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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
抗ＣＤ３８抗体の一部をコードするＤＮＡを遺伝子導入し、細胞表面に、前記の、抗Ｃ
Ｄ３８抗体の一部を発現させた免疫担当細胞であって、前記の、抗ＣＤ３８抗体の一部を
コードするＤＮＡが、ＣＤ８αのシグナルペプチドをコードする塩基配列、配列番号１で
表されるアミノ酸配列をコードする塩基配列、リンカー塩基配列、配列番号２で表される
アミノ酸配列をコードする塩基配列、ＣＤ８αのヒンジ及び膜貫通ドメインをコードする
塩基配列、４−１ＢＢ細胞内ドメインをコードする塩基配列、並びにＣＤ３ζ鎖をコード
する塩基配列を順次連結してなり、前記の、抗ＣＤ３８抗体の一部が、配列番号１で表さ
れるアミノ酸配列を軽鎖の一部に、配列番号２で表されるアミノ酸配列を重鎖の一部に、
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それぞれ有する、免疫担当細胞。
【請求項２】
免疫担当細胞が、Ｔ細胞、ナチュラルキラー細胞、マクロファージ又は多形核白血球で
ある、請求項１に係る免疫担当細胞。
【請求項３】
下記（ａ）のアミノ酸配列を軽鎖可変部領域に有し、かつ、下記（ｃ）のアミノ酸配列
を重鎖可変部領域に有する、抗ＣＤ３８抗体であって、ＣＤ８αのシグナルペプチドをコ
ードする塩基配列、配列番号１で表されるアミノ酸配列をコードする塩基配列、リンカー
塩基配列、配列番号２で表されるアミノ酸配列をコードする塩基配列、ＣＤ８αのヒンジ
及び膜貫通ドメインをコードする塩基配列、４−１ＢＢ細胞内ドメインをコードする塩基
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配列、並びにＣＤ３ζ鎖をコードする塩基配列を順次連結してなるＤＮＡを用いて発現さ
せ、配列番号１で表されるアミノ酸配列を軽鎖の一部に、配列番号２で表されるアミノ酸
配列を重鎖の一部にそれぞれ有する、抗ＣＤ３８抗体。
（ａ）配列番号１で表されるアミノ酸配列
（ｃ）配列番号２で表されるアミノ酸配列
【請求項４】
抗ＣＤ３８抗体を産生するハイブリドーマから単離した抗ＣＤ３８抗体をコードするｍ
ＲＮＡを用いて、抗ＣＤ３８抗体のｃＤＮＡを増幅し、その増幅したｃＤＮＡをレトロウ
イルスベクターに挿入し、該遺伝子挿入された該ベクターをパッケージング細胞にトラン
スフェクションすることにより、抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルス粒子を産生するパッ
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ケージング細胞を作製し、該パッケージング細胞から放出された該レトロウイルス粒子を
、ヒト免疫担当細胞に感染させる工程を含んでなる、抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に発現さ
せた免疫担当細胞の作製方法であって、前記抗ＣＤ３８抗体のｃＤＮＡが、ＣＤ８αのシ
グナルペプチドをコードする塩基配列、配列番号１で表されるアミノ酸配列をコードする
塩基配列、リンカー塩基配列、配列番号２で表されるアミノ酸配列をコードする塩基配列
、ＣＤ８αのヒンジ及び膜貫通ドメインをコードする塩基配列、４−１ＢＢ細胞内ドメイ
ンをコードする塩基配列、並びにＣＤ３ζ鎖をコードする塩基配列を順次連結してなり、
前記抗ＣＤ３８抗体が、配列番号１で表されるアミノ酸配列を軽鎖の一部に、配列番号２
で表されるアミノ酸配列を重鎖の一部にそれぞれ有する、免疫担当細胞の作製方法。
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【請求項５】
抗ＣＤ３８抗体が、請求項３に係る抗体である、請求項４に係る免疫担当細胞の作製方
法。
【請求項６】
パッケージング細胞が下記(a)又は(c)のアミノ酸配列をコードするＤＮＡを有する組換
えレトロウイルスの粒子を産生するパッケージング細胞である、請求項４又は５に係る免
疫担当細胞の作製方法。
(a)配列番号１で表されるアミノ酸配列
(c)配列番号２で表されるアミノ酸配列
【請求項７】
免疫担当細胞が請求項１から２のいずれか１項に係る細胞である、請求項４〜６のいず
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れか１項に係る免疫担当細胞の作製方法。
【請求項８】
レトロウイルス粒子が感染したヒト免疫担当細胞から前記の、抗ＣＤ３８抗体の一部を
発現させる際、抗ＣＤ３８抗体を共存させることを特徴とする、請求項４〜７のいずれか
１項に係る免疫担当細胞の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、抗ＣＤ３８抗体を発現し、該抗体を細胞表面に有する遺伝子工学的免疫担当
細胞に関し、特に抗ＣＤ３８抗体を発現し、該抗体を細胞表面に有する細胞傷害性ヒトＴ
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細胞に関する。
【背景技術】
【０００２】
ＣＤ３８（Ｃｌｕｓｔｅｒ

ｏｆ

Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎ

３８）抗原は分

子量４５ｋＤａの膜貫通型糖タンパク質であり、形質細胞、ＰｒｅＢ細胞等の表面マーカ
ーである。
前記ＣＤ３８抗原は細胞の分化、活性化、免疫応答の制御、アポトーシス等に関与して
いて、例えば、Ｔ細胞、Ｂ細胞等においては発生の初期に発現し、成熟とともに消失する
が、活性化すると再び発現することが知られている。
上述のように正常な細胞でも発現しているＣＤ３８抗原は、骨髄腫（例えば、多発性骨
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髄腫）細胞、悪性リンパ腫細胞、白血病細胞の表面などで、正常な細胞に比べ高発現して
いることが知られている（例えば、非特許文献１参照。）。
【０００３】
上述したような多発性骨髄腫等における治療技術の開発という観点から、ＣＤ３８抗原
に対する抗体、いわゆる抗ＣＤ３８抗体の遺伝子がクローニングされ、ヒト化した抗ＣＤ
３８抗体の報告があり、イン

ビトロでその抗体を培養器中に入れた場合、単核球（モノ

サイト）の貪食能を調べた報告がある（非特許文献２）。
しかしながら、ＣＤ３８抗原を免疫担当細胞の細胞表面上に、抗ＣＤ３８抗体を発現さ
せたという報告はない。そして、抗ＣＤ３８発現免疫担当細胞が、同抗原（ＣＤ３８）を
高発現する、骨髄腫細胞、悪性リンパ腫細胞、白血病細胞に対する効果を検討した報告も

10

されていない。
【０００４】
本発明の上記及び他の特徴及び利点は、適宜添付の図面を参照して、下記の記載からよ
り明らかになるであろう。
【０００５】
【非特許文献１】サイトメトリー（Ｃｙｔｏｍｅｔｒｙ）、４６：２３−２７，２００１
【非特許文献２】ザ・ジャーナル・オブ・イミュノロジィ（Ｔｈｅ
ｆ

Ｊｏｕｒｎａｌ

ｏ

Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ）、Ｊ．Ｈ．Ｅｌｌｉｓ等，１９９５，１５５：９２５−９３

