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研究成果の概要（和文）：これまで、大腸癌の増悪に関わると考えられていたInterleukin (IL)-11の腸管恒常
性維持における役割は不明な点が多い。本研究より我々は、IL-11は腸炎の誘導に伴い傷害を受けた箇所より非
骨髄由来の細胞より産生されること。そして、産生されたIL-11は、非骨髄由来の細胞、恐らく粘膜上皮に作用
することで、腸炎の減弱、恒常性維持に関与していることを現在までに見出している。

研究成果の概要（英文）：Interleukin (IL)-11 is a member of IL-6 family of cytokines that activates 
signal transducer and activator of transcription 3. Accumulating studies have shown that IL-11 is 
highly expressed in inflammatory bowl diseases and colorectal cancers in human and mice. However, it
 remains unclear whether IL-11 plays a crucial role in maintaining tissue homeostasis of the 
intestine. In this study, using dextran sodium sulfate (DSS)-induced colitis in mice as a model, we 
found that IL-11 was produced by non-bone marrow-derived cells that were localized in injured 
intestinal tissues. Moreover, IL-11 primarily acted on intestinal epithelial cells and protected 
injury of intestinal epithelial cells, thereby attenuating DSS-induced colitis. These findings 
indicate that IL-11 plays a crucial for maintaining intestinal homeostasis.

研究分野： 病態生化学
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１．研究開始当初の背景 
 消化管の恒常性は、摂取した食物・腸管内
常在細菌叢・その他代謝産物など多くの外来
性因子に対する宿主の様々な組織の応答が、
適切に制御されることによって維持されて
いる。そして、何らかの原因で宿主側の応答
の一部が損なわれ恒常性が破綻をきたすと、
腸炎という形になって現れる。実際、さまざ
まな遺伝子改変マウスを用いた研究から、消
化管上皮のバリア機能や、外来性抗原に即時
に反応する自然免疫担当細胞の機能に異常
をきたすと腸炎が起こることが示されてい
る。さらに臨床においても、炎症が制御され
ている状況下でも、粘膜上皮の再生が行われ
ないと、炎症性腸疾患の手術成功率、長期寛
解率に大きな違いが出ることが明らかとな
り、粘膜治癒の促進が大きな課題となってい
る。このことから、炎症反応に関わる免疫細
胞の役割を明らかにするだけでなく炎症粘
膜の修復機構や、免疫細胞と腸上皮細胞のク
ロストークを明らかにすることは、消化管の
恒常性維持機構の理解につながるだけでな
く、炎症性腸疾患に対する新たな治療法の開
発においても重要であると考えられるが、依
然多くの点が未解明のままである。 
 この中で我々は予備的研究の中で、消化器
がんの悪性化に関与すると考えられているサ
イトカインInterleukin (IL)-11 が、実は腸
炎に伴って産生され、炎症性腸疾患の病態減
弱に関わる因子であり、癌と大腸炎の場合で
はIL-11の働きが大きく異なっていることを
示す新たな知見を得た。本研究では、腸管の
恒常性維持におけるIL-11 の具体的な役割と、
その産生制御機構の解明を試みた。 
 
２．研究の目的 
 消化管の恒常性は、粘膜バリア構造、免疫
細胞の活性化を介して維持されている。そし
て、この恒常性維持機構の破綻は、慢性炎症
性疾患やがんの発生と深い関わりがあること
が示されているが、その詳細なメカニズムに
関しては未だ不明な点が多い。 
 本研究では、腸炎に伴い産生されるIL-11
の生理的な役割と産生制御機構について解析
を行った。具体的には（1）腸炎時における
IL-11の役割、（２）粘膜炎症時のIL-11産生機
構、（３）IL-11産生細胞の特徴を明らかにす
る目的で研究を行った。 
 
３．研究の方法 
IL-11 役割の解明を、特に IL-11 受容体欠損
マウスと我々が新たに樹立したIL-11レポー
ターマウスを活用することで進めた。具体的
に各研究項目において、 
（１）腸管炎症時における IL-11 の役割を、
IL-11 受容体遺伝子欠損マウスを用いてその
病態の変化を病理学的に解析した。また、蛍
光顕微鏡や共焦点顕微鏡等を用いた免疫組
織学的な解析を行い、炎症系細胞の浸潤など
はフローサイトメーターを用いて定量化し

