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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　ヒトＣｒｉｐｔｏ－１の細胞外ドメインを特異的に認識する、ヒト由来抗ヒトＣｒｉ
ｐｔｏ－１モノクローナル抗体であって、
（Ａ）配列番号１に示すアミノ酸配列又は（Ｃ）配列番号２に示すアミノ酸配列からなる
、重鎖ＣＤＲ１、
（Ｅ）配列番号３に示すアミノ酸配列又は（Ｇ）配列番号４に示すアミノ酸配列からなる
、重鎖ＣＤＲ２、
（Ｉ）配列番号７に示すアミノ酸配列からなる、軽鎖ＣＤＲ１、
（Ｋ）配列番号８に示すアミノ酸配列からなる、軽鎖ＣＤＲ２、
（Ｍ）配列番号５に示すアミノ酸配列からなる、重鎖ＣＤＲ３、及び
（Ｏ）配列番号９に示すアミノ酸配列からなる、軽鎖ＣＤＲ３、
を含有する抗体。
【請求項２】
（Ｑ）配列番号６に示すアミノ酸配列、又は
（Ｒ）（Ｑ）のアミノ酸配列において、ＦＲに存在する１～５０個のアミノ酸残基が、置
換、欠失、若しくは付加されたアミノ酸配列からなる重鎖可変領域、並びに
（Ｓ）配列番号１０に示すアミノ酸配列、又は
（Ｔ）（Ｓ）のアミノ酸配列において、ＦＲに存在する１～５０個のアミノ酸残基が、置
換、欠失、若しくは付加されたアミノ酸配列
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からなる軽鎖可変領域
を含有する、請求項１に記載する抗体。
【請求項３】
　　Ｆｖ、ｓｃＦｖ、ディアボディ、トリアボディ、テトラボディ、又はこれらを組み合
わせた構造を有する抗体である、請求項１又は２に記載する抗体。
【請求項４】
　　定常領域を含む抗体である、請求項１～３の何れかに記載する抗体。
【請求項５】
　　イムノグロブリン、Ｆａｂ、Ｆ（ａｂ’）２、ミニボディ、ｓｃＦｖ－Ｆｃ、又はこ
れらを組み合わせた構造を有する抗体である、請求項４に記載する抗体。
【請求項６】
　　細胞障害活性を有する抗体である、請求項１～５の何れかに記載する抗体。
【請求項７】
　　細胞障害活性が、ＡＤＣＣ活性、ＣＤＣ活性、及びＡＤＣＰの何れかの活性である、
請求項６に記載する抗体。
【請求項８】
　　サイトトキシンが結合する抗体である、請求項１～７の何れかに記載する抗体。
【請求項９】
　　請求項１～８の何れかに記載する抗体をコードするポリヌクレオチド。
【請求項１０】
　　請求項１～８の何れかに記載する抗体を産生する細胞。
【請求項１１】
　　請求項９に記載するポリヌクレオチドを保持する細胞。
【請求項１２】
　　請求項１～８の何れかに記載する抗体を含有する医薬組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、ヒトＣｒｉｐｔｏ－１の細胞外ドメインの構造を特異的に認識する
、モノクローナル抗体に関する。また、本発明は、例えば、ヒトＣｒｉｐｔｏ－１の細胞
外ドメインの構造を特異的に認識する、モノクローナル抗体を含有する飲食品組成物又は
医薬組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガン近年のガン研究において、ガン組織は、均一な性質等を有する細胞の集合体では無
く、不均一な性質等を有する細胞の集合体であることが明らかとなっている。また、ガン
組織にガン幹細胞が含有され、このガン幹細胞からガン細胞が分化されると共に、ガン幹
細胞そのものも増殖することも知られている。
【０００３】
　既存のガン治療薬を投与しても、「５年生存率」のように治療効果が表現されることか
らもわかるように、現実的に、ガンの根治は困難というのが一般的である。分子標的治療
薬を含めた既存のガン治療薬が、ガン組織に含有される細胞集団内の特定のガン細胞にの
み効果を示し、不均一性を示す残りのガン細胞やガン幹細胞には薬効を示さないために、
ガンが根治される可能性が少ないと推測される。
【０００４】
　Ｃｒｉｐｔｏ－１（ＣＲ－１）は、がん幹細胞の自己複製に必要なＮｏｄａｌの共受容
体として知られている（非特許文献１～３）。がん幹細胞の増殖を抑制するために、抗Ｎ
ｏｄａｌ抗体又は抗ＴＧＦ－β受容体抗体等が有効であると考えられている。また、ヒト
Ｃｒｉｐｔｏに対する抗体も知られている（特許文献１）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００５－５２０５５６
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｇｏｎｇ　ｅｔ　ａｌ．Ｃｅｌｌ　Ｓｔｅｍ　Ｃｅｌｌ．（２０１１）
９（５）：４３３－４４６
【非特許文献２】Ｇｕｏ　ｅｔ　ａｌ．Ｂｉｏｍｅｄ　Ｒｅｓ　Ｉｎｔ．（２０１４）２
０１４：３６４１３４
【非特許文献３】Ｄｏｎｏｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．Ｊ　Ｉｎｖｅｓｔ　Ｄｅｒｍａｔｏｌ．
（２０１７）１３７（１２）：２５７８－２５８７
【非特許文献４】Ｊｏｓｅｐｈｉｎｅ　ｅｔ　ａｌ　Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓ（２０１６）
７６（８）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ガンを治療するためにはガン幹細胞の増殖を阻害することが有効である。そこで、抗Ｎ
ｏｄａｌ抗体又は抗ＴＧＦ－β受容体抗体が、ガン幹細胞の増殖を阻害するために有効で
あると考えられる。しかし、Ｎｏｄａｌ又はＴＧＦ－β受容体は、ガン幹細胞以外の生命
現象に広く関連する分子であり、これらに結合する抗体が重大な副作用を生じさせる懸念
がある。また、Ｎｏｄａｌ又はＴＧＦ－β受容体の調製は困難であるため、抗Ｎｏｄａｌ
抗体又は抗ＴＧＦ－β受容体抗体を製造するための抗原の入手も困難である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記する課題を検討すべく、本発明者らが鋭意検討を重ねた結果、ヒトＣｒｉｏｔｏ－
１に対して優れた親和性を示す、ヒト由来抗ヒトＣｒｉｐｔｏ－１抗体を製造した。
【０００９】
　本発明は、斯かる知見に基づいて完成されたものであり、以下に示す態様の発明を広く
