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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボレリア(Borrelia)属のＯｓｐＡタンパク質のシグナル配列をコードする第一核酸配列
および成熟肺炎球菌表面タンパク質Ａ（ＰｓａＡタンパク質）をコードする第二核酸配列
を含むハイブリッド核酸分子であって、
ここで、前記シグナル配列が第二核酸配列と隣接している、
前記ハイブリッド核酸分子。
【請求項２】
　前記第一核酸配列および前記第二核酸配列が、連結されて翻訳オープンリーディングフ
レーム関係にある、請求項１に記載のハイブリッド核酸分子。
【請求項３】
　成熟ＰｓａＡタンパク質発現プロモーターに作動可能に連結された請求項１に記載のハ
イブリッド核酸分子を含む発現ベクター。
【請求項４】
　組換え脂質化ＰｓａＡタンパク質の調製法であって、前記方法が、
　請求項３に記載の発現ベクターを宿主生物に導入するステップと、
　前記宿主生物から成熟ＰｓａＡタンパク質を発現させるステップ
とを含む前記調製法。
【請求項５】
　前記宿主生物が、大腸菌(E.coli)である、請求項４に記載の方法。
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【請求項６】
　組換え脂質化肺炎球菌表面タンパク質Ａ（ＰｓａＡタンパク質）の産生プロセスであっ
て、前記プロセスが下記のステップ：
　ボレリア(Borrelia)属のＯｓｐＡタンパク質のシグナル配列をコードする第一核酸配列
および成熟ＰｓａＡタンパク質をコードする第二核酸配列を含むハイブリッド核酸分子を
構築するステップ（ここで、前記シグナル配列は、前記第二核酸配列と隣接している）と
；
　前記成熟ＰｓａＡタンパク質の発現プロモーターに作動可能に連結したハイブリッド核
酸分子を含む発現ベクターを形成するステップと；
　発現ベクターを宿主生物に導入するステップと；
　宿主生物による組換え脂質化ＰｓａＡタンパク質の発現を行うステップと；
　宿主生物の細胞を溶解するステップと；
　細菌性タンパク質および他のタンパク質よりも組換えリポタンパク質を選択的に可溶化
し、かつ温和な条件下で界面活性剤相の相分離が可能な界面活性剤で溶解細胞を処理する
ステップと；
　可溶化組換え脂質化ＰｓａＡタンパク質を含む界面活性剤相、細菌性タンパク質および
他のタンパク質を含む水相、および細胞残渣を含む固相で相分離を行うステップと；
　固相および水相から界面活性剤相を分離および回収するステップと；
　組換え脂質化ＰｓａＡタンパク質以外のタンパク質がカラムに結合するような条件下で
、界面活性剤相を第一クロマトグラフィーカラムと接触させることにより、第一クロマト
グラフィーカラムから脂質化ＰｓａＡタンパク質を含むフロースルーを提供し、また第一
クロマトグラフィーカラムからのフロースルーを回収するステップと；
　第二クロマトグラフィーカラムを流れるコンタミタンパク質およびリポ多糖よりも組換
え脂質化ＰｓａＡタンパク質と結合するような条件下で、第一クロマトグラフィーカラム
からのフロースルーを、第二クロマトグラフィーカラムと接触させるステップと；
　第二クロマトグラフィーカラムから、組換え脂質化ＰｓａＡタンパク質を溶出し、実質
的にリポ多糖およびコンタミタンパク質を含まない溶出液を提供するステップと；
　前記溶出液を回収するステップ
とを含む前記プロセス。
【請求項７】
　前記界面活性剤がトリトン（ＴＲＩＴＯＮ）ＴＭＸ－１１４である、請求項６に記載の
プロセス。
【請求項８】
　溶解細胞の処理を０℃～１０℃の温度で行い、得られた混合物を３５℃～４０℃に緩や
かに上昇させた温度で処理して前記界面活性剤相の分離を行い、前記界面活性剤相を遠心
分離により水相から分離する、請求項７に記載のプロセス。
【請求項９】
　第一クロマトグラフィーカラムがイオン交換カラムである、請求項６に記載のプロセス
。
【請求項１０】
　前記宿主細胞の溶解が凍結融解により行われる、請求項６に記載のプロセス。
【請求項１１】
　前記宿主細胞の溶解が超音波処理により行われる、請求項６に記載のプロセス。
【請求項１２】
　請求項６～１１のいずれか１項に記載のプロセスにより産生された、組換え産生、単離
、および精製された脂質化ＰｓａＡタンパク質。
【請求項１３】
　少なくとも８０％の純度であり、実質的にコンタミタンパク質およびリポ多糖を含まな
い、請求項１２に記載の組換え産生、単離、および精製された脂質化ＰｓａＡタンパク質
。
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【請求項１４】
　請求項１３に記載の組換え産生された脂質化ＰｓａＡタンパク質であって、前記タンパ
ク質の純度が少なくとも９５％である前記タンパク質。
【請求項１５】
　請求項１３または１４に記載の組換え産生された脂質化ＰｓａＡタンパク質を含む免疫
学的組成物。
【請求項１６】
　アジュバントをさらに含む、請求項１５に記載の免疫学的組成物。
【請求項１７】
　前記アジュバントがミョウバンである、請求項１６に記載の免疫学的組成物。
【請求項１８】
　動物に免疫応答を誘導するための免疫学的組成物の製造における、免疫学的に有効な量
の請求項１３または１４に記載の組換え産生された脂質化ＰｓａＡタンパク質の使用。
【請求項１９】
　肺炎球菌感染に対して宿主を免疫化するための免疫学的組成物の製造における、免疫学
的に有効な量の請求項１３または１４に記載の組換え産生された脂質化ＰｓａＡタンパク
質の使用。
【請求項２０】
　前記組成物が鼻腔内投与用に製剤化される、請求項１９に記載の使用。
【請求項２１】
　肺炎球菌保因状態に感受性の宿主に対し、鼻咽頭での肺炎連鎖球菌 (Streptococcus pn
eumoniae)によるコロニー形成への保護性免疫応答を誘発させるための、免疫化量の請求
項１３または１４に記載の組換え脂質化ＰｓａＡタンパク質を含む鼻腔内投与用の免疫原
性組成物。
【請求項２２】
　アジュバントをさらに含む、請求項２１に記載の組成物。
【請求項２３】
　前記アジュバントがミョウバンである、請求項２２に記載の組成物。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の背景）
肺炎連鎖球菌 （Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ）は、中耳炎、髄
膜炎、菌血症および肺炎の有力な原因であり、高齢者、および肺疾患、肝疾患、アルコー
ル症、鎌状赤血球、脳脊髄液漏、後天性免疫不全症候群（ＡＩＤＳ）などの基礎医学状態
をもつ人、および免疫抑制療法を受けている患者における致命的感染の主な原因である。
それは、幼い子供の病状の主な原因でもある。肺炎球菌感染により、毎年、米国で、約４
０，０００人が死亡している（ＣＤＣ、肺炎球菌疾患の予防、ＭＭＷＲ　１９９７；４６
；１－２５）。最も重度の肺炎球菌感染は、浸潤性髄膜炎および菌血症感染に関するもの
であり、年間、それぞれ３，０００および５０，０００の症例がある。
【０００２】
抗菌剤およびワクチンの使用にもかかわらず、肺炎球菌感染の有病数は、過去２５年間に
ほとんど減少しておらず；菌血症の致死率は、総人口で１５－２０％、高齢者で３０－４
０％、都心部のアフリカ系アメリカ人で３６％であると報告されている。より重度の低い
肺炎球菌疾患型は、Ｓ．　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅにより引き起こされる、肺炎（年間、米
国で、５００，０００の症例がある）および子供の中耳炎（年間、米国で、推定７，００
０，０００の症例がある）である。薬剤耐性Ｓ．　ｐｎｅｕｍｏｎｉａｅ株は、米国およ
び世界中で、より一般的となってきつつある。ある地域では、肺炎球菌単離株の３０％も
がペニシリンに耐性である。抗生物質耐性肺炎球菌の増加により、肺炎球菌感染の予防の
必要性がさらに強調される。
【０００３】
