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脳腫瘍に対するHLA-A24及び
HLA-A02拘束性の
腫瘍抗原ペプチドを用いた樹状細胞療法
島戸 真司 氏
（名古屋大学大学院脳神経外科学）

シンポジウム 各種抗原からみた樹状細胞ワクチン療法
本シンポジウムでは，樹状細胞（DC）ワクチン療法に関して，抗原の

選択方法やDCへの取り込み方法に特徴を持つ4演題が報告された。
脳腫瘍のグリオーマに対するDC療法では日本人に親和性を持つペプ
チドが用いられ，膵癌の術前補助療法にDCとOK-432の腫瘍内局注
療法が提案された。さらに，自己腫瘍 lysateを用いたEP法によるDC
療法の高い抗腫瘍効果やムチンコア蛋白のmRNAをEP法で導入 
した治療法も紹介された。DCワクチン療法の抗原選択と手法を考え
る貴重な機会となった。

司 会
河上 裕 氏
（ 慶應義塾大学
  先端医科学研究所
  細胞情報研究部門）

門脇 則光 氏
（京都大学大学院
血液・腫瘍内科学）

日本免疫治療学研究会は2000年に設立され，昨年9月に法人化いたしました。本研究会は，基
礎の領域で研究されている方から臨床の領域で診療されている方まで，様々な方が集まり熱心な討
論が行われてきました。その点におきましても，日本の免疫治療学研究を日本のみならず世界に発
信できる会にする必要があると考えます。
第9回学術集会は「温故創新─免疫治療学の新たなる展開─」というテーマで，免疫治療学のエ

ビデンスをもう一度検証し，これを土台にして新たな展開に進んで行こうという狙いで立案させてい
ただきました。本日の学術集会が，ご参加いただきました皆様にとって実りのあるものになれば望外
の喜びです。

日本の免疫治療学研究を
世界に発信できる会を目指して 帝京大学医学部附属溝口病院外科 教授

会長 杉山 保幸

グリオーマは，脳原発では最も多い悪性脳腫瘍で，予
後は極めて不良である。さまざまな治療法が試行されるな
か，DCワクチン療法の施行例が国内外から報告されてい
る。関連抗原の一つであるInterleukin 13 receptor α2 
chain（IL-13 Rα2）は，悪性グリオーマで発現が増強する
ことなどから，治療のよい標的分子と考えられている。そこ
で島戸氏らはIL-13 Rα2由来ペプチドのうち，HLA-A02
拘束性ペプチドとHLA-A24拘束性ペプチドを使用し，こ
れらを用いたDC療法の治療効果を検討した。

安全性が高い2種の腫瘍抗原ペプチド■  特異的T細胞誘導と抗腫瘍効果を確認
対象は，標準治療後に再発を認めたWHO grade3

〜 4のグリオーマ患者で，IL-13Rα2陽性かつA02ま
たはA24 のHLA型を有する18 〜 61歳の8例とし
た。用いたペプチドの内訳はHLA-A02拘束性3例，
HLA-A24拘束性5例であった。

用いたDCは，アフェレーシスで単核球を採取し
magnet beadsでCD14＋細胞を分離，7日目までにIL-
4， GM-CSF，IL-1β， IL-6， TNF-αを添加して成熟化さ
せた後にペプチドをパルスして培養した。これを1回当た
り1×107個/mlで，最低4回を目標に2週間ごとに後頸
部皮下に４ヵ所投与した（図1）。

主要評価項目は有害事象と安全性，副次評価項目
は免疫反応（テトラマーアッセイおよびELISPOTアッセ
イ）と臨床効果（MRIによる腫瘍縮小効果，生存期間）
で行った。

病状の悪化による投与中断1例を除いて治療を完遂
できた。主要評価項目の有害事象は，HLA-A02投与
2例で注射部位の皮膚反応と倦怠感を認めるも自然軽
快し，HLA-A24投与例では認めなかった。副次評価
項目の免疫反応は，HLA-A24投与の3例で評価でき，

会長挨拶
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図1─DCの培養法と投与までの過程

（提供：島戸 真司氏）

表1─対象8例の結果：治療の安全性，免疫能亢進および抗腫瘍効果を確認

（提供：島戸 真司氏）

case Initial VC DC投与回数 HLA-Type 臨床効果 生存期間（月） 有害事象 免疫反応
1  2007.1 4 A*0201 SD （16ヵ月） 60（still alive） 注射部位の皮膚反応（発赤） Grade Ⅰ ND

2 2007.3 4 A*0201 PD 8 倦怠感 Grade Ⅰ
注射部位の皮膚反応（搔痒） Grade Ⅰ ND

3 2007.12 4 A*0201 SD （2ヵ月） 7 None ND
4 2007.12 4 A*2402 PD 9 None ND
5 2009.7 6 A*2402 Mixed response（PR + PD） 4 None negative
6 2009.7 5 A*2402 PD 8 None positive
7 2010.2 2 A*2402 PD 3 None ND
8 2010.4 6 A*2402 SD  （4ヵ月） 7 None positive

うち2例で治療開始10週目にIL-13 Rα2特異的T細
胞の誘導が確認できた。

臨床効果としては，HLA-A02投与1例で16ヵ月の
stable disease（SD）が得られ，局所再発に対してガ
ンマナイフ治療を施行し，その後5年間再発していない

（表1：case1）。また，HLA-A24投与の1例では，
治療前にみられた右脳室周囲の造影病変が，治療4ヵ
月後に著明に縮小した一方で，脳幹部に新たな病変が
出現した（表1：case5）。

腫瘍の可及的摘出と病初期からのDC療法を■  抗原発現増強と免疫抑制排除も課題
結果を考察して島戸氏は，生存例で腫瘍全摘が行え

ていたことから残存腫瘍が治療の成果を左右する可能
性を指摘した。また，島戸氏らの検討では，再発グリオー
マ患者のTh1/Th2バランスは免疫抑制に働くTh2に
傾いていた。このバランスは，腫瘍摘出によってTh1に
シフトすることが他癌腫の検討でわかっている。今後は，
腫瘍の可及的摘出と病初期からのDC療法が望まれる
とした。

腫瘍の縮小・増大が同時にみられた症例については，
経過中にIL-13Rα2発現が低下し，ワクチンの効果が
減弱した可能性を指摘。脱メチル化剤など抗原発現増
強作用が期待できる薬剤との併用に治療効果の向上
を期待した。

島戸氏は，「免疫能評価による患者の選択と治療の
最適化，腫瘍抗原発現の増強と複数抗原の検討，Th1
誘導と抑制性免疫細胞の排除が今後の課題」とまとめ
た。

膵癌に対する
術前樹状細胞腫瘍内局注療法

見城 明 氏
（福島県立医科大学臓器再生外科）

膵癌の外科切除は，唯一治癒可能な治療法とされな
がらも予後は不良であり，Gemcitabineを用いた術後補
助療法も，無再発生存の延長効果は認められるものの5
年生存率に関する成績は十分ではない。

