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(57)【要約】
【課題】病原性細菌の髄膜炎菌血清群AおよびCにより引き起こされる髄膜炎菌疾患に対す
る防御を提供する結合ワクチンを使用して患者を免疫化する。
【解決手段】本発明のワクチンは、ワクチンの単回投与として調製される少なくとも２つ
の別個の多糖－タンパク質複合体を含む。髄膜炎菌血清群AおよびCの精製された莢膜多糖
は、化学的に活性化され、共有化学結合により担体タンパク質に選択的に結合され、幼児
において様々の髄膜炎菌株に対する長期間の免疫性を誘発することができる多糖－タンパ
ク質複合体を形成する。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者中で髄膜炎菌の莢膜多糖AおよびCに対する免疫応答を誘発するアルミニウムを含ま
ない免疫組成物であって、前記組成物が２つのタンパク質－多糖複合体を含み、第１の複
合体が１つ以上の担体タンパク質に結合した髄膜炎菌の血清群Aの莢膜多糖を含み、第２
の複合体が１つ以上の担体タンパク質に結合した髄膜炎菌の血清群Cの莢膜多糖を含むこ
とを特徴とする免疫組成物。
【請求項２】
　前記担体タンパク質が、ジフテリアトキソイドであることを特徴とする請求項１記載の
免疫組成物。
【請求項３】
　前記担体タンパク質および多糖が、リンカーと共有結合していることを特徴とする請求
項２記載の免疫組成物。
【請求項４】
　前記リンカーが、アジピン酸ジヒドラジドであることを特徴とする請求項３記載の免疫
組成物。
【請求項５】
　前記莢膜多糖AおよびCが、5から100kDaまでの平均サイズを有することを特徴とする請
求項１記載の免疫組成物。
【請求項６】
　前記莢膜多糖AおよびCが、10から75kDaまでの平均サイズを有することを特徴とする請
求項１記載の免疫組成物。
【請求項７】
　前記莢膜多糖AおよびCが、10から50kDaまでの平均サイズを有することを特徴とする請
求項１記載の免疫組成物。
【請求項８】
　前記莢膜多糖AおよびCが、10から30kDaまでの平均サイズを有することを特徴とする請
求項１記載の免疫組成物。
【請求項９】
　前記莢膜多糖AおよびCが、10から25kDaまでの平均サイズを有することを特徴とする請
求項１記載の免疫組成物。
【請求項１０】
　前記組成物が、アジュバントを含むことを特徴とする請求項１記載の免疫組成物。
【請求項１１】
　前記免疫組成物が、単回投与で患者に投与されることを特徴とする請求項１記載の免疫
組成物。
【請求項１２】
　前記患者が、前記免疫組成物が投与される際に１２ヶ月未満であることを特徴とする請
求項１１記載の免疫組成物。
【請求項１３】
　前記免疫組成物が、ジフテリア、破傷風、ポリオウィルス、または百日咳に対するワク
チンの投与と同日にまたは６ヶ月以内に投与されることを特徴とする請求項１記載の免疫
組成物。
【請求項１４】
　前記免疫組成物が、ジフテリア、破傷風、ポリオウィルス、または百日咳に対するワク
チンの投与と同日にまたは３ヶ月以内に投与されることを特徴とする請求項１３記載の免
疫組成物。
【請求項１５】
　前記免疫組成物が、ジフテリア、破傷風、ポリオウィルス、または百日咳に対するワク
チンの投与と同日にまたは１ヶ月以内に投与されることを特徴とする請求項１４記載の免
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疫組成物。
【請求項１６】
　前記免疫組成物が、ジフテリア、破傷風、ポリオウィルス、または百日咳に対するワク
チンの投与と同日に投与されることを特徴とする請求項１５記載の免疫組成物。
【請求項１７】
　前記ワクチンが、ポリオウィルスタイプ１、２または３であることを特徴とする請求項
１４記載の免疫組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、その全開示内容がここに言及することにより完全に引用される、２００３年
６月２３日出願の米国仮特許出願第６０／４８０，９２５号に優先権を主張する。
【０００２】
　本発明は、概して、医学の分野に関するものであり、より詳細には、細菌学、免疫学、
ワクチン、および免疫による細菌性病原菌感染の防止に関するものである。　
【背景技術】
【０００３】
　髄膜炎菌(Neisseria meningitidis)は、世界中において細菌性髄膜炎および敗血症の主
な原因である。ここ３０年の間における特有の髄膜炎菌性疾患の発生率は、先進国で１０
０,０００人当り１から５人の範囲であり、開発途上国では１００,０００人当り１０から
２５人の範囲である(Reido, F.X., et al. 1995)。米国では、１年当り約２,６００症例
の細菌性髄膜炎が発生し、開発途上国では平均で３３０,０００症例である。致死率は１
０％から２０％に及ぶ。
【０００４】
　病原性髄膜炎菌は、生物の外膜表面に結合した多糖莢膜によって包まれている。莢膜多
糖の免疫学的特異性に基づいて、１３の異なる髄膜炎菌血清群が同定された(Frasch, C.E
., et al. 1985)。それら１３の血清群の中で５つが、髄膜炎菌性疾患の大部分の原因と
なる；そのような血清群として、血清群A、B、C、W135、およびYが挙げられる。血清群A
は、ほとんどの伝染性疾患の原因である。血清群B、C、およびYは大部分の風土病および
局在化された発生の原因である。
【０００５】
　ヒト鼻－口腔咽頭粘膜は、髄膜炎菌の唯一の公知の天然の貯蔵所である。鼻咽頭の粘膜
細胞および上皮下組織の外面の両方で定着が生じる。髄膜炎菌の運搬は数ヶ月の間続くで
あろう。髄膜炎菌の拡散は、直接的接触または空気飛沫を介して生じる。髄膜炎菌は、エ
ンドサイトーシスの結果として、食胞によって粘膜上皮を通って通過することによって侵
襲性になる。侵襲性髄膜炎菌の宿主防御は、補体介在性溶菌に依存する。補体介在製溶菌
を担う血清抗体は、主に、外側の莢膜多糖に対するものである。
【０００６】
　莢膜多糖に対する免疫応答を誘導する、髄膜炎菌多糖に基づくワクチンについて記載す
る。それら抗体は、血清群特異的な髄膜炎菌の補体介在性溶菌をもたらす能力を有する。
髄膜炎菌多糖ワクチンは、子供および成人において有効であることが示された（Peltola,
 H., et al. 1977; Artenstein, M.S., et al. 1970）が、その有効性は乳児および幼児
では限られていた(Reingold, A.L., et al. 1985)。若い集団において多糖を後日に追加
投与すると、弱い既往応答を誘導するかまたは全く既往応答を誘導しなかった（Goldschn
eider, I., et al. 1973; Gold, R., et al. 1977）。髄膜炎菌多糖ワクチンによって誘
導された防御の期間は長続きせず、大人および４才を超える子供では約３年から５年の間
と推定された(Brandit, B., et al. 1975, Kaeyhty, H., et. al. 1980; Ceesay, S.J., 
et al. 1993)。１才から４才までの子供に関しては、防御の期間は３年未満である(Rein-
gold, A.L., et al. 1985)。
【０００７】
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　多糖は、T－ヘルパーリンパ球への抗原提示および刺激の必須条件である主要組織適合
複合体分子に結合する能力がなく、すなわちＴ細胞非依存性抗原である。多糖は、T－ヘ
ルパーリンパ球の助けなしに、抗体産生のためにＢリンパ球を刺激することができる。B
リンパ球のT非依存性刺激の結果、それら抗原による免疫の後に生じる記憶誘導を欠く。
多糖抗原は、大人では非常に効果的なT－依存性応答を誘導できるが、そのようなT依存性
応答は、乳児および幼児の未熟な免疫系では弱い。
