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lnaseriesofrecentstudies.extrathymicTcelldiffel-entiationinmicehaslxやnrep()∩(_td.

TheseTcellsmaybemoreprimitivethanthat()fthymicorigin. SincetheycarlySelf

reacti＼･,eforbiddenclones,itcouldbebeneficalforelimenatingtheirownatypicalcells.

TheyexpressIL-2RβsimilartoNKCells,containingCl)′l()rCD8doublenegati＼･,eCells.

TlleirmorphologyislargegranularlymphoeytL,LLGI_工 Thisstudyistoelucidatethe

possibilitythatCD56positi＼,eTcellswithamorphology()fLGIJarethecounterpartof

inperipheralbloodfrom samedonor. ThephenotypeofTCellsintheli＼､でⅠ-mononuelear

cells(MNC).CD56positiveTcellshadconsiderablyhigherproportionofTCRll-(15aquisition,
andCD∠1.CD8doublenegati＼･repopulationwereals()existedinoneoftheeasewhohad

highpopulationofCD56positiveTcells. While(二n56p(1Sitiヽでeellswereabsentinthe

thymus. CD56positiveTCellswereabletoproliferateinserum-richmedium e()ndition

supplementedwithlL-2. CD56positiveTcellswereals()harvestedfrom bonemarr()w

cellsin(iliquideultuI･ewithoutthymicen＼･ironmellt. Theseresultsdescrib(､dabovealld

similaritiesoftheextrathymicTcellsinmice､stronglyilldicatpthepossibilitythatC,D56

positi＼でTcellsisacount(JrPartOf(JXtrath,micTcellsinhumans.
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橋本 :CD56陽性T細胞の特徴

緒 m

1990年以降,主iこて巾スにおいて肝頓洞や腸管土産

で胸腺外分化するT細胞の存在が明らかにされたi)-那

胸腺外骨化T細胞は,系統発生上 primitiveな細胞群

で卦上 胸腺における ne郎lti＼でSeleLCtionを受けてし､

ないため,自己応答機を有する禁止タロ…ソを掩った細

胞群と考えられている.

マウス胸腺外分化T細胞は表面抗原として,通常のT

細胞も同様に IL2receptoriS鎖を持一)か,C1)3を獲

得 していない.またマウス胸腺外分化で締胞は CD3の

染色性が弱いので,胸腺由来のT細胞と明確をこ区別する

ことができる.さらにマウス胸腺外分化T細胞は,CD4,

CD8どちらか一方を持つ simglepositivece旦lの他に,

CD勘 CD8ともに発現 していない,より primitiveな

doublenegative(DN)cellも存在するが,細胞形願

はいずれも largegranularlymphocyte(LGL)を示

す2㌧iJzI-I-!7･り においては,胸腺外分化T細胞は Tcell

mitogenに対する反応性が低 く,添加する血清濃度を

高めた条件下で増殖する事が知られている6).胸腺外分

化T細胞の局在は,肝額洞,赤牌髄,腸管上皮内,胸腺

髄質 7)とされ 宿主が如令3)6),担癌状態2),自己免疫

疾患 1)5㌔ 細胞内寄生感染4)等,胸腺が萎縮する病態に

相関 して増加が観察される.胸腺は外来抗原を認識する

ために進化 してきた臓器であり,胸腺内 リンパ球は外来

抗原に反応する.一方,胸腺外分化T細胞は,自己応答

能を着するので,合 目的に考えると異常自己の監視を行

なっていると考えられている.

リンパ球はマクロファ---ジ,NK 細胞,胸腺外分化

T細胞.胸腺分化T細胞,及びB細胞(T川鋸こ進化してき

たと考えられる,その観楓は胸腺の存在 しない下等生物

においても,マクロファージや リンパ球が存在する7),

て｢171く胸腺外分化T細胞は NK 細胞と同線 .llr2reeeptor

β鎖が陽性である.

