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抗体の作製 
 抗体は動物に免疫原を投与して作製する 

 抗原  ：抗体産生能（immunogenicity)と抗体結合能（specific binding)を持つ 
      それ自体で免疫原となり抗体を産生する 
 
 ハプテン：抗体結合能のみを持つ．担体と結合させて免疫原とする 
 
 抗原の一般的性質 
 ○分子の大きさ：MW>1000  分子量↑ → 免疫原性↑ 
 ○異物であること(not self)  
 ○L－アミノ酸からなるポリペプチド＞D-アミノ酸からなるポリペプチド 
   異なるアミノ酸が混在する polymers > 同じアミノ酸の多い polymers 
 ○芳香族の残基を持つアミノ酸： good determinants 
 ○構造の剛直性（Rigidity of structure） 
 ○Disappearance rate:：inversely related to immunogenicity 
 ○酸性の強いタンパク質：免疫原性が弱い 
 ○抗原決定基（immunogenic determinant, epitope）:random coil, loop 
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ハプテンと免疫原（Immunogen）の作製 
 ハプテン－担体結合物の作製 
  架橋剤を用いてハプテンを担体タンパク質に結合させる 
  ハプテンに対して抗体を作らせるには、高分子物質（主としてタンパク質や多糖 
  類）と結合させて免疫原性を付与する．担体はそれ自身免疫原性を持ちハプテン 
  －担体結合物で免疫すると、ハプテン部分と担体との両方に抗体が産生される 
  担体効果（carrier effect）：ハプテン－担体結合物で免疫する前に担体のみで免 
  疫しておくと、次にハプテン－担体結合物で免疫したとき、ハプテンに対する抗体 
  産生が増強される 
 
 架橋剤 
  アミノ基とアミノ基 （グルタールアルデヒドのようなビスアルデヒド） 
  チオール基とアミノ基 （ＧＭＢS， ＥＭＣＳ） 
       maleimide基（thiol基と結合）とN-succinimidｙｌ ester(amino基と結合）を 
  持つ 
  アミノ基とカルボキシル基（ＥＤＣ） 
   1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide 
  チロシンやヒスチジンを架橋するもの（ビスジアゾニウム塩） 
      （例えばbenzidineをジアゾ化）diazonium基を二つ持ち親電子試薬として働く 
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 一個のリンパ球はその細胞表面に一種類の抗原の1か所のエピトープを特異的に識別 
 する受容体を持っている 
 このような同質の抗体産生細胞のみの集合が単クローンであり、単クローンの細胞で 
 作られた抗体を単クローン抗体（monoclonal antibody)と呼んでいる 
 抗体過剰領域でも沈降反応を起こさない 
 親和性は一般に高くない 
 
 
 一方、ある抗原を認識する細胞を寄せ集めると抗原にある様々なエピトープを認識 
 することになるので産生された抗体は抗原を様々なエピトープで認識することになる 
 このような抗体産生細胞の集合が作った抗体をポリクローン抗体 
 (polyclonalantibody) と呼んでいる 

 
モノクローン（単クローン）抗体とポリクローン抗体 
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抗体をどう作るか 

 ポリクローナル抗体 
  免疫原をadjuvantと共に動物に投与する 
  Adjuvant（免疫補助剤、免疫増進薬） 
  抗原と混合したり組み合わせ投与することで免疫応答反応を増強させる物質の総称 
  
 Adjuvant効果：下記のいずれかひとつの効果を期待する 
  ○抗原を組織中に長く留め、徐々に長期間放出させるように不溶化、難溶化する 
  ○抗原をマクロファージに貪食されやすくする 
  ○免疫に関係する細胞を非特異的に活性化する 
   
