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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
損なわれた血流もしくは不適切な血流を示す哺乳動物の組織における血管新生を増大させ
るための組成物であって、該組成物は、該組織における血管新生を増大するに有効な量の
ポリペプチドを含み、ここで該ポリペプチドは、配列番号１のアミノ酸１５～１１３に対
して少なくとも９０％同一であるアミノ酸配列を含み、該ポリペプチドは、二量体化され
た場合、ＧＦＲα３およびＲＥＴを含む複合体に結合するものであり、該哺乳動物の心臓
は、損なわれた血流を示し、該ポリペプチドの投与は、該心臓の血管新生を増大させる、
組成物。
【請求項２】
損なわれた血流もしくは不適切な血流を示す哺乳動物の組織における血管新生を増大させ
るための組成物であって、該組成物は、該組織における血管新生を増大するに有効な量の
ポリペプチドを含み、ここで該ポリペプチドは、配列番号１のアミノ酸１５～１１３に対
して少なくとも９０％同一であるアミノ酸配列を含み、該ポリペプチドは、二量体化され
た場合、ＧＦＲα３およびＲＥＴを含む複合体に結合するものであり、該哺乳動物は、心
筋梗塞を経験したことがあり、該心筋梗塞の結果として、該組織において損なわれた血流
もしくは不適切な血流を示す、組成物。
【請求項３】
損なわれた血流もしくは不適切な血流を示す哺乳動物の組織における血管新生を増大させ
るための組成物であって、該組成物は、該組織における血管新生を増大するに有効な量の
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ポリペプチドを含み、ここで該ポリペプチドは、配列番号１のアミノ酸１５～１１３に対
して少なくとも９０％同一であるアミノ酸配列を含み、該ポリペプチドは、二量体化され
た場合、ＧＦＲα３およびＲＥＴを含む複合体に結合するものであり、該哺乳動物は、冠
状動脈疾患を有しており、該冠状動脈疾患の結果として、該組織において損なわれた血流
もしくは不適切な血流を示す、組成物。
【請求項４】
損なわれた血流もしくは不適切な血流を示す哺乳動物の組織における血管新生を増大させ
るための組成物であって、該組成物は、該組織における血管新生を増大するに有効な量の
ポリペプチドを含み、ここで該ポリペプチドは、配列番号１のアミノ酸１５～１１３に対
して少なくとも９０％同一であるアミノ酸配列を含み、該ポリペプチドは、二量体化され
た場合、ＧＦＲα３およびＲＥＴを含む複合体に結合するものであり、該哺乳動物は、移
植臓器を受けており、該ポリペプチドの投与は、該移植臓器における血管新生を増大させ
る、組成物。
【請求項５】
前記移植臓器は心臓である、請求項４に記載の組成物。
【請求項６】
前記移植臓器は真皮である、請求項４に記載の組成物。
【請求項７】
損なわれた血流もしくは不適切な血流を示す哺乳動物の組織における血管新生を増大させ
るための組成物であって、該組成物は、該組織における血管新生を増大するに有効な量の
ポリペプチドを含み、ここで該ポリペプチドは、配列番号１のアミノ酸１５～１１３に対
して少なくとも９０％同一であるアミノ酸配列を含み、該ポリペプチドは、二量体化され
た場合、ＧＦＲα３およびＲＥＴを含む複合体に結合するものであり、該哺乳動物は心血
管疾患を有する、組成物。
【請求項８】
前記哺乳動物は、神経学的障害と診断されていない、請求項１～７のいずれか１項に記載
の組成物。
【請求項９】
損なわれた血流もしくは不適切な血流を示す哺乳動物の組織における血管新生を増大させ
るための組成物であって、該組成物は、該組織における血管新生を増大するに有効な量の
ポリペプチドを含み、ここで該ポリペプチドは、配列番号１のアミノ酸１５～１１３に対
して少なくとも９０％同一であるアミノ酸配列を含み、該ポリペプチドは、二量体化され
た場合、ＧＦＲα３およびＲＥＴを含む複合体に結合するものであり、該哺乳動物は、神
経学的障害と診断されていない、組成物。
【請求項１０】
前記組織は虚血組織である、請求項９に記載の組成物。
【請求項１１】
前記虚血組織は、虚血筋組織である、請求項１０に記載の組成物。
【請求項１２】
前記哺乳動物は、虚血疾患を有する、請求項９に記載の組成物。
【請求項１３】
前記組織は、前記哺乳動物の四肢に位置する、請求項９に記載の組成物。
【請求項１４】
前記哺乳動物は糖尿病を有する、請求項１２または１３に記載の組成物。
【請求項１５】
前記組織は、皮膚病変を含む、請求項９に記載の組成物。
【請求項１６】
前記皮膚病変は、糖尿病性潰瘍と関連している、請求項１５に記載の組成物。
【請求項１７】
前記糖尿病性潰瘍は、糖尿病性下肢潰瘍である、請求項１６に記載の組成物。
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【請求項１８】
前記組成物は、抗血栓剤、血管新生を増大させるニューブラスチン以外の因子、コレステ
ロール低下剤、β遮断剤、抗高血圧剤、もしくは免疫抑制剤のうちの１種以上とともに投
与されるものであることを特徴とする、請求項１～１７のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１９】
血管新生の増大が、前記ポリペプチドの投与後に生じたか否かが決定される、請求項１～
１８のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項２０】
全身投与を介して前記哺乳動物に投与されるものであることを特徴とする、請求項１～１
９のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項２１】
皮下投与を介して前記哺乳動物に投与されるものであることを特徴とする、請求項１～１
９のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項２２】
局所投与を介して前記哺乳動物に投与されるものであることを特徴とする、請求項１～１
９のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項２３】
前記アミノ酸配列は、配列番号１のアミノ酸１５～１１３に対して少なくとも９０％同一
である、請求項１～２２のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項２４】
前記アミノ酸配列は、配列番号１のアミノ酸１５～１１３に対して少なくとも９５％同一
である、請求項１～２２のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項２５】
前記アミノ酸配列は、配列番号１のアミノ酸１５～１１３に対して少なくとも９８％同一
である、請求項１～２２のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項２６】
前記ポリペプチドは、配列番号１のアミノ酸１５～１１３、配列番号２のアミノ酸１５～
１１３、配列番号３のアミノ酸１５～１１３、配列番号４のアミノ酸１５～１１３、配列
番号５のアミノ酸１５～１１３、配列番号８のアミノ酸１５～１１３、もしくは配列番号
９のアミノ酸１５～１１３を含む、請求項１～２２のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項２７】
前記ポリペプチドは、配列番号１のアミノ酸配列、配列番号２のアミノ酸配列、配列番号
３のアミノ酸配列、配列番号４のアミノ酸配列、配列番号５のアミノ酸配列、配列番号８
のアミノ酸配列、もしくは配列番号９のアミノ酸配列を含む、請求項１～２２のいずれか
１項に記載の組成物。
【請求項２８】
前記ポリペプチドは、配列番号１のアミノ酸１０～１１３を含む、請求項１～２２のいず
れか１項に記載の組成物。
【請求項２９】
前記哺乳動物は、眼の障害と診断されていない、請求項１～２８のいずれか１項に記載の
組成物。
【請求項３０】
前記哺乳動物はヒトである、請求項１～２９のいずれか１項に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（技術分野）
　本発明は、タンパク質化学、分子生物学、および血管生物学に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　（背景）
　ニューブラスチン（アルテミンおよびエノビンとしても公知）は、２４ｋＤａのホモダ
イマーの分泌タンパク質であり、末梢神経系および中枢神経系のニューロンの成長および
生存を促進する（Ｂａｕｄｅｔら，２０００，Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，１２７：４３３
５；Ｍａｓｕｒｅら，１９９９，Ｅｕｒ．Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．，２６６：８９２；Ｒｏ
ｓｅｎｂｌａｄら，２０００，Ｍｏｌ．Ｃｅｌｌ　Ｎｅｕｒｏｓｃｉ．，１５（２）：１
９９）。ニューブラスチンｍＲＮＡは、胚性の腎および肺において主に発現され、そして
成体においては、下垂体、気管、および胎盤において最も高く発現される（Ｂａｕｄｅｔ
ら，２０００，Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，１２７：４３３５）。
【０００３】
　ニューブラスチンは、グリア細胞株由来の神経栄養因子（ＧＤＮＦ）リガンドファミリ
ーのメンバーである。ＧＤＮＦリガンドは、膜結合ｃ－ＲＥＴレセプターチロシンキナー
ゼと結合することによって、Ｒａｓおよびホスファチジルイノシトール－３－キナーゼシ
グナル伝達経路の両方を活性化する。このｃ－ＲＥＴ媒介性シグナル伝達は、さらなるコ