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肺炎球菌は、無症候性に、正常個体の上気道にコロニーを形成し；疾患は、日和見現象中
に、生物が上咽頭から他の組織に蔓延することから生じることが多い。ヒト保因発生率は
、年齢および環境により変動する。子供の保因率は、典型的に、成人よりも高い。研究に
より、就学前の子供の３８％－６０％、小学校の子供の２９％－３５％、および中学校の
子供の９－２５％が、肺炎球菌の保因者であることが実証された。成人間では、保因率は
、家に子供のいない成人では６％に下降し、家に子供いる成人では１８％－２９％に下降
する。保因率が成人よりも子供の方が高いことが、これらの集団における肺炎球菌疾患の
発生率と対応していることは驚くべきことではない。
【０００４】
連鎖球菌ワクチン接種の興味をひく目標は、ワクチン接種を受けた集団における保因を減
少させ、引き続いて、肺炎球菌疾患の発生率を減少させることである。ワクチン接種によ
る肺炎球菌保因率の低下は、ワクチン接種を受けた個体だけでなく、ワクチン接種を受け
ていない個体における疾患の発生率も低下させ得ると推測されている。上気道細菌病原体
に対してワクチン接種により誘導したこの「集団免疫」は、Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｉ
ｎｆｌｕｅｎｚａｅ　ｂ型複合ワクチンを使用して観察された（Ｔａｋａｌａ，Ａ．Ｋ．
ら、Ｊ．Ｉｎｆｅｃｔ．Ｄｉｓ．１９９１；１６４：９８２－９８６；Ｔａｋａｌａ，Ａ
．Ｋ．ら、Ｐｅｄｉａｔｒ．Ｉｎｆｅｃｔ．Ｄｉｓ．Ｊ．、１９９３：１２：５９３－５
９９；Ｗａｒｄ，Ｊ．ら、Ｖａｃｃｉｎｅｓ，Ｓ．Ａ．ＰｌｏｔｋｉｎおよびＥ．Ａ．Ｍ
ｏｒｔｉｍｅｒ編、１９９４、ｐｐ．３３７－３８６；Ｍｕｒｐｈｙ，Ｔ．Ｖ．ら、Ｊ．
Ｐｅｄｉａｔｒ．，１９９３；１２２；５１７－５２３；およびＭｏｈｌｅ－Ｂｏｅｔａ
ｎｉ，Ｊ．Ｃ．ら、Ｐｅｄｉａｔｒ．Ｉｎｆｅｃｔ．Ｄｉｓ．Ｊ．，１９９３；１２：５
８９－５９３）。
【０００５】
肺炎連鎖球菌に対する免疫は、肺炎球菌の多糖莢膜に対する特異的抗体により媒介できる
ことが一般に認められている。しかし、新生児および幼い子供は、ほとんどの莢膜多糖抗
原に対する適切な免疫応答を作ることができず、同じ莢膜血清型に関与した感染に繰り返
しかかり得る。多くの被包性細菌に対して乳児を免疫化する１つのアプローチは、莢膜多
糖抗原をタンパク質に結合させ、それらを免疫原性とすることである。このアプローチは
、例えば、Ｈａｅｍｏｐｈｉｌｕｓ　ｉｎｆｌｕｅｎｚａｅ　ｂで成功した（Ｇｏｒｄｏ
ｎの米国特許第４，４９６，５３８号およびＡｎｄｅｒｓｏｎの米国特許第４，６７３，
５７４号参照）。
【０００６】
しかし、Ｓ．　ｐｎｅｕｎｍｏｎｉａｅの既知の莢膜血清型は９０個以上あり、その中の
２３個が疾患の約８５－９０％を占める。肺炎球菌多糖－タンパク質複合体が効を奏する
ためには、ほとんどの肺炎球菌感染に関与する莢膜型を適切に免疫原性としなければなら
ない。このアプローチは、現在入手可能なワクチンに含まれている２３個の多糖は、成人
においてさえ、全てが最適に免疫原性であるわけでないので、困難であろう。
【０００７】
抗莢膜多糖抗体応答により媒介される保護は、多糖の型に制限を受ける。異なる多糖型は
、ヒトおよび他の種で、病原性を違うように助長する。肺炎球菌ワクチンは、流行型のヒ
ト肺炎球菌疾患の代表的な２３個の異なる莢膜多糖を合わせることにより開発された。こ
れらの２３個の多糖型は、１９８３年以来、認可を受けた肺炎球菌ワクチンに使用されて
きた（Ｄ．Ｓ．Ｆｅｄｓｏｎ、Ｍ．Ｍｕｓｈｅｒ、Ｖａｃｃｉｎｅｓ、Ｓ．Ａ．Ｐｌｏｔ
ｋｉｎおよびＪ．Ｅ．Ａ．Ｍｏｎｔｉｍｅｒ編、１９９４、ｐｐ．５１７－５６４）。認
可を受けた２３価多糖ワクチンの、健康成人においてワクチン型肺炎球菌により引き起こ
される菌血症を予防する効力は、約６０％であると報告されている。
【０００８】
しかし、ワクチンの効力は議論の余地があり、時々、ワクチンの使用を推奨する正当化が
疑問視される。このワクチンの効力は、２３個の異なる抗原を合わせることで悪影響を受
けると推測されてきた。単一の製剤中に多くの抗原を組み合わせると、抗原の競合により
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、この混合物中の個々の型に対する抗体応答に悪影響が出かねない。この効力は、２３個
の血清型が、ヒト感染および保因に関連した全ての血清学的な型を包含しているという事
実によっても影響を受ける。
【０００９】
子供およびまた高齢者を肺炎球菌感染から保護する別のアプローチは、保護性免疫応答を
誘発しうるタンパク質抗原を同定することであろう。かかるタンパク質は、それ自体ワク
チンとして使用してもよく、または効を奏する多糖－タンパク質複合体と結合して、また
は多糖の担体として使用してもよい。
【００１０】
Ｒｕｓｓｅｌｌらは、肺炎球菌線毛タンパク質Ａと称される肺炎連鎖球菌由来の免疫原性
である種共通タンパク質について述べている（Ｊ．Ｃｌｉｎ．Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．２８
：２１９１－９５（１９９０））。この３７ｋＤａタンパク質抗原は、米国特許第５，４
２２，４２７号にも記載されており、その教示は、その全体を参考としてここに組込む。
以前は肺炎球菌線毛タンパク質Ａと呼ばれたこの３７ｋＤａタンパク質は、より近年にな
って、肺炎球菌表面タンパク質Ａ（ＰｓａＡ）と称された。本出願の意向では、ＰｓａＡ
、肺炎球菌表面タンパク質Ａ、肺炎球菌線毛タンパク質Ａ、または３７ｋＤａ抗原につい
ての言及は全て、Ｒｕｓｓｅｌｌら（１９９０）により特徴づけられ、米国特許第５，４
２２，４２７号に記載された肺炎連鎖球菌由来の、あるタンパク質抗原に言及していると
理解すべきである。
【００１１】
ＰｓａＡに対するモノクローナル抗体を用いた免疫ブロット分析研究は、ＰｓａＡは、全
２３個の肺炎球菌ワクチン血清型に共通していることを示す（Ｒｕｓｓｅｌｌら、１９９
０）。ＰｓａＡをコードする遺伝子はクローン化され、配列決定された（Ｓａｍｐｓｏｎ
ら（１９９４）、「以前に報告された肺炎球菌種の付着因子と相同な３７ｋＤａタンパク
質をコードする肺炎連鎖球菌遺伝子である、ｐｓａＡのクローニングおよびヌクレオチド
配列分析」Ｉｎｆｅｃｔ．Ｉｍｍｕｎ．６２：３１９－３２４）。残念ながら、この遺伝
子をクローン化した株であるＲ３６Ａは、病原性の低い非被包性株であり、引き続く研究
により、それは臨床関連菌株の血清型由来のｐｓａＡ遺伝子の代表ではないことが判明し
た。例えば、発表されたＲ３６Ａ由来のｐｓａＡの配列に基づいたオリゴヌクレオチドプ
ライマーは、病原性莢膜２型菌株であるＤ３９株由来のｐｓａＡ遺伝子のＰＣＲ増幅を導
くことができなかった（ＢｅｒｒｙおよびＰａｔｏｎ、Ｉｎｆｅｃｔ．Ｉｍｍｕｎ．６４
：５２５５－６２、１９９６）。
【００１２】
ｐｓａＡ遺伝子が、被包化６Ｂ菌株からクローン化され、これは係属特許出願第０８／２
２２，１７９号の主題である。この遺伝子は、より代表的な臨床関連菌株である。この遺
伝子は、最初にｐＵＣ１８にクローン化し、引き続きＴ５プロモーターを含む発現ベクタ
ーｐＱＥ３０（Ｑｕｉａｇｅｎ、カリフォルニア）に挿入した。しかし、この作成物で形
質転換し、ＩＰＴＧで誘導した大腸菌（Ｅ．　ｃｏｌｉ）宿主細胞は、組換えＰｓａＡを
発現したが、組換え細胞は不安定であり収量は低かった。この不安定性は、自然に脂質化
された組換えタンパク質のＥ．　ｃｏｌｉ宿主細胞に対する毒性に起因する可能性があり
、免疫学的組成物に使用するために十分量の組換えＰｓａＡを調製するのに、このような
発現系の使用は制限される。
【００１３】
感染を確立するためには、肺炎連鎖球菌は、最初に、粘膜表面を通って宿主に侵入しなけ
ればならない。粘膜表面での特異的免疫の主な決定基は、分泌ＩｇＡ（Ｓ－ＩｇＡ）であ
り、これは生理学的および機能的に循環免疫系の成分とは異なる。粘膜のＳ－ＩｇＡ応答
は、主に、共通粘膜免疫系（ＣＭＩＳ）により産生され［Ｍｅｓｔｅｃｋｙ、Ｊ．Ｃｌｉ
