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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　０．０１から０．０５％ｗ／ｖのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤；
　２５から５０ｍｇ／ｍｌのエタネルセプト；
　１ｍＭから２０ｍＭの塩化マグネシウム；
　場合によって、最大６ｗｔ％のスクロース；
　２５から１５０ｍＭのＮａＣｌ；および
　１から３０ｍＭのリン酸ナトリウム；を含み、アルギニンを安定剤として含まない、安
定化された水性医薬組成物。
【請求項２】
　０．０１から０．０５％ｗ／ｖのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤；
　２５から５０ｍｇ／ｍｌのエタネルセプト；
　最大１５０ｍＭのグルタメート； 
　場合によって、０．５から６ｗｔ％のスクロースまたはトレハロース；および
　１から３０ｍＭのリン酸ナトリウム；を含み、アルギニンを安定剤として含まない、安
定化された水性医薬組成物。
【請求項３】
　ポリソルベート界面活性剤が、ポリソルベート８０、ポリソルベート６０、ポリソルベ
ート４０およびポリソルベート２０からなる群より選択される、請求項１又は２に記載の
安定化された組成物。
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【請求項４】
　ポリソルベート界面活性剤が、ポリソルベート８０を含む、請求項３に記載の安定化さ
れた組成物。
【請求項５】
　ポロキサマー界面活性剤がＰｌｕｒｏｎｉｃ　Ｆ－６８である、請求項１又は２に記載
の安定化された組成物。
【請求項６】
　組成物が、（ｉ）１ｍｌ当たり２５００個未満の、５から１０μｍのサイズを有する粒
子、（ｉｉ）３５００個未満の、２から５μｍのサイズを有する粒子、および（ｉｉｉ）
１ｍｌ当たり７００個未満の、１から２μｍのサイズを有する粒子、を有する、請求項１
又は２に記載の安定化された組成物。
【請求項７】
　組成物が、
（ａ）９０ｗｔ％超のモノマー含量および３ｗｔ％未満の凝集体含量の、Ｔ４におけるＳ
ＥＣ分析、
（ｂ）ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組成物の量が４ｗｔ％未満であり
、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成物の量が８０ｗｔ％超であり、Ｈ
ＩＣクロマトグラムのピーク３により表された組成物の量が２０ｗｔ％未満である、Ｔ２

におけるＨＩＣ分析、ならびに
（ｃ）ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組成物の量が３ｗｔ％未満であり
、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成物の量が８０ｗｔ％超であり、Ｈ
ＩＣクロマトグラムのピーク３により表された組成物の量が２０ｗｔ％未満である、Ｔ４