【０００８】
　多糖をタンパク質分子（「担体」または「担体タンパク質」）に共有結合させることに
よって、T－非依存性多糖抗原を、T依存性抗原に変換させることができる。複合ワクチン
の多糖成分に結合するB細胞は、共役担体タンパク質の部分であるペプチドに特異的なヘ
ルパーT細胞によって活性化され得る。担体タンパク質に対するT－ヘルパー応答は、多糖
に対する抗体産性を増大させる働きをする。担体タンパク質への結合は、多糖に対する記
憶を誘発できるワクチンを常に生じるものではない。
【０００９】
　MacLennan et al.には、６ヶ月未満の幼児に与えられた髄膜炎菌A/Cアジュバント複合
体ワクチンの研究が記載されている。MacLennan,J.et al.,J.Infect.Dis.2001;183:97-10
4。複合体ワクチンは、各多糖11μgおよび1mgの水酸化アルミニウムで賦活されたCRM197
の49μgを含有した。子供が18-24ヶ月の場合には各多糖または複合体を50μg含有する髄
膜炎菌A/C多糖ワクチンで子供を追加免疫し、約5歳の時に各多糖を10μg含有する単一の
髄膜炎菌A/Cワクチンを再接種する。ワクチン接種時およびワクチン接種10日後に血液サ
ンプルを採取する。著者は、ワクチン接種前群A抗体濃度は全ての群で高いことに言及し
、このワクチンの群A成分への免疫記憶が最終的に証明されたとは考えないと結論付けた
。
【００１０】
　特許文献１には、担体タンパク質に結合された修飾された群C髄膜炎菌多糖（GCMP）を
含む免疫複合体が記載される。GCMPは、様々の程度にO-脱アセチル化により修飾される。
特許文献１には、OAc+菌株からの群C多糖中のシアリル成分の位置7および／または8にお
けるO-アセチル基の選択的な除去は、適切な試薬による処理によって髄膜炎菌群C多糖か
ら様々の程度であることが記載される。
【００１１】
　アジピン酸ジヒドラジドスペーサーを使用して多糖－タンパク質複合体を産生する方法
は、非特許文献１およびLance K. Gordonの特許文献２に記載される。非特許文献２に記
載される２スペーサー技術のような他のリンカー方法およびAndersonにより特許文献３に
記載されるような還元端方法（reducing ends methodology）が知られている。
【００１２】
　血清群Ｂの多糖は、人口母集団において、非免疫原性であることが示されている(Wyle,
 F.A., et al. 1972)。その血清群の多糖をタンパク質に化学結合させても、実験動物に
おける免疫応答は有意に変化しなかった(Jennings, H.J., et al. 1981)。その血清群の
多糖に対する免疫応答の欠如の理由は、血清群Ｂの多糖と例えば神経細胞接着分子のよう
なポリシアリル化宿主糖タンパク質との間の構造類似性によると考えられている。
【００１３】
 血清群Cの多糖に基づく髄膜炎複合ワクチンについても記載されている。その一価ワクチ
ンは、血清群Cに相当する髄膜炎菌の菌株に存在する莢膜多糖に対する強い機能的抗体反
応を誘導する。そのようなワクチンは、血清群Cの細菌によって生じる病気に対してのみ
防御することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】米国特許第5,425,946号明細書
【特許文献２】米国特許第4,644,059号明細書
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【特許文献３】米国特許第4,673,574号明細書
【非特許文献】
【００１５】
【非特許文献１】Schneerson,R., et al, Preparation,Characterization and Immunogen
icity of Haemophilus Influenzae Type b Polysaccharide-Protein Conjugates, J.Exp.
Med., 1952,361-476(1980)
【非特許文献２】Marburg, S., et al, ”Biomolecular Chemistry of Macromolecules:S
ynthesis of Bacteial Polysaccharide Conjugates with Neisseria meningitides Membr
ane Protein”, J.Am.Chem.Soc., 108,5282-5287(1986)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　髄膜炎菌多糖に基づく既存のワクチンは、幼児においてその使用が限定されており、大
人においても長期間の防御をもたらすことはできない。子供を含む、髄膜炎菌感染の危険
を有する全ての群で長期間の防御を誘導できることが示された唯一のワクチンである髄膜
炎菌ワクチンは、単一の髄膜炎菌血清群由来の多糖に基づいており、他の血清群の細菌の
感染に対して防御をもたらさない。従って、髄膜炎菌感染の危険を有する子供および大人
において髄膜炎菌性疾患に対する広範で持続する防御をもたらすことができる髄膜炎菌複
合ワクチンへの必要性が存在する。本発明の多価髄膜炎菌多糖は、髄膜炎菌の主要な病原
性血清群由来の免疫原性多糖を、担体タンパク質に結合させてＴ依存性抗原に変えたワク
チン製剤を提供することによって、その必要性を解決する。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は、病原性髄膜炎菌血清群AおよびCにより起こる病気を、アルミニウムを含まな
い髄膜炎菌多糖－タンパク質複合体を含む組成物の投与により防止する方法を提供する。
【００１８】
　本発明は、ヒトに免疫学的有効量の免疫組成物を投与することにより髄膜炎菌の莢膜多
糖血清群AおよびCに対する免疫応答を誘発する方法を提供する。免疫組成物は、少なくと
も２つの別個のタンパク質－多糖複合体であって、担体タンパク質に直接またはリンカー
により結合された血清群Aの莢膜多糖を含む第１の複合体、および担体タンパク質に直接
またはリンカーにより結合された血清群Cの莢膜多糖を含む第２の複合体を含む多価髄膜
炎菌ワクチンである。免疫組成物は、アルミニウムを含まない。免疫組成物は、アルミニ
ウムを含まないアジュバントまたは防腐剤のような他の化合物を含んでもよい。
【００１９】
　全ての特許、特許出願、およびここに記載される他の刊行物は、参照によりここに完全
に引用される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明は、それぞれ担体タンパク質に結合した血清群AおよびCの莢膜多糖を含みアルミ
ニウムを含まない免疫組成物の免疫学的有効量をヒトに投与することにより、髄膜炎菌の
血清群AおよびCの莢膜多糖に対する免疫応答を誘発する方法を知供する。血清群AおよびC
の莢膜多糖は好ましくは、個々に担体タンパク質に結合する。結合は、多糖と担体タンパ
ク質との間の直接の化学結合でもよく、また多糖および担体タンパク質がそれぞれ化学的
リンカー分子を介する間接的な結合でもよい。多糖がまずリンカー分子に共有結合され、
次に担体タンパク質がリンカー分子に共有結合されてもよい。あるいは、担体タンパク質
がまずリンカー分子に共有結合され、次に多糖がリンカー分子に共有結合されてもよい。
免疫組成物は、アルミニウムを含まないアジュバントまたは防腐剤のような他の化合物を
含んでもよい。
【００２１】
　髄膜炎菌血清群AおよびCの莢膜多糖を調製する方法は、髄膜炎菌多糖を含有するワクチ
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ンが長年使用許諾されているので、当該技術においてよく知られている。例えば、髄膜炎
菌の血清群Aから莢膜多糖を得る方法は、Gotschlich et al.,Prog.Immunobiol.Standard.
