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アジレントの免疫細胞療法ツールベ

ンチが、
すべての開発段階で表現型、
効力および持続性をどのように評価

できるかについて紹介します。
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免疫療法によって、がん治療を取り巻く状況が変わりつつあります。しかし、そのための
実験ツールの多くは従来のセルバイオロジーのワークフロー向けに作られたもので、必
ずしも腫瘍免疫学の実験に最適化されたものではありませんでした。免疫細胞治療薬の
安全性、効能、持続性は、その免疫細胞の活性、増殖能、細胞運命、細胞障害能、免疫
修飾、メモリーといったさまざまな機能を開発者がいかにうまく引き出すかに委ねられて
います。常に変化し、免疫抑制的で腫瘍抵抗性の腫瘍微小環境内で、これらすべてを機
能させる必要があります。

アジレントは、こうした次世代の細胞療法のサポートに全力で取り組み、高効率のゲノム

編集と、リアルタイムに細胞の機能、表現型、適応性、運命の評価を実現する重要な技
術を提供しています。トランスレーショナルリサーチにこれらのアッセイツールを併用することで、免疫細胞機能の
測定と制御が可能になり、治療の有効性と安全性を必要なレベルに高めることができると考えています。

本書では、免疫療法研究の世界の第一人者から寄せられた最新の声と知見をご紹介いたします。彼らの生の声を
もとに作られた本書の記記事が、革新的な細細胞療法を開発する皆様の手助けになることを願っています。

アジレント・テクノロジー、細胞分析部門、シニアディレクタ
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インタビュー

飛躍的進歩を遂げる免疫療法
米国の著名な腫瘍免疫学者である
Carl June 博士との対談

アジレントは、急速に発展するがん免疫治療研究に携わる研究者や開発者が直

面する課題を解決し、チャンスを捉えることのできる革新的なセルベースアッセ

イソリューションを着実に開発してきました。先日、アジレントの細胞分析部門

幹部である David Ferrick が、ペンシルベニア大学および Abramson Cancer

Center で教授を務める Carl June 博士に、この分野ならではの課題とチャン
スについての見解を伺いました。June 博士はアジレントのコンサルタントでは
なく、アジレントから報酬を得ていません。

David Ferrick: ご存知のとおり、過去数年間にわたる June 博士とアジレント

との関係は、当社が免疫療法専用のツール群からなる革新的なソリューション
を発展させるうえで大きな助けとなってきました。急速に進化するこの分野の

ニーズについて June 博士からいただく助言は、非常に貴重です。本日は次の

3 つの分野に焦点を当ててお話を伺いたいと思います。
「ヒト細胞のエンジニア

リング」「細胞療法の可能性を最大限に引き出すうえで細胞解析ツールがいか

に役立つのか」
「細胞治療薬の製造 QA/QC の次なるステップについて」です。

Carl June 博士

ヒト細胞エンジニアリングの先駆者として、この分野の発展をどのように見ていますか。また、今日の最大の課題
は何だとお考えしょうか？

Carl June 博士: 現在、細胞療法は、自然の免疫システムに比べてさまざまな面で性能を向上させた人工 T 細
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ウェビナーを見る：
「腫瘍微小環境における
免疫細胞の持続性の
生体エネルギー」
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胞を作ることができるという概念の実証が終 わ

れが別々の役割を担っています。例えば NK 細

り、今ではそれが認められている初期段階にあ

胞は T 細胞とは違った方法で標的を認識し、殺

ウィン説でいうところの自然進化を遂げた T 細

ンマ・デルタ細胞は、むしろ自然免疫細胞に近

ります。これは長年の問いでした。つまり、ダー

胞の改良が可能なのか、可能だとすれば安全に
行えるのかということです。

我々が遺伝子改変 T 細胞で治療した患者は、が

ん患者を中心に 1,000 例を超えますが、細胞が

形質転換したり、遺伝毒性のエビデンスが認め

傷します。同様に、T 細胞のサブセットであるガ

代謝を持ち、さまざまな環境でも上手に生存す

ることができます。また、ガンマ・デルタ細胞に

はアルファ・ ベータ T 細胞受容体がないため、

移植片対宿主病を誘発することもありません。

換期にいます。ゲノミクスのアプローチを使って

構ではなく、食作用によって細胞を殺傷して排除

腫瘍微小環境の受攻性を調 べ、腫瘍抵抗性の

る、細胞解析ツールを発展させることです。こ

のようなリアルタイムのカイネティックアッセイ

- ここでは「新タイプ」のセルベースアッセイソ
い細胞ですが、腫瘍を殺傷することもできます。 リューションと呼ぶことにしましょう - の価値に
この細胞はアルファ・ベータ T 細胞とは異なる
関するご意見をうかがえますか？

られた症例はありません。全ヒトゲノムとエピゲ
ノムのデータを手にしたいま、我々は大きな転

役立 つ 質 の 高 い情報（時間分解）を生成 でき

最近は、NK 細胞や T 細胞のような細胞溶解機
するマクロファージに注目が集まっています。さ

Carl June 博士: とても重要 な論点ですね。基

礎免疫学 における新たなデータは、細胞 が 重

要な代謝再プログラミングステップを持っている

ことを示しています。一般に、急性期のエフェク
ター T 細胞 の 代謝では 解糖 が 支配的です。一

方、メモリー細胞は増殖がより緩慢ですが、寿

命がより長く、脂肪酸の酸化、クレブス回路、お

微小環境の障壁を打ち破るために、
「特注」の T

らに、人工的に作られた幹細胞とその細胞の子

よびミトコンドリア生合成にもとづく代謝がメイ

David Ferrick: ナチュラルキラー 細胞（NK）、

たすべての種類の人工的な細胞を作り出すこと

べてみたところ、両方の細胞の集団が必要であ

細胞を作製しています。

ガンマ・デルタ細胞、マクロファージなど、他の

免疫細胞のエンジニアリングについては、どのよ

うな見通しをお持ちですか。

Carl June 博士: この分野に身を置くおもしろさ
を実感している理由の 1 つは、そこにあります。
免疫系は 1 つの楽器ではなく、言うなればオー

ケストラのようなものです。免疫系全体でそれぞ

孫は、患者に移植された後、ここまで説明してき
ができるでしょう。

David Ferrick: なるほど、免疫系は恒常性維
持の原理が働くオーケストラのようなもので、時

間的・空間的に協働する多種多様 な細胞の存

在によってそれが成り立っているわけですね。当

社が重点的に取り組んできたことの 1 つは、in

vivo で起こるこの挙動を経時的に理解するのに

ンです。慢性感染症や腫瘍のマウスモデルで調
ることがわかりました。 強力なエフェクター細

胞となるものの、短命な細胞と、長期的な細胞

記憶と機能を確立し、長期的な免疫監視を行う

ことができる細胞があります。

Seahorse のような代謝アッセイは、このような

性質 を持つ細胞 を同定するのに適しています。

また、効力を評価するための細胞ベースの遊離
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アッセイや、細胞産物に応答するバイオマーカー

り良い療細胞」を見つけて開発できる可能性が

固形腫瘍と悪性血液疾患とでは、問題が多少異

れません。

の大部分を担う T 細胞は、わずか数個の細胞の

は注入投与後に、通常、骨髄に直接向かいます。

として機能する予測アッセイも登場するかもし

David Ferrick: これほど急速に進んでいるとは

驚きです。先ほどご指摘いただいたように、ミト

コンドリア呼吸と解糖という 2 つの経路が存在

すると考えれば、確かに免疫機能をうまく説明

できます。ここまで理解が進んでいるのですね。

「新タイプ」のセルベースアッセイについてよく
聞かれるのは 細胞の力価を調 べる機能試験 に

ついてです。新しいアッセイ法によって何を達成

できるのか。この点についてどうお考えですか。

Carl June 博士: 新しいタイプの細胞解析アッ
セ イ（Agilent ACEA xCELLigence、Agilent
Seahorse XF）の 1 つの可能性は、それぞれの
がん患者について、効く見込みがある免疫治療

細胞を今の技術で作ることができるかを見極め

ることができることにあると思います。言い換え
ると、有効な治療細胞を作製するのが難しい患

者 を知ることでもあります。そのような 場合 に

あります。 養子移植を行った場合、腫瘍除去

子孫であることが、いくつかの実験で示されてい

これは T 細胞 にとって自然 な挙動です。一方、

製造する細胞数を減らせる可能性もあり、製造

に到達するまでの過程が律速に達してしまう可

ます。これらの T 細胞を前もって特定できれば、
コストの削減 だけでなく、治療上の多くの利益
にもつながります。

David Ferrick: それを実行に移す際には、細胞

エンジニアリングのフットプリントを最小限に抑

えながら忠実度を高めるために、CRISPR など

の新しい技術が使用されています。これにより、

へのホーミング、浸透、および持続性を強化す

るように T 細胞を編集する戦略がきわめて重要
になります。

もう 1 つの可能性は、代謝をめぐる腫瘍と T 細

胞 の「主導権争 い」であり、CRISPR の 技術

るようになります。このような新技術についてど

CRISPR アプローチは、この主導権争いに強い
細胞の開発に役立ちます。これによって、T 細胞

うお考えですか。

Carl June 博士: 前臨床モデルにおいて、T 細
胞内 でその 働 きを強化する「機会 となるター

ゲット」を突き止める、ゲノムワイドな探索アプ

ローチがいくつかあります。我々は、CRISPR や

きく変えることができます。また、有効な細胞を

時代にいます。

アッセイツールを用いることで、言うなれば「よ

能性があります。そのため、固形腫瘍微小環境

を用 いることで、腫瘍微小環境 における栄養

れる自然に近いアプローチで防御免疫が得られ

メガヌクレアーゼなどを用いたゲノム編集技術

作製できると判断した患者についても、新しい

固形腫瘍では、多くの場合、T 細胞が固形腫瘍

耐久性の確保と副作用の最小化に重要と考えら

は、例えば第三者機関の細胞をすすめることに
なります。それができればその患者の将来を大

なってきます。悪性血液性疾患の場合、T 細胞

が大きく進歩し、それが可能になった素晴らしい

素 へのアクセスを向上させることができます。

をより長く生存させ、固形腫瘍微小環境での増

殖力を高めることができます。

David Ferrick: これが 治療法としての細胞 の
製造および QA/QC につながるわけですね。先

ほど触 れた、開発段階にある「新タイプ」のセ

ルベースアッセイが大きな役割を担っているとい

うことでしょうか。
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Carl June 博士: まさにそのとおりです。自家細

