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研究成果の概要（和文）：CD40Lは細胞障害性T細胞では発現せず、その詳細な機序は不明である。細胞障害性T細胞に
おいてCd40lg遺伝子のプロモーター領域でCpG DNA、ヒストンH3K9、ヒストンH3K27ならびにヒストンH4K20がメチル化
されていることを見出した。ThPOKはヘルパーT細胞機能発現に必須な分子であることから、細胞障害性T細胞にThPOKを
強制発現したところ、ヒストンH3K9ならびにヒストンH4K20がメチル化が低下した。ThPOK標的分子探索を行い、CXXC5
を見出した。CXXC5はSUV39H1と結合し、Cd40lg遺伝子のプロモーター領域のヒストンH3K9をメチル化することを見出し
た。

研究成果の概要（英文）：CD40L is induced in helper T cells upon TCR stimulation. However, the mechanisms 
whereby CD40L becomes expressed in T cells remain unclear. Ｗe showed that CD40L expression in cytotoxic 
T cells was suppressed by combined epigenetic regulations in the promoter of the Cd40lg gene such as the 
methylation of CpG dinucleotides, histone H3 lysine 9 (H3K9), H3K27, and H4K20. As ThPOK is critical in 
helper T cell development, we focused on the role of ThPOK in CD40L expression. CD40L expression is 
moderately induced by retroviral Thpok transduction into cytotoxic T cells, which was accompanied by a 
reduction of H3K9 methylation (H3K9me) and H4K20me in the promoter of the Cd40lg gene. ThPOK directly 
inhibited the expression of CXXC5 that induced H3K9me through an interaction with SUV39H1. In addition to 
inhibit CD40L induction in activated helper T cells by CXXC5, our findings indicate that CXXC5 was one of 
the key molecules contributing to repressing CD40L expression in cytotoxic T cells.

研究分野： 免疫
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
近年、肥満、糖尿病、慢性腎臓病、非アル

コール性肝炎や動脈硬化性疾患などの生活
習慣病、アルツハイマー病やパーキンソン病
のような神経変性疾患、慢性関節リウマチな
どの自己免疫疾患、癌の発症・浸潤・転移に
共通する基盤病態として慢性炎症が注目さ
れている。これら慢性疾患に T細胞の浸潤な
らびに炎症部位でのT細胞とマクロファージ
や樹状細胞との相互作用が生じることによ
り、炎症性サイトカインの発現が認められ、
T 細胞は慢性炎症の増悪化ならびにその抑制
に大きく関与していることが知られている。
それら T 細胞は胸腺において CD4+CD8+ダブル
ポジティブ細胞(DP 細胞)から CD4+ヘルパーT
細胞(ヘルパーT 細胞)および CD8+細胞障害性
T細胞(細胞障害性T細胞)へ分化成熟するが、
どのように分化し、さらにどのような機序に
よりそれら細胞が異なる機能を獲得し発揮
するか等の詳細な機序は不明である。 
 
２．研究の目的 
ヘルパーT細胞は末梢において、IFN-を主

に産生する Th1 細胞や IL-4, 5, 13 を主に産
生するTh2細胞に分化することが知られてい
る。従来、Th1 および Th2 細胞がさまざまな
免疫応答に関与し、感染免疫、腫瘍免疫など
に重要な役割を果たす一方、過剰な免疫反応
を引き起こすことによってアレルギー、自己
免疫疾患、炎症性腸疾患、移植臓器の拒絶反
応が惹起される。同時に、FoxP3 陽性制御性
T 細胞は抗原提示細胞、T 細胞の活性化の抑
制、または、末梢標的臓器においてエフェク
ターT 細胞の働きを制御することによって免
疫寛容維持に重要な役割を担っている。ヘル
パーT 細胞および細胞傷害性 T 細胞は胸腺に
おいて共通の前駆細胞である DP 細胞から分
化成熟するが、どのような機序で分化、さら
に異なる機能を獲得し発揮するか詳細は不
明である。 
近年、ヘルパーT 細胞分化のマスター転写