(1972)5:485に記載される方法を使用するMoreauの米国特許第6,045,805号に記載されてい
る。米国特許第6,045,805号には、多糖を解重合し、クロマトグラフィカラムからより小
さいオリゴ糖を溶出することにより、大きい天然の多糖からオリゴ糖を調製することが記
載されている。オリゴ糖は、例えばアセトンまたはアルコールのような適切な沈殿剤を使
用する沈殿により、適切な分離閾値を有する膜における濾過により、排除－拡散によりま
たはイオン交換クロマトグラフィにより、多くの従来技術を使用して単離してもよい。次
に、平均溶出定数と等しいまたはそれに近い溶出定数を有する分子を含有するオリゴ糖分
画を得る。
【００２２】
　本発明による多糖は、共有結合により、ペプチドまたはタンパク質の化合物と、または
例えばポリアクリレートのような別の有機ポリマーと結合して、実質的に哺乳類中で多糖
の免疫原性を促進することができる複合体を形成してもよい。多糖は細菌性タンパク質に
結合されるのが好ましく、より好ましくは、細菌毒素、対応するアナトキシンまたは多重
結合毒素のサブユニット並びに膜タンパク質、多重結合膜タンパク質または細胞質タンパ
ク質のサブユニットに結合してもよい。好ましい毒素は、破傷風毒素、これら毒素、百日
咳毒素およびジフテリア毒素を含む。これらのタンパク質は、元の細菌から抽出してもよ
く、あるいは組換えにより産生してもよい。
【００２３】
　多糖－たんぱく質複合体を調整する化学的方法がよく知られている。例えば、担体タン
パク質の官能基と反応することができる官能基をオリゴ糖で作成してもよい。二官能性カ
ップリング剤をオリゴ糖と反応させ、次に担体タンパク質と反応させてもよく、逆もどう
ようである。W.E.Dick and M.Berurret in Conjugates Vaccines,J.M.Cruse,R.E.LewisJr
 Eds,Contrib.Microbiol.Immunol.Basel,Karger(1989)10:48は、これらの様々の結合方法
を提供する。さらに、酸化－還元分解工程は、還元基を特に髄膜炎菌群Aの多糖に由来す
るオリゴ糖に導入する。
【００２４】
　好ましい実施形態において、それら髄膜炎菌血清群複合体は別個の工程で調製され、単
回投与形態に製剤化される。例えば、髄膜炎菌血清群AまたはC由来の莢膜多糖を別個に精
製する。
【００２５】
　本発明の好ましい実施の形態において、精製されたAおよびC多糖は、担体タンパク質に
結合させる前に別個に解重合され別個に活性化される。好ましくは、髄膜炎菌の血清群A
およびCの莢膜多糖は部分的に解重合される。
【００２６】
　多糖の解重合または部分的解重合に続いて、活性化工程を実施する。「活性化」とは、
担体タンパク質と反応し得る化学基を提供するための多糖の化学的処理を意味する。好ま
しい活性化法は、生理食塩水（pH5.0±0.1）中のアジピン酸ジヒドラジドで、15℃から30
℃で約２時間処理することを含む。活性化のためのある方法が米国特許第5,965,714号に
記載される。
【００２７】
　活性化されると、莢膜多糖を１以上の担体タンパク質に結合させることができる。本発
明の好ましい実施形態では、各AおよびC莢膜多糖は、個々に単一の担体タンパク質種に結
合され、より好ましくは、それぞれ同じ担体タンパク質に結合される。
【００２８】
　担体タンパク質として、ジフテリアトキソイド、CRM197、破傷風トキソイド、百日咳ト
キソイド、大腸菌LT、大腸菌ST、および緑膿菌（Pseudomonas aeruginosa）由来の外毒素
Aのような不活化細菌毒素が挙げられる。例えば外膜複合体c（OMPC）、ポーリン、トラン
スフェリン結合タンパク質、肺炎球菌表面プロテインA（PspA）、または肺炎球菌アドヘ
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シンタンパク質（PsaA）のような細菌外膜タンパク質を担体タンパク質として用いてもよ
い。例えば、オボアルブミン、キーホールリンペットヘモシアニン（KLH）、ウシ血清ア
ルブミン（BSA）、または精製ツベルクリンタンパク質（PPD）のような他のタンパク質を
担体タンパク質として用いてもよい。好ましくは、担体タンパク質は非毒性でかつ非反応
誘導性(non-reactogenic)であり、さらに十分な量および純度で得ることができるような
タンパク質である。担体タンパク質は、標準的結合方法によって使用できるものでなけれ
ばならない。本発明の好ましい実施形態では、培養ジフテリア菌(Corynebacteria diphth
eriae)から精製したジフテリア毒素をホルムアルデヒドで化学的に無毒化したものを担体
タンパク質として用いる。
【００２９】
　莢膜多糖を担体タンパク質に結合させた後、様々な技術によって多糖－タンパク質複合
体を精製することができる（多糖－タンパク質複合体の量を高める）。精製工程の１つの
目標は、多糖－タンパク質複合体から、非結合多糖を除去することである。硫酸アンモニ
ウム（硫安）の存在下での限外濾過を含む、１つの精製方法は、米国特許第6,146,902号
に記載されている。あるいは、特にサイズ排除クロマトグラフィー、密度勾配遠心、疎水
性相互作用クロマトグラフィー、または硫安分画等の任意の数の標準的技術によって、未
反応のタンパク質および多糖から複合体を精製して取り出すこともできる。例えば、P.W.
Anderson, et al. (1986), J. Immunol. 137: 1181-1186およびH.J.Jennings and C.Lugo
wski (1981) J.Immunol. 127: 1011-1018を参照。
【００３０】
　多糖と担体タンパク質との複合体形成の後、様々な多糖－タンパク質複合体を結合させ
ることによって、本発明の免疫組成物を作成する。本発明の免疫組成物は、１以上の担体
タンパク質に結合した２以上の異なる莢膜多糖を含む。本発明の好ましい実施形態は、別
個にジフテリアトキソイド結合した血清群AおよびCの髄膜炎菌由来の莢膜多糖を含む２価
免疫組成物である。
【００３１】
　組成物中の多糖の全量は、約0.5から約50μgの多糖、より好ましくは約2から約30μgの
多糖、およびより好ましくは約5から約20μgの多糖を含む。与えられた組成物中のAおよ
びC多糖の相対的な量は変化してもよいが、好ましくは、約25％の相違内、より好ましく
は約15％の相違内で等量で存在し、あるいは、A:C多糖の割合が1:3から3:1まで、より好
ましくは1:2から2:1までの範囲で存在する。
【００３２】
　担体タンパク質の調製および使用、ならびに様々な可能な結合方法は当業者に周知であ
る。本発明に含まれる教示、ならびに通常の文献で容易に利用できる情報を用いて、当業
者は本発明の複合体を調製することができる。以下の任意の特許文献またはそれらの全て
からガイダンスを得ることができる（米国特許第4,356,170号、米国特許第4,619,828号、
米国特許第5,153,312号、米国特許第5,422,427号、米国特許第5,445,817号（参照によっ
てそれらの教示は全て本明細書に含まれる））。
【００３３】
　組成物中の担体タンパク質の全量は、約20から約75μgの担体タンパク質、およびより
好ましくは約30から約50μgの担体タンパク質を含む。
【００３４】
　異なる髄膜炎菌血清群から別個に多糖－タンパク質複合体を調製し、その後で複合体を
結合させることによって、本発明の免疫組成物を作成する。本発明の免疫組成物をワクチ
ンとして用いることができる。本発明のワクチンの処方は当業技術を用いて達成すること
ができる。本発明のワクチン組成物は、１以上のアジュバントを含んでいてもよい。アジ
ュバントとして、限定はされないが、例えば、アルミニウムアジュバント、フロイントア
ジュバント、BAY、DC－chol、pcpp、モノホスホリルリピドA、CpG、QS－21、コレラ毒素
、およびホルミルメチオニルペプチドが挙げられる。例えば、Vaccine Design, the Subu
nit and Adjuvant Approach, 1995(M.F. Powell and M. J. Newman, eds., Plenum Press
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, NY) を参照。
【００３５】
　本発明は、患者、好ましくはヒト患者中で免疫応答を誘発する方法に関する。
【００３６】
　以下に記載のように、本発明に基づくワクチンおよび免疫組成物は、様々な動物モデル
においてT－依存性様免疫応答(T-dependent-like immune response)を誘導するが、多糖
ワクチンはT－非依存性様免疫応答を誘導する。したがって、本発明の組成物は、髄膜炎
菌抗原に対するT依存性様免疫応答に関連する生物学的経路およびプロセスを研究するた
めの有用な研究手段でもある。
【００３７】
　ヒトまたは動物に投与するための本発明のワクチンの量および投薬計画は、特定の抗原
、アジュバント（もし存在する場合には）、特定動物または患者の年齢、性別、体重、種
、および状態、ならびに投与経路のような因子を考慮して、医療または獣医の分野の当業
者に周知の標準的技術に従って特定することができる。本発明において、髄膜炎菌に対す
るワクチン接種のために効果用量を提供するための多糖－担体タンパク質の量は、約0.02
μgから約5μg／kg体重の間の量であってよい。本発明の好ましい組成物および方法にお
いて、用量は約0.1μｇから3μg／kg体重である。例えば、効果用量は、感染後の経過時
間が短い場合には、細菌の増殖時間があまりないため、より少ない抗体を必要とするであ