  具体的な物質としては、 
  ・吸着性物質：明礬（K, Al, Cr）、水酸化アルミニウム、燐酸カルシウムゲル、 
         活性炭等 
  ・Water-in-oil emulsion：（流動パラフィン85＋界面活性剤15）適量の抗原水溶 
              液と混合することでwater-in-oil emulsionが作られる 
    ＝Freund’s incomplete adjuvant (FIA) （Freund, 1947） 
     微生物の死菌を加えるとFreund’s complete adjuvant となる 
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なぜ結核菌？ 
 結核の病巣に抗原を注入⇒その抗原に対する免疫反応が高まる（１９２０年代） 
 その後Ｆｒｅｕｎｄのｃｏｍｐｌｅｔｅ adjuvantが発表された 
 アジュヴァント効果は結核菌Mycobacteria  tuberculosisのみではない 
 細菌に特有の細胞膜を構成するペプチドグリカン（糖とペプチドの複合物質）の 
 一部である Muramyl dipeptide (MDP) がアジュヴァント活性の最小有効構造 
 であることが分かった． 
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ＭＤＰはどう働く？ 

 ＭＤＰや類似構造のadjuvant活性物質は、マクロファージを活性化する 
 フロイントの完全アジュバントは副作用が強く人体には使用できない 
 しかしＭＤＰには毒性や抗原性がない 
 そのため感染症治療、悪性腫瘍の治療に応用が可能である 
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免疫法 
 ○皮内多数個所に繰り返し投与する方法：比較的免疫原が多い時 
 ○リンパ節に直接投与する方法    ：免疫原が少量しかない時 
 
 免疫反応 
 免疫を行うと一次免疫応答（生体が初めて抗原に接した時の反応）では主として  
 IgM クラスが産生される 
 二次免疫応答（一次免疫応答の後、同じ抗原に再び接した時の反応．免疫記憶（註） 
 が生じているため応答速度は速く、血中抗体価も著しく上昇する）では主として 
  IgG クラスが産生される（クラススイッチといわれる） 
 
  註：免疫記憶とは一次免疫によって寿命の長い特異的T及びB細胞クローンが増加 
    することによる． 
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 ポリクローナル抗体は抗原のさまざまな場所に結合するため、抗原認識部位が特定 
 できず、他の構造類似の抗原との結合の可能性もあって特異性の面では難点がある 
 一方、見かけの親和性が高くなるというボーナス効果がある．抗原過剰領域では大 
 分子集合体を形成することによって沈降反応を起す 
 
 モノクローナル抗体 
  単一なクローンの抗体産生細胞を得るためにマウスなどをまず免疫しその動物の 
  脾臓から抗体産生細胞を取り出す 
    ↓ 培養系に持ちこむ 
  骨髄腫細胞（ミエローマ細胞）と融合（増殖性の獲得） 
    ↓ 限界希釈：細胞（ハイブリドーマ）が1ウェル当り1個となるように希釈 
    ↓ （クローン化） 
  培養液に分泌された抗体の性質を調べる 
  望むような抗体を産生する細胞のみに絞り増殖させる 
    ↓ 
  マウスの腹腔内に移植して更に増殖させる 
    ↓ 
  腹水中に分泌された抗体を収穫する 
 
 腫瘍細胞の増殖性と抗体産生細胞の機能とを併せ持ったハイブリドーマ（雑種腫瘍 
 細胞）を巧みに利用することで可能となったものである 
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抗体の精製 
 その１：γ－グロブリン分画にする 
     この場合にはむかしから行われている硫安分画が施行される 
     つまり５０％飽和硫安でグロブリン分画を沈殿させ、それを溶解して 
     ３３％飽和硫安とすることでγ－グロブリン分画を沈殿させる 
     最も大雑把な方法である 
 
 その２：IgG分画にする 
     イオン交換カラムやレクチンなどを用いたアフィニティー分画法でIgG 
     分画にまで精製する 
     この場合もやや大雑把と言えよう 
 
 その３：モノスペシフィック（monospecific）抗体にまで精製する 
     抗原を固相化した担体などを用いたイムノアフィニティー分画を行って、 
     その抗原にだけ反応する抗体を分画する 
     更に合成ペプチドを用いて特定の結合場所を認識する抗体を精製すること 
     もある 
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抗体の性質の吟味 （特にイムノアッセイのための） 

