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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
前立腺肥大症組織の上皮組織片又は上皮細胞で免疫した哺乳動物の免疫細胞と哺乳動物
のミエローマ細胞とを融合して得られ、前立腺分泌細胞に対して反応するが間質には反応
しないモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマであるクローン８−９Ｅ（受託番号
ＦＥＲＭ

ＢＰ−０８５０７）。

【請求項２】
請求の範囲第１項に記載のハイブリドーマが産生する、前立腺分泌細胞に対して反応す
るが間質には反応しないモノクローナル抗体。
【請求項３】

10

請求の範囲第２項に記載のモノクローナル抗体を用いて、試料中のＭａｃ−２結合タン
パク質を免疫学的に測定し、前立腺癌を検出する方法。
【請求項４】
試料中のＭａｃ−２結合タンパク質を測定することにより、前立腺癌と前立腺肥大症と
を識別する方法。
【請求項５】
Ｍａｃ−２結合タンパク質又はＭａｃ−２結合タンパク質の抗原決定基を有する６５ｋ
Ｄａの断片と特異的に反応するモノクローナル抗体を用いて、試料中のＭａｃ−２結合タ
ンパク質を免疫学的に測定し、前立腺肥大症を検出せずに前立腺癌を検出する方法。
【請求項６】
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Ｍａｃ−２結合タンパク質又はＭａｃ−２結合タンパク質の抗原決定基を有する６５ｋ
Ｄａの断片と特異的に反応するモノクローナル抗体を含む前立腺肥大症を検出しない前立
腺癌診断薬。
【請求項７】
Ｍａｃ−２結合タンパク質又はＭａｃ−２結合タンパク質の抗原決定基を有する６５ｋ
Ｄａの断片と特異的に反応するモノクローナル抗体を含む前立腺癌と前立腺肥大症とを識
別する前立腺癌診断用キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
本発明は、前立腺癌の診断に有用なタンパク質、該タンパク質に特異的なモノクローナ

10

ル抗体、該モノクローナル抗体を生産するためのハイブリドーマ及び該モノクローナル抗
体を用いた前立腺癌の検出方法に関する。
【背景技術】
前立腺癌は、６０歳代より急激な患者人口の増加が認められ、７０代では潜伏癌も含め
て３０％台にのぼる高齢者の高リスク癌の一つである。現状では、老人健診や、前立腺肥
大等の疑いで精査されて発見されるケースがほとんどである。前立腺癌の診断においては
、血尿等通常の一次検診で発見しやすい症状を呈さないことがほとんどであるために、見
落とされることが多い。根治療法としては、原発巣の外科的切除が有効であることは他の
癌と同じであるが、前立腺癌はしばしば早期段階での診断が困難であり、年齢と癌の進行
度合いにより手術不能例が多く、転移（骨転移）が高率に起こって、予後不良となる例が
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多い。従って、前立腺癌の早期診断・治療を可能にする簡便で安価な技術開発は急務であ
った。
一方、前立腺癌の診断と経過観察のために有用な抗原として、前立腺特異抗原（ＰＳＡ
）（Ｗａｎｇ

ＭＣ，ｅｔ

ａｌ．，Ｉｎｖｅｓｔ

Ｕｒｏｌ

１７，１５９−１６３，

１９７９）が知られているが、この抗原は、多くの他の腫瘍マーカーと同様に癌特異的で
はない。従って、前立腺特異抗原分子そのものの存在は、必ずしも癌細胞の検出に有用で
はなく、良性前立腺疾患による偽陽性の可能性を常に念頭におく必要があり、前立腺肥大
症と前立腺癌を識別可能な診断技術が望まれていた。
【発明の開示】
本発明の課題は、前立腺肥大症と前立腺癌を識別しうる新規な前立腺癌腫瘍マーカーを
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見出し、前立腺癌を効果的に検出できる方法を提供することである。
本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討の結果、Ｍａｃ−２結合タンパク質を腫
瘍マーカーとして、これに特異的に反応する抗体を用いることにより、上記課題が解決で
きることを見いだし、本発明を完成するに至った。
すなわち、本発明は、以下の発明を包含する。
（１）前立腺肥大症組織の上皮組織片又は上皮細胞で免疫した哺乳動物の免疫細胞と哺乳
動物のミエローマ細胞とを融合して得られ、前立腺分泌細胞に対して反応するが間質には
反応しないモノクローナル抗体を産生する、ハイブリドーマ又はそれに由来する細胞株。
（２）（１）に記載のハイブリドーマ又はそれに由来する細胞株が産生する、前立腺分泌
細胞に対して反応するが間質には反応しないモノクローナル抗体。
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（３）前立腺肥大症組織の上皮組織片又は上皮細胞で哺乳動物を免疫し、該哺乳動物の免
疫細胞と哺乳動物のミエローマ細胞とを融合させ、前立腺分泌細胞に対して反応するが間
質には反応しないモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマ又はそれに由来する細胞
株を選択し、該ハイブリドーマを培養し、該モノクローナル抗体を回収することを特徴と
する、（２）に記載のモノクローナル抗体の製造方法。
（４）（２）に記載のモノクローナル抗体を用いて、試料中のＭａｃ−２結合タンパク質
を免疫学的に測定し、前立腺癌を検出する方法。
（５）試料中のＭａｃ−２結合タンパク質を測定することにより、前立腺癌を検出する方
法。
（６）Ｍａｃ−２結合タンパク質又はその断片と特異的に反応するモノクローナル抗体を
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用いて、試料中のＭａｃ−２結合タンパク質を免疫学的に測定し、前立腺癌を検出する方
法。
（７）Ｍａｃ−２結合タンパク質又はその断片と特異的に反応するモノクローナル抗体を
含む前立腺癌診断薬。
（８）Ｍａｃ−２結合タンパク質又はその断片と特異的に反応するモノクローナル抗体を
含む前立腺癌診断用キット。
（９）Ｍａｃ−２結合タンパク質又はその断片と特異的に反応するモノクローナル抗体の
製造方法であって、前立腺肥大症組織の上皮組織片又は上皮細胞で免疫した哺乳動物の免
疫細胞と哺乳動物のミエローマ細胞とを融合し、得られたハイブリドーマから前立腺分泌
細胞に対して反応するが間質には反応しないモノクローナル抗体を産生するものを選択し
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、これを培養して該モノクローナル抗体を回収することを特徴とする該方法。
抗体の作成
本発明のモノクローナル抗体は、ヒト前立腺肥大症組織から分離された上皮細胞で免疫
した哺乳動物の免疫細胞をもとに公知の方法によって得ることができる。免疫細胞とは、
当技術分野における通常の意味を有し、例えば、マクロファージ、Ｔ細胞、Ｂ細胞、抗原
提示細胞、プラズマ細胞等が含まれるが、特に抗体産生細胞を意味する。
ヒト前立腺肥大症組織由来の上皮細胞を免疫原として用いる場合、通常、前立腺から分
離した上皮組織片を生理食塩水等のバッファーに懸濁させて動物に投与する。また、全前
立腺を細断して生理食塩水に懸濁させ、上皮組織片を分離することなくこの懸濁液をその
20

