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T細胞受容体β鎖可変領域レパトワの解析
内山 孝由１）・成田美和子１)・小南 亜紀２)・大岩 恵理１)
岩渕 南１)・岩谷 俊平１)・西澤 幹則１)・高橋 益廣１)

Key words：T細胞受容体（TCR），β鎖可変領域（Vβ）レパトワ，細胞傷害性T細胞（CTL），CD8陽性（CD8+）T細胞
要旨 抗原特異的細胞傷害性T細胞（CTL）のT細胞受容体（TCR）β鎖可変領域（Vβ）レパトワの同定は，
より効果的なCTLを用いた免疫療法の確立に有効であると考える。そこで本研究では，混合リンパ球ペプチ
ド培養（MLPC）法により誘導した抗原特異的CTLのTCR Vβレパトワ解析を行った。
培養前の健常人末梢血単核球を用いたTCR Vβレパトワ解析では，CD8+T細胞は個々に異なる使用頻度で
24種類のTCR Vβを使用していた。培養後，CD8+T細胞中のCTLの割合が高いウェルの多くでは，単一の
TCR Vβの使用が確認された。いくつかのウェルにおいては，oligoclonalなTCR Vβの使用が見られた。
ヒト白血球抗原（HLA）
-A*24:02に拘束性を有する９残基のペプチドを用いた本検討において，誘導CTLは，
moloclonalではなく，oligoclonalなTCR Vβを使用していることが示唆された。

緒言
人が暴露しうる膨大な数の外因性抗原に対する獲得
免疫の応答能力は，B細胞やT細胞上に発現している
受容体に高く依存している。末梢血中を流れるT細胞
上に発現しているT細胞受容体（TCR）の主体は，α
とβヘテロダイマー鎖からなる膜糖タンパク質であ
り，TCRによって主要組織適合性遺伝子複合体（MHC）
クラスⅠまたはⅡ上に提示された抗原ペプチドを認識
する（1, 2）。αβヘテロダイマーはそれぞれポリペプ
チド鎖からなり，いずれも可変部（variable region: V）
と定常部（constant region: C）を持ち，２本鎖の可変
部で抗原およびMHC分子と結合する。可変部のうち
抗原ペプチドに対する特異性を決めているのが，7～
23の ア ミ ノ 酸 か ら 成 る ３ つ の 相 補 性 決 定 領 域
（complementarity determining region: CDR） で あ り，
特に３番目のCDR3が結合への寄与が大きいと考えら
れている（3）。CDR3の抗原認識部位は，variable（V），
diversity (D)，そしてjoining（J）遺伝子断片で起こる
大規模な遺伝子再構成により形成され，さらにCDR3

の多様性は，TCRαにおいてはV-J，一方TCRβにお
いてはV-D-J遺伝子断片の接合部におけるヌクレオチ
ドの挿入や欠失により生じる（4-6）。
CD8陽性（CD8+）T細胞は，ウイルス感染細胞や腫
瘍細胞の除去において重要な役割を担っている（7-9）。
CD8+T細胞の活性化には，抗原由来ペプチドが抗原提
示細胞により提示されることが必要である。これまで
の研究において，様々な抗原由来ペプチドが同定され，
ペプチドワクチン成分として利用されてきた。例えば，
小児悪性腫瘍の原因遺伝子であるウィルムス腫瘍遺伝
子（WT1）がある。WT1ペプチドワクチン療法では，
ペプチドワクチン投与例においてWT1特異的な細胞
傷害性CD8+T細胞（CTL）が誘導され，結果として白
血病細胞の減少や固形腫瘍の退縮効果を示したことが
報告されている（10, 11）。さらに，ヒトサイトメガロ
ウイルス（CMV）では，その構造タンパク質である
pp65由来ペプチドによりMHCクラスⅠ拘束性CTLの
誘導例の報告もされている（12, 13）。しかし，これま
では，抗原特異的CTLの末梢血中の出現頻度などは報
告されているが，クローン性のような誘導CTLの質的
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研究は行われていない。
そこで本研究において，より効果的な免疫療法の確
立のために，誘導された抗原特異的CTLのTCR Vβレ
パトワの解析を目的とした。その結果，９残基のヒト
白血球抗原（HLA）-A*24:02拘束性ペプチドを用いて
誘導したCTLが使用しているTCR Vβは，単一ではな
くオリゴクローン性の特徴を持つことが示唆された。
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液 を100 µlず つ96-well U-bottom plateに，3×10５ cells/
wellでペプチド終濃度10 µg/ml（mWT1ペプチド）また
は5µg/ml（CMVpp65ペプチド）となるように播種した。
3日後に50 U/mlのIL-2添加5% AS加RPMI1640培地
（MLPC
培地）を100 µlずつ各wellに加えた。その後２日毎に半
分の培地を新しいMLPC培地と交換した。培養開始２
週間目よりCD8+mWT1/major histocompatibility complex
（MHC）
tetramer+細胞およびCD8+CMVpp65/MHC tetramer+
細胞をフローサイトメトリーで解析（tetramer解析）
した。