７
【図面の簡単な説明】
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【０００６】
【図１】図１は、抗ＣＤ３８キメラ抗体遺伝子を有するＤＮＡ構築体の配列の概略を示す
図である。
【図２】図２は、抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルスベクター中にＬ鎖遺伝子及びＨ鎖遺
伝子が存在することを確認した電気泳動図である。
【図３】図３は、ＦＡＣＳＣａｌｉｂｕｒ（商品名、ベクトン・ディッキンソン社製）を
用いて計測したＥＧＦＰと抗マウスＩｇＧ抗体―ｐｅｒＣＰとの発現パターンを示す２次
元プロットである。
【図４】図４は、抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有するヒトＴ細胞株の機能評価試験の結果
を示すグラフである。
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【図５】図５は、抗ＣＤ３８抗体によるアポトーシスの抑制を示す概略図である。
【図６】図６は、抗ＣＤ３８抗体（ＴＨＢ７）による自己アポトーシス抑制試験の結果を
示すグラフである。
【図７】図７は、抗ＣＤ３８抗体発現細胞の抗腫瘍効果の評価試験の結果を示す写真であ
る。
【発明の開示】
【０００７】
本発明の課題は、骨髄腫細胞、悪性リンパ腫細胞、白血病細胞等に特異的に細胞傷害性
を有する抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に発現させた遺伝子工学的免疫担当細胞を提供するこ
とにある。さらに、本発明の課題は、Ｔ細胞、ナチュラルキラー細胞、マクロファージ、
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多形核白血球等の任意の免疫担当細胞に感染しうるレトロウイルス粒子を産生する細胞を
提供することにある。
【０００８】
本発明者は、上記課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、クローニングした抗Ｃ
Ｄ３８抗体遺伝子をレトロウイルスベクターに組み込み、得られたレトロウイルスベクタ
ーでレトロウイルス用パッケージング細胞にトランスフェクションし、抗ＣＤ３８抗体発
現レトロウイルス粒子産生細胞を作製し、これを用いることで産生された前記レトロウイ
ルス粒子でＴ細胞等を感染させることができ、抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に発現させた免
疫担当細胞を遺伝子工学的に製造できることを見出した。本発明はこの知見に基づきなさ
れるに至ったものである。
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【０００９】
本発明によれば、以下の手段が提供される：
（１）抗ＣＤ３８抗体の一部をコードするＤＮＡを遺伝子導入し、細胞表面に抗ＣＤ３８
抗体を発現させた免疫担当細胞、
（２）抗ＣＤ３８抗体が、その可変部領域に下記（ａ）又は（ｂ）のアミノ酸配列を有す
る抗体である、前記（１）項に記載の免疫担当細胞：
（ａ）配列番号１で表されるアミノ酸配列、
（ｂ）配列番号１で表される１乃至数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されたア
ミノ酸配列、
（３）抗ＣＤ３８抗体が、その重鎖可変部領域に、下記（ｃ）又は（ｄ）のアミノ酸配列
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を有する抗体である、前記（１）又は（２）項に記載の免疫担当細胞：
（ｃ）配列番号２で表されるアミノ酸配列、
（ｄ）配列番号２で表される１乃至数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されたア
ミノ酸配列、
（４）抗ＣＤ３８抗体の一部をコードするＤＮＡに、下記（ｂ）のアミノ酸配列をコード
するＤＮＡ及び（ｄ）のアミノ酸配列をコードするＤＮＡが導入された、前記（１）項に
記載の免疫担当細胞：
（ｂ）配列番号１で表されるアミノ酸配列の１乃至数個のアミノ酸が欠失、置換もしく
は付加されたアミノ酸配列、
（ｄ）配列番号２で表されるアミノ酸配列の１乃至数個のアミノ酸が欠失、置換もしく
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は付加されたアミノ酸配列、
【００１０】
（５）抗ＣＤ３８抗体が、配列番号１で表されるアミノ酸配列を軽鎖の一部に、配列番号
２で表されるアミノ酸配列を重鎖の一部に、それぞれ有する、前記（１）項に記載の免疫
担当細胞、
（６）免疫担当細胞が、Ｔ細胞、ナチュラルキラー細胞、マクロファージ又は多形核白血
球である、前記（１）乃至（５）のいずれか１項に記載の免疫担当細胞、
【００１１】
（７）下記（ａ１）、（ｂ１）、（ｃ１）または（ｄ１）のタンパク質：
（ａ１）配列番号１で表されるアミノ酸配列を有するタンパク質、
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（ｂ１）配列番号１で表される１乃至数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加された
アミノ酸配列を有するタンパク質、
（ｃ１）配列番号２で表されるアミノ酸配列を有するタンパク質、及び
（ｄ１）配列番号２で表される１乃至数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加された
アミノ酸配列を有するタンパク質、
（８）下記（ａ）、（ｂ）、（ｃ）または（ｄ）のアミノ酸配列をコードするＤＮＡ：
（ａ）配列番号１で表されるアミノ酸配列、
（ｂ）配列番号１で表される１乃至数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されたア
ミノ酸配列、
（ｃ）配列番号２で表されるアミノ酸配列、及び
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（ｄ）配列番号２で表される１乃至数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されたア
ミノ酸配列、
（９）下記（ａ）、（ｂ）、（ｃ）または（ｄ）のアミノ酸配列をコードするＤＮＡを有
する組換えレトロウイルス：
（ａ）配列番号１で表されるアミノ酸配列、
（ｂ）配列番号１で表される１乃至数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されたア
ミノ酸配列、
（ｃ）配列番号２で表されるアミノ酸配列、及び
（ｄ）配列番号２で表される１乃至数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されたア
ミノ酸配列、
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（１０）前記（９）項に記載の組換えレトロウイルスの粒子を産生するパッケージング細
胞、
【００１２】
（１１）下記（ａ）又は（ｂ）のアミノ酸配列を軽鎖可変部領域に有し、かつ、下記（ｃ
）又は（ｄ）のアミノ酸配列を重鎖可変部領域に有する、抗ＣＤ３８抗体：
（ａ）配列番号１で表されるアミノ酸配列、
（ｂ）配列番号１で表されるアミノ酸配列の１乃至数個のアミノ酸が欠失、置換もしく
は付加されたアミノ酸配列、
（ｃ）配列番号２で表されるアミノ酸配列、
（ｄ）配列番号２で表されるアミノ酸配列の１乃至数個のアミノ酸が欠失、置換もしく
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は付加されたアミノ酸配列、
【００１３】
（１２）抗ＣＤ３８抗体を産生するハイブリドーマから単離した抗ＣＤ３８抗体の一部を
コードするｍＲＮＡを用いて、抗ＣＤ３８抗体のｃＤＮＡを増幅し、その増幅したｃＤＮ
Ａをレトロウイルスベクターに挿入し、該遺伝子挿入された該ベクターをパッケージング
細胞にトランスフェクションすることにより、抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルス粒子を
産生するパッケージング細胞を作製し、該パッケージング細胞から放出された該レトロウ
イルス粒子を、ヒト免疫担当細胞に感染させる工程を含んでなる、抗ＣＤ３８抗体を細胞
表面に発現させた免疫担当細胞の作製方法、
（１３）抗ＣＤ３８抗体が、前記（１１）項に記載の抗体である、前記（１２）項に記載
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の免疫担当細胞の作製方法、
（１４）ｃＤＮＡが、前記（８）項に記載のＤＮＡである、前記（１２）または（１３）
項に記載の免疫担当細胞の作製方法、
（１５）パッケージング細胞が前記（１０）項記載の細胞である、前記（１２）から（１
４）のいずれか１項に記載の免疫担当細胞の作製方法、
（１６）免疫担当細胞が前記（１）から（６）のいずれか１項に記載の細胞である、前記
（１２）から（１５）のいずれか１項に記載の免疫担当細胞の作製方法、および
（１７）レトロウイルス粒子が感染したヒト免疫担当細胞から抗ＣＤ３８抗体を発現させ
る際、抗ＣＤ３８抗体を共存させることを特徴とする、前記（１２）から（１６）のいず
れか１項に記載の免疫担当細胞の作製方法。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
［本発明の概略］
従来のがん化学療法剤は、その問題点として、がん細胞のみならず、正常細胞や正常組
織への抗がん剤による攻撃する作用があるため、強い抗がん作用は、強い副作用につなが
るという本質的に解決できない問題が存在する。本発明は、このような問題を解決しよう
とする一つの有用な手段を提供するものである。
本発明は、細菌、ウイルス等外来から侵入した異物又は体内から自発的に生じたがん細
胞のような正常でない細胞に対して細胞傷害機能を有する免疫担当細胞の性質を利用した
ものであるため、免疫担当細胞の中でも細胞傷害機能を有する、Ｔ細胞、ＮＫ細胞、マク
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ロファージ、多形核白血球等を、好んで、用いるものである。しかし、本発明の免疫担当
細胞には、生体内で体液性抗体を通常産生しているＢリンパ球は含まれない。前記のよう
な細胞傷害機能をもつ免疫担当細胞を用いて、その細胞表面に、別のリンパ球の有するＣ
Ｄ３８抗原に対する抗体（抗ＣＤ３８抗体）を、高い密度で発現させたものである。かか
る細胞は、ＣＤ３８抗原を細胞表面に多く有する、悪性リンパ腫、骨髄腫等のがん細胞に
対して強い親和性を有するため、かかる抗体を発現させた細胞を患者体内に戻すことによ
り、当該がん細胞に容易に結合し、結合後は本来もつ細胞傷害性機能により、がん細胞を
殺傷することによりがんを治療するものである。
【００１５】
単に、抗体を全身投与又は局所に相当量を投与するという治療法が、従来行われており
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、現在もそのような治療法が抗体療法の主流である。しかし、このような治療法は、異な
る個体で作られた抗体の全身投与又は局所投与からくる拒絶反応や、がん細胞の表面抗原
の変化や親和性の低下による治療効果の低下ということを本質的な問題を有している。
本発明は、抗体の患者への全身投与というような使用方法ではなく、患者から採取した
免疫担当細胞の細胞表面上に該抗体を発現し得るように遺伝子的に加工したものを同一患
者に戻すという手法に関するものである。これにより、従来の抗体の全身投与でみられた
副作用、がん抗原の変化に伴う、抗がん効果の低下という問題を解決する有力な手法を提
供することができる。
【００１６】
〔用途〕