進化の過程をヒ トにも当てはめると,NK 細胞と通

常のT細胞の間をうめる細胞群がヒト胸腺外分化T細胞

に相当すると考えられる.NK マ-ガ-とぎれる CD56

(neuralcell(ldhesionmolecule-日出＼cD579､.10＼が NK

細胞だけでなく,T細胞の-部をこも認められる9)-12)

従来いわゆると卜CD56陽性T細胞の存在は知 られて

はいたが,起源をこついては不明であった.本研究では主

に CD56陽惟T細胞cp')ヒトにおける局在と特徴を明t､)

かにす る目的で､表面抗原検索.培養を行い,now
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cytometryで解析 しJ=.その結果､CD56陽惟T細胞

はマウス胸腺外分化T細胞に相当する細胞群であること

を示唆する成鱗であった.

方 法

健常人,及び胸腹部手術施行患者の末梢血と正常骨髄

細胞は.へバりン加で採取 し,FjcolトHypaque比黍遠

心法で単核球を分離 した.胸腺及び肝切片は外科手術組

織を用い,銃で小片にした後,200 ゲ-ジの金属メッシュ

上で摺 りつぶし,2%仔牛血清加 RPMⅠ16亜 med呈um

に浮遊させ,遠心後上清を除去 し､さ吊こ適等量LT)RPMl

16110で再浮遊後.Fie()lトHypaquL,法で単核球を分離 し

た.末柄血培養は前記方法で得た単核球を37℃で 1時間

酵降 し単球を可及的に除いたL~')ち､2×106､nllに調整

し.非働化10%/自己血鳳 Ilr2し塩野義製薬15CK)JRLTml

を添加 した RPh,,ll16⊥1()medium で37度, 500C02

で培養を開始 し. 1日[]に decarltationにて付着細胞

秤,｣軒十着細胞群i二分離 した.その後500｡白己血清.H:2

添加でさ吊ニ7F]間培養を継続 した.骨髄細胞は1000牛

胎児血清加 RPMI16-1Omediullに 500JtミLTmlの n.-2

を添加 し, さt､)に 1L-3しサンド薬品)を i-)ngmlを

追加 し,14口問液体培養 した.

細胞表面解析に用いた抗体は,Cl)31NUl13(FITC)

ニチLI,Leu-4(Per-CP)tkctomDickiIISOn工 CD8

1上しニ+LI),Cl),1LI_eu-3a上 CD56(Leu-19㌦ CD25

(rl:2R),CD16(ku-llC),CIr)7(lJeu-7),HLA｣)R,

TCRmLq(TCR-1以上 Beeton-Dickinson上 TCR･･-γ(5

(TCRLトlTCellSciencelである.これらの FITC,PE.

Pet-CP標識 monoclonal抗体で細胞を染色し,FA& ぉ1

(f吏cton-Ⅰ謙ekinson)で解析 した.一部の細胞は FA(Stall

aplus(Becton-Dickinson)で sortingL.形態の検

索に MaI･-GrunwaI-d染色を行なった.

成 績

1) 肝臓内 (末棉血)単接球の CD56陽性 T細

胞

肝臓内意性感療患者の切除肝切片の非療部を前記方法

にて単核球を分離 し,解析 した.肝臓内単核球は末梢血

と比べると,CD3陰性,CD56陽性の N~K 細胞が多く,

しかも C-1~)56陽性T細胞も存在 した,肝臓内では CD8

陽性細胞が Cr)4陽性細胞iこ比 し有意iこ多数存在 し.3

色同時解析では,CD56陽性T細胞は高率Cこ TCRl･∂

を獲得 Lてし､た し図 1.表 1).また.通常のT細胞に
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図 1 肝陳内■.)ン一八球と末梢血 .】ンべ球(')[1t)we〉･t川IlPtrI･解析

A:肝蚊内■!ンべ球,B:末梢血りンべ球.e :肝臓内 1[ンJ､球L･')3色同時解析

表 1 肝臓内 (及び束櫓血対象〕■!ンべ球解析施行した症例一覧

Lil.ersample odCD3+CD56+t(舶lMNe ooCDJ十er)56十一otaICr)3十 CL)8leT)4 %TCR7 6{ 0 3十cD 56+tooinbloodMN(二十 十㌔inhloodWNC1 LooinbloodMNC)

Colonca,,liVermeta. 28.3(3,2) 48,3(5.申 6.吊り.封 Nn

HCCwithoutL(T ll.4再.射 32.8(9 .両 1.4(0.7う 60

HCCwith(ーutL 14.6再ー封 30.6 日 8 .3) 1.3日.2) 57

Bileductぐa. 7.8Lo十射 32.3し1.91 1.8(0.6) Nt)

(･LT1-CurCinoma.nleta∴二:ImetaSt(llSis,HC(l-hepZltOeelluiこ1rC((lrCinoma,LC-lil,el･Cirrl~lOSis

は発現 していない 11_-2Rl:3が陽性である細胞が存在し.