レセプター（ｃｏ－ｒｅｃｅｐｔｏｒ）、グリコシルホスファチジルイノシトール（ＧＰ
Ｉ）結合（ａｎｃｈｏｒｅｄ）ＧＤＮＦファミリーレセプターα（ＧＦＲα）タンパク質
を要し、これは、ｃ－ＲＥＴに対するリガンド特異性を付与する。４つのＧＦＲαコレセ
プタータンパク質が同定された（ＧＦＲα１～４）。ニューブラスチンは、インビトロで
ＧＦＲα３に対して最も高い親和性を示すが、ヒト線維芽細胞を使用する研究では、ニュ
ーブラスチンは、ＧＦＲα３もしくはＧＦＲα１のいずれかを介して、ｃ－ＲＥＴ依存性
シグナル伝達を刺激子得る（非特許文献１；非特許文献２：非特許文献３）。
【０００４】
　ニューブラスチンおよび他のＧＤＮＦファミリーメンバーは、トランスホーミング増殖
因子β（ＴＧＦβ）スーパーファミリーのメンバーであり、従って、システインノットの
構造を形成する、同様の間隔を有する７個の保存されたシステイン残基の存在によって、
特徴づけられる（非特許文献４）。各モノマーは、密なノット構造を形成するために第３
のジスルフィドが豊富な閉じたループ構造を形成する２つのジスルフィド結合を含む。各
モノマー内に含まれるこの第７のシステインは、分子間ジスルフィド結合を形成し、上記
モノマーを共有結合して、最終的なダイマー生成物の形成する（非特許文献５）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｂａｕｄｅｔら，２０００，Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，１２７：４３３
５
【非特許文献２】Ｍａｓｕｒｅら，１９９９，Ｅｕｒ．Ｊ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．２６６：８
９２
【非特許文献３】Ｒｏｓｅｎｂｌａｄら，２０００，Ｍｏｌ．Ｃｅｌｌ　Ｎｅｕｒｏｓｃ
ｉ．，１５（２）：１９９
【非特許文献４】Ｓａａｒｍａ，１９９９，Ｍｉｃｒｏｓｃ．Ｒｅｓ．Ｔｅｃｈ．，４５
：２９２
【非特許文献５】Ｒａｔｔｅｎｈｏｌｌら，２０００，Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．，３０５
：５２３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　（要旨）
　本発明は、少なくとも一部、哺乳動物へのニューブラスチンの投与が、新血管新生およ
び動脈閉塞後の虚血筋組織への血流の増大を促進するという発見に基づく。
【０００７】
　一局面において、本発明は、組織における血管新生を増大するための方法を特徴とし、
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この方法は、以下の工程を包含する：組織において損なわれた血流もしくは不適切な血流
を示す哺乳動物を選択する工程（例えば、虚血筋組織のような虚血組織）；および上記組
織における血管新生を増大するに有効な量のポリペプチドを上記哺乳動物に投与する工程
であって、ここで上記ポリペプチドは、配列番号１のアミノ酸１５～１１３に対して少な
くとも８０％同一であるアミノ酸配列を含み、そして上記ポリペプチドは、ダイマー化さ
れる場合、ＧＦＲα３とＲＥＴとを含む複合体に結合する。損なわれた血流もしくは不適
切な血流を示す哺乳動物の組織における血管新生を増大させるための薬学的組成物の調製
のための、配列番号１のアミノ酸１５～１１３に対して少なくとも８０％同一であるアミ
ノ酸配列を含むポリペプチドの使用もまた開示され、ここで上記ポリペプチドは、ダイマ
ー化される場合、ＧＦＲα３とＲＥＴとを含む複合体に結合する。
【０００８】
　本明細書において記載される方法および使用のポリペプチドに含まれるアミノ酸配列は
、必要に応じて、配列番号１のアミノ酸１５～１１３に対して少なくとも９０％同一（例
えば、少なくとも９５％もしくは９８％同一）であり得る。いくつかの実施形態において
、上記ポリペプチドは、配列番号１のアミノ酸１０～１１３、配列番号１のアミノ酸１５
～１１３、配列番号２のアミノ酸１５～１１３、配列番号３のアミノ酸１５～１１３、配
列番号４のアミノ酸１５～１１３、配列番号５のアミノ酸１５～１１３、配列番号８のア
ミノ酸１５～１１３、もしくは配列番号９のアミノ酸１５～１１３を含み得るか、または
これらからなり得る。例えば、上記ポリペプチドは、配列番号１のアミノ酸配列、配列番
号２のアミノ酸配列、配列番号３のアミノ酸配列、配列番号４のアミノ酸配列、配列番号
５のアミノ酸配列、配列番号８のアミノ酸配列、もしくは配列番号９のアミノ酸配列を含
み得るか、またはこれらからなり得る。
【０００９】
　上記ポリペプチドは、上記哺乳動物に、例えば、全身投与（例えば、皮下投与もしくは
静脈内投与）または局所投与を介して投与され得る。
【００１０】
　上記損なわれた血流もしくは不適切な血流を有する組織は、必要に応じて、上記哺乳動
物の四肢（例えば、手もしくは足）に位置し得る。いくつかの実施形態において、上記損
なわれた血流もしくは不適切な血流を有する組織は、皮膚病変（例えば、糖尿病性潰瘍（
例えば、糖尿病性下肢潰瘍）と関連する皮膚病変）を含む。
【００１１】
　本明細書に記載される方法および使用に従って処置される哺乳動物は、例えば、ヒト、
マウス、ラット、ウシ、ブタ、イヌ、ネコ、もしくはサルであり得る。
【００１２】
　本明細書に記載される方法および使用のいくつかの実施形態において、上記哺乳動物の
心臓は、損なわれた血流を示し、上記ポリペプチドの投与は、上記心臓の血管新生を増大
し、上記哺乳動物は、脳卒中を経験したことがあり、そして上記脳卒中の結果として、上
記組織において損なわれた血流もしくは不適切な血流を示し、上記哺乳動物は、心筋梗塞
を経験したことがあり、そして上記心筋梗塞の結果として、上記組織において損なわれた
血流もしくは不適切な血流を示し、上記哺乳動物は、冠状動脈疾患を有し、そして上記冠
状動脈疾患の結果として、上記組織において損なわれた血流もしくは不適切な血流を示し
、ならびに／または上記哺乳動物は、移植臓器（例えば、心臓もしくは真皮）を受け入れ
ており、上記ポリペプチドの投与は、上記移植臓器において血管新生を増大させる。
【００１３】
　本明細書に記載される方法および使用に従って処置される哺乳動物は、疾患もしくは障
害（例えば、虚血疾患、心血管疾患、および／もしくは糖尿病）を有し得る。
【００１４】
　本明細書に記載される方法および使用は、抗血栓剤、血管新生を増大させるニューブラ
スチン以外の因子、コレステロール低下剤、β遮断剤、抗高血圧剤、もしくは免疫抑制剤
のうちの１種以上を、上記哺乳動物に投与する工程をさらに包含し得る。
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【００１５】
　本明細書に記載される方法および使用は、血管新生の増大が、上記ポリペプチドの投与
後に生じたか否かを決定する工程をさらに包含し得る。
【００１６】
　本明細書に記載される方法および使用のいくつかの実施形態において、上記哺乳動物は
、神経学的障害と診断されておらず、そして／または眼の障害と診断されていない。
【００１７】
　別段規定されない限り、本明細書において使用される全ての技術用語および科学用語は
、本発明が属する分野の当業者によって一般に理解されているものと同じ意味を有する。
本明細書に記載されるものに類似もしくは等価な方法および材料が、本発明の実施もしく
は試験において使用され得るものの、上記例示的方法および材料は、以下に記載される。
本明細書中で言及される全ての刊行物、特許出願、特許、および他の参考文献は、これら
の全体が本明細書に参考として援用される。矛盾する場合は、本願（定義を含む）が優先
する。上記材料、方法、および例は、例示に過ぎず、限定であることを意図しない。
【００１８】
　本発明はまた、以下の項目を提供する。
（項目１）
組織における血管新生を増大させるための方法であって、該方法は、
　組織において損なわれた血流もしくは不適切な血流を示す哺乳動物を選択する工程；お
よび
　該哺乳動物に、該組織における血管新生を増大するに有効な量のポリペプチドを投与す
る工程であって、ここで該ポリペプチドは、配列番号１のアミノ酸１５～１１３に対して
少なくとも８０％であるアミノ酸配列を含み、該ポリペプチドは、二量体化された場合、
ＧＦＲα３およびＲＥＴを含む複合体に結合する、工程
を包含する、方法。
（項目２）
上記組織は虚血組織である、項目１に記載の方法。
（項目３）
上記虚血組織は、虚血筋組織である、項目２に記載の方法。
（項目４）
上記哺乳動物の心臓は、損なわれた血流を示し、上記ポリペプチドの投与は、該心臓の血
管新生を増大させる、項目１に記載の方法。
（項目５）
上記哺乳動物は、脳卒中を経験したことがあり、該脳卒中の結果として、上記組織におい
て損なわれた血流もしくは不適切な血流を示す、項目１に記載の方法。
（項目６）
上記哺乳動物は、心筋梗塞を経験したことがあり、該心筋梗塞の結果として、上記組織に
おいて損なわれた血流もしくは不適切な血流を示す、項目１に記載の方法。
（項目７）
上記哺乳動物は、冠状動脈疾患を有しており、該冠状動脈疾患の結果として、上記組織に
おいて損なわれた血流もしくは不適切な血流を示す、項目１に記載の方法。
（項目８）
上記哺乳動物は、移植臓器を受け入れており、上記ポリペプチドの投与は、該移植臓器に
おける血管新生を増大させる、項目１に記載の方法。
（項目９）
上記移植臓器は心臓である、項目８に記載の方法。
（項目１０）
上記移植臓器は真皮である、項目８に記載の方法。
（項目１１）
上記哺乳動物は、虚血疾患を有する、項目１に記載の方法。
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（項目１２）
上記哺乳動物は心血管疾患を有する、項目１に記載の方法。
（項目１３）
