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I. 非古典的 MHCクラス I分子の多様な機能 
	 

笠原正典（かさはら	 まさのり）北海道大学大学院医学研究科分子病理学分野	 

	 

要約	 

	 

主要組織適合遺伝子複合体（MHC）クラス I分子と言うと、通常は細胞傷害性Ｔ細胞に抗原ペプチドを

提示する古典的クラスＩ分子を指している。しかし、クラスＩファミリー全体を見渡すと、古典的クラ

スＩ分子は少数であり、非古典的と称されるクラスＩ分子の方がはるかに多い。近年、非古典的クラス

Ｉ分子の機能解析が飛躍的に進展し、その多様な機能が明らかになってきた。非古典的クラスＩ分子の

なかには、特殊な抗原提示機能をもつもの、ナチュラルキラー細胞の活性を制御するもの、Fcレセプタ

ーとして機能するもの、脂質代謝や鉄輸送など免疫とは無関係な機能をもつものなどが知られている。

本講演では、ヒトの非古典的クラス I分子に焦点を当てて、最近の知見を紹介する。なお、このテキス

トは、参考文献に挙げた演者らの総説を簡約化したものである。	 

	 

1． はじめに	 
	 

MHC 分子にはクラス I分子とクラス II分子がある。クラス II分子は、樹状細胞、マクロファージ、B

細胞などのプロフェッショナル抗原提示細胞に発現しており、主としてエンドサイトーシスによって取

り込まれた外来性タンパク質由来のペプチド断片を CD4+	 T 細胞（ヘルパーT細胞）に提示する。これに

対し、クラス I分子は基本的にすべての有核細胞に発現している膜タンパク質であり、細胞質でプロテ

アソームによって産生されたペプチド断片を、CD8+	 T 細胞（細胞傷害性 T 細胞）に提示する。クラス I

分子による抗原提示は、生体が異常なタンパク質を産生する細胞（ウイルス感染細胞や癌細胞）を除去

する上できわめて重要な役割を果たしている。	 

通常、クラス I分子と言うと、このような抗原提示能を持った分子（ヒトでは HLA-A/B/C 分子、マウ

スでは H2-K/D/L 分子）を指しているが、実際には、他にも多くのクラス I分子が存在する。両者を区別

するために、前者を古典的クラス I分子、後者を非古典的クラス I分子と呼んでいる。非古典的クラス

I 分子は古典的クラス I 分子よりはるかに数が多く、その機能も多様である。ここでは、ヒトの主だっ

た非古典的クラス I分子について最近の知見を紹介する。より詳しくは参考文献を参照されたい。	 

	 

2．非古典的クラス I 分子の種類と特徴	 

	 

1）非古典的クラス I 分子の種類	 

表 1 にヒトの主な非古典的クラス I分子を示す。非古典的クラス I分子の機能は抗原提示に留まらず

多様であること、また、その多くは HLA 領域外でコードされていることがわかる。図 1 にヒトとマウス

のクラス I分子の系統樹を示す。古典的クラス I分子はクラス Iファミリーのごく一部を占めているに

過ぎず、クラス I分子の大部分は非古典的クラス I分子であることが理解できるであろう。	 

	 

2）非古典的クラス I 分子の構造	 

古典的クラス I分子は約 44	 kDa の α鎖と約 10	 kDa の β2 ミクログロブリン（β2m）から成る二量体で
ある。α 鎖はそれぞれ約 95 個のアミノ酸から成る 3 個の細胞外ドメイン（α1、α2、α3 ドメイン）と膜
貫通領域および細胞内領域から成る。α3 ドメインと β2m は膜近位ドメインと呼ばれ、構造的には免疫グ
ロブリンの定常部と類似している。α1、α2 ドメイン（膜遠位ドメイン）は逆平行 βシートの上に２本の
αヘリックスが平行に載った構造をしている。αヘリックス間につくられた溝には、8～10 残基程度のペ
プチド断片（抗原ペプチド）が結合する。	 

非古典的クラス I分子も、基本的には古典的クラス I分子と類似した構造をもっている（図 2）。しか

し、β2m と会合しないもの、α1、α2 ドメインのみから成り α3 ドメインを欠くもの、二量体を形成する	 
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図1	 ヒトとマウスのクラスIファミリーの系統樹	 

	 

HLA-A/B/C、H2-K/D/L（赤色）は古典的クラス I分子

である。そのほかはすべて非古典的クラスI分子であ

る。分子名に先立つ H、Mは、それぞれヒト、マウス

のクラス I 分子を指す。とくに数が多いのは NKG2D

リガンドファミリーである。系統樹はアミノ酸を用い

て近隣結合法により作成した。	 
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ものなどがあり、構造上のバリエーションが認められる。また、古典的クラス I分子のペプチド収容溝

に相当する部分に、特殊なペプチド断片を結合するもの、糖脂質を結合するもの、さらにはまったく何

も結合していないものなどが存在する（図 3）。細胞膜との結合様式も一様ではない。非古典的クラス I

分子の多くは膜貫通領域を持つが、GPI（glycosylphosphatidyl	 inositol）アンカーを介して膜に結合

するものもあり、さらには膜非結合性のものも存在する。非古典的クラス I分子が多様な機能を発揮し

うるのは、その構造がバリエーションに富んでいるためと考えられる。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

3）非古典的クラス I 分子の発現パターンと多型性	 

古典的クラス I分子が基本的にすべての有核細胞の表面に豊富に発現しているのに対して、非古典的

クラス I分子の発現レベルは一般に低く、しかも、限定された組織に特異的に発現していたり、生理的

な条件下ではほとんど発現していないが、何らかの刺激によって発現が誘導されたりする。また、MICA/B

分子のような例外もあるが、多型性に乏しいことも非古典的クラス I分子の特徴である。古典的クラス

I分子が進化の過程で膨大な多型性を獲得したことと大きく異なっている。	 

	 

	 

図2	 非古典的クラスI分子の構造のバリエーション	 

	 

HLA-B 分子（古典的クラス I 分子）との構造比較。HLA-E

分子は α鎖と β2m から構成され、ペプチド断片を結合して
いる。このタイプの分子には、他にHLA-G などがある。HFE

分子ではペプチド収容溝に相当する部分が狭小化してお

り、溝は空である。このようなタイプの分子には、FcRn

などがある。MICB 分子は α3 ドメインを有するが、β2m と
会合していない。このようなタイプの分子には、MICA、ZAG

などがある。マウスRAE-1β分子は α1、α2 ドメインのみか
ら成る。RAE に相当するヒトの ULBP ファミリーのメンバ

ーもこのタイプである。HLA-G 分子は分子間ジスルフィド

結合により、二量体を形成する。	 

図3	 α1、α2 ドメインに存在する溝に結合するリガンドの
多様性	 

	 

HLA-Eは古典的クラスI分子のように広いペプチド収容溝

を持ちペプチド断片を結合する。CD1d の溝は糖脂質のア

シル鎖を結合できるように疎水性アミノ酸から成る。MICB

は低分子を結合していない。	 
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4）非古典的クラス I 分子の一般的な特徴	 

