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本技術のポイント：

役立つ抗体を自在に作る



外部からの抗原侵入

抗原

生体内

マクロファージ
B 細胞

T 細胞

多くの抗体
を産出

背景：抗体について背景：抗体について

（細菌、ウイルスなど）



抗体

食細胞による抗原破壊

抗原



〇 医学的利用

・腫瘍や感染症の早期発見（診断試薬として）

・がん細胞を殺す（抗体医薬品として）

・病原菌やウイルスの検出

・病気を起こす因子の無毒化

等

〇 基礎生命科学研究への広汎な利用

・細胞内に特定成分の有無を解析

・細胞内の特定成分の状態を探る

・細胞内の特定成分のはたらきを探る

等

抗体の様々な利用抗体の様々な利用



蛋白質に対する抗体の誘発法

抗原蛋白質をマウス・ウサギ等の動物に投与

抗原の特定部位のペプチドを合成し、
キャリア蛋白質に結合させ、
動物に投与

抗原

抗体を誘発させたい
抗原部位の合成
ペプチド

直接採血して抗体を得る
（ポリクローナル抗体）

問題点 ・微生物からヒトまで共通に存在する蛋白質や特定

部位に対する抗体誘発が困難な場合が多い

・得られる抗体の反応性が乏しい場合も多い

従来技術とその問題点従来技術とその問題点

動物
キャリア
タンパク質

蛋白質の特定部位に対する抗体を
誘発させる一般的方法



SLE 患者により産出される代表的自己抗体

膠原病患者が産出する自己抗体は生物進化的に保存された部位に産出される

病気名 ： 全身性エリテマトーデス (systemic lupus erythematosus; SLE)

問題点解決へのヒント問題点解決へのヒント

①自己抗体の標的分子と標的部位の性質を探ることで抗体産出の要因がわかる
かもしれない

②その性質を利用して希望する抗体産出系を構築できるかもしれない



125Å
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P1
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C末端部位

リボソーム

リボソームの
一部を構成

抗P抗体の標的になる

------------KKEESEESDDDMGFGLFD
（Ｃ末端部位のアミノ酸配列）

問題点解決に向けたアプローチ - 1 問題点解決に向けたアプローチ - 1 

■ 抗リボソーム抗体（抗Ｐ抗体）の標的は？ 一部のリボソーム構成蛋白質P1/P2の

共通Ｃ末端部位（抗Ｐ抗原）

■ 抗Ｐ抗体の産出頻度（強度）は？ SLE患者の10〜40％がこの抗体産出する

■ P1/P2蛋白質の構造面の性質は？ 複合体をつくりＣ末端部位は広範囲に運動している

P1・P2・P0複合体の性状が抗Ｐ抗体の
高い産出頻度と関係があるのかもしれない

P2：

共通なC末端部位P1：

リボソーム自己抗原の実態を探る研究

抗原

抗体



複合体を未変性の状態で
マウス足底に免疫化

抗体産生細胞（Ｂ細胞）
をミエローマ細胞と融合

抗体産生ハイブリドーマ
細胞のクローン化

自己免疫モデル
マウス（MRL)

P1とP2のC末端部位に対する
モノクローナル抗体が優先的に産出

Sato et al. (2015) Clin Exp Immunol.
179: 236-244.

問題点解決に向けたアプローチ - 2 問題点解決に向けたアプローチ - 2 
Ｐ蛋白質複合体による動物免疫化実験

P1とP2蛋白質をP0蛋白質
と混合してＰ複合体を作製

P0

P1
P1

P2P2

C末端部位P1, P2, P0の3種類の
各遺伝子から蛋白質
を発現・精製し複合体
を再構築する



問題点解決に向けたアプローチ - 3 問題点解決に向けたアプローチ - 3 
得られた抗Ｐ抗体の反応性

抗Ｐ抗体の添加量

リ
ボ

ソ
ー

ム
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活
性

二種類のモノクローナル抗体

P1・P2・P0 複合体は反応性の高い抗体を誘発する
抗原として優れている

Sato et al. (2015) 
Clin Exp Immunol.
179: 236-244.



