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研究成果の概要（和文）： 重症筋無力症（MG)患者の骨格筋において筋細胞内反応が機能していることを明らかにし
た。MGの病態解明と治療においてこの反応が重要であることを示した。
MGでは、骨格筋内において小胞体ストレス応答が働いており、骨格筋における免疫反応の調整および筋保護作用、ま
た、筋再生のための情報伝達が行われている可能性を示した。さらに、MGの骨格筋において筋修復過程で見られる蛋白
の発現亢進や骨格筋の再生に欠かせない筋芽細胞の活性化が、MG患者の骨格筋において機能していた。
つまり、MGでは障害された骨格筋の修復過程に筋細胞内反応が深く関わっており、MGの病態解明のためにさらなる研
究が必要であると考えられた。

研究成果の概要（英文）： In myasthenia gravis (MG), intracellular reaction of muscle was important for
pathology and medication. We evaluated GRP78 (ER stress protein) upregulation in muscle with MG. ER
stress in muscle is important for repair after injury. Upregulation of GRP78 in MG muscle plays an
important role in muscle repair and improvement. An increase of GRP78 also plays immunoregulatory roles
in MG, such as serving as a defense mechanism against immunological attack and modulating the immune
system itself. Some MG muscles showed patchy/scarce caveolin‑3 distribution. Partial loss of caveolin‑3
expression was relatively common in MG. Caveolin‑3 levels were higher in MG vs. non‑myogenic patient.
Caveolin‑3 upregulation may be required for restoring MG muscle.
In summary, MG might have damage not only in the neuromuscular junction, but also in muscle
intracellular areas. Our findings may help to understand the muscle response in MG. However, more studies
are needed for elucidating the mechanisms.
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MG 骨格筋における GRP78 の発現

（A）筋炎、
（B）重症筋無力症、
（C）末梢神経障害
（J.Neuroimmunol,2014 より）
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