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(57)【要約】
本発明は、ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子とする
抗体医薬の投与が有効ながん患者を選択するためのキッ
トおよび方法を提供する。本発明のキットは、試料が流
れる方向の上流から順に、試料を添加するサンプルパッ
ド、第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が保持されたコン
ジュゲートパッド、第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体お
よび第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に結合する抗体が
固相化された領域を有するメンブレン、吸収パッドが連
結された構成を有し、第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体
および第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体のいずれか一方
に、ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子とする抗体医薬
を用いたラテラルフローイムノアッセイ用テストストリ
ップを含み、本発明の方法は、当該テストストリップを
用いたラテラルフローイムノアッセイにより患者のがん
組織中のＨＥＲ２タンパク質を検出する工程を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子とする抗体医薬の投与が有効ながん患者を選択する
ためのキットであって、がん組織中のＨＥＲ２タンパク質を検出するためのラテラルフロ
ーイムノアッセイ用テストストリップを含み、該テストストリップは、試料が流れる方向
の上流から順に、試料を添加するサンプルパッド、第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が保
持されたコンジュゲートパッド、第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が固相化された領域お
よび第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に結合する抗体が固相化された領域を有するメンブ
レン、ならびに吸収パッドが連結された構成を有し、前記第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗
体および第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体のいずれか一方に、前記抗体医薬を用いること
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を特徴とするキット。
【請求項２】
前記抗体医薬が、トラスツズマブ、ペルツズマブおよびトラスツズマブ−エムタンシン
からなる群より選択されることを特徴とする請求項１に記載のキット。
【請求項３】
前記第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体がコロイド微粒子で標識されていることを特徴と
する請求項１または２に記載のキット。
【請求項４】
前記第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に前記抗体医薬を用いることを特徴とする請求項
１〜３のいずれかに記載のキット。
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【請求項５】
前記第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に前記抗体医薬を用いることを特徴とする請求項
１〜３のいずれかに記載のキット。
【請求項６】
前記メンブレンが、第三の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が固相化された領域、または、第
三の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が固相化された領域と第四の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が
固相化された領域をさらに含み、前記第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体、前記第三の抗Ｈ
ＥＲ２タンパク質抗体および前記第四の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体はそれぞれ異なる前記
抗体医薬であることを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載のキット。
【請求項７】
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被験者から採取されたがん組織から調製したタンパク質抽出液を試料とすることを特徴
とする請求項１〜６のいずれかに記載のキット。
【請求項８】
前記がん組織が生検組織であることを特徴とする請求項７に記載のキット。
【請求項９】
前記がん組織が上部消化管のがん組織であることを特徴とする請求項７または８に記載
のキット。
【請求項１０】
ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子とする抗体医薬の投与が有効ながん患者を選択する
方法であって、以下の工程（１）〜（３）を含むことを特徴とする方法：
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（１）被験者から採取されたがん組織から試料を調製する工程、
（２）前記ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子とする抗体医薬を用いたラテラルフローイ
ムノアッセイにより前記試料中のＨＥＲ２タンパク質を検出する工程、および
（３）前記ラテラルフローイムノアッセイで陽性を示した被験者を選択する工程。
【請求項１１】
前記抗体医薬が、トラスツズマブ、ペルツズマブおよびトラスツズマブ−エムタンシン
からなる群より選択されることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
前記工程（２）において、試料が流れる方向の上流から順に、試料を添加するサンプル
パッド、第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が保持されたコンジュゲートパッド、第二の抗
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ＨＥＲ２タンパク質抗体が固相化された領域および第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に結
合する抗体が固相化された領域を有するメンブレン、ならびに吸収パッドが連結された構
成を有するラテラルフローイムノアッセイ用テストストリップを用い、前記第一の抗ＨＥ
Ｒ２タンパク質抗体および第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体のいずれか一方に、前記抗体
医薬を用いることを特徴とする請求項１０または１１に記載の方法。
【請求項１３】
前記第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体がコロイド微粒子で標識されていることを特徴と
する請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
前記第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に前記抗体医薬を用いることを特徴とする請求項
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１２または１３に記載の方法。
【請求項１５】
前記第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に前記抗体医薬を用いることを特徴とする請求項
１２または１３に記載の方法。
【請求項１６】
前記メンブレンが、第三の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が固相化された領域、または、第
三の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が固相化された領域と第四の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が
固相化された領域をさらに含み、前記第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体、前記第三の抗Ｈ
ＥＲ２タンパク質抗体および前記第四の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体はそれぞれ異なる抗体
医薬であることを特徴とする請求項１２または１３に記載の方法。
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【請求項１７】
前記がん組織が生検組織であることを特徴とする請求項１０〜１６のいずれかに記載の
方法。
【請求項１８】
前記がん組織が上部消化管のがん組織であることを特徴とする請求項１０〜１７のいず
れかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子とする抗体医薬の投与が有効ながん患者
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を選択するためのキットおよび方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
ＨＥＲ２タンパク質はヒトがん遺伝子ＨＥＲ２／ｎｅｕ（c−ｅｒｂＢ−２）の遺伝子
産物で、ＨＥＲファミリーとして知られる一連の上皮系増殖因子受容体タンパク質（ＨＥ
Ｒ１〜４）の一つであり、細胞質側にチロシンキナーゼ活性領域を有する分子量約１８５
０００の膜貫通型タンパク質である。ＨＥＲ２タンパク質は、細胞表面に発現したＨＥＲ
ファミリータンパク質とホモダイマーまたはヘテロダイマーを形成して、上皮系増殖因子
の増殖シグナルを核に伝達する役割を担っている。これまでに、乳がん、胃がん、食道が
ん、大腸がん、胆管がん、胆嚢がん、非小細胞肺がん、頭頸部がん、膀胱がん、卵巣がん
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、子宮がん、唾液腺がんなどの一定の患者にＨＥＲ２の過剰発現が確認されており、予後
とＨＥＲ２過剰発現の関連が研究されている。
【０００３】
ＨＥＲ２タンパク質を標的とする分子標的薬として、抗ＨＥＲ２ヒト化モノクローナル
抗体であるトラスツズマブ（商品名「ハーセプチン（登録商標）」）が薬価収載されてお
り、ＨＥＲ２過剰発現が確認された乳がん、および、ＨＥＲ２過剰発現が確認された治癒
切除不能な進行・再発の胃がんについての適用が承認されている。近年、分子標的薬の開
発による治癒率の向上がもたらされる一方で、医療経済性も重視され、より適正な対象へ
の使用が求められることから、トラスツズマブについても投与に先立って、その標的分子
であるＨＥＲ２タンパク質の過剰発現を確認する検査およびＨＥＲ２遺伝子増幅を確認す
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る検査が不可欠となっている。胃がんの場合、ＨＥＲ２タンパク過剰発現には免疫組織化
学（ＩＨＣ）、ＨＥＲ２遺伝子増幅にはｉｎ ｓｉｔｕ ｈｙｂｒｉｄｉｚａｔｉｏｎ（Ｉ
ＳＨ）法が使用されている（非特許文献１）。
【０００４】
非特許文献２には、胃がん６１症例で、手術前の内視鏡下生検により得られた試料と手
術により得られた試料とのＨＥＲ２過剰発現検査結果の一致率が報告されている。これに
よれば、生検試料で陰性結果が得られた後に、手術により得られた試料で陽性結果が得ら
れた症例が３例（４．９％）あった。この結果は、生検試料で偽陰性が発生することを示
