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研究成果の概要（和文）：　がんペプチドワクチンではフロイント不完全アジュバントが汎用されているが、投
与局所への残留性と刺激性・炎症惹起作用が問題となっている。そこで、本研究ではこれらの副作用がなく、か
つ強力な免疫誘導能を有する次世代経皮カクテルワクチンの開発をめざした。その結果、経皮吸収アジュバント
であるイミキモドとグリチルリチン併用によりワクチンによる免疫誘導が増強されること、他のHMGB1阻害剤に
も同様の増強作用があることを見出した。さらに、移植腫瘍治療モデルにおいてペプチドワクチンで誘導される
抗腫瘍作用を増強することも示した。本研究成果は今後の経皮ワクチン開発に大きく貢献することが期待され
る。

研究成果の概要（英文）：Freund’s incomplete adjuvant, one of the most popularly used adjuvant for 
cancer vaccines, has several adverse effects such as long term retention and an induction of 
inflammation at the injection site. We attempted to develop a next generation of transdermal vaccine
 for cancer treatment with no or low such adverse effects. We found that glycyrrhizin augmented 
vaccine-induced immune response with transdermal adjuvant, and the augmenting effect of glycyrrhizin
 was also observed in other synthetic HMGB1 inhibitors. Thus the effects are common to the HMGB1 
inhibitors. In a therapeutic vaccine model, glycyrrhizin inhibited the growth of transplanted 
tumors. These findings might be valuable for further development of transdermal vaccines.

研究分野： 腫瘍免疫学、がん免疫療法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
研究代表者らは細胞傷害性Ｔ細胞（CTL）

の認識するがん抗原由来のペプチド分子を
標的としたペプチドワクチン療法の開発を
行っており、現在までに 200 個以上のがん抗
原ペプチドの同定およびそれらを標的とし
たワクチン療法の臨床試験を実施中である。
がん細胞の特質にのみ注目し、がん細胞に選
択的かつ高発現するがん抗原ペプチドを選
定して用いる従来型のペプチドワクチン療
法では臨床効果を得るのが難しいことから、
研究代表者らは患者側の免疫記憶にも対応
したペプチドワクチン療法、すなわちテーラ
ーメイドがんペプチドワクチン療法を提唱
してきた。患者のワクチン候補ペプチドに対
する免疫反応性を事前に調べ、反応性の認め
られたペプチド数個を患者に同時に投与す
るというものであり、その安全性ならびにペ
プチド特異的免疫誘導能が確認されている。
さらに、テーラーメイドがんペプチドワクチ
ン療法では、従来型のがんペプチドワクチン
に比し、各段に高い臨床効果が得られるよう
になった。多くのがん種において抗がん剤と
の併用により、抗がん剤単独療法に比べ 1.5
ないし 2倍の生存期間延長効果が認められて
いる（Yamada et al., Cancer Science, 2012）。 

しかしながら、個々の患者の多様性に対応
するためには多くの種類のワクチン候補ペ
プチドを事前に用意しなければならず、また、
HLA 検査や免疫検査などの特殊検査が必要で
ある。さらに数個のペプチドを別々の製剤と
し て フロイ ン ト不完 全 アジュ バ ン ト
（Montanide ISA51）とともに皮下投与する
ために、投与局所に長期間にわたって残留し、
ほぼ全症例で局所の炎症を惹起し、時に潰瘍
形成を起こし患者の苦痛およびQOL低下の原
因となっている（写真参照）。そこで、テー
ラーメイド
がんペプチ
ドワクチン
と同等以上
の臨床効果
を有し、事
前の特殊検
査などを必
要とせず、
全ての HLA
型患者に適
応可能、かつ注射本数が少なく投与局所の炎
症や痛みを伴わない患者にやさしいポスト
テーラーメイドがんペプチドワクチンの開
発が望まれている。 
投与部位における抗原の長期残留はワク

