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試薬は受け取り後、袋ごとすぐに冷蔵庫内に保存してください。 

このキットにはヒトまたは疾患由来の物質および病原性物質は含まれていません。 



 

 

免疫とは？ 
免疫とは、免疫系や病気の原因となる可能性のある体外の微生物や分子から自分を守っている仕組みのことです。免疫系に

は次のような 3 つの基本的働きがあります。 

1. 侵入者（異物）を認識する 

2. 侵入者に対して適切な対応をし、体を守る 

3. 次に同じ侵入者と遭遇した場合に素早く対応する 

ホ乳類の免疫系は驚くほどの特異性で侵入分子を認識する抗体と呼ばれる分子を産生します。抗体はまるで「魔法の弾丸」

のように体中に広がりその標的に結合します。抗体は体外からの異物と結合することにより、他の細胞と異物を区別し異物だけ

を破壊します。抗体は極めて重要なハイテクツールとして、バイオテクノロジー研究や病気の診断および治療に用いられていま

す。 

このキットは免疫系、特に抗原抗体反応や最新の医学、バイオテクノロジー、研究に変革をもたらしている抗体の独自の特性

についての教育を進めるうえできっと役立つでしょう。 

 

ELISA とは? 

ELISA は Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (固相抗体免疫測定法)の略語です。この抗体をベースとした検査法は、

HIV/AIDS や SARS などの疾患診断に、また水中・食物中および空気中の病原因子の検出に利用されています。また、遺伝子

組換え作物（GMO）の特定や、食物アレルゲンおよび妊娠や薬物使用の検査にも用いられています。 

このキットでは ELISA に対する 3 種類の取り組み方が可能です（p3 参照）。キットにはそれぞれの取り組みごとにカリキュラムテキ

ストと指導方法が準備してあり、さらに「教員用テキスト」と「学生・生徒用テキスト」があります。実験と同時に行なわれる授業に最

も関連性の高いプロトコールを選択することができます。 

 

探究心を引き出す授業 

このカリキュラムのねらいは、実験を通して“考える力”を生徒達から引き出すことにあります。生徒たちは Biotechnology Explorer 

ELISA イムノ Explorer キットの実習を通して実際の研究手段を体験します。そして話題に関連性のある疑問に対して積極的に

考える能力を啓発できるようになっています。「教員用テキスト」中の考察を喚起させるための質問は、生徒の実験に取組む姿勢

を最大限に引き出せるよう考案されたものです。このキットを用いた授業に参加することにより、科学的な疑問に対し理路整然と

した方法で取組むことの大切さを学ぶことができます。 
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ELISA イムノ Explorer キットについて 

キット使用時に必要な試薬・機器等の一覧 

この ELISA キットに入っている構成品のリスト、および準備していただく必要があるものやオプション製品の一覧表です。1

キットには 12 グループの内容が含まれています。1 グループにつき生徒 4 名まで利用可能です。事前に準備を行う前に、

このチェックリストを用いて必要なものを確認してください。 

 

キット内容 数 （✓） 

抗原（ニワトリγ-グロブリン）凍結乾燥品 1 バイアル □ 

1 次抗体（ウサギ抗ニワトリポリクローナル抗体）凍結乾燥品 1 バイアル □ 

2 次抗体（ヤギ抗ウサギ抗体西洋ワサビペルオキシダーゼ（HRP）結合体）凍結乾燥品 1 バイアル □ 

HRP 酵素基質（TMB） 1 ボトル □ 

10×リン酸緩衝生理食塩水（PBS） 1 ボトル □ 

10% Tween 20 1 ボトル □ 

ディスポーザブルピペット 80 本 □ 

12 ウェルストリップマイクロプレート 3 枚 □ 

(12 ウェル x 8 ストリッププレート) 

黄色マイクロチューブ 2.0ml 1 袋 □ 

色つきマイクロチューブ 2.0ml（緑、青、オレンジ、紫、茶、各 15 本ずつ） 1 袋 □ 

 

準備するもの（キットに含まれないもの） 数 （✓） 

50μl 固定容量マイクロピペット（166-0515EDU） 12 □ 

または 20-200μl 可変容量マイクロピペット 

ピペット用チップ 150 □ 

ペーパータオル 4 ロールまたはパック □ 

100-200ml ビーカー 12 □ 

50ml の容器（試薬ボトルまたはコニカルチューブ） 3 □ 

マーカーペンまたは油性マーカー（黒） 12 □ 

100ml メスシリンダー 1 □ 

1L メスシリンダー 1 □ 

蒸留水 1 L □ 

1L ビーカー 

 

 

オプション 数 （✓） 

iMark マイクロプレートリーダー（168-1130JA） 1 □ 

チューブラック 12 □ 
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キット使用方法 

このキットを応用して、ELISA をベースとした以下の 3 種類のプロトコールで実験できるようになっています。 

 

ELISA の種類 実際の応用例 陽性対照 

プロトコール I    （Protocol II） 

抗原検出 ELISA 

  

サンプル中の特異的抗原検出用

の ELISA 

妊娠、薬物、GMO およびアレルゲン検査 

空気、食物および水の検査 

HIV、天然痘、西ナイル熱、および SARS ウイルス 

抗原 

プロトコール II    （Protocol III） 

ELISA 抗体検査 

  

シミュレーション用血液サンプル中

の疾患に対する抗体の存在の有

無を検査し、ELISA で感染の有無

を診断 

HIV、ダニ媒介性脳炎、せん毛虫病、西ナイル熱、および

SARS 

抗体 

プロトコール III    （Protocol I） 

感染症集団発生の追跡 

  

ステップ 1：感染症のシミュレーショ

ン用に体液に見立てたサンプルを

クラス内で交換 

ステップ 2：ELISA 実験 

ステップ 3：感染症の伝播を追跡す

る 

HIV、SARS および西ナイル熱、風邪、コレラ、天然痘、炭

疽菌、インフルエンザ、STDs 

抗原 

注意： 上の表での（）内のプロトコール番号は英語 Instruction Manual での番号を示しています。日本語実習用テキスト

（本書）では理解しやすいようにInstruction Manualとプロトコール番号を入れ替えておりますので、ご注意ください。 

 

プロトコール I：抗原検出 ELISA 

サンプル中における抗原の有無を調べる検査です。このプロトコールでは、体液などのサンプル中の病原体を ELISA によ

ってどのように検出しているのかを体験することができます。天然痘はその代表的な例です。感染 2-3 日以内に抗原を検

出してすぐにワクチンを投与すれば、患者は天然痘を発症することはありません。また ELISA を利用して病気とは異なる妊

娠、薬物、空気・水中汚染物の検査や、食物中の病原体あるいは遺伝子組換え作物（GMO）の有無を調べる検査につい

て論じることもできます。 

 

プロトコール II：ELISA 抗体検査 

患者の血清に例えたサンプル中の、特異的疾病抗原に対する抗体の有無を調べる検査です。このプロトコールは抗原が

検出可能でない場合や、身体がすでに免疫応答を獲得して血清中に抗体が存在する場合の感染検出と診断に用いるこ

とができます。AIDS/HIV 検査が代表的な例です。体は HIV ウイルスそのものが検出可能となる量まで大量に複製されるよ

り前に、ELISA によって充分に検出できる量の抗体を産生します。そこで、HIV ウイルスの感染を調べる検査はウイルスそ

のものを直接検出するよりもむしろ抗ウイルス抗体の ELISA による検出を行っています。 

 

プロトコール III：感染症集団発生の追跡 

シミュレーション用の病原体の拡散を学生が追跡することで、ある集団内での感染症集団発生について考えることができま

す。生徒 1 名もしくは 2 名が無作為に感染したと仮定し、シミュレーション用の「体液」を交換します。受け取ったサンプルで

ELISA 実験を行い、その結果を用いてクラス内での感染症集団発生の状況を追跡します。このような実験を行うことにより、

衛生問題と疫学に関するさらに深い考察ができるようになります。この追跡プロトコールと関連付けることが可能な感染症

には SARS、西ナイル熱ウイルス、HIV/AIDS、風邪、天然痘、炭疽菌、インフルエンザ、および STD(性病)などがあります。

指導内容や受け持つ生徒に最もふさわしい状況を選択することができます。 
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プロトコールの選択 

プロトコールごとに「説明書」、「教員用テキスト」、「学生・生徒用テキスト」があります。免疫系の生物学的メカニズムにつ

いて深く探究することができるプロトコール II や免疫学と衛生問題に関する導入となるプロトコール III などがあり、授業の話

題に最も関連性の高い実験を選択することができます。これらのプロトコールには免疫系に関して解明されつつある新しい

情報も取り入れています。 

3 種類のプロトコールはいずれも同じテーマ（免疫系）について少しずつ違った視点から捉え、作成されていますが、い

ずれのアプローチも ELISA の実際の応用例を扱っています。これらの実習について関連性が強く有意義な授業環境を作

り出すために、この説明書の導入部分（p.4～8）と同様に付録 A および B にも基本的な用語や実際上と概念上の講義の要

点について説明しています。付録 C には、具体的な疾患や授業での発表方法について記載していますので参考にしてく

ださい。 

3 つのプロトコールから 1 つを選択後、p.4～8 を充分に理解してから選択したプロトコールに関係する説明書に進んでく

ださい。 

プロトコール I：抗原検出 ELISA  p9～31 

プロトコール II：ELISA 抗体検査  p32～52 

プロトコール III：感染症集団発生の追跡 ELISA   p53～76 

（注意: 英語 Instruction Manual と日本語実習用テキストではプロトコールの順序が異なっていますのでご注

意ください。） 

 

 
実験準備にあたって 

実験の準備を始める前に、使用するプロトコールおよびシナリオを決定します。実施するプロトコールに添って適切な準

備を行ってください。準備内容は各プロトコールによって若干異なりますのでご注意ください。 

 

安全性について 

飲食、喫煙、化粧は、実習場所では行なってはいけません。保護メガネや手袋の着用を強くお勧めします。生徒はこの実

習の前後に石鹸で手を洗うように指示してください。生徒の目に溶液が入った場合、水で 15 分間洗い流してください。そ

の後、医師の検診を受けることをお勧めします。 

 

保存温度について 

キットが届いてすぐに開梱して内容物をご確認ください。内容物を示されているように 4℃または室温にて保存してくださ

い。 
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ELISA 手順の説明 

このキットのプロトコールは ELISA 法を用いています。以下にその手順を説明します。 

 

＜ステップ 1＞：マイクロプレートのストリップのウェルに 

抗原を入れます。インキュベーションしてウェルに抗原を吸着させ、 

未吸着の抗原を界面活性剤でウェルから洗い流し除去します。 

界面活性剤はウェル内で抗原が吸着していない個所に結合し 

（ブロッキング）、抗体の非特異的吸着を阻止します。 

 

 

 

＜ステップ 2＞：1 次抗体をウェルに加え、インキュベーション 

を行い 1 次抗体を抗原に結合させます。 

続いて抗原に結合していない 1 次抗体をウェルから洗い流します。 

 

 

 

 

＜ステップ 3＞：酵素標識 2 次抗体をウェルに加え、 

インキュベーションして 2 次抗体を 1 次抗体に結合させます。 

1 次抗体に未結合の 2 次抗体をウェルから洗い流します。 

 

 

 

 

＜ステップ 4＞：酵素基質をウェルに加え、インキュベーション 

して発色させます。この試験の結果を評価します。 

無色のウェルは陰性であり、青色となったウェルは陽性です。 

 

 

 

抗原 

抗体 
酵素（HRP） 

酵素基質（TMB） 
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ELISA キットの概要説明 

本キットを用いた実習と深く結びついた授業を行うために、付録AおよびBにある基礎的な用語や講義のポイントを参考に

してください。 

次に、このカリキュラムの実習に直接関係する技術上および概念上のポイントを簡単に述べています。実習を成功させる

には、生徒が以下のポイントを理解していることが大切です。 

 

マイクロプレートのストリップ：マイクロプレートはポリスチレン製で、タンパク質を疎水性作用により吸着（結合）します。この

キットに入っているプレートは 96 ウェルであり、12 ウェルのストリップが 8 本の列となっています。ストリップ 1 本を学生 2 人

が共有します。ウェルはいずれも容積約 250μl です。 

 

 

 

ストリップ 

 

抗原：このキットでは、抗原としてニワトリγ-グロブリン（卵黄から精製）を用いており、抗原やタンパク質またはその他の一

般物質の代用と仮定して使用します。 

 

インキュベーション時間：結合に必要な時間はインキュベーション温度および試薬濃度によって異なります。このキットは室

温で 5 分間のインキュベーションを行えば充分であるように至適化されています。この時間を超えたり、温度が高くなると発

色が強くなり、陰性コントロールではバックグラウンドの発色が生じる可能性があります。 

 

ブロッキング：ブロッキング剤は抗原（タンパク質）吸着後にウェルに加え、抗体がプラスチック材に非特異的に結合しない

ようにするものです。ブロッキング剤はタンパク質を用いる場合もあれば界面活性剤を用いることもあります（または両方を

用いることもあります）。一般的なブロッキング剤には、Tween 20（非イオン性界面活性剤、このキットで使用）、脱脂粉乳、

ゼラチン、ウシ血清アルブミン（BSA）などがあります。このプロトコールは、Tween 20 で充分ブロッキングできるよう至適化さ

れています。プロトコールにブロッキング操作を加えるには抗原をウェルに加えた後に洗浄操作を行い、ウェルに洗浄液を

加えた後、各ウェルにゼラチン 1%液 50μl を加えてから 15 分間インキュベーションします。 

 

1 次抗体：免疫測定法で抗原に結合する抗体が 1 次抗体です。このキットでは 1 次抗体として、ニワトリγ-グロブリンに対し

て作製したウサギポリクローナル抗体を用いています。プロトコールⅡ（p33）では、この 1 次抗体をヒト血清サンプル中のヒト

抗体として使用します。 

 

2 次抗体：2 次抗体は 1 次抗体に結合します。2 次抗体は 1 次抗体の作製に用いる動物とは別の種で作製します。このキ

ットでは、ヤギの抗体を 2 次抗体として使用しています。 

 

発色検出測定：2 次抗体には酵素が結合（標識）しています。1 次抗体に結合した 2 次抗体の検出は酵素-基質反応によ

って行ないます。このキットの 2 次抗体には西洋ワサビペルオキシダーゼ（Horseｒadish Peroxidase、HRP ）を標識していま

す。HRP は過酸化水素（H2O2）の存在下で発色基質 3,3’,5,5’-テトラメチルベンジジン（TMB）の酸化を触媒します。HRP

による TMB の酸化により、青色の物質がつくられます。 

注：TMB は光感受性があるので光に当て続けると発色が進みます。よって基質をウェルに添加してから 5-10 分以内に検

査結果を判定してください。基質を加えた後マイクロプレートの各ストリップを長時間放置すると、非特異的な発色が生じる

場合があります。20-30 分後には、TMB が沈殿し、それによって青色が弱まる場合もあります。 
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発色検出法：HRP による TMB の酸化 

 

 

 

 

発色検出法；HRP による TMB の酸化 

 

コントロール：コントロールは必ず実際のサンプルと一緒に分析し、手法が正しく実施されていることを確認するために用い

られます。コントロールを設定すれば、実験誤差または試薬の夾雑によって生じる可能性のあるあいまいな結果を明らかに

することができます。そのため ELISA を有効な試験法とするためにはコントロールを設定する必要があります。陰性コントロ

ール（発色無し）は、抗原（このキットの場合）や 1 次抗体を加えない、または抗原の代わりに抗体と特異的に結合しないも

のを使用します。陽性コントロール（発色有り）には必ず目的の抗原または抗体を加えます。陰性コントロールでも検査結

果が陽性となる場合には偽陽性と呼ばれます。陽性コントロールで検査結果が陰性となる場合は偽陰性と呼ばれます。 

多くの診断検査では、ある比率で偽陽性または偽陰性の結果が生じるため、別の検査法で診断結果を確認することが必

要です。例えばヒト免疫不全ウイルス（HIV）に対する抗体の免疫測定では、偽陽性または偽陰性のいずれかの結果が得

られる可能性があります。例えばワクチン投与直後での偽陽性、免疫抑制（たとえば、薬物投与、移植後など）あるいは

HIV 感染直後での偽陰性などです。（抗 HIV 抗体は HIV 感染してから何週間か経過しないと作られません。特異的抗体

の出現はセロコンバージョン（seroconversion）と呼ばれています。）このために、ELISA で HIV 検査陽性となった場合、必

ずウェスタンブロット法により確認します（p87 参照）。 

HRP酵素-O  

2段階、各段階につき電子1個  

+HRP酵素+H2O 

HRP + H2O2 

HRP – O + H2O 

3, 3’, 5, 5’ – テトラメチルベンジジン

（TMB）[無色] 

TMBのキノンイミニウムダブルカチオ

ンラジカル[青色] 

HRP－O 

1 電子ずつ還元、2 ステップ 

+ HRP + H2O2 
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プロトコール I およびプロトコール III のような ELISA（抗原濃度が実験によって変わる場合）では、ウェルに抗原を加えない

ものが陰性コントロールとして適切です。陰性コントロールウェルが発色した場合、その原因は①抗体の非特異的結合、②

実験誤差、のいずれかと考えられます。この場合の陽性コントロールとは、抗原が入っていることが明らかなサンプルとなり

ます。プロトコール II のような ELISA 抗体検査（1 次抗体濃度が実験によって変わる場合）での陰性コントロールは 1 次抗

体を加えていないウェルとなります。このようなウェルで発色した場合は、①２次抗体の非特異的結合、②実験誤差、のい

ずれかが原因です。この場合の陽性コントロールとは、1 次抗体を含んでいることが明らかなサンプルとなります。ELISA 臨

床検査で用いられている多くの市販のキットにはコントロール溶液が含まれています。 

 

結果の解析：ELISA からは定性的情報（有り/無し）または定量的情報（どの程度か）を得ることが可能です。定性的結果は、

複雑な装置を使用しなくても目で見て判定することができます。定量的結果は外見から判断して記号でスコア化します。例

えば強いシグナルには(++)、弱いシグナルには(+)、また不明瞭な場合には（+/-）および検出できない場合には(-)とします。

濃度を正確に測定するには、マイクロプレートリーダーが必要です。マイクロプレートリーダーは、マイクロプレートの各ウェ

ル内の発色の強さを測定します。その場合、陰性コントロールのウェルを用いてベースライン値を設定してから、特定波長

におけるウェルの発色の強さを読み取ります。例えば本キットで用いている TMB の最大吸収波長は 655nm です。定量的

な ELISA のコントロールとして、既知濃度の連続希釈試料を用いて標準曲線を作成することもあります。この標準曲線によ

ってサンプル中の抗原濃度を換算します。この結果から研究者、臨床検査技師、または医師は特定の疾患の感染レベル

を判定しています。定量的 ELISA 実施の応用学習の説明は付録 D に記載してあります。 

 

ELISA は臨床検査所や研究所で一般的に行われており、 

多くの抗原に関する試験法がキットとして利用できる 

ようになっています。 

一般にキットには、実験サンプル以外の試験に 

必要なものやコントロールがすべて揃えてあります。 

例えば、バイオ・ラッドの診断薬事業部では 

自己免疫疾患、血中ウイルス、遺伝子疾患、微生物、 

毒物の検出などの 100 種類以上のキットを販売しており、 

またライフサイエンス事業本部では BSE の検出用キット 

を販売しています。                       

 

ELISA イムノ Explorer キットは、各種サンプル中の特異的抗原または抗体有無の検出の基本的な方法を採用しています。

多くの ELISA 法が開発されていますが、主な違いは抗原および抗体をウェルに加える順番にあります。抗体捕捉試験法

（このキットで使用されている方法）では、抗原がプラスチック製のウェルに吸着し、1 次抗体は固定された抗原に結合しま

す（または捕捉されます）。2 次抗体は、酵素である西洋ワサビペルオキシダーゼ（HRP）で標識されており、基質（TMB）が

存在している場合に試験溶液が青色に変わります。 

抗体捕捉ELISA  

バイオ・ラッドの診断薬事業部が販売している 

HIV-2 抗体検査用の ELISA キット 

HRP 
抗体 
抗原 

TMB 
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抗原捕捉試験では、1 次抗体がプラスチック製のウェルに結合して、抗原は固定された1 次抗体に捕捉されるので、捕捉さ

れた抗原があれば、HRP を標識した 2 次抗体によって検査溶液が青色に変わり、検出されます。1 次および 2 次の 2 つの

抗体で抗原を挟むので、“サンドイッチ ELISA”とも呼ばれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

抗原捕捉 ELISA 

 

 

ELISA の実際の応用例 

ELISA は医学における一般的な診断手段となっていますが、この方法は獣医学、食品検査、農業などのそのほかの様々

な分野でも用いられています。 

以下にその例を示します。 

 

分野 用途 

医学および獣医学  ・西ナイル熱（ヒトまたは動物）、HIV、SARS、ダニ媒介性脳炎、せん毛虫症、結核、お

よびその他多くの疾患の血清抗体検出による診断 

獣医学 ・ネコ白血病ウイルス（FLV）およびネコ免疫不全ウイルス（FIV）などのウイルス検出 

・イヌ糸状虫などの寄生虫の検出 

・イヌおよびネコの血清中サイロキシン（t4）測定による甲状腺疾患の診断 

・アルボウイルス検出によるウマ脳症の診断 

農業：作物 ・ジャガイモ葉巻病ウイルスやキュウリモザイク病ウイルスなど食用作物のウイルス検

出 

・穀物やトウモロコシのアフラトキシンなどの作物中のマイコトキシンの検出 

・グラジオラスの斑入り病ウイルスなどの観葉植物中のウイルス検出 

・ラウンドアップ・レディー大豆や Bt コーンの含量など、遺伝子組換えしていない作物

と遺伝子組換え作物の混入を追跡する 

環境 ・建物内のカビ毒検出など、室内空気汚染の検査 

食品安全性および品質 ・食肉処理場で解体された食用牛のウシ海綿状脳症（BSE）感染の有無 

・食品表示が適正であるかどうか、たとえばヤギ乳製品中に牛乳タンパク質があるか

どうか、またはデュラム小麦製品中にデュラム以外の小麦が混入していないかどう

かなどの判定 

・食品含有物表示に記載されていない成分の検出によるアレルギー反応の防止。例

えばピーナッツが成分として記載されていない製品にピーナッツが入っているかど

うか 

その他 ・禁止または違法薬物の検出、たとえば筋肉増強剤、マリファナ、メタアンフェタミン、

コカインなど 

・ヒト尿中の絨毛性ゴナドトロピン検出による妊娠検査 

HRP 
抗体 
抗原 

TMB 
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プロトコール I：抗原検出 ELISA ～ELISA で抗原を検出してみましょう～ 
(英語 Instruction Manual: Protocol II) 

教員用テキスト 

 
このプロトコールはサンプル中の抗原の有無の検査をどのように実施するかをシミュレーションできるように考案されていま

す。体液などのサンプル中の病原体（抗原）をどのように検出するかについて考察することができます。天然痘ウイルスが代

表的な例です。感染後 2-3 日以内に治療すれば患者が天然痘を発症することはありません。他に感染症をベースとしたシ

ナリオとしては、西ナイル熱、HIV、SARSおよび炭疽菌などがあります（付録C参照）。他に病気に関連した抗原の発生源と

しては、家畜、農作物、食品および水などがあります。 

妊娠検査の際のホルモン hCG の検出や、薬物検査の際の違法ステロイドの検出、食品安全性検査の場合のバクテリア毒

素の検出、または非遺伝子組換え食品中の遺伝子組換え作物（GMO）の検出、あるいは受け持ちの生徒の関心を喚起す

るようなシナリオなど、病気と関係していない ELISA の応用に重点をおくこともできます。今回の ELISA 実習と同じ原理を利

用している一般の市販キットには、家庭用妊娠排卵検査キットがあります。 

これらの実習について関連性が強く有意義な授業環境を作り出すために、この説明書の導入部分（p.4～9）と同様に付録

A および B にも基本的な用語や実際上と概念上の講義の要点について説明しています。また、付録 C には、具体的な疾

患や授業での発表方法について記載しています。 

各生徒はシミュレーション用サンプルを受け取って抗原の有無を検査します。抗体に関する詳しい説明は付録 A をご参照

ください。 

 

実施計画 

Lesson 1  実験準備と講義 

Lesson 2  生徒の ELISA 実験 
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実験概要の説明 

 

＜ステップ 1＞：ディスポ－ザブルピペットを用いて、各生徒のサンプル（未知）、 

陽性コントロールおよび陰性コントロール各 50μl をマイクロプレートの 

ウェルに入れ、5 分間インキュベーションしてサンプル中のタンパク質を 

ウェルに吸着させます。続いてウェルを洗浄液で洗浄し、ウェル内の 

タンパク質が結合していない部位を Tween 20 でブロッキングします。 

 

 

＜ステップ 2＞：1 次抗体（50μl）を各ウェルに加え、室温で 5 分間インキュベー 

ションします。1 次抗体とは感染症因子（抗原）を認識して結合する抗体です。 

ウェルを洗浄液ですすいで抗原に結合していない 1 次抗体を除去します。 

 

 

＜ステップ 3＞：西洋ワサビペルオキシダーゼ（HRP）標識した 2 次抗体（50μl） 

を各ウェルに加えて室温で 5 分間インキュベーションします。 

2 次抗体とは、1 次抗体を認識して結合する抗体です。 

ウェルを洗浄液で洗い、1 次抗体に結合していない 2 次抗体を除去します。 

 

 

＜ステップ 4＞：酵素基質（50μl）を各ウェルに加えて、発色の 

観察を行います。HRP があると（すなわち、サンプル中に抗原が 

存在していると）ウェル内の溶液が 5 分以内に青色に変わります。 

サンプル中に抗原がなければ、ウェルは無色のままです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELISA 結果の一例 
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実験準備 

抗原と 1 次抗体を溶解し希釈する操作は、授業の 3 日前以内とし、また 2 次抗体の調製は授業前 24 時間以内としてくださ

い。また、溶解した試薬に夾雑物が入らないようにするために、PBS 緩衝液の調製には無菌蒸留水の使用をお勧めします。

授業の 4 時間以上前にに試薬を溶解した場合には、氷冷するか冷蔵庫で保存してください。 

生徒が行う操作で最も重要なポイントは、ウェルに試薬等を正しい順番で正確に加えることですので、実験の成功のために

はチューブにははっきりと内容を表示し、正しく色分けしておくことが重要です。 

 

！注意！ 

このキットを 1 週間または 2 週間の間で何回かの実験で使用する場合には、試薬の夾雑を防ぐために PBS 緩衝液の調製

には無菌水を使用することをお勧めします。（水を殺菌するには、ビンに入れてゆるくフタをし、電子レンジで 5 分間沸騰さ

せます。電子レンジからビンを取り出したら、冷却してから完全にフタを閉めます。）各実験に必要なだけの抗原と抗体濃縮

溶液を希釈します。溶解した抗体は50 倍濃縮溶液となっています。抗原および抗体濃縮溶液が残った場合には、4℃で冷

蔵保存してください。ただし 4℃の冷蔵であっても抗原および抗体濃縮溶液を 2 週間以上保存しないようにしてください。各

溶液は冷凍しないでください。 

 

目的 

ステップ 1 ・1 倍濃度 PBS の調製 

・抗原、1 次抗体、2 次抗体の凍結乾燥品の溶解 

・抗原の調製 

ステップ 2 ・洗浄液の調製 

・1 次抗体および 2 次抗体の調製 

ステップ 3 ・試薬を分注する 

ステップ 4 ・実験台備品チェック 

 

必要な時間 1-3 時間 

 

ピペット操作 

このキットには、250μl～5ml の液量の試薬調製に使用するための目盛り付のディスポーザブルピペットがついています。

その他に、50μl を量りとるための可変容量または固定容量のマイクロピペットが必要です。下の図に、量りとる量に応じた

ディスポ－ザブルピペットの目盛りを示します。液量が 1ml を超える場合には数回同じ操作を繰り返し、規定の量を量りとっ

てください。調製の各段階ごとに新しいディスポ－ザブルピペットまたは新しいピペット用チップを使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発泡性の界面活性剤を含む液体(洗浄液など)を量りとるには、液体と泡の境界面で目盛りを読み取ってください。 

 

