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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
配列番号１のアミノ酸配列において、8位、18位、20位、45位、60位、62位、63位、109位
、112位、148位、164位、190位、211位、217位、231位、236位、251位、277位、288位、2
95位、312位、315位、336位、386位、389位、425位、426位、486位、502位、505位、512
位、524位、529位、543位、565位、584位、614位、658位、663位、668位、677位、696位
および754位のLys残基から選択される１以上のLys残基がアセチル化された修飾化バロシ
ン含有タンパク質を認識する抗体。
【請求項２】
配列番号１の一部連続配列からなる修飾化ペプチドを抗原として調製された請求項１の抗
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体。
【請求項３】
配列番号１のアミノ酸配列において、8位、18位、20位、45位、60位、62位、63位、109位
、112位、148位、164位、190位、211位、217位、231位、236位、251位、277位、288位、2
95位、312位、315位、336位、386位、389位、425位、426位、486位、502位、505位、512
位、524位、529位、543位、565位、584位、614位、658位、663位、668位、677位、696位
および754位のそれぞれのLys残基が個別にアセチル化された修飾化バロシン含有タンパク
質を個別に認識する抗体のセット。
【請求項４】
配列番号１の495位Tyr残基がリン酸化した修飾化バロシン含有タンパク質を認識する標識
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化抗体と、請求項３記載の抗体セットを構成する各抗体を標識化した標識化抗体を含むキ
ット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
この出願の発明は、修飾化バロシン含有タンパク質を認識する抗体に関するものである
。
【背景技術】
バロシン含有タンパク質（ｖａｌｏｓｉｎ−ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ

ｐｒｏｔｅｏｉｎ

：以下「ＶＣＰ」と記載することがある。）はＡＴＰ結合タンパク質ファミリーのメンバ
ーであり、小胞の輸送や融合、２６Ｓプロテアソーム機能、ペリオキシゾームの集合化等
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に関している（非特許文献１）。またこのＶＣＰは、神経変性疾患患者の神経系組織、あ
るいは癌患者の腫瘍組織においての発現亢進が報告され（例えば非特許文献２−４）、そ
の発現レベルの検出は神経変性疾患における変性の程度、または腫瘍の悪性度を判定する
ための有効な手段となりうると考えられている。
しかしながら、大腸菌等で発現させた組換えＶＣＰはほとんどＡＴＰａｓｅ活性を持た
ないことから、ＶＣＰがその機能を発揮するためには、何からの修飾が必要と考えられて
いる。ＶＣＰの修飾については、はじめにチロシン（Ｔｙｒ）がリン酸化されていること
が報告され（非特許文献５）、その後、そのリン酸化Ｔｙｒの部位が同定されている（非
特許文献６）。
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［非特許文献］
１：Ｐｌｅａｓｕｒｅ，Ｉ．Ｔ．ｅｔ

ａｌ．Ｎａｔｕｒｅ３６５（６４４５），４５９

−４６２（１９９３）
２：Ｙａｍａｍｏｔｏ，Ｓ．，ｅｔ

ａｌ．Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｏｎｃｏｌ．２１（３），４

４７−４５２（２００３）
３：Ｋｏｂａｙａｓｈｉ，Ｔ．，ｅｔ

ａｌ．Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．２７７（４９）

，４７３５８−４７３６５（２００２）
４：Ａｓａｉ，Ｔ．，ｅｔ

ａｌ．Ｊｐｎ．Ｊ．Ｃａｎｃｅｒ

Ｒｅｓ．９３（３），２

９６−３０４（２００２）
５：Ｅｇｅｒｔｏｎ

Ｍ．ｅｔ

ａｌ．ＥＭＢＯ

Ｊ．１１（１０），３５３３−４０（
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１９９２）
６：Ｅｇｅｒｔｏｎ

Ｍ．ａｎｄ

Ｓａｍｅｌｓｏｎ

Ｌ．Ｅ．Ｊ

Ｂｉｏｌ

Ｃｈｅｍ

．２６９（１５），１１４３５−４１，（１９９４）
【発明の開示】
前記のとおり、ＶＣＰはそのアミノ酸修飾によって機能を発揮すると考えられているが
、ＶＣＰ機能の多様性を考慮すると、報告されているようなＴｙｒ残基のリン酸化修飾と
いった単独の修飾化が全ての機能に対応するとは考えられない。
これに対してこの出願の発明者らは、ＶＣＰがそのセリン（Ｓｅｒ）残基および／また
はスレオニン（Ｔｈｒ）残基の１以上がリン酸化修飾を受け、またリジン（Ｌｙｓ）残基
の１以上がアセチル化修飾を受けることによってＶＣＰが様々な機能を発揮することを見
出した。さらには、従来はそのリン酸化修飾が報告されていない１個のチロシン（Ｔｙｒ
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）残基の修飾もその機能にとって重要であることを見出した。
この出願の発明は、以上のとおりのＶＣＰ修飾に関する新規な知見を基礎とするもので
あって、修飾化ＶＣＰの発現レベルの測定等に有用な抗体を提供することを課題としてい
る。
この出願は、前記の課題を解決するものとして、以下の（１）〜（５）の発明を提供す
る。
（１）配列番号１のアミノ酸配列において：
（ａ）３位、７位、１３位、３７位、４０位、４２位、７３位、７８位、１０１位、１９
７位、２７６位、２８２位、２８４位、３２６位、３５２位、４４４位、４５７位、４５
９位、５１１位、５４１位、５５５位、５８１位、６１２位、６５２位、６６４位、６８
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３位、７０２位、７０５位、７１８位、７４６位、７４８位、７６５位および７７０位の
Ｓｅｒ残基から選択される１以上のＳｅｒ残基のリン酸化；
（ｂ）１４位、５６位、７６位、１６８位、２４９位、２６２位、３１６位、３３０位、
３４７位、３８５位、４３６位、４４８位、４６７位、４７５位、５０９位、５２５位、
５４９位、６０６位、６１３位、６７９位、６８８位、７１５位および７６１位のＴｈｒ
残基から選択される１以上のＴｈｒ残基のリン酸化；
（ｃ）８位、１８位、２０位、４５位、６０位、６２位、６３位、１０９位、１１２位、
１４８位、１６４位、１９０位、２１１位、２１７位、２３１位、２３６位、２５１位、
２７７位、２８８位、２９５位、３１２位、３１５位、３３６位、３８６位、３８９位、
４２５位、４２６位、４８６位、５０２位、５０５位、５１２位、５２４位、５２９位、
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５４３位、５６５位、５８４位、６１４位、６５８位、６６３位、６６８位、６７７位、
６９６位および７５４位のＬｙｓ残基から選択される１以上のＬｙｓ残基のアセチル化；
（ｄ）４９５位のＴｙｒ残基のリン酸化、
からなる群より選択される１以上のアミノ酸修飾を有する修飾化ペプチドを抗原として調
製された抗体であって、リン酸化Ｓｅｒ残基、リン酸化Ｔｈｒ残基、アセチル化Ｌｙｓ残
基および／またはリン酸化Ｔｙｒ残基を有する修飾化バロシン含有タンパク質を認識する
抗体。
（２）配列番号１の一部連続配列からなる修飾化ペプチドを抗原として調製された前記発
明（１）の抗体。
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（３）前記発明（２）の抗体とは異なる修飾化アミノ酸残基を認識する抗体。
（４）それぞれに異なるリン酸化Ｓｅｒ残基、リン酸化Ｔｈｒ残基、アセチル化Ｌｙｓ残
基および／またはリン酸化Ｔｙｒ残基を有する修飾化バロシン含有タンパク質を個別に認
識する抗体のセット。
（５）識化した前記発明（１）から（３）の抗体、または標識化した前記発明（４）の抗
体セットを含むキット。
なお、この発明において「抗体」とは、広義の意味で使用されるものであってよく、ま
た１価抗体または多価抗体並びにポリクローナル抗体およびモノクローナル抗体を含むも
のであり、さらに天然型（ｉｎｔａｃｔ）分子並びにそれらのフラグメントおよび誘導体
も表すものであり、Ｆ（ａｂ

）２、Ｆａｂ

およびＦａｂといったフラグメントを包含

し、さらに少なくとも二つの抗原またはエピトープ（ｅｐｉｔｏｐｅ）結合部位を有する
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キメラ抗体若しくは雑種抗体、または、例えばクワドローム（ｑｕａｄｒｏｍｅ）、トリ
オーム（ｔｒｉｏｍｅ）などの二重特異性組換え抗体、種間雑種抗体、抗イディオタイプ
抗体、さらには公知の細胞融合またはハイブリドーマ技術や抗体工学を適用したり、合成
あるいは半合成技術を使用して得られた抗体を包含する。
この発明における用語や概念は、発明の実施形態の説明や実施例において詳しく規定す
る。またこの発明を実施するために使用する様々な技術は、特にその出典を明示した技術
を除いては、公知の文献等に基づいて当業者であれば容易かつ確実に実施可能である。例
えば、遺伝子工学および分子生物学的技術はＳａｍｂｒｏｏｋ
ｓ，ｉｎ

Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ

ａｌ，Ｃｏｌｄ
ｅｗ

Ｓｐｒｉｎｇ

Ｃｌｏｎｉｎｇ−Ａ
Ｈａｒｂｏｒ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ

Ｙｏｒｋ，１９８９；Ａｕｓｕｂｅｌ，Ｆ．Ｍ．ｅｔ

Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ
ｙ

＆

ｉｎ

Ｓｏｎｓ，Ｎｅｗ

Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ

Ｍａｎｉａｔｉ
Ｍａｎｕ

Ｐｒｅｓｓ，Ｎ
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ａｌ．，Ｃｕｒｒｅｎｔ

Ｂｉｏｌｏｇｙ，Ｊｏｈｎ

Ｗｉｌｅ

Ｙｏｒｋ，Ｎ．Ｙ，１９９５等に記載されている。なお、用

語は基本的にはＩＵＰＡＣ−ＩＵＢ
ａｌ

ａｎｄ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ

Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ

ｏｎ

Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃ

Ｎｏｍｅｎｃｌａｔｕｒｅによるものであり、あるいは当該分野において慣用的に

使用される用語の意味に基づくものである。
【図面の簡単な説明】
図１は、実施例５のＥＬＩＳＡ分析の結果を示すグラフである。縦軸は吸光度、横軸は
抗体希釈倍率である。黒丸は修飾化ペプチド（Ｉ）、白四角は非修飾化ペプチド、黒三角
はコントロール修飾化ペプチド（Ｖ）のそれぞれに対するマウス抗血清（Ｉ）の抗体力価
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を示す。
図２は、実施例６のＥＬＩＳＡ分析の結果を示すグラフである。縦軸は吸光度、横軸は
抗体希釈倍率である。黒四角は修飾化ペプチド（ＩＩ）、白四角は非修飾化ペプチドに対
するウサギ抗血清（ＩＩ）の抗体力価を示す。
図３は、実施例７のＥＬＩＳＡ分析の結果を示すグラフである。縦軸は吸光度、横軸は
抗体希釈倍率である。黒丸は修飾化ペプチド（ＩＩＩ）、白丸は非修飾化ペプチドに対す
るウサギ抗血清（ＩＩＩ）の抗体力価を示す。
図４は、実施例８のＥＬＩＳＡ分析の結果を示すグラフである。縦軸は吸光度、横軸は
抗体希釈倍率である。黒丸は修飾化ペプチド（ＩＶ）、白丸は非修飾化ペプチドに対する
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ウサギ抗血清（ＩＶ）の抗体力価を示す。
図５は、実施例９のウェスタン・ブロット分析の結果である。
図６は、実施例１０のウェスタン・ブロット分析の結果である。
図７は、実施例１１のウェスタン・ブロット分析の結果である。
【発明を実施するための最良の形態】
発明（１）の抗体は、配列番号１のアミノ酸配列（ヒトＶＣＰのアミノ酸配列）におい
て：
（ａ）３位、７位、１３位、３７位、４０位、４２位、７３位、７８位、１０１位、１９
７位、２７６位、２８２位、２８４位、３２６位、３５２位、４４４位、４５７位、４５
９位、５１１位、５４１位、５５５位、５８１位、６１２位、６５２位、６６４位、６８
３位、７０２位、７０５位、７１８位、７４６位、７４８位、７６５位および７７０位の
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Ｓｅｒ残基から選択される１以上のＳｅｒ残基のリン酸化；
（ｂ）１４位、５６位、７６位、１６８位、２４９位、２６２位、３１６位、３３０位、
３４７位、３８５位、４３６位、４４８位、４６７位、４７５位、５０９位、５２５位、
５４９位、６０６位、６１３位、６７９位、６８８位、７１５位および７６１位のＴｈｒ
残基から選択される１以上のＴｈｒ残基のリン酸化；
（ｃ）８位、１８位、２０位、４５位、６０位、６２位、６３位、１０９位、１１２位、
１４８位、１６４位、１９０位、２１１位、２１７位、２３１位、２３６位、２５１位、
２７７位、２８８位、２９５位、３１２位、３１５位、３３６位、３８６位、３８９位、
４２５位、４２６位、４８６位、５０２位、５０５位、５１２位、５２４位、５２９位、
５４３位、５６５位、５８４位、６１４位、６５８位、６６３位、６６８位、６７７位、
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６９６位および７５４位のＬｙｓ残基から選択される１以上のＬｙｓ残基のアセチル化；
（ｄ）４９５位のＴｙｒ残基のリン酸化、
からなる群より選択される１以上のアミノ酸修飾を有する修飾化ペプチドを抗原として調
製された抗体である。
従って、この抗体は、抗原として使用した修飾化ペプチドの修飾アミノ酸残基に応じて
、それらと同一の修飾Ｓｅｒ残基、Ｔｈｒ残基および／またはＬｙｓ残基を有するＶＣＰ
を認識する。なお、ＶＣＰはヒト、マウス、ラットで全く同一のアミノ酸配列（配列番号
１）を有しているため、この発明の抗体は、ヒト、マウスおよびラットの修飾化ＶＣＰを
等しく認識することができる。
この発明の抗体作成に用いるペプチド抗原は、修飾化アミノ酸残基を含み、かつ全長Ｖ
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ＣＰと同一サイズのペプチドであってもよく、あるいは修飾化アミノ酸残基を含む部分ペ
プチドであってもよい。すなわち、配列番号１のアミノ酸配列における１以上のＳｅｒ残
基、Ｔｈｒ残基および／またはＬｙｓ残基がそれぞれ修飾された７〜１５、１５〜３０、
３１〜５０、５１〜８０、８１〜１５０連続アミノ酸配列からなる修飾化ペプチドである
。なお、短鎖ペプチドを抗原とする抗体については、例えば、Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｊ．，１
９９０，Ｖｏｌ．２６６，ｐ．４９７−５０４（Ｓｅｒ−Ｇｌｕ−Ａｓｎ−Ｔｙｒ−Ｌｙ
ｓ−Ａｓｐ−Ａｓｎからなるペプチドを抗原して作成した抗ｃｙｔｏｃｈｒｏｍ

Ｐ−４

５０ＩＡ２抗体）、Ｂｉｏｃｈｅｍ．Ｊ．，１９９２，Ｖｏｌ．２８８，ｐ．１９５−２
０５（Ｌｙｓ−Ｌｙｓ−Ａｓｎ−Ｇｌｙ−Ａｒｇ−Ｉｌｅ−Ｌｅｕ−Ｔｈｒ−Ｌｅｕ−Ｐ
ｒｏ−Ａｒｇ−Ｓｅｒ−Ａｓｎ−Ｐｒｏ−Ｓｅｒを抗原として作成した抗インスリンβ−
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サブユニットモノクローナル抗体）等が知られている（その他にも、Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ
ａｎｄ

Ｃｅｌｌｕｌａｒ

Ｂｉｏｌｏｇｙ，１９８８，Ｖｏｌ．８，ｐ．２１５９−

２１６３、Ｃｅｌｌ，１９８９，Ｖｏｌ．５８，ｐ．９４５−９５３）。従って、配列番
号１における前記範囲の連続配列を選択し、修飾化されたアミノ酸残基を含む部分ペプチ
ドを抗原とすることによって、対応する修飾化アミノ酸残基を有するＶＣＰを認識する抗
体が、当業者であれば格段の困難性なく作成される。
また、この修飾化ペプチドは、アミド結合（ペプチド結合）によって直線的配列で互い
に結合した７個以上のアミノ酸残基の直線的配列から構成された分子を意味し、天然のア
ミド結合以外の残基連結からなるものであってもよい。天然のアミド結合以外の残基連結
は、例えばグルタルアルデヒド、Ｎ−ヒドロキシスクシンイミドエステル、２官能マレイ
ミド、Ｎ，Ｎ

−ジシクロヘキシルカルボジイミド（ＤＣＣ）、またはＮ，Ｎ

10

−ジイソ

プロピルカルボジイミド（ＤＩＣ）等の化学結合またはカップリング手段を例示すること
ができる。また、ペプチド結合の代替となり得る連結基は、例えばケトメチレン（例えば
、−Ｃ（＝Ｏ）−ＣＨ２−に対する−Ｃ（＝Ｏ）−ＮＨ−）、アミノメチレン（ＣＨ２−
ＮＨ）、エチレン、オレフィン（ＣＨ＝ＣＨ）、エーテル（ＣＨ２−Ｏ）、チオエーテル
（ＣＨ２−Ｓ）、テトラゾール（ＣＮ４−）、チアゾール、レトロアミド、チオアミド、
またはエステルを含む（例えば、Ｓｐａｔｏｌａ（１９８３）ｉｎ
ａｎｄ
ｓ

Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ

ａｎｄ

ｏｆ

Ａｍｉｎｏ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ

Ａｃｉｄｓ，Ｐｅｐｔｉｄｅ

Ｐｒｏｔｅｉｎｓ，Ｖｏｌ．７，ｐｐ２６７−３５７，

Ｂａｃｋｂｏｎｅ

Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ，

Ｐｅｐｔｉｄｅ

Ｍａｒｃｅｌｌ

Ｄｅｋｋｅｒ，Ｎ

20

Ｙを参照）。
この発明の抗体作成に使用する修飾化ペプチドは、例えばペプチド合成機を使用して、
例えばＦｍｏｃ−ｂｏｐ法（Ｍｅｒｒｉｆｉｅｌｄ，Ｒ．Ｂ．Ｊ．Ｓｏｌｉｄ

ｐｈａｓ

ｅ

ｏｆ

ｐｅｐｔｉｄｅ

ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ

Ｉ．Ｔｈｅ

ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ

ｔ

ｅｔｒａｐｅｐｔｉｄｅ．Ｊ．Ａｍｅｒ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．８５，２１４９−２１５４
，１９６３；Ｆｍｏｃ
．Ａ

Ｓｏｌｉｄ

Ｐｒａｃｔｉｃａｌ

，Ｐ．Ｄ．，Ｏｘｆｏｒｄ

Ｐｈａｓｅ

Ｐｅｐｔｉｄｅ

Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ

Ａｐｐｒｏａｃｈ．Ｃｈａｎ，Ｗ．Ｃ．ａｎｄ
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

Ｗｈｉｔｅ

Ｐｒｅｓｓ，２０００）等によって

合成することができる。また、ペプチド合成の材料として使用するリン酸化Ｓｅｒ残基、
リン酸化Ｔｈｒ残基、アセチル化Ｌｙｓ残基およびリン酸化Ｔｙｒ残基は、それぞれ市販

30

品を使用することもでき、あるいは公知の方法によって各アミノ酸残基を所望の形態に修
飾化することによって作成することもできる。すなわち、リン酸化Ｓｅｒ残基およびＴｈ
ｒ残基は、ＳｅｒおよびＴｈｒにセリン／スレオニンキナーゼを作用させ、またリン酸化
Ｔｙｒ残基はＴｙｒにチロシンキナーゼを作用させ、それらのヒドロキシ基にリン酸基を
付加することによって作成することができる。またアセチル化Ｌｙｓ残基は、Ｌｙｓにア
セチラーゼを作用させてそのアミノ基にアセチル基を付加することによって作成すること
ができる。
また修飾化ペプチドのＮ末端にはシステインを導入してもよい。合成したペプチドはμ
Ｂｏｎｄａｓｐｈｅｒｅ、Ｃ１８カラム（Ｗａｔｅｒｓ）などを用いた高速液体クロマト
グラフィーなどにより精製して免疫抗原として使用する。また、修飾化ペプチドの修飾部
位や修飾の種類等は、Ｍａｓｓ

40

Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ解析によって正確に判定する

こともできる。
この発明の抗体は、例えばポリクローナル抗体の場合には、修飾化ペプチドを免疫原と
して動物を免役した後、血清から得ることができる。動物としては、マウス、ラット、ハ
ムスター、ウサギ、ヤギ、ヒツジ、ウシ、ウマ、ブタ、イヌ、ネコ、サル、ニワトリなど
が用いられる
抗原ペプチドによる動物の免疫は公知の方法（例えば、村松繁、他編、実験生物学講座
１４、免疫生物学、丸善株式会社、昭和６０年、日本生化学会編、続生化学実験講座５、
免疫生化学研究法、東京化学同人、１９８６年、日本生化学会編、新生化学実験講座１２
、分子免疫学ＩＩＩ、抗原・抗体・補体、東京化学同人、１９９２年などに記載された方
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法）に準じて行うことができる。例えば、一般的方法としては、抗原ペプチドを哺乳動物
の腹腔内または皮下に注射することにより免疫化を行うことができる。抗原ペプチドはウ
シアルブミン、ニワトリオボアルブリン、軟体動物由来ヘモシアニンなどの適当なキャリ
ヤータンパク質に、マレイミド、カルボジイミドなどを用いて化学的に結合させた後に免
疫しても良い。また、抗原ペプチドをアジュバントと共に投与してもよい。アジュバント
としては、例えばフロイント完全（または不完全）アジュバント、リビ（Ｒｉｂｉ）アジ
ュバント、百日咳ワクチン、ＢＣＧ、リピッドＡ、リポソーム、水酸化アルミニウム、シ
リカなどが挙げられる。
ポリクローナル抗体を含む抗血清は、免疫された動物を所定の期間飼育した後、その動
10

物から採血した血液から調製することができる。
また、モノクローナル抗体は、公知のモノクローナル抗体作製法（「単クローン抗体」
、長宗香明、寺田弘共著、廣川書店、１９９０年；
ｏｄｙ
ｃ

Ｊａｍｅｓ

Ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ

Ｗ．Ｇｏｄｉｎｇ，ｔｈｉｒｄ

Ｐｒｅｓｓ，１９９６；Ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ

ｉｏｎ

Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ

，Ｍａｒｃｅｌ

ａｎｄ

Ａｎｔｉｂ

ｅｄｉｔｉｏｎ，Ａｃａｄｅｍｉ
Ａｎｔｉｂｏｄｙ

Ｐｒｏｄｕｃｔ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，ｐｐ．７９−９７

Ｄｅｋｋｅｒ，Ｉｎｃ．，Ｎｅｗ

Ｙｏｒｋ，１９８７など）に従い作

製することができる。
具体的には、修飾化ペプチドを用いて哺乳動物を免疫し、必要に応じて適宜に追加免疫
して動物を充分に感化する。次いでこの動物から抗体産生細胞（リンパ細胞または脾臓細
胞）を摘出し、これとミエローマ（骨髄腫）細胞株との融合細胞を得る。そして、これら

20

の融合細胞株から、目的とするモノクローナル抗体を産生する細胞を選択し、培養するこ
とによって、ハイブリドーマ細胞を得ることができる。そして、このハイブリドーマ細胞
の培養物から、あるいはハイブリドーマ細胞を注射した動物の腹水から採取するなどして
モノクローナル抗体を得ることができる。
このモノクローナル抗体の作成において使用する被免疫動物としては、公知のハイブリ
ドーマ作製法に用いられる哺乳動物を使用することができる。具体的には、たとえばマウ
ス、ラット、ヤギ、ヒツジ、ウシ、ウマ等である。ただし、摘出した抗体産生細胞と融合
させるミエローマ細胞の入手容易性等の観点からは、マウスまたはラットを被免疫動物と
するのが好ましい。また、実際に使用するマウスおよびラットの系統は特に制限はなく、
マウスの場合には、たとえば各系統Ａ、ＡＫＲ、ＢＡＬＢ／ｃ、ＢＤＰ、ＢＡ、ＣＥ、Ｃ

30

３Ｈ、５７ＢＬ、Ｃ５７ＢＲ、Ｃ５７Ｌ、ＤＢＡ、ＦＬ、ＨＴＨ、ＨＴｌ、ＬＰ、ＮＺＢ
、ＮＺＷ、ＲＦ、ＲＩＩＩ、ＳＪＬ、ＳＷＲ、ＷＢ、１２９等が、またラットの場合には
、たとえば、Ｌｏｗ、Ｌｅｗｉｓ、Ｓｐｒａｑｕｅ、Ｄａｗｅｌｅｙ、ＡＣＩ、ＢＮ、Ｆ
ｉｓｃｈｅｒ等を用いることができる。このうち、後述のミエローマ細胞との融合適合性
を勘案すれば、マウスではＢＡＬＢ／ｃ系統が、ラットではｌｏｗ系統が被免疫動物とし
て特に好ましい。なお、これらマウスまたはラットの免疫時の週齢は５〜１２週齢が好ま
しい。
免疫原の投与スケジュールは被免疫動物の種類、個体差等により異なるが、一般には、
抗原投与回数１〜６回、複数回の場合は投与間隔１〜２週間が好ましい。また免疫原であ
る修飾化ペプチドの投与は、初回免疫としては１００〜２００μｇ程度、２次免疫以降は

40

５０〜１００μｇを動物の皮内または腹腔内に投与することによって行うことができる。
上記の投与スケジュールの最終免疫日から１〜５日後に被免疫動物から抗体産生細胞を
含む脾臓細胞またはリンパ細胞を無菌的に取り出す。これらの脾臓細胞またはリンパ細胞
からの抗体産生細胞の分離は、公知の方法に従って行うことができる。
次いで、抗体産生細胞とミエローマ細胞とを融合する。このミエローマ細胞には特段の
制限はなく、公知の細胞株から適宜に選択して用いることができる。ただし、融合細胞か
らハイブリドーマを選択する際の利便性を考慮して、その選択手続が確立しているＨＧＰ
ＲＴ（Ｈｐｏｘａｎｔｈｉｎｅ−ｇｕａｎｉｎｅ

