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4.　 細胞外マトリックスに着目した難治性呼吸器
疾患の病態解明と治療戦略への展開
福島県立医科大学医学部　呼吸器内科学講座

谷野　功典
肺組織にはコラーゲン，プロテオグリカン（PG），
グリコサミノグリカン （GAG） などの細胞外マト
リックス （ECM） 蛋白が存在しますが，肺構造を維
持する単なる “glue”として認識されていました。
しかし，近年，ECM 蛋白自身が種々の生物学的活
性を持ち様々な疾患の病態に関与していることが明
らかになってきました。
疾患肺では，ECM蛋白組成が時間的・空間的に
変化しますが，難治性呼吸器疾患である特発性肺線
維症 （IPF） では，肺間質に ECM蛋白が増加し病態
に重要な役割を果たしています。私は，これまで一
貫して「ECMの基礎的研究と臨床応用」を研究の
テーマとし，IPFなどの難治性呼吸器疾患における
炎症・傷害と修復病態における ECM蛋白の役割に
着目して検討してきました。PGは側鎖である GAG

を介し炎症性サイトカインなど種々のメディエー
ターと結合し生物学的活性を調節しますが，肺への
好中球遊走における GAGと IL-8結合の重要性を証
明し （1），LPS肺障害モデル （2），肺炎球菌による
急性肺炎生菌モデル （3），bleomycin肺線維症モデ
ル （4） では，ヘパラン硫酸 PG syndecan-4が肺にお
いて抗炎症，抗線維化作用を持つことを示し，また，
GAGであるヒアルロン酸 （HA） とコンドロイチン
硫酸 PG versicanの肺グラム陰性菌感染症における
自然免疫での重要性 （5） など，ECM蛋白の肺の炎
症，線維化病態における重要性を基礎的な観点から
明らかにしてきました。
臨床的検討では，特発性間質性肺炎患者の血清や
気管支肺胞洗浄液を解析し，HAの間質性肺炎病態
への関与 （6） や，血中 syndecan-4 （7） やコンドロ
イチン硫酸 PG decorin （9） が特発性間質性肺炎急性
増悪の予後予測バイオマーカーであることや，Dr. 

Leeming （Nordic Bioscience, Denmark） との国際共
同研究では，プロテアーゼによる血中 ECM分解産
物濃度の検討を行うことで，versicanの血中分解産
物濃度が特発性間質性肺炎急性増悪で低下し予後予
測バイオマーカーであること （9） を報告し，PG，
GAGの間質性肺疾患におけるバイオマーカーとし
ての臨床的有用性を示してきました。
また，厚生労働省びまん性肺疾患調査研究班にお
ける多施設共同臨床研究 （10-14） や全国のリウマチ

科医，皮膚科医も加わった Cohort of Japanese 

Patients with Myositis-associated ILD （JAMI） の多発
性筋炎・皮膚筋炎に伴う間質性肺疾患の多施設共同
臨床研究の一員としてなどの結果 （15-20） を報告
し，血中トリ特異的 IgGは本年度，鳥関連過敏性
肺炎補助診断として保険適応にこぎつけることがで
きました。
更に，現在は難治性呼吸器疾患の新たな治療戦略
として，大阪大学の玉井克人教授らと共同で再生誘
導療法の研究を開始しています。これは，HMGB1 

fragmentの静脈内投与により骨髄から全身に間葉系
幹細胞を動員することにより傷害組織を修復する治
療であり，すでに肺以外の臓器でヒトでの有効性が
確認されています。間葉系幹細胞の作用は種々の
ECM蛋白により増強することが報告されており，
今後，難治性呼吸器疾患への再生誘導療法の有効性
を ECM蛋白との関連も検索しながら進め，難治性
呼吸器疾患克服のために臨床応用を目指したいと考
えています。
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