博士論文

子宮内膜症の進展における腹腔内マクロファージの役割

真壁友子
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1

要旨
	
  子宮内膜症は慢性炎症性疾患としての側面を持つ。本研究では子宮内膜症における
腹腔内マクロファージを中心とする腹腔内環境に着目し研究を行った。子宮内膜症患
者の腹腔内マクロファージの性質として、抗原提示能が減弱していること、好中球や
Th2 細胞免疫の誘導能が高いこと、血管新生作用や向炎症作用を有することが明ら
かとなった。これらの性質により子宮内膜症特有の腹腔内環境が形成され、病態が
より進行することが示唆された。また、腹腔内マクロファージのこれらの性質は子宮
内膜症間質細胞との持続的な相互作用により獲得されることが示唆された。さらにこ
の機序において PGE2 が関与している可能性が示された。
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序文
	
  子宮内膜症は生殖可能年齢女性の 6-10 %に認められるエストロゲン依存性の疾患
であり、病理学的には子宮内膜類似組織が子宮外 (卵巣や骨盤腹膜等) に認められる
疾患である 1-3。本邦における患者数は約 13 万人、発症年齢は平均 31.1 歳と報告さ
れている 4。症状としては月経困難症や骨盤痛、排便痛、下血、性交痛、不妊症を呈
し、頻度は稀であるが悪性化をきたすこともある。骨盤痛を認める 10 代女性の
50-60 %、不妊女性の 50%程度に子宮内膜症を認めるとする報告もあり 2、生殖年齢
女性の QOL を著しく低下させる疾患である 2。

	
  子宮内膜症の病態については未だ不明な点が多い。子宮内膜類似組織が卵巣や骨盤
腹膜に生着する機序として最も支持されているのが 1900 年代初頭に Sampson によ
り提唱された子宮内膜移植説 5 である。子宮内膜細胞を含む月経血が経卵管的に腹腔
内に逆流し卵巣や骨盤腹膜に生着するというものであるが、月経血の逆流は多くの女
性に一般的に見られる現象であり完全な説明とはならない。唯一明白なのはエストロ
ゲン依存性に進行するという点であり 6、低用量エストロプロゲスチンやプロゲスチ
ン製剤、Gonadotropin releasing hormone (GnRH) agonist 等のエストロゲン阻害を
ターゲットとする治療が現在の主流である。しかしこれらの薬物療法は排卵を抑制す
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るため妊娠を望む女性には行えず 7、子宮内膜症治療における大きな障壁となってい
る。

	
  近年、子宮内膜症が慢性炎症性疾患の側面を持つ 8, 9 ことが徐々に明らかにされ、
今後の新たな治療ターゲットとして期待されている。以下に述べる様に子宮内膜症患
者の腹腔内において各種免疫担当細胞の機能異常や炎症性サイトカイン等の異常分
泌がみられ、慢性炎症の状態となり病態の進行をもたらすことが明らかにされてきた。
	
  まず免疫担当細胞の機能異常についてであるが、子宮内膜症患者の腹腔内において
大型の顆粒性リンパ球である natural killer (NK) 細胞の細胞障害能が低下しており、
それにより経卵管的に逆流した子宮内膜症細胞を正常に排除できない可能性が示唆
されている。その機序としては抑制型 NK 細胞の細胞表面レセプターである
KIR2DL1 陽性の NK 細胞が子宮内膜症患者の末梢血中、腹水中に多いことが示され
ている 10。また、子宮内膜症患者の腹腔内貯留液中では好中球が増加していることが
知られ、好中球は Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)、Interleukin-8
(IL-8) 等の産生を促進し炎症を持続させ子宮内膜症を進展させる 11-13。当研究室で
も、Th17 の分泌する Interleukin-8 (IL-17) が子宮内膜症間質細胞 (Endometriotic
stromal cells: ESC) の増殖を亢進させること 14、IL17 の刺激を受けた ESC は、
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Growth-regulated oncogeneα (GROα) の分泌を介して好中球の遊走を亢進させ子
宮内膜症の進行に関与していること 15、好中球を抑制した子宮内膜症マウスモデルで
子宮内膜症病変が減少すること 16 を報告してきた。リンパ球に関しては、子宮内膜
症では T 細胞は Th2 にシフトしていると考えられており 17-19、腹腔内貯留液中の
Interleukin-10 (IL-10) の上昇、Interferon gamma (IFN-γ) の低下、IL-4/IFN-γ
比の上昇が指摘されている。また、IL-17 を産生する Th17 も増加していることが報
告されており 14,20、IL-17 は子宮内膜症細胞の増殖を促進し IL-8 や Cyclooxygenase-2
(COX2) の発現を上昇させ子宮内膜症を進展させる 14。

	
  免疫機構において中心的な役割を持つマクロファージについての研究もされてき
た。マクロファージは病原体や異物等を貪食、処理するとともにサイトカインを産生
し炎症応答を惹起する細胞である。近年、マクロファージがサイトカインにより M1
型 (classically activated) や M2 型 (alternatively activated) へ分化するマクロフ
ァージ活性化、分化機構が提唱されてきた。M1 型は IFNγ や Lipopolysaccharide
(LPS) 等により誘導される古典的なマクロファージであり、Interleukin-12 (IL-12)、
Interleukin-1beta (IL-1β)、Tumor necrosis factor alpha (TNFα)、IL-6、
Interleukin-23 (IL-23) 等の炎症性サイトカインを産生し炎症応答を惹起し、C-X-C
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chemokine ligand 9 (CXCL9) や C-X-C chemokine ligand 10 (CXCL10) といった
ケモカインを発現し Th1 を誘導する。また、高い抗原提示能を持ち細胞内病原体を
処理する。一方で M2 型は Th2 から放出されるサイトカインである Interleukin-4
(IL-4)、IL-10、Interleukin-13 (IL-13) により誘導される。M2 型はマンノースレセ
プター等の高発現により貪食能が高く、IL-10、Interleukin-1 Receptor Antagonist
(IL-1RA) 等の抗炎症サイトカインを産生、さらなる Th2 の誘導をもたらす。そして
寄生虫の除去や病原体の貪食、組織修復や免疫制御に働く 21−23 （図 1）。M2 型は炎
症反応の終結、組織恒常性維持に重要であるが、血管新生や組織の線維化に関わるサ
イトカインを産生するため、M2 型への偏位は癌の進行やアトピー性皮膚炎、喘息等
の疾患で病態の進行に関与していると報告されている 24。
	
  子宮内膜症においては、腹腔内マクロファージの総数は子宮内膜症で上昇しており
25, 26、マクロファージ由来の

IL-627 や IL-828、Monocyte Chemotactic Protein-1

(MCP-1)29 といったサイトカイン濃度が上昇しているという報告や、子宮内膜症患者
から単離されたマクロファージの貪食能が減弱しているという報告がある 30。また、
子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージは M2 型の表面抗原を発現し、血管新生や線
維化の中心的な役割を担うことが示唆されている 31。
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  Prostaglandin E2 (PGE2) はアラキドン酸を前駆体とする生理活性脂質であり、特
異的な細胞膜受容体を介して全身のさまざまな組織で多彩な作用を発揮する 32。急性
炎症反応の主要な仲介因子と考えられていたが、近年慢性炎症においても仲介因子と
なることが明らかにされ、マクロファージや好中球、間質細胞、線維芽細胞等におい
て EP2 受容体を介して正のフィードバック経路を形成し、炎症反応の増幅、慢性化
をもたらす 33 といった報告がある。
	
  PGE2 は、子宮内膜症においては ESC や腹腔内マクロファージから産生されるこ
とが知られ、発症や進展に多方面から関与することが示されてきた 34-38。PGE2 は子
宮内膜症患者の腹腔内に高濃度で存在し、特有の腹腔内環境の形成に寄与していると
される 36。また、子宮内膜症患者の正所性子宮内膜細胞は PGE2 の作用により増殖能
およびアロマターゼの発現が高く局所でのエストロゲン濃度が上昇する。これにより
子宮内膜症患者の正所性子宮内膜はアポトーシス抵抗性を有し排除されにくい性質
となっているとする報告がある 37。さらに PGE2 は子宮内膜症患者の疼痛や不妊等の
症状にも密接に関与することが指摘されている 39。
	