こうした現状からは適切な術前補助療法の構築が望
まれるが，見城氏らはすでに，肝細胞癌に対して術前免
疫塞栓療法を行い，良好な5年無再発生存率を得てい

る。今回，この成績を参考に，膵癌に対するDCを用い
た術前腫瘍内局注療法を実施した。

対象は，病理学的に膵癌と診断され，画像診断で切
除可能となった9例（DC群）で，局注せずに手術した
15例を対照群（非DC群）とした。

方法は，アフェレーシスで採取した末梢血単核球分画
をIL-4，GM-CSF存在下で培養して得た未熟DC（1×
108個）を超音波内視鏡監視下で腫瘍内に局注した。
その際にDCの成熟化を促進するOK-432を同時注入
した（図2）。

主要評価項目は治療の安全性を有害事象と術後合
併症で確認し，副次評価項目は摘出標本をHE染色，
TUNEL染色，免疫染色を用いて組織学的に評価した。
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局注療法の安全性と長期生存例を確認■  免疫反応の誘導も示唆
DC群のうち2例で5年以上の無再発生存が得られ

たが，うち1例は遠隔リンパ節転移がみられたStage Ⅳb
の症例であった。

主要評価項目である有害事象では，全例を通じて重
篤な事例を認めなかった。また，術後合併症の重症度
には群間差はみられなかった。

副次評価項目である摘出標本の組織学的評価は，
膵臓を腫瘍部・境界領域・膵実質に，リンパ節を所属リ
ンパ節・遠隔リンパ節にそれぞれ分けて行った。DC群
では，HE染色で腫瘍部に組織融解壊死，炎症性細胞
浸潤および線維化がみられ，TUNEL染色では陽性細
胞が散在していた。

炎症性浸潤細胞に関して，CD4＋，CD8＋，CD83＋，
Foxp3＋による評価を行い，各部位とも細胞分布に群間
差は確認できなかった。ただ，先の長期生存2例では，
CD4＋，CD8＋の細胞数集積が他に比して多くみられた。

リンパ節における評価では，DC群の所属リンパ節に
おいて，CD83＋が非DC群所属リンパ節およびDC群
遠隔リンパ節に比して有意に増加していた。DC群の所
属・遠隔リンパ節においては，非DC群の両リンパ節に
比してFoxp3＋の有意な増加がみられた。

以上の結果から，膵癌に対する術前DC腫瘍内局注
療法の安全性とともに長期生存例の存在が確認できた。
また，組織学的な評価から，DC局注により膵癌に対する
免疫反応が誘導されている可能性が示唆された。

抗腫瘍免疫抑制機構の解除に向けて■  抗癌剤との併用も視野に
今回の検討の問題点として見城氏は，特異抗原を用

いていないため定量的評価が困難であったこと，期待し

たほどのCTL誘導が得られなかったことを指摘した。ま
た，Foxp3＋がリンパ節で増加していたことから，抗腫瘍
免疫を抑制する環境の存在が示唆されるとした。

同大学腫瘍生体治療学講座の柴田昌彦氏らの検
討によると，T細胞機能障害を強く誘導するMDSC（骨
髄由来抑制細胞）の末梢血中の値は，膵癌患者で健
常者に比べて有意に上昇することがわかった。参考ま
でに，乳癌患者におけるMDSC値をみても，術前では
健常者に比して高値だが術後には低下し，再発すると
高まる。こうした事実は，抗腫瘍免疫を抑制する機構の
評価につながるとも思われた。

見城氏は，これらを参考に新たな治療法を考えていく
必要に触れ，現在，膵癌化学療法の第一選択薬である
GemcitabineがMDSCの活性を抑制する働きを有す
ることから，「今後は，こうした抗癌剤と免疫療法の併用に
よって治療効果を高めていくことができるのではないか」
と述べた。

自己腫瘍lysateを用いたEP法による
樹状細胞療法　～基礎と臨床～

神垣 隆 氏 （医療法人社団滉志会瀬田クリニック）

Leukapheresis

immature DCs

PBMC fraction :
Culture with IL-4 and 
GM-CSF for 5 days Pancreas

Analysis of removed samples
1) Tumor infiltrating lymphocytes and DCs（CD4, CD8, FOXP3, CD3）
2) Apoptosis（TUNNEL）
3) Lymph nodes（CD83, FOXP3）

Inject immature DCs, 
OK-432 and Lipiodol 
into the tumor under 
endoscopic ultrasonog-
raphy（EUS）-guidance

cancer 

図2─術前樹状細胞腫瘍内局注療法

（提供：見城 明氏）

臨床研究の結果を報告した。

EP法でみられた効果的なCLT誘導と■  明らかな抗腫瘍効果
基礎的検討は，Ovalbumin（OVA）特異的なTCR

トランスジェニックマウスであるOT-IおよびOT-IIを用
いて行った。OT-I CD8細胞はMHC クラスI，OT-II 
CD4細胞はMHC クラスIIにそれぞれ提示される特異
抗原を認識する。両者の反応性をみることでCTL 誘
導能を検討することができる。

DCワクチン療法では，腫瘍抗原の選択や導入法の
開発が重要になる。神垣氏は，自己腫瘍lysateを用い
たエレクトロポレーション法（EP法） によるDCワクチン
療法について，共培養法 と比較した基礎的検討および
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吉村氏らは，ムチンコア蛋白の一つであるMUC1を用
いて，切除不能・再発膵癌にMUC1-DC療法，MUC1-
CTL療法を施行し，その有効性について報告してきた。
一方，現在ではGemcitabine（GEM）が 切除不能・
再発膵癌の標準治療とされている。

患者背景は，19 〜 78歳（中央値　54.5），男女比
15：33，原発巣は肺8例，大腸6例，乳5例，胃4例，
肝2例，その他 23例で，進行再発39例，再発予防9
例であった。このうち37例に化学療法，2例（乳癌）に
ホルモン療法，1例（腎癌）にサイトカイン療法が併用さ
れていた。腫瘍lysateの由来は，原発巣17例，転移
巣31例であった。

これらにおいても，有害事象は接種部の発赤・腫脹，
軽度の倦怠感などにとどまり，grade3以上の事例は認
めていない。

進行再発39例を解析したところ，DTH反応を29例
に認めた。治療効果は，PR2例，SD13例であり，さら
にSD症例のうち10例に半年以上のLong SDが観察
され，これらを含めた有効率は30.8%であった。

EP-DC療法に関しては現在，悪性グリオーマ，腎細
胞がん，肺癌，大腸癌などを対象とした臨床試験が進
行している。

このうち，大阪医療センター（責任医師 金村米博）
にておこなわれている悪性グリオーマに対する試験につ
いて，治療後に特異的な免疫応答が誘導されている可
能性を示すデータが紹介された。

神垣氏は，「今後の臨床試験を通じて，この治療法
の安全性と臨床効果のみならず，免疫学的影響も明ら
かになるのではないか」と指摘した。

抗原 MHC class II MHC class I 

電気刺激 

エレクトロ
ポレーション法（EP）

共培養法

抗原由来ペプチドのMHC class IIへの提示、
CD4 T細胞のみの活性化 

抗原由来ペプチドのMHC class I、class IIへの提示、
CD8 T細胞とCD4 T細胞の活性化 

効果的な
CTL誘導 

CTL誘導は
不十分 

抗原特異的CD8 T細胞 抗原特異的CD4 T細胞 

図3─CTL誘導能でみた共培養法とEP法の比較

（提供：神垣 隆氏）

OVA蛋白をEP法あるいは共培養法によってDCに
導入し，OT-IおよびOT-IIのT細胞と混合培養して
OVA特異的T細胞数の変化をみると，EP法ではOT-I 
CD8細胞の増殖を認めたが，共培養法ではほとんど観察
されなかった。一方，OT-II CD4細胞増殖はいずれも反
応を示したが，EP法においてより強くみられた。

