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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　CCL19またはCCL21の機能を阻害する阻害物質を含有する抗腫瘍剤であって、
　前記阻害物質が、抗CCL19抗体またはその部分抗体、抗CCL21抗体またはその部分抗体、
またはCCL19 mRNAまたはCCL21 mRNAに対するsiRNAであることを特徴とする抗腫瘍剤（た
だし、CCR7を発現している腫瘍細胞に対する抗腫瘍剤を除く）。
【請求項２】
　抗腫瘍剤（ただし、CCR7を発現している腫瘍細胞に対する抗腫瘍剤を除く）を同定する
ためのスクリーニング方法であって、
　候補となる化合物が、CCL19またはCCL21の免疫抑制機能を阻害するかどうかを調べる工
程と、
　前記候補となる化合物が、CCL19またはCCL21の免疫抑制機能を阻害する場合に、抗腫瘍
剤であると同定する工程と、
　を含有する方法。
【請求項３】
　前記腫瘍が大腸癌または膵臓癌である、請求項１に記載の抗腫瘍剤。
【請求項４】
　CCL19またはCCL21の機能を阻害する阻害物質を含有する免疫抑制解除剤であって、
　前記阻害物質が、抗CCL19抗体またはその部分抗体、抗CCL21抗体またはその部分抗体、
またはCCL19 mRNAまたはCCL21 mRNAに対するsiRNAであることを特徴とする免疫抑制解除
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剤（ただし、CCR7を発現している腫瘍細胞に対する免疫抑制解除剤を除く）。
【請求項５】
　免疫抑制解除剤（ただし、CCR7を発現している腫瘍細胞に対する免疫抑制解除剤を除く
）を同定するためのスクリーニング方法であって、
　候補となる化合物が、CCL19またはCCL21の免疫抑制機能を阻害するかどうかを調べる工
程と、
　前記候補となる化合物が、CCL19またはCCL21の免疫抑制機能を阻害する場合に、免疫抑
制解除剤であると同定する工程と、
　を含有する方法。
【請求項６】
　前記腫瘍が大腸癌または膵臓癌である、請求項４に記載の免疫抑制解除剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、抗腫瘍剤およびそのスクリーニング方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ケモカインであるCCL19やCCL21は、リンパ節などに存在するストローマ細胞に特異的に
発現し（Seminar of Immunology, 2003, 15: 271-276 参照）、その受容体であるCCR7やC
CR10（The Journal of Immunology, 2000, 164: 2851-2856 参照）を発現した成熟樹状細
胞やT細胞を呼び寄せ（Nature Review Immunology, 2005, 5: 617-628 参照）、増殖させ
たり活性化させたりする機能を有する。そこで、この機能を利用して、CCL19やCCL21を腫
瘍内で発現させ、成熟樹状細胞やT細胞を呼び寄せることによって、抗腫瘍効果を得よう
とする試みがなされてきた（British Journal of Cancer, 2006, 94: 1029-1034 参照）
。しかしながら、その効果については、専門家の間でも議論が分かれていた（JNCI, 2008
, 100: 502-512 参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、CCL19やCCL21の阻害物質を含有する抗腫瘍剤およびそのスクリーニング方法
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明者らは、CCL19やCCL21の機能を抑制する中和抗体が、マウス腫瘍モデルにおいて
、腫瘍転移を抑制したり、腫瘍細胞による免疫抑制を緩和したりすることにより、抗腫瘍
作用を有することを見出し、本発明の完成に至った。
【０００５】
　本発明の一実施形態は抗腫瘍剤であって、この抗腫瘍剤は、CCL19またはCCL21の機能を