まま抗原として用いてもよい。
モノクローナル抗体は、ケラーらの細胞融合法（Ｇ．Ｋｏｅｈｌｅｒ

ｅｔ

ａｌ．，

Ｎａｔｕｒｅ，２５６，４９５−４９７，１９７５）によって産生されたハイブリドーマ
から得ることができる。また、得られたハイブリドーマを、更に無血清培地や低血清培地
でも増殖可能にした該ハイブリドーマに由来する細胞株を抗体産生細胞として用いること
もできる。細胞融合法によるモノクローナル抗体の調製は、以下の操作により行うことが
できる。
まず、前記免疫原を哺乳動物（マウス、ラット等、例えば近交系マウスのＢＡＬＢ／ｃ
）に免疫する。免疫原の免疫量は、免疫動物の種類、免疫注射部位等により適宜決めるこ
とができる。
免疫注射は、皮下、静脈内、腹腔内又は背部等の部位に行えばよい。初回免疫後、１〜
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３週間間隔で皮下、静脈内、腹腔内又は背部等の部位に免疫原を追加免疫注射する。この
追加免疫注射の回数としては２〜６回が一般的である。この場合も免疫原はアジュバント
を添加混合して追加免疫注射をすることが好ましい。
初回免疫の後、免疫動物の血清中の抗体価の測定をＥＬＩＳＡ法等により繰り返し行い
、抗体価がプラトーに達したら、免疫原を生理食塩水（０．９％塩化ナトリウム水溶液）
に溶解したものを静脈内又は腹腔内に注射し、最終免疫とする。この最終免疫の３〜５日
後に、免疫動物の脾細胞、リンパ節細胞又は末梢リンパ球等の抗体産生能を有する細胞を
取得する。
この免疫動物より得られた抗体産生能を有する細胞と哺乳動物（マウス、ラット等）の
ミエローマ細胞とを細胞融合させるが、ミエローマ細胞としてはヒポキサンチン・グアニ
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ン・ホスホリボシル・トランスフェラーゼ（ＨＧＰＲＴ）又はチミジンキナーゼ（ＴＫ）
等の酵素を欠損した細胞株のものが好ましく、例えば、ＢＡＬＢ／ｃマウス由来のＨＧＰ
ＲＴ欠損細胞株である、Ｐ３−Ｘ６３−Ａｇ８株（ＡＴＣＣ