David Ferrick: 最後に、ツールの開発に取り組

考えています。その知識があれば、これまでの

関の細胞よりも必然的に高コストになることが、

えようとしているアジレントをはじめとする企業

胞を作製できるものと確信しています。

トなものを作るなら、それが本当に効くのか確

について、伝えたいことはありますか。

胞療法は、大量のバッチで作製可能な第三者機

少なくとも 1 つの問題となってきました。高コス

かめたくなります。そのため、できあがる細胞製

品の有効性を高める（細胞ベース）アッセイを、
患者、医師、第三者支払機関を含む誰もが望ん

でいます。

候補者の細胞から有効 な細胞製品 を製造する

ための原則を理解することが、
重要な第一ステッ

プになります。これらの答えを見つけるために、
アジレントのツールを使用することで、フローサ

イトメトリーアプローチ、生細胞代謝の動態測

定、T細胞がターゲットを殺傷する能力を時間経
過とともに定量評価できます。

み、この分野に携わる人々の不可能を可能に変

に向けて、どういった貢献が望まれているのか

Carl June 博士: 機能的アッセイです。長い間、
我々にはフローサイトメトリーしかありませんで

した。製薬業界では、失敗した試験の原因究明

にあまり力を入 れずに多くの試験を行ってきま

した。この欠点から多くを学 べるものと考えて
います。

人工細胞を使えば、その細胞を再び患者から取

り出して調べ、さらに徹底的に細胞の免疫表現

型や代謝の健全性を評価し、失敗原因が T 細

胞の枯渇にあるのか、老化にあるのか、あるい

はまったく生着しなかったのかを明らかにするこ

とができます。どこで失敗したのかを分析するこ
とによって、解決策が見つかるものと前向きに

脆弱性を克服する、より強力な「次世代」T 細

David Ferrick: まさに締 めくくりにふさわしい

ご意見です。本日 はご協力いただきありがとう
ございました。非常に参考になりました。

Carl June 博士: ありがとうございます。こちら

こそ、有意義な時間でした。 ■

このインタビューは、長さとわかりやすさのために

編集されています。

アプリケーションノートエンジニアリング細胞

高性能 CRISPR ガイドと
高感度の時間分解細胞
ベースアッセイの併用

細胞傷害性だけでは十分ではなく、
in vitro アッセイによる持続性と耐久性の評価も必要
免疫細胞ベースの治療法における最大の課題は、天然の免疫細胞と比べて性能特性を増強した細胞を安全に開

発することです。この目標を完全に達成するためのプロセスはまだ初期段階にありますが、概念実証では、初め

て承認された CAR-T 細胞療法である Kymriah や Yescarta1,2 といった代表的な治療法を超える成果が得られ
ています。

CRISPR ゲノム編集システムは、生細胞のゲノムをかつてないほど簡単に書き換えるための非常に有効な精密

ツールとして登場しました。しかし、その潜在能力を存分に引き出すためには、活性、安定性、特異性を高めて、

Additional Info

出すには、遺伝子編集により作製した免疫治療細胞の機能、薬効、そしてその持続性（どれだけ長い間効くか）

包括的な CRISPR 技術
ガイドをダウンロード
して読む：

きわめて小さな核内で高精度の編集を達成する必要があります。また、最も効果的な遺伝子編集方法を見つけ

を評価することができる生細胞解析ツールが必要です。同じウェルから時間依存的なカイネティックレスポンスを

定量的に測定できる生細胞アッセイなら、これらの要件を満たすことができます。がんに対する免疫治療の研究

が始まって以来、我々は細胞傷害活性が不十分、あるいは長い時間持続しない例を多く経験してきました。安定

した薬効を得るには、遺伝子改変細胞は、腫瘍の排除と監視の期間全体を通して耐性的かつ免疫抑制的で常に

変化し続ける腫瘍微小環境中で、持続的に効果を発揮し続ける必要があります 3。
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アジレントはこれらの課題に対処するため、一連の革新

的なソリューションを統合し、CRISPR 編集における活

性と精度を高 めました。この遺伝子編集ソリューション

図1

と、生細胞プラットフォームによる評価・検証を組み合

わせることで、免疫治療細胞の機能や有効性に関する

時間依存的なファンクショナルデータを得ることができ

ます。

CRISPR ゲノム編集の未来 はこれまでどおり明るいも

のですが、治療用途の拡大に向けた現在の課題として
は、活性、特異性、さまざまな状況への対応力の向上

などがあります。特定の遺伝子座を標的にすることがで

きるガイド RNA は、DNA テンプレートを RNA に転写

する酵素を用いて作ることができます。しかし、Agilent

SureGuide gRNA（アジレント・テクノロジー）4に使
用されるようなガイド RNA を化学的に合成する方法に
は、明らかな利点があります。化学合成により、高純度

の sgRNA を拡張性の高い方法で確実に製造できるた
め、sgRNA 設計の独自の機会が得られるとともに、分

子機能を高精度に導入することが可能となり、研究、産
業、治療アプリケーションにおいて CRISPR–Cas 性能

を強化することができます。図 1 は、ガイド RNA 末端

近傍に加えた化学修飾によってガイド RNA の安定性と
活性が改善されることを示しています5。最近の研究で
は、DNA 認識配列の特異的な部位でガイド RNA に化

学的な修飾を取り込み、オンターゲットとオフターゲット
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図 1. ガイド RNA の化学合成により、指定した位置に、天然ヌクレオチド、修飾した天然ヌクレオチド、非天然ヌクレオチド

の組み合わせを取り込み、CRISPR 効率に影響を与えることができます。CCR5 遺伝子を標的とする修飾した単一のガイド
RNA （5′および 3′両末端の 3 つのヌクレオチドを2′ -O-メチル （M）、2′ -O-メチル 3′ホスホロチオエート（MS）、または

2′ -O-メチル 3′チオ PACE（MSP）で修飾）を、Cas9 の mRNA または精製タンパク質とともに T 細胞へ導入し、その活性

を評価しました。MS および MSP で修飾したガイド RNA には、非修飾ガイド RNA よりも有意に高い活性が認められまし

た。図の引用元：A. Hendel et al., Nat. Biotechnol.33(9):985–989 (2015)

飛躍的進歩を遂げる免疫療法

活性を系統的に評価することによって CRISPR の特異

性の改善が達成されました 6。この新たなアプローチに

より、高いオンターゲット性能を維持しながらオフター
ゲット切断活性が劇的に低下しました（図 2）。

図2

遺伝子編集した細胞が得られたら、
次はその細胞の機能

（細胞傷害活性）を評価し検証する段階に移ります。時

間依存的な変化を定量的に解析できる細胞分析プラッ

トフォームの登場によって、細胞障害活性などの細胞機

能を高い感度で測定するとともに、長期におけるその活

性の持続性を同時に評価することが可能になりました。
例えば、遺伝子編集で得られたエフェクター T 細胞の

連続的な細胞傷害能を、非常に低い ET 比（エフェク

ター細胞：ターゲット細胞比）によるたった1回の実験

で、簡単に知ることができます。この結果は、免疫疲弊

や免疫防御など、常に進化する腫瘍やその微小環境と
の相互作用に起因する回避機構などの阻害効果に関連

付けることができます。

そ の 一 例 が、xCELLigence シ ス テ ム（旧 ACEA

Biosciences 社。現在はアジレント社の一部）を用いた
最近の研究で発表されました。この研究では、抗原発

現の腫瘍不均一性に対処しうる CAR-T 細胞の開発に

トライしました 7。一般的に養子細胞療法では、標的腫

瘍抗原を発現するがん細胞は殺されますが、標的抗原

を発現しない細胞 は 殺されずに増殖し続 けます。この

問題に対処するために、著者らは 2 種類の腫瘍抗原を
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図 2. CRISPR の特異性を改善するために、重要ながらも難易度の高い検証として、鎌状赤血球症を引き起こす変異を含む

HBB 遺伝子を用いました。HBB 遺伝子の鎌状赤血球変異を編集するためによく用いられるガイド RNA は、別の遺伝子座

でのオフターゲット活性が非常に高いことが明らかになっています。HBB ガイド RNA 配列の 5 番目または 11 番目のいず
れかの位置に単一の修飾を加えることで、このグラフの黄色のバーで示されるようにオフターゲット活性が劇的に減少し、オ

ンターゲット部位での高い活性が維持されました。図の引用元：Ryan et al., Nucleic Acids Res.46(2):792-803 (2018)

飛躍的進歩を遂げる免疫療法

同時に認識し攻撃する CAR-T 細胞を開発し、xCELLigence シス

テムを用いて経時的な細胞傷害能を評価しました。さまざまな組

み合わせの共刺激ドメインと抗原結合ドメインをもつ CAR-T 細胞

を作製し、1:10 という極めて低い ET 比でアッセイを行いました。

その結果、図 3a に示すように、最適なCAR-T コンストラクトのセ

レクションに成功しました（N. Ahmed、未発表 の結果）。また、

図 3A

xCELLigence ならではの長時間のリアルタイムアッセイにより、
免疫逃避を起こす CAR-T コンストラクトを同定することにも成功
しました。図 3b は、HER2 抗原および IL13Rα2 抗原を標的とす
る CAR を異なるデザインで発現させた CAR-T 細胞の連続的なキ
リング活性の結果を示しています。2 つの標的抗原に対する CAR
分子を別々の T 細胞（CARpool）に発現させた場合、同じ T 細
胞に別のタンパク質として発現させた場合（biCAR）、同じ T 細胞
に融合タンパク質としてタンデムに発現させた場合の細胞傷害活

図 3a. 共刺激ドメインと抗原結合ドメインの組み合わせが異なるさまざまな CAR-T 細

胞のキリング活性の時間依存的変化を低い ET 比（1:10）で定量しました。ピンク線と

オレンジ線 のコンストラクトは 潜在的 に免疫逃避 を起こすことが 示唆されました。
（N.

