

8．8％  

什yptaseβ  

monaamine oxidase B 

打yptaseα  

cathepsin G 

leukemiainhibitoryjactor  

majorbasicprotein  

prostaglandinD2synthase  

lossofheterozygosityll  

CDl17cm  

leuko廿ieneC4synthase  

b．IgE受容体依存性に発現増加する遺伝子  

（http：／／wwwnch．go．jp／imal／Mast／BIoodDecl2002sup．xIs参照）  
CCL2（MCP1）  

訂an勾欄1eB  

CCLl（ト309）  

IL8  
interle山血卜1receptorantagonist  

CCI止（MIP－1／ヲ）  

OSteOpOntin  

CCI，3（MIP－1α）  

MAD3，I〟B▼likeactlvibr  
GMCSF  

刺激前39％  

刺激前13％  
刺激前0．1％  

刺激前3．2％  

刺激前0．1％  

刺激前1．5％  

刺激前18％  

刺激前2．5％  

刺激前10％  

刺激前0．3％  

刺激後85％  

刺激後57％  
刺激後52％  

刺激後50％  
刺激後52％  
刺激後46％  

刺激後44％  

刺激後37％  

刺激後35％  

刺激後29％  

％はGAPDIiとβ一aC血の平均値を100％としたときの発現量を示す．  

IgE抗体依存性刺激により活性化されたマス  

ト細胞は，前述のTh2サイトカイン・CCケモ  

カイン以外にも多くの遺伝子を発現し，分子を  

産生しはじめる．その中の一つのplasminogen  

activatorinhibitor1（PAJrl）はtPAと括抗し，  

線維化を促進する．なあ，活性化マスト細胞で  

はtPAの遺伝子発現レベルは著しく低下する．  

amphiregulin（AREG）も線維芽細胞の増殖を促  

進し，線維化を促進する方向に作用する．ケモ  

カインなど，IgE抗体依存性刺激で増加する多  

くの遺伝子発現はステロイド前処理により遮断  

されるが，AREGの発現は同処理により抑制さ  

れない．また，AREGは喘息患者気管支のマス  

ト細胞のみに特異的に発現していることにより  

喘息病態，特にステロイド抵抗性の病態形成に  

重要な働きを演じている14）と推測される．  

重要な位置を占めている．粘膜や皮膚など微生  

物の侵入経路に多く分布するマスト細胞は，微  

生物由来分子をToll様受容体を介して，特異的  

に認識することにより，種々の抗微生物分子を  

分泌することができる．また，サイトカインな  

どの分泌を介し好中球などの炎症細胞を呼び寄  

せる．以上により，マウスやラットではマスト  

細胞は感染防御の最前線において不可欠な役割  

を演じている．ヒトのマスト細胞にもmll株安  

容体が存在し，LPSなどのリガンド刺激で多く  

のサイトカインや抗ウイルス蛋白質が産生され  
る15）が，マクロファージなどの他のToll様受容  

体を大量に発現し，自然免疫系で働く細胞と比  

較した場合，感染防御に関してどの程度貢献し  

ているのかは不明な点が多い．今後，ヒトのマ  

スト細胞のTbll様一受容体の生物学的な意義の稀  

立と，および，自然免疫能を損なわず，アレル  

ギー炎症反応のみを制御する方法の確立が期待  

される．   

4．自然免疫とマスト細胞  

マウスのマスト細胞は自然免疫系細胞として  
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も十分で科学として正しい方向であったと思わ  

れるが，考察の部分は単純化しすぎる傾向があ  

ったといわざるを得ない．著者は最近，数年間  

において多彩な機能を有するマスト細胞の網羅  

的遺伝子発現解析（表1）を行ってきた．多彩な  

機能をもつマスト珊胞にこのような手法を用い  

て研究をしていると，単ネ屯化したパラダイムを  

考察することは不可能である．本稿では紙面の  

関係上，アレルギー疾患病態における役割を中  

心に述べたが，これはマスト細胞のもつ役割の  

ごく一部であることを最後に付け加えたい．  

おわりに  

従来の免疫学研究はノックアウトマウスなど  

の手段を使い，一つの分子についての生物学的  

機能を探求することに重点がおかれてきた．そ  

の結果，例えばnl細胞とTh2細胞桔抗論など  

の見事なパラダイムが形成されてきた．しかし  

ながら，最近では調節性丁細胞（サブレッサーT  

細胞）によるThl細胞とTh2細胞の同時調節な  

ど，Thl／Th2パラダイムと一致しない現象も  

多く報告されるようになった．一分子について  

の真理探究は重要なことであり，結果の再現性  
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