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5-ALA; 5-aminolevulinic acid
ANOVA; analysis of variance
ATRX;α-Thalassemia/mental retardation syndrome X-linked
BATF; basic leucine zipper transcription factor
BBB; blood-brain barrier
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BEV; bevacizumab
CD; cluster of differentiation
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CXCL; C-X-C motif chemokine ligand
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FSC-A; forward scatter-area
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GAPDH; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase
GBM; glioblastoma
GFAP; glial fibrillary acidic protein
GFP; green fluorescent protein
Gy; Gray
HAU; hemagglutinating unit
HE; hematoxylin and eosin
HVJ-E; hemagglutinating virus of Japan-envelope
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ICI; immune checkpoint inhibitor
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IFN; interferon
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IHC; immunohistochemistry
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MEP; motor evoked potential
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mRNA; messenger ribonucleic acid
MSI; microsatellite instability
NK; natural killer
OS; overall survival
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PBS; phosphate-buffered saline
PDT; photodynamic therapy
PFS; progression-free survival
PS; performance status
RT-PCR; reverse transcription polymerase chain reaction
PD-1; programmed cell death-1
PD-L1; programmed cell death-ligand 1
PD-L2; programmed cell death 1 ligand 2
PI; propidium iodide
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siNC; negative control of small interfering ribonucleic acid
siPDL1; small interfering ribonucleic acid targeting programmed cell death-ligand 1
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SSC-A; side scatter-area
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STAT; signal transducer and activator of transcription
Teff; effector T lymphocyte
TGF-β; transforming growth factor-β
TME; tumor microenvironment
TMZ; temozolomide
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Treg; regulatory T lymphocyte
VEGF; vascular endothelial growth factor
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1. 研究の背景
1.1

膠芽腫 (glioblastoma) について

神経膠腫（glioma）は、脳の支持組織であるグリア細胞が発生起源とされる脳原
発の腫瘍である（図 1）。原発性脳腫瘍の罹患率は、成人 10 万人あたり年間約 20~30
人（米国）[1, 2]、本邦の調査では（全年齢）10 万当たり年間 14.1 人であるとされ
る[3]。膠芽腫は全脳腫瘍の 10～15％を占める最も頻度の高い原発性の悪性脳腫瘍で
あり、罹患率は 10 万人あたり年間 1~2 人であり[3]、人口が 280 万人の茨城県では
年間 30~50 人ほどの膠芽腫患者が新たに見つかる計算になる。膠芽腫は全年齢で発
症しうるが、高齢者に多く、診断時の年齢のピークは 64 歳である。膠芽腫患者の大
部分には脳腫瘍の家族歴がなく、膠芽腫の risk factor として定まっているものは放射
線治療等の電離放射線への暴露のみである。初発症状については腫瘍の局在や大き
さに依存するが、頭痛 (50～60%)、てんかん発作 (20～50%)、神経症状（例；記憶
障害、麻痺、感覚障害、視野障害、失語、認知機能低下、性格変化など）(10～40%)
が多く、通常は数日から数週間の経過で徐々に悪化する[4, 5]。
世界保健機関（world health organization; WHO）の分類において、原発性脳腫瘍は
悪性度が低く予後の良いものから順に grade I～IV の４つに分けられるが、膠芽腫
（glioblastoma; GBM）は grade IV に区分される最悪性の神経膠腫である[6]。現行の
2016 年版の WHO 分類において、脳腫瘍は、病理組織形態学的分類 (histological
classification) と分子診断 (molecular information) の双方を加味して統合的に診断
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(integrated diagnosis) することになっている。膠芽腫は組織学的には、好酸性で glial
fibrillary acidic protein (GFAP) に染まる細胞質を持ち不整形でクロマチンに富んだ大
小不同の核を伴う細胞が密に増生し、悪性を示唆する所見である壊死 (necrosis) と
微小血管増殖 (microvascular proliferation) の像を伴っている（図 2）。膠芽腫の分子
マーカーは近年様々なものが知られるようになったが、病理診断を行う上で必須の
検査は isocitrate dehydrogenase (IDH) 変異であり、膠芽腫は IDH 変異の有無によっ
て glioblastoma, IDH-wildtype と glioblastoma, IDH-mutant の２つに分けられている。
神経膠腫での IDH 変異の 90%程度は IDH1 R132H であり、この変異は免疫染色で検
出することができるが、免疫染色で IDH 変異が陰性であった場合は、年齢等を加味
して IDH1/2 のシークエンス解析を考慮する。IDH 変異は神経膠腫の予後因子であ
り、IDH 変異がある症例では野生型と比べて予後が良いことがわかっており[7]、
IDH 変異型の膠芽腫は、IDH 野生型の膠芽腫と比較して、おおよそ 2 倍の生存期間
が見込まれる[8, 9]。しかしながら、膠芽腫のほとんどは IDH 野生型である。
膠芽腫に対する標準治療は、手術による可及的摘出と、それに続く放射線と化学
療法の組み合わせである[10]。手術の目的は、病理診断を行うための検体を採取す
ること、および安全な最大限の腫瘍摘出を行うことである。膠芽腫は周囲脳へと浸
潤しているため摘出境界の判別が難しく、また脳の機能部位に発生した腫瘍は手術
による機能障害を防ぐために腫瘍を残存させざるを得ないことが少なくないため、
腫瘍の肉眼的全摘出は必ずしも容易ではない。しかしながら、手術の摘出度が高い
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ほど予後が延長することが明らかであり[11, 12]、神経学的機能を温存できる範囲で
最大限の摘出を目指すことが肝要である（図 3）。また腫瘍の最大限摘出を行うこと
は、予後延長効果に加えて、生検術で得られるよりも多くの腫瘍検体を得ることが
できるため正確な病理診断（分子診断含む）を得られる確率が上がる（生検術で得
られた検体における病理診断率は 90%程度とされる[13]）、腫瘍摘出によりステロイ
ド（膠芽腫では腫瘍周囲の脳浮腫の改善目的にステロイドを投与することが少なく
ない）を減量・終了できるためステロイド関連の合併症を減らすことができる、な
どの利点がある。最大限の安全な摘出を行うための手術支援機器や手法として、ニ
ューロナビゲーション、運動誘発電位 (motor evoked potential; MEP) などの神経モニ
タリング、5-アミノレブリン酸（5-aminolevulinic acid; 5-ALA）を用いた術中蛍光診
断、術中 MRI、覚醒下手術など様々なものがあり、私が所属する筑波大学附属病院
脳神経外科（以下、当院とする）ではこれらを駆使しながら手術を行っている。摘
出不能な病変や患者の状態から最小限の手術が望ましいときには、病理診断目的に
生検術や部分摘出術を選択することになる。
病理診断確定後に化学放射線療法を行う。放射線を当てる範囲は腫瘍（もしくは
腫瘍摘出腔）より通常１～２cm 広い範囲を標的とし、60Gy/30 分割の照射を化学療
法と併用して行うことが一般的である。60Gy を超える線量の優位性はまだ証明され
ていない。当院では、通常の photon beam（光子線）の放射線治療に加え、粒子線で
ある proton beam（陽子線）治療を行うことが可能であり、膠芽腫に対する陽子線の
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照射実績もある。現在までのところ膠芽腫に対する陽子線照射の優位性はまだ証明
されていないものの、陽子線の特性から正常組織を避けながら病巣に集中した照射
を行うことが可能であり、これによって腫瘍に対する照射線量をより増やすことが
可能となるかもしれない。
膠芽腫に対する化学療法でエビデンスのある薬剤は唯一テモゾロミド
（temozolomide; TMZ）のみである[10]。TMZ は経口のアルキル化薬であり、摘出術
後の放射線治療期間中は 75 mg/m2 を連日内服し、放射線終了後は 150~200 mg/m2 を
4 週ごとに 5 日間連日内服をする。TMZ の抗腫瘍効果は、DNA 修復酵素である O6methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) の発現量に強く影響されるため、膠芽
腫では腫瘍の MGMT プロモーター領域のメチル化状態を解析することが推奨され
ている。MGMT プロモーター領域がメチル化されると、MGMT 遺伝子が silencing
されて MGMT タンパクの発現が抑制され、TMZ によって損傷した DNA 修復機構
が働かなくなり、結果として腫瘍細胞が死滅する。つまりは、MGMT プロモーター
メチル化の膠芽腫では治療反応性が良く予後が延長する[14]。しかしながら膠芽腫
に対して有効な薬剤は TMZ しかないため、MGMT プロモーター非メチル化の症例
であっても TMZ での治療を行わざるを得ないのが実情である。
高齢者（＞70 歳）や全身状態が悪い患者に対しては、化学放射線療法の有益性と
毒性や有害事象等のリスクを天秤にかけ、MGMT プロモーターメチル化情報を加味
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した上で、化学放射線療法の期間を短くする（40Gy/15 分割など）、化学療法単独や
放射線単独での治療を行うなどの対応を考慮している[15]。
その他、悪性神経膠腫に対して我が国で保険適応のある治療法と簡単な説明を以
下に列挙する。
⚫

BCNU（bis-chloroethylnitrosourea）徐放性ポリマー (Gliadel®)[16]
手術の際に摘出腔の壁に留置してくるもので、BCNU が徐放性に組織へ浸透す
ることで効果を発揮するとされる。日本では悪性神経膠腫に対して初発・再発と
もに保険適応があるが、初発膠芽腫に対する生存期間延長のエビデンスがないこ
とが問題として挙げられる。現在、前向きランダム化多施設共同試験が進行中で
ある (JCOG1703)。当院では再発膠芽腫に対する再摘出術時に使用を考慮してい
る。

⚫

抗 VEGF（vascular endothelial growth factor）抗体薬（bevacizumab; BEV）
日本では初発・再発問わず悪性神経膠腫に対して承認されているが、米国では
再発悪性神経膠腫のみ、ヨーロッパでは認可されていない。初発膠芽腫に対する
ランダム化比較試験により、BEV は無増悪生存期間 (progression-free survival; PFS)
を有意に延長させるものの、全生存期間（overall survival; OS）は延長させないと
いう結果であった[17, 18]。再発膠芽腫に対しても PFS を延長するものの有意な
OS 延長効果はなかったが、BEV 投与によりステロイドの使用量を減らすことが
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可能であった[19]。当院では再発膠芽腫か、腫瘍の十分な減量手術が不能の初発膠
芽腫に対して投与を行っている。
⚫

光線力学療法 (photodynamic therapy; PDT)
悪性神経膠腫に対する PDT の報告は日本からの 2 編のみであり[20, 21]、phase
III のランダム化比較試験は実施されていない。日本では 2013 年に初発・再発の
悪性神経膠腫に対して承認されたが、米国やヨーロッパなどの海外では承認され
ていない。当院では再発膠芽腫の再摘出症例に対して PDT の併用を考慮してい
る。