におけるＨＩＣ分析
を特徴とする、請求項１又は２に記載の安定化された組成物。
【請求項８】
　最終の剤形として請求項１又は２の安定化された組成物を内包する内包手段を備える製
造物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エタネルセプトの長期的な貯蔵のために安定化された水性医薬組成物、この
組成物の製造方法、これらの投与方法およびこれを内包するキットに関し、ここで、安定
化されたエタネルセプト組成物が肉眼不可視粒子の顕著な低減を示す。本発明は、安定化
のためにアルギニンを必要としないエタネルセプト製剤を含む。本発明は、エタネルセプ
ト製剤中の肉眼不可視粒子に対する患者の曝露の低減を実現するための物品および方法を
更に対象としている。
【背景技術】
【０００２】
　ポリペプチドは、しばしば、これらの使用前に貯蔵しておかなければならない。長期間
貯蔵された場合、ポリペプチドは、溶液中では大抵不安定である（Ｍａｎｎｉｎｇら、１
９８９年、Ｐｈａｒｍ．Ｒｅｓ．６：９０３－９１８）。これらの貯蔵寿命を延長するた
めに、乾燥、例えば凍結乾燥等、追加的な加工ステップが開発されてきた。しかしながら
、凍結乾燥された医薬組成物は、使用の好都合さが減じている。
【０００３】
　ポリペプチド安定性を改善するための典型的な行為は、製剤と共に元素の濃度を変更す
ることにより実行でき、または賦形剤を加えて製剤を改質することにより実行できる（例
えば、米国特許第５，５８０，８５６号および第６，１７１，５８６号を参照されたい。
）。しかしながら、添加剤の使用は依然として、不活性ポリペプチドを生じさせ得る。更
に、凍結乾燥の場合、再水和ステップは、例えば凝集または変性によりポリペプチドの不
活性化を生じさせ得る（Ｈｏｒａら、１９９２年、Ｐｈａｒｍ．Ｒｅｓ．、９：３３－３
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６；Ｌｉｕら、１９９１年、Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．Ｂｉｏｅｎｇ．、３７：１７７－１
８４）。ポリペプチドの凝集は免疫原性を生じさせ得るため、望ましくない（Ｃｌｅｌａ
ｎｄら、１９９３年、Ｃｒｉｔ．Ｒｅｖ．Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃ　Ｄｒｕｇ　Ｃａｒｒ
ｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ、１０：３０７－３７７；およびＲｏｂｂｉｎｓら、１９８７年、
Ｄｉａｂｅｔｅｓ、３６：８３８－８４５）。
【０００４】
　ポリペプチド安定性を改善するための別の方法は、特定の濃度でＬ－アルギニンを使用
することである（米国特許第７，６４８，７０２号）。
【０００５】
　使用前に最大２年間貯蔵されるポリペプチドの１つがエタネルセプト（Ｅｎｂｒｅｌ（
登録商標）、Ｉｍｍｕｎｅｘ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）であり、エタネルセプトは、ヒ
トＩｇＧ１のＦｃ部分に連結した７５キロダルトン（ｐ７５）のヒト腫瘍壊死因子受容体
（ＴＮＦＲ）の細胞外リガンド結合部分からなる二量体型融合ポリペプチドである。エタ
ネルセプトは、９３４個のアミノ酸からなり、大体１５０キロダルトンという見かけの分
子量を有する（Ｐｈｙｓｉｃｉａｎｓ　Ｄｅｓｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ、２００２年、Ｍ
ｅｄｉｃａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｉｎｃ．）。エタネルセプトのＦ
ｃコンポーネントは、定常重鎖２（ＣＨ２）ドメイン、定常重鎖３（ＣＨ３）ドメインお
よびヒンジ領域を内包するが、ヒトＩｇＧ１の定常重鎖１（ＣＨ１）ドメインは内包しな
い。Ｆｃドメインは、上述したドメインの１つまたはすべてを内包し得る。エタネルセプ
トは、通常は組換えＤＮＡ技術により、チャイニーズハムスター卵巣（ＣＨＯ）の哺乳類
細胞発現系中で生成される。
【０００６】
　エタネルセプトの製剤を含む医薬タンパク質製剤における公知の問題は、肉眼不可視粒
子の存在を示すというこのような製剤の傾向である。このような粒子は、タンパク質製剤
が患者に投与されたときに望ましくない免疫応答（免疫原性）を伴うと考えられている。
このような免疫応答は、タンパク質治療薬の有効性を低減し得、患者にとって有害であり
得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第５，５８０，８５６号明細書
【特許文献２】米国特許第６，１７１，５８６号明細書
【特許文献３】米国特許第７，６４８，７０２号明細書
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ｍａｎｎｉｎｇら、１９８９年、Ｐｈａｒｍ．Ｒｅｓ．６：９０３－９
１８
【非特許文献２】Ｈｏｒａら、１９９２年、Ｐｈａｒｍ．Ｒｅｓ．、９：３３－３６
【非特許文献３】Ｌｉｕら、１９９１年、Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．Ｂｉｏｅｎｇ．、３７
：１７７－１８４
【非特許文献４】Ｃｌｅｌａｎｄら、１９９３年、Ｃｒｉｔ．Ｒｅｖ．Ｔｈｅｒａｐｅｕ
ｔｉｃ　Ｄｒｕｇ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ、１０：３０７－３７７
【非特許文献５】Ｒｏｂｂｉｎｓら、１９８７年、Ｄｉａｂｅｔｅｓ、３６：８３８－８
４５
【非特許文献６】Ｐｈｙｓｉｃｉａｎｓ　Ｄｅｓｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ、２００２年、
Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｉｎｃ．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、その長期的な貯蔵および肉眼不可視粒子を形成するという傾向の著しい低減
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を可能にする、エタネルセプトの新規で安定な液体製剤を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
（発明の要旨）
　本発明は、エタネルセプトおよび組成物中での肉眼不可視粒子の発生を予防、阻害また
は低減するための安定剤を含む、水性医薬組成物を提供し、ここで、安定剤が、ポリソル
ベート界面活性剤およびポロキサマー界面活性剤からなる群より好ましくは選択される界
面活性剤を含み、界面活性剤が、このような界面活性剤を欠いているエタネルセプト組成
物に比較して組成物中での肉眼不可視粒子の顕著な低減を実現することができる。本発明
は、肉眼不可視粒子の所望の低減を実現できる医薬として許容される任意の界面活性剤の
使用を予期している。
【００１１】
　更なる実施形態において、本発明は、エタネルセプトならびに組成物中での肉眼不可視
粒子の発生を予防、阻害または低減するための安定剤を含む、水性医薬組成物であり、こ
こで、安定剤が、ポリソルベート界面活性剤およびポロキサマー界面活性剤からなる群よ
り選択される界面活性剤を含む。安定剤は、ポリソルベート８０、ポリソルベート６０、
ポリソルベート４０およびポリソルベート２０からなる群より選択されるポリソルベート
界面活性剤を含み、または、例えばＰｌｕｒｏｎｉｃ　Ｆ－６８等のポロキサマー界面活
性剤を含む。驚くべきことに、本発明の製剤は、アルギニン安定剤が商用Ｅｎｂｒｅｌ（
登録商標）製剤中に存在することを必要としないで、優れた安定性および肉眼不可視粒子
の低減を示す。したがって、製剤は、好ましくは、アルギニンを含まないまたはアルギニ
ンを本質的に含んでいない。
【００１２】
　本発明の更なる実施形態において、肉眼不可視粒子形成に対抗する安定化のためのポリ
ソルベートまたはポロキサマー界面活性剤を含有するエタネルセプト製剤は、（ｉ）セリ
ン、プロリンおよびグルタメートからなる群より選択されるアミノ酸、（ｉｉ）カルシウ
ム、マグネシウムおよび亜鉛からなる群より選択される金属イオン、（ｉｉｉ）キシリト
ール単独またはキシリトールおよびメグルミンの組合せから選択されるキシリトール安定
剤、（ｉｖ）塩化ナトリウム単独、スクロースまたはトレハロースと組み合わせた塩化ナ
トリウム、ならびに塩化ナトリウム、スクロースおよびトレハロースの組合せから選択さ
れる塩化ナトリウム安定剤、（ｖ）メグルミン単独、スクロースと組み合わせたメグルミ
ン、塩化ナトリウムと組み合わせたメグルミン、ならびに塩化ナトリウムおよびスクロー
スと組み合わせたメグルミンから選択されるメグルミン安定剤、ならびに（ｖｉ）糖およ
びポリオールの組合せから選択される、追加的な安定化成分を更に含み得る。
【００１３】
　したがって、一実施形態において、本発明は、エタネルセプト、肉眼不可視粒子形成に
対抗する安定化のためのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤ならびにエタネル
セプトの不安定、凝集および／またはフラグメント化を阻害するための更なる安定剤成分
を含む、安定な水性医薬組成物を提供し、ここで、更なる安定剤がセリン、プロリンおよ
びグルタメートからなる群より選択される化合物を含む。好ましい実施形態において、安
定剤は、グルタメートを含む。
【００１４】
　別の実施形態において、本発明は、エタネルセプト、肉眼不可視粒子形成に対抗する安
定化のためのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤ならびにエタネルセプトの不
安定、凝集および／またはフラグメント化を阻害するための更なる安定剤を含む、安定な
水性医薬組成物を提供し、ここで、更なる安定剤が安定化金属イオンを含む。好ましくは
、界面活性剤は、ポリソルベート８０またはＰｌｕｒｏｎｉｃ　Ｆ－６８であり、金属イ
オンは、カルシウム、マグネシウム、亜鉛およびこれらの組合せからなる群より選択され
る。更により好ましい一実施形態において、カルシウム、マグネシウム、亜鉛は、それぞ
れ塩化カルシウム、塩化マグネシウムおよび塩化亜鉛として提供される。塩化カルシウム
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および塩化マグネシウムが、エタネルセプト用の安定剤として特に好ましい。
【００１５】
　更なる実施形態において、本発明は、エタネルセプト、肉眼不可視粒子形成に対抗する
安定化のためのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤ならびにエタネルセプトの
不安定、凝集および／またはフラグメント化を阻害するための更なる安定剤成分を含む、
安定な水性医薬組成物を提供し、ここで、更なる安定剤が、メグルミン、マンノシルグリ
セレート、グルコシルグリセレート、マンノシルラクテート、マンノシルグリコレートお
よびジグリセロールホスフェート等のイオン性ポリオール誘導体からなる群より選択され
る。この実施形態において、好ましいエタネルセプトの安定化された水性製剤は、エタネ
ルセプト、ポリソルベート８０界面活性剤またはＰｌｕｒｏｎｉｃ　Ｆ－６８界面活性剤
ならびに製剤中でのエタネルセプトの不安定、凝集およびフラグメント化を抑制するため
の安定化成分を含み、安定化成分が（ａ）メグルミンから構成され、または（ｂ）スクロ
ースと組み合わせたメグルミンから構成され、または（ｃ）塩化ナトリウムと組み合わせ
たメグルミンから構成され、または（ｄ）塩化ナトリウムおよびスクロースと組み合わせ
たメグルミンから構成される。
【００１６】
　更に別の実施形態において、本発明は、エタネルセプト、肉眼不可視粒子形成に対抗す
る安定化のためのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤ならびにエタネルセプト
の不安定、凝集および／またはフラグメント化を阻害するための更なる安定剤成分を含む
、安定な水性医薬組成物を提供し、ここで、更なる安定剤が、糖およびポリオールの組合
せを含む。好ましくは、界面活性剤は、ＰＳ－８０またはＰｌｕｒｏｎｉｃ　Ｆ－６８で
あり、糖はスクロースであり、ポリオールは、マンニトールおよびソルビトールからなる
群より選択される。この実施形態の更なる態様において、糖はデキストロースであり、ポ
リオールは、マンニトールおよびソルビトールからなる群より選択される。この実施形態
の特に好ましい例において、本発明は、スクロースおよびマンニトールの組合せがエタネ
ルセプトモノマーの安定化を実現するために存在する、安定化されたエタネルセプト製剤
を対象としている。
【００１７】
　更なる実施形態において、本発明は、エタネルセプト、肉眼不可視粒子形成に対抗する
安定化のためのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤を含む、安定な水性医薬組
成物を提供し、ここで、本発明は、エタネルセプトの不安定、凝集および／またはフラグ
メント化を低減するための安定化用の更なる成分を提供し、製剤が約２５から約７５ｍｇ
／ｍｌまでのエタネルセプトおよび１つ以上の安定剤を含み、ここで、更なる安定剤成分
が、（ｉ）塩化ナトリウムならびに（ｉｉ）スクロースまたはトレハロースと組み合わせ
た塩化ナトリウムならびに（ｉｉｉ）塩化ナトリウム、スクロースおよびトレハロースの
組合せからなる群より選択され、ここで、肉眼不可視粒子の低減のための安定剤／界面活
性剤が、好ましくはＰＳ８０またはＰｌｕｒｏｎｉｃ　Ｆ－６８である。
【００１８】
　更に別の実施形態において、本発明は、エタネルセプト、肉眼不可視粒子形成に対抗す
る安定化ためのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤、好ましくはＰＳ－８０ま
たはＰｌｕｒｏｎｉｃ　Ｆ－６８を含む、安定な水性医薬組成物を提供し、ここで、本発
明は、エタネルセプトの不安定、凝集および／またはフラグメント化を阻害するための更
なる安定化成分を提供し、ここで、更なる安定剤がキシリトール、またはキシリトールお
よびメグルミンの組合せを含む。
【００１９】
　本発明は、エタネルセプト製剤中の肉眼不可視粒子の数を低減するための方法であって
、界面活性剤、好ましくはポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤を、エタネルセ
プト製剤に対して、製剤１ｍｌ当たりの、約１ミクロンから１０ミクロンまでのサイズを
有する肉眼不可視粒子の数が、界面活性剤を存在させずに調製した同じ製剤に比較して少
なくとも５０％低減され、好ましくは少なくとも約６０から７０％まで低減されるように
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、製剤の約．０００１から約０．５ｗ／ｖ％まで（好ましくは約０．０１から０．０５ｗ
／ｖ％まで）を成す量で加えるステップを含み、肉眼不可視粒子の数が、製剤が調製され
た時点において、製剤に対するあらゆる認識可能な貯蔵または熱応力の前に実施されるｆ
ｌｏｗｃａｍ分析により測定される、方法を更に対象としている。
【００２０】
　更なる実施形態において、本発明は、最終的な剤形中のエタネルセプト製剤を内包する
内包手段を備える製造物品を提供し、ここで、製剤がエタネルセプトおよび医薬として許
容される界面活性剤を含み、ここで、製剤中に存在する肉眼不可視粒子の量が、界面活性
剤を欠いている同じ製剤に比較して実質的に低減される。．０００５％から１％（ｗ／ｖ
）までの範囲の量で製剤中に存在する界面活性剤は、好ましくは、上記で言及したポリソ
ルベート（例えばポリソルベート８０）またはポラキサマー界面活性剤（例えばＰｌｕｒ
ｏｎｉｃ　Ｆ－６８）である。所望ならば、内包された製剤は、上記で論述した更なる安
定化成分のうちの１つ以上を含み得る。「Ｔ０」におけるｆｌｏｗＣＡＭ分析等の慣例的
な手段により測定される、内包された製剤中の肉眼不可視粒子の量は、好ましくは、製剤
が（ｉ）１ｍｌ当たり約２５００個未満の、約５～１０μｍのサイズを有する粒子、（ｉ
ｉ）約３５００個未満の、約２～５μｍのサイズを有する粒子および（ｉｉｉ）１ｍｌ当
たり約７００個未満の、約１～２μｍのサイズを有する粒子を有するようになっている。
内包されたエタネルセプト／界面活性剤製剤中に存在する肉眼不可視粒子のレベルは、好
ましくは、界面活性剤を有さない内包された同じ製剤に比較して少なくとも約５０％から
７０％までの肉眼不可視粒子の低減を表す。
【００２１】
　更に別の実施形態において、本発明は、エタネルセプトおよび医薬として許容される界
面活性剤を含むエタネルセプト製剤を対象に投与することを含む、エタネルセプト製剤中
の肉眼不可視粒子に対する対象の曝露を低減するための方法であって、製剤中に存在する
肉眼不可視粒子の量が、界面活性剤を欠いている同じ製剤に比較して実質的に低減される
、方法を与える。．０００５から１％（ｗ／ｖ）までの範囲の量で製剤中に存在する界面
活性剤は、好ましくは、上記で言及したポリソルベート（例えばポリソルベート８０）ま
たはポラキサマー界面活性剤（例えばＰｌｕｒｏｎｉｃ　Ｆ－６８）である。所望ならば
、内包された製剤は、上記で論述した更なる安定化成分のうちの１つ以上を含み得る。「
Ｔ０」におけるｆｌｏｗＣＡＭ分析等の慣例的な手段により測定される、製剤中の肉眼不
可視粒子の量は、好ましくは、製剤が（ｉ）１ｍｌ当たり約２５００個未満の、約５～１
０μｍのサイズを有する粒子、（ｉｉ）約３５００個未満の、約２～５μｍのサイズを有
する粒子および（ｉｉｉ）１ｍｌ当たり約７００個未満の、約１～２μｍのサイズを有す
る粒子を有するようになっている。エタネルセプト／界面活性剤製剤中に存在する肉眼不
可視粒子のレベルは、好ましくは、界面活性剤を有さない同じ製剤に比較して少なくとも
約５０％から７０％までの肉眼不可視粒子の低減を表す。
【００２２】
　市販のエタネルセプトとは異なり、本発明者らは、本明細書中で説明および例示された
エタネルセプトの製剤実施形態のそれぞれは、所望ならばアルギニンを依然として加えて
もよいが、長期的な安定化のためにアルギニンを必要としないという点が、驚異的である
ことを見出した。更に、アルギニンの有無に関わらず、本明細書中で説明された界面活性
剤を用いれば、製剤は、肉眼不可視粒子の優れた低減を示すことができる。アルギニンを
用いないで安定化され、肉眼不可視粒子の形成に対する優れた耐性を示すエタネルセプト
製剤を提供する能力は、安定化のためにアルギニンを必要とする現行の市販エタネルセプ
ト製剤（すなわち、Ｅｎｂｒｅｌ（登録商標））に比較してより低いコストで入手可能に
なり得る、市販のＥｎｂｒｅｌ（登録商標）のバイオシミラーおよびバイオベター変異体
などのエタネルセプトの代替製剤を患者および医療供給者に提供することにより、医療制
度に関した潜在的に顕著な利益を意味している。肉眼不可視粒子の低減はまた、タンパク
質治療薬の免疫原性を低減する観点から非常に顕著な利点でもあると考えられる。
【００２３】
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　本明細書中で使用されるとき、「不安定」という用語または同様の用語は、多様な粒径
の肉眼不可視粒子の形成または存在をもたらし得る転換を含む、望ましくない種々の転換
を貯蔵中に受けてしまうという、エタネルセプトモノマーの傾向を表す。このような転換
は、本質的に無傷のエタネルセプトモノマーの複数のコピーが種々の非共有結合式吸引（
例えば、静電気的相互作用）を介して相互に不規則に会合することになる、超高分子量凝
集体の形成を含む。貯蔵中の望ましくない転換はまた、より小さなフラグメントおよび／
またはオリゴマーへのエタネルセプトモノマーの分解も含み得る。理想的には、エタネル
セプトの製剤は、貯蔵中にエタネルセプトモノマーの肉眼不可視粒子、凝集体、オリゴマ
ーおよび／またはフラグメントの形成を起こすという製剤の傾向を、可能な上限まで最小
化すべきである。望ましくない凝集体またはフラグメントの形成を低減する能力から生じ
る重要な利益は、薬物の免疫原性の低減である。
【００２４】
　上記で言及した実施形態のそれぞれは、場合によってアルギニンを含まないまたは本質
的に含んでいない製剤中に提供され得る。「アルギニンを本質的に含んでいない」という
用語は、アルギニンが、たとえ存在していたとしても製剤中のエタネルセプトモノマーの
安定化に、安定化の観点から当業者がその存在を有益だと判断するほどには寄与していな
いことを意味するように意図されている。
【００２５】
　これらの態様およびその他の態様は、様々な実施形態に関する下記の説明から明確にな
るが、これらにおける変更および修正は、本開示の新規な構想の趣旨および範囲から逸脱
することなく影響され得る。
【００２６】
　前述の概略的な説明と下記の詳細な説明は両方とも、主張されているように、例示的お
よび説明的なものにすぎず、本発明の制限的なものではないと理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本明細書の表８の中のデータに対応する、「Ｔ０」において測定された肉眼不可
視粒子に関するｆｌｏｗＣＡＭ分析を表す棒グラフである。本明細書中で更に説明されて
いる「Ｔ０」は、調査される試料が認識可能な熱応力を受けていないまたは貯蔵時間を経
ていない時点における、肉眼不可視粒子の評価を表す。Ｙ軸の値は、１ｍｌ当たりの粒子
である。説明文中では、Ｆ０２Ｃは実施例４．２の製剤（ＰＳ８０を含んでいない）であ
り、Ｆ０３Ｃは実施例３．５の製剤（ＰＳ８０を含んでいない）であり、Ｆ０４ＣはＥｎ
ｂｒｅｌ（登録商標）であり、Ｆ０５Ｃは実施例４．２の製剤（ＰＳ８０を含んでいる）
であり、Ｆ０６Ｃは実施例３．５の製剤（ＰＳ８０を含んでいる）である。グラフ中のデ
ータは、ＰＳ８０が実施例４．２および実施例３．５の製剤中に存在する場合、界面活性
剤を含有しない同じ製剤と対比させると肉眼不可視粒子の著しい低減を示している。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明の様々な実施形態が、ここで詳細に説明される。本明細書の中および請求項の全
体で使用されるとき、「ａ」、「ａｎ」および「ｔｈｅ」の意味は、特に逆の記載がない
限り、複数形への言及を含む。また、本明細書中で使用されるときおよび請求項を通して
使用されるとき、「中の」の意味は、特に逆の記載がない限り、「中の」および「上の」
を含む。更に、本明細書中で使用されている幾つかの用語は、以下でより具体的に規定さ
れている。
【００２９】
定義
　本明細書中で使用されている用語は一般に、本発明に関する文脈内および各用語が使用
されている特定の文脈中において、当分野におけるこれらの通常の意味を有する。本発明
を説明するために使用されている特定の用語は、本発明の説明に関する実務者に追加的な
手引きを提供するために後述されており、または本明細書中の別の場所で説明されている
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。特定の用語に関する同義語が、提供されている。１つ以上の同義語についての詳述は、
その他の同義語の使用を排除しない。本明細書中で論述した任意の用語の例を含めて、本
明細書中のどこであっても例の使用は説明的なものにすぎず、本発明または例示された任
意の用語の範囲および意味を決して限定しない。本発明は、本明細書中で与えられた様々
な実施形態に限定されはしない。
【００３０】
　逆の規定がない限り、本明細書中で使用されたすべての専門用語および科学用語は、本
発明が属する分野における通常の技術の１つにより一般的に理解されるものと同じ意味を
有する。矛盾している場合、定義を含めて本文書が規制する。
【００３１】
　「およそ」、「約」または「大体」は一般に、所与の値または範囲の２０パーセント以
内、１０パーセント以内、５、４、３、２または１パーセント以内を意味するものとする
。与えられている数量は大体のものであり、「およそ」、「約」または「大体」という用
語が、特に記載がなければ推定できることを意味する。
【００３２】
　「エタネルセプト」または「エタネルセプトモノマー」または「モノマー」という用語
は、Ｅｎｂｒｅｌ（登録商標）と同義である。これは、ヒトＩｇＧ１のＦｃ部分に連結し
た７５キロダルトン（ｐ７５）のヒト腫瘍壊死因子受容体（ＴＮＦＲ）の細胞外リガンド
結合部分からなる二量体型融合ポリペプチドである、ポリペプチドを指す。これは、９３
４個のアミノ酸からなり、大体１５０キロダルトンという見かけの分子量を有する。本出
願の目的に関しては、「エタネルセプト」という用語はまた、エタネルセプトの機能、効
力またはアビディティに顕著に影響しないアミノ酸構造の小さな改質（アミノ酸の欠失、
付加および／または置換を含める）を有するエタネルセプトも包摂する。「エタネルセプ
ト」という用語は、Ｅｎｂｒｅｌ（登録商標）のすべての形態および製剤を包摂しており
、限定されはしないが濃縮製剤、既成注射製剤（ｉｎｊｅｃｔａｂｌｅ　ｒｅａｄｙ－ｔ
ｏ－ｕｓｅ　ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ）、水、アルコールおよび／またはその他の成分に
よって戻される製剤等が挙げられる。エタネルセプトという用語はまた、商用Ｅｎｂｒｅ
ｌ（登録商標）中に使用されるエタネルセプトのバイオシミラー変異体またはバイオベタ
ー変異体を含むように意図されている。例えば、エタネルセプトのバイオシミラーまたは
バイオベターは、商用Ｅｎｂｒｅｌ（登録商標）とわずかに異なるグリコシル化プロファ
イルを有し得る。更に、商用Ｅｎｂｒｅｌ（登録商標）中に見受けられるエタネルセプト
のバイオシミラー変異体またはバイオベター変異体は、有効エタネルセプト成分を構成す
る凝集体の量の低減を示し得る。
【００３３】
　本明細書中で使用されるときの「モノマー」という用語は、上記で言及した二量体型エ
タネルセプト融合蛋白質を意味するように意図されている。
【００３４】
　「メグルミン」という用語は、１－デオキシ－１－メチルアミノソルビトール、Ｎ－メ
チル－ｄ－グルカミンおよび１－デオキシ－１－メチルアミノ－Ｄ－グルシトールとして
も知られた、化学式Ｈ３ＮＨＣＨ２（ＣＨＯＨ）４ＣＨ２ＯＨを有する化合物を指す。
【００３５】
　「マンノシルグリセレート」、「マンノシルラクテート」、「マンノシルグリコレート
」および「ジグリセロールホスフェート」という用語は、当分野において周知であり、こ
れらの一般的に許容される意味を有する。下記の参考文献は、これらの化合物について幾
