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DEPARTMENT OF VIRAL ONCOLOGY 
LABORATORY OF CELL REGULATION 
 
  The universe of antigens recognized by T lymphocytes has recently been expanded to include not 
only protein antigens but also lipid antigens.  Unlike conventional MHC molecules that present 
protein-derived peptide antigens, molecules of the human group 1 CD1 family (CD1a, CD1b, 
CD1c) mediate presentation of lipid antigens to specific T lymphocytes.  By taking lipid chemical 
and immunological approaches and by developing appropriate animal models (human CD1 
transgenic mice and guinea pigs), we aim at determining how CD1 has been evolved to function 
critically in host defense against mycobacterial (M. avium) infection.  Further, inappropriate 
immune responses to lipids may result in induction of allergy (contact dermatitis) and autoimmune 
diseases (Guillain-Barre syndrome).  These critical aspects of the newly recognized lipid-specific 
immunity have now been addressed in our laboratory. 
 
1) Reconstitution of the human CD1 system in mice: A. OTSUKA, I. MATSUNAGA, A. 
MORIMOTO, T. KOMORI, A. TOKIOKA, T. SHIINA* and M. SUGITA (*Tokai Univ.) 
 
  Mice and rats are useful animals for many immunological studies, but important exceptions exist.  
These animals have deleted genes for group 1 CD1 family, and thus, lack the lipid recognition 
system that is comparable to that in humans.  Given the necessity of appropriate small animal 
models for monitoring CD1-mediated immune responses in vivo, we attempted to develop two 
distinct, but complementary, animal systems; namely, guinea pigs and CD1 transgenic mice.  We 
have recently found that guinea pigs have evolved the CD1 system equivalent to that in humans, 
capable of mounting the CD1-restricted T cell response to mycobacterial lipids.  On the other hand, 
the paucity of critical reagents often hampers detailed analysis of CD1-mediated immune responses 
in guinea pigs. 
  As an alternative animal model, we established CD1 transgenic mice in which group 1 
CD1-dependent immunity was reconstituted.  This year, we generated CD1a transgenic mice 
carrying the human CD1A genome.  The expression of CD1a molecules in these mice was detected 
exclusively in epidermal Langerhans cells and immature thymocytes, thus precisely representing 
CD1a distribution in humans.  Furthermore, TLR-2-dependent upregulation of CD1a expression 
was observed in macrophages derived from CD1a transgenic mice as in human macrophages.  It 
still remains to be established whether a full range of “positive selection” for CD1a-restricted T 
cells may have occurred in these CD1a transgenic mice, but our preliminary studies detected 
CD1a-restricted T cell responses to BCG-derived lipids in these mice.  Therefore, these mice will 
be valuable for subsequent in vivo studies that we plan to carry out in the following years. 
 



2) A novel form of DTH reactions to mycobacterial lipids: I. MATSUNAGA, A. OTSUKA, K. 
TOMITA, A. OCHI, T. KOMORI, K. KATOH, H. NAKAO, I. YANO* and M. SUGITA 
(*Japan BCG Laboratory.) 
 
  In guinea pig models of infection with Mycobacterium avium complex (MAC), we obtained 
evidence for the delayed-type hypersensitivity (DTH) directed against lipid antigens.  Unlike the 
classical Th1-type DTH reactions to protein antigens with local infiltration of mononuclear cells, 
the lipid-specific DTH response was associated with Th2 cytokine production and mobilization of 
eosinophils, thus representing a new form of DTH (“eosinophilic DTH”) that has never been 
appreciated previously.  We further identified trehalose dimycolate (TDM) as a major glycolipid 
capable of inducing the eosinophilic DTH.  Upon entry into the host, MAC produces glucose 
monomycolate (GMM) by utilizing host-derived glucose, resulting in activation of GMM-specific, 
CD1-restricted T cells.  DTH responses to GMM were also detected in MAC-infected guinea pigs, 
but unlike the TDM-elicited eosinophilic DTH, GMM prominently elicited Th1-type DTH.  Given 
that Th1 cytokines, such as interferon-γ, are critical for host defense against mycobacterial infection, 
GMM is now considered as a good candidate of lipid-based vaccines against tuberculosis and 
related diseases. 
 