 
	
  子宮内膜症患者の腹腔内環境において各種免疫担当細胞の機能異常や炎症性サイ
トカイン等の異常分泌がみられ、これらによる慢性炎症状態が病態の進行をもたらす
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可能性が徐々に明らかにされてきたが、断片的な報告が多い。炎症反応の中心的役割
を担う腹腔内マクロファージが子宮内膜症の病態にいかに関与しているか、そして腹
腔内マクロファージを中心とする免疫機構異常がいかにもたらされるかを明らかに
した研究はなされていない。
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研究目的
	
  子宮内膜症の腹腔内環境に着目し、腹腔内の免疫機構の中心的役割を担う腹腔内マ
クロファージの子宮内膜症の進展における役割について検討することを目的とした。
子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージの性質と病態への関与、腹腔内マクロファー
ジの性質獲得における子宮内膜症間質細胞 (ESC) の関与とその機序について研究
を行った。
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方法
子宮内膜症患者および非子宮内膜症患者からの腹腔内貯留液サンプルの採取
	
  腹腔内貯留液は、正常月経周期を持つ良性婦人科疾患に対して腹腔鏡下手術を行
った患者を対象とし、腹腔鏡下手術の際に回収した。腹腔内貯留液を原液として可及
的に回収した後に、生理食塩水 100ml で腹腔内を洗浄し、腹腔内貯留液として回収
した。35 名の非子宮内膜症患者	
  （年齢: 35.6 ± 2.31 歳, mean ± SD） と 20 名の子
宮内膜症患者 (年齢: 34.5 ± 3.56 歳) から採取した。子宮内膜症患者については改訂
版 American Society for Reproductive Medicine (rASRM) の分類で stage Ⅲ – Ⅳ
にあたる患者を対象とし、詳細を表 1 に示した。非子宮内膜症患者については、各実
験に用いた検体の背景を表 2 に示した。腹腔内に炎症性疾患のある患者、術前３ヶ月
以内に性ステロイドホルモンや GnRH アゴニストを投与された患者，免疫抑制剤の
投与を受けている患者は除外した。腹腔内貯留液は、血液の混入を最小限にするため、
手術開始直後にダグラス窩から採取し血液の混入が明らかな検体は対象から除外し
た。採取した腹腔内貯留液はヘパリンを加えた上で直ちに実験に使用した。さらに、
フローサイトメトリー、マイクロアレイ分析およびマイクロアレイ分析の確証実験に
用いた検体に関しては、排卵による修飾を避けるため月経周期の増殖期にある患者に
限定した。
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  本研究は東京大学倫理委員会の承認を受けており、検体採取に関しては手術前に患
者より書面によるインフォームド・コンセントを得た。

腹腔内マクロファージの単離および培養
	
  腹腔内貯留液は、300g にて 10 分間遠心分離し上清を除去した。沈殿はリン酸緩
衝生理食塩水 (PBS: phosphate buffered saline) に再懸濁し、Ficoll-Paque (GE
Healthcare Bio-Sciences KK, Tokyo, Japan) の上に重層し、900g で 30 分間遠心し
た。中間層を回収し、これを腹腔内単核球 (PFMC: peripheral fluid mononuclear
cell) とした。PMFC から、抗 CD14 抗体付磁気ビーズ (Miltenyl Biotec, Bergisch
Gladbach, Germany) を用いた磁気細胞分離法により腹腔内マクロファージを単離
した。
	
  フローサイトメトリーに用いる際にはフローサイトメトリー用のバッファー
(0.1%BSA bovine serum albumin) および 0.04%アジ化ナトリウム添加の PBS) に
懸濁した。
	
  培養実験においては RPMI1640 培地 (Gibco, Grand Island, NY) に 5×105 個/ml
の濃度で、5%CO2、37 ℃の条件で加湿培養した。
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フローサイトメトリーを用いた細胞表面抗原の解析
	
  腹腔内マクロファージの細胞表面抗原の解析のため、anti-CD14-FITC (Miltenyl
Biotec)、anti-CD206-PE (Miltenyl Biotec)、anti-CD163-APC (Miltenyl Biotec) を
用い染色した。各抗体に対するアイソタイプの抗体を染色してコントロールとした。
染色した細胞は PBS で 2 回洗浄し、40µm のフィルターで濾過した後、フローサイ
トメトリー用のバッファーに懸濁した。フローサイトメトリーは BD FACS Calibur
(Becton Dickinson, San Jose, CA) で行い、データの解析は FlowJo (Tree Star,
Ashland, OR) で行った。

マイクロアレイ分析を用いた mRNA 発現の網羅的解析
	
  非子宮内膜症患者 (CT)、子宮内膜症患者 (EM) より腹腔内マクロファージを 3
検体ずつ単離し、後述の方法で RNA を抽出した。各 RNA サンプルの吸光度が OD260
/ 280 = 1.8〜2.0 であることを確認した。各サンプルの RNA 濃度より、RNA 量が同
等になるよう持ち込み量を決めて 3 検体ずつを懸濁し、CT (n=1)、EM (n=1) とした。
分析に用いた検体の患者背景、RNA 濃度、持ち込み量を表 3 に示した。mRNA の網
羅的解析は東レ株式会社に依頼した。
	
  RNA は 2100Bioanalyzer (Agilent technologies, Santa Clara, CA) を用いた電気
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泳動で rRNA の明瞭なバンドが検出され、分解がないことが確認された。mRNA サ
ンプル CT、EM は Ambion Amino Allyl aRNA Kit (Thermo Fisher Scientific,
Waltham, MA) を用い増幅し、Amersham Cy5 Mono-Reactive Dye (GE
Healthcare, Piscataway, NJ) で CyDye 標識、精製した後、各 1µg を使用してハイ
ブリダイゼーション (37℃、16h)を行った。DNA チップとして Human Oligo chip
25K が用いられた。ハイブリダイゼーションが終了したチップを洗浄後、3D Gene
Scanner 3000 (TORAY, Tokyo, Japan) を用いて最適 PMT 値 (レーザー100%) に
て画像を取得、数値化ソフトで数値化した。各チップの数値データからバックグラン
ド値を減算した後、グローバルノーマライズ (チップ内シグナル強度の中央値を 25
に調整) により正規化した。パスウェイ解析は、GenMAPP Ver.2.1 (MAPP Finder)
を用いて行った。

卵巣子宮内膜症組織のサンプル採取
	
  卵巣子宮内膜症組織は、腹腔鏡下もしくは開腹下に切除された子宮内膜症性卵巣嚢
胞より採取した (n=12, 年齢: 36.5 ± 5.37)。腹腔内に炎症性疾患のある患者、術前３
ヶ月以内に性ステロイドホルモンや GnRH アゴニストを投与された患者，免疫抑制
剤の投与を受けている患者は除外した。子宮内膜症の診断は、病理学的に行った。培
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養実験には、子宮内膜症性卵巣嚢胞より無菌下に採取した嚢胞壁を卵巣子宮内膜症組
織として用いた。
	