らか詳細に説明している：Ｆａｒｉａら、Ｃａｒｂｏｈｙｄｒａｔｅ　Ｒｅｓ．２００８
年、３４３：３０２５－３０３３；Ｂｏｒｇｅｓら、Ｅｘｔｒｅｍｏｐｈｉｌｅｓ　２０
０２年、６：２０９－２１６；Ｆａｒｉａら、ＣｈｅｍＢｉｏＣｈｅｍ　２００３年、４
：７３４－７４１；Ｓａｗａｎｇｗａｎら、Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．Ｊ．２０１０年、５
：１８７－１９１；およびＰａｉｓら、Ｊ．Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．２００９年、３９４：２
３７－２５０。本出願は、これらの参考文献中に収載されているこれらの化合物に関する
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説明を参照により組み込む。「セリン」という用語は、コドンがＵＣＵ、ＵＣＣ、ＵＣＡ
、ＵＣＧ、ＡＧＵおよびＡＧＣであるアミノ酸を指す。
【００３６】
　「プロリン」という用語は、コドンがＣＣＵ、ＣＣＣ、ＣＣＡおよびＣＣＧであるα－
アミノ酸を指す。
【００３７】
　「グルタメート」という用語は、グルタミン酸（Ｇｌｕ）のカルボン酸アニオンまたは
塩を指す。本出願の目的に関して、「グルタメート」という用語はまた、グルタミン酸自
体も包摂する。
【００３８】
　「糖」という用語は、単糖類、二糖類および多糖類を指す。糖の例には、限定されはし
ないが、スクロース、グルコース、デキストロース等が挙げられる。
【００３９】
　「ポリオール」という用語は、複数のヒドロキシル基を含むアルコールを指す。ポリオ
ールの例には、限定されはしないがマンニトール、ソルビトール等が挙げられる。
【００４０】
　「金属イオン」という用語は、正味の正電荷または負電荷を有する金属原子を指す。本
出願に関しては、「金属イオン」という用語はまた、金属イオンの供給源も含めており、
限定されはしないが金属塩が挙げられる。
【００４１】
　「長期的な貯蔵」という用語は、医薬組成物が３ヶ月以上の間、６ヶ月以上の間、好ま
しくは１年間以上の間貯蔵され得ることを意味すると理解されている。長期的な貯蔵はま
た、医薬組成物が、２～８℃の液体として貯蔵されること、または、例えば－２０℃にお
いて冷凍されることもしくはより冷たくして冷凍されることを意味するとも理解されてい
る。組成物が１回を超えて冷凍および融解され得ることもまた、想定されている。
【００４２】
　長期的な貯蔵に関する「安定な」または「安定化された」という用語は、医薬組成物中
に含有されたエタネルセプトが、貯蔵の開始における組成物の活性に対するその活性の２
０％、またはより好ましくは１５％、または更により好ましくは１０％、最も好ましくは
５％を超えて喪失しないことを意味すると理解されている。安定性はまた、長期的な貯蔵
後に肉眼不可視粒子を示すというエタネルセプト製剤の傾向の低減も表す。
【００４３】
　「哺乳類」という用語は、限定されはしないがヒトを含める。
【００４４】
　「医薬として許容される担体」という用語は、無毒性で固体、半固体または液体の充填
剤、希釈剤、カプセル化材料、製剤助剤、または、任意の慣例的な種類の賦形剤を指す。
医薬として許容される担体は、採用された投薬量および濃度でレシピエントに対して無毒
性であり、製剤のその他の成分と適合性である。
【００４５】
　「組成物」という用語は、当分野において慣例的であり治療目的、診断目的または予防
目的での対象内への投与に適した、医薬として許容される担体または賦形剤等の担体を通
常は含有する混合物を指す。組成物は、ポリペプチドまたはポリヌクレオチドが細胞中ま
たは培養媒体中に存在する、細胞培養物を含み得る。例えば、経口投与用の組成物は、溶
液、懸濁液、錠剤、丸剤、カプセル剤、徐放性製剤、口腔用リンス液または散剤を形成し
得る。
【００４６】
　「医薬組成物」および「製剤」という用語は、互換可能に使用される。
【００４７】
　「処置」という用語は、哺乳類における疾患用の治療薬の任意の投与または施用を指し
、例えば、退縮を起こすことまたは喪失した、欠如したもしくは欠損した機能を回復もし
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くは修復することまたは非効率的なプロセスを刺激することにより疾患を阻害すること、
その進行を停止させること、疾患を軽減することを含める。この用語は、所望される薬理
学的効果および／または生理学的効果を得ることを含み、哺乳類における病理学的な状態
または障害のあらゆる処置を包含する。上記効果は、障害もしくはその症状を完全もしく
は部分的に予防する観点から予防的であり得、ならびに／または、障害および／もしくは
障害に起因し得る悪影響に対する部分的または完全な治癒の観点から治療的であり得る。
上記効果は、（１）障害にかかりやすくなっている恐れがあるが症候性にはまだなってい
ない対象内で、障害が発生または再発するのを予防すること、（２）障害を阻害すること
、例えばその進行を停止させること、（３）例えば、喪失した、欠如したもしくは欠損し
た機能を回復もしくは修復することまたは非効率的なプロセスを刺激することにより障害
またはその症状の退縮を起こすこと等、障害または少なくともその付随症状を停止または
終結させ、その結果、宿主が障害またはその症状にもはや苦しまなくすること、または（
４）障害またはそれに伴う症状を軽減すること、緩和することまたは改善することを含み
、ここで、改善することは、炎症、疼痛および／または腫瘍サイズ等のパラメータの規模
の低減を少なくとも指すために広義の意味で使用される。
【００４８】
　「疾患」という用語は、医療介入を必要とするまたは医療介入が望ましくなる任意の状
態、感染、障害または症候群を指す。このような医療介入は、処置、診断および／または
予防を含み得る。
【００４９】
　「治療的有効量」という用語は、生きた対象に投与された場合、生きた対象に所望の効
果をもたらす量を指す。例えば、生きた対象への投与に関する本発明のポリペプチドの有
効量は、インテグリンαｖβ３介在疾患を予防および／または処置する量である。正確な
量は処置の目的に依存し、当業者ならば公知の技術を用いて確認することができる。当分
野で公知なように、局所的送達に対した全身的送達の調節、年齢、体重、全体的健康感、
性別、食事、投与時間、薬物の相互作用および状態の重症度が必要であり得、当業者なら
ば通例の実験により確認することができる。
【００５０】
　「Ｔ１」という用語は、エタネルセプト製剤が約１週間４０℃で貯蔵された時点を指す
　「Ｔ２」という用語は、エタネルセプト製剤が約２週間４０℃で貯蔵された時点を指す
　「Ｔ４」という用語は、エタネルセプト製剤が約４週間４０℃で貯蔵された時点を指す
。
【００５１】
本発明の実施形態
　エタネルセプトの水性製剤および凍結乾燥製剤を含めるエタネルセプト（Ｅｎｂｒｅｌ
（登録商標））を含有する医薬組成物が長期的に貯蔵された場合、エタネルセプトの活性
は、凝集によるエタネルセプトモノマーの不安定および／またはフラグメントならびにオ
リゴマーの形成を含める分解のため、喪失し得るまたは低下し得る。更に、製剤は、長期
にわたって肉眼不可視粒子を示し得る。したがって、本発明は、エタネルセプトの安定で
長期的な貯蔵および肉眼不可視粒子の低減を可能にし、この結果、エタネルセプトが液体
状態または冷凍状態のいずれにおいても貯蔵中安定になる、エタネルセプトの水性製剤の
幾つかの実施形態を提供する。提供される製剤には、限定されはしないが、アルギニンを
含有せず再水和等の余分なステップを全く必要としない製剤が挙げられる。
【００５２】
　これらの実施形態は、以下でより詳細に説明される。
【００５３】
エタネルセプト
　本発明の組成物のすべては、商用Ｅｎｂｒｅｌ（登録商標）中に使用されるエタネルセ
プトのバイオシミラー変異体またはバイオベター変異体を含む、エタネルセプトの使用を
予期している。本出願の背景技術の部分で説明したように、エタネルセプトは、ヒトＩｇ
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Ｇ１のＦｃ部分に連結した７５キロダルトン（ｐ７５）のヒト腫瘍壊死因子受容体（ＴＮ
ＦＲ）の細胞外リガンド結合部分からなる二量体型融合ポリペプチドである。エタネルセ
プトは、９３４個のアミノ酸からなる。エタネルセプトのＦｃコンポーネントは、ヒトＩ
ｇＧ１の定常重鎖２（ＣＨ２）ドメイン、定常重鎖３（ＣＨ３）ドメインおよびヒンジ領
域を内包する。Ｆｃドメインは、上述したドメインの１つまたはすべてを内包し得る。
【００５４】
　本医薬組成物中での貯蔵に適したエタネルセプトは、抗体の場合におけるハイブリドー
マ等、エタネルセプトを発現する生きた宿主細胞により生成することができ、または、融
合ポリペプチドまたは抗体の場合におけるポリペプチドを生成するように遺伝子操作され
た宿主細胞により生成することができる。細胞を遺伝子操作してポリペプチドを生成する
方法は、当分野では周知である。例えば、Ａｕｓｕｂｅｌ　ら、ｅｄｓ．（１９９０年）
、Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ（
Ｗｉｌｅｙ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ）を参照されたい。このような方法は、ポリペプチドの発
現をコードして可能にする核酸を、生きた宿主細胞中に導入することを含む。これらの宿
主細胞は、培養物中で増殖された細菌細胞、真菌細胞、または好ましくは動物細胞であり
得る。細菌宿主細胞には、限定されはしないが、エスケリキア・コリ（Ｅｓｃｈｅｒｉｃ
ｈｉａ　ｃｏｌｉ）細胞が挙げられる。適切なＥ．コリ株の例には、ＨＢ１０１、ＤＨ５
．α、ＧＭ２９２９、ＪＭ１０９、ＫＷ２５１、ＮＭ５３８、ＮＭ５３９、および、外来
ＤＮＡを開裂することがない任意のＥ．コリ株が挙げられる。使用することができる真菌
宿主細胞には、限定されはしないが、サッカロマイセス・セレビシエ（Ｓａｃｃｈａｒｏ
ｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ）細胞、ピキア・パストリス（Ｐｉｃｈｉａ　ｐａｓ
ｔｏｒｉｓ）細胞およびアスペルギルス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）細胞が挙げられる。
使用可能な動物細胞系の幾つかの例は、ＣＨＯ、ＶＥＲＯ、ＢＨＫ、ＨｅＬａ、Ｃｏｓ、
ＭＤＣＫ、２９３、３Ｔ３およびＷ１３８である。新しい動物細胞系は、当業者に周知の
方法を用いて（例えば、転換、ウイルス感染および／または淘汰により）確立され得る。
場合によって、エタネルセプトは、宿主細胞により媒体中に分泌され得る。
【００５５】
　発現したエタネルセプトの精製は、任意の標準法により実施することができる。エタネ
ルセプトが細胞内に生成された場合、粒状残屑は、例えば遠心分離または限外濾過により
除去される。エタネルセプトが媒体中に分泌された場合、このような発現系からの上清は
、最初に、標準的なポリペプチド濃縮用フィルターを用いて濃縮することができる。プロ
テアーゼ阻害薬もまた、蛋白質分解を阻害するために加えられ得るし、抗生物質が、微生
物の増殖を予防するために含まれ得る。
【００５６】
　エタネルセプトは、例えば、ヒドロキシアパタイトクロマトグラフィー、ゲル電気泳動
、透析およびアフィニティークロマトグラフィー、ならびに、限定されはしないがプロテ
インＡクロマトグラフィー、イオン交換カラムによる分画、エタノール沈殿、逆相ＨＰＬ
Ｃ、シリカによるクロマトグラフィー、ヘパリンＳＥＰＨＡＲＯＳＥＴ（登録商標）によ
るクロマトグラフィー、アニオン交換またはカチオン交換樹脂クロマトグラフィー（ポリ
アスパラギン酸カラム等）、クロマトフォーカシング（ｃｈｒｏｍａｔｏｆｏｃｕｓｉｎ
ｇ）、ＳＤＳ－ＰＡＧＥおよび硫酸アンモニウム沈殿が挙げられる公知の精製技術または
未発見の精製技術の任意の組合せを用いて、精製することができる。
【００５７】
Ｉ．界面活性剤と更にはセリン、プロリンまたはグルタメートによって安定化されたエタ
ネルセプト
　一実施形態において、本発明は、エタネルセプト、ポリソルベートまたはポロキサマー
界面活性剤ならびにエタネルセプトの不安定、凝集および／またはフラグメント化を阻害
するための安定剤を含む、安定な水性医薬組成物を提供し、ここで、安定剤が、セリン、
プロリンおよびグルタメートからなる群より選択される化合物を含む。好ましい実施形態
において、安定剤はグルタメートを含む。
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【００５８】
　本発明に関するいかなる特定の理論にも拘束されることは意図していないが、セリン、
プロリンおよびグルタメートが安定剤として作用して、望ましくない三元複合体または四
元複合体に会合するというエタネルセプトの傾向を低減し、したがって、エタネルセプト
の凝集を低減すると考えられている。凝集の低減は、長期間、例えば２年間以上続くと考
えられている。セリン、プロリンおよびグルタメートは、タンパク質の表面から排除され
て正味の配座安定化をもたらすため、エタネルセプトを含有する水性医薬組成物を安定化
することができると考えられている。セリン、プロリンおよび／またはグルタメートの安
定化効果は、限定されはしないが、モノマーを含有する製剤中でのエタネルセプトモノマ
ーの凝集の低減という利益を含む。
【００５９】
　本発明の医薬組成物は、精製されたエタネルセプトを言及された安定剤と組み合わせる
ことにより調製できる。更に、緩衝液、緊張性調整剤および更なる賦形剤およびその他の
一般的に使用される不活性成分が、必要に応じて加えられ得る。簡潔性のために、これら
は、本明細書において後でより完全に論述される。当業者ならば、組成物中に含まれるこ
とになる様々なコンポーネントを組み合わせることは、任意の適当な順番で行うことがで
きることを理解している。例えば、緩衝液は最初、中間または最後に加えることができ、
緊張性調整剤も最初、中間または最後に加えることができる。当業者ならば、これらの化
学物質の幾つかは、特定の組合せにおいて不適合性であり得、したがって、同様の特性を
有する相異なる化学物質により容易に置換されるが、適切な混合物中では適合性であるこ
ともまた理解している。
【００６０】
　好ましい実施形態において、提供される製剤中でのセリン、プロリンまたはグルタメー
ト安定剤の濃度は、好ましくは最大約１５０ｍＭである。
【００６１】
　セリン、プロリンおよびグルタメートは、販売業者から入手することができる。
【００６２】
　安定剤が界面活性剤およびグルタメートを含む実施形態において、本発明の製剤は、約
０．０１から約０．０５％ｗ／ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤、
約２５から約５０ｍｇ／ｍｌまでのエタネルセプト、最大１５０ｍＭのグルタメート、約
６ｗｔ％未満のスクロース、場合によって最大約１００ｍＭのＮａＣｌ、約１から約３０
ｍＭまでのリン酸ナトリウムを含み得、ここで、製剤がｐＨ６．０から約ｐＨ７．０まで
、より好ましくは約６．０から約６．６まで、最も好ましくは約６．３から約６．５の間
を有する。
【００６３】
　安定剤が界面活性剤およびセリンを含む実施形態において、本発明の製剤は、約０．０
１％から約０．０５％ｗ／ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤、約２
５から約５０ｍｇ／ｍｌまでのエタネルセプト、約１５０ｍＭ未満のセリン、約０．５か
ら約３ｗｔ％までのスクロース、約１から約３０ｍＭまでのリン酸ナトリウムを含み得、
ここで、製剤がｐＨ６．０から約ｐＨ７．０まで、より好ましくは約６．０から約６．６
まで、最も好ましくは約６．３から約６．５の間を有する。
【００６４】
　安定剤がプロリンを含む実施形態において、本発明の製剤は、約０．０１から約０．０
５％ｗ／ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤、約２５から約５０ｍｇ
／ｍｌまでのエタネルセプト、約１５０ｍＭ未満のプロリン、約０．５ｗｔ％から約３ｗ
ｔ％までのスクロース、約１から約３０ｍＭまでのリン酸ナトリウム、約１５から約１０
０ｍＭまでのＮａＣｌを含み得、ここで、製剤がｐＨ６．０から約ｐＨ７．０まで、より
好ましくは約６．０から約６．６まで、最も好ましくは約６．３から約６．５の間を有す
る。
【００６５】
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　セリン、プロリンまたはグルタメートを含む本発明によるエタネルセプト製剤は、好ま
しくは、約８０から約９５ｗｔ％までのモノマー含量、約４ｗｔ％未満の凝集体含量およ
び約８ｗｔ％未満のフラグメント３含量の、Ｔ２におけるＳＥＣ分析を特徴とする。
【００６６】
　安定化のためのセリン、プロリンまたはグルタメートを含有する製剤中では、製剤は、
より好ましくは、
（ａ）約９０、９１、９２、９３、９４、９５、９６または９７ｗｔ％超のモノマー含量
および約３、２または１ｗｔ％未満の凝集体含量の、Ｔ４におけるＳＥＣ分析、ならびに
、
（ｂ）ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組成物の量が約３、２または１ｗ
ｔ％未満であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成物の量が８０、８
１、８２、８３、８４または８５ｗｔ％超であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク３によ
り表された組成物の量が約２０、１９、１８、１７、１６、１５、１４または１３ｗｔ％
未満である、Ｔ２におけるＨＩＣ分析、ならびに、
（ｃ）ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組成物の量が約３、２または１ｗ
ｔ％未満であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成物の量が８０、８
１、８２、８３、８４または８５ｗｔ％超であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク３によ
り表された組成物の量が２０、１９、１８、１７、１６、１５、１４または１３ｗｔ％未
満である、Ｔ４におけるＨＩＣ分析
を特徴とする。
【００６７】
　「ＳＥＣ」、「Ｔ２」　「Ｔ４」　「ＨＩＣ」　「モノマー含量」　「凝集体」および
「フラグメント３」　「ピーク１」、「ピーク２」および「ピーク３」という用語は、以
下の実施例において規定されている。
【００６８】
　安定化のための界面活性剤と更にはセリン、プロリンまたはグルタメートを含有する特
に好ましい製剤中では、好ましくは、ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組
成物の量が約１％未満であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成物の
量が約９５ｗｔ％超であり、最も好ましくは約９９ｗｔ％超であり、ＨＩＣクロマトグラ
ムのピーク３により表された組成物の量が約１ｗｔ％未満である、Ｔ４またはＴ２におけ
るＨＩＣ分析を特徴とする。
【００６９】
　エタネルセプトの安定化のために界面活性剤と更にはセリン、プロリンおよび／または
グルタメートを用いる更に好ましい製剤は、約５０ｍｇ／ｍｌのエタネルセプト、約１５
０ｍＭ未満のセリン、プロリンまたはグルタメート、最も好ましくはグルタメート、約０
から３％までのスクロース、約１から３０ｍＭまでのホスフェート緩衝液を含み、約６．
０から６．６までのｐＨを有し、約９７ｗｔ％超のモノマー含量および約１ｗｔ％未満の
凝集体含量の、Ｔ４におけるＳＥＣ分析、ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表され
た組成物の量が約３ｗｔ％未満であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された
組成物の量が約８２ｗｔ％超であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク３により表された組
成物の量が約１５ｗｔ％未満である、Ｔ２におけるＨＩＣ分析、ならびに、ＨＩＣクロマ
トグラムのピーク１により表された組成物の量が約２ｗｔ％未満であり、ＨＩＣクロマト
グラムのピーク２により表された組成物の量が約８４ｗｔ％超であり、ＨＩＣクロマトグ
ラムのピーク３により表された組成物の量が約１３ｗｔ％未満である、Ｔ４におけるＨＩ
Ｃ分析を特徴とする。
【００７０】
　更に好ましいグルタメートにより安定化されたエタネルセプト製剤は、約０．０１から
約０．０５％ｗ／ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤、約５０ｍｇ／
ｍｌのエタネルセプト、約１２０ｍＭのグルタメート、約１％のスクロースおよび約２５
ｍＭのホスフェートを含み、約６．３から約６．５までのｐＨを有し、上記で言及したＳ
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ＥＣ分析特性およびＨＩＣ分析特性を示す。
【００７１】
　本発明はアルギニンの使用を排除しないが、追加的な安定化のための約０．０１から約
０．０５％ｗ／ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤と更にはセリン、
プロリンおよび／またはグルタメートを含む本発明によるエタネルセプト製剤は、好まし
くは、アルギニンを含まないまたは含んでいない。
【００７２】
ＩＩ．界面活性剤と更には金属イオンによって安定化されたエタネルセプト
　別の実施形態において、本発明は、エタネルセプト、約０．０１から約０．０５％ｗ／
ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤ならびにエタネルセプトの不安定
、凝集および／またはフラグメント化を阻害するための安定剤を含む、安定化された水性
医薬組成物を提供し、ここで、安定剤が安定化金属イオンを含む。
【００７３】
　カルシウム、マグネシウムおよび亜鉛等の金属イオンは、望ましくない三元複合体また
は四元複合体に会合するというエタネルセプトの傾向を低減し、したがって、エタネルセ
プトの凝集を低減すると考えられている。凝集の低減は、長期間、例えば２年間以上続く
と考えられている。特定の理論に拘束されることを望むわけではないが、金属イオンは、
リガンドの正しい幾何形状が発生する天然状態に金属が結合し得るため、エタネルセプト
を含有する水性医薬組成物を安定化することができると考えられている。こうすることで
、天然状態の正味の安定化がある。一旦蛋白質がアンフォールドしたら、結合部位が失わ
れ、変性状態は、自由エネルギーの観点から相対的に影響されない。その結果が、配座の
正味の安定化であり、改善された長期的な貯蔵につながる。更に、金属結合もまた、蛋白
質のコロイド安定性を改善して、減少した凝集および増大した溶解度につながり得る。金
属イオンの安定化効果は、凝集体の低減に限定され得ないが、製剤中のエタネルセプトモ
ノマーの不安定のその他の態様もまた取り扱う。
【００７４】
　好ましい一実施形態において、金属イオンは、カルシウム、マグネシウム、亜鉛および
これらの組合せからなる群より選択される。更により好ましい一実施形態において、カル
シウム、マグネシウムおよび亜鉛は、それぞれ塩化カルシウム、塩化マグネシウムおよび
塩化亜鉛として提供される。
【００７５】
　本発明の医薬組成物は、精製されたエタネルセプトと約０．０１から約０．０５％ｗ／
ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤とを金属イオンと組み合わせるこ
とにより調製できる。更に、緩衝液、緊張性調整剤および更なる賦形剤およびその他の一
般的に使用される不活性成分が、必要に応じて加えられ得る。簡潔性のために、これらは
、本明細書において後でより完全に論述される。当業者ならば、組成物中に含まれること
になる様々なコンポーネントを組み合わせることは、任意の適切な順番で行うことができ
ることを理解している。例えば、緩衝液は最初、中間または最後に加えることができ、緊
張性調整剤も最初、中間または最後に加えることができる。当業者ならば、これらの化学
物質の幾つかは、特定の組合せにおいて不適合性であり得、したがって、同様の特性を有
する相異なる化学物質により容易に置換されるが、適切な混合物中では適合性であること
もまた理解している。
【００７６】
　好ましい一実施形態において、提供される製剤中での金属イオンの濃度は、好ましくは
約１ｍＭから０．５Ｍの間であり、より好ましくは約１ｍＭから約１００ｍＭまでであり
、より好ましくは約２ｍＭから約２０ｍＭまでであり、更により好ましくは約２から１０
ｍＭまでである。
【００７７】
　金属イオンの供給源は、販売業者から入手することができる。
【００７８】
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　安定化のために界面活性剤と更には塩化カルシウムを用いる実施形態において、本発明
のエタネルセプト製剤が、約０．０１から約０．０５％ｗ／ｖまでのポリソルベートまた
はポロキサマー界面活性剤、約２５から約５０ｍｇ／ｍｌまでのエタネルセプト、最大約
５ｍＭの塩化カルシウム、場合によって約０．５から６ｗｔ％までのスクロースまたはト
レハロース、場合によって約０から１００ｍＭまでのＮａＣｌ、場合によって最大約１０
ｍＭのキシリトール、約１から約３０ｍＭまでのリン酸ナトリウムを含み、ここで、組成
物が約６．０から約ｐＨ７．０までの、より好ましくは約６．０から約６．６までの、最
も好ましくは約６．３から約６．５までのｐＨを有する。
【００７９】
　安定化のために塩化マグネシウムを用いる一実施形態において、本発明のエタネルセプ
ト製剤が、約０．０１から約０．０５％ｗ／ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー
界面活性剤、約２５から約５０ｍｇ／ｍｌまでのエタネルセプト、約１ｍＭから約２０ｍ
Ｍまでの塩化マグネシウム、場合によって最大約６ｗｔ％のスクロース、約２５から１５
０ｍＭまでのＮａＣｌ、約１から約３０ｍＭまでのリン酸ナトリウムを含み、ここで、組
成物が約６．０から約ｐＨ７．０までの、より好ましくは約６．０から約６．６までの、
最も好ましくは約６．３から約６．５までのｐＨを有する。
【００８０】
　金属イオンによって安定化された組成物は、好ましくは、約８０ｗｔ％から約９５ｗｔ
％までのモノマー含量の、Ｔ２におけるＳＥＣ分析、約４ｗｔ％未満の凝集体含量の、Ｔ

