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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記（１）〜（２）のいずれかのアミノ酸配列から成り、進行性腎臓癌特異的細胞傷害
性Ｔ細胞を誘導する活性を有する
ことを特徴とするペプチド。
ILCEAHCLKV

‥‥‥（１）

VIEGDVVSAL

‥‥‥（２）

【請求項２】
請求項１に記載のペプチドが有効成分である
ことを特徴とする進行性腎臓癌ワクチン。
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【請求項３】
請求項１に記載のペプチドを抗原として哺乳動物（ヒトを除外する）を免疫感作し、そ
の哺乳動物（ヒトを除外する）から血液を採取し、採取した血液から抗体を分離精製する
ことを特徴とするポリクローナル抗体の製造方法。
【請求項４】
請求項１に記載のペプチドを抗原として哺乳動物（ヒトを除外する）を免疫感作し、そ
の哺乳動物（ヒトを除外する）から抗体産生細胞を採取し、その抗体産生細胞とミエロー
マ細胞との細胞融合によりハイブリドーマを得て、そのハイブリドーマを培養し精製する
ことを特徴とするモノクローナル抗体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、腎臓癌の免疫療法に有用な腎臓癌特異的細胞傷害性リンパ球を誘導しうるペ
プチドと、そのペプチドの利用に関する。詳細には、腎臓癌に特異的な抗原蛋白質、その
部分ペプチド、それらをコードするＤＮＡ、抗原蛋白質をエピトープとする抗体、誘導活
性された免疫細胞、腎臓癌ワクチン、腎臓癌診断薬、腎臓癌発症素因評価方法、更には、
腎臓癌等の免疫療法に有用な標的遺伝子の探索方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
癌は、発生機序の解明や、診断法、治療法が進歩しつつあるが、多くの進行癌を治療で
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きないのが現状である。これを改善するために、有効な早期診断法と治療法の開発が求め
られている。
腎臓癌には、特異的な腫瘍マーカーがないのが現状であるので、早期診断が困難である
。
【０００３】
癌の治療法のひとつに免疫療法がある。従来の免疫療法は非特異的免疫療法を中心とし
て行われてきたが、近年、Ｔ細胞が生体内での腫瘍拒絶に重要な役割を果たすことが明ら
かになり、細胞傷害性Ｔ細胞（ＣＴＬ：Ｃｙｔｏｔｏｘｉｃ

Ｔ

Ｌｙｍｐｈｏｃｙｔｅ

）を誘導しうるＴ細胞認識腫瘍抗原の単離とＭＨＣクラスＩ拘束性エピトープの特定が求
められている。しかし、多くの腫瘍抗原の単離として細胞傷害性Ｔ細胞を用いたｃＤＮＡ
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発現クローニング法が行われてきたが、腫瘍の細胞株化と細胞傷害性Ｔ細胞の樹立が必要
であることから、メラノーマ以外の癌腫からの腫瘍抗原の単離は困難であった。
【０００４】
ペプチドワクチンを利用した免疫療法は、肺癌に対するＳＡＲＴ、ＭＡＧＥペプチドワ
クチン療法や、脾臓癌に対するＨＬＡ−Ａ２４ＳＡＲＴペプチドワクチン療法や、血液悪
性腫瘍・消化器・胸部・泌尿器・生殖器等の殆どの固形癌に対するＷＴ１ペプチドワクチ
ン療法など、多数の報告があり、腎臓癌に関連するものも下記の文献がある。
非特許文献１〜３は、ＣＡ９ペプチドワクチン療法を開示している。ワクチン接種によ
り特異的細胞傷害性Ｔ細胞は誘導できるものの、極めて限られた臨床効果であり、２３例
の患者のうち癌の部分的縮小を２名で認めたのみである。ＣＡ９は腎臓癌（淡明細胞癌）
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でほぼ１００％の発現であるが、ワクチンとしての有用性は現時点では高くない。
非特許文献４は、変異ＶＨＬペプチドワクチン療法を開示している。腎臓癌患者では高
率にＶＨＬ遺伝子の変異が認められる。この変異ＶＨＬ遺伝子由来のペプチドを用いて腎
臓癌患者リンパ球より、細胞傷害性Ｔ細胞の誘導が可能であると示されているが、臨床効
果は不明である。
非特許文献５は、ＷＴ１ペプチドワクチン療法を開示している。ＷＴ１遺伝子由来で細
胞傷害性Ｔ細胞の誘導可能なペプチドを用いたワクチン療法である。少数例の臨床試験の
報告があるが、臨床効果は限定的である。
非特許文献６は、ＨＩＦＰＨ３ペプチドによる細胞傷害性Ｔ細胞の誘導を開示している
。ＨＩＦＰＨ３は高率に腎臓癌に発現している。特異的細胞傷害性Ｔ細胞の誘導が証明さ
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れているものの、臨床での検討はこれからである。
【０００５】
関連する従来技術には、特許文献１〜６もある。
特許文献１は、主に食道癌に関するものであるが、ｃＤＮＡマイクロアレイを用いて食
道癌の抗原を発見し、その抗原アミノ酸配列由来のペプチドを用いたワクチン療法を開示
している。腎臓癌にも適用可能との記載もあるが、高いＥ：Ｔ比（大量のＣＴＬ）での癌
細胞に対する細胞傷害活性である。
【０００６】
特許文献２〜６も、腎臓癌またはワクチンに関連するものである。しかしながら、従来
技術では、腎臓癌の免疫療法に有用なペプチドは発見されず、ワクチンや早期診断方法も
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得られていない。
【０００７】
このように臨床効果が限られている理由は、癌抗原に対する免疫が、実際には生体でう
まく機能していないからであると考えられる。癌組織での発現量の多さでスクリーニング
された抗原は、実際には免疫療法の良いターゲットであるとは限らない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】ＷＯ２００５／０１４８１９「食道癌の抗原およびその利用」
【特許文献２】特開２００９−１３７８５７「癌ワクチン」
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【特許文献３】特開２００９−１４８２６４「膀胱癌、卵巣癌、肺癌、および腎臓癌の診
断および治療に有用な腫瘍抗原」
【特許文献４】特表２００９−５０２１１２「腎細胞癌を診断および処置するための方法
」
【特許文献５】特開２０１０−１５９２５７「癌抗原及びその利用」
【特許文献６】特表２０１０−５３４６２７「腫瘍関連ペプチドおよび関連抗癌ワクチン
の組成物」
【特許文献７】ＰＣＴ／ＪＰ２０１２／５９８７８「癌免疫療法のためのペプチド及びそ
の利用」
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【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Hirotsugu Uemura, KiyohideFujimoto, Motoyoshi Yoshikawa, Yoshihi
koHirao, Shigeya Uejima, Kazuhiro Yoshikawa, KyogoItoh: A phase I trial ofvaccin
ation of CA9‑derivedpeptides for HLA‑A‑24‑positive patients withcytokine‑refract
ory metastaticrenal cell carcinoma. Clin Cancer Res 12,1768‑1775,2006
【非特許文献２】植村天受: 腎癌に対するCA9ペプチドワクチン療法. 泌尿器外科20,17‑2
3, 2007
【非特許文献３】植村天受: 腎癌ワクチン療法.臨泌63,233‑239, 2009
【非特許文献４】Rahma OE, Ashtar E, Ibrahim R, Toubaji A, Gause B, Herrin VE,Lin
ehan WM,Steinberg SM, Grollman F, Grimes G, Bernstein SA, Berzofsky JA,Khleif SN
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:A pilot clinical trial testing mutant von Hippel‑Lindau peptide as anovel immun
e therapy inmetastatic renal cell carcinoma. J Transl Med 8,8, 2010
【非特許文献５】Iiyama T, Udaka K, Takeda S, Takeuchi T, Adachi YC, OhtsukiY, Ts
uboiA, Nakatsuka S,Elisseeva OA, Oji Y, Kawakami M, Nakajima H, NishidaS, Shirak
ataT, Oka Y, ShuinT, Sugiyama H: WT1 (Wilms' tumor 1) peptideimmunotherapy forre
nal cell carcinoma. MicrobiolImmunol 51, 519‑530, 2007
【非特許文献６】Eiji Sato, Toshihiko Torigoe, Yoshihiko Hirohashi, Hiroshi Kitam
ura,Toshiaki Tanaka, Ichiya Honma, Hiroko Asanuma,Kenji Harada, Hideo Takasu,Nao
yaMasumori, Naoki Ito, Tadashi Hasegawa, Taiji Tsukamoto, and Noriyuki Sato:Iden
tification of animmunogenic CTL epitope of HIFPH3 for immunotherapyof renalcell
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carcinoma. Clin Cancer Res 14,6916‑6923, 2008
【非特許文献７】大水総一、有川智博、加藤茂樹、山内清明、平島光臣：ガレクチン９に
よる免疫抑制.