  検体採取に関しては手術前に患者より書面によるインフォームド・コンセントを得
た。
	
 
子宮内膜症性間質細胞の分離
	
  ESC は、以前に当教室で報告した方法を用い分離および培養を行った 15, 40。卵巣
子宮内膜症組織はカミソリを用いて細切した後、type Ⅰ collagenase (0.25%,
WAKO, Tokyo, Japan), deoxyribonuclease Ⅰ recombinant (15IU/ml, WAKO,
Tokyo, Japan), trypsin (0.006%, Gibco) および HEPES (0.02M, Gibco) を含んだ
DMEM/F12 溶液 (Gibco) に入れ、37 ℃で 1〜2 時間撹拌した。撹拌した溶液を、
100 µm のセルストレーナー (Becton Dickinson and Co, Franklin Lakes, New
Jersey) で 2 回濾過した後、70 µm のセルストレーナー (Becton Dickinson and Co)
で 1 回濾過した。濾過液を 250 g で 5 分遠心分離して得られたペレットが ESC であ
る。ESC は PBS で 2 回洗浄した後、5%FBS (仔ウシ血清, Bio West, Nuaille, France)
および抗生剤 (ペニシリン 100 U/ml，ストレプトマイシン 0.1 mg/ml、アンフォテ
リシン B 0.25 mg/ml) を含んだ DMEM/F12 に懸濁し、100 mm ディッシュ (Iwaki,
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Asahi technology Co, Tokyo, Japan) で、5%CO2、37 ℃の条件で加湿培養した。
1-2 日後、0.25 %トリプシン EDTA で処理を行い、実験に用いた。

腹腔内マクロファージと ESC の共培養
	
  非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージを 12 ウェルプレートに 5×105 個/ml で
培養し、1-2 日後に PBS で 1 回洗浄した後、ポアサイズが 0.4µm のトランズウェル
インサート上に ESC を 2×105 個/ml で加え共培養を行った。共培養の際は、培地の
量が 2 倍になる様にした。培地には RPMI1640 培地を用いた。共培養開始から 24
時間後に腹腔内マクロファージ、および培養上清を回収した。実験は duplicate で行
った (図 2)。

培養上清の準備、培養上清による ESC の刺激
	
  腹腔内マクロファージに対する培養上清による刺激実験のために、以下の手順で培
養上清を準備した。①RPMI1640 培地を 24 時間、5%CO2、37 ℃の条件でおいた上
清、②ESC を 2×105 個/ml で RPMI1640 培地に 24 時間、5%CO2、37 ℃の条件で
培養し、回収した上清、③前述の方法で非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージと
ESC を 24 時間共培養し回収した上清を準備した。
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  非子宮内膜患者の腹腔内マクロファージを 12 ウェルプレートに 5×105 個/ml で培
養し、1-2 日後に PBS で 1 回洗浄した後①、②、③の各上清を添加した。24 時間後
腹腔内マクロファージを回収した。実験は duplicate で行った (図 3)。

PGE 2 測定
	
  培養上清中の PGE2 濃度を特異的 EIA キット (R&D systems, Minneapolis, MN)
を用いてプロトコールに従って測定した。キットの測定下限は 39.0 pg/ml、交差反応
や干渉は無かった。測定は triplicate で行いその平均を用いた。

PGE 2 による腹腔内マクロファージの刺激
	
  非子宮内膜患者の腹腔内マクロファージを 12 ウェルプレートに 5×105 個/ml で培
養し、1-2 日後に PBS で 1 回洗浄した後 PGE2 (100nM, Cayman, Ann Arbor, MI) を
添加した。24 時間後腹腔内マクロファージを回収した。実験は duplicate で行った。
	
  添加する PGE2 の濃度は、腫瘍随伴マクロファージに対し PGE2 1μM で刺激しマ
クロファージの性質変化を見た研究 41 や、筋芽細胞に対し PGE2 50nM で刺激し細
胞増殖について調べた先行研究 42 を参考に決定した。
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腹腔内マクロファージの RNA 抽出、real-time quantitative PCR
	
  RNA 抽出は RNA easy mini kit (QIAGEN, Hilden, Germany) を用いてプロトコ
ールに従って行った。マイクロアレイ分析には RNA を用いた。
	
  網羅的解析の確証実験や培養実験においては、抽出された RNA は RT-PCR kit
(TOYOBO, Osaka, Japan) を用いて、プロトコールに従って cDNA に逆転写した。
	
  遺伝子発現の解析のために、SYBR green Ⅰ Master を用いて real-time
quantitative PCR を行った。データ解析は LightCycler 480 (Roche Diagnostics,
Mannheim, Germany) を用いて行った。マイクロアレイ分析結果の確証実験におい
て各遺伝子発現は Cyclophilin A (PPIA) mRNA を internal standard として標準化
した。その他の実験においては GAPDH mRNA を internal standard として標準化
し、表 4 の通りのプライマーを用いた。測定は duplicate で行いその平均を用いた。
全ての PCR は melting curve を確認した。

統計分析
	
  データは JMP ソフトウェア (Ver. 10.0, SAS Institute Inc. Cary, North
Carolina) を用いて解析した。Student’s t test、Paired t test もしくは Wilcoxon の
順位和検定で行い、P < 0.05 を統計学的有意とした。
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結果
子宮内膜症患者と非子宮内膜症患者における腹腔内マクロファージの細胞表
面抗原の解析
	
  M2 型マクロファージの細胞表面抗原とされる CD163 と CD206 の発現について、
陽性率と mean fluorescence intensity (MFI) について評価し、非子宮内膜症群 (CT,
n=5)、子宮内膜症群 (EM, n=6) で比較を行った。
	
  腹腔内マクロファージは、抗 CD14 抗体付磁気ビーズを用いた磁気細胞分離法に
より単離し、CD14 陽性細胞の割合は 88.9 ± 3.4% (平均 ± 標準誤差)であった (図 4
A)。
	
  CD14、CD163、CD206 の発現についての代表的なフローサイトメトリー結果を
示す (図 4 B)。CD163 陽性率は CT 群で 78.9 ± 6.6%、EM 群で 72.4 ± 6.9%であり
差を認めなかった。CD206 陽性率は CT 群で 58.8 ± 6.3%、EM 群で 51.2 ± 7.3%で
あり差を認めなかった (図 4 C)。CD163 の MFI は CT 群で 16.8 ± 5.7、EM 群で 13.0
± 3.1 であり差を認めなかった。CD206 の MFI は CT 群で 4.4 ± 0.9、EM 群で 4.2 ±
0.7 であり差を認めなかった (図 4 D)。
	
  M2 型マクロファージの細胞表面抗原である CD163 と CD206 の発現の頻度と強
度は子宮内膜症患者と非子宮内膜症患者の間で差を認めなかった。
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子宮内膜症患者と非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージの網羅的遺伝子
解析
	
  細胞表面抗原の解析では子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージに一定の性質は
見出せなかった。そこで、子宮内膜症患者 (CT) と非子宮内膜症患者 (EM) の腹腔
内マクロファージの網羅的遺伝子解析を行った。CT、EM の腹腔内マクロファージ
を 3 検体ずつ単離、RNA を抽出した。各検体からの持ち込み量が同等になるよう懸
濁し、CT (n=1)、EM (n=1) とした。
	
  全遺伝子の発現値と、発現比 (EM / CT) の散布図を示した。横軸は CT における
発現値を示し、縦軸は EM / CT の発現比を示した。特徴的な遺伝子については全遺
伝子における発現の位置を示した (図 5)。
	
  フローサイトメトリーで解析した M2 型マクロファージの細胞表面抗原である
CD163、CD206 の結果を表に示した （表 5）。CD163、CD206 いずれの遺伝子発現
も CT と EM で差を認めなかった。
	
  EM で高発現していた遺伝子を、CT との変化率が高い遺伝子から順に表に示した
(表 6)。最も差が大きかった遺伝子は Interlleukin-6 (IL-6) で、EM において CT よ
り 12.4 倍発現が高かった。IL-8 は 8.5 倍、C-X-C chemokine ligand 2 (CXCL2)、
C-X-C chemokine ligand 3 (CXCL3) は 5.6 倍発現が高かった。IL-8 や CXCL2、
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CXCL3 は M2 型に特徴的とされる遺伝子であり、IL-6 は M1 型に特徴的とされる遺
伝子である。
	
