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京都大学 博士（  医学  ） 氏 名 岸本 渉 

論文題目 

Expression of Tim-1 in primary CNS lymphoma 

（中枢神経原発悪性リンパ腫におけるTim-1の発現） 

 

（論文内容の要旨） 

中枢神経原発悪性リンパ腫（PCNSL）は予後不良な節外性リンパ腫の一亜型で

あり、その多くがびまん性大細胞型 B細胞リンパ腫（DLBCL）の組織型を呈する。

しかしなぜリンパ組織のない中枢神経で、B 細胞起源の腫瘍が発症するのかは不

明である。マウスでは IL-10を高産生する制御性 B細胞（Breg）と呼ばれる免疫

抑制性の B 細胞群が報告されており、多発性硬化症や脳梗塞のマウスモデルにお

いて、脳内の不適切な炎症を抑制する役割を担うことが示されている。PCNSLで

は髄液中の IL-10/IL-6 比が上昇することが知られることから、PCNSL はマウス

の Bregに相当する B 細胞が起源である可能性を推測し、Bregの特異的な細胞表

面マーカーとして知られる Tim-1 の PCNSL における発現およびその意義につき

検討を行うことを主目的に本研究を行った。 

 病理組織検体の免疫染色による検討において、PCNSL58例中26例（54.2%）、

その他のDLBCL89例中17例（19.1%）にTim-1の発現を認め、PCNSLではTim-1

の陽性率が有意に高いことが示された。さらに、Tim-1とIL-10の発現には正の相

関が認められた。また、Gene Expression Omnibus（GEO）を用いた解析で、

PCNSLでは節性DLBCLに比較し、mRNAレベルでもTim-1の発現が有意に高い

ことが示された。 

過去のマウス研究において、Tim-1はBregのIL-10産生に必須であることが報告

されている。そこで、PCNSL由来の細胞株（TK細胞）にin vitroでTim-1発現ベ

クターを導入し強制発現させたところ、IL-10の産生が上昇することが示された。

Tim-1によるIL-10産生の増強は異なるB細胞腫瘍株では認められなかったことか

ら、PCNSLにおけるTim-1のIL-10産生への関与は、マウスのBregへの類似性を

示唆する性質と考えられた。一方、Tim-1を強制発現させたTK細胞ではシスプラ

チンによる細胞死割合が減少し、Tim-1はPCNSLの抗がん剤耐性に関わる可能性

が示唆された。 

Tim-1発現 B細胞株の培養上清には細胞内ドメインが欠失した Tim-1蛋白が検

出され、B 細胞に発現する Tim-1 は遊離体（可溶性 Tim-1）となることが判明し

た。そこで、PCNSL 患者の髄液中の可溶性 Tim-1 を測定したところ、未治療の

全 6症例、およびステロイドのみ先行投与された 6症例中 2例の髄液で Tim-1が

検出された。また、十分な治療効果が得られた症例では髄液中の Tim-1が低下し、

治療抵抗性の症例では低下が認められなかった。以上より、髄液中の可溶性 Tim-1

は PCNSL の疾患活動性を反映するバイオマーカーとして有用である可能性が考

えられた。 

次に、PCNSL から産生される可溶性 Tim-1 が免疫微小環境に及ぼす影響を明

らかにするために、T細胞への作用を in vitroの実験系で検討した。健常人の末梢

血から CD4または CD8陽性 T細胞を分離し、それぞれ可溶性 Tim-1の存在下に

抗 CD3/CD28 ビーズで刺激を行い、増殖能とサイトカイン産生能に生じる変化を

調べた結果、可溶性 Tim-1の存在下ではいずれの T細胞群でも増殖が抑制され、 

またCD4陽性T細胞では IL-2および IFN-γ産生が抑制される傾向が示された。

従って、PCNSL細胞における Tim-1は、IL-10の産生に関わるほか、細胞から遊

離して T 細胞の増殖能やサイトカイン産生能を抑えることによっても、腫瘍に有

利な免疫微小環境の形成に寄与することが推測された。 

 

（論文審査の結果の要旨） 

中枢神経原発悪性リンパ腫（PCNSL）は予後不良な節外性リンパ腫の一亜型で

あり、その多くがびまん性大細胞型 B細胞リンパ腫（DLBCL）の組織型を呈する

が、その発生機序は不明である。マウスの脳内では、IL-10を高産生し免疫抑制性

の機能を持つ制御性 B 細胞が生理的に存在することが知られる。PCNSL 症例の

髄液中では IL-10 が上昇することから、PCNSL がマウスの制御性 B 細胞に共通

する性質を持つ可能性を考え、その特異的マーカーである Tim-1 の発現および意

義を PCNSLにおいて調べた。 

病理組織検体の免疫染色において、Tim-1はPCNSLの半数以上と、他のDLBCL

に比較して有意に陽性割合が高く、IL-10の発現とも相関する傾向が示された。ま

た、PCNSL由来の細胞株にTim-1を強発現させると、IL-10産生が上昇し、Tim-1

はIL-10の制御に関わることが示唆された。一方、PCNSL症例の髄液中では遊離

型Tim-1が検出され、疾患活動性を反映する良いバイオマーカーとなる可能性が示

唆された。また、遊離型Tim-1はT細胞の増殖や細胞障害性サイトカインの産生を

抑制する傾向が示された。 

以上より、Tim-1 は PCNSL の生物学的特性に深く関わる分子であることが示

唆された。 

以上の研究は中枢神経原発悪性リンパ腫の病態の解明に貢献し、その診断および治

療開発に寄与するところが大きい。 

  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 

  なお、本学位授与申請者は、平成 29年 2月 20日実施の論文内容とそれに関連した

試問を受け、合格と認められたものである。 
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