ｐｈｏｓｐｈｏｒｉｂｏｓｙｌ

ｔｒ

ａｎｓｆｅｒａｓｅ）欠損株を用いるのが好ましい。すなわち、マウス由来のＸ６３−Ａ
ｇ８（Ｘ６３）、ＮＳ１−Ａｇ４／１（ＮＳ−１）、Ｐ３Ｘ６３−Ａｇ８．Ｕ１（Ｐ３Ｕ
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１）、Ｘ６３−Ａｇ８．６５３（Ｘ６３．６５３）、ＳＰ２／０−Ａｇ１４（ＳＰ２／０
）、ＭＰＣ１１−４５．６ＴＧ１．７（４５．６ＴＧ）、ＦＯ、８１４９／５ＸＸＯ，Ｂ
Ｕ．１等、ラット由来の２１０．ＲＳＹ３．Ａｇ．１．２．３（Ｙ３）等、ヒト由来のＵ
２６６ＡＲ（ＳＫＯ−００７）、ＧＭ１５００・ＧＴＧ−Ａ１２（ＧＭ１５００）、ＵＣ
７２９−６、ＬＩＣＲ−ＬＯＷ−ＨＭｙ２（ＨＭｙ２）、８２２６ＡＲ／ＮＩＰ４−１（
ＮＰ４１）等である。
抗体産生細胞とミエローマ細胞との融合は、公知の方法に従い、細胞の生存率を極度に
低下させない程度の条件下で適宜実施することができる。そのような方法は、例えば、ポ
リエチレングリコール等の高濃度ポリマー溶液中で抗体産生細胞とミエローマ細胞とを混
10

合する化学的方法、電気的刺激を利用する物理的方法等を用いることができる。
融合細胞と非融合細胞の選択は、例えば、公知のＨＡＴ（ヒポキサンチン・アミノプテ
リン・チミジン）選択法により行うのが好ましい。この方法は、アミノプテリン存在下で
生存し得ないＨＧＰＲＴ欠損株のミエローマ細胞を用いて融合細胞を得る場合に有効であ
る。すなわち、未融合細胞および融合細胞をＨＡＴ培地で培養することにより、アミノプ
テリンに対する耐性を持ち合わせた融合細胞のみを選択的に残存させ、かつ増殖させるこ
とができる。
目的とするモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマ細胞のスクリーニングは、公
知の酵素免疫検定法（ＥＩＡ：Ｅｎｚｙｍｅ
定法（ＲＩＡ：Ｒａｄｉｏ

Ｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙ）、放射線免疫測

Ｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙ）、蛍光抗体法等により行うことが

できる。またスクリーニング後のハイブリドーマ細胞は、メチルセルロース法、軟アガロ

20

ース法、限界希釈法等の公知の方法によりクローニングし、抗体産生に用いる。
以上の通りの方法によって得たハイブリドーマ細胞は、液体窒素中または−８０℃以下
の冷凍庫中に凍結状態で保存することができる。そして、培養したハイブリドーマ細胞、
またはハイブリドーマ細胞を腹腔内注射して動物の腹水から、目的のモノクローナル抗体
を得ることができる。
この発明のポリクローナル抗体またはモノクローナル抗体は、必要に応じてそれをより
精製された形態のものとして使用される。抗体を精製・単離する手法としては、従来公知
の方法、例えば硫酸アンモニウム沈殿法などの塩析、セファデックスなどによるゲルろ過
法、イオン交換クロマトグラフィー法、電気泳動法、透析、限外ろ過法、アフィニティ・
クロマトグラフィー法、高速液体クロマトグラフィー法などを採用することができる。好

30

ましくは、抗血清、モノクローナル抗体を含有する腹水などは、硫安分画した後、ＤＥＡ
Ｅ−セファロースの如き、陰イオン交換ゲルおよびプロテインＡカラムのようなアフィニ
ティーカラムなどで処理し精製分離することができる。特に好ましくは抗原ペプチドを固
定化したアフィニティークロマトグラフィー、プロテインＡを固定化したアフィニティー
クロマトグラフィー、ヒドロキシアパタイトクロマトグラフィーなどが挙げられる。
この発明の抗体は、前記の方法により得られた抗体をトリプシン、パパイン、ペプシン
などの酵素により処理して、場合により還元して得られるＦａｂ、Ｆａｂ

、Ｆ（ａｂ

）２といった抗体フラグメントであってもよい。抗体は、既知の任意の検定法、例えば競
合的結合検定、直接および間接サンドイッチ検定、あるいは免疫沈降検定等に使用するこ
とができる（例えば、Ｚｏｌａ，Ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ
ａｎｕａｌ

ｏｆ

Ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ：Ａ

Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，ｐｐ．１４７−１５８，ＣＲＣ

Ｍ
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Ｐｒｅｓｓ

，Ｉｎｃ．，１９８７等を参照）。
この発明の抗体には、標識物質によって標識化されたものも含まれる。標識としては、
酵素、酵素基質、酵素阻害物質、補欠分子類、補酵素、酵素前駆体、アポ酵素、蛍光物質
、色素物質、化学ルミネッセンス化合物、発光物質、発色物質、磁気物質、金属粒子（例
えば金コロイドなど）、非金属元素粒子（例えばセレンコロイドなど）、放射性物質など
を挙げることができる。特に、酵素、放射性同位体または蛍光色素をふくむ化学物質が好
ましい。酵素は、ｔｕｒｎｏｖｅｒ

ｎｕｍｂｅｒが大であること、抗体と結合させても

安定であること、基質を特異的に着色させる等の条件を満たすものであれば特段の制限は
なく、通常のＥＩＡに用いられる酵素を使用できる。酵素としては、脱水素酵素、還元酵
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素、酸化酵素などの酸化還元酵素、例えばアミノ基、カルボキシル基、メチル基、アシル
基、リン酸基などを転移するのを触媒する転移酵素、例えばエステル結合、グリコシド結
合、エーテル結合、ペプチド結合などを加水分解する加水分解酵素、リアーゼ、イソメラ
ーゼ、リガーゼなどを挙げることができる。酵素は複数の酵素を複合的に用いること（例
えば、酵素的サイクリングの利用）もできる。酵素標識などは、ビオチン標識体と酵素標
識アビジン（ストレプトアビジン）に置き換えることも可能である。また標識は、複数の
異なった種類の標識物質を使用することもできる。こうした場合、複数の測定を連続的に
、あるいは非連続的に、そして同時にあるいは別々に行うことを可能にする。
代表的な酵素標識としては、西洋ワサビペルオキシダーゼなどのペルオキシダーゼ、大
腸菌β−Ｄ−ガラクトシダーゼなどのガラクトシダーゼ、リンゴ酸脱水素酵素、グルコー

10

ス−６−リン酸化脱水素酵素、グルコースオキシダーゼ、グルコアミラーゼ、アセチルコ
リンエステラーゼ、カタラーゼ、ウシ小腸アルカリホスファターゼ、大腸菌アルカリホス
ファターゼなどのアルカリフォスファターゼなどを例示することができる。
また酵素標識した場合の基質としては、使用する酵素の種類に応じて公知の物質を使用
することができ、４−メチルウンベリフェリルフォスフェートなどのウンベリフェロン誘
導体、ニトロフェニルホスフェートなどのリン酸化フェノール誘導体などが挙げられ、例
えば酵素としてペルオキシダーゼを使用する場合には、３，３

，５，５

−テトラメチ

ルベンジシンを、また酵素としてアルカリフォスファターゼを用いる場合には、パラニト
ロフェノール等を用いることができる。また標識シグナルの形成に４−ヒドロキシフェニ
ル酢酸、ｏ−フェニレンジアミン（ＯＰＤ）、テトラメチルベンジジン（ＴＭＢ）、５−

20

アミノサリチル酸、３，３−ジアミノベンジジンテトラヒドロクロライド（ＤＡＢ）、３
−アミノ−９−エチルカルバゾール（ＡＥＣ）、チラミン、ルミノール、ルシゲニンルシ
フェリンおよびその誘導体、Ｐｈｏｌａｄ

