
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

Annual Report of the Institute for
Virus Research, Kyoto University,
Volume.48, 2005( 生体防御研究分野
)

Annual Report of the Institute for Virus Research, Kyoto University, Volume.48, 2005.
Annual Report of the Institute for Virus Research, Kyoto University 2006, 48

2006-04-14

http://hdl.handle.net/2433/24183



DEPARTMENT OF BIOLOGICAL RESPONSES 
LABORATORY OF BIOLOGICAL PROTECTION 
 
     Our laboratory has made two major achievements. First, we have found that fetal and adult 
hematopoietic stem cells have different developmental potential to differentiate into lymphocytes. 
Second, we have demonstrated that interleukin-7 controls DNA recombination of lymphocyte 
antigen receptor genes by changing chromatin structure. Both of them are related with fundamental 
questions in medicine and biology. 
     Based on these findings, we are now pursuing research on development and regulation of the 
immune system, focusing on the following questions: (1) molecular mechanism of lineage decision 
of immune cells from hematopoietic stem cells; (2) control mechanism of lymphocyte antigen 
receptor genes by chromatin structural changes; (3) regulation of immune response by controlling 
cytokine receptor expression. 
 
1) Accessibility Control of the Vγ Region by Stat5: S. TANI-ICHI and K. IKUTA 
 
     The IL-7 receptor (IL-7R) plays an essential role in γδ T cell development by inducing V-J 
recombination in the T cell antigen receptor (TCR) γ locus. Previously, we have shown that Stat5 
activated by the IL-7R recruits transcriptional coactivators to Jγ germline promoter, and controls 
the accessibility of the TCRγ locus by histone acetylation. These data strongly suggest that Stat5 
pathway in IL-7R signaling controls the accessibility of Jγ chromatin. In contrast, little is known 
about the accessibility control of Vγ region. To elucidate the role of Stat5 in the control of Vγ 
region, we analyzed the germline transcription and histone modifications in a cytokine-dependent 
hematopoietic progenitor line, Ba/F3. The TCRγ locus contains three control elements, Jγ germline 
promoter, 3’ enhancer (Eγ), and HsA, all of which have conserved Stat binding motifs. The Vγ 
region is comprised of Vγ5, HsA, Vγ2, Vγ4, and Vγ3, in this order. The level of histone acetylation 
was high at Vγ5 and HsA, but low at other sites, with cytokine stimulation. The Ba/F3 transfectant 
with constitutively-active Stat5 cDNA showed a similar pattern of histone acetylation even without 
cytokine as Ba/F3 cells, suggesting that Stat5 can induce the histone acetylation at Vγ5 and HsA in 
Ba/F3 cells. Similarly, the germline transcription was induced at high levels in Vγ5 and HsA. Stat5 
binding was detected at HsA, but not at Vγ5, by ChIP assay. However, Stat5 and HsA did not 
enhance the transcriptional activity of the Vγ5 promoter. These results suggested that Stat5 controls 
the chromatin of Vγ5 and HsA by unknown mechanisms and that it may play a role in differential 
control of Vγ accessibility. 
 
2) The IL-7 Receptor Controls the Accessibility of the TCRγ Locus by Stat5-Independent 