上記組織は、上記哺乳動物の四肢に位置する、項目１に記載の方法。
（項目１４）
上記哺乳動物は糖尿病を有する、項目１２または１３に記載の方法。
（項目１５）
上記組織は、皮膚病変を含む、項目１に記載の方法。
（項目１６）
上記皮膚病変は、糖尿病性潰瘍と関連している、項目１５に記載の方法。
（項目１７）
上記糖尿病性潰瘍は、糖尿病性下肢潰瘍である、項目１６に記載の方法。
（項目１８）
上記哺乳動物に、抗血栓剤、血管新生を増大させるニューブラスチン以外の因子、コレス
テロール低下剤、β遮断剤、抗高血圧剤、もしくは免疫抑制剤のうちの１種以上を投与す
る工程をさらに包含する、項目１～１７のいずれか１項に記載の方法。
（項目１９）
血管新生の増大が、上記ポリペプチドの投与後に生じたか否かを決定する工程をさらに包
含する、項目１～１８のいずれか１項に記載の方法。
（項目２０）
上記ポリペプチドは、全身投与を介して上記哺乳動物に投与される、項目１～１９のいず
れか１項に記載の方法。
（項目２１）
上記ポリペプチドは、皮下投与を介して上記哺乳動物に投与される、項目１～１９のいず
れか１項に記載の方法。
（項目２２）
上記ポリペプチドは、局所投与を介して上記哺乳動物に投与される、項目１～１９のいず
れか１項に記載の方法。
（項目２３）
上記アミノ酸配列は、配列番号１のアミノ酸１５～１１３に対して少なくとも９０％同一
である、項目１～２２のいずれか１項に記載の方法。
（項目２４）
上記アミノ酸配列は、配列番号１のアミノ酸１５～１１３に対して少なくとも９５％同一
である、項目１～２２のいずれか１項に記載の方法。
（項目２５）
上記アミノ酸配列は、配列番号１のアミノ酸１５～１１３に対して少なくとも９８％同一
である、項目１～２２のいずれか１項に記載の方法。
（項目２６）
上記ポリペプチドは、配列番号１のアミノ酸１５～１１３、配列番号２のアミノ酸１５～
１１３、配列番号３のアミノ酸１５～１１３、配列番号４のアミノ酸１５～１１３、配列
番号５のアミノ酸１５～１１３、配列番号８のアミノ酸１５～１１３、もしくは配列番号
９のアミノ酸１５～１１３を含む、項目１～２２のいずれか１項に記載の方法。
（項目２７）
上記ポリペプチドは、配列番号１のアミノ酸配列、配列番号２のアミノ酸配列、配列番号
３のアミノ酸配列、配列番号４のアミノ酸配列、配列番号５のアミノ酸配列、配列番号８
のアミノ酸配列、もしくは配列番号９のアミノ酸配列を含む、項目１～２２のいずれか１
項に記載の方法。
（項目２８）
上記ポリペプチドは、配列番号１のアミノ酸１０～１１３を含む、項目１～２２のいずれ
か１項に記載の方法。



(8) JP 5583005 B2 2014.9.3

10

20

30

40

50

（項目２９）
上記哺乳動物は、神経学的障害と診断されていない、項目１～２８のいずれか１項に記載
の方法。
（項目３０）
上記哺乳動物は、眼の障害と診断されていない、項目１～２９のいずれか１項に記載の方
法。
（項目３１）
上記哺乳動物はヒトである、項目１～３０のいずれか１項に記載の方法。
 
　本発明の他の特徴および利点は、以下の詳細な説明、および特許請求の範囲から明らか
である。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、野生型のヒト（配列番号１０）、マウス（配列番号１１）、およびラッ
ト（配列番号１２）のプレプロニューブラスチンポリペプチドのアラインメントである。
左側および右側の垂線は、それぞれ、成熟１１３アミノ酸形態および成熟１０４アミノ酸
形態の始まりを示す。そのＲＲＸＲヘパリン結合モチーフは、四角で囲まれている。
【図２】図２は、マウス後肢における虚血後血管新生に対するニューブラスチン投与の効
果を示す棒グラフである。そのＹ軸は、毛細管密度に対応し、この毛細管密度は、正常な
非虚血脚と比較した、上記虚血脚における毛細管数の比として測定される。「ＳＥＭ」と
は、標準誤差平均をいう。（ビヒクルコントロールと比較した場合の）０．０５未満のＰ
値は、「＊」によって示される。
【図３】図３は、虚血後皮膚血流に対するニューブラスチン投与の効果を示す棒グラフで
ある。そのＹ軸は、正常な非虚血脚と比較した、上記虚血脚における灌流の比によって測
定される場合の血流を示す。「ＳＥＭ」とは、標準誤差平均をいう。０．０１未満のＰ値
は、「＊＊」によって示され、０．００１未満のＰ値は、「＊＊＊」によって示される。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　（詳細な説明）
　本発明は、損なわれた血流もしくは不適切な血流を示す組織において血管新生を増大さ
せるための組成物および方法を提供する。添付の実施例に開示されるように、ニューブラ
スチンの投与は、哺乳動物における新血管新生を促進し、そして虚血筋組織への血流を増
大させることが分かった。
【００２１】
　（ニューブラスチンポリペプチド）
　成熟野生型ヒトニューブラスチンは、１１３アミノ酸長であり、以下のアミノ酸配列を
有する：ＡＧＧＰＧＳＲＡＲＡＡＧＡＲＧＣＲＬＲＳＱＬＶＰＶＲＡＬＧＬＧＨＲＳＤＥ
ＬＶＲＦＲＦＣＳＧＳＣＲＲＡＲＳＰＨＤＬＳＬＡＳＬＬＧＡＧＡＬＲＰＰＰＧＳＲＰＶ
ＳＱＰＣＣＲＰＴＲＹＥＡＶＳＦＭＤＶＮＳＴＷＲＴＶＤＲＬＳＡＴＡＣＧＣＬＧ（配列
番号１）。配列番号１のアミノ酸配列を有するポリペプチドもしくはその生物学的に活性
な改変体が、本明細書に記載される方法において使用され得る。改変ニューブラスチンポ
リペプチドは、以下の節において詳述されるように、１または数個の付加、置換、および
／または欠失を含み得る。野生型ニューブラスチンポリペプチドおよびその生物学的に活
性な改変体は、本明細書においてまとめて「ニューブラスチンポリペプチド」といわれる
。
【００２２】
　改変ニューブラスチンポリペプチドは、その対応する野生型ポリペプチドから、長さに
おいて変動し得る。上記成熟ヒトニューブラスチンポリペプチド（配列番号１）は、プレ
プロニューブラスチンのカルボキシ末端の１１３アミノ酸（配列番号１０）からなるが、
１１３アミノ酸の全てが、有用なニューブラスチンの生物学的活性を達成するのに必要と
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されるわけではない。アミノ末端短縮が許容され得る。従って、改変ニューブラスチンポ
リペプチドは、例えば、配列番号１のカルボキシ末端の９９アミノ酸、１００アミノ酸、
１０１アミノ酸、１０２アミノ酸、１０３アミノ酸、１０４アミノ酸、１０５アミノ酸、
１０６アミノ酸、１０７アミノ酸、１０８アミノ酸、１０９アミノ酸、１１０アミノ酸、
１１１アミノ酸、１１２アミノ酸、もしくは１１３アミノ酸アミノ酸（すなわち、その長
さが、９９アミノ酸、１００アミノ酸、１０１アミノ酸、１０２アミノ酸、１０３アミノ
酸、１０４アミノ酸、１０５アミノ酸、１０６アミノ酸、１０７アミノ酸、１０８アミノ
酸、１０９アミノ酸、１１０アミノ酸、１１１アミノ酸、１１２アミノ酸、もしくは１１
３アミノ酸であり得る）を含み得る。
【００２３】
　改変ニューブラスチンポリペプチドはまた、その対応する野生型ポリペプチドから、配
列において変動し得る。特に、特定のアミノ酸置換は、ニューブラスチンの生物学的活性
の認め得るほどの喪失なく、上記ニューブラスチン配列に導入され得る。例示的実施形態
において、改変ニューブラスチンポリペプチドは、（ｉ）１または数個のアミノ酸置換を
含み、そして（ｉｉ）配列番号１に対して少なくとも７０％、８０％、８５％、９０％、
９５％、９８％もしくは９９％同一（または配列番号１のアミノ酸１５～１１３に対して
７０％、８０％、８５％、９０％、９５％、９８％もしくは９９％同一）である。配列番
号１とは配列が異なる（または配列番号１のアミノ酸１５～１１３とは配列が異なる）改
変ニューブラスチンポリペプチドは、１もしくは数個のアミノ酸置換（保存的もしくは非
保存的な置換）、１もしくは数個の欠失、および／または１もしくは数個の挿入を含み得
る。
【００２４】
　図１は、野生型のヒト、マウス、およびラットのプレプロニューブラスチンポリペプチ
ドのアラインメントである。図１の垂線は、ニューブラスチンの成熟１１３アミノ酸形態
の開始（左側垂線）および１０４アミノ酸形態の開始（右側垂線）を示す。そのＲＲＸＲ
ヘパリン結合モチーフは四角で囲まれている。天然に存在する、生体活性形態のニューブ
ラスチンのこのアラインメントは、生体活性を除去することなく置換され得る具体的な例
示的残基（すなわち、ヒト、マウス、およびラットの形態の間で保存されていないもの）
を示す。
【００２５】
　アミノ酸配列の間の％同一性は、ＢＬＡＳＴ　２．０プログラムを使用して決定され得
る。配列比較は、ギャップを入れないアラインメントを使用して、およびデフォルトパラ
メーター（Ｂｌｏｓｓｏｍ　６２マトリクス、１１のギャップ存在値（ｇａｐ　ｅｘｉｓ
ｔｅｎｃｅ　ｃｏｓｔ）、１の残基あたりのギャップ値（ｐｅｒ　ｒｅｓｉｄｕｅ　ｇａ
ｐ　ｃｏｓｔ）、および０．８５のラムダ比）を使用して、行い得る。ＢＬＡＳＴプログ
ラムにおいて使用される数学的アルゴリズムは、Ａｌｔｓｃｈｕｌら，１９９７，Ｎｕｃ
ｌｅｉｃ　Ａｃｉｄｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　２５：３３８９－３４０２に記載されている
。
【００２６】
　保存的置換は、あるアミノ酸の代わりに、類似の特徴を有する別のアミノ酸で置換する
ことである。保存的置換としては、以下の群内の置換が挙げられる：バリン、アラニンお
よびグリシン；ロイシン、バリン、およびイソロイシン；アスパラギン酸およびグルタミ
ン酸；アスパラギンおよびグルタミン；セリン、システイン、およびスレオニン；リジン
およびアルギニン；ならびにフェニルアラニンおよびチロシン。非極性疎水性アミノ酸と
