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(57)【要約】

（修正有）

【課題】検出感度及び特異性の高い抗ヒスチジンタグ抗体、該抗ヒスチジンタグ抗体をコ
ードする遺伝子、ヒスチジンタグ融合ポリペプチドを高感度で検出できる検出方法・検出
キット、及び、ヒスチジンタグ融合ポリペプチドを高効率で精製できる精製方法・精製キ
ットの開発
【解決手段】特定のアミノ酸配列を有する重鎖可変領、及び特定のアミノ酸配列を有する
軽鎖可変領域を備えた抗ヒスチジンタグ抗体、特定のアミノ酸配列と９０％以上の配列同
一性のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、及び特定のアミノ酸配列と９０％以上の配列
同一性のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域を備え、ヒスチジンタグに特異的に結合する
抗ヒスチジンタグ抗体、該抗ヒスチジンタグ抗体をコードする抗ヒスチジンタグ抗体遺伝
子、該抗ヒスチジンタグ抗体を用いたヒスチジンタグ融合ポリペプチドの検出方法・検出
キット、ヒスチジンタグ融合ポリペプチドの精製方法・精製キットの提供
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
配列番号２に示されるアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、及び配列番号４に示されるア
ミノ酸配列を有する軽鎖可変領域を備えたことを特徴とする抗ヒスチジンタグ抗体。
【請求項２】
配列番号２に示されるアミノ酸配列と９０％以上の配列同一性のアミノ酸配列を有する重
鎖可変領域、及び配列番号４に示されるアミノ酸配列と９０％以上の配列同一性のアミノ
酸配列を有する軽鎖可変領域を備え、ヒスチジンタグに特異的に結合することを特徴とす
る抗ヒスチジンタグ抗体。
【請求項３】
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配列番号６に示されるアミノ酸配列を有する重鎖、及び配列番号８に示されるアミノ酸配
列を有する軽鎖を備えたことを特徴とする抗ヒスチジンタグ抗体。
【請求項４】
配列番号６に示されるアミノ酸配列と９０％以上の配列同一性のアミノ酸配列を有する重
鎖、及び配列番号８に示されるアミノ酸配列と９０％以上の配列同一性のアミノ酸配列を
有する軽鎖を備え、ヒスチジンタグに特異的に結合することを特徴とする抗ヒスチジンタ
グ抗体。
【請求項５】
請求項１〜４のいずれか記載の抗ヒスチジンタグ抗体をコードすることを特徴とする抗ヒ
スチジンタグ抗体遺伝子。
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【請求項６】
配列番号１に示される塩基配列を有する重鎖可変領域遺伝子、及び配列番号３に示される
塩基配列を有する軽鎖可変領域遺伝子を備えたことを特徴とする請求項５記載の抗ヒスチ
ジンタグ抗体遺伝子。
【請求項７】
配列番号５に示される塩基配列を有する重鎖遺伝子、及び配列番号７に示される塩基配列
を有する軽鎖遺伝子を備えたことを特徴とする請求項５記載の抗ヒスチジンタグ抗体遺伝
子。
【請求項８】
請求項１〜４のいずれか記載の抗ヒスチジンタグ抗体を用いることを特徴とするヒスチジ
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ンタグ融合ポリペプチドの検出方法。
【請求項９】
請求項１〜４のいずれか記載の抗ヒスチジンタグ抗体を含むことを特徴とするヒスチジン
タグ融合ポリペプチドの検出キット。
【請求項１０】
請求項１〜４のいずれか記載の抗ヒスチジンタグ抗体を用いることを特徴とするヒスチジ
ンタグ融合ポリペプチドの精製方法。
【請求項１１】
請求項１〜４のいずれか記載の抗ヒスチジンタグ抗体を含むことを特徴とするヒスチジン
タグ融合ポリペプチドの精製キット。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、抗ヒスチジンタグ抗体や、抗ヒスチジンタグ抗体遺伝子や、ヒスチジンタグ
融合ポリペプチドの検出方法や、ヒスチジンタグ融合ポリペプチドの検出キットや、ヒス
チジンタグ融合ポリペプチドの精製方法や、ヒスチジンタグ融合ポリペプチドの精製キッ
トに関する。
【背景技術】
【０００２】
特定のタンパク質の目印とするために、遺伝子工学的に融合させたペプチド又はタンパ
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ク質はタンパク質タグと呼ばれ、単にタグと呼ばれることも多い。タグは、その性質に応
じてタンパク質の精製、固定化、可視化、他のタンパク質との相互作用の検出等に利用さ
れている。またタグは、単独で発現させるレポーター遺伝子等とは異なり、融合させるタ
ンパク質の生理的・物理化学的性質に影響を与えることを避けるため、タンパク質の末端
に付加させることが一般的であり、また低分子量のものが用いられることが知られている
。
【０００３】
蛍光を利用する緑色蛍光タンパク質（ＧＦＰ）タグは、タンパク質の細胞内局在を検出
する場合に用いられることが知られており、特に、一分子細胞生物学・バイオイメージン
グでよく用いられていることが知られている。
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【０００４】
一方、他の分子との特異的親和性（アフィニティー）を利用するアフィニティータグは