以下の説明は 1 グループにつき 4 名の学生で実験を行った場合の、12 グループの準備内容です。 
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＜ステップ 1＞ 

・1 倍濃度 PBS の調製 

・抗原、1 次抗体、2 次抗体の凍結乾燥品を溶解 

・抗原の調製 

緩衝液の調製には 100ml メスシリンダー1 本と 1L のメスシリンダーの使用をお勧めします。また蒸留水 1L が必要です。 

a. 100mｌの 1 倍濃度 PBS を調製する 

100ml メスシリンダーを使って蒸留水 90ml を量り、10 倍濃度 PBS を 10ml 加えて混合します。100-200ml ビーカーに移

します。このビーカーに「1× PBS」とラベルします。 

b. 1 倍濃度の PBS を用いて抗原と 1 次抗体および 2 次抗体を溶解する  

（*2 次抗体は実験 24 時間以内に溶解してください） 

凍結乾燥試薬は 3 本とも注意してキャップを取り外してください。その際に金属キャップで手を切らないよう、ご注意く

ださい。外したキャップは裏返しておいてください。ディスポ－ザブルピペットを用いてそれぞれに「1×PBS」を 500μｌ

ずつ各試薬に加えます。（それぞれに新しいディスポ－ザブルピペットを使用します。）キャップを戻して緩やかに転倒

混和します。こうして調製した溶液は 50 倍濃度となっています。注：この溶解操作では洗浄液を絶対に用いないでくだ

さい。 

c. 溶解した抗原を 25ml の「1×PBS」で希釈する 

50ml の容器に「1×抗原」と表記したラベルを貼り、「1×PBS」24.5ml をこの容器に入れます。新しいディスポ－ザブル

ピペットを用いて溶解した抗原バイアルの中身を「1×抗原」とラベルした容器に全量加えます。抗原バイアルの中身

は完全に「1×抗原」とラベルした容器に移してください。ビンにフタをして緩やかに混和します。注：この希釈操作では

抗原には洗浄液は絶対に用いないでください。加えてしまうと実験がうまく進みません。 

 

＜ステップ 2＞ 

・洗浄液の調製 

・1 次抗体および 2 次抗体の調製 

a. 900mｌの洗浄液を調製する 

100ml メスシリンダーで 10× PBS を 90ml および 10% Tween 20 を 4.5ml 量りとります（このとき 100ml メスシリンダーに

は 10× PBS 90ml + 10% Tween 4.5ml = 94.5ml 入っています。）。1L メスシリンダーへ蒸留水を 700ml 入れ、100ml メ

スシリンダーに入っている溶液を加えます。1L メスシリンダーに蒸留水を加え、900ml にします。良く混和した後、1L ビ

ーカーに移し「洗浄液」とラベルします。 

b. 1 次抗体を 1 倍濃度に希釈する 

50ml の容器に「1× 1 次抗体」とラベルし、洗浄液を 24.5ml この容器に加えます。新しいディスポ－ザブルピペットを

用いて溶解した 1 次抗体バイアルの中身をこのビンに加え、このディスポ－ザブルピペットを用いて希釈した試薬を少

し用いてバイアルをすすぎ、抗体を全部使うようにします。ビンにキャップをして緩やかに混和します。 

c. 2 次抗体を 1 倍濃度に希釈する 

2 次抗体は授業開始前の 24 時間以内に希釈します。50ml の容器に「1× 2 次抗体」とラベルし、洗浄液を 24.5ml こ

のビンに入れます。新しいディスポ－ザブルピペットを用いて溶解した 2 次抗体バイアルの中身をこのビンに加え、こ

のディスポ－ザブルピペットを用いて希釈した方の試薬を少し用いてバイアルをすすぎ、抗体を全部使うようにします。

ビンにキャップをして緩やかに混和します 

 

 

＜ステップ 3＞ 

・試薬を分注する（各サンプルの分注には新しいディスポ－ザブルピペットを使用してください。） 

a. 陽性コントロールの分注 

紫色のチューブ 12 本に「+」とラベルし、それぞれに「1×抗原」溶液を 500μl ずつ分注します。 
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b. 陰性コントロールの分注 

青色のチューブ 12 本に「-」とラベルし、「1×PBS」を 500μl ずつ分注します。 

c. 1 次抗体の分注 

緑色のチューブ 12 本に「①」とラベルし、「1×1 次抗体」を 1.5ml ずつ分注します。 

d. 2 次抗体の分注 

オレンジ色のチューブ 12 本に「②」とラベルし、「1×2 次抗体」1.5ml ずつ分注します。 

e. 酵素基質の分注 

茶色のチューブ 12 本に「TMB」とラベルし、HRP 酵素基質（TMB）1.5ml ずつ分注します。 

注記：TMB は光分解性があるため、この試薬の保存には暗色のチューブを使用することが重要です。 

f. 生徒用の分注 

生徒の 50%が陽性、50%が陰性結果となるよう実験を組むことをお勧めします。ただし、最終的な比率の調整は可能で

す。クラス内で陽性と陰性の比が 1：1 とするには、黄色のチューブ 24 本に「1×抗原」を 250μl 加え、残りの黄色のチ

ューブ 24 本に「1×PBS」を 250μl 加えて、チューブをばらばらに並べかえます。 

g. 洗浄液の分注 

12 個のビーカーに洗浄液を 70～80ml 分注します。洗浄液は各グループに 1 つです。 

 

＜ステップ 4＞ 

実験台備品チェック 

1 グループにつき生徒 4 名が実験できます。 

 

項目（表示）               内容     数  （✓） 

黄色のチューブ               

紫色のチューブ（+）        

青色のチューブ（-）        

緑色のチューブ（①）            

オレンジ色のチューブ（②）      

茶色のチューブ（TMB）       

12 ウェルマイクロプレートストリップ                 

50μl 固定容量マイクロピペット 

または 20-200μl 可変容量ピペット                 

ピペット用チップ              

ディスポ－ザブルピペット              

70-80ml 洗浄液       

ペーパータオル（束）                              

マーカーペンまたは油性マーカー                               

 

実験の中断：このキットは 1 回の授業で完了するよう考案されていますが、途中で中断したい場合には抗原の添加後から、

酵素基質を加える前で中断することができます。ウェルに洗浄液を加えて、マイクロプレートストリップやすべての試薬を

4℃の冷蔵庫内に一昼夜保存できます。 

生徒用サンプル（250μl）    

陽性コントロール（500μl）          

陰性コントロール（500μl）           

1次抗体（1.5ml）           

2次抗体（1.5ml）          

酵素基質（1.5ml）           

 

 

 

 

 

 

4(生徒1人に1本） 

1 

1 

1 

1 

1 

2本 

 

1本 

10-20 

1袋 

1 

2 

1 

 

□    

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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解答ヒントおよび講義のポイント 

 

実験前の質問 

1. 私達の体が持つ生体防御のしくみには、皮膚や粘膜で起こるものと、免疫とがあります。免疫のなかでも体液性免疫

について、簡単にまとめてみましょう。 

体液性免疫の場合、細菌やウイルスが体内に侵入すると、その”異物”と特異的に反応する抗体が B 細胞により作られま

す。”異物”と抗体が反応するとマクロファージによる食作用などにより処理されたり、凝集して体外に排出されます。 

 

2. 医療現場では免疫のしくみをどのように利用しているのでしょうか？ワクチン接種を例にあげて説明してみましょう。 

一部の B 細胞は一度感染した病原体を記憶しており（免疫記憶細胞）、再度同じ病原体が入ってきたとき、免疫記憶細胞

がすぐに増幅、抗体産生細胞に分化して大量の抗体が作られます。これを二次反応と言います。ワクチン接種はこのしくみ

を利用して、働きを弱めた、あるいは無毒化した病原体等を体内に接種して、後の感染を予防します。 

 

3. 生体内で抗体はどのようにして作られるのでしょうか？下の図の   のなかに適切な言葉を入れてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 研究者が利用する抗体はどのように作製されるのでしょうか？簡単にまとめてみましょう。 

一般的にはウサギ、ラット、ヤギなどの動物の免疫システムを利用します。抗原となる物質を前述の動物に注射し、それらの

体内で作られた抗体を抽出します。 

（厳密には、大量に作製する場合、あるいはポリクローナル抗体かモノクローナル抗体かにより異なってきますが、内容が難

しくなる為、レベルに応じて回答させてください） 

 

5. 迅速に結果が出る抗原検出検査法はなぜ必要なのでしょう？次のそれぞれのシチュエーションで考えてみましょう。 

医療現場；ある病気にかかったとき、特に感染症のような場合には迅速に治療の方針を決定し、行なう為に必要です。 

警察やスポーツ競技の場；薬物使用が疑われる人への対応を速やかに決定しなくてはいけません。 

環境や水質検査、あるいは食品検査；環境や食品の衛生あるいは安全が問題となった場合には速やかに対処しないと被

害者が出たり、経済的負担が生じる可能性があります。 

 

6. ELISA とは何の略ですか？また日本語ではなんと言うでしょう？ 

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay の略です。日本語では固相抗体免疫測定法といいます。 

 

7. ELISA では 2 次抗体に酵素（HRP）を結合させていますが、この酵素の役割を説明してください。また、酵素が役割を

果たすために必要なもうひとつの物質は何でしょう？ 

必要な物質；発色基質（基質）、あるいは TMB 

酵素は発色基質と反応、基質の色を変えることで 1 次抗体がマイクロプレートのウェル内に結合しているかどうか、目で見て

確認できるようにします。 

食作用によって処理される 

 

 

T 

B 
 

抗原 

＜細胞内＞ 

インターロイキンで 
活性化される 

免疫記憶細胞 B細胞 

マクロファージ 

抗体 

抗原産生細胞に分化 

T

マクロファージ 
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8. 実験には対象となるサンプルの他に陽性コントロールと陰性コントロールを測定する必要があるのはどうしてでしょう？

陽性コントロールがない場合、陰性コントロールがない場合、それぞれについて考えてみましょう。 

コントロールは実験の各操作が確実に行なわれているかを確認するために必要です。 

陽性コントロールがないと、発色しなかったサンプルが本当に陰性であるのかどうか、操作の過程において何か問題があっ

たために発色しなかった可能性があるのかどうか、確認できません。 

陰性コントロールがないと、発色したサンプルが本当に陽性であるのかどうか、操作の過程で問題があったため発色してし

まった可能性があるかどうか、確認できません。 

 

実験後の質問 

9. 自分のサンプルには抗原が含まれていましたか？ 

各生徒により、含まれていた、いなかったが分かれます。 

 

10. 抗原が含まれているサンプル、含まれていないサンプルの両方には、抗原タンパク質以外の、たくさんのタンパク質も

含まれています。サンプルをウェルにアプライし、5 分間放置した後、ウェル内のプラスチック面に吸着されたのは抗原

だけだと思いますか？それとも抗原以外のタンパク質も吸着したと思いますか？ 

抗原も、それ以外のタンパク質も吸着されました。タンパク質－プラスチックの結合は抗原に特異的ではありません。 

 

11. ウェルにサンプルを入れた後、1 次抗体を入れた後、さらに 2 次抗体を入れた後に全てのウェルをバッファーで洗浄し

ましたが、これにはどんな意味があったでしょう？ 

洗浄により、ウェルのプラスチックに結合していないタンパク質や、抗原あるいは 1 次抗体に結合していない抗体を除去し、

誤った結果（偽陽性）が出るのを防ぐためです。 

 

12. ウェルに 1 次抗体を入れた後、ウェルを洗浄しても、抗原が含まれるサンプルのウェル内には 1 次抗体は残りますが、

これはどうしてでしょう？また抗原が含まれないサンプルのウェルではどうでしょう？ 

抗原が含まれるサンプルのウェルでは、1 次抗体は抗原と結合したのでウェル内に残りますが、含まれないウェルでは結合

するタンパク質がないためウェル内には残りません。 

 

13. ウェルに 2 次抗体を入れた後、ウェルを洗浄しても、抗原が含まれるサンプルのウェル内には 2 次抗体は残りますが、

これはどうしてでしょう？また抗原が含まれないサンプルのウェルではどうでしょう？ 

抗原が含まれるサンプルのウェルでは、2 次抗体は 1 次抗体と結合したのでウェル内に残りますが、含まれないウェルでは

結合する 1 次抗体がないためウェル内には残りません。 

 

14. サンプルのウェルが発色せず、陰性の結果が得られた場合、サンプル内には抗原が全くなかったのでしょうか？その

結果が偽陰性だった場合、どのような原因が考えられるでしょうか？サンプルに由来する原因と操作上の原因とにつ

いて考えてみましょう。 

もしそれが偽陰性だった場合、サンプルに由来する原因としては、抗原の濃度が薄すぎて、発色しても目で確認できない

（あるいは数値化しても小さすぎる）ことが考えられます。 

操作上の原因としては、間違えて陰性コントロールを入れてしまった、1 次抗体あるいは 2 次抗体を入れ忘れた、洗浄する

とき、ウェル内で溶液を出し入れしてしまい、吸着していた抗原がはがれてしまった等々の理由が考えられます。 

 

16. コントロール、サンプルともに同じサンプルについて 3 ウェルずつ使用したのはどうしてでしょう？ 

3 ウェルずつ使用するのは、陽性・陰性コントロールとはまた別のコントロール実験と言えます。同じサンプルを使用してもピ

ペッティングの誤差などが生じることがありますので、1 ウェルだけで結果を判断せずに、同じサンプルを 2 あるいは 3 ウェル
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ずつ使って結果を判断します。数値化する際には、例えば 3 つのうち、1 つだけ大きく値のずれたものがあった場合にはそ

れを外し、残り 2 ウェルの数値を平均化し、結果の信頼性を高めます。 

 

 

17. 抗原抗体反応を利用した診断キットとして、身近にある薬局においてあるものはあるでしょうか？調べてみましょう。 

代表的なものは妊娠検査薬です。 
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クイックガイド 

 

抗原検出 ELISA 

1. 黄色のチューブに自分の名前を書きます。 

 

2. 12 ウェルストリップに印をつけます。 

まずストリップの端から 3 個のウェルには陽性コン

トロール用に「+」、次に続く 3 個のウェルには陰性

コントロール用に「-」と印をつけます。残りのウェ

ルには自分の名前（3 個分）、最後の 3 個にはスト

リップを共同使用するもう一人の学生の名前を書

きます。 

 

3. 新しいピペットチップを用いて陽性コントロール

（+）を 50μl ずつ「+」表示したウェルに移します。 

 

4. 新しいピペットチップを用いて陰性コントロール

（-）を 50μl ずつ「-」表示したウェルに移します。 

 

5. 自分のサンプル 50μl を、それぞれ名前を記入

したウェル 3 個に移します。必ずサンプルごとに

新しいピペット用チップを使用します。 

 

6. 5 分間放置してサンプル中のタンパク質がウェル

に吸着するのを待ちます。 

 

7. 洗浄します。 

a. マイクロプレートストリップをペーパータオル上に上下逆に伏

せて、逆さのまま数回指先で叩き、液体を取り除きます。 

b. 上部のペーパータオルを 1 枚取り除きます。 

c. 新しいディスポ-ザブルピペットを用いて各ウェルに洗浄液を

満たします。隣のウェルと混じらないように注意してください。

以降、洗浄液には１本のピペットを使用します。 

d. ストリップを流し場へ持っていき、洗浄液を全て捨てます。勢

いよく液を捨てることがポイントです。再度マイクロプレートスト

リップをペーパータオル上に上下逆に伏せて、逆さのまま数

回指先で叩き、液体を取り除きます。 

e. 上部のペーパータオルを 2～3 枚取り除きます。 

 

8. ステップ 7 の洗浄手順（c～e）をもう一回繰り返します。 

 

9. 新しいピペット用チップを用いて 1 次抗体（①）50μl を

12 個のウェル全てに加えます。 

 

学生A 学生B 

 

 
50μl 

コントロール 

またはサンプル 

  

 
50μl 

1次抗体（①） 
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10. 5 分間放置して抗体が抗原に結合するのを待ちます。 

 

11. ステップ 7 の洗浄手順を 2 回繰り返して、結合してい

ない 1 次抗体をウェルから洗い流します。 

 

12. 新しいピペット用チップを用いて 2 次抗体（②）50μl

をマイクロプレートストリップの 12 個のウェル全部に加

えます。 

 

13. 5 分間放置して 2 次抗体が標的（1 次抗体）に結合す

るのを待ちます。 

 

14. ステップ 7 の洗浄手順を 3 回繰り返して、1 次抗体結

合していない 2 次抗体をウェルから洗い除きます。 

 

15. 新しいピペット用チップを用いて、酵素基質（TMB）

50μl をマイクロプレートストリップの 12 個のウェル全

部に加えます。 

 

16. 5 分間放置します。結果を観察して記録します。 

 

 
50μl 

2次抗体（②） 

 
50μl 

酵素基質（TMB） 
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学生・生徒用テキスト 

 

はじめに 

免疫学とは、免疫系が病気からどのように身体を防御しているかを学習する学問です。免疫には“体液性免疫”と“細胞性

免疫”とがありますが、体液性免疫については、100 年以上も前に生物学者が動物体内の免疫系が「外的存在」や抗原の

侵入に反応することを発見しました。人間の身体は病原体にさらされると、免疫反応を開始します。身体が免疫反応を開始

する原因となる分子は抗原と呼ばれています。バクテリアやウイルスおよびカビなどのような感染性物質の成分も含めて、あ

らゆる分子が抗原であるとも考えられます。数日間のうちに、何百万という抗体（抗原を認識して抗原に極めて強力に結合

するタンパク質）が血流中を循環するようになります。抗体は、「魔法の弾丸」のように標的である抗原を探し出して結合し、

免疫系の細胞がその侵入者を破壊できるように目印をつけます。 

身体に対して異物となるあらゆる分子が抗原となる場合があります。例えばバクテリアやウイルス、カビ類などの感染性物質

の成分などがあります。抗体はすでに科学的に重要な手段となっており、バイオテクノロジー研究や病気の診断および治

療に用いられています。 

これから ELISA（Enzyme-Linked Immunosorbent Assay、固相抗体免疫測定法）の実習をします。ELISA では液体サンプル

中の抗原の存在を検出するのために抗体を用いていますので、体液などのサンプル中の僅かな量の病原物質を検出でき

ます。天然痘ウイルスは現在 ELISA で検出できる病原体の代表的な例です。感染 2-3 日以内に検出してワクチン投与す

れば、感染者は天然痘を発症することはありません。ELISA のその他の応用としては、西ナイル熱ウイルス、HIV 外被タン

パク、SARS ウイルス、炭疽菌、妊娠検査の hCG などのホルモンや薬物検査の場合の違法ステロイド、食品安全性検査の

場合のバクテリアの検出、または食品中の遺伝子組換え作物（GMO）の検出などがあります。 

 

 

 

ELISA はどのように使われているのでしょうか？ 

ELISA は検査結果が迅速に得られることから、医学や農学などの多くの面に大きな影響を与えています。ELISA は家庭用

妊娠検査キット、人間や動物および植物の感染症検出キット、違法薬物使用検出用、室内空気汚染検査、および植物生

産表示が適正であるかの判定など、幅広い目的に用いられています。例えば重症急性呼吸器症候群（SARS）などの新規

に発生している疾患に対し、米国厚生省疾病管理・予防センター（CDC）および世界保健機構（WHO）は、患者がウイルス

に感染したかどうかを迅速かつ容易に確認できる ELISA を開発を行います。 

今回の ELISA 実習と同じ原理を利用している、身近な一般の市販キットには、家庭用妊娠検査キットがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検体  コントロール  
検体  コントロール  

陽性  陰性  
吸収体  
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検査によっては数分間という短時間で陽性または陰性 

結果が得られるものもあります。たとえば、家庭用 

妊娠検査キットは、ヒト絨毛性ゴナドトロピン（hCG） 

すなわち妊娠女性の血中および尿中に受精数日間以内 

に出現するホルモンを検出します。ある検査スティック 

の吸収体はピンク色の化合物で標識した抗 hCG 抗体で 

コーティングしてあります（ステップ 1）。このバー 

を尿に浸すと、hCG があればピンク色の抗体に 

結合し、ピンク色の hCG-抗体結合体が毛細管現象に 

よってバーを移動します（ステップ 2）。 

このピンク色の結合体が最初の検査部分、すなわち 

標識していない抗 hCG 抗体の細いバンド部分に到達す 

ると、結合体がバンド状となって濃縮されてピンク色 

のバンドとなります（ステップ 3）。 

この検査スティックには、標識していない 2 次抗体を 

含むコントロールゾーンが含まれており、この部分は 

2 本目のバンド内で未結合のピンク色の結合体（結果が 

陽性でも陰性でも存在している）に結合します。 

こうして、どの検査でも二本目のバンドはピンク色と 

なりますが、妊娠検査が陽性の場合のみ、ピンク色の 

バンドが 2 本見えることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吸収体  
テスト コントロール 

毛細管現象 

抗原（hCG） 

固定2次抗体 
固定抗hCG抗体 
発色抗hCG抗体 
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抗体はどのように産生されるのでしょうか？ 

ホ乳類は抗原に感染すると免疫応答を開始し、特異的抗原を認識してしっかりと結合するタンパク質である抗体を B 細胞と

言う特別な細胞で産生します。1 種類の抗体は 1 種類の抗原しか認識しません。ヤギ、ウサギ、およびマウスなどの動物に

抗原を注射すると、一定時間後には血清中にその抗原を特異的に認識する抗体が含まれるようになります。この抗原が病

原体であれば、抗体を利用してその病気の診断検査法を開発できます。免疫測定法の場合には、病原体のような抗原の

認識に用いられる抗体は 1 次抗体と呼ばれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) X-線結晶解析により決定された HIV キャプシドタンパク p24 に結合している IgG の構造（Harris et al., 1998, Momany 

et al., 1996）。注記：上記の構造は Protein Data Bank (www.pdb.umfg.br) (Berman et al., 2000)から PDB 認識コード

1IGY および 1AFV を使用してダウンロードし、Rasmol や Protein Explorer などの無料のオンラインソフトを用いて操作

することが可能です。 

B) 抗原に結合している抗体を表すのに一般的に用いられている模式図。 

 

免疫測定法において 2 次抗体は 1 次抗体を認識し結合します。2 次抗体はある動物種で産生された抗体を別の種に注射

して作製します。別の動物種から得られた抗体は互いに違っているため、免疫応答を引き起こすことになります。例えばヒト

1 次抗体を認識する 2 次抗体を作製するには、ヒト抗体をウサギなどの動物に注射します。ウサギが免疫応答を開始すると、

ウサギの血清にはヒト抗体を認識し結合する抗体が含まれるようになります。2 次抗体は多くの場合、目で観察できるよう標

識化されています。 

この実験で扱う2次抗体は西洋ワサビペルオキシダーゼ（HRP）という酵素と結合してあります。HRPはその基質であるTMB

が存在すると青色に発色します。 

 

免疫測定法におけるコントロールの意味 

免疫測定法を実施しその結果を有効とするには、陽性コントロールおよび陰性コントロール、既に結果がわかっているサン

プルを含める必要があります。コントロールは常に、実験サンプルは常にコントロールと比較しながら分析します。陽性コント

ロールを一緒に分析せずに実験結果が陰性となった場合、その結果が本当に陰性であるかどうかわかるでしょうか? もし

単に実験がうまく進まなかったために陰性となったとしたら? 陽性サンプルでも検査結果が陰性となった場合を偽陰性と呼

びます。反対に、陰性コントロールを分析に加えずに実験結果が陽性となった場合、その結果がほんとうに陽性であるのか

どうかわかるでしょうか? 実験中に抗原の夾雑があったとしたら? 陰性サンプルでも検査結果が陽性となる場合には偽陽

性と呼びます。 

コントロールは実験誤差を生じないようにするためや、検査法が正常に機能するようにするためにも必要です。長期に渡り

保存していたり、保存条件が悪かったために分解する可能性のある試薬の場合に問題が生じる可能性が考えられます。実

験操作をする人が試薬を間違えたり、希釈やピペット操作上の誤りにより、または結合していない試薬の除去がうまくいかな

H鎖 L鎖 

ジスルフィド結合  

抗原  
 

抗原 

A) B) 
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かったなどのミスをすることもあります。ずさんな記録保管も検査結果の誤りの原因となります。こうした可能性のほとんどは、

適切なコントロールを設定することで検査中に確認することができます。
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抗原検出 ELISA の手順 

 
1. 自分のサンプルとコントロールサンプルとをマイクロプレートスト

リップのウェルに入れます。自分のサンプルには沢山のタン

パク質と、それから病原体（抗原）を含むこともあれば含まない場

合もあります。5 分間インキュベーションしてサンプル中のタンパ

ク質をプラスチック製のウェルに疎水性相互作用によって吸着さ

せます。ELISA は、タンパク質がウェルに吸着するので免疫吸着

測定法と呼ばれています。 

 

 

2. 1 次抗体（50μl）を各ウェルに加え、インキュベーションします。1

次抗体は、ウェルに結合している多くのタンパク質の中から抗原

を探し出します。サンプルに抗原が含まれていれば、1 次抗体は

ウェル内の抗原にしっかりと結合して留まります。 

 

 

3. 結合した抗体を HRP 標識した 2 次抗体で検出します。1 次抗体

が抗原に結合していたならば、2 次抗体が 1 次抗体にしっかりと

結合します。 

 

 

4. 酵素基質をウェルに加え、5 分間放置し、測定結果を評価します。

抗原がサンプル中にあった場合、ウェルは青色に変わります。こ

の場合診断結果は陽性となります。ウェルが無色のままであれば、

サンプル中に病気の抗原は存在しておらず、診断は陰性となり

ます。 

 

 

 

 

 抗原 

抗体 
酵素（HRP） 

酵素基質（TMB） 



プロトコール I 

 25 

実験前の質問 ～実験を始める前に～ 

 
1. 私達の体が持つ生体防御のしくみには、皮膚や粘膜で起こるものと、免疫とがあります。免疫のなかでも体液性免疫

について、簡単にまとめてみましょう。 

 

 

 

 

 

2. 医療現場では免疫のしくみをどのように利用しているのでしょうか？ワクチン接種を例にあげて説明してみましょう。 

 

 

 

 

 

3. 生体内で抗体はどのようにして作られるのでしょうか？下の図の   のなかに適切な言葉を入れてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 研究者が利用する抗体はどのように作製されるのでしょうか？簡単にまとめてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

5. 迅速に結果が出る抗原検出検査法はなぜ必要なのでしょう？次のそれぞれのシチュエーションで考えてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

6. ELISA とは何の略ですか？また日本語ではなんと言うでしょう？ 

 

 

 

マクロファージ 
によって処理される 

 

 

T 

B 
 

抗原 

＜細胞内＞ 

で 
活性化される 

免疫記憶細胞 B細胞 

抗体 

に分化 

T
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7. ELISA では 2 次抗体に酵素（HRP）を結合させていますが、この酵素の役割を説明してください。また、酵素が役割を

果たすために必要なもうひとつの物質は何でしょう？ 

 

 

 

 

8.  実験には対象となるサンプルの他に陽性コントロールと陰性コントロールを測定する必要があるのはどうしてでしょう？

陽性コントロールがない場合、陰性コントロールがない場合、それぞれについて考えてみましょう。 
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実験テキスト 

 

実験台備品チェックリスト 

1 グループにつき生徒 4 名が実験できます。 

 

項目（表示）               内容     数  （✓） 

黄色のチューブ               

紫色のチューブ（+）        

青色のチューブ（-）        

緑色のチューブ（①）            

オレンジ色のチューブ（②）      

茶色のチューブ（TMB）       

12 ウェルマイクロプレートストリップ                 

50μl 固定容量マイクロピペット 

または 20-200μl 可変容量ピペット                 

ピペット用チップ              

ディスポ－ザブルピペット              

70-80ml 洗浄液       

ペーパータオル大束                              

マーカーペンまたは油性マーカー                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒用サンプル（250μl）    

陽性コントロール（500μl）          

陰性コントロール（500μl）           

1次抗体（1.5ml）           

2次抗体（1.5ml）          

酵素基質（1.5ml）           

 

 

 

 

 

 

4(生徒1人に1本） 

1 

1 

1 

1 

1 

2本 

 

1本 

10-20 

1袋 

1 

2 

1 

 

□    

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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実験手順 