月刊臨床免疫

アレルギー科51, 512‑518, 2009

【非特許文献８】Yanwu Yang, Xiaoxia Wang, Cheryl A. Hawkins, Kan Chen, JuliaVayn
berg, Xian Mao,Yizeng Tu, Xiaobing Zuo, Jinbu Wang, Yun‑xing Wang, ChuanyueWu, N
ico Tjandra and Jun Qin: Structural basis of focal adhesion localizationof LIM‑o
nly adaptor PINCHby Integrin‑linked kinase. JBiol Chem 284,5836‑5844,2009
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
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そこで、本発明は、腎臓癌の免疫療法に有用なペプチドを見出し、有効な治療法や早期
診断方法を提供すること、更には、腎臓癌等の免疫療法に有用な標的遺伝子の探索方法を
提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明のペプチドは、下記（１）〜（２）のいずれかのアミノ酸配列から成り、免疫誘
導活性を有することを特徴とするペプチド。
ILCEAHCLKV

‥‥‥（１）

VIEGDVVSAL

‥‥‥（２）
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【００１２】
上記（１）〜（２）のいずれかのアミノ酸配列において、１または数個のアミノ酸の置
換、欠失、挿入、付加を含むアミノ酸配列から成り、免疫誘導活性を有するペプチドでも
よい。
【００１３】
本発明の蛋白質は、上記のいずれかに記載のペプチドを含み、腎臓癌抗原蛋白質を認識
する細胞傷害性Ｔ細胞を活性化しうることを特徴とする。
【００１４】
本発明の細胞は、上記のいずれかに記載のペプチドまたはそれらの混合物を用いてイン
ビトロ刺激により誘導されたことを特徴とするヘルパーＴ細胞、細胞傷害性Ｔ細胞、また
は、インビトロでパルスされたことを特徴とする抗原提示細胞、樹状細胞、或いは、これ
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らを含む免疫細胞集団である。
【００１５】
本発明の腎臓癌ワクチンは、上記のいずれかに記載のペプチドを含むことを特徴とする
。
【００１６】
本発明の抗体は、上記のいずれかに記載のペプチドに対して抗原抗体反応を生じ得るこ
とを特徴とする。
【００１７】
本発明の腎臓癌診断薬は、上記の抗体を含むことを特徴とする。
30

【００１８】
本発明の腎臓癌発症素因評価方法は、腎臓癌を発症する素因を有するか否かを評価する
方法であって、被験者由来の生体試料において請求項１に記載のペプチド関連遺伝子の発
現レベルを求めるステップと、その発現レベルを正常対照レベルと比較し所定の閾値より
高ければ、腎臓癌を発症する素因が高いと評価するステップとを有することを特徴とする
。
【００１９】
本発明の標的遺伝子の探索方法は、免疫療法に有用な標的遺伝子の探索方法であって、
サイトカイン療法が有効であった癌患者から血清を採取するステップと、その血清をプ
ローブとして用いたＳＥＲＥＸ法によりｃＤＮＡ発現ライブラリーをスクリーニングする
ステップとを有することを特徴とする。
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【発明の効果】
【００２０】
本発明によると、腎臓癌に有効な免疫療法と腎臓癌の発症素因評価方法が得られるので
、腎臓癌の治療や予防に寄与する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】標的遺伝子の解析結果を示す写真
【図２】（ａ）は、遺伝子36‑6‑1由来の配列（１）に基づくペプチドにおけるＨＬＡ−Ａ
＊０２０１拘束性と抗原特異的細胞傷害活性を示し、腎癌細胞ＴＵＨＲ−１０ＴＫＢに対
する高い細胞傷害活性を示すグラフ