、特定のタンパク質又はそのタンパク質と相互作用する他のタンパク質を回収する場合や
、タンパク質を固定化する場合に広く用いられている。アフィニティータグには、抗原抗
体反応を利用した「エピトープタグ」が知られている。すなわち、特定の抗原性を示すペ
プチド（エピトープ）をタグとして用い、かかるタグに対する抗体に結合させることによ
り利用することができる。エピトープタグには、ヒスチジンタグ、ＨＡタグ（インフルエ
ンザウイルスのヘマグルチニンのペプチド配列）、ｍｙｃタグ、ＦＬＡＧタグ等が知られ
ている。また、グルタチオン−Ｓ−トランスフェラーゼ（ＧＳＴ）及びマルトース結合タ
ンパク質（ＭＢＰ）は、それぞれグルタチオン及びマントースを特異的に結合する性質を
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利用したアフィニティータグとして知られている。
【０００５】
ヒスチジン残基が連続したペプチドからなる上記ヒスチジンタグは、アフィニティータ
グとして最もよく利用されている（例えば、特許文献１参照）。ヒスチジンタグがニッケ
ルなどの金属イオンと特異的に結合する性質を利用して、大腸菌、酵母、動物細胞等で発
現させたヒスチジンタグ融合ポリペプチドを、ニッケル−キレートクロマトグラフィーカ
ラムを用いて精製することが広く行われている。
【０００６】
このようなニッケル−キレートクロマトグラフィーカラムによる精製を行う前に、通常
ヒスチジンタグ融合ポリペプチドの発現を確認するステップや、その発現量を定量するス
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テップは、精製を行うかどうかの判断や精製後のタンパク質量を概算するために必要とさ
れている。かかるステップは、抗ヒスチジンタグ抗体を用いたウェスタンブロッティング
、ＥＬＩＳＡ等の方法により一般的に行われている。抗ヒスチジン抗体の製造法として、
ヒスチジンタグを融合させたポリペプチドを抗原として用い、マウス等に免疫することに
より作製する方法が知られている（例えば、特許文献２参照）。かかる方法により作製さ
れた抗ヒスチジンモノクローナル抗体は既に市販されている。
【０００７】
他方、抗原による抗体産生の誘導の程度はその抗原の物理化学的性質に依存することが
知られている。例えば、不溶性の抗原は抗原提示細胞に取り込まれにくいため、抗体産生
の誘導が起こりにくいとされている。しかしながら、抗原の物理化学的性質は、単純に予
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測できるものではなく、類似の抗原であっても抗体産生の誘導活性はまったく異なること
も知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開昭６３−２５１０９５号公報
【特許文献２】特表平１１−５１０７８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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本発明の課題は、検出感度及び特異性の高い抗ヒスチジンタグ抗体や、かかる抗ヒスチ
ジンタグ抗体をコードする遺伝子や、ヒスチジンタグ融合ポリペプチドを高感度で検出で
きる検出方法や検出キットや、ヒスチジンタグ融合ポリペプチドを高効率で精製できる精
製方法や精製キットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明者らは、大腸菌チオレドキシン（Thioredoxin）（以下、「チオレドキシン」と
記載する）に対する抗体を作製する過程で、たまたまチオレドキシンに融合させたヒスチ
ジンタグに結合する抗体を得ることができ、かかる抗体を詳細に解析したところ、市販の
抗ヒスチジンタグ抗体よりもヒスチジンタグの検出感度及び特異性が高いことが見いださ
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れた。また、かかる抗体を用いたヒスチジン融合ポリペプチドの精製効率は、市販の抗ヒ
スチジンタグ抗体よりも高いことが確かめられた。本発明はこれらの知見に基づいて完成
するに至ったものである。
【００１１】
すなわち本発明は、（１）配列番号２に示されるアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、
及び配列番号４に示されるアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域を備えたことを特徴とする
抗ヒスチジンタグ抗体や、（２）配列番号２に示されるアミノ酸配列と９０％以上の配列
同一性のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、及び配列番号４に示されるアミノ酸配列と
９０％以上の配列同一性のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域を備え、ヒスチジンタグに
特異的に結合することを特徴とする抗ヒスチジンタグ抗体や、（３）配列番号６に示され
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るアミノ酸配列を有する重鎖、及び配列番号８に示されるアミノ酸配列を有する軽鎖を備
えたことを特徴とする抗ヒスチジンタグ抗体や、（４）配列番号６に示されるアミノ酸配
列と９０％以上の配列同一性のアミノ酸配列を有する重鎖、及び配列番号８に示されるア
