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(57)【要約】
　本発明の目的は、Claudin-4（以下、CLDN4と表記する）遺伝子によりコードされるポリ
ペプチドおよび/または、Claudin-3（以下、CLDN3と表記する）遺伝子によりコードされ
るポリペプチドが関与する疾患に対する治療薬及び診断に有用なモノクローナル抗体また
はその使用方法を提供することにある。
　本発明は、CLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつ細胞外領域に結合す
るモノクローナル抗体または該抗体断片、CLDN4およびCLDN3の細胞外領域の立体構造を特
異的に認識し、かつ該細胞外領域に結合するモノクローナル抗体または該抗体断片、該抗
体を産生するハイブリドーマ、該抗体をコードするDNA、該DNAを含んでなるベクター、該
ベクターを形質転換して得られる形質転換体、該ハイブリドーマまたは形質転換体を用い
る抗体または抗体断片の製造方法、ならびに該抗体または抗体断片を用いるCLDN4および/
またはCLDM3遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患の診断薬または治療
薬を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
Claudin-4（以下、CLDN4と表記する）遺伝子によりコードされるポリペプチドの細胞外領
域の立体構造を特異的に認識し、かつ該細胞外領域に結合するモノクローナル抗体または
該抗体断片。
【請求項２】
CLDN4遺伝子によりコードされるポリペプチドの細胞外領域（以下、CLDN4の細胞外領域と
表記する）に特異的に結合し、CLDN4中和活性を有するモノクローナル抗体または該抗体
断片。
【請求項３】
CLDN4の細胞外領域の28～76番目、または141～159番目のアミノ酸配列からなる立体構造
を認識し、かつ該細胞外領域に特異的に結合する請求項１または2いずれか1項記載のモノ
クローナル抗体または該抗体断片。
【請求項４】
モノクローナル抗体が、CLDN4の細胞外領域への結合において、ハイブリドーマKM3900（F
ERM BP-10751）から生産されるモノクローナル抗体と競合するモノクローナル抗体である
、請求項１～３いずれか1項に記載のモノクローナル抗体または該抗体断片。
【請求項５】
モノクローナル抗体が、ハイブリドーマKM3900（FERM BP-10751）から生産されるモノク
ローナル抗体が結合する、CLDN4の細胞外領域に存在するエピトープに結合するモノクロ
ーナル抗体である、請求項１～４のいずれか1項に記載のモノクローナル抗体または該抗
体断片。
【請求項６】
モノクローナル抗体が、ハイブリドーマKM3900（FERM BP-10751）から生産されるモノク
ローナル抗体である、請求項１～5のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片。
【請求項７】
モノクローナル抗体が、遺伝子組換え抗体である、請求項１～6のいずれか１項に記載の
抗体または該抗体断片。
【請求項８】
遺伝子組換え抗体が、ヒト型キメラ抗体、ヒト化抗体およびヒト抗体から選ばれる遺伝子
組換え抗体である、請求項7に記載の遺伝子組換え抗体または該抗体断片。
【請求項９】
抗体のVHのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号19、20および21で示されるアミノ
酸配列を含む、請求項8に記載の遺伝子組換え抗体または該抗体断片。
【請求項１０】
抗体のVLのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号22、23および24で示されるアミノ
酸配列を含む、請求項8に記載の遺伝子組換え抗体または該抗体断片。
【請求項１１】
抗体のVHのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号19、20および21で示されるアミノ
酸配列を含み、かつ、抗体のVLのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号22、23およ
び24で示されるアミノ酸配列を含む、請求項8に記載の遺伝子組換え抗体または該抗体断
片。
【請求項１２】
請求項1～6のいずれか１項に記載のモノクローナル抗体のVHおよびVLを含む、請求項8記
載のヒト型キメラ抗体または該抗体断片。
【請求項１３】
抗体のVHが配列番号16で示されるアミノ酸配列の20～142番目のアミノ酸配列を含み、か
つ、抗体VLが配列番号18で示されるアミノ酸配列の23～130番目のアミノ酸配列を含む、
請求項8に記載のヒト型キメラ抗体または該抗体断片。
【請求項１４】
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ヒト化抗体のVHが、配列番号74で表されるアミノ酸配列または、配列番号74で示されるア
ミノ酸配列の41番目のProをHisに、43番目のGlnをLysに、44番目のGlyをSerに、48番目の
MetをIleに、67番目のArgをLysに、68番目のValをAlaに、70番目のIleをLeuに、および72
番目のAlaをValに置換するアミノ酸改変のうち、少なくとも１つの改変が導入されたアミ
ノ酸配列を含み、
かつ、ヒト化抗体のVLが配列番号76で表されるアミノ酸配列または、配列番号76で表され
るアミノ酸配列の1番目のAspをGlnに、10番目のSerをIleに、21番目のIleをMetに、48番
目のLeuをTrpに、71番目のAspをSerに、79番目のLeuをMetに、および81番目のProをAlaに
置換するアミノ酸改変のうち、少なくとも１つの改変が導入されたアミノ酸配列を含む請
求項8記載のヒト化抗体または該抗体断片。
【請求項１５】
ヒト化抗体のVHが、配列番号74で示されるアミノ酸配列の41番目のProをHisに、43番目の
GlnをLysに、44番目のGlyをSerに、48番目のMetをIleに、67番目のArgをLysに、68番目の
ValをAlaに、70番目のIleをLeuに、および72番目のAlaをValに置換するアミノ酸改変のう
ち、少なくとも１つの改変が導入されたアミノ酸配列を含み、
かつ、ヒト化抗体のVLが、配列番号76で表されるアミノ酸配列の1番目のAspをGlnに、10
番目のSerをIleに、21番目のIleをMetに、48番目のLeuをTrpに、71番目のAspをSerに、79
番目のLeuをMetに、および81番目のProをAlaに置換するアミノ酸改変のうち、少なくとも
１つの改変が導入されたアミノ酸配列を含む請求項8記載のヒト化抗体または該抗体断片
。
【請求項１６】
Claudin-3（以下、CLDN3と表記する）遺伝子によりコードされるポリペプチドの細胞外領
域の立体構造を特異的に認識し、かつ該細胞外領域に結合する請求項1～4のいずれか1項
に記載のモノクローナル抗体または該抗体断片。
【請求項１７】
モノクローナル抗体が、CLDN4の細胞外領域への結合において、ハイブリドーマKM3907（F
ERM BP-10885）から生産されるモノクローナル抗体と競合するモノクローナル抗体である
、請求項１～4および16のいずれか1項に記載のモノクローナル抗体または該抗体断片。
【請求項１８】
モノクローナル抗体が、ハイブリドーマKM3907（FERM BP-10885）から生産されるモノク
ローナル抗体が結合するCLDN4の細胞外領域に存在するエピトープに結合するモノクロー
ナル抗体である、請求項17記載のモノクローナル抗体または該抗体断片。
【請求項１９】
モノクローナル抗体が、ハイブリドーマKM3907（FERM BP-10885）から生産されるモノク
ローナル抗体である請求項18に記載の抗体または該抗体断片。
【請求項２０】
モノクローナル抗体が、遺伝子組換え抗体である、請求項16～18のいずれか１項に記載の
抗体または該抗体断片。
【請求項２１】
遺伝子組換え抗体が、ヒト型キメラ抗体、ヒト化抗体およびヒト抗体から選ばれる遺伝子
組換え抗体である、請求項20に記載の遺伝子組換え抗体または該抗体断片。
【請求項２２】
抗体のVHのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号59、60および61で示されるアミノ
酸配列を含む、請求項21に記載の遺伝子組換え抗体または該抗体断片。
【請求項２３】
抗体のVLのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号62、63および64で示されるアミノ
酸配列を含む、請求項21に記載の遺伝子組換え抗体または該抗体断片。
【請求項２４】
抗体のVHのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号59、60および61で示されるアミノ
酸配列を含み、かつ、抗体のVLのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号62、63およ
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び64で示されるアミノ酸配列を含む、請求項21に記載の遺伝子組換え抗体または該抗体断
片。
【請求項２５】
請求項16～19のいずれか１項に記載のモノクローナル抗体のVHおよびVLを含む、請求項21
記載のヒト型キメラ抗体または該抗体断片。
【請求項２６】
抗体のVHが配列番号56で示されるアミノ酸配列の20～138番目のアミノ酸配列を含み、か
つ抗体のVLが配列番号58で示されるアミノ酸配列の23～130番目のアミノ酸配列を含む、
請求項21記載のヒト型キメラ抗体および該抗体断片。
【請求項２７】
抗体断片が、Fab、Fab’、F(ab’)2、一本鎖抗体（scFv）、二量体化V領域（Diabody）、
ジスルフィド安定化V領域（dsFv）およびCDRを含むペプチドから選ばれる抗体断片である
請求項1～26のいずれか１項に記載の抗体断片。
【請求項２８】
請求項１～6および16～19のいずれか１項に記載のモノクローナル抗体を生産するハイブ
リドーマ。
【請求項２９】
ハイブリドーマが、ハイブリドーマKM3900（FERM BP-10751）である、請求項28に記載の
ハイブリドーマ。
【請求項３０】
ハイブリドーマが、ハイブリドーマKM3907（FERM BP-10885）である、請求項28に記載の
ハイブリドーマ。
【請求項３１】
請求項1～27のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片をコードするDNA。
【請求項３２】
請求項31に記載のDNAを含有する組換え体ベクター。
【請求項３３】
請求項32に記載の組換え体ベクターを宿主細胞に導入して得られる形質転換株。
【請求項３４】
請求項28～30に記載のハイブリドーマまたは請求項33に記載の形質転換株を培地に培養し
、培養物中に請求項1～27のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片を生成蓄積させ
、該培養物から抗体または該抗体断片を採取することを特徴とする請求項1～27のいずれ
か１項に記載の抗体または該抗体断片の製造方法。
【請求項３５】
請求項１～27のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片を用いるCLDN4遺伝子により
コードされるポリペプチドの免疫学的検出または測定方法。
【請求項３６】
請求項１～27のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片を用いるCLDN4遺伝子により
コードされるポリペプチドの検出または測定用試薬。
【請求項３７】
請求項１～27のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片を用いるCLDN4遺伝子により
コードされるポリペプチドが関与する疾患の診断薬。
【請求項３８】
CLDN4遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患が癌である、請求項37に記
載の診断薬。
【請求項３９】
請求項１～27のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片を有効成分として含有するCL
DN4遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患の治療薬。
【請求項４０】
CLDN4遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患が癌である、請求項39に記
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載の治療薬。
【請求項４１】
請求項１～27のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片を用いてCLDN4遺伝子により
コードされるポリペプチドが発現した細胞を検出または測定することを含む、CLDN4遺伝
子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患の診断方法。
【請求項４２】
請求項１～27のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片を用いてCLDN4遺伝子により
コードされるポリペプチドを検出または測定することを含む、CLDN4遺伝子によりコード
されるポリペプチドが関与する疾患の診断方法。
【請求項４３】
CLDN4遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患が癌である、請求項41また
は42に記載の診断方法。
【請求項４４】
CLDN4遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患の診断薬を製造するための
、請求項１～27のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片の使用。
【請求項４５】
CLDN4遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患の治療薬を製造するための
、請求項１～27のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片の使用。
【請求項４６】
CLDN4遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患が癌である、請求項44また
は45に記載の抗体または該抗体断片の使用。
【請求項４７】
請求項16～27のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片を用いる、CLDN4遺伝子およ
び/またはCLDN3遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患の診断薬。
【請求項４８】
CLDN4遺伝子および/またはCLDN3遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患
が癌である、請求項47に記載の診断薬。
【請求項４９】
請求項16～27のいずれか１項に記載の抗体または抗体断片を有効成分として含有する、CL
DN4遺伝子および/またはCLDN3遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患の
治療薬。
【請求項５０】
CLDN4遺伝子および/またはCLDN3遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患
が癌である、請求項49に記載の治療薬。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Claudin-4（以下、CLDN4と表記する）遺伝子によりコードされるポリペプチ
ドの細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつ該細胞外領域に結合するモノクローナ
ル抗体または該抗体断片、Claudin-3（以下、CLDN3と表記する）遺伝子によりコードされ
るポリペプチドおよびCLDN4遺伝子によりコードされるポリペプチドの細胞外領域の立体
構造を特異的に認識し、かつ両方の細胞外領域に結合するモノクローナル抗体またはこれ
らの抗体断片、該抗体を産生するハイブリドーマ、該抗体をコードするDNA、該DNAを含ん
でなるベクター、該ベクターを形質転換して得られる形質転換体、該ハイブリドーマまた
は形質転換体を用いる抗体または該抗体断片の製造方法、ならびに該抗体または抗体断片
を用いる診断薬または治療薬に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Claudin分子（以下、ClaudinをCLDNと略記する）は現在２４種類のファミリー分子が報
告されており、CLDN分子同士がホモフィリックもしくはヘテロフィリックに結合し、細胞
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間接着に機能すると考えられている（非特許文献1）。CLDNによって形成されるtight jun
ction（以下、TJと記載する）は、水溶性分子が上皮細胞間や血管内皮細胞間の間隙を自
由に通り抜けるのを妨げるバリアーとして機能すると考えられている（非特許文献1、4）
。また、TJは膜蛋白質や脂質分子を細胞膜の頂端部と側底部の仕切り、お互いの間での拡
散を遮るフェンスとしても機能していると考えられている（非特許文献１）。
【０００３】
　CLDN4は1997年、Katahiraらによりウエルシュ菌エンテロトキシン[Clostridium perfri
ngens enterotoxin(以下、CPEと表記する)]のレセプターとしてクローニングされた、全
長209アミノ酸からなる４回膜貫通蛋白質であり、TJを構成する接着分子である（非特許
文献2、3）。
　癌におけるCLDN4の発現に関しては、膵臓癌（非特許文献5、6、7）、卵巣癌（非特許文
献8、9）、乳癌（非特許文献10）、子宮癌（非特許文献11）、大腸癌（非特許文献12）、
胃癌（非特許文献13、14）、前立腺癌（非特許文献15）、食道癌（非特許文献16）、胆道
癌（非特許文献17）等、種々の癌で高発現が報告されており、胃癌ではCLDN4高発現が予
後不良因子の一つであることも報告されている（非特許文献13）。癌におけるCLDN4の機
能については、CLDN4を発現させた癌細胞で腫瘍形成能や細胞運動能が亢進することや、C
LDN4に対するsmall interfering RNAを用いて癌細胞でのCLDN4発現を抑制すると、癌細胞
の浸潤能が低下することが報告されている（非特許文献18）。
【０００４】
　一方、Claudin-3（以下、CLDN3と表記する）は、CLDN4と同様に、1997年、Katahiraら
によりCPEのレセプターとして、クローニングされた（非特許文献2、3）。同時にCLDN3は
ラット去勢後の前立腺萎縮において発現が上昇する遺伝子として報告されたRat ventral 
prostate.1 protein（RVP.1）にホモロジーが高い遺伝子として報告されている（非特許
文献3）。CLDN3は全長220アミノ酸からなる4回膜貫通蛋白質であり、TJを構成するCLDNフ
ァミリーの１つである。
【０００５】
　癌におけるCLDN3の発現に関しては、卵巣癌（非特許文献19、20、21）、乳癌（非特許
文献22）、子宮癌（非特許文献23）、前立腺癌（非特許文献24、25）、食道癌（非特許文
献26）、胃癌（非特許文献27）、大腸癌（非特許文献28）等、種々の癌で高発現が報告さ
れている。癌におけるCLDN3の機能については、CLDN3を発現させた癌細胞で腫瘍形成能や
細胞運動能が亢進することや、CLDN3に対するsmall interfering RNAを用いて癌細胞での
CLDN3発現を抑制すると、癌細胞の浸潤能が低下すること等が報告されている（非特許文
献18）。一方で、浸潤能の高い乳癌細胞株では、CLDN3の発現が低下しているという報告
（非特許文献29）や、胃癌ではCLDN3陽性患者の予後が良好であるとの報告（非特許文献3
0）もあり、癌における機能に関しては未だ不明な点が多い。
【０００６】
　CLDN3およびCLDN4に結合する分子としては、食中毒の原因菌であるウエルシュ菌のエン
テロトキシン（CPE）が存在する。CPEはCLDN3もしくはCLDN4に結合して複合体を形成し、
細胞膜に孔をあけて細胞を破壊する膜孔形成毒素である。CPEはCDLN3またはCLDN4を発現
する癌細胞に対して殺細胞活性を発揮し、担癌モデル動物に投与した場合、腫瘍増殖の抑
制や延命効果を示すことが報告されている（非特許文献9、10）。また、CPEの殺細胞活性
を欠損させたCPEのC末部分ペプチド(以下、C-CPEと表記する)は、CLDNへの結合活性を保
持しており、CLDN4発現細胞に添加した場合、CLDN4の発現を特異的に抑制し、TJのバリア
ー機能を阻害することが報告されている（非特許文献4）。C-CPEに関しては、TJのバリア
ー機能を阻害することで、細胞間隙経路（Paracellular route）を介した吸収を促進する
作用も報告されている（非特許文献33）。
【０００７】
　CLDN4の細胞外領域に結合する抗体としては配列番号２で表されるCLDN4のアミノ酸配列
の141～158番目をニワトリに免疫して作製されたポリクローナル抗体、配列番号２で表さ
れるCLDN4のアミノ酸配列の29～79番目をマウスに免疫して作製されたモノクローナル抗
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体が知られている。上述のポリクローナル抗体は、CLDN4発現細胞に対して反応すること
が報告されている（非特許文献34）。また、上述のモノクローナル抗体としては、Abnova
社より4A4（IgG3）が市販されている。しかしながら、現在までにCLDN4の細胞外領域の立
体構造を特異的に認識し、かつ該細胞外領域に結合するモノクローナル抗体や、CLDN4の
細胞外領域に結合しCLDN4の中和活性を有するモノクローナル抗体は知られていない。
【０００８】
　CLDN3に結合する抗体としては、マウスCLDN3に結合するウサギポリクローナル抗体（特
許文献1）が報告されている。また、CLDN3の細胞外領域を認識し、結合する抗体としては
、配列番号26で表されるCLDN3のアミノ酸配列の56～69番目および139～156番目をニワト
リに免疫して作製されたポリクローナル抗体が、CLDN3陽性の癌細胞に対して反応するこ
とが報告されている（非特許文献34）。しかし、ポリクローナル抗体が反応性を示す癌細
胞はCLDN4も発現しており、これらの抗体の特異性は確認されていない。従って、CLDN3の
細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつ結合するモノクローナル抗体は知られてい
ない。
【０００９】
　一般に非ヒト抗体、例えばマウス抗体などをヒトに投与すると、異物として認識される
ことにより、ヒト体内にマウス抗体に対するヒト抗体（Human Anti Mouse Antibody:HAMA
)が誘導されることが知られている。HAMAは投与されたマウス抗体と反応し、副作用を引
き起こしたり（非特許文献25、26、27、28）、マウス抗体の体内からの消失を速め（非特
許文献26、29、30）、マウス抗体の治療効果を低下させてしまうことが知られている（非
特許文献41、42）。
【００１０】
　これらの問題点を解決するため、遺伝子組換え技術を利用して非ヒト抗体からヒト型キ
メラ抗体やヒト化抗体の作製が試みられている。
　ヒト化抗体は、マウス抗体などの非ヒト抗体と比較して、ヒトへの投与を行う上で、様
々な利点を有している。例えば、サルを用いた実験でマウス抗体に比べ免疫原性が低下し
、血中半減期が延長したことが報告されている（非特許文献43、44)。すなわち、ヒト化
抗体は、非ヒト抗体に比べ、ヒトにおいて副作用が少なく、その治療効果が長期間持続す
ることが期待される。
【００１１】
　また、ヒト化抗体は、遺伝子組換え技術を利用して作製するため、様々な形態の分子と
して作製することができる。例えば、ヒト抗体の重鎖（以下、H鎖と表記する）定常領域
（以下、C領域と表記する）（H鎖C領域を、CHと表記する）としてγ１サブクラスを使用
すれば、抗体依存性細胞傷害活性（以下、ADCC活性と表記する）などのエフェクター機能
の高いヒト化抗体を作製することができ（非特許文献43）、かつ、マウス抗体に比べ血中
半減期の延長が期待される（非特許文献44）。特にCLDN4陽性細胞の増殖を抑制する治療
においては、抗体を介してエフェクター細胞を腫瘍組織に集積させ、標的細胞を特異的に
傷害するために、抗体のFc領域（抗体重鎖のヒンジ領域以降の領域）を介した補体依存性
細胞傷害活性（以下、CDC活性と表記する）やADCC活性等の細胞傷害活性が重要である。
ヒトの治療においては、細胞傷害活性を発揮させるために、ヒト型キメラ抗体、ヒト化抗
体またはヒト化抗体を用いることが望ましい（非特許文献45、46）。
【００１２】
　さらに、ヒト化抗体は、最近の蛋白質工学、遺伝子工学の進歩により、Fab、Fab’、F(
ab’)2、一本鎖抗体（以下、scFvと表記する）（非特許文献47）、2量体化V領域断片（以
下、Diabodyと表記する）（非特許文献48）、ジスルフィド安定化V領域断片（以下、dsFv
と表記する）（非特許文献49）、相補性決定領域（complementarity determining region
、以下CDRと記す）を含むペプチド（非特許文献50）などの、分子量の小さい抗体断片と
しても作製でき、これらの抗体断片は、完全な抗体分子に比べ、標的組織への移行性に優
れている（非特許文献51）。
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【特許文献１】日本特許第3428441号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、Claudin-4（以下、CLDN4と表記する）遺伝子によりコードされるポリ
ペプチドまたは、Claudin-3（以下、CLDN3と表記する）遺伝子によりコードされるポリペ
プチドが関与する疾患に対する治療薬及び診断に有用なモノクローナル抗体またはその使
用方法を提供することある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
（１）Claudin-4（以下、CLDN4と表記する）遺伝子によりコードされるポリペプチドの細
胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつ該細胞外領域に結合するモノクローナル抗体
または該抗体断片。
（２）CLDN4遺伝子によりコードされるポリペプチドの細胞外領域（以下、CLDN4の細胞外
領域と表記する）に特異的に結合し、CLDN4中和活性を有するモノクローナル抗体または
該抗体断片。
（3）CLDN4の細胞外領域の28～76番目、または141～159番目のアミノ酸配列からなる立体
構造を認識し、かつ該細胞外領域に特異的に結合する（１）または（2）いずれか1項記載
のモノクローナル抗体または該抗体断片。
（4）モノクローナル抗体が、CLDN4の細胞外領域への結合におて、ハイブリドーマKM3900
（FERM BP-10751）から生産されるモノクローナル抗体と競合するモノクローナル抗体で
ある、（１）～（３）いずれか1項に記載のモノクローナル抗体または該抗体断片。
（5）モノクローナル抗体が、ハイブリドーマKM3900（FERM BP-10751）から生産されるモ
ノクローナル抗体が結合する、CLDN4の細胞外領域に存在するエピトープに結合するモノ
クローナル抗体である、（１）～（４）のいずれか1項に記載のモノクローナル抗体また
は該抗体断片。
（6）モノクローナル抗体が、ハイブリドーマKM3900（FERM BP-10751）から生産されるモ
ノクローナル抗体である、（１）～（5）のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片
。
（7）モノクローナル抗体が、遺伝子組換え抗体である、（１）～（6）のいずれか１項に
記載の抗体または該抗体断片。
（8）遺伝子組換え抗体が、ヒト型キメラ抗体、ヒト化抗体およびヒト抗体から選ばれる
遺伝子組換え抗体である、（7）に記載の遺伝子組換え抗体または該抗体断片。
（9）抗体のVHのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号19、20および21で示される
アミノ酸配列を含む、（8）に記載の遺伝子組換え抗体または該抗体断片。
（10）抗体のVLのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号22、23および24で示される
アミノ酸配列を含む、（8）に記載の遺伝子組換え抗体または該抗体断片。
（11）抗体のVHのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号19、20および21で示される
アミノ酸配列を含み、かつ、抗体のVLのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号22、
23および24で示されるアミノ酸配列を含む、（8）に記載の遺伝子組換え抗体または該抗
体断片。
（12）（1）～（6）のいずれか１項に記載のモノクローナル抗体のVHおよびVLを含む、（
8）記載のヒト型キメラ抗体または該抗体断片。
（13）抗体のVHが配列番号16で示されるアミノ酸配列の20～142番目のアミノ酸配列を含
み、かつ、抗体VLが配列番号18で示されるアミノ酸配列の23～130番目のアミノ酸配列を
含む、（8）に記載のヒト型キメラ抗体または該抗体断片。
（14）ヒト化抗体のVHが、配列番号74で表されるアミノ酸配列または、配列番号74で示さ
れるアミノ酸配列の41番目のProをHisに、43番目のGlnをLysに、44番目のGlyをSerに、48
番目のMetをIleに、67番目のArgをLysに、68番目のValをAlaに、70番目のIleをLeuに、お
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よび72番目のAlaをValに置換するアミノ酸改変のうち、少なくとも１つの改変が導入され
たアミノ酸配列を含み、
かつ、ヒト化抗体のVLが配列番号76で表されるアミノ酸配列または、配列番号76で表され
るアミノ酸配列の1番目のAspをGlnに、10番目のSerをIleに、21番目のIleをMetに、48番
目のLeuをTrpに、71番目のAspをSerに、79番目のLeuをMetに、および81番目のProをAlaに
置換するアミノ酸改変のうち、少なくとも１つの改変が導入されたアミノ酸配列を含む（
8）記載のヒト化抗体または該抗体断片。
（15）ヒト化抗体のVHが、配列番号74で示されるアミノ酸配列の41番目のProをHisに、43
番目のGlnをLysに、44番目のGlyをSerに、48番目のMetをIleに、67番目のArgをLysに、68
番目のValをAlaに、70番目のIleをLeuに、および72番目のAlaをValに置換するアミノ酸改
変のうち、少なくとも１つの改変が導入されたアミノ酸配列を含み、
かつ、ヒト化抗体のVLが、配列番号76で表されるアミノ酸配列の1番目のAspをGlnに、10
番目のSerをIleに、21番目のIleをMetに、48番目のLeuをTrpに、71番目のAspをSerに、79
番目のLeuをMetに、および81番目のProをAlaに置換するアミノ酸改変のうち、少なくとも
１つの改変が導入されたアミノ酸配列を含む（8）記載のヒト化抗体または該抗体断片。
（16）Claudin-3（以下、CLDN3と表記する）遺伝子によりコードされるポリペプチドの細
胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつ該細胞外領域に結合する（1）～（4）のいず
れか1項に記載のモノクローナル抗体または該抗体断片。
（17）モノクローナル抗体が、CLDN4の細胞外領域への結合において、ハイブリドーマKM3
907（FERM BP-10885）から生産されるモノクローナル抗体と競合するモノクローナル抗体
である、（１）～（4）および（16）のいずれか1項に記載のモノクローナル抗体または該
抗体断片。
（18）モノクローナル抗体が、ハイブリドーマKM3907（FERM BP-10885）から生産される
モノクローナル抗体が結合するCLDN4の細胞外領域に存在するエピトープに結合するモノ
クローナル抗体である、（17）記載のモノクローナル抗体または該抗体断片。
（19）モノクローナル抗体が、ハイブリドーマKM3907（FERM BP-10885）から生産される
モノクローナル抗体である（18）に記載の抗体または該抗体断片。
（20）モノクローナル抗体が、遺伝子組換え抗体である、（16）～（18）のいずれか１項
に記載の抗体または該抗体断片。
（21）遺伝子組換え抗体が、ヒト型キメラ抗体、ヒト化抗体およびヒト抗体から選ばれる
遺伝子組換え抗体である、（20）に記載の遺伝子組換え抗体または該抗体断片。
（22）抗体のVHのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号59、60および61で示される
アミノ酸配列を含む、（21）に記載の遺伝子組換え抗体または該抗体断片。
（23）抗体のVLのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号62、63および64で示される
アミノ酸配列を含む、（21）に記載の遺伝子組換え抗体または該抗体断片。
（24）抗体のVHのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号59、60および61で示される
アミノ酸配列を含み、かつ、抗体のVLのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号62、
63および64で示されるアミノ酸配列を含む、（21）に記載の遺伝子組換え抗体または該抗
体断片。
（25）（16）～（19）のいずれか１項に記載のモノクローナル抗体のVHおよびVLを含む、
（21）記載のヒト型キメラ抗体または該抗体断片。
（26）抗体のVHが配列番号56で示されるアミノ酸配列の20～138番目のアミノ酸配列を含
み、かつ抗体のVLが配列番号58で示されるアミノ酸配列の23～130番目のアミノ酸配列を
含む、（21）記載のヒト型キメラ抗体または該抗体断片。
（27）抗体断片が、Fab、Fab’、F(ab’)2、一本鎖抗体（scFv）、二量体化V領域（Diabo
dy）、ジスルフィド安定化V領域（dsFv）およびCDRを含むペプチドから選ばれる抗体断片
である（1）～（26）のいずれか１項に記載の抗体断片。
（28）（１）～（6）および（16）～（19）のいずれか１項に記載のモノクローナル抗体
を生産するハイブリドーマ。
（29）ハイブリドーマが、ハイブリドーマKM3900（FERM BP-10751）である、（28）に記



