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総 説

樹状細胞を用いた抗腫瘍免疫療法

―現状と将来―

九州大学大学院医学研究院 病理病態学

千葉大学大学院医学研究院 遺伝子治療学

岡 野 慎 士 ，米 満 吉 和 ，居 石 克 夫

はじめに

免疫学の起源は，1796年Edward Jennerが天然痘に対する牛痘を用いたワクチン療法を開発したこと

に始まる ．その後，19世紀後半にRobert Kochが微生物により感染症が惹起されることを証明し，1880

年代にLouis Pasteurが弱毒菌株を用いて狂犬病ワクチンを開発，今日のジフテリア，百日咳などの感染

症に対する能動免疫療法（標的抗原に対する自己の免疫応答を惹起する免疫療法）の基盤となった ．ま

た，1888年，Rouxらによるジフテリアトキシンの発見，1889-1890年，北里柴三郎による破傷風菌の分離

培養の成功，破傷風菌産生外毒素の病原性及び抗毒素血清の発見から，1890年北里柴三郎とEmil von
 

Behringらによって，破傷風及びジフテリアトキシンに対する動物血清を用いた免疫療法の開発が行われ，

受動免疫療法（生体外で作成された免疫細胞や抗体などを生体に投与する免疫療法）の基盤が確立され

た ．この歴史的背景からも理解できるように，免疫学及び免疫療法は感染免疫を基盤として発達した学問

であるといえる．

生体内の免疫系は，自己免疫寛容機序により自己抗原に対しては免疫応答を惹起せず，非自己である外

来抗原（病原体など）を識別し，個体から排除しようとするシステムである．腫瘍免疫においてもこの原

則は同様で，ヒト乳頭腫や子宮頸癌を発生させるヒトパピローマウイルス やEpstein-Barr virusに関連

するリンパ腫や癌 に見られるウイルス抗原やBCR-ABL などの融合蛋白質や変異蛋白は外来抗原と見

なされ，免疫監視機構の標的となる．しかし，腫瘍抗原は，往々にして自己由来の抗原であることが多く，

自己免疫寛容機構が免疫応答誘導を困難としている．その上，腫瘍は様々な免疫監視回避機構を能動的に

作動させている．よって，これまで開発されてきた種々の免疫療法は，手術療法，放射線療法，化学療法

に次ぐ治療法として期待されているものの，未だ標準的治療法となっていないのが現状である．

本稿では，抗腫瘍免疫を理解する上で必要な基礎免疫学的事項を簡単に解説し，我々が行っている樹状

細胞（dendritic cell:DC）免疫療法についての研究とその歴史的位置づけを紹介するとともに，腫瘍免疫

療法の将来の可能性と臨床における第４の標準的治療として確立するための方向性について述べたい．

１．抗腫瘍免疫療法を理解するために必要な基礎免疫学的事項

i）免疫システムにおける免疫担当細胞及びそのエフェクター機構

免疫システムは，①単球，マクロファージ，Natural Killer（NK）細胞，Natural Killer-T（NKT）

細胞，γδT細胞，顆粒球，②DC，③B細胞及びその最終分化細胞である形質細胞（抗体の産生源）とαβT

細胞，という免疫担当細胞の働きで構成されている．免疫応答は，初期に作動する自然免疫という非特異
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的反応（主に①の細胞群の働き）の後に，後期に作動する適応免疫（主に③の細胞群の働き）という特異