⚫

交流電場腫瘍治療システム（NovoTTF-100A システム）
剃毛して頭皮に電極パッドを貼り、脳腫瘍を含めた頭部に 200 kHz の交流電場
を持続的に発生させる装置を使用する治療であり、電場を形成することで電荷を
帯びた tubulin に作用して有糸分裂紡錘体の形成を障害し、有糸分裂を阻害するこ
とで効果を発揮するとされる[22]。日本では 2018 年に初発膠芽腫に対して保険適
応となった。

上記のように様々な治療法が開発承認されてきているが、膠芽腫における OS 中
央値は 20 ヶ月未満、5 年生存率は約 10%と、集学的治療を行ったとしてもいまだ治
療が困難な疾患の一つである[23, 24]。膠芽腫が難治な理由としては、①脳という特
殊な臓器に発生する浸潤性の腫瘍であるため、周囲脳を含めた拡大摘出には限界が
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あること、②術後療法である化学療法・放射線療法に対して抵抗性があり、残存腫
瘍を完全に排除することが困難であること、が考えられる[25]。ゆえに、今まで行
われてきた治療法に加えて、新たな視点からの治療戦略の開発が切に望まれてい
る。
近年、宿主のもつ免疫系が、神経膠腫をはじめとする悪性腫瘍の排除に非常に重
要な働きをしていることが分かってきた。しかしながら悪性腫瘍の自然治癒が困難
であることが示すように、悪性腫瘍は免疫系による破壊を回避するような巧みな仕
組みを有している。すなわち、免疫抑制性のサイトカインの誘導、免疫チェックポ
イント分子の発現、制御性 T リンパ球（regulatory T lymphocyte; Treg）等の免疫抑制
性の細胞動員などに代表される免疫抑制性の腫瘍微小環境（tumor microenvironment;
TME）の構築である[26–29]。

1.2

免疫チェックポイント；PD-1/PD-L1 経路について

Programmed cell death-1 (PD-1) は免疫細胞表面に発現する分子である。PD-1 と、
そのリガンドである programmed cell death-ligand 1（PD-L1）が結合すると、免疫抑
制性のシグナルが伝達され、免疫細胞は exhaustion（疲弊状態）という不活性化の状
態になる[30]。疲弊化した免疫細胞は腫瘍を十分に攻撃することができず、結果と
して腫瘍の排除に失敗することになる[31]（図 4A）。このように、免疫細胞の活性
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化を制御する分子を免疫チェックポイント分子という。
膠芽腫を含む悪性腫瘍は PD-L1 を多量に発現しているため、TME における T リン
パ球の多くは PD-1/PD-L1 経路の免疫抑制性によって疲弊状態となってしまうが[32,
33]、これに対し現在、PD-1/PD-L1 経路を標的とした複数の免疫チェックポイント
阻害薬（immune checkpoint inhibitor; ICI）が開発され上市されている（図 4B）。ICI
は不活性化された免疫細胞の機能を回復させることで、種々の癌腫において治療効
果を示している一方で[34, 35]、膠芽腫に対する ICI の治療効果は未だ示されていな
い[36]。その背景には、脳腫瘍に対する ICI を使用した臨床研究がまだ十分に行われ
ていないことも１つあるが、ICI の薬物動態的要因や膠芽腫のもつ免疫抑制性機序が
考えられる[37, 38]。悪性黒色腫など元々免疫系が反応しやすいとされる（= 免疫学
的に hot な）腫瘍は PD-1/PD-L1 経路の阻害で十分な免疫応答が生じるが、膠芽腫の
ように免疫原性が弱く[37, 39]、免疫抑制性の TME を構築するような免疫系が反応
しにくい（= 免疫学的に cold な）腫瘍では、PD-1/PD-L1 経路の阻害のみでは十分
な抗腫瘍免疫を惹起することが困難であった可能性が考えられる。また脳は血液脳
関門（blood-brain barrier; BBB）と呼ばれる構造物に守られており、一定以上の分子
量（500~600 Da）を持つ物質が脳実質内に浸透するのを防いでいる。現在上市され
ている ICI はすべて抗体製剤であり、各抗体薬の分子量は 142–147 kDa と極めて大
きいため、十分な量の抗体薬が腫瘍局所に到達できていない可能性が考えられる[40,
41]。
12

ゆえに、脳腫瘍に対して ICI の有効性を最大限に引き出すためには、ICI を腫瘍へ
と確実に送達するユニークなデリバリーシステムと、PD-1/PD-L1 経路とは別の機序
で免疫応答を惹起する治療法との組み合わせが必要と考えられた。

1.3

不活化センダイウイルス粒子（HVJ-E）について

上記の問題に対して、私はウイルス由来のベクターである不活化センダイウイル
ス粒子（Hemagglutinating Virus of Japan-Envelope; HVJ-E）に着目した（図 5）。HVJE は、センダイウイルス（HVJ）に紫外線を照射することで、ウイルスのゲノム
RNA を破壊して複製能を消失させたウイルス由来不活化粒子である[42]。HVJ-E は
複製能を欠くものの、細胞表面のガングリオシド（GD1a）を介した膜融合にて標的
細胞に取り込まれる能力を保持しており、内包した核酸・タンパク・薬剤などの物
質を標的細胞の細胞質へと効率的に届けることができる有用なベクターである（図
6A）。また、HVJ-E は、標的細胞の GD1a の発現量の違いから、正常細胞と比べて
悪性細胞に対して強い親和性（腫瘍親和性）を示す特徴がある[43]。これにより
HVJ-E に内包させた物質をある程度の選択性を持たせて腫瘍へと届けることが可能
である（図 6B）。
さらに HVJ-E の特筆すべき点は、HVJ-E 自身が抗腫瘍免疫を強力に誘導すること
である。HVJ-E は、樹状細胞（dendritic cell; DC）を刺激して interferon (IFN)-αやβ
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などの type I IFN や interleukin (IL)-6 を放出させることで、natural killer (NK) 細胞を
活性化するとともに Treg を抑制する。これらにより細胞傷害性 T 細胞（cytotoxic T
lymphocyte; CTL）が活性化され腫瘍局所へ誘導されることで、抗腫瘍免疫による腫
瘍抑制効果が発揮される[44–47]（図 7）。
以上のことから、HVJ-E をベクターとして使用することで、HVJ-E に内包した物
質を腫瘍へ効率的に届けることが可能であるとともに、さらに HVJ-E 自身の持つ抗
腫瘍免疫活性化作用も同時に得ることができる。
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２．研究の目的
膠芽腫に対して真に有効な免疫療法を開発するためには、腫瘍局所での Treg や
PD-1/PD-L1 経路を介した免疫抑制性の微小環境を改善すること、そして抗体薬とは
違った別の手法で PD-1/PD-L1 経路阻害薬を腫瘍局所へ送達すること、などが必要
であると考えた。
以上のことから、HVJ-E をベクターとして使用し、腫瘍細胞に PD-L1 の発現を
抑制する物質を届けることで、HVJ-E 自身が持つ抗腫瘍免疫の誘導作用の発揮と
Treg の抑制による免疫抑制の解除、そして PD-1/PD-L1 経路阻害による免疫抑制の
解除も同時に行えるため、相加相乗的な治療効果が得られるのではないか、との着
想に至り本研究を開始した（図 8A、B）。
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３．方法
3.1

細胞株とマウス

本研究では、主に TS というマウス glioma 細胞株を用いて実験を行ったが（全て
の動物実験と一部の in vitro 実験）、in vitro の実験に限り他のマウス glioma 細胞株で
ある GL261 と RSV-M も用いた。これは、in vitro 環境では TS の PD-L1 発現量が非
常に少なく(図 9)、PD-L1 抑制実験の信頼性を担保する目的で複数の細胞株で実験を
行ったためである。
TS は, 佐谷秀行先生 (慶應義塾大学医学部先端医科学研究所遺伝子制御研究部
門、東京) により樹立された人工的に誘導したマウス glioma stem-like cell であり、
これを供与頂き本研究に用いた。簡潔には、Ink 4a/Arf−/−の神経幹細胞に green
fluorescent protein (GFP) をタグ付けした human HRasV12 遺伝子を導入した細胞を野
生型のマウスに同種移植して primary tumor を作成し、primary tumor から GFP の蛍
光陽性の細胞を flow cytometry でソートしたものが TS である[48]。
GL261 と RSV-M は一般に使用されているマウス glioma 細胞株である。すべての
細胞は 5% CO2 を混合した加湿した空気を用い 37℃で培養した。各細胞株の培養に
用いた培地は図 10 に示した。
マウスは、specific pathogen-free の生後 5–6 週のメスの C57BL/6N を Japan SLC,
Inc. (静岡) より購入し、環境調整された pathogen-free の部屋で飼育した。動物実験
に際しては、筑波大学生命科学動物資源センターより動物実験計画の承認を取得
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し、動物実験のガイドラインを遵守して行った（各年の承認番号：17-122, 18-010,
19-015, 20-024）。

3.2

siRNA とトランスフェクション

PD-L1 の抑制は siRNA による RNA 干渉にて行った。PD-L1 messenger ribonucleic
acid (mRNA) に対する siRNA を Sigma-Aldrich Japan (東京) より 3 種類購入した。
siRNA の配列は図 11 に示した。ネガティブコントロールとして、どの配列とも
RNA 干渉を生じない siRNA である MISSION siRNA Universal Negative Control (SIC001-50, Sigma-Aldrich Japan) を購入した（配列は非公表）（以後、siNC と呼称）。
siRNA は最終濃度が 50 μM となるよう phosphate-buffered saline (PBS)で希釈して使用
した。
In vitro でのトランスフェクションは Lipofectamine RNAi MAX Reagent (Thermo
Fisher Scientific) および HVJ-E を用いて行った（HVJ-E を用いたトランスフェクシ
ョンについては 3.3 のセクションを参照）。Lipofectamine でのトランスフェクション
中は、抗生剤を入れていない Opti-MEM reduced Serum Medium (Thermo Fisher
Scientific) にて細胞を維持した。
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3.3