非古典的クラス I分子の特徴として、まず挙げられるのは、柔軟性、可塑性に富むということである。

非古典的クラス Iファミリーのメンバーが多様な免疫機能を担い、さらには、非免疫機能まで持ちうる

のは進化の妙である。これは、クラス I分子の構造が多目的に転用可能な融通のきくものであることを

物語っている。	 

第二の特筆すべき特徴としては、種を越えての保存性が概して低いことが挙げられる。ヒトには存在

するがマウスには存在しない分子や、その逆のパターンを示す分子が少なからず存在する。このような

分子は、１）哺乳類の共通祖先の段階では存在していたが、種分化の過程で一方の種で失われたか、２）

種分化の後に、各種で独立に生じた遺伝子重複によって誕生したものと考えられる。また、遺伝学的オ

ーソログは存在しなくても、機能的ホモログが存在する場合がある。これらの特徴は、非古典的クラス

I分子が各生物種のニーズに応じて臨機応変に進化してきたことを反映している。	 

	 

3．ヒトの非古典的クラス I 分子	 

	 

主な非古典的クラス I分子を機能によって分類し、解説する。	 

	 

1）ペプチド断片を提示するか、すると推定されている非古典的クラス I 分子	 

ペプチド断片を提示することが証明されている分子としては、HLA-E、HLA-G がある。ペプチド断片の

提示が強く疑われる分子としては、MR1（MHC	 class	 I-related	 protein	 1）がある。これらの分子は α1、
α2、α3 ドメインを有し、β2m と会合している。	 
	 

① HLA-E	 
HLA-E 分子はすべての有核細胞に発現している。他のクラス I 分子、特に古典的クラス I 分子のシグ

ナルペプチドを結合し、NK 細胞の抑制型レセプターNKG2A/CD94 と結合する（図 4）。したがって、古典

的クラスI分子を発現する正常細胞はHLA-E分子を介してNK細胞に抑制性のシグナルを入れることがで

きる。これに対して、癌化やウイルス感染などによって古典的クラス I分子の発現を失った異常細胞は、

HLA-E 分子の発現も失い、NK細胞に感受性になる。HLA-E は NK 細胞の活性型レセプターNKG2C/CD94 とも

結合するが、その生理的意義はよく分かっていない。	 

最近になって、ストレス条件下では HLA-E 分子にシグナルペプチド以外の多様なペプチド断片が結合

し、HLA-E/ペプチド複合体が αβ	 T 細胞によって認識されることが示され、HLA-E 分子の新たな機能が明
らかになりつつある。	 
	 

② HLA-G	 	 
HLA-G は胎盤で発現している非古典的クラス I 分子であり、β2m と会合し、ペプチド断片を結合して
いる。しかし、その機能はT細胞の活性化ではなく、NK細胞表面の抑制型レセプターLILRB1およびLILRB2

に結合し、NK 細胞の活性を抑制することにある。また、HLA-G は CD8 に結合することによって、CD8+	 T

細胞の活性化抑制にも関与する。これらの抑制効果により、HLA-G は母体の NK細胞や CD8+	 T 細胞によっ

て胎児が傷害されることを防いでいる。HLA-G の一部は生体内で Cys42 を介してホモ二量体を形成して

いる（図 2）。二量体は単量体と比較して相互作用分子に対する親和性が著しく高いため、二量体化によ

ってより効果的な抑制効果が達成されると考えられる。	 
	 

③ MR1	 	 
MR1 分子はげっ歯類から霊長類まで高度に保存された配列を持っている。古典的クラス I 分子と配列

的には近縁であり（図 1）、β2m と会合することから、古典的クラス I分子と類似した立体構造を持つと
推定される。腸管粘膜固有層に局在する特殊な T細胞である MAIT 細胞（mucosal-associated	 invariant	 

T	 cells）が MR1 によって選択と拘束を受けることが知られている。さらに MR1 は MAIT 細胞上のレセプ

ターによって認識されることも明らかにされている。１）TAP やタパシンと小胞体内腔で結合している、

２）MR1 遺伝子を単独で培養細胞に導入しても細胞表面にはほとんど発現しない、３）MR1 のペプチド収

容溝相当領域を改変すると MAIT 細胞を刺激する能力が失われる、などの実験事実から、MR1 は微生物由

来の特殊なペプチド断片をMAIT細胞特異的TCRに提示しているのではないかと推測されている。ただし、

ペプチド以外の微生物由来物質を提示する可能性も残されている。	 
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2)	 糖脂質を抗原提示する非古典的クラス I 分子	 

このカテゴリーに属する CD1 は複数のメンバーを擁するファミリーを形成し、グループ 1とグループ

2 に大別される。ヒトは両グループの CD1 分子を持っているが、マウスではグループ 1 に属する CD1 分

子が欠損しており、またウシでは逆にグループ 2に属する CD1 分子が欠損している。	 

グループ 1に属する CD1 分子（CD1a、CD1b、CD1c）は微生物由来糖脂質（結核菌の膜成分であるミコ

ール酸など）を多様な TCR を発現する T細胞に提示することにより、感染防御に寄与している。他方、

グループ 2に属する CD1d は NKT 細胞に発現している TCR によって認識される。NKT 細胞は細胞表面に NK

レセプターと TCR を発現するリンパ球であり、腫瘍免疫、感染免疫、自己免疫に関与している。NKT 細

胞（いわゆるタイプ I	 NKT 細胞）に発現している TCRα鎖はヒトでは Vα24Jα18 に限定され、β鎖のバリ
エーションもほとんど見られない。CD1d 分子は Vα24Jα18	 TCR のリガンドとして機能する。	 
NKT 細胞は胸腺で分化するが、それには皮質胸腺細胞上に発現している CD1d の存在が不可欠である。

この CD1d 分子に結合している自己糖脂質の本体は不明である。一時、その候補としてイソグロボトリヘ

キソシルセラミド（iGb3）が挙げられたが、1）iGb3 は胸腺細胞や樹状細胞では検出されない、2）iGb3

合成酵素ノックアウトマウスでも NKT 細胞は正常に発生・分化するなどの矛盾点があり、iGb3 が NKT 細

胞の分化を誘導する主要な脂質である可能性は現在では否定されている。	 

CD1 分子は三つの αドメインと β2m を有し、全体的なドメイン構造は古典的クラス I 分子とよく似て
いる。しかし、2 本の αヘリックスによって形成される溝は古典的クラス I 分子のそれより深く、疎水
性のアミノ酸残基によって蔽われており、糖脂質アシル鎖の結合に適した構造をとっている（図 3）。	 

	 

3)	 NK 細胞を活性化させる非古典的クラス I 分子	 

このカテゴリーの分子として最初に同定されたのは、HLA 領域でコードされる MIC（MHC	 class	 

I-related	 chain）ファミリーのクラス I	 分子である。MIC ファミリーのメンバーである MICA と MICB

はストレス誘導性に発現することなどから、生体防御に関与しているのではないかと予想されていたが、

実際に NK細胞の活性型レセプターである NKG2D のリガンドとして機能することが判明した。さらに MIC

ファミリーが γδ T 細胞、CD8αβ T 細胞を活性化することも明らかになり、MIC ファミリーの自然免疫系に
おける重要性が示された。MICA、MICB 遺伝子の転写調節領域には熱ショックエレメントが存在している