的反応によって，外来抗原を生体内から排除すべく働く．この自然免疫から適応免疫への橋渡しをする重

要な細胞として，DCが位置づけられている．DCはマクロファージなどと同様に，自然免疫応答で重要な

Toll-like receptor（TLR）などによるpathogen-associated molecular patterns（PAMP）の認識シス

テム と貪食能力を兼ね備え，かつ，他の抗原提示細胞（APC）と比較し強力なT細胞活性化能力を有す

る．

適応免疫は細胞性免疫（T細胞による免疫）と液性免疫（B細胞，形質細胞から分泌される抗体による

免疫）に分類され，前者では，抗原特異的なCD4T 細胞応答，CD8T 細胞応答によるサイトカイン産生や

細胞傷害活性が，後者では抗体がエフェクターとなる．抗体は，抗原抗体補体反応（抗原に結合した抗体

によって，血清中の補体がプロテアーゼカスケードによってmembrane attack complex（MAC）という

細胞膜に孔をあける複合体を形成する反応）やオプソニン効果（マクロファージなどの貪食細胞が抗体の

Fc部分を介して貪食を増強する効果），中和（毒素やウイルスの細胞侵入時に使用されるエンベロープ蛋白

等を中和すること），抗体依存性細胞介在性細胞傷害作用（抗体とそのFc部分のレセプターを介したNK

細胞などの自然免疫担当細胞による細胞傷害反応）によって，その効果を発揮する．

細胞性免疫の誘導は，DCによるCD4T 細胞の活性化から始まる（図１）．次項で述べる機序によりCD4T

細胞は活性化するが，その時にCD4T 細胞が発現するCD40リガンドにより，DCは刺激を受け，この刺激

により“license”を受けたDCによって，CD8T 細胞は活性化し，成熟した細胞傷害性T細胞（CTL）と

なる ．また，液性免疫は，抗原によるB細胞レセプター（これは，膜結合型の抗体そのものであり，抗

原そのものがリガンドである）からの刺激とDCで活性化されたCD4T 細胞のCD40リガンドによる刺激

によって抗体を産生することによって誘導される（図１)．両者は主としてリンパ節や脾臓において誘導

され，エフェクターCD4T 細胞，CTL，抗体は標的組織へと達し，効果を発揮する．このことから，適応

免疫の発動は，DCとT細胞応答，特にヘルパーCD4T 細胞応答が初期段階で重要であることがわかる．

逆を言えば，CD4T 細胞応答が抑制された場合は，適応免疫全体が抑制されてしまうことになる．その一

例として，Human immunodeficiency virus（HIV）はCD4T 細胞へ感染し，アポトーシスによってCD4T

細胞が一定以上減少してしまうと日和見感染や腫瘍を発症する ことが挙げられる．

ii）DCとT細胞応答

T細胞は，抗原刺激を受けていない状態ではナイーブT（naive T）細胞と呼ばれ，エフェクター機能

を発揮しないが，前述のようにAPCによって抗原刺激を受けた場合に活性化T細胞となってエフェク

ター機能を発揮する．そのためには，次に述べる３つのシグナルが重要とされている．まず第1に，抗原
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図１ 樹状細胞と適応免疫応答