HVJ-E の準備とトランスフェクション（図 12）

不活化センダイウイルス粒子 (HVJ-E) は金田安史先生（大阪大学大学院医学系研
究科ゲノム生物学講座遺伝子治療学分野

教授）より無償で提供いただいた。簡潔

には、ATCC (Manassas, VA) より購入したセンダイウイルス (HVJ) (VR-105
parainfluenza1 Sendai/52, Z strain) を、10~14 日齢の鶏卵漿尿膜胎盤液にて増殖させ遠
心分離し、紫外線 (99 mJ/cm2) を照射して不活化したものが HVJ-E である[42]。不
活化したウイルス粒子は増殖能を欠くものの、膜融合の能力は保持されている。
HVJ-E を 100 hemagglutinating units (HAU) 含んだ懸濁液 10 μL に対して、1 μL の
50 μM siRNA 溶解液と 4.5 μL の 3% (v/v) Triton X-100 (最終濃度 0.2%) と 3 μL の
protamine sulfate from salmon (5 mg/mL; Nacalai Tesque, 京都) と 52 μL の PBS を混ぜ
合わせ、4°C で 5 分間置いた後、17,700 ×g で５分間遠心分離を行った。沈殿物
（siRNA を内包した HVJ-E を含む）を 300 μL の PBS で洗浄し、残存した界面活性
剤や内包されなかった siRNA を洗い流した[42, 47]。siRNA を内包した HVJ-E
（HVJ-E + siRNA）は使用する目的に応じて様々な濃度へと希釈し使用した。
In vitro でのトランスフェクションでは、1×105 個の腫瘍細胞を１日培養した後
に、HVJ-E + siRNA (67 HAU) を培地に加え 24 時間培養した後、培地交換をして実
験に用いた。In vivo で投与する場合の HVJ-E + siRNA の準備は、protamine sulfate を
使用していない点を除いては in vitro のものと同様に行い、PBS で必要な濃度に希釈
後に腫瘍内へ直接投与した。
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3.4

Real-time reverse transcription polymerase chain reaction (real-time RT-PCR)

PD-L1 mRNA の発現・抑制の評価は real-time RT-PCR にて行った。In vitro（細胞
株）の実験では、siRNA トランスフェクションの 24 時間後に RNeasy Plus Mini Kit
(Qiagen, Venlo, Netherlands) を用いて全 RNA を抽出した。In vivo 検体では、腫瘍摘
出後に RNA later RNA stabilization Reagent (Qiagen) に 4℃で一晩浸したのち、同様に
RNA の抽出を行った。SuperScript VILO Master Mix (Thermo Fisher Scientific) を用い
て逆転写を行った。PCR の primer は Sigma Aldrich Japan より購入した（配列は図 13
に示した）。検出は SYBR Premix Ex Taq II (Perfect RealTime) (Takara Bio Inc., 滋賀)
を用い、7500 Fast Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific) にて行った。PCR
のプロトコールは holding stage が 95℃ 30 秒を 1 サイクル、cycling stage は 95℃ 3 秒
の後 60℃ 30 秒を 40 サイクル、melt curve stage は continuous とした。すべての実験
は原則として各取扱説明書の指示に従って行った。

3.5

皮下腫瘍モデルの作成（図 14）

マウスに ketamine (第一三共、東京)

80 mg/kg と xylazine (Bayer Japan、大阪)

10

mg/kg を腹腔内投与して鎮静鎮痛筋弛緩を得た後、PBS 100 μL に再懸濁した viable
な TS 細胞 5 × 105 個を各マウスの背部に皮下注射した。腫瘍の生着率は 100%であ
った。腫瘍を植えたマウスをランダムに、siPDL1/HVJ-E 群 (PD-L1 に対する siRNA
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を封入させた HVJ-E を投与)、siNC/HVJ-E 群 (何の阻害効果もない negative control
の siRNA を封入した HVJ-E を投与)、control 群 (PBS のみ投与) の 3 群にわけた。
腫瘍接種から 4・7・10 日目に、100 μL の PBS に懸濁した siRNA 封入 HVJ-E (200
HAU) もしくは PBS を腫瘍内に投与した。３～４日おきにノギスを用いて腫瘍の大
きさを計測し、腫瘍体積 [mm3]は「長径 × 短径 2/2」として算出した。腫瘍体積が
2500 mm3 を超えた時点でマウスを安楽死させた。3 回の独立した実験を行い、その
データをまとめて解析を行った。

3.6

脳腫瘍モデルの作成（図 15）

マウスに ketamine (第一三共)

80 mg/kg と xylazine (Bayer Japan)

10 mg/kg を腹腔

内投与して鎮静鎮痛筋弛緩を得た後、マウス用頭部固定装置 (SR-5M-HT/SM15R/IMS-3; Narishige Japan、東京) にマウスを固定し、頭皮を正中切開し、26G の針
を用いて、bregma より 0.3mm 後方、正中より 2.5mm 右側の位置に 1 か所穿頭を行
った。PBS 4 μL に再懸濁した viable な TS 細胞 4 × 103 個を、26G の Hamilton syringe
(701RN, Hamilton, Reno, NV) を用いて、各マウスの右脳（頭蓋骨表面から 3.1 mm の
深さで、実質脳表から 2.5 mm の深さに相当する位置）に 2 分以上かけてゆっくりと
定位的に接種した。その後、針を 3 分間動かさずに保持したのち、ゆっくりと抜去
した。腫瘍の生着率は 100%であった。皮下腫瘍モデルと同様に、腫瘍を植えたマウ
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スをランダムに 3 群に振り分けた。腫瘍接種から 4・7 日目に、マウスに麻酔をか
け、同様の手技を用いて 6 μL の PBS に懸濁した siRNA 封入 HVJ-E (200 HAU) もし
くは同量の PBS を定位的に腫瘍内に投与した。マウスの活気がなくなり、体重が
30%以上減少した時点で安楽死させた。3 回の独立した実験を行い、そのデータをま
とめて解析を行った。

3.7

Western blot

PD-L1 タンパクの発現を western blot で解析した。培養細胞の解析は、HVJ-E を用
いたトランスフェクションを行い、24 時間後に PBS で細胞を洗浄後に RIPA Buffer
(Thermo Fisher Scientific) で溶解を行った。In vivo の腫瘍検体の解析は、皮下腫瘍モ
デルを作成し HVJ-E を用いたトランスフェクションを行った後 11 日目に腫瘍を採
取し、Allprotect Tissue Reagent (Qiagen) に 24 時間浸した後に PBS で洗浄し RIPA
Buffer (Thermo Fisher Scientific) に溶解しながら超音波破砕を 1.5 分間行った。
sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide ゲルにタンパク溶解液を注ぎ (50 μL/lane) 電気
泳動をかけた後、polyvinylidene fluoride membrane に transfer し、wash buffer (2 mM
Tris-HCl, pH 8.0, 342.2 mM NaCl, 0.05% Tween 20) に 2% skim milk (森永乳業、東京)
を加えた blocking buffer に室温で 1 時間浸してブロッキングした。次に一次抗体
(anti-PD-L1 抗体 [1:800, rabbit, monoclonal, ab213480, Abcam, Cambridge, UK] もしく
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は anti-β-actin 抗体 [1:3000, mouse, monoclonal, A5316, Sigma-Aldrich]) に 4°C で一晩
浸し、wash buffer で洗浄して horseradish peroxidase-conjugated anti-rabbit 抗体
(1:4000, Biorad, Hercules, CA) もしくは anti-mouse 抗体 (1:5000, Biorad) に室温で 1
時間浸し標識した。タンパクの検出は Luminata Forte Western HRP substrate (Merck,
Darmstadt, Germany) と LAS-4000 system (Fujifilm、東京) を用いて行った。ストリッ
ピングは WB Stripping Solution (Nacalai Tesque) にて 10 分間行った。定量的評価は
ImageJ version 1.53c (National Institutes of Health, Bethesda, MD) を用いて行った。

3.8

免疫組織化学染色（Immunohistochemistry; IHC）

各群 3 匹ずつ腫瘍を接種したマウスモデルを作成して実験を行った。皮下腫瘍モ
デルでは腫瘍接種から 12 日後に安楽死させ、腫瘍を摘出した。脳腫瘍モデルでは腫
瘍接種から 20 日後に安楽死させ、PBS と 10% formalin にて灌流固定を行った後に腫
瘍ごと脳を摘出した。Formalin 固定 paraffin 包埋のブロックを作成し、3μm の厚さ
にスライスしてプレパラートを作成した。抗原賦活は、anti-FoxP3 抗体と antiCD161 抗体に対しては citrate buffer (pH 6.0)を、その他の抗体に対しては Tris-EDTA
buffer (pH 9.0) を用いた Heat-mediated antigen retrieval を行った。PBS に 10% normal
goat serum (Fujifilm Wako Pure Chemical Corporation, 大阪) と 1% bovine serum albumin
(Fujifilm Wako Pure Chemical Corporation) を混合した blocking buffer にて室温で 2 時
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間ブロッキングを行い、4℃で一晩一次抗体と反応させた。使用した一次抗体は以下
の通りである：anti-CD4 抗体 (1:1000, rabbit, monoclonal, ab183685, Abcam)、anti-CD8
抗体 (1:1000, rabbit, monoclonal, ab209775, Abcam; 1:1000, rabbit, monoclonal, ab215206,
Abcam)、anti-FoxP3 抗体 (1:1000, rabbit, polyclonal, ab54501, Abcam)、anti-CD161 (別
名 NK1.1) 抗体 (1:10000, rabbit, monoclonal, ab234107, Abcam)、anti-PD-L1 抗体
(1:500, rabbit, polyclonal, ab233482, Abcam)。翌日、80% methanol + 0.3% H2O2 に 30 分
浸し内因性 peroxidase の抑制を行い、LSAB2 System-HRP (Agilent Technologies Japan,
東京) および Liquid DAB + Substrate Chromogen System (Agilent Technologies Japan) に
て二次抗体・酵素反応・発色を行った。すべての実験は原則として各取扱説明書の
指示に従って行った。

3.9

Flow cytometry を用いた脳浸潤白血球の評価

脳腫瘍を植えたマウスを day20 に安楽死させ、PBS で灌流を行った後に脳を取り
出し、RPMI1640 (Sigma-Aldrich) に浸して Tissue Grinder (Wheaton, Millville, NJ) を
用いて検体を均質化した。70%と 30%の Percoll (GE Healthcare, Chicago, IL) の濃度勾
配を利用して白血球を分離した。単細胞化したのちに Fc blocking (2.4G2; Tonbo
Biosciences, San Diego, CA) を行い、2% fetal bovine serum と propidium iodide (1:2000,
Sigma-Aldrich) を混ぜた PBS に、標識した anti-mouse の一次抗体を希釈して反応さ
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せた。FoxP3 に対してのみ、BD Cytofix/Cytoperm (BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ)
を用いて固定と透過化処理を行った。本実験で使用した一次抗体は以下の通りであ
る：Brilliant Violet 421 anti-CD45.2 抗体 (2:5, BioLegend, San Diego, CA)、Alexa Fluor
647 anti-CD3 抗体 (1:5, BioLegend)、FITC anti-CD3 抗体 (1:10, BD Biosciences)、APC
anti-CD4 抗体 (1:10, BD Biosciences), APC-Cy7 anti-CD4 抗体 (1:10, BioLegend)、PECy7 anti-CD4 抗体 (1:30, Tonbo Biosciences)、APC-Cy7 anti-CD8 抗体 (1:10, BD
Biosciences)、PE anti-CD11b 抗体 (1:10, Tonbo Biosciences)、BV711 anti-CD11b 抗体
(1:20, BioLegend)、FITC anti-NK1.1 抗体 (1:5, BioLegend)、PE anti-NK1.1 抗体 (1:20,
BioLegend)、FITC anti-FoxP3 抗体 (1:10, Tonbo Biosciences)、Alexa Four 488 anti-F4/80
抗体 (1:10, Biolegend)、BV711 anti-CX3CR1 抗体 (1:10, BioLegend)、APC anti-Ly6C 抗
体 (1:30, Biolegend)、PE-Cy7 anti-CD206 抗体 (1:10, BioLegend)、PE-Cy7 anti-PD-1 抗
体 (1:20, BioLegend)。適した isotype control を使用し、BD LSRFortessa system (BD
Biosciences)を用いて測定を行った。forward 対 side scatter、および propidium iodide
の蛍光にて解析に適さない細胞を除外した。データの解析は FlowJo software version
10.6.2 (FlowJo LLC, Ashland, OR) にて行った。