しており、これらの患者は本来トラスツズマブによる治療が有効であるにも関わらず、そ
の後に手術試料で陽性の結果が得られない限りトラスツズマブによる標準治療が受けられ
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ないことを意味する。すなわち、現行の検査法は生検試料で正確な判断を行うには不十分
であると言わざるを得ない。
【０００５】
このように、現行の生検試料を用いるＨＥＲ２過剰発現検査（ＩＨＣおよびＩＳＨ）で
は、数％程度の偽陰性が発生するため、トラスツズマブによる治療の恩恵に与るべき症例
が見逃される可能性がある。また、ＩＨＣおよびＩＳＨのどちらも工程数が多く、手技が
煩雑で、検査結果に影響を与える因子が複数存在し、施設や病理医師により結果が異なる
場合がある。さらに、生検試料採取から検査結果が得られるまで数日から数週間を要し、
迅速性に欠けるという問題もある。それゆえ、迅速、簡便かつ確実にＨＥＲ２過剰発現患
者を選択できる検査方法の確立が望まれている。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、生検試料を用いても偽陰性が発生せず、迅速、簡便かつ確実にＨＥＲ２タン
パク質過剰発現患者を選択できるキットおよび方法を提供することを課題とする。また本
発明は、ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子とする抗体医薬の投与が有効ながん患者を選
択するためのキットおよび方法を提供することを課題とする。さらに本発明は、患者に適
した抗体医薬を選択できるキットおよび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】
【０００８】
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本発明は、上記の課題を解決するために以下の各発明を包含する。
［１］ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子とする抗体医薬の投与が有効ながん患者を選択
するためのキットであって、がん組織中のＨＥＲ２タンパク質を検出するためのラテラル
フローイムノアッセイ用テストストリップを含み、該テストストリップは、試料が流れる
方向の上流から順に、試料を添加するサンプルパッド、第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体
が保持されたコンジュゲートパッド、第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が固相化された領
域および第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に結合する抗体が固相化された領域を有するメ
ンブレン、ならびに吸収パッドが連結された構成を有し、前記第一の抗ＨＥＲ２タンパク
質抗体および第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体のいずれか一方に、前記抗体医薬を用いる
ことを特徴とするキット。
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［２］前記抗体医薬が、トラスツズマブ、ペルツズマブおよびトラスツズマブ−エムタン
シンからなる群より選択されることを特徴とする前記［１］に記載のキット。
［３］前記第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体がコロイド微粒子で標識されていることを特
徴とする前記［１］または［２］に記載のキット。
［４］前記第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に前記抗体医薬を用いることを特徴とする請
求項１〜３のいずれかに記載のキット。
［５］前記第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に前記抗体医薬を用いることを特徴とする前
記［１］〜［３］のいずれかに記載のキット。
［６］前記メンブレンが第三の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が固相化された領域、または、
第三の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が固相化された領域と第四の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体
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が固相化された領域をさらに含み、前記第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体、前記第三の抗
ＨＥＲ２タンパク質抗体および前記第四の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体はそれぞれ異なる前
記抗体医薬であることを特徴とする前記［１］〜［３］のいずれかに記載のキット。
［７］被験者から採取されたがん組織から調製したタンパク質抽出液を試料とすることを
特徴とする前記［１］〜［６］のいずれかに記載のキット。
［８］前記がん組織が生検組織であることを特徴とする前記［７］に記載のキット。
［９］前記がん組織が上部消化管のがん組織であることを特徴とする前記［７］または［
８］に記載のキット。
［１０］ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子とする抗体医薬の投与が有効ながん患者を選
択する方法であって、以下の工程（１）〜（３）を含むことを特徴とする方法：
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（１）被験者から採取されたがん組織から試料を調製する工程、
（２）前記ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子とする抗体医薬を用いたラテラルフローイ
ムノアッセイにより前記試料中のＨＥＲ２タンパク質を検出する工程、および
（３）前記ラテラルフローイムノアッセイで陽性を示した被験者を選択する工程。
［１１］前記抗体医薬が、トラスツズマブ、ペルツズマブおよびトラスツズマブ−エムタ
ンシンからなる群より選択されることを特徴とする前記［１０］に記載の方法。
［１２］前記工程（２）において、試料が流れる方向の上流から順に、試料を添加するサ
ンプルパッド、第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が保持されたコンジュゲートパッド、第
二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が固相化された領域および第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗
体に結合する抗体が固相化された領域を有するメンブレン、ならびに吸収パッドが連結さ
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れた構成を有するラテラルフローイムノアッセイ用テストストリップを用い、前記第一の
抗ＨＥＲ２タンパク質抗体および第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体のいずれか一方に、前
記抗体医薬を用いることを特徴とする前記［１０］または［１１］に記載の方法。
［１３］前記第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体がコロイド微粒子で標識されていることを
特徴とする前記［１２］に記載の方法。
［１４］前記第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に前記抗体医薬を用いることを特徴とする
前記［１２］または［１３］に記載の方法。
［１５］前記第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に前記抗体医薬を用いることを特徴とする
前記［１２］または［１３］に記載の方法。
［１６］前記メンブレンが、第三の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が固相化された領域、また
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は、第三の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が固相化された領域と第四の抗ＨＥＲ２タンパク質
抗体が固相化された領域をさらに含み、前記第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体、前記第三
の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体および前記第四の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体はそれぞれ異な
る抗体医薬であることを特徴とする前記［１２］または［１３］に記載の方法。
［１７］前記がん組織が生検組織であることを特徴とする前記［１０］〜［１６］のいず
れかに記載の方法。
［１８］前記がん組織が上部消化管のがん組織であることを特徴とする前記［１０］〜［
１７］のいずれかに記載の方法。
【発明の効果】
【０００９】
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本発明によれば、生検試料を用いても偽陰性が発生せず、迅速、簡便かつ確実にＨＥＲ
２タンパク質過剰発現患者を選択できるキットおよび方法を提供することができる。また
、本発明は、ＨＥＲ２タンパク質を検出するための抗体にＨＥＲ２タンパク質を治療標的
分子とする抗体医薬を用いるので、当該抗体医薬の患者に対する有効性を評価することが
できる。さらに、現行の生検試料を用いるＨＥＲ２過剰発現検査（ＩＨＣおよびＩＳＨ）
と比較して操作が簡単で熟練を要しないので、精度管理が向上し、施設間や判定医師間で
の結果のばらつきを改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明で用いるラテラルフローイムノアッセイ用テストストリップの一例の構造
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を示す模式図であり、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は側面図である。
【図２】各種胃がん細胞株から調製したタンパク質抽出液中のＨＥＲ２タンパク質をウエ
スタンブロッティング法で確認した結果と、試料中のＨＥＲ２タンパク質濃度をウエスタ
ンブロッティング画像に基づくデンシトメトリーで定量した結果を示す図である。
【図３】各種胃がん細胞株から調製したタンパク質抽出液中のＨＥＲ２タンパク質を、実
施例１のハーフストリップを用いて検出した結果を示す図である。
【図４】ＭＫＮ７細胞から調製したタンパク質抽出液中のＨＥＲ２タンパク質を、トラス
ツズマブの固相化量が異なる５種類のハーフストリップを用いて検出した結果を示す図で
ある。
【図５】ＭＫＮ７細胞およびＨＥＲ２の発現レベルが低い乳がん細胞株ＭＣＦ７から調製
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したタンパク質抽出液中のＨＥＲ２タンパク質を、実施例１のラテラルフローストリップ
を用いて検出した結果を示す図である。
【図６】各種胃がん細胞株から調製したタンパク質抽出液中のＨＥＲ２タンパク質をウエ
スタンブロッティング法で確認し、試料中の単位タンパク質当たりのＨＥＲ２タンパク質
量をＥＬＩＳＡで定量した結果を示す図である。
【図７】各種胃がん細胞株から調製したタンパク質抽出液に含まれるＨＥＲ２タンパク質
を、実施例５のラテラルフローストリップを用いて検出した結果を示す図である。
【図８】ＧＬＭ１細胞から調製したタンパク質抽出液を希釈した試料中のＨＥＲ２タンパ
ク質を、実施例５のラテラルフローストリップを用いて検出した結果を示す図である。
【図９】ヌードマウスの皮下に形成させたＧＬＭ１細胞由来の腫瘍およびＭＫＮ４５細胞