しては、アラニン、ロイシン、イソロイシン、バリン、プロリン、フェニルアラニン、ト
リプトファンおよびメチオニンが挙げられる。極性の中性アミノ酸としては、グリシン、
セリン、スレオニン、システイン、チロシン、アスパラギンおよびグリシンが挙げられる
。正に荷電した（塩基性）アミノ酸としては、アルギニン、リジンおよびヒスチジンが挙
げられる。負に荷電した（酸性）アミノ酸としては、アスパラギン酸およびグルタミン酸
が挙げられる。上記の極性の塩基性のもしくは酸性の基のうちの１つのメンバーの、同じ
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【００２７】
　非保存的置換は、（ｉ）電気的に陽性の側鎖を有する残基（例えば、Ａｒｇ、Ｈｉｓも
しくはＬｙｓ）が、電気的に陰性の残基（例えば、ＧｌｕもしくはＡｓｐ）で置換される
、（ｉｉ）親水性残基（例えば、ＳｅｒもしくはＴｈｒ）が、疎水性残基（例えば、Ａｌ
ａ、Ｌｅｕ、Ｉｌｅ、ＰｈｅもしくはＶａｌ）で置換される、（ｉｉｉ）システインもし
くはプロリンが、任意の他の残基で置換される、または（ｉｖ）嵩高い疎水性側鎖もしく
は芳香族側鎖を有する残基（例えば、Ｖａｌ、Ｉｌｅ、ＰｈｅもしくはＴｒｐ）が、より
小さい側鎖（例えば、Ａｌａ、Ｓｅｒ）を有する残基もしくは側鎖がない残基（例えば、
Ｇｌｙ）で置換するものを含む。
【００２８】
　生物学的に活性な改変ニューブラスチンポリペプチドは、ダイマー化される場合、ＧＦ
Ｒα３とＲＥＴとを含む３成分の複合体（ｔｅｒｎａｒｙ　ｃｏｍｐｌｅｘ）に結合する
。この複合体への結合を検出するための任意の方法が、改変ニューブラスチンポリペプチ
ドの生物学的活性を評価するために使用され得る。改変ニューブラスチンポリペプチドの
上記３成分の複合体に結合する能力を検出するための例示的アッセイは、ＷＯ００／０１
８１５（その内容は、本明細書に参考として援用される）に記載されている。
【００２９】
　改変ニューブラスチンポリペプチドはまた、その上記ニューブラスチンシグナル伝達カ
スケードを引き起こす能力を評価するために査定され得る。例えば、Ｋｉｎａｓｅ　Ｒｅ
ｃｅｐｔｏｒ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ（ＫＩＲＡ）アッセイは、改変ニューブラスチンポ
リペプチドがＲＥＴ自己リン酸化を誘導する能力を評価するために使用され得る（Ｓａｄ
ｉｃｋら，１９９６，Ａｎａｌ．Ｂｉｏｃｈｅｍ．，２３５（２）：２０７もまた参照の
こと）。
【００３０】
　以下のアミノ酸残基のうちの１もしくは数個の置換は、野生型ニューブラスチンと比較
して、ヘパリン結合能力を低下もしくは欠いている改変ニューブラスチンポリペプチドを
生じると予測される：Ａｒｇ　４８、Ａｒｇ　４９、Ａｒｇ　５１、Ｓｅｒ　４６、Ｓｅ
ｒ　７３、Ｇｌｙ　７２、Ａｒｇ　３９、Ｇｌｎ　２１、Ｓｅｒ　２０、Ａｒｇ　６８、
Ａｒｇ　３３、Ｈｉｓ　３２、Ｖａｌ　９４、Ａｒｇ　７、Ａｒｇ　９、またはＡｒｇ　
１４。位置番号によるニューブラスチンアミノ酸残基への参照は、配列番号１に対して残
基を番号付けすることに言及する。置換について示されたニューブラスチンアミノ酸残基
（例えば、４８位、４９位、および／もしくは５１位のアルギニン残基）は、非保存的ア
ミノ酸残基（例えば、グルタミン酸）もしくは保存的アミノ酸残基で置換され得る。本明
細書において同定される残基（例えば、４８位、４９位、および／もしくは５１位）で置
換され得る例示的アミノ酸は、グルタミン酸、アスパラギン酸、およびアルギニンを含む
。
【００３１】
　低下したもしくは欠いているヘパリン結合を示す改変ニューブラスチンポリペプチドの
例は、表１およびＷＯ　２００６／０２３７８１に開示されている（その内容は、本明細
書に参考として援用される）。対応する野生型の位置と比較して変異している改変ニュー
ブラスチンポリペプチドのアミノ酸残基は、表１において太字および下線を付している。
さらに、置換のための骨格として使用されるニューブラスチンポリペプチド（例えば、長
さが１１３アミノ酸、９９アミノ酸、もしくは１０４アミノ酸）は、表１に示される。
【００３２】
表１：改変ニューブラスチンポリペプチド
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【表１】

　ニューブラスチンポリペプチドは、必要に応じて、ポリマーに連結され得る（例えば、
ポリエチレングリコール部分のようなポリアルキレングリコール部分）。いくつかの実施
形態において、上記ポリマーは、Ｎ末端である上記ニューブラスチンポリペプチド上の部
位にあるポリペプチドに連結される。いくつかの実施形態において、改変ニューブラスチ
ンポリペプチドは、配列番号１に関して（もしくは配列番号１のアミノ酸１５～１１３に
関して）少なくとも１個のアミノ酸置換を含み、このアミノ酸置換は、ポリマーが結合体
化され得る、内部ポリマー結合体化部位を提供する。いくつかの実施形態において、上記
ポリマーは、１４位、３９位、６８位、および９５位からなる群より選択される、（配列
番号１の配列に従って番号付けされる）残基において改変ニューブラスチンポリペプチド
に連結される。内部ポリマー結合体化部位を提供する例示的ニューブラスチン改変体は、
ＷＯ　０２／０６０９２９およびＷＯ　０４／０６９１７６（これらの内容は、本明細書
において参考として援用される）に記載されている。
【００３３】
　ポリペプチドは、必要に応じて、ニューブラスチンポリペプチドに加えて、異種アミノ
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酸配列を含み得る。「異種」とは、アミノ酸配列に言及する場合に使用されると、特定の
宿主細胞に対して外来の源から起こるか、または同じ宿主細胞に由来する場合、その元の
形態から改変されている配列をいう。例示的な異種配列としては、異種シグナル配列（例
えば、ネイティブラットアルブミンシグナル配列、改変ラットシグナル配列、もしくはヒ
ト成長ホルモンシグナル配列）またはニューブラスチンポリペプチドの精製のために使用
される配列（例えば、ヒスチジンタグ）が挙げられる。
【００３４】
　ニューブラスチンポリペプチドは、当該分野で公知の方法を使用して単離され得る。天
然に存在するか、または組換え生成されたニューブラスチンポリペプチドは、標準的タン
パク質精製技術を使用して、細胞もしくは組織供給源から単離され得る。あるいは、変異
型ニューブラスチンポリペプチドは、標準的ペプチド合成技術を使用して化学的に合成さ
れ得る。短いアミノ酸配列の合成は、ペプチドの分野で十分に確立されている。例えば、
Ｓｔｅｗａｒｔら，Ｓｏｌｉｄ　Ｐｈａｓｅ　Ｐｅｐｔｉｄｅ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ（第
２版，１９８４）を参照のこと。
【００３５】
　いくつかの実施形態において、ニューブラスチンポリペプチドは、組換えＤＮＡ技術に
よって生成される。例えば、ニューブラスチンポリペプチドをコードする核酸分子は、ベ
クター（例えば、発現ベクター）に挿入され得、そして上記核酸は、細胞へと導入され得
る。適切な細胞としては、例えば、哺乳動物細胞（例えば、ヒト細胞もしくはＣＨＯ細胞
）、真菌細胞、酵母細胞、昆虫細胞、および細菌細胞（例えば、Ｅ．ｃｏｌｉ）が挙げら
れる。組換え細胞において発現される場合、上記細胞は、好ましくは、ニューブラスチン
ポリペプチドの発現を可能にする条件下で培養される。上記ニューブラスチンポリペプチ
ドは、所望される場合、細胞懸濁物から回収され得る。本明細書において使用される場合
、「回収される」とは、上記変異したポリペプチドが、その回収プロセスの前に存在する
細胞もしくは培養培地の成分から取り出されていることを意味する。上記回収プロセスは
、１つ以上の再折りたたみもしくは精製工程を包含し得る。変性したニューブラスチンポ
リペプチドの再折りたたみを誘導するための緩衝液および方法は、例えば、ＷＯ　２００
６／０２３７８２に記載されている。
【００３６】
　改変ニューブラスチンポリペプチドは、当該分野で公知のいくつかの方法のうちのいず
れかを使用して構築され得る。１つのこのような方法は、上記コードされる改変ニューブ
ラスチンポリペプチドにおける単一のアミノ酸（もしくは所望される場合、少数の所定の
アミノ酸残基）を変化させるために、特定のヌクレオチド（もしくは、所望される場合、
少数の特定のヌクレオチド）が変化させられる、部位指向性変異誘発である。多くの部位
指向性変異誘発キットが、市販されている。１つのこのようなキットは、Ｃｌｏｎｔｅｃ
ｈ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ（Ｐａｌｏ　Ａｌｔｏ，ＣＡ）によって販売されている「
Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒ　Ｓｉｔｅ　Ｄｉｒｅｃｔｅｄ　Ｍｕｔａｇｅｎｅｓｉｓ　Ｋｉ
ｔ」である。
【００３７】
　（薬学的組成物）
　ニューブラスチンポリペプチドは、治療上有効量の上記ポリペプチド、ならびに１種以
上のアジュバント、賦形剤、キャリア、および／もしくは希釈剤を含む薬学的組成物へと
組み込まれ得る。受容可能な希釈剤、キャリアおよび賦形剤は、代表的には、レシピエン
トのホメオスタシス（例えば、電解質バランス）に悪影響を及ぼさない。受容可能なキャ
リアとしては、生体適合性の、不活性の、もしくは生体吸収性の塩、緩衝化剤、オリゴ糖
もしくはポリサッカリド、ポリマー、粘性改良剤、保存剤などが挙げられる。１つの例示
的キャリアは、生理食塩水（０．１５Ｍ　ＮａＣｌ，ｐＨ７．０～７．４）である。別の
例示的キャリアは、５０ｍＭ　リン酸ナトリウム、１００ｍＭ　塩化ナトリウムである。
薬学的組成物の処方および投与のための技術に関するさらなる詳細は、例えば、ＲＥＭＩ