因子として ThPOK が同定された。ThPOK は
Zinc finger を持つ転写因子で、Zinc finger
に変異があるマウスならびにThPOKを欠損す
るマウスはヘルパーT 細胞を有さないことか
ら、ヘルパーT 細胞分化に必須であることが
知られている。さらに、ThPOK を欠損する MHC 
class II 拘束性ヘルパーT細胞様細胞では機
能が著しく低下することから、ThPOK がヘル
パーT 細胞機能発揮に重要な役割を果たして
いることは明らかである。しかしながら、
ThPOK の標的遺伝子は未だ不明である。した
がって、ThPOK 標的遺伝子を探索し、ThPOK
の下流シグナルを明らかにすることにより、
ヘルパーT 細胞において、いかにヘルパーT
細胞機能が発現するか、ならびに細胞障害性
T 細胞機能が抑制されるか、その機序の解明
が可能となると考えられる。 
 
３．研究の方法 

（１）T 細胞単離ならびにレトロウイルスに
よる T細胞への ThPOK 導入 
野生型ならびに CXXC5 Tg マウスから cell 

sorterを用いてヘルパーT細胞および細胞傷
害性 T 細胞を単離した。ThPOK 欠損マウスか
らCD8+GFP+T細胞およびCD8+GFP-T細胞をcell 
sorter を用いて単離した。得られた T細胞を
in vitro において抗 CD3 抗体および抗 CD28
抗体を用い刺激した。活性化した T 細胞に
ThPOK を発現可能なレトロウイルスを感染さ
せ、ThPOK を強制発現させた。 
（２）Cd40lg遺伝子プロモーター領域におけ
る CpG DNA およびヒストンのメチル化の測定 
 CpG DNAのメチル化はバイサルファイト法
を用いて検討した。単離したT細胞からゲノム
DNA を 抽 出 し 、 MethylEdge Bisulfite 
Conversion System Kitを用いてバイサルファ
イト処理した。バイサルファイト処理したゲ
ノ ム DNA を Cd40lg promoter forward 、
5’-TTAATAAAAGGGAAAGTTTGGAAGT-3’および 
Cd40lg promoter reverse 、
5’-TCTAACCAAAAATAAAACAAAAACAAC-3’ に よ
りPCR法で増幅し、シークエンスによりDNA配
列を調べ、CpG DNAのメチル化を調べた。 
 ヒストンのメチル化はクロマチン免疫沈降
法を用いて調べた。単離したT細胞を1%フォル
ムアルデヒドで固定化した。固定化したT細胞
を溶解し、超音波にてDNAを細断した。抗ヒス
トンH3K9トリメチル、抗ヒストンH3K27トリメ
チル、抗ヒストンH4K20トリメチル、抗SUV39H1、
または抗HA抗体を用いて免疫沈降し、得られ
た DNA を Cd40lg promoter forward 、
5’-CCCAAACTTTAGAGAGCAATAGG-3’ お よ び 
Cd40lg promoter reverse 、
5’-TAATCACACCCATATCATTCACT-3’を用い、定
量PCR法にて増幅、定量した。 
 
４．研究成果 
ThPOKの標的遺伝子の同定をcDNAマイクロ

アレイと ChIP on chip 法により行い、その
結果、164 個の ThPOK 標的遺伝子候補を見出
した。それら候補遺伝子の中でヘルパーT 細
胞では発現が認められず、しかし、細胞障害
性 T細胞で発現が見られ、さらに ThPOK 欠損
T細胞でも発現が見られる遺伝子(ThPOKによ
り発現が抑制される遺伝子)に注目し、これ
ら候補遺伝子の中で Cxxc5 遺伝子を選んだ。 
CXXC5 の T 細胞における発現量をリアルタ

イム PCR 法により測定した。CXXC5 は胸腺に
おいて ThPOK が発現していない DP 細胞、な
らびにCD8SP細胞に発現が見られたが、ThPOK
が発現しているCD4SP細胞には発現していな
かった。また、ThPOK、欠損マウスから得ら
れた MHC class II 拘束性細胞である
CD8+GFP+T 細胞において CXXC5 の発現誘導が
認められた。さらに、ThPOK が発現していな
い細胞障害性T細胞にレトロウイルスを用い
て ThPOK を強制発現したところ、CXXC5 の発
現は著しく抑制された(図 1)。またクロマチ
ン免疫沈降法を用いて ThPOK が Cxxc5遺伝子



