このように、Empty Tetramerを用いた抗原特異的T細胞の検出は非常に柔軟であり、
研究者に大きな自由度を与えてくれる。抗原特異的T細胞が重要な感染症やがんに対す
る免疫研究に非常に有用なツールになると期待される。

Empty Tetramerを用いた
抗原特異的 T細胞の検出
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図2．抗原特異的テトラマーの調製

（図2）
。

健常者のPBMCに一致するペプチドを添加して10日

Empty Tetramerは、その名の通り、ペプチド結

量だけテトラマーを都度調製して用いることが可能

間刺激培養し、抗原特異的T細胞の頻度をあらか

合ポケットが Empty の状態で提供されるテトラ

である。

じめ増幅してFACS解析に用いた。HLA-A2のコン

マーであるため
（図1）
、ペプチド交換やMHCクラ

トロールにはHIV pol（476-484; ILKEPVHGV）
を用いた。図3に示すように、バックも低く、高感
度にテトラマー陽性細胞を染色し検出することが
可能であった。

ペプチド

腫瘍免疫研究において、個々の患者の遺伝子変
異産物に由来するネオアンチゲン特異的T細胞の
検出が求められている。個々の患者により遺伝子
変異が異なり、また患者のHLAが異なることか
ら、既成のテトラマーを用いた検出は不可能であ
る。Empty Tetramerを準備しておけば、その都
度、自由にネオアンチゲンペプチドを添加してテト
ラマーを調製できることは、非常に好都合である。

図１．Empty Tetramaer

また、一人の患者でも数10種類あるいは100種類

（https://tetramer-shop.com/mhc-tetramer-assay-staining-protocol/より引用）

図3．テトラマーを用いた抗原特異的CD8 + T細胞の検出

以上のネオアンチゲンペプチドに対する解析が求
められることも少なくない。様々な蛍光色素で標
識されたEmpty Tetramerが準備されているので、
異なる2つの蛍光色素で標識されたテトラマーを１対
１で組み合わせて複数のネオアンチゲン特異的T細
胞を一度に解析する手法、組み合わせ蛍光標識法
（Combinational Fluorescence Labeling）
を 用 いた
ネオアンチゲン特異的T細胞の検出が報告されてい
るので参考にされたい3。