ＴＩＢ９）、Ｐ３−Ｘ６３

−Ａｇ８−Ｕ１株（癌研究リサーチソースバンク（ＪＣＲＢ）９０８５）、Ｐ３・ＮＳ−
１／１・Ａｇ４．１株（ＪＣＲＢ
ＲＢ

０００９）、Ｐ３−Ｘ６３−Ａｇ８・６５３株（ＪＣ

００２８）又はＳＰ２／Ｏ−Ａｇ−１４株（ＪＣＲＢ

００２９）などを用いるこ

とができる。
細胞融合は、各種分子量のポリエチレングリコール（ＰＥＧ）やリポソーム等の融合促
進剤を用いて行うか、又は電気融合法により行うことができる。ミエローマ細胞がＨＧＰ
ＲＴ欠損株又はＴＫ欠損株のものである場合には、ヒポキサンチン・アミノプテリン・チ
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ミジンを含む選別用培地（ＨＡＴ培地）を用いることにより、抗体産生能を有する細胞と
ミエローマ細胞のハイブリドーマのみを選択的に培養し、増殖させることができる。
このようにして得られたハイブリドーマの培養上清を一次抗体として蛍光免疫染色法等
で前立腺肥大症組織及び精液に含まれる前立腺分泌液を染色し、ヒト前立腺分泌細胞と特
異的に反応するが間質には反応しない抗体を産生するハイブリドーマを選択する。抗体産
生細胞のクローニングは、限界希釈法等の公知のクローニング方法を組み合わせて行うこ
とができ、本発明のモノクローナル抗体を生産する細胞株を単離して得ることができる。
染色するための前立腺肥大症組織は、例えば、無固定で液体窒素によって凍結したもの、
又は緩衝ホルマリン固定後パラフィン包埋したものの切片を使用できる。前立腺分泌液は
、精液に含まれているので、これを凍結保存して使用することができる。
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本明細書において、前立腺分泌細胞とは、前立腺の本体となる腺管を構成し、内部に分
泌顆粒を含む腺上皮細胞を意味し、間質とは、腺管と腺管の間隙を埋める、平滑筋を含む
結合組織を意味する。
具体的には、ヒト前立腺分泌細胞に対する反応性を指標に、目的とする抗体を産生する
細胞をスクリーニングし、クローニングして細胞株とする。得られた細胞株を適当な培地
で培養して、その培養上清から本発明のモノクローナル抗体を得ることができる。サブク
ラスは、例えば、マウスモノクローナル抗体アイソタイピングキット等を用いて決定でき
る。
培地としてはＤＭＥＭ培地、ＲＰＭＩ１６４０培地又はＡＳＦ培地１０３等の培地を用
いることができる。無血清培地又は低濃度血清培地等を用いてもよく、この場合は抗体の
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精製が容易となる点で好ましい。
また、モノクローナル抗体産生細胞株を、これに適合性がありプリスタン等であらかじ
め刺激した哺乳動物の腹腔内に注入し、一定期間の後、腹腔にたまった腹水より本発明の
モノクローナル抗体を得ることもできる。
このようにして得られたモノクローナル抗体は、硫酸アンモニウム、硫酸ナトリウム等
による塩析法、イオン交換クロマトグラフィー、ゲル濾過法、又はアフィニティークロマ
トグラフィー等の方法、あるいはこれらの方法を組み合わせることにより、精製すること
ができる。
作成された抗体の反応性評価
上記のようにして得られたモノクローナル抗体を一次抗体として蛍光免疫染色法によっ
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て前立腺癌症例のホルマリン固定パラフィン切片を染色した。その結果、前立腺癌細胞は
、前立腺肥大症組織の分泌細胞と同様に良好な染色性を示し、試験した前立腺癌組織のう
ちの９４％が陽性を示した。高分化癌が最も高い陽性率を示した。既存の腫瘍マーカーで
ある前立腺性酸性フォスファターゼ（ＰＡＰ）や前立腺特異抗原（ＰＳＡ）についても、
同一の前立腺癌組織試料を用いて反応性を試験した。その結果、前立腺特異抗原を用いた
場合の陽性率は５８％、前立腺性酸性フォスファターゼを用いた場合の陽性率は７１％で
あり、それぞれ有意に本発明のモノクローナル抗体を用いた場合の陽性率の方が高いこと
が示された。
また、前立腺癌に罹患していなかった男性３症例と女性２症例の剖検で得られた各種臓
器のホルマリン固定パラフィン切片を用いて、上記と同様に上記抗体を一次抗体として蛍
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光免疫測定法によって染色を行ったところ、本発明の抗体が前立腺組織に高い特異性で反
応することが確認された。
さらに、上記のような蛍光免疫染色法で前立腺癌細胞を染色した場合に、その組織片に
含まれる癌細胞の２／３以上が陽性を示す癌細胞陽性患者群とそうでない患者群とを比較
すると、前者の患者群の方が生存率が良好であった。同様に、癌の非進展率についても、
前者の患者群の方が良好であった。一般に、生存率および癌の非進展率が良好な癌は、細
胞の分化度が高い、すなわち悪性度の低いものであると考えられる。上記の反応性評価に
おいては、細胞レベルでの染色性が良好なものほど生存率及び癌非進展率が良好であった
ことから、上記モノクローナル抗体と反応する抗原は、分化抗原であると考えられる。
抗体が認識する抗原の同定
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作成された抗体が認識する抗原を検出するために、第一段階としてヒト混合精漿を試料
として電気泳動を行った。次に、ゲルからタンパク質をニトロセルロース膜に転写した。
この膜を、今回作成した抗体を一次抗体として免疫染色した。ウェスタンブロット解析の
結果、還元条件下で本発明のモノクローナル抗体は分子量約７０ｋＤａのタンパク質を抗
原として認識することが明らかとなった。
次に、作成された抗体を利用した免疫アフィニティーカラムで対応抗原の精製を行った
。精製した抗体をアフィニティー精製用ゲルに結合させカラムに組んだ。このカラムに混
合精漿を通して精漿中の抗原とカラムの抗体を反応させ、十分に洗浄して非特異的結合物
質を除去後、抗原を抗体から解離させ回収した。回収した精製抗原を電気泳動し、染色に
てタンパク質を可視化させ当該部位のバンドをゲルから切り出した。そのゲル片からタン
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パク質を抽出後、酵素処理にて断片化し、それぞれをエドマン法によってアミノ酸配列分
析した。その結果、Ｎ末端を含めて計５１残基の配列が全て完全にＭａｃ−２結合タンパ
ク質と同一であることを確認した。以上から、本発明のモノクローナル抗体に対する抗原
はＭａｃ−２結合タンパク質であることが明らかとなった。
Ｍａｃ−２結合タンパク質とは、乳癌細胞株の培養上清から発見された５６７個のアミ
ノ酸からなる糖タンパク質であり、Ｍａｃ−２タンパク質のリガンドと考えられている。
このタンパク質は分子量約９０ｋＤａで、２５ｋＤａと６５ｋＤａに断片化すると報告
されている。このことから、上記のようにして得られた本発明の抗体に対するＭａｃ−２
結合タンパク質の抗原決定基は、われわれの電気泳動では約７０ｋＤａと判断された後者
の６５ｋＤａの断片上に存在すると考えられる。

20

従って、本発明における別の態様においては、Ｍａｃ−２結合タンパク質又はその断片
と特異的に反応する抗体を用いて、前立腺癌の検出を行うことができる。すなわち、Ｍａ
ｃ−２結合タンパク質又はその断片を免疫原として免疫した哺乳動物の免疫細胞をもとに
上記と同様の方法によって得られたモノクローナル抗体を用いて前立腺癌の検出を行うこ
とができる。ここで、Ｍａｃ−２結合タンパク質の断片とは、前立腺肥大症組織の上皮細
胞で免疫した哺乳動物から上記のようにして得られた本発明の抗体と結合することができ
るＭａｃ−２結合タンパク質の断片を意味し、好ましくは上記の６５ｋＤａの断片を意味
する。Ｍａｃ−２結合タンパク質を免疫原として用いる場合は、当該タンパク質は以下の
ようにして得ることができる。
免疫原としてのＭａｃ−２結合タンパク質の作成