 力価 ( titer )  
   動物を免疫して得られた抗血清、或いはマウス腹水中の抗体量即ち力価は様々な 
  方法で調べられている 
 
 ○ 沈降反応により中和点を求める方法 
 
 ○ 後に述べるScatchard plotによって抗原の最大結合量を求める方法 
 
 ○ 使用する目的に沿った検討法 
 
 ELISAでは一定濃度の量の抗原をアッセイ用のウェルに吸着させ抗血清や抗体溶液を 
 希釈度を変えて加えることにより抗体量を知る（次の図） 
 
 RIA ではアッセイ系で使用する程度の標識抗原（約10,000 cpm）を試験管に分注し 
 倍々希釈（1,000倍程度から始めて）した抗血清を加えて反応させ加えた放射能と 
 抗体と結合した放射能の割合を調べる 
 加えた全放射能の３０－５０％程度が結合されるような希釈度（これが実際に使用 
 される抗血清の希釈度であるが）をもって抗血清の力価とする 
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ＥＬＩＳＡの手法による力価測定 
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 親和性  (Affinity, Avidity)  
  Affinity は単一のエピトープと抗体との親和性、Avidityは集合体としての 
  ポリクローン抗体と抗原との親和性を表すのに使用されることが多い 
 
  抗原との親和性は、結合定数 (Association constant, Ka)   または 
  解離定数 (Dissociation constant, Kd)によって表現される 
 
  抗原と抗体とが結合して抗原-抗体結合物の形成される反応（可逆反応）で 
  反応が平衡に達した時の抗原、抗体、抗原-抗体結合物の濃度（M）を 
  それぞれ [Ａｇ]，[Ａｂ]，[Ａｇ-Ａｂ]とすれば 
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 Scatchard plot により抗体の（親和性）結合定数を求める 
  一定濃度の抗体、Abo に様々な濃度の抗原を加えて行き平衡に達したと仮定し 
  よう．前記の数式で、抗体と結合している抗原の濃度をB、遊離型の抗原の濃度を 
  Ｆとすれば 
  [Ag-Ab] = B，[Ag] = F，[Ab] ＝ [Abo -B]であるから 
   Ka ＝ (B/F) x [Abo - B] 
  したがって、B/F = Ka[Abo - B] = -Ka[B – Abo] 
  RI 標識した抗原を使えば、B/F は結合型抗原と遊離型抗原の放射能の比として 
  求められるので、縦軸に B/F を取り、横軸に結合型抗原の濃度を取ると 

勾配が –Ka、横軸との交点（Ｘ-切片）が
Abo の直線となる 
これをScatchard Plotと言う 
この直線の勾配から結合定数を求めることが 
できる 
 
Abo は言い換えれば使用した抗体に結合する 
抗原の最大濃度を示すことになる 
したがって、Abo をBmaxと書き換えても 
良い 
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 抗体の特異性 
  物質特異性：他種の物質に対する交差反応性を問題とする 
           例えば構造の類似した物質間で 
  種特異性 ：同種の物質で動物種が異なる場合の交差反応性を問題とする 
        例えば同じ名前を持つ別な種のホルモンなど 
 
  RIA系を用いた特異性の検討例 
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 ＲＩ標識した抗原や交差候補物質を使って 
        非競合的反応により特異性を検討 
 
  標識した抗原（比較用）及び標識した候補物質を一定量とりそれに濃度を変えた 
  抗体を加える．そして抗体と結合した標識物質の量を調べる 
 
  標識抗原の場合抗体濃度を上げて行くと結合量が増大し、ついには100%近くなる 
 
  これに対して標識類似物質では交差しない場合には抗体濃度をいくら増加させても 
  結合は増大しない 
 
  交差性がある場合には抗体濃度が充分に高いと結合量は大きく増大する 
  部分的な交差でも同様である．この区別は困難 
 
  不純物として抗原が含まれている場合には抗体の濃度をいくら上げても結合は不純 
  物の含量以上には増大しない 
 
  両者に一長一短があるので両方行うのが好ましい 
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終わり 
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