による刺激である（図１）．T細胞はその抗原レセプターとして，T細胞レセプター（TCR）を発現してい

る．TCRは，APC上の主要組織適合抗原（major histocompatibility complex：MHC）の溝にAPC内

でプロセッシング（蛋白抗原が数個から十数個までのペプチドに分解されること）を受けた蛋白ペプチド

が埋没したMHC-ペプチド複合体と結合する．つまり，T細胞は自己のMHCと外来抗原由来のペプチド

の両方を認識して応答する．この刺激のみではT細胞はアナジー（無反応性の状態）あるいはactivation-

induced cell death（AICD）による細胞死を起こすため，第２の刺激として，副刺激が必要となる．これ

はT細胞上のCD28とAPC上のCD80やCD86といった副刺激関連分子により供給される（図１）．次の

第３段階目では，APCなどより産生されるサイトカインの種類によって，つまり，Interleukin（IL)-12に

よる刺激では Interferon(IFN)-γを産生する１型ヘルパーT細胞（Th1）へ，IL-4の刺激では２型ヘル

パーT細胞（Th2）へ，Transforming growth factor(TGF)-βと IL-6の存在下では IL-17を産生する

Th17などへと分化し，それぞれ特有のエフェクター機構を発揮する（図１）．CD8T 細胞も同様の活性化

機序でCTLとなると考えられており，CD4T 細胞との相違点は，第１の刺激として，CD4T 細胞はMHC

の class IIを利用するが，CD8T 細胞はClass Iを利用する．この第２，第３の至適刺激を与えるAPCと

して重要な細胞がDCであり，機能的に成熟したT細胞応答を惹起するためにはDC自体も菌体成分や細

菌由来のDNA，ウイルスRNAなどのPAMPを認識するTLRやRetinoic acid-inducible gene I

（RIG-I) からの danger signalを受けることが重要とされている（図１）（danger theory) ．このdan-

ger signalによって，DC上に発現するCD80，CD86，CD56，CD83などの副刺激関連分子の発現が上昇

するわけであるが，これらの分子が低発現あるいは無発現のものが未熟DC，高発現しているものが成熟

DCと称される．当初，未熟DCが適切なT細胞の活性化を惹起できないのは，単に第２の刺激を十分にT

細胞に供給できないためと考えられていたが，定常状態の成熟DCも免疫寛容に関与している事実や種々

のPAMPの刺激によってT細胞のエフェクター分化に相違が生じることから，第３の刺激の重要性が認

識されてきている ．後述する腫瘍免疫療法におけるDC療法は，まさにこのDCを細胞性アジュバントと

して利用した腫瘍抗原特異的T細胞発動による免疫療法である．

iii）自己免疫寛容

前述した抗原特異的なT細胞応答は，多種多様な外来抗原に対応できる．これは，MHCの多様性と

TCRの多様性に起因する．一つのT細胞はその分化段階で，TCRをコードするDNAを組換えることに

よって，１種類のMHC-peptideの複合体を認識するTCRを発現するようになる．この組替えによって，

理論上，10 種のT細胞が出現することとなる ．それでは，この多種多様なT細胞はなぜ自己の抗原を

認識しないのであろうか．それは，胸腺内での中枢性自己免疫寛容機序及び末梢の免疫寛容機序が存在す

るためである．骨髄由来のT細胞前駆細胞は，胸腺内に移動した後に，TCRを発現するように分化してい

くが，その時に，自己のMHC（＋ペプチド）と適度なアビディティー（１対のTCRとMHC複合体の結

合力をアフィニティーといい，その総和のこと）を持つものが選択され，自己のMHC（＋ペプチド）と全

く反応しないものはアポトーシスとなる．これが，ポジティブセレクションという機構で，自己のMHC拘

束性（末梢性T細胞は自己のMHCの溝に抗原ペプチドが入り込んだ状態の時のみ正常に反応する原則）

を獲得する．次に，自己免疫疾患であるAutoimmune polyendocrinopathy syndrome1（APS1）（別名，

Autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy（APECED））の責任遺伝子であ

るAIRE遺伝子などの転写活性によって，末梢で発現する自己蛋白が胸腺内でも発現し，自己蛋白由来の

ペプチドとMHC複合体が形成される．これによって，MHCと自己抗原由来のペプチド複合体に対して強

いアビディティーをもつT細胞は，アポトーシスを起こして除去される（ネガティブセレクション）．実に

この過程で97％ものT細胞が死滅し，末梢に移動できる細胞は，胸腺で分化してくる細胞のわずか３％程

度であると考えられている ．

ネガティブセレクションは完全でなく，中枢性免疫寛容機序を免れた少数のT細胞が末梢に出現すると

きがある．その細胞は末梢性自己免疫寛容の機序によってコントロールされる（図２）．末梢性自己寛容機
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序にはⅰ）除去（末梢に発現しているFasリガンドからT細胞のFasへの細胞死シグナルの伝達などに