OVA濃度別に反応性をみると，EP法ではOT-I CD8
細胞は低濃度のOVAでもよく反応した。OT-II CD4細
胞はいずれも濃度依存性に反応が高まる傾向がみられ
た。IL-2 および IFN-γの産生は，EP法でOT-I CD8細
胞，OT-II CD4細胞ともに強い分泌がみられた。

このことから，共培養法はMHC クラスIIへの提示と
CD4 T細胞のみの活性化にとどまるのに対して，EP法
ではMHC クラスIおよび IIへの提示が行われ，CD8 T
細胞，CD4 T細胞をともに活性化することから，効果的な
CTL誘導が行われているものと考えられた（図3）。

さらに，OVA発現腫瘍細胞（E.G7 OVA）を用いて，
腫瘍lysateを作成した状況で同様な検討を行ったとこ
ろ，EP法においてCD8およびCD4細胞の活性化を認
めた。また，動物を用いて1）DCワクチン1回投与後に
E.G7 OVA移植，2）E.G7 OVA移植後にDCワクチ
ン3回投与で行ったchallenge testでは，EP法で導入
したDCワクチン群で対照群，共培養法群に比して明ら
かな抗腫瘍効果を認めた。

重篤な有害事象はなく■  より高い抗腫瘍効果発現に期待
こうした成績を踏まえて神垣氏らは，種々の癌腫でEP

法によるDCワクチン療法の安全性を中心に検討してい
る。10例の癌患者を対象に行った第Ⅰ相臨床研究では，
grade2の発疹と倦怠感が1例ずつにみられたのみで，
grade3以上の有害事象は認めなかった。また，この10
例中8例で治療前後にIFN-γのELISPOT assayを
行ったところ，発現レベルは異なるものの，全例で治療前
に比してIFN-γ産生細胞の増加を認めた。

その後，神垣氏らはEP法で腫瘍lysateを導入しDC
ワクチン療法を行った48例を経験している（2011年6
月現在）。

MUC1のmRNAのEP法による
樹状細胞療法

吉村 清 氏（山口大学消化器・腫瘍外科学）
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れを浮遊細胞と付着細胞に分離する。前者は，YPK-1
をマイトマイシンCで不活化したものと混合培養し，IL-2
刺激後にMUC1-CTLを誘導して点滴静注した。後者
は，GM-CSF ，IL-4，TNF-αを添加・培養して成熟DC
とし，EP法にてMUC1 mRNAを導入して鼠径部に皮
内注射した。移入前のDCでは，CD83は63.8％と強い
発現がみられており，良好な成熟が得られたものと思わ
れた。

その結果，肝転移を認めた症例は5例のみで，本療
法は，GEM単独療法に比べて肝転移の制御に関して
有効であった。全体の1年生存率は43.4%，MSTは
8.73ヵ月であった。さらに，DCを1×107個以上導入で
きた27例では1年生存率52.1%，MST13.7ヵ月 と，1×
107個未満例の1年生存率0%，MST5.7ヵ月に比べて
良好な予後が得られ（図5），今後の治療指標になるも
のと思われた。全例において，本治療法によると考えら
れる副作用は認めていない。

また，ELISPOTassayの結果からは，治療後には
MUC1 mRNA を導入したDCからのINFγ産生が多
くみられることがわかり，本療法においてT細胞の活性
化が認められた。 

さらに，DCの生体内動態を111In-Oxine （オキシン 
インジウム）を標識した樹状細胞で追跡したところ，2時
間後には皮下注部の鼠径部リンパ節，さらに遠隔のリン
パ節へと遊走し，以後48時間以上とどまっていることが
確認された。

吉村氏は，「切除不能・再発膵癌に対して本療法は
外来で安全に施行可能であり，肝転移を抑制することで
生存期間延長に寄与する可能性が示唆される」と結論
した。

今回は，切除不能・再発膵癌に対するGEM併用
MUC1 mRNA導入DC療法＋MUC1-CTL療法に
ついて，その治療効果を検討した。

■  膵癌免疫療法の標的分子になり得るMUC1
MUC1は，正常細胞では糖鎖で覆われており，MUC1

を認識するCTLによって攻撃されない。しかし，腫瘍細
胞では，糖分解が起こり，糖鎖が短くなることで，CTL
がMUC1認識できるようになり，腫瘍細胞を攻撃できると
されている。

吉村氏らのこれまでの検討によると，MUC1は，抗
MUC1抗体を用いた免疫組織染色によって，調べ得た
全例の膵癌原発巣や肝転移巣で発現が認められた。ま
た，MUC1高発現膵癌細胞株（YPK-1）を用いて誘導
するMUC1-CTLは，MUC1を特異的に認識し，抗腫
瘍効果はHLA非拘束性であることが確認されている。
このことから，MUC1は膵癌免疫療法の標的分子にな
り得ると思われた。

また，MUC1-DCはMUC1トータルmRNAをDCに
EP法により導入し，コア蛋白の強制発現が可能であるこ
とを確認した。

MUC1 mRNAのEP法併用で肝転移を制御■  導入細胞数が今後の治療指標に
対象は，原則として組織学的に浸潤性膵管癌と診断

された切除不能もしくは再発膵癌の33例とした。平均
年齢62.0歳 （37-81） ，男女比16：17，切除不能cStage 
IVa 9例・cStage IVb 17例，術後再発 7例であった。

方法は，GEM（3週投与1週休薬）を行いながら，
術後28日目からのべ3回，MUC1トータル mRNA導入
DC療法 およびMUC1-CTL療法を施行した（図4）。

GEM先行投与1週後に末梢血単核球を採取し，こ

誘 
導 入 

移

外来 

・・・ 

day1 day7 day29 day57 day85 

Gemcitabine 1000mg/m2（3週投与1週休薬）

（1回目） 

誘 
導 入 

移

（2回目） 

誘 
導 入 

移

（3回目） 

MUC1-mRNA
導入DC/CTL 　

MUC1-mRNA
導入DC/CTL 　

MUC1-mRNA
導入DC/CTL 　

図4─プロトコール 

（提供：吉村 清氏）
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図5─切除不能・再発膵癌に対するGEM+MUC1-DC+CTL療法

（提供：吉村 清氏）
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■  臨床的疑問が臨床試験の出発点
臨床研究の発表や論文投稿時に，査読などの過程

で統計処理に関する事細かなコメントが付されることは
よく経験される。臨床家にとって悩みの種ともいえるが，
統計が学問である以上，それを系統的に修得すれば問
題は解決できるのかもしれない。

しかし，臨床家は統計学そのものを理解することを求
めているわけではない。自らの推論や仮説を証明する
ために目前のデータをどう解析していくか，その手順を知
りたいと願っているはずだ。森田氏によると，それゆえに
「臨床家が求める統計がわかるよい教科書」は存在し
ない。要請に応え得る記述は極めて困難だからだ。