30

由来の腫瘍、ならびにＨＥＲ２陽性胃がん患者から採取した生検検体から調製したタンパ
ク質抽出液中のＨＥＲ２タンパク質を、実施例５のラテラルフローストリップを用いて検
出した結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
本発明は、ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子とする抗体医薬の投与が有効ながん患者
を選択するためのキットを提供する。また本発明は、ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子
とする抗体医薬の投与が有効ながん患者を選択する方法を提供する。本発明のキットおよ
び方法は、どちらもＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子とする抗体医薬を用いたラテラル
フローイムノアッセイにより、がん組織中のＨＥＲ２タンパク質を検出することを特徴と
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している。本発明は、試料中のＨＥＲ２タンパク質を検出するために構成されたラテラル
フローイムノアッセイ用テストストリップを用いて実施することが好ましい。
【００１２】
本発明に使用することのできるラテラルフローイムノアッセイ用テストストリップの基
本構成は特に限定されず、通常のラテラルフローイムノアッセイに使用される公知のテス
トストリップの構成を採用することができる。例えば、図１に示すようにメンブレン１、
吸収パッド２、コンジュゲートパッド３、サンプルパッド４およびバックシート５から構
成され、試料が流れる方向の上流から順に（図１の展開方向の矢印の方向に）、サンプル
パッド４、コンジュゲートパッド３、メンブレン１および吸収パッド２が連結されたテス
トストリップを好適に用いることができる。
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【００１３】
〔メンブレン〕
メンブレンは、クロマトグラフ媒体として短時間での判定で十分な感度が得られる展開
速度を有するものであれば、その素材は限定されない。例えばニトロセルロース膜、セル
ロース膜、アセチルセルロース膜、ポリスルホン膜、ポリエーテルスルホン膜、ナイロン
膜、ガラス繊維、不織布、濾紙などを好ましく用いることができる。メンブレンには、後
述するように、抗体が固相化された領域が形成される。
【００１４】
〔サンプルパッド〕
サンプルパッドの素材としては、例えばセルロース膜、ガラス繊維、ポリウレタン、ポ
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リアセテート、セルロースアセテート、ナイロン、綿布等の均一な特性を有するものが挙
げられるが、これらに限定されるものではない。サンプルパッドは試料を添加する部分で
あるが、試料中の不溶物粒子等を濾過する機能も有する。
【００１５】
〔コンジュゲートパッド〕
コンジュゲートパッドの素材としては、例えばセルロース膜、ガラス繊維、不織布など
が挙げられるが、これらに限定されるものではない。コンジュゲートパッドは、標識され
た抗ＨＥＲ２タンパク質抗体を上記パッドの素材に均一に染み込ませて乾燥させることに
より作製される。コンジュゲートパッドの作製方法については後述する。
【００１６】
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〔吸収パッド〕
吸収パッドは、添加された試料が毛細管現象により物理的に吸収されると共に、メンブ
レンの固相化抗体に結合しなかった試料中のＨＥＲ２タンパク質と抗ＨＥＲ２タンパク質
抗体との複合体を吸収除去する部位である。素材としては、セルロ−ス膜、不織布、布、
セルロースアセテート膜などの吸水性材料を好ましく用いることができる。吸収パッドの
材質、大きさにより、添加した試料の展開速度を所望の速度に設定することができる。
【００１７】
〔抗ＨＥＲ２タンパク質抗体〕
本発明は、少なくとも第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体と第二の抗ＨＥＲ２タンパク質
抗体を使用するラテラルフローイムノアッセイにおいて、第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗
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体および第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体のいずれか一方にＨＥＲ２タンパク質を治療標
的分子とする抗体医薬を用いることを特徴とする。ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子と
する抗体医薬としては、トラスツズマブ（商品名：ハーセプチン、中外製薬）、ペルツズ
マブ（商品名：パージェタ、中外製薬）、トラスツズマブ−エムタンシン（商品名：カド
サイラ、中外製薬）などが挙げられる。これらの抗体医薬は薬価収載されており、購入し
て使用することができる。
【００１８】
ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子とする抗体医薬以外の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体は
、ヒトＨＥＲ２タンパク質と特異的に結合できる抗体であれば特に限定されない。市販の
抗ヒトＨＥＲ２タンパク質抗体や、ヒトＨＥＲ２タンパク質と交差性を有する抗ＨＥＲ２
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タンパク質抗体などを好適に用いることができる。また、抗ヒトＨＥＲ２タンパク質抗体
を自作して使用することができる。抗ＨＥＲ２タンパク質抗体はポリクローナル抗体でも
よく、モノクローナル抗体でもよく、抗体フラグメントでもよい。好ましくは、抗ヒトＨ
ＥＲ２タンパク質モノクローナル抗体、またはＨＥＲ２タンパク質との結合能を有するそ
のフラグメントである。第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体と第二の抗ＨＥＲ２タンパク質
抗体は異なる抗体であることが好ましい。第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が抗体医薬で
ある場合は、第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体は抗体医薬以外の抗ヒトＨＥＲ２タンパク
質抗体であることが好ましく、第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が抗体医薬以外の抗ヒト
ＨＥＲ２タンパク質抗体である場合は、第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体は抗体医薬であ
ることが好ましい。
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【００１９】
〔抗ＨＥＲ２タンパク質抗体の標識〕
コンジュゲートパッドに保持される第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体は標識されている
ことが好ましい。標識物質は、抗体の標識に用いられる公知の標識物質であれば特に限定
されないが、免疫凝集反応に使用可能な公知のコロイド微粒子を用いることが好ましい。
具体的には、例えば金コロイド、銀コロイド、白金コロイド、鉄コロイド、水酸化アルミ
ニウムコロイド、ラテックス粒子、これらの複合コロイドなどが挙げられる。好ましくは
、金コロイド、銀コロイド、白金コロイドなどの着色金属コロイド、またはこれらの複合
コロイドである。より好ましくは、赤色を示す金コロイド、黄色を示す銀コロイドであり
、さらに好ましくは金コロイドである。コロイド微粒子の平均粒径は、約１ｎｍ〜約５０
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０ｎｍが好ましく、約１０ｎｍ〜約１５０ｎｍがより好ましく、約２０ｎｍ〜約１００ｎ
ｍがさらに好ましい。コロイド微粒子として金コロイドを用いる場合、市販の金コロイド
粒子や金コロイド標識キットを好適に用いることができる。または公知の方法により金コ
ロイド粒子を調製してもよい。公知の金コロイド粒子の調製方法としては、例えば塩化金
酸をクエン酸ナトリウムで還元する方法などが挙げられる。
【００２０】
〔コントロール抗体〕
本明細書では、第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に結合する抗体をコントロール抗体と
称する。したがって、コントロール抗体には、第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体、すなわ
ち標識された抗ＨＥＲ２タンパク質抗体と結合できる抗体が使用される。コントロール抗
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体は、使用する標識抗ＨＥＲ２タンパク質抗体と結合できる抗体であれば特に限定されず
、標識抗ＨＥＲ２タンパク質抗体の動物種および抗体のクラスに応じて、市販の抗体から
適宜選択して使用することができる。また、コントロール抗体を自作して使用することが
できる。コントロール抗体はポリクローナル抗体でもよく、モノクローナル抗体でもよく
、第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に結合能を有する抗体フラグメントでもよい。
【００２１】
〔コンジュゲートパッドの作製〕
標識された抗ＨＥＲ２タンパク質抗体をパッド素材（セルロース膜、ガラス繊維、不織
布など）に保持させる方法は特に限定されない。例えば、標識された抗ＨＥＲ２タンパク
質抗体を適当な溶媒に懸濁してコロイド溶液とし、当該コロイド溶液を塗布、スプレー、
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浸漬等によりパッド素材に均一に染み込ませて、その後乾燥させる方法を用いることがで
きる。乾燥方法は特に限定されず、例えば自然乾燥、減圧乾燥、凍結乾燥、熱乾燥等の乾
燥手段を用いることができる。コンジュゲートパッドに保持された抗ＨＥＲ２タンパク質
抗体は、試料により容易に溶出され、試料と共に移動しながら試料中のＨＥＲ２タンパク
質に結合する必要がある。そのため、抗ＨＥＲ２タンパク質抗体を懸濁する溶媒に、スク
ロース、マルトース、ラクトース等の糖類、マンニトール等の糖アルコールを添加するこ
とが好ましい。あるいは、これらの物質を予めパッド素材にコーティングしておいてもよ
い。
【００２２】
〔メンブレンへの抗体の固相化〕
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メンブレンには、第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が固相化された領域およびコントロ
ール抗体が固相化された領域が形成される。メンブレンは、さらに第三の抗ＨＥＲ２タン
パク質抗体が固相化された領域を有していてもよい。抗体をメンブレンに固相化する方法
は特に限定されず、公知の物理的手段または化学的手段により固相化することができる。
例えば、抗体溶液をメンブレン表面に滴下して乾燥させることにより、抗体をメンブレン
に物理的に吸着させる方法などが挙げられる。抗体固相化領域の形状は、局所的に抗体が
固相化されて、着色が目視で確認できる形状であれば特に限定されない。例えば円状、帯
状、線状などが挙げられる。固相化する抗体量は、検出感度を考慮して適宜設定すること
ができる。例えば、１領域の抗体量が約０．０１μｇ〜約５μｇの範囲で固相化すること
が好ましい。
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【００２３】
〔サンプルパッドの非特異的吸着防止処理〕
試料中の分析対象物がサンプルパッドの材質に非特異的に吸着することを防止するため
に、サンプルパッドに対して非特異的吸着防止処理を行うことが好ましい。非特異的吸着
防止処理としては、例えばＢＳＡ（ウシ血清アルブミン）、スキムミルク、カゼイン等の
公知のブロッキング剤をサンプルパッドに均一に染み込ませて乾燥させる方法などが挙げ
られる。具体的には、例えば濃度が約１質量％〜約５質量％になるように適当な溶媒を用
いてブロッキング剤溶液を調製し、この溶液をテストストリップ１枚当たり約６０μＬ染
み込ませて、その後乾燥することにより、非特異的吸着防止処理を行うことができる。非
特異的吸着防止処理はメンブレンに行ってもよく、サンプルパッドとメンブレンの両方に
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行ってもよい。メンブレンの非特異的吸着防止処理は、上記サンプルパッドの非特異的吸
着防止処理と同様に行うことができる。
【００２４】
〔ラテラルフローイムノアッセイ用テストストリップの作製〕
ラテラルフローイムノアッセイ用テストストリップは、試料が流れる方向（図１の矢印
の方向）の上流から下流に向かって、サンプルパッド４、コンジュゲートパッド３、メン
ブレン１および吸収パッド２を連結することにより作製することができる。各部材間で毛
細管現象を生じさせ易くするために、隣接する部材を１ｍｍ〜７ｍｍ程度重ね合わせるこ
とが好ましい。また、これらの部材を粘着剤付きのバッキングシート上に貼付することが
好ましい。バッキングシートとしては、市販のイムノクロマト用バッキングシートを好適
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に用いることができる。
【００２５】
〔試料の調製〕
試料はがん患者から採取されたがん組織から調製される。対象のがん患者は、ＨＥＲ２
が過剰発現しているがんを患っていることが疑われるがん患者である。ＨＥＲ２の過剰発
現が確認されているがんとしては、乳がん、胃がん、食道がん、大腸がん、胆管がん、胆
嚢がん、非小細胞肺がん、頭頸部がん、膀胱がん、卵巣がん、子宮がん、唾液腺がんなど
が挙げられる。したがって、対象のがん患者は、これらのがんを患っているがん患者であ
ることが好ましい。より好ましくは、乳がん患者、胃がん患者、食道がん患者、大腸がん
患者、胆管がん患者、頭頸部がん患者であり、さらに好ましくは乳がん患者、胃がん患者
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であり、特に好ましくは胃がん患者である。
【００２６】
がん組織は、検査対象のがん患者から採取されたものであればよい。生検組織でもよく
、手術により摘出されたがん組織でもよい。好ましくは内視鏡検査により採取された生検
組織であり、より好ましくは、上部消化管内視鏡検査により採取された生検組織である。
上記のがん組織からタンパク質抽出液を調製し、これをラテラルフローイムノアッセイ
の試料に用いることが好ましい。タンパク質抽出液は、公知の方法を用いて調製すること
ができる。具体的には、例えば、がん組織に市販の組織溶解液（例えば、ＲＩＰＡ（Radi
o‑Immunoprecipitation Assay）バッファーなど）を添加してホモジネートし、得られた
組織溶解液を遠心分離し、その上清をタンパク質抽出液として使用することができる。得
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られたタンパク質抽出液は、−８０℃で凍結保存することができる。タンパク質抽出液は
、ラテラルフローイムノアッセイに供する際に、試料中の総タンパク質量が一定の範囲に
収まるように、適宜希釈して使用することが好ましい。試料中の総タンパク質量は、検出
感度を考慮して適宜設定することができる。タンパク質濃度は、公知の方法（例えば、市
販のタンパク質定量キット）を用いて測定することができる。サンプルパッドへの試料の
添加量は、テストストリップの大きさや形状に応じて適宜設定することができる。
【００２７】
〔判定方法〕
判定は、通常、メンブレンに形成された抗ＨＥＲ２タンパク質抗体固相化領域の着色を
目視で観察することにより行われる。また、市販のイムノクロマトリーダーを使用するこ
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ともできる。なお、コントロール抗体固相化領域の着色が観察されない場合は、検査は無
効と判定する。
【００２８】
〔第１の実施形態〕
本発明の第１の実施形態は、第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体として、ＨＥＲ２タンパ
ク質を治療標的分子とする抗体医薬を用いたラテラルフローイムノアッセイ用テストスト
リップを使用して実施される。ここでは抗体医薬としてトラスツズマブを用いる場合につ
いて説明するが、トラスツズマブ以外の抗体医薬を用いる場合も同様に実施することがで
きる。
【００２９】