の NK てMか ーである Cl)57はほほ500.陽性.Cl)16

は殆ど発現 していなかった く囲 望).

鰹常 人末梢血単核球LT)CI)56陽性T細胞は. 2-4

90/存在 Lた.未満血中に CI)56陽性rr細胞の多い 1例

で3色同時に解析を行なったとこflCr)8かきわめて優

位であり,CD4,CD8がともに陰性の細胞群が存在 し

た (図 3上 sort.ingで細胞を分離 L May-Grunward

染色で形態を観察するとき通常のT細胞より大きなアズ-

JL顎粒を有する LGL を呈した (図 4).

2) 胸腺内 リンパ球の解析

開胸手術にて得上丁-_,わた胸腺切片よ.I)単核球を分離し.FIow

eytometr1,で解析 Lた (図 5).胸腺内 りンべ球には.

NIく細胞とともに.CD56陽性T細胞は殆ど存在せず,

症例すべてで末梢血対象より少数であった.

3) 末梢血 リンパ球の培養

健常 人末櫓血単核球を tL-2存在下で培養 した.CD56

陽性T細胞は IL-2Rβ陽性細胞が存在するiこもかかわ

らず卓10%の血清濃度で通常に培養を行なっても増殖は



橋本 :CI)56陽性'1ー細胞し7)特徴

TCR一山β

J

a
q
Lu
nN
Ip
a

TCR-T6

CD45RO HLA-DR

tL-2RL, rL_2RB

CD3+CD56-cell

CD3◆CD56◆celI

CD3-CD56+cell

FITCfluorescence

図 2 (n56陰性T細胞 tCD3十CD56-eelll,CD56陽性T細胞 LCD3+CD56+Cell).

NK 細胞 (CD3-CD56十eell),の各表面抗原の発現

DThrt.,t.日-;(,lorn■1,liyhisofhlM,dMNC c03.Cl)56.ce帖

1

--
(山
d
)
9

S
C
)U

CD3(PerCP)-- --.-い,U-

s

ILaO-
O
J

a
q
∈

nu

‥ ~1.3ぐ/.･ .

CD3◆cells

CD4f一uorescence CD8 f一uorescence
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轟薯でなかったが,自己血清を高濃度加えた条件で,秤

着細胞と非付着細胞の分別によって NK 細胞 と同様に

増殖がより多く観察された.付着細胞と非付着細胞群の

図 4 し､n:r)(ミ陽性T細胞(pTl形態 (Mこlyf.runw(lld染色1

case1ThymusMNC

Case2ThymusMNC

Case1PBMNC

(D
的
(⊃
U

CD3-

細胞数を比較寸t'､Li-_.付着細胞群に6--8倍細胞増殖が

譜められ,より多くの CD56 陽性T細胞が観察された

(図 6).この付着細胞群の3色同時解析では,CD56陽

性T細胞に多くの TCRて∂の獲得が認められた (図 7).

1)正常骨髄細胞の培養

正常骨髄細胞単核球を.rl:告奈加で培養を式も,CD56

陽性′1'細胞の誘導を試3'･!二.1:lFl間しり液体培養にて骨髄

細胞より CD56陽性T細胞は IL12 単独で分化 した

く図 8).

