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高校生の頃になんとなく考えていたこと 

2000年頃の風潮：バイオテクノロジー、遺伝子工学がブーム。 

ヒトゲノムプロジェクトが佳境。 

“遺伝子”を題材にした小説、映画、ゲームがブーム。 



“学部”でなにが違うのか？ 

バイオテクノロジー、遺伝子工学 

農学部 理学部 

？ 



“学部”という分け方は、今はほとんど意味をなさない！ 

医 

薬 

工 

農 

理 
バイオテクノロジー 

（生命科学） 

医工学 
現在の分類（イメージ）・大学院の位置づけ：学際領域 

数理生物学 



“研究者/学者”とは？ 
けんきゅう【研究】〔名・ス他〕 
物事を学問的に深く考え、調べ、明らかにすること。単に、調べること。 
がくしゃ【学者】 
学問を業とする人。▷単に物知りの意にも使う。古くは、学に志して修行する人。 
（岩波国語辞典第五版より引用） 

なんか楽しそう 
自由そう 

なんかしんどそう 
束縛されそう 

大学で研究する 
（サイエンティスト） 

会社で働く 
（サラリーマン） 

高校生の時に漠然と持っていたイメージ： 

一週間のうち、平日は5日、休日は2日！ 

月 火 水 木 金 土 日 
楽しくない仕事に就いたら、 
人生の2/7しか楽しめない!? 
→自分の好きなことを 
   仕事にしたい!!! 



“研究者/学者”とは？ 

論文（英語）。 

高校生の時に漠然と好きだったこと： 

写真 作文 理科の実験 
（特に生物学） 

研究職！ 
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“ウイルス学”との出会い：2003年（13年前） 
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HIVとエイズ 

エイズ（AIDS）： 
後天性免疫不全症候群（acquired immunodeficiency syndrome） 
 
1. HIVが感染することで引き起こされる病気。 
 
2. からだの免疫システムが働かなくなり（免疫不全）、普通なら 
　 免疫システムで排除できるような弱い病原体によってさまざまな 
　 病気（症候群）が引き起こされてしまう。 



免疫とは？ 

HIVは，免疫システムの司令塔“ヘルパーT細胞”に感染し、 
この細胞を殺してしまう。 



HIVは、ヒト（とチンパンジー）にしか感染しない！ 

その他の動物（マウスなど） 

 影響なし
（感染しない） 

×

ヒトにのみ感染し
病気を引き起こす

ウイルス 

ヒト 

発症 

感染 
○



エイズの病態解明に向けて - “ヒト化マウス” 

NOGマウス 
(NOD/SCID/IL-2R�null mice) 
実験動物中央研究所（神奈川県川崎市）で開発された、 
日本製の特殊なマウス。 
（T細胞, B細胞, NK細胞が先天的に欠失しているため、 
移植された異種の細胞を排除できない。） 

新生仔NOGマウス	

放射線照射 

ヒト造血幹細胞 
（免疫システムの基になる細胞）

移植 

ヒト化マウス 
（humanized mouse） 

ヒト化マウスの作り方： 



“ヒト化マウス”：ヒトの免疫細胞を持つマウス 

ヒト化マウス 
（humanized mouse） 

HIVが感染できる！ 



“ヒト化マウス”：ヒトの免疫細胞を持つマウス 

ヒト 
白血球 

末梢血 
T細胞 
B細胞 

CD4+ T細胞 
CD8+ T細胞 樹状細胞 

骨髄 

胸腺 

脾臓 
ヒト 
白血球 

T細胞 
B細胞 

造血幹細胞 
単球 

ヒト胸腺細胞 

ヒト 
白血球 

T細胞 
B細胞 

CCR5+ 
CD4+ T cells 

CXCR4+ 
CD4+ T cells 

ヒト化マウスは、ヒト免疫細胞を1年以上維持することができる！ 



HIV-1感染ヒト化マウスモデルの確立 

ヒト化マウス 

野生型HIV-1 
(JRCSF株) 

生体内における主要な 
HIV-1産生細胞を同定！ 

Nie & Sato et al, Virology, 2009 ; 
Sato, Nie, & Misawa et al, Vaccine, 2010 ;

Sato et al, Blood, 2011 ;
 Sato & Koyanagi, Exp Biol Med, 2011* ;

 Yamada et al, Viruses, 2015* ;
 Sato et al, Sci Rep, 2015*.



HIV-1がコードする遺伝子（９つの遺伝子） 

構造・機能遺伝子: Gag, Pol, Env 
調節遺伝子: Tat, Rev 
      → ウイルス複製に必須。 
 
アクセサリー遺伝子: Vif, Vpr, Vpu, Nef 
      → 条件によって必須・重要（in vitro/培養細胞系において）。 
 

Q. In vivo/生体内ウイルス複製における役割は？   

  1) 遺伝子欠損・変異ウイルスを作製し、ヒト化マウスに接種。 
  2) 野生型ウイルスと表現型を比較する。 



内因性免疫：intrinsic immunity 
・自然免疫 (innate immunity): 宿主の”パターン認識レセプター (pattern recognition receptors; PRR)が、 
病原体（の糖鎖や核酸など）を認識し、I型インターフェロンなどのサイトカインを産生する。 
　PRRの例：toll-like receptors (TLRs), RIG-I, MDA5 
 
・獲得免疫 (acquired immunity): 主要組織適合複合体 (major histocompatibility complex; MHC)と 
T細胞受容体, B細胞受容体を介した、病原体特異的な免疫応答。 
　例：細胞傷害性T細胞 (cytotoxic T lymphocytes; CTLs), 中和抗体 

・内因性免疫 (intrinsic immunity): 宿主が生来コードしている、病原体特異的な増殖抑制分子 
　例：TRIM5alpha, APOBEC3, BST2 



