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研究成果の概要（和文）：アレルギー性皮膚炎において Th2 優位な免疫応答が誘導されるメカ
ニズムを解析するために、当研究では定常状態及び皮膚のタンパク質感作部位から所属リンパ
節に移行する樹状細胞サブセットの移動と感作抗原運搬の時間空間的な制御を解析した。その
結果、CD103-真皮樹状細胞が、定常状態で皮膚及び所属リンパ節で一番速い速度で入れ替わっ
ており、更に皮膚への物理的な刺激により 3日間以上の持続的な移行数増加と抗原運搬を担う
ことを見出した。 
 
研究成果の概要（英文）： In order to understand the mechanism underlying establishment of 
Th2-dominat immune response in allergic skin dermatitis, we attempted to determine spatiotemporal 
regulation of movement and antigen-carry of dendritic cell subsets migrated from skin to the draining 
lymph node. We found that particularly CD103- dermal dendritic cells replaced rapidly in skin and 
lymph node, and were responsible for enhanced continuous migration for more than 3 days and 
exogenous protein antigen carry after mechanical stress of skin. 
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１．研究開始当初の背景 
 アトピー性疾患や喘息などアレルギー疾患

の克服は人類の大きな課題の一つである。ア

レルギー疾患では Th2 タイプの免疫応答が優
位になるため、Th2 タイプ誘導メカニズムの
解析がされてきたが、正常状態から Th2 タイ
プの慢性期に至るメカニズムの全体像は未だ

不明である。 
 その理由を我々は以下のように考察した。

生体は動的平衡状態を保ちながら時間•空間•

数量的にも緻密に制御された統合システムと

考えられ、免疫系も例外ではない。そこで、

免疫応答メカニズムを明らかにするためには、

免疫系を一つの統合された高次機能システム

として理解する必要がある。そのためには、

従来の in vitro解析に、in vivoでの免疫細胞の
時間•空間•数量的な制御の情報を加えて、免

疫応答のメカニズムを明らかにすることが必
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須である。しかし、上記の概念を「アレルギ

ー性皮膚炎では Th2 優位になるメカニズム解
明」に当てはめてみると、今までの解析は皮

膚への Th2 細胞の集積や T 細胞−抗原提示細
胞相互作用におけるサイトカインの作用等断

片的であり、生体レベルでの時間•空間•数量

的な制御の情報不足は明らかである。我々は、

免疫細胞の時間•空間•数量的な制御機構の解

明が免疫応答の新しい概念を開くと考えたが、

理想的な評価系が存在しなかったため、正常

及び免疫応答下の任意のタイミングで、免疫

細胞の臓器内での入れ替わりと、臓器間の移

行を解析出来る in vivo免疫細胞動態評価系を
独自に確立した (Tomura M, Pro Nat Acs Sci 
USA, 2008)。そして、接触性皮膚炎モデルを用
い、皮膚炎症部位から所属リンパ節に移行

する活性化した制御性 T 細胞が皮膚炎終息
に重要であることを示した (Tomura M, J 
Clin Invest, 2010)。この結果は、¢免疫応答中
に皮膚免疫応答部位から所属リンパ節に移

行する細胞が免疫応答の質の決定に重要で

あること£を示している。従って、皮膚から

のタンパク質感作によって Th2 有意な免疫応
答が成立するメカニズムを理解するためには、

定常状態からアレルギー性皮膚炎成立過程に

おける感作部位から所属リンパ節に移行する

細胞の時空的制御及び機能を明らかにする必

要があると我々は考えた。 
 
２．研究の目的 
 当研究では、独自に確立した免疫細胞の in 
vivo 動態解析技術を駆使し、正常時、及びタ
ンパク抗原持続感作時において、感作部位か
ら移行する細胞の種類の同定、これら細胞の
時間空間的な制御、並びに機能を明らかにす
ることにより、タンパク質の持続皮膚感作が
Th2 優位な免疫応答を成立させるメカニズム
を理解することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
(1) Th2優位なアレルギー性慢性疾患が誘導
されるモデルには、OVA皮膚頻回感作モデル  
(J.Clin.Invest. 101, 1614, 1998, Spergel et.al))を
用いた。 
(2) 細胞の時間空間的な制御の解析には、紫
光の照射で緑が赤色に変わる光変換蛍光タ
ンパク質“カエデ”を発現するマウス (カエ
デマウス)を用いた (図 1)。カエデマウスの皮
膚感作部位 (OVAパッチにより感作)である
背部皮膚を光照射し皮膚に存在する細胞を
マークした。一定時間後に皮膚照射部位、及
び所属リンパ節から細胞を分離、各種蛍光標
識抗体により染色後フローサイトメトリー
で解析した。目的の細胞を分画し、皮膚での
細胞の入れ替わり、及び、皮膚からリンパ節

