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II. 成果の概要（総括研究報告） 
和文 

本研究は、これまでの研究で確立してきた「カンピロバクターに対する抗体ライブラリ」と「ウエ

ルシュ菌エンテロトキシンを用いたワクチン技術」を融合させることで、①ウエルシュ菌やカンピロ

バクターなどの細菌性食中毒に対するワクチン開発と、②カンピロバクター特異的抗体を用いた診

断システムの基盤技術の開発を目的としている。本事業の初年度である平成 28 年度は、カンピロバ

クターに対する抗体ライブラリを用い、感染防御および反応性の観点から有用な抗体を同定するた

めのスクリーニングを実施した。その結果、腸管上皮細胞株を用いた感染モデルにおいてカンピロバ

クターの感染を防御できる抗体を 2 種類同定した。さらに、フローサイトメトリーを用いた反応性

スクリーニングから、カンピロバクターに対して高い反応性を示す抗体を 5 種類同定した。次に、
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研究開発分担者と共同で、菌体加熱抗原を用いた ELISA によって、ヒト・牛・鶏から分離された

Campylobacter jejuni 9 株、さらに C. jejuni 以外の Campylobacter 属菌や近縁種である Arcobacter
属菌に対する反応性を同様に評価した。その結果、菌種や C. jejuni の血清型の違いによる反応性の

違いなどが確認された。また質量分析器を用いたプロテオーム解析により、これらの抗体が認識する

候補分子の同定を行い、現在、検証実験を進めているところである。このように 28 年度の研究開発

目標である「カンピロバクター特異的抗体の機能性・反応性スクリーニング」を完了し、ワクチン開

発に向けた抗体認識分子の同定や診断システムの開発に向けた反応性の検討も順調に進めている。 
 
英文 
 This study aims to develop 1) multivalent vaccine for bacterial food poisoning including 
Campylobacter and Clostridium perfringenes infections and 2) diagnosis system to detect 
Campylobacter. These systems are based on our original technologies, ‘library of monoclonal 
antibodies (mAbs) against C. jejuni’ and ‘vaccination system using C. perfringenes enterotoxin’, 
respectively. In this year, we have performed screening experiments to determine the mAbs which 
could prevent infection (or invasion) of C. jejuni and exhibit high reactivity to C. jejuni. Our in 
vitro assay allowed the identification of two preventive mAbs and five highly reactive mAbs. We 
further evaluated a reactivity of these mAbs against 9 C. jejuni strains, which have different 
serotype and origin, and genus Campylobacter other than C. jejuni (C. coli、C. fetus、C. 
hyointestinalis、C. lari、C. mucosalis、C. upsaliensis and C. ureolyticus) and genus Arcobacter 
(A. butzleri and A. skirrow) by ELISA, revealing the different properties of each mAb in the 
reaction to them. We also identified candidate molecules which are recognized by mAbs by using 
proteome analysis using mass-spectrometry. 
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