（ｂ）は、遺伝子113‑3‑1由来の配列（２）に基づ
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くペプチドにおけるＨＬＡ−Ａ＊０２０１拘束性と抗原特異的細胞傷害活性を示し、腎癌
細胞ＴＵＨＲ−１０ＴＫＢに対する高い細胞傷害活性を示すグラフ
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
以下に、本発明の実施形態を説明する。実施形態は、前記特許文献など従来公知の技術
を援用して適宜設計変更可能であり、また、薬剤等の製造方法及び装置についても従来公
知の技術を適宜適用可能である。
【００２３】
進行性腎臓癌では、少数ながらサイトカイン療法が著効する患者がいる。このような患
者の血清には、癌免疫にかかわる抗体があると考えられる。実際に今まで報告されたペプ
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チドワクチン療法奏功例では、ＩｇＧレベルが高いという報告が多い。
【００２４】
本発明者は、腎臓癌の中のどの蛋白質が抗原となり免疫に関わる抗体を産生するに至っ
たかを解明するために、サイトカイン療法が奏功した患者の血清と反応する抗原蛋白質を
探索した。そして、特許文献７において、２種類の抗原遺伝子(36‑6‑1,
113‑3‑1)を同定し、これら抗原より高い活性を有する特異的細胞傷害性Ｔ細胞を誘導する
６種類のペプチドを見出した。
その研究を進め、今回、更に、２種類の抗原遺伝子(36‑6‑1, 113‑3‑1)より、高い活性
を有する特異的細胞傷害性Ｔ細胞を誘導する２種類のペプチドを見出して、本発明を完成
するに至った。
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【００２５】
先行技術文献における細胞障害性Ｔ細胞を誘導するペプチドは、本発明によるペプチド
とは異なった方法でスクリーニングされた遺伝子由来であり、癌患者血液（免疫前駆細胞
があると考えられている）のリンパ球を刺激して、特異的細胞傷害性Ｔ細胞の誘導を証明
している。本発明によるペプチドでは、正常人リンパ球から、高い活性の特異的細胞傷害
性Ｔ細胞が誘導できている。
サイトカイン療法が有効であった進行性腎臓癌患者血清を用いた解析は、本発明が初め
てである。従来の着想では、当該遺伝子の発見には至らず、本発明は得られなかったと考
えられる。
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【００２６】
本発明によるペプチド及び蛋白質は、以下の通りである。
本発明のペプチドは、下記（１）〜（２）のいずれかのアミノ酸配列から成り、免疫誘
導活性を有することを特徴とするペプチド。
ILCEAHCLKV