包含する。
【００１０】
Ｉ．抗体
　Ｉ―１　ヒトＣｒｉｐｔｏ－１の細胞外ドメインを特異的に認識する、ヒト由来抗ヒト
Ｃｒｉｐｔｏ－１モノクローナル抗体であって、
（Ａ）　配列番号１に示すアミノ酸配列、
（Ｂ）　（Ａ）のアミノ酸配列において、１～３個のアミノ酸残基が、置換、欠失、若し
くは付加されたアミノ酸配列、
（Ｃ）　配列番号２に示すアミノ酸配列、及び
（Ｄ）　（Ｃ）のアミノ酸配列において、１～３個のアミノ酸残基が、置換、欠失、若し
くは付加されたアミノ酸配列、
の何れかに示すアミノ酸配列からなる重鎖ＣＤＲ１、
（Ｅ）　配列番号３に示すアミノ酸配列、又は
（Ｆ）　（Ｅ）のアミノ酸配列において、１～３個のアミノ酸残基が、置換、欠失、若し
くは付加されたアミノ酸配列
（Ｇ）　配列番号４に示すアミノ酸配列、及び
（Ｈ）　（Ｇ）のアミノ酸配列において、１～３個のアミノ酸残基が、置換、欠失、若し
くは付加されたアミノ酸配列、
の何れかに示すアミノ酸配列からなる重鎖ＣＤＲ２、
（Ｉ）　配列番号７に示すアミノ酸配列、又は
（Ｊ）　（Ｉ）のアミノ酸配列において、１～３個のアミノ酸残基が、置換、欠失、若し
くは付加されたアミノ酸配列からなる軽鎖ＣＤＲ１、並びに
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（Ｋ）　配列番号８に示すアミノ酸配列、又は
（Ｌ）　（Ｋ）のアミノ酸配列において、１～３個のアミノ酸残基が、置換、欠失、若し
くは付加されたアミノ酸配列からなる軽鎖ＣＤＲ２、
からなる群より選択される少なくとも一つのＣＤＲを含有する抗体。
【００１１】
　Ｉ―２　前記重鎖ＣＤＲ１及び前記重鎖ＣＤＲ２並びに／又は前記軽鎖ＣＤＲ１及び前
記軽鎖ＣＤＲ２を含有する、Ｉ－１に記載する抗体。
【００１２】
　Ｉ－３　更に、
（Ｍ）　配列番号５に示すアミノ酸配列、若しくは
（Ｎ）　（Ｎ）のアミノ酸配列において、１～３個のアミノ酸残基が、置換、欠失、或い
は付加されたアミノ酸配列からなる重鎖ＣＤＲ３及び／又は
（Ｏ）　配列番号９に示すアミノ酸配列、若しくは
（Ｐ）　（Ｏ）のアミノ酸配列において、１～３個のアミノ酸残基が、置換、欠失、或い
は付加されたアミノ酸配列からなる軽鎖ＣＤＲ３
を含有する抗体である、Ｉ－１又はＩ－２に記載する抗体。
【００１３】
　Ｉ－４　（Ｑ）　配列番号６に示すアミノ酸配列、若しくは
（Ｒ）　（Ｑ）のアミノ酸配列において、１～５０個のアミノ酸残基が、置換、欠失、或
いは付加されたアミノ酸配列からなる重鎖可変領域、及び／又は
（Ｓ）　配列番号１０に示すアミノ酸配列、若しくは
（Ｔ）　（Ｓ）のアミノ酸配列において、１～５０個のアミノ酸残基が、置換、欠失、或
いは付加されたアミノ酸配列からなる
軽鎖可変領域を含有する、Ｉ－１～Ｉ－３の何れかに記載する抗体。
【００１４】
　Ｉ－５　Ｆｖ、ｓｃＦｖ、ディアボディ、トリアボディ、テトラボディ、又はこれらを
組み合わせた構造を有する抗体である、Ｉ－１～Ｉ－４の何れかに記載する抗体。
【００１５】
　Ｉ－６　定常領域を含む抗体である、Ｉ－１～Ｉ－５の何れかに記載する抗体。
【００１６】
　Ｉ－７　イムノグロブリン、Ｆａｂ、Ｆ（ａｂ’）２、ミニボディ、ｓｃＦｖ－Ｆｃ、
又はこれらを組み合わせた構造を有する抗体である、Ｉ－１～Ｉ－６に記載する抗体。
【００１７】
　Ｉ－８　細胞障害活性を有する抗体である、Ｉ－１～Ｉ－７の何れかに記載する抗体。
【００１８】
　Ｉ－９　細胞障害活性が、ＡＤＣＣ活性、ＣＤＣ活性、及びＡＤＣＰの何れかの活性で
ある、Ｉ－８に記載する抗体。
【００１９】
　Ｉ－１０　多重特異性抗体である、Ｉ－１～Ｉ－９の何れかに記載する抗体。
【００２０】
　Ｉ－１１　サイトトキシンが結合する抗体である、Ｉ－１～Ｉ－１０の何れかに記載す
る抗体。
【００２１】
ＩＩ．ポリヌクレオチド
　ＩＩ－１　上記Ｉ－１～Ｉ－１１の何れかに記載する抗体をコードするポリヌクレオチ
ド。
【００２２】
ＩＩＩ．細胞
　ＩＩＩ－１　上記Ｉ－１～Ｉ－１１の何れかに記載する抗体を産生する細胞。
【００２３】
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　ＩＩＩ－２　上記ＩＩ－１に記載するポリヌクレオチドを保持する細胞。
【００２４】
ＩＶ．飲食品組成物
　ＩＶ―１　上記Ｉ―１～Ｉ―１１の何れかに記載する抗体を含有する飲食品組成物。
【００２５】
　ＩＶ－２　ガン幹細胞の増殖を阻害するために使用される、上記ＩＶ－１に記載する飲
食品組成物。
【００２６】
　ＩＶ―３　ガンの予防及び／又は治療のための、上記ＩＶ―１又はＩＶ－２に記載する
飲食品組成物。
【００２７】
Ｖ．医薬組成物
　Ｖ―１　上記Ｉ―１～Ｉ―１１の何れかに記載する抗体を含有する医薬組成物。
【００２８】
　Ｖ－２　ガン幹細胞の増殖を阻害するために使用される、上記Ｖ－１に記載する医薬組
成物。
【００２９】
　Ｖ―３　ガンの予防及び／又は治療のための、上記Ｖ―１又はＶ－２に記載する医薬組
成物。
【００３０】
ＶＩ．予防及び／又は治療方法
　ＶＩ―１　ガンの罹患に対して予防を所望する生体に、上記Ｉ－１～Ｉ～１１の何れか
に記載する抗体を投与する工程を含む、ガンの予防方法。
【００３１】
　ＶＩ―２　ガンに罹患した生体に、上記Ｉ－１～Ｉ～１１の何れかに記載する抗体を投
与する工程を含む、ガンの治療方法。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明の抗体は、ヒトＣｒｉｐｔｏ－１の細胞外ドメインを特異的に認識することがで
きる。このため、ガン幹細胞の自己増殖の阻害のために有用である。
【００３３】
　ガン細胞は、ガン幹細胞から分化するので、ガン幹細胞の自己増殖を阻害することによ
り、ガンを治療することができる。このような効果は、ガン細胞を分化させる基となるガ
ン幹細胞への誘導を阻害することで奏される効果であることから、ガンの根治も期待でき
る効果であると言える。また、このようなメカニズムに鑑みると、本発明の抗体は、ガン
細胞を発生させない効果、すなわち、ガンの予防効果を発揮する。これらの効果を期待し
て、本発明の抗体を、飲食品又は医薬の分野に採用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１は、実施例１にて作製した各種クローンの抗体の作成時に構築した発現ベク