ため、MIC 遺伝子の発現は熱ショックをはじめとするさまざまなストレスによって誘導される。一般に、

MIC 分子は、感染細胞や癌細胞での発現が有意に高く、正常細胞表面にはほとんど発現していない。感

染や癌化によりストレスを受けた細胞は、MICA、MICB 分子を発現するようになり、NK細胞によって異常

細胞として認識され、破壊される（図 5）。最近、MIC ファミリーは microRNA により発現が制御されて

いることが示された。マウスやラットでは、ヒトの MIC ファミリーに対応する分子が欠損しており、RAE-1

ファミリー、H60 ファミリー、および MULT１が NKG2D のリガンドとして機能している。これらに対応す

るヒト NKG2D リガンドは ULBP（RAET1）ファミリーである。このように、単一のレセプターに対して、

複数のリガンドが用意されていることが、NKG2D システムの特徴である（図 6）。	 

KG2D リガンドとして機能する非古典的クラス I 分子は、β2m とは会合せず、MICA/B 以外は α1、α2 ド
メインのみから成る。また、膜貫通領域を持つものもあるが、ヒトの ULBP1～3 と RAET1L	 (ULBP6)	 は

GPI アンカー型タンパク質である（図 6）。さらに、膜遠位ドメインの溝にはペプチド断片もそれにかわ

るリガンドも結合していない。MICA、RAE-1 は、α1、α2 ドメイン上部で NKG2D と結合する。	 
	 

図4	 HLA-E 分子の機能	 

	 

HLA-E分子は主に古典的クラスI分子のシグナ

ルペプチドに由来するペプチドを結合して、

抑制性NKレセプターNKG2A/CD94と相互作用す

る。この相互作用はNK細胞に抑制性のシグナ

ルを入れるため、古典的クラス I 分子を発現

している正常細胞はナチュラルキラー細胞に

よる破壊を免れる。	 
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NKG2D リガンドの発現異常は、ウイルス感染症の慢性化、癌に対する免疫不応答、自己免疫疾患の発

症に関与している。また、MICA/MICB 分子は非古典的クラス I 分子の中では例外的に多型性に富んでお

り、特定のアレルが疾患感受性と相関する可能性が指摘されている。	 

	 

４)免疫機能を有するその他の非古典的クラス I 分子	 

抗原提示、NK細胞の活性調節以外の機能を持つ非古典的クラスI分子には、FcRn（neonatal	 Fc	 receptor	 

of	 IgG）と EPCR（endothelial	 protein	 C	 receptor）がある。	 
	 

① FcRn	 
FcRn は、ヒトでは胎盤を通じた胎児への母体 IgG の輸送に関与する。げっ歯類では生まれてすぐの新

生仔において腸管上皮細胞に短期間発現し、初乳に含まれる母親由来 IgG を新生仔の体内に移行させる

働きをしている。FcRn のもう一つの重要な機能として、血中ならびに組織で IgG に結合し、その半減期

を延長させることが挙げられる。本分子は三つの α ドメインを持ち、β2m と会合する。膜遠位ドメイン
の溝には何も結合していない。多数ある Fcレセプターの中で、非古典的クラス I分子に属する唯一のメ

ンバーである。新合成された FcRn 分子は不変鎖と結合することにより、エンドソームに移送されること

が報告されており、クラス II抗原提示経路との関わりが示唆されている。	 
	 

② EPCR	 
EPCR はプロテイン C 抗凝固系で働く、α1、α2 ドメインのみから成る非古典的クラス I 分子である。
プロテイン Cは、血管内皮細胞に発現している EPCR によって捕捉された後、トロンボモジュリンに結合

したトロンビンによって限定分解を受け、活性化プロテイン Cとなる。活性化プロテイン Cは Vaおよび

VⅢa因子を分解・失活することにより、血液凝固を抑制する。また、EPCR に結合した活性化プロテイン

図6	 ヒトのNKG2D リガンドの構造	 

	 

ヒトには複数の NKG2D リガンドが存

在するが、それらはすべて非古典的

HLAクラス I分子である。リガンドに

よって、発現パターン（発現誘導刺

激や発現する組織の種類）や NKG2D

レセプターに対する結合親和性に差

はあるが、どのリガンドも NKG2D と

の結合を介してNK細胞を活性化する

点は共通している。	 

図5	 NKG2D リガンドの機能	 

	 

NKG2D リガンドは正常細胞の表面に

はほとんど発現していないが、癌化

やウイルス感染等のストレスによっ

て細胞表面に発現が誘導される。

NKG2D リガンドは NK細胞上の活性化

レセプターNKG2D と結合することに

より、ナチュラルキラー細胞の活性

化を招く。このような抗原認識の様

式は	 induced	 self	 recognition	 と

呼ばれる。	 
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C は、protease-activated	 receptor	 1 を活性化し、抗炎症作用を発揮する。EPCR の溝にはリン脂質が

結合しており、このリン脂質の存在がプロテイン Cとの結合に重要であることが示唆されている。	 

	 

５)	 免疫系以外で働く非古典的クラス I 分子	 

このタイプの非古典的クラス I 分子として代表的なものは、HFE と Zn-α2-glycoprotein（ZAG）であ
る。	 
	 

① HFE	 
HFE 遺伝子は、全身臓器に鉄が沈着する遺伝性疾患である遺伝性ヘモクロマトーシスの原因遺伝子と

して同定された。HFE は三つの細胞外ドメイン（α1、α2、α3）を持ち、β2m と会合している（図 2）。膜
遠位ドメインの溝にリガンドは結合していない。HFE は膜遠位ドメインの α ヘリックスでトランスフェ
リンレセプター（transferrin	 receptor:	 TfR）の αヘリックス構造を認識し、TfR と結合する。十二指
腸から血中に取り込まれた鉄はトランスフェリンに結合し骨髄などに運ばれる。トランスフェリンは細

胞表面の TfR に結合してエンドサイトーシスされ、トランスフェリンに結合した鉄が細胞内に取り込ま

れる。HFE はトランスフェリン/TfR 結合の制御に関わっており、間接的に鉄輸送を制御している。HFE

には遺伝性ヘモクロマトーシスに関連するいくつかの変異が知られている。そのうち最も頻度が高いの

は、α3 ドメインに位置するシステインがチロシンに置換される C282Y 変異体である。この変異体では、
α3 ドメインの構造維持に重要なドメイン内ジスルフィド結合が形成されないため、β2m と会合する能力
が失われる。これが HFE 分子の不安定化を招き、ヘモクロマトーシスの発症につながると考えられてい

る。	 
	 

② ZAG	 
ZAG はヒト血漿中に可溶性分子として発見された非古典的クラス I 分子であり、β2m もペプチド性の
リガンドも結合しない。しかし、結晶構造解析の結果、ペプチド収容溝相当部位に結晶化試薬に含まれ

ていたポリエチレングリコールが結合していたことから、生体内でも何らかの疎水性の分子が結合して

いる可能性が推測されている。ZAG は血漿のみならず様々な体液に存在しており、乳癌、前立腺癌など

で発現が亢進する。脂肪組織からの脂質動員の他、受精への関与が推測されている。ZAG と直接結合す

るタンパク質として報告されているのは、現在のところヒト精漿の prolactin-inducible	 protein（PIP）

のみである。PIP の立体構造が β2m と似ており、向きは異なるものの、他のクラス I 分子において β2m
が結合する部位で PIP が ZAG に結合することは興味深い。	 

