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研究成果の概要（和文）：2種類のIFNγrelは標的細胞内の核内への移行やシグナル伝達において異なることを明らか
にするとともに新規の受容体を同定した。細胞内寄生性細菌に対する感染防御においてIFNγが重要な役割を果たし、
それぞれのIFNγアイソフォームが異なった機能を有することを示した。
組換えIFNγの投与により、細胞内寄生細菌の感染後の死亡率が低下し、好中球やマクロファージが増加することが判
明した。また、同種移植鱗の拒絶が促進され、ワクチンの有効性が高まった。

研究成果の概要（英文）：In this project, we showed a) binding of fish specific recombinant IFNγ, 
rgIFNγrel 1 to class II cytokine receptor family member, Crfb5 and Crfb17 and activation of STAT6, b) 
important roles of fish IFNγ and IFNγrel in the protection against infection caused by virus and 
cell-associated bacteria, c) increase in the number of neutrophils/macrophages and the decrease in 
mortality after E. tarda challenge after rgIFNγ 2 administration, d) enhanced allograft rejection and 
the increase in the number of T cells and sIgM+ cells in scale allografts by rgIFNγrel 1 administration, 
e) enhanced potency of vaccines after rgIFNγ administration.

研究分野： 魚類免疫学

キーワード： 魚類　インターフェロンγ　細胞性免疫　細胞内寄生細菌　クローンギンブナ
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
水産増養殖現場においては、ノカルディア

症、ミコバクテリウム症、エドワジェラ症な
ど細胞内寄生細菌による疾病の発生が大き
な問題となっている。細胞内寄生細菌に対す
る感染防御には IFNγによる細胞傷害性 Tリ
ンパ球(CTL)やマクロファージを活性化させ
ることが重要であり、IFNγ の機能や特性解
明は産業的にも重要な意義を有する。IFNγ
は、IFNα、β 等と同様に抗ウイルス作用や
抗腫瘍作用を有し、特に Th1 細胞からも分泌
され、CTL の分化や細胞傷害活性を増強させ
るなど細胞性免疫機能を亢進させる主要な
サイトカインの一つである。また、マクロフ
ァージを刺激して活性を高める役割を果た
す。このような作用から、ウイルス性疾病や
細胞内寄生細菌による疾病に対する感染防
御において、IFNγが重要な役割を果たす。 
一方、研究代表者らは、クローンギンブナ

及びそれに由来する細胞株を用いた魚類の
細胞性免疫の研究において、in vivo 及び in 
vitro におけるアロ抗原あるいはウイルス抗
原特異的細胞障害試験法を確立し、ウイルス
に対する感染防御に細胞性免疫が主要な役
割を果たすことを証明するなど世界に先駆
けた研究を進めている。また、CD4 及び CD8α
に対するモノクローナル抗体(mAb)の作製に
成功し、魚類において初めて CD8α陽性細胞
障害性 T リンパ球(CTL)の抗原特異的細胞傷
害活性を明らかにするとともに、CD4 陽性 T
細胞のヘルパー活性を証明した。 
魚類においては 2種類の IFNγが存在する

ことが知られており、我々はギンブナにおい
て哺乳類型 IFNγ と魚類特有の IFNγrel の
それぞれに 2 種類のアイソフォームが存在
（合計 4種類）することを明らかにした。し
かし、ギンブナの 4種類の IFNγはそれぞれ
構造が異なり、シグナル伝達の様式も異なる
ことが予想されるが、IFNγrel については結
合する受容体やシグナル伝達機構は不明で
ある。 
我々は、上述した基礎的研究に加え、IFNγ

が実際に魚類の感染防御に関与しているか
検討している。その結果、エドワジェラ症の
原因菌 Edwardsiella tarda をギンブナに感
染させた場合には、抗体価は感染防御に関与
せず、CD8α 陽性 T 細胞が主要な役割を果た
すこと、IFNγや Perforin 遺伝子の発現並び
にマクロファージの NO 産生が高まることを
明らかにし、E. tardaの感染防御には細胞性
免疫が関与することを示した。 
 
２．研究の目的 
ギンブナにおいては、T 細胞サブセットの

分化、成熟及び活性化機構の細胞レベルでの
解析が可能となっており、IL-12 及び IFNγ
の組換え体及び抗体（IFNγ については 4 種
類）が得られていることから、サイトカイン
を用いた Th1 応答（細胞性免疫）の誘導が可
能である。本研究では、ギンブナにおいて