ＮＧＴＯＮ’Ｓ　ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ　ＳＣＩＥＮＣＥＳ（Ｍａａｃｋ　Ｐｕ
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ｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｃｏ．，Ｅａｓｔｏｎ，Ｐａ．）に見いだされ得る。
【００３８】
　ニューブラスチンポリペプチドを含む薬学的組成物の投与は、全身的もしくは局所的で
あり得る。薬学的組成物は、非経口的投与および／もしくは非経口的でない投与（ｎｏｎ
－ｐａｒｅｎｔｅｒａｌ　ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ）に適しているように処方され
得る。特定の投与モダリティーとしては、皮下投与、静脈内投与、筋肉内投与、腹腔内投
与、経皮的投与、鞘内投与、経口投与、直腸投与、口内（ｂｕｃｃａｌ）投与、局所投与
、経鼻投与、眼への投与、関節内投与、動脈内投与、クモ膜下投与、気管支投与、リンパ
性投与、膣投与、および子宮内投与が挙げられる。
【００３９】
　投与は、上記薬学的組成物のボーラスの周期的注射によるものであってもよいし、レザ
バ（これは、外部（例えば、ＩＶバッグ）もしくは内部（例えば、生体分解性インプラン
ト、人工器官（ｂｉｏａｒｔｉｆｉｃｉａｌ　ｏｒｇａｎ）、もしくは移植ニューブラス
チン生成細胞のコロニー）である）からの静脈内投与もしくは腹腔内投与によって連続的
に行われ得る。例えば、米国特許第４，４０７，９５７号、同第５，７９８，１１３号、
および同第５，８００，８２８号（各々、本明細書に参考として援用される）を参照のこ
と。薬学的組成物の投与は、適切な送達手段（例えば、ポンプ（例えば、Ａｎｎａｌｓ　
ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｏｔｈｅｒａｐｙ，２７：９１２（１９９３）；Ｃａｎｃｅｒ，４
１：１２７０（１９９３）；Ｃａｎｃｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，４４：１６９８（１９８
４）（本明細書に参考として援用される）を参照のこと）；マイクロカプセル化（例えば
、米国特許第４，３５２，８８３号；同第４，３５３，８８８号；および同第５，０８４
，３５０号（本明細書に参考として援用される）を参照のこと）；連続放出ポリマーイン
プラント（例えば、Ｓａｂｅｌ，米国特許第４，８８３，６６６号（本明細書に参考とし
て援用される）を参照のこと）；マクロカプセル化（ｍａｃｒｏｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉ
ｏｎ）（例えば、米国特許第５，２８４，７６１号、同第５，１５８，８８１号、同第４
，９７６，８５９号および同第４，９６８，７３３号、ならびに公開ＰＣＴ特許出願ＷＯ
９２／１９１９５、ＷＯ　９５／０５４５２（各々、本明細書に参考として援用される）
を参照のこと）；皮下、静脈内、動脈内、筋肉内、もしくは他の適切な部位への注射；ま
たはカプセル剤、液体、錠剤、丸剤、もしくは長期放出処方物における経口投与を使用し
て達成され得る。
【００４０】
　非経口送達系の例としては、エチレン－ビニルアセテートコポリマー粒子、浸透圧ポン
プ、移植可能な注入系、ポンプ送達、カプセル化細胞送達、リポソーム送達、針送達注射
、針なし注射、ネブライザ、エアロゾル生成器（ａｅｏｒｏｓｏｌｉｚｅｒ）、エレクト
ロポレーション、および経皮的パッチが挙げられる。
【００４１】
　非経口投与に適した処方物は、都合のよいことには、上記ニューブラスチンポリペプチ
ドの滅菌水性調製物を含み、これは、好ましくは、上記レシピエントの血液と等張性であ
る（例えば、生理食塩水溶液）。処方物は、単位用量もしくは複数用量形態において示さ
れ得る。
【００４２】
　例示的処方物は、本明細書に記載されるニューブラスチンポリペプチドおよび以下の緩
衝液成分を含む：コハク酸ナトリウム（例えば、１０ｍＭ）；ＮａＣｌ（例えば、７５ｍ
Ｍ）；およびＬ－アルギニン（例えば、１００ｍＭ）。
【００４３】
　経口投与に適した処方物は、各々、所定量の上記ニューブラスチンポリペプチドを含む
別個の単位（例えば、カプセル剤、カシェ剤、錠剤、もしくはロゼンジ）；または水性液
体もしくは非水性液体での懸濁物（例えば、シロップ剤、エリキシル剤、エマルジョン、
もしくは１回分液剤（ｄｒａｕｇｈｔ））として示され得る。
【００４４】
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　局所投与に適したニューブラスチンポリペプチドは、例えば、クリーム剤、スプレー剤
、泡沫物（ｆｏａｍ）、ゲル、軟膏剤、膏薬、もしくは乾燥ゴムとして、哺乳動物（例え
ば、ヒト患者）に投与され得る。乾燥ゴムは、投与部位で再水和され得る。ニューブラス
チンポリペプチドはまた、（例えば、浸漬されかつ乾燥された）包帯、ガーゼ、もしくは
パッチへと直接注入され得、次いで、これらは局所に適用され得る。ニューブラスチンポ
リペプチドはまた、局所投与のための包帯、ガーゼ、もしくはパッチにおいて、半液体、
ゲル化、もしくは完全に液体状態で維持され得る（例えば、米国特許第４，３０７，７１
７号（その内容は、本明細書において参考として援用される）を参照のこと）。
【００４５】
　治療上有効量の薬学的組成物は、当業者によって確認可能な投与レジメンにおいて、必
要な患者に投与され得る。例えば、組成物は、上記被験体に、例えば、１回の投与あたり
、０．０１μｇ／ｋｇ～１０００μｇ／ｋｇ被験体体重の投与量において全身に投与され
得る。別の例において、上記投与量は、１回の投与あたり、１μｇ／ｋｇ～１００μｇ／
ｋｇ被験体体重である。別の例において、上記投与量は、１回の投与あたり、１μｇ／ｋ
ｇ～３０μｇ／ｋｇ被験体体重であり、例えば、１回の投与あたり、３μｇ／ｋｇ～１０
μｇ／ｋｇ被験体体重である。
【００４６】
　治療的効力を最適化するために、ニューブラスチンポリペプチドは、異なる投与レジメ
ンにおいて最初に投与され得る。上記単位用量およびレジメンは、例えば、哺乳動物の種
、その免疫状態、上記哺乳動物の体重を含む要因に依存する。代表的には、組織中のタン
パク質レベルは、例えば、所定の処置レジメンの効力を決定するために、臨床試験手順の
一部としての適切なスクリーニングアッセイを使用してモニターされる。
【００４７】
　ニューブラスチンポリペプチドの投与頻度は、医師の技術および臨床判断の範囲内であ
る。代表的には、上記投与レジメンは、最適な投与パラメーターを確立し得る臨床試験に
よって確立される。しかし、開業医は、上記被験体の年齢、健康状態、体重、性別および
医学的状態に従って、このような投与レジメンを変動し得る。上記投与頻度は、上記処置
が予防的であるかもしくは治療てきであるかに依存して、変動し得る。
【００４８】
　（処置方法）
　本明細書に記載されるニューブラスチンポリペプチドは、組織において損なわれた血流
もしくは不適切な血流を示す哺乳動物において血管新生を増大させるために使用され得る
。例えば、ニューブラスチンポリペプチドは、虚血障害（例えば、筋虚血、虚血心臓（例
えば、心筋梗塞から生じる）、褥瘡、静脈瘤から生じる虚血、糖尿病の虚血合併症（例え
ば、脚の病変のような皮膚病変）、虚血腎、虚血脳（例えば、脳卒中から生じる）、また
は虚血肝を有するか、これらを有すると疑われるか、またはこれらを発症する危険性を有
する哺乳動物（例えば、ヒト）を処置するために使用され得る。さらに、ニューブラスチ
ンポリペプチドは、移植気管を受け入れており、かつ上記器官の血管新生を必要とする哺
乳動物において血管新生を増大するために使用され得る。ニューブラスチンポリペプチド
の投与によって処置もしくは予防され得る特定の医学的状態の例は、以下の節において総
説されている。
【００４９】
　（ｉ）脳卒中
　脳卒中（例えば、虚血性脳卒中、血栓性脳卒中、塞栓性脳卒中、全身性灌流脳卒中（ｓ
ｙｓｔｅｍｉｃ　ｈｙｐｏｐｅｒｆｕｓｉｏｎ　ｓｔｒｏｋｅ）、出血性脳卒中、脳内出
血性脳卒中、もしくはクモ膜下出血性脳卒中）は、脳の１つ以上の領域への損なわれた血
流もしくは不適切な血流によって特徴づけられる障害である。上記灌流における障害は、
静脈であり得るが、もっとも頻繁には、動脈である。脳への血流の喪失もしくは低下は、
虚血性領域に対する損傷を生じ、このことによって、局所的の機能もしくは全体の脳機能
が重度に損なわれ得る。本明細書に記載されるニューブラスチンポリペプチドは、脳の１
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つ以上の領域への血流を増大させて、それによって、脳卒中によって引き起こされる損傷
を予防もしくは低下させるように、（例えば、静脈内送達、皮下送達、経鼻的送達、また
は頭蓋内局所送達によって）被験体に投与され得る。上記被験体が脳卒中を有する危険性
がある（例えば、脳の動脈の部分的閉塞を有すると診断された被験体）場合、ニューブラ
スチンは、脳卒中の発生を予防する、もしくは重篤度を軽減するために、上記被験体に投
与され得る。
【００５０】
　脳卒中を発生させる危険因子としては、例えば、脳卒中の家族歴、老齢、人種、高血圧
症、上昇したコレステロールレベル（特に、上昇したＬＤＬ）、喫煙、糖尿病、および肥
満が挙げられる。
【００５１】
　脳卒中は、被験体によって示される症状の重篤度および／もしくは数によって、診断も
しくは評価され得る。脳卒中の症状は、影響を及ぼされる脳の特定の領域に依存して変化
し得る。脳卒中の症状としては、例えば、衰弱（片麻痩）、しびれ、知覚もしくは振動の
感覚の低下、感覚の変化（例えば、嗅覚、味覚、聴覚もしくは視覚（全体的もしくは部分