(11) JP WO2008/114733 A1 2008.9.25

10

20

30

40

50

載のハイブリドーマ。
（30）ハイブリドーマが、ハイブリドーマKM3907（FERM BP-10885）である、（28）に記
載のハイブリドーマ。
（31）（1）～（27）のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片をコードするDNA。
（32）（31）に記載のDNAを含有する組換え体ベクター。
（33）（32）に記載の組換え体ベクターを宿主細胞に導入して得られる形質転換株。
（34）（28）～（30）に記載のハイブリドーマまたは（33）に記載の形質転換株を培地に
培養し、培養物中に（1）～（27）のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片を生成
蓄積させ、該培養物から抗体または該抗体断片を採取することを特徴とする（1）～（27
）のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片の製造方法。
（35）（１）～（27）のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片を用いるCLDN4遺伝
子によりコードされるポリペプチドの免疫学的検出または測定方法。
（36）（１）～（27）のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片を用いるCLDN4遺伝
子によりコードされるポリペプチドの検出または測定用試薬。
（37）（１）～（27）のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片を用いるCLDN4遺伝
子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患の診断薬。
（38）CLDN4遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患が癌である、（37）
に記載の診断薬。
（39）（１）～（27）のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片を有効成分として含
有するCLDN4遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患の治療薬。
（40）CLDN4遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患が癌である、（39）
に記載の治療薬。
（41）（１）～（27）のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片を用いてCLDN4遺伝
子によりコードされるポリペプチドが発現した細胞を検出または測定することを含む、CL
DN4遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患の診断方法。
（42）（１）～（27）のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片を用いてCLDN4遺伝
子によりコードされるポリペプチドを検出または測定することを含む、CLDN4遺伝子によ
りコードされるポリペプチドが関与する疾患の診断方法。
（43）CLDN4遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患が癌である、（41）
または（42）に記載の診断方法。
（44）CLDN4遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患の診断薬を製造する
ための、（１）～（27）のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片の使用。
（45）CLDN4遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患の治療薬を製造する
ための、（１）～（27）のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片の使用。
（46）CLDN4遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患が癌である、（44）
または（45）に記載の抗体または該抗体断片の使用。
（47）（16）～（27）のいずれか１項に記載の抗体または該抗体断片を用いる、CLDN4遺
伝子および/またはCLDN3遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する疾患の診断薬
。
（48）CLDN4遺伝子および/またはCLDN3遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与す
る疾患が癌である、（47）に記載の診断薬。
（49）（16）～（27）のいずれか１項に記載の抗体または抗体断片を有効成分として含有
する、CLDN4遺伝子および/またはCLDN3遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与す
る疾患の治療薬。
（50）CLDN4遺伝子および/またはCLDN3遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与す
る疾患が癌である、（49）に記載の治療薬。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明により、CLDN4遺伝子によりコードされるポリペプチドの細胞外領域の立体構造
を特異的に認識し、かつ該細胞外領域に結合するモノクローナル抗体、およびCLDN3遺伝
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子およびCLDN4遺伝子によりそれぞれコードされるポリペプチドの細胞外領域の立体構造
を特異的に認識し、両ポリペプチドに結合するモノクローナル抗体を提供することができ
る。また、本発明により、CLDN4遺伝子によりコードされるポリペプチドが関与する各種
疾患の治療薬または診断薬、およびCLDN3、CLDN4の両方が関与する各疾患の治療薬または
診断薬を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】は、固定化したCLDN発現細胞、CLDN3/CHO、CLDN4/CHO、CLDN5/CHO、CLDN6/CHOお
よびCLDN9/CHOに対する市販の抗CLDN4モノクローナル抗体3E2C1、抗myc抗体および抗His
抗体の反応性をフローサイトメーター（以下、FCMと表記する）によって測定した結果を
示す。縦軸は細胞数、横軸は蛍光強度を示す。
【図２】は、CLDN4-myc/His遺伝子導入CHO細胞（CLDN4/CHO）およびベクター導入CHO細胞
（Vector/CHO）に対する抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900の反応性をABI8200によって測
定した結果を示す。縦軸は蛍光強度を示す。
【図３】は、CLDN4-myc/His遺伝子導入CHO細胞（CLDN4/CHO）およびベクター導入CHO細胞
（Vector/CHO）に対する抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900の反応性をFCMによって測定し
た結果を示す。縦軸は細胞数、横軸は蛍光強度を示す。
【図４】は、ウエスタンブロットでの抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900の反応性を示す
。レーン左から（１）分子量マーカー、（２）CLDN4-myc/His遺伝子導入CHO細胞（CLDN4/
CHO）、（３）ベクター導入CHO細胞（Vector/CHO）、（４）Capan-2、（５）HPAF-II。陰
性対照抗体KM511、市販の抗CLDN4モノクローナル抗体3E2C1、抗CLDN4モノクローナル抗体
KM3900を１次抗体として反応させた結果を示す。
【図５】は、免疫沈降法での抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900の反応性を示す。レーン
左から（１）分子量マーカー、（２）CLDN4-myc/His遺伝子導入CHO細胞（CLDN4/CHO）、
（３）ベクター導入CHO細胞（Vector/CHO）、（４）Capan-2、（５）HPAF-II、（６）CLD
N6-myc/His遺伝子導入CHO細胞（CLDN6/CHO）。抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900で免疫
沈降後、陰性対照抗体の抗G-CSF誘導体抗体KM511、市販の抗CLDN4モノクローナル抗体3E2
C1を１次抗体として反応させた結果を示す。
【図６】は、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3907のCLDN3タンパク質およびCLDN4タンパク
質に対する反応性をウエスタンブロットにより検討した結果を示す。レーン左から(1)分
子量マーカー、(2)CLDN4/CHO、(3)CLDN3/CHO，(4)ベクター導入CHO細胞（Vector/CHO）を
示す。検出抗体として抗CLDN4モノクローナル抗体KM3907、陰性対照検出抗体の抗G-CSF誘
導体抗体KM511、陽性対照検出抗体として市販の抗CLDN3ポリクローナル抗体もしくは抗CL
DN4モノクローナル抗体3E2C1を用いた。
【図７】は、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3907のCLDN3タンパク質およびCLDN4タンパク
質に対する反応性を免疫沈降法により検討した結果を示す。レーン左から、(1)抗CLDN3ポ
リクローナル抗体（NOVUS社製）で免疫沈降したCLDN3/CHO、(2)抗CLDN3ポリクローナル抗
体で免疫沈降したVector/CHO、(3)KM3907で免疫沈降したCLDN3/CHO、(4)KM3907で免疫沈
降したVector/CHO、(5)KM3907で免疫沈降したCLDN4/CHO、(6)KM3907で免疫沈降したVecto
r/CHOを示す。陰性対照検出抗体として正常ウサギ血清（Normal Rabbit Serum）もしくは
KM511、検出抗体として市販の抗CLDN3ポリクローナル抗体もしくは抗CLDN4モノクローナ
ル抗体3E2C1を用いた。
【図８】は、CLDN4-myc/His遺伝子導入CHO細胞（CLDN4/CHO）およびCLDN6-myc/His遺伝子
導入CHO細胞（CLDN6/CHO）に対するP3-U1培養上清（P3-U1 culture sup.）、陰性対照抗
体IgG2a、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900の反応性をFCMによって測定した結果を示す
。縦軸は細胞数、横軸は蛍光強度を示す。
【図９】は、Capan-2、HPAF-II、Daudiに対するP3-U1培養上清（P3-U1 culture sup.）、
陰性対照抗体IgG2a、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900の反応性をFCMによって測定した
結果を示す。縦軸は細胞数、横軸は蛍光強度を示す。
【図１０】は、ヒト癌細胞株　MCF7（乳癌）、HT-29（大腸癌）、SW480（大腸癌）、22Rv
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1（前立腺癌）、DU 145（前立腺癌）、PC-3（前立腺癌）に対する陰性対照抗体マウスIgG
2a、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900およびKM3907の反応性をFCMによって測定した結果
を示す。縦軸は細胞数、横軸は蛍光強度を示す。
【図１１】は、ウーンドヒーリング法において、CLDN4-myc/His遺伝子導入CHO細胞（CLDN
4/CHO）に対して、陰性対照抗体の抗G-CSF誘導体抗体KM511および抗CLDN4モノクローナル
抗体KM3900を1μg/mLの濃度で添加する前（0 h）と添加後21時間培養後（21 h）の細胞剥
離領域の典型的写真像を示す。
【図１２】は、ウーンドヒーリング法において、CLDN4-myc/His遺伝子導入CHO細胞（CLDN
4/CHO）およびベクター導入CHO細胞（Vector/CHO）に対して陰性対照抗体の抗G-CSF誘導
体抗体KM511および抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900を1μg/mLの濃度で添加する前（0 h
）と添加後21時間培養後（21 h）の細胞剥離領域の細胞間距離を測定し、グラフ化した結
果を示す。縦軸は細胞間距離（μm）を、横軸は培養時間および処理した抗体を示す。
【図１３】は、CLDN4-myc/His遺伝子導入CHO細胞（CLDN4/CHO）、ベクター導入CHO細胞（
Vector/CHO）、ヒト膵癌細胞株Capan-2に対する市販の抗CLDN4モノクローナル抗体4A4の
反応性をFCMによって測定した結果を示す。陰性対照は抗体未添加（Buffer）を設定した
。縦軸は細胞数、横軸は蛍光強度を示す。
【図１４】は、精製した抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM3900を還元状態（β-メルカプトエ
タノール添加）および非還元状態（β-メルカプトエタノール未添加）でSDS-PAGEした結
果を示す。
【図１５】は、精製した抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM3907を還元状態（β-メルカプトエ
タノール添加）および非還元状態（β-メルカプトエタノール未添加）でSDS-PAGEした結
果を示す。
【図１６】は、陰性対照抗体の抗FGF-8ヒト型キメラ抗体cKM3034、抗CLDN4ヒト型キメラ
抗体cKM3900および抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900のヒト膵臓癌細胞株Capan-2に対す
る反応性をFCMによって測定した結果を示す。縦軸は細胞数、横軸は蛍光強度を示す。
【図１７】は、陰性対照抗体の抗FGF-8ヒト型キメラ抗体cKM3034、抗CLDN4ヒト型キメラ
抗体cKM3907および抗CLDN4モノクローナル抗体KM3907のヒト乳癌細胞株MCF7に対する反応
性をFCMによって測定した結果を示す。縦軸は細胞数、横軸は蛍光強度を示す。
【図１８】は、CLDN4-myc/His遺伝子導入CHO細胞（CLDN4/CHO）、ヒト膵臓癌細胞株Capan
-2、ヒト卵巣癌細胞株MCAS、ヒト乳癌細胞株MCF7に対する抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM39
00のADCC活性を測定した結果を示す。縦軸はADCC活性（％）、横軸は抗体濃度を示す。実
線は、抗体非添加時の傷害活性を示す。
【図１９】は、CLDN4-myc/His遺伝子導入CHO細胞（CLDN4/CHO）、CLDN3-myc/His遺伝子導
入CHO細胞（CLDN3/CHO）、ヒト卵巣癌細胞株MCAS、ヒト乳癌細胞株MCF7に対する抗CLDN4
ヒト型キメラ抗体cKM3907のADCC活性を測定した結果を示す。縦軸はADCC活性（％）、横
軸は抗体濃度を示す。実線は、抗体非添加時の傷害活性を示す。
【図２０】は、CLDN4-myc/His遺伝子導入CHO細胞（CLDN4/CHO）に対する抗CLDN4ヒト型キ
メラ抗体cKM3900のCDC活性を測定した結果を示す。縦軸はCDC活性（％）、横軸は抗体濃
度を示す。
【図２１】は、CLDN4-myc/His遺伝子導入CHO細胞（CLDN4/CHO）、CLDN3-myc/His遺伝子導
入CHO細胞（CLDN3/CHO）、ヒト乳癌細胞株MCF7に対する抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM3907
のCDC活性を測定した結果を示す。縦軸はCDC活性（％）、横軸は抗体濃度を示す。
【図２２】は、CLDN4-myc/His遺伝子導入CHO細胞（CLDN4/CHO）およびベクター導入CHO細
胞（Vector/CHO）に対する抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900の細胞増殖抑制活性を測定
した結果を示す。縦軸は抗体未添加サンプルを100 %とした場合の増殖率（％）、横軸は
添加抗体濃度を示す。
【図２３】は、CLDN4-myc/His遺伝子導入CHO細胞(CLDN4/CHO)、ヒト膵癌細胞株Capan-2、
ヒト卵巣癌細胞株MCASに対する抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM3900のin vivo抗腫瘍活性を
示す。縦軸が腫瘍体積（mm3）、横軸は細胞移植後の日数を示す。
【発明を実施するための最良の形態】