3.10 CD8 除去試験（図 25A）
脳腫瘍を植えたマウスに対して、day4 に 400μg、day7 と 14 に 200μg の anti-CD8
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抗体 (clone 2.43, Bio X Cell, West Lebanon, NH) を腹腔内投与し、CD8+ T リンパ球の
除去を行った。

3.11 統計解析
皮下腫瘍の体積と flow cytometry での浸潤白血球比率の比較は one-way analysis of
variance (ANOVA) にて行い、post hoc テストは Tukey–Kramer 法を用いた。皮下腫瘍
と脳腫瘍モデルの生存期間の解析は Kaplan–Meier 法を用い、群間比較は Holm 法で
調整した log-rank テストを用いて行った。すべての統計解析は EZR version 1.40 (R
commander version 2.5-1/R version 3.5.2) (さいたま医療センター、埼玉) を用いて行い
[49]、p 値 < 0.05 を統計的有意と定めた。
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4. 結果
4.1

siRNA の選別

～予備実験～

購入した 3 種の PD-L1 に対する siRNA のうち、最も効果的な siRNA を選別する
ために、3 種の siRNA (siRNA-1～3) を glioma 細胞株にトランスフェクションし、
PD-L1 mRNA の発現を real-time RT-PCR にて評価した。まず Lipofectamine を用いて
各 siRNA を GL261 細胞株にトランスフェクションしたところ、3 種とも PD-L1
mRNA の発現抑制効果を認めたが、siRNA-3 が最も強い抑制効果を示した（図
16A）。次に HVJ-E をベクターとして使用し、RSV-M 細胞株に siRNA1–3 をトランス
フェクションして比較すると、やはり siRNA-3 が最も PD-L1 の発現を抑制していた
（図 16B）。これらの結果から、以後の実験では siRNA-3 を用いることとした（以
後、siRNA-3 を siPDL1 と呼称）。
TS 細胞株に対して、siPDL1 を内包させた HVJ-E（siPDL1/HVJ-E）を 100～5000
multiplicity of infection (moi) まで投与量を変化させて検討した。幅広い投与量で
siPDL1/HVJ-E による PD-L1 mRNA の発現抑制が確認できた（図 16C）。

4.2

皮下腫瘍モデル

～予備実験～

マウスの背部に腫瘍細胞 TS を接種し、皮下腫瘍モデルが安定的に作成可能なこと
を確認した。以後の動物実験はすべて mouse glioma-stem like cell である TS を使用し
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て行った。
作成した皮下腫瘍モデルから腫瘍検体を採取し、PCR にて PD-L1 の発現を評価す
ると、培養細胞と比較して、腫瘍接種早期から PD-L1 発現量が著明に増加していた
（図 17A）。次に皮下腫瘍モデルに対して、腫瘍接種後 4・7・10 日に HVJ-E を単独
で腫瘍内投与し腫瘍体積の推移を評価したところ、control と比して腫瘍体積が縮小
することが確認された（図 17B）。HVJ-E 投与量別では、200HAU と 500HAU でほぼ
同等の腫瘍縮小効果が得られたため、以後の実験は 200HAU の投与量にて行った。

4.3

siPDL1/HVJ-E による腫瘍 PD-L1 タンパクの発現抑制

In vivo において siPDL1/HVJ-E 投与にて腫瘍 PD-L1 タンパクの発現が抑制可能か
を確認するため、皮下腫瘍モデルを作成し 3 回の siPDL1/HVJ-E を腫瘍内投与した
後、Western blot および IHC にて PD-L1 タンパクの発現を評価した。Western blot 用
の検体は day11 にて、IHC 用の検体は day12 にてマウスを安楽死し採取した。
Western blot にて腫瘍の PD-L1 タンパク発現は siPDL1/HVJ-E 投与群で他 2 群
（PBS および siNC/HVJ-E 群）と比して低下していた (図 18A)。IHC にて PD-L1 は
細胞質および細胞膜で染色が見られ、本実験の条件下では 50%以上の腫瘍細胞で染
色を認めた。siPDL1/HVJ-E 群で、他 2 群と比して染色強度が弱くなっていた（図
18B、C）。これらにより、siPDL1/HVJ-E にて in vivo で腫瘍の PD-L1 発現を抑制で
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きることが確認できた。

4.4

皮下腫瘍モデルにおける siPDL1/HVJ-E の抗腫瘍効果

siPDL1/HVJ-E の抗腫瘍効果を評価するために、マウスの背部に TS を皮下注射し
て皮下腫瘍モデルを作成した。マウスはランダムに siPDL1/HVJ-E 群 (PD-L1 に対す
る siRNA を内包させた HVJ-E を投与。PD-L1 の阻害と HVJ-E 投与双方を合わせた
効果を評価するための群)、siNC/HVJ-E 群 (negative control の siRNA を内包させた
HVJ-E を投与。HVJ-E 単独の効果を評価するための群)、Control 群 (PBS のみ投与)
の 3 群に分けた (図 14)。
腫瘍体積の経時的変化を評価すると、腫瘍接種後 28 日目での腫瘍体積平均値はそ
れぞれ siPDL1/HVJ-E 群 432.8 mm3、siNC/HVJ-E 群 1174.0 mm3、Control 群 2103.9
mm3 であった (p < 0.001) (図 19A、B)。Post-hoc test では、siPDL1/HVJ-E 群における
腫瘍体積は siNC/HVJ-E 群と比して有意に小さかった (p < 0.05)。腫瘍接種後 60 日目
までの生存期間を比較すると（マウスは腫瘍体積が 2500mm3 を超えた時点で安楽
死）、control 群（OS 中央値 30 日、p < 0.001）や siNC/HVJ-E 群（OS 中央値 36 日、
p < 0.01）と比べて siPDL1/HVJ-E 群で有意に生存期間中央値が延長した (OS 中央値
60 日)（図 19C）。
皮下腫瘍モデルの腫瘍検体に対して、IHC にて腫瘍に浸潤している白血球を評価
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した (図 19D、E)。腫瘍の viable な部位（腫瘍辺縁部を除く）をランダムに 200 倍
視野で 15 視野以上を観察し、1 視野当たりの平均の陽性細胞数を算出した。結果、
siPDL1/HVJ-E 群において、腫瘍浸潤 CD8+ T リンパ球や NK 細胞が増加している傾
向を認めた（有意差なし）（図 19F）。

4.5

脳腫瘍モデルにおける siPDL1/HVJ-E の抗腫瘍効果

マウスの脳内に定位的に TS 細胞を注射して脳腫瘍モデルを作成し、脳腫瘍接種後
4・7 日に同様の手技で治療薬を腫瘍内に投与した（図 15）。
生存期間中央値は siPDL1/HVJ-E 群、siNC/HVJ-E 群、Control 群でそれぞれ 28、
26、22.5 日であり (p < 0.001)、siPDL1/HVJ-E の投与により他の 2 群と比べて有意に
生存期間が延長した（post-hoc test で、siNC/HVJ-E 群に対して p < 0.05、Control 群に
対して p < 0.001）（図 20A）。
次に、腫瘍接種後 20 日のマウスを各群から 3 匹ずつ安楽死させ検体を採取し IHC
による評価を行った。siPDL1/HVJ-E 群で、浸潤している CD8+ T リンパ球や CD4+ T
リンパ球が増加している所見を認めた (図 20B、C)。腫瘍周囲に浸潤している免疫
細胞を定量的に評価するために脳腫瘍検体を用いた flow cytometry を行うことを計
画した。
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4.6

脳浸潤白血球の評価：flow cytometry

siPDL1/HVJ-E 投与における脳腫瘍に対する抗腫瘍効果の機序を評価するため、脳
腫瘍接種後 20 日目にマウスの脳を摘出し、flow cytometry を用いて脳に浸潤してい
る白血球を評価した。各血球成分の分子マーカーおよび gating strategy を図 21 に示
した。リンパ球系に対しては独立した 3 回の実験を (各群 n = 10)、骨髄球系に対し
ては独立した 2 回の実験を (各群 n = 7) 行い pooled data を用いて解析を行った。
脳に浸潤している全白血球（CD45.2+の細胞）における CD8+ T リンパ球と NK 細
胞は、他の 2 群と比して siPDL1/HVJ-E 群で有意に増加していた（図 22A）(対
siNC/HVJ-E 群、p < 0.05; 対 control 群、p < 0.001)。CD4+ T リンパ球も siPDL1/HVJ-E
投与群で上昇していたが、siNC/HVJ-E 群に対して有意な差は認めなかった。CD4+ T
リンパ球中の Treg 比率は、HVJ-E を投与した 2 群 (siPDL1/HVJ-E 群および
siNC/HVJ-E 群) で、control 群と比して有意に低かった。Treg 比率に関しては、
siPDL1/HVJ-E 群と siNC/HVJ-E 群とでほぼ同等の結果だった。骨髄球系の解析では
microglia を除外して行った。結果、マクロファージ、および免疫抑制性と言われる
M2 マクロファージとも各群で有意な差は見られなかった（図 22B）。
これらの結果より、siPDL1/HVJ-E 投与による抗腫瘍効果は CD8+ T リンパ球と NK
細胞の上昇および Treg 比率の減少によってもたらされていることが示唆された。
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4.7

脳浸潤白血球の PD-1 発現の評価：flow cytometry

脳に浸潤しているリンパ球系に発現している PD-1 を評価するため、脳腫瘍接種後
20 日目にマウスの脳を摘出し、先の実験と同様の gating を行い PD-1 の発現を評価
した（図 23A、B）。独立した 2 回の実験を行い、pooled data にて解析を行った（各
群 n = 7）。結果、CD8+ T リンパ球および CD4+ T リンパ球で著明な PD-1 の発現を認
めた。前２者よりは発現量が少ないものの、Treg においても PD-1 の発現を認め
た。NK 細胞での PD-1 発現はごくわずかであった。Control、siNC/HVJ-E、
siPDL1/HVJ-E の各群間での PD-1 の発現量に有意な差は認めなかった。
Flow cytometry での実験結果をまとめると（図 24）、siPDL1/HVJ-E 投与により脳腫
瘍内に浸潤する比率が有意に上昇し、かつ PD-1 を多量に発現していた CD8+ T リン
パ球が最も治療効果に寄与している可能性が考えられた。