ミノ酸配列と９０％以上の配列同一性のアミノ酸配列を有する軽鎖を備え、ヒスチジンタ
グに特異的に結合することを特徴とする抗ヒスチジンタグ抗体に関する。
【００１２】
また本発明は、（５）上記（１）〜（４）のいずれか記載の抗ヒスチジンタグ抗体をコ
ードすることを特徴とする抗ヒスチジンタグ抗体遺伝子や、（６）配列番号１に示される
塩基配列を有する重鎖可変領域遺伝子、及び配列番号３に示される塩基配列を有する軽鎖
可変領域遺伝子を備えたことを特徴とする上記（５）記載の抗ヒスチジンタグ抗体遺伝子
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や、（７）配列番号５に示される塩基配列を有する重鎖遺伝子、及び配列番号７に示され
る塩基配列を有する軽鎖遺伝子を備えたことを特徴とする上記（５）記載の抗ヒスチジン
タグ抗体遺伝子に関する。
【００１３】
また本発明は、（８）上記（１）〜（４）のいずれか記載の抗ヒスチジンタグ抗体を用
いることを特徴とするヒスチジンタグ融合ポリペプチドの検出方法に関する。
【００１４】
また本発明は、（９）上記（１）〜（４）のいずれか記載の抗ヒスチジンタグ抗体を含
むことを特徴とするヒスチジンタグ融合ポリペプチドの検出キットに関する。
【００１５】
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また本発明は、（１０）上記（１）〜（４）のいずれか記載の抗ヒスチジンタグ抗体を
用いることを特徴とするヒスチジンタグ融合ポリペプチドの精製方法に関する。
【００１６】
さらに本発明は、（１１）上記（１）〜（４）のいずれか記載の抗ヒスチジンタグ抗体
を含むことを特徴とするヒスチジンタグ融合ポリペプチドの精製キットに関する。
【発明の効果】
【００１７】
本発明によると、検出感度及び特異性の高い抗ヒスチジンタグ抗体を提供することがで
きる。また本発明によると、従来の抗ヒスチジンタグ抗体よりも少なくとも５〜２０倍の
検出感度でヒスチジンタグ融合ポリペプチドを検出できることから、従来の抗ヒスチジン
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タグ抗体では検出できなかった未精製や粗精製の抽出液に含まれるヒスチジンタグ融合ポ
リペプチドを、精製することなく検出することができる。さらに、本発明の抗ヒスチジン
タグ抗体は、従来の抗ヒスチジンタグ抗体よりも高効率でヒスチジンタグ融合ポリペプチ
ドを精製できることから、費用対効果及び時間対効果の面で優れている。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】ウェスタンブロッティング法により、本発明の抗ヒスチジンタグ抗体がヒスチジ
ンタグ融合ポリペプチドを検出できることを示す図である。
【図２】免疫沈降法により、本発明の抗ヒスチジンタグ抗体がヒスチジンタグ融合ポリペ
プチドを精製できることを示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１９】
本発明の抗ヒスチジンタグ抗体としては、配列番号２に示されるアミノ酸配列を有する
重鎖可変領域、及び配列番号４に示されるアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域を備えた抗
体や、配列番号２に示されるアミノ酸配列と９０％以上の配列同一性のアミノ酸配列を有
する重鎖可変領域、及び配列番号４に示されるアミノ酸配列と９０％以上の配列同一性の
アミノ酸配列を有する軽鎖可変領域を備え、ヒスチジンタグに特異的に結合する抗体や、
配列番号６に示されるアミノ酸配列を有する重鎖、及び配列番号８に示されるアミノ酸配
列を有する軽鎖を備えた抗体や、配列番号６に示されるアミノ酸配列と９０％以上の配列
同一性のアミノ酸配列を有する重鎖、及び配列番号８に示されるアミノ酸配列と９０％以
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上の配列同一性のアミノ酸配列を有する軽鎖を備え、ヒスチジンタグに特異的に結合する
抗体であれば特に制限されないが、抗ヒスチジンタグモノクローナル抗体を好適に例示す
ることができる。また本発明において、ヒスチジンタグとは、６〜１８個、具体的には６
個の連続したヒスチジン残基からなるポリペプチドのことをいう。
【００２０】
上記配列番号２に示されるアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、及び配列番号４に示さ
れるアミノ酸配列を有する軽鎖可変領域を備えた抗体や、上記配列番号２に示されるアミ
ノ酸配列と９０％以上の配列同一性のアミノ酸配列を有する重鎖可変領域、及び配列番号
４に示されるアミノ酸配列と９０％以上の配列同一性のアミノ酸配列を有する軽鎖可変領
域を備え、ヒスチジンタグに特異的に結合する抗体としては、同じ生物種由来の免疫グロ
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ブリン定常領域からなる抗体であってもよく、また、異なる生物種由来の免疫グロブリン
定常領域からなるキメラ抗体であってもよい。これらのモノクローナル抗体のアイソタイ
プは特に制限されない。
【００２１】
他方、上記配列番号６に示されるアミノ酸配列を有する重鎖、及び配列番号８に示され
るアミノ酸配列を有する軽鎖を備えた抗体は、ハイブリドーマＨＦ１６−１が培養上清中
に産生するアイソタイプＩｇＧ１κのモノクローナル抗体であり、このモノクローナル抗
体は、ハイブリドーマＨＦ１６−１の培養上清をアフィニティー精製することにより、精
