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Please propose therapeutic method to treat diabetes

Ｑ：糖尿病の治し方を提案せよ。
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• インシュリンを投与して血糖値を下げる。
Insulin application.
• 食物からの糖の取り込みを阻害する。
Suppress the glucose intake from food.
• 糖の合成を阻害する。
Inhibiting glucogenesis in liver (metoformin).
• 糖を尿排泄させる。
Clear blood glucose as urine (SGLT inhibitors).
• 生成した糖アルデヒドをアミノ基でつぶす。
Neutralize aldehyde group with amine (AGE inhibitors).
• グリケーションしたタンパク質を除去する。
Remove glycated protein.



Blue: already done
Black: not yet

Please propose therapeutic method to treat diabetes

Ｑ：糖尿病の治し方を提案せよ。
みなさんの提案
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• 生活習慣の改善
• 膵臓移植、β細胞移植
• 化学平衡を変えて、アルデヒドが生じないようにする

• 糖の吸収を抑えるものを食べる：ベジファースト（インス
リン濃度を野菜で上げておいてから糖質を摂る、難分
解性の糖質（白米より麦飯）

• 糖代謝を活性化する：熱で放出
• 高活性インスリンを作る：インスリン受容体アゴニスト
• 血液を外部循環させて、血中の糖を除く
• 糖化産物の中和抗体の投与
• タイトジャンクションを再構築する薬



Defense for pathogens 

vs. autoimmunity/allergy
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なぜ免疫は間違えるのか？



Rapid increase of autoimmune disease & allergy

自己免疫疾患、アレルギーが急増中

2002 New England J Med 911
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Pathogens 病原体
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Leprosy
ハンセン病

virus

0.1 um 1 um 10 um 100 um 1000 um

Tapeworm
サナダムシ

bacteria fungi
parasites

HIV

mammalian

cell

tuberculosis
結核



How to fight with pathogens

病原体に抗う方法
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1. Secreting anti-pathogen molecules (enzymes, pore-forming peptides)
まずは受容体による認識なしに分泌分子で抗う（分解酵素、抗菌ペプチド、粘膜）

2. Recognizing pathogen via receptors…
to phagocytose 
to secret anti-pathogen molecules (ROS, pore-forming peptides)
to secret cytokine to call helping other cells

受容体で認識して、
食べる
抗病原体分子を分泌する（ROS、細胞膜に孔を開ける）
サイトカインを分泌し、援軍の細胞（Mo, N, Ba, E）を呼ぶ



Killing by anti-microbial molecules
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• Lysozyme

• Anti-microbial peptides



Killing by phagocytosis
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Recognizing microbial unique molecules with receptors to eat
バクテリアに固有の分子を受容体で認識して食べる



How to recognize pathogen

病原体をどうやって認識する
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Case 1: pathogens exist outside of cells 

病原体が細胞の外にいる場合

Utilizing receptors for pathogen’s unique molecules, which are acquired via evolution 

or in situ (PRR and BCR).

特徴的な分子に対する受容体を、進化で獲得したり、その場で作製する。

Case 2: pathogens exist inside of cells (infection)

病原体が細胞内にいる場合（感染した場合）

Preparing receptors inside of cells (PRR). 

Presenting pathogens unique molecules to be recognized by helping cells (MHC). 

特徴的な分子に対する受容体を細胞内に用意して認識する

特徴的な分子を細胞の表面に提示して、援軍に認識してもらう
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Plants have more PRRs because they do not have 
acqureied immunity.
植物はPRRの種類がもっと豊富。獲得免疫を持たな
いから。

• Toll-like receptors (TLR): transmembrane
• C-type lectin receptors (CLR): transmembrane
• NOD-like receptors (NLR): cytosol
• RIG-like receptors (RLR): cytosl

Recognizing microbial unique 
molecules: 

pattern recognition receptors (PRR)



PRR-deficient fly dies by fungi infection
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1996 Cell 978 



How to call helping cells
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Sensing unique molecules of 
pathogens by receptors, then 
secreting cytokines

病原体の特徴を認識し、伝言分子
を分泌

Presenting peptides originated from 
pathogens’ proteins to T cells

病原体のタンパク質の一部を提示
して、T細胞に伝える



Calling for reinforcements by cytokines

サイトカインで援軍を呼ぶ
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Parasite removal and allergic response are same

寄生虫排除とアレルギー症状は同じ
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mucus secretion (running nose)

Attack of tissue 

by eosinophil

protease

Mite or pollen

basophil

ILC2

IL-33

IL-4

IL-13

IL-5

IFN-g

Because allergens (pollen etc.) have proteases, they induce the same response.
アレルゲン（花粉）もプロテアーゼを持っているので、同じ応答を生じさせる。



INF-g: therapy for dog’s atopic dermatitis
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Not approved for human. It causes fever.
発熱を伴うため、ヒトでは認可されていない。



Antibody

BCR

B cell

Adaptive immunity:

B cell receptor
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・Order-made receptor for pathogens.

病原体に対して特異的な受容体。

・Pathogen-specific B cell clones are 

kept to be alive. These clones are 

rapidly proliferated for second time 

infection.

病原体特異的なＢ細胞クローンは生か

しておき、再感染時に増殖。

Produced 
10^6 clones/day



Without adaptive immunity, we cannot alive

適応免疫がなければヒトは生存できない
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Omenn syndrome
オーメン症候群

It develops various severe infections including opportunistic 
infection within a few months of life, and dies within the first year 
of life. Can be cured with hematopoietic stem cell transplantation.