(14) JP WO2008/114733 A1 2008.9.25

10

20

30

40

50

【００１７】
　本発明は、CLDN4遺伝子によりコードされるポリペプチド（以下、CLDN4遺伝子によりコ
ードされるポリペプチドをCLDN4と略記することもある）の細胞外領域の立体構造を特異
的に認識し、かつ該細胞外領域に結合するモノクローナル抗体に関する。
　CLDN4遺伝子としては、CLDN4をコードする遺伝子であればいずれでもよいが、配列番号
１で示される塩基配列を含む遺伝子があげられる。また、配列番号１で示される塩基配列
からなるDNAとストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、かつCLDN4の機能を有する
ポリペプチドをコードする遺伝子なども本発明のCLDN4遺伝子に包含される。
【００１８】
　ストリンジェントな条件下でハイブリダイズするDNAとは、配列番号１で示される塩基
配列を有するDNAをプローブとして、コロニー・ハイブリダイゼーション法、プラーク・
ハイブリダイゼーション法、サザンブロット・ハイブリダイゼーション法、DNAマイクロ
アレイ法などにより得られるハイブリダイズ可能なDNAを意味し、具体的には、ハイブリ
ダイズしたコロニーまたはプラーク由来のDNA、もしくは該配列を有するPCR産物もしくは
オリゴDNAを固定化したフィルターまたはスライドガラスを用いて、0.7～1.0 mol/Lの塩
化ナトリウム存在下、65℃でハイブリダイゼーションを行った後、0.1～2倍濃度のSSC溶
液（１倍濃度のSSC溶液の組成は、150 mmol/L塩化ナトリウム、15 mmol/Lクエン酸ナトリ
ウムを含む）を用い、65℃条件下でフィルターもしくはスライドグラスを洗浄することに
より同定できるDNAをあげることができる。ハイブリダイゼーションは、［Molecular Clo
ning, A Laboratory Manual, Second Edition(Cold Spring Harbor Laboratory Press,19
89)、Current Protocols in Molecular Biology(John Wiley & Sons,1987-1997)、DNA Cl
oning 1: Core Techniques, A Practical Approach, Second Edition(Oxford University
, 1995)］などに記載されている方法に準じて行うことができる。ハイブリダイズ可能なD
NAとしては、配列番号１で示される塩基配列と少なくとも60 %以上の相同性を有するDNA
、好ましくは80 %以上の相同性を有するDNA、さらに好ましくは95 %以上の相同性を有す
るDNAをあげることができる。
【００１９】
　真核生物の蛋白質をコードする遺伝子の塩基配列には、しばしば遺伝子の多型が認めら
れる。本発明において用いられる遺伝子に、このような多型によって塩基配列にわずかに
変異を生じた遺伝子も、本発明のCLDN4遺伝子に包含される。
　CLDN4としては、配列番号２で示されるアミノ酸配列を有するポリペプチド、配列番号
２で示されるアミノ酸配列において１つ以上のアミノ酸が欠失、置換または付加されたア
ミノ酸配列からなり、かつCLDN4の機能を有するポリペプチド、ならびに配列番号２で示
されるアミノ酸配列と60 %以上、好ましくは80 %以上、さらに好ましくは90 %以上、最も
好ましくは95 %以上の相同性を有するアミノ酸配列からなり、かつCLDN4の機能を有する
ポリペプチドなどがあげられる。
【００２０】
　配列番号２で示されるアミノ酸配列において１つ以上のアミノ酸が欠失、置換、または
付加されたアミノ酸配列を有するポリペプチドは、［Molecular Cloning,A Laboratory M
anual,Second Edition(Cold Spring Harbor Laboratory Press,1989)、Current Protocol
s in Molecular Biology(John Wiley & Sons,1987-1997)、NucleicAcidsResearch,10,648
7(1982)、Proc.Natl.Acad.Sci.USA,79,6409(1982)、Gene,34,315(1985)、Nucleic Acids 
Research,13,4431(1985)、Proc.Natl.Acad.Sci.USA, 82,488(1985)］などに記載の部位特
異的変異導入法を用いて、例えば配列番号２で示されるアミノ酸配列を有するポリペプチ
ドをコードするDNAに部位特異的変異を導入することにより得ることができる。欠失、置
換または付加されるアミノ酸の数は特に限定されないが、好ましくは１個～数十個、例え
ば、1～20個、より好ましくは1個～数個、例えば、1～5個のアミノ酸である。
【００２１】
　本発明に記載される相同性の数値は、特に明示した場合を除き、当業者に公知の相同性
検索プログラムを用いて算出される数値であってよいが、塩基配列については、BLAST [J
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.Mol.Biol.,215,403 (1990)]においてデフォルトのパラメータを用いて算出される数値な
ど、アミノ酸配列については、BLAST2[Nucleic Acids Res.,25,3389(1997);Genome Res.,
7,649(1997);http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ Education/BLASTinfo/information3.html]
においてデフォルトのパラメータを用いて算出される数値などがあげられる。
【００２２】
　デフォルトのパラメータとしては、G（Cost to open gap)が塩基配列の場合は5、アミ
ノ酸配列の場合は11、-E（Cost to extend gap)が塩基配列の場合は2、アミノ酸配列の場
合は１、－ｑ　（Penalty for nucleotide mismatch)が-3、-r（reward for nucleotide 
match)が１、－ｅ（expect value)が10、-W(wordsize）が塩基配列の場合は１１残基、ア
ミノ酸配列の場合は3残基、-y（Dropoff(X)for blast extensions in bits)がblastnの場
合は20、blastn以外のプログラムでは7、-X（X dropoff value for gapped alignment in
 bits)が15および-Z（final X dropoff value for gapped alignment in bits)がblastn
　の場合は50、blastn以外のプログラムでは25である（http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bl
ast/html/ blastcgihelp.html)。
【００２３】
　配列番号２で示されるアミノ酸配列の部分配列からなるポリペプチドは、当業者に公知
の方法によって作製することができ、例えば、配列番号２で示されるアミノ酸配列をコー
ドするDNAの一部を欠失させ、これを含む発現ベクターを導入した形質転換体を培養する
ことにより作製することができる。また、こうして作製されるポリペプチドまたはDNAに
基づいて、上記と同様の方法により、配列番号２で示されるアミノ酸配列の部分配列にお
いて１以上のアミノ酸が欠失、置換または付加されたアミノ酸配列を有するポリペプチド
を得ることができる。
【００２４】
　CLDN4の細胞外領域とは、例えば配列番号２で示される該ポリペプチドのアミノ酸配列
を公知の膜貫通領域予測プログラムSOSUI(http://sosui.proteome.bio.tuat.ac.jp/sosui
FRame0.html)、予測プログラムTMHMM ver.2(http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM-2.0
/)またはExPASy Proteomics Server(http://Ca.expasy.org/）などを用いて予測された領
域があげられる。
【００２５】
　本発明におけるCLDN4の細胞外領域の具体例としては、ExPASy Proteomics Server(http
://Ca.expasy.org/）において予測される細胞外ドメインの29～81番目および139～160番
目、もしくは文献［Cancer Immunol. Immunother.,54,431-445(2005)]で予測されている
細胞外ドメインの28～76番目および141～159番目に相当する領域等が挙げられる。
　本発明において、CLDN4の立体構造とは、CLDN4が細胞膜上でとりうる立体構造または該
立体構造と同等の立体構造を有していればいずれでもよい。
【００２６】
　本発明の抗体または該抗体断片がCLDN4の細胞外領域に結合することは、例えば公知の
免疫学的検出法、好適には蛍光細胞染色法等を用いて、特定の抗原を発現した細胞と特定
抗原に対する抗体の結合性を確認する方法により確認することができる。また、公知の免
疫学的検出法［Monoclonal Antibodies-Principles and practice,Third edition,Academ
ic Press(1996)、Antibodies-A Laboratory Manual,Cold Spring Harbor Laboratory(198
8)、単クローン抗体実験マニュアル、講談社サイエンティフィック(1987)］などを組み合
わせて確認することもできる。
【００２７】
　本発明において、CLDN4を発現した細胞としては、CLDN4を発現していればいずれの細胞
でもよく、例えばヒト体内に天然に存在する細胞、ヒト体内に天然に存在する細胞から樹
立された細胞株または遺伝子組換え技術により得られた細胞などがあげられる。
　ヒト体内に天然に存在する細胞としては、癌患者体内において該ポリペプチドが発現し
ている細胞があげられ、例えば、バイオプシーなどで得られた腫瘍細胞のうちで該ポリペ
プチドが発現している細胞があげられる。
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【００２８】
　ヒト体内に天然に存在する細胞から樹立された細胞株としては、上記の癌患者から得ら
れた該ポリペプチドが発現している細胞を株化して得られた細胞株のうち、該ポリペプチ
ドが発現している細胞株があげられ、例えば、ヒトから樹立された細胞株である膵癌細胞
株Capan-2（ATCC HTB-80）またはHPAF-II（ATCC CRL-1997）などがあげられる。
　遺伝子組換え技術により得られた細胞としては、具体的には、該ポリペプチドをコード
するcDNAを含む発現ベクターを昆虫細胞または動物細胞などに導入することにより得られ
る、該ポリペプチドが発現した細胞などがあげられる。
【００２９】
　また本発明は、CLDN4の細胞外領域に結合し、CLDN4中和活性を有するモノクローナル抗
体に関する。
　本発明におけるCLDN4中和活性とは、CLDN4の機能を阻害する活性をいう。CLDN4の機能
としては、TJを形成することによる細胞間接着機能や、水溶性分子が上皮細胞間や血管内
皮細胞間の間隙を自由に通り抜けるのを妨げるバリアーとしての機能［Nat.Rev.Mol.Cell
 Biol.,2,285(2001)、J.Cell Biol.,147,195(1999)］、癌化および癌の悪性化に関する機
能などがあげられる。癌化および癌の悪性化に関する機能としては、癌細胞の腫瘍形成能
、浸潤能、転移能などを亢進する機能などがあげられる［Cancer Res.,65,7378(2005)］
。
【００３０】
　本発明の抗体としては、CLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつ該細胞
外領域に結合する抗体またはその抗体断片、もしくはCLDN4の細胞外領域に結合し、CLDN4
中和活性を有するモノクローナル抗体または抗体断片であればいずれの抗体も包含される
が、具体的には、配列番号2で表されるアミノ酸配列の28～76番目および141～159番目の
アミノ酸配列から選ばれる、いずれか一方のアミノ酸配列からなる立体構造を認識する抗
体があげられる。
【００３１】
　配列番号2で表されるアミノ酸配列の28～76番目のアミノ酸配列からなる立体構造を認
識する抗体としては、ハイブリドーマKM3907（FERM BP-10885）から生産されるモノクロ
ーナル抗体KM3907、CLDN4の細胞外領域への結合についてモノクローナル抗体KM3907と競
合する抗体、モノクローナル抗体KM3907が結合するCLDN4の細胞外領域に存在するエピト
ープに結合する抗体などがあげられる。
【００３２】
　配列番号2で表されるアミノ酸配列の141～159番目のアミノ酸配列からなる立体構造を
認識する抗体としては、ハイブリドーマKM3900（FERM BP-10751）から生産されるモノク
ローナル抗体KM3900、CLDN4の細胞外領域への結合についてモノクローナル抗体KM3900と
競合する抗体、モノクローナル抗体KM3900が認識するCLDN4の細胞外領域に存在するエピ
トープに結合する抗体などがあげられる。
【００３３】
　本発明におけるモノクローナル抗体としては、ハイブリドーマにより生産される抗体、
および抗体遺伝子を含む発現ベクターで形質転換した形質転換体により生産される遺伝子
組換え抗体をあげることができる。
　ハイブリドーマとは、ヒト以外の哺乳動物に抗原を免疫して取得されたB細胞と、ミエ
ローマ細胞とを細胞融合させて得られる所望の抗原特異性を有するモノクローナル抗体を
生産する細胞をいう。
【００３４】
　ハイブリドーマは、例えば上記のCLDN4を発現した細胞などを抗原として調製し、該抗
原を免疫した動物より抗原特異性を有する抗体生産細胞を誘導し、さらに、該抗体生産細
胞と骨髄腫細胞とを融合させることにより、調製することができる。該ハイブリドーマを
培養するか、あるいは該ハイブリドーマ細胞を動物に投与して該動物を腹水癌化させ、該
培養液または腹水を分離、精製することにより抗CLDN4抗体を取得することができる。
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【００３５】
　抗原を免疫する動物としてはハイブリドーマを作製することが可能であれば、いかなる
ものも用いることができるが、マウス、ラット、ハムスター、ラビットなどが好適に用い
られる。またこのような動物から抗体産生能を有する細胞を取得し、該細胞にinvitroで
免疫を施した後に、骨髄腫細胞と融合して作製したハイブリドーマが生産する抗体なども
本発明の抗体に包含される。
【００３６】
　モノクローナル抗体とは、単一クローンの抗体産生細胞が分泌する抗体であり、ただ一
つのエピトープ（抗原決定基ともいう）を認識し、アミノ酸配列（１次構造）が均一であ
る。
　本発明のモノクローナル抗体の具体例としては、ハイブリドーマKM3900により生産され
たモノクローナル抗体KM3900、モノクローナル抗体KM3900と競合してCLDN4の細胞外領域
に結合するモノクローナル抗体、およびモノクローナル抗体KM3900が結合するCLDN4細胞
外領域に存在するエピトープに結合するモノクローナル抗体などがあげられる。
【００３７】
　更に本発明のモノクローナル抗体の具体例としては、ハイブリドーマKM3907により生産
されたモノクローナル抗体KM3907、モノクローナル抗体KM3907と競合してCLDN4の細胞外
領域に結合するモノクローナル抗体、およびモノクローナル抗体KM3907が結合するCLDN4
細胞外領域に存在するエピトープに結合するモノクローナル抗体などがあげられる。
　ハイブリドーマKM3900は平成18年12月21日付でブダペスト条約に基づき独立行政法人産
業技術総合研究所　特許生物寄託センター（日本国茨城県つくば市東１丁目１番地１　中
央第６）にFERM BP-10751として寄託されており、またハイブリドーマKM3907は平成19年7
月31日付けでブダペスト条約に基づき独立行政法人産業技術総合研究所　特許生物寄託セ
ンター（日本国茨城県つくば市東１丁目１番地１　中央第６）にFERM BP-10885として寄
託されている。
【００３８】
　遺伝子組換え抗体としては、ヒト型キメラ抗体、ヒト化抗体、ヒト抗体または該抗体断
片など、遺伝子組換え技術により製造される抗体を包含する。遺伝子組換え抗体において
、抗原結合活性を有し、抗原性が低く、血中半減期が延長されたものは、治療薬として好
ましい。
　本発明の遺伝子組換え抗体の具体例としては、抗体VHのCDR1、CDR2およびCDR3が、それ
ぞれ配列番号19、20および21で示されるアミノ酸配列を含む遺伝子組換え抗体、抗体VLの
CDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号22、23および24で示されるアミノ酸配列を含
む遺伝子組換え抗体、抗体VHのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号19、20および
21を含み、抗体VLのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号22、23および24で示され
るアミノ酸配列を含む遺伝子組換え抗体があげられる。
【００３９】
　また、本発明の遺伝子組換え抗体としては、抗体VHのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞ
れ配列番号59、60および61で示されるアミノ酸配列を含む遺伝子組換え抗体、抗体VLのCD
R1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号62、63および64で示されるアミノ酸配列を含む
遺伝子組換え抗体、抗体VHのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号59、60および61
を含み、かつ抗体VLのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号62、63および64で示さ
れるアミノ酸配列を含む遺伝子組換え抗体も含まれる。
【００４０】
　更に、本発明の遺伝子組換え抗体としては、CLDN4の細胞外領域への結合においてモノ
クローナル抗体KM3900と競合する遺伝子組換え抗体、CLDN4の細胞外領域への結合におい
てモノクローナル抗体KM3907と競合反応する遺伝子組換え抗体、モノクローナル抗体KM39
00が認識するCLDN4の細胞外領域に存在するエピトープに結合する遺伝子組換え抗体、モ
ノクローナル抗体KM3907が認識するCLDN4の細胞外領域に存在するエピトープに結合する
遺伝子組換え抗体も包含される。
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【００４１】
　ヒト型キメラ抗体は、非ヒト抗体の重鎖可変領域（以下、VHと表記する）および軽鎖可
変領域（以下、VLと表記する）とヒト抗体の重鎖定常領域（以下、CHと表記する）および
軽鎖定常領域（以下、CLと表記する）とからなる抗体をいう。
　本発明のヒト型キメラ抗体は、以下のようにして製造することができる。すなわち、本
発明の、CLDN4の立体構造を特異的に認識し、かつ該細胞外領域に結合するモノクローナ
ル抗体、もしくはCLDN4の立体構造を特異的に認識し、CLDN4の中和活性を有するモノクロ
ーナル抗体を産生するハイブリドーマより、VHおよびVLをコードするcDNAを取得し、ヒト
抗体のCHおよびCLをコードする遺伝子を有する動物細胞用発現ベクターにそれぞれ挿入し
てヒト型キメラ抗体発現ベクターを構築し、動物細胞へ導入して抗体を発現させて作製で
きる。
【００４２】
　ヒト型キメラ抗体のCHとしては、ヒトイムノグロブリン（以下、hIgと表記する）に属
すればいかなるものでもよいが、hIgGクラスのものが好適であり、さらにhIgGクラスに属
するhIgG1、hIgG2、hIgG3、hIgG4といったサブクラスのいずれも用いることができる。ま
た、ヒト型キメラ抗体のCLとしては、hIgに属すればいずれのものでもよく、κクラスあ
るいはλクラスのものを用いることができる。
【００４３】
　本発明のヒト型キメラ抗体としては、具体的には抗体のVHのCDR1、CDR2、CDR3のアミノ
酸配列が、それぞれ配列番号19、20、21で示されるアミノ酸配列であり、および抗体のVL
のCDR1、CDR2、CDR3のアミノ酸配列が、ぞれ配列番号22、23、24で示されるアミノ酸配列
であるヒト型キメラ抗体、抗体のVHが配列番号16で示されるアミノ酸配列の20～142番目
のアミノ酸配列および抗体のVLが配列番号18で示されるアミノ酸配列の23～130番目のア
ミノ酸配列を有する、ヒト型キメラ抗体などがあげられる。
【００４４】
　また、本発明のヒト型キメラ抗体としては、抗体のVHのCDR1、CDR2、CDR3のアミノ酸配
列が、それぞれ配列番号59、60、61で示されるアミノ酸配列であり、および抗体のVLのCD
R1、CDR2、CDR3のアミノ酸配列が、ぞれ配列番号62、63、64で示されるアミノ酸配列であ
るヒト型キメラ抗体、抗体のVHが配列番号56で示されるアミノ酸配列の20～138番目のア
ミノ酸配列および抗体のVLが配列番号58で示されるアミノ酸配列の23～130番目のアミノ
酸配列を含む、ヒト型キメラ抗体も包含される。
【００４５】
　ヒト化抗体は、非ヒト抗体のVHおよびVLのCDRのアミノ酸配列をヒト抗体のVHおよびVL
の適切な位置に移植した抗体をいい、ヒト型CDR移植抗体、再構成抗体（reshaped antibo
dy）ともいう。
　本発明のヒト化抗体は、本発明のCLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、か
つ該細胞外領域に結合するモノクローナル抗体、もしくはCLDN4の細胞外領域に結合し、C
LDN4の中和活性を有するモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマから産生される非
ヒト抗体の、VHおよびVLのCDRのアミノ酸配列を、任意のヒト抗体のVHおよびVLのフレー
ムワーク（以下、FRと記す）に移植した抗体可変領域（以下、V領域と記す）をコードす
るcDNAを構築し、ヒト抗体のCHおよびCLをコードする遺伝子を有する動物細胞用発現ベク
ターにそれぞれ挿入してヒト化抗体発現ベクターを構築し、動物細胞へ導入することによ
り発現させ、製造することができる。
【００４６】
　ヒト抗体のVHおよびVLのFRのアミノ酸配列は、ヒト抗体由来のVHおよびVLのFRのアミノ
酸配列であれば、いかなるものでも用いることができる。例えば、Protein Data Bankな
どのデータベースに登録されているヒト抗体のVHおよびVLのFRのアミノ酸配列、またはSe
quences of Proteins of Immunological Interest,US Dept.Health and Human Services(
1991)などに記載の、ヒト抗体のVHおよびVLのFRの各サブグループの共通アミノ酸配列な
どが用いられる。
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【００４７】
　ヒト化抗体のCHとしては、hIgに属すればいかなるものでもよいが、hIgGクラスのもの
が好適であり、さらにhIgGクラスに属するhIgG1、hIgG2、hIgG3、hIgG4といったサブクラ
スのいずれも用いることができる。また、ヒト化抗体のCLとしては、hIgに属すればいず
れのものでもよく、κクラスあるいはλクラスのものを用いることができる。
　本発明のヒト化抗体の具体例としては、抗体のVHのCDR1、CDR2、CDR3が、それぞれ配列
番号19、20、21で示されるアミノ酸配列であり、および／または抗体のVLのCDR1、CDR2、
CDR3が、それぞれ配列番号22、23、24で示されるアミノ酸配列であるヒト化抗体または該
抗体断片、抗体のVHのCDR1、CDR2、CDR3が、それぞれ配列番号59、60、61で示されるアミ
ノ酸配列であり、および／または抗体のVLのCDR1、CDR2、CDR3が、それぞれ配列番号62、
63、64で示されるアミノ酸配列であるヒト化抗体または該抗体断片などがあげられる。
【００４８】
　本発明のヒト化抗体のより具体的な例としては、抗体のVHが配列番号74で表されるアミ
ノ酸配列、または配列番号74で表されるアミノ酸配列中の41番目のPro、43番目のGln、44
番目のGly、48番目のMet、67番目のArg、68番目のVal、70番目のIle、および72番目のAla
から選ばれる少なくとも１つのアミノ酸残基が他のアミノ酸残基に置換されたアミノ酸配
列および抗体のVLが、配列番号76で示されるアミノ酸配列、または配列番号76で示される
アミノ酸配列中の1番目のAsp、10番目のSer、21番目のIle、48番目のLeu、71番目のAsp、
79番目のLeu、および81番目のProから選ばれる少なくとも１つのアミノ酸残基が他のアミ
ノ酸残基に置換されたアミノ酸配列をそれぞれ含むヒト化抗体などがあげられる。
【００４９】
　例えば、以下に示すヒト化抗体があげられる。
　抗体のVHのアミノ酸配列については、抗体のVHが配列番号74で表されるアミノ酸配列中
の41番目のPro、44番目のGly、48番目のMet、67番目のArg、68番目のVal、70番目のIle、
および72番目のAlaが、他のアミノ酸残基に置換されたアミノ酸配列を有するヒト化抗体
。
【００５０】
　好ましくは抗体のVHが配列番号74で表されるアミノ酸配列中の48番目のMet、67番目のA
rg、68番目のVal、70番目のIle、および72番目のAlaが、他のアミノ酸残基に置換された
アミノ酸配列を有するヒト化抗体。
　好ましくは抗体のVHが配列番号74で表されるアミノ酸配列中の48番目のMet、68番目のV
al、70番目のIle、および72番目のAlaが、他のアミノ酸残基に置換されたアミノ酸配列を
有するヒト化抗体。
【００５１】
　好ましくは抗体のVHが配列番号74で表されるアミノ酸配列中の68番目のVal、70番目のI
le、および72番目のAlaが、他のアミノ酸残基に置換されたアミノ酸配列を有するヒト化
抗体。
　好ましくは抗体のVHが配列番号74で表されるアミノ酸配列中の48番目のMet、68番目のV
al、および70番目のIleが、他のアミノ酸残基に置換されたアミノ酸配列を有するヒト化
抗体。
【００５２】
　好ましくは抗体のVHが配列番号74で表されるアミノ酸配列中の68番目のVal、および70
番目のIleが、他のアミノ酸残基に置換されたアミノ酸配列を有するヒト化抗体などがあ
げられる。
　上記のアミノ酸改変の結果得られる抗体のVHのアミノ酸配列としては、配列番号74で表
されるアミノ酸配列中の41番目のProをHisに、43番目のGlnをLysに、44番目のGlyをSerに
、48番目のMetをIleに、67番目のArgをLysに、68番目のValをAlaに、70番目のIleをLeuに
、および72番目のAlaをValに、置換する改変から選ばれる少なくとも１つの改変が導入さ
れたアミノ酸配列があげられる。
【００５３】
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　８個の改変が導入されたVHのアミノ酸配列としては、具体的には、配列番号74で表され
るアミノ酸配列中の41番目のProをHisに、43番目のGlnをLysに、44番目のGlyをSerに、48
番目のMetをIleに、67番目のArgをLysに、68番目のValをAlaに、70番目のIleをLeuに、お
よび72番目のAlaをValに、置換したアミノ酸配列があげられる。
　７個の改変が導入されたVHのアミノ酸配列としては、具体的には、配列番号74で表され
るアミノ酸配列中の41番目のProをHisに、44番目のGlyをSerに、48番目のMetをIleに、67
番目のArgをLysに、68番目のValをAlaに、70番目のIleをLeuに、および72番目のAlaをVal
に、置換したアミノ酸配列、などがあげられる。
【００５４】
　６個の改変が導入されたVHのアミノ酸配列としては、具体的には、配列番号74で表され
るアミノ酸配列中の44番目のGlyをSerに、48番目のMetをIleに、67番目のArgをLysに、68
番目のValをAlaに、70番目のIleをLeuに、および72番目のAlaをValに、置換したアミノ酸
配列、
　41番目のProをHisに、48番目のMetをIleに、67番目のArgをLysに、68番目のValをAlaに
、70番目のIleをLeuに、および72番目のAlaをValに、置換したアミノ酸配列、および
　41番目のProをHisに、44番目のGlyをSerに、48番目のMetをIleに、68番目のValをAlaに
、70番目のIleをLeuに、および72番目のAlaをValに、置換したアミノ酸配列、などがあげ
られる。
【００５５】
　５個の改変が導入されたVHのアミノ酸配列としては、具体的には、配列番号74で表され
るアミノ酸配列中の48番目のMetをIleに、67番目のArgをLysに、68番目のValをAlaに、70
番目のIleをLeuに、および72番目のAlaをValに、置換したアミノ酸配列、
　41番目のProをHisに、48番目のMetをIleに、68番目のValをAlaに、70番目のIleをLeuに
、および72番目のAlaをValに、置換したアミノ酸配列、および
　44番目のGlyをSerに、48番目のMetをIleに、68番目のValをAlaに、70番目のIleをLeuに
、および72番目のAlaをValに、置換したアミノ酸配列、などがあげられる。
【００５６】
　４個の改変が導入されたVHのアミノ酸配列としては、具体的には、配列番号74で表され
るアミノ酸配列中の48番目のMetをIleに、68番目のValをAlaに、70番目のIleをLeuに、お
よび72番目のAlaをValに、置換したアミノ酸配列、などがあげられる。
　3個の改変が導入されたVHのアミノ酸配列としては、具体的には、配列番号74で表され
るアミノ酸配列中の68番目のValをAlaに、70番目のIleをLeuに、および72番目のAlaをVal
に、置換したアミノ酸配列、
　48番目のMetをIleに、70番目のIleをLeuに、および72番目のAlaをValに、置換したアミ
ノ酸配列、
　48番目のMetをIleに、68番目のValをAlaに、および72番目のAlaをValに、置換したアミ
ノ酸配列、および
　48番目のMetをIleに、68番目のValをAlaに、および70番目のIleをLeuに、置換したアミ
ノ酸配列、などがあげられる。
【００５７】
　２個の改変が導入されたVHのアミノ酸配列としては、具体的には、配列番号74で表され
るアミノ酸配列中の70番目のIleをLeuに、および72番目のAlaをValに、置換したアミノ酸
配列、
　48番目のMetをIleに、および72番目のAlaをValに、置換したアミノ酸配列、
　48番目のMetをIleに、および68番目のValをAlaに、置換したアミノ酸配列、および
　68番目のValをAlaに、および70番目のIleをLeuに、置換したアミノ酸配列、などがあげ
られる。
【００５８】
　１個の改変が導入されたVHのアミノ酸配列としては、具体的には、配列番号74で表され
るアミノ酸配列中の
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41番目のProをHisに置換したアミノ酸配列、43番目のGlnをLysに置換したアミノ酸配列、
44番目のGlyをSerに置換したアミノ酸配列、48番目のMetをIleに置換したアミノ酸配列、
67番目のArgをLysに置換したアミノ酸配列、68番目のValをAlaに置換したアミノ酸配列、
70番目のIleをLeuに置換したアミノ酸配列、および72番目のAlaをValに置換したアミノ酸
配列、があげられる。
【００５９】
　抗体のVLのアミノ酸配列については、抗体のVLが配列番号76で表されるアミノ酸配列中
の1番目のAsp、21番目のIle、48番目のLeu、71番目のAsp、79番目のLeu、および81番目の
Proが、他のアミノ酸残基に置換されたアミノ酸配列を有するヒト化抗体。
　好ましくは抗体のVLが配列番号76で表されるアミノ酸配列中の1番目のAsp、21番目のIl
e、48番目のLeu、79番目のLeu、および81番目のProが、他のアミノ酸残基に置換されたア
ミノ酸配列を有するヒト化抗体。
【００６０】
　好ましくは抗体のVLが配列番号76で表されるアミノ酸配列中の1番目のAsp、21番目のIl
e、48番目のLeu、および79番目のLeuが、他のアミノ酸残基に置換されたアミノ酸配列を
有するヒト化抗体。
　好ましくは抗体のVLが配列番号76で表されるアミノ酸配列中の21番目のIle、48番目のL
eu、および79番目のLeuが、他のアミノ酸残基に置換されたアミノ酸配列を有するヒト化
抗体。
【００６１】
　好ましくは抗体のVLが配列番号76で表されるアミノ酸配列中の21番目のIle、および48
番目のLeuが、他のアミノ酸残基に置換されたアミノ酸配列を有するヒト化抗体。
　好ましくは抗体のVLが配列番号76で表されるアミノ酸配列中の48番目のLeu、および79
番目のLeuが、他のアミノ酸残基に置換されたアミノ酸配列を有するヒト化抗体などがあ