ｎ．Ｉｍｍｕｎｏｌ．（１９８７）、７：２６５－２７６］、ここで免疫原は、まとめて
粘膜付属リンパ組織（ＭＡＬＴ）と呼ばれる特定化リンパ上皮構造により取り込まれる。
共通粘膜免疫系なる語は、いずれの粘膜部位での免疫化も、全ての他の粘膜部位での免疫
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応答を誘発できるという事実を意味する。したがって、腸管での免疫化は、上気道での粘
膜免疫化を誘発させることができ、またその逆も可能である。
【００１４】
さらに、経口免疫化により、粘膜ＩｇＡ抗体に加えて、全身区画での抗原特異的ＩｇＧ応
答を誘導できることを注記することは重要である［ＭｃＧｈｅｅ，Ｊ．Ｒ．ら、（１９９
３）、Ｉｎｆｅｃｔ．Ａｇｅｎｔｓ　ａｎｄ　Ｄｉｓｅａｓｅ　２：５５－７３］。
【００１５】
ほとんどの可溶性で非複製性の抗原で、特に経口経路によるものは粘膜免疫原が弱いが、
これはおそらく消化酵素がこのような抗原を分解し、またかかる抗原は、腸管付属リンパ
組織（ＧＡＬＴ）への向性をほとんどまたは全くもたないからであろう。従って、効果的
な粘膜免疫原を産生する方法、及びそれらを含むワクチンおよび免疫原性組成物が望まし
い。
【００１６】
ＰｓａＡなどの天然タンパク質抗原、またはその免疫原性断片は、宿主に投与した場合、
免疫応答を促す。組換えタンパク質は、有望なワクチンまたは免疫原性組成物候補である
。なぜなら、それらは高収率および高純度で産生でき、望ましい活性を最大限に、望まし
くない活性を最小限にするように操作できるからである。しかし、それらは免疫原性に乏
しい可能性があるため、組換えタンパク質に対する免疫応答を増強させる方法が、ワクチ
ンまたは免疫原性組成物の開発には重要である。特に組換え産生した場合のかかる抗原は
、アジュバントと組合せて投与した場合に、より強力な応答を誘発することがある。アジ
ュバントは、抗原の免疫原性を増強する物質である。アジュバントは、投与部位の近くで
局所的に抗原を保持し、貯留効果を生じさせ、免疫系の細胞への抗原の緩やかで持続的な
放出を促進することにより作用し得る。アジュバントは、免疫系細胞を引きつけることも
でき、免疫細胞を抗原貯留所にひきつけて、かかる細胞を刺激して免疫応答を誘発させ得
る。
【００１７】
免疫刺激剤すなわちアジュバントは、長年、宿主免疫応答を向上させるために、例えばワ
クチンに対して使用されてきた。内因性アジュバント、例えばリポポリ多糖は、通常、ワ
クチンとして使用される死滅または弱毒化細菌の成分である。外因性アジュバントは、抗
原に典型的に非共有結合し、宿主免疫応答を増強するように製剤化された免疫調節剤であ
る。水酸化アルミニウムおよびリン酸アルミニウム（まとめて一般にミョウバンと呼ぶ）
は、ヒトおよび獣ワクチンのアジュバントとして日常的に使用されている。現在、ミョウ
バンは、ヒト使用に認可されている唯一のアジュバントであるが、コレラ毒素Ｂなどの何
百もの実験的アジュバントが試験されている。しかし、これらのアジュバントには欠陥が
ある。例えば、コレラ毒素Ｂは、コレラを引き起こすという意味では毒性はないが、コレ
ラと同様に有害な疾患と関連した毒素を投与することには、特別にとてもありそうもない
少量の不純物の可能性だとしても、一般的な不安がある。また、コレラ毒素Ｂがアジュバ
ントとして有効に機能するためには、いくらかのコレラ毒素活性がなければならないと一
般に信じられている。
【００１８】
従って、特に一価製剤においては、アジュバント使用以外の方法により、抗原の免疫原性
を増強することが望ましく；多価製剤では、より強い免疫応答を得るために、アジュバン
トを用いて免疫原性を増強させるかかる手段を利用できることが望ましい。
【００１９】
非常に有望な免疫刺激剤は、Ｐａｍ３Ｃｙｓと略称される、脂質部分Ｎ－パルミトイル－
Ｓ－（２ＲＳ）－２，３－ビス－（パルミトイルオキシ）プロピルシステインである。こ
の部分は、脂質付着およびシグナルペプチダーゼＩＩによる切断を特定化するシグナル配
列で合成される、細菌性リポタンパク質のアミノ末端に見出される。合成ペプチドは、そ
れ自体免疫原性ではないが、Ｐａｍ３Ｃｙｓに共有結合すると、強力な抗体応答を誘導す
る［Ｂｅｓｓｌｅｒら、Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉｍｍｕｎｏｌｏｇｙ（１９９２）１４３：
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５４８－５５２］。
【００２０】
抗体応答に加えて、しばしば、細胞免疫応答、特にキラーＴ細胞（ｃｙｔｏｔｏｘｉｃ　
Ｔ　ｌｙｍｐｈｏｃｙｔｅｓ：ＣＴＬｓ）を誘導することが必要である。Ｐａｍ３Ｃｙｓ
に結合した合成ペプチドは、極めて強力なＣＴＬｓの誘導物質であるが、今まで大きな組
換えリポタンパク質によるＣＴＬ誘導を報告した人は誰もいない。
【００２１】
ＷＯ９０／０４４１１に記載のように、Ｂ．　ｂｕｒｇｄｏｒｆｅｒｉのＢ３１株のＤＮ
Ａ配列の分析により、ＯｓｐＡタンパク質は、１５１位のＤＮＡ配列で開始し、９７０位
のＤＮＡ配列で終結する８１９ヌクレオチドのオープンリーディングフレームによりコー
ドされることが示される（本明細書中の図１参照）。
【００２２】
ＯｓｐＡの最初の１６個のアミノ酸残基は、ＯｓｐＡの疎水性シグナル配列を構成する。
全長Ｂ．　ｂｕｒｇｄｏｒｆｅｒｉ遺伝子の一次翻訳産物は、疎水性Ｎ末端シグナル配列
を含み、これはジアシルグリセロールの、隣接するシステイン残基のスルフヒドリル側鎖
への付着のための基質である。この付着後、シグナルペプチダーゼＩＩによる切断および
第三脂肪酸のＮ末端への付着が起こる。完全脂質部分がＰａｍ３Ｃｙｓと呼ばれる。Ｎ末
端Ｐａｍ３Ｃｙｓ部分を有するＯｓｐＡリポタンパク質は、強力な抗体応答を刺激するが
、付着脂質の欠如したＯｓｐＡは検出可能な抗体を全く誘導しなかったことから、Ｏｓｐ
Ａの脂質化は、免疫原性に必要であることが示された［Ｅｒｄｉｌｅら、Ｉｎｆｅｃｔ．
Ｉｍｍｕｎ．、（１９９３）、６１：８１－９０］。
【００２３】
公開国際特許出願第ＷＯ９３／１０２３８号は、肺炎連鎖球菌株（６Ｂ型）のｐｓａＡ遺
伝子のＤＮＡ配列並びに３７ｋＤａ分子量のそれによりコードされるＰｓａＡタンパク質
を記載する。この配列により、ＰｓａＡは、ＯｓｐＡで使用されているものと類似したシ
グナル配列を使用しているリポタンパク質であることが判明する。ＯｓｐＡに関する知見
に基づき、組換えＰｓａＡの脂質化は、その免疫原性を増強するに有用であろうと期待す
るかもしれないが；下記で議論したように、出願人は、検出可能な組換えＰｓａＡの発現
を得ることの困難さを経験した。
【００２４】
Ｉｎｏｕｙｅの米国特許第４，６２４，９２６号は、プラスミドクローニングベクターに
関し、これは、グラム陰性細菌の外膜リポタンパク質遺伝子由来の１つ以上の機能的断片
と結合した所望のポリペプチドをコードするＤＮＡ配列を含む。形質転換したＥ．　ｃｏ
ｌｉ宿主細胞により発現されるポリペプチドは、リポタンパク質のシグナルペプチド、次
いで、リポタンパク質の最初の８個のアミノ酸残基、次に、所望のタンパク質のアミノ酸
配列を含む。シグナルペプチドは、その後、自然に細胞膜を横断して移動し、リポタンパ
ク質の最初の８個のアミノ酸は、その後さらに処理され、リポタンパク質の外膜への通常
の挿入と類似した様式で、細胞の外膜に挿入され得る。発現したタンパク質の免疫原性は
示されなかった。
【００２５】
公開国際特許出願ＷＯ９１／０９９５２号は、脂質化タンパク質を発現するプラスミドを
記載する。このようなプラスミドは、リポタンパク質シグナルペプチドをコードするＤＮ
Ａ配列を含むが、このシグナルペプチドは、所望のタンパク質をコードしているＤＮＡ配
列に順々に結合する、β－ターンテトラペプチドＱＡＮＹまたはＩＥＧＲの１つのコドン
に結合している。ここでも、発現されたタンパク質の免疫原性は実証されなかった。
【００２６】
（発明の要約）
本発明の目的は、組換え肺炎球菌リポタンパク質（この際、その脂質化は第一核酸配列の
発現に由来し、そのタンパク質部分は第二核酸配列の発現に由来し、第一および第二配列