ターの模式図である。図中のＶＨは重鎖可変領域をコードする塩基配列が配置されている
事を示し、ＶＬは、軽鎖可変領域をコードする塩基配列が配置されている事を示す。
【図２】図２は、実施例１にて作製した各種クローンの抗体の作成時に構築した発現ベク
ターの模式図である。図中のＶＨ及びＶＬは、図１と同じである。
【図３】図３は、実施例２の実験結果を示す図である。グラフの縦軸はＨＰＲの発色の程
度を示す５７０ｎｍの吸光度を示す。横軸は、ウェルに添加した＃３５クローンの培養上
清の２倍希釈の回数を示し、番号が高くなるにつれて、希釈回数ば増加していることを示
す。
【図４】図４は、実施例３の実験結果を示す図である。図中の（Ａ）は、膵臓ガン組織、
（Ｂ）は、甲状腺ガン組織、（Ｃ）は、前立腺ガン組織、そして（Ｄ）は、胃ガン組織に
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対する、＃３５クローン抗体の結合である。上記（Ａ）～（Ｄ）の各図面の上端は、＃３
５クローン抗体及び二次抗体による染色像であり、下段は、二次抗体のみによる染色像で
ある。また、上記（Ａ）～（Ｄ）の各図面の（ａ）は、（ｂ）及び（ｃ）の重ね合わせ、
（ｂ）は、＃３５クローン抗体を使用した染色像、（ｃ）は、ＤＡＰＩ染色像である。
【図５】図５は、実施例３の実験結果を示す図である。図中の（Ａ）及び（Ｂ）は、胃ガ
ン組織、（Ｃ）及び（Ｄ）は、子宮頸ガン組織に対する、＃３５クローン抗体の結合であ
る。上記（Ａ）～（Ｄ）の各図面の上端及び下段、並びに（ａ）、（ｂ）、及び（ｃ）は
、図３と同じである。
【図６】図６は、実施例３の実験結果を示す図である。図中の（Ａ）及び（Ｃ）は、子宮
頸ガン組織、（Ｂ）は、大腸ガン組織、そして（Ｄ）は、乳ガン組織に対する、＃３５ク
ローン抗体の結合である。上記（Ａ）～（Ｄ）の各図面の上端及び下段、並びに（ａ）、
（ｂ）、及び（ｃ）は、図３と同じである。
【図７】図７は、実施例４の実験結果（定量ＰＣＲ）を示す図である。図中の縦軸は、ガ
ン幹細胞マーカーであるＳＯＸ２、ｃ-Ｍｙｃ、ＯＣＴ３/４、ＫＬＦ４、ＮＡＮＯＧの、
ＧＡＰＤＨに対する相対発現量を示す。
【図８】図８は、実施例４の実験結果（ＭＴＴアッセイ）を示す図である。図中の縦軸は
、５７０ｎｍのＳＯＸ２、ｃ-Ｍｙｃ、ＯＣＴ３/４、ＫＬＦ４、及びＮＡＮＯＧの、ＧＡ
ＰＤＨに対する相対発現量を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、本発明について、更に詳細に説明する。以下の説明にて使用する用語「含む」又
は「含有する」は、「本質的にからなる」及び、「からなる」と意味を包含する。なお、
用語「質量」は、「重量」と読み替えることができる。
【００３６】
１．抗体
　本発明の抗体は、ヒト由来であり、且つ、ヒトＣｒｉｐｔｏ－１の細胞外領域を特異的
に認識するモノクローナル抗体である。本発明の抗体がヒトＣｒｉｐｔｏ－１を特異的に
認識することは、ヒトＣｒｉｐｔｏ－１のホモログ又はオルソログがヒトＣｒｉｐｔｏ－
１と同一の系内に存在する状況下において、本発明の抗体が、ヒトＣｒｉｐｔｏ－１のホ
モログ又はオルソログを認識しないこと（ヒトＣｒｉｐｔｏ－１を選択的に認識すること
）を意味しているのではなく、これらのホモログ又はオルソログより、ヒトＣｒｉｐｔｏ
－１を、より強く認識すること、または、これらのホモログ又はオルソログに対する親和
性より、ヒトＣｒｉｐｔｏ－１に対する親和性のほうが高いことを意味する。したがって
、本発明にて使用する「特異的」との用語は、「選択的」との意味とは全く異なって理解
される。
【００３７】
　本発明の抗体は、以下に詳述するアミノ酸配列からなる重鎖ＣＤＲ１、重鎖ＣＤＲ２、
軽鎖ＣＤＲ１、及び軽鎖ＣＤＲ２からなる群より選択される少なくとも１つのＣＤＲを含
有する抗体である。
【００３８】
・重鎖ＣＤＲ１
　本発明の抗体に含有される重鎖ＣＤＲ１は、以下の（Ａ）～（Ｄ）の何れかに示すアミ
ノ酸配列からなる。
【００３９】
（Ａ）配列番号１に示すアミノ酸配列。
（Ｂ）　（Ａ）のアミノ酸配列において、１～３個のアミノ酸残基が置換、欠失、又は付
加されたアミノ酸配列。
（Ｃ）配列番号２に示すアミノ酸配列。
（Ｄ）　（Ｃ）のアミノ酸配列において、１～３個のアミノ酸残基が置換、欠失、又は付
加されたアミノ酸配列。
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【００４０】
　上記する（Ｂ）又は（Ｄ）の、欠失、置換、又は付加されるアミノ酸残基数は、ヒトＣ
ｒｉｐｔｏ－１の細胞外ドメインを特異的に認識する効果を発揮する範囲に限り、特に限
定されない。上記する置換とは、保存的な置換であることが好ましい。
【００４１】
　用語「保存的な置換」とは、アミノ酸残基が類似の側鎖を有するアミノ酸残基に置換さ
れることを意味する。例えば、リジン、アルギニン、ヒスチジンといった塩基性側鎖を有
するアミノ酸残基同士で置換されることが、保存的な置換にあたる。その他、アスパラギ
ン酸、グルタミン酸といった酸性側鎖を有するアミノ酸残基；グリシン、アスパラギン、
グルタミン、セリン、スレオニン、チロシン、システインといった非帯電性極性側鎖を有
するアミノ酸残基；アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、プロリン、フェニルア
ラニン、メチオニン、トリプトファンといった非極性側鎖を有するアミノ酸残基；スレオ
ニン、バリン、イソロイシンといったβ－分枝側鎖を有するアミノ酸残基；チロシン、フ
ェニルアラニン、トリプトファン、ヒスチジンといった芳香族側鎖を有するアミノ酸残基
同士での置換も同様に、保存的な置換にあたる。
【００４２】
・重鎖ＣＤＲ２
　本発明の抗体に含有される重鎖ＣＤＲ２は、以下の（Ｅ）～（Ｈ）の何れかに示すアミ
ノ酸配列からなる。
【００４３】
（Ｅ）　配列番号３に示すアミノ酸配列。
（Ｆ）　（Ｅ）のアミノ酸配列において、１～３個のアミノ酸残基が置換、欠失、又は付
加されたアミノ酸配列。
（Ｇ）　配列番号４に示すアミノ酸配列。
（Ｈ）　（Ｇ）のアミノ酸配列において、１～３個のアミノ酸残基が置換、欠失、又は付