では，その手順をどのように踏めばよいのか。森田氏
は，まず自らが抱いた“臨床的疑問”をまとめることから
始め，それを統計的解析に変換していくプロセスを理解
することが鍵と指摘した。統計はその際に役に立つ“道
具”の一つとして位置づけることができる。

臨床試験は，臨床家の疑問を明らかにするために行わ
れる。そのためには，どのような方法をとるにせよ，試験の
目的を明確に示す計画（プロトコール）の作成を欠かすこ
とはできない。作成にあたって臨床家が検討すべき項目は，
研究や試験の目的，対象となる患者集団，試験治療の方
法などさまざまだが，なかでも重要なのは評価指標（エンド
ポイント）をどう設定するかという点だという。

癌の臨床試験ではかつて，もっぱら抗腫瘍効果をみ
ればよかった。しかし，免疫療法を例にとれば腫瘍増殖
抑制や進行阻止期間なども評価対象となり得る。エンド
ポイントは臨床的な目的に応じて決定する時代になって
いるという。何を評価するかが目的に応じて変わるとする
ならば，当然，試験内容も柔軟に対応していく必要が出
てくる。最近は，試験の途中に症例数を変更することま
でも行われている。

最終的には，統計家が関与して試験デザイン，症例

数，解析手法を決め，プロトコールは出来上がる（図6）。
森田氏は，試験計画の前提はあくまで臨床家の疑問と
強調したうえで，臨床試験と統計の関係を，よく知られる
試験手法を事例に解説した。

■  ランダム化比較試験とその運用法
臨床試験の代表としてまず挙げられるのが，比較した

い複数の治療群をランダムに対象者に割り付ける“ラン
ダム化比較試験”である。

例えば，麦飯を摂る人ほどコレステロールが下がったと
いうデータがある。しかし，運動など他の要素の影響を考
慮すると，コレステロールの低下を麦飯食の効果と言い切
ることはできない。そこで，非摂取群を置いて検査値を比
較すれば因果関係が明らかにできるという考え方だ。

この方法は，比較可能な2群を作り出すことにある。
では，その理由は何か。かりに複数の治療法を行う群
に患者をランダムに割付けたとする。それによって，未知
の要素も含めて予後予測因子の分布が均等化される。
群間で異なるのは治療法のみとなり，現われた結果の差
は治療法の違いによるいうバイアスのない結論を得るこ
とができる。

もっとも，ランダム化を単純に実施するだけは不十分
な場合が多い。ある治療法の有効性を他の治療法と比

教育講演1 臨床試験のデザインとデータ解析
～臨床家と統計家のコラボレーション～

臨床統計の手法は近年，臨床試験では避けて通れない領域となっ
た。適切なデータを集め，それを解析し，説得力ある結論を導くため
に，臨床家は何をどう考えればいいのだろうか。統計家の立場から講
演した森田氏は，この問いに答えを出すためのきっかけとなる話題を提
供してくれた。統計は，臨床試験を円滑に進めるための“道具”の一つ
なのだという。

講師 司 会
森田 智視 氏
（ 横浜市立大学学術院
 臨床統計学・疫学）

中面 哲也 氏
（国立がん研究センター東病院　

臨床開発センター
がん治療開発部　機能再生室）

臨床家主導 統計家主導 

対象患者集団 
試験治療 

評価指標（エンドポイント） 
試験デザイン 
集積目標症例数 
統計（データ）解析 

研究/試験の目的 

図6─臨床試験プロトコル臨床家と統計家のコラボレーション

（提供：森田 智視氏）
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較しようするとき，重要な予後因子として知られている身
体活動状態（performance status）などの患者背景に
群間でばらつきがあると試験の結果の信頼性も下がって
しまう。そこで，患者の予後を左右する重要因子に不均
衡が生じないよう，試験デザインの段階から“動的割付け
法”や“事前層別割付け”などの手法が工夫される。

“動的割付け法”の一種である最小化法は，ばらつき
が生じると解釈が難しくなる因子に注目し，群間のアンバ
ランスが最も小さくなるよう，症例を1例登録するごとに割
付ける群を決めていく方法だ。

いずれの割付け法においても，多施設で行う試験で
は，症例登録は“中央登録システム”で行うことが望まし
い。従来からある封筒法は，臨床家の意思によって方
法が無視されることもあるためだ。最近の傾向として，封
筒法で行った臨床試験には統計学的なコメントが付さ
れやすいという。

ランダム化比較試験では，患者背景が揃っているため，
ｔ検定，χ2乗検定，log-rank検定などを用いて単純に
群間を比較すればよい。解析にあたってデータの変化を
観察する方法には，前後量の差をみる絶対的変化量と，
前後差を前値で補正して変化率でみる相対的変化量
がある。量と率のどちらをとるかは，数値変化のどの部
分に意味を置くかという，あくまでも臨床的な判断から決
定する。

絶対的変化量で群間比較をする例としては，両群の
データがいずれもほぼ正規分布していれば平均値の差

をみることに意味があり，これがt検定を用いる際の前提
となる。

しかし，たとえば2つの集団が混在する例など，データ
の種類によっては複雑な検定法を用いた方がよい場合
がある。どのようなデータが現われるかをあらかじめ想定
し，検定法を選択しなければならない。

■  多変量解析の必要性と注意点
一方，観察研究や後ろ向き研究では，医師あるいは

患者・家族によって治療法が決定されるため，群間で患
者背景が等しくなる可能性は低い。この場合，重要な
予後因子を臨床家が同定し，統計的モデルを用いてそ
れらの影響を調整していくのが“多変量解析”の手法
である。

ここで用いられる統計的モデルには，2つの治療群で
生存・死亡，効果の有無などを結果として解析するとき
に，性別，年齢，合併症など群間でバランスが崩れてい
る“交絡要因”を調整するという共通した目的がある。

たとえば，飲酒習慣と肺癌発症の関連を単純に単変
量解析した結果，飲酒が肺癌の原因とみなされたとす
る。しかし，実際は飲酒者には同時に喫煙者が多く，背
後に喫煙という要因（交絡要因）が隠されている（図
7）。この交絡を調節していくと，飲酒はむしろ肺癌の原
因ではなくなる。関連する要因は多彩で，単変量解析
のみで結論を導くのは難しい。

森田氏が参加した透析患者を対象とする国際的な
前向き疫学研究では，患者の予後として糖尿病合併と
入院の関係が解析された。単変量解析では，確かに糖
尿病合併者の入院割合は有意に高かったが，それ以上
に年齢と入院割合に強い関係がうかがえた。これを多
変量解析すると，年齢は明らかに有意（p=0.001），糖
尿病は有意とはいえなくなった（p=0.07）。

ただ，注意すべきなのは，「統計学的に有意とは必ず
しもいえない」レベルの因子を，ただちに「影響なし」と
すべきではないという点だ。というのも，強力な予後予測
因子の影響で，他の因子の存在が薄れてしまうことが多
変量解析の注意点の一つである。この研究の結果も，
糖尿病が入院に与える影響は十分ありうると考えること
に合理性がある。統計という“道具”も解釈には注意が
必要ということだ。
「臨床家は疑問から推論を立て，データを集める。どう