は、天然には同時に生じない）を提供することである；特に、第一配列がボレリア属リポ
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タンパク質リーダー配列、好ましくはＯｓｐＡリーダー配列をコードし、より好ましくは
、第二配列が、ＰｓａＡを含むタンパク質部分、またはその免疫原性断片をコードしてい
るリポタンパク質である。
【００２７】
本発明の別の目的は、かかる組換えリポタンパク質をコードする遺伝子および／または配
列の発現、そのベクター、およびかかる発現を行う方法を提供することである。
【００２８】
本発明のさらなる目的は、組換えリポタンパク質および／またはその発現ベクターを含む
、ワクチンを含む、免疫原性組成物を提供することである。
【００２９】
上記参照出願を含む、本開示で引用した文書は、本開示から該組成物を製剤化するために
当業者が過度の実験を必要としないように、該組成物のための典型的な追加の成分を提供
する。かかる組成物は、好ましくは、適切な応答を誘発するに十分な量で発現している組
換えＰｓａＡリポタンパク質またはベクターを含む。かかる組換えリポタンパク質または
ベクターの量は、既知の投与抗原量を基にすることができる。例えば、本発明の組換えリ
ポタンパク質を発現する第二配列に対応する抗原の投与量が既知であれば、組換えＰｓａ
Ａリポタンパク質の量は、ほぼその既知量までの目方にし得、ベクターの量は、ほぼその
既知量の組換えリポタンパク質がｉｎ　ｖｉｖｏで発現されるように、十分な数のコロニ
ー形成単位（ｃｆｕ）を産生するものであり得る。同様に、組換えＰｓａＡリポタンパク
質の量は、過度の実験をすることなく、下記の実施例および本明細書に引用した文書にお
いて動物に投与した抗原量を基にすることができる。
【００３０】
本発明はまた、他の態様において、発現ベクターの構築、発現ベクターを含む宿主生物か
らの組換えＰｓａＡリポタンパク質の発現、および任意選択による発現した組換えＰｓａ
Ａリポタンパク質の単離および／または精製による、組換えＰｓａＡリポタンパク質の産
生法を含む。単離および精製プロセスは、リポ多糖および他の細菌性タンパク質などの不
純物を含まない組換えＰｓａＡリポタンパク質を得るためであり得る。本発明はさらに、
組換えＰｓａＡリポタンパク質を含む、ワクチンなどの免疫原性組成物、並びに免疫応答
を誘導する方法を含む。
【００３１】
本発明は、リポタンパク質をコードする核酸分子を含むベクターからの肺炎球菌リポタン
パク質の発現を行う遺伝子工学に関する。より具体的には、本発明は、組換えＰｓａＡリ
ポタンパク質の発現に関するものであって、この際、その脂質化は、第一核酸配列の発現
に由来し、そのタンパク質は第二核酸配列の発現に由来し、第一および第二配列は、自然
に一緒に存在せず、隣接している。本発明は、第一核酸配列が、ボレリアリポタンパク質
（ＯｓｐＡ）リーダー配列をコードする、該リポタンパク質の発現に関する。本発明はま
た、ＯｓｐＡリーダー配列をコードする核酸配列を使用して発現した組換え脂質化Ｐｓａ
Ａタンパク質、その同組成物の製造および使用法、および組成物の使用法にも関する。本
発明は、さらに、組換えＰｓａＡリポタンパク質をコードする核酸配列、配列を含有およ
び／または発現するベクター、ＰｓａＡリポタンパク質を発現する方法、並びに核酸配列
およびベクターの製造法；免疫原性またはワクチン組成物を含む、ＰｓａＡリポタンパク
質を利用した組成物（該組成物は好ましくは向上した免疫原性を有する）；並びに免疫応
答すなわち保護性応答を誘発するための該組成物の使用法に関する。
【００３２】
本明細書を通じて、本発明が関係する技術水準をより完全に記載するために様々な文書を
参照する。これらの文書は各々参考としてここに組込む。
【００３３】
（発明の詳細な説明）
本発明の方法により、以前には不可能であった、大量の純粋な組換え、免疫原性脂質化Ｐ
ｓａＡタンパク質、およびその部分を得ることが可能となる。本明細書で提供する組換え
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形成脂質化タンパク質は、その非脂質化組換え類似体よりも有意に免疫原性が高い。
【００３４】
従って、１つの実施形態において、本発明は、成熟ＰｓａＡタンパク質、またはその免疫
学的活性断片をコードする第二核酸分子と翻訳オープンリーディングフレーム関係で共役
した、好ましくはボレリア属の種のＯｓｐＡタンパク質のシグナル配列をコードする第一
核酸配列を含む、単離ハイブリッド核酸分子、好ましくはＤＮＡを提供する。
【００３５】
第一核酸配列によりコードされるボレリア株のＯｓｐＡタンパク質のシグナル配列は、好
ましくはＢ．　ｂｕｒｇｄｏｒｆｅｒｉ株、より好ましくはＢ３１、ＡＣＡ１およびＩｐ
９Ｏファミリーの株から、または匹敵するシグナル配列をもつ他の株から選択したＢ．　
ｂｕｒｇｄｏｒｆｅｒｉの株のものである。
【００３６】
本明細書で提供するハイブリッド遺伝子は、発現ベクター中に、好ましくは、適切な成熟
リポタンパク質発現プロモーターの制御下で、本発明のさらなる態様に従って構築させ得
、それは、Ｅ．　ｃｏｌｉなどの適切な宿主生物中で、最初に、リーダー配列および脂質
化形のＰｓａＡタンパク質を含むキメラ分子の翻訳を引き起こし、次いで、キメラ分子が
シグナルペプチダーゼＩＩにより切断され、脂質部分が新規なＰｓａＡタンパク質末端に
付着し、よって成熟リポタンパク質が宿主生物中で発現される。
【００３７】
本発明は、初めて、市販上有用な量の組換え脂質化ＰｓａＡタンパク質、またはその免疫
学的活性断片の産生を可能とするハイブリッド核酸分子を提供する。
【００３８】
高い収率を所望するため、組換え法が好ましい。脂質化ＰｓａＡの組換え産生の基本的な
段階は、
ａ）異種ＰｓａＡリポタンパク質をコードする合成または半合成ＤＮＡを作成し、
ｂ）該ＤＮＡを、発現ベクターに、ＰｓａＡリポタンパク質の発現に適した様式で、単独
で、または融合タンパク質として組込み、
ｃ）該発現ベクターを用いて、適切な原核または真核宿主細胞を形質転換し、
ｄ）該形質転換またはトランスフェクト宿主細胞を培養し、
ｅ）組換え産生ＰｓａＡリポタンパク質を回収および精製することを含む。
【００３９】
組換え発現において、ＰｓａＡリポタンパク質をコードする配列は、全合成、半合成、ま
たは天然ｐｓａＡ遺伝子の修飾の結果であり得る。
【００４０】
合成遺伝子（そのｉｎ　ｖｉｔｒｏおよびｉｎ　ｖｉｖｏ転写および翻訳により、Ｐｓａ
Ａ様ポリペプチドが産生される）は、当分野で公知の技術により作成し得る。自然遺伝子
コード縮重のために、当業者は、ＰｓａＡリポタンパク質をコードする、かなり大きな、
しかし数の限定されたＤＮＡ配列を作成し得ることを認めるだろう。ＰｓａＡリポタンパ
ク質をコードする遺伝子は、合成方法論により創製し得る。かかる合成遺伝子作成の方法
論は、当分野で公知である。Ｂｒｏｗｎ，Ｅ．Ｌ．、Ｂｅｌａｇａｊｅ，Ｒ．、Ｒｙａｎ
，Ｍ．Ｊ．およびＫｈｏｒａｎａ，Ｈ．Ｇ．（１９７９）、Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｅｎ
ｚｙｍｏｌｏｇｙ、Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ、Ｎ．Ｙ．、Ｖｏｌ．６８、Ｐ．１０
９－１５１、その教示全体を、参考としてここに組込む。ｐｓａＡ遺伝子、またはその断
片に対応するＤＮＡ区域は、Ａｐｌｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓモデル３８０Ａまた
は３８０Ｂ　ＤＮＡシンセサイザー（９４４０４カリフォルニア、フォスターシティー、
リンカーン・センター・ドライブ８５０、Ａｐｌｌｉｅｄ　Ｂｉｏｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎ
ｃ．から市販で入手可能）などの従来のＤＮＡ合成装置を使用して製造する。合成ｐｓａ
Ａ遺伝子は、転写物の一端に制限エンドヌクレアーゼ切断部位を有するように設計され、
