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移植グループ

■ 研究グループ紹介

早期グラフト浸潤細胞の特性を生かした
免疫寛容プロトコル導入のための基礎的研究

概要：臓器移植後の終生にわたる免疫抑制剤内服は易感染性、
発癌などが未解決であり、また慢性拒絶反応の制御も問題となり
ます。免疫寛容の誘導はこれらの解決策となりますが、マウスで
は誘導可能な免疫寛容も、ヒトでは誘導困難で記憶細胞がその一
因とされている。Fc受容体非結合型CD3抗体は、移植後3日目
から投与するDelayed protocolにてマウスアロ心移植グラフト
の免疫寛容誘導効果が報告されていますが、記憶細胞存在下での
効果は明らかではありません。そこで本研究では、臨床で障壁と
なる記憶細胞の存在下での免疫寛容誘導効果を明らかにすること
を目的に、マウス異所性心移植モデルに対するCD3F（ab'）2の
効果を検証しております。評価項目はグラフト生存期間、早期グ
ラフト浸潤細胞の特徴をフローサイトメトリーで解析。Fc受容
体非結合型CD3抗体の特徴を生かした免疫寛容プロトコルの基
礎実験として、近い将来臓器移植の臨床応用へとつながる重要な
基礎研究になると考えています。
進捗状況：記憶細胞存在下では、CD3F（ab'）2を用いた従来
のプロトコルの効果は乏しく、長期のグラントサバイバルは得
られないことがわかりました。記憶細胞の抗体抵抗性に起因し
たものと考えていますが、移植後早期に浸潤するCD8 T細胞の
TCF-1という分子の発現レベルに違いがあることがわかり、細胞
障害性や疲弊マーカーとの関連について解析を進めています。さ
らに、記憶細胞存在下でもグラフトサバイバルが延長できるプロ
トコルの最適化を目指しています。

膵島移植における効果的な免疫抑制法の開発

Tolerance induction in cell transplantation using immunomodulatory cells
I am Agustina Forgioni from Argentina and this is my first year as a 
doctoral student at the Department of Gastroenterological Surgery I of 
Hokkaido University. I would like to introduce my research project.
Organ transplantation is the most effective treatment for organ 
dysfunction. Currently, there are two main hurdles in the field of 
transplantation. The first issue is the shortage of available organs, 
which is the reason why many patients die while on the waiting list. This 
could be addressed by implementing cell transplantation using cells 
from organs ineligible for solid organ transplant. On the other hand, the 
current need for life-long immunosuppression leads to several adverse 
effects such as kidney failure, diabetes, opportunistic infections, and 
malignant tumors. To avoid this, the ultimate goal in transplantation is 
to achieve donor-specific immune tolerance, which is the presence of a 
well-preserved graft function without the need for immunosuppressive 
drugs.
Even though the safety and short-term efficacy of cell transplantation 
have been proven, the early inflammatory reaction leads to the loss of 
a major percentage of the transplanted cells. In addition, a gradual graft 
dysfunction occurs later on due to antigen-specific immunity. 
A clinical tolerance induction trial was implemented in Hokkaido 
University in l iving donor l iver transplantation sett ing using 
immunomodulatory cells, and 70% of patients could be successfully 
weaned off immunosuppressants. Based on these results, this study 
aims to induce tolerance in cell transplantation using ex-vivo induced 
immunomodulatory cells. 
Under the supervision of Dr. Watanabe, immunomodulatory cells will 
be induced by using costimulation-blocking monoclonal antibodies (anti 
CD80/86 mAbs). We will first assess the anti-inflammatory efficacy 
of the induced cells in vitro and in vivo using a murine syngeneic 
pancreatic islet and single hepatocyte transplant model. Afterward, we 
will evaluate whether the immunomodulatory cells can induce tolerance 
in an allogeneic pancreatic islet and hepatocyte transplant setting.

Balb/c⽪膚移植後マウスに対する⼼移植モデル
aCD3F(abʼ)2のグラフトサバイバル延⻑効果の検証
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抗CD80/CD86mAbで誘導した
ドナー抗原特異的なTreg細胞治療により、
免疫寛容が誘導されやすい環境を明らかにする

　肝移植は非代償性肝不全の標準治療として確立しており、
本邦でも年間400例以上の肝移植が施行されている。移植後
は免疫抑制剤の長期投与によって、合併症（感染症、腎機能
障害）の発生は不可避であり、ウィルス関連悪性腫瘍（カポ
ジ肉腫、子宮頸癌等）の罹患率上昇も報告されている。肝移
植を含む臓器移植後の免疫抑制剤長期投与による合併症の解
決策として免疫寛容誘導は理想的である。我々は抗CD80/86
抗体で誘導した抑制性T細胞による細胞治療を用いた臨床研究
において、成人生体肝移植10例中7例に免疫寛容の誘導に成
功した。その機序として抗原提示細胞とT細胞間の副刺激経路
（CD80/86 -CD28）阻害の関与が示唆されているが、詳細
な機序は不明なままである。そこでin vitroにおいて同様の方
法で抑制性T細胞を誘導し、ドナー抗原特異性を持つ抑制能の
評価や、抑制能の生じやすい条件を検討し、その機序を明ら
かにしていく。またin vivoでは、マウス心移植モデルにおい
て、マウス抗CD80/86抗体を用いて細胞治療に使用できる
抑制性細胞を作成し、グラフトサバイバルを検討する。グラ
フトサバイバルの延長とT細胞の条件（脾臓摘出下、胸腺摘出
下、メモリー T細胞等）との関係性を明らかにすることで、
抗CD80/86抗体で誘導した抑制性T細胞による細胞治療を用
いた臨床研究におけるtolerance確立の機序解明を目的とし
て研究を進めている。

抗CD80/86抗体を⽤いてドナー抗原特異性をもつT細胞を誘導
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