ｌｕｃｉｆｅｒｉｎなどと西洋ワサビ・ペル

オキシダーゼなどのペルオキシダーゼ、ルミジェンＰＰＤ、（４−メチル）ウンベリフェ
リル−リン酸、ｐ−ニトロフェノール−リン酸、フェノール−リン酸、ブロモクロロイン
ドリルリン酸（ＢＣＩＰ）、ＡＭＰＡＫＴＭ（ＤＡＫＯ）、ＡｍｐｌｉＱＴＭ（ＤＡＫＯ
）などとアルカリフォスファターゼ、４−メチルウンベリフェリル−β−Ｄ−ガラクトシ
ドといったウンベリフェリルガラクトシド、ｏ−ニトロフェノール−β−Ｄ−ガラクトシ
ドといったニトロフェニルガラクトシドなどとβ−Ｄ−ガラクトシダーゼ、グルコース−
６−リン酸・デヒドロゲナーゼ、ＡＢＴＳなどとグルコースオキシダーゼなどの酵素試薬
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の組合わせも利用でき、ヒドロキノン、ヒドロキシベンゾキノン、ヒドロキシアントラキ
ノンなどのキノール化合物、リポ酸、グルタチオンなどのチオール化合物、フェノール誘
導体、フェロセン誘導体などを酵素などの働きで形成しうるものが使用できる。
放射性同位体としては、３２Ｐ、１２５Ｉ、１４Ｃ、３５Ｓ、３Ｈ等の通常のＲＩＡで
用いられているものを使用することができる。蛍光物質あるいは化学ルミネッセンス化合
物としては、フルオレセインイソチオシアネート（ＦＩＴＣ）、例えばローダミンＢイソ
チオシアネート、テトラメチルローダミンイソチオシアネート（ＲＩＴＣ）、テトラメチ
ルローダミンイソチオシアネートアイソマーＲ（ＴＲＩＴＣ）などのローダミン誘導体、
７−アミノ−４−クマリン−３−酢酸、ダンシルクロリド、ダンシルフルオリド、フルオ
レスカミン、フィコビリプロテイン、アクリジニウム塩、ルミフェリン、ルシフェラーゼ
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、エクォリンなどのルミノール、イミダゾール、シュウ酸エステル、希土類キレート化合
物、クマリン誘導体などが挙げられる。蛍光色素としては、通常の蛍光抗体法に用いられ
るものを使用することができる。発色、螢光などを含めた生成するシグナルを検知するに
は、視覚によることもできるが、公知の装置を使用することもでき、例えば螢光光度計、
プレートリーダーなども使用できる。また、放射性同位体（アイソトープ）などの出すシ
グナルを検知するには、公知の装置（例えばガンマーカウンター、シンチレーションなど
）を使用することができる。
抗体を標識するには、チオール基とマレイミド基の反応、ピリジルジスルフィド基とチ
オール基の反応、アミノ基とアルデヒド基の反応などを利用して行うことができる。また
縮合剤（例えば、ホルムアルデヒド、グルタルアルデヒド、ヘキサメチレンジイソシアネ
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ート、ヘキサメチレンジイソチオシアネート、Ｎ，Ｎ
アミド、Ｎ，Ｎ

−ポリメチレンビスヨードアセト

−エチレンビスマレイミド、エチレングリコールビススクシニミジルス

クシネート、ビスジアゾベンジジン、１−エチル−３−（３−ジメチルアミノプロピル）
カルボジイミド、スクシンイミジル
ＤＰ）、Ｎ−スクシンイミジル

３−（２−ピリジルジチオ）プロピオネート（ＳＰ

４−（Ｎ−マレイミドメチル）シクロヘキサン−１−カ

ルボキシレート（ＳＭＣＣ）、Ｎ−スルホスクシンイミジル

４−（Ｎ−マレイミドメチ

ル）シクロヘキサン−１−カルボキシレート、Ｎ−スクシンイミジル（４−ヨードアセチ
ル）アミノベンゾエート、Ｎ−スクシンイミジル

４−（１−マレイミドフェニル）ブチ

レート、Ｎ−（ε−マレイミドカプロイルオキシ）コハク酸イミド（ＥＭＣＳ）、イミノ
チオラン、Ｓ−アセチルメルカプトコハク酸無水物、メチル−３−（４

−ジチオピリジ

10

ル）プロピオンイミデート、メチル−４−メルカプトブチリルイミデート、メチル−３−
メルカプトプロピオンイミデート、Ｎ−スクシンイミジル−Ｓ−アセチルメルカプトアセ
テートなど）を用いることもできる。
さらにまた、この出願は、それぞれに異なるリン酸化Ｓｅｒ残基、リン酸化Ｔｈｒ残基
、アセチル化Ｌｙｓ残基および／またはリン酸化Ｔｙｒ残基を有する修飾化ＶＣＰを個別
に認識する抗体のセット（発明（４））を提供する。すなわちこの発明（４）の抗体セッ
トは、それぞれ異なる修飾化アミノ酸残基を有する修飾化ＶＣＰを個別に認識する少なく
とも２種類の抗体からなるセットである。
またこの出願は、発明（５）として、前記発明（１）から（３）のいずれか、および／
または発明（４）の抗体セットを含むキットを提供する。この発明（５）のキットは、抗
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体または抗体セットのそれぞれの抗体が液相系にキット化されたものであってもよく、あ
るいは抗体が固相単体に結合されたものであってもよい。また、標識物質が酵素の場合に
は、その基質を含んでもよい。さらに、固相単体に抗体が結合したものの場合には、非結
合抗体を洗浄するための溶液を含むようにしてもよい。またさらに、１次抗体と２次抗体
を含むキット（例えばＥＬＩＳＡキット）であってもよい。
なお、固相担体としては、例えばガラス、例えばアミノアルキルシリルガラスなどの活
性化ガラス、多孔質ガラス、シリカゲル、シリカ−アルミナ、アルミナ、磁化鉄、磁化合
金などの無機材料、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリフッ化ビニリ
デン、ポリビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリカーボネート、ポリメタクリレート、ポリスチ
レン、スチレン−ブタジエン共重合体、ポリアクリルアミド、架橋ポリアクリルアミド、
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スチレン−メタクリレート共重合体、ポリグリシジルメタクリレート、アクロレイン−エ
チレングリコールジメタクリレート共重合体など、架橋化アルブミン、コラーゲン、ゼラ
チン、デキストラン、アガロース、架橋アガロース、セルロース、微結晶セルロース、カ
ルボキシメチルセルロース、セルロースアセテートなどの天然または変成セルロース、架
橋デキストラン、ナイロンなどのポリアミド、ポリウレタン、ポリエポキシ樹脂などの有
機高分子物質、さらにそれらを乳化重合して得られたもの、シリコンガムなど、細胞、赤
血球などで、必要に応じ、シランカップリング剤などで官能性基を導入してあるものが挙
げられる。
これら担体への抗体との結合は、吸着などの物理的な手法、あるいは縮合剤などを用い
たり、活性化されたものなどを用いたりする化学的な方法、さらには相互の化学的な結合
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反応を利用した手法などにより行うことが出来る。
この発明によって提供される抗体や抗体セット、あるいは抗体キットは、当該分野で特
定のタンパク質量を検知測定するために知られた手法（例えばｉｎ

ｓｉｔｕハイブリダ

イゼーション、ウェスタンブロッティング、各種の免疫組織学的方法など）によって修飾
化ＶＣＰを同定するために使用することができる。これらの一般的な技術手段の詳細につ
いては、例えば、入江

