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学 位 論 文 内 容 の 要 旨 

 

博士の専攻分野の名称 博士（薬科学）  氏 名 藁科 翔太 

 

 

 

学 位 論 文 題 名 

 

樹状細胞への効率的な siRNA 導入を実現する 

新規ナノキャリアの開発及び樹状細胞療法への展開 
 

 

【研究目的】【研究目的】【研究目的】【研究目的】    

現在、免疫系の活性化を介した癌治療法である免疫療法が注目されている。その中で、免

疫応答の中心的な役割を担う樹状細胞（DC）を体外でアジュバントや抗原ペプチドを用いて

活性化し、癌患者へ投与することで抗腫瘍免疫応答を誘導する DC 療法が臨床で実際に行わ

れている。近年、DC の細胞内や腫瘍組織において発現する‘免疫チェックポイント’と呼ば

れる因子が、DC の免疫機能を抑制することで DC 療法の効果を減弱していることが明らかと

なってきた。そのため、DC 内の免疫抑制性因子を siRNA を発現するウイルスキャリアでノ

ックダウンすることで、免疫抑制作用の解除による免疫機能活性化を誘導し抗腫瘍効果を増

強する試みが行われている。その戦略の有用性は示されてきたが、一般的にウイルスキャリ

アの使用は死亡を含めた重篤な副作用を引き起こす可能性があり、非ウイルスキャリアによ

る siRNA 導入法が求められていた。当研究室では、独自の非ウイルスキャリアである多機能

性エンベロープ型ナノ構造体（MEND）の開発を進めている。脂質膜で siRNA を被覆した構

造を有しており、脂質膜表面に様々な機能性素子を修飾することにより siRNA の体内・細胞

内動態の制御が可能である。そこで本研究では、MEND を基盤技術として、DC への効率的

な siRNA 導入を可能にする新規非ウイルスキャリアの開発と、免疫抑制性因子ノックダウン

による DC 療法の増強戦略における有用性を評価した。 

【研究内容】【研究内容】【研究内容】【研究内容】    

R8/GALA-MENDSUVを用いた免疫抑制性因子 A20 ノックダウン 

Zinc-finger ubiquitin-modifying enzyme である A20 は、toll-like receptor（TLR）シグナ

ルを制御する抑制因子であることが報告されている。そのため、TLR シグナルを刺激するア

ジュバントを用いて体外で活性化する DC 療法において、有用な標的因子となり得る。本項

では、siRNA 導入用キャリアとして開発した R8/GALA-MENDSUVを用いて DC へ siRNA を

導入し、A20 ノックダウン及び免疫機能活性化、DC 投与による抗腫瘍活性を評価した。 

マウスの骨髄細胞から誘導した DC（BMDC）に A20 に対する siRNA を搭載した

R8/GALA-MENDSUVをトランスフェクションした結果、siRNA 濃度が 80 nM の条件で約

40 %のノックダウンが確認された。また、A20 をノックダウンした BMDC のアジュバント刺

激に対する免疫応答を評価した結果、コントロールに対する TNF-α 産生の有意な上昇が認め

られた。しかしながら、A20 ノックダウンにより活性した BMDC を投与することによる抗腫

瘍活性は認められなかった。R8/GALA-MENDSUVを用いた A20 ノックダウンが 40%程度であ

るために免疫機能を活性化する効果が小さく、抗腫瘍活性を誘導するためには不十分であっ

たことが原因として考えられた。 

 



新規非ウイルスキャリア YSK12-MEND の開発 

一般的に、非ウイルスキャリアを用いた DC への siRNA 導入は非常に困難であることが知

られている。培養細胞に適用する siRNA 濃度を大幅に上回る濃度を用いた場合においても、

ウイルスキャリアの使用によるノックダウン効率（>90%）は得られないのが現状である。優

れた非ウイルスキャリアの開発を目指して、当研究室の佐藤らによって設計された脂質

YSK05 の疎水基を有することで細胞内におけるエンドソーム脱出を促進し、高い pKa を有す

ることで細胞膜との親和性を上昇させた YSK12 に着目し、YSK12 を脂質膜に含有する新規

キャリア YSK12-MEND を構築した。本項では、BMDC における YSK12-MEND の siRNA

導入効率及び細胞内動態を評価した。 

R8/GALA-MENDSUVや市販のトランスフェクション試薬である Lipofectamine RNAi 

MAX を用いた場合における EC50（70 nM、25 nM）を、YSK12-MEND を用いることで 1.5 

nM まで減少させ、最大ノックダウン効率を 90%以上にすることに成功した。次に、

YSK12-MEND を用いることでノックダウン効率が著しく上昇した要因を探索するため、

BMDC における各キャリアの細胞内動態を評価した。その結果、YSK12-MEND を用いた場

合の BMDC への取り込み量は他キャリアと比較して低かったが、エンドソーム脱出効率が有

意に高いことが明らかとなった。これらの結果から、YSK12-MEND を用いることによるノ

ックダウン効率の上昇にはエンドソーム脱出の亢進が寄与している可能性が示唆された。ま

た、エンドソーム脱出機構を同定するためエンドソームから細胞質への Cathepsin B の漏出

を定量した結果、YSK12-MEND をトランスフェクションした DC においてのみ、dose 依存

的な Cathepsin B の漏出が検出された。この結果より、YSK12-MEND のエンドソーム脱出

機構は膜破壊であることが示唆された。 

YSK12-MEND を用いた免疫抑制性因子ノックダウン及び DC 療法の効果増強 

YSK12-MEND を用いることで BMDC への効率的な siRNA 導入が可能であるため、実際

に免疫抑制性因子のノックダウンによる BMDC の免疫機能活性化が可能であるか評価した。 

その結果、YSK12-MEND は他キャリアではノックダウン効率が低い siRNA 濃度において、

非常に高いノックダウン効率を示した。また、YSK12-MEND を用いた SOCS1 ノックダウン

による免疫機能の増強を確認するために、BMDC からの IL-6、TNF-α 産生を定量した結果、

サイトカイン産生の顕著な上昇が認められた。さらに、DC 療法における有用性を評価するた

めに、リンパ腫である E.G.7-OVA 細胞の皮下移植により作成した担がんマウスに、各キャリ

アを用いて SOCS1 をノックダウンした BMDC を投与し、腫瘍増殖を継時的に観察した。そ

の結果、YSK12-MEND を用いて SOCS1 をノックダウン BMDC を投与した群では、

R8/GALA-MENDSUVでは認められなかった有意な腫瘍増殖の抑制効果が認められた。近年、

腫瘍環境において高産生されている TGF-β が、DC 療法で投与される DC の免疫機能を抑制

することが報告された。そのため、投与する DC の免疫機能を増強する戦略に加え、腫瘍環

境における TGF-β による免疫抑制作用を回避する戦略を YSK12-MEND を用いて評価した。

YSK12-MEND を用いて TGF-β 受容体構成因子である TGFβRII をノックダウンした DC の

局所投与により、ノックダウンされていない DC を投与した群と比較して有意な腫瘍増殖抑

制効果が認められた。 

【研究【研究【研究【研究総括総括総括総括】】】】    

 本研究を通して私は、これまで非常に困難であった DC への siRNA 導入を効率的なものと

する新規キャリア YSK12-MEND を開発した。さらに、YSK12-MEND を用いた DC の免疫

抑制性因子のノックダウンは、免疫抑制の解除を目的とした様々な DC 療法増強戦略に有用

であることを明らかとした。 

 


