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研究成果の概要（和文）
：犬の自然発生腫瘍に対する免疫療法の開発として WT1 蛋白を標的とし
たペプチドワクチンによる免疫療法の可能性を探索した。ペプチドワクチン作成にあたり、犬
WT１遺伝子を単離し、その塩基配列を決定した。２つの cDNA クローンが得られたが、いずれも
人で報告のあるアイソフォームと同等の構造を有し、うち１つは腫瘍において高発現している
アイソフォームであったことから、このクローンの予測されるアミノ酸配列に基づきペプチド
を作成した。一方、犬の正常組織および自然発生腫瘍組織における WT1 蛋白の発現について免
疫組織化学を用いて検討したところ、正常組織では腎臓、脾臓、肺、卵巣といった限られた組
織においてわずかに発現が認められるのみであったのに対し、腫瘍組織においては様々な組織
で強い発現が認められた。
研究成果の概要（英文）：The possibility of peptide vaccine targeting WT1 protein has been
investigated. as a novel treatment strategy for spontaneous tumors in dogs. To establish
an effective peptide vaccine, we cloned and sequenced the canine WT1 cDNA. Two canine
WT1 cDNA clones were isolated and seemed to correspond to isoforms reported in human WT1
gene. Based on its deduced amino acid sequences, five peptides were made and used.
Moreover, expression of WT1 protein in normal and tumor tissues in dogs were investigated
using immunohistochemistry. In normal tissues, only weak expression of WT1 protein were
detected in kidney, spleen, lung and ovary and no positive signal were detected in other
normal tissues. On the other hand, strong signals were detected ubiquitously in cytoplasm
and/or nucleus of tumor cells.
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２．研究の目的
腫瘍治療は主に外科的摘出や放射線治療
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３．研究の方法
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率が 50%を越えており、腫瘍組織において高
率に WT1 蛋白発現していることが示唆された。
今回検討に用いた腫瘍の種類は少ないもの
の、いずれの腫瘍においても WT1 蛋白の発現
が確認されたことから、犬における免疫治療
の標的として WT1 蛋白が有用である可能性が
示唆された。

(2)犬の WT1 ペプチドワクチンの構築
得られた犬 WT1cDNA の塩基配列から予測され
るアミノ酸配列をもとに人で用いられてい
るペプチドワクチンに相当する部位の 8〜12
個のアミノ酸からなるペプチドを５種類作
成した。健常犬より分離した末梢血単核細胞
（PBMC）の培養上清にこれらのペプチドをそ
れぞれ添加し、CTL を活性化して培養上清中
の IFN—・濃度の上昇が認められるペプチド
を同定中である
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