ろう。同様に、効果用量は、診断時における細菌量に依存するであろう。数日間に亘る複
数注射も治療的慣用法である。
【００３８】
　本発明は、髄膜炎菌莢膜多糖AおよびCに対する抗髄膜炎菌免疫応答をヒト患者中で追加
免疫する方法を提供する。本発明の方法は通常、担体タンパク質に結合した髄膜炎菌莢膜
多糖AおよびC複合体を含むアルミニウムを含まない多糖－タンパク質複合体ワクチン組成
物、例えばA/C複合体ワクチンを使用する一次ワクチン摂取を必要とする。好ましい実施
の形態において、髄膜炎菌血清群AおよびCについて特異的な抗髄膜炎菌免疫応答をワクチ
ン接種された患者中で誘発するために、単一の一次ワクチン接種で十分である。一次ワク
チン接種により誘発された免疫応答が防御レベル下に低下した後、追加免疫ワクチン接種
を行い、追加免疫された抗髄膜炎菌免疫応答を提供する。追加免疫ワクチン接種は、髄膜
炎菌AおよびC多糖ワクチン、または担体タンパク質に結合された髄膜炎菌AおよびC、例え
ばA/C複合体ワクチンでもよい。
【００３９】
　本発明の多価複合体を単回投与でまたは連続して（すなわち、「追加免疫」する）投与
してよい。例えば、現在小児疾患を予防するのに他のワクチンで推奨されているように、
出生後早期に子供に単回投与し、その後、１０年後までに追加投与してもよい。好ましく
は、患者は１歳の前に単回投与で免疫化される。本発明により、本発明のA/C複合体ワク
チンによる免疫化は、DTPおよびOPVのような他の子供のワクチンと付随して安全に投与し
てもよいことが示される。
【００４０】
　追加投与は、初回抗原刺激を受けたB細胞から抗体を産生させるであろう（すなわち既
往反応）。すなわち、多価複合ワクチンは、認可されている多糖ワクチンと比較して、若
い集団において、高い初回（すなわちワクチンの単回投与後）機能的抗体反応を誘導し、
さらに既往反応（すなわち、追加投与後）を誘導することができ、本発明の多価複合ワク
チンによって誘導された防御免疫応答が永続することを立証する。
【００４１】
　本発明の組成物は、例えば、懸濁液、シロップまたはエリキシル剤のような、例えば口
、鼻、肛門、膣、胃内、粘膜（例えば舌粘膜、歯槽粘膜、歯肉粘膜、嗅粘膜、または呼吸
粘膜）等のような開口部投与用の液体製剤；ならびに例えば滅菌懸濁液またはエマルジョ
ンのような、非経口、皮下、皮内、筋肉内、腹腔内、静脈内投与（例えば注射による投与
）用の製剤を含んでいてよい。静脈内投与および非経口投与が好ましい。そのような組成
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物は、例えば滅菌水、生理食塩水、グルコース等のような適切なキャリアー、希釈剤、ま
たは賦形剤との混合剤であってもよい。本組成物は凍結乾燥してもよい。本組成物は、所
望の投与経路および製剤に応じて、例えば湿潤剤または乳化剤、ｐＨ緩衝剤、ゲル化また
は粘膜増強添加剤、防腐剤、香味料、着色剤等のような補助物質を含んでいてよい。"PEM
INGTON'S PHARMACEUTICAL SCIENCE", 17th edition, 1985（参照によって本明細書中に含
まれる）のような標準的教科書は、実験無しに適切な製剤を調製することについて記載し
ている。
【００４２】
　本発明の組成物は、通常、選択されたｐＨに緩衝化され得る、例えば等張水溶液、懸濁
液、エマルジョンまたは粘性組成物として提供される。消化管吸収が好ましい場合、本発
明の組成物は、丸薬、錠剤、カプセル、カプレット等の「固形」であってよく、例えばゼ
ラチンで液剤を被覆し、消化管への輸送のためにゼラチンが胃で溶解するような、徐放性
または液剤充填「固形」製剤を含む。鼻または呼吸（粘膜）投与が望ましい場合、組成物
は、高圧スプレイディスペンサー、ポンプディスペンサー、またはエアゾルディスペンサ
ーによって分配されるものであってよい。エアゾルは、通常、炭化水素によって圧力を掛
けられている。ポンプディスペンサーは、好ましくは、定量または特定の粒子サイズを有
する分量を分配することができる。
【００４３】
　液体製剤は、通常、ゲル、他の粘性組成物、および固形組成物よりも容易に調製できる
。さらには、液体組成物は、特に注射または経口投与によって、子供、特により小さな子
供、ならびに丸薬、錠剤、カプセル等を飲み込むのが困難である他の対象に投与したり、
あるいは複数回投与するのにより都合がよい。一方、粘性組成物は、適切な粘度範囲内に
処方されて、例えば胃粘膜または鼻粘膜のような粘膜とのより長い接触期間をもたらすこ
とができる。
【００４４】
　明らかに、適切な担体および他の添加剤の選択は、正確な投与経路、ならびに、例えば
組成物を溶液、懸濁液、ゲル、または別の液剤に処方すべき場合の液体剤形、または例え
ば組成物を丸薬、錠剤、カプセル、カプレット、徐放性形態または液剤充填形態に処方す
べき場合の固形剤形のような特定剤形の性質に依存するであろう。
【００４５】
　溶液、懸濁液、およびゲルは、通常、活性原料に加えて、大量の水（好ましくは精製水
）を含む。例えばpH調節剤（例えばNaOHのような塩基）、乳化剤または分散剤、緩衝剤、
防腐剤、湿潤剤、ゼリー化剤(jelling agent)（例えばメチルセルロース）、着色剤およ
び／または香味剤のような他の少量の原料も含んでいてよい。本組成物は等張であってよ
く、すなわち、血液および涙液と同じ浸透圧を有していてよい。
【００４６】
　本組成物の等張性は、酒石酸ナトリウム、プロピレングリコール、または他の無機また
は有機溶液を用いて達成できる。ナトリウムイオンを含有するバッファーでは、塩化ナト
リウムが特に好ましい。
【００４７】
　薬剤的に許容される濃化剤を用いて、本組成物の粘度を選択レベルに維持することがで
きる。メチルセルロースは容易かつ経済的に利用でき、さらに取り扱いが容易であるため
、メチルセルロースが好ましい。他の適切な濃化剤として、例えば、キサンタンガム、カ
ルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボマー等が挙げられる
。濃化剤の好ましい濃度は、選択された薬剤に依存するであろう。重要な点は、選択した
粘度を達成するような量を用いることである。粘性組成物は、通常、そのような濃化剤の
添加によって溶液から調製される。
【００４８】
　組成物の貯蔵期間を延ばすため、薬剤的に許容される防腐剤を用いることができる。ベ
ンジルアルコールが適切であるが、例えば、パラベン、チメロサール、クロロブタノール
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、または塩化ベンザルコニウム等を含む様々な防腐剤も用いることができる。適切な防腐
剤の濃度は、全重量に基づき0.02％から2％であるが、選択された薬剤に依存して適当に
変動するであろう。
【００４９】
　当業者は、本組成物の成分が、髄膜炎菌多糖－担体タンパク質複合体に対して化学的に
不活性となるように選択されなければならないことを認識するであろう。
【００５０】
　本発明思想の好ましい実施形態を詳細に示す以下の例示的でかつ非限定的な実施例を参
照することによって、本発明をさらに説明する。本発明の他の実施例は、本発明の精神を
逸脱することなく、当業者に明白であろう。
【実施例１】
【００５１】
髄膜炎菌血清群AおよびCの精製莢膜多糖粉末の調製
粗製粉末の調製
　髄膜炎菌血清群AおよびCの湿式凍結種細胞を解凍し、液体ワトソン・シャープ(Watson 
Scherp)培地を用いて解凍および回収し、ミューラー・ヒントン寒天培地を含むブレーク
ボトル(Blake bottle)に播いた。ブレークボトルを３５℃から３７℃でＣＯ２雰囲気中に
おいて１５時間から１９時間インキュベートした。インキュベーション時間に続いて、ブ
レークボトルから増殖細胞を取り除き、ワトソン・シャープ培地を含む４Ｌフラスコに添
加した。プラットフォームシェーカーにおいて、フラスコを３５℃から３７℃で３時間か
ら７時間インキュベートした。４Ｌフラスコの内容物を、ワトソン・シャープ培地含有発
酵容器に移した。栄養補助物質の供給および消泡剤の添加によって溶解酸素含量およびｐ
Ｈを制御しながら、発酵容器を３５℃から３７℃で７時間から１２時間インキュベートし
た。インキュベーション時間後に、発酵容器の内容物を５００Ｌタンクに移し、セタブロ
ン(Cetavlon)（登録商標）を添加し、さらに１時間混合した。セタブロン処理増殖細胞を
、約１５,０００から１７,０００ｘｇで、約３０から７０リットル／時間の流速で遠心し
た。第２のセタブロン沈殿で上清から粗多糖を沈殿させた。セタブロンを上清に添加し、
室温で１時間以上混合した。材料を１℃から５℃で８時間から１２時間保管した。約４５
,０００から５０,０００ｘｇで、３００から４００ｍｌ／分の流速で遠心して、沈殿多糖
を採取した。集めたペーストをさらに加工するまで－６０℃以下で保管した。不活性のペ
ーストをいくつかのバッチで調製し結合してもよい。
【００５２】
精製多糖粉末の調製
　不活化ペーストを解凍し、ブレンダーに移した。ペーストを０.９Ｍ塩化カルシウムと
混合して、均一な懸濁液を得た。懸濁液を約１０,０００ｘｇで１５分間遠心した。上清
をリントフリーのパッドを通して、第１抽出物として静かに容器に注いだ。第２容量の０
.９Ｍ塩化カルシウムをペーストに添加し、さらに混合して均一懸濁液を得た。懸濁液を
上記のように遠心して、その上清を第１抽出から得た上清と混ぜ合わせた。全体で４回の
抽出を実施し、上清をプールした。１０－３０ｋＤＡ ＭＷＣＯ渦巻状限外濾過ユニット
を用いて限外濾過することによって、プールした抽出物を濃縮した。
【００５３】
　塩化マグネシウムを濃縮物に添加して、水酸化ナトリウムを用いてｐＨを７.２から７.