Mechanism: K. MAKI, T. TAKEMORI, S. HAYASHI, K. IKUTA 



     The IL-7 receptor (IL-7R) plays an essential role in γδ T cell development by inducing V-J 
recombination in the TCRγ locus. Previously, we have shown that Stat5 pathway in IL-7R signaling 
regulates V-J recombination in the TCRγ locus. A tyrosine residue in IL-7Rα chain has been 
implicated in recruitment and activation of Stat5. To determine whether Stat5 activation is 
indispensable for γδT cell development, we introduced the IL-7R mutant with tyrosine to 
phenylalanine mutation (IL-7R FFFF) into T precursors from IL-7Rα-/- mice, and let them 
differentiate into T cells by hanging-drop fetal thymic organ culture. Surprisingly, γδT cell 
development in IL-7Rα-/- mouse was partially rescued by introducing IL-7R FFFF mutant. This 
result prompted us to examine the molecular mechanism responsible for VγJγrecombination in the 
absence of Stat5 activation. An IL-7-dependent cell line, preBR1, induces Jγ-Cγ germline 
transcripts in the presence of IL-7. Therefore, we generated hIL-4R/mIL-7R chimeric receptors in 
which the extracellular domain of mouse IL-7Rα had been replaced by that of human IL-4R, and 
then introduced it into preBR1. While hIL-4R/mIL-7R WT induced germline transcription 
equivalent to mIL-7R, hIL-4R/mIL-7R FFFF induced the 50-fold reduced level of germline 
transcripts compared to hIL-4R/mIL-7R WT. These results suggest that the accessibility of TCRγ 
locus is controlled not only by Stat5, but also by Stat5-independent mechanism. IL-7R also 
activates the src family protein tyrosine kinases (PTKs), Fyn, Lyn and Lck. To determine whether 
PTK is involved in IL-7R-induced Jγ-Cγ germline transcription, we first checked the effect of a 
PTK inhibitor, PP2. With increasing concentration of PP2, hIL-4R/mIL-7R FFFF-expressing 
preBR1 showed a dose-dependent decrease of germline transcripts. This observation suggests that 
PTK plays an important role in IL-7R-mediated Jγ-Cγ germline transcription. PTKs have been 
suggested to activate one signaling pathway, including protein kinase C (PKC), Ras, and MAP 
kinase. To examine the role of this signaling pathway in the induction of the germline transcription, 
we treated hIL-4R/mIL-7R FFFF-expressing preBR1 with either Staurosporine (PKC inhibitor), 
U0126 (MEK inhibitor) or H89 (Msk1 inhibitor). Treatment with these inhibitors significantly 
decreased the germline transcription in hIL-4R/mIL-7R FFFF-expressing preBR1. Thus, our 
findings suggest that the PTK-PKC-MAPK cascade regulates the accessibility of the TCRγ locus in 
concert with Stat5. 
 
3) Regulation of IL-7 Receptor Expression during T Cell Development: H. SHIBATA and K. 

IKUTA 
 
     Expression of the IL-7R is specifically down-regulated at two developmental stages; CD4+8+ 
thymocytes at which positive and negative selections take place, and activated T cells which 
clonally expand after antigen stimulation. Because the cell fate at those stages should be determined 
solely by the specificity and affinity of TCR, it is considered that the IL-7R, which may transmits 
undesirable growth or survival signals, should be turned off. We previously found that the down-



regulation of the IL-7R is triggered by TCR signal and that it is controlled by the level of IL-7Rα 
chain transcripts. To elucidate the role of IL-7R down-regulation during T cell development, we 
analyzed the mechanism of IL-7Rα down-regulation by TCR signal. Mouse splenic T cells were 
stimulated with plate-bound anti-CD3 antibody with or without the inhibitors for transcription, de 
novo protein synthesis, and TCR signal molecules. The expression of IL-7Rα was analyzed at 
several time points by flow cytometry and real time RT-PCR. First, we analyzed the time course of 
IL-7Rα down-regulation. Surface expression of IL-7Rα was down-regulated at 16 hr after TCR 
stimulation. TCR stimulation rapidly decreased the level of IL-7Rα mRNA, and completely shut off 
at 16hr. These results indicated that the down-regulation of IL-7Rα by TCR signal is regulated at 
the transcriptional level. Next, we checked whether TCR signal induces the down-regulation 
directly or indirectly. The down-regulation was observed in the presence of actinomycin D or 
cycloheximide, suggesting that neither mRNA degradation nor de novo protein synthesis is required. 
A highly specific inhibitor of ERK and JNK, U0126 and SP600125, respectively, blocked the 
down-regulation of IL-7Rα at the mRNA level. These inhibitors behaved in a dose-dependent 
manner. This result indicated that the ERK and JNK signals pathway play a principal role in the 
down-regulation of IL-7Rα by TCR signal. We are currently trying to identify the transcriptional 
factor, which induces IL-7Rα down-regulation. 
 
4) Role of Stat5 in Positive Selection of Thymocytes: S. OGAWA and K. IKUTA 
 
     The IL-7R plays several critical roles in lymphocyte development by promoting proliferation 
and by inducing V(D)J recombination in the TCR and Ig loci. The IL-7R has also been suggested to 
be involved in positive selection of CD8 T cells from CD4+8+ double-positive thymocytes. To 
identify the molecular mechanism controlling the positive selection, we characterized the role of 
Stat5. A double-positive thymocyte line, DPK, differentiated into CD4 T cells by TCR stimulation. 
In contrast, DPK cells, transfected with constitutively-active Stat5, differentiated into CD8 T cells 
after IL-7 stimulation. Furthermore, the differentiation into CD4 T cells was completely blocked by 
active Stat5 even after TCR stimulation. To test whether Stat5 induces the positive selection in vivo, 
we introduced the active Stat5 into T precursors from IL-7R-/- fetal liver by retrovirus and induced 
them to differentiate into T cells by fetal thymic organ culture. We observed that the active Stat5 
induces strong CD8 T cell differentiation from IL-7R-/- T cell precursors. Therefore, our study 
suggested a potential role of Stat5 in the positive selection of CD8 T cells. We are currently 
analyzing the target genes of Stat5 by microarray analysis. 
 