末梢血単核球
（peripheral blood mononuclear cell;PBMNC）
の分離
フローサイトメトリーによる解析
健常成人，WT1ペプチドワクチン投与健常人コン
使用した抗体およびtetramerは，
fluoroescein isothiocyanate
トロール例またはCML例患者に対して十分な説明の （FITC）標識抗体: IgG1（BD Biosciences, San Jose, CA）
,
後，末梢血を採取した。採取した末梢血を1,160×gで
CD8（Biolegend, San Diego, CA, USA），phycoerythrin
30分間遠心し，血漿を分離した。血漿を新しい試験管 （PE）
標識抗体: IgG1, CD8
（BD Biosciences）
, mWT1/MHC
に移し，終濃度5 U/mlのトロンビン（ミドリ十字，大
tetramer（HLA-A*2402 WT1（mutant）tetramer –
阪）を加え，37℃で24時間反応させた。その後，1,160
CYTWNQMNL-PE, 医学生物学研究所，
長野）
，
CMVpp65/
×gで20分間遠心分離し，血清を得た。
MHC tetramer（HLA-A*2402 CMVpp65 –tetramer –
血漿分離後の残りの血球に分離した血漿と同量の
QYDPVAALF-PE, 医学生物学研究所）である。培養細
100U/ml penicillin / 100µg/ml streptomycin（Life
胞を回収後，細胞にFcγレセプターブロック試薬と各
Technologies Corporation, Carlsbad, CA） を 添 加 し た
染色抗体を加え，
4℃，
20分間染色した。
染色後，
phosphate
Roswell Park Memorial Institute（RPMI）1640培地（Life
buffered saline（PBS）で１回洗浄し，FACSCalibur（BD
Technologies Corporation） を 加 え， 十 分 に 混 和 後，
Biosciences）で測定し，CellQuest Pro（BD Biosciences）で
Lympho prep（Axis-Shield Poc AS, Oslo, Norway）の上
解析した。
に静かに重層し，800×gで30分間遠心した。その後，
中間層よりPBMNCを新しい試験管に移し，RPMI1640
TCR Vβレパトワ解析
を加えて混和し，300×gで10分間遠心を行った。上精
tetramer解 析 の 結 果 か ら，CD8+T細 胞 中 に お け る
CD8+MHC/tetramer+細胞の割合が高かったウェルの細
を除き，さらにRPMI1640を加えて混和後，200×gで
胞をさらに１週間培養した。１週間後，それぞれのウェ
10分間遠心を行った。この沈殿したPBMNCを5%自己
ルの細胞を２つのウェルに分けて，さらに１週間培養
血清（5% AS）添加RPMI1640培地で洗浄・浮遊し，
した。次いで，分離培養を行った細胞を48ウェルプレー
ト リ パ ン ブ ル ー 色 素 排 除 試 験 法（trypan blue dyeトの１つのウェルに合わせて播種し，さらに１週間培
exclusion test）によって生細胞数を求めた。
養した。増殖培養後，培養細胞のtetramer解析を行い，
検出可能なCD8+MHC/tetramer+細胞を含む培養細胞につ
サイトカインとペプチド
いてTCR Vβレパトワ解析を行った。解析にはIOTest
interleukin-2（IL-2:シ オ ノ ギ 製 薬， 大 坂 ）， 改 変 型
Beta Mark TCR Vβ Repertoire Kit（Beckman Coulter,
WT-1ペプチド（mWT1, CYTWNQMNL, Neo MPS, San
Marseille, France）を用いて，付属のプロトコルに従っ
Diego, CA）
，
CMVpp65ペプチド
（CMVpp65, QYDPVAALF,
て行った。
フナコシ，東京）を用いた。
混合リンパ球ペプチド培養法
（mixed lymphocyte peptide
culture: MLPC）
PBMNCを5% AS添加RPMI1640で3×10６cells/mlに調
整し，ペプチド（mWT1またはCMVpp65ペプチド）
を加え，十分に混和した。PBMNCとペプチドの混合