	 

4．おわりに	 

	 

免疫学の世界で常にスポットライトを浴びてきた古典的クラス I分子に較べると、非古典的クラス I分

子は地味な脇役であった。しかし、その機能が明らかになるにつれ脚光を浴びるようになってきた。特

に、糖脂質を T 細胞あるいは NKT 細胞に提示する CD1 ファミリー、NKG2D リガンドとして機能する非古

典的クラス I分子の発見が免疫学に与えたインパクトは大きい。今後、非古典的クラス I分子の構造、

機能、疾患における役割の解明が、さらに進展することが期待される。	 

	 	 

5．参考文献	 

	 

梶川瑞穂、笠原正典：非古典的 MHC クラス I分子の構造と機能．生化学 81：189-199（2009）	 
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Phone:	 011-706-5050	 	 	 	 	 	 FAX:	 011-706-7825	 

E-mail:	 mkasaha@med.hokudai.ac.jp	 
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Ⅱ. 臓器移植での HLA検査の現状と問題点 
 

橋口 裕樹（はしぐち ひろき）福岡赤十字病院	 検査部	 HLA検査室 

 
要約 
	 当院の検査部は、（社）日本臓器移植ネットワークの移植検査センターとして、九州・沖縄地区の臓器

移植検査に関わる業務を行っている。昨年 7 月の臓器移植法改定に伴い、脳死下での移植数が増え、    
検査センターとしての体制も一変した。この様な移植を取り巻く環境の変化に柔軟に対応し、かつ新た

に発生した問題点を解決する事が責務であると考える。本稿では、検査センターが抱えている問題点を

報告し、情報の共有化を行う事で、解決の糸口が見つかればと考えている。 
 
1．はじめに 
（社）日本臓器移植ネットワークは日本で唯一の臓器移植斡旋組織であり、全国を東日本（東京都）、

中日本（名古屋市）、西日本（大阪府）に分け、本部（東京都）との 3支部制で構成されている（図 1）。 
関連施設として移植施設、腎バンク・臓器バンク等の各都道府県移植普及組織、HLA検査施設がある。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HLA検査センターは全国で 54施設が会員登録し、業務の内容により次のように分類されている。 
	 1)支部基幹移植検査センター（24時間・ドナー検査対応・支部内の基幹センター）数施設 
	 2)特定移植検査センター	 	 （24時間・ドナー検査対応・地区内の基幹センター）20数施設 
	 3)移植検査センター	 	 	 	 （移植希望新規登録検査・血清保存業務） 30数施設 
 
	 1)、2)の検査センターは 24時間対応で脳死・献腎移植検査を行う体制を構築している。この施設を
中心に多臓器移植の保存血清の収集、更新作業を行っている。3)は各県にほぼ 1施設は設置されている
が、検査センターがない県もある。主に献腎移植希望者の HLA新規検査と各県の保存血清の収集を行っ
ている。各検査センターは県立病院等が多く、兼任での HLA検査業務、人事異動での後任の育成・教育
と多くの悩みを抱えているのが現状である。また他の検査に比較して決して収益があがる検査ではなく、

逆に赤字になりやすい検査である。試薬費用や人件費など、ある程度施設の理解がないと検査センター

として成り立たないのが現実である。赤字を計上しての HLA検査センターとしての病院内の立場は狭く、
試薬や機器備品購入の事務部門と交渉に労力を要する。ネットワークからの試薬料金の補助はあるが、

到底足りる金額ではなくキット単位で購入するので、購入金額が多額になってしまう。この事は、各検

査センターで解決出来る問題ではなく、ネットワーク全体として見直す事が重要である。 

【中日本支部】（７）名古屋市  

富山、石川、福井、愛知、岐阜、三重、静岡 

【西日本支部】（23）大阪府 

滋賀、京都、大阪、和歌山、兵庫、奈良、岡山、広島、   

鳥取、島根、山口、香川、徳島、愛媛、高知、福岡、大分、

佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄  

 

（図 1）臓器移植ネットワーク組織図	 

【本部】 東京都 

【東日本支部】（17） 東京都 

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、   

栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野 
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2．HLAタイピング検査 
 

	 90年代前半までは血清学的方法のリンパ球細胞毒試験（Lymphocyte cytotoxicity test；LCT）が主流
で多くの施設で採用されていたが、90年代後半より DNAタイピングにほぼ置き換わった。検査試薬も
キット化され、比較的容易に購入出来るようになった。ネットワークに登録された待機患者の HLAタイ
ピングデータも、90年後半から数年を掛けて LCT法から DNAタイピングで判定した結果に置き換えら
れた。臓器移植検査で使用されているキットの多くは、低解像度(low resolution)のタイピングであり 
HLA 抗原レベルの結果を目的として実施されている。一部の施設は、中または高解像度レベル（high 
resolution）の 4桁レベルのタイピングを実施し、登録している。ドナー発生時のレシピエントの検索に
は移植ネットワークのシステムが使用されており、2桁レベルデータでの検索が行われている。 
 
	 腎臓移植希望患者の新規登録は、全国の検査センターが HLAタイピングを実施、ネットワークに登録
を行っている。DNAタイピングになり、基本的に再検査は無く検査センターが報告した検査データが最
終結果として登録される。もし検査センターがミスアサインしていても、検査データを第 3者がチェッ
クする機能はない。現在、全国的な検査センターの精度管理は実施されておらず、各センターの技術レ

ベルが必ずしも保証されているとは言えない。前述したように、検査センターによっては、担当者の入

れ替わりが頻繁にあり担当者の育成・教育が十分に行われていない。この点をチェックする機能は早急

に必要であると考える。 
 
1）LCT法(Lymphocyte cytotoxicity test)	 
	 抗原抗体反応と補体依存性反応を応用した方法であり、既知HLA抗血清に抗原であるリンパ球を加え反
応させ、ウサギ補体を添加させる。リンパ球は2000~3000個/μLに調整される事が多い。抗原抗体複合体
が形成されたら補体の活性作用で細胞膜に穴が開き死細胞（陽性）となる。細胞膜に開いた穴から染色液

が染まり生細胞との鑑別が可能となる。現在はタイピングでは殆ど利用されないが、後述するリンパ球交

差試験ではこの方法が利用されている（図2）。判定は、下記に示す通り％死細胞率を顕微鏡下目視で確
認しスコア表記で判定を行う（表1）。判定は検査技術者の主観、熟練度、細胞のViability（生存率）によ
って大きく左右される。さらに使用している抗血清の反応態度、交差反応性、交差反応グループ（Cross 
Reacting Groups ;CREGs）、スプリット抗原等を理解しておかないと判定に苦慮する場合がある。	 	 	 
コンセンサスを得た判定基準はあるが、スコア2（11-20％死細胞）の判定に悩む事が多々あった。 
 
 
 

％死細胞 スコア 判定基準 
81 - 100% 8 強陽性 
41 - 80% 6 陽性 
21 - 40% 4 弱陽性 
11 - 20% 2 疑陰性 
0 - 10% 1 陰性 