Ahmed、未公表結果。2019 年 4 月 2 日）。

図 3b. HER2 抗原および IL13Rα2 抗原のいずれかまたは両方を標的にする CAR-T 細

胞の膠芽細胞腫細胞株 U373 に対するキリング活性を xCELLigence システムでモニタ

リングしました。図の説明：U373 = ターゲット細胞のみ、
NT = 陰性コントロール （CAR

を発現しない非遺伝子導入 T 細胞）、IL13Rα2 = IL13Rα2 を標的とする CAR-T 細胞、

Her2 = Her2 標的とする CAR-T 細胞。CARpool、biCAR および TanCAR については
本文を参照。エフェクター：ターゲット細胞比（E:T）は 1:10。図の引用元：Hegde et

al., J Clin Invest.2016 Aug 1;126(8):3036–52.
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図 3B

飛躍的進歩を遂げる免疫療法

性の違いを比較しています。ターゲット細胞として膠芽腫細胞

を用いて ET 比 1:10 で試験を行い、最も優れた細胞傷害活

性を示す CAR 分子発現デザインを同定することに成功しま

した。このような細胞傷害の時間依存的な挙動や連続キリン
グ能は、xCELLigence によるラベルフリーの電気抵抗値モニ

タリングを用いることで簡単に知ることができます。

機能的 なデータを豊富 に得られる高感度時間分解プラット

フォームには、他にも Agilent Seahorse XF Analyzer（アジ
レント・テクノロジー）があります。Carl June 博士のグルー

プが発表した重要な研究では、異なる CAR T でエンジニア

リングされたコンストラクトが、さまざまな代謝プログラムを

駆動することで細胞運命と機能にどのように劇的な異なる効
果をもたらすかについて示されました8。この研究によって、腫

瘍排除、微小環境における持続性、耐久性を最適化する方法

が明らかになりました。図 4 は、著者らの結果の要約であり、

共受容体シグナルドメインである 4-1BB を含む CAR T 細胞
が中枢のメモリー形成および持続性と一致する好気性のプロ

グラムをどのように引き起こすかを示しています。対照的に、

図 4.T 細胞シグナルドメインの選択 が 代謝プログラミングの違 いに影響 を及 ぼ

し、細胞ベース療法を微調整できる可能性が示されています。4-1BB を含む CAR

T 細胞はミトコンドリアを増殖させることによってさらに好気性となり、in vitro で
の持続性と中枢でのメモリー細胞の運命の向上につながります。対照的に、CD28

ではより解糖系プログラムに傾くため、エフェクターメモリー細胞の増加につなが

ります。図の引用元：Kawalekar et al., Immunity 44, 380–390 (2016).本製

品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登
録を行っておりません。
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図4

飛躍的進歩を遂げる免疫療法

CD28 共受容体シグナルドメインでエンジニアリングすることで、好気的解糖
に向かう代謝が再プログラムされ、エフェクターメモリー細胞の運命が向上

する結果となりました。この研究は、エンジニアリングした代謝的特性に対す
る強力な概念実証であり、敵対的な腫瘍微小環境での免疫細胞の疲弊と持

続性に対処するためにエフェクター細胞とメモリー細胞の適切なバランスを
確立し、耐久性のあるメモリーと免疫監視のための道を開きました。
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アプリケーションノート

細胞治療薬の製造における
力価試験の役割
細胞療法は臨床試験で非常に明るい兆しが示されていますが、これらの治療薬の大規模製造には未だに解決す
べき課題があります。すなわち、製造された細胞製剤の生物学的力価を保証するための厳しい品質管理が求め

られます。一般的に医薬品の力価試験では、任意の用量で特定の反応を引き出す薬剤の能力を測定します。常

に一つの定量的なバイオロジカルアッセイによって力価を評価できることが望ましいですが、細胞療法は複雑で、

また患者ごとに異なる個別化治療となることも多いため、簡単ではありません。

細胞治療と遺伝子治療は薬ごとに最適な活性評価法が異なるため、米国食品医薬品局（FDA）は、細胞製剤と
遺伝子治療薬について特定の評価方法を規定していません。また、アッセイ方法についての推奨や承認基準の提
示も行っていません。

以前は、細胞治療薬の承認には、エンドトキシン試験と無菌性試験が必須で生物学的力価試験は副次的なもの

と考えられていました。ペンシルベニア大学医学部および Abramson Cancer Center の Carl June 医学博士は

「多くのグループは、販売証明にチェック済みの印を入れるためだけに、安価で技術的にも簡単な方法を選択し

Additional Info

ていた」と述べています。

力価評価に関する
詳細については、こちらの

奏功性を担保する納得のいくデータの提出を求めています。ファンクショナルアッセイによる力価試験は、腫瘍に

アプリケーションノートを

しかし現在では、第三者機関、医師、そして患者の全員が、細胞療法という高額な治療法に対して、良好な臨床

対する細胞傷害活性の評価において、大きな役割を担うことになると考えられます。
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xCELLigence RTCA
ご覧ください。

Breakthroughs in Immunotherapy
細胞製剤の製造と品質管理のための適切な力価試験のデザインを行う第一歩
は、それぞれの製剤に応じて �効力� を定義することです。

「シンプルに保つこと」ロイヤル・フリー病院の細胞・遺伝子・組織療法セン
ターのディレクタでありユニバーシティ・カレッジ・ロンドン細胞・組織療法
学部の教授である Mark Lowdell 博士はそう述べています。
「手の込んだ複雑
なアッセイは、ほとんどの場合、再現性と信頼性のある結果を得ることができ
ません」
ジョージア工科大学、免疫工学センターのディレクタである Krishnendu Roy
博士はこう付け加えています。
「ヒト疾患の複雑な病態を再現できることが望
ましいですが、医薬品の製造という観点では、コストとのバランスを維持するこ
とが非常に重要です。
」

例えば CAR-T 細胞療法において、細胞表面の CAR の発現は簡単に測定で
きます。
しかしこれは、
CAR-T 細胞の機能を直接反映するものではありません。
すなわち、CAR の発現を測定するだけで、標的抗原を発現する腫瘍細胞に対
して十分な細胞傷害能をもつことを保証することはできません。in vivo で抗腫
瘍活性を評価しないのであれば、CAR-T 細胞表面の CAR 分子の発現をみる
だけでは十分とは言えません。

Lowdell 博士は間葉系幹細胞（MSC）療法の臨床試験に関わった経験を持
ちます。TNF 関連アポトーシス誘導リガンド（TRAIL）を発現する MSC は、
その腫瘍微小環境への浸潤能と MSC そのものがもつ非免疫原性のため、効
率的な細胞療法となりえます。この臨床試験では、細胞に TRAIL を発現させ
るために MSC 細胞バンクが用いられました。その品質管理試験では、TRAIL
を発現する細胞の割合とその発現量を評価基準として用いました。
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「医薬品の製造に
使うという観点では、
ヒトにおける複雑な
疾患の再現とコストの
バランスをとることが
非常に重要です。
」

ジョージア工科大学、

免疫工学センターディレクタ

Krishnendu Roy 博士

Breakthroughs in Immunotherapy
機能的な力価試験は、腫瘍微小環境または腫
瘍に罹患した組織におけるその他の細胞を考
慮することなく設計されることがよくあります。
in vitro のファンクショナルアッセイは、しばし
ば腫瘍微小環境やその組織に存在する腫瘍以
外の細胞の影響を考慮 せずデザインされるこ
とがあります。もしも試験をデザインする際に、
それらの因子を考慮することができれば、患者
に対する有効性の予測向上に役立つと考えら
れます。

Roy 博士は次のように述べています。
「我々の

最終的な目標は個別化医療です。単に全般的
な患者の平均状態を考慮に入れることよりも、
もっと優 れたものを最終的 に設計することで
す。がん症例において生物学的力価試験に患
者の生検サンプルを使用できれば、微小環境
全体とはいかなくても、患者固有の状態を考慮
に入れることが可能になります。
」
あるいは、アッセイ開発の段階で、患者の大規

模コホートを用いて検証することで、患者間の

違いを理解し、それを考慮したアッセイをデザ

インすることが可能かもしれません。

アッセイバリデーションにおける留意点

アッセイの再現性、堅牢性および簡便性は、施
設間や研究室間での結果の一貫性を保証する
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ために 重要 な 要素です。どんなタイプのアッ
セイであれ、低い変動係数（CV）と高いシグ
ナルノイズ（S/N）比が得られることが理想で
す。試験担当者、あるいは使用する細胞、試薬、
装置、マイクロチップなどのプラットフォームに
起因するデータのバラつきはできるだけ最小限
に抑える必要があります。

Roy 博士は言います。
「例えば、現行の方法で

は、ある腫瘍細胞株を選択して、その細胞株と
CAR-T 細胞を共培養し、CAR-T 細胞により腫
瘍細胞 が認識され 殺傷される過程 を測定しま
す。しかしこれは必ずしも優 れた機能解析とは
言えません。特に固形腫瘍をターゲットとしてい
る場合、このようなアッセイは患者ごとに異 な
る病状や腫瘍環境の違いを反映していません」