 
1. 黄色のチューブに各生徒の名前を書いておきます。 

 
2. 12 ウェルストリップのウェルの外壁に印を付けます。2 名で 12 ウェルのストリップ 1 本を共有します。ストリップごとに、最

初のウェル3個には陽性コントロール「+」、次の3個には陰性コントロール「-」を書いておきます。残りのウェルには自分

の名前と、ストリップを共同使用するもう一人の生徒の名前を書いておきます。 

 

 

 

 

 

3. 抗原をウェルに結合させます。 

a. ピペットを用いて紫色チューブの陽性コントロール

（+）50μl を、「+」印のウェル 3 個に入れます。 

b. 新しいピペット用チップを用いて青色チューブの陰

性コントロール（-）50μl を、「-」印のウェル 3 個に入

れます。 

c. 新しいピペット用チップをサンプルごとに用いて、サ

ンプル 50μl をそれぞれ該当する名前を記入したウ

ェル 3 個に入れます。 

 

4. サンプル中のタンパク質がウェルに結合するまで 5 分間待ちます。 

 

5. 洗浄します。 

a. マイクロプレートストリップをペーパータオル上で上下逆に伏せて、逆さのまま数回指先で叩き、中の液体を取り除

きます。 

 

 

 

 

b. 上部のペーパータオルを 1 枚取り除きます。 

c. 新しいディスポ-ザブルピペットを用いて各ウェルに洗浄液を満たします。隣のウェルと混じらないように注意してく

ださい。 以降、洗浄液には１本のピペットを使用します。 

 

 

 

 

 

d. ストリップを流し場へ持っていき、洗浄液を全て捨てます。勢いよく液を捨てることがポイントです。再度マイクロプレ

ートストリップをペーパータオル上で上下逆に伏せて、逆さのまま数回指先で叩き、中の液体を取り除きます。 

e. 上部のペーパータオルを 2～3 枚取り除きます。 

 

6. ステップ 5 の洗浄手順（c～e）をもう 1 回繰り返します。 

 
50μl 

コントロール 

またはサンプル 

  

学生A 学生B 
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7. 新しいピペット用チップを用いて、緑色チューブから 1 次抗体(①)50μl をマイクロプレートのウェル 12 個全部に加えま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

8. 5 分間放置して 1 次抗体を結合させます。 

 

9. ステップ 5 の洗浄手順を 2 回繰り返して、未結合の 1 次抗体をウェルから洗い流します。 

 

10. 新しいピペット用チップを用いてオレンジ色チューブから 2 次抗体（②）50μl をウェル 12 個全部に加えます。 

 

 

 

 

 

 

 

11. 5 分間放置して 2 次抗体を結合させます。 

 

12. ステップ 5 の洗浄手順を 3 回繰り返して、結合していない 2 次抗体をウェルから洗い流します。 

2 次抗体には酵素基質を化学的に変化させて無色の液体から青色の溶液に変える酵素（HRP）が結合しています。自分の

実験のどのウェルが青色に変わるはずか、どのウェルは無色のままであるべきか、また結果がわからないウェルはどれか予

測してみましょう。 

                                                                                                        

                                                                                                      

                                                                                                      

 

 

13. 新しいピペット用チップを用いて茶色のチューブから酵素基質（TMB）50μl をマイクロプレートのウェル 12 個全部に加

えます。 

 

 

 

 

 

 

14. 5 分間放置します。結果を観察して記録します。 

 

 

 

 
50μl 

1次抗体（①） 

 
50μl 

2次抗体（②） 

 
50μl 

酵素基質（TMB） 
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結果 

下記の図に、上記 5 でウェルに記入したのと同じ表示を記入します。その後ウェルごとに、青色になったら「+」を、色の変化

がなければ「-」を記入します。 

 

 

 

 

 

 

自分のサンプルは陽性ですか？  結果について考えてみましょう。 
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実験後の質問  

 
1.  自分のサンプルには抗原が含まれていましたか？ 

 

 

 

2. 抗原が含まれているサンプル、含まれていないサンプルの両方には、抗原タンパク質以外の、たくさんのタンパク質も

含まれています。サンプルをウェルにアプライし、5 分間放置した後、ウェル内のプラスチック面に吸着されたのは抗原

だけだと思いますか？それとも抗原以外のタンパク質も吸着したと思いますか？ 

 

 

 

3. ウェルにサンプルを入れた後、1 次抗体を入れた後、さらに 2 次抗体を入れた後に全てのウェルをバッファーで洗浄し

ましたが、これにはどんな意味があったでしょう？ 

 

 

 

4. ウェルに 1 次抗体を入れた後、ウェルを洗浄しても、抗原が含まれるサンプルのウェル内には 1 次抗体は残りますが、

これはどうしてでしょう？また抗原が含まれないサンプルのウェルではどうでしょう？ 

 

 

 

5. ウェルに 2 次抗体を入れた後、ウェルを洗浄しても、抗原が含まれるサンプルのウェル内には 2 次抗体は残りますが、

これはどうしてでしょう？また抗原が含まれないサンプルのウェルではどうでしょう？ 

 

 

 

6. サンプルのウェルが発色せず、陰性の結果が得られた場合、サンプル内には抗原が全くなかったのでしょうか？ 

 

 

 

7. コントロール、サンプルともに同じサンプルについて 3 ウェルずつ使用したのはどうしてでしょう？ 

 

 

 

 

 

8. 抗原抗体反応を利用した診断キットとして、身近にある薬局においてあるものはあるでしょうか？調べてみましょう。 
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プロトコール II：ELISA 抗体検査                             

～ELISA で抗体を検出してみましょう～ 

(英語 Instruction Manual: Protocol III) 
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クイックガイド............................................................................................................................................................................................................................. 40 

学生・生徒用テキスト................................................................................................................................................................................................................... 42 

はじめに ...................................................................................................................................................................................................................................... 42 

ELISA 抗体検査の手順........................................................................................................................................................................................................ 46 

実験前の質問 ～実験を始める前に～ ....................................................................................................................................................................... 47 

実験テキスト.............................................................................................................................................................................................................................. 48 

実験後の質問 ～実験が終わったら～........................................................................................................................................................................ 52 
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プロトコール II：ELISA 抗体検査～ELISA で抗体を検出してみましょう～ 

(英語 Instruction Manual: Protocol III) 

教員用テキスト 

 
このプロトコールでは血清中の抗体検出を行う、診断用血液検査のシミュレーションが可能です。生徒はこのプロトコール

を用いて ELISA を実施し、病原体に対する感染の示唆となる抗体を検出します。抗体は血液中を循環しています。生徒に

シミュレーション用の血清サンプルを渡し、抗体の有無について検査するよう指導します。 

HIV、西ナイルウイルス（人間または動物の）、SARS、結核など受け持ちの生徒の興味を引くような病気や、各種疾患のい

ずれかを選んでそれに話題のポイントを置くこともできます。ELISA 抗体検査法は、体内で抗原そのものが検出できないよ

うな「感染直後」の検出と診断に役立ちます。身体が免疫応答を開始すれば、抗体が血清中に存在するので検出が可能

です。つい最近までは HIV ウイルスを ELISA で直接検出することはできず、ウイルスに対する血清抗体を ELISA を用いて

in vitro で検出していました。ELISA 抗体検査は HIV 感染診断のための唯一の迅速な検査法でした。HIV/AIDS の生物学

的特性に関する研究に大規模な投資がなされた結果、現在では ELISA によって血中の HIV 抗原を直接検出することが可

能となり、早期治療と延命ができるようになっています。 

これらの実習について関連性が強く有意義な授業環境を作り出すために、この説明書の導入部分（p.4～9）と同様に付録

A および B にも基本的な用語や実際上と概念上の講義の要点について説明しています。また付録 C（p.92～99）に、具体

的な疾患や授業での発表方法について記載しています。 

このプロトコールでは、生徒が「自分自身の」シミュレーション用血清サンプルを測定したり、または生徒が地域の病院の臨

床検査室で患者のサンプルを検査していると仮定してロールプレイング的な実習を行うこともできます。 

 

実施の時間計画 

第 1 日  講義およびディスカッション 

第 2 日  学生の ELISA 実習 
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実験概要の説明 

 

＜ステップ 1＞：ピペットを用いて、精製した病原抗原（シミュレーション用） 

50μl をマイクロプレートのウェルに加え、5 分間インキュベーション 

して抗原をウェルに吸着させます。ウェルを洗浄液ですすいで、 

ウェル内の未結合のタンパク質結合部位をブロッキングします。 

 

 

＜ステップ 2＞：血清サンプルおよび陽性コントロールと陰性コントロール（50μl） 

をウェルに入れ、室温で 5 分間インキュベーションします。このプロトコールでは、 

血清サンプルは実際には 1 次抗体であり、患者の血中の 1 次抗体の代わりと 

なっています。血清サンプル中にこの病気に対する抗体があれば、 

ウェル内にすでに結合している精製病原抗原に結合することになります。 

ウェルを洗浄液ですすいで未結合の 1 次抗体を除去します。 

 

 

＜ステップ 3＞：西洋ワサビペルオキシダーゼ（HRP）を標識した 2 次抗体 

（50μl）をウェルに加え、室温で 5 分間インキュベーションします。 

2 次抗体とは 1 次抗体を認識して結合する抗体です。 

このシミュレーションの場合、2 次抗体は抗ヒト抗体の代わりに使っています。 

HRP とは酵素基質を酸化する酵素です。ウェルを洗浄液ですすいで 

結合していない 2 次抗体を除去します。 

 

 

＜ステップ 4＞：酵素基質（50μl）を各ウェルに加え、生徒に発色を観察する 

よう指導します。HRP が存在していた（すなわち、血清中に精製抗原に 

対する抗体が存在していた）ならば、ウェル内の溶液は 5 分以内に青色に 

変化し、診断は陽性となります。 

病気の抗原に対する抗体がなかったらウェルは無色のままで、診断は陰性と 

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELISA 結果の一例 
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実験準備 

抗原と 1 次抗体を溶解し希釈する操作は、授業の 3 日前以内とし、また 2 次抗体の調製は授業前 24 時間以内としてくださ

い。また、溶解した試薬に夾雑物が入らないようにするために、PBS 緩衝液の調製には無菌蒸留水の使用をお勧めします。

授業の 4 時間前より以前に試薬を溶解した場合には、氷冷するか冷蔵庫で保存してください。 

生徒が行う操作で最も重要なポイントは、ウェルに試薬等を正しい順番で正確に加えることですので、実験の成功のために

はチューブにははっきりと内容を表示し、正しく色分けしておくことが重要です。 

 

！注意！ 

このキットを 1 週間または 2 週間の間で何回かの実験で使用する場合には、試薬の夾雑を防ぐために PBS 緩衝液の調製

には無菌水を使用することをお勧めします。（水を殺菌するには、ビンに入れてゆるくフタをし、電子レンジで 5 分間沸騰さ

せます。電子レンジからビンを取り出したら、冷却してから完全にフタを閉めます。）各実験に必要なだけの抗原と抗体濃縮

溶液を希釈します。溶解した抗体は50 倍濃縮溶液となっています。抗原および抗体濃縮溶液が残った場合には、4℃で冷

蔵保存してください。ただし 4℃の冷蔵であっても抗原および抗体濃縮溶液を 2 週間以上保存しないようにしてください。各

溶液は冷凍しないでください。 

 

目的 

ステップ 1 ・1 倍濃度 PBS の調製 

・抗原、1 次抗体、2 次抗体の凍結乾燥品の溶解 

・抗原の調製 

ステップ 2 ・洗浄液の調製 

・1 次抗体および 2 次抗体の調製 

ステップ 3 ・試薬を分注する 

ステップ 4 ・実験台備品チェック 

必要な時間 1-3 時間 

 

ピペット操作 

このキットには、250μl～5ml の液量の試薬調製に使用するための目盛り付のディスポーザブルピペットがついています。

その他に、50μl を量りとるための可変容量または固定容量のマイクロピペットが必要です。下の図に、量りとる量に応じた

ディスポ－ザブルピペットの目盛りを示しています。液量が 1ml を超える場合には数回同じ操作を繰り返し、規定の量を量り

とってください。調製の各段階ごとに新しいディスポ－ザブルピペットまたは新しいピペット用チップを使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発泡性の界面活性剤を含む液体(洗浄液など)を量りとるには、液体と泡の境界面で目盛りを読み取ってください。 

 
以下の説明は 1 グループにつき 4 名の生徒で実験を行った場合の、12 グループの準備内容です。 

 

 



プロトコール II 

 36 

＜ステップ 1＞ 

・1 倍濃度 PBS の調製 

・抗原、1 次抗体、2 次抗体の凍結乾燥品を溶解 

・抗原の調製 

緩衝液の調製には 100ml メスシリンダー1 本と 1L メスシリンダーの使用をお勧めします。また蒸留水 1L が必要です。 

a. 100mｌの 1 倍濃度 PBS を調製する 

100ml メスシリンダーを使って蒸留水 90ml を量り、10 倍濃度 PBS を 10ml 加えて混合します。100-200ml ビーカーに移

します。このビーカーに「1× PBS」とラベルします。 

b. 1 倍濃度の PBS を用いて抗原と 1 次抗体および 2 次抗体を溶解する （*2 次抗体は実験 24 時間以内に溶解してく

ださい） 

凍結乾燥試薬は 3 本とも注意してキャップを取り外してください。その際に金属キャップで手を切らないようご注意くだ

さい。外したキャップは裏返して置いてください。ディスポ－ザブルピペットを用いてそれぞれのバイアルに「1×PBS」

を 500μｌずつ加えます。（それぞれに新しいディスポ－ザブルピペットを使用します。）キャップを戻して緩やかに転倒

混和します。調製した溶液は 50 倍濃度となっています。注：この溶解操作では洗浄液を絶対に用いないでください。 

c. 溶解した抗原を 25ml の「1×PBS」で希釈する 

50ml の容器に「1×抗原」と表記したラベルを貼り、「1×PBS」24.5ml をこの容器に入れます。新しいディスポ－ザブル

ピペットを用いて溶解した抗原バイアルの中身を「1×抗原」とラベルした容器に全量加えます。抗原バイアルの中身

は完全に「1×抗原」とラベルした容器に移してください。容器にフタをして緩やかに混和します。注：この希釈操作で

は抗原には洗浄液は絶対に用いないでください。加えてしまうと実験がうまく進みません。 

 

＜ステップ 2＞ 

・洗浄液の調製 

・1 次抗体および 2 次抗体の調製 

a. 900mｌの洗浄液を調製する 

100ml メスシリンダーで 10× PBS を 90ml および 10% Tween 20 を 4.5ml を量りとります（このとき 100ml メスシリンダー

には 10× PBS 90ml + 10% Tween 4.5ml = 94.5ml 入っています。）。1L メスシリンダーへ蒸留水を 700ml 入れ、100ml

メスシリンダーに入っている溶液を加えます。1L メスシリンダーに蒸留水を加え、900ml にします。良く混和した後、1L

ビーカーに移し「洗浄液」とラベルします。 

b. 1 次抗体を 1 倍濃度に希釈する 

50ml の容器に「1× 血清」とラベルし、洗浄液を 24.5ml この容器に加えます。新しいディスポ－ザブルピペットを用い

て溶解した 1 次抗体バイアルの中身をこの容器に全量加えます。容器にフタをして緩やかに混和します。 

c. 2 次抗体を 1 倍濃度に希釈する 

2 次抗体は授業開始前の 24 時間以内に希釈します。50ml の容器に「1× 2 次抗体」とラベルし、洗浄液を 24.5ml こ

のビンに入れます。新しいディスポ－ザブルピペットを用いて溶解した2次抗体バイアルの中身をこの容器に全量加え

ます。容器にフタをして緩やかに混和します 

 

 

 

＜ステップ 3＞ 

・試薬を分注する（各サンプルの分注には新しいディスポ－ザブルピペットを使用してください。） 

a. 陽性コントロールの分注 

紫色のチューブ 12 本に「+」とラベルし、それぞれに「1×血清」溶液を 500μl ずつ分注します。 

b. 陰性コントロールの分注 

青色のチューブ 12 本に「-」とラベルし、「1×洗浄液」を 500μl ずつ分注します。 
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c. 抗原の分注 

緑色のチューブ 12 本に「①」とラベルし、「1×抗原」を 1.5ml ずつ分注します。 

d. 2 次抗体の分注 

オレンジ色のチューブ 12 本に「②」とラベルし、「1×2 次抗体」を 1.5ml ずつ分注します。 

e. 酵素基質の分注 

茶色のチューブ 12 本に「TMB」とラベルし、HRP 酵素基質（TMB）を 1.5ml ずつ分注します。 

注記：TMB は光分解性があるため、この試薬の保存には暗色のチューブを使用することが重要です。 

f. 生徒用の分注 

生徒の 50%が陽性、50%が陰性結果となるよう実験を組むことをお勧めします。（最終的な比率の調整は可能です。）ク

ラス内で陽性と陰性の比が 1：1 とするには、黄色のチューブ 24 本に「1×血清」を 250μl 加え、残りの黄色のチューブ

24 本に「1×PBS」を 250μl 加えて、チューブをばらばらに並べかえます。 

g. 洗浄液の分注 

12 個のビーカーに洗浄液を 70～80ml 分注します。洗浄液は各グループに 1 つです。 

 

＜ステップ 4＞ 

実験台備品チェック 

1 グループにつき生徒 4 名が実験できます。 

 

項目（表示）               内容     数  （✓） 

黄色のチューブ               

紫色のチューブ（+）        

青色のチューブ（-）        

緑色のチューブ（抗原）            

オレンジ色のチューブ（②）      

茶色のチューブ（TMB）       

12 ウェルマイクロプレートストリップ                 

50μl 固定容量マイクロピペット 

または 20-200μl 可変容量ピペット                 

ピペット用チップ              

ディスポ－ザブルピペット              

70-80ml 洗浄液       

ペーパータオル（束）                              

マーカーペンまたは油性マーカー                               

 

実験の中断：このキットは 1 回の授業で完了するよう考案されていますが、途中で中断したい場合には抗原の添加後から、

酵素基質を加える前で中断することができます。ウェルに洗浄液を加えて、マイクロプレートストリップやすべての試薬を

4℃の冷蔵庫内に一昼夜保存できます。 

生徒用サンプル（250μl）    

陽性コントロール（500μl）          

陰性コントロール（500μl）           

精製抗原（1.5ml）           

2次抗体（1.5ml）          

酵素基質（1.5ml）           

 

 

 

 

 

 

4(生徒1人に1本） 

1 

1 

1 

1 

1 

2本 

 

1本 

10-20 

1袋 

1 

2 

1 

 

□    

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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解答ヒントおよび講義のポイント 

 

実験前の質問 

1. 私達の体が持つ生体防御のしくみには、皮膚や粘膜で起こるものと、免疫とがあります。免疫のなかでも体液性免疫

について、簡単にまとめてみましょう。 

体液性免疫の場合、細菌やウイルスが体内に侵入すると、その”異物”と特異的に反応する抗体が B 細胞により作られま

す。”異物”と抗体が反応するとマクロファージによる食作用などにより処理されたり、凝集して体外に排出されます。 

 

2. 医療現場では免疫のしくみをどのように利用しているのでしょうか？ワクチン接種を例にあげて説明してみましょう。 

一部の B 細胞は一度感染した病原体を記憶しており（免疫記憶細胞）、再度同じ病原体が入ってきたとき、免疫記憶細胞

がすぐに増幅、抗体産生細胞に分化して大量の抗体が作られます。これを二次反応を言います。ワクチン接種はこのしく

みを利用して、働きを弱めた、あるいは無毒化した病原体等を体内に接種して、後の感染を予防します。 

 

3. 免疫系が正常に作用しないと、どのような病気になってしまうのか、調べてみましょう。 

免疫系が低下あるいは効かなくなるということは、体の防御機能が低下することなので、感染症や生活習慣病にかかりやす

くなってしまいます。エイズは後天性免疫不全症候群と言い、やはり免疫系が効かなくなる病気です。 

また、亢進すると体外からの異物に過敏になりすぎるため花粉症や喘息のようなアレルギー症になってしまいます。 

リウマチような自己免疫疾患は、何らかの間違いで自己を異物と認識してしまい免疫反応が起こる病気です。 

 

4. 見た目が病気に見えない人、症状がでていない人でも抗体検出を可能にすることはどうして重要なのでしょう？ 

人は病気には発症しなくでも、病原体を持っている”キャリア”であることがあるからです。キャリアの人を発見しないと、その

人から他の健康な人に病気が移ってしまい、病気を広めてしまう可能であるためです。 

 

5. ELISA とは何の略ですか？また日本語ではなんと言うでしょう？ 

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay の略です。日本語では固相抗体免疫測定法といいます。 

 

6. ELISA では 2 次抗体に酵素（HRP）を結合させていますが、この酵素の役割を説明してください。また、酵素が役割を

果たすために必要なもうひとつの物質は何でしょう？ 

必要な物質；発色基質（基質）、あるいは TMB 

酵素は発色基質と反応、基質の色を変えることで 1 次抗体がマイクロプレートのウェル内に結合しているかどうか、目で見て

確認できるようにします。 

 

7. 実験には対象となるサンプルの他に陽性コントロールと陰性コントロールを測定する必要があるのはどうしてでしょう？

陽性コントロールがない場合、陰性コントロールがない場合、それぞれについて考えてみましょう。 

コントロールは実験の各操作が確実に行なわれているかを確認するために必要です。 

陽性コントロールがないと、発色しなかったサンプルが本当に陰性であるのかどうか、操作の過程において何か問題があっ

たために発色しなかった可能性があるのかどうか、確認できません。 

陰性コントロールがないと、発色したサンプルが本当に陽性であるのかどうか、操作の過程で問題があったため発色してし

まった可能性があるかどうか、確認できません。 
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実験後の質問 
1. 自分のサンプルには抗体が含まれていましたか？  

各生徒により、含まれていた、いなかったが分かれます。 

 

2. ELISA での 1 次検査で陽性となった時、本当にその病気に感染していると言えるでしょうか？? 

ELISA を用いた抗体検査の場合、陽性の結果が出ても必ず感染しているとは限りません。 

 

3. もし、感染していなくても陽性の結果で出たとしたら（偽陽性）、原因はどういったことでしょう？サンプルに由来する原

因と操作上の原因について考えてみましょう。 

抗体は特異的に抗原を認識して結合しますが、その特異性は 100％ではありません。ですので、抗体が本来とは異なる抗

原を認識してしまう可能性もあります。このような場合には、より精密な、他の手法を用いて検査する必要があります。 

操作上の原因としては、間違えて陽性コントロールを入れてしまった、発色基質になんらかの物質が混入してしまい、発色

してしまった等々の理由が考えられます。 

 

4. コントロール、サンプルともに同じサンプルについて 3 ウェルずつ使用したのはどうしてでしょう？ 

3 ウェルずつ使用するのは、陽性・陰性コントロールとはまた別のコントロール実験と言えます。同じサンプルを使用してもピ

ペッティングの誤差などが生じることがありますので、1 ウェルだけで結果を判断せずに、同じサンプルを 2 あるいは 3 ウェル

ずつ使って結果を判断します。数値化する際には、例えば 3 つのうち、1 つだけ大きく値のずれたものがあった場合にはそ

れを外し、残り 2 ウェルの数値を平均化し、結果の信頼性を高めます。 

 

5. ウェルにサンプルを入れた後、1 次抗体を入れた後、さらに 2 次抗体を入れた後に全てのウェルをバッファーで洗浄し

ましたが、これにはどんな意味があったでしょう？ 

洗浄により、ウェルのプラスチックに結合していないタンパク質や、抗原あるいは 1 次抗体に結合していない抗体を除去し、

誤った結果（偽陽性）が出るのを防ぐためです。 

 

6. ウェルに陽性の血清サンプル体を入れた後、ウェル内で抗体はどのような挙動をするでしょう？陰性サンプルのウェル

ではどうでしょう？ 

陽性サンプルのウェルでは、抗原と結合して抗体がウェル内に残りますが、陰性サンプルのウェルでは抗体に結合する抗

原がないため抗原抗体反応は起こりません。 

 

7. ウェルに 2 次抗体を入れた後、ウェル内で 2 次抗体はどのような挙動をするでしょう？陰性サンプルのウェルではどう

でしょう？ 

陽性サンプルのウェルでは、ウェル内に残っている抗体に 2 次抗体が結合しますが、陰性サンプルのウェルでは 2 次抗体

に結合する抗体がないため抗原抗体反応は起こりません。 

 

8. 抗原抗体反応を利用した診断キットとして、身近にある薬局においてあるものはあるでしょうか？調べてみましょう。 

代表的なものは妊娠検査薬です。 
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クイックガイド 

 

抗体検出 ELISA 

1. 黄色のチューブに試験するサンプルの見分けがつくように表示しておきます。 

 

2. 12 ウェルストリップに印をつけます。まずストリ

ップの端から 3 個のウェルには陽性コントロー

ル用に「+」、次に続く 3 個のウェルには陰性コ

ントロール用に「-」と印をつけます。残りのウェ

ルには試験するサンプルを見分けられるよう

に表示しておきます（ウェル 3 個ずつ）。 

 

3. 新しいピペット用チップを用いて精製抗原（抗原）

50μl をマイクロストリップのウェル 12 個全部に加え

ます。 

 

4. 5 分間放置して抗原がウェルに吸着するのを待ち

ます。 

 

5. 洗浄します。 

a. マイクロプレートストリップをペーパータオル上に上下逆に伏

せて、逆さのままで数回指先で叩き、内の液体を取り除きま

す。 

b. 上部のペーパータオルを 1 枚取り除きます。 

c. 新しいディスポ-ザブルピペットを用いて各ウェルに洗浄液を

満たします。隣のウェルと混じらないように注意してください。

以降、洗浄液には１本のピペットを使用します。 

d. ストリップを流し場へ持っていき、洗浄液を全て捨てます。勢

いよく液を捨てることがポイントです。再度マイクロプレートスト

リップをペーパータオル上に上下逆に伏せて、逆さのまま数

回指先で叩き、中の液体を取り除きます。 

e. 上部のペーパータオルを 2～3 枚取り除きます。 

 

6. ステップ 5 の洗浄手順（c～e）をもう１回繰り返します。 

 

7. 新しいピペット用チップを用いて陽性コントロール

（+）50μl を+印のついたウェル 3 個に加えます。 

 

8. 新しいピペット用チップを用いて陰性コントロール

（-）50μl を-印のついたウェル 3 個に加えます。 

 

9. 血清サンプルごとに新しいピペット用チップを用い

て、自分のグループの血清サンプル（黄色チュー

ブ）50μl を該当するウェル 3 個に加えます。 

 
50μl 

コントロール 

または血清 

サンプルA サンプルB 

 

 
50μl 

精製抗原 
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10. 5 分間放置して抗体が標的（抗原）に結合するのを

待ちます。 

 

11. ステップ 5 の洗浄手順を 2 回繰り返して、抗原に結

合していない 1 次抗体をウェルから洗い流します。 

 

12. 新しいピペット用チップを用いて 2 次抗体（②）50μl

をマイクロプレートストリップの 12 個のウェル全部に

加えます。 

 

13. 5 分間放置して 2 次抗体が標的に結合するのを待

ちます。 

 

14. 上記 5 の洗浄方法を 3 回繰り返して、結合していな

い 2 次抗体をウェルから洗い除きます。 

 

15. 新しいピペット用チップを用いて酵素基質

（TMB）50μl をマイクロプレートストリップの 12 個

のウェル全部に加えます。 

 

16. 5 分間放置します。観察して結果を記録します。 

 

 
50μl 

2次抗体（②） 

 
50μl 

酵素基質（TMB） 



プロトコール II 

 42 

学生・生徒用テキスト 

 

はじめに 

この実習では ELISA（Enzyme-Linked Immunosorbent Assay）を行います。血中の抗体を検出することで、病気に感染した

かどうかを判定するための検査をシミュレーションします。 

病原物質が体内に侵入すると、身体は免疫反応を開始します。反応を刺激する物質は抗原と呼ばれ、たとえばバクテリア

やウイルス、カビなどの感染性物質成分も含めて、あらゆる分子が抗原となることもあります。数日間のうちに身体は抗体を

産生します。抗体とは抗原を認識ししっかりと結合するタンパク質です。抗体はそれぞれ、1 種類の抗原だけを認識します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) X-線結晶解析により決定された HIV キャプシドタンパク p24 に結合している IgG の構造（Harris et al., 1998, Momany 

et al., 1996）。注記：上記の構造は Protein Data Bank (www.pdb.umfg.br) (Berman et al., 2000)から PDB 認識コード