的））、眼瞼のたるみ（下垂）、反射の低下（例えば、嘔吐、嚥下）、知覚の低下および
顔面の筋脱力感、平衡の問題、呼吸の変化、心拍数の変化、失語症（話せないかまたは言
葉を理解できないこと）、失行症（随意運動の変化）、眩暈、および／または不均衡が挙
げられる。
【００５２】
　脳卒中はまた、種々の定量的技術（コンピューター断層（ｃｏｍｐｕｔｅｄ　ａｘｉａ
ｌ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）（ＣＡＴ）、コンピューター断層撮影法（ｃｏｍｐｕｔｅｄ
　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）（ＣＴ）、または磁気共鳴画像化法（ＭＲＩ）スキャンが挙げ
られる）を使用して、例えば、脳卒中の重篤度もしくは影響を受けた脳の程度が診断およ
び評価され得る。医療専門家はまた、脳卒中を有する被験体を、例えば、被験体がほほえ
む、一方もしくは両方の脚を持ち上げる、単純なおよび／もしくは複雑な文章を明確に話
す能力、歩いたり平衡を維持したりする能力、または本明細書に記載される脳卒中の任意
の他の症状を評価することによって、より定量的な診断を使用し得るか、あるいは診断も
しくは評価し得る。
【００５３】
　本明細書に記載されるニューブラスチンポリペプチドの投与に加えて、脳卒中はまた、
上記被験体および状態の性質に依存して、種々の技術によって処置され得る。一般的な処
置としては、機械的血栓切除術もしくは組織プラスミノゲンアクチベーター（ｔＰＡ）の
投与もしくは他の血栓崩壊法が挙げられる。
【００５４】
　（ｉｉ）虚血性心疾患
　虚血性心疾患は、心筋への損なわれた血流もしくは不十分な血流によって特徴づけられ
、１つ以上の冠状動脈における例えば、アテローム硬化症（冠状動脈疾患）、心不整脈、
急性心筋梗塞、心筋活動の喪失、もしくは心臓弁欠陥（ｄｅｆｅｃｔｉｖｅ　ｈｅａｒｔ
　ｖａｌｖｅ）によって引き起こされ得る。心臓への血流の喪失もしくは低下は、虚血性
心筋組織に対する損傷を生じ、このことによって、心臓に対する永続する損傷および／も
しくは影響を受けた被験体の死亡が引き起こされ得る。本明細書に記載されるニューブラ
スチンポリペプチドは、心臓の１種以上の虚血領域へ血流を増大させて、それによって、
上記虚血によって引き起こされる損傷を予防もしくは低下させるように、被験体へ（例え
ば、心筋注射もしくは心外膜注射によって静脈内に、皮下に、もしくは局所に）投与され
得る。上記被験体が虚血性心疾患を発症させる危険性がある場合、ニューブラスチンは、
心臓虚血の発生を予防するか、もしくはその重篤度を低下させるために投与され得る。
【００５５】
　虚血性心疾患を発症させる危険因子としては、例えば、乏しい食餌、肥満、喫煙、上昇
したおよび／もしくは長期のストレス、家族歴（例えば、遺伝的素因）、座りがちな生活
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様式、上昇したコレステロールレベル、ならびに／または糖尿病が挙げられる。
【００５６】
　虚血性心疾患は、例えば、上記被験体によって示される虚血性心疾患の症状の重篤度お
よび／もしくは数によって、診断および／もしくは評価され得る。虚血性心疾患の症状は
、重篤度が変動およびある範囲内で変化し、それら症状としては、以下のうちの１種以上
が挙げられるが、これらに限定されない：胸痛、左腕の疼痛、顎の疼痛、頸部疼痛、背痛
、胸焼けに似た感覚、息切れ、青白い皮膚、多汗、衰弱、頭がふらふらすること（ｌｉｇ
ｈｔ－ｈｅａｄｅｄｎｅｓｓ）、悪心、嘔吐、心悸高進、および／もしくは疲労。虚血性
心疾患は、当該分野で公知の多くの技術（心電図（ＥＣＧ）、冠血管造影、胸部Ｘ線写真
、心エコー図、および／もしくはマルチゲート収集法（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｇａｔｅｄ　
ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　（ＭＵＧＡ）　ｓｃａｎ）が挙げられる）を使用して、診断も
しくは評価され得る。虚血性心疾患はまた、被験体の血液中の１種以上の心臓酵素（例え
ば、クレアチンキナーゼ、トロポニンＩ、および乳酸デヒドロゲナーゼアイソザイム）の
レベルのような生体マーカーを使用して、診断もしくは評価され得る。虚血性心疾患を有
する被験体を診断もしくは評価するためのさらなる方法は、被験体が運動している間に上
記被験体の心臓がモニターされる運動ストレス試験を含む。上記被験体の心拍数、呼吸、
および血圧が、モニターされ得る。ＥＣＧ（上記）はまた、行われ得る。
【００５７】
　本明細書に記載されるニューブラスチンポリペプチドの投与に加えて、虚血性心疾患を
有するかまたは有すると疑われている被験体の処置は、酸素、アセチルサリチル酸（アス
ピリン）、グリセリルトリニトレート、および疼痛緩和剤の投与を包含し得る。虚血性心
疾患を発症させる危険性のある患者は、コレステロール低下剤（例えば、スタチン）、β
遮断剤、もしくは抗高血圧剤（例えば、利尿剤、アンジオテンシン変換酵素インヒビター
、血管拡張薬、もしくはα遮断剤）のうちの１種以上を投与され得る。
【００５８】
　（ｉｉｉ）潰瘍
　潰瘍は、その影響を受けた領域（例えば、脚）への損なわれた血流もしくは不適切な血
流から生じる皮膚病変である。このような潰瘍は、糖尿病の血管の合併症（例えば、脚の
糖尿病性潰瘍）、静脈の不十分（下腿潰瘍）、もしくは過剰圧（例えば、褥瘡もしくは床
ずれ）の結果であり得る。皮膚の領域への血流の喪失もしくは低下は、皮膚および周りの
組織の慮域の損傷および／もしくは死滅を生じる。本明細書に記載されるニューブラスチ
ンポリペプチドは、上記潰瘍もしくはその周りの組織の部位における血流を増大させ、そ
れによって、上記潰瘍の重篤度もしくは存続を低下させるように、被験体に投与され得る
（例えば、被験体の潰瘍に局所投与される）。上記被験体が、潰瘍を発症する危険性があ
る（例えば、長期間の伏臥位もしくは仰臥位にある麻痺した被験体または糖尿病に起因し
て心血管合併症を有する被験体）場合、ニューブラスチンは、潰瘍の発生を予防するか、
もしくは潰瘍の重篤度を低下させるために、上記被験体に（例えば、糖尿病患者の脚およ
び足に局所投与することによって）投与され得る。
【００５９】
　皮膚の潰瘍を発症させる危険因子としては、例えば、長期間の座った状態もしくは横に
なった状態（例えば、仰臥位もしくは伏臥位）、糖尿病、静脈瘤（以下を参照のこと）、
感染、および／もしくは乏しい衛生が挙げられる。
【００６０】
　被験体の潰瘍を診断および／もしくは評価するための方法は、肉眼検査、例えば、潰瘍
自体の外見、赤み、痛み（ｓｏｒｅｎｅｓｓ）、もしくは疼痛が挙げられる。上記肉眼検
査はまた、潰瘍の発生を示す症状をチェックするために使用され得、上記症状としては、
例えば、発汗の低下、乾燥した皮膚および亀裂の形成、ならびに影響を受けた領域におけ
る感染を発症させる傾向が挙げられる。足への血流低下の症状（および脚の潰瘍を発症さ
せる危険性、例えば、しばしば、糖尿病の合併症から生じる）としては、脆弱爪、外仮骨
、および槌状足指が挙げられる。上記肉眼検査はまた、上記潰瘍の大きさおよび／もしく
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は上記潰瘍が感染しているか否かを評価することを包含し得る。医療専門者は、損なわれ
た血流もしくは不適切な血流を有すると疑われる領域への血流レベルを決定するために１
つ以上の試験を施し得、これらの試験としては、経皮酸素測定（ＴＣＯＭ）およびナイロ
ンモノフィラメント試験が挙げられる。上記ＴＣＯＭは、皮膚の疑われる領域上へ直接電
極を配置することを要する。一般に、４０ｍｍＨｇ未満の測定酸素圧は、その領域が血流
不十分であることを示す。上記ナイロンモノフィラメント試験は、影響を受けた皮膚を穏
やかに刺すために１０ゲージナイロンモノフィラメントの使用を伴う感覚試験である。上
記試験は、上記モノフィラメントがたわむのに十分な圧力で脚に対して押しつけられたと
きに、上記被験体が上記モノフィラメントの接触を感知できない場合に異常である。
【００６１】
　本明細書に記載されるニューブラスチンポリペプチドの投与に加えて、皮膚の潰瘍のた
めの処置は、死滅組織もしくは感染組織を除去するための外科手術、および必要とされる
場合、抗体の投与を伴い得る。
【００６２】
　（ｉｖ）静脈瘤
　静脈瘤（静脈不全症）は、静脈（一般には脚の静脈）がヘモグロビン減少血液を心臓へ
戻すことができないことによって特徴づけられる障害である。静脈不全症は、血栓（血塊
）または静脈弁への損傷もしくは静脈弁の弾性の喪失から生じ得る。本明細書に記載され
るニューブラスチンポリペプチドは、脚の血流の、心臓への戻りを増大させ、それによっ
て、静脈瘤の重篤度、もしくは静脈瘤に起因する合併症を低下させるように、被験体に（
例えば、被験体の脚に局所的に、皮下に、もしくは影響を受けている静脈へ静脈内に）投
与され得る。上記被験体が静脈瘤を発症させる危険性がある（例えば、静脈瘤の１つ以上
の危険因子を有する被験体）場合、ニューブラスチンは、静脈瘤の発生を予防するか、も
しくは静脈瘤の重篤度を低下させるために、被験体に投与され得る。
【００６３】
　静脈瘤を発症する危険因子としては、例えば、老齢、被験体の性別（男性よりも女性の
方が静脈瘤を発症しやすい）、家族歴（例えば、遺伝的素因）、肥満、および／もしくは
長期間座っていることを要する職業が挙げられる。
【００６４】
　静脈不全症は、例えば、上記被験体によって示される症状の重篤度および／もしくは数
によって、被験体において診断および／もしくは評価され得、上記症状としては、例えば
、脚、足もしくは足首の疼痛もしくはだるさ、腫脹、皮膚の潰瘍、または静脈が損傷して