4.8

CD8 除去試験

CD8+ T リンパ球の治療効果への寄与度を評価するため、CD8 を除去したマウス脳
腫瘍モデルを作成し OS を評価した。脳腫瘍モデルに対し、腫瘍接種後 4・7・14 日
目に合計 800 μg/匹の抗 CD8 抗体を腹腔内投与した（図 25A）。CD8 除去により、腫
瘍に浸潤する CD8+ T リンパ球のみが消失していることを IHC にて確認した（図
25B、C）。このモデルを用いて、siPDL1/HVJ-E 投与群と siNC/HVJ-E 投与群の 2 群
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で OS を比較した。独立した 2 回の実験を行い、各群 n = 10 での pooled data の解析
を行った。
結果、CD8 除去によって 2 群間の OS の差が消失した（図 26）。この結果から、
HVJ-E に加えて PD-L1 阻害を行うことによる上乗せの抗腫瘍効果は、主に CD8+ T
リンパ球によってもたらされていると示唆された。
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5. 考察
5.1

結果の小括

本研究では、HVJ-E をベクターとして用いて PD-L1 に対する siRNA を腫瘍細胞に
届けることで、in vivo で腫瘍の PD-L1 タンパク発現を減少させ（図 18）、マウス皮
下（図 19）および脳腫瘍モデル（図 20）において有意な抗腫瘍効果が得られた。
flow cytometry の結果から、siPDL1/HVJ-E 投与により、CD8+ T リンパ球・CD4+ T リ
ンパ球・NK 細胞などの effector T 細胞が腫瘍局所で増えており、反対に CD4+ T リ
ンパ球中の Treg 比率は HVJ-E を投与した 2 群において有意に減少していた（図
22）。これら免疫細胞の変化（図 24）、特に CD8+ T リンパ球が抗腫瘍効果において
重要な役割を果たしたと考えられた（図 26）。

5.2

膠芽腫が難治な理由

膠芽腫が難治な理由はいくつか考えられる。1 つ目は、周囲の脳へ浸潤する腫瘍
であり手術による全摘出が実質不可能であることがあげられる。膠芽腫の手術で
は、通常、造影病変の全摘出を目指すが（図 1）、造影病変周囲にも腫瘍細胞は浸潤
しており、腫瘍塊の周囲 4 cm の部位では 1:100 の密度で腫瘍細胞が存在し（99 個の
正常細胞の中に 1 つの腫瘍細胞が存在）、さらに遠隔部位にもごくわずかの腫瘍細胞
が distant cell として進展しているとされる[50, 51]。そのため、造影病変を全摘出し
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ても必ず細胞レベルでの腫瘍は残存する。1920 年代の報告ではあるが、膠芽腫患者
に対して患側の大脳半球を切除するという極めて aggressive な拡大切除をした 5 例
の報告では全例が 3 年以内に再発して死亡しており[52]、正常脳を含めて広く脳を
切除しても遠隔部位に進展した細胞までは除去できないことが示唆される。実臨床
においては、脳の eloquent area（脳の機能存在部位）は切除することができないた
め、拡大切除を行うとしても限界があり、他臓器の癌の摘出手術で行われているよ
うな切除断端の陰性を確認するような手術は、脳腫瘍においては適用できない。い
ずれにせよ、手術のみで膠芽腫の治癒を望むことは困難である。
2 つ目は、放射線や化学療法に対して抵抗性があることである。現在の標準照射
は 60Gy/30 分割だがこれでは膠芽腫を根治できていない。過去には 80~90Gy の高線
量照射による治療が試されたが有意な OS 改善効果は認めず[53]、現時点で 60Gy を
超える線量の優位性は証明さていない。化学療法については、膠芽腫に対する有効
性が証明されているのは唯一 TMZ のみであり、OS の延長効果は数カ月程度にとど
まる[10]。また再発をきたした場合の 2nd line の化学療法がないことが大きな問題で
ある。膠芽腫に対して承認されている分子標的薬は VEGF 阻害薬である BEV のみ
であるが、BEV によって延長されるのは PFS のみであり OS に対する有効性は認め
られていない[17, 18]。他に、上皮成長因子受容体変異体 III（epidermal growth factor
receptor; EGFR vIII）陽性の膠芽腫を対象とした rindopepimut という薬剤が試された
が有効性を示すことはできなかった[54]。
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上記のように膠芽腫の予後を改善する試みは今までいろいろ試されてきた。膠芽
腫に対する化学療法剤は分子標的薬含めまだまだ開発の余地があり、その登場が期
待されるものの、他癌腫と比べて開発が難しい背景には BBB に守られた脳の特殊性
があるのかもしれない。一般に悪性腫瘍に対して用いられる手術・化学療法・放射
線療法などの conventional な治療法に付け加える治療手段の候補として、抗腫瘍免
疫とウイルス由来粒子の組み合わせによる新たな治療アプローチを開発するために
本研究を始めた。

5.3

膠芽腫と抗腫瘍免疫

脳はかつて免疫が作用しない部位と思われていたが、現在では脳においても免疫
系が働くことが知られる。ヒトの膠芽腫組織でもほとんどの症例（約 9 割）で PDL1 を発現しており[32]、61%の症例で PD-L1 tumor proportion score (TPS) > 1%である
と報告されている[55]。また、PD-1 に対しては programmed cell death 1 ligand 2 (PDL2) も結合し、PD-L1 と同様な免疫抑制性の効果を示すとされる。ヒト膠芽腫にお
いて PD-L2 の発現を詳細に検討した報告はまだないが、神経膠腫においても PD-L2
が発現しており PD-L2 の発現が多い神経膠腫ほど予後が悪いとする報告もあり
[56]、今後の研究が望まれる。
上記のように、PD-1/PD-L1 経路の阻害は膠芽腫に対しても理論上は有効であると
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考えられる。しかしながら、実臨床において膠芽腫に対する PD-1/PD-L1 阻害薬の
有効性はまだ証明されていない。例としては、膠芽腫に対する抗 PD-1 抗体の効果
をみた３つの CheckMate 試験がある（CheckMate-143、498、548）。一部の試験はま
だ進行中ではあるが、初発・再発および MGMT プロモーターメチル化の有無にか
かわらず、標準治療に対する抗 PD-1 抗体の優位性を示すことはできなかった[36,
57, 58]。
抗腫瘍免疫が有効に働くためには cancer-immunity cycle がしっかりと循環する必
要があるとされる[28]（図 27）。これは、免疫細胞によるがん抗原の認識と活性化に
始まり、免疫細胞の腫瘍局所への遊走と腫瘍内への浸潤、局所での腫瘍の認識と殺
傷というステップの繰り返しであるが、これらのステップのいずれかに問題がある
と cancer-immunity cycle がうまく回らずに抗腫瘍免疫が発揮されないことになる。
PD-1/PD-L1 経路は、腫瘍局所での「腫瘍の認識」のステップに主に作用する分子と
考えられている。cancer-immunity cycle のうち、「腫瘍の認識」のステップに問題が
ある腫瘍に対しては PD-1/PD-L1 阻害が理論上有効であるが、別のステップに問題
がある腫瘍に対しては、PD-1/PD-L1 阻害単独では効果が発揮されにくいということ
になる。
悪性黒色腫や非小細胞性肺癌に代表される免疫学的に hot とされる腫瘍では元々
免疫系が腫瘍に対して反応しており、その結果として PD-1/PD-L1 経路が活性化し
ている。これに対して PD-1/PD-L1 阻害を行うと、「腫瘍の認識」のステップでの障
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害が取り除かれて cancer-immunity cycle がうまく循環するようになり、結果抗腫瘍
免疫が惹起される。対して、膠芽腫は免疫学的に cold な腫瘍と考えられているが、
この理由には腫瘍関連抗原が少なく[37, 39, 59]、一般に抗腫瘍免疫が惹起されやす
いとされる microsatellite instability (MSI) がほぼ見られず（膠芽腫では MSI-high は
0.25%のみ[60]）、免疫抑制性の TME を構築すること[27, 29]などが挙げられる。この
ような「腫瘍の認識」のステップ以外にも障害のある cold tumor に対しては、PD1/PD-L1 阻害に加えて、腫瘍ワクチンやウイルス療法などの免疫刺激性の治療や[61,
62]、血管新生抑制療法に代表されるようなエフェクターT 細胞（Teff）の腫瘍局所
への浸潤を強化する治療と組み合わせることで[63, 64]、cancer-immunity cycle を循環
させ、より効果的に抗腫瘍免疫を惹起することが可能となる。
本研究では、抗腫瘍免疫を惹起する特徴を持つ（後述）HVJ-E と腫瘍 PD-L1 阻害
を併用することで、cancer-immunity cycle を循環させて抗腫瘍免疫を発揮したと考察
される（図 27）。

5.4

HVJ-E

～安全性～

HVJ-E は複製能を消失させた不活化粒子であるが、膜融合の能力は保持している
ため、内包した核酸・タンパク・薬剤などの物質を標的細胞の細胞質へと効率的に
届けることができる安全性の高い有用なベクターである[42]。本研究では siRNA を
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内包させた HVJ-E を腫瘍内投与することで、HVJ-E の腫瘍親和性を生かして腫瘍の
PD-L1 発現抑制を行ったが、これにより siPDL1/HVJ-E が投与された局所のみの狭い
範囲で siRNA による効果を発揮するため、抗 PD-1/PD-L1 抗体薬の静脈内投与で起
こるような自己免疫疾患等の全身性の有害事象を避けることが理論上可能である。
また、仮に siPDL1/HVJ-E が腫瘍以外の正常細胞 (アストロサイトや神経細胞など)
に取り込まれたとしても、その細胞の PD-L1 発現を阻害するだけであり、もともと
免疫細胞の標的となっていない正常細胞への影響は軽微であると考えられる。

5.5

HVJ-E

～抗腫瘍免疫の惹起～

HVJ-E はベクターであることに加え、自身に抗腫瘍免疫を誘導する作用があり、
この作用は DC の成熟を促すことから始まる（図７）。DC から type-I IFN や C-X-C
motif chemokine ligand (CXCL)-10 などの種々のサイトカインの産生を誘導し[45–
47]、これらのサイトカインにより NK 細胞が活性化され、CXCL-10/CXC chemokine
receptor-3 経路によって腫瘍局所へと誘導される。活性化された NK 細胞が多量の
IFN-γ を分泌することで CXCL9–11 などのケモカインや細胞接着分子の発現が亢進
し、CTL やさらなる NK 細胞の活性化と局所への誘導が生じ、その結果として強い
抗腫瘍免疫が惹起される[45–47, 65, 66]。
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5.6