チンで誘導されたCTLを投与部位に集積させ、
がん局所への動員を妨げるとの報告もマウ
スでなされている（Hailemichael et al, Nat 

Med, 2013）ことから、フロイント不完全ア
ジュバントに代わる新規アジュバント並び
に新規投与法の開発も望まれている。 
研究代表者らは、これまでに事前の特殊検

査不要で全ての HLA 型患者に適応可能、かつ
1 本の注射で済むカクテルワクチンの開発を
行ってきた。10 ないし 20 種のペプチドをフ
ロイント不完全アジュバントとともにエマ
ルジョン製剤としたもので、個々の成分抗原
の各種がん組織における発現解析を行うと
ともに、GLP 下での反復投与毒性試験を実施
し、前立腺がんおよび消化管がん患者を対象
とした臨床試験を実施してきた（CIMT：2013
年マインツ、日本癌学会：2013 年横浜）。 
 
２．研究の目的 
本研究ではこれらの研究成果をもとにカ

クテルワクチンの構成ペプチドの再検討を
行うとともに、フロイント不完全アジュバン
トを用いない経皮ワクチンの開発の基礎的
研究を行う。さらに、得られた基礎研究デー
タに基づき別資金でヒトでの探索的臨床研
究を実施し、検証を行うとともに基礎研究に
フィードバックし、さらなる改良を加え、ポ
ストテーラーメイドペプチドワクチンの開
発基盤を確立する。 
 
３．研究の方法 
１）経皮ワクチン用免疫増強物質の探索 
①免疫方法及び薬剤投与法： 1～3 日前に毛
を剃ったC57BL/6マウスの背部皮膚に5%イミ
キモド (ベセルナクリーム; 約25 mg/匹) を
麻酔下で塗布し、30 分後に OVA ペプチド
（SIINFEKL）溶液を同部位に皮下投与した。
グリチルリチン(20μg/匹)、あるいは他の
HMGB1 阻害剤(200μg/匹)は抗原溶液に混合
して投与した。 
②免疫増強作用の評価：OVA ペプチド特異的
T 細胞レセプター導入 OT-1 マウスの脾細胞
をCFSEで標識し、C57BL/6マウスに移入した。
その後、OT-1 脾細胞移入マウス背部にイミキ
モドを塗布し、同部位に抗原溶液を皮下投与
した。抗原投与 2日ないし 3日後に脾細胞を
採取し、CD8 陽性 OT-1 細胞の増殖をフローサ
イトメーターで解析した。CTL 応答は、IFN-
γ ELISPOT アッセイにより評価した。 
２）抗腫瘍効果 
OVA を発現する EG.7－OVA 細胞を C57BL/6 マ
ウスに皮下移植し、腫瘍塊の形成が確認され
たのちにイミキモドと OVA ペプチド、及びグ
リチルリチンを7日後に2ないし3回投与し、
腫瘍の増殖抑制効果を検討した。抗原特異性
の検討は、EG.7 の親株である EL-4 細胞皮下
移植モデルとの比較で行った。CTL 誘導は
IFN-γ産生細胞数をELISPOTアッセイで計測
し評価を行った。 
３）免疫増強機序の解明 



