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研究成果の概要（和文）：PD-1リガンドのトポロジカル関連ドメインを同定し、関連するChIP-seqデータと統合
することにより、CRISPRカスタムライブラリーを作成した。CRISPR-Cas9スクリーニングにより、B細胞における
PD-1リガンド発現制御因子の全体像を明らかにした。更に、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の網羅的遺伝子解
析により、複数のPD-1リガンド発現制御因子が、PD-1リガンドと発現相関を有し、かつ、反復する遺伝子異常を
呈することを明らかにした。これらの結果は、実験的に同定された発現制御因子を介するPD-1リガンド発現制御
分子基盤の、臨床的意義を示唆している。

研究成果の概要（英文）：In order to dissect the molecular mechanism regulating PD-1 ligands 
expression, a topologically associated domain for PD-1 ligands expression was identified. By 
integrating ChIP-seq data associated with this region, a custom CRISPR library targeting candidate 
transcription factors (TFs) for PD-1 ligands regulation. CRISPR-Cas9 screening revealed a landscape 
of regulatory factors for PD-1 ligands expression in B cells. Individual sgRNAs targeting TFs, which
 were identified by screening experiments, induced knockouts of corresponding genes and changes in 
PD-1 ligand expression, substantiating the results of CRISPR-Cas9 screening. In addition, 
comprehensive genomic analysis of diffuse large B-cell lymphoma showed that several regulators of 
PD-1 ligands demonstrated correlations in expressions with PD-1 ligands and exhibited recurrent 
genetic alterations. These results suggest a clinical relevance of the regulatory mechanism of PD-1 
ligands identified by biological experiments.

研究分野： 血液腫瘍学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究により、B細胞系列におけるPD-1リガンド発現制御因子を網羅的に探索することができた。更に、同定さ
れた発現制御因子を介するPD-1リガンド発現制御分子基盤の、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫における臨床的
意義を示唆された。これらの研究結果により、悪性腫瘍におけるPD-1リガンド発現制御機構の新たな側面が解明
された。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 
 近年、免疫チェックポイント阻害薬はがん治療に大きな変革をもたらしている。これらの抗体
は PD-1、PD-1 リガンド、CTLA4 などの免疫チェックポイント分子を標的とし、抗腫瘍免疫を活
性化させると考えられている。一方で、多くの腫瘍で 20〜30%に留まっている奏功率の改善や、
免疫療法特有で、かつ、致死的となり得る免疫関連副作用の予防・治療など、がん免疫療法に関
して克服すべき課題は多く残されている。 
 がん免疫療法の抱える、これらの課題克服のアプローチとして、ゲノム異常と免疫チェックポ
イント阻害薬との関連について精力的な研究が行われている(TE Keenan, Nat Med, 2019)。PD-
1 リガンドに着目した、様々な悪性リンパ腫における遺伝子解析において、PD-L1 ゲノム異常は
B 細胞、および、T 細胞のいずれのリンパ腫でも認められたのに対し、PD-L2 ゲノム異常は B 細
胞リンパ腫においてのみ認められた(K Kataoka, Leukemia, 2019)。これは、PD-L2 が B細胞リ
ンパ腫において特異的ドライバー異常として機能している可能性を示唆している。 
この点に着目して、B 細胞リンパ腫の主要なサブタイプであるびまん性大細胞型 B細胞リンパ

腫(DLBCL)の公開 RNA シーケンスデータの解析を行った。その結果、STAT3 など既知の PD-L1 発
現制御因子に加えて(DE Johnson, Nat Rev Clin Oncol, 2018)、PD-1 リガンド発現制御機の有
無がこれまで知られていない転写因子群が、PD-1 リガンドと発現相関を呈している、つまり PD-
1 リガンド発現を制御している可能性を明らかにした。更に、その中に、B 細胞の分化・増殖に
関与する転写因子が複数含まれていたため、B 細胞リンパ腫特異的 PD-1 リガンド発現制御機構
が存在するのではないか、という仮説を着想し本研究を開始した。 
 
２．研究の目的 
 
 本研究の目的は、B 細胞リンパ腫における PD-1 リガンド発現制御機構およびその機能的役割
を明らかにすることである。 
 
３．研究の方法 
 
本研究では、悪性リンパ腫における網羅的遺伝子異常解析、および、DLBCL における発現解析

結果から導かれる仮説を、①ゲノム編集技術を駆使したスクリーニング実験により全体像を探
索し、②その結果を分子生物学的手法により検証・解釈し、③網羅的遺伝子解析データの解析に
より実験的手法により得られた知見の臨床的意義を探索・検証する。 
 
 ① CRISPR-Cas9 スクリーニングによる PD-1 リガンド発現制御候補因子の網羅的同定 
 B細胞におけるPD-1リガンド発現制御候補因子をハイスループットに同定するために、CRISPR 
(clustered regularly interspaced short palindromic repeat)-Cas9 システムを用いたスクリ
ーニングを実施する。 
まず、B細胞に関する in silico 解析を行うことにより、PD-1 リガンド発現への関与が示唆さ

れる遺伝子群を選定し、各遺伝子を標的とするsingle guide RNA (sgRNA)から構成されるCRISPR
ライブラリーを作成する。次に、CRISPR ライブラリーを PCR 反応で増幅した後に、ギブソンア
センブリ反応を実施することにより、レンチウイルスベクターにサブクローニングする。更に、
コンピテントセルにエレクトロポレーションすることによりレンチウイルスベクターを増幅す
る。そのベクターを用いて、CRISPR ライブラリー発現レンチウイルスを作成する。 
Cas9 蛋白を恒常的に発現する B細胞を作成し、CRISPR ライブラリー発現レンチウイルスを感