寛編、「続ラジオイムノアッセイ」、講談社，昭和５４年発行；

石川栄治ら編、「酵素免疫測定法」（第３版）、医学書院，昭和６２年発行；Ｈ．Ｖ．Ｖ
ｕｎａｋｉｓ
ｙ

ｅｔ

ａｌ．（ｅｄ．），

Ｍｅｔｈｏｄｓ

，Ｖｏｌ．７０（Ｉｍｍｕｎｏｃｈｅｍｉｃａｌ
Ａ），Ａｃａｄｅｍｉｃ

Ｐｒｅｓｓ，Ｎｅｗ

ｉｎ

Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇ

Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，Ｐａｒｔ

Ｙｏｒｋ（１９８０）；Ｊ．Ｊ．Ｌａ

50

(10)
ｎｇｏｎｅ

ｅｔ

ａｌ．（ｅｄ．），

JP 4546929 B2 2010.9.22

Ｍｅｔｈｏｄｓ

，Ｖｏｌ．７３（Ｉｍｍｕｎｏｃｈｅｍｉｃａｌ
Ｂ），Ａｃａｄｅｍｉｃ
ｇｏｎｅ

ｅｔ

Ｐｒｅｓｓ，Ｎｅｗ

ａｌ．（ｅｄ．），

ｏｎｅ

ｅｔ

Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，Ｐａｒｔ

Ｍｅｔｈｏｄｓ

Ｐｒｅｓｓ，Ｎｅｗ

ａｌ．（ｅｄ．），

ｗ

ｉｎ

Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，Ｐａｒｔ

Ｍｅｔｈｏｄｓ

ｉｎ

ｉｎ

Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ

ａｌ

Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，Ｐａｒｔ

ｅｓ

ａｎｄ

ｅｍｉｃ

Ｇｅｎｅｒａｌ

ａｌ．（ｅｄ．），

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

ｇｏｎｅ

ｅｔ

ａｌ．（ｅｄ．），

Ｍｅｔｈｏｄｓ），Ａｃａｄ

ｉｎ

，Ｖｏｌ．１２

Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，Ｐａｒｔ

Ｉ：Ｈｙｂｒｉ

ａｎｄ

Ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ

Ｐｒｅｓｓ，Ｎｅｗ

Ａｎｔｉｂｏｄｉｅ

Ｙｏｒｋ（１９８６）；Ｊ．Ｊ．Ｌａｎ

Ｍｅｔｈｏｄｓ

Ｍｉｍｉｃｒｙ），Ａｃａｄｅｍｉｃ

）；Ｍ．Ｗｉｌｃｈｅｋ
ｍｏｌｏｇｙ

ｅｔ

ｉｎ

Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ

ｏｎｅ

ｅｔ

ａｌ．（ｅｄ．），

Ｐｒｅｓｓ，Ｎｅｗ

ａｌ．（ｅｄ．），

ｎｃｅｐｔｓ

Ｙｏｒｋ（１９８９
ｉｎ

Ｅｎｚｙ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｄｅｓｉｇｎ

ｉｎ

Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ

，

ａｎｄ

Ｍｏｄｅｌｉｎｇ：Ｃｏ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ，Ｐａｒｔ

Ｂ：Ａｎｉｂｏｄｉｅｓ

ａｎｄ
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Ｙｏｒｋ（１９９０）；Ｊ．Ｊ．Ｌａｎｇ

Ａｎｔｉｇｅｎｓ，Ｎｕｃｌｅｉｃ

ｄｅｓ，ａｎｄ

Ｍｏｌｅｃｕｌ

Ｍｅｔｈｏｄｓ

Ｍｅｔｈｏｄｓ

Ｖｏｌ．２０３（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ
ａｎｄ

Ｐｒｅｓｓ，Ｎｅｗ

，Ｖｏｌ．１８４（Ａｖｉｄｉｎ−Ｂｉｏｔｉｎ

），Ａｃａｄｅｍｉｃ

ｅｔ

Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ

ａｌ．（ｅｄ．），

10

Ａｎｔｉｂｏｄｉ

，Ｖｏｌ．１７８（Ａｎｔｉｂｏｄｉｅｓ，Ａｎｔｉｇｅｎｓ，ａｎｄ
ａｒ

Ｍｅ

，Ｖｏｌ．９２（Ｉｍｍｕｎｏｃｈｅｍｉｃ
Ｅ：Ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ

Ｍｅｔｈｏｄｓ

ｓ），Ａｃａｄｅｍｉｃ

ｅｔ

Ｄ：

Ｐｒｅｓｓ，Ｎｅ

Ｙｏｒｋ（１９８３）；Ｊ．Ｊ．Ｌａｎｇｏｎｅ

１（Ｉｍｍｕｎｏｃｈｅｍｉｃａｌ
ｄｏｍａ

，

Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，Ｐａｒｔ

Ｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙ

Ｐｒｅｓｓ，Ｎｅｗ

Ｃ

Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ

Ｉｍｍｕｎｏａｓｓａｙｓ），Ａｃａｄｅｍｉｃ

Ｙｏｒｋ（１９８２）；Ｊ．Ｊ．Ｌａｎｇｏｎｅ

ｔｈｏｄｓ

Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ

Ｙｏｒｋ（１９８１）；Ｊ．Ｊ．Ｌａｎｇ

Ｖｏｌ．８４（Ｉｍｍｕｎｏｃｈｅｍｉｃａｌ
Ｓｅｌｅｃｔｅｄ

Ｅｎｚｙｍｏｌｏｇｙ

Ｙｏｒｋ（１９８１）；Ｊ．Ｊ．Ｌａｎ

，Ｖｏｌ．７４（Ｉｍｍｕｎｏｃｈｅｍｉｃａｌ
），Ａｃａｄｅｍｉｃ

ｉｎ

Ａｃｉｄｓ，Ｐｏｌｙｓａｃｃｈａｒｉ

Ｄｒｕｇｓ），Ａｃａｄｅｍｉｃ

Ｐｒｅｓｓ，Ｎｅｗ

Ｙｏｒｋ（１

９９１）等の記載、あるいはそこで引用された文献中にある記載を参考に行うことができ
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る。
【実施例】
以下、実施例を示してこの出願の発明についてさらに詳細かつ具体的に説明するが、こ
の出願の発明は以下の例によって限定されるものではない。
［実施例１］
修飾化ペプチドの合成
修飾化ペプチド（Ｉ）、（ＩＩ）、（ＩＩＩ）および（ＩＶ）を、文献（Ｍｅｒｒｉｆ
ｉｅｌｄ，Ｒ．Ｂ．Ｊ．Ｓｏｌｉｄ
Ｉ．Ｔｈｅ

ｐｈａｓｅ

ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ

ｏｆ

ｐｅｐｔｉｄｅ

ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ

ｔｅｔｒａｐｅｐｔｉｄｅ．Ｊ．Ａｍｅｒ．

Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．８５，２１４９−２１５４，１９６３；Ｆｍｏｃ
ａｓｅ

Ｐｅｐｔｉｄｅ

Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ．Ａ

ｃｈ．Ｃｈａｎ，Ｗ．Ｃ．ａｎｄ
ｓｉｔｙ
ｙ

Ｓｏｌｉｄ

Ｐｈ

Ｐｒａｃｔｉｃａｌ

Ａｐｐｒｏａ

Ｗｈｉｔｅ，Ｐ．Ｄ．，Ｏｘｆｏｒｄ

Ｕｎｉｖｅｒ

Ｐｒｅｓｓ，２０００）に記載の方法に従い、Ｒａｉｎｉｎ
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Ｓｙｍｐｈｏｎ

１２−ｃｈａｎｎｅｌ合成機を用いて合成した。
修飾化ペプチド（Ｉ）は、配列番号２（配列番号１の６９１−７０４アミノ酸配列に相

当）のアミノ酸配列からなり、その６番目（配列番号１の６９６番目）Ｌｙｓ残基がアセ
チル化している（Ｈ−ＣＱＲＡＣＫ（Ａｃ）ＬＡＩＲＥＳＩＥ−ＮＨ２）。修飾化ペプチ
ド（ＩＩ）は配列番号３（Ｎ末端のＣｙｓ残基以降が、配列番号１の４８７−５０２アミ
ノ酸配列に相当）のアミノ酸配列からなり、その１０番目（配列番号１の４９５番目）Ｔ
ｙｒ残基がリン酸化している（Ｈ−ＣＲＥＬＱＥＬＶＱＹ（ＰＯ３Ｈ２）ＰＶＥＨＰＤＫ
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−ＮＨ２）。修飾化ペプチド（ＩＩＩ）は、配列番号４（Ｎ末端のＣｙｓ残基以降が、配
列番号１の７５６−７７０アミノ酸配列に相当）のアミノ酸配列からなり、その７番目（
配列番号１の７６１番目）Ｔｈｒ残基がリン酸化している（Ｈ−ＣＥＭＦＡＱＴ（ＰＯ３
Ｈ２）ＬＱＱＳＲＧＦＧＳ−ＮＨ２）。修飾化ペプチド（ＩＶ）は、配列番号４（Ｎ末端
のＣｙｓ残基以降が、配列番号１の７５６−７７０アミノ酸配列に相当）のアミノ酸配列
からなり、その１１番目（配列番号１の７６５番目）Ｓｅｒ残基がリン酸化している（Ｈ
−ＣＥＭＦＡＱＴＬＱＱＳ（ＰＯ３Ｈ２）ＲＧＦＧＳ−ＮＨ２）。
また、コントロールとして、配列番号５（Ｎ末端のＣｙｓ残基以降が、配列番号１の６
６２−６７３アミノ酸配列に相当）の８番目（配列番号１の６６８番目）Ｌｙｓ残基がア
セチル化している修飾化ペプチド（Ｖ）（Ｈ−ＣＲＫＳＰＶＡＫ（Ａｃ）ＤＶＤＬＥ−Ｎ

10

Ｈ２）を合成した。
１：材料と合成
修飾化ペプチド（Ｉ）（Ｖ）は、Ｆｍｏｃ−Ｇｌｕ（ＯｔＢｕ）−Ｏ−樹脂上で、また
修飾化ペプチド（ＩＩ）（ＩＩＩ）（ＩＶ）はＦｍｏｃ−Ａｍｉｄｅ樹脂上でそれぞれ合
成した。保護されたアミノ酸は、Ｆｍｏｃ−Ａｌａ、Ｆｍｏｃ−Ａｒｇ（Ｐｂｆ）、Ｆｍ
ｏｃ−Ａｓｐ（ＯｔＢｕ）、Ｆｍｏｃ−Ｃｙｓ（Ｔｒｔ）、Ｆｍｏｃ−Ｇｌｎ（Ｔｒｔ）
、Ｆｍｏｃ−Ｇｌｕ（ＯｔＢｕ）、Ｆｍｏｃ−Ｉｌｅ、Ｆｍｏｃ−Ｌｅｕ、Ｆｍｏｃ−Ｌ
ｙｓ（Ｂｏｃ）、Ｆｍｏｃ−Ｐｒｏ、Ｆｍｏｃ−Ｓｅｒ（ｔＢｕ）、Ｆｍｏｃ−Ｖａｌで
ある。またリン酸化ＳｅｒはＦｍｏｃ−Ｓｅｒ［Ｐ（Ｏｂｚｌ）Ｏ２Ｈ］、リン酸化Ｔｙ
ｒはＦｍｏｃ−Ｔｙｒ［Ｐ（Ｏｂｚｌ）Ｏ２Ｈ］、リン酸化ＴｈｒはＦｍｏｃ−Ｔｈｒ［