考 察

mL,ljorhistocompLltil〕ilitrLlulC-l拘束性しり細胞障

害性T細胞は胸腺内で骨化成熟 した,CD4または CD8

陽性細胞より誘導される.Nlく細胞は主に Cl_)16.Cl)56

の雨抗原の親色で分額され CD56陽性T細胞は,cm6

陰性,CD56陽性であり,MHC非拘束性の細胞群であ

ると考えられている13).細胞障害機序としてパ-フォ

IJン産生能,intt､L･lt,ll･(1117･産生能か知:--,来てお;)lp卜,

NK細胞甑魁の機序が予想されている.このように細

胞の存在,NK 細胞短魁の性質は認められてはいたが,

その起源は今まで不明であった,

CD3- -- CD3-

図 5 胸腺細胞の 罰ow eytometry解析

CD8- m-一･一一
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NA-LAK

図6健常人末嫡血単核球の王L-2
存在下での培養と培養細胞のmow

cytometry解軌(AlAK-adherentlymphokineactivatedkiller
ce11付着細胞,
NA-LAK-non唱曲erent且ymphok豆neactivated
killercell非付着細胞)
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図 7 培養 CD56陽性及び陰性T細胞の TCR摘 または ㌢∂の発現
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BM MNCculture

CD3(FITC)

C D B(F汀 C )

withoutcytokines with JL12 withJL12andJL_3

図 六 骨髄単核球J1ll/2(及こ不Tl:こい 存在~Fでハ flowcyrt…1etr1-解析

('t)56陽性T細胞LtLG.Lで.1㌔上 陸常 人末的血中に

臓内に末櫓血 と比べ多 く存在 し,胸腺内をこぼ殆ど存在 し

ないといった特徴的な局在を示 した.末柄血で多数観察

され る 1例においては.CI)14.CL)8DN 細胞か存在 し

た. 3色同時解析では NK 細胞と通常し')T細胞しり車間

獲得 していることが多く,健常 J＼末的血ハ培養で増殖 し

た細胞群にも TCR7(;が多く観察 さ,hた.

-I/ウス胸腺外分化T細胞は mitogcLnに対する反応か

弱 く血清濃度を高めることによって増殖が観察 されるこ

とが知 1､二一,11ている6. 二(')二とは肝頓洞て'り分化増殖.

炎症組織内への浸潤増殖 といった事襲からも説明可能で

ある.血清濃度高値条件で CI)56陽性細胞が増加 した

とい う報告15)があ り,CD56陽性T細胞は,NK 細胞

と同様,血清濃度高値条件で付着件に増殖 し. 多 くの

TCR-7-'享を獲得 してし､た.以 上二の点で CD56陽性T紐

胞は-/rL,ーく胸腺外分化T細胞上顎似 し, ヒ ト胸腺外分化

′1､細胞し-)可能性が示唆 さ)豆二.

骨髄細胞中をこぼ リンパ球前駆細胞が存在する. しか し

骨髄 単核球ハ解析ては Cr)56陽性細胞は. 末梢血の混

Aと考えられる程度 しか存在 しない.王レ2存在下で培

養を試みたところ,CD56陽性T細胞は骨髄細胞 より分

化増殖することが考えられた.--方臨床的に胸腺機能が

全 く廃絶 Lた同種骨髄移植症例において CD5T陽性T

細胞が 多く観察 され そcT)形態が lJGL を示 したとい

う報告且6)例や急性 GVHD 合併例に r∂T細胞の増加

を示 した報告且7)も認められ る.肝臓内単接球 CD56陽

性T細胞の約半数は CD57獲得を認め,多 くは overlap

していると考えられ このことからも inm'troや gnuiuo

において胸腺の非存在下で分化増殖する細胞群存在の観

拠 となると思われる.

癌, 自己免疫疾患は現代医療の残 された難病である.

胸膜外分化T細胞はこのような疾患群 と密接な関係にあ
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ると考えられる.マウスにおける轄巣とあわせ,さらな

る臨床例解析,歯髄的解析が必要であると思われる.

結 語

ヒトCI)56陽性T細胞の局在上表面抗原について解

析した.本細胞群はてr7ス胸腺外分化T細胞に頓似 しヒ

ト胸腺外T細胞の可能性が示唆されJ=.

稿を終えるにあたり,愚切なる御指導,御校閲を

賜りました新潟大学第-内科学教室,柴田昭教授,

新潟大学医動物免疫学教室.安保徹教授､新潟大学

附属病院輸血部,品田牽二助教授に深謝致 します.

凍論文の概要は第55回日本血液学会 (於四日市市)

において発表 した.
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