製物として調製することもできる。
【００２２】
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上記配列番号２に示されるアミノ酸配列と９０％以上の配列同一性のアミノ酸配列を有
する重鎖可変領域、及び配列番号４に示されるアミノ酸配列と９０％以上の配列同一性の
アミノ酸配列を有する軽鎖可変領域を備え、ヒスチジンタグに特異的に結合する抗体や、
上記配列番号６に示されるアミノ酸配列と９０％以上の配列同一性のアミノ酸配列を有す
る重鎖、及び配列番号８に示されるアミノ酸配列と９０％以上の配列同一性のアミノ酸配
列を有する軽鎖を備え、ヒスチジンタグに特異的に結合する抗体における９０％以上の配
列同一性のアミノ酸配列としては、例えば、９５％以上、９７％以上、９８％以上、９９
％以上の配列同一性のアミノ酸配列を好適に挙げることができ、配列同一性は、当該分野
で慣用のプログラム（例えば、ＢＬＡＳＴ、ＦＡＳＴＡ等）を用いて算出することができ
る。
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【００２３】
本発明の抗ヒスチジンタグ抗体の種類としては、モノクローナル抗体の他、モノクロー
ナル抗体をペプシンで消化して得られるＦ（ａｂ′）２抗体フラグメントや、Ｆ（ａｂ′
）２抗体フラグメントを還元して得られるＦａｂ′抗体フラグメントや、モノクローナル
抗体をパパインで消化して得られるＦａｂ等の抗体フラグメントや、重鎖可変領域（配列
番号２）と軽鎖可変領域（配列番号４）とを、アミノ酸架橋によって連結させたｓｃＦｖ
（１本鎖抗体）等を挙げることができる。
【００２４】
本発明の抗ヒスチジンタグ抗体遺伝子としては、上記本発明の抗ヒスチジンタグ抗体を
コードする抗体遺伝子であれば特に制限されず、例えば、配列番号１に示される塩基配列
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を有する重鎖可変領域遺伝子、及び配列番号３に示される塩基配列を有する軽鎖可変領域
遺伝子を備えた抗体遺伝子を挙げることができ、特に配列番号５に示される塩基配列を有
する重鎖遺伝子、及び配列番号７に示される塩基配列を有する軽鎖遺伝子を備えた抗体遺
伝子を具体的に例示することができる。
【００２５】
本発明の抗ヒスチジンタグ抗体は、遺伝子組換え技術により、上記抗ヒスチジンタグ抗
体遺伝子を発現させることにより、組換え抗体として作製することができる。組換え抗体
を作製する方法としては、例えば抗ヒスチジンタグ抗体遺伝子を発現ベクターに組み込み
、かかる発現ベクターをチャイニーズハムスター卵巣（ＣＨＯ）細胞等の哺乳類細胞株や
、大腸菌、酵母細胞、昆虫細胞、植物細胞などの宿主細胞へ導入して、宿主細胞において
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組換え抗体を生産させる方法を挙げることができる（P.J.Delves., ANTIBODY PRODUCTION
ESSENTIAL TECHNIQUES., 1997 WILEY、P.Shepherd and C.Dean., Monoclonal Antibodie
s., 2000 OXFORD UNIVERSITY PRESS, J.W.Goding., Monoclonal Antibodies:principles
and practice., 1993 ACADEMIC PRESS）。特に、キメラ抗体は、特開２００５−２４５３
３７に記載の技術に基づいて作製することができる。発現ベクターに組み込む抗体遺伝子
の塩基配列は、発現させる宿主細胞に合わせてコドン配列の最適化がされていてもよい。
【００２６】
また、トランスジェニック動物作製技術を用いて本発明の抗ヒスチジンタグ抗体遺伝子
が組み込まれたマウス、ウシ、ヤギ、ヒツジ、ニワトリ、ブタ等のトランスジェニック動
物を作製し、かかるトランスジェニック動物の血液、ミルク中などから上記抗ヒスチジン
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タグ抗体遺伝子に由来する抗体を大量に産生することもできる。
【００２７】
さらに、慣用のプロトコールを用いて、ヒスチジンタグ融合ポリペプチドをマウス、ラ
ット等のヒト以外の動物へ投与し、抗ヒスチジンタグ抗体を産生する細胞クローンを細胞
融合技術によりスクリーニングすることにより、本発明の抗ヒスチジンタグ抗体を得るこ
とができる。スクリーニングするには、例えば抗ヒスチジンタグ抗体をコードする遺伝子
配列を同定することにより得られたアミノ酸配列情報から、当該分野で慣用のプログラム
（例えば、ＢＬＡＳＴ、ＦＡＳＴＡ等）を用いて配列同一性を算出する方法を用いること
ができる。
【００２８】
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形質転換細胞、トランスジェニック動物、ハイブリドーマ等により産生された本発明の
抗ヒスチジンタグ抗体は、例えばＰｒｏｔｅｉｎＡ、ＰｒｏｔｅｉｎＧカラムによるクロ
マトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、疎水クロマトグラフィー、硫安塩析法
、ゲル濾過、アフィニティクロマトグラフィー等を用いて精製することができる。
【００２９】
本発明のヒスチジンタグ融合ポリペプチドの検出方法としては、本発明の抗ヒスチジン
タグ抗体を用いてヒスチジンタグ融合ポリペプチドを検出する方法であればよく、具体的