加されたアミノ酸配列。
【００４４】
　上記する（Ｆ）又は（Ｈ）の、欠失、置換、又は付加されるアミノ酸残基数は、ヒトＣ
ｒｉｐｔｏ－１の細胞外ドメインを特異的に認識する効果を発揮する範囲に限り、特に限
定されない。上記する置換とは、保存的な置換であることが好ましい。
【００４５】
・軽鎖ＣＤＲ１
　本発明の抗体に含有される軽鎖ＣＤＲ１は、以下の（Ｉ）又は（Ｊ）に示すアミノ酸配
列からなる。
【００４６】
（Ｉ）　配列番号７に示すアミノ酸配列。
（Ｊ）　（Ｉ）のアミノ酸配列において、１～３個のアミノ酸残基が置換、欠失、又は付
加されたアミノ酸配列。
【００４７】
　上記する（Ｊ）の、欠失、置換、若しくは付加されるアミノ酸残基数は、ヒトＣｒｉｐ
ｔｏ－１の細胞外ドメインを特異的に認識する効果を発揮する範囲に限り、特に限定され
ない。上記する置換とは、保存的な置換であることが好ましい。
【００４８】
・軽鎖ＣＤＲ２
　本発明の抗体に含有される軽鎖ＣＤＲ２は、以下の（Ｋ）又は（Ｌ）に示すアミノ酸配
列からなる。
【００４９】
（Ｋ）　配列番号８に示すアミノ酸配列。
（Ｌ）　（Ｌ）のアミノ酸配列において、１～３個のアミノ酸残基が置換、欠失、又は付
加されたアミノ酸配列。
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【００５０】
　上記する（Ｌ）の欠失、置換、若しくは付加されるアミノ酸残基数は、ヒトＣｒｉｐｔ
ｏ－１の細胞外ドメインを特異的に認識する効果を発揮する範囲に限り、特に限定されな
い。上記する置換とは、保存的な置換であることが好ましい。
【００５１】
　本発明の抗体のより好ましい態様として、上記する抗体に、重鎖ＣＤＲ３、軽鎖ＣＤＲ
３、又は重鎖ＣＤＲ３及び軽鎖ＣＤＲ３を含有する態様を挙げることができる。このよう
な重鎖ＣＤＲ３は、以下の（Ｍ）又は（Ｎ）に示すアミノ酸配列からなる。
【００５２】
（Ｍ）　配列番号５に示すアミノ酸配列。
（Ｎ）　（Ｍ）のアミノ酸配列において、１～３個のアミノ酸残基が置換、欠失、又は付
加されたアミノ酸配列。
【００５３】
　上記する（Ｎ）の欠失、置換、若しくは付加されるアミノ酸残基数は、ヒトＣｒｉｐｔ
ｏ－１の細胞外ドメインを特異的に認識する効果を発揮する範囲に限り、特に限定されな
い。上記する置換とは、保存的な置換であることが好ましい。
【００５４】
　また、上記する軽鎖ＣＤＲ３は、以下の（Ｏ）又は（Ｐ）に示すアミノ酸配列からなる
。
【００５５】
（Ｏ）　配列番号９に示すアミノ酸配列。
（Ｐ）　（Ｏ）のアミノ酸配列において、１～３個のアミノ酸残基が置換、欠失、又は付
加されたアミノ酸配列。
【００５６】
　上記する（Ｐ）の欠失、置換、若しくは付加されるアミノ酸残基数は、ヒトＣｒｉｐｔ
ｏ－１の細胞外ドメインを特異的に認識する効果を発揮する範囲に限り、特に限定されな
い。また、置換とは、保存的な置換であることが好ましい。
【００５７】
　本発明の抗体の更に好ましい態様として、重鎖可変領域、軽鎖可変領域、又は重鎖可変
領域及び軽鎖可変領域を含有する態様を挙げることができる。このような重鎖可変領域は
、以下の（Ｑ）又は（Ｒ）に示すアミノ酸配列からなる。
【００５８】
（Ｑ）　配列番号６からなるアミノ酸配列。
（Ｒ）　（Ｑ）に示すアミノ酸配列において、１～５０個のアミノ酸残基が置換、欠失、
又は付加されたアミノ酸配列。
【００５９】
　上記する（Ｒ）の欠失、置換、若しくは付加されるアミノ酸残基数は、ヒトＣｒｉｐｔ
ｏ－１の細胞外ドメインを特異的に認識する効果を発揮する範囲に限り、特に限定されな
い。例えば、１～４５個が好ましく、より好ましくは１～４０個、１～３５個、１～３０
個、１～２５個、１～２０個、１～１９個、１～１８個、１～１７個、１～１６個、１～
１５個、１～１４個、１～１３個、１～１２個、１～１１個、１～１０個、１～９個、１
～８個、１～７個、１～６個、１～５個、１～４個、１～３個であり、１～２個が最も好
ましい。
【００６０】
　なお、このように重鎖可変領域において欠失、置換、若しくは付加されるアミノ酸残基
は、ＦＲのアミノ酸残基であることが好ましい。上記する置換とは、保存的な置換である
ことが好ましい。
【００６１】
　上記する軽鎖可変領域は、以下の（Ｓ）又は（Ｔ）に示すアミノ酸配列からなる。
【００６２】
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（Ｓ）　配列番号１０に示すアミノ酸配列。
（Ｔ）　（Ｏ）のアミノ酸配列において、１～５０個のアミノ酸残基が置換、欠失、又は
付加されたアミノ酸配列。
【００６３】
　上記する（Ｐ）の欠失、置換、若しくは付加されるアミノ酸残基数は、ヒトＣｒｉｐｔ
ｏ－１の細胞外ドメインを特異的に認識する効果を発揮する範囲に限り、特に限定されな
い。例えば、１～４５個が好ましく、より好ましくは１～４０個、１～３５個、１～３０
個、１～２５個、１～２０個、１～１９個、１～１８個、１～１７個、１～１６個、１～
１５個、１～１４個、１～１３個、１～１２個、１～１１個、１～１０個、１～９個、１
～８個、１～７個、１～６個、１～５個、１～４個、１～３個であり、１～２個が最も好
ましい。
【００６４】
　なお、このように軽鎖可変領域において欠失、置換、若しくは付加されるアミノ酸残基
は、ＦＲのアミノ酸残基であることが好ましい。上記する置換とは、保存的な置換である
ことが好ましい。
【００６５】
　本発明の抗体の構造は、上記するアミノ酸配列を含有し、且つ、ヒトＣｒｉｐｔｏ－１
の細胞外領域を特異的に認識する範囲において、特に限定されない。例えば、Ｆｖ、ｓｃ
Ｆｖ、ディアボディ、トリアボディ、又はテトラボディ等の構造を挙げることができる。
また、これらを適宜組み合わせた構造を有していてもよい。このような構造を有する抗体
は、抗体断片と呼ばれることもある。
【００６６】
　本発明の抗体には、定常領域を含有させることもできる。定常領域の由来は、ヒトＣｒ
ｉｐｔｏ－１の細胞外領域を特異的に認識する範囲において、特に限定されない。例えば
、大量生産が可能な動物種、ヒトに近縁する動物種、ヒトに投与しても、免疫原性を生じ
させにくい動物種を挙げることができ、具体的に、ヒト由来、マウス由来、ラット由来、
