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従来技術とその問題点従来技術とその問題点従来技術とその問題点従来技術とその問題点

� ２００１年にゲムシタビンが膵がん治療に認可されたが、今なおゲムシタビンが国際

的な標準治療薬である

� ゲムシタビンを上回る効果のある薬剤が１０年以上開発されておらず、分子標的薬を

含む新規抗癌剤が必要な状況である

� 膵がんの細胞増殖に関する基礎研究の論文発表は多いが、同定された標的分子が

疾患治療に結びついた例はなく、膵がん関連研究から誕生した分子標的薬は存在し

ない

� 膵がんは早期から浸潤・転移する傾向が強いにも関わらず、浸潤・転移に関わる分

子の詳細がわかっていないため、浸潤・転移を抑制する新規治療法の開発が困難な

状況である

� 膵がん症例を対象としたペプチドワクチン療法の臨床試験・治験が行われているが、

生命予後を延長したワクチンは存在しない

� 抗がん剤の多剤併用療法は重篤な副作用の発生頻度が高く、ＱＯＬを保つことので

きる副作用の少ない治療法の開発が必要である



Fibronectin-stimulated  S2-013 
(human pancreatic cancer cell line)

Control RNA-binding protein-
knockdown

Effects of RNA-binding protein on cell morphology

Cell protrusions （lamellipodia）

Focal complex

Stroma (Fibronectin, Laminin …)

Invading pancreatic cancer cell

Actin filaments

Cobblestone-like, 
epithelial morphology

Spindle-shaped, 
fibroblastic morphology 

Lamellipodia：：：：細胞運動の先導端において
見られる突起部位で、がん細胞が動くために
必須の構造



Confocal Z stack
RNA-binding protein
/DAPI

S2-013

PANC-1

RNA-binding 
protein F-actin Merge/DAPI

On fibronectin

Subcellular localization of RNA-binding protein in pancreatic 
cancer cells



IB: GAPDH

IB: RNA-binding protein
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RNA-binding protein induces cell motility and invasion

Pancreatic cancer cell S2-013

Control clones Knockdown clones

* *

Control clones Knockdown clones

Motility assay Invasion assay

RNA-binding protein promotes cell motility and invasion



膵がん臨床検体で高発現であり、正常重要臓器（脳・肺・心臓・肝臓・腎臓・骨髄）と正常膵臓
で低発現
→ ペプチドワクチンの有効な標的

Immunohistochemical staining of RNA-binding protein

Pancreatic cancer, case 1 Pancreatic cancer, case 2

Normal pancreas Normal liver



� 治療標的にしているＲＮＡ結合タンパク質は胎生期にあらゆる臓器に高発現するが、成人では精巣を

除き発現していない。成人膵臓でも発現していない。

� このＲＮＡ結合タンパク質は膵がんで高発現しているがん精巣抗原であり、細胞運動に必須部位であ

る葉状仮足に集積することにより膵がんの浸潤・転移を亢進させている

� 従来は細胞増殖に関わるがん精巣抗原が新規治療の標的分子とされてきたが、本発明は膵

がん細胞の運動・浸潤に関わっているがん精巣抗原である分子を標的にした新たな発想を基

盤にしている

葉状仮足（lamellipodia）: 膵がん細胞の運動・
浸潤に関与
[治療標的であるＲＮＡ治療標的であるＲＮＡ治療標的であるＲＮＡ治療標的であるＲＮＡ結合結合結合結合タンパク質が集タンパク質が集タンパク質が集タンパク質が集

まっているまっているまっているまっている]

浸潤している膵がん細胞

新技術の特徴新技術の特徴新技術の特徴新技術の特徴

Moving

Lamellipodium



1. PEGASUS-PC Study 
切除不能進行膵臓がん又は再発膵臓がんと診断された153名の症例を対象に、エルパ
モチドとジェムザール併用投与群（実薬群）の安全性及び有効性を確認する目的で、プラ
セボ（偽薬）とジェムザールの投与群（プラセボ群）を対照として行った多施設共同の二重
盲検比較
➡ 実薬群とプラセボ群で全生存期間延長は統計学的有意差を認めなかった

膵膵膵膵がんに対して短鎖ペプチドを用いて実施された臨床試験がんに対して短鎖ペプチドを用いて実施された臨床試験がんに対して短鎖ペプチドを用いて実施された臨床試験がんに対して短鎖ペプチドを用いて実施された臨床試験

短鎖ペプチド Class I HLA-A2402

2. COMPETE-PC Study
膵がんに対するOCV-C01による標準療法不応膵癌
に対するプラセボ対照ランダム化第III相臨床試験。

OCV-C01は、ゲノム包括的解析などにより見出され
た、正常組織にはほとんど発現せず、膵がんに高頻
度に高発現する腫瘍抗原と腫瘍新生血管内皮細胞を
標的とする。OCV-C01は、膵がん細胞や腫瘍新生血
管を障害することにより膵臓がんの増殖・進展を抑制
することが期待される。