５に調整した。ＤＮａｓｅおよびＲＮａｓｅを濃縮物に添加し、２５℃から２８℃で、混
和させながら、４時間インキュベートした。３０％から５０％までエタノールを添加した
。沈殿した核酸およびタンパク質を、１０,０００ｘｇで２時間遠心することによって除
去した。上清を回収し、８０％までアルコールを添加することによって沈殿した多糖を、
１から５℃で１晩放置した。アルコールを吸い上げ、沈殿多糖を１０,０００ｘｇで５分
間遠心した。沈殿多糖をアルコールで洗浄した。多糖をアセトンで洗浄し、１０,０００
ｘｇで１５から２０分間遠心した。多糖を真空下で乾燥した。最初の多糖粉末を酢酸ナト
リウム溶液に溶解させた。塩化マグネシウムを添加し、水酸化ナトリウム溶液を用いてｐ
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Ｈを７.２から７.５に調整した。ＤＮａｓｅおよびＲＮａｓｅを溶液に添加して、２５℃
から２８℃で、混和させながら、４時間インキュベートして、残りの核酸を除去した。そ
れら酵素を用いてインキュベートした後、等容量の酢酸ナトリウム－フェノール溶液を水
相に添加し、上記のように抽出した。全部で４回の抽出を実施して、多糖溶液からタンパ
ク質および内毒素を除去した。混合した水性抽出物を、注射用水で１０倍まで希釈し、１
０容量の注射用水でダイアフィルトレーションした。ダイアフィルトレーション処理した
多糖に塩化カルシウムを添加した。８０％までエタノールを添加することによって、１か
ら５℃で１晩多糖を沈殿させた。アルコール上清を回収し、１０,０００ｘｇで１４分間
遠心することによって多糖を回収した。精製多糖をエタノールで２回、アセトンで１回洗
浄した。洗浄した粉末をデシケーター中において真空下で乾燥した。乾燥粉末を複合体に
さらに加工するまで３０℃以下で保管した。
【実施例２】
【００５４】
髄膜炎菌血清群AおよびCの精製莢膜多糖粉末の解重合
　調製に用いられる材料は、上記の実施例により調製された髄膜炎菌血清群AおよびC由来
の精製莢膜多糖粉末、滅菌５０ｍＭ酢酸ナトリウムバッファー（ｐＨ６.０）、滅菌１Ｎ
塩酸、滅菌１Ｎ水酸化ナトリウム、３０％過酸化水素、および滅菌生理食塩水（０.８５
％塩化ナトリウム）を含む。あるいは、酢酸ナトリウムバッファーに代えてクエン酸バッ
ファーでもよい。
【００５５】
　各血清群多糖を別個の反応で解重合した。ステンレス鋼タンクに６０ｇまでの精製莢膜
多糖粉末を入れた。滅菌５０ｍＭ酢酸ナトリウムバッファー（ｐＨ６.０）を多糖に添加
して、２.５ｇ多糖／リットルの濃度をもたらす。溶液になるように、多糖溶液を１から
５℃で１２から２４時間混合した。反応タンクを熱交換器ユニットに連結した。追加の５
０ｍＭ酢酸ナトリウムバッファー（ｐＨ６.０）を添加して、１.２５ｇ／リットルの反応
濃度まで多糖を希釈した。多糖溶液を５５℃±０.１まで加熱した。３０％過酸化水素を
反応混合物に添加して、１％過酸化水素の反応濃度にした。
【００５６】
　時間経過による多糖の分子サイズを追うことによって、反応の経過をモニターした。１
５から２０分おきに、反応混合物から一部を取り出して、ＨＰＬＣカラムに注入して多糖
の分子サイズを測定した。多糖の分子サイズが目的とする分子サイズに達したとき、加熱
ユニットを止め、氷水浴を介した巡回によって５℃まで多糖溶液を迅速に冷却した。３０
００ＭＷＣＯ再生セルロースカートリッジを備えた限外濾過ユニットに反応タンクを連結
させて、解重合多糖溶液を１５ｇ／リットルまで濃縮した。約5-15容量、好ましくは約6-
10容量、またはより好ましくは10容量の滅菌生理食塩水（０.８５％塩化ナトリウム）に
対して濃縮解重合多糖溶液を限外濾過した。次の工程段階まで解重合多糖を１から５℃で
保管した。解重合多糖はバッチで調製し混合してもよい。
【００５７】
　解重合多糖についての好ましい標的かサイズは、約5から75kDa、好ましくは約5から40k
Da、およびより好ましくは約10から25kDaである。
【００５８】
　デキストラン分子サイズスタンダードを用いて校正された商品名"Ultahydrogel（登録
商標）250"で販売されているゲル濾過クロマトグラフィーカラムを通過させ、さらに多角
レーザー光散乱によって、解重合多糖の分子サイズを特定した。Bartlet, G.R.J. (1959)
 Journal of Biological Chemistry, 234, pp466-468に記載の方法を用いて血清群Ａに関
してリン含量によって、さらにSvennerholm, L.(1955) Biochimica Biophysica Acta 24,
 pp604-611の方法を用いて血清群C、W135、およびYに関してシアル酸含量によって、多糖
の量を特定した。Hesterin, S.(1949) Journal of Biological Chemistry 180, p249の方
法によってＯ－アセチル含量を特定した。Park, J.T. and Johnson, M.J.(1949) Journal
 of Biological Chemistry 181, pp149-151の方法によって還元活性を特定した。プロト
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ン１Ｈおよび１３Ｃ ＮＭＲによって解重合多糖の構造の健全性を特定した。ＬＡＬ（内
毒素）含量および残りの過酸化水素含量を測定することによって解重合多糖の純度を特定
した。
【実施例３】
【００５９】
髄膜炎菌血清群A、C、W－135、およびYの解重合多糖の誘導体化
　この調製で用いられる材料として、上記の実施例２により調製された髄膜炎菌血清群A
およびCの過酸化水素解重合莢膜多糖、アジピン酸ジヒドラジド、血清群Ａのみに関して
１－エチル－３－（３－ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド（ＥＤＡＣ）、シアノ
ボロ水素化ナトリウム (sodium cyanoborohydride)、滅菌１Ｎ塩酸、滅菌１Ｎ水酸化ナト
リウム、滅菌塩化ナトリウム、および滅菌生理食塩水（０.８５％塩化ナトリウム）が挙
げられる。
【００６０】
　各血清群多糖を別個の反応で誘導体化(derivatized)した。ステンレス鋼タンクに精製
解重合多糖を入れ、６ｇ多糖／リットルの最終反応濃度になるように、滅菌０.８５％生
理食塩水で希釈した。１ｇ／リットルの反応濃度になるように、その溶液に、滅菌０.８
５％生理食塩水中に溶解したアジピン酸ジヒドラジドの濃縮液を添加した。血清群Ａのみ
に関して、１ｇ／リットルの反応濃度になるように、滅菌０.８５％生理食塩水中に溶解
した濃縮液としてＥＤＡＣを添加した。ｐＨを５.０±０.１に調整し、滅菌１Ｎ塩酸およ
び滅菌１Ｎ水酸化ナトリウムを用いて、室温（１５から３０℃）で２時間、そのｐＨを維
持した。２時間後、０.８５％生理食塩水中に溶解したシアノボロ水素化ナトリウムの濃
縮液を反応混合物に添加して、２ｇ／リットルの反応濃度にした。ｐＨを５.５±０.５に
維持しながら、室温（１５から３０℃）で４４時間±４時間反応液を撹拌した。その反応
時間の後、ｐＨを６.０±０.１に調整し、３０００ＭＷＣＯ再生セルロースカートリッジ
を備えた限外濾過ユニットに反応タンクを連結させて、誘導体化多糖溶液を１２ｇ／リッ
トルまで濃縮した。10容量の1M塩化ナトリウム、続いて10容量の0.15M塩化ナトリウムに
対して濃縮誘導体化多糖溶液を限外濾過する。あるいは、濃縮誘導体化多糖は、約10-約3
0容量の1M塩化ナトリウム、続いて約10-約30容量の生理食塩水に対して透析する。
【００６１】
　誘導体化多糖の分子サイズ、多糖の量、およびＯ－アセチル含量は、解重合多糖で用い
たのと同じ方法で測定した。Snyder, S.L. and Sobocinski, P.Z.(1975) Analytical Bio
chemistry 64, pp282-288に記載の２,４,６－トリニトロベンゼンスルホン酸法によって
ヒドラジド含量を測定した。プロトン１Ｈおよび１３Ｃ ＮＭＲによって誘導体化多糖の
構造の健全性を特定した。非結合ヒドラジド、ＬＡＬ（内毒素）含量および残りのシアノ
ボロ水素含量を測定することによって誘導体化多糖の純度を特定した。
【実施例４】
【００６２】
担体タンパク質の調製
粗ジフテリアトキソイドタンパク質の調製
　凍結乾燥種細胞を再生させて１６から１８時間インキュベートした。培養液の一部を、
増殖培地を含有する０.５リットルフラスコに移し、回転式振とう培養器において、３４.