投与局所の皮膚、脾臓、及びリンパ節におけ
る各種免疫関連遺伝子の発現レベルをリア
ルタイム PCR で測定した。 
 
４．研究成果 
１）経皮ワクチン用免疫増強物質の探索 
フロイント不完全アジュバントに代わる

アジュバントとして自然免疫レセプター関
連アジュバントの実用化が進められている。
我々は経皮ワクチンに応用可能な低分子自
然免疫レセプター関連アジュバントである
イミキモドの作用を増強する経皮吸収可能
な低分子化合物の探索を行った。イミキモド
の副作用として局所における炎症誘導作用
が知られているが、免疫増強作用と局所炎症
反応を乖離させることが可能であれば副作
用の少ない安全な経皮ワクチンが開発可能
となる。そこで、抗炎症作用を有し、皮膚科
外用剤や化粧品に使用されるグリチルリチ
ンに注目し、検討を行った。グリチルリチン
は生薬甘草の成分で肝炎やアレルギーの治
療薬として使用されており、ダメージ関連分
子パターンHMGB1を阻害することが知られて
いる。卵白アルブミン（OVA）由来 CTL エピ
トープペプチドをモデル抗原として使用し、
経皮アジュバントとしてイミキモドを使用
した。抗原ペプチドを皮内の抗原提示細胞に
送達するには、角質層を透過させるための工
夫が必要であることから、その前段階として、
抗原ペプチドは皮下投与により検討した。 
グリチルリチンはペプチド溶液に混合し、
OT-1脾細胞移入マウスを用いて抗原特異的T
細胞応答を調べた。その結果、グリチルリチ
ンにはワクチン塗布部位の炎症反応（発赤）
を抑制し、かつ、抗原特異的 CD8T 細胞増殖
応答を増強することが判明した。この作用は、
イミキモド以外にも、リピッドA誘導体（MPL）
や CpGオリゴヌクレオタイド等の他の自然免
疫レセプター関連アジュバント併用によっ
ても認められたが、アジュバントを併用しな
い場合には免疫増強効果は認められなかっ
た。すなわち、グリチルリチンにはそれ自体
アジュバント活性はなく、他のアジュバント
との併用により免疫増強作用を示すコアジ
ュバントであることが示された。 
２）抗腫瘍効果 
抗原特異的CD8T細胞増殖反応のみならず、

CTL誘導も増強することがIFN-γ ELISPOTア
ッセイにより示された。そこで、次に EG.7
－OVA 細胞を C57BL/6 マウスに皮下移植し、
イミキモドと OVA ペプチド、及びグリチルリ
チン投与による腫瘍増殖抑制効果を検討し
た。その結果、EG.7－OVA 細胞の増殖はグリ
チルリチン非併用時に比べ併用により強く
抑制された。EL-4 細胞に対する増殖抑制効果
は認められなかったことより、ワクチン投与

による増殖抑制効果は抗原特異的であるこ
とが示された。 
３）免疫増強機序の解明 
グリチルリチンで認められた免疫増強作

用は、他の HMGB1 阻害剤でも認められたこと
から、HMGB1 阻害によるものであることが示
唆された。次に、投与局所の皮膚及び脾臓に
おける免疫関連遺伝子の発現プロファイル
を調べた。その結果、グリチルリチン投与に
より IL-1βと IFN-αの発現が皮膚では抑制
され、脾臓では亢進していた。これらの遺伝
子発現レベルは皮膚に比べ脾臓では 10～100
倍 高いことから、脾臓での IL-1βと IFN-α
の発現亢進が免疫増強の主たる機序である
と考えられた。また、HMGB1 により誘導され
る免疫抑制が解除されることもその機序の
一つであることが判明した（Cancer Sci, 
2016）。 
４）抗原ペプチドの皮膚透過性亢進法の予備
的検討 
ワクチンペプチドの分子量は 1000 ダルト

ン前後であり、皮膚の抗原提示細胞に到達さ
せるためには、角質バリアーを通過させる必
要がある。そこで、化学的に角質層を除去す
る方法を用いた塗布ワクチンの開発を試み、
乳酸溶液に界面活性剤及び高分子ポリマー
基剤を混合することにより、効果的かつ低侵
襲性に角質層の除去が可能であり、OVA ペプ
チドの塗布によりOVA特異的Ｔ細胞の増殖を
誘導できることが判明した。 
これらの研究により、経皮ワクチンの開発

が今後飛躍的に進むことが期待される。 

図１．グリチルリチンによる抗原特異的 CD8T
細胞増殖応答の増強。GR, グリチルリチン；
IMQ,イミキモド 
 

図２．グリチルリチンによる腫瘍増殖抑制効
果の増強。B6マウスに EG.7－OVA 細胞を皮下
移植し、イミキモドと OVA ペプチド、及びグ



リチルリチン投与による腫瘍増殖抑制効果
を検討した。 
 

 

図 3．投与部位の皮膚及び脾臓における免疫
関連遺伝子の発現 
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