２におけるＳＥＣ分析、および約８ｗｔ％未満のフラグメント３含量の、Ｔ２におけるＳ
ＥＣ分析を有するとしてみなされる。
【００８１】
　より好ましくは、本発明による安定化金属イオンを含むエタネルセプト製剤は、
（ａ）約９０、９１、９２、９３、９４、９５、９６または９７ｗｔ％超のモノマー含量
および約３、２または１ｗｔ％未満の凝集体含量の、Ｔ４におけるＳＥＣ分析、ならびに
、
（ｂ）ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組成物の量が約３、２または１ｗ
ｔ％未満であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成物の量が８０、８
１、８２、８３、８４または８５ｗｔ％超であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク３によ
り表された組成物の量が約２０、１９、１８、１７、１６、１５、１４または１３ｗｔ％
未満である、Ｔ２におけるＨＩＣ分析、ならびに、
（ｃ）ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組成物の量が約３、２または１ｗ
ｔ％未満であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成物の量が８０、８
１、８２、８３、８４または８５ｗｔ％超であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク３によ
り表された組成物の量が２０、１９、１８、１７、１６、１５、１４または１３ｗｔ％未
満である、Ｔ４におけるＨＩＣ分析
を特徴とする。
【００８２】
　安定化のために界面活性剤と更には金属イオンを含有する本発明のエタネルセプト製剤
は、より好ましくは、ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組成物の量が約１
％未満であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成物の量が約９５ｗｔ
％超であり、最も好ましくは約９９ｗｔ％超であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク３に
より表された組成物の量が約１ｗｔ％未満である、Ｔ４またはＴ２におけるＨＩＣ分析を
有することを特徴とする。
【００８３】
　「ＳＥＣ」、「Ｔ２」　「Ｔ４」　「ＨＩＣ」　「モノマー含量」　「凝集体」および
「フラグメント３」　「ピーク１」、「ピーク２」および「ピーク３」という用語は、以
下の実施例において規定されている。
【００８４】
　界面活性剤と更には塩化カルシウムによって安定化された好ましいエタネルセプト製剤
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が、約０．０１から約０．０５％ｗ／ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活
性剤、約５０ｍｇ／ｍｌのエタネルセプト、１から５ｍＭまでの塩化カルシウム、約１ｍ
Ｍから３０ｍＭまでのリン酸ナトリウム、約０から１００ｍＭまでのＮａＣｌ、約０．５
から５％までのスクロースまたはトレハロースまたはこれらの組合せを含み、ここで、組
成物が約６．０から６．６までのｐＨを有し、約９７ｗｔ％超のモノマー含量および約１
ｗｔ％未満の凝集体含量の、Ｔ４におけるＳＥＣ分析、ＨＩＣクロマトグラムのピーク１
により表された組成物の量が約４ｗｔ％未満であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２に
より表された組成物の量が約８２ｗｔ％超であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク３によ
り表された組成物の量が約１５ｗｔ％未満である、Ｔ２におけるＨＩＣ分析、ならびに、
ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組成物の量が約２ｗｔ％未満であり、Ｈ
ＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成物の量が約８５ｗｔ％超であり、ＨＩ
Ｃクロマトグラムのピーク３により表された組成物の量が約１３ｗｔ％未満である、Ｔ４