➡ 全生存期間の有意な延長を達成する可能性が低
いことが示されたため，試験の早期中止を勧告された



短鎖ペプチドと長鎖ペプチド短鎖ペプチドと長鎖ペプチド短鎖ペプチドと長鎖ペプチド短鎖ペプチドと長鎖ペプチド

� 国内で開発されているがんワクチンの大部分を占める短鎖ペプチドワクチンは、キ
ラーT細胞認識エピトープに相当する短鎖合成ペプチドをワクチン抗原としており、ヘ
ルパーT細胞は活性化しない。このため、短鎖ペプチドワクチンでは、誘導される抗が
ん免疫の量や質が不十分で治療効果が乏しい。また、短鎖ペプチドワクチンではがん
に対する免疫寛容を誘導してしまう危険性も指摘されている。
� 一方、長鎖ペプチドワクチンは、キラーT細胞とヘルパーT細胞が認識するペプチド配
列を含むようにデザインされた長い合成ペプチドであり、キラーT細胞とヘルパーT細
胞を同時刺激して良質ながん免疫応答を誘導できる

抗原タンパク

短鎖エピトープペプチド

Class I
HLA-A0201

HLA-A2402
Class II

HLA-DR0803

HLA-DQ0601

長鎖エピトープペプチド



膵膵膵膵がんに対するがんに対するがんに対するがんに対する長鎖長鎖長鎖長鎖ペプチドワクチン療法に対する知的財産権ペプチドワクチン療法に対する知的財産権ペプチドワクチン療法に対する知的財産権ペプチドワクチン療法に対する知的財産権

「膵がん細胞浸潤転移抑制ペプチド」
（出願人）高知大学
（発明者）谷内 恵介
（出願日）2014-5-30

� 膵がん細胞株に対する細胞障害活性実験により、細胞障害活性のあるRNA結合蛋

白質由来の複数のペプチドを同定した。毒性試験としてマウスに対する一定量の単

回投与による急性毒性試験により臓器毒性がないことを確認した。

� 本発明は、膵がん細胞の浸潤・転移を抑制することを目的とした長鎖ペプチドワクチ

ンを用いたがんワクチン製剤である

� ＲＮＡ結合タンパク質をターゲットにした複数のペプチドをカクテルした長鎖複合ペプ長鎖複合ペプ長鎖複合ペプ長鎖複合ペプ

チドチドチドチドワクチン療法の開発を目指している

� 長鎖複合ペプチドワクチン療法により、ＲＮＡ結合タンパク質を特異的に認識できるヘヘヘヘ

ルパールパールパールパーＴＴＴＴ細胞と細胞細胞と細胞細胞と細胞細胞と細胞障害性Ｔ障害性Ｔ障害性Ｔ障害性Ｔ細胞細胞細胞細胞をともに誘導できれば、運動・浸潤傾向の強い膵が

ん細胞の集簇を減少させることができる。この結果、生命予後の延長が期待できる。

ＲＮＡ結合ＲＮＡ結合ＲＮＡ結合ＲＮＡ結合タンパク質由来タンパク質由来タンパク質由来タンパク質由来
長鎖複合ペプチド長鎖複合ペプチド長鎖複合ペプチド長鎖複合ペプチド



医師主導臨床試験の実施医師主導臨床試験の実施医師主導臨床試験の実施医師主導臨床試験の実施

� 長鎖ペプチドワクチンの性能確認を終えたので、臨床応用を目指した臨床試験を開始

する予定である

� RNA結合蛋白質由来の長鎖複合ペプチド製剤を進行膵がん患者に投与し、安全性と

有効性を検討する医師主導第I相臨床試験を行う

� 長鎖複合ワクチンの有効性を検討し、膵がんの新規治療法開発を目指す



企業への期待企業への期待企業への期待企業への期待

� 2015年中の実施にむけて準備している医師主導臨床試験に協力してくださる製薬会社
� 長鎖複合ペプチドを投与された膵がん患者における抗原特異的免疫反応の詳細な検討
を行うために、免疫学的解析技術を持った研究機関の協力



想定される用途想定される用途想定される用途想定される用途

� 臨床試験・治験により生命予後の改善が認められれば、予後の最も不良な膵がんに

対する抗浸潤・転移機能を持つ長鎖複合ペプチドワクチンの開発に結び付く

� がん治療のために認可された世界初のペプチドワクチン製剤となる

� ペプチド抗原であるＲＮＡ結合蛋白質を高発現している膵がん以外のがん種の治療

に用いることができる可能性がある



実用化に向けた課題実用化に向けた課題実用化に向けた課題実用化に向けた課題

� RNA結合蛋白質由来の長鎖複合ペプチドを投与された膵がん患者において、キラーT

細胞とヘルパーT細胞をともに刺激して良質ながん免疫応答を誘導する必要がある

� 私たちの新技術と組み合わせることにより抗原特異的免疫反応を増強させることので

きる技術として、①①①①投与されたペプチドを抗原提示細胞まで運ぶデリバリーシステム、

②②②②新規アジュバントがある

� 将来のペプチドワクチン製剤の剤型として、ペプチドと上記①、②を組み合わせた合剤

とする必要があり、それぞれの分野の研究成果を集約させなくてはならない



お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先

高知大学医学部消化器内科学講座
谷内 恵介
〒 783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮
ＴＥＬ: 088-880-2339 ＦＡＸ: 088-880-2338
Ｅ-ｍａｉｌ: ktaniuchi@kochi-u.ac.jp

高知大学地域連携推進センター知的財産部門
弁理士 下方 晃博
〒 780-8073 高 知 市 朝 倉 本 町 2 丁 目 17-47
ＴＥＬ: 088-844-8418 ＦＡＸ: 088-844-8556
Ｅ-ｍａｉｌ: kt05@kochi-u.ac.jp