収集し解析すればいいのか，統計はその作業を加速す
るための“ガイドブック”のようなものなのです」（図8）。

臨床試験における統計の役割を，森田氏はそう表現
している。

科学の反復的なプロセス
データ（リアルワールド）

推論（理論、仮説）

De
sig
n

Analysis De
sig
n

Analysis

標準化もしくは個別化治療/予防

統計手法はこの過程を加速

図8─臨床統計の役割 

（提供：森田 智視氏）

飲酒は肺癌発症（あり/なしの2値）に関連するか？
喫煙の要因は？

原因

交絡要因

結果肺癌飲酒

喫煙

図7─交絡の調整の例

（提供：森田 智視氏）
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ミエロイド基本型モデルの■  古典的モデルとの違い
造血における系列決定については，ミエロ－エリスロ

イド共通前駆細胞（CMEP）とリンパ系共通前駆細胞
（CLP）の2つに分枝するとのモデルが約30年前に
提示された。このモデルは長年，教科書等でも使用され，
古典的モデルともいえる。一方，河本氏らは10年ほど
前から，ミエロイド基本型モデルと称する新たなモデルを
提唱している。ミエロイド基本型モデルは古典的モデル
で示されているCLPのステージを想定せず，T細胞とB 
細胞への分岐点ではまだミエロイドへの分化能も残り，T
とB への分枝後もミエロイド系分化能が保持されると考
える（図9）。すなわちミエロイド基本型モデルでは，全て
の系列を並列関係で捉える古典的モデルとは異なり，ミ
エロイドを基本系列とする一方で，エリスロイド，T，Bを

特化した系列と見なすため，考え方が本質的に異なる。

■  ミエロイド基本型モデルの妥当性
ネコとトラ，あるいはサルとヒトが近縁であることは外見

からの類推と合致するが，クジラとサメは外見や生態が
似ていても近縁ではない。そうした知見から，河本氏ら
は形態や機能の類似性に基づく分類には限界があると
考え，ミエロイド細胞，T細胞，B細胞への分化能を同
時に検出できるクローナル培養系（MLP assay）を確
立し，マウスの胎仔胸腺組織で前駆細胞分化能を追跡
した。その結果，T細胞とB細胞のみを前駆細胞は同
定しえなかった。その一方で，ミエロイド細胞とT細胞，
あるいはミエロイド細胞とB 細胞をつくる前駆細胞は同
定された。この結果は古典的モデルでは説明できない
ため，同モデルに対する疑問が生じた。そこで赤血球系

血液学では100年以上にわたり，骨髄系（赤血球，血小板および貪
食系細胞）とリンパ系（T細胞およびB細胞）の2つの系列に大別さ
れてきた。こうした分類は，顕鏡所見に基づく形態学的分類によるもの
にすぎなかったが，広く信じられてきた。それを大きく覆したのが，河
本氏らの研究であり，本講演は実験に基づいた新しいモデルの提唱と
がん免疫治療への応用が紹介された。

講師 司 会
河本 宏 氏
（ 理化学研究所免疫・
　アレルギー科学
総合研究センター）

清野 研一郎 氏
（北海道大学

遺伝子病制御研究所）
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ミエローリンフォイド
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図9─造血における系列決定のモデル

（提供：河本 宏氏）

教育講演2 造血における前駆細胞の系列決定の過程
～古典的なリンパ系/ミエロイド系二分法からの脱却～
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■  ミエロイド基本型モデルの意義

ミエロイド基本型モデルは，成熟細胞を並列に捉えて
いた従来の考え方とは異なり，ミエロイドを基本型，エリス
ロイド，T，Bを特殊型と分けて考えることをコンセプトとし
ている。ミエロイド基本型モデルの意義は，血液および
免疫細胞の「種」の起源・類縁関係に関するパラダイ
ムを転換することにある。さらに，このモデルを指針とす
ることで，混合型白血病細胞の起源ステージの同定や
新たな治療法の開発にも道が開かれる。

例えば，T細胞性急性リンパ性白血病（T-ALL）の
症例を遺伝子の再構成の状況から分化段階別に分け
ると，最も未分化な前駆細胞に由来する例ではミエロイ
ド系マーカーが多く発現していると報告されている。す
なわち，T-ALLにおけるミエロイド系マーカーの発現はラ
ンダムに起きているわけではなく，未分化なT前駆細胞
ではミエロイド系の分化プログラムが働いていると推察さ
れる。すなわち，ミエロイド基本型モデルの中の「MT」
にあたるステージ近傍を起源とすると想定できる。このよ
うに考えると，前駆細胞段階を治療の標的にできる可能
性がある。

系列決定段階の同定で ■  白血病の発症機序解明も
河本氏らはMTB前駆細胞をある条件で培養すると

DN（double negative）2と呼ばれる段階で分化停止
することを見い出した。さらに，DN2で分化停止した細
胞は，T細胞以外の系列への分化能を維持しながら自
己複製することも確認した（図11）。しかもIL-7の濃度
を減じるだけで分化が再開し，T細胞レセプターを発現
したdouble positive細胞の段階まで一気に進むこと

も検証できるように培養系を改良し，マウス胎仔肝臓にお
けるより詳細な分画を解析したところ，ミエロイドと赤血球
をつくるミエロ-エリスロイド前駆細胞（ME）と，ミエロイド
とリンフォイドはつくるが赤血球はつくらないミエロ-リンフォ
イド前駆細胞（MTB）が同定された。

河本氏は「古典的モデルの問題点は，実験データに
基づいていないこと」と指摘する。しかしながら，ミエロ
イド基本型モデルは当初，胎生期の造血の解析結果に
基づくモデルであったため，胎生期ではミエロイド基本型
モデルが妥当だが，成体では古典的モデルが妥当との
意見も多かった。そこで同氏らは，成体におけるミエロイ
ド基本型モデルの妥当性を検証し，成体の胸腺にミエ
ロイド・T前駆細胞が存在することを実証した（図10・
11）。こうして成体期においても造血における前駆細胞
の系列決定は，ミエロイド基本型モデルに準ずることが
示唆された。

DN1 DN2mt DN3 DN2t 

T細胞系列への完全決定  

T cells 

TCR鎖遺伝子再構成 

Science, 329: 93, 2010

自己複製 

DLL4/IL-7
培養  

正常な
分化過程 

 

分化停止 

1.  DN2段階はT系列の決定が起こる
分化のチェックポイントである

2. Bcl11b はT細胞系列決定を駆動
する主因子である  

図11─T細胞系列への完全な決定のステップの解明

（提供：河本 宏氏）

T前駆細胞  

Nature  452: 768, 2008

B 細胞 マクロファージ 

ミエロイド
T前駆細胞 

B細胞への
分化能消失点 

T細胞  

1. T前駆細胞はB系列への分化能を失ってからもミエロイド系細
胞を生成することができる

２.  T前駆細胞は胸腺の中でマクロファージを生成する
胸腺マクロファージの約30%はT前駆細胞由来

３.  従ってT細胞を生成する過程にCLP段階は存在しない

図10─成体胸腺中の初期T前駆細胞を解析して得られた知見

（提供：河本 宏氏）
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がわかった。この結果から，IL-7レセプターがT 細胞の
決定過程を抑制することも示唆された。

また，T細胞特異的な転写因子であるBcl11bのノック
アウトマウスでも，T細胞の分化がDN2の段階で止まって
自己複製サイクルに入ることから，Bcl11bがT細胞系列
への決定を駆動する主因子であることが示された。