— 0 判定不能 

リンパ球	 抗体	 補体	 染色液	 

生細胞	 

（陰性）	 

死細胞

（陽性）	 

＋	 →	 ＋	 →	 ＋	 →	 

（表 1）LCT法判定基準	 

（図 2）LCT法原理	 
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2）PCR-SSP法(Polymerase Chain Reaction - Sequence Specific Primer)	 
	 目的のHLA-DNA領域を配列特異的なプライマー	 (合成オリゴヌクレオチド)	 を用いて、PCR反応を行
い増幅する。反応後、プライマー特異的に増幅されたDNAバンドの出現有無をゲル電気泳動法により解析
する。One Lambda社から発売されているMicro SSPの基本となる反応パターンを示す（図3）。 
Micro SSPの増幅時間は1時間20分と短く、トータル約2時間で判定可能である。少数検体向きの方法で、
早く結果が必要な場合に使うと便利なキットである。逆に多数検体処理、DNA量が少ない検体には不向き
である。移植検査センターでは、この方法が多く採用されている。96ウェルでHLA-A、B、C、DRB1、
DQと幅広くアサイン可能でバランスの取れた製品であるが、1ウェルで1つのアリルを判定しなければな
らない事もある。そのウェルのコントロールバンドが認められない場合は、そのポジションは無効になる。

この時、そのポジションのアリルが存在するか否か判らず、再検が必要になってくる（図4）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 チェックポイント 

 DNA 濃度は適正か	 100ng/μL (25-200 ng/μL) 
 DNA量は充分か	 MicroSSP-JPN（111μL/test） 
 インターナルコントロールバンドが確認出来る事（陽性の時は薄くなったり、消失する事もある）

コントロールバンドが認められない場合は、そのポジションは無効である 
 陽性バンドのbp (base pair)がサイズマーカーと比較して正しいか 

	 	 	  

ウェル（増幅ＤＮＡ）	 

陽性バンド	 

インターナルコントロール	 

プライマーバンド	 

陰性	 無効	 陽性	 

泳動方向	 サイズマーカー（bp）	 

 200 

 100 

	  50 

	 

HLA-A2は 1Eのみで 
アサインする。 
このポジションの 
コントロールバンドが 
出現しなかったら、 
再検になる。 

（図 3）Micro SSP法泳動パターン	 

（図 4）Micro SSP法ワークシート	 
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3）PCR-SSO法(sequence specific oligonucleotide)	  
	 PCRで増幅された DNAを変性させ、メンブランスフィルターに固定し多型部分に対して相補的にデ
ザインされたプローブと反応させ、DNA と結合するか否かでアリルを判定する。また逆にプローブを、
ドットし PCR産物をハイブリダイズする reversedotblot法もある。reverseSSO法であるインビトロジ
ェン RELI は日本でも多くの施設で使用されていた。しかしご存知のように昨年末より試薬供給が止ま
り、今年に入り製造停止、発売中止になった。当院もメインのタイピング試薬としていたが、他法への

変更を余儀なくされ、同じ rSSO法である INNO-LiPAに変更予定である（図 5）。中～多量検体向きで
あり、20検体分から発売されていて、操作性もさほど変わらない。いずれにしても試薬のバックアップ
体制は重要であり、24時間対応でドナー検査対応の施設では、それ相応の試薬を準備しておく事が重要
となってくる。勿論、アンビギュイティの点からも原理の異なる試薬をバックアップとして準備してお

く方が安心である。 
 
 
	  

 
 
 
 
4）LABType SSO法  
	 固定化された HLA アリル特異的配列をもつプローブと 1 本鎖化された増幅産物（検体）をハイブリ
ダイゼーション反応させ、塩基配列特異的に結合したハイブリッドを検知させ、検体のアリルを各プロ

ーブの特異性と反応パターンからアサインする試薬である。一度に 96 サンプル測定可能で、約 4 時間
で判定可能である。多数検体処理向きで、使用する DNA量も 1アリルにつき 5μLと少ないのが特徴で
ある。但し、この方法は LABScan 100等のフローサイトメトリー機器の整備が必要である（図 6）。 

 
 

Nitrocellulose strip	 

DNA-probe 

Amplified target 

3’ 

5’ Biotin 

Streptavidin 
	 

Alkaline phosphatase  
	 

Chromogen 
(NBT/BCIP)  

Purple 
precipitate  

（図 5）rSSO法原理	 INNO-LiPA	 

（図 6）LABType SSO原理 



13 

3．クロスマッチ検査 
 
	 臓器移植ネットワークのクロスマッチ検査に関わる記載を抜粋する。腎臓移植は「リンパ球交叉試験

（全リンパ球又はＴリンパ球）陰性」、心、肺、膵では「リンパ球直接交差試験(ダイレクト・クロスマ
ッチ)を検査し～」となっている。この"直接"の言葉を厳密に解釈すれば、検査方法としては LCT法のみ
が当てはまる。しかし検査センターによっては AHG-LCT法、FCXM法を併用しており、検査の現場と
基準の隔たり感じる。さらに問題点は明確な結果判定基準や形式が統一されず、各検査センターの出す

結果、形式が必ずしも同じではない。HLAタイピングと同様に、精度管理を行わない事にも問題がある。 
 
【心臓】	 前感作抗体。リンパ球直接交差試験（ダイレクト・クロスマッチ）を実施し、 
	 	 	 	 	 抗 T細胞抗体が陰性であることを確認する。パネルテストが陰性の場合、 
	 	 	 	 	 リンパ球直接交差試験（ダイレクト・クロスマッチ）は省略することができる。 
【肺】	 	 前感作抗体	 。ダイレクト・クロスマッチを実施し、陰性であることを確認する。	 

	 	 	 	 パネルテストが陰性の場合、ダイレクト・クロスマッチは省略することができる。	 

【肝臓】	 前感作抗体	 。当面、選択基準にしないが、必ず検査し、登録する。 
【膵臓】	 リンパ球直接交差試験(全リンパ球又は Tリンパ球)陰性 
【腎臓】	 リンパ球交叉試験(全リンパ球又は Tリンパ球)陰性	 
 

 
	  
主なリンパ球分離、クロスマッチの方法と特徴を以下にあげる。 
 
1）リンパ球分離 
	 クロスマッチで使用するリンパ球採取には比重遠心法、リンフォクイック法、磁気粒子ビーズ法の数

種類の方法がある。簡単に効率よく T、B リンパ球が採取出来ればどの方法を採用しても問題ない。	 	 
但し、磁気ビーズ法を利用して採取する場合は、ネガティブセレクションでリンパ球を採取した方が、

リンパ球自体の生存率も高く、鏡検時にバックグランドにビーズが無く、LCT法での判定も明瞭である。 
またフローサイトクロスマッチにも、そのまま使用出来るのが最大のメリットである。患者によって若

干差はあるが、ネガティブセレクションしたリンパ球はマッコイ 5a 等に浮遊させ冷蔵庫に入れておい
ても 2～3 日間は生存率も落ちず検査は可能である。ポジティブセレクションの場合、リンパ球自体に
ビーズが結合した状態であり、フローサイトクロスマッチに使用出来ないのが欠点である。 
 
①  Easy Sep（ネガティブセレクション） 
T細胞および B細胞以外の細胞に抗体と磁気ビーズを結合させて、これを磁石で除去し、簡単に T細胞、
B 細胞を分離出来る。T 細胞、B 細胞には何も結合していないので、フローサイトクロスマッチにその
まま使用可能である。 
T細胞  CD14, CD16, CD19, CD20, CD33, CD36, CD41, CD56, CD66b, CD123, Glycophorin Aに 