自然免疫、獲得免疫、内因性免疫 

獲得免疫	

自然免疫	



自然免疫、獲得免疫、内因性免疫 

内因性 
免疫 



内因性免疫：intrinsic immunity 

APOBEC3 
BST2 

CD4 
CCR5/CXCR4 

LEDGF 

Cyclin T1 
Crm1 

ESCRT-I/II/III TRIM5alpha 

・自然免疫 (innate immunity): 宿主の”パターン認識レセプター (pattern recognition receptors; PRR)が、 
病原体（の糖鎖や核酸など）を認識し、I型インターフェロンなどのサイトカインを産生する。 
　PRRの例：toll-like receptors (TLRs), RIG-I, MDA5 
 
・獲得免疫 (acquired immunity): 主要組織適合複合体 (major histocompatibility complex; MHC)と 
T細胞受容体, B細胞受容体を介した、病原体特異的な免疫応答。 
　例：細胞傷害性T細胞 (cytotoxic T lymphocytes; CTLs), 中和抗体 

・内因性免疫 (intrinsic immunity): 宿主が生来コードしている、病原体特異的な増殖抑制分子 
　例：TRIM5alpha, APOBEC3, BST2 



Vif : 内因性免疫APOBEC3を排除するためのウイルスタンパク質 

Producer cell	

Target cell	

Sato, “Humanized Mice for HIV Research”, Chapter 23, Springer, 2015*.

In the absence of Vif In the presence of Vif 

Vifは、ウイルス産生細胞で発現するAPOBEC3をユビキチン-プロテアソーム経路依存的に分解する。 



ウイルスタンパク質と内因性免疫のせめぎ合い 

          Vif, Vpu 
(ウイルスタンパク質) 

内因性免疫 
（例：APOBEC3, BST2） 

- 

HIV-1増殖 

拮抗阻害 
‒ 

エイズ発病 



生体内HIV-1増殖におけるVifの機能解析 

ヒト化マウス 

野生型HIV-1 
or 

vif欠損HIV-1 

生体内HIV-1増殖においてVifは必須であり、 
APOBEC3は非常に強力な 
抗HIV-1活性を示す宿主因子である。 

Sato et al, J Virol, 2010 ; 
Kobayashi et al, J Virol, 2014* ;

Sato et al, PLOS Pathog, 2014* ;
Yoshikawa et al, J Gen Virol, 2015* ; 

Yoshikawa et al, J Virol, 2015*.



Vpu : 内因性免疫BST2を排除するためのウイルスタンパク質 

Vpuは、細胞表面上に発現するBST2をダウンレギュレーションすることにより、 
BST2による抗ウイルス効果を相殺する。 

Sato, “Humanized Mice for HIV Research”, Chapter 23, Springer, 2015*.



生体内HIV-1増殖においてVpuは必須ではないが、 
BST2/tetherinの抗HIV-1活性を 

拮抗阻害することによりそれを促進する。 

ヒト化マウス 

野生型HIV-1 
or 

vpu欠損HIV-1 

生体内HIV-1増殖におけるVpuの機能解析 

Sato et al, Retrovirology, 2009 ;
Sato et al, J Virol, 2012 ;

Sato et al, Front Microbiol, 2012* ;
 Kobayashi et al, Sci Rep, 2014* ;
 Nakano et al, J Gen Virol, 2015* ;

Iwami & Sato et al, Sci Rep, 2015* ;
 Iwami et al, eLife, 2015* ;

 Takeuchi et al, Sci Rep, 2015*.



“ヒト化マウス”を用いた研究の概要 

ヒト化マウス 
（humanized mouse） 

HIVが感染できる！ 

内因性 
免疫 



内因性免疫はどのようにして獲得されたか？ 

内因性 
免疫 



ウイルス遺伝子と内因性免疫の共進化 – “赤の女王仮説”

赤の女王 (Red Queen) : 鏡の国のアリス（ルイス・キャロル作） 
    “その場にとどまるためには、全力で走り続けなければならない” 
   （It takes all the running you can do, to keep in the same place.） 
 
→種・遺伝子が生き残るためには、進化し続けなければならない 



宿主とウイルスの進化的軍拡競争 – Red Queen Hypothtesis

RCM 
(あるアフリカのサル) 

GSN 
(別のアフリカのサル) 

チンパンジー ヒト 

SIVrcm

SIVgsn

SIVcpz

HIV-1
Nef

Vpu

Nef
Vpu

抗BST2ウイルス遺伝子の変遷（適応進化） 

内因性免疫は、ウイルスと宿主の 
進化的なせめぎ合いの中で生まれた？ 



HIV-1はいつどこで生まれたか？ 
HIV-1 : ~100年前 (チンパンジーのウイルスSIVcpzがヒトに種間伝播・適応進化). 
(Gao et al, Nature, 1999; Worobey et al, Nature, 2008) 
 
SIVcpz : ~500年前 (旧世界ザルのSIVがチンパンジーで組換えを起こした) 
(Bailes et al, Science, 2003) 

Keele et al, Science, 2006. 

パンデミックHIV-1 
 (group M)に 
もっとも近縁な 
SIVcpzが見つかる。 



ウイルスの種間伝播・適応進化（Zoonotic infection/adaptive evolution）	
旧宿主	 新宿主	



Zoonotic infection: パンデミックHIV-1はどのようにして生まれたか？	

ヒト化マウスモデル 

＊新宿主に適応できるウイルスがすでに旧宿主に存在している。 

＊旧宿主のウイルス（ウイルスX）が変異を獲得し、新宿主に適応進化する。 
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ご清聴ありがとうございました J 

＊Facebookはじめました。　　 
　↓Facebookで“ウイルス研究所　小柳研究室”で検索 