30

本発明において免疫原として使用可能なＭａｃ−２結合タンパク質のアミノ酸配列及び
該タンパク質をコードするｃＤＮＡ配列は、例えば、ＧｅｎＢａｎｋにおいてアクセッシ
ョン番号Ｌ１３２１０として公開されている。従って、公開されているアミノ酸配列情報
を利用して、当技術分野で公知の手法、例えば固相ペプチド合成法などにより、免疫原と
して使用するためのＭａｃ−２結合タンパク質を合成することができる。
また、公知の遺伝子組換え手法を利用して、Ｍａｃ−２結合タンパク質をコードするｃ
ＤＮＡの情報を用いてＭａｃ−２結合タンパク質を生産することも可能である。以下、組
換え手法を用いたＭａｃ−２結合タンパク質の生産に関して説明する。
Ｍａｃ−２結合タンパク質生産用組換えベクターは、上記公開されているｃＤＮＡ配列
を適当なベクターに連結することにより得ることができ、形質転換体はＭａｃ−２結合タ
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ンパク質生産用組換えベクターを、Ｍａｃ−２結合タンパク質が発現し得るように宿主中
に導入することにより得ることができる。
ベクターには、宿主微生物で自律的に増殖し得るファージ又はプラスミドが使用される
。プラスミドＤＮＡとしては、大腸菌由来のプラスミド（例えばｐＥＴ２１ａ、ｐＧＥＸ
４Ｔ、ｐＵＣ１１８、ｐＵＣ１１９、ｐＵＣ１８、ｐＵＣ１９等）、枯草菌由来のプラス
ミド（例えばｐＵＢ１１０、ｐＴＰ５等）、酵母由来のプラスミド（例えばＹＥｐ１３、
ＹＥｐ２４、ＹＣｐ５０等）などが挙げられ、ファージＤＮＡとしてはλファージ（λｇ
ｔ１１、λＺＡＰ等）が挙げられる。さらに、ワクシニアウイルスなどの動物ウイルス、
バキュロウイルスなどの昆虫ウイルスベクターを用いることもできる。
ベクターにＭａｃ−２結合タンパク質ｃＤＮＡを挿入するには、まず、精製されたＤＮ
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Ａを適当な制限酵素で切断し、適当なベクターＤＮＡの制限酵素部位又はマルチクローニ
ングサイトに挿入してベクターに連結する方法などが採用される。
その他、哺乳動物細胞において用いられるＭａｃ−２結合タンパク質生産用組換えベク
ターには、プロモーター、Ｍａｃ−２結合タンパク質ｃＤＮＡのほか、所望によりエンハ
ンサーなどのシスエレメント、スプライシングシグナル、ポリＡ付加シグナル、選択マー
カー、リボソーム結合配列（ＳＤ配列）などが連結されていてもよい。
ＤＮＡ断片とベクター断片とを連結させるには、公知のＤＮＡリガーゼを用いる。そし
て、ＤＮＡ断片とベクター断片とをアニーリングさせた後連結させ、Ｍａｃ−２結合タン
パク質生産用組換えベクターを作成する。
形質転換に使用する宿主としては、Ｍａｃ−２結合タンパク質を発現できるものであれ
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ば特に限定されるものではない。例えば、細菌（大腸菌、枯草菌等）、酵母、動物細胞（
ＣＯＳ細胞、ＣＨＯ細胞等）、昆虫細胞が挙げられる。
一例として、細菌を宿主とする場合は、Ｍａｃ−２結合タンパク質生産用組換えベクタ
ーが該細菌中で自律複製可能であると同時に、プロモーター、リボゾーム結合配列、Ｍａ
ｃ−２結合タンパク質ＤＮＡ、転写終結配列により構成されていることが好ましい。また
、プロモーターを制御する遺伝子が含まれていてもよい。大腸菌としては、例えばエッシ
ェリヒア・コリ（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ

ｃｏｌｉ）ＢＲＬなどが挙げられ、枯草菌と

しては、例えばバチルス・ズブチリス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ

ｓｕｂｔｉｌｌｓ）などが挙

げられる。プロモーターは、大腸菌等の宿主中で発現できるものであればいずれを用いて
もよい。細菌への組換えベクターの導入方法は、細菌にＤＮＡを導入する方法であれば特
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に限定されるものではない。例えばカルシウムイオンを用いる方法、エレクトロポレーシ
ョン法等が挙げられる。
酵母、動物細胞、昆虫細胞などを宿主とする場合には、同様に、当技術分野で公知の手
法に従って、Ｍａｃ−２結合タンパク質を生産することができる。
本発明において免疫原として使用するＭａｃ−２結合タンパク質は、上記作成した形質
転換体を培養し、その培養物から採取することにより得ることができる。「培養物」とは
、培養上清、培養細胞、培養菌体、又は細胞若しくは菌体の破砕物のいずれをも意味する
ものである。上記形質転換体を培地で培養する方法は、宿主の培養に用いられる通常の方
法に従って行われる。
大腸菌や酵母菌等の微生物を宿主として得られた形質転換体を培養する培地としては、
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微生物が資化し得る炭素源、窒素源、無機塩類等を含有し、形質転換体の培養を効率的に
行うことができる培地であれば、天然培地、合成培地のいずれを用いてもよい。
培養は、通常、振盪培養又は通気攪拌培養などの好気的条件下、３７℃で６〜２４時間
行う。培養期間中、ｐＨは中性付近に保持する。ｐＨの調整は、無機又は有機酸、アルカ
リ溶液等を用いて行う。培養中は必要に応じてアンピシリンやテトラサイクリン等の抗生
物質を培地に添加してもよい。
培養後、Ｍａｃ−２結合タンパク質が菌体内又は細胞内に生産される場合には、菌体又
は細胞を破砕することによりタンパク質を抽出する。また、Ｍａｃ−２結合タンパク質が
菌体外又は細胞外に生産される場合には、培養液をそのまま使用するか、遠心分離等によ
り菌体又は細胞を除去する。その後、タンパク質の単離精製に用いられる一般的な生化学
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的方法、例えば硫酸アンモニウム沈殿、ゲルクロマトグラフィー、イオン交換クロマトグ
ラフィー、アフィニティークロマトグラフィー等を単独で又は適宜組み合わせて用いるこ
とにより、前記培養物中からＭａｃ−２結合タンパク質を単離精製することができる。
Ｍａｃ−２結合タンパク質が得られたか否かは、ＳＤＳ−ポリアクリルアミドゲル電気
泳動等により確認することができる。
癌の検出方法
本発明の癌の検出方法は、上記の方法に従って、前立腺肥大症組織の上皮細胞を免疫原
として得られるモノクローナル抗体又はＭａｃ−２結合タンパク質若しくはその断片を免
疫原として得られるモノクローナル抗体を用いて、試料中の前立腺癌細胞に由来するＭａ
ｃ−２結合タンパク質を免疫学的に検出又は測定することを特徴とする。
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本発明の検出方法は、抗体を用いる測定法、すなわち免疫学的測定法であればいずれの
方法においても、その測定法で使用される抗体として本発明の上記モノクローナル抗体を
用いることができ、例えば、酵素免疫測定法（ＥＬＩＳＡ、ＥＩＡ）、蛍光免疫測定法、
放射免疫測定法（ＲＩＡ）、発光免疫測定法、免疫比濁法、免疫比ろう法、ラテックス凝
集反応、ラテックス比濁法、赤血球凝集反応、粒子凝集反応又はウェスタンブロット法等
により本発明の検出方法は実施される。
本発明の検出方法において被検対象となる試料としては、前立腺癌細胞に由来するＭａ
ｃ−２結合タンパク質が含まれる可能性のある生体試料であれば特に限定されるものでは
ない。例えば、血液、血清、血漿、リンパ球培養上清、尿、髄液、唾液、汗、腹水などが
挙げられ、細胞又は臓器の抽出液等も使用することができる。特に、血液、血清、血漿の
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ような試料において、本発明のモノクローナル抗体を用いて得られたＭａｃ−２結合タン
パク質の測定値は、前立腺癌の指標として有用である。
本発明の検出方法を、酵素免疫測定法、蛍光免疫測定法、放射免疫測定法又は発光免疫
測定法等の標識を用いた免疫測定法により実施する場合には、本発明のモノクローナル抗
体を固相化するか、又は試料中の成分を固相化して、それらと免疫学的反応を行うことが
好ましい。
固相担体としては、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリビニルトルエン、ポリプロ
ピレン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ナイロン、ポリメタクリレート、ラテックス、
ゼラチン、アガロース、セルロース、セファロース、ガラス、金属、セラミックス又は磁
性体等の材質よりなるビーズ、マイクロプレート、試験管、スティック又は試験片等の形
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状の不溶性担体を用いることができる。固相化は、固相担体と本発明のモノクローナル抗
体又は試料成分とを物理的吸着法、化学的結合法又はこれらの併用等の公知の方法に従っ
て結合させることにより行うことができる。
本発明においては、本発明のモノクローナル抗体と、試料中の前立腺癌細胞に由来する
Ｍａｃ−２結合タンパク質との反応を容易に検出するために、本発明のモノクローナル抗
体を標識することにより該反応を直接検出するか、又は標識二次抗体を用いることにより
間接的に検出する。本発明の検出方法においては、感度の点で、後者の間接的検出（例え
ばサンドイッチ法など）を利用することが好ましい。
標識物質としては、酵素免疫測定法の場合には、ペルオキシダーゼ（ＰＯＤ）、アルカ
リホスファターゼ、β−ガラクトシダーゼ、ウレアーゼ、カタラーゼ、グルコースオキシ
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ダーゼ、乳酸脱水素酵素、アミラーゼ又はビオチン−アビジン複合体等を、蛍光免疫測定
法の場合には、フルオレセイン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、置換ローダミンイソチオシアネート、ジクロロトリアジンイソチオシアネート
、Ａｌｅｘａ４８０又はＡｌｅｘａＦｌｕｏｒ４８８等を、そして放射免疫測定法の場合
には、トリチウム、ヨウ素１２５又はヨウ素１３１等を用いることができる。また、発光
免疫測定法は、ＮＡＤＨ−ＦＭＮＨ２−ルシフェラーゼ系、ルミノール−過酸化水素−Ｐ
ＯＤ系、アクリジニウムエステル系又はジオキセタン化合物系等を用いることができる。
標識物質と抗体との結合法は、酵素免疫測定法の場合にはグルタルアルデヒド法、マレ
イミド法、ピリジルジスルフィド法又は過ヨウ素酸法等の公知の方法を、放射免疫測定法
の場合にはクロラミンＴ法、ボルトンハンター法等の公知の方法を用いることができる。
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測定の操作法は、公知の方法（日本臨床病理学会編「臨床病理臨時増刊特集第５３号
臨床検査のためのイムノアッセイ−技術と応用−」，臨床病理刊行会，１９８３年，石川
榮治ら編「酵素免疫測定法」，第３版，医学書院，１９８７年，北川常廣ら編「タンパク
質核酸酵素別冊Ｎｏ．３１酵素免疫測定法」，共立出版，１９８７年，入江實編「ラジオ
イムノアッセイ」，講談社サイエンティフィク，１９７４年，入江實編「続ラジオイムノ
アッセイ」，講談社サイエンティフィク，１９７９年）により行うことができる。
例えば、本発明のモノクローナル抗体を直接標識する場合には、試料中の成分を固相化
し、標識した本発明のモノクローナル抗体と接触させて、Ｍａｃ−２結合タンパク質−本
発明のモノクローナル抗体の複合体を形成させる。そして未結合の標識モノクローナル抗
体を洗浄分離して、結合標識モノクローナル抗体量又は未結合標識モノクローナル抗体量
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より試料中のＭａｃ−２結合タンパク質量を測定することができる。
また例えば、標識二次抗体を用いる場合には、本発明のモノクローナル抗体と試料とを
反応させ（一次反応）、さらに標識二次抗体を反応させる（二次反応）。一次反応と二次
反応は逆の順序で行ってもよいし、同時に行ってもよいし、又は時間をずらして行っても
よい。一次反応及び二次反応により、固相化したＭａｃ−２結合タンパク質−本発明のモ
ノクローナル抗体−標識二次抗体の複合体、又は固相化した本発明のモノクローナル抗体
−Ｍａｃ−２結合タンパク質−標識二次抗体の複合体が形成する。そして未結合の標識二
次抗体を洗浄分離して、結合標識二次抗体量又は未結合標識二次抗体量より試料中のＭａ
ｃ−２結合タンパク質量を測定することができる。
具体的には、酵素免疫測定法の場合は標識酵素にその至適条件下で基質を反応させ、そ
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の反応生成物の量を光学的方法等により測定する。蛍光免疫測定法の場合には蛍光物質標
識による蛍光強度を、放射免疫測定法の場合には放射性物質標識による放射能量を測定す
る。発光免疫測定法の場合は発光反応系による発光量を測定する。
本発明の検出方法は、免疫比濁法、ラテックス凝集反応、ラテックス比濁法、赤血球凝
集反応又は粒子凝集反応等の免疫複合体凝集物の生成を、その透過光や散乱光を光学的方
法により測るか、目視的に測る測定法により実施する場合には、溶媒としてリン酸緩衝液
、グリシン緩衝液、トリス緩衝液又はグッド緩衝液等を用いることができ、更にポリエチ
レングリコール等の反応促進剤や非特異的反応抑制剤を含ませてもよい。
以下に、本発明の検出法の好ましい実施態様の一例を示す。最初に、本発明のモノクロ
ーナル抗体を一次モノクローナル抗体として不溶性担体に固定する。そして好ましくは、
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抗原が吸着していない固相表面を、抗原とは無関係のタンパク質（仔ウシ血清、ウシ血清
アルブミン、ゼラチンなど）によりブロッキングする。続いて、固定化された一次モノク
ローナル抗体と被検試料とを接触させる。次いで、上記一次モノクローナル抗体と異なる
部位で、Ｍａｃ−２結合タンパク質と反応する標識二次抗体とを接触させ、該標識からの
信号を検出する。
ここで用いる「一次モノクローナル抗体と異なる部位で、Ｍａｃ−２結合タンパク質と
反応する二次抗体」は、一次モノクローナル抗体とＭａｃ−２結合タンパク質との結合部
位以外の部位を認識する抗体であれば特に制限はなく、免疫原の種類を問わず、ポリクロ
ーナル抗体、抗血清、モノクローナル抗体のいずれでもよく、またこれらの抗体のフラグ
メント（Ｆａｂ、Ｆ（ａｂ

