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研究成果の概要：デフェンシンは生体内に存在する内因性抗菌物質で自然免疫を担

っている。リン脂質膜透過性を亢進して、外界から侵入した病原体に対する生体防御

因子として機能するが、一方で宿主の組織や細胞に対しても組織傷害性を有している

。デフェンシンには、主に好中球に存在するαデフェンシンと気道上皮に存在するβ

デフェンシンがあり、申請者らは、高感度ラジオイムノアッセイ法を確立して、血清

、胸水、気管支肺胞洗浄液、などの検体を用いたデフェンシンの定量化や病理組織を

用いた免疫組織学適検討により、呼吸器疾患の病態におけるデフェンシンの意義につ

いて詳細に解析してきた。本研究では、呼吸器感染症を対象にデフェンシンの病態生

理学的意義を解明し、臨床応用するための基礎データを集積した。また新規に開発さ

れたマイクロサンプリング法を用いて気道局所から気道被覆液をサンプリングし、呼

吸器感染症患者で局所発現しているデフェンシンを定量化した。また、新規デフェン

シンであるプレクタシンについてcolony count assay法により、従来のデフェンシ

ン同様に抗菌活性を有していることを解明した。デフェンシンは亜型が多く、複数の

デフェンシンの組み合わせにより、抗菌作用に相乗効果があることを報告した。デフ

ェンシンの組織傷害と抗菌作用の発現には濃度による差があるため、今後の治療応用

が可能である。デフェンシンはウイルスや抗酸菌に対しても抗菌作用があり、本研究

で得られた成果は、難治性呼吸器感染症の新規治療ツールとしてデフェンシンを活用

する場合の基礎データとなる。当初の研究計画に沿って、概ね事業は終了し、臨床応

用へ向けた次の段階へ進むことができた。 
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１．研究開始当初の背景 

デフェンシンは生体内に存在する内

因性抗菌物質で外界から侵入した病原

体に対して生体防御因子として機能す

る抗菌ペプチドであるが、一方で宿主の

組織や細胞に対しては組織傷害的に作

用している。デフェンシンには、主に好

中球に存在するαデフェンシンと気道

上皮に存在するβデフェンシンがあり、

申請者らはこれまでに、高感度ラジオイ

ムノアッセイ法を確立して、血清、胸水、

気管支肺胞洗浄液、などのデフェンシン

の定量化や病理組織を用いた免疫組織

学的検討を行い、呼吸器疾患の病態にお

けるデフェンシンの意義について詳細

に解析してきた。現在、新興再興感染症

や多剤耐性菌の出現などから、抗病原体

物質の製薬化や誘導が注目されており、

一般細菌だけでなく、ウイルスや抗酸菌

にも抗菌作用を有するデフェンシンは

新たな治療ツールとして重要である。 

 

２．研究の目的 

 呼吸器感染症におけるデフェンシンの病

態生理学的意義を解明し、内因性生理活性物

質を医療シーズとして治療応用するための

基礎データを集積する。また、新規デフェン

シンであるプレクタシンの抗菌活性や生理

機能を解析し、既存のデフェンシンとの抗菌

力の相違を検討する。 

 

３．研究の方法 

（１）呼吸器感染症患者の血清中デフェンシ

ン濃度の測定 

 呼吸器感染症患者の血清を対象にβ1～4

デフェンシンを高感度ラジオイムノアッセ

イ法により測定し、健常人と比較する。 

（２）呼吸器感染症における気道被覆液の回

収と被覆液中デフェンシン濃度の測定 

 緑膿菌による慢性気道感染患者を対象に

気管支鏡下にマイクロサンプリングチュー

ブで、気道被覆液を回収する。回収した気道

被覆液中のβデフェンシン 1～4 を高感度ラ

ジオイムノアッセイ法により測定する。ムコ

イド型と非ムコイド型緑膿菌におけるデフ

ェンシンの発現の差を評価する。 

（３）βデフェンシン 1～4 の抗菌活性と亜

型の組み合わせの違いによる抗菌活性の評

価 

 radial diffusion assay 法と colony count 

assay 法で大腸菌に対するβデフェンシン 1

～4 の抗菌活性を評価する。また亜型 2 種類

を混合させたときの抗菌活性の相互効果を

評価する。 

（４）気道上皮細胞におけるβデフェンシン

誘導の評価 

培養気道上皮細胞を lipopolysaccharide

とともに培養し、上清中のβデフェンシンを

ELISA 法にて測定する。また培養細胞中の

m-RNA を回収して、RT-PCR 法によりデフェン

シンの生合成を検討した。 

（５）プレクタシンの抗菌活性評価 

colony count assay 法で大腸菌に対するプ

レクタシンの抗菌活性を評価し、βデフェン

シンと比較検討する。またβデフェンシンと

の相乗効果の有無について検討する。 

 

４．研究成果 

（１）呼吸器感染症患者の血清中デフェンシ

ン濃度の測定 

 急性呼吸器疾患患者ではβデフェンシン 2

～4が急性期に上昇し、回復期には低下した。

一方、βデフェンシン 1は急性期の上昇はな

く、回復期と差はなかった。 



（２）気道被覆液中のデフェンシン濃度 

 緑膿菌による慢性気道感染症患者ではβ

デフェンシン 1と 3が健常者に比較して高値

であった。βデフェンシン 2と 4は健常者で

すべて測定できず、慢性気道感染症患者の約

半数で測定可能であった。ムコイド型ではβ

デフェンシン 2と 4が高値であった。 

（３）βデフェンシン 1～4 の抗菌活性と亜

型の組み合わせによる抗菌活性の違いの評

価 

 すべての亜型でβデフェンシン 2が最も抗

菌活性が強かった。また、βデフェンシン 2

と 4はムコイド型緑膿菌に対して相乗的に抗

菌活性が発現した。緑膿菌感染に対する生体

側の自然免疫応答にムコイド型と非ムコイ

ド型で相違があることが解明された。ムコイ

ド型緑膿菌における生体防御系ではβデフ

ェンシン 2と 4が特に重要であることが推察

された。 

（４）気道上皮細胞におけるβデフェンシン

の誘導の評価 

 Lipopolysaccharide の刺激により、培養気

道上皮細胞からβデフェンシン 2と 4の放出

を認めた。また、βデフェンシン 4の生合成

の亢進が確認された。このことから、病原体

による気道上皮細胞のデフェンシン誘導が

確認された。 

（５）プレクタシンの抗菌活性評価 

プレクタシンは大腸菌に対してβデフェ

ンシン 2より弱く、βデフェンシン 4よりは

強い抗菌活性を示した。他のデフェンシンと

の間に抗菌活性の相乗効果や減弱作用など

の相互作用はなかった。 
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