発現および増幅プラスミドからの単離およびそれへの組込みを容易にし得る。制限部位の
選択は、ＰｓａＡリポタンパク質をコードする配列が調節配列と正しく配向し、ＰｓａＡ
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リポタンパク質の適切なインフレーム解読および発現を達成するように選択する。様々な
他のかかる切断部位も、使用する特定の組換え作成物に応じて取り込んでよく、また当分
野で公知の技術により製造してもよい。
【００４１】
「ポリメラーゼ連鎖反応」すなわち「ＰＣＲ」は、前以て選択した小片の核酸、ＲＮＡお
よび／またはＤＮＡの量を、米国特許第４，６８３，１９５号に記載のように増幅する方
法または技術を意味する。一般に、目的の領域の末端またはそれ以外からの配列情報を使
用して、オリゴヌクレオチドプライマーを設計する。これらのプライマーは、増幅すべき
鋳型の反対鎖と、配列が、同一または類似している。ＰＣＲを使用して、特異的ＲＮＡ配
列、全ゲノムＤＮＡ由来の特異的ＤＮＡ配列、および全細胞ＲＮＡ、バクテリオファージ
、またはプラスミド配列等から転写されたｃＤＮＡを増幅することができる。一般に、Ｍ
ｕｌｌｉｓら、Ｃｏｌｄ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｈａｒｂｏｒ　Ｓｙｍｐ．Ｑｕａｎｔ．Ｂｉｏ
ｌ．、５１、２６３（１９８７）；Ｅｒｌｉｃｈ編、ＰＣＲ技術、（Ｓｔｏｃｋｔｏｎ　
Ｐｒｅｓｓ、ＮＹ、１９８９）参照。また、ＰＣＲを使用して、目的の任意の所望の配列
変化遺伝子を好都合に導入することができる。一般に、Ａｕｓｕｂｅｌら編、分子生物学
の現在のプロトコル§８．５．１（Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ、１９９５）参
照。
【００４２】
所望のコード配列および調節配列を含む適切なベクターの作成は、標準的なライゲーショ
ン技術を使用する。単離プラスミドまたはＤＮＡ断片を裂き、目的に合わせて作り、望む
形で再度結合し、必要とするプラスミドを形成する。
【００４３】
所望のＰｓａＡリポタンパク質配列の翻訳を行うために、ＰｓａＡリポタンパク質をコー
ドする工学操作したＤＮＡ配列を、過多の適切な組換えＤＮＡ発現ベクターのいずれかに
、適切な制限エンドヌクレアーゼを使用して挿入する。合成バージョンのＤＮＡコード配
列は、転写物のいずれか一端に制限エンドヌクレアーゼ切断部位を有するように設計され
、これらの発現および増幅プラスミドからの単離およびそれへの組込みは容易となる。コ
ード配列は合成リンカーの使用により容易に修飾され、当分野で公知の技術による、この
配列の、所望のクローニングベクターへの取り込みは容易になり得る。使用する特定のエ
ンドヌクレアーゼは、使用する親発現ベクターの制限エンドヌクレアーゼ切断パターンに
より指図される。制限部位の選択は、ＤＮＡコード配列が調節配列と正しく配向し、Ｐｓ
ａＡリポタンパク質の適切なインフレーム解読および発現を達成するように選択する。
【００４４】
一般に、宿主細胞と適合性の種由来の、プロモーターおよび調節配列を含むプラスミドベ
クターをこれらの宿主と共に使用する。ベクターは、普通、複製部位、並びに形質転換細
胞における表現型選択を提供できるマーカー配列を有する。例えば、Ｅ．　ｃｏｌｉは、
典型的には、Ｅ．　ｃｏｌｉ種由来のプラスミドであるｐＢＲ３２２を使用して形質転換
し（Ｂｏｌｉｖａｒら、Ｇｅｎｅ　２：９５［１９７７］）、ｐＢＲ３２２は、アンピシ
リンおよびテトラサイクリン耐性遺伝子を含み、従って、形質転換細胞を容易に同定する
手段が提供される。ｐＢＲ３２２プラスミド、または他の微生物プラスミドは、また、組
換えＤＮＡ作成に一般的に使用されるプロモーターおよび他の調節エレメントを含むか、
または含むように修飾しなければならない。
【００４５】
ＰｓａＡリポタンパク質をコードするＤＮＡ配列は、発現ベクターのプロモーターおよび
リボソーム結合部位（これは両方共、ＰｓａＡリポタンパク質のＤＮＡコード配列が発現
される宿主細胞で機能する）と共に、適切な読み枠内に位置しなければならない。本発明
の好ましい実施において、プロモーター－オペレーター領域は、ＰｓａＡリポタンパク質
をコードするＤＮＡ配列のＡＴＧ開始コドンに関して、プロモーター－オペレーターが、
それから得られた遺伝子のＡＴＧ開始コドンに関して占有するものと、同じ配列配向で位
置する。ｔａｃプロモーターなどの合成または修飾プロモーター－オペレーター領域は、
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当分野で公知である。かかる合成または修飾プロモーター－オペレーター領域を使用する
場合、それらは、ＰｓａＡリポタンパク質をコードするＤＮＡ配列のＡＴＧ開始コドンに
関して、それらの創製者により指図されるように配向していなければならない。
【００４６】
一般に、原核生物が、本発明に有用なベクターの作成における、ＤＮＡ配列のクローニン
グに使用される。例えば、Ｅ．　ｃｏｌｉ　Ｋ１２の２９４株（ＡＴＣＣ３１４４６番）
は、特に有用である。使用し得る他の微生物株は、Ｅ．　ｃｏｌｉ　ＢおよびＥ．　ｃｏ
ｌｉ　Ｘ１７７６（ＡＴＣＣ３１５３７番）、Ｅ．　ｃｏｌｉ　Ｗ３１１０（原栄養株、
ＡＴＣＣ２７３２５番）、枯草菌（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｕｂｔｉｌｉｓ）などの桿菌、
並びにネズミチフス菌（Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｔｙｐｈｉｍｕｒｉｕｍ）またはＳｅｒ
ｒａｔｉａ　ｍａｒｃｅｓｃａｎｓなどの他の腸内細菌科を含み、また様々なシュードモ
ナス属の一種を使用してもよい。原核宿主に使用するに適切なプロモーターは、β－ラク
タマーゼ（ベクターｐＧＸ２９０７［ＡＴＣＣ３９３４４］は、レプリコンおよびβ－ラ
クタマーゼ遺伝子を含む）およびラクトースプロモーター系（Ｃｈａｎｇら、［１９７８
］　Ｎａｔｕｒｅ、２７５：６１５；およびＧｏｅｄｄｅｌら、［１９７９］　Ｎａｔｕ
ｒｅ　２８１：５４４）、アルカリホスファターゼ、トリプトファン（ｔｒｐ）プロモー
ター系（ベクターｐＡＴＨ１［ＡＴＣＣ３７６９５］は、ｔｒｐプロモーターの制御下で
ｔｒｐＥ融合タンパク質として、オープンリーディングフレームの発現を促進するように
設計されている）およびｔａｃプロモーターなどのハイブリッドプロモーター（プラスミ
ドｐＤＲ５４０　ＡＴＣＣ－３７２８２から単離可能）を含む。しかし、ヌクレオチド配
列が一般に既知である、他の機能性細菌プロモーターによって、当業者は、それらを、Ｐ
ｓａＡ様ポリペプチドをコードするＤＮＡに、リンカーまたはアダプターを使用してライ
ゲートし、任意の必要な制限部位を供給することができる。細菌系に使用するプロモータ
ーはまた、ＰｓｐＡ様ポリペプチドをコードするＤＮＡに機能的に連鎖したシャインダル
ガーノ配列も含む。これらの例は限定的なものではなくむしろ例示的なものである。
【００４７】
上記の議論および本明細書で提供した実施例は、原核発現を言及しているが、当業者は、
本発明の組換えＰｓａＡリポタンパク質は、必要な翻訳後の修飾を行える真核発現系でも
組換え産生され得ることを容易に理解できるだろう。
【００４８】
宿主細胞は、本発明の発現ベクターで形質転換され得、プロモーターの誘導、形質転換体
の選択、または遺伝子の増幅に適切なように修飾した従来の栄養培地中で培養し得る。温
度、ｐＨ等の培養条件は、以前に発現に選択した宿主細胞で使用したものであり、当分野
の通常の熟練者には明らかである。前記のベクターを用いて細胞を形質転換する技術は、
当分野で公知であり、Ｍａｎｉａｔｉｓら（１９８９）　分子クローニング：実験マニュ
アル、コールドスプリングハーバー出版、コールドスプリングハーバー研究所、コールド
スプリングハーバー、ニューヨークまたは分子生物学の現在のプロトコル（１９８９）お
よび補刊などの一般参考文献に見出し得る。
【００４９】
本発明の組換えＰｓａＡリポタンパク質は、直接的発現により、またはＰｓａＡリポタン