た。 
（２）粘膜炎症時の IL-11 産生機構を明らか
にするために、様々な遺伝子欠損マウスやサ
イトカインなどに対する中和抗体を投与し
たマウスにおける腸炎時の IL-11 産生を
ELISA 法や、リアルタイム定量的 RT PCR 法な
どを用いて解析した。 
（３）IL-11 産生細胞の特徴を明らかにする
目的で、申請者が新たに作成した IL-11 レポ
ーターマウスを用いて in vivo で IL-11 の産
生をイメ－ジングした。具体的には、細胞表
面分子などを指標にフローサイトメーター
を用いて解析し、粘膜炎症時の IL-11 産生細
胞を同定した。そして DNA マイクロアレイ法
を用いて、産生細胞の特徴見出した。 
 
４．研究成果 
（１）腸炎に伴い産生されるIL-11 の具体的
な役割を明らかにする目的で、潰瘍性大腸炎
モデルの一つであるデキストラン硫酸誘発性
腸炎モデルを、IL-11の機能欠損マウスである
IL-11受容体欠損マウスを用いて作出し解析
を行った。その結果、IL-11受容体欠損マウス
においては、対照群と比較して、生存率の低
下、病変部位における炎症系サイトカインの
産生量や免疫細胞浸潤の亢進がみられた。そ
して、IL-11の標的細胞同定を目的に骨髄キメ
ラマウスを作製し解析を行った結果、IL-11
は非骨髄由来の細胞に作用することで、病態
の増悪に抵抗性を示していることが明らかと
なった。また、腸炎発症時におけるマウス病
理像をIL-11受容体欠損マウスと対照群であ
る野生型マウスとで比較した。その結果、粘
膜上皮の傷害が見られ始める早期に、IL-11
受容体欠損マウスでは粘膜上皮細胞の細胞死
が亢進しており、病理像の増悪も示された。
すなわち、IL-11は粘膜バリア構造維持の促進
に作用していることを見出した。すなわち、
IL-11は上皮細胞に作用することで、粘膜の保
護に働いている可能性が示唆された。 
 
（２）IL-11 の産生機構を明らかにする目的
で、産生誘導因子の探索を行った。具体的に、
腸炎発症に伴い発現が亢進する様々な分子
の遺伝子欠損マウスおよび中和抗体を用い
て探索を行った。その結果、がんの増悪に関
与することが報告されているサイトカイン
に対する中和抗体を用いた際に、IL-11 の発
現が有意に減少することが分かった。また、
抗生物質をマウスに飲水させ腸内を無菌状
態にしてから腸炎を誘導してもIL-11の産生
が見られなくなることを見出した。そこで、
自然免疫シグナルの活性化に必須な分子の
遺伝子欠損マウスを用いて解析を行った。そ
の結果、この分子非依存的に大腸炎に伴って
IL-11 が産生されていることが示された。す
なわち、腸内細菌が直接自然免疫受容体を介
してIL-11の産生を促進しているのではなく、
腸内細菌の粘膜固有層への侵入によって活
性化される他の機構を介して促進されてい



ることが示された。 
 
（３）粘膜炎症時の IL-11 産生制御機構を明
らかにするために、我々が新たに樹立した
IL-11 レポーターマウスを使用して 、生体で
の IL-11 産生細胞の同定を試みた。その結果、
腸炎誘導に伴い IL-11 産生細胞は、粘膜上皮
が脱落した炎症部位に特異的に集積してい
た。そして、IL-11 産生細胞における各細胞
特異的分化マーカー分子の発現を解析した
ところ、産生細胞は非骨髄由来の細胞である
ことを明らかにした。そして、IL-11 産生細
胞が炎症誘発性大腸癌時のIL-11産生細胞と
一致するかを調べるために、IL-11 レポータ
ーマウスに炎症誘発性大腸癌モデルを作出
し解析した。その結果、炎症誘発性大腸癌モ
デルにおいても同様の細胞がIL-11を産生し
ていることを見出した。そして、IL-11 産生
細胞の特徴を明らかにする目的で、腸炎時の
IL-11 産生細胞をセルソーターにより分取し、
DNA マイクロアレイ法を用いて、ゲノムワイ
ドに産生細胞で特徴的に発現している遺伝
子を同定した。その結果、IL-11 産生細胞は、
組織修復や管腔形成に関わる遺伝子を高く
発現している細胞であることが分かった。 
 これまで、大腸癌の増悪に関わると考えら
れていたIL-11の腸管の恒常性維持における
役割は、多くの点が不明であった。しかしな
がら我々の研究からIL-11は腸炎の誘導に伴
い非骨髄由来の細胞より産生されること、そ
して、産生された IL-11 は、非骨髄由来の細
胞、恐らく粘膜上皮に作用することで、腸炎
の増悪を抑制し、腸管の恒常性の維持に働い
ていることを現在までに見出している。 
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