座に直接結合するかを検討したところ、
ThPOK の Cxxc5 遺伝子座への結合が確認でき
た。これらのことから CXXC5 の発現は ThPOK
により直接抑制されることが示唆され、ヘル
パーT 細胞では ThPOK が CXXC5 の発現を抑制
し、ヘルパーT 細胞の機能が発揮すると考え
られる。 
 

 
図 1. CXXC5 の発現は ThPOK によって直接抑
制される。 
 
CXXC5 はヘルパーT 細胞の機能を抑制する

因子であるとも考えられるが、直接的な証拠
が無い。そこで T細胞特異的に CXXC5 を発現
する Transgenic Mouse(Tg マウス)を作成し
た。その結果、CXXC5 Tg マウスの胸腺におけ
るT細胞の分化に大きな影響は見られなかっ
たが、末梢リンパ組織におけるヘルパーT 細
胞ならびに細胞障害性T細胞の数が減少する
ことを確認した(特に細胞障害性 T 細胞数)。
さらに、CXXC5 Tg マウスのヘルパーT細胞を
in vitro において活性化し、ヘルパーT細胞
特異的に発現するCD40Lの発現を調べたとこ
ろ、その発現誘導は認められなかった(図 2)。
また、細胞内染色を行ったところ、細胞内
CD40L たんぱく質の量も CXXC5 Tg マウスの
ヘルパーT 細胞において明らかに減少した。
さらに、CXXC5 Tg マウスのヘルパーT細胞お
いて CD40L mRNA の量も明らかに減少した。
このことから CXXC5 は活性化ヘルパーT 細胞
におけるCD40Lの発現を転写レベルにおいて
何らかの機序で抑制することが明らかにな
った。 
 

 

図 2．CXXC5 は CD40L の発現を抑制する 
 
 ThPOK により発現が抑制される CXXC5 をヘ
ルパーT 細胞に発現させると、ヘルパーT 細
胞特異的に発現するCD40Lの発現が著しく抑
制された。このことは、CXXC5 が発現する細
胞障害性 T 細胞において、CXXC5 が CD40L の
発現を抑制することを示唆するが、その詳細
な機序は不明である。そこで、CXXC5 がどの
ように CD40L の発現を抑制するかを Cd40lg
遺伝子のプロモーター領域のエピジェネテ
ィックな調節に注目し解析した。CpG DNA、
ヒストン H3K9、ヒストン H3K27 ならびにヒス
トンH4K20のメチル化は遺伝子発現を抑制す
るエピジェネティックな修飾であることが
報告されていることから、Cd40lg遺伝子のプ
ロモーター領域のそれらメチル化を測定し
た(図 3)。CXXC5 が発現していないヘルパーT
細胞では Cd40lg 遺伝子のプロモーター領域
の CpG DNA のメチル化は見られなかったが、
CXXC5 が発現している細胞障害性 T 細胞では
明らかに CpG DNA のメチル化が認められた。
CXXC5 の発現は ThPOK により抑制されること
から、細胞障害性 T細胞にレトロウイルスを
用いて ThPOK を導入したところ、CpG DNA の
メチル化が見られ、ThPOK 導入による影響は
認められなかった。さらに、ThPOK 欠損マウ
スから得られた MHC class II 拘束性細胞で
ある CD8+GFP+T 細胞において CpG DNA のメチ
ル化は確認できなかった。これらのことは
Cd40lg遺伝子のプロモーター領域の CpG DNA
のメチル化に ThPOK ならびに CXXC5 が関与し
ていないことを示唆している。 
 次に Cd40lg 遺伝子のプロモーター領域に
おけるヒストン H3K9、ヒストン H3K27 ならび
にヒストンH4K20のメチル化をクロマチン免
疫沈降法にて検討した(図 3)。CXXC5 が発現
していないヘルパーT細胞ではCd40lg遺伝子
のプロモーター領域のヒストン H3K9、ヒスト
ン H3K27 ならびにヒストン H4K20 のメチル化
は認められなかった。一方、CXXC5 が発現し
ている細胞障害性T細胞では明らかにヒスト
ン H3K9、ヒストン H3K27 ならびにヒストン
H4K20 のメチル化が誘導されていた。また、
ThPOK をレトロウイルスにより導入した細胞