‥‥‥（１）

VIEGDVVSAL

‥‥‥（２）

【００２７】
本発明の蛋白質は、上記（１）〜（２）のいずれかのアミノ酸配列を含み、免疫誘導活
性を有する。
【００２８】
ここで、上記（１）〜（２）のいずれかのアミノ酸配列において、１または数個のアミ
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ノ酸の置換、欠失、挿入、付加を含んでもよい。
【００２９】
特に、腎臓癌抗原蛋白質を認識する細胞傷害性Ｔ細胞を活性化しうるものが好ましい。
【００３０】
上記（１）は、細胞性免疫にかかわる糖鎖結合蛋白質ガレクチン９(36‑6‑1)(非特許文
献７) のアミノ酸配列由来のペプチドA02/10m‑278である。ガレクチン９は腎臓癌の大多
数を占める淡明細胞癌において、正常組織に比して著しく高発現している。遺伝子の配列
は公知であるが、このペプチドは公知でなく、また用途も公知でない。
【００３１】
上記（２）は、細胞接着のシグナリングに関するアダプター蛋白ＰＩＮＣＨ(113‑3‑1)
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（非特許文献８）のアミノ酸配列由来のペプチドA02/10m‑258である。ＰＩＮＣＨも、腎
臓癌の大多数を占める淡明細胞癌において、正常組織に比して著しく高発現し、遺伝子の
配列は公知であるが、このペプチドは公知でなく、また用途も公知でない。
【００３２】
これらの腎臓癌抗原蛋白質は、例えば、腎臓癌患者から採取した癌細胞からｃＤＮＡマ
イクロアレイ解析法などにより検出することができる。なお、ｃＤＮＡマイクロアレイ解
析法とは、被験者から摘出された組織を癌部と非癌部とに分けてｍＲＮＡを調製し、それ
から蛍光標識したｃＤＮＡを作成し、そのｃＤＮＡを全遺伝子を所定割合スポットしてあ
るスライドガラスに載せ、ハイブリダイズ後、スキャナーでシグナルを取込み、遺伝子発
現を解析する方法である。
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【００３３】
腎臓癌抗原蛋白質の製造方法は特に限定されず、天然由来の蛋白質でも、化学合成した
蛋白質でも、遺伝子組み換え技術により作成した組み換え蛋白質でもよい。比較的容易な
操作で大量に製造できるという点では、組み換え蛋白質が好ましい。
天然由来の蛋白質を入手する場合には、その蛋白質を発現している細胞または組織から
蛋白質の単離精製方法を適宜組み合わせて単離することができる。化学合成の蛋白質を入
手する場合には、Ｆｍｏｃ法やｔＢｏｃ法などの化学合成法に従って合成することができ
る。また、各種の市販のペプチド合成機を利用して合成することもできる。
組み替え蛋白質として産生するには、その蛋白質をコードする塩基配列を有するＤＮＡ
またはその変異体または相同体を入手し、好適な発現系に導入することにより製造するこ
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とができる。
【００３４】
発現ベクターとしては、好ましくは宿主細胞において自立複製可能であるか、宿主細胞
の染色体中へ組込み可能であるものであればよく、遺伝子を発現できる位置にプロモータ
ーを含有しているものが使用される。また、蛋白質をコードする遺伝子を有する形質転換
体は、発現ベクターを宿主に導入することにより作製することができる。宿主は、細菌、
酵母、動物細胞、昆虫細胞のいずれでもよく、また宿主への発現ベクターの導入は、各宿
主に応じた従来公知の定法により行えばよい。遺伝子を有する形質転換体を培養し、培養
物中に所望の蛋白質を生成蓄積させ、培養物より蛋白質を採取することにより組み換え蛋
白質を単離することができる。
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形質転換体が大腸菌等の原核生物、酵母菌等の真核生物である場合、これら微生物を培
養する培地は、微生物が資化しうる炭素原、窒素源、無機塩類等を含有し、形質転換体の
培養を効率的に行える培地であれば、天然培地でも合成培地でもよい。また、培養条件も
微生物を培養するのに通常用いられる条件で行なえばよい。培養後、所望の蛋白質を単離
精製するには、従来公知の蛋白質の単離精製法を用いればよい。
【００３５】
なお、上記（１）〜（２）に記載のアミノ酸配列において、１または数個のアミノ酸の
置換、欠損、挿入及び／又は付加を含むアミノ酸配列を有する蛋白質は、そのアミノ酸配
列をコードするＤＮＡ配列の情報に基づいて従来公知の定法により製造することができる
。すなわち、所望のアミノ酸配列を有する蛋白質をコードする塩基配列を有する変異遺伝
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子は、化学合成、遺伝子工学的手法、突然変異誘発などで作製することもできる。例えば
、変位前のＤＮＡに対し、変異原となる薬剤と接触作用させる方法、紫外線を照射する方
法、遺伝子工学的手法を用いて行なうことができる。
【００３６】
ペプチドの合成は、通常のペプチド化学において用いられる方法に準じて行うことがで
きる。例えば、Ｆｍｏｃ法やｔＢｏｃ法等の化学合成法に従って合成することができる。
また、各種の市販ペプチド合成機を利用して本発明のペプチドを合成することもできる。
本発明によるペプチドは、ＨＬＡ−Ａ＊０２０１に対する結合モチーフを有する。このよ
うなＨＬＡ−Ａ＊０２０１に対する結合モチーフを有するペプチドの選択は、種々のペプ
チドとＨＬＡ抗原との結合親和性の算出を含め、従来公知の定法に基づいて行うことがで
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きる。
【００３７】
本発明によるＤＮＡは、以下の通りである。
本発明のＤＮＡは、上記に記載した蛋白質またはペプチドをコードするＤＮＡであり、
好ましくは、下記（ａ）、（ｂ）、（ｃ）のいずれかに記載のＤＮＡである。
（ａ）上記（１）〜（２）のいずれかに記載の塩基配列を有するＤＮＡ。
（ｂ）前記（ａ）のＤＮＡとストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、免疫誘導
活性を有する蛋白質またはペプチドをコードするＤＮＡ。
（ｃ）前記（ａ）または（ｂ）のＤＮＡの部分配列を有し、免疫誘導活性を有する蛋白
質またはペプチドをコードするＤＮＡ。
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【００３８】
なお、ストリンジェントな条件下でハイブリダイズするとは、ＤＮＡをプローブとして
使用し、コロニー・ハイブリダイゼーション法、プラークハイブリダイゼーション法、サ
