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体内時計によるアレルギー反応
の時間的希J篠『

こまじめに

アレルギー疾患の特徴として,1日

のうちのある特定の時間帯に症状が

起 りやすいことはよく知られている。

例えば 喘息発作は深夜に出やすく,

花粉症の症状は早朝にピークとなる

(“ morning attack").

どうして,このような約 24時間周

期性 (概 日性)の症状 (病態)が起る

のだろうか?例えば イと粉症の場合 ,

花粉自体はむしろ日中に多く飛散する

わけであり,それらの現象の背後に

あるメカニズムは,未解 明のまま

だった。

我 は々,最近,「体内時計」(時計

遺伝子)がアレルギー症状の概ロリズ

ムを調節していることを見出した
1).

今後,時計遺伝子が,アレルギー症

I犬を時間依存的に調節するメカニズ

ムの詳細が明らかになれば(例えば

喘 息発作が日中に起 こりにくい理

由),アレルギー疾患の予防/治療に

対する全く新しいアイディアを生み出

すことができるかもしれない。本稿で

は,「体内時計」について簡単に紹介

し,「体内時計」とアレルギーとの関係

についての我々の知見を概説する.

1.体内時計とは

地球_11の動植物は,地球の自転

に伴う周期的な昼夜のくり返しに適

応するように,自身の体内に概ロリズ
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ムを刻む“時計"を進化させてきた。そ

の「体内時計」が,生物の行動や生

理現象における概日リズムを生み出し

ている(図 1)2'勢 .

ほ平L類では,この「体内時計Jの中

心は,脳の中の視交叉上核 (SCN)

という神経細胞の集まりに存在する.

この神経細胞では,た rJθご(Per)な

どの時計遺伝子がほぼ24時間同期

で発現の増減をくり返すことで概日性

のリズムを作り出し,その結果周期

性のある電気活動を行い,睡眠や覚

醒 ,体温 ,血圧 ,ホルモン分泌な

ど,生体のさまざまなリズム性の生

理機能を調節している。

一方 ,「体内時計」(時計遺伝子 )

は,実はほぼ全身の細胞に存在し,

1つ 1つの細胞が自律的に時を刻ん

でいる(末梢時計)こ とが近年明らか

にされた。それらは,個々の臓器や

組織における固有の生理機能に関与

している。これらの末梢時計の時亥1

は,外界の光によって時刻を調整で

きるSCNにある中枢時計によって ,

自律神経やホルモン系を介して同調

される。つまり,体内時計は,体全

体で調和のとれた1つのシステムとし

て,機能している (図 1).こ の体内

時計システムの舌Lれは,う つ病,メ

タボリック症候群 ,発癌 ,高血圧 ,

老化などの病態と密接に関係してい

ることが明らかにされつつある.
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2.PCA反応の概ロリズムと時計

遺伝子

以上の事柄から,我々は,“ 体内

時計がアレルギー疾患でみられる概

日性の病態に関与している"と いう仮

説を立て,この仮説を,受動型皮膚

過敏 (PCA)反応(IgE刺激によるマ

スト細胞脱顆粒反応の代表的モデ

ル)を用いて検誦Eし た
1).

野生型マウスと主要な時計遺伝子

の 1つであるPeriod2(Per2)を 変異

させたマウス゛
を用いて,PCA反応

を6時間ごとに惹起させ比較した.そ

の結果,野生型マウスにおけるPCA

反応は休息期で高く活動期に低いと

いう国内変動が確認されたがPer2変

異マウスでは消失していた(図2).興

味深いことには,副腎摘出マウスで

も,PCA反応の日内変動が消失して

いた。これらの結果から,PCA反応

の日内変動の調節は,体内時計

(Per2遺伝子)力ヽ 菖J腎由来の液性

因子 (コルチコステロン?)の分泌リズ

ムを箭1御することによって行っている

ことが示唆された.

3.マスト細胞の体内時計によるグ

ルココルチコイド感受性の調節

体内時計は,体中の細胞が有して

いると考えられている力ヽ マスト細胞

における“時計"の有無は不明であつ

た.我々は時計遺伝子タンパク質の
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。甫7[′類で|ま 年夏埼計システムは視床下部の視交叉上核 (SCN)に存在する中枢時計と末梢の細胞に存在する体内時計 (末梢時計)から成り立っている 中枢時計は,

網膜からのた情号を受け取ることができ外界の時刻によつて自身の時計を調節することができる その時間情報を末梢時計に送り′体全体の時計を統合している 哺

子し類の各fEl更 .こ で,ナ る体内時計の分子機構は,Cわこ々′θma′チ′Pe/7od′ 6γの時計遺伝子群の転写・翻訳のフィードバックループにより構成されている

