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(57) 【 要 約 】
【課題】アレルギー疾患における肥満細胞の役割を解析するツールを得るために、腫瘍化
していない、正常細胞由来の新規な肥満細胞株を提供する。
【解決手段】本発明により、高親和性免役グロブリンＥ受容体をその細胞表面に発現し、
ｃ−ＫＩＴの構成的な自己リン酸化を認めないにもかかわらず、特定の増殖因子を必要と
せずに簡便に培養することが可能であることを特徴とする、ＦＥＲＭＰ−１９１８３とし
て寄託されたマウス肥満細胞株ＮＣＬ−２が与えられた。本発明の細胞株は、正常細胞由
来であり、アレルギー疾患の治療薬又は診断薬をスクリーニングするためのツール等とし
て有用である。
【選択図】

なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＮＣマウスの骨髄より分離された肥満細胞株ＮＣＬ−２であって、ＦＥＲＭ

Ｐ−１９１

８３として寄託された、新規な肥満細胞株。
【請求項２】
高親和性免疫グロブリンＥ受容体を発現し、そのために前記受容体に免疫グロブリンＥ抗
体が結合することを特徴とする、請求項１記載の肥満細胞株。
【請求項３】
前記高親和性免疫グロブリンＥ受容体の刺激物質を作用させることにより、生理活性物質
を遊離することを特徴とする、請求項１記載の肥満細胞株。
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【請求項４】
前記生理活性物質が、ヒスタミン、ベータヘキソサミニダナーゼ、トリプターゼ、ＩＬ−
６、ＴＮＦαおよびロイコトリエンＢ４ から成る群より選択されたことを特徴とする、請
求項３記載の肥満細胞株。
【請求項５】
ｃ−ＫＩＴの自己リン酸化を起こさない非腫瘍細胞であることを特徴とする、請求項１記
載の肥満細胞株。
【請求項６】
アレルギー疾患の治療薬又は診断薬をスクリーニングするために使用することを特徴とす
る、請求項１記載の肥満細胞株の使用方法。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、高親和性免役グロブリンＥ受容体をその細胞表面に発現し、ｃ−ＫＩＴの構成
的な自己リン酸化を認めないにもかかわらず、特定の増殖因子を必要とせずに簡便に培養
することが可能であることを特徴とする、マウス肥満細胞株ＮＣＬ−２およびその使用方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
肥満細胞は高親和性免疫グロブリンＥ

（ＩｇＥ）受容体を有し、Ｉ型アレルギー反応に
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おけるエフェクター細胞としてその中心的役割を担っている事は周知の事実である。しか
しながら近年、肥満細胞の各種サイトカインの産生能が明らかになり、好酸球の集積やＢ
細胞に対するＩｇＥ抗体産生の指令にも関与しうる事が証明され、アレルギー性炎症反応
の形成に重要な役割を担っている事が判明してきている。一方、肥満細胞の増殖因子とし
ては、サイトカンの一種であるインターロイキン−３

