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Three(GC-J4,MC-P2andMC-P4)outof丘Vemurinemonoclonalantibodies(mAbs)to

myelin-associated glycoprotein (MAG)boundtohumanmononuclearcells(MNC). The

resultsorthecompetitiveinhibitionassaysuggestedthatMC-P2andMC-P4binddirectly

toorclosetotheLeu7epitope,andthatGC-J4bindstotheepitope which isdistinct

from theLeu7epltOpe. TheelectrophoreticpatternsofimmunopreclpltateSWithGC-J4,

MC-P2andanti-Leu7from detergentlysatesofsurfacelabeledhumanMNCwereverysi-

milar. Thetargetmoleculesoranti-Leu7,MC-P2andGC-J4haveapparentmolecular

weightsof205,170,150,135,110,85,65and 55kDa,andtheyaremonomericornoncovalen-

tlyassociatedproteins. ThepatternsofimmunoprecipitateswithMC-P4wereslightlydi-

fferentfrom thosewithanti-Leu7andMCIP2. Theimplicationsoftheseresultsareas

follows:1)ThemAbwithspecificitytothecarbohydratepartofMAG reactswiththeLeu

7-reactivemoleculeonhumanMNC.2)Atleasttwoepitopesdetectedbyanti-MAG mAbs

coexistonthesurfacemoleculeswithvariousapparentmolecularweights.3)The丘neanti-

genicsf把CificityofMC-P4isdiHerentfrom･thoseofaLnti-Leu7orMC-P2.

Keywords:monoclonalantibody,myelin-associatedglycoprotein,mononuclearcells,

surracemarker.
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荒井: Myelin-associatedglycoprotein(MAG)モノクローナル
抗体と結合するヒトの リンパ球表面抗原の解析

Myelin-associatedglycoprotein(MAG)は ミエ

リンに微量に存在す る分子量 100kDa の糖蛋白で

あるl).脱髄性末梢神経障害を合併する IgM M 蛋白血

症の患者の M 蛋白のなかには MAG と結合するもの

があることが知 られている2)3).抗 Leu7抗体はヒト

の T細胞性白血病細胞である HSB-2を抗原として作

成された IgM モノクローナル抗体で,ヒトの リンパ球,

特に naturalkiller(NK)細胞の表面抗原を認識す

ると言われている4)が,イムノプロット法により MAG

と反応 し5)6)7I,特に MAG の糖鎖部分を認識すること

が兄いだされた8).患者血清中の抗 MAG 活性をもっ

た IgM M 蛋白と抗 Leu7抗体はともに,ヒト末梢神

経に存在する分子量 20-26kDaの糖蛋白8),ヒト末梢神

経から抽出された同一の酸性糖脂質と反応する9日0)など

抗原特異性が類似 している.両者と反応するヒト末梢神

経の糖脂質は硫酸基とグルクロン酸基をもったスフィン

ゴ糖脂質であるが,両者に対する抗原決定基の化学的構

造は異なっていると言われている川.

ヒトの リンパ球の約10%は家兎抗 ヒトMAG 抗血清

によって染色される12).また,抗 MAG モノクローナ

ル抗体と反応するヒトの リンパ球は largegranular

lymphocyteの形態を持ち131,NK細胞活性を示すユ3)

14)ことが知 られている.しかし,NK 細胞活性を示す

ヒトの リンパ球は均一ではない15日6日7)ので,抗 Leu7

抗体と抗 MAG モノクローナル抗体の微細抗原特異性

が異なるものであればヒトの リンパ球の表面抗原を検索

する際に有用なマーカーとな りうる,

ヒトのリンパ球表面抗原分子には,ヒト MAG の糖

鎖部分に特異性を持つ抗 MAGモノクローナル抗体と

反応する抗原決定基には少なくとも2種類有ることが分

かった.すなわち,1つは抗 Leu7抗体が結合する抗

原決定基 (Leu7epitope)と区別で きないもの,もう

1種類はそれと異なるものである.

イムノブロット法により HSB-2のホモジュネ- ト

を家兎抗 ヒトMAG 抗体と抗 Leu7抗体で染色する

と2本のバ ンドが検出された1別. しかし,抗 MAG 抗

体によって検出されるヒトの リンパ球上の表面抗原の性

質については明らかにされていない.抗 MAG モノク

ローナル抗体と抗 Leu7抗体の微細抗原特異性が異な

るならば,抗 MAG モノクローナル抗休は Leu7抗

原と異なる表面抗原とも反応する可能性がある.この点

について検討するため, 125Ⅰで表面標識 したヒトの リン

パ球を可溶化 したのち,免疫沈降し,SDS-ポ リアクリ

ルアミド電気泳動法によってこれらの抗体と反応する表
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面抗原分子を解析 した.