５から３６.５℃で７から９時間培養フラスコをインキュベートした。増殖培地を含有す
る４リットルフラスコに培養フラスコから一部を移し、回転式振とう培養器において、３
４.５から３６.５℃で１４から２２時間培養フラスコをインキュベートした。４リットル
フラスコからの培養液を用いて、増殖培地含有発酵槽に播種した。発酵槽を３４.５から
３６.５℃で７０から１４４時間インキュベートした。発酵槽の内容物を、デプスフィル
ターを通して回収容器に濾過した。０.２％濃度になるように、回収物に３７％ホルムア
ルデヒド溶液を添加した。ｐＨを７.４から７.６に調整した。０.２μｍフィルターカー
トリッジを通して滅菌２０リットルボトルに回収物を濾過した。３４.５から３６.５℃で
７日間ボトルをインキュベートした。０.４％濃度になるように、各２０リットルボトル
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に３７％ホルムアルデヒド溶液を添加した。混合物のｐＨを７.４から７.６に調整した。
振とう撹拌器において、３４.５から３６.５℃で７日間ボトルをインキュベートした。０
.５％濃度になるように、各２０リットルボトルに３７％ホルムアルデヒド溶液を添加し
た。混合物のｐＨを７.４から７.６に調整した。３４.５から３６.５℃で８週間ボトルを
インキュベートした。無毒化に関して粗トキソイドを試験した。試験期間の間、１から５
℃でボトルを保管した。
【００６３】
粗ジフテリアトキソイドタンパク質の精製
　粗トキソイドを室温まで暖め、２０リットルボトルの内容物を合わせて精製タンクに入
れた。トキソイドのｐＨを７.２から７.４に調整し、活性炭を粗トキソイドに添加して２
分間混合した。活性炭－トキソイド混合物を１時間放置し、その後デプスフィルターカー
トリッジを通して第２精製タンクに濾過した。７０％飽和になるように固形硫酸アンモニ
ウムを濾液に添加した。ｐＨを６.８から７.２に調整し、溶液を１６時間放置した。沈殿
したタンパク質を濾過によって回収し、７０％飽和硫酸アンモニウム溶液（ｐＨ７.０）
で洗浄した。沈殿物を滅菌蒸留水中に溶解させ、タンパク質溶液をステンレス回収容器に
濾過した。ｐＨを６.８から７.２に調整し、４０％飽和になるように硫酸アンモニウムを
添加した。溶液のｐＨを７.０から７.２に調整し、溶液を１６時間放置した。濾過によっ
て沈殿物を除去し、捨てた。６０％飽和になるように濾液に硫酸アンモニウムを添加し、
さらにｐＨを７.０から７.２に調整した。混合物を１６時間放置し、沈殿したタンパク質
を濾過によって回収した。沈殿物を滅菌蒸留水に溶解させ、溶けていないタンパク質を濾
過によって除去し、さらに０.８５％生理食塩水に対して限外濾過した。
【００６４】
精製ジフテリアトキソイドタンパク質の濃縮および滅菌濾過
　１５ｇ／リットルまでタンパク質溶液を濃縮し、３０００ＭＷＣＯ再生セルロースカー
トリッジを用いて、１０容量の０.８５％生理食塩水に対して限外濾過した。０.２μｍメ
ンブランを通して濾過することによって、濃縮タンパク質を滅菌した。複合体に加工する
まで、タンパク質溶液を１から５℃で保管した。
【００６５】
　Lowry, O.H. et al(1951) Journal of Biological Chemistry 193, p265-275の方法に
よってタンパク質濃度を特定した。無菌性、ＬＡＬ（内毒素）含量、および残りのホルム
アルデヒド含量によってタンパク質の純度を特定した。
【実施例５】
【００６６】
髄膜炎菌血清群AおよびC多糖とジフテリアトキソイドタンパク質との一価複合体の調製
　この調製に用いられる材料として、上記の実施例により調製された髄膜炎菌血清群Aお
よびCのアジピン酸誘導体化多糖、上記の実施例により調製された滅菌ジフテリアトキソ
イドタンパク質、ＥＤＡＣ、硫酸アンモニウム、滅菌１Ｎ塩酸、滅菌１Ｎ水酸化ナトリウ
ム、および滅菌生理食塩水（０.８５％）が挙げられる。
【００６７】
　各血清群の多糖複合体は別個の反応によって調製した。以下の工程によって、４つ全て
の複合体を調製した。７００から１０００μｍｏｌの反応性ヒドラジド／リットルの反応
濃度の精製アジピン酸誘導体化多糖、および３.８から４.０ｇタンパク質／リットルの反
応濃度の精製ジフテリアトキソイドタンパク質をステンレス鋼タンクに入れた。生理食塩
水（０.８５％）を用いて開始材料を目的の反応濃度まで希釈し、さらにｐＨを５.０±０
.１に調製した。２.２８から２.４ｇ／リットルの反応濃度になるようにＥＤＡＣを多糖
タンパク質混合物に添加した。滅菌１Ｎ水酸化ナトリウムを用いて反応液のｐＨを７.０
±０.１に調整し、反応液を１から５℃で１６から２０時間保管した。
【００６８】
　反応混合物を１５から３０℃まで暖め、３０００ＭＷＣＯ再生セルロースカートリッジ
を備えた限外濾過ユニットに反応容器を連結させた。血清群Aについて60％飽和になるま
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で固形硫酸アンモニウムを添加し、血清群Cについて50％飽和になるまで固形硫酸アンモ
ニウムを添加した。血清群Aについて、20容量の60％飽和硫酸アンモニウム溶液に対して
複合体反応混合物を限外濾過し、血清群Cについて、20容量の50％飽和硫酸アンモニウム
溶液に対して複合体反応混合物を限外濾過し、続いて20容量の生理食塩水0.85％に対して
、複合体反応混合物を限外濾過した。限外濾過した複合体を、最初に１.２μｍおよび０.