5) Production of the Novel Protein, Laeverin, Which Was Restrictedly Expressed in Human 

Extravillous Trophoblasts: M. UEDA 
 



     Human extravillous trophoblasts (EVTs) invade the maternal deciduas. We have raised a 
murine monoclonal antibody that specifically reacts with human EVTs, and have identified the 
antigenic molecule to be the novel protein named laeverin, molecular mass of which was 160 kDa. 
This protein contained a peptidase M1 motif, a transmembrane domain, and a zinc-binding active 
site. Its amino acid sequence is also homologous with aminopeptidase N. We produced a large 
amount of laeverin from cells infected by His tag-laeverin containing recombinant baculovirus. We 
will try to investigate the characteristics of leaverin, and to quantify the laeverin in human blood of 
early pregnancy. 
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生体応答学研究部門              Department of Biological Responses 
生体防御研究分野                Laboratory of Biological Protection 
 
 今年は 2004 年３月に、長谷川捷一助手が定年で退職した。また、４月に、医学研究科
博士課程大学院生として中田賢治が加わった。また、３月から８月にかけ医学部４回生の

松本健が自主研究生として参加した。また、１２月からは、農学部４回生の戸田嗣人が自

主研究生として参加した。このような推移で、生体防御研究分野は現在、教授１名、講師

１名、助手１名、大学院生６名、学部生１名、技術職員１名、教務補佐員１名、秘書１名

の総勢１３名となっている。このように、大学院生が増加することで研究・教育のレベル

がさらに増し、研究室の雰囲気がおおいに活性化した１年であり、今後も研究面で大きく

発展することを期待している。 
 本分野では、造血幹細胞からの免疫系細胞の細胞系列決定と初期分化の分子機構、およ

び免疫応答の制御機構を解明することを通じ、細胞分化の普遍的な原理を明らかにするこ

とを目指している。特に、インターロイキン７レセプター(IL-7R)を切り口に、転写制御や
クロマチン構造変換など、エピジェネティクスの観点から解析している。 
 
（１）Stat5による Vγ領域クロマチンの制御 
 インターロイキン７(IL-7)はリンパ球の生存、維持に重要なサイトカインである。IL-7
レセプターのノックアウトマウスでは、γδT 細胞が完全に消失することから、IL-7R から
のシグナルは γδT 細胞の分化に必須である。我々の研究室では、過去に、IL-7R の下流で
働く転写因子 Stat5 が、T 細胞抗原受容体(TCR)γ 遺伝子座の Jγ のプロモーターに結合し、
ヒストンアセチル化酵素をリクルートする結果、ヒストンアセチル化と germline転写が起
こり、組換えが誘導されることを示した。一方、TCRγ の Vγ 領域の組換えがどのような
機序で誘導されているのかについては、未だ十分解析されていない。そこで、その下流で

Stat5が活性化されることを利用して、IL-3依存性 pro-B細胞株 Ba/F3を用いて、TCRγ 遺
伝子座の Stat5 依存性を調べた。まず、サイトカイン非刺激時においては、3’エンハンサ
ー (Eγ) 領域でヒストンアセチル化レベルが中程度におこっており、それ以外の領域では
低かった。サイトカイン刺激により、Jγ や Eγ のみならず、Vγ5 やその下流に存在する制
御領域 HsA においても、高レベルのヒストンアセチル化と germline 転写が誘導された。
一方、活性型 Stat5 を導入した Ba/F3 細胞では、サイトカイン非刺激の状態において、刺
激時と同様のヒストンアセチル化が誘導されていた。以上の結果から、Vγ 領域の中でも
Vγ5 遺伝子と HsA 領域のクロマチンが、Stat5 によって制御されていることが示された。
次に、このクロマチン制御の分子機構を解析した。まず、Vγ5 プロモーターに存在する非
典型的 Stat モチーフに、Stat5 が直接結合するかどうかを EMSA 法と ChIP 法にて調べた
が、結合は見られなかった。一方、HsA 領域に存在する典型的モチーフに、Stat5 が結合
するかどうかを ChIP 法にて調べると、サイトカイン刺激依存的に結合が認められた。そ
こで、HsA が Vγ5 プロモーターに対して、エンハンサーとして働くかどうかをレポータ