腫瘍微小環境の腫瘍以外の細胞を含めた共培
養系の構築、あるいは三次元培養を用いるこ
とができれば、この問題を克服できるかもしれ
ません。その他 にもさまざまな方法 によって、
in vivo での傷害活性の予測性を高められる可
能性があります。しかし、これらはすべて、製
造工程に移行する際には複雑性にもつながり
ます。いずれにしても、現行の方法はシンプル
ではあるものの、in vivoにおける機能性を完全
には 反映していないことは 常に頭に入 れるべ
き問題です。

Lowdell 博士によると、INKmune™ と呼ばれ
る細胞治療製品の力価試験では、NK 細胞の
活性 を測定しています。この製剤 は �off-theshelf� であり、製造工程は個々の患者の違い
を考慮していません。そのため、
事前にスクリー
ニングされた正常 NK 細胞のドナープールが
活性 を示すために使用されています。自家細
胞を用いた製品の場合、変動を低下または制
御するための唯一の方法は、標準化された標
的または分子を用いることです。

陽性および陰性コントロールの構築もアッセイ
適格性評価の一部とするべきです。自家細胞
製剤では、変動の主な要因はドナーの違いで
す。例えば、フローサイトメトリーでは、抗体を
結合させたビーズをアッセイが正しく行われた
ことの証明として使用できます。抗体はビーズ
と細胞の両方に結合します。ビーズは規定した
領域に入る必要があり、ビーズがその領域に
入るということは、適切な抗体と抗体量が加え
られたこと、そしてオペレータが試験を正しく
実施したことを示します。 内部コントロール
を用いた場合、サンプル間の不規則性はアッセ
イの技術的な失敗ではなく、生体の変動に起
因することがあります。

Breakthroughs in Immunotherapy
リアルタイム細胞アッセイの役割

細胞治療薬の製造工程は、数日から数週間という非常に長い時間がかかります。
Roy 博士はこう述べています。
「この長い製造工程の途中で、細胞挙動と表現型の
変化が起きることがあります。リアルタイム細胞アッセイはこの工程中に継続的な
フィードバックをもたらし、これがそのバッチの品質検証および製造コストの削減に
役立つため非常に有益です。
」

また、研究開発（R&D）段階においては、有効性を左右する細胞特性の違いがどこ
にあるのかを知るのに非常に重要です。これらの品質特性のリアルタイム測定は、
高い力価をもつ細胞の製造を保証するものと考えられます。

何を測定すれば細胞治療薬の力価を効果的に予測し得るかは今もなお研究が進め
られているところです。Roy 博士は次のように続けます。
「遺伝子改変細胞製剤で
は狙った修飾が確実に起きていることを野生型との比較により確認します。CAR-T
細胞では、細胞生存率、表面マーカー発現および細胞傷害活性が測定され、最終
製品が評価されています。しかし、この一連の測定では、これらの細胞が特定の患
者に対して実際に有効性があるかどうかを示してはいません。
」

アジレントが開発した xCELLigence リアルタイム細胞解析（RTCA）装置では、長
期間のリアルタイムアッセイが可能です。リアルタイムアッセイは、細胞の活性を数
時間または数日にわたって同じウェルから連続的に測定します。そのため、シングル
タイムポイントで行うアッセイ（エンドポイントアッセイ）よりもその細胞の活性を正
確に評価できます。もちろんエンドポイントアッセイも貴重な情報を提供しますが、
このアッセイ法は細胞が測定時点よりも後で標的細胞を殺傷した場合に、in vivo で
の活性予測ができないことがあります。
また、バックグラウンドノイズの高いキリングアッセイでは、細胞療法のための優れ
た細胞をうまく同定できないことが多くあります。さらに、xCELLigence RTCA アッ
セイは非常に高感度であり、ターゲット細胞に対するエフェクター細胞の細胞傷害

18

| GENengnews.com

「シンプルに保つことが
大切。手の込んだ複雑な
アッセイは、ほとんどの
場合、再現性と信頼性の
ある結果を得ることが
できません」

ロイヤル・フリー病院、細胞・遺伝子・組織療法
センターディレクタ、ユニバーシティ・カレッジ・
ロンドン、細胞・組織療法学部教授
Mark Lowdell 博士

Breakthroughs in Immunotherapy
活性を低いエフェクター細胞：ターゲット細胞
比（ET 比）で評価することができます。そのた
め、生理的条件に近い状況で測定を行うこと
が可能で、in vivo における患者反応の予測性
を向上できる可能性があります。また、ET 比
が低いことで、貴重な細胞の数を減らして測定
できるため、同時により多くの条件を検証する
ことができます。

Lowdell 博士 は 次 のように 説明しています。
「ハ イス ル ー プ ット の xCELLigence RTCA
アッセイは、継続的に細胞傷害能を測定できる
素晴らしい機能的な力価試験です。INKmune
では、まず NK 細胞に対して抵抗性のあるター
ゲット細胞 を xCELLigence E-plate で 増殖
し、次 にプールしたドナー NK 細胞 を添加し
て、何 も起こらないことを示します。そしてそ
の24 時間後に INKmune を加えます。加えた
INKmune が有効であれば、NK 細胞 が機能
変化を起こし、次の 5 日間でターゲット細胞に
対する細胞傷害がみられます。
」
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セルベースアッセイ対動物実験

一般的に、動物実験は、複雑かつ長期間、そ
して高コストです。動物実験は、ヒトにおける
疾患過程を反映または予測しないことがよくあ
ります。
Roy 博士は次のように指摘しています。
「細胞療法の製造工程では、その力価試験に
動物は使えません。細胞を用いた in vitro アッ
セイが細胞製剤の機能を測定するための代替
となります。ヒト疾患を忠実に再現できればで
きるほど、優 れた in vivo 予測が可能です。今
よりも優れた in vitro アッセイが開発されれば、
そのアッセイは 製造工程に重要 な役割を担う
ことになるでしょう。
」
動物 を試験 に 用 いる重大 かつ 根本的 な 問題
は、ヒト細胞と他の哺乳類細胞の相同性の乏
しさにあります。ヒト由来のエフェクター 細胞
を患者の血管に注射した場合、この細胞は腫
瘍微小環境の特異的な分子に結合し、免疫応
答を活性化させ、これが標的腫瘍細胞の殺傷
につながります。ヒトのエフェクター細胞をげっ
歯類に注射した場合、ヒト由来エフェクター細
胞とげっ歯類リガンドとの結合はヒト腫瘍微小
環境におけるそれとは異 なり、患者での抗腫
瘍活性を予測できないことがあります。

動物試験のもう一つの課題は、腫瘍モデル動
物を作製する際に起こる免疫応答の増強です。
一般的に腫瘍モデル動物の作製では、急速に
分裂する腫瘍細胞株を動物に注射し、塊を形
成させます。これに続いて、この腫瘍細胞が急
性炎症反応を起こします。一方、患者の腫瘍局
所で起きているのは、腫瘍微小環境中の免疫
抑制因子 による慢性的 な免疫反応です。 急
性免疫反応と慢性免疫反応は、免疫学的アウ
トプットが異なります。したがって、動物モデル
で認められる免疫反応は、患者における製品
の効力と有効性を示さないことがあります。

Lowdell 博士 は 言 います。
「英国規制委員会
は、xCELLigence RTCA システムを用いたダ

イナミックな腫瘍細胞増殖試験データを見て
感動していました。私は、リアルタイム細胞解
析法は、特性解析における力価試験または出
荷前試験として、医薬品開発と製造の両方に
これからますます用いられることになると考え
ています。
」

安全性スクリーニング

汚染や無菌性に対するスクリーニングはルーチ
ンで行われていますが、その他の安全性のスク
リーニングが課題になっています。細胞療法の
有害事象の理解は今もなお進行中で完全には
解明されていません。

Breakthroughs in Immunotherapy
同種由来の細胞製剤は移植片対宿主病
（GvHD）のリスクがあります。もう一つのリス
クは 全身性の炎症性反応症候群であるサイト
カイン放出症候群（CRS）です。CRS はウイ
ルスなどの感染症で起こることが知られていま
すが、養子 T 細胞療法を行った場合にも起こ
ることがあります。CRS は 患者固有の免疫状
態の違いに依存するため、予測することが困難
です。

細胞療法は、がんなどの生命を脅かす疾患の
治療に用いられますが、患者の生存の改善より
も毒性リスクが上回ることがよくあります。患
者 に何 のベネフィットをもたらさない毒性と、
治療が利いた結果生じた毒性とは大きな違い
があります。後者 は 治療薬 が 腫瘍 を殺してい
るという指標となりえます。Lowdell 博士は次
のように述 べています。
「私たちが実際にコン
トロールしないといけないのは、予測できない
副作用なのです。実際に、有害事象の一部は
治療によって引き起こされた反応である場合が
あるため、薬効のある薬剤をスクリーニングに
よって最終的に除外しないといけないことがあ
ります。
」
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Roy 博士は次のように述べています。
「我々は、

in vitro モデルで有効性を検証する際に、臨床
試験と相関し得る予測因子を常に探していま
す。CAR-T 細胞について言えば、神経毒性と
CRS が一部の症例に起こる理由が解明され始
めていますが、これらの患者での毒性発現を予
測できるところまでは行きついていません。
」