方 法

MAG の精製 :ヒト大脳白質から NortonとPod_

uslo19) の方法によりミエリンを精製 した. ミエ リンか

ら lithium 3,5-diiodosalicylate(LISト フェノール

法20)によって MAG を抽出し,ゲルろ過法により精製

した.

モノクローナル抗体の作成 :西沢らが報告したように,

LIS-フェノールで抽出された MAGで免疫した BALB

/Cマウスの肺細胞と P3-Ⅹ63-Ag8-6,5,3ミエロー

マ細胞を融合させた.-イブリド～マの培養上清中の抗

MAG 抗体活性を酵素抗体法 (ELISA)によって測定

し,抗休産生細胞 を限界希釈法によ りクローン化 し

た21).

-イプリドーマ細胞を,プ リスタン処理した BALB/

C マウスの腹腔に接種 して腹水を得た.アイソタイプ特

異的抗体を二次抗体として,ELISA に よ り各 モ ノク

ローナル抗体のアイソタイプを決定 した21).腹水を硫安

塩析 して免疫グロブリン分画を集め,MC-P2,MC-P4

ほ Sepharose4B を用いたゲルろ過法により.また,

GP-D3,GC-J4,GC-Plはアガロースに結合させた

抗マウス IgG 抗体を用いたアフィニティークロマ トグ

ラフイーによって精製 した.既知の免疫グロブリン濃度

を持つマウス基準血清 (MilesScientiBc)を標準とし

て,ELISA によ り免疫グロブリン濃度を測定 した14).

各モノクローナル抗体の名称とアイソタイプ21)を表1に

記載した.

表 1 125Ⅰ標識抗 Leu7抗体とヒトの リンパ球

との結合に対するモノクローナル抗体の抑

制効果

モ ノ ク ロ ー ナ ル 抗 体 50%抑制値(〟g/ml)名 称 isotype 特 異 性

抗 Leu7 ⅠgM 糖 鎖 0.86

MC-P2 ⅠgM 糖 鎖 0.04

MC-P4 ⅠgM 糖 鎖 0.46

GC-J4 ⅠgG1 糖 鎖 N.Ⅰ.(30)

GC-P1 ⅠgG1 糖 鎖 N.Ⅰ.(30)

モノクローナル抗体の特異性は.MAGのどの部分
と結合するかによって示 した.

N.Ⅰ.は抑制 しないことを,また ( )の値は検査
した最高濃度を示す.
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ヒトの リンパ球の調製 :静脈血から Lymphoprep

(Nyegaard)を用いた密度勾配嵐 L､法によってヒトの

末梢血 リンパ球を分離し,ナイロン･ウールによりB細

胞とマクロファージを除去した22I.

モノクローナル抗体の 125Ⅰ標識 :モノクローナル抗

俸 lo-40pF を 1,3,4,6-tetrachloro-3α.5α-di-

pheny1-glycoluril(Iodogen;PierceChemical)23)

24)の存在下で 200FECiの Na125Ⅰ(New England

Nuclear)と反応させ 125Ⅰ標識 した. 1%ウシ血清ア

ルブミン (BSA)を含む pH7.4のリン酸緩衝液 (PBS)

で平衡化した SephadexG-100 でゲルろ過 して未反

応の Na125Ⅰを除去 した.抗 Leu7抗体は Becton

Dickinson杜から購入した.

ラジオイムノアッセイ (RIA):125Ⅰ標識モノクロー

ナル抗体の二倍希釈系列をつくり,5×105個のヒトリン

パ球と30分間反応させた.反応は 1% BSA,0.1%アジ

化ナ トリウムを加えた PBS (RIA buffer)中で行 っ

た.リンパ球に結合 した放射能活性を AlokaAuto

WellGammaSystem (Aloka)で測定 した.

適度に希釈 した 1251標識モノクローナル抗休 50LLl

と他のモノクローナル抗体の二倍希釈系列 50J上1を予め

混合し,50JLlの RIA bu丘■erに浮遊させた 5×105個

のヒトのリンパ球に加えて 4oCで1時間反応させ,RIA

bufferで十分に洗浄 した後, リンパ球の表面に結合し

た放射能活性を測定 した.抑制試験の結果は% inhibi_

tionによって表した.

%inhibition-(noninhibited-experimental)/(no-

ninhibited-background)×100ここで,rioninhihited

は inhibitorのモノクロ-ナル抗体の代わりに RIA

buffer50JLlを加えたときの放射能活性,experimen-

talはinhibitorを加えたときの放射能活性を示す.