（ＩＬ−３），

ガンドである幹細胞刺激因子

ｆａｃｔｏｒ

（ｓｔｅｍ

ｃｅｌｌ

が知られている。特にＳＣＦは単独でヒト造血幹細胞であるＣＤ
ｆ

ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎ）

３４

＋

ｃ−ＫＩＴのリ
ＳＣＦ）

等

（ｃｌｕｓｔｅｒ

：

ｏ

細胞から肥満細胞を誘導しうる唯一の増

殖因子であり、かつ組織での肥満細胞の分化、維持増殖に必須の因子として極めて重要で
ある。
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【０００３】
一方、現在まで腫瘍化した肥満細胞より多くの細胞株が確立されているが、特定の増殖因
子の添加を必要とせず増殖し、かつ、その代表的機能であるＩｇＥ受容体を介してのヒス
タミン遊離能を有するのは、ラット好塩基球性白血病細胞であるＲＢＬ−２Ｈ３細胞株の
みである。しかしながらＲＢＬ−２Ｈ３細胞株は他の大部分の肥満細胞株がそうであるよ
うに、突然変異によりｃ−ＫＩＴの自己リン酸化が生じ、常時活性化状態にあることによ
り自律的増殖能を獲得している。したがって、これを使ってＳＣＦ−ＫＩＴ系を介する肥
満細胞の活性化と細胞内情報伝達系の詳細な解析を行うことは困難であった。なおＲＢＬ
−２Ｈ３細胞についての報告の一例として、ヒトＩｇＥ受容体をＲＢＬ−２Ｈ３細胞に導
入したことがＧｉｌｆｉｌｌａｎらによって報告されている（非特許文献１）。また、Ｈ
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ｉｒａらによりＮＣ／ＮｇａマウスのＢＭＭＣから分離された細胞株の報告もあるが、こ
の細胞は正常なマスト細胞の機能を殆ど有していない（非特許文献２）。
【０００４】
また、その様な解析において、継代培養した細胞ではなく初代培養の肥満細胞を用いるこ
とが考えられるが、初代培養の肥満細胞は寿命が短く、その維持にはやはり上記［０００
２］で述べたサイトカインを必要とするという欠点があった。
【０００５】
【非特許文献１】
エー・エム・ギルフィランら（Ａ．Ｍ．

Ｇｉｌｆｉｌｌａｎ

ャーナル・オブ・イムイノロジー（Ｔｈｅ
ｙ），

Ｊｏｕｒｎａｌ

ｅｔ
ｏｆ

ａｌ），

ザ・ジ

Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇ
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１９９２年，１４９巻，ｐ２４４５−２４５１

【非特許文献２】
ヒラら（Ｈｉｒａ

ｅｔ

ａｌ．），

インターナショナル・アチーブス・オブ・アレル

ギー・アンド・イムノロジー（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
Ａｌｌｅｒｇｙ

ａｎｄ

Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ），

Ａｃｈｉｅｖｅｓ

ｏｆ

２００１年，１２７巻，ｐ６７−

７０
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
そのために、正常な肥満細胞の機能を維持し、かつｃ−ＫＩＴの自己リン酸化を伴わない
細胞株を確立することが求められていた。その様な特性を有する細胞株を提供することが
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本発明の課題である。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決すべく本発明者らは鋭意検討を行った結果、新規なマウス肥満細胞株であ
るＮＣＬ−２を確立した。なお、本細胞株はＦＥＲＭ

Ｐ−１９１８３として寄託されて

いる。ＮＣＬ−２細胞株はｃ−ＫＩＴの自己リン酸化を伴わない、不死化した肥満細胞株
であり、アレルギー疾患の治療薬や診断薬を開発するためのツール等として有用である。
【０００８】
【発明の実施の形態】
本発明の細胞株であるＮＣＬ−２細胞株は、近年確立されたアトピー性皮膚炎モデルマウ
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スであるＮＣマウスの骨髄より分離純化された。その特筆すべき特徴としては（１）増殖
に特定の増殖因子を要しないこと、（２）高親和性ＩｇＥ受容体を発現し、抗原刺激によ
り各種生理活性物質を遊離すること、（３）腫瘍細胞由来ではないためにｃ−ＫＩＴの自
己リン酸化を認めず、そのリガンドであるＳＣＦ（ｓｔｅｍ