対する抗体が反応する細胞を除いてＴ細胞を得る。 
B細胞  CD2, CD3, CD14, CD16, CD33, CD36, CD41, CD43, CD56, CD66b, Glycophorin Aに対する 

抗体が反応する細胞を除いて B細胞を得る。 
約 8 mLの全血から T細胞 2.5~5.0×105

個、B細胞 1.0~1.5×105
個程度の細胞を分離可能である。 

細胞分離には専用の磁石が必要であり、分離には約 40~60分程度を要する。 
 
②  Rosetta Sep（ネガティブセレクション） 
 Buffy Coatからの採取する方法で、専用磁石を使わずに全リンパ球を採取可能である。 
 但し、Easy Sepと比較して採取される細胞の純度はやや落ちる。 
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2）クロスマッチの方法 
 
① LCT法（Lymphocyte cytotoxicity test）=（complement dependent cytotoxicity ;CDC法）直接法 

	 原理はタイピング法を参照。判定は検査技術者の主観、熟練度、また細胞の Viability(生存率)に
よって大きく左右される。特別な機器は必要としない。 
 
1．テラサキトレイに乾燥防止目的で流動パラフィンを適量入れる。 
2．レシピエント血清（1~2μL）、ネガティブ血清、ポジティブ血清を加える。	  
3．ドナーリンパ球を 1μL入れて、37℃で 60分間反応。 
4.	 補体 5μL入れ、室温で 60~120分反応。 
5．染色液を 5μL加える。 
6．顕微鏡で判定。判定基準はタイピング法の箇所を参照。 
＊感度を高めるために、血清量（~5μL）を増やす施設もある。 
＊反応温度に 4℃、25℃も併せて採用している施設もある。 
＊高濃度の細胞数は弱陽性の抗体を検出できない可能性があるので、細胞濃度を 1000~3000個/ 
μLに調整することは重要である。	 

 
② AHG-LCT法（Anti-Human Immunoglobulin -LCT） 

	 基本操作は LCT法と同じである。流動パラフィンを用いない事、洗浄操作を行う事、さらに 
感度を高める目的でヒト抗体 L 鎖のκ、λ鎖に対する抗体を加えるのが特徴である。感度は LCT
法より高い。 
 
1．レシピエント血清（1~2μL）、ネガティブ血清、ポジティブ血清を入れる。 
2．ドナーリンパ球を 1μL、トレイウェル周辺に生理食塩水を加え、37℃で 60分間反応。 
3．トレイの端より静かに生理食塩水を加え、トレイを満たし 3分間静置。（洗浄操作） 
4．アスピレータで生理食塩水を吸引する。3回繰り返す。 
5．生理食塩水を除き、抗ヒト抗体 L （κ、λ） 鎖抗体を 1~2μL加えて 3分間反応。 
6．補体 5μL加え、室温で 60分間反応。 
7．染色液を 5μL加える。 
8．顕微鏡で判定。 

	  
③ FCXM法（Flow Cytometry Crossmatch） 

	 感度は従来の LCT法より高い。ドナーリンパ球とレシピエント血清を反応させ、抗ヒト IgG 蛍
光標識抗体を加える。さらに T、B リンパ球を区別するために蛍光標識抗体（CD3、CD19）を反
応させる。これをフローサイトメーターで測定して、リンパ球に結合する IgG 抗体を検出する。
高額機器のフローサイトメーターが必要である事が、この方法の導入のネックになる。また検出感

度が高い為に偽陽性もあり、患者の HLA 抗体の有無、感作歴等と併せて総合的な判定が必要であ
る。操作方法、判定基準、報告形式が各施設によって異なり、これは早急に解決しないといけない

問題である。脳死下移植の場合は、平均 50名前後のクロスマッチを行う事になる。FCXM法を全
ての患者に実施した場合には、限られたドナー採血では、B細胞の FCXM解析用の細胞数が不足す
る。選択条件にも B 細胞の記載はなく、このような理由で生体腎移植では実施されている B 細胞
の FCXM法は、脳死下移植では実施出来ない場合がある。 
 
	 1．レシピエント血清（30~50μL）、ネガティブ血清、ポジティブ血清を超遠心して準備。 
	 2．ドナーリンパ球を（30~50μL）を加え、室温で 30分間反応。 
	 3．冷 PBS 3 mLを加えて混和し、4℃ 800 g 5分間遠心（洗浄操作）×3回。 
	 4．FITC標識 IgG抗体を 100μL加える。 
	 5．Tリンパ球に PE-Anti-Human CD3、Bリンパ球に PE-Anti-Human CD19を 20μL加える。	  
	 6．軽く混和して 4℃ 暗所で 30分間反応。 
	 7．冷 PBS 3mLを加え混和し、4℃ 800 g 5分間遠心（洗浄操作）×3回。 
	 8．PBS 300~500μLに浮遊させ、フローサイトメーターで測定。 
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3）クロスマッチ結果の解釈 
	 2011 年 3 月より脳死・献腎移植のクロスマッチ結果解釈が変更された。従来、検査センターが検査
結果を報告する場合、2法（例えば LCT法＋FCXM法）を実施した場合、総合結果として陰性か陽性を
ネットワークに報告していた。これが検査方法別に結果を報告するように変更された。もし、そこで 2
法の結果に違いが発生した場合、ネットワーク側から移植施設に判断を委ねる事になった（表 2）。 
 
 

 
 
 
 
 
  

各クロスマッチの結果だけでなく、併せて PRA も確認する必要があると考えられる。移植施設が判断
を行う時に、迷わないように判断材料の一つのアイテムとして PRAを九州地区では実施している。 
 
脳死・献腎移植検査 
FCXM法、LCT法、AHG-LCT法の 3法を全レシピエントに検査（平均 50~60名のクロスマッチ） 
	 FCXM-T	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  心（10-15名）、肺（10-15名）、膵（10名）、腎（15名） 
	 FCXM-B	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  腎（15名） 
	 LCT（Tw）、AHG-LCT（κ）、（λ）	  心（10-15名）、肺（10-15名）、膵（10名）、腎（15名） 
	 LCT（Bw）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 腎（15名） 
上位候補 3－5名（各臓器）に同時に PRA実施（自施設、他施設問わず）（平均 10~15名検査） 
後日、候補から漏れた患者分についても実施した PRA結果を主治医に連絡する。 
 
	  
	 実際に経験した④の症例を示す（表 3）。50 代女性。3 年間で 3 回候補としてクロスマッチを実施。
2003.03.01、LCT（Tw）が陽性反応（スコア 4）であったため、感度が高い AHG-LCTは陰性であった
が、結果を陽性として報告。同月に再び、候補でクロスマッチを実施したが、この時は全て陰性であっ

たが、第 6位の候補者であったため移植には至らず。患者の PRAを他施設で測定すると陰性であった。
AHG-LCT法の結果を優先して陰性としておけば、移植になった症例であったかもしれない。3年後、同
じレシピエントが第 2 位の候補者としてクロスマッチが実施され、１回目と同様に LCT（Tw）陽性、
AHG-LCT 法陰性であった。判定を保留として他施設に FCXM と PRA を依頼したところ、結果は陰性
であったため移植が実施され、移植腎は現在も順調に生着している。このような症例を経験し、LCT法
に限界を感じ、FCXM法の導入のきっかけとなった。 
 