10

本発明の、抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有する免疫担当細胞は、ＣＤ３８抗原を正常な
細胞に比べて高発現している悪性リンパ腫瘍等の異常な細胞を標的とするものである。そ
の標的としての異常な細胞の具体例として、骨髄腫細胞、悪性リンパ腫細胞、その他ＣＤ
３８抗原を多く発現する白血病細胞、自己免疫疾患における形質細胞をあげることができ
る。
以下に、本発明の免疫担当細胞について、詳細に説明する。本発明の免疫担当細胞は、
遺伝子操作手法により、抗ＣＤ３８抗体をその免疫担当細胞の細胞表面上に発現させたも
のである。
【００１７】
〔免疫担当細胞〕

20

本発明の免疫担当細胞として用いることのできる細胞は、ヒトのがん治療の場合は、移
植による拒絶反応を防ぐため、同種であるヒトの細胞を用いることが必要であり、また、
同種であって、かつ、同一個体から得られた免疫担当細胞を用いなければならない。ただ
し、本発明の免疫担当細胞には、単にＣＤ３８抗原に対する体液性抗体を産生するＢリン
パ球は、除かれる。
動物へこの免疫担当細胞を応用する場合も、当該同種動物の（治療する個体と）同一個
体からの免疫担当細胞を用いることが好ましい。したがって、本発明をヒト臨床において
用いる場合の免疫担当細胞は、治療を試みようとする、悪性リンパ腫、骨髄腫等の患者と
同一人から採取したものを使用することが好ましい。血液の採取方法は、どのような方法
でもよいが、採取の便宜、簡便さの観点から、末梢血液を用いることが好ましい。血液の
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採取量は少量であればよく、５０ｍｌから４００ｍｌの採取量で十分である。
【００１８】
本発明で用いられる免疫担当細胞は、その細胞自体ががん細胞等の正常でない細胞に対
して、細胞傷害性（細胞傷害機能）を有することが好ましい。例えば、リンパ球、単核球
、多形核白血球等が挙げられる。これらの免疫担当細胞の中で、好ましくは、リンパ球で
あり、リンパ球の中では、Ｔ細胞が好ましく、さらに、Ｔ細胞の中では、細胞傷害性を有
するキラーＴ細胞、又はＮＫ細胞（ナチュラルキラー細胞）がより好ましい。単核球の中
では、いわゆるマクロファージまたは大貪食細胞等の、貪食機能を有する細胞が好ましい
。また、多形核白血球（ＰＭＮ）の中では、貪食機能を有するものであれば、本発明の免
疫担当細胞として用いることができる。

40

【００１９】
本発明で用いる免疫担当細胞は、治療対象の患者より採取した血液から、免疫担当細胞
の細胞種（例えば、Ｔ細胞、マクロファージ等）を選択し、分離して用いることが好まし
い。用いる免疫担当細胞の細胞種は、必ずしも、細かいサブセット単位で、高い精度の選
別をする必要性はないので、リンパ球では、Ｔ細胞群が主として含まれていればよく、単
核球では、マクロファージ等の貪食作用を有する細胞に富んでいればよく、また、多形核
球を用いる場合は、貪食機能を有する多形核球（ＰＭＮ）に富む細胞群をえることができ
れば、いずれも、本発明の免疫担当細胞として用いることができる。単に、治療効果を得
るためには、それほど、厳密な細胞種ごとの識別と分離選択は必要ないと考えられるが、
その研究目的又は治療目的に応じて、用いる免疫担当細胞を正確に選択する必要性があれ
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ば、それらの目的に応じて免疫担当細胞の細胞群を調製すればよい。
【００２０】
〔免疫担当細胞の分離〕
悪性リンパ腫の患者又は対象として健常人から、採血等により得た血液から、例えば、
比重分離法等の方法を用いる場合は、ファイコール等を用いて、その遠心により得られた
中間層のリンパ球の細胞群に富む層を採取して用いることができる。また、リンパ球を用
いる場合、得られたリンパ球に富む細胞群は、ＩＬ−２等の存在下で、所定の濃度と条件
下で、常法により、細胞培養することにより、Ｔ細胞のみを含む細胞集団、又はＴ細胞に
富む細胞群を得ることができる。また、マクロファージ等の単核球を得る場合には、培養
容器への接着性を利用して、選択して得ることができる。多形核球を得る場合には、末梢
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血から得られた細胞群から、比重法による選択と接着性の程度の差等により、マクロファ
ージとは区別して得ることができる。
【００２１】
〔抗ＣＤ３８抗体〕
本発明に係る抗ＣＤ３８抗体は、次の（ａ）又は（ｂ）のアミノ酸配列を有するタンパ
ク質である。
（ａ）配列番号１で表されるアミノ酸配列
（ｂ）配列番号１で表されるアミノ酸配列の１もしくは数個のアミノ酸が欠失、置換も
しくは付加されたアミノ酸配列
これらの、（ａ）又は（ｂ）のアミノ酸配列は、ＣＤ３８のＩｇＧ抗体の軽鎖可変部領
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域の一部を構成するものである。また、（ｂ）においても、同様に抗ＣＤ３８抗体の軽鎖
可変部領域の一部としての生物学的機能を有することが好ましい。
【００２２】
本発明の抗ＣＤ３８抗体は、また、下記（ｃ）又は（ｄ）のアミノ酸配列を有するタン
パク質である。
（ｃ）配列番号２で表されるアミノ酸配列
（ｄ）配列番号２で表されるアミノ酸配列の１もしくは数個のアミノ酸が欠失、置換も
しくは付加されたアミノ酸配列
本発明の抗ＣＤ３８抗体が、（ｄ）のアミノ酸配列を有する場合には、当該抗体がＣＤ
３８抗原に対して親和性を有するような抗体を提供できる、アミノ酸配列に限られ、当該

30

抗体がＣＤ３８抗原に親和性をもたない抗体を提供する（ｄ）のアミノ酸配列まで、含む
ものではない。
【００２３】
上記、（ｃ）及び（ｄ）のアミノ酸配列は、抗ＣＤ３８抗体の重鎖可変部領域の一部を
構成する。そのため、（ｃ）または（ｄ）の配列を有するタンパク質は、重鎖可変部領域
の生物学的、免疫学的機能を有するものが好ましい。
本発明の抗ＣＤ３８抗体は、配列番号１で表されるアミノ酸配列を軽鎖に、配列番号２
で表されるアミノ酸配列を重鎖に、それぞれ有することが特に好ましい。また、上記アミ
ノ酸配列（ａ）又は（ｂ）を軽鎖に有し、かつ、（ｃ）又は（ｄ）で表されるアミノ酸配
列を重鎖に有する抗体タンパク質であることが好ましい。したがって、一つの抗体タンパ
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ク質としては、（ａ）と（ｂ）を有するタンパク質、（ａ）と（ｃ）を有するタンパク質
、（ｂ）と（ｃ）を有するタンパク質、及び（ｂ）と（ｄ）を有するタンパク質の組み合
わせがあり得る。この中では、（ａ）と（ｃ）を有するタンパク質が最も好ましく、次い
で（ａ）と（ｄ）を有するタンパク質が好ましい。
【００２４】
本発明の、抗ＣＤ３８抗体は、構造上からは、上記のような配列を有するものであるが
、機能的には、リンパ球細胞表面抗原の１種であるＣＤ３８抗原に対する抗体を構成する
ものであるため、ＣＤ３８抗原への強い親和性を有するものである。
また、本発明の抗ＣＤ３８抗体は、免疫担当細胞の細胞表面上に、ウイルスベクターに
より導入された遺伝子ＤＮＡが、その導入された細胞の機構を利用して抗体タンパク質が
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発現したものであることが好ましい態様である。
【００２５】
本発明をヒトにおける悪性リンパ腫及び骨髄腫等の治療に用いる場合、用いるＣＤ３８
抗原は、ヒトのリンパ球等のＣＤ３８抗原であることが好ましい。本発明は、免疫学的な
機構を応用する治療に関するものであるが、抗体又は抗体を含む血清等を全身投与するも
のではなく、ヒトの抗体の一部分を利用するものであるという特別の使用の態様であるこ
とから、個人間の抗原・抗体の違いまで問題にする必要はないものと考えられる。
【００２６】
本発明で抗ＣＤ３８抗体というときは、軽鎖可変部領域に配列番号１のアミノ酸配列又
はその配列の１乃至数個のアミノ酸が他のアミノ酸に置換、欠失もしくは付加したアミノ
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酸配列を有し、かつ、重鎖可変部領域に配列番号２のアミノ酸配列を有するか、又は配列
番号２のアミノ酸配列の１個乃至数個が置換、欠失もしくは付加されたアミノ酸配列を少
なくとも有する、抗体であるものとし、好ましくは、軽鎖可変部領域に配列番号１の配列
を有し、重鎖可変部領域に配列番号２のアミノ酸配列を有することが好ましい。また、配
列番号１又は２の配列の１個乃至数個のアミノ酸が他のアミノ酸に置換する場合は、ＣＤ
３８抗原に親和性を有する場合の抗体であるときの、置換、欠失もしくは付加したアミノ
酸配列に限定される。
【００２７】
［抗ＣＤ３８抗体をコードする遺伝子］
本発明における抗ＣＤ３８抗体は、ＩｇＧ抗体の可変部領域におけるタンパク質である