  EM で発現が低かった遺伝子について、CT との差が大きい遺伝子から順に表に示
した (表 7)。抗原提示に関わる Granzyme K (GZMA)、Histocompatibility antigen,
DR alpha chain (HLA-DRA)、Beta-2-microglobulin (B2M)、Histocompatibility
antigen, alpha chain F (HLA-F)はそれぞれ 0.28 倍、0.28 倍、0.3 倍、0.37 倍に減
弱を認めた。Th1 細胞の誘導に関わる CXCL10、C-C motif chemokine ligand 5
(CCL5)、CXCL9 はそれぞれ 0.33 倍、0.34 倍、0.39 倍と EM において発現が癌弱し
ていた。HLA-DRA、CXCL9、CXCL10、CCL5 は M1 型に特徴的とされる遺伝子で
ある。
	
  EM で 2 倍以上発現が上昇した遺伝子で有意とされるパスウェイを表に示した (表
8)。Inflammatory Response Pathway や、Cytokines and Inflammatory Response
Pathway、Focal Adhesion Pathway などが挙げられた。
	
  EM で 2 倍以上発現が低下する遺伝子で有意とされるパスウェイを表に示した (表
9)。IL-3 Signaling Pathway、T cell Receptor Signaling Pathway などが挙げられ
た。
	
  子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージには特徴的な遺伝子発現があり、病態形成
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に関与する可能性が示唆された。

網羅的遺伝子解析結果の確証実験
	
  マイクロアレイ分析において発現量に差のあった遺伝子に関し確証実験を行った。
検体は新たに回収し、非子宮内膜症群 (CT、n=6)、子宮内膜症群 (EM、n=11) にお
ける遺伝子発現の差を RT-PCR で検討した。マイクロアレイ分析において子宮内膜
症で発現の上昇していた遺伝子として IL-6、IL-8、CXCR4、CXCL2、CXCL3、VEGF、
TNFα、低下していた遺伝子として HLA-DRA、HLA-F、CXCL10、CXCL9、CCL5
の発現を検証した。House-keeping gene としてはマイクロアレイ分析で CT と EM
間で発現量の差が最も小さかった PPIA を用いた。
	
  IL-6 の発現は EM 群で有意に高かった (p < 0.01)。IL-8 の発現は EM 群で有意に
高かった (p < 0.05)。C-X-C chemokine receptor 4 (CXCR4) の発現は EM 群で有意
に高かった (p < 0.01)。CXCL2 の発現は EM 群で有意に高かった (p < 0.05)。CXCL3
の発現は EM 群で有意に高かった (p < 0.01)。VEGF の発現は EM 群で有意に高か
った (p < 0.01)。TNFα の発現は EM 群で有意に高かった (p < 0.05) (図 6)。
	
  HLA-DRA の発現は EM 群で有意に低かった (p < 0.01)。CXCL10 の発現は EM
群で有意に低かった (p < 0.05)。CCL5 の発現は EM 群で有意に低かった (p < 0.05)。
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HLA-F と CXCL9 については有意差を認めなかった (図 7)。
	
  子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージの性質として、血管新生作用 (IL-8、
VEGF) や向炎症作用 (IL-6、TNFα) が強い、好中球遊走作用 (CXCL2、CXCL3)
が強いことが示唆された。また、抗原提示能 (HLA-DRA) が低い、Th1 細胞誘導能
(CXCL10、CCL5) が低下し Th2 細胞誘導能 (CXCR4) が上昇していることが示唆
された。子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージは特有の性質を有し、病態の進展に
関与する可能性が示唆された。

非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージと ESC の共培養
	
  上述の実験により明らかになった子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージの性質
がいかに獲得されるかを調べるために、非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージを
ESC とトランズウェルチャンバーを用いて共培養し、IL-6、CXCL9、CXCL10 の遺
伝子発現の変化を検討した (n=6)。これらの遺伝子は、腹腔内マクロファージによる
向炎症作用や Th1 型免疫の減弱といった子宮内膜症特有の性質に関与する可能性が
ある遺伝子であり、これらの遺伝子発現の変化に着目した。
	
  腹腔内マクロファージ単独で培養した際の IL-6 の mRNA 発現 (コントロール) を
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1 とすると、ESC との 24 時間の共培養により非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファ
ージにおける IL-6 の mRNA 発現は、2.57 ± 0.05 倍と有意に上昇した (p < 0.01)。
腹腔内マクロファージを単独で培養した際の CXCL9 の mRNA 発現 (コントロール)
を 1 とすると、
ESC との 24 時間の共培養により CXCL9 の mRNA 発現は、0.54 ± 0.18
倍となりコントロールの 53.6%と有意に低下した (p < 0.01)。腹腔内マクロファージ
を単独で培養した際の CXCL10 の mRNA 発現 (コントロール) を 1 とすると、ESC
との 24 時間の共培養により CXCL10 の mRNA 発現は、0.48 ± 0.16 倍となり、コン
トロールの 47.8%に有意に低下した (p < 0.05) (図 8)。
	
  ESC とのトランズウェルチャンバーを用いた共培養により、非子宮内膜症患者の
腹腔内マクロファージは子宮内膜症に特有の性質に変化することが示唆された。そし
てこの変化には直接の細胞間接着は必要ではなかった。

培養上清を用いた非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージの刺激実験
	
  腹腔内マクロファージの病的な性質獲得に必要な因子をさらに調べるために培養
上清を用いた刺激実験を行った。上清のみ、ESC の 24 時間培養上清、腹腔内マクロ
ファージと ESC の 24 時間培養上清を用意し、非子宮内膜症患者の腹腔内マクロフ

23

ァージをこの 3 種類の上清で 24 時間刺激を行い、IL-6、CXCL9、CXCL10 の遺伝
子発現の変化を検討した(n=9)。
	
  腹腔内マクロファージを上清のみで刺激したコントロールにおける IL-6 の発現を
1 とすると、ESC の培養上清による刺激で IL-6 の発現は 1.29 ± 0.05 倍であり変化
を認めなかった。共培養の培養上清による刺激で IL-6 の発現はコントロールに対し
2.37 ± 0.36 倍となり有意に上昇した (p < 0.01)。また、IL-6 の発現において ESC の
培養上清刺激と共培養の培養上清刺激の間に有意差を認めた (p < 0.05)。
	
  腹腔内マクロファージを上清のみで刺激したコントロールにおける CXCL9 の発
現を 1 とすると、ESC の培養上清による刺激で CXCL9 の発現はコントロールに対
し 1.12 ± 0.20 倍と変化せず、共培養の培養上清による刺激においても 1.16 ± 0.19
倍と変化しなかった。
	
  腹腔内マクロファージを上清のみで刺激したコントロールにおける CXCL9 の発
現を 1 とすると、ESC の培養上清による刺激で CXCL10 の発現はコントロールに対
し 5.24 ± 2.48 倍と変化せず、共培養の培養上清による刺激においても 3.68 ± 2.07
倍と変化しなかった。 (図 9)。
	
  ESC の培養上清による刺激で、非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージにおけ
る IL-6、CXCL9、CXCL10 の発現は変化しなかった。腹腔内マクロファージと ESC
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の共培養上清による刺激で、非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージにおける
IL-6 の発現は上昇したが、CXCL9、CXCL10 の発現は変化しなかった。子宮内膜症
特有の腹腔内マクロファージの性質獲得は、ESC からの一方向の因子ではもたらさ
れず、腹腔内マクロファージと ESC の持続的な相互作用が必要であることが示唆さ
れた。

培養上清中の PGE 2 濃度
	
  PGE2 は子宮内膜症の病態において中心的な役割を持つことが知られている。また、
他の炎症性疾患において PGE2 がマクロファージにおける CXCL10 等のケモカイン
の発現を低下させ病態の進展に関わることが示されている。そこで、腹腔内マクロフ
ァージと ESC の持続的な相互作用によりもたらされる、マクロファージの性質を変
化させる因子とし PGE2 に着目した。
	
  ESC の 24 時間培養上清、非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージと ESC の 24
時間共培養上清における PGE2 濃度の変化について検討を行った (n=5)。5 検体のう
ち 3 検体については腹腔内マクロファージ単独の 24 時間培養上清における PGE2 濃
度も測定した。なお、共培養の際の培地の量は 2 倍になっており、細胞数に対応して
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いる。
	