阻害する阻害物質を含有する。また、本発明の一実施形態は、抗腫瘍剤の製造における、
CCL19またはCCL21の機能を阻害する阻害物質の使用方法である。また、本発明の一実施形
態は、腫瘍患者の治療方法であって、前記患者に、CCL19またはCCL21の機能を阻害する阻
害物質を投与する。これらいずれの実施形態においても、前記阻害物質が、抗CCL19抗体
またはその部分抗体、抗CCL21抗体またはその部分抗体、CCL19のドミナント・ネガティブ
変異体、またはCCL21のドミナント・ネガティブ変異体であってもよい。
【０００６】
　さらに、本発明の一実施形態は、抗腫瘍剤を同定するためのスクリーニング方法であっ
て、候補となる化合物が、CCL19またはCCL21の機能を阻害するかどうかを調べる工程を含
有する。
【０００７】
　＝＝クロスリファレンス＝＝
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　本出願は、２００９年９月２９日付で出願した日本国特許出願２００９－２２５０３４
に基づく優先権を主張するものであり、当該基礎出願を引用することにより、本明細書に
含めるものとする。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施例において、腫瘍細胞の培養上清による免疫抑制と、CCL19また
はCCL21の阻害による回復、また、リコンビナントタンパク質CCL19またはCCL21による免
疫抑制を調べた結果を示す図である。
【図２】本発明の一実施例において、リコンビナントタンパク質CCL19、CCL21、または、
その組み合わせによる免疫抑制を調べた結果を示す図である。
【図３】本発明の一実施例において、CCL19またはCCL21の阻害による腫瘍体積増加抑制効
果と、そのときの抗腫瘍免疫抑制の解除効果を調べた結果を示す図である。
【図４】本発明の一実施例において、マウスの腫瘍塊にsiRNA-CCL19を注入することによ
ってCCL19の発現を抑制した場合の、腫瘍体積増加抑制効果を示す図である。
【図５】本発明の一実施例において、マウスの腫瘍塊にsiRNA-CCL19を注入することによ
ってCCL19の発現を抑制した場合の、抗腫瘍免疫抑制の解除効果を示す図である。
【図６】本発明の一実施例において、マウスの腫瘍塊にsiRNA-CCL19を注入することによ
ってCCL19の発現を抑制した場合の、リンパ節における抗腫瘍免疫抑制の解除効果を示す
図である。
【図７】本発明の一実施例において、マウスの腫瘍塊にsiRNA-CCL19を注入することによ
ってCCL19の発現を抑制した場合の、脾臓における抗腫瘍免疫抑制の解除効果を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、実施例を挙げながら、本発明の実施形態を詳細に述べる。実施の形態及び実施例
に特に説明がない場合には、J. Sambrook, E. F. Fritsch & T. Maniatis (Ed.), Molecu
lar cloning, a laboratory manual (3rd edition), Cold Spring Harbor Press, Cold S
pring Harbor, New York (2001); F. M. Ausubel, R. Brent, R. E. Kingston, D. D. Mo
ore, J.G. Seidman, J. A. Smith, K. Struhl (Ed.), Current Protocols in Molecular 
Biology, John Wiley & Sons Ltd.などの標準的なプロトコール集に記載の方法、あるい
はそれを修飾したり、改変した方法を用いる。また、市販の試薬キットや測定装置を用い
る場合には、特に説明が無い場合、それらに添付のプロトコールを用いる。
【００１０】
　なお、本発明の目的、特徴、利点、及びそのアイデアは、本明細書の記載により、当業
者には明らかであり、本明細書の記載から、当業者であれば、容易に本発明を再現できる
。以下に記載された発明の実施の形態及び具体的に実施例などは、本発明の好ましい実施
態様を示すものであり、例示又は説明のために示されているのであって、本発明をそれら