障害性 T 細胞ではヒストン H3K9 ならびにヒ
ストン H4K20 のメチル化が抑制されたが、ヒ
ストンH3K27のメチル化は抑制されなかった。
さらに、ThPOK 欠損マウスの CD8+GFP+T 細胞に
おいてヒストンH3K9ならびにヒストンH4K20
のメチル化の上昇が見られたが、ヒストン
H3K27 のメチル化の上昇は見られなかった。
これらのことから、Cd40lg遺伝子のプロモー
ター領域のヒストン H3K9 ならびにヒストン
H4K20 のメチル化は ThPOK ならびに CXXC5 依
存性、一方、CpG DNA およびヒストン H3K27
のメチル化は ThPOK ならびに CXXC5 非依存性
であることが示唆された。 

 

図 3.ThPOK はヒストン H3K9 およびヒストン
H4K20 のメチル化を抑制する 
 
さらに、CXXC5 が Cd40lg遺伝子のプロモー

ター領域のヒストン H3K9 ならびにヒストン
H4K20 のメチル化に関与するかどうか、それ
らメチル化の程度を CXXC5 Tg マウスから得
たヘルパーT 細胞を用いてクロマチン免疫沈
降法にて検討した(図 4)。CXXC5 Tg マウスか
ら得られたヘルパーT 細胞において、ヒスト
ン H3K9 のメチル化の増加が見られたが、ヒ
ストン H4K20 のメチル化は見られなかった。
このことは、Cd40lg遺伝子のプロモーター領
域のヒストン H3K9 のメチル化は CXXC5 依存
性、一方、ヒストン H4K20 のメチル化は CXXC5
非依存性であることが示唆された。 
 

 

図 4．CXXC5 を強制発現するヘルパーT細胞の
Cd40lg 遺伝子のプロモーター領域における

ヒストン H3K9 はメチル化されている。 
 
 CXXC5 を発現するヘルパーT 細胞において
Cd40lg 遺伝子のプロモーター領域のヒスト
ン H3K9 はメチル化されていたが、CXXC5 には
メチル化に関与する酵素活性部位はない。こ
のことはCXXC5がヒストンメチル化酵素と結
合することを示唆する。そこで、CXXC5 とヒ
ストン H3K9 メチル化酵素の SUV39H1 との結
合を免疫沈降法にて検討したところ、細胞障
害性 T 細胞において、CXXC5 と SUV39H1 の結
合が認められた(図 5)。さらに、CXXC5 が発
現する細胞障害性 T 細胞、CXXC5 を強制発現
したヘルパーT 細胞、ならびに ThPOK 欠損マ
ウスの CD8+GFP+T 細胞において SUV39H1 が
Cd40lg 遺伝子のプロモーター領域に結合す
るかどうかクロマチン免疫法にて調べた(図
5)。CXXC5が発現する細胞障害性T細胞、CXXC5
を強制発現したヘルパーT 細胞、ならびに
ThPOK 欠損マウスの CD8+GFP+T 細胞において
SUV39H1がCd40lg遺伝子のプロモーター領域
に結合することが明らかになった。一方、
CXXC5 欠損マウスから得られた細胞障害性 T
細胞において SUV39H1 の Cd40lg 遺伝子のプ
ロモーター領域への結合は見られなかった。 
 

 

図 5．細胞障害性 T 細胞において CXXC5 と
SUV39H1 は結合する 
 
以上より、ヘルパーT 細胞において CXXC5 の
発現は ThPOK によって抑制される。一方、細
胞障害性 T 細胞において、CXXC5 は発現し、
SUV39H1と結合しCd40lg遺伝子のプロモータ
ー領域のヒストン H3K9 をメチル化すること
によりCD40Lの発現を抑制していることが明
らかになった。 
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