ー法にて検討したが、その活性は検出されなかった。さらに、組換えへの関与は不明であ

るが、TCRγ領域全体にわたって、non-coding RNAが転写されており、Stat5依存性に発現
上昇することも明らかになった。以上の結果から、詳しいメカニズムは不明であるが、

Stat5が Vγ5遺伝子と HsA領域のクロマチンを開くことが明らかとなり、Stat5が選択的な
Vγ遺伝子の組換えを誘導する可能性が示唆された。（谷一靖江、生田宏一） 
 
（２）Stat5非依存的な機構によるTCRγ遺伝子座の制御
 IL-7R は γδ T 細胞の分化に必須であり、下流シグナルにおいて Stat5 の活性化が TCRγ
遺伝子座における V-J 組換えを誘導する。IL-7R は Stat5 のみならず、MAP キナーゼや
Src ファミリーキナーゼといった様々なシグナル伝達分子を活性化するが、それらの機能
は明らかになっていない。そこで Stat5の活性化に必要と考えられている IL-7Rα鎖細胞質
内領域のすべてのチロシン残基をフェニールアラニンに置換した変異 IL-7Rα 鎖（IL-
7RαFFFF）を作製し、IL-7R シグナルにおける Stat5 以外のシグナル分子の機能を解析し
た。まず、IL-7Rα鎖欠損マウスの T前駆細胞に IL-7RαFFFFを導入し、胎仔胸腺器官培養
法にて T 細胞に分化させたところ、IL-7Rα 欠損マウスでは完全に欠失する γδ T 細胞の分
化が部分的に回復した。この結果から、Stat5以外の IL-7Rシグナル伝達分子が TCRγ遺伝
子座における V-J 組換えを誘導しうることが明らかとなった。そこで Stat5 以外の IL-7R
シグナル機構を詳細に解析するために、まず IL-7 依存性リンパ球細胞株 preBR1 にキメラ
受容体 hIL-4R/mIL-7R FFFFを導入し、hIL-4刺激によって Jγ germline転写を誘導する系を
樹立した。次に Jγ germline転写を誘導する IL-7Rシグナルの伝達機構について、様々なシ
グナル伝達分子の特異的阻害剤を用いて解析したところ、Src ファミリーキナーゼ阻害剤
PP2, PKC 阻害剤 Staurosporine、MEK 阻害剤 U0126、さらには Msk1 阻害剤 H89 によっ
て Jγ germline転写が著しく低下することが明らかになった。また、IL-7RαFFFFを IL-7Rα
鎖欠損マウスの T前駆細胞に導入後、MEK阻害剤 U0126存在下で OP9-delta like 1ストロ
ーマ細胞と共培養したところ、γδ T細胞の分化が阻害されることが明らかとなった。以上
の結果から、IL-7R は Stat5 のみならず、Src ファミリー、PKC、MAP キナーゼを介する
シグナル伝達経路によって、TCRγ 遺伝子座における V-J 組換えを制御している可能性が
示唆された。（真木一茂、竹森享男、林聡子、生田宏一） 
 
（３）Ｔ細胞におけるＩＬ-７レセプターの発現制御機構 
 Ｔ細胞はその分化過程において、２つの段階でIL-7Rの発現を一時的に低下させる。第
一は胸腺で正と負の選択がおこるCD4+ CD8+段階で、第二は末梢で抗原特異的なクローン

増幅がおこる活性化Ｔ細胞の段階である。いずれもTCRの親和性のみで細胞の反応性が決
まる段階であり、余計な生存・増殖シグナルを入れる可能性のあるIL-7Rを積極的にシャ
ットオフしていると考えられる。そこで、IL-7Rの発現制御機構を解析した。まず、Ｔ細
胞の分化過程におけるIL-7Rα鎖の発現を解析すると、胸腺の未熟Ｔ細胞と末梢の活性化Ｔ
細胞の２つの段階で特異的に発現が低下していた。次に、各段階のIL-7Rα鎖mRNAを解析