1IGY および 1AFV を使用してダウンロードし、Rasmol と Protein Explorer などの無料のオンラインソフトを用いて操作

することが可能です。 

B) 抗原に結合している抗体を表すのに一般的に用いられている模式図。 

 

免疫学とは、免疫系が病気からどのように身体を防御しているかを学習する学問です。100 年以上も前に生物学者は動物

体内の免疫系が「外的存在」や抗原の侵入に反応することを発見しました。人間の身体は病原体にさらされると、免疫反応

を開始します。抗体は、「魔法の弾丸」のように標的である抗原を探し出して結合し、免疫系の細胞がその侵入者を破壊で

きるように目印をつけます。 

抗体はすでに科学的に重要な手段となっており、バイオテクノロジー研究や病気の診断および治療に用いられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H鎖 L鎖 

ジスルフィド結合  

抗原  
 

抗原 

A) B) 
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ELISA はどのように使われているのでしょうか？ 

ELISA は検査結果が迅速に得られることから、医学や農学などの多くの面に大きな影響を与えています。ELISA は、家庭

用妊娠検査キット、人間や動物および植物の感染症検出キット、違法薬物使用検出用、室内空気汚染検査、および植物

生産表示が適正であるかの判定など、幅広い目的に、また一度にたくさんの検体について処理できる事からこれらの 1 次

検査（スクリーニング検査）に用いられています。たとえば重症急性呼吸器症候群（SARS）などの新規に発生している疾患

に対し、米国厚生省疾病管理・予防センター（CDC）および世界保健機構（WHO）は、患者がウイルスに感染したかどうか

を迅速かつ容易に確認できる ELISA の開発をまず行います。 

今回の ELISA 実習と同じ原理を利用している一般の市販キットには、家庭用妊娠検査キットなどがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査によっては数分間という短時間で陽性または陰性 

結果が得られるものもあります。たとえば、家庭用 

妊娠検査キットは、ヒト絨毛性ゴナドトロピン（hCG） 

すなわち妊娠女性の血中および尿中に受精数日間以内 

に出現するホルモンを検出します。検査スティックの 

吸収体はピンク色の化合物で標識した抗 hCG 抗体で 

コーティングしてあります（ステップ 1）。このバー 

を尿に浸すと、hCG があればピンク色の抗体に 

結合し、ピンク色の hCG-抗体結合体が毛細管現象に 

よってバーを移動していきます（ステップ 2）。 

このピンク色の結合体が最初の検査部分、すなわち 

標識していない抗 hCG 抗体の細いバンド部分に到達す 

ると、結合体がバンド状となって濃縮されてピンク色 

のバンドとなります（ステップ 3）。 

この検査スティックには、標識していない 2 次抗体を 

含むコントロールゾーンが含まれており、この部分は 

二本目のバンド内で未結合のピンク色の結合体 

（結果が陽性でも陰性でも存在している）に結合します。 

こうして、どの検査でも二本目のバンドはピンク色と 

なりますが、妊娠検査が陽性の場合のみ、ピンク色の 

バンドが 2 本見えることになります。 

 

 

 

 

検体  コントロール  
検体  コントロール  

陽性  陰性  
吸収体  

吸収体  
テスト コントロール 

毛細管現象 

抗原（hCG） 

固定2次抗体 
固定抗hCG抗体 
発色抗hCG抗体 
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免疫反応 

病気に感染すると、免疫系がその病気の抗原に対抗 

できる抗体を産生します。代表的な免疫反応では以下の 

経路をたどります。まず始めに、身体は免疫グロブリン 

M、または IgM と呼ばれるある種の抗体を産生します。 

病気に感染して 1 週間以内に IgM は血中に検出可能 

となります。その約 3 週間後には IgM 濃度は低下し、 

別の免疫グロブリン IgG 濃度が上昇し始めます。 

病気に対する感染がそれ以上続かなければ、IgG 濃度は 

数日間後には急速に低下します。 

2 回目に身体が病気に感染すると、免疫反応は 1 回 

目よりも強く速くなります。このことは、ワクチン 

（1 次反応を誘発する）やブースター（2 次反応を誘発 

する）の原理となっています。害を及ぼさない程度に 

病原体に感染することで（例えば不活性化インフル 

エンザウイルス注射など）、活発なインフルエンザウィル 

スに感染した場合に免疫系が迅速にこの侵入者に 

対応できるよう、医師は安全策を講じるのです。 

 

 

この ELISA プロトコールはある種の疾患の感染に対して産生された抗体の有無を検出できるようになっています。体内で産

生された抗体は、たとえ試験管内においてもその抗原にしっかりと結合する、という事実をこの手法は利用しています。問

題の抗体を捕捉するための精製抗原が得られる材料と、結果を可視化するための方法が必要とされます。 

研究者は病気への感染に対する反応として身体が産生する抗体の検出手段に、自然に備わっている免疫応答を利用す

ることにしました。ヒト免疫グロブリンをヤギやウサギ、ヒツジなどの他の動物に注射すれば免疫反応を刺激することができま

す。他の動物種からの抗体は種類が異なっているために、抗原として作用して免疫反応を引き起こします。一定時間後に

こうした動物から採取した血清中には、ヒト免疫グロブリンを認識して結合する能力のある抗体が含まれることになります。

（免疫測定法では、抗ヒト抗体は 2 次抗体と呼ばれ、1 次抗体、つまり抗病原抗体を認識し結合します。）西洋ワサビペルオ

キシダーゼ（HRP）と呼ばれる酵素は 2 次抗体に標識させることができます。HRP とは、基質であるテトラメチルベンジジン

（TMB）が存在していると青色を発色する酵素です。この酵素と基質を利用すれば、抗体を可視化することができます。 

 

免疫測定法におけるコントロールの意味 

免疫測定法を実施し、その結果を有効とするには陽性コントロールおよび陰性コントロール（既に結果がわかっているサン

プル）を含める必要があります。実験サンプルは常にコントロールと比較しながら分析します。陽性コントロールを一緒に分

析せずに実験結果が陰性となった場合、その結果がほんとうに陰性であるかどうかわかるでしょうか? もし単に実験がうまく

進まなかったために陰性となったとしたら? 陽性サンプルでも検査結果が陰性となった場合を偽陰性と呼びます。反対に、

陰性コントロールを分析に加えずに実験結果が陽性となった場合、その結果が本当に陽性であるのかどうかわかるでしょう

か? 実験中に抗原の夾雑があったとしたら? 陰性サンプルでも検査結果が陽性となる場合には偽陽性と呼びます。 

 

 

 

 

 

1次免疫反応 

（遅い）  

2次免疫反応 

（速い）  

血
中
の
抗
体
濃
度 

 

抗原にばく露後の日数  

抗体産出の1次反応と2次反応  
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コントロールはなぜ必要なのでしょうか? 

コントロールは、ELISA を正しく行うために必要です。多くの診断検査ではある比率で偽陽性または偽陰性の結果が生じる

ため、別の検査法で診断結果を確認することが必要です。例えば、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）に対する抗体の免疫測定

では、偽陽性または偽陰性のいずれかの結果が得られる可能性があります。例えばワクチン投与直後での偽陽性、免疫抑

制（たとえば、薬物投与、移植後など）あるいは HIV 感染直後の偽陰性などです。（抗 HIV 抗体は HIV 感染してから何週間

か経過しないと作られません。特異的抗体の出現はセロコンバージョン（seroconversion）と呼ばれています。）このために、

ELISA で HIV 検査陽性となった場合、必ずウェスタンブロット法により確認します。 

コントロールは実験誤差を生じないようにするためや、検査法が正常に機能するようにするためにも必要です。長期に渡り

保存していたり、保存条件が悪かったために分解する可能性のある試薬に問題が生じる可能性が考えられます。実験操作

をする人が試薬を間違えたり、希釈やピペット操作上の誤り、または結合していない試薬の除去がうまくいかなかった、など

のミスをすることもあります。ずさんな記録保管も検査結果の誤りの原因となります。こうした可能性のほとんどは、適切なコ

ントロールを設定することで検査中に確認することができます。 
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ELISA 抗体検査の手順 

 

＜ステップ 1＞：精製済みの病原抗原をマイクロプレートストリップのウェルに 

入れます。5 分間インキュベーションしてサンプル中のタンパク質を 

プラスチック製のウェルに疎水性相互作用によって吸着させます。 

ELISA は、タンパク質がウェルに吸着するために 

免疫吸着測定法と呼ばれています。 

 

 

＜ステップ 2＞：血清サンプルおよびコントロールサンプルをウェルに加えて 

インキュベーションします。血清には何百万種類もの異なった 

抗体が含まれていますが、その病気に反応して産生された抗体が 

血清に含まれている場合にのみ、その抗体がウェル内の抗原に結合します。 

 

 

 

＜ステップ 3＞：血清中の（1 次）抗体を HRP 標識した 2 次抗体で検出します。 

血清中の 1 次抗体が抗原に結合していたならば、2 次抗体が血清中の抗原に 

結合します。 

 

 

 

 

＜ステップ 4＞：酵素基質をウェルに加え 5 分間放置し、測定結果を評価します。 

血清中にこの 1 次抗体があったならば、ウェルは青色に変わります。 

この場合診断は陽性です。ウェルが無色のままであれば、血清サンプル中に 

1 次抗体は存在しておらず、診断は陰性です。 

 

 

 

 抗原 

抗体 
酵素（HRP） 

酵素基質（TMB） 
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実験前の質問 ～実験を始める前に～ 

1. 私達の体が持つ生体防御のしくみには、皮膚や粘膜で起こるものと、免疫とがあります。免疫のなかでも体液性免疫

について、簡単にまとめてみましょう。 

 

 

 

 

2. 医療現場では免疫のしくみをどのように利用しているのでしょうか？ワクチン接種を例にあげて説明してみましょう。 

 

 

 

 

3. 免疫系が正常に作用しないと、どのような病気になってしまうのか、調べてみましょう 

 

 

 

 

 

4. 見た目が病気に見えない人、症状がでていない人でも抗体検出を可能にすることはどうして重要なのでしょう？ 

 

 

 

 

5. ELISA とは何の略ですか？また日本語ではなんと言うでしょう？ 

 

 

 

 

6. ELISA では 2 次抗体に酵素（HRP）を結合させていますが、この酵素の役割を説明してください。また、酵素が役割を

果たすために必要なもうひとつの物質は何でしょう？ 

 

 

 

 

7. 実験には対象となるサンプルの他に陽性コントロールと陰性コントロールを測定する必要があるのはどうしてでしょう？

陽性コントロールがない場合、陰性コントロールがない場合、それぞれについて考えてみましょう。 

 

 

 

 



プロトコール II 

 48 

実験テキスト 

 
実験台備品チェック 

1 グループにつき生徒 4 名が実験できます。 

 

項目（表示）               内容     数  （✓） 

黄色のチューブ               

紫色のチューブ（+）        

青色のチューブ（-）        

緑色のチューブ（抗原）            

オレンジ色のチューブ（②）      

茶色のチューブ（TMB）       

12 ウェルマイクロプレートストリップ                 

50μl 固定容量マイクロピペット 

または 20-200μl 可変容量ピペット                 

ピペット用チップ              

ディスポ－ザブルピペット              

70-80ml 洗浄液       

ペーパータオル大束                              

マーカーペンまたは油性マーカー                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒用サンプル（250μl）    

陽性コントロール（500μl）          

陰性コントロール（500μl）           

精製抗原（1.5ml）           

2次抗体（1.5ml）          

酵素基質（1.5ml）           

 

 

 

 

 

 

4(生徒1人に1本） 

1 

1 

1 

1 

1 

2本 

 

1本 

10-20 

1袋 

1 

2 

1 

 

□    

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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実験手順 

 

1. 黄色のチューブには抗体の有無を検査する血清サンプルが入っています。黄色の試験管に自分の名前を書いておき

ます。 

 

2. 自分の 12 ウェルストリップのウェルの外壁に印を付けます。2 名で 12 ウェルのストリップ 1 本を共有します。ストリップご

とに、最初のウェル 3 個には陽性コントロールに「+」、次の 3 個には陰性コントロールに「-」を書いておきます。残りのウ

ェルには自分の名前と、ストリップを共同使用するもう一人のクラスメイトの名前を書いておきます。 

 

 

 

 

 

3. ピペット用チップを用いて、緑色のチューブから精製抗原（抗原）50μl を 12 個のウェル全部に加えます。 

 

 

 

 

 

 

 

4. 抗原がウェルに吸着するまで 5 分間待ちます。 

 

5. 洗浄します。 

a. マイクロプレートストリップをペーパータオル上で上下逆に伏せて、逆さのままで数回指先で叩き、中の液体を取り

除きます。 

 

 

 

 

 

 

b. 上部のペーパータオルを 1 枚取り除きます。 

c. 新しいディスポ-ザブルピペットを用いて各ウェルに洗浄液を満たします。隣のウェルと混じらないように注意してく

ださい。以降、洗浄液には１本のピペットを使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

d. ストリップを流し場へ持っていき、洗浄液を全て捨てます。勢いよく液を捨てることがポイントです。再度マイクロプレ

ートストリップをペーパータオル上で上下逆に伏せて、逆さのまま数回指先で叩き、中の液体を取り除きます。 

学生A 学生B 

 

 
50μl 

精製抗原 
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e. 上部のペーパータオルを 2～3 枚取り除きます。 

 

6. ステップ 5 の洗浄手順（c～e）をもう１回繰り返します。 

 

7. 新しいピペット用チップを用いて紫色チューブから陽性コントロール（+）50μl を取り、「+」印のウェル 3 個に加えます。 

 

 

 

 

 

 

 

8. 新しいピペット用チップを用いて青色チューブから陰性コントロール（-）50μl を取り、「-」印のウェル 3 個に加えます。 

 

9. 新しいピペット用チップを用いて血清サンプル（黄色チューブ）50μl を取り、該当する名前を書いたウェル 3 個に加え

ます。 

 

10. 5 分間放置して 1 次抗体を抗原に結合させます。 

 

11. ステップ 5 の洗浄手順を 2 回繰り返して、サンプルをウェルから洗い流します。 

 

12. 新しいピペット用チップを用いてオレンジ色チューブから 2 次抗体（②）50μl をマイクロプレートのウェル 12 個全部に

加えます。 

 

 

 

 

 

 

 

13. 5 分間放置して 2 次抗体を 1 次抗体に結合させます。 

 

14. ステップ 5 の洗浄手順を 3 回繰り返して、結合していない 2 次抗体をウェルから洗い流します。 

2 次抗体は、酵素基質を化学的に変化させて無色の液体から青色の溶液に変える酵素（HRP）に結合しています。自

分の実験のどのウェルが青色に変わるはずか、どのウェルは無色のままであるべきか、また結果がわからないウェルは

どれか予測してみましょう。 

                                                                                                        

                                                                                                      

                                                                                                      

 

 

 

 

 
50μl 

2次抗体（②） 

 
50μl 

コントロール 

または血清 
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15. 新しいピペット用チップを用いて茶色の試験管から酵素基質（TMB）50μl をマイクロプレートのウェル 12 個全部に加え

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

16. 5 分間放置します。結果を観察して記録します。 

 

 

 

結果 

下記の図に、上記 2.でウェルに記入したのと同じ表示を記入します。その後ウェルごとに、青色になったら「+」を、色の変化

がなければ「-」を記入します。 

 

 

 

 

あなたのサンプルは陽性でしたか？ 結果について話し合ってみましょう。 

 

 
50μl 

酵素基質（TMB） 
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実験後の質問 ～実験が終わったら～ 

 
1. 自分のサンプルには抗体が含まれていましたか？ 

 

 

 

2. ELISA での 1 次検査で陽性となった時、本当にその病気に感染していると言えるでしょうか？ 

 

 

 

3. もし、感染していなくても陽性の結果で出たとしたら（偽陽性）、原因はどういったことでしょう？サンプルに由来する原

因と操作上の原因について考えてみましょう。 

 

 

 

 

4. コントロール、サンプルともに同じサンプルについて 3 ウェルずつ使用したのはどうしてでしょう？ 

 

 

 

 

5. ウェルにサンプルを入れた後、1 次抗体を入れた後、さらに 2 次抗体を入れた後に全てのウェルをバッファーで洗浄し

ましたが、これにはどんな意味があったでしょう？ 

 

 

 

 

6. ウェルに陽性の血清サンプル体を入れた後、ウェル内で抗体はどのような挙動をするでしょう？陰性サンプルのウェル

ではどうでしょう？ 

 

 

 

 

7. ウェルに 2 次抗体を入れた後、ウェル内で 2 次抗体はどのような挙動をするでしょう？陰性サンプルのウェルではどう

でしょう？ 

 

 

 

 

8. 抗原抗体反応を利用した診断キットとして、身近にある薬局においてあるものはあるでしょうか？調べてみましょう。 
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プロトコール III：感染症集団発生の追跡 

(英語 Instruction Manual: Protocol I) 
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プロトコール III：感染症集団発生の追跡 

(英語 Instruction Manual: Protocol I) 

教員用テキスト 

 
この実習では、現実世界で取り上げられている時事問題に ELISA が応用されていることを紹介できるよう考案されています。

生徒は始めにシミュレーションとして「体液」サンプルを分け合うことで、集団内の感染症の拡散をモデル化します。生徒は

それぞれサンプルを受け取りますが、うち 1 人か 2 人は感染症因子となる陽性のサンプルを受け取ります。生徒がシミュレ

ーション用「体液」を受け取った後、ELISA によりサンプルを検査します。 

生徒の ELISA の結果により、クラスの大部分がその感染症について陽性であることが判明します。これによって、その感染

症が集団内にどのように蔓延したかに関して指導した上で、質問をベースとした実習を行うことができあます。生徒は、この

結果が身近な問題と深く結びついていることを感じることができるため、この実験を実施することで生徒の想像力は喚起さ

れます。最近発生している感染症 SARS を話題にすれば特に現実問題と関連の深いものとなります。 

このプロトコールでは、その他にも西ナイル熱ウイルス、HIV、風邪、インフルエンザ、STDs など他の多くの感染症について

も考えることができます。付録 C にある総説に、授業で扱うことができる感染症や実施のシナリオについての情報を示してあ

ります。実際の感染症を特定せずに授業を行うこともできます。 

 

このプロトコールは、感染症の集団発生追跡に抗原検出 ELISA がどのように用いられているのかを学習することを目的とし

ています。また、このプロトコールは各疾患に対する血液中の抗体を ELISA で検出し、疾患を追跡する方法をシミュレーシ

ョンするのにも応用することができます。 

 

 

実施の流れ 

Lesson1 実験過程の準備  講義および話し合い 

Lesson2 シミュレーション用体液を分ける  ELISA 実験 

Lesson3 ELISA 結果の分析  追跡の練習 
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実験概要の説明 

 
＜ステップ 1＞：生徒は自分のサンプルを他の生徒と混合して「体液」を分け合います。2 人の生徒がサンプルを混合し、混

合したサンプルの半分を自分のチューブに戻します。さらに 1 回もしくは 2 回（生徒数によって異なります）、別の生徒と交

換するプロセスを繰り返し、交換した相手の氏名を記録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ステップ 2＞：ピペットを用いて、陽性コントロールおよび陰性コントロール

と各生徒のサンプル 50μl をマイクロプレートのウェルに入れ、5 分間インキ

ュベーションしてサンプル中のタンパク質をウェルに吸着させます。さらにウ

ェルを洗浄液（PBST：Tween 20 を 0.05%濃度で含むリン酸緩衝生理食塩

水）で洗浄し、ウェル内のタンパク質が吸着していない部位を Tween 20 によ

りブロッキングさせます。 

 

 

＜ステップ 3＞：1 次抗体（50μl）を各ウェルに加え、室温で 5 分間インキュ

ベーションします。1 次抗体とは、感染症因子（抗原）を認識して結合する抗

体です。ウェルを洗浄液ですすいで結合していない 1 次抗体を除去しま

す。 

 

 

＜ステップ 4＞：西洋ワサビペルオキシダーゼ（HRP）標識した 2 次抗体（50

μl）を各ウェルに加えて室温で 5 分間インキュベーションします。2 次抗体と

は、1 次抗体を認識して結合する抗体です。HRP とは、発色基質を酸化す

る酵素です。ウェルを洗浄液で洗い、1次抗体に結合していない2次抗体を

除去します。 

 

 

＜ステップ 5＞：酵素基質（50μl）を各ウェルに加えて、生徒は発色の観察

を行います。HRP があると（すなわち、サンプル中に抗原が存在していると）

ウェル内の溶液が 5 分以内に青色に変わります。サンプル中に抗原がなけ

れば、ウェルは無色のままです。 

生徒B  

生徒A 生徒A + B 

生徒C 

生徒A + B + C  

生徒D 

750μl 
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ELISA 結果の一例 

 

ELISA 試験結果を用いて「感染症」経路を追跡する 

クラスでの陽性結果がどれくらい出るかは教師が最初に陽性サンプルをいくつ使用したかによって異なってきます。生徒自

身によって、その感染症の発生源をどのような方法で追跡できるかを考えて欲しいこともあるかと思います。指導を行った上

で質問を中心とした問題へのアプローチをするには、生徒用説明書の p76 にあるクラス内の結果をまとめる表の利用をお

勧めします。黒板等を利用して各生徒は前に出て、結果が陽性だったかどうかを書き、ELISA 結果が陽性の場合にはサン

プルを分け合った生徒の名前の横にプラス（+）を、試験結果が陰性であればサンプルを分け合った生徒の名前の横に（-）

を記入させます。 

例えば、生徒 A の試験結果が陽性であり、サンプルを分け合ったのが生徒 B、C および D であった場合には、B、C および

D の名前のところに”+”を記入することになります。 

名前の横が全部プラスとなった生徒が、その感染症の初期の感染源であることがわかります。 

 

質問：感染サンプルを受け取った最初の生徒１人をつきとめられないのはなぜですか？ 

回答：最初に感染サンプルを受け取った生徒１人がその感染サンプルを二番目の生徒に分ける場合、その二番目の生徒

もプラスとなるはずです。現実世界でも同じ現象が起こります。実際疫学者が疾患の出所を突き止める時には、感染症の

検査の他に患者の所在地や病歴、行動など多くの要因の検討を行います。何故このようなことを行う必要があるのか、本シ

ミュレーションで考察することもできます。また、感染サンプルを分けていった順番を追跡したり、最初に感染サンプルを持

っていたことが疑われる生徒集団から、除外できる生徒がいるかどうかを推測することもできます。 

 

感染症の集団発生に先駆けて疫学者が患者のサンプルを入手していることはほとんどなく、またその発生源を一つの起源

だけにつきとめられることは稀なことです。しかし、このキットを用いた実験ではどの生徒が感染サンプルを受け取ったかの

記録がありますので、教師はこの情報を有効に活用することができます。全生徒のサンプルに連続番号を付けておき、「感

染」した試験管の番号を控えておきます。発生源は実習の最後に明らかにして、受け持った生徒のデータ分析と一致する

かどうかを調べさせることができます。 
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実験準備 

抗原と 1 次抗体を溶解し希釈する操作は、授業の 3 日前以内とし、また 2 次抗体の調製は授業前 24 時間以内としてくださ

い。また、溶解した試薬に夾雑物が入らないようにするために、PBS 緩衝液の調製には無菌蒸留水の使用をお勧めします。

授業の 4 時間以上前に試薬を溶解した場合には、氷冷するか冷蔵庫で保存してください。 

生徒が行う操作で最も重要なポイントは、ウェルに試薬等を正しい順番で正確に加えることですので、実験の成功のために

はチューブにははっきりと内容を表示し、正しく色分けしておくことが重要です。 

 

目的 

ステップ 1 ・1 倍濃度 PBS の調製 

・抗原、1 次抗体、2 次抗体の凍結乾燥品の溶解 

・抗原の調製 

ステップ 2 ・洗浄液の調製 

・1 次抗体および 2 次抗体の調製 

ステップ 3 ・試薬を分注する 

ステップ 4 ・実験台備品チェック 

必要な時間 1-3 時間 

 

注 

このキットを 1 週間または 2 週間の間で何回かの実験で使用する場合には、試薬の夾雑を防ぐために PBS 緩衝液の調製

には無菌水を使用することをお勧めします。（水を殺菌するには、ビンに入れてゆるくフタをし、電子レンジで 5 分間沸騰さ

せます。電子レンジからビンを取り出したら、冷却してから完全にフタを閉めます。）各実験に必要なだけの抗原と抗体濃縮

溶液を希釈します。溶解した抗体は50 倍濃縮溶液となっています。抗原および抗体濃縮溶液が残った場合には、4℃で冷

蔵保存してください。ただし 4℃の冷蔵であっても抗原および抗体濃縮溶液を 2 週間以上保存しないようにしてください。各

溶液は冷凍しないでください。 

 

ピペット操作 

このキットには、250μl～5ml の液量の試薬調製に使用するための目盛り付のディスポーザブルピペットがついています。

その他に、50μl を量りとるための可変容量または固定容量のマイクロピペットが必要です。下の図に、量りとる量に応じた

ディスポ－ザブルピペットの目盛りを示しています。液量が 1ml を超える場合には数回同じ操作を繰り返し、規定の量を量り

とってください。調製の各段階ごとに新しいディスポ－ザブルピペットまたは新しいピペット用チップを使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発泡性の界面活性剤を含む液体(洗浄液など)を量りとるには、液体と泡の境界面で目盛りを読み取ってください。 

 
以下の実験手順は、1 グループにつき 4 名の生徒で実験を行った場合の 12 グループ分に相当します。 
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＜ステップ 1＞ 

・1× PBS と抗原溶液の調製 

・1 次抗体および 2 次抗体の凍結乾燥品を溶解 

・陽性コントロールの調製 

緩衝液の調製には 100ml メスシリンダー1 本と 1L メスシリンダーの使用をお勧めします。また蒸留水 1L が必要です。 

a. 100mｌの 1 倍濃度の PBS を調製する 

100ml メスシリンダーを使って蒸留水 90ml を量り、10 倍濃度 PBS を 10ml 加えて混合し、100ml ビーカーに加えます。

ビーカーには「1×PBS」とラベルします。 

b. 1 倍濃度の PBS を用いて抗原と 1 次抗体および 2 次抗体を溶解する 

凍結乾燥試薬は 3 本とも注意してキャップを取り外してください。その際に金属キャップで手を切らないように注意して

ください。外したキャップは裏返しておき、ディスポ－ザブルピペットを用いて 1×PBS を 500μl ずつ各試薬に加えます。

（それぞれに新しいディスポーザブルピペットを使用します。）キャップを戻して緩やかに転倒混和します。こうして調製

した 1 次抗体および 2 次抗体溶液は 50x 溶液となっています。注：この段階では洗浄液を絶対に用いないでください。 

c. 陽性コントロールを調製する 

50ml の容器に「陽性コントロール」と表記したラベルを貼り、1×PBS 7.5ml をこの容器に入れます。マイクロピペットを用

いて溶解した抗原 150μl を全てこの 1×PBS に加えます。容器にフタをして緩やかに混和します。注：この希釈操作

時に Tween 20 を含む緩衝液は絶対に加えないでください。加えますと実験がうまく進みません。 

 

＜ステップ 2＞ 

・洗浄液の調製 

・1 次抗体および 2 次抗体の調製 

a. 900mｌの洗浄液を調製する 

100ml メスシリンダーで 10× PBS を 90ml および 10% Tween 20 を 4.5ml を量りとります（この時 100ml メスシリンダーに

は 10× PBS 90ml + 10% Tween 4.5ml = 94.5ml 入っています。）。1L メスシリンダーに蒸留水を 700ml を加え、100ml