げられる。
【００６２】
　上記のアミノ酸改変の結果得られる抗体のVLのアミノ酸配列としては、配列番号76で表
されるアミノ酸配列中の1番目のAspをGlnに、10番目のSerをIleに、21番目のIleをMetに
、48番目のLeuをTrpに、71番目のAspをSerに、79番目のLeuをMetに、および81番目のPro
をAlaに、置換する改変から選ばれる少なくとも１つの改変が導入されたアミノ酸配列が
あげられる。
【００６３】
　7個の改変が導入されたVLのアミノ酸配列としては、具体的には、配列番号76で表され
るアミノ酸配列中の1番目のAspをGlnに、10番目のSerをIleに、21番目のIleをMetに、48
番目のLeuをTrpに、71番目のAspをSerに、79番目のLeuをMetに、および81番目のProをAla
に、置換したアミノ酸配列があげられる。
　６個の改変が導入されたVLのアミノ酸配列としては、具体的には、配列番号76で表され
るアミノ酸配列中の1番目のAspをGlnに、21番目のIleをMetに、48番目のLeuをTrpに、71
番目のAspをSerに、79番目のLeuをMetに、および81番目のProをAlaに、置換したアミノ酸
配列、
1番目のAspをGlnに、10番目のSerをIleに、21番目のIleをMetに、48番目のLeuをTrpに、7
9番目のLeuをMetに、および81番目のProをAlaに、置換したアミノ酸配列、
　1番目のAspをGlnに、10番目のSerをIleに、21番目のIleをMetに、48番目のLeuをTrpに
、71番目のAspをSerに、および79番目のLeuをMetに、置換したアミノ酸配列、などがあげ
られる。
【００６４】
　5個の改変が導入されたVLのアミノ酸配列としては、具体的には、配列番号76で表され
るアミノ酸配列中の1番目のAspをGlnに、21番目のIleをMetに、48番目のLeuをTrpに、79
番目のLeuをMetに、および81番目のProをAlaに、置換したアミノ酸配列、
　1番目のAspをGlnに、21番目のIleをMetに、48番目のLeuをTrpに、71番目のAspをSerに
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、および79番目のLeuをMetに、置換したアミノ酸配列、
　1番目のAspをGlnに、10番目のSerをIleに、21番目のIleをMetに、48番目のLeuをTrpに
、および79番目のLeuをMetに、置換したアミノ酸配列、などがあげられる。
【００６５】
　4個の改変が導入されたVLのアミノ酸配列としては、具体的には、配列番号76で表され
るアミノ酸配列中の1番目のAspをGlnに、21番目のIleをMetに、48番目のLeuをTrpに、お
よび79番目のLeuをMetに、置換したアミノ酸配列、などがあげられる。
　3個の改変が導入されたVLのアミノ酸配列としては、具体的には、配列番号76で表され
るアミノ酸配列中の21番目のIleをMetに、48番目のLeuをTrpに、および79番目のLeuをMet
に、置換したアミノ酸配列、などがあげられる。
【００６６】
　２個の改変が導入されたVLのアミノ酸配列としては、具体的には、配列番号76で表され
るアミノ酸配列中の48番目のLeuをTrpに、および79番目のLeuをMetに、置換したアミノ酸
配列、
　21番目のIleをMetに、および79番目のLeuをMetに、置換したアミノ酸配列、
　21番目のIleをMetに、および48番目のLeuをTrpに、置換したアミノ酸配列、などがあげ
られる。
【００６７】
　１個の改変が導入されたVLのアミノ酸配列としては、具体的には、配列番号76で表され
るアミノ酸配列中の
　1番目のAspをGlnに置換したアミノ酸配列、10番目のSerをIleに置換したアミノ酸配列
、21番目のIleをMetに置換したアミノ酸配列、48番目のLeuをTrpに置換したアミノ酸配列
、71番目のAspをSerに置換したアミノ酸配列、79番目のLeuをMetに置換したアミノ酸配列
、および81番目のProをAlaに置換したアミノ酸配列があげられる。
【００６８】
　ヒト抗体は、元来、ヒト体内に天然に存在する抗体をいうが、最近の遺伝子工学的、細
胞工学的、発生工学的な技術の進歩により作製されたヒト抗体ファージライブラリーおよ
びヒト抗体産生トランスジェニック動物から得られる抗体なども含まれる。
　ヒト体内に天然に存在する抗体は、例えば、ヒト末梢血リンパ球を単離し、ＥＢウイル
スなどを感染させ不死化し、クローニングすることにより、該抗体を産生するリンパ球を
培養でき、培養上清中より該抗体を精製することができる。
【００６９】
　ヒト抗体ファージライブラリーは、ヒトＢ細胞から調製した抗体遺伝子をファージ遺伝
子に挿入することによりFab、scFvなどの抗体断片をファージ表面に発現させたライブラ
リーである。該ライブラリーより、抗原を固定化した基質に対する結合活性を指標として
所望の抗原結合活性を有する抗体断片を表面に発現しているファージを回収することがで
きる。該抗体断片は、さらに、遺伝子工学的手法により２本の完全なH鎖および２本の完
全なL鎖からなるヒト抗体分子へも変換することができる。
【００７０】
　ヒト抗体産生トランスジェニック動物は、ヒト抗体遺伝子が細胞内に組込まれた動物を
意味する。具体的には、例えば、マウスＥＳ細胞へヒト抗体遺伝子を導入し、該ＥＳ細胞
をマウスの初期胚へ移植後、発生させることによりヒト抗体産生トランスジェニックマウ
スを作製することができる。ヒト抗体産生トランスジェニック動物からのヒト抗体の作製
方法は、通常のヒト以外の動物で行われているハイブリドーマ作製方法によりヒト抗体産
生ハイブリドーマを取得し、培養することで培養上清中にヒト抗体を産生蓄積させること
ができる。
【００７１】
　上述の抗体または抗体断片を構成するアミノ酸配列において、1つ以上のアミノ酸が欠
失、付加、置換または挿入され、かつ上述の抗体またはその抗体断片と同様な活性を有す
る抗体またはその抗体断片も、本発明の抗体またはその抗体断片に包含される。
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　欠失、置換、挿入および／または付加されるアミノ酸の数は１個以上でありその数は特
に限定されないが、モレキュラー・クローニング第２版、カレント・プロトコールズ・イ
ン・モレキュラー・バイオロジー、Nucleic Acids Research, 10, 6487 (1982)、Proc. N
atl. Acad. Sci., USA, 79, 6409(1982)、Gene, 34, 315 (1985)、Nucleic Acids Resear
ch, 13, 4431 (1985)、Proc. Natl. Acad. Sci USA,82, 488 (1985)等に記載の部位特異
的変異導入法等の周知の技術により、欠失、置換もしくは付加できる程度の数である。、
例えば、１～数十個、好ましくは1～20個、より好ましくは1～10個、さらに好ましくは1
～5個である。
【００７２】
　上記の抗体のアミノ酸配列において1つ以上のアミノ酸残基が欠失、置換、挿入または
付加されたとは、次ぎのことを示す。同一配列中の任意、かつ1もしくは複数のアミノ酸
配列中において、1または複数のアミノ酸残基の欠失、置換、挿入または付加があること
を意味する。また、欠失、置換、挿入または付加が同時に生じる場合もあり、置換、挿入
または付加されるアミノ酸残基は天然型と非天然型いずれの場合もある。天然型アミノ酸
残基としては、L-アラニン、L-アスパラギン、L-アスパラギン酸、L-グルタミン、L-グル
タミン酸、グリシン、L-ヒスチジン、L-イソロイシン、L-ロイシン、L-リジン、L-メチオ
ニン、L-フェニルアラニン、L-プロリン、L-セリン、L-スレオニン、L-トリプトファン、
L-チロシン、L-バリンおよびL-システインなどがあげられる。
【００７３】
　以下に、相互に置換可能なアミノ酸残基の好ましい例を示す。同一群に含まれるアミノ
酸残基は相互に置換可能である。
　Ａ群：ロイシン、イソロイシン、ノルロイシン、バリン、ノルバリン、アラニン、2-ア
ミノブタン酸、メチオニン、Ｏ-メチルセリン、t-ブチルグリシン、t-ブチルアラニン、
シクロヘキシルアラニン
　Ｂ群：アスパラギン酸、グルタミン酸、イソアスパラギン酸、イソグルタミン酸、2-ア
ミノアジピン酸、2-アミノスベリン酸
　Ｃ群：アスパラギン、グルタミン
　Ｄ群：リジン、アルギニン、オルニチン、2,4-ジアミノブタン酸、2,3-ジアミノプロピ
オン酸
　Ｅ群：プロリン、3-ヒドロキシプロリン、4-ヒドロキシプロリン
　Ｆ群：セリン、スレオニン、ホモセリン
　Ｇ群：フェニルアラニン、チロシン
　本発明の抗体断片としては、Fab、F(ab’)2、Fab’、scFv、diabody、dsFvおよびCDRを
含むペプチドなどがあげられる。
【００７４】
　Fabは、IgGを蛋白質分解酵素パパインで処理して得られる断片のうち（H鎖の224番目の
アミノ酸残基で切断される）、H鎖のN末端側約半分とL鎖全体がジスルフィド結合で結合
した分子量約５万の抗原結合活性を有する抗体断片である。
　本発明のFabは、本発明のCLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつ該細胞
外領域に結合するモノクローナル抗体、もしくはCLDN4の細胞外領域に結合し、CLDN4中和
活性を有するモノクローナル抗体を蛋白質分解酵素パパインで処理して得ることができる
。または、該抗体のFabをコードするDNAを原核生物用発現ベクターあるいは真核生物用発
現ベクターに挿入し、該ベクターを原核生物あるいは真核生物へ導入することにより発現
させ、製造することができる。
【００７５】
　F(ab’)2は、IgGのヒンジ領域の２個のジスルフィド結合の下部を酵素ペプシンで分解
して得られた、２つのFab領域がヒンジ部分で結合して構成された、分子量約１０万の抗
原結合活性を有するフラグメントである。
　本発明のF(ab’)2は、本発明のCLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつ
該細胞外領域に結合するモノクローナル抗体、もしくはCLDN4の細胞外領域に結合し、CLD
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N4中和活性を有するモノクローナル抗体を蛋白質分解酵素ペプシンで処理して得ることが
できる。または、下記のFab’をチオエーテル結合あるいはジスルフィド結合させ、作製
することができる。
【００７６】
　Fab’は、上記F(ab’)2のヒンジ領域のジスルフィド結合を切断した分子量約５万の抗
原結合活性を有する抗体断片である。
　本発明のFab’は、本発明のCLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつ該細
胞外領域に結合するF(ab’)2、もしくはCLDN4の細胞外領域に結合し、CLDN4中和活性を有
するF(ab’)2を還元剤ジチオスレイトール処理して得ることができる。または、該抗体の
Fab’断片をコードするDNAを原核生物用発現ベクターあるいは真核生物用発現ベクターに
挿入し、該ベクターを原核生物あるいは真核生物へ導入することにより発現させ、製造す
ることができる。
【００７７】
　scFvは、１本のVHと１本のVLとを適当なペプチドリンカー（以下、Ｐと表記する）を用
いて連結した、VH－Ｐ－VLないしはVL－Ｐ－VHポリペプチドで、抗原結合活性を有する抗
体断片である。
　本発明のscFvは、本発明のCLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつ該細
胞外領域に結合するモノクローナル抗体、もしくはCLDN4の細胞外領域に結合し、CLDN4中
和活性を有するモノクローナル抗体のVHおよびVLをコードするcDNAを取得し、scFvをコー
ドするDNAを構築し、該DNAを原核生物用発現ベクターあるいは真核生物用発現ベクターに
挿入し、該発現ベクターを原核生物あるいは真核生物へ導入することにより発現させ、製
造することができる。
【００７８】
　diabodyは、scFvが二量体化した抗体断片で、二価の抗原結合活性を有する抗体断片で
ある。二価の抗原結合活性は、同一であることもできるし、一方を異なる抗原結合活性と
することもできる。
　本発明のdiabodyは、本発明のCLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつ該
細胞外領域に結合するモノクローナル抗体、もしくはCLDN4の細胞外領域に結合し、CLDN4
中和活性を有するモノクローナル抗体のVHおよびVLをコードするcDNAを取得し、scFvをコ
ードするDNAをＰのアミノ酸配列の長さが８残基以下となるように構築し、該DNAを原核生
物用発現ベクターあるいは真核生物用発現ベクターに挿入し、該発現ベクターを原核生物
あるいは真核生物へ導入することにより発現させ、製造することができる。
【００７９】
　dsFvは、VHおよびVL中のそれぞれ１アミノ酸残基をシステイン残基に置換したポリペプ
チドを該システイン残基間のジスルフィド結合を介して結合させたものをいう。システイ
ン残基に置換するアミノ酸残基はReiterらにより示された方法［Protein Engineering,7,
697(1994)］に従って、抗体の立体構造予測に基づいて選択することができる。
　本発明のdsFvは、本発明のCLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつ該細
胞外領域に結合するモノクローナル抗体、もしくはCLDN4の細胞外領域に結合し、CLDN4中
和活性を有するモノクローナル抗体のVHおよびVLをコードするcDNAを取得し、dsFvをコー
ドするDNAを構築し、該DNAを原核生物用発現ベクターあるいは真核生物用発現ベクターに
挿入し、該発現ベクターを原核生物あるいは真核生物へ導入することにより発現させ、製
造することができる。
【００８０】
　CDRを含むペプチドは、VHまたはVLのCDRの少なくとも１領域以上を含んで構成される。
複数のCDRを含むペプチドは、直接または適当なペプチドリンカーを介して結合させるこ
とができる。
　本発明のCDRを含むペプチドは、本発明のCLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識
し、かつ該細胞外領域に結合するモノクローナル抗体、もしくはCLDN4の細胞外領域に結
合し、CLDN4中和活性を有するモノクローナル抗体のVHおよびVLのCDRをコードするDNAを
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構築し、該DNAを原核生物用発現ベクターあるいは真核生物用発現ベクターに挿入し、該
発現ベクターを原核生物あるいは真核生物へ導入することにより発現させ、製造すること
ができる。
【００８１】
　また、CDRを含むペプチドは、Fmoc法（フルオレニルメチルオキシカルボニル法）、tBo
c法（ｔ－ブチルオキシカルボニル法）などの化学合成法によって製造することもできる
。
　本発明には、本発明のCLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつ該細胞外
領域に結合するモノクローナル抗体または抗体断片、もしくはCLDN4の細胞外領域に結合
し、CLDN4の中和活性を有するモノクローナル抗体またはその抗体断片に薬剤、タンパク
質、放射性同位元素などを化学的あるいは遺伝子工学的に結合させた抗体とのコンジュゲ
ートを包含する。
【００８２】
　本発明のコンジュゲートは、本発明のCLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し
、かつ該細胞外領域に結合するモノクローナル抗体またはその抗体断片、もしくはCLDN4
の細胞外領域に結合し、CLDN4中和活性を有するモノクローナル抗体またはその抗体断片
のH鎖あるいはL鎖のN末端側あるいはC末端側、抗体またはその抗体断片中の適当な置換基
あるいは側鎖、さらには抗体またはその抗体断片中の糖鎖などに薬剤、タンパク質、放射
性同位元素などを化学的手法［抗体工学入門、金光修著、地人書館（1994）］により結合
させることにより製造することができる。
【００８３】
　また、本発明のCLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつ該細胞外領域に
結合するモノクローナル抗体またはその抗体断片、もしくはCLDN4の細胞外領域に結合し
、CLDN4中和活性を有するモノクローナル抗体または抗体断片をコードするDNAと、結合さ
せたいタンパク質をコードするDNAを連結させて発現ベクターに挿入し、該発現ベクター
を、原核生物あるいは真核生物の宿主細胞へ導入するという遺伝子工学的手法によっても
製造することができる。
【００８４】
　薬剤としては、化学療法剤、抗体医薬、免疫賦活剤、高分子の薬剤などがあげられる。
　タンパク質としては、サイトカイン、増殖因子、毒素タンパク質、などがあげられる。
　さらに、抗体または該抗体断片に結合させる薬剤は、プロドラッグの形態でもよい。本
発明におけるプロドラッグとは、腫瘍環境に存在する酵素などによって化学的な修飾を受
け、癌細胞を傷害する作用を有する物質に変換される薬剤をいう。
【００８５】
　化学療法剤としては、アルキル化剤、ニトロソウレア剤、代謝拮抗剤、抗癌性抗生物質
、植物由来アルカロイド、トポイソメラーゼ阻害剤、ホルモン療法剤、ホルモン拮抗剤、
アロマターゼ阻害剤、P糖蛋白阻害剤、白金錯体誘導体、M期阻害剤、キナーゼ阻害剤など
のいかなる化学療法剤も包含される。化学療法剤としては、アミフォスチン（エチオール
）、シスプラチン、ダカルバジン（DTIC）、ダクチノマイシン、メクロレタミン（ナイト
ロジェンマスタード）、ストレプトゾシン、シクロフォスファミド、イホスファミド、カ
ルムスチン（BCNU）、ロムスチン（CCNU）、ドキソルビシン（アドリアマイシン）、ドキ
ソルビシンリポ（ドキシル）、エピルビシン、ゲムシタビン（ゲムザール）、ダウノルビ
シン、ダウノルビシンリポ（ダウノゾーム）、プロカルバジン、マイトマイシン、シタラ
ビン、エトポシド、メトトレキセート、5-フルオロウラシル、フルオロウラシル、ビンブ
ラスチン、ビンクリスチン、ブレオマイシン、ダウノマイシン、ペプロマイシン、エスト
ラムスチン、パクリタキセル（タキソール）、ドセタキセル（タキソテア）、アルデスロ
イキン、アスパラギナーゼ、ブスルファン、カルボプラチン、オキサリプラチン、ネダプ
ラチン、クラドリビン、カンプトテシン、CPT-11、10-ヒドロキシ-7-エチル-カンプトテ
シン（SN38）、フロクスウリジン、フルダラビン、ヒドロキシウレア、イホスファミド、
イダルビシン、メスナ、イリノテカン、ノギテカン、ミトキサントロン、トポテカン、ロ
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イプロリド、メゲストロール、メルファラン、メルカプトプリン、ヒドロキシカルバミド
、プリカマイシン、ミトタン、ペガスパラガーゼ、ペントスタチン、ピポブロマン、スト
レプトゾシン、タモキシフェン、ゴセレリン、リュープロレニン、フルタミド、テニポシ
ド、テストラクトン、チオグアニン、チオテパ、ウラシルマスタード、ビノレルビン、ク
ロラムブシル、ハイドロコーチゾン、プレドニゾロン、メチルプレドニゾロン、ビンデシ
ン、ニムスチン、セムスチン、カペシタビン、トムデックス、アザシチジン、UFT、オキ
ザロプラチン、ゲフィチニブ（イレッサ）、イマチニブ（STI571）、エルロチニブ、Flt3
阻害剤、vascular endothelial growth facotr receptor（VEGFR）阻害剤、fibroblast g
rowth factor receptor（FGFR）阻害剤、epidermal growth factor receptor（EGFR）阻
害剤（イレッサ、タルセバなど）ラディシコール、17-アリルアミノ-17-デメトキシゲル
ダナマイシン、ラパマイシン、アムサクリン、オール－トランスレチノイン酸、サリドマ
イド、アナストロゾール、ファドロゾール、レトロゾール、エキセメスタン、金チオマレ
ート、Ｄ－ペニシラミン、ブシラミン、アザチオプリン、ミゾリビン、シクロスポリン、
ラパマイシン、ヒドロコルチゾン、ベキサロテン（ターグレチン）、タモキシフェン、デ
キサメタゾン、プロゲスチン類、エストロゲン類、アナストロゾール（アリミデックス）
、ロイプリン、アスピリン、インドメタシン、セレコキシブ、アザチオプリン、ペニシラ
ミン、金チオマレート、マレイン酸クロルフェニラミン、クロロフェニラミン、クレマシ
チン、トレチノイン、ベキサロテン、砒素、ボルテゾミブ、アロプリノール、ゲムツズマ
ブ、イブリツモマブチウキセタン、１３１トシツテマブ、タルグレチン、オゾガミン、ク
ラリスロマシン、ロイコボリン、イファスファミド、ケトコナゾール、アミノグルテチミ
ド、スラミン、メトトレキセート、Maytansinoidおよびその誘導体、などがあげられる。
【００８６】
　化学療法剤と抗体とを結合させる方法としては、グルタールアルデヒドを介して化学療
法剤と抗体のアミノ基間を結合させる方法、水溶性カルボジイミドを介して化学療法剤の
アミノ基と抗体のカルボキシル基を結合させる方法等があげられる。
　抗体医薬としては、抗体の結合によりアポトーシスが誘導される抗原、腫瘍の病態形成
に関わる抗原または免疫機能を調節する抗原、病変部位の血管新生に関与する抗原に対す
る抗体があげられる。
【００８７】
　抗体の結合によりアポトーシスが誘導される抗原としては、Cluster of differentiati
on（以下、CDと記載する）19、CD20、CD21、CD22、CD23、CD24、CD37、CD53、CD72、CD73
、CD74、CDw75、CDw76、CD77、CDw78、CD79a、CD79b、CD80 (B7.1)、CD81、CD82、CD83、
CDw84、CD85、CD86 (B7.2)、human leukocyte antigen（HLA）-Class II、EGFRなどがあ
げられる。
【００８８】
　腫瘍の病態形成に関わる抗原または免疫機能を調節する抗体の抗原としては、CD4、CD4
0、CD40リガンド、B7ファミリー分子(CD80、CD86、CD274、B7-DC、B7-H2、B7-H3、B7-H4)
、B7ファミリー分子のリガンド（CD28、CTLA-4、ICOS、PD-1、BTLA）、OX-40、OX-40リガ
ンド、CD137、tumor necrosis factor（TNF）受容体ファミリー分子(DR4、DR5、TNFR1、T
NFR2)、TNF-related apoptosis-inducing ligand receptor (TRAIL)ファミリー分子、TRA
ILファミリー分子の受容体ファミリー(TRAIL-R1、TRAIL-R2、TRAIL-R3、TRAIL-R4)、rece
ptor activator of nuclear factor kappa B ligand（RANK）、RANKリガンド、CD25、葉
酸受容体4、サイトカイン[interleukin-1α（以下、interleukinをILと記す)、IL-1β、I
L-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-13、transforming growth factor(TGF)β、TNFα等]、これ
らのサイトカインの受容体、ケモカイン（SLC、ELC、I-309、TARC、MDC、CTACK等）、こ
れらのケモカインの受容体があげられる。
【００８９】
　病変部位の血管新生を阻害する抗体の抗原としては、vascular endothelial growth fa
ctor（VEGF）、Angiopoietin、fibroblast growth factor（FGF）、EGF、platelet-deriv
ed growth factor (PDGF)、insulin-like growth factor（IGF）、erythropoietin（EPO
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）、TGFβ、IL-8、Ephilin、SDF-1など、およびこれらの受容体があげられる。
　免疫賦活剤としては、イムノアジュバントとして知られている天然物でもよく、具体例
としては、免疫を亢進する薬剤が、β(1→3)グルカン（レンチナン、シゾフィラン）、α
ガラクトシルセラミド(KRN7000)、菌体粉末（ピシバニール、BCG）、菌体抽出物（クレス
チン）があげられる。
【００９０】
　高分子の薬剤としては、ポリエチレングリコール（以下、PEGと表記する）、アルブミ
ン、デキストラン、ポリオキシエチレン、スチレンマレイン酸コポリマー、ポリビニルピ
ロリドン、ピランコポリマー、ヒドロキシプロピルメタクリルアミドなどがあげられる。
これらの高分子薬剤を抗体または抗体断片に結合させることにより、（１）化学的、物理
的あるいは生物的な種々の因子に対する安定性の向上、（２）血中半減期の顕著な延長、
（３）免疫原性の消失、抗体産生の抑制、などの効果が期待される［バイオコンジュゲー
ト医薬品、廣川書店（1993)］。例えば、PEGと抗体を結合させる方法としては、PEG化修
飾試薬と反応させる方法などがあげられる［バイオコンジュゲート医薬品、廣川書店（19
93）］。PEG化修飾試薬としては、リジンのε－アミノ基の修飾剤（特開昭61-178926）、
アスパラギン酸およびグルタミン酸のカルボキシル基の修飾剤（特開昭56-23587）、アル
ギニンのグアニジノ基の修飾剤（特開平2-117920）などがあげられる。
【００９１】
　サイトカインまたは増殖因子としては、NK細胞、マクロファージ、好中球などの細胞を
亢進するサイトカインまたは増殖因子であればいかなるものでもよいが、例えば、インタ
ーフェロン（以下、INFと記す）-α、INF-β、INF-γ、IL-2、IL-12、IL-15、IL-18、IL-
21、IL-23、顆粒球刺激因子(G-CSF)、顆粒球・マクロファージ刺激因子(GM-CSF)、マクロ
ファージ刺激因子(M-CSF)などがあげられる。
【００９２】
　毒素タンパク質としては、リシン、ジフテリアトキシン、ONTAKなどがあげられ、毒性
を調節するためにタンパク質に変異を導入したタンパク毒素も含まれる。
　放射性同位元素としては、131I、125I、90Y、64Cu、199Tc、77Lu、211At等があげられ
る。放射性同位元素は、クロラミンT法等によって抗体に直接結合させることができる。
また、放射性同位元素をキレートする物質を抗体に結合させてもよい。キレート剤として
は、methylbenzyldiethylene- triaminepentaacetic acid (MX-DTPA)などがあげられる。
【００９３】
　本発明においては、本発明で用いられる抗体と、1つ以上の他の薬剤と組み合わせて投
与することや、または放射線照射とを組み合わせることもできる。他の薬剤としては、上
述の化学療法剤、抗体医薬、免疫賦活剤、サイトカインまたは増殖因子などがあげられる
。
　放射線照射としては、X線、γ線などの光子（電磁波）照射、電子線、陽子線、重粒子
線などの粒子線照射などが含まれる。
【００９４】
　組み合わせて投与する方法としては、本発明で用いられる抗体との同時投与でもよいし
、また、本発明で用いられる抗体の投与と前後して投与しても構わない。
　本発明の検出方法、定量方法、検出試薬、定量試薬または診断薬は、特定の標識体を本
発明の抗体に標識して用いる方法があげられる。標識体としては、通常の免疫学的検出ま
たは測定法で用いられる標識体があげられ、アルカリフォスファターゼ、ペルオキシダー
ゼ、ルシフェラーゼなどの酵素、アクリジニウムエステル、ロフィンなどの発光物質、フ
ルオレシン・イソチアネート（FITC）、RITCなどの蛍光物質などがあげられる。
【００９５】
　本発明のCLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつ該細胞外領域に結合す
るモノクローナル抗体、およびCLND4の細胞外領域に結合し、CLDN4中和活性を有するモノ
クローナル抗体には、CLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつCLDN4細胞外
領域に結合するモノクローナル抗体であって、CLDN3遺伝子によりコードされるポリペプ
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チド（以下、CLDN3にコードされるポリペプチドを、CLDN3と略記することもある）の細胞
外領域の立体構造を特異的に認識し、かつCLDN3の細胞外領域に結合するモノクローナル
抗体、およびCLDN4の細胞外領域に特異的に結合し、かつCLDN4中和活性を有するモノクロ
ーナル抗体であって、CLDN3の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつCLDN3細胞外
領域に結合するモノクローナル抗体を包含する。
【００９６】
　CLDN3の細胞外領域とは、例えば配列番号26で示される該ポリペプチドのアミノ酸配列
を公知の膜貫通領域予測プログラムSOSUI(http://sosui.proteome.bio.tuat.ac.jp/sosui
FRame0.html)、予測プログラムTMHMM ver.2(http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM-2.0
/)またはExPASy Proteomics Server(http://Ca.expasy.org/）などを用いて予測された領
域があげられる。
【００９７】
　本発明におけるCLDN3遺伝子によりコードされるポリペプチドの細胞外領域の具体例と
しては、ExPASy Proteomics Server(http://Ca.expasy.org/）において予測される細胞外
ドメインの30～80番目および137～159番目、もしくは文献［Cancer Immunol. Immunother
.,54,431-445(2005)]で予測される細胞外ドメインの27～75番目および140～158番目に相
当する領域があげられる。
【００９８】
　本発明のCLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつCLDN4細胞外領域に結合
するモノクローナル抗体であって、CLDN3の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、か
つCLDN3の細胞外領域に結合するモノクローナル抗体としては、CLDN3とCDLN4の両方の細
胞外領域の立体構造を特異的に認識でき、両方の細胞外領域に結合できるモノクローナル
抗体であればいかなるものでもよく、例えばハイブリドーマKM3907から産生される抗CLDN
4モノクローナル抗体KM3907があげられる。
【００９９】
　また、本発明のCLDN4の細胞外領域に特異的に結合し、かつCLDN4中和活性を有するモノ
クローナル抗体であって、CLDN3の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつCLDN3細
胞外領域に結合するモノクローナル抗体としては、CLDN3の細胞外領域の立体構造を特異
的に認識でき、かつCLDN3とCLDN4の両方の細胞外領域に結合でき、CLDN4中和活性を有す
るモノクローナル抗体であればいかなるものでもよく、例えばハイブリドーマKM3907から
産生される抗CLDN4モノクローナル抗体KM3907があげられる。ハイブリドーマKM3907は平
成19年7月31日付でブダペスト条約に基づき独立行政法人産業技術総合研究所　特許生物
寄託センター（日本国茨城県つくば市東１丁目１番地１　中央第６）にFERM BP-10885と
して寄託されている。
【０１００】
　本発明のCLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつCLDN4細胞外領域に結合
するモノクローナル抗体であって、CLDN3の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、か
つCLDN3の細胞外領域に結合するモノクローナル抗体は、上記CLDN4の細胞外領域の立体構
造を特異的に認識し、かつCLDN4細胞外領域に結合するモノクローナル抗体の中から、更
にCLDN3の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつCLDN3の細胞外領域に結合するモ
ノクローナ抗体を選択することにより作製することができる。
【０１０１】
　本発明のCLDN4の細胞外領域に特異的に結合し、かつCLDN4中和活性を有するモノクロー
ナル抗体であって、CLDN3の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつCLDN3細胞外領
域に結合するモノクローナル抗体は、上記CLDN4の細胞外領域に特異的に結合し、かつCLD
N4中和活性を有するモノクローナル抗体の中から、更にCLDN3の細胞外領域の立体構造を
特異的に認識し、かつCLDN3細胞外領域に結合するモノクローナル抗体を選択することに
より作製することができる。
【０１０２】
　CLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつCLDN4細胞外領域に結合する遺伝



