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緒　言

　美白剤に含まれる白樺樹皮由来のフェノール化合物で
あるロドデノール（英語表記：rhododendrol）が皮膚の白斑
症を誘発するため社会的問題になった事は記憶に新しい 1)．
我々は既に美白剤ロドデノールで誘発される白斑が自己
免疫病であり，HLA-DR4が遺伝要因であること，さら
にその発症機序についてはロドデノールの結合を受けた
チロシナーゼ蛋白から「隠蔽自己抗原ペプチド（cryptic-
self peptides）」が産生され，これを非自己と誤認したT細
胞によってメラノサイトが傷害されるという事を解明し
ている．
　この隠蔽自己ペプチド分子機構の基礎的見地となる発見
は我々の研究で，自己のインスリン分子に反応するT細胞
によって引き起こされる自己免疫病（インスリン自己免疫
症候群）からであった．インスリン分子はS-S結合が 3箇
所存在するペプチドダイマーだが，ここにバセドウ病の治
療に用いられるメチマゾールのような還元剤が作用すると
一部のS-S結合が切断されてα鎖のモノマーが出現する．
この分子はHLA-DRB1*04: 06 に高親和性に結合する構造
モチーフを持っているため生理的には存在しないHLA-ペ

プチド複合体が多数出現する事となる．生体はこれを「免
疫学的非自己」と勘違いしてT細胞を活性化し，インスリン
に対する抗体が産生されて低血糖のような症状を引き起す
2)．
　このような分子機構がロドデノールによって引き起こさ
れる機序ついてはFig.1 に示すとおりである．チロシナー
ゼにロドデノールやその代謝産物が結合する事によってア
ロステリック効果にみられるような酵素の高次構造変化が
おこり，通常では切断されないような部分でプロテアーゼ
による切断がされ生理的には存在しない抗原ペプチド（こ
れが隠蔽自己抗原）が出現する事が考えられる．この抗原
が患者のMHCの抗原収容溝に結合すると抗原提示・免疫
応答がおこりメラノサイトが傷害される．このような免疫
応答がロドデノールで誘発されるのであれば，この隠蔽
自己抗原ペプチドという概念を用いる事によってロドデ
ノールは「抗腫瘍免疫応答」を誘導できるはずであると考
え，メラノーマの新規治療への応用を試みる研究を開始
した．C57BL/6由来のメラノーマ細胞であるB16を用い
て行ったマウス実験においては，予想通り腫瘍抑制効果
を確認している．ロドデノール処理したB16細胞で免疫さ
れたマウスは免疫されなかったマウスに比べて体内にお
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Fig. 1.  白斑症と隠ぺい自己抗原（仮説）．
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ける腫瘍の成長抑制を有意に示し，ロドデノール処理群は
全身性の白斑症を発症した．注目すべきはマウスにはロド
デノールを直接注射したり塗ったりしたわけではないとい
う点である．既存の実験系においてはロドデノールによる
直接的な細胞障害は考えられず，自己の免疫系を介して起
こった事象であると思われるが，今回の研究においてはロ
ドデノールが腫瘍細胞に与える直接的な作用（障害）につい
ても観察を進めた．またロドデノール以外（熱処理など）も
高次構造を変化させ，隠ぺい自己抗原を発現しうる可能性
についても検討した．さらに皮膚科学会が発表した疫学調
査報告においては，ロドデノール誘発性白斑症に合併して
尋常性白斑が確認された例が14 %あったとされている．白
皮症の中でも最も頻度が高い疾患であり治療抵抗性で再
発頻度も高い難治性疾患として知られている尋常性白斑に
ついても検討した．本症の病因についてはまだはっきりと
解明されていない点が多く，単一疾患ではなくおそらく多
種の原因によって惹起される色素脱色症であろうと考えら
れている．現在知られているだけでも（1）HLA型との関連
ではDR4を有するものが高頻度である事（遺伝要因），（2）血
清中の色素細胞抗原に反応する抗色素細胞抗体の存在が報
告されており抗体依存性細胞障害（ADCC）を介して色素細
胞を傷害する事，（3）HLA-A*0201に拘束されたCD8+T細
胞が末梢血中に存在するという報告がある．既に構築され
ている我々の系を用いて，ロドデノール誘発性白斑症と同
様の原理が尋常性白斑にもあてはまるかどうかも解析した．

材料と方法

ペプチド合成
　ヒトメラノーマ関連T細胞エピトープの各種報告に基
づいてペプチドを合成，精製した 3, 4)．
末梢血単核細胞（PBMCs）
　埼玉医科大学病院IRBの承認を得て研究を開始した．
　同意を得られた尋常性白斑の患者2名（V01～V02）より