４５μｍフィルターを備えたフィルターカプセルを通して濾過し、続いて０.２２μｍフ
ィルターを備えた第２のフィルターカプセルを通して濾過した。あるいは、複合体反応産
物は、いくつかの、好ましくは約３つの硫酸アンモニウム沈殿により精製してもよい。
【００６９】
　多糖の量およびO－アセチル含量は、解重合および誘導体化多糖において用いられたの
と同じ方法によって測定した。タンパク質の量はLowry法によって特定した。複合体の分
子サイズは、空隙容量マーカーとしてＤＮＡを用い、全容量マーカーとしてＡＴＰを用い
、さらに参照マーカーとしてウシチログロブリンを用いて、商品名"TSK6000PW"で販売さ
れているゲル濾過クロマトグラフィーカラムを通過させて特定した。さらに、多角レーザ
ー光散乱によって、TSK6000PWカラムから溶出された複合体の分子サイズを測定した。ダ
ブルサンドイッチＥＬＩＳＡ法を用いて、抗多糖血清群特異的抗体への結合によって、複
合体の抗原特性を測定した。疎水性相互作用クロマトグラフィーカラムを介した溶出によ
って非結合（非複合体形成）多糖の量、キャピラリー電気泳動によって非結合タンパク質
の量、無菌性、ＬＡＬ（内毒素）含量、残っているＥＤＡＣ含量、および残っているアン
モニウムイオン含量を測定することによって、複合体の純度を特定した。
【実施例６】
【００７０】
アルミニウムを含まない多価髄膜炎菌AおよびC多糖ジフテリアトキソイド複合体ワクチン
の形成
　髄膜炎菌AおよびC複合体の調製で使用される材料は、上記の方法により調製されてもよ
い。好ましくは、ワクチン組成物は、滅菌された発熱物質のない、リン酸緩衝生理食塩水
中で形成される。生理食塩水濃度は、0.9％の15mM塩化ナトリウムおよび10mMリン酸ナト
リウムにより達成されてもよい。好ましくは、ワクチン組成物はアルミニウムを含まない
。
【実施例７】
【００７１】
ヒト患者におけるアルミニウムを含まない多価髄膜炎菌AおよびC多糖ジフテリアトキソイ
ド複合体ワクチンの免疫原性
　二価A/C多糖ワクチン対二価A/C複合体ワクチンに対する免疫応答を比較する臨床研究を
、幼児の被験者で行った。この研究において、幼児の第３グループは対照群として機能す
るよう登録され、インフルエンザ菌タイプb複合体を受けた。全ての３つのワクチングル
ープは、同じ小児ワクチンを受ける。二価A/C複合体グループは、6、10、および14週にジ
フテリア複合体ワクチン（投与量ごとに4μg多糖）の３回投与を受けた。二価A/C多糖グ
ループは、10および14週にA/C多糖ワクチン（投与量ごとに50μg多糖）の２回投与を受け
た。インフルエンザ菌タイプb複合体グループは、6、10、14週に複合体ワクチンの３回投
与を受けた。6週、ワクチン接種前、およびワクチン接種後4週である18週に、血液標本を
採取する。子供が11-12ヶ月である時、血液標本を採取し、二価AC複合体または二価AC多
糖ワクチンを受けた子供は、AC多糖の追加免疫投与を受けた。多糖の追加免疫投与の理由
は、被験者が既往（anemestic）反応を誘発するか否かを評価するためである。
【００７２】
　この研究の結果、一次および多糖追加免疫応答は、IgG抗体反応について表１に、およ
びSBA抗体反応について表２に示される。一次系の後のIgG抗体反応は、多糖および複合体
ワクチンについて概略同じである。しかしながら、複合体ワクチン接種をされた被験者に
おける殺菌性抗体反応は、多糖ワクチン接種された被験者についてよりもずっと高かった
。１歳の被験者について観察されるように、多糖による幼児のワクチン接種は機能的殺菌
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らく低い親和力の抗体であるのに対し、複合体ワクチンは、高い親和力の抗体を誘発し、
それによりずっと高いタイターの殺菌性抗体を生じるようである。一次ワクチン接種系に
おいて複合体ワクチンを受けた被験者における多糖ワクチンの追加免疫投与により誘発さ
れた高レベルの機能的抗体は、これらの被験者が記憶またはT細胞依存性抗体反応を受け
たことを示す。一次ワクチン接種系で多糖ワクチンを受けた被験者は、多糖追加免疫投与
に対する穏やかな反応を誘発し、これはT細胞依存性反応を示す。
【００７３】
　表１は、一次系免疫（6、10および14週）および11-12ヶ月における二価AC多糖による追
加免疫ワクチン接種の前および後の血清群AおよびCに対する幼児における抗多糖IgG GMC
（群平均濃度）を示す。
【表１】

【００７４】
　表２は、一次系免疫（6、10および14週）および11-12ヶ月における二価AC多糖による追
加免疫ワクチン接種の前および後の血清群AおよびCに対する幼児におけるSBA抗体GMT（群
平均タイター）を示す。
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【表２】

【００７５】
　本発明が提供する若い母集団における髄膜炎菌疾患に対する改良された防御おｙぼい血
清群A、C、W-135およびYに対するより広い防御という利点に加えて、四価複合体は、担体
タンパク質に対する抗体反応を誘発することにより他の病原に対する防御を提供するかも
しれない。ジフテリアトキソイド複合体を使用して四価複合体ワクチンを幼児に投与する
場合、これらの被験者は、ジフテリアトキソイドを含む通常の小児免疫も受ける。したが
って、これらの被験者において、ジフテリアトキソイドに対する抗体反応における明らか
な改良はない。しかしながら、ワクチンを含有する付随ジフテリアトキソイドを受けてい
ない被験者にジフテリアトキソイド複合体を投与する場合、ジフテリアトキソイドに対す
る強い追加免疫応答が観察される。これらの被験者は、2、3、および4ヶ月にDTPの３回投
与計画を受けている。この研究において、被験者は、2-3歳の間に、二価AC複合体の単回
投与または二価AC多糖ワクチンの単回投与を受けた。ワクチン接種時およびワクチン接種
後30日に血液標本を採取する。二価AC複合体は、担体タンパク質としてジフテリアトキソ
イドを使用した。
【００７６】
　２つの免疫グループにおけるジフテリアトキソイドの免疫応答が表３に示される。多糖
は、予想通りこれらの被験者において抗ジフテリア免疫応答を刺激する作用をしなかった
が、しかしながら、AC複合体を受けた被験者について強い抗ジフテリア免疫応答が観察さ
れる。したがって、髄膜炎菌複合体ワクチンは、担体タンパク質に対する免疫応答を刺激
し、それによりジフテリアトキソイドを担体タンパク質として使用する場合にコリネバク
テリアジフテリア（Corynebacteria diphtheriae）により生じる疾患に対する防御を提供
するという追加の利点を提供するかもしれない。
【００７７】
　表３は、投与量ごとに4μgの多糖として調製された二価ACジフテリアトキソイド複合体
ワクチンまたは投与量ごとに50μgで調製された二価AC多糖ワクチンでワクチン接種され
た和解健康な子供におけるELISA GMT（群平均タイター）による抗ジフテリア抗体をIU/ml
で示す。
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【実施例８】
【００７８】
幼児における非アジュバント化髄膜炎菌A/Cジフテリアトキソイド複合体ワクチンの異な
る日程の免疫原性、安全性、および記憶
　通常の幼児免疫と同時にジフテリアトキソイドに結合された多糖AおよびCのワクチン（
A/C複合体）または標準的なA/C多糖（A/C PS）ワクチンの1-4投与を受けるニジェールに
おける618人の幼児の非盲検無作為化対照臨床試験における臨床研究が示される。24ヶ月
において、A/C PSワクチンが与えられ、記憶反応を１週間後に測定した。ELISAにより、
血清殺菌活性（SBA）およびIgG抗体を測定する。
【００７９】
　ワクチンは、ジフテリアトキソイドに結合された髄膜炎菌血清群AおよびCの莢膜多糖を
含む。ワクチンは、48μgのジフテリアトキソイドに結合された２つの多糖をそれぞれ4μ
g含有する0.5mlの使い捨て注射器に入れる。非アジュバント化A/C複合体ワクチンを、発
熱物質のない、防腐剤、特に0.9％の15mM塩化ナトリウムおよび10mMリン酸ナトリウムを
含まないリン酸緩衝生理食塩水0.5mlに調製する。
【００８０】
　この研究に登録された618人の幼児を等しいサイズの６つのグループに無作為化する。
試験対象患者基準は以下のようである：１）直腸温が38℃未満の健康な幼児；２）5-11週
間；３）36週間より長い妊娠で分娩された；４）ニアメーで家族が永続的に居住；５）親
が書面による同意を提供。除外基準は以下のようである：深刻な慢性疾患；別の臨床試験
の登録；以前にDTPワクチン、髄膜炎菌PS、またはインフルエンザ菌b（Hib）複合体ワク
チンでワクチン接種された；過去3週間以内のBCGの投与またはコルチコステロイド治療；
またはワクチン接種への忌避。
【００８１】
　対照群に無作為化された子供は、各多糖を50μg含有した髄膜炎菌A/C多糖（MenPS、Ave
ntis Pasteur）、またはHib複合体ワクチン（Act-Hib、Aventis Pasteur）を受けた。前
外側右大腿において、MenD、MenPsおよびAct-Hibの筋肉内注射を行う。子供は、生まれた
ときにBCGおよび経口ポリオワクチン（OPV）を受けた。免疫化における拡大プログラム（
EPI）日程に従い、6、10、および14週において、15ヶ月の追加免疫と共にETPおよびOPVを
受けた。麻疹および黄熱ワクチンを9ヶ月に与える。EPI注射を左の三角筋の筋肉内に与え
る。
【００８２】
　通常のEPIワクチンと付随して最初の9ヶ月にA/C複合体を４（グループ１）、３（グル
ープ２）、２（グループ３）、または１投与（グループ４および５）またはA/C PSを１投