(29) JP WO2008/114733 A1 2008.9.25

10

20

30

40

50

子組換え抗体であって、CLDN3の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、CLDN3細胞外領
域に結合する遺伝子組換え抗体、およびCLDN4の細胞外領域に特異的に結合し、かつCLDN4
中和活性を有する遺伝子組換え抗体であって、CLDN3の細胞外領域の立体構造を特異的に
認識し、CLDN3細胞外領域に結合する遺伝子組換え抗体は、上記のCLDN4の細胞外領域の立
体構造を認識し、かつCLDN4の細胞外領域に結合する遺伝子組換え抗体、またはCLDN4の細
胞外領域に特異的に結合し、かつCLDN4中和活性を有する遺伝子組換え抗体と同様にして
、作製することができる。
【０１０３】
　本発明のCLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつCLDN4細胞外領域に結合
する遺伝子組換え抗体であって、CLDN3の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、CLDN3
の細胞外領域に結合する遺伝子組換え抗体の具体例としては、抗体VHのCDR1、CDR2および
CDR3が、それぞれ配列番号59、60および61で示されるアミノ酸配列を含む遺伝子組換え抗
体、抗体VLのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号62、63および64で示されるアミ
ノ酸配列を含む遺伝子組換え抗体、抗体VHのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号
59、60および61を含み、抗体VLのCDR1、CDR2およびCDR3が、それぞれ配列番号62、63およ
び64で示されるアミノ酸配列を含む遺伝子組換え抗体、CLDN4の細胞外領域への結合にお
いて抗CLDN4モノクローナル抗体KM3907と競合する遺伝子組換え抗体、モノクローナル抗
体KM3907が認識するCLDN4の細胞外領域に存在するエピトープに結合する遺伝子組換え抗
体、抗体のVHが配列番号56で示されるアミノ酸配列の20～138番目のアミノ酸配列および
／または抗体のVLが配列番号58で示されるアミノ酸配列の23～130番目のアミノ酸配列を
含む、遺伝子組換え抗体も包含される。
【０１０４】
　以下に、本発明の抗体の製造方法について、具体的に説明する。
　１．モノクローナル抗体の製造方法
　（１）抗原の調製
　下記に記載の方法により、CLDN4全長またはその部分長をコードするcDNAを含む発現ベ
クターを大腸菌、酵母、昆虫細胞、動物細胞等に導入することにより、抗原となるCLDN4
もしくはCLDN4を発現させた細胞を得ることができる。また、CLDN4を多量に発現している
各種ヒト腫瘍培養細胞、ヒト組織などからCLDN4を精製したり、そのものを抗原とするこ
ともできる。さらに、CLDN4の部分配列を有する合成ペプチドを調製し、抗原に用いるこ
ともできる。
【０１０５】
　本発明で用いられるポリペプチドとしては、Molecular Cloning，A Laboratory Manual
,Second Edition,Cold Spring Harbor Laboratory Press (1989)やCurrent Protocols in
 Molecular Biology,John Wiley&Sons(1987-1997)などに記載された方法等を用い、例え
ば以下の方法により、これをコードするDNAを宿主細胞中で発現させて、製造することが
できる。
【０１０６】
　まず、全長cDNAを適当な発現ベクターのプロモーターの下流に挿入することにより、組
換えベクターを作製する。この際もし必要であれば、全長cDNAをもとにしてポリペプチド
をコードする部分を含む適当な長さのDNA断片を調製し、上記全長cDNAの代わりに該DNA断
片を使用してもよい。次いで、該組換えベクターを、該発現ベクターに適合した宿主細胞
に導入することにより、ポリペプチドを生産する形質転換体を得ることができる。
【０１０７】
　宿主細胞としては、大腸菌、動物細胞等、目的とする遺伝子を発現できるものであれば
いずれをも用いることができる。
　発現ベクターとしては、使用する宿主細胞において自律複製可能又は染色体中への組込
が可能で、ポリペプチドをコードするDNAを転写できる位置に適当なプロモーターを含有
しているものが用いられる。
【０１０８】
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　大腸菌等の原核生物を宿主細胞として用いる場合には、本発明において用いられるポリ
ペプチドをコードするDNAを含有してなる組換えベクターは、原核生物中で自律複製可能
であると同時に、プロモーター、リボソーム結合配列、本発明において用いられるDNA及
び転写終結配列を含むベクターであることが好ましい。該組換えベクターは、さらに、プ
ロモーターを制御する遺伝子を含んでいてもよい。
【０１０９】
　発現ベクターとしては、例えば、pBTrp2、pBTac1、pBTac2（いずれもRoche Diagnostic
s社製）、pKK233―2 （Pharmacia社製）、pSE280 （Invitrogen社製）、pGEMEX-1 （Prom
ega社製）、pQE-8 （QIAGEN社製）、pKYP10 （特開昭58-110600）、pKYP200 ［Agricultu
ral Biological Chemistry,48,669 (1984）］、pLSA1 [Agric.Biol.Chem.,53,277 (1989)
]、pGEL1 [Proc.Natl.Acad.Sci.USA,82,4306 (1985)]、pBluescript II SK(-)(Stratagen
e社製）、pTrs30 ［大腸菌JM109/pTrS30 (FERM BP-5407)より調製］、pTrs32[大腸菌 JM1
09/pTrS32 (FERM BP-5408)より調製]、pGHA2 [大腸菌 IGHA2(FERM BP-400)より調製、特
開昭60-221091]、pGKA2[大腸菌 IGKA2(FERM BP-6798)より調製、特開昭60-221091］、pTe
rm2 (US4686191,US4939094,US5160735)、pSupex、pUB110、pTP5、pC194、pEG400[J.Bacte
riol.,172,2392 (1990)]、pGEX(Pharmacia社製)、pETシステム （Novagen社製）、pME18S
FL3等を挙げることができる。
【０１１０】
　プロモーターとしては、使用する宿主細胞中で機能を発揮できるものであればいかなる
ものでもよい。例えば、trpプロモーター（Ptrp）、lacプロモーター、PLプロモーター、
PRプロモーター、T7プロモーター等の、大腸菌やファージ等に由来するプロモーターを挙
げることができる。また、Ptrpを2つ直列させたタンデムプロモーター、tacプロモーター
、lac T7プロモーター、let Iプロモーター等のように、人為的に設計改変されたプロモ
ーター等も用いることができる。
【０１１１】
　また、上記組換えベクターとしては、リボソーム結合配列であるシャイン・ダルガルノ
（Shine-Dalgarno）配列と開始コドンとの間を適当な距離（例えば6～18塩基）に調節し
たプラスミドを用いることが好ましい。本発明において用いられるポリペプチドをコード
するDNAの塩基配列においては、宿主内での発現に最適なコドンとなるように塩基を置換
することができ、これにより、目的とするポリペプチドの生産率を向上させることができ
る。さらに、上記組換えベクターにおける遺伝子の発現には転写終結配列は必ずしも必要
ではないが、構造遺伝子の直下に転写終結配列を配置することが好ましい。
【０１１２】
　宿主細胞としては、エシェリヒア属等に属する微生物、例えば、大腸菌 XL1-Blue、大
腸菌 XL2-Blue、大腸菌 DH1、大腸菌 MC1000、大腸菌 KY3276、大腸菌 W1485、大腸菌 JM
109、大腸菌 HB101、大腸菌 No.49、大腸菌 W3110、大腸菌 NY49、大腸菌 DH5α等を挙げ
ることができる。
　組換えベクターの導入方法としては、上記宿主細胞へDNAを導入する方法であればいず
れも用いることができ、例えば、カルシウムイオンを用いる方法［Proc.Natl.Acad.Sci.U
SA,69,2110 (1972)]、Gene,17,107(1982)やMolecular&General Genetics,168,111 (1979)
に記載の方法等を挙げることができる。
【０１１３】
　動物細胞を宿主として用いる場合には、発現ベクターとして、例えば、pcDNAI、pcDM8 
（フナコシ社より市販）、pAGE107 ［特開平3-22979；Cytotechnology,3,133,(1990)]、p
AS3-3 （特開平2-227075）、pCDM8 ［Nature,329,840,(1987)］、pcDNAI/Amp （Invitrog
en社製）、pcDNA3.1（Invitrogen社製）、pREP4 （Invitrogen社製）、pAGE103［J.Bioch
emistry,101,1307(1987)］、pAGE210、pME18SFL3、pKANTEX93 ［WO97/10354］などを挙げ
ることができる。
【０１１４】
　プロモーターとしては、動物細胞中で機能を発揮できるものであればいずれも用いるこ
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とができ、例えば、サイトメガロウイルス（CMV）のIE（immediate early）遺伝子のプロ
モーター、SV40の初期プロモーター、レトロウイルスのプロモーター、メタロチオネイン
プロモーター、ヒートショックプロモーター、SRαプロモーター、モロニーマウス白血病
ウイルス（moloney murine leukemia virus）のプロモーターおよびエンハンサー等を挙
げることができる。また、ヒトCMVのIE遺伝子のエンハンサーをプロモーターと共に用い
てもよい。
【０１１５】
　宿主細胞としては、ヒトの細胞であるナマルバ（Namalwa）細胞、サルの細胞であるCOS
細胞、チャイニーズ・ハムスターの細胞であるCHO細胞、HBT5637（特開昭63-299）等を挙
げることができる。
　組換えベクターの導入方法としては、動物細胞にDNAを導入する方法であればいずれも
用いることができ、例えば、エレクトロポレーション法［Cytotechnology,3,133(1990)]
、リン酸カルシウム法（特開平2-227075）、リポフェクション法［Proc.Natl.Acad.Sci.U
SA,84,7413(1987)］などを挙げることができる。
【０１１６】
　遺伝子の発現方法としては、直接発現以外に、Molecular Cloning，A Laboratory Manu
al,Second Edition,Cold Spring Harbor Laboratory Press (1989)に記載されている方法
等に準じて、分泌生産、融合蛋白質発現等を行うことができる。真核生物由来の細胞で発
現させた場合には、糖あるいは糖鎖が付加されたポリペプチドを得ることができる。
　以上のようにして得られる形質転換体を培地に培養し、培養物中に該ポリペプチドを生
成蓄積させ、該培養物から採取することにより、ポリペプチドを製造することができる。
該形質転換体を培地に培養する方法は、宿主の培養に用いられる通常の方法に従って行う
ことができる。
【０１１７】
　プロモーターとして誘導性のプロモーターを用いた組換えベクターで形質転換した微生
物を培養するときには、必要に応じてインデューサーを培地に添加してもよい。例えば、
lacプロモーターを用いた組換えベクターで形質転換した微生物を培養するときにはイソ
プロピル－β-D-チオガラクトピラノシド等を、trpプロモーターを用いた組換えベクター
で形質転換した微生物を培養するときにはインドールアクリル酸等を培地に添加してもよ
い。
【０１１８】
　動物細胞を宿主として得られた形質転換体を培養する培地としては、一般に使用されて
いるRPMI1640培地［The Journal of the American Medical Association,199,519(1967)
］、EagleのMEM培地［Science,122,501(1952)］、ダルベッコ改変MEM培地［Virology,8,3
96(1959)］、199培地［Proc.Soc.Exp.Biol.Med.,73,1 (1950)］又はこれら培地にFCS等を
添加した培地等を用いることができる。培養は、通常pH6～8、30～40℃、5 % CO2存在下
等の条件下で1～7日間行う。また、培養中必要に応じて、カナマイシン、ペニシリン等の
抗生物質を培地に添加してもよい。
【０１１９】
　上記のとおり、本発明において用いられるポリペプチドをコードするDNAを組み込んだ
組換えベクターを保有する微生物、動物細胞等由来の形質転換体を、通常の培養方法に従
って培養して該ポリペプチドを生成蓄積させ、該培養物より採取することにより、本発明
において用いられるポリペプチドを製造することができる。
　遺伝子の発現方法としては、直接発現以外に、Molecular Cloning, A Laboratory Manu
al, Second Edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press (1989)に記載されている方
法等に準じて、分泌生産、融合蛋白質発現等を行うことができる。 
【０１２０】
　ポリペプチドの生産方法としては、宿主細胞内に生産させる方法、宿主細胞外に分泌さ
せる方法、及び宿主細胞外膜上に生産させる方法があり、使用する宿主細胞や、生産させ
るポリペプチドの構造を変えることにより、適切な方法を選択することができる。
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　ポリペプチドが宿主細胞内又は宿主細胞外膜上に生産される場合、ポールソンらの方法
［Ｊ．Biol.Chem.,264,17619(1989)]、ロウらの方法[Proc.Natl.Acad.Sci.,USA,86,8227(
1989)、Genes Develop.,4,1288(1990)]、又は特開平05-336963、WO94/23021等に記載の方
法を用いることで、該遺伝子産物を宿主細胞外に分泌させることができる。
【０１２１】
　また、特開平2-22707５に記載されている方法に準じて、ジヒドロ葉酸還元酵素遺伝子
等を用いた遺伝子増幅系を利用して生産量を上昇させることもできる。
　ポリペプチドは、例えば、以下のようにして単離・精製することができる。
　ポリペプチドが細胞内に溶解状態で発現した場合には、培養終了後に細胞を遠心分離に
より回収し、水系緩衝液に懸濁後、超音波破砕機、フレンチプレス、マントンガウリンホ
モゲナイザー、ダイノミル等により細胞を破砕し、無細胞抽出液を得る。該無細胞抽出液
を遠心分離することにより得られる上清から、通常の酵素の単離精製法、即ち、溶媒抽出
法、硫安等による塩析法、脱塩法、有機溶媒による沈殿法、ジエチルアミノエチル（DEAE
）－セファロース、DIAION HPA-75（三菱化学社製）等のレジンを用いた陰イオン交換ク
ロマトグラフィー法、S-Sepharose FF（Pharmacia社製）等のレジンを用いた陽イオン交
換クロマトグラフィー法、ブチルセファロース、フェニルセファロース等のレジンを用い
た疎水性クロマトグラフィー法、分子篩を用いたゲルろ過法、アフィニティークロマトグ
ラフィー法、クロマトフォーカシング法、等電点電気泳動等の電気泳動法等の手法を単独
又は組み合わせて用い、精製標品を得ることができる。
【０１２２】
　また、ポリペプチドが細胞内に不溶体を形成して発現した場合は、同様に細胞を回収後
破砕し、遠心分離を行うことにより、沈殿画分として該ポリペプチドの不溶体を回収する
。回収した該ポリペプチドの不溶体を蛋白質変性剤で可溶化する。該可溶化液を希釈又は
透析することにより、該ポリペプチドを正常な立体構造に戻した後、上記と同様の単離精
製法によりポリペプチドの精製標品を得ることができる。
【０１２３】
　ポリペプチド又はその糖修飾体等の誘導体が細胞外に分泌された場合には、培養上清に
おいて該ポリペプチド又はその糖修飾体等の誘導体を回収することができる。即ち、該培
養上清を上記と同様の遠心分離等の手法により処理することにより可溶性画分を取得し、
該可溶性画分から、上記と同様の単離精製法を用いることにより、精製標品を得ることが
できる。
【０１２４】
　また、本発明において用いられるポリペプチドは、Fmoc法（フルオレニルメチルオキシ
カルボニル法）、tBoc法（ｔ－ブチルオキシカルボニル法）等の化学合成法によっても製
造することができる。また、Advanced ChemTech社、パーキン・エルマー社、Pharmacia社
、Protein Technology Instrument社、Synthecell-Vega社、PerSeptive社、島津製作所等
のペプチド合成機を利用して化学合成することもできる。
【０１２５】
　（２）動物の免疫と抗体産生細胞の調製
　3～20週令のマウス、ラットまたはハムスターに上記のように調製した抗原を免疫して
、その動物の脾臓、リンパ節、末梢血中の抗体産生細胞を採取する。また、免疫原性が低
く上記の動物で充分な抗体価の上昇が認められない場合には、CLDN4ノックアウトマウス
を被免疫動物として用いる方法もある。
【０１２６】
　免疫は、動物の皮下あるいは静脈内あるいは腹腔内に、適当なアジュバント［例えば、
フロインドの完全アジュバント（Complete FReund's Adjuvant）や水酸化アルミニウムゲ
ルと百日咳菌ワクチンなど］とともに抗原を投与することにより行う。抗原が部分ペプチ
ドである場合には、BSA（ウシ血清アルブミン）やKLH（Keyhole Limpet Hemocyanin）な
どのキャリア蛋白質とコンジュゲートを作製し、これを免疫原として用いる。
【０１２７】
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　抗原の投与は、１回目の投与の後1～2週間おきに5～10回行う。各投与後3～7日目に眼
底静脈叢より採血し、その血清が抗原と反応することを酵素免疫測定法［Antibodies - A
 Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory, 1988]などで調べる。免疫に用い
た抗原に対し、その血清が十分な抗体価を示したマウス、ラットまたはハムスターを脾臓
細胞の供給源として提供する。
【０１２８】
　脾臓細胞と骨髄腫細胞の融合に供するにあたって、抗原物質の最終投与後3～7日目に、
免疫したマウス、ラットまたはハムスターより脾臓を摘出し、脾臓細胞を採取する。脾臓
をMEM培地（日水製薬社製）中で細断し、ピンセットでほぐし、遠心分離（1200rpm、5分
間）した後、上清を捨て、トリス－塩化アンモニウム緩衝液（pH7.65）で1～2分間処理し
赤血球を除去し、MEM培地で3回洗浄して融合用脾臓細胞として提供する。
【０１２９】
　（３）骨髄腫細胞の調製
　骨髄腫細胞としては、マウスから得られた株化細胞を使用する。たとえば、８－アザグ
アニン耐性マウス（BALB/c由来）骨髄腫細胞株P3-X63Ag8-U1（P3-U1）［Current Topics 
in Microbiology and Immunology,18,1(1978)］、P3-NS1/1-Ag41(NS-1)［European J. Im
munology,6,511(1976)］、　SP2/O -Ag14(SP-2)[Nature,276,269(1978)］、P3-X63-Ag865
3(653)［J.Immunology,123,1548(1979)］、P3-X63-Ag8(X63)［Nature, 256,495(1975)］
などが用いられる。これらの細胞株は、８－アザグアニン培地［RPMI-1640培地にグルタ
ミン（１．５ mM）　、２－メルカプトエタノール（5×10-5M）、ジェンタマイシン（10
μg/mL）　および牛胎児血清（FCS）を加えた培地（以下、正常培地という。）に、さら
に８－アザグアニン（15μg/mL）を加えた培地〕で継代するが、細胞融合の3～4日前に正
常培地に継代し、融合当日２×１０７個以上の細胞数を確保する。
【０１３０】
　（４）細胞融合
　前述した抗体産生細胞と骨髄腫細胞をMEM培地またはPBS（リン酸二ナトリウム1.83 g、
リン酸一カリウム0.21 g、食塩7.65 g、蒸留水１リットル、pH7.2）でよく洗浄し、細胞
数が、抗体産生細胞：骨髄腫細胞＝5～10:1になるよう混合し、遠心分離（1200 rpm、5分
間）した後、上清を捨て、沈澱した細胞群をよくほぐした後、攪拌しながら、37℃で、ポ
リエチレングライコール－１０００（PEG-1000）2 g、MEM 2 mLおよびジメチルスルホキ
シド 0.7 mLの混液 0.2～1 mL/108抗体産生細胞を加え、1～2分間毎にMEM培地1～2 mLを
数回加えた後、MEM培地を加えて全量が50 mLになるようにする。遠心分離（900 rpm、５
分間）後、上清を捨て、ゆるやかに細胞をほぐした後、メスピペットによる吸込み、吹出
しでゆるやかに細胞をHAT培地［正常培地にヒポキサンチン（10-4 mol/L）、チミジン（1
.5×10-5mol/L）およびアミノプテリン（4×10-7 mol/L）を加えた培地］100 mL中に懸濁
する。この懸濁液を96穴培養用プレートに100μL/ウェルずつ分注し、5％ CO2インキュベ
ーター中、37℃で7～14日間培養する。
【０１３１】
　培養後、培養上清の一部をとり後で述べるバインディングアッセイなどにより、本発明
において用いられるポリペプチドを含む抗原に反応し、ポリペプチドを含まない抗原に反
応しないものを選択する。
　また、ついで、限界希釈法によりクローニングを２回繰り返し［１回目は、HT培地（HA
T培地からアミノプテリンを除いた培地）、２回目は、正常培地を使用する］、安定して
強い抗体価の認められたものをモノクローナル抗体産生ハイブリドーマ株として選択する
。
【０１３２】
　（５）モノクローナル抗体の調製
　プリスタン処理［２，６，１０，１４－テトラメチルペンタデカン（Pristane）0.5 mL
を腹腔内投与し、２週間飼育する］した8～10週令のマウスまたはヌードマウスに、（４
）で得られた抗CLDN4モノクローナル抗体産生ハイブリドーマ細胞2×106～5×107　細胞
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／匹を腹腔内注射する。10～21日でハイブリドーマは腹水癌化する。このマウスから腹水
を採取し、遠心分離（3,000 rpm、5分間）して固形分を除去後、40～50 ％ 硫酸アンモニ
ウムで塩析した後、カプリル酸沈殿法、DEAE－セファロースカラム、プロテインＡ－カラ
ムあるいはゲル濾過カラムによる精製を行ない、IgGあるいは、IgM画分を集め、精製モノ
クローナル抗体とする。
【０１３３】
　抗体のサブクラスの決定は、サブクラスタイピングキットを用いて酵素免疫測定法によ
り行う。蛋白量の定量は、ローリー法および280 nmでの吸光度より算出する。
　（６）バインディングアッセイ
　抗原としては、本項（１）に記載の方法により、本発明において用いられるCLDN4ポリ
ペプチドをコードするcDNAを含む発現ベクターを大腸菌、酵母、昆虫細胞、動物細胞等に
導入して得た遺伝子導入細胞やリコンビナント蛋白質、あるいはヒト組織から得た精製ポ
リペプチドや部分ペプチドを用いる。抗原が部分ペプチドである場合には、BSA（ウシ血
清アルブミン）やKLH（Keyhole Limpet hemocyanin）などのキャリア蛋白質とコンジュゲ
ートを作製して、これを用いる。
【０１３４】
　これら抗原を96穴プレートに分注し固層化した後、第１抗体として、被免疫動物血清、
モノクローナル抗体を産生するハイブリドーマの培養上清もしくは精製抗体を分注して反
応させる。PBSまたはPBS-0.05%Tweenで、よく洗浄した後、第２抗体としてビオチン、酵
素、化学発光物質あるいは放射線化合物等で標識した抗イムノグロブリン抗体を分注して
反応させる。PBS-Tweenでよく洗浄した後、第２抗体の標識物質に応じた反応を行なう。
【０１３５】
　CLDN4の細胞外領域への結合について取得したモノクローナル抗体と競合する抗体は、
上述のバインティングアッセイ系に、被検抗体を添加して反応させることで取得できる。
すなわち、被検抗体を加えた時にモノクローナル抗体の結合が阻害される抗体をスクリー
ニングすることにより、CLDN4の細胞外領域への結合について取得したモノクローナル抗
体と競合するモノクローナル抗体を取得することができる。
【０１３６】
　（７）CLDN4の機能阻害アッセイ
　評価細胞として、（１）に記載の方法により、本発明において用いられるCLDN4ポリペ
プチドをコードするcDNAを含む発現ベクターを動物細胞等に導入して得た遺伝子導入細胞
、あるいはCLDN4を発現している正常細胞や癌細胞を用いる。
　CLDN4の機能であるTJの形成を本発明の抗体または該抗体断片が阻害する活性を評価す
る方法としては、CLDN4を発現している正常細胞や癌細胞に抗体または該抗体断片を反応
させ、細胞間で形成されるTJの形成が阻害されることを、電子顕微鏡等を用いて観察する
方法、細胞間接着領域におけるCLDN4の発現が抑制されることを免疫染色法やウエスタン
ブロッティング法等を用いて評価する方法などが挙げられる[J.Cell.Biol.,147,195(1999
)]。
【０１３７】
　本発明の抗体または該抗体断片が、CLDN4の機能である上皮バリアー機能を阻害する活
性を、評価する方法としては、CLDN4を発現している正常細胞や癌細胞に対して抗体また
は該抗体断片を反応させ、Transepithelial electric resistanceが低下することを測定
する方法、細胞間間隙を介した物質の透過性が亢進していることを、適当なトレーサー（
例えばFITC-Dextranなど）を用いて測定する方法などが挙げられる [J.Cell.Biol.,147,1
95(1999)]。
【０１３８】
　本発明の抗体または該抗体断片が、CLDN4の機能である癌細胞の腫瘍形成能、浸潤能、
転移能などを阻害する活性を、評価するアッセイ方法としては、これらの細胞に抗体また
は該抗体断片を反応させ、ウーンドヒーリング法［Methods.Mol.Biol,96,177(1999)]、軟
寒天培地内コロニー形成法［Proc.Natl.Acad.Sci.USA,72,4435(1975)］、インベージョン
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アッセイやマイグレーションアッセイなどのトランスウェル法［J.Exp.Med,115,453(1962
)］などを用いて測定する方法があげられる。
【０１３９】
　以上の方法を用いて、本発明の抗体または該抗体断片のCLDN4中和活性を評価すること
ができる。
　（８）CLDN3およびCLDN4両方に反応するモノクローナル抗体の作製
　CLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、CLDN4の細胞外領域に結合し、かつCL
DN3の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、CLDN3の細胞外領域に結合するモノクロー
ナル抗体または該抗体断片、およびCLDN4の細胞外領域に特異的に結合し、CLDN4中和活性
を有し、かつCLDN3の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、CLDN3細胞外領域に結合す
るモノクローナル抗体または該抗体断片は、上記1-(6)記載と同様にして、CLDN4発現細胞
、CLDN4リコンビナントタンパク質、ヒト組織から得た精製CLDN4ポリペプチドやCLDN4部
分ペプチド等に反応するモノクローナル抗体を選択し、そのモノクローナル抗体からCLDN
3発現細胞、CLDN3リコンビナントタンパク質、ヒト組織から得た精製CLDN3ポリペプチド
やCLDN3部分ペプチド等に反応するモノクローナル抗体を選択することで、作製すること
ができる。
【０１４０】
　２．遺伝子組換え抗体の作製
　遺伝子組換え抗体の作製例として、以下にヒト型キメラ抗体およびヒト化抗体の作製方
法を示す。
　（１）　遺伝子組換え抗体発現用ベクターの構築
　遺伝子組換え抗体発現用ベクターとは、ヒト抗体のCHおよびCLをコードするDNAが組み
込まれた動物細胞用発現ベクターであり、動物細胞用発現ベクターにヒト抗体のCHおよび
CLをコードするDNAをそれぞれクローニングすることにより構築することができる。
【０１４１】
　ヒト抗体のC領域は任意のヒト抗体のCHおよびCL用いることができる。例えば、ヒト抗
体のγ１サブクラスのCHおよびκクラスのCLなどがあげられる。ヒト抗体のCHおよびCLを
コードするDNAとしてはエキソンとイントロンからなる染色体DNAを用いることも、cDNAを
用いることもできるが、cDNAを用いるのが好ましい。動物細胞用発現ベクターとしては、
ヒト抗体のC領域をコードする遺伝子を組込み発現できるものであればいかなるものでも
用いることができる。例えば、pAGE107［Cytotechnol.,3,133(1990)］、pAGE103［J.Bioc
hem.,101,1307(1987)〕、pHSG274[Gene,27,223(1984)]、pKCR[Proc.Natl.Acad.Sci.USA,7
8,1527(1981)]、pSG1bd2-4[Cytotechnol.,4,173(1990)]、pSE1UK1Sed1-3[Cytotechnol.,1
3,79(1993)〕などがあげられる。動物細胞用発現ベクターに用いるプロモーターとエンハ
ンサーとしては、SV40の初期プロモーター[J.Biochem.,101,1307(1987)]、モロニーマウ
ス白血病ウイルスのLTR[Biochem.Biophys.Res.Commun.,149,960(1987)〕、免疫グロブリ
ンH鎖のプロモーター［Cell,41,479(1985)]とエンハンサー [Cell,33,717(1983)］などが
あげられる。
【０１４２】
　遺伝子組換え抗体発現用ベクターは、抗体H鎖およびL鎖が別々のベクター上に存在する
タイプ、あるいは同一のベクター上に存在するタイプ（タンデム型）のどちらでも用いる
ことができるが、遺伝子組換え抗体発現ベクターの構築の容易さ、動物細胞への導入の容
易さ、動物細胞内での抗体H鎖およびL鎖の発現量のバランスが均衡するなどの点からタン
デム型の遺伝子組換え抗体発現用ベクターの方が好ましい[J.Immunol.Methods,167,271(1
994)]。タンデム型の遺伝子組換え抗体発現用ベクターとしては、pKANTEX93［WO97/10354
]、pEE18[Hybridoma,17,559(1998)]などがあげられる。
【０１４３】
　（２）ヒト以外の動物由来の抗体のV領域をコードするcDNAの取得およびアミノ酸配列
の解析
　非ヒト抗体のVH及びVLをコードするcDNAは以下の様にして取得することができる。
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　非ヒト抗体を産生するハイブリドーマ細胞よりmRNAを抽出し、cDNAを合成する。合成し
たcDNAをファージ或いはプラスミドなどのベクターにクローニングしてcDNAライブラリー
を作製する。該ライブラリーより、非ヒト抗体のC領域部分或いはV領域部分をコードする
DNAをプローブとして用い、VHまたはVLをコードするcDNAを有する組換えファージ或いは
組換えプラスミドをそれぞれ単離する。組換えファージ或いは組換えプラスミド上の目的
とする非ヒト抗体のVHまたはVLの全塩基配列をそれぞれ決定し、塩基配列よりVHまたはVL
の全アミノ酸配列をそれぞれ推定する。
【０１４４】
　ヒト以外の動物としては、マウス、ラット、ハムスター、ラビットなどのハイブリドー
マ細胞を作製することが可能であれば、いかなるものも用いることができる。
　ハイブリドーマ細胞から全RNAを調製する方法としては、チオシアン酸グアニジン－ト
リフルオロ酢酸セシウム法［Methods in Enzymol.,154,3(1987)］等、またキットとして
はRNA easy kit（QIAGEN社製）等が挙げられる。全RNAからmRNAを調製する方法としては
、オリゴ（dT）固定化セルロースカラム法［Molecular Cloning, A Laboratory Manual, 
Second Edition(Cold Spring Harbor Laboratory Press,1989)］等、またキットとしては
OligoTM-dT30<Super>mRNA Purification Kit（Takara社製）等があげられる。ハイブリド
ーマ細胞からmRNAを調製するキットとしては、Fast Track mRNA Isolation Kit（Invitro
gen社製）、Quick Prep mRNA Purification Kit（Pharmacia社製）等があげられる。
【０１４５】
　cDNAの合成及びcDNAライブラリー作製法としては、常法［Molecular Cloning, A Labor
atory Manual, Second Edition(Cold Spring Harbor Laboratory Press,1989)；Current 
Protocols in Molecular Biology], Supplement 1-34]、或いは市販のキット、例えば、S
uper ScriptTM Plasmid System for cDNA Synthesis and Plasmid Cloning(Invitrogen社
製）やZAP-cDNA Synthesis Kit(Stratagene社製）を用いる方法等があげられる。
【０１４６】
　cDNAライブラリーの作製の際、ハイブリドーマ細胞から抽出したmRNAを鋳型として合成
したcDNAを組み込むベクターは、該cDNAを組み込めるベクターであればいかなるものでも
用いることができる。例えば、ZAP Express[Strategies,5,58(1992)］、pBluescript II 
SK(+)[Nucleic Acids Research,17,9494(1989)]、λZAPII（Stratagene社製）、λgt10、
λgt11［DNA Cloning:A Practical Approach,I,49(1985)］、Lambda BlueMid（Clontech
社製）、λExCell、pT7T3 18U（Pharmacia社製）、pcD2［Mol.Cell.Biol.,3,280 (1983)
］及びpUC18[Gene,33,103(1985)］等が用いられる。
【０１４７】
　ファージ或いはプラスミドベクターにより構築されるcDNAライブラリーを導入する大腸
菌としては該cDNAライブラリーを導入、発現及び維持できるものであればいかなるもので
も用いることができる。例えば、XL1-Blue MRF’[Strategies,5,81(1992)]、C600[Geneti
cs,39,440(1954)]、Y1088、Y1090[Science,222,778(1983)]、NM522[J.Mol.Biol.,166,1(1
983)]、K802[J.Mol.Biol.,16,118(1966)]及びJM105[Gene,38,275(1985)]等が用いられる
。
【０１４８】
　cDNAライブラリーからの非ヒト抗体のVHまたはVLをコードするcDNAクローンの選択法と
しては、アイソトープ或いは蛍光標識したプローブを用いたコロニー・ハイブリダイゼー
ション法或いはプラーク・ハイブリダイゼーション法[Molecular Cloning, A Laboratory
 Manual, Second Edition(Cold Spring Harbor Laboratory Press,1989)]により選択する
ことができる。また、プライマーを調製し、mRNAから合成したcDNA或いはcDNAライブラリ
ーを鋳型として、Polymerase Chain Reaction［以下、PCR法と表記する；Molecular Clon
ing,A Laboratory Manual, Second Edition、Cold Spring Harbor Laboratory Press(198
9);Current Protocols in Molecular Biology, Supplement 1-34］によりVHまたはVLをコ
ードするcDNAを調製することもできる。
【０１４９】
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　上記方法により選択されたcDNAを、適当な制限酵素等で切断後、pBluescript SK(-)（S
tratagene社製）等のプラスミドにクローニングし、通常用いられる塩基配列解析方法、
例えば、サンガー（Sanger, F.）らのジデオキシ法［Proc.Natl.Acad.Sci.USA,74,5463(1
977)］等の反応を行い、塩基配列自動分析装置、例えば、A.L.F.DNAシークエンサー（Pha
rmacia社製）等を用いて解析することで該cDNAの塩基配列を決定することができる。
【０１５０】
　決定した塩基配列からVH及びVLの全アミノ酸配列をそれぞれ推定し、既知の抗体のVH及
びVLの全アミノ酸配列［Sequences of Proteins of Immunological Interest,US Dept.He
alth and Human Services(1991)］と比較することにより、取得したcDNAが分泌シグナル
配列を含む抗体のVH及びVLの完全なアミノ酸配列をコードしているかをそれぞれ確認する
ことができる。分泌シグナル配列を含む抗体のVH及びVLの完全なアミノ酸配列に関しては
、既知の抗体のVH及びVLの全アミノ酸配列［Sequences of Proteins of Immunological I
nterest,US Dept.Health and Human Services(1991)］と比較することにより、分泌シグ
ナル配列の長さ及びN末端アミノ酸配列を推定でき、更にはそれらが属するサブグループ
を知ることができる。また、VH及びVLの各CDRのアミノ酸配列についても、既知の抗体のV
H及びVLのアミノ酸配列［Sequences of Proteins of Immunological Interest,US Dept.H
ealth and Human Services(1991)］と比較することによって見出すことができる。
【０１５１】
　更にVH及びVLの完全なアミノ酸配列を用いて任意のデータベース、例えば、SWISS-PROT
やPIR-Protein等に対してBLAST法［J.Mol.Biol.,215,403(1990)］等の配列の相同性検索
を行い、用いるアミノ酸配列が新規なものであるかどうかを確認することができる。
　（３）ヒト型キメラ抗体発現ベクターの構築
　本項2の(1)に記載の遺伝子組換え抗体発現用ベクターのヒト抗体のCHまたはCLをコード
するそれぞれの遺伝子の上流に、それぞれ非ヒト抗体のVHまたはVLをコードするcDNAをそ
れぞれクローニングし、ヒト型キメラ抗体発現ベクターを構築することができる。例えば
、非ヒト抗体のVHまたはVLをコードするcDNAの3’末端側と、ヒト抗体のCHまたはCLの5’
末端側とを連結するために、連結部分の塩基配列が適切なアミノ酸をコードし、かつ適当
な制限酵素認識配列になるように設計した、VHおよびVLのｃDNAを作製する。作製されたV
HおよびVLのcDNAを、それぞれを本項2の(1)に記載のヒト化抗体発現用ベクターのヒト抗
体のCHまたはCLをコードするそれぞれの遺伝子の上流にそれらが適切な形で発現する様に
それぞれクローニングし、ヒト型キメラ抗体発現ベクターを構築することができる。また
、非ヒト抗体VHまたはVLをコードするcDNAを、適当な制限酵素の認識配列を両端に有する
合成DNAを用いてPCR法によりそれぞれ増幅し、それぞれを本項2の(1)に記載の遺伝子組換
え抗体発現用ベクターにクローニングすることもできる。
【０１５２】
　（４）ヒト化抗体のV領域をコードするcDNAの構築
　ヒト化抗体のVHまたはVLをコードするcDNAは、以下の様にして構築することができる。
まず、非ヒト抗体のVHまたはVLのCDRのアミノ酸配列を移植するヒト抗体のVHまたはVLの
フレームワーク領域（以下、FRと表記する）のアミノ酸配列をそれぞれ選択する。選択す
るFRのアミノ酸配列としては、ヒト抗体由来のものであれば、いずれのものでも良い。例
えば、Protein Data Bank等のデータベースに登録されているヒト抗体のFRのアミノ酸配
列、ヒト抗体のFRの各サブグループの共通アミノ酸配列［Sequences of Proteins of Imm
unological Interest,US Dept.Health and Human Services(1991)］等があげられる。抗
体の結合活性の低下を抑えるため、元の抗体のVHまたはVLのFRのアミノ酸配列とできるだ
け高い相同性（少なくとも６０％以上）のFRのアミノ酸配列を選択する。次に、選択した
ヒト抗体のVHまたはVLのFRのアミノ酸配列に、もとの抗体のCDRのアミノ酸配列をそれぞ
れ移植し、ヒト化抗体のVHまたはVLのアミノ酸配列をそれぞれ設計する。設計したアミノ
酸配列を抗体の遺伝子の塩基配列に見られるコドンの使用頻度［Sequences of Proteins 
of Immunological Interest,US Dept.Health and Human Services(1991)］を考慮してDNA
配列に変換し、ヒト化抗体のVHまたはVLのアミノ酸配列をコードするDNA配列をそれぞれ
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設計する。設計したDNA配列に基づき、100塩基前後の長さからなる数本の合成DNAを合成
し、それらを用いてPCR法を行う。この場合、PCRでの反応効率及び合成可能なDNAの長さ
から、H鎖、L鎖とも６本の合成DNAを設計することが好ましい。
【０１５３】
　また、両端に位置する合成DNAの5’末端に適当な制限酵素の認識配列を導入することで
、本項２の（１）で構築したヒト化抗体発現用ベクターに容易にヒト化抗体のVHまたはVL
をコードするｃDNAをクローニングすることができる。PCR反応後、増幅産物をpBluescrip
t SK(-)（Stratagene社製）等のプラスミドにそれぞれクローニングし、本項２の（２）
に記載の方法により、塩基配列を決定し、所望のヒト化抗体のVHまたはVLのアミノ酸配列
をコードするDNA配列を有するプラスミドを取得する。
【０１５４】
　（５）ヒト化抗体のＶ領域のアミノ酸配列の改変
　ヒト化抗体は、非ヒト抗体のVH及びVLのCDRのみをヒト抗体のVH及びVLのFRに移植した
だけでは、その抗原結合活性は元の非ヒト抗体に比べて低下してしまうことが知られてい
る［BIO/TECHNOLOGY,9,266(1991)］。この原因としては、元の非ヒト抗体のVH及びVLでは
、CDRだけでなく、FR内のアミノ酸残基が直接的或いは間接的に抗原結合活性に関与して
いるため、ヒト化により非ヒト抗体のFRのアミノ酸残基が、ヒト抗体のFRのアミノ酸残基
に置換されると、結抗原合活性が低下してしまうと考えられている。この問題を解決する
ため、ヒト化抗体では、ヒト抗体のVH及びVLのFRのアミノ酸配列の中で、直接抗原との結
合に関与しているアミノ酸残基、CDRのアミノ酸残基と相互作用するアミノ酸残基、およ
び抗体の立体構造を維持し、間接的に抗原との結合に関与しているアミノ酸残基を同定し
、それらのアミノ酸残基を元の非ヒト抗体のアミノ酸残基に置換することにより、低下し
た抗原結合活性を上昇させることが行われている［BIO/TECHNOLOGY,9,266(1991)］。ヒト
化抗体の作製においては、それら抗原結合活性に関わるFRのアミノ酸残基を如何に効率よ
く同定するために、Ｘ線結晶解析［J. Mol. Biol.,112,535(1977)]或いはコンピューター
モデリング[Protein Engineering,7, 1501(1994)]等による抗体の立体構造の構築及び解
析が行われている。これら抗体の立体構造の情報は、ヒト化抗体の作製に多くの有益な情
報をもたらして来たが、その一方、あらゆる抗体に適応可能なヒト化抗体の作製法は未だ
確立されておらず、現状ではそれぞれの抗体について数種の改変体を作製し、それぞれの
抗原結合活性との相関を検討する等の種々の試行錯誤が必要である。
【０１５５】
　ヒト抗体のVH及びVLのFRのアミノ酸残基は、改変用合成DNAを用いて本項２の（４）に
記載のPCR法を行うことにより、改変させることができる。PCR後の増幅産物について本項
2の(2)に記載の方法により、塩基配列を決定し、目的の改変が施されたことを確認する。
　（６）ヒト化抗体発現ベクターの構築
　本項2の(1)に記載の遺伝子組換え抗体発現用ベクターのヒト抗体のCHまたはCLをコード
するそれぞれの遺伝子の上流に、構築した遺伝子組換え抗体のVHまたはVLをコードするcD
NAをそれぞれクローニングし、ヒト化抗体発現ベクターを構築することができる。
【０１５６】
　例えば、本項2の(4)及び(5)でヒト化抗体のVHまたはVLを構築する際に用いる合成DNAの
うち、両端に位置する合成DNAの5’末端に適当な制限酵素の認識配列を導入することで、
本項2の(1)に記載のヒト化抗体発現用ベクターのヒト抗体のCHまたはCLをコードするそれ
ぞれの遺伝子の上流にそれらが適切な形で発現するようにそれぞれクローニングすること
ができる。
【０１５７】
　（７）遺伝子組換え抗体の一過性発現
　作製した多種類のヒト化抗体の抗原結合活性を効率的に評価するために、本項２の（３
）及び（６）に記載の遺伝子組換え抗体発現ベクター、或いはそれらを改変した発現ベク
ターを用いて遺伝子組換え抗体の一過性発現を行うことができる。発現ベクターを導入す
る宿主細胞としては、遺伝子組換え抗体を発現できる宿主細胞であれば、いかなる細胞で
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も用いることができるが、その発現量の高さから、COS-7細胞（ATCC CRL1651）が一般に
用いられる［Methods in Nucleic Acids Res.,CRC press,283(1991)］。COS-7細胞への発
現ベクターの導入法としては、DEAE-デキストラン法［Methods in Nucleic Acids Res.,C
RC press,283(1991)］、リポフェクション法［Proc.Natl.Acad.Sci.USA,84,7413(1987)］
等があげられる。
【０１５８】
　発現ベクターの導入後、培養上清中の遺伝子組換え抗体の発現量及び抗原結合活性は酵
素免疫抗体法［以下、ELISA法と表記する；Monoclonal Antibodies-Principles and prac
tice, Third edition,Academic Press(1996)、Antibodies-A Laboratory Manual,Cold Sp
ring Harbor Laboratory(1988)、単クローン抗体実験マニュアル、講談社サイエンティフ
ィック(1987)］等により測定できる。
【０１５９】
　（８）遺伝子組換え抗体の安定発現
　本項２の（３）及び（６）に記載の遺伝子組換え抗体発現ベクターを適当な宿主細胞に
導入することにより遺伝子組換え抗体を安定に発現する形質転換株を得ることができる。
　宿主細胞への発現ベクターの導入法としては、エレクトロポレーション法［特開平2-25
7891、Cytotechnology,3,133(1990)］等があげられる。
【０１６０】
　遺伝子組換え抗体発現ベクターを導入する宿主細胞としては、遺伝子組換え抗体を発現
させることができる宿主細胞であれば、いかなる細胞でも用いることができる。例えば、
マウスSP2/0-Ag14細胞（ATCC CRL1581）、マウスP3X63-Ag8.653細胞（ATCC CRL1580）、
ジヒドロ葉酸還元酵素遺伝子（以下、dhfrと表記する）が欠損したCHO細胞［Proc.Natl.A
cad.Sci.USA,77,4216(1980)］、レクチン耐性を獲得したLec13[Somatic Cell and Molecu
lar genetics,12,55(1986)]、α1,6-フコース転移酵素遺伝子が欠損したCHO細胞（WO05/3
5586、WO02/31140）、ラットYB2/3HL.P2.G11.16Ag.20細胞（ATCC CRL1662）などがあげら
れる。
【０１６１】
　上記宿主細胞の他、細胞内糖ヌクレオチドGDP-フコースの合成に関与する酵素などの蛋
白質、N-グリコシド結合複合型糖鎖の還元末端のN-アセチルグルコサミンの６位にフコー
スの１位がα結合する糖鎖修飾に関与する酵素などの蛋白質または細胞内糖ヌクレオチド
GDP-フコースのゴルジ体への輸送に関与する蛋白質などの活性が低下または欠失した宿主
細胞、好ましくはWO05/35586 、WO02/31140等に記載のα1,6-フコース転移酵素遺伝子が
欠損したCHO細胞などを用いることもできる。
【０１６２】
　発現ベクターの導入後、遺伝子組換え抗体を安定に発現する形質転換株は、特開平2-25
7891に開示されている方法に従い、G418硫酸塩（以下、G418と表記する：SIGMA社製）等
の薬剤を含む動物細胞培養用培地で培養することにより選択できる。動物細胞培養用培地
としては、RPMI1640培地（Invitrogen社製）、GIT培地（日本製薬社製）、EX-CELL301培
地（JRH社製）、IMDM培地（Invitrogen社製）、Hybridoma-SFM培地（Invitrogen社製）、
またはこれら培地に牛胎児血清（以下、FCSと表記する）等の各種添加物を添加した培地
等を用いることができる。得られた形質転換株を培地中で培養することで培養上清中に遺
伝子組換え抗体を発現蓄積させることができる。培養上清中の遺伝子組換え抗体の発現量
及び抗原結合活性はELISA法等により測定できる。また、形質転換株は、特開平2-257891
に開示されている方法に従い、DHFR増幅系等を利用して遺伝子組換え抗体の発現量を上昇
させることができる。
【０１６３】
　遺伝子組換え抗体は、形質転換株の培養上清よりプロテインＡカラムを用いて精製する
ことができる[Monoclonal Antibodies-Principles and practice,Third edition,Academi
c Press(1996)、Antibodies-A Laboratory Manual,Cold Spring Harbor Laboratory(1988
)]。また、その他に通常、蛋白質の精製で用いられる精製方法を使用することができる。
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例えば、ゲル濾過、イオン交換クロマトグラフィー及び限外濾過等を組み合わせて行い、
精製することができる。精製した遺伝子組換え抗体のH鎖、L鎖或いは抗体分子全体の分子
量は、ポリアクリルアミドゲル電気泳動［以下、SDS-PAGEと表記する：Nature, 227,680(
1970)］やウエスタンブロッティング法［Monoclonal Antibodies-Principles and practi
ce,Third edition,Academic Press(1996)、Antibodies-A Laboratory Manual,Cold Sprin
g Harbor Laboratory(1988)］等で測定することができる。
【０１６４】
　３．本発明の抗体または抗体断片の活性評価
　精製した本発明の抗体または抗体断片の反応特異性は、下記のようにして評価すること
ができる。
　CLDN3遺伝子（配列番号25）、CLDN4遺伝子（配列番号1）、CLDN5遺伝子（配列番号29）
、CLDN6（配列番号5）およびCLDN9遺伝子（配列番号33）をクローニングし、各遺伝子を
発現させたCLDN発現細胞を作製する。次に、CLDN3（配列番号26）、CLDN4（配列番号2）
、CLDN5（配列番号30）、CLDN6（配列番号6）またはCLDN9（配列番号34）が、それぞれ発
現した細胞株と精製抗体との反応性を、ELISA法および蛍光抗体法［Cancer Immunol.Immu
nother.,36,373(1993)］などで測定する。また、CLDN発現細胞の膜画分または膜タンパク
質を、適切な条件下で抽出することで、立体構造を保持したCLDN3（配列番号26）、CLDN4
（配列番号2）、CLDN5（配列番号30）、CLDN6（配列番号6）またはCLDN9（配列番号34）
タンパク質をそれぞれ調製し、これら抽出したCLDNタンパク質と精製抗体との反応性を、
表面プラズモン共鳴（SPR）を利用したBIAcoreTMやELISA法等により測定してもよい。抗
原を発現している培養細胞株に対する細胞傷害活性は、CDC活性、ADCC活性等を、公知の
方法［Cancer Immunol.Immunother.,36,373(1993)］で測定し、評価することができる。
【０１６５】
　また、精製した本発明の抗体または該抗体断片のCLDN4に対する機能阻害活性は、CLDN4
発現細胞を用いて、前述の１-（７）記載の方法などによって評価することができる。
　４．本発明の抗CLDN4モノクローナル抗体抗体またはその抗体断片を用いた疾患の診断
方法
　本発明の抗体または該抗体断片を用いてCLDN4または該ポリペプチドが発現した細胞を
検出または定量することにより、CLDN4が関連する疾患を診断することができる。
【０１６６】
　CLDN4が関与する疾患としては、該ポリペプチドが発現している細胞が関与する疾患で
あればいかなるものでもよく、例えば癌があげられる。癌としては、上皮由来の癌があげ
られ、具体的には、乳癌、子宮癌、大腸癌、胃癌、卵巣癌、肺癌、腎臓癌、直腸癌、甲状
腺癌、子宮頸癌、小腸癌、前立腺癌または膵臓癌などがあげられる。
　本発明においてCLDN4を検出または測定する対象となる生体試料としては、組織細胞、
血液、血漿、血清、膵液、尿、糞便、組織液、培養液など、該ポリペプチドを含む可能性
のあるものであれば特に限定されない。
【０１６７】
　CLDN4が関連する疾患のうち、例えば癌の診断は以下のようにして行うことができる。
　複数の健常者の生体から採取した生体試料について、本発明の抗体または該抗体断片、
またはこれらの誘導体を用い、下記の免疫学的手法を用いて、CLDN4の検出または測定を
行い、健常者の生体試料中の該ポリペプチドの発現量を確認する。被験者の生体試料中に
ついても同様に該ポリペプチドの発現量を調べ、その発現量を健常者の発現量と比較する
。被験者の該ポリペプチドの発現量が健常者と比較して増加している場合には、癌が陽性
であると診断できる。
【０１６８】
　本発明の抗体または該抗体断片、またはこれらの誘導体を含有する診断薬は、目的の診
断法に応じて、抗原抗体反応を行なうための試薬、該反応の検出用試薬を含んでもよい。
抗原抗体反応を行なうための試薬としては、緩衝剤、塩などがあげられる。検出用試薬と
しては、抗体もしくは該抗体断片、またはこれらの誘導体、またはこれらの誘導体を認識
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する標識された二次抗体、標識物の基質など、通常の免疫学的検出または測定法に用いら
れる試薬があげられる。
【０１６９】
　本発明においてCLDN4の量を検出または測定する方法としては、任意の公知の方法があ
げられる。例えば、免疫学的検出または測定方法などがあげられる。
　免疫学的検出または測定方法とは、標識を施した抗原または抗体を用いて、抗体量また
は抗原量を検出または測定する方法である。免疫学的検出または測定方法としては、放射
性物質標識免疫抗体法（RIA）、酵素免疫測定法（EIAまたはELISA）、蛍光免疫測定法（F
IA）、発光免疫測定法（luminescent immunoassay）、ウエスタンブロット法および物理
化学的手法（TIA、LAPIA、PCIA）などがあげられる。
【０１７０】
　放射性物質標識免疫抗体法（RIA）としては、例えば、抗原または抗原を発現した細胞
などに、本発明の抗体または該抗体断片を反応させ、さらに放射線標識を施した抗イムノ
グロブリン抗体または結合断片を反応させた後、シンチレーションカウンターなどで測定
する方法があげられる。
　酵素免疫測定法（EIAまたはELISA）としては、例えば、抗原または抗原を発現した細胞
などに、本発明の抗体または該抗体断片を反応させ、さらに標識を施した抗イムノグロブ
リン抗体または結合断片を反応させた後、発色色素を吸光光度計で測定する方法があげら
れ、例えばサンドイッチELISA法などが用いられる。酵素免疫測定法で用いる標識体とし
ては、前述のとおり、任意の公知（石川榮次ら編、酵素免疫測定法、医学書院）の酵素標
識を用いることができる。例えば、アルカリフォスファターゼ標識、ペルオキシダーゼ標
識、ルシフェラーゼ標識、ビオチン標識などを用いることができる。
【０１７１】
　サンドイッチELISA法は、固相に抗体を結合させた後、検出または測定したい抗原をト
ラップさせ、トラップされた抗原に第２の抗体を反応させる方法である。該ELISA法では
、検出または測定したい抗原を認識する抗体または抗体断片であって、抗原認識部位の異
なる２種類の抗体を準備し、そのうち、一方の抗体または抗体断片を予めプレート（例え
ば、96ウェルプレート）に吸着させ、第２の抗体または抗体断片をFITCなどの蛍光物質、
ペルオキシダーゼなどの酵素、ビオチンなどで標識しておく。上記の抗体が吸着したプレ
ートに、生体内から分離された、細胞またはその破砕液、組織またはその破砕液、細胞培
養上清、血清、胸水、腹水、眼液などを反応させた後、標識したモノクローナル抗体また
は抗体断片を反応させ、標識物質に応じた検出反応を行う。該方法により、被験サンプル
中の抗原濃度を測定する場合には、濃度既知の抗原を段階的に希釈して作製した検量線よ
り、被験サンプル中の抗原濃度を算出することができる。サンドイッチELISA法に用いる
抗体としては、ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体のいずれを用いてもよく、Fab
、Fab’、F(ab)2などの抗体フラグメントを用いてもよい。サンドイッチELISA法で用いる
２種類の抗体の組み合わせとしては、異なるエピトープを認識するモノクローナル抗体ま
たは抗体断片の組み合わせでもよいし、ポリクローナル抗体とモノクローナル抗体または
抗体断片の組み合わせでもよい。
【０１７２】
　蛍光免疫測定法（FIA）としては、文献［Monoclonal Antibodies-Principles and prac
tice, Third edition,Academic Press(1996)；単クローン抗体実験マニュアル、講談社サ
イエンティフィック（1987)］などに記載された方法があげられる。蛍光免疫測定法で用
いる標識体としては、前述のとおり、任意の公知（川生明著、蛍光抗体法、ソフトサイエ
ンス社）の蛍光標識を用いることができる。例えば、FITC標識、RITC標識などを用いるこ
とができる。
【０１７３】
　発光免疫測定法（luminescent immunoassay）としては、［Monoclonal Antibodies-Pri
nciples and practice, Third edition,Academic Press(1996)、単クローン抗体実験マニ
ュアル、講談社サイエンティフィック（1987）］などに記載された方法を用いて行うこと
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ができる。発光免疫測定法で用いる標識体としては、前述のとおり、任意の公知［今井一
洋編、生物発光と化学発光、廣川書店；臨床検査42(1998)］の発光体標識があげられる。
例えば、アクリジニウムエステル標識、ロフィン標識などを用いることができる。
【０１７４】
　ウエスタンブロット法は、抗原または抗原を発現した細胞などをSDS-ポリアクリルアミ
ドゲル電気泳動［Antibodies-A Laboratory Manual(Cold Spring Harbor Laboratory,198
8)］で分画した後、該ゲルをPVDF膜またはニトロセルロース膜にブロッティングし、該膜
に抗原を認識する抗体または抗体断片を反応させ、さらにFITCなどの蛍光物質、ペルオキ
シダーゼなどの酵素標識、ビオチン標識などを施した抗マウスIgG抗体または結合断片を
反応させた後、該標識を可視化することによって確認する方法である。ウエスタンブロッ
ト法の一例を以下に示す。
【０１７５】
　配列番号２で示されるアミノ酸配列を有するポリペプチドを発現している細胞や組織を
溶解し、還元条件下でレーンあたりのタンパク量として0.1～30μgをSDS-PAGE法により泳
動する。泳動されたタンパク質をPVDF膜にトランスファーし1％BSAを含むPBS（以下、BSA
-PBSと表記する）に室温で30分間反応させブロッキング操作を行う。ここで本発明のモノ
クローナル抗体を反応させ、0.05 ％のTween-20を含むPBS（以下、Tween-PBSと表記する
）で洗浄し、ペルオキシダーゼ標識したヤギ抗マウスIgGを室温で２時間反応させる。Twe
en-PBSで洗浄し、ECLTMWestern blotting detection reagents(Amersham社製)などを用い
てモノクローナル抗体が結合したバンドを検出することにより、配列番号２で示されるア
ミノ酸配列を有するポリペプチドを検出することができる。ウエスタンブロッティングで
の検出に用いられる抗体としては、天然型の立体構造を保持していないポリペプチドに結
合できる抗体が用いられる。
【０１７６】
　物理化学的手法とは、具体的には、本発明の抗体または該抗体断片を用いて、抗原であ
るCLDN4と本発明の抗体または該抗体断片とを結合させることにより凝集体を形成させて
、この凝集体を検出することにより行う。この他に物理化学的手法としては、毛細管法、
一次元免疫拡散法、免疫比濁法あるいはラテックス免疫比濁法等があげられる［臨床検査
法提要、金原出版，499(1998)]。
【０１７７】
　例えば、ラテックス免疫比濁法では、抗体または抗原を感作させた粒径0.1～1μｍ程度
のポリスチレンラテックス等の担体を用い、対応する抗原あるいは抗体により抗原抗体反
応を起こさせると、反応液中の散乱光は増加し、透過光は減少する。この変化を吸光度あ
るいは積分球濁度として検出することにより被験サンプル中の抗原濃度などを測定するこ
とができる。
【０１７８】
　本発明の抗体または該抗体断片は、CLDN4の細胞外領域に結合できるため、該ポリペプ
チドが発現している細胞の検出に好適に用いられる。
　該ポリペプチドが発現している細胞の検出には、公知の免疫学的検出法を用いることが
できるが、免疫沈降法、免疫細胞染色法、および免疫組織染色法などが、好ましく用いら
れる。また、FMAT8100HTSシステム（アプライドバイオシステム社製）を用いる蛍光抗体
染色法なども用いることができる。
【０１７９】
　免疫沈降法とは、該ポリペプチドを発現した細胞などを本発明のモノクローナル抗体ま
たは抗体断片と反応させた後、プロテインＧ－セファロースなどのイムノグロブリンに特
異的な結合能を有する担体を加えて抗原抗体複合体を沈降させる方法である。あるいは以
下のような方法によっても行なうことができる。
　ELISA用96ウェルプレートに上述した本発明の抗体または該抗体断片を固相化した後、B
SA-PBSによりブロッキングする。抗体が精製されていない状態の例えばハイブリドーマ株
培養上清などの精製されていない状態である場合には、抗マウスイムノグロブリンあるい



