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微小環境細胞を標的とする T 細胞リンパ腫の治療戦略
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【研究目的】 血管免疫芽球性 T 細胞リンパ腫(Angioimmunoblastic T-cell lymphoma: AITL)は T
細胞リンパ腫の一つである。AITL 組織には、腫瘍細胞加えて多様な炎症細胞が浸潤している。申請者は AITL
のゲノム異常の分布について解析し(Nat Genet 2014、Blood Cancer J 2017)、AITL の腫瘍細胞には
RHOA 変異と TET2 変異が共在していること、さらに、興味深いことに AITL 組織に浸潤する炎症細胞にも腫瘍
細胞と同じタイプの TET2 変異がみられることを明らかにした。しかしながら、これらの“体細胞変異のある炎症細
胞”の役割は明らかではなかった。本研究は、マウスモデルを用いて“体細胞変異のある炎症細胞”が腫瘍細胞を
支持する微小環境細胞としての役割、およびこれを標的とする治療法を探索するために行った。
【研究手法】 AITL のゲノム異常を再現するマウスとして、T 細胞では“RHOA 変異体を発現かつ Tet2 欠損”
し、加えて、“周囲の炎症細胞にも Tet2 欠損があるマウス”と”野生型マウス”をそれぞれ作製して AITL 発症
率を調べた。AITL モデルマウスの炎症細胞プロファイルおよび各細胞における遺伝子発現プロファイルを網羅的に
明らかにするため、AITL モデルマウスから採取した腫瘍組織および野生型マウスの脾臓をコントロールとして、
10xGenomics 社の Chromium を用いてシングルセル 3’RNA シーケンス解析を行った。データ解析には 1 次
解析には CellRanger、2 次解析には Seurat などを用いた。さらに、シングルセルデータについて CellphoneDB
を用いて in silico ネットワーク解析を行い、腫瘍細胞-炎症細胞間の相互作用ネットワークを同定した。さらに、こ
れを標的とする治療モデルを作製した。
【研究成果】 T 細胞に“RHOA 変異体を発現かつ Tet2 欠損する”マウスにおいて、“炎症細胞に Tet2 欠
損”がある場合に AITL 発症が著明に促進された。そこで、Tet2 欠損炎症細胞は、腫瘍細胞の増殖や生存を
支持する微小環境細胞として働くと考えられた。マウス腫瘍組織のシングルセルシーケンス解析により、AITL モデ
ルマウスにおいて特異的に増加している異常免疫細胞プロファイルを明らかにした。シングルセル解析を用いた in
silico ネットワーク解析により、分子Ｘ（腫瘍細胞）-分子Ｙ（異常炎症細胞）のシグナルネットワークが推定
された。AITL 組織の細胞懸濁液を免疫不全マウ
スに移植し、分子 X-Y 阻害抗体あるいはアイソタ
イプを投与したところ、分子 X-Y 阻害抗体の投与
により生存が延長した。
本研究から、AITL では“Tet2 欠損のある炎症
細胞”により腫瘍細胞が支持されること、さらには腫
瘍細胞-異常炎症細胞間では分子 X-Y シグナル
が働き、これは治療標的としても有望であることが
明らかとなった（図 1）。
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