には本発明の抗ヒスチジンタグ抗体を用いた免疫蛍光染色法、ウェスタンブロッティング
法、ＥＬＩＳＡ等を挙げることができ、これらの中でもウェスタンブロッティング法を好
適に例示することができる。本発明の抗ヒスチジンタグ抗体を用いたヒスチジンタグ融合
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ポリペプチドの検出は、Davisら（BASIC METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY, 1986）、Sambr
ookら（MOLECULAR CLONING: A LABORATORY MANUAL, 2nd Ed., Cold Spring Harbor Labor
atory Press, Cold Spring Harbor, N.Y., 1989）などの標準的な実験室マニュアルに記
載される方法等により行うことができる。
【００３０】
本発明のヒスチジンタグ融合ポリペプチドの検出キットとしては、本発明の抗ヒスチジ
ンタグ抗体を備え、試料中のヒスチジンタグ融合ポリペプチドを検出／測定できるキット
であれば特に制限されず、例えば、本発明の抗ヒスチジンタグ抗体と、ヒスチジンタグ融
合ポリペプチドに結合した上記抗体を検出するための、蛍光物質、西洋ワサビペルオキシ
ダーゼ（Horse Radish Peroxidase；ＨＲＰ）等の標識物質をコンジュゲートした２次抗
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体とを備えた検出キットや、本発明の抗ヒスチジンタグ抗体と、該抗体とは異なる部位で
ヒスチジンタグ融合ポリペプチドと反応する少なくとも１種類の抗体とを備えた検出キッ
トなどを挙げることができる。また、これらの検出キットには、必要と目的に応じた緩衝
液、ｐＨ調製剤、反応容器等をさらに備えたものであってもよい。
【００３１】
本発明のヒスチジンタグ融合ポリペプチドの精製方法としては、本発明の抗ヒスチジン
タグ抗体を用いてヒスチジンタグ融合ポリペプチドを精製する方法であればよく、具体的
には本発明の抗ヒスチジンタグ抗体を用いた免疫沈降法、クロマチン免疫沈降（ＣｈＩＰ
）法等を挙げることができ、免疫沈降法を好適に例示することができる。本発明の抗ヒス
チジンタグ抗体を用いた免疫沈降法は、Davisら（BASIC METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY,
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1986）、Sambrookら（MOLECULAR CLONING: A LABORATORY MANUAL, 2nd Ed., Cold Sprin
g Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, N.Y., 1989）などの標準的な実験室
マニュアルに記載される方法等により行うことができ、また本発明の抗ヒスチジンタグ抗
体を用いたクロマチン免疫沈降法は、Nucleic Acids Res., 35, 648‑655(2007)に記載さ
れる方法等により行うことができる。
【００３２】
本発明のヒスチジンタグ融合ポリペプチドの精製キットとしては、本発明の抗ヒスチジ
ンタグ抗体を備え、試料中のヒスチジンタグ融合ポリペプチドを精製できるキットであれ
ば特に制限されず、例えば、本発明の抗ヒスチジンタグ抗体と、ヒスチジンタグ融合ポリ
ペプチドに結合した上記抗体を精製するための、ＰｒｏｔｅｉｎＡやＰｒｏｔｅｉｎＧを
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結合させた磁性ビーズ、セファロースビーズ、アガロースビーズ等のＰｒｏｔｅｉｎビー
ズとを備えた精製キットや、かかる精製キットが、さらにタンパク質とタンパク質・ＤＮ
Ａとを架橋させるホルマリン、グルタルアルデヒド等の架橋剤を備えた精製キットなどを
挙げることができる。また、これらの精製キットには、必要と目的に応じた緩衝液、ｐＨ
調製剤、反応容器等をさらに備えたものであってもよい。
【００３３】
以下に、実施例等を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明の技術的範囲は、これ
ら実施例等により限定されるものではない。
【実施例１】
【００３４】
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［ヒスチジンタグ融合チオレドキシンの作製］
抗原として、チオレドキシンのＮ末端にヒスチジンタグが融合したタンパク質（ヒスチ
ジンタグ融合チオレドキシン）を作製した。すなわち、ｐＥＴ−３２（ａ）ベクター（No
vagen社製）を増幅した後、大腸菌（ＢＬ２１株）へ導入し、その後選択薬剤であるアン
ピシリンを含むＬＢ培地中に３７℃で培養を行うことにより、形質転換した大腸菌を選択
した。その後、最終濃度が４μＭになるようにＩＰＴＧを加え、３７℃で２時間培養を行
うことにより、ヒスチジンタグ融合チオレドキシンの発現誘導を行った。ヒスチジンタグ
融合チオレドキシンの発現は、ＳＤＳ−ＰＡＧＥを行った後、クマシー染色により確認し
た。
【００３５】
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ヒスチジンタグ融合チオレドキシンの発現が認められた大腸菌を遠心操作により回収し