(43) JP WO2008/114733 A1 2008.9.25

10

20

30

40

50

はラットイムノグロブリンまたはプロテインＡあるいはＧなどをあらかじめELISA用96ウ
ェルプレートに固相化しBSA-PBSでブロッキングした後、ハイブリドーマ株培養上清を分
注して結合させる。BSA-PBSを捨てPBSでよく洗浄した後、配列番号２で示されるアミノ酸
配列を有するポリペプチドを発現している細胞や組織の溶解液を反応させる。よく洗浄し
た後のプレートより免疫沈降物をSDS-PAGE用サンプルバッファーで抽出し、上記のウエス
タンブロッティングにより検出を行う。
【０１８０】
　免疫細胞染色法および免疫組織染色法とは抗原を発現した細胞または組織などを、場合
によっては抗体の通過性を良くするため界面活性剤やメタノールなどで処理した後、本発
明の抗体を反応させ、さらにFITCなどの蛍光標識、ペルオキシダーゼなどの酵素標識、ビ
オチン標識などを施した抗イムノグロブリン抗体または結合断片を反応させた後、該標識
を可視化し、顕微鏡にて顕鏡するか、あるいは蛍光標識の抗体と細胞を反応させ、フロ－
サイトメーターにて解析する蛍光抗体染色法（フローサイトメトリー）である。例えば、
文献［Monoclonal Antibodies-Principles and practice, Third edition,Academic Pres
s(1996)、単クローン抗体実験マニュアル、講談社サイエンティフィック（1987）］など
に記載された方法を用いて行うことができる。特に、本発明の抗体または該抗体断片は、
CLDN4の細胞外領域に結合できるため、フローサイトメトリーにより天然型の立体構造を
保持して発現している細胞の検出に好ましく用いられる。
【０１８１】
　また、蛍光抗体染色法の原理を利用したFMAT8100HTSシステム（アプライドバイオシス
テム社製）を用いることにより、形成された抗体－抗原複合体と、抗体－抗原複合体の形
成に関与していない遊離の抗体または抗原とを分離することなく、抗原量または抗体量を
測定することができる。
　５．本発明のCLDN3およびCLDN4の両方にに反応するモノクローナル抗体またはその抗体
断片を用いた疾患の診断方法
　本発明のCLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、CLDN4の細胞外領域に結合し
、かつCLDN3の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、CLDN3の細胞外領域に結合するモ
ノクローナル抗体または該抗体断片、またはCLDN4の細胞外領域に特異的に結合し、CLDN4
中和活性を有し、かつCLDN3の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、CLDN3の細胞外領
域に結合するモノクローナル抗体または該抗体断片を用いて、CLDN4および/またはCLDN3
が発現した細胞を検出または定量することにより、CLDN4および/またはCLDN3が関連する
疾患を診断することができる。
【０１８２】
　CLDN3および/またはCLDN4が関与する疾患としては、該ポリペプチドが発現している細
胞が関与する疾患であればいかなるものでもよく、例えば癌があげられる。癌としては、
上皮由来の癌があげられ、具体的には、乳癌、子宮癌、大腸癌、胃癌、卵巣癌、子宮頸癌
または前立腺などがあげられる。
　CLDN4および/またはCLDN3の検出、測定および診断は、上記４と同様にして行うことが
できる。
【０１８３】
　６．本発明の抗CLDN4モノクローナル抗体または該抗体断片を用いた疾患の治療方法
　本発明のCLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつ該細胞外領域に結合す
るモノクローナル抗体またはその抗体断片、もしくはCLDN4の細胞外領域に結合し、CLDN4
中和活性を有するモノクローナル抗体またはその抗体断片は、CLDN4が関与する疾患の治
療に用いることができる。
【０１８４】
　CLDN4が関与する疾患としては、該ポリペプチドが発現している細胞が関与する疾患で
あればいかなるものでもよく、例えば癌があげられる。癌としては、上皮由来の癌があげ
られ、具体的には、乳癌、子宮癌、大腸癌、胃癌、卵巣癌、肺癌、腎臓癌、直腸癌、甲状
腺癌、子宮頸癌、小腸癌、前立腺癌または膵臓癌などがあげられる。
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　本発明の治療剤としては、本発明の抗体または該抗体断片を有効成分とする癌の治療剤
があげられる。ADCC活性やCDC活性などのエフェクター活性を有するがん治療剤、あるい
はアポトーシス誘導作用による癌の治療剤等も、本発明の治療剤として包含される。
【０１８５】
　本発明の抗体または該抗体断片は、細胞膜に発現しているCLDN4の立体構造を認識する
ことができるので、生体内で存在するCLDN4を発現している細胞を認識することができる
。従って、本発明の抗体または該抗体断片で、かつエフェクター活性を有する抗体または
該抗体断片は、invivoおよびin vitroにおいて、CLDN4を発現している細胞を傷害するこ
とができる。また、このような本発明の抗体または該抗体断片は、生体内のCLDN4発現細
胞を傷害し、減少させることができるので、治療剤として特に有効に用いられる。
【０１８６】
　本発明の抗体または該抗体断片、またはこれらの誘導体を含有する治療剤は、有効成分
としての該抗体もしくは該抗体断片、またはこれらの誘導体のみを含むものであってもよ
いが、通常は薬理学的に許容される１以上の担体と一緒に混合し、製剤学の技術分野にお
いてよく知られる任意の方法により製造した医薬製剤として提供するのが望ましい。
　投与経路は、治療に際して最も効果的なものを使用するのが望ましく、経口投与、また
は口腔内、気道内、直腸内、皮下、筋肉内および静脈内などの非経口投与をあげることが
でき、抗体またはペプチド製剤の場合、望ましくは静脈内投与をあげることができる。投
与形態としては、噴霧剤、カプセル剤、錠剤、顆粒剤、シロップ剤、乳剤、座剤、注射剤
、軟膏、テープ剤などがあげられる。
【０１８７】
　経口投与に適当な製剤としては、乳剤、シロップ剤、カプセル剤、錠剤、散剤、顆粒剤
などがあげられる。乳剤およびシロップ剤のような液体調製物は、水、ショ糖、ソルビト
ール、果糖などの糖類、ポリエチレングリコール、プロピレングリコールなどのグリコー
ル類、ごま油、オリーブ油、大豆油などの油類、ｐ－ヒドロキシ安息香酸エステル類など
の防腐剤、ストロベリーフレーバー、ペパーミントなどのフレーバー類などを添加剤とし
て用いて製造できる。カプセル剤、錠剤、散剤、顆粒剤などは、乳糖、ブドウ糖、ショ糖
、マンニトールなどの賦形剤、デンプン、アルギン酸ナトリウムなどの崩壊剤、ステアリ
ン酸マグネシウム、タルクなどの滑沢剤、ポリビニルアルコール、ヒドロキシプロピルセ
ルロース、ゼラチンなどの結合剤、脂肪酸エステルなどの界面活性剤、グリセリンなどの
可塑剤などを添加剤として用いて製造できる。
【０１８８】
　非経口投与に適当な製剤としては、注射剤、座剤、噴霧剤などがあげられる。注射剤は
、塩溶液、ブドウ糖溶液、あるいは両者の混合物からなる担体などを用いて調製される。
座剤はカカオ脂、水素化脂肪またはカルボン酸などの担体を用いて調製される。また、噴
霧剤は該抗体または抗体断片自体、ないしは受容者の口腔および気道粘膜を刺激せず、か
つ該抗体または抗体断片を微細な粒子として分散させ吸収を容易にさせる担体などを用い
て調製される。担体として具体的には乳糖、グリセリンなどが例示される。該抗体または
抗体断片および用いる担体の性質により、エアロゾル、ドライパウダーなどの製剤が可能
である。また、これらの非経口剤においても経口剤で添加剤として例示した成分を添加す
ることもできる。
【０１８９】
　投与量または投与回数は、目的とする治療効果、投与方法、治療期間、年齢、体重など
により異なるが、通常成人１日当たり１０μg/kg～８mg/kgである。
　７．本発明のCLDN3およびCLDN4の両方に反応するモノクローナル抗体体または該抗体断
片を用いた疾患の治療方法
　本発明のCLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、CLDN4の細胞外領域に結合し
、かつCLDN3の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、CLDN3の細胞外領域に結合するモ
ノクローナル抗体または該抗体断片、またはCLDN4の細胞外領域に特異的に結合し、CLDN4
中和活性を有し、かつCLDN3の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、CLDN3の細胞外領
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域に結合するモノクローナル抗体または該抗体断片は、CLDN4および/またはCLDN3が関与
する疾患の治療に用いることができる。
【０１９０】
　CLDN3および/またはCLDN4が関与する疾患としては、該ポリペプチドが発現している細
胞が関与する疾患であればいかなるものでもよく、例えば癌があげられる。癌としては、
上皮由来の癌があげられ、具体的には、乳癌、子宮癌、大腸癌、胃癌、卵巣癌、子宮頸癌
または前立腺などがあげられる。
　本発明の抗体による治療は、上記６と同様にして調製した治療剤、治療方法で行うこと
ができる。
【０１９１】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明は下記実施例に限定されるも
のではない。
【実施例１】
【０１９２】
　CLDN-myc/His遺伝子導入CHO細胞株の造成
　（１）CLDN4-myc/His遺伝子導入CHO細胞株
　日本DNAデータバンクに登録されているヒトCLDN4遺伝子（配列番号１）を含むプラスミ
ド（AK126315）を鋳型として100 ng、10×KOD緩衝液1を10μL、2 mmol/L dNTPを10μL、2
5 mmol/L塩化マグネシウムを4μL、1μg/μLの配列番号９および配列番号１０記載の塩基
配列を有するプライマーをそれぞれ 1μL、KOD polymerase (東洋紡績社製)を１ μLを含
む100μLの反応液を調製し、PCR反応を行った。反応条件は、96℃で3分間変性処理後、94
℃で1分間、55℃で1分間、72℃で1分間のサイクルを30～40サイクル行い、更に72℃で7分
間の反応で行った。以下、特に記載の無い限り、PCRの反応条件は上述の条件で行い、ヒ
トCLDN4遺伝子のC末端にmyc/Hisが付加された融合蛋白質（以下、CLDN4-myc/Hisと表記す
る）をコードする遺伝子を増幅した。CLDN4-myc/Hisの塩基配列およびアミノ酸配列を配
列番号3および配列番号4に示した。反応液をアガロースゲル電気泳動で分離し、得られた
約0.7 kbpの遺伝子断片をGel Extraction Kit（QIAGEN社製）を用いて抽出した。得られ
た遺伝子断片を、pBluescriptII SK(-)ベクターのSma I、EcoR Vあるいは、EcoR I-Kpn I
 サイトに挿入し、Ligation high（東洋紡績社製）を用いて連結した後、コーエンらの方
法［Proc.Natl.Acad.Sci.USA,69, 2110(1972)］により大腸菌DH5α株を形質転換した。得
られた形質転換体より、自動プラスミド抽出機（クラボウ社製）を用いてプラスミドを抽
出し、配列番号3記載の塩基配列を含むプラスミドpBluescriptII SK(-)-CLDN4-myc/Hisを
取得した。
【０１９３】
　pBluescriptII SK(-)-CLDN4-myc/HisをEcoR IとKpn Iで消化し、human CLDN4-myc/His
を含む遺伝子断片を、EcoR IとKpn Iで消化したpKANTEX93ベクター（WO97/10354）に連結
し、上記のコーエンらの方法に従い形質転換体を得た後、プラスミド抽出キット(QIAGEN
社製)を用いてプラスミドpKANTEX-CLDN4-myc/Hisを取得した。
　次に、pKANTEX-CLDN4-myc/Hisは、エレクトロポレーション法[Cytotechnology,3,133(1
990)]により以下のようにしてCHO/DG44細胞[Somatic Cell and Molecular Genetics,12,5
55(1986)]へ導入した。
【０１９４】
　細胞は、10 %ウシ胎児血清（Life technologies社製）、50μg/mL Gentamicin (ナカラ
イテスク社製)を添加したIMDM培地(Lifetechnologies社製)(以下、A3培地と表記する)に1
×HT supplement（Life technologies社製）を添加した培地で継代したものを用いた。CH
O/DG44細胞をK-PBS緩衝液[137 nmol/L塩化カリウム2.7 nmol/L塩化ナトリウム、8.1 mmol
/Lリン酸一水素二ナトリウム、1.5 nmol/Lリン酸二水素一ナトリウム、4 mmol/L塩化マグ
ネシウム緩衝液]に懸濁して8×106細胞/mLとし、細胞懸濁液200μL（1.6×106個の細胞を
含む）を上記プラスミド10μgと混和した。該混和液をキュベット(電極間距離2 mm)に移
し、GenePulserII（BioRad社製）装置を用いてパルス電圧0.35 kV、電気容量250μＦの条
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件で遺伝子導入を行った。キュベットを氷上で静置後、キュベット中の細胞懸濁液を、A3
培地を含むフラスコに懸濁し、37℃、5 ％CO2存在下、インキュベーターで培養した。5日
間培養後、0.5 mg/mL G418（CALBIOCHEM社製）を添加したA3培地に培地交換し培養を行い
、しばらく継代培養を続け、遺伝子導入より約2週間後に、G418耐性株を取得した。
【０１９５】
　得られたG418耐性株を5細胞/mLとなるように、0.5 mg/mL G418 を添加したA3培地で希
釈し、96穴プレートに100μLずつ分注し、500 nmol/L メソトレキセート（以下、MTXと記
載する。）を加え、培養を行いMTX耐性株を取得した。その結果、CLDN4-myc/His遺伝子導
入CHO細胞株（以下、CLDN4/CHOと記載する）を取得した。
（２）CLDN5-myc/His遺伝子導入CHO細胞株の造成
　日本DNAデータバンクに登録されているヒトCLDN5遺伝子（配列番号29）を含むプラスミ
ド（AK092561）を鋳型として、配列番号41および配列番号42記載の塩基配列を有するプラ
イマーを用いる以外は、上記CLDN4/CHO細胞と同様にして、ヒトCLDN5遺伝子のC末端にmyc
/Hisが付加された融合蛋白質（以下、CLDN5-myc/Hisと表記する）をコードする遺伝子配
列を増幅し、CLDN5-myc/His遺伝子導入CHO細胞株（以下、CLDN5/CHOと記載する）を作製
した。Human CLDN5-myc/Hisの塩基配列およびアミノ酸配列を配列番号31および配列番号3
2に記載した。
（３）CLDN6-myc/His遺伝子導入CHO細胞株の造成
　日本DNAデータバンクに登録されているヒトCLDN6遺伝子（配列番号5）を含むプラスミ
ド（XM_012518）を鋳型として、配列番号11および配列番号12記載の塩基配列を有するプ
ライマーを用いる以外は、上記CLDN4/CHO細胞と同様にして、ヒトCLDN6遺伝子のC末端にm
yc/Hisが付加された融合蛋白質（以下、CLDN6-myc/Hisと表記する）をコードする遺伝子
配列を増幅し、CLDN6-myc/His遺伝子導入CHO細胞株（以下、CLDN6/CHOと記載する）を作
製した。Human CLDN6-myc/Hisの塩基配列およびアミノ酸配列を配列番号7および配列番号
8に記載した。
（４）CLDN3-myc/His遺伝子導入CHO細胞株の造成
　BDクロンテック社より購入したヒト大腸組織由来cDNAを鋳型として5μL、10×ExTaq緩
衝液を2μL、2.5 mmol/L dNTPを1.6μL、25 mmol/L 塩化マグネシウムを1.6μL、0.1μg/
μLの配列番号37および配列番号38記載の塩基配列を有するプライマーをそれぞれ １μL
、ExTaq polymerase (宝酒造社製)を0.1 μL、ジメチルスルフォキシド（以下DMSOと表記
する）を１μLを含む20μLの反応液を調製しPCR反応を行った。反応条件は、96℃で3分間
変性処理後、95℃で1分間、50℃で1分間、72℃で1分間のサイクルを40サイクル行い、更
に72℃で7分間の反応で行った。反応産物をアガロースゲル電気泳動で分離し、約0.7 kbp
の遺伝子断片をGel Extraction Kit（QIAGEN社製）を用いて抽出した。以下は実施例1-(1
)と同様にして、pBluescriptII SK(-)-CLDN3を取得した。pBluescriptII SK(-)-CLDN3に
含まれるCLDN3の塩基配列は、accession No.NM_001306でGene bankに登録されている配列
番号25で表されるCLDN3の塩基配列の557番目のAがGに置換しているものの、この塩基配列
によりコードされるアミノ酸配列は、配列番号26で表されるCLDN3のアミノ酸配列と同じ
であった。
【０１９６】
　次に、これを鋳型にして、配列番号39および配列番号40記載の塩基配列を有するプライ
マーを用いて反応液を調製し、PCR反応を行った。PCR反応は、96℃で3分間変性処理後、9
5℃で1分間、50℃で1分間、72℃で1分間のサイクルを40サイクル行い、更に72℃で7分間
反応させて行い、ヒトCLDN3遺伝子のC末端にmyc/Hisが付加された融合蛋白質（以下、CLD
N3-myc/Hisと表記する）をコードする遺伝子断片を増幅した。CLDN3-myc/Hisの塩基配列
およびアミノ酸配列を配列番号27および配列番号28にそれぞれ記載した。反応産物をアガ
ロースゲル電気泳動で分離し、約0.7 kbpの遺伝子断片をGel Extraction Kit（QIAGEN社
製）を用いて抽出した。以下は、実施例1-（１）と同様にして、配列番号27記載の塩基配
列を含むプラスミドpBluescriptII SK(-)-CLDN3-myc/HisおよびpKANTEX-CLDN3-myc/Hisを
取得し、CLDN3高発現細胞（以下、CLDN3/CHOと記載する）を取得した。
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（５）CLDN9-myc/His遺伝子導入CHO細胞株の造成
　10×KOD緩衝液1を5μL、2 mmol/L dNTPを5μL、25 mmol/L 塩化マグネシウムを2 μL、
1 μg/μLの配列番号43～48記載の塩基配列を有する合成DNAをそれぞれ0.1 μＬ、KOD po
lymeraseを0.5 μＬ、DMSOを2.5μＬをぞれぞれ含む50μＬの反応液を調製しPCR反応を行
った。反応条件は、96℃で3分間変性処理を行い、94℃で1分間、62℃で1分間、72℃で1分
間のサイクルを25サイクル行い、更に72℃で7分間の反応で行った。この結果、ヒトCLDN9
遺伝子のC末端にmyc/Hisが付加された融合蛋白質（以下、CLDN9-myc/Hisと表記する）を
コードする塩基配列を増幅した。human CLDN9-myc/Hisの塩基配列およびアミノ酸配列を
配列番号35および配列番号36にそれぞれ記載した。反応産物をアガロースゲル電気泳動で
分離し、約0.7 kbpの増幅断片をGel Extraction Kitを用いて抽出した。以下は、実施例
１－（１）と同様にして、配列番号35記載の塩基配列を含むプラスミドpBluescriptII SK
(-)-CLDN9-myc/HisおよびpKANTEX-CLDN9-myc/Hisを取得し、CLDN9高発現細胞株（以下、C
LDN9/CHOと記載する）を取得した。
（６）CLDN発現細胞の確認
　上記実施例１（１）～（５）で取得された形質転換細胞 1～5×106個を、70％エタノー
ル－PBS １ mLに懸濁して氷温中で30分間固定した。96穴Ｕ字プレートに1～5×106個/ウ
ェルとなるように分注し遠心分離（1500 rpm、５分間）した後、上清を除いてBSA-PBSで
氷温中30分間ブロッキングした。遠心分離により上清を除いて、１次抗体としてCLDN4の
細胞内領域を認識する市販抗CLDN4モノクローナル抗体3E2C1（Zymed社製）、抗myc抗体PL
14（MBL社製）、抗His抗体（QIAGEN社製）、マウスIgG1アイソタイプコントロール（DAKO
社製）を、最終濃度がそれぞれ0.5、1、0.1、0.1μg/mLとなるようにBSA-PBS で希釈し、
100μL/ウェルで分注し氷温中で60分間反応させた。反応後、BSA-PBSで１回洗浄し、２次
抗体としてBSA-PBSで50倍希釈したFITC標識抗マウスイムノグロブリンＧ（Ｈ+Ｌ）（DAKO
社製）を100μL/ウェルで加え、氷温中、遮光下で30分間反応させた。再びBSA-PBSで１回
洗浄した後、細胞はPBSに懸濁してフローサイトメーター（以下、FCMと表記する）（ベッ
クマンコールター社製）で蛍光強度を測定した。
【０１９７】
　その結果を図1に示す。図1に示したように、CLDN4/CHOには、抗CLDN4抗体、抗myc抗体
および抗His抗体いずれの抗体も反応したことから、mycタグおよびHisタグが融合したCLD
N4が発現していることが明らかになった。一方、CLDN3/CHO、CLDN5/CHO、CLDN6/CHOおよ
びCLDN9/CHOには、抗CLDN4抗体は反応せず、抗myc抗体および抗His抗体が反応したことか
ら、CLDN3/CHO、CLDN5/CHO、CLDN6/CHOおよびCLDN9/CHOには、mycタグおよびHisタグが融
合したCLDNが発現していることが明らかになった。
【実施例２】
【０１９８】
　抗CLDN4モノクローナル抗体の作製
　（１）免疫原の調製
　膵臓癌細胞株Capan-2（ATCC HTB-80）もしくはCLDN4/CHOを3～5日間培養し、0.02 % ED
TA溶液（ナカライテスク社製）またはセルスクレーパーを用いて剥離した。１匹あたり6
×106個から1×107個の細胞数となるようPBSに懸濁して調製した。
【０１９９】
　（２）動物の免疫と抗体産生細胞の調製
　実施例２-（１）で調製したCapan-2細胞を百日咳ワクチン（千葉県血清研究所製）1×1
09細胞とともに6週令雄BXSBマウス（日本エスエルシー社製）3匹/1群に投与した。投与１
週間後より、毎週1回　計4回投与し、該マウスの眼底より部分採血した。その血中抗体価
を、実施例２-（３）に示す蛍光抗体染色法を行い、ABI8200セルラーディテクションシス
テム（アプライドバイオ社製）または、FCM（ベックマンコールター社製）で測定し、十
分な抗体価が認められたマウスから最終免疫３日後に脾臓を摘出した。
【０２００】
　脾臓をMEM（Minimum Essential Medium）培地（日水製薬社製）中で細断し、ピンセッ
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トでほぐし、遠心分離（250×g、5分間）した。得られた沈殿画分にトリス－塩化アンモ
ニウム緩衝液（pH7.6）を添加し、1～2分間処理することにより赤血球を除去した。得ら
れた沈殿画分（細胞画分）をMEM培地で3回洗浄し、細胞融合に用いた。
　（３）細胞を用いた蛍光抗体染色法（ABI8200セルラーディテクションシステム）
　アッセイ用の細胞はCLDN4/CHOと、pKANTEX93ベクターのみを導入したCHO細胞（以下、v
ector/CHO）を用いた。CLDN4/CHOおよびvector/CHO細胞を、10 % FCS入りIscove's Modif
ied Dulbecco's Medium（Invitrogen社製）で2～3日間培養し、Trypsin-EDTA溶液（Invit
rogen社製）で剥離した細胞をMediumに懸濁し、ABI8200用黒色96ウェルプレートに1×104