Bcl11bはすでに，急性白血病症例の一部で不活性化
が認められており，癌抑制遺伝子の1つであることが示唆
されていた。Bcl11bの欠損により分化停止と自己複製が
起こるという知見により，Bcl11b不活性化に起因する白血
病の発生メカニズムの一端が明らかになった。

現在，河本氏らは，iPS細胞を用いたがんの細胞療
法の開発にも取り組んでいる。通常の体細胞に由来す
るiPS細胞から作製したリンパ球は多様性を有するリン

パ球集団であるため，がん細胞を攻撃する細胞はその
中の一部に限られる。そこで，がん細胞を攻撃するリン
パ球を抽出し，そこからiPS細胞を作製し，再度分化誘
導してリンパ球を作製する。そうして作製したリンパ球で
あれば，全てが特異性を保ち，がん細胞を攻撃しうる。
河本氏は「現行の免疫細胞療法は，患者から採取し
たCTL細胞を増やして戻す，あるいは生体内でCTL
細胞を活性化するというものだが，そのように作製したエ
フェクター T細胞は寿命が短いため，がんを攻撃する
効果は限定される。われわれはiPS技術を応用すること
で，その解決につながるブレイクスルーが得られると考え
ている」と意欲を示している。

ワークショップ 免疫療法の今後の可能性
ワークショップでは，effector T cell機能増強とregulatory T 

cell機能抑制による抗腫瘍CTL細胞療法，放射線と免疫細胞療法の
併用療法，悪性胸膜中皮腫におけるHLAクラスⅠ発現，腫瘍内浸潤リン
パ球と臨床病理学的因子との関連，リポソーム技術を駆使した樹状細
胞への抗原デリバリー法の構築とがん免疫療法への応用の４演題が
報告された。いずれもユニークかつ有望なアプローチが提示され，臨
床へのフィードバックが期待される。

司 会
山口 佳之 氏
（ 川崎医科大学
  臨床腫瘍学）

鈴木 弘行 氏
（福島県立医科大学
臓器再生外科学）

effector T cell機能増強と
regulatory T cell機能抑制による
抗腫瘍CTL細胞療法

村田 聡 氏　（滋賀医科大学外科学講座）

抗腫瘍免疫治療の効果を高める戦略には，エフェク
ター T細胞機能増強や制御性T細胞（Treg）機能
抑制が考えられる。村田氏らは，エフェクター T細胞機
能を調節する，TNF receptorファミリーの一つOX40
を介する刺激に着目した。

OX40補助刺激による抗原特異的■  CTL機能増強とTreg機能抑制
村田氏らは，HER2/neuを高発現するNT腫瘍の接

種を受けたFVBマウスに，GM-CSF分泌HER2/neu
遺伝子導入3T3ワクチンを接種してOX40補助刺激を

加えたところ，刺激を加えない群に比べてより速やかな
腫瘍の退縮とHER2/neu特異的CD8+T細胞発現の
増加を認めた。また，CD4+T細胞depletion状態で同
様の操作を行ったところ同じ効果が見られた。したがっ
て，OX40補助刺激はワクチンのCTL誘導を増強する
こと，CD4+T細胞を介さずに直接CD8+T細胞機能を
増強できることが明らかになった。

一方，TregにOX40 補助刺激を加えると，Tregの
マスター遺伝子産物Foxp3発現は減弱してCD4+T
細胞増殖が回復し，刺激を加えていない群に比べて腫
瘍の縮小が認められた。したがって，OX40補助刺激
はTregの持つ抗腫瘍免疫抑制作用を解除できること
が明らかになった。

腫瘍抗原ペプチドとOX40補助刺激を用いた■  腫瘍抗原特異的CTL細胞療法
次に，OX40補助刺激の抗腫瘍免疫に対する作用
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を，CTL細胞療法に応用した。まず，HER2/neuを
高発現するNT腫瘍の接種を受けた野生型のFVB
マウスの脾細胞からT細胞を分離し，HER2/neuの
immunodominant peptideをパルスしたT2Dq細胞
でCD8+T細胞を抗原刺激し，腫瘍抗原特異的CTLを
作製した。そして，この腫瘍抗原特異的CTLを3％含
むCD8+T細胞７×106個を，NT腫瘍が発育したFVB
担がんマウスに細胞移入した。移入6日目に担がんレ
シピエント脾細胞を観察したところ，腫瘍抗原特異的
CD8+T細胞が細胞内INF-γ染色により検出された。し
かし，腫瘍を拒絶することはできなかった。

そこで，担がんマウスにanti-OX40 mAbを投与して
Treg機能を抑制するための前処理をした後に，腫瘍抗
原特異的CTLを含むCD8+T細胞を同量移入した。そ
の結果，前処理のないCTL単独移入群に比べて，細胞
移入した腫瘍抗原特異的CTL群は有意に多く維持さ
れ（図12（t-検定）），腫瘍は速やかに消失した。さら
に，腫瘍抗原特異的CTL作製時にanti-OX40 mAb
を作用させ，同量のCD8+T細胞を担がんマウスに移入
すると，CTL単独移入群に比べて，細胞移入した腫瘍
抗原特異的CTLは有意に多く維持された。

村田氏は，「OX40補助刺激により機能増強させた腫
瘍抗原特異的CTLを，OX40補助刺激によりTreg機
能抑制した担がん生体へ細胞移入する方法は，抗腫
瘍細胞免疫療法として有用な治療戦略と考えられる」
と結んだ。

放射線と免疫細胞療法の併用療法

吉本 由哉 氏
（群馬大学大学院腫瘍放射線学）

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2

anti-OX40 i.p. 
+ Adp. T cell

IgG i.p. 
+ Adp. T cell

anti-OX40 i.p. 
only

T2 cells pulsed 
with RNEU420-429

T2 cells pulsed 
with NP118-126

%
 o
f H
ER
2/
ne
u-
sp
ec
ifi
c 
C
D
8 
T 
ce
lls

p< 0.05
p< 0.01

図12─抗OX40抗体共培養による前処理は腫瘍抗原特異的CTLを多く維持

（提供：村田 聡氏）

放射線治療の臨床現場では，頻度は低いものの，照
射範囲外に腫瘍の縮小などの顕著な影響が現れるア
ブスコパル効果が知られている。この現象から，放射線
治療の効果には抗腫瘍免疫の活性化が関係しており，
免疫細胞療法との併用が有効と考えられることから，吉
本氏らはその可能性について検討した。

放射線治療によるdanger signal蛋白質■  放出と樹状細胞の活性化
まず動物モデル研究として，C57BL/6マウスに

EL-4リンパ腫を移植し，手術摘出群と放射線治療群
（30Gy）を比較した。その結果，手術摘出群は早期に
局所再発と遠隔転移を来し，生存期間は無治療群と差
がなかった。一方の放射線治療群は局所制御され，ま
た転移も認められず長期生存が認められ，さらに，EL-4
リンパ腫の再移植に抵抗した。別の実験では，マウスの