20

か、又はＩｇＧ可変部領域を有する抗体タンパク質である。ＩｇＧ可変部領域は、軽鎖部
分（Ｌｉｇｈｔ

ｃｈａｉｎ）および重鎖（Ｈｅａｖｙ

ｃｈａｉｎ）からなる。したが

って、本発明の抗ＣＤ３８抗体についても、可変部軽鎖部分と可変部重鎖領域からなる。
【００２８】
抗ＣＤ３８抗体をコードする遺伝子の中で、その軽鎖可変部領域については、次の（ａ
）又は（ｂ）のアミノ酸配列をコードするＤＮＡ配列、またはそのＤＮＡ配列を一部に有
するＤＮＡである。
（ａ）配列番号１で表されるアミノ酸配列、
（ｂ）配列番号１で表されるアミノ酸配列のアミノ酸の１もしくは数個のアミノ酸が欠
失、置換もしくは付加されたアミノ酸配列。
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本発明の抗ＣＤ３８抗体が、（ｂ）のアミノ酸配列を有する場合には、当該抗体がＣＤ
３８抗原に対して親和性を有するような抗体を提供できる、アミノ酸配列に限られ、当該
抗体がＣＤ３８抗原に親和性をもたない抗体を提供する（ｂ）のアミノ酸配列まで、含む
ものではない。
【００２９】
また、本発明のＤＮＡ配列は、（ａ）または（ｂ）のアミノ酸配列をコードするＤＮＡ
に対して、ストリンジェントな条件下で、ハイブリダイズするＤＮＡであってもよい。
【００３０】
次に、本発明の抗ＣＤ３８抗体をコードする遺伝子の中で、その抗体の重鎖可変部領域
については、次の（ｃ）又は（ｄ）のアミノ酸配列をコードするＤＮＡ塩基配列、または
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それらの塩基配列を一部に有する塩基配列である。
（ｃ）配列番号２で表されるアミノ酸配列、
（ｄ）配列番号２で表されるアミノ酸配列のアミノ酸の１もしくは数個のアミノ酸が欠
失、置換もしくは付加されたアミノ酸配列。
本発明の抗ＣＤ３８抗体をコードする遺伝子が、（ｄ）の配列からなるアミノ酸配列を
有する場合、当該抗体がＣＤ３８抗原に対して親和性を有するような抗体を提供できる、
（ｄ）のアミノ酸配列に限られ、当該抗体がＣＤ３８抗原に親和性をもたない抗体を提供
する（ｄ）のアミノ酸配列まで、含むものではない。
【００３１】
上記ＤＮＡ塩基配列については、（ｃ）または（ｄ）のアミノ酸配列をコードするＤＮ
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Ａ塩基配列に対して、ストリンジェントな条件でハイブリダイズする塩基配列であっても
よい。
【００３２】
また、アミノ酸配列（ａ）及び（ｂ）のいずれか１つ、および、アミノ酸配列（ｃ）及
び（ｄ）のいずれか１つを、ともに同一タンパク質分子からなる抗体上に有する抗体タン
パク質をコードするＤＮＡ塩基配列は、本発明の抗ＣＤ３８抗体をコードする遺伝子に好
ましいものである。
【００３３】
本発明の抗ＣＤ３８抗体は、配列番号１で表されるアミノ酸配列を軽鎖に、配列番号２
で表されるアミノ酸配列を重鎖に、それぞれ有することがより好ましいことから、配列番

10

号１で表されるアミノ酸配列を軽鎖に、配列番号２で表されるアミノ酸配列を重鎖に、そ
れぞれ有する抗ＣＤ３８抗体をコードするＤＮＡは、本発明の抗ＣＤ３８抗体をコードす
る遺伝子（「ＤＮＡ構築体１」という。）に含まれ、より好ましい態様のＤＮＡである。
本発明において、配列番号１又は２又はそれらの配列の１乃至数個のアミノ酸が置換、
欠失もしくは付加したアミノ酸配列をコードするＤＮＡ（配列）を免疫担当細胞に導入す
るという場合の、「ＤＮＡを免疫担当細胞に導入」とは、当該ＤＮＡ（配列）が免疫担当
細胞の染色体ＤＮＡに組み込まれ、当該タンパク質が発現することを意味する。
【００３４】
配列番号１で表されるアミノ酸配列（ａ）、また、配列番号２で表されるアミノ酸配列
（ｂ）を有するタンパク質をコードする塩基配列は、後に述べる方法により抗ＣＤ３８抗
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体の遺伝子をクローニングし、そのクローニングした遺伝子配列に基づき、決定されたも
のである。
【００３５】
〔抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に発現させた免疫担当細胞〕
次に、抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に発現させた免疫担当細胞の作製方法について説明す
る。
本発明の、抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有する免疫担当細胞は、（１）ハイブリドーマ
を作製する工程、（２）該ハイブリドーマからｍＲＮＡを単離して、ｃＤＮＡを増幅し、
抗ＣＤ３８抗体のｃＤＮＡをクローニングする工程、（３）抗体ｃＤＮＡの一部を増幅し
、抗体ｃＤＮＡを有する「ＤＮＡ構築体１」などの遺伝子を製造する工程、（４）抗ＣＤ
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３８抗体発現レトロウイルスベクターを構築する工程、（５）該ウイルスベクターをパッ
ケージング細胞にトランスフェクション（移入）させ、パッケージング細胞を作製する工
程、（６）パッケージング細胞から放出されたウイルス粒子（ビリオン）を別途、患者か
ら採血した血液から調製した免疫担当細胞に該レトロウイルス粒子（ビリオン）を感染さ
せる工程、（７）感染し発現した免疫担当細胞から、適度な発現量をもつ該免疫担当細胞
を選別する工程、以上の工程からなる。
【００３６】
上記の順に従って、本発明の抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有する免疫担当細胞を作製し
、選別する工程を順次行うことにより本発明を実施することができる。
40

（１）〔ハイブリドーマを作製する工程〕
先ず、ＣＤ３８抗原に対する抗体を産生するハイブリドーマを作製することが必要であ
る。抗ＣＤ３８抗体を産生するハイハイブリドーマは、常法により、動物に抗原を投与し
、ブースターで抗体の産生を増強させ、高い抗体価が得られた動物の脾臓細胞とミエロー
マ細胞を融合させて得られたハイブリドーマを抗ＣＤ３８抗体産生を指標にスクリーニン
グすることにより、好ましいハイブリドーマを得ることができる。また、簡便に行うには
、ＡＴＣＣから市販されているハイブリドーマＴＨＢ７を用いることもできる。
そのようなハイブリドーマ細胞として、例えば、ＴＨＢ７細胞（ＡＴＣＣ（Ａｍｅｒｉ
ｃａｎ

Ｔｙｐｅ

Ｃｕｌｔｕｒｅ

Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ）ＨＢ−１３６）、ＡＴ

１

３／５細胞、ＨＩＴ２細胞等が挙げられ、前記ＴＨＢ７細胞は好ましく用いることができ
る。
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【００３７】
（２）〔ｃＤＮＡをクローニングする工程〕
前記ハイブリドーマ細胞から全ｍＲＮＡを、Ｔｒｉｚｏｌ試薬（商品名、ＧＩＢＣＯ−
ＢＲＬ社製）を用いた方法等の常法により抽出することができる。ハイブリドーマから単
離したｍＲＮＡは、ｃＤＮＡに転換した後、ＰＣＲ等の手法により、ＤＮＡとして増幅す
る。ＰＣＲ法の中でも、好ましくは、ＲＴ−ＰＣＲ方法を用いることにより該ＲＮＡをＤ
ＮＡに増幅することができる。配列番号１及び配列番号２のアミノ酸配列をコードするＤ
ＮＡのクローニングに用いるプライマーについては、例えば、Ｊ．Ｈ．Ｅｌｌｉｓらの方
法（Ｔｈｅ

Ｊｏｕｒｎａｌ

ｏｆ

Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ，１９９５，１５５：９２５

−９３７）の記載方法に準じて行うことができる。具体的には、（ｉ）前記抗体の重鎖可
変部領域（配列番号２）については、Ｊ．Ｈ．Ｅｌｌｉｓらの上記文献（Ｊ．ｏｆ

10

Ｉｍ

ｍｕｎｏｌｏｇｙ，１９９５，１５５：９２５−９３７）に記載のプライマーＡＨ〜ＨＨ
をプライマーとして用いることができる。また、（ｉｉ）前記抗体の軽鎖可変部領域（配
列番号１）については、同文献に記載のプライマーＡＬ〜ＨＬを用いることができる。
【００３８】
それぞれ、ＰＣＲ法等の常法により増幅し、Ｈ鎖可変部領域（配列番号２）及びＬ鎖可
変部領域（配列番号１）をコードするｃＤＮＡを得ることができる。得られたｃＤＮＡは
、塩基配列決定のため任意のベクター（例えば、ｐＵＣ１８）にクローニングし、塩基配
列決定法は、特に制限なく、例えば、ジデオキシターミネーター法等任意の方法により決
定することができる。