た後、BugBuster10x Protein Extraction Reagent（Novagen社製、#70921‑3）及びBugBus
ter Plus Benzonase Nuclease（Novagen社製、#70750‑3）を加え、室温、１時間インキュ
ベートした後、１５，０００ｒｐｍ．×１０分間遠心処理を行い、上清を回収した。上清
に含まれるヒスチジンタグ融合チオレドキシンは、平衡化溶液ＰＢＳ（−）で平衡化した
His‑Select Nickel Affinity Gel（Sigma社製、P6611）を用いて回収した。His‑Select N
ickel Affinity Gelの洗浄は、１０ｍＭイミダゾールを含むＰＢＳ（−）で行ない、ヒス
チジンタグ融合チオレドキシンの溶出は、５００ｍＭ又は２５０ｍＭのイミダゾールを含
むＰＢＳ（−）を用いて行なった。溶出画分に含まれるヒスチジンタグ融合チオレドキシ
ンの確認及び定量は、ＳＤＳ−ＰＡＧＥを行った後、クマシー染色により行った。定量は
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比色法（Ｌｏｗｒｙ法）により行った。
【実施例２】
【００３６】
［ヒスチジンタグ融合チオレドキシンを認識する抗体のスクリーニング］
上記ヒスチジンタグ融合チオレドキシンを用いたＣ５７Ｂｌ６マウスの抗原感作（６回
実施）からハイブリドーマの樹立までの方法は、定法にしたがって行った。樹立したハイ
ブリドーマがヒスチジンタグ融合チオレドキシンに対する抗体を産生しているか、スクリ
ーニングをＥＬＩＳＡにより行った。調べた４２クローンのうち、３２クローンが陽性を
示し、そのうち１クローンはＥＬＩＳＡにより高感度［ＯＤ４５０＝１．０３５（基準値
＝０．２以上）］のヒスチジンタグ融合チオレドキシンに対する抗体を産生するハイブリ
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ドーマ（クローン名：ＨＦ１６−１、アイソタイプ：ＩｇＧ１κ）として単離された。
【実施例３】
【００３７】
［抗ヒスチジンタグ抗体であることの確認］
ハイブリドーマＨＦ１６−１が産生するモノクローナル抗体がチオレドキシンを認識し
ていることをウェスタンブロッティング法で確認するため、チオレドキシン発現ベクター
形質転換ヒト肝臓由来培養細胞（ＨｅｐＧ２、Ｈｕｈ７）を用いて解析を行った。チオレ
ドキシン発現ベクター形質転換ヒト肝臓由来培養細胞をタンパク質抽出バッファー（１０
ｍＭ Ｔｒｉｓ ｐＨ ６．８、１ｍＭ ＭｇＣｌ２、０．５ｍＭ ＥＧＴＡ、ｐＨ ８．０、
０．１％ ＮＰ−４０、プロテアーゼインヒビター）で処理し、得られたタンパク質抽出
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液と上記抗体とをウエスタンブロッティング法により反応させたところ、上記抗体はチオ
レドキシンと結合しないという予想外の結果が得られた。このような結果を踏まえ、上記
抗体がヒスチジンタグを認識する抗体であることを確認するため、実施例１に準じて作製
した３種類のヒスチジンタグ融合タンパク質（ＥＧＦＰ［緑色蛍光タンパク質］、チオレ
ドキシン、及びヒトスタスミン［Stathmin］［以下、スタスミンと記載する］）を発現さ
せた大腸菌溶解液の段階希釈試料を調製し、ＳＤＳ−ＰＡＧＥでかかる試料に含まれるヒ
スチジンタグ融合タンパク質を分離し、ＰＶＤＦ膜に転写させた後、ハイブリドーマＨＦ
１６−１産生モノクローナル抗体を一次抗体として、ＨＲＰ標識マウスＩｇＧ抗体を二次
抗体として用いてウェスタンブロッティングを行った。検出は化学発光検出（ECL plusTM
）（Amersham社製）を用いて行った。その結果、ハイブリドーマＨＦ１６−１産生モノク
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ローナル抗体は、ヒスチジンタグを認識する抗ヒスチジンタグ抗体であることがわかった
。
【実施例４】
【００３８】
［本発明の抗ヒスチジンタグ抗体と市販の抗体との検出感度の比較］
ハイブリドーマＨＦ１６−１産生モノクローナル抗体が抗ヒスチジンタグ抗体であるこ
とがわかったので、かかる本発明の抗ヒスチジンタグ抗体の検出感度を調べた。ハイブリ
ドーマＨＦ１６−１のＲＰＭＩ１６４０培地（Sigma社製、R8758又は和光純薬社製、189‑
02025）、１５％ウシ胎児血清、抗生物質：Penicillin Streptomycin ５ｍｌ［GIBCO社製
15140‑122］）における培養上清（濃度約８０μｇ／ｍｌ）と、その培養上清のアフィニ
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ティー精製による精製物（濃度１５μｇ／ｍｌ）の他、対照として市販の抗ヒスチジンタ
グ抗体（シグマ社製、Ｃａｔ．Ｎｏ．Ｈ１０２９）（濃度３５μｇ／ｍｌ［３５ｍｇ／ｍ
ｌの抗体を１０００倍希釈して使用］）を試験抗体として、実施例３記載と同様にヒスチ
ジンタグ融合スタスミン発現大腸菌溶解タンパク質を試料としてウェスタンブロッティン
グを行った。結果を図１に示す。その結果、培養上清では上記試料の２０００倍希釈まで
、その精製物では上記試料の５００倍希釈までそれぞれヒスチジンタグ融合スタスミンを
検出することができた。一方、対照の市販抗体を用いた場合、１００倍希釈までのヒスチ
ジンタグ融合スタスミンの検出感度であった。この結果は、本発明の抗ヒスチジンタグ抗
体は従来の市販抗体の５〜２０倍以上の検出感度であることを示している。また、対照の
市販抗体を用いた場合、化学発光の検出における露光時間を長くすると、目的のヒスチジ
