
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

２４７０１

若手研究(B)

2013～2011

ＣＥＡ遺伝子導入ＥＳ細胞由来樹状細胞を用いた癌ワクチン療法

Cancer vaccine therapy using genetically modified induced pluripotent stem cell-deri
ved dendritic cells expressing the TAA gene.

６０４４８７８５研究者番号：

尾島　敏康（Ojima, Toshiyasu）

和歌山県立医科大学・医学部・講師

研究期間：

２３７９１４９２

平成 年 月 日現在２６   ６   ３

円     2,300,000 、（間接経費） 円       690,000

研究成果の概要（和文）：私達はiPS細胞由来樹状細胞(DC)を作成し，腫瘍抗原遺伝子であるhgp100遺伝子を導入し，
これを用いた癌ワクチン療法の可能性をマウスを用いて検討した．結果，iPSDCはnaiveDCと比較して成熟能，遊走能は
同等であることを示し，さらにhgp100遺伝子発現iPSDCワクチンによってhgp100特異的な細胞障害性Tリンパ球(CTL)が
誘導されること，またこのCTLはhgp100発現細胞株であるB16に対して強力な抗腫瘍効果を発揮することを立証した．ま
た実際の治療モデルでnaiveDCとiPSDCは同等のワクチン効果を発揮することを立証した．今後の臨床応用の可能性が示
唆された．

研究成果の概要（英文）：We developed the induced pluripotent stem cell-derived dendritic cells DCs (iPSDCs
) from iPS cells and examined the capacity for maturation of iPSDCs compared to that of bone marrow-derive
d DCs (BMDCs) in addition to the capacity for migration of iPSDCs to lymph nodes. We adenovirally transduc
ed the hgp100 gene, natural tumor antigens, into DCs and immunized mice once with the genetically modified
 DCs. Our results showed that iPSDCs have an equal capacity to BMDCs in terms of maturation and migration.
 Furthermore, hgp100-specific CTLs were generated in mice immunized with genetically modified iPSDCs. Thes
e CTLs exhibited as high a level of cytotoxicity against B16 cells as BMDCs. Moreover, vaccination with th
e genetically modified iPSDCs achieved as high a level of therapeutic efficacy as vaccination with BMDCs. 
Our study clarified that genetically modified iPSDCs have an equal capacity to BMDCs in terms of tumor-ass
ociated antigen specific therapeutic antitumor immunity. 
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１．研究開始当初の背景 
樹状細胞（DCs）は，抗原提示細胞（APC）