20

【００３９】
（３）〔抗ＣＤ３８抗体遺伝子（ｃＤＮＡ）を有するＤＮＡ構築体１の製作〕
抗ＣＤ３８抗体遺伝子を有するＤＮＡ構築体１（図１）は、例えば、ＣＤ８αのシグ
ナルペプチドをコードする塩基配列（ａ）、Ｌ鎖可変部領域（配列番号１）をコードする
塩基配列（ｂ）、リンカー塩基配列（ｃ）、Ｈ鎖可変部領域（配列番号２）をコードする
配列（ｄ）、ＣＤ８αのヒンジ及び膜貫通ドメインをコードする塩基配列（ｅ）、４−１
ＢＢ細胞内ドメインをコードする塩基配列（ｆ）、ＣＤ３ζ鎖をコードする塩基配列（ｇ
）を順次連結してなる。
上記得られたＨ鎖可変部領域（配列番号２）及びＬ鎖可変部領域（配列番号１）をコー
ドするｃＤＮＡから抗ＣＤ３８キメラ抗体を発現させるためのＤＮＡ構築体を調製するに

30

は、例えば、Ｉｍａｉらの方法（Ｃ．Ｉｍａｉ、Ｋ．Ｍｉｈａｒａら、Ｌｅｕｋｅｍｉａ
，２００４，１８：６７６−６８４）に準じて行うことができる。
【００４０】
具体的には、ＣＤ８αのシグナルペプチドをコードする配列（ａ）、リンカー配列（ｃ
）、ＣＤ８αのヒンジ及び膜貫通ドメインをコードする塩基配列（ｅ）、を順次連結して
なる発現カセットにＬ鎖可変部領域（配列番号１）をコードする配列（ｂ）及びＨ鎖可変
部領域（配列番号２）をコードする配列（ｄ）を導入することにより、抗ＣＤ３８キメラ
抗体を発現させるためのＤＮＡ構築体１を調製することができる（図１）。
【００４１】
ＤＮＡ構築体１において、Ｌ鎖可変部領域（配列番号１）をコードする配列（ｂ）は、

40

ＣＤ８αのシグナルペプチドをコードする配列（ｅ）及びリンカー配列（ｃ）の間にＳＯ
Ｃ法を用い、Ｈ鎖可変部領域（配列番号２）をコードする配列（ｄ）はリンカー配列（ｃ
）及びＣＤ８αのヒンジ及び膜貫通ドメインをコードする配列（ｅ）の間にＳＯＣ法を用
い、導入され得る。
【００４２】
（４）〔抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルスベクターの構築〕
次に「抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルスベクターの構築」について説明する。前述の
ようにして得られた、抗ＣＤ３８抗体遺伝子を有するＤＮＡ構築体１をウイルスベクター
に組み込み、抗ＣＤ３８抗体を発現するウイルスベクターを構築することができる。
本発明に用いるウイルスベクターは、生じるウイルス粒子（ビリオン）がヒトＴ細胞等
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の免疫担当細胞に感染し、該細胞が抗ＣＤ３８抗体を発現する限り、特に制限はないが、
導入遺伝子（抗ＣＤ３８抗体遺伝子を有する。）が高い効率で宿主細胞の染色体に組み込
まれ、該遺伝子の高発現の維持が可能である観点から、レトロウイルスベクターであるこ
とが好ましい。より詳細には、配列番号１及び２で表されるアミノ酸配列をコードするＤ
ＮＡを有する組換えレトロウイルス発現ベクターであることがより好ましい。
【００４３】
本発明において、レトロウイルスベクターとは、いわゆるオンコレトロウイルスベクタ
ーをいう（以下単にレトロウイルスベクターという。）。前記レトロウイルスベクターは
レンチウイルスベクター等であってもよい。
レトロウイルスベクターは、一般に、プロテアーゼ、逆転写酵素、インテグラーゼ等の

10

ウイルスの構造タンパク質になる前駆タンパク質をコードするｇａｇ／ｐｏｌ遺伝子、エ
ンベロープ糖タンパク質をコードするｅｎｖ遺伝子を有し、その両端をエンハンサー、プ
ロモーター、ポリアデニレーションシグナルなどのエレメントが含まれるＬＴＲ（Ｌｏｎ
ｇ

ｔｅｒｍｉｎａｌ

ｒｅｐｅａｔ）で挟まれた構造を有する。

【００４４】
本発明に用いる前記レトロウイルスベクターとしては、例えば、ＭＳＣＶ（Ｍｕｒｉｎ
ｅ

Ｓｔｅｍ

Ｃｅｌｌ

Ｖｉｒｕｓ）、レンチウイルス等が挙げられ、特に、ＬＴＲが

メチル化されること等による、遺伝子導入細胞におけるウイルス発現抑制（サイレンシン
グ）を防止する観点および安全性の面から、ＭＳＣＶがさらに好ましい。
20

【００４５】
本発明において、前記レトロウイルスベクターに類似するものとして、ＭＳＣＶ
ｔｒｏｖｉｒａｌ

Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ

Ｒｅ

Ｓｙｓｔｅｍ（商品名、ＢＤ・バイオサイエ

ンスズ・クロンテック社製）を用いることもできる。前記レトロウイルスベクターとして
ＭＳＣＶを用いる場合、前記抗ＣＤ３８抗体遺伝子を有するＤＮＡ構築体は、例えば、Ｍ
ＳＣＶ中マルチクローニング・サイトの制限酵素ＥｃｏＲＩ−制限酵素ＸｈｏＩ部位に常
法により発現に適正な向きで導入されることが好ましい。
【００４６】
本発明に用いる前記レトロウイルスベクターは、真核細胞ｍＲＮＡの翻訳をキャップ構
造非依存性翻訳とする観点からＩＲＥＳ（Ｉｎｔｅｒｎａｌ
ｒｙ

ｒｉｂｏｓｏｍｅ

ｅｎｔ

ｓｉｔｅ）配列を有することが好ましい。ＩＲＥＳ配列とは、ｍＲＮＡ鎖の内部に

30

存在し、リボソームが直接結合する構造をコードする配列をいい、そのリボソームの直接
結合により翻訳を開始する機構、いわゆる内部開始機構に用いられる。
【００４７】
本発明に用いる前記レトロウイルスベクターは、本発明の抗ＣＤ３８抗体発現免疫担当
細胞又は遺伝子導入細胞の選択、例えば、フローサイトメトリーによる解析、分取の容易
化等の観点から、任意の選択（マーカー）遺伝子を有することが好ましい。そのような選
択遺伝子として、ＥＧＦＰ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ

ｇｒｅｅｎ

ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ

ｐｒｏｔｅｉｎ）、ＧＦＰ等が挙げられるが、ＥＧＦＰが好ましい。
【００４８】
抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルスビリオンを形成するために後述するパッケージング

40

細胞へトランスフェクションするまでの前記レトロウイルスベクターは、プラスミドベク
ター（いわゆるトランスファーベクター・プラスミド）であることが好ましい。特に、レ
トロウイルス用パッケージング細胞と組み合わせ、レトロウイルスビリオンを形成させる
観点から、前記レトロウイルスベクターは、前記ｇａｇ／ｐｏｌ遺伝子の一部ないしは全
部、並びに前記ｅｎｖ遺伝子の一部ないしは全部が含まれず（その代わりに抗ＣＤ３８抗
体遺伝子を有する）、前記ｇａｇ／ｐｏｌ遺伝子及び前記ｅｎｖ遺伝子が発現しないこと
により、単独ではレトロウイルス粒子（ビリオン）を形成しないトランスファーベクター
・プラスミドとすることがより好ましい。
【００４９】
このようなトランスファーベクター・プラスミドは、ヘルパーベクタープラスミド（ｇ
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ａｇ／ｐｏｌの一部を有する）とエンベロープベクタープラスミド（ｅｎｖを有する）を
レトロウイルス用パッケージング細胞へ同時にトランスフェクション（コトランスフェク
ション）することにより初めて、抗ＣＤ３８抗体遺伝子を有するＲＮＡゲノムが取り込ま
れた、完全なレトロウイルスビリオンを形成することができる。あるいは、トランスファ
ーベクター・プラスミドをｇａｇ／ｐｏｌおよびｅｎｖのみを有するパッケージング細胞
にトランスフェクションすることによっても完全なレトロウイルスビリオンがえられる。
【００５０】
本発明に好ましく用いられる前記レトロウイルスベクタープラスミドとして、ＩＲＥＳ
及びＥＧＦＰが含まれるＭＳＣＶプラスミドは、例えば、セント・ジュード・ベクター・
デベロップメント・アンド・プロダクション・シェアード・リソース（アメリカ、テネシ