3) Contact dermatitis with mite-derived lipids: N. MORI*, I. MATSUNAGA, A. OTSUKA, D. 
MORITA and M. SUGITA (*Graduate School of Agriculture, Kyoto University) 
 
  It is now clear that lipid-specific immune responses are a critical component for efficient host 
defense.  On the other hand, undesirable immune responses to lipids may result in tissue damage 
and autoimmunity.  In collaboration with Dr. Naoki Mori, who previously identified α-acaridial 
[2(E)-(4-methyl-3-pentenyl)butendial] as a female sex pheromone from the house dust mite 
Tyrophagus putrescentiae, we addressed the possibility that this mite-derived lipid might function 
as an allergen that elicited hypersensitive skin reactions in sensitized individuals.  By establishing a 
murine model of allergic skin reactions, we defined α-acaridial as the first non-protein allergen 
capable of inducing contact dermatitis. 
 
4) Guillain-Barre syndrome-associated IgG responses to gangliosides: Y. MATSUMOTO*, N. 
YUKI and M. SUGITA (*Dokkyo Medical University School of Medicine) 
 
  CD1 molecules present a variety of microbial glycolipids and self-glycolipids to T cells, but their 
potential role in humoral responses to glycolipid antigens remains to be established.  To address this 
issue directly, we used GM1/GD1a-deficient mice, which, upon immunization with heat-killed 
Campylobacter jejuni, develop Guillain-Barre syndrome-associated IgG antibodies against the 



GM1/GD1a sugar chain epitopes of bacterial lipo-oligosaccharides (LOS).  We showed that 
anti-ganglioside antibodies of the IgG1, IgG2b, and IgG3 isotypes were produced in the absence of 
human group 2 CD1 (CD1d) expression.  Unlike mouse and human group 2 CD1 molecules that 
specifically bound LOS, none of the group 1 CD1 molecules were capable of interacting with LOS.  
Thus, these observations indicated CD1-independent pathways for anti-ganglioside antibody 
production (J. Immunol. 180: 39-43, 2008). 
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 松永勇助教とともにセットアップを進めてきた新しい研究室は、2006 年 4月に大学院第

一期生 7名を迎え、さらに今年度は生命科学研究科修士課程 3名（加藤久美子、時岡温子、

中尾瞳）、博士課程編入 1名（小森崇矢）の第二期生が加わった。脂質を標的とした免疫応

答の研究は、3年間の助走期間を経て、徐々に開花しつつある。 

 

1) マウスにおけるヒト CD1 免疫応答の構築 

 ヒトグループ 1CD1 分子（CD1a、CD1b、CD1c）は脂質抗原を T細胞に提示する新しい抗原

提示分子である。この分子群の免疫機能を個体レベルで解析するために、2 つの実験動物

系（モルモットおよび CD1 トランスジェニックマウス）の長所を最大限に活かした研究を

進めている。モルモットはヒトと類似した CD1 システムを有しており、抗酸菌感染により

抗酸菌脂質特異的な T 細胞応答を惹起することができる（項目 2 を参照）。しかしながら、

免疫解析法が限られており、また遺伝子操作も困難であることから、詳細な解析が困難な

場合が多い。一方、マウスはヒトグループ 1CD1 の相当する分子を欠如している。そこでヒ

ト CD1 遺伝子を導入したトランスジェニックマウスを作製することにより、マウスにおい

てヒト CD1 免疫応答を構築する試みを精力的に進めた。 

 ヒトグループ 1CD1 分子は、主として樹状細胞と胸腺皮質 T細胞に発現する。この特徴的

な組織発現パターンをトランスジェニックマウスにおいて再現することが予想以上に困難

であり、さまざまなコンストラクトを用いた試行錯誤が続いた。今年医学研究科大学院生

（D2）の大塚篤司君が中心となって作製、解析した CD1a トランスジェニックマウスは、CD1a

分子の主たる発現細胞である表皮ランゲルハンス細胞と胸腺皮質未熟 T 細胞に選択的に

CD1a 分子の発現が認められた。またこのマウスにおいて、まだ preliminary な結果ではあ

るが、CD1a 拘束性 T細胞のポジティブセレクションも実証され、ようやく求めていたトラ

ンスジェニックマウスを得ることができた。まさに皮膚科医である大塚君の執念の産物で

あり、これを用いた脂質特異的皮膚免疫応答の研究を加速させている。 

  