ウサギ由来、ロバ由来、サル由来、チンパンジーを挙げることができる。
【００６７】
　このような定常領域を含有する抗体の構造は、ヒトＣｒｉｐｔｏ－１の細胞外領域を特
異的に認識する範囲において、特に限定されない。例えば、イムノグロブリン、Ｆａｂ、
Ｆ（ａｂ’）２、ミニボディ、ｓｃＦｖ－Ｆｃ等を挙げることができる。また、これらを
適宜組み合わせた構造を有していてもよい。このような構造を有する抗体も、抗体断片と
呼ばれることもある。
【００６８】
　上記するイムノグロブリンのサブタイプは、本発明の効果を発揮する範囲において、特
に限定されない。例えば、ＩｇＭ、ＩｇＤ、ＩｇＧ、ＩｇＡ、ＩｇＥ等を挙げることがで
きる。中でも、本発明の効果をより発揮することに鑑みて、ＩｇＧであることが好ましい
。
【００６９】
　上記するＩｇＧのサブクラスは、本発明の効果を発揮する範囲において、特に限定され
ない。例えば、ＩｇＧ１、ＩｇＧ２、ＩｇＧ３、ＩｇＧ４等を挙げることができる。本発
明の効果をより発揮することに鑑みて、ＩｇＧ１であることが好ましい。
【００７０】
　本発明の抗体には、細胞障害活性を有する抗体も包含される。細胞障害活性とは、目的
とする細胞（例えば、ガン幹細胞等）に対して毒性を及ぼす活性であればよく、具体的に
該細胞を死に至らしめる効果もこれに包含され得る。このような細胞障害活性は、本発明
の効果を奏する範囲において、特に限定されない。具体的には、ＡＤＣＣ活性、ＣＤＣ活
性、及びＡＤＣＰ等を挙げることができる。
【００７１】
　上記するＡＤＣＣ活性とは、抗体依存性細胞傷害活性とも呼ばれる活性である。この活
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性は、抗体がマクロファージ、ＮＫ細胞、好中球、又は好酸球等のエフェクター細胞を、
その近傍にリクルートし、斯かるエフェクター細胞を介して、その抗体の近傍に存在する
細胞に障害を与える活性であると当業者に理解される。このようなＡＤＣＣ活性の程度を
測定する方法は、公知の方法を採用することができる。具体的には、Ｋｉｍｕｒａ　Ｍら
のＣａｎｃｅｒ　Ｓｃｉ｜Ａｕｇｕｓｔ　２００７　ｖｏｌ．９８　ｎｏ．８　１２７５
－１２８０．等の公知の文献に記載の方法を適宜改変して測定することができる。
【００７２】
　また、ＡＤＣＣ　Ｒｅｐｏｒｔｅｒ　Ｂｉｏａｓｓａｙ（Ｐｒｏｍｅｇａ）を用いて、
ＡＤＣＣ活性を測定することも可能である。その他の測定方法として、例えば、血液の白
血球画分等を標的細胞と混合させることによって生じる細胞障害を、ＬＤＨ漏れ出し量の
測定又はＷＳＴ－８等を用いた細胞の生存活性等に数値化することにより測定することも
できる。
【００７３】
　上記するＣＤＣ活性とは、補体依存性細胞傷害活性とも呼ばれる活性である。この活性
は、抗体がその近傍に補体をリクルートし、斯かる補体を介して、その抗体の近傍に存在
する細胞に障害を与える活性であると当業者に理解される。このようなＣＤＣ活性の程度
を測定する方法は、公知の方法を採用することができる。具体的には、ＡＤＣＣ活性の測
定にて上記した文献等に記載する公知の方法を適宜改変して測定することができる。具体
的には、血清を細胞に添加し、血清中の補体による細胞障害の程度を測定することにより
測定可能である。
【００７４】
　上記するＡＤＣＰ活性とは、抗体依存性細胞貪食活性とも呼ばれる活性である。この活
性は、抗体がその近傍にマクロファージをリクルートし、その抗体の近傍に存在する細胞
を、リクルートされたマクロファージにより貪食する活性であると当業者に理解される。
このようなＡＤＣＰ活性の程度を測定する方法は、公知の方法を採用することができる。
【００７５】
　本発明の抗体は、ヒトＣｒｉｐｔｏ－１以外の１以上の抗原を特異的に認識する部位を
有していてもよい。即ち、本発明の抗体は、多重特異性抗体とすることもできる。このよ
うな抗原とは、本発明の効果を奏する範囲において、特に限定されない。
【００７６】
　本発明の抗体は、サイトトキシンが結合した複合体として使用することもできる。この
ようなサイトトキシンは、特に限定されない。例えば、本発明の効果を奏する範囲におい
て、抗体に結合する公知のサイトトキシンから適宜選択することができる。具体的には、
エムタンシン（ＤＭ１）、オゾガマイシン（カリケアミシン類）、モノメチルアウリスタ
チンＥ（ＭＭＡＥ）、モノメチルアウリスタチンＦ（ＭＭＡＦ）、ピロロベンゾジアゼピ
ン（ＰＢＤ）、デュオカルマイシン類、アマニチン（ＡＡＭＴ）、アドゼルシン、ビゼル
シン、カルゼルシン（Ｕ－８０２４４）、ＰＮＵ１５９６８２（ネモルビシン類）等を挙
げることができる。　本発明の抗体は、後記する本発明のポリヌクレオチドを含有する発
現ベクターを慣用の遺伝子工学的な手段を用いて構築し、斯かる発現ベクターを抗体の産
生に適した宿主細胞又は無細胞発現系に導入する手段により、当業者であれば容易に製造
することができる。製造した抗体は適宜、慣用の精製工程に供することで純度の高い状態
として得ることも可能である。
【００７７】
　本発明のヒトに由来する抗体は、ヒトＣｒｉｐｔｏ－１を特異的に認識することができ
る。また、本発明の抗体は、ガン幹細胞の増殖を阻害する効果を発揮する。ガン細胞は、
ガン幹細胞から分化するので、本発明の抗体は、ガンの予防及び／又は治療効果を発揮す
る。このような効果を発揮することを期待して、本発明の組成物を、例えば、飲食品又は
医薬の分野で用いることができる。
【００７８】
２．ポリヌクレオチド
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　本発明のポリヌクレオチドは、上記する本発明の抗体をコードする塩基配列を有するポ
リヌクレオチドである。このようなポリヌクレオチドは、特に限定されない。例えば、デ
オキシリボヌクレオチド、リボヌクレオチド、核酸ペプチド、又はこれらの公知の修飾物
であってもい。このようなポリヌクレオチドは、一本鎖の形状であっても、二本鎖の形状
であってもよい。
【００７９】
　上記するポリヌクレオチドの塩基配列は、当業者であれば、例えば上記する抗体のアミ
ノ酸配列を基に、インシリコで適宜決定することができる。このような塩基配列を決定す
るのに使用されるコドンの種類は問わない。ポリヌクレオチドを使用する宿主のコドン頻