ザンブロットハイブリダイゼーション法などを用いることにより得られるＤＮＡの塩基配
列を意味し、従来公知の定法によって同定でき、プローブとして使用するＤＮＡの塩基配
列と一定以上の相同性を有するＤＮＡが挙げられる。
【００３９】
ＤＮＡの取得方法は特に限定されず、上記（１）〜（２）のいずれかに記載の配列情報
に基づいて適当なプローブやプライマーを調製し、それらを用いてヒトなどのｃＤＮＡラ
イブラリーをスクリーニングすることにより単離することができる。また、ＰＣＲ法によ
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り取得することもでき、ヒト染色体ＤＮＡ又はｃＤＮＡライブラリーを鋳型として使用し
、所望の塩基配列を増幅できるように設計した１対のプライマーを用いてＰＣＲを行い、
次いで、増幅されたＤＮＡ断片を、大腸菌等の宿主で増幅可能な適切なベクター中にクロ
ーニングすることができる。
【００４０】
本発明による抗体及び細胞傷害性細胞は、以下の通りである。
本発明は、本発明の蛋白質またはペプチドの一部もしくは全部をエピトープとして認識
する抗体、並びに、本発明の蛋白質またはペプチドを用いてインビトロ刺激により誘導さ
れた細胞傷害性Ｔ細胞にも関する。一般的には、細胞傷害性Ｔ細胞の方が抗体よりも強い
抗腫瘍活性を示す。
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【００４１】
本発明の抗体は、ポリクローナル抗体でもモノクローナル抗体でもよく、また、その断
片、更に、抗体の標識抗体でもよい。その作製は従来公知の定法により行うことができる
。
ポリクローナル抗体は、本発明の蛋白質を抗原として哺乳動物を免疫感作して血液を採
取し、採取した血液から抗体を分離精製することにより得られる。
哺乳動物としては、マウス、ハムスター、モルモット、ニワトリ、ラット、ウサギ、イ
ヌ、ヤギ、ヒツジ、ウシなどが挙げられ、例えば、抗原約０．０５〜２ｍｇ程度を７〜３
０日間隔で２〜３回投与する。抗原は完全フロインドアジュバントや水酸化アルミニウム
等のアジュパントを含有する適当な緩衝液に溶解して用い、投与経路としては、皮下投与
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、皮内投与、腹膜腔内投与、静脈内投与、筋肉内投与などが挙げられる。免疫感作した哺
乳動物から血液を採取して、遠心分離、硫酸アンモニウムやポリエチレングリコールを用
いた沈殿、ゲルろ過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のクロマトグラフィーなどによって分離精製することによりポリ
クローナル抗血清として、本発明の蛋白質を認識するポリクローナル抗体を得ることがで
きる。
【００４２】
モノクローナル抗体は、ハイブリドーマを調製して得ることができる。
例えば、抗体産生細胞とミエローマ細胞株との細胞融合によりハイブリドーマが得られ
る。抗体産生細胞としては、免疫された動物からの脾細胞、リンパ節細胞、Ｂリンパ球等
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を使用する。抗原としては、本発明の蛋白質またはペプチドを使用する。免疫動物として
は、マウス、ラット等を用い、アジュバントと抗原の蛋白質またはペプチドとの懸濁液を
動物の静脈、皮下、皮内、腹腔内に数回投与することによって動物を免疫する。免疫動物
から抗体産生細胞として例えば脾細胞を取得し、これとミエローマ細胞とを従来公知の定
法により融合してハイブリドーマを作製する。細胞融合に使用するミエローマ細胞株とし
ては、例えばマウスではＰ３Ｘ６３Ａｇ８、Ｐ３Ｕ１株、Ｓｐ２／０株などが挙げられる
。細胞融合に際しては、ポリエチレングリコール、センダイウイルスなどの融合促進剤を
用い、細胞融合後のハイブリドーマの選択にはヒポキサンチン・アミノプテリン・チミジ
ン培地などを使用する。細胞融合により得られるハイブリドーマは限界希釈法等によりク
ローニングする。酵素免疫測定法でスクリーニングを行うことにより、所望の蛋白質を特
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異的に認識するモノクローナル抗体を産生する細胞株を得ることができる。
ハイブリドーマから目的とするモノクローナル抗体を製造するには、細胞培養法や腹水
形成法によりハイブリドーマを培養し、培養上清あるいは腹水からモノクローナル抗体を
精製する。精製には、硫安分画、ゲルろ過、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などを適宜組み合わせて使用する。
【００４３】
本発明の抗体は標識して使用することもできる。例えば、酵素標識、蛍光標識、呈色物
質による標識、アフィニティ標識、同位体標識などを挙げることができる。本発明の標識
抗体を用いた蛋白質またはペプチドの分析には、酵素抗体法、免疫組織染色法、免疫ブロ
ット法、直接蛍光抗体法、間接蛍光抗体法などが挙げられる。
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【００４４】
本発明はまた、本発明の蛋白質またはペプシドを用いたインビトロ刺激により誘導され
た活性化Ｔ細胞に関する。例えば、末梢血リンパ球や腫瘍浸潤リンパ球を、本発明の蛋白
質またはペプチドでインビトロ刺激すると、腫瘍反応性活性化Ｔ細胞が誘導され、この活
性化されたＴ細胞は免疫療法に有効に用いることができる。また本発明の蛋白質またはペ
プチドを、強力な抗原提示細胞である樹状細胞にインビボまたはインビトロで発現させて
、その抗原発現樹状細胞の投与により免疫誘導を行うこともできる。
【００４５】
本発明によるワクチンは、以下の通りである。
本発明の蛋白質、ペプチド、ＤＮＡは、抗原特異的に腎臓癌細胞株を傷害することので
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きるＴ細胞を誘導することができるので、腎臓癌の治療薬、予防薬として使用可能である
。例えば、本発明のＤＮＡを適当なベクターに組み込み、組換えＤＮＡで形質転換された
ＢＣＧ菌の細菌、または本発明のＤＮＡをゲノムに組込まれたワクシニアウイルス等のウ
イルスをワクチンとする。アジュバントとしては、フロイントの不完全アジュバント、Ｂ
ＣＧ、トレハロースダイマイコレート、リポ多糖、ミョウバンアジュバント、シリカアジ
ュバント等が挙げられる。
【００４６】
本発明による腎臓癌診断用プローブ、診断薬は、以下の通りである。
本発明のＤＮＡは、腎臓癌のＤＮＡを取り出してその相同性を調べることで診断用プロ
ーブとして使用することができ、また、このプローブや上記抗体を使用し、腎臓癌診断薬