10

ー州、メンフィス）から入手することができる。
【００５１】
（５）〔パッケージング細胞を作製する工程〕
該ウイルスベクターをパッケージング細胞にトランスフェクション（移入）させ、パッ
ケージング細胞を作製する工程について説明する。その遺伝子挿入された該ウイルスベク
ターをパッケージング用細胞にトランスフェクションすることにより、抗ＣＤ３８抗体発
現レトロウイルス粒子（ウイルスビリオン）を産生する細胞を作製することができる。
【００５２】
パッケージング細胞から放出されたウイルスビリオンを、別途、患者より採取した血液
から調製した免疫担当細胞に、該レトロウイルスビリオンを感染させる工程について説明

20

する。
抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルス粒子（ビリオン）をパッケージ細胞内で形成させる
ために、前記レトロウイルスベクターは、リポフェクション法等の常法のトランスフェク
ションによりパッケージング細胞へ取り込まれることが好ましい。
【００５３】
前記パッケージング細胞としては、抗ＣＤ３８抗体遺伝子（ＤＮＡ構築体１）を有する
ＲＮＡゲノムが取り込まれた、完全な該レトロウイルスビリオンをパッケージング細胞内
で形成することが必要であり、また、レトロウイルスに適したパッケージング細胞（レト
ロウイルス用パッケージング細胞）を用いることが好ましい。
本発明において、「レトロウイルス用パッケージング細胞」とは、完全な前記ｇａｇ／

30

ｐｏｌ遺伝子及び前記ｅｎｖ遺伝子を有するが、単独ではＲＮＡゲノムが取り込まれたレ
トロウイルスビリオンを形成できないパッケージング細胞をいう。前記レトロウイルス用
パッケージング細胞としては、例えば、２９３Ｔ細胞（理研

バイオリソースセンター

受託番号ＲＣＢ２２０２）等をあげることができる。
【００５４】
本発明の、抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルス粒子を産生する細胞は、前記組み換えレ
トロウイルス発現ベクターをパッケージング細胞に導入することにより得られたものであ
り、前記組換えレトロウイルス発現ベクターが、配列番号１及び２で表されるアミノ酸配
列をコードするＤＮＡを有することが最も好ましいが、それらの配列に１又は数個のアミ
ノ酸が置換、欠失もしくは付加したアミノ酸配列をコードするＤＮＡを有する場合でも、

40

本発明のベクターとして用いることができる。
【００５５】
本発明者らが、実際に抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルス粒子（ビリオン）の産生に用
いるために作製したパッケージング細胞（ＣＡＲ３８

２９３Ｔ細胞）は、該ウイルス粒

子を産生する状態で、独立行政法人産業技術総合研究所
番号：ＦＥＲＭ

特許生物寄託センターに、受託

ＡＰ−２０８００として平成１８年２月１５日に寄託されている。

抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルス粒子を形成するための培養条件は、特に制限ないが
、例えば、牛胎児血清（Ｆｅｔａｌ

Ｃａｌｆ

Ｓｅｒｕｍ）を含むＲＰＭＩ１６４０等

の任意の培地中、３７℃で２４〜９６時間インキュベートすることが好ましい。
形成した抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルス粒子は、培地ないし、培養液を回収するこ
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とにより取得でき、さらには、該ウイルス粒子を産生する細胞の識別は、細胞をフローサ
イトメトリーによりＧＦＰの発現を確認することにより、目的の抗ＣＤ３８抗体発現細胞
を選別又は確認することもできる。
【００５６】
（６）〔本発明の、抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有する免疫担当細胞の作製〕
次に、前の工程で作製したパッケージング細胞が放出するウイルス粒子を、ヒト免疫担
当細胞に感染させる工程について説明する。該ウイルス粒子をヒトＴ細胞に感染させるに
は、（Ａ）抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルス粒子を産生する細胞の培養上清を用いて免
疫担当細胞に感染させるか、又は（Ｂ）該レトロウイルス粒子を産生する細胞と免疫担当
細胞の混合培養により、該ウイルス粒子を免疫担当細胞に感染させる、ことにより該ウイ

10

ルス粒子を感染させることができる。これにより、該ウイルス粒子が感染した免疫担当細
胞の一部は、一時的に該ウイルス粒子を細胞内に保有するが、一部の細胞では、レトロウ
イルスのＲＮＡがＤＮＡに転換された後、宿主染色体ＤＮＡに取り込まれ、固定化される
。免疫担当細胞に前記レトロウイルス粒子を感染させるための培養条件は、特に制限ない
が、例えば、通常の組織培養で用いる、牛胎児血清（Ｆｅｔａｌ

Ｃａｌｆ

Ｓｅｒｕｍ

）を含むＲＰＭＩ１６４０等の任意の培地中、３７℃で２４〜９６時間インキュベートす
ることが好ましい。
【００５７】
前述の該ウイルス粒子を産生するパッケージング細胞（ＣＡＲ３８−２９３Ｔ細胞）の
培養液を用いて、又は該パッケージング細胞（ＣＡＲ３８−２９３Ｔ細胞）と共培養する

20

ことにより、該ウイルスを感染させたヒトＴ細胞（ＣＡＲ３８−Ｈｕｔ７８）は、本発明
者らにより、独立行政法人産業技術総合研究所
ＲＭ

特許生物寄託センターに受託番号：ＦＥ

ＡＰ−２０８０１として平成１８年２月１５日に寄託されている。

【００５８】
前記抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルス粒子で感染させる免疫担当細胞としては、任意
のＴ細胞（Ｔリンパ球）（例えば、細胞傷害性Ｔ細胞（キラーＴ細胞）、ヘルパーＴ細胞
、サプレッサーＴ細胞）、ナチュラルキラー（ＮＫ）細胞、マクロファージ、多形核白血
球（ＰＭＮ）等が挙げられ、細胞傷害性Ｔ細胞、ナチュラルキラー（ＮＫ）細胞が好まし
く、細胞傷害性Ｔ細胞がより好ましく、細胞傷害性ヒトＴ細胞であることがさらに好まし
30

い。
【００５９】
感染させるＴ細胞の具体例として、ヒトＴ細胞系細胞株（Ｈｕｔ７８細胞；
加齢医学研究所

東北大学

受託番号ＴＫＧ０３７５）等を挙げることができる。そのほかの前記感

染させる免疫担当細胞の具体例としては、Ｈｕｔ１０２細胞株（東北大学加齢医学研究所
；受託番号：ＴＫＧ

０３８２）等が挙げられる。

【００６０】
また、ＣＤ３８に起因する疾患（例えば、骨髄腫、悪性リンパ腫、白血病）の患者から
任意の前記免疫担当細胞を単離して、抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルスビリオンに感染
させて、本発明の、抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有する免疫担当細胞とした後、前記患者
に再び戻すことで患者の治療に役立てることができる。このようにすることで、本発明の
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抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有する免疫担当細胞が個体間差により「非自己」と認識され
、拒絶反応を引き起こすことを防ぐことができる。
【００６１】
（７）〔抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有する免疫担当細胞の選別〕
本発明の、抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有する免疫担当細胞の選別について説明する。
一般に、正常な細胞（例えば、Ｔ細胞、Ｂ細胞）においても、悪性リンパ腫細胞、白血
病細胞等の前記標的細胞に比べて少ない量であるがＣＤ３８抗原が発現し、細胞表面に少
量のＣＤ３８抗原を有している。ただし、骨髄腫細胞と形質細胞におけるＣＤ３８の発現
量は変わらない。
【００６２】
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上述のように感染させて得られた、抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有する免疫担当細胞は
、前記感染の程度ないしは発現の程度により、細胞表面に抗ＣＤ３８抗体を非常に多く有
する細胞が生じてしまうことがある。このような細胞表面に抗ＣＤ３８抗体を非常に多く
有する細胞は、骨髄腫細胞、悪性リンパ腫細胞、白血病細胞等の前記標的細胞だけでなく
、前述のような、細胞表面に少量のＣＤ３８抗原を有する正常な細胞にも細胞傷害性等の
機能を発揮してしまい、前記標的悪性細胞特異的ではない。
【００６３】
したがって、上述のように感染させて得られた、抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有する免
疫担当細胞（特に抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有するヒトＴ細胞）は、正常な細胞（例え
ば、Ｔ細胞、Ｂ細胞）には細胞傷害性等の機能を発揮しないか、又は、極めて少ない傷害
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しかもたらさないが、一方、骨髄腫細胞、悪性リンパ腫細胞、白血病細胞等の前記標的細
胞には細胞傷害性等の機能を十分に発揮するような細胞だけを選別して、単離することが
好ましい。
【００６４】
使用したベクターには、ＧＦＰ（グリーン
ＦＰ（エンハンスド