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ンタグ融合スタスミンの分子量よりも大きいバンドが複数現れ、非特異的反応が見られる
のに対し、本発明の抗ヒスチジンタグ抗体を用いた場合、露光時間を長くしても、目的の
バンド以外には非特異的なバンドは検出されなかった。この結果は、本発明の抗ヒスチジ
ンタグ抗体は、高い特異性を有していることを示している。また、対照の市販抗体として
Rockland社の抗ヒスチジンタグ抗体（ウサギ）を用いてウェスタンブロッティングにより
検証したところ、シグマ社製の抗体と同様の検出感度であった。
【実施例５】
【００３９】
［本発明の抗ヒスチジンタグ抗体が免疫沈降法に使用できることの確認］
本発明の抗ヒスチジンタグ抗体が、免疫沈降法に使用できるかどうかを調べた。免疫沈
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降法に用いるヒスチジンタグ融合スタスミンの調製は、ｐＥＴ−１４ベクター（Novagen
社製）のヒスチジンタグ遺伝子の下流に、ヒトスタスミン遺伝子を挿入したベクターを構
築した後、上記実施例１に記載の方法により行った。ヒスチジンタグ融合スタスミンと４
種類の抗体（ハイブリドーマＨＦ１６−１培養上清と、その培養上清のアフィニティー精
製による精製物の他、対照として市販の抗ヒスチジンタグ抗体［シグマ社製、Ｃａｔ．Ｎ
ｏ．Ｈ１０２９］及び抗ヒトアポＥ抗体［マウスモノクローナル抗体、Santa Cruz社製 s
c‑13521］）を用いた免疫沈降法は、以下の方法１にしたがって行った。
【００４０】
＜方法１＞
１）１．５ｍｌマイクロチューブに１０ｍＭ Ｔｒｉｓ ｂｕｆｆｅｒ １ ｍｌを加え、さ
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らにヒスチジンタグ融合スタスミン０．５μｇと上記４種類の抗体２μｇをそれぞれ加え
た後、４℃、１時間反応させた。ハイブリドーマＨＦ１６−１培養上清は、１０ｍＭ Ｔ
ｒｉｓ ｂｕｆｆｅｒで希釈せずに、直接ヒスチジンタグ融合スタスミン溶液へ加えた。
２）ＰｒｏｔｅｉｎＧアガロース（Santa Cruz社製、sc‑2002）を２０μｌずつ加え、４
℃、一晩インキュベートした。
３）１．５ｍｌマイクロチューブを遠心（３，０００ｒｐｍ．ｘ５ｍｉｎ）した後、上清
を除き、沈殿物に洗浄用バッファーＡ（２５ｍＭ Ｔｒｉｓ，ｐＨ７．５，１５０ｍＭ Ｎ
ａＣｌ，０．０５％ ＮＰ−４０，０．０２％ ＳＤＳ）を１ｍｌ加えた後、混和し、遠心
処理（３，０００ｒｐｍ．ｘ５ｍｉｎ）を行った。
４）上清を除き、沈殿に洗浄用バッファーＢ（２５ｍＭ Ｔｒｉｓ，ｐＨ７．５，１Ｍ Ｎ
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ａＣｌ，０．０５％ ＮＰ−４０，０．０２％ ＳＤＳ）を１ｍｌ加えた後、混和し、遠心
処理（３，０００ｒｐｍ．ｘ５ｍｉｎ）を行った。
５）上清を除き、沈殿に洗浄用バッファーＡ（２５ｍＭ Ｔｒｉｓ，ｐＨ７．５，１５０
ｍＭ ＮａＣｌ，０．０５％ ＮＰ−４０，０．０２％ ＳＤＳ）を１ｍｌ加えた後、混和
し、遠心処理（３，０００ｒｐｍ．ｘ５ｍｉｎ）を行った。
６）５）の作業をもう１度繰り返した。
７）ＳＤＳ−sample bufferを３０μｌ加え、９５℃、５分処理して得られた試料を、以
下のＳＤＳ−ＰＡＧＥ及びウェスタンブロッティング法に用いた。
【００４１】
免疫沈降されたヒスチジンタグ融合スタスミンのウェスタンブロッティング法による検
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出は、以下の方法２にしたがって行った。
【００４２】
＜方法２＞
上記試料を、１２．５％ポリアクリルアミドゲル（SuperSepTMエース、和光純薬社製）
を用いたＳＤＳ−ＰＡＧＥで展開した後、セミドライブロッティング法によりＰＶＤＦ膜
に転写した。試料中のタンパク質が転写されたＰＶＤＦ膜を５％スキムミルク／ＴＢＳで
ブロッキング処理を行った（４℃、一晩）。５％ウシ血清アルブミン／０．０１％ Ｔｗ
ｅｅｎ−２０／ＴＢＳ（Tris‑buffered saline）で５００倍に希釈した抗ヒトＯｐ１８／
スタスミン抗体（ウサギポリクローナル抗体、シグマ社製、#O0138）を用いて一次抗体反
応を室温で２時間行った後、０．０１％ Ｔｗｅｅｎ−２０／ＴＢＳで洗浄（１０分、３
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回）し、５％スキムミルク／ＴＢＳで１０，０００倍に希釈したペルオキシダーゼ標識ヤ
ギ抗ウサギＩｇＧ抗体（Jackson Laboratory社製）を用いて二次抗体反応を室温で１時間
行った後、再度０．０１％ Ｔｗｅｅｎ−２０／ＴＢＳで洗浄した（全て震盪して反応を
行った）。化学発光試薬（ECL plus、ＧＥヘルスケア社製）と化学発光用フィルム（Hype
rfilm ECL、ＧＥヘルスケア社製）を用いてヒスチジンタグ融合スタスミンの検出を行っ
た。結果を図２に示す。その結果、培養上清では１００％のヒスチジンタグ融合スタスミ
ンを、その精製物では８０％のヒスチジンタグ融合スタスミンをそれぞれ免疫沈降できた
。一方、対照の市販抗体を用いた場合、免疫沈降されたスチジンタグ融合スタスミンは７
０％であった。なお、ヒスチジンタグを認識しない抗ヒトアポＥ抗体では、ヒスチジンタ
グ融合スタスミンは検出されなかった。この結果は、本発明の抗ヒスチジンタグ抗体は従