IFNγ の機能を解明するとともに、抗体や組
換え体を用いてウイルスや細胞内寄生細菌
に対する防御に重要な細胞性免疫の誘導を
試みる。次に、感染防御における IFNγの役
割解明や組換えIFNγを用いた疾病の予防法
を開発する。さらに、これらのギンブナで開
発した手法及び知見が産業上有用な魚種に
応用できる展望を示すとともに、IFNγ など
のサイトカインをアジュバントとして用い
たワクチンの開発を目指す。 
 
３．研究の方法 
(1) 抗体を用いて分取した CD4+T 細胞に
IL-12 を作用させ Th1 応答(細胞性免疫)を誘
導し、IFNγを用いて細胞傷害性 Tリンパ球
(CTL)の活性化を試みる。(2) 魚類特有の
IFNγrel の受容体を同定し、これを哺乳類及
びギンブナ株化細胞に発現させシグナル伝
達機構を解析する。(3) 魚類ウイルス及び細
胞内寄生性細菌の感染に伴うIFNγの動態を
解析し、魚類疾病の予防のための組換え
IFNγの最適投与法を確立する。(4) IFNγの
血中濃度を指標として免疫増強剤の評価及
び新規増強剤の探索を行う。(5) IFNγをワ
クチンアジュバントとして用いることによ
り、これまで高い有効性が得られなかったワ
クチンを実用化する展望を切り拓く。以上の
ギンブナにおいて開発・確立した手法をニジ
マス、ヒラメ、ブリなどの産業上有用な魚種
に応用できるかどうか検討し、広範囲な疾病
や魚種に拡大・発展させる展望を探る。 
 
３年間の研究期間全体を通して以下の課題
について検討した。 
① 組換え IFNγを用いた Th1 応答(細胞性

免疫)の誘導及び CTL の活性化 
② IFNγrel の受容体及びシグナル伝達機

構の解明による魚類特有のIFNγ機能の
解明 

③ 魚類ウイルス及び細胞内寄生性細菌に
対する感染防御におけるIFNγの役割解
明 

④ 組換えIFNγを用いたウイルス及び細胞
内寄生細菌による疾病の予防法の開発 

⑤ IFNγの活性化を指標とした免疫増強剤
の開発及びIFNγをワクチンアジュバン
トとした有効なワクチンの開発 

 
４．研究成果 
(1) 組換え IFNγ・IFNγrel を用いた細胞性
免疫機能の活性化について、鱗移植をモデル
として検討した。その結果、組換え IFNγrel 
1 の投与により拒絶が促進された。また、移
植部位における IFNγ 1・IFNγ 2 及び細胞
傷害因子の発現が増加するとともに、CD4 及
び CD8 陽性 T 細胞並びに sIgM 陽性細胞の増
加が認められた。また、4 種類の IFNγ アイ
ソフォームは、夫々鱗移植後の発現時期や発
現量が異なるとともに、移植片拒絶に及ぼす
投与効果についても異なっていた。以上のこ



とから、アロ移植片拒絶において 4 種類の
IFNγ が異なったメカニズムで関与している
ことが示唆された。 
 
 (2)ギンブナにおける 2 種類の IFNγrel
（IFNγrel 1、IFNγrel 2）は標的細胞内の
核内への移行やシグナル伝達に用いる STAT
の種類が異なること、いずれも単量体で抗ウ
イルス活性を示すことを明らかにした。哺乳
類の IFNγは STAT1 を介して活性を示しホモ
二量体として機能することから、ギンブナの
2種類の IFNγrel は、既知の IFNγや他のイ
ンターフェロンと異なり、脊椎動物における
新規のインターフェロンであると考えられ
る。 
インターフェロン受容体として知られる

II 型サイトカイン受容体ファミリーである
CRFB 遺伝子を 14 種類をゼブラフィッシュよ
り単離し発現ベクターを作製し、 IFNγrel
受容体を発現していないヒト培養細胞株
HEK293T 細胞に発現させ、組換え IFNγrel 1
との結合性をフローサイトメトリーにて解
析した。その結果、IFNγrel 1 は CRFB5 と
CRFB17と結合しSTAT6を介してシグナル伝達
を行うが、IFNγrel 2 は STAT3 をリン酸化す
ることが明らかとなった。 
poly(I:C)による刺激では、IFNγrel 2 は