10

トラスツズマブは金コロイド標識され、コンジュゲートパッドに保持される。第二の抗
ＨＥＲ２タンパク質抗体には、ヒトＨＥＲ２タンパク質と特異的に結合できる市販の抗Ｈ
ＥＲ２タンパク質抗体を用いる。コントロール抗体には金コロイド標識されたトラスツズ
マブと結合できる抗体（例えば、抗ヒトＩｇＧ抗体など）を用いる。第二の抗ＨＥＲ２タ
ンパク質抗体とコントロール抗体は、メンブレン上の異なる領域にそれぞれ固相化されて
いる。
【００３０】
試料（タンパク質抽出液）をサンプルパッドに添加すると、コンジュゲートパッドの方
向に展開する。コンジュゲートパッドに到達した試料は保持されている金コロイド標識ト
ラスツズマブを溶出しながらさらに下流に展開する。試料中にＨＥＲ２タンパク質が存在
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する場合は、金コロイド標識トラスツズマブがＨＥＲ２タンパク質と結合し、複合体を形
成する。この複合体は、メンブレンに固相化された第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体およ
びコントロール抗体に捕捉され、各固相化領域は赤色に着色される。コントロール抗体に
は複合体を形成していない金コロイド標識トラスツズマブも捕捉される。試料中にＨＥＲ
２が存在しない場合は、金コロイド標識トラスツズマブはＨＥＲ２タンパク質と複合体を
形成しないので、コントロール抗体固相化領域は金コロイド標識トラスツズマブを捕捉し
て赤色に着色するが、第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体固相化領域は着色しない。したが
って、コントロール抗体固相化領域が着色することを前提として、第二の抗ＨＥＲ２タン
パク質抗体固相化領域が着色した場合に陽性と判定し、第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体
固相化領域が着色しなかった場合に陰性と判定する。陽性と判定された患者は、トラスツ
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ズマブによる治療が有効な患者と判断することができる。
【００３１】
本実施形態において、トラスツズマブに代えてペルツズマブを用いた場合、陽性と判定
された患者は、ペルツズマブによる治療が有効な患者と判断することができる。また、本
実施形態において、トラスツズマブに代えてトラスツズマブ−エムタンシンを用いた場合
、陽性と判定された患者は、トラスツズマブ−エムタンシンによる治療が有効な患者と判
断することができる。
【００３２】
〔第２の実施形態〕
本発明の第２の実施形態は、第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体として、ＨＥＲ２タンパ
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ク質を治療標的分子とする抗体医薬を用いたラテラルフローイムノアッセイ用テストスト
リップを使用して実施される。ここでは抗体医薬としてトラスツズマブを用いる場合につ
いて説明するが、トラスツズマブ以外の抗体医薬を用いる場合も同様に実施することがで
きる。
【００３３】
第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体には、ヒトＨＥＲ２タンパク質と特異的に結合できる
市販の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体を用いる。第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体は金コロイ
ド標識され、コンジュゲートパッドに保持される。コントロール抗体には、金コロイド標
識された第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体と結合できる抗体を用いる。トラスツズマブと
コントロール抗体は、メンブレン上の異なる領域にそれぞれ固相化されている。
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【００３４】
試料添加後は上記第１の実施形態と同様に試料が展開する。試料中にＨＥＲ２タンパク
質が存在する場合は、トラスツズマブ固相化領域とコントロール抗体固相化領域の両方が
赤色に着色し、試料中にＨＥＲ２タンパク質が存在しない場合は、コントロール抗体固相
化領域のみが赤色に着色する。したがって、コントロール抗体固相化領域が着色すること
を前提として、トラスツズマブ固相化領域が着色した場合に陽性と判定し、トラスツズマ
ブ固相化領域が着色しなかった場合に陰性と判定する。陽性と判定された患者は、トラス
ツズマブによる治療が有効な患者と判断することができる。
【００３５】
本実施形態において、トラスツズマブに代えてペルツズマブを用いた場合、陽性と判定
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された患者は、ペルツズマブによる治療が有効な患者と判断することができる。また、本
実施形態において、トラスツズマブに代えてトラスツズマブ−エムタンシンを用いた場合
、陽性と判定された患者は、トラスツズマブ−エムタンシンによる治療が有効な患者と判
断することができる。
【００３６】
〔第３の実施形態〕
本発明の第３の実施形態は、上記第２の実施形態において、第二の抗ＨＥＲ２タンパク
質抗体とは異なる、ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子とする抗体医薬を、さらにメンブ
レンに固相化したラテラルフローイムノアッセイ用テストストリップを使用して実施され
る。第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体とは異なる、ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子と
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する抗体医薬は１種類でもよく、２種類以上でもよい。２種類の抗体医薬をそれぞれ第二
および第三の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体として用いる場合、例えば、トラスツズマブとペ
ルツズマブの組み合わせ、ペルツズマブとトラスツズマブ−エムタンシンの組み合わせ、
トラスツズマブとトラスツズマブ−エムタンシンの組み合わせなどを選択することができ
る。３種類の抗体医薬をそれぞれ第二、第三および第四の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体とし
て用いる場合、例えば、トラスツズマブとペルツズマブとトラスツズマブ−エムタンシン
の組み合わせなどを選択することができる。
【００３７】
第３の実施形態では、コントロール抗体固相化領域が着色することを前提として、複数
設けた抗体医薬固相化領域の少なくとも１つが着色した場合に陽性と判定し、複数設けた
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抗体医薬固相化領域の全てが着色しなかった場合に陰性と判定する。例えば３種類の抗体
医薬固相化領域を有するラテラルフローイムノアッセイ用テストストリップを使用した場
合、三か所の抗体医薬固相化領域の全てが着色した患者のがん組織は、固相化されたいず
れの抗体医薬とも結合性の高いＨＥＲ２タンパク質を過剰発現していると考えられるため
、固相化された抗体医薬の全てが有効な患者と判断することができる。着色した抗体医薬
固相化領域と着色しなかった抗体医薬固相化領域が混在した患者のがん組織は、着色した
領域に固相化された抗体医薬との結合性が高く、着色しなかった領域に固相化された抗体
医薬との結合性が低いＨＥＲ２タンパク質を過剰発現していると考えられるため、着色し
た領域に固相化された抗体医薬による治療は有効であるが、着色しなかった領域に固相化
された抗体医薬による治療は有効でないと判断することができる。２種類の抗体医薬を用
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いた場合、および４種類以上の抗体医薬を用いた場合も同様に判断することができる。
【００３８】
このように、第３の実施形態は、個々のがん患者の治療に使用する抗体医薬の選択に利
用することができる点で非常に有用性が高いと考えられる。さらに新たな抗体医薬が開発
された場合には、抗ＨＥＲ２タンパク質抗体固相化領域の数を増やすことにより、使用可
能な複数の抗体医薬の中から患者に適した抗体医薬を選択することができると考えられる
。
【００３９】
本発明のキットは、がん組織中のＨＥＲ２タンパク質を検出するためのラテラルフロー
イムノアッセイ用テストストリップを含むものであればよい。当該ラテラルフローイムノ
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アッセイ用テストストリップについては、既に説明した通りである。これら以外の具体的
なキットの構成については特に限定されるものではなく、他に必要な試薬、器具、使用説
明書等を適宜選択してキットの構成とすればよい。本発明のキットを用いることにより、
ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子とする抗体医薬の投与が有効ながん患者を迅速、簡便
かつ確実に選択することができる。
【実施例】
【００４０】
以下、実施例により本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものでは
ない。なお、以下において特に断りのない場合、％は質量％を示す。
【００４１】