よって末梢から除去されること），ⅱ）アナジー（前述の第２のシグナルがないことによるT細胞の不応答

性の誘導），ⅲ）免疫学的無視（T細胞が認識できる場所へ抗原が暴露されないあるいはT細胞が抗原発現

部位にアクセスできない隔絶の状態），ⅳ）制御（抑制性あるいは制御性T細胞（Th3，Tr1，CD122 CD8

regulatory T cell，CD4 CD25 Foxp3 regulatory T cell等）による自己抗原応答性T細胞の能動的抑

制）の４つのメカニズムによって自己抗原応答性T細胞を抑制している．特にⅳ）の機序で近年注目され

ているCD4 CD25 Foxp3 制御性T細胞は，自己抗原に応答するTCRをもつ制御性T細胞で，特殊な分

化過程（ヒトでは胸腺内のハッセル小体近傍のDCが重要 ）を経たのちに，末梢に分布する．そのマスター

転写因子であるFoxp3の遺伝子異常は，immune dysregulation，polyendocrinopathy，enteropathy，

X-linked syndrome（IPEX）という自己免疫疾患を発症する ことからも末梢の自己免疫寛容機構の重

要性は認識できる．

これらの中枢性，末梢性の自己免疫寛容機序の存在は，標的抗原が自己抗原の場合が多い腫瘍免疫にお

いては，特に重要である．事実，我々のメラノーマを拒絶するマウスモデルにおいて，自己抗原であるTRP-

2（悪性黒色腫の腫瘍抗原の一つ）反応性T細胞の数は，ウイルス抗原などの外来抗原と比較し10-100倍

低く，その機能的アビディティーも低いことが観察されている（未発表データ）．これは，TRP-2抗原に

対する強いアビディティーを持ったT細胞は中枢性自己免疫寛容によって除去され，弱いアビディティー

しか持たない，数少ないT細胞しか応答できていない可能性を示唆する．また，末梢のCD4制御性T細

胞を含む分画を除去した状態で治療した場合，末梢におけるTRP2反応性T細胞数が上昇することも観

察されており，これは前述のⅳ）の機能が働いている可能性を示唆する（未発表データ）．

iv）坦癌個体における免疫回避機構

宿主免疫システムに対する腫瘍の免疫監視回避機構は，腫瘍免疫の理解及び免疫療法を開発するに際し

最も重要な事象である．腫瘍はその本質的な細胞特性として遺伝的不安定性を獲得している．この遺伝学

的変化と周囲の環境や栄養補給，増殖因子といった様々な影響の下に，“natural selection” という受動

的あるいは確率的な選択機構が働き腫瘍が発生する．この時，宿主の腫瘍免疫監視機構の圧力が働くと，

腫瘍が遺伝子変化を介して免疫監視回避機構を獲得していくというcancer immunoeditingという概念が

ある．Dunnら は，subclinicalな腫瘍の発生から臨床的に検出可能な固形腫瘍形成までにおいて，3E，

つまり，Elimination，Equilibrium，Escapeという３つの相が存在することを提唱している．Elimination

は，細胞の腫瘍化あるいは腫瘍塊形成初期の血液供給を要求するレベルに達した時に，NK細胞浸潤やそれ

に伴う IFN-γ，ケモカインの産生，そしてこの応答に引き続くT細胞浸潤により腫瘍が個体内から排除さ

れる，いわば免疫監視機構が奏功する相である．この時，腫瘍細胞が個体内で完全に拒絶されれば腫瘍発

生はないのであるが，遺伝子不安定性に起因する遺伝的多様性を持った腫瘍はEquilibriumという相に達

してしまう．つまり，その免疫学的圧力による細胞死を遺伝的不安定性によって逃れ，生存した腫瘍細胞

とそれに対応すべく惹起される免疫応答とが平衡状態となっている相である．この期間に免疫学的圧力に
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耐性となった腫瘍の変異体形成が誘導され，最終のEscapeという相へ進展し腫瘍塊を形成するという概