静脈血の提供を受け，Ficoll-Paqueを用いた勾配遠心分離
を用いて調製した．PBMCはペプチドと共培養し，残り
の細胞は凍結保存した．顆粒白血球から得られたDNAは
HLA研究所（京都）でHLAタイピングを行った．
T細胞ラインの樹立
　PBMCは 10 % HS（human serum）/PRMI1640 培地を用い
て培養した．96穴プレート（平底）60 wellの 1 well当た
り1.5×105 の細胞とTableⅠに示したチロシナーゼ由来の
ペプチドで共培養を開始し，8 -10日後には自己PBMC

（1.5×105 /well）にペプチドパルスとX線照射（30 Gy）処理
を行った細胞をブラスト化したT細胞へ添加した．さらに
7日間培養を維持した後にペプチドに対する反応性を決定
した．
熱処理が高次構造を変化させ隠ぺい自己抗原を発現しうる
可能性
動物実験は実験動物委員会の承認を得て研究を開始した．
　6～8週令の雌マウス（C57/BL6・チャールズリバー）に（1）
免疫なし，（2）ロドデノール処理B16細胞，（3）熱処理B16
細胞，（4）X線照射B16 細胞，（5）熱処理 +X線照射B16 細
胞の条件下において，7日おきにPBSで調整した2×106 個
の細胞を3回免疫した後，X線照射していない（増殖可能）
B16細胞 2×106 個を投与して腫瘍長径を観察した．
メラノーマに対するロドデノールを用いた免疫療法とペプ
チドを用いた免疫療法の比較
　6～8週令の雌マウス（C57/BL6・チャールズリバー）にX
線照射していない（増殖可能）B16細胞1×104個をPBSで調整
後マウスの両背側に注射した．その2日後より7日おきに成
長抑制効果を観察すべく（1）コントロール群：10 %EtOH，

（2）ロドデノール処理細胞投与群：ロドデノール処理（20μg/
mlで18時間共培養ののち洗浄）とX線処理（60 Gy）をして
PBSで調整したB16細胞2×106 ，（3）ロドデノール単独投与
群：ロドデノール（1 mg/100 μl）の3条件についてマウス右
背側のみに注射し両背側の腫瘍長径を観察した．

Table Ⅰ.  Tyrosinase-derived synthetic peptides
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結　果

　ロドデノール以外にも高次構造を変化させ隠ぺい自己
抗原を発現しうる可能性として検討した熱処理について
の結果は，確かに熱処理でも効果はみられたがロドデノー
ル処理の方がより効果的であった．患者検体（採血）から
得られたHLA-DRB1の結果は，TableⅡに示したとおり
ロドデノール誘発性白斑患者（R01～8）では8名中7名が
HLA-DR4陽性．尋常性白斑患者（V01～02）では2名中2
名がHLA-DR4陽性（日本人集団でのHLA-DR4の陽性率は
30 -40 %）という結果であった．しかし，チロシナーゼ由来
の自己ペプチドに反応するT細胞を観察すると尋常性白斑
患者（V01～02）においては2名ともチロシナーゼペプチド
特異性T細胞クローンを樹立する事は出来なかった．
　またマウスを用いた実験では，コントロール群に比べて
ロドデノール単独皮下投与群共に腫瘍の成長抑制効果を確
認する事は出来なかった（データ未提示）．

考　察

　がん抗原の高次構造を変化させるだけであれば，熱処理
などでも達成される．そこでチロシナーゼをロドデノール
処理した場合と，熱処理した場合とで抗メラノーマ免疫の
誘導能を比較したがロドデノール処理のほうがはるかに効
果的であった．これはおそらくロドデノール処理のほうが
特定の高次構造の変化を誘導し，特定のペプチド断片が高
濃度で出現するためであろうと推測される．
　尋常性白斑の患者はロドデノール誘発性白斑の患者同様
HLA-DR4陽性であるもののMHCが認識するペプチドは
一致していない可能性が高く，その病因も自己免疫機構そ
のものが関与していない可能性が示唆される．
　現在メラノーマに対する抗原特異的免疫応答誘導による
免疫療法の主流はペプチド療法である．特定のペプチドを

投与することにより，そのペプチドに特異的な免疫応答を
誘導することができるが，同時にこれは抗原提示分子を限
定する（HLA対立遺伝子産物を限定する）ことになる．それ
に対してロドデノールを用いたメラノーマの免疫療法に
おいては特定のペプチドに限定されることはなく，抗原提
示分子のスペクトルが広くなる．今後は，メラノーマに限
定せず様々な腫瘍における既知の腫瘍抗原蛋白に結合する
低分子のスクリーニングシステム（チロシナーゼとロドデ
ノールのような関係をハイスループットで同定するシステ
ム）の有用性の証明に注力したい．
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