Roy 博士 は 次 のように 続 けています。
「患者
の 20 ～ 30 % は CAR-T 療法が役に立ちませ

ん。我々のセンターをはじめ、その他の研究所
でも多くの未解決の問題の解明 に取り掛かっ
ています。品質特性解析に話は戻りますが、最
も力価と有効性が高くかつ安全な細胞治療薬
の特性とはどのようなものでしょうか我々は、
バイオ医薬品時代から多くを学んできました。
その中の一つとして、安全性を含 めた治療奏
功性を高く予測できるパラメーターについて、
早期に考える必要があります。
」 ■

アプリケーションノート

期待を超える
イムノフェノタイピング検査

免疫系が創薬のターゲットになり、複数の細胞系統において
自然状態、および近年では細胞工学的に作成された
フェノタイプを追跡する必要性が劇的に高まっています。
フローサイトメトリーは蛍光色素で標識されたモノクローナル抗体を用いて細胞が混在する試料から細胞を分
類、同定するための定量ツールとして開発され、今では細胞分析の研究・開発に欠かせない主役になっています。
この 10 年間で、抗体と蛍光色素が急激に拡大するとともに、装置やソフトウェアにも一連の進歩がもたらされま
した。アプリケーションとフェノタイプの種類が飛躍的に増えて、それらの正確な測定を瞬く間に行うことが可能
になっています1。もはや細胞特性の解析ツールというよりは、さまざまなフェノタイプを超高速かつ包括的に表
解析するシステムであり、蛍光色素の組み合わせの拡大に伴い、一細胞単位で測定できるパラメータ数が最大化
しています。
ヒトの検体検査では、サイトメトリーによる免疫フェノタイピング検査は、血液腫瘍や増える一方の加齢に伴う疾
患において、診断、分類、ステージ判定および治療のモニタリングにルーチンで使われています2。白血病やリン
パ腫では、細胞の起源と分化段階の特定に用いることができます3。検体の採取は「侵襲」を伴いますが、とくに
細胞ベースの免疫療法においては、治療効果のモニタリングや再発の検出に最適な方法となっています4。

免疫療法ががんの治療に深く根付き、近年では成功していることから、疾病への介入方法の研究開発のパラダイ
ムが急速に変化しています。しかしながら、免疫ネットワークの多岐にわたる抗腫瘍応答の特性を十分に解析し
うる免疫パラメータはまだ開発途上にあります。免疫療法の近年の研究成果を応用範囲が広い臨床研究戦略に
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Additional Info
詳細については、こちらの

Novocyte Quanteon

アプリケーション
ノートをご覧ください。

Breakthroughs in Immunotherapy
変換して、治療の奏効率を高めるには、研究、開発、診断、
治療のすべての段階で免疫機能をモニタリングする能力を
向上させる必要があります。

フローサイトメトリーは、これまで以上に小型化され、研
究ニーズへの適応性や使いやすさが向上しており、この
隔たりを埋める上で大きな可能性を秘めています。サイト
メーターは、カスタマイズが可能で互換性が高い自動サン
プリングおよびハイスループット機構を搭載し、増え続ける
蛍光色素に対する検出感度の向上と、複数の信号インプッ
トの並行処理によって、測定したサンプルから膨大な情報
を容易に収集することを可能にしています。
「我々は、使い
やすいソフトウェアとともに、より高度な性能が要求される
実験ニーズの高まりにも容易に対応し得る新世代のサイト
メーターを設計しました。その結果、研究者は、新たな免
疫療法の発見と実用化の需要に後 れを取ることなく研究
を進めていくことができるでしょう」
、と Xiaobo Wang 博
士は話します（図 1）。Wang 博士は ACEA Biosciences
社の前社長兼最高技術責任者で、Flow Cytometry and
Real-Time Cell Analysis 部門のジェネラルマネージャと
して ACEA からアジレントに加 わりました。
「我々の目標
は、可能な限り最高の性能とユーザーエクスペリエンスを
実験室にもたらすことです。誰がそのサイトメーターを操
作しても同じ結果を繰り返し得ることができた時、あなた
は我々が成功していることがわかるでしょう。
」
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図 1. NovoExpress は、装置の設定、データ解析、レポート作成、プレート/サンプルのレイアウト機能に
容易にアクセスできる使いやすいインターフェースです。

Breakthroughs in Immunotherapy
Wang 博士が推測したように、サイトメーターにおける分解能の競

争は終 わりに近づいています。ほとんどの装置の蛍光分解能は同
等かつ十分なレベルです。したがって、機種間の競争は、当然なが
ら使いやすさと効率、を結果の判定を劇的に改善するユーザビリ
ティ機能に移っています行。この分野に関わる多くの専門家は、サイ
トメーターの進歩に伴い、ソフトウェアのエクスペリエンスと自動化
が最大の差別化要因になると予測しており、これはすべての人がサ
イトメーターに望んでいることでもあります。

細胞工学のツールとして、フローサイトメトリーは正確なターゲット
バリデーションにおけるスクリーニングから、包括的なフェノタイプ
の解析まで使用されています。その好例が Precision BioSciences
社です。同社では、ARCUS ゲノム編集技術を応用した、同種細胞
ベースの免疫療法を開発しています。同社の免疫療法は、がんに罹
患した患者ではなく厳選した健康な提供者由来の細胞を用いるこ
とで、自家由来の細胞を一貫性と拡張性をもって製造するうえで避
けられない固有の問題を克服しています。
「サイトメーターは、我々
の研究の鍵となるツールです。細胞製剤の製造前、製造中、製造
後の各段階で細胞を解析する方法であり、患者に投与された細胞
を追跡し、治療中の免疫系の細胞成分を解析する方法も含まれま
す」
、と Precision BioSciences の BioAnalytical Development
部門 ディレクタである Vladimir Senyukov 氏 は 述 べています。
「NovoCyte Quanteon の良い点は、コンパクトかつ高速で、容量
測定に基づいた正確なセルカウンティングができるところです。この
機器は、堅牢かつ安定です。
」

23

| GENengnews.com

NovoCyte の利点

 シグナル検出のダイナミックレンジが広く、
設定に要する時間と設定ミスを削減

 正確な容量測定に基づいた直接
セルカウンティングシステム

 NovoExpress のドラッグ &
ドロップ機能で、
データを迅速かつ
効率的に解析
 NovoExpress は 1 クリックで
PDF レポートを作成

 革新的な送液システムにより、
再現性を向上し、CV を大幅に低下
 完全自動化された流路洗浄とシャット
ダウン：次のユーザーがすぐに使用可能

 NovoSampler Q™ が無人測定を
実現

Breakthroughs in Immunotherapy
最後に、アジレントの NovoCyte フローサイトメーター製品ラインは、ア
クセシビリティと性能の限界を押し上げることによって、新規参入するには
過当競争が厳しいと考えられていた業界に登場しました。とくに腫瘍免疫
や免疫療法の分野では、新しい技術の「民主化」は、魅力が理解されて
採用されるための根底をなすものです。フローサイトメトリーは、細胞製
剤の加工や製造のようなこれまでにない製ワークフローにおいて、新しい
アプリケーションを推進し続ける一方で、装置が複雑化するのを避けねば
なりません。その解決策は、お客様が機器の構成をその時々の希望や優
先度に応じて設定できるように、プラットフォームをよりスマート化すること
です。この点は Agilent NovoCyte が優れているところです。 n
参考文献
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表 1.

以下は、ユーザーが NovoCyte フローサイトメーター製品について語る際によ

く言及される特長です。

1. シグナル検出ダイナミックレンジが広く、PMT 電圧の調節が必要ありませ
ん。この特長によって、とくに新しいユーザーにとってサンプル測定が容易に
なります。結果として、測定時間の短縮と設定ミスの削減につながります。

2. NovoCyte には容量測定に基づいた正確な細胞カウンティングシステムが

あり、絶対数カウント用のリファレンスビーズや余計な操作の必要がなくサ

ンプル測定中に細胞絶対数を直接測定できます。

3. NovoExpress ソフトウェアは、サンプル測定とデータ解析を簡単かつ直感

的に行えます。どのサンプルもシンプルなドラッグ & ドロップ操作で同一の
設定で分析でき、データ解析を迅速かつ効率的に行えます。

4. NovoExpress ソフトウェアのレポート機能は、1 クリックで PDF レポート
を作成でき、データ共有がシンプルに行えます。

5. 送液システムは画期的で、脈流がないシースフローが得られるため、再現性
が高く、CV が極めて低くなります。

6. フローセルの洗浄やシャットダウンが完全に自動化され、フローセルが詰ま
る心配がなくなります。システムを、常に次のユーザーが使用できる状態に

保てます。

7. NovoSampler Q によって無人測定を行うことができます。ごく微量のサンプ

ルでも効率的に攪拌でき、一般的な仕様のサンプルプレートが使用可能で、
バーコード識別に対応し、ラボ自動化システムのためのビルトイン API に
も対応しています5。

総括

免疫治療細胞の
細胞障害活性の定量
現在、実用化されているがん免疫療法の大半は、モノクローナル抗体またはがんワクチンを使用していますが、
それらと異なる種類のがん免疫療法である、養子細胞療法が急速に進歩しています。養子細胞療法では、患者
自身から免疫細胞を回収し、この細胞をそのまま、あるいは遺伝子改変して in vitro で拡大培養し、患者に再び
輸注します。

養子細胞療法開発の課題の 1 つに、免疫治療細胞のがん細胞に対するキリング活性の評価があります。理想的
な in vitro アッセイは、シンプルで堅牢性が高いことに加えて、in vivo での活性に近いデータを得られるものです。

すなわち、動物モデルにおける長期の挙動を予測できることが求められます。究極にはヒトでの有効性を予測で
きるアッセイであることが期待されます。ACEA Biosciences（現在はアジレント・テクノロジー）は、免疫治療

細胞の細胞傷害能を容易に測定することができるプラットフォームとして、xCELLigence® リアルタイム細胞解析
（RTCA）システムを開発しました。

RTCA システムについては以下に記載しています。本文では、この RCTA システムが実際の研究プロジェクトの
進歩にどのように役立っているか記載しています。この記事では、RTCA システムをどのように使用しているかに
ついて、複数の研究者からGEN にお話しいただきました。