10

〔参考例１：ウエスタンブロッティング法による胃がん細胞株のＨＥＲ２発現の検討〕
１．実験材料および方法
（１）使用細胞
ヒト胃がん細胞株として、ＭＫＮ１（理化学研究所バイオリソースセンター番号：ＲＣ
Ｂ１００３）、ＭＫＮ７（理化学研究所バイオリソースセンター番号：ＲＣＢ０９９９）
、ＭＫＮ４５（理化学研究所バイオリソースセンター番号：ＲＣＢ１００１）、ＭＫＮ７
４（理化学研究所バイオリソースセンター番号：ＲＣＢ１００２）、ＧＬＭ１（Nakanish
i, H., K. Yasui, Y. Ikehara, H. Yokoyama, S. Munesue, Y. Kodera and M. Tatematsu
. "Establishment and Characterization of Three Novel Human Gastric Cancer Cell L
ines with Differentiated Intestinal Phenotype Derived from Liver Metastasis." Cl
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in Exp Metastasis 22, no. 2 (2005): 137‑47.）、ＧＬＭ２（同上）、ＧＬＭ４（Yokoy
ama, H., Y. Ikehara, Y. Kodera, S. Ikehara, Y. Yatabe, Y. Mochizuki, M. Koike, M
. Fujiwara, A. Nakao, M. Tatematsu and H. Nakanishi. "Molecular Basis for Sensit
ivity and Acquired Resistance to Gefitinib in Her2‑Overexpressing Human Gastric
Cancer Cell Lines Derived from Liver Metastasis." Br J Cancer 95, no. 11 (2006):
1504‑13.）、ＡＧＳ（ＡＴＣＣ番号：ＣＲＬ−１７３９）、ＫＡＴＯＩＩＩ（理化学研
究所バイオリソースセンター番号：ＲＣＢ２０８８）、ＨＧＣ２７（理化学研究所バイオ
リソースセンター番号：ＲＣＢ０５００）を用いた。ＧＬＭ１、ＧＬＭ２およびＧＬＭ４
は、愛知県がんセンター研究所から供与を受けた。
対照として、乳がん細胞株ＭＣＦ７（理化学研究所バイオリソースセンター番号：ＲＣ
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Ｂ１９０４）を用いた。ＭＣＦ７はＨＥＲ２の発現レベルが低いことが知られている。
細胞は１００ｍｍ細胞培養用ディッシュで培養した。培地には、各細胞に適した公知の
培地を選択して使用した。
【００４２】
（２）タンパク質抽出液の調製
細胞を培養しているディッシュの培地を廃棄し、ＰＢＳで２回洗浄した。プロテアーゼ
インヒビター（Roche社、Complete Mini）を加えたＲＩＰＡバッファー（10mM Tris‑HCl
、pH7.4 150mM NaCl、1% NP40、0.1% SDS、0.1％ sodium deoxycholate (DOC)、1mM EDTA
、1mM Na3VO4、2mM PMSF）をディッシュに加え細胞を溶解し、スクレイパーで細胞溶解液
を掻き取り、回収した。得られた細胞溶解液を遠心分離し（14,000rpm, 4℃, 30min）、
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上清をタンパク質抽出液として−８０℃で保存した。使用時に融解して試験に供した。
【００４３】
（３）ウエスタンブロッティング
上記（２）で調製した各細胞のタンパク質抽出液のタンパク質濃度をＰＩＥＲＣＥ Ｂ
ＣＡ Ｐｒｏｔｅｉｎ Ａｓｓａｙ Ｋｉｔ（ThermoFischer Scientific社）を用いて定量
した。タンパク質濃度が１５μｇ／レーンになるようにサンプルバッファー（ナカライテ
スク社、Sample Buffer Solution with Reducing Reagent(6x) for SDS‑PAGE）で希釈し
、ＳＤＳ−ＰＡＧＥに供した。トランスブロットＴｕｒｂｏ転写システム（BIO‑RAD社）
を用いて、ＰＶＤＦ膜に転写した。抗ＨＥＲ２抗体（CST社 HER2/ErbB2 Antibody）、２
次抗体（GE healthcare社 ECL Rabbit IgG, HRP‑linked whole Ab from donkey）、抗β
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−Ａｃｔｉｎ抗体（CST社 β‑Actin (13E5) Rabbit mAb HRP Conjugate）の各抗体を用い
て免疫ブロットを行った。発色剤にはＩｍｍｏｂｉｌｏｎ Ｗｅｓｔｅｒｎ（Merck Milli
pore社）を使用した。撮影は、Ｃｈｅｍｉｄｏｃ ＸＲＳ＋（BIO‑RAD社）で行った。
【００４４】
（４）デンシトメトリーによる定量
撮影した画像をＩｍａｇｅ Ｌａｂソフトウェア（BIO‑RAD社）で解析し、各バンドのシ
グナル強度を得た。リコンビナントＨＥＲ２タンパク（SignalChem社, HER2, Active, E2
7‑11G, 分子量131）を用いて検量線を作成し、この検量線に基づいて各タンパク質抽出液
のＨＥＲ２濃度を求めた。
10

【００４５】
２．結果
結果を図２に示した。上段がウエスタンブロッティングでＨＥＲ２タンパク質を検出し
た結果、中段がウエスタンブロッティングでβ−アクチンを検出した結果、下段がＨＥＲ
２タンパク質のウエスタンブロッティング画像に基づいて、デンシトメトリーによりＨＥ
Ｒ２タンパク質を定量した結果である。これらの結果から、ＭＫＮ７、ＧＬＭ１、ＧＬＭ
２およびＧＬＭ４のＨＥＲ２発現レベルが高いことが明らかになった。
【００４６】
〔実施例１：テストストリップの作製（１）〕
１−１

ストリップ材料

メンブレンには、ニトロセルロースメンブレンカード（Merck Millipore社、HF120MC10
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0、60mm×301mm）を使用した。コンジュゲートパッドには、グラスファイバーパッド（Me
rck Millipore社、GFCP103000）を使用した。サンプルパッドおよび吸収パッドには、セ
ルロースパッド（Merck Millipore社、CFSP173000）を使用した。
【００４７】
１−２