パク質を含む融合タンパク質として、その後、酵素的または化学的切断を受けて製造され
得る。組換え系のあるペプチドの産生において、融合タンパク質としての発現は、所望の
ペプチドの貯蔵寿命を延長および／または収量を増加させることがしばしば観察される。
特異的部位でポリペプチドを切断（例えばトリプシン）またはペプチド鎖のアミノまたは
カルボキシ末端からペプチドを消化（例えばジアミノペプチダーゼ）する様々なペプチダ
ーゼが知られている。さらに、特定の化学物質（例えば臭化シアン）は、特異的部位でポ
リペプチド鎖を切断する。当業者は、部位特異的内部切断部位を取り込むためのアミノ酸
配列（および合成または半合成コード配列、仮に組換え手段を使用する場合）に必要な修
飾を理解するだろう。例えば、Ｃａｒｔｅｒ　Ｐ．、融合タンパク質の部位特異的タンパ
ク質分解、第１３章、タンパク質精製：分子機序から大規模プロセスまで、Ａｍｅｒｉｃ
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ａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃ．、ワシントン（１９９０）参照。
【００５０】
上記したように、ハイブリッド遺伝子は、適切なＰｓａＡリポタンパク質発現プロモータ
ーの制御下で、Ｅ．　ｃｏｌｉなどの適切な宿主生物中で、宿主生物からの異種ＰｓａＡ
リポタンパク質の発現を引き起こす発現ベクター中に構築できる。
【００５１】
本発明はまた、ＰｓａＡリポタンパク質のタンパク質部分をコードする第二核酸配列と隣
接した、リーダーまたはシグナル配列をコードする第一核酸配列を含む、ハイブリッドま
たはキメラ遺伝子により発現される組換えＰｓａＡリポタンパク質を提供し、第一および
第二配列は自然に一緒に存在しない。第一および第二配列は、好ましくは、翻訳オープン
リーディングフレーム関係で共役している。
【００５２】
第一および第二配列は、１つの遺伝子中に存在でき；遺伝子および／または第一および第
二配列は；適切な発現ベクター中に存在できる。ベクターは、細菌、最も好ましくは、発
現に使用される細菌、例えば大腸菌、枯草菌、サルモネラ属、ブドウ球菌（Ｓｔａｐｈｙ
ｌｏｃｏｃｃｕｓ属）、連鎖球菌（Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ属）等、または、生ベク
ターとして使用する細菌、例えば乳酸桿菌属（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ）、放線菌属
（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）、サルモネラ属、連鎖球菌等中における、例えば、プラ
スミド、バクテリオファージおよび組込みＤＮＡなどの形の核酸であり得る。発現宿主を
使用する場合、組換えＰｓａＡリポタンパク質は、ｉｎ　ｖｉｔｒｏで発現された産物を
収集することにより；例えば、細菌抽出物から組換えＰｓａＡリポタンパク質を単離する
ことにより得ることができる。遺伝子は、好ましくは、適切なプロモーターの制御下にあ
り、それ故、機能的にそれに連鎖でき、プロモーターは、ベクターに内因性であり得るか
、または遺伝子と共にベクターに挿入し得る。
【００５３】
本発明はさらに、組換えＰｓａＡリポタンパク質をコードする核酸を含むベクター並びに
組換えリポタンパク質を得る方法およびベクターを調製する方法を提供する。
【００５４】
記述したように、本発明の組換えＰｓａＡリポタンパク質は、増強した免疫原性を有する
ことができる。従って、本発明の追加の実施形態は、単離組換えリポタンパク質、または
そのｉｎ　ｖｉｖｏ発現に適切なベクター、または両方、および適切な担体を含む、免疫
応答を誘導するための免疫原性またはワクチン組成物、並びに、宿主に単離組換えＰｓａ
Ａリポタンパク質、組換えＰｓａＡリポタンパク質を発現するベクター、または組換えリ
ポタンパク質またはベクターを含む組成物を、応答を誘発するに十分な量で投与すること
を含む、免疫応答または保護性応答を誘発させる方法を提供する。
【００５５】
本発明は、肺炎球菌株（群）由来の組換えポリペプチド、および医薬的に許容される担体
または希釈剤を含む、免疫原性、免疫学的またはワクチン組成物を提供する。ＰｓａＡリ
ポタンパク質を含む免疫学的組成物は、免疫応答を局所的または全身的に誘発させる。応
答は、保護性であってもよいが、必要性はない。ＰｓａＡリポタンパク質を含む免疫原性
組成物は、同様に、局所または全身免疫応答を誘発し、これは保護性であってもよいが、
必要性はない。ワクチン組成物は、局所または全身保護性応答を誘発する。従って、「免
疫学的組成物」および「免疫原性組成物」なる語は、「ワクチン組成物」を含む（前者２
つの用語は、保護性組成物であり得る）。
【００５６】
本発明は、それ故、組換えＰｓａＡリポタンパク質および医薬的に許容される担体または
希釈剤を含む、免疫原性、免疫学的またはワクチン組成物を宿主に投与することを含む、
宿主哺乳動物に免疫応答を誘導する方法も提供する。
【００５７】
本発明の組成物における組換えＰｓａＡリポタンパク質抗原および任意選択の追加のアジ
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ュバントの量の決定およびそれら組成物の調製は、医薬または獣医学分野における熟練者
には公知の標準的な技術に従って実施し得る。特に、本発明の組成物中の抗原およびアジ
ュバントの量および投与量は、特定の抗原、アジュバント（存在する場合）、年齢、性、
体重、種、および特定の動物または患者の状態、および投与経路などの因子を考慮して、
医学または獣医学分野における熟練者には公知の技術により決定する。例えば、免疫応答
を望む適切な宿主における、特定のＰｓａＡリポタンパク質抗原の用量は、本開示から当
業者により容易に確認でき、典型的にそれと共に投与する任意のアジュバントの量も同様
である。従って、当業者は、組成物中および本発明の方法で投与すべき、抗原および任意
選択のアジュバントの量を容易に決定できる。典型的には、アジュバントは、通常、リン
酸緩衝食塩水中、０．００１－５０重量％溶液として使用し、抗原は、マイクログラムか
らミリグラムの次元で、例えば、０．０００１－約５重量％、好ましくは約０．０００１
－約１重量％、最も好ましくは約０．０００１－約０．０５重量％で存在する（例えば、
以下の実施例または本明細書に引用した出願参照）。しかし、典型的には、抗原は、マイ
クログラムからミリグラムの次元の量で、すなわち、約０．００１－約２０重量％、好ま
しくは約０．０１－約１０重量％、最も好ましくは約０．０５－約５重量％で存在する。
【００５８】
勿論、動物またはヒトに投与する任意の組成物（その成分を含む）において、および任意
の特定の投与法において、例えば、マウスなどのげっ歯類といった適切な動物モデルにお
ける、致死量（ＬＤ）およびＬＤ５０の決定により、毒性；および、例えばＥＬＩＳＡ分
析による、抗体または抗原における血清の滴定およびその分析により、適切な免疫応答を
誘発する組成物（群）の用量、その中の成分の濃度、および組成物を投与するタイミング
を決定することが好ましい。かかる決定は、当業者の知識、本開示および本明細書に引用
した文書から過度の実験を必要としない。そして、経時的投与時間を、過度の実験をする
ことなく確認できる。
【００５９】
本発明の組成物の例は、例えば、口、鼻腔、肛門、膣、経口、胃内、粘膜（例えば、舌、
肺胞、歯肉、臭覚または呼吸器粘膜）等の投与用の開口部用の液体製剤、例えば、懸濁液
、シロップ剤、またはエリキシル剤；および非経口、皮下、皮内、筋肉内、または静脈内
投与（例えば注射投与）用の製剤、例えば、滅菌懸濁液またはエマルションを含む。かか
る組成物は、適切な担体、希釈剤または賦形剤、例えば、滅菌水、生理学的食塩水、グル
コースまたはその他と混合してもよい。組成物はまた凍結乾燥させることもできる。組成
物は、補助物質、例えば、湿潤剤または乳化剤、ｐＨ緩衝剤、ゲル化剤または粘度増強添
