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研究成果の概要（和文）：掻破行動を伴う重篤なアトピー様皮膚炎を自然発症する新しい疾患モデルを作製した。この
マウスの皮膚に浸潤している炎症細胞の主体はCD4+ T細胞であり、刺激に伴い、大量のIL-31を産生した。そこで、IL-
31受容体を構成するオンコスタチンM受容体のノックアウトマウスとの交配をし、疾患発症におけるIL-31シグナルの重
要性を実証した。さらに、詳細な遺伝子発現解析を行い、IL-31の産生に重要なマスター制御分子を同定した。

研究成果の概要（英文）：We have developed a novel mouse model that spontaneously causes atopic skin 
inflammation with severe scratching behavior. The majority of infiltrating cells were CD4+ T cells, and 
they produced a large amount of IL-31 upon stimulation. By crossing these mice with mice lacking 
oncostatin M receptor, we have shown that IL-31 signaling plays a key role in the disease development. In 
addition, we have identified a molecule critical for IL-31 production by CD4+ T cells.

研究分野： 免疫細胞生物学
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１．研究開始当初の背景 
痒みは生体恒常性の破綻の結果生じる最も

不快な感覚の一つであり、国民の 7〜15%がア

トピー性皮膚炎に罹患しているという現状

を鑑みると、その対策は急務である。痒み研

究はこれまで、ヒスタミンを中心に進んでき

たが、アトピー性皮膚炎の痒みの多くは H1

ヒスタミン受容体遮断薬では抑制されない

ことから、別の掻痒惹起物質の存在が示唆さ

れてきた。このような中、IL-31 を発現する

トランスジェニックマウスや IL-31 を投与し

たマウスにおいて、掻破行動を伴うアトピー

様病態が自然発症することが報告され

（Nature	Immunol.	5:752,	2004）、IL-31 は

現在最も注目されている掻痒惹起物質の候

補となっている。IL-31 は主に T 細胞から産

生され、その受容体は脊髄後根神経節（DRG）

に高発現することが報告されているが、その

産生制御機構や感知機構の詳細は依然とし

て不明である。	

	

２．研究の目的 
研究代表者は最近、アトピー性皮膚炎の新し

い疾患モデルマウスとして、mutDOCK8 を開発

した。本研究では、新しいマウスモデルの解

析を通じて、1)	IL-31 の掻痒惹起における重

要性や 2)	その産生制御機構を明らかにする

ことを目的とした。	

	

３．研究の方法 
・ IL-31 の受容体は、IL-31 受容体 αサブ

ユニットとオンコスタチン M 受容体の

ヘテロダイマーから構成される。そこで

各受容体のノックアウトマウスを用い

て、mutDOCK8 マウスの掻破行動におけ

る IL-31 シグナルの関与を明らかにす

る。	

・ IL-31 の発現をモニターできるレポー

ターマウスを作製する。このレポーター

マウスはホモ接合体では IL-31 ノック

アウトマウスとなることから、mutDOCK8

マウスの掻破行動における IL-31 の役

割を明確にする。	

・ mutDOCK8マウスのT細胞が刺激に伴い、

大量の IL-31 を産生する事を確認して

いる。そこで、mutDOCK8 で発現が上昇

あるいは低下する遺伝子を網羅的に探

索し、野生型あるいは mutDOCK8 マウス

の T 細胞に遺伝子導入することで、

IL-31 の産生に重要なマスター制御因

子候補を同定する。	

・ 上記で同定した候補分子の重要性を、

siRNA を用いてスクリーニングする。必

要に応じて、ノックアウトマウスを用い

た検証実験を実施する。また、機能ドメ

インを同定し、それに会合する分子を網

羅的に探索することで、シグナル経路の

全貌を解明する。	

	

４．研究成果	

・ 掻破行動を伴う重篤なアトピー様皮膚

炎を自然発症する新しいモデルマウス

を開発した。皮膚に浸潤している炎症細

胞の主体は CD4+	T 細胞であり、刺激に

ともない、大量の IL-31 を産生すること

を見いだした。そこで、IL-31 受容体を

構成するオンコスタチン M 受容体のノ

ックアウトマウスとの交配をし、疾患発

症における IL-31 シグナルの重要性を

実証した。	

・ 詳細な遺伝子発現解析を行い、IL-31 の

産生に重要なマスター制御分子を同定

すると共に、そのノックアウトマウスを

開発した。	

・ IL-31 のプロモーターの下流、第１エク

ソンを GFP で置換したマウスを開発し

た。このマウスはレポーターマウスとし

ては機能しなかったが、ホモ接合体では

IL-31 の産生が完全にキャンセルされ

ることを確認した	
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