  腹腔内マクロファージの培養上清の PGE2 濃度は 33.0 ± 7.4 pg/ml (平均 ± 標準
誤差) 、ESC の培養上清の PGE2 濃度は 78.6 ± 33.8 pg/ml、腹腔内マクロファージ
と ESC の共培養上清の PGE2 濃度は 145.5 ± 36.3 pg/ml であった。各検体における
PGE2 濃度の比較では共培養上清で ESC 培養上清に対し有意に高かった (p < 0.05)。
腹腔内マクロファージと ESC の持続的な相互作用により、PGE2 濃度が上昇する可
能性が示唆された。

PGE 2 を用いた非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージの刺激実験
	
  最後に PGE2 刺激により腹腔内マクロファージの性質変化が起こるかについて検
討した。非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージに対し PGE2 (100nM)で 24 時間
刺激を行い、遺伝子発現の変化を検討した (n=6)。
	
  PGE2 による刺激を行っていない腹腔内マクロファージにおける IL-6 の発現 (コ
ントロール) を 1 とすると、PGE2 刺激により IL-6 の発現はコントロールに対し 1.61
± 0.16 倍と有意に上昇した (p < 0.05)。PGE2 による刺激を行っていない腹腔内マク
ロファージにおける CXCL9 の発現 (コントロール) を 1 とすると、PGE2 刺激によ
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り CXCL9 の発現は 0.72 ± 0.05 倍と有意に低下した (p < 0.05)。PGE2 による刺激を
行っていない腹腔内マクロファージにおける CXCL10 の発現 (コントロール) を 1
とすると、PGE2 刺激により CXCL10 の発現は 0.03 ± 0.01 倍と有意に低下した (p <
0.01)。(図 11)。
	
  腹腔内マクロファージと ESC の共培養によりもたらされた、腹腔内マクロファー
ジの子宮内膜症に特有な性質獲得と同様の変化が、PGE2 刺激によりもたらされるこ
とが示唆された。
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考察
	
  本研究では腹腔内マクロファージにより形成される腹腔内環境に着目し、子宮内膜
症の病態解析を試み、新たな知見を得た。
	
  はじめに子宮内膜症患者における腹腔内マクロファージの特徴を明らかにするた
めに、細胞表面抗原の解析を行った。子宮内膜症の腹腔内マクロファージは M2 型に
偏位しているとの報告があり 31、M2 型マクロファージで高発現するとされる CD163、
CD206 の発現 43, 44 について検討したが子宮内膜症患者と非子宮内膜症患者で差を認
めなかった。
	
  この結果は、非子宮内膜症群が n=6、子宮内膜症群が n=5 と検体数が少ないこと
が影響している可能性が否定できない。しかし、表 4 に示した様に網羅的遺伝子解析
結果でも CD163 と CD206 の遺伝子発現に差はみられず、これらの細胞表現抗原の
発現は同等である可能性がある。
	
  腹腔内マクロファージについて、本研究と同様にフローサイトメトリーで CD163
と CD206 の発現を調べた研究では、いずれの細胞表面抗原も子宮内膜症患者で有意
に発現が高いとする報告がある 31。一方で、免疫染色で CD163 の発現を調べた報告
では子宮内膜症患者と非子宮内膜症患者で発現に差を認めておらず 44 結果は一致し
ていない。また、卵巣癌の腫瘍随伴マクロファージは M2 型であり腫瘍の進展に関与
するとされるが、CD163 の発現は M2 型特有の遺伝子発現と相関しないとする報告
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もある 45。
	
  以上より、細胞表面抗原の発現の検討だけではマクロファージの極性や性質の評価
は行えない可能性があると考えられた。

	
  子宮内膜症の腹腔内マクロファージは病態の進行に関与する性質を持っているの
か、そして M2 型に偏位していると言えるのかを調べるため、腹腔内マクロファージ
の遺伝子発現の網羅的解析、その確証実験を施行した。
	
  網羅的解析で子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージにおいて GZMA、HLA-DRA、
B2M、HLA-F 等の抗原提示に関わる遺伝子 46, 47 の発現低下が示唆され、確証実験
でも HLA-DRA は有意に発現が低下した。また、網羅的解析で Th1 細胞誘導をもた
らす CXCL9、CXCL10、CCL548 49 の発現低下が示唆され、確証実験で CXCL10 と
CCL5 の発現低下が明らかとなった。これらは M1 型とは反する性質と考えられた。
	
  M2 型で発現が増強するとされる、組織修復、血管新生に関わる IL-8 や VEGF50, 51
は子宮内膜症の腹腔内マクロファージにおいて有意な発現増強を認め、好中球遊走作
用を有す CXCL2、CXCL3 の発現や Th2 細胞誘導に関わる CXCR452 についても有
意な発現増強を認めた。一方で、M2 型の特徴であるとされる IL-10、IL-1RA 等の
抗炎症サイトカインの発現については明らかな増強は見られず、マンノースレセプタ
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ー等の貪食に関わる遺伝子の発現増強も見られなかった。以上より M2 型で典型的と
される遺伝子発現との合致は一部であった。
	
  また、網羅的解析のパスウェイ解析において Inflammatory Response Pathway、
Cytokines and Inflammatory Response Pathway が有意なパスウェイとして挙げら
れた。確証実験でも炎症性サイトカインである IL-6、TNFα の発現の増強を認め 53、
子宮内膜症の腹腔内マクロファージは向炎症作用をもつことが示唆された。向炎症作
用は本来 M1 型の役割と考えられているが、マクロファージが子宮内膜症上皮細胞か
らの刺激により M2 型となり IL-6 を高発現する様になり子宮内膜症細胞の遊走に関
与するという報告 54 もある。
	
  これらの結果について図 12 に示した。子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージは
抗原提示能が減弱している可能性、Th2 型優位の免疫を誘導、好中球を誘導、血管
新生や線維化を促進する作用を有する一方で向炎症作用も有する可能性が示唆され
た。
	
  当初、マクロファージがサイトカインにより M1 や M2 型に分化するというマクロ
ファージ活性化、分化機構が提唱されたが 21-23、この概念はあくまで in vitro で骨髄
由来マクロファージを IFN-γ や IL-4 で刺激した場合に成り立つものであり、in vivo
の複雑な組織環境下においては、マクロファージは均一の細胞集団ではなく多彩な活
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性化、分化様式により機能を獲得しているとの指摘がなされている

55, 56。実際、脱

落 膜 マ ク ロ フ ァ ー ジ の 性 質 を 網 羅 的 解 析 で 調 べ た 研 究 に よ れ ば 、 C-C motif
chemokine ligand 18 (CCL18)、CD209、Insulin like growth factor 1(IGF-1)、CD206
等 M2 型で優位とされる遺伝子の増強が見られた一方で、M1 型でみられるとされる
C-C motif chemokine ligand 2 (CCL2)、C-C motif chemokine ligand 8 (CCL8) 等
の向炎症性サイトカインの発現増強も見られた 57。また、一般的に M2 型であるとさ
れる腫瘍随伴マクロファージでは、癌種や腫瘍のステージで性質が異なり、より進行
した癌において M2 型の性質をより多く獲得しているとされる 58。このように iv vivo
の様々な環境下において、マクロファージの機能は多彩であり、単純に M1 型、M2
型の区別はできないことが多く、M2 like という表現で分類されることが妥当である
ことが多いことが様々な疾患における研究で示されてきている