2) 脂質特異的 DTH の発見 

 抗酸菌感染に伴って惹起されるタンパク質抗原特異的遅延型アレルギー反応（DTH）は、

感染病態の形成に深く関わっており、臨床的にはツベルクリン反応として検出される。こ

れは Th1 応答を主体とした応答であり、抗原接種皮膚局所への単核球の浸潤を特徴とする。

一方、脂質に対する DTH の存在はこれまで知られていなかった。Mycobacterium avium 



complex (MAC)に感染したモルモットの皮膚に脂質を接種すると、2日目をピークとした典

型的な時間経過で DTH が観察された。しかし驚いたことに、この応答は Th2 優位であり組

織学的には好酸球を主体とした炎症反応であった。脂質生化学的手法を駆使して脂質の分

画を進め、活性のあるフラクションを解析した結果、この DTH 応答の標的脂質は、抗酸菌

の病原性とも深く関連した細胞壁糖脂質である trehalose dimycolate (TDM)であることが

判った。私たちは、TDM によって惹起されるこの DTH 応答を、eosinophilic DTH と呼ぶこ

とを提案している。また松永助教を中心とした研究から、MAC は宿主に感染すると、菌に

とって不都合なこの生体反応を極力避けるために、TDM の産生を抑制し、他のミコール酸

含有糖脂質に置換することも明らかとなった。この置換反応に直接関わる酵素の同定にも

成功した（投稿中）。 

 

3) ダニ脂質による接触性皮膚炎 

 共同研究者の森直樹博士（京大農学研究科）は、ダニ由来の性フェロモンとして

α-acaridial を同定した。私たちは、その構造的特徴から、この脂質分子が接触性皮膚炎

のアレルゲンとして機能するのではないかと考え、その検証を進めた。その結果、感作個

体において α-acaridial による特異的皮膚アレルギー反応が誘起できることを、詳細な生

化学的データとともに示すことができた（投稿準備中）。これは、接触性皮膚炎の原因とな

るダニ由来アレルゲンのうち、非タンパク質抗原として初めて同定されたものである。 

 

4) ギランバレー症候群における抗糖脂質抗体産生機序 

 CD1 分子が糖脂質を標的とした T 細胞応答において重要な役割を果たすことは明らかで

あるが、糖脂質に対する液性免疫応答にどのように関与するのかは不明である。そこで私

たちは、ギランバレー症候群において誘導される抗ガングリオシド抗体に着目し、獨協医

科大学、結城伸泰博士、松本幸恵博士とともに、CD1 分子の関与を検証した。Campylobacter 

jejuni の菌体に存在する lipo-oligosaccharide (LOS)は自己糖脂質である GM1 や GD1a ガ

ングリオシドと糖鎖構造を共有している。したがって、C. jejuni 感染に伴って産生され

る抗LOS抗体は神経細胞に発現したGM1/GD1aガングリオシドと交差反応を示すことにより

補体依存性の神経障害が惹起され、ギランバレー症候群を誘発する。私たちは LOS が CD1d

分子と結合することを見出した。しかしながら CD1d ノックアウトマウスにおいても、抗

LOS 抗体の産生は検出されたことから、CD1d 拘束性 NKT 細胞がこの液性免疫応答に関与す

る可能性は否定的であった。詳細な機序は未だ不明であるが、NK細胞の関与の可能性も示

唆された（J. Immunol. 180: 39-43, 2008）。 




