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学位論文内容の要旨  
 
 
    博士の専攻分野の名称  博士（医 学）    氏 名  佐藤 雅 
 
 

学 位 論 文 題 名 
 

肥満誘導における NKT 細胞―脂肪細胞の相互作用の役割 
（The role of the interaction between NKT cells and adipocytes in obesity） 

 
 

【背景と目的】 
 脂質異常症や糖尿病などの生活習慣病は、肥満とメタボリック症候群を成し、日本におい

ても関連の医療費増大が大きな問題となっている。特に肥満は死因の上位を占める動脈硬化

性疾患のみならず、がんのリスクまで上昇させることから、肥満の予防や制御は保健衛生政

策上の喫緊の課題である。肥満は脂肪組織における慢性炎症と考えられ、その進展にはこれ

までマクロファージ（M ）・CD8+ T 細胞をはじめとする様々な免疫細胞が関わっていると

の報告が多くなされている。しかし、脂肪組織でどのように免疫細胞が活性化され、炎症反

応が開始されるのか、その機序には未だ不明な点が少なくない。 
NKT（ナチュラルキラーT）細胞は、MHC クラス I 分子様の多様性を欠く CD1d 分子によ

って提示される糖脂質・リン脂質等の脂質抗原を認識し、Th1/Th2/Th17 系サイトカインを

産生するユニークな T 細胞亜群である。NKT 細胞の最大の特徴は、脂質抗原を認識して早

期に大量のサイトカインを産生し、自然・獲得免疫応答や炎症反応を偏倚させる能力のある

ことである。そこで我々は NKT 細胞の脂質抗原認識に着目し、肥満の進展に対する役割に

ついて研究を始めた。まず、NKT 細胞が分化できない全身で CD1d を欠損する(CD1d KO)
マウスを用いて、NKT 細胞は肥満の進展に対して促進的に働くことを明らかにした（Satoh 
M, et al. PLoS One, 2012）。その過程で脂肪細胞が CD1d を発現することが明らかとなった。  
本研究では、特に NKT 細胞と脂肪細胞との相互作用に焦点を当て、肥満における脂肪組

織炎症がどのように誘導されるか、そのメカニズムを明らかにするとともに両細胞間相互作

用の肥満の進展に対する役割を明らかにすることを目的とした。 
 
【材料と方法】 
 まず NKT 細胞に対する脂肪細胞の抗原提示能を in vitro で調べるために、脂肪細胞に分

化させた 3T3-L1 細胞（3T3-L1 脂肪細胞）を抗原提示細胞として用い、マウス脾臓からソー

ティングした NKT 細胞を抗原である -galactosylceramide ( -GalCer)存在下（あるいは非存

在下）に共培養し、その上清を Mouse Th1/Th2/Th17/Th22 13 plex Kit FlowCytomix で測定し

た。また、3T3-L1 脂肪細胞に IFN- を作用させたときの遺伝子発現をリアルタイム PCR で

解析した。in vivo における NKT 細胞と脂肪細胞の相互作用の肥満誘導・進展に対する役割

を調べるために、脂肪細胞特異的 CD1d KO マウスを Adiponectin-cre mice (B6.FVB-Tg 
(Adipoq-cre)1Evdr/J)および CD1d1-floxed mice (C57BL/6-Cd1d1tm1.1Aben/J)（以上ジャクソン研

究所、米国）を交配して作製した。KO マウスおよびコントロールマウスに高脂肪食（HFD; 
日本クレア）を給餌し、体重増加や耐糖能を比較・検討した。また、肝臓や脂肪組織の組織

標本を作製し、肝臓への脂質の蓄積や脂肪細胞のサイズを測定・評価した。さらに、脂肪組

織に浸潤した NKT 細胞・M をフローサイトメーターで解析した。 
 
【結果】 
 3T3-L1 脂肪細胞は、脂肪細胞マーカー遺伝子の発現とともに CD1d と共刺激分子である

CD80 の発現が誘導された。実際に、3T3-L1 脂肪細胞とマウス脾臓からソーティングした

NKT 細胞をリガンドである -GalCer 存在下で共培養すると、IFN- や IL-4 などのサイトカ



 

イン産生が認められ、NKT 細胞に対する抗原提示細胞として機能し得ることが判明した。

サイトカイン産生は -GalCer 非存在下においても認められ、3T3-L1 脂肪細胞の内因性抗原

によって NKT 細胞が活性化されることが示された。しかしながら、 -GlyCer ( -GalCer, 
-Glc/Cer など)/CD1d 複合体を認識する L363 抗体による染色では陰性であり、3T3-L1 脂肪