フルオレスセンス

フルオレスセンス

プロテイン）又はＥＧ

プロテイン）が挿入されており、このＧＦＰ又

はＥＧＦＰは抗ＣＤ３８抗体の発現と正相関しており、任意に発現する抗ＣＤ３８抗体を
有する免疫担当細胞を、フローサイトメーターを用いることにより、容易に選択・選別し
て分取、単離することができる。
【００６５】

20

また、本発明の免疫担当細胞の作製方法において、レトロウイルス粒子が感染したヒト
免疫担当細胞から抗ＣＤ３８抗体を発現させる際、あらかじめ抗ＣＤ３８抗体を共存させ
ることが好ましい。
図５で示しているように、ヒトＴ細胞等には、ＣＤ３８抗原が発現しているので、本発
明の免疫担当細胞の作製方法により、ヒトＴ細胞等に抗ＣＤ３８抗体を発現させた免疫担
当細胞を作製しても、免疫担当細胞が相互に干渉してアポトーシスを引き起こすと考えら
れる。
これに対して、レトロウイルス粒子が感染したヒト免疫担当細胞から抗ＣＤ３８抗体を
発現させる際、あらかじめ抗ＣＤ３８抗体を共存させることにより、共存させた抗ＣＤ３
８抗体が、抗ＣＤ３８抗体を発現させた免疫担当細胞の表面に発現しているＣＤ３８抗原
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を認識し、免疫担当細胞が相互に干渉し、アポトーシスに陥ることを防ぐことができる。
【００６６】
共存させる抗ＣＤ３８抗体としては、抗ＣＤ３８抗体を発現させた免疫担当細胞の表面
に発現しているＣＤ３８抗原を認識し、発現させた抗ＣＤ３８抗体と競合さえできれば特
に制限はないが、具体的には、ＴＨＢ７由来の抗ＣＤ３８抗体が好ましい。
また、共存させる抗ＣＤ３８抗体の濃度についても特に制限はないが、ヒトＴ細胞１×
１０５〜１０６に対して０．０１５ｍｇ／ｍｌ程度以上が好ましく、０．１５ｍｇ／ｍｌ
程度以上がさらに好ましい。
【００６７】
［免疫担当細胞の機能］
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次に「本発明の、抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有する免疫担当細胞の機能」について説
明する。前記抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルスビリオンで感染させる免疫担当細胞が、
細胞傷害性Ｔ細胞またはナチュラルキラー細胞である場合には、抗ＣＤ３８抗体を発現し
、該抗体を細胞表面に有する、細胞傷害性Ｔ細胞又はナチュラルキラー細胞が得られる。
得られた抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有する、細胞傷害性Ｔ細胞又はナチュラルキラー
細胞は、細胞外傷害作用により、骨髄腫細胞、悪性リンパ腫細胞、白血病細胞等の前記標
的細胞を特異的に破壊ないしは殺傷することができる。
【００６８】
前記感染させる免疫担当細胞が、マクロファージ、好中球等の細胞である場合には、抗
ＣＤ３８抗体を細胞表面に有するマクロファージ、好中球等の貪食機能をもつ細胞が得ら
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れる。得られた抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有するマクロファージ、好中球等の細胞は、
貪食作用ないしは細胞外傷害作用により、前記標的細胞を特異的に破壊ないしは殺傷する
ことができる。
【００６９】
次に、本発明の、抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有する免疫担当細胞の精製・単離、並び
に前記免疫担当細胞の機能の評価ないしは確認する方法について説明する。
本発明の、抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有する免疫担当細胞が、前記標的細胞に対して
、特異的に破壊ないしは殺傷する機能は、抗ＣＤ３８抗体を用いた抗体染色法によるフロ
ーサイトメトリー等の常法により評価ないしは確認することができる。具体的には、本発
明の抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有する免疫担当細胞と前記標的細胞を共培養することに
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よる前記標的細胞の経時的細胞数減少を、蛍光標識（例えば、フィコエリスリン）した本
抗ＣＤ３８抗体と交差反応しない抗ＣＤ３８抗体を用いて前記標的細胞表面のＣＤ３８抗
原と抗原抗体反応させ、フローサイトメーターで検定ないしは定量すること等である。
【００７０】
本発明の、抗ＣＤ３８抗体発現ヒトＴ細胞株は、独立行政法人産業技術総合研究所
許生物寄託センターに、受託番号：ＦＥＲＭ

特

ＡＰ−２０８００として平成１８年２月１

５日に寄託されている。
【００７１】
本発明の細胞表面に抗ＣＤ３８抗体を発現させた免疫担当細胞は、ＣＤ３８抗原を細胞
表面に多く発現している細胞に細胞傷害性を有するため、癌等の有用な治療手段である。
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また、本発明の抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に発現させた免疫担当細胞の作成方法は、前記
免疫担当細胞を効率よく作成することができる。
本発明の、抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルス粒子を産生する細胞（いわゆるパッケー
ジング細胞）は、Ｔ細胞、マクロファージ、ナチュラルキラー細胞、好中球等の任意の免
疫担当細胞に感染させ得るレトロウイルス粒子を産生させ、該ウイルスビリオン（粒子）
を細胞外へ放出する手段として有用である。
【００７２】
本発明の抗体タンパク質は、本発明の免疫担当細胞の細胞表面上に発現させることによ
り、ＣＤ３８抗原を多く発現する細胞に対して強い親和性をもって結合するという役割を
有するため、本発明の免疫担当細胞を構成する一部のタンパク質として有用である。また
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、本発明のＤＮＡ及びレトロウイルスは抗ＣＤ３８抗体を発現する鋳型ＤＮＡとして有用
である。
本発明の組換えレトロウイルス発現ベクターは、前記パッケージング細胞を作製するた
め、組換え細胞を作製する材料として有用である。
【００７３】
本発明の抗ＣＤ３８抗体をコードするＤＮＡは、前記本発明の組み換えレトロウイルス
ベクターの作製の材料として、有用である。
【実施例】
【００７４】
次に、本発明を実施例に基づきさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限
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定されるものではない。
【００７５】
〔抗ＣＤ３８抗体遺伝子のクローニング〕
まず、ハイブリドーマ細胞としてＴＨＢ７細胞１ｘ１０６細胞（ＡＴＣＣ

ＨＢ−１３

６）から全ｍＲＮＡを、Ｔｒｉｚｏｌ試薬（商品名、ＧＩＢＣＯ−ＢＲＬ社製）を用いて
抽出した。次に（ｉ）前記得られた全ＲＮＡ１ｍｇ中から、前記抗体のＨ鎖可変部領域（
配列番号２）については、Ｅｌｌｉｓらの報告（Ｊ．Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ，１９９５年
，１５５巻：９２５−９３７頁）に記載のプライマーＡＨ〜ＨＨを用いて、（ｉｉ）前記
抗体のＬ鎖可変部領域（配列番号１）については、同文献に記載のプライマーＡＬ〜ＨＬ
を用いて、それぞれ、ＰＣＲ法により増幅し、Ｈ鎖可変部領域（配列番号２）及びＬ鎖可
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それぞれ、１ｍｇを得た。

【００７６】
上記得られたＨ鎖可変部領域（配列番号２）及びＬ鎖可変部領域（配列番号１）をコー
ドするｃＤＮＡから、Ｌｅｕｋｅｍｉａ，２００４，１８：６７６−６８４に記載の方法
に準じて、完全な抗ＣＤ３８キメラ抗体を発現させるための抗ＣＤ３８抗体遺伝子（ｃＤ
ＮＡ）を有するＤＮＡ構築体を調製した。図１は、上記得られた抗ＣＤ３８抗体遺伝子（
ｃＤＮＡ）を有するＤＮＡ構築体の配列の概略を示す図である。
【００７７】
〔抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルスベクターの構築〕
前記抗ＣＤ３８抗体遺伝子を有するＤＮＡ構築体を、ＩＲＥＳ及びＥＧＦＰが含まれる
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ＭＳＣＶプラスミド（以下、「ｐＭＳＣＶ−ＩＲＥＳ−ＥＧＦＰ」という。）の制限酵素
ＥｃｏＲＩ−制限酵素ＸｈｏＩ部位にライゲートした。前記ｐＭＳＣＶ−ＩＲＥＳ−ＥＧ
ＦＰは、セント・ジュード・ベクター・デベロップメント・アンド・プロダクション・シ
ェアード・リソース（アメリカ、テネシー州、メンフィス）から譲受した。
【００７８】
次に、前記得られた抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルスベクターにＬ鎖遺伝子及びＨ鎖
遺伝子が存在することを、制限酵素処理し、電気泳動することにより確認した。
図２は、抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルスベクター中にＬ鎖遺伝子及びＨ鎖遺伝子が
存在することを確認した電気泳動図である。Ｌ鎖ＤＮＡの約４００ｋｂｐ（レーン２）及
び、Ｈ鎖ＤＮＡの約４００ｋｂｐ（レーン３）の各々を示す（レーン１及び４は分子量マ
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ーカー）。前記レトロウイルスベクター中にＬ鎖遺伝子及びＨ鎖遺伝子の存在を示す。
【００７９】
〔抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルス粒子の形成〕
前記得られた抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルスベクター（１ｍｇ）をパッケージング
細胞（細胞数１×１０５、２９３Ｔ：理研