メスシリンダー中の溶液を 1L メスシリンダーに加えます。トータルで 900ml になるように蒸留水を加えます。良く混和し

た後、ビーカーに移し、「洗浄液」とラベルします。 

b. 1 次抗体を 1 倍濃度に希釈する 

50ml の容器に「1× 1 次抗体」とラベルし、洗浄液を 24.5ml この容器に加えます。新しいディスポーザブルピペットを

用いて、溶解した 1 次抗体溶液を全て 50ml の容器に加えます。50ml の容器にキャップをして緩やかに混ぜます。 

c. 2 次抗体を 1 倍濃度に希釈する 

2 次抗体は授業開始前の 24 時間以内に希釈します。50ml の容器に「1× 2 次抗体」とラベルし、洗浄液 24.5ml をこ

の容器に加えます。新しいディスポーザブルピペットを用いて、溶解した 1 次抗体溶液をすべて 50ml の容器に加えま

す。50ml の容器にキャップをして緩やかに混ぜます。 

 

＜ステップ 3＞ 

・試薬を分注する（各サンプルの分注には新しいディスポ－ザブルピペットを使用してください。） 

a. 陽性コントロールの分注 

紫色のチューブ 12 本のラベルに「+」とラベルし、それぞれに「陽性コントロール」を 500μl ずつ分注します。 

b. 陰性コントロールの分注 

青色のチューブ 12 本に「-」とラベルし、「1×PBS」を 500μl ずつ分注します。 

c. 1 次抗体の分注 

緑色のチューブ 12 本に「①」とラベルし、それぞれに「1×1 次抗体」を 1.5ml ずつ分注します。 

d. 2 次抗体の分注 

オレンジ色のチューブ 12 本に「②」とラベルし、それぞれに「1×2 次抗体」を 1.5ml ずつ分注します。 
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e. 酵素基質の分注 

茶色のチューブ 12 本に「TMB」とラベルし、それぞれに「HRP 酵素基質（TMB）」を 1.5ml ずつ分注します。 

注記：TMB は光分解性があるため、この試薬の保存には暗色のチューブを使用することが重要です。 

f. 感染シミュレーションのサンプルの分注 

クラスの生徒数によって、「感染」サンプルの数を決めます。生徒の半数が「感染」するようにするには、生徒 16 名につ

き「感染」サンプルを 1 人分とするのが適当です。（注記：クラスの生徒数が 10 名より少ない場合には、サンプルは 1 人

分だけにしてサンプル交換回数も 2 回だけにします。）「感染」サンプルを調製するには、黄色の試験管に溶解した抗

原 100μl と 1×PBS の 650μl を加えて混合します。注：抗原には Tween 20 を含む緩衝液は絶対に加えないでくださ

い。加えてしまうと実験がうまく進みません。授業の時まで「感染」サンプルをブランクサンプルとは別にしておき、誰が

「感染した」サンプルを受け取ったかを追跡していくこともできます。 

g. 生徒用のブランクサンプル（非感染）の分注 

生徒数から「感染」サンプルの数を引いた数の黄色のチューブに「1×PBS」を 750μl ずつ加えます。注：この場合洗浄

液ではなく 1×PBS を用いてください。洗浄液では実験がうまく進みません。 

h. 洗浄液の分注 

12 個のビーカーに洗浄液を 70～80ml 分け入れます。洗浄液は各グループに 1 つずつ配布します。 

i. *オプション 

生徒用のチューブ（「感染」と「非感染」の両方）に 1 から 48 まで番号を付けて、どの試験管に「感染」サンプルが入って

いるかを記録することもできます。 

 

 

＜ステップ 4＞ 

グループ備品チェックリスト 

1 グループにつき生徒 4 名が実験できます。 

 

項目（表示）                内容     数  （✓） 

黄色のチューブ               

紫色のチューブ（+）        

青色のチューブ（-）        

緑色のチューブ（①）            

オレンジ色のチューブ（②）      

茶色のチューブ（TMB）       

12 ウェルマイクロプレートストリップ                 

50μl 固定容量マイクロピペット 

または 20-200μl 可変容量ピペット                 

ピペット用チップ              

プラスチック製ディスポピペット              

70-80ml 洗浄液       

ペーパータオル                              

マーカーペンまたは油性マーカー                               

 

 

 

 

 

生徒用試験サンプル（750μl）    

陽性コントロール（500μl）          

陰性コントロール（500μl）           

1次抗体（1.5ml）           

2次抗体（1.5ml）          

酵素基質（1.5ml）           

 

 

 

 

 

 

4(生徒1人に1本） 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

10-20 

5 

1 

2 

1 

 

□    

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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サンプル交換の注意：生徒が「体液」サンプルを交換する場合、近くの席の生徒だけでなく、教室の遠くの席の生徒とも交

換できるようにしてください。順番を決めておくことによって効率の良く交換することができます。交換後、一度自分の席に

戻るように指示し、全ての生徒が自分の席に戻ったら今度は別の生徒と交換するように指示します。その次もまた同様に 2

回目の交換が終了したら、次は 3 回目の交換をするように指示します。 

 

実験の中断：このキットは 1 回の授業で完了するよう考案してありますが、途中で中断する場合には、体液サンプルを交換

してからすべての試薬を 4℃の冷蔵庫内で一昼夜保存します。ELISA の途中で中断したい場合には、抗原の添加後から、

酵素基質を加える前の段階の途中で中断することができます。マイクロプレートウェルに洗浄液を加えて、マイクロプレート

ストリップやすべての試薬を 4℃の冷蔵庫内に一昼夜保存します。 
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解答ヒントおよび講義のポイント 

 

実験前の質問 

 
1. 私達の体が持つ生体防御のしくみには、皮膚や粘膜で起こるものと、免疫とがあります。免疫のなかでも体液性免疫

について、簡単にまとめてみましょう。 

体液性免疫の場合、細菌やウイルスが体内に侵入すると、その”異物”と特異的に反応する抗体が B 細胞により作られま

す。”異物”と抗体が反応するとマクロファージによる食作用などにより処理されたり、凝集して体外に排出されます。 

 

2. 医療現場では免疫のしくみをどのように利用しているのでしょうか？ワクチン接種を例にあげて説明してみましょう。 

一部の B 細胞は一度感染した病原体を記憶しており（免疫記憶細胞）、再度同じ病原体が入ってきたとき、免疫記憶細胞

がすぐに増幅、抗体産生細胞に分化して大量の抗体が作られます。これを二次反応と言います。ワクチン接種はこのしくみ

を利用して、働きを弱めた、あるいは無毒化した病原体等を体内に接種して、後の感染を予防します。 

 

3. 感染性の病気が広まる原因にはどのようなことがあるでしょう？感染する病気等とともにいくつか挙げてみましょう。 

病気の広まる原因 例 

体液の接触 ・HIV、SARS、エプスタイン・バーウイルス（伝染性単核球症の原因）、STDs 

汚染された食物または水の摂取 ・E. coli O157:H7、クロイツフェルト・ヤコブ病および狂牛病を生じるプリオン、ジ

アルジアべん毛虫症を生じる原生動物、せん毛虫症を生じる線形動物 

飛沫の吸入 ・風邪を生じるウイルス、結核を生じるバクテリア 

ヒト以外の生物の媒介 ・蚊の媒介による疾患（マラリア、西ナイル熱、デング熱、黄熱病）、ダニの媒介

による疾患（ダニ媒介性脳炎、ロッキー山紅斑熱） 

 

4. 免疫系が正常に作用しないと、どのような病気になってしまうのか、調べてみましょう。 

免疫系が低下あるいは効かなくなるということは、体の防御機能が低下することなので、感染症や生活習慣病にかかりやす

くなってしまいます。エイズは後天性免疫不全症候群と言い、やはり免疫系が効かなくなる病気です。 

また、亢進すると体外からの異物に過敏になりすぎるため花粉症や喘息のようなアレルギー症になってしまいます。 

リウマチような自己免疫疾患は、何らかの間違いで自己を異物と認識してしまい免疫反応が起こる病気です。 

 

5. 病気に感染しているかどうか、迅速に結果が出る検査法はなぜ必要なのでしょう？ 

早期発見がより早く病気を治すためには大切です。 

また、他の健康な人への感染拡大を防ぐ対策をとるためにも必要です。 

 

6. ELISA とは何の略ですか？また日本語ではなんと言うでしょう？ 

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay の略です。日本語では固相抗体免疫測定法といいます。 

 

7. ELISA では 2 次抗体に酵素（HRP）を結合させていますが、この酵素の役割を説明してください。また、酵素が役割を

果たすために必要なもうひとつの物質は何でしょう？ 

必要な物質；発色基質（基質）、あるいは TMB 

酵素は発色基質と反応、基質の色を変えることで 1 次抗体がマイクロプレートのウェル内に結合しているかどうか、目で見て

確認できるようにします。 
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8. 実験には対象となるサンプルの他に陽性コントロールと陰性コントロールを測定する必要があるのはどうしてでしょう？

陽性コントロールがない場合、陰性コントロールがない場合、それぞれについて考えてみましょう。 

コントロールは実験の各操作が確実に行なわれているかを確認するために必要です。 

陽性コントロールがないと、発色しなかったサンプルが本当に陰性であるのかどうか、操作の過程において何か問題があっ

たために発色しなかった可能性があるのかどうか、確認できません。 

陰性コントロールがないと、発色したサンプルが本当に陽性であるのかどうか、操作の過程で問題があったため発色してし

まった可能性があるかどうか、確認できません。 

 

実験後の質問 
 

1. 自分のサンプルには抗原が含まれていましたか？ 

各生徒により、含まれていた、いなかったが分かれます。 

 

2. 抗原が含まれているサンプル、含まれていないサンプルの両方には、抗原タンパク質以外の、たくさんのタンパク質も

含まれています。サンプルをウェルにアプライし、5 分間放置した後、ウェル内のプラスチック面に吸着されたのは抗原

だけだと思いますか？それとも抗原以外のタンパク質も吸着したと思いますか？ 

抗原も、それ以外のタンパク質も吸着されました。タンパク質－プラスチックの結合は抗原に特異的ではありません。 

 

3. ウェルにサンプルを入れた後、1 次抗体を入れた後、さらに 2 次抗体を入れた後に全てのウェルをバッファーで洗浄し

ましたが、これにはどんな意味があったでしょう？ 

洗浄により、ウェルのプラスチックに結合していないタンパク質や、抗原あるいは 1 次抗体に結合していない抗体を除去し、

誤った結果（偽陽性）が出るのを防ぐためです。 

 

4. ウェルに 1 次抗体を入れた後、ウェルを洗浄しても、抗原が含まれるサンプルのウェル内には 1 次抗体は残りますが、

これはどうしてでしょう？また抗原が含まれないサンプルのウェルではどうでしょう？ 

抗原が含まれるサンプルのウェルでは、1 次抗体は抗原と結合したのでウェル内に残りますが、含まれないウェルでは結合

するタンパク質がないためウェル内には残りません。 

 

5. ウェルに 2 次抗体を入れた後、ウェルを洗浄しても、抗原が含まれるサンプルのウェル内には 2 次抗体は残りますが、

これはどうしてでしょう？また抗原が含まれないサンプルのウェルではどうでしょう？ 

抗原が含まれるサンプルのウェルでは、2 次抗体は 1 次抗体と結合したのでウェル内に残りますが、含まれないウェルでは

結合する 1 次抗体がないためウェル内には残りません。 

 

6. サンプルのウェルが発色せず、陰性の結果が得られた場合、そのサンプルは 100％陰性になるでしょうか？その結果

が偽陰性だった場合、どのような原因が考えられるでしょうか？サンプルに由来する原因と操作上の原因とについて考

えてみましょう。 

もしそれが偽陰性だった場合、サンプルに由来する原因としては、抗原の濃度が薄すぎて（例えば感染直後だったなど）、

発色しても目で確認できない（あるいは数値化しても小さすぎる）ことが考えられます。 

操作上の原因としては、間違えて陰性コントロールを入れてしまった、1 次抗体あるいは 2 次抗体を入れ忘れた、洗浄する

とき、ウェル内で溶液を出し入れしてしまい、吸着していた抗原がはがれてしまった等々の理由が考えられます。 
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7. コントロール、サンプルともに同じサンプルについて 3 ウェルずつ使用したのはどうしてでしょう？ 

3 ウェルずつ使用するのは、陽性・陰性コントロールとはまた別のコントロール実験と言えます。同じサンプルを使用してもピ

ペッティングの誤差などが生じることがありますので、1 ウェルだけで結果を判断せずに、同じサンプルを 2 あるいは 3 ウェル

ずつ使って結果を判断します。数値化する際には、例えば 3 つのうち、1 つだけ大きく値のずれたものがあった場合にはそ

れを外し、残り 2 ウェルの数値を平均化し、結果の信頼性を高めます。 

 

8. 抗原抗体反応を利用した診断キットとして、身近にある薬局においてあるものはあるでしょうか？調べてみましょう。 

代表的なものは妊娠検査薬です。 

 

9. 今回の感染検査で陽性となった生徒は、もともとの感染サンプルを持った生徒と直接接触したということでしょうか?もし

そうでなければ、集団内の病気の伝染性についてはどのような結論が得られるでしょうか? 

誰かと接触したということは、その人に対してのみ接触しただけでなく、その人がそれ以前に接触した人全員と接触したこと

を意味しています。 



プロトコール III 

 64 

クイックガイド 

 

感染症集団発生の追跡 

 

1. 黄色のチューブとディスポーザブルピペット

に自分の名前を書きます。 

 

2. ピペットを用いて自分の「体液」サンプルを

全て別の生徒のチューブに移します。サン

プルを緩やかに混ぜてから、相手のチュー

ブから 750μl を自分のチューブに戻します。

「交換の相手#1」のところに交換した相手の

生徒の氏名を書いておきます。 

 

3. さらに交換するよう指示があった場合には、

さらに 2 回体液サンプル交換をします。 

ここで中断する場合： 

サンプルは 4℃で一昼夜保存できます。 

 

4. 12 ウェルのストリップに印をつけます。まず

ストリップの端から 3 個のウェルには陽性コ

ントロール用に「+」、次に続く 3 個のウェル

には陰性コントロール用に「-」と印を付け

ます。残りのウェルには自分の名前（3 個

分）、残り 3 個のウェルにはストリップを共用

するもう一人の学生の名前を書いておきま

す。 

 

5. 新しいピペット用チップを取り付けて陽性コ

ントロール（+）を 50μl ずつ「+」表示したウ

ェルに移します。 

 

6. 新しいピペット用チップを取り付けて陰性コ

ントロール（-）を 50μl ずつ「-」表示したウ

ェルに移します。 

 

7. 上記 3 で得た自分のサンプル 50μl を、そ

れぞれ名前を記入したウェル 3 個に移しま

す。必ずサンプルごとに新しいピペット用

チップを使用します。 

 

8. 5 分間放置してサンプル中のタンパク質が

すべてウェルに結合するのを待ちます。 

 

750μl 

生徒A 

生徒B 

生徒A + B 

生徒C 

生徒A + B + C 

生徒D 

交換の相手#1            
交換の相手#2            
交換の相手#3            
    

学生A 学生B 

 

 
50μl 

コントロール 

またはサンプル 
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9. 洗浄します。 

a. マイクロプレートストリップをペーパータオル上で上

下逆に伏せて、逆さのままで数回指先で叩き、中

の液体を取り除きます。 

b. 上部のペーパータオルを 1 枚取り除きます。 

c. 新しいディスポーザブルペットを用いて各ウェルに

洗浄液を満たします。隣のウェルと混じらないよう

に注意してください。以降、洗浄液には１本のピペ

ットを使用します。 

d. ストリップを流し場へ持っていき、洗浄液を全て捨て

ます。勢いよく液を捨てることがポイントです。再度

マイクロプレートストリップをペーパータオル上で上

下逆に伏せて、逆さのまま数回指先で叩き、中の液

体を取り除きます。 

e. 上部のペーパータオルを 2～3 枚取り除きます。 

 

10. ステップ 9 の洗浄手順（c～e）をもう１回繰り返します。 

 

11. 新しいピペット用チップを取り付けて 1 次抗体 50μl を

マイクロプレートストリップの 12 個のウェル全部に加えま

す。 

 

12. 5 分間放置して 1 次抗体が標的（抗原）に結合するのを

待ちます。 

 

13. ステップ 9 の洗浄手順を 2 回繰り返して結合していない

1 次抗体をウェルから洗い流します。 

 

14. 新しいピペット用チップを取り付けて 2 次抗体 50μl を

マイクロプレートストリップの 12 個のウェル全部に加えま

す。 

 

15. 5 分間放置して 2 次抗体が標的（1 次抗体）に結合する

のを待ちます。 

 

16. ステップ 9 の洗浄手順を 3 回繰り返して、1 次抗体結合

していない 2 次抗体をウェルから洗い除きます。 

 

17. 新しいピペット用チップを取り付けて酵素基質(TMB)50

μl をマイクロプレートストリップの 12 個のウェル全部に

加えます。 

 

18. 5 分間放置します。結果を観察して記録します。 

 
50μl 

1次抗体（①） 

 
50μl 

2次抗体（②） 

 
50μl 

酵素基質（TMB） 
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学生・生徒用テキスト 

 

はじめに 

これから実施する実験では「体液（シミュレーション用）」サンプルをクラスメイトと交換します。交換してから ELISA

（Enzyme-Linked Immunosorbent Assay）で、伝染性の「病気」に感染しているかどうかを判定します。抗体を用いる ELISA

では、血中またはその他の体液中からウイルス、バクテリア、または寄生虫などの病原体の有無を検出します。次にその病

気の発生源をつきとめます。 

人間の身体は病原体に感染すると、免疫反応を開始します。身体が免疫反応を引き起こす物質は抗原と呼ばれています。

バクテリアやウイルスおよびカビなどのような感染性物質も含めて、どのような分子でも抗原になりえます。数日間のうちに

何百万という抗体（抗原を認識して抗原に極めて強力に結合するタンパク質）が体内で産生され、血流中を循環するように

なります。抗体は「魔法の弾丸」のように標的である抗原を探し出して結合し、免疫系の細胞がその侵入者を破壊できるよう

に目印をつけます。 

100 年以上も前に生物学者は、動物の免疫系が「外的存在」または抗原の侵入に反応することを発見しました。現在では、

抗体はすでに科学的に重要な手段の 1 つとなっており、バイオテクノロジー研究や病気の診断および治療に用いられてい

ます。血中を循環している数々の抗体の種類は106から1011の間であると考えられており、通常どのような抗原に対しても対

応できる抗体があります。実際、抗体は身体の血清タンパク質全体の 15%を占めています。抗体は極めて特異的であり、1

つの抗体は１種類の抗原だけを認識します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) X-線結晶解析により決定された HIV キャプシドタンパク p24 に結合している IgG の構造（Harris et al., 1998, Momany 

et al., 1996）。注記：上記の構造は Protein Data Bank (www.pdb.umfg.br) (Berman et al., 2000)から PDB 認識コード

1IGYおよび1AFVを使用してダウンロードし、Rasmol や Protein Explorer などの無料のオンラインソフトを用いて操作

することが可能です。 

B) 抗原に結合している抗体を表すのに一般的に用いられている模式図。 

 

科学者は、病気を診断したり、検出したりする方法としてすでに免疫応答というしくみを利用しています。ニワトリ、ヤギ、ウサ

ギ、およびヒツジなどの動物に抗原を注射すると、一定時間後には血清中にその抗原を特異的に認識する抗体ができます。

この抗原が病原体であれば、このようにして作らせた抗体を利用し、その病気の診断検査法を開発できます。免疫測定法

において、病原体のような抗原の認識に用いる抗体は 1 次抗体と呼ばれます。この 1 次抗体が免疫試験法に特異性をもた

らしています。 

抗体を利用したもう１つの道具である 2 次抗体も同様な方法で作製されます。免疫測定法の場合、2 次抗体は別の動物種

から得られた抗体である 1 次抗体を認識して結合します。2 次抗体は、ある動物種で産生された抗体を別の種に注射して

作製します。別の動物種から得られた抗体は種類が違っているため、免疫応答を引き起こすことになります。たとえば、ヒト

H鎖 L鎖 

ジスルフィド結合  

抗原  
 

抗原 

A) B) 
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1 次抗体を認識する 2 次抗体を作製するには、ヒト抗体をウサギなどの動物に注射します。ウサギが免疫応答を開始すると、

ウサギの血清にはヒト抗体を認識し結合する抗体が含まれるようになります。2 次抗体を西洋ワサビペルオキシダーゼ

（HRP）のような酵素で標識すると、基質である TMB の存在下で青色を発色します。このような抗体と酵素の仕掛けが

ELISA の原理となっています。 

 

ELISA はどのように使われているのでしょうか？ 

ELISA は検査結果が迅速に得られることから、医学や農学などの多くの場面に大きな影響を与えています。ELISA は、家

庭用妊娠検査、人間や動物および植物の感染症検出、違法薬物検出、室内空気汚染検査、および食品表示の適正の判

定など、幅広い目的に用いられています。 

米国厚生省疾病管理・予防センター（CDC）や世界保健機構（WHO）は、重症急性呼吸器症候群（SARS）など新規に発生

した疾患に対して、患者がウイルスに感染したかどうかを迅速かつ容易に確認できる ELISA の開発をまず最初に行いま

す。 

検査によっては数分間という短時間で陽性または陰性 

結果が得られるものもあります。たとえば、家庭用 

妊娠検査キットは、ヒト絨毛性ゴナドトロピン（hCG） 

すなわち妊娠女性の血中および尿中に受精数日間以内 

に出現するホルモンを検出します。検査スティックの 

吸収体はピンク色の化合物で標識した抗 hCG 抗体で 

コーティングしてあります（ステップ 1）。このバー 

を尿に浸すと、hCG があればピンク色の抗体に 

結合し、ピンク色の hCG-抗体結合体が毛細管現象に 

よってバーを移動していきます（ステップ 2）。 

このピンク色の結合体が最初の検査部分、すなわち 

標識していない抗 hCG 抗体の細いバンド部分に到達す 

ると、結合体がバンド状となって濃縮されてピンク色 

のバンドとなります（ステップ 3）。 

この検査スティックには、標識していない 2 次抗体を 

含むコントロールゾーンが含まれており、この部分は 

二本目のバンド内で未結合のピンク色の結合体 

（結果が陽性でも陰性でも存在している）に結合します。 

こうして、どの検査でも二本目のバンドはピンク色と 

なりますが、妊娠検査が陽性の場合のみ、ピンク色の 

バンドが 2 本見えることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

吸収体  
テスト コントロール 

毛細管現象 

抗原（hCG） 

固定2次抗体 

固定抗hCG抗体 

発色抗hCG抗体 
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コントロールサンプルがあれば検査がきちんと進行していることがわかります 

コントロールサンプルは、ELISA が正しく行なわれたかどうか確認するために必要なものです。陽性コントロールと陰性コン

トロールは、どんな診断検査にとっても大変重要です。陽性コントロールとは、病原体に関して陽性となることがわかってい

るサンプルのことを指し、陰性コントロールとは病原体を含んでいないサンプルのことを指します。 

 

実習について 

ELISA を実施するための器具と実験プロトコールを受け取ります。シミュレーション用の「体液」サンプルを受け取り、クラスメ

イトと交換します。サンプルのうちの 1 人分か 2 人分が「感染サンプル」となります。他に陽性コントロールと陰性コントロール

サンプルも受け取ります。その後、病原体の有無についてサンプルを検査し、クラスの生徒集団内での病気の広がりにつ

いて追跡していきます。 
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感染症集団発生の追跡検査の手順 

 
1. 自分の体液（シミュレーション用）をクラスメイトとランダムに交換します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 交換後のサンプルとコントロールサンプルとをマイクロプレ

ートストリップのウェルに入れます。自分のサンプルには沢

山のタンパク質、それから病原体（抗原）を含むこともあれ

ば含まない場合もあります。5 分間インキュベーションしてサ

ンプル中のタンパク質をプラスチック製のウェルに疎水性

相互作用によって吸着させます。 

 

 

 

 

3. 抗病原抗体（1 次抗体）をウェルに加えてインキュベーショ

ンします。1 次抗体は、ウェルに結合している多くのタンパク

質の中から抗原を探し出します。サンプルが「感染」してい

た場合に、1 次抗体はウェル内の病原体（抗原）にしっかり

と結合します。 

 

 

 

4. 結合した抗体を HRP 標識した 2 次抗体で検出します。1 次

抗体が抗原に結合していれば、2 次抗体が 1 次抗体にしっ

かりと結合します。 

 

 

 

5. 酵素基質をウェルに加え、5 分間放置し、測定結果を評価

します。病気の抗原がサンプル中にあれば、ウェルは青色

に変わります。この場合診断は陽性となります。ウェルが無

色のままであれば、サンプル中に病気の抗原は存在してお

らず、診断は陰性となります。 

生徒B  

生徒A 生徒A + B 

生徒C 

生徒A + B + C  

生徒D 

750μl 
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実験前の質問 ～実験を始める前に～ 

 

1. 私達の体が持つ生体防御のしくみには、皮膚や粘膜で起こるものと、免疫とがあります。免疫のなかでも体液性免疫

について、簡単にまとめてみましょう。 

 

 

 

2. 医療現場では免疫のしくみをどのように利用しているのでしょうか？ワクチン接種を例にあげて説明してみましょう。 

 

 

 

3. 感染性の病気が広まる原因にはどのようなこのがあるでしょう？感染する病気等とともにいくつか挙げてみましょう。 

 

 

 

4. 免疫系が正常に作用しないと、どのような病気になってしまうのか、調べてみましょう 

 

 

 

5. 病気に感染しているかどうか、迅速に結果が出る検査法はなぜ必要なのでしょう？ 

 

 

 

6. ELISA とは何の略ですか？また日本語ではなんと言うでしょう？ 

 

 

 

7. ELISA では 2 次抗体に酵素（HRP）を結合させていますが、この酵素の役割を説明してください。また、酵素が役割を

果たすために必要なもうひとつの物質は何でしょう？ 

 

 

 

8. 実験には対象となるサンプルの他に陽性コントロールと陰性コントロールを測定する必要があるのはどうしてでしょう？

陽性コントロールがない場合、陰性コントロールがない場合、それぞれについて考えてみましょう。 
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実験テキスト 

 

実験台備品チェックリスト 

1 グループにつき生徒 4 名が実験できます。 

 

項目（表示）                内容     数  （✓） 

黄色のチューブ               

紫色のチューブ（+）        

青色のチューブ（-）        

緑色のチューブ（①）            

オレンジ色のチューブ（②）      

茶色のチューブ（TMB）       

12 ウェルマイクロプレートストリップ                 

50μl 固定容量マイクロピペット 

または 20-200μl 可変容量ピペット                 

ピペット用チップ              

プラスチック製ディスポピペット              

70-80ml 洗浄液       

 

ペーパータオル                              

マーカーペンまたは油性マーカー                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒用試験サンプル（750μl）    

陽性コントロール（500μl）          

陰性コントロール（500μl）           

1次抗体（1.5ml）           

2次抗体（1.5ml）          

酵素基質（1.5ml）           

 

 

 

 

 

Tween 20を0.05%含む 

リン酸緩衝生理生理食塩水 

4(生徒1人に1本） 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

10-20 

5 

 

1 

2 

1 

 

□    

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

□ 
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体液サンプルの交換 

1. 黄色チューブに自分の名前を書きます。これは自分の「体液」サンプルでクラスメイトとランダムに交換するためのもので

す。 

 

2. ディスポーザブルピペットに自分の名前を書いておきます。これをクラスメイトとサンプルを交換し混合する際に使用し

ます。 

 

3. 指導に従ってクラスメイト 1 人とペアを組み、自分のサンプル 750μl 全部をピペットで相手のチューブに入れます。（両

方のサンプルを混合するのにペアを組んだどちらのチューブを使用してもかまいません。）ピペットで吸い上げたり押し

出したりしてサンプルを緩やかに混合します。次に交換したサンプルから半分（約750μl）を自分のチューブに採ります。

下記の「交換の相手 #1」のところに交換したクラスメイトの名前を書いておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 指導に従って、交換する手順をさらに別のクラスメイト 2 名と 2 回繰り返し、全部で 3 名の生徒とサンプルを交換するよう

にします。交換した生徒の名前は交換した順序で必ず記録しておきます。通常次の手順に進みますが、サンプルを

4℃で一昼夜保存しておくこともできます。 

 

 

ELISA の実施 

5. 自分の 12 ウェルストリップのウェルの外壁に印を付けます。2 名で 12 ウェルのストリップ 1 本を共有します。ストリップご

とに、最初のウェル 3 個には陽性コントロール用に「+」、次の 3 個には陰性コントロール用に「-」を書いておきます。残り

のウェルには自分の名前と、ストリップを共同使用するもう一人の生徒の名前を書いておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

