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論 文 内 容 の 要 旨 

【背景・目的】 

各種臓器で発生する前癌細胞は，宿主の抗腫瘍免疫による排除機構を回避することによって，臨

床的に検知可能な癌へと発育・進展する。近年，indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO)が癌細胞に対

する免疫寛容状態の誘導に，重要な役割を果たしていることが明らかになってきた。IDO は，必須

アミノ酸である tryptophan が kynurenine を経て代謝される経路において関与する細胞内酵素であ

り，腫瘍局所において IDO 活性が増加すると，T 細胞や NK 細胞の増殖を阻害し，これらの細胞をア

ポトーシスへと誘導する。IDO 阻害剤である 1-methyltryptophan (1-MT)の悪性腫瘍に対する有効性

も報告されており，IDO が抗癌治療における有効な標的となる可能性が示唆されている。しかし，

IDO の発癌過程への関与については明らかにされていない。また，最近の報告によって緑茶カテキ

ンである(−)-Epigallocatechin gallate (EGCG)が，IDO 発現に対する抑制効果を持つことが明らか

になった。 

そこで今回我々は，IDO 発現に対する EGCG の抑制効果が，EGCG の持つ発癌予防のメカニズムに関

与しているのではないかという仮説を立て，大腸化学発癌物質である azoxymethane (AOM)によって

誘発されるラット大腸前癌病変モデルを用いて，1-MT および EGCG の大腸発癌に対する抑制効果に

ついて検討を行った。 

【対象・方法】 

5 週齢の雄 F344 ラット（計 60 匹）をまず 3 群に分け，0.2% 1-MT 含有水，0.1% EGCG 含有水，コ

ントロール水の投与を開始。その 1 週後に，それぞれの群をさらに AOM (20mg/kg BW)または同量の

生食を週 1 回，計 2 回投与する 2 群（計 6 群）に分けて薬剤皮下注投与を開始した。各群ラットは，

試験薬含有水を初回 AOM 投与の 1 週前から計 4 週間投与，終了した 9 週齢時に屠殺した。 

採取した大腸検体について前癌病変である aberrant crypt foci (ACF)とβ-catenin-accumulated 

crypts (BCAC)を測定した。ACF はホルマリン固定した大腸検体を 0.5% methylene blue で染色した

後に，マイクロスコープを用いて観察した。その後，肛門側 2cm 部をパラフィン包埋しβ-catenin

に対する免疫染色を行うことで BCAC を同定した。前癌病変での IDO および L-kynurenine の発現に

ついて，免疫染色を用いて解析した。大腸検体を陰窩と間質に分離処理したうえで，それぞれの IDO，

cyclooxygenase (COX)-2，interferon (IFN)-γの mRNA 発現を Real-time RT-PCR 法を用いて解析し

た。また，大腸局所での IDO 活性は組織懸濁液中の L-kynurenine/L-tryptophan 濃度比を，全身性
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の IDO 活性は血清中の L-kynurenine/L-tryptophan 濃度比を，それぞれ高速液体クロマトグラフィ

ー法により分析し，比較・検討した。 

【結果】 

 剖検時，AOM 投与群にのみ ACF と BCAC の発生を認めた。ACF 数は AOM 単独群と比較して AOM+1-MT

群および AOM+EGCG 群で有意に抑制されていた。さらに 1-MT 投与に比べ EGCG 投与で，より大きな抑

制効果を示した。BCAC 数も AOM+1-MT 群と AOM+EGCG 群で，AOM 単独群より有意に減少していた。免

疫染色では，AOM 投与群に発生した ACF および BCAC の異型陰窩細胞において，IDO と L-kynurenine

発現の増強を認めた。IDO の mRNA 発現についても，陰窩と間質の両者で AOM 単独群における有意な

増加を認め，この増加は EGCG 投与によって有意に抑制されていた。全身性の IDO 活性および，間質

局所での IDO 活性も，AOM 単独群で有意な上昇を認め，この上昇は 1-MT と EGCG 投与によって有意

に抑制されていた。IDO 発現に関与していると言われる COX-2 と IFN-γについて，間質での mRNA

発現の解析を行ったところ，いずれも AOM 単独群で有意な増加を示した。さらに，COX-2 発現の増

加は EGCG 投与によって有意に抑制されていた。 

【考察・結論】 

本研究において，AOM 投与ラットの大腸における IDO 発現および活性の増加が認められ，IDO の活

性化が大腸発癌に関与していることが示唆された。また IDO 阻害剤である 1-MT の，AOM 誘発ラット

大腸前癌病変モデルにおける，大腸発癌抑制効果を明らかにした。この効果は 1-MT が IDO 活性を阻

害することによって，IDO により誘導される免疫寛容状態を抑制したためと考えられた。 

EGCG はこれまでに，その抗酸化作用や血管形成抑制作用，変異抑制作用，抗炎症作用等による発

癌抑制効果が報告されている。今回我々は，EGCG の IDO 発現および活性に対する抑制作用を明らか

にした。IDO 抑制による免疫調整作用が，EGCG の持つ発癌抑制効果の一助となっている可能性が示

唆された。また，種々の免疫調整因子が IDO の誘導に関与していることが報告されており，その一

つである COX-2 の発現が AOM 投与ラットの大腸において増加し，EGCG 投与によって有意に抑制され

ていた。このことより，EGCG は主に COX-2 の誘導を抑制することによって，IDO の発現を抑制した

と考えられた。 

EGCG または 1-MT などの IDO 阻害剤による IDO の抑制は，将来有望な結腸直腸発癌の予防戦略と

なることが期待さる。 

 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 
インドールアミン二酸化酵素（IDO）を介したトリプトファンの代謝産物である L-キヌレニンは，

腫瘍の微小環境における免疫寛容に重要な役割を果たしている。申請者 小川憲吾は IDO 阻害剤で

ある 1-メチルトリプトファンがラット大腸化学発癌を有意に抑制すること，さらに緑茶カテキンで

ある(-)-エピガロカテキン・ガレート（EGCG）の大腸発癌抑制作用も一部は IDO 抑制を介するこ

とを証明した。これらの知見は大腸癌の免疫エスケープに対する介入が，IDO を分子標的とする化

学物質によって可能であることを示し，将来の臨床展開も期待させることから，消化器病学，臨床

腫瘍学の発展に少なからず寄与するものと考える。 
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