肺癌細胞を大腿皮下に移植して放射線治療（30Gy）
を行うと腫瘍増殖を抑制したが，CTLの抑制により局所
の治療効果が抑制された。

つまり，放射線治療により誘導される免疫が局所制御
に重要と考察される。そのメカニズムは，放射線照射に
よるgp96やHMGB1などのdanger signal蛋白質放
出による樹状細胞活性化，腫瘍局所へのCTL集積，
MHCクラスⅠ発現上昇が考えられた（図13）。

臨床における放射線と免疫細胞療法の■  併用効果と今後の可能性
吉本氏らは，標準治療不能例・無効例に対して放

射線治療と免疫細胞療法を併用した治療を行ってお
り，著効例を紹介した。60歳代男性，myoepithelial 
carcinoma再発・転移により臀部に巨大腫瘤と腹膜播
種を来し，化学療法を行うも増悪し治療中止となり受診
された症例である。放射線治療中（50Gy/25回）に，
未熟樹状細胞の腫瘍内局注とαβT細胞療法（LAK
療法）を2週間毎に6回施行した。通常であれば60 〜
70Gyでも局所制御が困難と思われるところを消化管障
害を避けるために線量制限したにもかかわらず，治療後，
徐々に腫瘍は縮小し，1 年10ヵ月を経過時点で再発・
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転移は認めなかった。
今後は，放射線治療と樹状細胞腫瘍内局注併用療

法の臨床試験（免疫放射線療法），重粒子線治療と樹
状細胞腫瘍内局注併用療法，重粒子線治療によるが
ん幹細胞を標的とした免疫治療の開発・研究を計画し
ている。吉本氏は「放射線治療は『免疫力を低下させ

る』，あるいは『局所のみに効果がある』と言われたこと
もあるが，むしろ放射線治療により積極的に抗腫瘍免疫
を誘導・増強する『免疫放射線療法』を行うことで，局
所だけではなく全身のがん細胞を攻撃してがんの根治
を目指せるのではないか」と，その可能性を述べた。

腫瘍細胞 
活性化・抗原取り込み 

抗原提示・活性化 

攻撃 

樹状細胞 

放射線照射 

腫瘍のMHC class Ⅰ発現上昇

壊死に陥った
癌細胞 

“danger signal”タンパク放出によるDCの活性化 

HMGB1, gp96, etc.  

腫瘍局所へのCTL集積 

細胞障害性T細胞 

図13─放射線による抗腫瘍免疫のメカニズム

（提供：吉本 由哉氏）

悪性胸膜中皮腫におけるHLAクラスⅠ発
現，腫瘍内浸潤リンパ球と臨床病理学的
因子との関連

大泉 聡史 氏（北海道大学第一内科）

悪性中皮腫はアスベスト関連疾患であり，胸膜，腹膜，
心膜などに発生する。これまでさまざまな腫瘍において
HLAクラスⅠ発現および腫瘍内浸潤リンパ球（TIL）と
予後の関連性が報告されているが，悪性胸膜中皮腫に
関する報告は少ない。そこで大泉氏らは，悪性胸膜中
皮腫の症例においてHLAクラスⅠ発現およびTILと臨
床病理学的因子との関連性を検討した。

CD8＋Tリンパ球の活性化は■  悪性胸膜中皮腫における有効な免疫療法
対象は，4施設で1997年5月から2008年1月に診断

された悪性胸膜中皮腫44症例とした。その背景は，年
齢中央値：59歳，性別：男性40例/女性4例，IMIG

（International Mesothelioma Interest Group）
分類：Ⅰ期3例/Ⅱ期17例/Ⅲ期21例/Ⅳ期3例，組織
型：上皮型26例/二相型14例/肉腫型4例，初回治
療：手術28例，化学療法9例，緩和医療7例である。

方法は，パラフィン包埋切片を使用して，抗HLAクラ
スⅠ抗体（EMR8-5），抗CD4抗体（1F6），抗CD8抗
体（C8/144B），抗CD56抗体（1B6）を各々用いて免
疫組織化学染色を施行した。評価方法は，HLAクラス
Ⅰ発現は細胞膜が染色されている腫瘍細胞の割合をカ
ウントして，TILはリンパ球の浸潤が強い5ヵ所を選び陽
性細胞をカウントして，いずれも平均値を算出した。中央
値をカットオフとして高浸潤群と低浸潤群に分けて臨床
因子との関連性を評価した。

その結果，HLAクラスⅠは全ての症例において陽性
で，陰性例は認めなかった。そのうち33症例（75％）は
全ての腫瘍細胞が陽性で，最も陽性率の低い症例でも
70％の腫瘍細胞は陽性だった（図14）。TILについて，
CD4+Tリンパ球，CD8+Tリンパ球は主に腫瘍間質に見
られ，CD56+Tリンパ球は主に腫瘍組織内に散在性に見
られた。また，CD4+Tリンパ球とCD8+Tリンパ球の浸潤
には有意な正の相関が認められた（R=0.76，p<0.001）。

次に，外科的切除を受けた27症例の予後を検討し
たところ，CD8+Tリンパ球の高浸潤群は低浸潤群に比
べて有意に予後良好であった（p<0.05）（図15）。ま
た，多変量解析においてもCD8+Tリンパ球の高浸潤群
は低浸潤群に比べて有意に予後良好な因子であるこ
とが示された（p<0.05）。
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以上より大泉氏は「悪性胸膜中皮腫の全ての症例
でHLAクラスⅠの発現を認め，中皮腫ではHLAクラスⅠ
発現が保たれている可能性がある。また，外科的切除
を受けた症例において腫瘍内CD8+Tリンパ球高浸潤
群のほうが予後良好なことから，CD8+Tリンパ球がメモ
リー T細胞などとして待機し，術後の再発や転移などの
微小病変発生時にエフェクターとなってこれを制御して
いる可能性もある。CD4+Tリンパ球はヘルパーCD4+T
リンパ球が主であり，CD8+Tリンパ球を活性化していた
可能性もある」と考察した。

この研究は2010年「Cancer Immunology Immunotherapy」
に報告し，2011年ASCOの教育講演でトピックスとして
取り上げられたことから，大泉氏は「中皮腫における免
疫療法の重要性を再認識した。悪性中皮腫に対する
免疫療法は今後の発展が期待される」と結んだ。
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図14─HLA class I 発現について

（提供：大泉 聡史氏）

鈴木氏らは，リポソームの中に超音波造影ガスを封入
した新規リポソーム（バブルリポソーム）を開発した。バ
ブルリポソームに超音波照射するとバブル懸濁液が一
気に崩壊し，生じたジェット流により細胞傷害を伴うことな
く細胞膜に一過性の小孔が開き，そこから細胞外物質
を細胞質内に直接かつ簡便に導入することができる。こ
の技術を利用して，DCの細胞質内に腫瘍抗原を導入
すると内在性抗原として認識され，DCのMHCクラスⅠ
に抗原提示を誘導し，がん免疫療法に有効な抗原特異

的なCTLを活性化できるのではないかと考えた。　

バブルリポソームを用いたMHCクラスⅠへの■  抗原提示と特異的CTL誘導
まず，モデル抗原としてAlexa488でラベルした卵白ア

ルブミン（OVA）を用い，エンドサイトーシス阻害下でバ
ブルリポソームと超音波によりDC内に直接抗原を導入
できることを確認した。次に，DCのMHCクラスⅠへの抗
原提示について，OVAエピトープペプチドを認識しIL-2
を産生するT細胞と共培養して検討した。その結果，
IL-2産生増加が認められ，外来性抗原でもMHCクラス
Ⅰに抗原提示できた（図16）。