念である．これは臨床的に検出できる腫瘍は既に免疫監視回避機構を備えていることを示す．この概念は

まだ仮説の域を出ないが，近年の近交系マウスや IFN-γノックアウトマウス，Recombination-activating
 

gene（RAG）ノックアウトマウス（T細胞とB細胞が欠損したマウス）での自然腫瘍発生，あるいはメチ

ルコラントレンなどの化学物質誘発腫瘍発生モデルの検討により，確かに腫瘍発生に腫瘍免疫監視機構が

影響していること，また，免疫不全のマウスで発生した腫瘍は，同系の健常マウスへ移植すると拒絶され

るという事実は，Equilibriumの存在を強く示唆するものである ．

腫瘍が獲得している免疫回避機構は以下のものが報告されている：ヘテロ接合性の消失やエピジェネ

ティックな変化に起因するClass I発現低下，抗原のプロセッシングに重要なプロテアーゼの発現低下，腫

瘍抗原そのものの低下，Fasなどから与えられるアポトーシスシグナルの耐性獲得，また，Vascular en-

dothelial growth factor（VEGF）などの血管新生因子の発現と腫瘍血管の増生，それに伴うDCなどの

分化，機能抑制，未熟骨髄球の増加，あるいは IL-10やTGF-βの産生による免疫担当細胞への直接抑制

効果や，制御性T細胞などの誘導など ．ここで重要なことは，腫瘍の免疫回避機構は免疫療法施行時

にも能動的に働く可能性があり，中途半端な腫瘍免疫療法は，かえって腫瘍自体の変異を助長し，更に免

疫療法が困難な状態へと誘導してしまう可能性があることである．実際，転移性メラノーマ患者において

メラノーマ分化抗原に応答するCTLを末梢血中に検出できるものの，それらの細胞はアナジーに陥って

いたり ，別の報告で，ペプチドワクチン後の残存腫瘍には，そのペプチドの欠如している腫瘍へ変化して

いたり ，実験的にも，人工的外来性腫瘍抗原を導入したクローン化腫瘍でさえ，T細胞の養子免疫移入療

法後，再増殖してくる腫瘍はこの抗原を欠失するものであったという報告がある ．

２．腫瘍免疫療法の目的

腫瘍治療の究極の目的は，集学的治療によって腫瘍を生体内から排除することである．腫瘍免疫療法の

重要な利点は適応免疫による抗原特異的エフェクター細胞の増殖を惹起することで，臨床上検出不能な微

小転移巣，腫瘍細胞を持続的に感知，排除し，その後の転移腫瘤形成抑制を可能にすることにある．この

機能は，手術療法，化学療法や放射線療法では成し得ない腫瘍免疫療法独特の効果である．これを達成す

るためには，機能的に十分な特異応答の確立とその存続（機能的メモリー応答）が重要となる．腫瘍免疫

療法の効果判定としては，実際の転移巣を含めた腫瘍の退縮効果と特異的免疫応答のモニタリングの両者

を評価することによってはじめて可能となる．前者の評価としてはResponse Evaluation Criteria in
 

Solid Tumor（RECIST) （新規の病巣の出現や進行を伴わない全ての評価可能な病巣の最大径の総和が

30％減少することをもってPartial Responseとする）などが，後者の評価としては IFN-γ産生を指標と

した抗原特異的T細胞数（頻度）や抗原特異的CTLの評価などが挙げられる．Rosenbergらは，個々の

免疫療法の奏功性の判断の混乱を招かないように，RECIST などの標準的なクライテリアを用いることが

特に重要であると述べている ．

３．腫瘍免疫療法の歴史と DC療法

腫瘍免疫療法は，大きく能動的免疫療法及び受動的免疫療法に分類される．両者は更に抗原特異的及び

非特異的な治療法に分類される ．受動免疫療法については他の総説 を参照して頂くこととして，ここ

ではDC療法が属する能動的免疫療法の歴史について述べる．

非特異的能動的免疫療法の始まりは，1892年から，1909年までにColeyらによって施行された“Coley’s
 

toxin”（熱処理されたStreptococcusと Serratiaとの混合剤）から始まるようである ．しかし，当時出

現した放射線療法や化学療法が注目され，その治療法は効果機序の不明確性より，ほとんど注目されなかっ

た．その後，放射線療法，化学療法の効果が一過性であったことより，再び腫瘍免疫療法が注目されるよ

うになるのは1970年代からである．この“endotoxin therapy”は，現在使用されている非特異的免疫賦

活療法であるBacillus Calmette-Guerin（BCG）やOK432などの細菌製剤を用いた免疫療法の基盤とな
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るもので，一部の固形癌に臨床応用されている ．詳細なメカニズムは不明であるが，表層型膀胱癌におけ