染させることにより、標的遺伝子群の発現摂動を誘導する。PD-1 リガンド発現変動細胞を解析
することにより、機能喪失が PD-1 リガンド発現変動に関与する遺伝子群を同定し、PD-1 リガン
ド発現制御候補因子として着目し、その後の研究を進める。 
 
 ② 同定された制御因子を介する PD-1 リガンド発現制御機構の検証 
 CRISPR-Cas9スクリーニングにより同定されたPD-1リガンド発現制御候補因子のPD-1リガン
ド発現制能を検証するために、それぞれの転写因子のノックアウトを個別に誘導し、実際に PD-
1 リガンド発現変化が誘導されるかを検証する。この実験プロセスでも CRISPR-Cas9 システムを
用いるが、導入する sgRNA によるオフターゲット効果の可能性を考慮し、それぞれの転写因子に
対して標的配列を共有しない複数の sgRNA を検証に用いることとする。更に、高い制御能を有す
る転写因子については、ChIP (chromatin immunoprecipitation)-qPCR による DNA 結合能評価
や、ルシフェラーゼアッセイによる転写活性能の評価も行う。 
 
 ③ PD-1 リガンド発現制御分子基盤の臨床的意義の検証 
 DLBCL シーケンスデータをダウンロードし、1) PD-1 リガンドと PD-1 リガンド発現制御因子



の発現相関、2) PD-1 リガンド発現制御因子に関する遺伝子異常の種類と頻度、3) PD-1 リガン
ドおよび PD-1 リガンド発現制御因子と、臨床所見や予後、分子分類との関連、などに着目した
解析を実施する。臨床因子については年齢や性別、Ann Arbor 分類、International Prognostic 
Index (IPI)、治療歴、予後などに着目する。これらの解析により、実験的に同定された PD-1 リ
ガンド発現制御機構の臨床的意義を探索・検証する。 
 
４．研究成果 
 
 ① CRISPR-Cas9 スクリーニングによる PD-1 リガンド発現制御候補因子の網羅的同定 
 まず、PD-1 リガンド発現制御に関与するゲノム領
域を同定する目的で、空間的なクロマチン相互作用に
関する Hi-C データと、遺伝子転写活性のインスレー
ターを構成する CTCF の ChIP-seq データの解析を行
なった(SSP Rao, 2014,Cell)。その結果、PD-1 リガ
ンドのゲノム領域を包括するトポロジカル関与ドメ
イン(TAD)を同定することに成功した。次に、公開さ
れているChIP-seqデータの再解析を実施し、このPD-
1リガンドTADに関連する103個の転写因子群を選定
した。更に、各転写因子に対して 9種類ずつの sgRNA
配列から構成される CRISPR ライブラリーを作成した
(JG Doench, 2016, Nat Biotechnol. KR Sanson, 
2018, Nat Commun)。 
 この CRISPR ライブラリーを pLKO5.sgRNA.EFS.GFP
レンチウイルスベクターにサブクローニングし、増幅
した。更に、sgRNA 配列導入部位に対して PCR 反応を行い、ア
ンプリコンシーケンスを実施し、ぞれぞれの sgRNA がレンチウ
イルスベクターに導入されていることを確認した(図 1)。 
CRISPR ライブラリー導入レンチウイルスを作成し、Cas9 発

現 B細胞に multiplicity of infection (MOI) 0.2 で感染さ
せた。PD-1 リガンド低発現分画および高発現分画をフローサ
イトメトリーでソートした。ソートした細胞のゲノム DNA を抽
出し、上記と同様に PCR 反応・アンプリコンシーケンスを実施
することにより、それぞれの細胞分画に含まれる sgRNA に対す
るリード数を算出した。PD-1 リガンド低発現および高発現分
画に含まれるリード数の比率を算出することにより、PD-1 リ
ガンド低発現もしくは高発現分画により多く含まれる sgRNA
を同定、更にそれらの sgRNA が標的とする転写因子を同定する
ことにより、PD-1 リガンド発現制御候補因子を網羅的に同定
した。 
 
 ② 同定された制御因子を介する PD-1 リガンド発現制御機構の検証 
 CRISPR-Cas9スクリーニングにより同定された転写因子
が、実際に PD-1 リガンド発現制能を有するかを検証する
ために、それぞれの転写因子を標的とする sgRNA を個別に
pLKO5.sgRNA.EFS.GFPレンチウイルスベクターにサブクロ
ーニングし、Cas9 発現 B 細胞株に導入した。その結果、ウ
ェスタンブロット解析により標的転写因子のノックアウ
トされること、および、フローサイトメトリーにより表面
タンパクレベルにおける PD-1 リガンド発現変化が誘導さ
れることを確認した(図 2, 図 3)。 
 更に、高い PD-1 リガンド制御能を有する転写因子につ
いては、転写因子過剰発現および ChIP-qPCR による DNA 結
合能評価も評価した。 
 
 ③ PD-1 リガンド発現制御分子基盤の臨床的意義の検証 
 500 例以上の DLBCL シーケンスデータをダウンロードし、PD-1 リガンドと実験系により同定
された PD-1 リガンド発現制御因子の発現相関の有無や、臨床所見との関連などに着目した解析
を行なった。その結果、CRISPR-Cas9 スクリーニングにより同定された複数の PD-1 リガンド発
現制御因子が、PD-1 リガンドと発現相関を呈し、かつ、反復する遺伝子異常を呈することなど
を明らかにした。これらの結果は、実験的に同定された発現制御因子を介する PD-1 リガンド発
現制御分子基盤の、DLBCL における臨床的意義を示唆していると考察される。 
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