40

として使用することもできる。
診断用プローブとしては、本発明の蛋白質をコードするＤＮＡまたはＲＮＡのアンチセ
ンス鎖の全部または一部であり、プローブとして成立する程度の長さを有するものが好ま
しい。例えば、アンチセンス鎖を用いて検体から得られた腎臓癌抗原のｍＲＮＡを検出す
ることにより診断が可能となる。検出に用いられる検体としては、被験者の腎臓等の細胞
や、血液、尿、唾液、組織等の生検から得ることができるゲノムＤＮＡや、ＲＮＡなどを
挙げられる。
【００４７】
本発明の蛋白質やペプチドに特異的に結合するモノクローナル抗体、ポリクローナル抗
体、キメラ抗体、一本鎖抗体、ヒト化抗体等の免疫特異的な抗体は、腎臓癌の診断に利用
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することができる。
本発明の蛋白質、ペプチド、または抗体をそのまま、或いは医薬的に許容される担体や
希釈剤や補助剤と共に、注射や経皮吸収などで投与可能である。
【００４８】
本発明による腎臓癌予防薬、治療薬は、以下の通りである。
本発明の蛋白質またはペプチドは、Ｔ細胞エピトープとして腎臓癌細胞特異的細胞傷害
性Ｔ細胞を誘導できるので、腎臓癌の予防薬、治療薬として有用である。細胞傷害性Ｔ細
胞の誘導活性を高めるための補助剤としては、サポニン系のＱＳ−２１、リポソーム、水
酸化アルミニウムなどが挙げられる。また、レンチナン、シゾフィラン、ピシバーニール
などの免疫賦活剤を補助剤として用いることもできる。また、ＩＬ−２、ＩＬ−４、ＩＬ
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−１２、ＩＬ−１、ＩＬ−６、ＴＮＦ、ＩＦＮなどのＴ細胞の増殖、分化を増強するサイ
トカイン等も補助剤として用いることができる。
【００４９】
また、腎臓癌患者から採取した細胞、または、同一のＨＬＡパプロタイプをもつ細胞に
試験管内で抗原ペプチドを加え、抗原提示させた後、患者血管内に投与し、患者体内で効
果的に細胞障害性Ｔ細胞を誘導することもできる。また、患者末梢血リンパ球に抗原ペプ
チドを加えて試験管内で培養することにより試験管内で細胞傷害性Ｔ細胞を誘導した後に
患者血管内に戻すこともできる。
【００５０】
特異的抗腫瘍免疫療法の標的抗原となるためには、その抗原が細胞傷害性Ｔ細胞の認識
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抗原であることが必要である。本発明の抗原は欧米人に多く日本人にもＨＬＡ−Ａ＊２４
０２の次に多いＨＬＡ−Ａ＊０２０１において、インビトロにおけるキラーＴ細胞誘導活
性を増大させるので、本発明の抗原を体内に注入することにより、細胞傷害性Ｔ細胞を誘
導活性化し抗腫瘍に用いられる。また、本発明の抗原で刺激するとインビトロにおいて活
性化Ｔ細胞が誘導されるので、活性化されたＴ細胞を体内に注入することによる免疫療法
にも有効に用いることができる。
【００５１】
本発明によるＲＮＡｉは、以下の通りである。
本発明の蛋白質の発現をＲＮＡｉ現象により抑制できる核酸としては、ｓｉＲＮＡ、ｓ
ｈＲＮＡ、またはそれらの発現ベクターなどが挙げられる。
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【００５２】
本発明の抗腫瘍剤は、必要に応じて薬学的に許容可能な添加剤を配合することができる
。薬学的に許容可能な添加剤としては、抗酸化剤、保存剤、着色料、風味料、希釈剤、乳
化剤、懸濁化剤、溶媒、フィラー、増量剤、緩衝剤、送達ビヒクル、希釈剤、キャリア、
賦形剤、薬学的アジュバントなどが挙げられる。
【００５３】
また、本発明のペプチドは、ペプチド誘導体として提供してもよい。
この誘導体には、合成や精製を促進するための修飾、物理、化学的安定化を促進するた
めの修飾、生体内の代謝に対する安定性と不安定性、条件付けの等の活性化修飾などを含
む。
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ペプチド誘導体におけるその他の修飾には、アセチル化、アシル化、ＡＤＰ−リボシル
化、アミド化、フラビンの共有結合、ヘム部分の共有結合、ヌクレオチドまたはヌクレオ
チド誘導体の共有結合、脂質または脂質誘導体の共有結合、ホスファチジルイノシトール
の共有結合、交差架橋、環化、ジスルフィド結合、脱メチル化、交差架橋共有結合形成、
シスチン形成、ピログルタメート形成、ホルミル化、ガンマーカルボキシル化、グリコシ
ル化、ＧＰＩアンカー形成、水酸化、ヨウ素化、メチル化、ミリストイル化、酸化、タン
パク質加水分解プロセッシング、リン酸化、プレニル化、ラセミ化、脂質結合、硫酸化、
セレノイル化などが含まれる。
具体的には、ペプチド誘導体は、本発明のペプチドの活性を破壊せず、またこれを含有
する組成物に毒性を与えない範囲において、残基の側鎖またはＮ末端基またはＣ末端基と
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して生じる機能性基として調製することができる。例えば、体液中でペプチドの残存を延
長するポリエチレングリコール側鎖を含む誘導体、カルボキシル基の脂肪族エステル、ア
ンモニアまたはアミンと反応することによるカルボキシル基のアミド、アシル部分と形成
されるアミノ酸残基の遊離アミノ基のＮ−アシル誘導体またはアシル部分と形成される遊
離の水酸基のＯ−アシル誘導体などが挙げられる。
【００５４】
また、薬理学的に許容し得る塩としてペプチドを提供してもよい。
この塩には、ポリペプチドのカルボキシル基の塩とアミノ基の酸付加塩の双方を含む。
カルボキシル基の塩は、例えば、ナトリウム、カルシウム、アンモニウム、鉄、亜鉛な
どの無機塩や、トリエタノールアミン、アルギニン、リジン、ピペリジン、プロカインな

10

どのアミンを用いて形成された有機塩基との塩が挙げられる。酸付加塩としては、例えば
塩酸や硫酸などの鉱酸との塩、酢酸やシュウ酸などの有機酸との塩が挙げられる。
【００５５】
本発明による腎臓癌発症素因評価方法は、以下の通りである。
被験者由来の生体試料において、本発明のペプチド関連遺伝子の発現レベルを求めるス
テップと、その発現レベルを正常対照レベルと比較し所定の閾値より高ければ、腎臓癌を
発症する素因が高いと評価するステップとを有する。生体試料としては、腎臓細胞や血液
などが挙げられ、その採取調製方法やペプチド関連遺伝子の発現レベルの測定方法や評価
方法は、従来公知の定法が利用できる。
20

【実施例】
【００５６】
サイトカイン療法が有効であった進行性腎臓癌患者から採取した血清に、治療奏効に関
わる抗体を想定し、ＳＥＲＥＸ法を用いて淡明細胞癌の発現ライブラリーをスクリーニン
グすることによって、免疫療法に有用な標的遺伝子を探索した。
なお、ＳＥＲＥＸ(serological analysis of cancer antigens by recombinant cDNA
expression

cloning)法とは、癌患者より摘出した癌組織から直接ｍＲＮＡを抽出し、作

製したｃＤＮＡ発現ライブラリーから癌患者の血清を用いて癌抗原を検索する方法である
。マイクロアレイ等とは異なった網羅的解析法であり、データベースにＳＥＲＥＸ抗原と
して多くの遺伝子が登録されているが殆どは未評価で、腎臓癌での報告は極めて少ない。
30