る再発率が，手術療法のみで42-100％だったものが，BCG＋手術療法で15-40％であったことや化学療法

と比較した場合の無再発生存率が有意にBCGで高かったことは，非特異的免疫効果，つまりTumor ne-

crosis factor（TNF)-αや IFNなどの炎症性サイトカインによる直接的な抗腫瘍効果だけでなく，その後

に続く適応免疫発動に起因している（腫瘍抗原を取り込んだDCがBCGによるdanger signalで活性化さ

れ，適応免疫を惹起する）可能性がある ．

1980年代に入って，免疫応答の分子生物学的機構の解明が進む中，IL-2，IL-12，IFNなどのサイトカ

イン療法が開発された．IL-2，type I IFNは腎細胞癌などに臨床応用されているが，IL-12は全身投与時

の副作用のため，遺伝子療法での局所発現による抗腫瘍療法が開発されている．実際，我々もマウス肝癌

皮下接種モデルの腫瘍内 IL-12遺伝子導入は，CXCL10の局所発現，腫瘍血管新生抑制，NK及び特異的

CTL誘導による抗腫瘍効果が発揮されることを確認している ．

一方で，能動的抗原特異的免疫療法の発展は1989年，Knuthらの腫瘍抗原であるMAGE-1 の発見か

ら数々の腫瘍抗原同定がなされ，合成した腫瘍抗原やペプチド，あるいは腫瘍抗原を発現するベクターを

用いた腫瘍ワクチン療法が開発された ．蛋白抗原に対する免疫応答を惹起するためには前述のdanger
 

signalが必要であるため ，種々のアジュバントが開発された ．この腫瘍免疫療法の発展過程において，

特にT細胞応答におけるDCの重要性が認識され，次いでDCの大量培養法が確立されて，生体内に存在

する希少な局所のDCを標的とするのではなく，ex vivoで得られた大量のDCを細胞性アジュバントと

して利用する試みが始められ，DC療法と呼ばれるようになった．

４．DCを用いた抗腫瘍免疫療法の現状と問題点

1990年代半ばに，マウス皮下腫瘍接種モデルにおいて，ペプチドパルスをしたDCのワクチン効果及び

治療効果が報告された ．Celluzziらは，ovalbumin（OVA）由来のペプチドをパルスしたDCを用い

たワクチン後にOVA発現メラノーマを拒絶したマウスは，OVAを発現しない親株の拒絶をも惹起する

ことを示した（初期のOVA特異的免疫応答のみならず，他の腫瘍抗原に対してもT細胞応答が拡大され

ていることを示す） ．更に，臨床試験においても，B-cell non-Hodgkin’s lymphomaや悪性黒色腫に対

して，約30％の clinical responseを認めたという報告がなされた ．この有効な抗腫瘍効果から，他施

設でも多数のDC療法が検討されたが，Rosenbergらのまとめによるとその臨床的効果は，約7.1％と当初

期待されている程ではなかった ．初期にメラノーマのDC療法を報告したNestleらも2005年の総説で

同様のことを報告している ．

この臨床的効果の不確定さは，GMPガイドライン従った臨床プロトコールの遂行，患者選定や治療時の

病期，標準的臨床効果判定基準，免疫応答評価（治療施行前後）の有無などが一定していなかったのも大

きな原因と考えられるが，最も重要なことは使用するDCに関する品質管理が一定していなかったことに

ある ．最適なDC療法施行のために検討すべきことは，以下の如くである；１）最適なDCの種類（骨髄