個/50μL Medium／ウェルで播種し、１晩培養した。該プレートに一次抗体として被免疫
マウス抗血清、ハイブリドーマ培養上清を10μL/ウェル分注し、２次抗体としてALEXA647
標識抗マウスイムノグロブリンＧ（Ｈ＋Ｌ）（Invitrogen社製）を100μL/ウェルで加え
て遮光下で４時間放置した。レーザー光633 He/Neで励起され650～685 nmの波長をABI820
0セルラーディテクションシステム（アプライドバイオ社製）で測定した。
【０２０１】
　（４）細胞を用いた蛍光抗体染色法
　アッセイ用の細胞はCLDN4/CHOとvector/CHOを用いた。CLDN4/CHOおよびvector/CHO細胞
を、10 % FCS 入りIscove's Modified Dulbecco's Medium（Invitrogen社製）で2～3日間
培養し、0.02% EDTA溶液（ナカライテスク社製）で剥離した各細胞をPBSで洗浄した。抗
体の非特異的な吸着を防ぐために、BSA-PBSを用いて氷温中20分間、細胞をブロッキング
した。5×105個/50μL／BSA-PBSとなるように96ウェルＵ字プレートに分注し、遠心分離
（1800 rpm、2分間）した後、上清を除いて１次抗体として被免疫マウス抗血清、ハイブ
リドーマ培養上清を50μL/ウェルで分注し、氷温中で30分間反応させた。反応後、PBSを
用いて遠心分離法で３回洗浄し、２次抗体としてALEXA488標識抗マウスイムノグロブリン
Ｇ（Ｈ＋Ｌ）（Invitrogen社製）を50μL/ウェルで加えて氷温中、遮光下で30分間反応さ
せた。再びPBSを用いて遠心分離法で3回洗浄し、PBSに懸濁してレーザー光　488 nm　ア
ルゴンで励起される510～530 nmの波長をFCM（ベックマンコールター社製）で測定した。
（５）マウス骨髄腫細胞の調製
　８－アザグアニン耐性マウス骨髄腫細胞株P3X63Ag8U.1（P3-U1:ATCCより購入）を正常
培地（10 % FCS RPMI培地）で培養し、細胞融合時に2×107個以上の細胞を確保し、細胞
融合に親株として供した。
（６）ハイブリドーマの作製
　実施例２－（２）で得られたマウス脾臓細胞と実施例２－（５）で得られた骨髄腫細胞
とを10:1になるよう混合し、遠心分離（250×g，5分間）した。得られた沈澱画分の細胞
群をよくほぐした後、攪拌しながら、37℃で、ポリエチレングリコール－１０００（PEG-
1000）1 g、MEM培地１ mLおよびジメチルスルホキシド0.35 mLの混液を108個のマウス脾
臓細胞あたり0.5 mL加え、該懸濁液に1～2分間毎にMEM培地1 mLを数回加えた後、MEM培地
を加えて全量が50 mLになるようにした。
【０２０２】
　該懸濁液を遠心分離（900rpm、5分間）し、得られた沈澱画分の細胞をゆるやかにほぐ
した後、該細胞を、メスピペットによる吸込み吸出しでゆるやかにHAT培地［10%ウシ胎児
血清添加RPMI培地にHAT Media Supplement（Invitrogen社製）を加えた培地］100 mL中に
懸濁した。該懸濁液を96ウェル培養用プレートに200μL/ウェルずつ分注し、5 % CO2イン
キュベーター中、37℃で8～10日間培養した。
【０２０３】
　培養後、培養上清を実施例２－（３）および２－（４）に記載した蛍光抗体染色で調べ
、CLDN4/CHO株と反応してvector/CHOに反応しないウェルを選び、そのウェルに含まれる
細胞から限界希釈法によるクローニングを２回繰り返した。抗CLDN4モノクローナル抗体
産生ハイブリドーマKM3900（図2、図3）、およびハイブリドーマKM3907を確立した。
（７）モノクローナル抗体の精製
　プリスタン処理した７週令ヌード雌マウス（ICR）に実施例２－（６）で得られたハイ
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ブリドーマ株を5～20×106細胞／匹を腹腔内注射した。10～21日後、ハイブリドーマが腹
水癌化することにより腹水のたまったマウスから、腹水を採取（1～8 mL/匹）した。
【０２０４】
　該腹水を遠心分離（1200×g、5分間）し固形分を除去した。精製IgGモノクローナル抗
体は、カプリル酸沈殿法［Antibodies - A Laboratory Manual,Cold Spring Harbor Labo
ratory(1988)］により精製することにより取得した。モノクローナル抗体のサブクラスの
決定は、実施例２－（３）の方法で行い、2次抗体としてサブクラス特異的ALEXA647標識
抗マウスイムノグロブリン（Invitrogen社製）を用いた。その結果、各抗体のサブクラス
は、KM3900、KM3907共にマウスIgG2aサブクラスであることが明らかになった。
【実施例３】
【０２０５】
　抗CLDN4モノクローナル抗体の反応性の検討
　（１）抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900およびKM3907を用いたウエスタンブロットに
よるCLDN3またはCLDN4の検出
　5×104細胞のCLDN4/CHO、vector/CHO、膵臓癌細胞株Capan-2（ATCC HTB-80）およびHPA
F-II（ATCC CRL-1997）から、それぞれ細胞抽出液を調製し、SDS-ポリアクリルアミド電
気泳動を行った。その後、PVDF膜（ミリポア社製）に転写し、該膜をBSA-PBSでブロッキ
ングした。BSA-PBSを除いた該膜に一次抗体として陽性対照抗体の市販抗CLDN4モノクロー
ナル抗体3E2C1（Zymed社製）、ハイブリドーマKM3900の培養上清、ハイブリドーマKM3907
の培養上清、または陰性対照抗体KM511（抗G-CSF誘導体抗体）［Agric.Biol.Chem.,53,10
95(1989)］を4℃で一晩反応させた。該膜をTween-PBSでよく洗浄し、ペルオキシターゼ標
識抗マウスイムノグロブリンＧ（Ｈ＋Ｌ）（Zymed社製）を室温で１時間反応させた。再
び該膜をTween-PBSでよく洗浄し、ECLTMwestern blotting detection reagents（アマシ
ャムファルマシア社製）を用いて、抗体が結合したバンドを検出した。その結果、市販の
抗CLDN4モノクローナル抗体3E2C1はCLDN4タンパク質を検出できたが、モノクローナル抗
体KM3900およびKM3907はCLDN4を検出できなかった（図4、図6）。
【０２０６】
　同様にしてCLDN3/CHOから細胞抽出液を調製し、KM3907のCLDN3に対する反応性を検討し
た。その結果、市販の抗CLDN3ポリクローナル抗体（Zymed社製）はCLDN3蛋白質を検出で
きたが、モノクローナル抗体KM3907はCLDN3を検出できなかった（図6）。
　（２）抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900およびKM3907を用いた免疫沈降法によるCLDN3
またはCLDN4の検出
　96ウェルELISAプレートに、50μg/mLのKM3900またはKM3907を100μL/ウェルずつ添加し
、４℃で１晩反応させ、PBS洗浄後、非特異吸着を防ぐためBSA-PBSでブロッキングを行っ
た。5×107細胞のCLDN4/CHO、Vector/CHO、CLDN6/CHO、ヒト膵臓癌細胞株Capan-2、また
はHPAF-IIに、1 mLの細胞溶解用緩衝液［50 mmol/L Tris-HCl(pH7.2)、1% Triton X-100
， 150 mmol/L NaCl、2 mmol/L MgCl2、2 mmol/L CaCl2、0.1%NaN3、50 mmol/L Iodoacet
amide、50 mmol/L N-ethylmaleimide、1 mg/mL Leupeptin、0.1 mmol/L Dithiothreitol
］を加え、4℃で2時間放置後、遠心分離して細胞抽出液を調製した。BSA-PBSを捨てた該
プレートに、調製した細胞抽出液を50μL/ウェルで分注し、４℃で1晩放置した。Tween-P
BSでプレートを洗浄後、SDS-PAGE用サンプルバッファー［2 % SDS、62 mmol/L Tris-HCl(
pH6.8)、10 % Glycerol］で溶解したものをサンプルとしてイムノブロットを行った。
【０２０７】
　SDS-ポリアクリルアミド電気泳動後のサンプルをPVDF膜（ミリポア社製）に転写し、該
膜をBSA-PBSでブロッキングした。BSA-PBSを除いた該膜に１次抗体として陽性対照の抗体
として、市販の抗CLDN4モノクローナル抗体3E2C1（Zymed社製）、または抗CLDN3ポリクロ
ーナル抗体（Zymed社製）、または陰性対照抗体としてKM511（抗G-CSF誘導体抗体）１μg
/mLを室温で2時間反応させた。反応後、該膜をTween-PBSでよく洗浄し、ペルオキシター
ゼ標識抗マウスイムノグロブリンＧ（Ｈ＋Ｌ）（Zymed社）を室温で１時間反応させた。
再び該膜をTween-PBSでよく洗浄し、ECLTM westernblotting detection reagents（アマ
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シャムファルマシア社製）を用いて、抗体が結合したバンドを検出した。その結果、分子
量22 kDa付近にバンドが検出されたことから、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900およびK
M3907は、CLDN4を免疫沈降可能な抗体であることが示された（図5、図7）。
【０２０８】
　同様にしてCLDN3/CHOから細胞抽出液を調製し、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3907のCL
DN3に対する反応性を検討した。その結果、分子量22kDa付近にバンドが検出されたことか
ら、モノクローナル抗体KM3907は、CLDN3を免疫沈降可能な抗体であることが示された（
図7）。
　従って、本発明の抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900およびKM3907は、変性したCLDN4タ
ンパク質には反応せず、立体構造を保持したCLDN4タンパク質にのみ反応する抗体である
ことが明らかになった。
【０２０９】
　（３）抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900およびKM3907のCLDN3、CLDN4、CLDN5、CLDN6
およびCLDN9発現細胞に対する反応性
　CLDN3/CHO、CLDN4/CHO、CLDN5/CHO、CLDN6/CHOおよびCLDN9/CHOを3～4日間培養し、0.0
2 % EDTA溶液（ナカライテスク社製）で剥離し、回収した細胞をPBSで洗浄し、抗体の非
特異的な吸着を避けるためにBSA-PBSを用いて、氷温中で30分間ブロッキングした。1～5
×105個/100μL/BSA-PBSとなるように96穴Ｕ字プレートに分注し、遠心分離（1500 rpm、
5分間）した後、上清を除いて１次抗体として被免疫マウス抗血清、ハイブリドーマKM390
0の培養上清（8.6μg/mL）、5μg/mLに希釈した抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900および
KM3907、マウスIgG2aアイソタイプコントロール（DAKO社製）を100μL/ウェルで分注し、
氷温中で60分間反応させた。反応後、BSA-PBSで1回洗浄し、２次抗体としてBSA-PBS で50
倍希釈したFITC標識抗マウスイムノグロブリンＧ（Ｈ＋Ｌ）（DAKO社製）を100 μL/ウェ
ルで加えて氷温中、遮光下で30分間反応させた。再びBSA-PBSで１回洗浄し、PBSに懸濁し
てFCM（ベックマンコールター社製）で蛍光強度を測定した。
【０２１０】
　各細胞に対する反応性を下記表１に示し、典型的な反応のヒストグラムを図8に示した
。
【０２１１】
【表１】

【０２１２】
　表1に示したように、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900は、CLDN4/CHOのみに反応し、
その他のCLDN発現細胞には反応しなかった。また、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3907はC
LDN3/CHOおよびCLDN4/CHOの両方に反応したが、その他のCLDN発現細胞には反応しなかっ
た。従って、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900およびKM3907は、細胞に発現したCLDN4の
細胞外領域の立体構造を認識し、結合することが明らかなった。更に、抗CLDN4モノクロ
ーナル抗体KM3907は、CLDN4とCLDN3の両方の細胞外領域を認識し、結合することが明らか
になった。
（４）抗CLDN4モノクローナル抗体の癌細胞に対する反応性
　ヒト膵臓癌細胞株Capan-2およびHPAF-II、ヒトリンパ腫細胞株Daudi（ATCC CCL-213）
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、ヒト乳癌細胞株MCF7(ATCC HTB22)、ヒト大腸癌細胞株HT-29(ATCC HTB-38)、SW480(ATCC
 CCL-228)、ヒト前立腺癌細胞株22Rv1(ATCC CRL-2505)、DU 145(ATCC HTB-81)およびPC-3
(ATCC CRL-1435)細胞を、3～4日間培養し、接着細胞については0.02 % EDTA溶液（ナカラ
イテスク社製）を用いて剥離して、細胞を回収した。回収した細胞をPBSで洗浄し、抗体
の非特異的な吸着を防ぐためにBSA-PBSを用いて、氷温中で30分間ブロッキングした。1～
5×105個/100μL BSA-PBSとなるように96穴Ｕ字プレートに分注し、遠心分離（1500 rpm
、5分間）した後、上清を除いて一次抗体として被免疫マウス抗血清、ハイブリドーマKM3
900の培養上清（8.6μg/mL）、5μg/mLに希釈した抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900およ
びKM3907、またはマウスIgG2aアイソタイプコントロール（DAKO社製）を100μL/ウェルで
分注し、氷温中で60分間反応させた。BSA-PBSで１回洗浄し、二次抗体としてBSA-PBS で5
0倍希釈したFITC標識抗マウスイムノグロブリンＧ（Ｈ＋Ｌ）（DAKO社製）を100 μL/ウ
ェルで加えて氷温中、遮光下で30分間反応させた。反応後、細胞をBSA-PBSで１回洗浄し
、PBSに懸濁し、FCM（ベックマンコールター社製）で蛍光強度を測定した。
【０２１３】
　図9に、ヒト膵臓癌細胞株Capan-2およびHPAF-II、ヒトリンパ腫細胞株Daudi（ATCC CCL
-213）に抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900を8.6μg/mLで反応させた場合のヒストグラム
を示す。図9に示したように、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900はヒト膵癌細胞株Capan-
2およびHPAF-IIに強く結合したが、リンパ腫細胞株Daudiにほとんど結合しなかった。
　また、図10に、ヒト乳癌細胞株MCF7(ATCC HTB22)、ヒト大腸癌細胞株HT-29(ATCC HTB-3
8)、SW480(ATCC CCL-228)、ヒト前立腺癌細胞株22Rv1(ATCC CRL-2505)、DU 145(ATCC HTB
-81)、PC-3(ATCC CRL-1435)に、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900もしくはKM3907を5μg
/mLで反応させた場合のヒストグラムを示す。図10に示したように、抗CLDN4モノクローナ
ル抗体KM3900およびKM3907はヒト乳癌細胞株MCF7、ヒト大腸癌細胞株HT-29およびSW480、
ヒト前立腺癌細胞株22Rv1、DU 145およびPC-3に強く結合することが明らかになった。
【０２１４】
　従って、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900およびKM3907は、乳癌、大腸癌、膵癌およ
び前立腺癌細胞に発現しているCLDN4に結合することが明らかになった。
【実施例４】
【０２１５】
　抗CLDN4モノクローナル抗体によるCLDN4中和活性
　（１）ウーンドヒーリング法による細胞運動能へのKM3900の効果
　CLDN4/CHOもしくはvector/CHOを3×104個/100μL/ウェルとなるように96ウェルプレー
トに播種し2日間培養した後、チップの先で縦に線を引くようにして単層培養した細胞の
一部を剥がした。抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900および陰性対照の抗体KM511（抗G-CS
F誘導体抗体）を、最終濃度が1μg/mLとなるように培地に添加し、21時間培養した。抗体
添加前（0 h）と培養21時間後（21 h）の剥離領域を写真撮影し、細胞間距離を測定した
。CLDN4/CHOにおける写真像を図11に示す。また、各群6ウェルで実施した結果をまとめた
グラフを図12に示す。
【０２１６】
　その結果、KM3900を添加したCLDN4/CHOのウエルでは、細胞間距離の縮小が阻害される
傾向が確認され、さらにKM511と比較して有意にCLDN4/CHOの細胞運動能が阻害された（St
udent-t検定、P<0.01）。一方、Vector/CHOではKM3900添加とKM511添加で細胞間距離の縮
小に違いは認められなかった。
　以上の結果より、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900が、CLDN4発現細胞の細胞運動能を
抑制することが明らかとなった。
【実施例５】
【０２１７】
　FCMによるAbnova社製抗CLDN4モノクローナル抗体4A4の反応性の検討
　CLDN4/CHO、vector/CHOおよびヒト膵臓癌細胞株Capan-2を3～4日間培養し、0.02 % EDT
A溶液（ナカライテスク社製）で剥離し、細胞を回収した。回収した細胞をPBSで洗浄し、
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抗体の非特異的な吸着を避けるためにBSA-PBSを用いて、氷温中で30分間ブロッキングし
た。1～5×105個/100μL BSA-PBSとなるように96ウェルＵ字プレートに分注し、遠心分離
（1500 rpm、5分間）した後、上清を除いてBSA-PBSで5μg/mLに希釈した5μg/mL 抗CLDN4
モノクローナル抗体4A4（Abnova社製）またはBSA-PBSを100μL/ウェルで分注し、氷温中
で60分間反応させた。BSA-PBSで１回洗浄し、２次抗体としてBSA-PBS で50倍希釈したFIT
C標識抗マウスイムノグロブリンＧ（Ｈ+Ｌ）（DAKO社製）を100μL/ウェルで加えて、氷
温中、遮光下で30分間反応させた。反応後、細胞をBSA-PBSで１回洗浄し、PBSに懸濁し、
FCM（ベックマンコールター社製）で蛍光強度を測定した。
【０２１８】
　図１３にCLDN4/CHO、vector/CHOおよびヒト膵臓癌細胞株Capan-2に抗CLDN4モノクロー
ナル抗体4A4を5μg/mLで反応させた場合のヒストグラムを示す。その結果、市販の抗CLDN
4モノクローナル抗体4A4はCLDN4/CHOおよびヒト膵癌細胞株Capan-2に結合しなかった。以
上のことから、抗CLDN4モノクローナル抗体A4Aは、細胞外領域の立体構造を認識し、結合
することができないモノクローナル抗体であることが明らかになった。
【実施例６】
【０２１９】
　抗CLDN4モノクローナル抗体の可変領域をコードするcDNAの単離、解析
　（１）抗CLDN4モノクローナル抗体産生ハイブリドーマ細胞からのmRNAの調製
　実施例２に記載のハイブリドーマKM3900、およびKM3907より、RNAeasy Maxi kit（QIAG
EN社製）およびOligotexTM-dT30<Super>mRNA Purification Kit （Takara社製）を用いて
、添付の仕様説明書に従い、ぞれぞれのハイブリドーマ細胞5×107細胞より、マウスモノ
クローナル抗体KM3900のｍRNAおよびマウスモノクローナル抗体KM3907のmRNAを調製した
。
【０２２０】
　（２）抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900およびKM3907の、H鎖およびL鎖可変領域の遺
伝子クローニング
　実施例５－（１）で取得した抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900のmRNAの1μgから、BD 
SMARTTMRACE cDNA Amplification Kit（BD Biosciences社製）を用いて、添付の使用説明
書に従い、5’側にキット添付のBD SMART IITM A Oligonucleotide配列を有するcDNAを取
得した。取得されたcDNAを鋳型として、キット添付のユニバーサルプライマーAmixと、配
列番号13で示したマウスIg（γ）特異的プライマー（mG2aa2）を用いてPCR反応を行いVH
のcDNA断片を増幅した。またIg（γ）特異的プライマーの代わりに配列番号14で示したマ
ウスIg（κ）特異的プライマー（mKa2）を用いてPCRを行いVLのcDNA断片を増幅した。
【０２２１】
　同様にして、KM3907cDNAを鋳型として、キット添付のユニバーサルプライマーAmixと、
配列番号53で示したマウスIg（γ）特異的プライマー（mG2aa1）を用いてPCR反応を行いV
HのcDNAを増幅した。また、Ig（γ）特異的プライマーの代わりに配列番号54で示したマ
ウスIg（κ）特異的プライマー（mKa1）を用いてPCRを行いVLのcDNA断片を増幅した。
　PCR反応は、94℃で５分間加熱後、94℃で30秒間、72℃で3分間のサイクルを5回、94℃
で30秒間、70℃で30秒間、72℃で3分間のサイクルを5回、94℃で30秒間、68℃で30秒間、
72℃で3分間のサイクルを30回、それぞれ行った後、更に72℃で10分間反応させた。PCR反
応はPTC-200 DNA Engine（BioRad社製）を用いて行った。得られたPCR産物はKM3900H鎖、
KM3900L鎖共に約600 bpのサイズであった。また、KM3907H鎖は600 bp、KM3907L鎖は800 b
pのサイズであった。
【０２２２】
　得られたPCR産物の塩基配列を決定するため、アガロースゲル電気泳動で分離し、PCR産
物をGel Extraction Kit（QIAGEN社製）を用いて抽出した。得られた抽出断片を、Sma I
で消化したpBluescriptII SK(-)ベクターに、Ligation high（東洋紡績社製）を用いて連
結した後、コーエンらの方法［Proc.Natl.Acad.Sci.USA,69, 2110(1972)］により大腸菌D
H5α株を形質転換した。得られた形質転換体より自動プラスミド抽出機（クラボウ社製）
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を用いてプラスミドを抽出し、BigDye Terminator Cycle Sequencing FS Ready Reaction
 Kit（PEバイオシステムズ社製）を用い添付の説明書に従って反応後、同社のシーケンサ
ーABI PRISM3700により塩基配列を解析した。その結果、cDNAの5’末端に開始コドンと推
定されるATG配列が存在する、完全長のH鎖cDNAを含むプラスミド、およびL鎖cDNAを含む
プラスミドが取得された。
【０２２３】
　その結果、ハイブリドーマKM3900からはH鎖cDNAを含むプラスミドKM3900VH_H202および
L鎖cDNAを含むプラスミドKM3900VL_K23が取得され、ハイブリドーマKM3907からはH鎖cDNA
を含むプラスミドKM3907G2a101およびL鎖cDNAを含むKM3907Ka103が取得された。
　（３）抗CLDN4モノクローナル抗体のV領域のアミノ酸配列の解析
　プラスミドKM3900VH_H202に含まれていたVHの全塩基配列を配列番号15に、該塩基配列
から推定された、シグナル配列を含んだ分泌型VHの全アミノ酸配列を配列番号16に、プラ
スミドKM3900VL_K23に含まれていたVLの全塩基配列を配列番号17に、および該塩基配列か
ら推定された、シグナル配列を含んだ分泌型VLの全アミノ酸配列を配列番号18にそれぞれ
示した。既知のマウス抗体の配列データ［SEQUENCES of Proteins of Immunological Int
erest, US Dept.Health and Human Services(1991)］との比較、並びに精製した抗CLDN4
モノクローナル抗体KM3900のH鎖及びL鎖のN末端アミノ酸配列をプロテインシーケンサー
（島津製作所社製：PPSQ-10）を用いて解析した結果との比較から、単離した各々のcDNA
は分泌シグナル配列を含む抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900をコードする完全長cDNAで
あり、H鎖については配列番号16に記載のアミノ酸配列の1から19番目が、L鎖については
配列番号18に記載のアミノ酸配列の１から22番目が分泌シグナル配列であることが明らか
となった。
【０２２４】
　また、プラスミドKM3907G2a101に含まれていたVHの全塩基配列を配列番号55に、該塩基
配列から推定された、シグナル配列を含んだVHの全アミノ酸配列を配列番号56に、プラス
ミドKM3907Ka103に含まれていたVLの全塩基配列を配列番号57に、および該塩基配列から
推定された、シグナル配列を含んだVLの全アミノ酸配列を配列番号58にそれぞれ示した。
上記と同様の解析から、単離した各々のcDNAは分泌シグナル配列を含む抗CLDN4モノクロ
ーナル抗体KM3907をコードする完全長cDNAであり、H鎖については配列番号56に記載のア
ミノ酸配列の1から19番目が、L鎖については配列番号58に記載のアミノ酸配列の１から22
番目が分泌シグナル配列であることが明らかとなった。
【０２２５】
　次に、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900、KM3907のVHおよびVLのアミノ酸配列の新規
性について検討した。配列解析システムとしてGCG Package（version 9.1、Genetics Com
puter Group社）を用い、既存の蛋白質のアミノ酸配列データベースをBLASTP法［Nucleic
 Acids Res.,25,3389(1997)］により検索した。その結果、VH、VLともに完全に一致する
アミノ酸配列は認められず、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900、KM3907のVHおよびVLは
、それぞれ新規なアミノ酸配列を有していることが確認された。
【０２２６】
　また、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900、KM3907のVHおよびVLのCDRを、既知の抗体の
アミノ酸配列［SEQUENCES of Proteins of Immunological Interest, US Dept.Health an
d Human Services(1991)］と比較することにより同定した。抗CLDN4モノクローナル抗体K
M3900のVHのCDR1、CDR2およびCDR3のアミノ酸配列を配列番号19、20および21に、VLのCDR
1、CDR2およびCDR3のアミノ酸配列を配列番号22、23および24にそれぞれ示した。
【０２２７】
　また、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3907のVHのCDR1、CDR2およびCDR3のアミノ酸配列
を配列番号59、60および61に、VLのCDR1、CDR2およびCDR3のアミノ酸配列を配列番号62、
63および64にそれぞれ示した。
【実施例７】
【０２２８】
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　抗CLDN4ヒト型キメラ抗体の作製
　（１）抗CLDN4ヒト型キメラ抗体発現ベクターcKM3900_93およびcKM3907_93の構築
　WO97/10354に記載のヒト化抗体発現用ベクターpKANTEX93と実施例6-(2)で得られたプラ
スミドKM3900_H202およびKM3900_K23を用いて抗CLDN4ヒト型キメラ抗体発現ベクターcKM3
900_93を以下のようにして構築した。
【０２２９】
　プラスミドKM3900VH_H202を鋳型として100 ng、10×KOD緩衝液1を5μL、2 mmol/L dNTP
を5μL、25 mmol/L 塩化マグネシウムを2μL、10μmol/Lの配列番号49および50記載の塩
基配列を有するプライマーをそれぞれ １μL、およびKOD polymerase (東洋紡績社製)を
１μL、を含む50μLの反応液を調製し、PCR反応を行った。PCR反応は96℃で3分間変性処
理後、94℃で１分間、58℃で１分間、72℃で1分間のサイクルを35サイクル、更に72℃で5
分間の反応で行った。この反応によって、pKANTEX93に挿入するための制限酵素認識配列
が付加されたKM3900のVHをコードする遺伝子断片を増幅した。同様に、プラスミドKM3900
_K23を鋳型として100 ng、10×KOD緩衝液1を5μL、2 mmol/L dNTPを5μL、25 mmol/L 塩
化マグネシウムを2μL、10μmol/Lの配列番号51および52記載の塩基配列を有するプライ
マーをそれぞれ 1μL、KOD polymerase (東洋紡績社製)を1 μL、を含むの反応液を調製
し、PCR反応は上記と同様にして行い、pKANTEX93に挿入するための制限酵素認識配列が付
加されたKM3900のVLをコードする遺伝子断片を増幅した。
【０２３０】
　同様にして、実施例6-（2）で得られたプラスミドKM3907G2a101およびKM3907Ka103を用
いて抗CLDN4ヒト型キメラ抗体発現ベクターcKM3907_93を構築した。VH増幅用のプライマ
ーの配列を配列番号65および66に、VL増幅用のプライマーの配列を配列番号67および68に
示した。
　それぞれの反応産物をアガロースゲル電気泳動で分離し、得られた約0.4 kbpの増幅断
片をGel Extraction Kit（QIAGEN社製）を用いて抽出した。得られた遺伝子断片を、Sma 
Iで消化したpBluescriptII SK(-)ベクターに、Ligation high（東洋紡績社製）を用いて
連結した後、形質転換体は、実施例１－（１）と同様にして、KM3900のVHをコードする塩
基配列を含むプラスミドVH5と、VLをコードする塩基配列を含むプラスミドVL7を取得した
。
【０２３１】
　プラスミドVH5を制限酵素Apa IおよびNot Iで、プラスミドVL7を制限酵素EcoR Iおよび
BsiW Iでそれぞれ消化した後、それぞれの反応産物をアガロースゲル電気泳動で分離し、
得られた約0.4 kbpの遺伝子断片をGel Extraction Kit（QIAGEN社製）を用いて抽出した
。VプラスミドH5を消化して得られた断片を、同じくApa IおよびNot Iで消化したpKANTEX
93ベクターに連結し、上記と同様にして形質転換体を得た後、プラスミド抽出キット（QI
AGEN社製）を用いて、KM3900のVHが挿入されたpKANTEX93ベクターを得た。次に、該ベク
ターをEcoR IおよびBsiW Iで消化した後、前述のプラスミドVL7を消化して得られた断片
と連結して、実施例１－（１）と同様にして形質転換体を得た後、プラスミド抽出キット
を用いて、KM3900のVHおよびVLが挿入された抗CLDN4ヒト型キメラ抗体発現ベクターcKM39
00_93を取得した。
【０２３２】
　（２）抗CLDN4ヒト型キメラ抗体の動物細胞での発現
　上記（１）で得られた抗CLDN4ヒト型キメラ抗体発現ベクターcKM3900_93を用いて抗CLD
N4ヒト型キメラ抗体の動物細胞での発現を、常法［Antibody Engineering,A Practical G
uide,W.H.FReeman and Company(1992)］により行い、cKM3900_93が導入された形質転換株
を取得した。また、同様にしてKM3907のVHおよびVLが挿入された抗CLDN4ヒト型キメラ抗
体発現ベクターcKM3907_93を取得した。
【０２３３】
　（３）　精製抗体の取得
　上記（２）で得られた形質転換株を、それぞれ通常の培養法で培養した後、細胞懸濁液
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を回収し、3000 rpm、4℃の条件で15分間の遠心分離を行って培養上清を回収した後、培
養上清は0.22μｍ孔径MillexGVフィルター（ミリポア社製）を用いて濾過滅菌した。得ら
れた培養上清よりProteinA High-capacityレジン（Milipore社製）カラムを用いて、添付
の説明書に従い、抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM3900、ｃKM3907（以下cKM3900、ｃKM3907
と表記する）を精製した。
【０２３４】
　得られたcKM3900、cKM3907の精製標品の精製度および発現分子サイズを、グラジュエン
トゲル（ATTO社製、カタログ番号：E-T520L）を用いて、添付の説明書に従い、SDS-PAGE
により確認した。
　cKM3900の結果を図14、cKM3907の結果を図15に示した。精製した抗CLDN4ヒト型キメラ
抗体の泳動パターンは、非還元条件下では分子量150～200キロダルトン（以下、kDaと表
記する）付近に１本のバンドが、還元条件下では約50 kDaと約25 kDaの2本のバンドが認
められた。このような泳動パターンは、IgGクラスの抗体を、同様な条件下でSDS-PAGEを
行った結果[Antibodies-A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory, Chapte
r 14(1988)、Monoclonal Antibodies-Principles and Practice, Academic Press Limite
d(1996)]と一致している。従って、抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM3900およびcKM3907が正
しい構造の抗体分子として発現されていることが確認された。
【実施例８】
【０２３５】
　抗CLDN4ヒト型キメラ抗体の活性評価
　（１）FCMにおける癌細胞株との反応性
　cKM3900の評価細胞としてCLDN4を発現する膵臓癌細胞株Capan-2を用い、cKM3907の評価
細胞としてCLDN3とCLDN4の両方を発現する乳癌細胞株MCF7を用いた。細胞を3～4日間培養
し、0.02 % EDTA溶液（ナカライテスク社製）で剥離し、細胞を回収した。回収した細胞
をPBSで洗浄し、抗体の非特異的な吸着を避けるためにBSA-PBSを用いて、氷温中で30分間
ブロッキングした。1～5×105個/100μL BSA-PBSとなるように96穴Ｕ字プレートに分注し
、遠心分離（1500 rpm、5分間）した後、上清を除いて一次抗体として5μg/mLの陰性対照
抗体cKM3034（抗FGF8ヒト型キメラ抗体）[US2004/0091480]、抗CLDN4モノクローナル抗体
KM3900もしくはKM3907、抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM3900もしくはcKM3907を100μL/ウェ
ル分注し、氷温中で60分間反応させた。BSA-PBSで1回洗浄し、二次抗体としてBSA-PBS で
50倍希釈したFITC標識抗マウスイムノグロブリンＧ（Ｈ＋Ｌ）（DAKO社製）もしくはFITC
標識抗ヒトイムノグロブリンＧ（Ｈ+Ｌ）（Jackson Laboratories社製）を100μL/ウェル
加えて氷温中、遮光下で30分間反応させた。再びBSA-PBSで１回洗浄し、PBSに懸濁してFC
M（ベックマンコールター社製）で蛍光強度を測定した。
【０２３６】
　図16に陰性対照抗体cKM3034（抗FGF8ヒト型キメラ抗体）、抗CLDN4モノクローナル抗体
KM3900および抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM3900の反応性をヒストグラムで示す。抗CLDN4
ヒト型キメラ抗体cKM3900は抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900と同様に、Capan-2に反応
することが明らかになった。
　図17に陰性対照抗体cKM3034（抗FGF8ヒト型キメラ抗体）、抗CLDN4モノクローナル抗体
KM3907および抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM3907の反応性をヒストグラムで示す。抗CLDN4
ヒト型キメラ抗体cKM3907は抗CLDN4モノクローナル抗体KM3907と同様に、MCF7に反応する
ことが明らかになった。
【０２３７】
　（２）抗CLDN4ヒト型キメラ抗体のADCC活性
　実施例７で取得した抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM3900およびcKM3907のADCC活性を、以
下のようにして測定した。cKM3900の標的細胞には、CLDN4-myc/His遺伝子導入CHO細胞株
（CLDN4/CHO）、本実施例の（１）で用いたCLDN4を発現するヒト膵臓癌細胞株Capan-2、
ヒト卵巣癌細胞株MCAS、ヒト乳癌細胞株MCF7を用いた。cKM3907の評価細胞には、CLDN4/C
HO、CLDN3-myc/His遺伝子導入CHO細胞株（CLDN3/CHO）、ヒト卵巣癌細胞株MCAS、本実施
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例の（１）で用いたCLDN4とCLDN3の両方を発現するヒト乳癌細胞株MCF7を用いた。エフェ
クター細胞溶液の調製にはPolymorphprep（NYCOMED社製）を用いた。
【０２３８】
　（２）－１　標的細胞溶液の調製
　RPMI1640-FCS(10)培地［FCSを10 %含むRPMI1640培地（Invitrogen社製）］を用いて培
養したCapan-2を遠心分離操作及び懸濁によりADCC活性測定用培地であるRPMI1640-FCS(1)
［1 ％ FCSを含むRPMI1640培地（Invitrogen社製）］で洗浄した後、ADCC活性測定用培地
によって、細胞濃度を2×105細胞/mLに調製し、標的細胞溶液とした。
【０２３９】
　（２）－２　エフェクター細胞溶液の調製
　健常人静脈血30 mLを採取し、ヘパリンナトリウム（清水製薬社製）0.5 mLを加え穏や
かに混ぜた。これをPolymorphprep（NYCOMED 社製）を用いて添付の使用説明書に従い、
単核球（PBMC）画分を分離した。分離したPBMC画分は、ADCC活性測定用培地で2回遠心分
離して洗浄後、適宜懸濁し、エフェクター細胞溶液とした。
【０２４０】
　（２）－３　ADCC活性の測定
　96ウェルＵ字底プレート（Falcon社製）に上記（２）－１で調製した標的細胞溶液の50
μL（1×104細胞／ウェル）を分注した。次いで（２）－２で調製したエフェクター細胞
溶液を50μL（エフェクター細胞と標的細胞の比が25:1となるように希釈したもの）を添
加した。更に、抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM3900もしくはcKM3907をADCC活性測定用培地
で希釈し、各最終濃度0.001～10μg/mLとなるように加えて全量を150μLとし、37℃で4時
間反応させた。反応後、プレートを遠心分離し、上清中の乳酸デヒドロゲナーゼ（LDH）
活性を、LDH-Cytotoxic Test（WAKO社製）を用いて、添付の説明書にしたがって吸光度デ
ータを取得することで測定した。標的細胞自然遊離の吸光度データは、エフェクター細胞
溶液および抗体溶液の代わりにADCC活性測定用培地を用いて、また、エフェクター細胞自
然遊離の吸光度データは、標的細胞溶液および抗体溶液の代わりにADCC活性測定用培地を
用いて、上記と同様の操作を行うことで取得した。標的細胞全遊離の吸光度データは、抗
体溶液およびエフェクター細胞溶液の代わりにADCC活性測定用培地を用い、反応終了の45
分前に20μLの9 % Triton X-100溶液を添加して反応させ、上記と同様の操作を行うこと
で取得した。ADCC活性は次式により求めた。
（式）
ADCC活性（％）＝｛（検体の吸光度－（エフェクター細胞・標的細胞自然遊離の吸光度）
｝／（標的細胞全遊離の吸光度－標的細胞自然遊離の吸光度）×100
　cKM3900の結果を図18に、cKM3907の結果を図19に示した。抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM
3900は抗体濃度依存的にCLDN4発現細胞に対してADCC活性を発揮することが明らかとなっ
た。また、抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM3907は抗体濃度依存的にCLDN4およびCLDN3発現細
胞に対してADCC活性を発揮することが明らかとなった。
【０２４１】
　（３）抗CLDN4ヒト型キメラ抗体のCDC活性
　実施例７で取得した抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM3900およびcKM3907のCDC活性を、以下
のようにして測定した。cKM3900の標的細胞には、CLDN4/CHOを用いた。cKM3907の標的細
胞にはCLDN4/CHO、CLDN3/CHOおよびCLDN3とCLDN4の両方を発現するヒト乳癌細胞株MCF7を
用いた。
【０２４２】
　（３）－１　標的細胞溶液の調整
　各種細胞株を0.02%-EDTA Solution（ナカライテスク社製）で剥離し、CDC測定用培地と
して作製した1.4% BSA（Invitrogen社製）、50 μg/mL Gentamicin（ナカライテスク社製
）を含むRPMI1640培地（Invitrogen社製）で洗浄後、同培地で2×105 cells/mLに懸濁し
、標的細胞溶液とした。
【０２４３】
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　（３）－２　ヒト補体溶液の調整
　ヒト補体血清SERA, COMPLEMENT（SIGMA社製、S1764）を脱イオン水1 mLにて溶解し、等
量のCDC測定用培地を加えて2倍に希釈し、ヒト補体溶液とした。
　（３）－３　CDC活性の測定
　96-well 平底 plate（SUMILON社製）の各wellに上記（３）－２で調製した補体溶液を5
0 μL分注した。次いで上記（３）－１で調製した標的細胞溶液を50 μL加え、さらにCDC
用培地で希釈した各抗体溶液を50 μL添加して、全量を150 μLとし37℃、5% CO2条件下
で2時間反応させた。各wellに細胞増殖試薬WST-1（Roche社製）を15 μLずつ添加してプ
レートミキサーで攪拌し、37℃、5% CO2条件下で4時間反応させ415 nmにおける吸光度をE
max precision microplate reader（WAKO社製）を用いて測定した。補体溶液50 μL、CDC
用培地100 μLを加えたwellをブランクとして、また標的細胞、補体溶液、CDC用培地を各
50 μLずつ加えたwell（抗体非添加）の吸光度を測定し、CDC活性は次式により算出した
。
（式）
CDC活性（％）＝｛1 －（抗体添加サンプル吸光度－ブランク吸光度）/（抗体非添加吸光
度－ブランク吸光度）｝× 100
　抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM3900の結果を図20に、抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM3907の
結果を図21にそれぞれ示した。抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM3900は、抗体濃度依存的にCL
DN4発現細胞に対しCDC活性を発揮することが明らかとなった。また、抗CLDN4ヒト型キメ
ラ抗体cKM3907は、抗体濃度依存的にCLDN4およびCLDN3発現細胞に対しCDC活性を発揮する
ことが明らかとなった。
【実施例９】
【０２４４】
CLDN4発現細胞に対する抗CLDN4モノクローナル抗体の細胞増殖阻害活性
　CLDN4発現細胞に対する細胞増殖阻害活性を検討するため、抗CLDN4モノクローナル抗体
KM3900またはKM3907存在下のCLDN4発現CHO細胞の細胞増殖能を検討した。
　CLDN4/CHOもしくはvector/CHOを1×103個/100μL/穴となるように96穴プレートに播種
し、24時間培養した後、KM3900、KM3907または陰性対照抗体KM511を、最終濃度が31.6～0
.1μg/mLとなるように培地に添加し、96時間培養した。培養後、IMDM培地で50 %に希釈し
たWST-1試薬（ロシュ・ダイアグノスティックス社製）を20μL/ウェルで加え、37℃で2時
間インキュベーションした後、マイクロプレート分光光度計を用い、450 nm（対照波長65
0 nm）の吸光度を測定した。抗体を添加せず培地のみを加えたウェル（コントロール）の
値を100 %として、抗体を加え96時間培養したウェルの相対増殖率（％）を算出した。
【０２４５】
　その結果を図17に示した。図17に示したように抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900は、v
ector/CHOの細胞増殖は阻害しなかったが、CLDN4/CHOの細胞増殖を阻害した。また、抗CL
DN4モノクローナル抗体KM3907も同様にCLDN4/CHOの細胞増殖を特異的に阻害した。従って
、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900およびKM3907は、CLDN4特異的に反応し、CLDN4機能
を阻害することが明らかとなった。
【実施例１０】
【０２４６】
　マウスゼノグラフトモデルにおける抗CLDN4ヒト型キメラ抗体の薬効評価　　
　抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM3900のin vivo薬効を評価するため、CLDN4-myc/His遺伝子
導入細胞(CLDN4/CHO)、ヒト膵癌細胞株、ヒト卵巣癌細胞株のマウスゼノグラフト初期癌
モデルにおけるin vivo薬効評価を行なった。
　CLDN4/CHO、ヒト膵臓癌細胞株のCapan-2(ATCC HTB-80)およびヒト卵巣癌細胞株のMCAS(
JCRB JCRB0240)を0.02 % -EDTA Solution(ナカライテスク社製)で剥離しPBSで洗浄後、PR
MI1640培地(GIBCO-BRL社製)を加え、300×g、5分間遠心分離して上清を除去した。同培地
を加えて遠心分離操作により洗浄後、CLDN4/CHOおよびCapan-2は5×107細胞/mL、MCASは1
×107細胞/mLに調製した。各細胞懸濁液をSCIDマウス雌6-7週齢（日本クレア社製）の右
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脇下に、それぞれ100μLで皮下移植した。移植同日から、抗体投与群はPBSで希釈した抗
体溶液を10 mg/kgで尾静脈投与し、コントロール群は等量のPBSのみを尾静脈投与した（
１群２匹）。投与は１週間に２回、計６回行い、腫瘍が観察された時点からノギスで腫瘍
径を測定した。腫瘍体積は以下の式により算出した。
【０２４７】
　　腫瘍体積(mm3)＝長径×短径2×0.5
結果を図18に示した。図18に示したように、CLDN4/CHO、ヒト膵臓癌細胞株Capan-2および
ヒト卵巣癌細胞株のMCAS移植初期癌モデルにおいて、抗CLDN4ヒト型キメラ抗体cKM3900は
顕著な抗腫瘍効果を示した。従って、本発明の抗CLDN4抗体は、CLDN4を発現している腫瘍
に対して抗腫瘍活性を示すことが明らかになった。
【実施例１１】
【０２４８】
抗CLDN4ヒト化抗体の作製
（１）抗CLDN4ヒト化抗体のVHおよびVLのアミノ酸配列の設計
　まず、抗CLDN4ヒト化抗体のVHのアミノ酸配列を以下のようにして設計した。
　配列番号19～21でそれぞれ示される抗体VHのCDR1～3のアミノ酸配列を移植するための
ヒト抗体のVHのFRのアミノ酸配列を選択した。カバットらは、既知の様々なヒト抗体のVH
をそのアミノ酸配列の相同性から３種類のサブグループ(HSG I～III)に分類し、更に、そ
れらのサブグループ毎に共通配列を報告している[SEQUENCES of Proteins of Immunologi
cal Interest, US Dept. Health and Human Services(1991)]。それら共通配列は、ヒト
においてより免疫原性が低下する可能性が考えられることから、それら共通配列を基に抗
CLDN4ヒト化抗体のVHのアミノ酸配列を設計することとした。より結合活性の高い抗CLDN4
ヒト化抗体を作製するために、設計にあたってはヒト抗体のVHの3種類のサブグループの
共通配列のFRのアミノ酸配列のうち、CLDN4遺伝子にコードされるポリペプチドの細胞外
領域に結合し、CLDN4の中和活性を有するモノクローナル抗体である、抗CLDN4マウス抗体
KM3900のVHのFRのアミノ酸配列と最も高い相同性を有するFRのアミノ酸配列を選択した。
【０２４９】
　相同性を検索した結果、HSGI、HSGIIおよびHSGIIIとの相同性はそれぞれ73.2%、57.3%
および59.8%であった。従って、KM3900のVH領域のFRのアミノ酸配列はサブグループＩと
最も高い相同性を有していた。
　以上の結果から、ヒト抗体のVHのサブグループIの共通配列のFRのアミノ酸配列の適切
な位置に抗CLDN4マウス抗体KM3900のVHのCDRのアミノ酸配列を移植した。しかし、配列番
号16に記載のKM3900のVHのアミノ酸配列中の20番目のGlu、39番目のIle、93番目のLys、1
03番目のArgは、カバットらがあげるヒト抗体FRのアミノ酸配列の相当する部位において
、最も使用される頻度が高いアミノ酸残基ではないが、比較的高い頻度で使用されるアミ
ノ酸残基であるため、上記のKM3900のアミノ酸配列で認められるアミノ酸残基を用いるこ
ととした。このようにして、配列番号74で示される抗CLDN4ヒト化抗体のVHのアミノ酸配
列HV0を設計した。
【０２５０】
　次に、抗CLDN4ヒト化抗体のVLのアミノ酸配列を以下のようにして設計した。
　配列番号22～24でそれぞれ示される抗体VLのCDR1～3のアミノ酸配列を移植するための
ヒト抗体のVLのFRのアミノ酸配列を選択した。カバットらは、既知の様々なヒト抗体のVL
をそのアミノ酸配列の相同性から４種類のサブグループ（HSG I～IV）に分類し、更に、
それらのサブグループ毎に共通配列を報告している[Sequences of Proteins of Immunolo
gical Interest, US Dept. Health and Human Services(1991)]。そこでVHの場合と同様
にして、ヒト抗体のVLの4種類のサブグループの共通配列のFRのアミノ酸配列のうち、CLD
N4遺伝子にコードされるポリペプチドの細胞外領域に結合し、CLDN4の中和活性を有する
モノクローナル抗体である、抗CLDN4マウス抗体KM3900のVLのFRのアミノ酸配列と最も高
い相同性を有するFRのアミノ酸配列を選択した。
【０２５１】