バイオリソースセンター

受託番号ＲＣＢ２

２０２）にリポフェクション試薬４ｍｇ（商品名、ＧＩＢＣＯ−ＢＲＬ社製）を用いて、
６穴プレート中に牛胎児血清（Ｆｅｔａｌ

Ｃａｌｆ

Ｓｅｒｕｍ）を含むＲＰＭＩ１６

４０培地において３７℃で３時間インキュベートすることによりトランスフェクションを
行い抗ＣＤ３８抗体発現レトロウイルス粒子（ビリオン）を産生するパッケージング細胞
を得た。発現率９０％以上。受託番号：ＦＥＲＭ

ＡＰ−２０８０１。得られたレトロウ
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イルス粒子を産生するパッケージング細胞を３７℃で２４〜９６時間インキュベート後ウ
イルス上清を回収した（９ｍＬ）。
【００８０】
〔本発明の、抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有するＴ細胞の作製〕
上記得られたウイルス上清（３ｍＬ、ＭＯＩ

１０５）およびポリブレン（最終濃度２

ｎｇ／ｍｌ：シグマ社製）をヒトＴ細胞株１０５細胞（Ｈｕｔ７８細胞：東北大学加齢医
学研究所から譲受。）に１４ｍｌポリプロピレンチューブ（ファルコン社製）内で３７℃
で２４時間インキュベートすることで感染させ、抗ヒトＣＤ３８抗体を細胞表面に有する
ヒトＴ細胞を調製した（発現率９０％以上）。この細胞は、本出願前に寄託した（受託番
号：ＦＥＲＭ

ＡＰ−２０８００）。
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【００８１】
遺伝子導入された細胞（ＥＧＦＰ陽性細胞）が、抗体発現していることの確認をするた
めに、抗マウスＩｇＧ抗体（商品名ＦＡＣＳＣａｌｉｂｕｒ、ベクトン・ディッキンソン
社製）を用いて、ＥＧＦＰと抗マウスＩｇＧ抗体―ｐｅｒＣＰとの発現パターンを調べ、
その結果を示す２次元プロットで示した（図３）。この結果は、遺伝子導入された細胞（
ＥＧＦＰ陽性細胞）は細胞表面に抗体発現していることを示している。
【００８２】
〔抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有するヒトＴ細胞株の機能評価試験〕
上記得られた抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有するヒトＴ細胞と患者由来骨髄腫細胞とを
１：２の比率で９６穴プレート（ファルコン社製）中でＲＰＭＩ−１６４０培地に１０％
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ウシ胎仔血清（ＧＩＢＣＯ−ＢＲＬ社製）を添加した完全培地を用いて３７℃２〜５日間
共培養を行った。その後、交差反応しない抗ＣＤ３８抗体−フィコエリスリン（ＢＤ・バ
イオサイエンスズ社製）２０μｌで前記骨髄腫細胞を染色した後、フローサイトメトリー
で骨髄腫細胞の生死を評価した。対照として、抗ＣＤ３８抗体を発現していないヒトＴ細
胞（東北大学加齢医学研究所から譲受。）も同様に患者由来骨髄腫細胞と共培養、染色後
、前記フローサイトメーターで生存細胞数を測定した。
【００８３】
評価試験は、骨髄腫細胞と抗体発現細胞の共培養、又は骨髄腫細胞と抗体非発現細胞（
対照）との培養５日間の共培養により、残存生存する骨髄腫細胞の細胞数を計測した。計
測は、培養５日後の培養液をフローサイトメトリーにより、フローサイトメトリーの所定

10

のチューブを６０秒間で通過する各々の細胞数を表示した。同じ条件のものを５回繰り返
し測定したものの平均値を数字で示した。共培養する骨髄腫細胞を１とした場合、抗ＣＤ
３８抗体を発現していないヒトＴ細胞の場合は、骨髄腫との比率が０．５倍、０．１倍、
０．０５倍、０．０１倍いずれの場合においても、骨髄腫細胞の生存細胞数は２０００細
胞数をはるかに超えていた（図４）。一方、共培養する骨髄腫細胞を１とした場合、本発
明の抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有するヒトＴ細胞、０．５倍、０．１倍、０．０５倍、
０．０１倍いずれの場合においても骨髄腫細胞をわずか５日でほぼすべての骨髄腫細胞を
死滅させた。
【００８４】
〔抗ＣＤ３８抗体による自己アポトーシス抑制試験〕
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次に、レトロウイルス粒子が感染したヒト免疫担当細胞から抗ＣＤ３８抗体を発現させ
る際、あらかじめ抗ＣＤ３８抗体を共存させることによる、自己アポトーシス抑制効果の
評価を行った。
評価方法については、以下のように行った。
ヒト末梢血Ｔ細胞をＩＬ−２およびＰＨＡ存在下で４８時間培養し、レトロウイルスを
用いて抗ＣＤ３８抗体をＴ細胞表面に発現させた。なお、抗ＣＤ３８抗体をＴ細胞表面に
発現させる際、抗ＣＤ３８抗体を様々な濃度で共存させた。その後、９日目にフローサイ
トメーターにて生存率を解析した。なお、共存させた抗ＣＤ３８抗体として、ＴＨＢ７の
上清の精製濃縮産物（抗体濃度１．５ｍｇ／ｍｌ）を希釈したものを用いた。
【００８５】
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その結果を図６に示す。
図６の結果から、共存させる抗ＣＤ３８抗体の濃度がヒトＴ細胞１×１０５〜１０６に
対して０．０１５ｍｇ／ｍｌ以上の場合に抗ＣＤ３８抗体を共存させる効果が見られるこ
とが分かった。
特に、共存させる抗ＣＤ３８抗体の濃度がヒトＴ細胞１×１０５〜１０６に対し０．１
５ｍｇ／ｍｌ以上の場合に自己アポトーシスを顕著に防止できることができることがわか
った。
【００８６】
（試験例）〔抗ＣＤ３８抗体発現細胞の抗腫瘍効果の評価〕
次に、抗ＣＤ３８抗体発現細胞の抗腫瘍効果の評価を行った。
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評価方法については、以下のように行った。
まず、ＮＯＤ／ＳＣＩＤマウスにＨＴ（悪性リンパ腫）−Ｌｕｃ細胞（１．６×１０６
）を移植した。ここで、Ｌｕｃとは、ルシフェーラゼを意味し、イメージアナライザーで
非破壊的に腫瘍の大きさを測定することができる。
このマウスに対して、ＨＴ−Ｌｕｃ移植後３日おきに、計４回、ヒトＴ細胞０．８×１
０６（コントロールベクターまたは抗ＣＤ３８抗体遺伝子を含んだベクターをそれぞれ導
入）を経静脈的に注射した。リツキシマブは０．２ｍｇを経腹膜的に移植後１日目に投与
した。３日目、３０日目にルシフェリンをマウスに投与し、フォトンイメージアナライザ
ーによりその発光強度を測定した。
その結果を下記表に示す。
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【００８７】

10
【００８８】
また、フォトンイメージアナライザーを用いたマウスの写真を図７に示す。
これらの結果より、対照群のベクターのみを移植した場合、すべてのマウスに腫瘍が確
認された。これ対して、本発明の抗ＣＤ３８抗体をコードするＤＮＡを有するベクターを
投与した場合、ほとんどのマウスで腫瘍が確認されなかった。また、リツキシマブと比較
しても、リシフェラーゼ活性及び腫瘍の大きさの観点から、同等またはそれ以上の効果が
得られることが分かった。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
本発明の、抗ＣＤ３８抗体を細胞表面に有する免疫担当細胞は、骨髄腫、悪性リンパ腫
、その他ＣＤ３８抗原を細胞表面に多く発現する白血病細胞等の癌細胞に細胞傷害性を有
するため、これらの種類の癌に有用な治療手段となる。この治療手段は、現在行われてい
る化学療法剤とは異なり、現在使用されている化学療法剤が有するような耐性の問題はな
く、また、ほとんどの化学療法剤が有する、嘔吐、下痢、脱毛等の、重篤な副作用はない
ものと考えられる。
【００９０】
本発明をその実施態様とともに説明したが、我々は特に指定しない限り我々の発明を説
明のどの細部においても限定しようとするものではなく、添付の請求の範囲に示した発明
の精神と範囲に反することなく幅広く解釈されるべきであると考える。
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