そこでDCをマウスに接種して，抗原特異的CTL誘
導について検討した。バブルリポソームと超音波により
抗原送達したDCを2回接種したマウスの脾細胞を採
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図15─予後解析　（手術例のみ）

（提供：大泉 聡史氏）

リポソーム技術を駆使した樹状細胞への
抗原デリバリー法の構築と
がん免疫療法への応用

鈴木 亮 氏（帝京大学薬学部薬物送達学研究室）
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図16─バブルリポソームを用いたMHCクラス I への抗原提示誘導の戦略

（提供：鈴木 亮氏）
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図17─抗腫瘍効果の検討　（生存日数）

（提供：鈴木 亮氏）

取し，常法に従いエフェクター細胞とした。その結果，
OVAを発現しないリンパ腫EL4細胞をターゲットにし
た群のlysis活性は低いが，OVAを発現するリンパ腫
E.G7-OVA細胞をターゲットにした群は高いlysis活性
を認め，抗原特異的CTL誘導が確認された。

バブルリポソームを用いた抗原送達と■  抗腫瘍効果，治療効果
次に抗腫瘍効果を見るために，このDCを2回接種し

たマウスにE.G7-OVA細胞を移植して，腫瘍径と生存
日数を指標に検討した。その結果，5例中全てにおいて
腫瘍増殖を完全に拒絶し100％の生存率を示した（図
17）。また70日後，これらのマウスにE.G7-OVA細胞
を再移植しても完全に拒絶した。

さらに治療効果を見るために，マウスにE.G7-OVA細
胞移植した後にこのDCを2回接種した。その結果，完
全拒絶には至らなかったものの腫瘍増殖抑制効果があ

る程度認められ，生存延長が見られた。

簡便で効果的な抗腫瘍免疫を誘導できる■  新規抗原送達法
実際に，がん抗原について検討した。B16BL6メラ

ノーマ細胞の抗原を採取して，バブルリポソームと超音
波によりDCに導入したところ，約76％の細胞への送達
が確認できた。次に，このDCをマウスに2回接種した
後にB16BL6メラノーマ細胞を移植して肺転移抑制効
果について検討した。その結果，コントロールと比較して
肺転移コロニー数の減少が認められた。

鈴木氏は「バブルリポソームと超音波によるDCへの
抗原送達法は，細胞質内に直接導入することでMHC
クラスⅠに効率よく抗原提示誘導され，このDC接種により
有効な抗腫瘍効果が得られた。簡便で効果的な新規
抗原送達法として，がん免疫療法への応用が期待され
る」と結んだ。

記念講演 肺癌に対する免疫療法への取り組み ～温故創新～
癌免疫療法は，19世紀末のColey’s toxin腫瘍内局注以来，各種

の非特異的療法，モノクローナル抗体の作製，樹状細胞の発見，サイ
トカインのクローニングから抗原遺伝子MAGEの同定へと進歩した。
最近は，免疫学的逃避機構の排除に向けた研究，米国FDAの前立腺
癌に対する樹状細胞を用いた新療法認可などの展開がみられている。
研究会の法人化を記念して，初代理事長の安元公正氏が，自らの回顧
を交え肺癌免疫療法の現状と展望を語った。

講師 司 会
安元 公正 氏
（ 産業医科大学
  名誉教授）

木村 秀樹 氏
（千葉県がんセンター）
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■  抗原の同定から免疫学的逃避機構の回避へ
安元氏は，九州大学医学部胸部疾患研究所に勤務

していた1970年，肺癌に対する自家腫瘍ワクチン療法
と出会った。72年からは，国立病院九州癌センター呼
吸器部で患者リンパ球の肺癌細胞に対する反応に取り
組み，肺癌細胞株づくりに励んだ。Nocardia-CWSの
術後肺癌患者に対するランダム化比較試験で治療群
の予後が有意に優れることを確認し，IL-2による癌性胸
膜炎の治療では54%の有効率を得た。

81年，九州大学医学部第2外科に移ると，腫瘍内浸
潤マクロファージの抗腫瘍活性は，腫瘍内浸潤リンパ球
が自己腫瘍細胞と反応して放出されるサイトカインによっ
て規定されることを明らかにした。

産業医科大学医学部第2外科教授に着任した94
年以後は，91年ベルギーのBoonらがヒトの癌で初めて
癌拒絶抗原としてMAGE遺伝子の同定を受けて，肺
癌の腫瘍抗原の探索に着手した。抗原の同定には，自
己腫瘍・自己リンパ球系の樹立が必須で，癌細胞株の
樹立・自己腫瘍特異的CTLの誘導・CTLクローンの
樹立・抗原遺伝子の同定・抗原ペプチドの同定という
手順を踏む。作成できた肺癌細胞株の樹立成功例は
1,150例の手術検体中わずか32例だったという。

ここから9つの抗原を得た。
その臨床応用に関しては，MAGE-3ペプチドを合

成し肺癌患者で検討した結果，1例でPRを認めたが，
やがて再増殖した。同じころ，米国国立癌研究所の
Rosenbergらは，メラノーマを主たる対象としたペプチド

ワクチン治療の有効率を2.9％と報告した。これらの背
景には免疫学的逃避機構が考えられ，安元氏らは，そ
の事象として腫瘍抗原やHLA class Iの発現低下ま
たは消失，抑制性T細胞（Treg）による免疫抑制など
を確認しており，腫瘍の自己防衛をいかに克服するかが
今後の課題の一つとなっている。

■  自己腫瘍lysateとEP法を用いて臨床試験
安元氏らは現在，肺癌術後のstageⅠb，Ⅱ，Ⅲに対

して，化学療法のCBDCA+GEMと組み合わせた
autologous-tumor-lysate-pulsed DC vaccination
の術後補助免疫療法について臨床試験を続けている

（図18）1）。試験では，臨床・基礎両面からの検討
を目的に，臨床研究では自己腫瘍lysateを，基礎研究
では自己腫瘍lysateまたはmRNAをそれぞれEP法
でDCに導入する。

臨床的にはDTH反応，抗原特異的 IFNγ産生細
胞，化学療法によるTreg頻度の変化を評価する。基
礎面では，治療後末梢血からin vitroで CTLを誘導
してCTL クローンを樹立し，認識抗原を同定後にTCR
のクローニングを行う。さらに，mRNA-DCとlysate-DC
の活性を比較する。

現在までに8例が登録され，高DTH反応例やTreg
の減少例を認めている。治療後のELISPOT assayで
は，抗原を付加したDCで多数のIFN-γ産生細胞が発
現し，mRNA-DCでもlysate-DCと同様の反応性がみ
られている。

海外では，肺癌に関するいくつかのPhase III試験が
進行中で，いくつかの腫瘍抗原を用いた試験が注目され
る。その中でMAGE-A3を用いた臨床試験には安元
氏らも参加しており，年内の中間解析を経て来年に予定
されている結論が待たれる。

安元氏は「臨床試験には多くの症例と資金が必要。
しかし，Proof Of Conceptを創りながら，闘志を燃やし
て頑張っている」と結んだ。
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（提供：安元 公正氏）
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