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初代幼虫シストを用いたエキノコックス症
血清診断用抗原成分のロット間差

Difference of the Protein Composition between Each Lot of Serodiagnostic Antigen Prepared with 
Larval Cyst as a Primary Infection of Echinococcus multilocularis
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　エキノコックス（多包虫）症の血清診断は，CT やエ
コーなどの画像診断や PCR による核酸の高感度検出技術
が発達した現在においても重要な診断技術のひとつであ
る1）．特に，検査手技が簡便であり，感度及び特異度が高
いという点において血清診断法の信頼性が高くなってい
る．一方で現行の血清診断には，抗原を生物から抽出する
ことに由来する抗原成分のロット間差が存在し，かねてか
ら問題となっている2）．現在，抗原には，コトンラットに
より維持・継代された幼虫シストを用いている．長期に渡
り継代を繰り返すことで原頭節の無頭化などの形態変化が
観察される．このような形態異常は，粗抗原の抗原性にも
変化をもたらすことが予想され，均質な診断抗原の安定供
給の面で問題となっている2）．
　ロット間の抗原成分が異なることは，ウェスタンブロッ
ト（WB）を用いる血清診断において重要な Em18 抗原な
どの特異的なタンパク質バンドのパターンに差異が生じる
可能性を意味する．本報告では，この問題を解消するた
め，継代を経ない，初代の幼虫シストを抗原としたときに
その抗原成分がどのようなバンドパターンを示すかについ
て調べたので報告する．

方 法

 1 ．血　清
　エキノコックス症の確定患者血清 3 件を実験に用いた．
 2 ．抗原の抽出・精製
　エキノコックス原頭節から抽出した粗抗原は，Furuya
らの方法3）をもとに，若干の修正を加え調製した．すなわ
ち，コトンラットにエキノコックス虫卵を約 100 個投与
し，10 カ月以上多包虫を増殖させた．多包虫シストから
茶漉しを用いて原頭節を分離し，ストレプトマイシン

（50 万 unit/L）及びペニシリン（0. 5 g/L）を含むリン酸
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緩衝生理食塩水（PBS）を用いて 7 回デカンテーションに
より洗浄した．洗浄後の原頭節を 10 分間自然沈降させた
後，1. 4 mL の原頭節をポリスチレン製スピッツ管（φ16. 3
×103 mm）に取り，さらに 5 mL の 2. 4％ Triton X-100
を含む PBS を加え 3 分間振とうし，沈降した原頭節を懸
濁した．その懸濁液を，Power  level 2. 5 に設定した超音
波破砕機（Ultrasonic Generator LCD130，東湘電機社製）
を用いて 10 秒間×6 回破砕し，粗抗原の抽出を行った．
その細胞破砕液は 3, 500 rpm，15 分間遠心分離し，上清を
純水 5 L に対して 4 ℃で一晩透析した．透析後，細胞破砕
液を凍結乾燥し，使用するまで－30℃で保存した．
 3 ．SDS-PAGE 及びウェスタンブロッティング
　凍結乾燥した粗抗原を 1 mg/mL になるように蒸留水で
溶解した．その粗抗原溶液を常法により SDS 処理し，1
ウェル（12 mm）あたり 8 μg のタンパク量となるように
ゲル（12. 5％）にアプライし，分離したタンパク質を
PVDF 膜（Hybond-P，GE 社製）に転写した．その膜を，
希釈液（10％スキムミルク及び 0. 05％ Tween 20 を含む
PBS）を用いて 1 時間室温で振とうした後，同液で 250 倍
に希釈したエキノコックス症患者血清と室温で 1 時間反応
させた．さらに PVDF 膜を PBST（0. 05％ Tween 20 を
含む PBS）で 10 分間洗浄し，この操作を 3 回繰り返し
た．希釈液中で 1, 000 倍に希釈したアルカリフォスファ
ターゼ（AP）標識ヤギ抗ヒト IgG 抗体（Sigma 社製）を
1 時間室温で反応させた．反応終了後，PBST で 10 分間，
3 回の洗浄を行ってから，BCIP/NBT（Perkin Elmer 社
製）を加え，約 5 分間発色させた．粗抗原に含まれるグリ
セルアルデヒド-3-リン酸脱水素酵素（GAPDH）は希釈
液で 1, 000 倍に希釈した抗ヒト GAPDH 抗体（GeneTex
社製）を一次抗体として，二次抗体には同液で 2, 000 倍に
希釈した AP 標識抗ウサギ IgG 抗体（Chemicon 社製）を
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使用し，同様に反応させた．粗抗原に含まれる Em18 は，
先に報告した方法4）で調製されたマウス抗 Em18 抗体を一
次抗体として，二次抗体には AP 標識抗マウス IgG 抗体