いる場合のひどい出血が挙げられる。ＶＩは、種々の技術（血管中の血塊もしくは他の異
常を可視化するために超音波を使用する、二連式もしくはドップラー超音波の非侵襲性技
術が挙げられる）を使用して、被験体において診断もしくは評価され得る。静脈不全症を
診断／評価するための他の方法は、ＣＴスキャン、静脈造影法、血管造影法（例えば、Ｘ
線もしくは磁気共鳴血管造影法（ＭＲＡ）が挙げられる。
【００６５】
　本明細書に記載されるニューブラスチンポリペプチドの投与に加えて、静脈不全症のた
めの処置は、例えば、レーザー手術、硬化療法／微小硬化療法、外科手術による静脈スト
リッピング（ｓｕｒｇｉｃａｌ　ｖｅｉｎ　ｓｔｒｉｐｐｉｎｇ）、外来静脈切除術（ａ
ｍｂｕｌａｔｏｒｙ　ｐｈｌｅｍｂｅｃｔｏｍｙ）、および内視鏡下静脈手術（ｅｎｄｏ
ｓｃｏｐｉｃ　ｖｅｉｎ　ｓｕｒｇｅｒｙ）が挙げられ得る。非外科的治療としては、静
脈不全症が脚で起こっている場合に、脚を挙げておくこと（ｌｅｇ　ｅｌｅｖａｔｉｏｎ
）、加圧療法（ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ　ｔｈｅｒａｐｙ）（加圧ソックスもしくは加圧
レギンス）、運動、減量、および皮膚のケアが挙げられる。
【００６６】
　（ｖ）移植器官
　器官移植は、完全もしくは一部の器官が、ある被験体から別の被験体へ移されるプロセ
スである。移植される器官としては、例えば、心臓、肺、肝臓、腎臓、小腸、膵臓、手、
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指（手指もしくは足指）、または皮膚（例えば、顔面移植のような皮膚移植片；以下を参
照のこと）が挙げられる。器官移植が首尾良くいくためには、移植器官と宿主との間で血
管新生が発生しなければならない。従って、本明細書に記載されるニューブラスチンポリ
ペプチドは、移植器官と宿主との間で血管新生、および移植器官への増大した血流を促進
し、それによって、移植の失敗を予防するように、被験体に投与され得る。
【００６７】
　一般的器官移植は、真皮の領域が、外科手術的に、上記身体のある領域から除去されて
別の領域に移植される皮膚移植である。皮膚移植片は、自己由来であり得る（同じ被験体
に由来）か、または異種由来であり得る（異なる被験体に由来）。いくつかの場合におい
て、上記皮膚組織は、レシピエント被験体とは異なる種の動物から得られ得る（例えば、
異種移植）。皮膚移植片は、例えば、広範囲の火傷を経験したか、または皮膚喪失の領域
の皮膚感染を経験した被験体に対して行われ得る。これらの場合において、皮膚移植片は
、しばしば、皮膚喪失の部位における細菌濃度を最小にし、そして／もしくは流体の喪失
を予防するために使用される。皮膚移植片はまた、美容外科（例えば、選択的手術もしく
は外科手術手順に付随するもの（例えば、乳房切除もしくは胸壁再構築））において使用
される。皮膚移植片は、完全もしくは部分的な顔面の移植のような広範囲であり得る。上
記で議論されるように、皮膚移植片が首尾良くいくためには、血管新生は、移植部位と移
植組織との間で生じなければならない。従って、本明細書に記載されるニューブラスチン
ポリペプチドは、上記移植皮膚と上記宿主との間で血管新生を促進して、上記移植皮膚へ
の血流を増大させ、それによって、移植の失敗を予防するように、被験体へ投与され得る
。
【００６８】
　皮膚移植片の成功のモニタリングは、種々の方法によって行われ得、この方法としては
、肉眼検査、例えば、移植皮膚の色の調査、移植領域に感覚が戻ることのモニタリング、
または移植皮膚の温度のモニタリングが挙げられる。移植皮膚の領域における血流は、例
えば、レーザードップラー灌流モニタリング（以下を参照のこと）を使用して、直接測定
され得る。
【００６９】
　損なわれた血流もしくは不適切な血流によって特徴づけられる障害を有すると疑われる
被験体は、本明細書において使用される場合、損なわれた血流もしくは不適切な血流によ
って特徴づけられる特定の障害の１種以上の症状（例えば、本明細書に記載されるものの
うちのいずれか）を有する被験体である。例えば、脳卒中を有すると疑われる被験体は、
脳卒中の１種以上の症状（例えば、衰弱、しびれ、眼瞼のたるみ（下垂）、反射の低下（
例えば、嘔吐、嚥下）、知覚の低下および顔面の筋脱力感、失語症、失行症、もしくは本
明細書に記載される任意の他の症状が挙げられるが、これらに限定されない）を有する被
験体であり得る。
【００７０】
　損なわれた血流もしくは不適切な血流によって特徴づけられる障害を発症する危険性が
ある被験体は、本明細書において使用される場合、損なわれた血流もしくは不適切な血流
によって特徴づけられる特定の障害の１種以上の危険因子を有する被験体である。例えば
、虚血性心疾患を発症させる危険性のある被験体は、虚血性心疾患を発症させる１種以上
の危険因子（例えば、乏しい食餌、肥満、喫煙、高まったおよび／もしくは長期のストレ
ス、座りがちな生活様式、上昇したコレステロールレベル、糖尿病、または本明細書に記
載される任意の他の危険因子が挙げられる）を有する被験体であり得る。
【００７１】
　ニューブラスチンポリペプチドは、少なくとも一部は、処置されている障害のタイプお
よび損なわれた血流もしくは不適切な血流の身体の位置に依存して、種々の方法において
被験体に投与され得る。すなわち、障害が本質的に皮膚にある実施形態（例えば、皮膚病
変、褥瘡、もしくは糖尿病性潰瘍（例えば、糖尿病性下肢潰瘍））において、ニューブラ
スチンポリペプチドは、局所的に投与され得る。例えば、ニューブラスチンポリペプチド
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は、クリーム剤、膏薬、もしくは軟膏剤中で上記被験体に投与され得る。本明細書に記載
されるニューブラスチン組成物はまた、包帯、ガーゼ、もしくはパッチ（例えば、米国特
許第４，３０７，７１７号を参照のこと）へと染みこませられ得る。被験体において損な
われた血流もしくは不適切な血流によって特徴づけられる障害が内部（例えば、脳卒中、
虚血性心疾患、もしくは器官移植）である実施形態において、ニューブラスチンは、上記
患者に、静脈内に、皮下に、または増大した血管新生が必要とされる部位に局所的に、投
与され得る。例えば、ニューブラスチンは、移植した腎臓もしくは心臓、および／または
移植操作の間に周りの宿主組織に投与され得る。
【００７２】
　（併用療法）
　本明細書に記載されるニューブラスチンポリペプチドは、単一療法として、または損な
われた血流もしくは不適切な血流によって特徴づけられる障害を有する被験体に治療的利
益を提供する１種以上のさらなる薬剤とともに、複数治療レジメンの一部として、被験体
に投与され得る。例えば、ニューブラスチンポリペプチドは、さらなる血管新生因子（例
えば、アンギオゲニン、アンギオポエチン－１、Ｄｅｌ－１、線維芽細胞増殖因子（例え
ば、ａＦＧＦ、ｂＦＧＦ、もしくはＦＧＦ２）、フォリスタチン、顆粒球コロニー刺激因
子（Ｇ－ＣＳＦ）、肝細胞増殖因子（ＨＧＦ）、インターロイキン－８（ＩＬ－８）、レ
プチンミッドカイン、胎盤増殖因子、血小板由来内皮細胞増殖因子（ＰＤ－ＥＣＧＦ）、
血小板由来増殖因子－ＢＢ（ＰＤＧＦ－ＢＢ）、プレイオトロフィン（ＰＴＮ）、プログ
ラニュリン、プロリフェリン、トランスホーミング増殖因子－α（ＴＧＦ－α）、トラン
スホーミング増殖因子－β（ＴＧＦ－β）、腫瘍壊死因子－α（ＴＮＦ－α）、および／
もしくは血管内皮増殖因子（ＶＥＧＦ））とともに同時投与され得る。さらに、ニューブ
ラスチンポリペプチドは、血管新生を増大させないが、別の面で損なわれた血流もしくは
不適切な血流によって特徴づけられる障害を有する被験体に対して有益な１種以上の治療
剤と組み合わせて投与され得る。例えば、ニューブラスチンポリペプチドは、抗血栓剤（
例えば、アスピリン、ストレプトキナーゼ、ウロキナーゼ、組織プラスミノゲンアクチベ
ーター、ヘパリン、もしくはヒルジン）、疼痛薬物、抗生物質、コレステロール低下剤（
例えば、スタチン）、β遮断剤、および／もしくは抗高血圧薬（例えば、利尿剤、アンジ
オテンシン変換酵素インヒビター、血管拡張薬、もしくはα遮断剤）のうちのいずれか１
つとともに同時投与され得る。ニューブラスチンポリペプチドが、レシピエントへ移植さ
れた器官（例えば、移植された心臓、肝臓、腎臓、肺、四肢（例えば、指）、もしくは指
）の血管新生を増大させるために使用される場合、上記ニューブラスチンポリペプチドは
、必要に応じて、１種以上の免疫抑制剤とともに同時投与され得る。
【００７３】
　上記ニューブラスチンポリペプチドおよび上記１種以上のさらなる薬剤は、同時に投与
され得、上記ニューブラスチンポリペプチドは、一度に最初に投与され得、上記１種以上
のさらなる薬剤は、一度に２番目に投与され得るか、または上記１種以上のさらなる薬剤
は、一度に最初に投与され得、そして上記ニューブラスチンポリペプチドが一度に２番目
に投与され得る。
【００７４】
　ニューブラスチンは、必要に応じて、以前にもしくは現在施されている治療に置き換わ
り得るかまたは上記治療を増強させ得る。例えば、ニューブラスチンポリペプチドでの治
療に際して、上記１種以上のさらなる薬剤の投与は、停止もしくは減少させ得る（例えば
、低下レベルで投与され得る）。いくつかの場合において、以前の治療は、ニューブラス
チンのレベル（例えば、投与量もしくはスケジュール）が、治療的効果を上記被験体に提
供するに十分なレベルに達するまで維持され得る。以前の治療が特に毒性であるか、また
は被験体によって不十分にした許容されない場合において、ニューブラスチンポリペプチ
ドの投与は、以前の治療（例えば、血管新生療法）を、同じもしくは改善された治療的利
益を与える（ただし毒性はない）ために十分なレベルへと相殺するおよび／またはその量