使用抗体

第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体（以下、「第一抗体」と記す）には、抗ＨＥＲ２マウ
スモノクローナル抗体（HER‑2/ErbB2 Monoclonal Antibody (N24)、Thermo Scientific社
、MA1‑12691）を使用した。第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体（以下、「第二抗体」と記
す）には、トラスツズマブ（ハーセプチン（登録商標）注射用６０、中外製薬製）を使用
した。コントロール抗体には、抗マウスＩｇＧ抗体（Goat anti‑Mouse IgG Secondary An
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tibody、Thermo Scientific社、PA1‑28555）を使用した。抗体の希釈には、Ａｎｔｉｂｏ
ｄｙ Ｓｔａｂｉｌｉｚｅｒ Ｂａｓｅｄ ｏｎ ＰＢＳ（CANDOR Bioscience社、131050、
以下「抗体希釈液」と記す）を使用した。
【００４８】
１−３

第二抗体の固相化

ハーセプチン（登録商標）注射用６０を添付文書のとおりに溶解し、２１ｍｇ／ｍＬの
トラスツズマブ溶液を調製した。これを抗体希釈液で希釈し、所望の濃度のトラスツズマ
ブ溶液を調製した。抗マウスＩｇＧ抗体を抗体希釈液で希釈して０．５ｍｇ／ｍＬのコン
トロール抗体溶液を調製した。各抗体溶液１μＬをマイクロピペットを用いてメンブレン
に添着させ、３７℃で１２０分間乾燥させた。
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【００４９】
１−４

コンジュゲートパッドの作製

１−４−１

第一抗体の金コロイド標識

抗ＨＥＲ２マウスモノクローナル抗体の金コロイド標識には、金コロイド標識キット（
BBI GoldLink Kits、BBInternational社、GLK 10.40）を用いた。キットのプロトコール
に従って金コロイド標識を行い、溶液５０μＬ中に抗体１μｇを含む金コロイド標識第一
抗体の溶液を得た。
１−４−２

コンジュゲートパッドの作製

得られた金コロイド標識第一抗体の溶液１容に対して、塗布バッファー（5%スクロース
, 2mMホウ酸溶液）２５容を添加して希釈し、これをコンジュゲートパッド（Ｇｌａｓｓ
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Ｆｉｂｅｒ Ｃｏｎｊｕｇａｔｅ Ｐａｄ）に均一に染み込ませた。テストストリップ１枚
あたりのコンジュゲートパッド（5mm×10mm）に含まれる、上記手法により得られた金コ
ロイド標識第一抗体の溶液量が１μＬになるように、コンジュゲートパッドの面積と染み
込ませる抗体溶液量を適宜調整した。その後、コンジュゲートパッドを水平に保った状態
で、室温で一夜乾燥させた。
【００５０】
１−５

サンプルパッドの作製

ＢＳＡ（和光純薬、015‑21274）をＰＢＳ（PBSタブレット（タカラバイオ）を超純水で
溶解したもの）で溶解し、５％ＢＳＡ／ＰＢＳを調製した。これをサンプルパッド（Ｃｅ
ｌｌｕｌｏｓｅ Ｆｉｂｅｒ Ｓａｍｐｌｅ Ｐａｄ）に均一に染み込ませた。テストスト
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リップ１枚あたりのサンプルパッド（5mm×17mm）に、６０μＬの５％ＢＳＡ／ＰＢＳが
含まれるように、サンプルパッドの面積と染み込ませる液量を適宜調整した。その後、サ
ンプルパッドを水平に保った状態で、室温で一夜以上かけて完全に乾燥させた。
【００５１】
１−６

ハーフストリップの作製

ハーフストリップは、トラスツズマブとコントロール抗体（抗マウスＩｇＧ抗体）が固
相化されたメンブレンおよび吸収パッドの２つで構成された予備検討用のストリップであ
る。試料と金コロイド標識第一抗体を含む溶液にメンブレンの一端（吸収パッドが連結さ
れていない方）を浸漬し、溶液を吸収パッドの方向に展開させて使用する。
ハーフストリップは以下の手順で作製した。

20

（１）メンブレンカードのサンプルパッドおよびコンジュゲートパッド貼付部を切り離す
（２）吸収パッドをメンブレンカードに貼付
（３）５ｍｍ幅に切断
（４）メンブレンにトラスツズマブを固相化（上記１−３参照）
（５）メンブレンに抗マウスＩｇＧ抗体を固相化（上記１−３参照）
【００５２】
１−７

ラテラルフローストリップの作製

ラテラルフローストリップは以下方法の手順で作製した。
（１）吸収パッドをメンブレンカードに貼付
（２）金コロイド標識第一抗体を保持させたコンジュゲートパッドを、メンブレンカード

30

に貼付
（３）ＢＳＡを保持させたサンプルパッドをコンジュゲートパッドに貼付
（４）５ｍｍ幅に切断
（５）メンブレンにトラスツズマブを固相化（上記１−３参照）
（６）メンブレンに抗マウスＩｇＧ抗体を固相化（上記１−３参照）
以下の実施例において、第二抗体を固相化した領域を「テストライン」と称し、コント
ロール抗体を固相化した領域を「コントロールライン」と称する。
【００５３】
〔実施例２：ハーフストリップによるＨＥＲ２タンパク質の検出〕
１．実験材料および方法

40

（１）試料
参考例１で調製したタンパク質抽出液を使用した。使用した細胞は、ＭＫＮ１、ＭＫＮ
７、ＭＫＮ４５、ＭＫＮ７４、ＡＧＳ、ＫＡＴＯＩＩＩ、ＨＧＣ２７、ＭＣＦ７（ネガテ
ィブコントロール）である。
（２）ストリップ
実施例１で作製したハーフストリップを使用した。テストラインの抗体（トラスツズマ
ブ）量は５μｇとした。
（３）検出方法
９６ウェルプレートを使用した。タンパク質抽出液からのタンパク質量が６０μｇ／ウ
ェル、ＢＳＡ濃度が３％／ウェル、実施例１の１−４−１で調製した金コロイド標識第一
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抗体の溶液量が１μＬ／ウェル、ウェルあたりの液量が１００μＬになるように試料を調
製した。ハーフストリップのメンブレンの一端を試料溶液中に浸漬して展開させ、テスト
ラインおよびコントロールラインの着色を観察した。テストラインの着色が目視で確認で
きるものを陽性と判断した。
【００５４】
２．結果
結果を図３に示した。図３の上段の数値は、上記参考例１においてデンシトメトリーで
定量した各細胞株のタンパク質抽出液におけるＨＥＲ２タンパク質濃度を示している。図
３から明らかなように、ＨＥＲ２発現レベルが高いＭＫＮ７で明瞭なシグナルを検出した
。また、ＭＫＮ７４、ＫＡＴＯＩＩＩおよびＨＧＣ２７でも弱いシグナルを検出した。こ
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の結果から、ラテラルフローアッセイにより、ＨＥＲ２陽性胃がんの検出が可能であるこ
とが示された。
【００５５】
〔実施例３：テストライン抗体量の検討〕
１．実験材料および方法
（１）試料
参考例１で調製したＭＫＮ７のタンパク質抽出液を使用した。
（２）ストリップ
実施例１で作製したハーフストリップを使用した。テストラインの抗体（トラスツズマ
ブ）量が１、３、５、１０または２０μｇである５種類を使用した。
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（３）検出方法
実施例２と同じ方法で行った。
【００５６】
２．結果
結果を図４に示した。図４から明らかなように、シグナル強度はテストラインの抗体量
に依存して増強された。この結果は、テストラインの抗体量を増減させることにより検出
感度を調節できることを示すものである。
【００５７】
〔実施例４：ラテラルフローストリップによるＨＥＲ２タンパク質の検出〕
１．実験材料および方法

30

（１）試料
参考例１で調製したＭＫＮ７およびＭＣＦ７（コントロール）のタンパク質抽出液を使
用した。
（２）ストリップ
実施例１で作製したラテラルフローストリップを使用した。テストラインの抗体（トラ
スツズマブ）量は５μｇとした。
（３）検出方法
タンパク質抽出液からのタンパク質量が２００μｇ、液量が１００μＬとなるように試
料を調製し、試料の全量をサンプルパッド部分に添加して展開させた。コントロールライ
ンおよびテストラインの着色を目視で観察した。