ｃｅｌｌ

ｆａｃｔｏｒ）

により増殖が誘導されること等が上げられる。その様な特性のために、ＮＣＬ−２細胞株
はＫＩＴ下流のシグナル伝達の解析に適する。またＮＣＬ−２細胞株は不死化しているた
めに、培養にあたって特定の増殖因子を必要としないために、培養が簡便であるという利
点を有する。
【０００９】
本発明のＮＣＬ−２細胞株は高親和性の免役グロブリンＥ（ＩｇＥ）受容体を発現してお
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り、そのために抗原が作用することによってヒスタミン等の生理活性物質を放出するとい
う、肥満細胞としての性質を有している。一般的に、肥満細胞の細胞表面には高親和性Ｉ
ｇＥ受容体が発現しており、ＩｇＥ抗体と前記ＩｇＥ受容体がＦｃ部分で結合することに
よって細胞が感作される。感作された細胞の受容体に結合したＩｇＥ抗体分子のＦａｂ部
分に抗原が結合し、ＩｇＥ抗体分子間に架橋が形成され、それが引き金となって各種の生
理活性物質が放出され、種々のアレルギー反応が引き起こされる。また、ＩｇＥ抗体を介
さない経路で、ＮＣＬ−２細胞株を刺激することもまた可能である。すなわち、抗原以外
の種々の生理的刺激によっても、ＮＣＬ−２細胞株は生理活性物質を放出する。
【００１０】
ＮＣＬ−２細胞株を刺激して反応を引き起こす物質の例としては、下記の実施例で使用し
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ているＤＮＰ−ＨＳＡ（ｄｉｎｉｔｒｏｐｈｅｎｏｌ−ｈｕｍａｎ

ｓｅｒｕｍ

ａｌｂ

ｕｍｉｎ）に代表される抗原物質、抗ＩｇＥ抗体、抗ＩｇＥ受容体抗体、Ｃ３ａ，Ｃ５ａ
などの補体成分、サブスタンスＰやＣＧＲＰなどの神経ペプチド、イオノマイシン、ＡＴ
Ｐなどを挙げることができる。しかし、肥満細胞を活性化する物質はそれらに限定される
ものではなく、ＮＣＬ−２細胞株は種々の生理的刺激に対して応答する能力を有する。
【００１１】
また、ＮＣＬ−２細胞株を抗原で刺激することにより放出されるケミカルメディエーター
の例としては、ヒスタミン、ベータヘキソサミニダナーゼやトリプターゼなどの細胞顆粒
内蛋白質、ＩＬ−６、ＴＮＦαやロイコトリエンＢ４ などの刺激応答により生合成される
生理活性物質を挙げることができるが、それらに限定されるものではない。
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【００１２】
上記の肥満細胞としての性質を有しているために、ＮＣＬ−２細胞株は、アレルギー疾患
の治療薬をスクリーニングするためのツールとして、更には抗アレルギー薬の作用点を調
べるためのツールとして有用である。ＲＢＬ−２Ｈ３細胞株等の従来使用されていた細胞
株はいずれも腫瘍性の肥満細胞であるために、薬剤刺激に対して正常肥満細胞とは異なっ
た反応を示す可能性があったが、本発明のＮＣＬ−２細胞株にはそのような懸念がなく、
ＮＣＬ−２細胞株を用いることにより正常細胞により近い知見を得ることができる。
【００１３】
また、ｉｎ

ｖｉｖｏの解析としては、本発明のＮＣＬ−２細胞株を動物に移植して、生

体内における肥満細胞の解析を行うことができる。より具体的には、例えば、ＮＣＬ−２
細胞株を標識した後にマウスの皮下に注入し、ｉｎ

20

ｖｉｖｏにおける薬物効果などを調

べることができる。このような実験においては拒絶反応を避けるため、宿主動物として免
疫力を持たないヌードマウスを用いることが一般的である。ＲＢＬ−２Ｈ３など従来用い
られている細胞株をヌードマウス移植すると、その様な細胞株は癌細胞由来であるために
腫瘍が増殖して宿主であるマウスが死亡してしまうという問題がある。しかし、正常細胞
由来のＮＣＬ−２細胞株には、そのような不利益がない。
【００１４】
また本発明のＮＣＬ−２細胞株は不死化しているが、該細胞における不死化の機序を解析
することにより、肥満細胞の新たな増殖メカニズムが発見される可能性がある。そのよう
な知見は、肥満細胞の増殖を制御するための新たな手段に結びつく可能性があり、肥満細
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胞が関与するアレルギー疾患やケロイドなどの疾患を治療するための新たな方法を開発す
るのに資すると思われる。
【００１５】
また、本発明のＮＣＬ−２細胞株にヒトＩｇＥ受容体遺伝子を導入して発現させることに
より、ヒトＩｇＥ抗体に対する結合能を該細胞株に付与し、ヒトＩｇＥの機能の研究に資
することができる。上記のＲＢＬ−２Ｈ３細胞株は癌化しているために情報伝達系などに
おいて正常細胞と差異がある可能性があり、正常細胞の機能の研究には適さなかったが、
ヒトＩｇＥ

