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研究成果の概要（和文）：本研究はグリオーマに対して術中抗体療法を確立することが目的である。イソクエン
サンデヒドロゲナーゼ（IDH1） R132H変異グリオーマ細胞株2株、IDH1変異抗体4種類を用いてフローサイトメト
リーを行った所、10―20％程度、弱陽性細胞を認めたのみで、近赤外線光線免疫療法（NIR-PIT）には適さない
と思われた。IDH1変異蛋白は腫瘍細胞に細胞質に発現し、細胞膜には発現しないからと考えた。
　次に、悪性グリオーマで高率に発現する膜貫通蛋白であるポドプラニンに着目し、ポドプラニンを発現する膠
芽腫細胞株2株はポドプラニン抗体4種類に対してほぼ100％陽性反応を認め、NIR-PITの良い候補と考えた。

研究成果の概要（英文）：The present research was devoted to looking at the potential application of 
intraoperative antibody treatment targeting isocitrate dehydrogenase (IDH) mutant protein. We tested
 4 IDH1-mutant antibodies (HMab1, HMab-2, H09, and MsMab-1) against 2 IDH-mutant glioma cell lines 
(MGG152, BT142) by flowcytometry and found that only 10-20% of cells stained weakly positive. These 
results suggested that IDH1-mutant protein was not a good target for near infrared 
photoimmunotherapy (NIR-PIT) in gliomas, probably because IDH1 mutation is expressed in the 
cytoplasm of IDH1-mutant gliomas and not the cell surface.
Next, we targeted podoplanin, a membrane bound antigen highly expressed in malignant gliomas by 
using 4 podoplanin antibodies against 2 podoplanin expressing cell lines, and found an almost 100% 
positivity by flow cytometry. NIR-PIT using podoplanin-IR700 conjugate induced blebbing and cell 
death in glioblastoma cell lines  in vitro.

研究分野： 脳腫瘍
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研究成果の学術的意義や社会的意義
悪性神経膠腫は極めて予後の悪い脳腫瘍であり、その治療法の確立は急務である。周囲脳に細胞が浸潤し、手術
で取り切れない。本研究は悪性神経膠腫に対して、近赤外線光線免疫療法（NIR-PIT）という、腫瘍細胞の表面
抗原を標的し腫瘍細胞のみを破壊する抗原特異的免疫療法の確立を目指した。腫瘍特異抗体を蛍光標識すること
で術中の残存腫瘍の評価にも利用できることから、NIR-PITの実現は神経膠腫に革命的な治療の進歩をもたらす
可能性を秘めている。細胞表面ではなく細胞質に発現するIDH1抗体によるNIR-PITは上手く行かなかったが、そ
の後、ポドプラニンという細胞膜蛋白に対するNIR-PITの有効性が示唆された。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
 
１．研究開始当初の背景 

 

悪性神経膠腫は手術で全摘出することは難しく、摘出腔周囲の脳組織に浸潤した腫瘍細胞から

再発する。そこで残存腫瘍に対し放射線治療とテモゾロミド（TMZ）を用いた化学療法の併用

が標準治療とされているが、ほぼ全例で再発を来す。このような理由で悪性神経膠腫に対する

新規治療戦略が急務である。一方で IDH はクエン酸回路の酵素で、変異すると DNA やヒスト

ンのメチル化を惹起し、グリオーマ形成に深く関わっている。 

近赤外線光線免疫療法（NIR-PIT）は米国 NIH 小林久隆先生のグループにより開発され、

表面抗原を標識する抗体に IR700 を複合させるように設計された。IR700 の構造はポルフィリ

ンに類似し、赤色に発色する。抗原抗体反応を利用して標的腫瘍の細胞表面に結合した IR700

は、①近赤外線照射により生じた熱エネルギーにより腫瘍細胞の細胞膜を破壊する。②生じた

細胞膜小孔から親水性の高い IR700 が細胞外液と共に細胞内へ大量流入し、③腫瘍細胞が膨

張・破裂する。IR700 により生じる熱エネルギーは限局的であり、周囲の正常細胞には影響が

ない。 

今回、我々は IDH 変異型グリオーマに特異的な表面抗原を同定しそれに対する抗原を作成

することで IDH 変異型グリオーマに対する NIR-PIT を実現させ、集学的治療への導入を目指

した。 

IDH1 R132H 抗体は特異性が極めて高く、IDH1 変異を有する腫瘍細胞 1 個 1 個の細胞質が

染色される事から、NIR-PIT の候補として期待された。問題点としては、IDH1 変異蛋白は細

胞膜ではなく、細胞質に局在することであった。しかし、Shumacher ら（文献①）により IDH1 

R132H に対するペプチドワクチンが開発され、MHC クラス II 反応により腫瘍細胞の表面で

抗原抗体反応が生じる可能性が示唆された。 
 
２．研究の目的 

 

本研究の目的は IDH 変異型グリオーマに対する NIR-PIT 療法の確立である。また、可能であ

れば、IDH 野生型グリオーマに対する NIR-PIT 療法の確立も行う。最終的には臨床応用を目

指す。 
 
３．研究の方法 

IDH1 R132H 変異を有するグリオーマ細胞株 2 株（MGG152,BT142）に対する、IDH1 変異抗

体の 4 種類（HMab-1, HMab-2, H09, MsMab-1）の抗原抗体反応、さらにはポドプラニン発

現細胞株 2 株に対する、抗ポドプラニン抗体 4種類の抗原抗体反応をフローサイトメトリーで

確認した。各細胞株における IDH1 R132H、ポドプラニン発現はWestern blot法を用いて調べた。

さらには、抗体 A-IR 700 複合体を作成し、近赤外線照射を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



４．研究成果 
 

フローサイトメトリーを用いて、IDH1 R132H 変異を有するグリオーマ細胞株 2 株

（MGG152,BT142）に対する、IDH1 変異抗体 4種類（HMab-1, HMab-2, H09, MsMab-1）

抗原抗体反応を調べたところ、10-20％の弱陽性細胞を認めるのみであった(Fig 1, 表 1)。これ

は、IDH1 変異蛋白はグリオーマ細胞の細胞質に位置し、細胞表面では充分な抗原抗体反応が

得られないことを示唆し、IDH1 変異抗体は NIR-PIT の候補としては適切ではないと考えられ

た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig 1. フローサイトメトリーの一例   表 1 IDH1 変異抗体の陽性率 
 

そこで、膜貫通蛋白であり、高率に

悪性神経膠腫に発現するポドプラニ

ンに着目した。まずは膠芽腫細胞株

を Western blot 法でスクリーニングし、

ポドプラニンが発現している細胞株

を 2株同定した(Fig 2)。フローサイト 

メトリーを用いて抗ポドプラニン抗  Fig 2. 細胞株 PDPN 発現 Fig 3. PDPN フローサイトメトリー

体 4種類の陽性率を測定したところ、全ての抗体に対して、良好な抗原抗体反応が得られ（Fig 

3）、ポドプラニンは NIR-PIT の良い候補と考えられた。                

 

さらに抗体 A-IR 700 複合体を作成して近赤外線照射をしたところ、

細胞の bleb 形成を認め(Fig 4)、in vitro で 悪性神経膠腫に対するポド

プラニンを標的とした NIR-PIT の有効性が示された。 

 
 
 
<引用文献>                                                        Fig 4. Bleb 形成  
 

① Schumacher et al. A vaccine targeting mutant IDH1 induces antitumor immunity. Nature Comm, 

512:324-327, 2014. 
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