40

【００５８】
２．結果
結果を図５に示した。図５から明らかなように、ＭＫＮ７ではコントロールラインおよ
びテストラインのシグナルが認められたが、ＭＣＦ７ではテストラインのシグナルが認め
られなかった。
【００５９】
〔参考例２：ウエスタンブロッティング法による胃がん細胞株のＨＥＲ２発現の検討〕
１．実験材料および方法
（１）使用細胞（参考例１参照）
ヒト胃がん細胞株として、ＭＫＮ１、ＭＫＮ７、ＭＫＮ４５、ＭＫＮ７４、ＧＬＭ１、
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ＧＬＭ２、ＧＬＭ４、ＡＧＳ、ＨＧＣ２７を用いた。対照として、乳がん細胞株ＭＣＦ７
を用いた。
（２）タンパク質抽出液の調製
参考例１と同じ方法で、各細胞からそれぞれタンパク質抽出液を調製した。
（３）ウエスタンブロッティング
参考例１と同じ方法で、ウエスタンブロッティングを行った。
（４）ＥＬＩＳＡによる定量
ＥｒｂＢ２／Ｈｅｒ２ ＥＬＩＳＡ Ｋｉｔ（Novus Biologicals社、NBP1‑84823）を用
いて、各細胞から調製したタンパク質抽出液中のＨＥＲ２タンパク質濃度を定量した。定
量値は、溶液中のＨＥＲ２タンパク質濃度ではなく、溶液中の単位タンパク質量あたりの

10

ＨＥＲ２タンパク質量で表した。
【００６０】
２．結果
結果を図６に示した。上段がウエスタンブロッティングでＨＥＲ２タンパク質を検出し
た結果、中段がウエスタンブロッティングでβ−アクチンを検出した結果、下段がＥＬＩ
ＳＡによりＨＥＲ２タンパク質を定量した結果である。これらの結果から、ＧＬＭ１およ
びＧＬＭ４のＨＥＲ２発現レベルが非常に高く、次いでＭＫＮ７およびＧＬＭ２のＨＥＲ
２発現レベルが高いことが明らかになった。
【００６１】
20

〔実施例５：テストストリップの作製（２）〕
５−１

ストリップ材料

メンブレンには、ニトロセルロース膜（Merck Millipore社、HF13504）を使用した。サ
ンプルパッドおよびコンジュゲートパッドには、グラスファイバーパッド（Merck Millip
ore社、GFDX203000）を使用した。吸収パッドには、セルロースパッド（Merck Millipore
社、CFSP223000）を使用した。
【００６２】
５−２

使用抗体

実施例１で作製したテストストリップの第一抗体と第二抗体を逆にして、テストストリ
ップを作製した。すなわち、第一抗体には、トラスツズマブ（ハーセプチン（登録商標）
注射用６０、中外製薬製）を使用した。第二抗体には、抗ＨＥＲ２マウスモノクローナル
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抗体（HER‑2/ErbB2 Monoclonal Antibody (N24)、Thermo Scientific社、MA1‑12691）を
使用した。コントロール抗体には、抗マウスＩｇＧ抗体（Goat anti‑Mouse IgG

s、日本

製粉）を使用した。抗体の希釈には、実施例１と同じ抗体希釈液を使用した。
【００６３】
５−３

第二抗体の固相化

抗ＨＥＲ２マウスモノクローナル抗体および抗マウスＩｇＧをそれぞれ抗体希釈液で希
釈して、０．１μｇ／μＬの抗体溶液を調製し、スポット当たり１μＬの抗体溶液をマイ
クロピペットを用いてメンブレンに添着させた（抗体０．１μｇ／スポット）。抗ＨＥＲ
２マウスモノクローナル抗体は１箇所、抗マウスＩｇＧは２箇所にスポットした。メンブ
レンを５０℃で３０分乾燥させた。続いて、メンブレンを、ブロッキングバッファー（0.
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5%カゼイン、50mMホウ酸、pH 8.5）に浸漬し、室温で３０分間静置した。メンブレンを洗
浄・安定化バッファー（0.5% スクロース、0.05% コール酸ナトリウム、50mM Tris‑HCl、
pH 7.5）に移して浸漬し、室温で３０分以上静置した。メンブレンを引き上げ、ペーパー
タオル上に置き、室温で一晩乾燥させた。このようにして得られたメンブレンは、乾燥剤
と共にアルミパウチに入れて保存することができる。
【００６４】
５−４

コンジュゲートパッドの作製

５−４−１

第一抗体の金コロイド標識

トラスツズマブの金コロイド標識は、以下の手順で行った。
（１）ハーセプチン（登録商標）注射用６０を添付文書のとおりに溶解し、蒸留水で希釈
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して７０μｇ／ｍＬのトラスツズマブ溶液を調製した。
（２）２ｍＬの５０ｍＭ ＫＨ２ＰＯ４（pH8.0）に金コロイド液（Gold Colloid 40nm、B
BI solution社）１８ｍＬを加え、攪拌しながら２ｍＬの上記トラスツズマブ溶液を添加
した。
（３）さらに、１％ ＰＥＧ２００００を１．１ｍＬ加え、攪拌した。
（４）８，０００×ｇで１５分間遠心分離し、上清が１ｍＬ程度残るように余分な上清を
除去した。
（５）超音波洗浄機を用いて、残した上清に沈殿を分散させた。
（６）金コロイド保存バッファー（20mM Tris‑HCl (pH8.2), 0.05% PEG 20,000, 150mM N
aCl, 1%BSA, 0.1% NaN3）２０ｍＬを加え、攪拌した。
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（７）（４）および（５）を再度行った。
（８）２回目の（５）で得られた分散液５０μＬを分取し、金コロイド保存バッファー９
５０μＬを加えてＯＤ５２０を測定した。
（９）金コロイド保存バッファーでＯＤ５２０＝６．０になるように調製し、金コロイド
標識第一抗体の溶液を得た。
【００６５】
５−４−２

コンジュゲートパッドの作製

上記調製した金コロイド標識第一抗体の溶液５００μＬに、蒸留水５００μＬと金コロ
イド塗布バッファー（20mM Tris‑HCl (pH8.0), 0.05% PEG 20,000, 5% スクロース）１ｍ
Ｌとを混合し、軽く攪拌した。グラスファイバーパッド（300mm）１枚あたり、上記混合

20

液１．６ｍＬを均等に塗布した。パッドをデシケーターに入れ室温で一夜以上かけて減圧
乾燥を行った。乾燥後のコンジュゲートパッドは、シリカゲルを同封したビニール袋内で
遮光保存することができる。
【００６６】
５−５

ラテラルフローストリップの作製

縦６０ｍｍ×横３００ｍｍのイムノクロマト用バッキングシートの上端から１５ｍｍの
ところに、縦２５ｍｍ×横３００ｍｍのメンブレンの上端が来るように貼り付けた。メン
ブレンの下端はバッキングシートの下端から20mmとなる。次に、縦２０ｍｍ×横３００ｍ
ｍの吸収パッドの上端をバッキングシートの上端に合わせて貼り付けた。この際、吸収パ
ッドはメンブレンと５ｍｍほど重なる。次いで、縦８ｍｍ×横３００ｍｍのコンジュゲー
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トパッドを、その下端がバックシートの下端から１４ｍｍの位置となるように貼り付けた
。この際、コンジュゲートパッドの上端側２ｍｍほどが、メンブレンシートの上に重なる
。さらに、縦１８ｍｍ×横３００ｍｍのサンプルパッドの下端をバックシートの下端に合
わせて貼り付けた。この際、サンプルパッドの上端側は４ｍｍが、コンジュゲートパッド
の上に重なる。貼り合わせたシートを５ｍｍ幅に切断してラテラルフローストリップを作
製した。作製したラテラルフローストリップは、シリカゲルと共にアルミパウチに入れ、
室温で保存することができる。
【００６７】
〔実施例６：胃がん細胞株由来タンパク質抽出液中のＨＥＲ２タンパク質の検出〕
１．実験材料および方法

40

（１）試料
参考例２で調製した９種類のヒト胃がん細胞株由来のタンパク質抽出液を使用した。コ
ントロールとして、参考例２で調製した乳がん細胞株ＭＣＦ７由来のタンパク質抽出液を
使用した。
（２）ストリップ
実施例５で作製したラテラルフローストリップを使用した。
（３）検出方法
タンパク質抽出液からのタンパク質量が２μｇ、液量が１００μＬ（タンパク質濃度０
．０２ｍｇ／ｍＬ）となるように試料を調製し、試料の全量をサンプルパッド部分に添加
して展開させた。コントロールラインおよびテストラインの着色を目視で観察した。
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【００６８】
２．結果
結果を図７に示した。図７の上段の数値は、上記参考例２においてＥＬＩＳＡで定量し
た単位タンパク質量あたりのＨＥＲ２タンパク質量を示し、図７の中段の数値は、上段の
数値に基づいて算出したストリップ当たりのＨＥＲ２タンパク質量を示している。ストリ
ップ当たりのＨＥＲ２タンパク質量が１０ｎｇを超えると実施例５で作製したラテラルフ
ローストリップで検出できる可能性が図７より考えられた。
【００６９】
〔実施例７：試料中のＨＥＲ２タンパク質濃度の検討〕
１．実験材料および方法