を発現させたＮＣＬ−２細胞株はそのような不利益がなく、ヒト細胞におけ

る反応を解析するための非常に好適なモデルとなりうる。
【００１６】
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すなわち、このように改変されたＮＣＬ−２細胞株は、ヒトＩｇＥに対する抗原や各種の
生理的刺激に反応してヒスタミン等を遊離するために、ヒトにおけるアレルギー反応を解
析するためのツールとして特に適している。より具体的には、幹細胞刺激因子（ｓｔｅｍ
ｃｅｌｌ

ｆａｃｔｏｒ）や種々のサイトカインにおけるシグナル伝達の解析や、抗原

・神経ペプチドなどによって誘導される肥満細胞の脱顆粒機序の解析に有用であると思わ
れる。本発明者らはラット肥満細胞においてヒト由来のＩｇＥ受容体遺伝子を導入するこ
とに成功しており（日本皮膚科学会雑誌１０９（３）：４７５（抄録），１９９９；アレ
ルギー４８（２．３），３５１（抄録）１９９９）、同様の技術を用いてＮＣＬ−２細胞
株を改変することが可能であると考えられる。ＩｇＥ受容体遺伝子を導入して形質転換し
た細胞を得ることは本技術分野における通常の手法によって可能であり、その様な手段と
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して、例えばエレクトロポレーション法を挙げることができる。
【００１７】
さらに、ＮＣＬ−２細胞は上記［００１３］で述べたヌードマウス以外にＮＣマウスへの
移植が可能であり、ヒトＩｇＥ受容体遺伝子を導入したＮＣＬ−２細胞をＮＣマウスへ移
植することによりアトピー性皮膚炎の病態生理に近似したｖｉｖｏの実験動物系において
、ヒトでのＩ型アレルギー反応をさらに精緻に解析できる可能性を有する。具体的には、
新たな抗アレルギー薬の開発やアレルギー疾患患者ごとの最適な抗アレルギー薬のスクリ
ーニング等に活用しうる可能性を有する。
【００１８】
上記において述べたように、本発明の細胞株であるＮＣＬ−２は、アレルギー疾患におい
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て中心的役割を果す肥満細胞の増殖分化および機能の詳細な解析や、腫瘍性疾患である肥
満細胞腫の病態解明、さらにはこれらの疾患に対する新たな治療薬開発に寄与する可能性
を有する。
以下の実施例において本発明の好適な態様を説明するが、本発明の範囲を限定するもので
はない。
【００１９】
【実施例】
実験動物としては、６週齢の雄のＮＣ／Ｋｕｊ

マウス（金沢大学医学部より寄贈）を用

いた。
【００２０】
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（細胞）
上記マウスの骨髄を採取し１０％牛胎児血清加αＭＥＭ培地
プトエタノール、２
０

ｍｇ

／ｍｌ

ＩＬ−３），
１０

６

ｍＭ

グルタミン、１００

ストレプトマイシン，

および

２

ｎｇ／ｍｌ

５

（５０

ＩＵ／ｍｌ
ｎｇ／ｍｌ

ｍＭ

ペニシリン

２−メルカ
Ｇ，

インターロイキン−３

インターロイキン−４

１０
（

（ＩＬ−４）含有）に

ｃｅｌｌ／ｍｌとなるよう播種した。１週間に１度半量の培地を新しく交換し、

４週間後には９９％以上の細胞がアルシャンブルー陽性の肥満細胞で占められるようにな
った（マウス骨髄由来培養肥満細胞（ＢＭＭＣ））。さらに、このＢＭＭＣをＩＬ−３，
ＩＬ−４の存在下で５０倍希釈による継代培養を約１００回行った後、ＩＬ−３とＩＬ
−４を添加しない培地で自律的に増殖する細胞群が生じた。この細胞群をさらに１００倍
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希釈による継代培養を８０回行った後、限界希釈を行ってクローンを単離した。
【００２１】
（増殖曲線）
３×１０