59, 60。以上より、本

研究で明らかになった子宮内膜症の腹腔内マクロファージの性質は M2 like である
と言え、病態の進行に寄与していると考えられた。

	
  つぎに、上述した子宮内膜症の腹腔内マクロファージの性質がいかに獲得されるか
について調べたるために種々の培養実験における腹腔内マクロファージの IL-6、
CXCL9、CXCL10 の発現について調べた。ESC とトランズウェルチャンバーを用い
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た 24 時間の共培養により、非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージにおける IL-6
発現の上昇、CXCL9、CXCL10 の発現低下を認めた。しかしこれは ESC の培養上
清や腹腔内マクロファージと ESC の共培養上清による刺激ではもたらされなかった。
様々な生理的、病的環境下において、間葉系間質細胞は、直接の細胞間接着やイン
ドールアミン-2, 3-ジオキシゲナーゼ、PGE2、一酸化窒素、IL-10 等の可溶性因子を
介して、マクロファージを活性化、分化させる能力を持つことが明らかにされてきた
61。創傷治癒のマウスモデルにおいて、歯肉由来の間質細胞とマクロファージの共培

養によってマクロファージが M2 型の性質を有する様になるとする報告や 62、間質細
胞の上清による刺激でも同様に M2 型へのマクロファージの分化が誘導されるとの
報告がある 63。単球から分化させたマクロファージを関節リウマチ患者の滑膜線維芽
細胞と共培養すると CXCL9 や CXCL10 の発現が低下し、線維芽細胞の培養上清に
よる刺激でも同様の発現低下が見られ、何らかの可溶性因子によるとされる報告もあ
る 64。
子宮内膜症においては、腹腔内マクロファージの子宮内膜症特有の性質獲得には、
ESC と腹腔内マクロファージ直接の細胞間接着は必要ではなく、何らかの可溶性因
子を介した持続的な相互作用が必要であると考えられた。
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  PGE2 が子宮内膜症の発症、進展に関わることは知られ、ESC や腹腔内マクロファ
ージからの分泌により子宮内膜症の腹腔内に高濃度に存在していることが知られて
いる 32-36。そこで、腹腔内マクロファージの性質獲得に必要な可溶性因子として PGE2
が関与するとの仮説のもとに研究を行った。
	
  培養上清中の PGE2 濃度を調べたところ、腹腔内マクロファージと ESC の共培養
上清において、ESC の培養上清と比較し PGE2 濃度が有意に上昇していた。そして
非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージに対し PGE2 で刺激を行うと、IL-6 発現
の上昇、CXCL9、CXCL10 の発現低下を認め、共培養の際と同様の変化を認めた。
CXCL10 の発現抑制効果は、共培養実験より大きかったが、これは検体数が少ない
ことや刺激に用いた PGE2 の濃度が高い可能性、共培養では様々な因子が作用するこ
とによると可能性が考えられた。
	
  PGE2 がマクロファージの分化に関与するとする報告は散見される。乳癌の腫瘍随
伴マクロファージにおいて COX-2 は高発現しており、PGE2 は M2 型への誘導、維
持に必要である。腫瘍随伴マクロファージは腫瘍を増殖、腫瘍細胞の COX-2 発現を
増強させ、それがさらに M2 型への偏位をもたらし正のフィードバック効果で病態を
進行させるとされる 41。敗血症の研究においては、骨髄間質細胞から分泌される PGE2
がマクロファージを分化させ IL-10 の発現を増強させることで病態を改善させると
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する報告がある 65。また、動脈硬化は向炎症作用が病態に関与するとされるが、血管
内皮細胞は PGE2 を介してマクロファージにおける CXCL10 の発現を低下させ病態
を改善させるとされる 66。
	
  PGE2 は子宮内膜症の病態において様々な機序からの関与が示唆されているが、本
研究では、腹腔内マクロファージの子宮内膜症特有な性質獲得への関与が示唆された。
今後、COX-PGE2 系の阻害薬によりマクロファージの性質獲得が阻止できるかにつ
いて検討を行う予定である。

	
  	
  今回、腹腔内マクロファージの性質獲得について調べたるために種々の培養実験
における腹腔内マクロファージの IL-6、CXCL9、CXCL10 の発現について調べた。
IL-6 高発現は向炎症作用に関与し、CXCL9、CXCL10 の低発現は Th1 型免疫誘導
能の低下に関与しており、これらの遺伝子発現の特徴は子宮内膜症に特有のものであ
ると考えられる。その他の子宮内膜症の腹腔内マクロファージに特徴的な遺伝子の発
現変化についても今後検討が必要である。

	
  今回の研究により示唆される子宮内膜症の発症、進展の機序についてまとめる。機
能性月経困難症患者の腹腔内 PGE2 濃度は高く 32, 67, 68、将来子宮内膜症を発症する
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割合が高いと言われている 69, 70。PGE2 には、子宮内膜間質細胞のアポトーシスを抑
制する作用があるため、機能性月経困難症等で腹腔内に PGE2 が高濃度に存在する環
境下においては、逆流月経血中の子宮内膜間質細胞が処理されにくい可能性がある
37。腹腔内に排除されずに残存した子宮内膜間質細胞は、高濃度の

PGE2 下で腹腔内

マクロファージとの相互作用により腹腔内マクロファージを子宮内膜症に特有の性
質に偏位させる。異常に偏位した腹腔内マクロファージは Th2 型免疫を誘導、好中
球を誘導し腹腔内を慢性炎症状態にし、過剰な血管新生作用や線維化作用により組織
の癒着をおこす。このような腹腔内環境の形成により子宮内膜症は進展し、様々な症
状を呈する様になる可能性が示唆された(図 13)。
	
  子宮内膜症患者の疼痛に対して COX2-PGE2 系の阻害薬である NSAIDs や COX
inhibitor は有効であることが多いが、これらの薬剤は疼痛緩和の効果だけではなく、
子宮内膜症の発症や進展の抑制効果を有する可能性がある。大腸癌や乳癌の研究にお
いては PGE2 の受容体である EP2 や EP4 の阻害により腫瘍細胞の増殖抑制効果や、
腫瘍随伴細胞における VEGF 等のサイトカイン産生抑制効果が、マクロファージ等
の免疫担当細胞への効果により病態制御が可能となり新たな治療戦略となり得る可
能性が示唆されている 71, 72。子宮内膜症においても ESC における EP 受容体の発現
に関する研究 73 や EP 受容体阻害剤の有効性を検証した研究 74 はある。今後は子宮
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内膜症の腹腔内マクロファージにおける EP 受容体の発現や役割についての研究を
進め、腹腔内マクロファージを中心とした腹腔内環境の改善が治療ターゲットになり
得るかについての研究が期待される。
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まとめ
1.

M2 型マクロファージの細胞表面抗原である CD163 と CD206 の発現は、子宮
内膜症患者と非子宮内膜症患者で差を認めなかった。

2.

子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージは、抗原提示能 (HLA-DR) が低下し
Th1 型細胞の遊走能 (CXCL10、CCL5) が低下している。一方で、好中球遊走
作用 (CXCL2、CXCL3) や血管新生作用 (IL-8、VEGF) 、向炎症作用 (IL-6、
TNFα) が強く、M2 like な性質に偏位している。

3.

ESC とのトランズウェルチャンバーを用いた共培養により、非子宮内膜症患者
の腹腔内マクロファージにおける CXCL9 の発現が低下、CXCL10 の発現が低下、
IL-6 の発現が上昇した。

4.

ESC の培養上清や ESC と腹腔内マクロファージの共培養上清による刺激では、
非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージにおける CXCL9、CXCL10、IL-6 の
発現は変化しなかった。

5.

ESC と腹腔内マクロファージの共培養上清において、ESC の培養上清と比較し
PGE2 の濃度が高かった。

6.