に限定するものではない。本明細書で開示されている本発明の意図並びに範囲内で、本明
細書の記載に基づき、様々な改変並びに修飾ができることは、当業者にとって明らかであ
る。
【００１１】
＝＝抗腫瘍剤＝＝
　本発明にかかる抗腫瘍剤は、CCL19（MIP-3β（マクロファージ炎症性タンパク質-3β）
、またはELCとも呼ばれる）、CCL21（MIP-2（マクロファージ炎症性タンパク質-2、ＳＬ
Ｃ（二次リンパケモカイン）、6Ckine、またはエクソダス-2とも呼ばれる）の機能を阻害
する阻害物質を含有し、CCL19またはCCL21の機能を阻害することにより効果を発揮する。
【００１２】
　CCL19及びCCL21は、CCケモカイン・ファミリーに属するケモカインであって、例えば、
ヒトCCL19タンパク質の場合、Swiss-Prot Q99731などに記載され、ヒトCCL21タンパク質
の場合、Swiss-Prot O00585などに記載されているが、本明細書では、CCL19及びCCL21の
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由来は特に限定されず、ヒト以外の動物のホモログでもオーソログでもよいが、抗腫瘍剤
を投与する対象の動物種と同じ動物種であることが好ましい。
【００１３】
　CCL19またはCCL21の機能を阻害する阻害物質は、それらの機能を阻害することができれ
ば特に限定されないが、細胞外でCCR7やCCR10などの受容体との結合機能を阻害するか、
細胞内でのCCL19遺伝子またはCCL21遺伝子の発現を抑制することによって機能を阻害する
ことが効率的である。前者の場合、機能阻害物質として、ポリクローナル抗体・モノクロ
ーナル抗体等の中和抗体、低分子化合物、アンタゴニスト、ドミナント・ネガティブ変異
体、核酸アプタマー・ペプチドアプタマー等のアプタマー等が例示できる。中和抗体は、
機能阻害ができれば特に限定されず、キメラ抗体・ヒト化抗体等の人工抗体や、抗原結合
部位が含まれる部分抗体であってもよく、例えばF(ab')2フラグメントやFabフラグメント
でもよい。また、後者の場合、アンチセンスRNA、shRNA、siRNA、miRNA、リボザイムなど
を例示できる。なお、これらの核酸の配列は、公知の方法に従って決定すればよい。
【００１４】
　抗腫瘍剤の形状、成分、投与方法等は、有効成分に適した公知のものまたは方法を用い
ればよく、特に限定されない。例えば、CCL19またはCCL21の機能を阻害する抗腫瘍剤は、
細胞外で機能するものであっても、細胞内で機能するものであっても、全身投与すること
ができるが、注入などによって、直接腫瘍に投与するのが好ましい。
【００１５】
　本発明の抗腫瘍剤は、腫瘍細胞の増殖を抑制するだけでなく、腫瘍細胞による宿主免疫
抑制を解除することができるので、腫瘍増殖抑制剤、宿主免疫抑制解除剤としても用いる
ことができ、増殖能の強い腫瘍だけでなく、宿主免疫抑制能の強い腫瘍に対しても、好適
に用いることができる。
【００１６】
　治療対象となる腫瘍の種類は特に限定されず、神経腫、腎癌、肝癌、膵癌、肉腫、大腸
癌、メラノーマ、肺癌、食道癌、子宮癌、精巣癌、卵巣癌、白血病、リンパ腫、骨髄腫な
ど、固形癌でも血液のがんでもかまわないが、CCL19またはCCL21を発現している腫瘍であ
ることが好ましく、特に、大腸癌や膵臓癌が好ましい。
【００１７】
＝＝抗腫瘍剤のスクリーニング方法＝＝
　本発明にかかる、抗腫瘍剤を同定するためのスクリーニング方法は、候補となる化合物
が、CCL19またはCCL21の機能を阻害するかどうかを調べる工程を含有する。
【００１８】
　候補化合物がCCL19またはCCL21の機能を阻害するかどうかを調べる工程は特に限定され
ないが、例えば、その化合物が細胞外でCCR7やCCR10などの受容体との結合機能を阻害す
るかどうかを公知の方法で調べればよく、具体的には米国特許6,153,441に記載の方法を
利用できる。また、細胞内でのCCL19遺伝子またはCCL21遺伝子の発現を抑制するかどうか
を調べてもよく、その場合、RT-PCRでは遺伝子発現を、抗体を用いたELISA法やウエスタ
ンブロッティング法、フローサイトメトリー法などではタンパク発現を調べることができ