GEN: 患者間または患者のサブポピュレーション間で現在のがん免疫療法の効力に大きな差があるのはなぜで

しょうか。

Anderson 博士: 遺伝子と腫瘍微小環境という 2 つの要因が研究の主な焦点になっています。はまだ詳細に理

解されていませんが、多くの種類の免疫療法で問題になるでしょう。がんはこれまでに治療戦略の回避に順応し
ており、我々は現在、このことが免疫療法でも同じように当てはまることを目の当たりにしています。我々は、腫
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Additional Info
このウェビナーを
オンデマンドで見る：
「次世代 CAR-T
細胞」

Breakthroughs in Immunotherapy
瘍が免疫療法をどのように回避するかの予測に取り組んでおり、これが
予測できれば、腫瘍による免疫療法の回避を阻止するための戦略を開発
することができます。

Bamdad 博士: 私は、問題の根底にあるのは、細胞を患者に戻す前に、

in vitro でどのように細胞を扱っているかということだと考えています。in
vitro での培養期間が長くなればなるほど患者にとって悪影響を及 ぼすと
考えられます。というのも、これらの細胞は成熟しているため、T 細胞の
さまざまなサブポピュレーションのプロファイルが変化しているためです。
これにより、免疫治療細胞の効果持続性（患者の中でどれだけの期間、
細胞が効果的であり続けるか）に悪影響を及 ぼし、いわゆるサイトカイン
ストームや神経毒性にも影響を及 ぼします。この問題に関して、我々の理
解は、近年飛躍的に深まっています。

MacLeod 博士: CAR-T 細胞、あるいはその他の輸注 T 細胞をによる治
療において、薬効が異なる大きな理由の 1 つは、患者自身の細胞を使用
することです。Precision Biosciences では、自家移植アプローチを用い

る代わりに、健常者のドナー細胞を遺伝子改変し、非血縁者の患者に移
植します。この同種移植アプローチによって、より活性が明確でより均一
な細胞を作り出すことができます。そのことは、ACEA Biosciences が開
発した xCELLigence による細胞傷害性アッセイなど、機能評価アッセイ
のデータをみるとよくわかります。

Golubovskaya 博士: 患者はそれぞれ免疫プロファイルが異なり、それ

ぞれの腫瘍はそれぞれ異なるバイオマーカーをもちます。治療奏功性を
完全に予測することはできていませんが、免疫プロファイルなどのバイオ
マーカーを解析することで、治療効果を予測できるようになるよう挑戦し
ています。
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Kristin Anderson 博士

フレッドハッチンソンがん研究センター、
ワシントン大学、
博士研究員

「免疫逃避の詳細はまだ理解されて
いませんが、多くの種類の免疫療法で
問題になるでしょう。
」

Breakthroughs in Immunotherapy
GEN: がんに対する免疫療法の効力と効果を評価し、モニタリングする
際の主な課題は何ですか。

Anderson 博士: 課題は腫瘍の種類（癌腫）によって異なります。ヒトサ

ンプルを用いるほとんどの実験は、ディッシュで行わなければなりません。
しかし、それは複雑な腫瘍微小環境を再現していません。また、我々のラ
ボでは、クロムリリースアッセイやフローサイトメトリーなどキリングアッ
セイの「常道」とされるいくつかの分析法で、卵巣癌細胞に対する実験で
問題を経験しました。我々が用いるがん細胞は、クロム標識をうまく取り
込まなかったり、保持しなかったりすることがよくあるため、アッセイのバッ
クグラウンドが高くなってしまいます。

フローサイトメトリメトリーベースのアッセイは細胞のラベリングが必要
で、細胞の種類が多すぎると、そのラベリング効率をコントロールする必
要が出てきます。また、サンプルが過密になりすぎると、非特異的な腫瘍
細胞死をひろってしまう危険があります。こういった場合、バックグラウン
ドの細胞死により真の T 細胞の細胞傷害能を評価することが難しくなり
ます。

Overstreet 博士: 最大の課題の 1 つは、ヒトにおける効果を予測できる

実験モデルを構築することです。その多くはマウスのレベルではよくわかっ
ていて、一部についてはヒトでの予想性が良好なものもありますが、そう
でないものも多くあります。我々は、xCELLigence システムで in vitro の
評価系を構築しまし、ヒト T 細胞とヒト腫瘍細胞の間の反応をみていま
す。実際に患者の腫瘍中で起こると目される反応をより反映しているので
はないかと思っています。

27

| GENengnews.com

Cynthia C. Bamdad 博士
Minerva Biotechnologies
創設者兼 CEO

「キリングアッセイでは、細胞傷害を
測定するタイミング、精度、柔軟性が
最も大切です」

Breakthroughs in Immunotherapy
Bamdad 博士: 細胞傷害を測定するタイミング、精度、柔軟性が最も大切
です。フローサイトメーターでもCAR-T 細胞のキリング能を調べることがで

きますが、この方法は細胞を剥がしてから測定する必要があり、とても間接
的です。また、タイムコースの中の一瞬のスナップショットしか見ることがで
きません。つまり、CAR-T 細胞や癌細胞が経時的にどのように変化してい
るかを見ることはできません。

癌細胞と CAR-T 細胞を共培養して経時的に測定し、ナイーブまたはセント
ラルメモリー T 細胞とエフェクターメモリー T 細胞の正しい分布を同定す
ることができる技術が必要です。これらの細胞がどれくらいの時間をかけて
成熟するかを特定できれば、CAR-Tによる傷害いつ起こるのかを知ること
ができます。またその反対に、CAR-Tが疲弊し、がん細胞集団が再び増殖
し始める時期を確認できます。起こっていることをリアルタイムで確認でき
ることは、CAR のデザインや、求めるサブタイプ分布の細胞を得るための
培養方法の検討に重要です。

MacLeod 博士: 主な課題の 1つは、in vitroの結果をいかにして動物モデ

ルまたはヒトの実際の治療にトランスレーションしていくかです。通常、従
来の細胞傷害アッセイは、短期間のキリングしかみることができません。3、
4 時間しかみられないこともあります。またキリングをみるのに必要とされ
る ET 比も大きいことが多いです。この方法では活性は示されますが、全
体の作用機序を反映しません。

エフェクター細胞は生きている製剤です。つまり、細胞を殺すだけでなく、
自らも増殖します。これは、細胞製剤の作用機序の中で重要な部分です。
低い ET 比で細胞傷害性を長期間経時的に追っていくと、エフェクター細胞
が増殖し、serial killing と呼 ばれる連続的なキリングが起きることが確認
できます。このような長期間の測定は T 細胞の活性を正しく評価するため
の非常に説得力のある方法です。
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Dan MacLeod 博士

Precision BioSciences、Cell Therapy Discovery、

アソシエートディレクタ

「エフェクター細胞は生きている製剤です。
つまり、細胞を殺すだけでなく、自らも
これは、細胞製剤の
増殖します。
作用機序の中で重要な部分です。
」

Breakthroughs in Immunotherapy
GEN: エフェクター細胞からの分泌される分子を定量することでも細胞の
活性を知ることができると思いますが、ターゲット細胞に対する傷害活性
を直接測定することがどうして重要なのでしょうか。

Anderson 博士: 両方とも重要ですが、殺される側の腫瘍は種類によって

それぞれわずかに違いがあります。したがって、癌種ごとにターゲット細
胞を殺せているかを測定することは特に重要です。一部の腫瘍細胞は あ
る殺傷機序に反応しますが、別の機序には反応しません。また、腫瘍細
胞は T 細胞介在性の細胞殺傷を回避するために素早く順応することがで
きるため、T 細胞が実際に標的を殺傷できることを確認できる必要があり
ます。一部の腫瘍細胞は ある殺傷機序に反応しますが、別の機序には反
応しません。また、腫瘍細胞は T 細胞による細胞殺傷を回避するために
素早く順応することができることが知られています。したがって、T 細胞が
実際に標的の細胞を殺傷できることを確認できる必要があります。

xCELLigence アッセイは厳密には細胞死を直接読み取っているのではな

く、ターゲット細胞のプレートの底に接着する能力を電気抵抗値として測
定していることは知っておくべきでしょう。プレート内ですでに死んだ細胞
はシグナルを妨害することはないため、ここでは細胞傷害を間接的に読
み取っています。xCELLigence は、生理学的な低い ET 比を用いて、し
かも再現性の高い結果を得られることが、他のアッセイ法にはない良い
ところだと思います。

Overstreet 博士: 目的は T 細胞がどのように腫瘍細胞と相互作用し、ど

のように腫瘍細胞を殺しているかを知ることですから、それを測定すれば
良いのです。T 細胞にはキリング活性を測定する方法はいくつかあります
が、ひとつの因子だけで測定すると、重要な相互作用に関わる大切な因
子を見逃すかもしれません。しかし、腫瘍細胞がリアルタイムでどのよう
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Michael Overstreet 博士
MedImmune（AstraZeneca の一部門）
サイエンティスト

「従来の T 細胞毒性を評価する方法と
比べて、xCELLigence アッセイの利点の
1 つは、特異性が高いことです。」

Breakthroughs in Immunotherapy
に死んでいくかを検証した場合、エフェクター機能すべての最終結果であ
る動的な相互作用を確認でき、あなたの治療方法がその相互作用をどの
ように変化させることができるかを知ることができます。

GEN: CAR-T 細胞やその他の T 細胞療法のデザインと最適化において、
免疫細胞によるがん細胞キリングのカイネティクスを測定する方法に求
められる最も重要な要素は何ですか。