PGE2 の刺激により非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージにおける CXCL9
の発現が低下、CXCL10 の発現が低下、IL-6 の発現が上昇した。
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おわりに
	
  本研究ではこれまで断片的にのみ明らかにされていた子宮内膜症患者の腹腔内マ
クロファージを中心とした免疫異常について明らかにした。子宮内膜症患者の腹腔内
マクロファージは、抗原提示能 の低下、Th1 型細胞の遊走能の低下、好中球遊走作
用の増強、血管新生作用の増強、向炎症作用の増強といった性質を有し、M2 like な
性質に偏位し、子宮内膜症の病態進展に寄与していると考えられた。そして腹腔内マ
クロファージが子宮内膜症に特有の性質を獲得する機序として、ESC との持続的な
相互作用が示唆された。さらにこの相互作用ににおいて PGE2 が関与している可能性
が示唆された。
本研究で留意すべき点は腹腔内貯留液中のマクロファージをもちいていることであ
る。ESC との相互作用、病態の進行の点においては、卵巣子宮内膜症等の病変局所
に存在するマクロファージについても今後検討が必要であると考えられる。
	
  PGE2 は子宮内膜症の病態に様々な面で関与することが知られてきたが、腹腔内の
免疫異常においても関与している可能性が示された。今後、新たな治療ターゲットに
なり得ることが示唆された。
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図表

図 1. M1 型や M2 型マクロファージへの活性化、分化機構
	
  M1 型は IFNγ や LPS 等により誘導される古典的なマクロファージであり、高い
抗原提示能を持ち病原体を処理する。IL-12、IL-1β、TNFα、IL-6、IL-23 等の炎症
性サイトカインを産生し炎症応答を惹起し、CXCL9 や CXCL10 といったケモカイン
を発現し Th1 を誘導する。M２型は Th2 から放出されるサイトカインである IL-4、
IL-10、IL-13 により誘導される。M2 型は CD206 (マンノースレセプター) 等の高発
現により貪食能が高く、IL-10、IL-1RA 等の抗炎症サイトカインを産生、さらなる
Th2 の誘導をもたらす。そして寄生虫の除去や病原体の貪食、組織修復や免疫制御
に働く。
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表１．子宮内膜症患者の背景
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表 2．非子宮内膜症患者の背景
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表 3. マイクロアレイ分析に用いた各検体の RNA 濃度・持ち込み量
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表 4. 各プライマーの塩基配列
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図 2. トランズウェルチャンバーを用いた ESC と腹腔内をファージの共培養
	
  非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージを 12 ウェルプレートに 5×105 個/ml で
培養し、1-2 日後に PBS で 1 回洗浄した後、ポアサイズが 0.4µm のトランズウェル
インサート上に ESC を 2×105 個/ml で加え共培養を行った。共培養開始から 24 時間
後に腹腔内マクロファージ、および培養上清を回収した。
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図 3. 培養上清による ESC の刺激
	
  ①RPMI1640 培地を 24 時間、5%CO2、37 ℃の条件でおいた上清、②ESC を 2×105
個/ml で RPMI1640 培地に 24 時間、5%CO2、37 ℃の条件で培養し、回収した上
清、③非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージと ESC を 24 時間共培養し、回収
した上清を準備した。非子宮内膜患者の腹腔内マクロファージを 12 ウェルプレート
に 5×105 個/ml で培養し、1-2 日後に PBS で 1 回洗浄した後①、②、③の各上清を添
加し 24 時間後に腹腔内マクロファージを回収した。
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(D)

図 4. フローサイトメトリーを用いた腹腔内マクロファージの細胞表面抗原の
解析
	
  M2 型マクロファージの細胞表面抗原とされる CD163 と CD206 の発現について、
フローサイトメトリーを用いて解析を行った。非子宮内膜症群 (CT 群, n=6)、子宮
内膜症群 (EM 群, n=5) で比較を行った。
(A) 抗 CD14 抗体付磁気ビーズを用いた磁気細胞分離法により単離し、CD14 陽性
細胞の割合は 88.9 ± 3.4% (平均 ± 標準誤差)であった。(B) CD14、CD163、CD206
の発現についての代表的なフローサイトメトリー結果を示す。(C) CD163 陽性率は
CT 群で 78.9 ± 6.6%、EM 群で 72.4 ± 6.9%であり差を認めなかった。CD206 陽性率
は CT 群で 58.8 ± 6.3%、EM 群で 51.2 ± 7.3%であり差を認めなかった。(D) CD163
の MFI は CT 群で 16.8 ± 5.7、EM 群で 13.0 ± 3.1 であり差を認めなかった。CD206
の MFI は CT 群で 4.4 ± 0.9、EM 群で 4.2 ± 0.7 であり差を認めなかった。
検定には Student’s t test を用いた。
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図 5. 全遺伝子の発現図
	
  非子宮内膜症患者 (CT)、子宮内膜症患者 (EM) 由来の腹腔内マクロファージに対
し、mRNA 発現の網羅的遺伝子解析を行った。横軸は CT における発現値を示し、
縦軸は EM / CT の発現比を示し、全遺伝子の発現について図に示した。特徴的な遺
伝子について示した。
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表 5. 細胞表面抗原 (CD163、CD206) の発現
	
  非子宮内膜症患者 (CT)と子宮内膜症患者 (EM) における細胞表面抗原 (CD163、
CD206) の発現について表に示す。

56

表 6. 子宮内膜症患者で発現比が高い遺伝子
	
  子宮内膜症患者 (EM) において非子宮内膜症患者 （CT）と比較して発現が高い
遺伝子を表に示す。
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表 7. 子宮内膜症患者において発現比が低い遺伝子
	
  子宮内膜症患者 (EM) において非子宮内膜症患者 （CT）と比較して発現が低い
遺伝子を表に示す。

58

表 8. 子宮内膜症で発現が増強する遺伝子で有意なパスウェイ
	
  子宮内膜症患者 (EM) において非子宮内膜症患者 （CT）と比較して 2 倍以上の
発現増強を認める遺伝子で有意とされるパスウェイを表に示す。
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表 9. 子宮内膜症で発現が低下する遺伝子で有意なパスウェイ
	
  子宮内膜症患者 (EM) において非子宮内膜症患者 （CT）と比較して 2 倍以上の
発現低下を認める遺伝子で有意とされるパスウェイを表に示す。
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図 6. 子宮内膜症患者で発現比が高い遺伝子の確証実験
	
  マイクロアレイ分析において子宮内膜症患者で発現量が高かった遺伝子に関し確
証実験を行った。検体は新たに回収し、非子宮内膜症群 (CT 群、n=6)、子宮内膜症
群 (EM 群、n=11) における遺伝子発現の差を RT-PCR で検討した。IL-6 の発現は
EM 群で有意に高かった (p < 0.01)。IL-8 の発現は EM 群で有意に高かった (p <
0.05)。CXCR4 の発現は EM 群で有意に高かった (p < 0.01)。CXCL2 の発現は EM
群で有意に高かった (p < 0.05)。CXCL3 の発現は EM 群で有意に高かった (p < 0.01)。
VEGF の発現は EM 群で有意に高かった (p < 0.01)。TNFα の発現は EM 群で有意
に高かった (p < 0.05)。
	
  検定には Wilcoxon の順位和検定を用いた。
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図 7. 子宮内膜症患者で発現比が低い遺伝子の確証実験
	
  マイクロアレイ分析において子宮内膜症患者で発現量が低かった遺伝子に関し確
証実験を行った。検体は新たに回収し、非子宮内膜症群 (CT 群、n=6)、子宮内膜症
群 (EM 群、n=11) における遺伝子発現の差を RT-PCR で検討した。HLA-DRA の
発現は EM 群で有意に低かった (p < 0.01)。CXCL10 の発現は EM 群で有意に低か
った (p < 0.05)。CCL5 の発現は EM 群で有意に低かった (p < 0.05)。HLA-F と
CXCL9 については有意差を認めなかった。
	
  検定には Wilcoxon の順位和検定を用いた。
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図 8. 非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージと ESC の共培養
	
  非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージを ESC とトランズウェルチャンバーを
用いて 24 時間共培養した。腹腔内マクロファージからの RNA を抽出し cDNA に逆
転写した。IL-6、CXCL9、CXCL10 の遺伝子発現の変化を検討した (n=6)。
	
  腹腔内マクロファージを単独で培養した際の IL-6 の mRNA 発現 (コントロール)
を 1 とすると、ESC との 24 時間の共培養により非子宮内膜症患者の腹腔内マクロフ
ァージにおける IL-6 の mRNA 発現は、2.57 ± 0.05 倍と有意に上昇した (p < 0.01)。
	