【００５７】
具体的には、次のようにＳＥＲＥＸ法を活用して免疫療法に有用な標的遺伝子を探索し
た。
E coli phage lysateにニトロセルロース（ＮＣ）膜を浸し、E coliやファージで発現
している蛋白質をNC膜に吸着させた。そのＮＣ膜を、ＴＢＳＴで５倍に希釈した腎臓癌患
者血清に浸して取り出し、血清中から大腸菌やファージと交差反応する抗体を除去して、
ＳＥＲＥＸ法によるスクリーニングに使用した。
【００５８】
ライブラリーは、患者の腎癌細胞（淡明細胞癌）を細胞培養株にして樹立したもの（OC
UU1）よりＲＮＡを抽出し、ｍＲＮＡを分離した後、λＺＡＰにクローニングされた形の
ｃＤＮＡライブラリーを作製した（Stratagene社製、ZAP‑cDNA synthesis kit、Gigapack
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III gold cloning kit）。
【００５９】
大腸菌細胞XL1‑Blue MRF

をホストセルとして、10×14cmのＮＺＹプレート1枚当たり1

9000プラークとなるようにｃＤＮＡライブラリーを播いた。42℃で4.5時間培養後、IPTG
を含ませたＮＣ膜をプレートに乗せ更に37℃で3.5時間培養し、ファージのプラークで蛋
白質発現をさせた。4℃で一晩冷やし、ＮＣ膜をプレートより剥がして、プラークリフト
を取った。
ＴＢＳＴで洗浄の後1時間ブロッキングを行い、１次抗体として100倍希釈の上記処理済
みの患者血清と室温で2時間反応させた。ＴＢＳＴで洗浄のあと、２次抗体としてgoat an
ti‑huma

IgG

(ALP‑conjugated)と室温で1時間反応させた。ＴＢＳＴ及びＴＢＳで洗っ
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た後、ＢＣＩＰ及びＮＢＴを用いて発色させた。プラークリフトを取った元のファージの
プレートより、NC膜で陽性のシグナルが出ている場所と一致する場所のプラークを含む培
地を打ち抜いて、ＳＭバッファーに浮かべ、２次スクリーニングに供した。
【００６０】
２次スクリーニングとして、直径10cmのＮＺＹプレートに1プレート当たり500個になる
ようにファージを播き、同様の操作でスクリーニングを行った。
３次スクリーニングで単一のクローンを得て、ファージよりin‑vivo excisionを行い、
プラスミド(pBluescript)に遺伝子がクローニングされている形にして、シーケンスを行
った。
10

【００６１】
その結果、230万個のプラークをスクリーニングし（１次スクリーニングでは121枚のプ
レート）、重複も含めて43個の陽性クローンを得た。それらはchromatin modulator、ubi
quitin関連、癌抑制遺伝子関連、mitosis関連、接着関連蛋白など15の遺伝子をコードし
ていた。その中にＩＦＮ治療有効例の血清とのみ反応する遺伝子蛋白が１つ、腎癌組織に
おいて正常腎組織とくらべ著しく発現の亢進している遺伝子が１５種類得られた。
【００６２】
得られた遺伝子について、腎臓癌組織と正常腎臓組織との発現の比較、また、各組織に
おける発現をＲＴ−ＰＣＲ法により調べた。
その結果、全ての臨床検体の腎臓癌組織において、正常腎臓組織と比べて著しく発現の
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亢進している遺伝子が２種類得られた。
【００６３】
図１は、その遺伝子のＲＴ−ＰＣＲを示す。遺伝子36‑6‑1は、細胞性免疫にかかわる糖
鎖結合蛋白質ガレクチン９(非特許文献７) の遺伝子と同一であり、もう一方の遺伝子113
‑3‑1は、細胞接着のシグナリングに関するアダプター蛋白ＰＩＮＣＨ（非特許文献８）の
遺伝子と同一であることが分かった。いずれも、遺伝子の配列は公知であるが、このペプ
チドは公知でなく、また用途も未知のものであった。
【００６４】
ＰＣＲのプライマーには、36‑6‑1のＦＷ及びＲＶについて、それぞれ下記（３）及び（
４）の配列を用い、変性94℃、30秒、アニーリング65℃、30秒、ポリメラゼーション72℃
、 3分、30サイクル行った（TaKaRa社製、RNA
ATGGCCTTCAGCGGTTCCCAG

‥‥‥（３）

CTATGTCTGCACATGGGTCAG

‥‥‥（４）

PCR kit）。
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【００６５】
113‑3‑1のＦＷ及びＲＶについては、それぞれ下記（５）及び（６）の配列を用い同様
に、変性94℃、30秒、アニーリング55℃、30秒、ポリメラゼーション72℃、 3分、33サイ
クル行った。
AAGATAATTCGCAGTGATGTGAA

‥‥‥（５）

GTAGATCAAGACAAGTAATGTTG

‥‥‥（６）

【００６６】
図１では、腎臓癌の特定の培養細胞株のデーターを参考に示しているが、培養細胞株で
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は、ある一定の条件で培養され続けることにより、遺伝子発現に選択がかかり、発現がな
くなってしまう蛋白質もありうる。36‑6‑1は、そのような蛋白質、遺伝子であり、113‑3‑
1は、培養の継続にも関わらず比較的いつまでも残る蛋白質、遺伝子と考えられる。
なお、図１では、正常部分と腎臓癌部分の遺伝子の発現を比較した５例のみの結果を示
したが、症例を１５例に増やして検討しても、36‑6‑1及び113‑3‑1も同様の結果であった
。
【００６７】
なお、サイトカイン療法が有効であったことに関しては、36‑6‑1は、腎臓癌の多発性骨
転移があり、インターフェロンαで完全に骨転移が消失した稀な症例の血清を用いてスク
リーニングして得られたものである。113‑3‑1は、クローニングするのに用いた血清が、
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腎臓癌の肺転移がインターフェロンαで明らかに縮小した患者由来のものである。
【００６８】
この２種の遺伝子36‑6‑1（ガレクチン９）及び113‑3‑1（ＰＩＮＣＨ）に基づいて、そ
れぞれペプチドを合成した。36‑6‑1由来のペプチドA02/10m‑278（配列（１）、113‑3‑1由
来のペプチドA02/10m‑258（配列（２）を用いて正常人末梢血単核球（ＰＢＭＣ）より誘
導した細胞傷害性Ｔ細胞について、ＨＬＡ−Ａ＊０２０１拘束性と抗原特異的細胞傷害活
性を調べた。なお、ＨＬＡ−Ａ＊０２０１は、日本人で約２０％の人が有し、欧米人でも
多いタイプのＨＬＡである。
その結果、図２（ａ）及び（ｂ）に示すように、各抗原を発現している腎臓癌細胞株Ｔ
ＵＨＲ−１０ＴＫＢにおいて、誘導された細胞傷害性Ｔ細胞により、ＨＬＡ−Ａ＊０２０
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１拘束性に障害されることが明らかになった（10TKB:A*0201/A*2402,antigen(+)は腎臓癌
、10RGB:A*0206/A*2402,antigen(+)は腎臓癌、NEC8:A*2402/A*2402,antigen(‑)は精巣腫
瘍、MCF7:A*0201/A*0201,antigen(‑)は乳癌の培養細胞株）。
なお、ＨＬＡ−Ａ＊０２０６を有する10RGB細胞に対する細胞傷害活性も認められるが
、ＨＬＡ−Ａ＊０２０１とＨＬＡ−Ａ＊０２０６は血清学的には区別のできない同一のタ
イプであり、これらのものに対しては同様に活性が認められても矛盾しない。
従来の細胞障害性Ｔ細胞を誘導するペプチドは、本発明のペプチドとは異なった方法で
スクリーニングされた遺伝子由来であり、腎臓癌患者血液のリンパ球を刺激して細胞障害
性Ｔ細胞の誘導を示していたが、本発明のペプチドでは、正常人のリンパ球から、高い活
20