として，抗腫瘍免疫反応において非常に重要

な役割を果たしている．これまで当教室では，

DCsワクチン療法の基礎研究及び臨床研究を

行ってきた．臨床において，DCs ワクチン療

法は多量の DCs が必要であるが，担癌患者か

ら誘導した DCs はその数，ワクチン効果が一

定ではなく，安定した DCs の供給が課題であ

る．そのような中，2006 年に多様な細胞分化

能力と無限増殖能力を併せ持つ iPS 細胞の樹

立が報告され，2009 年には iPS 細胞由来 DCs

（iPSDCs）の分化誘導が報告された．そこで

私達は，もしこの iPSDCs が従来の naive な

DCs と，APC として同等の機能を有し，同等

の抗腫瘍効果を示すならば，現在の DCs ワク

チン療法の問題を解決し，その臨床応用に向

けて大きく前進できると考えた． 
 
２．研究の目的 
本研究ではマウス iPS細胞からTAA遺伝子

導入 iPSDCs を分化誘導し，APC としての機

能及び抗腫瘍効果を BMDCs と比較検討した．

抗腫瘍効果については，51Cr-release assay およ

びマウス皮下腫瘍モデルで比較検討した． 

今回の私達の研究により，iPSDCsが，従来の

BMDCs と，APC として同等の機能を有し，同等

の抗腫瘍効果を有することが立証された場合，

iPSDCsが naive DCsの代わりとなり得ると考える．

これにより iPSDCsという，十分な量の，機能的な

DCs を得ることができ，DCs 癌ワクチン療法の研

究を大きく前進させることを目的とする． 

 
３．研究の方法 
(1) 実験 I． マウス iPSDCs の分化誘導 

マウス iPS 細胞（iPS-MEF-Ng-20D-17）を 4

ステップで iPSDCs へ分化誘導した．第 1 は

iPS 細胞を，OP9 細胞を feeder 細胞として培

養する．第 2 は 7 日目に細胞を回収し，それ

らの細胞を，2ME，rmGM-CSF を含む培地上

で，新たな OP9 細胞を feeder 細胞として培養

する．第 3 は 14 日目に浮遊細胞を回収し，

rmGM-CSF を含む培地上で培養する．第 4 は

26 日目に浮遊細胞を回収し，新たな

rmGM-CSF，rmTNF-αを含む培地上で培養す

る．そして 28 日目に浮遊細胞を回収する． 

 

(2) 実験 II． iPSDCs と BMDCs の APC とし

ての機能の評価 

① 成熟能の比較検討 

iPSDCsとBMDCsの成熟能を比較検討する

ためにそれぞれの未成熟，成熟 DCs にて表面

マーカーの発現（CD11c，CD80，CD86，MHC 

classⅡ）を flow cytometryにて比較検討した． 

② サイトカイン分泌能の比較検討 

iPSDCsとBMDCsのサイトカイン分泌能を

比較検討するためそれぞれの未成熟，成熟

DCs にてサイトカインの分泌（IL-12，IFN-γ）

を ELISA 法にて比較検討した． 

③ 遊走能の比較検討 

iPSDCsとBMDCsの遊走能を比較検討する

ために，adenovirus vector で gp100 遺伝子導入

したそれぞれの DCs に PKH67 で蛍光標識し

て，マウス（C57BL/6(H-2b)）の右下腹部に皮

下投与し，3 日後に所属リンパ節（鼠径リン

パ節）を回収した．回収したリンパ節は凍結

切片を作成し，HE 染色したものと比較して，

蛍光顕微鏡にて観察した．さらにホモジナイ

ズしたものを flow cytometry にて比較検討

した． 

 

(3) 実験 III． TAA 遺伝子導入 iPSDCs と

BMDCs の抗腫瘍効果の評価 

① In vitro による比較検討 

それぞれ DCs をワクチン投与した際の

gp100 特異的細胞障害性 T 細胞（CTLs）の誘

導能を比較検討するために，gp100 遺伝子導

入したそれぞれの DCs をマウスに皮下投与

し，14 日後に脾臓を回収した．そして抽出し

た脾細胞を tetramer assay で解析した．さらに

残りの脾細胞を B16 細胞（gp100(+)）と，5



日間共培養した．これにより得られた細胞を

MACS にて CD8(+) CTLs を抽出した．これを

B16 細胞，MC38 細胞，YAC-1 細胞で，
51Cr-release assay にて TAA 特異的細胞障害活

性を解析した． 

② In vivo による比較検討 

それぞれの DCs をワクチン投与した際の

腫瘍増殖抑制効果を比較検討するため，

gp100遺伝子導入したそれぞれのDCsを，B16

皮下腫瘍モデルマウスに，１回皮下投与し，

皮下腫瘍の大きさを継時的に測定し解析し

た． 
 
４．研究成果 

(1) 実験 I． マウス iPSDCs の分化誘導 

接着細胞である iPS 細胞をプロトコールで

培養すると，第 2 ステップの終わりの 14 日

目には、明るく，小さい，類縁形の浮遊細胞

が得られた．さらに第 3 ステップの終わりの

26 日目には，一部に突起の様な不整な部位を

有する未成熟 iPSDCs が得られた．そして第 4

ステップの終わりの 28 日目には，従来の

BMDCs と同様に，著明な樹状突起を有する

成熟 iPSDCs が得られた．  

 

 