由来DC，単球由来DC等の分化ソースの問題，あるいはLangerhans cell，plasmacytoid DC等の最終

分化細胞の種類），２）DCの活性化方法（サイトカインカクテル，CD40L，OK432等），３）抗原提示方

法と抗原の種類（腫瘍溶解液，ペプチド，合成蛋白，RNA等），４）投与ルート（皮内，皮下，静脈内，

腫瘍内投与等），５）投与量及び投与頻度などを含めた最適なプロトコール，６）KLH等のヘルパー蛋白

やサイトカイン療法併用の有無とその種類．この中で，DCの細胞性アジュバントとしての効果を最大限発

揮するために特記すべき問題は以下の２点である．

①使用腫瘍抗原の問題点：個々の症例でcancer immunoeditingによる腫瘍抗原発現が不安定であるため，

既知のClass I拘束性ペプチドや腫瘍抗原を使用した場合，広汎なそして継続的な抗腫瘍効果の障害と

なっている．

②DC成熟化刺激の問題点：当初，完全に成熟したDC（つまり，副刺激関連分子の最大発現時の状態）

は，T細胞の強力な増殖刺激活性があることから，この成熟DCを投与することが重要であると提唱さ
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れていた．しかし，近年のDCの特性に関する基礎免疫学的知見から判断すると，そのようなDCは既

に，in vivoに投与した場合に生存能が低下している可能性，第３の刺激因子であるサイトカイン産生能

が低下していること ，T細胞との接触応答が低下していること などから疲弊したDCでありT細胞

の機能的活性化能が既に低下してしまっている可能性がある（図３）．

この２点の解決のためには，①治療時に存在する生体内腫瘍由来の腫瘍抗原を使用するために，貪食能

力を保持した未熟DCを腫瘍そのものに投与し，②樹状細胞の最大機能を発揮させるために，danger sig-

nalを持続的に享受され生体内で成熟するDCを使用する（感染免疫などで惹起される通常のDCの活性

化過程を全て生体内で起こす）ことが重要であると思われる．しかし，現行のLPS，CD40リガンド，サイ

トカインカクテル，poly I：CなどのDC刺激因子は，細胞表面上，あるいは細胞内オルガネラに表出して

いるレセプターを使用するため，ex vivoでの刺激時間が短い場合は途中でDCの成熟化が止まってしま

う現象がみられ，in vitroでのヒトメラノーマ抗原に対するCTL誘導も不十分である（図４）．

５．センダイウイルスベクター（SeV）を用いた活性化樹状細胞の有用性

前述の問題点を解決すべく，我々はSeV感染によりDCをより効率良く活性化させることに成功してい

る．SeVは，hemagglutinin-neuramidase（HN）による細胞接着とF蛋白による速やかな融合により，

マイナス鎖１本鎖RNAゲノムを細胞質内へ導入し，核内移行する必要なく蛋白を発現するベクターであ

る．SeVのゲノムは，5’キャッピングのないあるいはRNAのヌクレオチド修飾のない5’末端３リン酸化

RNAを感受するRIG-I（細胞質内に存在）を介して，持続的な成熟化刺激をヒトDCに伝達し，DCより

IFN-β，IL-1β，TNF-α，IL-6を産生させ，DCを十分に成熟化させることができる（未発表データ）．
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図３ 樹状細胞の成熟化と質的変化