る。
【００１９】
　その後、CCL19またはCCL21の機能を阻害する化合物を選択し、抗腫瘍剤としての薬理活
性や安全性を調べる。例えば、in vitroにおいて、細胞増殖抑制活性や細胞障害活性を調
べる。
【実施例】
【００２０】
（１）腫瘍細胞の培養上清による免疫抑制と、CCL19またはCCL21の阻害による回復
　本実施例では、MIAPaca腫瘍細胞の培養上清が、免疫細胞に対して機能抑制することと
、CCL19タンパク質またはCCL21タンパク質の作用を抑制することによって、腫瘍細胞によ
る免疫抑制を阻害することができることを示す。
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【００２１】
　まず、健常人から採取した血液に1/10量の4%クエン酸ナトリウムを加え、Ficoll-Paque
 (Amersham社)に重層して遠心(1500rpm、20分、室温)して、その中間層に分離された単核
球分画(PBMC)を単離した。一方、MIAPaca腫瘍細胞を底面積25 cm2の培養フラスコに1x105

個播種して10mLの10％牛胎児血清含有D-MEM培地 （Invitrogen社）で５日間培養した後の
培養上清を回収し、この培養上清0.5mL （最終的に2倍希釈）と各抗体（抗CCL19抗体、抗
CCL21抗体、対照抗体としてのGoat IgGは全てR&D社製、最終濃度は5 μg/mL）を含むPBMC
浮遊液0.5mL （1x106個）を1:1で混合して24穴プレート （FALCON社）を用いて5日間共培
養した。
【００２２】
　その後、PBMCを回収し、抗CD4抗体、抗NKG2D抗体、抗DNAM1抗体、抗FOXP3抗体（全てBD
 Pharmingen社製）と反応させ、FACSで細胞群の解析を行ったところ、CD4の発現に関し、
CD4高発現群とCD4低発現群の２群が出現し、そのうちCD4低発現群は、MIAPaca腫瘍細胞の
上清を加えない細胞（図ではNo stimulantと示す）では６％であるのに対し、MIAPaca腫
瘍細胞の上清で培養した細胞（図ではGoat IgGと示す）では２４％となり、MIAPaca腫瘍
細胞の上清で培養することにより、顕著に増加した （図１Ａ：No stimulantでは6％、Go
at IgGは24％）。このCD4低発現群の細胞は、活性化NK細胞マーカーであるNKG2DやDNAM1
および強い免疫抑制活性を示すことで知られる制御性T細胞のマスター分子であるFOXP3を
共発現していた （図１Ａ）。（なお、図中では、右上の数字が、それぞれのマーカーを
発現するCD4低発現細胞群の割合（％）を示す。）
【００２３】
　この培養系に、CCL19またはCCL21に特異的な中和抗体（BD Pharmingen社）をそれぞれ
添加すると（図ではそれぞれ、Anti-CCL19およびAnti-CCL21と示す）、どちらの場合もそ
れらCD4低発現細胞群の増加が抑制された （図１Ａ）。
【００２４】
　さらに、CD4低発現群の細胞の性質を調べるため、PBMCを上述のようにMIAPaca腫瘍細胞
の培養上清で5日間培養した後、その培養系からCD4陽性 （一部FOXP3陽性）、CD56陽性 
（一部FOXP3陽性）、または、CD4/CD56共陽性（ほとんどがFOXP3陽性）の細胞群を抗体結
合MACS磁気ビーズ（Miltenyi社）で分離し、その免疫抑制活性を調べた。すなわち、別途
分離したPBMCから抗体結合MACS磁気ビーズ（Miltenyi社）を用いて分離したCD4陽性また
はCD8陽性のＴ細胞（2x105個）と、抗CD3抗体 （1 μg/mL, Biolegend社）と、抗原提示
細胞としてPBMCをMMC処理で不活化した単核球（1x105個）とを加えた10％牛胎児血清含有
RPMI培地 （Invitrogen社）を用いて培養するＴ細胞増殖反応系において、MMCで不活性化
したCD4陽性、CD56陽性、または、CD4/CD56共陽性の細胞をそれぞれ2x105個加え、96穴プ
レートを用いて3日間培養し（200μL/穴）、CD4陽性またはCD8陽性のＴ細胞の増殖率を調
べた。その結果、腫瘍細胞の上清で培養しなかった場合（図ではNoneと示す）に比較し、