度を勘案して、塩基配列を決定することが好ましい。
【００８０】
　なお、本発明のポリヌクレオチドは、種々のベクター内に含有されることもできる。こ
のようなベクターは、特に限定されない。例えば、発現ベクター、クローニングベクター
等が挙げられる。
【００８１】
３．細胞
　本発明の細胞は、上記する本発明の抗体を産生する細胞である。このような抗体の産生
は、細胞内での産生であってもよいし、細胞外の産生（分泌産生）であってもよい。
【００８２】
　本発明の細胞は、上記する本発明のポリヌクレオチドを保持している事が好ましい。用
語「保持している」とは、細胞内に本発明のポリヌクレオチドが存在する状態を維持する
ことをいい、該細胞が、積極的か受動的かどうかに関わらず、上記ポリヌクレオチドを細
胞外に排出しない状態であることを意味する。
【００８３】
　本発明の細胞は、抗体産生に適した公知の細胞から適宜選択することができ、特に限定
されない。例えば、大腸菌、放線菌等の原核細胞、酵母細胞、昆虫細胞、哺乳類細胞等の
真核細胞等が挙げられる。
【００８４】
４．飲食品組成物
　本発明の飲食品組成物に含有される有効成分は、上記するヒトＣｒｉｐｔｏ－１の細胞
外領域を特異的に認識する、ヒト由来抗ヒトＣｒｉｐｔｏ－１モノクローナル抗体である
。
【００８５】
　本発明の飲食品組成物に含有される有効成分の量は、本発明の効果を奏する範囲におい
て、特に限定されない。具体的に、１００質量％の飲食品組成物に対する有効成分の含有
量を、０．００１～１００質量％程度とすることができる。
【００８６】
　本発明の飲食品組成物には、特定保健用食品、機能性表示食品、及び栄養機能食品等の
保健機能食品（飲料を含む）；栄養補助食品、健康補助食品、及び栄養調整食品等；並び
に一般食品（飲料を含む）の何れもが包含されるものとすることができる。また、本発明
の飲食品組成物には、家畜用飼料、養魚用飼料、及びペットフード等の愛玩動物用飼料等
の飼料も包含することができる。これらの飲食品組成物は、慣用の飲食物の形状を有して
いればよく、例えば、一般の食品、飲料の形態（明らか食品）のほか、幹細胞からガン幹
細胞への誘導を抑制する効果を奏することを、飲食品の機能として謳うことのできる特定
保健用食品、又は機能性表示食品とすることができる。具体的に、本発明の飲食品組成物
は、がん細胞の減少に役立つ、がん幹細胞の減少に役立つ、がん細胞の進行抑制に役立つ
がん幹細胞の進行抑制に役立つ、及びがん幹細胞を減少させてがんの進行抑制に役立つ等
と謳うことができる。
【００８７】
　本発明の飲食品組成物の形状は、本発明の効果を奏する範囲において、特に限定されな
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い。例えば、清涼飲料、炭酸飲料、栄養飲料、果実飲料、乳酸飲料等の飲料；アイスクリ
ーム、かき氷等の冷菓；ガム、チョコレート、飴、錠菓、スナック菓子、ゼリー、ジャム
、クリーム、グミ等の菓子；そば、うどん、即席麺、中華麺等の麺；かまぼこ、ハム、ソ
ーセージ等の水産又は畜産加工食品；加工乳、発酵乳等の乳製品；サラダ油、マヨネーズ
、ホイップクリーム、ドレッシング等の油脂、又は油脂加工食品；ソース、たれ等の調味
料；スープ、サラダ、惣菜、漬物、パン、又はシリアル等を挙げることができる。
【００８８】
　本発明の飲食品組成物は、例えば、粉末、顆粒、カプセル、トローチ、又は錠剤（タブ
レット）等の固形製剤；シロップ又はドリンク等の液体製剤等、一般にサプリメントとし
て提供される製剤形態とすることもできる。
【００８９】
　本発明の飲食品組成物の摂取させる対象は、ガン幹細胞に誘導し得る幹細胞を保持する
生体であって、幹細胞からガン幹細胞への誘導を抑制することを所望する生体である限り
、特に限定されない。
【００９０】
　例えば、ヒトの他、ウシ、ブタ、イノシシ、ヒツジ、ウマ、ヤギ、ロバ、クマ、トナカ
イ、ウサギ、トナカイ、及びカエル等の家畜；ニワトリ、アヒル、ガチョウ、シチメンチ
ョウ、バリケン、ウズラ、ダチョウ、ハト、キジ、カモ、及びウ等の家禽；魚類、甲殻類
、軟体動物等の養殖海産物；ハチ及びカイコ等の飼育昆虫；イヌ、ネコ、げっ歯類、ウサ
ギ、サル、ブタ等、オウム、インコ、ヘビ、ワニ、カメ、サンショウウオ、観賞魚（金魚
及び熱帯魚等）、カブトムシ、クワガタムシ、クモ、サソリ等の愛玩動物を挙げることが
できる。
【００９１】
　本発明の飲食品組成物の摂取量は、適用対象の性別、年齢、当該飲食品組成物の適用形
態、所望する効果の程度等に基づいて適宜設定することができ、特に限定されない。例え
ば、体重５０ｇのマウスであれば、本発明の飲食品組成物の有効成分を、一日当たり、１
ｐｍｏｌ～１μｍｏｌ程度となる量で摂取させることができる。なお、マウス以外の対象
に対する摂取量は、上記する数値範囲を基に、その対象の体重等を勘案して、適宜設定す
ることができる。
【００９２】
　本発明の飲食品組成物を摂取させる間隔も、適用対象の性別、年齢、当該飲食品組成物
の適用形態、所望する効果の程度等に基づいて適宜設定することができ、特に限定されな
い。例えば、上記する本発明の飲食品組成物を、一日一回で摂取させてもよいし、２～３
回の複数回の間隔に分けて摂取させてもよい。また、数日～数週間に一回の間隔で摂取さ
せることもできる。
【００９３】
５．医薬組成物
　本発明の医薬組成物に含有される有効成分は、上記するヒトＣｒｉｐｔｏ－１の細胞外
ドメインを特異的に認識する、ヒト由来抗ヒトＣｒｉｐｔｏ－１モノクローナル抗体であ
る。
【００９４】
　本発明の医薬組成物に含有される有効成分の量は、本発明の効果を奏する範囲において
、特に限定されない。具体的に、１００質量％の医薬組成物に対する有効成分の含有量を
、０．００１～１００質量％程度とすることができる。
【００９５】
　本発明の医薬組成物は、上記有効成分と、薬学分野の組成物を製造する際に使用される
、薬学的に許容可能な公知の担体又は添加物とを配合することによって、製造することが
できる。斯かる担体又は添加物は、本発明の効果を奏する範囲において、特に限定されな
い。例えば、任意の担体、希釈剤、賦形剤、懸濁剤、潤滑剤、アジュバント、媒体、送達
システム、乳化剤、錠剤分解物質、吸収剤、保存剤、界面活性剤、着色剤、香料、又は甘