問題点解決に向けたアプローチ - 4 問題点解決に向けたアプローチ - 4 
P1・P2・P0複合体の単純化への試み

P0

P1
P1

P2P2

C末端抗原部位

他のアミノ酸配列と入れ替え
れば導入配列と反応する抗体
が誘発されるかもしれない。

問題点

・3種類の蛋白質調製
が必要

・複合体形成が必要

系の構築が難解で抗体
誘発系としての実用化
には不向き

ヒトのP1/P2に対応する
タンパク質は、古細菌
では aP1、一種類

P0の土台無しで
aP1は4量体を
形成する

----------KKEESEESDDDMGFGLFD
----------EEEVSEEEALAGLSALFG 古細菌

aP1
aP1

aP1
aP1

C末端部位

Ｃ末端部位のアミノ酸配列

ヒト



aP1
aP1

aP1
aP1

Ｃ末端部位

古細菌aP1
四量体

（免疫化）動物 動物

抗P抗原部位（C-末端）
に対する抗体が産出

動物P1/P2のC-末端に対応する
aP1のC-末端に対する抗体が産出

動物P1・P2・P0
複合体

P0

P1
P1

P2P2

C末端抗原部位

問題点解決に向けたアプローチ - 5 問題点解決に向けたアプローチ - 5 
古細菌のaP1タンパク質を使った動物免疫化実験



古細菌aP1・標的配列キメラ抗原の調製

古細菌aP1遺伝子

作製したい抗体の、標的部位
に対応する遺伝子配列と置換する

aP1のC-末端部位

古細菌aP1・標的配列キメラ遺伝子

免疫標的部位の遺伝子配列
（１回のＰＣＲにより配列を置換）

大腸菌に導入しタンパク質発現

タンパク質の精製
（精製は非常に簡単、四量体として得られる）

熱処理で余分なタンパク質を不溶化

問題点解決に向けたアプローチ - 6 問題点解決に向けたアプローチ - 6 



aP1
aP1

aP1
aP1

C末端部位

古細菌aP1・S6キメラ抗原の免疫化

キメラ抗原四量体

（免疫化）動物

S6蛋白質の一部位

全く異なるタンパク質の
配列に置換

----------EEEVSEEEALAGLSALFG

------RRLSSLRASTSKSESSQK

aP1のC-末端部位のアミノ酸配列
を全く異なるS6のアミノ酸配列に置換

問題点解決に向けたアプローチ - 7 問題点解決に向けたアプローチ - 7 

aP1のC-末端部位のアミノ酸配列



1 2 3
aP1 aP1

aP1
aP1

野生型古細菌aP1

aP1 aP1

aP1
aP1

S6の一部のアミノ酸配列

古細菌aP1・S6
キメラ抗原

S6を含む
ラットリボソーム

S6

得られた抗体の反応性

Ｓ６蛋白質



Ｃ末端への他の配列の導入例

問題点解決に向けたアプローチ - 8 問題点解決に向けたアプローチ - 8 

1 2 3

aP1 aP1

aP1
aP1

野生型古細菌aP1

aP1 aP1

aP1
aP1

Hbs1の一部の
アミノ酸配列

古細菌aP1・Hbs1
キメラ抗原

Hbs1

Hbs1

-----RYYKTTVPTKPKKPHDISA

-----EEEVSEEEALAGLSALFG



aP1
aP1

aP1
aP1

（免疫化）動物

抗体ができにくい様々な抗原
のアミノ酸配列に置換

様々な抗原の特定部位に対する

抗体の作製が可能になった

新規抗体の作製
基礎科学や医療に役立てる

何ができるようになったか何ができるようになったか

aP1蛋白質の利用



新技術の特徴・従来技術との比較新技術の特徴・従来技術との比較

・ 強力なリボソーム自己抗原の分子の特徴を
基盤に置いている（保存されたアミノ酸配列にも
抗体産出が可能）。

・1種類の抗原/キャリア融合蛋白質で複合体を
形成し有効な抗原となる。

・ 抗原/キャリア融合蛋白質の調製は大腸菌
発現系を利用し、精製も非常に簡単である。



抗原

抗原提示細胞

B 細胞

T 細胞
抗体を産出

従来のキャリア-ペプチド抗原と新技術キメラ抗原
との抗体産出効果の比較

従来のキャリア-ペプチド抗原と新技術キメラ抗原
との抗体産出効果の比較

新技術による
キメラ蛋白質抗原

B 細胞

T 細胞

多くの抗体を産出

（仮説）

（通常のプロセス）

キャリア
タンパク質



想定される用途想定される用途

• 基礎生命科学で特定蛋白質の検出、細胞内分
布、はたらき等を探る幅広い分野に有効な抗体
を安価に提供し、基礎研究の発展に役立つ。

• 特定の病気の検査診断薬として新しい抗体を提
供できる。

• 生体内分子と効率よく反応する有効なモノクロー
ナル抗体の作製、および抗体医薬品の開発に
利用できる。



• 配列特異的抗体の産出例を増やす（これまで
２種類の導入配列で２件とも成功）。

• 検査診断に役立つ標的配列に対する抗体の
作製を試みる。

• より良質の抗体作製のため、マウスの免疫化
からモノクローナル抗体の作製条件も確立す
る必要がある。

実用化に向けた課題実用化に向けた課題



• 抗体の受託作製、新しい抗体医薬品の作製を目指す

企業には、本技術の導入が有効と思われる。

• 作製困難であるが、是非作製したい抗体に関する

様々な情報をお持ちの企業との共同研究を希望。

• モノクローナル抗体作製の技術を持ち、反応性に富

む新しい抗体作製と販売を希望する企業との連携を

希望。

企業への期待企業への期待
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