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論 文 内 容 の 要 旨 

 

 インドールアミン-2,3-ジオキシゲナーゼ（IDO）は,必須アミノ酸であるトリプトファンを代謝す

るキヌレニン経路の細胞内代謝酵素であり，細胞障害性 T 細胞の抑制や制御性 T 細胞の誘導を介し

て，腫瘍局所における免疫寛容を引き起こす。また IDO は，肝臓の免疫機構や肝炎の発症に深く関

与していることが明らかになってきている。 

 炎症の持続や免疫寛容をはじめとする免疫機構の制御異常は，様々な臓器の発癌さらにはその進

展に深く関与しているが，IDO が肝発癌過程に及ぼす影響に関しては十分に解明されていない。本

研究では，IDO ノックアウト（KO）マウスを用いて，ジエチルニトロソアミン（DEN）誘発肝発癌モ

デルにおける IDO の役割を検討した。 

 

【対象と方法】 

 2 週齢の C57BL/6J IDO 野生型（WT）マウスと IDO-KO マウスに，DEN の腹腔内単回投与による肝発

癌誘導を行った。20 週および 32 週でマウスを解剖し，Foci of cellular alteration（FCA）及び

肝腫瘍の発生を評価した。また，肝腫瘍および正常肝組織における IDO，トリプトファン-2,3-ジオ

キシゲナーゼ (TDO)，IFN- ，TNF- ，COX-2，Foxp3，CD8，FasL，Perforin，Granzyme B，Proliferation 

cell nuclear antigen（PCNA）の mRNA 発現を，RT-PCR 法を用いて検討した。IDO，キヌレニン，Foxp3，

PCNA の蛋白発現については免疫組織染色を用いて評価した。さらに，血清におけるキヌレニンおよ

びトリプトファン濃度を，高速液体クロマトグラフィー法を用いて測定した。 

 

【結果】 

 DEN 投与による FCA の発生は，IDO-KO マウスと比較し IDO-WT マウスで有意に増加し（p<0.01），

FCA における PCNA 陽性率も，IDO-WT マウスで有意に上昇していた（p<0.01）。DEN 投与によって誘

導された肝細胞癌の incidence および multiplicity は，IDO-WT マウスで有意に増加していた

（p<0.05）。IDO 発現とキヌレニン濃度は，腫瘍周囲正常肝組織と比較し IDO-WT マウスの肝腫瘍組

織において亢進していることが，免疫組織染色にて確認された。各種サイトカインに関しては，DEN

誘発肝腫瘍における IFN-γ，COX-2，TNF-α mRNA の発現は，IDO-KO マウスと比較し IDO-WT マウス

において有意に増加（p<0.05），制御性 T 細胞のマーカーである Foxp3 mRNA の発現は，非腫瘍部に

おいては対照群と比較し DEN 投与群で亢進し（p<0.05），腫瘍部においては IDO-KO マウスと比較し

IDO-WT マウスで有意に上昇していた(p<0.05)。免疫組織染色を施行したところ，IDO-WT マウスでは，
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Foxp3 陽性細胞の肝組織への浸潤が確認された。一方，細胞障害性 T 細胞のマーカーである CD8，

perforin，granzyme B mRNA の肝腫瘍部における発現は，IDO-WT マウスと比較し IDO-KO マウスにお

いて有意に増加していた（p<0.05）。また，血清 L-キヌレニン/トリプトファン比を検討したところ，

IDO-KO マウスでは DEN の投与に関わらず IDO-WT マウスと比較して有意に低値であった (p<0.05)。

ところで，IDO-WT マウスにおける IDO mRNA の発現は DEN 投与により増加し，特に腫瘍部において

顕著であり，p<0.05），TDO mRNA の発現は，IDO-KO マウスと IDO-WT マウスの間において差はなく，

DEN 投与によっても変化しなかった。 

 

【考察】 

 IDO はトリプトファンをキヌレニンに代謝し，細胞障害性 T 細胞の抑制および制御性 T 細胞の誘

導を介して腫瘍局所における免疫寛容を引き起こしていると考えられる。今回の検討において我々

は，IDO-KO マウスは IDO-WT マウスと比較し有意に肝腫瘍および前癌病変の出現が減少することを

証明し，IDO が肝発癌に対して促進的に働くことを確認した。IDO-WT マウスの腫瘍局所では，周囲

正常肝組織と比較して IDO とキヌレニンの発現が有意に亢進していたことより，同酵素の活性化に

よるトリプトファン/キヌレニン代謝経路の促進（キヌレニン濃度の上昇）が，肝発癌過程に深く関

与していることが明らかになった。さらに IDO-WT マウスの腫瘍局所において，細胞障害性 T 細胞の

減少と抑制性 T 細胞の増加が認められたことより，IDO によって制御されるこれらの免疫機構の機

能不全が肝腫瘍形成において重要な役割を果たしている可能性が示唆された。また IDO-WT マウスの

DEN 誘発肝腫瘍において，IDO を誘導する炎症性サイトカイン（IFN-γ，TNF-α）と COX-2 の過剰発

現が認められたことより，キヌレニン等の代謝産物によって惹起された細胞・組織傷害や炎症と肝

発癌との関連性が示唆された。 

 

【結論】 

 DEN 誘発肝発癌モデルマウスにおいて，IDO は肝腫瘍局所におけるキヌレニン経路を介したトリプ

トファン代謝を亢進し，腫瘍局所における免疫寛容を誘導することで肝発癌に促進的に関与してい

る。肝発癌で重要な役割を果たしている IDO およびトリプトファン/キヌレニン代謝経路は，肝細胞

癌の治療および予防を実践する上で有用な標的となりうる事が示唆された。 

 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 
 申請者 柴田 悠平は，IDO-KO マウスを用いた DEN 誘発肝発癌モデルを用いて, IDO はトリプトフ

ァン/キヌレニン代謝経路を介した細胞障害性 T 細胞の抑制と制御性 T 細胞の活性化を引き起こし, 

腫瘍局所における免疫寛容を誘導し, 肝腫瘍の形成に促進的に関与していること明らかにした。本

研究成果は肝発癌とその制御機構の理解に新たな知見を加えるものであり, 臨床腫瘍学の進歩に少

なからず寄与するものと認める。 
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