に移行したマークした細胞を検出した。さら
に皮膚からリンパ節に移行した細胞のリン
パ節での入れ替わり、及び、リンパ節からの
移出を調べるために、inguinal LNを光照射し
一定時間後にリンパ節を摘出、細胞を調製し
同様に解析した。 
(3) 物理的ストレス時における皮膚樹状細胞
の移動及び抗原運搬の時間空間的な制御を
解析するために、背部皮膚をスコッチテープ
でストリッピング (d0)し Alexa633 標識 Ob 
albumin (A647-OVA) in PBSを塗布した。図１
に示すタイミングで塗布部位を光照射して
24時間後に、所属リンパ節を解析した。 

図 1カエデマウスを用いた、皮膚感作部位か
らの細胞移動と抗原運搬の時間•空間的な制
御の解析 
 
４．研究成果 
(1) OVA皮膚頻回感作モデルにおいて、感作
部位からリンパ節に移行する細胞の解析：カ
エデマウスの背部皮膚に OVA を頻回感作し
た後、感作部位を光照射して細胞をマーキン
グした。そして、24時間後に所属リンパ節で
ある brachial LN におけるマークした細胞を
フローサイトメトリーで検出した。その結果、
OVA 感作群では、コントロールの PBS 処理
群に比べ、マークされた樹状細胞、非制御性
及び制御性 CD4T細胞に加え Th2誘導に重要
と考えられる好酸球が検出された。 
 
(2)皮膚からリンパ節への好酸球移行 
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 好酸球の所属リンパ節への移行が OVA 感
作特異的かどうかを明らかにするために、非
刺激の皮膚から所属リンパ節への好酸球の
移行を調べた。その結果、非刺激においても
マークした好酸球が所属リンパ節で検出さ
れたが、その頻度は感作した皮膚に比べ低か
った。従って、皮膚に存在する好酸球は定常
様態においても所属リンパ節に移行してお
り、その移行は皮膚への OVA 持続感作によ
る増加することが分かった。 
 
(3) 正常状態における皮膚樹状細胞の生体内
動態 
 前述のように皮膚への持続的な抗原感作
が、皮膚から所属リンパ節に移行する樹状細
胞の動態を特に増加させることが示された。
そこで皮膚樹状細胞に着目し解析を進めた。
正常状態では表皮のランゲルハンス細胞、真
皮樹状細胞は大きく、CD103-及び CD103+に
分けられる(図２)。そこで、これら皮膚樹状
細胞サブセットの正常状態における皮膚及
びリンパ節における入れ替わり、皮膚から所
属リンパ節への移動、及びリンパ節から他の
臓器への移行と多面的な動態解析を行った。
その結果、正常状態において、皮膚樹状細胞
の各サブセットは各々、独自の速度で入れ替
わり及び移動しており、その速度は、CD103-

真皮樹状細胞＞CD103+真皮樹状細胞＞表皮
ランゲルハンス氏細胞の順であること、しか
し、これらの皮膚樹状細胞はリンパ節に移行
後は下流のリンパ節にはほとんど移行せず
リンパ節内で 2-5 日程度で細胞死に至ってい
ることが分かった (図２)。 
 
(4) 物理的ストレス時における皮膚樹状細胞
の移動及び抗原運搬の時間空間的な制御 
 そこで更に、OVA皮膚頻回感作モデルと同
様、皮膚に物理的なストレスを与えたときの
皮膚の樹状細胞、及び樹状細胞による感作抗
原の皮膚から所属リンパ節への運搬の時間
空間的な制御を明らかにすることにした。
OVA皮膚頻回感作モデルと同様、皮膚をテー
プストリッピングした後、A647-OVAを塗布
した。図１に示すプロトコールにより光照射
し翌日に所属リンパ節を解析した。その結果、
テープストリッピングによって 3日以上、持
続的な樹状細胞移行の増加と抗原の運搬の
増加が認められた。そして、これらは特に
CD103-真皮樹状細胞が担っていることを明
らかにした。今後、これら感作タンパク抗原
を運搬した細胞の Th2細胞誘導について解析
する予定である。 
 また、テープストリッピング翌日には、抗
原を運搬した皮膚でマークされた真皮樹状
細胞が所属リンパ節で検出されたが、２日以
降には、感作抗原が皮膚でマークされていな
い樹状細胞で認められた。この結果は、感作

抗原を皮膚から移行した樹状細胞から受け
取ったリンパ節内に存在する樹状細胞が T細
胞活性化を担っている可能性を示している。
頻回感作過程における、これら抗原提示細胞
の Th2誘導の解明も重要であると考えられる。 
 

図 2 皮膚樹状細胞の定常状態における所属
リンパ節への移行と、OVA皮膚頻回感作モデ
ルと同様、皮膚を物理的な刺激 (テープスト
リッピング) とタンパク質抗原塗布時の細胞
移動と抗原運搬。 
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