加剤、保存剤、芳香剤、着色剤等を、所望の投与経路および製剤に応じて、含むことがで
きる。参考として本明細書に組込んだ、「レミングトンの医薬品科学（ＲＥＭＩＮＧＴＯ
Ｎ’Ｓ　ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ　ＳＣＩＥＮＣＥ）」、第１７版、１９８５など
の標準的なテキストを、過度の実験をすることなく、適切な製剤を調製するために、参考
にし得る。
【００６０】
本発明の組成物は、好都合には、液体製剤、例えば等張水溶液、懸濁液、エマルションま
たは粘性組成物として提供し、これは選択したｐＨに緩衝化させ得る。消化管吸収が好ま
しい場合、本発明の組成物は、丸剤、錠剤、カプセル剤、カプレット（ｃａｐｌｅｔ）等
の「固体」形であり得、これは、時間放出であるか、またはゼラチン覆膜液体（ここで、
ゼラチンは、腸への輸送のために胃で溶解される）などの液体の充填した「固体」製剤を
含む。鼻腔または呼吸器（粘膜）投与が望ましい場合、組成物は、圧縮噴霧ディスペンサ
ー、ポンプディスペンサーまたはエアゾールディスペンサーによる形であり得、それによ
り施薬される。エアゾールは、通常、炭化水素による減圧下にある。ポンプディスペンサ
ーは、好ましくは、一定量または特定の粒子サイズを有する用量を施薬できる。
【００６１】
本発明の組成物は、特にそれらを経口投与した場合、よりそれらが魅力的となるように、
医薬的に許容される芳香剤および／または着色剤を含むことができる。粘性組成物は、ゲ
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ル、ローション、軟膏、クリーム等の形であり得、典型的には、粘度が約２５００－６５
００ｃｐｓとなるように、十分量の増粘剤を含むが、より粘性の組成物では、さらに１０
，０００ｃｐｓまでを使用し得る。粘性組成物の粘度は好ましくは２５００－５０００ｃ
ｐｓである。なぜなら、その範囲を超えると、投与がより困難となるからである。しかし
、その範囲を超えると、組成物は、固体またはゼラチン形に接近することができ、そうす
れば、容易に経口摂取用の嚥下丸剤として投与される。
【００６２】
液体製剤は、通常、ゲル、他の粘性組成物、および固体組成物よりも調製し易い。さらに
、液体組成物は、特に注射または経口による、動物、子供、特に幼い子供、および、丸剤
、錠剤、カプセル剤またはその他の嚥下の困難であり得る、または多用量状況にあるその
他の者への投与が幾分より便利である。粘性組成物は、一方、適切な粘性範囲内で製剤化
され、胃または鼻粘膜の裏打ちなどの粘膜との、より長期間の接触を提供できる。
【００６３】
明らかに、適切な担体および他の添加剤の選択は、厳密な投与経路、並びに、液体用量形
（例えば、組成物は、溶液、懸濁液、ゲルまたは他の液体形に製剤化する）、または固体
用量形（例えば、組成物は、丸剤、錠剤、カプセル剤、カプレット、時間放出形または液
体充填形に製剤化する）などの特定の用量形の性質に依存する。
【００６４】
溶液、懸濁液およびゲルは、通常、抗原および任意選択のアジュバントに加えて、大量の
水（好ましくは精製水）を含む。少量の他の材料、例えば、ｐＨ調整剤（例えば、ＮａＯ
Ｈなどの塩基）、乳化剤または分散剤、緩衝剤、保存剤、湿潤剤、ゼリー化剤、（例えば
メチルセルロース）、着色剤および／または芳香剤も存在してよい。組成物は、等張性で
あり得、すなわち、それは血液および涙液と同じ等張圧を有することができる。
【００６５】
本発明の組成物の所望の等張性は、塩化ナトリウム、または他の医薬的に許容される試薬
、例えば、デキストロース、ホウ酸、酒石酸ナトリウム、プロピレングリコールまたは他
の無機または有機溶質を使用して達成し得る。塩化ナトリウムが、ナトリウムイオンを含
む緩衝剤には特に好ましい。
【００６６】
組成物の粘度は、医薬的に許容される増粘剤を使用して選択したレベルに維持し得る。メ
チルセルロースが好ましい。なぜなら、それは容易かつ経済的に入手でき、扱い易いから
である。他の適切な増粘剤は、例えば、キサンタンガム、カルボキシメチルセルロース、
ヒドロキシプロピルセルロース、カルボマー等を含む。増粘剤の好ましい濃度は、選択し
た試薬に依存する。重要な点は、選択した粘度を達成する量を使用することである。粘性
組成物は、通常、かかる増粘剤の添加により、溶液から調製する。
【００６７】
医薬的に許容される保存剤は、組成物の貯蔵寿命を増加させるために使用できる。ベンジ
ルアルコールが適切であり得るが、例えばパラベン、チメロサール、クロロブタノール、
または塩化ベンズアルコニウムを含む様々な保存剤を使用してよい。保存剤の適切な濃度
は、全重量に基づき、０．０２％－２％であるが、選択した試薬に応じてかなり変動し得
る。
【００６８】
当業者は、組成物の成分は、ＰｓａＡリポタンパク質抗原および任意選択の追加のアジュ
バントに関して化学的に不活性であるように選択しなければならないことを認めるだろう
。
【００６９】
（実施例）
実施例１　ＰｓａＡコード配列の誘導
特別に設計されたオリゴヌクレオチドプライマーを、ＰＣＲ法に使用して、肺炎連鎖球菌
６Ｂ型からｐｓａＡコード配列を増幅した。プライマーは、発表されたｐｓａＡ配列を基
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にした（Ｓａｍｐｓｏｎら、Ｉｎｆｅｃｔ．Ｉｍｍｕｎ．（１９９４）　６２：３１９－
３２４）。プライマーＤＥ０９（配列番号１）は、Ｓｐｈ１部位で終結するｐｓａＡ遺伝
子の５’末端の２６塩基対を覆う。プライマーＤＥ１１（配列番号２）は、ＰｓａＡコー
ド配列の３’末端の２６塩基対およびＢａｍＨＩ部位を包含する。
【００７０】
配列番号１
５’ＧＧＧＣＡＴＧＣＧＣＴＡＧＣＧＧＡＡＡＡＡＡＡＧＡＴ
配列番号２
３’ＧＧＧＧＡＴＣＣＴＴＡＴＴＴＴＧＣＣＡＡＴＣＣＴＴＣ
プライマー対ＤＥ０９およびＤＥ１１は、鋳型として第一ＤＮＡ鎖を使用したＰＣＲ反応
で使用し、８７０塩基対断片を増幅した。ＰＣＲ増幅を、９４℃で３０秒間変性し、その
後、５５℃で３０秒間アニリーング反応し、７２℃で２分間伸長する、３５サイクルをＤ
ＮＡサーマルサイクラー（パーキンエルマーセタス）で行った。ＰＣＲ増幅ｐｓａＡ断片
を、Ｓｐｈ１およびＢａｍＨＩで消化し、ｏｓｐＡシグナル配列の下流挿入を指図し、ｏ
ｓｐＡシグナル配列と共に翻訳読み枠にあり、同酵素で消化し、ゲル電気泳動により精製
しておいた、プラスミドｐＬＦ１００（ＡＴＣＣ受け入れ番号６９７５０番）にライゲー
トした。Ｓｐｈ１およびＢａｍＨＩで消化しておいたＰＣＲ増幅ｐｓａＡ断片の、同酵素
で消化したｐＬＦ１００プラスミドへのライゲーションにより、プラスミドｐＯＰｓａＡ
．１が産生された。
【００７１】
この組換え体内での目的のｐｓａＡ遺伝子の存在は、従来技術を使用して、制限断片長多
型（ＲＦＬＰ）およびサイクル配列分析により確認された。組換え脂質化ＰｓａＡの配列
は、配列番号３に示す。最初の５２残基は、Ｂｏｒｒｅｌｉａ　ｂｕｒｇｄｏｒｆｅｒｉ
のＯｓｐＡシグナル配列から得；残りの残基は、肺炎連鎖球菌６Ｂ型成熟ＰｓａＡ（天然
ＰｓａＡシグナル配列を欠如）から得る。
【００７２】
組換えｒＰｓａＡを発現する安定な組換えＥ．　ｃｏｌｉ細胞は、標準的な熱ショック技
術（Ｎｏｖａｇｅｎ）を使用して、ｐＯＰｓａＡ．１でコンピテントＨＭＳ１７４－ＤＥ
３（Ｎｏｖａｇｅｎ　Ｉｎｃ．、マジソン、ウィスコンシン）の形質転換により調製した
。組換えＰｓａＡの発現は、ウサギポリクローナル抗ＰｓａＡ抗体を用いて免疫ブロット
分析により確認された。高レベルの組換えＰｓａＡを発現する数個の組換え体の１つを、
ＨＯＰｓａＡ．７．３と称し、さらなる分析にかけた。ＨｏｐｓＡＡは、１９９８年１月
２０日に米国細胞培養銀行協会（ＡＴＣＣ）に寄託され、受け入れ番号２０９５９０を与
えられた。
【００７３】
組換え体ＨＯＰｓａＡ．７．３（ＤＥ３、Ｆ－ｒｅｃＡ、ｈｓｄＲ）の１つのコロニーを
、一晩（１２－１４時間）３４℃で、０．８％ＮａＣｌおよび１００μｇ／ｍＬのカルベ
ニシリンを含むルリアブロス２５ｍＬ中で増殖させた。次に、５ｍＬの対数期初期の培養