与（グループ６）受けた103人の幼児の６つのグループが示される、表４参照。
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【表４】

【００８３】
　24ヶ月において、既往反応を評価し髄膜炎菌に対する免疫応答を刺激するために、被験
者はA/C PSの単回投与を受けた。18週、10ヶ月、24ヶ月、および1週間後に、４つの3mL血
液標本を採集する。
【００８４】
　超過敏反応を示すかもしれない即時反応について、各注射後30分間子供を観察する。追
跡評価は、試験注射後24および72時間の往診中に行った。
【００８５】
　生まれたてのウサギの補体を使用する標準的な方法により、血清殺菌活性をAおよびC血
清群について測定する、Maslanka SE,et al.,Clin Diagn Lab Immunol 1997;4:155-67。
殺菌活性は、対照培養と比較して50％以上の細菌成長を生じる相互血清希釈として定めら
れる。IgG濃度を標準化ELISAにより測定し、μg/mLで示す、Carlone GM,et al.,J Clin M
icrobiol 1992;30:154-9およびGheesling LL,et al.,J Clin Microbiol,1994;32:1475-82
。18週の血清におけるジフテリア、破傷風、百日咳、およびポリオウィルスタイプ1、2、
および3に対する抗体を、標準的な方法を使用して測定する。投与の30分以内に少なくと
も１つの局所反応、または投与後24または72時間以内に１つの局所または全身反応を有し
た幼児の割合に基づいて、各投与回の投与後にそれぞれの試験グループについて反応原性
を評価する。
【００８６】
　免疫応答は、ELISAについて抗体濃度として、およびSBAについて抑制希釈の相乗平均タ
イター（GMT）として示される。抗体レベルは、ヒト補体を使用してELISAにより2μg/mL
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異常およびSBAについて1:4以上に基づいて防御的であると考えられていた、Goldschneide
r I,et al.,J.Exp.Med.,1969,129:1327-48およびLepow ML,et al.,Pediatrics 1977;60:6
73-680。さらに、この結果は、2μg/mL以上のELISA抗体濃度および1：128以上のSBAタイ
ターを有する幼児の割合を示す、Jodar L,et al.,Biologicals 2002,30:323-9。信頼区間
は、GMTおよび抗体濃度について計算する。
【００８７】
　訪問6において、血清群AおよびCに対するSBAについてのログタイターの分布により、変
化のANOVA分析によりグループを比較する。Student-Newman-Keulsテストを多重比較に使
用する。割合および95％信頼区間の比較により既往反応を評価し、グループ6について血
清防御を有する幼児のGMTの割合をSBAおよびELISAの基準と比較した。この研究により与
えられたワクチンに帰する深刻な有害事象はない。
【００８８】
　表５は、６つのグループについて、18週、10ヶ月、24ヶ月および24ヶ月の期間後1週間
における血清群AおよびCについてのSBAタイターを示す。1：128以上のSBAタイターを有す
る被験者の割合が各グループについて示される。
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【表５】

【００８９】
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　表６は、各グループについてのELISAの結果を示す。
【表６】

【００９０】
GMC相乗平均濃度、［95％信頼区間］
EPIワクチン接種に対する反応
　６つのグループ間で、EPIワクチン（ジフテリア、破傷風、ポリオウィルス1、2および3
、百日咳）に対する抗体濃度において違いはない。結果は、以下の表７－１８に示される
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【表７】
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【表１２】
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【表１８】

【００９１】
　血清群Aについて、10ヶ月における平均SBAタイターは、４回のA/C複合体投与（6、10、
14週および9ヶ月）または２回の投与（14週および9ヶ月）を受けた子供の間で異ならなか
ったが、他の日程のそれぞれのタイターよりも著しく高い。血清群Cについて、14週およ
び9ヶ月におけるA/C複合体は、他の投薬計画よりも高い平均SBAタイターを誘発した。24
ヶ月におけるA/C PSの投与により、単回投与複合体日程を受ける２つのグループを含む、
A/C複合体被験者において著しく高いSBAタイターを生じた。血清群CについてAよりも反応
は低いが、超感応性の徴候はない。
【００９２】
　髄膜炎菌A/C複合体ワクチンは、特に14週および9ヶ月において２回投与がされる場合に
、若い幼児において安全かつ免疫原性である。1歳におけるA/C複合体の単回投与は、記憶
を誘発するようである。
【００９３】
　この研究により、血清群AおよびCに対する免疫原性が、多くの異なる投与方法により得
られるということが示される。例えば、血清群AおよびCに対する免疫原性は、子供が、14
週において１回目のA/C複合体によりおよび9ヶ月に２回目の投与によりワクチン接種され
る場合に得られる。6および10週に与えられる２回のA/C複合体の一次投与は、任意の追加
の利点を提供しないようであった。14週または9ヶ月における単回投与の注射は、24ヶ月
における多糖ワクチン接種に対する反応に基づいて、十分長期間の防御を提供するようで
あった。
【００９４】
　DTP3の時である14週において、および麻疹ワクチンが与えられる9ヶ月において、A/C複
合体ワクチンが投与される２回投与日程により、AおよびC血清群に対する免疫原性が生じ
た。
【００９５】
　この研究により、A/C複合体ワクチンは、血清群AおよびCについて持続する免疫原性記
憶を提供することが示された。Borrow R et al.,J Infect Dis 2002;186:1353-7は、血清
群C複合体のみについて、13-16ヶ月または4歳と比較して2、3、および4ヶ月にワクチン接
種された幼児について比較できる結果を示している。幼児における血清群C髄膜炎菌複合
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体ワクチンの３回投与系についてイギリスで重要な経験が蓄積されているが、本研究は、
1歳における多重回投与は、少なくともいくつかの複合体製剤については必ずしも必要で
ないということを示す。
【００９６】
　本研究はまた、DTPおよびOPVのような通常の幼児免疫と付随してA/C複合体を投与する
ことは、他の抗原に対する免疫応答を妨害しないということを示す。
【手続補正書】
【提出日】平成23年2月14日(2011.2.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者中における髄膜炎菌の莢膜多糖AおよびCに対する免疫応答の誘発に使用するのに適
切なアルミニウムを含まない組成物であって、１つ以上の担体タンパク質に結合した髄膜
炎菌の血清群Aの莢膜多糖、および１つ以上の担体タンパク質に結合した髄膜炎菌の血清
群Cの莢膜多糖を含むことを特徴とする組成物。
【請求項２】
　前記多糖が、担体タンパク質に共有結合することを特徴とする請求項１記載の組成物。
【請求項３】
　リンカーがジヒドラジド由来リンカーであることを特徴とする請求項２記載の組成物。
【請求項４】
　前記担体タンパク質が、ジフテリアトキソイドであることを特徴とする請求項１から３
いずれか１項記載の組成物。
【請求項５】
　単回投与で投与するための請求項４記載の組成物。
【請求項６】
　投与される際に１２ヶ月未満の患者への投与に適切な請求項１記載の組成物。
【請求項７】
　前記莢膜多糖が、5から100kDaまで、例えば10から75kDaまでの平均分子量を有すること
を特徴とする請求項１から６いずれか１項記載の組成物。
【請求項８】
　前記莢膜多糖が、10から50kDaまで、例えば10から25kDaまでの平均分子量を有すること
を特徴とする請求項７記載の組成物。
【請求項９】
　患者中における髄膜炎菌の血清型AおよびCに対する免疫応答の誘発に使用するための請
求項１から８いずれか１項記載の組成物。
【請求項１０】
　前記患者が１２ヶ月未満であることを特徴とする請求項９に記載されるように使用する
ための組成物。
【請求項１１】
　ジフテリア、破傷風、ポリオウィルス、または百日咳に対するワクチンの投与の６ヶ月
以内に投与するための請求項９または１０に記載されるように使用するための組成物。
【請求項１２】
　３ヶ月以内の投与のための請求項１１に記載されるように使用するための組成物。
【請求項１３】
　１ヶ月以内の投与のための請求項１１に記載されるように使用するための組成物。
【請求項１４】
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　同日の投与のための請求項１１に記載されるように使用するための組成物。
【請求項１５】
　前記ポリオウィルスがタイプ１、２または３であることを特徴とする請求項１１から１
４いずれか１項に記載されるように使用するための組成物。
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