6. 抗原をウェルに結合させます。 

a. ピペットを用いて紫色チューブの陽性コントロール（+）50μl を、「+」印のウェル 3 個に移します。 

b. 新しいピペット用チップを取り付け、青色チューブの陰性コントロール（-）50μl を、「-」印のウェル 3 個に移します。 

交換の相手#1            

交換の相手#2            

交換の相手#3            

       

生徒B  

生徒A 生徒A + B 

生徒C 

生徒A + B + C  

生徒D 

750μl 

学生A 学生B 
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c. 新しいピペットチップをサンプルごとに用いて、自分のサンプル 50μl をそれぞれ該当する名前を記入したウェル 3

個に移します。 

 

 

 

 

 

 

 

7. サンプル中のタンパク質がすべてウェルに結合するまで 5 分間待ちます。 

 

8.  洗浄します。 

a. ストリップをペーパータオル上で上下逆に伏せて、逆さのまま数回軽く叩いて中の液を取り除きます。 

 

 

 

 

 

 

b. 上部のペーパータオルを 1 枚取り除きます。 

c. 新しいディスポ-ザブルピペットを用いて各ウェルに洗浄液を満たします。隣のウェルと混じらないように注意してく

ださい。以降、洗浄液には１本のピペットを使用します。 

 

 

 

 

 

 

d. ストリップを流し場へ持っていき洗浄液を全て捨てます。勢いよく液を捨てることがポイントです。再度、ストリップを

ペーパータオル上で上下逆に伏せて、逆さのまま数回軽く叩いて中の液を取り除きます。 

e. 上部のペーパータオルを 1～2 枚取り除きます。 

 

9. ステップ 8 の洗浄手順（c～e）をもう１回繰り返します。 

 

10. 新しいピペットチップを用いて緑色チューブから 1 次抗体 50μl をマイクロプレートのウェル 12 個全部に加えます。 

 

 

 

 

 

 

 

11. 5 分間放置して 1 次抗体を結合させます。 

 

 
50μl 

コントロール 

またはサンプル 

  

 
50μl 

1次抗体（①） 
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12. ステップ 8 の洗浄手順を 2 回繰り返して、未結合の 1 次抗体をウェルから洗い流します。 

 

13. 新しいピペットチップを用いてオレンジ色チューブから 2 次抗体 50μl をマイクロプレートのウェル 12 個全部に加えま

す。 

 

 

 

 

 

 

14. 5 間放置して 2 次抗体を結合させます。 

 

15. ステップ 8 の洗浄手順を 3 回繰り返して、結合していない 2 次抗体をウェルから洗い流します。 

2 次抗体は、酵素基質を化学的に変化させて無色の液体から青色の溶液に変える酵素（HRP）に結合しています。自分の

実験のどのウェルが青色に変わるはずか、どのウェルは無色のままであるべきか、また結果がわからないウェルはどれか予

測してみましょう。 

                                                                                                        

                                                                                                      

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

16. 新しいピペットチップを用いて茶色のチューブから酵素基質 50μl をマイクロプレートのウェル 12 個全部に加えます。 

 

17. 5 分間放置します。結果を観察して記録します。 

 

結果 

下記の図に、上記 5 でウェルに記入したのと同じ表示を記入します。その後ウェルごとに、青色になったら「+」を、色の変化

がなければ「-」を記入します。 

 

 

 

 

この病気に「感染」していますか?  はい/いいえ（丸で囲む） 

 

まとめの表を使って「体液」サンプルを交換した生徒の名前の横に検査結果の「+」または「-」を記入して、クラスの中での感

染症の拡散状況を追跡してみましょう。 

 
50μl 

2次抗体（②） 

 
50μl 

酵素基質（TMB） 
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クラス内の結果 

生徒の氏名 +/- 交換の相手（+または-）  生徒の氏名 +/- 交換の相手（+または-） 
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実験後の質問 ～実験が終わったら～ 

 
1. 自分のサンプルには抗原が含まれていましたか？ 

 

 

2. 抗原が含まれているサンプル、含まれていないサンプルの両方には、抗原タンパク質以外の、たくさんのタンパク質も

含まれています。サンプルをウェルにアプライし、5 分間放置した後、ウェル内のプラスチック面に吸着されたのは抗原

だけだと思いますか？それとも抗原以外のタンパク質も吸着したと思いますか？ 

 

 

 

3. ウェルにサンプルを入れた後、1 次抗体を入れた後、さらに 2 次抗体を入れた後に全てのウェルをバッファーで洗浄し

ましたが、これにはどんな意味があったでしょう？ 

 

 

 

4. ウェルに 1 次抗体を入れた後、ウェルを洗浄しても、抗原が含まれるサンプルのウェル内には 1 次抗体は残りますが、

これはどうしてでしょう？また抗原が含まれないサンプルのウェルではどうでしょう？ 

 

 

 

5. ウェルに 2 次抗体を入れた後、ウェルを洗浄しても、抗原が含まれるサンプルのウェル内には 2 次抗体は残りますが、

これはどうしてでしょう？また抗原が含まれないサンプルのウェルではどうでしょう？ 

 

 

 

6. サンプルのウェルが発色せず、陰性の結果が得られた場合、そのサンプルは 100％陰性になるでしょうか？その結果

が偽陰性だった場合、どのような原因が考えられるでしょうか？サンプルに由来する原因と操作上の原因とについて考

えてみましょう。 

 

 

 

7. コントロール、サンプルともに同じサンプルについて 3 ウェルずつ使用したのはどうしてでしょう？ 

 

 

 

8. 抗原抗体反応を利用した診断キットとして、身近にある薬局においてあるものはあるでしょうか？調べてみましょう。 

 

 

9. 病気へのばく露検査で陽性となった場合、感染源となった者と直接接触したということでしょうか?もしそうでなければ、

集団内の病気の伝染性についてはどのような結論が得られるでしょうか? 
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付録 A 

 

免疫学の概念について 

 
免疫 

免疫学とは、免疫系に関する学問です。身体は、物理的および化学的な防御機能の他、血中を循環する抗体、および体

外異物や侵入する微生物を攻撃する免疫細胞の働きにより感染から身体を防御します。ある種の免疫細胞は特定の侵入

者を、将来の攻撃に備えて「記憶する」（認識する）よう順応しています。 

人間は病原体に対する特定の免疫防御機構を伴って生まれてきます。これは先天免疫といわれ、循環マクロファージやナ

チュラルキラー細胞などがあります。こうした防御体制は病原体に感染しても変化することはなく、各病原体に対する特異

性はそれほどありません。 

受動免疫は体外由来物質からの抗体獲得であり、例えば母親から乳児へと伝えられる抗体や、狂犬病などに対するような

感染後のワクチンなどもあります。受動免疫は数週間しか持続せず、また複数回の感染によっても変化することはありませ

ん。 

後天免疫または養子免疫とは、特定の異物に対する特異的反応のことです。人間は、こうした侵入者に対して対応する能

力を持って生まれてきますが、そのシステムは侵入者との最初の接触によって活性化される必要があります。この最初の接

触、または免疫は侵入者との次の接触に対して身体が特異的な反応を備えられるようにする一連の連続事象を開始します

が、免疫の獲得には最初に接触しておくことが必要なことから、獲得免疫という用語が用いられています。獲得免疫は、血

液中やリンパ中を循環して体外抗原に特異的に結合する抗体の産生にかかわる体液性免疫と、感染された細胞に結合し

て破壊する T 細胞の産生にかかわる細胞性免疫の、二つのカテゴリーに分けられます。 

獲得免疫は、私たちが成長する過程で次々に受けるワクチンの基礎となっています。免疫系について知識が得られるより

もはるか昔の 1790 年代に、牛痘病変部から得た膿を摂取することで、牛痘に関連する病気である天然痘の感染を予防で

きることが発見されました。米国厚生省疾病管理・予防センター（CDC）は現在、小児期において、はしか、おたふく風邪、

風疹、ジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオ、b型インフルエンザ（Hib病）、B型肝炎、水痘、A型肝炎、および肺炎球菌疾患

の 12 種類の病気に対するワクチン摂取を勧告しています。海外を旅行する場合には、さらに他のワクチン接種が勧告され

ています。こうした勧告は旅行者の目的地によって異なります。たとえば、CDC 勧告によれば、熱帯の南アメリカを旅行する

場合には、A 型肝炎、B 型肝炎、狂犬病（旅行者が動物と接触する場合）、チフス、および黄熱病のワクチン接種が、さらに

破傷風、ジフテリアおよび風疹のブースター接種が必要です。 

 

獲得免疫応答の構成単位について 

免疫応答の場合、身体にとって異物となるもの（抗原）の侵入によって、Bリンパ球による抗体産生が開始されます。Bリンパ

球（B 細胞）はそれぞれが、エピトープと呼ばれる抗原の一つの形態を認識する独自の抗体を作り出し、これによって免疫

細胞（B細胞、T細胞、マクロファージなど）が体外からの侵入者を認識して攻撃する手助けをします。膨大な数の抗原物質

を認識する循環抗原とリンパ細胞は誰にでもあります。 
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抗原 

抗原は微生物（ウイルスおよびバクテリアなど）のこともあれば、微生物の産生物（ある種のバクテリアによる毒素、または病

原菌のタンパク質成分など）、体外タンパク質異物、DNA および RNA 分子、薬物およびその他の化学物質のこともありま

す。 

 

抗体 

抗体とは、免疫グロブリンと呼ばれるタンパク質で、B 細胞が産生し、B 細胞に結合したままでも遊離した状態にもなれます。

免疫グロブリンには、IgG、IgM、IgA、IgE および IgD の 5 種類があります。IgG は最も多く存在している抗体で、成人の総血

清タンパク質の約 15%を占めており、IgG の各分子は抗原分子 2 個に結合することができます。IgM もまた血清中にあり、最

初の免疫応答に関与しています。IgA は、涙や唾液、母乳、および呼吸器や生殖器、消化器官の粘膜分泌液などの外分

泌液中に検出されており、微生物の侵入に対する防御体制の最前線となっています。IgA はまた母親から胎児に受け継が

れる唯一の抗体です。IgDは多分免疫応答の調節に関与していると考えられており、またIgEはアレルギー反応における中

心的構成単位です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A） X-線結晶解析により決定された HIV キャプシドタンパク p24 に結合している IgG の構造（Harris et al., 1998, Momany 

et al., 1996）。注記：上記の構造は Protein Data Bank (www.pdb.umfg.br) (Berman et al., 2000)から PDB コード 1IGY

および 1AFV を使用してダウンロードし、Rasmol や Protein Explorer などの無料のオンラインソフトを用いて操作するこ

とが可能です。 

B） 抗原に結合している抗体を表すのに一般的に用いられている模式図。 

 

 

エピトープ 

エピトープとは、抗体によって認識される抗原の特異的部位のことです。抗体はそれぞれが単一のエピトープを認識するの

で、抗体が複数あれば単一の抗原の各種エピトープに結合できます。たとえば、HIV ビリオンの表面には多くの潜在的エピ

トープが存在しており、多くの異なった抗体によって認識される場合もあります。一つの抗体が HIV キャプシドタンパクであ

る p24 のアミノ末端を認識し、別の抗体が p24 のカルボキシル末端を認識することもできます。 

 

免疫細胞 

免疫細胞は獲得免疫応答のいわば兵隊です。マクロファージには①血液中から異物細胞や異物分子を除去する、②抗原

を処理してマクロファージ細胞表面に提示するという、2 つの重要な機能があります。マクロファージはその細胞表面に抗原

性エピトープを提示して T 細胞によって認識させるようにします。これによって感染部位により多くの免疫細胞を引き寄せ、

炎症を誘発します。B 細胞と T 細胞はリンパ細胞（白血球細胞）であり、いずれも単一の特異的エピトープを認識します。T

H鎖 L鎖 

ジスルフィド結合  

抗原  
 

抗原 

A) B) 
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細胞は胸腺中で成熟し、B 細胞は骨髄中で成熟します。B 細胞は抗体を産生します。循環している各種抗体の数は

106-109 と推定されており、一般的にはどのような抗原に対しても対処できる抗体が準備されています。B 細胞にはその

DNA を再構成して異なった抗体遺伝子とする能力があるため、膨大な数と種類の抗体を備えることが可能です。この限ら

れた遺伝子によって多様な抗体分子が作られる仕組みを解明したのが、利根川直博士です。限られた遺伝子から遺伝子

の断片が作られこれらが再構築されて、多様な抗体が作製されます。利根川博士はこの研究でノーベル賞を受賞しました。

B 細胞はマクロファージ同様、その表面に抗原性のエピトープを提示して T 細胞を引き付けます。 

T 細胞には、抗原にすでに結合している B 細胞の増殖を促進する、およびウイルスに感染した細胞全体を殺して他の細胞

がそのウイルスに感染しないようにするという、二つの主要な機能があります。 

 

免疫応答 

異物によって免疫された（ワクチンあるいは自然物への感染 

のいずれかによって）場合、免疫応答を開始しますが、これは 

1 次免疫反応と呼ばれています。1-2 週間のうちに、抗原に対する 

抗体産生（seroconversion：抗体陽転といわれています）が増加し 

ますが、これは主に IgM クラスの抗体が中心となっています。 

IgM 産生に続いて一般的には IgG が産生され、その後抗体レベルは 

低下します。 

免疫化の数週間後あるいは数年後であっても、その抗原に 2 回目に 

さらされると免疫応答はさらに大規模となりまたより急速に起こ 

ります。2 次免疫反応の際には、数日間のうちに検出可能なレベル 

の IgM が産生され、その後 IgG が大量に産生されます。その他の 

クラスの免疫グロブリンが検出されることもあります。IgG は 

1 次免疫反応のときよりもはるかに大量に産生され、より長期間に 

わたって血中に存在しています。抗体の産生は何ヶ月間あるいは 

何年にもわたる場合もあります。 

 

私たちにはなぜ免疫系が必要なのでしょうか 

バクテリアでさえも原始的な生得免疫系を備えており、制限酵素を産生してバクテリアウイルス（バクテリオファージ）からの

異質の DNA を破壊し、バクテリア自身の DNA はメチル化によって「自己」として標識することで保護します。人間の免疫系

は日々機能しており、何千という潜在的脅威から私たちを守っていますが、とても巧妙であるために普通はそれに気づくこ

とはありません。病気は、感染、遺伝子異常、または環境毒物が原因となり起こる可能性があります。感染とは病原性（病気

を生じる）微生物の侵入と増殖をいいます。感染症は①風邪やインフルエンザのように人から人に伝染する、②狂犬病また

はオウム病のように動物から人に伝染する（人獣共通伝染病と呼ばれています）、③水または土壌からうつる寄生虫など環

境からかかる、の 3 種類の可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

血
中
の
抗
体
濃
度  

1次免疫反応 

（遅い）  

2次免疫反応 

（速い）  

血
中
の
抗
体
濃
度 

 

抗原にばく露後の日数  

抗体産出の1次反応と2次反応  
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CDC および世界保健機構（WHO）は、感染症が世界中の主要な死因であるとしています。病気を引き起こす可能性のある

生物は病原体とよばれ、バクテリア、ウイルス、カビ、プリオンと呼ばれる伝達性タンパク質、および寄生虫などがあります。

感染症は様々な経路で拡散します。 

 

病原体の拡散する経路 例 

体液の接触 ・ HIV、SARS、エプスタイン・バーウイルス（EBV）、性病 

食物 ・ 下痢を生じる E. coli O157:H7、クロイツフェルト・ヤコブ病（ウシの場合狂牛

病）を生じるプリオン、せん毛虫症を生じる線形動物などの食物を介する生物 

水 ・ コレラを生じるバクテリアまたはランブルべん毛虫症を生じる原生動物などの

水中の生物 

飛沫の吸入 ・ インフルエンザを生じるウイルス、結核を生じるバクテリアなどの微生物 

経皮吸収 ・ 鉤虫などの線虫 

ヒト以外の生物の媒介 ・ マラリア、西ナイル熱、デング熱、黄熱病（蚊が媒介） 

・ ダニ媒介性脳炎、ロッキー山紅斑熱（ダニが媒介） 

・ ペスト（ノミが媒介） 

・ エボラ出血熱などの病気には生物の媒介があると考えられているものもあり

ますが、それが何なのか、まだ判定されていません 

 

免疫系に問題がある場合 

私たちは病気から防御するのに免疫系をたよりとしていますが、免疫系が正しく機能しないと、深刻な健康上の問題が生じ

る可能性があります。これらの問題は、過敏性、免疫不全、および自己免疫疾患の 3 種類に大きく分けられます。 

過敏性反応は、免疫系が抗原に過剰反応する場合に起こります。過敏性反応の場合、免疫系の機能は正常であり、その

範囲が単に誇張されすぎているだけですが、病気や死亡にいたる場合さえあります。過敏性反応には①食物、イエダニ、

花粉アレルギーなど、一般的にはアレルギーと呼ばれているアナフィラキシー反応または即時型過敏症（反応の原因となる

抗原はアレルゲンと呼ばれています）、②輸血時の反応やRh 血液型不適合反応などの細胞毒性反応、③カビ胞子の吸引

が原因となった病気である農夫肺などの免疫複合反応、および④接触過敏症などの遅延型過敏症（ツタウルシ皮膚炎、金

属ニッケルから化粧品に至るまで化学物質または環境物質に接触した後に生じる接触皮膚炎など）の 4 種類があります。 

免疫不全とは、効果的な免疫応答を備えることができないために、日和見感染症にかかりやすくなることを意味しています。

免疫不全には二つの種類があります。①1 次的免疫不全は遺伝的欠陥によります。重度の複合免疫欠損（SCID、「バブル

ボーイ」病）は 1 次的免疫不全の 1 例です。1 次的免疫不全の治療法には遺伝子治療が含まれることもあります。②2 次的

免疫不全の原因は外的要因によるものであり、1 次的免疫不全より多く見られます。2 次的免疫不全は、HIV/AIDS の場合

のように感染症が原因となる場合や、たとえば臓器移植後の免疫抑制剤などの薬物療法によるもの、または栄養不良やス

トレス、加齢などその他の健康上の要因による場合などがあります。 

 

自己免疫疾患 

自己免疫疾患は、免疫系に誤りが生じて自分自身の体に対して免疫反応を備えてしまうことが原因です。自己免疫疾患の

例には、全身性エリテマトーデス（SLE）、慢性関節リウマチ、多発性硬化症（MS）、インスリン依存性真性糖尿病（IDDM）お

よびセリアック病などがあります。 
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感染症の検出 

感染症は、症状所見と臨床検査を実施して診断されます。診断検査では、微生物そのものまたは微生物の何らかの部分

（バクテリアまたはウイルス性抗原）、あるいはこれらの因子に対する身体の反応を調べます。この身体の反応の検査として

は、病原体に対する免疫反応の兆候（すなわち抗体）や、身体に対する病原体の影響を示す徴候（酵素活性異常またはタ

ンパク質レベルの異常）についての検査などをする場合もあります。さらにこの 10 年間は、微生物由来の RNA および DNA

検出の検査が一般的となってきています。 

臨床検査の方法は多岐にわたっていますが、何十年にもわたって利用されているものもあれば、病原体の RNA や DNA な

どの検査のように極めて新しい方法もあります。検査法や想定される診断内容にもよりますが、臨床検査では、血液や尿、

便、脳脊髄液、唾液など、ほとんどの体液中における病気の徴候を探す場合もあります。 

臨床試料から微生物を検出し同定するための最初の検査では、特定の微生物を目的とした抗血清を用いました。抗体を

蛍光色素で標識し、微生物にこの抗体が結合すれば顕微鏡で検出することができました。その他の早期診断検査法には

①臨床サンプルから得た微生物を各種培地で培養しその増殖状況と外観を観察する培養法（多くの場合、結果を得るの

に数週間かかります）、②ELISA などの免疫測定法による血清中の微生物特異的抗体の識別、および③抗血清および抗

原を寒天プレートの穴に入れる寒天ゲル内拡散法、などがあります。抗血清と抗原はいずれも寒天に拡散して抗体が特異

的である抗原に遭遇すると結合して目で見える沈降ラインが現れてきます。これらの方法の多くは今でも用いられていま

す。 

現在用いられている診断検査には以下のような方法があります。 

 

検査の種類 内容 例 

免疫蛍光測定（IFA） 蛍光標識抗体を用いて特異的微生物を検出

する 

・E. coli O157:H7 

・呼吸器ウイルスの同定 

凝集反応 抗体と特異的抗原が接触すると目で見える沈

殿が生じる 

・Staphylococcus aureus（Staph A）

などのグラム陽性菌 

・Cryptococcus neoformans（カンジ

ダ）などの菌類 

免疫クロマトグラフィー カードまたは吸収体を利用した免疫測定法 ・E. coli O157:H7 

・レジオネラ 

・Mycoplasma pneumoniae 

マイクロプレート検査 ELISA または RIA（ラジオイムノアッセイ）。微生

物性抗原、微生物産生物、および微生物やそ

の産生物に対する抗体の検出に用いられる。

RIA は ELISA で用いる酵素の代わりに放射性

標識を利用する。 

・E. coli O157:H7 

・レジオネラ 

・インフルエンザウイルス 

・HIV 抗原 

・HIV 抗体 

・ジアルジア 

分子学的方法 微生物の RNA または DNA の検出。微生物の

薬剤耐性の検出にも用いられる（AST）。PCR

を利用することもある。 

・Mycobacterium tuberculosis (TB) 

・HIV 

・Chlamydia trashomatis 

・サイトメガロウイルス（CMV） 

・AST（抗菌剤感受性検査） 

顕微鏡検査 特異的試薬を用いた染色または物理的特性を

利用した可視的識別 

・エボラウイルスの電子顕微鏡検査 

・原虫、ぜん虫などの寄生虫の光

学顕微鏡検査 
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ワクチン接種で免疫系を追加する（ブースター） 

私たちが感染症にかかるよりも前に、医師は免疫反応を利用して感染症への抵抗力をもたらしてくれます。ワクチン接種に

より無害な状態の病原体に反応し、免疫応答が開始されます。さらに私たちは、ブースター接種によって 2 次免疫反応を

起こして血中の抗体濃度を維持することも必要です。免疫化に用いられるワクチンには何種類かあります。 

1) 弱毒化生ワクチン：微生物を弱めて（弱毒化して）あるので病原性はありません。現在の技術を用いれば、微生物の遺

伝子の欠失または不活性化によって病原体が弱毒化されてワクチンに利用できるようになります。以前は、自然集団から病

原性の低い菌株が用いられていました。生ワクチンには、ポリオ（経口ポリオ生ワクチン）、はしか、おたふくかぜ、および天

然痘用のワクチンなどがあります。 

2) 死菌または不活性化ワクチン：熱または化学物質によって死亡させた病原体からワクチンを作製するほうが、特に免疫

系に異常のある人にとっては生ワクチンよりずっと安全ですが、一般的には生ワクチンほどの強力な免疫反応を生じること

ができません。死菌ワクチンには、狂犬病、コレラ、ポリオ（非経口ポリオ生ワクチン）およびインフルエンザ用のワクチンなど

があります。 

3) サブユニットワクチン：微生物の破片から作製します。病原体または微生物の産生物のいずれかの抗原 1 種類以上が

含まれており、微生物から得られることもあれば、分子生物学を用いて遺伝子工学により得られることもあります。サブユニッ

トワクチンの例には、B 型肝炎、炭疽菌、破傷風などのワクチンがあります。 

4) DNA ワクチン：ワクチン開発における最新技術によるものです。微生物の抗原をコードしている DNA をベクター内でクロ

ーン化し、DNA をむきだしのままで患者に注射します。DNA は細胞に取り込まれ、転写され、翻訳されて、この結果生じる

抗原様タンパク質が免疫反応を引き起こします。DNA ワクチンはまだ使用可能な段階に至っていませんが、臨床治験段階

にあるものもあります。 

5) 抗体ワクチン：これもワクチン開発におけるもう一つの最新技術です。組換え DNA 技術を利用してヒトモノクローナル抗

体を構成することが可能となれば、特定の抗原に対して調製された抗体を人間で安全に利用することができます。たとえば、

炭疽菌感染に関連しているヒトモノクローナル抗体はもうすぐ臨床治験にかかると考えられています。 

 

免疫療法 

免疫療法とは病気の治療、すなはち感染後の治療にワクチンを用いることです。何年にもわたって用いられている免疫療

法もありますが（肝炎感染後に免疫血清グロブリンを投与する、およびヘビに噛まれた場合にはウマの抗ヘビ毒素を投与

するなど）、ワクチンを利用した免疫療法は現在それほど多くはありません。最も有名なのは狂犬病の感染後ワクチンで、こ

れは 30 日間にわたって狂犬病ワクチンを 5 本接種します。感染後直ちにワクチン接種を開始すれば、病気の予防には

100%効果があります。天然痘ワクチンも、感染後 2-3 日経ってから投与しても予防できます。天然痘ワクチンは、感染後 5

日という遅い時期に投与しても天然痘では死亡しないようにできる場合もありますが病気を予防することはできません。 
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天然のツールキットを開発する 

 
抗体の製造 

研究で用いられる抗体は、in vivo および in vitro の両方で実験室で作製できます。in vivo 法は 100 年以上にわたり用いら

れています。従来より製造されている抗体には、ポリクローナル抗体、およびここ 30 年ほど製造されているモノクローナル抗

体の二種類があります。ただし抗体の製造は DNA 組換え技術によって革新されており、ほとんどの抗体はいまだに動物ま

たは動物細胞を用いる従来通りの方法で製造されている一方、最新技術を用いた抗体製造技術の方がますます多く用い

られるようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ポリクローナル抗体 

ポリクローナル抗体は、動物（一般的にはウサギ、ヤギまたはヒツジ）を免疫し、血清を採取して作製します。たとえば、精製

HIV gp120 タンパク質をヤギに注射すると、gp120 の多くのエピトープに対抗する抗体を作製することができます。（ヤギはこ

の場合、抗原の複数のエピトープに対する多くの様々な抗体を産生します。）抗体を含む血液をヤギから採血し、血液細胞

を除去して血清を採取します。この産物が gp120 に対する抗血清であり、この抗血清は直接使用したり、または精製して抗

体を得ることもできます。このような抗体は、ヤギ血中の多くの（ポリ）B 細胞クローン（クローナル）から得られていることから、

ポリクローナルと呼ばれています。ポリクローナル抗血清は、製造が簡単で経費がかからないという長所がありますが、同一

の動物で作製したとしても、全く同じバッチが得られないという欠点があります。 

年
代
順 

ポリクローナル抗体（1890年ごろ）  

抗原で免疫する  免疫を繰り返して抗

体産生を強化する  
血清 

モノクローナル抗体（1975年ごろ）  

抗原で免疫する  細胞を融合してハイブリ

ドーマを作製する  

B細胞  

腫瘍細胞  B細胞ハイブリドーマ 

液体培地で細胞

を培養する 

増殖培地 

ファージディスプレイ（1991年ごろ）  

異なった抗体を
提示するB 細胞
集団 

PCRを用いて抗体
遺伝子を増幅し、
産物をλファージ
DNAとつなげる 

ファージから抗体DNAをバ
クテリアをに移し形質転換
させる。バクテリアを培養
後、抗体を抽出・精製する 
 
 

組換えλファージ
ライブラリはB細胞
集団の持つ様々な
抗体を発現する 

ライブラをスクリー
ニングし、目的抗
体を有するλファ
ージを選ぶ 

抗体製造技術の変遷 



付録 

 84 

モノクローナル抗体 

診断検査など抗体を数多く応用するには、ポリクローナル抗体では偏差がありすぎます。このような場合に望ましいのは、

単一の B 細胞クローンから得られる一種類だけの抗体を用いることです。単一の抗体を産生する B 細胞クローンは、免疫

化したマウスの脾臓から単離することができますが、こうした細胞は実験条件では数週間後には死亡するため、研究や営

利目的の利用に一般的に必要とされる大量の抗体を産生するには限界があります。しかし、B 細胞は腫瘍のような不死細

胞と融合すれば無限に生存させておく（そして抗体を産生する）ことが可能です。細胞融合により雑種細胞（ハイブリドーマ

細胞株）ができますが、これは無限に培養が可能です。こうして、雑種細胞が作るモノクローナル抗体は培地から採取し精

製することができ、バッチ間の偏差はほとんどありません。 

 