）２、Ｆａｂ

等）を用いることもできる。更に、二次抗体
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として複数種のモノクローナル抗体を用いてもよい。
またこれとは逆に、本発明のモノクローナル抗体に標識を付して二次抗体とし、本発明
のモノクローナル抗体と異なる部位で、Ｍａｃ−２結合タンパク質と反応する抗体を一次
抗体として不溶性担体に固定し、この固定化された一次抗体と被検試料とを接触させ、次
いで、二次抗体として標識を付した本発明のモノクローナル抗体とを接触させ、前記標識
からの信号を検出してもよい。
本発明のＭａｃ−２結合タンパク質は、試料中において二量体以上で存在し、強い還元
条件下でのみ単量体となる。従って、一次抗体、二次抗体とも同一のモノクローナル抗体
を使用して検出することもできる。
癌の診断薬
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また本発明のモノクローナル抗体は、上述したように、前立腺癌細胞に由来するＭａｃ
−２結合タンパク質と特異的に反応するため、癌の診断薬として用いることができる。
本発明の診断薬は、本発明のモノクローナル抗体を含むものであり、従って、本発明の
診断薬を用いて、前立腺癌への罹患が疑われる個体から採取した試料中に含まれる前立腺
癌細胞に由来するＭａｃ−２結合タンパク質を検出することによって、該個体の前立腺癌
の罹患を診断することができる。
また本発明の診断薬は、免疫学的測定を行うための手段であればいずれの手段において
も利用することができるが、当技術分野で公知の免疫クロマト用テストストリップなどの
簡便な手段と組み合わせて用いることによって、さらに簡便かつ迅速に癌を診断すること
ができる。免疫クロマト用テストストリップとは、例えば、試料を吸収しやすい材料から
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なる試料受容部、本発明の診断薬を含有する試薬部、試料と診断薬との反応物が移動する
展開部、展開してきた反応物を呈色する標識部、呈色された反応物が展開してくる提示部
などから構成されるものであり、妊娠診断薬と同様の形態とすることができる。まず、試
料受容部に試料を与えると、試料受容部は試料を吸収して試料を試薬部にまで到達させる
。続いて、試薬部において、試料中の前立腺癌細胞由来のＭａｃ−２結合タンパク質と本
発明のモノクローナル抗体との反応が起こり、反応した複合体が展開部を移動して標識部
に到達する。標識部においては、上記反応複合体と標識二次抗体との反応が起こって、そ
の標識二次抗体との反応物が提示部にまで展開すると呈色が認められることになる。
上記免疫クロマト用テストストリップは、使用者に対し苦痛や試薬使用による危険性を
一切与えないものであるため、家庭におけるモニターに使用することができ、その結果を
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各医療機関レベルで精査・治療（外科的切除等）し、転移・再発予防に結びつけることが
可能となる。また現在、このテストストリップは、例えば特開平１０−５４８３０号公報
に記載されるような製造方法により安価に大量生産できるものである。
また、本発明の診断薬と前立腺特異抗原を含む既知の前立腺癌の腫瘍マーカーに対する
診断薬とを組み合わせて使用することにより、さらに信頼性の高い診断が可能になる。
診断結果
前立腺癌患者の血清中におけるＭａｃ−２結合タンパク質濃度を、Ｍａｃ−２結合タン
パク質の濃度を定量するためのＭａｃ−２結合タンパク質測定キットで定量した。前立腺
特異抗原濃度も同時に定量し、比較した。その結果、同一患者群での前立腺特異抗原濃度
が非常に低い場合であってもＭａｃ−２結合タンパク質濃度は測定上方限界を超える症例

20

が存在するなど、両者の相関係数は低かった。Ｍａｃ−２結合タンパク質濃度が１０．０
μｇ／ｍｌを越える数値を示した症例の転帰は極めて不良で、全例が癌死した。以上の結
果から、Ｍａｃ−２結合タンパク質は、確立された前立腺癌の腫瘍マーカーである前立腺
特異抗原とは独立したマーカーとして使用できることが示された。
また、健常者、前立腺肥大症患者及び前立腺癌患者の血清中におけるＭａｃ−２結合タ
ンパク質濃度を、Ｍａｃ−２結合タンパク質測定キットで定量した。その結果、Ｍａｃ−
２結合タンパク質の濃度は、前立腺癌患者において統計学的に有意に高いことが明らかと
なった。従って、本発明の癌検出方法により、これまで識別の困難であった前立腺肥大症
と前立腺癌とを識別することが可能になることが明らかとなった。
本明細書は、本願の優先権の基礎である特願２００２−３１７３４８号の明細書及び／
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又は図面に記載された内容を包含する。
【図面の簡単な説明】
図１は、実施例４において、前立腺癌患者の血清中におけるＭａｃ−２結合タンパク質
（Ｍａｃ２ＢＰ）濃度及び前立腺特異抗原（ＰＳＡ）濃度を定量し、ｘ軸にＰＳＡ濃度の
対数、ｙ軸にＭａｃ−２結合タンパク質濃度をとって比較したものである。
【発明を実施するための最良の形態】
以下、実施例により、本発明を更に具体的に説明するが、本発明の範囲はこれらによっ
て限定されるものではない。
（実施例１

モノクローナル抗体の作成）
40

免疫原の準備
免疫原としてのヒト前立腺肥大症組織は滋賀医科大学、京都大学医学部附属病院及び両
者の関連病院の泌尿器科から手術又は剖検によって得られたものを使用した。一部は無固
定でただちに液体窒素で凍結処理し、−８０℃で保存した。残りは１０％緩衝ホルマリン
固定後、最終的にパラフィン包埋された。
上記のヒト前立腺肥大症組織からＯｉｓｈｉ

Ｋ．ｅｔ

ａｌ．，Ｐｒｏｓｔａｔｅ

２，２８１−２８９，１９８１の方法に準じて上皮細胞を分離し、これを免疫原として用
いた。すなわち、タンパク質分解酵素は使用せずに、鋏で組織を細切し、それを用手的に
圧迫することによって組織片から細胞を押し出すように解離させ、組織片から出た細胞を
培養液で洗浄回収した。
免疫・細胞融合
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免疫動物には７週齢のＢＡＬＢ／ｃメスマウスを使用した。上記のようにして得られた
前立腺肥大症の上皮細胞を１０７個、２週間ごとに３回腹腔内注射して免疫した。最終免
疫から３日のちにマウスから脾臓を摘出し、この脾細胞とマウスミエローマ細胞Ｐ３−Ｘ
６３−Ａｇ８・６５３株（ＪＣＲＢ
００（ＢＤＨ