４

ｃｅｌｌ／ｍｌと成るよう希釈した細胞浮遊培地を含むシャーレを１４枚作

成し２４時間ごとに２枚づつ細胞数を測定した。
【００２２】
（ヒスタミン、ＬＴＢ４ の遊離）
ＤＮＰ−ＨＳＡ特異的

ＩｇＥにより受動感作した細胞を種々の濃度のＤＮＰ−ＨＳＡ、

サブスタンスＰ、イオノマイシン、ＡＴＰで３７℃、２０ｍｉｎ間刺激し、遊離したヒス
タミンとロイコトリエンＢ４

（ＬＴＢ４ ）の量を測定した。

40

【００２３】
（ヒスタミンの測定）
試料を遠心分離により細胞と上清に分離後、過塩素酸で処理してヒスタミンを抽出し、高
速液体クロマトグラフィーにて測定した。ヒスタミン遊離率は全ヒスタミン量に対する遊
離ヒスタミン量をパーセンテージで表した。
【００２４】
（ＬＴＢ４ の測定）
ＬＴＢ４ をＥＬＩＳＡキット（Ａｍｅｒｓｈａｍ
ｃｋｉｎｇｈａｍｓｈｉｒｅ，
【００２５】

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，

Ｂｕ

Ｕ．Ｋ．）にて測定した。
50
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（ウェスタンブロットハイブリダイゼーション）
３によりＪａｋ２のチロシンリン酸化が惹起されるか否かを検討するため、細胞を１００
ｎｇ／ｍｌのＩＬ−３で３７℃、５ｍｉｎ間刺激後、緩衝液中で速やかに破砕遠沈した。
さらに蛋白成分を加熱（９５℃、５ｍｉｎ）処理後遠沈し、ポリアクリルアミドゲル上で
電気泳動を行った後ＰＶＤＦ膜に転写した。これを、一次抗体として抗リン酸化Ｊａｋ２
ウサギＩｇＧ抗体で処理し洗浄後、二次抗体としてＨＲＰ結合抗ウサギＩｇＧ抗体で処理
し洗浄した。発色液と反応させＪａｋ２のチロシンリン酸化の程度を確認した。同様の方
法で、ＳＣＦによりｃ−ＫＩＴのチロシンリン酸化が惹起されるか否かを検討した。
【００２６】
（フローサイトメトリー）

10

細胞膜上のＦｃεＲＩ（高親和性ＩｇＥ受容体）の発現を同定するため、まずマウスＩｇ
ＥをＦＩＴＣ（ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｉｎ

ｉｓｏｔｈｉｏｃｙａｎａｔｅ）で標識した。

作成したＩｇＥ−ＦＩＴＣを１０μｇ／ｍｌ含有する反応液中でＮＣＬ−２細胞とＲＢＬ
−２Ｈ３細胞を各々３７℃で１

時間培養した。細胞を５回洗浄した後ＦＡＣＳによる解

析を行った。
【００２７】
（移植）
ＮＣＬ−２細胞とＰ８１５細胞を各々１０

６

個ずつＢＡＬＢ／ｃ

ヌードマウスの皮下に

注入し、生じた腫瘍の大きさを測定した。以下に、実験の結果を示す。
【００２８】

20

（染色性、ヒスタミン含量）
ＮＣＬ−２細胞はアルシャンブルー染色陽性、サフラニン染色陰性で、細胞当たり０．７
ｐｇのヒスタミンを含有していた。
【００２９】
（増殖曲線と倍加時間）
ＮＣＬ−２細胞の増殖曲線を図１に示す。これより算出した倍加時間は１７．８