20

Ｐ（Ｏｂｚｌ）Ｏ２Ｈ］、アセチル化ＬｙｓはＦｍｏｃ−Ｌｙｓ（Ａｃ）として合成に用
いた（なお、「Ｆｍｏｃ」は９−Ｆｌｕｏｒｅｎｙｌｍｅｔｈｙｌｌｏｘｙｃａｒｂｏｎ
ｙｌ、「Ｐｂｆ」は２，２，４，６，７−ｐｅｎｔａｍｅｔｈｙｌｄｉｈｙｄｒｏｂｅｎ
ｚｏｆｕｒａｎ−５−ｓｕｌｐｈｏｎｙｌ、「ｔＢｕ」はｔｅｒｔ
ｅｒ

ｏｒ

ｂｕｔｙｌ

ｅｓｔ

ｅｔｈｅｒ、「Ｔｒｔ」はＴｒｉｐｈｅｎｙｌｍｅｔｈｙｌ、「Ｂｏｃ」は

ｔｅｒｔ−ｂｕｔｈｌｏｘｙｃａｒｂｏｎｎｙｌ、「Ａｃ」はＡｃｅｔｈｙｌ、「Ｂｚｌ
」はＢｅｎｚｙｌをそれぞれ示す）。
２：側鎖の脱保護と分離
合成および最終Ｆｍｏｃ除去の後、ペプチドの側鎖脱保護を行い、さらに８７．５％
ＴＦＡ（ｔｒｉｆｌｕｏｒｏａｃｅｔｉｃ
２．５％

ａｃｉｄ）／５％

フェノール／５％

水／

30

トリイソプロピル生理食塩水（ＴＩＳ）中、室温で樹脂から分離した。２．５

〜３時間振盪することによって反応を促進させた。ペプチド樹脂を含むＴＦＡを濾過し、
ペプチド樹脂を純ＴＦＡで洗浄した。濾液に冷エーテル（−２０〜２０℃）を加え、４℃
で１時間静置した。このペプチド懸濁液を１０分間遠心し、その上清を分取し、得られた
ペレットをエーテルで３回洗い、そして真空乾燥下のデシケーター内に静置した。次いで
、乾燥ペレットをアセトニトリル／水／氷酢酸中に溶解し、凍結乾燥した。この得られた
粗ペプチドを計量し、窒素下で保存した。
３：精製
粗ペプチドを、逆相高速液体クロマトグラフィー（ＲＰ−ＨＰＬＣ）を用いて精製した
40

。固定相としてＣ１８由来のシリカを用いた。
すなわち、２０３ｍｇの粗乾燥ペレットを０．１％ＴＦＡ／水＋ＤＴＥに溶解し、以下
の条件でカラムに通液し、精製した。
装置：Ｗａｔｅｒｓ
ＬＣ

Ｄｅｌｔａ

Ｐｒｅｐ

Ｐｒｅｐａｒａｔｉｖｅ

ＨＰ

Ｓｙｓｔｅｍ
溶媒Ａ：０．１％

ＴＦＡ／水

溶媒Ｂ：０．１％

ＴＦＡ／ＡＣＮ

勾配と流量：
修飾化ペプチド（Ｉ）
・０−１５％溶媒Ｂで５分間、流量４５ｍｌ／分
・１５−２５％溶媒Ｂで６０分間、流量４５ｍｌ／分
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修飾化ペプチド（ＩＩ）−（ＩＶ）
・１−１０％溶媒Ｂで５分間、流量３５ｍｌ／分
・１０−２０％溶媒Ｂで６０分間、流量３５ｍｌ／分
検出：２１５ｎｍ
純ペプチドを含む画分を凍結乾燥し、保存した。
４：分析
得られた精製ペプチドを、ＲＰ−ＨＰＬＣおよび質量分析機を用いて分析し、目的のア
ミノ酸残基が目的の修飾を受けている修飾化ペプチドを単離した。
（１）ＲＰ−ＨＰＬＣ分析
精製乾燥ペプチドを水に溶解し、分析用カラムに通液し、以下の条件で分析した。
装置：Ｂｅｃｋｍａｎ

Ｇｏｌｄ，Ｎｏｕｖｅａｕ

溶媒Ａ：０．１％

ＴＦＡ／水

溶媒Ｂ：０．１％

ＴＦＡ／ＡＣＮ

10

Ｓｙｓｔｅｍ

勾配と流量：５−５５％溶媒Ｂで２５分間、流量１．０ｍｌ／分
検出：２１５ｎｍ
（２）質量分析法
精製ペプチドを水に溶解し、Ｗａｔｅｒｓ
結したＦｉｎｎｉｇａｎ

ＭＡＴ−ＬＣＱ

Ａｌｌｉａｎｃｅ
ｍａｓｓ

ＨＰＬＣシステムを連

ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒを用い

て分析した。
以上のＲＰ−ＨＰＬＣ分析および質量分析法によって、所定のアミノ酸が修飾された目

20

的の修飾化ペプチド（Ｉ）−（ＩＶ）を得た。
［実施例２］
ウサギ抗血清の作成
免疫動物は、１抗原当たり２匹のウサギ（Ｋｂｌ：ＪＷ）を用いた。初回免疫は、１匹
当たり８００μｇの各修飾化ペプチド（Ｉ）−（ＩＶ）をキャリヤータンパク質（Ｋｅｙ
ｈｏｌｅ

Ｌｙｍｐｈｅｔ

Ｈｅｍｏｃｙａｎｉｎ：ＫＬＨやオボアルブミンなど）と結

合させた後、フロイント完全アジュバント（ＦＣＡ）と等量混合し、背部皮下２０箇所に
投与した。追加免疫は、１匹当たり４００μｇの各修飾化ペプチド（Ｉ）−（ＩＶ）を前
記キャリヤータンパク質と結合させ、フロイント不完全アジュバント（ＦＩＡ）に混合し
、２、４、６週目に皮下投与した。７週目に測定採血を行い、８週目に全採血を行った。

30

測定採血は耳静脈から２ｍｌを、全採血は頸動脈から可能な限りの血液を採取した。測定
採血から得られた血清の抗体力価をＥＬＩＳＡにより測定した。得られた血液を遠心分離
（３０００ｒｐｍ、２０分間）して血清を得、ＮａＮ３を０．０５％添加し、４℃で保存
した。以上の手続により、修飾化ペプチド（Ｉ）−（ＩＶ）のそれぞれを抗原とするウサ
ギ抗血清（Ｉ）−（ＩＶ）を作成した。
［実施例３］
マウス抗血清の作成
免疫動物は、１抗原当たり４匹の雌性マウス（Ｂａｌｂ／ｃ）を用いた。初回免疫は、
１匹当たり１００−２００μｇの各修飾化ペプチド（Ｉ）−（ＩＶ）を前記キャリヤータ
ンパク質と結合させ、ＦＣＡと等量混合し、背部および腹部皮下、足裏１０箇所に投与し

40

た。追加免疫は、１匹当たり５０−１００μｇの各修飾化ペプチド（Ｉ）−（ＩＶ）を前
記キャリヤータンパク質と結合させてＦＩＡに混合し、２、４、６週目に投与した。７週
目に測定採血を行い、８週目に全採血を行った。測定採血は眼窩静脈叢から０．５ｍｌを
、全採血は腋下静脈または心室から可能な限りの血液を採取した。測定採血から得られた
血清の抗体力価をＥＬＩＳＡにより測定した。得られた血液を遠心分離（３０００ｒｐｍ
、２０分間）して血清を得、ＮａＮ３を０．０５％添加し、４℃で保存した。以上の手続
により、修飾化ペプチド（Ｉ）−（ＩＶ）のそれぞれを抗原とするマウス抗血清（Ｉ）−
（ＩＶ）を作成した。
［実施例４］
マウス・モノクローナル抗体の作成
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実施例３と同様のマウスおよび抗原溶液を用いて免疫を行った。２週間に１回免疫を行
い、十分な力価の上昇が見られたら、ＫＬＨに化学的に結合させた抗原ペプチドをＰＢＳ
または生理食塩水に溶解し、腹腔内または静脈に注射して最終免疫を行った。最終免疫か
ら３日後に全採血および脾臓抽出を行った。脾臓から脾細胞を調製し、ポリエチレングリ
コール処理によってマウスミエローマ細胞（Ｐ３Ｕ１