図４ a.ヒト単球由来DCをサイトカインカクテル（IFN-α（1000U/

ml），IL-1β（5ng/ml），TNF-α（20ng/ml），IL-6（150ng/

ml），prostaglandin E2（4mM）），Poly I：C（20μg/ml），

LPS（1μg/ml），Sendai virus vector（SeV：MOI 50）にて
１時間刺激後，細胞を３回洗浄し，GM-CSF，IL-4，２％自己
血清添加X-vivo 15にて47時間培養した後のCD80の発現を
示した．ポジティブコントロールとして各刺激剤で48時間刺
激したDCを使用した．太線が48時間刺激後のDCの isotype

 
control，細線が48時間刺激のDCを抗CD80抗体で染色，グ
レーのヒストグラムは１時間刺激のみのDCを抗CD80抗体で
染色したもの．b.単球由来DCをMART-1 ペプチドで２
時間パルスした後に，a（ここでは，ヒト soluble CD40L（10μg/

ml）を付記）と同様に１時間刺激したDCと自己純化T細胞を
６日間共培養（再刺激は行っていない）し，得られたエフェク
ターとMART-1 あるいはPSA-3Aペプチドをパルスし
たT2をターゲットとして，E：T＝100：１で５時間培養した
ときのクロミウム放出アッセイデータ．データーはMART-
1 の%specific lysisから，backgroudであるPSA-3Aペプ
チドの%specific lysisを差し引いたもの．



よって，他のDC刺激剤と比し，１時間以内の接触時間の後に，完全な成熟DCとなり，in vitroにてヒト

メラノーマ抗原に対する十分なCTL誘導を惹起するということが判明している（図４）．

さらに，マウスモデルにおいては，SeV刺激DCを腫瘍内へ投与することによって，腫瘍特異的CTLと

生着腫瘍に対する拒絶効果を誘導する結果も得ている ．この時，遠隔部に腫瘍溶解液を添加したDCを投

与しても，当初期待していた程の抗腫瘍効果は見られず，腫瘍内投与のみ強力な抗腫瘍効果が発揮できて

いる ．Interventional therapyの技術革新が進んでいる現代においては，DCの腫瘍局所投与は可能と思

われるので，この方法は，cancer immunoeditingによって，既知の腫瘍抗原の発現が低下した個体におい

ても使用可能で，広汎な臨床応用への期待ができる．更に，このセンダイウイルスベクターによる活性化

DC腫瘍内投与では，T細胞の活性化という側面だけでなく，局所のサイトカイン産生，特に type I-

IFN，TNF-αなどによる自然免疫の活性化や，腫瘍そのものに対する細胞傷害性あるいは，IFN-β遺伝

子導入による強力な腫瘍細胞死誘導効果も相乗的に期待できる ．現在の所，この抗腫瘍効果に関しての詳

細なメカニズムは未解明のままで，本DC療法の臨床応用に向けて今後検討していく必要がある．特に，制

御性T細胞などの影響及びその制御は最重要課題である．

６．臨床応用を目指した腫瘍免疫療法における将来と展望

腫瘍免疫学は，初期の腫瘍免疫療法の報告から100年，確実な腫瘍特異的抗原の存在が確認されて50年

程の歴史でしかなく，解明すべき諸課題は多く，今後の発展が期待される分野である．腫瘍拒絶に向けた

免疫応答とそれを制御している宿主の免疫応答，腫瘍独自の免疫制御機構を体系的に解明することが重要

である．そのためにも，動物モデルで，ヒトの坦癌状態を再現した腫瘍拒絶モデルを用い，その拒絶メカ

ニズムを詳細に解析し，これを基盤として，拒絶できない腫瘍モデルでの宿主応答や腫瘍の変化の相違を

詳細に解析することが重要に思われる．マウスモデルはヒトの病態を完全に反映しているものではないが，

そこで得られた知見は，侵襲的検査が制約されているヒトへの抗腫瘍免疫療法の臨床応用及びその結果解

釈，改善にあたって有益な情報となるものと考える．そして，実際の臨床応用時には，厳格な抗腫瘍効果

判定とその鍵となる免疫応答のモニタリングを確実に施行し，既知の知見との相違及び改良方法を検討し

ていくべきであろう．これらの諸問題の理解と解決を積み重ねて行くことこそが，免疫療法を腫瘍に対す

る標準療法として確立できる早道であると考えている．
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