におけるＨＩＣ分析を特徴とする。
【００８５】
　界面活性剤と更には塩化マグネシウムによって安定化された好ましいエタネルセプト製
剤が、約０．０１から約０．０５％ｗ／ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面
活性剤、約１から約２０ｍＭまでの塩化マグネシウム、場合によって最大約６ｗｔ％のス
クロース、約２５から１５０ｍＭまでのＮａＣｌ、約１から約３０ｍＭまでのリン酸ナト
リウムを含み、ここで、組成物が約６．０から６．６までのｐＨを有し、組成物が、約９
７ｗｔ％超のモノマー含量および約１ｗｔ％未満の凝集体含量の、Ｔ４におけるＳＥＣ分
析、ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組成物の量が約４ｗｔ％未満であり
、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成物の量が約８５ｗｔ％超であり、
ＨＩＣクロマトグラムのピーク３により表された組成物の量が約１４ｗｔ％未満である、
Ｔ２におけるＨＩＣ分析、ならびに、ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組
成物の量が約２ｗｔ％未満であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成
物の量が約８５ｗｔ％超であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク３により表された組成物
の量が約１４ｗｔ％未満である、Ｔ４におけるＨＩＣ分析を特徴とする。
【００８６】
　安定化のために界面活性剤と更には塩化カルシウムを用いる本発明の特に好ましい実施
形態において、上記で言及した分析特性を有する安定化されたエタネルセプト製剤が、約
５０ｍｇ／ｍｌのエタネルセプト、約２ｍＭの塩化カルシウム、約１５ｍＭのリン酸ナト
リウム、約７５ｍＭの塩化ナトリウムおよび約３ｗｔ％のスクロースを含み、ここで、製
剤が約６．３から６．５までのｐＨを有する。
【００８７】
　安定化のために界面活性剤と更には塩化マグネシウムを用いる本発明の更なる好ましい
一実施形態において、上記で言及した分析特性を有する安定化されたエタネルセプト製剤
が、約０．０１から約０．０５％ｗ／ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活
性剤、約５０ｍｇ／ｍｌのエタネルセプト、約１０ｍＭの塩化マグネシウム、約１５ｍＭ
のリン酸ナトリウム、約７５ｍＭの塩化ナトリウムおよび約３ｗｔ％のスクロースを含み
、約６．３から６．５までのｐＨを有する。
【００８８】
　「ＳＥＣ」、「Ｔ２」　「Ｔ４」　「ＨＩＣ」　「モノマー含量」　「凝集体」および
「フラグメント３」　「ピーク１」、「ピーク２」および「ピーク３」という用語は、以
下の実施例において規定されている。
【００８９】
　本発明による界面活性剤と更には安定化金属イオンの使用はアルギニンの使用を排除し
ないが、本発明による安定化用の金属イオンを含むエタネルセプト製剤は、好ましくは、
アルギニンを含まないまたは含んでいない。
【００９０】
ＩＩＩ．界面活性剤と更にはイオン性ポリオール誘導体賦形剤によって安定化されたエタ
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ネルセプト
　別の実施形態において、本発明は、エタネルセプト、約０．０１から約０．０５％ｗ／
ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤およびイオン性ポリオール誘導体
賦形剤を含む、安定な水性製剤を提供し、ここで、賦形剤が、メグルミン（Ｎ－メチル－
Ｄ－グルカミン）、マンノシルグリセレート、グルコシルグリセレート、マンノシルラク
テート、マンノシルグリコレートおよびジグリセロールホスフェートからなる群より選択
される。
【００９１】
　好ましくは、この実施形態または態様において、本発明は、エタネルセプト、約０．０
１から約０．０５％ｗ／ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤ならびに
製剤中でのエタネルセプトの不安定、凝集およびフラグメント化を抑制するための安定化
成分を含む、エタネルセプトの安定化された水性製剤であり、安定化成分が（ａ）メグル
ミンから構成され、または（ｂ）スクロースと組み合わせたメグルミンから構成され、ま
たは（ｃ）塩化ナトリウムと組み合わせたメグルミンから構成され、または（ｄ）塩化ナ
トリウムおよびスクロースと組み合わせたメグルミンから構成される。
【００９２】
　メグルミンは、小分子賦形剤として一般的に使用される。本発明者らは、ここで驚くべ
きことに、メグルミンもまたエタネルセプト等の大型タンパク質を含有する水性医薬組成
物を安定化できることを見出した。
【００９３】
　メグルミンは、望ましくない三元複合体または四元複合体に会合するというエタネルセ
プトの傾向を低減し、したがって、エタネルセプトの凝集を低減すると考えられている。
凝集の低減は、長期間、例えば２年間以上続くと考えられている。特定の理論に拘束され
ることを望むわけではないが、メグルミンは、３つの相異なる機構の組合せにより、エタ
ネルセプトを含有する水性医薬組成物を安定化することができると考えられている。第一
に、メグルミンは、マンニトール、スクロースおよびソルビトールが配座安定性を増大さ
せるのと同じ様式で、排除された溶質として作用し得る。第二に、帯電した溶質は、コロ
イド安定性を改変し、これにより自己会合傾向を低減し、これにより凝集を遅らせること
ができる。第三に、中性のｐＨ付近に帯電しているこれらのイオン性ポリオール誘導体は
、アルギニンがそうするのと同様に、凝集体を潜在的に再可溶化する塩溶剤として作用し
得る。メグルミンの安定化効果は、凝集体の低減に限定されないが、モノマーを含有する
製剤中のエタネルセプトモノマーの安定化のその他の態様を含み得る。
【００９４】
　本発明の医薬組成物は、精製されたエタネルセプト、約０．０１から約０．０５％ｗ／
ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤およびイオン性ポリオール誘導体
、好ましくはメグルミンを組み合わせることにより調製できる。更に、緩衝液、緊張性調
整剤および更なる賦形剤およびその他の一般的に使用される不活性成分が、必要に応じて
加えられ得る。簡潔性のために、これらは、本明細書において後でより完全に論述される
。当業者ならば、組成物中に含まれることになる様々なコンポーネントを組み合わせるこ
とは、任意の適当な順番で行うことができることを理解している。例えば、緩衝液は最初
、中間または最後に加えることができ、緊張性調整剤も最初、中間または最後に加えるこ
とができる。当業者ならば、これらの化学物質の幾つかは、特定の組合せにおいて不適合
性であり得、したがって、同様の特性を有する相異なる化学物質により容易に置換される
が、適切な混合物中では適合性であることもまた理解している。
【００９５】
　好ましい実施形態において、提供される製剤中でのメグルミンの濃度は、好ましくは約
０．１％（ｗ／ｖ）から４０％（ｗ／ｖ）の間であり、より好ましくは約１％から約２０
％までであり、より好ましくは約２％から約１０％までであり、更により好ましくは約２
％から約５％までである。
【００９６】
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　メグルミンは、販売業者から入手することができる。
【００９７】
　好ましい実施形態は、約２５から約７５ｍｇ／ｍｌまでのエタネルセプト、約０．０１
から約０．０５％ｗ／ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤、約１～３
０ｍＭのリン酸ナトリウム、最大約１０％のメグルミン、場合によって最大約５ｗｔ％の
スクロースおよび場合によって最大約１００ｍＭの塩化ナトリウムを含み、ここで、組成
物が約６．０から７．０までの、好ましくは約６．０から約６．６までの、最も好ましく
は約６．３から約６．５までのｐＨを有する。
【００９８】
　界面活性剤／メグルミンにより安定化されたエタネルセプト組成物は、好ましくは、モ
ノマー含量が約８５ｗｔ％超であり、凝集体含量が約３ｗｔ％未満であり、フラグメント
３含量が約８ｗｔ％未満である、Ｔ２におけるＳＥＣ分析を特徴とする。
【００９９】
　メグルミン等のイオン性ポリオール誘導体が安定化のために存在するより好ましいエタ
ネルセプトの製剤は、
（ａ）約９０、９１、９２、９３、９４、９５、９６または９７ｗｔ％超のモノマー含量
および約３、２または１ｗｔ％未満の凝集体含量の、Ｔ４におけるＳＥＣ分析、ならびに
、
（ｂ）ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組成物の量が約４、３、２または
１ｗｔ％未満であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成物の量が８０
、８１、８２、８３、８４または８５ｗｔ％超であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク３
により表された組成物の量が約２０、１９、１８、１７、１６、１５、１４または１３ｗ
ｔ％未満である、Ｔ２におけるＨＩＣ分析、ならびに、
（ｃ）ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組成物の量が約３、２または１ｗ
ｔ％未満であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成物の量が８０、８
１、８２、８３、８４または８５ｗｔ％超であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク３によ
り表された組成物の量が２０、１９、１８、１７、１６、１５、１４または１３ｗｔ％未
満である、Ｔ４におけるＨＩＣ分析
を特徴とする、製剤である。
【０１００】
　界面活性剤と更にはメグルミンによって安定化された特に好ましいエタネルセプト製剤
は、ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組成物の量が約１％未満であり、Ｈ
ＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成物の量が約９９ｗｔ％超であり、ＨＩ
Ｃクロマトグラムのピーク３により表された組成物の量が約１ｗｔ％未満である、Ｔ４ま
たはＴ２におけるＨＩＣ分析を特徴とする。
【０１０１】
　「ＳＥＣ」、「Ｔ２」　「Ｔ４」　「ＨＩＣ」　「モノマー含量」　「凝集体」および
「フラグメント３」　「ピーク１」、「ピーク２」および「ピーク３」という用語は、以
下の実施例において規定されている。
【０１０２】
　その他の実施形態において、メグルミンは、製剤中で（約０．１％から約４０％までに
おいて）、マンノシルグリセレート、グルコシルグリセレート、マンノシルラクテート、
マンノシルグリコレートおよびジグリセロールホスフェート等、ソルビトール、グリセロ
ールまたはマンニトールの別のイオン性ポリオール誘導体によって置きかえることができ
る。
【０１０３】
　約０．０１から約０．０５％ｗ／ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性
剤を含有しアルギニンを含まず上述した分析特性を示す、好ましいメグルミンにより安定
化されたエタネルセプト製剤は、約２５から約７５ｍｇ／ｍｌまでのエタネルセプト、約
０．５ｗｔ％のメグルミン、約２５ｍＭのホスフェート、約１％のスクロースおよび約１
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００ｍＭの塩化ナトリウムを含む。
【０１０４】
　アルギニンを含まず上述した分析特性を示す、更に好ましい界面活性剤／メグルミンに
より安定化されたエタネルセプト製剤は、約０．０１から約０．０５％ｗ／ｖまでのポリ
ソルベートまたはポロキサマー界面活性剤、約５０ｍｇ／ｍｌのエタネルセプト、約５ｗ
ｔ％のメグルミン、約２５ｍＭのホスフェートを含む。
【０１０５】
　本発明はアルギニンの使用を排除しないが、安定化のためのメグルミン等のイオン性ポ
リオール誘導体を含む本発明によるエタネルセプト製剤は、好ましくは、アルギニンを含
まないまたは含んでいない。
【０１０６】
ＩＶ．界面活性剤ならびに糖およびポリオールの組合せによって安定化されたエタネルセ
プト
　更に別の実施形態において、本発明は、エタネルセプト、約０．０１から約０．０５％
ｗ／ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤、糖およびポリオールを含む
、安定な水性製剤を提供する。
【０１０７】
　糖およびポリオールの組合せは、望ましくない三元複合体または四元複合体に会合する
というエタネルセプトの傾向を低減し、したがって、エタネルセプトの凝集を低減すると
考えられている。凝集の低減は、長期間、例えば２年間以上続くと考えられている。した
がって、糖およびポリオールの組合せは、エタネルセプトを含有する水性医薬組成物を安
定化することができると考えられている。特定の理論に拘束されることを望むわけではな
いが、糖およびポリオールの組合せは、排除された溶質が平均するとタンパク質の表面上
ではなくバルクの中に存在するとはいえ、糖／ポリオールとタンパク質との相互作用があ
るため、エタネルセプトを安定化するという目的に関して相乗的であると考えられている
。こうした相互作用は、おそらくは、糖とより小さなポリオールとでは異なる。更に、高
濃度において、これら２つの添加剤は、他方の熱力学的活量を改変し、これにより、個別
の各コンポーネントについて観察されるものと異なる溶液挙動につながる。後で更に論述
されるように、アミンがポリオールの代わりに用いられ得る。
【０１０８】
　本発明の医薬組成物は、精製されたエタネルセプト、約０．０１から約０．０５％ｗ／
ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤、糖およびポリオールを組み合わ
せることにより調製できる。更に、緩衝液、緊張性調整剤および更なる賦形剤およびその
他の一般的に使用される不活性成分が、必要に応じて加えられ得る。簡潔性のために、こ
れらは、本明細書において後でより完全に論述される。当業者ならば、組成物中に含まれ
ることになる様々なコンポーネントを組み合わせることは、任意の適当な順番で行うこと
ができることを理解している。例えば、緩衝液は最初、中間または最後に加えることがで
き、緊張性調整剤も最初、中間または最後に加えることができる。当業者ならば、これら
の化学物質の幾つかは、特定の組合せにおいて不適合性であり得、したがって、同様の特
性を有する相異なる化学物質により容易に置換されるが、適切な混合物中では適合性であ
ることもまた理解している。
【０１０９】
　一部の実施形態において、糖およびポリオールは、２つの金属がいずれの金属によって
も示されない特性を有する合金を形成するのと同じ様式で、共同して作用し得る。同じ手
法は、プロリン、セリンまたはグルタメート等のアミノ酸を糖と一緒に使用して、いずれ
かの賦形剤が独力で提供し得るものより良好な安定性プロファイルを実現することにつな
がると理解すべきである。合金中での糖とポリオール（またはアミノ酸）との好ましい比
は、５：１から１：５の間であると考えられている。
【０１１０】
　最も好ましい糖は、スクロース、トレハロース、ラクトース、ラフィノースおよびマル
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トースであると考えられている。
【０１１１】
　最も好ましいポリオールは、ソルビトール、マンニトール、グリセロールおよびプロピ
レングリコールであると考えられている。
【０１１２】
　好ましいアミノ酸は、プロリン、セリン、トレオニンおよびグルタメートであると考え
られている。
【０１１３】
　好ましい実施形態において、提供される製剤中での糖の濃度は、好ましくは約０．１％
（ｗ／ｖ）から４０％の間であり、より好ましくは約１％から約２０％までであり、より
好ましくは約２％から約１０％までであり、更により好ましくは約５％から９％までであ
る。
【０１１４】
　好ましい実施形態において、提供される製剤中でのポリオールの濃度は、好ましくは約
０．１％から３０％の間であり、より好ましくは約１％から約１０％までであり、更によ
り好ましくは約２％から約５％までである。
【０１１５】
　糖およびポリオールは、販売業者から入手することができる。
【０１１６】
　一実施形態において、本発明の製剤は、約ｐＨ６．３から約ｐＨ７．０までにおいて、
約２５から約７５ｍｇ／ｍｌまでのエタネルセプト、約０．０１から約０．０５％ｗ／ｖ
までのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤、約１％から約１０％までのスクロ
ース、約１％から約５％までのマンニトール、約１０ｍＭから約５０ｍＭまでのリン酸ナ
トリウムおよび約０ｍＭから約１００ｍＭまでのＮａＣｌを含む。
【０１１７】
　別の実施形態において、スクロースは、製剤中で（約１％から約１０％までにおいて）
、トレハロース等の別の糖によって置きかえることができる。更に別の実施形態において
、マンニトールは、製剤中で（約１％から約５％までにおいて）、ソルビトール等の別の
ポリオールによって置きかえることができる。
【０１１８】
　本発明はアルギニンの使用を排除しないが、安定化のための糖およびポリオール（また
はアミノ酸）を含むエタネルセプト製剤は、好ましくは、アルギニンを含まないまたは含
んでいない。
【０１１９】
Ｖ．界面活性剤と更にはキシリトールによって安定化されたエタネルセプト
　更に別の実施形態において、本発明は、エタネルセプト、約０．０１から約０．０５％
ｗ／ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤ならびにエタネルセプトの不
安定、凝集および／またはフラグメント化を阻害するための安定剤を含む、安定化された
水性医薬組成物を提供し、ここで、安定剤がキシリトールを含みまたはキシリトールおよ
びメグルミンの組合せを含む。
【０１２０】
　いかなる特定の理論にも拘束されることを望んでいないが、キシリトールは、望ましく
ない三元複合体または四元複合体に会合するというエタネルセプトの傾向を低減し、した
がって、エタネルセプトの凝集を低減すると考えられている。凝集の低減は、長期間、例
えば２年間以上続くと考えられている。キシリトールの安定化効果は、凝集体の低減に限
定されないが、モノマーを含有する製剤中のエタネルセプトモノマーの安定化のその他の
態様を含み得る。
【０１２１】
　安定化のためのキシリトールを組み込んでいる安定化された好ましいエタネルセプト製
剤は、安定化が約０．０１から約０．０５％ｗ／ｖまでのポリソルベートまたはポロキサ
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マー界面活性剤と更にはキシリトールおよびメグルミンの組合せによって実現される、エ
タネルセプト製剤である。
【０１２２】
　本発明の医薬組成物は、精製されたエタネルセプト、約０．０１から約０．０５％ｗ／
ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤およびキシリトールまたはメグル
ミンと組み合わせたキシリトールを組み合わせることにより調製できる。更に、緩衝液、
緊張性調整剤および更なる賦形剤およびその他の一般的に使用される不活性成分が、必要
に応じて加えられ得る。簡潔性のために、これらは、本明細書において後でより完全に論
述される。当業者ならば、組成物中に含まれることになる様々なコンポーネントを組み合