００２８）を５０％ポリエチレングリコール１，５

Ｌｉｍｉｔｅｄ，Ｅｎｇｌａｎｄ）を用いて常法に従って細胞融合させた

。得られた融合細胞を９６ウェルマイクロプレート（Ｃｏｒｎｉｎｇ社）に０．１ｍｌず
つ播き、ＲＰＭＩ１６４０培地（日水社）に１５％ウシ胎児血清（Ｆｉｌｔｒｏｎ社）を
添加したＨＡＴ選択培地で培養を続けた。約２週間で必要量のモノクローナル抗体が培地
中に分泌される。
10

スクリーニング法
ヒト前立腺肥大症組織を未固定のままでＯ．Ｃ．Ｔ．Ｃｏｍｐｏｕｎｄ（Ｍｉｌｅｓ社
）に包埋し、液体窒素で凍結した。低温ミクロトーム（Ｒｅｉｃｈｅｒｔ社）を用いて６
〜８μ厚の凍結切片を作成し、Ｎｅｏｐｒｅｎｅを塗布したスライドガラスに添付した。
９６ウェルマイクロプレート中の培養液０．１ｍｌを取り出して凍結切片に加え、約３０
分後に生理食塩水で洗浄し、ＦＩＴＣでラベルしたウサギＩｇＧ抗マウスＩｇ（二次抗体
；ＤＡＫＯ社）で３０分間処理した。次いで、洗浄した後、蛍光顕微鏡（ニコン社）を用
いて培養液中の抗体が反応する組織部位を観察した。前立腺において前立腺分泌細胞と反
応するが間質とは反応しない抗体が産生されているウェルを選択した。
選択したウェル中のハイブリドーマを限界希釈法でクローニングし、抗体サブクラスは
Ｍｏｕｓｅ

ｍｏｎｏｃｌｏｎａｌ

ａｎｔｉｂｏｄｙ

ｉｓｏｔｙｐｉｎｇ

ｋｉｔ（
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Ａｍｅｒｓｈａｍ社）で決定した。
その結果、クローン８−９Ｅが選択された。このクローンは、２００２年１０月２９日
付け（原寄託）で、独立行政法人

産業技術総合研究所

特許生物寄託センター（日本国

茨城県つくば市東１丁目１番地１

中央第６）に受託番号ＦＥＲＭ

ＢＰ−０８５０７と

して寄託されている（２００３年１０月１５日付で原寄託よりブダペスト条約に基づく寄
託への移管請求受領）。
抗体の調製及び精製
クローニングした抗体産生細胞を、あらかじめプリスタン（Ａｌｄｒｉｃｈ社）処理し
たＢＡＬＢ／ｃマウスの腹腔内に注射した。これにより腹水内に大量のモノクローナル抗
体が存在するようになる。得られた腹水を２０〜５０％飽和硫安で粗精製した。続いて、
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プロタミンセファロース（Ｓｉｇｍａ社）を利用して精製した。こうして得た抗体は９５
％以上、通常９９％に精製されていた。
（実施例２

８−９Ｅ抗体の前立腺癌組織との反応性の検討）

組織学的検討のために、５２例の前立腺癌患者の標本を使用した。それらは１９８２年
から１９９１年の期間に滋賀医科大学付属病院で診断された患者に由来する。平均年齢は
７０．３歳（５３〜８７歳）であった。３例が臨床病期Ａ、２例がＢ、１４例がＣ、３３
例がＤ２であった。平均観察期間は３９．４ヶ月（２〜１１８ヶ月）であった。臨床病期
Ｄ２群は、基本的に内分泌療法（両側精巣摘除、エストロゲン療法など）で加療されてい
た。これらの患者の前立腺癌組織を無固定でただちに液体窒素で凍結処理後−８０℃で保
存した。前立腺分泌液は精液に含まれているので、これを健常ボランティアから採取し、

40

−８０℃で凍結保存した。
モノクローナル抗体の前立腺分泌細胞に対する反応性は、融合細胞の培養上清を一次抗
体として蛍光免疫染色法で検討した。上記の前立腺癌組織の凍結切片を検索に用いた。免
疫染色法としてアビジン−ビオチン−コンプレックス（ＡＢＣ）法を用いた。まず、ブロ
ックエース（大日本製薬株式会社）で切片に対する抗体の非特異的吸着を抑えた。一次抗
体は上記のように作成した本発明の抗体を、二次抗体はウマ抗マウス免疫グロブリンＧ抗
体（Ｖｅｃｔｏｒ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｉｎｃ）を、ＡＢＣ法にはベクタステイ

ンＡＢＣキット（Ｖｅｃｔｏｒ

Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｉｎｃ）を用いた。最後に

、０．００５％Ｈ２Ｏ２、０．２ｍｇ／ｍｌ

ＤＡＢ（３，３

ジアミノベンジジンテト

ラヒドロクロリド）溶液を反応させて発色させ、ヘマトキシリンで核染色した。
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５２症例の前立腺癌組織のうち４９例が様々な程度の陽性所見を示した。その程度は、
２／３以上の癌細胞が陽性か否かの２群に分類すると、組織学的分化度と統計学的に有意
に相関した（ｐ＝０．０００１）。高分化癌が最も高い陽性率を示していた。ホルモン療
法を施行された３３例の臨床病期Ｄ２群について、５年生存率と癌非進展率を検討した。
経過観察期間中に１７例が前立腺癌死し、４例が循環器疾患又は他疾患で死亡した。脱落
症例は２例であった。２／３以上の癌細胞が陽性を示す患者群はそうでない患者群に対し
て有意に生存率良好であった（ｐ＜０．０５）。同様に癌の非進展率も前者が良好であっ
た（ｐ＝０．０２６０）。また、この抗体は前立腺分泌液にも良好に反応した。
（実施例３

８−９Ｅ抗体の臓器特異性の検討）

前立腺癌に罹患していなかった男性３症例と女性２症例の剖検で得られた大脳２例、脊
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髄２例、肺５例、甲状腺５例、胃３例、小腸３例、結腸２例、脾臓４例、肝臓５例、膵臓
５例、腎臓５例、精巣２例、子宮１例、上皮小体２例、骨髄４例、食道３例の各種臓器の
ホルマリン固定パラフィン切片を用いて、上記と同様の方法によって反応性を調べた。
その結果、脳、肺、甲状腺、胃、小腸、肝臓、脾臓、膵臓、腎臓、膀胱を含む各種臓器
の９９％以上の上皮細胞が陰性と判断された。
（実施例４