Ｘ６３Ａｇ８．６５３）と融合さ

せた。ＨＡＴ選択培地を使用して増殖能を有する抗体産生細胞を選択した。抗体産生はＥ
ＬＩＳＡにより確認した。以上の手続により、修飾化ペプチド（Ｉ）−（ＩＶ）のそれぞ
れを抗原とするマウス・モノクローナル抗体（Ｉ）−（ＩＶ）を作成した。
［実施例５］
10

ＥＬＩＳＡ法
修飾化ペプチド（Ｉ）（Ｈ−ＣＱＲＡＣＫ（Ａｃ）ＬＡＩＲＥＳＩＥ−ＯＨ）、その非
修飾化ペプチド（Ｈ−ＣＱＲＡＣＫＬＡＩＲＥＳＩＥ−ＮＨ２）、およびコントロール修
飾化ペプチド（Ｖ）（Ｈ−ＣＲＫＳＰＶＡＫ（Ａｃ）ＤＶＤＬＥ−ＮＨ２）、の溶液を９
６穴プレートの各ウエルに１００μｌずつ分注し、３７℃で２時間、または４℃で１０時
間放置することによって、抗原を固定した後、０．０５％

Ｔｗｅｅｎ２０／ＰＢＳで３

回洗浄した。０．２％ゼラチン／ＰＢＳを各ウエルに３００μｌ加え、３７℃で１時間、
または４℃で１０時間以上放置してブロッキングを行った後、０．０５％

Ｔｗｅｅｎ

２０／ＰＢＳで３回洗浄した。次いで、実施例２、３で作成した抗血清（ポリクローナル
抗体）、または実施例４で作成したモノクローナル抗体の溶液５０μｌを各ウエルに添加
し、３７℃で１時間反応させた後、０．０５％

Ｔｗｅｅｎ

２０／ＰＢＳで３回洗浄し

20

た。さらに、酵素標識した抗免疫グロブリン抗体（抗ＩｇＧ抗体）の溶液１００μｌを各
ウエルに添加し、３７℃で１時間反応させた後、０．０５％

Ｔｗｅｅｎ

２０／ＰＢＳ

で３回洗浄した。最後に、基質溶液１００μｌを各ウエルに添加し、３７℃で７分間反応
させて発色させた後、１．５％シュウ酸溶液１００μｌを各ウエルに添加して発色反応を
停止させ、ＥＬＩＳＡ用マイクロプレート分光光度計を用いて４１５ｎｍおよび４８６ｎ
ｍ（コントロール）の吸光度を測定した。
図１は、実施例３で作成したマウス抗血清（Ｉ）を用いたＥＬＩＳＡ分析の結果である
。コントロールの非修飾化ペプチドおよび修飾化ペプチド（Ｖ）に比べ、修飾化ペプチド
（Ｉ）に対して、マウス抗血清（Ｉ）は高い抗体力価を示すことが確認された。
30

［実施例６］
ＥＬＩＳＡ法
修飾化ペプチド（ＩＩ）（Ｈ−ＣＲＥＬＱＥＬＶＱＹ（ＰＯ３Ｈ２）ＰＶＥＨＰＤＫ−
ＮＨ２）およびその非修飾化ペプチド（Ｈ−ＣＲＥＬＱＥＬＶＱＹＰＶＥＨＰＤＫ−ＮＨ
２）を用いて、実施例５と同様ＥＬＩＳＡ法により、実施例２で作成したウサギ抗血清（
ＩＩ）の特異性を確認した。
結果は図２に示したとおりである。ウサギ抗血清（ＩＩ）は、非修飾化ペプチドに比べ
、修飾化ペプチド（ＩＩ）に対して高い抗体力価を示すことが確認された。
［実施例７］
ＥＬＩＳＡ法
修飾化ペプチド（ＩＩＩ）（Ｈ−ＣＥＭＦＡＱＴ（ＰＯ３Ｈ２）ＬＱＱＳＲＧＦＧＳ−

40

ＮＨ２）およびその非修飾化ペプチド（Ｈ−ＣＥＭＦＡＱＴＬＱＱＳＲＧＦＧＳ−ＮＨ２
）を用いて、実施例５と同様ＥＬＩＳＡ法により、実施例２で作成したウサギ抗血清（Ｉ
ＩＩ）の特異性を確認した。
結果は図３に示したとおりである。ウサギ抗血清（ＩＩＩ）は、非修飾化ペプチドに比
べ、修飾化ペプチド（ＩＩＩ）に対して高い抗体力価を示すことが確認された。
［実施例８］
ＥＬＩＳＡ法
修飾化ペプチド（ＩＶ）（Ｈ−ＣＥＭＦＡＱＴＬＱＱＳ（ＰＯ３Ｈ２）ＲＧＦＧＳ−Ｎ
Ｈ２）およびその非修飾化ペプチド（Ｈ−ＣＥＭＦＡＱＴＬＱＱＳＲＧＦＧＳ−ＮＨ２）
を用いて、実施例５と同様ＥＬＩＳＡ法により、実施例２で作成したウサギ抗血清（ＩＶ
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）の特異性を確認した。
結果は図４に示したとおりである。ウサギ抗血清（ＩＶ）は、非修飾化ペプチドに比べ
、修飾化ペプチド（ＩＶ）に対して高い抗体力価を示すことが確認された。
［実施例９］
ウェスタン・ブロット法
実施例６で抗原特異性を確認した抗体（ウサギ抗血清（ＩＩ））が実際にヒト子宮頸部
癌由来細胞（ＨｅＬａ細胞）でリン酸化されているＶＣＰを認識しているかどうかを、ウ
ェスタンブロット法により確認した。
定法により培養したＨｅＬａ細胞を界面活性剤を含む緩衝液で溶解し、Ｌａｅｍｍｌｉ
のＳＤＳ−ポリアクリルアミド電気泳動法に従って分子量ごとに分離した。その後、電気
的にｐｏｌｙｖｉｎｙｌｉｄｅｎｅ

10

ｆｌｕｏｒｉｄｅ（ＰＶＤＦ）膜に移行させた。タ

ンパク質を吸着したＰＶＤＦ膜は、定法により５％スキムミルクを含む緩衝液で非特異的
結合を抑制した後に、目的とする抗体を希釈した液を加え室温で１時間または４℃で１４
時間インキュベートした。結合しなかった抗体を洗浄後、定法に従いパーオキシデース標
識した抗ウサギ抗体と室温で１時間インキュベートし、再び洗浄した後に、化学発光法に
より抗体が特異的に結合するタンパク質をＸ線フィルムで検出した。
結果は図５に示したとおりである。培養細胞でチロシンリン酸化されているタンパク質
はチロシンフォスファターゼで除去されるが、この脱リン酸化酵素の阻害剤である１ｍＭ
Ｈ２Ｏ２＋１ｍＭ

Ｖａｎａｄａｔｅで処理すると、ＶＣＰの特異的なチロシンリン酸
20

化が検出された。
［実施例１０］
ウェスタン・ブロット法
実施例９と同様にウェスタン・ブロット法で、実施例６および９で用いた抗体（ウサギ
抗血清（ＩＩ））が、ラット副腎髄質褐色腫由来細胞（ＰＣ１２細胞）でのＶＣＰを認識
するかを確認した。この細胞は神経成長因子（ＮＧＦ）の存在下で神経細胞様に分化する
ことが知られている。
結果は図６に示したとおりである。この培養細胞では定常状態でもある程度のＶＣＰが
４９５番目のアミノ酸残基でチロシンリン酸化されていることが分かるが、ＮＧＦ処理で
わずかに分子量の大きいリン酸化ＶＣＰのシグナルが現れた。こうした分子量のわずかな
変化はリン酸化の昂進に伴ってしばしば観察される現象である。こうした神経細胞への分

30

化に伴うリン酸化の変化が、神経細胞の健全性と関連していることが確立すれば、この抗
体は診断薬として有用である。
［実施例１１］
ウェスタン・ブロット法
実施例９と同様にウェスタン・ブロット法で、実施例７および８で用いた抗体（それぞ
れウサギ抗血清（ＩＩＩ）および（ＩＶ））が、ヒト子宮頸部癌由来細胞（ＨｅＬａ細胞
）でのＶＣＰを認識するかを確認した。
結果は図７に示したとおりである。この培養細胞では定常状態でも７６１番目のスレオ
ニン（Ｔｈｒ）はわずかに、７６５番目のセリン（Ｓｅｒ）は著しくリン酸化を受けてい
ることが分かる。こうした定常状態で見られるリン酸化の変化が癌細胞の悪性度と関連し
ていることが確立すれば、この抗体は診断薬として有用である。
【産業上の利用可能性】
以上詳しく説明したとおり、この出願の発明によって、様々なアミノ酸残基が修飾され
たＶＣＰを、その修飾化アミノ酸の違いに応じて認識することのできる抗体が提供される
。この抗体の使用によって、ＶＣＰ発現レベルが関与する神経変性疾患や悪性腫瘍の診断
、予後判定等が可能となる。
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