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スIモノマーのテトラマー化のステップが不要で、エ

ピトープペプチドを添加するだけで、目的のペプチ

ド特異的T細胞を検出可能なテトラマーを調製可

能である。MHCクラスI 分子の重鎖にジスルフィド

結合を導入してその立体構造を安定させることで、

ペプチドを含まないヘテロ2量体（重鎖+β2ｍ）であ

りながらクラスI分子3量体と同様の立体構造が保

たれており、蛍光標識されたテトラマーが提供され

ている。目的のエピトープペプチドを添加して4℃

/on ice、30分インキュベートするだけで、抗原特異

的なテトラマ―が得られる。凍結保存しても立体

構造が保持されているため、実験に応じて必要な

量だけテトラマーを都度調製して用いることが可能

である。

照射すると、MHCクラスI分子に結合しているペ

プチドが壊れて、添加した目的のペプチドに入れ

替わったテトラマーが調製される。温度や化学反

応を用いたペプチド交換などの手法も開発されて

いる。ペプチド交換可能なテトラマーの登場によ

り、少量で複数のエピトープぺプチドを用いた抗

原特異的T細胞のスクリーニングが可能になっ

た。しかしながら、MHCクラスI分子への結合親

和性が低いペプチドなどではペプチド交換効率が

低いこと、ペプチド交換した後にテトラマー化する

必要性などが研究者にとっては負担であった。

Empty Tetramerは、その名の通り、ペプチド結

合ポケットが“Empty”の状態で提供されるテトラ

マーであるため（図1）、ペプチド交換やMHCクラ

スIモノマー分子を作製して構造を安定させ、それ

を4量体にして蛍光標識したテトラマーが調製され

る1。ウイルス抗原やがん抗原などCD8+ T細胞のエ

ピトープペプチドがあらかじめ同定されている場合

には、それらのエピトープペプチドを用いたテトラ

マーを作製することが可能であり、ベンダーから入

手可能である。しかしながら、既成のテトラマーと

して提供されていない新規抗原ペプチドを用いたテ

トラマーは特注する必要があった。さらに複数の

抗原特異的T細胞を検出するためには、同数のテト

ラマーを準備する必要があり、研究費への負担を

考えると、テトラマーを用いた研究を思うように実

施するのはなかなか困難であった。

近年、ペプチド交換可能なテトラマー技術が開発

され、一種類のテトラマーを購入すれば、研究者が

準備したペプチドを用いて任意の抗原特異的T細

胞を検出できる、非常に柔軟な試薬が提供される

ようになった。例えば、UV照射によって壊されるよ

うなペプチドを用いてMHCクラスI分子の立体構

造を保持させたテトラマーが開発された2。ユー

ザーが使いたいエピトープペプチドを添加してUV

CD8+ T細胞は、そのT細胞受容体（TCR）を用い

て、標的細胞上のペプチドMHCクラスI分子に提

示されたペプチドを認識する。したがって、MHC

クラスI分子（ヒトHLA-A, B, C）/ペプチド複合体

を蛍光標識して、直接関連するTCRに結合させる

ことで、抗原特異的CD8+ T細胞の検出が可能であ

る。TCRとMHCクラスIの結合力が弱いため、１

対１ではそれらの結合を保持できないため、MHC

クラスI分子の多量体（マルチマー）を形成させて

複数のTCRへ結合させることで、フローサイトメー

ターでの検出を可能にしている1。今回我々は

Tetramer Shop （Denmark）から入手したEmpty 

Tetramerを用いた抗原特異的CD8+ T細胞の検出

を経験したので紹介したい。

MHCクラスI分子は、3つのドメイン（α1、α2、α3）

からなる重鎖と、β2マイクログロブリン（β2ｍ）及

びペプチドから形成されるヘテロ三量体で構成さ

れる。いずれかの構成因子を欠くと安定構造を保

てない。そのため、抗原特異的T細胞検出用にテ

トラマーを作製するためには、あらかじめ特定のエ

ピトープペプチドを含んだヘテロ3量体のMHCクラ
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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。
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TETRAMER SHOP社は抗原特異的
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ペプチドを含まないEmpty MHCテトラマー
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今回、我々はAPC標 識されたHLA-A*02:01と

HLA-A*24:02テトラマーを用いて抗原特異的T細

胞の検出を試みた。HLA-A*02:01テトラマーには、

MART-1（26-35; ELAGIGILTV）、EBV BMLF1

（280-288; GLCTLVAML）、インフルエンザM1

（58-66; GILGFVFTL）、CMV pp65（495-503; 

NLVPMVATV）、を添加し、HLA-A*24:02テトラ

マーには、EBV BMLF1（320-328; DYNFVKQLF）、

CMV pp65（341-349; QYDPVAALF）を添加した

（図2）。

健常者のPBMCに一致するペプチドを添加して10日

間刺激培養し、抗原特異的T細胞の頻度をあらか

じめ増幅してFACS解析に用いた。HLA-A2のコン

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。

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。

また、一人の患者でも数10種類あるいは100種類

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。
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図１．Empty Tetramaer
（https://tetramer-shop.com/mhc-tetramer-assay-staining-protocol/より引用）

図2．抗原特異的テトラマーの調製

図3．テトラマーを用いた抗原特異的CD8+ T細胞の検出
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