 

 LCT FCXM 斡旋 備考 
① （ー） （ー） 可 問題なし 
② （＋） （＋） 不可 斡旋中止 
③ （ー） （＋） 施設判断 低力価 HLA抗体の存在、DSAの可能性もあり 
④ （＋） （ー） 施設判断 LCT法の非特異反応（偽陽性）etc 

LCT AHG-LCT LCT 
年月日 候補 

T w Wash AHG（κ） AHG（λ） Bw Bc 
Judge 

2003.3.01 第 2位 ＋ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 陽性 

2003.3.21 第 6位 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 陰性 

2006.2.24 第 2位 ＋ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 保留 

 

 FCXM PRA 

T B Judge ClassⅠ ClassⅡ Judge 
2006.2.25 

5.1 2.9 陰性 7.8 0.9 陰性 

 

（表 2 ）LCT-FCXM結果の解釈	 

（表 3）LCTと FCXMの結果が違う症例	 
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4．HLA抗体検査 
 
	 HLA抗体（PRA）が移植成績に大きく関与するファクターである事は以前より知られているが、ネッ
トワークとしては、移植選定条件にも記載しているにも関わらず PRA の検査体制は全く構築されてい
ない。勿論、検査料金の補助はなく、各施設が自前で検査しているのが現状である。試薬キットにもよ

るが、スクリーニング検査は 3,000~10,000 円程度の試薬代が発生する。待機患者全てに、年数回の抗
体検査を実施出来れば理想的であるが、現実とは程遠い。待機患者の中には、高力価の抗体保有者も多

く、年に数回もレシピエント上位候補にあがっては、クロスマッチ陽性で移植に至らない。この様な HLA
抗体保有患者へは救済措置がないのが現実である。この様な患者にこそ、公平に移植の機会を与える措

置を講じて頂きたいと強く願う。 
 
	 福岡県では独自の抗体検査の取組みとして、2年前より腎移植の登録時に PRA検査料金として、助成
金が県より検査センターに支援されるように働きかけた。全国的にも抗体検査に対しての助成は珍しく、

これ元に PRA検査を進めている。福岡県内の約 500名の腎移植待機患者の内 150名は、PRAスクリー
ニングが検査済みである。加えてドナー発生時にも上位候補者に検査を実施しているので、実検査完了

数は、200 名を超えている。今後は、全既登録者に対して早めに抗体検査を完了出来るように、働きか
けている。主な抗体検査のキットを下記にあげる（表 4）。以前は LCT 法での検査であったが、現在は
多くの施設で蛍光マイクロビーズを採用している。検査時間も 3時間ほどと短く、キット試薬の操作は
比較的簡単である。しかし測定機器は、しっかり設定しておかないと誤った結果を出しかねない。	 

 
商品名	 方法	 機器	 用途	 

Lambda Cell Tray LCT ー Specific 

Lambda Antigen Tray ELISA ー Screening、Specific、Single Antigen 

Flow PRA 蛍光マイクロビーズ フローサイトメーター Screening、Specific、Single Antigen 

LAB Screen 蛍光マイクロビーズ Luminex Screening、Specific、Single Antigen 

WAK Flow HLA 蛍光マイクロビーズ Luminex Screening 
 
	 脳死・献腎移植検査の場合は、前述したように上位候補者には、自施設、他施設問わずの HLA抗体ス
クリーニングを実施している。費用は当院の試薬持ち出しになる。病院の事務部門への説明は、 
①「輸血の交差試験も、抗体スクリーニングするでしょう。それと一緒ですよ」と簡単な例えで説明。

②	 抗体検査をしても移植検査費用でまかなえる、人件費を含めても赤字にはならない．．はず。	  
③	 移植前の抗体検査を当院で実施したら、移植後の抗体検査も依頼がきて儲かる．．はず。 
 
 HLA抗体が重要である事を思い知らされた、過去の症例について紹介する（図 7）。20代男性。97年、
母親からの生体移植を行った。LCTクロスマッチ陰性（T、B）、当時は FCXM、PRAは未検査であった。
移植後直ちに重篤な拒絶が起こり、１週間後に腎摘出になった。その時に保存していた血清の PRAを
調べるとクラスⅠ、Ⅱ共に陽性であり、しかも DSAであった。もしその当時検査が出来ていればと悔
やまれる。 

移植前	 移植後（１W）	 
クラスⅠ	 クラスⅡ	 クラスⅠ	 クラスⅡ	 

（表 4）HLA抗体検査試薬	 

（図 7）生体腎移植後の抗体の変化/DSA（１週間目） 



17 

5．おわりに 
	 現在、移植ネットワークの検査センターは、様々な問題に直面している。しかし、この中には以前か

ら取りあげられた問題もあり、何ら解決せずに時間だけが経過しているものも多々ある。検査センター

の担当者だけでは解決出来ない事も多いが、少しでも解決の糸口が見つかればと思う。 
	 ここ数年、HLA抗体、FCXM法、さらに ICFA法と検査技術が飛躍的に伸び、また臨床が求めている
もの、必要とするものが変わり、我々を取り巻く環境が目まぐるしく変化した。そこに臓器移植法が改

定され脳死下での移植数も増加し、検査センターも多忙を極めている。この様な中でも、検査結果を正

確かつ公平に出すことが責務であり、山積みの問題を一つずつ解決し前進して行くしかない。 
 
 
6．参考文献および Web Site 
 
1）日本組織適合性学会 JSHI	 http://jshi.umin.ac.jp/index.html 
    認定 HLA検査技術者講習会テキスト 2005 ,2007,2008 
2）猪子英俊・笹月健彦・十字猛夫	 監修:	 移植・輸血検査学、2004年、講談社サイエンティフィック	 	 	 	 
3)	 	 ASHI Laboratory Manual ,4th edition, I.C.9, 2000 
4)  One Lambda - Product Line	 http://216.65.66.131/productline.aspx?c1=antibody-detection&c2=3 
5)	 佐藤壯、「腎移植におけるHLA抗体」今日の移植	 Trans Plantation Now 2008 Vol.21 No.4、日本医学館	 
6）佐藤壯、「マイクロビーズを用いた腎移植患者におけるHLA抗体の同定」CYTOMETRY RESEARCH	  
  Vol.17-1別冊、2007年 
7）(社)	 日本臓器移植ネットワーク	 http://www.jotnw.or.jp/	 
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福岡赤十字病院	 検査部	 HLA検査室 
橋口	 裕樹（はしぐち ひろき） 
〒815-8555	  福岡県福岡市南区大楠3-1-1 
Phone: 092-521-1211   Fax: 092-523-6481 
E-mail: hla@fukuoka-med.jrc.or.jp  
******************************************************* 
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Ⅲ. iPS細胞バンク構想における HLAタイピング 

 
木村貴文（きむら	 たかふみ）京都大学 iPS細胞研究所 

 
要約 
	 人工多能性幹細胞（induced pluripotent stem cell、以下「iPS細胞」）は、パンデミックのようにまた
たく間に世界中を席巻し、今や発生生物学にとどまらず医療にもパラダイムの転換を、もたらそうとし