HVJ-E

～Treg の抑制～

HVJ-E は Treg を抑制する作用があるが（図 22A）、この作用は HVJ-E によって成
熟した DC から分泌される IL-6 依存性であると Kurooka らによって報告されている
[44]。この文献では、Treg suppression assay を用いて Treg を介した Teff の増殖抑制
能を評価している。recombinant IL-6 を投与することによって Teff の増殖が見られる
ようになるが、recombinant IL-6 と IL-6 の中和抗体を同時に加えると Teff の増殖が
抑制された。同様の assay を、HVJ-E を加えた DC の conditioned medium を用いて行
うと、Treg により抑制されていた Teff の増殖が、HVJ-E 処理の DC condition medium
を加えることで回復し、さらに HVJ-E 処理の DC conditioned medium ＋ IL-6 中和抗
体を同時に加えた場合は Teff の増殖が再度抑制された。また、マウス皮下腫瘍モデ
ルで見られる HVJ-E 投与による抗腫瘍効果が、抗 IL-6R 抗体の投与によって部分的
に打ち消されることから、HVJ-E による Treg の抑制効果は主に IL-6 を介して生じ
ていると Kurooka らは結論づけている。
一般に CD4+ T リンパ球には複数のサブセットが知られており、naïve CD4+ T リン
パ球から分化成熟する際に作用するサイトカインの違いによって異なるサブセット
に分化する。naïve CD4+ T リンパ球に transforming growth factor-β (TGF-β) が作用し
た場合は Treg が誘導されるが、TGF-β と IL-6 が同時に作用する場合は Th17 が誘導
される[30]。また、CD4+ T リンパ球には可塑性が知られている[67]。IL-6 は IL-1β と
ともに STAT3/IRF4/BATF の転写活性を上昇させて Id2 を誘導し、Id2 が E2A と
39

FoxP3 遺伝子座の結合を阻害することで FoxP3 の発現が低下し、結果として Treg の
不安定性・可塑性が増し Th17 へと誘導するとされる[68]。
以上のことから、HVJ-E による Treg 抑制効果は IL-6 依存性であると考えられる。
現在、他のウイルスを用いた腫瘍溶解性ウイルス療法 (oncolytic viral therapy) が膠
芽腫に対しても試されており、腫瘍溶解性ウイルスによっても抗腫瘍免疫が惹起さ
れることが知られているが[69, 70]、Treg を抑制する効果を有することは HVJ-E のユ
ニークな特徴であり、他のウイルス療法と一線を画する。
上記（考察 5.4、5.5、5.6）をまとめると、PD-L1 に対する siRNA を封入した HVJE は、より少ない毒性で強い抗腫瘍免疫を誘導しうる可能性を秘めていると言え
る。

5.7

腫瘍の PD-L1 発現と抑制

腫瘍細胞の PD-L1 発現量は種々の要因によって変化しうる。glioma stem cell は一
般に PD-L1 の発現が少ないとされ[55]、本研究で用いた glioma stem-like cell である
TS も他の２つの glioma 細胞株と比べて PD-L1 の発現が少なかった（図 9）。しかし
ながら、腫瘍細胞を生体内に接種後早期に PD-L1 mRNA 発現量が大きく増加してお
り（図 17A）、PD-L1 タンパクの発現量も培養細胞と比べて生体内で上昇していた
（図 18A）。IHC で腫瘍に発現している PD-L1 タンパクを評価したが、PD-L1 は細
40

胞膜および細胞質に染色が見られた（図 18B）。本来 PD-L1 は細胞膜に染色される
ものであり、実臨床でヒトに用いられる 4 種類の抗体クローン（Dako 28-8、Dako
22C3、Ventana SP142、Ventana SP263）とも、PD-L1 の細胞膜の染色性を評価してい
る[71]。しかしながら本研究で用いた抗 PD-L1 抗体は、ヒトで用いられているクロ
ーンとは異なり polyclonal な抗体であり、またデータシートでも細胞膜ではなく細
胞質が染色されるものであった。本研究の実験条件下では、細胞質の薄い染色を含
めればほぼすべての腫瘍細胞に染色を認める結果であった。
腫瘍 PD-L1 の発現量は IFN-γ によって大きく上昇するとされる[72]。IFN-γは抗
腫瘍免疫の要となる分子であり HVJ-E 投与によっても誘導されるため、HVJ-E によ
って抗腫瘍免疫が惹起されても、IFN-γ を介した PD-1/PD-L1 経路の上昇により CTL
の疲弊化/不活性化も誘導してしまう可能性がある[29, 73]。
本研究では、HVJ-E に PD-L1 発現抑制を組み合わせることで、IFN-γ 分泌を介し
た PD-L1 上昇によりもたらされる免疫抑制を回避しうるという点で（つまり、HVJE 自身による抗腫瘍免疫をより活性化させるという観点からも）、有用な組み合わせ
であると考える。

5.8

免疫細胞の PD-L1 発現

一般に PD-L1 分子は免疫細胞の表面にも発現している[73]。本研究では HVJ-E の
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特性である腫瘍細胞への親和性を生かして腫瘍細胞での PD-L1 の発現を抑制したが
[43]、裏を返せば siPDL1/HVJ-E 投与によって免疫細胞側の PD-L1 の発現を阻害しに
くいことになる。しかし実際には、siPDL1/HVJ-E 投与群で siNC/HVJ-E に対して有
意な抗腫瘍効果を得ることができた（図 20A）。免疫細胞上の PD-L1 分子は cis-PDL1/CD80 相互作用等のメカニズムにより元々機能的に抑制がされている可能性が示
唆されており[74]、本研究でも腫瘍細胞の PD-L1 発現を抑えるだけでも PD-1/PD-L1
経路阻害によるメリットを享受できたのかもしれない。

5.9

T 細胞について

siPDL1/HVJ-E 投与により、脳に浸潤する免疫細胞に変化を認め、特に CD8+ T リ
ンパ球が抗腫瘍免疫の中心であることが分かった。T リンパ球が抗腫瘍免疫を発揮
するためには、まず抗原提示細胞による抗原提示を受け T リンパ球が活性化し、ク
ローン性増殖をする必要がある（図 27）。この priming の工程は通常リンパ節で行わ
れ[30]、また深頸リンパ節が脳の所属リンパ節であるという報告があるが[75]、脳腫
瘍に対する抗腫瘍免疫がどこでどのように priming されているのかについては未だ
統一された見解はない。
本研究で見られた脳浸潤 T リンパ球が抗原特異的であるか否かについては評価す
る実験を行っていないため不明である。しかしながら、PD-1 の発現は T 細胞受容体
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による刺激によって最も強力に惹起されるため[76]、本研究での CD8+ T リンパ球・
CD4+ T リンパ球とも多くの PD-1 を発現していたことから（図 23）、少なくともあ
る程度の抗原特異的な反応を示していたと推測される。

5.10 NK 細胞について
Flow cytometry の結果では、siPDL1/HVJ-E 群において、CD8+ T リンパ球のみなら
ず CD4+ T リンパ球や NK 細胞の上昇もみられた（図 22、図 24）。
NK 細胞は潜在的には強力な殺腫瘍活性を有しているが、マウス NK 細胞における
PD-1/PD-L1 経路の役割に関しては未だによくわかっていない。PD-1/PD-L1 阻害に
よって NK 細胞が活性化するという報告があるものの[77, 78]、NK 細胞での PD-1 発
現量は報告によってまちまちであり、特にマウスにおいては NK 細胞での PD-1 発現
は低いとされ[78]、自験データでも脳内の NK 細胞は PD-1 分子をほとんど発現して
いなかった（図 23）。本実験で認めた siPDL1/HVJ-E 投与による NK 細胞比率の増加
に関するはっきりとした機序は不明だが、おそらくは TME 環境で変化したであろ
うサイトカインに依存した間接的なものと推測される。いずれにせよ、CD8 除去試
験の結果を踏まえると（図 26）、PD-L1 阻害での抗腫瘍効果の増強における NK 細
胞の寄与度は小さいと考えられた。
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5.11 Treg について
一般に CD4+ T リンパ球は、腫瘍を抑制する側（ヘルパーT 細胞）、腫瘍を促進す
る側 (Treg) のどちらにもなりうる。Treg は、非腫瘍性の環境下と比べて TME にお
いて増加する傾向があり[27, 29]、TME での Treg の多くは PD-1 分子を発現している
[79]（図 23）。PD-1/PD-L1 経路の阻害は、CD8+ T リンパ球のみならず Treg も活性化
するため（図 28）、Treg による抗腫瘍免疫の抑制効果により PD-1/PD-L1 阻害のメリ
ットが生かされない可能性や、さらには期待とは反対に悪性腫瘍の状態が急激に悪
化する hyperprogression を生じうるとされる[76, 80]。また、PD-L1 阻害に CD4 除去
を併せることで腫瘍のサイズをより縮小するという報告があり[81]、Treg に配慮せ
ずに盲目的に PD-1/PD-L1 経路を阻害することは危険である可能性が示唆される。
その点において HVJ-E は、Treg の数を減らし機能的にも抑制するため、PD-1/PD-L1
経路の阻害と非常に相性がよいと言える。

5.12 細胞株やモデルについて

～本研究の限界～

In vitro の実験では 3 種の glioma 細胞株を用いて実験を行ったが、in vivo では
glioma stem-like cell である TS の 1 種類のみを用いて行っている。本来は複数の細胞
株で動物実験を行うことが理想だが、GL261 および RSV-M の腫瘍生着率が 100%で
はなく、動物実験での使用は断念した。
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TS は glioma-stem like cell であり、免疫能が保たれているマウスにも少ない細胞数
で 100%の生着率で腫瘍を形成することが可能である。脳に接種後数日以内に線維束
に沿って腫瘍細胞の浸潤遊走が生じ、遅れて壊死を伴う血管に富んだ浸潤性の腫瘍
塊が形成されるため、膠芽腫様の浸潤増殖パターンを示すとされる[48]。しかしな
がら、TS を用いたマウス脳腫瘍モデルでは接種後 30 日以内にマウスは死亡するた
め、ヒトで見られるような数カ月～年単位を要するような亜急性～慢性の組織変化
像は通常は生じず、この点がマウスモデルでの実験の限界といえるだろう。
本研究では siPDL1/HVJ-E の効果に焦点を当てるために、マウスモデル作成後に
腫瘍摘出術・放射線照射・化学療法は行わずに siRNA を封入した HVJ-E もしくは
PBS の腫瘍内投与のみを行った。実臨床における治療戦略を模するのであれば、手
術による最大限摘出および化学放射線療法を併用しての治療効果を評価するのが望
ましく、今後の課題と言える。