わせることは、任意の適当な順番で行うことができることを理解している。例えば、緩衝
液は最初、中間または最後に加えることができ、緊張性調整剤も最初、中間または最後に
加えることができる。当業者ならば、これらの化学物質の幾つかは、特定の組合せにおい
て不適合性であり得、したがって、同様の特性を有する相異なる化学物質により容易に置
換されるが、適切な混合物中では適合性であることもまた理解している。
【０１２３】
　キシリトールにより安定化された本発明のエタネルセプト製剤は、約２５から７５ｍｇ
／ｍｌまでのエタネルセプト、約０．０１から約０．０５％ｗ／ｖまでのポリソルベート
またはポロキサマー界面活性剤、約１～１０ｗｔ％のキシリトール、約１から３０ｍＭま
でのリン酸ナトリウム、場合によって最大約５ｗｔ％のメグルミン、場合によって最大約
５ｍＭのＮａＣｌおよび場合によって最大約５ｗｔ％のスクロースを含み得る。
【０１２４】
　メグルミン、塩化ナトリウムおよびスクロースを更に含有する界面活性剤／キシリトー
ルにより安定化されたエタネルセプト製剤は、キシリトールに加えて、約１～３ｍＭのＮ
ａＣｌ、約１から５ｗｔ％までのスクロースおよびメグルミンを、組成物の約１～５ｗｔ
％の量で含み得る。
【０１２５】
　更なる実施形態において、キシリトールにより安定化されたエタネルセプト製剤は、約
２５から約７５ｍｇ／ｍｌまでのエタネルセプト、約０．０１から約０．０５％ｗ／ｖま
でのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤ならびにエタネルセプトの不安定、凝
集および／またはフラグメント化を阻害するための安定剤を含み得、ここで、安定剤が、
組成物の最大約１０ｗｔ％を成している量のキシリトールであり、ここで、組成物が、約
８０ｗｔ％から約９５ｗｔ％までのモノマー含量の、Ｔ２におけるＳＥＣ分析、約４ｗｔ
％未満、好ましくは約３ｗｔ％未満の凝集体含量の、Ｔ２におけるＳＥＣ分析および約８
ｗｔ％未満、好ましくは約６ｗｔ％未満のフラグメント３含量の、Ｔ２におけるＳＥＣ分
析を特徴としており、組成物が約６．０から約ｐＨ７．０までの、より好ましくは約６．
０から約６．６までの、最も好ましくは約６．３から約６．５までのｐＨを有する。
【０１２６】
　界面活性剤と更にはキシリトールを含有するまたは界面活性剤と更にはメグルミンと組
み合わせたキシリトールを含有する、上記で言及したエタネルセプト製剤等の安定化され
たエタネルセプト製剤中では、製剤は、より好ましくは、
（ａ）約９０、９１、９２、９３、９４、９５、９６または９７ｗｔ％超のモノマー含量
および約３、２または１ｗｔ％未満の凝集体含量の、Ｔ４におけるＳＥＣ分析、ならびに
、
（ｂ）ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組成物の量が約３、２または１ｗ
ｔ％未満であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成物の量が８０、８
１、８２、８３、８４または８５ｗｔ％超であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク３によ
り表された組成物の量が約２０、１９、１８、１７、１６、１５、１４または１３ｗｔ％
未満である、Ｔ２におけるＨＩＣ分析、ならびに、
（ｃ）ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組成物の量が約３、２または１ｗ
ｔ％未満であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成物の量が８０、８
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１、８２、８３、８４または８５ｗｔ％超であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク３によ
り表された組成物の量が２０、１９、１８、１７、１６、１５、１４または１３ｗｔ％未
満である、Ｔ４におけるＨＩＣ分析
を特徴とする。
【０１２７】
　「ＳＥＣ」、「Ｔ２」　「Ｔ４」　「ＨＩＣ」　「モノマー含量」　「凝集体」および
「フラグメント３」　「ピーク１」、「ピーク２」および「ピーク３」という用語は、以
下の実施例において規定されている。
【０１２８】
　約０．０１から約０．０５％ｗ／ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性
剤と更にはキシリトールまたはメグルミンと組み合わせたキシリトールを含有する特に好
ましい製剤は、ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組成物の量が約１％未満
であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成物の量が約９５ｗｔ％超で
あり、好ましくは約９９ｗｔ％超であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク３により表され
た組成物の量が約１ｗｔ％未満である、Ｔ４またはＴ２におけるＨＩＣ分析を特徴とする
。特定のキシリトールにより安定化された製剤が、詳細な実施例において提示されている
。
【０１２９】
　本発明はアルギニンの使用を排除しないが、本発明による安定化用の界面活性剤と更に
はキシリトールを含むエタネルセプト製剤は、アルギニンを含まないまたは本質的に含ん
でいない。
【０１３０】
ＶＩ．界面活性剤と更にはＮａＣｌによって安定化されたエタネルセプト製剤
　更に別の実施形態において、本発明は、エタネルセプトの不安定、凝集および／または
フラグメント化を低減するように安定化された水性エタネルセプト製剤を提供し、製剤が
約２５から約７５ｍｇ／ｍｌまでのエタネルセプト　約０．０１から約０．０５％ｗ／ｖ
までのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤および１つ以上の安定剤を含み、こ
こで、安定剤が、（ｉ）塩化ナトリウムならびに（ｉｉ）スクロースまたはトレハロース
と組み合わせた塩化ナトリウムならびに（ｉｉｉ）塩化ナトリウム、スクロースおよびト
レハロースの組合せからなる群より選択される。
【０１３１】
　本発明の医薬組成物は、精製されたエタネルセプト、約０．０１から約０．０５％ｗ／
ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤およびナトリウムクオリドを組み
合わせ、場合によってスクロースおよび／またはトレハロースとも組み合わせることによ
り調製できる。更に、緩衝液、緊張性調整剤および更なる賦形剤およびその他の一般的に
使用される不活性成分が、必要に応じて加えられ得る。簡潔性のために、これらは、本明
細書において後でより完全に論述される。当業者ならば、組成物中に含まれることになる
様々なコンポーネントを組み合わせることは、任意の適当な順番で行うことができること
を理解している。例えば、緩衝液は最初、中間または最後に加えることができ、緊張性調
整剤も最初、中間または最後に加えることができる。当業者ならば、これらの化学物質の
幾つかは、特定の組合せにおいて不適合性であり得、したがって、同様の特性を有する相
異なる化学物質により容易に置換されるが、適切な混合物中では適合性であることもまた
理解している。
【０１３２】
　安定化のために界面活性剤と更には塩化ナトリウムを用いる実施形態において、本発明
のエタネルセプト製剤は、約２５から７５ｍｇ／ｍｌまでのエタネルセプト、約０．０１
から約０．０５％ｗ／ｖまでのポリソルベートまたはポロキサマー界面活性剤、最大約１
５０ｍＭの塩化ナトリウム、約１から約３０ｍＭまでのリン酸ナトリウムおよび約０から
５ｗｔ％までのスクロースまたはトレハロースまたはこれらの組合せを含み、ここで、組
成物が約６．０から約ｐＨ７．０までの、より好ましくは約６．０から約６．６までの、
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最も好ましくは約６．３から約６．５までのｐＨを有する。
【０１３３】
　界面活性剤／塩化ナトリウムにより安定化された組成物は、好ましくは、モノマー含量
が約８０ｗｔ％超であり、凝集体含量が約３ｗｔ％未満であり、フラグメント３含量が約
８ｗｔ％である、Ｔ２におけるＳＥＣ分析を特徴とする。
【０１３４】
　塩化ナトリウムにより安定化されたエタネルセプト組成物は、好ましくは、
（ａ）約９０、９１、９２、９３、９４、９５、９６または９７ｗｔ％超のモノマー含量
および約３、２または１ｗｔ％未満の凝集体含量の、Ｔ４におけるＳＥＣ分析、ならびに
、
（ｂ）ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組成物の量が約４、３、２または
１ｗｔ％未満であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成物の量が８０
、８１、８２、８３、８４、８５または８６ｗｔ％超であり、ＨＩＣクロマトグラムのピ
ーク３により表された組成物の量が約２０、１９、１８、１７、１６、１５、１４または
１３ｗｔ％未満である、Ｔ２におけるＨＩＣ分析、ならびに、
（ｃ）ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組成物の量が約３、２または１ｗ
ｔ％未満であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成物の量が８０、８
１、８２、８３、８４または８５ｗｔ％超であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク３によ
り表された組成物の量が２０、１９、１８、１７、１６、１５、１４または１３ｗｔ％未
満である、Ｔ４におけるＨＩＣ分析
を特徴とする。
【０１３５】
　更なる実施形態において、安定化のために界面活性剤と更にはナトリウムクオリドを用
いる好ましい組成物は、最大約１５０ｍＭの塩化ナトリウム、約１ｍＭから３０ｍＭまで
のリン酸ナトリウムならびに約０～５ｗｔ％のスクロースまたはトレハロースまたはスク
ロースおよびトレハロースの組合せを含み、約６．０から６．６までのｐＨを有し、約９
５ｗｔ％超のモノマー含量および約１ｗｔ％未満の凝集体含量の、Ｔ４におけるＳＥＣ分
析、ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組成物の量が約３ｗｔ％以下であり
、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成物の量が約８２ｗｔ％超であり、
ＨＩＣクロマトグラムのピーク３により表された組成物の量が約１５ｗｔ％未満である、
Ｔ２におけるＨＩＣ分析、ならびに、ＨＩＣクロマトグラムのピーク１により表された組
成物の量が約２ｗｔ％未満であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により表された組成
物の量が約８４ｗｔ％超であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク３により表された組成物
の量が約１４ｗｔ％以下である、Ｔ４におけるＨＩＣ分析を特徴とする。
【０１３６】
　凝集体およびフラグメントの低減の観点から特に好ましい組成物は、界面活性剤／塩化
ナトリウムにより安定化されたエタネルセプト製剤が、ＨＩＣクロマトグラムのピーク１
により表された組成物の量が約１％未満であり、ＨＩＣクロマトグラムのピーク２により
表された組成物の量が約９５ｗｔ％超であり、好ましくは約９９ｗｔ％超であり、ＨＩＣ
クロマトグラムのピーク３により表された組成物の量が約１ｗｔ％未満である、Ｔ４また
はＴ２におけるＨＩＣ分析を示す、組成物である。
【０１３７】
　本発明の更なる実施形態において、ＮａＣｌにより安定化されたエタネルセプト製剤は
、最大約５ｍＭのアルギニンを含有する。
【０１３８】
　上記で言及したＮａＣｌにより安定化されたエタネルセプト製剤中では、「ＳＥＣ」、
「Ｔ２」　「Ｔ４」　「ＨＩＣ」　「モノマー含量」　「凝集体」および「フラグメント
３」　「ピーク１」、「ピーク２」および「ピーク３」という用語は、以下の実施例にお
いて規定されている。
【０１３９】
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肉眼不可視粒子の低減のための界面活性剤
　上記で述べたように、本発明は、界面活性剤を用いて、好ましくはポイソルベート界面
活性剤またはポロキサマー界面活性剤を用いて、エタネルセプト製剤中での肉眼不可視粒
子の形成の著しい低減を実現する。本発明は任意の界面活性剤および任意のポリソルベー
トまたはポロキサマー界面活性剤の使用を予期しているが、本発明への使用のために好ま
しい界面活性剤は、ポリソルベート８０およびＰｌｕｒｏｎｉｃ　Ｆ－６８であり、これ
らの両方が市場から容易に入手することができる。本発明は、上記の実施形態において説
明された追加的な安定化成分の有無に関わらず、肉眼不可視粒子の低減を実現するための
界面活性剤添加剤を用いて実践され得る。本発明は、界面活性剤の存在が、このような界
面活性剤を欠いている製剤に比較して、エタネルセプト製剤中の肉眼不可視粒子の劇的な
低減を実現し得るという、本発明者らの驚異的で予想外な発見に部分的に基づいている。
【０１４０】
　本発明での使用に関して予期されているポリソルベート界面活性剤は、ポリエトキシ化
ソルビタンに由来する。ポリソルベート８０（ポリオキシエチレン－ソルビタン－２０モ
ノオレエートとしても知られている）はまた、「Ｔｗｅｅｎ８０」としても市販されてお
り、本発明への使用のために特に好ましい。ポリソルベート２０、ポリソルベート４０お
よびポリソルベート６０もまた、使用することができる。
【０１４１】
　本発明での使用に関して予期されているポロキサマー界面活性剤は、医薬製剤分野にお
いて周知であり、エチレンオキシドおよびプロピレンオキシドを主体とするブロックコポ
リマーからなり、ＢＡＳＦから購入することができる。例えば、ＢＡＳＦは、商用におい
てＰｌｕｒｏｎｉｃ　Ｆ－６８として知られた本発明への使用のために特に好ましいポロ
キサマーを販売している。
【０１４２】
　本発明のエタネルセプト製剤中に有用なポリソルベートまたはポロキサマーの量は、製
剤の０．０００５％から１％（ｗ／ｖ）までの範囲において製剤に加えられ、好ましくは
約０．００５％から約０．１％（ｗ／ｖ）までの範囲内において製剤に加えられ、最も好
ましくは約０．０１％から約０．０５％（ｗ／ｖ）までの範囲において製剤に加えられる
。
【０１４３】
提供される医薬組成物の更なるコンポーネント
　本発明の製剤はまた、緩衝液、緊張性調整剤、賦形剤、医薬として許容される担体およ
びその他の一般的に使用される医薬組成物の不活性成分も含み得る。簡潔性のために、こ
れらは、本出願において後でより完全に論述される。
【０１４４】
　緩衝液は、ｐＨを所望の範囲に維持する。適切な緩衝液には、ヒスチジン、リン酸カリ
ウム、クエン酸ナトリウムまたはクエン酸カリウム、マレイン酸、酢酸アンモニウム、ト
リス－（ヒドロキシメチル）－アミノメタン（トリス）、様々な形態のアセテートおよび
ジエタノールアミンが挙げられる。製剤中での緩衝液の濃度は、好ましくは約１ｍＭから
約１Ｍの間であり、より好ましくは約１０ｍＭから約２００ｍＭの間である。緩衝液は当
分野では周知であり、公知の方法により製造され、販売業者から入手することもできる。
【０１４５】
　適切な緩衝液の例は、ホスフェート、ヒスチジン、シトレート、マレエート、タルトレ
ート、スクシネート、アセテート、トリス－（ヒドロキシメチル）－アミノメタン（トリ
ス）、ビカルボネートである。
【０１４６】
　好ましい一実施形態において、緩衝液はリン酸ナトリウムである。
【０１４７】
　好ましい一実施形態において、医薬組成物のｐＨは、生理的レベルになっているまたは
付近にある。したがって、好ましくは、提供される組成物のｐＨは、約５．８から約８．
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４の間であり、更により好ましくは約６．２から約７．４の間である。当業者ならば、ｐ
Ｈは、特定の製剤中でのエタネルセプトの安定性および溶解度を最大化するために、必要
に応じて調節され得ることを理解している。したがって、生理的範囲外だが患者が耐えら
れるｐＨのエタネルセプト製剤もまた、本発明の範囲内である。
【０１４８】
　緊張性調整剤は、溶液の質量オスモル濃度に寄与する分子である。医薬組成物の質量オ
スモル濃度は、好ましくは、有効成分の安定性を最大化し、および／または投与の際の患
者への不快感を最小化するように調節される。一般には、医薬組成物が血清と等張である
こと、すなわち、緊張性調整剤の添加により実現される同一または同様の質量オスモル濃
度を有することが好ましい。
【０１４９】
　好ましい一実施形態において、提供される製剤の質量オスモル濃度は、約１８０から約
４２０ｍＯｓＭまでである。しかしながら、質量オスモル濃度は、特定の条件の要求に応
じて、より高くなることまたはより低くなることのいずれもあり得ると理解すべきである
。
【０１５０】
　質量オスモル濃度を調整するのに適した緊張性調整剤の例には、限定されはしないが、
アミノ酸（アルギニンを含めない）（例えば、システイン、ヒスチジンおよびグリシン）
、塩（例えば、塩化ナトリウム、塩化カリウムおよびクエン酸ナトリウム）および／また
は糖類（例えば、スクロース、グルコースおよびマンニトール）が挙げられる。
【０１５１】
　好ましい緊張性調整剤は、グリシン、アラニン、塩化ナトリウム、塩化カリウムおよび
硫酸ナトリウムである。
【０１５２】
　好ましい一実施形態において、製剤中での緊張性調整剤の濃度は、好ましくは約１ｍＭ
から約１Ｍの間であり、より好ましくは約１０ｍＭから約２００ｍＭまでである。緊張性
調整剤は当分野では周知であり、公知の方法により製造され、販売業者から入手すること
もできる。
【０１５３】
　溶液になっていても（同様に乾燥された形態または冷凍された形態になっていても）ポ
リペプチドを安定化する、化学添加剤、共溶質または共溶媒とも呼ばれる賦形剤もまた、
医薬組成物に加えてよい。賦形剤は当分野では周知であり、公知の方法により製造され、
販売業者から入手することもできる。
【０１５４】
　適切な賦形剤の例には、限定されはしないが、スクロース、ラクトース、グリセロール
、キシリトール、ソルビトール、マンニトール、マルトース、イノシトール、トレハロー
ス、グルコース等の糖／ポリオール、血清アルブミン（ウシ血清アルブミン（ＢＳＡ）、
ヒトＳＡまたは組換えＨＡ）、デキストラン、ポリ（ビニアルコール）ＰＶＡ、ヒドロキ
シプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ポリエチレンイミン、ゼラチン、ポリビニル
ピロリドン（ＰＶＰ）、ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）等のポリマー、多価アル
コール（例えば、ＰＥＧおよびグリセロール）およびジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）等
の非水性溶媒、プロリン、Ｌ－セリン、グルタミン酸ナトリウム、アラニン、グリシン、
リシンヒドロクロリド、サルコシンおよびγ－アミノ酪酸等のアミノ酸、ならびに、リン
酸カリウム、酢酸ナトリウム、硫酸アンモニウム、硫酸マグネシウム、硫酸ナトリウム、
トリメチルアミンＮ－オキシド、ベタイン、金属イオン（例えば、亜鉛、カルシウムおよ
びマグネシウム）、ＣＨＡＰＳ、モノラウレート、２－Ｏ－β－マンノグリセレート等の
種々の賦形剤、または上記の任意の組合せが挙げられる。
【０１５５】
　好ましい賦形剤は、スクロース、ラクトース、グリセロール、キシリトール、ソルビト
ール、マンニトール、マルトース、イノシトール、トレハロース、グルコース、ウシ血清