Anderson 博 士: 感 度、 精 度 お よ び 再 現 性 の ど れ も が 重 要 です。
xCELLigence のようなハイスループット測定法の利点の 1 つは、実験デ

ザインに多くのコントロールを入れることができることです。これらのコン
トロールは、実際に本当に T 細胞による細胞傷害をみているということを
ソフトウェアがコントロールウェ
保証するのに必要です。xCELLigence は、
ルの非特異的バックグラウンドを差し引いて自動的に補正してくれます。

Overstreet 博 士: 従 来 の T 細 胞 毒 性 を 評 価 す る 方 法 と 比 べ て、
xCELLigence アッセイの利点の 1 つは、特異性が高いことです。細胞傷
害性を短期の 1 つのタイムポイントで捉えるのではなく 3 ～ 4 日間の長
期のキリングをリアルタイムでモニタリングできることで、ET 比を 0.5 ～
2:1 までに下げることができ、T 細胞と腫瘍細胞の一対一の相互作用に
近づけることができます。それによって、腫瘍細胞と T 細胞の間の本来の

相互コミュニケーションをウェルの中で再現することができ、実際に腫瘍
組織で起きていることを反映した実験ができると考えられます。また、こ
のような低い ET 比で実験を行うことで、キリングの特異性も改善され、
劇的にダイナミックレンジが拡大します。

Bamdad 博士: キリングアッセイには、多数の異なる条件を同時に試験

できることが求 められますシングルタイムポイントのアッセイ法であるフ
ローサイトメーターを使用すると、異なる条件下でさまざまな癌種の細胞
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「非侵襲的な測定なので、xCELLigence で測定した
細胞をそのまま他のアッセイに供することもできます。
フローサイトメトリー解析やサイトカイン解析
例えば、
などで 、腫瘍に対する T 細胞そのものの応答を調べる
ことができます。」
Michael Overstreet 博士

に対して 60 の異なる CAR-T細胞を検証するには、6 ～ 9 カ月かかるこ
とになります。xCELLigence の 96 プレートを 6 枚測定できるモデルを
使用すると、576 の条件を一度に解析することができます。我々は、この
仕事を 1 カ月未満で完了することができました。また、実際に CAR-T が
がん細胞を殺す過程をリアルタイムにみながら、その途中で試薬を添加す
ることもできます。

Golubovskaya 博士: ラベルフリー、リアルタイム、容量依存的、そして

時間依存的であることは免疫細胞介在性キリングアッセイに求 められる
最も重要な特性です。xCELLigence は、T 細胞の細胞傷害性と標的が
ん細胞の死をリアルタイムで測定するため、非常に優れています。

GEN: xCELLigence ならではの利点と、ラベルフリーアッセイ法の

ベネフィットは何ですか。
また、探索段階と開発段階それぞれにおける xCELLigence の役割を
ご説明いただけますか。

Overstreet 博士: この装置はカイネティックレスポンスをリアルタイムに
測定することができ、1 回の実験で非常に豊富なデータを得ることができ

ます。我々の組織の中で、この装置を使うことに興味があった研究者から
要望がありましたxCELLigence プラットフォームのラベルフリーという特
徴はワークフローを効率化させられます。また、非侵襲的な測定なので、
xCELLigenceで測定した細胞をそのまま他のアッセイに供することもでき
ます。例えば、フローサイトメトリー解析やサイトカイン解析などで 、腫瘍
に対する T 細胞そのものの応答を調べることができます。

この装置とその他のいくつかの実験ツール、そして我々が開発したヒト免
疫モデルを組み合わせることで、ヒト細胞ベースの分子機能解析システム
ができあがりました。このアプローチは多くの方にとても期待していただ
いています。前臨床のモデル実験を改善され、臨床に持ち込む際の強い
根拠を得られることを期待しています。

Vita Golubovskaya 博士

ProMab Biotechnologies、研究開発ディレクタ

「xCELLigence は、T 細胞の細胞
傷害性と標的がん細胞の死を
リアルタイムで測定できる点が
非常に優れています。
」

Breakthroughs in Immunotherapy
Bamdad 博士: 我々は、フレッドハッチンソンがん研究センターと共同で

研究を行っており、今年後半からヒト臨床試験を開始する予定です。臨
床試験 が近づくにつれて、実験室および動物 による実験結果と実際の
患者の治療とのギャップを埋 める必要がでてきます。我々は、動物 への
CAR-T 細胞と腫瘍細胞の移植実験とxCELLigence による実験を並行し
て行っています。今のところ、xCELLigence の結果は動物で得られた結
果を完全に反映しています。これにより、臨床試験に移行する際も移行し
た後も自信をもって仕事を進めることができます。

Golubovskaya 博士: ラベルフリーアッセイを使用する利点とベネフィット

は、実験のステップが少ないこと、データのバラつきが小さいこと、そして
蛍光や RI プローブを使うよりも直接的なアッセイであることです。我々は
96 ウェルプレートを6枚測定できる xCELLigence システムを使って、が
ん細胞に対する CAR-T 細胞の細胞傷害性をリアルタイムで測定していま
す。1 日目に異なる種類のがん細胞をプレートに播種し、翌日、さまざま
な ET 比でエフェクター CAR-T 細胞を加えることで、異なるタイムポイン
トと異なる薬剤用量での細胞傷害データを一度に得ることができています
ソフトウェアであらゆるタイムポイントを網羅したカイネティックデータを
確認することができます。視覚的にもわかりやすく便利なアッセイです。

MacLeod 博士: xCELLigence の最大の利点は、シンプルなところです。

簡単にアッセイを開始することができ、データの一貫性にも優れ、初めて
使う人にも簡単に教えることができます。我々は主に初期段階の実験で
使用していて、たくさんの CAR-T コンストラクトの違いを検証しています。
アッセイ感度がよいので、非常に少ない数の細胞で実験ができます。低い
ET 比で細胞傷害能をテストできるので、より多くの実験ができ、より多く
のコンストラクトのスクリーニングができます。 ■
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革新的プラットフォームによる発見と開発の加速

キメラ抗原受容体（CAR）T 細胞、チェックポイント

阻害剤および腫瘍溶解性ウイルスなどの効果的な免
疫療法の設計と開発に重要なのは、標的腫瘍細胞に
対する薬効を in vitro でモニタリングする能力です。理
想的な in vitro アッセイは、堅牢性とシンプルさに加
え、その治療法が動物モデルでどのように振る舞い、
最終的に患者でどのように振る舞うかの予測性が高
いものであるべきです。
in vivo での活性により近い結果をin vitroで再現するた

めに、ACEA Biosciences（現在はアジレント・テクノ

ロジーの一部門）は xCELLigence® リアルタイム細

胞解析システムを開発しました。このシステムにより、
長時間にわたるがん細胞キリングを生理学的条件に近
い低い ET 比で定量的にモニタリングすることができる
ようになりました。xCELLigence システムでは、独自
開発されたバイオセンサープレートを用いて、接着性
細胞の反応をラベルフリーで非侵襲的に測定します。
ワークフローは 非常 にシンプルです。ターゲット細

胞 をプレートに播種して培養し、そのあとでエフェ

クター 細胞 を加えます。あとは 全く手 を加えること
なく、xCELLigence システムが腫瘍細胞の生存活

性を自動でモニタリングします。血液 がんを研究対
象とする場合、血液 がん細胞 は 本来 は 接着性を持
ちませんが、ACEA Biosciences 社 が 開発したテ
ザリングキットを用いてウェル底面に細胞を捉えて、
xCELLigence システムで細胞傷害性をモニタリング
することができます。
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とてもシンプルなワークフローにより、異なる用量の

チェックポイント阻害剤またはさまざまな CAR コンス

トラクトなどのキリング能のデータを簡単に得ること
ができます。xCELLigence アッセイは感度が高く、生

理学的な低い ET 比で実験ができます。また同じウェ
ルを継続的に測定することによって、すべてのタイム
ポイントを網羅したコンプリートなデータを得ること

ができ、これまでのエンドポイントアッセイでは見落と

してしまう細胞傷害活性や微妙な動きを捉えることが
できます ■

アプリケーションノート

がん免疫療法のための
マルチファンクショナルアッセイ
リアルタイム細胞解析で明らかにする
二重特異性 T 細胞誘導抗体の細胞傷害活性

Lauren Jachimowicz 博士、Aimee Chiavario、Peifang Ye、Ming Lei、Nan Li 博士、Xiaobo Wang 博士、
Wei Tang、Garret Guenther 博士、Kenneth Chan 博士、Jeff Shurong Xue 博士
がん免疫療法は、がん細胞を攻撃する免疫システムを生かしてがんを治療する方法で、第四の標準治療としてま

すます評価されています。獲得免疫と自然免疫は、どちらも、腫瘍に対する宿主防御において極めて重要な役割
を担っています。

CD8+ 細胞傷害性 T リンパ球（CTL）は獲得免疫反応の主要なプレイヤーで、複数のサイトカインの産生に加え、

グランザイム、パーフォリン、グラニュライシンなどの細胞溶解タンパクを放出することで腫瘍細胞を直接排除しま

す。したがって、腫瘍免疫学では、T 細胞のタンパク質発現あるいは分泌と、細胞傷害能を結び付けて考えること

Additional Info

この研究を実験室から臨床に移行することは非常に重要ですが、in vivo の活腫瘍免疫学の知見を実験室から臨

xCELLigence RTCA

が非常に大切です。

床に移行し治療薬として活かすことは非常に重要ですが、そのためには in vivo での活性を in vitro で模倣できる
信頼できる実験ツールが求められます。性を綿密に模倣する in vitro アッセイを設計するには信頼できるツールが