MIAPaca腫瘍細胞の培養上清で５日間培養したPBMCから分離したどの細胞群もＴ細胞の増
殖を抑制し、特に、CD4/CD56共陽性細胞による抑制が最も強く検出された（図１Ｂ）。
【００２５】
　一方、リコンビナントタンパク質CCL19またはCCL21（20 ng/mL、R&D社）で５日間刺激
培養した場合（図では、それぞれCCL19及びCCL21と示す）も、MIAPaca腫瘍細胞の培養上
清の場合（図では、Tumor supと示す）と同様、CD4低発現CD56陽性FOXP3陽性の細胞群の
増加が観察された （図１Ｃ）。また、リコンビナントタンパク質CCL19とCCL21の両方を
用いて同様に刺激培養した場合、CCL19およびCCL21単独よりもCD4低発現CD56陽性細胞群
がさらに増加する傾向がみられた（図２ 上段）。CD4陽性CD56陽性細胞におけるFOXP3発
現については、リコンビナントタンパク質CCL19とCCL21の両方を用いて同様に刺激培養し
た場合、CCL19およびCCL21単独よりも増加する傾向がみられた（図２下段、右のピーク）
。つまり、リコンビナントタンパク質CCL19とCCL21の併用により、CD4低発現CD56陽性FOX
P3陽性細胞群が増加する傾向がある。なお、図１ＣとＤの解析は、異なる健常人から採取
したPBMCを用いて行った。
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【００２６】
　このように、腫瘍細胞によって培養上清に産生されたCCL19及びCCL21が、制御性Ｔ細胞
の増殖促進に寄与しており、腫瘍細胞が分泌するCCL19またはCCL21の機能を阻害すること
により、腫瘍細胞による免疫抑制を阻害することができる。
【００２７】
（２）CCL19またはCCL21の阻害による抗腫瘍効果
　本実施例では、MIAPaca細胞と同様にCCL19とCCL21を産生するマウス大腸癌細胞株CT26
細胞をマウスに移植し、in vivoにおいてCCL19またはCCL21を阻害することによって抗腫
瘍効果が得られることを示す。
【００２８】
　すなわち、BALB/cマウス右腹側部皮下にCT26細胞 (1x106個)を移植し、５日後に形成さ
れた移植細胞による腫瘍塊に、CCL19またはCCL21に特異的な中和抗体をそれぞれ10 μg接
種した。対照群には、アイソタイプであるgoat IgGを10 μg接種した。移植２週間後に腫
瘍体積を測定したところ、どちらの抗体も腫瘍増殖を抑制した（図３Ａ）が、特に、抗CC
L19抗体を投与した場合の方が強い治療効果が得られた。
【００２９】
　また、各マウスから腫瘍組織を採取し、まずは外科用はさみでばらばらに破壊した後、
RPMI培養液中でディスポ注射器ピストンを用いて押し潰すことで腫瘍内浸潤細胞を液内に
漏出させ、この細胞についてBD Pharmingen社より購入した各抗体を用いてフローサイト
メトリーで解析した。その結果、対照群（図ではControlと示す）ではMIAPaca細胞を用い
たin vitro試験結果と同様に、マウスＮＫ細胞のマーカーであるDX5陽性かつCD25陽性でC
D4低発現の細胞群が検出されたが、抗CCL19抗体を投与した腫瘍内ではこの細胞群が減少
していた（図３Ｂ）。従って、抗CCL19抗体が、腫瘍による抗腫瘍免疫抑制を解除したと
考えられる。
【００３０】
　また、CD4陽性分画に位置する細胞群にゲートを設定し、その細胞群が発現するFOXP3に
ついて解析したところ、抗CCL19抗体を投与した場合に、対照群と比較して、FOXP3を発現
するCD4陽性細胞数が減少していた （図３Ｂ 下段）。つまり、抑制活性を示さない、CD8
陽性細胞などの働きを補助するヘルパー系の抗腫瘍エフェクタータイプのCD4 T細胞が増
加していると推測される。
【００３１】
　このように、腫瘍細胞が分泌するCCL19またはCCL21の機能を阻害することにより、腫瘍
細胞の増殖を抑制することができる。
【００３２】
（３）siRNAを用いたCCL19発現の阻害による抗腫瘍効果
　本実施例では、マウス大腸癌細胞株CT26細胞をマウスに移植することで形成された腫瘍
塊に対してsiRNAを投与し、CCL19の発現を阻害することによって、in vivoで腫瘍増殖抑
制効果が得られることを示す。