  腹腔内マクロファージを単独で培養した際の CXCL9 の mRNA 発現 (コントロー
ル) を 1 とすると、ESC との 24 時間の共培養により CXCL9 の mRNA 発現は、0.54
± 0.18 倍となりコントロールの 53.6%と有意に低下した (p < 0.01)。
	
  腹腔内マクロファージを単独で培養した際の CXCL10 の mRNA 発現 (コントロー
ル) を 1 とすると、
ESC との 24 時間の共培養により CXCL10 の mRNA 発現は、0.48
± 0.16 倍となり、コントロールの 47.8%に有意に低下した (p < 0.05)。
	
  検定には Wilcoxon の順位和検定を用いた。
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図 9. 非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージに対する培養上清による刺激
	
  ①上清のみ、②ESC の 24 時間培養上清、③腹腔内マクロファージと ESC の 24
時間培養上清を用意し、非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージをこの 3 種類の上
清で 24 時間刺激を行った。腹腔内マクロファージからの RNA を抽出し cDNA に逆
転写し IL-6、CXCL9、CXCL10 の遺伝子発現の変化を検討した (n=9)。
	
  腹腔内マクロファージを上清のみで刺激したコントロールにおける IL-6 の発現を
1 とすると、ESC の培養上清による刺激で IL-6 の発現は 1.29 ± 0.05 倍であり変化
しなかった。共培養の培養上清による刺激で IL-6 の発現はコントロールに対し 2.37
± 0.36 倍となり有意に上昇した (p < 0.01)。また、IL-6 の発現において ESC の培養
上清刺激と共培養の培養上清刺激の間に有意差を認めた (p < 0.05)。
	
  腹腔内マクロファージを上清のみで刺激したコントロールにおける CXCL9 の発
現を 1 とすると、ESC の培養上清による刺激で CXCL9 の発現はコントロールに対
し 1.12 ± 0.20 倍と変化せず、共培養の培養上清による刺激においても 1.16 ± 0.19
倍と変化しなかった。
	
  腹腔内マクロファージを上清のみで刺激したコントロールにおける CXCL9 の発
現を 1 とすると、ESC の培養上清による刺激で CXCL10 の発現はコントロールに対
し 5.24 ± 2.48 倍と変化せず、共培養の培養上清による刺激においても 3.68 ± 2.07
倍と変化しなかった。
	
  検定には Wilcoxon の順位和検定を用いた。
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図 10. 培養上清中の PGE 2 濃度
	
  腹腔内マクロファージの 24 時間培養上清、ESC の 24 時間培養上清、腹腔内マク
ロファージと ESC の 24 時間共培養上清における PGE2 濃度の差について検討を行
った。5 名の子宮内膜症患者から得られた異なる 5 検体の ESC に対し、5 名の非子
宮内膜症患者から得られた腹腔内マクロファージを用いて共培養を行った上清と、
ESC の上清における PGE2 濃度を、ELISA を用いて測定した。3 検体については共
培養を行っていない腹腔内マクロファージの上清における PGE2 濃度を測定した。
	
  腹腔内マクロファージの培養上清の PGE2 濃度は 33.0 ± 7.4 pg/ml (平均 ± 標準
誤差) 、ESC の培養上清の PGE2 濃度は 78.6 ± 33.8 pg/ml、腹腔内マクロファージ
と ESC の共培養上清の PGE2 濃度は 145.5 ± 36.3 pg/ml であった。各検体における
PGE2 濃度の比較では共培養上清で ESC 培養上清に対し有意に高かった (p < 0.05)。
	
  検定には Paired t test を用いた。

65

図 11. 非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージに対する PGE2 による刺激
	
  非子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージに対し PGE2 (100nM)で 24 時間刺激を
行った。腹腔内マクロファージからの RNA を抽出し cDNA に逆転写し IL-6、CXCL9、
CXCL10 の遺伝子発現の変化を検討した (n=6)。
	
  PGE2 による刺激を行っていない腹腔内マクロファージにおける IL-6 の発現 (コ
ントロール) を 1 とすると、PGE2 刺激により IL-6 の発現はコントロールに対し 1.61
± 0.16 倍と有意に上昇した (p < 0.05)。
	
  PGE2 による刺激を行っていない腹腔内マクロファージにおける CXCL9 の発現
(コントロール) を 1 とすると、PGE2 刺激により CXCL9 の発現は 0.72 ± 0.05 倍と
有意に低下した (p < 0.05)。
	
  PGE2 による刺激を行っていない腹腔内マクロファージにおける CXCL10 の発現
(コントロール) を 1 とすると、PGE2 刺激により CXCL10 の発現は 0.03 ± 0.01 倍と
有意に低下した (p < 0.01)。
	
  検定には Wilcoxon の順位和検定を用いた。
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図 12. 子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージは M2 like に偏位している
	
  子宮内膜症患者の腹腔内マクロファージはにおいて HLA-DRA の発現が減弱して
おりヘルパーT 細胞等への抗原提示能が減弱している。CXCL9 や CCL5 の発現が低
下、CXCR4 の発現が増強しており、
Th2 型優位の免疫へ偏位している。また、CXCL2、
CXCL3、IL-8 の発現増強より好中球を誘導能が高く、VEGF の発現増強より血管新
生作用が高い。一方で、IL-6、TNFαの発現増強も見られ向炎症作用を有する。
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図 13. 本研究より示唆される内膜症発症・進展機序
	
  機能性月経困難症等で腹腔内に PGE2 が高濃度に存在する環境下においては、逆流
月経血中の子宮内膜間質細胞がアポトーシス耐性となる。腹腔内マクロファージは、
子宮内膜間質細胞との持続的な相互作用により子宮内膜症に特有な性質を獲得する
ようになる。子宮内膜症に特有な性質を獲得した腹腔内マクロファージは Th2 型免
疫を誘導、好中球を誘導し腹腔内を慢性炎症状態する。また、過剰な血管新生作用や
線維化作用により組織の癒着をおこす。さらに、抗原提示能の減弱により正常に異物
が排除できず、感染等を起こしやすくなり腹腔内環境をさらに増悪させる。増悪した
腹腔内環境により、子宮内膜間質細胞はさらに処理されにくくなり、腹腔内マクロフ
ァージの性質は維持され、PGE2 濃度も高い状態となり、正のフィードバック効果で
子宮内膜症が進展する。
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略語一覧
GnRH : Gonadotropin releasing hormone
natural killer 細胞: NK 細胞
VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor
IL-8: Interleukin-8
IL-17: Interleukin-17
ESC: Endometriotic stromal cells
IL-10: Interleukin-10
IFN-γ: Interferon gamma
COX2: Cyclooxygenase-2
IL-12: Interleukin-12
IL-1β: Interleukin-1beta
TNFα: Tumor necrosis factor alpha
IL-23: Interleukin-23
CXCL9: C-X-C chemokine ligand 9
CXCL10: C-X-C chemokine ligand 10
IL-4: Interleukin-4
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IL-13: Interleukin-13
IL-1RA: Interleukin-1 Receptor Antagonist
MCP-1: Monocyte Chemotactic Protein-1
PGE2: Prostaglandin E2
rASRM: revised American Society for Reproductive Medicine
PBS: phosphate buffered saline
PFMC: peripheral fluid mononuclear cell
BSA bovine serum albumin
PPIA: Cyclophilin A
MFI: mean fluorescence intensity
IL-6: Interleukin-6
CXCL2: C-X-C chemokine ligand 2
CXCL3: C-X-C chemokine ligand 3
GZMK: Granzyme K
HLA-DRA : Histocompatibility antigen, DR alpha chain
B2M: Beta-2-microglobulin
HLA-F: Histocompatibility antigen, alpha chain F
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CCL5: C-C motif chemokine ligand 5
CXCR4: C-X-C chemokine receptor 4
CCL18: C-C motif chemokine ligand 18
IGF-1: Insulin like growth factor 1
CCL-2: C-C motif chemokine ligand 2
CCL-8: C-C motif chemokine ligand 8
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