遺伝子操作抗体 

抗体には「魔法の弾丸」のように作用して標的に向かう能力があることで、医学療法の理想的な候補物質となっています。

たとえば、腫瘍抗原を認識する抗体に化学療法薬または放射性分子を結合して、薬物を標的の腫瘍細胞だけに送るよう

にすれば、患者は従来の化学療法または放射線療法の副作用の多くから逃れることができます。ただし、動物を用いて作

られる従来の抗体はヒトの免疫系では異物として見なされ、免疫応答を誘発してそれ自体が破壊されることになります。

DNA 組換え技術を用いることで、人間の免疫系に目を向けて人間で治療因子として使用することのできるような抗体を作

製することができます。遺伝子工学を抗体作製に用いれば、実験動物の犠牲を減らすことにもなります。遺伝子工学により

抗体を製造する方法のうち 2 つを下記に説明します。 

 

ハイブリドーマ不死化細胞 

DNA 組換え技術により、マウス遺伝子の一部をヒト抗体遺伝子と結合させることで、既知のマウスモノクローナル抗体の抗

原認識部位をヒト抗体内に隠すことができます。このDNAを用いて形質転換したバクテリアはヒトモノクローナル抗体を無限

に産生することが可能であり、これにはさらにバクテリアの培養はマウスのハイブリドーマ細胞株の培養より時間と経費の大

幅な節約になるという利点もあります。 

 

ファージディスプレイ法 

新しいバイオテクノロジー技術を用いて抗原に対する新たな抗体が作製されてきています。何億という種類のヒト B 細胞の

抗体遺伝子をランダムにバクテリオファージλ（バクテリオファージ、またはファージとは、バクテリアに感染するウイルスであ

り、λファージとはファージの一種です）のゲノムに挿入することで、何億という潜在的に有用な抗体のライブラリが現在作

成されています。この場合、λファージはヒト抗体の結合部位をその表面に提示します。このファージライブラリをスクリーニ

ングして、特定の抗原に結合するファージを見つけます。このファージを次に直接抗体を使用すると同じように用いることも

できます。または、ファージを選択してその DNA をヒト抗体遺伝子にクローニングしてからバクテリアを形質転換させることも

できます。こうすることで治療用に大量の抗体を産生させることも可能です。ファージディスプレイ法は免疫療法の最先端の

技術です。 
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抗体を標識し検出する 

抗体は、診断および研究に標識手段として用いられています。標識として用いるには、目で見えるようにしなければならな

いため、検出可能なシグナルを生じる標識用化学物質に抗体を共有結合（または結合）させます。様々な検出手段を用い

ることもできますが、その検出システムによって用いる標識の種類が決まります。たとえば、蛍光標識抗体は、蛍光顕微鏡に

より細胞内の抗原の位置を決定できるようにします。色素形成性（発色性）基質を酸化する酵素に抗体を結合して、抗体と

酵素が結合した時にのみ発色するようにすることもできます。酵素結合抗体は、ウェスタンブロット法、顕微鏡検査法および

ELISA では一般的に用いられています。 

抗体標識または抗原は、その抗原に特異的な抗体を標識してシグナルを探すことにより検出できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

抗体の直接検出法 

 

研究者が望むようにあらゆる種類の抗体を標識化することは、時間と経費がかかります。このため、抗原を可視化するのに

多く用いられている方法が間接検出法です。この方法ではポリクローナル 2 次抗体の使用しています。2 次抗体が 1 次抗

体を認識します。1 次抗体は抗原に特異的に結合しており、2 次抗体が 1 次抗体に特異的に結合します。間接方法は、一

種類の動物（たとえばウサギなど）で産生された抗体を全て可視化するのに、一種類の酵素結合した 2 次抗体しか必要で

ないため、時間と経費の節約になります。1 次抗体は事実上は 2 次抗体に対して抗原として作用することから、間接検出法

にはさらに利点もあります。1 次抗体には多くの様々なエピトープがあり、このために複数の 2 次抗体が結合します。従って

抗原の周囲により多くの標識が集合するため、シグナル強度が高くなるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

抗体の間接検出法 

 

2 次抗体はある動物種の抗体を別の動物種に注射して産生されます。たとえば、1 次抗体がマウスモノクローナル抗体の場

合、2 次抗体はマウス抗体によりヤギを免疫化して産生できます。ヤギのポリクローナル抗マウス IgG はヤギ血清から精製し

て得られ、酵素と結合させて検出できるようにします。2 次抗体は、標識化していないものも、また様々な種類の標識で多く

の応用ができるようにしたもの（蛍光標識、酵素標識など）も市販されています。 

 

 

 

 

 

 

HRP 
抗体 
抗原 

TMB 

HRP 

抗体 
抗原 

TMB 
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抗体を利用できるようにするには 

抗体は何十年にもわたって研究手段として用いられていますが、最近何年かは抗体を産生する技術範囲が拡大され、抗

体結合の特異性を最大限に利用する新しい応用方法が数多く生まれてきています。免疫測定法は全て抗原に対する抗体

の特異的結合を原理としており、結合を利用できるような多くの方法があります。以下にその応用例をあげます。 

免疫染色法は、オルガネラや細胞、組織または身体全体で抗原の位置を検出し、またある種の細胞を他の種類の細胞と

区別するのにも用いることができます。例えば病理学者は免疫染色法によって癌細胞を識別します。癌細胞は、顕微鏡下

では正常細胞と同じように見えることも多いのですが、免疫染色により細胞表面タンパク（抗原）の量や種類の違いが明らか

に示されます。この情報を検討することは癌診断の際に役立ち、癌細胞がどのように有害となるかを解明する上でも役立ち

ます。 

組織または生物体を免疫染色することでタンパク質機能の解明に役立ちます。たとえば、植物の実生を成熟の各段階で免

疫染色することで、植物の成長に従ってタンパク質の存在度や分布状況の変化を追跡することができます。免疫染色法用

の抗体は、蛍光分子種または基質の添加時に着色シグナルを生じる酵素のいずれかで標識しておきます。 

免疫染色法の特殊な応用例は fluorescence-activated cell sorting 蛍光活性化セルソーター（FACS）で、これは細胞集団

を蛍光標識抗体で染色してから、標識細胞と非標識細胞とに物理的に分離します。このセルソーターはレーザーを用いて

蛍光標識および静電気電荷を検出して、溶液中の細胞を分離します。セルソーターは、1 秒間に 30,000 個もの多くの細胞

を分離することができます。 

免疫ブロット法またはウェスタンブロット法は、サンプル中のタンパク質の分子量と相対的な存在比を示すことができます。

ウェスタンブロット法の場合、SDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動（SDS-PAGE）を用いて分子量によって分別された複雑な

サンプル（通常は溶解細胞または組織）から得られた特異的タンパク質を抗体が探し出します。SDS-PAGE で分離したタン

パク質は、電流によりゲルからナイロンメンブレンまたはニトロセルロースメンブレンに移されます（電気ブロット）。このメンブ

レンを問題のタンパク質に対して特異的な1 次抗体でプローブし、次に標識化した2 次抗体を用いてタンパク質を可視化し

ます。標識物質は、発色基質を酸化して膜に着色ラインを生じる酵素が一般的に用いられています。または、基質が酸化

されて発光し（化学発光性の基質の場合）写真用フィルム上でバンドとして検出される場合もあります。タンパク質の分子量

は、SDS-PAGE ゲル上で既知のタンパク質標準物質を同時に泳動した時の位置と移動した位置を比較して決定します。タ

ンパク質の存在比は、同じゲルで既知量のタンパク質標準品を泳動し、バンドの強度をそれと比較してもとめることも可能

です。 

免疫ブロット法を改良した方法をドットブロット法といいます。この方法では、サンプルをゲル上でなくメンブレン上に直接ス

ポットします。 

ドットブロット法は、サンプル数が多い場合の迅速なスクリーニングに用います。この方法は多くのサンプルをメンブレン上

に同時にスポットして処理できるので、ある特定のタンパク質または抗原が存在しているかどうかを手早く判断できますが、

ドットブロット法ではタンパク質サイズに関する情報は得られません。 

 

検査スティックを用いた検査法には多くの種類があり、家庭用妊娠検査キット、および感染因子検査キットなどがあります。

こうした免疫クロマトグラフィー検査法からは陽性か陰性かの結果がほんの数分間で得られ、また複数の抗体を使用してい

ることからサンドイッチ免疫測定法といわれます。抗体の一つをたとえば金コロイドのような着色化合物で標識しておくと、検

査が陽性であれば検査キットにはピンク色のラインが現れます。たとえば、家庭用妊娠検査キットは、ヒト絨毛性ゴナドトロピ

ン（hCG）、すなわち妊娠女性の血中および尿中に受精数日間以内に出現する程度のホルモンを検出します。検査スティ

ックの吸収体は金コロイド、すなわちピンク色の化合物で標識したマウスモノクローナル抗 hCG 抗体でコーティングしてあり

ます（ステップ 1）。このスティックを尿に浸すと、hCG があればピンク色の抗体に結合し、ピンク色の hCG-抗体結合体が毛

細管現象によってバーを移動してゆきます（ステップ2）。このピンク色の結合体が最初の検査部分、すなわち固定した標識

していないヤギポリクローナル抗 hCG 抗体を含む細いバンド部分に到達すると、ピンク色の結合体がバンド状となって濃縮

されてピンク色のラインとなります（ステップ3）。この検査スティックには、ポリクローナルヤギ抗マウスIgGを含むコントロール

ゾーンが設定されています。未結合のピンク色のマウス抗 hCG 抗体（結果が陽性でも陰性でも存在している）はスティックを

移動し、検査部分を通過し、コントロール部分で結合して第二の（または妊娠検査が陰性であれば最初の）ピンク色のライ
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ンとなります（ステップ 4）。コントロール部分にピンク色のラインが現れないと、この検査は正しく機能していなかったことにな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検体  コントロール  
検体  コントロール  

陽性  陰性  

吸収体  吸収体  
テスト コントロール 

毛細管現象 

抗原（hCG） 

固定2次抗体 

固定抗hCG抗体 

発色抗hCG抗体 
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付録 B 用語集 

 

3,3’,5,5’-テトラメチルベンジジン（TMB）：比色定量用の可溶性基質で、西洋ワサビペルオキシダーゼにより酸化されると

青色となります。ELISA 法でよく用いられています。 

 

後天免疫：特定の異物に対する特異的反応で、複数回の感染に適応します。養子免疫ともいわれます。 

 

抗体：異質因子による免疫反応の結果生成される免疫グロブリンタンパク質。抗体は特定抗原に結合します。 

 

抗原：後天免疫応答を誘発し、交代または T 細胞が特異的に結合するあらゆる因子。 

 

抗血清：特定抗原にする抗体を含む血清。 

 

自己免疫疾患：免疫系が誤作動して自分自身の体に対する免疫応答を開始することで生じる病気。たとえば、全身性エリ

テマトーデス（SLE）、慢性関節リウマチ、多発性硬化症（MS）などがあります。 

 

バクテリオファージ：バクテリアに感染するウイルスで、ファージとも呼ばれます。異質な DNA をバクテリアのゲノムに導入す

るのに使用できます。 

 

色素形成性：発色性。酵素の作用により着色物質を生成する基質は色素形成性基質といわれます。たとえば、TMB

（3,3’,5,5’-テトラメチルベンジジン）は西洋ワサビペルオキシダーゼによる酸化により青色物質を生成します。 

 

クローン：分子生物学的技法の場合「クローン化する」とはDNAゲノムから断片を得てこれを別のDNA断片、一般的にはプ

ラスミドにライゲーションして、そのプラスミドが最初の遺伝子断片と同じ複写物を得ることをいいます。細胞生物学の場合に

は、クローンとは、同じ細胞を親として細胞分裂によってのみすべてが導かれるため、遺伝子データが同一であるた細胞ま

たは細胞集団をいいます。 

 

共役体：二種類の分子の共有結合によって形成される物質で、たとえば HRP と抗体の連携（共役）などがあります。 

 

酵素：触媒作用があるタンパク質。酵素が作用を及ぼす分子は酵素基質と呼ばれます。酵素はその触媒作用によって分

類（および多くの場合は命名も）されます。たとえば、ペルオキシダーゼ（過酸化酵素）はその基質を酸化します。 

 

エピトープ：抗体によって認識される抗原上の特定部位。抗原性決定因子ともいわれます。 

 

遺伝子操作生物（GMO）：交配または自然の組換えによっては起こらないような方法でゲノム DNA が変更された生物。 

 

西洋ワサビペルオキシダーゼ（HRP）：2 次抗体の標識によく用いられる酵素。比色定量の検出には、HRP で基質（TMB な

ど）を酸化します。 

 

免疫細胞：免疫系の細胞で、リンパ細胞（B 細胞および T 細胞）ならびにマクロファージなどがあります。 

 

免疫不全：免疫反応の低下または欠損で、効果的な免疫応答を備えることができません。遺伝子異常、病気その他の健康

因子による場合、または免疫抑制剤が原因となる場合もあります。 
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免疫抗原（イムノゲン）：免疫応答を生じるあらゆる因子。後天免疫系からの反応を生じる免疫抗原は抗原といいます。 

 

免疫グロブリン（Ig）：あらゆる種類の抗体を示す一般的用語。 

 

免疫学：免疫系、すなわち免疫応答を生じることにより身体を異質な物質、細胞、組織から保護する体内システムについて

の学問。 

 

先天免疫：人が生まれたときから備えている免疫。体外からの侵入者に対応する体内循環マクロファージなどの細胞もあり

ます。非養子免疫ともいわれます。 

 

ライゲーション：DNA 断片同士を結合すること。たとえば、抗体遺伝子断片をファージのゲノムまたは発現プラスミドに挿入

すること。 

 

リンパ細胞：白血球細胞の種類。免疫系を構成する細胞で、T 細胞（胸腺由来）と B 細胞(骨髄由来)とがあります。 

 

マクロファージ：白血球細胞の一種で、食作用といわれる過程において異物や抗原に結合して取り込みます。マクロファー

ジには①血液中から異質細胞や異質分子を除去する、②抗原を処理してそれらを細胞表面に提示する、の二つの重要な

機能があります。 

 

マイクロプレート：多くの小さいウェルで構成されているプラスチックプレート。通常は 96 ウェル形式となっています。 

 

日和見感染：免疫系の不全により生じる感染症で、たとえば免疫不全の AIDS 患者で発症する口腔カンジダや結核などが

あります。 

 

受動免疫：体外起源の抗体の獲得をいい、たとえば抗体が母親から乳児へ受け継がれる場合や、狂犬病などのばく露後

のワクチン摂取など。受動免疫は数週間しか持続せず、ばく露が複数回あっても変化しません。 

 

病原体：病気の原因となる生物体。病原体には、バクテリア、ウイルス、カビ類、プリオンと呼ばれる感染性タンパク質および

寄生虫などが含まれます。 

 

ファージディスプレイ法：DNA 組換え技術を用いて特定抗原に対する新規抗体を産生する方法。 

 

1 次抗体：免疫測定法では、特定抗原に結合する抗体で、免疫測定法に特異性をもたらしています。 

 

2 次抗体：免疫測定法では、別の動物種から得た抗体である 1 次抗体を認識する抗体。2 次抗体は多くの場合標識化して

検出が容易にできるようにします。 

血清：全血から固形成分（赤血球および白血球など）を除去して得られる透明な液。 

 

Seroconversion 抗体陽転：血液中に、感染因子に対して向けられる抗体が検出可能なレベルで生じること。たとえば、HIV

に感染した場合には、ほぼ 6 週間は血中に HIV に対する抗体は検出できません。HIV に対する抗体が検出可能となった

場合（たとえば ELISA などによって）抗体陽転が起こったことになります。 

 

サブクローン：すでにクローン化された DNA 断片を、たとえば発現用プラスミドなどの別のキャリアベクターに移すこと。 
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基質：酵素の標的分子。 

 

TMB：3,3’,5,5’-テトラメチルベンジジン参照。 

 

ワクチン接種：病原因子から得た非病原物質を用いて免疫応答を意図的にシミュレーションすることにより、後天免疫を誘

導するプロセス。免疫化または immunoprophylaxis 免疫予防法ともいわれます。ワクチンという用語はラテン語のウシ

（vacca）に由来しています。これは、最初のワクチン接種では天然痘のワクチンに牛痘を用いたためです。 

 

ベクター：病原体をあるホストから別のホストに運ぶ生物体。多くの場合、ベクターは節足動物、たとえばダニやカとなりま

す。 

 

人獣共通伝染病：SARS や狂犬病など、通常は動物が宿主であるのに人間に伝染する感染症。 
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付録 C 病気の説明 

 

天然痘 
対応プロトコール 

・I：抗原検出 ELISA 

・III：感染症集団発生の追跡 ELISA 

 

病原体の名称 Variola major 天然痘ウイルス 

生物の種類 orthopoxvirus 属の DNA ウイルス 

感染因子 ウイルス（感染に必要なウイルス粒子は数個だけ） 

拡散方法 被感染者からのエアロゾルにより人から人へ感染。 

感染された衣類や寝具などによって拡散することもある。 

エアロゾル化したウイルスの意図的な拡散。紫外線にさらされなければ、ウイルスは最

適条件下では 24 時間以上生存できる。 

潜伏期間 12-14 日 

症状 高熱、不快感、頭痛、腰痛、腹部痛、発疹 

感染性 発疹が出た時点が最も感染力が強い。発疹が完全になくなるまでは伝染性がある。 

診断 主に症状による。ウイルスの同定は電子顕微鏡による。分子生物学的方法によるウイ

ルス DNA の同定。 

IgG、IgM および抗体に対する ELISA 法の開発は CDC および多くの企業で高優先順

位にある。（天然痘は現在の免疫測定法が開発される前に撲滅されている。） 

治療 感染後 2-3 日以内に発病予防ワクチンを接種すれば天然痘にかからない。 

感染露後 4-5 日以内に発病予防ワクチンを接種すれば死亡の転帰を逃れられる場合

もある。 

支持療法のみ。抗ウイルス薬による実験的治療。 

死亡率 30%以下。 

病原体としての歴史 18 世紀にイギリス人によって北部アメリカで生物兵器として用いられた。イギリス軍が天

然痘患者の使用した毛布を配給した。北米原住民の部族によっては死亡率が 50%とな

ったところもある。 

1796 年にジェンナーが天然痘に有効な牛痘ワクチンを発見した。 

世界規模での免疫化事業により天然痘は 1977 年に撲滅され、定期予防接種はなくな

った。 

1980 年代に旧ソ連で生物兵器化されているとも考えられる。 

 

授業で扱う上で考えられるシナリオ：校外見学の際のバイオテロ！ 

生徒達は校外見学に出かけました。公共交通機関（飛行機、バス、地下鉄、電車）に乗っている間に、空気中に意図的に

放出された天然痘に感染してしまった可能性があるとします。（天然痘ウイルスは、紫外線にさらされなければ、涼しく乾燥

した場所では 24 時間以上生きていることがあります。） 

できるだけ早く、どの学生が感染してしまったかを判定することが重要です。感染後 2-3 日以内にワクチン接種すれば天然

痘にかからないようにできますが、ワクチンが足りません。また、ワクチンにはやっかいな副作用があるため、必要でない人

がむやみに受けるべきではありません。感染した人にワクチンを接種することは、この病気がさらに蔓延するのを防ぐ上で

不可欠です。 

どの学生が感染したかを判定するためには、ELISA を実施して学生の体液サンプル中のウイルスを検出します。 

ウイルスの有無についての検査が陽性となった学生には直ちにワクチンを接種する必要があります。 
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注記：天然痘が 1977 年に世界中で撲滅されて以来、天然痘が生物兵器として使用される脅威が生じた際には、まだウイル

スを検出するための ELISA は準備できていませんでした。ただし、ウイルスおよびウイルスに対する免疫応答（IgM および

IgG の両方）を検出するための ELISA は開発中でした。 
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HIV/AIDS 
対応プロトコール 

・I：抗原検出 ELISA 

・II：ELISA 抗体検査 

・III：感染症集団発生の追跡 ELISA 

 

病原体の名称 ヒト免疫不全ウイルス 

生物の種類 ウイルス 

感染因子 ウイルス 

拡散方法 体液の交換 

注射針の共有（不正薬物使用、開発途上国の国民） 

妊娠中の母子感染 

輸血または臓器提供（供血や臓器ドナーはすべて検査済みであるため、まれに生じ

る） 

表面的な接触では拡散しない 

潜伏期間 2 ヶ月から 10 年以上にわたる 

症状 感染後 1-2 ヶ月以内に風邪のような症状 

無症状期間中（1 ヶ月から 10 年以上にわたるまで）は免疫機能が低下し続け、症状とし

て、元気の低下、体重減少、発熱発汗が多くなる、真菌感染が続くまたは多くなる（経

口または経膣）、皮膚の湿疹または落屑が続く、および短期の記憶喪失 

AIDS 発症時には日和見感染により、咳、息切れ、発作、運動失調、 

飲み込みにくいかまたは痛みがある、などの症状、および錯乱や忘れやすいなどの精

神症状、重度の下痢や発熱が続く、視力低下、吐き気、腹部痙攣、体重減少、極度の

倦怠感、深刻な頭痛、昏睡などの症状があらわれる 

感染性 感染の時点から 

診断 感染後 4-8 週間に、ウイルスタンパク p24 に対する ELISA またはウェスタンブロット法で

ウイルスが検出できる。 

4-8 週後は HIV に対する抗体が ELISA で検出できる。 

治療 ヌクレオシド逆転写酵素（RT）阻害剤の AZT など 

プロテアーゼ阻害剤 

複合薬物療法 

日和見感染の治療 

死亡率 患者の地理的位置によって大きく異なる 

病原体としての歴史 最初に発見されたのは1959 年である。HIVは動物宿主からヒトに感染したと思われる。

この疾患は 1982 年に acquired immune deficiency syndrome (AIDS)後天性免疫不全症

候群と命名された。AIDS の原因である HIV は 1983 年に単離された。 

 

授業で扱う上で考えられるシナリオ： 

生徒は地域の病院の臨床検査室で患者のサンプルの HIV 検査を実施している科学者であると想定したロールプレイング

実習。HIV 抗原（HIV カプシドタンパク p24）検出用 ELISA と、抗 HIV 血清抗体検出用の ELISA とがあります。このシナリオ

をさらに拡大して患者の生活史を含めれば、ライフスタイル行動や HIV 感染リスクに関する考察に役立ちます。 
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せん毛虫症 
対応プロトコール 

・II：ELISA 抗体検査 

 

病原体の名称 Trichinella spiralis およびその他 Trichinella 種の 4 種 

生物の種類 線虫 

感染因子 幼虫 

拡散方法 筋肉中に被嚢した幼虫の摂食（生の豚肉の場合が多い） 

潜伏期間 幼虫の嚢胞が胃で消化されて、幼虫が小腸内膜を貫通する。8 日以内に幼虫は成熟

し、交配して１－４ヶ月にわたって 1500 匹程度の新たな幼虫が繁殖する。この新たな

幼虫は横紋筋内を移動して嚢胞を形成し休眠する。被嚢した幼虫は何年間にもわた

って活動を再開する能力を有する。 

症状 早期の症状（幼虫の成熟期）として、吐き気、痙攣、下痢などがある。軽度な症例では

ほとんど症状がない場合もある。 

後期の症状には発熱、関節痛、筋肉痛などがある。 

重度の症例では、感染によって運動失調、心臓や呼吸異常が生じることもあり、せん毛

虫症により死亡する場合、心臓組織の炎症によるものであることが多い。 

幼虫が完全に被嚢していれば症状は治まることもある。 

感染性 被嚢した幼虫は糞中を通ることもあるが、感染が生じるのは感染食肉を食べた場合だ

けである。 

診断 筋肉の生検（舌の場合が多い）。 

ELISA による抗 Trichinella 抗体検出 

治療 CDC はできるだけ早期の治療を勧告している。 

対症療法で感染はそのまま進ませる。筋肉痛にはアスピリンその他の鎮痛剤を使用す

る。症状が重い場合にはステロイドを使用することもある。 

被嚢した幼虫の治療法はない。 

駆虫薬（寄生虫感染症の治療薬）であるメベンダゾールによる実験的な治療。メベンダ

ゾールの作用はせん毛虫が糖（グルコース）を吸収できないようにする。これによって

寄生虫のエネルギーが徐々に失われて死亡する。 

死亡率 約 1% 

病原体としての歴史 世界中で認められているが、最も多いのは欧州および米国である。 

1990 年代の 2 年半の間に、世界中で報告された症例は 10,000 人以上であり、感染源

は豚肉、猪肉、馬肉および野鳥などであった。 

予防方法 幼虫は食肉を完全に調理または凍結すれば死亡する。 

スモーク肉では幼虫は死なない場合もある。 

 

授業で扱う上で考えられるシナリオ： 

ブタの丸焼きがメインのバーベキューの数週間後に、バーベキューに来た人の多くが吐き気と痙攣を訴えました。その時の

豚肉が充分調理されていたかどうかについて疑問が生じ、せん毛虫症が疑われます。抗Trichinella抗体を検出するELISA

により、バーベキューに来た人でせん毛虫症にかかっている人もいたことが確認できます。（抗体は感染後 3-5 週間に出現

します。） 
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西ナイル熱/西ナイル脳炎 
対応プロトコール 

・I：抗原検出 ELISA 

・II：ELISA 抗体検査 

・III：感染症集団発生の追跡 ELISA 

 

病原体の名称 西ナイルウイルス（WNV） 

生物の種類 RNA ウイルス：Flavivirus 属（Flaviviridae 科のウイルス） 

感染因子 ウイルス 

拡散方法 感染された蚊に刺される。伝播の周期は 1)蚊が感染された鳥または動物を刺す、2)蚊

の毛中でウイルスが循環する、3)ウイルスが蚊の唾液腺に侵入する、4)蚊が人間や動

物を刺す際にウイルスを注入する、の順となる。 

WNV が人から人へ、または動物から人に伝染する可能性を示す証拠はない。 

極めてまれであるが、感染者からの臓器移植による伝播、血液製剤輸血による伝播、

または母子感染（経胎盤）の例もある。 

潜伏期間 3-14 日 

症状 WNV 感染患者のほとんどは発病しない。 

感染者のほぼ 20%は、発熱、頭痛、身体の痛み、皮膚の発疹、リンパ腺肥大などの軽

度の症状を伴う西ナイル熱を発症する。 

感染者の 1%以下が、頭痛、高熱、頸部硬直、昏迷、方向感覚喪失、昏睡、振せん、痙

攣、筋肉衰弱、および麻痺を伴う西ナイル脳炎（脳の炎症）または西ナイル髄膜炎（脳

および脊髄内膜の炎症）を発症する。 

感染性 人から人へは伝染しない。 

診断 臨床的に疑わしい症状による初期診断（風邪様の症状およびその地域における鳥で

ウイルスが検出される）。 

MAC-ELISA と呼ばれる ELISA 法で血清中または脳脊髄液中の抗 WNV IgG が検出さ

れる場合。IgM は感染後 8 日以内に症例の 90%で検出可能となる。 

ELISA 法で西ナイルウイルスまたはウイルス抗原が脳脊髄液、組織、血液またはその

他の体液で検出される。 

ELISA 法で抗 WNV IgG が血清中に検出される。 

注記：ELISA 用の試薬は市販されていないが、CDC から入手可能なものもある。 

治療 支持療法のみ（静注輸液、呼吸支持、二次感染の治療） 

死亡率 重度の症状で入院した患者の死亡率は10%程度（70歳以上の患者の方が死亡率が高

い） 

病原体としての歴史 1937 年にウガンダで単離された。1950 年代にエジプトで判定された。 

1990 年代にアフリカ、西アジア、欧州および中東で集団発生。 

米国では 1999 年に初めて検出された。2003 年（2003 年 10 月 22 日現在）には 44 州

で人間での症例が報告された（1999-2001 年では 10 州以下であった）。 

ウマにも感染する。 

予防方法 DEET（N’N-ジエチル-メタ-トルアミド）を含む虫除け剤の使用、虫除け剤を塗布した長

袖衣類や長ズボンの着用、蚊の最も多い時間帯には屋内に留まる（夜明け、夕暮れ、

早朝）、蚊が卵を産み付ける場所を少なくするために止水源をなくす、などにより、蚊に

刺されないようにする。 
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授業で扱う上で考えられるシナリオ： 