結果
健常人末梢血単核球（PBMNC）のTCR Vβレパトワ解析
本検討において，まず健常人PBMNCのTCR Vβレ
パトワの解析を行った。培養前の健常人PBMNCの解
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析では，本検討で調べた24種類のTCR Vβ遺伝子が
様々な割合で使用されていた（図1a）
。さらに，本検
討 でTCR Vβ レ パ ト ワ 解 析 を 行 っ た ４ 人 の 健 常 人
PBMNCを比較した（図1b）
。その結果，全ての健常
人PBMNCにおいて，24種類全てのTCR Vβ遺伝子を
様々な割合で使用していることが分かったが，それぞ
れのTCR Vβ遺伝子の使用頻度は個々の健常人により
図1
異なっていた。

MLPC法で誘導したWT1特異的CTLを含む培養細胞の
TCR Vβレパトワ解析
次に，MLPC法で培養したWT1特異的CTL
（CD8+mWT1/
MHC tetramer+細胞）を含む培養細胞のTCR Vβレパト
ワ解析を行った（図2a）
。本検討においては，増殖培
養後に検出可能なWT1特異的CTLを含む７ウェルの細
胞についてTCR Vβレパトワ解析を行った（図2b）
。
その結果，5/7ウェルにおいてmonoclonalなTCR Vβ遺

(a)

(b)

⒜
⒝

図１．培養前の健常人PBMNCのTCR Vβレパトワ解析
健常人PBMNCのTCR Vβレパトワ解析の代表例
４人のPBMNCのTCR Vβレパトワ解析のまとめ
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伝子の使用が見られた。また，2/7ウェルにおいて，
それぞれdiclonalおよびtriclonalなTCR Vβ遺伝子の使
用が確認された。7ウェルの解析で得られたTCR Vβ
の使用頻度についてまとめたものが 図2cである。そ
の結果，4/7ウェルにおいてTCR Vβ1の使用が見られ
た。さらに2/7ウェルではTCR Vβ13.6が使用され，
1/7ウェルでTCR Vβ2, 3, 7.1, 8, または18が使用されて
いた。
MLPC法で誘導したCMVpp65特異的CTLを含む培養細
胞のTCR Vβレパトワ解析
上述のWT1特異的CTLを含む培養細胞の解析と同様
に，MLPC法で培養したCMVpp65特異的CTL
（CD8+CMV
pp65/MHC tetramer+細胞）を含む培養細胞のTCR Vβレ
パトワ解析を行った（図3a）
。本検討においては，増
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殖培養後に検出可能なCMVpp65特異的CTLを含む３
ウェルの細胞についてTCR Vβレパトワ解析を行った
。その結果，1/3ウェルにおいてmonoclonalな
（図2b）
TCR Vβ遺伝子の使用が見られた。また，2/3ウェル
において，diclonalなTCR Vβ遺伝子の使用されてい
た。さらに３ウェルの解析で得られたTCR Vβの使用
に つ い て ま と め た 結 果， 増 幅 し たCMVpp65特 異 的
CTL にはTCR Vβ1, 5.1, 13.1, 14, または20が使用され
ていた（図3c）。

考察
これまで抗原特異的CTLのTCR Vβレパトワ解析に
関する多くの報告がされている（14-16）。これらの検
討では，本検討同様にFACSを使用した検討やTCR V

図2

(a)

(c)

(b)

図２． MLPC法により誘導したCTL（CD8+MHC/mWT1 tetramer+）を含む培養細胞のTCR Vβレパトワ解析
+
+
⒜ 高率にCD8 MHC/mWT1 tetramer 細胞を含む培養細胞のTCR Vβレパトワ解析の代表例
+
+
⒝ 検出可能なCD8 MHC/mWT1 tetramer 細胞を含む培養細胞のTCR Vβレパトワ解析と解析時のtetramer解析結
果（７ウェル）
+
+
⒞ 検出可能なCD8 MHC/mWT1 tetramer 細胞を含む７ウェルの培養細胞におけるTCR Vβの使用分布
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β遺伝子ファミリー特異的なプライマーを用いたPCR
による検討がある。近年では，WT1特異的CTLのTCR
Vβレパトワについて，健常人，急性骨髄性白血病
（AML）患者，骨髄異形成症候群（MDS）患者，さ
らに担固形腫瘍患者の末梢血単核球中の単一WT1特
異的CTL細胞における検討がなされている（17, 18）。
これらの報告において，WT1特異的CTLは，WT1の1
つの抗原エピトープに対して，全てのCTLが単一つま
りmonoclonal なTCR Vβ遺伝子を使用しているのでは
なく，使用頻度に偏りは見られるが，本検討同様に
oligoclonalにTCR Vβ遺伝子を使用していることが示
唆されている。また，健常人末梢血単核球を用いて樹
立したWT1特異的CTL株のTCR Vβレパトワ解析を本
検討同様にFACSで行った報告において，TCR Vβ5.1
の使用が示されている（19）。本検討では，TCR Vβ1
が最も高頻度に使用され，次いでTCR Vβ13.6の使用
が確認されたが，TCR Vβ5.1の使用は認められなかっ
た。これは，本検討で用いた健常人およびCML患者
のPBMNCがWT1ペプチドワクチン投与例のPBMNC