(59) JP WO2008/114733 A1 2008.9.25

10

20

30

40

50

　相同性を検索した結果、HSGI、HSGII、HSGIIIおよびHSGIＶとの相同性はそれぞれ72.5%
、62.5%、68.8%および71.3%であった。従って、KM3900のVLのFRのアミノ酸配列はサブグ
ループIと最も高い相同性を有していた。
　以上の結果から、ヒト抗体のVLのサブグループIの共通配列のFRのアミノ酸配列の適切
な位置に抗CLDN4マウス抗体KM3900のVLのCDRのアミノ酸配列を移植した。しかし、配列番
号18に記載のKM3900のVLのアミノ酸配列中の26番目のLeu、94番目のTyr、127番目のLeuは
、カバットらがあげるヒト抗体FRのアミノ酸配列の相当する部位において、最も使用され
る頻度が高いアミノ酸残基ではないが、比較的高い頻度で使用されるアミノ酸残基である
ため、上記のKM3900のアミノ酸配列で認められるアミノ酸残基を用いることとした。この
ようにして、配列番号76で示される抗CLDN4ヒト化抗体のVLのアミノ酸配列LV0を設計した
。
【０２５２】
　上記で設計した抗CLDN4ヒト化抗体のVHのアミノ酸配列HV0およびVLのアミノ酸配列LV0
は、選択したヒト抗体のFRのアミノ酸配列に抗CLDN4マウス抗体KM3900のCDRのアミノ酸配
列のみを移植した配列であるが、一般に、ヒト化抗体を作製する場合には、単なるヒト抗
体のFRへのマウス抗体のCDRのアミノ酸配列の移植のみでは結合活性が低下してしまうこ
とが多い。結合活性の低下を回避するため、ヒト抗体とマウス抗体で異なっているFRのア
ミノ酸残基のうち、結合活性に影響を与えると考えられるアミノ酸残基を、CDRのアミノ
酸配列の移植とともに、改変することが行われている。そこで、本実施例においても、結
合活性に影響を与えると考えられるFRのアミノ酸残基を以下のようにして同定した。
【０２５３】
　まず、上記で設計した抗CLDN4ヒト化抗体のVHのアミノ酸配列HV0およびVLのアミノ酸配
列LV0よりなる抗体Ｖ領域（HV0LV0）の三次元構造をコンピューターモデリングの手法を
用いて構築した。三次元構造座標作製に関してはソフトウェアAbM(Oxford Molecular社製
）を、三次元構造の表示についてはソフトウェアPro-Explore（Oxford Molecular社製）
あるいはViewerLite（Accelrys社製）を用いてそれぞれ添付の使用説明書に従い、行った
。また、抗CLDN4マウスモノクローナル抗体KM3900のＶ領域の三次元構造のコンピュータ
ーモデルも同様にして構築した。更に、HV0LV0のVHおよびVLのFRのアミノ酸配列において
、抗CLDN4マウス抗体KM3900と異なっているアミノ酸残基について順次、抗CLDN4マウス抗
体KM3900の相当する位置に見られるアミノ酸残基へ改変したアミノ酸配列からなる三次元
構造モデルを同様にして構築し、抗CLDN4マウス抗体KM3900、HV0LV0および改変体のＶ領
域の三次元構造を比較した。
【０２５４】
　その結果、HV0LV0のFRのアミノ酸残基の中で抗原結合部位の三次元構造を変化させ、抗
体の結合活性に影響を与えると考えられるアミノ酸残基として、配列番号74に記載のHV0
では41番目のPro、43番目のGln、44番目のGly、48番目のMet、67番目のArg、68番目のVal
、70番目のIle、および72番目のAlaを、配列番号76に記載のLV0では１番目のAsp、10番目
のSer、21番目のIle、48番目のLeu、71番目のAsp、79番目のLeu、および81番目のProをそ
れぞれ選択した。これらの選択したアミノ酸残基のうち、少なくとも１つ以上のアミノ酸
配列をマウス抗体KM3900の同じ部位に存在するアミノ酸残基へ改変し、様々な改変を有す
るヒト化抗体のVHおよびVLを設計した。具体的には、抗体VHについては、配列番号74で示
されるアミノ酸配列の41番目のProをHisに、43番目のGlnをLysに、44番目のGlyをSerに、
48番目のMetをIleに、67番目のArgをLysに、68番目のValをAlaに、70番目のIleをLeuに、
および72番目のAlaをValに置換するアミノ酸改変のうち、少なくとも１つの改変を導入し
た。また、VLについては、配列番号76で示されるアミノ酸配列の1番目のAspをGlnに、10
番目のSerをIleに、21番目のIleをMetに、48番目のLeuをTrpに、71番目のAspをSerに、79
番目のLeuをMetに、および81番目のProをAlaに置換するアミノ酸改変のうち、少なくとも
１つの改変を導入した。
（２）　抗CLDN4ヒト化抗体のVHをコードするcDNAの構築
　本実施例（１）で設計した抗CLDN4ヒト化抗体のVHのアミノ酸配列HV0をコードするcDNA
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を、PCRを用いて以下のようにして構築した。
【０２５５】
　まず、設計したアミノ酸配列と、WO2005/121338A1に記載の配列番号12の1～18番目に記
載の抗PERPマウス抗体KM3411のH鎖の分泌シグナル配列とを繋げて完全な抗体アミノ酸配
列とした。次に、該アミノ酸配列を遺伝子コドンに変換した。1つのアミノ酸残基に対し
て複数の遺伝子コドンが存在する場合は、抗体の遺伝子の塩基配列に見られる使用頻度[S
EQUENCES of Proteins of Immunological Interest, US Dept.Health and Human Service
s(1991)]を考慮し、対応する遺伝子コドンを決定した（配列番号73）。決定した遺伝子コ
ドンを繋げて、完全な抗体Ｖ領域のアミノ酸配列をコードするcDNAの塩基配列を設計し、
更に5’末端と3’末端にPCR反応時の増幅用プライマーの結合塩基配列（ヒト化抗体発現
用ベクターへクローニングするための制限酵素認識配列も含む）を付加した。設計した塩
基配列を5’末端側から約100塩基ずつ計4本の塩基配列に分け（隣り合う塩基配列は、そ
の末端に約20塩基の重複配列を有するようにする）、それらをセンス鎖、アンチセンス鎖
の交互の順で、合成オリゴヌクレオチド（配列番号77～80）を合成した。
【０２５６】
　各オリゴヌクレオチド（配列番号77～80）を最終濃度が0.1μmol/Lとなるように50μL
の反応液に加えて、0.5μmol/L T3プライマー（Takara Shuzo社製）、0.5μmol/L T7プラ
イマー（Takara Shuzo社製）および１単位のKOD polymerase（東洋紡績社製）を用いて、
KOD polymeraseに添付の使用説明書に従い、PCRを行った。この際の反応条件は使用説明
書に記された条件（94℃ 30秒間、50℃ 30秒間、74℃ 60秒間のサイクルを30サイクル）
に従った。該反応液をエタノール沈殿した後、滅菌水に溶解し、適当な制限酵素処理を行
った後に、プラスミドpBluescript II SK(-)（Stratagene社製）に連結した。このように
して得られた組換えプラスミドDNA溶液を用いて大腸菌DH5α株を形質転換し、形質転換株
の株よりプラスミドDNAを調製し、BigDye Terminator Cycle Sequencing FS Ready React
ion Kit （Applied Biosystems社製）を用いて塩基配列を解析した結果、目的の塩基配列
を有するプラスミドpBS/HV0を得た。
【０２５７】
　次に、本実施例（１）で設計したFRのアミノ酸残基の改変は、変異を有する合成オリゴ
ヌクレオチドを作製し、上記のPCRを行うか、上記で作製したHV0をコードするcDNAを含む
プラスミドDNAを鋳型として変異を有する合成DNAをプライマーとしてPCRを行い、増幅遺
伝子断片を単離することにより行った。改変後のアミノ酸残基の遺伝子コドンについては
、抗CLDN4マウス抗体KM3900に見られる遺伝子コドンとなるように行った。また、以下、
特に記載の無い場合、94℃ 30秒間、55℃ 30秒間、72℃ 60秒間のサイクルを35サイクル
のPCR反応で反応させた。PCR反応はKOD-plus polymerase（TOYOBO社製）を使用して行っ
た。また、使用した合成オリゴヌクレオチドはファスマック社製のものである。
（３）抗CLDN4ヒト化抗体のVLをコードするcDNAの構築
　本実施例（１）で設計した抗CLDN4ヒト化抗体のVLのアミノ酸配列をコードするcDNAを
、PCRを用いて以下のようにして構築した。
【０２５８】
　まず、設計したアミノ酸配列と、WO2005/121338A1に記載の配列番号14の1～22番目に記
載の抗PERPマウス抗体KM3411のL鎖の分泌シグナル配列とを繋げて完全な抗体アミノ酸配
列とした。次に、該アミノ酸配列を遺伝子コドンに変換した。１つのアミノ酸残基に対し
て複数の遺伝子コドンが存在する場合は、抗体の遺伝子の塩基配列に見られる使用頻度[S
EQUENCES of Proteins of Immunological Interest, US Dept.Health and Human Service
s(1991)]を考慮し、対応する遺伝子コドンを決定した（配列番号75）。決定した遺伝子コ
ドンを繋げて、完全な抗体Ｖ領域のアミノ酸配列をコードするcDNAの塩基配列を設計し、
更に5’末端と3’末端にPCR反応時の増幅用プライマーの結合塩基配列（ヒト化抗体発現
用ベクターへクローニングするための制限酵素認識配列も含む）を付加した。設計した塩
基配列を5’末端側から約100塩基ずつ計4本の塩基配列に分け（隣り合う塩基配列は、そ
の末端に約20塩基の重複配列を有するようにする）、それらをセンス鎖、アンチセンス鎖
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の交互の順で、合成オリゴヌクレオチド（配列番号81～84）を合成した。
【０２５９】
　各オリゴヌクレオチド（配列番号81～84）を最終濃度が0.1μmol/Lとなるように50μL
の反応液に加えて、0.5μmol/L T7プライマー（Takara Shuzo社製）、0.5μmol/L T3プラ
イマー（Takara Shuzo社製）および１単位のKOD polymerase（東洋紡績社製）を用いて、
KOD polymeraseに添付の使用説明書に従い、上記（２）と同様にPCRを行った。反応液を
エタノール沈殿した後、滅菌水に溶解し、適当な制限酵素処理を行った後に、プラスミド
pBluescript II SK(-)（Stratagene社製）に連結した。このようにして得られた組換えプ
ラスミドDNA溶液を用いて大腸菌DH5α株を形質転換し、形質転換株よりプラスミドDNAを
調製し、BigDye Terminator Cycle Sequencing FS Ready Reaction Kit （Applied  Bios
ystems社製）を用いて塩基配列を解析した結果、目的の塩基配列を有するプラスミドpBS/
LV0を取得した。
【０２６０】
　次に、本実施例（１）で設計したFRのアミノ酸残基の改変は、変異を有する合成オリゴ
ヌクレオチドを作製し、上記のPCRを行うか、上記で作製したLV0をコードするcDNAを含む
プラスミドDNAを鋳型として変異を有する合成DNAをプライマーとしてPCRを行い、増幅遺
伝子断片を単離することにより行った。改変後のアミノ酸残基の遺伝子コドンについては
、抗CLDN4マウス抗体KM3900で見られる遺伝子コドンとなるように行った。
【０２６１】
　また以下、特に記載の無い場合、94℃ 30秒間、55℃ 30秒間、72℃ 60秒間のサイクル
を35サイクルのPCR反応で反応させた。PCR反応はKOD-plus polymerase（TOYOBO社製）を
使用して行った。また、使用した合成オリゴヌクレオチドはファスマック社製のものであ
る。
（４）抗CLDN4ヒト化抗体発現ベクターの構築
　WO97/10354に記載のヒト化抗体発現用ベクターpKANTEX93の適当な位置に本実施例（２
）および（３）で得られたHV0およびLV0をコードするそれぞれのcDNA、あるいはそれらの
改変体をコードするcDNAを挿入し、各種抗CLDN4ヒト化抗体発現ベクターを構築した。
（５）抗CLDN4ヒト化抗体の動物細胞を用いた安定発現および精製抗体の取得
　抗CLDN4ヒト化抗体の動物細胞を用いた安定発現および培養上清からの抗体の精製は、
実施例7に記載の方法と同様にして行った。
【実施例１２】
【０２６２】
抗CLDN4抗体の認識エピトープの同定
　抗CLDN4モノクローナル抗体のエピトープを解析するため、CLDN4の２つの細胞外領域（
EL-1、EL-2と記す）を、それぞれCLDN6の細胞外領域のアミノ酸配列に置換したCLDN4とCL
DN6の融合タンパク質を発現させた細胞を作製した。これらの、CLDN4とCLDN6の融合タン
パク質を発現した細胞に対する、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900およびKM3907の反応
性を検討することで、抗体のエピトープの同定を行った。
（1）CLDN4とCLDN6融合蛋白質発現CHO細胞株の造成
　実施例1-（1）および実施例1-（3）で作製したCLDN4-myc/HisおよびCLDN6-myc/Hisをコ
ードする遺伝子を制限酵素EcoRI、KpnI、PstIで切断した。EcoRI-PstI断片（約250 bp）
とPstI-KpnI断片（約500 bp）をアガロースゲル電気泳動で分離／回収した後、CLDN4-myc
/His由来のEcoRI-PstI断片とCLDN6-myc/His由来のPstI-KpnI断片をLigation high（東洋
紡績社製）を用いて連結し、pBluescriptII SK（-）ベクターのEcoRI-KpnIサイトに挿入
した。その結果、N末側の細胞外領域（以下EL1と表記する）がCLDN4のアミノ酸配列、C末
側の細胞外領域（以下EL2と表記する）がCLDN6のアミノ酸配列を有し、かつC末端側にmyc
/Hisが付加された融合タンパク質をコードする遺伝子（以下、4-EL1/6-EL2）を作製した
。4-EL1/6-EL2の遺伝子配列およびアミノ酸配列を配列番号69および配列番号70に示した
。
【０２６３】
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　同様の方法により、CLDN6-myc/His由来のEcoRI-PstI断片とCLDN4-myc/His由来のPstI-K
pnI断片を用いて、EL1がCLDN6のアミノ酸配列、EL2がCLDN4のアミノ酸配列を有し、かつC
末側にmyc-Hisが付加された融合蛋白質をコードする遺伝子（以下、6-EL1/4-EL2）を作製
した。6-EL1/4-EL2の遺伝子配列およびアミノ酸配列を配列番号71および72に示した。
　実施例1-（1）と同様の方法で、4-EL1/6-EL2および6-EL1/4-EL2を、制限酵素EcoR IとK
pn Iで消化したpKANTEX93ベクター（WO97/10354）に挿入し、発現ベクターを作製し、エ
レクトロポレーション法[Cytotechnology,3,133(1990)]によりCHO/DG44細胞[Somatic Cel
l and Molecular Genetics,12,555(1986)]へ導入後、薬剤選抜を実施し、4-EL1/6-EL2遺
伝子導入CHO細胞株（以下、4-EL1/6-EL2/CHO）および6-EL1/4-EL2遺伝子導入CHO細胞株（
以下、6-EL1/4-EL2/CHO）を取得した。
（2）抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900およびKM3907の4-EL1/6-EL2および6-EL1/4-EL2発
現細胞に対する反応性
　実施例3-（3）と同様の方法により、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900およびKM3907の
、4-EL1/6-EL2/CHOおよび6-EL1/4-EL2/CHOに対する反応性を、FCMにより検討した。各細
胞に対する反応性を下記表2に示した。
【０２６４】
【表２】

【０２６５】
　表2に示したように、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900は、6-EL1/4-EL2/CHOに反応し
、4-EL1/6-EL2/CHOには反応しなかった。抗CLDN4モノクローナル抗体KM3907は4-EL1/6-EL
2/CHOに反応し、6-EL1/4-EL2/CHOには反応しなかった。
　以上の結果から、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3900はCLDN4の141～159番目のアミノ酸
配列からなる立体構造を認識し、抗CLDN4モノクローナル抗体KM3907はCLDN4の28～76番目
のアミノ酸配列からなる立体構造を認識し、結合することが明らかとなった。
【産業上の利用可能性】
【０２６６】
　本発明によれば、CLDN4の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつ該細胞外領域
に結合するモノクローナル抗体または該抗体断片、CLDN4の細胞外領域の立体構造に特異
的に結合し、CLDN4中和活性を有するモノクローナル抗体または該抗体断片、および、CLD
N4とCLDN3の両方の細胞外領域の立体構造を特異的に認識し、かつ両方の細胞外領域に結
合するモノクローナル抗体または該抗体断片、該抗体を産生するハイブリドーマ、該抗体
をコードするDNA、該DNAを含んでいるベクター、該ベクターを形質転換して得られる形質
転換体、該ハイブリドーマまたは形質転換体を用いる抗体または該抗体断片の製造方法、
ならびに該抗体または抗体断片を用いる癌の診断薬または治療薬を提供することができる
。
【配列表フリーテキスト】
【０２６７】
配列番号 3－人工配列の説明：CLDN4-myc/His配列
配列番号 4－人工配列の説明：CLDN4-myc/His配列
配列番号 7－人工配列の説明：CLDN6-myc/His配列
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配列番号 8－人工配列の説明：CLDN6-myc/His配列
配列番号 9－人工配列の説明：合成DNA
配列番号10－人工配列の説明：合成DNA
配列番号11－人工配列の説明：合成DNA
配列番号12－人工配列の説明：合成DNA
配列番号13－人工配列の説明：マウスIgG１プライマーmG2aa2
配列番号14－人工配列の説明：マウスκプライマーmKa2
配列番号27－人工配列の説明：CLDN3-myc/His配列
配列番号28－人工配列の説明：CLDN3-myc/His配列
配列番号31－人工配列の説明：CLDN5-myc/His配列
配列番号31－人工配列の説明：CLDN5-myc/His配列
配列番号35－人工配列の説明：CLDN9-myc/His配列
配列番号36－人工配列の説明：CLDN9-myc/His配列
配列番号37－人工配列の説明：合成DNA
配列番号38－人工配列の説明：合成DNA
配列番号39－人工配列の説明：合成DNA
配列番号40－人工配列の説明：合成DNA
配列番号41－人工配列の説明：合成DNA
配列番号42－人工配列の説明：合成DNA
配列番号43－人工配列の説明：合成DNA
配列番号44－人工配列の説明：合成DNA
配列番号45－人工配列の説明：合成DNA
配列番号46－人工配列の説明：合成DNA
配列番号47－人工配列の説明：合成DNA
配列番号48－人工配列の説明：合成DNA
配列番号49－人工配列の説明：合成DNA KM3900H フォワード
配列番号50－人工配列の説明：合成DNA KM3900H リバース
配列番号51－人工配列の説明：合成DNA KM3900L フォワード
配列番号52－人工配列の説明：合成DNA KM3900L リバース
配列番号53－人工配列の説明：マウスIgGプライマー
配列番号54－人工配列の説明：マウスκプライマー
配列番号55－人工配列の説明：KM3907VH　DNA配列
配列番号56－人工配列の説明：KM3907VH　アミノ酸配列
配列番号57－人工配列の説明：KM3907VL　DNA配列
配列番号58－人工配列の説明：KM3907VL　アミノ酸配列
配列番号59－人工配列の説明：KM3907　HCDR1
配列番号60－人工配列の説明：KM3907　HCDR2
配列番号61－人工配列の説明：KM3907　HCDR3
配列番号62－人工配列の説明：KM3907　LCDR1
配列番号63－人工配列の説明：KM3907　LCDR2
配列番号64－人工配列の説明：KM3907　LCDR3
配列番号65－人工配列の説明：KM3907H増幅フォワードプライマー
配列番号66－人工配列の説明：KM3907H増幅リバースプライマー
配列番号67－人工配列の説明：KM3907L増幅フォワードプライマー
配列番号68－人工配列の説明：KM3907L増幅リバースプライマー
配列番号69－人工配列の説明：4-EL1/6-EL2　DNA配列
配列番号70－人工配列の説明：4-EL1/6-EL2　アミノ酸配列
配列番号71－人工配列の説明：6-EL1/4-EL2　DNA配列
配列番号72－人工配列の説明：6-EL1/4-EL2　アミノ酸配列
配列番号73－人工配列の説明：抗CLDN4ヒト化抗体 HV0 DNA配列
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配列番号74－人工配列の説明：抗CLDN4ヒト化抗体 HV0アミノ酸配列
配列番号75－人工配列の説明：抗CLDN4ヒト化抗体 LV0 DNA配列
配列番号76－人工配列の説明：抗CLDN4ヒト化抗体 LV0アミノ酸配列
配列番号77－人工配列の説明：HV0の合成DNA
配列番号78－人工配列の説明：HV0の合成DNA
配列番号79－人工配列の説明：HV0の合成DNA
配列番号80－人工配列の説明：HV0の合成DNA
配列番号81－人工配列の説明：LV0の合成DNA
配列番号82－人工配列の説明：LV0の合成DNA
配列番号83－人工配列の説明：LV0の合成DNA
配列番号84－人工配列の説明：LV0の合成DNA 
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