IFNγ や IFNγrel 1 よりも早期に mRNA の発
現量が上昇し、IFNγ サブタイプ間において
も機能の違いが示唆された。IFNγ は CD4 や
CD8陽性 T細胞より分泌されるが、IFNγrel 1
および IFNγrel 2 は T 細胞以外の細胞より
分泌されることが判明した。 

 
(3) IFNγあるいは転写因子のT-betやGATA3
の発現を指標として、細胞性免疫（Th1 細胞）
の活性が最も高い時期のCD4陽性細胞を養子
免疫移入した個体においてのみ、細胞内寄生
細菌 Edwardsiella tarda に対するより高い
感染防御が認められた。このことから、Th1
様 CD4 陽性細胞が細胞障害性 T 細胞（CTL）
と同様に E. tarda 感染防御において重要な
役割を果たしていることが判明した。 
抗酸菌に対する感染防御におけるIFNγの

役割を明らかにするために、Mycobacterium 
bovis BCG をギンブナに接種し、3 種類の
IFN-γ アイソフォーム（ IFN-γ1、IFN-γ2
および IFN-γrel2 ）遺伝子の発現解析を行
った。その結果、BCG 接種区では、IFN-γ1
および IFN-γ2の遺伝子発現レベルが上昇し、
M. bovis BCG 由来の抗原タンパク質（PPD）
の接種により、さらに発現が増強された。一
方、IFN-γrel2 は PPD 接種後でのみ発現上昇
が認められ、IFN-γ アイソフォームにより
BCG に対する反応が異なることが明らかとな
った。 
 
(4) 組み換え IFNγ2 を接種したギンブナは
対照群に比べ、E. tarda攻撃後の死亡率が有
意に低下した。また、IFNγ2接種魚の肝臓に

おいて好中球/マクロファージが有意に増加
し、感染 48 時間後の肝臓、脾臓、腎臓の臓
器内菌数は対照魚に比べ有意に低かった。こ
のことから、IFNγ2投与により感染初期に貪
食細胞が誘導され、E. tardaの増殖が抑制さ
れたものと推察された。また、in vitro にお
いて gcIFNγ1、gcIFNγ2、gcIFNγrel 1 刺
激により貪食率が有意に上昇した。一方、
gcIFNγrel 2 では貪食率に変化がみられず、
IFNγ のアイソフォームの違いにより好中球
の貪食能に及ぼす影響が異なることが明ら
かとなった。さらに、gcIFNγ2が好中球の遊
走能を高めることが示唆された。 
 

(5) 細胞内寄生性細菌のカルディア菌に対
するワクチン開発を目的とし、クローンギン
ブナを用いて、生菌及び死菌のワクチンの有
効性について検討した。その結果、生菌及び
死菌いずれにおいてもワクチンの有効性が
認められるとともに、組み換え IFNγ投与に
より感染防御能が向上することが判明した。 
ヒラメを用い、細胞内寄生細菌(E. tarda)

及びウイルス(VHS)に対するワクチンにおけ
る組換え IFNγの効果について検討した。そ
の結果、E. tarda及び VHS いずれの不活化ワ
クチンについても、同時に Type I IFN ある
いは IFNγを接種した場合には、攻撃試験に
おいては、不活化ワクチンのみに比べて IFN
を同時に投与した場合に有意に死亡率が低
下した。 
腎臓白血球にナノ型乳酸菌を加えて12時間
培養すると、IFNγ1, IFNγ2, IL-12 p35, 
IL-12 p40の発現が濃度依存的に増加するが、
IL-4/13 の発現の変化は認められなかった。
このことから、ナノ型乳酸菌による in vitro
におけるIL-12産生及び Th1誘導が示された。
また、ミコバクテリウムのホルマリン不活化
菌体に油性アジュバントを添加すると、不活
化菌体単独投与群に比べアジュバント添加
群においてIFNγの有意な発現上昇が認めら
れた。さらに、ノカルディア症不活化ワクチ
ンに組み換え IL-12 を添加すると、頭腎及び
脾臓白血球におけるIFNγの有意な発現上昇
が認められ、細胞性免疫の誘導における
IL-12 のアジュバント効果が示された。 
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