したところ、これらの分化段階で顕著に低下していた。以上の結果から、IL-7Rα鎖の発現
が転写レベルで制御されることが明らかとなった。次に、TCRシグナルが直接IL-7Rα鎖の
転写を抑制するかどうかを明らかにするために、タンパク質合成阻害剤や転写阻害剤を加

えて解析した。その結果、新規のタンパク質合成やmRNAの分解が、IL-7Rα鎖の転写抑制
には必要ないことが明らかとなった。さらに、TCRのいかなる下流シグナルが関与してい
るのか、さまざまな阻害剤を加えて解析した。その結果、ERKとJNKの阻害剤である
U0126 やSP600125 がIL-7Rα鎖の転写抑制を阻害ことが明らかとなった。以上の結果から、
ERKとJNKが、TCRシグナルによるIL-7Rα鎖の転写抑制において重要な働きをしているこ
とが示唆された。（柴田寛文、生田宏一） 
 
（４）CD8Ｔ細胞の分化における Stat5の機能 
 IL-7Rは、リンパ球前駆細胞の増殖・分化や成熟Ｔ細胞の維持（ホメオスターシス）を
介して免疫系の形成と維持に重要な働きをしている。αβＴ細胞は胸腺内のCD4+ CD8+ 
double positive (DP)段階で正の選択を受け、CD4Ｔ細胞とCD8Ｔ細胞へ分岐する。この正の
選択にはTCRシグナルが必須であるが、それ以外にCD8Ｔ細胞への分化にはIL-7Rシグナ
ルも必要であることが報告されている。そこで我々は、この分化に必要なIL-7Rの下流シ
グナルを明らかにするため、Stat5に着目し解析をおこなった。まず、TCR刺激によりCD4
Ｔ細胞にのみ分化するDP細胞株 DPKを用いた。DPK細胞に活性型Stat5を導入し、IL-7で
刺激すると、CD8Ｔ細胞が出現した。さらに、この細胞においてTCR刺激をおこなった結
果、CD4Ｔ細胞への分化がわずかに抑制された。これらの結果から、Stat5 は単独でCD8Ｔ
細胞への分化誘導能があるのみならず、CD4Ｔ細胞への分化を積極的に抑制することが明
らかとなった。次に、正常T細胞の正の選択におけるStat5 の機能を解析した。IL-7Rα鎖ノ
ックアウトマウスの胎児肝臓からＴ前駆細胞を単離し、レトロウイルスベクターにより活

性型Stat5 を導入し、胎児胸腺器官培養にてＴ細胞に分化させた。その結果、γδ Ｔ細胞と
ともにαβ Ｔ細胞の分化が部分的に回復したが、CD4Ｔ細胞は認められず、CD8Ｔ細胞の
みが分化した。以上の結果から、Stat5 がCD8Ｔ細胞への分化におけるIL-7Rの主要な下流
シグナル分子であり、CD8T細胞への分化誘導のみならず、CD4Ｔ細胞への分化を積極的
に抑制することが明らかとなった。現在、Stat5 の標的遺伝子をDNAマイクロアレイにて
解析している。（小川伸哉、生田宏一） 
  
（５）ヒト extravillous trophoblastによる新規タンパク質 laeverinの発現 
 組織特異的に発現されているタンパク質を検索してその機能をあきらかにすることは、

多様に分化した組織の実態を明らかにする上で不可欠である。ヒト体外外胚葉由来の

extravillous trophoblastsは decidua細胞間に浸潤し、子宮内で母体血管と相互作用をおこな
うようになる。この時、extravillous trophoblastsは、癌のように無限に浸潤が続くのではな
くて、未知の機序によって一定の所で浸潤を停止する。我々は既に extravillous trophoblasts
に特異的に反応するモノクローナル抗体を作成している。抗原蛋白は分子量 160 kDaで、



分子内に peptidase M1 motifと zinc-binding active siteを有する新しい膜蛋白であることを
明らかにし、laeverin と名付けた。この蛋白は aminopeptidase N とホモロジーがあること
も分かっている。His tagを５’末端に付けた laeverin遺伝子全長をバキュロウイルスに組
み込み、昆虫細胞に感染させて、laeverin 蛋白を産生させた。精製した laeverin を用いて、
この新しい蛋白の性質を明らかにすると共に、妊娠初期母体の血中 laeverin 濃度を測定す
るシステムを構築することを計画している。（上田正道） 
 
 
 