であることが関連しているのかもしれないが，詳細は
不明である。健常人（WT1ペプチドワクチン非投与
例），AML患者，およびMDS患者において共通して
TCR Vβ5.1が使用されているが，患者間ではTCR V
β1を含む他のTCR Vβも使用されていることが報告
されている（17）。
CMVpp65特異的CTLのTCR Vβレパトワについて
の検討においてもWT1特異的CTLと同様にoligoclonal
なTCR Vβレパトワの使用が示唆された。これまでの
報 告 に お い てHLA-A*24:02, -A*02:01や-A*07:02の
CMVpp65特異的CTLのTCR Vβレパトワの解析が行
われ，本検討同様にいくつかのTCR Vβを持つクロー
ンの増殖が示唆されている（20-22）。HLA-A*24:02拘
束性のCMVpp65特異的CTLは，TCR Vβ6，Vβ5.1，
Vβ3，Vβ4，Vβ7，Vβ12ま た はVβ20が あ げ ら れ
ている（22, 23）。本検討と同一のものはTCR Vβ5.1
とTCR Vβ20であった。これまでのCMVpp65特異的
CTLのTCR Vβレパトワ解析の結果は，それぞれの報
告により異なるいくつかのTCR Vβの使用が示されて

図3

(a)

(c)

(b)

図３． MLPC法により誘導したCTL（CD8+MHC/CMVpp65 tetramer+）を含む培養細胞のTCR Vβレパトワ解析
+
+
⒜ 高率にCD8 MHC/CMVpp65 tetramer 細胞を含む培養細胞のTCR Vβレパトワ解析の代表例
+
+
⒝ 検出可能なCD8 MHC/CMVpp65 tetramer 細胞を含む培養細胞のTCR Vβレパトワ解析と解析時のtetramer解
析結果（３ウェル）
+
+
⒞ 検出可能なCD8 MHC/CMVpp65 tetramer 細胞を含む３ウェルの培養細胞におけるTCR Vβの使用分布
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いることから，本検討で検出されたTCR Vβ1，Vβ
13.1またはVβ14もHLA-A*24:02拘束性CMVpp65ペプ
チド特異的CTLにより使用されているTCR Vβである
ことが考えられる。

結論
本検討において，培養前の健常人PBMNCのTCR Vβ
レパトワについての検討では，多様なTCR Vβが使用
されていた。しかし，それぞれのTCR Vβの使用頻度
は，個人個人において異なっていた。
MLPC法 で 誘 導 し たWT1特 異 的CTLに お い て は，
TCR Vβ1を最も高い頻度で使用していたが，全ての
CTLがTCR Vβ1を使用しているのではなく，TCR Vβ
13.6のように他のTCR Vβを使用しているCTLも見ら
れ た。 こ の 現 象 は，CMVpp65特 異 的CTLのTCR Vβ
レパトワ解析においても見られた。
本検討におけるHLA-A*24:02拘束性抗原ペプチドを
用いて誘導した抗原特異的CTLのTCR Vβレパトワ解
析において，９残基と少ないアミノ酸残基のHLA拘
束性抗原ペプチドを用いているにも関わらず，それを
認識するTCRは単一でないことが明らかにされ，誘導
されたCTLもオリゴクローナルであることが示唆され
た。
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Abstract Identification of T-cell receptor（TCR）gene element usage of antigen specific cytotoxic T lymphocytes
（CTLs）could be beneficial in terms of establishing the efficient CTL-based immunotherapy. In this study, we tried to
elucidate the usage of TCR β chain variable regions（Vβ）of WT1 or CMVpp65 specific CTLs by using TCR Vβ
gene family-specific monoclonal antibodies and flow cytometric analysis.
In pre-culture analysis, the usage of TCR Vβ was diverse in CD8+ T cells of all samples. Predominant samples from
MLPC with high proportion of CD8+MHC tetramer+ cells within CD8+ T cells showed the usage of a single TCR Vβ
gene. However, oligoclonal usage of the TCR Vβ genes was observed in cells from some wells of MLPC containing
CD8+MHC tetramer+ cells. The type of TCR Vβ repertoire in MLPC cells from each well was not identical and showed
oligoclonal feature from well to well. In the present study using WT1 or CMVpp65 peptides, it is suggested that TCR
Vβ genes used by peptide-induced CTLs are oligoclonal features even with a certain HLA-A24:02 restricted 9 mer
peptide.

Accepted：2014.2.24

－74－