通常生後数か月以内に日和見感染を含む様々な重症感染症を
発症し、生後１年以内に死亡する。
造血幹細胞移植で根治できる。



Why adaptive immunity was needed?
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2010 Nat Rev Genet 47; 2006 Cell 815

Adaptive immunity has risk of autoimmunity 

and infertility…

適応免疫には、自己免疫と不妊のリスクがある

のに。。。

Predators who have small number of 

offspring may acquired adaptive immunity to

raise the survival ratio of offspring. 

食物連鎖の上位にいる生物が、数少ない子孫

の生存率を上げるために獲得した。

ウニ

ホヤ

mammals

適応免疫

自然免疫



MHCs present microbial unique molecules on 
the cell surface 

細胞内感染を伝えるためにMHCを発明
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・Microbial glycolipids
微生物由来の糖脂質
・Bacterial vitamin B derivatives
バクテリア由来のVitamin B誘導体
・Microbial peptides (~10 mer)
微生物由来のペプチド（10量体）



What is the advantage of peptides to 
recognize microbial?

20

Although it is only 10-mer peptides, the combination is enormous (10 ^ 
20). There should be many unique peptides for pathogens which do 
not included host.
たった10量体のペプチドだが組み合わせは膨大（10^20）。
自分自身にはなくて、病原体にだけあるものが多く存在するはず。

However, we need to acquire receptors for unique peptides. These are 
T cell receptors, which are another adaptive immunity.

病原体に固有のペプチド配列を認識する受容体を進化で獲得する必
要がある。それがＴＣＲであり、もうひとつの適応免疫。



Killer T cells find and kill infected cells via TCR

キラーＴ細胞は感染細胞をTCRで認識して殺す
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！

To avoid autoimmunity, killer T cells require activation by helper 

T cells (licensing).自己免疫を避けるために、キラーＴ細胞はヘルパーＴ
細胞による活性化される必要がある。
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chimeric antigen receptor (CAR)

scFv

(cancer recognition)

CD28

4-1BB

CD3z

attack

Carl June (U Penn)

killer T

cancer



T細胞が誤りを犯す
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Rheumatoid arthritis 関節リウマチ

2014 nat rheumatol 593
24



lymph node (LN)

lymph vessel

DC

pathogen

Dendritic cell (DC) delivers pathogen’s peptides 
to closest lymph node where T and B cells exist
樹状細胞は病原体のペプチドをリンパ節に運び、T、B
細胞に見せる

25The DC-mediated system is effective for large animals.



In lymph node
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DC helper T

Prolife

-ration

！

B cell helper T

helper T

killer T

DC

！

！

B cells and killer T cells can be activated only when approved by helper T cells. 
However, because TCR recognition is not so strict, it causes autoimmunity. ヘルパー
Ｔ細胞に承認されたときのみ、B細胞とキラーＴ細胞は活性化できる。それでもTCRの
認識は甘いので、間違える。



Why allergy and autoimmune disease are 
increasing?
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・Hygiene hypothesis: Because of the decrease of environmental 
parasites, it will respond excessively to allergen.

衛生仮説：環境中の寄生虫がいないので、アレルゲンに過剰に
応答してしまう
・Breakdown of symbiotic relationship with intestinal bacterial 
flora due to abuse of antibiotics (miseducation of immune system)

抗生物質の濫用による腸内細菌叢との共生関係の破綻（免疫が
正しく教育されない）
・Because of increase in longevity, deterioration of immunity is 
inevitable. Onset in old age can not be selective pressure.
寿命が伸びて、あえなく免疫が劣化。老齢での発症は、淘汰圧に
ならない。
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抗生物質の恩恵

Cancer

悪性新生物

（がん）
Cerebral infarction

脳血管疾患

（脳卒中etc） Heart disease

心疾患

（心筋梗塞etc）

Pneumonia 肺炎

Accidental death 

不慮の事故
Suicide 自殺
Lever disease 肝疾患
Tuberculosis 結核
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ストレプトマイシン発見
1944



Hygiene hypothesis
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蠕虫の寄生

From the web of FORTRESS Biotech Inc.

自己免疫



How to treat autoimmunity and allergy
自己免疫疾患、アレルギーの治療法
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• Immunosuppressant 免疫抑制剤
• Neutralization of cytokines by antibody drugs サイトカインの抗体医
薬による中和

• Removal of self-reactive T/B cells  抗原を認識するT/B cellsを排除す
る

• Increasing regulatory T cell (Treg)   Tregを増やす
• Exposing to microbial in early childhood (endotoxin)  幼少期に微生
物（内毒素）に触れる

• Living with microbial (avoiding abuse of antibiotics)   微生物を共生さ
せる（抗生物質の濫用を避ける）



Reportレポート課題
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In addition to the diseases covered this time (diabetes, allergy, 
autoimmunity), choose what seems to be a mismatch disease and 
explain where the disease is caused by mismatching with the modern 
environment. (more than 120 words)

今回取り上げた疾患以外で、ミスマッチ病と思われるものを選び、どこ
が現代の環境とミスマッチしていて疾患が起るのか説明せよ。
（400字以上）

Deadline: May 25th

Submit via e-mail to me (mori.takeshi.880@m.kyushu-u.ac.jp)