時間で

あった。
【００３０】
（ヒスタミン遊離）
ＤＮＰ−ＨＳＡ（１から１００ｎｇ／ｍｌ）の濃度に依存したヒスタミンの遊離が認めら
れた（図２）。同様にイオノマイシン（０．３１から５．０

30

μＭ）の濃度に依存したヒ

スタミンの遊離が認められた（図４）。図５に示すがごとく、ＡＴＰの刺激に対しては、
１ｍＭのＡＴＰをピークとする釣り鐘状のヒスタミンの遊離が認められた。しかし、最高
濃度のサブスタンスＰ（１００μＭ）による刺激でもヒスタミンの遊離は認められなかっ
た。
【００３１】
（ＬＴＢ４ 遊離）
ＤＮＰ−ＨＳＡ（１から１００ｎｇ／ｍｌ）の濃度依存性にＬＴＢ４ の遊離が認められた
（図３）。
【００３２】

40

（Ｊａｋ２のチロシンリン酸化）
ＮＣＬ−２細胞においてはＪａｋ２の自己リン酸化は認められなかった。また、ＩＬ−３
による刺激でＪａｋ２の著明なリン酸化が生じた（図６）。さらに、ＩＬ−３で刺激する
と細胞の増殖が加速される事から、ＩＬ−３に対する反応性を保持している事が示唆され
た．
【００３３】
（ｃ−ＫＩＴのチロシンリン酸化）
ＮＣＬ−２細胞においてはｃ−ＫＩＴの自己リン酸化は認められなかった。そのリガンド
であるＳＣＦの刺激で、著明なリン酸化が認められた（図７）。さらに、ＳＣＦで刺激す
ると細胞の増殖が加速される事から、ＮＣＬ−２細胞はＳＣＦに対する反応性を保持して
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いる事が示唆された。
【００３４】
（ＦｃεＲＩの発現）
ＦＡＣＳによる解析でＮＣＬ−２細胞膜上にＦｃεＲＩが発現している事が確認された（
図８）。
【００３５】
（移植細胞の増殖）
ＮＣＬ−２細胞はＢＡＬＢ／ｃ

ヌードマウスの皮下で増殖し腫瘤を形成した。しかしそ

の増殖は、比較対照としたＰ８１５細胞の増殖に比較して極めて緩慢であった（図９）。
【００３６】
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ＮＣマウスは微生物学的統御のなされた環境下では皮膚病変を発症しないものの、自然環
境下で飼育すると６−７週齢以降にヒトのアトピー性皮膚炎に類似した皮膚疾患を発症し
、著明な血中ＩｇＥの増加が認められる。遺伝的素因を持ちながら環境因子によって皮膚
炎を発症することから、ヒトのアトピー性皮膚炎のモデルマウスとして有用性が認められ
ている。また、ＮＣマウスの皮疹部では著明なＣＤ４

＋

Ｔリンパ球、マクロファージ、

好酸球の浸潤に加え、肥満細胞の著しい増加が認められる。
【００３７】
一方、肥満細胞には種特異性や臓器特異性があることが知られており、マウス、ラットな
どのゲッ歯類においては、主として粘膜に存在する粘膜型肥満細胞（ＭＭＣ）と腹腔、皮
膚に存在する結合組織型肥満細胞（ＣＴＭＣ）に大別される。骨髄由来培養肥満細胞（Ｂ
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ＭＭＣ）はＭＭＣの特性を有する細胞として知られており、実験結果より、ＮＣＬ−２は
ＮＣマウス由来のＢＭＭＣの特性をほぼ維持していることが示され、ＭＭＣの特性を有す
る細胞株であると考えられた。
【００３８】
つまり、ＭＭＣの特性として（１）アルシャンブルー陽性、サフラニン陰性であり（２）
細胞あたりのヒスタミン含有量がＣＴＭＣに比較して少なく（３）サブスタンスＰに対す
る反応性を持たないことが確認された。さらにＭＭＣとＣＴＭＣとの共通の機能的特性と
して（５）ヒスタミンを含有し、抗原刺激により高親和性ＩｇＥ受容体を介して脱顆粒が
誘導され、これを遊離する（６）イオノマイシンに代表される非特異的刺激剤でも脱顆粒
が誘導されヒスタミンを遊離する（７）ＡＴＰ刺激により釣り鐘状の遊離曲線が認められ
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ることが確認された。
【００３９】
肥満細胞の増殖因子としてはＩＬ−３とＳＣＦが一般に広く知られている。このうち、Ｎ
ＣＬ−２ではＩＬ−３