必要です。本研究では、インピーダンスベースの細胞解析法とビーズベースのマルチプレックス・フローサイトメ

トリーアッセイを組み合わせて、T 細胞による B 細胞傷害試験における、ターゲット細胞とエフェクター細胞の動

態を評価しました（図 1）。具体的には、ACEA Biosciences の xCELLigence® リアルタイム細胞解析テクノロ

34

| GENengnews.com

がん免疫療法ハンド
ブックをダウンロード：
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ジーを用いてターゲット細胞の生存率の変化を継続的
に読み取り、フローサイトメトリー法でサイトカインおよ
び細胞溶解性タンパク質の分泌を測定することで T 細
胞の活性と機能の検証を行いました。

Bispecific T-cell Engager（BiTE）は、CTL が腫瘍を特

異的に認識して排除する 能力を増強することによって、
獲得免疫反応の力を利用して治療を行う新しい有望な
治療法です。CD19-BiTE は、CTL の CD3 と B 細胞腫
に発現する CD19 をブリッジして結合するように設計さ
れており、T 細胞を B 細胞の近傍へ誘導するとともに、
T 細胞自体の活性化を行います。さまざまな B 細胞性
腫瘍に対する CTL のエフェクター機能を増強します。

ここでは、CD19-BiTE による、T リンパ球の B 細胞性
リンパ腫由来の細胞株（Daudi 細胞）への細胞傷害能
の増強効果について、2 種類のアッセイを用いて評価し
ました。ターゲット細胞死はリアルタイム細胞解析のイ
ンピーダンスアッセイを使ってモニタリングし、サイトカ
インと細胞溶解性タンパク質の分泌をビーズベースのマ
ルチプレックス・フローサイトメトリーアッセイで定量化
して、T 細胞応答を全般にわたって評価しました。

BiTE による T 細胞介在性細胞傷害能の増強

xCELLigence プラットフォームを用いて、B 細胞リンパ
腫細胞株（Daudi 細胞）に対するヒト T 細胞の細胞傷
害活性を評価しました。B 細胞腫は、血液がんであるた
め T 細胞が腫瘍細胞に容易にアクセスできます。また、
固形がんと違って微小環境の複雑性や組織多様性の影
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図 1. ターゲット細胞（Daudi）に対する細胞傷害は xCELLigence RTCA インピーダンスアッセイを使ってモニタリング

し、サイトカインと細胞溶解性タンパク質の分泌は NovoCyte フローサイトメーターによるビーズベースのマルチプレック
スアッセイで定量化し、T 細胞応答を評価した。

Breakthroughs in Immunotherapy
響 を受 けません。そのため 有望 な免疫療法ターゲット
と考えられます。血液 がんに対する細胞傷害活性を測
定するために、ACEA Biosciences は、xCELLigence
Immunotherapy Kit を開発しました。

本研究 では、最初 に、 がん B 細胞 である Daudi 細
胞 を 抗 CD40 テ ザ リン グ 抗 体 で プ レ コ ートし た
xCELLigence E-Plate ® に播種してウェル底面に捕捉
させました。次に、初代末梢血単核球（PBMC）から濃
縮した T 細胞を ET比10:1で加えました。また、BiTE の
細胞傷害活性増強能を調べるために、CD19-BiTE また
は抗 CD19 コントロール抗体を加えました。

xCELLigence テクノロジーは、ウェル底面に微小金電
極が張られた独自のバイオセンサープレート E-Plate を

使用して、細胞由来の電気抵抗値を測定することで細
胞の挙動をモニタリングします。単層 Daudi 細胞に由
来する電気抵抗 シグナルは 15 分間ごとに 記録され、
Cell Index としてレポートされます。図 2 の青線はター
ゲット細胞（Daudi 細胞）のみを播種したウェルの細胞
増殖曲線です。黒線はエフェクター細胞（T細胞）のみ
を播種したウェルのデータです（20 時間のタイムポイン
トでウェルに細胞を添加）。T 細胞のみのウェルでも電
気抵抗シグナルが認められますが、持続的な上昇は見
られません。このエフェクター 細胞コントロールウェル
の値はバックグラウンドとしてソフトウェアで自動的に減
算することができます。緑色の線は、ターゲット細胞播
種の 20 時間後に、T 細胞と抗CD19 抗体（陰性コント
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図 2. CD19-BiTE による細胞障害活性 の増強効果を xCELLigence RTCA システムで測定した。抗 CD40 抗体でコー

トした 96 ウェル E-Plate® に Daudi 標的細胞を 50,000 個/ウェルで播種した。 Daudi 細胞の播種 18 時間後、培養

前の PMBC から濃縮したヒトエフェクター T 細胞を T 細胞：Daudi 細胞比 10:1 で加えた。同時に CD19-BiTE （0.33

µg/mL）または抗 CD19 抗体（0.33 µg/mL）を添加した。T 細胞添加 7、24、48 時間後に、フローサイトメトリーによ

るタンパク質測定のために培養上清を回収した。xCELLigence システムは、ウェル底面のバイオセンサーと細胞の相互

作用により生じる細胞由来の電気抵抗値を測定する。ここでは縦軸の Cell Index がそれを示す。Cell Index は生細胞数と
相関し、その増加はターゲット細胞が増殖していることを示す。一方でCell Index の減少は細胞死を示す。電気抵抗シグナ

ルは、15 分ごとに測定した。

Breakthroughs in Immunotherapy
ロール抗体）を添加したウェルの細胞増殖曲線です。T
細胞や抗体によって Daudi 細胞の増殖が影響を受けて
いないことがわかります。オレンジ線は、T 細胞に加え
て CD19-BiTE 抗体を添加したウェルのデータです。添
加後 Cell Index の急激な低下が認められ、Daudi 細胞
が傷害を受けていることが示されています。すなわち、
B がん細胞に対する T 細胞の傷害活性が CD19-BiTE
により増強されたことを示します。

サイトカインと細胞溶解性タンパク分泌の増加

T 細胞活性化と機能に関して CD19-BiTE の効果をさ

らに検証するために、サイトカインおよび細胞溶解性タ
ンパクの分泌を測定しました。細胞 は 図 2 に説明した
ように培養し、T 細胞添加 から7、24、48 時間後に上
清を回収し、NovoCyte フローサイトメーターでビーズ
ベースのマルチプレックスアッセイを用いて T 細胞機能
に影響を及 ぼす既知の 13 種類のヒトタンパクを測定し
ました（図 3）。 RTCA の結果と一致して、CTL 関連タ
ンパクの分泌増加が認 められました。このデータから、
CD19-BiTE の存在 によって、標的細胞 の破壊 に介在
し、それを持続させるサイトカインとエフェクター分子の
産生が大幅に増加していることがわかります。エフェク
ター T 細胞の添加から 7 時間後に、IFNγ、TNFα、IL-2
など CTL の応答に特に関連しているサイトカインがそ
れぞれ、300 倍、9 倍、10 倍に増加しました。

図 3. ビーズ ベ ース のマルチプレッ

クス 免 疫 測 定 法 に お け る CD19-

BiTE による T 細胞 の 細胞傷害活性

の 増 強。抗 CD40 抗 体 で コ ートし

た 96 Well E-Plate に Daudi 標 的

細 胞 を 50,000 個/ウェルで 播 種 し

ました。Daudi 細胞 の 播種 18 時間

後、PMBC から濃縮したヒトエフェク

ター T 細胞を T 細胞：Daudi 細胞比

10:1 で加えた。同時に、CD19-BiTE

（0.33 µg/mL）ま た は 抗 CD19 抗
体（0.33 µg/mL）を添加した。T 細

胞添加 7、24、48 時間後に、ビーズ

ベースのマルチプレックス免疫測定用

に培養上清を回収した。サイトカイン

（A）および細胞溶解性 タンパク（B）
について、Daudi + T + CD19-BiTE

対 Daudi + T + αCD19 間 のタンパ

ク質発現 の 相対的倍率変化 を測定し
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エフェクター T 細胞添加から 24 時間後までに sFasL、グランザイム B、パー
フォリンなどの細胞溶解性タンパクの分泌も大幅に増加し、観察された CTL
の殺傷応答と一致しました。このデータは、CD19-BiTE が安定した CTL 応
答に必須のサイトカインや細胞溶解性タンパクの産生を増大させることで、T
細胞が媒介する B 細胞殺傷を増強することを示しています。
まとめ

本章では、定量的な細胞キリングアッセイとバイオマーカー定量を組み合わせるこ
とで、B 細胞腫瘍への T 細胞介在性キリングに CD19-BiTE が及 ぼす影響につい
て、単一のワークフローで 詳細な知見を得られることを示しました。リアルタイム細
胞解析を用いた細胞数、細胞サイズおよび接着能の継続的なモニタリングにより、
キリング過程の定量と経時的動きの評価が可能です。また、この細胞傷害性データ
とサイトカインおよびエフェクタータンパク質産生の定量的解析を結び付けること
によって、T 細胞の活性化と機能を同時に知ることができます。この細胞解析とタン
パク解析を統合したワークフローは、がん免疫療法の研究の進歩をもたらします。
■
Lauren Jachimowicz 博士はアプリケーション開発サイエンティスト、Aimee Chiavario 氏はがん免
疫療法のシニアマーケティングマネージャ、Peifang Ye氏はグループリーダー、Garret Guenther 博士
および Kenneth Chan 博士はプロダクトマネージャ、Jeff Shurong Xue 博士は ACEA Biosciences

（現在はアジレントの一部）のマーケティングディレクタです。
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免疫細胞療法のアプリケーションのための
専用のソリューション
力価試験
免疫細胞適応性
細胞工学
免疫表現型検査

免疫細胞療法のための

次世代の解析ツールを紹介
– xCELLigence RTCA

腫瘍増殖と
細胞傷害性

– Seahorse XF アナライザ

– Novocyte Quanteon フローサイトメータ
– SureGuide CRISPR sgRNA

細胞運命の決定
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