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研究成果の概要（和文）：古くから体内の免疫系ががん細胞を認識し排除することが分かっていたが、その機構として
は、適応免疫系によるがん細胞の認識機構がよく知られており、免疫系のもう一つの軸である自然免疫系がどのように
してがん細胞を認識し、その排除を促しているのか、という点については不明な点が多く残されていた。本研究者らは
、自然免疫受容体ががん細胞を認識し、その排除を促していることを世界に先駆けて明らかにした。今後、自然免疫系
の活性化を通した、新しいがんの治療法や予防法の開発へとつながると期待される。

研究成果の概要（英文）：The critical role of innate immune receptors in mediating innate and adaptive 
immune responses against invading pathogens is well known. However, it has been enigmatic if and how 
these receptors contribute to anti-tumor responses. In this study, we demonstrated that the dendritic 
cells and macrophages produce an innate immune receptor called Dectin-1 which recognizes a molecule found 
on the surface of some, but not all, types of tumor cell. In doing so, Dectin-1 activates a critical 
signaling pathway and directs the activity of the natural killer cells so that they can effectively kill 
tumor cells.

研究分野： 腫瘍学
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１．研究開始当初の背景 
がんに対する免疫療法というスキームは、こ
れまで主に適応免疫という観点から捉えら
れてきており、適応免疫への橋渡しをしてい
ることが知られている自然免疫が、がんに対
する免疫監視機構においてどのような働き
をしているのかという点は、未解明な点が多
く残されている。 
 
 
２．研究の目的 
本研究では、自然免疫受容体が如何にしてが
ん細胞が持つ「がん関連分子パターン
(tumor-associated molecular pattern; 
TAMP)」を認識し、それによって自然免疫シ
ステムの活性化が惹起され、がんの増殖に対
する生体の“防波堤”として機能しているの
かという点を明らかにすることで、がん免疫
研究に新たなパラダイムをもたらし、がんの
予防・治療に貢献することを目指した。 
 
 
３．研究の方法 
本申請者はこれまでに、皮膚がんの一つであ
る悪性黒色腫（メラノーマ）細胞と NK 
(natural killer) 細胞を共培養した際にみら
れる NK 細胞のがん細胞傷害活性が、さらに
脾臓由来の CD11b+細胞または CD11c+細胞
を共培養することで増強されることを確認
した。この結果は、自然免疫担当細胞ががん
細胞を何らかの形で認識し、NK 細胞のがん
細胞傷害活性を増強していることを示唆す
るものである。さらに、各種遺伝子欠損マウ
スを用いた検討の結果、がん細胞を認識した
CD11b+/CD11c+細胞における転写因子 IRF5 
(Interferon Regulatory Factor 5) の機能に
よって NK 細胞が活性化され、その結果がん
の進展が障害されていることが明らかとな
った。IRF5 は各種自然免疫受容体の下流で
機能していることが知られており、一連の知
見 は 「 が ん 関 連 分 子 パ タ ー ン 
(tumor-associated molecular pattern: 
TAMP)」の存在とそれが活性化する自然免疫
受容体の存在、という仮説を提起するもので
ある。そこで、本研究では以下の 2 点につい
て検討を進めた。 
(1) 自然免疫担当細胞に発現し、がん細胞を
認識する受容体の同定 
 自然免疫担当細胞に発現し、IRF5 を活性
化し得る自然免疫受容体としては Toll-like 
receptor や C-type lectin receptor がこれま
でに報告されている。そのため、これらの受
容体が欠損したマウスを用い、移植したメラ
ノーマの進展が亢進するかを、肺転移を観察
することで検討した。また、それらの受容体
の欠損によりメラノーマ細胞による IRF5 の
活性化が観察できなくなるか、また、
CD11b+/CD11c+細胞による NK 細胞のがん
細胞傷害活性の亢進作用が見られなくなる
かについても評価した。 

(2) 1 で同定された受容体によって認識され
るがん細胞上の分子、すなわち「がん関連分
子パターン」の発現状況の検討 
 1 で同定された受容体のリガンド分子に関
して、各種癌細胞における発現状況を検討す
るために、可溶型の受容体タンパク質を作成
し、それによる各種癌細胞の標識状況を flow 
cytometry にて検討した。 
 
 
４．研究成果 
(1) Toll-like receptor や C-type lectin 
receptorなどの種々の自然免疫受容体欠損マ
ウスを用いた検討の結果、C-type lectin 
receptor の一つである Dectin-1 ががん細胞
を認識することにより、抗腫瘍免疫応答を惹
起していることが明らかとなった。実際、
B16F1 メラノーマ細胞を正常マウス・
Dectin-1 欠損マウスそれぞれに尾静脈注射
し、その肺転移を 14日後に観察したところ、
Dectin-1 欠損マウスにおいては、正常マウス
に比して著明ながん転移が観察された（図 1）。 

 
また、正常マウス由来の自然免疫担当細胞
（ CD11b+ splenocytes, CD11c+ 
splenocytes）は NK 細胞のがん細胞傷害活性
を亢進させる一方、Dectin-1 欠損マウス由来
の自然免疫担当細胞は、NK 細胞のがん細胞
傷害活性を増強させる効果が減弱している
ことが確認された（図 2）。 

 
 
(2) 可溶型 Dectin-1 受容体を作成し、がん細
胞への結合を検討した結果、Dectin-1 はメラ
ノーマ細胞 B16F1 を含むいくつかのがん細
胞を認識するが、MEF (mouse embryonic 
fibroblast)を含む正常細胞は認識しないこと
も明らかとなった（図 3）。このことにより、
Dectin-1 はがん細胞上の分子構造を直接認
識することで、抗腫瘍免疫応答を惹起させて
いることが明らかとなった。 
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