96穴マイクロタイタ一 ･プレートに 100/上g/mlの抗

MAG モノクローナル抗体 (MC-P2,MC-P4,GC-

J4)40〃1を加えて 2時間放置してモノクローナル抗体

を吸着させ,RIA bufferで十分に洗浄 した後 125Ⅰ標

識抗 Leu7抗体 20plと室温で 1時間反応させた.プ

レー トを洗浄後,放射能活性を測定 した.

表面標識及び免疫沈降法 :ナイロン･ウール非付着細

胞約 5×107個を PBSで十分に洗浄し,10JH の 10-

dogen を触媒 として 500/上Ciの Na1251と反応させ

た23)24).標識された リンパ球を洗浄 し,0.5% (W/v)

NonidetP40(NP40;ShellChemical)を含む NaCl-

EDTA-Tris(NET)buffer(150mM NaCl,5mM

EDTA,50mM γris,0.02%アジ化ナトリウム)700〟1

に浮遊させ10分間振塗した.27,000×g,30分間遠心 し

て得た上清をホルマリン固定 した黄色 ブ ドウ球菌 Co_

wanI珠 (Sac)100mgで吸収する操作を2回行った.

上清 100plに各種抗 MAG モノクロ-ナル抗体ある

いは対照として BALB/Cマウス血清 15JLlを加え1時

間反応させた.用いたモノクローナル抗体は いずれ も

SaCの proteinA と強 く結合 しないので,抗マウス

免疫グロブリン抗体を加えて免疫複合体を形成させた.

すなわち,BALB/Cマウス血清,抗 Leu7抗体,MC-

P2,MC-P4に対 してヤギ抗マウス IgM 抗血清を.

一方,GC-J4,GC-Pl,GP-D3に対 してはヤギ抗マ

ウス IgG 抗血清を用いた.免疫複合休は Kesslerの

方法25)に従って SaC に吸着させた.SaC を十分に洗

浄した後 SDSsamplebuffer50JLlを加えて免疫複

合体を可溶化した.

SDS-ポリアクリルアミド電気泳動 (SDS-PAGE)及

びオー トラディオグラフイー:Laemmliと Favreの

方法26)に従い,7.5%ポ リアク リルア ミド･ゲル上で

SDS-PAGE を行った.二次元電気泳動 (diagonal

SDS-PAGE)では,先ず非還元条件で SDS-PAGE

を行い,レーンを切 り出して5%2-メル カ プ トエ タ

ノールを含む SDS-samplebufferに浸 したのち第

二のゲルに載せ,還元条件で SDS-PAGEを行った.

ゲルをクマシー ･ブルーで染色 し,乾燥後 -70oCで

KodakXAR-5フイルムに密着させ感光させた.

結 果

125Ⅰ標識 MC-P2,MC-P4,GC-J4はヒトの リン

パ球表面に結合した.これ らの抗 MAG モノクローナ

ル抗体が結合する抗原決定基が Leu7epitopeと異な

るかどうか検討するため,125Ⅰ標識抗 Leu7抗体とヒ

トのリンパ球との結合をこれらのモノクローナル抗体が

濃度依存性に抑制するかどうかを調べ,結果を図 1に示し

た.MC-P2,MC-P4は濃度依存性に抑制しており,

30FLg/mlの濃度では抗 Leu7抗体と同程度に抑制 し

た.一方,GP-D3,GCIJ4,GC-Plは抑制しなかっ

た.125Ⅰ標識抗 Leu7抗体とヒトのリンパ球との結合

を50%抑制するのに要するモノクローナル抗体の濃度を

計算し50%抑制値として表1に示 した.モノクローナル

抗体溶液の中に,抗 Leu7抗体の paratopeと結合す

る抗体が混入している場合にも同様の結果が得られる可

能性がある.しかし,固相法 RIA では,125Ⅰ標識抗

Leu7抗体と MC-P2,MC-P4とは結合せずこの可

能性は否定された.逆に,抗 Leu7抗体は 125Ⅰ標識
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図 1 1251標識 した抗 Le u7抗体とヒトのリンパ球

との結合に対する抗 MAG モノクローナル

抗体による抑制効果

モノクローナル抗体の種類は次の通りである.

抗 Leu7抗休 (□),MC-P2(■),MC-P4(▲),

GC-J4(●),GC-Pl(○),GP-D3(△).
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図 2 1251標識 した抗 MAG モ/クローナル抗体

とヒトの リンパ球との結合に対する抗 Leu71
抗体による抑制効果

1251標識 した抗 MAG モノクローナル抗体の種

類は次の通 りである.