5.13 展望
本研究では、HVJ-E に siRNA を封入することで腫瘍の PD-L1 発現を抑制し、マウ
スの皮下および脳腫瘍モデルの双方で治療効果があることを見出した。現在、HVJE (GEN0101, ジェノミディア株式会社, 大阪) を用いたいくつかの臨床研究が他癌腫
に対して日本で進行中である（jRCTc051190054、jRCT2051190009）。HVJ-E は臨床
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使用において耐容性が良好かつ安全であることがわかっており[82, 83]、さらに HVJE はヒト由来の悪性腫瘍細胞に対しては apoptosis[84]や necroptosis[85]などの直接殺
傷作用を有することから、マウス由来の腫瘍よりもヒト由来の腫瘍に対してさらに
大きな治療効果を発揮することが予想される。
抗腫瘍免疫系の作用機序は腫瘍が異なっても大筋は同じであり、また HVJ-E はた
いていの悪性腫瘍に対して融合能を有しているため、siPDL1/HVJ-E は膠芽腫に限ら
ず幅広い悪性腫瘍に対して理論上適応可能になる頑健性を有していると考える。将
来的な siPDL1/HVJ-E の臨床使用方法には複数の可能性があると考えている。まず
は初発膠芽腫に対して腫瘍を最大限摘出し、術中迅速病理にて悪性の所見を有する
腫瘍であることを確認した上で（必ずしも膠芽腫である必要はない）、腫瘍の摘出腔
に siPDL1/HVJ-E を投与ないし散布してくるものである。通常の脳腫瘍の治療で
は、手術後に摘出腫瘍検体の病理診断確定から化学放射線療法の準備期間を合わせ
た数週間が治療空白期間となるが（図 29A）、siPDL1/HVJ-E によって術直後から早
期に抗腫瘍免疫治療を追加することで化学放射線療法開始までの治療空白期間を埋
めると同時に（図 29B）、放射線照射に起因する abscopal effect を増強できる可能性
があり[86]、膠芽腫を始めとした悪性脳腫瘍を根治しうる新規治療になるのではな
いかと期待している。また、再発膠芽腫に対しては、最大限摘出後に siPDL1/HVJ-E
を摘出腔内に投与することで追加の治療効果を得たり（図 29C、D）。再摘出術が不
能な再発膠芽腫に対しては定位的手術により siPDL1/HVJ-E を腫瘍内に投与するこ
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とで追加治療を行ったりする方法である（図 29E）。これらにより、膠芽腫を始めと
した悪性腫瘍に対して抗腫瘍免疫治療による生存期間の延長を得ることを期待して
いる。
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6. 結論
本研究では、ベクター自身が免疫刺激性と Treg 抑制性の特徴を併せ持つ HVJ-E
に、siRNA を介した腫瘍 PD-L1 の阻害を組み合わせるという新たなアプローチによ
る、マウスの皮下および脳腫瘍モデルでの抗腫瘍効果を明らかにした。siPDL1/HVJE 投与により強力な抗腫瘍免疫反応が惹起されており、特に CD8+ T リンパ球によっ
て抗腫瘍効果がもたらされていた。この非増殖性ウイルス療法は、膠芽腫患者に対
する新たな治療選択の一つになりうると期待する。
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図表

図 1. 膠芽腫の MRI 画像

ガドリニウム造影 T1 強調画像。腫瘍は不均一なリング状の造影効果を示すことが
多い。造影病変は腫瘍の本体ではあるが、造影病変周囲の造影されていない領域に
も腫瘍細胞は浸潤しているため、細胞レベルでの腫瘍の全摘出は実質的に不可能な
疾患である。
本症例では左前頭葉に病変があり、周囲に浮腫状変化を伴っている

略語：MRI; magnetic resonance imaging
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図 2. 膠芽腫の病理像

A) HE 弱拡大：壊死像 (necrosis)（黒矢印）と微小血管増殖 (microvascular proliferation)
（白矢印）の両者が存在することが膠芽腫の診断に必要
B) HE 強拡大：複数の核分裂像を認める（白矢印）
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C) IDH1 R132H：変異なし (IDH-wildtype)
D) ATRX：変異なし（ATRX は変異があると染色されなくなる。膠芽腫では通常変
異なし）
E) GFAP：腫瘍細胞では細胞質が陽性に染まる
F) MIB-1（G0 以外の細胞周期にある細胞が染まる）：Labeling index は本画像では
10%

スケールバーはすべて 100μm
略語：ATRX;α-Thalassemia/mental retardation syndrome X-linked、GFAP; glial fibrillary
acidic protein、HE; hematoxylin and eosin、IDH; isocitrate dehydrogenase
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図 3. 筑波大学附属病院における膠芽腫の生存期間 (Kaplan-Meier 曲線)

摘出率が高いほど予後が延長するが、集学的治療を行っても治癒が困難な疾患であ
る。2006～2019 年度、初発 297 例のデータ。全症例における生存期間中央値は 17.0
か月

略語：OS; overall survival
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図 4. PD-1/PD-L1 経路と免疫抑制

A) 主に腫瘍側に発現している PD-L1 が、免疫細胞に発現する PD-1 と結合すると、
免疫抑制性のシグナルが伝達され、免疫細胞が不活性化される。その結果、腫瘍
細胞の生存につながる
B) 抗 PD-1/PD-L1 抗体による免疫細胞の再活性化。PD-1 もしくは PD-L1 を阻害す
ることで、免疫細胞の不活性化を防ぎ、再活性化することで腫瘍の排除を促進す
る。現在 5 種の抗体薬が上市されているが、膠芽腫に対するはっきりとした効果
は未だ示されていない

略語：PD-1; programmed cell death-1、PD-L1; programmed cell death-ligand 1
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図 5. Hemagglutinating Virus of Japan-Envelope (HVJ-E)

センダイウイルス (HVJ) に紫外線を照射することで、ウイルスのゲノム RNA を破
壊し複製能を消失させた不活化粒子。不活化したウイルス粒子は増殖能を欠くもの
の、膜融合の能力は保持されている

略語：RNA; ribonucleic acid
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図 6. HVJ-E の特性

A) HVJ-E の膜融合 (電子顕微鏡像)
HVJ-E は膜融合によって標的細胞に取り込まれ、内包した物質を細胞質内に放出
する。 出典：http://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/gts/research_a.html
B) HVJ-E の腫瘍親和性
蛍光標識した核酸を内包した HVJ-E を腫瘍局所に投与。腫瘍細胞の分布にそって
核酸が取り込まれている

略語：DAPI; 4’,6-diamidino-2-phenylindole、FITC; fluorescein isothiocyanate, HVJ-E;
hemagglutinating virus of Japan-envelope、ODN; oligonucleotide
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図 7. HVJ-E 自身の持つ強い抗腫瘍効果

HVJ-E はベクターでありながら、それ自身が樹状細胞の成熟を促し、type-I IFN や
IL-6 などのサイトカイン産生を誘導することで、NK 細胞を活性化し局所へ誘導す
るとともに、IL-6 依存性に Treg を抑制する。活性化された NK 細胞からは多量の
IFN-γ が分泌され、さらなる NK 細胞や CTL の活性化と局所への誘導が生じること
で、強い抗腫瘍免疫が誘導される

略語：CTL; cytotoxic T lymphocyte、CXCL; C-X-C motif chemokine ligand、HVJ-E;
hemagglutinating virus of Japan-envelope、IFN; interferon、IL; interleukin、NK; natural
killer、Treg; regulatory T lymphocyte
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図 8. 本研究の仮説

～シェーマ～

A）HVJ-E ＋ PD-L1 に対する siRNA ＝ siPDL1/HVJ-E
HVJ-E をベクターとして用い、siRNA による RNA 干渉で腫瘍 PD-L1 の発現を阻
害することで、相乗的な抗腫瘍免疫の活性化を狙う治療法である

B) 膠芽腫における腫瘍微小環境の改善
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腫瘍細胞は PD-L1 を多量に発現し、腫瘍局所には Treg が誘導されている（左側）。
そこに siPDL1/HVJ-E を投与することで、腫瘍 PD-L1 と Treg を同時に抑制し effector
T 細胞を誘導する（右側）

略語：CTL; cytotoxic T lymphocyte、HVJ-E; hemagglutinating virus of Japan-envelope、
NK; natural killer、PD-L1; programmed cell death-ligand 1、siRNA; small interfering
ribonucleic acid、Treg; regulatory T lymphocyte
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図 9. 細胞株ごとの PD-L1 mRNA の比較

～予備実験～

TS を基準（= 1）とした mRNA の相対発現量。各細胞 n = 2。
TS と比して、GL261 と RSV-M では多くの PD-L1 mRNA が発現していた

略語：PD-L1; programmed cell death-ligand 1、mRNA; messenger ribonucleic acid
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図 10. 各細胞の培養に用いた培地
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図 11. PD-L1 に対する siRNA (MISSION siRNA)

略語：PD-L1; programmed cell death-ligand 1、siRNA; small interfering ribonucleic acid
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図 12. HVJ-E の調整

In vitro では protamine sulfate にて表面電荷の調整を行った後に培地に加えた
In vivo では直接腫瘍内に投与した

略語：HVJ-E; hemagglutinating virus of Japan-envelope、siRNA; small interfering
ribonucleic acid
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図 13. PCR で使用した primer

略語：GAPDH; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase、PCR; polymerase chain
reaction、PD-L1; programmed cell death-ligand 1

77

図 14. 皮下腫瘍モデル

腫瘍接種から 4・7・10 日後に、HVJ-E + siRNA もしくは PBS を腫瘍内に投与した

略語：HVJ-E; hemagglutinating virus of Japan-envelope、PD-L1; programmed cell deathligand 1、siRNA; small interfering ribonucleic acid

78

図 15. 脳腫瘍モデル

マウス用頭部固定器を使用し、定位的に脳内へ腫瘍および薬剤を注射した
腫瘍接種から 4・7 日後に、HVJ-E + siRNA もしくは PBS を腫瘍内に投与した

略語：HVJ-E; hemagglutinating virus of Japan-envelope、PD-L1; programmed cell deathligand 1、siRNA; small interfering ribonucleic acid
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図 16. siRNA の選別実験

~in vitro~

80

Control (トランスフェクションを行っていない細胞) を基準（= 1）とした mRNA の
相対発現量 (representative data)。
A) Lipofectamine にてトランスフェクションした。siRNA-3 が最も PD-L1 発現を抑制
した
B) HVJ-E を用いてトランスフェクションした。siRNA-3 が最も PD-L1 発現を抑制し
た
C) siRNA-3 を使用し、siRNA＋HVJ-E の投与量を変えて PD-L1 発現の抑制効果を評
価。幅広い投与量で PD-L1 発現を抑制し治療域が広いことを確認した

略語：HVJ-E; hemagglutinating virus of Japan-envelope、moi; multiplicity of infection、
mRNA; messenger ribonucleic acid、PD-L1; programmed cell death-ligand 1、siRNA;
small interfering ribonucleic acid
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図 17. 皮下腫瘍モデル