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味料等を挙げることができる。
【００９６】
　本発明の医薬組成物は、上記する担体又は添加物を適宜組み合わせた、種々の剤形とす
ることができる。よって、本発明の医薬組成物の剤形は、本発明の効果を奏する範囲にお
いて、特に限定されない。具体的には、輸液剤、埋め込み注射剤、マイクロニードル、又
は持続性注射剤等の注射剤；腹膜透析用剤又は血液透析用剤等の透析用剤；硬カプセル錠
又は軟カプセル錠等のカプセル剤；シロップ剤、経口ゼリー剤、トローチ剤、舌下錠、バ
ッカル錠、付着錠、又はガム剤等の口腔用錠剤；口腔用スプレー剤、口腔用半固形剤、含
嗽剤、吸入粉末剤、吸入液剤、又は吸入エアゾール剤等の吸入剤；眼軟膏剤等の点眼剤；
点耳剤；点鼻粉末剤又は点鼻液剤等の点鼻剤等を挙げることができる。
【００９７】
　本発明の医薬組成物の投与方法は、上記する各剤形に最適化される公知の投与方法であ
る限り、特に限定されない。具体的には、筋肉内投与、静脈内投与、動脈内投与、蜘蛛膜
下腔内投与、皮内投与、腹腔内投与、鼻腔内投与、肺内投与、眼内投与、腟内投与、頸部
内投与、直腸内投与、又は皮下投与等を挙げることができる。
【００９８】
　なお、本発明の医薬組成物の投与対象は、ガン幹細胞に誘導し得る幹細胞を保持する生
体（ガンに罹患する可能性がある生体）であって、幹細胞からガン幹細胞への誘導を抑制
することを所望する生体（ガンの予防及び／又は治療されることを所望する生体）である
限り、特に限定されない。具体的には、上記する飲食品組成物を摂取させる対象と同様に
することができる。
【００９９】
　本発明の医薬組成物の投与量は、本発明の効果を奏する範囲において、特に限定されな
い。具体的には、適用対象の性別や年齢、当該医薬組成物の適用形態、所望する効果の程
度などに基づいて、適宜設定することができる。例えば、体重５０ｇのマウスであれば、
本発明の医薬組成物の有効成分を、一日当たり、１ｐｍｏｌ～１μｍｏｌ程度となる量で
投与することができる。なお、マウス以外の対象に対する投与量は、上記する数値範囲を
基に、その対象の体重等を勘案して、適宜設定することができる。
【０１００】
　本発明の飲食品組成物の投与間隔も、適用対象の性別、年齢、当該飲食品組成物の適用
形態、所望する効果の程度等に基づいて適宜設定することができ、特に限定されない。例
えば、上記する本発明の飲食品組成物を、一日一回の投与としてもよいし、２～３回の複
数回の間隔に分けて投与してもよい。また、数日～数週間に一回の間隔の投与とすること
もできる。
【０１０１】
６．予防及び／又は治療方法
　本発明の予防方法は、ガンの罹患に対して予防を所望する生体に、ヒトＣｒｉｐｔｏ－
１の細胞外領域を特異的に認識する、ヒト由来抗ヒトモノクローナル抗体を投与する工程
を含む、ガンの予防方法である。
【０１０２】
　本発明の治療方法は、ガンに罹患した生体に、ヒトＣｒｉｐｔｏ－１の細胞外領域を特
異的に認識するヒト由来抗ヒトモノクローナル抗体を投与する工程を含む、ガンの治療方
法である。
【０１０３】
　ヒトＣｒｉｐｔｏ－１の細胞外領域を特異的に認識するヒト由来抗ヒトモノクローナル
抗体は、上記する１．抗体の記載を参考にすることができる。
【０１０４】
　本発明の具体的な予防及び治療方法は、上記する１．抗体、４．飲食品組成物、及び５
．医薬組成物の記載を参考にすることができる。
【実施例】
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【０１０５】
　以下に、本発明をより詳細に説明するための実施例を示す。なお、本発明が以下の実施
例に記載する発明に限定されないのは言うまでもない。
【０１０６】
実施例１　抗ヒトＣｒｉｐｔｏ－１抗体のスクリーニング
　ヒトＣｒｉｐｔｏ－１の細胞外ドメインを特異的に認識する抗体を、ファージ提示型ヒ
ト抗体ライブラリーから、スクリーニングした。このようなヒトＣｒｉｐｔｏ－１の細胞
外ドメインは、配列番号１１に示すアミノ酸配列からなり、そのN末端側に、配列番号１
２に示すアミノ酸配列からなるHisタグ配列が設けられている。Ａｌａｍ．ｅｔ．ａｌ．
Ｉｎｔ　Ｊ　Ｍｏｌ　Ｓｃｉ．２０１８，２６；１９（１１）に記載の方法に従って、可
溶化型として調製した。スクリーニング対象として使用した抗体ライブラリーは、（Ｓａ
ｋａｉ，Ｋ．，ｅｔ．ａｌ．Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ４６（１）：２５３-６２）に記
載された抗体ライブラリーであり、斯かる抗体のサブクラスはＩｇＧである。
【０１０７】
　その結果、精製ヒトＣｒｉｐｔｏ－１の細胞外ドメインを特異的に認識する抗体として
、＃３５クローンのファージ株を得ることができた。このクローンから抗体をコードする
塩基配列を解析し、その結果を基にして、抗体の重鎖及び軽鎖の可変領域等のアミノ配列
を、ＩｇＢｌａｓｔ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｃｂｉ．ｎｌｍ．ｎｉｈ．ｇｏｖ／ｉｇ
ｂｌａｓｔ／）及びＶｂａｓｅ２（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｖｂａｓｅ２．ｏｒｇ）によ
って解析した。これらの結果を以下の表１に示す。なお、ＶＨ－ＣＤＲ１又は２において
、二つのアミノ酸配列が記載されている箇所は、そのどちらのアミノ酸配列であってもよ
いことを示している。
【０１０８】
【表１】

【０１０９】
　この抗体を得るために、上記する＃３５クローンの重鎖可変領域及び軽鎖可変領域をコ
ードする塩基配列を、抗体発現用ベクターに組み込むことにより、ｐＨＩｇＨ５ｚｅｏベ
クター、ｐＨＩｇＬ５ｈｙｇ、及びｐＴＸ７ｚ－ＨｉｇＧ１Ｌ－＃３５、を作製した（図
１及び２）。これらのベクターを一過性にＣＨＯ細胞に導入し、＃３５クローン抗体を分
泌産生させた。最後に、定法によりＣＨＯ細胞の培養上清からＰｒｏｔｅｉｎ　Ａカラム
を用いて抗体を精製し、ダルベッコ生理的リン酸緩衝液に溶媒を置換した。
【０１１０】
実施例２　ＥＬＩＳＡによる抗原認識能の評価
　上記する＃３５クローン抗体の培養上清を採取し、これをリン酸緩衝液で２５倍に希釈