MC-P2(■),MC-P4(▲),GC-J4(●).
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図 3 1251標識 した MC-P2(A)あるいは MC-P4(B)とヒトの リンパ球との

結合に対する MC-P2(■)と MC-P4(▲)による抑制効果
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した MC-P2∴MC-P壕とヒトの リンパ球 との結合を

抑制 したが,GC-J4との結合を抑制 しなかった (図

2).

1251標識した MC,-P2肯'るいは MC-P上IとヒトLn

リンパ球との結合を h･･IC-P2と h･EIC-P4ほほほ同様

と MC-P4epiもopeが異なるとは言えなかった書

抗 h/IAG モ ノクローナ′し抗体および抗 IJeu7抗体

と結合する,ヒト〔ハリンパ球表面抗原の生化学的解析.

ヒトB細胞裏面のさまざまなアイソタイプの免疫グE3ブ

特異的な結合による影響を抑えるため,ナイロン｡ウ-

ルによりB細胞を除去 し.さらに 量25Ⅰ標識 した表面抗

原の抽出液を SaCで 2回吸 収 してから免疫沈降法 を

行--,た.SDS-PAC,FJをjトーfIJT:JL･'Jlオ･-トーラジオグ

ラムを図1に示 した.Ig九･･･iT;tf本の対照としての BAIJB

fcマウス血清,および IgG 抗体の対照としての GP-

D3,GC-Plによる沈降物n SDS一･l'AGF,では.お

のおの80,60,55,50,45kDaのバ ンドがみられ,非特

異的をこ免疫複合体に取 り込まれたかあるいは SaC と結

図 4 モノJ/u-ナノし抗体圭結合するといりllン′ヾ球

表面抗原のSDS-ポリアクリルアミド電気泳動
ベ9-ン

免疫沈降法で用いた抗体は次の通 りである.

BALBIcマウス血清 (レ-ン l), 抗 L哲u7抗体

紙 GC-離日こレーン5),GP-D3(レーン6),GC-
PlLL,-I--),7).

分子意の標準物質は次の通 りである.

ミオシンし200kI.):=1),ii-ガ二)′′トシ{ン■~-ゼ(116kt)L江
フォスフ身リラ-ゼ B(92.5kDa),ウシ血清アルブ

ミン(66,2kDa),卵白アルブミン拍5kDa).

合した物質と考,t吊 1る.抗 Leu7抗体,～,,,IC-P2,

GC-J4iこよる沈降物の SDS-PAGEのバターンは非

常に蛾似してお il,205.170,150,135.,110,85.65,65,

55kD級の8本のバ ンドは これらのモノクローナル抗体

と特異的に結合した物質を示している.hp,IC-Pilによる

沈降物の SDS-PAGEのパターンにもこれ らのバンド

がみられるが,2つの特徴を持 ってい る.つ ま り,65

kl)aL')′ヾンドが他LT)モノウL=7-ナ,L抗体Jl沈降物で見

られたものよりも明らかに磯いこと,また,5紬Daの

バンドがみられたことである.このことから,MC-P鐘

は 65kl_)aL71/I)(-;.こ.対す る糾相性が杭 1_Jeu7抗体.

MC-P2,GC-J4よりも高 く書またこれ らの抗体 とは

微細抗原特異性が異なることを示 している.di盈瞥On8.i

SDS-PAGEのパターンでは,全てのスポットが対角

線 L-I.に見られ.抗 1_Jeu7抗体.A:TC-1｡2,MC-P4.

GC-調 と結合する表面抗原分子はモノマ-と考えられ

ち.

考 察

ヒトの リンパ球の約10%は家兎抗 ヒト MAG 抗血清

をこよって染色される12㌧ 二重染色により,家兎抗 ヒ ト

MAG 抗血清で染色されると卜の リンパ球の 95%以 虹

杭1111清で染色されるr)ンバ球の50-90等が抗 Ⅰ.elユ7抗

体により毅色された27).DobeTSen ら呈31は,ヒトMAG

の糖鎖部分に特累性をもつモノクロ-ナル抗体を用いた

美験でIL)LJ様L/'溜1-Etlを得て .抗 MA(トモノツu-ナ･JL抗

体は抗 Leu7抗体は閲-あるいは近接 した抗原決定基

と結合するが,親和性がよ り低い可能性を示唆 した.

Tanakaド-'ぼ寵兎杭 ヒ ト h･.･lAG fILllfTl溝と結合するf'Ll'.

