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研究成果の概要（和文）：本研究では，タンパク質性リガンド由来のペプチド断片を抗体可

変領域に対して導入することにより，機能抗体作製手法の開発を目指した結果，相補性決

定領域に外来ペプチドを挿入したペプチド断片移植抗体を作製することができた．また，

数種類のペプチド断片移植抗体の作製を試みたところ，哺乳類細胞を用いて安定的に調製

可能であることがわかった．以上の知見に基づき，哺乳類細胞発現系を利用し，ペプチド

断片移植抗体の選択系を構築することによって，様々な標的分子に対する機能抗体を高効

率に作製する手法の確立に向けて展開できると期待される． 
 
研究成果の概要（英文）：In this study, to develop a method for generating functional 
antibodies, we grafted the peptide fragment, which was derived from the proteinous 
ligand, onto the variable region of a human antibody. As the results, we succeeded 
in preparing the peptide-grafted antibody in which an extraneous peptide fragment 
was inserted into the complementary determining region. We also constructed robust 
mammalian expression system of peptide-grafted antibodies. These results encouraged 
us to enable highly efficient generation of functional antibodies with specificity 
for the various target molecules. 
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１．研究開始当初の背景 
 
 近年，医薬品産業における抗体医薬開発の
重要性はますます高まっている．治療用抗体
の多くはアンタゴニストあるいはアゴニス
トであることから，機能抗体を効率的に作製
する手法に関する基盤技術の重要性は今な
お高い．現在では種々のモノクローナル抗体

作製法が報告されているが，いずれかの手法
により標的分子特異的抗体を取得できたと
しても，アンタゴニストあるいはアゴニスト
活性を有する機能抗体を取得できるか否か
は偶然性によるところが大きい． 
 元来優れた分子認識能を持つ抗体に天然
のタンパク質性リガンド由来のペプチド断
片を導入し，高機能化を図ることによって，
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医薬として十分な活性を有する機能抗体の
作製を目指した．これらの手法を確立するこ
とによって，機能抗体を効率良く作製可能で
あり，抗体医薬開発への貢献が期待できる． 
 
２．研究の目的 
 
 本研究では，ヒト抗体の可変領域に対して
タンパク質性リガンド由来のペプチド断片
を導入し，アンタゴニストあるいはアゴニス
ト活性を有する機能抗体を高い効率で作製
する手法の確立を目指した． 
 
３．研究の方法 
 
(1)ペプチド断片移植抗体の設計 
 本研究では，ヒト抗体可変領域に対して，
ヒト上皮増殖因子(EGF)由来のペプチド断片
の導入を試みた．EGF と EGF 受容体(EGFR)の
複合体結晶構造に基づいて，相互作用に関与
すると考えられる EGF由来ペプチド断片を選
定した．EGF 由来ペプチド断片を相補性決定
領域(CDR)に挿入した複数種の抗体配列に対
して，各々構造モデルを構築し，ペプチド導
入箇所を決定した． 
 
(2)ペプチド断片移植抗体の発現・調製 
 EGF 由来ペプチド断片を挿入したヒト抗体
可変領域遺伝子を合成し，大腸菌発現系を構
築した．形質転換体から得た不溶性タンパク
質をグアニジン塩酸で可溶化後，金属キレー
トアフィニティークロマトグラフィーを用
いて精製し，希釈法による巻き戻し操作を行
った．また，ペプチド断片移植抗体遺伝子の
哺乳類細胞発現ベクターを作製し，ヒト胎児
腎細胞株 HEK293T を用いて，抗体遺伝子を発
現させた． 
 
(3)ペプチド断片移植抗体の機能評価 
 作製したペプチド断片移植抗体を用いて，
フローサイトメトリーにより EGFR を過剰発
現するがん細胞に対する結合活性を評価し
た． 
 
(4)変異型ペプチド断片移植抗体の作製 
 標的分子に対する結合活性を高めるため
に，導入した EGF 由来ペプチド断片の根元に
位置する領域に対して，スペーサー配列を導
入した． 
 
４．研究成果 
 
(1)ペプチド断片移植抗体の設計 
 構築した構造モデルに基づき，ヒト抗体重
鎖可変領域の 2 番目の CDR に対して，EGF 由
来ペプチド断片を挿入した． 
 

(2)ペプチド断片移植抗体の発現・調製 
 大腸菌分泌発現系を用いて，可溶性タンパ
ク質として調製を試みたが，目的タンパク質
の大部分は不溶性画分に存在していた．得ら
れた不溶性タンパク質を用いて，希釈法によ
り巻き戻し操作を行い，可溶性ペプチド断片
移植抗体を調製することができたが，その収
量は僅かであった．今後，巻き戻し条件の更
なる検討が必要であると考えられる．一方，
哺乳類細胞発現系を用いて，大腸菌の場合と
同様に分泌発現を試みたところ，培養上清に
目的タンパク質の存在を確認できたことか
ら，可溶性タンパク質として調製することが
できた． 
 
(3)ペプチド断片移植抗体の機能評価 
 フローサイトメトリーにより EGFR 陽性細
胞に対する結合活性を評価した結果，コント
ロール抗体と比べて有意な結合を確認でき
なかった．結合活性を示さなかった原因とし
て，①導入した EGF 断片が分子表面に十分露
出していない，もしくは②EGF の断片化によ
り結合力が著しく低下した可能性を考えた． 
 
(4)変異型ペプチド断片移植抗体の作製 
 (3)の結果から，導入した EGF 断片を分子
表面に露出させるために，EGF 断片の根元に
位置する領域に対して柔軟性の高いスペー
サー配列を挿入した変異体を作製した．(3)
と同様に，抗原結合活性を評価した結果，有
意なピークシフトを観測できなかった．柔軟
性の高い配列の導入によって，結合に伴うエ
ントロピー損失が大きくなったため，結合力
の向上に繋がらなかったと考えている． 
 
本研究では，ヒト抗体可変領域に対して，

タンパク質性リガンドに由来するペプチド
断片を導入したペプチド断片移植抗体を作
製した．ペプチド断片移植抗体は，哺乳類細
胞を用いることで安定的に調製可能である
ことがわかった． 
本研究期間中に達成し得なかったが，構築

した哺乳類細胞発現系を利用し，ペプチド断
片移植抗体の選択系を構築することによっ
て，効率的な機能抗体作製法の確立に向けた
展開が期待される． 
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