物（～吸光度６００：０．７）を、新鮮な同ブロス２０ｍＬと混合し、３４℃で２－３時
間激しく振りながらインキュベートした。ＩＰＴＧ（０．４ｍＭ）で４－５時間誘導した
後、誘導した細胞を、３０００ｒｐｍ／２５分間の遠心分離によりペレット化し、２％ト
リトンＸ１１４／６７ｍＭ　ＰＢＳ（７．５）中に再懸濁し、一晩静置した。このプロセ
スにより、洗浄相および水相の２つの画分が得られた。両相からのタンパク質を、１２％
ＳＤＳ－ＰＡＧＥにより分析し、銀染色で可視化した。ウエスタンブロット分析も、抗Ｐ
ｓａＡ抗体を用いて実施し、これらの相中のｒＰｓａＡを検出した。これらの実験により
、洗浄相は、主に、分子量３７ｋａおよび３８ｋａの２つの型のｒＰｓａＡを含むことが
示された。組換え脂質化タンパク質が、ＳＤＳ－ＰＡＧＥゲル上でダブレットとして現れ
るのは珍しくない。これらの組換えタンパク質の脂質化度の僅かな変化により、ＳＤＳ－
ＰＡＧＥゲル上に観察される見かけの分子量に僅かな差が生じ得る。これらの２つのタン
パク質は、銀染色により判明するように、洗浄相に存在する全タンパク質の＞５０％を構
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成していた。
【００７４】
実施例２　組換えＰｓａＡの精製
ワクチン研究に使用する十分量の組換え脂質化ＰｓａＡを精製するために、安定な組換え
体ＨＯＰｓａＡ．７．３を使用して、以下の修飾と共に１，０００ｍＬの培養物を調製し
た。簡潔には、単一の組換えコロニーを、一晩、０．８％ＮａＣｌおよび１００μｇ／ｍ
Ｌカルベニシリンを含む、テリフィック（Ｔｅｒｒｉｆｉｃ）ブロスＴＭ（ギブコＢＲＬ
）２５ｍＬ中で増殖させた。対数期初期の培養物（２５ｍＬ）を１０００ｍＬの同培地に
加え、８時間３４℃でインキュベートを続け、その後、ＩＰＴＧ（０．４ｍＭ）で一晩（
１２－１４時間）誘導した。細胞を収集し、１００ｍＬの冷２％トリトンＸ－１１４／６
７ｍＭリン酸緩衝液（ｐＨ７．６）中に再懸濁した。超音波処理して溶解した後、溶解細
胞を、一晩４℃で分配させた。次に、溶解物を、１０，０００ｒｐｍで２５分間４℃での
遠心分離により清澄化し、清澄な上清を３７℃で２０－２５分間インキュベートし、相分
離を起こした。洗浄相を、２５００ｒｐｍで１５分間２５℃での遠心分離により水相から
分離し、粘性溶液（１０－１２ｍＬ）を１００ｍＬの冷６７ｍＭ　ＰＢＳ（ｐＨ７．６）
で３回洗浄した。組換えＰｓａＡを含んだ、高度に濃縮されたトリトンＴＭＸ－１１４相
（～８－１０ｍＬ）を、１００ｍＬの冷１０ｍＭリン酸緩衝液（ｐＨ６．５）に再懸濁し
、同１０ｍＭリン酸緩衝液に対して徹底的に透析した。透析物を５０００ｒｐｍで２０分
間４℃での遠心分離により、清澄な溶液および目に見えるペレットが生じた。組換えＰｓ
ａＡが高度に濃縮された清澄な上清は、１０ｍＭリン酸緩衝液（ｐＨ６．５）で～２００
ｍＭまで希釈し、０．１％トリトンＸ－１００（重力による流速３０－４０ｍＬ／時間）
を含む冷１０ｍＭリン酸（ｐＨ６．５）で前以て平衡させたＤ１００イオン交換フィルタ
ーに直接のせた。フィルターを全２５０ｍＬの同１０ｍＭリン酸緩衝液（ｐＨ６．５）／
０．１％トリトンＸ－１００（流速５０－６０ｍＬ／時間）で、十分に洗浄した後、フィ
ルターを、次いで、５０ｍＬの緩衝液Ａ（１００ｍＭリン酸／０．１％トリトンＸ－１０
０、ｐＨ６．５）で、その後、５０ｍＬの緩衝液Ｂ（１００ｍＭリン酸／０．１％トリト
ンＸ１００／１００ｍＭ　ＮａＣｌ、ｐＨ６．５）で溶出した。得られた溶出液の１０ｍ
ｌ画分を、ＳＤＳ－ＰＡＧＥにより分析し、硝酸銀染色により可視化した。ウエスタンブ
ロット分析も、抗ＰｓａＡ抗体を用いて実施し、組換えＰｓａＡを検出した。洗浄相は、
２つの密接に関連した組換えＰｓａＡタンパク質を含んだ：（１）緩衝液Ａの最初の３つ
の画分で溶出した～３７ｋＤａの天然タンパク質と同時移動する主要画分、および（２）
緩衝液Ｂの最初の２つの画分で溶出した遅く移動する組換えタンパク質（～３８ｋＤａ）
。これらの２つの組換えＰｓａＡは、硝酸銀染色でＳＤＳ－ＰＡＧＥにより判明したよう
に、洗浄相に分配された全細菌タンパク質の＞５０％を構成していた。数個の少量のコン
タミしている低分子量Ｅ．　ｃｏｌｉタンパク質が、硝酸銀染色により全画分で可視化さ
れたが、これらはウエスタンブロット分析では検出されなかった。ピアスＢＣＡアッセイ
を使用して、洗浄相の全タンパク質含量は、Ｅ．　ｃｏｌｉ培養物の１０－１２ｍｇ／Ｌ
と推定され；緩衝液Ａで溶出された精製組換えＰｓａＡの量は、標準物質としてＢＳＡを
使用して７００－７５０μｇ／Ｌである（注記：全洗浄相ｒＰｓａＡのおよその濃度は、
Ｅ．　ｃｏｌｉ培養物の＞２．５ｍｇ／Ｌである）。
【００７５】
実施例３　組換え脂質化ＰｓａＡの免疫原性
精製組換えＰｓａＡ（ＤＰ２）の高塩画分を、ミョウバンと共に、２つの用量で免疫原と
して使用した。スイスウェブスターマウスに、０日目に５μｇのＤＰ２を投与し、１４日
目に同量のｒＰｓａＡをミョウバンと共にブースター投与した。２１日目に、動物を採血
し、血清を、固相として精製天然ＰｓａＡ／ｒＰｓａＡを使用してＥＬＩＳＡにより、抗
ＰｓａＡ抗体について試験した。試験した全動物が、ＰｓａＡに対する抗体（≧１．５×
１０６力価）を産生した。
【００７６】
別の実験で、高い５匹およびＳｆ９発現組換えＰｓａＡを、アジュバント（不完全フロイ
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ント）を用いて、または用いずに、２つの用量レベルで、免疫原として使用した。成体ス
イスウェブスターマウスに、２０μｇまたは５μｇの部分精製ＰｓａＡを０日目に投与し
、１４日目に１回、同量のＰｓａＡを用い、アジュバントを用いずに、ブースター投与し
た。２１日目に、動物を採血し、血清を、全細胞（血清型６Ｂ）、精製天然および組換え
ＰｓａＡを使用して、ドットブロットアッセイにより、抗ＰｓａＡ抗体について、また天
然ＰｓａＡに対する力価についても試験した。
【００７７】
全動物が、天然および適切な組換えＰｓａＡと交差反応する抗体を産生したが、Ｓｆ９発
現ＰｓａＡに対する抗体は例外であり、これは、Ｈ５発現ＰｓａＡとの限定された交差反
応性を示した。アジュバントを受けていない動物は、アジュバントを受けた動物と比べ、
抗体力価（最も適切な免疫化スケジュールを決定する研究を実施する必要がある）が低か
った。
【００７８】
乳児動物を使用して受動保護実験を実施した。２０μｌの対照血清（免疫原非含有）また
は免疫化動物由来の血清を、１００μｌのＰＢＳ中、乳児マウスに、血清型６Ｂ（１０×
ＢＤ１００）で攻撃する２４時間前に投与した。攻撃の２４時間後、Ｓｆ９保護群におい
て、動物の３０％が死亡した。攻撃の４８時間後、対照血清群の８０％およびＳｆ９群の
６０％およびＨ５群の３０％が死亡した。攻撃後１０日目に、Ｓｆ９群の１００％および
対照群が死亡したが、一方、Ｈ５群の僅か４０％が死亡した。
【００７９】
組換え脂質化ＰｓａＡの、活発な保護を与える能力もまた調査した。成体および乳児マウ
スを、アジュバント（ミョウバン）を用いて、または用いずに、Ｓｆ９またはＨ５により
発現される組換えＰｓａＡを使用して、免疫化した。Ｓｆ９発現ＰｓａＡ抗原を（ミョウ
バンを用いて、または用いずに）投与した全乳児マウスが、免疫化後２４時間以内に死亡
したが（おそらく、トリトンＸ－１１４毒性に起因する）、一方、全成体（Ｓｆ９発現Ｐ
ｓａＡで免疫化）は生存した。
【００８０】
全動物に、免疫原のみを１４日目にブースター投与した。２１日目に、全動物を、天然お
よび組換えＰｓａＡを使用して、ドットブロットアッセイにより、抗体応答について試験
し、全てが、抗体について陽性を呈した。同日、それらを６Ｂ型株（７００ＣＦＵ）で攻
撃した。攻撃の２４および４８時間後、全動物が残存していた。対照動物の８０％が２日
目に菌血症であったが、一方、僅か２０％の乳児動物（Ｈ５－ｒＰｓａＡで免疫化）が、
菌血症であった。成体データでは結論に到達しなかった。
【配列表】
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