細胞に -GlyCer の存在はフローサイトメトリーでは認められなかった。さらに、NKT 細胞

から産生される IFN- によって、3T3-L1 脂肪細胞における遺伝子発現に変化（CD1d, CCL2
の発現増加、adiponectin の発現低下）が誘導されることが判明した。脂肪細胞特異的 CD1d 
KO マウスは、脂肪細胞でのみ CD1d が欠損しており、胸腺細胞や M などの細胞はコント

ロールマウスと同レベルで CD1d の発現が確認できた。HFD 給餌した KO マウスは、コン

トロールマウスに比べて体重増加が少なく、内臓脂肪重量や肝重量も少なかった。耐糖能試

験やインスリン耐性試験でも、それぞれについてコントロールマウスと比較して KO マウス

では血糖上昇が抑制、血糖降下が強く誘導されインスリン抵抗性が低く抑えられていた。肝

組織標本のオイルレッド O 染色から、KO マウスでは脂質の蓄積も少なく、血清 ALT 値も

低いことから、脂肪蓄積による肝炎症が抑制されていることが示された。脂肪細胞のサイズ

も、KOマウスではコントロールマウスよりも小さかった。脂肪組織におけるTNF- や IL-6、
CCL2 の発現はコントロールマウスに比べて KO マウスで低下していた。一方、adiponectin
の発現は増加していた。さらに、コントロールマウスでは HFD 給餌 3 日目で IFN- の発現

増加が認められたが、KO マウスでは認められなかった。KO マウスにおける脂肪組織への

NKT 細胞の浸潤は、コントロールマウスよりも少なく、NKT 細胞の活性化（CD69 発現）

や IFN- 産生が抑制されていた。さらに、M の浸潤も KO マウスでは抑制されていた。しか

し、M1 M （CD11c+）から M2 M （CD206+）の偏倚は認められなかった。これらの結果か

ら、NKT細胞と脂肪細胞の相互作用が脂肪細胞上にCD1dが欠損することで阻害されると、

M などに CD1d が発現しているにも拘らず NKT 細胞の活性化が抑制され、脂肪組織炎症・

耐糖能異常が誘導されないことが明らかとなった。 
 
【考察】 
 脂肪細胞は、CD1d を介して内因性抗原を提示して NKT 細胞を活性化し得る。L363 抗体

陰性という結果から、その内因性抗原は -GlyCer 以外であると考えられるが、 -GlyCer の
発現量が非常に少ないために L363 抗体では同定できない可能性も残る。先行研究として全

身の CD1d KO マウスは、HFD 給餌における体重増加やインスリン抵抗性が野生型マウスに

比べて抑制されることを示した。本研究で用いた脂肪細胞特異的 CD1d 欠損マウスにおいて

も、HFD 給餌における体重増加や耐糖能異常が本研究で用いた全身 CD1d KO マウスと同レ

ベルで抑制されていた。このことから、肥満の誘導には脂肪細胞上の CD1d（+ X）と NKT
細胞上の T 細胞抗原受容体との相互作用が重要であると考えられる。特に、HFD 給餌 3 日

という早期に脂肪組織において IFN- の発現増加が認められることから、NKT 細胞は肥満の

非常に早期に活性化していることが示唆される。HFD 給餌 8 週において、M の M1/M2 偏

倚が誘導される前に KO マウスでは肥満が抑制されていることから、M の上流に NKT 細胞

の活性化があると考えられる。以上から、脂質の過剰負荷によって、早期に NKT 細胞が脂

肪細胞によって活性化され、脂肪組織炎症・肥満が誘導され、以後進展することが示唆され

る。今後、脂肪細胞が発現する内因性抗原の同定、さらには、NKT 細胞活性化阻害の方法

を検討し、肥満や脂質代謝異常関連疾患に対する新しい治療アプローチが可能か、さらなる

研究が必要である。 
 
【結論】 
 脂肪細胞は発現している CD1d および内因性脂質抗原を介して NKT 細胞を活性化し、産

生される IFN- は脂肪細胞における炎症性サイトカインの発現増加、adiponectin の発現低下

を引き起こす。その結果、脂肪組織炎症が惹起され、耐糖能異常・肥満の進展が促進される

ことが示唆された。 