（Sigma 社製）を同液でそれぞれ 100 倍及び 2, 000 倍に希
釈して同様に反応させた．

結 果 及 び 考 察

 1 ．初代の幼虫シストから調製した粗抗原の WB パターン
　WB は 2010 年 10 月から 2011 年 8 月までの間に調製さ
れた 6 つの異なるロット（A ～ F）の粗抗原を使用して
行った．いずれのロットにおいても，コトンラットに虫卵
を投与後 10 ～ 14 カ月間増殖させた幼虫シストから調製し
た粗抗原である．Fig. 1A に示すように，6 つの異なる
ロットの粗抗原は若干の泳動像の乱れを除くと高分子から
低分子領域に渡って同一の WB パターンを示し，各ロッ
ト間に診断の際に問題となるような大きな違いは認められ
なかった．
　Fig. 1B は GAPDH を内部標準としたときの粗抗原 A ～
F に含まれる Em185）の発現量を比較したもので，それぞ
れのタンパク質に対する抗体による WB の結果として示

した．GAPDH 及び Em18 ともにロット間のバンド強度に
大きな違いは認めず，Em18 が各ロットにおいて一定の割
合で発現していることが明らかになった．現在用いている
方法によって調製された粗抗原の場合，特に診断の際に判
定の基準となる Em18 のバンド強度が著しく弱いロット
が認められ2），この場合，その抗原は実際の診断には使用
することはなく廃棄処分となる．初代の幼虫シストを材料
として粗抗原を調製することは，均質な抗原を調製すると
いうことのみを考えれば，一定の重要性があると考えられ
た．
　一方，中間宿主に感染性を示す新鮮な虫卵を得るために
は，実験動物としてイヌを使用する必要があり，年間複数
回行われる抗原調製の度にイヌの感染を繰り返すのは動物
愛護の面からも理想的ではない．また，現行のエキノコッ
クス幼虫の継代法は，ヒトへの感染源となる虫卵を使用す
ることなく安全に粗抗原を調製できる利点がある．これら
のことから，現在行われている継代法は長期間繰り返さ
ず，幼虫シストの形態異常が生じる前に初代の細胞を調製
し直すといった対応が妥当であると考えられた．
　他方，各ロットの Em18 に着目すると，それらは 30 kDa
以上のバンドに比べれば明らかにバンド強度が弱く，この
ことは Em18 のバンドの膜への転写状態にも注意を払う
必要があることを意味している．一般にエレクトロブロッ
ティングは，その操作中に起こる様々な要因によってメン
ブレン上の泳動パターンが乱れることが知られている6）．
実際，本研究を行う中で，WB におけるロット間のバンド
の転写効率に変動があるかを確認するため，同じ実験を繰
り返し行ったところ，18 kDa のバンドは 6 回中 2 回の実
験でロット間に明確なバンド強度の差異が観察された（図
省略）．このように転写法（セミドライ式エレクトロブ
ロッティング）の特性と限界を理解しておくことは粗抗原
の成分の安定化を検討する上で無視できない事項と考えら
れた．粗抗原抽出・精製の過程は煩雑な上，抗原タンパク
質群自体，生物由来であることから，その差異を生じさせ
る原因は継代による抗原成分の変化だけではないと考えら
れる．組換え抗原を利用することが根本的な解決策ではあ
るが，Em18 との反応が著しく乏しい患者血清も存在する
ことから7），見逃しを減らすためにも 1 成分に限定するこ
とは難しく，現状では粗抗原中の複数の成分に対する反応
を確認して判定せざるをえない．Sakoら5）は Em18 が
EmII/3 と名付けられた遺伝子から合成されるタンパク質
のシステインプロテアーゼによる消化産物であることを報
告している．今後，抗原成分の安定化・均質化について，
更にロット毎のシステインプロテアーゼ活性，EmII/3 抗
原遺伝子の発現量を検討することも有効な手段になりうる
と考えられる．
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Fig. 1　 Western Blot Analysis of the Crude Antigen 
Prepared with Larval Cyst as a Primary Infection

(A): Six lots (A to F) of the crude antigen were analyzed by Western 
blotting using three sera from alveolar echinococcosis patients (lane 
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Comparison of protein expression of GAPDH and Em18 between six 
lots of the crude antigen. 
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