(2) 実験 II． iPSDCs と BMDCs の APC とし

ての機能の評価 

① 成熟能の比較検討 

DCs の表面マーカーである CD11c は，

iPSDCsではBMDCsと同等の発現率を認めた．

また co-stimulatory molecule である CD80，

CD86 は，TNF-αにより成熟化することで， 

iPSDCsはBMDCsと同等の発現率の上昇を認

めた．MHC class-Ⅱも同様に，同等の発現率

の上昇を認めた． 

 

 

 

② サイトカイン分泌能の比較検討 

IL-12、IFN-γ共に，iPSDCs，BMDCs 両方で，

成熟化により，有意なサイトカインの分泌の

上昇を認めた（p<0.001）．またそれぞれの成

熟 DCs のサイトカイン分泌能に有意な差は

認められなかった（p＞0.05）． 

 

③ 遊走能の比較検討 

回収した所属リンパ節を凍結標本にして，

薄切したものと，それをさらに HE 染色した

ものを，蛍光顕微鏡で観察すると，gp100 遺

伝子を導入したそれぞれの DCs どちらでも，

遊走してきた，蛍光標識された DCs を T-cell 

rich zone に認めた．また回収した所属リンパ

節をホモジナイズし，PBS で懸濁したものを

flow cytometry で解析すると，コントロールと

して用いた，治療していないマウスのリンパ

節と比較して，PHK67陽性細胞の比率は，PBS

群3.0%であるのに対し，BMDCs-gp100群11%，

iPSDCs-gp100 群 9.9%と，同等の発現率の上

昇を認めた． 

 
 

(3) 実験 III． TAA 遺伝子導入 iPSDCs と

BMDCs の抗腫瘍効果の評価 



① In vitro による比較検討 

tetramer assay では，iPSDCs 群と BMDCs 群

では同等の tetramer 陽性リンパ球を認めたが，

Negativeコントロール群である PBS群では認

めなかった． 

 

gp100 遺伝子を発現している B16 細胞を標

的細胞にした場合では，iPSDCs-gp100 群と

BMDCs-gp100 群において，他の３群に比べ、

有 意 に高い 細 胞障害 活 性を認 め た が

（p<0.001），これら２群に間には有意差は認

めなかった（p＞0.05）． 

gp100 陰性の MC38 細胞ではどの群におい

ても有意な細胞傷害活性は，認めなかった．

さらに YAC-1 細胞でもどの群においても有

意差は認めず，NK 活性は認めなかった． 

 

② In vivo による比較検討 

B16細胞のTAA遺伝子である gp100遺伝子

を導入した iPSDCs-gp100 群と BMDCs-gp100

群では，他の３群と比べ，有意に高い腫瘍増

殖抑制効果を認めたが（p<0.001），これら２

群に間には有意差は認めず（p＞0.05）、全く

同等であった． 

今回の私達の研究により，iPSDCs は，従来

の BMDCs と，APC として同等の機能を有し，

同等の抗腫瘍効果を有することが分かった．

千住らは，DNA microarrays で iPSDCs と

BMDCs の遺伝子発現プロファイルがほぼ同

じであると報告している．今回の結果により，

遺伝子のみならず機能も同等であることが

証明され，iPSDCs が naive DCs の代わりとな

り得ると考える． 

これにより iPSDCs という，十分な量の，

機能的な DCs を得ることができ，DCs 癌ワク

チン療法の研究を大きく前進させることが

できる．そして未来のテーラーメイド治療と

して TAA 遺伝子導入 iPSDCs 癌ワクチン療法

の実現を目指す．具体的には，患者の体細胞

から iPS 細胞を作成し，次に TAA 遺伝子を，

iPS 細胞に導入する．そして遺伝子導入され

た iPS 細胞を iPSDCs に分化誘導し，この

iPSDCs をワクチンとして投与するという戦

略である．そのため今後は，まず transgenic 

mouse を用いた preclinical study に取り組み，

その後人への応用へと研究を進めて行く予

定である． 
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