８−９Ｅ抗体によって認識される抗原の解析）

前立腺分泌細胞に反応し、間質には反応しない抗体がヒトから得られた材料において実
際にどのような抗原に反応するのか調べるため、ウェスタンブロットを実施した。まず、
前立腺肥大症患者の精漿を２％ＳＤＳ、１０％メルカプトエタノール含有バッファー（第
一化学薬品）と混和し、１００℃で２分間還元後、４〜２０％ＳＤＳポリアクリルアミド
ゲル（ＳＤＳ

ＰＡＧＥ

20

ｍｉｎｉ：テフコ株式会社）にアプライし、電気泳動した。つ

いでこのゲルからタンパク質を電気的にニトロセルロース膜に転写した。この膜にブロッ
クエースを作用させたのち、今回作成したモノクローナル抗体を一次抗体としてＡＢＣ法
で染色した。ウェスタンブロットの結果、還元条件下で８−９Ｅ抗体は分子量約７０ｋＤ
ａのタンパク質を抗原として認識することが明らかになった。
次に、例えば、Ｉｎｔ．Ｊ．Ｕｒｏｌ

１９９５，２，２６１−２６６に記載されるよ

うに、作成された抗体を利用した免疫アフィニティーカラムで対応抗原の精製を行った。
すなわち、精製した抗体をＡｆｆｉ−Ｇｅｌ

１０（バイオラッド社）１０ｍｌに結合さ

せた（ゲル１ｍｌあたり２ｍｇ）。この抗体結合ゲルと混合精漿とを、４℃で２時間にわ
たり、撹拌しながらインキュベートした。そして、０．１％のＣＨＡＰＳを含むリン酸緩

30

衝化食塩水でゲルを十分に洗浄した後、０．１％のＣＨＡＰＳを含む５０ｍＭクエン酸で
対応抗原を溶出した。還元条件下（０．２Ｍ

ジチオスレイトール）でＳＤＳ−ＰＡＧＥ

を実施し、精製抗原を評価した。タンパク質のバンドはクーマシーブリリアンドブルー（
和光純薬工業株式会社）を用いて可視化した。バンドをゲルから切り出し、ゲル片からタ
ンパク質を抽出後、酵素処理にて断片化し、それぞれをエドマン法によってアミノ酸配列
分析した。
このタンパク質のＮ末端部分１５残基のアミノ酸配列は、既に一次構造が報告されてい
たＭａｃ−２結合タンパク質のそれと完全に一致した。精製抗原を酵素処理にて断片化し
、３個のポリペプチドについて可及的多くの部分アミノ酸配列を解読した。その結果、Ｎ
末端を含めて計５１残基の配列が全て完全にＭａｃ−２結合タンパク質と同一であること
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を確認した。以上から、本発明のモノクローナル抗体に対する抗原はＭａｃ−２結合タン
パク質であることが明らかとなった。
（実施例５

前立腺癌患者血清における８−９Ｅ抗原の測定）

実施例４の結果より８−９Ｅ抗体が特異的に認識する抗原がＭａｃ−２結合タンパク質
であることが明らかになったので、Ｍａｃ−２結合タンパク質測定用キットを用いて、前
立腺癌患者血清中のＭａｃ−２結合タンパク質濃度を測定した。
前立腺癌患者３８例の血清中におけるＭａｃ−２結合タンパク質濃度をＥＩＡキット（
ｈｕｍａｎ

９０Ｋ／Ｍａｃ−２ＢＰ

ＥＬＩＺＡ；Ｂｅｎｄｅｒ

Ｍｅｄｓｙｓｔｅｍ

ｓ，Ａｕｓｔｒｉａ）によって定量した。また、同一血清における前立腺特異抗原濃度も
測定し、両者の測定値を比較した。
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まず、固定化抗Ｍａｃ−２結合タンパク質抗体と試料を反応させる。次にＨＲＰ（西洋
ワサビペルオキシダーゼ）等によって標識した抗Ｍａｃ−２結合タンパク質抗体を反応さ
せる。標識に対する基質を加えて発色させた後、酸にて酵素反応を停止させる。４５０ｎ
ｍで吸光度測定し、標準曲線と比較することよって抗原濃度を算出する。結果を図１に示
す。
Ｍａｃ−２結合タンパク質濃度の測定値は、最低０．９９μｇ／ｍｌから測定限界の１
０．０μｇ／ｍｌまで幅広く分散した。同一検体群での前立腺特異抗原濃度が１ｎｇ／ｍ
ｌ以下でもＭａｃ−２結合タンパク質濃度は測定上方限界値を越える症例が存在するなど
、両者の相関係数は低かった（ｒ＝０．２４５、ｐ＝０．１３８）。１０．０μｇ／ｍｌ
を越える数値を示した３症例の転帰は極めて不良で、全例癌死した。以上からＭａｃ−２
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結合タンパク質は、確立された前立腺癌の腫瘍マーカーである前立腺特異抗原からは独立
したマーカーであることが示された。
前立腺肥大症患者の血清に対する反応性との比較
健常者、前立腺肥大症患者及び前立腺癌患者の血清中におけるＭａｃ−２結合タンパク
質濃度を、上記のＥＩＡキットで定量した。結果を以下に示す。

20

ｔ検定結果
１ｖｓ３

ｐ＝０．０３７３

２ｖｓ３

ｐ＝０．０３２９

１＋２ｖｓ３

ｐ＝０．００３９

以上から、Ｍａｃ−２結合タンパク質の濃度は、前立腺癌患者において統計学的に有意
に高いことが明らかとなり、本発明の方法によって、前立腺肥大症と前立腺癌患者を識別
可能に診断できることが示された。
本明細書中で引用した全ての刊行物、特許及び特許出願をそのまま参考として本明細書
中にとり入れるものとする。
【産業上の利用の可能性】
本発明により、簡易かつ安価な方法で、前立腺癌を効果的に検出することができるため
、前立腺癌の早期発見、診断及び治療が可能になる。また、本発明の方法により、前立腺
肥大症と前立腺癌を識別できるため、治療方針の決定、治療効果の経過観察、予後の予測
に有用である。
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(13)
【図１】
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