(26) JP 6271536 B2 2018.1.31

10

20

30

40

50

アルブミン（ＢＳＡ）、ヒト血清アルブミン（ＨＳＡ）、組換えアルブミン、デキストラ
ン、ＰＶＡ、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ポリエチレンイミン、
ゼラチン、ポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）、ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、
ポリエチレングリコール、エチレングリコール、グリセロール、アラニン、グリシン、リ
シンヒドロクロリド、サルコシン、ＳＤＳ、トリメチルアミンＮ－オキシド、ベタイン、
亜鉛イオン、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、ＣＨＡＰＳ、スクロースモノラウ
レートおよび２－Ｏ－β－マンノグリセレートである。
【０１５６】
　本発明の製剤中での１つ以上の賦形剤の濃度は、好ましくは約０．００１から５重量パ
ーセントの間であり、より好ましくは約０．１から２重量パーセントまでである。
【０１５７】
処置の方法
　別の実施形態において、本発明は、治療的有効量の本発明の医薬組成物を哺乳類に投与
することを含む、哺乳類を処置する方法を提供し、ここで、哺乳類が、エタネルセプトに
よって有益に処置され得る疾患または障害を有する。
【０１５８】
　好ましい一実施形態において、エタネルセプトは、組成物によって処置しようとするも
のと同じ種の哺乳類に由来する。
【０１５９】
　好ましい一実施形態において、哺乳類はヒトである。
【０１６０】
　提供される組成物によって処置され得る疾患または障害には、限定されはしないが、関
節リウマチ、乾癬性関節炎、強直性脊椎炎、ウェゲナー疾患（肉芽腫症）、クローン病（
または炎症性腸疾患）、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）、Ｃ型肝炎、子宮内膜症、喘息、
悪液質、乾癬およびアトピー性皮膚炎が挙げられる。本発明の組成物によって処置され得
る追加的な疾患または障害には、ＷＯ００／６２７９０、ＷＯ０１／６２２７２、米国特
許出願第２００１／００２１３８０号米国および特許７，６４８，７０２Ｂ２で説明され
たものが挙げられ、これらの関連部分は、参照により本明細書に組み込む。
【０１６１】
　提供される医薬組成物は、処置を必要としている対象に対して、静脈注射等の注射によ
り全身に投与することもできるし、または、適切な部位への注射もしくは施用により投与
することもできるし、例えば部位が手術を受けている場合における部位への直接注射もし
くは直接施用により投与することもできるし、または局所的施用により投与することもで
きる。
【０１６２】
　一実施形態において、本発明は、それを必要としている哺乳類に、治療的有効量の提供
されるエタネルセプト組成物の１つを投与することを含む、関節リウマチの処置および／
または予防の方法を提供する。
【０１６３】
　提供される組成物中でのエタネルセプトの治療的有効量は、処置しようとする状態、状
態の重症度、先行療法ならびに患者の病歴および治療剤への応答に依存する。適当な用量
は、患者に１回投与され得るまたは一連の投与にわたって投与され得るように、担当医の
判断に従って調節することができる。
【０１６４】
　一実施形態において、成人用量当たりの効果的なエタネルセプト量は、約１～５００ｍ
ｇ／ｍ２までであり、または約１～２００ｍｇ／ｍ２までであり、または約１～４０ｍｇ
／ｍ２までであり、または約５～２５ｍｇ／ｍ２までである。
【０１６５】
　代替的には、固定用量が投与され得、その量は、２～５００ｍｇ／用量、２～１００ｍ
ｇ／用量または約１０～８０ｍｇ／用量までの範囲であり得る。
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【０１６６】
　用量が１週間当たり１回より多く投与されることになるならば、例示的な用量範囲は、
前述した用量範囲と同じでありまたはより低く、好ましくは、２５～１００ｍｇ／用量の
パー用量範囲において１週間当たり２回以上投与される。
【０１６７】
　別の実施形態において、注射による投与に関して許容される用量は、８０～１００ｍｇ
／用量を含み、または代替的には、用量当たり８０ｍｇを含む。
【０１６８】
　用量は、毎週投与してもよいし、隔週で投与してもよいし、または数週間（例えば２週
間から８週間）隔てて投与してもよい。
【０１６９】
　一実施形態において、エタネルセプトは、単回皮下（ＳＣ）注射により、２５から７５
ｍｇ／ｍｌまでで投与される。
【０１７０】
　ある場合において、患者の状態の改善は、最大約１００ｍｇの用量の医薬組成物を、１
週間当たり１回から３回までで、少なくとも３週間の期間にわたって投与することにより
得られる。より長い期間の処置が、所望の改善度を誘起するために必要になり得る。不治
の慢性状態に関しては、レジメンは無期限に継続され得る。小児科患者（４～１７歳）に
関しては、適切なレジメンは、０．４ｍｇ／ｋｇから５ｍｇ／ｋｇまでの用量のエタネル
セプトを、１週間当たり１回以上投与することを含み得る。
【０１７１】
　別の実施形態において、本発明の医薬製剤は、バルク製剤にして調製することもでき、
したがって、医薬組成物のコンポーネントは、投与に必要とされることになるものより高
く調節され、投与前に適切に希釈される。
【０１７２】
　医薬組成物は、必要に応じて、単独の治療薬として投与してもよいし、または追加的な
療法と組み合わせて投与してもよい。したがって、一実施形態において、提供される処置
および／または予防の方法は、治療的有効量の別の活性作用物質の投与と組み合わせて使
用される。他の活性作用物質は、本発明の医薬組成物の投与前、投与中または投与後に投
与され得る。別の活性作用物質は、提供される組成物の一部として投与してもよいし、ま
たは代替的には別個の製剤として投与してもよい。
【０１７３】
　提供される医薬組成物の投与は、様々な方法で実現され得、非経口投与、経口投与、口
腔内投与、経鼻投与、直腸投与、腹腔内投与、皮内投与、経皮投与、皮下投与、静脈内投
与、動脈内投与、心臓内投与、脳室内投与、頭蓋内投与、気管内投与、脊髄内投与、筋肉
内注射、硝子体内注射および局所的施用が挙げられる。
【０１７４】
　本発明の医薬組成物は、非経口投与、すなわち皮下投与、筋肉内投与、静脈内投与、腹
腔内投与、脳脊髄内投与、関節内投与、滑液嚢内投与および／または脊髄内投与に関して
特に有用である。非経口投与は、大量注射または連続注入によるものであり得る。注射用
の医薬組成物は、更なる保存剤と一緒に単位剤形中で提供してもよく、例えば、アンプル
中または多回用量容器中で提供してもよい。更に、近年幾つかの薬物送達手法が開発され
てきており、本発明の医薬組成物は、これらの新しい方法、例えば、Ｉｎｊｅｃｔ－ｅａ
ｓｅ（登録商標）、Ｇｅｎｊｅｃｔ（登録商標）、ＧｅｎＰｅｎ（登録商標）等の注入ペ
ン、ならびにＭｅｄｉＪｅｃｔｏｒ（登録商標）およびＢｉｏＪｅｃｔｏｒ（登録商標）
等の無針デバイスを用いた投与に適している。本医薬組成物はまた、未発見の投与方法に
も適合され得る。Ｌａｎｇｅｒ、１９９０年、Ｓｃｉｅｎｃｅ、２４９：１５２７－１５
３３もまた参照されたい。
【０１７５】
　提供される医薬組成物はまた、デポ製剤として処方することもできる。このような長時
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間作用型製剤は、移植（例えば皮下移植または筋肉内移植）または筋肉内注射により投与
することができる。したがって、例えば、製剤は、適切なポリマー材料または疎水性材料
（例えば、許容される油中のエマルションとして）またはイオン交換樹脂、またはやや難
溶の誘導体として、例えばやや難溶の塩として改質してもよい。
【０１７６】
　医薬組成物は、所望ならば、有効成分を含有する１つ以上の単位剤形を内包し得るバイ
アル、パックまたは分注デバイスに入れて提供され得る。一実施形態において、分注デバ
イスは、注射用に準備された単回用量の液体製剤を有する注射器を含み得る。注射器は、
投与に関する説明書が付随していてもよい。
【０１７７】
　別の実施形態において、本発明は、本発明の水性医薬組成物を内包するキットまたは容
器を対象としている。水性医薬組成物中でのポリペプチドの濃度は幅広い範囲であり得る
が、一般には、水性製剤１ミリリットル当たり約０．０５から約２０，０００マイクログ
ラム（μｇ／ｍｌ）までの範囲内である。キットはまた、使用に関する説明書を伴ってい
てもよい。
【０１７８】
　本発明は、その中での数多くの修正および変更が当業者には明白であるため説明的なも
のにすぎないとして意図された下記の例において、より詳細に説明される。下記の例にお
いて、様々な成分の重量パーセンテージは、ｗ／ｖパーセンテージとして表されていると
理解すべきである。
【実施例】
【０１７９】
［実施例１Ａ］
界面活性剤と更にはセリンによって安定化されたエタネルセプト
　エタネルセプトを含有しており界面活性剤およびセリン（アルギニンを含んでいない）
によって安定化された安定な水性医薬組成物が、次のように調製された：
　各製剤コンポーネント（緩衝液、アミノ酸、糖、ポリオール、界面活性剤等）は、所与
の体積の製剤緩衝液のために必要とされる量に量り取られる。これらのコンポーネントは
、所与の体積の製剤緩衝液の運搬および測定ができるビーカーまたは容器中に合わせて入
れられる。目標の所与の製剤緩衝液の大体３／４に等しい体積の脱イオン水がビーカーに
加えられ、コンポーネントがマグネチックスターラーバーの使用により可溶化される。緩
衝液のｐＨは、１Ｍの水酸化ナトリウムおよび／または１Ｍの塩化水素を用いて、目標の
製剤ＰＨに調節される。最終的な製剤緩衝液体積は次いで、脱イオン水の添加により目標
の体積まで増大された。溶液は、最後に水を追加した後でマグネチックスターラーバーを
用いて混合される。エタネルセプト蛋白質溶液は、透析材料製ハウジング（Ｔｈｅｒｍｏ
　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｓｌｉｄｅ－Ａ－Ｌｙｚｅｒ　ＭＩＮＩ　透析装置１０，００
０ＭＷＣＯ等）に入れられ、エタネルセプト蛋白質溶液は次いで、４℃で１２時間所望の
製剤緩衝液と接触させる。製剤緩衝液体積と蛋白質溶液体積との比は、１０００：１以上
にすべきである。透析ハウジングおよびそれを含む蛋白質溶液は次いで、４℃で更に１２
時間、等しい体積の第２の製剤緩衝液中に入れられる。
【０１８０】
　得られた蛋白質溶液は、透析材料製ハウジングから除去され、蛋白質の濃度が紫外分光
法を用いて測定される。蛋白質濃度は、遠心分離（Ａｍｉｃｏｎ　Ｕｌｔｒａ１０，００
０ＭＷＣＯ遠心濃縮器等）および／または製剤緩衝液による希釈を用いて、所望のレベル
に調節される。
【０１８１】
　エタネルセプトがセリンによって（アルギニンを存在させずに）安定化された、５つの
本発明の試料組成物が説明されている
【０１８２】
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【表１】

【０１８３】
【表２】

【０１８４】
【表３】

【０１８５】
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【表４】

【０１８６】

【表５】

【０１８７】
　組成物は、サイズ排除クロマトグラフィー（ＳＥＣ）、変性式ＳＥＣ（ｄＳＥＣ）、疎
水性相互作用クロマトグラフィー（ＨＩＣ）、ナトリウムドデシルスルフェートポリアク
リルアミドゲル電気泳動（ＳＤＳ－ＰＡＧＥ）により、長期的な安定性に関して試験する
ことができるし、様々な時点における結合および生体活性に関して試験することもできる
。生体活性は、以下で論述されるように、ＳＥＣ、ｄＳＥＣ、ＨＩＣを含む任意の数の周
知のアッセイにより測定することができる。Ｆｌｏｗ　ｃａｍ分析は、肉眼不可視粒子を
評価するために使用することができる。
【０１８８】
　例えば、サイズ排除クロマトグラフィーの技術は、Ｈａｗｅら、Ｐｈａｒｍ．Ｒｅｓ．
２０１１年、２８：２３０２および／またはｖａｎ　Ｍａｒｒｓｃｈａｌｋｅｒｗｅｅｒ
ｄら、Ｅｕｒ．Ｊ．Ｐｈａｒｍ．Ｂｉｏｐｈａｒｍ．２０１１年、７８：２１３で説明さ
れている。同様に、変性式サイズ排除クロマトグラフィー、疎水性相互作用クロマトグラ
フィーおよびナトリウムドデシルスルフェート－ポリアクリルアミドゲル電気泳動の技術
もまた、当業者には周知である。
【０１８９】
　組成物は、２年間以上の期間にわたって安定と考えられている。
【０１９０】
［実施例１Ｂ］
界面活性剤と更にはプロリンによって安定化されたエタネルセプト
　この実施例１Ｂにおける界面活性剤と更にはプロリンによって安定化された組成物は、
実施例１Ａにおいて説明したものと同様の手順を用いて調製および試験することができる
。以下に例示された安定化のために界面活性剤と更にはプロリンを用いたエタネルセプト
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製剤は、アルギニンを含有しない。
【０１９１】
【表６】

【０１９２】
【表７】

【０１９３】
【表８】

【０１９４】
　組成物は、長期的な安定性に関して試験することができ、生体活性は、実施例１Ａにお
いて説明したものと同じようにして測定することができる。Ｆｌｏｗ　ｃａｍ分析は、肉
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【０１９５】
　組成物は、２年間以上の期間にわたって安定であると考えられている。
【０１９６】
［実施例１Ｃ］
界面活性剤と更にはグルタメートによって安定化されたエタネルセプト
　界面活性剤と更にはグルタメートによって安定化された組成物は、実施例１Ａにおいて
説明したものと同様の手順を用いて調製および試験することができる。
【０１９７】
　アルギニンを含有せず界面活性剤／グルタメートにより安定化されたエタネルセプト組
成物が以下に例示されている：
【０１９８】
【表９】

【０１９９】

【表１０】

【０２００】
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【表１１】

【０２０１】
【表１２】

【０２０２】
　組成物は、長期的な安定性に関して試験することができ、生物活性は、実施例１Ａにお
いて説明したのと同じように測定することができる。Ｆｌｏｗ　Ｃａｍ分析は肉眼不可視
粒子を評価するために使用することができる。
【０２０３】
　組成物は、２年間以上の期間にわたって安定と考えられている。
【０２０４】
［実施例２Ａ］
界面活性剤と更には塩化カルシウムによって安定化されたエタネルセプト
　界面活性剤と更には塩化カルシウムによって安定化されたエタネルセプト製剤は、実施
例１Ａにおいて説明したものと同様の手順を用いて調製および試験することができる。
【０２０５】
　界面活性剤と更には塩化カルシウムによって安定化されておりアルギニンを含有しない
エタネルセプト組成物は、以下に例示されている。
【０２０６】
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【表１３】

【０２０７】
【表１４】

【０２０８】
【表１５】

【０２０９】



(35) JP 6271536 B2 2018.1.31

10

20

30

40

【表１６】

【０２１０】
【表１７】

【０２１１】
　組成物は、長期的な安定性に関して試験することができ、生物活性は、実施例１Ａにお
いて説明したのと同じように測定することができる。Ｆｌｏｗ　Ｃａｍ分析は肉眼不可視
粒子を評価するために使用することができる。
【０２１２】
　組成物は、２年間以上の期間にわたって安定と考えられている。
【０２１３】
［実施例２Ｂ］
界面活性剤と更には塩化マグネシウムによって安定化されたエタネルセプト
　界面活性剤と更には塩化マグネシウムによって安定化されたエタネルセプト製剤は、実
施例１Ａで説明したものと同様の手順を用いて調製および試験することができる。以下に
例示されたエタネルセプト製剤は、アルギニンを含有しない。
【０２１４】
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【表１８】

【０２１５】
【表１９】

【０２１６】
【表２０】

【０２１７】
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【表２１】

【０２１８】
【表２２】

【０２１９】
　組成物は、長期的な安定性に関して試験することができ、生物活性は、実施例１Ａにお
いて説明したのと同じように測定することができる。Ｆｌｏｗ　Ｃａｍ分析は肉眼不可視
粒子を評価するために使用することができる。
【０２２０】
　組成物は、２年間以上の期間にわたって安定と考えられている。
【０２２１】
［実施例２Ｃ］
界面活性剤と更には塩化亜鉛によって安定化されたエタネルセプト
　界面活性剤と塩化亜鉛によって安定化されたエタネルセプト製剤は、実施例１Ａで説明
したものと同様の手順を用いて調製および試験することができる。
【０２２２】
　以下に例示されたエタネルセプト製剤は、アルギニンを含有しない。
【０２２３】
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【表２３】

【０２２４】
　組成物は、長期的な安定性に関して試験することができ、生物活性は、実施例１Ａにお
いて説明したのと同じように測定することができる。Ｆｌｏｗ　Ｃａｍ分析は肉眼不可視
粒子を評価するために使用することができる。
【０２２５】
　組成物は、２年間以上の期間にわたって安定と考えられている。
【０２２６】
［実施例３Ａ］
界面活性剤と更にはメグルミンによって安定化されたエタネルセプト
　界面活性剤と更にはメグルミンによって安定化されたエタネルセプト組成物は、実施例
１Ａにおいて説明したものと同様の手順を用いて調製および試験することができる。以下
に例示された界面活性剤／メグルミンにより安定化されたエタネルセプト組成物は、アル
ギニンを含有しない。
【０２２７】

【表２４】

【０２２８】
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【表２５】

【０２２９】
　組成物は、長期的な安定性に関して試験することができ、生物活性は、実施例１Ａにお
いて説明したのと同じように測定することができる。Ｆｌｏｗ　Ｃａｍ分析は肉眼不可視
粒子を評価するために使用することができる。
【０２３０】
　組成物は、２年間以上の期間にわたって安定と考えられている。
【０２３１】
［実施例３Ｂ］
界面活性剤と更にはマンニトールの誘導体によって安定化されたエタネルセプト
　マンニトールの誘導体によって安定化されたエタネルセプト組成物は、実施例１Ａにお
いて説明したものと同様の手順を用いて調製および試験することができる。
【０２３２】
　以下に例示された製剤は、アルギニンを含有しない：
【０２３３】

【表２６】

【０２３４】
　組成物は、長期的な安定性に関して試験することができ、生物活性は、実施例１Ａにお
いて説明したのと同じように測定することができる。Ｆｌｏｗ　Ｃａｍ分析は肉眼不可視
粒子を評価するために使用することができる。
【０２３５】
　組成物は、２年間以上の期間にわたって安定と考えられている。
【０２３６】
［実施例４Ａ］
界面活性剤と更にはトレハロース（またはスクロース）およびマンニトールによって安定
化されたエタネルセプト
　トレハロース（またはスクロース）と組み合わせたマンニトールによって安定化された
エタネルセプト組成物は、実施例１Ａにおいて説明したものと同様の手順を用いて調製お
よび試験することができる。以下に例示された安定化された製剤は、アルギニンを含有し
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【０２３７】
【表２７】