僚決定基は I｣eu7epitopcを含むか軒̀もし､はこ恒 こ近

接 している可能性があること息嶺3,こユ-ラミニダ-ゼ処

理 したヒトハ りン′＼球は抗 ヒト MA〔',抗Ifl高雷で染色さ

れる割合が増加するのをこ対 し,抗 Leu7抗体で染色さ

れる割合は変わりないことから,これらの抗体と結合す

る抗原決定基の構造が異なる可能性を示 した28).

抗 MAG 抗体 と反応するヒトの リンパ球は N琵 細

胞活性を示す旦3日壇)ことが知 られている.しか し,表面

抗原の点からは,NK 細胞活性を示す と卜の リンパ球は

禽する抗原決定基と Leu7epiもopeの関係を明らかをこ

すること(上 ヒトn r)ンJヾ球の表rl11J抗頂の分析に有用で

ある.

Kuba監aW段 ち29)は,抗 Leu7抗体と反応すると卜
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のリンパ球表面抗原を SDS-PAGE で95および 110

kDaのバ ンドとして検出したと報告した.HSB-2の

ホモジェネ- トのイムノプロット法による分析では,

抗 Leu7抗体,家兎抗 ヒトMAG 抗血清,末梢神経

障害を伴う IgM M 蛋白血症患者の血清と反応する2

本のバンドが検出され18),またヒトMAG の糖鎖部分

に特異性を持つ抗 MAG モノクローナル抗体では 80-

150kDaの間に数本のバンドが検出された30).我々は表

面標識したヒトのリンパ球表面抗原の SDS-PAGEで

抗 Leu7抗体と結合する205,170,150,135,110,85,65,

55kDaのバンドを検出した.MC-P2,GC-J4と結

合する表面抗原も SDS-PAGEでは同様のパターンを

示した.MC-P4ではこれらの他,58kDaのバンドも

検出された.数本のバンドが検出されたが,Iodogenに

よる 125Ⅰ標識では生細胞を殆ど障害しない23】ので,細

胞質内の表面抗原前駆物質を検出している可能性はない

と考えられる.しかし,表面抗原が実験中に分解した可

能性は完全には否定できない.

抗 Leu7抗体と反応する表面抗原分子は単一でない

にもかかわらず,MC-P2と MC-P4が抗 Leu7抗

体とヒトのリンパ球との結合をほぼ完全に抑制したこと

から,抗 Leu7抗体と反応する表面抗原分子のほとん

どすべてにおいて,MCIP2,MC-P4は Leu7epi-

tope自体あるいはそのごく近傍に結合すると考えられ

る.この場合,抗休の50%抑制値が小さいほど親和性は

高いので,Leu7抗原分子に対する親和性は,MC-P2,

MC-P4,抗 Leu7抗体の順に低 くなっていると考え

られる.ヒトの リンパ球 との結合を,抗 Leu7抗体

と GC-J4ほ互いに抑制しないので,GC-J4に対す

る抗原決定基は Leu7epitopeと明らかに異なる.し

かし,免疫沈降法による分析では GC-J4が反応する

分子は抗 Leu7抗体が反応する分子と区別できないの

で,GC-J4epitopeは Leu7抗原分子の上に存在す

ると考えられる.以上から,抗 Leu7抗体.MC-P2,

MC-P4,GC-J4が結合する表面抗原分子は,分子量

の異なる糖蛋白でありながら,非常に類似した構造の糖

鎖部分を持っていると考えられる.

抑制試験の結果からほ,MC-P2epitopeはMC-P2

epitopeあるいは Leu7epitopeと区別できなかった.

しかし,イムノブロット法によるミエリンの染色パター

ンが MC-P4と MC-P2では異なる21)こと,免疫沈

降法によるヒトのリンパ球表面抗原の SDS-PAGEパ

ターンが MC-P4と MC-P2あるいは抗 Leu7抗

体とで異なることから MC-P4の微細抗原特異性は,

387

MC-P2あるいは抗 Leu7抗体と異なると考えられ

る.以上から,MC-P4,GC-J4,抗 Leu7抗体はい

ずれも Leu7抗原分子と結合するが,それぞれに対応

する抗原決定基は基なっている.したがって,細胞の分

化の過程あるいは腫癌化による変化,または allotypic

な構造の変化が Leu7epitopeの近傍に起こっている

場合にはこれらの抗体の反応性に解離がみられる可能性

があり,有用なマーカーとなることが期待される.

本研究をご指導下さいました新潟大学脳研究所神

経内科宮武正教授に深謝いたします.またご協力下

さいました新潟大学脳研究所神経内科佐藤修三講師,

田中正美,西沢正豊,犬塚貴‥馬場広子先生に深謝

いたします.
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