20

来の市販抗体よりも高効率でヒスチジン融合タンパク質を免疫沈降できることを示してい
る。
【実施例６】
【００４３】
［本発明の抗ヒスチジンタグ抗体遺伝子の同定］
本発明の抗ヒスチジンタグ抗体遺伝子の同定は以下の方法にしたがって行った。すなわ
ち、ハイブリドーマ（ＨＦ１６−１）から、RNeasy Mini kit（Qiagen社製、Cat.No.7410
4）を用いてトータルＲＮＡを抽出した後、GeneRacer
L1502‑01［SuperScript
用いた５

TM

R

III RTとTOTP TA Cloning

TM

Kit（Invitrogen社製 Cat. No.

Kit for Sequencingを含む］）を

−ＲＡＣＥ法により重鎖及び軽鎖可変領域を増幅した。なお、重鎖及び軽鎖可
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変領域の増幅に用いたプライマーを、以下に示す。
重鎖：ghg1 GSP（R1507‑1484）；5
軽鎖：Igk‑C GSP（R350‑328）；5

‑cctgtaggaccagagggctccaag‑3
‑gtggtggcgtctcaggacctttg‑3

抗体の重鎖及び軽鎖遺伝子は、Blend Taq（TOYOBO社製、Cat. No.BTQ‑101）を用いたＰ
ＣＲにより単離し、ｐＣＲ４−ＴＯＰＯ（Invitrogen社製）ベクターを用いてクローニン
グした。クローニングした各ＤＮＡ断片の塩基配列は、BigDyeＲ Terminator Cycle Sequ
encing Kit（Applied Biosystems社製）を用い、ＤＮＡシークエンサーにて決定した。
【００４４】
得られた抗ヒスチジンタグ抗体の遺伝子配列及びそれがコードするアミノ酸配列を以下
40

に示す。
重鎖可変領域遺伝子配列

：配列番号１

重鎖可変領域アミノ酸配列：配列番号２
軽鎖可変領域遺伝子配列

：配列番号３

軽鎖可変領域アミノ酸配列：配列番号４
重鎖遺伝子配列

：配列番号５

重鎖アミノ酸配列

：配列番号６

軽鎖遺伝子配列

：配列番号７

軽鎖アミノ酸配列

：配列番号８
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【図１】

【図２】

【配列表】
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