し、さらに２倍毎の連続希釈を行った。これを９６ウェルプレートに添加し、各ウェルに
吸着したＩｇＧ分子（ヒト由来抗ヒトＣｒｉｐｔｏ－１抗体）を、ＨＲＰ標識抗ヒトＩｇ
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【０１１１】
　図１に示すように、ＨＲＰに起因する発色が、＃３５クローン抗体を含有する培養上清
の希釈の程度に従って低下することが見て取れるので、＃３５クローン抗体が、その抗原
であるヒトＣｒｉｐｔｏ－１に特異的に吸着していることが確認できた。
【０１１２】
実施例３　組織アレイを用いたガン組織（ヒト）に対する特異性評価
　ヒト癌組織アレイ（ＵＳ　Ｂｉｏｍａ社製ＢＣＮ８０１）に対して、免疫染色を行った
。一次抗体として、上記する＃３５クローンを用いた。２次抗体として、ＡＬＥＸＡ５６
８標識抗ヒトＩｇＧヤギ抗体（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ社製）を用いて、各ガン組織（膵臓
ガン組織、甲状腺ガン組織、前立腺ガン組織、胃ガン組織、子宮頸ガン組織、大腸ガン組
織、及び乳ガン組織）におけるヒトＣｒｉｐｔｏ－１の検出を行った。これらのガン組織
には、ガン細胞と共にガン幹細胞も含まれ、斯かるガン幹細胞の細胞膜表面上に、Ｃｒｉ
ｐｔｏ－１がＧＰＩアンカーで結合していると考えられる。陰性対照実験として、上記２
次抗体のみを用いてシグナルのバックグラウンドの確認を行った。これらの結果を、図３
～５に示す。
【０１１３】
　図３～５に示すように、上記する全てのガン組織に対して、＃３５クローン抗体による
染色像が確認された。
【０１１４】
実施例４　ガン幹細胞に対する抗体による効果
　ガン幹細胞の増殖に対する効果は、３－（４，５－ｄｉｍｅｔｈｙｌｔｈｉａｚｏｌ－
２－ｙｌ）－２，５－ｄｉｐｈｅｎｙｌｔｅｔｒａｚｏｌｉｕｍ　ｂｒｏｍｉｄｅ（ＭＴ
Ｔ）を用いて評価した。ここでガン幹細胞として使用したＵ２５１ＭＧ　ＳＣ１細胞は、
以下に示す方法によって作製した。
【０１１５】
　欧州のＥＣＡＣＣ（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｕｔｈｅｎｔ
ｉｃａｔｅｄ　Ｃｅｌｌ　Ｃｕｌｔｕｒｅｓ）から入手した脳腫瘍細胞であるＵ２５１Ｍ
Ｇ細胞を、ヌードマウス（ＢＡＬＢ／ｃ－ｎｕ／ｎｕ，メス）に皮下移植して腫瘍を形成
させた。次いで、この腫瘍を採取し、常法に従って培養し、この腫瘍細胞からヒアルロン
酸依存的に増殖する細胞を指標にスクリーニングすることで、Ｕ２５１ＭＧ　ＳＣ１細胞
を得た。
【０１１６】
　このような方法で得たＵ２５１ＭＧ　ＳＣ１細胞株のガン幹細胞性を確認するために、
ＳＯＸ２、ｃ－Ｍｙｃ、ＯＣＴ３/４、ＫＬＦ４、及びＮＡＮＯＧ遺伝子の発現を確認す
る実験を、各遺伝子を認識するプローブを用いた定量ＰＣＲ法により、常法に従って行っ
た。ここで、定量ＰＣＲ法にて使用した各遺伝子を認識するプローブの塩基配列は、以下
の表２に示す通りである。なお、内部標準として、ＧＡＰＤＨを使用した。この結果を図
７に示す。
【０１１７】
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【表２】

【０１１８】
　図７に示すように、スクリーニング前のＵ２５１ＭＧ細胞は、ＯＣＴ３/４及びＮＡＮ
ＯＧの発現が検出できなかったのに対して、スクリーニング後のＵ２５１ＭＧ　ＳＣ１細
胞は、ＳＯＸ２、ｃ－Ｍｙｃ、ＯＣＴ３/４、ＫＬＦ４、及びＮＡＮＯＧ遺伝子の全ての
発現を確認することができた。従って、Ｕ２５１ＭＧ細胞からスクリーニングにより得ら
れたＵ２５１ＭＧ　ＳＣ１細胞は、ガン幹細胞性を有する細胞株であることが明らかとな
った。
【０１１９】
　次いで、このようにスクリーニングにより得られたＵ２５１ＭＧ　ＳＣ１細胞に対する
、＃３５クローン抗体による自己複製能（増殖）阻害効果を確認するＭＴＴアッセイを行
った。
【０１２０】
　まず、１０％ウシ胎児血清を含むＤＭＥＭ又はＲＰＭＩ１６４０に懸濁した細胞を９６
－ｗｅｌｌプレートに、５×１０３ｃｅｌｌｓ／ｗｅｌｌで播種した。５％ＣＯ２、３７
℃の条件下で２４時間培養後、系列希釈を行った上記＃３５クローン抗体の溶液を各ウエ
ルに添加して、さらに７２時間培養を継続した。その後、５ｍｇ／ｍＬでＰＢＳに溶かし
たＭＴＴを終濃度１ｍｇ／ｍｌとなるように添加して４時間培養後に形成されたフォルマ
ザンを０．０２ＮのＨＣｌに溶解した１０％ｗ／ｖＳＤＳを加えて３７℃で一昼夜かけて
溶解した。この溶液の５４０ｎｍの吸収を測定して細胞の生存度を評価した。この結果を
図８に示す。
【０１２１】
　図８に示すように、ガン幹細胞としてＵ２５１ＭＧからスクリーニングにより得られた
Ｕ２５１ＭＧ　ＳＣ１細胞株は、＃３５クローン抗体の存在下で増殖が阻害され、その濃
度が高くなるにつれて、より阻害されることが明らかとなった。従って、＃３５クローン
抗体は、ガン幹細胞の増殖を阻害する効果を発揮することが明らかとなった。
【０１２２】
　ガン幹細胞は、例えば、低吸着ディッシュのような非接着環境下で培養すると、スフィ
ア形成する特徴を有することが知られている。そこで、＃３５クローン抗体による、ガン
幹細胞の増殖を阻害する効果を確認するための実験として、ガン幹細胞のスフィア形成数
を測定する実験を、非特許文献４の図４Ａに記載する方法を参考にして行った。具体的に
使用したガン幹細胞は、ＮＴＥＲＡ２　ｃｌｏｎｅ　Ｄ１（ＥＡＣＣ株番号：０１０７１
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２２１）であり、この細胞を使用したスフィア形成数を測定する実験によっても、上記す
る図８に示すように、＃３５クローン抗体が、ガン幹細胞の増殖を阻害する効果を発揮す
ることが明らかとなった（データ示さず）。
【要約】
【課題】ガン幹細胞を抑制する技術の開発
【解決手段】ヒト由来抗ヒトＣｒｉｐｔｏ－１抗体の提供。
【選択図】　なし

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】
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