受容体の活性化において最初にリン酸化されるキナーゼであるＪ

ａｋ２の自己リン酸化は認めず、ＩＬ−３の刺激によりＪａｋ２の著明なリン酸化が確認
できた。また、ＳＣＦの受容体であるｃ−ＫＩＴの自己リン酸化も認めず、ＳＣＦ刺激に
て著明なＫＩＴのリン酸化が生じた。以上よりＮＣＬ−２における自己増殖能獲得におけ
る責任変異因子としては受容体より下流の細胞内情報伝達系に存在することが示唆された
。
【００４０】

40

現在までに報告されている肥満細胞の細胞株は、ほぼそのすべてがｃ−ＫＩＴの自己リン
酸化またはＩＬ−３

受容体の自動的活性化が認められ、より下流の伝達系の詳細な解析

を行うために用いることは困難であった。さらに、従来の細胞株では非特異的刺激剤であ
るイオノマイシン等により各種サイトカインを産生するものを散見するが、高親和性Ｉｇ
Ｅ受容体を介して脱顆粒が誘導され、ヒスタミンを遊離する能力を維持している細胞株は
ＲＢＬ−２Ｈ３細胞にほぼ限定される。
【００４１】
ＮＣＬ−２はその優れた自立的増殖能による取り扱いの簡便さに加えて、正常肥満細胞の
持つ特性を比較的よく維持し、かつＫＩＴのリン酸化とそれに引き続く細胞内情報伝達系
の活性化を詳細に解析できる可能性を有する細胞株である。それゆえに、ＮＣＬ−２は肥
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満細胞がその病態に関与するアレルギー疾患および腫瘍性疾患の病因解析と治療法解析の
ツールとして広く用いることが可能であるとして、その有用性が期待される。
【００４２】
【発明の効果】
本発明により、高親和性免役グロブリンＥ受容体をその細胞表面に発現し、ｃ−ＫＩＴの
構成的な自己リン酸化を認めないにも関わらず、不死化しているために特定の増殖因子を
必要とせずに簡便に培養することが可能であることを特徴とする、マウス肥満細胞株ＮＣ
Ｌ−２が与えられた。本発明の細胞株は、正常細胞由来であり、アレルギー疾患の治療薬
又は診断薬をスクリーニングするためのツール等として有用である。
【図面の簡単な説明】
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【図１】ＮＣＬ−２細胞株の生育曲線を示すグラフである。
【図２】ＮＣＬ−２細胞株をＤＮＰ−ＨＳＡで刺激した際のヒスタミンの遊離を示すグラ
フである。
【図３】ＮＣＬ−２細胞株をＤＮＰ−ＨＳＡで刺激した際のロイコトリエンＢ４ の遊離を
示すグラフである。
【図４】ＮＣＬ−２細胞株をイオノマイシンで刺激した際のヒスタミンの遊離を示すグラ
フである。
【図５】ＮＣＬ−２細胞株をＡＴＰで刺激した際のヒスタミンの遊離を示すグラフである
。
【図６】ＮＣＬ−２細胞株におけるＪａｋ２のリン酸化を示すブロッティングの写真であ
る。
【図７】ＮＣＬ−２細胞株におけるｃ−ｋｉｔのリン酸化を示すブロッティングの写真で
ある。
【図８】フローサイトメトリーによってＮＣＬ−２の細胞膜上でのＦｃεＲＩ受容体の発
現を示す図である。
【図９】ＮＣＬ−２細胞とＰ８１５細胞をヌードマウスに移植した際に生じた腫瘍の大き
さの変化を示すグラフである。
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