~予備実験~

A) 腫瘍接種後の日数と PD-L1 mRNA 発現量の評価 (representative data)。培養細胞と
比較して、in vivo 環境下では PD-L1 の発現量が著明に増加している
B) 皮下腫瘍モデルに対して HVJ-E のみを投与量を変えて腫瘍内投与し、腫瘍体積
の変化を評価した。各群 n = 3、representative data。Control に比して、HVJ-E 投与
にて腫瘍体積の減少が認められた。200HAU と 500HAU ではほぼ同等の腫瘍体積
の推移を示した
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略語：HAU; hemagglutinating unit、HVJ-E; hemagglutinating virus of Japan-envelope、
mRNA; messenger ribonucleic acid、PD-L1; programmed cell death-ligand 1
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図 18. 腫瘍 PD-L1 タンパクの発現評価
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A) Western blot：培養細胞では PD-L1 は発現がほとんど見られない。皮下腫瘍では
PD-L1 の発現が認められるが、siPDL1/HVJ-E 投与にて PD-L1 発現量はおおよそ
半分に低下している。相対発現量は Control を基準 (= 1.00) としている
(representative data)
B、C) 免疫組織化学染色：PD-L1 は腫瘍細胞の細胞膜および細胞質で染色が見ら
れ、本実験の条件下では 50%以上の腫瘍細胞で染色を認めた。Control や
siNC/HVJ-E と比較し、siPDL1/HVJ-E 投与にて PD-L1 タンパクの染色強度が弱く
なっている。スケールバーは 50μm

略語：HVJ-E; hemagglutinating virus of Japan-envelope、PD-L1; programmed cell deathligand 1、siNC; negative control of small interfering ribonucleic acid、siPDL1; small
interfering ribonucleic acid targeting programmed cell death-ligand 1
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図 19. 皮下腫瘍モデルでの腫瘍抑制効果と免疫反応
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A) マウス皮下腫瘍モデル、腫瘍体積の推移。Control n = 10、他 2 群 n = 15、独立し
た 3 回の実験による pooled data の解析。One-way ANOVA (post hoc test with TukeyKramer method)。HVJ-E + siRNA もしくは PBS の投与（矢印）。Control と比して
siNC/HVJ-E 投与で有意に腫瘍体積が縮小したが、siPDL1/HVJ-E 投与でさらに有
意に腫瘍体積が縮小した
B) 皮下腫瘍モデル、各個体での腫瘍体積の推移
C) 皮下腫瘍モデル Kaplan-Meier 曲線（log-rank, post hoc test with Holm method）
Control n = 10、他 2 群 n = 15、独立した 3 回の実験による pooled data の解析。マ
ウスは腫瘍体積＞2500mm3 の時点で安楽死。siPDL1/HVJ-E 投与群で有意な生存期
間延長が得られた
D、E) 免疫組織化学染色：スケールバーは 50μm
F）各免疫細胞の定量：
腫瘍の viable な部位（腫瘍辺縁部を除く）をランダムに選択し、200 倍視野で 15
視野以上を観察してセルカウントし、1 視野当たりの平均の陽性細胞数を算出し
た。有意な差は認めないものの、siPDL1/HVJ-E 投与群で腫瘍内に浸潤している
CD8+ T リンパ球や NK 細胞 (NK1.1) が増加している傾向があった。

* p < 0.05、** p < 0.01、*** p < 0.001
略語：HVJ-E; hemagglutinating virus of Japan-envelope、NK; natural killer、siNC;
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negative control of small interfering ribonucleic acid、siPDL1; small interfering ribonucleic
acid targeting programmed cell death-ligand 1、Treg; regulatory T lymphocyte、n.s.; not
significant、ANOVA; analysis of variance
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図 20. 脳腫瘍モデルでの腫瘍抑制効果と免疫反応
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A)マウス脳腫瘍モデル Kaplan-Meier 曲線（log-rank、post hoc test with Holm
method）
。各群 n = 10、独立した 3 回の実験による pooled data の解析。他 2 群と比
して、 siPDL1/HVJ-E 投与群で有意な生存期間延長が得られた
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B、C) 免疫組織化学染色：siPDL1/HVJ-E 投与群で腫瘍内に浸潤している CD8+ T リ
ンパ球や CD4+ T リンパ球が増加している傾向を認めた。スケールバーは 50μm

* p < 0.05、** p < 0.01、*** p < 0.001
略語：HVJ-E; hemagglutinating virus of Japan-envelope、siNC; negative control of small
interfering ribonucleic acid、siPDL1; small interfering ribonucleic acid targeting
programmed cell death-ligand1
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図 21. 分子マーカーと gating strategy
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A) 各免疫細胞の分子マーカー
B) リンパ球系の gating strategy
C) 骨髄球系の gating strategy

略語：SSC-A; side scatter-area、FSC-A; forward scatter-area、HVJ-E; hemagglutinating
virus of Japan-envelope、NK; natural killer、PI; propidium iodide、Treg; regulatory T
lymphocyte
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図 22. Flow cytometry による脳浸潤白血球の評価

マウス脳腫瘍モデル。One-way ANOVA (post hoc test with Tukey method)
A) リンパ球系：各群 n = 10、独立した 3 回の実験による pooled data の解析。
siPDL1/HVJ-E 群にて、CD8+ T リンパ球と NK 細胞が有意に上昇。対して Treg は
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HVJ-E を投与した 2 群で、control と比して有意に減少
B) 骨髄球系：各群 n = 7、独立した 2 回の実験による pooled data の解析。
マクロファージ、M2 マクロファージとも各群で有意差なし

* p < 0.05、*** p < 0.001
略語：HVJ-E; hemagglutinating virus of Japan-envelope、NK; natural killer、n.s.; not
significant、siNC; negative control of small interfering ribonucleic acid、siPDL1; small
interfering ribonucleic acid targeting programmed cell death-ligand1、Treg; regulatory T
lymphocyte、ANOVA; analysis of variance
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図 23. 免疫細胞の PD-1 発現の評価

マウス脳腫瘍モデル
A) PD-1 発現のヒストグラム（representative data）
B) 各群 n = 7、独立した 2 回の実験による pooled data の解析。One-way ANOVA。
PD-1 は、CD8+ T リンパ球や CD4+ T リンパ球で多量に発現し、Treg では中等度発
現、NK 細胞ではほとんど発現が見られなかった。各群間での発現量に有意な差
は見られなかった
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略語：NK; natural killer、Treg; regulatory T lymphocyte、PD-1; programmed cell death1、cntrl; control、siNC; negative control of small interfering ribonucleic acid、siPDL1;
small interfering ribonucleic acid targeting programmed cell death-ligand1、HVJ-E;
hemagglutinating virus of Japan-envelope、n.s.; not significant、ANOVA; analysis of
variance

99

図 24. Flow cytometry の結果まとめ

p 値は Control 群との比較を示している

略語：siNC; negative control of small interfering ribonucleic acid、siPDL1; small
interfering ribonucleic acid targeting programmed cell death-ligand1、HVJ-E;
hemagglutinating virus of Japan-envelope、PD-1; programmed cell death-1、NK; natural
killer、Treg; regulatory T lymphocyte、n.s.; not significant
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図 25. CD8 除去試験
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A) CD8 除去試験のプロトコール。siNC/HVJ-E と siPDL1/HVJ-E の 2 群においてマウ
ス脳腫瘍モデルを作成し、腫瘍接種から 4・7・14 日目の計 3 回、腹腔内に抗 CD8
抗体を投与して CD8 を発現する細胞を除去した（投与量は 800 μg/mouse）
B、C) CD8 除去前後での免疫組織化学染色の比較。CD8 除去により、腫瘍内に浸潤す
る CD8+ T リンパ球が見られなくなっている
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略語：siNC; negative control of small interfering ribonucleic acid、siPDL1; small
interfering ribonucleic acid targeting programmed cell death-ligand1、HVJ-E;
hemagglutinating virus of Japan-envelope、siRNA; small interfering ribonucleic acid
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図 26. CD8 除去試験の結果

マウス脳腫瘍モデル Kaplan-Meier 曲線（log-rank）、各群 n = 10、独立した 2 回の実
験による pooled data の解析。両群の OS に差は見られなかった。HVJ-E に加えて
PD-L1 を阻害することによる上乗せ効果は、主に CD8+ T リンパ球によってもたらさ
れていると考えられた

略語：HVJ-E; hemagglutinating virus of Japan-envelope、n.s.; not significant、OS; overall
survival、siNC; negative control of small interfering ribonucleic acid、siPDL1; small
interfering ribonucleic acid targeting programmed cell death-ligand1
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図 27. Cancer-immunity cycle

抗腫瘍免疫が有効に働くためには cancer-immunity cycle がうまく循環する必要があ
る。PD-1/PD-L1 経路の阻害は「腫瘍の認識」のステップに作用するが、HVJ-E を併
用することで他のステップにも有効に働きかけ、全体として cancer-immunity cycle
が循環したと考えられる

略語：CTL; cytotoxic T lymphocyte、HVJ-E; hemagglutinating virus of Japan-envelope、
PD-L1; programmed cell death-ligand 1
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図 28. Treg と PD-1/PD-L1 経路

A) Treg にも PD-1 が発現している
B) Treg に PD-L1 が作用することで、Treg は機能的に抑制される
C) PD-1/PD-L1 を阻害すると、PD-1/PD-L1 を介した Treg の抑制が解除される

略語：PD-1; programmed cell death-1、PD-L1; programmed cell death-ligand 1、Treg;
regulatory T lymphocyte
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図 29. 膠芽腫に対する治療スケジュール

A) 従来の治療スケジュール：
摘出術後、最終の病理診断が出るまでに 1～3 週の期間を要する。病理診断確定後
に、病理診断に合わせた化学放射線療法のレジメンを開始するため、手術～化学
放射線療法開始までに、約 1 か月程度の治療空白期間が生じてしまう
B) siPDL1/HVJ-E 導入後の仮想スケジュール：
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siPDL1/HVJ-E による治療を術中最後に加えることで、術直後から抗腫瘍免疫療法
を追加する。これにより、病理診断が確定する間の治療空白期間を埋めることが
可能となる
C) 従来の再発時（手術摘出が可能な症例）：
摘出術後に追加できる 2nd line の治療法がないため、早期に再再発をきたす可能
性が高い
D) siPDL1/HVJ-E 導入後の再発時（手術摘出が可能な症例）：
再手術による可及的腫瘍摘出の後、siPDL1/HVJ-E 投与による抗腫瘍免疫療法を追
加することで腫瘍の制御を狙う
E) 再発時（手術摘出ができない症例）：
従来では追加する治療がなく best supportive care の方針となってしまうが、
siPDL1/HVJ-E を定位的に腫瘍内に投与することで抗腫瘍免疫治療を追加し生存期
間の延長を狙う

略語：HVJ-E; hemagglutinating virus of Japan-envelope、siPDL1; small interfering
ribonucleic acid targeting programmed cell death-ligand 1
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