を低下させるために使用され得る。
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【００７５】
　被験体が第１の治療に応答しないいくつかの場合において、被験体は、ニューブラスチ
ンを投与され得る。例えば、被験体（例えば、ヒト患者）が、第１の処置（例えば、ＶＥ
ＧＦ（もしくは本明細書に記載される別の血管新生因子））に応答しない場合、ニューブ
ラスチンポリペプチドは、上記被験体に投与され得る。本明細書において使用される場合
、「処置に応答しない被験体」とは、１種以上の血管新生療法単独（すなわち、ニューブ
ラスチンと組み合わせない）での治療が顕著な臨床的改善を生じない、より具体的には、
血管新生効果を測地呈するために使用されるパラメーター（例えば、トレッドミル試験（
ＥＴＴもしくは運動ストレス試験）、アンギナ時間およびアンギナ頻度を行うことが挙げ
られるが、これらに限定されない）の顕著な（および好ましくは長期の）改善を生じない
患者をいう（例えば、Ｆａｍら（２００３）Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　１０８：２６１３
を参照のこと）。ＶＥＧＦ血管新生療法に応答しない被験体のこのようなグループの例は
、Ｈｅｎｒｙら（２００３）Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　１０７：１３５９　１３６５によ
って記載されている。
【００７６】
　（処置の効力の評価）
　ニューブラスチン処置の効力は、本明細書に記載される方法のいずれかによって（例え
ば、新たな血管増殖のレベルを直接モニターするか、または損なわれた血流もしくは不適
切な血流によって特徴づけられる障害の特定の特徴の特定の特徴もしくは症状を評価する
ことによって）、評価され得る。例えば、被験体の脳の血管系の量もしくは密度は、ＭＲ
Ｉ（例えば、Ｄｕｎｎら（２００４）Ｍａｇｎ　Ｒｅｓｏｎ．Ｍｅｄ．５１（１）：５５
－６１を参照のこと）もしくは超音波技術（例えば、Ｆｏｓｂｅｒｇら（２００４）Ｕｌ
ｔｒａｓｏｎｉｃｓ　４２（１）：３２５－３３０によって記載されるものの適合）を使
用して、（例えば、処置の前後に）測定され得る。新血管新生を促進することにおけるニ
ューブラスチン処置の効果はまた、例えば、Ｆｒｅｃｃｅｒｏら（２００３）Ｍｉｃｒｏ
ｖａｓｃ　Ｒｅｓ．６６（３）：１８３－９；およびＲｅｎｄｅｌｌら（１９８９）Ｄｉ
ａｂｅｔｅｓ　３８（７）：８１９－８２４に記載されるように、レーザードップラー技
術を使用して、血流における増加をモニターすることによって評価され得る。レーザード
ップラー技術によって皮膚血流を測定するために有用な例示的デバイスは、ＤＲＴ４（Ｍ
ｏｏｒ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，Ｄｅｖｏｎ，ＵＫ）である。さらに、移植器官（例え
ば、移植された腎臓、心臓、もしくは皮膚）の血管新生を促進するためのニューブラスチ
ンの効力は、移植した器官機能の増大もしくは処置後の器官の健康状態における増大によ
って（例えば、生検によって）測定され得る。
【００７７】
　処置の効力は、処置前後の被験体を評価すること（例えば、処置前後で、影響を受けた
領域における酸素分圧を比較すること）によって、評価され得る。１回以上のニューブラ
スチン処置後に障害の改善の進行が評価されるべき場合、被験体は、ニューブラスチン処
置に複数の時点で評価され得る（例えば、１日目、２日目、および１週間の評価；１週間
、１ヶ月、および６ヵ月の評価；１ヶ月、６ヶ月、および１年の評価）。
【００７８】
　ニューブラスチンの投与が、損なわれた血流もしくは不適切な血流によって特徴づけら
れる障害（例えば、糖尿病の血管性の合併症に起因する脚の潰瘍のような病変）の発生を
予防するために使用される場合、効力は、上記障害の１種以上の症状の提示の遅延、示さ
ないこととして評価され得る。障害の１種以上の症状の緩和における経時的な処置の効力
は、例えば、処置後に複数の時点での１種以上の症状の数もしくは重篤度を評価すること
によって決定され得る。例えば、被験体は、彼もしくは彼女の障害の重篤度の最初の評価
を有し得、処置が施され得、その後、処置に続いて２回以上（例えば、１週間および１ヶ
月で；１ヶ月および２ヶ月で；２週間、１ヶ月および６ヶ月で；または６週間、６ヶ月お
よび１年で）評価され得る。１回以上のニューブラスチン処置が、制限された期間にわた
って（例えば、所定の期間）または投与回数で被験体に投与される場合、損なわれた血流
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もしくは不適切な血流によって特徴づけられる障害の１種以上の症状を緩和する差異の処
置の効果は、最初の処置後に種々の時点で評価され得る。例えば、ある用量のニューブラ
スチンの最後の投与の後に、患者の症状の回数もしくは重篤度が、最後の処置後に、１ヶ
月で（例えば、２ヶ月で、６ヶ月で、１年で、２年で、５年以上で）評価され得る。
【００７９】
　（損なわれた血流もしくは不適切な血流によって特徴づけられる障害の動物モデル）
　以下の実施例は、虚血障害のニューブラスチン処置の効果を研究するために有用なイン
ビボ動物モデル系を説明する。そのような処置の効力は、虚血処置の直接的分析によって
、例えば免疫組織化学技術を使用する虚血筋肉における毛細管密度を測定することによっ
て、および／または虚血筋肉における血流を測定することによって、評価され得る。損な
われた血流もしくは不適切な血流によって特徴づけられる障害の予防または発症遅延を評
価するために、ニューブラスチンポリペプチドはまた、その障害を誘発する前の動物に投
与され得る。血管新生を増加させるためのニューブラスチン処置の効力を評価するのに有
用なさらなる動物モデル（例えば、マウスモデル）としては、例えば、Ｃｏｕｆｆｉｎｈ
ａｌら（１９８８）Ａｍ　Ｊ．Ｐａｔｈｏｌ．１５２（６）：１６６７－１６７９；Ｃａ
ｏら（１９９８）Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ　９５（２４）：１４
３８９－１４３９４；およびＳａｌｖｅｎら（２００２）ＦＡＳＥＢ　Ｊ．１６：１４７
１－１４７３に記載されるものが挙げられる。糖尿病における創傷治癒不全のための動物
モデルは、例えば、Ｔｓｕｂｏｉら（１９９２）Ｊ．Ｄｅｒｍａｔｏｌ．１９（１１）：
６７３－７５に記載される。
【００８０】
　以下は、本発明の実施の例である。実施例は、本発明の範囲を限定するとはいかように
も解釈されるべきではない。
【実施例】
【００８１】
　（実施例１：ニューブラスチンは虚血後新血管新生を促進する）
　後肢虚血のマウスモデルを使用して、ニューブラスチン投与が哺乳動物における血管新
生を増大させるか否かを決定した。マウス後肢の右大腿動脈を、外科的に結紮した。ニュ
ーブラスチンを、１ミリグラム／キログラム（ｍｇ／ｋｇ）もしくは０．１ｍｇ／ｋｇの
投与量で１週間に３回皮下投与した。あるいは、１セットのマウスに、ビヒクルのみ（ニ
ューブラスチンなし）をコントロールとして投与した。１０匹のマウスを、各群において
評価した。２１日（３週間）後に、上記マウスを屠殺し、その腓腹筋を取り出した。
【００８２】
　血管密度を、Ｓｉｌｖｅｓｔｒｅら（２００５）Ｎａｔ．Ｍｅｄ．１１（５）：４９９
－５０６に記載されるように、処置期間の終わりに高解像力微小血管造影法によって評価
した。簡潔に述べると、マウスを麻酔し（イソフルラン吸入）、対比培地（硫酸バリウム
，１ｇ／ｍｌ）を、腹大動脈へ導入したカテーテルを通して注射した。ディジタルＸ線ト
ランスデューサーによって獲得した画像（動物１匹につき２つ）を組み立て、上記下肢の
完全な画像を得た。その血管密度を、定量領域において血管が占める画像あたりのピクセ
ル％として表した。定量ゾーンを、大腿動脈上の結紮の位置、膝、大腿骨の縁部、および
下肢の外側限界によって線引きした。ニューブラスチンの投与量は両方とも、ビヒクルの
みのコントロール（図２）と比較した場合、虚血四肢からの筋肉における血管造影スコア
を増大した。これらの結果は、ニューブラスチン投与が虚血組織における血管新生を増大
することを示す。
【００８３】
　（実施例２：ニューブラスチンは、虚血後皮膚血流を促進する）
　ニューブラスチン処置が虚血組織（例えば、皮膚）において血流を増大させるか否かを
決定するために、マウス大腿動脈を、上記のように結紮した。ラットニューブラスチン（
タンパク質の成熟１１３アミノ酸形態）を、１ｍｇ／ｋｇもしくは０．１ｍｇ／ｋｇで１
週間に３回、３週間にわたって皮下投与した。コントロールとして、１セットのマウスを



(22) JP 5583005 B2 2014.9.3

10

、ビヒクルのみで処置した。
【００８４】
　７日目、１４日目および２１日目に、虚血四肢の皮膚の小さな表面から体毛を除去し、
露出した組織を、例えば、Ｈｉｓａｋａら（２００４）Ｊ．Ａｍ．Ｃｏｌｌ．Ｃａｒｄｉ
ｏｌ．４３（１０）：１９１５－２２に記載されるように、レーザードップラー灌流モニ
タリングを使用して血流について評価した。足（ｐａｗ）においてのみ測定を行った。ニ
ューブラスチンで処置した虚血脚の皮膚血液灌流の増加を、１４日目および２１日目に検
出した（図３）。これらの結果は、ニューブラスチン投与が、虚血組織における血流の増
大を生じることを示す。
【００８５】
　（他の実施形態）
　本発明は、その詳細な説明とともに記載されてきたが、以下の説明は、添付の特許請求
の範囲によって定義される。本発明の範囲を例示し、限定しない。他の局面、利点、およ
び改変は、以下の特許請求の範囲内である。

【図１】 【図２】
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