ている。iPS 細胞の旺盛な自己複製能（いくらでも増える）と多分化能（何にでもなれる）を最大限に
発揮できるシーズのひとつに細胞治療がある。これまでは治療が困難と考えられてきた病気の人たちの

治療に iPS細胞を用いるためには、その多様性の検証にもとづく安全性の担保が不可欠である。実際の
移植片としては iPS細胞から分化誘導した組織細胞が用いられるが、それがレシピエントの体内で治療
効果を発揮するためには、まず無事に生着することが必須である。患者と同じ HLAのホモ接合型細胞で
あれば移植後の拒絶反応は回避できる。したがって、複数の高頻度 HLA ホモ接合型ドナーから iPS 細
胞を作製して保存しておけば、より多くの国民に適用することが可能になると考えられる。 
 
１． はじめに 
	 われわれの体細胞は、体内で最終分化を遂げ組織で機能を発揮する。このような機能細胞は、組織固

有の一定のペースで組織幹細胞が増殖・分化することによって恒常的に産み出されている。このような

増殖・分化の過程は、常に未分化な段階から終末分化段階へと一定方向にのみ進むように、プログラム

されていると長い間考えられてきた（図 1、⇒）。	  
 
２． iPS細胞とは 
	 ところが、遺伝子導入技術を用いてわずか４種類のタンパク（c-Myc、Oct3/4、Sox2、KLF4）を発現
させるだけで、終末分化を遂げたマウス繊維芽細胞がまるで時間を逆戻りさせたかのごとく多能性幹細

胞に先祖帰りし（図 1、⇒）、胚性幹細胞(embryonic stem cell、以下「ES細胞」)のように個体発生をも
可能にするという報告は、学術や産業の域を超えて一般社会にまで大きな衝撃を与えた。翌 2007 年に
はすでに複数の研究室がヒト iPS 細胞の樹立にも成功している。初期化（reprogramming）を誘導して
作製した、これまでにない幹細胞という意味から人工多能性幹細胞（iPS 細胞）と名付けられたこの細
胞は、発生生物学における従来の常識を覆しただけでなく、個体発生における未知の分子メカニズムの

解明や未解決の病態の解析にとって不可欠のツールとなっている。 
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３． iPS細胞の可能性 
	 iPS 細胞は「いくらでも増やすことができて、どんな組織細胞にもなれる」ので、これまで解析モデ
ルのなかったヒトの胚発生における段階的な分子メカニズムが明らかになっていくものと考えられる。

次に、iPS細胞はさまざまな難病疾患の患者さんからも樹立可能なので、それらの疾患特異的 iPS細胞
の分化段階における異常を検出できれば、難病の原因や発症メカニズムを解明できる。また、健常者由

来の iPS細胞から肝臓や心臓などの組織細胞を誘導できれば、薬剤の毒性試験モデルに応用可能であり、
患者由来 iPS細胞の場合では、分化誘導した病的細胞の生理活性を正常化させる新規薬剤の探索モデル
に用いることも可能である（図 2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 しかし、もっとも強いインパクトを持つのは、やはり細胞移植治療への応用である。とくに、これま

で治療法のなかった、あるいは治療法があっても長期にわたる寛解や治癒を保証できるものではなかっ

たような病気に対する新たな治療戦略として期待は大きい。これには、患者の体細胞を初期化すること

によって iPS細胞を作製し、そこから分化誘導した組織細胞を患者自身に移植する方法（自家移植）と、
あらかじめ健常者から iPS細胞を作製し、そこから分化させた組織細胞を患者に移植する方法（同種あ
るいは他家移植）が考えられる。前者（自家移植）においては、拒絶反応の可能性がないという長所と

同時に、患者由来 iPS細胞から分化した組織細胞が正常な生理活性を発揮し続けることが可能かどうか
検証する必要がある。また、樹立から分化誘導まで数ヶ月におよぶ相当の期間を要するので、発症後早

期の移植が必要な疾患には適用できない。加えて、iPS 細胞の品質と安全性を症例ごとに保証する必要
があり、時間と経費の問題が大きくのしかかる。いっぽう、後者（同種移植）の場合は、移植片への拒

絶反応を回避するために HLA一致ドナー由来の iPS細胞を樹立する必要がある。しかし、HLA完全一
致ドナーからの移植をすべての患者に保証することは不可能である。現実的には、後述のごとく高頻度

HLA ホモ接合型ドナーから iPS 細胞を樹立し、それをバンク化しておくことが望ましいと考えられる。
樹立した HLA ホモ接合型 iPS 細胞は、時間をかけて品質保証検査を行うことが可能であり、１株の樹
立によって多くの患者さんへの移植片として用いることができるというコスト面での長所を兼ね備えて

いる。 
 
４． iPS細胞の多様性と品質 
	 皮膚繊維芽細胞を由来とし、レトロウイルスベクターを用いて４因子を導入することによって樹立可

能であると当初報告された iPS細胞であるが、現在ではケラチノサイト、造血前駆細胞、Tリンパ球、
胃粘膜上皮細胞、骨髄間葉系幹細胞をはじめとする多くの体細胞を由来細胞として作製することが可能

となっている。また、初期化因子の種類とその導入方法についても多種多様となっている。その上、iPS
細胞コロニーの作製効率の改善によって一人のドナーから樹立される細胞株数は増加したものの、株間

の増殖能と分化指向性（特定の細胞系列に分化しやすいかどうかという性質）のばらつきも大きくなっ

た（図 3）。 
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	 このように、「多様性な」iPS細胞を安心して臨床応用するためには、まずその作製プロトコールの標
準化が必要である。次に、樹立した iPS細胞の品質と安全性を十分に保証しなければならない。したが
って、それを可能にする iPS細胞の「重要評価項目」の設定が不可欠である（表 1）。 
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５． iPS細胞バンクと HLA 
	 前述のごとく、iPS細胞を分化誘導した組織細胞を同種移植片として用いるためには、HLA完全一致
ドナー由来 iPS細胞の確保が理想的である。しかし、この目的に合致した iPS細胞のバンク化は実現性
に乏しい。そこで、患者の HLA-A、-B、-DRの 6座（2×3座）のうち 3座が一致する（3/6座一致）ホ
モ接合型 HLA ドナーから iPS 細胞を樹立することが理想的と考えられる。こうして樹立した iPS 細胞
由来の HLA ホモ組織細胞は移植後の拒絶反応を回避し、移植効果を十分に発揮することが期待できる
（図 4）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
理論的には、140種類以上の HLAホモ接合型 iPS細胞を樹立できれば、国民の約 90%を対象とする移
植に対応可能なバンクの運営が可能と考えられる（図 5）。 
	 そのためには、iPS細胞バンクで用いる HLA解析検査の技術レベルと個人情報の保護を十分に保証で
きる施設・設備水準および運営体制が必要である。 
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６． おわりに 
	 iPS細胞を用いた再生医療の安全性と有効性の確保には、HLAホモ接合型 iPS細胞バンクの構築が必
須であるが、そのためにも iPS細胞についての理解が不可欠である。ヒトに対する移植片として iPS細
胞は「どのような品質を持つべきであり、どのように安全性が保証されるべきか」について、本講演を

通して関心を持っていただければ幸いである。 
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