性の細胞障害性Ｔ細胞を誘導できた。
【００６９】
具体的には、次のように細胞傷害性Ｔ細胞を誘導した。
ＨＬＡ−Ａ＊０２０１／Ａ＊３３０３の健常人の血液（少なくとも片方のアレルがＨＬ
Ａ−Ａ＊０２０１）より、Ficoll‑Paque

PLUS（GE

Healthcare

Bio‑Science

AB）を

使用してＰＢＭＣを分離した（responder細胞）。
抗原提示細胞は、EB virusにより形質変換させ不死化したB‑cellであるRBRC‑HEV0041（
HLA‑A*0201/A*2402)を用いた。
ＨＬＡ−Ａ＊０２０１ドナーよりＰＢＭＣを分離し、24wellプレートに3 x 106/ml/wel
l個ずつ分注し、ペプチドを5μM濃度で添加し、5日間培養した。
30

【００７０】
RBRC‑HEV0041細胞を用いて刺激を入れた。すなわちRBRC‑HEV0041細胞を回収し、セルを
カウントし0.8 x 106 /mlの密度に調製した後、ペプチドを3μM濃度で添加した（ペプチ
ドパルス）。増殖しないように放射線照射したRBRC‑HEV0041細胞を500μLずつ、上述のre
sponder細胞に重層し共培養した。2日後より、2日毎にIL2を最終濃度20IU/mLになるよう
に調製した。
その後、7〜14日間隔で、同様の刺激を4回（ここからの刺激より各wellのrespondor細
胞を2x106/mL/well個に調製する）入れ、次いで、responder細胞中のＣＤ８＋Ｔ細胞を90
％程度まで濃縮し、ペプチドでパルスしたRBRC‑HEV0041細胞を用いて同様に刺激した。最
終刺激の5〜6日後に、51Cr

releasing

assayにてＣＤ８＋Ｔ細胞のターゲット細胞に対

する細胞傷害活性を測定した。
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【００７１】
細胞傷害試験には、腫瘍細胞（４種類）をプレートより回収し、各々5×106cells/mlと
して51Crを加え、インキュベーター内で培養し腫瘍細胞に51Crを取り込ませ、試料を調製
した。
誘導したＣＴＬであるエフェクター細胞を回収し、2×106cells/mlの細胞濃度の液を用
いて96 wellのマイクロプレートに希釈系列を作った(2×106 cells/ml、その3/10及び1/1
0)。51Crでラベルした標的細胞100μlをエフェクター細胞に加え、4時間共培養した後、
ＣＴＬの攻撃を受けて傷害された標的細胞から遊離される放射活性を求めた。
【００７２】
また、図２（ａ）及び（ｂ）に示すように、各細胞障害性Ｔ細胞によるＴＵＨＲ−１０
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ＴＫＢに対する細胞傷害活性は、低いＥ：Ｔ比でも高い値であった。本発明の２つのペプ
チドによる正常人末梢血リンパ球より誘導した細胞障害性Ｔ細胞はいずれも、低いＥ：Ｔ
比（10:1）で５０％を超える程度の癌細胞の傷害活性が認められ、従来技術の報告（例え
ば、特許文献１においては、Ｅ：Ｔ比（40:1）で約２０〜５０％）などに比べても、著し
く有効性の高いペプチドである。
このことは、これら抗原が、腎臓癌抗原として高い抗原性を有し、有用な免疫療法の標
的であることを示すものである。なお、本発明の２つのペプチドは、併用も可能である。
【００７３】
また、本発明において同定された２種類の遺伝子は、図１にも示したように、腎臓癌細
胞において高発現しているため、ＲＴ−ＰＣＲ法を用いた循環血中の腎臓癌細胞の検出な
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ど、診断にも適用可能である。なお、細胞障害性Ｔ細胞を強く誘導しうる複数のペプチド
の併用も可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
本発明の抗原蛋白、ペプチド、或いはそれらをコードするＤＮＡは自己傷害性等の副作
用が少なく優れた腎臓癌ワクチンとして使用することができる。また、抗体は診断薬とし
て使用することができ、抗原により刺激、活性化された細胞障害性Ｔ細胞は抗癌剤として
使用でき、本発明の抗原の発現を抑制するＲＮＡｉは、本発明の抗原を高発現している腎
臓癌の治療に使用できる。また、本発明の探索方法は、癌免疫療法に有用な標的遺伝子の
20

探索に有用である。
そのため、腎臓等の癌の治療や早期発見に寄与し、産業上有用である。

【図１】

【図２】
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