【００３３】
　まず、BALB/cマウス右腹側部皮下にCT26細胞 (1x106個)を移植した。そして、以下に示
す配列を有するオリゴヌクレオチドをアニーリングさせたCCL19特異的siRNA（siRNA-CCL1
9）あるいは対照siRNA（Invitrogen社）に対し、polyethylenimine（Polyplus Transfect
ion 社）を用いて脂質複合体を形成し、細胞の移植5日後に形成された移植細胞による腫
瘍塊に、個体あたり3 μgのsiRNAを注入した（非投与、対照、siRNA投与各群においてＮ=
3）。細胞の移植から７、１１、１５日目に腫瘍体積を測定した。　
　siRNA-CCL19s（センス）:GGAACATCGTGAAAGCCTT（配列番号１）
　siRNA-CCL19as（アンチセンス）：AAGGCUUUCACGAUGUUCCTT（配列番号２）
　対照siRNAs（センス）: CCAGAAGUACUACCGCAAU（配列番号３）
　対照siRNAas（アンチセンス）: AUUGCGGUAGUACUUCUGG（配列番号４）
【００３４】
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　その結果、siRNA-CCL19投与群では、非投与群（図ではNo treatment）および対照群（
図ではControl）と比較して、細胞移植後１０日目以降の腫瘍体積が有意に小さかった（P
<0.01、図４Ａ）。
【００３５】
　この結果は、腫瘍細胞が分泌するCCL19の発現を特異的に抑制することにより、腫瘍細
胞の増殖を抑制できることを示している。このように、siRNA-CCL19をはじめとするCCL19
機能阻害物質は、腫瘍増殖抑制作用、すなわち抗腫瘍作用を有している。
【００３６】
（４）siRNAを用いた抗腫瘍免疫抑制の解除効果
　本実施例では、（３）で示したように腫瘍細胞によるCCL19の発現を特異的に抑制する
ことにより、抗腫瘍免疫抑制を解除する効果が得られることを示す。
【００３７】
　（３）の記載と同様にして、マウス右腹側部皮下にCT26細胞株を移植し、腫瘍塊にsiRN
A-CCL19を注入した。細胞の移植15日後に腫瘍組織と鼠径リンパ節を摘出し、それぞれRPM
I培養液中でディスポ注射器ピストンを用いて押し潰すことで、腫瘍内浸潤細胞あるいは
リンパ球を液内に漏出させた。これらの細胞について抗体を用いてフローサイトメトリー
で解析した。なお、抗CD25抗体、抗CD4抗体、抗CD8抗体、抗FOXP3抗体、抗CD11c抗体、抗
I-A(d)抗体はBD Pharmingen社、抗NKG2DBD抗体はeBioscience社から購入し、H-2L(d)拘束
性AH1テトラマー（CT26腫瘍抗原、ペプチド配列：SPSYVYHQF）はMBL社から購入した。
【００３８】
　その結果、siRNA-CCL19を腫瘍塊に投与した個体から採取した腫瘍内浸潤細胞では、非
投与群（13.38%）および対照群（14.35%）に比較して、抑制性T細胞マーカーであるCD25
陰性、かつCD4陽性の細胞数が顕著に多かった（10.45%、図５Ａ 上段）。活性化NK細胞マ
ーカーであるNKG2D陽性かつCD4陽性細胞数はsiRNA-CCL19投与群では、非投与群（15.38%
）および対照群（14.82%）と比較して顕著に少なかった（6.21%、図５Ａ 下段）。また、
CD4陽性分画に位置する細胞群にゲートを設定し、その細胞群が発現するFOXP3について解
析したところ、制御性T細胞のマスター分子であるFOXP3を発現するCD4陽性細胞数は、siR
NA-CCL19を投与した腫瘍内浸潤細胞において対照群（41.15%）と比較して顕著に少なかっ
た（35.26%、図５Ｂ）。すなわち、siRNA-CCL19の投与により、免疫抑制に関与する制御
性T細胞が減少し、CD4陰性細胞が減少し、そしてCD4陽性細胞が増加した。さらに、siRNA
-CCL19投与群の腫瘍浸潤細胞では、CT26腫瘍抗原であるAH1テトラマー（図ではTetramer
）に結合するCD3陽性成熟T細胞数が、非投与群（4.61%）および対照群（3.39%）と比較し
て顕著に多かった（14.87%、図５Ｃ）。
【００３９】