10

（１）試料
参考例１で調製したＧＬＭ１のタンパク質抽出液を使用した。試料中の総タンパク質濃
度（μｇ／ｍＬ）が０．２、０．０２、０．００２、０．０００２および０．００００２
の５種類の試料を調製した。
（２）ストリップ
実施例５で作製したラテラルフローストリップを使用した。
（３）検出方法
各試料を１００μＬずつサンプルパッド部分に添加して展開させ、コントロールライン
およびテストラインの着色を目視で観察した。
【００７０】
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２．結果
結果を図８に示した。図８の上段の数値は試料中の総タンパク質濃度を示し、図８の中
段の数値はストリップ当たりのＨＥＲ２タンパク質量を示している。ストリップ当たりの
ＨＥＲ２タンパク質量が１０ｎｇを超えると実施例５で作製したラテラルフローストリッ
プで検出できる可能性が図８からも考えられた。
【００７１】
〔実施例８：異種移植片（Xenograft）由来試料およびヒト生検試料中のＨＥＲ２タンパ
ク質濃度の検討〕
１．実験材料および方法
（１）異種移植片（Xenograft）由来試料の調製

30

ＧＬＭ１およびＭＫＮ４５をそれぞれヌードマウスの皮下に接種し、腫瘍を形成させた
。上部消化管内視鏡検査時に使用する生検鉗子を用いて腫瘍組織からサンプルを採取し、
重量を測定した後、液体窒素中で保存した。採取した組織にＴ−ＰＥＲ Ｔｉｓｓｕｅ Ｐ
ｒｏｔｅｉｎ Ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ Ｒｅａｇｅｎｔ（Thermo Scientific社）を加え、
ホモジナイザー（ニッピ社, BioMasher II）でホモジナイズした。得られた組織溶解液を
遠心分離し（10,000×ｇ、４℃、５分間）、その上清をタンパク質抽出液として−８０℃
で保存した。使用時に融解して試験に供した。
（２）ヒト検体由来試料の調製
胃がん患者から採取した生検検体を使用した。ＨＥＲ２の免疫染色でＨＥＲ２陽性であ
ることを確認した症例の検体を使用した。対照として、同一患者の健常部の胃生検検体を
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使用した。上記（１）と同じ方法で、Ｔ−ＰＥＲ Ｔｉｓｓｕｅ Ｐｒｏｔｅｉｎ Ｅｘｔ
ｒａｃｔｉｏｎ Ｒｅａｇｅｎｔを加えてホモジナイズ、遠心分離してタンパク質抽出液
を調製し、−８０℃で保存した。使用時に融解して試験に供した。
（３）ストリップ
実施例５で作製したラテラルフローストリップを使用した。
（４）検出方法
上記（１）、（２）で調製した各タンパク質抽出液のＨＥＲ２濃度をＥｒｂＢ２／Ｈｅ
ｒ２ ＥＬＩＳＡ Ｋｉｔ（Novus Biologicals社、NBP1‑84823）を用いて算出した。上記
４サンプルを、超純水を用いてすべて２００倍に希釈し、その１００μＬをサンプルパッ
ド部分に添加して展開させた。コントロールラインおよびテストラインの着色を目視で観
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察した。
【００７２】
結果を図９に示した。図９の上段の数値はストリップ当たりのＨＥＲ２タンパク質量を
示している。図９から明らかなように、ＧＬＭ１由来の異種移植片（Xenograft）および
ヒト腫瘍部の生検検体において、ＨＥＲ２を検出することができた。この結果から、作製
したストリップを用いて、腫瘍組織からのタンパク抽出液でもＨＥＲ２タンパク質を検出
できることが示された。
【００７３】
なお本発明は上述した各実施形態および実施例に限定されるものではなく、請求項に示
した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を
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適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、本
明細書中に記載された学術文献および特許文献の全てが、本明細書中において参考として
援用される。
【符号の説明】
【００７４】
１

メンブレン

２

吸収パッド

３

コンジュゲートパッド

４

サンプルパッド

５

バックシート

６

抗ＨＥＲ２タンパク質抗体固相化領域

７

コントロール抗体固相化領域

【図１】
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【図３】

【図４】

【図２】

(20)
【図５】

JP WO2017/131066 A1 2017.8.3

【図７】

【図８】

【図６】

【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成29年7月7日(2017.7.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子とする抗体医薬の投与が有効ながん患者を選択する
ためのキットであって、がん組織中のＨＥＲ２タンパク質を検出するためのラテラルフロ
ーイムノアッセイ用テストストリップを含み、該テストストリップは、試料が流れる方向
の上流から順に、試料を添加するサンプルパッド、第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が保
持されたコンジュゲートパッド、第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が固相化された領域お
よび第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に結合する抗体が固相化された領域をそれぞれ異な
る領域にて有するメンブレン、ならびに吸収パッドが連結された構成を有し、前記第一の
抗ＨＥＲ２タンパク質抗体および第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体のいずれか一方に、前
記抗体医薬を用いることを特徴とするキット。
【請求項２】
前記抗体医薬が、トラスツズマブ、ペルツズマブおよびトラスツズマブ−エムタンシン
からなる群より選択されることを特徴とする請求項１に記載のキット。
【請求項３】
前記第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体がコロイド微粒子で標識されていることを特徴と
する請求項１または２に記載のキット。
【請求項４】
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前記第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に前記抗体医薬を用いることを特徴とする請求項
１〜３のいずれかに記載のキット。
【請求項５】
前記第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に前記抗体医薬を用いることを特徴とする請求項
１〜３のいずれかに記載のキット。
【請求項６】
前記メンブレンが、第三の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が固相化された領域、または、第
三の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が固相化された領域と第四の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が
固相化された領域を、それぞれ異なる領域であり、かつ、第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗
体が固相化された領域および第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に結合する抗体が固相化さ
れた領域のいずれとも異なる領域にてさらに含み、前記第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体
、前記第三の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体および前記第四の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体はそ
れぞれ異なる前記抗体医薬であることを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載のキッ
ト。
【請求項７】
被験者から採取されたがん組織から調製したタンパク質抽出液を試料とすることを特徴
とする請求項１〜６のいずれかに記載のキット。
【請求項８】
前記がん組織が生検組織であることを特徴とする請求項７に記載のキット。
【請求項９】
前記がん組織が上部消化管のがん組織であることを特徴とする請求項７または８に記載
のキット。
【請求項１０】
ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子とする抗体医薬の投与が有効ながん患者を選択する
方法であって、以下の工程（１）〜（３）を含むことを特徴とする方法：
（１）被験者から採取されたがん組織から試料を調製する工程、
（２）前記ＨＥＲ２タンパク質を治療標的分子とする抗体医薬を用いたラテラルフローイ
ムノアッセイにより前記試料中のＨＥＲ２タンパク質を検出する工程、および
（３）前記ラテラルフローイムノアッセイで陽性を示した被験者を選択する工程。
【請求項１１】
前記抗体医薬が、トラスツズマブ、ペルツズマブおよびトラスツズマブ−エムタンシン
からなる群より選択されることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
前記工程（２）において、試料が流れる方向の上流から順に、試料を添加するサンプル
パッド、第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が保持されたコンジュゲートパッド、第二の抗
ＨＥＲ２タンパク質抗体が固相化された領域および第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に結
合する抗体が固相化された領域をそれぞれ異なる領域にて有するメンブレン、ならびに吸
収パッドが連結された構成を有するラテラルフローイムノアッセイ用テストストリップを
用い、前記第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体および第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体のい
ずれか一方に、前記抗体医薬を用いることを特徴とする請求項１０または１１に記載の方
法。
【請求項１３】
前記第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体がコロイド微粒子で標識されていることを特徴と
する請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
前記第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に前記抗体医薬を用いることを特徴とする請求項
１２または１３に記載の方法。
【請求項１５】
前記第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に前記抗体医薬を用いることを特徴とする請求項
１２または１３に記載の方法。
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【請求項１６】
前記メンブレンが、第三の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が固相化された領域、または、第
三の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が固相化された領域と第四の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体が
固相化された領域を、それぞれ異なる領域であり、かつ、第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗
体が固相化された領域および第一の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体に結合する抗体が固相化さ
れた領域のいずれとも異なる領域にてさらに含み、前記第二の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体
、前記第三の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体および前記第四の抗ＨＥＲ２タンパク質抗体はそ
れぞれ異なる抗体医薬であることを特徴とする請求項１２または１３に記載の方法。
【請求項１７】
前記がん組織が生検組織であることを特徴とする請求項１０〜１６のいずれかに記載の
方法。
【請求項１８】
前記がん組織が上部消化管のがん組織であることを特徴とする請求項１０〜１７のいず
れかに記載の方法。
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