疫学的調査。米国で発生が増加している病気の一つである西ナイルウイルスの特性を理解するために、この病気がどの程

度感染性があり毒性が強いかについて理解することが重要です。自分の町の一区画に WNV の重度症例が 2 例発生したと

します。その区画を調査したところ、さらに 3 人に風邪様の症状が認められました。西ナイルウイルスの疫学的性格を決定

するために、その区画の住民全員の結成サンプルを検査して、感染したのは何名であるかを確かめます（最近感染したこと

を意味する IgM、またはウイルス抗原そのものを検出します）。何人がすでに感染したかがわかれば、実際に WNV による発

症が生じるのが何名かを決めることができます。注記：CDC によれば、WNV-IgM は 12 ヶ月間以上血清中に存在し続ける

可能性があります。 
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重度急性呼吸器症候群（SARS）* 
対応プロトコール 

・I：抗原検出 ELISA 

・II：ELISA 抗体検査 

・III：感染症集団発生の追跡 ELISA 

 

病原体の名称 コロナウイルス（SARS-CoV） 

生物の種類 ウイルス 

感染因子 ウイルス 

拡散方法 人と人の密接な接触 

感染された患者は、咳またはくしゃみによって感染性の飛沫を散布する。これによっ

て、汚染された表面をさわった後で、眼や鼻、または口を触ると感染する。 

空気感染の証拠はない。 

潜伏期間 感染後 10 日以内で発症する。 

症状 初期症状は 38℃を超える発熱およびその他の風邪様の症状。 

乾いた咳および呼吸困難などの呼吸器疾患が、2-7 日後に始まることもある。 

感染性 患者は第 10 日頃で呼吸器症状（咳およびくしゃみ）があらわれている頃が最も感染性

が高い。 

診断 症状および疫学的特性、すなわち 10 日以内に患者は別の SARS 患者との接触があっ

たかどうか、または SARS が蔓延していることが分かっている地域に行っていたかどう

か、により初期診断する。 

診断のための臨床検査には以下の項目を含む。 

1) ELISA による患者の標本中の SARS-CoV 検出 

2) PCR による患者の標本中の SARS-CoV の検出 

3) RT-PCR（逆転写 PCR）による SARS-CoV RNA の検出 

4) ELISA による SARS-CoV 抗体（IgG および IgM の両方）の検出。抗体は発症後 21

日間に検出可能である。 

注記：ELISA 用の試薬は市販されていないが CDC から入手可能なものもある。 

治療 SARS に適した治療法はまだ確定していない。症状は肺炎の標準的治療法により治療

されている。抗ウイルス剤の試験が進行中である。 

死亡率 2003 年 5 月現在で、死亡率は約 8%である。 

病原体としての歴史 2003 年 2 月に初めて認められた。SARS は、多分 2002 年の秋に中国の地方部で発生

していたことを示唆する証拠がある。2003 年 9 月の「サイエンス」誌の報告では、ウイル

スが中国広東省の動物市場でハクビシン（Paguma larvata、ミーアキャットやマングース

の近縁肉食動物）ですでに検出されていた。同じ調査により、タヌキ（Nyctereutes 

procyonoides）および市場の労働者でも感染が認められた証拠が得られている。これ

は種間感染の証拠であるが、どの動物が感染源であるかはわからない。 

SARS は、航空機により世界中に広がっている。 

*SARS とは、新規の感染症であり、ウイルス、感染源、疫学的特性などに関する研究が進められています。情報は現在報

道されていますが、最新情報については CDC および WHO のウェブサイトをチェックしてください。 
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授業で扱う上で考えられるシナリオ： 

プロトコール I の場合： 

クラスの生徒全員が校外見学に出かけてから、後に SARS にかかった患者と同じホテルに滞在していたことがわかりました。

SARS は呼吸器からの飛沫によって広がる可能性があるため、クラス全員が感染した可能性があります。できるだけ早急に

どの生徒が感染してしまったかを判定して隔離できるようにすることが重要です。（現時点では、感染した人を隔離すること

が、この極めて感染性の高いウイルスの蔓延を防ぐための最善策です。）どの生徒が感染しているかを判定するには、

ELISA によってその体液または血清サンプル中の SARS ウイルスまたは抗 SARS ウイルス抗体をそれぞれ検出します。 

プロトコール III の場合： 

生徒の何名かが校外見学に行きました。後になって、SARS にかかっている医療関係者と同じ公共交通機関（航空機、バス、

地下鉄、電車）に乗っていたことがわかり、生徒の 1 名か 2 名はこの病気にかかっている可能性があります。残りの学生も感

染してしまったとも考えられます。生徒によっては感染後に多くのクラスメイトとすでに「接触」しており、また SARS は吸入に

よっても広がっている場合も考えられます。ELISA を実施して自分のクラス内の SARS の蔓延状況を判定します。できるだけ

早急にどの生徒が感染してしまったかを判定して隔離できるようにすることが重要です。（現時点では、感染した人を隔離

することが、この極めて感染性の高いウイルスの蔓延を防ぐための最善策です。）どの生徒が感染しているかを判定するに

は、ELISA によってその体液サンプル中の SARS ウイルスを検出します。 
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付録 D 応用学習 

 

1. 各疾患の研究 

インターネット上、特に厚生労働省や国立感染症研究所のウェブサイトには感染症に関する多くの情報があります。ウェブ

検索すれば感染症の診断検査法を新たに開発した会社のウェブサイトがわかります。発展学習として、生徒が選択しても、

またはあらかじめ先生から課題として与えたものでもかまいませんが、付録以外の感染症に関して表を完成させます。 

その次の段階の授業としてこの宿題を利用すれば、インターネット上の「正しい」情報と「誤った」情報の区別を学生ができ

るようにする上で役立ちます。ウェブ上の疑わしい情報への規制はないため、医学上の問題についてまだ効果が証明され

ていない治療法や誤った情報を記載したウェブサイトも沢山ありますのでご注意願います。 

 

疾患名： 

病原体の名称  

生物の種類  

感染因子  

伝播方法  

潜伏期間  

症状  

感染性  

診断  

治療  

死亡率  

病原体としての歴史  

 

参考資料： 
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2. 定量的 ELISA 実習 

ELISA 法は定性的な可否（有り/無し）の答えが得られる一方、その主な強みは定量的（どの程度?といった）情報が得られ

ることにあります。この応用実習では、このキットを定量的 ELISA として用いて抗原または抗体を測定する方法について説

明します。以下に紹介するプロトコールは、プロトコール I をベースとして抗原濃度を測定するようになっていますが、これを

応用してプロトコールIIをベースに血清中の抗体濃度測定にも簡単に適用できるようにもなっています。プロトコールⅢにも

応用できますが、結果は直線範囲になるとは限らないため、正確な結果が得られるとは限りません。 

この応用実習では、連続希釈によって抗原の既知濃度希釈液を調製します。抗原または抗体濃度が高くなるほど、ウェル

内の青色強度も高くなります。この青色は特定波長における光を吸収するので、この吸光度をマイクロプレートリーダーによ

って測定することができます。学生は各自の試験用サンプルを希釈液と比較して試験用サンプル濃度を算出（または推定）

します。マイクロプレートリーダーを利用して 655nm の吸光度を測定して標準曲線を作成し、各自のサンプルの濃度を計算

できます。マイクロプレートリーダーが利用できない場合には、学生は連続希釈液の色と各自のサンプルの色の強さを比べ

て、各自のサンプル中の抗原濃度を推定します。 

 

事前準備 

指導者の事前準備の内容はプロトコール I と同様ですが、実験台 1 台につきチューブを 2 本追加します。1 本は既知濃度

のサンプル、もう 1 本は PBS です。このプロトコールでは、学生 4 名の実験台 1 台に試験サンプルは学生 2 名分のみとなり

ます。この学生 2 名の抗原濃度は異なっており、表示は「A」と「B」とするか、または仮のの患者イニシャルをつけます。さら

に 15ml のきれいな試験管または同様な容器が 2 本必要となります。 

 

 

事前準備の手順 

＜ステップ 1＞ 

・1×PBS と抗原溶液の調製 

・1 次抗体および 2 次抗体の凍結乾燥品を溶解 

・陽性コントロールの調製 

緩衝液の調製には 100ml メスシリンダー1 本と 1L メスシリンダーの使用をお勧めします。また蒸留水 1L が必要です。 

a. 100mｌの 1 倍濃度 PBS を調製する 

100ml メスシリンダーを使って蒸留水 90ml を量り、10 倍濃度 PBS を 10ml 加えて混合し、100ml ビーカーに加えます。

ビーカーには「1×PBS」とラベルします。 

b. 1 倍濃度 PBS を用いて抗原と 1 次抗体および 2 次抗体を溶解する 

凍結乾燥試薬は 3 本とも注意してキャップを取り外してください。その際に金属キャップで手を切らないように注意して

ください。外したキャップは裏返しておき、ディスポ－ザブルピペットを用いてそれぞれに1×PBSを500μlずつ各試薬

に加えます。（それぞれに新しいディスポーザブルピペットを使用します。）キャップを戻して緩やかに転倒混和します。

こうして調製した 1 次抗体および 2 次抗体溶液は 50x 溶液となっています。注：この段階では洗浄液を絶対に用いな

いでください。 

c. 陽性コントロールを調製する 

50ml の容器に「陽性コントロール」と表記したラベルを貼り、1×PBS 7.5ml をこの容器に入れます。マイクロピペットを用

いて溶解した抗原 150μl をこの 1×PBS に加えます。容器にフタをして緩やかに混和します。注：この希釈操作時に

Tween 20 を含む緩衝液は絶対に加えないでください。加えますと実験がうまく進みません。 
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＜ステップ 2＞ 

・洗浄液の調製 

・1 次抗体および 2 次抗体の調製 

a. 900mｌの洗浄液を調製する 

100ml メスシリンダーで 10×PBS を 90ml および 10% Tween 20 を 4.5ml を量りとります（この時 100ml メスシリンダーに

は 10×PBS 90ml + 10% Tween 4.5ml = 94.5ml 入っています。）。1L メスシリンダーに蒸留水を 700ml を加え、さらに

100ml メスシリンダー中の溶液（10× PBS 90ml + 10% Tween 4.5ml = 94.5ml）を 1L メスシリンダーに加え、トータルで

900ml になるように蒸留水を加えます。良く混和した後、ビーカーに移して「洗浄液」とラベルします。 

b. 1 次抗体を 1 倍濃度に希釈する 

50ml の容器に「1× 1 次抗体」とラベルし、洗浄液を 24.5ml この容器に加えます。新しいディスポーザブルピペットを

用いて、溶解した 1 次抗体溶液を 50ml の容器に加えます。このディスポーザブルピペットを用いて 50ml の容器中の 1

次抗体溶液を少し用いて、元の 1 次抗体溶液の容器の内部をすすぎ、50ml の容器に戻します。抗体を全部使うように

します。50ml の容器にキャップをして緩やかに混ぜます。 

c. 2 次抗体を 1 倍濃度に希釈する 

2 次抗体は授業開始前の 24 時間以内に希釈します。50ml の容器に「1× 2 次抗体」とラベルし、洗浄液 24.5ml をこ

の容器に加えます。新しいディスポーザブルピペットを用いて、溶解した 1 次抗体溶液を 50ml の容器に加えます。こ

のディスポーザブルピペットを用いて 50ml の容器中の 2 次抗体溶液を少し用いて元の 1 次抗体溶液の容器の内部を

すすぎ、50ml の容器に戻します。抗体を全部使うようにします。50ml の容器にキャップをして緩やかに混ぜます。 

＜ステップ 3＞ 

・生徒用実験台に試薬を分ける。（各サンプルの分注には新しいディスポ－ザブルピペットを使用してください。） 

a. 生徒用の抗原定量試験サンプルを分注する 

i. 黄色のチューブ 12 本に「A」と表示し、さらに黄色のチューブ 12 本には「B」と表示し、また 15ml 試験管 2 本に「A」

と「B」と表示します。 

ii. 「A」と表示した 15ml 試験管に「1×抗原」1.25ml および「1×PBS」を 8.75ml 加えて混合して抗原濃度 125ng/ml の

溶液とします。 

iii. 「B」と表示した 15ml 試験管には「1×抗原」0.25ml および「1×PBS」を 9.75ml 加えて混合して抗原濃度 25ng/ml

の溶液とします。 

iv. 125ng/ml 抗原を 0.5ml ずつ「A」と表示した黄色のチューブに分けます。 

v. 25ng/ml 抗原を 0.5ml ずつ「B」と表示した黄色のチューブに分けます。 

b. 既知濃度のサンプルを分ける 

黄色のチューブ 12 本に「1,000 ng/ml AG」と表示して「1×抗原」を 0.25ml ずつそれぞれに加えます。 

c. 1 倍濃度の PBS を分ける 

黄色のチューブ 12 本に「PBS」と表示して「1×PBS」を 1ml ずつそれぞれに加えます。 

d. 陽性コントロールを分ける 

紫色のチューブ 12 本に「+」と表記し、「1×抗原」を 0.5ml ずつそれぞれに加えます。 

e. 陰性コントロールを分ける 

青色のチューブ 12 本に「-」と表記し、「1×PBS」を 0.5ml ずつ加えます。 

f. 1 次抗体を分ける 

緑色のチューブ 12 本に「①」と表記し、それぞれに「1×1 次抗体」溶液 1.5ml を加えます。 

g. 2 次抗体を分ける 

オレンジ色のチューブ 12 本に「②」と表記し、それぞれに「1×2 次抗体」溶液 1.5ml を加えます。 

h. 酵素基質を分ける 

茶色のチューブ 12 本に「TMB」と表記し、それぞれに「酵素基質（TMB）」を 1.5ml ずつ加えます。注：TMB は光分解性が

あるため、この試薬の保存には暗色の試験管を使用することが重要です。 
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＜ステップ 4＞ 

実験台備品チェックリスト 

1 グループにつき生徒 4 名が実験できます。 

 

項目（表示）               内容     数  （✓） 

黄色チューブ（A および B）               

黄色チューブ（1000ng/ml 抗体） 

黄色チューブ（PBS） 

紫色チューブ（+）        

青色チューブ（-）        

緑色チューブ（①）            

オレンジ色チューブ（②）      

茶色チューブ（TMB）       

12 ウェルマイクロプレートストリップ                 

50μl 固定容量マイクロピペット 

または 20-200μl 可変容量ピペット                 

黄色チップ              

プラスチック製ディスポピペット              

ビーカー入り 70-80ml 洗浄液       

ペーパータオル（束）                              

黒色マーカーペン 

廃棄物入れ 

                               

 

 

実験手順 

1. 1 本目の 12 ウェルストリップの各ウェルの外側に 1 から 12 までの番号を書いておきます。2 本目のストリップの最初の 3

個のウェルには陽性コントロールとして「+」を、次の 3 個のウェルには陰性コントロールとして「-」の印を付けます。その

次の 3 個のウェルにはサンプル用試験管の記号「A」を、残り 3 個には次のサンプル用試験管の記号「B」を書きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ピペットを用いて「PBS」と表示した黄色のチューブから PBS を 50μl 採り、#2 から#12 までのウェルに加えます。 

 

3. 「1,000ng/ml AG」と表示したチューブから 100μl を採り、#1 と表示したウェルに加えます。 

 

4. #1 から#11 まで、以下の手順に従って連続希釈します。 

生徒用試験サンプル（0.5ml） 

1×抗原（0.25ml） 

1×PBS（1mL）    

陽性コントロール（0.5ml）          

陰性コントロール（0.5ml）           

1次抗体（1.5ml）           

2次抗体（1.5ml）          

酵素基質（1.5ml）           

 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

9 

1 

1 

2 

1 

1 

□    

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

濃度（ng/ml） 

A A A B B B 
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a. ウェル#1 から 50μl を採りウェル#2 に加えます。ウェル#2 の中でピペットにゆっくりと吸い込んだり押し出したりを 3

回繰り返して混合します。 

b. 同じピペットチップを用いてウェル#2 から 50μl をウェル#3 に移し、ウェル#3 中でサンプルを混合します。 

c. 同じピペットチップを用いてウェル#3 から 50μl をウェル#4 に移し、ウェル#4 中でサンプルを混合します。 

d. このように隣のウェルに移動し混合することを繰り返します。ウェル#11 まで完了したら終了します。ウェル#11 の溶

液 50μl を廃棄物入れの容器に棄てます。 

 

5. ピペットチップを新しいものと交換し、2 列目のマイクロプレートストリップの「+」印をつけたウェル 3 個に、紫色のチュー

ブから陽性コントロール(+)を 50μl ずつ加えます。 

 

6. ピペットチップを新しいものと交換し、2 列めのマイクロプレートストリップの「-」印をつけたウェル 3 個に、青色のチュー

ブから陰性コントロール(-)を 50μl ずつ加えます。 

 

7. 新しいピペットチップと交換し、自分のグループのサンプルを 50μl ずつ、該当する記号をつけたウェル 3 個に加えま

す。 

 

8. 5 分間放置してサンプル中のタンパク質をプラスチック製のウェルに吸着させてから、プロトコール I の、ｐ29、手順 5 以

降の手順に従って測定を進めます。 

 

結果の解析 

1×抗原の濃度は 1ｍｌ中 1 マイクログラム（μg/ml）または 1ml あたり 1,000 ナノグラム（ng/ml）です。注：このプロトコールを

定量的 ELISA 抗体検査に応用する場合には、1×血清中の 1 次抗体濃度もまた 1μg/ml です。このため、連続希釈した

場合のウェル中のタンパク質濃度は以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

マイクロプレートリーダーを用いる場合には、マイクロプレートストリップをストリップホルダー内に正しい方向できっちりと戻し、

プレートをマイクロプレートリーダー内に入れてフタを閉じ、655nm のフィルターを装着し、読み取ります。 

マイクロプレートリーダーは、マイクロプレートのウェル内にある液体が吸収する特定波長（この場合は655nm）における光の

量を測定します。液体が吸収する光の量はウェル内の着色物質の強度に直接関係しており、従ってウェル内の酵素活性

の強さによって決定されます。酵素活性の強さは、最初にウェルに結合した抗原の量によって決定されます。 

注：酵素反応はウェルに 0.18M 硫酸を加えれば発色を停止させることができます。青色溶液は黄色に変わります。このよ

うになったウェルはマイクロプレートリーダーで 450nm で読み取ります。反応を停止したほうが、希釈したサンプルの読み

取り値が線形となります。 

ウェル内の濃度を y 軸に、マイクロプレートリーダーのそれぞれの吸光度読み取り値を x 軸にプロットして標準曲線を作成し

ます。（注：吸光度の測定単位は吸収単位 AU です。）このようにして得られるグラフは線形ではなく、片対数グラフの方がプ

ロットしやすくなります。片対数グラフ用紙は次のページにあります。 

標準曲線の中に、サンプルの吸光度のところに垂直線を引いてサンプルの濃度を算出します。その垂直の線と標準曲線と

の交点を水平に読んで、y 軸上の濃度値を読み取ります。 

マイクロプレートリーダーが利用できない場合には、試験サンプルのウェル B 内の青色の強さを既知濃度の連続希釈液の

濃度（ng/ml） 
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色と比較します。既知濃度のウェルのうちどれが最も試験サンプルのウェルの色に近いかを決め手から、試験サンプル中

の抗原濃度を近似します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

655nm における吸光度（AU） 

 

1,000ng/mL から 1ng/mL までの連続希釈液の吸光度を 655nm で読み取り作成した標準曲線の一例 

試験サンプル A の吸光度は 0.792AU、試験サンプル B の吸光度は 0.412AU でした。従って抗原濃度は A が 125ng/ml、

B が 25ng/ml となります。 

濃度ng/ml 

試験サンプルA 

試験サンプルB 
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片対数グラフ用紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濃度 ng/ml 

655nmにおける 

吸光度（AU） 
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定量的 ELISA 検査で想定できるシナリオ 

 

プロトコール I：抗原検出 ELISA 
HIV/AIDS 感染の治療には、ウイルス量のモニタリングが不可欠です。抗レトロウイルス療法では、ウイルス量を検出できな

い程度に抑えるよう治療を組み立てます。。治療には通常、抗レトロウイルス薬を 2 種類以上組み合わせて使用します。 

授業で用いるシナリオとして、患者のサンプル中の HIV ウイルス量を測定して抗レトロウイルス薬の新たな組み合わせ方を

評価します。薬剤の組み合わせ方が適切であればウイルス量が減少しますが、これはサンプル中の HIV 抗原が少なくなる、

または検出できなくなればわかります。組み合わせ方が適切でないと、サンプル中の HIV 抗原濃度は高くなります。 

教師の準備内容：抗レトロウイルス薬の二つの新たな組み合わせ方で治療中の患者から得た未知濃度の検体 2 本（「A」お

よび「B」とします）をサンプルとします。サンプル中のHIV抗原濃度を検査することで、学生はどちらの組み合わせの方が効

果的であるかを判定します。患者のウイルス量が少なくなったほうの薬剤の組み合わせ方が、HIV に対しより効果的である

と解釈されます。 

さらに考察を進めるためには、新規薬剤療法の評価で他に重要な要因は何か、たとえば副作用、治療経費、HIV/AIDS 治

療に用いる他の薬剤との相互作用などについて検討します。 

 

プロトコール II：ELISA 抗体検査 
炭疽菌は、胞子を形成するバクテリア Bacillus anthracis によって生じる疾患です。炭疽菌には、皮膚（皮膚）、肺（吸入）お

よび消化管（胃腸）の 3 種類の型があります。これらはいずれも抗生物質を用いて治療します。皮膚炭疽は肺炭疽または腸

炭疽ほどは危険ではなく、治療しなくてもほとんどの皮膚炭疽患者は切り抜けて生存します。胃腸炭疽および肺炭疽の方

が危険で、抗生物質による治療をしても患者の 25%が死亡します。 

炭疽菌は一般的には人間には感染しません。過去に炭疽菌は主に草食動物の病気でした。しかし 2001 年に米国におい

て炭疽菌胞子が郵送されて 22 人が感染したバイオテロの攻撃以降、多くの研究者が炭疽感染を検出する方法を探してい

ます。CDC のある研究グループは、炭疽菌のタンパク質成分である炭疽菌保護抗原に対する抗体を検出するための定量

的 ELISA 法を開発しました。Seroconversion 抗体陽転（感染因子に対する血中の抗体が検出可能な程度まで増加するこ

と）は、初期感染期（症状が出てから 0-7 日）から回復期（症状が出てから 14-28 日）までの間に炭疽菌保護抗原に対する

血清中抗体上昇によって示されます。 

授業で用いるシナリオとしては、一人の患者から得たサンプル 2 本の抗炭疽菌 IgG の有無に着いて評価します。この患者

は炭疽菌が疑われています。1 本目のサンプルは症状が出てから 1 週間後に採取されており、2 本目は 3 週間後に採取さ

れました。患者がほんとうに炭疽菌であるならば、炭疽菌に対する抗体濃度が増加しているはずです。 

指導者側の準備内容：未知濃度のサンプル 2 本（「A」および「B」）は、炭疽菌であるかもしれない患者から得たサンプルで

す。サンプル「B」は病気の初期に採取したものであり、「A」は感染から時間がたって採取されたものです。抗体濃度が増加

していれば炭疽菌に対する感染を示唆しています。 
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付録 E 生物兵器と ELISA 

 
さてここで生物兵器に関しても手短に触れておきましょう。最近この事が問題視されていることから、多くの教育者の方がこ

の問題について取り上げる必要があると考えているのではないでしょうか。 

生物兵器およびバイオテロが近年、ニュースで取り上げられるようになってきています。しかし、生物因子を使用して敵に危

害を加えることは最近始まったことではありません。紀元前 6 世紀には、アッシリア人が敵の井戸にライムギ麦角の毒を入れ、

またアテーナイ人はザゼンソウ（下剤）を敵の給水路に入れる方法で毒をもっています。18 世紀にはネイティブアメリカンに、

意図的に天然痘を加えて汚染した贈り物が届けられたということもありました。さらに最近では、ブルガリアの亡命者がロンド

ンにてリシン（トウゴマの毒）で殺されています。亡命者がバスを待っている間に、傘の先端で脚にリシンを注射されたので

す。2001 年には米国で生物兵器化した炭疽菌が新聞社や政府各局に郵送されています。 

生物兵器による攻撃を受ける可能性がある現在、生物因子やその関連疾患の検出、診断および識別が疾患封じ込めのた

めに欠かせません。その因子を同定し、誰が感染したかを判定して感染者が治療を受けたり、隔離をおこなうためには診

断検査が必要です。例えば、天然痘感染後 2-3 日以内に検出すれば、感染後のワクチンで感染症を予防できます。ワクチ

ン接種が感染後 4-5 日以内となれば、死亡を防げる場合もあります。ただし天然痘ワクチンそのものがリスクを伴っており、

感染した者だけにすべきかどうかについての疑問が生じています。 

米国厚生省疾病管理・予防センター（CDC）は生物因子の危険性、主に拡散・伝染しやすいかどうかによって優先順位を

決めています。 

・最優先因子（カテゴリーA）とは、致死率が高く伝染しやすい、公衆のパニックの原因となる可能性がある因子です。高優

先順位因子の例には炭疽菌 （Bacillus anthracis）、ボツリヌス中毒（Clostridium botulinum 毒素）、ペスト菌（Yersinia 

pestis）、天然痘（Variola major）、野兎病（Francisella tularensis）、およびウィルス性出血熱［（フィロウィルス（エボラおよ

びマールブルグなど）およびアレナウィルス（ラッサおよびマチュポなど））などがあります。 

・第二優先因子（カテゴリーB）とは、伝染性が幾分高く、カテゴリーA よりは致死率の低い、ブルセラ症（Brucella 属）、

Clostridium perfringens のイプシロン毒素、食品安全上の脅威（Salmonella 属、Escherichia coli O157:H7、Shigella）、鼻

疽（Burkholderia mallei）、類鼻疽（Burkholderia pseudomallei）、オウム病（Chlamydia psittaci）、Q 熱（Coxiella burnetii）、

トウゴマ（Ricinus communis）のリシン毒素、ブドウ球菌性エンテロトキシン B、発疹チフス熱（Rickettsia prowazekii）、ウィ

ルス性脳炎［アルファウィルス属（ベネズエラウマ脳脊髄炎、東部ウマ脳脊髄炎、西部ウマ脳脊髄炎など）］、および水質

安全上の脅威（Vibrio cholerae および Cryptosporidium parvum など）]などです。 

・低優先度因子（カテゴリーC）とは、今後脅威となると思われるような新規の病原体で、ニパウィルスやハンタウィルスなどが

あります。 

生物学的因子の診断および同定は、生物兵器攻撃に対する最も重要な対応です。また、こうした攻撃を予防する計画や、

万一攻撃された場合の準備も重要です。たとえばバイオテロリズム攻撃を防御するための諜報機関の利用、緊急対処計画

の策定、攻撃を察知するためのサーベイランス法の確立、医療および法執行専門家の育成、ワクチンおよび治療法の整備、

必要に応じた国民へのワクチン接種、および教育などがあります。 
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参考となる Web サイト（病気関連情報） 

http://www.cdc.gov/health/default.htm  

http://ww.who.int/health_topics/infectious_diseases/en/ 

http://www.niaid.nih.gov/dmid/ 

http://www.merck.com/pubs/mmanual/ 

The Merck Veterinary Manual (online, http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp) 

The Merck Manual of Diagnosis and Therapy (online, http://www.merck.com/pubs/mmanual/) 

 

有用な Web サイト 

http://www.who.int/en/ World Health Organization (WHO) 

http://www.cdc.gov/ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

http://www.niaid.nih.gov/ National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) 

http://www.usamriid.army.mil/ 

http://www.fda.gov/cdrh/clia/index.html 

http://www.bioterry.com/History_of_Biological_Terrorism.asp 

 

 

ELISA 原理の説明用アニメーション 

http://www.bio-rad.com/webroot/web/html/lse/products/protein_analysis_kits/category_overlay/global/elisa_immuno_ex

plorer_movie.html 
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