【０２３８】
【表２８】

【０２３９】
　組成物は、長期的な安定性に関して試験することができ、生物活性は、実施例１Ａにお
いて説明したのと同じように測定することができる。Ｆｌｏｗ　Ｃａｍ分析は肉眼不可視
粒子を評価するために使用することができる。
【０２４０】
　組成物は、２年間以上の期間にわたって安定と考えられている。
【０２４１】
［実施例４Ｂ］
界面活性剤と更にはスクロースおよびソルビトールによって安定化されたエタネルセプト
　界面活性剤と更にはスクロースおよびソルビトールを組み合わせて安定化されたエタネ
ルセプト組成物は、実施例１Ａにおいて説明したものと同様の手順を用いて調製および試
験することができる。以下に例示された製剤は、アルギニンを含有しない。
【０２４２】
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【表２９】

【０２４３】
　組成物は、長期的な安定性に関して試験することができ、生物活性は、実施例１Ａにお
いて説明したのと同じように測定することができる。Ｆｌｏｗ　Ｃａｍ分析は肉眼不可視
粒子を評価するために使用することができる。
【０２４４】
　組成物は、２年間以上の期間にわたって安定と考えられている。
【０２４５】
　本発明の例示的な実施形態に関する前述の説明は、例示および説明を目的として提供さ
れているにすぎず、網羅的なものであることまたは開示された厳密な形態に本発明を限定
することを意図されていない。数多くの修正および変更が上記の教示に照らして可能であ
る。
【０２４６】
［実施例５］
界面活性剤と更にはキシリトールによって安定化されたエタネルセプト
　界面活性剤と更にはキシリトールによって安定化されたエタネルセプト製剤は、実施例
１Ａにおいて説明したものと同様の手順を用いて調製および試験することができる。以下
に例示された組成物は、アルギニンを含有しない。
【０２４７】

【表３０】

【０２４８】
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【表３１】

【０２４９】
【表３２】

【０２５０】
【表３３】

【０２５１】
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【表３４】

【０２５２】
［実施例６］
界面活性剤およびＮａＣｌによって安定化されたエタネルセプト
　界面活性剤ならびにＮａＣｌ単独またはスクロース、トレハロースおよび／もしくはア
ルギニンと組み合わせたＮａＣｌによって安定化されたエタネルセプト製剤は、実施例１
Ａにおいて説明したものと同様の手順を用いて調製および試験することができる。以下の
製剤３：１３を除いて、以下に例示された組成物は、アルギニンを含有しない。
【０２５３】
【表３５】

【０２５４】
【表３６】
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【０２５５】
【表３７】

【０２５６】
【表３８】

【０２５７】
【表３９】

【０２５８】
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【表４０】

【０２５９】
　組成物は、長期的な安定性に関して試験することができ、生物活性は、実施例１Ａにお
いて説明したのと同じように測定することができる。Ｆｌｏｗ　Ｃａｍ分析は肉眼不可視
粒子を評価するために使用することができる。
【０２６０】
エタネルセプト製剤の分析
Ａ．熱安定性貯蔵
　透析および濃縮の後、上記で例示したエタネルセプト製剤の試料は、バイオセーフティ
キャビネット内で濾過滅菌された。滅菌されたピペットおよびオートクレーブ処理された
ピペット先端を用いて、エタネルセプト製剤の試料は、予めラベル付けされてオートクレ
ーブ処理された１ｍＬ凍結乾燥バイアルに移された。バイアルは、無菌ブチルストッパー
で栓をされ、アルミニウムキャップで圧着された。すべてのバイアルは次いで、熱安定性
オーブンに移された。試料は、（１）４０℃で２週間および（２）２５℃で４週間という
、２つの熱安定性レジームを施された。本明細書を通して、これらの２つの温度レジーム
は、それぞれ「Ｔ２」および「Ｔ４」と表される。
【０２６１】
Ｂ．サイズ排除クロマトグラフィー（ＳＥＣ）
　本明細書中で開示されたエタネルセプト製剤は、分析物がサイズにより分離されるサイ
ズ排除クロマトグラフィー（ＳＥＣ）、高速液体クロマトグラフィー法の周知の技術を用
いて分析された（Ｒｏｇｎｅｒ，Ｍ．（２０００）．Ｓｉｚｅ　Ｅｘｃｌｕｓｉｏｎ　Ｃ
ｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ．　Ｐｒｏｔｅｉｎ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒ
ａｐｈｙ．　Ｍ．Ｋａｓｔｎｅｒ．Ａｍｓｔｅｒｄａｍ、Ｅｌｓｅｖｉｅｒ．６１：８９
－１４５を参照されたい。）。上述したエタネルセプトの試料の熱安定性を評価するため
に、試料は、文献（ｖａｎ　Ｍａａｒｓｃｈａｌｋｅｒｗｅｅｒｄ，Ａ．，Ｇ．Ｊ．Ｗｏ
ｌｂｉｎｋら（２０１１）．「Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ａｎａｌｙｔｉｃａｌ　ｍ
ｅｔｈｏｄｓｔｏ　ｄｅｔｅｃｔ　ｉｎｓｔａｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　ｅｔａｎｅｒｃｅｐ
ｔ　ｄｕｒｉｎｇ　ｔｈｅｒｍａｌ　ｓｔｒｅｓｓ　ｔｅｓｔｉｎｇ．」Ｅｕｒｏｐｅａ
ｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃｓ　ａｎｄ　Ｂｉｏｐｈａｒｍａ
ｃｅｕｔｉｃｓ　７８（２）：２１３－２２１）に基づいたＳＥＣ方法により検査された
。移動相緩衝液は、５０ｍＭのリン酸ナトリウム一塩基性一水和物および１５０ｍＭのア
ルギニンを含有するように調製された。ｐＨは、１ＭのＨＣｌを用いて６．５に調節され
た。すべての分離は、Ｔｏｓｏｈ　ＴＳＫ－ゲルＧ４０００　ＳＷｘｌ　７．８ｍｍ×３
０ｃｍ（型番８５４２）に線形に取り付けられた、Ｔｏｓｏｈ　ＴＳＫ－ゲル　ＳＷｘｌ
　６ｍｍ×４ｃｍガードカラム（型番８５４３）を用いて実施された。分離を実施するた
めに、カラムは室温（２３℃）にされ、０．５ｍＬ／ｍｉｎの流量で移動相によって平衡
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にされた。５マイクロリットルの５０ｍｇ／ｍＬエタネルセプト製剤が、オートサンプラ
を用いてカラムに注入された。分離は、０．５ｍＬ／分の流量で３０分間かけて達成され
た。カラム溶離液は、この時間中に２８０ｎｍの波長で監視された。
【０２６２】
Ｃ．サイズ排除クロマトグラフィークロマトグラムの統合
　すべての統合は、Ｃｈｒｏｍｅｌｅｏｎソフトウェア（Ｄｉｏｎｅｘ）を用いて実施さ
れた。統合前に、エタネルセプトを含有しない緩衝液に関したＳＥＣクロマトグラムは、
すべてのクロマトグラムから差し引かれた。すべての統合は、１２分間の保持時間と２６
分間の保持時間の間に実施された。幾つかのパラメータが、ピークを規定するために使用
された。検出されたピークに関する最低面積は、０．０５ｍＡｕ＊ｍｉｎにセットされた
。ピーク検出に関する二次元感度は、０．０１ｍＡｕおよび７５秒にセットされた。ピー
クの肩部分は、手動式統合ツールを用いて手動により加えられた。すべての検出されたピ
ークは、２つのステップで手動により調節された。最初に、ピークベースライン（ピーク
の底部境界）が水平に調節された。二番目に、ピークベースラインの垂直位置が、クロマ
トグラムベースラインの垂直位置に調節された。クロマトグラムベースライン値は、分析
物が存在しないときのシグナルとして規定された。分析物が存在しないときのシグナルは
、１２分間の保持時間でのｍＡｕにおける吸光度として規定された。
【０２６３】
Ｄ．エタネルセプト製剤のＳＥＣ画分
　上述したエタネルセプト製剤のＳＥＣ分析では、３つのＳＥＣクロマトグラフィー画分
が、同定されて研究された。分析された画分は、ＳＥＣカラムからの溶離の順番において
、（１）無傷のエタネルセプト分子間の非共有結合式静電気的吸引を介しておそらくは集
合した、無傷のエタネルセプトＴＮＦＲ：ＦＣ融合タンパク質の凝集体（以下、「凝集体
」または凝集体含量）を表す非常に高い分子量の画分、（２）無傷のエタネルセプトＴＮ
ＦＲ：ＦＣ融合タンパク質を表すモノマー含量（以下、「モノマー含量」の「モノマー」
と呼ぶ）、（３）例えば分子のヒンジ領域における融合タンパク質のＦＣ部分のアームの
解離のようにＴＮＦＲ：分子融合タンパク質の一部分がモノマーから解離することになっ
た、１個のフラグメントまたはエタネルセプト分子のフラグメントの母集団をおそらくは
表す画分（以下、「フラグメント３」と呼ぶ）だった。下記の表は、上述したＳＥＣ分析
により測定された凝集体、モノマーおよびフラグメント３の相対量を示している。
【０２６４】
Ｅ．肉眼不可視粒子のＦｌｏｗＣＡＭ（登録商標）分析
　方法開発作業は、Ｍａｎｕｅｌ　Ｐｒｉｍｅ　ｗｉｔｈ　Ｎｏｎ－Ｓａｍｐｌｅ手順（
液液界面）を用いて行われ得る。著明な混合効果がフローセルに見られるので、代替的な
エアギャップ手順（Ｍａｎｕａｌ　Ｐｒｉｍｅ　ｗｉｔｈ　Ｓａｍｐｌｅ）が試料評価の
ために選択される。
【０２６５】
　実施例３．５および実施例４．２の製剤は、ＰＳ８０有りの場合および無しの場合で「
Ｔ０」において評価された。ｆｌｏｗＣＡＭ分析に関して使用されるときの「Ｔ０」とい
う用語は、試料が認識可能な熱または貯蔵応力（すなわち、５Ｃ以下に維持しておいた）
を全く受けておらず、後で、試験される製剤を調製してから２４時間以内から７２時間以
内までに）ｆｌｏｗＣＡＭ分析を用いて即座に試験されたことを表す。
【０２６６】
計装および周辺機器
ＦｌｏｗＣＡＭ機器：モデルＶＳ１、シリアル番号５５１、Ｓｏｎｙ　ＳＸ９０カメラ付
き、および１ｍＬ注射器（Ｆｌｕｉｄ　Ｉｍａｇｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）付
きのＣ７０ポンプ
ＦｌｏｗＣＡＭソフトウェア：ＤＳＰファームウェアバージョン：５４；バージョン３．
０．３
フローセル：深さ８０μｍおよび幅７００μｍのＦｉｅｌｄ　ｏｆ　Ｖｉｅｗ（ＦＯＶ　
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ＦＣ８０）（Ｆｌｕｉｄ　Ｉｍａｇｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）
対物レンズ：１０倍
【０２６７】
コンテキスト設定（方法および設定パラメータ）
方法：Ｍａｎｕａｌ　Ｐｒｉｍｅ　ｗｉｔｈ　Ｎｏｎ－Ｓａｍｐｌｅ（エアギャップ）
Ｓａｍｐｌｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ：分析された０．１７０ｍＬによる０．２００ｍＬ体積
Ｆｌｏｗ　Ｒａｔｅ：０．１００ｍｌ／ｍｉｎ
Ａｕｔｏ　ｉｍａｇｅ　ｒａｔｅ：毎秒２２フレーム
Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ：３８．７％
Ｒｕｎ　Ｔｉｍｅ：１．７分間
Ｄｉｓｔａｎｃｅ　ｔｏ　Ｎｅａｒｅｓｔ　Ｎｅｉｇｈｂｏｒ：０ミクロン
Ｃｌｏｓｅ　Ｈｏｌｅｓ：５イテレーション
Ｉｍａｇｅｓ：５のコラージュ画像ボーダーパディング
Ｐａｒｔｉｃｌｅ　Ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ：暗閾値１５．００、明閾値１５．００
Ａｃｃｅｐｔａｂｌｅ　Ｒｅｇｉｏｎ：左１５、右１２５５、上０、下９５９
Ｃａｍｅｒａ：Ｓｈｕｔｔｅｒ　８
Ｇａｉｎ　５７
ＡｕｔｏＩｍａｇｅ　Ｒａｔｅ：毎秒２２フレーム
Ｆｌａｓｈ　ｃａｍｅｒａ　ｄｅｌａｙ：１００マイクロ秒
Ｆｌａｓｈ　ｄｕｒａｔｉｏｎ：１８．５マイクロ秒
Ｄｉａｍｅｔｅｒ（ＥＳＤ）：最低２．００ミクロン、最大１０００．００ミクロン
【０２６８】
　試料を流す前に、フローセルおよび対物レンズが据え付けられ、視野およびフォーカス
最適化が実施される。システム確認試験は、ブランク水および粒径標準物質を複数のレプ
リカ中に流すことを含んでいる。試料を流す前に、清浄化手順が、粒子数が、典型的には
試料間で１０００粒子／ｍＬ未満の、またはレプリカ試料間で試料粒子／ｍＬの５％未満
の許容されるレベルであることを確実にするために着手される。通例の清浄化プロセスは
、清浄化剤の間に、カウントレベルの測定前の最後の洗い流しとして水（Ｍｉｌｌｉｐｏ
ｒｅ　Ｄｉｒｅｃｔ－Ｑタイプ１、０．２２μｍ濾過済み、１８．２ＭΩ）を使用する。
粒子数が１ｍＬレベル当たりの許容される粒子に到達するとすぐに、試料は、試料チップ
中にピペットで慎重に移され、試料分析の開始前にフローの中に充填される。運転品質は
、ｘ－ｙキャプチャープロットを含む（フローパターンの変遷を可視化するため）Ｖｉｓ
ｕａｌＳｐｒｅａｄＳｈｅｅｔ中の一連の診断ツール、直径サイズプロットに対するアス
ペクト比（スタック粒子を識別する）、運転中の画像レビュー、および様々な粒子特性（
例えばサイズ、円形度、長さ、アスペクト比）を用いた運転の完了時における画像分析を
用いて、各運転の間および直後に測定される。個々の粒径は、球相当径（ＥＳＤ）として
知られるＦｌｕｉｄ　Ｉｍａｇｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓソフトウェア測定技術
によって測定される。ＥＳＤは、３６回の試料測定（５°毎に実施される）に基づいた、
粒子の平均フェレー測定（ｍｅａｎ　ｆｅｒｅｔ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）である。フ
ェレー測定とは、粒子の反対側に接触している平行な正接間での、垂直距離である。
【０２６９】
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【表４１】
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【０２７０】



(50) JP 6271536 B2 2018.1.31

10

20

30

40

【表４２】
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【０２７１】
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【表４３】
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【０２７２】
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【表４４】

【０２７３】
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【表４５】

【０２７４】
エタネルセプト製剤のＨＩＣ分析
　下記の表（表６および表７）は、試料３：５から試料３：１４までに対して実施された
疎水性相互作用クロマトグラフィー（「ＨＩＣクロマトグラフィー」）の結果を示してい
る。ＨＩＣクロマトグラフィーは、参照により本明細書に組み込む米国特許第７，２９４
，４８１号において説明された方法により、実施された。試料は、ｔ０（５℃における調
製の２４時間以内。）で評価され、２５℃における貯蔵の２週間後（ｔ２）（表６を参照
）または２５℃における貯蔵の４週間後（ｔ４）（表７を参照）のいずれかで再び評価さ
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れた。ピーク１は、ＳＥＣデータの論述において上記で言及されたように、「フラグメン
ト３」であるまたはこれを含むと考えられており、ピーク２は、ＳＥＣデータの論述にお
いて上記で言及されたエタネルセプトモノマーであり、ピーク３は、ＳＥＣデータの論述
において上記で言及された「凝集体」を表しまたはこれを含む。更に、ここで使用される
「ピーク１」、「ピーク２」および「ピーク３という用語はまた、参照により本明細書に
組み込む米国特許第７，２９４，４８１号の図４で言及して開示されたＨＩＣピーク１、
ピーク２およびピークへの参照も成していると理解すべきである。
【０２７５】
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【表４６】

【０２７６】
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【表４７】
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【表４８】

【０２７８】
　本発明のその他の実施形態は、本明細書の検討および本明細書中で開示された本発明の
実践から当業者には明確である。本明細書および例は、例示的なものにすぎないとみなさ
れるように意図されており、本発明の真正の範囲および趣旨は、下記の請求項により示さ
れている。
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