　鼠径リンパ節から採取したリンパ球については、細胞傷害性T細胞のマーカーであるCD8
陽性かつCD4陽性の細胞数が、非投与群（21.13%）および対照群（20.96%）と比較してsiR
NA-CCL19投与群で顕著に多く（30.56%、図６Ａ）、また、CD11cおよびI-A(d)(MHCクラスI
I)陽性細胞数が非投与群（2.59%）、対照群（1.90%）比較して顕著に多かった（14.85%、
図６Ｂ）。
【００４０】
　このように、siRNA-CCL19をマウス腫瘍組織に投与することで、腫瘍組織およびリンパ
節においてCD4低発現細胞の減少、FOXP3陽性細胞の減少、CD8陽性細細胞の増加、といっ
た、抗腫瘍免疫抑制の解除の効果が得られる。従って、siRNA-CCL19をはじめとするCCL19
機能阻害物質は、抗腫瘍効果を有している。
【００４１】
（５）siRNAを用いた脾臓CD8陽性T細胞の活性化
　本実施例では、（３）で示したようにCCL19の発現を特異的に阻害することにより、脾
臓におけるCD８陽性T細胞（CTL）による腫瘍細胞傷害活性の増強、および、インターフェ
ロン・ガンマ産生量増加の効果が得られることを示す。
【００４２】
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　（３）の記載に従い、マウス右腹側部皮下にCT26細胞を移植し、siRNA-CCL19を腫瘍に
注入した。細胞の移植15日後に脾臓を摘出し、RPMI培養液中でディスポ注射器ピストンを
用いて押し潰すことで、脾臓細胞を採取した。
【００４３】
　まず脾臓組織から得られた全脾臓細胞を、AH1ペプチド（1 μg/ml）を添加した20mlの1
0%ウシ胎児血清含有RPMI培地（Invitrogen社）において6日間培養した（Ｎ=3）。その後
、MACSビーズ法（Miltenyl Biotec社）で単離したCD8陽性T細胞を用いて細胞傷害活性試
験を行った。具体的には、CT26腫瘍細胞と、単離したCD8陽性T細胞とを1:40、1:20、1:10
、1:5、1:2.5、1:1.25の比で10%ウシ胎仔血清含有RPMI培地に播種し、4時間、37℃で培養
し、その後、Immunocyto Cytotoxicity Detection Kit（MBL社）を用いて、CD8陽性T細胞
により殺傷されたCT26腫瘍細胞を検出した。腫瘍特異的殺傷率は、キットに添付のプロト
コールに従って算出した。
【００４４】
　その結果、図７Ａに示すように、siRNA-CCL19投与群では、非投与群および対照群に比
較して、CT26腫瘍細胞対CD8陽性T細胞比1:10～1:40の各試験群でCD8陽性T細胞の割合の増
加に伴って有意に腫瘍細胞傷害率が上昇した（p<0.05)。
【００４５】
　また、CD8陽性T細胞（2×105個）に、AH1ペプチド（1 μg/ml）、および、マイトマイ
シンＣで不活性化（10 μg/ml、37℃、2時間）した脾臓細胞（2×106個）を抗原提示細胞
として加え、10%ウシ胎児血清含有RPMI培地において37℃で24時間培養した。その後、培
養上清に含まれるインターフェロン・ガンマ値をCytometric Bead Arrayキット（BD Bios
ciences社）を用い、添付プロトコールに従って測定した。
【００４６】
　その結果、図７Ｂに示すように、非投与群および対照群のマウスから得られたCD8陽性T
細胞より、siRNA-CCL19投与群のマウスから得られたCD8陽性T細胞は、有意に多量のイン
ターフェロン・ガンマを産生した（p<0.01）。
【００４７】
　このように、腫瘍細胞が分泌するCCL19の発現を特異的に阻害することにより、脾臓由
来CD8陽性T細胞の腫瘍細胞傷害活性の増強、および、インターフェロン・ガンマ産生活性
増強、という効果が得られる。従って、siRNA-CCL19をはじめとするCCL19の機能阻害物質
は抗腫瘍作用を有している。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明によって、CCL19やCCL21の機能阻害物質を含有する抗腫瘍剤およびそのスクリー
ニング方法を提供することができる。
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