図2 マウスPCA反応の日内変動

野生型マウス(上段)では夜22時にPCAを行うと日中に比べて反応が著明に低下している ρご″οd遺伝子 (た′)

の変異マウス (下段)では夜22時でもPCA反応が顕著に認められる (背景が黒色の写真は定量用に反応を強

調したもの)文献 1より転載
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くしゃみ,

鼻水,鼻づまり

「体内時計」

くしゃみ,

鼻水,鼻づまり

図3 マスト細胞の脱顆粒反応 (花粉症)と体内時計との関係

「体内時計」は,アレルギー反応 (ア レルゲンによつて惹起されるマスト細胞のヒスタミン放出)を昼に弱く′夜
に強くなるようにコントロールしている 時差ぼけやシフトワークなどで「体内時計Jが狂つてしまうと,日中強
いアレルギー反応が起りえる とりあえず今日からできる花粉症症状をひどくしない方法は,早寝早起きして,

体内時計のリズムをしつかり保つことかもしれない
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産生を時間的にモニターすることで

マスト細月包にも「体内時計」があること

を確認した
1).

それではマスト細胞 の時計 は
,

PCA反応の国内リズムの形成にどの

ように関与しているのだろうか?我々

は,野生型マウス由来のマスト細胞

で脱顆粒反応を抑制するデキサメタ

ゾン濃度ではPer2変異マウス由来の

マスト細胞の脱顆粒反応が抑制され

ないことをιη υ」″γθおよびれ υわθで

見出した
1).高

濃度のデキサメタゾ

ンは,いずれのマスト細胞でも脱顆

粒反応を抑制した。つまり,マスト

細胞の体内時計 (Per2遺伝子)は ,

グルココルチコイドに対するマスト細

胞の反応性を調節していた。

おわりに

以上の研究から,「体内時計」が ,

マスト細胞脱顆粒反応の日内変動の

生成に関与していることが明らかに

なった(図 3).

そのメカニズムとして,日1腎由来の

体液性因子 (グルココルチコイド?)

のリズム性放出 (PCA反応とは逆に

活動期に高く休息期に低い)が重要

であり,さらにマスト細胞の時計遺伝

子Per2がこのコルチコステロン反応

性を調節していることが示唆された。

マスト細胞のPer2発現は活動期に

高く休息期に低く,グルココルチコイ

ドのリズムと同期しており,つまリマ

スト細胞の脱顆粒反応は,グルココ

ルチコイド分泌リズム(SCNによって

調節)と 自身の体内時計による二重

の制御を受けているらしい.この機

構は,ス トレスなどによる急なグルコ

コルチコイド上昇時に,免疫系細胞

の機能が抑制されないようにする安

全装置なのかもしれない
.

以 たの知見から,マスト細胞脱顆

粒反応の概日リズムの生成には,脳

内の中枢時計,副腎ならびにマスト

細胞の時計のすべて力ら 同調して機

台旨することが必要であることが示唆さ

れた.これは,“標準時亥1"を共有す

ることべ 現代社会の活動の基盤に

なっていることと似ている。体内のそ

れぞれのシステム (神経系,内分泌

系 ,免疫系等)は ,限られたリソー

スの中で 最大限のアウトプットを得

るために,互いに緊密に協調する必

要がある。そのときに必要不可欠な

ものが「体内時計」が生み出す正確な

“時間"なのだということが本研究か

ら推浪1さ れた.

最後に,体内時計は不規則な生

活リズム,ス トレス,代謝 (肥満)な

どに影響されるが,アレルギー疾患
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にとってもこれらは増悪因子として知

られている.体内時計とアレルギー

の関係を追求することで,それら因

子による増悪機構の解明が期待でき

るかもしれない
.

C

1)Nakamura Y,Harama D Shimokawa N,

cι α: Ctrcadian clock gene Perlod2 reg―

ulates a tilme― of― day‐ dependent varia―

tion in cutaneous anaph卜 .lactiC reaction

J AHergy Clin lmmtino1 201li127:

1038-45

2)TakahashiJS,HoI〕 gHK、 Ko CH,θι α:

The genetics of nlammalian circadian

order and disorderiinlplications for

physlology and disease Nat Rev Genet

2008:9:764-75

3)Dibner C,Schibler U,Alblecht U The

nlammalian circadian timing system:

organization and coordination of ccn‐

tral and peripheralclocks Annll Rev

Physio1 20 10:721517-49

4)Zheng B,Larkin Dヽ V.Albrecht U,ビ
`α

ι

The Per2 gene e12codes a functional

conlponent ofthe mam■ lalian circadi

an clock Nature 1999:400:169‐ 73

可 ―

献文考参

61(241)


